初登場
F237-702

牛玄亭 十豚ロースの味噌・塩麹漬け
十豚ロース味噌漬け100g×3、十豚ロース塩麹漬け100g×3
〔賞味期限：冷凍30日 冷蔵解凍後3日〕
豚肉：横手産銘柄豚
「十豚」
使用
配送料

込み 冷凍

F237-701

牛玄亭 本格ハンバーグセット
デミグラスソース煮込みハンバーグ（250g×3）、
トマトソース
煮込みハンバーグ（310g×3） いずれも湯せん調理
〔賞味期限：冷凍30日 冷蔵解凍後3日〕
牛肉：国内産黒毛和牛、豚肉：横手産銘柄豚あっぷるとん使用
配送料

込み 冷凍

5,400円（税込5,832円）

F207-708
（HG-3ES）

秋田味商 比内地鶏焼き3種詰合せ
醤油味135g、
塩味135g、味噌味135g 各1パック
〔賞味期限：冷凍120日 冷蔵解凍後2日〕
配送料

込み 冷凍

4,300円（税込4,644円）

F208-709

レストラン ルセット ハンバーグギフト
ふんわり味噌デミグラスハンバーグ150g×2、
シャリアピンハンバーグ150g×２
〔賞味期限：冷凍180日 冷蔵解凍後7日〕
配送料

込み 冷凍

3,500円（税込3,780円）

4,200円（税込4,536円）

F224-702（SB-4）

高原ハム 比内地鶏味噌漬
比内地鶏味噌漬200g×2
〔賞味期限：冷凍30日 冷蔵解凍後2日〕
配送料

込み 冷凍

4,200円（税込4,536円）

F207-707（HG-4S）

秋田味商 比内地鶏塩焼き詰合せ
味付け正肉（もも・むね）135g×2、味付けぼんじり135g、
味付け砂肝135g ※全て比内地鶏
〔賞味期限：冷凍120日 冷蔵解凍後2日〕
配送料

込み 冷凍

5,000円（税込5,400円）

F207-709（HGY-50S）

秋田味商 比内地鶏の焼肉
比内地鶏正肉200g×3、
たれ80g×3
〔賞味期限：冷凍120日 冷蔵解凍後2日〕
配送料

込み 冷凍

5,000円（税込5,400円）

初登場
F209-705
F224-705
（SB-20）

秋田県食肉流通公社
秋田牛のローストビーフセット
秋田牛ローストビーフ200g、
ローストビーフソース20g×2
〔賞味期限：冷凍60日 冷蔵解凍後2日〕
配送料

込み 冷凍
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4,800円（税込5,184円）

あきた六次会
火内鶏（秋田比内地鶏）ハム・ウインナー5点詰合せ
火内鶏スライスハム（プレーン・ブラックペッパー）各40g、火内鶏ハムス
テーキ（プレーン）50g、比内地鶏入りウインナー（粗挽き・辛口）各60g
比内地鶏産地：秋田県大館市
〔賞味期限：冷蔵30日〕
配送料

込み 冷蔵

3,000円（税込3,240円）

F209-704

あきた六次会
比内地鶏無塩せきブロックハム2本セット 秋田杉箱入
比内地鶏無塩せきブロックハム250g（プレーン・ブラック
ペッパー）各1
〔賞味期限：冷蔵15日〕
配送料

込み 冷蔵

6,000円（税込6,480円）

F225-702（SD-33）

秋田 田園ハムギフト
スモークソーセージ150g、
ウインナー80g、荒挽ウインナー80g、
チョリソー80g、豚はらみくんせい60g
〔賞味期限：冷蔵40日〕
配送料

込み 冷蔵

F236-701

F236-702

ポルミート うま〜いけるセット

ポルミート プラチナセット

進化系サラミハンターソーセージBOX160g、ベーコンブロック
400g、
ビアマイスター156g、
ライムホワイト156g、
フロマージュ
156g、いぶりがっこソーセージ175g 各１

