
あきた売れるコメづくり
ランクアップ運動

最優秀賞受賞

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3,900円）販売価格4,290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3,900円）販売価格4,290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2,700円）販売価格2,970円

※お酒は軽減税率対象外です。※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。

※お酒は軽減税率対象外です。※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

春の日ざしのようなやさしい彩り、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2,695円

年間

0093 720ｍｌ

熟成本格
梅酒・原酒
あかつき 

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4,070円

年間

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2,310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
和ＺＩＰＡＮＧ

（税抜2,250円）販売価格2,475円

9月・10月 要冷蔵 冷蔵

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。 ※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

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
塩分約12％(中甘口)
粒の大きさ 中粒 年間

0025 500g（税抜2,600円）販売価格2,808円
0026 800g（税抜3,800円）販売価格4,104円

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

はちみつ味で塩分約5%と食べやすい梅干しで
す。梅干しが苦手な方も、ついついつまんでしま
う美味しさです。

和み梅
塩分約5％(甘口)
粒の大きさ 特大粒 年間

0050 500g
（税抜3,200円）

販売
価格3,456円

0053 800g（税抜4,400円）販売価格4,752円

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

昔ながらのたっぷりのしその葉で漬けた赤い梅
干しです。しその葉の香りは食欲を増進させミネ
ラル・ビタミンの栄養価も豊富です。

しそ漬梅干
塩分約14％(中辛口)
粒の大きさ 大粒 年間

0020 500g（税抜2,600円）販売価格2,808円
0022 800g（税抜3,800円）販売価格4,104円

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

中粒の白龍梅に紀州のかつお節とし
そをミックスしました。三種類のうま
味が生きているちょっと贅沢な逸品
です。

白龍梅かつお風味
塩分約12％(中甘口)
粒の大きさ 中粒 年間

0010 500g

0016 800g

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円
　となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

0301

アリエール
イオンパワージェルギフトセット

（税抜5,200円）価格5,720円

アリエール液体洗剤本体約910g×１、ハーブリッチ
ソフター約600ml×１、除菌ジョイコンパクト約190ml
×１、ハーブリッチソフター詰替約500ml×２、
アリエール液体洗剤詰替約720ml×３
※軽減税率対象外

こちらの商品は、のし無し、もしくは短冊のし(お歳暮)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。ご注文頂いてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。
二重包装不可。

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限定生産”の食味ランキング特A（最高位）にランクされていま
す。『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 2020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 無洗米

コード 栽培米 無洗米

5kg 1001 （税抜3,450円）3,726円 （税抜3,600円）3,888円

1031 （税抜3,650円）3,942円 （税抜3,800円）4,104円

10kg 1002 （税抜5,850円）6,318円 （税抜6,150円）6,642円

1032 （税抜6,050円）6,534円 （税抜6,350円）6,858円

20kg 1004 （税抜11,150円）12,042円 （税抜11,750円）12,690円
25kg

御届先

5kg

10kg

25kg

1005 （税抜13,650円）14,742円 （税抜14,400円）15,552円

1035 （税抜13,850円）14,958円
1034 （税抜11,350円）12,258円 （税抜11,950円）12,906円20kg

コード

コード

1016

1041

1017

1042

1019
1020

1044
1045 （税抜14,600円）15,768円

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。お世話になった方、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4,400
1513

グルメ選べるギフト｢デリシャス｣
（税抜5,000円）販売価格5,500円
1514

グルメ選べるギフト｢レッカー｣
（税抜6,000円）販売価格6,600円
1515

グルメ選べるギフト｢セボン｣
（税抜10,000円）販売価格11,000円
1516

グルメ選べるギフト 年間

円

グルメ選べるギフト｢ボーノ｣
（税抜3,000円）販売価格3,300
1512

※軽減税率対象外

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

洗練度で群を抜くと言われている宇治の玉露と躍進著しい鹿児島知覧
の煎茶を濃い味のティーバッグにしたお茶のセットとなっております。

宇治の玉露と美味しい煎茶の
ティーバッグセット

0111 宇治玉露100ｇ、知覧特上煎茶ティーバッグ３ｇ×１２Ｐ、
宇治煎茶100ｇ（写真の品）

（税抜5,800円）販売価格6,264円

年間

0110 宇治玉露100ｇ、知覧特上煎茶ティーバッグ３ｇ×１２Ｐ
（税抜4,300円）販売価格4,644円

ネスカフェ
レギュラーソリュブルコーヒーギフトセット

販売
価格（税抜5,500円） 5,940円

ネスカフェゴールドブレンド約65g×２･ネスカフェゴールドブレンド香り
華やぐ約65g×１･ネスカフェゴールドブレンド コク深め約65g×１･
ネスカフェエクセラ約80g×４

～12月10日
～12月10日

0302

こちらの商品は、のし無し、もしくは短冊のし(お歳暮)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。ご注文頂いてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。
二重包装不可。

白龍梅 塩分約12％(中甘口) 粒の大きさ 特大粒
0001 0008  800g

4,320円販売
価格（税抜4,000円）3,132円販売

価格（税抜2,900円）

年間

自家農園の梅の実を1粒1粒吟味し、ぽってりやわらかでまろやかな口当たりの食べやすい梅干しです。
※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

 500ｇ

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円円

（税抜2,900円）
販売
価格3,132円円

紀州南高梅梅酒
「GI和歌山梅酒」のロゴを付された梅酒製品は、和歌山の梅を原料とし、定められた製造・品質基準を満たしたGI和歌山梅酒として認証を受けた証です。

■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2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

※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。

―  日本全国から選りすぐった美味の競演  ―

産地直送ギフト
宅配料･消費税込み

GIFT CATALOG
2020- 2021 年間商品

8p 1p



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11,000円）
販売
価格11,880円 14,040円

22,680円
1604  200g×5枚

（税抜17,000円）
販売
価格18,360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13,000円）

1602  200g×5枚
（税抜21,000円）

販売
価格

（税抜7,700円）販売価格8,316円
（税抜9,700円）販売価格10,476円
（税抜14,000円）販売価格15,120円

三田マルセ牛
特選しゃぶしゃぶ肉 
1624  500g

1625  700g

1626  1kg
 

冷蔵

冷蔵 冷蔵
（税抜7,100円）販売価格7,668円
（税抜9,000円）販売価格9,720円

（税抜13,000円）販売価格14,040円

三田マルセ牛
特選焼肉
1616  500g

1617  700g

1618  1kg

冷蔵

鹿児島渡辺純粋黒豚肉(しゃぶしゃぶセット）

（税抜4,200円）販売価格4,536円
1701 ロース(又は肩ロース)しゃぶしゃぶ用200ｇ×1袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ×1袋

