
とやマルシェ限定キャンペーン

早 割
特 典

お 買 物 券

プレゼン ト

※一部地域は対象外 ※200円券有効期限2022年12月31日



※ TSCポイントは500ポイントからエムプラスポイントに変換できます。
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● 鮨蒲本舗 河内屋 （蒲鉾）

● 味の十字屋 （水産加工品）

● 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）

● 富山の味 早瀬 （水産加工品）

● 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）

● ダシの三幸 （出汁）

● 氷見牛屋 （焼肉）

● 魚どん亭（海鮮食堂・鮮魚販売）

☎ 445-4702

☎ 471-8104

☎ 441-1176

☎ 471-8112

☎ 433-1088

☎ 471-8123

☎ 442-6170

☎ 442-9506

☎ 441-9161

☎ 445-4701

☎ 471-8111

☎ 471-8130

☎ 444-6303

☎ 442-6170

☎ 471-5727

☎ 442-1128

☎ 471-6204

☎ 411-9129

☎ 471-8141

● とやま銘菓

◎ 月世界本舗 ［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・雅び撰］

◎ 佐々木千歳堂 ［富富富ばうむ・富山藩］

◎ 薄氷本舗 五郎丸屋 ［T五］

◎ 梨の菓 瀧味堂 ［梨パイ］

◎ 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］

◎ 福多屋菓子舗［おもかげ］

◎ お菓子処 磯野屋 ［パイおまん・いちじく餅］

◎ 竹泉堂 ［ぼんぼこ舞］

● 加賀の工芸 匠の会

◎ 金箔屋さくだ （金箔工芸品・金箔入食品等）

☎ 471-8125

☎ 441-0788

● ●

Contents

お 歳 暮 取 扱 い 店 舗

●



蒲
鉾

K
a
m

a
b

o
k

o



棒S 5パック 4,286円

商品番号：10046 冷蔵

かまぼこ
いろいろ(い)
3,652円

河内屋で人気の蒲鉾がギュッと一つのセットに！

紅白・宴（い） 3,565円 商品番号：10048 冷蔵

日本伝統の紅白かまぼこと富山名産昆布巻かまぼこ、河内屋の鮨蒲が詰合せになった華やかなセット。

鮨蒲5本入 4,463円 商品番号：10045 冷蔵

鮨蒲の元祖として丹念に練り上げた上質なすり身と、厳選した鮨ネタを匠の技で一本一本丁寧に仕上げました。

こまち・鮨蒲(ろ) 5,287円

箱を開けた瞬間から目で楽しみ、そして食べて美味しい河内屋の贅沢な詰合せセットです。

商品番号：10043 冷蔵

鮨蒲穴子×1、鮨蒲紅鮭×1、鮨蒲こまち 鯛×１、
鮨蒲こまち 甘えび×１、小巻 昆布×１、
小巻 焼 ×１、白エビ蒲鉾×1、紅ズワイガニ×1

商品番号：10047 冷蔵

全国にファンが拡がる人気商品「棒Ｓ」を詰合せた河内屋を代表するギフトセットです。

鮨蒲本舗

河内屋

人気

商品

※12月1日からの販売となります。



女傳蒲鉾

富山で一番古い、歴史ある蒲鉾店。
昆布巻蒲鉾の製造元祖であり、
蒲鉾の原材料にもこだわり、
初代 傳右ｴ門の志を守りつづけております。

梅鉢形の花しんじょうと
富山名産の蒲鉾の詰合せ

小型昆布巻×1、赤巻×1、焼×1、菓子かま
ぼこ（桜）白・ピンク×各1、花しんじょう
（サーモン×2、海老×1、穴子×1）、棒鱈
のうま煮120g、たらこの昆布巻2本入）

古志の里
3,642円

富山名産の巻蒲鉾と人気のスティック蒲鉾の詰合せ

小形昆布巻、赤巻、柚子巻、
しぐれ、白海老とチ－ズ、
バジルとチ－ズ 各1個

北水

商品番号：10265 冷蔵

尾崎かまぼこ太巻き
5本入セット
3,700円

古志の華

4,905円

商品番号：10223 冷蔵

古志の彩
4,301円

人気の蒲鉾と天然ぶりの角煮の詰合せ

小型昆布巻・焼各1・天然ぶりの角煮120ｇ・白海老とチーズ
のかまぼこ（5本入）×1・バジルとチーズのかまぼこ（5本
入）×1・甘海老とマヨネーズのかまぼこ（5本入）×1

ステックチーズKamaboko ４ヶ詰合せ 3,284円
食べやすいスティック状の蒲鉾。おつまみにも最適

商品番号：10224 冷蔵

商品番号：10226 冷蔵 商品番号：10225 冷蔵

商品番号：10227 冷蔵

季節の菓子
かまぼこ12個入

3,716円

可愛らしい梅鉢形の蒲鉾。
伝承の味を新しいスタイルで！

ベ－コンとチ－ズのかまぼこ（5本入）×1・甘海老とマヨ
ネ－ズのかまぼこ（5本入）×1白海老とチ－ズのかまぼこ
（5本入）×1バジルとチ－ズのかまぼこ（5本入）×1

