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応援メッセージ

1 北海道
はとむぎ茶が好きで毎日飲んでいます。
夫が高校でハンドボール部に入っていたのでご縁を感じました。

2 北海道 6月に富山に旅行しました。富山県民頑張れ！

3 北海道 ふるさと氷見を応援しております。頑張ってください。

4 北海道
以前旅行で訪れたときに、棚田など綺麗な景色を目にしました。
今後また行くことがあればまた綺麗な景色をみたいと思います。

5 北海道 応援しています

6 北海道
学生時代を金沢で過ごし、氷見も訪れました。懐かしく寄付を決めました。
今後の氷見の発展にお役立てください。

7 北海道 親戚が住んでいる氷見が輝くよう応援しています。

8 北海道 氷見市はお魚が美味しいので、お酒も楽しみです。

9 北海道 氷見市を応援します！

10 北海道
富山を訪問した時に食べた美味しい魚の味を思い出し申し込みました。
今後も豊かな水産物が獲れる環境でありつづけることを願っております。

11 北海道 富山市出身です。氷見のものは美味い！

12 北海道
北海道在住ですが、富山の自然風土や食について、妻がいたく気に入っており、
「富山の米が食べたい」の一声で応募させていただきました。
氷見市のお米は大変おいしそうですね。

13 北海道
友人が富山を旅行してお魚がおいしいと言っていました。私も食べてみたくて
寄付をしました。返礼品楽しみにしています。

14 北海道 このようなことで、地方自治に資することができれば幸いです。

15 北海道 わずかですが、お役にたてば幸いです。地域振興、期待しております。

16 北海道

高校生になった長男が昨年、春中ハンドでお世話になりました。地元の方の
町内をあげての応援にたいへん感謝しています。曽祖父母は富山から北海道に
開拓に来たという縁もあり、また訪れたいと思っています。春中ハンドの開催を
心から願っています。

17 北海道 今年初めて行きました

18 北海道 先日富山県に旅行し、氷見うどんのおいしさに感動しました。氷見市、頑張って下さい！

19 北海道
先日旅行で伺った時に、街の皆さんに色々とよくしていただきました。風光明媚で
海のものも美味しく、大変良い思い出となりました。
貴市益々のご発展をお祈り申し上げます。

20 北海道
日本海側はおとずれたことがありませんが、今回をきっかけにいずれお伺いしたいと
思っています。



21 北海道
富山に住んでいた頃は氷見によく行きました。美味しいお寿司が好きでしたが、
何よりも好きだったのが雨晴海岸の美しさです。また行きたいなと思っています。
応援してます！

22 岩手県 旅行先でいただいたお魚がとっても美味しかったので応援します！

23 岩手県
昔からの友人が氷見市におり、住みやすい良いところだと伺っております。
益々のご発展をお祈りします。

24 岩手県
富山県は、今年初めて訪れましたが、海産物が美味しく、とても魅力的な地域でした。
次回は、氷見市を訪れ、寒ブリを食べたいと思っています。
頑張ってください。

25 岩手県 富山県出身です。少しですが、役に立ててください。

26 岩手県
氷見市の白エビをはじめとした海産物に魅力を感じています。
地域産業の活性化を願っています。

27 宮城県
こどもと氷見市を「べるもんた」号に乗って訪れました。とても素晴らしいところだったの
で、
今回ふるさと納税をさせていただきました。みなさんこれからも頑張ってください。

28 宮城県 今年は念願の富山に旅行に行けました！ぜひまた行きたいです！

29 宮城県
氷見市の春中ハンドボールを応援しています。
送球ボーイズも大好きです。

30 宮城県
学生時代に何度か釣りに行きました。懐かしく想い、寄付させていただきます。
頑張ってください。

31 宮城県 子供たちのための地域振興頑張って。

32 宮城県
氷見には、いつかブリを食べに行きたいと思っています。
良い町となることを期待しています。

33 宮城県
氷見には行ったことがないですが、TV等で拝見して大変興味があり機会があったら行っ
てみたいです。寄付金を有効に使っていただければと思います。

34 山形県 環境づくりにご活用ください。

35 山形県
富山県には訪問したことがありませんが、景観や特産品が魅力的だと思います。
景観保全や地場産業振興に役立ててください。

36 山形県 友人のいる氷見市の、活力アップを願っています。

37 山形県 妻が氷見出身で里帰りのたびにぶりを食べてます。今から楽しみです。

38 福島県 いちど行ってみたいです。

39 福島県
妻が富山県出身です。息子が高校でハンドボール部に入っているので、応援したいと思
いました。

40 福島県
昨年富山に旅行したこともあり、今回北海道をやめて氷見市にしました！
たのしみにしております！

41 福島県 氷見市のために役立ててください。

42 茨城県
ひみ穂波の背景の、自然豊かな田園風景を見て選びました。
おいしいお米期待しています。



43 茨城県
一度観光で伺いました。魚のおいしかったことがとても印象に残り、また訪れたいと思い
ました。今後も豊かな資源、自然を守って頑張ってください。

44 茨城県
一度旅行で行きました。素敵な景観と海の幸に感動したことを鮮明に記憶しています。
また必ず遊びに行きたいと思っています。

45 茨城県
今回の海産物のような氷見市の特徴や地場産業を活かした、街づくりとその維持に期待
しております。

46 茨城県
長男次男共にハンドボーラーです。来年の春中に出場できるよう、期待を込めて
ふるさと納税いたします。

47 茨城県
氷見市を以前観光し、美しい景観や美味しい食べ物などに感銘を受けました。
また行きたいと常々思っており、今後の更なる振興に期待しています！

48 茨城県 がんばれ氷見

49 茨城県 頑張ってください。

50 茨城県 春中ハンド、頑張って継続してください。応援しています。

51 茨城県
夫が富山の出身で氷見によく遊びに行ってます。これからも美しく豊かな自然環境を
守って欲しいです。

52 茨城県 富山県出身者です。頑張ろう富山

53 茨城県 豊かな湾を保全し、おいしい海の幸がこれからもとれることを祈念します。

54 栃木県 お魚食べて応援します！

55 栃木県 ハンド頑張って

56 栃木県 自然を大切にして頑張って下さい

57 栃木県
住みよい町になるよう頑張ってください。

58 栃木県
富山の豊かな自然景観が大好きです。景観保全にお役に立てればと思い、
手続きをさせていただきます。

59 栃木県
おいしいものを食べられる町で魅力のあります。日本海の魅力を発信してがんばってく
ださい。

60 栃木県 頑張ってください。

61 栃木県

栃木県那須塩原市（那須野ヶ原）に富山県から明治時代開拓に入られて方が
大勢おられます。お近くの滑川市は姉妹都市になっています。
このお陰で現在があります。私の知り合いに氷見さんもおります。
そんな関係もあり、感謝の気持ちを寄付させて頂きます。

62 栃木県
氷見は釣りでよくうかがいます。とてもきれいな海なので、すばらしい印象が
ありました。今後も美しい環境保全お願いします。

63 栃木県 氷見市の子育てを応援します。

64 栃木県 富山の魚は日本一



65 群馬県
 私の甥も、数年前氷見にハンドボールの大会に行きました。ハンドボールが盛んなんで
すね。私自身は、個人旅行で氷見に行き、おいしい魚をいただきました。冬の漁も大変
でしょうが、気を付けてお仕事をなさってください。

66 群馬県 これからも頑張っていい市にしてください。

67 群馬県
去年氷見へ旅行させていただきました。すべての料理がおいしかったですし、
閑静で良いところでした。これからも素晴らしい地域にしてください。

68 群馬県 当市には初めての寄付です。有意義にお使いください。

69 群馬県 微力ですがお役立てください

70 群馬県 きれいな海を大事にしてください。

71 群馬県 ふるさとの発展を群馬より応援しています。

72 群馬県 応援しています

73 群馬県
観光地として頑張っていただきたい。遊びにも行きたいが、なかなか出れませが、
この様な機会で現地の食材を食してみたいと思いました。

74 群馬県 子供を育む力にしてください

75 群馬県 氷見のイカは絶品です。

76 埼玉県 がんばってね！！！

77 埼玉県
これからも応援しています！
素晴らしい富山の財産を、後世にも伝えて行ってください。

78 埼玉県 これからも自然を保護して、良質なぶりをご提供ください。

79 埼玉県 すばらしいまちをつくってください

80 埼玉県
以前、ツアー旅行で氷見市を訪れましたが、今度は個人旅行でゆっくり訪ねたいと思っ
ています。

81 埼玉県
以前、寒ブリを食べに氷見の旅館に泊まった際、ご飯も大変美味しく、旅館の方の
あたたかなサービスを頂いたことを覚えています。
少しだけなのですが、寄付金が少しでも役にたちますように。

82 埼玉県 頑張ってください！

83 埼玉県
頑張って下さい！釣りが好きで色々なところに行ってますが日本海は新潟止まりなので
富山にも行こうと思います！

84 埼玉県 頑張れー

85 埼玉県 機会があれば氷見市に行きたいと思います。

86 埼玉県 僅かばかりですが、魅力的なふるさと創りにお役立て下さい。



87 埼玉県 今年GWに旅しました。日本海の海の幸を守って、ますますの繁栄を期待します。

88 埼玉県 妻の実家が氷見市なので、定期的に帰省しています。氷見市を応援しています。

89 埼玉県 子供たちのために使ってください。

90 埼玉県
取引先があり頻繁に訪問してますが食べ物の美味しく、人柄も良い地域だと
思います。観光にも良いところなのでＰＲしたら良いと思います。

91 埼玉県 十三中学校の活躍を期待しています。

92 埼玉県 春中ハンドの応援団です。

93 埼玉県 素晴らしいふるさと振興にお役立てください。

94 埼玉県 地方産業の発展に繋がれば幸甚です

95 埼玉県 美しい日本海の景観と豊かな資源の保全を応援します。

96 埼玉県 美しく、美味しい氷見市が大好きです！

97 埼玉県
氷見近郊でしかなかなか食べられない希少な氷見牛。今まで食べた牛肉の中で
ピカイチに美味しかった！ので、ふるさと納税で楽しませていただきます。
生産農家さんがもっともっと増えますように。

98 埼玉県
氷見市に近い高岡市生まれです。
氷見の地域活性化に役立ててください

99 埼玉県
氷見旅行から帰宅してきたところです。食べ物がおいしかったので実家にも
お願いします。これからもおいしいものを期待しています。

100 埼玉県
富山県のお米はおいしいと聞きました。
自然を保全できる手助けをできれば幸いです。

101 埼玉県
富山県の自然が好きで登山にも行っていますので、ぜひ自然保護のために
お使いください。よろしくお願いいたします。

102 埼玉県 富山県出身者です。食べて富山県を応援します。

103 埼玉県 福井県出身ということもあり、北陸３県をいつも応援してます！

104 埼玉県 福井県出身なので、北陸三県を応援したいと思っています！

105 埼玉県 亡くなった、父親の故郷ですのです。自然環境豊かなことを望みます。

106 埼玉県 有効にご使用ください。

107 埼玉県 いつか観光で行ってみたいです。

108 埼玉県 おいしいものがありますので、もっと知ります。



109 埼玉県 この度はお世話になります。日本を盛り上げていきましょう！

110 埼玉県 これからも頑張ってください。

111 埼玉県
ドライブで氷見に行きましたが、氷見の新鮮な食材がとてもおいしく、環境が良くとても
ゆったりと過ごすことができ、良い思い出になりました。また、氷見に行きたいと思ってい
ますので、観光・地域産業の発展を応援致します。

112 埼玉県
以前に息子が春中ハンドでお世話になりました。
今後もぜひ全国の子供たちの支援をお願いします。

113 埼玉県 一度いってみたいとずっと思っていました。来年こそは！

114 埼玉県 応援します。これからも頑張ってくださいね。お魚楽しみです。

115 埼玉県
家族で昨年氷見寒ブリを食べに行きました。その他の海産品も大変美味しかった
ので、また食べたいと思いました。地域産業の支援に少しでも役立てれば幸いです。

116 埼玉県 観光都市にしてください。

117 埼玉県 頑張ってください！

118 埼玉県
今年、家族で富山県へ旅行へ行こうと予定しています！ぜひ、自然豊かな中で、
こどもたちが笑顔で過ごせる街作りを期待しています。

119 埼玉県
今年のGWに氷見に行きました。美しい海岸の景色が強く印象に残っております。
良い町だなと思ったので今回納税させていただきました。

120 埼玉県
今年の夏に能登に行く途中で、氷見に寄りお寿司を食べました。お土産で買った氷見う
どんがとても美味しく、街並みも気に入りました。

121 埼玉県
今年の冬は氷見線に乗って、氷見のブリを食べたいと計画していましたが、
残念ながらいろいろあって行けなかったので、ふるさと納税を申し込みます。
いつか行って鰤しゃぶを食べてみたいです。

