
No.
お住まい
の都道
府県

応援メッセージ

1 北海道 さつまいも楽しみにしています。
2 北海道 応援いたします。
3 北海道 頑張って下さい！
4 北海道 数年前、富山に住んでいました。来年富山に遊びに行きたいです！
5 北海道 頑張ってください。

6 北海道
春中ハンドでお世話になりました。いつまでも続けて欲しい大会です。よろしくお
ねがいします。

7 北海道 氷見市の発展、活性化を応援しています。
8 北海道 寒ブリ楽しみです！素敵な街になるよう、応援しています：)

9 青森県
氷見のブリはホントに美味いです。 また、行きたいので産業の発展を支える支
援を計画的にお願いします。

10 宮城県
氷見市には観光に行ったことがあり，大変楽しい思い出が残っております。氷
見市を応援しております。

11 宮城県 子供達の為に使って下さい。
12 宮城県 防災の準備をして憂いを少なくし頑張りましょう。
13 宮城県 氷見市には旅行で行きました。自治体の活動を応援しています。
14 宮城県 魚類が大好きなので、楽しみです
15 秋田県 美味しいブリをありがとうございます

16 山形県
有名な氷見のブリをいただけるのがとても楽しみです。ぜひ一度実際に訪れて
みたいです。

17 福島県 iCT整備をお願いします。
18 福島県 応援してます！

19 福島県
氷見には観光で行きました。食事が美味しく、また北陸を巡りたいと思ったの
で、少額ですがお役立てください。

20 福島県
棚田での稲作は苦労も多いように思われますが、こうした制度によって身近に
感じ、応援する方も増えてくると思います。応援してます！

21 栃木県 旅行に出掛けた懐かしい土地。どうぞ素敵なままで。
22 栃木県 次世代を担う子供達のために、より良い教育をお願いします。
23 栃木県 がんばれ氷見市
24 栃木県 氷見市からの立山連峰の眺望が好きです。
25 茨城県 氷見駅前に木が植えられていました。ありがとうございました。
26 茨城県 楽しみだぞ人生初のぶりしゃぶ。
27 茨城県 応援しています。
28 茨城県 子どもの頃の帰省の思い出が、氷見にはたくさんあります。今も大好きです。
29 群馬県 初めての寄付ですが有意義にお使いください。
30 群馬県 いつも応援しています。
31 群馬県 氷見のうどんはおいしいです。何度目かの寄付ですが有意義にお使いくださ
32 群馬県 上久津呂の獅子舞を続けて欲しい！

33 群馬県
昨年ねんりんピックでお世話になりました。　富山の素晴らしい開会式にかんど
うでした。　大会は朝日町でしたが、楽しかったです。　思い出を有難う御座い

34 埼玉県 富山県の自然保護に活用お願いします。

35 埼玉県
少子高齢化等を見据えて子育て事業に力を入れて、ブリ等の文化を守りつづく
て下さい！

36 埼玉県
母が氷見市出身です。子供の頃はよく氷見に遊びに行きました。今は県外に住
んでいますが、応援してます。

37 埼玉県 素敵な風景と食べ物を求めて、また旅行に行きたいです。

38 埼玉県
耕作放棄地対策や空き家対策など大変かと思いますが、よりよい未来が築か
れる基の一部となれば幸いです

39 埼玉県 毎年美味しい魚をありがとうございます。いつか、氷見市に行って見たいと思い

40 埼玉県
この機会を大切にしたいですね。 皆さんが、笑顔で暮らせる街になるよう 役立
てて頂けたら幸いです。

41 埼玉県 氷見市の益々の御発展を心からお祈りします。
42 埼玉県 富山の自然を生かした発展を期待しています。
43 埼玉県 子供が増えるような施策を切に願います。



44 埼玉県 自然の保護を応援します

45 埼玉県

以前、氷見市に寄付をし、お米を頂きました。つやつやで品があり感動して口
にしました。とても美味しかったです。今回も、氷見市の活性化に協力出来れば
と思います。

46 埼玉県 魚が、大好物です。とても楽しみです。よろしくお願いします。
47 埼玉県 海外清掃で綺麗な海を期待しています

48 埼玉県
以前観光で伺いました。これからも貴重な美しい自然資源を守っていって下さ
い。応援しております。

49 埼玉県 いつまでも美しい自然と美味しい食を
50 埼玉県 富山の自然は美しいです。ずっと続くことを願っています。
51 埼玉県 頑張ってください！
52 埼玉県 いつも応援してます！ぶりをもっと広めましょう！
53 埼玉県 氷見市の発展を希望します。
54 埼玉県 大昔お世話になりました。

55 埼玉県
富山県の安全性向上への一地域の取り組みを期待しています。富山県を安全
な県、第1位にしよう。

56 埼玉県 昨年観光で行きました。素敵な海でした。
57 埼玉県 楽しみにしています
58 埼玉県 おいしいものいっぱいの氷見！また行きたい！
59 埼玉県 漁業の発展、おいしいお刺身を期待しています
60 埼玉県 父が氷見出身で、私のルーツの地です。
61 埼玉県 少額ですが地域の皆様のお役に立つことができましたら幸いです。
62 埼玉県 海がよい街だったので寄付させていただきました。
63 埼玉県 綺麗な海岸が嬉しいです
64 埼玉県 富山を盛り上げてください。
65 埼玉県 いつまでも美味しいブリを提供した頂けるよう頑張って下さい。

66 埼玉県
氷見は魚介類のイメージでしたが肉も美味しそうなので初めてふるさと納税さ
せていただきます。美味しかったらまたリピートします！

67 埼玉県 両親が富山出身のため、ふるさと納税をさせて頂きました。
68 埼玉県 安全で美味しいお米を今後もお願いします。
69 埼玉県 氷見の寒ブリ、氷見うどんが大好きです！
70 千葉県 魅力あるまちづくりの取り組みに期待しています。

71 千葉県
昨年も寄付をさせて頂き自然の恵みを頂きましたいつまでもその恵が頂けるよ
う自然を大切にしてください

72 千葉県 頑張ってください。
73 千葉県 よろしくお願いします！
74 千葉県 地域活性化を願っております。
75 千葉県 頑張ってください！！
76 千葉県 住民が生き生きとしている氷見を期待しています。
77 千葉県 たまに氷見市に行きます。きときとのお魚お願いします。
78 千葉県 今年初めて訪れて、氷見の魚介に惚れました。

