


冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の申し受けはいたしておりません。1 2

商品番号 5810-0003
浜名湖うなぎ
長蒲焼パック3枚入り
●浜名湖養魚漁業協同組合 ●うなぎ長蒲焼
真空パック 約90g～100g×3 ●たれ100㎖
×1 ●山椒付き 〔賞味期間〕冷蔵30日

恵みあふれる浜名湖で、生産者が心
を込め育てた浜名湖うなぎを当組合
加工場でおいしく仕上げました。産地
の味をそのままに皆様のお手元へお
届けします。

冷蔵

豊田佐吉翁の故郷で収穫された良質の湖西産
山田錦100%使用した清酒と静岡県でも生産
量トップクラスの「とこ豚ポーク」と地場野菜にこ
だわったカレーとどて煮のセット。

こさいぶたを唯一使用した「佐
吉の餃子」。純国産にこだわっ
た手造り手包みの餃子をぜひ、
お召し上がりください。

鮮やかな青さの水色（すいしょく）と独特の甘みを愉しめ
る冠茶（かぶせ茶）「あお」、薫り高く、味わい深い遠州
の小京都「森の新茶」、冷めてもしっかりとした味わいを
愉しめる「川根茶」など5種の詰め合わせセットです。

風が心地よく感じ
られる秋の季節
に、召し上がって
いただきたいおす
すめのお茶です。
口にふくんだとき
に感じるお茶の旨
みと余韻として残
る香ばしさが特徴
です。

薫り高く、味わい深い遠州の小京都「森の茶」、翡翠色の
まろやかな味わい「特選抹茶入り玄米茶」、芳香銘茶低
カフェイン「特選 ほうじ茶」の3缶詰め合わせセットです。

フィルターインボトル
はトヨタ創始者、豊
田佐吉生誕150周
年記念のオリジナル
ロゴ入り。

豊田佐吉翁にちなんだ
タイヤドーナツを始め、
浜名湖産青のり・静岡
産緑茶を使用したクッ
キーを詰め合わせまし
た。どれも当店オリジナ
ル商品！ここでしか味わ
えないスウィーツをぜひ、
お召し上がりください。

清酒佐吉の里&おらんピッグカレー&湖西どて煮セット（A）
●（有）大津屋 ●清酒 佐吉の里 巧720㎖、清酒 佐吉の里 尽720㎖ 各1本 ●おらんピッグ・ポークカ
レー×1個 ●湖西どて煮×1個

佐吉のふるさと銘菓
●ひので軒 ●6種28個入り（くるま最中×6、佐吉のふるさと太鼓（チーズ）
×2、山口の郷×4、どんど焼き×2、佐吉のふるさと最中×5、機織りパイ×9）

佐吉の餃子 24個入り×3パック（計72個）
●ココロオドル（株） ●1パック24個入り×3パック（計72個）

静岡茶5種詰め合わせ
●静岡やすま園 ●掛川茶・冠茶（かぶせちゃ）・丹野園・川根茶・遠
州の小京都・森の茶・抹茶入り玄米茶・ほうじ茶 各100g 計５袋

静岡茶 秋のお茶たっぷり7袋詰め合わせ
●静岡やすま園 ●静岡茶（秋のお茶）100g×7袋

静岡銘茶詰め合わせ
●静岡やすま園 ●特選「遠州森の煎茶」120g、特選「抹茶入り
玄米茶」120g、特選「ほうじ茶」100g

夏のおもてなし
「フィルターインボトルと冷茶」詰め合わせ
●静岡やすま園 ●フィルターインボトル750㎖、水出し煎茶
（5g×20パック入り）×3袋の詰め合わせ

静岡香る♪焼きドーナツとコーンクッキーの故郷詰め合わせ
●湖西食品（有）パピヨン ●タイヤドーナツ（備長炭）×5個。焼きドーナツ（プレーン、チョコ、コーヒー）
×2個。焼きドーナツ（イチゴ、紅茶、キャラメル、抹茶）×1個。オリジナルコーンクッキー（海苔、緑茶）×
各1（各120g入）計17点。化粧箱入り。

