
ご注文の際に下記口座へお振込みください。
（お振込み手数料は、お客様ご負担となります。）

※お申し込み方法

【お支払い方法】

●八戸通運㈱ホームページより、メールでのご注文も承ります。

八通 産直 ×

ホームページアドレス　http://www.hattsu.co.jp/

【 お 振 込 先 】
口座名義　八戸通運株式会社

ゆうちょ銀行　02390－2－11354
青森銀行八戸支店　普通　636899

検 索

●ご注文書に記入し、郵送またはFAXでお願いします。
　※電話番号、アパート名等は必ずお書きください。
　※配達指定希望の方は日数に余裕を持ってご注文ください。
　※日時指定のご希望はお受け出来ますが、配送業者（佐川急便）の事情により、
　　ご希望に添えない場合があります。
　※のし（シール）はお名前を入れることができませんのでご了承ください。
●価格は送料、消費税、クール料込みです。但し、1個につき、

　九州各県は５００円、沖縄県は９００円の加算となります。
　※【ご注文書】の金額欄には、加算額を合計した金額をご記入ください。
●発送はご注文後7日以内となります。
●日曜日、祝祭日、8月13日から16日は休業日となります。
●沖縄本島を含む離島へのクール商品の発送は、お取扱いしておりません。
●万一、品質上の問題等がございましたら商品到着後直ちにご連絡ください。
●個人情報は通信販売業務において使わせていただく他に、ご注文者の住所と氏名のみ新しいパンフレットのご案内に使わせていただきます。
　また法令に基づく場合、または必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、第三者に提供いたしません。

●全商品、送料・消費税込みの価格です。

●クール指定商品は、クール料込みの価格です。　●販売有効期間／令和4年6月1日から令和4年10月31日まで。
 過去の掲載商品につきましても、お取扱いできる商品がございますので お気軽にお問合せ下さい。

但し、1個につき、九州各県の場合は５００円、沖縄県の場合は９００円の加算となります。

  9－1目丁一下城市戸八県森青】社本【 2700-130〒 ［URL］http://www.hattsu.co.jp/
産直担当　TEL.0178-22-0202　FAX.0178-44-0128

マルヌシ 鯖王

菓子処丸美屋
八戸銘菓詰合せ

3,100円
4種（はまべの花・うみねこ・
ブナの小枝・種差の道）
各3個

N04

4,200円3種（はまべの花・うみねこ・
つるこまんじゅう）各6個N03

内　　　容 価　格品番

ユネスコ無形文化遺産に登録された三社大
祭をパッケージに、丸美屋が誇る八戸伝統銘
菓を詰合せしました。

N04N03

4日間で35万個を販売した、TV・雑誌
で話題のチーズケーキです!!

4,000円4種詰合せ
チーズ4個・

津軽りんご・ショコラ・万緑 各2個
E51（　　　　　　　　　　　　　　　　）

5,000円3種詰合せ
（チーズ・津軽りんご・万緑 各5個）E50

6,100円津軽りんご　20ヶ入り
（10ヶ入り×2箱）E27

3,700円津軽りんご　10ヶ入りE26

6,300円チーズ　30ヶ入りE06

3,200円チーズ　10ヶ入りE04
内　　　容 価　格品番

チーズ

津軽りんご

４種詰合せ

郷アルパジョン
朝の八甲田

冷凍

・ジャズ姫（いちご）115㎖
・ブルーベリー・・・・115㎖
・バニラ・・・・・・・115㎖×2

・黒飴・・・・・・80㎖
・バジル・・・・80㎖

・生チーズケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200g
㎖511・・・・・・・・・・・ ムアミレプ・ザ・ラュキラド・