79 千葉県
氷見に旨いもんあり。自然を活かした観光とそれをでささえる優秀な子供たち
が育つ学習環境の整備をしてあげてください！

80 千葉県 氷見市の発展をお祈りしています！
81 千葉県 素敵な街作りに使って下さい。
82 千葉県 昨年もおいしくいただいたので今年もお願いしました。
83 千葉県 富山といえばハンドボール。応援しています。

84 千葉県
氷見市の子供たちが地元で生き生きと仕事をして生活出来るように、応援して
います。氷見のブランド品は素晴らしいのでこれからも頑張ってください。

85 千葉県 ささやかな寄付ですが、街の振興に寄与できれば幸いです。

86 千葉県
浅野総一郎出身の地へ納税が出来て嬉しいです。これからも、氷見の魅力を
発信して下さい！

87 千葉県
富山は両親の故郷です。子どもの頃は毎年富山に行っていました。私のふるさ
ととも感じているのです。祖母が作ってくれたかぶら寿司、あの味は忘れないで

88 千葉県 毎年美味しい氷見のお刺身を食べに行っています☆
89 千葉県 今年も教育の充実に少しでもお役に立てれば嬉しく思います。
90 千葉県 頑張ってください。



91 千葉県
氷見は父の故郷であり、幼少期には祖父母が住む氷見へ遊びにいくのが楽し
みでした。あれから何十年も過ぎ、足が遠のいておりますが、氷見は第二の故
郷です。応援しています。

92 千葉県
以前伺った時、氷見の美しい景色と美味しいご飯に癒されました。素敵なほし
のふるまち、応援してます！

93 千葉県 頑張れ！氷見市

94 千葉県
両親のふるさと、私も戦後の２年間生活しましたので、わずかですが氷見市の
発展の一助になればと思います。

95 千葉県 お茶が好きなので、商品が届くのを楽しみにしています。

96 千葉県
仲良くしてる友人が富山出身なので身近に感じたので今回は富山で探しまし
た、氷見の鰤は有名ですよね、とっても楽しみです。

97 千葉県
以前観光で富山を訪れ、富山ファンになりました。環境に配慮した素敵な街づく
りを期待しています。

98 千葉県
氷見市の発展を願っています。妻の実家が高岡市のため何度か訪れています
が、美味しい魚そして氷見牛、最高です。今回楽しみにしております。

99 千葉県 富山市出身です、富山全体で頑張ってください！

100 千葉県
一度お店で食べたことがあり、ふるさと納税に商品があってビックリしました。
とってもおいしいので今後もお客さまへのプレゼントとして活用したいと思いま

101 千葉県 私は富山市出身ですが、祖父が氷見出身であり、発展をお祈りしております。
102 千葉県 自然を守り、地場産業を育ててほしい

103 千葉県
氷見へは、観光で行ったことがあり、魚の美味しいところと良い印象をもってい
ます。お米も美味しそうと思い、ふるさと納税いたします。これからも、美味しい
ものを届けていただけるよう頑張ってください。期待しています。

104 東京都 氷見市さんの更なるご発展をお祈り致します
105 東京都 一度旅行で伺い、魚のおいしさに感動しました！また旅行にいきたい場所で
106 東京都 氷見のぶりを一度食べてみたいと思っていたので応募しました。
107 東京都 いつかまた、富山に戻りたいです！
108 東京都 頑張ってください
109 東京都 応援しています。
110 東京都 頑張ってください
111 東京都 応援しています！
112 東京都 来年は富山にいきたいです！
113 東京都 歳をとっても生活しやすい環境をお願い致します。

114 東京都
昔富山に住んでいて、氷見の民宿も使わせてもらいました。富山が好きなの
で、寄附金いい感じに使ってください！

115 東京都
リピートです！氷見のお魚はほんとに美味しいです！漁業関係者のみなさまに
ほんとに感謝です！

116 東京都 頑張ってください。
117 東京都 頑張って
118 東京都 素敵な街づくり頑張って下さい。
119 東京都 有効活用頂ければ幸甚です。
120 東京都 旅行したときの、街の雰囲気が素敵でした。
121 東京都 応援しています
122 東京都 氷見ブランドを守れ！

123 東京都
いつも氷見を応援しています。海の幸、山の幸ともにおいしくいただいておりま
す。2020年も氷見の皆さんと一緒にがんばります！

124 東京都 これからも日本の美味しい食を守ってください。
125 東京都 微力ながらお手伝いします
126 東京都 氷見市の皆さんの医療施設を充実させてください。
127 東京都 リピーターです。頑張ってください！
128 東京都 以前氷見に訪れた際に頂いたぶりがとても美味しかったので、はじめて寄付し
129 東京都 地域の振興が進むことを期待しています。

130 東京都
1度旅行に行ってから富山県のファンで、とくに氷見はお魚も美味しくてとても良
かったです。また旅行に行きます！

131 東京都 微力ではございますが、観光・地域産業の振興に使って頂けたらと思い寄付致
132 東京都 氷見のぶり、大好きです。 
133 東京都 また遊びに行きたいと思います！



134 東京都 また味覚を食べに行きたいと思います！
135 東京都 春中応援しています！！ハンドボールは氷見から！
136 東京都 応援してます！
137 東京都 富山は地元なので応援してます。
138 東京都 寒ブリで有名な氷見市、富山湾の美味しい魚の味は忘れられません。
139 東京都 父の生まれ育った町で、私の故郷でもある町に応援をしたいと思います
140 東京都 氷見の魚の大ファンです。美味しい魚を楽しみにしております。

141 東京都
帰省しているたびに、毎回氷見に立ち寄っています！ 氷見の自然・食べ物が
大好きです。これからも帰るのが楽しみです〜

142 東京都 海の幸、大切に。期待してます。
143 東京都 魅力ある街づくりを期待しています。
144 東京都 もっと頑張れ富山！
145 東京都 氷見のぶり美味しいですよねぇ。日本酒もおいしいし。
146 東京都 ブリといえば氷見の美味しい味を思い出します。応援しています。

