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石川県 内灘町

内灘産らっきょう

10,000円
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。【提供】おいCま
ち内灘

【管理番号】A-1

天然温泉ゆららの湯入浴券・岩盤浴券（
各2枚）
10,000円
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白に効果がありま
す。【提供】天然温泉湯来・楽内灘店

【管理番号】A-2

内灘餅（ピーナッツ餅5個入×5袋）

10,000円
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。【提供】西荒屋営農促進会

【管理番号】A-3

内灘金時（和菓子）（１６個入）

10,000円
特産のさつまいも「内灘金時」を、内灘産牛乳で
練り込んだ飴を、もっちもちの生地で包んだ内灘
銘菓です。【提供】灘乃華本舗あさ井

【管理番号】A-4

あんぱんまんじゅう（１４個入）

10,000円
内灘産牛乳を使い、ふんわり、もっちりとした生
地にこしあんを包み込み焼き上げた、あんぱんみ
たいな和菓子です。【提供】灘乃華本舗あさ井

【管理番号】A-5

内灘尽くし

10,000円
内灘産牛乳を使ったあんぱんまんじゅうと特産の
さつまいもを使った内灘金時の詰め合わせです。
【提供】灘乃華本舗あさ井

【管理番号】A-6

游和（15個入り）

10,000円
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。【提供】灘乃華本舗あさ井

【管理番号】A-7

夢ミルク館お買い物券３,０００円分

10,000円
ソフトクリームや腸内活性ヨーグルト、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、夢ミルク館店頭でご利用いただけるお
買い物券です。【提供】夢ミルク館

【管理番号】A-8

夢ミルクプリン（プレーン８個入）

10,000円
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、放し飼いの鶏の卵をたっぷり使用したな
めらかで優しいプリンです。【提供】夢ミルク館

【管理番号】A-9
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石川県　内灘町

漁師さんおまかせ海の幸セット

10,000円
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。【提
供】石川県漁業協同組合内灘支所

【管理番号】A-10

内灘ろ〜るセット

10,000円
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
。【提供】ひまわりポンポン

【管理番号】A-11

みるくシフォン・内灘みるくサブレセッ
ト
10,000円
ふんわりした甘さ控えめシフォンケーキと、ミル
ク王国内灘の牛乳と金時芋を練りこんだサブレの
セットです。【提供】ひまわりポンポン

【管理番号】A-12

内灘産の搾りたて生乳100％アイス（7種
12個入）
10,000円
内灘町の牧草地でのびのびと育った牛さんの搾り
たて生乳を１００％使用したアイスクリームです
。【提供】harmonywith

【管理番号】A-13

らっきょうカレー（4個入）

10,000円
内灘砂丘で太陽と浜風を受けて育った3年子らっ
きょうを自家製の甘酢につけ、カレースパイスと
調合した、甘みと辛味とさわやかな苦味のあるス
パイシーなカレーです。【提供】ふれあい工房た
んと

【管理番号】A-14

かほくの口福ヨーグルトのおさけ180ml
×2本セット
10,000円
河北潟の牛乳から作られたヨーグルトを使ったお
酒です。ヨーグルト本来の爽やかな酸味とコクの
ある甘さ、濃厚でクリーミーな舌ざわりをお楽し
みください。【提供】石川かほく農業協同組合

【管理番号】A-15

里山のこしひかりほくの里7kg精米

10,000円
内灘町を含むJA石川かほく管内で収穫されたコシ
ヒカリを、ほくの里ライスセンターで火力乾燥を
行わず自然に近い風で乾燥した、おいしいコシヒ
カリです。【提供】石川かほく農業協同組合

【管理番号】A-16

内灘金時〜ほくほく甘いさつまいも〜（
内容量７㎏）
10,000円
日本海に面した水はけのよい内灘砂丘はさつまい
もの栽培に適しており、ほくほく甘いさつまいも
・内灘金時はこの地で収穫され、たいへん好評を
いただいております。この機会にぜひ、ご賞味く
ださい。【提供】向粟崎七町歩畑生産組合

【管理番号】A-17

手づくりクッキーセットA

10,000円
バター・コーヒーの風味やはちみつのやさしい甘
さなど、素材の美味しさを活かして丁寧に焼き上
げました。【提供】社会福祉法人うちなだの里

【管理番号】A-18
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石川県　内灘町

手づくりクッキーセットB（コーヒー）

10,000円
バター・コーヒーの風味やはちみつのやさしい甘
さなど、素材の美味しさを活かして丁寧に焼き上
げました。【提供】社会福祉法人うちなだの里

【管理番号】A-19

北鉄オリジナルグッズセット

10,000円
北陸鉄道浅野川線は、旧浅野川電気鉄道株式会社
が大正14年に営業開始し、今日までおよそ100年
にわたり営業している路線です。こちらの商品を
片手に終着・内灘駅で降り、内灘町を旅しません
か？【提供】北鉄金沢バス株式会社