進化系サラミハンターソーセージBOX160g、ホワイトプレミアム
180g、醤油チーズフランク180g、秋田県産豚ロースハム300g、
秋田県産豚ベーコン300g 各１

〔賞味期限：冷蔵23日〕
配送料

込み 冷蔵

〔賞味期限：冷蔵23日〕

5,000円（税込5,400円）

配送料

込み 冷蔵

5,000円（税込5,400円）

D209-702（SE2）

嶋田ハム おすすめセット SE1

嶋田ハム おすすめセット SE2

ドイツポークソーセージ240g、
あらびき比内地鶏ソーセージ
120g、
ボロニアソーセージ100g、
熟成スモークロースハム70g、
熟成スモークベーコン80g 各１

あらびき比内地鶏ソーセージ120g×2、
スモーク秋田比
内地鶏56g×１、
比内地鶏と豚肉のハンバーグステーキ
130g×4、
比内地鶏カレー200g×2

総重量 0.7kg 保冷

〔賞味期限：冷蔵15日〕

3,000円（税込3,240円）

総重量 1.5kg 保冷

5,000円（税込5,400円）

C224-707（SB-29）

秋田味商
比内地鶏カレー・桃豚カレー詰合せ

秋田県食肉流通公社
秋田牛カレーセット

比内地鶏カレー200g×3、
桃豚カレー200g×3

秋田牛カレー200g×4

3,500円（税込3,780円）

総重量 1.1kg

秋田 田園ハムギフト
煮豚250g、
ウインナー80g、荒挽ウインナー80g、
ボロニアソーセージ200g、豚はらみくんせい60g
配送料

込み 冷蔵

4,000円（税込4,320円）

F224-703（SB-5）

高原ハム ギフトセット
ウインナー、
荒挽ウインナー、
ピリ辛ウインナー 各100g、
ボロニア200g、比内地鶏ペッパースライス、比内地鶏
炙り焼スライス 各60g、
ベーコンスライス、
ロースハム
スライス 各100g
〔賞味期限：冷蔵30日〕

C207-705（CM-35）

総重量 1.8kg

F225-704（SD-42）

〔賞味期限：冷蔵40日〕

D209-701
（SE1）

〔賞味期限：冷蔵20日〕

3,000円（税込3,240円）

4,500円（税込4,860円）

配送料

込み 冷蔵

5,300円（税込5,724円）

F207-710（OH-10）

秋田味商 比内地鶏おこわ
比内地鶏おこわ100g×10
〔賞味期限：冷凍60日〕
配送料

込み 冷凍

4,800円（税込5,184円）
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初登場
F208-707（GS-50）

田沼屋慶吉
銀たらとキングサーモンの西京味噌ささら漬
銀たらの西京味噌ささら漬×3切、
キングサーモンの西京
味噌ささら漬×3切
〔賞味期限：冷凍60日 冷蔵解凍後5日〕
配送料