122 埼玉県
残暑お見舞いありがとうございます。氷見市だけでした。
お礼を込めて寄付します。

123 埼玉県
春中ハンドが続くよう応援しています。
娘が第1回春中ハンドに出場しました。

124 埼玉県
親戚がたくさんいます。
氷見の豊かな自然のアピールお願いします。

125 埼玉県
先日、氷見市に家族旅行で１泊しました。食事が美味しく、特にブリには
感動しました。是非また行きたいです。

126 埼玉県
先日送られてきたお刺身は、身がかたくしまっていて、美味しくいただきました。
やはり、北陸の魚はおいしいです。

127 埼玉県 祖母が富山出身です。魚を食べて育った祖母は101才です。

128 埼玉県
氷見には何度か宿泊しお世話になっています。ますます魅力的な街になるよう
期待しています。

129 埼玉県
氷見には旅行で行きました。抜群の景色と海産物には本当に魅了されました。またぜひ
伺いたいと思います。

130 埼玉県 氷見は寒ブリも日本酒も美味しく、毎年、旅行で訪れています。



131 埼玉県
氷見を旅行で訪れて、氷見うどんが大好きになりました。一番おいしいうどんだと
思っています。

132 埼玉県
氷見採れたての鮮魚を楽しみにしています。二年目のふるさと納税です。
北陸地方全体の発展を願っています。いつか富山を旅行したいと思っています。

133 埼玉県 氷見市の活性化を心よりお祈り申し上げます。

134 埼玉県 氷見市宇波の出身者です。漁業が豊かになるよう応援します。

135 埼玉県 富山関連企業で働いています。応援しています。

136 埼玉県
父が氷見のイカが大好きなので、応援の意味も込めて申込させていただきました。
楽しみにしています。

137 埼玉県 豊かな自然に囲まれ、大切な家族が住む地に少しでも貢献できたらと思います。

138 埼玉県
氷見へ毎年行ってます。きときとのお魚頂くのとても楽しみにしてます。海もきれいで
ほっとします。ますます氷見が栄えます様に。

139 千葉県
3月に旅行で訪れました。JR氷見線からの富山湾と立山連峰のコントラストの
美しさは忘れません。これからも綺麗な自然をお守りください。

140 千葉県 いいところなので、観光にもっと力を入れてPRしてほしいです！

141 千葉県 いつか富山に遊びに行きます！

142 千葉県
まだ映像でしか見たことがありませんが、あの素晴らしく美しい景色を見に行きたい。お
いしい魚を食べに行きたい！と思える街つくりをお願いします。

143 千葉県
以前旅行で訪れた島尾駅の駅舎と海岸線を見てとても気持ちが和らいだことを覚えてい
ます。海浜植物園のテラスからの眺めもよかったですね。地方自治の業務は大変でしょ
うが、頑張ってください。

144 千葉県
一度訪れたことがあります。民宿で囲炉裏で魚を焼いて頂きました。
とてもおいしかったです。また、おいしい魚を頂きに訪れたいと思っています。
これからも、おいしい魚楽しみにしています。

145 千葉県 応援しています！

146 千葉県 会社の後輩の出身地との事で申し込みます。

147 千葉県 観光で伺ったことがあります。また行きたいと思っています。

148 千葉県 頑張って下さい！

149 千葉県 今回初めて寄付します。おいしいお刺身が届くのを楽しみにしています。

150 千葉県
今年富山旅行の際、氷見の魚を食べ感動しました。今度は氷見温泉に宿泊し、
漁港にも行ってみたいです。交通の便がよくなれば、観光客も増えると思います。
頑張ってください。

151 千葉県
最初の赴任地が富山県で氷見にも何度も行きました。氷見からの立山連峰の
景観を懐かしく思います。これからも頑張ってください！

152 千葉県 昨年氷見に行きました。すてきなところでした。



153 千葉県 若い人が豊かな氷見市に誇りを持って益々発展する事を願っています。

154 千葉県 初めて　ふるさと納税をします。氷見市の益々のご発展を　お祈り申し上げます。

155 千葉県 鉄道でやってくる観光客を大事にしましょう

156 千葉県 日本海の海の幸が豊かな氷見、発展を期待します。

157 千葉県 微力ですが、氷見市のお役に立てれば幸いです。応援しています。

158 千葉県 氷見には近々旅行でも訪問させて頂きたいと思います。

159 千葉県
氷見に観光に行った際に海鮮はもちろんのことお米がおいしかったことを
記憶しております。これからも海の幸・山の幸にあふれる町づくりを期待しています。

160 千葉県 氷見の魚がおいしくて応援したくなりました！

161 千葉県
氷見の自然を感じるためにお邪魔する機会も作れたらと思っています。
自然や景観、守り続けてください！

162 千葉県 氷見の鰤はあこがれです。氷見ブランドがますます輝くように応援します

163 千葉県
氷見は父のふるさとで、私も小さいころは毎年 姉妹で夏休みに遊びに行っていた、
思い出の地です。氷見には いつまでも元気あふれる地であってもらいたいと
願っています。応援しています！

164 千葉県
氷見市にはまだお邪魔したことがありません。観光振興に少しでもお役に立てばと
申し込みました。日本の観光振興のために頑張ってください。

165 千葉県
氷見市昔になりますが（若い頃）しごとにて度々訪れたが魚が本当に美味しく
忘れられない思いです。漁港環境もとても懐かしく、観光が繁栄する事期待
しています。

166 千葉県 富山の海の幸が大好きです！これからの益々の発展をお祈りします。

167 千葉県 富山県の海の幸が大好きで、応援したい気持ちから寄付しようと思いました。

168 千葉県 豊かな海の恵みを生かした町づくりに期待します。

169 千葉県 毎回帰省するたびに街が整備されていて、楽しみです。

170 千葉県
20年前に、知人に貰った氷見うどんが美味しかったのを、思い出し寄付しようと、思いま
した。これからも、美味しいうどんを作って下さい。

171 千葉県 いつか訪れてみたいです。子どもがのびのび育つ街づくりを応援しています。

172 千葉県
いつも寒ブリシーズンにお邪魔しています。これからもきときとなお魚を提供していただ
けることを期待しています。

173 千葉県 この町が大好きです。頑張ってください。

174 千葉県 とってもいいところなので、北陸新幹線に便乗して、観光誘致頑張ってほしいです。



175 千葉県
ホタルイカの干物が大好きすぎて、出張に行くたびに富山で大量買いして帰ります！こ
れからも、美味しい干物を末永くお願いします！

176 千葉県
わざわざ夫婦で、千葉から氷見に食事に行きました。おいしい魚介類を堪能しました。そ
れ以来ふるさと納税を行っています。

177 千葉県
以前、富山県に住んでいました。寒ブリはやはり氷見市が一番。氷見で味わった寒ブリ
には、富山市内でもなかなか出会えませんでした。氷見ブランドを永遠に・・・。

178 千葉県
以前旅行でお世話になりました。またいつか行きたいです。
美しい自然をその時にも体感させてもらえたらと思っています。

179 千葉県 恩師が氷見の出身で、身近に感じます。頑張ってください。

180 千葉県

環境を破壊しないでください。僕がいたころの綺麗な海に戻してください。
（昭和50-60年）海辺がコンクリートになってしまったのが悲しかった。
上日寺を保護してください。氷見市の宝です。お掃除や整備をお願いします。
帰る度にいつも行きます。

181 千葉県 観光事業に頑張ってください。

182 千葉県 頑張って👍

183 千葉県
去年氷見を訪れました。道に迷っていた所を地元の方に案内して頂き大変助かりまし
た。また、高澤酒造さんでお酒を買った際、美味しいお店を教えて頂くなどお世話になり
ました。皆さんの優しさに触れ、また訪れてみたいと思いました。

184 千葉県 高岡出身ですが、富山県を応援してます。

185 千葉県 今年、自転車旅行で訪問し、富山湾の景色に感動しました。また、行きたいです。

186 千葉県

昨年、初めて寄附しました。届いた魚を家族で大盛り上がりで並べて、ユーチューブを見
ながら必死でさばき、少しも残すことなく美味しくいただきました。
漁師さんたちのおかげで美味し魚をいただくことができます。ありがとうございます。
今年も家族一同楽しみに待っています。

187 千葉県 自然景観維持をお願いします。

188 千葉県 氷見がずっと輝く街でありますように。

189 千葉県
氷見には旅行で訪れさせていただきました。
自然を守り水産資源の豊かな街であり続けてください

190 千葉県 氷見の海鮮、大好きです。

191 千葉県 氷見市がいつまでも活気ある町でありますことを願います。

192 千葉県
氷見市出身ではないですが、富山出身です。
がんばれ富山！がんばれ氷見！

193 千葉県
富山県出身です。今回はお魚ではなくカレーを試してみます。寄付は子育て支援や
若者の生活向上に使っていただけると幸いです。

194 千葉県
富山県出身です。氷見うどんは抜群に美味しいのでもっと全国に宣伝していくと良いと思
います。

195 千葉県 富山湾越しの剱岳、大好きな風景です。



196 千葉県

北陸新幹線開通後富山県に２回行きましたが、温泉地の景観、車窓からの風景の
素晴らしさに感動しましたが、天然の生け簀の富山湾で捕れたお魚と日本酒の
美味しさに一変でファンになりました。今度は冬に行って氷見の寒ブリを食べたいと
思っています。氷見市、富山県を応援したくふるさと納税を初めてさせていただき
ました。自信をもって今後も、いいふるさとづくりを進めてください。

197 千葉県 旅行で訪れました。美しい環境を未来に繋いでください！

198 千葉県
旅行にて氷見市に訪れました！とてもお魚が美味しく、思い出に残る場所の一つ
です！接していただいた方々もとても温かく、良い街との印象があります。
観光事業を含め皆様の発展を心より祈ります。

199 東京都

富山市出身です。氷見には従姉夫婦が住んでいます。最近はまったく行けて
いませんが、大境の洞窟のような古代からの遺産から現代の生活までが共存
している貴市に、今後とも頑張ってほしいと思います。妻も氷見ブリの大ファンに
なっています。

200 東京都 富山県出身です。頑張れ！富山！！

201 東京都
富山県に旅行に行き、非常に魅力ある土地であると感じました。富山県の市町村を
応援したいと思っています。

202 東京都 氷見市のご発展をお祈りいたします。

203 東京都
氷見の名前は前からうかがっていました。お魚が美味しいと。前に一度仕事で行ったこと
があり最近は金沢に行く際に新幹線で通過します(笑)今後はぜひ途中下車をして氷見
の魅力を知りたいと思います。

204 東京都
氷見のハトムギ茶を以前より愛飲しているので氷見市に愛着があり、今回納税
いたしました。機会があれば訪れてみたいとおもいます。

205 東京都
氷見うどん、氷見寒ブリ、大好きです。氷見ブランドのますますの全国展開に期待してお
ります

206 東京都
美しい街と親切な人々にホッとさせていただきました。サカナも美味しい。ぜひ多くの人
に知られてください。

207 東京都 自然環境の維持を願っています

208 東京都 子供がぶりのように元気よく育つための奨励制度が広まってほしい。

209 東京都
妻が富山出身(高岡市)なのでたまに家族で富山に行きます。氷見市にも行ったこともあ
りますが、海岸の景観は素晴しかったです。

210 東京都 高岡市出身です。富山県ならどこでも応援したいです！

211 東京都

以前、金沢に車で向かったときに、氷見漁港でお昼を食べました。東京生まれ、
東京育ちの私にとっては、新鮮な魚介類をその場で食べられる事に感動し、
またいつか行きたいと思っている場所の１つです。色々検索していて、地名を
見つけたので、選びました。またぜひ伺います。

212 東京都 これからも魅力的な物をお願いします

213 東京都 いい品物をありがとうございます。今後も期待しています。

214 東京都  氷見の美味しい魚を期待しています。



215 東京都
2回氷見を訪れたことがあります。冬のイメージあるので、夏の楽しみ方を教えて
ください。

216 東京都

GW休暇に家族で、氷見へ旅行に伺いました。富山湾越しに見える、立山連邦の
景観に魅了されてしまい、またもう一度訪れたい街になりました。
もうひとつのふるさととしてほんの少しですが、■氷見市■を応援できましたらと、
申し込みをさせて頂きました。

217 東京都 いつか行ってみたいです。頑張ってください！

218 東京都 いつか富山に行きたい

219 東京都 いつか訪れてみたいと思っています。がんばってください。

220 東京都 いつまでも 元気なふるさとで いて下さい。

221 東京都 いつまでも、このままで

222 東京都 いつまでも自然を大切にしてください。

223 東京都
いつまでも氷見の海の恵みが続きますように。
白エビ大好きです。

224 東京都
いつも富山には登山目的で行くので、いつかじっくり観光で訪れたい場所です。特に氷
見の温泉とグルメには期待しています。

225 東京都 おいしいお魚ありがとうございます。

226 東京都
おいしいお魚がたくさんで自然の美しい北陸、富山にいつか訪れたいと思って
います。すばらしい町作りに寄付をいかしてください。また、すてきな品を
ありがとうございます。

227 東京都 がんばってください。

228 東京都 きれいな海を守ってください。よろしくお願いします！

229 東京都 きれいな自然をいつまでも守って頂きたいです

230 東京都
このセットが大好きで、友人や家族にも勧めています。
いつか氷見市に観光に行きたいです。

231 東京都
この夏に氷見に旅行で行きました。美しい里山風景を残していただきたいです。
棚田がとても素敵でした。

232 東京都 ご活用ください

233 東京都
ハンドボール、頑張ってください！お礼の品々を見て、昔、富山出身の上司から
富山の美味しいお酒や「白エビがとても美味しいから」、と冷蔵便で送って
いただきとても美味しかったことを思い出しました。