【管理番号】A-63

能登豚ロース加賀味噌漬け1200g超

10,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】A-54

能登豚ロース生姜焼き用600gと能登豚バ
ラ焼肉用680gのセット（計1280g超）
10,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】A-55

内灘産こしひかりまっしろぺっぺ（１０
ｋｇ）
13,000円
人気米！コシヒカリ！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
。【提供】西荒屋営農促進会

【管理番号】B-21

腸内活性ヨーグルメイト（加糖タイプ２
０個入り）
13,000円
高品質の原材料をヒト由来の有用乳酸菌で長時間
発行させた、体にやさしいまろやかなヨーグルト
です。【提供】夢ミルク館

【管理番号】B-22

搾りたてミルク使用！無添加ソフトクリ
ーム（８個入り）
13,000円
牧場の搾りたてミルクで作ったソフトクリームを
急速冷凍。牛乳の濃厚な味と豊かな自然の甘さが
人気。食べたいときにおうちでどうぞ。【提供】
夢ミルク館

【管理番号】B-23

香箱蟹（ボイル）2杯(期間限定商品)

13,000円
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。サ
イズは小さくても、味はズワイより濃厚で甘みが
あります。【提供】石川県漁業協同組合内灘支所

【管理番号】B-24

らっきょうカレー（6個入）

13,000円
内灘砂丘で太陽と浜風を受けて育った3年子らっ
きょうを自家製の甘酢につけカレースパイスと調
合した、甘みと辛味とさわやかな苦味のあるスパ
イシーな「らっきょうカレー」です。【提供】ふ
れあい工房たんと

【管理番号】B-25
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石川県　内灘町

里山のこしひかりほくの里10kg精米

13,000円
内灘町を含むJAかほく管内で収穫されたコシヒカ
リを、ほくの里ライスセンターで火力乾燥を行わ
ず自然に近い風で乾燥した、おいしいコシヒカリ
精米です。【提供】石川かほく農業協同組合

【管理番号】B-26

内灘町特産品セット

15,000円
内灘町の特産品を詰め込んだ味わいセットです。
【提供】西荒屋営農促進会・おいCまち内灘

【管理番号】C-27

はづ貴のこだわりレトルトカレー（7個
入）
15,000円
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。【提供】㈱はづ
貴

【管理番号】C-28

ミルク王国ギフトセット

15,000円
ミルク王国内灘の牛乳と地元の金時芋をふんだん
に使ったロールケーキとプリンのセットです。【
提供】ひまわりポンポン

【管理番号】C-29

お墓清掃代行サービス

20,000円
ご先祖さまに感謝する想いのお手伝い。お墓の清
掃を代行します。【提供】内灘町シルバー人材セ
ンター

【管理番号】D-30

内灘町サイクリングターミナル１泊素泊
まり
20,000円
内灘町総合公園内にあるリーズナブルに泊まれる
公共の宿です。日本海に面したロケーションと充
実のレジャー施設で、魅力いっぱいの内灘をどう
ぞお楽しみください。【提供】サイクリングター
ミナル

【管理番号】D-31

北鉄オリジナルグッズセット・鉄コレ付
き
20,000円
北陸鉄道浅野川線は、旧浅野川電気鉄道株式会社
が大正14年に営業開始し、今日までおよそ100年
にわたり営業している路線です。こちらの商品を
片手に終着・内灘駅で降り、内灘町を旅しません
か？【提供】北鉄金沢バス株式会社

【管理番号】D-64

能登牛ロースすき焼用350g超

20,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】D-56

内灘産こしひかりまっしろぺっぺ（２０
ｋｇ）
25,000円
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。【提供】西荒屋営農
促進会

【管理番号】E-33
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石川県　内灘町

内灘町サイクリングターミナル１泊朝食
付き宿泊
25,000円
内灘町総合公園内にあるリーズナブルに泊まれる
公共の宿です。日本海に面したロケーションと充
実のレジャー施設で、魅力いっぱいの内灘をどう
ぞお楽しみください。【提供】サイクリングター
ミナル

【管理番号】E-34

ミルク王国スペシャルセット

30,000円
ミルク王国内灘の美味しい牛乳と地元の金時芋を
ふんだんに使ったロールプリン、サブレのセット
です。【提供】ひまわりポンポン

【管理番号】F-35

内灘町サイクリングターミナル１泊２食
付き宿泊
30,000円
内灘町総合公園内にあるリーズナブルに泊まれる
公共の宿です。日本海に面したロケーションと充
実のレジャー施設で、魅力いっぱいの内灘をどう
ぞお楽しみください。【提供】サイクリングター
ミナル

【管理番号】F-36

香箱蟹（ボイル）8杯（期間限定商品）

40,000円
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。サ
イズは小さくても、味はズワイより濃厚で甘みが
あります。【提供】石川県漁業協同組合内灘支所