（税抜5,500円）販売価格5,940円
1702 ロース(又は肩ロース)しゃぶしゃぶ用200ｇ×2袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ×2袋

鹿児島渡辺純粋黒豚肉（ステーキセット）

（税抜4,200円）販売価格4,536円
1710 ロースステーキ200ｇ×1袋、

肩ロース(又はもも)塩麹ステーキ200ｇ×1袋　

（税抜5,800円）販売価格6,264円
1711 ロースステーキ200ｇ×2袋、

肩ロース(又はもも)塩麹ステーキ200ｇ×2袋

鹿児島渡辺純粋黒豚肉（焼肉セット）

（税抜4,200円）販売価格4,536円
1713 ロース(又は肩ロース)焼肉用200ｇ×1袋、

バラ焼肉用200ｇ×1袋　

ロース(又は肩ロース)焼肉用200ｇ×2袋、
バラ焼肉用200ｇ×2袋　

（税抜5,800円）販売価格6,264円
1714

冷凍冷凍 冷凍

2748 味噌焼豚300ｇ（宮崎県産豚肩ロース肉使用）×２

（税抜5,200円）販売価格
販売5,616円

年間小麦乳
日本ハム　こだわりの味噌だれの焼豚
MBP-50

冷蔵

2749 醤油焼豚(九州産豚もも肉使用)180ｇ×２
味噌焼豚(九州産豚もも肉使用)180ｇ

（税抜4,200円）販売価格
販売4,536円

年間小麦乳
日本ハム　こだわりの味噌・醤油だれの焼豚
MBP-40

冷蔵三田マルセ牛 特選すき焼肉

（税抜7,100円）販売価格7,668円
（税抜9,000円）販売価格 9,720円

（税抜13,000円）販売価格14,040円

 500g1606

 700g1607
 1kg1608

冷蔵

※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。

お届けまで10日ほどかかります。 お届けまで10日ほどかかります。

年間 のマークのついた商品は2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

日本ハム　国産プレミアム　美ノ国
UKI-38
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

（税抜3,200円）販売価格3,456円

冷蔵11月24日～12月20日

11月24日～12月20日

11月24日～12月20日
11月24日～12月20日

11月24日～12月20日

11月24日～12月20日
11月24日～12月20日

11月24日～12月20日
11月24日～12月20日日本ハム　国産プレミアム　美ノ国

UKI-48
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

（税抜4,200円）販売価格4,536円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。 お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　国産プレミアム　美ノ国
UKI-58
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

（税抜5,200円）販売価格5,616円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-503
小麦乳卵

2727 特撰ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ、
特撰ボンレスハム200ｇ

（税抜5,200円）販売価格5,616円

冷蔵

小麦乳卵
日本ハム　華『はなやか』HNA-60

2745 ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ、
スモークハム180ｇ、肩ロース200ｇ、
ペッパーボロニア110ｇ、あらびきミートローフ170ｇ

（税抜5,000円）販売価格5,400円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-386

2718 特撰ロースハム180ｇ、ロース生ハム40g、
あらびきミートローフ170ｇ、特撰あらびきウインナー80ｇ×2

（税抜3,200円）販売価格3,456円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　華『はなやか』HNA-30
小麦乳卵

2744 ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ、
スモークハム180ｇ

（税抜3,000円）販売価格3,240円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-456
小麦乳

2724 特撰ロースハム180ｇ、たれ漬け焼豚180ｇ、
スモークハム180ｇ、特撰ホワイトウインナー80ｇ、
あらびきミートローフ170ｇ、特撰あらびきウインナー80ｇ

（税抜4,200円）販売価格4,536円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-509
小麦乳

2716 上級ホワイトロースハム380ｇ、たれ漬け焼豚180ｇ、
特撰ホワイト肩ロース200ｇ、ロース生ハム40g、
特撰ホワイトウインナー80g、特撰あらびきウインナー80ｇ

（税抜5,200円）販売価格5,616円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間

1527

元祖串かつだるまのカレー

（税抜4,000円）販売価格4,320円

串かつだるまの牛スジ味噌煮込みカレー２００ｇ×3個、
元祖串かつだるまの串かつソースカレー２００ｇ×3個

小麦

年間

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

百年民家を改築してレストランにした、れすとらん百年民家「黒釜」の
オリジナルカレーです。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。

小麦乳

陳 建一氏のオリジナルレシピで作られたふっくらとした香ばしい五目
炒飯です。乾焼蝦仁丼(カンシャオシャーレン)エビチリと合わせてお
届けします。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間

1528 ふっくら五目炒飯200ｇ×4食、乾焼蝦仁丼120ｇ×4食

（税抜4,300円）販売価格4,644円

小麦乳卵 えび 冷凍

短冊のしのみの受付です。短冊のしの会社名・個人名の名入れはできません。

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。急な来客やおも
てなしにもぴったりです。  お届けまで10日ほどかかります。

年間
陳 建一 四川名菜四川料理セット

2734 陳麻婆豆腐の素(山椒付)110ｇ、餃子(10個)170g、
ふかひれ入りスープ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5,200円）販売価格5,616円

小麦乳卵 えび 冷凍

年間
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3,200円）販売価格3,456円

小麦乳卵 えび 冷凍

お届けまで10日ほどかかります。

2613 ローストビーフ300g×１、ソース20g×２、
カマンベールチーズ110ｇ×１

（税抜5,000円）販売価格
販売5,400円

年間

北海道産の牛もも肉に香辛料を加え調理したローストビーフと十勝産
の生乳を使用したカマンベールチーズのセット。

小麦乳
ローストビーフ・カマンベールチーズ 冷蔵

～11月30日～11月30日 ～11月30日

～12月10日 ～12月10日

～12月10日

～12月10日 ～12月10日

陳 建一
五目炒飯4食 乾焼蝦仁丼（エビチリ）4食

カンシャオシャーレン

2p 3p



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11,000円）
販売
価格11,880円 14,040円

22,680円
1604  200g×5枚

（税抜17,000円）
販売
価格18,360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13,000円）

