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【上関水産】鳩子てんぷら

 上関おふくろセット

4,800円（送料込み）

創業１００年 

《お届け内容》

●鳩子てんぷら４種　・ミニ天 ・かきあげ

・おふくろスティック ・ごぼう入り平天

●粒うに  ●島ひじき

創業当時からの 
「ごぼう入り平天」
創業当時からの 
「ごぼう入り平天」

地元出身俳優の
原田大二郎さん命名
「おふくろスティック」

地元出身俳優の
原田大二郎さん命名
「おふくろスティック」

地元の漁師さんが獲った希少価値の「粒うに」 

「ミニ天」 

 
「かきあげ」 いちばん美味しいところだけを採った

極上の祝島産「島ひじき」

》》》 毎週金曜日、出来たてを出荷！

その日の出来たてを即出荷
しています。地元上関でしか
味わえない、懐かしい海の
味をお楽しみ下さい。

原田博之さん原田博之さん

瀬戸内の豊な海で育まれた　最高級の車えび！ 
             獲れたてを即出荷！活きたままお届けします。 
 

贈って安心 
レシピ付 

車えびは、低脂肪・高タンパクで、カルシウム・タウリン(血中コ

レステロールの量を抑制する作用がある)等が豊富に含まれ

ています。「姿のイセエビ、味のクルマエビ」という言葉があるく

らい、車えびはエビ類の中でも最も美味とされています。 

車えびは、低脂肪・高タンパクで、カルシウム・タウリン(血中コ

レステロールの量を抑制する作用がある)等が豊富に含まれ

ています。「姿のイセエビ、味のクルマエビ」という言葉があるく

らい、車えびはエビ類の中でも最も美味とされています。 

上関の活き車えび（熊毛郡上関町）

・300g(12匹前後)  5,250円（送料込み）

・500g(20匹前後)　7,350円（送料込み）

  12,600円（送料込み）・1kg(40匹前後)

《実は健康食品》 《実は健康食品》 

ピチピチ ピチピチ 
塩焼き・刺身 寄せ鍋・天ぷら 

塩焼き・刺身 寄せ鍋・天ぷら 

レシピ付 

800g 

自然薯/政田自然農園㈱（柳井市）

1200g (むかご・つゆ付) 5,250円 （送料込み）

（送料込み）

＜800g＞ 

こ
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物
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自
然
薯
で
す
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山口の ふく 

ＩＳＯ９００１

ハセップ認証登録

高級焼肉セット

10,500円（送料込み）

《お届け内容》
●ロースステーキ/540ｇ
●焼肉用上カルビ/500ｇ

焼肉セット

5,250円（送料込み）

《お届け内容》
●ももステーキ/240ｇ
●焼肉用上カルビ/300ｇ

HACCP（ハセップ）/食品衛生管理の手法・システム HACCP（ハセップ）/食品衛生管理の手法・システム 

安堂畜産（周東町）安堂畜産（周東町）

高森牛 
冷蔵 冷蔵

全国で初めて肥育から小売までのすべての工程に、ISO9001-HACCP(ハセップ)のシステムを導
入し、認証取得しました。最高品質のお肉を産地から直接お届けします｡

4,200円(つゆ付)

水曜 
締切り

水曜 
締切り

金曜 
出荷日 水曜 

締切り

金曜 
出荷日

《お届け内容》

●とらふく刺身/100g

●とらふく皮湯引き/80g

●とらふく干ひれ/5枚

●ふく醤油/15ml×4

●もみじおろし/10g×4

●小ネギ１カップ

●柑橘類

●陶器絵皿26.5cm

<FNS-10>10,500円（送料込み）

とらふく刺身セット
日髙本店（下関市）

冷蔵消費期限4日 

〈FNR-20〉21,000円 （送料込み）/3～4人前

〈FNR-30〉31,500円 （送料込み）/4～5人前

《お届け内容》ＦＮＲ-20

●とらふく刺身120g
   （絵皿・陶器/30cm）
●とらふくちり身250g 
●とらふく皮湯引き80g
●とらふく干ひれ5枚 
●ふくしょうゆ300ml
●もみじおろし10g×4 
●小ねぎ1カップ
●柑橘類 
●とらふく煮こごり×2 

