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魚津で育った六条麦茶「ファイバースノウ」と立山
連峰からの水を使用した麦茶。大麦独特の味わいが
あります。

出品者：魚津市農業協同組合

◆ペットボトル24本入り１ケース
（500ml・大麦使用）

501　魚津猪口っと物語
この器一つで魚津の文化（魚津漆器）歴史（松倉金山）自
然現象（蜃気楼）がちょこっと分かる逸品です。

～地元、魚津の蜃気楼をイメージした逸品です～
魚津漆器は日常雑器を中心に堅牢、安価、実用的を特徴
に生産し、現在では鷹休漆器店（大正10年開業）一軒だけ
が伝統を受け継いでいます。

出品者：鷹休漆器店

出品者：有限会社　源七

贅沢な大人のチーズ蒲鉾、「元祖スティックチーズ」や、白
えびが入った「富山湾しろえび」など4種類の蒲鉾詰合せで
す。

魚津の漁師さん達が愛用する醤油です。魚料理は
もとより万能調味料としてもお使いいただけます。

301　あさ、ひる、ばん あまくち こいくちしょうゆ

出品者：辻佛檀　工房　ヤマセン

出品者：株式会社　立山酒店

　　　　　　　　◆魚津漆器（御汁椀）

502　蜃気楼塗　御汁椀（内朱ボカシ）１客

出品者：（株）石﨑蒲鉾 出品者：株式会社　かねみつ

◆魚津市産杉材使用

◆60ｍｌ～70ｍｌ
　　　（いずれかひとつ）

601　魚津の麦茶

出品者：有限会社　尾崎商会

　　　    　　◆棒Ｓ（元祖スティック
         　　　チーズ、富山湾しろえ
　　　　　　　び、粗びき黒こしょう、
　　　　　　　クリーミー揚げスティッ
　　　　　　　ク）計4個入り

　　　　　　　◆醤油100ml×10本入

206　魚津バイ飯おこわ
魚津港にて水揚げされたバイ貝と魚津産餅米100％でつ
くった魚津名産バイ飯おこわ弁当です。（冷凍）

　　　　　◆1人前 幸タイプ
　　　　　　　　　　　　　　　×２

207　蜃気楼の見える街・魚津おさかなランドセリ人が吟味

召し上がると陽気なサザエさんになれます。

出品者：魚津漁業協同組合

　　　　　　　◆活サザエ1.2kg

出品者：株式会社　河内屋

　　　　　　　◆甘エビの昆布〆
　　　　　　　80ｇ×1個

　　　　　　　　　　甘エビのかき揚げ
　　　　　　　80ｇ×3個

208　富山湾神秘シリーズC
獲れたての甘エビを納豆昆布で〆た漁師料理と甘エ
ビをふんだんに使ったかき揚げです。

出品者：魚津漁業協同組合 出品者：新川森林組合

花と木目がきれいにマッチします。

401　一輪挿し

205　棒Ｓ（ボウズ）４パック

202　串かま10本セット 203　昆布じめ刺し身詰め合せ四種入 Ａセット 204　四季揚Aセット
魚津の食文化をテーマに創作した弊社オリジナルかまぼこ
です。魚津港で水揚げされた旬の地魚をブレンドしてオン
リーワンの味わいを楽しむことができます。

