＇様式Ｂ（
交換商品リスト
サービス名 うつくしま良品本舗
事 業 者 名 ［００２］ 株式会社スペースワン
問 合 せ 先 ０１２０－８８０－４４２
商品
コード

商

品

名

001

福島県産ＳＰＦ三元豚しゃぶしゃぶ用Ａセッ
ト

002

福島県産ＳＰＦ三元豚しゃぶしゃぶ用Ｂセッ
ト

003 福島県産ＳＰＦ三元豚使用とんかつＡセット

004 福島県産ＳＰＦ三元豚使用とんかつＢセット

005 うまかんべ！しゃぶしゃぶＡセット

006 うまかんべ！しゃぶしゃぶＢセット

007 国産黒毛和牛モモ肉すき焼き用Ａセット

008 国産黒毛和牛モモ肉すき焼き用Ｂセット

009 会津銘産馬肉刺身Ａセット

010 会津銘産馬肉刺身Ｂセット

011 会津地鶏焼き鳥セットＡセット

012 会津地鶏焼き鳥セットＢセット

013 会津地鶏おつまみ炙り焼き４個

ポイント数

備

【 所在地 】 郡山市

考

◆商品内容：350g×2パック
4,500 ◆賞味期限：加工日より90日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：350g×4パック
8,000 ◆賞味期限：加工日より90日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：ロース約160g×5枚／ヒレ約50g×8
4,000 枚
◆賞味期限：製造日より180日
◆商品内容：ロース約160g×10枚／ヒレ約50g×
16枚
7,000
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：国産黒毛和牛＇福島県産等（モモ肉
または外モモ肉260g／豚バラ＇国産（200g／牛タン
5,500 ＇豪州産or米国産（100g
◆賞味期限：加工日より30日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：国産黒毛和牛＇福島県産等（モモ肉
または外モモ肉260g×4／豚バラ＇国産（200g×4
20,000 ／牛タン＇豪州or米国産（100g×4
◆賞味期限：加工日より30日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：国産黒毛和牛モモ肉または外モモ肉
350g
5,500
◆賞味期限：加工日より30日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：国産黒毛和牛モモ肉または外モモ肉
350g×4
20,000
◆賞味期限：加工日より30日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：馬肉＇モモ（130g×2本／からしみそ
7g×4袋
4,500
◆賞味期限：加工日より7日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：馬肉＇モモ（130g×4本／からしみそ
7g×8袋
8,000
◆賞味期限：加工日より7日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：もも串／むね串／砂肝串／せせり串
各9本／手羽いかだ串4本＇計40本（／やきとりの
10,000 たれ100g／会津山塩10g
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：もも串／砂肝串／せせり串 各9本／
むね串12本／手羽いかだ串8本＇計47本（／やきと
12,500 りのたれ100g／会津山塩10g
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：会津地鶏炙り焼き＇砂肝（100g×4個
3,500 ◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：冷凍便
1

商品
コード

商

品

名

014 会津地鶏おつまみ炙り焼き８個
015 福島県産 和牛サーロインステーキ用

016

福島県産和牛リブロース贅沢焼肉用Ａセッ
ト

017

福島県産和牛リブロース贅沢焼肉用Ｂセッ
ト

018

福島県産和牛リブロース贅沢焼肉用Ｃセッ
ト

019 極熟 香味和紙包み 熟セット

020 ヘルシー會々セット＇袋（

021 庄助酒彩吟醸漬 美容＆健康美々セット

ポイント数

備

考

◆商品内容：会津地鶏炙り焼き＇砂肝（100g×8個
6,000 ◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：200g×3枚
13,000 ◆賞味期限：加工日より5日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：リブロ－ス厚切り400g／ヒマラヤ岩塩
100g
6,500
◆賞味期限：加工日より5日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：リブロ－ス厚切り800g／ヒマラヤ岩塩
100g
11,500
◆賞味期限：加工日より5日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：リブロ－ス厚切り1600g／ヒマラヤ岩
塩100g
21,500
◆賞味期限：加工日より5日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：合せ味噌／合せ味噌と林檎／麹味
噌と酒粕と林檎味噌80g×各2枚＇計6枚（
4,500
◆賞味期限：出荷日より21日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：會・ハーブ鶏＇もも（／會・美豚＇ロー
ス（100g×各2枚＇計4枚（
3,500
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：會・美豚＇ロース100g×2枚（／會津さ
くら＇ロース100g×1枚（／ 會津さくら＇モモ100g×1
11,000 枚（ ×各2セット
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：冷凍便