・ドラキュラ・ザ・スーパープレミアム ・・・・80㎖

FOODEXJAPAN
「ご当地アイスグランプリ」
受賞作品勢ぞろい！
「生チーズケーキ」もセットになって
お買い得！

新郷村ふるさと活性化公社
 生チーズケーキとアイス
 7種類詰合せセット

冷凍

P33

（内容量：1本 1,000㎖）

本場青森の完熟りんごをぎゅっと搾った天然
果汁100％のりんごジュースです。

6,200円12本入りF03
3,500円６本入りF02
2,600円３本入りF01

内　　　容 価　格品番

松倉りんご園
りんごジュース（内容量：1本330㎖／ビン詰）

4,100円三島シトロン　　　  １２本
三島バナナサイダー １２本M03

4,100円三島バナナサイダー ２４本M02
4,100円三島シトロン　　　２４本M01

内　　　容 価　格品番

八戸の美味しい水
「三島の湧水」で作られた懐かしい味のサイダー。
八戸製氷冷蔵
三島サイダー

昔ながらの
地サイダー

D02

D01

D03
完熟りんご果汁100％のりんごジュースと、濃厚で
ほどよい酸味のさっぱりとした風味がクセになる
「紅玉」を使った果汁30%ゼリーを、名産地倉石から
産地直送でお届け致します。

3,300円1,000㎖×6本入りD02
3,800円200㎖×20ヶ入りD01

内　　　容 価　格品番

八戸中央青果
あおもり倉石でつくった
林檎ジュース

3,900円170㎖×20ヶ入りD03
内　　　容 価　格品番

紅玉ゼリー

林檎ジュース・紅玉ゼリー詰合せ
ジュース（200㎖）とゼリー（170㎖）の詰合せ

2,500円各  5個   計10個入りD05
3,900円各10個   計20個入りD04

内　　　容 価　格品番

人気商品

4,300円

おすすめの
逸品

アーモンドと黒胡麻、白胡麻を大量に使い混
ぜ合わせました。お口に広がる・ゴマ・ごま・
胡麻！！噛むほどに癖になる味。

菓子処丸美屋
ごま畑

4,300円16枚入りN06
2,600円8枚入りN05

内　　　容 価　格品番

おやつに
最適

N05 N06

おすすめ

さくらんぼの最高級品種「佐藤錦」
産地直送で新鮮なままお届け致します。
ご贈答用、お中元、ご家庭用に!
青森県産の安心でおいしい
人気のさくらんぼです。

4,100円Ｍ玉　バラ詰め
1kgT3

5,000円Ｌ玉　バラ詰め
1kgT2

6,500円Ｌ̃ ＬＬ玉　鏡詰め
1kgT1

内　　容 価　　格品番

さくらんぼ 佐藤錦
◎発送期間は6月下旬から7月中旬となります。
　（天候により若干の変動があります）
◎鮮度の都合上、沖縄および離島への発送は受付
　しておりません。
◎お客様に品質の高い商品をお届けするため、気象条件
　や作柄状況をみて収穫・発送いたします。 そのため、
　配達希望日及び配達時間指定をお受けしておりません
　ので、ご了承ください。

写真はイメージです。

P32

ご贈答に
おすすめ

◎賞味期限は、冷蔵（10℃以下）で、製造日より「ヨーグルト 約14日」、
　「肉加工品 約20日」程度です。
◎開封後は、賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がり下さい。

新郷村ふるさと活性化公社
ヨーグルト詰合せセット

「飲むヨーグルト」と「奥入瀬ポークなど肉加工品」
のギフト商品人気№1セット！

冷蔵

品番

飲むヨーグルト ザ・プレミアム 900㎖×1
飲むヨーグルト スタンダード 900㎖×1
ベーコン 100g×1
荒挽きポークウィンナー 140g×1
チョリソーウィンナー 140g×1
ロースハム 80g×1
スモークチキン 140g×1

