
（様式Ｂ・2022）

サービス名  うつくしま良品本舗

事業者名  ［002］ 株式会社スペースワン

問合せ先  0120-880-442　　【 所在地 】  郡山市(福島県)

商品

コード
商　　品　　名 ポイント数 備　　考

1
福島県産ＳＰＦ三元豚しゃぶ

しゃぶ用Ａセット
5,300

◆商品内容：350g×2パック

◆賞味期限：加工日より90日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

2
福島県産ＳＰＦ三元豚しゃぶ

しゃぶ用Ｂセット
8,000

◆商品内容：350g×4パック

◆賞味期限：加工日より90日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

3
福島県産ＳＰＦ三元豚使用と

んかつＡセット
4,800

◆商品内容：ロース約160g×5枚／ヒレ約50g×8枚

◆賞味期限：製造日より180日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：小麦・乳成分

4
福島県産ＳＰＦ三元豚使用と

んかつＢセット
7,000

◆商品内容：ロース約160g×10枚／ヒレ約50g×16枚

◆賞味期限：製造日より180日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：小麦・乳成分

5
うまかんべ！しゃぶしゃぶ

セット
6,000

◆商品内容：国産黒毛和牛（福島県産等）モモ肉または外モ

モ肉260g／豚バラ（国産）200g／牛タン（豪州産or米国

産）100g

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

6
うまかんべ工房のロースト

ビーフ
6,000

◆国産牛ローストビーフ500g×1本／ローストビーフソース

20g×5袋

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：卵・乳成分

7
国産黒毛和牛モモ肉すき焼き

用
6,000

◆国産黒毛和牛モモ肉または外モモ肉350g

◆賞味期限：加工日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

8
国産馬刺スライス・ユッケ

セット
5,000

◆国産馬刺スライス50g×2／国産馬刺ユッケ用60g×2／馬刺

のたれ6g×4

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

9 福島の銘柄肉詰合せＡセット 100,000

◆商品内容：福島牛ヒレステーキ150g×10／福島牛サーロイ

ンステーキ200g×10／福島牛ローススライス1kg／うつくし

まエゴマ豚ローススライス1kg

◆賞味期限：加工日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

10 福島の銘柄肉詰合せＢセット 70,000

◆商品内容：福島牛サーロインステーキ200g×8／福島牛

ローススライス1kg／福島牛モモステーキ150g×8／うつく

しまエゴマ豚ローススライス1kg

◆賞味期限：加工日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

交 換 商 品 リ ス ト
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11 福島の銘柄肉詰合せＣセット 50,000

◆商品内容：福島牛サーロインステーキ200g×6／福島牛肩

ローススライス1kg／うつくしまエゴマ豚ローススライス

2kg

◆賞味期限：加工日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

12 福島の銘柄肉詰合せＤセット 33,000

◆商品内容：福島牛サーロインステーキ200g×4／うつくし

まエゴマ豚ローススライス1kg／会津地鶏1kg

◆賞味期限：加工日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

13 会津銘産馬肉刺身Ａセット 5,000
◆商品内容：馬肉（モモ）130g×2本／からしみそ7g×4袋

◆賞味期限：加工日より7日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

14 会津銘産馬肉刺身Ｂセット 8,500
◆商品内容：馬肉（モモ）130g×4本／からしみそ7g×8袋

◆賞味期限：加工日より7日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

15 欠番

16 欠番

17 欠番

18 欠番

19
福島県産和牛サーロインス

テーキ用
13,000

◆商品内容：200g×3枚

◆賞味期限：加工日より5日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

20
福島県産和牛リブロース贅沢

焼肉用Ａセット
7,000

◆商品内容：リブロ－ス厚切り400g／ヒマラヤ岩塩100g

◆賞味期限：加工日より5日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

21
福島県産和牛リブロース贅沢

焼肉用Ｂセット
13,000

◆商品内容：リブロ－ス厚切り800g／ヒマラヤ岩塩100g

◆賞味期限：加工日より5日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

22 うつくしまエゴマ豚 焼豚 5,000
◆商品内容：エゴマ豚焼豚400g×2

◆賞味期限：出荷日より14日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦

23 極熟 香味和紙包み 熟セット 5,000

◆商品内容：合せ味噌／合せ味噌と林檎／麹味噌と酒粕と林

檎味噌80g×各2枚（計6枚）

◆賞味期限：出荷日より21日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦・落花生
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24
IFFA金賞ベーコンと銀賞ポー