鮮度の良い素材を刺し身におろし昆布でしめ熟成させる富
山の郷土料理。自然の素材の味わいを活かすため調味
料、添加物等は一切使用しておりません。

立山連峰の伏流水を使用した水で練り上げた魚肉に海の
幸、山の幸をふんだんに入れた揚かまぼこの詰合せです。

当店人気No.1商品、寒の汐ぶりセットです。汐ぶりを食べ
たことのない方にも食べやすい味になっています。魚津の
間伐材で作ったスティック付きです。

出品者：加積りんご組合 出品者：西布施ぶどう組合 出品者：株式会社　ハマオカ海の幸

　　　◆串蒲鉾５種類×各２本

　◆昆布じめ刺し身
　　（黒かじき100ｇ×１、真かじき
　　　100ｇ×１、真だら70ｇ×１、
　　　そでいか70ｇ×１）

◆四季揚（いかげそ、たまねぎ、チー
ズ、枝豆　各１パック）

1万円以上
3万円未満
の寄附を
された方

　　　　　　　　　◆りんご５ｋｇ箱
　　　　　　　　　※秋映、シナノゴールド
等

◆ぶどう（２ｋｇ箱）
  ※アーリース
　　チューベン等

　　　◆寒の汐ぶり（天然）×１切、
　　　　 寒の汐ぶりスライス×１袋

101　旬のりんご Ａセット 102　旬のぶどう Ａセット 201　寒の汐ぶり切身とスライスのセット
加積りんご組合の旬のおいしいりんごをお送りします。 西布施ぶどう組合の旬のおいしいぶど

うをお送りします。

○申込期間 

 9月～12月 
○申込期間 

 7～8月 
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○申込期間 

 6月～8月15日 

○数量限定 

50個 

○申込期間 

 10月～ 



～本うるし、乾漆を使用しました～
魚津漆器は日常雑器を中心に堅牢、安価、実用的を特徴
に生産し、現在では鷹休漆器店（大正10年開業）一軒だけ
が伝統を受け継いでいます。

　　　　　　　◆ホタルイカ醤油漬け80ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×２ケ
　　　　　　　　 ホタルイカ黒作り80ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×２ケ
　　　　　　　　 ゲンゲの唐揚げ130ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×１ケ

立山連峰の伏流水を使用した水で練り上げた魚肉に海の
幸、山の幸をふんだんに入れた揚げかまぼこの詰合せで
す。

～別名　ホタルイカの桜煮（目取り）～
朝獲れのホタルイカを自社工場にて釜茹でし、食べやすく
固い目玉を取り除いた商品です。

出品者：魚津漁業協同組合

　
　　　　　　　　◆釜上げホタルイカ500ｇ
　　　　　　　　　　 酢味噌５パック

206　富山湾神秘シリーズB 301　一膳一汁　米みそ３個入

　　　　　　　◆味噌450ｇ×3
                 （化粧箱入）

　　　　　　◆漆塗り御箸
　　　　　　※御箸の色を下記５色
　　　　　　-２膳-から選んで、申出
　　　　　　書に記入して下さい。

練り物のいろんな食べ方を楽しめる詰合せです。そのまま
で、板わさで、焼いたりお吸い物や鍋物に。厳選した素材と
こだわり、職人技が冴える逸品の味わいです。

出品者：（株）石﨑蒲鉾

　　　　◆魚津市産杉材使用

205　富山湾神秘シリーズA
獲れたて直後に加工し、急速冷凍しました。鮮度感をいつ
でも感じることができる商品です。（冷凍）

出品者：魚津漁業協同組合

出品者：鷹休漆器店

　　　　　　　　　　◆漆器弁当箱

木目が面白い温もりが感じられる小皿です。

出品者：新川森林組合

出品者:株式会社　立山酒店

富山県産大豆、富山県産米を使用し昔ながらの麹
蓋製麹法で造った柔らかな味わの味噌です。

401　木製小皿３枚セット 501　すべらない御箸（２膳）黒・朱・緑・黄・茶

出品者：鷹休漆器店

502　わっぱ弁当箱－スリ塗（I型仕切付）－
～自分だけのお弁当が楽しみになりますよ！～
魚津漆器は日常雑器を中心に堅牢、安価、実用的を特徴
に生産し、現在では鷹休漆器店（大正10年開業）一軒だけ
が伝統を受け継いでいます。

