
＊指定がない場合は、市長が使途を決定します。

自然豊かな環境が育む四季折々の特産品をお楽しみください。

カタログ有効期限／2017年7月末　カタログコード5683

　富山県射水市は、県域のほぼ中央に位置し、海や河川、そして丘陵に囲まれた自然豊かな都市です。この恵まれた
環境の中で、四季折 の々味覚にあふれており、中でも富山湾の代表的な味覚「ベニズワイガニ」や「シロエビ」等の新鮮
な魚介類は全国的にも有名です。
　平成２７年３月には北陸新幹線が開業し、富山・東京間を最速２時間８分で結び、射水市へのアクセスも大変良くなり
ました。市内には見どころも多く、ベイエリアには日本海側最大級の斜張橋「新湊大橋」や県内有数の観光地「海王丸
パーク」、周辺を流れる「内川」は、東洋のベニスと評価され、映画のロケ地として脚光を浴びており、多くの観光客でにぎ
わいを見せております。市内に２０基ある絢爛豪華な「曳

ひきやま

山」や漆喰の芸術「鏝
こて

絵
え

」に代表される伝統文化、越中だい
もん凧まつり等のイベントなど、多くの魅力が詰まった射水市を、ぜひ体感してください。
　皆様のお越しを、心からお待ち申し上げております。

富山県射水市長 夏野 元志

ふるさと納税 
お礼の品カタログ

富山県 射水市
ふるさと納税 感謝特典制度のご案内

入金方法
ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、
Yahoo !公金支払の決済画面からご決済をお願いいたします

払込取扱票（ゆうちょ銀行・郵便局）は、申込日から起算して1週間程度（土日
祝日除く）でお届けします。

北陸銀行　小杉支店（普通）　口座番号：5070510　　
口座名：射水市ふるさと納税専用口座

〒939-0284　富山県射水市新開発410番地1　
射水市役所　財政課

富山県射水市新開発410番地1　
射水市役所　財政課までお越しください。

寄附の申込み、
使途に関する問い合わせ

お礼の品に関する問い合わせ

富山県射水市役所 財政課 ふるさと納税担当　メールアドレス　furusato@city.imizu.toyama.jp
TEL 0766-51-6616  FAX 0766-51-6650 （問い合わせ時間/平日 8:30～17:15 土・日・祝日 12/29～1/3休み）

ふるさと納税商品お問い合わせセンター
TEL 0120-977-050 （営業時間／9:30～18:00　土・日・祝・12/29～1/3休み）

クレジットカード

払込取扱票

銀行振込

現金書留

自治体窓口

手数料無料

手数料無料

手数料はご負担ください。

郵送料はご負担ください。

―

注意事項
●お届けの日時指定は承っておりません。ご入金確認後2週間～１ヶ月でのお届けを予定しております。 ●のし・包装・名入れのご希望は承っておりません。 
●お申込み後の「お礼の品」の変更は出来ませんので、ご了承ください。 ●商品到着後の返品・交換は受けかねますのでご了承ください。ただし、破損・不
良品の場合は速やかに対応させていただきます。 ●季節商品等はお届け情報をご確認ください。 ●冷蔵商品は発送前にご連絡いたします。 ●ご注文の
状況によっては、一時的に品切れが発生する場合があります。その際は代替品をお送りするか、出荷可能時期までお待ちいただく場合がありますのでご了承
ください。 ●メーカーの都合により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更になる場合があります。 ●カタログ掲載商品は印刷再現上、色調が実物と異なる
場合があります。 ●写真はすべてイメージです。小物類は商品に含まれません。 ●商品は十分にご用意しておりますが、天候不良、社会状況、規格の変更、
メーカーや施設の都合など、やむを得ない事情により内容変更や取扱いを中止する場合がございます。 ●商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

