株式会社

カネマタ

竹中商店

http://www.takenakashoten.co.jp

通 販 用 年 間 総 合 カ タログ

はこだて 北 の 味
北の大地の自然を食べよう。

Special Sea Foods
ギフト用セット商品 / 高級食材 / かに / 鮭 / サーモン / ほっけ / にしん / 漬魚 / 一夜干し / えび / たらこ / 明太子 /
うに / いくら / 筋子 / 数の子 / ほたて / 貝 / いか / 昆布 / 松前漬 / 塩辛 / 生珍味 / 乾珍味 / くじら・・・

Sending from Hakodate�
カタログ
有効期間
～

２０２１年１１月
２０２２年１０月

https://www.northtaste.jp
ＰＣ、タブレット、スマホからもご注文頂けます。

たらこ380g盛付例

紅鮭スペシャル

3-S

紅鮭の切身1切は
約70～80g前後

いくら90g
盛付例

サーモン昆布〆盛付例

・ 紅鮭切身半身分 （甘汐７０～８０ｇ １０切） ・ 特選甘口たら子３００ｇ ・ 甘口いくら正油漬１３０ｇ瓶詰
・ 味付数の子 （特選本チャン） ３００ｇ ・ お刺身サーモン昆布〆１柵 （約１７０ｇ前後）
・ トロほっけ （しまほっけ） 開き大型２枚

税別11,000 円
（税込 11,880 円）

画像は有頭ですが、お送りする鮭は無頭となります。

紅鮭切身半身分盛付例

味付数の子200g盛付例

いくら90g盛付例

7-BS
たらこ380g盛付例

いくら130g瓶詰

7-AS

8-S

5,100

・ 紅鮭切身半身分 （甘汐 ７０～８０ｇ １０切） 税別
円
・ 味付数の子 （特選本チャン） ３００ｇ
（税込 5,508 円）

紅鮭 ・ いくら ・ たらこセット
・ 紅鮭切身半身分 （甘汐 ７０～８０ｇ １０切）
・ 甘口いくら正油漬１３０ｇ瓶詰
税別
・ 特選甘口たら子３００ｇ

紅鮭 ・ いくら セット

・ 紅鮭切身半身分 （甘汐 ７０～８０ｇ １０切）
・ 甘口いくら正油漬１３０ｇ瓶詰

10-S

紅鮭 ・ 数の子セット

6,900 円 （税込 7,452 円）

紅鮭 ・ たらこ セット

・ 紅鮭切身半身分 （甘汐 ７０～８０ｇ １０切）
・ 特選甘口たら子３００ｇ

税別 5,000 円
（税込 5,400 円）

税別 4,700 円
（税込 5,076 円）

人気の美味しい筋子とたらこのセット
筋子 ・ たらこセット
12-S-L セットＬ（各 500g）

税別

7,800 円 （税込 8,424 円）

11-BS

・ 紅鮭切身６切 甘汐 （７０～８０ｇ ２切 ×３袋）
・ いくら醤油漬９０ｇ瓶詰
税別
円
・ うに一夜漬９０ｇ瓶詰
（税込 5,076 円）

12-S-M セットＭ（各 300g）

税別

33-LS

・ 紅鮭切身６切 甘汐 （２切 ×３袋）
・ 数の子松前漬 400g

1

4,700

4,900 円 （税込 5,292 円）

紅鮭 ・ 数の子松前漬セット
税別

3,200 円 （税込 3,456 円）

紅鮭 ・ いくら ・ うにセット

33-HS

紅鮭 ・ スモークサーモンセット

・ 紅鮭切身６切 甘汐 （２切 ×３袋）
・ 紅鮭スモークサーモン３枚 （８４ｇ×３袋）
税別

3,600 円 （税込 3,888 円）

33-CS

紅鮭とサーモン西京漬

・ 紅鮭切身６切 甘汐 （２切 ×３袋）
・ サーモン西京漬６切 （２切 ×３袋）
税別

3,600 円 （税込 3,888 円）

写真はタラバと帆立 1kg， サーモン 150g， ウニとイクラは各 40g にて撮影

水揚げ直後の鮮度の良いうちに浜ゆでし急速冷凍しています！

かに三昧

2－S

税別22,000 円 （税込 23,760 円）

80-HS

税別31,000 円

かにと函館スペシャル

1－S

えび ・ かにスペシャル

・ 特大天然有頭えび約 22cm 前後 ×５尾 （焼 ・ 煮 ・ 揚用）
・ 本タラバガニ足１ｋｇ・ 紅鮭スモークサーモン８４ｇ×２袋
・ 甘口いくら正油漬９０ｇ瓶詰 ・ お刺身用生冷うに１００ｇ
・ 生冷ホタテ貝柱 約２８０ｇ前後

・ 本タラバガニ足 １ｋｇ ・ 本ズワイガニ足１ｋｇ・ 毛がに姿１尾 （約５００ｇ）

税別18,000 円
（税込 19,440 円）

（税込 33,480 円）

「2-S かに三昧」＋「3-S 紅鮭スペシャル」 のセット

浜ゆで急速冷凍商品

毛がに姿
かにの中で一番繊細な味をしてるのが「毛がに」で、
最も上品な風味をお楽しみ頂けます。甘い身はもち
ろん、濃厚なミソも特徴です。まだ生きているうち
に、浜ゆでし急速冷凍した北海道産の毛がにです。

5-A1

約５００ｇ

税別

5,400 円

（税込 5,832 円）
約５００ｇ×２尾 税別

10,000 円

5-A8

約５００ｇ×８尾 税別

36,000 円

（税込 10,800 円）

新発売

地元北海道でも大人気

5-A2

（税込 38,880 円）

かなやのかにめし
函館本線 長万部駅の駅弁としても昭和 25 年より愛
され続ける「かなやのかにめし弁当」
。地元北海道
でも大人気のお弁当です。通販向けに急速冷凍し、
真空パックされた商品が発売されました。

