
（様式Ｂ・2022）

サ ー ビ ス 名  ふくしま逸品堂

事 業 者 名  [014] 福島空港ビル株式会社

問 合 せ 先  0247-57-1511　　【 所在地 】  玉川村

商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

001 
山本電気　家電セットＡ-1
(精米機②・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

49,000 精米機：白、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：白

002 
山本電気　家電セットＡ-2
(精米機②・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

49,000 精米機：白、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：赤

003 
山本電気　家電セットＡ-3
(精米機②・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

49,000 精米機：赤、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：白

004 
山本電気　家電セットＡ-4
(精米機②・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

49,000 精米機：赤、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：赤

005 
山本電気　家電セットＢ-1
(精米機②・ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ)

42,000 精米機：白、ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：白

006 
山本電気　家電セットＢ-2
(精米機②・ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ)

42,000 精米機：白、ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：赤

007 
山本電気　家電セットＢ-3
(精米機②・ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ)

42,000 精米機：赤、ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：白

008 
山本電気　家電セットＢ-4
(精米機②・ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ)

42,000 精米機：赤、ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：赤

009 
山本電気　家電セットＣ-1
(ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

37,000 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：白、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：白

010 
山本電気　家電セットＣ-2
(ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

37,000 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：白、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：赤

011 
山本電気　家電セットＣ-3
(ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

37,000 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：赤、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：白

012 
山本電気　家電セットＣ-4
(ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ・ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ①)

37,000 ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ：赤、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ：赤

013 山本電気　精米機　①-1 27,000 カラー：白

014 山本電気　精米機　①-2 27,000 カラー：赤

015 山本電気　精米機　②-1 28,000 カラー：白

016 山本電気　精米機　②-2 28,000 カラー：赤

交 換 商 品 リ ス ト
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

017 山本電気　精米機　③-1 24,000 カラー：白

018 山本電気　精米機　③-2 24,000 カラー：赤

019 山本電気　精米機　③-3 24,000 カラー：黒

020 山本電気　ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ　①-1 16,000 カラー：白

021 山本電気　ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽ　①-2 16,000 カラー：赤

022 山本電気　ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ　①-1 23,000 カラー：白

023 山本電気　ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ　①-2 23,000 カラー：赤

024 山本電気　ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ　②-1 15,000 カラー：黒　※品切れの際はご希望に添えない場合もございます。

025 山本電気　万能調理器 48,000 カラー：白

026 山本電気　コーヒーメーカー 20,000 カラー：ブラック

027 山本電気　電気圧力鍋 15,000 カラー：白

028 山本電気　空気清浄機① 80,000 カラー：白

029 山本電気　空気清浄機② 8,000 カラー：白

030 山本電気　掃除機 20,000 カラー：白

031 白河キムチセット 4,500
キャベツキムチ200ｇ、白菜200ｇ、きゅうり200ｇ、旨けりゃいい
ジャン200g
クール便/冷蔵

032 こまや　キムチ３点セット 5,500
キャベツキムチ500ｇ、白菜500ｇ、きゅうり400ｇ
クール便/冷蔵

033 こまや　タレセット 5,000
豚旨味タレ200g、牛が旨いジャン200g、鶏に合うジャン200g、万能キムチの素
200g、旨けりゃいいジャン200g、海鮮旨味タレ200g
クール便/冷蔵

034 川俣シャモ　焼肉セットＢ 8,500
ｼｬﾓｽﾗｲｽ300ｇ×1P、ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ用300ｇ×1P、厚切りｽﾃｰｷ200g×2Pシャモ肉
団子250ｇ×1Ｐ、
クール便/冷凍

035 川俣シャモ　焼肉セットＣ 10,500
ｼｬﾓｽﾗｲｽ300ｇ×2P、ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ用300ｇ×2P、厚切りｽﾃｰｷ200g×2P
クール便/冷凍

