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宮城県 塩竈市

肉厚牛タン焼き肉用（塩味・小
）

10,000円

程よい塩加減の、ご飯やお酒の
お供におすすめの牛タンです。
【容量】牛タン150g×3パック
（原産国：アメリカ）

【管理番号】【04203-0382】

【簡易包装】肉厚牛タン焼き肉
用・塩味850g

20,000円

包装のみを簡易にすることによ
り、お肉の量を増量しました！
【容量】厚切り牛タン・塩味：
850g（原産国：アメリカ）

【管理番号】【04203-0441】

【簡易包装】肉厚牛タン焼き肉
用・塩味500g

10,000円

包装のみを簡易にすることによ
り、お肉の量を増量しました！
【容量】厚切り牛タン・塩味：
500ｇ（原産国：アメリカ）

【管理番号】【04203-0440】

ふかひれ姿煮300g（ヒレ100g前
後）

30,000円

食感の良い大き目サイズのふか
ひれ姿煮をお届けいたします！
【容量】ふかひれ姿煮：300g（
ヒレ100g前後）

【管理番号】【04203-0566】

特大ふかひれ姿煮660g（ヒレ250
g前後）

50,000円

特大サイズの三陸沖で獲れたふ
かひれ姿煮をお届けいたします
【容量】特大ふかひれ姿煮：66
0g（ヒレ250g前後）

【管理番号】【04203-0567】

ふかひれ姿煮（胸ビレ）200g（
ヒレ50g前後）

10,000円

トロっとした食感のふかひれ姿
煮（胸ビレ）をお届けします！
【容量】ふかひれ姿煮：200g（
ヒレ50g前後）

【管理番号】【04203-0568】

ふかひれ入りまんじゅう150g×5
個

10,000円

存在感たっぷりBIGな三陸沖産
のふかひれ入り肉まんをどうぞ
【容量】ふかひれ入りまんじゅ
う：150g×5個

【管理番号】【04203-0572】

生鮪サク

10,000円

塩竈港水揚げの生鮪をお届け！
【容量】生鮪サク：約500g※九
州・中国・四国・北海道への配
送は出来ません。配送希望日を
2週間以降の日程でご指定必須

【管理番号】【04203-0031】

海苔のソムリエ厳選の海苔海藻5
種詰合せ

20,000円

海苔のソムリエ厳選宮城の海苔
【容量】焼海苔70枚／焼ばら海
苔30g／海藻三昧30g／海苔かつ
おふりかけ30g／和食味のり8切
80枚（全型10枚分）

【管理番号】【04203-0564】

特大タラバ蟹1kg

40,000円

「見た目の綺麗さ」よりも「旨
味重視」の特大タラバ蟹１kg！
【容量】本タラバ蟹1㎏※1kgで
1肩半～1肩が目安となります

【管理番号】【04203-0475】

＜3か月定期便＞筵巻き山漬け紅
鮭切身詰合せ

40,000円

伝統製法「筵巻き山漬」で塩漬
けした紅鮭を定期便でお届け！
【容量】【1か月の内容】電子
レンジ対応1切真空パック（甘
口・辛口）：各5パック

【管理番号】【04203-0516】

＜3か月定期便＞うす塩銀鮭切落
し（骨取り）計6kg

30,000円

和洋折衷幅広い料理用素材に！
骨取り銀鮭を定期便でお届け！
【容量】【1か月の内容】600g
×3パック／計1.8kg（※最終月
のみ600g×1パック増量）

【管理番号】【04203-0517】
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宮城県　塩竈市

手焼き笹かま・いそべ巻きセッ
ト

10,000円

職人が一枚一枚丁寧に手作りし
た笹かまぼこと揚げ笹のセット
【容量】手焼き笹かまぼこ：6
枚／元祖いそべ巻き：3枚／元
祖いそべ巻き辛口：2枚

【管理番号】【04203-0507】

おとうふかまぼこ詰合せES-1

10,000円

大豆の甘味・お魚の風味豊か。
【容量】おとうふかまぼこ（真
打1枚・ミニ2枚・笹2枚・小丸
生姜2袋・お好み焼2枚・竹の子
2袋）／揚げ蒲鉾3枚

【管理番号】【04203-0553】

牛たんセットA

20,000円

旨味たっぷり牛たん４種セット
【容量】奥州牛たんミックス・
香味厚切り牛たん・香味厚切り
牛たん黒胡椒・南蛮味噌：各１
パック

【管理番号】【04203-0547】

カネコの笹かま「松島笹（和紙
）」9枚

10,000円

まごころを贈る。カネコ自慢の
「松島笹」をご賞味ください。
【容量】松島笹（和紙包装）：
9枚

【管理番号】【04203-0512】

【水産庁長官賞受賞商品入り】
職人が一枚一枚手作りしたさつ
ま揚げ詰合せ

10,000円

塩竈から職人手作りのさつま揚
げの詰め合わせをお送りします
【容量】石臼づくり：3枚／え
び天：2枚／たこ天：2枚

【管理番号】【04203-0565】

北海道産乾燥ナマコ1kg

700,000円

北海道産乾燥ナマコをお届け！
【容量】北海道産乾燥ナマコ:1
kg

【管理番号】【04203-0571】

三陸産乾燥ナマコ1kg

550,000円

三陸産乾燥ナマコ１kgをお届け
【容量】三陸産乾燥ナマコ:1kg

【管理番号】【04203-0570】

おさしみぎばさ（和名アカモク
）100g×10個

10,000円

ぎばさ（アカモク）はネバトロ
×シャキシャキ食感の海藻です
【容量】おさしみぎばさ（和名
アカモク）：100g×10パック／
計1kg

【管理番号】【04203-0502】

仙台名物牛タン各300g食べ比べ
セット

30,000円

杜の都仙台名物「牛タン」を食
べ比べできる贅沢なセットです
【容量】国産牛黒タン焼肉用・
塩味：300ｇ・厚切り牛タン塩
味：300ｇ

【管理番号】【04203-0499】

仙台名物牛タン各1000g食べ比べ
セット

100,000円

杜の都仙台名物「牛タン」を食
べ比べできる贅沢なセットです
【容量】国産牛黒タン焼肉用・
塩味：500ｇ×2パック・厚切り
牛タン塩味：500ｇ×2パック

【管理番号】【04203-0501】

海鮮せんべい詰合せ

10,000円

三陸の海の幸の海鮮せんべい！
【容量】三陸たこせん：12枚／
うみのせんべい屋さん：2種4袋
／海保カレーせんべい：12枚／
いかぺったん焼

【管理番号】【04203-0506】

こだわりの銀たら西京漬け

10,000円

こだわりの銀たらを西京漬けで
【容量】100g:4パック(4切れ)

【管理番号】【04203-0585】
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宮城県　塩竈市

魚屋さんのよりどりセット小

10,000円

創業60余年の魚屋贅沢セット！
【容量】銀たら西京漬け100g:2
パック(2切れ)／紅鮭塩漬け120
g:2パック(2切れ)／真だら塩漬
け100g:1パック(1切れ)

【管理番号】【04203-0587】

こだわりのメヌケ酒粕漬け

10,000円

こだわりのメヌケを酒粕漬けで
【容量】120g:5パック（5切れ
）

【管理番号】【04203-0595】

本格生餃子3種類詰め合わせ60個
（12人前）

10,000円

素材に徹底的にこだわった餃子
【容量】3種類60個詰合わせ（1
2人前60個）＜こだわり本格生
餃子・プリプリエビ生餃子・と
ろーりチーズ生餃子＞

【管理番号】【04203-0561】

【訳あり品】こだわり本格生餃
子100個（20人前）

10,000円

厳選された国内産の野菜と肉を
使用した本格生餃子をお届け。
【容量】こだわり本格生餃子：
20個入×5パック（1個：約18g
）

【管理番号】【04203-0451】

竈サバ生ハム5枚セット

10,000円

約1週間かけた超低温燻製！独
自銘柄「竈さば」生ハムセット
【容量】竈サバ生ハム（120g前
後サイズ）：5枚

【管理番号】【04203-0515】

お手軽干物セット

10,000円

独自の３段熟成で仕上げた干物
【容量】さば文化干し：4切／
真ほっけ半身干し：3切／縞ほ
っけ半身干し：3切／いわし開
き干し：5切

【管理番号】【04203-0560】

【藻塩味付】桜チップの燻製有
塩ナッツ極100g×4個セット

10,000円

一粒一粒丁寧に燻した桜チップ
１００％の燻製ミックスナッツ
【容量】桜チップの燻製ナッツ
極100g:４個(カシューナッツ、
アーモンド、クルミ)