クウィンナー
5,000

◆商品内容：ベーコンブロック400g／あらびきポークウイ

ンナー120g／無塩漬ポークウインナー120g

◆賞味期限：出荷日より10日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：乳成分

25
職人仕込みソーセージ＆ウイ

ンナーＡセット
5,000

◆商品内容：ポークソーセージ350g／辛口ウインナー100g

／チーズウインナー100g／荒びきウインナー100g

◆賞味期限：出荷日より20日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦

26
職人仕込みハム＆ソーセージ

Ｂセット
8,500

◆商品内容：ショルダーハム250g／ポークソーセージ350g

／原木ロースハム360g／ポークパストラミ250g

◆賞味期限：出荷日より25日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦

27
こだわりお肉の味噌漬けセッ

ト
6,500

◆商品内容：豚ロースさるなし味噌漬け／豚ロース三

五八ゆず味噌漬け／豚ロースとうがらし味噌漬け 各

80g×2枚／鶏モモさるなしゴマ醤油漬け 200g×1袋

◆賞味期限：製造日より90日

◆冷凍便

28
銘酒「奥の松」大吟醸酒粕仕

込 大吟醸粕漬・西京漬
6,300

◆商品内容：大吟醸粕漬（金目鯛、銀たら、紅さけ）／西京

漬（メロ、さわら、金目鯛）100g×各1切（計6切）

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

29 金目鯛の漁師煮詰合せ 7,000

◆商品内容：金目鯛姿煮×1尾／なめたかれい／天然ぶり／

さば／さば味噌煮 100g×各1切（※季節により商品内容が異

なる場合があります）

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：小麦

30 プレミアムサーモン紅葉漬 4,500
◆商品内容：220g×3個

◆賞味期限：出荷日より60日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

31 プレミアム銀鮭民謡漬 4,500
◆商品内容：3切（約135g）×4個（真空パック）

◆賞味期限：出荷日より60日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

32
あんこうキムチ鍋 米粉麺セッ

ト
7,000

◆商品内容：国内産あんこう切身 約3～4人前（700g）／あ

ん肝入濃縮スープ／白菜キムチ＆キムチのたれ／米粉麺（2

食分）

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

33
阿武隈川メイプルサーモン お

刺身
6,500

◆商品内容：約700g（12～15人前）

◆賞味期限：出荷日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

34
おのざきの厚揚ソフトかまぼ

こセット
3,000

◆商品内容：大3枚／小12本

◆賞味期限：製造日より7日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

35
貴千のかまぼこ詰合せ 味じま

ん
6,300

◆商品内容：さんまのぽーぽー焼風蒲鉾×2枚／かに甲らか

まぼこ×1個／キンキ焼かまぼこ×1枚／めひかり焼かまぼこ

×1枚／金目鯛焼かまぼこ×1枚／笹のしずく×2枚／魚さし×3

本／とうふの蒲鉾絹×2個／珍味蒲鉾贅沢チーズ・明太マ

ヨ・ツナマヨ×各2個

◆賞味期限：出荷日より14日（魚さしのみ9日）

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：かに・小麦・卵・乳成分
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36 カジキメンチ詰合せ 5,000