022 欠番

023 職人仕込みベーコン＆ウインナーＡセット

4,500

024 職人仕込みベーコン＆ウインナーＢセット

7,500

025 職人仕込みベーコン＆ウインナーＣセット

12,000

026 うに貝焼き＇６個入（
027 うに貝焼き＇２４個入（

028

銘酒「奥の松」大吟醸酒粕仕込 大吟醸粕
漬・西京漬

6,000
20,000

5,000

2

◆商品内容：ポークソーセージ350g／辛口ウイン
ナー100g／チーズウインナー100g／荒びきウイン
ナー100g
◆賞味期限：出荷日より20日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：ショルダーハム250g／ポークソー
セージ350g／原木ロースハム360g／ポークパスト
ラミ250g
◆賞味期限：出荷日より25日
◆商品内容：ホワイトロースハム360g／ポークパス
トラミ250g／ポークソーセージ350g／布巻ロースハ
ム500g／ベーコン350g
◆賞味期限：出荷日より25日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：6個
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：6個×4箱＇計24個（
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：大吟醸粕漬＇金目鯛、銀たら、紅さ
け（／西京漬＇メロ、さわら、金目鯛（100g×各1切
＇計6切（
◆賞味期限：製造日より30日

商品
コード

商

品

名

029 金目鯛の漁師煮詰合せ

ポイント数

6,500

030 大漁漬と大吟醸粕漬セット

13,000

031 プレミアムサーモン紅葉漬

4,500

032 プレミアム紅葉漬・民謡漬と魚卵の詰合せ

13,000

阿武隈川メイプルサーモンこだわり漬け魚
セット

6,000

033

034 メイプルサーモン 中腹骨水煮缶

4,000

035 貴千のかまぼこ詰合せ

3,500

036 貴千のかまぼこ詰合せ 味じまん

5,500

037 カジキメンチ詰合せ

4,500

038

貝ミネラル栽培社米コシヒカリと季節の野
菜果物セット

5,500

039 吉匠 特別栽培米コシヒカリ ５ｋｇ

4,500

040 会津継承米 氏郷 ５ｋｇ

5,500

041 いなわしろ 天のつぶ １０ｋｇ

6,500

042 生産履歴付き 会津産コシヒカリ １０ｋｇ

5,500

3

備

考

◆商品内容：金目鯛姿煮×1尾／なめたかれい／
天然ぶり／さば／さば味噌煮 100g×各1切＇※季
節により商品内容が異なる場合があります（
◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：大漁漬＇海老／アワビ／帄立貝／
ホッキ貝／うに貝焼き／筋子／たらこ（／大吟醸粕
漬＇金目鯛／さわら／紅鮭／銀たら（
◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：220g×3個
◆賞味期限：出荷日より60日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：銀さけ紅葉漬150g×2／銀さけ民謡
漬3切×2／いくら正油漬250g／辛子明太子250g
◆賞味期限：出荷日より60日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：西京漬／粕漬／塩麹漬各2切＇計6
切（
◆賞味期限：出荷日より30日
◆商品内容：180g×6缶
◆賞味期限：43174
◆配送方法：常温便
◆商品内容：さんまのぽーぽー焼風蒲鉾×1枚／
キンキ・めひかり・金目鯛焼かまぼこ×各1枚／魚
さし×2本／珍味蒲鉾贅沢チーズ・明太マヨ・ツナ
マヨ×各2個
◆賞味期限：出荷日より14日＇魚さしのみ9日（
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：さんまのぽーぽー焼風蒲鉾×2枚／
かに甲らかまぼこ×1個／キンキ焼かまぼこ×1枚
／めひかり焼かまぼこ×1枚／金目鯛焼かまぼこ
×1枚／笹のしずく×2枚／魚さし×3本／とうふの
蒲鉾絹×2個／珍味蒲鉾贅沢チーズ・明太マヨ・ツ
ナマヨ×各2個
◆賞味期限：出荷日より14日＇魚さしのみ9日（
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：ジャンボカジキメンチ180g×1個／カ
ジキメンチ＇中（80g×8個
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：白米5kg／季節の野菜・果物＇写真
例：ねばりいも、ゆず、かぼちゃ、人参、海老芋な
ど（
※季節の野菜・果物は時期により変わります。＇そ
の他の例：とうもろこし、きゅうり、ふきのとう、桃、り
んご、梨、小松菜など（
◆賞味期限：米：精米日より40日／野菜・果物：出
荷日より7日～
◆商品内容：白米5kg
◆賞味期限：精米日より30～60日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：白米5kg
◆賞味期限：精米日より60日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：白米5kg×2袋
◆賞味期限：精米日より90日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：白米5kg×2袋
◆賞味期限：精米日より60日～90日
◆配送方法：常温便

