
炊込みごはんセット

税込4,698円

消費期限
発送より
5日 税込1,404円

製造者
　　秋田比内や

【セット内容】

・比内地鶏カット正肉　200g

・比内地鶏ガラスープ　1L

・比内地鶏鍋ミンチ　100g×2

・稲庭うどん　300g

・長ねぎ　200g　

・舞茸100g

・ささがきごぼう　100g

・鍋っこ醤油　200ml
【セット内容】

・炊込み用具材　185g

・炊込み用スープ　400g

・あきたこまち無洗米　２合

【セット内容】

・比内地鶏カット正肉　200g

・比内地鶏ガラスープ　1L

・比内地鶏鍋ミンチ　100g×2

・稲庭うどん　300g

・長ねぎ　200g　

・舞茸100g

・ささがきごぼう　100g

・鍋っこ醤油　200ml
【セット内容】

・炊込み用具材　185g

・炊込み用スープ　400g

・あきたこまち無洗米　２合
1,300円4,350円 1,300円冷蔵

+110 円

きりたんぽ鍋
　3～ 4人前セット

比内地鶏稲庭うどん
セット 3人前

きりたんぽ鍋
　5～ 6人前セット

製造者
　　秋田比内や 税込4,860円

冷蔵
+110 円

消費期限
発送より
5日

製造者
　　秋田比内や 税込6,534円

消費期限
発送より
5日

消費期限
発送より
5日

1,800円
税込1,944円
1,800円
税込1,944円

1,250円
税込1,350円
1,250円
税込1,350円※画像はイメージです。

製造者：秋田比内や製造者：秋田比内や

消費期限
発送より
5日

製造者：秋田比内や製造者：秋田比内や

半羽パック もも肉

【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
・比内地鶏ガラスープ　1L
・比内地鶏鍋ミンチ　100g

・糸こんにゃく　180g
・せり　100g
・長ねぎ　200g
・舞茸　100g
・ささがきごぼう　100ｇ
・鍋っこ醤油　200ml

【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
・比内地鶏ガラスープ　1.5L
・比内地鶏鍋ミンチ　100g
・比内地鶏コラーゲン　100g
・糸こんにゃく　180g
・せり　100g　・長ねぎ　200g
・舞茸　100g
・ささがきごぼう　100ｇ
・鍋っこ醤油　200ml×2本

※1パック 400g 以上
（もも肉・むね肉）

※1パック 250g 以上

【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
・比内地鶏ガラスープ　1L
・比内地鶏鍋ミンチ　100g

・糸こんにゃく　180g
・せり　100g
・長ねぎ　200g
・舞茸　100g
・ささがきごぼう　100ｇ
・鍋っこ醤油　200ml

【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
・比内地鶏ガラスープ　1.5L
・比内地鶏鍋ミンチ　100g
・比内地鶏コラーゲン　100g
・糸こんにゃく　180g
・せり　100g　・長ねぎ　200g
・舞茸　100g
・ささがきごぼう　100ｇ
・鍋っこ醤油　200ml×2本

※1パック 400g 以上
（もも肉・むね肉）

※1パック 250g 以上

4,500円 6,050円4,500円 6,050円

冷蔵
+110 円

冷蔵
+110 円

冷蔵
+110 円

比内地鶏比内地鶏

この機会に
お試しください！
詳しくはこちらから

オンラインショップにて

各種お買い得品

取扱中！

オンラインショップにて

各種お買い得品

取扱中！・関東、東北　                880円 → 440円

・北海道、信越、北陸、中部、関西　990円 → 495円

・中国、四国、九州　　　　  1,210円 → 605円

・5,400円以上お買い上げ　　　440円 → 220円
・クール代金　　　　　　　　　220円 → 110円

※沖縄、離島を除く。 ※代引手数料は含まれません。

比内地鶏関連商品をご注文の方は送料がお得！比内地鶏関連商品をご注文の方は送料がお得！
←こちらの
　　　色の商品が対象
←こちらの
　　　色の商品が対象お得な期間は2月28日まで !お得な期間は2月28日まで !
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浅利佐助商店

2022 年春
福箱福箱

日頃のご愛顧に感謝し、福箱をご用意さ

せていただきました。最大 1,415 円も

お得な詰合せとなっております。

【セット内容】
・百年蔵つゆ 250ml×1
・PREMIUM 比内地鶏鍋つゆ醤油
                        192g×1
・PREMIUM 比内地鶏鍋つゆ塩 192g×1
・比内地鶏うま味だしつゆ
　　　スパイシーカリー 135g×1
・みそだれ 70g×2
・稲庭手綯うどん 160g×2
・きりたんぽ 5 本 ×2
・白神大豆しょうゆ 450ml×1
・百年蔵みそ 500g×1
◯ みそ漬け大根 150g×1
○ 甘辛大根漬け 150g×1

製造者
　稲庭手綯うどん：寛文五年堂
　きりたんぽ：柳田きりたんぽ
　 ◯：ハコショウ食品工業

通常価格
　税込 6,815 円×

【セット内容】

・白神大豆しょうゆ 200ml×1

・昆布だししょうゆ 200ml×1

・比内地鶏うま味だしつゆ

　　　スパイシーカリー 135g×1

・和食の素 500ml×1

・昆布白だし 500ml×1

・さっとみそ汁 350g×1

・無添加生みそ 750g×1

通常価格
　税込 2,927 円×

【セット内容】
◯ みそ漬け大根 150g×1
◯ みそ漬け胡瓜 150g×1
◯ みそ漬け昆布 80g×1
◯ かす漬け大根 100g×1
◯ かす漬け胡瓜 100g×1
◯ 甘辛大根漬け 150g×1
◯ きざみ醤油漬け 150g×1
◯ 呑んべえ漬け 150g×1
□ しそ巻き大根 170g×1
□ しその実漬け 120g×1
△ しそ巻きあんず 230g×1

通常価格
　税込 4,860 円

1

5,000 円
税込5,400円

2

1,415 円お得1,415 円お得

2,000 円
税込2,160円

767 円お得767 円お得

3

×
3,500 円
税込3,780円

1,080 円お得1,080 円お得

製造者
　 ◯：ハコショウ食品工業
　 □：あらとまい農場　
　 △：刈谷食品

◆掲載している調理画像はイメージです。

◆人気商品を詰め合わせた【福箱　松・竹・梅】がお得！
◆比内地鶏関連商品をご注文の方は送料がお得な期間は 2月 28日まで！

2022年春号有効期限 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

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

　あけましておめでとうございます。昨年中はひとかたならぬご愛顧をいただき誠にあり

がとうございました。本年も皆様によろこんでいただける商品をご紹介できるよう社員一

同がんばってまいりますので、引き続きご愛顧くださいますようお願い申し上げます。皆

様のご健勝を心よりお祈りいたします。今回は調味料やお漬物など詰め合わせた『福箱』

を 3種類ご用意させていただきました。お得な商品となっております。ぜひこの機会にお

試しください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　浅利　滋

本日～2022年3月31日まで

福箱福箱 福箱福箱 福箱福箱

松松 梅梅竹竹