234 東京都 ふるさとは良くなって欲しいです

235 東京都 また氷見を訪問したいです。



236 東京都 よりよい環境で子どもたちが育っていけるよう応援します。

237 東京都 より良い街づくりにお役立てください。

238 東京都
わずかですが寄附をさせていただきます。氷見には、本家の皆さんが住んでおり、
本家のお墓もあります。氷見市の皆さんのために少しでもお役に立てればと思い、
ふるさと納税をさせていただきます。

239 東京都
以前訪れて、食べ物、観光、などとても気に入りました。
是非頑張ってください。

240 東京都
以前旅行で訪れて食べたお肉の味が忘れられません。とっても好きな場所です。
今後とも頑張ってください。

241 東京都
一昨年、氷見に初めて伺いました。
景観のうつくしさと食べ物の美味しさに感動し、2回目の寄附をさせていただきます。

242 東京都 一度旅行で訪れて、食べ物や気候、風土に魅了されました。またぜひ訪れたいです。

243 東京都
一年富山県に住んでいましたが、氷見市には何度も遊びに行きました！
海も綺麗で魚も美味しくて。また遊びに行きます！

244 東京都
益々素敵な街となりますように。
がんばってください。

245 東京都 応援しています

246 東京都 夏、氷見市に旅行をし、自然豊かな環境のファンとなりました。

247 東京都 夏に遊びに行きました。お魚美味しかったです。頑張ってください。

248 東京都
海も山もきれいな氷見が大好きです。
これからも自然と人が共存するすてきな街であり続けてください。

249 東京都 寒ブリの自治体として有名ですね。頑張って下さい。

250 東京都 寒ブリを食べに氷見を訪れたことがあり、この度寄付させていただくことにしました。

251 東京都 寒ブリを食べに訪問したいです。

252 東京都
寒ブリ楽しみにしてます。
氷見市の教育が充実するのを期待してます。

253 東京都 観光で訪れて、海の美しさとおいしい魚に出会いファンになりました。応援しています。

254 東京都 頑張ってください

255 東京都 頑張ってください！応援してます！

256 東京都 頑張って下さい

257 東京都 寄付金による地域内での政策取り組みを期待しています。

258 東京都 宜しくお願い致します。



259 東京都
去年、氷見市に納税したら暑中見舞いのはがきが来て嬉しかったのでまた今年も
納税しようと思いました。祖父母が氷見市に住んでいるのでよりよい市にして下さい

260 東京都 金沢が本籍地なので氷見には時々立ち寄ります.

261 東京都

金沢に祖母がおります関係で、何度か氷見には訪れておりますが、その度に好きになり
ます。自然がいっぱいあり、海があり、お魚が本当に美味しくて、東京在住の
私たち家族にとって、時間がゆったり流れている氷見を訪れると、心が洗われるような気
持ちになります。これからを担っていくお子様たちのために、大切な税金を使っていただ
ければと願います。

262 東京都 厳しい冬が予想されていますが、海も陸も無事であることを願っています。

263 東京都 故郷である＜氷見＞の名が合併などで消えないよう祈っております。。。

264 東京都

高岡市出身です。氷見に観光客が増えるためにも寒ブリやキャラクターを活かせて
ないことがすごく残念です。材料はいいものがそろっているので、おしゃれなお土産や
キャラクター押しの観光名所等、子どもや女性が集まる施設を作ってもっと観光でも
輝ける街になってほしい。帰省するたびに勿体ないと感じます。

265 東京都
今後とも、頑張って 下さい。
ブリ の味噌漬けなども 歓迎です。

266 東京都
今年４月まで石川県に住んでおり、よく氷見の遊びに行っておりました。お魚が美味しく、
氷見の魚が恋しくなり、ふるさと納税させて頂きました。また遊びに行きます！

267 東京都
今年富山に観光に行きました。氷見も食事は美味しかったですが、少し寂れた感もあっ
たので、観光地としてのさらなる発展に期待しています。

268 東京都
最近氷見市に旅行していませんが、時間を作っておいしい海産物を食べに行きたいで
す。応援しています。

269 東京都
昨年、北陸へ観光し、のどぐろのファンになりました。お正月に、実家に集まった際、
みんなで食べようと思っているので、年内に着くようご手配お願い致します。

270 東京都
昨年新幹線で金沢に旅行にいきました。 来年は富山にお伺いします！
刺身楽しみにしています。

271 東京都
昨年富山に初めて旅行し、富山が大好きになりました。
氷見の魚がおいしかったので、ふるさと納税します。

272 東京都
仕事で、富山にはよくいきます。とても、食べ物が美味しく、家族にも、富山の魚を
食べさせたくて寄付しました。

273 東京都 仕事で氷見市の方とはお付き合いがありました。素敵な街づくりを応援しています。

274 東京都 子どもたちが奨学プログラムを利用して活躍されることを期待しています。

275 東京都 子どもたちが平等に教育を受けられるようにお願いします。

276 東京都 子どもたちの良い環境づくり応援しています。

277 東京都
自然に恵まれ、豊かな海産物が多くとれる氷見市の自然環境をこれからも大切にしてい
ただきたく、その一助となればと思い寄附をさせていただきました。

278 東京都 若い人を支援してください。

279 東京都 住みよい地域社会つくりに微力ではございますが協力いたします。



280 東京都 叔父が氷見市出身です。

281 東京都
出張で一度行ったことがあるだけですが、食事が大変おいしかった記憶があります。
がんばってください。

282 東京都 出張で時々出向いておりました、懐かしいです。

283 東京都 小学校、中学校の教育に重点をおいて使ってください。

284 東京都
新鮮な魚、魅力的です。
楽しみにしています。

285 東京都 親戚が氷見市在住です。市民の皆さんが安心して生活できる市政をお願いします。

286 東京都
先週氷見に行きました。べるもんたの中で食べたお鮨と麦茶、美味しくて
うれしかった。また、訪れたいです。

287 東京都
前回も寄付させていただきました。
頑張ってください。

288 東京都 祖父が高岡の出です。

289 東京都
祖父母のふるさとの氷見がさびれてきたと聞きました。１０年以上行っていませんが、
また活気が戻ることを期待しています。がんばってください。

290 東京都 続けてください。

291 東京都
第6次産業的なものを振興するとか、クリエイティブ系や研究職なども選べる地域に
なるように頑張って欲しい。工場的なものだけだと厳しいです。働く場がないと、
なかなか戻ってこれないので。

292 東京都 地域活性化にお役立て下さい。

293 東京都 地域産業の振興、発展応援します！

294 東京都 地元以外の人も興味惹かれること、新しい取り組みなどを発信してください。

295 東京都 東京からふるさとを応援しています。

296 東京都
美味しいお刺身待ってます。
家族に氷見出身がいますので応援しています。

297 東京都 美味しい干物が楽しみです。頑張って下さい！応援しています。

298 東京都 美味しい魚を食べにまた行きます！

299 東京都 美味しい魚介類を獲り続けて町の発展に繋げてください❗

300 東京都 美味しい食材を沢山作れるように応援します！

301 東京都 氷見うどん大好きです



302 東京都 氷見市万歳。

303 東京都
氷見には、何度か自転車で遊びに行き、地元の美味しいものをいただきました(^^)
とても美味しく、氷見のファンになりました。これからも、美味しい！素敵な氷見で
いていただきたく影ながら応援しております(*^-^*)

304 東京都 氷見にはいつか行きたいと思っておりました。ブリを食べたいなぁ。

305 東京都
氷見には何度か観光で伺いました。
美味しいお寿司をまた食べに行きたいと思っています。

306 東京都
氷見には親戚、家族が暮らしています。小さな子供たちが、元気に明るく、
そして賢く暮らしていける町にしてください。

307 東京都 氷見にまた行きたいです

308 東京都
氷見の、きときと市場でおいしい魚をいただいた思い出が
あります。
応援しています。

309 東京都
氷見のお魚はおいしくて、年に数回は訪れます。氷見に活気が出るよう、また
いつまでも豊かな自然が残るよう、寄付金を活用してください。

310 東京都
氷見のハンドボールを応援しています。
全国優勝目指して頑張ってください！

311 東京都
氷見のよいところ、もっとPRを
お願いします。

312 東京都 氷見の温泉、鰤が好きなので毎年訪れています。

313 東京都 氷見の魚がもっとメジャーになって欲しい！

314 東京都
氷見の港で食べた魚の味が忘れられません！
美味しい魚をこれからもお願いします！

315 東京都 氷見の刺し身は日本一

316 東京都 氷見の鰤が大好きです。これからもおいしい鰤をよろしくお願いいたします。

317 東京都
氷見はブリが美味しいですが、セイズファームのワインも美味しいので、そちらも
どんどん推して行ってください。

318 東京都 氷見は一度行ってみたいところです。楽しみにしています。

319 東京都
氷見は何度か行ってます。
お魚が美味しくて大好きな街です！

320 東京都 氷見ブリが大好きです！

321 東京都 氷見への観光客が増えることを祈っております。

322 東京都 氷見牛おいしいので大好きです

323 東京都
氷見市には何回、ふるさと納税をしておりますので、今後も
寄付金を有効にご活用ください。

324 東京都
氷見市に知人がおり発展を願っています。
美味しい海の幸を楽しみにしております。



325 東京都 氷見市のお役に立てればうれしいです。

326 東京都
氷見市のぶりを前から食べてみたいと思っていました。
これをきっかけにいつか本場でも食べてみたいです。

327 東京都 氷見市の益々の発展を応援させていただきます。

328 東京都 氷見市の子どもたちの未来を応援します。

329 東京都 氷見市の住民の皆様と氷見市を訪れる方々のご多幸を祈念しております。

330 東京都 氷見市の素晴らしい自然を大切にして行って下さい。

331 東京都 氷見市の発展を祈念しています。

332 東京都
氷見出身の友人がおり、素敵な場所だと聞いております。
一度家族で行ってみたいです！

333 東京都
富山に親族が住んでいます。
富山の食は本当に美味しく、もっともっと広まるよう応援しています！

334 東京都 富山のコシヒカリは、いつも美味しくいただいています。

335 東京都
富山の海の幸を是非食べてみたく、白エビ大好きなので選びました。
いつか食べに行きたいです。

336 東京都 富山の食が大好きです。これからも美味しいものを生産し続けてください！

337 東京都
富山の豊かな自然の恵みを、守り続けていただき、ありがとうございます。
私たちにも分けてもらえることに、感謝です。体調を崩している母に送る予定です。

338 東京都
富山県が大好きな者です。今後もふるさと納税させて頂きます。
皆さん頑張ってください。

339 東京都
富山県の食べ物は何でもいいしいです。
応援してます。

340 東京都 富山県の魅力を知りたです

341 東京都
富山県は海産物、お酒、米がとてもおいしい所です。親戚が富山におり、何度も富山に
出かけます。魚は日本一美味しいと思います。頑張れ富山です！

342 東京都
富山県は海産物も文化も豊富で、本当に素晴らしいところだと存じております。
また伺いたいです。

343 東京都 富山県育ちなので遠くから応援しています。

344 東京都
富山県出身です。氷見牛、氷見のお米、氷見うどんなど、大好きです。
頑張ってください！

345 東京都
富山県出身の後輩からいつもふるさと自慢話をききます。近いうちに訪れてみたいと
思っています。

346 東京都
富山在住の友人に氷見に連れて行ってもらったことがあります。これからも美しい景観を
守り豊かな海産物を全国に届けてほしいと願っています。

347 東京都 富山湾の環境保全をお願いします。



348 東京都
富山湾の幸や、富山県ならではの産物をもっと祭りや踊りの中で伝えていく工夫を
されてはいかがでしょう！

349 東京都
父の実家が富山県にあるため、何度も足を運ばせていただいています。これからも
応援しています。

350 東京都 父親が氷見出身です。応援しています。

351 東京都 母親が富山出身ですので、寄付いたしました。

352 東京都
豊かな海産物のイメージ。漁業環境は厳しそうだが、美味しい魚を安定的に供給してい
ただきたい。

353 東京都
北陸の食材は美味しいものがいっぱい。これからもどんどん発信して私達を楽しませてく
ださい。

354 東京都
北陸出身です。地域のために頑張って下さい。

355 東京都
魅力的な返礼品が楽しみです。
些少ですがお役立ていただけると幸いです。

356 東京都

友人から氷見はとても美味しい魚だと聞きました。自然が生かされ、豊かな漁場だと
思いますので、これからも大切にしてほしいと思います。美味しい魚介が食べれるのも、
朝から寒くても働いている漁師さんのお陰と思っています。楽しみにしています。
頑張って下さい。

357 東京都 有効に活用して欲しいです。

358 東京都 両親が氷見にすんでいました。応援しています。

359 東京都
両親が富山県高岡市出身で、子供の頃は氷見市にも良く行きました。
日本海を臨む絶景ときときとの魚を守ってください。応援しています。

360 東京都 老人福祉の充実をぜひお願いします！

361 東京都

妻、義母の出身が富山市、義父は高岡市と富山にはゆかりがあります。妻との交際時
には良く寝台急行能登に乗って富山を訪れていました。新幹線が開通したことは思って
いた以上に早いという感覚で、夢のようなことだと感じています。
氷見市の方には、ときどき義父に氷見市の老舗旅館を取っていただき、その旅館でおい
しい魚や料理をごちそうになったことをよく覚えております。
高校野球では、県内の強豪校である氷見高校がひとつひとつ勝ち上がるのを春、夏、秋
と楽しみにしています。義父は髙商、妻は富山北部、大学の同期は新湊、と高校野球の
応援は本当に楽しみです。
サッカーの方は一高が全国制覇、野球も近づいてほしいと思っています。
氷見市の益々のご発展をお祈りしております。

