
大門そうめん

細く長い麺がくるくる巻かれた、丸まげ状の手延べ素麺と、大門素麺用に製造した麺つゆのセットです。こだ
わりの逸品がここにあります。

寄附額　①10,000円（そうめん3個）　　　　　　         　　⑥15,000円（そうめん5個、つゆ2個）
　　　　 　②10,000円（そうめん2個、つゆ2個）　　　　　　⑦25,000円（そうめん10個）
　　　　 　③13,000円（そうめん5個）　　　　　　　　　　　　⑧25,000円（そうめん8個、つゆ4個）
　　　　 　④13,000円（そうめん4個、つゆ2個）　　　　　　⑨45,000円（そうめん20個）
　　　　　 ⑤15,000円（そうめん6個）
送付時期：通年

砺波市ふるさと寄附

返礼品一覧

R4.10.3現在_65種109品

い・ろ・は・す い・ろ・は・す　巨峰

「い・ろ・は・す」の採水地は全国に6か所あり、その1つが富山県砺波
市です。厳しい品質管理を経た、赤ちゃんのミルクにもお使いいただけ
る軟水です。

北陸・長野県エリア限定のフレー
バーです。

寄附額　①10,000円（555mlペット×24本）
　　　　　 ②9,000円（285mlペット×24本）
　　　　　 ③17,000円（285mlペット×48本）
　　　　　 ④10,000円（560mlペット(ﾗﾍﾞﾙﾚｽ)×24本）　
送付時期：通年

寄附額　11,000円
内容：555ml×24本

送付時期：通年



雪たまねぎ 庄川ゆず ふく福柿

みずみずしく甘いだけでなく、肉
厚で食感が良い「越冬たまねぎ」
です。熱に強く煮崩れしにくいた
め、カレーや煮込み料理などに
ぴったりです。

「庄川嵐」と呼ばれる風や冬の寒
さの影響を受けて育ったゆずです。
他の産地と比較して、表面が粗く
凹凸が目立ち、果皮が厚く、香り
が強いのが特徴です。

砺波市東部の山間地域の栴檀山
地区で栽培されているさわし柿で
す。種が無く、あっさりした上品な
甘さとやや固めのジューシーな食
感が特徴です。

寄附額：10,000円
内容：約10kg
送付時期：7月～9月

寄附額：10,000円
内容：約10個
送付時期：11月

寄附額：10,000円
内容：約10個
送付時期：10月

受付停止中

チューリップ球根
チューリップ球根
皇室献上品種セット

冬咲きチューリップ
水耕栽培キット

日本一の出荷量を誇る砺波市産
のチューリップ球根です。
砺波ならではの贈り物として、ご
自宅のガーデニング用として、ぜ
ひご利用ください。

富山県チューリップほ場品評会
にて上位入賞された球根です。

室内で育てる冬咲きチューリップ
水耕栽培キット。

コンパクトでインテリア感覚で楽し
むことができます。

寄附額　10,000円
内容：20球（4種詰め合わせ）
　　　　※種類はおまかせ
送付時期：9月～11月

寄附額　11,000円（6種×4球）
送付時期：9月～11月

寄付額　10,000円
内容：3球入×2キット
　　　※種類はおまかせ
送付時期：12月～2月

チューリップ切花

一足早い春の足音をチューリップの本場砺波から皆様のもとへ。

自宅用・贈答用としても活用できる色鮮やかでボリュームのある花束で
す。

寄附額　①10,000円（12本）　　　②13,000円（20本）
　　　　　 ③17,000円（30本）　　　④30,000円（50本）

※種類はおまかせ　価格変更の可能性あり
送付時期：1月～2月



生粋の庄川鮎 鮎や　御食事券
越中三助焼

（コーヒーカップ）

庄川の天然鮎から採卵・孵化をさ
せて庄川の伏流水で育てた養殖
鮎です。香りと味わいををぜひ舌
で感じてください。

庄川鮎を「鮎料理専門店　鮎や」
で食べられる御食事券。

おうちでのコーヒータイムに伝統
の技を生かしたカップはいかがで
すか？素朴な風合いにホッとした
気持ちになれます。

寄附額：①150g(4-6匹)　12,000円
　　　　　 ②300g(8-12匹)　20,000円
 　　　　　③500g(13-20匹) 31,000円
 　　　　　④1kg(26-40匹)　58,000円
送付時期：6月～8月（冷蔵）