29-E4 ４食セット
29-E

１食

税別

本ズワイガニ足爪 特大

3,200円（税込 3,456 円）

税別

調理後の盛付例

浜ゆで急速冷凍商品

足爪をカットし、写真の様に殻を剥いております。
解凍だけして直ぐにお召上がり頂けます。

850 円（税込 918 円）

１ｋｇ （31 ～ 40 爪）

6-D

税別

6,000 円

（税込 6,480 円）

本格高級生珍味

6-D2

５００ｇ （15 ～ 20 爪） 税別

3,200 円

（税込 3,456 円）

かにみそ友和え
本ズワイガニのほぐし身にかにみそを和え軽く味付した
本格生珍味です。
29-C

浜ゆで急速冷凍商品

１００ｇ

税別

盛付例

1,000円 （税込 1,080 円）

浜ゆで急速冷凍商品

浜ゆで急速冷凍商品

写真は 1.8kg で撮影

本タラバガニ足

（ボイル）

カニの王様、食べ応え抜群、解凍後そのままお召し
上がり頂けます。

4-A4

徳用 4ｋｇ 税別
（1ｋｇ×4）

4-A

1ｋｇ

39,600 円
（税込 42,768 円）

税別

10,000 円
（税込 10,800 円）

本タラバガニ足

（ビードロカット）

殻割不要！写真の様に殻むきされたスタイルで
出荷致します。

4-B

1ｋｇ 税別

11,000 円

本ズワイガニ足

（ボイル）

カニの女王ズワイガニ、その身は上品で甘く繊細です。
鍋物用途にも人気のカニです。

6-A2

2ｋｇ

（税込 11,880 円）

税別

13,800 円
（税込 14,904 円）

6-A1

1ｋｇ

税別

7,000 円

（税込 7,560 円）

2

調理例 お刺身

特大天然有頭えび

ぼたん特有の濃厚な甘みは別格です！

( 天然シータイガー )
しっかりとした身質で、
天ぷら、海老フライ、塩焼
にした時のぷりぷり食感が
格別、噛みしめる毎に旨味
をお楽しみ頂けます。
80-A10 １０尾

とにかくデカい（約22～26cm前後）
プリップリッの天然物です！

税別

５尾

80-A5

税別

特大ぼたんえび

2,800 円

（税込 3,024 円）

残ったエビの頭は味噌汁
に、いい出汁とれます！

プチプチの食感の卵
も生で食べれます！

5,000 円

（税込 5,400 円）

お刺身用甘えび

( 子持ち )

（尾付き 殻むき済み）

生食の食感はプリプリ、加熱後の身質は柔らかいのが特徴。甘えび系の中
でも甘味はダントツです。
80-J2
１ｋｇ （５００ｇ×２） 税別 6,500 円 （税込 7,020 円）
お刺身、お鍋、味噌汁等
80-J1 ５００ｇ （９〜１１尾） 税別 3,400 円 （税込 3,672 円）
におススメのえび！
北海道オホーツク産のほたて

80-L

大型２８尾
税別

1,500 円

（税込 1,620 円）

尾だけ残し殻は
剥いてあるので
80-K 小型３０尾
解凍だけしてお
税別 380 円
刺身に！手巻き
（税込 410 円）
寿司の具材にも最適です。

調理例 ホタテのバター炒め

生冷ほたて貝柱むき身
北海道オホーツク産の身質、味共に一級品の玉冷ホタテ
貝柱です。獲れたてを急速冷凍しているので鮮度抜群で
す。旨みがぎっしり詰まった甘くて美味しい帆立です。

76-A10 １ｋｇ（大玉 21 ～ 30 玉） 税別 5,900 円

（税込 6,372 円）

調理例 お刺身

76-A5 ５００ｇ（大玉10～15玉） 税別 3,000 円

ボイルほたて
北海道産のほたてを新鮮なうちにボイルしています。
焼物、フライ、バター炒め、各種料理の食材に!

カナダほっき貝ボイルむき身
お刺身、サラダ、中華料理等に最適！

77

76-D10 １ｋｇ（31 ～ 35 玉） 税別 2,000 円

（税込 3,240 円）

３００ｇ

税別

1,200 円

（税込 1,296 円）

（税込 2,160 円）

ヤマノいか粕漬
メ ーカ ー 直販価格 税込 \5, 670

70-A10 １０尾 税別

4,500 円 （税込 4,860 円）
メ ーカ ー 直販価格 税込 \3, 780

70-A6

あわびの粕漬

化粧箱入りでご贈答にもおすすめです。

北海道近海の美味しい海藻を食べて育った肉厚で磯の香りが強いえぞ
あわびを酒粕につけたあわびの粕漬です。酒粕の芳醇な香りとまろや
かな風味とともにあわびの複雑な旨みが絶妙な逸品となっております。

71-E

あわびの粕漬 4 個セット 税別10,000 円
（税込 10,800 円）

６尾 税別

3,100 円 （税込 3,348 円）

無添加いか粕漬
函館沖の新鮮な真いかを新潟蔵元の大吟醸酒粕「越乃白雪」
を使用し、完全無添加で口あたりまろやかに仕上げている
のが特徴です。

保冷アルミ袋自体を包装相当とさせて頂きます。
70-B10 １０尾(２尾×５入) 税別 4,000 円
（税込 4,320 円）

70-B6
70-B2

６尾（２尾×３入） 税別 2,600 円
２尾

（税込 2,808 円）
税別 900 円 （税込 972 円）

いか旨味焼き
蒸気で柔らかく焼き上げたいかの旨味焼き。軽く味付
けされておりますので、レンジでチンしてすぐにお召
し上がり頂けます。
86-B

いかソーメンは各種料理の食材としても使えます
近海で水揚げされた新鮮な真いかの細切り
とソーメンタレがセットになっております。
１食分ずつパックしていますのでご利用の分だけ解凍できます！

いかソーメン

保冷アルミ袋自体を包装相当とさせて頂きます。
79-A10N １０人前
税別 4,000 円

（税込 4,320 円）

79-A5N ５人前
税別 2,000 円

（税込 2,160 円）

79-A3N ３人前

森町のいか飯
北海道物産展でも人気の森町のいか飯。函館本線森駅
の駅弁としてもいか飯は有名で、森町の特産品となっ
ております。

真いか沖漬

86-E20 ２０尾 (２尾×１０袋)

税別 4,800 円 （税込 5,184 円）
86-E6

６尾 (２尾×３袋)

税別 1,450 円 （税込 1,566 円）

税別 1,200 円

（税込 1,296 円）

３５０ｇ 税別 1,000 円 （税込 1,080 円）

86-E2

２尾 税別 500 円 （税込 540 円）

釣ったばかりの新鮮な真いかを生のまますぐに漬込ん
でいますので、お刺身の様にお召し上がり頂けます。
86-A12 １２杯 税別 7,000 円 （税込 7,560 円）
86-A1

