
お支払い方法に関しまして
◆インターネットおかげショップご利用の場合

◆お電話・FAX・メールでのご注文の場合

❶クレジットカード　　❷代金引換（手数料 330 円）
❸銀行振込み（先入金）　❹郵便振替（先入金）　が選択できます。
※❸❹の振込手数料はお客様のご負担となります。

①一般商品は代金引換（手数料330円）となります。
②産地直送商品又は先様送りの商品は、下記への先入金をお願い致します。

初めてのご注文の場合

※手数料はお客様のご負担となります。

三菱UFJ 銀行　伊勢支店　普通 1099583
株式会社伊勢福　または
百五銀行　内宮前支店　普通 90870
（株）伊勢福おかげ横丁通販係

《銀行振込先》

口座番号　00820－9－97504　おかげ横丁通販係
《郵便振替先》

2 回目以降のご注文の場合
専用の振替用紙を商品と同送させていただきますので、商品到着後、
7日以内に郵便局またはコンビニでお支払いください。
（この場合手数料はかかりません。）
（代金引換：手数料 330 円でも結構です。）
産地直送商品、先様送り商品は振替用紙を別送させていただきます。

お客様の個人情報（氏名・住所・電話番号等）に関しましては当社
規定のもと責任をもって厳重に管理し、おかげ横丁の営業活動（受注・
決済・発送・DM 送付）以外の目的で利用致しません。なお、商品
配送などのために個人情報の取り扱いの一部を委託する場合は、取り
扱いを委託した者に対する厳重な管理・監督を行います。

お申込方法に関しまして

お届けに関しまして

お願いとお断り

個人情報の利用に関して

受付時間：午前 9時 30 分～午後 5時

又は http://okageshop.jp 
おかげ横丁のホームページからも入れます

受付時間：24 時間受付（氏名・住所・電話番号をお忘れなく）

。

●通常便 600円、冷蔵・冷凍便各 820円～（サイズ別）でお送り
　します。（沖縄県及び一部離島を除く）。
●産地直送品は他の商品と同送できません。
●産地直送品は別途送料がかかります。（一部商品を除く）。
●１配送先につきお買い上げ１万円以上で送料無料となります。
　（配送個数口が2個以上の場合は、超えた個数口の送料を頂戴致します。）
　（沖縄県及び一部離島産直を除く。）
 ＊ 重量 25ｋｇ、縦 +横 +高さが 160ｃｍ以内に限ります。
 ＊ クール便は重量 15ｋｇ、縦 +横 +高さが 120ｃｍ以内に限ります。

●在庫のある商品は、注文日から 3 日以内に発送致します。ご注文が  
　集中する時期はお届けまでにさらに数日いただくことがございます。
●お申込みに際しては年齢を確認させていただく場合がございます。
●未成年者への酒類の販売は致しておりません。
●商品価格、商品内容に変更が生じることや、品切れの場合がございます。
　あらかじめご了承くださいませ。
●掲載商品は全て消費税込み価格となっております。

フリーコール

フリーコール
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おかげさまの贈り物2
※生ものですのでお早めにお召し上がりください。※アレルギー反応や、体調が悪い時などは自己の判断でお召し上がりください。
※かきをお召し上がりの際、幼児やご年配の方、体調が優れない場合などは加熱調理していただくことをお勧めします。

桧
ひ

扇
おうぎ

貝
がい

産地
直送

そのまま焼いただけでも
醤油を加えても美味しく召し上がれます。

3,300 円

30個入り 20個入り
E0082 E00814,800 円
15個入り
E0080 2,550 円
三重県産
取扱期間：11月～12月29日（最終発送）
※�賞味期間：発送日を含め3日�　※到着後は乾燥を防ぎ15℃前後の冷暗所で保存してください。
※�1日でお届けできる地域に限らせていただきます。

志摩産桧扇貝
【大崎筏釣センター】

地元でアッパ貝やバタ貝とも
呼ばれている、
伊勢志摩の特産品。
ホタテに似ていますが、
より旨みが濃厚とされ、
この地方では
親しまれています。

伊
勢
志
摩 
冬
の
魚
介

伊勢路の名産
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3おかげさまの贈り物又は　http://okageshop.jp オンラインストア「おかげショップ」 では本紙に掲載されていない商品も数多くご用意しています。

紫外線利用で浄化された、身の締まった牡蠣。
全国的に高い信用と人気の牡蠣を、
生食や焼きだけでなく、
フライ、お鍋などのお料理で味わいください。

的矢かき

産地
直送

産地
直送

産地
直送

鳥羽の浦村で養殖されるカキで的矢かきと並び称されています。
甘味・旨味・風味が凝縮されています。

4,100 円

50個入殻付き（専用小刀付き）生食用 30個入殻付き（専用小刀付き）生食用
E0046 E00456,400 円
20個入殻付き（専用小刀付き）生食用
E0044 3,000 円
三重県産
※火曜日、および12月26日～1月7日の発送はできません。

浦村かき
【マル源水産】

伊勢志摩の冬の味覚の代表格。
活き造りはもちろん、焼き、蒸し、海老汁など
色々なお料理でお楽しみいただけます。

伊勢えび

本場、志摩で水揚げされた伊勢海老を
是非ご賞味ください。（�レシピ付き）

3尾（約750g）

5尾（約1250g）

E0010

E0011

9,750 円

16,250 円

2尾（約500g）
E0009 6,500 円
三重県産
※�火曜日・土曜日、および12月26日～1月12日の発送はできません。

活き伊勢海老
【丸中商店】

的矢かき 殻付き
【佐藤養殖場】

三重県産
※発送期間：11月25日発送～3月31日着までとなります。
※土曜日・祝前日、および12 月26日～1月5日の発送はできません。

冷蔵

30個入殻付き（専用小刀付き）生食用
T1004 7,500 円9,600 円

40個入殻付き（専用小刀付き）生食用
T1001

5,200 円

20個入殻付き（専用小刀付き）生食用
T1003

70個入殻付き（専用小刀付き）生食用
T1006 14,700 円 11,500 円

50個入殻付き（専用小刀付き）生食用
T1005

15個入殻付き（専用小刀付き）生食用
T1002 3,900 円



おかげさまの贈り物4

あみ焼き用ステーキ用

すき焼き用

豚捨　なんてふてぶてしい屋号だろうか。
その昔、豚を飼っていた捨吉という男が食肉店をはじめた。
人呼んで「豚捨…ぶたすて」。それがいつのまにか屋号になった。
ところがおかしな伝説も生れた。
この店の牛肉があまりにもうまいから「豚なんて捨てちまえ！」
と客が豚肉を投げ捨てた。というのが豚捨のはじまりだという。