商品
コード

商

品

名

043 生産履歴付き 会津産コシヒカリ ２０ｋｇ

044 そうめんこんにゃく１０食セット

045 奥州二本松手延麺詰合

046 手縒めん詰合せ

047 桧枝岐きそば
048 喜楽屋神龍 四川風坦々麺

049 奥会津 只見生ラーメン１０食セット

050 奥会津 只見生ラーメン２０食セット

051

喜多方ラーメン８食自家製チャーシューメン
マ付

052 喜多方ラーメン１０食

053

産地直送本格派喜多方ラーメンセット５食
入

054

産地直送本格派喜多方ラーメンセット１０食
入

055

「牛乳屋食堂」元祖会津ラーメンと駅長が
そっと教える喜多方ラーメン

056 棒たら甘露煮
057 にしん山椒漬

ポイント数

備

考

◆商品内容：白米5kg×4袋
10,000 ◆賞味期限：精米日より60日～90日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：こんにゃく100g×10袋／マスタード付
きスープ×10袋
4,500
◆賞味期限：出荷日より90日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：そうめんまたはうーめん／そば／うど
ん 200g×各3束＇計9束（ ※夏場：そうめん／冬場：
3,500 うーめん
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：手縒めん＇細めん（180g×3把／手縒
めん＇太めん（180g×2把／手縒そば180g×2把／
4,500 めんつゆ30ml×7個
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：200g×20袋
4,500 ◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：麺120g×6袋／坦々麺スープ×6袋
3,500 ◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：麺160g×10袋／しょうゆスープ5袋／
みそスープ5袋 ※夏場は冷やし中華のスープが
3,000 入ります。
◆賞味期限：製造日より14日
◆配送方法：常温便＇夏は冷蔵便（
◆商品内容：麺160g×20袋／しょうゆスープ10袋
／みそスープ10袋 ※夏場は冷やし中華のスープ
5,500 が入ります。
◆賞味期限：製造日より14日
◆配送方法：常温便＇夏は冷蔵便（
◆商品内容：麺120g×8袋／醤油スープ×8袋／
厚切りチャーシュー25g×8袋／メンマ50g×2袋
4,000
◆賞味期限：製造日より45日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：麺120g×10袋／醤油スープ×6袋／
味噌スープ41g×4袋＇5食×2箱（
3,000
◆賞味期限：製造日より45日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：麺120g／とりがらスープ300g／醤油
スープ50g／大判チャーシュー40g 各5袋／味付け
4,500 メンマ80g
◆賞味期限：出荷日より30日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：麺120g／とりがらスープ300g／醤油
スープ50g／大判チャーシュー40g 各10袋／味付
8,000 けメンマ80g×2袋
◆賞味期限：出荷日より30日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：牛乳屋：麺／濃厚醤油スープ 駅長：
麺／しょうゆ・みそ・しおスープ各4食入り
3,000
◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：150g×4袋
4,500 ◆賞味期限：出荷日より60日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：500g
4,500 ◆賞味期限：出荷日より14日
◆配送方法：冷蔵便
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商品
コード