１杯

税別 650 円（税込 702 円）

新発売

するめの塩辛

小田島水産

北海道の真いかを干してスルメを原料にした塩辛
です。あっさりながら旨味が凝縮された大変味わ
い深い塩辛となっております。

いか三升漬

いか塩辛辛子明太子

糀の甘みと唐辛子の辛みが、醤油味のいかに絶妙
にマッチしたとても美味しいいかの三升漬です。

いかの塩辛にたっぷり辛子明太子を和えた
新しいタイプの塩辛です。

メーカ ー直 販 価 格 税 込 \ 864

１００ｇ 税別 540 円
（税込 583 円）

60-T

１７８ｇ 税別 800 円 （税込 864 円）

64-F

木樽仕込いか塩辛

秋田杉の木樽に天然塩で漬込み熟成させた、
まろやかで深みのある塩辛です。

２００ｇ 税別 500 円
（税込 540 円）

60-W

61-D

１４０ｇ瓶詰 税別 600 円
（税込 648 円）

極
函館布目 いか塩辛松印
カネサク いか塩辛

函館布目

社長のいか塩辛極

より新鮮ないかを使用し、国産青南蛮、沖縄塩シママース
等原料もとことん拘って製造されたプレミアムな塩辛です。
メー カー 直 販 価 格 税 込 \1,296

塩分強めでしっかり
漬込んだ辛口塩辛。
地元函館ではファン
が非常に多いです。
60-D

函館布目 社長のいか塩辛
北海道物産展でも常に大人気、
株式会社布目の社長の塩辛。
今一番売れてる函館の塩辛です。

年間約 1000 トン製造して
いた函館布目人気の塩辛
の復刻版です。

メ ーカー直販価格 税込 \ 453

２５０ｇ

60-M

２６０ｇ 税別 790 円

（税込 345 円）

いかの胴体部分だけを
使用した贅沢な塩辛。
甘口でマイルドな味付け。
61

60-FT １６５ｇｶｯﾌﾟ 税別

４００ｇ
税別1,200 円
（税込 1,296 円）

メ ーカー直販価格 税込 \ 648

（税込 853 円）

60-FP ２００ｇ 税別 900 円 （税込 972 円）

１００ｇ袋入 税別 320 円

60-F

税別 460 円
（税込 496 円）

函館布目 手造りいか塩辛

500 円

（税込 540 円）

赤魚塩糀漬 秘伝の塩糀で調味しコクと旨味が 際立つ味に仕上がりました!
明太にしん
糠にしん
赤魚塩糀漬

明太にしん

糠にしん

88-M2 フィレ2枚入（1尾） 税別

580 円 （税込 626 円）

税別

400 円 （税込 432 円）

85-E1 明太にしん1尾

米糠によって柔らかくふっくら食感に仕上がっています。

にしん一夜干し

85-D1 本漬（辛塩）1尾

税別

400 円 （税込 432 円）

85-G1 甘塩1尾

税別

400 円 （税込 432 円）

にしん一夜干し

トロほっけ開き

85-F3

身が柔らかく、ふっくら焼きあがるのが
特徴です。中でも特に大きいものは脂の
りが良くトロほっけと呼ばれ、全国的に
人気があります。
87-B5 大型 ５枚

焼き魚だけではなく、煮付けにもお使いいただけます。

税別

フィレ3枚入

税別

500 円 （税込 540 円）

写真は５枚

4,200 円
（税込 4,536 円）

87-B1

税別 900 円
（税込 972 円）

大型 １枚

87-D5 特大 ５枚

税別

5,000 円
（税込 5,400 円）

88-S

焼物セット 税別 5,000円 （税込 5,400 円）

87-D1

特大 １枚

・ 紅鮭切身甘汐４切 （約７０～８０ｇ×２切 ×２袋）
・ 銀だら切身無塩４切 （約７０ｇ前後 ×２切 ×２袋）
・ トロほっけ開き 大型２枚 ・ にしん一夜干しフィレ３枚 ・ 赤魚塩糀漬１尾 （フィレ２枚）

税別 1,200 円
（税込 1,296 円）

※大型は約 440 ～ 490g、特大は 520g 以上

炭火焼 ふっくら柔らかく美味しいうなぎです。

うなぎ串 （蒲焼）
（１串は約３０ｇ前後）

うなぎの蒲焼（中国産）の串焼です。
炭火焼なのでふっくら柔らかくジュ
ーシーで美味しいうなぎです！
88-P30 ３０串

税別 4,500 円
（税込 4,860 円）

88-P10 １０串

税別 1,600 円
（税込 1,728 円）

88-P5

銀 鱈み そ漬

サーモ ン西 京 漬

脂乗りの良いやさしくやわらかな白身と味噌との
相性抜群です。銀だらの程よい甘みと味
噌が調和しコクとうまみが際立ちます。

脂ののったサーモンを西京味噌で仕立て
ました。2 切身ずつの真空パックになって
おりますので、保存にも便利です。

88-N

約７０ｇ×５切 税別 1,800円
（税込 1,944 円）

33-B

５串

税別 850 円
（税込 918 円）

大好評 !

安くても
うまいと好評です！

化粧箱入 １０切 （２切×５袋）

3,200 円
（税込 3,456 円）

税別

身欠にしん

写真は２枚

きんきの開き

（特大）

脂乗り抜群の特大吉次（アラスカキチジ）。
煮物・漬物などなど和食料理に、何かと重宝する昔ながらの食材です。 しっかりと脂がのっていますが、さっぱり
そのままでもお召し上がり頂けます。
した味まさにこれぞ吉次です。
85-C1 ５００ｇ 税別1,200 円 （税込 1,296 円）

88-J1 特大開き１枚 税別1,680 円
（税込 1,814 円）

写真は３尾

特大子持ちにしん
特大の丸々太ったにしんのお腹に、プリプリ
した食感の数の子がたっぷりと入った子持ち
にしんです。
85-J1 特大１尾

税別 450 円
（税込 486 円）
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北洋紅鮭姿

（有頭）

「姿」 ・ 「切身」 ・ 「２枚下ろし」 ・ 「３枚下ろし」 の出荷スタイルを
お選び頂けます。 指定のない場合は 「姿」 での出荷となります。

北洋の冷たい海域を回遊中のまだ若い紅鮭を沖で水揚げしたもので、身の締
り、脂のり共に鮭として美味しい要素を兼ね備えております。
※真空パック処理が必要な場合には別途 500 円 ( 税別 ) の費用がかかります。
※ご希望によりお刺身用途など向けに無塩で出荷する事もできます。