1602  200g×5枚
（税抜21,000円）

販売
価格

（税抜7,700円）販売価格8,316円
（税抜9,700円）販売価格10,476円
（税抜14,000円）販売価格15,120円

三田マルセ牛
特選しゃぶしゃぶ肉 
1624  500g

1625  700g

1626  1kg
 

冷蔵

冷蔵 冷蔵
（税抜7,100円）販売価格7,668円
（税抜9,000円）販売価格9,720円

（税抜13,000円）販売価格14,040円

三田マルセ牛
特選焼肉
1616  500g

1617  700g

1618  1kg

冷蔵

鹿児島渡辺純粋黒豚肉(しゃぶしゃぶセット）

（税抜4,200円）販売価格4,536円
1701 ロース(又は肩ロース)しゃぶしゃぶ用200ｇ×1袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ×1袋

（税抜5,500円）販売価格5,940円
1702 ロース(又は肩ロース)しゃぶしゃぶ用200ｇ×2袋、

バラしゃぶしゃぶ用200ｇ×2袋

鹿児島渡辺純粋黒豚肉（ステーキセット）

（税抜4,200円）販売価格4,536円
1710 ロースステーキ200ｇ×1袋、

肩ロース(又はもも)塩麹ステーキ200ｇ×1袋　

（税抜5,800円）販売価格6,264円
1711 ロースステーキ200ｇ×2袋、

肩ロース(又はもも)塩麹ステーキ200ｇ×2袋

鹿児島渡辺純粋黒豚肉（焼肉セット）

（税抜4,200円）販売価格4,536円
1713 ロース(又は肩ロース)焼肉用200ｇ×1袋、

バラ焼肉用200ｇ×1袋　

ロース(又は肩ロース)焼肉用200ｇ×2袋、
バラ焼肉用200ｇ×2袋　

（税抜5,800円）販売価格6,264円
1714

冷凍冷凍 冷凍

2748 味噌焼豚300ｇ（宮崎県産豚肩ロース肉使用）×２

（税抜5,200円）販売価格
販売5,616円

年間小麦乳
日本ハム　こだわりの味噌だれの焼豚
MBP-50

冷蔵

2749 醤油焼豚(九州産豚もも肉使用)180ｇ×２
味噌焼豚(九州産豚もも肉使用)180ｇ

（税抜4,200円）販売価格
販売4,536円

年間小麦乳
日本ハム　こだわりの味噌・醤油だれの焼豚
MBP-40

冷蔵三田マルセ牛 特選すき焼肉

（税抜7,100円）販売価格7,668円
（税抜9,000円）販売価格 9,720円

（税抜13,000円）販売価格14,040円

 500g1606

 700g1607
 1kg1608

冷蔵

※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。

お届けまで10日ほどかかります。 お届けまで10日ほどかかります。

年間 のマークのついた商品は2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

日本ハム　国産プレミアム　美ノ国
UKI-38
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

（税抜3,200円）販売価格3,456円

冷蔵11月24日～12月20日

11月24日～12月20日

11月24日～12月20日
11月24日～12月20日

11月24日～12月20日

11月24日～12月20日
11月24日～12月20日

11月24日～12月20日
11月24日～12月20日日本ハム　国産プレミアム　美ノ国

UKI-48
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

（税抜4,200円）販売価格4,536円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。 お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　国産プレミアム　美ノ国
UKI-58
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

（税抜5,200円）販売価格5,616円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-503
小麦乳卵

2727 特撰ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ、
特撰ボンレスハム200ｇ

（税抜5,200円）販売価格5,616円

冷蔵

小麦乳卵
日本ハム　華『はなやか』HNA-60

2745 ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ、
スモークハム180ｇ、肩ロース200ｇ、
ペッパーボロニア110ｇ、あらびきミートローフ170ｇ

（税抜5,000円）販売価格5,400円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-386

2718 特撰ロースハム180ｇ、ロース生ハム40g、
あらびきミートローフ170ｇ、特撰あらびきウインナー80ｇ×2

（税抜3,200円）販売価格3,456円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　華『はなやか』HNA-30
小麦乳卵

2744 ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ、
スモークハム180ｇ

（税抜3,000円）販売価格3,240円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-456
小麦乳

2724 特撰ロースハム180ｇ、たれ漬け焼豚180ｇ、
スモークハム180ｇ、特撰ホワイトウインナー80ｇ、
あらびきミートローフ170ｇ、特撰あらびきウインナー80ｇ

（税抜4,200円）販売価格4,536円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

日本ハム　本格派 NH-509
小麦乳

2716 上級ホワイトロースハム380ｇ、たれ漬け焼豚180ｇ、
特撰ホワイト肩ロース200ｇ、ロース生ハム40g、
特撰ホワイトウインナー80g、特撰あらびきウインナー80ｇ

（税抜5,200円）販売価格5,616円

冷蔵

お届けまで10日ほどかかります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間

1527

元祖串かつだるまのカレー

（税抜4,000円）販売価格4,320円

串かつだるまの牛スジ味噌煮込みカレー２００ｇ×3個、
元祖串かつだるまの串かつソースカレー２００ｇ×3個

小麦

年間

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

百年民家を改築してレストランにした、れすとらん百年民家「黒釜」の
オリジナルカレーです。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。

小麦乳

陳 建一氏のオリジナルレシピで作られたふっくらとした香ばしい五目
炒飯です。乾焼蝦仁丼(カンシャオシャーレン)エビチリと合わせてお
届けします。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間

1528 ふっくら五目炒飯200ｇ×4食、乾焼蝦仁丼120ｇ×4食

（税抜4,300円）販売価格4,644円

小麦乳卵 えび 冷凍

短冊のしのみの受付です。短冊のしの会社名・個人名の名入れはできません。

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。急な来客やおも
てなしにもぴったりです。  お届けまで10日ほどかかります。

年間
陳 建一 四川名菜四川料理セット

2734 陳麻婆豆腐の素(山椒付)110ｇ、餃子(10個)170g、
ふかひれ入りスープ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5,200円）販売価格5,616円

小麦乳卵 えび 冷凍

年間
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3,200円）販売価格3,456円

小麦乳卵 えび 冷凍

お届けまで10日ほどかかります。

2613 ローストビーフ300g×１、ソース20g×２、
カマンベールチーズ110ｇ×１

（税抜5,000円）販売価格
販売5,400円

年間

北海道産の牛もも肉に香辛料を加え調理したローストビーフと十勝産
の生乳を使用したカマンベールチーズのセット。

小麦乳
ローストビーフ・カマンベールチーズ 冷蔵

～11月30日～11月30日 ～11月30日

～12月10日 ～12月10日

～12月10日

～12月10日 ～12月10日

陳 建一
五目炒飯4食 乾焼蝦仁丼（エビチリ）4食

カンシャオシャーレン

2p 3p



※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。 年間 のマークのついた商品は2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

