
税込売価 コメント

相馬のおんちゃま S01 ギフトセット　A 刺身、あんこう唐揚げ、等6品 ¥3,500 送料込み
相馬のおんちゃま S02 ギフトセット　B ワタリガニ、ヒイカ入り ¥5,500 送料込み
相馬のおんちゃま S03 あんこう鍋セット 600ｇ、肝味噌付き ¥2,800 送料1000円
相馬のおんちゃま S04 あんこう 唐揚げ用　250ｇ ¥600 冷凍
相馬のおんちゃま S05 メヒカリ 唐揚げ用　180ｇ ¥500 冷凍
相馬のおんちゃま S06 タラフライ 6切れ ¥600 冷凍
相馬のおんちゃま S07 カナガシラ すり身　300ｇ ¥600 冷凍
相馬のおんちゃま S08 塩引き天然鮭 4切れ ¥1,000 冷凍
相馬のおんちゃま S09 マイカ 天日干し　3枚 ¥1,000 冷凍
相馬のおんちゃま S10 カガミダイ 一夜干し　4切れ ¥800 冷凍
相馬のおんちゃま S11 蒸しアカザラ貝 350ｇ ¥1,000 冷凍
相馬のおんちゃま S12 サワラ炙り 刺身用　100ｇ ¥800 冷凍
相馬のおんちゃま S13 沖ツブ 刺身用　120ｇ ¥500 冷凍
相馬のおんちゃま S14 メヒカリ 刺身用　100ｇ ¥1,000 冷凍
相馬のおんちゃま S15 イクラ醤油漬 100ｇ ¥1,200 冷凍
相馬のおんちゃま S16 ホッキ飯の素 3号焚き用 ¥1,200 冷凍
相馬のおんちゃま S17 漁師モーニング漬け ナダツブVer　100ｇ ¥350 冷凍
相馬のおんちゃま S18 松前漬け 100g ¥350 冷凍
相馬のおんちゃま S19 釜揚げ小女子 80ｇ ¥400 冷凍
相馬のおんちゃま S20 ちりめんしらす 100g ¥500 冷凍
相馬のおんちゃま S21 干しアミエビ 40ｇ ¥250 冷凍

相馬　海鮮フーヅ SM05 爽辛しらす ¥650
相馬　海鮮フーヅ SM06 あんこうの肝和え ¥1,300
相馬　佐藤海産物店 SM08 青のり佃煮 ¥650

牡鹿半島　くじらのしっぽ KＳ0１ 塩蔵わかめ 250ｇ ¥500 塩蔵　常温
牡鹿半島　くじらのしっぽ KＳ02 ふのり 15ｇ ¥400 乾物
牡鹿半島　くじらのしっぽ KＳ03 ひじき 30ｇ ¥650 乾物
牡鹿半島　くじらのしっぽ KＳ04 金華塩 50ｇ ¥300
牡鹿半島　くじらのしっぽ KＳ05 バジルソルト 50ｇ ¥300
牡鹿半島　くじらのしっぽ KＳ06 塩サイダー 24本 ¥7,200 送料込み

いわき　かまぼこ貴千 K01 ギフトセット　匠 全11種 ¥2,200 送料700円　冷蔵
いわき　かまぼこ貴千 K02 ギフトセット　彩 全12種 ¥3,300 送料700円　冷蔵
いわき　かまぼこ貴千 K03 ギフトセット　華 全13種 ¥4,400 送料700円　冷蔵
いわき　かまぼこ貴千 K04 ギフトセット　雅 全15種 ¥5,500 送料700円　冷蔵
いわき　かまぼこ貴千 K05 お酒のおともセット じゃこ天、魚さし他 ¥3,500 送料込み　贈答不可
いわき　かまぼこ貴千 K06 おためしセット 魚さし他9種 ¥2,190 送料込み　贈答不可
いわき　かまぼこ貴千 K07 揚げかまぼこ 各種 送料700円　冷蔵
いわき　かまぼこ貴千 K08 魚さし 1本　200ｇ ¥280 冷蔵　賞味期限9日
いわき　かまぼこ貴千 K09 かに甲らかまぼこ 1個 ¥740 冷蔵　賞味期限14日
いわき　かまぼこ貴千 K10 かに甲らかまぼこ 3個 ¥2,140 冷蔵　賞味期限14日
いわき　かまぼこ貴千 K11 さんまのポーポー焼風蒲鉾 1本 ¥220 冷蔵　賞味期限14日
いわき　かまぼこ貴千 K12 さんまのポーポー焼風蒲鉾 5本 ¥1,100 冷蔵　賞味期限14日
いわき　かまぼこ貴千 K13 かつおのたたき風蒲鉾 1枚 ¥310 冷蔵　賞味期限14日
いわき　かまぼこ貴千 K14 かつおのたたき風蒲鉾 5枚 ¥1,550 冷蔵　賞味期限14日
いわき　かまぼこ貴千 K15 めひかりかまぼこ 大1枚 ¥160 冷蔵　賞味期限14日
いわき　かまぼこ貴千 K16 小めひかり焼蒲鉾 小7枚 ¥700 冷蔵　賞味期限14日

ヤマサコウショウ YK01 牛タン入りつくね 40ｇ　20本 ¥1,250 冷凍
ヤマサコウショウ YK03 つくね詰合せ　桃の浦 40ｇ　各20本 ¥2,450 送料760円
ヤマサコウショウ YK04 詰合せ　中瀬 ズワイ爪、つくね、粕漬 ¥3,150 送料760円
ヤマサコウショウ YK05 詰合せ　月の浦 ズワイ爪、エビ、つくね、粕漬 ¥5,000 送料760円
ヤマサコウショウ YK06 笹かまぼこ　笹の極 笹かまぼこ　12枚セット ¥2,900 送料760円
ヤマサコウショウ YK07 笹かまぼこ　吉次 笹かまぼこ　12枚セット ¥2,560 送料760円

