
①�好評につき、注文が殺到した場合、途中でキャンペーンを終了させていただく場合があり、対象外となってしまうこと
がありますので、ご了承ください。
※キャンペーン終了の際は、特設サイトで周知します。
※対象期間の後半になるとキャンペーンが終了している可能性があるため、電話等でお店に確認することをお勧めします。
②�業者間の取引はご遠慮くださいますよう、お願いします。
③�１店舗での購入額が3,000円以上の方が対象となります。複数店舗で購入しその合計額が3,000円以上となっても対象
となりませんので、ご注意ください。

キャンペーン期間中、このチラシ・特設サイト（ＱＲコードからアクセス）に
掲載されているお店で、税込み3,000円以上ご注文いただくと、
全国どこでも送料無料でお届けします。
ご自宅で楽しむもよし、ご家族や親しい友人に送るもよし、ご自宅で楽しむもよし、ご家族や親しい友人に送るもよし、
ぜひこの機会に、岩手県山田町の自慢の特産品をお楽しみください！ぜひこの機会に、岩手県山田町の自慢の特産品をお楽しみください！

〈本件に関するお問い合わせ〉　山田町観光協会まで　　〈TEL〉 0193-65-7901

FAX 注文票

ご注文申込日 月　　　　日

合計金額 円

発注先事業者名

ご注文者様
氏名 電話番号

住所
〒

●ご注文者と商品の発送先が異なる場合は発送先住所もご記入ください

お届け先①
氏名 電話番号

住所
〒

注文商品
商品番号 商品名 個　数 価　格

お届け先②
氏名 電話番号

住所
〒

注文商品
商品番号 商品名 個　数 価　格

お届け先③
氏名 電話番号

住所
〒

注文商品
商品番号 商品名 個　数 価　格

ご注文の際は、下記の注文票にご記入のうえ、注文するお店に FAXにて送信してください

ご注文方法
◎�オンラインで注文する場合
　�このチラシに記載してあるQRコードから、特設サイトへアクセスし、各お店のオンラインショップで注文する。
・�特設サイトを経由せず、直接お店のオンラインショップから購入した場合も対象となります。ただし、対象商品を限定しているお
店もあるため、商品を確認して注文するようお願いします。

◎ �FAXで注文する場合
　このチラシの注文票へ必要事項を記入し、お店へ直接 FAXで注文する。
・�FAXで注文を受け付けできないお店もあるため、必ずチラシに記載してある各お店の「注文方法」を確認してください。
・振込み手数料は、ご注文者様のご負担となりますので、ご了承ください。
・複数店舗に注文する場合は、注文票をコピーしてお使いください。
・�商品代金入金確認後に商品の発送となるため、詳細のお届け日については、注文したお店にご確認ください。
��なお、代金引換も対象となりますので、各お店を確認の上、ご利用ください。

ご
注
意

キャンペーン

山田の特産品

令和令和44年年1212月月11日木〜日木〜1212月月2323日金のご注文まで日金のご注文まで

送料無料送料無料
WEB

びはんストアのオンラインショップで 3,000 円（税込）
以上お買い上げの方に送料無料でお届けいたします。

https://yamadabihan.jp/（びはんねっと）

WEB
株式会社びはんコーポレーション

FAX
メール

電　話

FAX メール 電 話
山田プライド株式会社

やまだから 山田ノ海箱（冷凍）
商品番号

12

価格9,700円（税込）

川石水産、菅原商店、丸一の、3 社自慢の商品を
詰め合わせました。
カキ、ホタテ、うに、いくらなど、山田のおいし
い海産物がそろった、贅沢な詰め合わせです。

0193-65-6689
yamada_pride@ppi.jp
0193-65-6688

振 込 先 ゆうちょ銀行　二九七店　（普通）0071566
名義　山田プライド株式会社　　【記号番号 02710-4-71566】

［商品内容（賞味期限）］
	・ほたてグラタン	180g ×1
	　（冷凍で 1年）
	・ホタテ海童漬け	250g
	　（冷凍で 1年）
	・カキグラタン	2 個入り×1
	　（冷凍で 1年）
	・焼きうに	80g×1（冷凍で180日）
	・塩うに	80g×1（冷凍で 1年）
※	各商品とも、解凍後はお早めに
お召し上がり下さい。

