
魚　類 （順不同）食　品

めひかり　丸干

350円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／200g

＜お店からの一言＞
昭和22年からの営業をしています。水産食品工場
として近海ものを専門に扱っております。
当工場の商品は、農林大臣･水産庁官各賞をはじめ
数多くの評価を頂いております。

めひかり
　から揚げ用
500円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／200g

金目つめ合せ干物セット

4,000円（税・送料込）
●商品内容／金目鯛・真あじなど

＜お店からの一言＞
明治初期より、下田港で鮮魚仲卸商として創業致し
ております。無添加で減塩作りの干物のおいしさを
味わって下されば幸いです。

特選地のり
450円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／1袋（18g)

有限会社　山鶴魚問屋 下田教会

て印 杉本水産 茨城教会

TEL : 0293-46-0251 FAX : 0293-46-0686

所在地：茨城県北茨城市大津町310-2
営業時間：7:00～ 18:00
定休日：日・祝日
担当者名：杉本佳幸

【注文方法】
電話注文
【決済方法】
振込

TEL : 0558-22-2131 FAX : 0558-22-2134

所在地：静岡県下田市2丁目 6-18
営業時間：8:00～ 17:00
定休日：無休
担当者名：山下知子

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
振込
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魚　類 （順不同）食　品

干物詰合せ

灯台つぶ（ボイル）

3,000円（税込）

760円（税込）

☆別途送料がかかります

☆別途送料がかかります

●商品内容／干物詰合せ

●商品内容／1袋（200g）

＜お店からの一言＞
創業明治41年。100年以上守り続けてきた伝統
の味。
原料にもこだわった干物を西伊豆よりお届けしま
す。

＜お店からの一言＞
被災地の復興の礎になればと思い、社員一人ひとり
の協力のもと、被災地の方々の従来の食文化を取り
戻すよう日々努力し、また皆様のお力になれればと
思っております。

ホヤご飯の素
980円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／120g×2袋

入久水産株式会社

株式会社　中浩水産

三島教会

石巻教会

TEL : 0558-53-1501 FAX : 0558-53-1801

TEL : 0225-24-6711 FAX : 0225-24-6712

所在地：静岡県賀茂郡西伊豆町田子611-1
営業時間：8:00～ 17:00
定休日：土・日曜日
担当者名：鈴木和代

所在地：宮城県牡鹿郡女川町市場通り7-7
mail：info@nakakousuisan.jp
営業時間：8:00～ 17:00
定休日：日・祝日
担当者名：平田明子

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
振込

【注文方法】
電話注文・
FAX・メール
【決済方法】
振込
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寒流石巻産焼海苔

辛子明太子

2,500円（税込）/2,700円（税・箱代込）

1,000円（税込）

☆別途送料がかかります

☆別途送料がかかります

●商品内容／100枚（全型10枚×10袋）

●商品内容／270g

＜お店からの一言＞
海苔は宮城が全国で一番早く生産
されます。初摘みは歯切れも良
く、甘みのある海苔です。誠意を
込めてお届けいたします。

＜お店からの一言＞
たらこ一筋の店主が心を込め
て毎日漬け込みをしておりま
す。工場は小さく、従業員も
少人数ですが、すべて手作業
で丁寧に製品づくりをしてお
ります。
※合計10個以上で送料無料に
　させて頂きます。

おやつ海苔セット（5種類）

塩たらこ

2,000円（税・箱代込）

1,000円（税込）

☆別途送料がかかります

☆別途送料がかかります

●商品内容／
　おやつ海苔　 64 枚入
　　（塩味・オリーブ・とうがらし）
　おやつ海苔 32枚入
　　（DHA・ガーリック味）
　　　　　　　　　　　

●商品内容／270g

阿部水産

多呂源

石巻教会

石巻教会

TEL : 0225-24-2137 FAX : 0225-24-2378

TEL : 0225-24-3082 FAX : 0225-24-3130

所在地：宮城県石巻市渡波字祝田の壱11番地3
営業時間：9:00～ 20:00
定休日：なし
担当者名：阿部正春

所在地：宮城県石巻市渡波字新釡1-45
URL：http://www.tarogen.com
mail：info@tarogen.com
営業時間：9:00～ 16:00
定休日：日・祝日
担当者名：柳田勝紀

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
振込

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

ご予算に応じて組み合わせいたします。
（何袋からでもお受けいたします）
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魚　類 （順不同）食　品

蒸し蛸（モーリタニア）
3,500円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／1パイ（約1kg）

＜お店からの一言＞
昭和50年以来、船橋卸売市場で商売している蛸専門店で
す。原料は、日本古来の壺で漁獲した蛸を使っておりま
す。味に自信あり！

有限会社カネキチ 船橋教会

TEL : 047-422-0475 FAX : 047-493-0085

所在地：千葉県船橋市市場1-8-1
 　　　船橋地方卸売市場内
営業時間：4:00～ 11:00
定休日：日・祝日
 ※市場で定められた水曜日
担当者名：河野哲士

【注文方法】
電話注文・FAX
【決済方法】
振込

うにの貝焼

1,800円（税込）
☆別途送料がかかります

●商品内容／50g×3ヶ入

＜お店からの一言＞
うにの貝焼は、うにをホッキ貝の殻に詰めて蒸し焼
きにした、いわき市小名浜の郷土料理です。
＜こんな食べ方がおすすめ！！＞
冷蔵庫で自然解凍後、電子レンジで温め、わさび醤
油をかけ、あつあつのご飯にのせて食べてくださ
い。

三陸産　塩蔵わかめ
1,000円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／100g×5束（500g箱詰め）

海道屋 磐城教会

TEL : 0246-52-2421 FAX : 0246-52-2421

所在地：福島県いわき市小名浜字辰巳町 43-1
　 いわき・ら・ら・ミュウ内
営業時間：9:00～ 18:00
定休日：第一水曜日
担当者名：久野修司

【注文方法】
電話注文・
FAX
【決済方法】
代引き
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焼きさば

2,700円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／Lサイズ2本入

＜お店からの一言＞
平成6年オープン以来、炭火焼き	焼きさばの店としてご愛顧いただ
き誠にありがとうございます。
皆様の食卓にて縁（円）満家族造りの一助になればと願い、心を込
めて作らせていただいております。

焼鯖寿し
2,592円（税込）
☆別途送料がかかります
●商品内容／８貫2本入

はまやき安兵衛 武生教会

TEL : 0770-21-3800 FAX : 0770-21-3800

所在地：福井県敦賀市若葉町1-1531
	 日本海さかな街内
URL:https://www.yasubee.jp/
mail : t-fuka@washinkikaku.co.jp
営業時間：10:00～17:30
定休日：水曜日
担当者名：深川孝良

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