【管理番号】【04203-0574】

浦霞生一本・原酒セット

10,000円

塩竈で造られた「浦霞生一本」
と県内限定品の「浦霞原酒」。
【容量】●佐浦「浦霞」生一本
●佐浦「浦霞」原酒：各720ml
×1本

【管理番号】【04203-0423】

熊久商店酒の本流・辛口セット

10,000円

塩竈三蔵元の日本酒のセット。
【容量】浦霞本醸造辛口720ml
／阿部勘男山本醸造720ml／麹
屋酒造しおがま本醸造720ml

【管理番号】【04203-0020】

【小分けで便利】ふたくち程度
で手軽に食べられるさつま揚げ4
種詰合せ

10,000円

職人が手作りしたさつま揚げ！
【容量】たこ平天：6個×2袋／
伊達のチーズ天：6個×2袋／プ
リッころ：6個×2袋／海老っこ
ろ：6個×2袋

【管理番号】【04203-0573】

竈さば水煮・味噌煮各6缶セット

10,000円

魚体500g以上のオリジナル・ブ
ランド鯖「竈さば」缶セット！
【容量】竈さば水煮：6缶／竈
さば味噌煮：6缶

【管理番号】【04203-0559】

竈さば味噌煮12缶セット

10,000円

魚体500g以上のオリジナル・ブ
ランド鯖「竈さば」缶セット！
【容量】竈さば味噌煮：12缶

【管理番号】【04203-0480】
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宮城県　塩竈市

仙台名物牛タン各500g食べ比べ
セット

50,000円

杜の都仙台名物「牛タン」を食
べ比べできる贅沢なセットです
【容量】国産牛黒タン焼肉用・
塩味：500ｇ／厚切り牛タン塩
味：500ｇ

【管理番号】【04203-0500】

塩釜市場の塩辛3種セット

10,000円

塩竈名産である藻塩を使用した
「極上塩辛」をお届けします。
【容量】いか塩辛180g／いか塩
辛旨辛180g／ぶっかけ塩辛180g
／塩釜の藻塩80ｇ

【管理番号】【04203-0484】

バラエティー煮魚セット

10,000円

定番の煮魚から変わり種の煮魚
まで！４種類の煮魚をお届け！
【容量】4種類の煮魚×2切ずつ

【管理番号】【04203-0492】

【髙島屋選定品】〈レンジで手
づくりの味〉あなご飯・たこ飯

20,000円

「ひとめぼれ」を使った、あな
ご・たこの炊き込みご飯です。
【容量】三陸産あなご飯（80ｇ
）×6三陸産たこ飯（80ｇ）×6

【管理番号】【04203-0352】

魚職人焼き上げ白醤油魚漬ギフ
ト

10,000円

塩竈発祥50周年！全国でも珍し
い「白醤油」による魚漬ギフト
【容量】焼ホッケ白醤油漬：1
切／焼さば白醤油漬：2切／焼
銀さけ白醤油漬：2切

【管理番号】【04203-0494】

カニ風味めんちセット

10,000円

プリンス食品ロングセラー商品
と大人気おつまみコラボセット
【容量】カニ風味めんち：６パ
ック／牛たん切り落とし：３パ
ック

【管理番号】【04203-0546】

美味海鮮骨なし仙台漬魚ギフト

10,000円

伝統の仙台味噌・酒粕、本場京
都西京味噌使用の骨なし漬魚！
【容量】ぶり・真たらの仙台味
噌粕漬／赤魚仙台甘粕漬／銀鮭
・鰆の京都西京味噌漬：各2切

【管理番号】【04203-0513】

美味海鮮高級仙台漬魚・焼魚ギ
フト

40,000円

伝統の味を使用した漬魚・焼魚
【容量】銀鱈・鰆・紅鮭仙台味
噌粕漬／銀鱈仙台甘粕漬／紅鮭
・鰆仙台味噌粕焼／銀鮭・鰆西
京味噌焼：各1切×2

【管理番号】【04203-0514】

しおがま浦戸名産焼のり

10,000円

豊かな漁場で獲れた香り豊かな
浦戸諸島名産の焼き海苔です。
【容量】焼き海苔：１０枚１パ
ック×８

【管理番号】【04203-0379】

なまどら焼詰合せ15個入

10,000円

なまどら焼発祥の地、宮城より
伝統のなまどら焼５種セット！
【容量】なまどら焼（あずき、
ごま、ずんだ、ラムレーズン、
チョコレート：各3個）

【管理番号】【04203-0495】

うす塩銀鮭切落し（骨取り）600
g×3パック

10,000円

骨を取った銀鮭をお届けします
。和洋折衷幅広い料理にどうぞ
【容量】うす塩銀鮭切落し：真
空600ｇ×3パック

【管理番号】【04203-0457】

金目鯛煮付け・炊込ご飯セット

10,000円

見た目も贅沢！高級魚金目鯛の
姿煮と炊き込みご飯のセット！
【容量】金目鯛の姿煮250g×3
パック、金目鯛の炊き込みご飯
の素

【管理番号】【04203-0491】
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宮城県　塩竈市

銀ダラ食べ比べセット

10,000円

高級魚の銀鱈を食べ比べセット
【容量】銀鱈の素切り・定塩切
身・煮付3切ずつ

【管理番号】【04203-0493】

海老たっぷり冷凍食品詰合せ

10,000円

お弁当から食卓のメインまで！
えび沢山の冷凍食品セットです
【容量】エビフリッター：1kg
／ふんわりえびカツ：5個×2／
えびカツ：60g×10個

【管理番号】【04203-0503】

〈浦戸諸島〉「カキの佃煮」セ
ット

10,000円

塩釜市浦戸諸島の「浦戸の母ち
ゃん」手づくり「カキの佃煮」
【容量】カキの佃煮３０g×２
袋／カキの佃煮６０g×３袋

【管理番号】【04203-0459】

〈浦戸諸島〉「生のり佃煮」と
「カキの佃煮」のセット

10,000円

「浦戸の母ちゃん」手づくり「
生のり佃煮」と「カキの佃煮」
【容量】生のり佃煮５０g×３
袋／カキの佃煮３０g×３袋

【管理番号】【04203-0460】

＜浦戸諸島＞焼き海苔がんばる
浦戸の母ちゃん会

10,000円

パリッ！ふわっ！香り高くきめ
細やかな「初摘み」焼き海苔！
【容量】焼き海苔（全型7枚入
り）×７

【管理番号】【04203-0281】

＜浦戸諸島＞味付け海苔４種セ
ットがんばる浦戸の母ちゃん会

10,000円

初摘み海苔使用！浦戸の母ちゃ
んたちが心を込めた味付け海苔
【容量】ごま・ガーリック＆ペ
ッパー・オリーブ・とうがらし
：8つ切り16枚入り×各2個

【管理番号】【04203-0434】

こだわりの銀たら西京漬け大

20,000円

こだわりの銀たらを西京漬けで
【容量】100g:８パック(8切れ)

【管理番号】【04203-0586】

魚屋さんのよりどりセット大

20,000円

創業60余年の魚屋贅沢セット！
【容量】銀たら西京漬け100g×
4pc(4切れ)／紅鮭塩漬け120g×
4pc(4切れ)／真だら塩漬け100g
×2pc(2切れ)

【管理番号】【04203-0588】

こだわりの銀たら一本造り

40,000円

こだわりの銀たらを１本丸ごと
【容量】約800g:2パック(2パッ
ク合計約14～15切れ入り)

【管理番号】【04203-0589】

こだわりの銀たら・半身造り

20,000円

こだわりの銀たらをお取り寄せ
【容量】銀たら約800g:1パック
(約7~8切れ入り)

【管理番号】【04203-0590】

こだわりの紅鮭・半身造り

20,000円

こだわりの紅鮭をお取り寄せ！
【容量】紅鮭約800g:1パック(
約7～8切れ入り)

【管理番号】【04203-0591】

銀たら・紅鮭半身造りセット

40,000円

銀たらと紅鮭の贅沢なセット！
【容量】銀たら約800g:1パック
(約7～8切れ入り)／紅鮭約800g
:1パック(約7～8切れ入り)

【管理番号】【04203-0592】
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宮城県　塩竈市

銀たら・紅鮭一本造りセット大

80,000円

銀たらと紅鮭の豪華なセット！
【容量】銀たら約800g:２パッ
ク(合計14～15切れ入り)／紅鮭
約800g:２パック(合計14～15切
れ入り)

【管理番号】【04203-0593】

こだわりのメヌケ西京漬け

10,000円

こだわりのメヌケを西京漬けで
【容量】120g:5パック(5切れ)

【管理番号】【04203-0594】

こだわりのメヌケ西京漬け・酒
粕漬けセット

20,000円

こだわりのメヌケを西京漬け、
酒粕漬けでセットにしました！
【容量】西京漬け／酒粕漬け
各120g:5パック(5切れ)

【管理番号】【04203-0597】

【藻塩味付】桜チップの燻製減
塩ナッツ極100g×4個セット

10,000円

一粒一粒丁寧に燻した桜チップ
１００％の燻製ミックスナッツ
【容量】桜チップの燻製減塩ナ
ッツ極100g:４個(カシューナッ
ツ、アーモンド、クルミ)

【管理番号】【04203-0575】

【藻塩味付】桜チップの燻製ナ
ッツ極100g×2個×2種セット

10,000円

一粒一粒丁寧に燻した桜チップ
１００％の燻製ミックスナッツ
【容量】桜チップの燻製ナッツ
極100g:２個／桜チップの燻製
減塩ナッツ極100g:２個

【管理番号】【04203-0576】

【藻塩味付】桜チップの燻製ナ
ッツ極100g×2種とご当地ポップ
コーン2種セット

10,000円

塩竈の藻塩を使用したナッツと
ご当地ポップコーンのセット！
【容量】ポップコーン２種セッ
ト(藻塩味・キャラメル味）／
桜チップの燻製ナッツ極

【管理番号】【04203-0577】

【藻塩味付】桜チップの燻製有
塩ナッツ極300g×1個とご当地ポ
ップコーン4種セット

10,000円

【容量】ポップコーン４種セッ
ト(牛たん味・ずんだ味・藻塩
味・キャラメル味）／桜チップ
の燻製ナッツ極300g:有塩１個

【管理番号】【04203-0578】

【藻塩味付】桜チップの燻製減
塩ナッツ極300g×1個とご当地ポ
ップコーン4種セット

10,000円

【容量】ポップコーン４種セッ
ト(牛たん味・ずんだ味・藻塩
味・キャラメル味）／桜チップ
の燻製ナッツ極300g:減塩１個

【管理番号】【04203-0579】

【藻塩味付】桜チップの燻製ナ
ッツ極100g×2種とご当地ポップ
コーン4種セット【04203-0580】

10,000円

【容量】ポップコーン４種セッ
ト(牛たん味・ずんだ味・藻塩
味・キャラメル味）／桜チップ
の燻製ナッツ極100g:有塩１個
、減塩１個

【管理番号】【04203-0580】

【藻塩味付】桜チップの燻製有
塩ナッツ極300g×2個セット

10,000円

一粒一粒丁寧に燻した桜チップ
１００％の燻製ミックスナッツ
【容量】桜チップの燻製ナッツ
極300g:２個(カシューナッツ、
アーモンド、クルミ)

【管理番号】【04203-0581】

【藻塩味付】桜チップの燻製減
塩ナッツ極300g×2個セット

10,000円

一粒一粒丁寧に燻した桜チップ
１００％の燻製ミックスナッツ
【容量】桜チップの燻製減塩ナ
ッツ極300g:２個(カシューナッ
ツ、アーモンド、クルミ)

【管理番号】【04203-0582】

【藻塩味付】桜チップの燻製ナ
ッツ極300g×2種セット

10,000円

一粒一粒丁寧に燻した桜チップ
１００％の燻製ミックスナッツ
【容量】桜チップの燻製ナッツ
極300g:有塩１個、減塩１個

【管理番号】【04203-0583】
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宮城県　塩竈市

カネコの笹かま特選詰合せFSF-
S30

10,000円

まごころを贈る。『カネコの笹
かま』自慢のおいしさの詰合せ
【容量】松島笹：5枚／塩竈揚
（いかたこ生姜・ほたてとキャ
ベツ・むき海老とねぎ）：各1

【管理番号】【04203-0508】

カネコの笹かま特選詰合せFSC-
G30

10,000円

まごころを贈る。『カネコの笹
かま』自慢のおいしさの詰合せ
【容量】松島笹：4枚／牛たん
笹かま：4枚／チーズ笹かま：4
枚

【管理番号】【04203-0509】

カネコの笹かま特選詰合せFSG-
M30

10,000円

まごころを贈る。『カネコの笹
かま』自慢のおいしさの詰合せ
【容量】松島笹：5枚／かき・
ふかひれ・カニ風味かまぼこ「
まりん」：各2個

【管理番号】【04203-0510】

【定期便】お肉屋さんのお肉の
本気詰合せセット・松＜全3回＞

300,000円

お肉屋さんの商品詰め合わせ！
【容量】①牛タン塩、荏胡麻豚
ハンバーグ・ロース②ロースト
ビーフ、伊達メンチ、牛タン味
噌③国産牛黒タン塩味・味噌

【管理番号】【04203-0438】

はちやの餃子（15個入）とまん
まるもちもち水餃子（30個入）
のセット

10,000円

塩竈の餃子メーカー、蜂屋食品
製造の人気上位２種類をセット
【容量】はちやの餃子（15個入
）×１パック
まんまるもちもち水餃子（30個

【管理番号】【04203-0455】

牛たんセットB

20,000円

肉厚で柔らかい牛たん厚切りと
カレー・シチューのセットです
【容量】奥州牛たん厚切り塩味
(120g×2)・牛たんシチュー・
牛たんカレー：各１パック

【管理番号】【04203-0548】

牛たんセットC

30,000円

肉厚な牛たん６種セットです。
【容量】奥州牛たん厚切り塩／
香味厚切り牛たん・黒胡椒／極
み牛たん黒胡椒／ジャーキー／
牛たん入サラミ：各１パック

【管理番号】【04203-0549】

牛たんセットD

50,000円

肉厚な牛たん６種セットです。
【容量】奥州牛たん厚切り塩・
ジャーキー・牛たん入サラミ：
各２／香味厚切り牛たん・黒胡
椒・極み牛たん黒胡椒：各１

【管理番号】【04203-0550】

奥州牛たんミックス

10,000円

定番の塩味と、ごはんに良く合
うみそ味の贅沢な詰め合わせ！
【容量】奥州牛たん塩味110g・
奥州牛たんみそ味110g：各１パ
ック

【管理番号】【04203-0551】

香味牛たんセット

10,000円

職人の技で丹精込めた牛たん。
大人気商品３品のを詰め合わせ
【容量】香味厚切り牛たん・香
味厚切り牛たん黒胡椒・極み牛
たん黒胡椒：各１パック

【管理番号】【04203-0552】

塩竈浦戸産初摘み焼き海苔

10,000円

大震災から復興した浦戸の海苔
漁師が作り、焼き上げました。
【容量】板のり：６０枚

【管理番号】【04203-0056】

canささ笹かまアヒージョ３缶セ
ット

10,000円

業界初！缶詰の笹かまぼこが登
場！アヒージョに仕上げました
【容量】canささ３缶セット（1
缶/固形量：90g、総重量150g)