昆布巻き2本、赤・焼き・やわらか各1本

人気

商品

菓子かまぼこ（桜）白・ピンク
×各３、花しんじょう
（海老、サーモン、穴子）×各２



味つづり旅セット 3,898円

骨までやわらかい棒鱈の甘露煮と梅かま自慢の特製かまぼこのセット。

商品番号：10087 冷蔵中型5本入 3,315円

美味しい富山のかまぼこ梅かま中型かまぼこセット人気NO.1！

商品番号：10088 冷蔵

Saiku Kawaii 
5コ入
3,975円

かわいい＋縁起の良い蒲鉾のセット。
お正月にもぴったり！

商品番号：10086 冷蔵

味つづり
彩セット
4,449円

白えび焼とかまぼこの
美味しいギフト。

味つづり波セットM

6,058円

富山の名産がギュッと
つまったギフトです。

商品番号：10082 冷蔵

中型かまぼこ（赤巻、昆布巻、焼角、しぐれ）各1本、
白えび焼かまぼこ4個入×2枚、
棒だら甘露煮×1箱、
氷見うどん×３本

梅かま

商品番号：10085 冷蔵

商品番号：10266 冷蔵

尾崎かまぼこ小巻き10本入セット 3,550円
小巻きかまぼこ10本入り（昆布巻き4本、赤4本、焼き2本）

立山連峰の伏流水を使用したおいしいかまぼこ。

おすすめ

老舗の秘伝の技から生まれた
極上の味わい。
梅かまの「味の逸品」を贈ります。

北水



海
産
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北水

昆布〆3点セット 5,400円

昆布〆の定番のかじきと富山湾の甘えび・天然平目の人気セット！

ほたるいか沖漬と
いか黒作りセット

4,400円
商品番号：10264 冷蔵

金賞受賞の沖漬と
富山湾産の沖漬といか黒作り

氷見産寒ぶり3種
詰合せセット

5,700円

商品番号：10261 冷凍

氷見の寒ぶりの食べ比べをどうぞ！

オリジナル一夜干詰合せ 5,400円
商品番号：10056 冷凍

見極めた素材のみを
うす塩加工で
丁寧に干し上げました。

味の十字屋

味噌漬・粕漬
詰合せ

5,940円

商品番号：10055 冷蔵

特製ブレンド味噌を使用し、
独自の製法で漬け込み熟成させました。

オリジナル昆布締・珍味詰合せ
4,990円

富山弁で「きのどくな」と銘打った富山を代表する味・3種の詰合せ

商品番号：10057 冷凍

のどぐろ一夜干
ぶり味噌漬詰合せ

7,020円

十字屋自信の一夜干しと漬魚。
一番人気の「のどぐろ」と「ぶり」を
合わせた最強セットです。

商品番号：10052 冷凍

商品番号：10262 冷凍

とやマルシェ店

限 定

とやマルシェ店

限 定

人気

商品

のどぐろ開き2枚、金目鯛開き1枚、イカ一夜干し1枚、
ハタハタ一夜干し3尾、メギス丸干し120g



寿々屋

日本海産一夜干詰合せA 3,780円

商品番号：10246 冷凍
日本海の荒波と富山の豊かな漁場で
育った海の幸を一夜干にしました。

天然ぶり味くらべB

5,400円

天然の鰤を特製のタレ・味噌・大吟醸の酒粕で
漬け込みました。

商品番号：10243 冷凍

昆布〆刺身
セットB
6,918円

新鮮で活きの良い魚と昆布が
見事に調和した
豊潤で風味豊かな「昆布〆」と
白えび刺身の詰合せ

商品番号：10241 冷凍

あじ×2尾、かます×2尾、するめいか×1尾、うるめいわし10尾入×1袋、
みぎす100g×1袋

魚どん亭

昆布〆刺身と白えびかき揚げ 4,780円

新鮮なお刺身を昆布の旨味でマッチング。白えびのかき揚げも添えました。

商品番号：10282 冷凍

富山の味

早瀬

一夜干しと昆布〆刺身 4,890円

新鮮な魚を一夜干しに仕上げました。昆布〆刺身もマッチング！

海の幸（A）セット
3,980円

新鮮な魚を昆布〆と
一夜干しに仕上げました。
白えびのかき揚げも添えました。

商品番号：10284 冷凍

紅ズワイガニ 14,800円（大2匹、箱代・保冷剤込）

店主自らが仕入れた、鮮度抜群の富山湾の幸！！
新湊産紅ズワイガニをお届けします。
足折れも混じることはありますが、ジューシーで濃厚な味わいは
新湊産紅ズワイガニであればこそ。