明治 42 年（1909 年）
創業百年の、和牛の老舗。

特選ロース600g�木箱入

B3003 19,880 円

カタロース600g�木箱入

B3001 10,419 円

ロース600g�木箱入

B3002 11,974 円

バラ・モモ600g�木箱入

B3014 6,596 円

ロース600g�木箱入
B3013 15,344 円

ロース200g×3枚�木箱入
B3007 15,454 円

ロース200g×2枚�木箱入
B3006 10,376 円

モモ800g�木箱入
B3005 13,078 円

モモ600g�木箱入
B3004 9,836 円

※賞味期間：発送日より3日
※�お届けが２日以上かかる地域につきまして
は、冷凍便になります。

冷蔵

【豚捨】

名
産
伊
勢
肉

200g箱入り
B2308 3,460 円

400g箱入り
B2309 6,755 円
100g袋入り
B1001 1,620 円 冷蔵 ※賞味期間：製造日より2ヶ月

たまり醤油でじっくり煮詰めました。
あったかご飯のお供に、
晩酌のおつまみにぴったりです。

牛肉しぐれ煮
【豚捨】

伊勢路の名産
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モクモクバラエティーセットモクモクウインナー大好きセット

モクモク ボンレス＆原形ロースハム モクモク カタロースハム

伊賀の山奥でログハウスの小さな工房が産声を上げて 30 年。
「おいしい」そして「安心」な製品を作ることを重点に、
ハム・ウインナーづくりをしています。

できる限り余分な添加物を使用せずものづくりをしています。
自信作のハム・ソーセージはお子様のいるご家庭にも大人気です。

伊賀の里
モクモク手づくりファーム

※この商品は、緩衝材を使用しない環境BOXでお届けのため、ギフト包装はできません。
とことん「無」にこだわり、素材を活かすために、豚肉、砂糖、塩、香辛料だけで作りました。モクモク無添加ギフト

やさしいあらびきウインナー120ｇ×2、
やさしいポークウインナー120ｇ、
やさしい原形ベーコン200ｇ、
やさしいボンレスハム300ｇ

ボンレスハム400ｇ、
原形ロースハム450ｇ

カタロースハム800ｇ

あらびきウインナー100g、なめらか挽きウイン
ナー120g、赤唐辛子ウインナー120g、ホワイ
トウインナー100g、スーパーフルト200g、ビア
フルト80g×3、オリジナルマスタード120g

A6048 MW-40　4,320円

※賞味期間：製造日より20日冷蔵

あらびきウインナー100ｇ、なめらか挽きウインナー
120ｇ、ビアフルト80ｇ×3、焼いて食べるボロニアソー
セージ180ｇ、サラミス180ｇ、チーズたっぷりブルス
ナー270ｇ、スモークタン120ｇ、スモークレバー120ｇ

A6070 Y-50　5,400円

※賞味期間：製造日より20日冷蔵

環 MU-50

※賞味期間：製造日より20日冷蔵

A6062 MU-50　5,400 円

※賞味期間：製造日より20日冷蔵

A6065 C-55　5,940 円
※賞味期間：製造日より20日冷蔵

A6067 K-50　5,400 円

やさしいあらびきウインナー120ｇ×2、
やさしいポークウインナー120ｇ×2、
やさしいボロニアソーセージ180ｇ、
やさしいサラミス150ｇ、
やさしいオニオンケーゼミニ180ｇ

※賞味期間：製造日より20日冷蔵

環 MU-40
A6056 MU-40　4,320 円

原型ロースハム450g、あらびきウイン
ナー100g×2、スーパーフルト200g、
サラミス180g

A6027 B-50　5,400円

※賞味期間：製造日より20日冷蔵

産地
直送

産地
直送

産地
直送

あらびきウインナー100ｇ、ホワイトウ
インナー100ｇ、なめらか挽きウイン
ナー120g、焼いて食べるボロニア
ソーセージ180g、ビアフルト80ｇ×2

A6044 B-30　3,240円

※賞味期間：製造日より20日冷蔵

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送



おかげさまの贈り物6

伊
勢
の
地
酒
・

地
ビ
ー
ル

世界中のビールコンテストで金賞を
受賞した『ペールエール』をはじめ、
伊勢角屋の地麦酒をお届けします。

アソートセット
【伊勢角屋麦酒】

神都麦酒（缶）・熊野古道麦酒（缶）・伊勢
ピルスナー（缶）350ｍｌ×各1本、神楽麥酒
（缶）350ｍｌ×3本、ペールエール（瓶）・ヒメ
ホワイト（瓶）・インペリアルレッドエール（瓶）
330ｍｌ×各1本

A7448 4,200 円

※賞味期間：製造日より6ヶ月冷蔵

明治10年代、伊勢にあった「神都麦酒」
を復刻。文明開化の頃に思いを馳せな
がら、柑橘系の香り豊かなカスケード
ホップの味をお楽しみください。

神都麦酒（地ビール）詰合せ
【伊勢角屋麦酒】

350ml缶×12本（箱入）／アルコール分5%
A7432 4,060 円

※賞味期間：製造日より6ヶ月

神楽麥酒、伊勢ピルスナー・神都麦酒
350ｍｌ×各4本

A7447 4,700 円

※賞味期間：製造日より6ヶ月

ホップのしっかりとした苦味のセッショ
ンペールエール、爽やかな飲み心地の
ピルスナー、軽やかなアメリカンスタイ
ル・ペールエールの3種セットです。

伊勢志摩地方限定セット
【伊勢角屋麦酒】

多
く
の
国
際
大
会
で

受
賞
を
重
ね
た
伊
勢
の
地
ビ
ー
ル

にごり梅720ｍｌ×1、にごり柚子720ｍl×1
A0335 3,830 円

にごり梅・にごり柚子詰合せ
【伊勢萬】

吟醸おかげさま720ml×1、にごり梅720ml×1
A0309 4,130 円

吟醸おかげさま・にごり梅セット
【伊勢萬】

吟醸おかげさま720ml×1、にごり梅720ml×1、
老緑720ml×1

A0310 5,210 円

伊勢の地酒詰合せ
【伊勢萬】

精米歩合50％。五十鈴川の伏流水で
仕込みました。まろやかな口当たりの
上品ですっきりしたお酒です。

伊勢慶酒
吟醸おかげさま
【伊勢萬】

720ｍｌ
A0338 2,020 円

精米歩合40％の大吟醸酒。
ブリュッセル国際コンクールのSAKE
selection�にてゴールド賞の受賞酒を
限定30本でお届けいたします。

ゴールド受賞
純米大吟醸
【伊勢萬】

720ml
A0343 4,580 円

全
国
新
酒
鑑
評
会
の

金
賞
や
県
知
事
賞
を
受
賞
。

小
さ
な
酒
蔵
で
造
る

伊
勢
の
地
酒

全
国
新
酒
鑑
評
会
の

金
賞
や
県
知
事
賞
を
受
賞
。

小
さ
な
酒
蔵
で
造
る

伊
勢
の
地
酒

清酒「おかげさま」の上質な酒粕と国
産米で仕上げた、伸びやかな吟醸香
とさっぱりとした純米の味わいある
焼酎です。

おかげさま 純米焼酎
【伊勢萬】

720ｍｌ
A0326 1,440 円

未成年者への酒類の販売はいたしておりません

伊勢路の名産
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伊
勢
醤
油

吟味した素材を丹念に仕込んだ『伊勢醤油』は、
たまりのようなまろやかで深い旨みと、華やかな濃口醤油の香りを併せ持っています。 
伊勢に伝わる「おかげさま」の心を贈り物にどうぞ。