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4,700円）販売価格5,076円
5504

販売（税抜5,300円）価格5,724円

天然鮭食べ比べセット 
2137

（税抜5,200円）販売価格5,616円

年間

程よく身の締まった紅鮭は塩漬けに。新鮮な秋鮭は塩漬けと西京味噌
で漬けました。2切ずつの扱いやすいパックにしました。

塩秋鮭2切×2、中塩紅鮭2切×2、 
秋鮭西京味噌漬2切×2

約120g×10切

約120g×12切

冷凍

冷凍

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

6002

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）

6001

（税抜5,100円） 5,508円販売
価格

（税抜3,750円）販売価格4,050円

年間

年間
博多無着色辛子明太子
「和風三色」
0401 無着色辛子明太子110g、

無着色辛子明太子（こんぶ漬）110g、
無着色辛子明太子（ゆず漬）110g

（税抜3,700円）販売価格3,996円
博多仕込みの無着色辛子明太子を、三つの味（辛子・こんぶ・ゆず）で
お楽しみ頂けます。

年間博多辛子明太子（無着色）
0402  330g

（税抜4,000円）販売価格4,320円
粒子のしっかりしたスケトウダラの卵を、丹念に博多仕込みの辛子明太子
に仕上げた贈物に最適な品です。

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4,700円）価格5,076円
5502 本さわら4切、めぬけ4切、青ひらす4切、

各約120ｇ×12入

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。

冷蔵

冷蔵

ふくのや 家庭用明太子（切れ子）
1535 無着色中辛８５ｇ×３（切れ子）、無着色辛口８５ｇ×２（切れ子）

（税抜4,600円）販売価格4,968円
1536 無着色中辛８５ｇ×３（切れ子）、無着色辛口８５ｇ×３（切れ子）

（税抜5,200円）販売価格5,616円
日本初の明太子メーカー｢ふくや｣が展開する【ふくのや】ブランドのこ
だわり明太子。ご家庭で保存や使い勝手のよい小分けパックでお届け
します。ふくのやの明太子は雑味がなく旨みがしっかりある｢真子｣の
美味しさを生かしたシンプルな味付けです。

年間

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

冷蔵

冷蔵
冷蔵

（税抜5,300円） 5,724円販売
価格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でき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 栃木宇都宮餃子｢さつき｣

4種の餃子味わいセット
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。「九条葱餃子」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

小麦黒豚餃子と九条葱餃子 年間 冷凍

冷凍

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。

2703  200g×6個
（税抜3,000円）販売価格3,240円

古くから日本人の歴史を支えてきた｢味噌｣。私たち日本人に欠か
せない〝調味料〟であり、栄養豊富な〝大豆発酵食品〟。味噌づくり
に卓越した技術をもつ｢現代の名工　永田富浩氏｣の作る、〝まぼろ
しの味噌〟と国内産のさばで味噌煮に仕上げました。甘めの味噌が
さばの旨味を引き立てています。

小麦 冷凍

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ています。

（税抜5,000円）価格
販売5,400円
年間但馬牛のコロッケセット

3914 80ｇ×24個

小麦

そばは挽き立て、打ち立てがいいと言われていますが、まさに挽
き立てのそば粉を使用し乾麺でありながら風味とそば独特の歯
切れ感を大事に作りました。

（税抜3,800円）価格
販売4,104円

冷凍

中華そば110g×8袋、スープ×8袋

和歌山中華そば 8食 （スープ付）
0503

（税抜3,400円）販売価格3,672円
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。

年間乳小麦 熊本肥後もっこすラーメン
2447

（税抜3,500円） 3,780円
コクのあるとんこつスープ、香り豊かなニンニク調味油付。九州本場の
豚骨ラーメンが味わえる商品です。

もっこすラーメン80ｇ×8束、とんこつスープ8食、
にんにく調味油8食

佐藤養助　稲庭干饂飩詰合せ
1303

（税抜4,300円） 4,644円
鰹節、昆布等でとるダシに、薄口醤油、みりんで味を整えた上品な味わ
いのつゆと稲庭饂飩の詰め合わせです。

手延べ製法による〝つるみ〟と〝コシ〟が人気の細うどんと黒ごま麺の詰
合わせ。あごだしはお湯に溶かすだけで簡単に温麺のだしになります。

稲庭干しうどん80ｇ×6袋、
しょうゆつゆ(アルミパック入り)、80ｇ×3袋×2箱

年間小麦

販売
価格

販売
価格

2403

（税抜3,500円） 3,780円

手延べ細仕立てうどん50ｇ×7束、
手延べ黒ごま麺45ｇ×7束、特製あごだしスープ10ｇ×10袋

小麦

販売
価格

年間新巻鮭
2103 （税抜5,200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

冷凍

5,616円

年間天然鮭の味覚尽くし
2132

（税抜5,200円）販売価格5,616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 冷凍

年越し 迎春セット
0821 阿波そば50ｇ×8束、讃岐うどん50ｇ×8束、

めんつゆ30ｍｌ×4袋（写真の品）
（税抜3,000円）販売価格3,240円

0823 阿波そば50ｇ×16束、讃岐うどん50ｇ×16束、
めんつゆ30ｍｌ×8袋 （税抜5,000円）販売価格5,400円

挽きたてのそばの風味を大切に作り上げた阿波そばは、冷しても温め
ても美味しく食べることができます。

年間小麦そば

冷凍年間

2747

日本ハム　GRAZZIERIA ピザセット

（税抜3,500円）販売価格3,780円
マルゲリータ210ｇ、クアトロフォルマッジ210ｇ

小麦乳

小麦
日本ハム まぼろしの味噌使用みそだれ
さば味噌煮 常温

手延べ細仕立てうどん・
黒ごま麺あごだしスープ付き

（税抜4,000円）販売価格4,320円
0306 やさい餃子(15個入り)、ゆず餃子(15個入り)、青しそ餃子

(15個入り)、肉餃子(15個入り)×各1箱

冷凍

皮は栃木県産の小麦粉｢ゆめかおり｣を使用し、もちもちとした食感を出
しています。具はできる限り栃木県産にこだわり季節によって旬な地域
の食材を取り入れています。

～12月10日

※二重包装不可　のし不可

名代手延べそば
2404 手延べそば50ｇ×20束

小麦そば

11/24～12/20

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

新大阪小倉屋 塩昆布詰合せ
年間かにえび小麦

（税抜3,900円）販売価格4,212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
年間小麦

（税抜2,860円）販売価格3,088円

～3月 ～3月

小麦 ～3月

4p 5p



※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。 年間 のマークのついた商品は2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

