
その他 （順不同）食　品

ジャコ天ぷら

150円（税込） ☆別途送料がかかります
●商品内容／1枚

＜お店からの一言＞
宇和島近海の魚を使った無添加の手作りジャコ
天、代々の味を引き継ぎ夫婦で作ってます。
是非、ご賞味ください。

皮天ぷら 96円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／1枚

TEL : 0895-22-0967 FAX : 0895-22-0970

所在地：愛媛県宇和島市宇和津町2-4-19
営業時間：8:00～ 17:00
定休日：日・祝日
担当者名：島本　忍

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
振込・代引き

島本かまぼこ店 宇和島教会

亀印命のお米
（通称：ミルキークイーン）
2,484円（税込）☆別途送料がかかります

●商品内容／5kg

＜お店からの一言＞
親父とお袋が命がけで生産し
ている命のお米です。
苗を買わず、前年の土地の籾
から育てた希少なお米です。

高原で生産しているため、収穫が10月になります。
10月下旬から順次発送となります。
※ JAから苗を購入していないため、食品表示が
 「未検査米」となります。
 何より、両親を助けたい

TEL : 090-3549-4736 FAX : 045-413-3288

所在地：神奈川県横浜市神奈川区神大寺1-2-7
 アトリエ　サン　ミシえる
mail : akiyoshimiyasaka@gmail.com
営業時間：10:30～19:00
定休日：水曜日
担当者名：宮坂彰克

【注文方法】
メール・FAX・
電話注文
【決済方法】
振込・現金書留

アトリエ　サン　ミシえる 横浜教会

めえ田澤の
　　千石水鶏米
（通称：コシヒカリ）
2,268円（税込） ☆別途送料がかかります

●商品内容／5kg
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その他 （順不同）食　品

＜お店からの一言＞
今年で創業55周年、日ごろは寝具･インテリアのプロショップです
が、日々の暮らしにアクセントを与えられるよう、ふとん屋のアソビ
ゴコロを特産品とともに鹿児島から発信しています。
まとめてご購入の場合、送料がお得になります。
お問い合わせください。

TEL : 099-261-3800 FAX : 099-261-3801

所在地：鹿児島県鹿児島市下福元町7629-1
URL:https://www.futon-no-matsumura.com/
mail : y.matsumura2010@gmail.com
営業時間：8:30～ 18:30
定休日：日曜日
担当者名：松村恵一郎

【注文方法】
ネット通販 ･
FAX･ メール
【決済方法】
振込･
クレジットカード

有限会社まつむら 鹿児島教会

有機かぶせ茶
1,000円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／100g

＜お店からの一言＞
富士山を背に、駿河湾を見下
す温暖な沼津で有機栽培をし
ております。
有機JAS、J-GAPの認証を取
得し安全安心なお茶をお届け
します。

有機深蒸し緑茶
800円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／5g× 20個入

TEL : 055-966-2709 FAX : 055-966-2709

所在地：静岡県沼津市井出1196
営業時間：7:00～19:00
定休日：なし
担当者名：伊藤雅章

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
振込

マルニシ製茶 沼津教会

鹿児島まんぷくセット
3,000円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／3点入セット

2,000円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／4点入セット

鹿児島茶いっぺ
（お茶一杯）セット
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静岡まるごと飲みくらべセットA
2,000円（税込）☆別途送料がかかります
●商品内容／深むし煎茶80g入
 煎茶ティーバッグ2g× 20個入
 普通むし煎茶（川根茶）80g入

＜お店からの一言＞
創業67年、静岡県産のお茶にこだわり、
見極め、お茶作りをしております。安心
安全な商品をお客様にお届けします。

1,500円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／煎茶ティーバッグ2g×20個入
 特上ほうじ茶100g
 抹茶入玄米茶 100g

TEL : 0547-38-3739 FAX : 0547-38-4649

所在地：静岡県島田市井口1206
mail : info@ocha-aoshima.co.jp
営業時間：9:00～ 18:00
定休日：日・祝日
担当者名：青島光俊

