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1 北海道

氷見市には叔母さんが住んでおり、氷見の魅力をたくさん聞いています。
より一層、氷見の魅力が増すよう頑張ってください。

2 北海道

昔、「ひょうみ」と発言し、お客様に叱られました。
もっと知名度が上がるようがんばってください。

3 北海道

今年の３月の春の全国中学生ハンドボール選手権大会に出場させていただいた中学生の母です。あの時
は地元の方がのぼりを持って、私たちのチームをまるで親戚の子どものように応援していただき、本当
に嬉しく心強く思いました。これからも春中、続けていただけるようにお願いします。

4 北海道

昨年 母と伺い たくさん美味しいもの、美しい景色、温かい人にふれあいさせていただきました。今
年 母は亡くなりましたが素晴らしい思い出が作れました。これからも美しい故郷を大事にしてくださ
い。

5 北海道

母が生まれた町です。ぜひ、母と訪れたいと思います。

6 岩手県

富山県は昨年訪問しました。いい所だと思いますので、また行きたいです。

7 宮城県

今年旅行に行って、氷見市がとても好きになりました。
ハットリくん、魚、うどん、温泉、素敵な公園！さらに観光客が増えると良いと思います。

8 秋田県

旅行で訪れたことがあります。海産物が有名ですが、ブランド牛も楽しみです。豊かな自然を大切に守
り伝えてください。

9 福島県

大好きな町です！海産物も美味しいし、水もうまい！またいきまーす

10 茨城県

富山県に帰省時によく氷見市に立ち寄らせていただいています。元気な街になればと思っております。

11 群馬県

先日、商工会の親睦旅行で氷見市を訪れました。海が近く、食べ物も美味しく、魅力ある土地だなと大
変羨ましく思いました。これからも観光で訪れる人達を喜ばせてあげてください。

12 群馬県

氷見には美味しいお魚を食べに家族でよく出かけます。美しい自然と美味しい地のお魚、それから人情
豊かな人たちとの触れ合いの中でいつも元気をもらえるお気に入りの場所です。のんびりと氷見で温泉
に浸かるのも好きです。私の住んでいる群馬県から比較的ロケーションが良く、どこかに行きたくなる
と自然に足が向いてしまいます。ゆっくりと秋が過ぎこれから厳しい冬を迎えますが、皆さんどうぞお
身体を大切にお過ごしください。

13 群馬県

氷見市には、10年程前に行ったことがあります。
思い出がありまた、行ってみたいところです。どうぞ元気なまちでありますように

14 埼玉県

富山の企業の東京営業所に勤務しています。氷見市がますます発展しますように。

15 埼玉県

高岡市出身です。毎年、帰省時に氷見牛と氷見の寒ブリを楽しみにしています。きときとの氷見ブラン
ド育成にご尽力お願いします。

16 埼玉県

鰤もかぶらずしも大好物です。
是非氷見市に観光に行きたいです。

17 埼玉県

先日、宿泊に行き、海岸線がとても綺麗で感動しました。
魚介類がとても美味しかったので、自然を大切にしてほしいと思っています。

18 埼玉県

砺波に親戚がいるので、氷見には何度も観光で行ってます。街並みにも感動しました。未来へ伝えるた
めにお子さんたちへの教育環境を整えてください。

19 埼玉県

祖父母が氷見出身と聞いています。大学時代富山で過ごしており、家内が富山出身と言うことで、
富山県を応援しています。頑張って下さい。

20 埼玉県

家内が富山市出身で、氷見市は何回か訪れている好きな市です。
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21 埼玉県

旅行へ行ったときに食べた氷見の魚は美味しかったです。応援しています！

22 埼玉県

学生時代のハンドボーラーで、氷見は記憶に残る地名です。
寒ブリ ホタルイカ 立山連峰 アニメの舞台など魅力一杯ですね。何度か氷見に宿泊しましたが、残
念ながら蜃気楼は観ていません。

23 埼玉県

この冬に初めて氷見を訪れ、素晴らしい景色、食べ物のおいしさ、湯質の良い温泉、人のあたたかさに
触れて、とても気に入りました。今度は、季節を変えて再訪したいです。
また、お世話になりますので、よろしくお願いいたします。

