
西予市応援価格

受付期間：6月24日（金）～8月1日（月）
ご注文、お問い合わせは各事業者へ直接ご連絡ください

通常
価格の

数に限りがあります。
お早めにご注文ください。25％OFF!!

城川町魚成の河成段丘



　感謝の気持ちを伝えるお中元
　大切な方に「西予市のとっておき」をお届けしませんか。

　今回、応援価格（定価の２５％割引）にてご提供いたします。

　贈る方の笑顔を想いながら、
　気持ちが伝わる逸品をお選びください。

一般社団法人　西予市観光物産協会

割引キャンペーンの注意事項

ご注文・お問い合わせ方法に関する表記

・事業者によっては、キャンペーン期間中でも発送対応ができない期間があります。
　商品紹介ページに記載しておりますのでご確認ください。
・転売目的でのご購入はご遠慮ください。

●以下の点についてご了承ください。
・割引対象外の事業者があります。
25.中城本家酒造合名会社（商品：25-A、25-B）

・天候状況や配送会社の荷物の混雑状況などにより商品のお届けが
　遅れる場合があります。
・掲載写真はイメージです。実際の色などと異なる場合があります。

事業者一覧、商品紹介ページにご注文・お問い合わせ方法を以下のアイコンで示しています。

6月24日（金）～8月1日（月）

・・・店舗 ・・・電話 ・・・メール

・・・FAX ・・・HP ・・・ 郵送

▲こののぼりが
　目印です

【キャンペーン期間】

「えひめの竹あかり  野村町乙亥会館」



2. あけはまシーサイドサンパーク株式会社

3. 天晴農園

1. 株式会社 アール・シー・フードパック

4. 株式会社 網元 祇園丸

5. 井上水産株式会社

6. 今市水産

7. 伊予蒲鉾株式会社

8. 宇都宮酒造株式会社

9. 宇和ヤマミ醤油有限会社

10. 株式会社 おがた蒲鉾

11. お茶の明芳園

12. おれんじはーと

13. 株式会社 サトチカ

14. みかめ海の駅 潮彩館

15. じゃこ天 開洋

16. 株式会社 城川ファクトリー

17. スイーツ工房  絹

18. 西予宇和光ワイン

19. 西予自然工房

20. 田力本願株式会社

事　業　所　名 ご注文・お問い合わせ方法

ご注文・お問い合わせは各事業所へお願いいたします
（五十音順）



22. 渡江から一歩を踏み出す会

23.
道の駅 どんぶり館
どんぶり館 駅前店 あおぞら

21. 俵津農地ヘルパー組合株式会社

24. 株式会社 ナガオカ

25. 中城本家酒造合名会社

26. 二ノ宮商事株式会社

27. パティスリー かしはな

28. 株式会社 濱田水産

29. ほわいとファーム

30. 有限会社 松下海産

31. 有限会社 豆道楽

32. 株式会社 マルウ水産

33. 有限会社 マルヨシ水産

34. マルワフルーツ園芸

35. 三瓶ヒラメ養殖協議会

36. 株式会社地域法人 無茶々園

37. 株式会社 メニークエスト

38. 株式会社 元見屋酒店

39. ゆうぼくの里

40. 企業組合 遊子川ザ・リコピンズ

事　業　所　名 ご注文・お問い合わせ方法



0894-62-1563FAX

0894-62-1561TEL1
〒797-0015　西予市宇和町卯之町二丁目575番地
営業時間●8：00～17：00　 定休日●土曜・日曜・祝日　 駐車場●2台

株式会社 アール・シー・フードパック

【振込先】 宇和島信用金庫　卯之町支店　普通　45919　カブシキガイシャアールー・シー・フードパックダイヒョウトリシマリヤクフジタ ノリクニ

0894-64-1331FAX

0894-64-1330TEL2
〒797-0201　西予市明浜町高山甲461-1
営業時間●9：00～17：00　 定休日●土曜・日曜・祝日　 駐車場●5台

あけはまシーサイドサンパーク株式会社

【振込先】 伊予銀行　高山支店　普通　1081088　アケハマシーサイドサンパーク（カ

商品
番号 2－A
明浜みかんジュース
ムテンカ 720㎖×6本入
　愛媛県西予市明浜町の温州みかんを使用。南
向きのだんだん畑で、燦々と降り注ぐ太陽の光
と海の反射光で美味しく育ったみかんを皮ごと
搾った１００％ストレート果汁です。定番の人気
商品です。ご家庭用に、ご贈答用に大変喜ばれ
ています。
うんしゅうみかんジュース720ml×６本入

送料込

通常価格4,200円

3,150円
応援
価格

※北海道、沖縄、離島は、送料別途1,000円プラスして
お振り込みをお願い致します。

伊予牛Ａ５ビーフカレー　200ｇ　３個入り

愛媛県産黒毛和牛『伊予牛』ブラックラベルＡ
５等級の牛肉を、生換算で約８０ｇ使用した贅
沢なカレーです。カレーソースには、国産玉ねぎ
にカレールウ・デミグラスルウの２種類を組み
合わせ隠し味に練乳を使って旨み・コクのあ
る、黒毛和牛の美味しさに負けないカレーソー
スに仕上げてあります。

伊予牛Ａ５ビーフカレー
（３個入り）

西予市宇和町のＪＲ卯之町駅の近くにある食品工場です。
明治36年創業の缶詰メーカーから時代に対応したレトルト食品メーカーとして地元で
日々美味しいものを作っています。

商品
番号 1－A

E-mail: edokko@rc-foodpack.co.jp

送料別

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格

※送料：1,100円

自然を活かし、あけはまの美味しいを作っています。
みかんジュースといえば、「明浜みかんジュースムテンカ」です！



【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

0894-65-0920FAX

0894-89-1683TEL4
〒797-0113　西予市明浜町狩浜1-217-1
営業時間●9：00～17：00　 定休日●日曜日　 駐車場●2台

株式会社 網元 祇園丸

祇園丸のちりめんセット

送料込

通常価格5,500円

4,125円
応援
価格

※北海道、沖縄、離島は別途800円必要です。

ちりめん60g×8

ギフトに最適な良質なちりめんを使用し
ています。

冷蔵

「自然の味を大切に！！」自社にて漁獲から製造、販売まで私たちが責任を持ってお届けします。
無添加で茹で上げたしらすを天日で干し上げています。
化学調味料、保存料、殺菌剤などの食品添加物を一切使用しておりません。
育ち盛りのお子様からご年配の方まで、安心してお召し上がりいただける「安心・安全」な商品づくりを行っています。

商品
番号 4－A

祇園丸のちりめん

送料込

通常価格4,460円

3,345円
応援
価格

※北海道、沖縄、離島は別途800円必要です。

ちりめん700g

良質なちりめんを使用しています。ギフ
トにもお使いいただけます。

冷蔵

商品
番号 4－C

祇園丸のちりめん、加工品セット

送料込

通常価格4,660円

3,495円
応援
価格

※北海道、沖縄、離島は別途800円必要です。

ちりめん60g×3　ちりめん山椒50g×1
ちりめん生姜50g×1　しそわかめちりめん50g×1
大根葉ちりめん50g×1

ギフトに最適な良質なちりめんと、こだわり
の原材料で素材の味を大切に仕上げた加工
品のセットです。

冷蔵

商品
番号 4－B

E-mail:info@gionmaru.com

【振込先】 ゆうちょ銀行　六一八　普通　2465086　アッパレノウエン

0894-89-4020FAX

0894-89-4020TEL3
〒797-0111　西予市明浜町俵津3-140-7
営業時間●9:00～17:00　 定休日●土曜・日曜・祝日

天晴農園
E-mail: apparenouen.10@gmail.com

愛媛県西予市明浜町で
笑顔になれる
果実を作っている
みかん農家４人組です。

愛媛県明浜町産　100％ストレートジュースになります。
添加物・保存料・着色料・香料は一切使用しておりません。
子どもから大人の方に大人気のみかんジュースセットで、色んな
柑橘のみかんジュースが味わえて、飲んだ瞬間に笑顔が広がる
美味しさです。

愛媛県みかんジュース
コンクール2020

ブロンズ賞(３位) 受賞
愛媛県みかんジュース
コンクール2021

シルバー賞(２位) 受賞

天晴兄妹みかんジュース
４種セット

送料別

通常価格4,400円

3,300円
応援
価格

送料：全国一律 1,000円　北海道・沖縄 ＋1,000円　東北 ＋500円

720ｍｌ×4本(みかん・ぽんかん・はるか・デコぽよ）

みかん、はるか、ぽんかん、デコぽよ
の4本飲み比べセットになります。

商品
番号 3－A

天晴兄妹みかんジュース
3種セット

送料別

通常価格3,700円

2,775円
応援
価格

720ｍｌ×3本(みかん・ぽんかん・はるか）

みかん、はるか、ぽんかんの3本セッ
トです。

商品
番号 3－B

天晴兄妹みかんジュース

糖度の高い小玉みかんを厳選。
とろりとした甘さで子供に大人気です。みかんジュース

みかんジュースより味が濃くて、糖酸バラ
ンスの取れたジュースです。ぽんかんジュース

見た目の黄色さとは裏腹に甘くてギャップ
があります。人気のジュースです。はるかジュース

みかんジュースに比べ、飲んだ時にガツン
と柑橘の味を楽しめます。ハイボールやカ
クテルで割っても美味しいです。

デコぽよジュース



【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

0894-64-1368FAX

0894-64-1315TEL5
〒797-0201　西予市明浜町高山甲2889-1
営業時間●9：00～14：00　 定休日●日曜日（臨時休業あり）　 駐車場●3台