込み 冷凍

F208-705
（TS-40）

F208-706（TS-50）

田沼屋慶吉 秋田県産吟醸漬詰合せ

田沼屋慶吉 秋田県産吟醸漬詰合せ

ぶり酒粕漬２切、
さけ酒粕漬２切、
さけ味噌漬2切、
真たら味噌漬２切

ぶり酒粕漬2切、
さけ酒粕漬3切、
さけ味噌漬2切、
真たら味噌漬3切

〔賞味期限：冷凍60日 冷蔵解凍後5日〕
配送料

込み 冷凍

4,000円（税込4,320円）

配送料

込み 冷凍

5,000円（税込5,400円）

F208-701
（K-5B）

F208-703（K-10B）

割烹かめ清
魚介の秋田味噌漬け 5種詰合せ

割烹かめ清
魚介の秋田味噌漬け 贅沢鮑入り

イカ×1、
ギンダラ×1、サワラ×1、サーモン×1、ハタハタ×2

サバ×1、
ギンダラ×1、
サーモン×1、
サワラ×1、
イカ×1、
アワビ×1、
ハタハタ×2、
エビ×2

〔賞味期限：冷凍90日 冷蔵解凍後5日〕
配送料

込み 冷凍

5,900円（税込6,372円）

D233-702
（切り700）

三浦米太郎商店 はたはた切寿し
はたはた切り寿司700g
〔賞味期限：冷蔵14日〕 産地：秋田県

総重量 0.8kg 保冷
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〔賞味期限：冷凍60日 冷蔵解凍後5日〕

3,500円（税込3,780円）

配送料

込み 冷凍

15,000円（税込16,200円）

F235-701（AMK1）

5,000円（税込5,400円）

F208-708（HM-50）

田沼屋慶吉 秋田の味「百味蔵」
タコのとんぶり梅肉和え、秋田牛と筍の旨煮、
ぜんまい
ふるさと煮、
いぶりがっこチーズ、
甘えびの塩麹漬、
かす
べ煮、比内地鶏味噌漬け炙り、
ギバサ、
はたはた寿し
〔賞味期限：冷凍60日 冷蔵解凍後3日〕
配送料

込み 冷凍

5,400円（税込5,832円）

C233-705
（はたはた三昧）

三浦米太郎商店 秋田はたはた三昧
ハタハタ飯の素（2合炊き）、炙りハタハタ麹漬け60g、
塩漬けハタハタの燻製20g、
はたはたおいる漬け95g、
ハタハタの豆板醤米糀仕立て80g、
ぶりこんふぃ105g
総重量 1.1kg

4,800円（税込5,184円）

F235-702（AMK10）

北限のとらふぐ刺身セット

北限の天然とらふぐ鍋セット3人前

天然とらふぐ刺身50g、
自家製ぽん酢50g、天然とらふぐ皮
30g、天然とらふぐ身皮15g、薬味10g、焼きとらふぐヒレ3g

とらふぐ300g、とらふぐストレートだし200㎖、白菜250g、みず菜120g、しいた
け×3、くずきり1袋（90g）、豆腐1丁（400g）、こんぶ3g、ポン酢80㎖、薬味