商品番号：10281 冷凍

●昆布〆刺身 320g
（甘えび100g、いか70ｇ、かじきまぐろ150g）

●白えびかき揚 220g
（かき揚80g×2、タレ30g×2）

商品番号：10021 冷蔵

※都合により内容が変更となる場合があります。

※都合により内容が変更と
なる場合があります。

※海の天候状態により商品が入荷しない場合があります。



白えび刺身と天丼セット

6,532円

右

越中富山
幸のこわけ
詰合せ（1段）

3,401円

幸のこわけシリーズの人気商品6種詰合せ

白えび専門

白えび屋

商品番号：10237

富山からの
贈り物A
4,292円

えごまと白えびふりかけ40ｇ（20ｇ×2袋）、佃煮（ほたるいか旨煮）180ｇ（固形115ｇ）、とろろ昆布
（白とろろ）40ｇ、とろろ昆布（黒とろろ）45ｇ、白えびみそ汁５食入り、富富富2kg

商品番号：10232

富山からの
贈り物B
5,500円

商品番号：10231

富富富（2㎏）、ブラックラーメン（2食入）、白えびのお吸いもの（5.3g×5袋）、
誉（35g）、ぶりほぐし（60g）、富富富お米ショコラ（15個入）

商品番号：10404 冷凍

料理人が手掛けるこだわりの味 詰合せ

白えび刺身と昆布〆3種

5,682円

富山の白えびと郷土料理の昆布〆3種を楽しめる人気セット

白えび三昧セット

7,236円

白えびの刺身・天ぷら、釜揚げ、塩辛が入った、
贅沢な白えびづくしセット。

商品番号：10405 冷凍 商品番号：10402 冷凍

白えび刺身セット

（大） 8,856円

白えび本来の甘さを楽しめる手むき刺身と、
おぼろ昆布の優しい旨味が加わった昆布〆の
食べ比べセット。

商品番号：10401 冷凍

白えび屋

分店

（中） 5,184円

商品番号：10407 冷凍

ほたるいか浜干し20ℊ、しろえび素干し10ℊ、
げんげ塩バジル15ℊ、ます寿25ℊ、素干し糸するめ20ℊ、
ほたるいか姿干しスモークチーズ15ℊ



千里山荘

山海の幸と
氷見うどん鍋セット
10,800円

10月1日より発売の新商品。

野菜まで揃った具材一式を鍋だしで
煮るだけで出来上がり。
〆は氷見うどんで！

商品番号：10411 冷凍

AまたはBより
お選びください。

商品番号：10413 冷凍

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)