井上水産株式会社

商品
番号 5－A ちりめん味くらべセット

無選別ちりめん　　140g×2個
しそわかちりめん　140g×1個
上物ちりめん　　　140g×1個

送料込

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格

※北海道、沖縄、離島は別途送料500円必要です

商品
番号 5－B 上物ちりめん
上物ちりめん　　　120g×7個

送料込

通常価格4,500円

3,375円
応援
価格

※北海道、沖縄、離島は別途送料500円必要です

E-mail: inouechirimen@gmail.com

冷蔵
冷蔵

地元民からの口コミで広がり、
全国のお客様に愛されています。

漁獲から加工まで一貫して行うため
新鮮なちりめんをお届けできます。

無添加
減塩

保存料未使用

0894-65-0545FAX

0894-65-0540TEL6
〒797-0113　西予市明浜町狩浜3-2226
営業時間●9:00~17:00　 定休日●日曜・祝日　 駐車場●2台

今市水産
E-mail:imaichisuisan@gmail.com

自社船で漁獲したしらすをエクストラヴァー
ジンオリーブオイルに漬け込みました。パン、
パスタ、野菜、ご飯、何にでも合うちょっと贅
　　　　　　　　　　　 沢な調味料です。

しらチョビ×３個
（ギフトボックス入）

しらチョビギフト

※北海道・沖縄・一部離島は送料500円別途必要です。 ※北海道・沖縄・一部離島は送料500円別途必要です。 ※北海道・沖縄・一部離島は送料500円別途必要です。

　　　　　　　　　　　 沢な調味料です。

ⓒZENKE

自社で漁獲、釜茹でしたしらすを天日干し。
陽の光と浜風をたっぷり浴びたちりめんを
使用した３種の佃煮とちりめんの詰め合わ

せです。西予市産の
柚子や生姜を使用し
ています。
ちりめん(50g)×３袋
ちりめん山椒(50g)×１袋
柚子ちりめん(50g)×１袋
生姜ちりめん(50g)×１袋

ちりめんセット

ⓒZENKE

せです。西予市産の
柚子や生姜を使用し
ています。
ちりめん(50g)×３袋
ちりめん山椒(50g)×１袋
ちりめん(50g)×３袋
ちりめん山椒(50g)×１袋
ちりめん(50g)×３袋

柚子ちりめん(50g)×１袋
ちりめん山椒(50g)×１袋
柚子ちりめん(50g)×１袋
ちりめん山椒(50g)×１袋

生姜ちりめん(50g)×１袋
柚子ちりめん(50g)×１袋
生姜ちりめん(50g)×１袋
柚子ちりめん(50g)×１袋

ⓒZENKEⓒZENKE

通常価格4,100円

3,075円 送料込応援
価格

通常価格3,500円

2,625円 送料込応援
価格

しらすの漁獲から製造、販売までを一貫して行っております。昔ながらの無添加天日干しにこだわりつつも、しらチョビなどの
商品開発も行い、守るべきモノは守り、変えるべきところは変え、次世代にしらす漁や商品を残していければと思っております。

商品
番号 6－A 商品

番号 6－B 海の幸セット商品
番号 6－C

冷蔵 冷蔵

自然に恵まれているこの地で獲れた海の
幸詰め合わせ。製造時に添加物は一切使用
しておりませんので、贈り物にも安心して
ご利用頂けます。

ちりめん(50g)×２袋
ちりめん山椒(50g)×２袋
柚子ちりめん(50g)×２袋
生姜ちりめん(50g)×２袋
かえりいりこ(50g)×１袋
乾燥長ひじき(40g)×１袋
乾燥芽ひじき(34g)×１袋

送料込

通常価格5,500円

4,125円
応援
価格



【振込先】 伊予銀行　八幡浜支店　当座　2029159　イヨカマボコ（カ

いよしぶき(赤）2本、さしみ蒲鉾（白）
1本、添加物不使用うす塩味手押し
じゃこ天５枚入り１袋、特上身天ぷら
３枚入り１袋、コロちくわ５本入り１
袋、磯の華ふぶき(赤）25g１袋

伊予しぶき、さしみ蒲鉾、コロちくわ、身天ぷらは愛媛県近海で獲れ
るエソを６０％使用したすり身をベースにして作っています。添加物
不使用うす塩味手押しじゃこは、愛ブランドに認定されているこだ
わりのじゃこ天です。軽く焙って大根おろしと醤油でビールのアテ
に。高品質の練り製品は、特に暑い季節にはアッサリと生食をお勧
めします。磯の華ふぶきは冷奴のトッピングにいかがでしょう。

八幡浜市から宇和町瀬戸に来て３０年以上に
なります。その間に全国蒲鉾品評会において農
林水産大臣賞をはじめ栄誉大賞など多数受
賞。添加物不使用うす塩味手押しじゃこ天が愛
媛県の愛ブランドに認定。今年、FSSC22000の
認証を取得し、安心安全でお客様においしいと
言っていただける商品づくりを目指して、継続的
に改善しながらお客様の満足を達成します。

S-105

通常価格3,700円

2,775円 送料込応援
価格

通常価格4,500円

3,375円 送料込応援
価格

金潮(赤）２本、特上小あげ巻き１本、
添加物不使用うす塩味手押しじゃこ
天５枚入り１袋、特上身天ぷら５枚入
り１袋、コロちくわ５本入り１袋、磯の
華ふぶき(赤）25g１袋

金潮、特上小あげ巻き、コロちくわ、身天ぷらは愛媛県近海で獲れ
るエソを６０％使用したすり身をベースにして作っています。特に身
天ぷら以外は澱粉を使用していません。添加物不使用うす塩味手
押しじゃこは、愛ブランドに認定されているこだわりのじゃこ天で
す。軽く焙って大根おろしと醤油でビールのアテに。高品質の練り
製品は、特に暑い季節にはアッサリと生食をお勧めします。磯の華
ふぶきは冷奴のトッピングにいかがでしょう。

S-108

〒797-0042　西予市宇和町瀬戸390-1
営業時間●8：00～16：40　 定休日●土曜日　 駐車場●5～6台

伊予蒲鉾株式会社
E-mail: iyokamaboko@nifty.com

0894-66-0660FAX

0894-66-0334TEL7

商品
番号 7－A 商品

番号 7－B

冷蔵 冷蔵

【振込先】 伊予銀行　卯之町支店　普通　1000505　ウツノミヤシュゾウ（カ

0894-62-0117FAX

0894-62-0117TEL8
〒797-0015　西予市宇和町卯之町四丁目254-1
営業時間●10:00～17:00　 定休日●不定休

宇都宮酒造株式会社
E-mail: uwanosake@gmail.com

宇和の水・伊予の米と技で皆様に楽しんでいただける地酒を造り続けて112年。
司馬遼太郎先生の小説からその名をいただいた「花神」、坂村真民先生に題字を揮毫いただいた「千鳥」。
日本文学の著名人とも深い関わりのある宇都宮酒造のお酒を是非ご堪能下さい。

純米酒 千鳥 あらばしり・
花神2本セット

純米酒 千鳥 あらばしり 720ml
純米酒 花神 720ml

桃色酵母がピンク色に醸したお酒、まるでフ
ルーツ酒のような甘酸っぱい味、だけど喉越
しはすっきりとしていて飲みやすく女性に人
気の花神と、袋に入ったもろみを搾らず自重
であふれ出させたフレッシュでさわやかな味
わいの千鳥・あらばしりの二本セットです。
それぞれのシチュエーションに合わせて飲み
分けてお楽しみ下さい。

送料込

通常価格4,500円

3,375円
応援
価格 送料込

通常価格4,200円

3,150円
応援
価格

商品
番号 8－B 商品

番号 8－C
純米酒 千鳥 あらばしり・
清酒 飲み比べ2本セット

純米酒 千鳥 あらばしり 720ml
純米酒 千鳥 清酒 720ml

もろみを搾らず袋からあふれ出たフレッシュ
なあらばしり。
袋に圧力をかけて搾りだしたまろやかな味わ
いの清酒の千鳥二本セットです。
日本銘水百選「観音水」を仕込み水に使用し
ているこのお酒を、千鳥群れ飛ぶ夕暮れの田
園風景を思い浮かべながらお楽しみ下さい。

純米酒 千鳥 清酒・
花神2本セット

純米酒 千鳥 清酒 720ml
純米酒 花神 720ml

桃色酵母がピンク色に醸したお酒、まるでフ
ルーツ酒のような甘酸っぱい味、だけど喉越
しはすっきりとしていて飲みやすく女性に人
気の花神と、袋に圧力をかけて搾りだしたま
ろやかな味わいの千鳥・清酒の二本セットで
す。それぞれのシチュエーションに合わせて
飲み分けてお楽しみ下さい。

送料込

通常価格4,500円

3,375応援
価格

商品
番号 8－A



【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

【振込先】 伊予銀行　卯之町支店　当座　2000074　ウワヤマミショウユ（ユ

0894-62-0167FAX

0894-62-0167TEL9
〒797-0015　西予市宇和町卯之町三丁目179-2
営業時間●9：00～18：00　 定休日●不定休

宇和ヤマミ醤油有限会社

送料込

通常価格3,900円

2,925円
応援
価格 送料込

通常価格4,700円

3,525円
応援
価格

商品
番号 9－A 商品

番号 9－B麹あま酒セット

西予市産のこだわりぬいたお米を使用し、砂糖などは一切使用
していないノンアルコールの麹のあま酒をお届けします。

歴史ある蔵で造られる素朴な味わいの老舗醤油醸造所でつく
られた醤油（淡口・濃口・だし）のセットをお届けします。

あま酒（百寿）250g×2個
あま酒（白寿）300g×2個
あま酒（米寿）300g×2個

醤油セット
淡口醤油 1000ml×2本
濃口醤油 1000ml×2本
だし醤油 1000ml×2本

0894-62-5440FAX

0894-62-5880TEL10
〒797-0043　西予市宇和町大江412-1
営業時間●9：00～17：00　 定休日●木曜日（GW・お盆・12月を除く）　 駐車場●5台