30-A

北洋紅鮭姿 LＬ 甘汐

（約 3kg 前後）

化粧箱 2 切毎
入り 真空パック

紅鮭切身 ２切真空パック 化粧箱入り
１切身のサイズは、一食分に丁度良い約７０～８０ｇ
程度の切身です。

11,000 円

税別

31-C

（税込 11,880 円）

30-B

北洋紅鮭姿 Ｌ 甘汐

（約 2.5kg 前後）

税別

30-C

北洋紅鮭姿 Ｍ 甘汐

（約 2.0kg 前後）

税別

31-H

7,600 円

（無頭 - あら無）

31-J

姿造り一尾分 甘汐

31-A

（約７０～８０ｇ×２０切）

姿造り半身分 甘汐

31-B

5,800 円
（税込 6,264 円）

税別

（約７０～８０ｇ×１０切）

3,000 円

（税込 3,240 円）

紅鮭切身塩糀漬 １２切

（２切 ×６袋）

3,500 円
（税込 3,780 円）

紅鮭切身味噌漬 １２切

（２切 ×６袋）

3,500 円
（税込 3,780 円）

脂ののった天然紅鮭を汐鮭に仕立て切身にし、姿造りで真空パックし出荷致します
のでご贈答に最適です。また真空パックは 3 ～ 4 切身ずつ区切られておりますので、
保存にも便利です。真空パック処理までしてこのお値段、大変お買い得です！

税別

（２切 ×６袋）

塩糀でふっくら柔らかく仕上がってます。 税別

（税込 8,208 円）

写真は有頭ですが、お送りする製品は無頭となります。

１２切

3,400 円
（税込 3,672 円）

8,900 円
（税込 9,612 円）

紅鮭切身姿造り 甘汐

紅鮭切身甘汐

甘口に仕立てた塩鮭、定番人気商品です。 税別

ほんのり甘みのある糀みそが相性抜群です。税別

マニア向けの超塩辛い汐鮭です。たっぷりと時間をかけて塩で水分を抜き旨味が凝縮
されています。もの凄く塩辛いのでご注意ください。ご贈答向け商品では御座いません
ので化粧箱には入りません。
（簡易トレイで発送致します。
）切身1切は約70～80g前後
31-D

紅鮭切身辛汐 １０切

（２切 ×５袋） 税別 3,000 円 （税込 3,240 円）

31-G

紅鮭切身汐引 １０切

（２切 ×５袋） 税別 3,000 円 （税込 3,240 円）

切身1切は約70～80g前後

化粧箱
入り
2 切毎
真空パック

紅鮭スモークサーモン
当社の紅鮭スモークサーモン（ソフトスモーク味）は、厳
選した良質の鮭のみを使用し、ソフトに仕上げているのが
特徴です。各種料理の素材としてもご利用頂けます。
44-C6 化粧箱入 （８４ｇ×６） 税別
44-C

1枚

（８４ｇ）

3,600 円 （税込 3,888 円）
税別 630 円 （税込 680 円）

紅鮭ハラス

30-E10

44-C10 徳用 10 枚 （８４ｇ×１０） 税別

5,500 円

（税込 5,940 円）

30-E5

徳用は包装をご指定時、 保冷アルミ袋を包装相当とさせて頂きます。

ほっけ飯寿し盛例 （ヤマキ印）

熟成紅鮭切身 ( 中汐 )

（甘汐）

内臓を囲む腹部の身で、通称「紅トロ」。天然
紅鮭ハラスは大変希少で身のしまり、脂のりは
抜群です。
皮目までパリッと焼いてお召し上がり頂けます。

2,300 円
（税込 2,484 円）

１ｋｇ （５００ｇ×２） 税別
５００ｇ

時間と手間をかけ、紅鮭のコクと旨みを引出した
汐紅鮭です。ゆっくりと水分を抜き熟成させてコ
クと旨みを凝縮させました。
31-E

熟成紅鮭切身 １２切

税別1,200 円

税別

（２切 ×６袋）

3,600 円 （税込 3,888 円）

（税込 1,296 円）

函館冬だけの伝統の味！ 飯寿し

（いずし）

紅鮭やほっけと糀、野菜などと一緒に漬物のように重石をか
けて 1 ヶ月程度漬込んだものです。
飯寿しは温度変化により味の変化が激しい商品ですので冬季
限定で販売致しております。
メ ー カ ー直販価格 税込 \3, 672

81-C1

450g 紅鮭飯寿し （ヤマノ印） 税別 3,300 円

81-A1

500g 紅鮭飯寿し （ヤマキ印） 税別 2,100 円

81-D1

500g ほっけ飯寿し （ヤマキ印） 税別 1,400 円

（税込 3,564 円）
（税込 2,268 円）
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ヤマノ印

ヤマキ印

紅鮭飯寿し盛例 （ヤマノ印）

（税込 1,512 円）

脂 たっぷ り ！

写真は約1kgにて撮影

サーモン切身一尾分 ( 甘汐）
33-A

サーモンハラス ( 甘汐ー焼物用 )

一尾分 甘汐 約２ｋｇ ( 約 22-24 切）

税別

5,400 円
（税込 5,832 円）

33-A5

半身分 甘汐 約１ｋｇ（約 10-12 切）
（箱ナシ簡易トレイ入り）

税別

2,800 円
（税込 3,024 円）

一尾から僅か２枚しかとれない貴重な部分で、マグロで言う大トロ、中トロ
にあたります。さっと焼くだけで、皮はパリパリ身はジューシーに、焼きあ
がります。
36-A

約１ｋｇ

税別

2,200 円 （税込 2,376 円）

36-B

徳用 約２ｋｇ

税別

4,300 円 （税込 4,644 円）

切身1切は約80～90g前後

化粧箱
入り
2 切毎
真空パック

お刺身サーモン昆布〆
新鮮なサーモンを道内産高級真昆布で〆
（しめ）ました。昆布の味がサーモン
を引き立て、大変上品な味に仕上がっております。柵になっておりますので
薄くスライスしてお召し上がり下さい。
34-A