富山県 射水市

ふるさと納税の使いみち 申込書の寄附金の使途を選択してください。

　　　 ①子育て支援に関する事業 　　　 ②高齢者支援に関する事業 　      ③人口増・交流に関する事業

　　　 ④教育・文化に関する事業 　　　 ⑤健康に関する事業 　      ⑥観光に関する事業

　　　 ⑦環境に関する事業 　　　 ⑧産業振興に関する事業 　      ⑨都市整備に関する事業

　　　 ⑩市長が特に認める事業

ふるさと納税の流れ

ふるさと納税サイトか
らお申込み、またはカ
タログの別紙「申込
書」をお送りください。

ご指定いただいた入
金方法をお選びいた
だき、ご入金をお願い
いたします。

「お礼の品」を選ぶ 「お礼の品」が届く

①確定申告をする
②ワンストップ特例を利用する

（※2）

寄附金受領証明書を
受け取る（※1）

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。
紛失されないようご注意ください。「寄附金受領証明書」は
申告者の氏名で発行します。再発行や発行後の氏名変
更はできませんのでご注意ください。 

※2：確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、
ふるさと納税先団体（自治体）に「申告特例申請書」を提
出いただくことで、確定申告をしなくても寄附金控除が受け
られます。但し年間5自治体以内に限ります。

※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分につ
いて、個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除
されます。詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確
認ください。

①所得税・住民税で控除
 ②住民税で控除（※3）

射水市外から1万円以上のご寄附をいただいた皆様に

射水市内企業等の協力により、「お礼の品」を差し上げます。
１０,０００円以上ご寄附をされた方にお好きなお礼の品を差し上げます。

魅力の品を取り揃えたホームページもご覧ください。
http://www.city.imizu.toyama.jp/　　　　　　　　　　　射水 ふるさと 検索
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新湊産 ボイルベニズワイガニ 
（木や水産）

●木や水産 ●1尾入れ（500～600g） ●申込／6月～1月下旬まで 
●出荷時期／9月下旬～2017年2月下旬 ※天候、水揚げ量により、
配送まで時間がかかる場合があります。※賞味期間：冷蔵5日

商品番号 5683-0004 冷蔵

富山県射水市新湊漁港で水揚げされるベニズワイ
ガニ。午前0時、日付が変わるとともに出漁し、その日
の午後1時には競りにかけられます。競り落としたベ
ニズワイガニはただちに加工場に持ち帰り、大きな窯
でじっくりと茹であげます。それゆえ、他県産と比べて
もとても鮮度が良く、各段においしいのが特徴です。
近年、新湊産のベニズワイガニはとても人気があり、
全国から問い合わせが急増しています。

新湊産 ボイルベニズワイガニ 
（有限会社孫七・川田水産）

●有限会社孫七・川田水産 ●1尾入れ（500～600g）
●申込／6月～1月下旬まで ●出荷時期／9月上旬～2017年2
月下旬まで ※天候、水揚げ量により、配送まで時間がかかる場合
があります。※賞味期間：冷蔵5日

商品番号 5683-0003 冷蔵

冷凍商品番号 5683-0047
ムキシロエビと殻付きシロエビ 2種セット
●有限会社孫七・川田水産 ●ムキシロエビ 100ｇ、殻付シロエビ 
150ｇ ●申込／6月10日～2017年2月1日 ●出荷時期／2月末ま
で ※天候、水揚げ量により、配送まで時間がかかる場合があります。

シロエビは富山湾の宝石と呼ばれ、商業
的に水揚げされるのは富山湾だけ。新
鮮な富山湾のシロエビを急速冷凍にか
け、一旦保管、そして解凍後、熟練達が
ていねいに手剥きで仕上げていきます。
濃厚で甘く、まったりとした食感をぜひ。 商品番号 5683-0009

特選ます一重桶
●有限会社 丸龍庵 ●内容量 400g 容器 直径18ｃｍ木枠
※この商品は賞味期限が非常に短いため、翌日配達可能エリア（北
陸、関東、中部、近畿地方）のみのお取扱となります。
※お届け前にご案内させていただきます。※夏場（6～9月頃）の外気
温度が高い期間はクール便でお届けします。※賞味期間：常温3日