株式会社 おがた蒲鉾

おがた蒲鉾詰合せ Aセット
伊予のじゃこちくわ・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
伊予のちくわ・・１本　 御蒲鉾（紅）・・・・１本
御蒲鉾（白）・・・・・１本　 手巻きあげ巻・・１本
カステラ蒲鉾ハーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
手押しじゃこ天ごぼう入り３枚入・・・・・１袋
手押しじゃこ天３枚入・・・・・・・・・・・・・・・１袋
手押し白天　　３枚入・・・・・・・・・・・・・・・１袋
ふわかま・たこわかめ・・・・・・・・・・・・・・・１本

おがた蒲鉾詰合せ Bセット
手巻きあげ巻・・・・・・・・・・１本
伊予の香蒲鉾（紅）・・・・・・１本
伊予の香蒲鉾（白）・・・・・・１本
手押しじゃこ天3枚入・・・１袋
手押し白天3枚入・・・・・・・１袋
伊予のちくわ・・・・・・・・・・２本

商品
番号 10－A 商品

番号 10－B

送料別

通常価格5,800円

4,350円
応援
価格 送料別

通常価格3,390円

2,543円
応援
価格冷蔵 冷蔵



【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

0894-67-0048FAX

0894-67-0047TEL11
〒797-0010　西予市宇和町明間1840-3
営業時間●9：00～18：00　 定休日●月曜日　 駐車場●4台

お茶の明芳園

煎茶セット商品
番号 11－A

当園は野村ダム周辺の寒暖差が大きく霧深い場所にあります。
この恵まれた風土を生かし自社茶園で土作りから手をかけ、心を込めて育てた茶樹。
それぞれの茶樹の旬を見極め、摘み取った生葉を新鮮なうちに自社工場で製造しました。
『毎日飲むお茶だからこそ、安心して飲める』
これが明芳園のこだわりのお茶づくりです。

日本茶の代表的品種「やぶきた」を主に栽培しており、希少品種
「かなやみどり」「さやまかおり」をブレンドしています。明芳園の
人気の特上煎茶、上煎茶を詰め合わせたセットをお届けします。

当園は野村ダム周辺の寒暖差が大きく霧深い場所にあります。
この恵まれた風土を生かし自社茶園で土作りから手をかけ、心を込めて育てた茶樹。
それぞれの茶樹の旬を見極め、摘み取った生葉を新鮮なうちに自社工場で製造しました。
『毎日飲むお茶だからこそ、安心して飲める』
これが明芳園のこだわりのお茶づくりです。

送料込

通常価格5,000円

3,750円
応援
価格

特上煎茶 140g×1缶
上煎茶　 140g×1缶
煎茶　　 140g×1缶

朝霧　宇和茶セット商品
番号 11－B
日本茶の代表的品種「やぶきた」を主に栽培しており、希少品種「か
なやみどり」「さやまかおり」をブレンドしています。明芳園の人気
の特上煎茶と上煎茶、紅茶を詰め合わせたセットをお届けします。

送料込

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格

特上煎茶 100g
上煎茶　 100g
紅茶　　 3g×8袋

【振込先】 伊予銀行　三瓶支店　普通　1258283　シミズスミコ

0894-34-0208FAX

0894-34-0189TEL12
〒796-0915　三瓶町下泊1830番地
営業時間●8:00～18:00　 定休日●無休　 駐車場●1台

おれんじはーと
E-mail: orange-heart@me.pikara.ne.jp

おれんじはーとのみかんジュースは皮ごと一緒に搾った無
添加100％のジュースです。自然のみかんの味そのままをお
楽しみください。

西予市三瓶町のリアス式海岸の恵まれた環境の中で、家族を中心に柑橘栽培を営んでいます。
また、農薬や化学肥料を愛媛県の基準よりも５割以上削減しており、愛媛県の特別栽培農産物の認証も受けています。

※北海道・沖縄・一部離島は別途５００円

※北海道・沖縄・離島は別途500円必要です。 ※北海道・沖縄・離島は別途500円必要です。

E-mail: meihouen@me.pikara.ne.jp

みかんジュース３本ギフトセット
無添加１００％　７２０ml
３本セット　化粧箱入り

商品
番号 12－A

送料込

通常価格4,200円

3,150円
応援
価格

みかんジュース300ml 12本入り
無添加１００％　30０ml
12本セット

商品
番号 12－B

送料込

通常価格6,400円

4,800円
応援
価格

みかんジュース720ml 6本入り
無添加１００％　７２０ml
6本セット

商品
番号 12－C

送料込

通常価格5,800円

4,350円
応援
価格

みかんジュース720ml 12本入り
無添加１００％　７２０ml
12本セット

商品
番号 12－D

送料込

通常価格10,600円

7,950円
応援
価格



【振込先】 愛媛銀行　三瓶支店　普通　3159200　ミカメホールディング カブシキガイシャ

【振込先】 伊予銀行　野村支店　普通　1344124　カブシキガイシャサトチカ

0894-89-2327FAX

080-5744-6498TEL13
〒797-1703　西予市城川町窪野2560
営業時間●9：00～18：00　 定休日●土曜日以外　駐車場●40台

里の力也（株式会社 サトチカ）

里のまろん（金）×１（銀）×２（賞味期限：到着後半年）
サトチカプリン×３（賞味期限：到着後5日）
栗茶シフォン×３（賞味期限：到着後7日）
※配送状況により賞味期限が前後する場合があります。
※大変恐れ入りますが、鶏たちの都合により卵が無く
　なり次第終了となります。

E-mail: tumugi.doi@gmail.com

城川町土居地区で育まれた素材をふんだんに使用したお菓
子セットになります。土居地区の特産である大玉栗を使用
したマロングラッセ『里のまろん』をはじめ、幅広い年齢層
からご好評を頂いた、柔らかくどなたでも召し上がりやす
い商品の詰め合わせになります。

城川町土居からお届けセット
商品
番号 13－A

送料込

通常価格5,000円

3,750円
応援
価格冷蔵

サトチカプリン×５　(賞味期限：到着後5日)
栗茶シフォン×５　(賞味期限：到着後7日）
※配送状況により賞味期限が前後する場合があります。
※大変恐れ入りますが、鶏たちの都合により卵が無く
　なり次第終了となります。

ご家族様でお召し上がりください！
ふわふわで柔らかいケーキ『栗茶シフォン』5個と、城川町のこ
だわり卵と牛乳を使用した『サトチカプリン』5個のセットにな
ります。

ご家族で城川の味覚お楽しみセット
商品
番号 13－B

送料込

通常価格4,500円

3,375円
応援
価格冷蔵
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※商品の発送先が、沖縄・離島・一部地域の場合は、送料無料の対象外となる場合がございます。

※商品の発送先が、沖縄・離島・一部地域の場合は、送料無料の対象外となる場合がございます。

城川町土居の魅力を
精一杯お届けします

『
里
の
力
也
』で
ご
検
索
く
だ
さ
い
!!

0894-33-3015FAX

0894-33-3001TEL14
〒796-0907　西予市三瓶町朝立1-438-287
営業時間●8：30～18：00　 定休日●水曜日　 駐車場●50台

みかめ海の駅 潮彩館

送料別

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格 送料別

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格

温州みかんジュース　720ml×3本
清見ジュース　720ml×3本

愛媛県西宇和産の温州みかん・清見約2kgも使用し何も
加えずに搾った贅沢な100％ストレートジュースです。お
子様、女性からも好評の甘くて飲みやすい温州みかん
ジュースと男性からも好評な後味すっきりの清見ジュー
スの2種類をお届けします。
西宇和産の柑橘を旬の時期に搾汁しています。是非、ご
賞味ください。

愛媛県西宇和産
温州みかん・清見ジュース6本セット

西
宇
和
産
の
高
級
柑
橘
を
自
社
工
場
に
て
旬
の
時
期
に

搾
汁
し
て
い
ま
す
。是
非
、ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

期間
限定

紅マドンナ　720ml×2本

愛媛県西宇和産の高級柑橘まどんな約2kgも使用し何
も加えずに搾った贅沢な100％ストレートジュースを２
本セットにてお届けいたします。
お子様、女性からも好評で甘くて飲みやすいが後味は
スッキリとした高級柑橘ジュースです

愛媛県西宇和産
紅マドンナジュース２本セット

期間
限定

E-mail: shiosaikan@gmail.com

商品
番号 14－A

商品
番号 14－B

※送料：四国900円、中国近畿950円、九州980円、北陸東海1,000円、関東1,100円、東北1,300円、沖縄1,640円、北海道1,750円



【振込先】 愛媛銀行　野村支店　普通　1214601　カ）シロカワフアクトリー

0894-82-0888FAX

0894-82-1100TEL16
〒797-1717　西予市城川町下相1008-1
営業時間●9：00～18：00　 定休日●1月1日　 駐車場●20台

株式会社 城川ファクトリー

0894-33-2023FAX

0894-33-2023TEL15
〒796-0907　西予市三瓶町朝立1-360-36
営業時間●8：00～完売まで　 定休日●不定休　 駐車場●2台

じゃこ天  開 洋

【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

手造り三瓶じゃこ天

八
幡
浜
の
市
場
か
ら
直
接
、小
魚
を
仕
入
れ

て
製
造
し
て
い
ま
す
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然
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手
造
り
に
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だ
わ
っ
て
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存
料
、人
工
甘
味
料
は
使
用
せ

