
お礼の品一覧 
1 万円以上の寄附を行っていただいた町外在住の方に、お礼の品をお贈りします。 

      A 10,000 円以上 

｜内灘の魅力が詰まった、自慢の特産品｜ 

 

A1 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。 

A2 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。 

A3 西荒屋営農促進会 

内灘餅 
（ピーナッツ餅 5 個入り×５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。 

A4 灘乃華本舗あさ井 

内灘金時 
（1８個入） 

内灘金時と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） 

A5 灘乃華本舗あさ井 

内灘尽くし 
 

・カステラ（ハニー、宇治抹茶）各１個 
・内灘金時８個 

内灘産牛乳で焼き上げた熟成カス

テラと特産のさつまいもを使った

内灘金時、内灘銘菓尽くしの詰合わ

せです。 

A6 灘乃華本舗あさ井 

游和（２0 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。 

A7 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。 

A8 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 

 

 

 

 

 

 

 

6 月中旬～８月の申込分は 9 月以

降の発送となります。 

※返品・交換、年末年始の発送、

受取日や曜日の指定は出来ませ

ん。 

A9 石川県漁業協同組合内灘支所 

香箱蟹（ボイル）セット 
（期間限定商品） 

・香箱蟹中(100～150ｇ)3 杯 

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 月中旬頃に

なります。） 

A10 ひまわりポンポン 

内灘ろ～るセット 
（プレーン、ショコラ、抹茶 各4個入り） 
 

 

ミルク王国内灘のまったりとコク

のある牛乳と、金時芋をふんだん

に使ったロールケーキです。素材

の味を活かした甘さ控えめのロー

ルケーキです。 

A11 ひまわりポンポン 

みるくシフォン・内灘みるくサブ

レセット 

・みるくシフォン（プレーン2、ココア1） 

・サブレ（プレーン・ココア・塩）各3枚 

ふんわりしっとり甘さ控えめのシ

フォンケーキと、内灘の牛乳と金時

芋を練りこんだサブレの素材の味

を活かした優しいお味を楽しめま

す。 

A12 灘万 

ミルク王国ウチナダ濃厚アイス

クリーム 

（１２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。 

A13 suetukuri 岩崎晴彦 

恋砂ぐい呑みセット 
ぐい呑み2つ 

（サイズ6.5×6.5×6.5(㎝)） 

 

 

 

 

A14 suetukuri 岩崎晴彦 

恋砂ぐい呑み+箸おきセット 
・ぐい呑み１つ 

（サイズ6.5×6.5×6.5(㎝)） 

・箸おき5つ 

 

 

 

 

A15suetukuri 岩崎晴彦 

恋砂片口 
片口1つ  

サイズ10.5×9×7(㎝) 

 

 

「恋砂」とは・・・ 

「恋人の聖地」に認証されて

いる内灘砂丘の砂を「恋砂」と

名付け、それを土に混ぜ制作し

た陶器です。 

砂の鉄粉が表面に現れ、砂浜を

イメージした釉薬と上手く合い、

あじわい深い焼き上がりになっ

ています。 
【岩崎晴彦】内灘町に工房を構

える内灘町出身の陶芸家 

    



 

B 15,000 円以上 
｜きっと、内灘のファンになる贅沢な逸品｜ 

 

B16 株式会社 はづ貴 

はづ貴のこだわりレトルトカ
レー（7個入り） 

色々な種類の野菜を形が無くな

るまで 10 時間煮込んで、地元の

牛乳を隠し味に使用した身体に

優しいこだわりのカレーセット

です。 

B17 夢ミルク館 

夢ミルクプリン 
（プレーン×8 個入り） 

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。 

B18 夢ミルク館 

腸内活性ヨーグルメイト 
（加糖タイプ 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。 

B19 夢ミルク館 

おうちでソフト 
（ミルクソフト 8 個入り） 

搾りたて濃厚ミルクを使った無添

加ソフトクリームです。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。 

B20 灘万 

ミルク王国ウチナダ濃厚アイ
スクリーム（15 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。 

B21 灘万 

ミルク王国ウチナダ濃厚アイ
スクリーム（２ℓパック） 

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。 

B22 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、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。） 

