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山中酒造



　（有）鳥末食品は、創業 80年余りの鶏肉加工の専門店です。商
品は、全てがオリジナル商品で、新鮮な地元の食材を厳選し丹精
込めて作り上げた美味しい鶏料理です。
　安全で安心な、自慢の逸品をお土産やご家庭でご利用下さい。

鳥末食品

538円（税別）

584円（税別） 1,000円（税別）

筑波巻 レバーのワイン煮

牛蒡と人参を独自の製法で巻き上げ、秘
伝のタレで仕上げました。

Ａ－1
●商品内容：１本入り

1,065円（税別）

3,936円（税別） 547円（税別）

Ａ－2
●商品内容：２本入り

肉ちりめん

つくば鶏を使用したお肉のふりかけです。ご飯のすすむ一品です。

Ａ－6
●商品内容：50g入り

吟味集 つくば綾セット

鳥末、人気商品の詰め合わせです。
お土産、ご贈答品としてご利用下さい。

Ａ－5
●商品内容：筑波巻き、牛蒡将軍、レバーのワイン煮、スモーク
ドチキン、香草チキンのセット

国産の鶏レバーをオリジナルのワインダ
レで煮込みました。

Ａ－3
●商品内容：300g入り　1袋

牛蒡将軍

茨城県産の極太牛蒡を繰り抜き中に鶏肉、
インゲン、人参を入れました。

Ａ－4
●商品内容：３本入り

食品加工

常総市豊岡町乙1966-1  TEL. 0297ー24ー3021   FAX. 0297ー24ー1506

要冷蔵

要冷蔵

要冷蔵 常温６ヵ月

要冷蔵 要冷蔵



　創業してから半世紀以上。地元の方のみならず遠方の方々にも
愛され続け、おかげ様で石下の名物と呼ばれるようになりました。
新鮮な国産若鶏を特製のタレにつけて焼きあげております。やわ
らかく、ジューシーな食感は懐かしい「石下の味」として根強い
人気をいただいております。
　ご自宅用、贈答品としてもご活用できます。売り切れ次第終了
なので電話でのご予約をおすすめします。

クロサワ

若鶏の手羽焼

さっぱりとしたむね肉。
Ｂ－1

250～300円（税別）
●商品内容：丸焼を４つにカットしたもの

若鶏の丸焼

常総市本石下3050　TEL. 0297ー42ー3362　 FAX. 0297ー42ー2315

（グラム数により値段が変わります）

ウイング

若鶏のもも焼

ジューシーなももの部分。
Ｂ－2

300～350円（税別）
●商品内容：丸焼を４つにカットしたもの
（グラム数により値段が変わります）

若鶏の丸焼

ジューシーに焼き上げた丸焼は当店イチ
オシの商品です。１羽３人～４人分♪。

Ｂ－3

900～1,000円（税別）
●商品内容：丸焼１羽
（グラム数により値段が変わります）

70円（税別）
小さなお子様から大人まで大人気、おやつ替わりや、お酒のお
つまみにぴったりです。

Ｂ－4
●商品内容：１本

手羽先

70円（税別）
小さなお子様から大人まで大人気、おやつ替わりや、お酒のお
つまみにぴったりです。

Ｂ－5
●商品内容：１本

全品、店頭販売と宅配のみとなります



節まんじゅう 栗どら焼き

 「沖縄　波照間島産黒糖」をしっかりと
生地になじませ蒸しあげた黒糖饅頭です。
上質なこしあんとの相性は抜群です。郷
土の詩人「長塚　節」代表作「土」を表
現した饅頭です。

