
全国送料一律660円 クール便880円対象商品

早 割
特 典

お 買 物 券

プレゼント

6/3（金）～6/25(土)

期間中対象商品

全 国 送 料 無 料 ！

7/25(月)
対象商品1点お買上ごとに

200円券プレゼント！

※一部地域は対象外 ※200円券有効期限2022年8月31日



c o n ten t s
＜店舗連絡先一覧＞

● 鮨蒲本舗 河内屋 （蒲鉾）

● 味の十字屋 （水産加工品）

● とやま地酒本舗 蔵の香 （富山県内の蔵元の日本酒）

● 梅かま （蒲鉾）

● syn【丸八製茶場】 （加賀棒茶〈喫茶あり〉）

● フルールリブラン （洋和菓子）

● 女傳蒲鉾 （蒲鉾）

● 白えび専門白えび屋 （白えび加工品・水産加工品）

● 寿々屋 （海押し寿し・水産加工品）

● 海産物販売 北水 （水産加工品）

● 味のなかだ （弁当・水産加工品）

● 富山の味 早瀬 （水産加工品）

● ささら屋 （あられ・おせんべい）

● ル ミュゼ ドゥ アッシュ 富山 （洋菓子）

● ふるまいや （工芸品）

● FUJIOKAEN. （富山棒茶・和洋菓子）

● 白えび屋分店 （白えび加工品・水産加工品）

● 千里山荘 （弁当・わっぱめし）

● 放生若狭屋 （和洋菓子）

● とやま棒鮨 （棒鮨）

● ダシの三幸 （出汁）

☎ 445-4702

☎ 471-8104

☎ 471-8115

☎ 441-1176

☎ 471-8112

☎ 433-1088

☎ 471-8123

☎ 442-6170

☎ 442-9506

☎ 441-9161

☎ 433-0201

☎ 445-4701

☎ 443-2331

☎ 471-8111

☎ 471-8130

☎ 444-6303

☎ 442-6170

☎ 471-5727

☎ 442-1128

☎ 471-8806

☎ 471-6204

● とやま銘菓

◎ 月世界本舗 ［銘菓月世界］

◎ 菓子司 林昌堂 ［くろみつ玉天］

◎ 菓匠 美都家 ［反魂旦］

◎ 昭和３年創業 せんべいの田中屋 ［有磯せんべい］

◎ 富山不破福寿堂 ［鹿の子餅］

◎ 大野屋 ［高岡ラムネ・とこなつ］

◎ 志乃原 ［江出の月］

◎ 佐々木千歳堂 ［富富富ばうむ・みかさ山］

◎ 薄氷本舗 五郎丸屋 ［T五］

◎ 梨の菓 瀧味堂 ［おもて梨ゼリー］

◎ 鈴木亭 ［杢目羊羹（もくめようかん）］

◎ 越中名物ぎんなん餅本舗おがや ［ぎんなん餅］

◎ お菓子処 磯野屋 ［パイおまん・いちぢく餅］

◎ 竹泉堂 ［ぼんぼこ舞］

● 加賀の工芸 匠の会

◎ 金箔屋さくだ （金箔j工芸品・金箔j入食品等）

☎ 471-8125

☎ 441-0788

● ●

● ●

オンラインショップ限定

期間中お中元対象商品ご購入で全品送料無料

＋ TSCポイント１０倍

※TSCポイントはエムプラスポイントに変換可能です。 ↑ くわしくはこちら

お 中 元 取 扱 い 店 舗



棒S(ボウズ) ５パック

商品番号：10044

棒S(ボウズ)×夏の詰合せ 3,974円

かまぼこいろいろ
(い)セット 3,532円

味つづり

彩セット
3,824円

旅セット

3,304円

特製かまぼこ 5本入
4,169円

Saiku kawaii 5個セット
3,909円

商品番号：10083

商品番号：10084

商品番号：10085

商品番号：10086

4,016円

商品番号：10047

商品番号：10045冷蔵

冷蔵

冷蔵

波の綾(い) 4,469円
商品番号：10042冷蔵

こまち・鮨蒲(ろ) 5,017円

商品番号：10041冷蔵

しんきろう(扇) 3,656円

商品番号：10046冷蔵

冷蔵

冷蔵

雪セット 4,708円

商品番号：10082
冷蔵

冷蔵

花セット
5,518円

商品番号：10081
冷蔵

冷蔵

鮨蒲本舗
河内屋

梅かま

河内屋
スタッフ
おすすめ

梅かま
スタッフ
おすすめ



古志の彩 4,301円 商品番号：10222

冷蔵

ｽﾃｨｯｸﾁｰｽﾞｋａｍａｂｏｋｏ 4ｹ詰合せ

3,284円 商品番号：10227冷蔵

古志の恵 3,162円
商品番号：10228

冷蔵

古志の舞 3,863円
商品番号：10224

冷蔵

古志の里 3,642円
商品番号：10226

冷蔵

古志の華 4,905円
商品番号：10221

冷蔵

昆布〆セット 6,500円
冷凍 商品番号：10261

ほたるいか沖漬瓶入り ３本セット 3,980円
商品番号：10264冷蔵

氷見糸うどん詰合せ
ギフト 4,830円

商品番号：10262

氷見糸うどん詰合せ

ギフトC 3,500円

商品番号：10265

尾崎かまぼこ太巻き

5本入セット 3,470円
商品番号：10266冷蔵

尾崎かまぼこ
小巻き10本入 3,240円