147 東京都
氷見の山側にも素敵なところがたくさんがあります。観光や産業振興では、山
側の魅力も発信してください。

148 東京都 応援させてください❗
149 東京都 漁業を応援したいです！！
150 東京都 観光や水産が盛んになりますように
151 東京都 姪と甥が氷見市にいます。こどもたちが元気に楽しく過ごせる環境をお願いし
152 東京都 がんばれ氷見
153 東京都 わずかですがお役に立てますと幸いです。
154 東京都 前に同じコースでお願いし、大変美味しく頂きました。今回も宜しくお願い致しま

155 東京都
毎年夏休みに帰省して、民宿で子や孫たちと一緒にお世話になっております。
益々のご繁栄を祈ります。

156 東京都
毎年これ使ってます。物産展での氷見もいつも楽しみに待ってます。そしてつい
に、先月氷見に行き宿泊してお魚三昧満喫しました。そして、ますます好きにな
りました。これからも大事にしてください。

157 東京都
父が出張でよく富山へ行っていました。立山を眺める街並みを活かした富山で
いてください。

158 東京都 氷見は両親のふるさとです。懐かしんで、いただきます。頑張ってください！
159 東京都 地域の医療等に有効に活用して下さい。

160 東京都
氷見、良いところですね。昨冬ぶりを食べに訪れました。今年も時間を見つけて
行きたいです。

161 東京都 氷見市民の特定健診及び特定保健指導の受診率を向上させてください。
162 東京都 少しでも貴自治体のお役にたてれば幸いです。
163 東京都 子どもたちの教育を充実したものに。

164 東京都
息子がハンドボール部なのもあり、親近感を感じました。産地直送 朝どれ氷見
産鮮魚お刺身セット定期便9ヶ月連続もいただいていますが、新鮮で美味しい
ので、ますますファンになりました。

165 東京都 母が梅酒を喜びます。濃くてまろやかだそうです。
166 東京都 旅行に行った際おいしい魚を頂きました。今後も新鮮な魚が獲れますように。
167 東京都 豊かな事前環境の保全をよろしくお願いします。応援しています。

168 東京都
氷見市には藤子不二雄Ａミュージアムに行ったことがあります。ブリもおいしく、
カニもおいしく、とてもいい街でがんばってほしいと思いました。

169 東京都
はじめて申込します。ほたるいかの沖漬け他とても楽しみにしています。よろし
くお願い致します。

170 東京都 応援してます。毎年ありがとうございます。
171 東京都 魅力ある氷見を全国にアピールしてください！
172 東京都 美味しい魚で有名な氷見市をいつかお訪ねしたいと思っております。応援して

173 東京都
２月に訪問してから、親しみが湧いています。寒ブリ漁獲量少ないようですが、
頑張ってください。

174 東京都 頑張ってください
175 東京都 これからも頑張ってください
176 東京都 これまでも、これからも応援しています。



177 東京都
氷見市で小学校・中学校の6年間ハンドボールをやってました。離れてみてす
ばらしい環境でスポーツができたこと、今になって実感してます。ハンドボール
王国氷見のさらなる発展を願ってます。

178 東京都
旅行に行きましたが、寒ブリのしゃぶしゃぶがとても美味しく感動しました。ひみ
番屋街など美味しいもので溢れていました。足湯で地元の人と話すことが出来
たのが良かったです。また遊びに行きたいです。

179 東京都 頑張ってください。
180 東京都 地域活性化にお役立てください。

181 東京都
純粋で温かい人が集う氷見市。素晴らしい特産物もたくさんあって、大好きで
す。いつまでも素敵な所であり続けてください。

182 東京都 私の祖父の田舎です、応援します
183 東京都 お返礼品が届くのを楽しみにしています♪
184 東京都 素敵な町でありますように。
185 東京都 頑張ってください
186 東京都 今年氷見に旅行をし、おいしく魚をいただきました！寒ブリ楽しみにしていま

187 東京都
黒部に住んでいたときに行きました。お魚がおいしくて、また富山湾の風景がき
れいだったのを覚えています。

188 東京都 氷見にはまだ伺ったことがありませんが、市の御発展をお祈り致しております。
189 東京都 ぜひ、旅行で行きたいと思います。
190 東京都 氷見市を応援しています

191 東京都
お義父様が氷見市出身ですので、いつも応援させていただいております。少し
でもお役に立てられれば幸いです。

192 東京都
氷見出身で都会で働いているので、地元に少しでも還元出来ればと思い、ささ
やかながら、寄附させていただきます。

193 東京都 スポーツを通じた地域活性化を応援しています。
194 東京都 氷見市は美味しいものの宝庫です。氷見市の大ファンです。
195 東京都 氷見のぶりは関東にいても有名です。頑張って！
196 東京都 氷見市の豊かな自然を次世代に！

197 東京都
富山出張のお土産で氷見うどんの美味しさに驚きました。富山が好きで応援し
ています。

198 東京都 頑張ってください

199 東京都
とても新鮮なお魚を私たちに届けていただき、ありがとうございます。また、氷
見を訪れたいと思います。

200 東京都 美味しいブリを毎年楽しみにしています。
201 東京都 これからの発展に期待しています

202 東京都
何度か氷見市に旅行へ行っています。日本一魚がおいしい町だと思っていま
す。（特に、氷見ぶりのおいしさには感動しました。）地域の益々の発展を心より
お祈り申し上げます。

203 東京都 これからもおいしい魚を届けてください

204 東京都
美しい山々からの美味しい水で作られるおうどんは本当においしいです。この
味をいつまでも・・・と願っています。美味しいおうどんで傷つき冷えた私の心も
元気がでます。ありがとうございます。

205 東京都
先日初めて氷見へ旅行に行きました。ブリ以外にも氷見うどんのおいしさに感
激です。子供が大好きになりました。

206 東京都 氷見市の地域発展の祈念致します
207 東京都 高齢者が元気に楽しく暮らせる街作りに少しでも協力できたらと思います。
208 東京都 引退後、旅行で訪問する予定です。

209 東京都
今年は災害が多く農林業、水産業に携わる方々はご苦労が多かったのではな
いかと思います。今年も氷見の幸をいただけることに感謝いたします。

210 東京都 美味しいお刺身をありがとうございます。
211 東京都 氷見市さんの更なるご発展をお祈り致します
212 東京都 豊かな自然を大切にしてください。
213 東京都 いつか観光で訪れたいです。頑張ってください。
214 東京都 子供たち元気に頑張ってください。
215 東京都 まちづくりのお役に立てれば幸いです。
216 東京都 ロードバイクで走りに行ってます！いつも応援してます(^^)
217 東京都 氷見市の更なる発展を祈っております。