伊勢醤油吟香仕込み720ｍｌ×3本
SY1008 3,240 円

※賞味期間：製造日より18ヶ月

伊勢醤油ギフト ID-30
【伊勢醤油本舗】

伊勢醤油吟香仕込み720ｍl×5本
SY1043 5,400 円

※賞味期間：製造日より18ヶ月

伊勢醤油ギフト ID-50
【伊勢醤油本舗】

伊勢醤油吟香仕込み720ml×2本
SY1001 2,160 円

※賞味期間：製造日より18ヶ月

伊勢醤油ギフト ID-20
【伊勢醤油本舗】

伊勢醤油は、三重県産大豆と三重県産小麦を使って仕込んでいます。
特に、大豆をたくさん使っており、その独特なコクと旨みがお料理に
奥行きを与えています。

伊勢醤油吟香仕込み360ml×3本、伊勢
醤油ぽんずしょうゆ360ml×1本、伊勢醤油
和風つゆ360ml×1本

SY1002 3,240 円

※賞味期間：製造日より1年

伊勢醤油ギフト SID-30V
【伊勢醤油本舗】

伊勢神宮にも奉納される『伊勢醤油』
と、伊勢醤油を使用した『和風つゆ』・
『ぽんずしょうゆ』のセットです。

伊勢醤油ギフト VE-50
【伊勢醤油本舗】

伊勢醤油吟香仕込み720ｍｌ×３本、
伊勢醤油ぽんずしょうゆ500ｍｌ×１本、
伊勢醤油和風つゆ500ｍｌ×１本、
伊勢醤油吟香潮騒卓上100ｍｌ×１本

SY0090 5,400 円

※賞味期間：製造日より1年

濃厚な旨みの伊勢醤油と和風料理を
美味しく仕上げる濃縮つゆ、ぽんず
しょうゆ、卓上醤油のセットです。

伊勢醤油特選ギフト
【伊勢醤油本舗】

伊勢醤油と調味料、ドレッシングが
入ったバラエティギフトセットです。

伊勢醤油スクイズボトル200ｍｌ、あおさ醤
油スクイズボトル200ｍｌ、卵かけごはん用
醤油200ｍｌ、焼きそば用醤油200ｍｌ、
だしドレッシング180ｍｌ

SY1044 3,000 円

※賞味期間：製造日より1年
　（だしドレッシングのみ9ヶ月）



3,240円 2,160円

上 金印

おかげさまの贈り物8

三重県は、木曾三川はじめ大きな川が流れ込む
栄養分豊富な伊勢湾の恩恵を受け、上質な海苔が育ちます。海苔

「みえぎょれん販売」は、宮川と木曾三川の流れ込む栄養豊富な伊勢湾の主要産地で
採れる良質の海苔や三重特産の青さのりをはじめ、様々な海藻を入札にて買い入れ、
自社で加工し、品質の良い物をお値打ちにご提供します。

味付海苔8切56枚×3缶、
焼き海苔8切56枚×3缶

G1227 3,240円

味付海苔8切56枚×2缶、
焼き海苔8切56枚×2缶

G1226 2,160円
※�賞味期間：製造日より18ヶ月

国内産の海苔を手軽で食べやすくしました。
味付海苔と焼き海苔の２種類の味が
楽しめます。

海苔詰合わせ
【みえぎょれん販売】

三重県産の質の良い海苔を使用し、
焼のりに仕上げました。
香ばしい磯の香りをご賞味ください。
8帖（10枚入り×8）
G1211 5,400 円
※�賞味期間：製造日より9ヶ月

歯切れが良く、手巻き寿しやおにぎ
りなど、幅広くお使いいただけます。
『上�金印』は鳥羽産のみを使用して
います。

国内産の海苔を手軽で食べやすい
８切サイズにした卓上用に便利な
蓋付き缶入りタイプです。
8切168枚（全型21枚分）
G1232 1,296 円
※賞味期間：製造日より1年

三重県産あおさのりの生産量は全国
1位で全体の 60％を占めています。
ひとつまみで磯の香り豊かな味噌汁
やお吸い物ができます。

希少価値の高いあさくさ海苔の甘み
と海の香りをお楽しみください。

板のり5枚×5袋
G0064 5,400 円
※賞味期間：製造日より1年

上質な潮の香りを日々の食卓で。
炙ればさらに香ばしい海苔の風味が
楽しめます。

御食つ国焼き海苔
【みえぎょれん販売】

三重県産
焼きのり
【みえぎょれん販売】

味付海苔 MG-120
【みえぎょれん販売】

三重県産
あおさのり
【みえぎょれん販売】

伊勢あさくさ海苔詰合せ
【みえぎょれん販売】

三重県産
板のり
【みえぎょれん販売】

50枚
G0026 1,500 円
30枚
G0042 980 円
※賞味期間：製造日より6ヶ月

65g
G0004 1,300 円
25g
G0003 540 円
※賞味期間：製造日より6ヶ月

30枚　三重県産
G0001 990 円

G0039 1,750 円
※賞味期間：製造日より6ヶ月

上�金印 50 枚　鳥羽産

海
の
恵
み

食卓を彩る
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新鮮な魚を生開きで作った干物です。
それぞれ魚の持つ旨みをご賞味ください。干物

5,600 円 4,800 円 3,800 円

伊勢神宮では、神饌の一品です。
全国的に珍しい鮫の干物ですが、
この地方では古くからご飯のおかずや酒の肴として親しまれています。

さめのたれ
【志州ひらき屋】

「魚は極力いじるな」という祖父の教えを
頑なに守る三代目が、魚本来の旨みが活きる
干物をお届けします。

尾鷲港に水揚げされたボラの卵巣を塩漬け、
塩抜きして天日干しを繰り返して仕上げた、
高級珍味「からすみ」。ほどよい塩加減と味
の深さは、お酒の肴、食卓のお友に最高です。

