
有限会社 アイエスシー

お歳暮 特別ギフト

得得厳選便 其の壱

②塩かずのこ 特特大 500g

￥3,024(税込)

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

規格

発送

ISC直送/冷蔵(別途)

500g入／箱

発送

御注文締切日

塩数の子・Tボーン/Lボーン・いくら醤油漬け
：常時受け付け

(弊社在庫品の為売切次第終了)

本マグロセット : 常時受け付け

規格

発送 メーカー直送/冷凍（別途）

③いくら醤油漬け 250g

発送 メーカー直送/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。

規格

250g入／箱

￥4,752(税込)

￥2,808(税込)

④養殖本マグロよかとこセット 800g

昨年の大好評にお答えし、アメリカ産Tボーン再登場です！
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、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!

￥6,480(税込)

①Tボーン/Lボーン 450g
約450g入／袋

ISC直送/冷凍(別途)

800g入／箱

養殖本鮪の「よかとこ」赤身200g、中トロ200g、大トロ400gと
いう超豪華セットを、年末大感謝価格でご提案いたします！
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。



有限会社 アイエスシー

お歳暮 特別ギフト

得得厳選便 其の弐

⑤さざえ海の恵みセット 6個入 ￥2,376(税込)

旨味がたっぷり凝縮された、新鮮な活さざえのセットです。
食べやすいようにスライスされているのも魅力の一つ。コリコリとした食感と磯の香りを楽しめます。
お刺身、スチームさざえ、ピリ辛和え、酒粕、うに味噌和えの５種類ご用意しております。
お好きな２種類または4種類をお選びください。

規格 発送 メーカー直送/冷凍(別途)6個入／箱

御注文締切日

さざえセット：常時受け付け
(お届けまで一週間程度要します)

唐辛子とごまを使用した、
辛味と旨味の効いた旨辛味は、
お酒のおつまみにもピッタリです。

日本のスーパーフーズである
「酒粕」と、特製のタレをブレン
ドした、高級感のある贅沢な味
です。

漁師料理として伝わる、濃厚で
風味豊かな「うに味噌」で和え
た、磯の風味豊かな贅沢な一品
です。

うに味噌和え酒粕ピリ辛和え

お刺身 スチームさざえ

コリコリとした食感と磯の香り
を楽しめます。自然解凍でお
召し上がりください。

スチーム加熱のため、食感、香り、
風味、旨味が凝縮されています。
つぼ焼き、BBQ、天ぷらにどうぞ。

￥4,536(税込)

2種類

4種類 (2種類セットよりも200円お得！)

⑥Coming soon！

五島の海の幸をお届け予定です。
準備が整い次第お知らせいたしますので、お楽しみに！



有限会社 アイエスシー

お歳暮 特別ギフト

得得厳選便 其の参

規格

規格

発送

発送

メーカー直送/冷凍(別途)

規格

発送 メーカー直送/冷凍（別途）

1枚入／箱

発送 メーカー直送/冷凍(別途)

規格

1枚入／箱
￥864(税込)

規格

発送

⑦-1コロコロ明太子 ⑦-2切れ子 各1Kg

1Kg入／箱

￥2,160(税込)

￥3,240(税込)

コロコロ明太子：

切れ子：
メーカー直送/冷凍(別途)

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。

⑧手羽明太 10本入

10本入／袋

メーカー直送/冷凍(別途)

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。

⑨明太しゅうまい 6個入

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。

⑩めんたいやさんのピザ ホワイトソース

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！

￥810(税込)

￥1,350(税込)

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。

⑪めんたいやさんのピザ トマトソース

￥864(税込)

御注文締切日

明太子商品：常時受け付け



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)】 ※送料は変更になる可能性がございます。
変更の際は必ず担当者よりご連絡差し上げますので、何卒ご了承ください。

●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

九州・中国 四国・関西 中部・北陸 関東・信越 東北 北海道 沖縄

¥1,000 ¥1,100 ¥1,200 ¥1,400 ¥1,600 ¥2,200 ¥2,000

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