◆商品内容：ジャンボカジキメンチ180g×1個／カジキメン

チ（中）80g×8個

◆賞味期限：製造日より180日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：小麦・卵

37
会津継承米氏郷（減農薬・減

化学肥料）５ｋｇ
6,000

◆商品内容：氏郷白米5kg

◆賞味期限：精米日より60日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

38
ミルキークイーン 農匠米 ５ｋ

ｇ
4,500

◆商品内容：白米5kg

◆賞味期限：精米日より30～60日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

39
こだわりの奥会津只見産コシ

ヒカリ５ｋｇ
3,700

◆商品内容：白米5kg

◆賞味期限：精米日より60日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

40
こだわりの奥会津只見産コシ

ヒカリ１０ｋｇ
6,200

◆商品内容：白米10kg

◆賞味期限：精米日より60日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

41
生産履歴付き 会津産コシヒカ

リ １０ｋｇ
7,000

◆商品内容：白米5kg×2袋

◆賞味期限：精米日より60日～90日

◆常温便

42
生産履歴付き 会津産コシヒカ

リ ２０ｋｇ
12,500

◆商品内容：白米5kg×4袋

◆賞味期限：精米日より60日～90日

◆常温便

43
五浦庭園カントリークラブ タ

ンタン麺４食
3,500

◆商品内容：2食入り（麺130g×2／スープ85g×2／肉味噌

40g×2）×2箱（計4食）

◆賞味期限：製造日より18日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：えび・小麦・卵

44 ゆきちからラーメン 詰合わせ 3,500

◆商品内容：麺120g×9袋／塩スープ48g×3袋／醤油スープ

50g×3袋／味噌スープ50g×3袋

◆賞味期限：製造日より30日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・卵

45 手縒めん詰合せ 4,500

◆商品内容：手縒細めん180g・手縒太めん180g・そば180g

各2／めんつゆ30ml×3／えごまつゆ30g×3

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・そば

46 桧枝岐きそば 5,100
◆商品内容：200g×20袋

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・そば

47 欠番

48
奥会津只見 生ラーメン８食

セット
3,300

◆商品内容：生ラーメン160g×8袋／しょうゆスープ×4袋／み

そスープ×4袋

◆賞味期限：製造日より14日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦・卵
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49
奥会津只見 生ラーメン１６食

セット
5,200

◆商品内容：生ラーメン160g×16袋／しょうゆスープ×8袋／

みそスープ×8袋

◆賞味期限：製造日より14日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦・卵

50 喜多方ラーメン１０食 3,500

◆商品内容：麺120g×10袋／醤油スープ×6袋／味噌スープ

41g×4袋（5食×2箱）

◆賞味期限：製造日より45日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・卵

51 欠番

52
貝ミネラル栽培社米コシヒカ

リと季節の野菜果物セット
6,500

◆商品内容：貝ミネラル栽培社米コシヒカリ5kg／季節の野

菜・果物（トマト、キュウリ、ピーマン、ゴーヤ、枝豆、

ねばりいも、ゆず、かぼちゃ、人参、海老芋など）

※季節の野菜・果物は時期により変わります。

◆賞味期限：＜米＞精米日より40日＜野菜・果物＞お早め

にお召し上がりください。

◆冷蔵便

53
産地直送本格派喜多方ラーメ

ンセット５食入
4,700

◆商品内容：麺120g／とりがらスープ300g／醤油スープ

50g／大判チャーシュー40g 各5袋／味付けメンマ80g

◆賞味期限：出荷日より30日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

54
なみえ焼そば ３食ギフトボッ

クス×２箱
3,500

◆商品内容：麺170g×3／ソース36g×3／ラード4g×3／一味

唐辛子×3 各2セット

◆賞味期限：製造日より90日

◆常温便

◆7大アレルゲン：小麦・卵

55
黒鶏のソーセージとやきとり
セット

3,800

◆商品内容：黒鶏のソーセージ150g×2袋／黒鶏のやきとり

40g×10本入り

◆賞味期限：製造日より180日

◆冷凍便

◆有限会社水野谷鶏卵店

◆7大アレルゲン：なし

56 棒たら甘露煮 6,500
◆商品内容：150g×4袋

◆賞味期限：出荷日より60日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

57 にしん山椒漬 6,000
◆商品内容：500g

◆賞味期限：出荷日より14日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

58 国産こだわり８品 詰合わせ 4,500

◆商品内容：きゅうりのとうちゃん漬／味からみ／きゅうり

の味噌漬／里ごぼう（かつお風味）／きゅうりのかあちゃ

ん漬／高菜漬／しば漬／【激辛】新とうちゃん漬 各1袋

◆賞味期限：出荷日より120日

◆常温便

◆7大アレルゲン：小麦

59 長久保のギフト味 3,500

◆商品内容：しそ巻き30本入／根菜漬トレー／きゅうりの

華トレー／末広漬／長ごぼう 各1袋

◆賞味期限：製造日より90日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

60 こまやキムチセット 3,800

◆商品内容：キャベツキムチ／白菜キムチ／大根キムチ

200g×各1個／旨けりゃいいジャン120g×1個

◆賞味期限：製造日より12日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦
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61 会津のこづゆ レトルトセット 3,600
◆商品内容：2人前×3箱（計6人前）

