
このお米は、高品質のあきたこまちを生産しようという目的で生まれた【あきたこまちグルメ栽培の会】の手によるもので、“秋田県仙
北郡美郷町産地限定”の食味ランキング特A（最高位）にランクされており、『特別表示米』として検査・保管・販売は他のものとは
区別され、栽培時は標準米より農薬使用量を約4割カットしています。

秋田の風

あきたこまち

『特別表示米』とは
土づくりから、育苗、田植
え、除草、防除、収穫、乾燥、
選別まで、国が詳細に指定
した栽培条件に従って丁寧
に育てられたお米です。有
機質肥料と低農薬で育てて
いるため、アトピーをお持
ちのお子さまにも安心。多
くの病院、施設で採用され
ています。

あきたこまち グルメ栽培米（平成30年度産）

御届先
関東地区（静岡県以東）

関西地区（愛知県以西）

コード 栽培米 コード

コード

無洗米

コード 栽培米 無洗米

5kg 1001 （税抜3,500円）3,780円 1016 （税抜3,650円）3,942円

1031 （税抜3,700円）3,996円 1041 （税抜3,850円）4,158円

10kg 1002 （税抜5,950円）6,426円 1017 （税抜6,250円）6,750円

1032 （税抜6,150円）6,642円 1042 （税抜6,450円）6,966円

20kg 1004 （税抜11,350円）12,258円 1019 （税抜11,950円）12,906円
25kg

御届先

5kg

10kg

25kg

1005 （税抜13,900円）15,012円 1020 （税抜14,650円）15,822円

1035 （税抜14,100円）15,228円
1034 （税抜11,550円）12,474円 1044 （税抜12,150円）13,122円20kg

1045 （税抜14,850円）16,038円

1回のお食事に1粒まろやかな口当たりのちょうどよい大きさが
好評の梅干しです。

プチはくりゅう 年間

0025 500g （税抜2,500円）
販売
価格2,700円

0026 800g （税抜3,500円）
販売
価格3,780円

0027  1kg（写真の品） （税抜4,000円）販売価格4,320円
年間和み梅 

0050 500g （税抜3,000円）販売価格3,240円
はちみつ味で塩分約5%と食べやすい梅干しです。梅干しがに
がてな方も、ついついつまんでしまう美味しさです。

自家農園の梅の実を1粒1粒吟味し特にうす塩仕込みで手造りし
たまろやかな口当たりの食べやすい梅干しです。

白龍梅 年間
0001 500g （税抜2,700円）

販売
価格2,916円

（税抜4,200円）
販売
価格4,536円0002  1kg（写真の品）

0008 800g （税抜3,700円）販売価格3,996円

4100 500ｍｌ×2本

萬年雪　荒走り 

別名「香り酒」ともいい、その鮮烈な香りと豊かな味は比するものがあり
ません。一切手を加えてありませんので、多少のにごりがあります。発売
は12月20日より在庫切れになるまでの季節商品です。

（税抜3,700円）販売価格3,996円
12月20日～8月31日

4300 500ｍｌ×2本

萬年雪
秋上がり吟醸　頂辺

酒造期最後に造られる吟醸を13度で低温貯蔵するため、ちょうど10
月・11月に透明感の高いすっきりとした酒に仕上がっています。

（税抜3,700円）販売価格3,996円
9月1日～12月20日

年間

米、米麹のみを原料として醸された純米酒です。古来の日本酒の製法
を忠実に再現した名品として、その清烈な香気とまろやかな味をお楽
しみください。

4200 500ｍｌ×2本

萬年雪　純米酒
（税抜2,500円）販売価格2,700円

※未成年者の飲酒は法律で禁じられています。20才未満の方の購入はお断りします。

0090 500ｍｌ

にごり梅酒　はる姫 年間

春のひざしの様なやさしい彩り、完熟梅の裏ごし
果肉を加えたまろやかな口当たりが女性に人気
の梅酒です。

（税抜2,450円）販売価格2,646円

年間

0093 720ｍｌ

三年熟成　暁 

自家農園で育てた紀州南高梅をたっぷり使用し
て出来上がった梅酒を3年間じっくりと寝かせま
した。

（税抜3,700円）販売価格3,996円

年間

完熟手前のちょうどいい時期に収穫し、伝統の製法で丁寧に漬け込み
熟成させた本格梅酒です。
さっぱりとしたコクとキレは食前酒に最適と好評を頂いております。

0094 500ｍｌ

本格梅酒　RYU

（税抜2,100円）販売
価格2,268円

年間

日本酒の持つキレと旨さを生かし、梅酒本来の
深い味わいを甘さ控えめに仕上げました。日本
の伝統の融合をお楽しみください。

0092 500ｍｌ

日本酒仕込み　紀州南高梅梅酒
和ＺＩＰＡＮＧ 

（税抜2,250円）販売価格2,430円
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年間
鹿児島渡辺純粋黒豚肉
（焼肉セット）

（税抜4,000円）販売価格4,320円
1713 ロース焼肉用200ｇ×1袋、肩ロース焼肉用200ｇ×1袋　　　

ロース焼肉用200ｇ×2袋、肩ロース焼肉用200ｇ×2袋　　　

（税抜5,600円）販売価格6,048円
1714

年間
鹿児島渡辺純粋黒豚肉
(しゃぶしゃぶセット）

（税抜4,000円）販売価格4,320円
1701 ロースしゃぶしゃぶ用200ｇ×1袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ ×1袋

（税抜5,100円）販売価格5,508円
1702 ロースしゃぶしゃぶ用200ｇ×2袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ ×2袋

年間
鹿児島渡辺純粋黒豚肉
（ステーキセット）

（税抜4,000円）販売価格4,320円
1710 ロースステーキ200ｇ×1袋、肩ロース塩麹漬200ｇ×1袋　　　　

（税抜5,600円）販売価格6,048円
1711 ロースステーキ200ｇ×2袋、肩ロース塩麹漬200ｇ×2袋　　　

（税抜7,000円）販売価格7,560円
（税抜8,900円）販売価格9,612円

（税抜12,800円）販売価格13,824円

三田マルセ牛
特選焼肉

1616  500g

1617  700g

1618  1kg

三田マルセ牛 特選すき焼肉

（税抜7,000円）販売価格7,560円

（税抜8,900円）販売価格 9,612円
（税抜12,800円）販売価格13,824円

 500g1606

 700g1607

 1kg1608

三田マルセ牛
サーロインもしくはリブロースステーキ
1603  200g×3枚

（税抜10,900円）
販売
価格11,772円 13,824円

22,248円
1604  200g×5枚

（税抜16,700円）
販売
価格18,036円

三田マルセ牛
特選サーロインステーキ
1601  200g×3枚

販売
価格（税抜12,800円）

1602  200g×5枚
（税抜20,600円）

販売
価格

（税抜7,500円）販売価格8,100円
（税抜9,600円）販売価格10,368円
（税抜13,800円）販売価格14,904円

三田マルセ牛
特選しゃぶしゃぶ肉 
1624  500g

1625  700g

1626  1kg
 

～12月14日

～12月14日

～12月14日

～12月14日～12月14日

冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵 冷蔵

9月・10月 要冷蔵 冷蔵

冷凍 冷凍
冷凍

■お申し込み・お問い合わせは

タウンサービスホームページ http://www.exing.co.jp/town/
タウンサービス

- -

年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

産地直送ギフト
宅配料･消費税込み GIFT CATALOG

2018- 2019 年間商品

日本全国から選りすぐった美味の競演
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年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

1592  熟成ロースハム約300g、熟成ベーコン約200g、
焼豚約200g×各1

（税抜4,600円）販売価格
販売4,968円

年間

冴えわたる匠の技で造り上げる味の芸術品・宝塚ハムの特長は厳選素
材と長期本格熟成です。

年間

厳選した材料と生産方法にこだわって作られたコロッケです。牛
肉は但馬牛を使用。馬鈴薯は素材を生かす為、できるだけ形を残
し、玉葱は鉄鍋でじっくり炒め素材の甘みを出します。

年間芦屋コロッケ
3901  ミートコロッケ60g×12個

（税抜2,600円）販売価格2,808円
厳選した材料と生産方法にこだわって作られたコロッケです。玉葱
は主に淡路産を使用し、馬鈴薯は時期によって産地を選び、素材を
生かす為できるだけ形を残し、こだわって作られたコロッケをご賞
味ください。

3915

れすとらん百年民家「黒釜」の
きのこと近江牛のカレー

（税抜4,000円）販売価格4,320円
220ｇ×6箱

（税抜5,000円）価格
販売5,400円

3905 一口餃子（7g×30個入）折×3折 タレ付
（税抜5,000円）

販売
価格5,400円

神戸南京町で行列の出来る飲茶のお店自慢の一口餃子。豚肉と
キャベツに、にら・にんにく・生姜を加え薄皮で包んだ一口サイズの
餃子です。冷凍にて神戸中華街よりお届けいたします。