約３５０ｇ （２柵）

サーモン西京漬
2 切身毎真空パックになっているので保管にも便利！

33-B

税別 1,480 円 （税込 1,598 円）

3,200 円
（税込 3,456 円）

化粧箱入 １０切 （２切×５袋） 税別

ご贈答向けにもおススメな人気の紅鮭関連のセット商品です！
切身1切は約70～80g前後

33-CS

切身1切は約70～80g前後

紅鮭とサーモン西京漬

・紅鮭切身甘汐６切（２切 ×３袋）
・サーモン西京漬６切（２切 ×３袋） 税別

切身1切は約70～80g前後

7-BS

5,100 円
（税込 5,508 円）

税別

切身1切は約70～80g前後

33-DS

・紅鮭切身甘汐６切（２切 ×３袋）
・数の子松前漬４００ｇ

11-BS

紅鮭･いくら･うに ｾｯﾄ

・紅鮭切身甘汐６切（２切 ×３袋）
・いくら正油漬９０ｇ
・うに一夜漬９０ｇ

3,700 円
（税込 3,996 円）

税別

33- MS

税別

3,200 円 （税込 3,456 円）

切身1切は約70～80g前後

4,700 円
（税込 5,076 円）

税別

切身1切は約70～80g前後

紅鮭・銀鱈 紅白 セット

・紅鮭切身甘汐６切（２切 ×３袋）
・無塩銀鱈切身６切（２切 ×３袋）

3,600 円 （税込 3,888 円）

紅鮭・数の子松前漬 セット

切身1切は約70～80g前後

紅鮭･数の子 ｾｯﾄ

・紅鮭切身半身分（甘汐１０切）
・味付数の子３００ｇ

33-LS

33-HS

紅鮭･スモークサーモン ｾｯﾄ

・紅鮭切身甘汐６切（２切 ×３袋）
・紅鮭スモークサーモン３枚
（８４ｇ×３袋）

3,600 円
（税込 3,888 円）

税別

切身1切は約70～80g前後

紅鮭二色 セット

33-KS

・紅鮭切身甘汐６切（２切 ×３袋）
・紅鮭切身塩糀漬６切（２切 ×３袋） 税別

3,500 円
（税込 3,780 円）

紅鮭三色 ｾｯﾄ

・紅鮭切身甘汐４切（２切 ×２袋）
円
・紅鮭切身塩糀漬４切（２切 ×２袋） 税別
（税込 3,780 円）
・紅鮭切身味噌漬４切（２切 ×２袋）

3,500

6

うに一夜漬盛付例

うに一夜漬

低塩仕立てのうに一夜漬なので、わさび醤油を
つけてお刺身感覚でお召し上がり下さい。

お刺身用生冷うに調理例

お刺身用生冷うに
シーフード大国チリ産の生冷うにです。ミョウバン等添加物は一切使用してい
ない無添加のうにです。ミョウバンを使用していない事で、特有の苦みやえぐみ
は無く、風味を損なうことなくお召上がり頂けます。

高くて旨いは当たり前、 このお値段でこの旨さは超お買い得です！
74-A4

４００ｇ

税別

(100g×4 皿 )

※セットは木目調贈答箱に入ります。

5,800 円

74-A2

２００ｇ

税別

27-A3

１３０ｇ瓶詰 × 3 本セット

税別

5,400 円 （税込 5,832 円）

27-A2

１３０ｇ瓶詰 × 2 本セット

税別

3,600 円 （税込 3,888 円）

単品

27-A

１３０ｇ瓶詰

税別

1,800 円 （税込 1,944 円）

単品

27-C

９０ｇ瓶詰

税別

1,300 円 （税込 1,404 円）

調理例 うに ・ いくら ・ サーモン三色丼

3,000 円

調理例 いくら丼

(100g×2 皿 ) （税込 3,240 円）

（税込 6,264 円）

甘塩いくら
北海道で獲れた生のいくらを一粒一粒丁寧にほぐし、
塩漬けした昔から根強い人気の甘塩いくらです。

16,500 円
（税込 17,820 円）

16-A

1kｇ 木箱
（化粧箱入）

16-B

５００ｇ プラトレー入 税別

16-C

１８０ｇ プラトレー入 税別

税別

8,800 円
（税込 9,720 円）

パッケージや化粧箱のデザイン
は変更となる場合が御座います。

3,600 円
（税込 3,888 円）

甘口いくら醤油漬
（木目調贈答箱入）

うに ・ いくらセット
25-DST

９０ｇ瓶詰 × ４本セット

税別

25-DS

１３０ｇ瓶詰 × ２本セット

・ うに一夜漬１３０ｇ
・ いくら正油漬１３０ｇ

うに ・ いくら ・ 磯貝セット
6,000 円

（税込 6,480 円）

・ うに一夜漬９０ｇ×２本
・ いくら正油漬９０ｇ×２本

税別

（木目調贈答箱入）

4,000 円

（税込 4,320 円）

25-ES

セットＬ

税別

5,000 円 （税込 5,400 円）

・ うに一夜漬、 いくら正油漬 各１３０ｇ
・ 磯貝純うに和え１４０ｇ
25-FS

セットＭ

税別

北海道産の生いくらを薄味のダシ醤油にて仕立てたいくら醤油漬。
シンプルな味付けの美味しいいくら醤油漬をお送りしております。
税別 7,500 円 （税込 8,100 円）

17-C

５００ｇ 化粧箱入

17-A3

１３０ｇ瓶詰 × 3 本セット

税別

6,600 円 （税込 7,128 円）

17-A2

１３０ｇ瓶詰 × 2 本セット

税別

4,400 円 （税込 4,752 円）

4,000 円 （税込 4,320 円）

・ うに一夜漬、 いくら正油漬 各９０ｇ
・ 磯貝純うに和え１００ｇ

単品

17-A

１３０ｇ瓶詰

税別

2,200 円 （税込 2,376 円）

単品

17-B

９０ｇ瓶詰

税別

1,700 円 （税込 1,836 円）

こがね

本数の子黄金松前漬 （函館布目）
数の子が沢山入った函館布目の松前漬です。

よねやの松前漬

醤油ベースのしっかり濃い目の味付けです。

58-B

メーカ ー直売価格 税込 \ 1,944

65-B

400g

税別

1,650 円

（税込 1,782 円）

66-K
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400g

税別1,500 円
（税込 1,620 円）

1,100 円

（税込 1,188 円）

毎日の健康維持、ダイエット、美容食などと
しても人気のめかぶを、ふんだんに使用した
松前漬です。健康を意識する食品として、他
の松前漬より塩分を抑えているのも特徴です。

数の子松前漬 金印
大変良質な数の子をふんだんに使用し、
塩分を抑え甘口でマイルドに仕上げて
いるのが特徴です。主役が数の子と言
える松前漬となっております。

めかぶ松前漬

400g化粧箱入
税別

まとめ買いがお得です！
92-A1

200g

税別

520 円

（税込 561 円）

するめ松前漬
スルメをふんだんに使用したシンプルながら
本格的な松前漬です。

68-A

150g

税別

600 円

（税込 648 円）

92-A2

200g×2 袋

税別

1,000 円

（税込 1,080 円）

92-A5

200g×5 袋

税別

2,400 円

（税込 2,592 円）

よねや ソーラン漬
58-A

400g化粧箱入
税別

1,300 円

（税込 1,404 円）

一粒一粒しっかりとしたツヤとハリ ！

道場水産 噴火湾たら子

サラリとした舌ざわりの甘口たらこ ！

前浜の噴火湾で水揚げされたたら子
を原料に、昔ながらのシンプルな塩
味のたら子です。老舗道場水産の甘
口の塩たら子です。

特選甘口筋子 ※包装ご指定時のみ贈答箱入り 特選甘口たら子 これぞ本物の味！
小粒で粒がギッシリ詰まった甘口の最高級筋子です。
色は透き通った鮮やかな紅色です。
18-A10
18-A5
18-A3