Ｃ－1 1,080円（税別）
●商品内容：12個入り
Ｃ－2 1,350円（税別）
●商品内容：15個入り

二時間かけて練り上げる羊羹は、上質の
こしあんが出すうま味を引き出します。
ふっくら新栗が二つ入ります。

Ｃ－8 1,120円（税別）
●商品内容：４個入り
Ｃ－9 1,960円（税別）
●商品内容：７個入り

職人の頑固で引かない仕事っぷり、ねじ
り鉢巻きで取り組む仕込み姿を菓子で表
現。北海道音更町産小豆に特化し飽きる
ことない甘みを出してます。当店人気商
品です。

Ｃ－10 650円（税別）
●商品内容：５個入り
Ｃ－11 1,300円（税別）
●商品内容：10個入り

極めて本物志向のこのわらび餅は、福岡
県特産のわらび粉と和三盆糖、きび糖を
使用しております。本わらび粉のこしの
強さとたっぷりのきな粉のハーモニーが
絶妙です。

Ｃ－6 1,000円（税別）
●商品内容：400g二人前
Ｃ－7 1,900円（税別）
●商品内容：800g四人前

上質の小豆餡を、手焼きでふわっと仕上
げる皮で包み、焼き上げているので、口
どけの良い食感が楽しめます。

Ｃ－4 2,620円（税別）
●商品内容：15個入り

Ｃ－3 1,750円（税別）
●商品内容：10個入り

Ｃ－5 3,420円（税別）
●商品内容：20個入り

創業以来つくり続けていますこしあんを
絡めた、コシヒカリ米だんごです。自家
製粉した米粉と米そのものを蒸しあげて
搗き上げた両方の技法で仕上げています。
当店の看板商品です。

Ｃ－13 800円（税別）
Ｃ－12 600円（税別）

Ｃ－14 1,150円（税別）

常総市本石下3054ー5  TEL. 0297ー42ー2646   FAX. 0297ー42ー1777

　昭和３年創業のゆたかや本店は、当時の飲食店からはじ
まりました。桜並木の街道沿いに店を構え、桜が咲く時期
のメニューのひとつに「だんご」がありました。評判を呼
び、三代にわたり看板商品として皆様に愛されております。
平成元年より、地域地元の顔になれる和菓子づくりに力を
入れ、伝統を守りながらも固執せず、価値のある感動を与
える菓子作りを目指し奮闘しております。

ゆたかや製菓
ゆたかやだんご

たかし

栗羊羹　福栗 ねじれもなか いしげだんご
ふっくり

だんごやさんのわらび餅



草だんご

おだんご おだんご

おだんご おだんご

おだんご

お茶うけ、お土産などに最適です。
箱サイズ　21cm×12cm×3cm

お茶うけ、お土産などに最適です。
箱サイズ　23cm×14cm×3cm

お茶うけ、お土産などに最適です。
箱サイズ　25.5cm×19.5cm×4.5cm

お茶うけ、お土産などに最適です。
箱サイズ　25.5cm×19.5cm×4.5cm

お茶うけ、お土産などに最適です。
箱サイズ　27cm×17cm×3cm

Ｄ－1 500円（税別）
●商品内容：500g入り

Ｄ－2 800円（税別）
●商品内容：800g入り

Ｄ－4 1,500円（税別）
●商品内容：1500g入り

Ｄ－5 2,000円（税別）
●商品内容：2000g入り

Ｄ－3 1,000円（税別）
●商品内容：1000g入り

期間限定。２月～５月連休まで。

Ｄ－6 500円（税別）
●商品内容：400g入り

常総市本石下3054  TEL. 0297ー42ー2232  FAX. 0297ー42ー2120

　昭和３年の創業以来、あんこのおだんごのみで商売を行ってま
いりました。お客様の笑顔を見たいという一心で、愛情・情熱を
込めたおだんごを提供し続けて行きたいと思っております。
　甘さを抑えた素朴な味のこしあんと、やわらかなおだんごが特
徴です。おだんごには地元産のこしひかりを使用し、毎日当店で
製造し、ひとつひとつ真心をこめて丸め、つくりたてを販売して
います。やわらかさの中にもこしのある、本物のおだんごの味を
お楽しみ下さい。