商品番号 5810-0009

商品番号 5810-0041

商品番号 5810-0010

商品番号 5810-0043

商品番号 5810-0046

商品番号 5810-0011

静岡茶（緑茶 玄
米茶 ほうじ茶）と
昆布茶 椎茸茶 
とうがらし梅茶 の
粉末茶6種類を、
すべてスティック
式個包装にして
お届けします。

粉抹茶6種 各2袋
●静岡やすま園 ●粉末煎茶（1g×10p）2袋、粉末玄米茶
（1g×10o）2袋、粉末ほうじ茶（1g×10p）2袋、粉末昆布（こ
んぶ）茶（2g×15p）2袋、粉末椎茸（しいたけ）茶（2g×12）
袋、粉末とうがらし梅茶（2g×15p）2袋の12袋詰め合わせ

商品番号 5810-0060商品番号 5810-0034

商品番号 5810-0092
冷凍

静岡県でも生産量トップクラスの「とこ豚ポーク」と地場
野菜にこだわったカレーとどて煮のセットです。

白焼で好評を博している（有）
中村商店がみなさまのご要望
に応えて蒲焼を用意しました。
うなぎ専門店の主人がプロの
技で調理しているため、お箸
で皮が切れる程、柔らかく、うな
ぎ本来の香り、味が堪能でき
る一品です。

うなぎの名産地として有名な浜名湖周辺でうなぎ店を
営む当店が秘伝のたれでていねいに焼き上げました。
おいしさを真空パックにそのまま閉じ込めてあります。

恵みあふれる浜名湖
で、生産者が心を込
め育てた浜名湖うな
ぎを佃煮にしました。
産地の味をそのまま
に皆様のお手元へ
お届けいたします。賞
味期限は発送日から
14日間です。

地元湖西産のうなぎを職人の手によりていねいに焼
き上げました。地下60mより水をくみ上げ、うなぎの
臭みとあぶらを抜いてから捌いています。

ロゴどら®のどら焼き
は、厳選素材を使って、
いさごや三代目が日々
研究を重ね味にも自信
をもってお届けします。
お子様からお年寄りま
で「もらって嬉しい」「見
て楽しい」「食べておい
しい」どら焼きです。

おらんピッグカレー&湖西どて煮Aセット
●（有）大津屋 ●おらんピッグ・ポークカレー200g×６個、湖西どて煮180g×３個

うなぎ専門店「中村商店」のうなぎ蒲焼 2枚
●（有）中村商店 ●うなぎ蒲焼130g、たれ50g、山椒 各1×2/計2枚
●出荷時期：8月中旬～6月 〔賞味期間〕冷蔵5日

浜名湖うなぎ佃煮、肝佃煮、蒲焼まぶし、うなぎボーンセット
●浜名湖養魚漁業組合 ●うなぎ100g×1、うなぎまぶし100g×1、肝佃煮100g×1、うなぎボーン30g×1

うなぎの蒲焼2匹入り（真空）
●カネテ養鰻場 かわべのうなぎ ●うなぎ長焼130g×2匹、たれ、
山椒 各2個 〔賞味期間〕冷蔵15日

どらやき（ロゴ入り）30個入り
●（有）いさごや ●どらやき（約95g）×30個 〔賞味期間〕11月～4月：常温10日 5月～10月：常温7日

商品番号 5810-0008

商品番号 5810-0096
商品番号 5810-0059

商品番号 5810-0077

商品番号 5810-0007

冷蔵

うなぎの蒲焼き2本セット
●五條 ●100g×2、たれ、山椒付き 〔賞味期間〕冷蔵5日

商品番号 5810-0084 冷蔵

うなぎの名産地として有名な浜名湖周辺でうなぎ店を
営む当店がていねいに白焼に焼き上げました。わさび
醤油、生姜醤油など色々な味わい方でどうぞ。

うなぎの白焼2本セット
●五條 ●100g×2、たれ、山椒付き 〔賞味期間〕冷蔵5日

商品番号 5810-0085 冷蔵

うなぎを白焼きで食べる喜びをご堪能ください。塩で
良し、生姜たまり醤油、わさび醤油でも良し、蒲焼にし
ても良し、お試しください。

国産 白焼うなぎ２尾
●（有）中村商店 ●約120g前後×2枚、山椒、タレ 各2個
●出荷時期：8月～6月 〔賞味期間〕冷蔵5日

商品番号 5810-0038 冷蔵

冷蔵

う
な
ぎ

冷蔵

湖西市はトヨタグループ創始者である豊田佐吉翁の生誕地です。湖西が生んだ
偉大な翁を誇りに思い、トヨダAA乗用車の形をはじめ、パイなど、バラエティにとん
だお菓子を翁にちなみ詰め合わせにしました。ぜひ、お召し上がりください。



