
（様式Ｂ・2022）

サ ー ビ ス 名 福島屋商店

事 業 者 名 [016]NPO法人プロジェクト福島屋商店

問 合 せ 先 024-926-0803　【 所在地 】 郡山市

商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

001 
こだわりの『福島牛』サーロインステー
キ（200g×4枚）

13,000

きめ細かく入ったサシと色鮮やかな赤みのバランスが
美しい霜降りを持つ最高の品質。口にした瞬間、旨味
の詰まった脂が自然に溶けだし、風味豊かでまろやか
な味わいが口の中いっぱいに広がります。後味は脂の
重たさを感じさせず、さっぱりとしています。要冷蔵※
クール便でのお届けです。

002 
こだわりの『福島牛』すき焼き用　リブ
ロース・肩ロース（700g）

9,600

生臭さや硬さが一切なく、肉の味がしっかりとしている
ので、野菜や他の食材と一緒に食していただくと、より
いっそうこのお肉の美味しさを実感していただけます。
要冷蔵※クール便でのお届けです。

003 こだわりの『福島牛』極上カルビ（600g） 6,400

極上カルビとして出される部位三角バラは、１頭あたり
2%ほどしか取れない、貴重な部位です。ほどよく脂身が
入った、柔らかくコクのある甘さは、一度食べたら忘れ
られません。要冷蔵※クール便でのお届けです。

004 
福島の三大ラーメン（喜多方・白河醤
油、郡山とんこつ等5食入り・1食/120g)

1,900

味も内容も充実のセット。喜多方、郡山、白河の福島の
三大麺をご賞味ください。
[内容]
喜多方（醤油×2食）、郡山（とんこつ×1食）、白河（醤
油×2食）、特製スープ付

005 
福島の三大ラーメン（喜多方・白河醤
油、郡山とんこつ等12食入り・1食
/120g)

4,000

麺の美味しさが増す薬味を加え、自宅で福島三大ラー
メンを満喫できる充実のセットです。
[内容]
喜多方（醤油×4食）、郡山（とんこつ×4食）、白河（醤
油×4食）、特製スープ付、味付メンマ（3）

006 
郡山ますや本店らーめん（伝承の黒醤
油味4食入り・1食/120g）

1,900

深いコクとキレのある黒いスープとストレートの中細
麺。 シンプルで完璧なバランスは、創業130年の歴史
で培われた味。 後世に伝えたいこの味は、黒醤油味
「伝」として親しまれています。

007 
芳醇な燻製卵（MSサイズ・10個入×3
パック）

3,800
生みたてのあぶくまの卵を、北海道利尻昆布のダシと
森林の香りで芳醇なおいしさに仕上げました。

008 
めひかり塩チョコ・紅玉林檎チョコ詰め
合わせ/計390g

3,800

■めひかり塩チョコ■ 生クリームたっぷりのキャラメル
をチョコレートで包み、表面にほんのり、塩屋の塩をふ
りました。 ミネラルの多い海の塩は、塩分だけではない
深いうまみが特徴。  ■紅玉林檎チョコ■ こだわりの蜜
入り紅玉自然果汁をジュレにして、高級チョコレート
(クーベルチュール)で、そっとやさしく包みました。要冷
蔵※クール便でのお届けです。

009 
めひかり塩チョコ・紅玉林檎チョコ・めひ
かり塩チョコグランクリュ詰め合わせ/計
3種

5,900

■めひかり塩チョコ■ 生クリームたっぷりのキャラメル
をチョコレートで包み、表面に塩屋の塩をふりました。
■紅玉林檎チョコ■ こだわりの蜜入り紅玉自然果汁を
ジュレにして、高級チョコレート(クーベルチュール)で包
みました。■めひかり塩チョコ　グランクリュ■「グラン・
クリュ・マリアージュ」シリーズの「エクストラビター」を使
用。ドライフルーツ系の香りを思わせる、エレガントで持
続性のある豊かな香りが特徴。要冷蔵※クール便での
お届けです。

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

010 末廣 大吟醸 玄宰（1.8L×1本） 12,000

菩提樹の白い花を思わせる香り、甘みと酸味が一体と
なり、その余韻は気品を感じさせます。原酒を詰めまし
た。アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付け
いたします。

011 末廣 純米大吟醸 亀の尾（1.8L×1本） 6,200

復活栽培米「亀の尾」による純米大吟醸。口に含むと
爽やかな清涼感が一気に広がり、上品な酸味とかすか
な苦味が味わいの幅を更に広げてくれます。アルコー
ルの為、20歳以上の方の申請のみ受付けいたします。

012 
美酒めぐり（日本酒）カートン・5種セット
（各180mL)

3,600

福島を代表する蔵元のお酒、飲みきりサイズのレトロ
調ボトルを使用しオリジナル詰め合せにしました。様々
な自慢の味をお楽しみいただけます。
[内容]
弥右衛門　純米酒
喜多の華　純米酒
名倉山　原蔵にごり
山桜　吟醸酒
国権　にごり
180ml　各1本
アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けい
たします。