【管理番号】【04203-0433】
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宮城県　塩竈市

かきの旨味だし塩竈おでん缶５
缶セット

10,000円

牡蠣の旨みが効いたスープが缶
に入ったのおでん５缶入です。
【容量】塩竈おでん缶２８０ｇ
×５

【管理番号】【04203-0071】

塩釜市場の塩辛５本セット

10,000円

名産品である藻塩を使用した「
極上の塩辛」をお届けします。
【容量】いか塩辛１８０ｇ×２
いか塩辛旨辛１８０ｇ×２ぶっ
かけ塩辛１８０ｇ×１

【管理番号】【04203-0124】

仙台箪笥文箱

80,000円

名産品「仙台箪笥」の流れを受
け継いで作り上げた文箱です。
【容量】サイズ幅25.5×奥行34
×高さ8.5cm

【管理番号】【04203-0287】

【髙島屋選定品】牛タンと仙台
牛ローストビーフの２カ月定期
便

120,000円

塩竈市×髙島屋コラボ！本場の
牛タンとローストビーフ定期便
【容量】①国産牛黒タン塩味・
味噌漬け：各500ｇ②仙台牛ロ
ーストビーフ1kg

【管理番号】【04203-0359】

燻製ミックスナッツ４種セット

20,000円

燻製したのち、塩竈市特産品の
藻塩で味を整えたナッツです。
【容量】ミックスナッツ3種：
各200g／燻製ミックスナッツ蜂
蜜漬け（165g入）

【管理番号】【04203-0409】

【氷温熟成】炙りかき35ｇ8パッ
ク

10,000円

宮城県産の厳選した牡蠣を、副
材料を一切使わず炙りました。
【容量】炙りかき：35g×8パッ
ク

【管理番号】【04203-0442】

【氷温熟成】燻製かき35g8パッ
ク

10,000円

厳選した牡蠣を、副材料を使わ
ず桜チップで燻製にしました。
【容量】燻製かき：35ｇ×8パ
ック

【管理番号】【04203-0443】

【氷温熟成】おつまみ牛たん40g
8パック

10,000円

名物の牛たんを柔らかくボイル
、塩味であっさり仕上げました
【容量】おつまみ牛タン40g×8
パック

【管理番号】【04203-0444】

ご家庭用はちやの餃子大袋30個
×2袋

10,000円

厳選素材を使用した、タレ無し
でも美味しい定番の餃子です。
【容量】はちやの餃子：３０個
入×２袋

【管理番号】【04203-0453】

荏胡麻豚入り煮込みハンバーグ

10,000円

荏胡麻豚のおいしさをぎゅっと
詰め込んだ煮込みハンバーグ。
【容量】１６０ｇ２個入り×３
箱

【管理番号】【04203-0134】

【髙島屋選定品】海の港町セッ
ト

20,000円

干物や漬魚、煮魚など様々に加
工したお魚をお届け致します。
【容量】吉次2枚/銀かますみり
ん漬,西京味噌3切/ほっくり銀
たら,めぬけ,さば味噌2切

【管理番号】【04203-0362】

甘塩紅鮭１尾姿切身特特サイズ

20,000円

独自の製法で甘塩味に仕立てた
紅鮭を一尾分、丸ごと切身に。
【容量】甘塩仕上げ４分割真空
パック（総量約1.7～1.8kg）

【管理番号】【04203-0028】
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宮城県　塩竈市

浦霞生一本・阿部勘純米辛口４
合瓶セット

10,000円

塩竈市の老舗2酒蔵から、辛口
のお酒を1本ずつお届けします
【容量】●浦霞特別純米酒生一
本●阿部勘純米辛口：各720ml
×1本

【管理番号】【04203-0429】

海鮮せんべい「大漁船」16袋

10,000円

えび煎餅で作ったトレーに一口
サイズの海鮮煎餅を９種詰合せ
【容量】1袋12g×16（９種のせ
んべい入り）

【管理番号】【04203-0005】

仙台漬魚ギフトFG８P

10,000円

粕漬け・西京味噌漬けにしたお
いしい魚を４種詰め合わせに。
【容量】ぶり・銀鮭の仙台甘粕
漬：各70g×2/銀鮭・さわらの
京都西京味噌漬：各70g×2

【管理番号】【04203-0049】

オール塩竈晩酌セット

10,000円

鰹・本マグロ・ビンチョウマグ
ロの藁焼き3点セットをお届け!
【容量】わら焼鰹たたき2節／
わら焼き本マグロ1節／わら焼
ビンチョウマグロ1節

【管理番号】【04203-0043】

筵巻き山漬け紅鮭切身詰合せ

10,000円

日本古来の伝統製法で丹念に塩
漬けした紅鮭の切身２種です。
【容量】甘口１切れ入×３辛口
１切れ入×３★真空包装・電子
レンジ対応パッケージ

【管理番号】【04203-0026】

甘塩紅鮭半身頭付き姿切身

10,000円

弊社独自の製法で漬込んだ新鮮
な紅鮭を真空パックでお届け。
【容量】甘塩仕上げ２分割真空
パック（総量約８５０ｇ）

【管理番号】【04203-0027】

みなと塩竈海保カレー3種＆塩竈
の藻塩セット

10,000円

海上保安部の伝統の味を再現し
たカレーレトルトと藻塩セット
【容量】みなと塩竈海保カレー
（ビーフ・シーフード・フルー
ツキーマ）各180g、藻塩80g

【管理番号】【04203-0403】

ずんだプリン90g×6個

10,000円

宮城県の厳選素材のみを使用！
新しい宮城のずんだスイーツ！
【容量】ずんだプリン90g×6個

【管理番号】【04203-0450】

コーヒーロールと藻塩を使った
お菓子の詰め合わせ（Aギフト）

10,000円

昔懐かしいコーヒーロールと藻
塩を使用したお菓子のセット。
【容量】コーヒーロール：5個
／一森山：4個／ココソルト：3
個

【管理番号】【04203-0034】

コーヒーロールと藻塩を使った
お菓子の詰め合わせ（Bギフト）

10,000円

昔懐かしいコーヒーロールと藻
塩を使用したお菓子のセット。
【容量】コーヒーロール：5個
／キャラメルパイ：2個／ココ
ソルト：3個

【管理番号】【04203-0035】

手づくり魚漬【龍宮伝】４切入
（レンジ調理可）

10,000円

めぬき、紅鮭、真鱈の３種の魚
を漬魚にしたセットをお届け。
【容量】目抜仙台味噌漬80g／
紅さけ西京漬80g／真鱈仙台味
噌醸し麹漬80g

【管理番号】【04203-0039】

仙台漬魚レンジでふっくら焼魚
ギフト６P

10,000円

旬の時期に獲れた厳選原料をほ
ど良い甘塩に漬け込みました。
【容量】さば甘塩110g×3／紅
鮭甘塩75g×3

【管理番号】【04203-0047】
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宮城県　塩竈市

仙台漬魚豚ロース味噌漬ギフト
６P

10,000円

仙台味噌粕漬魚３種とロース味
噌漬けの詰合せをお届けします
【容量】真たら・紅鮭・目抜の
仙台味噌粕漬：各80g×3／山形
豚ロースワイン味噌漬80g×3

【管理番号】【04203-0048】

たら子500g

10,000円

すけとうたらの卵を漬け込み、
風味を追求した旬の味覚です。
【容量】たら子：500g

【管理番号】【04203-0050】

辛子明太子500g

10,000円

新鮮なたら子を唐辛子ベースの
調味液に漬込んだ明太子です。
【容量】辛子明太子：500g

【管理番号】【04203-0051】

海藻バラエティ詰め合わせ

10,000円

海のソムリエが厳選した自慢の
海苔を４種詰合せにしました。
【容量】焼きばら海苔15g×2／
海藻20g／きざみ海苔10g／味付
け海苔8切80枚入

【管理番号】【04203-0055】

仙台箪笥フォトフレームＬ版

10,000円

仙台箪笥の技術でつくられたフ
ォトフレームをお届けします。
【容量】フォトフレーム×１★
Ｌ版(89mm×127mm)写真対応サ
イズ

【管理番号】【04203-0058】

【塩竈発】MOSHIOアロマ浄化ス
プレー

10,000円

塩竈の藻塩と天然水晶が入った
浄化力の高いアロマスプレー！
【容量】藻塩入りアロマ浄化ス
プレーMOSHIO（内容量：40mL／
ヒマラヤ産水晶：8粒）

【管理番号】【04203-0554】

【塩竈発】MOSHIOアロマ浄化ス
プレー+詰替えセット

30,000円

藻塩と水晶入のアロマスプレー
【容量】アロマスプレーMOSHIO
（40mL・ヒマラヤ産水晶：8粒
）／詰替え：80mL（2本分）

【管理番号】【04203-0555】

【塩竈発】MOSHIOアロマ浄化ス
プレー+オーダーブレスレット

40,000円

アロマスプレーとブレスレット
【容量】アロマスプレーMOSHIO
（40mL・ヒマラヤ産水晶：8粒
）／天然石ブレスレット

【管理番号】【04203-0556】

シルバー手作り指輪体験チケッ
ト誕生石1石またはダイヤモンド
0.01CTサービス

110,000円

世界にたった一つの指輪を自分
の想いで作る、指輪作り体験！