ず
伯
方
の
塩
、本
み
り
ん
を
使
用
し
て
い
ま

す
。体
に
優
し
い
じ
ゃ
こ
天
を
味
わ
っ
て
み

て
下
さ
い
。

じゃこ天5枚 
真空パック入り×３パック
クール便にてお届け！

手造り三瓶じゃこ天
ファミリーパックじゃこ天5枚 

真空パック入り×5パック
クール便にてお届け！

送料込

通常価格3,320円

2,490円
応援
価格 送料込

通常価格4,480円

3,360円
応援
価格

商品
番号 15－A 商品

番号 15－B

冷蔵 冷蔵
※北海道、沖縄、離島は送料別途500円 ※北海道、沖縄、離島は送料別途500円

商品
番号 16－A
バラエティセット

・城川ベーコンミニ　　180g　
・やわらかいサラミ　　120g　
・モーツアルトミニ　　200g　
・あら挽きウインナー　5本入　
・チーズウインナー　　3本入　
・パストラミスライス 125g

城川自然牧場のいろいろな味をセレクトしまし
た。全商品そのままでもお召し上がれますが、炒
めたり、ボイルしたり、お好みでマスタードをつけ
てご賞味ください。

冷蔵 送料込

通常価格5,850円

4,388円
応援
価格

商品
番号 16－B
うま辛セット

・厚切り城川ガーリックベーコン 125g　
・厚切り城川七味ベーコン　　　 125g　
・パストラミスライス　　　　　　125g　
・ガーリックウインナー　　　　　3本入　
・ペッパーウインナー　　　　　  5本入

城川自然牧場のスパイシーな味をセレクトしま
した。全商品そのままでもお召し上がれますが、
炒めたり、ボイルしたり、お好みでマスタードをつ
けてご賞味ください。

冷蔵 送料込

通常価格4,320円

3,240円
応援
価格

商品
番号 16－C
おいしい冷食セット

・むっちりぶたまん　　　2個入　
・辛みそぶたまん　　　　2個入　
・あらびき肉²シュウマイ 4個入×2　
・ガパオライスの素　　　2袋入　
・ハムカツ　　　　　　　3個入

手軽で美味しい！
自社オリジナル商品５点セット！

送料込

通常価格4,620円

3,465円
応援
価格冷凍

【注意点】 ・振込手数料は、お客様負担にてお願い致します。　・ご入金確認後、出荷準備・発送を致します。
　　　　・配送日時指定等のご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。



【振込先】 ゆうちょ銀行　618　普通　0376361　スエミツ マサル

【振込先】 伊予銀行　野村支店　普通　1338126　シントウ ユキコ

17
〒797-1212　西予市野村町野村14-10　 定休日●毎週月曜、第1・3日曜　 
営業時間●12：00～19：00（カフェ LO17：00）　 駐車場●3台

スイーツ工房  絹
E-mail: kinusweets@gmail.com

090-1574-7056TEL

0894-72-0333FAX

きぬろーる　
約15㎝　2本入り

きぬろーる　4切れ
フォンダンフロマージュ　3個

シルクの入ったクリームを、桑の葉のスポンジ
生地でくるんだ『きぬろーる』。黄色いみかん
のガナッシュがアクセント。野村が元気にな
るよう願いを込めて作った復興スイーツです。
　　　
＊冷凍便でお送り致します。

きぬろーる2本セット
『きぬろーる』と並んで看板商品である『フォ
ンダンフロマージュ』は、野村産モッツアレラ
チーズが入ったチーズケーキです。レンジで約
1分温めてお召し上がりください。シルクとミ
ルクの町のむらを贅沢にお楽しみいただく
セット商品です。＊冷凍便でお送り致します。

シルクとミルクの町のむらセット

冷凍 冷凍送料込

通常価格4,800円

3,600円
応援
価格 送料込

通常価格4,200円

3,150円
応援
価格

商品
番号 17－A

せいよぐみ5個入×5箱入り

西予市５町(城川町・野村町・明浜町・宇和町・
三瓶町)それぞれの美味しい果汁(ゆず、トマ
ト、のうろく(柑橘)、ぶどう、清見)たっぷりの
グミ。見た目は宝石のよう、一口かじると濃厚
な果汁が味わえます。西予市自慢のプレミア
ムグミをお楽しみください。

せいよぐみ

送料込

通常価格4,000円

3,000円
応援
価格

商品
番号 17－C商品

番号 17－B

実家の『進藤呉服店』内で、地元の食材にこだわったスイーツの製造販売をしています。西日本豪雨被害から再建する際に、
皆様の憩いの場となるよう店内にカフェスペースを併設。お店にも遊びに来てくださいね。

※北海道・沖縄・一部離島は送料別途550円 ※北海道・沖縄・一部離島は送料別途550円 ※北海道・沖縄・一部離島は送料別途550円

0894-62-2727FAX

0894-62-2727TEL18
〒797-0030　西予市宇和町清沢791
営業時間●8：00～18：00　 定休日●無休　 駐車場●3台

西予宇和光ワイン

標高250mの盆地で、爽やかな気候で育ったワ
イン専用のぶどうでワインをつくりました。赤ワ
インは、西予市宇和町にある末光農園で生産さ
れるメルロー、カベルネフラン、カベルネソー
ヴィニヨンを使用し、飲んだ後からぶどうの香
りがしっかりするワインに仕上がりました。
白ワインは、同じく末光農園で生産されるシャ
ルドネを使用し、国産ワインには珍しいすっき
りした辛口のワインに仕上がりました。どうぞ
ご賞味ください。

光ワイン　赤・白セット
標高250mの盆地で、爽やかな気候で育っ
たワイン専用のぶどうでワインをつくりま
した。
西予市宇和町にある末光農園で生産され
るメルロー、カベルネフラン、カベルネソー
ヴィニヨンを使用し、飲んだ後からぶどう
の香りがしっかりする赤ワインに仕上がり
ました。
どうぞご賞味ください。

光ワイン　赤　2本セット

●赤ワイン　720ml　２本入りセット

※年によって、ビンラベルデザインが異なる場合があります。

●赤ワイン 720ml ・ 白ワイン 720ml
　各１本入り

標高250mの盆地で、爽やかな気候で育っ
たワイン専用のぶどうでワインをつくりま
した。
西予市宇和町にある末光農園で生産され
るメルロー、カベルネフラン、カベルネソー
ヴィニオンを使用し、すっきりしたロゼに仕
上がりました。
どうぞご賞味ください。

光ワイン　赤・ロゼセット

●赤ワイン 720ml ・ ロゼワイン 720ml　各1本入り

商品
番号 18－A 商品

番号 18－B 商品
番号 18－C

送料込

通常価格6,290円

4,718円
応援
価格 送料込

通常価格6,290円

4,718円
応援
価格 送料込

通常価格6,290円

4,718円
応援
価格
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〒797-0021　西予市宇和町野田187

西予自然工房

【振込先】 伊予銀行　野村支店　普通　1342227　ヒョウドウ リュウイチ

E-mail: seiyoshizenkobo@gmail.com

みかん蜜170g1個　
百花蜜170g1個　
化粧箱入り

愛媛県西予市の自然豊かなジオパークの環境を活かし、全く加工を施さない、採れたまま非加熱で
100％純粋な「西予自然工房」の蜂蜜を「ジオハニー」と名付けました。

ジオハニー
みかん蜜＆百花蜜
170g 食べ比べセット

限られた期間でしか採れない貴重な、みかん蜜と蜂達が
色々な花を飛び回り集めた蜂蜜との食べ比べセットです。
風味と香りの違いを堪能してください。

みかん蜜170g1個　

100％純粋な「西予自然工房」の蜂蜜を「ジオハニー」と名付けました。

ジオハニー
みかん蜜＆百花蜜
170g 食べ比べセット

みかん蜜330g1個　
百花蜜330g1個　
化粧箱入り

ジオハニー
みかん蜜＆百花蜜
330g 食べ比べセット

百花蜂蜜170g　2個
化粧箱入り

ジオハニー
百花蜂蜜170g
2個セット

蜂達が色々な花や木を飛び回り
集めた蜂蜜です。

百花蜂蜜330g　2個
化粧箱入り

ジオハニー
百花蜂蜜330g
2個セット

商品１9-A、１9-Bは数量限定ですので、お早めにご注文下さい。

送料込

通常価格3,500円

2,625円
応援
価格

送料込

通常価格5,800円

4,350円
応援
価格

送料込

通常価格3,100円

2,325円
応援
価格

送料込

通常価格5,200円

3,900円
応援
価格

090-8285-6809TEL

0894-89-2604FAX

商品
番号 19－A

商品
番号 19－B

商品
番号 19－C

商品
番号 19－D

【振込先】 ゆうちょ銀行　六一八　普通　2582550　タリキホンガン（カ

0894-89-1693FAX

0894-89-1693TEL20
〒797-0001　西予市宇和町田野中323番地2
営業時間●9:00～17:00　 定休日●土曜・日曜・祝日

田力本願株式会社
E-mail: nakano@tariki-hongan.jp

田んぼで力を発揮するのが男の使命をコンセプト
に専業農家4人で設立した田力本願株式会社では地
元「宇和米」をブランド化し、日本一の品質を目指し
て栽培技術の向上に取り組んでいます。その独自ブ
ランドが「田力米」です。みかんジュースの搾りかすか
ら作ったオリジナル有機肥料「みかんボカシ」で土づ
くりを行い、愛媛らしい環境負荷を軽減した栽培方
法で育てています。

銘柄：ひめの凜
規格：白米　5kg

「ひめの凜」は2 0 1 9年にデ
ビュー。同年、千葉県木更津市で
開催された「第21回 米・食味分析
鑑定コンクール 国際大会」にお
いて総合部門金賞を受賞した愛
媛県の誇る美味しいお米です。毎
日の食卓がゴージャスになるこ
と請け合いです！大切な方への
贈り物にぜひご利用ください。
「冷めても美味しい！」が公式
キャッチフレーズですが、冷めた
状態でこそ上品な香りが際立つ
のであえて言うならば「冷めたら
美味しい！」。おにぎりやお弁当
に最適です。