013 
美酒めぐり（日本酒）カートン・１０種セッ
ト（各180mL)

6,400

福島を代表する蔵元のお酒、飲みきりサイズのレトロ
調ボトルを使用しオリジナル詰め合せにしました。様々
な自慢の味をお楽しみいただけます。
[内容]
金紋会津　原酒里の泉
稲川　原酒にごり酒
南郷　純米吟醸　麗（うらら）
廣戸川　純米吟醸
開当男山　純米吟醸レトロ
会津中将　純米吟醸
東豊国　純米酒
名倉山　原蔵にごり
山桜　吟醸酒
国権　にごり
180ml　各1本
アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けい
たします。

014 
＜米麹がたっぷり＞田舎みそ（1kg×5
袋入）

4,300

根田の味噌は全て国産大豆・国産米を100％使用して
います。 福島県白河地方は昔から自家製醸造の味噌
作りが盛んなところです。田舎みそは、米麹がたくさん
入った、大豆一斗に米一斗の配合です。大豆と米との
配合が同量のものは「十合米麹みそ」とも呼ばれてお
り、米麹がたっぷり入ったみそは、米麹から出た自然の
甘さが塩味を包んで、独特のまろやかな風味をつくり出
します。

015 味まろやかな・天塩みそ（1kg×4袋入） 4,900

この味噌は、塩田で天日乾燥したにがり分のある天塩
という塩で仕込まれました。この天塩は、不足しがちな
ミネラルをたっぷり含み、塩かどがなく、まろやかな塩
味を作り出します。また、独特の風味のある北海道産
大豆を、贅沢に100％使用しました。麹は、大豆と米を
同量配合の、米麹たっぷりの十合麹を使っています。

016 
＜地元で人気の醤油＞二年もろみ醤油
（1L×6本入）

3,500

200年の風雪に耐えた土蔵の木桶に、 寒い冬に仕込ま
れた大豆と小麦は、ゆっくりじっくりと自然の気温にまか
せて、 夏を過ごします。次の年の春（あしかけ２年）に
は、まろやかな味と芳醇な香りの諸味（もろみ）が出来
上がってきます。それを加えて造りました。
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

017 
＜地元で人気の醤油＞二年もろみ醤油
（1L×8本入）

4,400

200年の風雪に耐えた土蔵の木桶に、 寒い冬に仕込ま
れた大豆と小麦は、ゆっくりじっくりと自然の気温にまか
せて、 夏を過ごします。次の年の春（あしかけ２年）に
は、まろやかな味と芳醇な香りの諸味（もろみ）が出来
上がってきます。それを加えて造りました。

018 
『二年もろみ醤油(1L×2本）』・『田舎み
そ(1kg×2個）』の詰合せ

3,400
地元で人気の醤油『二年もろみ』と米麹がたっぷり『田
舎みそ』のセットです。

019 
『二年もろみ醤油(1L×3本）』・『田舎み
そ(1kg×2個）』の詰合せ

3,800
地元で人気の醤油『二年もろみ』と米麹がたっぷり『田
舎みそ』のセットです。

020 熟成黒にんにく・6個入り（1個/約40g） 4,800

にんにくが持つ、酵素の働きで黒く熟成させました。一
日一粒毎日の健康に。ドライフルーツのような食感と甘
みで、にんにく特有のにおいはありません。

021 
本枯カツオ節、鯖節、昆布だしを加えた
贅沢な『玉鈴かけじょうゆ』500mL×3本

2,500

当社最高級醤油「玉泉」をベースに、本枯カツオ節と鯖
節、さらには昆布だしを加えた贅沢な醤油です。お刺
身、揚げ物、おひたし、納豆、冷やっこ等のお料理によ
く合います。

022 桧枝岐きそば（乾麺、200g×20袋入 ） 6,000

「そば殻（そばの外皮）」が入った自家製そば粉は、“そ
ば”本来の味が楽しめると、沢山の方から支持をいた
だいております。

023 
玉鈴・定番ギフトセットA／味富士1L×
1/玉一番1L×1/かけじょうゆ500mL×3

4,000

このセット一つで煮物、刺身、麺類、おひたし等、様々
なお料理がお楽しみいただけます。一番人気のかけ
じょうゆを3本セットにしました。

024 
玉鈴・定番ギフトセットB／味富士1L×
1/玉一番1L×1/かけじょうゆ500mL×1

3,000

このセット一つで煮物、刺身、麺類、おひたし等、様々
なお料理がお楽しみいただけます。

025 
フルーティージャム（もも/桑の実/ゆず/
いちご/とまと/うめ/計6個・全1,140g）

5,200

素材の持ち味を大切に一つひとつ手作りで仕上げた低
糖タイプ。一粒ずつ丁寧に摘み取った桑の実を裏ごし
して仕上げた桑の実ジャム、濃縮トマトたっぷりのトマト
ジャム、酸味がたまらなくクセになる梅ジャム、「あかつ
き」のやさしい味わいももジャム、香り高くさわやかなゆ
ずマーマレード、「とちおとめ」の芳醇な香りとバランス
のとれた味わいのいちごジャム。どれも果肉たっぷり！
フルーティーな味わいがお楽しみいただけます。