H7201

冷凍 ※賞味期間：製造日より冷蔵５日　冷凍１ヶ月

冷凍 ※賞味期間：発送日を含め約90日

冷凍 ※賞味期間：製造日より冷蔵５日　冷凍１ヶ月 冷凍 ※賞味期間：製造日より冷蔵５日　冷凍１ヶ月

尾鷲産 干物詰合せ
【北村商店】

尾鷲のからすみ
【大瀬勇商店】

金目鯛開き１枚、塩ブリ切身１切、シイラ切身２切、
寒サバみりん半身、寒サバ塩半身、マグロみりん180ｇ、
ニギス丸干し180ｇ、タチウオみりん100ｇ

伊勢神宮で神饌の一品とされる「さめのたれ」、
紀州沖で水揚げされたブリのみりん干しなど、
ひらき屋人気の商品を詰め合わせました。

三重県鳥羽市の離島、答志島で獲れた上質
のしらすを、無漂白・無着色で釜揚げし丁寧
に天日干しして出来上がった黒ちりめん（しら
すちりめん干し）です。

H7016

特選干物詰合せ
【志州ひらき屋】

黒ちりめん
【浜与商店】

金目鯛開き１枚、カマス開き３枚、ブリみりん150ｇ、
さめのたれみりん255ｇ、さめのたれ塩230ｇ

干物専門店ひらき屋が選んだ三重県近海の
活きの良い魚で作りました。

三重県答志島産のしらすです。生しらすは水
揚げされて即冷凍。獲れたての美味しさをそ
のままお届けします。

H7001

三重県産 干物詰合せ
【志州ひらき屋】

生しらす
【浜与商店】

真鯛開き１枚、アジ開き３枚、カマス開き３枚、
サバ塩半身、マグロみりん180ｇ

和歌山県産　※賞味期間：製造日より１ヶ月冷凍

H3402

H3403

1,300 円

2,800 円

H3401 1,300 円

詰合せ

塩

みりん

約280g

塩約280g、みりん約300g

約300g

発泡箱入

100g 当り　6,036 円T1903
※賞味期間：発送日より約2～3ヶ月
※�尾鷲物が無くなり次第、販売を終了させて
　いただきます。

冷蔵H1706 2,700 円

黒ちりめん�大 400g

H1705 1,512 円

黒ちりめん�中 200g

冷蔵 ※賞味期間：発送日を含め約14日

H1711 3,240 円

生しらす�大 ５人前セット

生しらす100g×5、酢味噌
30g×5（約5人前）

H1712 1,296 円

生しらす�中 ２人前セット

生しらす100g×2、酢味噌
30g×2（約2人前）

※季節により内容が変わる場合がございます。
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食べ歩きなどでも人気の
ひりょうずやはんぺいを中心に
定番商品を詰め合わせました。

ひりょうず詰合せ（A）
【若松屋】

ひりょうず×5、伊勢はんぺい（白、紅生姜、ゆず）各1、
焼板×1、ととかま×3、上さつま×1

※賞味期間：製造日より30日
※�商品のお届けは、ご注文より5日ほどかかります。

冷蔵

W1400 4,104 円

ひりょうず詰合せ（Ｂ）
【若松屋】

※賞味期間：製造日より30日
※�商品のお届けは、ご注文より
5日ほどかかります。

冷蔵

2,700 円W2011
伊勢ひりょうず×4、焼板×1、伊勢はんぺい

（白）×1、伊勢はんぺい（紅生姜）×1

雅び味セット　５品入り
【酒徳昆布】

雅び味セット　２品入り
【酒徳昆布】

※賞味期間：製造日より90日～300日

3,050 円SK0222
帆立昆布巻、松阪牛昆布巻

※賞味期間：製造日より90日～300日

4,150 円SK0220
キングサーモン昆布巻、純白とろろ、
太白おぼろ、ひとふり昆布、鰹しぐれ

雅び味セット　３品入り
【酒徳昆布】

※賞味期間：製造日より90日～300日

3,450 円SK0221
松阪牛昆布巻、純白とろろ、
太白おぼろ

てんぷら詰合せ（A）
【若松屋】

ふっくら濃厚なチーズ棒はじめ、
さつま揚げ、天ぷらを
詰め合わせました。

※賞味期間：製造日より30日
※商品のお届けは、ご注文より5日ほどかかります。

冷蔵

2,916 円W0123
上さつま×3、天ぷら（キクラゲ、紅生姜、ゴボウ、枝豆）各1、
チーズ棒×1、たこ棒×1、いか棒×1、ひりょうず×1

お好み詰合せ
【若松屋】

はんぺい３種、
オードブル蒲鉾、
ととかまなどを詰合せました。

※賞味期間：製造日より30日
※商品のお届けは、ご注文より5日ほどかかります。

冷蔵

2,700 円W2008
伊勢はんぺい（よもぎ、白、紅生姜）各1、オードブル蒲鉾（えび）×1、焼板×1、
ととかま×3、上さつま×2

創業明治 45 年の老舗昆布店。
素材の良さを引き出すため、
手間ひまを惜しまず、
かたくなに手作りの味を
守り続けています。
手技を継承する職人の
おぼろ昆布削りは、
店舗でもご覧いただけます。

伊勢の台所と呼ばれた河崎で明治 38 年に創業。
日本独特の食文化の伝統である蒲鉾、
はんぺい（はんぺん）を先代より受け継いだ製法で
皆様にお届けしています。

雅び味セット
伊勢の昆布屋がお届けする、脂ののったキングサーモンやＡ５ランクの
松阪牛を肉厚の昆布で巻いた品。良質肉厚の昆布を風味そのままに
仕上げたおぼろ、とろろもおすすめです。

職
人
の
味

食卓を彩る
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伊勢きざみお漬物セット
【つけもの傳兵衛】

おすすめのお漬物セットです。
すべて刻んでありますので
手軽にお召し上がりいただけます。

生なりセット　６品入り
【酒徳昆布】

※賞味期間：製造日より90日～300日

5,550 円SK0210
キングサーモン昆布、 純白とろろ、
太白おぼろ、溜まり昆布 熟饌、汐衣、
汐衣 伊勢茶

生なりセット　３品入り
【酒徳昆布】

※賞味期間：製造日より90日～300日

2,700 円SK0212
溜まり昆布 熟饌、汐衣 柚子、
汐衣 伊勢茶

生なりセット　４品入り
【酒徳昆布】

※賞味期間：製造日より90日～300日

4,550 円SK0211
松阪牛昆布巻、溜まり昆布 熟饌、
汐衣 柚子、汐衣 伊勢茶

※賞味期間：賞味期限7日以上の商品をお届けいたします。
※気候によりセット内容が変更になる場合がございます。

冷蔵

伊勢たくあんふる漬け150ｇ、
ゆずだいこん180ｇ、かつおだいこん180ｇ、
たかな150ｇ、こんぶだいこん180ｇ、
伊勢日の菜150ｇ、
ピリ辛胡瓜しょうゆ漬150ｇ

７点セット
D4000 2,800 円

伊勢たくあんふる漬け150g、
ゆずだいこん180g、伊勢日の菜150g、
たかな150g、こんぶだいこん180g

５点セット
D4003 2,000 円

7点セット

１kg 250g

伊勢朝熊山の麓で厳寒期に育った小菜
の漬物は細く柔らかく独特の香り。
洗わずに刻んでお召し上がりください。

※賞味期間：製造日より10日
※12月下旬頃よりの取り扱いとなります。

冷蔵

250g
D0046 480 円

朝
あ さ

熊
ま

小
こ

菜
な

 【冬季限定】
【つけもの傳兵衛】

真冬の季節風（伊勢おろし）で
２週間干した地元産「御薗大根」
を塩、米糠、とうがらし、茄子の葉、
柿の皮でじっくり２年以上
漬け込みました。

伊勢たくあんふる漬け
【つけもの傳兵衛】

※賞味期間：約2ヶ月冷蔵

1kg丸樽入
D2201 2,500円

2.2kg角樽入
D2202 4,800円

400g
D0001 900 円
200g
D0100 470 円

南高梅を塩と紫蘇だけで漬け込んだ、
昔ながらの酸っぱい梅干しです。

傳兵衛かあさんの手造り梅干し
【つけもの傳兵衛】

※賞味期間：製造より約6ヶ月

1kg
D4004 3,000円

550g
D3016 1,400円

250g
D3015 700 円

伊勢は、古代からお供え用に製塩が行われていました。貯蔵醗酵漬物の保存食の
代表であるたくあんは江戸時代から伊勢周辺で始まり、やがて農家の副業となり、
お伊勢参りの方々のおもてなし食となりました。代々その製法を受け継いだ現在の当主は、
伊勢たくあんだけでなく、旬の野菜を心を込めて美味しいお漬物に仕上げています。