218 東京都
富山県富山市出身です。少しでも地域がよくなるように寄附させていただきま
す。住民のみなさまの暮らしをより良くしてください。

219 東京都 僅かではありますがお役に立てればと思います。
220 東京都 寒ブリをいつか食べに行きたいです！

221 東京都
氷見の美味しい魚やうどんを食べると 故郷富山を思います。豊かな自然を護
りながら 素敵な氷見のままでありますように

222 東京都 氷見うどんが大好きで、応援してます！
223 東京都 地域活性化にお役立てください。

224 東京都
今年の夏に氷見に伺いました。いいところでした。でも商店街にもっと活気を。
頑張ってください。

225 東京都 夏に訪れ街の魅力に触れました。応援しています。
226 東京都 自転車で遊びに行かせていただいております。これからも応援します！！
227 東京都 父が富山出張の際、よく氷見うどんを買ってきてくれました。とってもおいしかっ
228 東京都 応援致します
229 東京都 富山氷見に今度遊びに行ってみたいです。
230 東京都 教育関係の仕事についています。より良い形で使ってくださるよう、期待してい
231 東京都 ブリ以外も氷見の魅力を全国に広めてください。
232 東京都 頑張ってください
233 東京都 がんばってください。
234 東京都 こども達のため、自然保護に期待しております。
235 東京都 微力ながらお手伝いいたします
236 東京都 応援しています。

237 東京都
富山にはまだ行ったことがありませんが、いつか行きたいと常々思っている場
所でもあります。

238 東京都 三度目（四かも）です。毎年楽しみにしています。
239 東京都 応援しています。頑張って下さい。
240 東京都 素晴らしい自然をいつまでも大切にしてください
241 東京都 能登半島を自転車で走るのが大好きです。いつも応援しています！
242 東京都 美味しいお肉を作ってくださいね
243 東京都 少しでも力になれればと思っています。
244 東京都 氷見がんばれ
245 東京都 僕の生まれた町。応援してます。
246 東京都 頑張って

247 東京都
去年に続き、二回目です。ホタルイカ、黒作りはこちらではなかなか見かけない
ので嬉しいです。一度訪れたことのある氷見市 応援しています！

248 東京都 毎年、寄付しております。母が富山出身です、有効にご活用くださいませ。

249 東京都
4年前に観光で訪れて、美味しい魚介類と美しい景観に感動しました。また行き
たいです。

250 東京都 ハンドボールの聖地として氷見市を応援しています。
251 東京都 富山県出身なのでぜひ寄付は富山へと思って行いました。
252 東京都 ぶり大好き！がんばれ！！
253 東京都 ブリ以外の観光振興及び市の発展に期待したいと思います。

254 東京都
氷見市は訪れたことは、無いですが氷見港の新鮮なお魚は食べたことがある
ので今回寄付させていただきました。将来のある子供達に役立てて頂けたら嬉

255 東京都
富山県富山市出身です。同じ富山の氷見市を応援したいです！ぶりしゃぶ、楽
しみに待っています！！！！

256 東京都
氷見と言えばブリ、富山といえばキトキト！の魚。白エビやのどぐろ、ホタルイカ
等々美味しい個性豊かな海産物。いつか富山に訪れたいと思います。今はア
ンテナショップに時々お邪魔し、富山を感じています。

257 東京都
以前にも返礼品でおいしいのどぐろを頂きました。その味が忘れられず、再度
納税します。これからも美味しい情報発信をお願いします！

258 東京都 浅野総一郎翁出生の地として、歴史を守る街創りを応援しています。

259 東京都
ほぼ毎年観光で訪れています。魅力ある観光地づくりに役立てていただければ
幸いです。

260 東京都 いつまでもそのままの姿で
261 東京都 歴史文化遺産の保護継承にお役立てただけましたら幸いです。
262 東京都 美しい日本を残すためには地方の発展から。富山県に頑張ってほしい。



263 東京都 がんばってください

264 東京都

新幹線の通る前、富山湾のブリが食べたくて氷見に行って食べたことがありま
す。地元にかいおうという富山直送の回転寿司があり、そこで食べたブリが美
味し過ぎてブリ大好きになってしまいました。そして、本場ではどれほど美味し
いのだろうと、氷見まではるばる行ってしまった次第です。そのかいおうも倒産
してしまい富山のブリを食べられる所がなくなってしまい、美味しいブリに飢え
てしまい、ふるさと納税をさせて頂きました。また足立区でも富山のブリを食べ

265 神奈川 父の故郷です。ぜひ地域振興に役立ててください。
266 神奈川 いつか行ってみたいと思っています。頑張ってください。
267 神奈川 頑張って下さい。

268
神奈川
県

毎年この時期にささやかながら貴市にふるさと納税させていただいているハン
ドボール経験者です。今年も春中ハンドの成功を心よりお祈りしております。

269 神奈川 一度うかがいました。また遊びに行きたいです。
270 神奈川 伝統工芸、芸術などの美しいものを残すことにお力添えできれば幸いです。

271
神奈川
県

数年前、寒ブリ超不漁の年の暮れに宿泊したところ、宿泊先ホテルが寒ブリづ
くしのお料理を出してくださり、おもてなしに感激しました。また訪れたいです。

272 神奈川 立山を望む美しい海の環境、きときとのお魚、この素晴らしい土地を守ってくだ
273 神奈川 食文化を次世代に伝えていってください！！
274 神奈川 応援しています。
275 神奈川 地元愛育ててください。
276 神奈川 機会があれば観光訪問したいです。 美味しいお芋楽しみにしています。
277 神奈川 よく氷見の温泉を楽しみに行きました。豊かな自然の維持に役立てて下さい。
278 神奈川 少しでも役に立てばそれで満足です。
279 神奈川 出身地は脇方です。氷見市を応援しております。