【注文方法】
電話注文・
FAX・メール
【決済方法】
振込・代引き

有限会社お茶のあおしま 静岡教会

プレーンタイプ 30個
2,610円（税・送料込）
●商品内容／30個詰× 1袋

＜お店からの一言＞
身体にやさしく、やさしい味わいです。
召し上がった後の心地良さをご実感ください。

水餃子旬  30個
3,320円（税・送料込）
●商品内容／15個詰× 2袋

TEL : 045-826-3280 FAX : 045-826-3282

所在地：神奈川県横浜市戸塚区舞岡町
 3656-2 SKビル
URL:https://www.yokohama-kouga.com
mail : y-kouga@jcom.zaq.ne.jp
営業時間：11:00～18:00
  （土・日・祝日　11:00～19:00）
定休日：火曜日
担当者名：鈴木京子

【注文方法】
ネット通販・
電話注文・
FAX・メール
【決済方法】
振込・代引き・
クレジットカード

ぎょうざの横濱黄河 大船教会

※北海道、九州、沖縄への
　お届けは＋200円

※北海道、九州、沖縄への
　お届けは＋200円

静岡まるごと飲みくらべセットB
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その他 （順不同）食　品

自家製ゴロっとチキン ＆ 
ベーコンのマカロニグラタン
（冷凍品）
2,400円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／約260g（1皿）×4皿

＜お店からの一言＞
親子二代創業45年の二代目
店長篠田と申します。
この度、当店自慢のマカロ
ニグラタンをご紹介させて
頂きます。

TEL : 048-478-1303 FAX : 048-478-1303

所在地：埼玉県新座市新座3-3-20-104
URL:http://www.tori7.jp
mail : info@tori7.jp
営業時間：10:00 ～ 18:45
定休日：日・祝日
担当者名：篠田　宏

【注文方法】
FAX・メール
【決済方法】
振込

肉の鳥七 朝霞教会

スタミナにんにくたれ
1,296円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／1.1kg

＜お店からの一言＞
私たちはお客様の笑顔を安らぎとし、食の
安心･安全とおいしさを楽しんでいただける
商品･サービスを提供いたします。

TEL : 03-3966-1271 FAX : 03-3966-5177

所在地：東京都板橋区常盤台1-65-7
URL:https://www.ishimotoshokuhin.co.jp
営業時間：8:30～ 17:30
定休日：土・日・祝日
担当者名：福山悦康

【注文方法】
ネット通販・
電話注文
【決済方法】
代引き・
クレジットカード

いし本食品工業株式会社 東松山教会

みそだれ（チューブ）
565円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／335g

25



えごま油100％
2,700円（税込）☆別途送料がかかります

●
商
品
内
容
／
１
５
０
㏄

●
３
本
以
上
の
ご
購
入
で
送
料
無
料

＜お店からの一言＞
１日小さじ1杯で血液サラサラ！中性脂肪、コレ
ステロールの改善、ダイエット、認知症や生活習
慣病の予防効果が望めます。

TEL : 0242-83-2228 FAX : 0242-83-0188

所在地：福島県河沼郡会津坂下町
 字市中二番甲3658
mail：nnwki0707@gmail.com
営業時間：9:00～ 20:00
定休日：年中無休
担当者名：猪俣和孝

【注文方法】
電話注文・
FAX・メール
【決済方法】
振込・現金書留

馬場さんの「えごま油」 両沼教会

そのぎ茶『特撰』 3本入

3,240円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／100g× 3本

＜お店からの一言＞
丹精込めて造りあげた茶葉は心のおもてなし。
味と香りにこだわり、日本茶AWARD　
5年連続受賞を頂いています。 TEL : 0957-46-0072 FAX : 0957-46-0487

所在地：長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷1349
URL:http://saikaien.com
mail : info@saikaien.com
営業時間：9:00～ 17:00
定休日：日・祝日
担当者名：二瀬浩志

【注文方法】
ネット通販・
電話注文・
FAX・メール
【決済方法】
振込・代引き

有限会社西海園 諫早教会

そのぎ茶
『さえみどり・特撰』セット

3,780円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／
 さえみどり100g×1本
 特撰100g×2本
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