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4,700円）販売価格5,076円
5504

販売（税抜5,300円）価格5,724円

天然鮭食べ比べセット 
2137

（税抜5,200円）販売価格5,616円

年間

程よく身の締まった紅鮭は塩漬けに。新鮮な秋鮭は塩漬けと西京味噌
で漬けました。2切ずつの扱いやすいパックにしました。

塩秋鮭2切×2、中塩紅鮭2切×2、 
秋鮭西京味噌漬2切×2

約120g×10切

約120g×12切

冷凍

冷凍

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

6002

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）

6001

（税抜5,100円） 5,508円販売
価格

（税抜3,750円）販売価格4,050円

年間

年間
博多無着色辛子明太子
「和風三色」
0401 無着色辛子明太子110g、

無着色辛子明太子（こんぶ漬）110g、
無着色辛子明太子（ゆず漬）110g

（税抜3,700円）販売価格3,996円
博多仕込みの無着色辛子明太子を、三つの味（辛子・こんぶ・ゆず）で
お楽しみ頂けます。

年間博多辛子明太子（無着色）
0402  330g

（税抜4,000円）販売価格4,320円
粒子のしっかりしたスケトウダラの卵を、丹念に博多仕込みの辛子明太子
に仕上げた贈物に最適な品です。

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4,700円）価格5,076円
5502 本さわら4切、めぬけ4切、青ひらす4切、

各約120ｇ×12入

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。

冷蔵

冷蔵

ふくのや 家庭用明太子（切れ子）
1535 無着色中辛８５ｇ×３（切れ子）、無着色辛口８５ｇ×２（切れ子）

（税抜4,600円）販売価格4,968円
1536 無着色中辛８５ｇ×３（切れ子）、無着色辛口８５ｇ×３（切れ子）

（税抜5,200円）販売価格5,616円
日本初の明太子メーカー｢ふくや｣が展開する【ふくのや】ブランドのこ
だわり明太子。ご家庭で保存や使い勝手のよい小分けパックでお届け
します。ふくのやの明太子は雑味がなく旨みがしっかりある｢真子｣の
美味しさを生かしたシンプルな味付けです。

年間

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

冷蔵

冷蔵
冷蔵

（税抜5,300円） 5,724円販売
価格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でき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 栃木宇都宮餃子｢さつき｣

4種の餃子味わいセット
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。「九条葱餃子」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

小麦黒豚餃子と九条葱餃子 年間 冷凍

冷凍

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。

2703  200g×6個
（税抜3,000円）販売価格3,240円

古くから日本人の歴史を支えてきた｢味噌｣。私たち日本人に欠か
せない〝調味料〟であり、栄養豊富な〝大豆発酵食品〟。味噌づくり
に卓越した技術をもつ｢現代の名工　永田富浩氏｣の作る、〝まぼろ
しの味噌〟と国内産のさばで味噌煮に仕上げました。甘めの味噌が
さばの旨味を引き立てています。

小麦 冷凍

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ています。

（税抜5,000円）価格
販売5,400円
年間但馬牛のコロッケセット

3914 80ｇ×24個

小麦

そばは挽き立て、打ち立てがいいと言われていますが、まさに挽
き立てのそば粉を使用し乾麺でありながら風味とそば独特の歯
切れ感を大事に作りました。

（税抜3,800円）価格
販売4,104円

冷凍

中華そば110g×8袋、スープ×8袋

和歌山中華そば 8食 （スープ付）
0503

（税抜3,400円）販売価格3,672円
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。

年間乳小麦 熊本肥後もっこすラーメン
2447

（税抜3,500円） 3,780円
コクのあるとんこつスープ、香り豊かなニンニク調味油付。九州本場の
豚骨ラーメンが味わえる商品です。

もっこすラーメン80ｇ×8束、とんこつスープ8食、
にんにく調味油8食

佐藤養助　稲庭干饂飩詰合せ
1303

（税抜4,300円） 4,644円
鰹節、昆布等でとるダシに、薄口醤油、みりんで味を整えた上品な味わ
いのつゆと稲庭饂飩の詰め合わせです。

手延べ製法による〝つるみ〟と〝コシ〟が人気の細うどんと黒ごま麺の詰
合わせ。あごだしはお湯に溶かすだけで簡単に温麺のだしになります。

稲庭干しうどん80ｇ×6袋、
しょうゆつゆ(アルミパック入り)、80ｇ×3袋×2箱

年間小麦

販売
価格

販売
価格

2403

（税抜3,500円） 3,780円

手延べ細仕立てうどん50ｇ×7束、
手延べ黒ごま麺45ｇ×7束、特製あごだしスープ10ｇ×10袋

小麦

販売
価格

年間新巻鮭
2103 （税抜5,200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

冷凍

5,616円

年間天然鮭の味覚尽くし
2132

（税抜5,200円）販売価格5,616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 冷凍

年越し 迎春セット
0821 阿波そば50ｇ×8束、讃岐うどん50ｇ×8束、

めんつゆ30ｍｌ×4袋（写真の品）
（税抜3,000円）販売価格3,240円

0823 阿波そば50ｇ×16束、讃岐うどん50ｇ×16束、
めんつゆ30ｍｌ×8袋 （税抜5,000円）販売価格5,400円

挽きたてのそばの風味を大切に作り上げた阿波そばは、冷しても温め
ても美味しく食べることができます。

年間小麦そば

冷凍年間

2747

日本ハム　GRAZZIERIA ピザセット

（税抜3,500円）販売価格3,780円
マルゲリータ210ｇ、クアトロフォルマッジ210ｇ

小麦乳

小麦
日本ハム まぼろしの味噌使用みそだれ
さば味噌煮 常温

手延べ細仕立てうどん・
黒ごま麺あごだしスープ付き

（税抜4,000円）販売価格4,320円
0306 やさい餃子(15個入り)、ゆず餃子(15個入り)、青しそ餃子

(15個入り)、肉餃子(15個入り)×各1箱

冷凍

皮は栃木県産の小麦粉｢ゆめかおり｣を使用し、もちもちとした食感を出
しています。具はできる限り栃木県産にこだわり季節によって旬な地域
の食材を取り入れています。

～12月10日

※二重包装不可　のし不可

名代手延べそば
2404 手延べそば50ｇ×20束

小麦そば

11/24～12/20

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

新大阪小倉屋 塩昆布詰合せ
年間かにえび小麦

（税抜3,900円）販売価格4,212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
年間小麦

（税抜2,860円）販売価格3,088円

～3月 ～3月

小麦 ～3月

4p 5p



迎春おもちセット（Ａ）

（税抜3,100円）販売価格3,348円

1925
年間

ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがねきり餅
300ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、はと麦入り
きな粉200ｇ×1

