
〈ご自宅限定〉お買得商品特別販売
2022年 お歳暮期

― 形が不揃い、サービス箱仕様などワケあり商品がお買得。―

このページの商品のみ包装・のし掛け承ります。

※ご自宅限定品のため、ご進物としてのご注文、お持ち帰りはできません。
※包装・のし掛けはご容赦ください。ただし裏表紙の商品のみ包装・のし掛け承ります。

●ご自宅限定品のため、ご進物としてのご注文、お持ち帰りはできません。
●先様へのお届け・包装・のし掛けはご容赦ください。※ただし、このページの商品のみ、包装・のし掛け承ります。

各店、お歳暮期間中、お歳暮ギフトセンターにて承ります。お申し込みのご案内
青森本店=11月10日（木）～12月28日（水）：6階 催事場　八 戸 店=11月10日（木）～12月28日（水）：6階 催事場
弘 前 店=11月10日（木）～12月28日（水）：3階 催事場　北 上 店=11月10日（木）～12月28日（水）：1階 催事場

1204084
〈シャイニー〉アップルジュースねぶた缶

税込 3,180円（本体2,944円）①
アップルジュースねぶた缶250g×30

1204165
〈ゴールド農園〉林檎園ジュース

税込 3,024円（本体2,800円）〈K-6〉⑥
りんごジュース紙パック1,000㎖×6

1204122
〈シャイニー〉アップルジュース贅沢りんご王林
税込 2,580円（本体2,388円）①
アップルジュース贅沢りんご王林160g×24

1204076
〈シャイニー〉ねぶた 混濁

税込 2,480円（本体2,296円）①
ねぶた 混濁1,000㎖×6

1204157
〈シャイニー〉スパークリングアップルジュースマイルド
税込 3,280円（本体3,037円）①
スパークリングアップルジュースマイルド瓶
200㎖×24

1204092
〈シャイニー〉アップルジュース金のねぶた缶
税込 3,180円（本体2,944円）①
アップルジュース金のねぶた缶195g×30

1204068
〈シャイニー〉青森のおもてなし280㎖ PET
税込 3,280円（本体3,037円）㉔
青森のおもてなし280㎖PET×24

1204149
〈シャイニー〉スパークリングアップルドライ
税込 3,280円（本体3,037円）①
スパークリングアップルドライ瓶200㎖×24

1204106
〈シャイニー〉アップルジュース銀のねぶた缶
税込 3,180円（本体2,944円）①
アップルジュース銀のねぶた缶195g×30

2201011
〈青森県特別栽培農産物認証〉弘前市 サンふじりんごご家庭用
税込 5,400円（本体5,000円）
32～36個入約10kg

出荷可能期間：12月1日（木）～12月27日（火）まで

2201020
〈佐々直〉笹かまぼこ詰合せ

税込 4,374円（本体4,050円）〈SR-4A〉
笹かまぼこ「吉次」×10、笹かまぼこ「チーズ」×5、揚蒲鉾（さつ
ま・五目・ごぼう）×6

賞味期限：冷蔵で7日

2201038
〈佐藤水産〉北海道スモークサーモン

税込 4,860円（本体4,500円）〈KN-806〉
北海道スモークサーモン80g×6（原産地：秋鮭/北海道）

賞味期限：冷凍で180日
出荷可能期間：12月24日（土）まで

1201115
〈メリーチョコレート〉お買得ミルフィーユ

税込 2,160円（本体2,000円）⑥
チョコレート、ストロベリー、アーモンド各8個

2201100
〈やまや〉無着色辛子明太子切れバラ子1K

税込 5,400円（本体5,000円）〈33573〉
無着色辛子明太子切れバラ子1K（500g×2）（原産地：ロシア、
加工地：福岡） 賞味期限：冷凍で90日

1201093
出雲そば
税込 3,240円（本体3,000円）〈LO-30〉⑥
出雲そば180g×10

2201070
〈鐘崎〉仙台名産 笹かまぼこご自宅セット

税込 3,240円（本体3,000円）〈レシピセット11〉
大漁旗×3、味ささ（チーズ）×4、伊達揚げ×4

賞味期限：冷蔵で7日

2201054
〈いしおか〉青森県産倉石牛 ミニパックセット（すき焼き・しゃぶしゃぶ用）
税込 5,400円（本体5,000円）
青森県産倉石牛 切り落としスライス70g×6P