（写真の品）

神戸南京町（大同行 謹製） 
一口餃子セット
3904 一口餃子（7g×30個入）折×2折 タレ付

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

年間

100年民家を改築してレストランにした「れすとらん100年民家
黒釜」のオリジナルカレーです。このカレーは素材の良さが光り、き
のこと近江牛のバランスが素晴らしいマイルドなカレーです。きの
この食感と近江牛の旨みを味わってください。

年間但馬牛のコロッケセット
3914 80ｇ×24個

小麦小麦乳

小麦乳

小麦

小麦

3910  黒豚餃子（20g×18個）折×2折 味噌タレ付、
九条葱餃子（20g×18個）折×1折 醤油タレ付

（税抜4,000円）販売価格4,320円
鹿児島黒豚を100%使用した黒豚餃子はジューシーな肉汁がお口に
広がり、味噌タレとの相性が抜群。「九条ねぎ餃子」は口当たりが柔ら
かでトロッとしたぬめりのある京都九条葱を使用。葉ネギならではの
甘みを醤油タレでどうぞ。

（写真の品）

3909  黒豚餃子（20g×18個）折×1折 味噌タレ付、
九条葱餃子（20g×18個）折×1折 醤油タレ付

（税抜3,000円）販売価格3,240円

小麦

小麦

黒豚餃子と九条葱餃子 年間

宝塚小池ハム
ロースハム&ベーコン&焼豚

小麦乳
11月22日～12月20日

日本ハム本格派ギフト NHR-31

（税抜3,500円）販売価格3,780円

2735 特撰ホワイト肩ロース200g、たれ漬け焼豚180ｇ、
特撰あらびきウインナー80ｇ

小麦乳卵
11月22日～12月20日

日本ハム本格派ギフト NHR-41

（税抜4,500円）販売価格4,860円

2736 特撰ロースハム180ｇ、直火焼き焼豚180g、
特撰ホワイト肩ロース200g

小麦乳
11月22日～12月20日

日本ハム本格派ギフト NHR-52

（税抜5,500円）販売価格5,940円

2737 特撰ロースハム180g、たれ漬け焼豚180g、
特撰ホワイト肩ロース200ｇ、ベーコン180g、
特撰あらびきウインナー80g

11月22日～12月20日

日本ハム美ノ国ギフト UKI-38

（税抜3,800円）販売価格4,104円

2738 熟成ベーコン51ｇ、熟成あらびきウインナー７０ｇ、
白い熟成あらびきウインナー70ｇ、熟成ビアシンケン72g、
肩ロース生ハム40g、熟成ロースハム60g

11月22日～12月20日

日本ハム美ノ国ギフト UKI-48

（税抜4,800円）販売価格5,184円

2739 熟成ベーコン51ｇ、熟成あらびきウインナー７０ｇ、
白い熟成あらびきウインナー70ｇ、肩ロース生ハム40g、
熟成ももハム60g、熟成厚切りロースハム62g×２

11月22日～12月20日

日本ハム美ノ国ギフト UKI-58

（税抜5,800円）販売価格6,264円

2740 熟成ベーコン51ｇ、熟成ももハム60g、熟成あらびきウインナー７０ｇ、
白い熟成あらびきウインナー70ｇ、肩ロース生ハム40g、
熟成ビアシンケン72g、熟成ロースハム60g、
熟成厚切りロースハム62g×２

日本ハム九州産黒豚 NO-40

（税抜4,500円）販売価格4,860円

2728 ホワイトボンレスハム120g、スモークウインナー100g×2、
パストラミローフ100g、あらびきローフ100g

年間乳 日本ハム九州産黒豚 NO-50

（税抜5,500円）販売価格5,940円

2741 パストラミローフ100ｇ、焼豚120ｇ、
スモークウインナー100ｇ×2、あらびきローフ100ｇ、
ホワイトボンレスハム120g　

年間乳 迎春おもちセット（Ａ）

（税抜3,000円）販売価格3,240円

1925
年間

ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがね切りも
ち300ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、きな粉
200ｇ×1

年間

1923 こがね切りもち300ｇ×7

こがね切餅セット（E） 

（税抜3,300円）販売価格3,564円

年間
迎春おもちセット（Ｂ） 年間

1921

こがね餅セット（C）

（税抜2,200円）販売価格2,376円（税抜4,300円）
販売
価格4,644円

1926 ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがね切りもち
300ｇ×3、こがね丸もち260ｇ×3、スライスしゃぶもち
180ｇ×1、生かき餅330ｇ×1、丹波黒大豆きな粉70ｇ×1

えび

こがね丸もち260ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
きな粉200ｇ×1

年間

1922 こがね丸もち260ｇ×6、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
丹波黒大豆きな粉70ｇ×1

こがね餅セット（D） 

（税抜3,200円）販売価格3,456円

年間

1924 こがね丸もち260ｇ×7

こがね丸餅セット（F） 

（税抜3,000円）販売価格3,240円

えび 年間

1927

ひよくもち（Ｇ）切餅セット

（税抜2,900円）販売価格3,132円

ひよく切餅650ｇ×2、丹波黒大豆きな粉70ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

えび 年間

1928

ひよくもち（Ｇ）丸餅セット

（税抜2,900円）販売価格3,132円

ひよく丸餅600ｇ×2、丹波黒大豆きな粉70ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

多彩なおいしさの点心セット。電子レンジの簡単調理でプロの味わいを
楽しんでいただけます。
※お届けまで10日ほどかかります。

陳建一氏の代表メニューである「陳麻婆豆腐」や「海老のチリソース」
に加え、点心、デザートを含む8種9品のセットです。
※お届けまで10日ほどかかります。

陳 建一
四川名菜点心セット
2733 肉まん(4個)140g、餃子(10個)170g、

海鮮翡翠焼売(4個)120g、小籠包(6個)180g、
もち米焼売(4個)140g

（税抜3,500円）販売価格3,780円

年間小麦乳卵 えび
年間

陳 建一
四川名菜四川料理セット
2734 陳麻婆豆腐の素110ｇ(山椒付)、肉まん(4個)140g、

ふかひれスープ150g×2、海老のチリソース150g、
えびの水晶包み(4個)100g、海鮮翡翠焼売(4個)120g、
小籠包(6個)180g、ココナッツ蒸し団子(4個)140g

（税抜5,500円）販売価格5,940円

小麦乳卵 えび

冷蔵 冷蔵 冷蔵
冷蔵

冷蔵 冷蔵 冷蔵

冷蔵 冷蔵

冷凍

冷凍

冷凍
冷凍

冷凍

冷凍
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年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

1592  熟成ロースハム約300g、熟成ベーコン約200g、
焼豚約200g×各1

（税抜4,600円）販売価格
販売4,968円

年間

冴えわたる匠の技で造り上げる味の芸術品・宝塚ハムの特長は厳選素
材と長期本格熟成です。

年間

厳選した材料と生産方法にこだわって作られたコロッケです。牛
肉は但馬牛を使用。馬鈴薯は素材を生かす為、できるだけ形を残
し、玉葱は鉄鍋でじっくり炒め素材の甘みを出します。

年間芦屋コロッケ
3901  ミートコロッケ60g×12個

（税抜2,600円）販売価格2,808円
厳選した材料と生産方法にこだわって作られたコロッケです。玉葱
は主に淡路産を使用し、馬鈴薯は時期によって産地を選び、素材を
生かす為できるだけ形を残し、こだわって作られたコロッケをご賞
味ください。

3915

れすとらん百年民家「黒釜」の
きのこと近江牛のカレー

（税抜4,000円）販売価格4,320円
220ｇ×6箱

（税抜5,000円）価格
販売5,400円

3905 一口餃子（7g×30個入）折×3折 タレ付
（税抜5,000円）

販売
価格5,400円

神戸南京町で行列の出来る飲茶のお店自慢の一口餃子。豚肉と
キャベツに、にら・にんにく・生姜を加え薄皮で包んだ一口サイズの
餃子です。冷凍にて神戸中華街よりお届けいたします。

（写真の品）

神戸南京町（大同行 謹製） 
一口餃子セット
3904 一口餃子（7g×30個入）折×2折 タレ付

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

年間

100年民家を改築してレストランにした「れすとらん100年民家
黒釜」のオリジナルカレーです。このカレーは素材の良さが光り、き
のこと近江牛のバランスが素晴らしいマイルドなカレーです。きの
この食感と近江牛の旨みを味わってください。

年間但馬牛のコロッケセット
3914 80ｇ×24個

小麦小麦乳

小麦乳

小麦

小麦

3910  黒豚餃子（20g×18個）折×2折 味噌タレ付、
九条葱餃子（20g×18個）折×1折 醤油タレ付

（税抜4,000円）販売価格4,320円
鹿児島黒豚を100%使用した黒豚餃子はジューシーな肉汁がお口に
広がり、味噌タレとの相性が抜群。「九条ねぎ餃子」は口当たりが柔ら
かでトロッとしたぬめりのある京都九条葱を使用。葉ネギならではの
甘みを醤油タレでどうぞ。