年間迎春おもちセット（Ｂ） 年間

1921

こがね餅セット（C）

（税抜2,300円）販売価格2,484円（税抜4,400円）
販売
価格4,752円

1926 ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがねきり餅300ｇ
×3、こがねまる餅260ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1、国内産黒大豆きな粉100ｇ×1

えび

こがねまる餅260ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
はと麦入りきな粉200ｇ×1

年間

1922 こがねまる餅260ｇ×6、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
国内産黒大豆きな粉100ｇ×1

こがね餅セット（D） 

（税抜3,300円）販売価格3,564円

年間

1923 こがねきり餅300ｇ×7

こがねきり餅セット（E） 

（税抜3,400円）販売価格3,672円

年間

1924 こがねまる餅260ｇ×7

こがねまる餅セット（F） 

（税抜3,100円）販売価格3,348円

えび 年間ひよくもち（Ｇ）まる餅セット

（税抜3,000円）販売価格3,240円
1928

えび 年間

1927

ひよくもち（Ｇ）きり餅セット
ひよくきり餅650ｇ×2、国内産黒大豆きな粉100ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

ひよくまる餅600ｇ×2、国内産黒大豆きな粉100ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

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。

3726 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

11月中旬～12月下旬 11月上旬～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果ごとに十分に日の光が届くよう丹念に栽培
しました。強い甘さと上品な芳香を有した食味の良いラ・フランス
です。

ラ・フランス6玉

3725 ラ・フランス8玉

年間

（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。

乳卵 冷凍

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

北海道産牛乳を使用した濃厚なプレミアムバニラ。チーズの程よい酸
味をいかしたクリームチーズ、ちょっぴりビターなチョコの3種類のセッ
トです。

冷凍年間

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

「乳蔵」北海道プリンとチーズケーキセット「実」

2610 北海道プリン100g×3、カラメルソース5g×3、
チーズケーキベイクドシート約290ｇ×1

北海道産の生乳を使用した「乳蔵北海道プリン」と北海道産チーズを
使用し、焼きを入れた「チーズケーキベイクドシート」をお届けします。
お好みで添付のカラメルソースをプリンにかけてお召し上がりください。

小麦乳卵 冷凍

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

函館北斗ジョリ・クレール焼菓子7個セット

1551

北海道産の牛乳と卵をふんだんに使い、丁寧に手作り。素材の良さを
お楽しみください。

年間

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

げんぶ堂
あられ色とりどり
1567 310ｇ

年間小麦

冷凍年間

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

北海道ミックスベリータルト・木苺プリン

2614

「乳蔵」アイスクリーム3種12個

ミックスベリータルト（５号）×１、木苺プリン100g×３

自家製クリームチーズを使用し、ストロベリーなどの甘酸っぱいベリー
をのせたタルトケーキと北海道産の生乳を使用したプリンに「木苺
ソース」をかけたプリン。

小麦乳卵

※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。

原料のお米を微細化し、ふっくら口どけ良く焼き上げたソフトせんべい２種と丸粒大
豆をつきこみ、ほどよい堅さに焼き上げた旨口醤油せんべいの3種詰め合わせです。

個包装の個性派おかきを彩りよく。あれこれ楽しくお召し上がり頂け
ます。

みゆき堂本舗
越後ふる里づくり

1566 サラダせんべい×32枚、しょうゆせんべい×32枚、
熟成丸大豆×24枚 計88枚（写真の品）

（税抜3,800円）販売価格4,104円

1565 サラダせんべい×20枚、しょうゆせんべい×20枚、
熟成丸大豆×10枚 計50枚

（税抜2,800円）販売価格3,024円

年間

控えめな甘さとさっぱりした後味が特徴のアイスクリーム（千本松牧場
アイスクリーム）と濃厚なアイスクリーム（ミレピーニ）のセットです。

千本松牧場特製アイスクリームセット

（税抜4,500円）販売価格4,860円

1538 千本松牧場アイスクリーム110ｍｌ×5、
ミレピーニアイスクリームバニラ・ストロベリー・チョコレート・
宇治抹茶・ロイヤルミルクティー各110ml×1 合計10個

乳卵

4,104円0504

温州みかんジュース
（ストレート果汁100％）

（税抜3,800円）販売価格180g×10本

和歌山県産温州みかんストレート果汁100％のみかんジュース。温州
みかんそのもののお味をお楽しみ頂けます。

年間
3,456円1537

井上果樹園みかんジュース２本
（税抜3,200円）販売価格1L×２本

おいしくなったみかんをそのまままるごと搾ったみかん100％ストレー
トジュースです。

年間
小麦 えび乳

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

かるかん饅頭・３色饅頭４箱セット

（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。

小麦卵

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

冷凍年間

（税抜5,500円）
販売
価格5,940円

蒜山ジャージープレミアムアイスクリーム

1533 バニラ・抹茶・ミルク各120ml×2、
珈琲・チョコ各120ml×1

蒜山山麓の雄大な自然の中、のびのびと健康に育ったジャージー牛か
ら搾った生乳は、コク深く濃厚な味わい。その生乳の味わいを大切に、
素材とジャージー乳の相性にこだわったバニラ・抹茶・珈琲・ミルク・チョコ
の５種類のフレーバーで丁寧に仕上げました。

乳卵

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

植垣米菓　黒豆おかき
1564 丹波黒豆おかき５６枚

もちに丹波黒大豆をつきこみ、丹念に焼き上げました。おもちと大豆
の香ばしさが自慢のおかきです。

小麦

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。 ※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間 のマークのついた商品は2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