◆賞味期限：出荷日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

62 くんせい卵１０個×３箱 4,500
◆商品内容：10個×3箱

◆賞味期限：製造日より90日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・卵

63
糀和田屋フリーズドライみそ

汁３種とあま酒セット
3,500

◆商品内容：贅沢具だくさんとん汁／国産きのこみそ汁／手

造り糀みそ汁 各4食入／濃縮あま酒300g×2個

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

64
蔵醍醐 クリームチーズの味噌
漬２個入

3,500

◆商品内容：クリームチーズの味噌漬75g×2個

◆賞味期限：製造日より90日

◆常温便

◆株式会社菅野漬物食品

◆7大アレルゲン：乳成分

65
あいはら果樹園のももジュー
ス２本

3,300

◆商品内容：720ml×2本

◆常温便

◆賞味期限：製造日より540日

◆株式会社あいはら果樹園

◆7大アレルゲン：なし

66 ごちそうピザ５枚セット 5,200

◆商品内容：マルゲリータ×2枚／クワトロフォルマッジ×1

枚／パンツェッタ野菜×1枚／ジェノベーゼ×1枚（各9イン

チ）

◆賞味期限：出荷日より240日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：小麦・乳成分

67
華カレーと牛の華カレー　計

６個セット
6,000

◆商品内容：華カレー（中辛）200ｇ×２／（辛口）200ｇ×

２／牛の華カレー200ｇ×２

◆賞味期限：製造日より540日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・乳成分

68 欠番

69
サンシャイントマトジュース

6本入
12,000

◆商品内容：1,000g×6本

◆賞味期限：製造日より730日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

70
大黒屋のくるみゆべし・黒ご

まゆべし詰合せ
3,500

◆商品内容：くるみゆべし10個／黒ごまゆべし10個

◆賞味期限：製造日より10日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

71 郡山生チョコケーキ 3,000
◆商品内容：12個入

◆賞味期限：製造日より14日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・卵・乳成分

72 欠番
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73 いもくり佐太郎２４個入 5,500
◆商品内容：24個

◆賞味期限：製造日より16日

◆常温便◆7大アレルゲン：卵・乳成分

74 ショコラインクッキー 3,000

◆商品内容：12個（チョコ／ホワイト／フレーズ／ブルー

ベリー／マンゴー／抹茶 6種類各2個）

◆賞味期限：製造日より20日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・乳成分

75 桑折 桃ふく１０個入 3,700

◆商品内容：58g×10個※化粧箱入り

◆賞味期限：出荷日より30日（冷凍）解凍後1日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：乳成分

76 会津おくや 豆菓子セット ８袋 3,500

◆商品内容：10種ミックスうまい豆・落花生味噌 70g×各2

袋／梅干し豆・山葵そら豆60g×各2袋

◆賞味期限：製造日より＜10種ミックスうまい豆・落花生

味噌・山葵そら豆＞150日＜梅干し豆＞120日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・卵・落花生