冷蔵消費期限4日 

とらふく料理フルコース/日髙本店（下関市）

※生鮮品のため、原則として翌日配送可能な地域 

〈MM-050〉
　5,250円（送料込み）

《お届け内容》　 
●ふく骨なし唐揚げ/200ｇ 
●ふく骨なしフライ/200ｇ 
●ふく一夜干し/160ｇ 
●ふくしゅうまい/６個 

ふく詰合せ 
日髙本店（下関市）

冷凍180日冷凍180日賞味期限

バラエティ豊かな４種類のふく料理の詰合せです。バラエティ豊かな４種類のふく料理の詰合せです。

本場下関より全国に直送！冬はやっぱり「ふく」という方へ…本場下関より全国に直送！冬はやっぱり「ふく」という方へ…

冷凍180日冷凍180日

賞味期限

〈IC-TAM〉
5,250円
（送料込み）

日髙本店（下関市）

ふくちり鍋セット/約4人前

《お届け内容》  
●とらふぐあら/300g 

●まふぐちり身/200g 

●ふくしょうゆ/15ｍｌ×4 

●もみじおろし10ｇ×4 

 毎週水曜締切り

》》》完全予約出荷
金曜日出荷です 

最終締切り日12/1８（水）

最終締切り日12/2５（水）

最終締切り日12/18（水）

/3～4人前

従来自然薯は、栽培できないとされていましたが、政田自然

農園の長年の研究で野生の優良種を栽培することに成功し

ました。また滋養強壮食としての健康食品であり、

味、風味が抜群によく、ヤマイモの類では、最高品位です。　

従来自然薯は、栽培できないとされていましたが、政田自然

農園の長年の研究で野生の優良種を栽培することに成功し

ました。また滋養強壮食としての健康食品であり、

味、風味が抜群によく、ヤマイモの類では、最高品位です。　 ＜1200g＞ 

自然薯
ドーナツ
自然薯
ドーナツ

自然薯のもちもち食感が特徴の焼きドーナツです。豆

乳と植物性油脂を使用してヘルシーな焼きドーナツに

仕上げています。プレーン、ハナッコリー、チョコレートの

詰合せです。自然薯栽培発祥の地、柳井市の特産品

「自然薯」と地元「伊陸米」と国産蒟蒻を使っています。 

自然薯焼きドーナツ生クリーム

冷凍６ヶ月冷凍６ヶ月

3,150円（送料込み）

《お届け内容》　 11個入 
●プレーン5個　●ハナッコリー3個　●チョコレート3個 

賞味期限

柳井市：じねんじょ村 
エムテックス(有) 

製造から５日 賞味期限

最終締切り日
12/２５（水）

大好評！ 

やまみちゃん

クール便

冷蔵15日 

柳井市阿月の浜の母ちゃん「大野君枝」さんの真心をこめた手

作り一夜干しです。鯛漁師でもある父ちゃんと息子が獲る瀬戸

内天然のチダイを使っており、鮮度の良さが自慢の贅沢な逸品

です。塩のみで味付けしています。鯛めしにもオススメです！

柳井市阿月の浜の母ちゃん「大野君枝」さんの真心をこめた手

作り一夜干しです。鯛漁師でもある父ちゃんと息子が獲る瀬戸

内天然のチダイを使っており、鮮度の良さが自慢の贅沢な逸品

です。塩のみで味付けしています。鯛めしにもオススメです！

周防柳井 
母ちゃんの一夜干しセット

5,250円（送料込み）

《お届け内容》　●チダイ一夜干し(約200ｇ×5枚)  

●柳井産ひじき(約40ｇ×2袋) 

賞味期限一番美味しい状態でお届けするため
獲れたての魚を使用します！
漁獲・天気等の条件で、お届けまで
約1週間程度かかります。

一番美味しい状態でお届けするため
獲れたての魚を使用します！
漁獲・天気等の条件で、お届けまで
約1週間程度かかります。 大野水産：大野君枝さん大野水産：大野君枝さん

最終締切り日12/18（水）

JA山口大島は、山口県内生産量の80％を占める柑橘産地。
「山口大島みかん」のブランドで温州みかんを販売しております。

《お届け内容》 大島みかん（約10kg）5,250円　（送料込み）

山口大島みかん/周防大島町

》》》 12月中旬の出荷になります。  
※安心・安全の為、 農家が残留農薬をチェックしています。

※サイズにより内容量が変わります。

※数量限定

※数量限定

農薬と化学肥料は一切使わず、有機

肥料100％での栽培。

美味しくて安全、安心な芋をお届けす

るために手間のかかる「キュアリング処

理」を施して、貯蔵庫

にて適温適湿で厳

重に管理した芋をき

れいに洗った状態で

出荷いたします。

《お届け内容》 東和きんとき芋（約５kg）

3,675円　（送料込み）

東和きんとき/周防大島産

やまぐち美東ごぼううどんセット 

《お届け内容》 

●美東ごぼううどん（３食入）×６袋（計18食） 

３,２００円（送料込み） 

やまぐち 
野菜のお餅セット 

《お届け内容》　●トマトもち/300ｇ　●ゴボウもち/300ｇ　 

●カボチャもち/300ｇ　●杵つねばり餅(白)/500ｇ  

●杵つきねばり餅(玄米)/500ｇ 

３,57０円（送料込み） 

(有)山和製麺
/山口市

(有)山和製麺/山口市

水曜 
締切り

金曜 
出荷日

常温30日賞味期限賞味期限

水曜 
締切り

金曜 
出荷日

冷凍360日賞味期限賞味期限

（１食２００ｇ）  

※工場直送

最終締切り日12/２５（水）

自然農法のぞむ農園：濵中望

《お届け内容》 こしひかり (柳井市伊陸産 )約５kg

3,150円　（送料込み） 

頑固おやじのこだわり米/柳井市伊陸

農事組合法人ウエスト・いかち 

お届け
内容

お届け
内容

お届け
内容

お届け
内容

お届け
内容

安心・安全のエコやまぐち農産物認証制度

の認定を受ける。(減化学肥料・減農薬栽

培)

エコファーマー認定。

伊陸米生産者の皆さん伊陸米生産者の皆さん

お届け
内容

水曜 
締切り

NEW NEW 

濵中さん濵中さん