料理人が手掛けるこだわりの味 詰合せ

商品番号：10412 冷凍

あったか
お鍋セット
4,770円

しゃぶしゃぶや
お鍋にぴったり。
ゆずポン酢、
ゆず胡椒をお好みでどうぞ。

商品番号：10542

あつあつ
おでんセット
3,960円

おでんに合う飛魚ダシと
顆粒ダシだしのもとみやび
のセット。
ゆずみそを付けて。

商品番号：10543

一押しダシの4種セット 5,230円

これさえあれば間違いナシ！

商品番号：10541

ダシの三幸

3分クッキング

動画はこちら

料亭の味を
ぜひ大切な方への
贈り物にいかがでしょうか。

おすすめ

おすすめ



富山の冬の味覚

かぶら寿し

味の十字屋

脂がたっぷり乗った極上のぶりと、
契約栽培の白かぶらが奏でる味の傑作

かぶら寿し

商品番号：10058 冷蔵

商品番号：10053 冷蔵

※11月中旬頃発送開始

600ｇ （約3枚）

3,564円
1,000ｇ （約5枚）

5,940円

樽蔵かぶら寿し

かぶ、米こうじ、米ともに土づくりから一貫して
自社農場にて栽培、加工しております。

2個入 3,000円
3個入 4,700円

※11月20日頃発送開始

富山の味

早瀬

寿々屋
白えび屋

分店

かぶら寿しⒹ（ぶり） 5,400円

富山の冬の味覚。お酒の肴と贈答用にもおススメ。

商品番号：10244 冷蔵

＜三和食品＞かぶら寿し（ぶり） 6,600円

この時期だけの北陸の味覚。人気のぶり入かぶら寿しです｡

商品番号：10403 冷蔵

※11月11日頃発送開始

商品番号：10288 冷蔵

商品番号：10283 冷蔵

おすすめ

1,150g入

人気

商品

900g入

300g入/1個



麺 人気

商品

氷見うどん八尾そば詰合せ
3,566円

富山を代表する乾麺の詰合せ。
温・冷どちらでもおいしくいただけます。

商品番号：10248

氷見糸うどん・鶴亀そば（つゆ付）

3,024円

餅のような粘りある食感と特製つゆのハーモニー。

商品番号：10286

富山の味

早瀬

寿々屋

高岡屋氷見糸うどん詰合せギフト

4,830円

氷見うどんの元祖
こしも強くのど越しも良い。白えびだし麺つゆ付

商品番号：10263

北水

海津屋 氷見うどん詰合せ
（つゆ付）A 3,404円

細めん×5本、つゆ（5袋入）×2箱

10人前のつゆ付人気セット。

商品番号：10236

白えび専門

白えび屋

氷見牛ヒレステーキ
16,800円

自然豊かな中山間地で
育てられた
氷見牛（ひみぎゅう）は、
肉質、鮮度、油脂交雑の
そろった逸品。

氷見牛サーロインステーキ
11,300円 商品番号：10011 冷凍商品番号：10012 冷凍

肉

氷見牛屋



とやま銘菓

銘
菓

林昌堂

月世界本舗

田中屋

有磯せんべい 48袋

3,240円

富山湾の魚介類を入れ焼いて海洋深層水で
味付したおせんべい

くろみつ玉天 24個入
2,700円

原点の味くろみつ・黄色い四角の
ほんまもん、メレンゲに寒天を用い、
黄身をつけ焼き上げた和菓子です。

商品番号：13021 商品番号：13041

おがや
福多屋
菓子舗

内閣総理大臣賞受賞。
こし餡を求肥で包み、
紅白の薄種で挟んだお菓子。

ぎんなん餅 25個入

3,078円

「いちょうの実を以て制する不老長寿を希う風土菓子」
半透明で淡い翡翠色をし、香りとともに味わい深い銘菓。

おもかげ 24個入

3,150円 商品番号：13181 商品番号：13161

富山不破
福寿堂竹泉堂

商品番号：13221

商品番号：13222

ぼんぼこ舞
27個入 3,740円

16個入 2,330円

鹿の子餅15個入

2,322円 商品番号：13061

当店1番人気。
やわらかいスポンジの間にあんずジャムを
はさんだ当店人気のお菓子です。

富山県産の餅米と卵の卵白を原料にした餅の中
に密漬けした金時豆をあしらった生菓子です。

新鮮な鶏卵と和三盆糖、寒天、白双糖を煮詰めた糖蜜と合わせ
て乾燥した口当たりの良い上品なお菓子

月世界
10本入 5,940円

8本入 4,752円

6本入 3,564円

商品番号：13011

商品番号：13012

商品番号：13013

越中銘菓「とこなつ」と現代落雁「高岡ラムネ」のセットです。

大野屋

美都家

とこなつ・高岡ラムネ詰合せ
大 4,698円

中 3,564円

小 2,430円

商品番号：13071

商品番号：13072

商品番号：13073

反魂旦
60個入 4,104円

42個入 2,862円

商品番号：13031

商品番号：13032

越中売薬「反魂丹」の薬玉を模して
チョコココア入りの生地で白餡を包んだ
一口サイズの焼饅頭です。
昔懐かしい紙風船が付いています。



鈴木亭

磯野屋
菓子舗

志乃原

佐々木
千歳堂

雅び撰（壱）

4,309円

志乃原の銘菓の中から厳選した5種の詰合せ

富山藩 15個入

2,685円

富山城の天守閣にも飾られる家紋を
口どけの良い和風の焼き菓子にあしらいました。

富富富ばうむ 15個入

2,685円

富山県産ブランド米の「富富富」を使用した
ふわふわ食感のバウムクーヘンです。

梨パイ 15個入

2,980円

呉羽梨「幸水」を使ったお菓子 梨パイ。
梨入りの餡とパイの食感との
相性は抜群です。

瀧味堂

五郎丸屋

みかさ山 12個入

2,553円

バラエティ豊かなどら焼きの詰合せ。
あなたにとって初めてのふんわり体験を・・・

T五24入 木箱入
3,348円

五味五色の丸い干菓子。
桜、抹茶、ゆず、和三盆、胡麻の五つの風味をお愉しみいただけます。

江出の月 24個入
4,471円

創業天保3年の志乃原の代表銘菓。
富山湾に映った満月を模した逸品

パイおまん 20個入

3,300円

いちじく餅 20個入

3,300円

小型羊羹 3本入

3,348円

慶応2年より受け継がれる
年輪模様の綺麗な羊羹。

（杢目・大黒柱・栗）

渋皮付き栗を黄身あんパイ生地で包み、
ゴマをアクセントに焼き上げました。

大沢野特産のいちじくを“あん”にして、
牛皮餅で包み、風味豊かに仕上げた餅です。

ミニサイズ羊羹
14本入 3,672円
10本入 2,700円

ミニ・小型羊羹詰合せ
大 5,274円
小 4,266円

商品番号：13103 商品番号：13101 商品番号：13102

商品番号：13111 商品番号：13091 商品番号：13092

商品番号：13121 商品番号：13201 商品番号：13202

商品番号：13154
商品番号：13153

商品番号：13155

商品番号：13151

商品番号：13152

佐々木
千歳堂

佐々木
千歳堂

志乃原

磯野屋
菓子舗

鈴木亭 鈴木亭



黒のバウムアソート
4,104円

YUKIZURI2種アソート
3,132円

芳ばしいショコラ風味のYUKIZURI富山と金箔のセット

銘菓4種アソート12個入

2,451円

富山の銘菓４種
(甘金丹・富也萬・
いもう富・家餅)
の詰合せ

甘金丹5種詰合せ 12個入

2,721円

代表銘菓甘金丹の
5種類(プレーン・苺・
ピスタチオ・米粉とゆず・
黒ゴマとしょうゆ)
が入った詰合せ

可愛いTeaｷｭｰﾌﾞと羊羹の詰合せ

3,965円

可愛いお茶のTeaキューブと珍しいほうじ茶富山棒茶の羊羹の詰合せ

FUJIOKAEN.

