
高岡市
ふるさと納税返礼品カタログ

カタログ以外にも魅力あふれる返礼品をご用意しております。高岡市のホームページをご覧ください。
https://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/shise/kifu/furusato/index.html
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御車山かまぼこ5本入り（赤巻2本・
昆布巻2本・焼き1本 ギフト箱入）

㈲広又蒲鉾商店

御車山祭の写真を印刷したパッケージ
に、地域ブランドに認定された昆布巻
かまぼこなどを詰め合わせました。

どうぶつ蒲鉾5個入（ぶた、パンダ、
コアラ、きりん、ぞうギフト箱入）

㈲広又蒲鉾商店

5種類のどうぶつを形どったかまぼこで
す。お子様からご年配の方々まで幅広
く人気を頂いております。

富山湾 昆布じめセット3種（真鯛
80g・いか80g・甘えび60g）

雨晴屋 金場鮮魚店

朝採れのキトキト天然魚を、昆布で締
めました！旨味がギュッと詰まった富
山の伝統料理をお楽しみください。

すぐ食べられる昆布〆刺身詰め合わ
せ(6種)

㈱葵食品

刻み昆布で締めてあるライト感覚の昆
布〆刺身です。手も皿も汚さずに、昆
布も一緒に無駄なくすぐに食べられる
昆布〆、６種類のセットです。

ジェラート８個セット

戸出ジェラート

高岡市内の若手酪農家「cloverfarm」さ
んからの絞りたて生乳を100%使用して
います。地元の食材にこだわっていま
す。

昆布巻詰合せ 3本入

㈱つかもと

北海道産の一等昆布だけを原料に、
一本一本手間をかけて巻き込み、先
代からの味を守り生産しております。

アルミ鋳物「むすび（黒釉）」中

高岡地域地場産業センター

陶器のようで、実はアルミでできた器
【むすび】。落としても安心なアルミ鋳
物の割れない器は、アウトドアや結婚
のお祝い、お店での使用におすすめで
す。

越中万葉牛すき焼き用約350g

㈲天狗乃肉林本店

万葉の街高岡の山間にある山本牧場
で飼育された黒毛交雑種の越中万葉
牛は、山本牧場こだわりの稲発酵のエ
サ、水源に近い天然水を与え愛情たっ
ぷりと旨味の豊富な牛に育てました。

銘菓 家持巻4本入

㈱美都家

銘菓「家持巻」は、左手に捧げる歌巻
物を意匠にし、味は2種類、本練り羊羹
をココア入りロールカステラで巻いたプ
レーンと、抹茶羊羹を抹茶入りロール
カステラで巻いた抹茶です。その2種類
を2本、合計4本を入れました。
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ドラえもんトラムプラレール

万葉線㈱

藤子・Ｆ・不二雄先生のふるさとである
高岡市と射水市を結んで走る、万葉線
のドラえもんトラムがプラレールになっ
て登場しました！キャラクターたちのイ
ラストがたくさん並び、乗車扉には「ど
こでもドア」があしらわれるなど、特別
な仕様になっています。

ⓒ TOMY ⓒFujiko-Pro

※「プラレール」は、㈱タカラトミーの登録商標です。
※レール、単三電池は別売りです。

15.0%アイスクリームスプーン 1本(バ
ニラ）

㈱タカタレムノス

アイスクリーム専用。カチカチに凍った
アイスの表面にみるみるスプーンの先
端が沈んでいく様は、もう圧巻です。丁
寧に研磨され銀色に輝く滑らかな口当
たりのスプーンです。

寄附額１万円以上のお礼の品

万葉米5kg

あぐりっち佐野店

JA高岡国吉カントリーエレベーターで
籾保管しているコシヒカリのみを使用し
ています。乾燥した空気を送風し、湿
度を一定に管理していますので、品質
と食味が常に保たれています。ぜひご
賞味ください。

万葉ごはん12個

あぐりっち佐野店

富山県高岡市で収穫された美味しいコ
シヒカリをパックごはんにしました。美
味しく、手軽に電子レンジで温めて食
べられます。ぜひご賞味ください。

みんみんの餃子80コ（8コ×10パック）

みんみんフーズ株式会社

『グリーンボール』『豚肉』『純正ごま油』
『青森産にんにく』など、みんみんが選
び抜いた高級具材を使用しております。
家庭でできたての味をお楽しみいただ
けます。

天然羅臼昆布(125g×2袋)