通常のますの寿しより肉厚な
ますを使用し、ネタとシャリの
間に甘酢漬けの千切生姜を
挟んで、さっぱりと召し上がれ
る特選ますの寿司です。

富山名産ますの寿しを二枚
重ねたボリュームたっぷりの
ます寿司です。

商品番号 5683-0010
ます二重桶
●有限会社 丸龍庵 ●内容量 800g 容器 直径18ｃｍ木枠
※この商品は賞味期限が非常に短いため、翌日配達可能エリア（北
陸、関東、中部、近畿地方）のみのお取扱となります。
※お届け前にご案内させていただきます。※夏場（6～9月頃）の外気
温度が高い期間はクール便でお届けします。※賞味期間：常温3日

生いかを使用した甘塩するめは、柔かく甘みがあり、
かます開きは脂が乗り、とてもおいしい一品です。又、
自社ブランド品（にしん昆布巻、棒だら煮、たらこ煮）
は、味と素材にこだわっており、県内外のお客様に
愛用されております。

海の幸 詰合せ
●魚源食品工業株式会社 ●塩いか（2枚入り）、かます開き（2
匹入り）、にしん昆布巻（1本入り）、棒だら煮（130g）、たらこ煮

（160g） 5点化粧箱入り

商品番号 5683-0001 冷凍

富山県知事賞受賞の炊き込み
ごはんです。富山湾の宝石と呼
ばれる「シロエビ」。そのシロエビ
を炊き込みごはんにし、香ばしい
味を引き出しています。ぜひご
家庭でお召し上がりください。

新湊浜海鮮浜めし（シロエビ）
●しんみなと高市 ●シロエビ60g、だし汁360㎖、米2合 ●出荷時期／通年

商品番号 5683-0005 冷凍

伝統の味作りの技を凝らした
新湊かまぼこの自信作。きめ
細かい舌ざわりで、どなたにも
喜ばれる品です。

太巻き蒲鉾5本 箱入
●株式会社 新湊かまぼこ ●太巻き蒲鉾赤巻230g・昆布巻
210g・焼230g・黄角230g・しぐれ230g

商品番号 5683-0006 冷蔵

新鮮な魚介類をベースに野菜を加え、ヘルシー感たっ
ぷりなのに、しっかりとした食べるスープと鰤といかをオ
イルに漬け込みました。

生鮮魚介類をたっぷり活用した 
スープとコンフィ（オイル煮）
●有限会社 鈴香食品 ●鰤のコンフィ 212g、いかガーリックオイ
ル煮 200g、甘えびスープ 180g、かにスープ 180g

冷凍商品番号 5683-0029
キトキトの刺身を丸ごと昆布にしめた 
富山の食文化、“昆布〆のセット”
●有限会社 鈴香食品 ●昆布〆真かじき 145g、昆布〆車鯛 
90g、昆布〆甘えび 90g

昆布の効用は、健康食品とし
て、又、保存効果、味覚向上
の点からも高く評価されていま
す。真に昆布に馴染む魚種の
みに限定しました。

冷凍商品番号 5683-0030

「越中いみず野米一番」を100％使用した純米焼酎
です。芳香な香りと爽やかな飲み口で、口当たりがよく
て飲みやすいので女性にも人気です。ロックで飲むの
がおすすめです。

五味(甘･酸･辛・苦･渋)のバランス
がうまく調和した飲み飽きないスッキ
リとしたお酒です。越後杜氏小松恒
の指揮の下、射水市の酒販店鳥内
雄輔が蔵人となり醸した1本です。

清酒太閤山 本醸造セット
●鳥内酒店 ●清酒太閤山本醸造720㎖×2本 化粧箱入り

商品番号 5683-0028
純米焼酎「射水」2本セット
●いみず野農業協同組合 ●純米焼酎「射水」25度×720㎖ 2本

商品番号 5683-0033

射水産のきららか梨と富山県産の米粉と上質材料に
こだわった焼き菓子です。一つ一つていねいにホイル
で包み、じっくりと焼き上げました。コクのあるパウンド
ケーキ。チーズ・ショコラの味を加えしっとりと焼き上げ
ました。