だんご 春子屋
石下名物



　清酒一人娘八代目でご
ざいます。代々鬼怒川水
系伏流水仕込みの、特徴
のある酒造りを目指して
おります。芳醇でなめら
かな風味をお楽しみいた
だければ幸いです。

吟醸さやか

冷酒がお勧めの淡麗吟醸酒。濃厚なお料
理のお口直しにもどうぞ。

Ｅ－3 1,481円（税別）
●商品内容：720ml 入り　1本

純米吟醸

ほのかな吟醸香と落ち着いた味わいが特
徴の純米吟醸酒。冷やしてからワイング
ラスでいただくのがオススメ。

Ｅ－2 2,658円（税別）
●商品内容：720ml 入り　1本

純米大吟醸袋取り雫酒

当蔵の最高級限定商品。兵庫県産山田錦
を使用した味わい深い逸品です。

Ｅ－1 3,825円（税別）
●商品内容：720ml 入り　1本

本醸造生貯蔵原酒 黒

搾りたての原酒の風味をアルミ缶に詰め
ました。濃厚でありながらも切れの良い
後味です。

Ｅ－6 1,671円（税別）
●商品内容：200ml 入り　5本

純米酒 扇

定番の純米酒。地元県産米を 100％使
用した昔ながらのお酒。晩酌にお勧めで
す。

Ｅ－5 971円（税別）
●商品内容：720ml 入り　1本

純米超辛口

軟水仕込みの柔らかな口当たりの辛口純
米酒。ぬる燗でいただきますと、ほのか
な甘さが引き立ちます。
Ｅ－4 1,089円（税別）
●商品内容：720ml 入り　1本

清酒 一人娘

常総市新石下187　TEL. 0297ー42ー2004　 FAX. 0297ー42ー6977

　一人娘は文化二年（1805 年）よりつづく淡麗辛口の銘酒。酒造
りに重要なお米は、厳選した全国の酒造好適米や地元茨城県産米
を使用し、職人の技と心そして一人娘を育てるように大事に仕込
まれております。

山中酒造店



飲む酢2本セット

爽やかなフルーツビネガーです。希釈し
て飲んだり、ドレッシングとしてもお使
いいただけます。

Ｆ－3 2,000円（税別）
●商品内容：ブルーベリー醸造酢200ml
1本、福来みかん醸造酢200ml  1 本

赤い梅酒 つゆあかね

新品種の茨城県産赤い梅「露茜」をホワイトリカーに漬け込み
ました。鮮やかな赤色と芳醇な風味が楽しめます。

Ｆ－2 1,600円（税別）
●商品内容：500ml　1本

清酒 紬美人（純米吟醸）

茨城県産山田錦を筑波山系の湧水で仕込んだ純米吟醸。柔らか
な吟醸香となめらかな口当たりをご堪能いただけます。

Ｆ－1 1,650円（税別）
●商品内容：720ml 化粧箱入り　1本

ジャム 3セット

Ｆ－4 1,800円（税別）
●商品内容：いちごジャム170g 、ブルー
ベリージャム170g、梅ジャム170g  各
１個入り

杵つきどんと15袋セット

杵つきどんとは国産米を使った無添加づ
くりの揚げおかきです。５種類の味が楽
しめます。

茨城県産果実をペクチンなどの添加物を
使わずに、銅釡で丁寧にコトコト煮詰め
た手づくりジャムの詰め合わせです。

Ｆ－5 1,200円（税別）
●商品内容：醤油味30g×3袋、塩味30g
×3袋、コショウ味30g×3袋、唐辛子味
30g×3袋、辛子明太子味30g×3袋

清酒 紬美人

常総市本石下2052　TEL. 0297ー42ー2056　 FAX. 0297ー42ー8998

　野村醸造は明治30年創業。清酒と食品の製造を行っています。
国内産原料、主に地元茨城県産を使い、無添加、手造りを基本と
して、安心安全で、身体にも優しい美味づくりを目指しています。

野村醸造

つむぎびじん



　筑波山を望む大地にある茶畑、日照時間の長い茨城、そして寒
さの厳しさも加わり肉厚の茶葉が育ちます。その茶葉を製造する
と、味の濃いお茶が出来上がり栄養分もたっぷりすったお茶。だ
から、深みのあるおいしいお茶なのです。