［配送］冷凍



FAX

FAX

WEB FAX メール 電 話 WEB
三陸やまだ漁業協同組合

三陸やまだ漁協産直市場サイト内のキャンペーン対象商品をお買い上げ
の方に送料無料でお届けいたします。

【ご注意事項】　賞味期限の都合上、配送に 3 日以上かかる沖縄やその他離島などの地域にはお届
けできません。長期不在などにより返品になった商品の再発送はできませんので、ご理解いただき
ますようお願いいたします。

WEB https://jf-sanrikuyamada.shop/（三陸やまだ漁協産直市場）

WEB FAX メール
明神丸かき・ほたてきち

牡蠣・ホタテ・ムール貝の
詰め合わせセット

商品番号

3

価格 4,500 円（税込）

大人気の殻付きホタテとムール貝に、旬の牡蠣の剥き身をセットにした贅沢な詰め合わせです。
【ご注意事項】　賞味期限の都合上、配送に3日以上かかる沖縄やその他離島などの地域にはお届けできません。
長期不在などにより返品になった商品の再発送はできませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

振 込 先 ゆうちょ銀行　八三八店　（普通）2030554
名義　ナカムラ　マリ　　【記号番号 18330-20305541】

［�商品内容］
�・�むき身牡蠣 500g
�・�ホタテ（大・12cm以上）8枚
�・�ムール貝 1kg
［賞味期限］発送日より４日間
［配送］冷蔵
【注意】この商品は明神丸かき・ほたてきちオンラインサ
イトには掲載しておりません。オンラインショップで購入
したい場合は、メールまたはオンラインショップ内の問い
合わせ欄に購入希望の旨記載しお申込みください。

WEB
FAX
メール

WEB FAX メールWEB FAX メール
有限会社 まるき水産

やまだ牡蠣帆立セット
商品番号

5

価格 3,980 円（税込）

岩手県山田町産の朝採れ新鮮「牡蠣」「帆立」を冷凍し食べきりサイズでお届けします。
「牡蠣」低温調理によりプリプリ感を損なわず、抽出された濃厚な旨み出汁と共に急速
冷凍してあります。帆立は山田産の上質で旨みたっぷりな帆立貝柱です。お刺身やバタ
ー醬油などでどうぞ。

https://maruki.cc/（まるき水産）
0193-82-5511
tiko@vega.ocn.ne.jp

振 込 先 岩手銀行　山田支店　（普通）1011860
名義　有限会社まるき水産　代表取締役　佐々木千鶴子

［�商品内容］
�・�出汁ごと旨牡蠣100g×1
�・�旨牡蠣スチーム仕立100g×2
�・�帆立貝柱�3～4個
［賞味期限］冷凍状態で 90日
［配送］冷凍

FAX 電 話
芳賀榮三きのこ園

三陸山田原木椎茸
「どんこ」「香信」セット

商品番号

10

価格 3,000 円（税込）

日本に 3 名しかいない原木乾椎茸づくり名人の乾椎茸！ 
「香りが高く、味も良い」と全国的にも高い評価をうける山田産の松茸・椎茸。岩手県山
田町にて、昭和 58 年より椎茸栽培を行い、農林水産大臣賞をはじめ、数々の受賞歴を
もつ「茸の匠」が作る逸品。どんこは傘が厚く、丸みを帯びた状態のもので、煮物など
に適しています。水に浸した状態で冷蔵庫に入れて６時間程度置くと、美味しく戻ります。

振 込 先 岩手銀行　山田支店　（普通）0124732
名義　芳賀榮三　　カナ　ハガエイゾウ

［商品内容］
�・�どんこ椎茸 70g×2
�・�香信（こうしん）椎茸 60g× 1
［賞味期限］360日
［配送］常温

WEB FAX
有限会社 長根水産

天然身欠きふぐ
商品番号

8

三陸山田の定置網漁にて獲れる天然ふぐです。天然ならではのむっちりとした弾力のある歯
ごたえです。鍋、からあげ等にてお召し上がりください。

価格 3,500 円（税込）

［商品内容］
�・�天然身欠きふぐ 300g�５袋
［賞味期限］製造日より1年
［配送］冷凍
【注意】この商品は長根水産オンラ
インショップには掲載しておりませ
ん。オンラインショップで購入した
い場合は、オンラインショップ内の
問い合わせ欄に購入希望の旨記載
しお申込みください。