スイートきららか＆パウンドケーキ詰め合せ
●有限会社 ニューモンブラン
●スイートきららか10個(射水産きららか梨を使ったケーキ)、
パウンドケーキ5個(チーズ・ショコラ味) ※夏場はクール便使用

商品番号 5683-0026

商品番号 5683-0011
手焼きしろえびかき餅 36枚
●株式会社 米田 ●手焼きしろえびかき餅×36枚

富山湾特産のしろえびを
ぜいたくに餅米へ練りこみ
ました。無添加のかき餅で、
しろえび本来の旨み、風味
を味わっていただけます。
職人が1枚1枚手焼きをし
ています。

商品番号 5683-0012
富山湾かき餅詰合せ 30枚
●株式会社 米田 ●手焼きしろえびかき餅×12枚、しろえびかき餅
姿焼き×9枚、ほたるいかかき餅姿焼き×9枚

富山湾特産のしろえび、ほたる
いかを使用し、職人が1枚1枚
手焼きして、かき餅にしました。

新鮮な魚介類をベースに野菜を加え、ヘルシー感
たっぷりなのに、しっかりとした「食べるスープ」です。

地元産品にこだわった 生鮮魚介類の
ビスクスープの詰め合わせ
●有限会社 鈴香食品 
●甘えびビスク＆トマトスープ180g×2袋、ベニズワイガニのクリーム
スープ180g×2袋、シロエビとほうれん草のポタージュ180g×1袋

商品番号 5683-0008 冷凍

商品番号 5683-0007
ムズムズどらやき 15ヶ入
●野村屋 ●ムズムズどらやき 1個80g 15個入り 化粧箱入り

射水市のゆるキャラ「ムズムズ
くん」をデザインしたどらやきで
す。味はメープルバターで優し
い甘みがお口の中で広がりま
す。老若男女問わず地元でも
大人気商品です。
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※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
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商品番号 5683-0016
富山ブラック黒醤油らーめん 
｢黒｣8食入り
●株式会社天高く 
●麺960g（120g×8袋）・スープ440ｇ（55ｇ×8袋）

東京ラーメンショーでV5を達成
した麺家いろはの富山ブラッ
ク。秘伝の黒醤油と魚介スープ
を合わせて仕上げた醤油ラーメ
ンです。

商品番号 5683-0015
富山ブラック黒醤油らーめん「黒」4食入り、
シロエビ塩らーめん「白」4食入り
●株式会社天高く
●麺960g（120ｇ×8袋）・スープ440g（55ｇ×8袋）

東京ラーメンショーでV5
達成の秘伝の醤油を
ベースにした富山ブラック
と、富山湾の宝石シロエ
ビのだしが効いた塩ラー
メン。ラーメン通でなくても一度は食べたい逸品です。

商品番号 5683-0013
ささやきコーヒーギフトボックス
●セブンラックカフェ（有限会社 進港商事）
●ささやきコーヒー飲み比べBOX（ささやきコーヒー×5P＋竹炭レス
飲み比べ用オリジナルブレンド×1P）×1箱、ささやきコーヒードリップ
×10P

富山の里山整備に貢献した
く、この「ささやきコーヒー」を
つくりました。大切な人と、特
別な時間と、ゆったりとやすら
ぐひとときをどうぞ。

商品番号 5683-0017
富山湾ブリ鰤醤 3本セット
●有限会社 片口屋 ●内容量120㎖×3本

商品番号 5683-0014
ヘチマ化粧品
●有限会社へちま産業 ●ヘチマ化粧水120㎖×1本、へちま石け
ん100g×1個、天然へちまタワシ12cm×1個

射水市の新湊漁港など富山湾で
取れたブリの内臓と塩のみを原料
にした、無添加食品。富山といえ
ば鰤。脂ののった鰤を使用した日
本初の鰤醤油は、アミノ酸が豊富
で旨みたっぷりの魚醤油です。