（写真の品）

3909  黒豚餃子（20g×18個）折×1折 味噌タレ付、
九条葱餃子（20g×18個）折×1折 醤油タレ付

（税抜3,000円）販売価格3,240円

小麦

小麦

黒豚餃子と九条葱餃子 年間

宝塚小池ハム
ロースハム&ベーコン&焼豚

小麦乳
11月22日～12月20日

日本ハム本格派ギフト NHR-31

（税抜3,500円）販売価格3,780円

2735 特撰ホワイト肩ロース200g、たれ漬け焼豚180ｇ、
特撰あらびきウインナー80ｇ

小麦乳卵
11月22日～12月20日

日本ハム本格派ギフト NHR-41

（税抜4,500円）販売価格4,860円

2736 特撰ロースハム180ｇ、直火焼き焼豚180g、
特撰ホワイト肩ロース200g

小麦乳
11月22日～12月20日

日本ハム本格派ギフト NHR-52

（税抜5,500円）販売価格5,940円

2737 特撰ロースハム180g、たれ漬け焼豚180g、
特撰ホワイト肩ロース200ｇ、ベーコン180g、
特撰あらびきウインナー80g

11月22日～12月20日

日本ハム美ノ国ギフト UKI-38

（税抜3,800円）販売価格4,104円

2738 熟成ベーコン51ｇ、熟成あらびきウインナー７０ｇ、
白い熟成あらびきウインナー70ｇ、熟成ビアシンケン72g、
肩ロース生ハム40g、熟成ロースハム60g

11月22日～12月20日

日本ハム美ノ国ギフト UKI-48

（税抜4,800円）販売価格5,184円

2739 熟成ベーコン51ｇ、熟成あらびきウインナー７０ｇ、
白い熟成あらびきウインナー70ｇ、肩ロース生ハム40g、
熟成ももハム60g、熟成厚切りロースハム62g×２

11月22日～12月20日

日本ハム美ノ国ギフト UKI-58

（税抜5,800円）販売価格6,264円

2740 熟成ベーコン51ｇ、熟成ももハム60g、熟成あらびきウインナー７０ｇ、
白い熟成あらびきウインナー70ｇ、肩ロース生ハム40g、
熟成ビアシンケン72g、熟成ロースハム60g、
熟成厚切りロースハム62g×２

日本ハム九州産黒豚 NO-40

（税抜4,500円）販売価格4,860円

2728 ホワイトボンレスハム120g、スモークウインナー100g×2、
パストラミローフ100g、あらびきローフ100g

年間乳 日本ハム九州産黒豚 NO-50

（税抜5,500円）販売価格5,940円

2741 パストラミローフ100ｇ、焼豚120ｇ、
スモークウインナー100ｇ×2、あらびきローフ100ｇ、
ホワイトボンレスハム120g　

年間乳 迎春おもちセット（Ａ）

（税抜3,000円）販売価格3,240円

1925
年間

ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがね切りも
ち300ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、きな粉
200ｇ×1

年間

1923 こがね切りもち300ｇ×7

こがね切餅セット（E） 

（税抜3,300円）販売価格3,564円

年間
迎春おもちセット（Ｂ） 年間

1921

こがね餅セット（C）

（税抜2,200円）販売価格2,376円（税抜4,300円）
販売
価格4,644円

1926 ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがね切りもち
300ｇ×3、こがね丸もち260ｇ×3、スライスしゃぶもち
180ｇ×1、生かき餅330ｇ×1、丹波黒大豆きな粉70ｇ×1

えび

こがね丸もち260ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
きな粉200ｇ×1

年間

1922 こがね丸もち260ｇ×6、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
丹波黒大豆きな粉70ｇ×1

こがね餅セット（D） 

（税抜3,200円）販売価格3,456円

年間

1924 こがね丸もち260ｇ×7

こがね丸餅セット（F） 

（税抜3,000円）販売価格3,240円

えび 年間

1927

ひよくもち（Ｇ）切餅セット

（税抜2,900円）販売価格3,132円

ひよく切餅650ｇ×2、丹波黒大豆きな粉70ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

えび 年間

1928

ひよくもち（Ｇ）丸餅セット

（税抜2,900円）販売価格3,132円

ひよく丸餅600ｇ×2、丹波黒大豆きな粉70ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

多彩なおいしさの点心セット。電子レンジの簡単調理でプロの味わいを
楽しんでいただけます。
※お届けまで10日ほどかかります。

陳建一氏の代表メニューである「陳麻婆豆腐」や「海老のチリソース」
に加え、点心、デザートを含む8種9品のセットです。
※お届けまで10日ほどかかります。

陳 建一
四川名菜点心セット
2733 肉まん(4個)140g、餃子(10個)170g、

海鮮翡翠焼売(4個)120g、小籠包(6個)180g、
もち米焼売(4個)140g

（税抜3,500円）販売価格3,780円

年間小麦乳卵 えび
年間

陳 建一
四川名菜四川料理セット
2734 陳麻婆豆腐の素110ｇ(山椒付)、肉まん(4個)140g、

ふかひれスープ150g×2、海老のチリソース150g、
えびの水晶包み(4個)100g、海鮮翡翠焼売(4個)120g、
小籠包(6個)180g、ココナッツ蒸し団子(4個)140g

（税抜5,500円）販売価格5,940円

小麦乳卵 えび

冷蔵 冷蔵 冷蔵
冷蔵

冷蔵 冷蔵 冷蔵

冷蔵 冷蔵

冷凍

冷凍

冷凍
冷凍

冷凍

冷凍

2p 3p



年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

円

和歌山中華そば 8食 （スープ付）
0503 中華そば110g×8袋、スープ×8袋

（税抜3,050円）販売価格3,294
本場和歌山からお届けする和歌山中華そば。豚骨醤油スープに細打
ちのストレート麺が絡み絶妙です。

年間

年間

小麦喜多方ラーメン6食 こだわりギフト
1596 生麺120ｇ×6袋、醤油スープ35ｇ×6袋、

チャーシュー25ｇ×6袋、フリーズドライネギ1ｇ×6袋、
メンマ50ｇ×2袋 （税抜4,300円）販売価格4,644円

2種類の小麦粉を独自の配合で練り込み熟成させた麺はモチモチとし
た食感とつるっとしたのどごしが特徴。コクがあり、あっさりとした醤油
スープと相性抜群です。

トマトとバジル風味の麺ドレッシングは2倍に希釈してめんつゆとして、
またはオリーブオイルと混ぜてパスタソースに。手延べパスタの美味
しさを引き立てます。

トマト＆バジル風味の
手延べパスタセット
2439 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×6、

麺ドレッシング(トマト＆バジル)200ｇ×1本
（税抜3,200円）販売価格3,456円

2440 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×8、
麺ドレッシング(トマト＆バジル)200ｇ×2本

（税抜5,200円）販売価格5,616円

（写真の品）

円（税抜5,200円）販売価格5,616
強力小麦の手延べパスタとイカスミ入り無添加のバターソースの
セットです。

2437 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×8、
バターソース180ｇ×2本
（写真の品）

円（税抜3,200円）販売価格3,456
2436 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×6、

バターソース180ｇ×1本

手延べパスタ・
バターソースセット 年間乳小麦

乳小麦

乳小麦

年間
小麦

小麦 小麦

気仙沼産ふかひれスープセット
1597 濃縮タイプふかひれスープ250ｇ（3～4人前）×1個、

濃縮ふかひれスープ（貝柱入り）250ｇ（3～4人前）×1個、
気仙沼産ふかひれ丼用姿煮（胸びれ約60ｇ）×1枚

（税抜6,000円）販売価格6,480円
世界的に有名な三陸気仙沼産の良質なフカヒレを丁寧に加工後、天日
で完全乾燥しながら自然滅菌し味付けされたのがこの姿煮です。上品
な歯ごたえと豊富なコラーゲンは古来より長寿の食品として珍重され
ています。

年間

年間
佐藤養助
稲庭干饂飩詰合せ
1303 うどん和紙袋入り80g×6袋、

つゆしょうゆ味アルミパック入り80g×3袋×2箱
（税抜4,300円）販売価格4,644円

全工程が手作りである①練る②綯う③のばし④乾燥 ①の手練りの時
に機械練りでは出来ない小さい空気穴（気泡）が沢山できるので、茹で
上がりが早く、コシが強いなめらかな舌ざわりの逸品ができます。

（税抜3,200円）販売価格3,456円
有機手延べ麺100ｇ×6、
有機ゆずみそドレッシング130ｍｌ×1本

オーガニック手延べ麺・
ドレッシングセット 年間

小麦年間
国産小麦100％
讃岐手延べ半生うどん
2401 国内産小麦100％ 讃岐手延べ半生うどん180ｇ×5袋、

かけ用うどんつゆ30ｇ×10袋
（税抜3,200円）販売価格3,456円

国内産100％の小麦粉と伯方の塩を原料に伝統の手延べ製法で作り
ました。日本の小麦ならではの、自然の甘みと香り、程よく粘りのある
コシが美味です。

小麦

こだわりの有機ドレッシングで有機手延べ麺を、爽やかでヘルシーな
サラダ風に。麺は北米産の有機小麦を使い、伝統の手延べ製法で寝
かしと延ばしを繰り返し、一本一本丁寧に仕上げました。コシがあっ
て小麦の旨味のわかる麺です。