電 話
有限会社 木村商店

グラタン6個セット
商品番号

6

価格 4,700 円（税込）

自家製ホワイトソースで作った自慢のグラタン２種類をセットにしました。味付けは塩
コショウのみ。コクのあるホワイトソースと素材本来の旨みが口の中に溢れます。一度
食べたらクセになる！贅沢なグラタンを是非ご賞味ください。

振 込 先 北日本銀行　山田支店　（普通）2865831
名義　有限会社木村商店　カナ　ユ）キムラショウテン

［商品内容］
�・焼き帆立グラタン×３
�・海鮮マカロニグラタン×３
［賞味期限］冷凍状態で 3か月
［配送］冷凍

株式会社 太田幸商店

太田幸商店セット
商品番号

11

価格 3,000 円（税込）

ビタミン・ミネラルの宝庫といわれる胡麻をすり潰し、米粉の生地に混ぜ合わせて作る
山田せんべいは、江戸時代から岩手県の名産品として愛されています。
サクサク食感とほのかな甘みと胡麻の風味の素朴な味わいで、お子さまのおやつや大人
のお茶請けとしても人気です。

振 込 先
北日本銀行　山田支店　（普通）7038104
名義　株式会社太田幸商店　代表取締役太田一幸
カナ　カ）オオタユキショウテン　ダイヒョウトリシマリヤクオオタカズユキ

［商品内容（賞味期限）］
�・�山田生せんべい（黒）6枚入×３
� ��（常温で 14日間）
�・�山田焼せんべい5枚入×2
� ��（常温で 90日間）
�・�山田揚げせんべい 50g×2
� ��（常温で 60日間）
�・�いかせんべい12枚入×1
� ��（常温で 90日間）
［配送］常温

WEB
FAX
メール

WEB FAX メール
株式会社 山田の牡蠣くん

山田の牡蠣くん凪ご味セット
商品番号

9

価格 3,150 円（税込）

【山田の牡蠣くん】原材料は、牡蠣と塩、オリーブオイルだけ。厳選した大粒の牡蠣の剥き身
を使用し、保存料や化学調味料を一切使用せずに独自の製法で仕上げた牡蠣の燻製オリーブ
オイル漬けです。そのままおつまみとしてももちろん、様々な料理のアレンジにもおすすめです。

【山田のあかちゃん】原材料は、赤皿貝と醤油、オリーブオイルだけ。厳選した赤皿貝の剥き
身を使用し、保存料や化学調味料を一切使用せずに独自の製法で仕上げた赤皿貝の燻製オリ
ーブオイル漬けです。

https://www.kakikun.jp/（株式会社山田の牡蠣くん）
0193-77-5201　　　　
maruichi@theia.ocn.ne.jp

振 込 先 宮古信用金庫　山田支店　（普通）0156013
名義　株式会社山田の牡蠣くん　　カナ　カ）カブシキガイシャヤマダノカキクン

［商品内容］
�・�山田の牡蠣くん（小）100g×１
�・�山田のあかちゃん（小）100g×１
［賞味期限］冷蔵で 3週間
［配送］冷蔵

FAX 電 話
ヤマダイ山崎

海の詰め合わせセット
商品番号

7

価格 3,500 円（税込）

【新巻鮭切り身】山田産の美味しい鮭を使い、昔ながらの製法で新巻鮭にして真空パックにしました。新
巻鮭を一番美味しい乾燥のタイミングで食べやすい大きさに切った新巻鮭を是非お召し上がりください。

【さばの味噌漬】山田産の新鮮な鯖を厳選し、自家製味噌でふっくらやわらかく仕上げました。
【塩蔵わかめ】山田産のわかめを湯通しして、塩をまぶして保存した昔ながらの塩蔵わかめ。生に限りな
く近いシャキシャキした食感をお召し上がりください。