362 東京都

富山の方とお話をする機会があり、毎年お正月にはお嬢さんの嫁ぎ先へ鰤を
贈られていると伺いました。こちらのスーパーで一度だけ、氷見鰤が売っていて、
他とは見た目からして違っていました。お値段も張りましたが、これまで食べた
鰤の中ではダントツに美味しかったです。
今後も永らく、美味しい鰤などの魚介類が捕れるような環境維持のために寄付金を
役立てていただければ幸いです。

363 東京都 いつまでも氷見の美味しいお魚が食べられますように。

364 東京都 いか大好きです。



365 東京都
いつも楽しみにしています。
美味しいお魚ありがとうございます。

366 東京都 おいしいお魚を今後ともよろしくお願いします。

367 東京都 お魚の美味しい印象があるので、行ってみたいと思っています。

368 東京都
お世話になった方が氷見に住んでおられて、いつも氷見のお話を伺っているうちに、私
まで氷見に縁があるような気がしてまいりました。いつも応援しております。氷見のます
ますの発展をお祈りしております。

369 東京都 お米も修学旅行も富山です。いい日本の景色を残してください。

370 東京都
グランクラスに乗車してみたかったので、大変楽しみです。
また、氷見湾の景観とお食事も大変魅力です。有難うございます。

371 東京都 これからも、豊かな自然を守り、美味しい海の幸を届けてください！

372 東京都 これからも地域振興のために頑張ってください。

373 東京都 これからも氷見市がハンドボールを盛り上げていってください！

374 東京都 これを機に氷見市を知りたいと思います。

375 東京都
ささやかですが応援しています。
お礼の品は３０年３月からお願いします。

376 東京都
たまに氷見市に遊びに行きます。実家も近いので寄付させていただきました。子どもは
氷見うどんが、親は氷見の魚が大好きです。

377 東京都
たまに富山に行きますが、いつも氷見の食材の料理を美味しく頂いております。頑張っ
てください。

378 東京都 とっても美味しいおうどんでしたので、ありかたくリピートさせていただきます。

379 東京都
ハンドボール経験者です。送球ボーイズを読みながら氷見市に憧れを抱いています。日
本のハンドボールが強くなるには氷見市の存在がとても大きいと思います。いつか観戦
に行きたいと思っています。

380 東京都 ブリ大好きです

381 東京都 また行きます！

382 東京都
よいものを作って下さいましてありがとうございます。
これからも応援しています。

383 東京都 よろしくお願いします。

384 東京都
一昨年に旅行で訪れました。
これからも良い町づくりを応援しています。

385 東京都 応援しています

386 東京都 応援しています。頑張ってください。



387 東京都 応援してます！お魚大好きなので楽しみにしています！

388 東京都 可能な限り氷見の自然を保持してください。

389 東京都
海の幸が大好きです。
これからも美味しい魚を楽しみにしています。

390 東京都 楽しみにしております。

391 東京都
寒ブリをはじめ、美味しい海産物の充実した地域であることがこれからも続くことを願っ
ております。

392 東京都 寒ブリ応援してます！寒ブリ送ってください。

393 東京都 環境の素晴らしさを少しでも維持・改善できるよう、お役立てください。

394 東京都 頑張ってください。

395 東京都 頑張ってください。

396 東京都 義理の父が富山出身です。応援しています。

397 東京都 去年のぶりも美味しかったです。

398 東京都
漁師の皆さんの苦労と地域の皆さんの協力により美味しいお魚が頂ける事に感謝して
います。氷見の自然と海産物そして皆さんの温かさが大好きです。

399 東京都
魚が好きなので、漁師不足と言われていますが、後継者や新規漁師が増えるよう頑張っ
てください。

400 東京都
魚介好きの私と妻は、富山県氷見市の魚介のおいしさは以前耳にしたことがあり、一度
食べてみたかったので、ふるさと納税で、連続何ヶ月というコースがあり、これは！と思
い、申込みさせていただきました。楽しみにしています。

401 東京都 教育県として、日本の教育をこれからも引っ張っていってもらいたいと思います。

402 東京都 結婚して今年富山県を離れましたがやはり氷見が好きです。

403 東京都 県出身者です。東京より応援しております。

404 東京都
高岡市に赴任した時に商工会議所の方々に大変お世話になりました。
人好し味よし景色よしの氷見を思い出します。

405 東京都
高岡出身なので、氷見のおいしい魚介類に大変お世話になりました。
これからもおいしい魚をよろしくお願いします！！

406 東京都 今後も楽しみにしております。

407 東京都
今年は雪が多いようですね。氷見の皆さまのご健勝をお祈りしています。

408 東京都 今年は雪が多くて大変かと思いますが、ぜひ頑張ってください！



409 東京都 今年観光をしましたので応援のため寄付します。

410 東京都
今年初めて氷見に行きました。食べ物もおいしいし人も優しいし住むなら富山だな、と思
いました。いいところですね富山、そして氷見。大好きです。

411 東京都
今年亡くなった母が氷見市長坂の生まれでした。
私自身も小さい頃から何度も氷見市に来たことがありますので、今後の氷見市の
発展を期待しております。

412 東京都
妻が氷見市出身です。毎年盆と正月は氷見で過ごしていますが、今年は子どもが
受験生のため行けません。氷見での釣りを楽しみに頑張っています。いつまでも
きれいな海でいられるように、期待してます。

413 東京都
昨年も鮮魚をお願いしました。
いい漁場、市場が続くよう頑張って下さい。

414 東京都
山が好きで富山はとても好きな場所です。氷見のお刺身を初めて食べた時の感動も覚
えており、今回このような形で関わることができて嬉しく思います。

415 東京都 子どもたちの安全な未来を

416 東京都 子育てに活用して下さい

417 東京都 子供のお気に入りを選びました！

418 東京都 市長を中心に氷見市の更なる発展を祈念しています。

419 東京都

私の両親は、すでに他界しましたが、氷見市の出身でした。
微かな記憶ですが、幼少の頃は、毎年夏に、両親の生家に訪問した記憶が
あります。きれいな水と空気、新鮮な魚など、今でも覚えております。
是非、この美しい自然を、永遠に維持してください。
今度、北陸新幹線で訪問したいと考えております。
その時は、どうぞよろしくお願いします。

420 東京都 自然の海を大切に守って下さい。

421 東京都 自然環境が保たれるよう！

422 東京都 実家でよく食べていたので。おいしいうどんをこれからもよろしくお願いします。

423 東京都 実母のふるさとが富山県です。応援しています。

424 東京都

春に妻（氷見出身）と帰郷したとき、氷見高校の脇の整備中の公園？でしょうか、に登り
ました。素晴らしく見晴らしがよく素敵な場所でした。看板や幟や屋台など醜いものが何
もない。随分前ですが、宮崎から鹿児島にかけて車で移動したとき、日本とは思えない
ほど道路上にそうしたものがなく、見えるのは道、山、空、川、、、まるで昭和３０年代以
前の日本映画の風景のように美しく感嘆の声を上げたことを、いまでもよく夫婦で話しま
す。氷見にもそういう場所を意識して残し、壊したものは直し、自然本来の美を自慢でき
る自治体であってもらいたい。今の時代そういう美しさこそが一番の「観光資源」ではな
いでしょうか。

425 東京都 新幹線＋交通機関にて富山県の各地を訪問できるようになることを期待しております。

426 東京都 新幹線で行きやすくなったので、家族で旅行に行きたいです。



427 東京都 親の実家です

428 東京都 生まれ育った町、いずれ戻ってくる将来に向け、住民の安心に役立てください。

429 東京都
先日氷見に行きました。魚介など大変おいしかったです！また行きたいと思います。
今度は立山連峰が見渡せるといいなと思います。氷見！ファイト！！

430 東京都
祖母が氷見市に住んでいます。祖母が安心して暮らせるように少しでもお力になれば幸
いです。

431 東京都 大切にお使い下さい。

432 東京都

知人に富山出身者がいて、かにが他より安くておいしいよとか教えてもらいました。その
時に氷見という地名が印象に残りました。
熱田神宮境内のきしめん屋のメニューにしろえびかき揚げきしめんがあって美味しかっ
たことを思い出しました。しろえびは大好きなのですが、現地に行かないとなかなか食せ
ません。

433 東京都 地域を応援しています！

434 東京都
地域活性化のためにご尽力ください！
応援してます！

435 東京都 地方の環境保護と地元産業の振興を応援しています。

436 東京都

中沖知事時代「ふるさと大使」を委嘱され今日に至ります。
氷見市は私の父の故郷。今年も東京から2度行きました。
棚田の拡がる風景・立山連峰の見える景観にホッとします。
ここに住む人々の健康が維持できますように願っています。
ますます住みよい町になりますように！！

437 東京都 冬の間のかぶらずしの定期便を作っていただきたいです

438 東京都 藤子不二雄Ａ先生の出身地として応援してます！

439 東京都 美しい日本のふるさとが後世に残せますように。

440 東京都 美味しい食べ物を楽しみにしてます

441 東京都
氷見うどんの美味しさから、訪れる日を心待ちにしております。より一層輝く街づくりを応
援しております。

442 東京都 氷見うどん最高です☆

443 東京都
氷見といえば、昔家族で寒ブリを食べに旅行に行きました。とても美味しかったです。い
い思い出ができました。また機会がありましたらぜひ行きたいです。これからも頑張って
ください。

444 東京都 氷見のお魚おいしそう。

445 東京都 氷見のお魚を美味しくいただいております。

446 東京都 氷見のぶりが大好きです！



447 東京都 氷見の魚は最高。妻は石川県出身なのでよく存じております。期待満々でまってまーす

448 東京都 氷見の振興にお使いください

449 東京都
氷見は大好きな自治体です。こんな素敵なメニューも揃えているとは思いませんでした。
まずは東京で美味しくないお刺身で氷見を体感します。楽しみにしています。頑張れ、氷
見！

450 東京都
氷見駅前がさみしいですね。氷見から見る立山連峰の美しさをもっとPRしてください。
私は奈良生まれで初めて主人の生まれ故郷である氷見にいった時、雪の立山を氷見湾
から見てすごく感激しました。５０年たってもその美しさが忘れられません。

451 東京都 氷見市の活性化が実現できるよう応援しています

452 東京都
氷見市の魚の直送店から、いつも刺身用魚を購入しています。
応援しています。

453 東京都 氷見市の魚介は美味しいです。

454 東京都 氷見市の大自然の保全と地域振興に期待しています。

455 東京都 氷見市は私の好きな市です。応援したく、今回納税させていただきました。

456 東京都 氷見市漁業文化交流の促進に貢献したいです。

457 東京都
氷見市在住の友人がいます。
氷見、大好きです。

458 東京都 氷見大好き！

459 東京都
氷見穂波がなかなか気軽に入手できないため、この機会にいつも利用させてもらってい
ます。美味しいお米を作り続けてもらえることを期待しています。

460 東京都
富山には何度か旅行で訪れたことがありますが、独自でパスタを作られているとは知り
ませんでした。魚介だけでなく新しい魅力を感じました。今後も頑張ってください。

461 東京都 富山のぶりを食べて、感激しました！今度、観光に行きます！

462 東京都
富山の海の幸が美味で好きです。
貴重な財産だと思います。

463 東京都 富山の自然をもっとＰＲするべきです。

464 東京都 富山の名産が大好きです。

465 東京都
富山は一度は住んでみたい土地です！美しい景観をいつまでも大事にして
ほしいです。

466 東京都
富山は仕事でよく行きます。富山、北海道は好きです。来年も寄付します。
頑張ってください。

467 東京都
富山は美味しいものが多く、よいところだと聞きました。
是非行ってみたいです

468 東京都
富山県の出身で、よく氷見にも観光に行きます。素敵な街をこれからも大事に
してください。



469 東京都
富山県は行ったことがありません。寒ブリに食べに行きたいとずっと思っていたので、こ
の機会にお伺いしたいと思います。

470 東京都
富山県は旅行に行きたいと以前から思っているところです。ぜひ観光に力を入れてくださ
い。応援しています。

471 東京都 富山県応援しています。

472 東京都 富山県氷見市の益々の発展を祈っています。

473 東京都
母のふるさとの氷見が大好きです。
いつまでも氷見の風景を守っていってください。

474 東京都
母の実家が氷見市です
よろしくお願いします

475 東京都
母の実家です。
ハトムギ茶が大好きで都内でもよく購入します

476 東京都
亡くなった父が富山県出身でした。小さい頃何度か連れて行ってもらいました。
大人になって、氷見を訪れたときはあいにくの雨でしたので、海越しに立山を望む
景色を見に、また訪れたいと思っています。