冷凍便にてお届け 冷蔵便にてお届け冷凍 冷蔵

日本有数のしらすの産地、遠州灘より風味豊かな生しら
す沖漬けのお届けです。産地で、
しかも新鮮なうちにしか楽しめな
い生しらすを、当店自慢の自家製
ダレで漬け込みました。
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大口径レンズとスーパーLED（1W相当）採用で明るさ抜
群。アウトドア使用にも適した防滴タイプです。電池寿命は
アルカリ電池使用時約6時間。※アルカリ単3電池8本付き

照らしたい方向を自在に調整できるよう発光部が
180度可動、360度回転します。発光部に高度白色
LEDを10灯搭載。※アルカリ単3電池12本付き

同じサイズの電池
（単2～単4）が3
個あれば使用でき
ます。1Wクラスの
LEDを光源に使
用。電池寿命はア
ルカリ単 2使用
時、約40時間。
※アルカリ単2電
池6本付き

スマホやモバイル機器等の充電ができ、通信中、電池
の残量が少なくなった時に活躍します。

①ライトにラジオ（FM/AM）付き ②防災用照明としても好
評 ③ライトは連続約8時間使用可能（アルカリ電池使
用）、ラジオは約100時間使用可能（アルカリ電池使用）。南欧風の建物と軽快な湖の景色。JR新居町駅を降

りてすぐのアクセス環境バツグン。水面で激しく競い合
うレースの迫力を間近で感じられます。

美肌ミストはアグリ浜名湖産
オリーブ葉エキスを配合したミ
ストタイプの化粧水です。顔
はもちろん全身どこにでもお
使いいただけます。オールマイ
ティクリームはアグリ浜名湖
産エクストラ バージンオリーブ
オイルとオリーブ葉エキスをぜ
いたくに配合した全身どこに
でも使用いただけるオールマ
イティな保湿クリームです。

国産アグリ浜名湖産のオリーブ葉を天日干しした後、
焙煎し飲みやすいティバック型のお茶にしました。

オリーブリーフハミ
ガキは国産アグリ
浜名湖産のオリー
ブの生葉を粉末化
したオリーブリーフ
パウダーを配合し
た歯磨き粉です。
オリーブリーフパウ
ダー（清掃助剤）
がお口の中を清潔
に保ちます。

材料に使用してい
る遠州綿紬は百年
以上の歴史をもつ
人から人へ受け継
がれる伝統工芸品
です。

エプロンの材料である遠州綿紬
は百年以上の歴史をもつ伝統
工芸品です。

スーパーLEDビームライト（HGH3421F）
●FDKパートナーズ（株） ●商品サイズ:W98×H228×D140mm/
重量:370g （電池別）、主な素材：ABS/乾電池：単3電池4個使用・
本体カラー：ブルー、照度：約11000Lx（1m前方の最大照度）

LEDランタン（HGL3610F）
●FDKパートナーズ（株） ●商品サイズ:W109×H270×D75mm
（ハンドルを立てた状態）/重量:480g （電池別）、主な素材：ABS/
乾電池：単3電池6個使用・本体カラー：ブルー、照度：最大170Lx

LEDなんでもランタン（HGL2341F）
●FDKパートナーズ（株） ●商品サイズ:W104×H200mm/重
量:350g （電池別）、主な素材：ABS/乾電池：単2～単4電池何れ
か3個使用・本体カラー：レッド、照度：12Lx

富士通ＵＳＢモバイル急速充電器セット
（FSC341FX）
●ＦＤＫパートナーズ（株） ●商品サイズ:W71×H100×D23mm/
製品重量:95g（充電電池込）/本体カラー:ブラック/電池容
量:2,450mAh/充電時間:電池4本で約5時間