〔消費期限：冷蔵4日〕お届け期間：12月28日
（火）
まで
配送料

込み 冷蔵

8,400円（税込9,072円）

〔消費期限：冷蔵4日〕お届け期間：12月28日
（火）
まで
配送料

込み 冷蔵

15,000円（税込16,200円）

D210-703
（A-1）

安藤醸造 味噌・醤油ギフトセット
家伝つぶみそ800g、
うす塩みそ
「蔵歳月」800g、
家伝醤油100㎖、生醤油100㎖
総重量 2.6kg 保冷

3,000円（税込3,240円）

F210-704（509103）

安藤醸造 角館ちまき詰合せ
ちまき全5種×各2（桃豚チャーシュー・比内地鶏と枝豆・
山菜・きのこ・秋田牛すきやき）
〔賞味期限：冷凍90日〕
配送料

込み 冷凍

5,000円（税込5,400円）

C212-703
（こまち匠3）

大潟村 こまちファームリー
匠の米1.5kgセット
匠の米あきたこまち1.5kg×3

3,500円（税込3,780円）

総重量 5.0kg

D210-701
（NN-300）

納豆専門店 二代目福治郎
高級納豆なまはげセット

C232-703（F30-6）

安田のつくだ煮 詰合せ

安田のつくだ煮 詰合せ

鶴の子×2、鈴丸×2、光黒×1、秘伝×1、大袖振り×1、挽き割
り×1 各30g、男鹿半島の塩50g×1、みそたまり80㎖×1

串若さぎ×2、焼若さぎ40g、
ちりめん40g、
いかあられ50g、
こえび50g、
あみ50g

いかあられ100g、
わかさぎ80g、胡桃フィッシュ90g、
ちりめん80g、
こえび90g、
こごり80g

〔賞味期限：冷蔵12日〕

総重量 0.8kg 保冷

〔賞味期限：60日〕

3,500円（税込3,780円）

総重量 0.4kg

C232-701
（M50）

〔賞味期限：60日〕

3,000円（税込3,240円）

5,000円（税込5,400円）

総重量 0.7kg

※撮影希望

C230-701（B-30）

浅舞婦人漬物研究会
秋田の田舎漬 樽入 7種セット
千枚漬110g、粕漬スライス140g、
しその実120g、味噌漬スライス
140g、辛子きゅうり120g、酢漬あさ舞120g、
しめじ90g
総重量 1.7kg

3,000円（税込3,240円）

F214-705

栗駒フーズ のむヨーグルト詰合せ
プレーンヨーグルト、
ハニーヨーグルト、
いちごヨーグルト、
れんこんヨーグルト、
ほか2種 各150㎖×2
〔賞味期限：冷蔵14日〕
配送料

込み 冷蔵

3,400円（税込3,672円）

C231-701
（OG-PM）

C213-701

レアーレ ラボ 梅みのり4種食べ比べギフト
梅みのり藤五郎×1、南高梅×1、紅さし×1、新平太夫×1
〔賞味期限：常温180日〕

総重量 1.4kg

5,400円（税込5,832円）

C214-701（SSA-10）

白神手づくり工房 乳酸菌甘酒セット
乳酸菌甘酒 プレーン×3、乳酸菌甘酒 林檎×3、
乳酸菌甘酒 蜜柑×2、乳酸菌甘酒 柚子×2 各200㎖
総重量 2.6kg

3,500円（税込3,780円）

横手市観光協会
横手大沢葡萄ジュース 大沢葡萄プレミアムジュースセット
大沢葡萄ジュース×1、大沢葡萄プレミアムジュース×1 各720㎖
総重量 2.5kg

3,704円（税込4,001円）

F214-703

土田牧場 ソーセージ・ヨーグルト詰合せ
ジャージー＆ポークソーセージ約180g×1、やきやきポーク約370g
×1、ジャージーヨーグルト900㎖×1、生菌ヨーグルト900㎖×1
〔賞味期限：冷蔵14日〕
配送料

込み 冷蔵

5,600円（税込6,048円）
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八代目
佐藤養助
正統の系譜
〜受け継がれる技と心〜
変わらぬ本物の味を
今へと伝える、
一子相伝の技