026 
「玄豆屋」焙煎深入りコーヒーゼリー
100g×6個セット

4,500

福島県白河市にあるこだわりのコーヒー店「玄豆屋（げ
んずや）」。 引き立て深入り焙煎した豆を丁寧にドリップ
して仕上げて作った、深く濃く大人な味わいの本格派
コーヒーゼリーです。

027 
極上まるやま豚　最高級豚角煮　100g
×5個セット

4,200

契約農家が手塩にかけて育てた、「極上まるやま豚」は
健康で美味しい幻の豚です。 「豚肉本来の旨味は白身
（脂身）にあり」と昔から言われています。 その最高の
白身がしっかり味わえる極上の豚バラ肉です。 厚さ約4
センチ、100グラムと大きく切った豚バラ肉を、約5時間
じっくり煮込みました。要冷蔵※クール便でのお届けで
す。

028 
桐屋の蕎麦・桐屋のそばつゆ詰め合わ
せ　全・2300g

6,800

会津は、おもてなしの料理としてのそば文化が今も息
づく、そばの郷。会津在来種のそばで作る、桐屋長年
の定番人気商品です。会津そばの味わい、心意気をお
楽しみ下さい。
そばつゆ極上の昆布・鰹節のうま味、じっくりねかせた
本がえしでつくる桐屋　秘伝のそばつゆ。おそばにはも
ちろん、豆腐、焼肉、鍋物、煮物、和え物など、出汁しょ
うゆとしても、幅広く楽しめます。
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

029 
にこにこバラ園「バラだけで作る花束-
A」

6,500

あぶくま連邦の裾野にある見晴らしの良い高台で、年
間20万本のバラを生産している「にこにこバラ園」。美し
い花が咲くようにと丹精込めて育てられています。バラ
が品種ごとに個性が異なります。バラを育ててバラの
気持ちがわかるスタッフがバラの個性を活かした花束
やアレンジをお届けします。女性なら一度は貰ってみた
い憧れのバラの花束。大輪のバラ30本で作る豪華な花
束です。（お花の色はおまかせになります。）

030 
にこにこバラ園「バラだけで作る花束-
B」

12,000

あぶくま連邦の裾野にある見晴らしの良い高台で、年
間20万本のバラを生産している「にこにこバラ園」。美し
い花が咲くようにと丹精込めて育てられています。バラ
が品種ごとに個性が異なります。バラを育ててバラの
気持ちがわかるスタッフがバラの個性を活かした花束
やアレンジをお届けします。女性なら一度は貰ってみた
い憧れのバラの花束。大輪のバラ60本で作る豪華な花
束です。（お花の色はおまかせになります。）

031 にこにこバラ園「アレンジバスケット-A」 4,400

あぶくま連邦の裾野にある見晴らしの良い高台で、年
間20万本のバラを生産している「にこにこバラ園」。美し
い花が咲くようにと丹精込めて育てられています。バラ
が品種ごとに個性が異なります。バラを育ててバラの
気持ちがわかるスタッフがバラの個性を活かした花束
やアレンジをお届けします
バラを贅沢に使ったアレンジメントで、内祝いやプレゼ
ントにぴったりのサイズです。（お花の色はおまかせに
なります。）

032 
おいしい甘酒 会津天宝　糀の力（250g
×10本セット）

4,800

麹ではなく、酒粕で造った珍しい甘酒です。美容と健康
に良い酒麹がカラダをキレイにしてくれます。  ホットで
もアイスでも美味しくいただけます。ノンアルコールです
ので、お子様にも安心してお飲みいただけます。薄め
ずにそのままストレートでどうぞ。要冷蔵※クール便で
のお届けです。

033 
奥の松　純米大吟醸プレミアムスパー
クリング　720ml×1本

6,300

爽やかな酸味を感じさせ、健康に良いと言われている
クエン酸、りんご酸を多く生産する酵母を使用。
地元福島県産米にこだわり、水齢40年と言われる理想
的な名水「安達太良伏流水」で仕込み、低温にてじっく
りとビン内発酵させました。
全国新種鑑評会連続金賞受賞蔵の技術の粋を結集し
て造り上げたスパークリング日本酒です。アルコールの
為、20歳以上の方の申請のみ受付けいたします。

034 
大吟醸酒　奥の松　十八代　伊兵衛
1.8Ｌ　1本

11,800

酒袋から自然に滴る雫だけを集めた貴重なお酒です。
大吟醸造りの繊細さと、芳醇な香味が絶妙です。アル
コールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けいたしま
す。