2435

小麦乳

小麦乳

卵

特揚げ棒天8本、いわし棒天8本、のり天2本、しそ天2本、
五目揚げ2枚、ごぼう天3枚、にんじん天3枚、れんこん天3枚、
枝豆天3枚、梅おはら黄

2307

新鮮なソエを主な原料として、薩摩の地酒を入れ、独特の製法を以って、こ
れを菜種油で揚げておりますので香ばしくいつでもおいしい商品です。

有村屋 さつまあげセット 
特揚げ棒天7本、いわし棒天7本、ごぼう天2枚、
にんじん天2枚、れんこん天2枚、枝豆天2枚（写真の品）

2306

（税抜4,900円） 5,292円販売
価格

（税抜3,500円）販売価格3,780円

年間

マルタ高橋ならではの、新鮮さと食べ応えのある身の厚さが自慢の逸
品です。

年間マルタ高橋 塩紅鮭
5503

（税抜4,500円）販売価格4,860円
5504

販売（税抜5,000円）価格5,400円

天然鮭食べ比べセット 
2137

（税抜5,000円）販売価格5,400円

年間

身の柔らかな時鮭と真っ赤な身が鮮やかな紅鮭、秋鮭の西京味噌漬け
を揃えました。それぞれ、2切ずつのパックにしました。

甘塩時しらず鮭2切×2、中塩紅鮭2切×2、 
秋鮭西京味噌漬2切×2

塩紅鮭1切120g×10切入

塩紅鮭1切120g×12切入

マルタ高橋 鮮魚味噌漬
5501 本さわら4切、めぬけ3切、青ひらす3切、

各約120ｇ×10入
販売

（税抜4,500円）価格

販売
価格

4,860円
5502 本さわら4切、めぬけ4切、青ひらす4切、

各約120ｇ×12入
（税抜5,000円） 5,400円

年間

白味噌を作り続けて百年余りの老舗、一久味噌が鮮度の良い魚に合う
ように、何度も試行錯誤を重ね作り上げた逸品です。味噌はほのかな
麹香をもつ白味噌で漬け込みました。

あったかいご飯やお茶漬けに北海道産の真昆布を丹念に煮込んだ風味豊かな松茸昆布、昆布の風味がぎっしり詰まった汐ふぶき昆布です。

（税抜3,800円）販売価格4,104円
1215 汐ふぶき昆布（角切）60ｇ、ちりめん山椒55ｇ、

椎茸昆布50ｇ、松茸昆布60ｇ、ごま昆布60ｇ、
とろろ昆布25ｇ（税抜2,800円）販売価格3,024円

1214 山椒昆布55ｇ、塩昆布（細切）50ｇ、かつおしぐれ40ｇ、
汐ふぶき昆布（細切）35ｇ、たらこ木耳55ｇ、
とろろ昆布15ｇ

新大阪小倉屋 塩昆布詰合せ 新大阪小倉屋 塩昆布詰合せ 年間年間 かにえび

数の子 松前漬
2607 数の子松前漬 350ｇ×2 （税抜4,000円）販売価格4,320円
昆布とイカで仕上げた北海道の郷土料理「松前漬」に数の子を
加えた「数の子 松前漬」です。

11月20日頃から12月20日

11月20日～12月20日

小麦 塩数の子
2606 塩数の子360ｇ （税抜5,000円）販売価格5,400円
パリパリッと心地よい音と歯切れの良さが自慢の数の子です。風味、
色、つや、形のすべてが上質なものをそろえました。

11月20日頃から12月20日

年間

年間新巻鮭
2103 （税抜5,000円）販売価格

北海道の東側近海で獲れる新鮮な秋鮭を使用。山漬けにしたものを
2枚おろしの切り身にし、姿造りにしました。

1,800ｇ

祇園又吉
迎春セット 彩
7598

（税抜5,000円）販売価格5,400円
数の子・黒豆・昆布巻と海の味覚を楽しめる海鮮漬け４種類をセットに
しました。

味付数の子150ｇ×1、丹波黒豆煮130ｇ×1、にしん昆布巻×1、
松前漬け・数の子うに・たこわさび・うにくらげ各40ｇ×各1

小麦 11月20日～12月20日福を呼ぶ迎春セット
7599

（税抜4,000円）販売価格4,320円
歯ごたえしっかりの味付け数の子と丹波の黒豆、栗の甘露煮の迎春
ムードたっぷりの詰め合わせです。

味付け数の子150ｇ×1、栗ふくませ100ｇ×1、
丹波黒豆煮130ｇ×1

天然鮭の味覚尽くし
2132

（税抜5,000円）販売価格5,400円
真っ赤な身色で程よく締まった身質の紅鮭は塩漬け切身とレアスモ
ークサーモンに、新鮮ないくらは甘口仕立ての醤油で漬けました。

中塩紅鮭 4切、いくら醤油漬 50ｇ×2個、
紅鮭スモーク40ｇ×2個　

小麦
年間

讃岐年明けうどん
越年迎春セット
2418 国産小麦讃岐手延べうどん(白)50ｇ×6、(紅)50ｇ×5

蔵王杵つき餅200ｇ、手延べそば160ｇ×3
（税抜3,200円）販売価格3,456円

年越しそばと年明けうどん、美味しいお餅のセットです。

年間越年迎春麺セット
2426 讃岐手延べ半生うどん180ｇ×2、手延べそば160ｇ×2、

杵つき餅200ｇ、そばつゆ20ｍｌ×4袋
（税抜3,200円）販売価格3,456円

年の瀬から年始にかけて喜ばれる必需品を詰め合わせた人気の
ギフトです。

そば小麦
そば小麦 年間さぬき手延べ細うどん｢黒食三撰｣

2442 さぬき手延べうどん｢黒食三撰｣160ｇ×5本、
かつおこんぶだしつゆ250ｍｌ×1本

（税抜3,200円）販売価格3,456円
黒い色の穀物は体に良いといわれています。黒大豆・黒米・黒胡麻を
手延べうどんに配合しました。黒の三品、小麦粉とも全て国内産で

小麦

年間有機年越迎春麺
2419 有機讃岐手延べうどん450ｇ、有機信州そば300ｇ、

有機めんつゆ250ｍｌ×1本

2420 有機讃岐手延べうどん600ｇ、有機信州そば600ｇ、
有機めんつゆ250ｍｌ×2本
（写真の品）

（税抜3,200円）販売価格3,456円

（税抜5,200円）販売価格5,616円
うどんは有機栽培小麦を100％使い、伝統の手延べ製法で仕上
げました。そばは有機そば粉4割　有機小麦粉6割で作りまし
た。「食の安全性」と「美味しさ」にとことんこだわった逸品です。

そば小麦

えび小麦

冷凍

冷凍

冷凍
冷凍

冷凍
冷凍

冷凍

冷凍

冷蔵

冷蔵

冷蔵

5,400円

4p 5p



年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

円

和歌山中華そば 8食 （スープ付）
0503 中華そば110g×8袋、スープ×8袋

（税抜3,050円）販売価格3,294
本場和歌山からお届けする和歌山中華そば。豚骨醤油スープに細打
ちのストレート麺が絡み絶妙です。

年間

年間

小麦喜多方ラーメン6食 こだわりギフト
1596 生麺120ｇ×6袋、醤油スープ35ｇ×6袋、

チャーシュー25ｇ×6袋、フリーズドライネギ1ｇ×6袋、
メンマ50ｇ×2袋 （税抜4,300円）販売価格4,644円

2種類の小麦粉を独自の配合で練り込み熟成させた麺はモチモチとし
た食感とつるっとしたのどごしが特徴。コクがあり、あっさりとした醤油
スープと相性抜群です。

トマトとバジル風味の麺ドレッシングは2倍に希釈してめんつゆとして、
またはオリーブオイルと混ぜてパスタソースに。手延べパスタの美味
しさを引き立てます。

トマト＆バジル風味の
手延べパスタセット
2439 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×6、

麺ドレッシング(トマト＆バジル)200ｇ×1本
（税抜3,200円）販売価格3,456円

2440 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×8、
麺ドレッシング(トマト＆バジル)200ｇ×2本

（税抜5,200円）販売価格5,616円

（写真の品）

円（税抜5,200円）販売価格5,616
強力小麦の手延べパスタとイカスミ入り無添加のバターソースの
セットです。

2437 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×8、
バターソース180ｇ×2本
（写真の品）