内　　容

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

P31 P32

5,200円P31 4,000円P32

P31

特選

特選

新商品

青森県産りんごを丸ごとバウムクーヘンで
包みこみ、りんごからしみ出るシロップがバ
ウムクーヘンに広がりしっとりとした食感を
お楽しみください。

小泉製菓
かくれたりんご

3,200円バニラ2個入りN21
2,100円バニラ1個入りN20

内　　　容 価　格品番

日本商店連
盟

会長賞受賞

4,100円飲むヨーグルト ザ・プレミアム
飲むヨーグルト スタンダード

4,300円飲むヨーグルト ザ・プレミアム

4,100円飲むヨーグルト ザ・プレミアム
飲むヨーグルト スタンダード

150㎖×6本
150㎖×6本

150㎖×12本

900㎖×2本
900㎖×1本

P30

P29

P23
内　　　容 価　格品番

冷蔵

◎無添加のため賞味期限は、製造日より14日。商品到着後12～10日位です。

新郷村ふるさと活性化公社
飲むヨーグルト詰合せセット

原材料は生乳、乳製品（乳酸菌）、オリゴ糖の三つ
だけで、限りなく「ピュア」かつ「ヘルシー」! （安定
剤・香料等の添加物、砂糖・液糖も一切不使用）

ご当地
ヨーグルト

GP
金賞受賞

（小）
150㎖も

（内容量：1本 250㎖）

ファーストインターナショナル
エキストラ・バージン・
オリーブオイル

ギリシャ・クレタ島からの直輸入!!「濃厚な味
わい」と「芳醇な香り」が詰まった贈り物。

4,800円2本セット（オリーブ・オレンジ）S03
4,800円2本セット（オリーブ・レモン）S02
6,700円3本セット（オリーブ・レモン・オレンジ）S01

内　　　容 価　格品番

S01 S02

ギリシャ・
クレタ島からの

贈り物
ビオレア

3,800円Ｗ11

3,800円Ｗ10
3,800円Ｗ09

内　　　容 価　格品番

味噌煮 180g×4パック

カレー 310g×4パック

味噌煮 180g×2パック
カレー 310g×2パック

八戸市のブランドサバ「八戸前沖さば」。その中でも
特に大型（1尾550g以上）の「八戸銀鯖」を半身まる
ごと使用！従来のサバ製品の概念を覆す大きさの
味噌煮とカレー！味噌煮は青森県で親しまれている
津軽味噌。赤・白の2種類の味噌が調和するように
ブレンド。カレーは厳選した27種類のスパイスと国
産魚醤を使用し、コク深いルウとなっております。

八戸市のブランドサバ「八戸前沖さば」。その中でも
特に大型（1尾550g以上）の「八戸銀鯖」を半身まる
ごと使用！従来のサバ製品の概念を覆す大きさの
味噌煮とカレー！味噌煮は青森県で親しまれている
津軽味噌。赤・白の2種類の味噌が調和するように
ブレンド。カレーは厳選した27種類のスパイスと国
産魚醤を使用し、コク深いルウとなっております。

（内容量：1本330㎖/ビン詰）

写真はイメージです。写真はイメージです。

新商品

ブドウとりんごの果汁で仕上げた『ぶどっぷる
サイダー』、黄色いりんごと赤いりんごの果汁
で仕上げた『りんごっぷるサイダー』、ポリフェ
ノール、クエン酸、ビタミンＣたっぷりの三戸産
ガマズミを使用したすっぱいサイダー『三戸
ジョミサイダー』のセットです。

ブドウとりんごの果汁で仕上げた『ぶどっぷる
サイダー』、黄色いりんごと赤いりんごの果汁
で仕上げた『りんごっぷるサイダー』、ポリフェ
ノール、クエン酸、ビタミンＣたっぷりの三戸産
ガマズミを使用したすっぱいサイダー『三戸
ジョミサイダー』のセットです。