477 東京都
北陸新幹線ができて，富山県には本当に行きやすくなりました。魅力的な観光地も多い
ですし，近いうちに遊びに行きます。

478 東京都 堀与商店の干物が大好きです。富山の方々もだいすきー！

479 東京都 毎年 、氷見の鰤を楽しみにしています。

480 東京都
無農薬・無肥料の環境に優しい農業を推進してください。そうすれば海のお魚もさらに美
味しくなります。

481 東京都 友人から氷見のお米がおいしいとうかがったので楽しみにしています。

482 東京都 友人が住んでます。いつか行きたいです。

483 東京都 有効活用お願いします。

484 東京都 利賀村出身です。氷見には何度かお邪魔しています。

485 東京都
立山連峰を始め素晴らしい景観を持つ富山県氷見市。いつまでも景観が保たれるよう
応援したいと思います。

486 東京都
旅行で行き、お世話になりました。
美しく豊かな自然がこれからも残るように微力ながら応援させてください。

487 東京都 いいまちづくりをしてください。

488 東京都 がんばってください

489 東京都
高齢化が全国平均より30年進んだまちだからこそ、国・県から施策を用意されなくても、
また、他の自治体がやっていないことも、どんどんチャレンジして、住民と行政がともに変
化に備える進化に期待しています。

490 東京都
東京ドームで開催していたふるさと祭りで富山県のしろえび丼を食べました。美味しすぎ
ました。機会があれば富山に旅行に行って食べたいです。
届くのを楽しみにしています。



491 神奈川県
富山市出身です。　氷見うどんは以前から食べて知っております。　美味しいので墓参り
で帰省した時はお土産にしています。　北陸新幹線で知名度が上がり私の周りでも富山
が話題になります。　氷見ブランドがさらに一層広がりますよう応援しております。

492 神奈川県
富山県富山市の出身です。同県人として、寄付させていただきました。よろしくお願い申
し上げます。

493 神奈川県
氷見市ではありませんが、高岡市出身で、氷見市にも縁があるので、申し込みさせてい
ただきました。氷見牛楽しみにしております！

494 神奈川県 生まれた町です。氷見にはもう住んでいませんが、がんばっていきましょう。

495 神奈川県
妻が氷見市出身で、さとふるで取り扱いがあることを知り、ふるさと納税させていただき
ました。よろしくお願いします。

496 神奈川県
横浜在住です。今回地図を広げて氷見市の位置を確認し、観光スポットなど興味を持ち
ました。以前日本海側に旅行に行ってお魚の美味しさに驚いたので、この度の干物の到
着を楽しみにしています。

497 神奈川県 いつか氷見のぶりを食べに行きたいと思います。

498 神奈川県 いつか氷見市へ行ってみたいです。

499 神奈川県
いつもお土産で氷見うどんを美味しくいただいています。最近手に入る機会が少なくなっ
たので、忘れられない氷見うどんの味を堪能したく、申し込みました。

500 神奈川県 がんばってください

501 神奈川県 がんばれ！富山！

502 神奈川県 がんばれ👍

503 神奈川県 これからも応援しております。頑張ってください。

504 神奈川県 ぶりがおいしい。癒されています。

505 神奈川県
以前に観光で何度か訪れ、そのときに食した味噌の味が気に入って、今も実家で取り寄
せしています。

506 神奈川県 何度か観光で訪れたことがあります。

507 神奈川県 寒いですね。皆さまのおかげで美味しいものが食べられることに感謝しております。

508 神奈川県 頑張ってください！！

509 神奈川県 去年初めて食べた氷見うどんがとっても美味しかったので寄付を決めました！

510 神奈川県 経済的に恵まれない子供達の教育支援に使って頂ければ、幸甚です。

511 神奈川県
現在、91歳になる富山市出身の者です。
80歳になってから横浜市に転居しました。
富山を応援したくふるさと納税をさせて頂きました。

512 神奈川県 後世まで海の環境を守っていってください。



513 神奈川県 今年の夏初めて訪れました。自然・食事。堪能しました。

514 神奈川県 妻が富山県出身なので応援しています。

515 神奈川県 妻が富山出身で今回ふるさと納税させていただきます

516 神奈川県 昨年から寄付しています。富山出身のため、これからも遠方から応援しています。

517 神奈川県
昨年も干物を家族で堪能しました。氷見の魚の美味しさを他にも発信し街の活性化がな
される事を願ってます。

518 神奈川県
姉が氷見に住んでます。
氷見はとてもおいしいものがいっぱいですね。

519 神奈川県 市の発展の為に利用してください。

520 神奈川県
市長頑張れ！
活躍をお祈りしています。

521 神奈川県 私の出身地（海の幸が豊かにとれる町）と同じ富山県の町として応援します。

522 神奈川県
私は高岡で育ちました。中学は伏木中学校、高校は高岡高校でした。氷見は友達もい
て、よく遊びに行きました。氷見の皆さんは、今でも随分頑張っておられると思います
が、今後ますますご発展されんことを祈っております。

523 神奈川県
出張で氷見に行った時においしいぶりをいただきました。
これからもおいしいものを広めていってください。

524 神奈川県 少しですが役立ててください

525 神奈川県 少しでもお役に立てれば幸いです。

526 神奈川県
生産と消費に責任を持つ「プロシューマー」の取り組みは、世界の多くの都市や日本の
各地で始まり、広がっています。
氷見市もまちづくりに取り入れていただき、是非、進めていただければ嬉しいです。

527 神奈川県
先祖が富山出身です。
自然豊かな環境をこれからも維持してください。

528 神奈川県
先日、氷見番屋街を見学し、氷見道の駅で食事をして大変楽しい思いをさせていただき
ました。また機会があれば行きたいと思います。がんばってください。

529 神奈川県
先日旅行で番屋街に行きました。温泉やおいしい食べ物と魅力いっぱいです。
次、いつ行くかと考え中。応援してます。

530 神奈川県 祖父母が富山県出身で、氷見市には昨年訪れました。ずっと応援しています！

531 神奈川県
祖母が住んでおり、子供の頃は毎年夏休みに遊びに行っていました。
氷見の美しい自然をぜひ守っていただきたいです。

532 神奈川県 素晴らしい自然を守って行って下さい

533 神奈川県 素晴らしい自然環境と富山湾の海との共存をこれからも維持継続してください。

534 神奈川県 地元氷見市がさらにより良い場所になっていくのを応援しています。



535 神奈川県
当方高岡出身、父親が氷見市出身です。
富山県が今後盛り上がるようになると嬉しいです。

536 神奈川県
日本酒「曙」で氷見を知りました。
よろしくお願いします。

537 神奈川県 美しい景観を保ってください。

538 神奈川県 氷見そして富山の活性化に期待しています。

539 神奈川県
氷見には行ったことありませんが、厳しい寒さに耐えておいしいものが在りそうな
イメージを持ってます。

540 神奈川県 氷見のお刺身は大好きです。是非これからも頑張って下さい！

541 神奈川県
氷見市のお役に立てますように！
新鮮なお刺身楽しみです。

542 神奈川県 氷見市の益々の発展を願っております。

543 神奈川県 氷見市を含め富山県が盛り上がりますように

544 神奈川県
氷見市出身です。老後は実家に戻ろうと考えてるので、いつまでも魅力ある、
住みよい街であってほしいです。

545 神奈川県 富山には旅行で行きました、海産物がおいしくまた旅行したいと思っています。

546 神奈川県 富山の美味しい魚介類のイメージをお守りください。

547 神奈川県
富山は山登りのため、何度も通っているところです。
鰤、鱒ずし、白エビ、俵形のスイカ等自然が豊かでおいしいものがたくさんです。
いつまでもおいしいものが続くよう応戦したく応募しました。

548 神奈川県 富山マラソンを毎年走っています。前日はいつも氷見で美味しいお魚を頂いています。

549 神奈川県
富山県（富山市）に在住経験があり、その時に食べた海の幸に感動しました。
いつまでも自然を守って自然のめぐみを味わえるように頑張ってください。

550 神奈川県
富山県は、友達が住んでいるところなので、
応援しています！

551 神奈川県 富山県出身なので、富山県全体が明るく活性化されることを願っています。

552 神奈川県
富山出身の友人が富山のアンテナショップで働いており、昆布や白えびの美味しさを教
えてもらいました。ぜひ豊かな自然環境を守り、これからも美味しい海産物を食べさせて
下さい。応援しています。

553 神奈川県 豊かな海を守り続けてください。

554 神奈川県

北陸新幹線が開通してから行きやすくなり、遊びに行きました。
本当に良いところですね。また行きます。ただ、今、どこもそうですが、
竹やクズにやられて、荒れてしまっている山林が目立ったように感じました。
どこも高齢化などできびしいですが、頑張って行きましょう！！



555 神奈川県

友人が氷見に先日観光に行き大変いいところだと教えてくれました。ぶり、お酒、おいし
いものづくしですね。ただ、空港からの交通の便がやはり自動車などになるので少し不
便かと思い、空港からの交通の便をもっとよくしていただけると観光しやすいのかな、と
思いました。

556 神奈川県 いつも遠くから応援しています。

557 神奈川県 がんばってくださーい！

558 神奈川県 がんばれ

559 神奈川県 これからも元気な氷見市で!

560 神奈川県 これからも美味しいお米つくりを守ってください。

561 神奈川県 もっと観光にアピール！

562 神奈川県
一度観光で訪れました．海産物がとてもおいしかったです．これからもおいしい海産物の
町としてますます発展されることを祈念しています．

563 神奈川県
縁あって、第13回春中ハンドの応援に行きます。これからも開催できるように頑張ってく
ださい。

564 神奈川県 遠くから応援しています！

565 神奈川県 応援しています

566 神奈川県 応援しています

567 神奈川県 応援してます。

568 神奈川県 妻が氷見出身です。

569 神奈川県
妻の母が氷見出身です。
応援してます。

570 神奈川県 子供達の未来の為に地域活性化を応援してます。

571 神奈川県
実父が氷見在住で、実母が景観の維持のための活動を続けています。どうぞ市全体で
の取り組み強化をお願いします。

572 神奈川県 出張で訪れたことがありますがいつか家族で旅行したいと思っています。

573 神奈川県 新市長に期待しています

574 神奈川県 素晴らしいお魚を期待しています。応援しています。

575 神奈川県
大好きな街で何回か訪れたことがあります。
益々のご発展をお祈りします。

576 神奈川県 特産品のさらなる発展を願っております。



577 神奈川県
日本の底力は地方の発展があってこそです。
自然保護、教育など本物の力を追求することに使ってください。

578 神奈川県 美味しい魚をいつまでも届けて下さい

579 神奈川県
氷見うどん、数年前から毎年取り寄せていました。
とてもおいしくて大好きです。

580 神奈川県
氷見にかかわる情報に接すると一寸嬉しいものです。最近旅行社のツアーで番屋街・氷
見線に上日寺が加わっているのを見て「よしよし」。さらなる知名度アップを期待しており
ます。

581 神奈川県
氷見には是非いつか行きたいと思いながらも、仕事や家庭の事情でなかなか行けませ
ん。来年こそはお邪魔したいと思います。お魚楽しみにお待ちしております。

582 神奈川県 氷見の魚は美味しいので楽しみにしております。

583 神奈川県 氷見の鮮魚は最高です。これからも盛り上げてください。

584 神奈川県 氷見市には一度しか訪れていませんが、期待しています。

585 神奈川県
氷見市に友人がいて、訪問したことが何度かあります。ふるさと納税で氷見市に貢献し
たいと思います。

586 神奈川県 氷見市の特産品はすばらしいです。頑張ってください。

587 神奈川県
氷見市は、両親の出身地です。まだ、祖母も健在で、多くの親戚が暮らしています。
応援しています。

588 神奈川県
氷見市は観光で何度か訪れています。美味しい魚と景色を毎回楽しませてもらっていま
す。

589 神奈川県 富山のごはんがおいしいです

590 神奈川県

富山市出身です。昨年も寄付しました。9月末に氷見の番屋街へ行き、楽しくすごしまし
た。
富山観光地めぐりと墓参りでしたが、気持ち良くすごしました。
氷見市もさらなる発展を期待しています。今後も毎年応援します、

591 神奈川県 文化歴史遺産保全活動に使っていただけると嬉しいです。

592 神奈川県

平成３０年３月に開催される春中ハンドボール全国大会に息子が出場することになりま
した。息子はあこがれの舞台、氷見へ行けることを今から心待ちにしています。家族で応
援に行く予定です。氷見市の発展と氷見市での春中ハンドボール全国大会開催の継続
を祈っています。

593 神奈川県 母が氷見出身です。母が大好きなふるさと、氷見を応援します。

594 神奈川県 豊かな海の幸を守り続けて下さい

595 神奈川県 旅行に行って良い所だなと思いました、ぜひ維持していって欲しい。

596 神奈川県
春中ハンドの開催おめでとうございます。青春時代をハンドボールと共に過ごした者とし
て、ハンドボールの普及に尽力されている貴市に共感しております。微力ながらふるさと
納税という形で応援させていただきます。これｋらも頑張って下さい。

597 山梨県
以前も頂いて、とても美味しかったです。
いつか富山にも旅行へ行きたいと思っています。



598 山梨県
娘がハンドボーラーで春中に出場させていただいたことがあります。地元の方にはとても
良くして頂き、皆で大会を盛り上げとても素晴らしい大会でした。これからも氷見市で春
中が開催できることを願っております。