【容量】【指輪作り体験】個数
：1個/素材：シルバー※詳しく
はHPをご覧ください。

【管理番号】【04203-0557】

シルバー手作り指輪ペア体験チ
ケット誕生石1石またはダイヤモ
ンド0.01CTサービス

220,000円

世界にたった一つの指輪を自分
で作る、ペアの指輪作り体験！
【容量】【指輪作り体験】個数
：2個/素材：シルバー※詳しく
はHPをご覧ください。

【管理番号】【04203-0558】

阿部善のおでん缶５缶セットＢ

10,000円

かきの旨味スープの「塩竈おで
ん缶」と、牛たんが入った「仙
臺塩おでん缶」の２種をセット
【容量】塩竈おでん缶280g×4
／仙臺塩おでん缶280g×1

【管理番号】【04203-0073】

阿部善のおでん缶５缶セットＡ

10,000円

かきの旨味スープの「塩竈おで
ん缶」と、牛たんが入った「仙
臺塩おでん缶」の２種をセット
【容量】塩竈おでん缶280g×3
／仙臺塩おでん缶280g×2

【管理番号】【04203-0072】
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宮城県　塩竈市

ジェラテリアフルーツラボラト
リーオリジナルジェラートバー
６本セット

10,000円

老舗果実店厳選の果実を使った
バータイプジェラートセット。
【容量】ジェラートバー６本

【管理番号】【04203-0077】

宮城県塩竈市の味の基本セット

10,000円

塩竈様ご用達の、味噌や醤油の
調味料をセットにしてお届け。
【容量】きあげ醤油250ml／本
然醤油500ml／つゆの里500ml／
味噌450g／ドーナツ2個

【管理番号】【04203-0083】

仙台銘茶『伊達茶セット』

10,000円

茶葉栽培産業北限とされる宮城
のブランド茶「伊達茶」セット
【容量】伊達茶「煎茶」65ｇ×
１／伊達茶「玄米茶」100ｇ×
２

【管理番号】【04203-0104】

塩釜市場のおすすめ3本セットA

10,000円

塩竈名産である藻塩を使用した
「極上塩辛」をお届けします。
【容量】いか塩辛180ｇ／いか
塩辛旨辛180g／いかキムチ180
ｇ／塩釜の藻塩80ｇ

【管理番号】【04203-0485】

塩釜市場のおすすめ３本セット
Ｂ

10,000円

塩竈名産である藻塩を使用した
「極上塩辛」をお届けします。
【容量】いか塩辛180g／ぶっか
け塩辛180g／いかめんたい180g
／塩竈の藻塩80g

【管理番号】【04203-0121】

塩釜市場の特選3本セットA

10,000円

塩竈名産である藻塩を使用した
「極上塩辛」をお届けします。
【容量】ほや塩辛180ｇ／いか
塩辛180ｇ／いかキムチ180ｇ

【管理番号】【04203-0486】

塩釜市場の特選３本セットB

10,000円

塩竈名産である藻塩を使用した
「極上塩辛」をお届けします。
【容量】ほや塩辛180g／いか塩
辛180g／いかめんたい180g

【管理番号】【04203-0123】

塩釜市場の特選7本セットB

20,000円

塩竈の藻塩仕込み、極上塩辛！
【容量】いか塩辛旨辛／ぶっか
け塩辛／いかめんたい／ひもキ
ムチ／いかキムチ各180g／いか
塩辛180g×2／塩釜の藻塩80g

【管理番号】【04203-0489】

塩釜市場のバラエティー5本セッ
トA

10,000円

塩竈名産である藻塩を使用した
「極上塩辛」をお届けします。
【容量】いか塩辛／いか塩辛旨
辛／ぶっかけ塩辛／いかめんた
い／いかキムチ各180ｇ

【管理番号】【04203-0487】

塩釜市場のバラエティー５本セ
ットＢ

10,000円

「塩のまち」塩竈より、藻塩で
作る「極上の塩辛」をお届け！
【容量】いか塩辛・いか塩辛旨
辛・ぶっかけ塩辛・いかめんた
い・ひもキムチ：各１８０ｇ

【管理番号】【04203-0127】

銘菓志ほか満・長寿楽

10,000円

塩竈の老舗が1つ1つ丁寧に作り
上げた銘菓2種の詰合せです。
【容量】志ほか満：430g、長寿
楽：430g

【管理番号】【04203-0144】

【塩竈】阿部勘セット四合瓶

10,000円

塩竈の蔵元「阿部勘酒造」の特
別純米酒と純米辛口の４合瓶。
【容量】阿部勘「特別純米酒」
／「純米辛口」各720ml×1本

【管理番号】【04203-0148】
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宮城県　塩竈市

藻塩ショコラ８個入

10,000円

伝統的な製塩法の塩竈の藻塩を
使った新感覚チョコレートです
【容量】藻塩ショコラ×８

【管理番号】【04203-0161】

お茶屋のプリン「茶っぷりん」
セット

10,000円

お茶屋が丁寧に作るお茶入りプ
リンを詰合せでお届けします。
【容量】抹茶プリン90g×3個、
ほうじ茶プリン90g×3個

【管理番号】【04203-0173】

【店舗飲食】寿司海道鮨のしお
がま旬のおまかせにぎり一人前

10,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】お寿司７～８貫、汁物
、デザート（小鉢）★塩竈の店
舗でお召し上がり頂けます。

【管理番号】【04203-0178】

クッキー「東太平洋」（22枚入
）

10,000円

梅花堂ロングセラーのクッキー
『東太平洋』詰め合わせです。
【容量】〇クッキー『東太平洋
』：22枚入（※梅花堂のしおり
付）

【管理番号】【04203-0461】

「東太平洋・藻なかさぶれ」詰
合せ20枚入

10,000円

梅花堂ロングセラーの『東太平
洋』『藻なかさぶれ』の詰合せ
【容量】〇東太平洋：10枚／〇
藻なかさぶれ：10枚（※梅花堂
のしおり付）

【管理番号】【04203-0462】

【店舗飲食】寿司海道仁王寿司
特上握り（１人前）

10,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】握り９貫、茶碗蒸し、
お吸い物★塩竈の店舗でお召し
上がり頂けます。

【管理番号】【04203-0183】

オリジナルジェラート８カップ

10,000円

塩竈の藻塩や果物を使用。多彩
な味のジェラート詰合せです。
【容量】藻塩ミルク、ミルク、
胡麻、チョコバナナ、ラズベリ
ー、季節の味3種（各110ml）

【管理番号】【04203-0184】

はちやの餃子４種セット

10,000円

塩竈餃子メーカーから餃子や小
龍包の全４種詰合せをお届け。
【容量】はちやの餃子15個/ま
んまるもちもち水餃子12個/頑
固餃子10個/焼き小龍包6個

【管理番号】【04203-0192】

はちやの餃子と頑固餃子セット

10,000円

無添加餃子と野菜ソムリエの社
長こだわりの餃子２種セット。
【容量】はちやの餃子15個／塩
竈頑固餃子10個：各２パック

【管理番号】【04203-0193】

【店舗飲食】寿司海道丸長寿司
にぎり（一人前）

10,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】にぎり９貫、茶碗蒸し
、お吸い物★塩竈の店舗でお召
し上がり頂けます。

【管理番号】【04203-0205】

薫香漬け（燻製風味漬け魚）３
種詰合せ

10,000円

脂ののった赤魚・さば・ホッケ
をスモーク風味に仕上げました
【容量】薫赤魚×４枚、薫鯖×
４枚、薫ほっけ×４枚

【管理番号】【04203-0195】

笹かまぼこ2箱(プレーン・牛タ
ン)mini笹かまぼこ付き

10,000円

浦霞をすべての商品に使用した
笹かまぼこ３種の詰合せです。
【容量】笹かまぼこプレーン・
牛タン各７枚／miniささ（プレ
ーン、ゆず、牛タン各２枚）

【管理番号】【04203-0214】
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宮城県　塩竈市

笹かまぼこ2箱(プレーン・杜の
チーズ)mini笹かまぼこ付き

10,000円

浦霞をすべての商品に使用した
笹かまぼこ３種の詰合せです。
【容量】笹かまぼこプレーン・
杜のチーズ各7枚/miniささ(プ
レーン、ゆず、牛タン各2枚)

【管理番号】【04203-0215】

笹かまぼこ2箱(プレーン・ゆず)
mini笹かまぼこ付き

10,000円

浦霞をすべての商品に使用した
笹かまぼこ３種の詰合せです。
【容量】笹かまぼこプレーン・
ゆず7枚／miniささ（プレーン
、ゆず、牛タン各２枚）

【管理番号】【04203-0216】

笹かまぼこ2箱(プレーン・だだ
ちゃ豆)mini笹かまぼこ付き

10,000円

浦霞をすべての商品に使用した
笹かまぼこ３種の詰合せです。
【容量】笹かまぼこプレーン・
だだちゃ豆各7枚/miniささ(プ
レーン、ゆず、牛タン各2枚)