新商品
冷蔵

新商品

花万食品 なかよし

古くから愛され続けている八戸生まれの「なか
よし」、ひとつひとつ丁寧に職人が造りあげた
チーズといかの二つの素材が“
なす美味しいハーモニーをご堪能下さい。

近隣の八戸港に水揚げされた滋味豊かで身

用し、昭和２１年の創業以来積み上げた伝統
技術で、贅沢を極めた肉厚なまいかの塩辛詰
合せとなっております。

近隣の八戸港に水揚げされた滋味豊かで身

用し、昭和２１年の創業以来積み上げた伝統
技術で、贅沢を極めた肉厚なまいかの塩辛詰
合せとなっております。

3,800円塩辛・いか南蛮・きりこみ
各160g×1

花万食品
 いか三彩M22

※Ｍ12・Ｍ13は別途箱詰めとなります。
6,400円200g×3箱M13
4,800円200g×2箱M12
2,400円200g×1箱M11

内　　　容 価　格品番

2,900円

・ぶどっぷるサイダー 2本
・りんごっぷるサイダー 2本
・三戸ジョミサイダー 2本

佐瀧本店
 三戸地サイダー 3種G23

本年は不作により只今
販売を見合わせております。
販売状況につきましては

お電話でお問い合せください。
090-1379-8300 担当者



●販売有効期間／令和４年６月１日から令和４年10月31日まで。　●全商品、送料・消費税込みの価格です。（但し、1個につき、九州各県の場合は５００円、沖縄県の場合は９００円の加算となります。）　●クール指定商品は、クール料込みの価格です。

3,800円いちご煮 2缶Y10

8,000円いちご煮 3缶
帆立スープ 2缶Y08

8,000円いちご煮 5缶Y06

5,200円
［味くらべ三種］
いちご煮　　　　1缶
帆立のいちご煮　1缶
北寄のいちご煮　1缶

Y05

5,000円
［お祭りバージョン］
いちご煮 3缶

三社大祭・蕪嶋・えんぶり
Y04

5,000円いちご煮 2缶
カニスープ 1缶Y02

5,000円いちご煮 3缶Y01

内　　　容 価　格品番

うにと
あわびの潮汁

いちご煮

・1缶 415g
・プルトップ缶

味の加久の屋
いちご煮缶詰セット

※写真は調理例

ご存知
八戸の味

「シューイチ」で紹介され話題になりました。
ウニとアワビの潮汁、八戸を代表する「いちご
煮」を青森県産米で炊きこみお粥にした磯の
風味が豊かで、贅沢な一品です。

「シューイチ」で紹介され話題になりました。
ウニとアワビの潮汁、八戸を代表する「いちご
煮」を青森県産米で炊きこみお粥にした磯の
風味が豊かで、贅沢な一品です。

3,800円250ｇ入（１人前）×６パック

味の海翁堂
 いちご煮がゆ6点セットK22

凍らせても
おいしい

6,200円

・マトウダイ一夜干し 半身1枚
・おいらんカレイ一夜干し 1枚
・いか一夜干し  1枚
・しまほっけ一夜干し 半身1枚
・銀鮭切身 2切
・八戸前沖銀さば一夜干し 半身1枚

味の海翁堂
 八戸朝市一夜干しセットK42

八戸港の朝市ならではの一夜干しを
詰め合わせた自慢のセット。

冷凍
人気No.1

2,400円
・1.2kg（4L）程度×1本

土にこだわり、味にこだわり、食感と完熟に
こだわったながいもです。
3年サイクルで生産しています。（1年間栽培・
2年間休耕 緑肥で地力を高めます）

森の恵出荷組合
 森の長芋（青森県産）F21

栄養豊富

柏崎青果
ながいも（青森県産）

7,300円10～13本入り約10kgF13
5,500円5～6本入り約5kgF12
3,800円3～4本入り約3kgF11

内　　　容 価　格品番

青い森の大地から健康の贈り物

さば（1袋2串）・いか（1袋1串）・ほたて（1袋2串）のセット
「津軽海峡の塩味」と「清水森ナンバ（唐辛子味）」の２種類

人気のサバ缶バーから6缶をギフトボックス
にセットした商品です。

3,700円

1缶180g×6種類
・「津軽海峡の塩」　 ・「アヒージョ」
・「ゆずこしょう」      ・「トムヤムクン」
・「グリーンカレー」   ・「ハバネロ」

マルヌシ
  八戸サバ缶バーW01

5,000円12袋セット（各2袋、計20串）W03
3,100円6袋セット（各1袋、計10串）W02

内 容（「塩味」と「唐辛子味」） 価　格品番

マルヌシ
あおもり串酒場

素材も味付けも調味料も、全て「あおもり」に
こだわり仕上げました。
おかずに良し、おやつに良し、酒の肴に良し。
気軽に手軽に、お好きなシチュエーションで
お楽しみください。