2



商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

036 
川俣シャモ
ご飯の素・カレー・ポトフセット

8,000
洋風炊き込みご飯の素3合用×2Ｐ、地鶏ご飯の素2合用×2Ｐ、舞茸ご飯
の素2合用×2P、地鶏カレー200g×1P、ｽﾊﾟｲｼｰｶﾚｰ200ｇ×1P、ポトフの素
(一人前)×2

037 
川俣シャモ
レトルト詰め合わせセット

10,000
地鶏鍋800ｇ×1P、地鶏ご飯の素2合用×2Ｐ、地鶏カレー200g×3P、トマ
トカレー200ｇ×2P、ｽﾊﾟｲｼｰｶﾚｰ200ｇ×2P、砂肝のアヒージョ100ｇ×3

038 川俣シャモ　ロースト（ハーフ焼き） 7,000 賞味期限　4日

039 玉ひで監修　鳥寿喜セット 11,500
川俣シャモ　正肉スライス300ｇ、手羽肉100ｇ、しゃも肉だんご12個、
玉ひで特製割下300ml、しゃも出汁100ml
賞味期限　60日

040 国産馬肉(刺身用) 4,800
130ｇ×2本、辛子味噌7ｇ×4個
クール便/冷蔵
※品切れの際はご希望に添えない場合もございます。

041 福島牛和牛　ロースステーキ 15,000
200ｇ×3枚
クール便/冷蔵

042 福島牛和牛　ロースすき焼き用 15,000
600ｇ
クール便/冷蔵

043 福島牛和牛　ロースしゃぶしゃぶ用 15,000
600ｇ
クール便/冷蔵

044 向山製作所　生キャラメルセット① 10,500
①生キャラメルギフトセット（ノースミルク、カラメル、紅茶）、②生バターサンドア
ソート（16個入り）、③生キャラメルソースプリン6種類セット(クラシックソース)
クール便/冷蔵

045 
向山製作所　生キャラメル＆生キャラ
メルソースプリンセット

7,500
①生キャラメルギフトセット（ノースミルク、カラメル、紅茶）、②生キャラメ
ルソースプリン6種類セット(クラシックソース)
クール便/冷蔵

046 向山製作所　生キャラメルセット② 5,500
生キャラメルギフトセット（ノースミルク、カラメル、紅茶）
クール便/冷凍

047 
向山製作所
生キャラメルソースプリン6種類セッ
ト

3,500
生キャラメルソースプリン6種類セット(クラシックソース)
クール便/冷蔵

048 
末廣　大吟醸　玄宰（木箱入り）
720ml

7,000

049 
奥の松　大吟醸　十八代伊兵衛
720ml

7,000

050 ふくしまの地酒飲み比べセット 5,000 500ｍｌ×6銘柄

051 
会津野三米
300gキューブタイプ×6個セット

3,500 発芽米300g×２個、発芽＆雑穀米300g×２個、精米300g×２個

052 
令和4年度会津産コシヒカリ１等
30㎏

13,500 令和4年度産が出来次第発送
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

053 
奈良屋　麺いろいろＡ（そば・麺つゆ
詰合せ）

3,100 裁ちそば200g×3袋、会津高原そば200g×2袋、麺つゆ180ml×1本

054 
奈良屋　麺いろいろＢ（そば・麺つゆ
詰合せ）

4,100 奥会津山芋蕎麦200g×3袋、奥会津蕎麦200g×3袋、麺つゆ180ml×1本

055 奈良屋　麺いろいろＣ（そば詰合せ） 5,000
二八の裁ちそば200g×3袋、裁ちそば200g×3袋、会津高原そば200g×3袋、奥会津
山芋蕎麦200g×3袋

056 
奈良屋　麺いろいろＤ（そば・麺つゆ
詰合せ）

5,500 奥会津山芋蕎麦200g×4袋、奥会津蕎麦200g×4袋、麺つゆ180ml×2本

057 たれde松本2本セット 3,500 たれde松本赤鬼370g×1本、たれde松本青鬼360g×1本
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