10,000 円 （税込 10,800 円）
５００ｇ 税別 5,300 円 （税込 5,724 円）
３００ｇ 税別 3,200 円 （税込 3,456 円）
１ｋｇ

税別

特選カット筋子

スケソウダラの完熟卵を使用した極上の甘口たらこ

10,000 円 （税込 10,800 円）
１ｋｇ 贈答箱入 税別 6,000 円 （税込 6,480 円）
５００ｇ 化粧箱入 税別 3,000 円 （税込 3,240 円）
業務用２ｋｇ

19
19-A10
19-A5

１３０ｇ瓶詰 ×３本セット
※セットは木目調贈答箱に入ります。

単品

18-E

税別

３００ｇ化粧箱入 税別 2,100 円

（税込 3,780 円）
（税込 2,268 円）

税別

2,200 円 （税込 2,376 円）

天皇献上昆布の産地としても有名な南茅部
産の高級真昆布を使用した、昆布味の美味
しい甘口たら子と辛子明太子。

1,500 円

19-F

訳あり！ 辛子明太子 （切子）

特選甘口たらこ昆布仕込４００ｇ
税別

博多風の味付けの明太子です。細かく切
れているだけ味は高級な明太子となんら
変わらない大変お得な明太子です。
500g箱なし

19-B3

昆布仕込

（税込 1,620 円）

20-D5

５００ｇ化粧箱入 税別 3,500 円

５００ｇ

20-C

税別 4,500 円
（税込 4,860 円）

１３０ｇ瓶詰

19-B5

辛子明太子 ※包装ご指定時のみ、贈答箱入り

保管に便 利 な小 分 け ﾀｲ ﾌ ﾟ ！

特選甘口すじこを食べ易い大きさにカットしました。
ビンのまま冷凍保存できるので保存にも便利です。
18-E3

税別

税別

20

特選辛子明太子昆布仕込４００ｇ
税別

2,400 円 （税込 2,592 円）

めんたいこ

たらこ

訳あり品！

1,580 円
（税込 1,706 円）

2,800 円 （税込 3,024 円）

訳あり！たらこ 少し薄色で柔らかめのたら子ですが、店頭でも好評のたら子です。
５００ｇ 箱ナシ

19-J5

税別

1,700 円 （税込 1,836 円）

特選本チャン味付数の子
塩抜・味付け不要！歯ごたえ抜群の
数の子を、当社独自のこだわりの
タレで仕立てました。
22-B ６００ｇ 税別

4,200 円

（税込 4,536 円）
（３００ｇ×２入 保冷アルミ袋を包装相当とさせて頂きます。）

22-C ３００ｇ 税別

（税込 2,268 円）

完熟卵で粒がしっかりした一級品 ！

特選本チャン塩数の子 化粧箱入

21-C

色も型も揃った、歯ごたえ抜群の極上の塩数の子です。完熟卵で粒が
しっかりと詰まっているのが特徴で、パリパリとした食感をお楽しみ
頂けます。大切な贈り物、ギフト用途、年に一度の贅沢品としてご利用下さい。

21-A

１ｋｇ 税別

7,800 円

21-B ５００ｇ 税別

（税込 8,424 円）

いくら 40g 盛付例

14-S

数の子 ・ いくらセット
税別

5,500 円 （税込 5,940 円）

変わらぬ美味しさで大好評！

本チャン塩数の子 徳用折込

色、型が揃わないものや、折れたものをご自宅
用途に簡易パックで出荷。ご自宅での食べよう
にお勧め！

おすすめ！

4,400 円

７００ｇ

税別

（税込 4,752 円）

味付数の子 200g 盛付例

・ 味付数の子 （特選本チャン） ３００ｇ
・ 甘口いくら正油漬９０ｇ瓶詰 × ２本

2,100 円

（税込 4,752 円）

味付数の子 200g 盛付例

7-BS

紅鮭 ・ 数の子セット

・ 紅鮭切身半身分 （甘汐１０切）
・ 味付数の子 （特選本チャン） ３００ｇ

税別

4,400 円

5,100 円 （税込 5,508 円）

たらこ 380g 盛付例

13-S

味付数の子 200g 盛付例

数の子 ・ たらこセット

・ 味付数の子 （特選本チャン） ３００ｇ
・ 特選甘口たら子３００ｇ

税別

4,100 円 （税込 4,428 円）
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北海道産
つぶ貝使用