ラジオ付LEDライト（電池付）
HGR3240FX-R（B）
●ＦＤＫパートナーズ（株） ●ラジオ（FM/AM）イヤホンジャック付 
●高輝度LED（0.5W）を光源に使用 ●重量約280g（電池込
重量） ●使用電池:単3×2個 ※電池付

ボートレース浜名湖「特別観戦セット」
●浜名湖競艇企業団 ●一般入場券２枚、「ロイヤルルーム」利
用券２枚、場内食事補助券2枚

遠州 綿紬 風呂敷
●ぽーも ●大判 風呂敷 1枚（約110cm×
110cm）袋物や衣類などの収納に使えるサ
イズです。テーブルクロスとして敷いたり、一
升瓶等も包めます。取り扱いやすい綿素材で
す。多少の縮みあります。

遠州綿織物カフェエプロン
●ぽーも ●エプロン（約40×120cm）、手ぬぐい（約22×35cm） 
※手づくりの為、色・柄指定はできません。

商品番号 5810-0101商品番号 5810-0100商品番号 5810-0099

商品番号 5810-0097商品番号 5810-0012
商品番号 5810-0030

商品番号 5810-0080商品番号 5810-0073
商品番号 5810-0072

商品番号 5810-0065
商品番号 5810-0045

アグリ浜名湖オリーブ園
オリーブリーフハミガキセット
●（株）アグリ浜名湖 ●オリーブリーフハミガキ 100g 3個

アグリ浜名湖オリーブ園
オリーブ葉の恵みセット
●（株）アグリ浜名湖 ●オリーブ茶（20包入り）2箱、オリーブリー
フパウダー 50g 1袋、さくさくアーモンド 1袋

アグリ浜名湖オリーブ園
オリーブコスメスキンケアセット
●（株）アグリ浜名湖 ●美肌ミスト（化粧水）120g 1個、オールマ
イティクリーム（全身用保湿クリーム）100g 1個

ジャンボニンニクとは通常のニンニクと比較して臭い
が10分の1、大きさは約8倍とも言われています。味も
栄養価も従来のニンニクと変わりません。

湖西産ポテトの中にモチモチ餃
子が入ったコロッケです。ギョー
ザ+コロッケ=ギョーコロ！おいしい
出会いの夢のコラボ商品です。

浜名湖の青海苔は美しい緑色をしており、芳醇な香
りが特徴です。

こだわりの「天日干し」シラスを
２種類セットにしました。昔なが
らの天日干しにこだわることによ
り、アミノ酸の醸成が進み「旨
み」がいっそう増しています。

湖西市新居港に水揚げされたしらすを瀬戸の粗塩
を使用し、甘塩仕立てで茹で上げました。

遠州灘のお徳用しらす干しです。魚体の大きさは
3cmと大きめですが、その分、しらすの旨みも強く、何
よりも新鮮で、甘口仕上げです。1.5kg入りですの
で、た～っぷりとお楽しみいただけます。

臭いおさえめ、毎日食べられる
自然健康食品 ジャンボニンニク
●鈴木農園 ●1.5kg バラ 40～50片 ●受付締切：2017年9
月10日 ●出荷時期：2017年6月～2017年9月

手づくりコロッケ ギョーコロ3種詰め合わせ
●野崎屋 ●ギョーコロチーズ（六角形）、ギョーコロレンコン（だ円
形）、ギョーコロプレーン（五角形）、もじって合格コロッケ 各70g×8個

浜名湖のり三昧
●紅葉コーポレーション（株） ●浜名湖生青のり100g×5パッ
ク、浜名湖青のり2帖×2袋、浜名湖混ぜのり1帖×2袋、浜名湖
バラ干し40g×2袋

生しらす沖漬け（冷凍）
●（有）やまへい ●生シラス沖漬け100g×7パック
※家庭での保存は冷凍保存にて（しおり添付）

遠州灘産 天日干ししらす 2種セット
●ヤママス水産 
●しらす400g、カチリしらす（ちりめんじゃこ）250g

遠州灘産 
新居港水揚げ しらす干し1.1kg
●（有）ヤマサ水産 
●遠州灘産 新居港水揚げ しらす干し1.1kg（化粧箱入り）

遠州灘産徳用しらす干し1.5kg
●（有）やまへい ●しらす干し1.5kg入り

商品番号 5810-0103

当店で加工する浜名湖アオサ海苔を原料に、県内
企業とコラボ！アオサの風味満点の調味料です。製
造工程で、三日三晩、 醤油にアオサを漬け込み、手
間暇かけて作りました。味は甘口で、卵かけご飯や、
豆腐料理など、相性抜群です。