円（税抜3,200円）販売価格3,456
2436 手延べパスタ(北海道産小麦使用)100ｇ×6、

バターソース180ｇ×1本

手延べパスタ・
バターソースセット 年間乳小麦

乳小麦

乳小麦

年間
小麦

小麦 小麦

気仙沼産ふかひれスープセット
1597 濃縮タイプふかひれスープ250ｇ（3～4人前）×1個、

濃縮ふかひれスープ（貝柱入り）250ｇ（3～4人前）×1個、
気仙沼産ふかひれ丼用姿煮（胸びれ約60ｇ）×1枚

（税抜6,000円）販売価格6,480円
世界的に有名な三陸気仙沼産の良質なフカヒレを丁寧に加工後、天日
で完全乾燥しながら自然滅菌し味付けされたのがこの姿煮です。上品
な歯ごたえと豊富なコラーゲンは古来より長寿の食品として珍重され
ています。

年間

年間
佐藤養助
稲庭干饂飩詰合せ
1303 うどん和紙袋入り80g×6袋、

つゆしょうゆ味アルミパック入り80g×3袋×2箱
（税抜4,300円）販売価格4,644円

全工程が手作りである①練る②綯う③のばし④乾燥 ①の手練りの時
に機械練りでは出来ない小さい空気穴（気泡）が沢山できるので、茹で
上がりが早く、コシが強いなめらかな舌ざわりの逸品ができます。

（税抜3,200円）販売価格3,456円
有機手延べ麺100ｇ×6、
有機ゆずみそドレッシング130ｍｌ×1本

オーガニック手延べ麺・
ドレッシングセット 年間

小麦年間
国産小麦100％
讃岐手延べ半生うどん
2401 国内産小麦100％ 讃岐手延べ半生うどん180ｇ×5袋、

かけ用うどんつゆ30ｇ×10袋
（税抜3,200円）販売価格3,456円

国内産100％の小麦粉と伯方の塩を原料に伝統の手延べ製法で作り
ました。日本の小麦ならではの、自然の甘みと香り、程よく粘りのある
コシが美味です。

小麦

こだわりの有機ドレッシングで有機手延べ麺を、爽やかでヘルシーな
サラダ風に。麺は北米産の有機小麦を使い、伝統の手延べ製法で寝
かしと延ばしを繰り返し、一本一本丁寧に仕上げました。コシがあっ
て小麦の旨味のわかる麺です。

2435

小麦乳

小麦乳

卵

特揚げ棒天8本、いわし棒天8本、のり天2本、しそ天2本、
五目揚げ2枚、ごぼう天3枚、にんじん天3枚、れんこん天3枚、
枝豆天3枚、梅おはら黄

2307

新鮮なソエを主な原料として、薩摩の地酒を入れ、独特の製法を以って、こ
れを菜種油で揚げておりますので香ばしくいつでもおいしい商品です。

有村屋 さつまあげセット 
特揚げ棒天7本、いわし棒天7本、ごぼう天2枚、
にんじん天2枚、れんこん天2枚、枝豆天2枚（写真の品）

2306

（税抜4,900円） 5,292円販売
価格

（税抜3,500円）販売価格3,780円

年間

マルタ高橋ならではの、新鮮さと食べ応えのある身の厚さが自慢の逸
品です。

年間マルタ高橋 塩紅鮭
5503

（税抜4,500円）販売価格4,860円
5504

販売（税抜5,000円）価格5,400円

天然鮭食べ比べセット 
2137

（税抜5,000円）販売価格5,400円

年間

身の柔らかな時鮭と真っ赤な身が鮮やかな紅鮭、秋鮭の西京味噌漬け
を揃えました。それぞれ、2切ずつのパックにしました。

甘塩時しらず鮭2切×2、中塩紅鮭2切×2、 
秋鮭西京味噌漬2切×2

塩紅鮭1切120g×10切入

塩紅鮭1切120g×12切入

マルタ高橋 鮮魚味噌漬
5501 本さわら4切、めぬけ3切、青ひらす3切、

各約120ｇ×10入
販売

（税抜4,500円）価格

販売
価格

4,860円
5502 本さわら4切、めぬけ4切、青ひらす4切、

各約120ｇ×12入
（税抜5,000円） 5,400円

年間

白味噌を作り続けて百年余りの老舗、一久味噌が鮮度の良い魚に合う
ように、何度も試行錯誤を重ね作り上げた逸品です。味噌はほのかな
麹香をもつ白味噌で漬け込みました。

あったかいご飯やお茶漬けに北海道産の真昆布を丹念に煮込んだ風味豊かな松茸昆布、昆布の風味がぎっしり詰まった汐ふぶき昆布です。

（税抜3,800円）販売価格4,104円
1215 汐ふぶき昆布（角切）60ｇ、ちりめん山椒55ｇ、

椎茸昆布50ｇ、松茸昆布60ｇ、ごま昆布60ｇ、
とろろ昆布25ｇ（税抜2,800円）販売価格3,024円

1214 山椒昆布55ｇ、塩昆布（細切）50ｇ、かつおしぐれ40ｇ、
汐ふぶき昆布（細切）35ｇ、たらこ木耳55ｇ、
とろろ昆布15ｇ

新大阪小倉屋 塩昆布詰合せ 新大阪小倉屋 塩昆布詰合せ 年間年間 かにえび

数の子 松前漬
2607 数の子松前漬 350ｇ×2 （税抜4,000円）販売価格4,320円
昆布とイカで仕上げた北海道の郷土料理「松前漬」に数の子を
加えた「数の子 松前漬」です。

11月20日頃から12月20日

11月20日～12月20日

小麦 塩数の子
2606 塩数の子360ｇ （税抜5,000円）販売価格5,400円
パリパリッと心地よい音と歯切れの良さが自慢の数の子です。風味、
色、つや、形のすべてが上質なものをそろえました。

11月20日頃から12月20日

年間

年間新巻鮭
2103 （税抜5,000円）販売価格

北海道の東側近海で獲れる新鮮な秋鮭を使用。山漬けにしたものを
2枚おろしの切り身にし、姿造りにしました。

1,800ｇ

祇園又吉
迎春セット 彩
7598

（税抜5,000円）販売価格5,400円
数の子・黒豆・昆布巻と海の味覚を楽しめる海鮮漬け４種類をセットに
しました。

味付数の子150ｇ×1、丹波黒豆煮130ｇ×1、にしん昆布巻×1、
松前漬け・数の子うに・たこわさび・うにくらげ各40ｇ×各1

小麦 11月20日～12月20日福を呼ぶ迎春セット
7599

（税抜4,000円）販売価格4,320円
歯ごたえしっかりの味付け数の子と丹波の黒豆、栗の甘露煮の迎春
ムードたっぷりの詰め合わせです。

味付け数の子150ｇ×1、栗ふくませ100ｇ×1、
丹波黒豆煮130ｇ×1

天然鮭の味覚尽くし
2132

（税抜5,000円）販売価格5,400円
真っ赤な身色で程よく締まった身質の紅鮭は塩漬け切身とレアスモ
ークサーモンに、新鮮ないくらは甘口仕立ての醤油で漬けました。

中塩紅鮭 4切、いくら醤油漬 50ｇ×2個、
紅鮭スモーク40ｇ×2個　

小麦
年間

讃岐年明けうどん
越年迎春セット
2418 国産小麦讃岐手延べうどん(白)50ｇ×6、(紅)50ｇ×5

蔵王杵つき餅200ｇ、手延べそば160ｇ×3
（税抜3,200円）販売価格3,456円

年越しそばと年明けうどん、美味しいお餅のセットです。

年間越年迎春麺セット
2426 讃岐手延べ半生うどん180ｇ×2、手延べそば160ｇ×2、

杵つき餅200ｇ、そばつゆ20ｍｌ×4袋
（税抜3,200円）販売価格3,456円

年の瀬から年始にかけて喜ばれる必需品を詰め合わせた人気の
ギフトです。

そば小麦
そば小麦 年間さぬき手延べ細うどん｢黒食三撰｣

2442 さぬき手延べうどん｢黒食三撰｣160ｇ×5本、
かつおこんぶだしつゆ250ｍｌ×1本

（税抜3,200円）販売価格3,456円
黒い色の穀物は体に良いといわれています。黒大豆・黒米・黒胡麻を
手延べうどんに配合しました。黒の三品、小麦粉とも全て国内産で

小麦

年間有機年越迎春麺
2419 有機讃岐手延べうどん450ｇ、有機信州そば300ｇ、

有機めんつゆ250ｍｌ×1本

2420 有機讃岐手延べうどん600ｇ、有機信州そば600ｇ、
有機めんつゆ250ｍｌ×2本
（写真の品）

（税抜3,200円）販売価格3,456円

（税抜5,200円）販売価格5,616円
うどんは有機栽培小麦を100％使い、伝統の手延べ製法で仕上
げました。そばは有機そば粉4割　有機小麦粉6割で作りまし
た。「食の安全性」と「美味しさ」にとことんこだわった逸品です。

