平成29年度

元気とやま応援寄附金 お礼の品

県外にお住まいで、富山県へ1万円以上のご寄附をいただいた方に、寄附金額
に応じ県産品などを贈呈します。
※お礼の品の贈呈は、お一人につき、同一年度間（4月〜翌年3月）に1回とさせていただきます。
※寄附申込みの際に、ご希望の品（1点）の番号・名称をご記入ください。それぞれ、低額の寄附金額におけるお礼の品
からのご選択も可能です（例：5万円のご寄附で、1万円以上に対するお礼の品からのご選択）。
※お礼の品は、ご希望の送付先にお送りすることも可能です。その場合は、その旨ご連絡ください。
※お礼の品の贈呈は、委託業者等からご寄附をいただいた方などへ直接お送りするため、ご寄附いただいた方のお名
前・ご住所・連絡先又は、ご希望の送付先の情報を委託業者等へ提供することをご了承ください。
※寄附金の入金を確認後、お礼の品をお送りしますので、お届け時期はお申し込みから1〜2ヵ月程度かかる場合があり
ますことをご了承ください。
さらに、5万円以上のご寄附をいただいた方には、下記の県PR品（A〜C）からご希望のもの1点をお送りいたします。
A 環日本海 逆さ地図、県観光ポスター

C 観光情報誌
「d design travel 富山」

B 富山のくすりPRグッズ
（ケロリン桶、エコバッグ等）

※お礼の品及び県PR品は、入荷状況等により内容を変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。最新の情報はホームページでご確認ください。

