
商品一覧 

１万円以上の寄附を行っていただいた方に、お礼の品をお贈りします。 

寄附金額に応じてコース番号①～⑩をお選びください。 

寄附金額 コース 内  容 

寄附金  １万円以上 
①  Ａより２点 

②  Ｂより１点 

寄附金  ３万円以上 
③  Ａより２点 ＋ Ｂより２点 

④  Ｃより１点 

寄附金  ５万円以上 

⑤  Ａより２点 ＋ Ｂより３点 

⑥  Ａより２点 ＋ Ｃより１点 

⑦  Ｂより１点 ＋ Ｃより１点 

寄附金 １０万円以上 
⑧  Ａより２点 ＋ Ｂより２点 ＋ Ｃより２点 

⑨  Ｄより１点 

寄附金 ２０万円以上 ⑩  Ｅより１点 

※お礼の品は、それぞれの事業者から発送となります。 

Ａ 

Ａ－１ 
おいＣまち内灘 

内灘産らっきょう（200ｇ瓶詰×2瓶） 

内灘砂丘で採れた 3 年子らっきょうです。一つぶ一

つぶ手作業で丁寧に加工しており、シャキシャキと

した歯ごたえが特徴です。 

Ａ－２ 
夢ミルク館 

夢ミルクプリン（プレーン×4個入） 

河北潟の酪農で育った元気な牛からとれる新鮮な牛

乳と、放し飼いのニワトリの卵をたっぷりと使用し

た、なめらかで優しいプリンです。 

Ａ－３ 
天然温泉湯来楽 

入浴券・岩盤浴券（各 2枚） 

日本海の四季を眺望できる源泉かけ流しの露天風呂

は、温泉濃度が高く健康や美肌に効果があります。 

Ａ－４ 
西荒屋営農促進会 

内灘餅（ピーナッツ餅 5個入×3袋） 

内灘産の落花生と、もち米で作ったピーナッツ餅で

す。ピーナッツの歯ごたえと、ほのかな甘みが子供

達に大人気です。 

Ａ－５ 
灘乃華本舗あさ井 

游和（10個入） 

内灘産牛乳をたっぷり使ったカスタードクリームを

ふわふわのカステラ生地に閉じ込めた口どけの良い

お菓子です。（賞味期限：発送日から 3日間） 

Ａ－６ 
灘乃華本舗あさ井 

内灘金時（10個入） 

特産のさつまいも「内灘金時」を、内灘産牛乳で練

り込んだ餡を、もっちもちの生地で包んだ内灘銘菓

です。（賞味期限：発送日から 7日間） 

Ｂ 

Ｂ－７ 
内灘町特産品セット 
・内灘産らっきょう（200ｇ瓶詰×1 瓶） 
・内灘餅（ピーナッツ餅（かきもち）24枚入り） 
・内灘産こしひかり まっしろぺっぺ（3ｋｇ） 

内灘町の特産品を詰め込んだ味わいセットです。 
（発送は 4月～６月、10月～12月になります。） 

Ｂ－８ 
灘万 

ミルク王国ウチナダ濃厚アイスクリーム 
（10個入り） 

100％河北潟産牛乳を使用し、乳脂肪分 15％以上の

口どけが良く濃厚な味わいのアイスクリームです。 

Ｂ－９ 
夢ミルク館 

腸内活性ヨーグルメイト 
（20 個入り） 

高品質の原材料を腸内活性菌で長時間発酵させた体

に優しいまろやかなヨーグルトです。 

 



 

Ｂ－１０ 
夢ミルク館 

おうちでソフト（8個入り） 

搾りたて濃厚ミルクを使った無添加ソフトクリーム

は、牛乳の濃厚な味と豊かな自然の甘さで、子供か

ら大人まで人気の商品です。 

Ｂ－１１ 
夢ミルク館 

お買い物券 

ソフトクリームや腸内活性ヨーグルメイト、夢ミル

クプリンなど、バラエティ豊富なこだわりの商品を

楽しめる夢ミルク館お買い物券です。 

Ｂ－１２ 
ひまわりポンポン 

ミルク王国ギフトセット 
・内灘ろ～る（プレーン、抹茶、ショコラ）各 3個 
・ポンポンプリン（金時芋、かぼちゃ）各 3 個 

ミルク王国の美味しい牛乳と地元の金時芋をたっぷ
り使用した、内灘町の優しい魅力が詰まったセット
です。（賞味期限：解凍後 3日間、冷凍便でお届け） 

Ｂ－１３ 
内灘産こしひかり 

まっしろぺっぺ（10ｋｇ） 

ふっくらと弾力があり、お米一つぶ一つぶのほんの
りとした甘みが特徴です。（7月～9月の申込分は、
9 月下旬から新米での発送となります。出荷状況に
より品切れになる場合がございます。） 

Ｂ－１４ 
石川県漁業協同組合内灘支所 

漁師さんおまかせ海の幸セット 

日本海で水揚げされたばかりの新鮮な、旬の海の幸

を季節に応じ厳選してお送りいたします。（6月～８

月の申込分は 9月以降の発送となります。） 

Ｂ－１５ 
石川県漁業協同組合内灘支所 

香箱蟹（ボイル）3 杯（期間限定商品） 

雄のズワイ蟹に比べ小ぶりですが特有のプチプチと
した食感の外子と、コクがあり旨みが凝縮された内
子をご堪能いただけます。（発送は 11 月～12 月頃
になります。） 

Ｃ 

Ｃ－１６ 
姉妹都市・友好都市セット 
・石川県内灘町 らっきょう（200ｇ瓶詰×4瓶） 
・北海道羽幌町 酒蒸し甘えび（200ｇ×2個） 
・北海道猿払村 ほたて冷凍貝柱（1ｋｇ） 