生なりセット
素材を無添加で仕上げた佃煮の熟饌をはじめ、キングサーモンや
松阪牛の昆布巻、酒徳昆布名物のおぼろ昆布、とろろ昆布など
バリエーション豊かなセットです。
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ふわふわの麺に、出汁がよく利いたタレ
を絡ませます。贈り物にもお使いいただ
けます。

※賞味期間：製造日より14日冷蔵

4食化粧袋入り
A6902 1,200 円

10食箱入り
A6903 3,440 円
1食袋入り
A6901 300 円

おかげ横丁の伊勢うどん
たれ付

名物伊勢うどんをより美味しくお召し上が
りいただくために、一味と七味唐辛子を
添えて詰め合わせました。

※賞味期間：製造日より14日（薬味は365日）冷蔵
伊勢うどん×6袋、一味、ゆず七味、関東風七味

A6904 3,415 円

おかげ横丁の伊勢うどん
薬味セット

伊勢芋
伊勢芋は三重県が誇る食材の一つ。
秋から冬の代表的な味覚に“とろろ汁”があります。
強い粘り気、舌ざわり、素朴な風味を
お召し上がりください。

名物伊勢うどんを焼きうどんにしました。
香ばしい醤油の香りと
もちもちのうどんの食感をお楽しみください。

伊勢焼きうどん
【伊勢醤油本舗】

620 円SY1003

※賞味期間：製造日より約60日
うどん二人前、たれ二人前

「新極上つゆの素」とともに
通販で大人気です。
もちろん、化学調味料無添加です。
これひとつで麺つゆ、煮物、
汁物など、和風味が簡単に
引き出せます。

200ｇ
A6640 580 円
※賞味期間：製造日より3ヶ月

和風だしつゆの素
【おかげ横丁】

てこね寿しの素
伊勢志摩の代表的な郷土料理「てこね寿し」を
ご家庭で簡単に美味しく召し上がっていただける
合わせ酢と漬けだれのセットです。
合わせ酢100ml×1、漬けだれ100ml×1
T5231 500 円
※賞味期間：製造日より約1年

2㎏入り
T3003 5,600 円

1㎏入り
T3002 2,800 円

三重県産　※新しいうちにお召し上がりください。

鰹節、鯖節、うるめ節など、
こだわって選ばれた原材料を
バランスよくブレンドしました。

「花かつお」が加わった分、
より上品な香りになりました。

200ｇ
A6655 1,240 円
※賞味期間：製造日より3ヶ月

新極上つゆの素
【おかげ横丁】

ふ
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鳥羽産の大粒の牡蠣をソテーし、オリーブオイル
に漬け込みました。牡蠣の旨みがギュッと包み
込まれています。辛口の白ワインとご一緒にどうぞ。