C217-701
（SH-30）★

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩
うどん100g×7
総重量 1.0kg

3,000円（税込3,240円）

C217-702（SH-40）

C217-703（SH-50）★

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ

うどん100g×10

うどん100g×13

うどん80g×8、醤油つゆ
（アルミパック入80g×3袋）×2

総重量 1.4kg

4,000円（税込4,320円）

総重量 1.8kg

5,000円（税込5,400円）

C217-704
（SA-40P）

総重量 1.7kg

4,000円（税込4,320円）

C217-710（HY-30）

八代目 佐藤養助
稲庭干温飩 比内地鶏醤油つゆ詰合せ
うどん80g×6、比内地鶏醤油つゆ
（アルミパック入40g×
3袋）×2
総重量 1.0kg

3,000円（税込3,240円）

C217-707（WY-30）

C217-708
（WY-50）

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ

うどん80g×6、醤油つゆ
（アルミパック入80g×3袋）×2

うどん80g×11、醤油つゆ
（アルミパック入80g×3袋）×3

総重量 1.2kg

3,000円（税込3,240円）

総重量 2.0kg

5,000円（税込5,400円）

C217-709（GR-40）

八代目 佐藤養助
稲庭干温飩 つゆ・カレー２種詰合せ

C217-705（SAG-50）★

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ

八代目 佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ

うどん80g×8、醤油つゆ
（アルミパック入80g×3袋）×2、
グリーンカレー180g×1、
レッドカレー180g×1

うどん80g×10、
醤油つゆ
（ビン入）300㎖×1、
ごまみそつゆ
（ビン入）300㎖×1

うどん80g×22、醤油つゆ
（ビン入）300㎖×2、
ごまみそつゆ
（ビン入）300㎖×2

総重量 2.0kg
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4,000円（税込4,320円）

総重量 2.4kg

5,000円（税込5,400円）

C217-706
（SAG-100）★

総重量 4.8kg

10,000円（税込10,800円）

C218-710
（HZ-30）★
C218-701（HS-30）★

C218-702（HS-50）★

寛文五年堂 いなにわ手綯うどん

寛文五年堂 いなにわ手綯うどん

寛文五年堂
いなにわ手綯うどん・比内地鶏つゆ詰合せ

いなにわ手綯うどん200g×4

いなにわ手綯うどん200g×7

いなにわ手綯うどん130g×4、比内地鶏つゆ120㎖×2

総重量 1.1kg

3,000円（税込3,240円）

総重量 1.7kg

5,000円（税込5,400円）

総重量 1.1kg

3,000円（税込3,240円）

C218-711（HZ-50）★

C218-706（G-30N）★

C218-707（G-40N）★

寛文五年堂
いなにわ手綯うどん・比内地鶏つゆ詰合せ

寛文五年堂
いなにわ手綯うどん・つゆ詰合せ

寛文五年堂
いなにわ手綯うどん・つゆ詰合せ

いなにわ手綯うどん130g×8、比内地鶏つゆ120㎖×2

いなにわ手綯うどん80g×7、鰹つゆ（3倍濃縮）250㎖×1

いなにわ手綯うどん80g×9、鰹つゆ（3倍濃縮）250㎖×2

総重量 2.1kg

5,000円（税込5,400円）

総重量 1.5kg

3,000円（税込3,240円）

総重量 2.3kg

4,000円（税込4,320円）

C219-703（OCH-30）★

C219-704（OCH-40）★

C219-705
（OCH-50）★

無限堂
稲庭饂飩「一念熟成」比内地鶏つゆ付

無限堂
稲庭饂飩「一念熟成」比内地鶏つゆ付

無限堂
稲庭饂飩「一念熟成」比内地鶏つゆ付

稲庭うどん80g×8、
比内地鶏つゆ
（30㎖×4袋）
×2

稲庭うどん80g×12、比内地鶏つゆ300㎖×1

稲庭うどん80g×14、比内地鶏瓶つゆ300㎖×2

総重量 1.4kg

3,000円（税込3,240円）

総重量 2.0kg

4,000円（税込4,320円）

総重量 3.0kg

5,000円（税込5,400円）

C219-706（MA-30）★

C219-708
（KSD-30）★

無限堂 稲庭饂飩「一念熟成」

無限堂 稲庭饂飩
安藤醸造の稲庭饂飩つゆ詰合せ

無限堂
稲庭曲げ饂飩・比内地鶏だしカレー詰合せ

稲庭うどん80g×１１

稲庭うどん140g×5、安藤醸造の稲庭饂飩つゆ300㎖×1

稲庭曲げうどん70g×5、
カレーつゆ100g×5

C219-701（OCM-30）★

総重量 1.3kg

3,000円（税込3,240円）

総重量 1.7kg

3,000円（税込3,240円）

総重量 1.3kg

3,000円（税込3,240円）
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雪の茅舎
湧き出る伏流水
厳選した米
一世紀を経た仕込み蔵の中
選びぬかれた酵母が醸す
加えない 除かない
自然のままに