035 大吟醸酒　笹の川　明和蔵　720ml　1本 3,700

酒造好適米「山田錦」が原料。
華やかな吟醸香と品格のある深い味わいの逸品です。
アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けい
たします。

036 大吟醸酒　若関　さかみずき　1.8Ｌ　1本 6,300

薄いコハク色で野趣的な芳醇な香り、どっしりとした飲
み口は吟醸酒というよりも純米酒
それも山廃造りに近い雰囲気ですが、旨口で後味もや
さしく、ゆるやかなキレで着地します。
 全体的にまとまりがあり、地酒特有の独特な個性が好
きな方には盃がとまらないと思います。
ちょっと個性がありますが、おいしいお酒です。アル
コールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けいたしま
す。
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

037 福島の地酒6本セット（500ｍｌ×6本） 4,100

福島の酒蔵巡りが出来る人気のセットです。
お気に入りの一本を見つける楽しみを味わってくださ
い。
[内容]
檜物屋酒造店　千功成
笹の川酒造　笹の川
開山男山酒造　開当男山
大和川酒造店　大和川
末廣酒造　末廣
名倉山酒造　名倉山
アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けい
たします。

038 
本格そば焼酎　新かおり　25度　720ml
×1本

2,500

会津地方の在来種から選抜育成してつくられた
福島県オリジナルの新品種「会津のかおり」使用！
飯豊連峰の伏流水と、朝霧のたつ清流沿いの癒された
空間で育まれた山都蕎麦から造られました。 アルコー
ルの為、20歳以上の方の申請のみ受付けいたします。

039 末廣　相馬野馬追　純米酒　1.8L×1本 3,000

伝統と武士魂が培う深い味わい
福島県会津若松市の末廣酒造が、東日本大震災で製
造・販売を休止している馬場酒造本店からラベルを引
き継ぎ、清酒「相馬野馬追」を発売！！
「相馬野馬追」は、相馬藩主中村家に縁のある馬場酒
造本店が手掛けていたもの、中身の日本酒は末廣酒
造が醸造したやや辛口の日本酒で、売上げの一部は、
野馬追の本祭りが開かれる南相馬市に義援金として寄
付されます。アルコールの為、20歳以上の方の申請の
み受付けいたします。

040 玉川村 こぶしの里の野菜詰め合わせ 4,200

道の駅たまかわ『こぶしの里』の旬の野菜を8種類以上
組み合わせてお届けします。
発送例：
4～6月：ﾄﾏﾄ、胡瓜、山菜、ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ、ｷｬﾍﾞﾂ、油菜、ﾐﾂ
ﾊﾞ、苺等
7～9月：ﾄﾏﾄ、胡瓜、ｲﾝｹﾞﾝ、みょうが、ﾄｳﾓﾛｺｼ、新じゃ
が、おくら等
10～12月：ｱﾋﾟｵｽ、かぶ、林檎、小松菜、牛蒡、人参、
新生姜等
1～3月：葱、椎茸、ﾎｳﾚﾝ草、蕗の薹、ｽﾃｨｯｸｾﾆｮｰﾙ、ﾆ
ﾗ、浅葱等

041 
貴千 バラエティかまぼこ詰め合わせ
セット（11種）

4,400

水産庁長官賞3回受賞した「魚さし」の入った、バラエ
ティーセット。魚の種類ごとにことなる風味の違いをお
楽しみください。
■詰め合わせ内容
魚さし、上小板「紅板」、ボーノ棒（いか＆ペッパー）、と
うふの蒲鉾「絹」、贅沢ツナマヨ蒲鉾、贅沢チーズ蒲鉾、
贅沢明太マヨ蒲鉾、めひかり焼かまぼこ、きんき焼かま
ぼこ、さんまのぽーぽー焼風蒲鉾、かつおのたたき風
蒲鉾、かに甲らかまぼこ等11種
要冷蔵※クール便でのお届けです。

042 
水産庁長官賞受賞『魚さし』100g×5本
入り

2,500

従来の蒸した物ではなく、高温で一気に焼き抜いて造
るので、魚本来の旨みを封じ込め、今までにないふわ
ふわ・ぷりぷりの弾力を生み出します。 材料も地の新
鮮なめひかりとすり身の王様ぐちを使用し、でんぷん、
保存料は一切使用しない為、魚本来の旨みが凝縮さ
れ、上品な味わいをご賞味いただけます。
要冷蔵※クール便でのお届けです。
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

043 
奥の松酒造“とろり”リキュールセット
桃・梅・ゆず各500ml×各1本

4,800

国産の桃・梅・ゆずを使用し、奥の松にしかできない絶
妙な味わいを作り上げたオリジナルリキュール３種の
セット
[内容]
ももとろ500ml
梅とろ500ml
ゆずとろ500ml
アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けい
たします。