280
神奈川
県

数年前、隣接の射水市と高岡市で５年の単身赴任を過ごしました。その折りに
よく訪れた氷見市に育った子供達に少しでも役にたてば。

281 神奈川 氷見の知名度を上げてください。
282 神奈川 氷見大好きです
283 神奈川 妻が氷見市を大好きです。応援してます。

284
神奈川
県

先日お伺いしておいしい食べ物が多く、大変感動しました。わずかではありま
すが、産業振興のお役に立てればと思います。

285 神奈川 友人が住んでいます。応援します。

286
神奈川
県

数年前に寒ブリを味わいに2年連続で観光に行きました。美味しい寒ブリと温
泉とハットリくんを存分に楽しめました。機会をみてまた行きたいと思っていま
す。魅力的な観光地であることを応援します。

287
神奈川
県

氷見の寒鰤が大好きです。また、食べに行きたいと思います。ワンストップ納税
をする予定です。手続きを12月中に完了したいので、早めにに送っていただき

288 神奈川 以前旅行で訪れてから大ファンです！また遊びに行きます！

289
神奈川
県

富山県で学生時代を過ごしました。自然いっぱいの富山の子供たちが、環境問
題を考えてくれたらと寄付します。

290 神奈川 氷見線からみる立山連峰が大好きです。
291 神奈川 頑張ってください。応援しています。
292 神奈川 氷見大好きです！がんばって！！

293
神奈川
県

夏に息子が氷見を好きになっちゃうかもツアーに参加しました。息子が食べた
魚を家族でも食べて見たくて申し込みました。

294 神奈川 貴市の発展を祈念しております。
295 神奈川 元気のある町作りに取り組んでください
296 神奈川 頑張って下さい！
297 神奈川 週末にご配送いただけると大変助かります。
298 神奈川 応援しております。
299 神奈川 いい町でいて下さい！素晴らしい子供たちが育ちますように。
300 神奈川 子供の声の響く街にしてください
301 神奈川 医療を充実させて欲しい。
302 神奈川 自然を残して欲しい

303
神奈川
県

弟が氷見の北中のハンドボール部でした。50才過ぎても武勇伝としてそれを自
慢にしています。

304 神奈川 自然保護への尽力に期待します



305
神奈川
県

いずれ訪れたい場所の一つです。お米も美味しいと思って寄付させていただき
ます。よろしくお願いいたします。

306
神奈川
県

母が氷見出身だったので、子どもの頃、よく遊びに行きました。とても楽しい思
い出です。最近は、ご無沙汰してますが、良い街づくりを期待しております。陰
ながら応援しております。

307 神奈川 少額で恐縮ですが、行政にお役立てください。
308 神奈川 ぶり奨学金で未来ある氷見市の担い手が育ちますように！
309 神奈川 いつもおいしい魚をありがとうございます。
310 神奈川 素敵な市にしてください。応援しています。

311
神奈川
県

海岸沿いのきれいな景色や、おいしい食べ物など、とても素敵な街です。ずっと
維持してください。

312
神奈川
県

年明けに氷見市のふるさと納税を申し込みさせていただきました。 一夜干しが
とても美味しくて普段魚を食べたがらない子ども達が美味しいと食べたり、プロ
トン凍結の品がものすごく美味しかったので、また食したいと思い、再度寄付さ
せていただきました。届くのが今から楽しみです！

313 神奈川 頑張って素敵な返礼品を継続してください。
314 神奈川 甥っ子がこのプログラムでお世話になっています！ありがとうございます。
315 神奈川 富山県民が好き！氷見海岸から見る立山連峰は最高に綺麗です。

316
神奈川
県

以前家族の者が返礼品でいただいた氷見の干物や魚が美味しかったため、再
度リピートします。

317
神奈川
県

金沢に行ったときにスーパーで氷見港のお寿司を食べました。それがとてもお
いしかったので今回ふるさと納税をさせていただきました。次回日本海側旅行
するときにはそちらにも訪れたいと思います。

318
神奈川
県

以前に氷見を訪れて食べた魚の味が忘れられず、ふるさと納税させて頂きまし
た。これからも美味しい魚を私達の食卓に届けてくれたら嬉しいです。

319 神奈川 日本の為になる税金を使って下さい
320 山梨県 応援しています。

321 山梨県
海の幸を目当てに旅行に行きたいと思っています。その前に返礼品を楽しみに
しています。

322 長野県
初めて春中ハンドに参加させていただきます。よろしくお願いいたします。応援
しています。

323 長野県 年に何回か旅行でうかがっております。ますますのご発展を記念しております。
324 長野県 氷見のお魚が大好きです！ 応援しています！
325 長野県 子供たちが豊かに暮らせる町つくりを期待いたします。
326 長野県 きれいな景色とおいしい魚を楽しみにまた遊びに行きます！
327 長野県 サイクリングロードの整備を続けてください
328 新潟県 氷見市を応援しています。

329 新潟県
番屋街は賑わっていますが、駅周辺の市街地があまりにも寂しかったです…中
心市街地での起業・再興などで人が暮らしていける氷見市になればと思いまし
た。そこに重点を置いていただきたく、わずかながら寄附をさせていただきま

330 富山県 氷見ブランド健在
331 富山県 氷見ブランドだね
332 富山県 美しい自然保護、よろしくお願いします。

333 富山県
氷見応援しています！どんどん魅力的な市になってきてると思います！もっと
「とろめし」を広めた方が良いと思います。美味しいですよね。

334 富山県 風光明媚で米も魚も美味しく大好きな街です
335 富山県 お礼の品の充実をお願いします
336 富山県 綺麗な海を守ってください。
337 富山県 ハンドボール頑張れ
338 富山県 いろいろお世話になり、ありがとうございました。氷見市のご発展をお祈りいた

339 富山県
氷見市には他にはない魅力があり大好きです。独自の魅力をもっと発信してた
くさんの人が来てくれる街になってほしいです。

340 富山県 氷見市の観光資源を維持、そして拡大しアピールしていってください。

341 富山県
祖父母が住む氷見を応援したいと思い寄付させて頂きます。子どもから大人ま
で健康過ごせるまちづくりへの取り組みを期待します。

342 富山県 富山の中でも氷見ブランドですね



343 富山県

新聞等で見てハンドボール応援しています。 近いようで遠い氷見市、 生活に追
われて　なかなか行けませんが 亡き母と一緒に民宿に泊まり海水浴に何度か
行った思い出があります。 海岸から見える立山連峰、富山の誇りだと思いま
す。 少しの寄付ですが　お役にたちますように。 