農薬を使用せず栽培し、ヘチマの茎から一滴ずつ集め
たヘチマ水100％の化粧水は、デリケートなお肌にやさ
しく安心です。ヘチマ水をコットンにたっぷり含ませ、ア
イパックやお肌の柔軟化粧水としてお使いください。

商品番号 5683-0046
藤岡さんが作った
氷温保存きららか梨 3玉入り
●藤岡農園 ●氷温保存きららか梨（幸水・豊水）3
玉、箱入り ●申込／6月～3月末まで ●出荷時期
／10月下旬～4月上旬 ※賞味期間:常温5日 

※時期に応じて幸水、豊水のいずれかの梨をお届けします。お早めにお召し上がりください。
※天候によりお届け時期が多少ずれる場合があります。※お届けにつきましてはメールにてご案内させていただきます。

藤岡農園では”日本初”新開発の氷温保存
法により、1年を通じてシャッキリとした歯ざわり
と、旬のみずみずしい甘み、もぎたての香気を
味わっていただける、最高級のきららか梨を生
産しています。ぜひお召し上がりください。

商品番号 5683-0045
藤岡さんが作った 
きららか梨（幸水・豊水）
●藤岡農園 ●きららか梨（幸水・豊水）
7～8玉、約2.8ｋｇ、箱入り ●申込／6
月～9月末まで ●出荷時期／8月中旬
～10月上旬 ※賞味期間:常温5日 

ミネラル豊富な富山湾の海洋深
層水で甘みを増し、果肉が緻密
で柔らかく上品な甘さで、歯ざわり
も良い最高級ブランド梨です。

商品番号 5683-0037
越中いみず野米一番 10kg
●いみず野農業協同組合 ●精米コシヒカリ10kgを段ボールに入
れて発送（段ボール：米一番のロゴ入り）

射水市産コシヒカリ１等米を100％
使用。送風乾燥・色彩選別・低温
貯蔵により、品質向上をはかり、お
いしいコシヒカリを提供しています。

新湊漁港の昼せりでは毎回3000～5000杯の紅ズワイガニが競り場いっぱいに並べら
れます。孫七では社長自ら競りに参加し、上質でより確かなものを競り落としています。競り
落としたカニはすぐに加工場にもち帰り、大きな釜でじっくりとゆで揚げます。そして冷却後
さらに吟味し、選び抜かれたカニだけに孫七タグを付け、皆様のもとへお届けします。

商品番号 5683-0032 冷蔵

孫七タグ付き ボイル紅ズワイガニ800g
●有限会社 孫七・川田水産 ●孫七タグ付き紅ズワイガニ（800g前後）1尾
●申込／6月～1月下旬まで ●出荷時期／9月下旬～2017年2月上旬
※天候、水揚げ量により、配送まで時間がかかる場合があります。※賞味期間：冷蔵5日

北陸地方では雌のズワイガニのことを香箱ガニといいます。雄のズワイガニと比べ小ぶりな
がら、味わい方はまったく別物です。お腹の外側についた外子（そとこ）と呼ばれる茶色のつ
ぶつぶの卵と、内子と呼ばれるオレンジ色した未成熟の卵の両方を楽しむことができます。
香箱ガニは資源保護のため漁期も短いことから地元富山でも人気は絶大です。

商品番号 5683-0049 冷蔵

香箱ガニ 5尾
●有限会社 孫七・川田水産 ●ボイルズワイガニ雌（中サイズ5尾） 
●申込／7月～12月25日まで ●出荷時期／11月7日～2017年1月20日
※天候、水揚げ量により、配送まで時間がかかる場合があります。※賞味期間：冷蔵5日
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冷凍商品番号 5683-0048
ムキシロエビとシロエビ昆布〆2種セット
●有限会社孫七・川田水産 ●ムキシロエビ 100ｇ、シロエビ昆布〆 80ｇ ●申込／2月末まで
●出荷時期／2月末まで ※天候、水揚げ量により、配送まで時間がかかる場合があります。