長治園の深蒸し茶

悠　久

農薬・化学肥料を一切使わずに栽培製造
した茶葉。

Ｇ－3 3,600円（税別）
●商品内容：100g×３本

和の紅茶

甘みのある紅茶です。

Ｇ－4 1,800円（税別）
●商品内容：2.5g×10個 ×３本

深むし茶セット

上品な甘さと苦味の少ない茶葉。

Ｇ－5 3,200円（税別）
●商品内容：100g×２本入り

里　山

深い味わい。

Ｇ－2 3,000円（税別）
●商品内容：100g×３本

旬　香

上品な旨みとコク。

Ｇ－1 2,400円（税別）
●商品内容：100g×３本

常総市馬場487　TEL. 0297ー43ー7638　 FAX. 0297ー43ー7638

大正10年創業



　私ども坂入製茶園では安全安心な品質、顔が見えるお茶作りを
モットーに美味しいお茶を皆様にお届けすべく『自園・自製』を
貫き一番大事な『土作り』に手間と時間をかけて良質な茶園、茶
葉を育てています。元気に育った茶葉を自社工場で昔ながらの職
人の勘と自動生産ラインの融合により『香り・味・形状』の三拍
子そろったお茶を作るよう日々精進しております。
　また『お茶農家』ならではの目でお茶を吟味してお客様のもと
にお届けしております。

坂入製茶工場

さしま茶

味・香り・色が最高で当店自慢の人気商
品です。

Ｈ－3 800円（税別）
●商品内容：100g入り　1袋

さしま茶バラエティーセット

自社人気の４点セット　お買い得価格になっております。

Ｈ－4 2,000円（税別）
●商品内容：さしま茶100g、抹茶入り玄米茶200g、棒ほう
じ茶100g、粉末緑茶50g

ハリオフィルターインボトル
さしま紅茶セット

ハリオフィルターインボトルにさしま紅茶とドライフルーツを
混ぜて頂くとオシャレでフルーティーな紅茶が味わえます。

Ｈ－5 2,500円（税別）
●商品内容：ハリオフィルターインボトル720ml  1本、さしま紅茶
ティーパック15個入  1 袋、茨城県産ミックスドライフルーツ20g

さしま茶

濃い緑の色とまろやかな味わいの深蒸し煎茶
です。普段用のお茶とし２煎目もよくでて手
軽に味わっていただけるよう仕上げました。

Ｈ－2 600円（税別）
●商品内容：100g入り　1袋

さしま紅茶

茨城県産さしま紅茶　渋みの少ないまろ
やかな味わいです。
Ｈ－1 500円（税別）
●商品内容：2g×15個入り　1袋

四郎兵衛どんの里摘み茶

常総市篠山639　TEL. 0297ー42ー2397　 FAX. 0297ー42ー2397



ところ天６個セット ところ天12個セット

1,660円（税別）
●商品内容：12個入り

国内産の天草を独自の配合でブレンドしています。磯の香りと少し強めの酸味が特徴です。

880円（税別）
●商品内容：６個入り

ところ天、刺身こんにゃく
ハートこんにゃくセット

こんにゃく、白滝、
突きこんにゃくセット

本造りこんにゃく、玉こ
んにゃく、小結び白滝、
田楽、田舎こんにゃく、
白滝セット

冬向けの商品を組み合わせました。おで
んや煮物や鍋などに大活躍のセットです。

2,580円（税別）
●商品内容：本造りこんにゃく２個、玉こ
んにゃく２袋、小結び白滝２個、田楽２個、
田舎こんにゃく２個、白滝２袋

定番商品の組み合わせです。使い勝手の
良い量なので重宝します。

1,300円（税別）
●商品内容：こんにゃく６個、白滝２袋、
突きこんにゃく２袋

夏向けの商品を組み合わせました。ハート
こんにゃくが入った可愛らしいセットです。

1,300円（税別）
●商品内容：ところ天３個、刺身こんにゃ
く３個、ハートこんにゃく１個
セット商品については化粧箱にお入れして、包装や熨斗のご要望も承ります。またセット内容につきまし
ては、お客様のご予算などに合わせて自由に組み合わせることができますので、お気軽にご相談ください。