酒の肴に

新製品開発部
門

（2018）
農林水産大臣

賞

マルヌシ
八戸銀鯖一夜干し

写真はイメージです。脂乗りもよく身も厚い、
プレミアムな鯖「八戸
銀鯖」を、自社秘伝のた
れで漬け込んだ一夜干
し、特別な「家メシ」を
ご提案致します。

冷凍
今夜の
おかずに

滋養強壮に

（内容量：500g）

「秘密のケンミンSHOW」で紹介されました。
全国から問い合わせのある人気の商品です。
限りなく梅に近い「杏梅」の八助梅を使用した
南部地方伝統のさっぱり梅漬です。

5,000円5パック入りF23
3,600円3パック入りF22

内　　　容 価　格品番

松倉りんご園
南部八助梅漬

冷蔵冷蔵
話題の商品

青森県産ニンニク粉末を配合した独自飼料で
生産され、ビタミンＢ1とイノシン酸を多く含み、
香りや食感も優れています。

5,800円100g×10枚入りK50
3,900円100g×6枚入りK49

内　　　容 価　格品番

味の海翁堂
青森県産ガーリックポーク

冷凍

6,700円

・正肉スライス 100g×4
・つみれ 100g×2
・人参ごぼう 150g×1
・濃縮スープ（8.5倍） 100㎖×2
・おつゆせんべい 9枚×2

グローバルフィールド
 地鶏青森シャモロック
 せんべい汁セット4人前
J03

冷凍
せんべい汁
味くらべ

3,400円

（カニ入り 3人前）
・カニ入り具材60g×1　・カニみそ加工品7g×1
・調味液200g×1　・鍋用せんべい3枚入×2
（ウニ入り 3人前）
・ウニ入り具材60g×1　・調味液200g×1
・鍋用せんべい3枚入×2
（シャモロック 3人前）
・具入り濃縮スープ280g×1
・鍋用せんべい3枚入×2

特製調味タレは旨味が濃縮されていますので、
お好みの季節の野菜を刻んで入れればさらに
おいしく召し上がれます。
味の海翁堂
 長者様のせんべい汁セットK12

2,300円
・細ちぢれ麺
・あっさり煮干し醤油スープ

八戸地方の煮干しラーメン。
あっさりスープに細ちぢれ麺、懐かしの中華
そばです。

木村屋
 八戸らーめん（5食セット）P02

冷蔵

上北農産加工（KNK）　スタミナ源たれ詰合せ

「秘密のケンミンSHOW」をはじめ、多くの番組で紹介されました。
日本一の青森県産りんごとニンニクをはじめ、青森県産の生野菜をふんだんに使用!
青森県内で70%のシェアを誇る、地元で古くから愛され続けている「万能たれ」です。

「秘密のケンミンSHOW」をはじめ、多くの番組で紹介されました。
日本一の青森県産りんごとニンニクをはじめ、青森県産の生野菜をふんだんに使用!
青森県内で70%のシェアを誇る、地元で古くから愛され続けている「万能たれ」です。

 5本セットG02

3,300円

・スタミナ源たれ 410g
・スタミナ源たれ ソフト 410g
・スタミナ源たれ ゴールド中辛 420g
・スタミナ源 塩焼のたれ 380g
・焼肉のたれ 辛味家 410g

2,500円

 ミニ5本セットG03
・スタミナ源たれ 300g
・スタミナ源たれ ゴールド中辛 300g
・スタミナ源 塩焼のたれ 270g
・焼肉のたれ 辛味家 300g
・バラ焼のたれ 310g

県産りんごと
ニンニクを使用

6,300円

・最高級黒毛和牛倉石牛もも 300g
・東北産純粋黒豚バラ 300g
・五穀味鶏もも 300g
・ポーク100％骨付きソーセージ（1本50g） 3本

南部食品
 BBQセットE23

倉石牛・黒豚・鶏＆
ソーセージのボリューム満点セット！！

冷蔵

5,300円

・倉石牛・ガーリックポーク 生ウインナー 125g（5本）
 生フランク    180g（3本）
・倉石牛・青森県産豚・アピオス ウインナー     125g（5本）
 フランク        180g（3本）
・マスタード  105g