344 富山県 福祉、高齢者介護に役立てお願いします。
345 富山県 氷見の自然の恵みを活かしてのよりいっそうのイキイキ街づくりを応援いたしま
346 富山県 近隣に住んでますが、素晴らしい町だと思います。
347 富山県 おいしさブランドです。

348 富山県
子供が減りすぎています。企業や商業の拡充、もっと住んで楽しい地域になる
よう進めて下さい。あと、夜の道が暗すぎて危ないです。

349 富山県 氷見ブランド最高，舌が肥えてきました．
350 富山県 自然豊かな氷見を応援しています。
351 富山県 一夜干し最高
352 富山県 中山間地域の魅力発信などのふるさとづくりを応援しております。
353 富山県 氷見で勤務した年月は、とても思い出深いものでした。ありがとうございました。
354 富山県 何かのお役に立てれば幸いです。

355 富山県

現在、となりの高岡市で住まいしております。私のふるさと氷見市を影ながら応
援させていただいております。昔から氷見農協さんにもお世話になっており、今
回、はと麦茶を注文いたしました。現在、氷見市で生活している両親、家族
共々、今後ともよろしくお願い申し上げます。

356 石川県
氷見の海鮮好きです。今回は配送という形ですが、次回は氷見市の方へ行っ
て、現地のお店で様々なものを食べたいです。なので、行く機会作りになるよ
う、ぶり祭り等のイベント活性につながれば幸いです。

357 石川県 応援しています、頑張ってください。

358 石川県
生まれ育った大好きなふるさとです。氷見市出身なんですよ！と出会った人に
自慢げに話します。

359 石川県 良い部分が沢山あると思うので、工夫して頑張って下さい。
360 石川県 応援してます。
361 石川県 綺麗な海岸を守ってください。
362 石川県 氷見市民病院の施設充実を願っております。
363 福井県 子どもたちの教育環境の充実、頑張って下さい。
364 福井県 海の幸に恵まれた環境を生かしてください！
365 福井県 氷見のうどんは美味しい。特に夏には細めんが絶妙の味がする。期待していま
366 福井県 うどんにはいろいろあるが，「氷見のうどん」が一番おいしい。リピータです。
367 岐阜県 市民の意識改革を含めて魅力ある観光資源を有効活用下さい

368 岐阜県
ひだの人間にとっては正月のブリはなくてはならないごっつおうです ありがとう
ございます

369 岐阜県 富山へ旅行に行った際に氷見うどんを食べてその美味しさに感動しました。

370 岐阜県
いつも美味しい鮮魚をありがとうございます。子供の食育にとても良いです。今
回もおいしい魚をよろしくお願いします。

371 岐阜県
岐阜県高山市の元ハンドボーラーです。このように使い道がはっきりしている
のが嬉しくて、いつも寄付させていただいています。ハンドが未来に広がってほ

372 静岡県 氷見市を応援しています
373 静岡県 ご期待申し上げます。
374 静岡県 頑張って下さい。
375 静岡県 美しい日本の原風景を後世に残すためご尽力ください。
376 静岡県 いつも美味しい干物ありがとうございます。
377 愛知県 新鮮な海鮮がたくさんとれる自然豊かな町の発展、環境の維持を祈ってます。
378 愛知県 美味しい梅干しをいつもありがとうございます。
379 愛知県 子供たちの健やかな成長を祈っています。
380 愛知県 これからも頑張って下さい。
381 愛知県 氷見のお魚が美味しいので漁業を応援しています 頑張ってください！
382 愛知県 環境保全に役立てていただきたいです
383 愛知県 富山出身の者です。少しでもお役に立てば幸いです。
384 愛知県 ハンドボール応援しています
385 愛知県 地域の方々のためより良い街づくりをお願いします



386 愛知県 海越しの立山は本当にきれいですね！
387 愛知県 名城大学農学部の活動資金に充当いただければ幸いです。
388 愛知県 きときと寿司が美味しかった。また行きたいです。
389 愛知県 氷見牛のファンです。返礼品、大変ありがたく頂いております。
390 愛知県 氷見市の発展をお祈りしております。
391 愛知県 観光で行った氷見牛がとても美味しかったので、寄付しました。
392 愛知県 母の出身地の縁です！
393 愛知県 氷見大好きです！
394 愛知県 頑張ってください。応援しています。
395 愛知県 だんだん過疎化が進む中、元気な氷見市であってほしい。
396 愛知県 先日旅行でお伺いした際、自然豊かでお魚も美味しくとても良かったです。
397 愛知県 魚釣り等で頻繁に訪れています。

398 愛知県
富山のこしひかりは一番おいしいと聞いたので初めて寄付します。寒い地方は
何かと大変なことも多いと思います。少しでも応援になればと思います。

399 愛知県
毎年何度かは遊びに行っています。寒ブリはもちろん、どの魚を食べても美味
しい！ツルツル綺麗な氷見うどんも大好き！またおじゃましまーす！

400 愛知県 母の故郷が富山県です。大好きな富山を応援します。

401 愛知県
全く縁もゆかりもありませんが干し芋食べたさに初めて選びました。自然を守っ
て動物も豊かに暮らせるような街づくりをして頂けると幸いです。

402 愛知県 頑張ってください！
403 愛知県 有効活用してください。
404 愛知県 町の発展にご活用下さい。

405 愛知県
私の出身地が小矢部市で高岡商卒です。氷見市は、同級生がいて観光とか民
宿利用など思い出多い街、能登道路も魅力あり、全国区の観光都市を是非に

406 愛知県 美味しい梅干しを楽しみにしています。
407 愛知県 以前行った時は立山連峰が見られなかったのでまた行ってみたい、
408 愛知県 綺麗な海美味しい魚いつまでも。
409 愛知県 水産事業の更なる発展を祈念しています。

410 愛知県
氷見うどんを金沢市のお店で食べて、美味しかったので、ファンになりました。
10月の連休に、本場で氷見うどんが食べたくて、富山旅行をしました。美味し
かったので、ふるさと納税で、応援させていただきます。今後ともよろしくお願い