B23 

内灘町特産品セット 
 

・内灘産らっきょう 1 瓶(１瓶) 
・ピーナッツかきもち（２４枚入） 
・内灘産こしひかり（3ｋｇ） 

内灘町の特産品を詰め込んだ味わ

いセットです。 

B24 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 

・内灘みるくサブレ（５枚入） 

B25suetukuri 岩崎晴彦 

恋砂湯呑みセット  
湯呑み２つ 

サイズ 7.5×7.5×8.5(㎝) 

 

☆獲れたて新鮮 「蟹」のご説明☆ 

※のし、返品・交換、年末年始の発送、受取日や曜日の指定は出来ません。 

※「香箱蟹セット」「ズワイ蟹めおとセット」の申込期限は 12 月初旬です。 

○「香箱蟹セット」＜配送時期＞11 月～12 月中旬 

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。 

○「ズワイ蟹めおとセット」＜配送時期＞11 月～12 月中旬 

  蟹みそを楽しめる雄と、濃厚な内子や外子が味わえる雌（香箱蟹）の

贅沢な食べ比べセットです。 

○「ズワイ蟹」＜配送時期＞11 月～3 月頃 

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。 

 

   

           C 30,000 円以上 

｜内灘を満喫できる、とっておき｜ 

 

C26 石川県漁業協同組合内灘支所 

香箱蟹（ボイル）セット 
（期間限定商品） 

 

・香箱蟹中（100～150ｇ）10杯 

 

C27 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） 
 
・ズワイ蟹小 
（４00g 前後）1 杯 
・香箱蟹中 
（100～150g）3 杯 

C28 石川県漁業協同組合内灘支所 

ズワイ蟹（ボイル） 

（期間限定商品） 

 

・ズワイ蟹中（600ｇ前後）1 杯 

C29 内灘産こしひかり 

まっしろぺっぺ 
（20ｋｇ） 

 

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。 



C30 ひまわりポンポン 

ミルク王国スペシャルセット 
 
・内灘ろ～る 
・ポンポンプリン 
・みるくサブレ 
・ひまわりポンポンギフト券 

C31suetukuri 岩崎晴彦 

恋砂焼酎ビアカップセット 
焼酎ビアカップ２つ 

サイズ 8×8×11.5(㎝) 
 

 

D 50,000 円以上 

｜天然漁場、広大な大地の恵｜ 

 

D32 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、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。） 

D33 石川県漁業協同組合内灘支所 

ズワイ蟹（ボイル）（期間限定商品） 

 

・ズワイ蟹大（800ｇ前後）1 杯 

 

D34 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） 
 
・ズワイ蟹中（６00g 前後）1 杯 

・香箱蟹中（100～150g）５杯 

D35suetukuri 岩崎晴彦  

恋砂湯呑み５つ+箸おきセ
ット 

 

・湯呑み 5 つ  

サイズ 7.5×7.5×8.5(㎝) 
・箸おき 5 つ 

 

E 200,000 円以上                  F 300,000 円以上 

   ｜これからのあなたの健康づくりを応援｜                  ｜日本海を眺めながら、ゆったりした 1泊 2日を｜ 

 

E36 金沢医科大学病院 （男性） 

人間ドック日帰りコース 
 

E37 金沢医科大学病院 （女性） 

人間ドック日帰りコース 
 

F38 金沢医科大学病院 （男性） 

人間ドック１泊２日コース 
 

F39 金沢医科大学病院 （女性） 

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
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 

＜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、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。 

＜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、眼科・耳鼻咽喉科、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 

≪お問い合わせ≫ 

内灘町役場 企画課 
〒920-0292 石川県河北郡内灘町字大学１丁目２番地 1 

TEL：076-286-6727  FAX：076-286-6709 

E-mail：furusato@town.uchinada.lg.jp 

ホームページ：http://www.town.uchinada.lg.jp/ 

平成 30 年 11 月改訂 
ふるさとチョイス（内灘町） 
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