南部食品
 倉石牛入り
 フランク・ウインナーセット
E37

倉石牛を贅沢に使用し、厳選した青森県産の
素材とこだわりの製法で作られたフランク、
ウインナーです。ご贈答にお薦めのセットです。

冷凍

・もも肉（醤油こうじ） 200g×2パック
・むね肉（塩こうじ） 200g×2パック
・ささみ（西京漬け） 200g×1パック

冷凍

5,000円

グローバルフィールド
 地鶏青森シャモロック
 和の焼肉セット
J09

青森シャモロックを醤油麹、塩麹、西京味噌で味付け
いたしました。解凍後、フライパンなどで焼いてから
お召し上がりください。
味噌や麹でしっとりやわらかく仕上がっております。

写真はイメージです。

E11

E10

青森の大自然で育
まれた黒毛和牛
「倉石牛」
最高級の肉の旨さ
をご賞味下さい。

・サーロインステーキ　200g×2枚（A4～5等級）
「と畜検査書」（BSE検査の合格証）
「生産履歴書」を発行します。

・上カルビ　500g（A4～5等級）
「と畜検査書」（BSE検査の合格証）
「生産履歴書」を発行します。10,400円

 倉石牛上カルビ
12,800円

南部食品
 倉石牛サーロインステーキ

E11

E10

特別な日に
夏に
ぴったり ご贈答に

冷蔵

せんべい汁
味くらべ

昔なつかしい
煮干だし

4,900円3枚セットW06
3,600円2枚セットW05

内　　　容 価　格品番

日本一の朝市より選りすぐりの逸品をギフト
にしてお届けします。

4,900円

・熟成ひらめ生ハム 1パック
・大トロ塩サバ 2枚
・うにみそ瓶 50g×1
・真いか刺身うにみそあえ 60g×1
・真いか塩辛瓶 60g×1
・ほたて松前漬け 50g×1

味の海翁堂
 館鼻漁港直送海鮮ギフトK53

3,700円

・なかよし（オリジナル） 50g×2
・なかよし（ブラックペッパー） 50g×2
・花こがね 6枚入×1
・焼足 60g×1

花万食品
 いか珍味４種セットM21

厳選海鮮
冷凍

4,900円

レンジでふっくら、八戸の焼魚をお気軽に
お召し上がりください。

・しまほっけ焼 1切×2
・カラスカレイ焼 1切×2
・銀鮭焼 1切×2
・八戸前沖銀さば焼 1切×2

味の海翁堂
 レンジでふっくら焼魚セットK43

おすすめ

冷凍

6缶セット（水煮3缶、味噌煮3缶）

12缶セット（水煮6缶、味噌煮6缶）

化粧箱入り
6缶セット（水煮3缶、味噌煮3缶）

5,800円
3,300円
3,700円

Y19

Y18

Y17
内　　　容 価　格品番

・水煮 ・味噌煮

味の加久の屋
味わいサバ缶セット

（内容量：1缶 200g）

EPA・
DHAが豊富

4,400円
●昆布巻5本セット
・たらこ昆布巻 ・紅鮭昆布巻　
・鰊昆布巻 ・数の子昆布巻
・帆立昆布巻 約150g各1本

3,800円
●潮三昧 昆布巻セット
・鮭昆布巻 ・まぐろ昆布巻
・帆立昆布巻 約270g各1本

K13

K54

内　　　容 価　格品番
味の海翁堂

K13

K14

　独自製法によりじっくり
と熟成させた黒にんにく、
業界初となる機能性表示
食品を取得し、味覚も甘く
てフルーティ、味わい豊かな
黒にんにくとなっています。柏崎青果