富山湾の宝石と呼ばれる新鮮なシロエビを急速冷凍し保
管、そして解凍後、熟練達がていねいに手むきで仕上げ
ていきます。とても濃厚で甘く、まったりとした食感は全国
的にも人気です。

酒造好適米である兵庫県産山田錦を100％使用し、低温で長期
発酵させたお酒です。越後杜氏小松恒の指揮の下、射水市の酒
販店鳥内雄輔が蔵人となり、手作りにより醸し出した1本です。

清酒太閤山 大吟醸セット 
●鳥内酒店 ●清酒太閤山大吟醸720㎖×2本 化粧箱入り

商品番号 5683-0027

自社ブランド品(にしん昆布巻･ぶり昆布巻･骨付き棒だら煮)は、味と素材にこだわりを
持っています。焼きししゃもは焼いてあるため、そのままお召し上りいただけます。ほたる
いかの醤油漬は、新湊漁港で水揚げされたホタルイカを使用しています。黒作りはい
かのすみと肝臓をあえて作った逸品です。

富山仕立の名産品
●魚源食品工業株式会社 塩干部 ●骨付き棒だら煮 200g、焼きししゃも 35g、ほたるいか醤油漬 
150g、にしん昆布巻 1本入り、ぶり昆布巻 1本入り、黒作り 200g 以上6点化粧箱入り

商品番号 5683-0031

富山の豊かな自然ときれいな水、そして生産者の深い愛情によって丹精こめて育て
られた牛肉です。

とやま和牛肉 肩ローススライス
●城石食品 ●とやま和牛肩ローススライス580g ※お届け予定日については、
別途ご案内メールをいたしますので必ずご確認ください。※賞味期間：冷蔵4日

商品番号 5683-0040 冷蔵

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

富山の豊かな自然ときれいな水、そして生産者の深い
愛情によって丹精こめて育てられた牛肉です。

とやま和牛肉 もも肉スライス
●城石食品 ●とやま和牛もも肉スライス350g
※お届け予定日については、別途ご案内メールをいたしますので必
ずご確認ください。※賞味期間：冷蔵4日

商品番号 5683-0039 冷蔵

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。



65 冷蔵便にてお届け冷蔵

富山県射水市新湊漁港の昼セリにかけられるズワ
イガニ。富山湾の豊潤な海底で育ち、漁場が近いた
め、日戻りの小型底引き網漁で水揚げされます。ズ
ワイガニの呼び名は獲れる場所によってかわり、山
陰地方は松葉ガニ、福井産は越前ガニ、石川県で
は加能ガニと呼ばれています。近年、新湊産のズワ
イガニは高品質であることから他県産に決して引け
をとることなく、全国の愛好者から高い評価をいただ
いています。

商品番号 5683-0021
新湊産 特選ボイル 本ズワイガニ 
タグ付 （川田水産）
●有限会社孫七・川田水産 ●新湊産ボイル ズワイガニ１尾入
れ（タグ付1ｋｇ前後）●申込／7月～1月中旬まで ●出荷時期／
11月上旬～2017年2月下旬 ※天候、水揚げ量により、配送まで
時間がかかる場合があります。※賞味期間：冷蔵5日

冷蔵

3
万
円
以
上
の

 

寄
附
で
貰
え
る
お
礼
の
品

5
万
円
以
上
の

 

寄
附
で
貰
え
る
お
礼
の
品

10
万
円
以
上
の

 
寄
附
で
貰
え
る
お
礼
の
品

射水市新湊漁港の昼セリにかけられたベニズワイガニ。富山
湾の豊潤な海底で育ち、漁場が近いことから高鮮度が持ち
味。セリ落としたベニズワイガニはすぐに加工場の大きな窯で
じっくりと茹であげているので、他県産と比べてとても鮮度が
良く、各段においしいのが特徴です。中でも上質のタグ付ベ
ニズワイガニは全国の愛好者から好評を博し、贈答用として、
また高級すし種として全国から問い合わせが急増しています。