冷凍年間乳卵

2616 プレミアムバニラ・チョコ・クリームチーズ各90ｍｌ×4個

年間乳卵 小麦
カイザー・オレンジ・黒糖マドレーヌ・フィナンシェ・フィナ
ンシェショコラ・ティー・フロマージュ各1個

（税抜5,000円）
販売
価格5,400円

1552

国産の米粉・山芋を主体にした生地に国産小豆のこしあんを入れて蒸
し上げたシンプルでいて味わい深いお饅頭です。
※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間
かるかん饅頭×20個、お茶かるかん饅頭×4個、紫いも
かるかん饅頭×4個

卵
（税抜3,000円）販売価格3,240円

6p 7p



迎春おもちセット（Ａ）

（税抜3,100円）販売価格3,348円

1925
年間

ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがねきり餅
300ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、はと麦入り
きな粉200ｇ×1

年間迎春おもちセット（Ｂ） 年間

1921

こがね餅セット（C）

（税抜2,300円）販売価格2,484円（税抜4,400円）
販売
価格4,752円

1926 ヱビス様こもち２個入り鏡もち66ｇ×1、こがねきり餅300ｇ
×3、こがねまる餅260ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1、国内産黒大豆きな粉100ｇ×1

えび

こがねまる餅260ｇ×3、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
はと麦入りきな粉200ｇ×1

年間

1922 こがねまる餅260ｇ×6、スライスしゃぶもち180ｇ×1、
国内産黒大豆きな粉100ｇ×1

こがね餅セット（D） 

（税抜3,300円）販売価格3,564円

年間

1923 こがねきり餅300ｇ×7

こがねきり餅セット（E） 

（税抜3,400円）販売価格3,672円

年間

1924 こがねまる餅260ｇ×7

こがねまる餅セット（F） 

（税抜3,100円）販売価格3,348円

えび 年間ひよくもち（Ｇ）まる餅セット

（税抜3,000円）販売価格3,240円
1928

えび 年間

1927

ひよくもち（Ｇ）きり餅セット
ひよくきり餅650ｇ×2、国内産黒大豆きな粉100ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

ひよくまる餅600ｇ×2、国内産黒大豆きな粉100ｇ×1、
生かき餅330ｇ×1

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。

3726 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

11月中旬～12月下旬 11月上旬～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果ごとに十分に日の光が届くよう丹念に栽培
しました。強い甘さと上品な芳香を有した食味の良いラ・フランス
です。

ラ・フランス6玉

3725 ラ・フランス8玉

年間

（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。

乳卵 冷凍

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

北海道産牛乳を使用した濃厚なプレミアムバニラ。チーズの程よい酸
味をいかしたクリームチーズ、ちょっぴりビターなチョコの3種類のセッ
トです。

冷凍年間

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

「乳蔵」北海道プリンとチーズケーキセット「実」

2610 北海道プリン100g×3、カラメルソース5g×3、
チーズケーキベイクドシート約290ｇ×1

北海道産の生乳を使用した「乳蔵北海道プリン」と北海道産チーズを
使用し、焼きを入れた「チーズケーキベイクドシート」をお届けします。
お好みで添付のカラメルソースをプリンにかけてお召し上がりください。

小麦乳卵 冷凍

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

函館北斗ジョリ・クレール焼菓子7個セット

1551

北海道産の牛乳と卵をふんだんに使い、丁寧に手作り。素材の良さを
お楽しみください。

年間

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

げんぶ堂
あられ色とりどり
1567 310ｇ

年間小麦

冷凍年間

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円

北海道ミックスベリータルト・木苺プリン

2614

「乳蔵」アイスクリーム3種12個

ミックスベリータルト（５号）×１、木苺プリン100g×３

自家製クリームチーズを使用し、ストロベリーなどの甘酸っぱいベリー
をのせたタルトケーキと北海道産の生乳を使用したプリンに「木苺
ソース」をかけたプリン。

小麦乳卵

※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。

原料のお米を微細化し、ふっくら口どけ良く焼き上げたソフトせんべい２種と丸粒大
豆をつきこみ、ほどよい堅さに焼き上げた旨口醤油せんべいの3種詰め合わせです。

個包装の個性派おかきを彩りよく。あれこれ楽しくお召し上がり頂け
ます。

みゆき堂本舗
越後ふる里づくり

1566 サラダせんべい×32枚、しょうゆせんべい×32枚、
熟成丸大豆×24枚 計88枚（写真の品）

（税抜3,800円）販売価格4,104円

1565 サラダせんべい×20枚、しょうゆせんべい×20枚、
熟成丸大豆×10枚 計50枚

（税抜2,800円）販売価格3,024円

年間

控えめな甘さとさっぱりした後味が特徴のアイスクリーム（千本松牧場
アイスクリーム）と濃厚なアイスクリーム（ミレピーニ）のセットです。

千本松牧場特製アイスクリームセット

（税抜4,500円）販売価格4,860円

1538 千本松牧場アイスクリーム110ｍｌ×5、
ミレピーニアイスクリームバニラ・ストロベリー・チョコレート・
宇治抹茶・ロイヤルミルクティー各110ml×1 合計10個

乳卵

4,104円0504

温州みかんジュース
（ストレート果汁100％）

（税抜3,800円）販売価格180g×10本

和歌山県産温州みかんストレート果汁100％のみかんジュース。温州
みかんそのもののお味をお楽しみ頂けます。

年間
3,456円1537

井上果樹園みかんジュース２本
（税抜3,200円）販売価格1L×２本

おいしくなったみかんをそのまままるごと搾ったみかん100％ストレー
トジュースです。

年間
小麦 えび乳

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

かるかん饅頭・３色饅頭４箱セット

（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。

小麦卵

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

冷凍年間

（税抜5,500円）
販売
価格5,940円

蒜山ジャージープレミアムアイスクリーム

1533 バニラ・抹茶・ミルク各120ml×2、
珈琲・チョコ各120ml×1

蒜山山麓の雄大な自然の中、のびのびと健康に育ったジャージー牛か
ら搾った生乳は、コク深く濃厚な味わい。その生乳の味わいを大切に、
素材とジャージー乳の相性にこだわったバニラ・抹茶・珈琲・ミルク・チョコ
の５種類のフレーバーで丁寧に仕上げました。

乳卵

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

植垣米菓　黒豆おかき
1564 丹波黒豆おかき５６枚

もちに丹波黒大豆をつきこみ、丹念に焼き上げました。おもちと大豆
の香ばしさが自慢のおかきです。

小麦

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。 ※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間 のマークのついた商品は2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