044 二丸屋 鰊山椒漬（プラ角樽 500g） 4,200

新聞・雑誌に掲載多数！
 二丸屋特製「鰊山椒漬」です。
 脂の乗った肉厚の鰊をしっかりと漬け込みました。
ニシンの旨味と山椒葉の爽やかな香り、まろやかな酸
味をお楽しみ下さい。
 身欠にしん約１０本分ケース入り。会津の名産を老舗
の味で。ご贈答用にもどうぞ。
※夏季のみクール便でのお届けです。

045 二丸屋特製「棒たら甘露煮」（150g×4） 4,500

京都より伝わった会津の伝統食「棒たら甘露煮」。
カチカチの本棒たらを甘辛の上品な味付けでやわらか
く炊き込んでいます。
ご贈答用に箱詰めいたしました。

046 笹の川　特別純米酒　山桜　720mL 1本 2,300

「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」で金賞を受
賞。
 白玉やマシュマロのようなふくよかで爽やかな香り。そ
の上質な香りとともにやさしい柔らかな口当たり、爽や
かな酸と甘、後味に心地よい苦味と旨味を持ちます。
ぜひともお気に入りのワイングラスで楽しんでいただき
たい日本酒です。
アルコール分：14度　日本酒度：+1　酸度：1.0
アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けい
たします。

047 
笹の川　ブレンデッドウィスキー山桜
黒ラベル700mL 1本（箱入り）

3,100

厳選した熟成モルトの豊かな味わいとグレーンの優しく
甘い香りを絶妙にブレンドした至極の逸品。芳醇な香り
とスムースな口当たりの余韻をお愉しみ下さい。アル
コールの為、20歳以上の方の申請のみ受付けいたしま
す。

048 檜物屋　千功成　純米酒　1.8Ｌ×1本 3,200

純米酒ならではのふくよかで濃醇な味わいが特徴で
す。
 内容量・サイズ 1.8Ｌ×1本（瓶）箱入り 【アルコール度
数】 16度 【原料米】 酒造好適米、一等銘柄米 【容器】
瓶（箱入り）アルコールの為、20歳以上の方の申請の
み受付けいたします。

049 檜物屋　千功成　純米酒　720ml×1本 1,900

純米酒ならではのふくよかで濃醇な味わいが特徴で
す。
内容量・サイズ 720ml×1本【アルコール度数】 16度
【原料米】 酒造好適米、一等銘柄米 【容器】 瓶（箱入
り）アルコールの為、20歳以上の方の申請のみ受付け
いたします。

050 大和川　弥右衛門　純米酒　1.8Ｌ×1本 3,300

福島県の酒造好適米「夢の香」を使用したまろやかで
深い味わいの純米酒。 冷から燗まで幅広くお飲みいた
だけます。
 内容量・サイズ 1.8Ｌ×1本（瓶・箱入り） 【アルコール度
数】 16～17 【容器】 瓶（外箱入り）アルコールの為、20
歳以上の方の申請のみ受付けいたします。

051 
大和川　弥右衛門　純米酒　720ml×1
本

2,000

福島県の酒造好適米「夢の香」を使用したまろやかで
深い味わいの純米酒。 冷から燗まで幅広くお飲みいた
だけます。
 内容量・サイズ 720ml×1本 【アルコール度数】 16～
17 【容器】 瓶（外箱入り）アルコールの為、20歳以上の
方の申請のみ受付けいたします。
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

052 
本枯カツオ節、鯖節、昆布だしを加えた
贅沢な『玉鈴かけじょうゆ』500mL×5本

3,600

当社最高級醤油「玉泉」をベースに、本枯カツオ節と鯖
節、さらには昆布だしを加えた贅沢な醤油です。お刺
身、揚げ物、おひたし、納豆、冷やっこ等のお料理によ
く合います。
内容量・サイズ かけじょうゆ500mL×5本

053 にこにこバラ園「アレンジバスケット-B」 6,600

福島県須賀川市の「ニコニコバラ園」の収穫したての産
地直送バラをバスケットにお入れしました。内祝いやプ
レゼントにぴったりのサイズです。（お花の色はおまか
せになります。）
 内容量・サイズ バラ単価￥100～￥300 バラ以外の花
材 サイズ　横幅　約30㎝　高さ　約35㎝　奥行　約25㎝

054 にこにこバラ園「花瓶バラアレンジ」 4,400

福島県須賀川市の「ニコニコバラ園」の収穫したての産
地直送バラをメインに組んだアレンジを、専用のガラス
瓶にいれてお届けいたします。花の丈は約25cm程度な
ので、そのままテーブルにおいて飾るのにちょうど良い
サイズです。花瓶がなくてもそのまま飾れて、便利なア
レンジセットです。
 内容量・サイズ [内容] バラ単価￥100～￥300　バラ
以外の花材 専用花瓶

055 にこにこバラ園「箱入りアレンジ」 4,600

福島県須賀川市の「ニコニコバラ園」の収穫したての産
地直送のバラを箱いっぱいに敷き詰めたギフトボックス
です。
■内容
バラ単価￥100～￥300
箱サイズ　横幅 21cm　高さ 21cm　奥行 11cm
（お花の色はおまかせになります。）