商品番号：10267冷蔵

女傳蒲鉾

北水

女傳蒲鉾
スタッフ
おすすめ

北水
スタッフ
おすすめ



のどぐろ一夜干
ぶり味噌漬詰合せ 6,480円

商品番号：10052
冷凍

昆布締・白えび詰合せ 3,564円
商品番号：10058冷凍

大門そうめん 4,320円 商品番号：10056

のどぐろ一夜干

味噌漬詰合せ 5,400円

商品番号：10053
冷凍

一夜干詰合せ
5,400円

商品番号：10054
冷凍

味噌漬・粕漬詰合せ
4,320円

商品番号：10057
冷蔵

日本海産一夜干詰合せA
3,780円 商品番号：10245冷凍

氷見うどんバラエティーセット

5,381円
商品番号：10242

氷見うどん八尾のそば
詰合せ 3,566円

商品番号：10248

氷見素麺詰合せ
3,569円

商品番号：10247

天然ぶり味くらべA
4,536円
商品番号：10244

冷凍

昆布〆刺身セットC 6,162円 商品番号：10241
冷凍

味の
十字屋

寿々屋

とやマルシェ
オリジナル

寿々屋
スタッフ
おすすめ

写真は
イメージ
です。

写真は
イメージです。

都合により
内容が変更

する場合あ
り。

写真は
イメージです。



白えびせんべい
（月桜・夜桜・磯俵各10袋）

4,644円 商品番号：10232

幸のこわけ2段セット 3,864円

商品番号：10235

〈海津屋〉氷見うどん＆大門素麺

詰合せ(つゆ付) 4,493円
商品番号：10233

大門素麺詰合せB 5,730円
商品番号：10231

〈海津屋〉氷見うどん
詰合せ（つゆ付） 3,404円

商品番号：10236 商品番号：10234
富山からの贈りものA 4,184円

白えび屋
スタッフ
おすすめ

白えび専門

白えび屋

白えび刺身セット
大 7,776円

中 4,536円

商品番号：10401

商品番号：10406

白えび屋分店

スタッフ
おすすめ

白えび刺身と天丼セット4人前

5,992円

冷凍

冷凍

白えび刺身と昆布〆3種
5,358円

富山名産4箱詰合せギフト
3,366円 冷蔵

富山三昧 5,256円

商品番号：10405冷蔵

商品番号：10402冷蔵

白えび三昧セット 6,516円

白えび屋
分店

冷凍 商品番号：10403 冷凍 商品番号：10404

商品番号：10408

数量限定

数量限定



熟成大門そうめん・つゆA

5,230円 商品番号：10282

熟成大門
そうめん・
つゆB
3,610円
商品番号：10285

富山の麺A 3,240円
商品番号：10286

ます笹寿司
15個入 3,300円

20個入 4,300円

商品番号：10272

商品番号：10271
冷蔵

冷蔵

とやま棒鮨3本セット 6,000円
ハーフ＆ハーフ2種と
ガリ・フレークセット 6,604円いみずサクラマスセット 5,640円

商品番号：10484冷蔵

昆布〆・ぶりかま塩麹焼

ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ(ﾌﾙｰﾂ3種＋AまたはB)ｾｯﾄ 5,050円

A (西京漬) B (塩麹漬)
商品番号

10411

冷凍 冷凍

商品番号

10412

富山の味

早瀬

味の
なかだ

千里山荘

とやま
棒鮨

AまたはBより
お選びください。

商品番号：10482冷蔵 商品番号：10485冷蔵

早瀬
スタッフ
おすすめ

氷見糸うどん・鶴亀そば（つゆ付）

3,024円 商品番号：10288

越中の麺詰合せ
A 5,500円

B 3,880円

商品番号：10281
商品番号：10283

氷見うどん・鶴亀そば(つゆ付)
A 3,880円

B 3,024円

商品番号：10284
商品番号：10287

※画像はAです。

※画像はAで
す。



金箔入りお吸い物最中
12点セット 3,542円

商品番号：16011

地ウイスキー2本入り

4,616円＋カートン代別途220円

商品番号：10061

純米大吟醸40 瑤雫
3,292円＋カートン代別途160円

商品番号：10062

能作 ＮＡＪＩＭＩタンブラー2ヶセット 16,940円

商品番号：10382

日本茶三種詰合せ
2,646円 商品番号：10127

日本茶二種詰合せA
3,726円 商品番号：10123

献上加賀棒茶詰合せ
3,564円 商品番号：10125

能作 ビアカップ2ヶセット 14,740円

商品番号：10383

可愛いTeaキューブと羊羹の詰合せ

3,645円 商品番号：10392
富山のお茶屋のお菓子セット
4,255円 冷凍 商品番号：10391

葛まんじゅう 9個セット 2,760円

商品番号：10393

能作 KAGO-スクエアｰＭ
11,000円 商品番号：10381

ふるまいや

蔵の香

FUJIOKAEN.