田力米 ひめの凜 5kg

商品
番号 20－A

送料込

通常価格4,000円

3,000円
応援
価格
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【振込先】 東宇和農業協同組合　明浜支店　普通　0001547　タワラヅノウチヘルパークミアイカブシキガイシャ ダイヒョウトリシマリヤク サカイ ウノキチ

0894-65-1557FAX

0894-65-1556TEL

〒797-0111　西予市明浜町俵津3-178-28
営業時間●9:00～17:00　 定休日●土曜・日曜　 駐車場●4台

俵津農地ヘルパー組合株式会社
E-mail: t-noutihelper@me.pikara.ne.jp

明浜みかんジュース1000㎖ 6本入り

ヘルパー組合のみかんで搾った果汁100％ストレート
ジュースです。

西
予
市
明
浜
町
俵
津
に
て
、生
産
か
ら
販
売
ま
で
を

行
っ
て
い
る
会
社
で
す
。

※北海道は650円、東北は400円の送料が別途かかります。

明浜ムテンカジュース 野福峠

通常価格4,200円

3,150円 送料込応援
価格

河内晩柑　（家庭用）　8ｋg   

果汁たっぷり。みずみずしい さわやかな果肉です。

河内晩柑（美生柑）

通常価格3,500円

2,625円 送料込応援
価格

商品
番号 21－A 商品

番号 21－B

みかん職人「シワだらけのみかんマイスター」達が
栽培した柑橘商品を取り扱っています。

西予市産柑橘を使用した冷凍みかんセットです。
食べ頃みかんを、特別な方法で瞬間冷凍してい
るため、半分溶けてもシャーベット、全部溶けて
も美味しくいただけます。
商品は無添加で、製造過程においても薬品等未
使用ですので、小さいお子様でも安心してお召
し上がりいただけます。
パッケージには人気度抜群！愛媛のゆるキャラ
【みきゃん】を使用しています♪

　「シワだらけのみかんマイスター」達が栽培した柑橘を搾っております。
王道ジュースをはじめ、濃厚味や、あっさり味、糖度16度超ジュースなどを
楽しめます。また、酸っぱい系は炭酸やお酒で割るなど、お好みに合わせて
楽しめます。

【皮つきみきゃん・皮なしみきゃん】
　温州みかん　12個
【バラ凍結】
　不知火・せとか・みかん・ひめのつき・
　ぽんかん（５種類）の中から２袋

アイスフルーツボックス
（柑橘×いちご×ブドウ）

西予市産の、柑橘・いちご・ぶどうを冷凍！柑
橘は10品種入り！農家直接仕入れのため、味
も品質も間違いなし！特別な方法で瞬間冷凍
しているため、半分溶けてもシャーベット、全
部溶けても美味しくいただけます。また、デ
トックスウォータ―での利用もおススメ！
商品は無添加で、製造過程においても薬品等
未使用です。
パッケージには愛媛のゆるキャラ【みきゃん】
を使用♪ジュエリーボックス６
【冷凍バラ凍結ミックス】
　　柑橘×いちご×ブドウ　３袋
【冷凍柑橘】柑橘（みかん・ぽんかん等）　８袋

みきゃん盛り

北海道・沖縄・離島への発送は別途５００円 北海道・沖縄・離島への発送は別途５００円

冷凍

冷凍

６本入り。上記13種類の中から、甘い系が
５本、酸っぱい系が１本入ります。（ジュー
スの指定はできません）

種類①みかん②みかん&まどんな③ぽんかん④不知火&ぽんかん⑤不知火⑥きよみ&    
　　ぽんかん⑦きよみ⑧せとか⑨はるか⑩ひょうかん⑪なつみ⑫ニューサマーオレン
　　ジ⑬河内晩柑　　■無添加・果汁100％　■720㎖

ジュエリーボックス３
３本入り。上記13種類の中から、甘い系、
酸っぱい系、お任せが各１本ずつ入りま
す。（ジュースの指定はできません）

北海道・沖縄・離島への発送は別途1,000円

北海道・沖縄・離島への発送は別途1,000円

22
〒797-0112　西予市明浜町渡江217-1
営業時間●9:30～17:00　 定休日●土曜・日曜・祝日　 駐車場●1台

渡江から一歩を踏み出す会

【振込先】 東宇和農業協同組合　明浜支店　普通　0006359　トノエカライッポヲフミダスカイ

E-mail: to1pokai@gmail.com

080-9830-1390TEL

0894-65-1369FAX

送料込

通常価格6,000円

4,500円
応援
価格 送料込

通常価格4,000円

3,000円
応援
価格送料込

通常価格3,400円

2,550円
応援
価格

送料込

通常価格3,400円

2,550円
応援
価格

商品
番号 22－A 商品

番号 22－B

商品
番号 22－C

商品
番号 22－D

Instagram（@tonoegumi）のDMでもご注文いただけます。



【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

【振込先】 伊予銀行　卯之町支店　普通　1295428　カブシキガイシャナガオカ ダイヒョウトリシマリヤク ナガオカマサヒロ

23
道の駅 どんぶり館

どんぶり館 駅前店 あおぞら

0894-62-5778TEL 0894-69-1276FAX

〒797-0013　西予市宇和町稲生118番地　　営業時間●8：00～18：00
 定休日●1/1・1/2　 駐車場●110台

0894-89-3322TEL 0894-89-3323FAX

〒797-0015　西予市宇和町卯之町三丁目435-1
営業時間●9：00～18：00　定休日●土曜日　 駐車場●21台

どんぶり館
特製麦みそ 6 個入
レストランのみそ汁で使用している麦みそ。
お客様からの強い要望により誕生した
オリジナル商品です。

送料別

通常価格3,240円

2,430円
応援
価格

商品
番号 23－A

西予市全域から旬の野菜や果物、宇和
海の新鮮な魚介類が集まる施設です。
お土産品コーナーでは、市内の加工品
を一堂に販売しております。
また、レストランも併設しており海の
幸、山の幸が楽しめます。

800ｇ　6個入

0894-62-6707FAX

0894-62-2777TEL24
〒797-0015　西予市宇和町卯之町三丁目176
営業時間●10：00～16：30　 定休日●月曜日

株式会社 ナガオカ
E-mail: yubishoyu@gmail.com

内容量
丸中：約120cc
高さ：約103㎜

内容量
ワイン：ハーフボトル1本分
ビール：缶ビール350ml 1本分
高さ：約148㎜ 最大幅：約156㎜

内容量
ワイン：ボトル1本分
ビール：ビール大瓶 1本分
高さ：約162㎜ 最大幅：約185㎜

（グラス1個・竹台サービス）

必要な分だけ指一本で傾けずに注げる
ゆびしょうゆさし丸中のセットです。
液ダレしにくいから衛生的。

ゆびしょうゆさしセット

必要な分だけ指一本で傾けずに注げます。
ワインは空気が混ざってまろやかに、ビール
は素晴らしい泡立ち、ビールが目覚めます。

ゆびデキャンタ・ピッチャー（小）

白ワインやビールは竹台に氷を入れて冷やし
て置くこともできます。
空気と泡が美味しさの秘密です。

ゆびデキャンタ・ピッチャー（大）
（グラス1個サービス）

商品
番号 24－A 商品

番号 24－B 商品
番号 24－C

送料550円（北海道・沖縄・島嶼部1,000円）

送料別

通常価格3,560円

2,670円
応援
価格 送料別

通常価格4,880円

3,660円
応援
価格 送料別

通常価格5,880円

4,410円
応援
価格

HP



0894-82-0074FAX

0894-82-0146TEL25
〒797-1713　西予市城川町嘉喜尾1319番地
営業時間●9：00～17：00　 定休日●不定休　 駐車場●2～3台

中城本家酒造合名会社

【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

4,400円3,300円

城川郷　純米酒セット
〇城川郷　特別純米酒　尾根越えて
　柔らかな味わいと旨味が特徴のお酒です。
〇城川郷　特別純米原酒
　穏やかな香りと爽やかな飲み口のお酒です。
・城川郷　特別純米酒　尾根越えて　720ml×１本
・城川郷　特別純米原酒　720ml×１本

城川郷　吟醸酒セット
〇城川郷　吟醸酒
　吟味された繊細な香味
〇城川郷　純米大吟醸
　きめ細かく優しい口あたりのお酒です。
・城川郷　吟醸酒　720ml×１本
・城川郷　純米大吟醸　720ml×１本

明
治
31
年
創
業
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域
の
人
々
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共
に

優
し
く
旨
味
の
あ
る
酒
造
り
を
目
指
す
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送料別 送料別

◆割引対象外会員事業者になります。ご了承ください。

商品
番号 25－A 商品

番号 25－B

0894-89-1293FAX

090-3789-4090TEL26
〒797-0113　西予市明浜町狩浜2-1265-1
営業時間●10：00～19：00　 定休日●月曜日

二ノ宮商事株式会社

【振込先】 伊予銀行　卯之町支店　普通　1499400　ニノミヤショウジ（カ

E-mail: info@hamanoizakaya.jp

HP

送料込

通常価格4,000円

3,000円
応援
価格

送料込

通常価格4,800円

3,600円
応援
価格

届けたいのは、新鮮と安心食品です。
浜のイザカヤは一次産業を支える彼らと共に、地域を盛り上げ、
食を通して繋がる輪を大切にしています。食を通して繋がる輪を大切にしています。

商品
番号 26－A

★必ず入るもの
イサギ麹醤油漬け切身160ｇ×1パック(3～5切）
イサギ麴塩麹漬け切身160ｇ×1パック(3～5切）
★漁師厳選商品①～⑧の中から4～5種
①②ハマチ切身(麹漬け、味付け無)③カマ
④⑤鯛切身(麴漬け、味付け無)
⑥カマ⑦イサギ切身(味付け無）⑧その他