伊勢市の天然記念物の「蓮台寺柿」。
その蓮台寺柿を一口サイズの干し柿にした

『名産 味の館』の人気商品です。

松阪牛肉みそと伊勢の地ビール牡蠣のオリーブオイル漬け ひなたやけ

140g
T8011 966 円
冷蔵 ※賞味期間：製造日より約2ヶ月

155g×３缶
A0903 5,400 円
※賞味期間：製造日より18ヶ月
※�この商品は、発送まで４～５日かかる場合がありますので、予めご了承くださいませ。�

150g
A3151 717 円
※賞味期間：製造日より4ヶ月
※取扱期間：10月初旬～1月上旬頃まで

未成年者への酒類の販売はいたしておりません

※冷凍便での発送となります。冷凍できない商品と同梱での発送はできません。

レストラン レマンの商品は、お好きな数を組み合わせでご用意
できますので、お問合せくださいませ。

※単品もございます

松阪牛
ハンバーグプレミアム

松阪牛入り
ハンバーグ

松阪牛のミンチを特別醸造の味噌に
合わせました。ご飯や豆腐にのせたり、
田楽の味噌に。
ニンニク入りは、野菜スティックの
ディップにもよく合います。

肉みそセット
【牛銀本店】 1,622 円A7073

※賞味期間：製造日より4ヶ月
肉みそ・肉みそニンニク入り各200ｇ

松阪肉の食感を残しながら、醤油・
砂糖・生姜等で甘辛く炊きあげました。
おにぎり、お茶漬け、お酒のつまみに
老舗の味をご賞味ください。

しぐれ煮・肉みそセット
【牛銀本店】

G-02　3,806 円A7074

※賞味期間：製造日より肉みそ4ヶ月、
　　　　　　しぐれ煮3ヶ月
※�この商品は、入荷状況によりお届けまでに
日数がかかる場合がございます。

しぐれ煮100ｇ、
肉みそ・肉みそニンニク入り各200ｇ

松阪牛を使用したハンバーグです。
溢れ出る肉汁とその旨みをご堪能ください。

三重県産の牛肉（松阪牛 40％）と豚肉を使った合挽きミンチの
ロールキャベツです。寒い冬に心あたたまるやさしい味わいです。

1,188 円A7090

松阪牛ハンバーグプレミアム
【レストラン�レマン】

130g（デミグラスソース付き）、松阪牛100%使用

678 円A7091

松阪牛入りハンバーグ
【レストラン�レマン】

130g（和風ソース付き）、松阪牛40%使用
冷凍 ※賞味期間：製造日より９ヶ月

洋食屋のロールキャベツ
【レストラン�レマン】

648 円A7092
240g
冷凍 ※賞味期間：製造日より９ヶ月

志摩観光ホテルのメインダイニング
「ラ・メールザ クラシック」
の代表的な料理。
名門ホテルの味わいを
ご家庭でもお楽しみください。

伊勢海老のクリームスープ
【志摩観光ホテル】

松阪肉料理の老舗、牛銀本店が作る肉みそを
伊勢の地ビールと組み合わせて晩酌セットに
しました。

鮎におどり串を打ち、丹念に焼き上げ、
それを伊勢茶で炊き、
秘伝のたれで何昼夜もかけて
柔らかく煮た一品です。

正月鮎
【うおすけ】

A7446 2,796 円

※賞味期間：製造日より肉みそ4ヶ月、ビール6ヶ月

神都麦酒350ml×３本、牛銀肉みそ200g×１、
牛銀肉みそにんにく入り200g×１

※賞味期間：製造日より5ヶ月

SK-50
A1243 5,400 円
正月鮎×３、鮎甘露煮×３、鮎昆布巻×１

SK-36
A1242 3,888 円
正月鮎×３、鮎昆布巻×１

SK-50
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アイスギフト
【大内山酪農】

バニラ、ストロベリー、チョコレート、グリーンティー
各2個入り（120ml×8）

※送料込み冷凍

A6221 3,726円MG-S

バニラ、ストロベリー、チョコレート、グリーンティー
各3個入り（120ml×12）

A6222 4,698円MG-L

生クリームをたっぷり使用した、
まろやかでコクのあるアイスの詰め合わせです。

樹上完熟の
リンゴジュースセット
【横手ユナイテッドファーマーズ】

りんご本来の美味しさを100％引き出すために、
樹上でめいっぱい完熟させてから収穫した
凝縮りんごのジュースです。

180ｇ×30個入り
T3986 5,000 円

180ｇ×20個入り
T3985 3,350 円

※賞味期間：製造日より180日

「シェルレーヌ」と、味匠館オリジナルの「ロッシェココ」など、
バラエティ豊かな組み合わせです。

焼き菓子詰合せ
【ブランカ】

2,600 円
シェルレーヌプレーン×2、
シェルレーヌ伊勢茶×2、
バームクーヘン×1、
カシュカシュ×2、ミニレーヌ×6、
ロッシェココ×1袋

T0014
シェルレーヌプレーン×4、
シェルレーヌ伊勢茶×3、
バームクーヘン×2、
カシュカシュ×3、ミニレーヌ×10、
ロッシェココ×1袋

T0015 3,800 円

※賞味期間：製造日より15日～30日

プレーン×10、伊勢茶×10
T0097 1,476 円

※賞味期間：製造日より30日

シェルレーヌ ミニ
20個入り 
【ブランカ】

パールシェルカルシウムを生地に。
お土産はもちろん、
コーヒーブレイクのお供に。

チーズケーキ
【鳥羽国際ホテル】

鳥羽国際ホテル創業時にフランス料理のデザートとして
開発された地元でお馴染みのお菓子です。

※賞味期間：製造日より2ヶ月冷凍

直径21㎝
A0705 3,996 円

焼きチーズタルトセット
【ドゥース・ド・フランス】

三種類のクリームチーズをミックスしました。
冷蔵・冷凍どちらでも美味しくお召し上がりいただけます。
９個入り
T0185 2,250 円

※賞味期間：製造日より3ヶ月冷凍

産地
直送

産地
直送

お
茶
と
お
菓
子
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※賞味期間：製造日より6ヶ月
※産地直送―平日のみの発送
※送料込み（�但し、北海道、沖縄県は別途880円）