24 埼玉県

以前、氷見に旅行で訪れました。子供たちが、磯で魚介と戯れ、生き物が豊かな海と感動いたしまし
た。これからも、豊かな海を守って頂きたく。たとえば、環境に優しい石鹸の推奨など。通常の洗剤
は、界面活性剤で、環境汚染が心配されています。我が家では、河川の環境を守るため、洗剤は全て石
鹸です。２０年以上になりますが、身体の皮膚への負担も少ないです。ご検討ください。

25 千葉県

一時、氷見市に在住した。妹は氷見生まれ。頑張れ！！氷見高校！！

26 千葉県

ハウスクリーニングの仕事をしています。仕事のあとのおいしいお米にごだわっていて、銘柄は「こし
ひかり」が好きなんです！一度も行ったことがない場所ですが、寄付という形で富山県を応援できれば
幸いです！そして、お米を食べて仕事にも励みたいと思います。よろしくお願い致します。

27 千葉県

妻が氷見市出身で氷見高校卒です。妻の姉が氷見市に在住し、氷見の皆さんを陰ながら応援していま
す。

28 千葉県

昔、転勤族の姉夫婦が富山市に居住していたことがあり、よく氷見市の干物を送ってもらい、美味しく
頂いた。氷見市の魚は特別に美味しいので、頑張って頂きたい。

29 千葉県

出身地の高岡に帰省の際はいつも道の駅「ひみ番屋街」を利用しています。
氷見の海岸線もふるさとの重要な部分です。景観保全を期待します。

30 千葉県

氷見出身です。故郷の益々のご発展をお祈りしています。素敵な街になるよう頑張って下さい。氷見は
私の誇りです。

31 千葉県

氷見の魚は憧れの魚でもあります。
気候や仕事内容によっては大変なことも多いと思いますが、美味しい魚が食べられるのも漁師さんのお
かげです。体に気を付けて頑張ってください。応援しています！！

32 神奈川県 妻の祖母が氷見市で生活しています。お世話になっています。
33 神奈川県

市民病院・市役所等が郊外に移転し、旧市街が寂しい。
大通り中心に一層の振興・賑やかしを期待しています。

34 神奈川県

氷見は当方にとってゆかりのある土地で、毎年訪れます。美しい田園、海、温かい方々の笑顔がこれか
らも続くことを願っております。

35 神奈川県

母の実家が氷見にあり、幼少時よりずっと馴染みがあります。いつかは氷見市に住みたいとも思ってい
ます。これからもよりよい町でいてください。

36 神奈川県

数年前に友人の結婚式で初めて伺い、環境もよく美味しいものも沢山あり素敵な場所だと感じました。
この地に住む方々のためにほんの少しではありますが協力できれば嬉しいです。

37 神奈川県 氷見に旅行で行き おいしい海の幸に感激しました。
38 神奈川県

転勤で金沢市に勤務していましたが、氷見に何回か足を運びました。これからも魅力がある街づくりを
期待しています！

39 神奈川県

先週、氷見の民宿に泊まらせていただきました。ぶり、いか等のとろける美味しさにおどろきました！
来年もぶりを頂きにいきます。
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転勤で横浜から富山にきました。

40 神奈川県 立山連峰の素晴らしさと氷見港から届けられる朝どれの魚の美味しさに感動しています。
これからも豊かな自然を維持できるよう応援致します。
氷見には年に何回か魚を食べに行きます。私は以前ハンドボールをしていました。それにもかかわら

41 神奈川県 ず、氷見がハンドボールの聖地であることは、最近テレビで知りました。ハンドボールを氷見の観光に
役立てるように頑張ってください。

42 神奈川県

30年以上前ですが、高校時代ハンドボールに青春を賭けておりました。あの頃の思い出や友人は今の私
にとっては、かけがえのない財産となっています。時は流れ、今現在、ハンドボール振興に注力される
貴市に共感を覚え、微力ながら今回納税させていただきます。来週の春の全中大会の成功を心よりお祈
りしております。頑張って下さい。