下野方梨組合の旬のおいしい梨をお送りします。

出品者：下野方梨組合

出品者：有限会社　尾崎商会

　　　　　　◆四季揚（チーズ、たま
　　　　　　　ねぎ、枝豆　各１パック）
　　　　　　　漁火（穴子、紅鮭　各１
　　　　　　　本）

　　　　　　　◆蒲鉾６種類、すりみ２
　　　　　　　種類、揚げ蒲２種類

203　四季揚Ｂセット 204　食卓にぎわいセット

出品者：西布施ぶどう組合 出品者：株式会社　かねみつ

出品者：株式会社　ハマオカ海の幸

　　　　◆ほたるいか干し、げんげ、
　　　　　 寒はぎ、丸干いか、まだら、
　　　　   こまい

202　酒の肴セットUO

西布施ぶどう組合の旬のおいしいぶどうをお送りします。 鮮度の良い素材を刺し身におろし昆布でしめ熟成させる富
山の郷土料理。自然の素材の味わいを活かすため調味
料、添加物等は一切使用しておりません。

魚津の肴と酒は、皆さんが大好きなはず。酒の肴にぴった
りの干物の詰め合せとなっています。

　　　　　　　　◆梨（５ｋｇ箱）
　　　　　　　　※時期にあわせ、
　　　　　　　　幸水、豊水等

102　旬の日本梨 Ｂセット

　　　　　　◆ぶどう（２ｋｇ箱）
　　　　　　※巨峰等詰合せ

◆昆布じめ刺し身（真かじき100ｇ×１、
真だら70ｇ×１、そでいか70ｇ×１、甘
えび50ｇ×１）

103　旬のぶどう Ｂセット 201　昆布じめ刺し身詰め合せ四種入 Ｂセット

加積りんご組合の旬のおいしいりんご
をお送りします。

出品者：加積りんご組合

               ◆500ｍｌペットボトル
                    （麦茶・水　各3本）
　　              無洗米5個（2合×5袋）

602　うおづ産ギフトセット
立山連峰からの清流で育ったお米と清流を使用した
うまい水。魚津産大麦を使用した麦茶。魚津の自然
の恵みから生まれたギフトセットをご賞味下さい。

出品者：魚津市農業協同組合 出品者：ひえばた園

3万円以上
10万円未満
の寄附を
された方

　　　◆りんご
　　　（５ｋｇ箱）
　　　　※ふじ

101　旬のりんご Ｂセット

 
　
　　　　　　◆自然栽培コシヒカリ2.5ｋｇ

603　自然栽培米「富の環」
イワナも泳ぐ清流用水で育った無肥料・無農薬のコ
シヒカリ。乾燥はお天道様の恵みをたっぷり浴びて
天日干しで仕上げました。食味コンクール金賞受賞
農家が心を込めて育てました。

○申込期間 

 10月～12月 

○申込期間 

 7月～10月 

○申込期間 

 8月～9月 

○申込期間 

４月１５日まで 

◆申込期間 

 12月～2月 

限定150個 



　

　　　　◆平成28年産米
　　　　　　コシヒカリ10ｋｇ

203　四季揚 Ｃセット

204　富山の蒲鉾「真打」セット

立山連峰の伏流水を使用した水で練り上げた魚肉
に海の幸、山の幸をふんだんに入れた揚かまぼこの
詰合せです。

掌に乗る程の可愛らしい大きさに一人前の細工を施
した飾り蒲鉾と弊社の技術だから作れる女鱚のお刺
身蒲鉾を詰合せました。視覚と味覚でお楽しみ下さ
い。

出品者   ：西布施ぶどう組合

出品者：株式会社　ハマオカ海の幸 出品者：株式会社　かねみつ

　　　　　◆四季揚（薩摩、いかげそ、
　　　　　たまねぎ、枝豆　各１パック）
　　　　　楽味（赤巻、昆布巻、焼、ま
　　　　　すかま　各１本）

　　　　　　◆細工蒲鉾５品、女鱚の
　　　　　　お刺身蒲鉾５本

　　　　　◆魚津市産杉材使用

102　旬のぶどう Ｃセット

201　蜃気楼セットUO 202　昆布じめ刺し身詰め合せ五種入 Ｃセット

西布施ぶどう組合の旬のおいしいぶどうをお送りします。

しおもんやハマオカ海の幸より富山湾産にこだわった美味
しい干物の詰め合せです。生で食べてもおいしい富山の
魚を干物にすることで、魚本来の旨みを味わうことができま
す。お酒の肴にご飯のお供に…。