おいらせ黒にんにく

5,500円F34
4,400円F26
2,700円F25

内　　　容 価　格品番
Ｌサイズ×３玉入り
（化粧箱入り）

Ｌサイズ×6玉入り（化粧箱入り）
※機能性表示食品

不揃いお徳用・ボトル入り（760ℊ）
※機能性表示食品

機能性
表示食品

F34

F26

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

なんごうプラザ

4,500円
●そば・つゆセット
・南郷そば300g ４パック
・そばつゆ（500㎖、希釈タイプ） 1本

P14

5,000円
●山菜そばセット
・南郷そば300g ４パック
・そばつゆ（500㎖、希釈タイプ） 1本
・山菜しょうゆ漬け150g 2袋

P13

内　　　容 価　格品番

古くから伝わる郷土料理「南郷そば」添加物を
使わない最高の素材と最新の設備と技術で
手打ちのおいしさを追求したこだわりの生そ
ばをお届け致します。

冷凍

※写真は山菜そばセット
　となります。

●なんばんみそ（各種1パック）
 ・甘口　230g　　・辛口　230g
 ・減塩山椒入り 130g
●十和田美人ごんぼ（各種1パック）
 ・まるごとしょうゆ漬け 80g
 ・まるごと甘酢漬 80g
 ・まるごともろみ漬け 80g 3,400円

VISITはちのへ
 なんばんみそとごんぼセットV03

ごぼうの風味と食感を活かしつつ、それぞれ味わ
い深い三種漬物と、なんばんみその詰合せ商品。

冷蔵冷蔵
故郷の味

F29柏崎青果
青森県産にんにく

4,200円F32

2,900円F30

2,100円F29
内　　　容 価　格品番

Ｌサイズ×3玉入り
（化粧箱入り）

Ｌサイズ×３玉入り×2箱
（化粧箱入り）

一粒バラ（大小込み）１㎏

4,700円F33 お買い得用Ｌサイズ1㎏
（13～16個）

丹精込めて育て
た青森県産にん
にく！良質で貴重
なＬ玉サイズの特
選にんにく、中玉、
一粒バラ（大小
込）各種取り揃え
ました。

F33

F32

・長芋 ２本
・カットごぼう １袋
・黒にんにく（Ｌ） １玉
・切り干し大根 １袋
・スライスにんにく １袋

・にんにくパウダー １袋
・スライスごぼう １袋
・生にんにく（Ｌ） １玉
・レンジＤEにんにく １玉

4,400円

柏崎青果
 青森県産長芋ギフトセットAF31

青森県産の長芋・にんにく・ごぼう・黒にんにくと
自慢の加工品を詰合せにしたお買得品。どの商品
にも保存料や添加物は使用していませんので、安
心・安全な健康ギフトとしてご贈答用に最適です。

元気と
　建康に 大地の恵み

・田子牛バラ焼き 300g
・田子豚バラ焼き 300g
・八戸美穂野ポーク味噌漬け 3枚入り
・青森シャモロックハンバーグ 2枚入り
・青森シャモロック山賊焼 450g

冷凍

7,000円

VISITはちのへ
 八戸エリア自慢のお肉詰合せV02

八戸エリアの美味しいお肉「田子牛」「田子豚」「青森シャ
モロック」「八戸美保野ポーク」を欲張りに詰合せました。
味付けは味噌漬け・バラ焼・山賊焼（胡椒にんにくダレ）と
バリエーションも豊富で肉好きの方も大満足のセットです。

肉三昧!!

三陸産のきたむらさきウニを塩のみの無添加
にこだわり手造りで仕上げた逸品です。ウニ
本来の旨みを存分にお楽しみください。

三陸産のきたむらさきウニを塩のみの無添加
にこだわり手造りで仕上げた逸品です。ウニ
本来の旨みを存分にお楽しみください。

4,700円三陸産塩うに（白）
50ℊ×2本セット　

マルヌシ
 塩うに2本セットＷ08

古くから愛され続けている八戸生まれの「なかよし」
と、あっさりした上品な味付けで何かと重宝な「花
こがね」、お子さまのおやつやビールのおつまみに
も最適な「焼足」等との詰合せをご堪能下さい。

古くから愛され続けている八戸生まれの「なかよし」
と、あっさりした上品な味付けで何かと重宝な「花
こがね」、お子さまのおやつやビールのおつまみに
も最適な「焼足」等との詰合せをご堪能下さい。

新商品

2,600円

 3本セットBG04
・スタミナ源たれ 410g
・スタミナ源たれプレミアム 410g
・スタミナ源たれ   ソフト 410g

冷凍