賞味期限：冷凍で90日

1201042
〈佐藤養助〉稲庭干麺 ご自宅用

税込 3,975円（本体3,680円）〈HM-40〉⑩
稲庭干めん200g×8

2201062
〈味の牛たん㐂助〉牛たん切り落とし詰合せ

税込 5,940円（本体5,500円）〈KK-3〉
牛たん切り落とし しお味180g入×3
※アメリカ、カナダ、その他牛たん使用〈限定100セット〉
（加工地：宮城県） 賞味期限：冷凍で180日

1204114
〈シャイニー〉アップルジュース贅沢りんご
税込 2,580円（本体2,388円）①
アップルジュース贅沢りんご160g×24

1204130
〈シャイニー〉スパークリングアップルジュース
税込 3,280円（本体3,037円）①
スパークリングアップルジュース瓶200㎖×
24

2201089
〈伊藤ハム〉ローストビーフ詰合せ

税込 3,996円（本体3,700円）〈RB-501J〉
ローストビーフ185g×3、ゆず風味ソース15g×6

賞味期限：冷凍で150日

1204041
〈サントリー〉ザ・プレミアム・モルツ

税込 5,880円（本体5,345円）①
ザ・プレミアム・モルツ350㎖×24

1204033
〈アサヒ〉スーパードライ

税込 5,480円（本体4,982円）〈1F534〉①
スーパードライ350㎖×6パック×4

1204017
〈サッポロ〉ヱビスビール

税込 5,880円（本体5,345円）①
ヱビスビール350㎖×24

1204025
〈サッポロ〉黒ラベル

税込 5,480円（本体4,982円）①
黒ラベル350㎖×24

1204050
〈キリン〉一番搾り

税込 5,480円（本体4,982円）①
一番搾り350㎖×24
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日本全国送料330円にてお届けいたします。 日本全国送料無料にてお届けいたします。

日本全国送料330円にてお届けいたします。 日本全国送料無料にてお届けいたします。 配送料金が含まれております。 冷蔵・冷凍配送にてお届けします。

※承り期間・発送期間が記載されている商品については、期間内であっても、天候などにより、品切れ、または販売中止になる場合もございますのでご了承ください。
※賞味期限は、製造・加工日を基準に記載いたしております。商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なりますので、あらかじめご了承くださいませ。なお、表記のされていない商品（果物は除く）の賞味期限は、90日以上でございます。

産地またはメーカーより直送でお届けいたします。抱き合せ・二重包装は承れません。承り期間：12月22日（木）まで



2202042
ホタテ貝柱不揃い
税込 7,560円（本体7,000円）
ホタテ貝柱1,000g

1203045
〈竹新〉国産野菜のチップス

税込 4,104円（本体3,800円）〈KY-40〉⑧
金時いも、紫いも、じゃがいも、にんじん、
かぼちゃ、れんこん、オクラ合計300g

2202085
〈いしおか〉青森県産十和田牛バラ焼きセット
税込 5,063円（本体4,688円）
青森県産十和田牛バラ焼き200g×5P

賞味期限：冷凍で90日

1203088
〈AGF〉ちょっと贅沢な珈琲店ドリップパックスペシャルブレンド
税込 3,240円（本体3,000円）〈MDP-100J〉⑥
ちょっと贅沢な珈琲店ドリップパックスペシャ
ルブレンド7g×100