そば小麦

えび小麦

冷凍

冷凍

冷凍
冷凍

冷凍
冷凍

冷凍

冷凍

冷蔵

冷蔵

冷蔵

5,400円

4p 5p



年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。

使いやすい簡易ドリップコーヒーと4種類の味のクッキーで
ティータイムをお楽しみください。

神戸元町の珈琲＆クッキー

（税抜4,200円）販売価格4,536円

1595

年間

年間

年間

こだわりは「ふんわり・しっとり・なめらか」な生地とこだわり餡にあり
ます。まるで洋菓子を思わせるような【どら焼き専門店「花音」】の
焼きどらはちょっと贅沢な和のスイーツです。

花音の焼きどら

（税抜3,700円）販売価格3,996円

1579 丹波大納言・丹波抹茶大納言・白小豆・季節商品・他を
含む15個のアソート
※季節商品はお届け時期に応じた季節限定・他を含む
　商品がセットされます。米粉を使用し、一層一層丁寧に焼き上げたバームクーヘンの

2種セット。プレーンとメープル味がお楽しみいただけます。
新鮮な卵と米粉を使用することで、ふんわり・しっとり・もっちりの食
感に仕上がりました。ボリュームもたっぷりですので、ご家族・お友
達と切り分けてお召し上がりください。

年間米粉入りバームクーヘンセット

（税抜3,150円）販売価格3,402円
3125 プレーン1個（直径13cm高さ7.9cm）、

メープル1個（直径13cm高さ7.2cm）

サラダせんべい×8枚、しょうゆせんべい×8枚、
白蜜せんべい×10枚、黒蜜せんべい×10枚、
丸大豆せんべい×10枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×4袋

しょうゆせんべい×8枚、白蜜せんべい×8枚、
黒蜜せんべい×8枚、丸大豆せんべい×8枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×4袋

（写真の品）

稲穂の恵み

年間

3122
（税抜2,150円）

販売
価格2,322円

3123
（税抜2,650円）

販売
価格2,862円

3124 サラダせんべい×12枚、しょうゆせんべい×12枚、
白蜜せんべい×18枚、黒蜜せんべい×18枚、
丸大豆せんべい×16枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×9袋

（税抜3,150円）
販売
価格3,402円

えびの磯だより
3126

3127
（税抜3,150円）

年間

（税抜2,650円）販売価格2,862円

販売
価格3,402円

わさびの刺激とほんのり甘いえびの風味を感じる「えびわさび」。軽
い塩味に磯の香りたっぷりの「えびわかめ」。胡麻の風味が口いっぱ
いに広がる「えび胡麻」。三種三様の磯の風味とパリパリと小気味
の良い軽い食感をお楽しみください。

えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　各16ｇ×4袋/
計192ｇ（16ｇ×12袋）

えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　各16ｇ×5袋/
計240ｇ（16ｇ×15袋）

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

北海道アイスクリーム
プレミアムバニラ入り
2608 プレミアムバニラ90ｍｌ×4・赤肉メロン・青肉メロン・

ハスカップ・ストロベリー　各90ｍｌ×2　計12個

北海道生乳と卵を使ったプレミアムバニラをはじめ、赤肉・青肉メロ
ンやハスカップ、ストロベリーの4種のフルーツの味も楽しめます。※こちらの商品は、のし無し もしくは 短冊のし2種類(お歳暮・お年賀)のみの受付となります。短冊のしの会社名・個人名の名入れはできません。全て簡易包装でのお届けです。

　ご注文いただいてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。

乳

えび乳小麦

大地のやさいあられ
3131

3132
（税抜3,650円）

年間

（税抜2,650円）販売価格2,862円

販売
価格3,942円

もち米をそのまま蒸し揚げる昔ながらの製法で、野菜が持つ甘み
をぎゅっと閉じ込めた軽やかなあられに仕上げました。

やさいあられ（とまと・かぼちゃ・紫いも・ごぼうサラダ）各20個

やさいあられ（とまと・かぼちゃ・紫いも・ごぼうサラダ・たまねぎ・
ジャガバター）各20個

かに乳小麦

越後 餅づくり 年間

（税抜2,150円）販売価格2,322円

（税抜2,650円）販売価格2,862円

あっさりとした塩味の「サラダおかき」まろやかな醤油味の「醤油お
かき」小粒のザラメをまぶした「ザラメおかき」黒海苔を巻いた「黒
海苔巻」を加えた、ぷっくりと焼きあがった形がかわいらしい４つの
味わいを是非ご賞味ください。

3128 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）
220ｇ個包装ミックス

3129 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）
330ｇ個包装ミックス

（税抜3,150円）販売価格3,402円
3130 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）

550ｇ個包装ミックス

小麦乳卵

小麦乳卵

小麦乳卵

小麦卵

乳卵
乳卵

11月20日～12月20日

11月20日～12月20日

（税抜3,000円）
販売
価格3,240円

五郎島金時
ミニバウムクーヘン
7516 ミニバウムクーヘン×16

今話題の北陸・金沢スイーツです。金沢市近郊で採れる五郎島金時い
もを使用し、ご家族みんなで楽しめるミニバウムを作りました。五郎島
金時のしっかりとした甘みとやわらかなバウムの食感が特徴です。

乳
11月20日～12月20日

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

京都 養老軒
京の蜜芋ぱふぇ
7550 蜜芋ぱふぇ×６

人気の蜜芋｢安納芋｣を使った和のデザート。甘味としっとり食感が特
徴の安納芋にモンドセレクション金賞受賞の甘さ控えめの餡を合わ
せました。

小麦乳卵
11月20日～12月20日

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

京都 養老軒
京のまるごと栗どら焼き
7547 栗どら焼き×１０

柔らかい栗がまるごと１つ入った可愛らしいどら焼きです。やさしい
甘さの国産つぶ餡が栗の美味しさを引き立てます。

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

ハワイアンホースト
マカデミアナッツチョコアイス
7596 ミルクチョコ＆ナッツ78ｍｌ×４、

ホワイトチョコ＆ナッツ78ml×3（計7）

ハワイで人気のチョコメーカー「ハワイアンホースト」のマカデミア
ナッツチョコをイメージしたアイスクリームです。陽気なハワイアン
デザートが、ご自宅でお楽しみいただけます。

小麦乳

ブレンドコーヒー8ｇ（スペシャル）12ｇ、（キリマンジャロ・
オリジナル）×各6袋、クッキー（紅茶・モザイク・チョコアー
モンド・カフェキャラメル）×各10枚

※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

小麦

日本に2人だけの女性日本茶鑑定士 田村千夏が選びました。日本
緑茶の発祥の地、宇治より渋みと甘みの調和した煎茶・とろっとし
た甘みが特徴的な玉露。お手軽に味わえるティーバッグもセットに
してお届けします。

日本茶鑑定士が選んだお茶
0109 宇治煎茶100ｇ、宇治上玉露100ｇ、

深蒸し茶TB3ｇ×12P （税抜5,800円）販売価格6,264円

年間

0108 宇治玉露100ｇ、深蒸し茶TB3ｇ×12Ｐ

日本茶鑑定士が選んだお茶

グルメ選べるギフト （税抜3,800円）販売価格4,104円

年間

年間

11月上旬から12月下旬 11月中旬から12月下旬

3724

山形県産 ラ・フランス
（税抜3,700円）販売価格3,996円
（税抜4,600円）販売価格4,968円

棚仕立栽培により、1果１果に十分に日の光が届くように栽培しま
した。丁寧な栽培により、強い甘さと上品な芳香を有した食味の良
いラ・フランスに育ちました。

ラ・フランス6玉

3725 ラ・フランス8玉
11月20日～12月20日有田みかん

（税抜5,000円）販売価格5,400円
温暖な気候に恵まれ、愛情を持って育てられたみかんです。

3708 5ｋｇ（Ｍ・Ｌサイズ）

長野県産サンフジ  青森県産王林

（税抜6,000円）販売価格6,480円
温度落差の激しい地区で無袋栽培にて丹念に栽培された、甘みの
強いサンフジと独特の芳香を有した酸味が殆どなく甘みの強い王
林のセットです。

3714 長野県産サンフジ8玉、青森県産王林8玉、計16玉

ネスカフェ レギュラーソリュブル
コーヒーギフト No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0302 ゴールドブレンド（約６５ｇ）・ゴールドブレンド香りやわらか（約６５ｇ）・
ゴールドブレンドコク深め（約６５ｇ）・ネスレブライト（約１４０ｇ）×
各１個、エクセラ（約８０ｇ）×４個

～12月14日
日清べに花油&ヘルシーオイル
ギフト No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0303 日清べに花油（約３５０ｇ）×３個、日清ヘルシーキャノーラ油（約３５０ｇ）×５個、
日清ヘルシーベジオイル（約３５０ｇ）×２個

～12月14日
アリエールジェルボール&
ハーブリッチソフターセット No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0301 洗たく槽クリーナー・アリエールパワージェルボール3D（約３５６ｇ）・
ハーブリッチソフター（約６００ｍｌ）・抗菌ネットクリーナー・今治フェイスタオル・
今治ウオッシュタオル×各１個、ハーブリッチソフター詰替（約５００ｍｌ）×３個