㈱室屋

出しの王様とも呼ばれる天然の羅臼昆
布は、昆布の消費日本一の富山の食
卓に不可欠。濃厚でコクのある出しが
取れ、天然の旨みを贅沢にご堪能いた
だけます。

セイアグリー健康卵 40個入り

セイアグリーシステム

セイアグリー健康卵は、清潔な農場で
飼育された、サルモネラ菌を保菌しな
い親鳥が産む、サルモネラ菌のない白
い美しい安全な卵です。

寿司ソックス詰め合わせセット(男女
兼用フリーサイズ6足)

助野㈱

見て楽しい、履いて楽しい富山湾海の
幸、寿司ソックスです。
プレゼントや余興にもぴったりです。
サイズ:22.0-27.0cm

男女兼用フリーサイズ)

富山の地醤油・つゆ詰め合わせ
6本セット
富山県でおなじみのヤマゲン醤油とつ
ゆの６本セットです。濃口、甘口、濃厚
だしつゆ（４倍濃縮）が各２本です。安
永元年（1772）創業、木桶を使用したお
醤油をぜひご賞味ください。

山元醸造株式会社
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名刺入れ（オリイブルー）

㈲モメンタムファクトリー･Orii

”鋳物のまち”富山県高岡市で400年の
歴史が息づく伝統工芸「高岡銅器」。
海のように美しい斑紋ガス青銅色は
"Orii Blue"の名で呼ばれ看板や建材
としても多く使用していただいている大
人気カラーです。

キャラメルカスタードプリンセット（８
個入り）

セイアグリーシステム

基本レシピをほぼそのまま引き継ぎ、
健康卵をベースに牛乳、砂糖、バニラ
ビーンズだけでつくります。

たまごシンフォニー2個入り
（たまご味300g、紅茶味300g）

セイアグリーシステム

ふんわりとシルクの様に柔らかい生地
なのは、健康卵を丁寧に手で割り卵白
をふんわりと泡立てているからです。

万葉米10kg

あぐりっち佐野店

JA高岡国吉カントリーエレベーターで
籾保管しているコシヒカリのみを使用し
ています。乾燥した空気を送風し、湿
度を一定に管理していますので、品質
と食味が常に保たれています。ぜひご
賞味ください。

箸置 - 結び 3ヶ入

㈱能作

水引の結びをモチーフにした錫製の箸
置きです。それぞれにおめでたい文様
をかたどった箸置きを3点セットにしま
した。錫は、抗菌性に優れているため
食器として安心してお使いいただけま
す。

㈱つかもと

厳選された素材のみを使用し、中まで
味が均一に浸透するように二度煮にて
仕上げ、「株式会社つかもと」独自の昔
と変わらぬままの味付けにこだわった
昆布巻と佃煮のセットです。

磯香風セット
【昆布巻と佃煮 5品目】

マイスタープレミアムフライパン（26cm)

熱変形にも強い特厚底アルミキャスト
製フライパンです。表面の微細構造と
新規採用の高性能ふっ素樹脂トップ
コートによって、汚れが付きにくく、お手
入れも簡単です。

北陸アルミニウム（株）

北陸アルミニウム㈱

熱変形にも強い特厚底アルミキャスト
製の玉子焼で、汚れがつきにくく、お手
入れも簡単です。

マイスタープレミアム玉子焼
13×19cm

ますの寿し２段

ニューオータニ高岡フード㈱

お子様にも安心・安全・無添加の「ます
の寿し」です。素材本来の味をご堪能
いただけます。
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卓上型スタンド時計（オリイブルー）

海のように美しいターコイズブルーの
置時計。海のように美しい斑紋ガス青
銅色は"Orii Blue"の名で呼ばれ看板
や建材としても多く使用していただいて
いる大人気カラーです。

㈲モメンタムファクトリー･Orii

海老とつぶ貝昆布〆とすぐ食べられ
る昆布〆刺身6種セット

㈱葵食品

プロが認める昆布じめ【甘海老とつぶ
貝昆布〆】と大人気の【すぐ食べられる
昆布〆６種】をセットにしました。新鮮な
刺身を昆布じめにすることで、生の刺
身とは一味違ったお刺身に生まれ変
わります。

越中万葉牛サーロインステーキ
（約200g～250g×2枚）

㈲天狗乃肉林本店

万葉の街高ある山本牧場で飼育され
た岡の山間に黒毛交雑種の越中万葉
牛は、山本牧場こだわりの稲発酵のエ
サ、水源に近い天然水を与え愛情たっ
ぷりと旨味の豊富な牛に育てました。