りょうぜん漬け本舗 RY01 いか人参 250ｇ ¥540
りょうぜん漬け本舗 RY02 新かあちゃん漬け 170g ¥500
りょうぜん漬け本舗 RY03 激辛　新とうちゃん漬け 170g ¥500
りょうぜん漬け本舗 RY04 里ごぼう（かつお風味） 180g ¥540
りょうぜん漬け本舗 RY05 里ごぼう（しょうゆ風味） 180g ¥540
りょうぜん漬け本舗 RY06 よくばり漬け（箱入り） ¥1,150 送料500円
りょうぜん漬け本舗 RY07 よくばり6品詰め合わせ ¥2,600 送料500円
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木の屋石巻水産 KY01 フレッシュパック缶詰セットB 6缶 ¥2,930 送料込み
木の屋石巻水産 KY02 いろどり缶詰セット　B 6缶 ¥3,570 送料込み
木の屋石巻水産 KY03 いろどり缶詰セット　C 6缶 ¥3,490 送料込み
木の屋石巻水産 KY04 さんま3種セット　A 10缶 ¥4,150 送料込み
木の屋石巻水産 KY05 鮭の中骨水煮 10個 ¥2,950 送料込み
木の屋石巻水産 KY06 鯨大和煮7号缶 6個 ¥4,790 送料込み
木の屋石巻水産 KY07 金華さば味噌煮＜彩＞ ¥430
木の屋石巻水産 KY08 さんま缶　醤油味 ¥370
木の屋石巻水産 KY09 さんま缶　味噌甘辛煮 ¥370
木の屋石巻水産 KY10 さんま水煮 ¥370
木の屋石巻水産 KY11 鮭の中骨水煮 ¥230
木の屋石巻水産 KY12 鯨大和煮7号缶 ¥690

山田のお三五十 OM01 山田のおみごと　化粧箱入り ¥2,100 送料860円
山田のお三五十 OM02 山田のおみごと　青じそごま味 ¥620
山田のお三五十 OM03 山田のおみごと　甘じょうゆ味 ¥620
山田のお三五十 OM04 山田のおみごと　みそ南蛮味 ¥620

翔ジャパン KJ01 さんまそぼろ ¥300
翔ジャパン KJ02 銀鮭そぼろ ¥300
翔ジャパン KJ03 そぼろ贈答用セット 各３個箱入り ¥2,100 送料800円

陸前高田　八木澤商店 YＧ01 蔵出し　気仙味噌　赤 500g ¥330
陸前高田　八木澤商店 YＧ02 蔵出し　気仙味噌　白 500g ¥330
陸前高田　八木澤商店 YＧ03 贈答セット　花梨 計5品 ¥3,370 送料600円
陸前高田　八木澤商店 YＧ04 贈答セット　菖蒲 計5品 ¥2,100 送料600円
陸前高田　八木澤商店 YＧ05 三陸のまぐろ漬け 冷凍 ¥3,600 送料800円
陸前高田　八木澤商店 YＧ06 三陸のイクラしょうゆ漬け 冷凍 ¥7,000 送料800円

丸光製麺 MM01 海鮮ふかひれ生ラーメン 4食　冷蔵 ¥5,200 送料800円
丸光製麺 MM02 海鮮ふかひれ生ラーメン 2食　冷蔵 ¥2,600 送料800円
丸光製麺 MM03 ふかひれラーメン 4食　乾麺 ¥5,200 送料800円
丸光製麺 MM04 ふかひれラーメン 2食　乾麺 ¥2,600 送料800円
丸光製麺 MM05 ふかひれ雑炊のもと 4食　冷蔵 ¥5,200 送料800円
丸光製麺 MM06 ふかひれ雑炊のもと 2食　冷蔵 ¥2,600 送料800円
丸光製麺 MM07 丸光麺セット 10食　冷蔵 ¥3,240 送料800円
丸光製麺 MM08 丸光麺セットふかひれラーメン入り12食　冷蔵 ¥4,320 送料800円
丸光製麺 MM09 うどん屋さんのはっと 1食　冷蔵 ¥270 送料800円

いわき　Evelyeat EV01 チヨニシキ 5Kg ¥2,000 送料1000円
いわき　Evelyeat EV02 チヨニシキ 10kg ¥4,000 送料1300円
いわき　Evelyeat EV03 ミルキークィーン 5Kg ¥2,800 送料1000円
いわき　Evelyeat EV04 ミルキークィーン 10kg ¥5,500 送料1300円
いわき　Evelyeat EV05 こがねもち 5Kg ¥2,800 送料1000円
いわき　Evelyeat EV06 こがねもち 5Kg ¥5,500 送料1300円

相馬　松林堂 SM01 バター最中 10個 ¥1,200 賞味期限3週間
相馬　松林堂 SM02 馬陵ゆべし 12個 ¥1,080 賞味期限12日
相馬　松林堂 SM03 詰合せセットA 最中12個、ドーナツ9個 ¥3,000 送料1000円
相馬　松林堂 SM04 詰合せセットB 最中9個、ドーナツ6個、かりんとう¥2,820 送料1000円

陸前高田　米崎リンゴ 台風21号の為、残念ながら今年の取り扱いはございません。また来年、宜しくお願いします。