～12月14日

こだわりグルメを厳選した、グルメ
専用の｢選べるギフトカタログ｣を
用意しました。名店・老舗のグルメ
から産地の特産品まで美味しさ満
載のラインナップです。コース名は
｢美味しい（旨い）｣の各国語を採用
しました。おせわになった方、大切
な方への贈り物にどうぞ。

円

グルメ選べるギフト｢ギュゼル｣
（税抜4,000円）販売価格4,320

1513

グルメ選べるギフト｢デリシャス｣
（税抜5,000円）販売価格5,400円

1514

グルメ選べるギフト｢レッカー｣
（税抜6,000円）販売価格6,480円

1515

グルメ選べるギフト｢セボン｣
（税抜10,000円）販売価格10,800円

1516

冷凍

冷凍
冷凍

6p 7p



年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。

使いやすい簡易ドリップコーヒーと4種類の味のクッキーで
ティータイムをお楽しみください。

神戸元町の珈琲＆クッキー

（税抜4,200円）販売価格4,536円

1595

年間

年間

年間

こだわりは「ふんわり・しっとり・なめらか」な生地とこだわり餡にあり
ます。まるで洋菓子を思わせるような【どら焼き専門店「花音」】の
焼きどらはちょっと贅沢な和のスイーツです。

花音の焼きどら

（税抜3,700円）販売価格3,996円

1579 丹波大納言・丹波抹茶大納言・白小豆・季節商品・他を
含む15個のアソート
※季節商品はお届け時期に応じた季節限定・他を含む
　商品がセットされます。米粉を使用し、一層一層丁寧に焼き上げたバームクーヘンの

2種セット。プレーンとメープル味がお楽しみいただけます。
新鮮な卵と米粉を使用することで、ふんわり・しっとり・もっちりの食
感に仕上がりました。ボリュームもたっぷりですので、ご家族・お友
達と切り分けてお召し上がりください。

年間米粉入りバームクーヘンセット

（税抜3,150円）販売価格3,402円
3125 プレーン1個（直径13cm高さ7.9cm）、

メープル1個（直径13cm高さ7.2cm）

サラダせんべい×8枚、しょうゆせんべい×8枚、
白蜜せんべい×10枚、黒蜜せんべい×10枚、
丸大豆せんべい×10枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×4袋

しょうゆせんべい×8枚、白蜜せんべい×8枚、
黒蜜せんべい×8枚、丸大豆せんべい×8枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×4袋

（写真の品）

稲穂の恵み

年間

3122
（税抜2,150円）

販売
価格2,322円

3123
（税抜2,650円）

販売
価格2,862円

3124 サラダせんべい×12枚、しょうゆせんべい×12枚、
白蜜せんべい×18枚、黒蜜せんべい×18枚、
丸大豆せんべい×16枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×9袋

（税抜3,150円）
販売
価格3,402円

えびの磯だより
3126

3127
（税抜3,150円）

年間

（税抜2,650円）販売価格2,862円

販売
価格3,402円

わさびの刺激とほんのり甘いえびの風味を感じる「えびわさび」。軽
い塩味に磯の香りたっぷりの「えびわかめ」。胡麻の風味が口いっぱ
いに広がる「えび胡麻」。三種三様の磯の風味とパリパリと小気味
の良い軽い食感をお楽しみください。

えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　各16ｇ×4袋/
計192ｇ（16ｇ×12袋）

えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　各16ｇ×5袋/
計240ｇ（16ｇ×15袋）

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

北海道アイスクリーム
プレミアムバニラ入り
2608 プレミアムバニラ90ｍｌ×4・赤肉メロン・青肉メロン・

ハスカップ・ストロベリー　各90ｍｌ×2　計12個

北海道生乳と卵を使ったプレミアムバニラをはじめ、赤肉・青肉メロ
ンやハスカップ、ストロベリーの4種のフルーツの味も楽しめます。※こちらの商品は、のし無し もしくは 短冊のし2種類(お歳暮・お年賀)のみの受付となります。短冊のしの会社名・個人名の名入れはできません。全て簡易包装でのお届けです。

　ご注文いただいてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。

乳

えび乳小麦

大地のやさいあられ
3131

3132
（税抜3,650円）

年間

（税抜2,650円）販売価格2,862円

販売
価格3,942円

もち米をそのまま蒸し揚げる昔ながらの製法で、野菜が持つ甘み
をぎゅっと閉じ込めた軽やかなあられに仕上げました。

やさいあられ（とまと・かぼちゃ・紫いも・ごぼうサラダ）各20個

やさいあられ（とまと・かぼちゃ・紫いも・ごぼうサラダ・たまねぎ・
ジャガバター）各20個

かに乳小麦

越後 餅づくり 年間

（税抜2,150円）販売価格2,322円

（税抜2,650円）販売価格2,862円

あっさりとした塩味の「サラダおかき」まろやかな醤油味の「醤油お
かき」小粒のザラメをまぶした「ザラメおかき」黒海苔を巻いた「黒
海苔巻」を加えた、ぷっくりと焼きあがった形がかわいらしい４つの
味わいを是非ご賞味ください。

3128 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）
220ｇ個包装ミックス

3129 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）
330ｇ個包装ミックス

（税抜3,150円）販売価格3,402円
3130 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）

550ｇ個包装ミックス

小麦乳卵

小麦乳卵

小麦乳卵

小麦卵

乳卵
乳卵

11月20日～12月20日

11月20日～12月20日

（税抜3,000円）
販売
価格3,240円

五郎島金時
ミニバウムクーヘン
7516 ミニバウムクーヘン×16

今話題の北陸・金沢スイーツです。金沢市近郊で採れる五郎島金時い
もを使用し、ご家族みんなで楽しめるミニバウムを作りました。五郎島
金時のしっかりとした甘みとやわらかなバウムの食感が特徴です。

乳
11月20日～12月20日

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

京都 養老軒
京の蜜芋ぱふぇ
7550 蜜芋ぱふぇ×６

人気の蜜芋｢安納芋｣を使った和のデザート。甘味としっとり食感が特
徴の安納芋にモンドセレクション金賞受賞の甘さ控えめの餡を合わ
せました。

小麦乳卵
11月20日～12月20日

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

京都 養老軒
京のまるごと栗どら焼き
7547 栗どら焼き×１０

柔らかい栗がまるごと１つ入った可愛らしいどら焼きです。やさしい
甘さの国産つぶ餡が栗の美味しさを引き立てます。

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

ハワイアンホースト
マカデミアナッツチョコアイス
7596 ミルクチョコ＆ナッツ78ｍｌ×４、

ホワイトチョコ＆ナッツ78ml×3（計7）

ハワイで人気のチョコメーカー「ハワイアンホースト」のマカデミア
ナッツチョコをイメージしたアイスクリームです。陽気なハワイアン
デザートが、ご自宅でお楽しみいただけます。

小麦乳

ブレンドコーヒー8ｇ（スペシャル）12ｇ、（キリマンジャロ・
オリジナル）×各6袋、クッキー（紅茶・モザイク・チョコアー
モンド・カフェキャラメル）×各10枚

※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

小麦

日本に2人だけの女性日本茶鑑定士 田村千夏が選びました。日本
緑茶の発祥の地、宇治より渋みと甘みの調和した煎茶・とろっとし
た甘みが特徴的な玉露。お手軽に味わえるティーバッグもセットに
してお届けします。

日本茶鑑定士が選んだお茶
0109 宇治煎茶100ｇ、宇治上玉露100ｇ、

深蒸し茶TB3ｇ×12P （税抜5,800円）販売価格6,264円

年間

0108 宇治玉露100ｇ、深蒸し茶TB3ｇ×12Ｐ

日本茶鑑定士が選んだお茶

グルメ選べるギフト （税抜3,800円）販売価格4,104円

年間

年間

11月上旬から12月下旬 11月中旬から12月下旬

3724

山形県産 ラ・フランス
（税抜3,700円）販売価格3,996円
（税抜4,600円）販売価格4,968円

棚仕立栽培により、1果１果に十分に日の光が届くように栽培しま
した。丁寧な栽培により、強い甘さと上品な芳香を有した食味の良
いラ・フランスに育ちました。

ラ・フランス6玉

3725 ラ・フランス8玉
11月20日～12月20日有田みかん

（税抜5,000円）販売価格5,400円
温暖な気候に恵まれ、愛情を持って育てられたみかんです。

3708 5ｋｇ（Ｍ・Ｌサイズ）

長野県産サンフジ  青森県産王林

（税抜6,000円）販売価格6,480円
温度落差の激しい地区で無袋栽培にて丹念に栽培された、甘みの
強いサンフジと独特の芳香を有した酸味が殆どなく甘みの強い王
林のセットです。

3714 長野県産サンフジ8玉、青森県産王林8玉、計16玉

ネスカフェ レギュラーソリュブル
コーヒーギフト No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0302 ゴールドブレンド（約６５ｇ）・ゴールドブレンド香りやわらか（約６５ｇ）・
ゴールドブレンドコク深め（約６５ｇ）・ネスレブライト（約１４０ｇ）×
各１個、エクセラ（約８０ｇ）×４個