【管理番号】【04203-0217】

【店舗飲食】寿司海道すしやの
山孝みなと塩釜店にぎり一人前

10,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】にぎり10貫、茶碗蒸し
、お吸い物

【管理番号】【04203-0223】

オレンジシャーベット８個入り

10,000円

オレンジの皮を器に作った塩竈
名物のオレンジシャーベット。
【容量】オレンジシャーベット
×８

【管理番号】【04203-0231】

武田の笹かまぼこ５つの味の笹
かま詰め合わせ

10,000円

浦霞をすべての商品に使用した
笹かまぼこの詰合せをお届け。
【容量】プレーン6個、杜のチ
ーズ3個、牛タン3個、だだちゃ
豆3個、ゆずささ3個

【管理番号】【04203-0276】

【髙島屋選定品】あかもくセッ
ト15P

10,000円

豊富な栄養分を含む、最近話題
の海藻「あかもく」をお届け。
【容量】【髙島屋選定品】あか
もく（ギバサ）100g×15P

【管理番号】【04203-0323】

【髙島屋選定品】阿部平かまぼ
こ詰合せ

10,000円

塩竈の味を詰め込んだ阿部平の
かまぼこ５種詰合せをお届け。
【容量】匠味笹かまぼこ/さつ
まあげ/ふかひれ笹かま/牛たん
入りミニ蒲鉾/カステラ蒲鉾

【管理番号】【04203-0340】

仙台牛１００％使用メンチカツ
「伊達メンチ」

10,000円

最高級A5ランクの仙台牛を使用
したお肉屋さんのメンチカツ。
【容量】60g×5個入×2箱

【管理番号】【04203-0325】

熟成干物詰合せ【A】

10,000円

外はパリッと中はジューシーに
仕上げた「熟成干物」の詰合せ
【容量】さんまの開き干し、金
華さばの半身干し、縞ほっけ半
身干し、紅鮭切身干し

【管理番号】【04203-0333】

【髙島屋選定品】塩竈の藻塩仕
込辛子明太子300g

10,000円

希少塩「塩竈の藻塩」で仕込ん
だ逸品の明太子をお届けします
【容量】【髙島屋選定品】辛子
明太子３００ｇ

【管理番号】【04203-0342】

【髙島屋選定品】塩竈の藻塩仕
込たらこ300g

10,000円

希少塩「塩竈の藻塩」で仕込ん
だ逸品のたら子をお届けします
【容量】【髙島屋選定品】たら
こ３００ｇ

【管理番号】【04203-0343】
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宮城県　塩竈市

【髙島屋選定品】ことこと煮魚
４パック

10,000円

レンジで簡単調理！４種の魚を
煮込んだ、煮魚の詰合せです。
【容量】本目抜コク煮1切/白ひ
らすしょうが煮1切/金華さば仙
台みそ煮2切/さんま佃煮150g

【管理番号】【04203-0348】

【髙島屋選定品】ことこと煮魚
（食べきりサイズ）８パック

10,000円

レンジで簡単調理！３種の魚を
煮込んだ、煮魚の詰合せです。
【容量】金華さば仙台みそ煮60
g×3/さんま佃煮70g×3/白ひら
すしょうが煮50g×2

【管理番号】【04203-0349】

【髙島屋選定品】尾頭付き金目
鯛西京醸し麹漬

10,000円

尾頭付きの金目鯛を風味よく香
る西京味噌に漬け込みました。
【容量】【髙島屋選定品】尾頭
付き金目鯛西京醸し麹漬×２

【管理番号】【04203-0350】

【髙島屋選定品】無添加の海苔
かつおふりかけ

10,000円

海苔・あおさ・かつお節の香り
高い、無添加製造のふりかけ。
【容量】【髙島屋選定品】海苔
かつおふりかけ20g×6袋

【管理番号】【04203-0353】

【髙島屋選定品】おとうふかま
ぼこ詰合せ

10,000円

獲れたての魚を船上ですり、職
人が石臼で大豆とあわせた逸品
【容量】おとうふかまぼこ・真
打:2/笹:4/小丸生姜:2/お好み
焼き:2、揚げ蒲鉾:4

【管理番号】【04203-0355】

【髙島屋選定品】はちやの餃子
セット

10,000円

厳選素材を使用した、タレ無し
でも美味しい定番の餃子です。
【容量】【髙島屋選定品】はち
やの餃子（15個入）×４パック

【管理番号】【04203-0356】

【髙島屋選定品】頑固餃子セッ
ト

10,000円

頑固に添加物不使用にこだわっ
た国内素材１００％使用餃子。
【容量】【髙島屋選定品】頑固
餃子（10個入）x４パック

【管理番号】【04203-0357】

【髙島屋選定品】焼き小籠包セ
ット

10,000円

もちもち皮にジューシーな食材
、熱々スープが美味しい小籠包
【容量】【髙島屋選定品】焼き
小籠包（6個入）×５パック

【管理番号】【04203-0358】

肉厚牛タン焼肉セット（塩＆味
噌・小）

10,000円

一枚一枚丁寧に手作業でカット
・味付けした牛タンをお届け。
【容量】塩味150ｇ×2パック味
噌漬け150ｇ×1パック

【管理番号】【04203-0383】

かき一夜干し（5個入×2セット
）<氷温熟成かき使用>

10,000円

ここでしか味わえない宮城の大
粒かきを厳選し、旨味を凝縮。
【容量】かき一夜干し5個入り
×2

【管理番号】【04203-0386】 

かきフライ（10個×2パックセッ
ト）<氷温熟成かき使用>

10,000円

宮城の旬な大粒かきを、職人が
手作業で仕上げたかきフライ。
【容量】かきフライ10個×2

【管理番号】【04203-0388】

燻製ミックスナッツセット

10,000円

塩竈の特産品「藻塩」使用の燻
製ナッツなど３種詰合せです。
【容量】ミックスナッツ塩竈の
藻塩仕立て：75g×2種／燻製ミ
ックスナッツ蜂蜜漬け80g

【管理番号】【04203-0408】
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宮城県　塩竈市

大きなエビフライ（4尾280g×2
パック）

10,000円

手作業で作ったえび本来の旨味
を感じられるえびフライです。
【容量】えびフライ：4尾（280
g）×2パック／計8尾（560g）

【管理番号】【04203-0411】

こだわり本格生餃子80個（16人
前）

10,000円

厳選した国内産の肉・野菜を使
用した、本格派の生餃子です。
【容量】餃子８０個入り（１個
約１８ｇ）

【管理番号】【04203-0410】

うす塩銀鮭切落し（骨取り）600
g×6パック＋300g／計3.9kg

20,000円

和洋折衷幅広い料理用素材に！
骨を取った銀鮭を3.9kgお届け!
【容量】うす塩銀鮭切落し（骨
取り）：真空600g×6パック＋3
00gパック／計3.9kg

【管理番号】【04203-0519】

カネコの笹かま特選詰合せFSD-
K60

20,000円

カネコの笹かま自慢のおいしさ
【容量】松島笹：7枚／かき・
ふかひれかまぼこ：各5個／チ
ーズ・牛たん笹かま：各5枚

【管理番号】【04203-0511】

塩釜市場の特選7本セットA

20,000円

塩竈の藻塩仕込み、極上塩辛！
【容量】いか塩辛／いか塩辛旨
辛／ぶっかけ塩辛／ほや塩辛／
いかめんたい／ひもキムチ／い
かキムチ各180ｇ

【管理番号】【04203-0488】

ジェラテリアフルーツラボラト
リーオリジナルジェラートバー
１２本セット

20,000円

老舗果実店厳選の果実を使った
バータイプジェラートセット。
【容量】ジェラートバー１２本

【管理番号】【04203-0017】

藻塩仕込み牛タン400gテールス
ープ付

20,000円

仙台牛を「塩竈の藻塩」で仕込
んだまろやかな味が自慢です！
【容量】塩竈の藻塩仕込み牛タ
ン：200g×2／牛テールスープ
：35g×2

【管理番号】【04203-0474】

塩竈三昧と藻塩セット

20,000円

塩竈三蔵元の純米酒と純米吟醸
酒、そして名産の塩竈の藻塩。
【容量】浦霞蔵の華純米吟醸,
阿部勘純米吟醸,麹屋酒造しお
がま純米:各720ml／藻塩80g

【管理番号】【04203-0021】

甘塩紅鮭１尾特特サイズ

20,000円

独自製法で甘塩仕立ての紅鮭を
一尾分、丸ごと切身にしました
【容量】甘塩仕上げ１尾真空パ
ック（総量約1.7～1.8kg）

【管理番号】【04203-0029】

コーヒーロールと焼き菓子ギフ
ト

20,000円

創業以来60余年不変のコーヒー
ロールと焼菓子をセットです。
【容量】コーヒーロール×５／
キャラメルパイ×２／ベリーパ
イ×２／焼き菓子８種詰合せ

【管理番号】【04203-0036】

宮城県塩竈市の味の基本セット

20,000円

塩竈様ご用達の、味噌や醤油の
調味料をセットにしてお届け。
【容量】きあげ醤油500ml／本
然醤油1L／つゆの里1L／味噌45
0g×2／ドーナツ×5

【管理番号】【04203-0061】

仙台銘茶『伊達茶』ペットボト
ル24本入り

20,000円

宮城のブランド茶「伊達茶」を
ペットボトルにいたしました。
【容量】伊達茶ペットボトル：
350ml×24

【管理番号】【04203-0065】
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宮城県　塩竈市

茶摘み（8本入り）

20,000円

飲む直前に茶葉と水をミックス
。いつでもできたてのお茶を。
【容量】ペットボトル190ml×8

【管理番号】【04203-0066】

太田屋味噌醤油セット

20,000円

江戸後期創業の老舗より味噌・
醤油・ポン酢の４種をお届け。
【容量】蔵一番（味噌）1kg×2
／さしみ醤油300ml／ゆずポン
酢300ml／だししょうゆ500ml

【管理番号】【04203-0081】

荏胡麻豚ロース切り身・味噌漬
けセット

20,000円

荏胡麻豚ロースの切身と味噌漬
けセットをお送りいたします。
【容量】荏胡麻豚ロース１枚約
100g：切り身×4、味噌漬け×4

【管理番号】【04203-0092】

海の恵み５点セット

20,000円

三陸産・塩竈加工の海苔や海藻
をたっぷり詰合せにしてお届け
【容量】寒流海苔10枚入り×5
／金華山ひじき60g／ふのり50g
／とろろ60g／ワカメ300g

【管理番号】【04203-0110】

【塩竈】浦霞BASE純米セット

20,000円

浦霞の純米とそれをベースにし
た梅酒・ゆず酒の３本セット。
【容量】浦霞純米酒・浦霞純米
原酒につけた梅酒・浦霞のゆず
酒：各720ml×１

【管理番号】【04203-0114】

【塩竈】浦霞・阿部勘純米セッ
ト一升瓶

20,000円

塩竈を代表する地酒、浦霞と阿
部勘の日本酒を一升瓶でお届け
【容量】浦霞純米酒・阿部勘特
別純米酒：各1.8L×1本

【管理番号】【04203-0115】

定塩紅鮭半身切身

20,000円

当社独自の製法で半身の状態か
ら甘塩に漬込んだ塩紅鮭です。
【容量】２切入真空パック×７
★甘口漬込

【管理番号】【04203-0175】

クッキー「東太平洋」（46枚入
）

20,000円

梅花堂ロングセラーのクッキー
『東太平洋』詰め合わせです。
【容量】〇クッキー『東太平洋
』：46枚入（※梅花堂のしおり
付）

【管理番号】【04203-0463】

「東太平洋・藻なかさぶれ」詰
合せ42枚入

20,000円

梅花堂ロングセラーの『東太平
洋』『藻なかさぶれ』の詰合せ
【容量】〇東太平洋：21枚／〇
藻なかさぶれ：21枚（※梅花堂
のしおり付）

【管理番号】【04203-0464】

オリジナルジェラート１２カッ
プ（プレミアムフレーバー入り
）

20,000円

塩竈の藻塩や果物を使用。多彩
な味のジェラート詰合せです。
【容量】ジェラート（１１０ｍ
ｌ）１２個セット

【管理番号】【04203-0185】

オリジナルジェラート１８カッ
プ（ちょこっとミニカップ）

20,000円

塩竈の藻塩や果物を使用。多彩
な味のジェラート詰合せです。
【容量】ジェラート１８個セッ
ト★各種９０ｍｌ×２個入

【管理番号】【04203-0186】

＜手づくり＞ことこと煮魚セッ
トA【ナチュラル・キッチン・た
らや】

20,000円

＜レンジで手軽に調理♪＞厳選
素材使用の無添加煮魚セット。
【容量】金華さば仙台みそ煮2
切入×3／白ひらすしょうが煮1
切入×3／さんま佃煮150g×3

【管理番号】【04203-0189】
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宮城県　塩竈市

【店舗飲食】塩竈寿司海道仁王
寿司特上握り（２人前）

20,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】１人前メニュー：握り
９貫、茶碗蒸し、お吸い物

【管理番号】【04203-0199】

【店舗飲食】寿司海道丸長寿司
にぎり（二人前）

20,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】１人前：にぎり９貫、
茶碗蒸し、お吸い物

【管理番号】【04203-0206】

【店舗飲食】寿司海道丸長寿司
親方旬のにぎり（一人前）

20,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】にぎり10貫、茶碗蒸し
、お吸い物、穴子焼き

【管理番号】【04203-0207】

【店舗飲食】寿司海道鮨のしお
がま旬のおまかせにぎり二人前

20,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】1人前：お寿司７～８
貫、汁物、デザート（小鉢）

【管理番号】【04203-0209】

オール塩竈晩酌セット

20,000円

全て塩竈製の晩酌セットです。
【容量】阿部勘特別純米,浦霞
山廃純米,浦霞貳百八拾號:各72
0ml/塩竈おでん缶×2,仙臺塩お
でん缶×1(各280g)/藻塩80g

【管理番号】【04203-0220】

【店舗飲食】寿司海道亀喜寿司
親方おまかせにぎり一人前

20,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】にぎり13貫、巻物3切
、あら汁、デザート（浦霞「白
鳥」大吟醸の酒粕を使用）