商

品

名

058 国産こだわり８品 詰合わせ

ポイント数

備

考

◆商品内容：きゅうりのとうちゃん漬／味からみ／
きゅうりの味噌漬／山華しいたけ／きゅうりのかあ
ちゃん漬／高菜漬／しば漬／【激辛】新とうちゃん
4,500
漬 各1袋
◆賞味期限：出荷日より120日
◆配送方法：常温便

059 欠番

060 長久保のギフト味

3,000

061 こまやキムチセット

3,500

062

いか人参「錦秋＇きんしゅう（」 ねぎからし
セット

3,500

063 会津のこづゆ レトルトセット

3,500

064 くんせい卵１０個×３箱

4,500

065 伝承 蔵とうふ味噌漬２個入

3,500

066 蔵醍醐 クリームチーズの味噌漬３個入

4,500

067 華カレー３個セット

3,500

068 会津酒粕仕込 鬼瓦カレー ６個

4,500

069

会津地鶏こだわりの味 ４種のカレー＆ハ
ヤシ６個セット

5,000

070

会津地鶏こだわりの味 ４種のカレー＆ハ
ヤシ１２個セット

9,000

071 特製手づくり餃子＇冷凍生（ ６０個

4,500

072

奥会津雪堀ロールキャベツ デミグラス・コ
ンソメ

5,500

073

大黒屋のくるみゆべし・黒ごまゆべし詰合
せ

3,500

074 郡山生チョコケーキ

2,500

5

◆商品内容：しそ巻き30本入／根菜漬トレー／
きゅうりの華トレー／末広漬／長ごぼう 各1袋
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：キャベツキムチ／白菜キムチ／大根
キムチ 200g×各1個／旨けりゃいいジャン120g×1
個
◆賞味期限：製造日より14日
◆商品内容：いか人参170g×3袋／ねぎからし
220g×2パック
◆賞味期限：製造日より10日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：2人前×3箱＇計6人前（
◆賞味期限：出荷日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：10個×3箱
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：116g×2個
◆賞味期限：製造日より60日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：75g×3個
◆賞味期限：製造日より60日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：甘口／中辛／辛口 200g×各1個
◆賞味期限：製造日より540日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：中辛200g×6個
◆賞味期限：製造日より540日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：カレー中辛×2個／カレー激辛／ハ
ヤシ／キーマカレー／トマトカレー 各1個＇計6個（
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：カレー中辛×4個／カレー激辛／ハ
ヤシ／キーマカレー／トマトカレー 各2個＇計12個（
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：20個＇440ｇ（×3袋
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：デミグラスソース／コンソメソース
500g×各1個
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：くるみゆべし12個／黒ごまゆべし12
個
◆賞味期限：製造日より10日
◆商品内容：12個入
◆賞味期限：製造日より14日
◆配送方法：常温便