　私たちは、明治時代に創業し六代続くこんにゃく屋です。
厳選した国内産の原料を使用し、代々引き継いだ技法で丁
寧に手造りで仕上げています。刺身こんにゃくやところ天、
田楽や小結び白滝などの季節を感じられる品物も好評をい
ただいております。
　造った製品は機械造りではできない食感が楽しめます。
また個人様はもちろん、業務用から贈答用まで、様々なご
要望に対応させていただいております。これからも食卓の
名脇役としてご愛顧頂けるよう、安全安心をお約束いたし
ます。

口本食品
こんにゃく・しらたき・ところてん

常総市新井木町284ー5  TEL. 0297ー22ー0854   FAX. 0297ー22ー0854

　－1 　－2

　－4
Ｉ－5

　－3



三筍最中 優風味を生かした餡と中に挟まれた柔らか
な餅がどこかなつかしい…
手造りならではのおいしさです。

Ｊ－1 890円（税別）
●商品内容：６個入り

Ｊ－2 1,120円（税別）
●商品内容：８個入り

Ｊ－3 1,580円（税別）
●商品内容：12個入り

Ｊ－4 2,500円（税別）
●商品内容：20個入り

Ｊ－5 3,650円（税別）
●商品内容：30個入り

舞 真 庵の友（お茶箱入）

素敵な宝箱のような杉木箱にお煎餅を詰め
ました。大切な方への贈り物にいかが…。

Ｊ－9 8,700円（税別）
●商品内容：こしひかり８枚、あげわさび
のり８枚、のりかぶき１袋、季節商品５袋

ソフトなお煎餅３種類の詰合せ。
Ｊ－6 1,500円（税別）
●商品内容：京風味９袋、青のり味８袋、
さらだ味９袋

ソフトと堅焼きのお煎餅５種類の詰合せ。 色々なお煎餅の詰合せ。
Ｊ－7 2,000円（税別）
●商品内容：本節煎餅８枚、昆布煎餅８枚
むらさき煎餅６枚、京風味６袋、さらだ味
６袋

　茶室を配した和風の店内でくつろぎのひとときをどうぞ、「一
期一会」の思いを大切に一杯のお茶と一枚のお煎餅でおもてなし
いたします。
　風味豊かなお煎餅はもちろん、「水海道で知らない者はいない」
とされるほど長く地元で愛されている片倉製菓の三筍最中を受け
継ぎ、伝統の味を再現。

Ｊ－8 3,200円（税別）
●商品内容：京風味６袋、青のり６袋、さ
らだ味６袋、こしひかり２枚、あげわさび
のり２袋、のりかぶき１袋、季節商品２袋

お煎餅

常総市水海道山田町4761  TEL. 0297ー23ー5107   FAX. 0297ー23ー5108
ホームページ  http://www.iorian.co.jpいおり庵



常総市原宿86ー1　TEL. 0297ー42ー2383　 FAX. 0297ー42ー2083

　おいしい味噌はいい糀から生まれるという信念で、昔ながらの
加熱しないで自然醗酵した糀造り、味噌造りをしています。地元
の米を使った米糀で造る米味噌、茨城では珍しい麦味噌もありま

す。
　代々の製法を守りながらも、毎日食
するものだからこそ、無添加で塩分控
えめのマイルドな味に仕上げていま
す。また、原料となる米、大豆、塩す
べて国産を使用していますので安心し
てお召し上がり頂けます。

石塚糀店

特上白みそ

２kg樽詰め

麦みそ 粒みそ

３個詰め合わせ
（特上白みそ・麦みそ・粒みそ）

２個詰め合わせ
（特上白みそ・麦みそ）

糀を多く使っているので甘みのある米味
噌です。漉してあるのでどなたでも美味
しくお召し上がりいただけます。

Ｋ－1 634円（税別）
●商品内容：1kg入り

米と大豆が粒のまま残った味噌です。当
店の粒味噌は粒が大きめで昔の田舎味噌
っぽいと評判です。味噌汁にするとサラ
ッとした感じの飲み口です。

Ｋ－3 578円（税別）
●商品内容：1kg入り

大麦で糀を作った味噌です。米味噌と比
べるとさっぱりした味ですが味噌汁は勿
論、けんちん汁やもつ煮込み等の煮込み
料理にもおすすめです。また、米味噌と
合わせて食べるとより一層美味しくいた
だけます。