冷凍年間乳卵

2616 プレミアムバニラ・チョコ・クリームチーズ各90ｍｌ×4個

年間乳卵 小麦
カイザー・オレンジ・黒糖マドレーヌ・フィナンシェ・フィナ
ンシェショコラ・ティー・フロマージュ各1個

（税抜5,000円）
販売
価格5,400円

1552

国産の米粉・山芋を主体にした生地に国産小豆のこしあんを入れて蒸
し上げたシンプルでいて味わい深いお饅頭です。
※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

年間
かるかん饅頭×20個、お茶かるかん饅頭×4個、紫いも
かるかん饅頭×4個

卵
（税抜3,000円）販売価格3,240円

6p 7p



あきた売れるコメづくり
ランクアップ運動

最優秀賞受賞

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3,900円）販売価格4,290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3,900円）販売価格4,290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2,700円）販売価格2,970円

※お酒は軽減税率対象外です。※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。

※お酒は軽減税率対象外です。※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

春の日ざしのようなやさしい彩り、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2,695円

年間

0093 720ｍｌ

熟成本格
梅酒・原酒
あかつき 

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4,070円

年間

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2,310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
和ＺＩＰＡＮＧ

（税抜2,250円）販売価格2,475円

9月・10月 要冷蔵 冷蔵

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。 ※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

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
塩分約12％(中甘口)
粒の大きさ 中粒 年間

0025 500g（税抜2,600円）販売価格2,808円
0026 800g（税抜3,800円）販売価格4,104円

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

はちみつ味で塩分約5%と食べやすい梅干しで
す。梅干しが苦手な方も、ついついつまんでしま
う美味しさです。

和み梅
塩分約5％(甘口)
粒の大きさ 特大粒 年間

0050 500g
（税抜3,200円）

販売
価格3,456円

0053 800g（税抜4,400円）販売価格4,752円

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

昔ながらのたっぷりのしその葉で漬けた赤い梅
干しです。しその葉の香りは食欲を増進させミネ
ラル・ビタミンの栄養価も豊富です。

しそ漬梅干
塩分約14％(中辛口)
粒の大きさ 大粒 年間

0020 500g（税抜2,600円）販売価格2,808円
0022 800g（税抜3,800円）販売価格4,104円

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

中粒の白龍梅に紀州のかつお節とし
そをミックスしました。三種類のうま
味が生きているちょっと贅沢な逸品
です。

白龍梅かつお風味
塩分約12％(中甘口)
粒の大きさ 中粒 年間

0010 500g

0016 800g

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円
　となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

0301

アリエール
イオンパワージェルギフトセット

（税抜5,200円）価格5,720円

アリエール液体洗剤本体約910g×１、ハーブリッチ
ソフター約600ml×１、除菌ジョイコンパクト約190ml
×１、ハーブリッチソフター詰替約500ml×２、
アリエール液体洗剤詰替約720ml×３
※軽減税率対象外

こちらの商品は、のし無し、もしくは短冊のし(お歳暮)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。ご注文頂いてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。
二重包装不可。

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限定生産”の食味ランキング特A（最高位）にランクされていま
す。『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 2020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 無洗米

コード 栽培米 無洗米

5kg 1001 （税抜3,450円）3,726円 （税抜3,600円）3,888円

1031 （税抜3,650円）3,942円 （税抜3,800円）4,104円

10kg 1002 （税抜5,850円）6,318円 （税抜6,150円）6,642円

1032 （税抜6,050円）6,534円 （税抜6,350円）6,858円

20kg 1004 （税抜11,150円）12,042円 （税抜11,750円）12,690円
25kg

御届先

5kg

10kg

25kg

1005 （税抜13,650円）14,742円 （税抜14,400円）15,552円

1035 （税抜13,850円）14,958円
1034 （税抜11,350円）12,258円 （税抜11,950円）12,906円20kg

コード

コード

1016

1041

1017

1042

1019
1020

1044
1045 （税抜14,600円）15,768円

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。お世話になった方、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4,400
1513

グルメ選べるギフト｢デリシャス｣
（税抜5,000円）販売価格5,500円
1514

グルメ選べるギフト｢レッカー｣
（税抜6,000円）販売価格6,600円
1515

グルメ選べるギフト｢セボン｣
（税抜10,000円）販売価格11,000円
1516

グルメ選べるギフト 年間

円

グルメ選べるギフト｢ボーノ｣
（税抜3,000円）販売価格3,300
1512

※軽減税率対象外

※沖縄・北海道・離島は別途送料550円となります。

洗練度で群を抜くと言われている宇治の玉露と躍進著しい鹿児島知覧
の煎茶を濃い味のティーバッグにしたお茶のセットとなっております。

宇治の玉露と美味しい煎茶の
ティーバッグセット

0111 宇治玉露100ｇ、知覧特上煎茶ティーバッグ３ｇ×１２Ｐ、
宇治煎茶100ｇ（写真の品）

（税抜5,800円）販売価格6,264円

年間

0110 宇治玉露100ｇ、知覧特上煎茶ティーバッグ３ｇ×１２Ｐ
（税抜4,300円）販売価格4,644円

ネスカフェ
レギュラーソリュブルコーヒーギフトセット

販売
価格（税抜5,500円） 5,940円

ネスカフェゴールドブレンド約65g×２･ネスカフェゴールドブレンド香り
華やぐ約65g×１･ネスカフェゴールドブレンド コク深め約65g×１･
ネスカフェエクセラ約80g×４

～12月10日
～12月10日

0302

こちらの商品は、のし無し、もしくは短冊のし(お歳暮)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。ご注文頂いてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。
二重包装不可。

白龍梅 塩分約12％(中甘口) 粒の大きさ 特大粒
0001 0008  800g

4,320円販売
価格（税抜4,000円）3,132円販売

価格（税抜2,900円）

年間

自家農園の梅の実を1粒1粒吟味し、ぽってりやわらかでまろやかな口当たりの食べやすい梅干しです。
※沖縄・北海道・離島は別途送料660円となります。

 500ｇ

（税抜4,000円）
販売
価格4,320円円

（税抜2,900円）
販売
価格3,132円円

紀州南高梅梅酒
「GI和歌山梅酒」のロゴを付された梅酒製品は、和歌山の梅を原料とし、定められた製造・品質基準を満たしたGI和歌山梅酒として認証を受けた証です。

■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2021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。
※のマークのある一部商品については沖縄・北海道・離島は別途送料が必要となります。

※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。

―  日本全国から選りすぐった美味の競演  ―

産地直送ギフト
宅配料･消費税込み

GIFT CATALOG
2020- 2021 年間商品
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