商品
コード

商

品

名

ポイント数

075 かんのや銘菓詰合せ

3,000

076 いもくり佐太郎２４個入

5,000

077 カリントまんじゅう＇３０個入（

5,000

078 会津地鶏たまご かすていら２本

5,000

079 会津おくや 豆菓子セット ８袋

3,500

080 パティシェがつくった魔法のラスク

3,500

081 福島カマンベールチーズケーキ

3,500

082 ふわふわ詰め合せ１５個入

4,000

083 会津山塩のシュークリーム６個入

3,500

084 うつくしまゼリー

3,500

085 若桃ゼリー

2,500

086

完熟トマトゼリー＆すりおろしりんごゼリー
セット

3,500

087 深煎り珈琲ゼリー１１個セット

5,000

088 国産 白桃缶詰

4,500

089 セミドライフルーツセット

4,000

090 こまつ果樹園 りんごと柿のおやつ

4,000

091 ノアショコラ

5,500
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備

考

◆商品内容：家伝ゆべし8個＇2個×4袋（／くるみ
ゆべし／ごまゆべし／三春駒各4個
◆賞味期限：製造日より7日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：24個
◆賞味期限：製造日より16日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：30個入
◆賞味期限：製造日より20日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：10切×2本
◆賞味期限：出荷日より45日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：10種ミックスうまい豆／梅干し豆／落
花生味噌／山葵そら豆70g×各2袋
◆賞味期限：製造日より＜高原の露＞40日＜花嫁
甘納豆＞60日＜10種ミックスうまい豆＞180日＜
梅干し豆＞150日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：24枚
◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：10個
◆賞味期限：製造日より14日／解凍後冷蔵3日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：かぼちゃ／ほうれん草／りんごと紅
茶／チョコ／珈琲 各3個
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：70g×6個
◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：ピーチ5個／ラ・フランス4個各75g
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：12個
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：完熟トマト／すりおろしりんご 各100g
×3個
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：100g×11個
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：白桃＇2ツ割り（4号缶425g(固計量
250g)×6個
◆賞味期限：製造日より540日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：モモ50g／ラ・フランス80g／キウイ40g
／イチゴ20g＇内容に一部変更がある場合がありま
す
◆賞味期限：製造日より60日～180日
◆商品内容：乾燥りんご：輪切りスライス60g×1袋
／半月型60g×1袋／キューブ型30g×2袋／チップ
25g×2袋／乾燥柿＇ぶどう入（：50g×2袋
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：直径15㎝／高さ約5.5㎝
◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：冷凍便

商品
コード

商

品

名

092 めひかり塩チョコ＆紅玉林檎チョコセット

093 會津すい～つ 会津地鶏の卵アイス８個

ポイント数

備

考

◆商品内容：めひかり塩チョコ10個入／紅玉林檎
チョコ16個入 各1箱
4,500
◆賞味期限：製造日より30日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：94ml×8個
4,500 ◆賞味期限：なし
◆配送方法：冷凍便

094 欠番

095

はちみつミルクとくだものジェラート６個セッ
ト

096 ジェラートケーキ＇ガーデンハニー（

◆商品内容：はちみつミルク／福島県産フルーツ
各3個 ※福島県産フルーツジェラートは、いちご、
桃、ぶどう、りんご、あんぽ柿のいずれか1種が入
4,000 ります。＇フレーバーのご指定はいたしかねますの
でご了承ください。（
◆賞味期限：なし
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：直径約15cm＇4～6名様（
5,500 ◆賞味期限：なし
◆配送方法：冷凍便

097 欠番
098 フルーティージャム詰め合わせ

5,000

099 福島自慢のお野菜と果物のジャム

4,500

100 国産天然蜂蜜２本セット

4,500

101 国産季節のはちみつ６種セット

4,500

102 国産天然アカシヤ巣蜜

6,000

103

王乳の雫 自家採り国産 天然生ローヤル
ゼリー

20,000

104 新開発 粒状酵母卵油

3,500

105 黒酢にんにく

3,000

106 アサイーベリー

3,000

107 柿酢

4,000

108 玉鈴うまみセット

3,500

109 若喜しょうゆ３本セット

5,000
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◆商品内容：桑の実ジャム／いちじくジャム／ゆず
マーマレード／トマトジャム／梅ジャム／ももジャ
ム190g×各1個
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：サンふじりんご／生姜／柚子／人参
ジャム 180g 各1個
◆賞味期限：製造日より120日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：天然アカシヤ／仲秋の百花蜜＇ちゅう
しゅうのひゃっかみつ（220g×各1本
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：アカシヤ／仲秋の百花蜜／柿／りん
ご／山桜／クローバー 50g×各1本 ※季節によっ
て変更となる場合がございます
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：330g
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：冷凍カプセル10個×3箱＇1ヶ月分（
◆賞味期限：製造日より1095日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：150粒
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：260粒
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：250粒
◆賞味期限：製造日より730日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：500ml
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：かけじょうゆ500ml×2本／めんつゆ
500ml×2本／玉泉＇本醸造醤油（500ml×1本
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：天然醸造醤油720ml×1本／だし醤油
720ml×2本
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便