寄附額：10,000円
内容：御食事券3,000円分
送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：カップ1個（デザイン4種有）
送付時期：通年

となみ産りんご 庄川おんせん野菜 たかはたポーク

砺波の自然環境を生かして生産
した。酸味と甘さのバランスが取
れたジューシーな味わいのおいし
いりんごとジュースのセットです。

庄川清流温泉の源泉水を肥料と
して与え、大切に育てられた野菜
です。カルシウムイオンなどを豊
富に含む温泉水が、野菜の生育
を促し、うま味を引き出します。

徹底した品質・衛生管理のもと、
となみ野の豊かな自然の中では
ぐくまれた、臭みが少なくさっぱり
した味わいの豚肉です。

寄附額：10,000円
内容：りんご6個、ジュース1本
送付時期：12月上旬

寄附額：10,000円
内容：3種類以上詰め合わせ
　　　 ※種類はおまかせ
送付時期：11月

寄附額：30,000円
内容：2kg
　　　 （ステーキ1kg、スライス1kg）
送付時期：通年

曲げガラスの表札 曲げガラスのペンスタンド
越中三助焼
（とっくりセット）

新幹線車両のガラスとしても採用
されている曲げガラス加工により、
柔軟なデザイン性と重厚な存在
感を両立した、インパクトのある
おしゃれな表札・銘板です。

曲げガラスを切断した際の端材を
活用した、ガラス２枚組のオシャ
レなペンスタンドです。

地場の良質な陶土と釉薬によっ
てつくられる全国的にも珍しい緑
釉の陶器です。 「用の美」を求め
た独自のデザインと素朴な風合
いが特徴です。

寄附額：55,000円
内容：ガラス１枚（150m㎡）
　　　 ビス2個・ネジ2個
送付時期：通年

寄附額：20,000円
内容：ガラス2枚（大穴直径14mm
　　　 小穴直径4mm）
送付時期：通年

寄附額：40,000円
内容：とっくり1個、ぐい呑み2個

送付時期：通年



庄川挽物木地 富山湾の幸おかき 富山おかきセット

使い込むほどに味わいが増す、
天然の木を使った工芸品です。
昭和53年には、経済産業大臣指
定の「伝統的工芸品」としての指
定も受けています。

特産の白えび・ほたるいかを加え
て焼き上げた、海の香りいっぱ

いの美味しいかき餅です。

砺波平野の恵みの中で製造され
たこだわりのおかきです。

置き薬風パッケージの「越中富山
の常備菓子」と平安時代を題材と
した「紫の物語」のセットです。

寄附額：40,000円
内容：お盆1枚（尺二36cm）

送付時期：通年

寄附額：8,000円
内容：白えび・ほたるいか各20袋
送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：越中富山の常備菓子、
　　　 紫の物語 各1箱

送付時期：通年

和菓子　きんつば かぶら寿し（サバ・マス・ブリ）

加賀藩の時代から砺波地方で多
く生産されていた小豆を使用し、
以降１００年以上にわたって愛さ
れているお菓子。

庄川の清らかな水を使って仕込む糀は、創業から１００年近く受け継ぎ、
地元の素材にこだわった旨味と風味が凝縮された逸品。

寄付額：11,000円
内容：20個入

送付時期：通年

種類：金額（内容量）

・サバ：12,000円（650g）、16,000円（890g）、20,000円（1,150g）
・マス：12,000円（650g）、16,000円（890g）、20,000円（1,150g）
・ブリ：12,000円（500g）、16,000円（690g）、20,000円（890g）
送付時期：10月～3月頃（※内容量は変更する場合があります）

となみ野コシヒカリ 増山城御城印・戦国米セット
増山城登城記念手形・

戦国米セット

庄川の清流でつちかわれた肥沃
な大地と清らかな水で育った「安
心のコシヒカリ」
農業・化学肥料使用量が通常の
半分以下の特別栽培米です。

増山城シルエットをプリントした特
別な御城印と、栴檀野地区のき
れいな水と深い土壌で育まれた
お米のセットです。

県産マスヤマスギを使い、歴代
城主の家紋をあしらった手形と栴
檀野地区のきれいな水と深い土
壌で育まれたお米のセットです。

寄附額：10,000円
内容：5㎏×1袋
送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：御城印1枚、米5㎏×1袋
送付時期：通年