【管理番号】【04203-0225】

「ほっくり煮魚」３種セット

20,000円

湯せんだけで簡単に作れる３種
の煮魚詰合せをお届けします。
【容量】きんき切身×2袋／め
ぬけ切身×2袋／銀たら切身×2
袋

【管理番号】【04203-0279】

国産牛黒タン焼き肉用・塩味300
g

20,000円

本場の美味しい牛タンがお気軽
にお召し上がりいただけます！
【容量】国産牛黒タン塩味：30
0g

【管理番号】【04203-0522】

国産牛黒タン焼き肉用・特選味
噌漬け300g

20,000円

本場の美味しい牛タンがお気軽
にお召し上がりいただけます！
【容量】国産牛黒タン特選味噌
漬け：300g

【管理番号】【04203-0523】

仙台牛ローストビーフ３００ｇ

20,000円

赤身ながら程よくサシが入った
仙台牛のローストビーフです。
【容量】３００ｇ

【管理番号】【04203-0290】

手づくり魚漬【龍宮伝】松風（
レンジ調理可）

20,000円

味わい深い逸品漬け魚詰合せ。
【容量】銀鱈みりん漬／きんき
・紅鮭西京漬／時鮭西京醸し麹
漬／真鱈・かじきまぐろ仙台味
噌醸し麹漬／目抜仙台味噌漬

【管理番号】【04203-0040】

かきの旨味だし塩竈おでん缶１
２缶セット

20,000円

あっさりと上品で牡蠣の旨みが
たっぷりのおでん１２缶です。
【容量】塩竈おでん缶２８０ｇ
×１２（具材７種９個入り）

【管理番号】【04203-0296】
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宮城県　塩竈市

【髙島屋選定品】漬魚詰合せ「
香熟ギフトセット6P」

20,000円

魚の旨味を引き立てたまろやか
で芳醇な漬魚を詰合せました。
【容量】【髙島屋選定品】吉次
粕漬・銀たらみりん漬・紅鮭塩
こうじ漬：各100g×2P

【管理番号】【04203-0324】

お肉屋さんの贅沢手作り惣菜セ
ット＜ハンバーグ＆メンチカツ
＞

20,000円

お肉屋さん自慢のハンバーグ、
メンチカツの２種詰合せです。
【容量】伊達メンチ：5ケ入り
×2／荏胡麻豚入り煮込みハン
バーグ：2ケ入り×3

【管理番号】【04203-0326】

【髙島屋選定品】塩竈の藻塩仕
込たらこ・辛子明太子詰合せ350
g

20,000円

希少塩「塩竈の藻塩」で仕込ん
だ逸品セットをお届けします。
【容量】【髙島屋選定品】たら
こ：３５０ｇ／辛子明太子：３
５０ｇ

【管理番号】【04203-0344】

【髙島屋選定品】銀鮭一尾宮城
県産姿切身２号サイズ

20,000円

独自製法で塩味のムラが無い様
仕上げた甘口漬け塩銀鮭です。
【容量】【髙島屋選定品】塩漬
銀鮭（甘口）総重量：約1.9～2
.2ｋｇ

【管理番号】【04203-0346】

【髙島屋選定品】手づくり魚漬
【龍宮伝】銀鱈みりん漬6切入

20,000円

長期熟成のみりんと醤油に漬け
込んだコク深い銀鱈漬けです。
【容量】【髙島屋選定品】銀鱈
みりん漬（80ｇ）×6

【管理番号】【04203-0351】

【髙島屋選定品】塩竈海苔三昧
＜海苔製品３種セット＞

20,000円

海苔ソムリエ厳選の海苔詰合せ
【容量】【髙島屋選定品】板海
苔全形10枚×6／海苔かつおふ
りかけ30g×2／焼きばら海苔20
g×2

【管理番号】【04203-0354】

【髙島屋選定品】海の宝汐セッ
ト

20,000円

干物や漬魚、煮魚などお届け。
【容量】吉次,まとう鯛一汐干
し各2枚/銀かますみりん漬け,
銀かます西京味噌漬け各3切/湯
せんでほっくり煮魚きんき2袋

【管理番号】【04203-0361】

肉厚牛タン焼き肉用（塩味・大
）

20,000円

程よい塩加減で、ご飯やお酒の
お供におすすめの牛タンです。
【容量】牛タン150g×5パック
（原産国：アメリカ）

【管理番号】【04203-0380】

肉厚牛タン焼肉セット（塩＆味
噌・大）

20,000円

一枚一枚丁寧に手作業で仕上げ
た牛タンをお送りいたします。
【容量】【牛タン２種セット】
塩味3パック・味噌漬け2パック
：各150g

【管理番号】【04203-0381】

かき一夜干し（15個ギフト包装
）<氷温熟成かき使用>

20,000円

ここでしか味わえない大粒かき
を厳選し旨味を凝縮しました。
【容量】かき一夜干し15個（ギ
フト箱包装）

【管理番号】【04203-0387】 

塩・みそ・ねぎ塩牛たん3種セッ
ト（各1パック×3種）<氷温熟成
牛たん使用>

20,000円

独自の氷温熟成で旨味を凝縮、
柔らかな牛たんを3種セットに
【容量】氷温熟成牛たん塩味12
0g、みそ味140g、ねぎ塩味140g

【管理番号】【04203-0389】

牛たん塩味300g×2パック<氷温
熟成牛たん使用>

20,000円

独自の氷温熟成で旨味を凝縮、
柔らかな牛たんをお届けします
【容量】氷温熟成牛たん塩味30
0g×2パック

【管理番号】【04203-0390】



ふるさと納税お礼の品一覧

このカタログに掲載されている情報は           年       月       日時点のものです。最新のお礼の品に関する情報は「ふるさとチョイスサイト」にてご確認ください。  powered by ふるさとチョイス2022 09 12

宮城県　塩竈市

みなと塩竈海保カレー3種セット
×3個

20,000円

海上保安部伝統のカレーを再現
したカレーレトルト３種セット
【容量】みなと塩竈海保カレー
＜ビーフ・シーフード・フルー
ツキーマ＞各180g×3

【管理番号】【04203-0404】

プラリネショコラ２０個詰合せ
＜藻塩ショコラ入り＞

20,000円

藻塩ショコラや日本酒を使った
ショコラが入った20個詰合せ！
【容量】ショコラ×20個（※プ
ラリネショコラは内容が変わる
ことがあります。）

【管理番号】【04203-0412】

筵巻き山漬け紅鮭１尾姿切身技
‐Ｌサイズ

30,000円

伝統製法「筵巻き山漬け紅鮭」
で丹念に塩に漬け込んだ紅鮭。
【容量】中辛１尾分切身４分割
包装（約1.9～2.2kg・真空パッ
ク包装）

【管理番号】【04203-0003】

清酒蔵元だから粕取焼酎と吟醸
酒

30,000円

粕取焼酎と吟醸酒の４本セット
【容量】浦霞純米吟醸「花は咲
く」720ml／浦霞本格焼酎500ml
／阿部勘大吟醸720ml／阿部勘
粕取焼酎勝画楼375ml×1本

【管理番号】【04203-0022】

手づくり魚漬【龍宮伝】乙姫

30,000円

味わい深く仕上げた漬魚セット
【容量】銀鱈みりん漬/きんき
西京漬/時鮭西京醸し麹漬/かじ
きまぐろ仙台味噌醸し麹漬/紅
さけ西京漬/目抜仙台味噌漬

【管理番号】【04203-0041】

塩竈産めばちまぐろ

30,000円

塩竈の自慢の新鮮なまぐろです
【容量】赤身中トロ計500～600
g※九州,中国,四国,北海道への
配送は出来ません。配送希望日
を2週間以降の日程で指定必須

【管理番号】【04203-0057】

国産牛黒タン焼き肉用（塩味）

30,000円

本場の美味しい牛タンがお気軽
にお召し上がりいただけます！
【容量】５００ｇ

【管理番号】【04203-0094】

国産牛黒タン特選味噌漬け（焼
き肉用）

30,000円

本場の美味しい牛タンがお気軽
にお召し上がりいただけます！
【容量】５００ｇ

【管理番号】【04203-0096】

＜手づくり＞ことこと煮魚セッ
トB【ナチュラル・キッチン・た
らや】

30,000円

【レンジで手軽に調理♪】厳選
素材を使用した無添加煮魚です
【容量】金華さば仙台みそ煮2
切×5／白ひらすしょうが煮1切
×4／さんま佃煮150g×5

【管理番号】【04203-0190】

【店舗飲食】寿司海道仁王寿司
特上握りと日本酒セット（２人
前）

30,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】【１人前メニュー】握
り９貫、茶碗蒸し、お吸い物、
阿部勘・浦霞、お通し３点盛り

【管理番号】【04203-0200】

【店舗飲食】寿司海道鮨のしお
がま旬のおまかせにぎり三人前

30,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】１人前：お寿司７～８
貫、汁物、デザート（小鉢）

【管理番号】【04203-0210】

【店舗飲食】寿司海道すし哲ふ
るさと満喫セットB（2名様分）

30,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】＜１人前内容＞寿司盛
り合わせ１0貫、旬のにぎり２
貫、あら汁１杯

【管理番号】【04203-0212】
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宮城県　塩竈市

天然石使用の食器『ISHOKU』

30,000円

伝統ある石材店がプロデュース
した石で出来たお皿をお届け。
【容量】石皿『ISHOKU』：1枚
＜石材：みかげ石、重量：約60
0g、直径：約20cm＞

【管理番号】【04203-0221】

お墓の清掃代行サービス

30,000円

創業100余年の老舗石材店が市
内のお墓の清掃を代行します。
【容量】墓地内の除草・清掃と
墓石清掃の実施★塩竈市内（島
部除く）

【管理番号】【04203-0282】

干物・漬魚詰合せ『塩蔵セレク
ション＜凛＞』

30,000円

ジューシーな熟成干物の詰合せ
【容量】金華鯖・本吉次・縞ほ
っけ・真ほっけ・イカ開き干し
×各1枚／銀鱈切身甘粕×2枚／
金華鯖半身甘粕漬け×1枚

【管理番号】【04203-0335】

【髙島屋選定品】牛たん入り仙
臺塩おでん缶12缶

30,000円

テールスープ風のだしで仕上げ
た牛タン入りおでんを缶詰に。
【容量】【髙島屋選定品】牛た
ん入り仙臺塩おでん缶２８０ｇ
×１２個（具材7種9個入）

【管理番号】【04203-0345】

【髙島屋選定品】手づくり魚漬
【龍宮伝】銀鱈みりん漬10切入

30,000円

長期熟成のみりんと醤油に漬け
込んだコク深い銀鱈漬けです。
【容量】【髙島屋選定品】銀鱈
みりん漬（80ｇ）×10

【管理番号】【04203-0347】

浦霞・阿部勘日本酒セット

30,000円

塩竈の蔵元の定番日本酒詰合せ
【容量】浦霞（純米吟醸・蔵の
華・純米辛口・本仕込）阿部勘
（純米吟醸亀の尾・特別純米酒
・純米辛口）各720ml

【管理番号】【04203-0368】

【髙島屋選定品】＜定期便＞「
はちやの餃子」食べ比べコース

30,000円

髙島屋が厳選した塩竈市の名産
品を３か月間定期便でお届け。
【容量】①はちやの餃子15個×
4P②頑固餃子10個×4P③焼き小
籠包6個×5P

【管理番号】【04203-0371】

【髙島屋選定品】＜定期便＞簡
単調理！港町のごはんと煮魚コ
ース

30,000円

髙島屋が厳選した塩竈市の名産
品を２か月間定期便でお届け。
【容量】①あなご飯・たこ飯×
各６P②ことこと煮魚×8P

【管理番号】【04203-0372】

牛たん3種（塩・みそ・ねぎ塩）
＆かきフライセット（2パック）
<氷温熟成>

30,000円

氷温熟成で旨味が増した宮城名
物牛たんとかきをお届けします
【容量】氷温熟成牛たん塩味12
0gみそ味140gねぎ塩味140g／か
きフライ10個入り×2P

【管理番号】【04203-0393】

牛たん塩味＆かきフライセット
（各2パック）<氷温熟成>

30,000円

氷温熟成で旨味が増した宮城名
物牛たんとかきをお届けします
【容量】氷温熟成牛たん塩味30
0g×2P、かきフライ10個×2P

【管理番号】【04203-0394】

【髙島屋選定品】仙台牛ロース
トビーフ500g

30,000円

赤身ながら程よくサシが入った
「仙台牛」のローストビーフ。
【容量】仙台牛ローストビーフ
500g

【管理番号】【04203-0398】

藻塩仕込み牛タン1kgテールスー
プ付

40,000円

「塩竈の藻塩」で仕込んだ、ま
ろやかな味が自慢の牛タンです
【容量】塩竈の藻塩仕込み牛タ
ン1kｇ（500g×2）／牛テール
スープ４個（３５g×４）

【管理番号】【04203-0490】
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宮城県　塩竈市

筵巻き山漬け紅鮭１尾姿切身技
―ＬＬサイズ

40,000円

伝統製法「筵巻き山漬け紅鮭」
で丹念に塩に漬け込んだ紅鮭。
【容量】中辛４分割真空パック
（総量約2.3～2.6kg）

【管理番号】【04203-0030】

手づくり魚漬【龍宮伝】玉手箱
（レンジ調理可）

40,000円

味わい深く仕上げた漬魚セット
【容量】銀鱈みりん漬×3/きん
き西京漬×3/時鮭西京醸し麹漬
×2/かじきまぐろ仙台味噌醸し
麹漬×2/目抜仙台味噌漬×2

【管理番号】【04203-0042】

仙台牛ローストビーフ700g

40,000円

赤身ながら程よくサシが入った
「仙台牛」のローストビーフ。
【容量】仙台牛ローストビーフ
700g

【管理番号】【04203-0129】

【店舗飲食】寿司海道丸長寿司
親方旬のにぎり（二人前）

40,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】１人前あたり：にぎり
10貫、茶碗蒸し、お吸い物／穴
子焼き１本