【管理番号】G-38

ズワイ蟹（ボイル）めおとセットA（期
間限定商品）
40,000円
蟹みそを楽しめるズワイ蟹（雄）１杯と、濃厚な
内子や外子が味わえる香箱蟹（雌）２杯の食べ比
べセットです。【提供】石川県漁業協同組合内灘
支所

【管理番号】G-39

ズワイ蟹中（ボイル）１杯（期間限定商
品）
40,000円
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。【提供】石川県漁業協同組合内
灘支所

【管理番号】G-40

訳あり蟹お楽しみセットA（ボイル）（
期間限定商品）
40,000円
ズワイ蟹（雄）または香箱蟹（雌）のうち、脚折
れ・規格外などの理由で、味や品質は確かでも正
規品として取り扱えないものを返礼品化しました
。【提供】石川県漁業協同組合内灘支所

【管理番号】G-41

内灘町サイクリングターミナル１泊２食
付き宿泊★夕食ハイグレードプラン
40,000円
内灘町総合公園内にあるリーズナブルに泊まれる
公共の宿です。日本海に面したロケーションと充
実のレジャー施設で、魅力いっぱいの内灘をどう
ぞお楽しみください。【提供】サイクリングター
ミナル

【管理番号】G-42

能登牛ロースすき焼用740g超

40,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】G-57
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石川県　内灘町

内灘産こしひかりまっしろぺっぺ４０ｋ
ｇ
50,000円
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。【提供】西荒屋営農
促進会

【管理番号】H-44

内灘町サイクリングターミナル１泊２食
付き宿泊★能登牛プラン
50,000円
内灘町総合公園内にあるリーズナブルに泊まれる
公共の宿です。日本海に面したロケーションと充
実のレジャー施設で、魅力いっぱいの内灘をどう
ぞお楽しみください。【提供】サイクリングター
ミナル

【管理番号】H-45

能登牛ロースすき焼用800gと能登豚ロー
ス生姜焼き用700gのセット（計150…
50,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】H-58

能登牛ロースすき焼用930g超

50,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】H-59

ズワイ蟹大（ボイル）１杯（期間限定商
品）
60,000円
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。【提供】石川県漁業協同組合内
灘支所

【管理番号】I-46

ズワイ蟹（ボイル）めおとセットB（期
間限定商品）
60,000円
蟹みそを楽しめるズワイ蟹（雄）１杯と、濃厚な
内子と外子が味わえる香箱蟹（雌）４杯の贅沢な
食べ比べセットです。【提供】石川県漁業協同組
合内灘支所

【管理番号】I-47

訳あり蟹お楽しみセットB（ボイル）（
期間限定商品）
60,000円
ズワイ蟹（雄）または香箱蟹（雌）のうち、脚折
れ・規格外などの理由で、味や品質は確かでも正
規品として取り扱えないものを返礼品化しました
。【提供】石川県漁業協同組合内灘支所

【管理番号】I-48

能登牛サーロインステーキ800gと能登豚
バラ焼肉用500gと能登豚ロース生…
60,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】I-60

大好き！北鉄浅野川線コンプリートセッ
ト
70,000円
北陸鉄道浅野川線は、旧浅野川電気鉄道株式会社
が大正14年に営業開始し、今日までおよそ100年
にわたり営業している路線です。こちらの商品を
片手に終着・内灘駅で降り、内灘町を旅しません
か？【提供】北鉄金沢バス株式会社

【管理番号】J-67
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石川県　内灘町

能登牛サーロインステーキ800gと能登牛
ロースすき焼用500gのセット（計1…
80,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】M-61

能登牛サーロインステーキ1500g超（能
登豚バラネギマ串30本付き）
100,000円
長年食肉加工に携わり、共同宅配・スーパー向け
パック商品の加工や、学校給食・外食店向けの卸
売りを行う株式会社田中畜産が、みなさんの食卓
に安全・安心な食肉をご提供いたします。【提供
】株式会社田中畜産

【管理番号】N-62

金沢医科大学病院人間ドック男性日帰り
コース
200,000円
金沢医科大学病院にて、人間ドックを受診するこ
とができます。【提供元】金沢医科大学病院

【管理番号】K-50

金沢医科大学病院人間ドック女性日帰り
コース
200,000円
金沢医科大学病院にて、人間ドックを受診するこ
とができます。【提供元】金沢医科大学病院

【管理番号】K-51

金沢医科大学病院人間ドック男性１泊２
日コース
350,000円
金沢医科大学病院にて、人間ドックを受診するこ
とができます。【提供元】金沢医科大学病院

【管理番号】L-52

金沢医科大学病院人間ドック女性１泊２
日コース
350,000円
金沢医科大学病院にて、人間ドックを受診するこ
とができます。【提供元】金沢医科大学病院

【管理番号】L-53
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