鮮度の良い素材を刺し身におろし昆布でしめ熟成させる、
シンプルなお料理ですが、魚介本来の旨みに上品な昆布
の旨みがしみ舌触りとふくよかなあじわいがとりわけ贅沢な
お刺し身です。

出品者：魚津市上下水道局水道課

10万円以上
の寄附を
された方

　

　　　　　◆鮮魚の詰め合せ
　　　　　　　２～４ｋｇ

　
　　　　　　　　　　◆蒸したタグ付き
　　　　　　　　　　　ベニズワイガニ　1尾

205　蜃気楼の見える街・魚津おさかなランドセリ人が吟味B 206　富山湾神秘シリーズD

浦島太郎も開けてびっくり、魚津浜で水揚げされた
魚介類を新鮮なままお届けします。
※写真と内容が異なる場合があります。
※申込される際に事前にご連絡下さい。

かにかご漁業発祥の地「魚津」の漁師が自信を持っ
てお薦めする一品です。ボイルでなく蒸したカニな
ので旨みが凝縮しています。
※申込される際に事前にご連絡下さい。

出品者：魚津漁業協同組合 出品者：魚津漁業協同組合

出品者：有限会社　尾崎商会 

出品者：（株）石﨑蒲鉾 

　　　　◆螺鈿と金箔を漆芸技術で
　　　　施してあるグラス（44ｍｌ）

　　　　◆ぶどう（２ｋｇ箱）
　　　　※巨峰、シャインマスカット等

　　　　　　◆丸干かます、あおりいか、
　　　　　　　みぎす、寒はぎ、げんげ、
　　　　　　　丸干あじ、白かれい

◆昆布じめ刺し身（黒かじき100ｇ×１、
真だら70ｇ×１、そでいか70ｇ×１、車
鯛50ｇ×１、ひらめ50ｇ×１）

　　　　　　　◆うおづのうまい水
　　　　　　　１ケース（500ｍｌペット
　　　　　　　ボトル×24本）

601　うおづのうまい水

北アルプスの伏流水をペットボトルに詰め込んだナチュラ
ルミネラルウォーター（軟水）です。この商品の売上げの一
部については、環境保全に役立てています。

　◆梨（５kg箱）
　　※時期にあわ
　　せ幸水、あきづ
　　き等

101　旬の日本梨 Ｃセット

下野方梨組合の旬のおいしい梨をお
送りします。

出品者 ：下野方梨組合

601　おつかいもん魚津

魚津の幸が美味しい秘密。それは類まれな地形と作り手の
こだわりにあります。
“おつかいもん魚津”は魚津のいいもの・いいことを集めた
ギフトカタログです。

出品者：魚津三太郎倶楽部

　　　◆ギフトカタログ１冊

出品者：辻佛檀 工房 ヤマセン出品者：新川森林組合

401　木製ボールペン・シャープペンセット

長く使うほど愛着のわくボールペンシャープペンの
セットです。

【お問い合わせ先】
魚津市役所　企画政策課　企画係

〒937-8555　富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号
TEL　0765-23-1067　FAX　0765-23-1054

Mail　planners@city.uozu.toyama.jp

出品者：魚津市農業協同組合

501　魚津猪口っと物語301　魚津米（コシヒカリ）

この器一つで魚津の文化（魚津漆器）歴史（松倉金山）自
然現象（蜃気楼）がちょこっと分かる逸品です。

立山連峰から流れ落ちる水で育った、冷めてもおい
しいコシヒカリ

○申込期間 

 7月～10月 

○申込期間 

 9月～12月 

○申込期間 

 8月～9月 

◆限定50尾 ◆限定50箱 