～12月14日
日清べに花油&ヘルシーオイル
ギフト No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0303 日清べに花油（約３５０ｇ）×３個、日清ヘルシーキャノーラ油（約３５０ｇ）×５個、
日清ヘルシーベジオイル（約３５０ｇ）×２個

～12月14日
アリエールジェルボール&
ハーブリッチソフターセット No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0301 洗たく槽クリーナー・アリエールパワージェルボール3D（約３５６ｇ）・
ハーブリッチソフター（約６００ｍｌ）・抗菌ネットクリーナー・今治フェイスタオル・
今治ウオッシュタオル×各１個、ハーブリッチソフター詰替（約５００ｍｌ）×３個

～12月14日

こだわりグルメを厳選した、グルメ
専用の｢選べるギフトカタログ｣を
用意しました。名店・老舗のグルメ
から産地の特産品まで美味しさ満
載のラインナップです。コース名は
｢美味しい（旨い）｣の各国語を採用
しました。おせわになった方、大切
な方への贈り物にどうぞ。

円

グルメ選べるギフト｢ギュゼル｣
（税抜4,000円）販売価格4,320

1513

グルメ選べるギフト｢デリシャス｣
（税抜5,000円）販売価格5,400円

1514

グルメ選べるギフト｢レッカー｣
（税抜6,000円）販売価格6,480円

1515

グルメ選べるギフト｢セボン｣
（税抜10,000円）販売価格10,800円

1516

冷凍

冷凍
冷凍
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このお米は、高品質のあきたこまちを生産しようという目的で生まれた【あきたこまちグルメ栽培の会】の手によるもので、“秋田県仙
北郡美郷町産地限定”の食味ランキング特A（最高位）にランクされており、『特別表示米』として検査・保管・販売は他のものとは
区別され、栽培時は標準米より農薬使用量を約4割カットしています。

秋田の風

あきたこまち

『特別表示米』とは
土づくりから、育苗、田植
え、除草、防除、収穫、乾燥、
選別まで、国が詳細に指定
した栽培条件に従って丁寧
に育てられたお米です。有
機質肥料と低農薬で育てて
いるため、アトピーをお持
ちのお子さまにも安心。多
くの病院、施設で採用され
ています。

あきたこまち グルメ栽培米（平成30年度産）

御届先
関東地区（静岡県以東）

関西地区（愛知県以西）

コード 栽培米 コード

コード

無洗米

コード 栽培米 無洗米

5kg 1001 （税抜3,500円）3,780円 1016 （税抜3,650円）3,942円

1031 （税抜3,700円）3,996円 1041 （税抜3,850円）4,158円

10kg 1002 （税抜5,950円）6,426円 1017 （税抜6,250円）6,750円

1032 （税抜6,150円）6,642円 1042 （税抜6,450円）6,966円

20kg 1004 （税抜11,350円）12,258円 1019 （税抜11,950円）12,906円
25kg

御届先

5kg

10kg

25kg

1005 （税抜13,900円）15,012円 1020 （税抜14,650円）15,822円

1035 （税抜14,100円）15,228円
1034 （税抜11,550円）12,474円 1044 （税抜12,150円）13,122円20kg

1045 （税抜14,850円）16,038円

1回のお食事に1粒まろやかな口当たりのちょうどよい大きさが
好評の梅干しです。

プチはくりゅう 年間

0025 500g （税抜2,500円）
販売
価格2,700円

0026 800g （税抜3,500円）
販売
価格3,780円

0027  1kg（写真の品） （税抜4,000円）販売価格4,320円
年間和み梅 

0050 500g （税抜3,000円）販売価格3,240円
はちみつ味で塩分約5%と食べやすい梅干しです。梅干しがに
がてな方も、ついついつまんでしまう美味しさです。

自家農園の梅の実を1粒1粒吟味し特にうす塩仕込みで手造りし
たまろやかな口当たりの食べやすい梅干しです。

白龍梅 年間
0001 500g （税抜2,700円）

販売
価格2,916円

（税抜4,200円）
販売
価格4,536円0002  1kg（写真の品）

0008 800g （税抜3,700円）販売価格3,996円

4100 500ｍｌ×2本

萬年雪　荒走り 

別名「香り酒」ともいい、その鮮烈な香りと豊かな味は比するものがあり
ません。一切手を加えてありませんので、多少のにごりがあります。発売
は12月20日より在庫切れになるまでの季節商品です。

（税抜3,700円）販売価格3,996円
12月20日～8月31日

4300 500ｍｌ×2本

萬年雪
秋上がり吟醸　頂辺

酒造期最後に造られる吟醸を13度で低温貯蔵するため、ちょうど10
月・11月に透明感の高いすっきりとした酒に仕上がっています。

（税抜3,700円）販売価格3,996円
9月1日～12月20日

年間

米、米麹のみを原料として醸された純米酒です。古来の日本酒の製法
を忠実に再現した名品として、その清烈な香気とまろやかな味をお楽
しみください。

4200 500ｍｌ×2本

萬年雪　純米酒
（税抜2,500円）販売価格2,700円

※未成年者の飲酒は法律で禁じられています。20才未満の方の購入はお断りします。

0090 500ｍｌ

にごり梅酒　はる姫 年間

春のひざしの様なやさしい彩り、完熟梅の裏ごし
果肉を加えたまろやかな口当たりが女性に人気
の梅酒です。

（税抜2,450円）販売価格2,646円

年間

0093 720ｍｌ

三年熟成　暁 

自家農園で育てた紀州南高梅をたっぷり使用し
て出来上がった梅酒を3年間じっくりと寝かせま
した。

（税抜3,700円）販売価格3,996円

年間

完熟手前のちょうどいい時期に収穫し、伝統の製法で丁寧に漬け込み
熟成させた本格梅酒です。
さっぱりとしたコクとキレは食前酒に最適と好評を頂いております。

0094 500ｍｌ

本格梅酒　RYU

（税抜2,100円）販売
価格2,268円

年間

日本酒の持つキレと旨さを生かし、梅酒本来の
深い味わいを甘さ控えめに仕上げました。日本
の伝統の融合をお楽しみください。

0092 500ｍｌ

日本酒仕込み　紀州南高梅梅酒
和ＺＩＰＡＮＧ 

（税抜2,250円）販売価格2,430円
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年間
鹿児島渡辺純粋黒豚肉
（焼肉セット）

（税抜4,000円）販売価格4,320円
1713 ロース焼肉用200ｇ×1袋、肩ロース焼肉用200ｇ×1袋　　　

ロース焼肉用200ｇ×2袋、肩ロース焼肉用200ｇ×2袋　　　

（税抜5,600円）販売価格6,048円
1714

年間
鹿児島渡辺純粋黒豚肉
(しゃぶしゃぶセット）

（税抜4,000円）販売価格4,320円
1701 ロースしゃぶしゃぶ用200ｇ×1袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ ×1袋

（税抜5,100円）販売価格5,508円
1702 ロースしゃぶしゃぶ用200ｇ×2袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ ×2袋

年間
鹿児島渡辺純粋黒豚肉
（ステーキセット）

（税抜4,000円）販売価格4,320円
1710 ロースステーキ200ｇ×1袋、肩ロース塩麹漬200ｇ×1袋　　　　

（税抜5,600円）販売価格6,048円
1711 ロースステーキ200ｇ×2袋、肩ロース塩麹漬200ｇ×2袋　　　

（税抜7,000円）販売価格7,560円
（税抜8,900円）販売価格9,612円

（税抜12,800円）販売価格13,824円

三田マルセ牛
特選焼肉

1616  500g

1617  700g

1618  1kg

三田マルセ牛 特選すき焼肉

（税抜7,000円）販売価格7,560円

（税抜8,900円）販売価格 9,612円
（税抜12,800円）販売価格13,824円

 500g1606

 700g1607

 1kg1608

三田マルセ牛
サーロインもしくはリブロースステーキ
1603  200g×3枚

（税抜10,900円）
販売
価格11,772円 13,824円

22,248円
1604  200g×5枚

（税抜16,700円）
販売
価格18,036円

三田マルセ牛
特選サーロインステーキ
1601  200g×3枚

販売
価格（税抜12,800円）

1602  200g×5枚
（税抜20,600円）

販売
価格

（税抜7,500円）販売価格8,100円
（税抜9,600円）販売価格10,368円
（税抜13,800円）販売価格14,904円

三田マルセ牛
特選しゃぶしゃぶ肉 
1624  500g

1625  700g

1626  1kg
 

～12月14日

～12月14日

～12月14日

～12月14日～12月14日

冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵 冷蔵

9月・10月 要冷蔵 冷蔵

冷凍 冷凍
冷凍

■お申し込み・お問い合わせは

タウンサービスホームページ http://www.exing.co.jp/town/
タウンサービス

- -

年間 のマークのついた商品は2019年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

産地直送ギフト
宅配料･消費税込み GIFT CATALOG

2018- 2019 年間商品

日本全国から選りすぐった美味の競演
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