056 にこにこバラ園「ガーデンアレンジ」 4,600

福島県須賀川市の「ニコニコバラ園」の収穫したての産
地直送のバラです。庭を眺めているようなイメージのア
レンジメントにしました。
■内容
バラ単価￥100～￥300
箱サイズ　横幅 35cm　高さ 33cm　奥行 15cm
プレゼントにぴったりのサイズです。（お花の色はおま
かせになります。）

057 にこにこバラ園「テーブルアレンジ」 4,400

福島県須賀川市の「ニコニコバラ園」の収穫したての産
地直送のバラを箱いっぱいに敷き詰めたギフトボックス
です。
■内容
バラ単価￥100～￥300
箱サイズ　横幅 21cm　高さ 21cm　奥行 11cm
プレゼントにぴったりのサイズです。（お花の色はおま
かせになります。）
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

058 
くぎや　オリジナルギフトセット
定番ギフトセットを新たに雲龍和紙に入
れ限定商品として用意いたしました。

5,000

くぎやの酒かす入りうどん、そば、よもぎ麺の３種類の
味を雲龍和紙で包みました。
酒かす入りうどん、そば、よもぎ麺と３種類の味が楽し
め、
見た目にも味にも楽しめる商品です。
内容量／山芋そば300g×3、酒かす入りうどん300g×
3、よもぎ麺300g×3
保存方法／常温にて保存
消費期限／製造日より365日

059 
くぎや　昔ながらの深むし焼きそば・
ソース付き（6食）

2,600

くぎやでは長年、学校給食（ソフト麺、焼きそば麺、等）
の製造をしており、昔ながらの製法の焼きそば麺を
作っています。麺はコシがありソースは甘辛の深蒸し焼
きそばです。ひとくち食べると何処か懐かしさを感じら
れるこの商品をぜひご堪能下さい。
内容量／むし焼きそば150g（粉末ソース付き）×3　が2
袋入【賞味期限】14日
【保存方法】冷蔵庫（0℃～10℃以下）で保存してくださ
い。
【アレルギー物質】小麦粉・卵
※クール便でのお届け》

060 
くぎや　つけ麺（４食入り、オリジナル
スープ付き）

2,300

福島県いわき市出身の十時亨（とときとおる）氏
（GINZA TOTOKIオーナーシェフ）が、
くぎやの麺にピッタリのオリジナルスープを考案しまし
た！
十時シェフ監修の魚介ベースの和風スープに、くぎや
の麺がほどよく絡んでお箸がどんどん進みます。
内容量／麺220g（２食分）×2、オリジナルスープ50g×
4
保存方法／常温にて保存
賞味期限／製造日より30日間

061 
くぎや半生麺セット　トトキ（つけ麺・山芋
そば・うどん・よもぎ麺）

4,700

福島県いわき市出身の十時亨（とときとおる）氏
（GINZA TOTOKIオーナーシェフ）が、
くぎやの商品から厳選して選んだ麺の詰合せセットが
登場しました！『つけ麺（オリジナルスープ付き）
 内容量／つけ麺230g（2食スープ付き）ｘ2、山芋入り蕎
麦220g（2食スープ付き）ｘ2、酒粕入りうどん220g（2食
スープ付き）、乾麺よもぎ麺300g×2
【賞味期限】半生麺：製造日より30日間、よもぎ乾麺：製
造日より365日
【保存方法】常温にて保存
【アレルギー物質】小麦粉・卵・そば・やまいもつけ麺
232ープ付き）ｘ2、山芋入り蕎麦220g（2食スープ付き）ｘ
2、酒粕入りうどん220g（2食スープ付き）、乾麺よもぎ麺
300g×2
【賞味期限】半生麺：製造日より30日間、よもぎ乾麺：製
造日より365日

062 
富久栄珈琲　ドリップパック　Aセット（富
久栄ブレンド・ブラジル・グァテマラ等　4
種２０個入

4,000

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。
ブラジルスペシャルカキェンド（白）5個
グアテマラインフェルトトラディッショナル（赤）5個
キリマンジャロブレンド（茶）5個
富久栄ブレンド（緑）5個

※高温多湿を避け、冷暗所にて保存してください。

063 
富久栄珈琲　ドリップパック　Bセット（富
久栄ブレンド・ブラジル・グァテマラ等　4
種１６個入

3,400

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒブラジルスペシャルカキェンド（白）4個
グアテマラインフェルトトラディッショナル（赤）4個
キリマンジャロブレンド（茶）4個
富久栄ブレンド（緑）4個
※高温多湿を避け、冷暗所にて保存してください。
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

064 
富久栄珈琲　ドリップパック　Cセット（富
久栄ブレンド・ブラジル・グァテマラ等　4
種１２個入

2,700

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。　　　　　　　　　　ブラジルスペシャルカキェンド
（白）4個
グアテマラインフェルトトラディッショナル（赤）4個
キリマンジャロブレンド（茶）2個
富久栄ブレンド（緑）2個
※高温多湿を避け、冷暗所にて保存してください。