【管理番号】【04203-0208】

【店舗飲食】寿司海道すし哲ふ
るさと満喫セットＡ（2名様分）

40,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】１人前内容：寿司盛り
合わせ11貫、旬のにぎり3貫、
あら汁1杯

【管理番号】【04203-0211】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味500g×浦霞禅720ml
）

40,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味：50
0g／純米吟醸浦霞禅：720ml×1
本

【管理番号】【04203-0527】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味500g×四季の松島
吟醸720ml）

40,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味：50
0g／四季の松島吟醸：720ml×1
本

【管理番号】【04203-0530】

お肉とお酒の贅沢セット（仙台
牛ローストビーフ500ｇ×浦霞禅
720ml）

40,000円

仙台牛ローストビーフと塩竈の
地酒の詰合せをお届けします。
【容量】仙台牛ローストビーフ
500g、浦霞禅720ml×1本

【管理番号】【04203-0240】

お肉とお酒の贅沢セット（仙台
牛ローストビーフ500ｇ×四季の
松島吟醸720ml）

40,000円

仙台牛ローストビーフと塩竈の
地酒の詰合せをお届けします。
【容量】仙台牛ローストビーフ
500g、阿部勘四季の松島吟醸72
0ml×1本

【管理番号】【04203-0243】

【店舗飲食】塩竈寿司海道仁王
寿司「特上握り・塩竈満喫コー
ス」（2人前）

40,000円

市内の寿司店舗で新鮮でおいし
いお寿司をお召し上がれます。
【容量】1人前:特上握り9貫、
茶碗蒸し、お吸い物、地酒、お
刺身、漬だし3種、珍味

【管理番号】【04203-0295】

＜定期便＞ベストヒット塩竈

40,000円

人気名産品の４か月間定期便！
【容量】①初摘み焼き海苔②荏
胡麻豚入りハンバーグ③『仙台
漬魚』ギフト漬魚４種詰合せ④
かきの旨味だし塩竈おでん缶

【管理番号】【04203-0309】

牛たん塩味300g×5パック<氷温
熟成牛たん使用>

40,000円

独自の氷温熟成で旨味を凝縮、
柔らかな牛たんをお届けします
【容量】氷温熟成牛たん塩味：
300g×2パック

【管理番号】【04203-0391】
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宮城県　塩竈市

塩・みそ・ねぎ塩牛たん3種セッ
ト（各2パック×3種）<氷温熟成
牛たん使用>

40,000円

独自の氷温熟成で旨味を凝縮、
柔らかな牛たんを3種セットに
【容量】氷温熟成牛たん塩味12
0g・みそ味140g・ねぎ塩味140g

【管理番号】【04203-0392】

【髙島屋選定品】国産牛黒タン
焼き肉用（塩味）700g

40,000円

塩竈市×髙島屋！本場・宮城の
美味しい牛タンを自宅で気軽に
【容量】国産牛黒タン塩味：80
0g

【管理番号】【04203-0544】

【髙島屋選定品】国産牛黒タン
焼き肉用（味噌漬け）700g

40,000円

塩竈市×髙島屋！独自の味噌で
味付けした上質な国産牛黒タン
【容量】国産牛黒タン特選味噌
漬け：700g

【管理番号】【04203-0545】

【訳あり】ズワイ蟹脚折れ入り2
kg

50,000円

船上凍結ワンフローズンの美味
しさ！脚折れ入りの訳あり品！
【容量】【訳あり品】本ズワイ
蟹：２kg（脚折れ入り）

【管理番号】【04203-0478】

太田屋厳選仕込み味噌

50,000円

熟成前の味噌をご自宅で寝かせ
完成させる味噌「仕込み味噌」
【容量】仕込み味噌10kg

【管理番号】【04203-0018】

茶摘み（１ケース）

50,000円

飲む直前に茶葉と水をミックス
。いつでもできたてのお茶を。
【容量】ペットボトル入りお茶
「茶摘み」190ml×30（１ケー
ス）

【管理番号】【04203-0067】

国産牛黒タン焼き肉用・塩味800
g

50,000円

本場の美味しい牛タンがお気軽
にお召し上がりいただけます！
【容量】国産牛黒タン塩味：80
0g

【管理番号】【04203-0520】

国産牛黒タン焼き肉用・特選味
噌漬け800g

50,000円

本場の美味しい牛タンがお気軽
にお召し上がりいただけます！
【容量】国産牛黒タン特選味噌
漬け：800g

【管理番号】【04203-0521】

浦霞大吟醸スペシャル

50,000円

浦霞の大吟醸を４本取り揃えた
スペシャルな詰め合わせです。
【容量】浦霞（大吟醸・純米大
吟醸・純米大吟醸古酒・蔵の華
純米大吟醸）各720ml

【管理番号】【04203-0024】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味600g×浦霞禅720ml
）

50,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味：60
0g／純米吟醸浦霞禅：720ml×1
本

【管理番号】【04203-0528】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味600g×四季の松島
吟醸720ml）

50,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味：60
0g／四季の松島吟醸：720ml×1
本

【管理番号】【04203-0531】

お肉とお酒の贅沢セット（仙台
牛ローストビーフ600ｇ×浦霞禅
）

50,000円

仙台牛ローストビーフと塩竈市
の地酒を詰合せにしてお届け。
【容量】仙台牛ローストビーフ
600g／浦霞禅720ml

【管理番号】【04203-0241】
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宮城県　塩竈市

お肉とお酒の贅沢セット（仙台
牛ローストビーフ600ｇ×四季の
松島吟醸）

50,000円

仙台牛ローストビーフと塩竈市
の地酒を詰合せにしてお届け。
【容量】仙台牛ローストビーフ
600g／阿部勘四季の松島吟醸72
0ml

【管理番号】【04203-0244】

塩竈の生マグロ・海鮮を地酒と
愉しむセットCコース

50,000円

塩竈の地酒や名産品をお届け。
【容量】①浦霞・阿部勘４本セ
ット②生鮪サク③塩辛５本セッ
ト※九州・中国・四国・北海道
への配送は出来ません。

【管理番号】【04203-0314】

塩竈の生マグロ・海鮮を地酒と
愉しむセットDコース

50,000円

塩竈の地酒や名産品をお届け。
【容量】①浦霞・阿部勘４本セ
ット②生鮪サク③笹かまぼこ２
箱詰合せ※九州・中国・四国・
北海道への配送は出来ません。

【管理番号】【04203-0315】

塩竈の朝食おかずセットAコース

50,000円

朝ご飯に合う塩竈市の名産品を
１回で複数アイテムをお届け。
【容量】①味噌・醤油詰合せ②
海藻詰合せ③たらこ

【管理番号】【04203-0320】

【髙島屋選定品】＜定期便＞塩
竈のごはんのお供Bコース

50,000円

髙島屋が厳選した塩竈市の名産
品を３か月間定期便でお届け。
【容量】①藻塩仕込たらこ・辛
子明太子②銀鮭一尾姿切身２号
サイズ③はちやの餃子15個×４

【管理番号】【04203-0375】

【髙島屋選定品】仙台牛ロース
トビーフ800g

50,000円

赤身ながら程よくサシが入った
仙台牛のローストビーフです。
【容量】仙台牛ローストビーフ
800g

【管理番号】【04203-0401】

＜6か月定期便＞うす塩銀鮭切落
し（骨取り）計12.6kg

60,000円

和洋折衷幅広い料理用素材に！
骨取りの銀鮭を６か月定期便で
【容量】【1か月の内容】600g
×3パック／計1.8kg（※偶数月
は600g×1パック増量）

【管理番号】【04203-0518】

仙台牛ローストビーフ1kg

60,000円

赤身ながら程よくサシが入った
仙台牛のローストビーフです。
【容量】仙台牛ローストビーフ
1kg

【管理番号】【04203-0130】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味800g×浦霞禅720ml
）

60,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味：80
0g／純米吟醸浦霞禅：720ml×1
本

【管理番号】【04203-0529】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味800g×四季の松島
吟醸720ml）

60,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味：80
0g／四季の松島吟醸：720ml×1
本

【管理番号】【04203-0532】

お肉とお酒の贅沢セット（仙台
牛ローストビーフ800ｇ×浦霞禅
720ml）

60,000円

仙台牛ローストビーフと塩竈市
の地酒を詰合せにしてお届け。
【容量】仙台牛ローストビーフ
800g／浦霞禅720ml

【管理番号】【04203-0242】

お肉とお酒の贅沢セット（仙台
牛ローストビーフ800ｇ×四季の
松島吟醸720ml）

60,000円

仙台牛ローストビーフと塩竈市
の地酒を詰合せにしてお届け。
【容量】仙台牛ローストビーフ
800g／阿部勘四季の松島吟醸72
0ml

【管理番号】【04203-0245】
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宮城県　塩竈市

＜定期便＞簡単調理！おいしい
お魚

60,000円

簡単調理のお魚加工品の定期便
【容量】①ほっくり煮魚３種②
筵巻き山漬け紅鮭切身詰合せ③
手づくり魚漬④レンジでふっく
ら焼魚6P

【管理番号】【04203-0308】

仙塩ゴルフ倶楽部平日2名プレー

60,000円

東北最古のゴルフ倶楽部でのプ
レーをぜひお楽しみください。
【容量】平日セルフプレー２名
様利用券（利用税・消費税込み
）

【管理番号】【04203-0384】

【髙島屋選定品】「宮城を堪能
」仙台牛ローストビーフと国産
牛黒タンの贅沢セット

60,000円

塩竈市×髙島屋！老舗精肉店が
贈る宮城県を堪能できるセット
【容量】仙台牛ローストビーフ
：500g／国産牛黒タン塩味：50
0g

【管理番号】【04203-0543】

仙台牛ローストビーフ、国産牛
黒タン焼き肉用・塩味（贅沢セ
ット１）

80,000円

最高級のローストビーフと国産
牛黒タンがセットになった一品
【容量】仙台牛ローストビーフ
：700g／国産牛黒タン塩味：50
0g

【管理番号】【04203-0524】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味×仙台牛ロースト
ビーフ×浦霞禅）

80,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味・仙
台牛ローストビーフ：各500g／
純米吟醸浦霞禅：720ml×1本

【管理番号】【04203-0533】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味×仙台牛ロースト
ビーフ×四季の松島吟醸）

80,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味・仙
台牛ローストビーフ：各500g／
四季の松島吟醸：720ml×1本