77
パティシェがつくった魔法の

ラスク
4,000

◆商品内容：24枚

◆賞味期限：製造日より30日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・乳成分

78 欠番

79
くるみ入り飯坂ゆべし１５個

入
3,200

◆商品内容：15個入

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦

80 ふくしまの恵み　湯庵プリン 5,000

◆商品内容：湯庵プリン プレーン×4個／湯庵プリン はちみ

つ×4個

◆賞味期限：製造日より5日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：卵・乳成分

81 ふわふわ詰め合せ１５個入 4,700

◆商品内容：かぼちゃ／ほうれん草／りんごと紅茶／チョコ

／珈琲 各3個

◆賞味期限：製造日より90日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：小麦・卵・乳成分

82
会津山塩のシュークリーム６

個入
3,600

◆商品内容：6個

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：小麦・卵・乳成分

83 うつくしまゼリー 3,600
◆商品内容：白桃5個／ラ・フランス4個各75g

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

84 若桃ゼリー 3,000
◆商品内容：12個

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

85
完熟トマトゼリー＆すりおろ

しりんごゼリーセット
3,500

◆商品内容：完熟トマト／すりおろしりんご 各100g×3個

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし
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86
深煎り珈琲ゼリー１２個セッ

ト
5,500

◆商品内容：100g×12個

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

87 欠番

88 セミドライフルーツセット 4,500

◆商品内容：モモ50g／ラ・フランス80g／キウイ40g／イチゴ

20g

※内容に一部変更が生じる場合がございます
◆賞味期限：製造日より90日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

89 柏屋　檸檬 5,400

◆商品内容：20個入

◆賞味期限：製造日より20日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦・卵・乳成分

90 会津ゆめごこちプリン６個入 4,000
◆商品内容：ゆめプリン（蜜蜂（栃）ジュレ）100g×6個

◆賞味期限：製造日より30日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：卵・乳成分

91
めひかり塩チョコ＆紅玉林檎

チョコセット
5,000

◆商品内容：めひかり塩チョコ10個入／紅玉林檎チョコ16個

入 各1箱

◆賞味期限：製造日より50日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：乳成分

92 栗本陣１５個入 4,500
◆商品内容：栗本陣15個

◆賞味期限：製造日より20日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：乳成分

93
會津すいーつ 会津地鶏の卵ア

イス８個
4,500

◆商品内容：94ml×8個

◆冷凍便◆７大アレルゲン：卵・乳成分

94 欠番

95 国産天然蜂蜜２本セット 4,500
◆商品内容：天然アカシヤ蜂蜜／仲秋の百花蜜 220g×各1本

◆賞味期限：製造日より730日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

96
国産季節のはちみつ６種セッ

ト
4,500

◆商品内容：アカシヤ／仲秋の百花蜜／柿／りんご／山桜／

クローバー  50g×各1本　※季節によって変更となる場合が

ございます

◆賞味期限：製造日より730日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

97 欠番

98 ももれーど２本セット 3,000
◆商品内容：140g×2

◆賞味期限：製造日より180日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし
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99
福島の秋と冬の恵みジャム４

本セット
4,000

◆商品内容：柚子180g／生姜とりんご180g／かぼちゃ180g

／ブルーベリー138g 各1個

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

100 欠番

101 柿酢 4,000

◆商品内容：500ml

◆賞味期限：製造日より730日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

102 玉鈴うまみセット 4,200

◆商品内容：かけじょうゆ500ml×2本／めんつゆ500ml×2本

／玉泉（本醸造醤油）500ml×1本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

103 若喜しょうゆ３本セット 5,500
◆商品内容：天然醸造醤油720ml×1本／だし醤油720ml×2本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

104 根田醤油 自慢の醤油と味噌 3,700

◆商品内容：田舎みそ1kg×2個／二年もろみ醤油1000ml×2

本

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

105 糀和田屋の発酵食品セット 4,500

◆商品内容：無添加糀和田屋の味噌750g、たっぷり糀味噌

750g、国産丸大豆醤油1L、万能塩こうじ180g、野菜を美味

しくする塩こうじ180g、糀ドレッシング180g、糀ドレッシ

ング辛口180g

◆賞味期限：製造日より180日～300日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

106 会津天宝 調味料・漬物セット 6,500

◆商品内容：塩麹ドレッシング200ml／みそポン酢190ml／

玄米みそ・芳醇香みそ 各350g／ザク旨国産おかず醤油140g

／鯛みそ150g／老舗味噌屋の大根みそ漬2ヶ入／会津産立川

ごぼう醤油糀漬70g／会津産きゅうり醤油糀漬・会津産三種

の野菜醤油糀漬 各100g

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便

◆会津天宝醸造株式会社

◆7大アレルゲン：小麦

107 三十五割糀みそ とよきち ３個 4,500
◆商品内容：750g×3個

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

108
うまくて生姜ねえ 辛くて生姜

ねえ６個セット
5,500

◆商品内容：うまくて生姜ねえ240g×4本／辛くて生姜ねえ

240g×2本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦

109
ひだまりドレッシング３本

セット
3,500

◆商品内容：和風玉ねぎ／トマトとにんじん／ゆず 210ml×

各1本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：小麦
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110 珈琲香坊特選ブレンド ４種 6,000