065 
富久栄珈琲スイートセレクト詰め合わせ
3種各250g（中挽き）

5,800

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。
 飲みやすいコーヒーを集めた、中深煎りメインの旬の
スペシャルティコーヒー、ストレート1種・ブレンド2種の
計3種セット
内容量　各250g （豆は中挽き・ペーパーフィルター用)
賞味期限　焙煎日（商品の裏面記載）から3か月。
保存方法　商品裏面に記載

066 
富久栄珈琲スイートセレクト詰め合わせ
3種各250g（豆のまま）

5,800

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。
 飲みやすいコーヒーを集めた、中深煎りメインの旬の
スペシャルティコーヒー、ストレート1種・ブレンド2種の
計3種セット
内容量　各250g （豆のままとなります)
賞味期限　焙煎日（商品の裏面記載）から3か月。

067 
富久栄珈琲ビターセレクト詰め合わせ
3種各250g（中挽き））

5,800

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。
コクと甘み、香ばしさが楽しめる深煎りメインの旬のス
ペシャルティコーヒーセット。ストレート2種・ブレンド1種
の計3種セット。 内容量　各250g（豆は中挽き・ペー
パーフィルター用）　　　　　賞味期限　焙煎日（商品の
裏面記載）から3か月。

068 
富久栄珈琲ビターセレクト詰め合わせ3
種各250g（豆のまま）

5,800

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。　　　　　　　　　コクと甘み、香ばしさが楽しめ
る深煎りメインの旬のスペシャルティコーヒーセット。ス
トレート2種・ブレンド1種の計3種セット。
内容量　250g （豆のままとなります）
賞味期限　焙煎日（商品の裏面記載）から3か月。

069 
富久栄珈琲フレッシュセレクト詰め合わ
せ3種各250g（中挽き）

5,800

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。　　　　　　　　爽やかな酸味が楽しめる浅・中
煎りメインの旬のスペシャルティコーヒーセット。スト
レート2種・ブレンド1種の計3種セット。
 内容量　250g （豆は中挽き・ペーパーフィルター用）
賞味期限　焙煎日（商品の裏面記載）から3か月。

070 
富久栄珈琲フレッシュセレクト詰め合わ
せ　　3種各250g（豆のまま）

5,800

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。　　　　　　　　爽やかな酸味が楽しめる浅・中
煎りメインの旬のスペシャルティコーヒーセット。スト
レート2種・ブレンド1種の計3種セット。
 内容量　250g （豆のままとなります）
賞味期限　焙煎日（商品の裏面記載）から3か月。
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商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

071 
富久栄珈琲ベーシックセレクト詰め合わ
せ　　3種各250g（中挽き））

5,500

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。　　　　　　　　スペシャルティコーヒーの初心
者やバリエーションを楽しみたい方向けのセット。浅煎
りストレート1種、深煎りストレート1種、飲みやすいブレ
ンド1種の計3種セット
 内容量・250g （中挽き・ペーパーフィルター用）
賞味期限　焙煎日（商品の裏面記載）から3か月。

072 
富久栄珈琲ベーシックセレクト詰め合わ
せ　　3種各250g（豆のまま）

5,500

コーヒー国際資格・Qグレーダー取得、ローストマスター
ズチャンピオンシップ準優勝経験のある店主が厳選し
た豆を 最上の焙煎技術にて仕上げたスペシャリティ
コーヒー。　　　　　　　　スペシャルティコーヒーの初心
者やバリエーションを楽しみたい方向けのセット。浅煎
りストレート1種、深煎りストレート1種、飲みやすいブレ
ンド1種の計3種セット
 内容量・250g （豆のままとなります）
賞味期限　焙煎日（商品の裏面記載）から3か月。

073 
渡辺養蜂場　国産季節のハチミツ3種
セット 220ｇ×3種（アカシア・百花蜜・
柿）

5,600

アカシア・百花蜜・柿の自家採りはちみつを3個セット
（箱入）でお届けします。
 内容量・サイズ 【容量】 220ｇ×3本 【容器】 瓶 【花の
種類】 アカシア・百花蜜・柿の3種類

074 
渡辺養蜂場　国産季節のハチミツ6種
セット 50g×6種（アカシヤ、山桜、そば、
クローバー　りんご、柿等）

4,500

季節のはちみつを6個セット（箱入）でお届けします。 花
それぞれの味が楽しめるおトクなセットです。
 内容量・サイズ アカシヤ50g×1、山桜50g×1、そば
50g×1、クローバー50g×1、りんご50g×1、柿50g×1）

075 渡辺養蜂場　天然熟成アカシヤ巣蜜 6,200

自然の蜜蜂の巣を 加工をせずに時間を掛け熟成させ
た「純粋巣蜜」。 ストレスを和らげて精神をリラックスさ
せたり、新陳代謝を活発にさせて美容効果のある「プロ
ポリス」も含んでいます。
 内容量・サイズ 約350ｇ×1個