シャキシャキの内灘産 3 年子らっきょうと、羽幌町
のプリプリの甘えび、猿払村のキュッと身のしまっ
たほたてが味わえるお徳セットです。 

Ｃ－１７ 
内灘産こしひかり 

まっしろぺっぺ（40ｋｇ） 

ふっくらと弾力があり、お米一つぶ一つぶのほんの
りとした甘みが特徴です。（7月～9月の申込分は、
９月下旬から新米での発送となります。出荷状況に
より品切れになる場合がございます。） 

Ｃ－１８ 
ひまわりポンポン 

ミルク王国ギフトセット 
・内灘ろ～る（プレーン、抹茶、ショコラ）各 4個 
・ポンポンプリン（金時芋、かぼちゃ）各 3 個 
・みるくサブレ（8枚入）・ギフトセット 

ミルク王国の美味しい牛乳と地元の金時芋をたっぷ
り使用した、内灘町の優しい魅力が詰まったセット
です。（賞味期限：解凍後 3日間、冷凍便でお届け） 

Ｃ－１９ 
石川県漁業協同組合内灘支所 

ズワイ蟹（ボイル）雄 3杯（期間限定商品） 

獲れたて新鮮をそのまま茹で上げます。ズワイ蟹特

有の柔らかく繊細な脚肉と蟹みそをお楽しみくださ

い。（発送は 11月～3月頃になります。出荷状況に

より品切れになる場合がございます。） 

Ｃ－２０ 
石川県漁業協同組合内灘支所 

ズワイ蟹（ボイル）めおとセット（期間限定商品） 

蟹みそを楽しめる雄２杯と、濃厚な内子や外子が味

わえる雌（香箱蟹）３杯の贅沢な食べ比べセットで

す。（発送は 11 月～12 月頃になります。出荷状況

により品切れになる場合がございます。） 

 

Ｄ Ｅ 

Ｄ－２１ 
金沢医科大学病院 

人間ドック 
（日帰りコース） 
 

Ｅ－２２ 
金沢医科大学病院 

人間ドック 
（1泊2日コース） 
 

＜検査項目一覧＞ 

身体計測、血液検査、尿検査、便潜血検

査、喀痰、心電図、肺機能、胸部レント

ゲン、腹部超音波、胃内視鏡または胃透

視、婦人科・乳腺科診察、栄養指導 
 

受診者の症状により、コース内容が一部変

更、追加されることがあります。 

追加検査が必要となった場合は、自己負担と

なりますので、ご了承ください。 

 

※人間ドックのお問い合わせ 

金沢医科大学病院 

石川県河北郡内灘町字大学 1-1 

TEL：076-286-3511 

＜検査項目一覧＞ 
身体計測、血液検査、尿検査、便潜血反応、
喀痰、負荷心電図、肺機能、胸部・腹部レ
ントゲン、頸部超音波、腹部超音波、胃内
視鏡、マンモグラフィー、眼科・耳鼻咽喉
科・婦人科・乳腺科診察、栄養指導 
 
受診者の症状により、コース内容が一部変更、追

加されることがあります。 

追加検査が必要となった場合は、自己負担となり

ますので、ご了承ください。 

 

※人間ドックのお問い合わせ 

金沢医科大学病院 

石川県河北郡内灘町字大学 1-1 

TEL：076-286-3511 

※商品は写真と異なる場合がございます。 
なお、商品によっては、お届けまでにお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。 



検査項目一覧 

検査項目 検査内容 日帰りコース １泊２日コース 

診察等 内科診察、問診 ○ ○ 

身体計測 
身長・体重・血圧・体脂肪率・BMI・

腹囲 
○ ○ 

尿検査 尿一般・尿沈渣 ○ ○ 

血液検査 
血液型・腎機能・貧血・脂質検査・肝

機能・肝炎ウイルス・血糖値 
○ ○ 

呼吸器系検査 胸部 X 線検査・肺機能・喀痰 ○ ○ 

消化器系検査 

上部消化管検査 

（胃内視鏡または胃透視） 
（選 択） 胃内視鏡 

腹部超音波・便潜血検査 ○ ○ 

腹部 X 線検査  ○ 

循環器系検査 
血圧測定・心電図 ○ ○ 

頸部超音波  ○ 

耳鼻咽喉科検査 
聴力 ○ ○ 

喉頭鏡・専門医診察  ○ 

眼科検査 
視力・眼圧・眼底検査 ○ ○ 

専門医診察  ○ 

婦人科検査 
専門医診察・子宮頸部細胞診・婦人科

超音波 
○ ○ 

乳腺検査 
専門医診察 ○ ○ 

マンモグラフィー ※１ ○ 

結果説明  ○ ○ 

各種指導 保健指導・栄養指導ほか ○ ○ 

その他 ＡＢＩ  ○ 

オプション検査 75g糖負荷試験  ※２ 

   〃 S状結腸内視鏡 
 

※３ 

※１、２、３ オプション検査は、別途料金がかかります。 

ご希望の方はお申し込みください。 

※１ マンモグラフィー ５，６５０円（税別） 

※２ 75ｇ糖負荷試験 ８，５００円（税別） 

※３ Ｓ状結腸内視鏡 ８，５００円（税別） 

  

 
（注意事項） 

 人間ドックのご予約は、寄附後に町から送付される案内に基づき、ご自身で行っていただきます。 

なお、予約の空き状況は日々変動いたします。寄附前に確認された空き状況が、寄附後には予約

済となっている場合もございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 