味こいしぼり180ｍｌ×1、黄金ジャム110ｇ×2、
味一ジュレ150ｇ×3、みかポン360ｍｌ箱入×1

T4165 4,500円

贅沢セット
【早和果樹園】

有田みかんをジュース、ゼリー、ジャムと人気の
ポン酢でお楽しみいただけるバラエティセット。

有田みかん100%のジュースを使用したゼリー。
「てまりIN」はみかんが丸ごと入っています。

※賞味期間：製造日より6ヶ月
※産地直送―平日のみの発送
※送料込み（�但し、北海道、沖縄県は別途880円）

味一ジュレ150ｇ×4、味一ジュレてまりＩＮ150ｇ×2
T4160 3,200円

味一ジュレセット
【早和果樹園】

※賞味期間：製造日より6ヶ月
※産地直送―平日のみの発送
※送料込み（�但し、北海道、沖縄県は別途880円）

味まろしぼり180ｍｌ×4、味一ジュレ150ｇ×3
T4158 3,500円

味まろしぼり・ジュレセット
【早和果樹園】

有田みかん100％のジュースとそのジュースを
91％使用したみかんゼリーをセットにしました。

※賞味期間：製造日より1年※賞味期間：製造日より540日

みかんレギュラージュース 720ml、
みかんマルチジュース 720ml

A0571 2,847円

ジュース２本セット
【夢工房くまの】

中身だけを搾る「インライン方式」で、南紀熊野
のみかんの美味しさをそのまま引き出しました。

イチゴジャム165ｇ、ブルーベリージャム165ｇ、
オレンジマーマレード165ｇ

A0908 3,240円

玉
たまゆら

響ジャム3種詰合せ
【志摩観光ホテル】

イチゴ、オレンジマーマレード、ブルーベリーの素材
を活かしたフルーティーなジャム詰め合わせです。

※賞味期間：製造日より6ヶ月
※産地直送―平日のみの発送
※送料込み（�但し、北海道、沖縄県は別途880円）

みかんジュレ90ｇ×5、みかんジュレまるごと一個入り90ｇ×4
T4167 4,700円

果樹園の
みかんジュレ
詰合せ
【早和果樹園】

当園の有田みかんを贅沢に使用。
果汁を70%使用し、天然素材のみで仕上げました。

※賞味期間：製造日より1年

レギュラーミニ×2、セミノールミニ×2、マルチミニ×1、
不知火ミニ×1

A0572 2,195円

ジュースミニ6本セット
【夢工房くまの】

多種類のみかんが生産される三重県熊野。
その中でオススメの４種類をチョイスしました。

和歌山県の有田と、三重県の熊野の柑橘類です。
どちらもみかんの栽培に適した地域です。
みかんの美味しさを詰め込んだジュースやゼリーを
ご贈答にどうぞ。

みかん

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

写真は果樹園のみかんジュレです。



伊勢茶味

100g
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伊勢在来種のお茶

400g缶入り
T7304 1,676 円

※賞味期間：10月～5月は製造日より6ヶ月

500g袋入り
T7303 1,404 円

※賞味期間：3ヶ月以上のものをお届けいたします。

上煎茶100ｇ、煎茶100ｇ
BA3009 2,830 円

ティーバッグ4ｇ×20パック入り
BA2007 730 円
※賞味期間：�賞味期限7ヶ月以上のものをお届けいたします。

100g
BA1020 540 円

お茶処である度会
（わたらい）の香り高い
ヤブキタ二番茶を
焙じて仕上げました。
食事やおやつに
毎日飲んでいただき
たいお茶です。

在来茶葉の旨みの
多い部分を焙じました。
柔らかな香りと味を
お楽しみください。

おかげ横丁
伊勢ほうじ茶

度会の
ほうじ番茶

三重県産の小麦、大豆（おから）、米油を素に、
三重の食材を活かしています。
見た目にも美しい
色とりどりのお菓子を
是非ご賞味ください。

伊勢志摩かりんとー

※賞味期間：製造日より120日

伊勢茶、九鬼のごま 各2個、
あおさ、純米酒 『作』 各1個

2,898 円A6436
6個入

※賞味期間：製造日より120日

伊勢茶、あおさ、九鬼のごま、
純米酒 『作』 各1個

1,983 円A6435
4個入

1,188 円

こし餡を薄い求肥で包み、和三盆をまぶした「関の戸」と、
伊勢茶の粉末と和三盆糖の

「お茶の香 関の戸」を詰め合わせました。

A8500

※賞味期間：製造日より10日
※�冷しすぎると餅が固くなりますので、冷蔵や冷凍商品との同梱
発送はできません。

関の戸詰合せ
【深川屋】

関の戸、お茶の香 関の戸　各6個

黒大豆

伊勢の郷で摘んだ
在来種のお茶を、
爽やかな香り
とともに小粋な紙缶に入れました。
特別な日やお客様への上煎茶と
普段使いにぴったりな煎茶２種類のセットです。

伊勢の郷
上煎茶・煎茶
紙缶セット

♪飴のようで飴じゃない♪
サクサク柔らか有平糖♪

「銭屋」の通販部門人気 No.１商品で、
リピーターの多い砂糖菓子です。

国内産もち米に
海の幸を練り込みました。
ついつい手が出る
サクサク食感のあられです。

有平糖
漁師あられ

2,200 円

※賞味期間：製造日より3ヶ月～5ヶ月

Z0061
黒ごま130ｇ×２、落花生130ｇ×１、
黒大豆130ｇ×１、抹茶120ｇ×１

詰合せ

黒大豆130g
Z0019

落花生130g
Z0021

黒ごま130g
Z0020

抹茶120g
Z0060

単　品 各 390 円

1,300 円

※賞味期間：製造日より3ヶ月

Z2003
あおさのり150g、えびしお150g、
いか150g

詰合せ（箱入り）

えびしお150g
Z0209

いか150g
Z0211

あおさのり150g
Z0210

単　品 各 390 円
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※賞味期間：製造日より60日
※上記商品のお届けは、ご注文より5日ほど
　かかる場合がございます。

1,642 円A0035
8個入

2,462 円A0036
12個入

伊勢志摩サミットで使用された銘酒「作 zaku」の酒粕を使ったフィナンシェ。
口の中に広がる酒の香りと、ほんのりとした甘みのケーキです。

作ｚａｋｕ フィナンシェ
【もん�いまぁじゅ】

三重県産小麦粉、バター、熊野地鶏の卵を
使用した、一つ一つ手づくりの
ふんわり軽いドーナツです。

MonChan Ring
ギフトセット
【もん�いまぁじゅ】

※賞味期間：製造日より45日

プレーン、紅茶、抹茶、
キャラメル、栗、レモン各2個
合計12個

2,922 円A0038

1860 年創業の
老舗和菓子店「播田屋（はりたや）」謹製。
明治天皇への献上菓子として作られました。

絲印煎餅
【播田屋】

※賞味期間：製造日より2ヶ月

50包入り
A9405 2,580 円

30包入り
A9403 1,550 円
115g袋入り
A9401 480 円

20包入り
A9402 1,030 円

赤車海老と干し海老、さらには伊勢海老を
原料に、より旨味を高め、 歯ごたえのある
しっかりした食感に仕上げました。

煎餅の
美味しさは
えびのおかげ

海老と地元のお米を使い、ソフトに仕上げ
ました。香ばしい海老の風味と口溶けの
よい食感をお楽しみください。

海老せんべい

※賞味期間：製造日より5ヶ月

18枚袋入り
A9500 1,100 円

32枚箱入り
A9499 2,200 円

※賞味期間：製造日より4ヶ月

１枚入り×32袋
A6427 1,780 円

お椀に入れ、お湯を注いで貝の中の餡を溶け
ばできあがり。餡は滑らかで、もち米の皮が
とろっと餡に絡みます。

蛤しるこ 12個箱入り
【花乃舎】

※賞味期間：�製造日より3ヶ月

蛤しるこ×12個
A8512 2,512 円

ミセスいなほ
稲作と繋がりの深い伊勢神宮のある
伊勢近隣で収穫したコシヒカリと「伊勢志摩産
伊勢海老」を使った揚げせんべいです。

銭屋　横丁駄菓子セット
家族だんらんのお供に。
銭屋の駄菓子からおすすめを集めました。

1,080 円

※賞味期間：製造日より4ヶ月

A6425
32袋

2,600 円

※賞味期間：製造日より3ヶ月～5ヶ月

Z2002
磯えび1袋、割れおかき1袋、まころん1袋、
サラダ小僧1袋、七味小僧1袋、ヨーチ1袋
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松阪木綿　干支　子
ね

令和二年の干支のネズミは子だくさんなことから、子孫繁栄の
意味があります。お部屋の可愛い置き物、お守りとしていかがで
しょうか。
サイズ　高さ約35ｃｍ×長さ約23ｃｍ×幅約16ｃｍ

MY0407 4,800 円大

サイズ　高さ約20ｃｍ×長さ約14ｃｍ×幅約11ｃｍ
MY0408 2,450 円中

サイズ　高さ約11ｃｍ×長さ約8ｃｍ×幅約5ｃｍ
MY0409 1,180 円小

ミニ座布団（大）

MY0343 740円

サイズ　縦横約17ｃｍ
ミニ座布団（小）

MY0029 570円

サイズ　縦横約13ｃｍ

河井美晴作
干支の土鈴・子

ね 太田結衣作
伊勢一刀彫・子

ね

毎年心待ちにされるファンの方
が大勢いる愛らしい作品です。

伊勢一刀彫の潔さも残しつつ、
女性ならではの感性を取り入れています。
木目の美しさにこだわっています。

※立ちづらい場合がございますが、その際はおしりの部分を押して綿の入り具合を
　調整してください。

※手作りのため、写真と多少異なることがございます。
※在庫切れの際は、お時間がかかる場合がございます。

KU4048 5,500 円

サイズ
高さ約9ｃｍ×長さ約11ｃｍ×幅約7㎝

※�手作りのため、写真と多少異なることがございます。
※�在庫切れの際は、お時間がかかる場合がございます。

KA1390 1,925 円

サイズ
高さ約5ｃｍ×長さ約4.5ｃｍ×幅約3㎝

国産ヒノキ材を使い、伊勢型紙の紋様を彫刻しました。
天然木材に伊勢型紙のデザインが存在感を増します。伊勢型紙 御朱印帳

吉祥菊

KA0070

KA0071

3,600 円

3,600 円

サイズ　縦約18.5ｃｍ×横約12ｃｍ
吉祥菊

沙綾型に蔦

KA0072

KA0073

3,600 円

3,600 円

サイズ　縦約18.5ｃｍ×横約12ｃｍ
椿

令和梅

KA0074 3,600 円

サイズ　縦約18.5ｃｍ×横約12ｃｍ
芙蓉更沙

沙綾型に蔦 椿 令和梅 芙蓉更沙

新
年
を
晴
れ
や
か
に
迎
え
る
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包装・のしを承ります
おかげ横丁オリジナルの包装紙は①～③番をご用意しております。
ご希望の色がございましたら、お申し付けくださいませ。ご希望がない場合は
各店のオリジナル包装紙で対応させていただいております。
（産地直送商品は除きます）