浜名湖のり醤油
●（有）やまへい ●浜名湖のり醤油150㎖×5本

商品番号 5810-0044

商品番号 5810-0075

商品番号 5810-0047

商品番号 5810-0082 冷凍
商品番号 5810-0063 冷凍

商品番号 5810-0093 冷凍商品番号 5810-0081 冷蔵

冷蔵

冷蔵
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遠州灘産釜上げシラス
100g×10パック
●（有）やまへい ●釜上げシラス（冷凍）100g×10パック
〔賞味期間〕冷凍45日

遠州灘しらす干し（1kg入り）
●（有）やまへい ●しらす干し1kg入り〔賞味期間〕冷蔵5日

出来立ての釜揚げしらすをおいしくお召し上がりいた
だく為に急速冷凍。新鮮で、甘塩仕上げ、しっとりな
めらかな食感をぜひ。

遠州灘産しらす干しは、漁獲、品
質とも有数です。そしてその中で
も知名度のある｢舞阪加工物」。
甘塩仕上げでふんわり食感、ぜ
ひご堪能ください。
商品番号 5810-0001 冷蔵

商品番号 5810-0035 冷凍
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浜名湖に近く、
豊かな自然環
境に恵まれた
絶好の立地条

件にある浜名湖自動車学校では、
我が校のキャッチフレーズ"浜名湖
リゾート教習"のとおり高速教習で
は浜名湖沿いを走行。ひと味違うさ
わやかな路上教習を体験できます。

経験豊かなグリー
ンキーパーにより
手入れの行き届い
たグリーンは常に
ベストコンディショ
ンを保っています。
各コースの異なっ
た特色のある四季
折々の景観を味
わってください。

こさいぶたを唯一使用した
「佐吉の餃子」。純国産にこ
だわった手造り手包みの餃子
をぜひ、お召し上がりください。

恵みあふれる浜
名湖で、生産者
が心を込め育て
た浜名湖うなぎ
を当組合加工場
で、おいしく仕上
げました。産地の
味をそのままに
皆様のお手元へ
お届けします。

地元湖西産のうなぎを職人の手によりていねいに焼
き上げました。地下60mより水をくみ上げ、うなぎの
臭みとあぶらを抜いてから捌いています。

恵みあふれる浜名
湖で、生産者が心
を込め育てた浜名
湖うなぎを当組合
加工場で、おいし
く仕上げました。産
地の味をそのまま
にお届けします。

元はうなぎ養殖業
を営んでいた当
店、その時に培っ
た経験や知識か
ら、活うなぎを目利
き。捌きから焼きま
で全て手加工で
行います。

美肌ミストはアグリ浜名湖産オリーブ葉エキスを配合
したミストタイプの化粧水です。

JR新居町駅を降りてすぐのアクセス環境バツグン。観
るだけでも楽しいけれど、100円で気軽に挑戦。

普通自動二輪免許（普通自動車免許持ち）・浜名湖リゾート教習合宿
●浜名湖自動車学校 ●普通自動二輪（普通自動車免許お持ちの方）対象、教習料金、検定料、宿
泊費、朝・昼・夕三食付き（税込）、宿泊部屋:シングル（バス・トイレ付き） 
●対象期間:4月～7月、10月～12月 ※規程の教習時間等をオーバーした場合は、別途追加料金を
いただきます。（詳細はお問合せください。）※約8日間で卒業予定

赤富士 K-300
●（有） オギノピアノ工房 ●寸法：高さ122cm、幅149cm、奥行き61cm、色・艶：黒艶出し、付属品：
椅子・インシュレーター ※北海道・沖縄へのお届けはできません。※赤富士以外のピアノもあります。
ホームページをご覧ください。