Ｋ－2 578円（税別）
●商品内容：1kg入り

特上白みそ、麦みそ、粒みその３個詰め
合わせ。

Ｋ－8 2,286円（税別）
●商品内容：特上白みそ1kg入り、麦み
そ1kg入り、粒みそ1kg入り

特上白みそ、麦みその２個詰め合わせ。

特上白みそ

麦みそ

粒みそ Ｋ－7 1,412円（税別）

Ｋ－4 1,352円（税別）

Ｋ－5 1,244円（税別）

Ｋ－6 1,244円（税別） ●商品内容：特上白みそ1kg入り、麦み
そ1kg入り

手造りみそ



茨城県常総市のおみやげ申込書

下記の太枠にご記入いただき、ご注文商品各店へ FAXお願いします。
●ご注文に関する個人情報は厳重に保護管理し、商品お届けにのみ使用させていただきます。

ご
依
頼
人
様

ご住所

お電話 （　　　　）　　　　－　　　　

お名前

フリガナ

〒　　　－
都道
府県

区
市都

商品番号 商　　品　　名 数量 金　額 合計金額

お届け場所（ご宿泊先）へ   ・   ご依頼人様住所へ宅配

　　　月　　　日　　　時までにお届け下さい。

年　　　月　　　日

どちらかお選び下さい

〇申込時のお届け場所（ご宿泊先）へ配達いたします。
〇お届け場所（ご宿泊先）以外への配送の場合は、ご記入頂きま
　したご依頼人様住所へ宅配いたします。　
　なお、別途送料がかかります。（各店へお問合せ下さい）

〇お届け場所（ご宿泊先）への配達は、夕方までの発注で翌日午
　前中のお届け（各店へご確認下さい。出来ない場合もあります）
〇お届け場所（ご宿泊先）への配達は、午前 10：00までの発注
　で午後 17：00時頃までのお届け（各店へご確認下さい。出来
　ない場合もあります）
○ご依頼人様ご住所への宅配の場合、申込日から約２～３日後の
　配達になります。（各店へご確認下さい）

〇各店へお問合せ下さい。

〇商品の破損・汚損の場合を除き、返品・交換には応じかねます。
　お申込み後のキャンセルは、原則お受けしておりません。

〇申込時のお届け場所（ご宿泊先）に現金でお支払いください。
　（ご依頼人様住所へお届けの場合、振込用紙を同封する事も出
　来ます）

お 届 け 先

お 届 け 日

宅 急 便 で 配 送 の 送 料

商 品 の 返 品 ・ キ ャ ン セ ル

お 支 払 方 法

カタログご利用上の注意

常総名産会

お届け場所（ご宿泊先）

0297－24－3021
0297－42－2609
0297－42－2646
0297－42－2232
0297－42－2004
0297－42－2056
0297－43－7638
0297－42－2397
0297－22－0854
0297－23－5107
0297－42－2383

0297－24－1506
0297－42－2315
0297－42－1777
0297－42－2120
0297－42－6977
0297－42－8998
0297－43－7638
0297－42－2397
0297－22－0854
0297－23－5108
0297－42－2083

日曜日
火曜日
月曜日
水曜日
土・日・祝日
日曜日
なし
なし
土・日・祝日
日・祝日
なし

店頭販売・宅配のみ

FAXにてご注文頂きましたら、必ずリファックスいたします。

店　名 電話番号 FAX番号 定休日 その他
鳥 末 食 品
ク ロ サ ワ
ゆ た か や 製 菓
だ ん ご　春 子 屋
山 中 酒 造
野 村 酒 造
長 治 園
坂 入 製 茶 工 場
口 本 食 品
い お り 庵
石 塚 糀 店

