
得得厳選便 其の壱

価格

￥6,000
規格メーカー直送(C)/冷蔵(別途)

※上記金額は全て税別価格となります。

人気の刺身魚を活締め即真空
パックでドーンと詰め込んだ総
重量1kg(刺身換算10人前)の
セットです。昨年の大好評にお
答えし、リピート再登場です！

ハマチ：四分の一
(鹿児島産・元5kg前後)
マダイ：半身
(熊本・愛媛産・元1.5kg前後)
シマアジ：半身
(熊本・長崎産・元1.2kg前後)

価格 ￥6,000
養殖本マグロの 『良かとこ』赤身200g、中トロ200g、
大トロ400gを、年末大感謝価格でご紹介いたします!!
ご家庭の冷凍庫でも出荷日から7日間保管可能ですの
で、刺身だけでなく漬けや炙りなども楽しめます。

規格 発送 メーカー直送(A)/冷凍（別途）800g入／箱

価格

￥2,600

発送

ISC直送(A)/冷凍(別途)

全く海のものではないのですが、お客様か
らのご要望により、アメリカ産Tボーンを販
売します！骨を挟んでサーロインとヒレ肉の
両方を食べることができる上に、今回は1枚
がポンドオーバー(453g以上)という、贅沢
さと食べごたえを兼ね備えた、大満足な商
品となっています！！

12月23日～25日、28日
数量限定出荷

12月23日～25日、28日
数量限定出荷

御注文締切日

塩数の子・いくら醤油漬け
：常時受け付け

鮮魚セット：12月23日～25日、
28日各発送日の3日前迄

マグロセット：12月18日(金)注文締切
(12月23日～28日発送)

⑤簡単刺身用鮮魚セット
ハマチ＊マダイ＊シマアジ

計1kg前後入

④養殖本マグロ
良かとこセット 800g

①Tボーン/Lボーン
②塩かずのこ
特特大 500g

価格

規格
￥2,600
500g入／箱

発送 ISC直送(B)/冷蔵(別途)

ブリストル産の食べごたえ抜群な特
特大サイズを、特特特価にてご提供
いたします！1パックは10～11切れ
です。御注文は常時受付中ですが、
在庫売り切れ御免です。お早めの予
約をおすすめします！

規格 約450g入／袋

③いくら醤油漬け 500g
※数量限定

価格 ￥6,000
発送 メーカー直送(A)/冷凍(別途)

北海道産の新鮮な卵を使用しており、
大きめの粒には特製の醤油だれの旨み
がたっぷり詰まっています。口に入れる

と”ぷちっ”と弾けて、ほかほかのご飯と
の相性はバッチリ。箸が止まらなくなる
ほどの美味しさです。

発送

※商品名の左横のアルファベットは送料区分にな
りますので、注文申し込み用紙でご確認下さい。



得得厳選便 其の弐

価格 ￥800
規格

発送 メーカー直送(B)/冷凍(別途)

1枚入／箱

※上記金額は全て税別価格となります。

ふわふわのフォカッチャ生地にたっぷりの
チーズと明太子をトッピングし、トマトソー
スでマイルドに仕上げました。
お酒のおつまみにも、お子様の軽食にも
ピッタリです。

価格

規格

発送

￥2,000

メーカー直送(B)/冷凍(別途)

1Kg入／箱

￥3,000
コロコロ明太子：

切れ子：

明太子の切れ端を集めた「コロコロ
明太」は、贈答用の「切れ子」と同じ
高い品質を保ちつつ、量もぎっしり
と入っているコストパフォーマンス
抜群な商品です。

価格 ￥800
規格

発送 メーカー直送(B)/冷凍(別途)

1枚入／箱

ふわふわのフォカッチャ生地にたっぷりの
チーズと明太子をトッピングし、ホワイト
ソースでマイルドに仕上げました。
オーブンで焼くだけで、蔵出しオリジナルの
贅沢なめんたいピザの出来上がりです！