浜名湖うなぎ長白焼・
長蒲焼パック詰め合わせ
●浜名湖養魚漁業組合 ●うなぎ長白焼真空パック約150g×
12、うなぎ長蒲焼真空パック約150g×12、たれ100㎖×4、山椒

うなぎの蒲焼10匹入り（真空）
●カネテ養鰻場 かわべのうなぎ 
●うなぎ長焼130g×10匹、たれ、山椒

国産うなぎ長白焼き10尾入り
●（有）やまへい ●うなぎ10尾（真空パック1尾約110g～約
120g、タレ80㎖×4ヶ、山椒×10ケ）

商品番号 5810-0095 商品番号 5810-0070

商品番号 5810-0064
商品番号 5810-0028

商品番号 5810-0079
商品番号 5810-0057

商品番号 5810-0036

商品番号 5810-0074商品番号 5810-0066商品番号 5810-0048

冷凍

冷凍

商品番号 5810-0058 冷蔵

冷蔵

冷蔵

佐吉の餃子24個入り×32パック
（計768個）
●ココロオドル（株） ●24個入り×32パック（計768個）

HOTEL nanvan浜名湖
宿泊券2室＋お土産付き
●（株）NANVAN ●無料宿泊券2枚（コンフォートシングルルーム）、お
土産（POLAエステロワイエシリーズ:シャンプー、コンディショナー、ボディ
ソープ）のいずれか1本。または、「旨いまぐろのしっぽ肉」2缶

『ボートレース浜名湖×ホテルnanvan 
浜名湖「特別観戦＆宿泊セット」』
●浜名湖競艇企業団 ●ボートレース場：一般席入場券（2枚）、ボート
レース場：有料席「ロイヤルルーム」利用券（2枚）、ボートレース場：場
内食事補助券（2枚）、ホテルnanvan：ツインルーム宿泊券（1室1泊）

アグリ浜名湖オリーブ園 
オリーブコスメ充実セット
●（株）アグリ浜名湖 ●美肌ミスト（化粧水）120g 3個、オールマ
イティクリーム（全身用保湿クリーム）100g3個、オリーブリーフハ
ミガキ100g 4個　

浜名湖うなぎ長蒲焼
真空パック6枚入り2セット
●浜名湖養魚漁業組合 ●うなぎ長蒲焼真空パック約150g×
12、たれ100㎖×2、山椒

浜名湖カントリークラブ
平日1組（2～4名様）プレー券 
●浜名湖観光開発（株） ●平日1組プレー無料券チケット（2～4
名）名前入りボール（1ダース） 、練習場コイン4枚

ＪＲ東海道線鷲津駅から徒歩1分。朝食、おみやげ
付きの無料宿泊券です。

伝統文化である浮
世絵の中から葛飾
北斎の凱風快晴（が
いふうかいせい）をイ
メージしたピアノ。

湖西産ポテトの中に
モチモチ餃子が入っ
たコロッケです。ギョー
ザ+コロッケ=ギョーコ
ロ！新しくておいしい出
会いの夢のコラボ！湖
西ご当地グルメコンテ
ストにてグランプリ賞
に輝いた手作りコロッ
ケとトートバックをセッ
トにしました。

リュックやかばんに入れて持ち運び可能!
初心者でも安心して使える!自然体グリップ
の3段式ノルディックウォークポール。

すべて100g。シンプルパッケージした中身重視の
15袋詰め合わせセットです。浜名湖3大グルメ。しらす干し、うな

ぎ白焼き、まぜのりのセットです。

秋のお茶 21袋詰め合わせ
●静岡やすま園 ●掛川茶 静岡茶（秋のお茶）100ｇ×21袋

3段伸縮式ノルディックウォーク用ポール
●羽立工業（株） ●セット内容：ポール（2本1組）収納袋付 ●サイ
ズ:伸縮式（90cm～115cm）最短時62cm ●材質:ポール/アル
ミ、グリップ/エラストマー、先端ゴム/合成ゴム ●重さ:約250g（本）

静岡茶 好評5種詰め合わせ 
●静岡やすま園 ●掛川茶・冠茶（かぶせちゃ）、丹野園・川根茶、
遠州の小京都・森の茶、抹茶入り玄米茶、ほうじ茶 各100g×3
袋、パッケージ 5袋詰め合わせ