ネクタイピン（オリイブルー）

㈲モメンタムファクトリー･Orii

海のように美しい斑紋ガス青銅色は
"Orii Blue"の名で呼ばれ看板や建材
としても多く使用していただいている大
人気カラーです。さりげなく胸元に美し
い青を身に着けて。小さいながらもイン
パクトあるアクセサリーです。

すぐ食べられる昆布〆刺身詰め合わ
せ(6種)×２セット

㈱葵食品

刻み昆布で締めてあるライト感覚の昆
布〆刺身です。手も皿も汚さずに、昆
布も一緒に無駄なくすぐに食べられる
昆布〆、６種類のセットです。

万葉米（10㎏）・万葉ごはん（6ヶ)

あぐりっち佐野店

万葉米 ： コシヒカリ1等米を１００％
万葉ごはん ： 万葉米を使用し、無菌
施設内で洗米・浸漬したお米を炊き上
げて密閉したパックごはんです。

富山湾 昆布じめ6種(真鯛80g・いか
80g・甘えび60g・ひらめ70g・たこ80g・
あじ80g) 

雨晴屋 金場鮮魚店

朝採れのキトキト天然魚を、昆布で締
めました！旨味がギュッと詰まった富
山の伝統料理をお楽しみください。

立山のぐい呑 １ヶ
（ＬサイズもしくはSサイズ）

㈲能作

富山の絶景をぐい呑に。高岡市の伝統
産業である「鋳物」の加工技術で培わ
れた鋳造技術をもとに、錫（100%）を用
いて作成しています。

雨晴温泉磯はなび
ご利用券5,000円分

雨晴温泉 磯はなび

雨晴温泉磯はなびのご利用券5,000円
分をお届けしますので、是非ご活用く
ださい。【使用期限】発行日より1年
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RIKI CLOCK/（WR-0401S）

㈱タカタレムノス

大きめの12個の数字、太さ、長さに

メリハリのある針を使用し、時計とし
て最も基本的な見やすさということを
重視し、シンプルかつ軽やかなデザ
インを意図しています。

寄附額３万円以上のお礼の品

ビアカップL(1個)

水を浄化し、飲み物をまろやかにする
錫100%のビアカップです。
錫 (Ф7.2×H16.0cm 約380ｃｃ)

高岡地域地場産業センター

まるっとパン蓋付24cm

北陸アルミニウム㈱

「まるっとパン」は底が丸くくぼんでおり、
調理物が中心に集まるよう設計された
フライパンです。まるっとパンなら少な
い調理もジャストサイズ。道具が少なく
済むので助かります。

㈲天狗乃肉林本店

すき焼き用約350g
サーロインステーキ（200g～250g×2枚）

味わい深く、甘みのある「越中万葉牛」
を、贅沢にセットにしました。すき焼きと
ステーキの両方をお楽しみください。

高岡育ちの越中万葉牛贅沢セット

すぐ食べられる昆布〆刺身詰め合わ
せ(6種)×３セット

㈱葵食品

刻み昆布で締めてあるライト感覚の昆
布〆刺身です。手も皿も汚さずに、昆
布も一緒に無駄なくすぐに食べられる
昆布〆、６種類のセットです。

万葉米10kg×２袋

あぐりっち佐野店

JA高岡国吉カントリーエレベーターで
籾保管しているコシヒカリのみを使用し
ています。乾燥した空気を送風し、湿
度を一定に管理していますので、品質
と食味が常に保たれています。ぜひご
賞味ください。

カトラリーレスト 吉祥紋 5ヶ入

㈱能作

おめでたい吉祥紋をあしらったカトラ
リーレストです。南天・亀甲・梅・青海
波・瓢箪の5種類がセットされています。
錫100％でやわらかいので、中央で曲
げて、スプーンや箸などカトラリーを置
いてください。

円座（直径約32cm・高さ3cm）

高岡地域地場産業センター

茶道具をインテリアに。応接ソファー
のクッションに最適。

今まで見たことが無いようなユニーク
な形状の錫100％のビアカップ。双つ
（ふたつ）の円が重なった形状をした双
円シリーズ。独特のコロンとした形状と
ともにお楽しみください。（H110 φ86 
mm 約465cc）

双円 ビアカップ

㈱能作

寄附額３万５千円以上のお礼の品
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高岡地域地場産業センター

おきあがりこぼしのようにバランスよく、コ
マのようにくるくる回ります。かわいく心地
よい音をお楽しみください。
（本体）高さ10×幅5.5×奥行5㎝
デザインは全部で5種類。花・鳥・蝶・葉・
実のいずれかからお選びください。