43 新潟県

富山湾越しに見る立山連峰の美しさと雄大さに魅了されました。この景観を世界へ発信し続け観光客を
呼び込み氷見市はもとより富山県全体が発展することを期待しています。

44 新潟県

仕事で、たまに高岡市へ行きますが、そこから石川県能登方面へ移動の際によく氷見市を通過します。
「きときと」という言葉にふさわしい、とても素敵な街だと思います。
わずかですが、より良い町作りの支援を送らせていただきますので、よろしくお願いします。

45 新潟県

富山生まれ、富山育ち。中学になるまで富山で過ごし、毎年夏は氷見に行っておりました。今も、新潟
から2-3年に一度は氷見に伺っております。きれいな海で子供たちの海水浴をさせています、頑張って
下さい。

46 富山県

昔ハンドボールのスポーツ少年団で、よく氷見に遠征に行きました。
氷見の自然豊かな土地が大好きです。
北陸新幹線も通りましたし、ぜひ観光など地域振興が進むことを期待しております。

47 富山県

氷見には実家が有り、そちらでは高齢の両親も健在で暮らしています。氷見市政が善くなってほしい思
いです。

48 富山県

地元から離れて暮らしていますが、今も懐かしく思っています。これからも大好きな氷見市が良い市に
なるように応援しています。

49 富山県

氷見には両親が住んでいるので、医療関係充実の足しになればと思います。

50 富山県

父親が氷見市出身で、子供のころは島尾海岸などによく遊びに行きました。豊かな自然を守りつつ、
人々が暮らしやすいまちづくりを期待しています。頑張ってください。

51 石川県

１０年前に２年ほど居住していました。
少々不便ではありましたが住みよい町でした。がんばってください。

52 石川県

富山県高岡の出身です。輪島市に嫁ぎましたが、帰省の際には氷見市を通ります。石川県のかぶら寿し
と富山県のかぶら寿しは、味が違います。富山のを食べると味が、心の奥にしみわたります。子供のこ
ろの記憶が潜在意識の中にあるのだと思います。

53 石川県

私の母が氷見市出身です。
母が生まれ育った氷見市のますますのご発展を祈念しております。

54 福井県

氷見は魅力いっぱいの街です。実際に訪れて好きになりました。
魅力をいっぱい外向きにアピールしてください！

55 福井県

義父は富山出身です。氷見は魚が美味しいところですね。次回は魚を食べに行きたいです。

56 山梨県

昨年は山梨から氷見まで1泊で遊びに行かせてもらいました！

57 山梨県

一度氷見にお伺いさせていただき、氷見の人に温かく迎え入れていただきました。また、その際開放感
のある氷見市役所も見学させていただきました。また、旅行等でお伺いさせていただきます。
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58 山梨県

２月に氷見の民宿（城山）でランチをするために旅行をしようと考えていたところ、このサイトでちょ
うど昼食プランがあったので選択しました。とても良いお礼の品だと思いました。

59 山梨県

山梨県は海のない県なので、冬になると、いつも、おいしいお魚を食べに氷見に伺います。特に氷見の
寒ブリは最高です。他にはないすばらしい地域資源をお持ちだと思いますので、これからも誇りをもっ
て守っていってほしいと思います。

60 長野県

氷見は、美味しいブリを食べに家族で何回も訪れた場所です。海のない所に住む者にとっては、羨まし
い風景と海産物に恵まれた土地でした。北陸新幹線の延伸でより便利になったと思いますが、素晴らし
い観光地として更に発展していくことを期待しています。

61 長野県

今年の夏休みに初めて氷見市に旅行しました。とても美しい風景に印象を受けました。この景観を次の
世代に残せるよう、心ばかりですが、お役に立てれば幸いです。

62 長野県

去年、初めて氷見に遊びに行かせて以来のファンです。お魚は美味しく、風景も美しく、とても良いと
ころですね。また遊びに行かせていただきたいと思います。

63 長野県

友人が氷見出身で遊びに行ったことがあります。とても素敵なところでした。応援してます。

64 長野県

妻が高岡市出身なので、よく富山県にはお邪魔します。私自身、魚が大好物なので氷見の番屋街は帰省
する度に伺っています。これからも美味しい魚を食べていけるように、地元の方々には健康で豊かな生
活を送っていただけるといいなと思っています。