浜名湖特選3種セット
●（有）やまへい ●うなぎ5尾（1尾約110g～120g、タレ、山椒
付） ●しらす干し500g ●浜名湖混ぜのり3帖

商品番号 5810-0062

商品番号 5810-0083

商品番号 5810-0024

商品番号 5810-0061
商品番号 5810-0015

冷凍

こさいぶたを唯一使用した「佐吉の
餃子」。純国産にこだわった手造り
手包みの餃子
をぜひ、お召し
上がりください。

県下トップの養豚
地・湖西市の誇る「と
こ豚ポーク」の新鮮
な内臓肉と手作りコ
ンニャクをまるや八
丁味噌でじっくりコト
コト煮込みました。

静岡県でも生産量
トップクラスの「とこ
豚ポーク」と地場野
菜にこだわったカ
レーです。

佐吉の餃子24個入り×
10パック（計240個）
●ココロオドル（株） ●24個入り×10
パック（計240個）

湖西どて煮×27個セット
●（有）大津屋 
●湖西どて煮180g×27個

おらんピッグカレー×
30個セット
●（有）大津屋 ●おらんピッグ・ポークカ
レー200g×30個

商品番号 5810-0022
商品番号 5810-0021

商品番号 5810-0020

冷凍

静岡県でも生産量トップクラスの「とこ豚ポーク」と
地場野菜にこだわったカレーとどて煮のセットです。

湖西産山田錦100%使用した
清酒と「とこ豚ポーク」、地場
野菜にこだわったカレー、どて
煮のセットです。

おらんピッグカレー&湖西どて煮Bセット
●（有）大津屋 ●おらんピッグ・ポークカレー200g ●湖西どて
煮180g 各15個

商品番号 5810-0018

商品番号 5810-0019

冷凍

湖西グルメ

清酒佐吉の里&おらんピッグカレー&
湖西どて煮セット（B）
●（有）大津屋 ●清酒 佐吉の里 巧720㎖、清酒 佐吉の里 
尽720㎖、清酒 佐吉の里 夢720㎖ 各1本、おらんピッグ・ポー
クカレー×8個、湖西どて煮×4個

手づくりコロッケ ギョーコロ
3種詰め合わせと畳ヘリトートバッグ
●野崎屋 ●ギョーコロチーズ（六角形）、ギョーコロレンコン（だ円
形）、ギョーコロプレーン（五角形）各70g×17個、畳ヘリトートバッ
グ1個（色はおまかせです）

冷凍

商品番号 5810-0014
国産うなぎ長白焼き（7尾入り）
●（有）やまへい ●うなぎ７尾（真空パック1尾約115g、
タレ80㎖×3ヶ、山椒×7ヶ） 

当店のうなぎは目利きに自
信あり。日々厳選した活う
なぎを朝から捌き、ていね
いに白焼きにしています。 白焼きした鰻をふっくらやわらかく蒸

し上げました。うなぎ料理の老舗「浜
名湖うな善」がお届けします。

商品番号 5810-0042
うな善 蒲焼４尾
●うなぎ料理専門店 うな善 ●うなぎ蒲焼
約120g×４尾、山椒、タレ付

冷凍

地元湖西産のうなぎを職人
の手によりていねいに焼き上
げました。地下60mより水をく
み上げ、うなぎの臭みとあぶら
を抜いてから捌いています。

恵みあふれる浜名
湖で、生産者が心
を込め育てた浜名
湖うなぎを当組合

加工場で、おいしく仕上げました。

うなぎの蒲焼7匹入り（真空）
●カネテ養鰻場 かわべのうなぎ ●うなぎ長焼130g×7匹、たれ、山椒

浜名湖うなぎ長蒲焼パック7枚入り
●浜名湖養魚漁業組合 ●うなぎ長蒲焼真空パック約150g×7、たれ100㎖×1、山椒

商品番号 5810-0078

商品番号 5810-0056

冷蔵

冷蔵

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の申し受けはいたしておりません。

「 秋 の お 茶 」と
は・・・。風が心地よく
感じられる秋の季節
に、召し上がってい
ただきたいおすすめ
のお茶です。口にふ
くんだときに感じる
お茶の旨みと余韻と
して残る香ばしさが
特徴です。