1203126
〈磯千両〉味付のり・焼のり詰合せ

税込 3,456円（本体3,200円）〈M6〉⑧
味付のり・焼のり各8切108枚×3本（丸容器
（大入）35%増量品）

1202162
〈明治屋〉牛肉大和煮

税込 3,662円（本体3,390円）〈MYGY-6〉④
155g×6

1203169
〈佐藤清治製麺〉特級白石温麺

税込 4,320円（本体4,000円）〈D-40〉④
特級白石温麺100g×30

1202200
〈アマノフーズ〉いつものおみそ汁詰合せ
税込 3,456円（本体3,200円）①
赤だし（なめこ）、なす、ほうれん草、あおさ 各
10食計40食

3203204
〈ロイヤルリカー〉フランスクレマン製法スパークリングワイン6本セット
税込 11,000円（本体10,000円）〈RLT06239〉
フランススパークリングワイン6種類辛口
各750㎖

2202034
〈宝成食品〉海鮮ばくだん4種詰合せセット
税込 4,320円（本体4,000円）
海鮮ばくだん（甘エビ・つぶ・いか・ほたて入
り）×4 賞味期限：冷凍で180日

1203037
〈竹新〉素焼き ミックスナッツ

税込 3,500円（本体3,240円）〈MNH-35〉④
アーモンド・カシューナッツ・くるみ合計500g 

2202077
〈山晃食品〉神戸牛こま切れ300g

税込 5,400円（本体5,000円）〈7000018N〉
神戸牛こま切れ300g（冷凍）

賞味期限：冷凍で30日

1203070
〈モンカフェ〉ドリップコーヒー バラエティセブン
税込 2,268円（本体2,100円）⑧
プレミアムブレンド・モカブレンド各10袋、スペ
シャルブレンド・キリマンジャロブレンド・マン
デリンブレンド・アンティグアブレンド・手摘み
コロンビアブレンド各5袋、

1203118
〈山本海苔店〉豊洲魚河岸撰焼海苔

税込 3,240円（本体3,000円）〈Z4569〉⑩
板のり50枚入（有明海産）

2202158
〈旨道〉津軽ハム お買い得詰合せ

税込 4,320円（本体4,000円）
りんごロースハム切落し200g、りんごベーコ
ン切落し200g、りんごチキンスモークムネ角
切り200g、りんごチキンスモークレッグ130g
×2 賞味期限：冷蔵で30日

1203150
〈寛文五年堂〉いなにわ手綯うどん詰合せ
税込 3,564円（本体3,300円）〈T-6〉⑧
いなにわ手綯うどん300g×6

2202190
飛騨牛笹おこわ・天むすセット
税込 4,536円（本体4,200円）
飛騨牛笹おこわ300g（50g×6個）、天むす
450g（50g×9個）

3203190
〈ロイヤルリカー〉ボルドー金賞受賞12本セット
税込 11,000円（本体10,000円）〈RLTG12307〉
ボルドー金賞受賞赤ワイン12種類中重口
各750㎖

2202018
〈弘果物流〉青森県産家庭用サンふじ・王林詰合せ5kg
税込 4,000円（本体3,703円）〈5091〉
家庭消費用サンふじ7～10個、王林7～10個
出荷可能期間：11月15日（火）～12月24日（土）まで