幻の黄金柑ジュース　720ml×1本
温州みかんジュース＃20　720ml×2本

漁師直送！夏の新鮮お魚詰め合わせ
明浜町で漁師歴20年の川原さんが厳選した旬のお魚を
直送しています。その日水揚げしたばかりの新鮮なお魚
を丁寧に加工して、急速冷凍しています。内臓やウロコな
どの下処理が不要で届いてすぐご賞味いただけます。

家族で楽しむ「浜のイザカヤ」オリジナルみかんジュースセットがで
きました！！
希少な黄金柑を贅沢に40個以上使って搾った香り豊かで濃厚な
「幻の黄金柑ジュース」は、ウォッカ割りやハイボールに入れて飲む
のがおすすめです。ドレッシングにも◎。
「温州みかんジュース＃20」は、お子様や女性にも人気です。
狩浜段々畑の若手農家が低農薬にこだわり、愛情こめて育てた、安
心みかんジュースをぜひお試しください。

夏の新鮮お魚詰め合わせ

家族で楽しむ贅沢みかんジュースセット
商品
番号 26－B

・イサギの塩麹漬け　160ｇ×1(3～5切）
・鯛の塩麹漬け　　　160ｇ×1(3～5切）
・ハマチの塩麹漬け　160ｇ×1(3～5切）

【無添加オリジナル塩麹の優しい味付け】　　　
塩麹は魚のうま味や水分をしっかり閉じ込め、切身の食
感と香りを引き立たせます。焼きにすると身はふっくら
ジューシーで、麹の香ばしい香りが食欲をそそります。

夏の塩麹三種セット

冷凍

冷凍

商品
番号 26－C

※北海道・沖縄・一部離島は送料500円別途必要

除草剤・化学肥料 不使用

送料込

通常価格5,800円

4,350円
応援
価格



【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

0894-72-2758FAX

0894-72-2758TEL27
〒797-1212　西予市野村町野村12-666
営業時間●10：30～19：00　 定休日●毎週火曜・隔週日曜

パティスリー かしはな

送料別

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格 送料別

通常価格3,200円

2,400円
応援
価格

ルナ・セトーザ
（ドゥ－ブルフロマージュ）

コクのあるベイクドチーズと、とろけるようなマスカルポーネ
のレアチーズとの2層の間に、「明浜みかんジャム」をサンドし
ています。
※冷凍の商品になっています。
お召し上がりの際は、冷蔵庫でゆっくり解凍して下さい。
「直径　12㎝×2個入り（冷凍）」

冷凍

商品
番号 27－A

商品
番号 27－B

焼菓子 9種類
ぷるぷるゼリー 4種類

焼菓子＆ぷるぷるゼリー
詰め合わせ

自然の味をたっぷり閉じ込めた焼菓子です。素材の持ち味を活かし
て丁寧に焼き上げてます。かしはな自慢の焼菓子と常温保存のでき
るぷるぷるゼリーのセットです。夏の贈り物にお勧めです。

【振込先】 伊予銀行　高山支店　普通　1096805　カ)ハマダスイサン

0894-64-1520FAX

0894-64-1633TEL28
〒797-0201　西予市明浜町高山甲3320-2
営業時間●8：00～17：00　 定休日●日曜・祝日　 駐車場●2台

株式会社 濱田水産
※北海道、沖縄、一部地域送料別途必要

漁から加工まですべて自社で
安心!! お安く!! おいしい!!をお届けします。～漁師直送～

送料込

通常価格2,500円

1,875円
応援
価格

ちりめん、しらすの
よりどり１点

商品
番号 28－A

ちりめん、しらすの
よりどり２点セット

商品
番号 28－B

ちりめん、しらすの
よりどり３点セット

商品
番号 28－C

冷凍 送料込

通常価格4,000円

3,000円
応援
価格冷凍 送料込

通常価格5,000円

3,750円
応援
価格冷凍

①しらす干し
　100g×6p

②上乾ちりめん
　70g×6p ③3種ちりめん　70g×6p

上記３種類の中から、お好みの商品をお選びいただけます。
※お申し込みの際は必ず商品番号とあわせて「①～③」の商品と個数をお伝えください。



【振込先】 愛媛銀行　野村支店　普通　3509803　カ）アリガトウサービス ダ）イモトマサユキ

送料別

通常価格2,900円

2,175円
応援
価格 送料別

通常価格1,620円

1,215円
応援
価格 送料別

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格

29
〒797-1212　西予市野村町野村16号383-1
営業時間●10：00～17：00　 定休日●木曜日　 駐車場●100台

ほわいとファーム
E-mail: whitefarm@md.pikara.ne.jp

0894-72-3382FAX

0894-72-3351TEL

アイスクリーム８個セット
西予市産生乳をたっぷりと使用し、無添加に
こだわった定番のアイスクリームのセットで
す。
ミルクアイス×3
バニラアイス×3
抹茶アイス×2

カマンベールチーズ
「森のろまん」
地元産生乳１００％、日々熟成するこだわり
のナチュラルチーズです。
ANA機内食採用(2019春)･「四国西予ジオ
の至宝」認定商品。2個セットやモッツァレ
ラチーズとのセットもございます。お問合せ
下さい。

四国有数の「酪農の里」西予市野村町。その牛乳をつかった商品を広めたいと、ほわいとファームは誕生しました。
素材を活かし、無添加にこだわったモノづくりを行っています。

冷凍

ロールケーキ２本セット
真っ白なほわいとロール(両陛下行幸啓献上
品)・自家製カマンベール使用のチーズロール
の２本セット。
ロールケーキ約11ｃｍ
ほわいとロール・チーズロールの２本セット
発泡箱入り・冷凍便にてお届け

冷凍
※四国内850円、九州・中国1,015円、関西1,125円、中部・北陸1,235円、関東・信越1,345円、東北1,565円、沖縄2,170円、北海道1,675円

商品
番号 29－A 商品

番号 29－B 商品
番号 29－C

冷蔵

0894-65-1600FAX

0894-65-1718TEL30
〒797-0112　西予市明浜町渡江1097
営業時間●8：00～16：30　 定休日●土曜・日曜　 駐車場●10台

有限会社 松下海産

【振込先】 伊予銀行　高山支店　普通　1054044　ユ）マツシタカイサン

E-mail: matsushita-kaisan@ma.pikara.ne.jp

商品
番号 30－A

鯛めし・桜めし・じゃこめしの素
・煮干しだしパックセット

愛媛県宇和海産の鮮度の良い鯛・タコ・ちりめんなど使用し、独自で
仕上げた調味液と一緒に炊き上げることで、家庭で簡単、手軽に本
格的な鯛めし・じゃこめし・桜めしが楽しめます。
煮干しだしは、宇和海で水揚げされた魚の煮干しを使用し最高のだ
しと味が引き出せる商品に仕上げました。

送料込

通常価格3,200円

2,400円
応援
価格



【振込先】 伊予銀行　卯之町支店　普通　1421404　ユ）マメドウラク ダイヒョウトリシマリヤク ワタナベトモユキ

0894-89-2283FAX

0894-62-1022TEL31
〒797-0007　西予市宇和町明石1486
営業時間●9：00～12：00  13：00～17：00   定休日●水曜・日曜   駐車場●5台

有限会社 豆道楽

※北海道・沖縄は別途送料５００円いただきます。

豆道楽のお中元

商品
番号 31－A

宇和町産の大豆を１００％使った香りと甘みの強い豆腐
をたっぷり詰め込んだ夏の暑い季節にぴったりなお豆
腐セットです！濃い甘青大豆や、豆乳プリンも新たに加わ
りました。夏の元気なご挨拶にいかがでしょうか。

木綿豆腐・おぼろ豆腐・濃い甘豆腐・濃い甘青大豆・手揚げ・
生湯葉・おぼろあげ・豆乳・きな粉・豆乳プリン×２

送料込

通常価格3,900円

2,925円
応援
価格冷蔵

自分たちで育てた大豆を使って、責任をもって豆
腐作りをしています。2020年に西予市認定の特
産品「ジオの至宝」にも選ばれました。

Instagram（@mamedouraku）のDMでもご注文いただけます。

E-mail: mamedouraku15@gmail.com

0894-33-3632FAX

0894-33-0391TEL32
〒796-0907　西予市三瓶町朝立2-125-1
営業時間●9：00～17：00　 定休日●水曜日　 駐車場●2台

株式会社 マルウ水産
E-mail: pink@maru-u.jp

【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

■新商品 おいしさぎゅっ！熟成干物　たい切り身（骨取
り）：新鮮な『愛媛県産天然鯛』の切り身を低温熟成しま
した。地熱蒸気で作る青ヶ島の『ひんぎゃの塩』100％使
用。幅広くアレンジ可能な塩加減です。
■レンジで簡単焼き魚　たい塩焼き：新鮮な『愛媛県産
天然鯛』を使用。プリプリふわふわの食感。調味料は『ひ
んぎゃの塩』のみ。
■海賊飯生あじ・生たい・生ひらめ：『四国西予ジオの至
宝・奥地あじ』・『愛媛県産真鯛』・『ハーブ媛ひらめ』の新
鮮刺身を、特製ゴマダレに漬け込み急速冷凍で鮮度を封
じ込めています。海賊も唸る！贅沢な〆の一杯。

■熟成干物
　たい切り身（骨取り）100g×2　
■レンジで簡単焼き魚
　たい塩焼き1尾×2　
■海賊飯生あじ・生たい・生ひらめ
　（切り身30g・タレ30g）各1
賞味期限： 冷凍180日
アレルギー：海賊飯の原材料一部に
大豆、サバ含む。