①－おかげ横丁白 ②－おかげ横丁紺 ③－おかげ横丁橙

内のし or 外のしの区別を申しつけください

19おかげさまの贈り物又は　http://okageshop.jp オンラインストア「おかげショップ」 では本紙に掲載されていない商品も数多くご用意しています。

おかげ横丁　新春の香
まだ寒さが残る中、梅の花が凛として咲い
ている。そんな風景をイメージした香りです。
お仏壇用としても、お部屋用の香としても
お使いいただけます。

KU0160 880 円
65g

めでためでたのお宝香
日本古来の貴重な香木の香り、白檀と沈香が
それぞれ６本入った数量限定のセットです。

KU8201 880 円

燃焼時間約15分

貝合わせ香立
お香を焚いていない時でも、家に飾って
楽しめます。小物入れとしても
お使いいただけます。

KU2030 1,650 円

サイズ　高さ約４ｃｍ×長さ約5.5ｃｍ×幅約7.5ｃｍ

KU2031 1,650 円

五十鈴川 みず
神宮神域を流れる清流五十鈴川の清らかさを
さわやかな香りで表しました。リピーターの
多い「くつろぎや」一番人気のお香です。

KU0046 1,320 円

30本入（15本×2段）　燃焼時間約15分

五十鈴川 みず　120本入り
毎日、何本も焚かれる方にお得な
大容量タイプが出来ました。

KU0146 4,400 円

120本入　燃焼時間約15分

ねずみ香立
かわいいねずみのお香立て。
合わせるお香皿によって、イメージが変わり
楽しめます。

※手作りのため、写真と多少異なることがございます。
※お香は付いておりません。

KU3006 550 円

サイズ　高さ約3ｃｍ×長さ約3.5ｃｍ×幅約3㎝ 紅

白



お支払い方法に関しまして
◆インターネットおかげショップご利用の場合

◆お電話・FAX・メールでのご注文の場合

❶クレジットカード　　❷代金引換（手数料 330 円）
❸銀行振込み（先入金）　❹郵便振替（先入金）　が選択できます。
※❸❹の振込手数料はお客様のご負担となります。

①一般商品は代金引換（手数料330円）となります。
②産地直送商品又は先様送りの商品は、下記への先入金をお願い致します。

初めてのご注文の場合

※手数料はお客様のご負担となります。

三菱UFJ 銀行　伊勢支店　普通 1099583
株式会社伊勢福　または
百五銀行　内宮前支店　普通 90870
（株）伊勢福おかげ横丁通販係

《銀行振込先》

口座番号　00820－9－97504　おかげ横丁通販係
《郵便振替先》

2 回目以降のご注文の場合
専用の振替用紙を商品と同送させていただきますので、商品到着後、
7日以内に郵便局またはコンビニでお支払いください。
（この場合手数料はかかりません。）
（代金引換：手数料 330 円でも結構です。）
産地直送商品、先様送り商品は振替用紙を別送させていただきます。

お客様の個人情報（氏名・住所・電話番号等）に関しましては当社
規定のもと責任をもって厳重に管理し、おかげ横丁の営業活動（受注・
決済・発送・DM 送付）以外の目的で利用致しません。なお、商品
配送などのために個人情報の取り扱いの一部を委託する場合は、取り
扱いを委託した者に対する厳重な管理・監督を行います。

お申込方法に関しまして

お届けに関しまして

お願いとお断り

個人情報の利用に関して

受付時間：午前 9時 30 分～午後 5時

又は http://okageshop.jp 
おかげ横丁のホームページからも入れます

受付時間：24 時間受付（氏名・住所・電話番号をお忘れなく）

。

●通常便 600円、冷蔵・冷凍便各 820円～（サイズ別）でお送り
　します。（沖縄県及び一部離島を除く）。
●産地直送品は他の商品と同送できません。
●産地直送品は別途送料がかかります。（一部商品を除く）。
●１配送先につきお買い上げ１万円以上で送料無料となります。
　（配送個数口が2個以上の場合は、超えた個数口の送料を頂戴致します。）
　（沖縄県及び一部離島産直を除く。）
 ＊ 重量 25ｋｇ、縦 +横 +高さが 160ｃｍ以内に限ります。
 ＊ クール便は重量 15ｋｇ、縦 +横 +高さが 120ｃｍ以内に限ります。

●在庫のある商品は、注文日から 3 日以内に発送致します。ご注文が  
　集中する時期はお届けまでにさらに数日いただくことがございます。
●お申込みに際しては年齢を確認させていただく場合がございます。
●未成年者への酒類の販売は致しておりません。
●商品価格、商品内容に変更が生じることや、品切れの場合がございます。
　あらかじめご了承くださいませ。
●掲載商品は全て消費税込み価格となっております。

フリーコール

フリーコール

●

●

配送地域 10㎏未満 備　考
三重県内 三重 1,080円　 ※左記料金は全てクール代込みの料金です。

※�北海道、青森県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県は配送日数
が２日、宮城、山形、福島、和歌山（一部）、山口、福岡、
佐賀、大分、熊本（一部）、長崎は翌日14 時以降の配達
になります。
※秋田、岩手、愛媛、高知は翌日18 時以降の配達になります。
※�離島など地域により、配達日数・時間が上記と異なる場
合がございます。その場合は改めてご案内申し上げます。

北海道 北海道 2,100円　
北東北 青森・秋田・岩手 1,380円　
南東北 宮城・山形・福島 1,280円　
関東 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木

1,180円　
信越 山梨・新潟・長野
北陸 富山・石川・福井
中部 愛知・岐阜・静岡
近畿 大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山
中国 岡山・広島・山口・鳥取・島根 1,280円　
四国 香川・徳島・愛媛・高知 1,080円　
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分

宮崎・鹿児島 1,380円　
沖縄 沖縄 2,600円　

的矢かき送料

掲載ページ 商品名 発送方法 送料 備　考

P.2
桧扇貝
※�右記地域でも配送に2日以上かかる地域は
　承れませんので予めご了承くださいませ。

常温
880円　 関東・信越・北陸・中部・関西
970円　 中国・四国・南東北（宮城・山形・福島）
1,070円　 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・秋田県・岩手県

P.3
的矢かき殻付き 冷蔵 1,080円～ ※下記参照
浦村かき殻付き 常温 600円　 沖縄別途連絡
活き伊勢海老 常温 600円　 沖縄別途連絡

P.5 モクモクギフト１個 冷蔵 880円　 九州・沖縄・北海道　1,210円
モクモクギフト２個以上 1,210円　 九州・沖縄・北海道　1,540円

P.9
尾鷲産干物詰合せ１セット 冷凍

1,200円　 中部・北陸・関西・関東
1,300円　 信越（新潟・長野）
1,400円　 中国・四国・九州・東北
1,800円　 北海道
2,300円　 沖縄

生しらす 冷凍 825円　 沖縄・北海道　1,650円
黒ちりめん 冷蔵 825円　 沖縄・北海道　1,650円

P.14 鳥羽国際ホテルチーズケーキ 冷凍 1,210円　 北海道・沖縄　1,760円

産地直送送料