北海道産
つぶ貝使用

北海道産
つぶ貝使用

北海道産
つぶ貝使用

つぶわさび

つぶ貝磯のり和え

磯貝純うに和え

煮つぶ

ワサビの香りとつぶ貝の食感が絶妙な生珍味です！

つぶ貝と磯のりの風味が相性抜群です！

つぶ貝とウニソースが相性抜群です！

つぶ貝を口当りまろやかな昆布醤油味で
煮つぶに仕上げた一品。

１３５ｇ瓶詰

90-L

税別

600 円

３００ｇ

55-F

税別

１４０ｇ瓶詰

64-A

1,200 円

税別

1,000 円

（税込 1,080 円）

（税込 1,296 円）

（税込 648 円）

３００ｇ

64-C

税別

２００ｇ

78-E

1,200 円

税別

950 円 （税込 1,026 円）

（税込 1,296 円）

北海道産
つぶ貝使用

ホッキ貝サラダ
貝の食感と磯の香りが堪らない定番生珍味！

２３０ｇ入りはリニューアル！
イカ入りになってより美味しくなりました。
1kgも在庫がなくなり次第イカ入りに切替ります。

２３０ｇ

56-A

税別

黄金つぶ貝

1,000 円 （税込 1,080 円）

（いか入り）

１ｋｇ徳用

56-B

税別

北海道産のつぶ貝と、プチプチ食感のとびっこが
マッチしたとても美味しい生珍味に仕上がりました。

2,700 円 （税込 2,916 円）

１７０ｇ

55-H

税別

800 円 （税込 864 円）

身欠にしんスライス

身欠にしんみそ和え

にしん切込

にしん菜の花

軽 く 味 醂 で 味 付 け し た 身 欠 き に し んを
干し食べ易い様スライスしました。

甘味噌と和え骨まで柔らかく 仕 上 げ て
おります。

にしんを糀で発酵させた生珍味。

酢 〆 で 鰊 は 骨 ま で柔らかくなっており
甘 酸 っ ぱ い 味 が 人気の生珍味です。

85-A

２４０ｇ

税別

1,100 円

85-B

３５０ｇ

税別

（税込 1,188 円）

59-B1

1,100 円

２１０ｇ

税別

500 円

59-A

（税込 540 円）

（税込 1,188 円）

３５０ｇ

税別

900 円

（税込 972 円）

ひず

紅鮭石狩こうじ漬

かにみそ友和え

氷頭なます

紅鮭と糀を和えて発酵させた高級生珍味です。

本ズワイガニのほぐし身に、かにみそを和え軽く
味付けした本格生珍味です。

サケ頭部の軟骨の生珍味です。知る人ぞ知る珍味
ともされています。

41

２５０ｇ

税別

1,000 円 （税込 1,080 円）

29-C

１００ｇ

税別

通常価格税別 \1,000 1月末まで特価で販売中

1,000 円 （税込 1,080 円）

２００ｇ

91-D

税別

900

円

（税込 972 円）

たこわさび

たこイタリアン

磯のりくらげ

赤ほや塩辛

イイダコの食感と、切干大根のパリパリ感が
わさびの辛みと絶妙にマッチした生珍味です。

オリーブオイルベースのオリジナル
ドレッシングで調味しております。

磯のりの香りとクラゲの食感が堪らない人気商品

漁獲量がとても少ない「赤ホヤ」の塩辛です。

45-J

１９０ｇ

税別

500 円 （税込 540 円）

56-E

４００ｇ

税別

800 円 （税込 864 円）

55-A

２７０ｇ

税別

1,000 円 （税込 1,080 円）

55-B

１ｋｇ徳用

税別

2,300 円 （税込 2,484 円）

64-EM １００ｇ

北海道産
つぶ貝使用

トビッコ

がごめ昆布刻み醤油漬

トビウオの卵です。お子様にも人気が高く、
手巻き寿司の具材におすすめ致します。

山わさび入りの昆布醤油漬、熱々ごはん
のお供に、クセになる味！

24

9

24-B

５００ｇ
８５ｇ

税別

1,600 円 （税込 1,728 円）

税別

400 円 （税込 432 円）

92-B1

１３０ｇ瓶詰

税別

550 円

（税込 594 円）

北海道八雲熊石海洋深層水使用！

磯の水貝 うにとつぶ貝
海洋深層水を使った水貝。お刺身の
様にわさび醤油でお召し上がり下さい。
91-J

１７５ｇ

税別

900 円

（税込 972 円）

税別

1,000 円

（税込 1,080 円）

函館こがね
北海道産のするめいかを使用した、
味と風味の良い皮付きのさきいか
です。いかの街函館を代表する乾
燥珍味です。
１０５ｇ

97-B

税別

1,000 円

（税込 1,080 円）

やわらか燻さきいか

真だらとば 新発売

肉厚な身が特徴のオオアカイカを
原料にしたボリューム感のある太
裂きですが、柔らかくジューシー
な仕立てとなっております。

海道産の真だらのトバです！
シンプルな味付けですので素干
しの様に魚本来の旨味をお楽し
み頂けます！

２０５ｇ

98-G

税別

1,000 円

（税込 1,080 円）

干し貝柱
北海道オホーツク産 SA 規格品上物です。
90-D

５００ｇ

90-C

２００ｇ

90

新発売

税別 10,000 円
税別

（税込 10,800 円）

98-P

4,300 円 （税込 4,644 円）

税別

カチカチだったこれまでの製品
をローラーで潰す事で柔らかく
食べやすくなりました。

500 円

98-F

（税込 540 円）

８４ｇ

税別

500 円

（税込 540 円）

通常価格税別 \1,000 1月末まで特価で販売中
（税込 864 円）
１０粒
税別 800 円

大好評

鮭とば （スライス）
知床の樺太サーモンを薄味の醤油ダレに漬け込んだ
さざ波仕立てのサーモントバです。さっと炙ると
香りが際立ちより美味しくお召し上がり頂けます。

１９０ｇ

おつまみ昆布 「昆布逸品」

昔ながらのシンプルな味付けで、
スライスし食べ易くしています！

さざ波サーモン

90-T

６０ｇ

丸かじり氷下魚

税別

90-H

１１０ｇ

税別

北海道南産真昆布の若葉だけを使用した風味豊かな
おつまみ昆布です。お茶うけ、おやつ、おつまみと
して大変ご好評頂いております。

900 円

（税込 972 円）

96-YW ２５０ｇ徳用
96-Y

1,370 円 （税込 1,479 円）

１２４ｇ

税別

900 円 （税込 972 円）

税別

500 円 （税込 540 円）

棒切真昆布 ２５０ｇ 税別 1,200 円 （税込 1,296 円）
函館南茅部地区の甘味のあるあっさりとした出し汁が
特徴の真昆布です。佃煮、惣菜の具材としても。

96-H

ひとたき早煮昆布 １８５ｇ 税別 800 円 （税込 864 円）
真昆布の若葉です。甘味を含み柔らかで、野菜感覚で
簡単に煮上がります。水に軽く通すだけで直ぐ柔らか
くなります。おでん用の結び昆布や煮物などに。

96-C

がごめとろろ昆布 ８５ｇ 税別 1,200 円 （税込 1,296 円）
がごめ昆布とは函館～室蘭にかけて生息する昆布で、
とれる量は少なく非常に希少価値の高い昆布です。
整腸作用高血圧予防、抗ｱﾚﾙｷﾞｰ作用があると話題の昆布。

96-E

昆布と鰊（にしん）漁で栄えた函館ならではの「にしんソーラ
ン巻」
。ご自宅でのお召上がり用途はもちろん、ご贈答、吉事
慶事にもおすすめです。当商品は長巻の本数でカウントしてお
ります。（標準サイズ換算では倍の本数とお考え下さい。
）
94-A

昆布巻 長巻 15 本入

94-C

昆布巻 長巻

税別

3 本入

84

250ｇ

税別

2,000 円

（税込 2,160 円）

３０ｇ

税別

500 円 （税込 540 円）

くるみちりめん ３００ｇ 税別 1,000 円 （税込 1,080 円）

焚き上げたちりめんの佃煮に、香ばしい炒りごまと、
旨味あふれるくるみの美味しさを包み込んだ逸品です。

クジラベーコン スライス （ミンク鯨）
かぶら骨

1 クジラの本皮は、 皮の部分を残した
まま、 １． ５～２mm 厚の短冊に切り
沸騰したお湯にさっと通します。
（湯びきすると塩抜きされます。）
※当社の製品は短冊スライスにし
て出荷しています。
2 大根、 人参、 里芋 （又はジャガイモ）
は、 食べ易い大きさにきり、 ささが
きゴボウは酸水にさらしあく抜きをし
ておきます。 火の通りにくい素材は下
ゆでしておきます。 （豆腐やふき ・ 竹
の子等の山菜を入れても良し）