599 山梨県
旅行で訪問しました　
観光に使って下さい。

600 山梨県
一昨年ふるさと納税の後夫婦で遊びに行きました。美味しい魚とお酒、温かな皆さんの
お蔭で楽しい旅でした。また伺わせてください。

601 山梨県
富山の海産物はおいしいですね。山梨は海なし県なのでうらやましいです。
これからも頑張ってください。

602 長野県
家族旅行で氷見へ行った事があり、美味しい海の幸を頂きました。
また機会があれば、ゆっくり旅行したいと思います。

603 長野県 頑張ってください。

604 長野県 教育の充実を

605 長野県 将来にわたって活力ある地域でありますように。

606 長野県 地域発展のため頑張ってください。

607 長野県
氷見には何度も旅行で伺っています。
きれいな海で育ったおいしい魚をいつまでも食べられますように。

608 長野県
子供が富山県で暮らしていることもあり、ぜひ豊かな自然をいつまでも守っていただきた
いと思います。

609 長野県 豊かな海の幸がいつまでも頂ける事への感謝として納税いたします。

610 長野県
北陸出身です。北陸の中でも氷見のお魚は抜きん出て美味しいです。これからも氷見の
自然や食を大切に守っていただきたいです。

611 長野県 両親が富山県人です。市の発展をお祈りいたします。

612 新潟県 ときどきお邪魔してます。また行きたいです。

613 新潟県 応援しています！

614 新潟県 高齢化が進む氷見の医療の発展を期待しています。

615 新潟県

真冬の晴れた日に、富山湾越しに見た立山連峰の雄大さに感銘を受けた事が今でも忘
れることが出来ません。今から４０年も前のことですが。もう一度この目で観てみたいと
の願望がありますがなかなか機会がありません、ですので少しでも景観保全に役立て
ばと思います。

616 新潟県
富山県から引っ越してから富山の食材が懐かしく思いましたので寄付させていただきま
した。

617 新潟県 魅力ある市になってください。

618 富山県
富山県民です。氷見牛美味しいです！たくさんの方からふるさと納税がされるといいで
すね。応援しています。

619 富山県 自然に恵まれて、魚、肉、お米、など商品に間違いなし美味しい応援しています。



620 富山県 市民病院は重要です。高齢化に対応してください。

621 富山県 ＪＲ氷見線を活かしたまちづくりに期待します．番屋街まで延伸しましょう！

622 富山県 2年間氷見市民でした。

623 富山県 これからも活力ある氷見市で、頑張って下さい

624 富山県 高校で３年通いました。頑張ってください。

625 富山県 住みやすい氷見市にして下さい。

626 富山県 春中ハンド、運営頑張ってください！

627 富山県 地元の子供たちの未来のために活かしてほしい

628 富山県
氷見のお魚が大好きです。
きれいな環境で美味しい魚を育んでください！

629 富山県 氷見のものはおいしいものが多いと思います。

630 富山県
氷見はお魚がおいしく、景色も雰囲気も好きです。
さらに富山県を盛り上げて行きましょう！

631 富山県
氷見はよく遊びに行く場所なので、これからもさらに発展していってほしいと思っていま
す。

632 富山県
氷見は母の実家であり、第2の故郷です。氷見の良さをもっと色んな方に知ってほしい、
そして氷見で暮らす皆さんが健やかに暮らしてほしいと思い、ふるさと納税を申し込ませ
て頂きました。これからも頑張ってください！陰ながら応援しております！

633 富山県 氷見牛や寒ブリなど、氷見ブランドをこれからも守りつ続けて下さい。

634 富山県
氷見市の物品開発にはいつも感心しております。
今後ともアイディアを出し、特産品の開発に取り組みくださるよう願っております。

635 富山県
氷見市は海もあれば山もあり自然豊かな環境です。また、ハンドボールが盛んな地域
で、春中ハンドの全国大会は毎年楽しみにしております。
自然豊かな氷見市の発展に少しでもふるさと納税が活用されればと思います。

636 富山県 氷見番屋などから氷見市が盛り上がりますように

637 富山県
富山を代表する魚処の町として応援しています。美味しい魚を食べられるのは、富山人
の誇りです。

638 富山県 暮らしやすい氷見市となってください。

639 富山県 鰤の豊漁を願っております。

640 富山県
いつも、魅力あふれる返戻の品々や民宿に感動ありがとうございます。御市のご発展を
心よりお祈り申し上げます。

641 富山県
おさかな、おいしそうで迷います。
お菓子ももっと増やしてほしいです。



642 富山県 お寿司食べることで応援できればと思います。景観保護にお役立て下さい。

643 富山県 みんな元気で過ごしましょう。

644 富山県 子供達の笑顔あふれる氷見市を

645 富山県 自然豊かな氷見市のさらなる発展を応援しています。

646 富山県 氷見でハンドボールをしていたので、春中ハンド応援しています

647 富山県 氷見の海浜植物園と、近くのバラ園が好きでたまに行きます。よろしくお願いします。

648 富山県
氷見の実家には父が暮らしております。
氷見市民の健康と保険・医療充実に活かしていただきたいです。

649 富山県 氷見市がんばれ!!

650 富山県 豊かな自然を残して下さい。

651 石川県 おいしいです。

652 石川県 応援しています。

653 石川県
義理の祖父母が住んでいます。
住みやすい街づくりを応援しています。

654 石川県 氷見にいくことが最近あり、気に入ったのではじめてのふるさと納税先に選びました。

655 石川県 氷見の美味しいものがもっともっと全国に広がりますように！

656 石川県 氷見はおいしいです。

657 石川県 氷見市はおいしい。

658 石川県 以前仕事で良く伺ってました。氷見のお魚大好きです。

659 石川県 応援しています

660 石川県 妻が氷見出身です。

661 石川県 子育て支援頑張ってください。

662 石川県 発展お祈りします

663 石川県 氷見はおいしいものが多く、自然も素晴らしいので大好きです。

664 石川県
氷見市の発展を心からお祈りします。高齢者が多くなりますが、高齢者に優しい政策を
お願いいたします。又、路線バスの支援をお願いいたします。僅かな寄付ですが、お役
立てください。



665 石川県 北陸の農林水産業を支援するために寄付します。

666 福井県 氷見うどんは以前から好物でした。来年も寄付します。

667 福井県
芦原温泉出身で、現在東京で仕事しておりますが、富山に事業所があり氷見にも行った
ことがあります。素晴らしい土地ですね。

668 福井県
観光でよくいきます。氷見市の八代仙というお酒は最高です。海の幸も大好きです。ぜ
ひとも今後ともがんばってください。

669 岐阜県
友好都市でもあり　寒ブリのおいしいイメージを持っており、お伺いしたこともあります。
厳しくも自然豊かな貴市の発展をお祈りいたします。

670 岐阜県 富山県の米は美味しいと聞くので楽しみです。

671 岐阜県 おいしい魚の捕れる豊かな海が継続されることを願っています

672 岐阜県 観光に行けたらいいなと思っています。

673 岐阜県 頑張ってください。

674 岐阜県
寄付金を地域発展に役立てて欲しいです。
頑張ってください。

675 岐阜県 魚介類で潤った自然の素敵な街の維持・発展して下さい。

676 岐阜県
妻の出身地です
応援しています

677 岐阜県
息子が富山県でお世話になっていました。その際、何度か氷見市を訪れ番屋街で観光
し、楽しかったです。

678 岐阜県
氷見のお魚おいしいです。高山にいるときに氷見からのお魚に出会って、初めて魚を
おいしいと思いました。楽しみにしています。

679 岐阜県 氷見市の刺身　以前とてもおいしかったので　また　お願いしました。

680 岐阜県
富山出身です。結婚顔合わせの際に、氷見牛を提供するお店を利用して以来、氷見牛
の美味しさのとりこです。今後も、地域産業を盛り立てて下さい。

681 岐阜県
父の出身地で、子供のころは毎年海にいっていました。
ご発展をお祈りしています。

682 岐阜県
民宿良く行きました。また行きたいです。ほんとお得でおいしかった。富山大学出身とし
ては、富山の自慢です。いつでも、いろんな人にお勧めしてます。

683 岐阜県 自然保護を期待しています！

684 岐阜県 地域の振興を願っております。

685 岐阜県 美しい日本海をいつまでも守り続けてください

686 岐阜県 豊かな自然と海の幸がいつまでも保たれますよう願っています。

687 静岡県 1度しか訪れたことはありませんが、海の美しさは覚えています。



688 静岡県
息子が富山の会社に就職したため、初めて富山県にご縁ができ嬉しく思って
おります。少しでもお役に立てますと幸いです。

689 静岡県
ホタルイカが大好きです。一度うかがって、新鮮なホタルイカ、お魚を食べたいと思って
います。

690 静岡県

一昨年、氷見のぶりを食べに旅行で訪れました。その鰤が美味しくて美味しくて・・・
もともと大好きな鰤とはまた全然別物で感動しました。本当に美味しかったです。
もっと他の人にも知ってもらいたいし、あの美味しさの感動をまた味わいたいので、
ぜひ水産業の維持、がんばってください！

691 静岡県 自然にめぐまれたいいところです。いつまでも守ってください

692 静岡県 住みやすそうないい市と思います。

693 静岡県 いつまでも美味しい氷見うどんが食べれるよう、市を発展させてください。

694 静岡県 おいしい梅干しを探しているので…

695 静岡県
過去にバイクツーリングで宿泊した氷見市。地元の方達の心暖まる応対に感謝を
込めて。

696 静岡県 新鮮なお刺身を楽しみにしています

697 静岡県 氷見市の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

698 静岡県 氷見市は素晴らしい自然が魅力と聞いています。一度、訪れてみたいと思っています。

699 静岡県
富山には親戚がいるので何度も行っています。氷見にも海水浴によくいきました。いいと
ころですね。

700 静岡県 富山に大学四年間住んでいました。第2の故郷です。応援しています！

701 愛知県 氷見の寒ブリは他県からも大人気です。頑張ってください！

702 愛知県
射水市応援か氷見応援か迷いましたが、コメの多さで氷見にしました。次年度は増量を
期待します。

703 愛知県 教育に使ってくれると嬉しいです

704 愛知県

ここ10年くらい、毎年氷見に行っています。美味しい魚、白エビ、氷見牛をとても楽しみに
しています。番屋街ができてから、買い物をするのは便利になりましたがまだまだ魅力
発信が足りない気がします。大好きな氷見が、もっともっと素晴らしい街になる様に祈念
しています。来年も行くぞぉー！！

705 愛知県 ＪＲ氷見線の活性化を図ってください。

706 愛知県
いつか訪れてみたい街です。海の幸は、冬がいいのかもしれませんが、夏の海に是非と
思います。

707 愛知県
いつも氷見のお米を食べてます。
家族全員で氷見のお米のファンです。

708 愛知県 なかなか行くことができないため、少しですが寄付させていただきます。



709 愛知県 へしこやホタルイカが好きなので応援しています。

710 愛知県 応援させていただきます。

711 愛知県 環境の保全に

712 愛知県 頑張ってください

713 愛知県 頑張ってください。

714 愛知県 魚が美味しいと同僚から聞きました。いつか行ってみたいと思っています

715 愛知県 国産の農産物を絶やさないでください！

716 愛知県 昨年秋、氷見漁港に行きました！

717 愛知県
子どもが部活でハンドボールをしていました。
ハンドボールのもっと知名度が上がるよう応援しています

718 愛知県 子どもたちの健やかな成長のための行政の尽力も期待しています。

719 愛知県 若者にとって働きやすく魅力的な市にして下さるよう希望しています。

720 愛知県
石川県出身です。富山のお魚いつもおいしいと思っております。
氷見のおいしいお魚と、美しい自然を守ってください。

721 愛知県 素晴らしい特産が沢山ある土地なので、過疎化が進まないよう、一助になりますように。

722 愛知県 地元名産応援します！

723 愛知県 美しい景観を守りながら、町づくりをすすめてください

724 愛知県
美味しいおうどんを
いつまでも作ってください。

725 愛知県 美味しいお魚今年も待ってます。

726 愛知県 美味しいお米をこれからもよろしくお願いします。

727 愛知県
氷見の海と山の綺麗な景色が忘れられません。美しく大切な自然がいつまでも
見られるように応援しています。

728 愛知県 氷見の景観保存に役立てていただければ幸いです。

729 愛知県 氷見の自然が皆様に愛されるのを願っています

730 愛知県
氷見の自然豊かなところ、美味しい魚は氷見出身の私にとっても自慢です。これからも
美味しい魚が取れる環境、自然を守って下さい。いつまでも氷見に帰りたいと思える氷
見であって欲しいと思います。



731 愛知県 氷見は何度か訪問し、好印象をもっています。

732 愛知県
氷見は美味しいもので名前をよく聞くので訪れてみたいです！！
応援しています＾＾

733 愛知県 氷見牛のファンです。

734 愛知県 氷見市の教育環境をより良くして下さい。

735 愛知県 氷見市を応援しています！

736 愛知県 氷見市頑張ってください

737 愛知県 富山の魚が大好きです！応援しています。

738 愛知県

富山県が好きで、３年連続で旅行に行っています。
特に氷見市の街と、海の幸が好きで毎回宿泊先は氷見の民宿に泊まっています。
あと、原秀則さんの氷見市が舞台になっている漫画「ほしのふるまち」が大好きです。
実写映画のロケ地や漫画に出てくる場所などはまわりました。
もっとこの作品や、氷見の魅力が知れ渡るといいなと思っています。