1万円以上

ふ

ふ

ふ

①とやまの名水

②富山米新品種「富富富」
お試しセット

③県産の薬用植物を使った
お茶セット

富山の大自然が育てた名水です。その清
らかな名水を味わってください。

富山県が育成したお米の新品種「富富
富」を富山の名水とセットで、一足早く
ご賞味いただけます。

「くすりの富山」から、富山県産の薬用
植物を使ったハーブティをお届けします。

のご寄附をいた
だいた方

※写真はイメージです。

500ml×24本

④べつばら富山
お菓子詰合せ

⑤ゆりの木の里
お菓子箱セット

富山を代表するデザートを揃えました。
伝統と革新が詰まってます。

障害者福祉施設「ゆりの木の里」で丁寧
に焼かれたフィナンシェとクッキーです。

Ｔ五、もなか、サブレ

⑧蒲鉾詰合せ
厳選された魚材を、石臼を用いた贅沢な
伝統的手法で加工し、丹念に作り上げま
した。

フィナンシェ 10 個
クッキー 7 袋

⑨なんとポーク
ソーセージ詰合せ
つなぎを一切使っていない粗引きソー
セージ。南砺市ならではの食材を使用し
ています。

「富富富」精米２ｋｇ×２袋、水２ℓ×１本
※お届けは、11月以降になります【先着100名限定】
。

「九宝茶」（５種５個入り）
「利賀のクロモジ茶」（ティーパック ８パック）

⑥ほたるいか詰合せ

⑦昆布巻詰合せ

醤油漬けの沖、越中伝統のいか墨で和え
た黒作りのセットです。

昆布消費量 全国トップクラスの富山が
送る昆布巻詰合せです。

180g×2

沖･黒

⑩銀盤 吟醸・純米吟醸
日本の名水百選の一つ黒部川扇状地湧水
で仕込み、米の旨味を十分に引き出しま
した。

にしん昆布巻1本、紅鮭昆布巻1本

1万5千円以上
のご寄附をいた
だいた方

赤巻２本、昆布巻き２本、しぐれ１本

⑪贅沢な大人のアイス3種
第1回地場もん国民大賞「銅賞」を受賞し
た「干柿のアイス」を含む、里山のオー
ベルジュ「薪の音」特製のアイスです。

ラム酒に漬けた干柿のアイス 100ml×2個
青梅と大吟醸のシャーベット 100ml×2個
赤ワインで煮たずいきとこだわりショコラ 100ml×2個

4種4個（たまねぎ、ピリ辛、ブラックペッパー、バジル
各１個）

720ml×2 本

⑫べつばら富山
立山のぐいのみ

⑬１５.０%アイスクリーム
スプーン

立山連峰をモチーフとしたぐいのみ。錫
は抗菌作用が強く、金属アレルギーにも
なりにくい素材です。

アルミの熱伝導率の高さを利用し、ス
プーンを持つ手の体温でアイスを溶かし
ながらすくうことができます。

Ｓサイズ

先端がタマゴ型の「バニラ」×1 本

⑭世界遺産バス乗車券

〔高岡駅前〜白川郷（往復）
フリーきっぷ〕

高岡から世界遺産地区の五箇山・白川郷ま
でを結ぶバス乗車券（2日間有効）です。

※高岡〜城端〜白川郷 世界遺産バスは毎日５便運行（城端〜
白川郷間は毎日６便（土日祝は９便）運行）
※あらかじめ、乗車日を指定する必要があります。

5万円以上

⑮幸のこわけ詰合せ

⑯とやま米コシヒカリ

⑰天然ぶり詰合せ

富山の女性達が逸品を厳選した「越中富山
幸のこわけ」。食べきりサイズです。

北アルプスの清ら
かな 水 で 育 てた
コシヒカリと、味
と栄 養 を高め る
ために天 然 海 藻
を土に混ぜて
作ったアルギット
米です。

脂ののった 天然ぶり です。こだわりの
三つの味をお楽しみください。

のご寄附をいた
だいた方
風の盆180ml、いか黒作り等8種

コシヒカリ
5kg
アルギット米 5kg

⑱特選干物詰合せ

⑲富のおもちかえり詰合せ

⑳氷見牛焼き肉用

天然のいけす富山湾で水揚げされた魚の干
物7種類の詰合せです。

「富山湾の宝石」と呼ばれる白エビのスペ
イン風オイル漬け等の詰合せです。

サシのきめが細かく風味豊か、脂にも旨味
が凝縮されています。

オイル漬け 4個（白エビのスペイン風、ホタルイカのイタ
リアン風、ブリのハーブ、寒ハギの昆布風味）

7種類

モモ・ウデ

300g

㉒RED＆WHITE
モスコミュールカップ

㉓立山黒部アルペンルート優待券

㉔富山ぶりかにバスフリーきっぷ（ペア）

熱伝導と保冷性に優れた銅により、冷たい
飲み物の冷たさが最後まで持続します。

3,000ｍの名峰が連なる立山連峰。ルート
の中心地室堂から見る四季折々の大自然は
絶景です。

カニやブリ、白エビといった富山の港町の
味覚を満喫できる観光路線バスです。

（立山駅ー室堂間往復）

（富山〜氷見2日間フリー乗車券）

自然豊かな富山県の旬の野菜を詰め合せた
セット。毎回6〜8品の野菜・果物をお届け
します。

㉑三笑楽 純米吟醸、
福鶴 風の盆 純米吟醸
世界遺産の五箇
山の地で醸され
た三笑楽とおわ
ら風の盆で有名
な八尾の地で醸
された福鶴をど
うぞ。

720ml×2本

10万円以上
のご寄附をいた
だいた方

※運行は11/30までの予定で乗車予約は不要です。優待券
を立山駅きっぷうりばでご提出ください。

㉕とやま野菜
お楽しみセット（6ヵ月）

塩ぶり･西京漬け･粕漬け各2切

㉖富山の地酒セット

㉗ＫＡＧＯスクエア

㉘べつばら富山 まわりん

富山県のこだわりの地酒、満寿泉と幻の瀧
です。

柔らかな錫の特徴を最大限に生かし、かご
状に変形させることができます。

起き上がりこぼしの本体が揺れる姿と涼や
かな音色で気持ちがなごむおりんです。

毎月第3火曜日
発送予定

幻の瀧720ml×2本、満寿泉720ml×2本

㉙高志の国文学館観覧券と
ラ・ベットラ・ダ・オチアイ
富山食事券のセット（ペア）
富山県ゆかりの作家や作品を幅広く発信す
る文学館の観覧券と落合シェフが手がける
館内レストランの食事券です。

※お食事については、予約が必要です。

㉝黒部川ラフティング、または、
キャニオニング（いずれか選択）
専用のゴムボートに乗って急流を下るラフ
ティング、または、体ひとつで川を下る
キャニオニングの体験コースです。

Ｍサイズ

㉛立山黒部アルペンルート
㉚富岩水上ライン乗船券と
ラ・シャンス食事券のセット（ペア）
優待券（立山駅−黒部湖間往復）
運河クルーズ招待券と坂井シェフが監修する
環水公園内レストランのランチ食事券です。

※水上ラインの運航は11/23までで、インターネット予約
が必要です。
※ラ・シャンスのランチは予約が必要です。

100万円以上

3,000ｍの名峰
が連なる北アル
プスを横断し、
四季折々の大自
然や黒部ダムの
大放水などを体
感してください。
※運行は、11/30までの予定で、乗車予約は不要です。
優待券を立山駅きっぷうりばでご提出ください。

㉜黒部峡谷パノラマ展望
ツアー（ペア）
一般の方は立ち入ることのできない関西電力
施設内の専用列車・トンネル・竪抗エレベー
ターの体験と北アルプスの山々が展望できる
ツアーです。

※ツアー日は6/2〜11/13の金土日月です。
※事前予約が必要です。

㉞富山の四季お届けセット

㉟越中瀬戸焼

富山県が誇る特産品。季節ごとに旬の食品
をお届けします。

立山の土で作陶される富山県伝統工芸品指
定第一号の陶芸です。

のご寄附をいた
だいた方

※10月下旬までの予定で、事前予約が必要です。

㊱富山市内中心部
ホテル宿泊券（ペア）

※写真はイメージです。

㊲黒部峡谷トロッコ電車往復・ ㊳立山黒部アルペンルート
宿泊優待券（ペア）
優待券（ペア）

宇奈月温泉1泊〕 〔立山駅−黒部湖間往復、弥陀ヶ原１泊〕
富山市中心部にあるホテル数か所から選択。〔宇奈月駅−欅平駅間往復、
富山観光の拠点としてご利用ください。
3,000mの名峰が
日本有数のＶ字谷黒
連なる北アルプス
部峡谷。20kmを約
を横断し、気品あ
80分かけて走りま
る山岳リゾートス
す。
テイをお楽しみく
ださい。

※宿泊は予約が必要です。

※運転は11/30までで、乗車には日時の指定が必要です。
※宿泊は予約が必要です。
※ご希望により、黒部峡谷パノラマ展望ツアーの対応も可能

※運行は11/30までの予定で乗車予約は不要です。優待券
を立山駅きっぷうりばでご提出ください。
※宿泊には予約が必要です。

※写真はイメージです。

餓鬼の田皿