消費税

合計金額

お申込から商品のお届けまでの流れ

お申込書記入例

商品を

選ぶ
申込書

記入
宿泊先で

申込（FAX）
商品代金の

お支払い
商品が

届く❶ ❷ ❸ ❺❹
お好きな商
品をお選び
ください。

専用お申込
書にご記入
ください。

宿泊先でお
申込みくだ
さい。

宿泊先に現
金でお支払
いください。

宿泊先または
ご依頼人様住
所にお届けし
ます。

※ご贈答用でご利用の場合は、ご希望により「のし」をお付けいたします。
　「のし」をご希望の場合は、申込書に希望の用途（無地のし、御中元、内祝、志、等）をご記入ください。
　ご記入後、お届け先・申込商品名・商品番号・数量・金額・消費税・合計金額に誤りがないか再度ご確認ください。

お申込人様の郵便番号（７けた）、
ご住所、お名前、電話番号をご
記入ください。

ご希望の商品番号、商品名、数
量、金額、消費税、合計金額を
ご記入ください。
（商品名が長いものは省略可）

ご宿泊先に配達か宅急便でご依
頼人様住所へ配送するか必ずど
ちらかに○を付けてください。

ご宿泊先名をご記入ください。

303 0000

茨城 常総 0297 22 1234

○○○○○○1234 常	
�   総　	
�   太	
�   郎

じょうそう　　	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   たろう

A - 4 牛蒡将軍 1 1,000 1,000

C - 7 だんごやさんのわらび餅 2 1,900 3,800

H - 5 ハリオフィルターインボトル

水海道第一ホテル

1 2,500 2,500

7,884

584



0297－24－3021

0297－42－2609

0297－42－2646

0297－42－2232

0297－42－2004

0297－42－2056

0297－43－7638

0297－42－2397

0297－22－0854

0297－23－5107

0297－42－2383

0297－24－1506

0297－42－2315

0297－42－1777

0297－42－2120

0297－42－6977

0297－42－8998

0297－43－7638

0297－42－2397

0297－22－0854

0297－23－5108

0297－42－2083

日曜日

火曜日

月曜日

水曜日

土・日・祝日

日曜日

なし

なし

土・日・祝日

日・祝日

なし

店頭販売・宅配のみ

店　名 電話番号 FAX番号 定休日 その他

鳥 末 食 品

ク ロ サ ワ

ゆ た か や 製 菓

だ ん ご　春 子 屋

山 中 酒 造

野 村 酒 造

長 治 園

坂 入 製 茶 工 場

口 本 食 品

い お り 庵

石 塚 糀 店

〇申込時のお届け場所（ご宿泊先）へ配達いたします。
〇お届け場所（ご宿泊先）以外への配送の場合は、ご
　記入頂きましたご依頼人様住所へ宅配いたします。
　なお、別途送料がかかります。（各店へお問合せ下
　さい）

〇お届け場所（ご宿泊先）への配達は、夕方までの発
　注で翌日午前中のお届け（各店へご確認下さい。出
　来ない場合もあります）
〇お届け場所（ご宿泊先）への配達は、午前 10：00
　までの発注で午後17：00時頃までのお届け（各店
　へご確認下さい。出来ない場合もあります）
○ご依頼人様ご住所への宅配の場合、申込日から約
　２～３日後の配達になります。（各店へご確認下さ
　い）

〇各店へお問合せ下さい。

〇商品の破損・汚損の場合を除き、返品・交換には
　応じかねます。お申込み後のキャンセルは、原則
　お受けしておりません。

〇申込時のお届け場所（ご宿泊先）に現金でお支払
　いください。（ご依頼人様住所へお届けの場合、振
　込用紙を同封する事も出来ます）

お 届 け 先

お 届 け 日

宅 急 便 で 配 送 の 送 料

商 品 の 返 品 ・ キ ャ ン セ ル

お 支 払 方 法

カタログご利用上の注意

平成28年度  茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金事業助成金