新湊産特選ボイル 紅ズワイガニ 
タグ付（川田水産）
●有限会社孫七・川田水産
●新湊産ボイル ベニズワイガニ１尾入れ（タグ付1ｋｇ前後）
●申込／6月～1月中旬まで ●出荷時期／9月上旬～2017年2月下旬
※天候、水揚げ量により、配送まで時間がかかる場合があります。※賞味期間：冷蔵5日

商品番号 5683-0020 冷蔵

ズワイガニは広く日本海で獲れる冬の味覚の王様と言われ、山陰地方では[松葉カニ]、
福井県では[越前カニ]、石川県では[加能カニ]とよばれています。新湊産のズワイカニ
は小型底引き網漁で水揚げされ、出漁したその日の午後、競りにかけられます。それゆえ
他県産のものより鮮度が良いのが特徴です。また富山湾に注ぐいくつもの良質な河川
の影響を受け、栄養豊富なプランクトンを食べて育っているため、肉付きも良く、旨み成
分が多いと言われています。 富山の豊かな自然ときれいな水、そして生産者の深い愛情によって丹精こめて育て

られた牛肉です。

孫七タグ付きボイルズワイガニ 700g
●有限会社孫七・川田水産
●孫七タグ付きズワイガニ（700g前後）1尾
●申込／7月～1月中旬まで ●出荷時期／11月上旬～2017年2月下旬まで
※天候、水揚げ量により、配送まで時間がかかる場合があります。※賞味期間：冷蔵5日

商品番号 5683-0035 冷蔵

とやま和牛肉 サーロインステーキ
●城石食品 ●とやま和牛肩サーロインステーキ用200g×3枚 ※お届け予定日については、
別途ご案内メールをいたしますので必ずご確認ください。※賞味期間：冷蔵4日

商品番号 5683-0041 冷蔵

商品番号 5683-0043
越中いみず野米一番 10kg （5ヶ月連続お届け）
●いみず野農業協同組合 ●精米コシヒカリ 10kgを5ヶ月連続でお届け

射水市産コシヒカリ1等米を100％使用。送風乾燥・色彩
選別・低温貯蔵により、品質向上をはかり、おいしいコシヒカ
リを提供しています。

商品番号 5683-0044
越中いみず野米一番 10kg 

（10ヶ月連続お届け）
●いみず野農業協同組合
●精米コシヒカリ 10kgを10ヶ月連続でお届け

射水市産コシヒカリ1等米を100％使用。
送風乾燥・色彩選別・低温貯蔵により、品
質向上をはかり、おいしいコシヒカリを提供
しています。

商品番号 5683-0025
第一イン新湊ペア宿泊券＋ 
新湊観光船ペアチケット
●新湊観光開発株式会社  ●1泊朝食付きペア宿泊券 セミスィート（SEMI-SUITE） 新湊観光船 万葉丸によ
る内川遊覧&12橋巡り/50分 ●〈利用条件〉①ご宿泊代及び観光船利用分にご利用いただけます。②現金
への換金及び残金が出た場合のご返金はできません。③利用券の使用は、直接予約の場合に限ります。宿泊
施設、及び新湊観光船にお電話でお申し込みください。④利用券のご利用期間は、発効日より1年となります。

みなとまちの風情と海の香りを感じ
て、ゆとりある一時をお過ごしくださ
い。窓からは立山連峰の雄姿、能
登半島、富山湾が眺望できます。ま
た全客室・全宴会場でWi-Fiが無
料でご利用いただけます。また、射
水市新湊地区を流れる内川に架か
る個性豊かな橋を眺めながら、みなと
まちの風情をたっぷりと味わえる万
葉丸クルージングチケット付きです。

10ヶ月
連続

お届け

5ヶ月
連続

お届け

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
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※画像はイメージです。