奥地の海の宝箱商品
番号 32－A

私たちの大切な資源、
　　　海山の恵みに感謝して。
美味しい幸せを
　　　マルウからお届けします。

送料込

通常価格5,500円

4,125円
応援
価格

冷凍

『四国西予ジオの至宝・奥地あじ』・『愛媛県産真鯛』・
『ハーブ媛ひらめ』の新鮮刺身を、特製ゴマダレに漬け
込み急速冷凍で鮮度を封じ込めています。海賊も唸
る！贅沢な〆の一杯。お茶漬け以外にも、野菜と合わせ
て海鮮サラダ、いつものそうめんにトッピングなど、食
べ方も工夫次第。食べる際は流水解凍してください。
■海賊飯生あじ・生たい・生ひらめ（切り身30g・タレ30g）各2　　
賞味期限： 冷凍180日
アレルギー：原材料一部に大豆、サバ含む。

あじ・たい・ひらめの
贅沢茶漬け

商品
番号 32－B

送料込

通常価格3,800円

2,850円
応援
価格冷凍

天
の恵みをまるっ

と



【振込先】 伊予銀行　高山支店　普通　1069232　ユウゲンガイシャマルヨシスイサン

33
E-mail: maruyosi@me.pikara.ne.jp

0894-64-1181FAX

0894-64-1180TEL

〒797-0201　西予市明浜町高山甲3529番地
営業時間●9：00～17：00　 定休日●日曜日　 駐車場●10台

有限会社 マルヨシ水産

～浜田のちりめん～
“安心安全はあたり前” 完売御礼！

クリ－ンル－ム完備・塩分計測・金属探知機導入
付加価値をつけお届けします。

送料込

通常価格3,360円

2,520円
応援
価格

減塩浜田のちりめんA
【人気NO.1！ふるさと納税返礼品
認定】ギフトにご自宅用におすす
めです。

ちりめん80ｇ×5個

商品
番号 33－A 冷蔵

送料込

通常価格5,500円

4,125円
応援
価格

減塩浜田のちりめんB
【人気NO.2ふるさと納税返礼品
認定】特上品を個包装にしてたっ
ぷりと。先様にも大好評です！

ちりめん80ｇ×10個

商品
番号 33－B 冷蔵

送料込

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格

減塩浜田のちりめんC
“浜田のちりめん”をお得に。
ギフト・ご自宅用に。

ちりめん150ｇ×3個

商品
番号 33－C 冷蔵

送料込

通常価格3,000円

2,250円
応援
価格

浜田の釜揚げしらす
クリ－ンル－ム完備“安心安全”と
いう付加価値をつけた浜田のしら
すをお届けいたします。

釜揚げしらす100ｇ×9個

商品
番号 33－D 冷凍

【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

0894-62-5580FAX

0894-62-2009TEL34
〒797-0045　西予市宇和町坂戸683番地
営業時間●9：00～17：00　 定休日●水曜・日曜・祝日　 駐車場●5台

マルワフルーツ園芸
E-mail: info@maruwa-fruit.co.jp

紅まどんなジュース　720ml×２本

愛媛県オリジナル品種で、樹に生るゼリーと
いわれ、独自の食感が魅力の高級品種です。
100％ストレート果汁なので、まるでフルー
ツをそのまま飲んでいるかのような風味豊
かなジュースです。

送料込

通常価格3,996円

2,997円
応援
価格

※北海道・沖縄・離島は別途送料500円必要です。

紅まどんなジュース
2本セット

商品
番号 34－A

柑橘王国愛媛でも希少な品種を詰合せ
しました。100％ストレート果汁なので、
まるでフルーツをそのまま飲んでいるか
のような風味豊かなジュースです。

送料込

通常価格3,780円

2,835円
応援
価格

※北海道・沖縄・離島は別途送料500円必要です。

希少柑橘ジュース
3本セット

商品
番号 34－B

720ml×３本
（カラマンダリン・せとか・はっさく）

飲むゼリー150g 6種×各2個
（いよかん・ばんかん・ぽんかん・
でこひめ・きよみ・みかん）

柑橘王国愛媛ならではの多様
な品種を取り揃えた柑橘ゼリ
ーです。
柑橘をそのまま食べているか
のような新感覚のフルーツデ
ザートとして楽しめます。

送料込

通常価格3,996円

2,997円
応援
価格

※北海道・沖縄・離島は別途送料500円必要です。

シトラス飲むゼリー
（12個入）

商品
番号 34－C

 500ml×６本
(いよかん・きよみ・みかん・
でこひめ・ぽんかん・ばんかん)

柑橘王国愛媛ならではの多様
な品種を取り揃えた100％ス
トレートジュースです。
柑橘をそのまま飲んでいるか
のような新感覚のフルーツデ
ザートとして楽しめます。持ち
運びに便利な手提げ箱でお届
けします。

送料込

通常価格3,996円

2,997円
応援
価格

※北海道・沖縄・離島は別途送料500円必要です。

マルワフルーツ柑橘アソート
6本セット（手提げ箱）

商品
番号 34－D



【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

0894-34-0213FAX

0894-20-7722TEL35
〒796-0912　西予市三瓶町蔵貫浦140-6
営業時間●8：00～17：00　 定休日●土曜・日曜　 駐車場●2台

三瓶ヒラメ養殖協議会

ハーブ媛ひらめ・たい・
うに醤油セット
4種類の国産ハーブ（シナモン、ナツメグ、ジン
ジャー、オレガノ）をブレンドした飼料で育てて
いる安心、安全なひらめ、たいです。  
ハーブの作用で風味や日持ちが良く、身の引き
締まった弾力のある高品質を実現しました。

4種類の国産ハーブ（シナモン、ナツメグ、ジン
ジャー、オレガノ）をブレンドした飼料で育てて
いる安心、安全なひらめです。
ハーブの作用で風味や日持ちが良く、身の引き
締まった弾力のある高品質を実現しました。

ひらめ2～3切れ，たい2～3切れ（計500ｇ以上）
宇和ヤマミうに醤油120ml 1本 

ハーブ媛ひらめ・
うに醤油セット

ひらめ4～5切れ（計500ｇ以上）  
宇和ヤマミうに醤油120ml 1本  

冷凍

ハーブ媛ひらめ・たい・うに醤油セットに、本ま
ぐろの『だてまぐろ』を追加しました。大切な方
への贈り物として、ご家族でのだんらんの一
時や、お客様のおもてなしの際に、ご利用頂け
れば幸いです。

ハーブ媛ひらめ・たい・
まぐろ・うに醤油セット

ひらめ2～3切れ、たい2～3切れ（計500ｇ以上）
まぐろ500ｇ以上
宇和ヤマミうに醤油120ml 1本

料理例

ハーブ媛ひらめ
のお造り　

ハーブ媛ひらめ
のカルパッチョ

ハーブ媛たいの
カルパッチョ

お造り
盛り合わせ

鉄火丼

※まぐろのみのご注文も承ります。

調理レシピを
入れています。

通常価格5,800円

冷凍
通常価格6,500円

冷凍
通常価格10,800円

4,350円 送料込応援
価格 4,875円 送料込応援

価格 8,100円 送料込応援
価格

E-mail:yamaguchi.mikame@gmail.com

商品
番号 35－A 商品

番号 35－B 商品
番号 35－C

ひらめ、たい、まぐろは、
優れた品質を持つと評価され
えひめ愛フード推進機構の
「愛」あるブランドに
認定されています。

【振込先】 別途、事業者からご案内いたします。

商品
番号 36－A 商品

番号 36－B 商品
番号 36－C

0894-65-1638FAX

0894-65-1417TEL36
〒797-0113　西予市明浜町狩浜2-1350
営業時間●9：00～17：00　 定休日●土曜・日曜・祝日

株式会社地域法人 無茶々園

無茶々園のストレート
ジュース（6本セット）

無茶々園産の柑橘果汁に、国産の粗糖、寒天、こ
んにゃく粉を加え、ゆるく固めた飲むゼリー。レ
モン果汁を加えたバランスのよい甘味と酸味の
温州みかん、香り・酸味・甘味が持ち味の伊予柑、
しっかりとした酸味の中に甘さを感じる甘夏、さ
わやかな酸味とほのかな苦みが特長のジュー
シーフルーツ（河内晩柑）の４種類があります。

無茶々園の様々なジュースを楽しんでもらえる
6種類の詰め合わせセットです。果汁以外には
何も加えていないので、それぞれの柑橘が持つ
甘み・酸味・香り・ほろ苦さをストレートで味わ
えます。

西予市明浜町を中心に、環境保全型農業に取り組む生産者団体です。地域への広がりのなか、共通の栽培指針を定めて無茶々園らしいみかん作り
に取り組んでいます。柑橘を中心に、農産物加工品や地域の産物も取り扱っています。

本州・四国・九州（東北・沖縄を除く）：700円（税込）、東北：950円（税込）、北海道・沖縄：1,250円（税込）

温州みかん・伊予柑・甘夏・ジューシーフルーツ
160g×4種×各2個入

みかん伊予柑・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
ジューシーフルーツ
720ml×6種×各1本

通常価格4,320円

無茶々園の寒天みかん
ゼリー12個セット
無茶々園産の柑橘果汁に、粗糖、寒天、こん
にゃく粉を加えて作った素朴な風味の寒天ゼ
リー。寒天の素朴な食感と柑橘の強い風味が
持ち味です。しっかりと冷やしてからお召し上
がりください。冷凍庫で3～4時間ほど凍らせ
てから、シャーベット状にして食べても美味し
いです。