クジラの本皮 （塩鯨スライス）

94-F

500 円 （税込 540 円）

北海道の伝統料理

写真は 200ｇにて撮影

ふのり

日本三大昆布の産地でもある北海道日高産のふのりです。

2,200 円 （税込 2,376 円）

税別

くじら汁の作り方

96-V

3 だし汁に、 クジラと野菜を入れ、 アク
をこまめにとり、 野菜が煮えたら、 味
噌又は醤油で味をととのえて出来上
がり。 最後に、 お好みで長ネギ、 み
つばなどをそえても美味しくお召し上
がり頂けます。

赤肉

本皮

尾肉

尾羽

畝須ベーコン
舌（サエズリ）
鹿の子

畝

内臓

本皮

下あごから腹部にかけての
縞状のひだにある脂肪部分
「畝（うね）
」に、その内側
の赤肉部分「須の子（すの
こ）
」がついた物を「畝須」
（うねす）といい主にベーコ
ンの原料となる人気の箇所
です。
83-B4
税別

83-B2
税別

320ｇ （80ｇ×4 枚）

5,200 円 （税込 5,616 円）
160ｇ （80ｇ×2 枚）

2,800 円 （税込 3,024 円）
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ご注文について
納期について

●ご指定日時がある場合は、ご指定日時に合わせ出荷となります。
●通常は当日～３日程度、年末年始は３～５日程度で出荷となります。
●年内の到着を指定される場合は１２月２５日頃までにお申込み下さい。 午前中 14〜16時 16〜18時 18〜20時 19〜21時
●年末は大変混合い品切れする商品も御座いますので、お早目のご注文をおすすめ致します。
※ 天候状況等の理由により、商品の到着が遅れる場合が御座います。またご指定日時に添えない場合も御座います。

価

●税込価格を記載しておりますが、外税方式での計算となる都合上、合計金額は異なる場合が御座います。
●相場の変動等により、価格は予告なく変更となる場合が御座います。
●価格、送料、手数料等の料金は、店頭及び、インターネットショップと異なる場合が御座います。
●地域毎に以下の送料がかかります。配送先が複数になる場合は、配送先分の送料がかかります。
●同一配送先へのお荷物が複数口になる場合でも、送料は１個口のみ。（２個口目以降は当社負担）
●常温商品、冷蔵冷凍商品を同時にご注文の場合は、特にご指定のない限りクール便で一括同梱発送となります。

格
と

送

北海道

料

全域

東

北

【通販限定特別送料】

関東・信越

北陸・中部

関西・中国

四

国

茨城・栃木・群馬・ 富山・石川・ 大阪・京都・奈良・
青森・秋田・
埼玉・千葉・東京・ 福井・静岡・
滋賀・和歌山・
愛媛・香川・
岩手・宮城・
神奈川・山梨・
愛知・三重・ 兵庫・島根・鳥取・ 高知・徳島
山形・福島
新潟・長野
岐阜
山口・広島・岡山

九州

沖縄

福岡・佐賀・
長崎・熊本・
大分・宮崎・
鹿児島

全域

税別 ¥600
税別 ¥900
（税込 \660） （税込 \990）

税別 ¥1,050
（税込 \1,155）

税別 ¥1,100
（税込 \1,210）

税別 ¥1,200
（税込 \1,320）

税別 ¥1,300 税別 ¥1,400 税別 ¥2,860
（税込 \1,430） （税込 \1,540） （税込 \3,146）

クール便 税別 ¥900 税別 ¥1,200

税別 ¥1,350
（税込 \1,485）

税別 ¥1,400
（税込 \1,540）

税別 ¥1,500
（税込 \1,650）

税別 ¥1,600 税別 ¥1,700 税別 ¥3,160
（税込 \1,760） （税込 \1,870） （税込 \3,476）

常温便

（税込 \990） （税込 \1,320）

●お支払い方法は、「コンビニ・郵便振替」、「銀行振込」、「代金引替」よりお選び下さい。
ご注文時にご指定頂けます。初めてのご注文は、誠に勝手ながら代金引替とさせて頂きます。

①

コンビニ
郵便振替

お送りする専用の振替用紙にて郵便局又は、コンビニにて７日以内にお振込下さい。
郵便局（ゆうちょ銀行）、又は以下のコンビニからお振込み頂けます。

お支払い方法
②

銀
行振込
銀行振込

③

代金引替

商品到着後にお知らせする当社指定の銀行口座に1週間以内にお振込下さい。
銀行振込手数料はお客様にてご負担下さい。
商品到着時に運送業者へお支払い下さい。税込330円の代引手数料がかかります。

ご利用金額（商品代＋送料＋消費税）
金額に関わらず一律

税別\300（税込\330）
インターネットからお申込み

お電話でお申込み

0138-48-2121

お申込み
お問合せ

代引手数料

https://www.northtaste.jp
パソコン
スマホ

ＦＡＸからお申込み

0138-48-2131

タブレット

この建物入口から
直進で 10m
↓

函館市青果物
地方卸売市場 （競場）

●１２月は土・日・祝日休まず営業致しております。

当店★

（１２月３１日は午前中のみ）
警備棟

●通販で年内の到着を指定される場合は１２月２５日

←この建物入口
から
直進 10m
市場入場ゲート

警備棟側ゲート

国道５号線

●年始は１月５日から営業致します。

市場入場ゲート

函館本線

卸売市場商店街

至七飯町

年末年始及びその他のお知らせ

頃までにお申込み下さい。
●市場入場ゲートが閉まっている場合でも、警備棟側
ゲートから入場頂けます。
●店頭では、クレジットカード、各種電子マネーが

流通ホール
出光ＧＳ
宇佐美

至北斗市

ご利用頂けます。

株式会社

カネマタ

ジェームス
西桔梗店

産業道路

竹中商店 地方卸売市場店 受注センター

http://www.takenakashoten.co.jp/ 〒041-0824 北海道函館市西桔梗町589番25号

<本

はま寿司

ＪＡＦ
函館支部

至石川・美原
焼肉キング

T E L (0138)48-2121
FAX(0138)48-2131

社 > 〒040-0063 北海道函館市若松町11番5号 TEL(0138)26-1552 FAX(0138)22-8058