◆商品内容：やまつり（浅煎り）／香坊（中煎り）／つつじ

が丘（深煎り）／季節のブレンド 4種類各150g

◆賞味期限：出荷日より30日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

111
やまつりの冷んやり珈琲

（パック）３本
5,000

◆商品内容：紙パック1000ml×3本 化粧箱入り

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

112 米と糀だけの甘酒６本 4,000
◆商品内容：200ml×6本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

113
糀のあま酒とフルーツあま酒

のセット
4,500

◆商品内容：糀あま酒160ml×4袋／もも／レモン／ブルーベ

リー160ml×各2袋（計10個）

◆賞味期限：製造日より120日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

114 ぶどう園がつくったジュース 4,000
◆商品内容：高尾ぶどう／ぶどう 500ml×各1本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

115 猪苗代地ビール ６本セット 5,700

◆商品内容：ピルスナー・ゴールデンエンジェル 500ml×各

2本／ヴァイツェン・ラオホ 500ml×各1本

◆賞味期限：製造日より45日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：小麦

116
厳選クラフトビール６本セッ

ト
5,500

◆商品内容：工場長セレクト330ml×6本

※セット内容は季節により異なります。

◆賞味期限：製造日より90日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

117
厳選クラフトビール１２本

セット
10,000

◆商品内容：工場長セレクト330ml×12本

※セット内容は季節により異なります。

◆賞味期限：製造日より90日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

118

963ブレンデッドウイスキー

リッチ＆スウィート・スムー

ス＆ピーティー セット
8,500

◆商品内容：963ブレンデッドウイスキー リッチ＆スウィー

ト・スムース＆ピーティー 700ml×各1本

◆賞味期限：なし

◆常温便

◆7大アレルゲン：なし

119 天然炭酸 和マッコリ 霧の華 5,000
◆商品内容：720ml×3本

◆賞味期限：製造日より60日

◆冷蔵便◆7大アレルゲン：なし

120
会津ミード 美禄の森　２本

セット
8,000

◆商品内容：蜂蜜酒520ml×2本

◆賞味期限：出荷日より1000日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

121
ブレンデッドウィスキー 山桜

黒ラベル２本セット
6,000

◆商品内容：700ml×2本

◆賞味期限：なし

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

122
陣屋 特別純米・辛口２本セッ

ト
4,500

◆商品内容：特別純米酒／辛口 各720ml

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし
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123 微発泡酒 ぷちぷち ６本 3,500
◆商品内容：300ml×6本

◆賞味期限：蔵出年月より360日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

124
雪小町 純米吟醸５５・純米酒

セット
3,700

◆商品内容：純米吟醸／純米酒 各720ml

◆賞味期限：製造日より365日

◆冷凍便◆7大アレルゲン：なし

125 今宵一献！純米酒３本セット 3,500
◆商品内容：会津ほまれ／金水晶／磐城壽500m×各1本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