商品
コード

商

品

名

ポイント数

110 根田醤油 自慢の醤油と味噌

3,500

111 フクイチ 甘糀

5,000

112 フクイチ 味噌醤油詰合せ

4,500

113 三十五割糀みそ とよきち ３個

4,500

114 うまくて生姜ねえ 辛くて生姜ねえ６個セット

5,000

115 アグリカルテット＇中挽き（

4,500

116 珈琲香坊特選ブレンド４種類＇粉（

5,000

117 米と糀だけの甘酒６本

3,000

118 フルーツあま酒

3,000

119 さるなし１００％ジュース２本セット

4,500

120 ぶどう園がつくったジュース

3,500

備

考

◆商品内容：田舎みそ1kg×2個／二年もろみ醤油
1000ml×2本
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：1kg×6個
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：甘糀味噌1kg／我が家の味味噌1kg
／丸大豆醤油 六条院500ml×2本
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：750g×3個
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：うまくて生姜ねえ240g×4本／辛くて
生姜ねえ240g×2本
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：ソフトブレンド／ボリビアスプレモ／ア
グリブレンド／ペルーエルパルゴ 各130g＇浅煎り
から深煎りを詰め合わせています（
◆賞味期限：出荷日より30日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：やまつり＇浅煎り（／香坊＇中煎り（／
つつじが丘＇深煎り（／季節のブレンド 4種類各
150g
◆賞味期限：出荷日より30日
◆商品内容：200ml×6本
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：プレーン160ml×4袋／もも／レモン
／ブルーベリー160ml×各2袋＇計10個（
◆賞味期限：製造日より120日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：520ml×2本
◆賞味期限：製造日より240日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：高尾ぶどう／ぶどう 500ml×各1本
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便

121 欠番

122 猪苗代地ビールソーセージ粗挽詰合せ

5,000

123 みちのく福島路ビール飲み比べ６本セット

5,000

124 みちのく福島路ビール飲み比べ１２本セット

9,000

125 ヨーグルトリキュール 夜ぐると ２本

4,000

126 天然炭酸 和マッコリ 霧の華

4,500
8

◆商品内容：ピルスナー／ヴァイツェン／ゴールデ
ンエンジェル 500ml×各1本／ソーセージ粗挽5本
◆賞味期限：ビール出荷日より45日／ソーセ－ジ
出荷日より14～30日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：ピルスナー／デュンケル／ヴァイツェ
ン／レッドエール／米麦酒／ピーチエール 6種
330ml瓶×各1本＇計6本（
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：ピルスナー／デュンケル／ヴァイツェ
ン／レッドエール／米麦酒／ピーチエール 6種
330ml瓶×各2本＇計12本（
◆賞味期限：製造日より90日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：500ml×2本
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：冷蔵便
◆商品内容：720ml×3本
◆賞味期限：製造日より60日
◆配送方法：冷蔵便

商品
コード

商

品

名

127 会津ミード 美禄の森５２０ｍｌ２本セット
128

ブレンデッドウィスキー 山桜 黒ラベル２本
セット

129 微発泡酒 ぷちぷち ６本
130 雪小町氷の酒 美氷 蔵元直送

131 今宵一献！純米酒３本セット

132 今宵一献！福島の地酒６本セット

133 弥右衛門 辛口飲み比べセット
134

大吟醸原酒「天龍の如く」と吟醸酒「すべて
山田錦」

135 伝統名酒南郷ふるさとセット

136 吟醸真実とばんげぼんげセット

137

榮川「特別純米酒」と「純米吟醸 雄町」の
セット

138 若清水 香りと旨みセット
139 開当男山純米生貯セット
140 開当男山大吟醸７２０ｍｌ

ポイント数

備

考

◆商品内容：蜂蜜酒520ml×2本
7,500 ◆賞味期限：出荷日より1000日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：700ml×2本
5,500 ◆賞味期限：なし
◆配送方法：常温便
◆商品内容：300ml×6本
3,500 ◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：本醸生：凍結酒300ml×6本
4,500 ◆賞味期限：製造日より1080日
◆配送方法：冷凍便
◆商品内容：会津ほまれ／金水晶／磐城壽500m
×各1本
3,500
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：末廣／笹の川／大和川／千功成／
名倉山／開当男山 500ml×各1本
4,500
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：大吟醸／純米 720ml×各1本
4,000 ◆賞味期限：出荷日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：純米大吟醸／吟醸 720ml×各1本
4,500 ◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：純米酒／本醸造酒 720ml×各1本
4,000 ◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：吟醸「真実」／純米吟醸「ばんげぼん
げ」 720ml×各1本
4,000
◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：特別純米「榮川」／純米吟醸「雄町」
＇熟成2年以上（ 720ml×各1本
5,500
◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：特別純米／純米吟醸各 720ml×各1
4,500 本
◆賞味期限：なし
◆商品内容：純米300ml×5本
3,500 ◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：大吟醸720ml
4,500 ◆賞味期限：製造日より365日
◆配送方法：常温便