739 愛知県 富山市出身です。毎年冬に寒鰤ツアーで氷見に出向きます。

740 愛知県
父方の祖父が氷見市出身です。
恵まれた自然を大切にしてほしいです。

741 愛知県 豊かな海の幸を守ってください

742 愛知県
毎年、氷見にお邪魔しています。おいしい海の幸、うつくしい景観・・・、とても魅力ある街
です！

743 愛知県
娘がハンドボールをやっています。継続的に大会が開催されるように願っております。
関係者の方々 是非よろしくお願いします。

744 愛知県
娘が仕事で御世話になり、ありがとうございました。
氷見の良さを守っていって下さい。

745 愛知県 旅行で氷見市に訪れたことがあるのですが、雰囲気がよく感じました。

746 愛知県 いつもバレーボール教室やVリーグの試合でお世話になっております。

747 愛知県
お米が美味しそうだったので、寄付を決めました。
届くのがとっても楽しみです。

748 愛知県 これからも頑張ってください。

749 愛知県 ぶり食べたい！

750 愛知県 ふるさと氷見が豊かで住みやすい場所であり続けますよう、心より応援しています。

751 愛知県 よい魚期待してます

752 愛知県 以前、富山に住んでいました。美しい自然と景観をいつまでも大切にしてください。



753 愛知県

一週間前に氷見に行ってきました。とても天気がよく素敵な旅行が出来ました！
寒ブリの味に感動し、白海老の唐揚げも美味しかった❤です。もっと一杯氷見の
お魚をいっぱい食べたいです。ひみぼうずくんにも会えて嬉しかったです。
これからも氷見を応援していきまーす❗

754 愛知県
家族の中に氷見市出身の子がいます。氷見市はとても素敵な場所ですね。
これからも応援していますので　頑張って下さい！！

755 愛知県
寒ブリ食べに旅行に行ったことあり、ステキなところでした。
ふるさと納税で刺身があり、とても楽しみです。

756 愛知県
観光に何度も行っています。街の魅力いっぱいあって、また行こうかと思っております。
今の環境を守って行くために頑張ってください。

757 愛知県
魚介類が有名ですが、そんな地域でのブランド牛育成はすごいと思います。
応援します。

758 愛知県
金沢市出身です。氷見のぶり、大好きでした。富山好きです。雨晴海岸の絶景が忘れら
れません。北陸いいところです。応援してます。

759 愛知県 子供たちのために利用してあげてください。

760 愛知県
自然豊かで美味しいものがたくさんあるイメージの氷見市です。僅かですがお役に立て
ば幸いです。

761 愛知県
少子高齢化時代に備え、人員削減・議員定数削減・経費削減に努め限り有る浄財を効
率良く活用ください。高齢納税者より

762 愛知県 食文化の基礎に貢献している誇りをもって頑張ってください。

763 愛知県
氷見と聞いて浮かぶのは、氷見漁港。行った事もあるし、氷見産の水産物もよく
見かけます。益々の発展を祈っています。

764 愛知県 氷見の鮮魚は有名なので楽しみです！

765 愛知県
氷見の豊かな自然の恵みの恩恵を受けれて幸いです！いつか訪れたいと思って
います。

766 愛知県
富山には釣りでよく伺わせていただいています！
環境美化活動よろしくお願いします。

767 愛知県
富山マラソンでたくさんの応援、ボランティアの方々の笑顔へのお礼です。
富山名産も最高です。

768 愛知県

富山県出身で高校、大学とハンドボール部に所属していました。
氷見市出身ではありませんが、長年にわたる町をあげてのハンドボールへの貢献に
感謝申し上げるとともに、今後もハンドボールを通じて氷見市が益々発展されるよう
お祈りしています！！

769 愛知県 富山大好きです！氷見にもいつか遊びに行きたいです！

770 愛知県
母が氷見市で入院しているため毎月帰省しています。氷見を出てから１３箇所
引越ししましたが、やっぱりふるさとがあるというのは良いものです。

771 愛知県
毎年夏に家族でお刺身を食べに旅行に行きます。
お魚も美味しく、番屋街でのお買い物など楽しませてもらっています。

772 愛知県 有効利用して下さい。

773 愛知県
旅行中に子供が急病で病院にお世話になりました。
その節はありがとうございました。一層の医療の充実を期待します。



774 愛知県
一度ハイキングツアーで行った時、楽しかったです。うどんや魚など、自然が豊かで恵み
があるので、少ない金額ですが保全に役立ててください。

775 愛知県
好きな町税を払って応援！以前、貴地を訪ねた際の人の温もりと新鮮な魚のご馳走は
忘れられません。ささやかですが応援させてください。

776 三重県
うちの子が春中ハンドボールで大変お世話になりました。
これからもがんばってください。

777 三重県 頑張ってください

778 三重県 子供達の未来のために教育の充実に活用してください。

779 三重県 氷見うどんが大好きです。頑張ってください。

780 三重県 氷見の美味しい鮮魚大好きです。楽しみにしています。

781 三重県 富山県の魚は日本一だと思います！海、自然を守り美味しい魚を守り続けてください！

782 三重県
応援してます。
頑張ってください。

783 三重県 頑張って下さい

784 三重県 少子化対策に注力して下さい。

785 三重県 地域の発展を願っております。

786 三重県 地元の美味しい魚を期待しています！

787 三重県 梅酒が届くのを楽しみに待ちたいと思います。

788 滋賀県 寒ブリを全国に広めていってください

789 滋賀県 恵み豊かな自然が次の世代に引き継がれることを希望します

790 滋賀県 子供たちの教育環境が充実したものになりますよう、ご尽力いただけたらと思います。

791 滋賀県
昔富山県に住んでいたことがあり富山県全体を応援したいと考えています。特に豊かな
自然環境が好きですので、自然を守る活動に役立てて頂けたらと思います。

792 滋賀県 単身赴任で、富山県にきました。こどもたちのために役立ててください。

793 滋賀県 地域が子供たちの笑顔で活性化することを祈っています

794 滋賀県 地域活性化、がんばってください！

795 滋賀県 氷見のぶり楽しみです！

796 滋賀県 氷見市のお魚は日本一やと思ってます。富山万歳。



797 滋賀県
氷見市はまだ行ったことありませんが、いつか自転車で行きたいと思ってます。これから
も、良い地域づくりがんばってください。

798 滋賀県 氷見線の車窓からみる冬の日本海が好きです。

799 滋賀県
ハンドボール経験者です。氷見高校インターハイ準優勝おめでとうございます。
これからも頑張ってください。

800 滋賀県 寒い中のお仕事大変だと思いますが、頑張ってください！

801 滋賀県
氷見でいただいたお刺身は別格でした。海のない滋賀県民には羨ましすぎます。
またぜひ伺いたいと思います。ますます魅力的な氷見市になってください。

802 滋賀県 旅行で訪れました。ご飯もおいしくとても素敵な町でした。

803 京都府 おいしい魚を水揚げしてください。

804 京都府
ぶりしゃぶがとても美味しいです！
何かの役にたてれば嬉しいです！

805 京都府 以前に観光で伺い、棚田の風景が印象的でしたので、応援したいと思いました！

806 京都府
温泉もお肉も大好きです。また旅行したいです。これからも愛される町づくりを
頑張って下さい。

807 京都府 頑張ってください

808 京都府
京都市在住ですが、富山県に年に10回は釣りに行きます。
氷見には二度ほど宿泊したことがあります。
「汐ブリ」楽しみに待っております！

809 京都府 昨年もおいしくいただきました。ありがとうございました。

810 京都府 子育てに役立てて欲しいです。

811 京都府 実家が氷見市で、甥っ子の成長の応援に。

812 京都府 美しい海を保ってください。

813 京都府
氷見の自然豊かな景観が好きです。(美味しいモノが沢山あるところも)
応援しています。

814 京都府 氷見市の豊かな自然を守っていってください。

815 京都府
氷見市二回目のふるさと納税です。送っていただいたお刺身がおいしくて、おいしくて。
これからも氷見市を応援しています！

816 京都府 魅力ある街にしてください。

817 京都府 JRと連携して素晴らしい自然を生かし、観光客が満足できる施策を推進してください。

818 京都府 応援しています。頑張ってください。

819 京都府 頑張って下さい！



820 京都府
子どもがハンドボールやってます。来年の大会にも出場します。
いつまでも続けていただきたく、ささやかながら、応援させていただきます。

821 京都府 春中応援してます。

822 京都府 地域振興に頑張ってください。

823 京都府
氷見市は訪れたことがありませんが、ふるさと納税をきっかけに色々と観光を調べるきっ
かけになります。氷見市にも旅行してみたいなぁ、と思いを馳せています。

824 大阪府 氷見市大好きです。

825 大阪府
一時期富山に彼女（今は嫁）が住んでいてよく行ってました。氷見も何度か行き海津屋さ
んにもお邪魔しておいしかったのを覚えています。懐かしい気持ちで返礼品を楽しみにし
ています。

826 大阪府
富山湾の美味しい魚介類を頂きたいと思いますが、当てもなく行くわけにもいかず、
テレビで見ては、楽しんでいます。日本の誇りですものね。

827 大阪府
9月に宇奈月温泉、高岡に旅行に行き、そして氷見番屋街にも立ち寄り、楽しいひと時を
過ごしました。何かのご縁ですので僅かですがお役にたてれば幸いです。

828 大阪府
いつも「広報ひみ」をお送りいただき、ありがとうございます。氷見市の更なるご発展と市
民の皆さんのご健勝・ご多幸を心からお祈り致します。

829 大阪府 いとこが氷見にいるため、今回初めてふるさと納税をしました。

830 大阪府 おいしいものをうむしぜんをまもるためにつかってほしいです。

831 大阪府
お魚がおいしいイメージがあります。
立山連峰をみにいつか行ってみたいです。。

832 大阪府
ぜひ氷見市の子供達の健やかな成長の為に少額ではありますが、寄付金を使っていた
だければと思います。

833 大阪府
以前、仕事で富山市に出張した際、初めて氷見うどんを食べましたがその味とこしのあ
る麺が忘れられず、大阪で買い求めましたが手に入らず、ふるさと納税でお礼品で出て
いるのを見て、利用することにしました。

834 大阪府
以前仕事で氷見市役所と建替え後の氷見市民病院に伺ったことがあり、職員の方にと
ても親切にしていただきました。それ以来、氷見市の名前を見ればついつい気になりま
す。

835 大阪府

遠く離れて暮らしていますが、ずっとふるさと氷見を大切に思っています。
これからもたくさんの方々に、氷見に住んでいてよかった、氷見で育ってよかったと思っ
てもらえるまちであり続けられるように、私にできるかたちで応援していきたいと思いま
す。

836 大阪府 応援します！

837 大阪府 海岸線も美しく、山も綺麗に見えて、氷見は良い思い出ばかりです。応援します。

838 大阪府 魚大好きです。頑張ってください。

839 大阪府 御地の観光をはじめ経済発展を祈ります。

840 大阪府
高校時代、ハンドボールを部活で打ち込みました。
氷見のハンドボール、応援してます。



841 大阪府
今年の夏、友人宅に遊びに行って、食べ物が美味しいし、自然豊かでとても素敵な場所
だと感じました。次は秋のお魚の美味しい時期に行きたいです。豊かな自然と子どもた
ちの学びの環境を守って行ってください。

842 大阪府
今年初めて氷見市に訪れました。氷見の海産物をたくさん買って帰り、
どれもとても美味しくいただきました。また行きたいと思います。

843 大阪府 昨年、旅行で訪れ、氷見はおいしいものがいっぱいあることを知りました。

844 大阪府
昨年ふるさと納税をして、ひものセットを美味しくいただきました。年に3度に分けて配送
いただけるのが、うれしいです。

845 大阪府

私自身は氷見市の出身ではありませんが、両親が氷見市出身であり、長期休暇の際は
いつも氷見市に来ています。ですので、自分の中ではふるさと同然の地だと思っていま
す。氷見で食べた魚の美味しさは、今でも忘れません。これからも氷見市のことを応援だ
せていただきたいと思います。

846 大阪府
実家が富山県内で毎年氷見におじゃましています。
おいしい食材はやはり氷見！ブランドを守ってください。

847 大阪府 地方の力に期待しています！

848 大阪府 美味しいお魚を期待しています！

849 大阪府
氷見のお魚はとても美味しいのですが、遠くてなかなか行けないので、この機会に
頂けるのはとてもうれしいです。

850 大阪府 氷見のきれいな街を維持してほしい

851 大阪府 氷見のサービスエリアでの休憩をいつも家族で楽しみにしています。

852 大阪府
氷見の道の駅を訪れた時、魚のおいしさに感動しました。氷見市の産業振興を応援しま
す。

853 大阪府 氷見はきれいな街なので景観維持のために使ってほしい

854 大阪府 氷見米をいつも美味しくいただいています。豊かな自然を応援します。

855 大阪府 富山の地方創生がんばってほしいです。こどもたちのみらいのために。

856 大阪府
富山県に以前在住していました。第二のふるさとです。さらなる発展をお祈り申し上げま
す。

857 大阪府 富山県の海の幸をありがたく頂戴いたします。

858 大阪府
富山市出身者です。氷見は寒ブリで全国的にも知名度が高いと思いますが、氷見牛の
知名度も上がると嬉しいです。応援しています。

859 大阪府 豊かな自然の中で子どもたちがのびのびと育まれることを期待しています。

860 大阪府
毎年夏に海に泳ぎに行きます。去年からきれいで、やさしい店員さんのいる海の家が
松田江浜にできてさらに泳ぎやすくなりました。氷見の進化を感じています。