65 長野県

先日遊びに行きいいところだと思いました。
頑張ってください。

66 長野県

何度も観光で伺っております。
自然を大切にしたご発展をお祈りします。

67 長野県

2016年11月に氷見市に旅をしました。とても素敵な町で、人も優しく、とってもあったかい気持ちにな
りました。また必ず訪れたいと思いますので、いつまでも氷見市の素晴らしさを失わずにこれからもよ
い町であり続けてください。

68 長野県

家族でたまに旅行に行きます。美味しいものが、たくさんありよいところですね。ずっときれいな海が
みれますように。

69 岐阜県

お隣の岐阜県に住んでいます。氷見には何度か旅行に訪れました。氷見で食べたブリがおいしかったの
で、今回は氷見の干物を申し込みました。届くのがが楽しみです。

70 岐阜県

氷見の魚、とく氷見うどんが大好きです。バラ園もすてきですね。富山に10年近く住んでいました。

71 岐阜県

ツーリングで訪れた際、藤子不二雄さんの作品のキャラクターがいる商店街を歩き、とてもかわいらし
い造形に癒されました。

72 岐阜県

今までに３回旅行で寄りました。毎回新鮮な魚介を食べられ、その味が忘れられずに今回申し込みまし
た。この冬も寒ブリを食べにお邪魔したいです！

73 静岡県

昨年初めてお邪魔し、氷見市のファンになりました。
また遊びに行きたいと思っています。

74 静岡県

子供のハンドボールで
氷見市大好きです。

75 静岡県

自然の良さは伊豆にも劣らないし、魚介類も日本海特有のもので、太平洋岸と違ったおいしさに憧れま
す。

76 愛知県

祖父母が氷見の出身です。氷見には一度と父と一緒に行きましたが、自然に恵まれ、人も優しく、とて
も良いところと思います。皆様のお幸せをお祈り申し上げます。

お世話になりました。
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77 愛知県

担当の方、メッセージ（お手紙）有難うございました。次男が5月に結婚したばかりなのでプレゼント
しようと思っています。来年度も家族で行けたら・・・と思っています。

78 愛知県

(旧)東小、(旧)北部中でお世話になりました。北中ブラスバンドでの思い出がたくさんあります。ふる
さとの発展をお祈り致します。

79 愛知県

大学時代の友人の実家で、何度も遊びに行っていますが、いつも最高においしい魚介類とすばらしい海
と山の景色に癒されております。

80 愛知県

氷見市に祖父母がいます。老夫婦２人きりで暮らしているので、介護保険を充実させて、安心して暮ら
せるようにしてほしいと思っています。

81 愛知県

この夏、氷見市を訪れました。学生時代に富山県に住んでいたので、第二の故郷に帰ったような気持に
なりました。今後とも美しい景観のまちでいてください。

82 愛知県

先日、民宿に泊まってゴルフをしました。美味しい料理と綺麗な景色に大満足でした。来年も行きたい
と思っています。

83 愛知県

氷見市で生まれ育ちました。働いて納税できるようになったので、少しでもお役に立ちますように。

84 愛知県

氷見市には友人が住んでいます。こんな形で氷見市を応援できるとは思ってもみませんでした。是非こ
んどは現地で白エビを食べに行きたいです。

85 愛知県

高校卒業まで氷見でお世話になりました。
氷見市の末永い発展をお祈り申し上げます。

86 愛知県

今年から長男の進学先が富山になり、少しずつ富山について勉強しています。氷見はまだ行ったことが
ありませんが興味があり今回ふるさと納税させていただきました。

87 愛知県

氷見だいすきです。いつまでも活気ある氷見でいて欲しいです。美味しいお魚食べに帰ります。

88 愛知県

一度、お邪魔させていただいた時に、美味しい食べ物が沢山あってとても思い出に残っています。
もっと、氷見の良いところをアピールして下さい。応援しています。

89 愛知県

氷見に旅行した時にいただいた魚が大変おいしかったので
期待しています。

90 愛知県

私はお隣の高岡市出身です。子どもの頃よく海水浴に島尾に行きました。これからも応援します。

91 愛知県

卒業旅行の道中で氷見漁港で食べた魚の定食の味が美味しかったのを忘れられません。
これからも美味しく新鮮な魚貝を発信してください。

92 三重県

漫画「送球ボーイズ」で富山県氷見市がここまであつくハンドボールというスポーツを応援しているこ
とを知りました。微力ですが、地域の発展と、地域の子どもたちが将来ハンドボール界でご活躍される
ことを願っております。