匠の会
さくだ

ｓｙｎ
丸八製茶場



葛庵＆涼味セット小
12個入 2,991円

商品番号：10164

銘菓4種アソート
12個入 2,224円

商品番号：10168

こぐまのフルーツ畑M 
14個入 3,272円

商品番号：10163

YUKIZURI3種アソート
3,672円
商品番号：10332

YUKIZURI２種アソート
2,592円
商品番号：10334

結箱4箱セット
・しろえびせんべい・こきりこ
・甘えびせんべい・しろえび黒コショウ味

3,348円 商品番号：10291

金のバウムアソート
4,374円

商品番号：10331
冷蔵

黒のバウムアソート
3,456円
商品番号：10333

冷蔵

ジューシー＆コーヒーゼリー
詰合せ
８個入2,354円
12個入3,488円

商品番号：10167

商品番号：10162

富山米の

カステラ 2,100円

商品番号：10422

白えびラスク
10個セット 2,300円
商品番号：10421

富山米のラスク
10個セット 2,100円
商品番号：10423

フルール
リブラン

放生若狭屋

ル ミュゼドゥ
アッシュ

ささら屋

入荷日は未定です。
店舗へお問い合わせくださ
い。

冷蔵 冷蔵

冷蔵

入荷日は未定です。
店舗へお問い合わせください。



銘菓月世界
6本入 3,240円

8本入 4,320円
10本入 5,400円

商品番号：13013
商品番号：13012
商品番号：13011

おもて梨ゼリー
12個入 3,542円

商品番号：13122

水羊羹・おもて梨ゼリー
15個入 4,190円

商品番号：13121

T五 24枚入

3,348円

商品番号：13111

くろみつ玉天 24個入
2,700円

商品番号：13021冷蔵

反魂旦
42個入2,862 円

60個入4,104円

商品番号：13032

商品番号：13031

月世界
本舗

林昌堂

有磯せんべい 48袋
3,240円
商品番号：13041

田中屋

瀧味堂

美都家五郎丸屋

ぼんぼこ舞
16個入 2,330円
27個入 3,740円

商品番号：13222

商品番号：13221

竹泉堂

とやま銘菓



パイおまん 20個入
3,130円 商品番号：13201

いちじく餅 20個入
3,130円 商品番号：13202

ミニサイズ羊羹
10本入 2,484円
14本入 3,294円

商品番号：13155
商品番号：13153

ミニ・小型羊羹詰合せ
小 3,780円
大 5,184円

商品番号：13152
商品番号：13151

江出の月24個入3,920円
商品番号：13091

志乃原

鹿の子餅15個入 2,322円
商品番号：13061

富山不破
福寿堂

とこなつ・高岡ラムネ詰合
3,564円 商品番号：13072

高岡ラムネ ８個入

4,590円 商品番号：13071

大野屋

佐々木
千歳堂

磯野屋

小型羊羹3本入
（杢目・大黒柱・栗） 2,970円

商品番号：13154

鈴木亭

みかさ山12個入 2,423円 富富富ばうむ・富山藩詰合せ
15個入 2,760円商品番号：13102 商品番号：13101

ぎんなん餅 25個入
3,078円 商品番号：13161

おがや



だしにこだわる
調理の中でもっとも基本となるものです。
当社は調理人のご希望する風味を忠実に再現し
安定して供給できるシステムと設備を整備しています。
「節」の一つひとつの特性を活かし、
納得いただくまで試作を重ね、お客様のニーズにあった
「独自のだしパック」をご提供します。

2022.2.10 NEW OPEN!!

王道のダシセット
（昆布・だしのもとみやび・鰹）

4,870円

北陸セット
（昆布・のどぐろ）

3,670円商品番号：00000 商品番号：00000









●価格はすべて税込みです。

● 写真入りの冊子は、お中元商品の一部を掲載しています。
(冊子掲載の商品写真はイメージ画像です。)

●全てのお中元商品は、お中元商品表No1～No3までの商品です。
ご注文はお中元取扱い店までお願いいたします。
※予告なく商品価格・商品内容の変更及びお中元商品の販売を終了する場合があります。
商品詳細につきましては、店頭にてお問い合わせください。