861 大阪府 JR氷見線を大事にしてください。

862 大阪府
おばあちゃんの家が氷見にあります。
子供の頃、まだ汽車が走っている大昔に毎夏行っていました。



863 大阪府 きときとのお魚の産地としどんどんＰＲしてください。

864 大阪府
こちらにふるさと納税は初めてになります。氷見と言えばブリ。気に入ったら
次回以降も検討しますのでよろしくお願いします

865 大阪府 以前に旅行で氷見市に行きました。温泉が良かったです。

866 大阪府
以前仕事で富山でお世話になっていた際、氷見の魚に惚れ込み、
それ以来定期的に富山を訪れるようになりました。
氷見のお魚は日本一だと思います！

867 大阪府 楽しみにしております。宜しくお願いいたします。

868 大阪府 観光にも行きたいです

869 大阪府
義理のお父さんが氷見出身です。
氷見も賑やかになってきてますが、観光誘致がんばってください。

870 大阪府
去年はふるさと納税出来ませんでしたので、今年は間に合いました。
地域復興に役立ててください

871 大阪府
漁師さんに感謝してます。これからも美味しお魚を食卓に運んでくださいね。
ファイト〜！

872 大阪府
今年観光で訪れてステキな所だと思いました。わずかな金額ですが今後のますますの
観光振興にお役立てください。

873 大阪府
主人の名前で申請さます。母方が砺波なので、氷見うどんや一夜干しを良くいただきま
す。益々のご発展お祈りしております。

874 大阪府
数年前、娘が主人の転勤でお世話になりました。休日には魚釣りをしたり、楽しく過ごさ
せて頂きましたそうです。少しばかりの金額ですが、お役に立てばと思います。

875 大阪府 微力ですが、氷見市の発展を願っています。

876 大阪府 美しい富山をいつまでも残してください

877 大阪府
氷見、大好きで毎年観光で訪れています。
キレイな自然、美味しい食事と素敵な町並みをいつまでも、と願っています。

878 大阪府 氷見の漁港に訪れたことがあり、魚がとても美味しかったので今回申込しました。

879 大阪府 氷見市へ 是非とも、いつの日か 観光で訪ねてみたいです。

880 大阪府
氷見出身です。氷見に住んでいた18年よりも外に出てからのほうが長くなりましたが、一
番落ち着くのはやっぱりふるさとです。

881 大阪府
富山県で10年ほど勤務しておりました。
今でも折に触れ当時の話を家族にしております。

882 大阪府 陰ながら応援をいたしております。これからも頑張ってください。

883 兵庫県 氷見市は景観のよい一度は行ってみたい観光地です。　がんばってください。

884 兵庫県
高岡市出身の者です。氷見市の知名度が全国的にもっと高くなってくれることを
願っております。



885 兵庫県
少子高齢化のこの時代、地方市町の人口減少も増加しています。
市町の活性化に向けてより一層の智恵を絞った施策策定にご尽力下さい。

886 兵庫県 ブリ大好きです、頑張って下さい！

887 兵庫県 ゆたかな自然と景観を守り続けてください。

888 兵庫県
ヨーロッパではメジャースポーツであるハンドボール。国内でも有名になるよう、頑張って
ください。

889 兵庫県
以前「食べる煮干し」を買い、とても美味しく、他にも食したくなり関心を寄せていたところ
「巨大クリスマスツリー」をTVで観て、大変感激しました。

890 兵庫県 遠くから氷見を応援してます！

891 兵庫県 応援してきます。頑張ってください。

892 兵庫県 応援してます。

893 兵庫県 海の恵みをありがとうございます。

894 兵庫県
寒い日が続いております。
皆さま、どうぞお身体に気をつけてお過ごしくださいませ。

895 兵庫県 頑張ってください！

896 兵庫県 子供やお年寄りにやさしい、魅力ある町づくりを応援いたします。

897 兵庫県
少子高齢化のため各自治体の施策にご苦労があろうとおもいます。
特に若者を地域に定着させる魅力ある地域づくりにご尽力下さい。

898 兵庫県
神戸にあすなろの木をありがとうございます。
これをご縁に…。

899 兵庫県
神戸市に、世界一のクリスマスツリー あすなろの木を届けてくれてありがとう
ございます。昨日見に行ってきましたが、とっても綺麗でした。これからも美しい木を
たくさん育てて下さい。

900 兵庫県 是非、一度行ってみたいです。干物、楽しみにしてます。

901 兵庫県
素敵な風景（空に浮かんで見える立山など）、美味しい魚など、の観光資源があるので
すから、それを宣伝するようにするかたわら、企業の誘致にも力を入れて、豊かな自治
体になるように努力してください。応援しています。

902 兵庫県 氷見のおいしい食材をいつまでも提供してください。

903 兵庫県
氷見へ旅行に行かせていただきました際に、立山連峰の美しさや、氷見ぶりの
美味しさに魅了されました。景観等ももちろん守っていただきたいのですが、
未来を担う子どもたちの応援をしたいと思っています。よろしくお願いします。

904 兵庫県
氷見市はお魚が美味しいというイメージがあります。機会があれば是非、旅行で
訪れたいです。

905 兵庫県 富山県、美味しいものが沢山ありますね。



906 兵庫県
有名なひみ寒ブリをぜひ食べたいと思い、応募しました。
美味しい魚が捕れるきれいな海をいつまでも。

907 兵庫県
立派に育ったあすなろの木を
神戸まで届けてくださいまして
ありがとうございました。

908 兵庫県 おいしそうなみりん干しを楽しみに待っています。宜しくお願い致します。

909 兵庫県
以前旅で訪れました。
もう一度いい街並みをゆっくり歩きたいと思っております。

910 兵庫県 頑張って下さい

911 兵庫県
妻のお母さんが氷見出身です。
お母さんに食べてもらいます。

912 兵庫県 仕事で行くことがあります。地域の特性を大切にしてください。

913 兵庫県
私は氷見に住んだことは無いのですが、両親の実家が氷見なのです。
今年父が亡くなり母だけ氷見に住んでいます。住みやすい街にしてほしいです。

914 兵庫県 少額ですがお役立てください。

915 兵庫県
世界一のあすなろの樹、ありがとうございます。
神戸市民みんなで、大切にそだてます。

916 兵庫県
石川県では15年ほど前に仕事で長期滞在していました。
自然も多くとても良いところでした。
是非、この豊かな自然を守り続けてほしいと思います。

917 兵庫県 先月旅行で伺いました。相変わらずお米と魚介類が本当に美味しかったです。

918 兵庫県
地方創生の時代を迎え、このチャンスを是非活かして地域の発展につなげてください。
応援しています。

919 兵庫県 美味しいお米、楽しみにしています！

920 兵庫県
氷見は寒ブリなどの海の幸に恵まれた良いところだと思います。富山県には縁が
ありよく行きますが、氷見にはいったことがありませんので、是非一度伺いたいと
思っています。

921 兵庫県
氷見は出身ではありませんが、母の故郷で盆の墓参りで小さい頃からよく遊びに行きま
した。少しばかりですが氷見を応援出来てよかったと思っています。

922 兵庫県 富山　目立たない場所ですが頑張ってください

923 兵庫県
富山は風土・人・自然に　癒され、滞在すると元気復活し、また現実の生活に
戻り頑張れます。富山～大好き

924 兵庫県
富山名産の白エビを、一度食べてみたかったし、観光へも行ってみたいと思って
います。届く品物と楽しみにいております。ありがとうございます。

925 兵庫県 母親が富山県の出身で、富山のお魚が大好きです。

926 奈良県 ＪＲのキャンペーンをやってほしい。

927 奈良県 ご健闘を祈念



928 奈良県
高岡市出身ですが、帰省の度に氷見で海産物を購入しています。氷見が好きです。もっ
ともっと観光地として発展していってほしいです。

929 奈良県 子ども、孫達と家族旅行した地域であり、子供たちの育成に期待します。

930 奈良県
氷見で生まれ小学校低学年まで住んだ、魚のおいしい町がいつまでも活力ある自然の
美しいところであってほしい。

931 奈良県
かつて北陸に住んでいましたので親しみを感じました。富山にも何度か行きました。
良い印象をもっています。

932 奈良県
現在は奈良県に住んでおりますが、富山県出身者です。故郷が元気になると、こちらも
ますます元気をいただけるように思います。どうかがんばってください。

933 奈良県 御地は初めてのきふとなりますが、益々の繁栄を祈ります。

934 奈良県
昆布締め大好きです。
氷見は昔から応援しています。

935 奈良県
美味しいお魚が有名ですね！観光でぜひ訪れたいと思っています。
小額ですが素敵なまちづくりに役立てて下さい。

936 奈良県
氷見産のブリは有名で、名前は知っておりましたが、氷見の地図上での場所を初めて知
りました。氷見産のブリを楽しみにしています！

937 和歌山県 いつまでも雨晴海岸の景観を守ってください

938 和歌山県 市長　頑張ってください。　和歌山より応援しています。

939 島根県 美味しくて有名な氷見の鰤。漁をされる皆様のご健康を祈っています。

940 島根県 氷見町の発展のために利用してください

941 島根県 父の故郷です

942 岡山県
金沢に住んでいたときに、氷見のブリ、それを使ったかぶらずし、ホタルイカを頂いて
すっかりファンになりました。うどんもありました。残念ながらまだ、訪れたことはないので
すが身体に染みています。

943 岡山県
昨年、富山県を観光させていただきました。
地方の活性化にお役立ていただけると嬉しいです。

944 岡山県 是非一度訪れてみたいと思っております。

945 岡山県
地域の活性化に少しでもお役に立てればいいなと
思っております

946 岡山県 氷見市に栄えあれ

947 岡山県
氷見市はまだ訪れたことがありませんが、いつか訪れたいと思っている場所です。
今後ますますのご発展をお祈りしております。

948 岡山県 豊かな自然を大切にしてください

949 岡山県 頑張って活性化してください。

950 岡山県
氷見市は十数年前に伺いましたが、とてもいところだったなと記憶しています。今後も御
市のご発展を祈念しております。



951 広島県
資源が細る中で大変でしょうが、日本の食卓を守るために頑張って、美味しい魚を我々
に食べさせて下さい。まず、健康で、頑張って下さい。

952 広島県 素晴らしい景観とグルメがある富山にいつか行きたいと思って、寄付します。

953 徳島県 子どもが二人とも春中に参加します。末永く開催されることを祈念しております。

954 徳島県 美しい自然、豊かな農産物、海産物をいつまでも大切に

955 徳島県 氷見の海と自然の保護期待しております。

956 徳島県 これからも応援しています。

957 愛媛県 景観を美しいまま残してください

958 愛媛県 氷見の美味しいもの、作り続けて下さい。

959 福岡県
おいしそうなお魚です。富山に行ったことはありませんが、こういった形でも富山の
ものを食べられるのはうれしいです。

960 福岡県 がんばってください

961 福岡県 これからも美味しい魚介類を期待しています！

962 福岡県
大変おいしそうなので申し込みました。年始に家族集まっていただくのを楽しみにしてお
ります。よろしくお願い致します。

963 福岡県
知り合いに富山出身がおります。いつもお世話になっています。
その方の地元に少しでもお役にたてればと思います。

964 福岡県 地域の反映を希望します。

965 福岡県 町づくりに役立てて頂けたら幸いです。

966 福岡県 伝統産業を応援します。

967 福岡県
富山の魚介類の美味しさを聞きました。是非、味わってみたいと納税を決めました。
楽しみにしています。

968 福岡県 豊かな自然をいつまでも後世に残して下さい。

969 福岡県
ぶりステーキはリピート3回以上してます。子どもも好きで、簡単に調理できて
良いです。魚料理が苦手な私には助かります。

970 福岡県 遠くより氷見市を応援しています。盛り上げていってください。

971 福岡県
氷見は3000m級の山々が一望できる素晴らしい町です。登山が大好きな私にとって今後
も素晴らしい町つくりに努めてください。応援しております。

972 佐賀県 いつか現地の海産物を食べに行きます！

973 佐賀県
氷見ではありませんが富山出身で，氷見のものは昔から大好きです．いつまでも素敵な
場所でありますように．



974 長崎県 頑張ってください。

975 長崎県 氷見は，父及び祖父の出身地です。立山連峰を望む景色を，ぜひ保全してください！

976 熊本県 受領書も贈答品と同じ住所にお願いいたします。

977 宮崎県
私の祖母は富山県出身でしたと父から聞いていました。父がかぶらずしが好きでしたの
で、久しぶりにいただきたいと思いました。

978 沖縄県 先月　観光に行きました　また行きます