【いか塩辛】山田産のスルメイカを使った手作りのいかの塩辛です。添加物、保存料を一切使用せず、こ
だわりの製法で作られた塩辛の味をぜひお楽しみください。

【めかぶ】山田でとれた香り豊かなメカブです。解凍後お湯をかけるだけで、色鮮やかな緑色に変化します。
ネバネバシャキシャキのメカブをどうぞお召し上がりください。

振 込 先 北日本銀行　山田支店　（普通）3071901
名義　山崎二三子　　カナ　ヤマザキフミコ

［�商品内容（賞味期限）］
�・�新巻鮭切り身�3 切入×1（約1年間）
�・�さばの味噌漬200g×1（約180日間）
�・�塩蔵わかめ 150g×2（約1年間）
�・�いか塩辛 90g×2（約90日間）
�・�めかぶ 300g ×1（約1年間）
［配送］冷凍

FAX メール 電 話 電 話
株式会社 川秀

川秀の味覚
商品番号

2

価格 5,000 円（税込）

川秀の人気商品をギュッと詰め込んだセットです。プチプチの食感と程よい醤油の味付
けが絶妙ないくらの醤油漬けをはじめ、濃厚な甘さ引き立つホタテの貝柱のお刺身と川
秀独自の製法で仕上げた新巻鮭は三陸地方を代表する高級食材です。

0193-67-3881 �※代引きの方は代引き希望と記載ください。
mkawashu@echna.jp
0193-83-1733

振 込 先 岩手銀行　山田支店　（普通）0012413
名義　株式会社川秀　　　カナ　カ）カワシュウ

［�商品内容（賞味期限）］
�・�いくら醤油漬200g
�　（冷凍で50日間）
�・�ホタテ貝柱刺身用 200g
�　（冷凍で50日間）
�・�新巻鮭3切（冷凍で1年間）
［配送］冷凍

菅原商店

焼きウニ・カキグラタンセット
商品番号

4

価格 4,420 円（税込）

山田湾で育った新鮮なカキが２粒ず
つ入ったボリュームたっぷりのクリ
ーミーなグラタン２パックと自社で
一つ一つ丁寧に加工して焼き上げた
自慢の焼きウニのセットです。

振 込 先 ゆうちょ銀行　店名　八三八　店番　838　（普通）1342995
口座名義　スガワラタクオ

［�商品内容］
�・�焼きウニ×1
�・カキグラタン2個セット×2
［賞味期限］�解凍前180日、解凍後

5日
［配送］冷凍

WEB
FAX
メール

株式会社 川石水産

ホタテグラタンと
カッパ漬けセット

商品番号

1

価格 4,500 円（税込）

ホタテの貝殻を器にし、盛り付けられたグラタンは、大粒のホタテの貝柱を、贅沢に 3
個分使用して作られ、濃厚なホワイトソースで仕上げた大人気商品のホタテグラタンと、
カッパ漬けのセットです。

https://www.kawaishi-suisan.com/（川石水産ネットショップ）
0193-77-5702　　　　 0193-77-5701
kawaishisuisan@topaz.ocn.ne.jp

振 込 先 北日本銀行　山田支店　（普通）3382311
名義　株式会社川石水産　　　カナ　カ）カワイシスイサン

［�商品内容］
�・�ホタテグラタン×３
�・カッパ漬け×１
［賞味期限］冷凍状態で製造から1年間
［配送］冷凍
【注意】この商品は川石水産オンラインショップには
掲載しておりません。オンラインショップで購入し
たい場合は、電話・メールまたはオンラインショッ
プ内の問い合わせ欄に購入希望の旨記載しお申込み
ください（こちらの商品はクレジット決済不可）。

FAX
メール

電 話 電 話

0193-86-2810
0193-83-5510

WEBFAX
電 話

https://naganesuisan.com/（長根水産オンラインショップ）
0193-84-2603

振 込 先
岩手銀行　山田支店　（普通）0068944
名義　有限会社長根水産　代表取締役　長根徹
カナ　ユ）ナガネスイサンダイヒョウトリシマリヤクナガネトオル

WEB
FAX

FAX
電 話

0193-86-3160
0193-86-3160

FAX 0193-77-3404

電 話
FAX 0193-84-3611　　　　　 0193-84-3560

                                  （※8：00～15：00まで受付）
電 話

WEB
FAX

https://khbase.com/（明神丸かき・ほたてきち）
0193-82-3053　　　　  miyojinmaru@gmail.com
090-4314-3992

メール

FAX
メール

https://sugawarashoten.jp（菅原商店）
0193-82-0039
shop@sugawarashoten.jp

WEB


	送料無料キャンペーン②.pdf
	送料無料キャンペーン①.pdf