寄附額：11,000円
内容：手形1枚、米5㎏×1袋

送付時期：通年



大吟醸立山・純米大吟醸
立山雨晴セット

大吟醸立山 純米大吟醸立山雨晴

なめらかで玲々とした味わいの大
吟醸と優雅で品のある味わいの
純米大吟醸のセットです。

芳醇にして程良い上立ち香と優
美な口中香があり、米の旨味を
極限まで追求した品のある、なめ
らかで玲々とした味わいのお酒で
す。

厳選された良質の山田錦を高精
白にして醸した純米大吟醸酒で

香りと旨味のバランスがよく、優
雅で品のある味わいのお酒です。

寄附額：25,000円
内容：720ｍｌ×各1本（計2本）
送付時期：通年

寄附額：15,000円
内容：720ｍｌ×1本

送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：720ｍｌ×1本

送付時期：通年

ハリークレインズ
クラフトハイボール

若鶴 純米大吟醸
瑤雫40

三郎丸蒸留所
ウイスキーセット

三郎丸蒸留所が造ったこだわり
のハイボールです。
吟味を重ねてたどり着いた、ス
モーキーな香りとドライな飲み口
をお楽しみください。

富山県産雄山錦100％使用。「10
時間さらし」で雄山錦の旨みを残
しつつも、キレを追及しています。
富山の豊かさを知っていただきた
いと強く思い醸した大吟醸です。

北陸唯一のウイスキー蒸留所で
ある三郎丸蒸留所で造られたス
モーキーなこだわりのウイスキー
と砺波自慢のおいしい水の相性
をお楽しみください。

寄附額：10,000円
内容：355ml缶x9本(度数8%)
送付時期：通年

寄附額：12,000円
内容：720ml×1本
送付時期：通年

寄附額：11,000円
内容：ウイスキー700ml×1本、
　　　 いろはす555ml×4本
送付時期：通年

真・苗加屋
スーパーフローズン

苗加屋　5点セット
（琳赤・琳青・玲黒・玲橙・玲碧）

苗加屋
琳赤・琳青セット

蔵で絞って即瓶詰め・急速冷凍す
ることで「しぼりたて」をそのまま１
年中味わうことができる。

南部流の濃醇さと越後流の淡麗
さを組み合わせて、飲み口のイン
パクトがありながらも、後味はさっ
とキレる独自の味わいが特徴の
「苗加屋」シリーズです。

飲み口のインパクトがありながら
も、後味はさっとキレる独自の味
わいがあり、日本酒本来の躍動
感と旨みを感じることのできる無
濾過生原酒です。

寄附額：13,000円
内容：300ml×2本

送付時期：通年

寄附額：45,000円
内容：苗加屋　各種　720ml×1本
送付時期：通年（冷蔵発送）

寄附額：13,000円
内容：苗加屋　各種　720ml×1本
送付時期：通年（冷蔵発送）



ジョージアカフェ
ボﾄﾙコーヒー

アイシースパーク
となみブランド
ドリンクセット

コーヒーブランドで有名なジョージ
ア。

水を冷やすと炭酸が強くなること
に着目した、爽快な強炭酸。

庄川ゆず、となみ野りんごを使
用して作ったゆずドリンク「金屋
美人」（5倍希釈）と「頼成りんご
ジュース」のセットです。

寄附額：7,000円
内容：各950ml×12本
　　　（①無糖②甘さひかえめ）
送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：500ml×24本

送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：金屋美人、頼成りんご
　　　 ジュース 各1本
送付時期：2月

レトルトカレーセットA レトルトカレーセットB
パスタ・ソース・
スープセット

JAとなみ野特産「たまねぎ」と、辛
味の隠し味に「熟成唐辛子」を使
用。ビーフカレー（中辛・甘口）、
ポークカレー(中辛)の3つの味が
お楽しみいただけます。

大きめカットの肉厚たまねぎが
入った「砺波産たまねぎカレー」と、
深みのある赤い果肉が特徴の富
山産トマトを丸ごと投入した「フル
ティカトマトカレー」のセットです。