カステラ和セットC 21個入P

3,855円

金のバウムアソート
4,968円

五味五色の丸い干菓子。
桜、抹茶、ゆず、和三盆、胡麻の五つの風味をお愉しみいただけます。

富山のお茶屋のお菓子セット

4,255円

富山棒茶のほうじ茶ロールと大福

2種セット2,310円

商品番号：10163 商品番号：10165 商品番号：10166

商品番号：10331 商品番号：10334

商品番号：10392

人気のお菓子詰合せ

ル ミュゼ
ドゥアッシュ

豪華な金箔をあしらったバウムと焼菓子のアソート 富山の名酒「幻の瀧」が香るバウムと焼菓子のアソート

ふわっふわなロールケーキ2種と
ぽたぽた大福2種の自慢のお菓子のセット

香り高いほうじ茶富山棒茶を生地とクリームにたっぷり使用した
ふわふわロールケーキと大福2種のセット

富山米のラスク 10個入
2,100円 商品番号：10423

富山米のカステラをラスクに。サクサクなカステラ味のラスクです。

とやマルシェ店

限 定

白えびラスク 10個入
2,300円 商品番号：10421

富山米のラスクに白えび味をプラス。

放生若狭屋

富山米のカステラ 10個入
2,100円 商品番号：10422

米粉使用のグルテンフリーもちもち食感のカステラ

商品番号：10333

商品番号：10391 冷凍 商品番号：10393 冷凍

フルール
リブラン



富山干柿
8個入

16個入
商品番号：10239

白えび専門
白えび屋

大粒の三社柿で丹念に作られた
富山名産の干柿。
硬すぎず柔らかすぎず
適度な歯ごたえが
あるのが特徴です。

おすすめ

今年もふるさとの味が
実りました。

お茶・お吸い物・工芸品

白えびせんべい詰合せ（月桜20袋）
2,808円

純白の生地に白えびの姿が美しい「月桜」

商品番号：10238

献上加賀棒茶詰合せ

3,564円 商品番号：10125

定番商品「献上加賀棒茶」の詰合せ

syn
丸八製茶場

日本茶三種詰合せ

2,646円 商品番号：10126

定番商品3種類をお楽しみいただける詰合せ

日本茶二種詰合せA

3,726円 商品番号：10123

献上加賀棒茶と旨味際立つお煎茶の詰合せ

金箔入お吸いもの最中（12点セット）

3,542円 商品番号：16013

定番商品「献上加賀棒茶」の詰合せ

加賀の工芸
匠の会

金箔入お吸いものスープのハーフセット

（12点セット）3,736円 商品番号：16012

定番商品3種類をお楽しみいただける詰合せ

酒器セット（片口（中）、ぐい吞み2個）

15,950円 商品番号：00000

能作の酒器。片口（中）×１、ぐい吞み×２のセット数々の具と金沢の金箔を詰めた風味豊かで雅なお吸い物。

金沢の金箔を詰めた
ちょっぴり贅沢な
お吸い物とスープのセット。

（加賀玄米茶、ほうじ茶、献上加賀棒茶） （献上加賀棒茶、煎茶：静岡産）

※12月初旬より販売開始

商品番号：10240

価格は12月初旬ごろ確定となります。

店舗へご確認ください。

ふるまいや



●
商品番号 商品名 売単価 店　　名 送料
10041 鮨蒲・昆布巻（い） 5,279 鮨蒲本舗　河内屋 880
10042 紅白・宴（ろ） ※12月1日～販売開始 5,721 鮨蒲本舗　河内屋 880
10043 こまち・鮨蒲(ろ) 5,287 鮨蒲本舗　河内屋 880
10044 加越物語 4,532 鮨蒲本舗　河内屋 880
10045 鮨蒲5本入 4,463 鮨蒲本舗　河内屋 880
10046 棒S　5パック 4,286 鮨蒲本舗　河内屋 880
10047 かまぼこいろいろ(い) 3,652 鮨蒲本舗　河内屋 880
10048 紅白・宴（い） ※12月1日～販売開始 3,565 鮨蒲本舗　河内屋 880
10221 古志の輝 6,300 女傳蒲鉾 880
10222 古志の雅 5,275 女傳蒲鉾 880
10223 古志の華 4,905 女傳蒲鉾 880
10224 古志の彩 4,301 女傳蒲鉾 880
10225 季節の菓子かまぼこ12個入 3,716 女傳蒲鉾 880
10226 古志の里 3,642 女傳蒲鉾 880
10227 ステックチーズKamaboko ４ヶ詰合せ 3,284 女傳蒲鉾 880
10228 古志の恵 3,162 女傳蒲鉾 880