411 愛知県
お魚も美味しく自然豊かな環境。自慢のふるさとです。活気のある氷見である
ことを願っております。

412 愛知県
毎年末、氷見の民宿で、氷見ぶりをいただいてます。他にも、氷見牛、氷見うど
ん等美味しいものたくさんで何回行っても飽きませんとてもいいところですよね

413 三重県 生きているうちに、一度お伺いしたい街です。返礼品が届くのを楽しみに待って

414 三重県
母が氷見出身で私にとっては第二の故郷であるため僅かでも協力できればと
申し込みました。    また遊びに行きたいです(^^)

415 三重県 仕事でよく行ってます。

416 三重県
友人が富山に住んでいる事から少しでも三重県から富山県へ繋がれば！と思
いふるさと納税と言う形になりました。富山のみなさんガンバレ！

417 三重県
以前べるもんたに乗って氷見に行きました。自然の豊かさに感動しました。ぜ
ひ雄大な自然を守ってほしいと思います。

418 滋賀県 美味しいお魚の生産を期待をしています。
419 滋賀県 元気なぶりが一杯取れますように

420 滋賀県
氷見線での旅行が懐かしいです。あの沿線風景が好きなので、氷見の活性化
を祈念しております。

421 滋賀県 氷見産鮮魚はおいしいので、水産業の発展を応援しています。
422 京都府 頑張ってください。応援しています。
423 京都府 頑張ってください
424 京都府 頑張ってください
425 京都府 頑張ってください
426 京都府 いつまでも美味しい魚が食べれるように応援しています。頑張ってください。
427 京都府 ハンドの開催、応援しています❗
428 京都府 頑張ってください



429 京都府

子供が富山の大学に行き氷見市はお世話になった地です。子供が行かなけれ
ばきっと知らないままだったと思います。ぶりが有名と言うことも知りとても良い
街だと感じました。わずかですが、みんなが幸せに暮らせる街づくりに貢献でき
ればと思います。雪に負けないでください

430 京都府

長男次男ともにハンドボールをずっとやってきました。
春中ハンドは町のみなさんが全員で応援してくださる素晴らしい大会です。いつ
までも続けていただきたいです。
大会です。いつまでも続けていただきたいです。

431 京都府 甥っ子の健やかなる成長を祈って。よろしくお願い致します。
432 京都府 生まれ育った所です。応援しています。
433 京都府 ハンドボールをもっと盛り上げていってください
434 京都府 頑張ってください
435 京都府 氷見には美味しいお魚を食べによく行きます。頑張ってください！

436 京都府
以前七尾に住んでいました。ちょくちょく氷見まで魚釣りをしに行きました。美味
しい魚が釣れました。豊かな海の幸を大事に守って行ってください。

437 京都府
父が富山県出身だったのでぜひ寄附したいと思いました！富山県の方はすご
く優しくて働き者の良いイメージがあります。コシヒカリも美味しいですね！これ
からも応援しています！(^o^)

438 京都府 お魚おいしいですが、今回お肉をリクエストしました。楽しみです。
439 大阪府 おいしくて新鮮なお魚をいつまでも食べられるようにお願いします
440 大阪府 子供に本場の味を体験させたく思います。今後ともよろしくお願いします。

441 大阪府
一度実際にブリを食べに行きたいと思っていますがなかなか行けないので楽し
みにしています。

442 大阪府 頑張ってください☆
443 大阪府 豊かな自然を守ってください。
444 大阪府 美しい自然を守り続けて下さい。 氷見市のこれからの益々のご発展を 願いま
445 大阪府 次世代の子供達に使ってください
446 大阪府 応援しています。
447 大阪府 心ばかりですが、未来ある子供達の活動に役立てば幸いです。
448 大阪府 未来ある子供達に役立ててください。
449 大阪府 子供達の明るい未来のために役立ててください
450 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。
451 大阪府 富山の自然が大好きです。
452 大阪府 何でもおいしい氷見市！大好きです！義妹の里です。応援してます！
453 大阪府 子育て支援が少しでも充実しますように。
454 大阪府 高齢者人材の活用を積極的に行って下さい。
455 大阪府 氷見の魚は最高です。
456 大阪府 自然を、大切に発展してください！
457 大阪府 豊かな自然を守ってください
458 大阪府 もっと積極的に観光策を実施下さい。

459 大阪府
家内の高校が氷見高校でした。私も訪れたことがあり、素晴らしい第二の故郷
です。氷見の皆様、これからも素晴らしい氷見を一緒に作っていきましょう！

460 大阪府 頑張ってください。
461 大阪府 子供の教育やスポーツ環境の充実を応援したいと思います。
462 大阪府 友人にもらった氷見うどんがとっても美味しくて、ふるさと納税でも選びました！
463 大阪府 氷見にいつか行ってみたいと思っています。
464 大阪府 観光で行った時の思い出が忘れられません。また行きたいです。
465 大阪府 いつまでも私にとっての大切な故郷です。
466 大阪府 高齢者医療福祉にご活用下さい。

467 大阪府

母親が氷見出身なので、ふるさと納税いたします。 富山県は自然が豊かで、新
鮮な魚介類、お米もおいしいです。 魅力がたくさんあるので、これから、どんど
ん観光客が増えるよう アピールしてください。富山の地元の醤油を取り寄せて
いますが、1番おいしいです

468 大阪府 きれいな海を守ってください

469 大阪府
昨年初めて氷見を訪れましたが、街がどこもとても綺麗で景色も素晴らしく、海
から昇る朝日に感動しました。いつまでもあのきれいな海を守り続けて下さい

470 大阪府 氷見市の発展を願っています。



471 大阪府 少額の寄附金ですが、有意義に使って下されば幸いです。
472 大阪府 ふるさとです！応援してます

473 大阪府
少額ですが、豊かな自然と美しい景観の保全に使って頂ければ幸いです。氷
見市は旅行番組で視聴しリタイア後、夫と日程を気にせず訪れたいと思ってお

474 大阪府 応援しています。
475 大阪府 素敵な街づくりを心から応援しております。
476 大阪府 海の恵みをありがとうございます。 
477 大阪府 日本の自然を守って欲しい。