141 欠番

142 伝承山廃純米酒 末廣 １８００ｍｌ
143 純米大吟醸 雪小町 限定醸造 １８００ｍｌ
144 大吟醸 雪小町 淡麗爽快造り１８００ｍｌ

145 三春駒セット ３寸

◆商品内容：純米1800ml
3,500 ◆賞味期限：製造日より180日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：純米大吟醸1800ml
5,000 ◆賞味期限：製造日より360日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：大吟醸1800ml
5,500 ◆賞味期限：製造日より360日
◆配送方法：常温便
◆商品内容：高さ12.5×横4.5×奥行8cm 色：黒・
白 各1体
4,500
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
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商品
コード

商

品

名

146 うっかりねこ＇座布団付（

147 青海波ベコと願い玉＇台・木札付（

148 めごい小法師１２個セット

149 会津絵ろうそく南天福寿５号
150 会津ぬり絵ろうそく２本

151 會津蒔絵ボールペン＇キビタキ（

152 會津蒔絵万年筆＇和風文様（

153 會津蒔絵万年筆＇牡丹（

154 大堀相馬焼 ＳＡＫＵＲＡＭＵＧ ペアセット

155

大堀相馬焼二重夫婦湯のみと急須茶器揃
え

156 瑠璃ぐい呑
157 市松手塗り蓋付小椀ペア

158 会津漆器フリーボックス

159 ガラス漆彫刻タンブラーセットペア

160 藍染トートバック 叢雲＇むらくも（

ポイント数

備

考

◆商品内容：高さ6cm×幅10cm×奥行8cm
3,500 ◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：青海波ベコ11.5×7.5×5.0cm／願い
玉5.2×6.8cm／台座・木札付
6,000
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：だるま／金太郎／くま／パンダ／松
／竹／梅／サンタ／トナカイ／ツリー／お雛さま／
13,000 お内裏さま 縦3.5cm×横2.5cm×奥行2.5cm
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：5号 約15.6cm 柄：南天／福寿 各1本
3,000 ◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：5号 約15.6cm×2本
3,500 ◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：＜太さ＞芯太0.7mm ／キャップスラ
イド方式
14,000
◆賞味期限：納期30日程度＇完全手作り（
◆配送方法：常温便
◆商品内容：＜太さ＞中字＜名入れ込み＞ローマ
字／漢字の選択可＇ご注文後にご連絡いたしま
32,000
す（
◆賞味期限：納期30日程度＇完全手作り（
◆商品内容：＜太さ＞中字＜名入れ込み＞ローマ
字／漢字の選択可＇ご注文後にご連絡いたしま
40,000
す（
◆賞味期限：納期30日程度＇完全手作り（
◆商品内容：直径65mm×高さ80mm 重量250g 容
量110cc 色：ピンク／ブラック 各1個
6,500
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：柄：走り馬×2客／急須×1口 ※手作
業で製造しているため、サイズ・形・色合いが多少
12,000 異なる場合がございます。
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：直径8cm×高さ5.5cm
18,000 ◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：直径9.8ｃｍ高さ8.8cm 色：溜／朱
10,000 ◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：縦14.6×横21.9×高さ5.5cm ／内別
珍貼
11,000
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：山ぶどう 直径7.2ｃｍ×高さ10cm 色：
黒・朱 各1
12,000
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便
◆商品内容：横27cm／縦：25cm／マチ10cm／立
ち上がり12.5cm／重量330g ※受注生産品納期30
日 ※手作業のため、出来上がりの柄・サイズはイ
23,000
メージ写真と多少異なる場合がございます。
◆賞味期限：－
◆配送方法：常温便

10