1203010
〈メリーチョコレート〉プレーンチョコレート
税込 3,024円（本体2,800円）⑥
プレーンチョコレート1kg（ミルク・スイート・
ビター）

1203053
〈花王〉ヘルシア緑茶スリムボトル

税込 3,996円（本体3,700円）㉔
ヘルシア緑茶スリムボトル350㎖×24本

1203096
〈道南〉国産秋鮭焼鮭ほぐし

税込 4,320円（本体4,000円）〈DSB-6〉②
180g×6

2202131
〈高源精麦〉白金豚味噌漬け

税込 3,672円（本体3,400円）
白金豚ロース味噌漬け500g（5枚）

賞味期限：冷凍で60日

1203134
〈自然芋そば〉自然芋そば10把入

税込 2,592円（本体2,400円）⑤
自然芋そば250g×10

1202170
〈南紀梅干〉紀州産南高梅 うす塩味梅干
税込 3,240円（本体3,000円）〈KB-01〉⑫
南高梅うす塩味梅干（塩分約8%）1kg

2202026
〈福さ屋〉無着色辛子明太子 上切れ子

税込 3,780円（本体3,500円）〈APF500g〉
無着色辛子明太子 上切れ子500g

賞味期限：冷凍で90日

1203029
〈泉屋〉スペシャルボックス

税込 3,240円（本体3,000円）〈ISB-300〉④
クッキー9種類（110g）×6袋

賞味期限：常温で60日

1203061
〈辻利〉三角ティーバッグ 宇治玉露

税込 2,700円（本体2,500円）④
玉露ティーバッグ50袋

1203100
〈白子〉チャック付姿焼金10枚 5帖パック
税込 2,160円（本体2,000円）⑩
板のり10枚×5袋

1203142
〈無限堂〉稲庭饂飩（徳用）

税込 2,970円（本体2,750円）〈T-4〉⑩
稲庭うどん400g×4

1202189
〈南紀梅干〉紀州産南高梅 はちみつ梅

税込 3,240円（本体3,000円）〈KB-02〉⑫
南高梅はちみつ梅（塩分約5%）1kg

3203182
〈ロイヤルリカー〉ボルドー金賞受賞赤ワイン6本セット
税込 6,050円（本体5,500円）〈RLTG06312〉
ボルドー金賞受賞赤ワイン6種類中重口
各750㎖

2202069
〈米沢牛黄

おお

木
き

〉米沢牛すき焼用切落し
税込 5,400円（本体5,000円）〈YKI50〉
米沢牛すき焼用切落し（山形県）（黒毛和
種）320g 賞味期限：冷凍で30日

◎承り期間：12月21日（水）まで

2202123
〈トンデンファーム〉モーニングセット

税込 4,104円（本体3,800円）〈TMF-5〉
燻しロースハム60g、荒挽ウインナー100g、
生ハムロース40g、荒挽ソーセージ70g×2、
炭火焼ベーコン80g、燻しロースハム（厚切
り）70g 賞味期限：冷蔵で35日

2202115
〈トンデンファーム〉ハンバーグ・角煮セット
税込 3,996円（本体3,700円）〈TFHK-50〉
豚角煮160g×2、ポークハンバーグ90g×3

賞味期限：冷蔵で40日

2202093
〈仙台 利久〉利久 牛たんハンバーグセット
税込 3,780円（本体3,500円）〈SHR-20WA〉
牛たんハンバーグ（和風ソース・デミソース）
各200g×3

2202107
〈伊藤ハム〉ハンバーグセット

税込 3,629円（本体3,360円）〈THB-42〉
クリームチーズ入りハンバーグ（デミグラス
ソース・完熟トマト煮込み）各77g×5

1202146
〈柿安本店〉すき焼丼・牛肉しぐれ煮丼詰合せ
税込 3,780円（本体3,500円）〈JS35〉④
すき焼丼120g×3、牛肉しぐれ煮丼115g×3

2202050
〈仙台・陣中〉仔牛の牛タン塩麹熟成切り落し
税込 4,212円（本体3,900円）〈ZKK-39〉
仔牛牛タン切り落し120g×2

賞味期限：冷凍で120日

1203177
〈鹿児島・長崎〉九州芋・麦・焼酎飲み比べ
税込 4,400円（本体4,000円）⑤
壱岐スーパーゴールド麦22°・豪放磊落甕仕
込み木樽蒸留 芋25°・寿百歳 芋25°各720㎖
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日本全国送料330円にてお届けいたします。 日本全国送料無料にてお届けいたします。
産地またはメーカーより直送でお届けいたします。抱き合せ・二重包装は承れません。承り期間：12月22日（木）まで

配送料金が含まれております。 冷蔵・冷凍配送にてお届けします。
※承り期間・発送期間が記載されている商品については、期間内であっても、天候などにより、品切れ、または販売中止になる場合もございますのでご了承ください。

※賞味期限は、製造・加工日を基準に記載いたしております。商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なりますので、あらかじめご了承くださいませ。なお、表記のされていない商品（果物は除く）の賞味期限は、90日以上でございます。