まわりん

花 鳥

蝶 花

実

寄附額５万円以上のお礼の品

越中万葉牛 もっと贅沢プレミアムセット
(すき焼き約350g、ステーキ2枚、牛ヒレ肉2枚)

㈲天狗乃肉林本店

万葉の街高ある山本牧場で飼育され
た岡の山間に黒毛交雑種の越中万葉
牛は、山本牧場こだわりの稲発酵のエ
サ、水源に近い天然水を与え愛情たっ
ぷりと旨味の豊富な牛に育てました。

総桐 計量米びつ 優氣（ゆうき）
材料に桐天然木を使い桐材がもつ湿
度・温度をコントロールする特性や防
虫効果を生かした職人手作りの米びつ
です。本品はつまみを引き出すと１合
分のお米が米受け皿に落ちる計量
機能がついております。
竹本木箱店

IHリブロン圧力鍋2.8L
IH対応リブロン圧力鍋2.8Lをお届けし
ます。調理時間が大幅に短縮。高温高
圧で調理することにより、普通の鍋に
比べて調理時間が大幅に短縮できま
す。時間のかかる煮込み料理もアッと
いう間に美味しく出来上がります。
北陸アルミニウム㈱

寄附額４万円以上のお礼の品

アルミキャスト《鋳造》製厚手調理器で
す。保温性に優れているから、美味しく
仕上がります。熱がムラなく、スムーズ
に伝わります。オートキャンプにも最適
です！

【ガス火用】ミニクーパーセット

北陸アルミニウム株式会社

千利休が好んだ花入「そろり」
KANAYAでは風合いのある錆色を施し
ました。シンプルなフォルムとモダンな
色がインテリア空間にアクセントを添え
てくれます。

【高岡銅器】花入 そろり 青錆色

革新的な2ピース構造が特徴のワイン
グラス。ピボットベースを軸にグラスをス
ワリングすることができます。

ワイングラス AROWIRL Bordeaux （アロ
ワール ボルドー）SILVER KISEN やわらかい錫の特徴を最大限に生かし

ています。引っ張ったり曲げたりするこ
とで、かご状に変形するので、フルーツ
やワインボトルなどアレンジして、お好
きなものをお入れください。

KAGO - スクエア - L

高岡地域地場産業センター
高岡地域地場産業センター

㈱能作



ふるさと納税(寄附)案内

Ｑ ふるさと納税ってなに？ 

Ａ 「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすための寄附制度です。寄

附先の都道府県・市区町村は自由に選ぶことができ、寄附金のうち２千円を超える部分について、個人住民税

所得割の概ね 1 割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。   

Ｑ 税控除の手続きはどうすればいいの？ 

Ａ 最寄りの税務署で所得税の申告を行ってください。所得税の確定申告書を提出していない場合は、寄附金を

支払った年の翌年の 1 月 1 日現在お住まいの市区町村へ申告してください。また、申告を要しない方で、寄附

金税額控除の特例を受けられる場合は、別途「申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出してくださ

い。 

ご自身で申告する場合は、寄附を行った際の寄附金受領証明書を申告書に添付することが必要ですので注意し

てください。 

※詳しくは市民税課個人市民税担当又は最寄りの税務署などにお問い合わせください。 

高岡市役所市民税課個人市民税担当【TEL】0766-20-1257 

Q どうやって寄附するの？

A 寄附申し込み（手続きの流れ）

高岡市への『ふるさと納税（寄附金）』が便利になりました！

 複数の寄附受付サイト（ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税、ふるなび、ANAのふるさと納税、
Qoo10）から申し込みできるようになりました。

 多様な決済手段（クレジットカード決済、携帯キャリア決済、コンビニ決済、郵便振替等）で
寄附することができるようになりました。

【インターネットから申し込み】

インターネットから申し込みの場合、ふるさと納税寄附受付サイトの高岡市専用ページからお申込み
ください。

【書面での申し込み】

寄附申出書にご記入いただき、企画課あてにファックス、郵送または電子メールをお送りください。

※詳細については、高岡市のホームページをご覧ください。
https://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/shise/kifu/furusato/index.html

令和４年10月1日現在

お問い合わせ先

高岡市役所企画課

〒933-8601 富山県高岡市広小路 7-50

【TEL】0766-20-1226 【FAX】0766-20-1670 【メール】furusato@city.takaoka.lg.jp