砺波の自然水を使用したパスタ
麺と選りすぐりの素材を使用した
ソース・スープのセットです。

寄附額：10,000円
内容：ビーフ中辛2箱、甘口1箱、
　　　 ポーク中辛1箱
送付時期：通年

寄附額：15,000円
内容：たまねぎカレー、
　　 　 トマトカレー 各5箱
送付時期：通年

寄付額：22,000円
内容：パスタ麺×3,マカロニ×2、
　　　 パスタソース×9,スープ×2
送付時期：通年

受付停止中

純米吟醸立山 吟醸立山
兵庫山田錦純米吟醸立山・
特別純米酒立山セット

越中五百万石と厳選の兵庫山田
錦で醸した、さわやかで落ち着き
のある吟醸香、ふくよかな甘みと
芳醇な旨味が調和する味わい深
い「立山」の純米吟醸です。

軽快でキレイな味わいを持ち、フ
ルーティでほのかな香りも上品な
お酒です。スッキリとした喉ごしに
旨味とコクが調和し、香味のバラ
ンスも良いです。

厳選された良質の山田錦を高精
白にして醸した純米吟醸酒と厳
選された良質の酒造好適米を使
用して丁寧に醸した特別純米酒
のセットです。

寄附額：11,000円
内容：720ｍｌ×2本
送付時期：通年

寄附額：11,000円
内容：720ｍｌ×2本

送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：720ｍｌ×各1本（計2本）

送付時期：通年



醤油3本セット ゆずぽん酢5本セット ゆずドレッシング5

トナミ醤油の醤油（あまくち・うすく
ち・こいくち）のセットです。国産原
料にこだわった、地元で愛される
伝統の味です。

トナミ醤油のぽん酢3種（ゆず、ゆ
ず塩、しろえびゆず）と醤油2種
（燻製、いか魚醤）のセットです。

トナミ醤油のゆずドレッシング3種
（みそ、しょうゆ、こしょう）と焼き肉
のたれ2種（濃口、甘口）のセット
です。

寄附額：10,000円
内容：1㍑×3本
送付時期：通年

寄附額：12,000円
内容：120ml×5本
送付時期：通年

寄附額：12,000円
内容：200g×5本
送付時期：通年

ゆず味噌ジェラート ゆずまる
ゆず味噌

食べくらべセット

庄川町商工会女性部が開発！庄
川ゆずを使ったあまじょっぱい
ジェラートです。

庄川ゆずを練りこんだミルク饅頭
です。食べた瞬間にさわやかな
香りが、口いっぱいに広がり、優
しい味わいがいつまでも残ります。

砺波市内の会社が製造したゆず
味噌とドレッシングの詰め合わせ。

様々な料理にお使いいただけま
すので、ぜひ食べくらべをしてみ
てください。

寄附額：10,000円
内容：90ml×6個
送付時期：通年（冷凍）

寄附額：10,000円
内容：16個入×2箱
送付時期：通年

寄附額：10,000円
内容：ゆず味噌3種類、
　　　  ドレッシング1種類
送付時期：通年

縁-ENISHI-のむすび 彩りの花 絲-ITO- 琥珀の宝

白と紅を合わせて1本の麺にし、
水引や花をモチーフに美しく華や
かな形状に仕上げた手延べ麺で
す。

野菜のパウダーを使用し彩り豊
かに華やかに仕上げた野菜の手
延べ麺です。

国産玉ねぎの皮を使い、富山県
砺波産の六条発芽大麦を加えて
香ばしく仕上げ、富山湾の海洋深
層水(脱塩水)でミネラルをプラス
した自然派の健康飲料です。

寄附額：12,000円
内容：麺75ｇ×5袋
送付時期：通年

寄附額：12,000円
内容：麺75ｇ×5袋
送付時期：通年

寄付額：10,000円
内容：500㎖×10本

送付時期：通年

受付停止中



砺波市宿泊割引券

対象施設にて宿泊基本料金のみ利用可能な宿泊割引券です。宿泊基本料金のみ利用可能。

寄付額:：①3,000円×1枚－10,000円　②3,000円×2枚－20,000円
　　　　　 ③3,000円×3枚－30,000円　④3,000円×5枚－50,000円
　　　　　 ⑤3,000円×10枚－100,000円
対象施設：三楽園・すいげつろうホテル・ゆめつづり・ロイヤルホテル富山砺波・川金・弁天温泉・庄川荘