93 三重県

日頃、お世話になっている方が氷見市出身です。
お礼の気持ちを込めて、申し込みしました。

94 三重県

富山に住んでいた際、氷見にもよく足を運び、氷見牛カレーや海産物など、食べ物を満喫しました。今
後も多くの人の健康、そして美味しい食べ物文化が続いていくよう願っています。

95 三重県

亡くなった父親が氷見の出身で氷見大好き人間だったので懐かしくなり納税しました。

96 三重県

自然豊かな土地で、よい人材を育ててください

97 滋賀県

富山県出身で幼少期から氷見の美味しい魚に触れてきました。懐かしいです。美しい氷見港を守って下
さい。
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98 滋賀県

中学のときに北陸地方に住んでいました。富山県によく家族で遊びに行き、かぶら寿しも家族でよく食
べていました。自分も大人になり、かぶら寿しが懐かしくなってきました。北陸は海のものがとても豊
富で美味しいのでまた旅行で伺いたいです。

99 京都府

富山県は観光で何度も訪れています。
特に氷見うどんは大好きで、何度も購入しています。
頑張ってください。

100

京都府

旅行で氷見市を訪れる機会があり、観光をしました。おいしい肉やお魚、風景を満喫しました。今回観
光や地域振興に役立てていただきたく、ふるさと納税しました。地域の活性化に役立てていただけると
幸いです。

101

京都府

氷見に何年か前から家族旅行してます。
美味しい食べ物や美しい自然が魅力ですね。

102

京都府

生まれ故郷を離れて10年以上経ちました。このような形でしか地元を応援できませんが、活性化のため
頑張ってください！

103

京都府

氷見うどん大好きです！
お土産でいただいてからふるさと納税は絶対これと決めていました
来年も頼みます

104

京都府

室井滋さんの本で、氷見のものはなんでもおいしいと聞き、食べてみたいと思っておりました。楽しみ
です。

105

京都府

氷見は父親の出身地です。もっと活気のある町にしてください！！

106

大阪府

富山の海産物は本当に美味しい。黒部・立山・能登も美しい。これらの自然と自然が生み出す恵の保護
を！

107

大阪府

昨年末に観光で訪問し、氷見ぶりを堪能しました。観光頑張ってください

108

大阪府

以前、母と富山県に旅行に行ったのですが、氷見市まで行く時間がなく、非常に残念でした。ふるさと
納税で応援したいと思います。

109

大阪府

一昨年、氷見を旅行して美しい自然に感動しました。またぜひ訪れたいと思っています。

110

大阪府

小学校４年生まで氷見市に住んでいました。大好きだった先生とも連絡しあっています。

111

大阪府

氷見は母の出身地です。自然に恵まれ、文化にも豊かな歴史があります。子供たちの教育環境が益々良
くなりますようにと期待しております。

112

大阪府

妻が氷見市の出身です。
なかなか帰省できていませんが大好きな故郷です。

113

大阪府

114

大阪府

氷見には２回ほど観光に行きました。
ブリを筆頭に様々な魚を堪能出来ました。
また行きたいと思います。

115

大阪府

会社の工場があります。
自然の美しいところなので大事にしてください。

116

大阪府

おいしいお米づくり、これからもよろしくお願いいたします。

イタセンパラの保全に向けた活動を応援しています。
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117

兵庫県

ハンドボールは私の青春でした。中学生から、その大会の危機を母から聞き知りました。ぜひそのお役
に立ててください。同級生も氷見にいます。ぜひ！

118

兵庫県

先週氷見市を訪れました。氷見の持つ魅力を大切に地域の皆さんが健やかに街を作っていっていただけ
れば嬉しいです。

119

兵庫県

富山に一度も訪れたことがないのですがデパート地下で富山の干物に出会い
定期的に購入をしています。一度は訪れたいと思っています。

120

兵庫県

富山は去年から姉がガラスの勉強をさせてもらっています。私も富山立山アルペンルートなどでも訪問
させていただきましたが、自然豊かで皆さん暖かく、親切で、食べ物も美味しく大変素敵な県だと思い
ました。どうか、これからもその素晴らしい地域が更に良くなられるよう、心から応援しております。