価格 ￥1,250

外はパリッと、中はジューシーな
手羽明太は、お酒のおつまみにも、
お弁当にも相性抜群です！
クリスマスや年末年始の食卓の
お供としても、ぜひ一度ご賞味く
ださい。

規格

発送 メーカー直送(B)/冷凍(別途)

10本入／袋

価格 ￥750
規格

発送 メーカー直送(B)/冷凍(別途)

6個入／箱

厳選されたすけとうだらのすり身
に、こだわりの明太子をたっぷり
と包み込んだ大粒の明太しゅうま
いです。
ふっくらとした口溶けの中に、ピ
リッと辛い旨みが凝縮された贅沢
な味をご家庭でお楽しみください。

御注文締切日

明太子商品：常時受け付け

⑥-1コロコロ明太子
⑥-2切れ子 各1Kg

⑦手羽明太
10本入

⑧明太しゅうまい
6個入

⑨めんたいやさんのピザ
ホワイトソース

⑩めんたいやさんのピザ
トマトソース

※商品名の左横のアルファベットは送料区分にな
りますので、注文申し込み用紙でご確認下さい。



FAX注文申込用紙
※お電話でもご注文いただけますが、なるべくFAXにて御注文をお願い
いたします。弊社HPからもご注文可能です。
（ご注文内容を正確にするため、ご協力をお願いいたします。）

■FAX注文の方はこちらに注文用紙をご送信ください。

■電話注文の方はこちらまでご連絡ください。

担当：萩原 ・ 松吉
連絡先：092-586-5170
E-mail：is1960@gold.ocn.ne.jp

※ご注文後、弊社担当者が対応させていただきます。

【送料 (税別表記)】

●複数商品ご注文いただく際の送料につきましては、都度弊社担当までお問い合わせください。
●冷蔵便と冷凍便の混載は、商品品質保持のためお受けできません。
●年末年始は荷物過多により、到着日が遅れる場合がございます。予めご了承ください。
●お届け先が離島の場合、別途追加料金を実費にて頂戴する場合がございます。

TEL：092-586-5170

送料区分 九州・中国 四国・関西 中部・北陸 関東・信越 東北 北海道 沖縄

A ¥900 ¥1,100 ¥1,200 ¥1,300 ¥1,550 ¥2,040 ¥2,000

B ¥980 ¥1,070 ¥1,260 ¥1,460 ¥1,550 ¥2,320 ¥2,000

C ¥1,160 ¥1,260 ¥1,460 ¥1,680 ¥1,760 ¥2,260 ¥2,160

ご
依
頼
主

フリガナ TEL

お名前 FAX

ご住所

〒

お
届
け
先

フリガナ のし 【 あり なし 】 商品番号 商品名 個数 お届け日

お名前 表書き 【 】 12月 日

ご住所

〒

電話番号：

12月 日

12月 日

お
届
け
先

フリガナ のし 【 あり なし 】 商品番号 商品名 個数 お届け日

お名前 表書き 【 】 12月 日

ご住所

〒

電話番号：

12月 日

12月 日

お
届
け
先

フリガナ のし 【 あり なし 】 商品番号 商品名 個数 お届け日

お名前 表書き 【 】 12月 日

ご住所

〒

電話番号：

12月 日

12月 日

地域詳細
【九州・四国：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、愛媛、香川、高知、徳島】
【四国・関西：島根、鳥取、山口、広島、岡山、大阪、京都、奈良、滋賀、兵庫、和歌山】 【東北： 宮城、山形、福島、青森、秋田、岩手】
【中部・北陸：静岡、愛知、三重、岐阜、富山、石川、福井】 【関東・信越：群馬、栃木、山梨、茨城、千葉、埼玉、神奈川、東京、新潟、長野】

お支払い方法：銀行振込
※お振込確認後発送

FAX：092-586-5183