10081 味つづり花セットM 6,480 梅かま 880
10082 味つづり波セットM 6,058 梅かま 880
10083 味つづり雪セット 5,572 梅かま 880
10084 特製5本入 5,000 梅かま 880
10085 味つづり彩セット 4,449 梅かま 880
10086 Saiku Kawaii 5コ入 3,975 梅かま 880
10087 味つづり旅セット 3,898 梅かま 880
10088 中型5本入 3,315 梅かま 880
10261 氷見産寒ぶり3種詰合せセット 5,700 海産物販売　北水 880
10262 昆布〆3点セット 5,400 海産物販売　北水 880
10263 高岡屋氷見糸うどん詰合せギフト 4,830 海産物販売　北水 660
10264 ほたるいか沖漬といか黒作りセット 4,400 海産物販売　北水 880
10265 尾崎かまぼこ太巻5本入セット 3,700 海産物販売　北水 880
10266 尾崎かまぼこ小巻10本入セット 3,550 海産物販売　北水 880
10267 白えび刺身 3,540 海産物販売　北水 880
10268 高岡屋氷見糸うどん詰合せギフトC 3,500 海産物販売　北水 660
10051 オリジナル一夜干詰合せ 8,856 味の十字屋 880
10052 のどぐろ一夜干ぶり味噌漬詰合せ 7,020 味の十字屋 880
10053 かぶら寿し　※11月中旬頃発送開始 5,940 味の十字屋 880
10054 ぶり味噌詰合せ 5,940 味の十字屋 880
10055 味噌漬・粕漬詰合せ 5,940 味の十字屋 880
10056 オリジナル一夜干詰合せ 5,400 味の十字屋 880
10057 オリジナル昆布締・珍味詰合せ 4,990 味の十字屋 880
10058 かぶら寿し　※11月中旬頃発送開始 3,564 味の十字屋 880
10241 昆布〆刺身セットⒷ　　 6,918 寿々屋 880
10242 昆布〆刺身セットⒸ 6,162 寿々屋 880
10243 天然ぶり味くらべⒷ 5,400 寿々屋 880
10244 かぶら寿しⒹ（ぶり）※11月11日～発送開始 5,400 寿々屋 880
10245 氷見うどんバラエティセット 5,381 寿々屋 660
10246 日本海産一夜干詰合せⒶ 3,780 寿々屋 880
10247 氷見うどん詰合せⒶ 3,616 寿々屋 660
10248 氷見うどん八尾そば詰合せ 3,566 寿々屋 660
10281 一夜干しと昆布〆刺身 4,890 富山の味　早瀬 880
10282 昆布〆刺身と白えびかき揚げ 4,780 富山の味　早瀬 880
10283 樽蔵かぶら寿し（3個入）※11月20日～発送開始 4,700 富山の味　早瀬 880
10284 海の幸（A）セット 3,980 富山の味　早瀬 880
10285 氷見うどん・鶴亀そば・つゆ（A） 3,880 富山の味　早瀬 660
10286 氷見糸うどん・鶴亀そば（つゆ付） 3,024 富山の味　早瀬 660
10287 氷見うどん・鶴亀そば・つゆ（B） 3,024 富山の味　早瀬 660
10288 樽蔵かぶら寿し（2個入）※11月20日～発送開始 3,000 富山の味　早瀬 880
10021 紅ズワイガニ 14,800 かに海鮮問屋魚どん亭 880
10231 富山からの贈り物Ｂ 5,500 白えび専門　白えび屋 660
10232 富山からの贈り物A 4,292 白えび専門　白えび屋 660
10233 白えびせんべい詰合せ（月桜30袋） 4,212 白えび専門　白えび屋 660
10234 越中富山幸のこわけ詰合せ（2段） 3,864 白えび専門　白えび屋 660
10235 ＜海津屋＞氷見うどん詰合せB 3,616 白えび専門　白えび屋 660
10236 ＜海津屋＞氷見うどん詰合せ（つゆ付）A 3,404 白えび専門　白えび屋 660
10237 越中富山幸のこわけ詰合せ（1段） 3,401 白えび専門　白えび屋 660
10238 白えびせんべい詰合せ（月桜20袋） 2,808 白えび専門　白えび屋 660
10239 富山干柿　8個入　  ※12月初旬頃販売開始 価格未定 白えび専門　白えび屋 660
10240 富山干柿　16個入　※12月初旬頃販売開始 価格未定 白えび専門　白えび屋 660