478 大阪府
氷見には旅行で行ったことがあり、その際にぶりをおいしくいただきましたので
今回ふるさと納税いたしました。

479 大阪府 そのままの素敵な街でいてください。

480 大阪府
氷見うどんの名前が、世界中に広まり、氷見市がますます発展することを、
願っております

481 大阪府
小学生の頃、所属していたコーラス部で歌った合唱曲『寒ブリの歌』に「氷見の
海」という歌詞が出てきて、氷見という地名を知りました。職場の同僚も富山出
身なので親近感が湧き、また、大好きなノドグロにも惹かれて納税させて頂くこ

482 兵庫県 色々大変な時期ですが頑張って下さい。

483 兵庫県
何年も前ですが、富山に伺った時の魚の美味しさに感動しました！寒い時期は
大変かと思いますが、楽しみにしております。

484 兵庫県
ぶりブランド、氷見うどん、ハンドボール、氷見線、もっともっと頑張ってくださ
い！高規格のキャンプ場などいかがでしょうか。

485 兵庫県 子供たちの住みよい街づくりの為にお役立ていただけると幸いです
486 兵庫県 応援してます
487 兵庫県 おいしい魚ありがとうございます。
488 兵庫県 学生時代を富山で過ごしました。少しでも応援したいです。

489 兵庫県
旅行に行った際、安価なヘアピン状の氷見うどん切れ端を道の駅で購入しまし
た。それでも大変美味しかったです。

490 兵庫県 年について一度旅行で訪れます。氷見の未来ある子供達のために使ってくださ
491 兵庫県 美味しい魚を楽しみにしています！
492 兵庫県 宜しくお願いします。
493 兵庫県 がんばれ
494 兵庫県 応援しています
495 兵庫県 豪雪に耐えて健やかにお過ごしください。
496 兵庫県 頑張ってください!
497 兵庫県 子供たちが元気に育つことを願ってます。
498 兵庫県 今は氷見から離れた場所にいますが、いつも応援しております。

499 兵庫県
旅行で氷見へ行ってみたいとずっと思っています。なかなか遠くて、ふるさと納
税を利用して両親にぶりしゃぶを食べさせたいと思い楽しみに待っています。こ
れからも豊かな漁場を守ってほしいです。

500 兵庫県 昨年もおいしいお刺身いただきました。今年も楽しみにしています。

501 兵庫県
氷見市がこれから益々の発展と氷見市民が健康で幸せな生活が送れる事をお
祈りします。

502 兵庫県 自治体が繁栄するように使っていただけたら嬉しいです。

503 兵庫県
以前、寒ブリを堪能しに旅行に行き、とても楽しめました。豊かな自然を生かし
た事業に使っていただければ、と思っています。

504 兵庫県 頑張って下さい。

505 兵庫県
いつも富山のお米を愛用しており、おいしいので応援したくふるさと納税を使っ
てみました。少しでもお役に立てればうれしいです。

506 兵庫県 豊かな自然や海の幸などがあるようです。それを最大限に生かしてください。
507 兵庫県 頑張ってください！ぶり楽しみにしています！

508 兵庫県
義母の故郷です。年を追う毎に、黒作りなど愛おしく思う様です。体調が優れな
いなどで、年々里帰りが難しくなりつつあります。いつまでも思い出の故郷が元
気でありますように応援しています。

509 兵庫県
1度観光で行きました。お魚がおいしくて、風光明媚で感動しました。ぜひまた
行きたいです。

510 兵庫県
私の祖父母、父が氷見出身です。また、母が富山県出身ということもあり、数あ
る自治体の中からそちらを選ばせていただきました。



511 兵庫県 以前、旅行で行ったことがあります。これからも頑張って下さい。

512 兵庫県
先日始めて氷見に観光で行ったので親近感持ちましたこれからもします。ま
た、旅行にも行きます。

513 兵庫県 いつも美味しいお魚をありがとうございます
514 奈良県 富山のお魚を食べて育ちました。ずっと変わらぬ環境を祈っています。
515 奈良県 少額ですが素敵なまちづくりに役立ててください！
516 奈良県 氷見うどん、好きです。氷見市、応援してます！
517 奈良県 今、富山県が熱い！バスケットの八村、大相撲の朝乃山。氷見市も頑張ってく

518 鳥取県
氷見市さんの鰤はいつか食べてみたいと思っていました。大変楽しみにしてい
ます。少額ですが寄附させていただきます。応援しています。頑張ってくださ

519 岡山県 自然を守ってください
520 岡山県 地域の発展を期待しています！

521 岡山県
もう少しで還暦です、子供たちが旅行をプレゼントしてくださいます、北陸に行き
たいと思っています。氷見市を観光してぶりを食べたいですね。わくわくします。
短文ですが応援しています。

522 岡山県
先日、観光旅行の為富山県を訪れ、美味しいものに沢山出会い、観光地も沢
山訪れました。特に氷見牛は聞くのも食べるのも初めてでしたが大変美味しく
感動しました。もっとピーアールすれば良いと思いました。

523 広島県 ハンドボールの活性化へ
524 山口県 氷見市には、20年前頃伺いました。 雨晴海岸の美しさが忘れられません。

525 高知県
私は高知県在住ですが東北地方出身です。富山県は北陸地方経由で実家に
帰省する途中で立ち寄る事があります。海産物が美味しかったので時間があっ
たらじっくり観光したいです。これからも頑張ってください。

526 高知県
新婚旅行で訪れました。食べ物がとても美味しく、再び観光に行きたいと夫婦と
もに考えております。

527 福岡県 明るく元気な子供たちの将来へお役立ていただければ幸いです。
528 福岡県 今年初めて氷見に行きました。 ステキな景色をありがとう！またいつか訪ねま

529 福岡県
寄付は2回目になります。氷見の海の幸は素晴らしいです！これからも応援し
ています！

530 福岡県 微力ながら応援しています。

531 福岡県
七尾市に住んでおり、氷見にぶりを食べに行ったことがあります。冬のぶりはお
いしいですよね

532 福岡県 以前訪れた際、魚が美味しかったので申し込みました
533 福岡県 頑張ってください。
534 長崎県 応援しています。頑張って下さい。

535 長崎県
もう少し時間に余裕できたら訪れたい土地です。これから少しづつ季節になりま
すね。どうぞ皆さんお身体に気をつけてお過ごしください。

536 大分県 今年度も春中ハンドに参加できることを嬉しく思います。ありがとうございます。
537 沖縄県 また観光で訪れてみたいです！！
538 沖縄県 子供の笑顔があふれる町を応援します。