C202-708

雪の茅舎 山廃純米大吟醸
純米大吟醸720㎖

4,700円（税込5,170円）

総重量 1.3kg

C202-703（G-45）

C202-706

C202-701
（G-35）

雪の茅舎 大吟醸1.8ℓ

雪の茅舎 大吟醸のみくらべ

雪の茅舎 大吟醸 花朝月夕

大吟醸1.8ℓ

大吟醸、純米大吟醸 各720㎖

大吟醸酒1.8ℓ

総重量 3.3kg

総重量 3.0kg

6,482円（税込7,131円）

総重量 3.6kg

10,000円（税込11,000円）

C201-701（SI-Ⅱ）

C201-703（室町）

C203-702
（SG-40）

飛良泉 酒のいづみ（原酒）

飛良泉 大吟醸 室町蔵

太平山 彩月セット

本醸造原酒、山廃純米酒 各720㎖

大吟醸1.8ℓ

生酛純米酒、純米大吟醸 各720㎖

総重量 3.0kg

3,300円（税込3,630円）

総重量 3.2kg

5,000円（税込5,500円）

総重量 2.9kg

4,000円（税込4,400円）

C203-710

C203-714

C203-704
（天巧）

天寿 鳥海山Kセット

天寿 全国新酒鑑評会 金賞受賞酒

太平山 純米大吟醸 天巧

純米大吟醸鳥海山、清澄辛口本醸造鳥海山 各720㎖

大吟醸720㎖

純米大吟醸1.8ℓ

総重量 2.7kg
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4,900円（税込5,390円）

2,800円（税込3,080円）

※20歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています

総重量 1.5kg

5,000円（税込5,500円）

総重量 3.2kg

5,400円（税込5,940円）

C204-710

C204-711

C204-706
（TIR-B）

高清水 金賞受賞酒 大吟醸 本社蔵

高清水 金賞受賞酒 大吟醸 御所野蔵

高清水 彩セット

大吟醸 本社蔵720㎖

大吟醸 御所野蔵720㎖

生酛特別純米酒、大吟醸嘉兆、純米大吟醸 各720㎖

総重量 1.6kg

5,000円（税込5,500円）

総重量 1.6kg

5,000円（税込5,500円）

総重量 4.5kg

5,000円（税込5,500円）

C204-709（TKJ-A）

C204-701（L-DZ）

C203-716

高清水 純米1.8ℓ 2本セット

高清水 大吟醸 しずく採り瑞兆

秀よし 大吟醸 金瓢天馬空を駆ける

純米大吟醸、辛口純米 各1.8ℓ

大吟醸しずく採り瑞兆1.8ℓ

大吟醸720㎖

総重量 6.4kg

5,000円（税込5,500円）

総重量 3.4kg

10,000円（税込11,000円）

総重量 1.7kg

7,800円（税込8,580円）

C202-710（大吟醸）

C202-713

C203-723

刈穂 大吟醸

刈穂 大吟醸のみくらべ

一滴千両 大吟醸のみくらべ

大吟醸酒1.8ℓ

大吟醸、純米大吟醸 各720㎖

一滴千両大吟醸、純米大吟醸 各720㎖

総重量 2.9kg

4,800円（税込5,280円）

総重量 2.8kg

5,200円（税込5,720円）

C203-722

初登場

福小町 秋田店限定酒
刈穂・太平山なまはげラベルセット

F206-703（SC）

刈穂 純米超辛 なまはげ、福小町 純米吟醸酒 吟の精、
太平山 純米酒 各720㎖

あきたこまちIPL×1、あきた吟醸ビール×1、
なまはげIPA×1、
秋田美人のビール×2、古代米アンバー×1 各330㎖

総重量 3.9kg

4,200円（税込4,620円）

秋田あくらビール 受賞BEER&ギフトセット
配送料

込み 冷蔵

4,250円（税込4,675円）

総重量 2.6kg

5,700円（税込6,270円）

F206-702（K-45）

湖畔の杜ビール 全国酒類コンクール
「天涯」
「天空」第1位入賞ビールセット
味わい天涯ビール ×3、味わい天空ビール ×3 各330㎖
配送料

込み 冷蔵

5,000円（税込5,500円）

※20歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています
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