121

兵庫県

氷見うどん、家族全員ファンです。これからも作り続けてください。そのためにも、街がげんきである
ことがたいせつです。

122

兵庫県

嫁の両親が住んでいます。
医療制度を充実させてもらいたいと思って寄付させてもらいました。よろしくお願いします。

123

兵庫県

学生時代氷見市阿尾でヨットをしていました。氷見は私の第二の故郷です。ブランド力をますますあげ
てください。

124

兵庫県

高岡市出身です。氷見の同級生がたくさんいます。子供達がすくすく育ちますように

125

兵庫県

娘が中高でハンドボール部でした。お陰で、たくさんのご縁を頂きました。全国大会がいつまでも開催
されますように応援しています。

126

兵庫県

この梅酒 とっても美味しいです！
夏を乗り切ります！

127

奈良県

氷見で生まれ、小学校3年まで過ごしました。海も山も近く大変良い想い出です。これからも自然を大
切に守り育ててください。

128

奈良県

実家の両親が富山県出身です。2人とも他界しましたが、富山県は私のふるさとです。氷見には家族4人
で行き、その美しさにちょっとウルウルしました。いつまでも続いてほしい糸思います

129

奈良県

妻が富山出身で、氷見にも良く行きます。魚がおいしいですね。

130

和歌山県

和歌山県より応援しています。
市の関係者が知人なので、少額ですがさせていただきました。

131

島根県

富山県の出身なので、はじめてふるさと納税させていただきました。

132

岡山県

私のクラブの卒業生が、第一回大会で優勝させていただきました。それ以来、春中には関心がありま
す。大会に関わる人は、大変だと思いますが、大会を楽しみにしている人がたくさんいます。頑張って
大会を継続してください。応援しています。

133

広島県

母の出身地なので、納税致しました。いつ行っても心が休まります。
いつまでも、のんびりしたところでいてもらいたいなぁ。

134

広島県

母親が氷見市出身で、帰省で何度か氷見市を訪れています。氷見市の雰囲気がとても好きです。

135

広島県

以前旅行に行きました！お魚も美味しく温泉旅館も良かったです！また遊びに行きたい！

136

広島県

母の故郷です。子供のころに何度か、祖母の家に遊びにいきました。
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137

広島県

いつか氷見市に訪れ、寒ブリのお刺身を食べたいと思っています。
今後もきれいな日本海を守っていって下さい。

138

山口県

妻が富山県富山市出身、義父が氷見市出身です。益々のご発展をお祈りしております。

139

山口県

富山県氷見市は数年前に友人が親戚があり住みやすいとことよく話を聞いていた。

140

徳島県

これからも、美味しい地元の品を提供して下さい。応援します。

141

香川県

自然がより豊かに、より美しく人と融合できると良いですね。

142

愛媛県

地方自治体の農業の活性化を応援しています。

143

福岡県

一度氷見に訪れてみたいです。寒ブリがおいしいところと聞いてますので、冬に訪れて日本海の美味し
いお寿司を食べたいです。

144

福岡県

出身ではありませんがしばらく富山県に住んでいました。とてもいいところだったと記憶しています。
これからも変わらない街であってほしいです。

145

福岡県

氷見のブリは全国で一番有名です。がんばってください。

146

佐賀県

金沢に住んでいた頃に氷見にもよく遊びにいっていました。素晴らしい自然と美味しい魚が忘れられま
せん。いつか再訪したいです。

147

宮崎県

そちらには仕事で４度ほど伺ったことがあります。いいものがたくさんありますね。どんどん全国に発
信してください。

148

沖縄県

富山の山が大好きです。ぜひ環境保全に役立ててください。

149

沖縄県

うどんは氷見うどんしか食べていないくらい、氷見うどんが好きです。

150

沖縄県

氷見のハンドボールが発展する事を期待しております。
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