　　　　　　　スパガーデン和園・ホテルとなみ・ホテルパークイン・寺尾温泉・すどまりとなみ・コスモス荘

閑乗寺公園コテージ利用券

木の温もりあふれるコテージで天候や気温を気にせず快適に宿泊できる利用券です。

寄付額（コテージ名）：
　①10人用コテージ（えどひがん）－135,000円　　　②8人用コテージ（やまぶき）   －120,000円
　③ 6人用コテージ（ゆず）　　　　 －110,000円　　  ④4人用コテージ（つつじ）      －　95,000円　　　　　 　　　　　　　　
　⑤ 3人用コテージ（かたかご）　  －60,000 円　　　⑥2人用コテージ（ゆきわりそう）－50,000円　　

たかはたポーク
豚の角煮

広報となみ
1年間定期購読

となみブランド「たかはたポーク」を
使用し、3日間煮込んだ上質な逸
品。

砺波市の広報誌「広報となみ」を1
年間毎月送付。当市の様々の

様々なお知らせやイベント情報な
どをお届けします。

寄附額：19,000円
内容：豚の角煮（900g）
送付時期：通年

寄附額：5,000円

送付時期：通年



空き家サポートサービス みまもりサービス

空き家（空き地）を定期的に訪問し目視で点検。その
報告書を利用者に郵送するサービスです。※家の
中に入ることはありません。

毎月１回郵便局員等が利用者宅を訪問し、会話を通
して生活状況を確認。結果をメールで家族に通知す
るサービスです。

寄附額：年3回コース－12,000円
年6回コース－24,000円
年12回コース－48,000円

内容：事業者に要確認
サービス提供時期：通年
事業者：砺波市シルバー人材センター
　　　　　（TEL：0763-33-4341）

寄附額：3か月コース－25,000円
6か月コース－50,000円
12か月コース－100,000円

内容：事業者に要確認
サービス提供時期：通年
事業者：日本郵便株式会社
         　（TEL：0120-23-28-86）

みまもりでんわサービス お墓みまもりサービス

毎日指定された時間に利用者宅に自動音声電話が
かかり、ボタンプッシュで体調を確認。結果をメール
で家族に通知するサービスです。

なかなかお墓に来られないあなたに代わって、状況
確認・簡易清掃・供花・お線香を行うサービスです。

寄附額：
 年3回コース－11,000円（固定）、12,000円（携帯）
 年6回コース－22,000円（固定）、26,000円（携帯）
 年12回コース－44,000円（固定）、52,000円（携帯）
内容：事業者に要確認
サービス提供時期：通年
事業者：日本郵便株式会社（TEL：0120-23-28-86）

寄附額：28,000円　（1回コースのみ）
内容量：事業者に要確認
サービス提供時期：通年
事業者：石森石材（TEL：0763-82-5027）

担当：企画総務部財政課

サービス提供型の返礼品について
・申請時にいただいた氏名、住所、電話番号等の情報を事業者に提供いたします。 ご了承ください。
・寄附金の入金確認後、事業者より電話や書類送付での連絡がある場合があります。

庄川遊覧船 乗船券 越中三助焼づくり体験 チューリップ寄せ植え体験

遊覧船に揺られながら、峡谷の
新緑や燃えるような紅葉を眺める
ひとときは、庄川峡ならではの醍
醐味があります。25分のショート
クルーズをお楽しみください。

陶芸家の先生の指導を受けなが
ら、自分だけのオリジナル作品を
作ることができます。

季節の花とチューリップの球根を
一緒に植え込み、オリジナルの鉢
を作る体験です。季節の花の観
賞と、チューリップの育成の両方
が一度に楽しめます。

寄附額：10,000円
内容量：2名分（約25分間）
実施時期：通年

寄附額：10,000円
内容量：1名分（約1時間）
実施時期：通年

寄附額：10,000円
内容：1名分（約1時間）
実施時期：10月～12月