●
商品番号 商品名 売単価 店　　名 送料
10401 白えび刺身セット（大） 8,856 白えび屋分店 880
10402 白えび三昧セット 7,236 白えび屋分店 880
10403 ＜三和食品＞かぶら寿し（ぶり） 6,600 白えび屋分店 880
10404 白えび刺身と天丼セット 6,532 白えび屋分店 880
10405 白えび刺身と昆布〆3種 5,682 白えび屋分店 880
10406 とやま三昧 5,256 白えび屋分店 880
10407 白えび刺身セット（中） 5,184 白えび屋分店 880
10408 富山名産4箱詰合せギフト 3,366 白えび屋分店 880
10541 一押しダシの4種セット 5,230 ダシの三幸 660
10542 あったかお鍋セット 4,770 ダシの三幸 660
10543 あつあつおでんセット 3,960 ダシの三幸 660
10411 山海の幸と氷見うどん鍋セット 10,800 千里山荘 880
10412 昆布〆・ぶりかま塩麹焼・ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞｾﾚｸﾄｾｯﾄA 5,050 千里山荘 880
10413 昆布〆・ぶりかま塩麹焼・ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞｾﾚｸﾄｾｯﾄB 5,050 千里山荘 880
10011 氷見牛ヒレステーキ 16,800 氷見牛屋 880
10012 氷見牛サーロインステーキ 11,300 氷見牛屋 880
10121 ほうじ茶二種詰合せB （数量限定） 4,644 ｓｙｎ　（丸八製茶場） 660
10122 ほうじ茶二種詰合せA （数量限定） 3,942 ｓｙｎ　（丸八製茶場） 660
10123 日本茶二種詰合せA 3,726 ｓｙｎ　（丸八製茶場） 660
10124 日本茶二種詰合せB 3,726 ｓｙｎ　（丸八製茶場） 660
10125 献上加賀棒茶詰合せ 3,564 ｓｙｎ　（丸八製茶場） 660
10126 日本茶三種詰合せ 2,646 ｓｙｎ　（丸八製茶場） 660
13021 くろみつ玉天 24個入 2,700 菓子司　林昌堂 660
13041 有磯せんべい 3,240 昭和３年創業　せんべいの田中屋 660
13181 おもかげ　24個入 3,150 福多屋菓子舗 660
13161 ぎんなん餅　25個入 3,078 越中名物ぎんなん餅本舗　おがや 660
13221 ぼんぼこ舞　27個入 3,740 竹泉堂 660
13222 ぼんぼこ舞　16個入 2,330 竹泉堂 660
13061 鹿の子餅　15個入 2,322 富山不破福寿堂 660
13031 反魂旦　60個入 4,104 菓匠　美都家 660
13032 反魂旦　42個入 2,862 菓匠　美都家 660
13071 とこなつ・高岡ラムネ詰合　大 4,698 大野屋 660
13072 とこなつ・高岡ラムネ詰合　中 3,564 大野屋 660
13073 とこなつ・高岡ラムネ詰合　小 2,430 大野屋 660
13011 月世界　１０本入 5,940 月世界本舗 660
13012 月世界　８本入 4,752 月世界本舗 660
13013 月世界　6本入 3,564 月世界本舗 660
13101 富富富ばうむ　15個入 2,685 佐々木千歳堂 660
13102 富山藩　15個入 2,685 佐々木千歳堂 660
13103 みかさ山　12個入 2,553 佐々木千歳堂 660
13111 T五24入　木箱入 3,348 薄氷本舗　五郎丸屋 660
13091 江出の月　24個入 4,471 志乃原 660
13092 雅び撰（壱） 4,309 志乃原 660
13121 梨パイ　15個入 2,980 梨の菓　瀧味堂 660
13201 パイおまん　20個入 3,300 お菓子処　磯野屋 660
13202 いちじく餅　20個入 3,300 お菓子処　磯野屋 660
13151 ミニ・小型羊羹詰合せ（大） 5,274 鈴木亭 660
13152 ミニ・小型羊羹詰合せ（小） 4,266 鈴木亭 660
13153 ミニサイズ羊羹　14本入 3,672 鈴木亭 660
13154 小型羊羹　3本入(杢目・大黒柱・栗) 3,348 鈴木亭 660
13155 ミニサイズ羊羹　10本入 2,700 鈴木亭 660
10161 甘金丹5種詰合せ　20個入 4,417 フルールリブラン 660
10162 銘菓 甘金丹・富也萬アソート　20個入 4,158 フルールリブラン 660
10163 カステラ和セットC　21個入P 3,855 フルールリブラン 660
10164 マロンドミセックM　16個入 3,542 フルールリブラン 660
10165 甘金丹5種詰合せ　12個入 2,721 フルールリブラン 660
10166 銘菓4種アソート12個入 2,451 フルールリブラン 660
10167 こぐまアソートS　10個 2,440 フルールリブラン 660
10331 金のバウムアソート 4,968 ルミュゼドゥアッシュ富山 660
10332 YUKIZURI3種アソート 4,968 ルミュゼドゥアッシュ富山 660
10333 黒のバウムアソート 4,104 ルミュゼドゥアッシュ富山 660
10334 YUKIZURI2種アソート 3,132 ルミュゼドゥアッシュ富山 660
10391 富山のお茶屋のお菓子セット 4,255 FUJIOKAEN. 880
10392 可愛いTeaｷｭｰﾌﾞと羊羹の詰合せ 3,965 FUJIOKAEN. 660
10393 富山棒茶のほうじ茶ロールと大福2種セット 2,310 FUJIOKAEN. 880
10394 富山のお茶屋の抹茶ロールと大福2種セット 2,310 FUJIOKAEN. 880
10421 白えびラスク 2,300 放生若狭屋 660
10422 富山米のカステラ 2,100 放生若狭屋 660
10423 富山米のラスク 2,100 放生若狭屋 660
16011 金箔入最中でスープ（12点セット） 3,931 加賀の工芸匠の会 660
16012 金箔入お吸いものスープのハーフセット（12点セット） 3,736 加賀の工芸匠の会 660
16013 金箔入お吸いもの最中（12点セット） 3,542 加賀の工芸匠の会 660
10381 酒器セット（金）（片口（中）、ぐい吞み2個） 23,980 ふるまいや 660
10382 酒器セット（片口（中）、ぐい吞み2個） 15,950 ふるまいや 660