【管理番号】【04203-0535】

特大タラバ蟹2kg

80,000円

「見た目の綺麗さ」よりも「旨
味重視」の特大タラバ蟹２kg！
【容量】本タラバ蟹2kg※1kgで
1肩半～1肩が目安となります

【管理番号】【04203-0476】

＜定期便＞塩竈の地酒と海鮮お
つまみBコース

80,000円

塩竈の地酒や名産品の定期便。
【容量】①「浦霞」大吟醸4合
瓶4本②塩竈おでん缶5缶セット
③『仙台漬魚』ギフト漬魚4種
詰合せ④浦戸産初摘み焼き海苔

【管理番号】【04203-0298】

【店舗飲食】寿司海道亀喜寿司
特選ふるさと納税特別コース二
人前

100,000円

市内の寿司店舗でのご飲食です
【容量】1人前内容:にぎり７貫
、巻物３切、お刺身５点盛、酢
の物、椀物、デザート（浦霞「
白鳥」大吟醸の酒粕を使用）

【管理番号】【04203-0226】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味×仙台牛ロースト
ビーフ×浦霞禅）

100,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味・仙
台牛ローストビーフ：各700g／
純米吟醸浦霞禅：720ml×1本

【管理番号】【04203-0534】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味×仙台牛ロースト
ビーフ×四季の松島吟醸）

100,000円

お肉屋さんの新しいご提案♪牛
タンと地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味・仙
台牛ローストビーフ：各700g／
四季の松島吟醸：720ml×1本

【管理番号】【04203-0536】

仙台牛ローストビーフ、国産牛
黒タン焼き肉用・塩味（贅沢セ
ット２）

100,000円

最高級のローストビーフと国産
牛黒タンがセットになった一品
【容量】仙台牛ローストビーフ
：800g／国産牛黒タン塩味：80
0g

【管理番号】【04203-0525】
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宮城県　塩竈市

塩竈の生マグロ・海鮮を地酒と
愉しむセットAコース

30,000円

塩竈の地酒や名産品をお届け。
【容量】①「浦霞」4合瓶2本②
生鮪サク③塩辛5本セット※九
州・中国・四国・北海道への配
送は出来ません。

【管理番号】【04203-0312】

塩竈のめばちまぐろ・海鮮を地
酒と愉しむセットBコース

100,000円

塩竈の地酒や名産品をお届け。
【容量】「浦霞」大吟醸4本／
塩竈産めばちまぐろ／特選塩辛
7本セット※九州・中国・四国
・北海道への配送は不可

【管理番号】【04203-0317】

お墓の見守り・清掃代行サービ
ス【年3回実施】

100,000円

創業100余年の老舗石材店が塩
竈市内のお墓清掃を代行します
【容量】墓地内の除草・清掃と
墓石清掃の実施★年３回実施★
塩竈市内（島部除く）

【管理番号】【04203-0283】

特大タラバ蟹3kg

120,000円

「見た目の綺麗さ」よりも「旨
味重視」の特大タラバ蟹３kg！
【容量】本タラバ蟹3㎏※1kgで
1肩半～1肩が目安となります

【管理番号】【04203-0477】

仙台箪笥二つ引き小箪笥

120,000円

宮城伝統品「仙台箪笥」の流れ
を受け継いだ小さい箪笥です。
【容量】サイズ：幅21×奥行21
×高さ17.5（cm）引き出し：２
段

【管理番号】【04203-0059】

仙台牛ローストビーフ、国産牛
黒タン焼き肉用・塩味（贅沢セ
ット３）

120,000円

最高級のローストビーフと国産
牛黒タンがセットになった一品
【容量】仙台牛ローストビーフ
：1kg／国産牛黒タン塩味：1kg

【管理番号】【04203-0526】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味×仙台牛ロースト
ビーフ×浦霞禅×四季の松島）

120,000円

お肉と地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味・仙
台牛ローストビーフ：各800g／
純米吟醸浦霞禅・四季の松島吟
醸：各720ml

【管理番号】【04203-0537】

「2か月間、29日に宮城を堪能」
仙台牛ローストビーフと国産牛
黒タンと地酒の定期便

120,000円

２か月間肉の日に宮城を堪能！
【容量】①国産牛黒タン塩：80
0g／浦霞禅：720ml②仙台牛ロ
ーストビーフ：800g／四季の松
島吟醸：720ml

【管理番号】【04203-0540】

仙塩ゴルフ倶楽部平日4名プレー

120,000円

東北最古のゴルフ倶楽部でのプ
レーをぜひお楽しみください。
【容量】平日セルフプレー４名
様利用券（利用税・消費税込み
）

【管理番号】【04203-0385】

【塩竈】浦霞大吟醸１ダース

150,000円

銘酒浦霞大吟醸を12本お届け。
【容量】浦霞大吟醸720ml×12
本

【管理番号】【04203-0009】

【店舗飲食】寿司海道亀喜寿司
まぼろしの銘酒ふるさと納税特
別コース二人前

150,000円

市内店舗でお召し上がれます。
【容量】＜１人前内容＞浦霞「
白鳥」大吟醸１合、にぎり７貫
、巻物３切、お刺身５点盛、酢
の物、椀物、デザート

【管理番号】【04203-0227】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味×仙台牛ロースト
ビーフ×浦霞禅×四季の松島）

150,000円

お肉と地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味・仙
台牛ローストビーフ：各1kg／
純米吟醸浦霞禅・四季の松島吟
醸：720ml×各2本

【管理番号】【04203-0538】
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宮城県　塩竈市

「3か月間、29日に宮城を堪能」
仙台牛ローストビーフと国産牛
黒タンと地酒の定期便

150,000円

３か月間肉の日に宮城を堪能！
【容量】①国産牛黒タン塩600g
・浦霞禅４合②仙台牛ロースト
ビーフ600g・四季の松島４合③
黒タン塩・ローストビーフ400g

【管理番号】【04203-0541】

仙塩ゴルフ倶楽部土日祭日４名
プレー

150,000円

東北最古のゴルフ倶楽部でのプ
レーをぜひお楽しみください。
【容量】土日祭日セルフプレー
４名様利用券（利用税・消費税
込み）

【管理番号】【04203-0266】

＜定期便＞塩竈の地酒と海鮮・
牛タン満喫セットDコース

150,000円

塩竈の名産品を定期便お届け。
【容量】①「浦霞」大吟醸4合
瓶4本②たらこ・辛子明太子③
筵巻き山漬け紅鮭１尾姿切身④
国産牛黒タン焼肉用（塩味）

【管理番号】【04203-0306】

【髙島屋選定品】牛タンと仙台
牛ローストビーフの３カ月定期
便

150,000円

宮城のお肉の３ヶ月間定期便。
【容量】①国産牛黒タン塩味80
0g②国産牛黒タン味噌漬け800g
③仙台牛ローストビーフ800g

【管理番号】【04203-0360】

仙台箪笥小舟箪笥

200,000円

仙台箪笥特有の職人による鏡面
仕上げ・木地呂漆塗りの箪笥。
【容量】サイズ：幅25×奥行25
×高さ30cm／引き出し：３段扉
つき

【管理番号】【04203-0060】

４カ月間毎月国産牛が届く贅沢
定期便

200,000円

仙台牛や国産牛黒タンが届く！
【容量】①仙台牛ローストビー
フ1kg／②国産牛黒タン塩800g
／③黒タン味噌800g／④：ロー
ストビーフ1kg

【管理番号】【04203-0496】

お肉とお酒の贅沢セット（国産
牛黒タン塩味×仙台牛ロースト
ビーフ×浦霞禅×四季の松島）

200,000円

お肉と地酒の宮城贅沢セット！
【容量】国産牛黒タン塩味・仙
台牛ローストビーフ：各1.2kg
／純米吟醸浦霞禅・四季の松島
吟醸：720ml×各3本

【管理番号】【04203-0539】

「4か月間、29日に宮城を堪能」
仙台牛ローストビーフと国産牛
黒タンと地酒の定期便

200,000円

お肉と地酒の４ヶ月間定期便。
【容量】①国産牛黒タン塩＋浦
霞禅②ローストビーフ＋浦霞禅
③黒タン塩＋四季の松島④ロー
ストビーフ＋四季の松島

【管理番号】【04203-0542】

【定期便】お肉屋さんのお肉の
本気詰合せセット・梅＜全3回＞

240,000円

お肉屋さん本気の３回定期便。
【容量】①牛タン塩、荏胡麻ハ
ンバーグ・ロース②ローストビ
ーフ、伊達メンチ、牛タン味噌
漬③国産牛黒タン塩味・味噌漬

【管理番号】【04203-0436】

【定期便】お肉屋さんのお肉の
本気詰合せセット・竹＜全3回＞

270,000円

梅より黒タン等200gずつ増量！
【容量】①牛タン塩、荏胡麻ハ
ンバーグ・ロース②ローストビ
ーフ、伊達メンチ、牛タン味噌
漬③国産牛黒タン塩味・味噌漬

【管理番号】【04203-0437】

【定期便】本場牛タン堪能贅沢
セット（全2回）

300,000円

宮城の牛タン堪能セット定期便
【容量】塩味・味噌漬：150g×
各7パック／国産牛黒タン塩味
・味噌漬：各900g※上記セット
を2か月に1回、全2回お届け。

【管理番号】【04203-0418】

【定期便】本場牛タン堪能贅沢
セット（全3回）

450,000円

宮城の牛タン堪能セット定期便
【容量】塩味・味噌漬：150g×
各7パック／国産牛黒タン塩味
・味噌漬：各900g※上記セット
を2か月に1回、全3回お届け。

【管理番号】【04203-0417】
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宮城県　塩竈市

【定期便】本場牛タン堪能贅沢
セット（全4回）

600,000円

宮城の牛タン堪能セット定期便
【容量】塩味・味噌漬：150g×
各7パック／国産牛黒タン塩味
・味噌漬：各900g※上記セット
を2か月に1回、全4回お届け。

【管理番号】【04203-0419】

【定期便】本場牛タン堪能贅沢
セット（全5回）

750,000円

宮城の牛タン堪能セット定期便
【容量】塩味・味噌漬：150g×
各7パック／国産牛黒タン塩味
・味噌漬：各900g※上記セット
を2か月に1回、全5回お届け。

【管理番号】【04203-0420】

【定期便】本場牛タン堪能贅沢
セット・極（全5回）

1,000,000円

宮城の牛タン堪能セット定期便
【容量】塩味・味噌漬：150g×
各10パック／国産牛黒タン塩味
・味噌漬け：1kg※上記セット
を2か月に1回、全5回お届け。

【管理番号】【04203-0421】

仙台箪笥手許小箪笥

330,000円

仙台箪笥特有の鏡面仕上げ・木
地呂漆塗りの隠し箱付き小箪笥
【容量】手許小箪笥×1／サイ
ズ：幅41×奥行30×高さ35cm

【管理番号】【04203-0416】

仙台箪笥85巾ローチェスト

700,000円

伝統の仙台箪笥を現在の工法で
仕上げた85cm幅ローチェスト。
【容量】欅突板・拭き漆塗り・
鋳造金具（牡丹）●サイズ：巾
85×奥40×高40cm

【管理番号】【04203-0431】

仙台箪笥100巾整理箪笥

1,000,000円

伝統の仙台箪笥を現在の工法で
仕上げた100cm幅の整理箪笥。
【容量】欅突板・拭き漆塗り・
鋳造金具（牡丹）●サイズ：巾
100×奥45×高80cm

【管理番号】【04203-0432】
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