076 会津天宝　みそポン酢3本セット 3,000

会津若松市の老舗　会津天宝みそを使った新鮮ポン
酢！  合成着色料・科学調味料は使用していません。
ポン酢とは違ってとろみがあるので、食材にかけたり和
えたりするだけで、 しっかりと味を利かせることができ
ます。 ポン酢とソースの中間のような万能調味料で
す。 内容量：190ml×3

077 会津天宝　塩糀ドレッシング3本セット 2,500

会津若松市の老舗　会津天宝が会津の塩麹で作った
ノンオイルのドレッシングです。平成24年度優良ふるさ
と食品中央コンクール 農林水産省大臣賞受賞。内容
量：200ｍｌ×3

078 
彩（いろどり)　トマト5〜7種詰合せセット
（大）大玉9個、中玉約600g、ミニ約600g

3,800

甘みと酸味のバランスが良くとても美味しい、いわき市
あかい菜園の「いわきサンシャイントマト」の5〜7種類
の詰合せセット（大）です。いろいろなトマトをお試しくだ
さい。
 内容量・サイズ ■詰め合わせ内容
 大玉トマト９個（桃太郎８個・桃太郎ゴールド1個）、中
玉トマト約600g（フルティカ約300g・サンマルツァーノ約
300g）、ミニトマト約600g（赤約300g、黄・紫・オレンジ合
わせて約300g）
※7月～10月は苗の入替のため出荷はお休みです。

079 
玉川村　生絞りトマト・さるなし100％
ジュース２本セット

4,500

「お肌きれいに、さわやかで幸せ気分に！」玉川村の特
産品である水を与えない特殊農法で育てた糖度7度以
上の厳選トマト「しぼりトマト」のジュースと、ビタミン豊
富なフルーツ「さるなし」の生搾り100％ジュースの２本
セットです。
 内容量・サイズ [内容] さるなし100％ジュース（1本）・ト
マト100％ジュース（1本）
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080 
玉川村　オリジナル酢（さるなし・とまと）
セット

3,500

さるなし100％ジュースやしぼりとまと100％ジュースを
醸造させて作った玉川村オリジナルのお酢。
 水で割って飲むお酢や、サラダ・中華料理（焼きそば
や餃子）にそのままかけてもおいしいです。
[内容]
さるなし酢　　　300ｍｌ×1
しぼりトマト酢　300ｍｌ×1

081 檜枝岐村特産　岩魚味噌　150g×2瓶 2,800

檜枝岐村の特産品「岩魚味噌」です。
芳醇な会津味噌と混ぜ合わせた味噌で、一瓶に岩魚
のほぐし身が１尾分入っています。
第52回全国推奨観光土産品審査会『農林水産大臣
賞』受賞
[内容]150g×2瓶
[賞味期限]
製造より１年（未開封時）

082 尾瀬の自然水 500ml×20本セット 3,000

尾瀬の広大な原生林の一枝一葉のしずくを集め、
幾重もの地層のフィルターを通り抜けることにより
清められた自然水は、純度も高く口当たりもまろやかで
す。
[内容]500ml×20本入り
[賞味期限]製造日から1年
・硬度…14mg/L(軟水) ・pH値…7.0

083 尾瀬の自然水2L×6本セット 2,000

尾瀬の広大な原生林の一枝一葉のしずくを集め、
幾重もの地層のフィルターを通り抜けることにより
清められた自然水は、純度も高く口当たりもまろやかで
す。
[内容]2L×6本入り
[賞味期限]製造日から1年
・硬度…14mg/L(軟水) ・pH値…7.0

084 古川農園のコシヒカリ 5kg 3,800

郡山市にある古川農園で獲れたコシヒカリ。福島の米
どころ郡山のふっくらとして柔らかな食感をご賞味くださ
い。
[品名]郡山産コシヒカリ(白米)
 [内容量]5kg
 [産地]福島県郡山産
※古川農園で採れた野菜や果物等を同封することが
あります。是非ご賞味ください。
※新米は11月以降のお届けです。

085 
奥会津金山 天然炭酸の水 赤ラベル(ガ
ス入り) | 350ml(ペットボトル) ×30本

5,500

奥会津地方の金山町で採取される、珍しい天然の炭酸
水。天然ゆえに限られた量しか採水できない、貴重な
スパークリング・ミネラルウォーターです。
硬度は57。軟水にして微炭酸でまろやかな口あたりで
す。また、源泉の水質試験の結果大腸菌はもとより、一
般細菌すら検出されませんでした。さらには、重金属な
どの成分も基準値を大きく下回っており、天然の源泉で
は、異例の清潔さと言えます。「国産の希少な天然水」
と「微炭酸」が織りなす繊細な味わいをお楽しみくださ
い。
持ち運びに便利なペットボトル入り
食前に飲めば満腹感でダイエットにも！
[内容]350ml(ペットボトル) ×30本
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