126
今宵一献！福島の地酒６本

セット
4,500

◆商品内容：末廣／笹の川／弥右衛門／千功成／名倉山／開

当男山 500ml×各1本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便

◆福島県南酒販株式会社

127 弥右衛門 辛口飲み比べセット 4,500
◆商品内容：大吟醸／純米 720ml×各1本

◆賞味期限：出荷日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

128
雪小町 純米大吟醸山田錦・大

吟醸美山錦造り
6,000

◆商品内容：純米大吟醸山田錦／大吟醸美山錦造 720ml×各

1本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

129
雪小町 特製 苺酒＆檸檬酒セッ

ト
5,000

◆商品内容：苺酒・檸檬酒 720ml ×各1本

◆賞味期限：製造日より365日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

130 大吟醸 榮四郎 720ml 7,000
◆商品内容大吟醸720ml

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

131 開当男山純米生貯セット 4,000
◆商品内容：純米300ml×5本

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

132
味宿場 郡山地酒探訪 ６本セッ

ト
4,000

◆商品内容：清酒(純米酒) 笹の川・藤乃井・三春駒 ・穏 ・

若関・雪小町 各180ml×6本

◆賞味期限：なし

◆常温便

◆7大アレルゲン：なし

133
伝承山廃純米酒 末廣 １８００

ｍｌ
3,500

◆商品内容：純米1800ml

◆賞味期限：製造日より180日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

134 蔵元直送「会津」３本セット 5,000
◆商品内容：純米酒／本醸造辛口／金紋 720ml×各1本

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

135
やまももぼしケットとハンカ

チ　ケット黄／ハンカチ白
4,500

◆商品内容：ケット50×70cm／ハンカチ28×29cm各1枚

◆常温便

◆丸栄ふとん店
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136
会津木綿のぬいぐるみ あい

くー
6,000

◆商品内容：高さ約28cm

※受注生産品納期20日

◆常温便

137
アラビカ豆100%使用 水出し

アイスコーヒー 9パック
4,500

◆商品内容：水出しコーヒー35g×9パック

◆賞味期限：製造日より45日

◆常温便◆7大アレルゲン：なし

138
プリザーブドフラワーライン

型ロイヤルピンク
15,000

◆商品内容：薔薇、千日紅、カスミソウ、アジサイ等のプリ

ザーブドフラワー（陶器の器／白、花／ピンク系）

◆常温便

139
プリザーブドフラワーフレー

ム型スイートフェアリー
10,000

◆商品内容：薔薇、千日紅、カスミソウ、アジサイ等のプリ

ザーブドフラワー（陶器の器／白、花／ピンク系）

◆常温便

140 会津絵ろうそく南天福寿５号 3,000
◆商品内容：5号 約15.6cm 柄：南天／福寿 各1本

◆常温便

141 会津ぬり絵ろうそく２本 3,500
◆商品内容：5号 約15.6cm×2本

◆常温便

142 會津蒔絵ボールペン（桜） 15,000

◆商品内容：＜プラチナ社＞センチュリー(BNB-5000#7)：

全長138mm／最大径13.7mm／芯太0.8mm／キャップスラ

イド方式

◆納期：30日程度（完全手作り）

◆常温便

143 瑠璃ぐい呑 20,000
◆商品内容：直径8cm×高さ5.5cm

◆常温便

◆宗像窯

144
大堀相馬焼 中タンブラーペア

セット
7,800

◆商品内容：コバルトブルー／グリーン（直径75mm×高さ

115mm・重量190g・容量170cc）各1個

◆常温便

◆松永窯

145
大堀相馬焼 ＳＡＫＵＲＡＭＵ

Ｇ ペアセット
7,800

◆商品内容：直径65mm×高さ80mm 重量250g 容量110cc

色：ピンク／ブラック 各1個

◆常温便

146
大堀相馬焼二重夫婦湯のみと

急須茶器揃え
14,500

◆商品内容：柄：走り馬×2客／急須×1口 ※手作業で製造し

ているため、サイズ・形・色合いが多少異なる場合がござ

います。

◆常温便

147 会津漆 酒器 ぐい呑 蛇の目 6,500
◆商品内容：木製 直径5.2cm×高さ3.5cm（化粧箱入）

◆常温便

148 市松手塗り蓋付小椀ペア 10,000
◆商品内容：直径9.8ｃｍ高さ8.8cm

　 色：溜／朱

◆常温便
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149
会津漆器 フリーカップ４個

セット
15,000

◆商品内容：直径9㎝×高さ8㎝ ×4個

◆常温便

150 欠番

151
会津木綿６枚合わせガーゼハ

ンカチ

５枚セット
7,000

◆商品内容：素材：綿100％　約28㎝×27㎝ 5枚

◆常温便
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