Winter Gift



 

お歳暮・お年賀ギフトセット 

  ご 注 文 用 紙 

丸善ふるさと調味料セット  ３５００円×  個 円 

丸善米麹の彩りセット   ２５００円×  個 円 

富山ポーク味噌漬けセット ３０００円×  個 円 

富山ポーク味噌・醤油漬けセット ３０００円×  個 円 

小   計 円 

送料合計          円(地方発送のみ) 

合  計          円(小計+送料) 

※１ 発送の場合は送料(別途)が掛かります。 

※２ 内容量やセット内容の変更など、お気軽にご相談下さい。 

  ※３ ご注文より納期まで１週間ほどかかります。 

  ※4 ＦＡＸ、メールにてもご注文承ります。 

 

【お問合せ】 

丸善醤油株式会社・丸善麹店 

住所：(〒９３９－０６２６)富山県下新川郡入善町入膳７０６８‐４ 

ＴＥＬ：0765-72-0016  ＦＡＸ：0765-72-1987 

Mail:maruzen@cosmo21.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

越中富山「入善唐揚げ～匠味麹鶏～」
住所：〒930-0001　富山県富山市明輪町 1-231
電話：076-471-8018　　FAX：0765-72-1987
Mail：maruzen@cosmo21.net

3850 円

3300 円

3300 円

2750 円



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『丸善ふるさと調味料セット』 

３5００円(税込)常温 

～セット内容～ 

 あまくち上級醤油 1 リットル×３本 

丸善の白だし 500ｍｌ×３本 

丸善のぶっかけ酢 ５００ｍｌ×２本 

【商品説明】 

越中富山ふるさとならではの調味料のセットでござい

ます。伝統の「あまくち上級醤油」は昔から選ばれる富

山人のなじみ深い味。「丸善の白だし」「丸善のぶっか

け酢」は昆布消費量日本一の昆布を愛する富山人の

好まれる味に仕上がっております。 

※こちらの商品は常温商品でございます。 

※ご発送される場合、770円の送料が別途かかります。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『丸善米麹の彩りセット』 

2５００円(税込)冷蔵 

～セット内容～ 

 無添加米麹は生きている味噌 1kg×１個 

丸善無添加吟醸塩麹 350ｍｌ×１本 

丸善無添加米麹甘酒 ３５０ｍｌ×2本 

丸善こまち(無添加) 350ｍｌ×１本 

【商品説明】 

丸善の大人気無添加米麹商品でございます。伝

統の米麹により生み出される商品は芳醇で濃厚な味

わいです。中でも「米麹甘酒」はフードアクション・ニッ

ポンアワードに選ばれ、地元でも定番になっております。 
※こちらの商品は冷蔵商品でございます。 

※ご発送される場合、957円の送料が別途かかります。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『富山ポークロース肉 

味噌漬けセット』 

３０００円(税込)冷凍 

～セット内容～ 

 富山ポークロース肉みそ漬け １２０ｇ×5枚 

【商品説明】 

  富山焼肉の名店「あ！！ホルモン」店主平野一生

が宮家ご愛用「丸善吟醸味噌」を使い、富山ポークロ

ース肉を丁寧に味噌漬けに仕上げました。上質な豚肉

がさらに上品な味に仕上がり、味噌の香りが食欲をそそ

る逸品でございます。 

※こちらの商品は冷凍商品でございます。 

※ご発送される場合、957円の送料が別途かかります。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『富山ポークロース肉味噌漬け 

＋サガリ肉醤油漬けセット』 

３０００円(税込)冷凍 

～セット内容～ 

 富山ポークロース肉味噌漬け １２０ｇ×3枚 

 富山ポークサガリ肉醤油漬け ５００ｇ×１袋 

【商品説明】 

富山焼肉の名店「あ！！ホルモン」店主平野一生が

「丸善上級あまくち醤油」を使い、富山ポークサガリ肉を

旨味たっぷりの醤油漬けに仕上げました。富山ポークロ

ース肉味噌漬けとセットでいろいろな味が楽しめます 

※こちらの商品は冷凍商品でございます。 

※ご発送される場合、957円の送料が別途かかります。 

 
 
 
 
 

3850 円 （税込） 常温 2750 円 （税込） 冷蔵
3300 円 （税込） 冷凍 3300 円 （税込） 冷凍





https://forms.gle/3ZCBiH3BEwJ6tB8f6