無茶々園の飲むみかん
ゼリー8個

温州みかん・伊予柑・甘夏・ジューシーフルーツ
95g×4種×各3個入 通常価格3,110円 通常価格3,024円

3,240円 送料別応援
価格 2,333円 送料別応援

価格 2,268円 送料別応援
価格

E-mail: emucha@muchachaen.jp



【振込先】 伊予銀行　野村支店　普通　1337722　カ）メニークエスト

37
〒797-1716　西予市城川町魚成4971
営業時間●9：00～18：00　 定休日●土曜・日曜

株式会社 メニークエスト
E-mail: manyquest.co@gmail.com

050-7112-0476TEL

城川オリジナルモンブラン2種 6個入
チーズの風味漂う和栗のモンブラン＆粒あんを敷き詰めたタ
ルトに濃厚な抹茶マロンクリームを使用した抹茶のモンブラ
ンの2種セット。選りすぐりの和栗の渋皮煮をたっぷりの栗
の風味豊かなマロンクリームで包み込んだ贅沢な一品です。
6個セット専用箱に入れ冷凍で発送致します。

城川オリジナルモンブラン×3個
抹茶と和栗のモンブラン×3個　計6個入

冷凍 送料込

通常価格5,160円

3,870円
応援
価格

商品
番号 37－A

城川オリジナルモンブラン 3個入　
バタータルトカップにチーズアパレイユを敷き、味のア
クセントにチーズの風味漂うオリジナルモンブランで
す。 選りすぐりの和栗の渋皮煮をたっぷりの栗の風味
豊かなマロンクリームで包み込んだ贅沢な一品です。

城川オリジナルモンブラン×3個

冷凍 送料込

通常価格3,180円

2,385円
応援
価格

商品
番号 37－B
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【振込先】 伊予銀行　卯之町支店　普通　1492553　カ）モトミヤサカミセ　ダイヒョウトリシマリヤク　ホンダテルマサ

0894-62-5656FAX

0894-62-0036TEL38
〒797-0015　西予市宇和町卯之町三丁目88
営業時間●13：00～17：00　 定休日●火曜・日曜・祝日
駐車場●先哲記念館裏、市営駐車場をご利用下さい。

株式会社 元見屋酒店

自家栽培「山田錦」を使用した当蔵自慢の純
米大吟醸・純米吟醸を、清涼感たっぷりで美
味しい“生酒”でお届けします。搾りたての鮮
度を保ち各種酵素を生かした深い味わいを、
これからの暑い日に“きりり”と冷やして、香
りや爽やかさと共にお楽しみください。
生酒 純米大吟醸 開明 720ml
生酒 純米吟醸 開明 720ml

キリッとした男の酒『純米大吟 松山三井 
田力』と、蒸留酒を飲み飽きた方にお勧
めの『酒精強化 長期熟成酒  誰そ彼』
(al25度)、男性へのプレゼントに最適な
男セットです。

Vintage熟成酒とは、1999年から2017年
に上槽し、定温熟成による味の変化を目的
とした無濾過純米原酒です。濾過をせず瓶
詰めをしておりますので、ワイン程ではあり
ませんが時を重ねる毎に熟成によるを味の変化を楽しむこ
とができます。『ワイングラスでおいしい日本酒アワード
2021』のプレミアム純米部門で最高金賞を受賞した『無濾
過純米原酒 開明 2001年』は、安政年間に建てられた本蔵
での定温熟成(18度以下)により、色は琥珀色、香はカラメル
様となり、シェリーのような味わいに仕上がっております。

純米大吟醸 松山三井 田力 720ml
酒精強化 長期熟成酒 誰そ彼　720ml

男の酒 田力・誰そ彼開明生酒 大吟・吟醸

無濾過純米原酒 
開明 2001年

無濾過純米原酒 開明 2001年 720ml

無濾過純米原酒 開明 2001年 
750ml ギフト用特別ボトル

特別ボトル

通常価格5,500円

4,125円 送料込応援
価格

通常価格4,600円

3,450円 送料込応援
価格

通常価格6,000円

4,500円 送料込応援
価格

通常価格8,000円

6,000円 送料込応援
価格
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冷蔵

商品
番号 38－A 商品

番号 38－B

商品
番号 38－C

商品
番号 38－D

Instagram（モンブラン@愛媛・城川和栗のスイーツ）のDMでもご注文いただけます。

E-mail: kaimei@motomiya.jp

モンブラン@愛媛・城川和栗のスイーツ



【振込先】 愛媛銀行　野村支店　普通　3447604　キギョウクミアイユスカワザ・リコピンズ　ダイヒョウリジ　ツジモトキョウコ

0894-89-1663FAX

0894-89-1663TEL40
〒797-1712　西予市城川町遊子谷2370-1
営業時間●9：00～17：00   定休日●第４日曜日以外の土曜・日曜・祝日    駐車場●20台

企業組合 遊子川ザ・リコピンズ

トマトユズポン　200ml×1本
トマトポンドレ　200ml×1本
上等トマトユズポン　120ml×1本
こどもケチャップ　185ｇ×1個
大人ケチャップ　185ｇ×1個

トマトユズポン　200ml×1本
トマトポンドレ　200ml×1本
トマトソース　185ｇ×1個
こどもケチャップ　185ｇ×1個

リコピンズBセットリコピンズAセット

遊子川産桃太郎トマト100％使用！
全商品に含まれる「自家製トマト酢」
のまろやかな酸味が旨味とコクを引
き立てています。
リコピンズのレシピ本付き！
おうちごはんがワンランクアップす
ることまちがいなしです‼

西予市遊子川地区、標高600ｍの高地で桃太郎という品種の大玉トマトを栽培しています。
トマトのリコピンパワーで、地域の元気のタネを育てていく企業です。

”遊子川トマトで　まちづくり　ひとづくり　わかづくり”

送料込

通常価格4,200円

3,150円
応援
価格 送料込

通常価格3,400円

2,550円
応援
価格

商品
番号 40－A 商品

番号 40－B

E-mail: lycopins48@gmail.com

【振込先】 伊予銀行　卯之町支店　普通　1458562　カブシキガイシャユウボク

0894-62-5899FAX

0894-62-5877TEL39
〒797-0045　西予市宇和町坂戸673-1
営業時間●10：00～18：00　 定休日●月曜・火曜　 駐車場●30台

ゆうぼくの里

冷凍はなが牛ロース焼肉用250g
はなが牛バラ焼肉用250g
はなが牛もも焼肉用250g

西予のお米でのびのびと育った"はなが牛"。約1ヶ月間熟成させ
ることで風味豊かな仕上がりに。様々な味が楽しめる3部位食
べ比べ焼肉セットです。

オリジナルブランド"はなが牛"や"はなが豚"を自社牧場で生産から販売まで一貫して行っている会社です。
「不自然なことをせず、自分たちが本当にほしいと思えるものをつくって、人や社会に貢献したい」という思いで、
お肉や無添加の加工品の生産販売を行っています。

はなが牛焼肉セット

送料別

通常価格5,000円

3,750円
応援
価格

商品
番号 39－A

冷凍
はなが牛ハンバーグ6個セット

えひめの「すご6商品」にも選ばれた、はなが牛ハンバーグ。
乳、卵、小麦粉などのつなぎを使用することなく、独自の技術で肉汁
を閉じ込めました、誰もが安心してお召し上がりいただけるよう、化
学調味料や保存料などの添加物も一切使用しておりません。

はなが牛ハンバーグセット

送料別

通常価格4,000円

3,000円
応援
価格

商品
番号 39－B

送料：1,010円～ 送料：1,010円～
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〒 氏名

都道
府県

市区
　郡

－　   　　　－－ TEL

〈注意事項〉
・FAX注文可能な事業者に限り、本用紙にてご注文ください。
・全ての事項を、ご記入漏れのないようにお確かめください。
・FAX注文後、事業者より確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
・複数の事業所に対してご注文される場合やご依頼主が異なる場合などは、本用紙をコピーしてご利用ください。
・ご記入いただきました個人情報につきましては、ご依頼主様への商品サービスのご案内に限り使用させていただき、
　その他の用途には使用いたしません。

●日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。お届け先様の不在時などにご連絡いたします。

ファックス専用お申込用紙
せいよじかん夏ギフトお中元フェア2022ご依頼事業者

－

－

お
届
け
先
①

住所

〒 氏名

都道
府県

商品番号商　　品　　名 単　　価 金　　額数　量

配達
時間のし □指定なし　　　　□午前中　　　　　□14：00～16：00

□16：00～18：00  □18：00～20：00  □20：00～21：00

個円 円

市区
　郡

－　   　　　－TEL

□無し　　□お中元　
□無地　

配達日
指定

□指定なし

月　　日

－

－

お
届
け
先
②

住所

〒 氏名

都道
府県

商品番号商　　品　　名 単　　価 金　　額数　量

配達
時間のし □指定なし　　　　□午前中　　　　　□14：00～16：00

□16：00～18：00  □18：00～20：00  □20：00～21：00

個円 円

市区
　郡

－　   　　　－TEL

□無し　　□お中元　
□無地　

配達日
指定

□指定なし

月　　日

－

－

お
届
け
先
③

住所

〒 氏名

都道
府県

商品番号商　　品　　名 単　　価 金　　額数　量

配達
時間のし □指定なし　　　　□午前中　　　　　□14：00～16：00

□16：00～18：00  □18：00～20：00  □20：00～21：00

個円 円

市区
　郡

－　   　　　－TEL

□無し　　□お中元　
□無地　

配達日
指定

□指定なし

月　　日

－

－

お
届
け
先
④

住所

〒 氏名

都道
府県

商品番号商　　品　　名 単　　価 金　　額数　量

配達
時間のし □指定なし　　　　□午前中　　　　　□14：00～16：00

□16：00～18：00  □18：00～20：00  □20：00～21：00

合計金額　　　　　　　　　 　　　　円

個円 円

市区
　郡

－　   　　　－TEL

□無し　　□お中元　
□無地　

配達日
指定

□指定なし

月　　日

□ 店頭で直接お支払い　　　□ 銀行振込該当のお支払い方法に
☑を入れてください



たのしく

　 まなべる


