
2019年冬号2019年冬号2019年冬号

醤油 塩

お買い上げ合計お買い上げ合計お買い上げ合計お買い上げ合計いつもご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
今年もきりたんぽ鍋、そば、うどんの各種ギフトをご用意い
たしました。お世話になった方への贈り物としてお使いいた
だければ幸いです。 株式会社浅利佐助商店　社員一同

いつもご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
今年もきりたんぽ鍋、そば、うどんの各種ギフトをご用意い
たしました。お世話になった方への贈り物としてお使いいた
だければ幸いです。 株式会社浅利佐助商店　社員一同

税込税込 5,400 円以上5,400 円以上
お届け先
1件分を 送料 440 円送料 440 円
代引手数料無料 ・ クール代金別途代引手数料 ・ クール便無料 代引手数料無料 ・ クール代金別途

税込税込 10,000 円以上10,000 円以上
お届け先
1件分を 送料無料送料無料

代引手数料 ・ クール便無料◆掲載している調理画像はイメージです。

◆『ゆずしょうゆ 300ml』 は終売となりました。

◆掲載している調理画像はイメージです。

◆『ゆずしょうゆ 300ml』 は終売となりました。

2019 年冬号有効期限

本日～12月28日まで

きりたんぽ3～4人前セットきりたんぽ3～4人前セット きりたんぽ5～6人前セットきりたんぽ5～6人前セット
【セット内容】

・手作りきりたんぽ 6本

・比内地鶏カット正肉 200g

・比内地鶏がらスープ 1L

・比内地鶏鍋ミンチ 100g

・鍋っこ醤油 200ml

・ささがきごぼう 100g  

・糸こんにゃく180g  

・舞茸　100g

・長ネギ　200g

・せり　100g         

製造者：秋田比内や【セット内容】

・手作りきりたんぽ 6本

・比内地鶏カット正肉 200g

・比内地鶏がらスープ 1L

・比内地鶏鍋ミンチ 100g

・鍋っこ醤油 200ml

・ささがきごぼう 100g  

・糸こんにゃく180g  

・舞茸　100g

・長ネギ　200g

・せり　100g         

4,500 円 6,050 円4,500 円
税込　4,860 円

冷蔵
+220 円消費期間

発送より
5日

１ ２

【セット内容】

・手作りきりたんぽ 5本×2P

・比内地鶏カット正肉 200g

・比内地鶏がらスープ 1.5L

・比内地鶏鍋ミンチ 100g

・比内地鶏コラーゲン 100g

・鍋っこ醤油 200ml×2本

・ささがきごぼう 100g  

・糸こんにゃく180g  

・舞茸　100g

・長ネギ　200g

・せり　100g         

製造者：秋田比内や【セット内容】

・手作りきりたんぽ 5本×2P

・比内地鶏カット正肉 200g

・比内地鶏がらスープ 1.5L

・比内地鶏鍋ミンチ 100g

・比内地鶏コラーゲン 100g

・鍋っこ醤油 200ml×2本

・ささがきごぼう 100g  

・糸こんにゃく180g  

・舞茸　100g

・長ネギ　200g

・せり　100g         

6,050 円
税込　6,534 円

冷蔵
+220 円消費期間

発送より
5日

4,350 円4,350 円
税込　4,698 円

製造者：秋田比内や 製造者：秋田比内や

比内地鶏ギフト

【セット内容】

・比内地鶏カット正肉 200g

・比内地鶏がらスープ 1L

・比内地鶏鍋ミンチ 100g×2

・鍋っこ醤油 200ml

・ささがきごぼう 100g 

・稲庭うどん　300g 

・舞茸　100g

・長ネギ　200g

製造者：秋田比内や【セット内容】

・比内地鶏カット正肉 200g

・比内地鶏がらスープ 1L

・比内地鶏鍋ミンチ 100g×2

・鍋っこ醤油 200ml

・ささがきごぼう 100g 

・稲庭うどん　300g 

・舞茸　100g

・長ネギ　200g

比内地鶏
稲庭うどんセット 3人前
比内地鶏
稲庭うどんセット 3人前

３

製造者：秋田比内や

冷蔵
+220 円消費期間

発送より
5日

６

350 円

550 円

1,000円

250円

350 円
300ｍｌ

500ｍｌ

1リットル

レトルト 200g

300ｍｌ
315 円

495 円

900 円

225 円

315 円
税込 340 円

７

550 円
500ｍｌ

495 円
税込 535 円

８

1,000円
1 リットル

900 円
税込 972 円

９

250円
レトルト 200g

225 円

PREMIUM
　　　　　比内地鶏鍋つゆ
PREMIUM
　　　　　比内地鶏鍋つゆ

４ 醤油 塩醤油

450 円450 円
税込 486 円

５ 塩

192g （32g×6袋）192g （32g×6袋）

お試し価格

10％off

500 円 500 円500 円 500 円

鍋つゆ

比内地鶏スープ比内地鶏スープ

192g （32g×6袋）192g （32g×6袋）

税込 243 円

お試し価格

10％off

鍋つゆとしてはもちろん、 からあげや親子丼など

様々なお料理にもお使いいただけます。

レシピはこちらから→

※秋田比内やの商品のご注文は 2019年 12月20日
までとなっております。発送は 2019年 12月24日
まで行っておりますので着日をご指定ください。

※秋田比内やの商品のご注文は 2019年 12月20日
までとなっております。発送は 2019年 12月24日
まで行っておりますので着日をご指定ください。


