
ふるさと
直送便自然豊かな山陰で生まれた選りすぐりの逸品

なかなか会えない方へ、帰省土産のかわりに特別な贈り物を。

お中元ギフト
吉寅商店特選

●剣先イカ130g～180g×5枚
賞味期限：出荷日から冷凍90日

山陰浜田港水揚げ。食べ応え満点! 剣先イカ
の旨みを贅沢に味わいたい方におすすめ。

3,300円（税込）
別途送料：950円（税込）

和田商店
剣先いか開き（中）5枚
（合計約800g）冷凍

●100～120g×5尾
賞味期限：製造から冷凍90日、解凍後4日以内

島根県沖（山口県沖を含む）で水揚げ。
人気NO.1『白身のトロ』と称される
絶品の味をご堪能ください。

4,000円（税込）
別途送料：950円（税込）

シーライフ
のどぐろ干物セット
（合計約550g）冷凍

2商品
番号

3商品
番号

●かます開き 150g～170g×2尾 
●エテカレイ 141g～160g×2尾
●水カレイ 141g～160g×2尾 
●開きアジ 120g～150g×2尾
賞味期限：出荷日から冷凍90日

山陰浜田港で水揚げされたメーカー
自慢大きめで人気の干物が楽しめる
バラエティーセット。

別途送料：950円（税込）

3,000円（税込）

1商品
番号

4商品
番号

令和シーフーズ
令和の穴子セット
●穴子蒲焼×ハーフ2本 ●穴子白焼き×1尾
●小袋たれ 12g×2P
賞味期限：製造から冷凍1年

島根県産天然の真穴子を使用。
ふっくらジューシーな蒲焼と
鮮度抜群白焼きの食べ比べ!

冷凍

別途送料：950円（税込）

3,240円（税込）

和田商店
干物バラエティーセット
（合計約1,200g）冷凍

株式会社 吉寅商店
［本　　　社］〒697-0006 島根県浜田市下府町388-49　　TEL（0855）28-1500　FAX（0855）23-1501
［出雲営業所］〒699-0641 島根県出雲市斐川町美南1666　TEL（0853）72-8255　FAX（0853）72-8258

お問い合わせ
ホームページへ Yahoo!ショッピング 旅する久世福e商店

FAXでのご注文

FAX 0855-23-1501
ネットショップでもご購入いただけます

https://www.yoshitora.com 吉寅商店

［受付時間］9:00～17:00
［定休日］土日祝祭日

お
届
け
先
1

〒

ご住所

お名前（フリガナ）

TEL

ご
注
文
者
様

〒

ご住所

お名前（フリガナ）

TEL

商品番号

【お支払方法】
1.【銀行振込先】

2.【現金】当社営業所又は担当者へお支払いください。

商品名

数量

短冊のし（名入れ不可）

配達希望日

配達希望時間
指定なし 午前中 14～16時
16～18時 18～20時 20～21時

　　有　・　無

　月　　　　　日

合計金額（数量×金額+送料）
□ 送料 700円 □ 送料 950円 □ 別途送料 1,300円

※指定日は1週間程度の
余裕を持ってお申し
込みください。

お
届
け
先
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〒

ご住所

お名前（フリガナ）

TEL 商品番号 商品名

数量

短冊のし（名入れ不可）

配達希望日

配達希望時間
指定なし 午前中 14～16時
16～18時 18～20時 20～21時

　　有　・　無

　月　　　　　日

合計金額（数量×金額+送料）
□ 送料 700円 □ 送料 950円 □ 別途送料 1,300円

※指定日は1週間程度の
余裕を持ってお申し
込みください。

お
届
け
先
3

〒

ご住所

お名前（フリガナ）

TEL 商品番号 商品名

数量

短冊のし（名入れ不可）

配達希望日

配達希望時間
指定なし 午前中 14～16時
16～18時 18～20時 20～21時

　　有　・　無

　月　　　　　日

合計金額（数量×金額+送料）
□ 送料 700円 □ 送料 950円 □ 別途送料 1,300円

※指定日は1週間程度の
余裕を持ってお申し
込みください。

お渡
し日 受付者 取扱店

【お申込日】 年　　　　月　　　　日

合計金額

■吉寅ギフト申込書

円 
1.銀行振込　　・　　2.現金 
山陰合同銀行 浜田支店 

［本　　　社］〒697-0006 島根県浜田市下府町388-49　　TEL（0855）28-1500　FAX（0855）23-1501
［出雲営業所］〒699-0641 島根県出雲市斐川町美南1666　TEL（0853）72-8255　FAX（0853）72-8258

令和4年8月5日㈮

（普通）4513692  カ）ヨシトラショウテン
※恐れ入りますが、お振込み手数料はお客様のご負担となります
※ご注文者名と振込名義は同一名にてお願い致します

※ご入金確認後の商品発送となります。

▲ FAX送信先（0855-23-1501） ▲

株式会社 吉寅商店
※同一配送先に複数の注文の場合でも個々に送料がかかります。 ※冷凍・冷蔵・常温は同梱不可のためそれぞれ送料がかかります。
※北海道・沖縄へは別途1,300円かかります（離島への配送はお取り扱いしておりません） 　※商品お届け希望日は宅急便の配送事情により遅れる場合があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※配送希望日のご記入がない場合は、約1週間程度での発送となります。  

お申し込み期限

お問い合わせ

6月15日㈬～8月20日㈯発送期間

INAMOTO
タイプライター
ネット注文



別途送料：700円（税込）やぎ
揖保乃糸ギフト
●揖保乃糸特級品 50g×19束
賞味期限：製造から2年半

夏の風物詩の一つ「そうめん」。上質の小
麦粉を使用し、厳寒期に製造されます。製
造は熟練した職人に限定されています。

3,000円（税込）常温
常温

吉寅商店
バトウつけめん・ラーメンセット
●バトウつけめん 2人前×3袋
●バトウラーメン（味噌） 2人前×1袋
●バトウラーメン（豚骨） 2人前×1袋
賞味期限：製造から4ヶ月

当社No.1! 大人気! 山陰浜田港水揚
げのマトウダイからエキスを抽出し、
ラーメンスープにしました。

常温 2,700円（税込）
別途送料：700円（税込）

桃翠園
出雲抹茶ジェラート
●出雲抹茶ジェラート 100㎖×5個
賞味期限：製造から冷凍1年

最高級抹茶の濃厚な風味とクリー
ミーでとろける感動の口どけを存
分に味わえます。

3,240円（税込）
別途送料：950円（税込）

吉寅商店
TCトマトカレーセット
●TCトマトカレー 200g×4箱
賞味期限：製造から2年

TC浜田農場のトマトを一度凍結させ
香りと旨みを引き立たせた無水トマト
カレー。大きめのお肉とフルーティー
なトマトがベストミックス。

常温 3,240円（税込）
別途送料：700円（税込）

別途送料：700円（税込）児玉製麺
出雲乾そばセット
●出雲そば（乾麺） 180g×8袋
●濃縮めんつゆ 44g×8袋
賞味期限：製造から360日

創業大正8年の老舗児玉製麺の出雲そばは、香
りが強く、ツルリとしたのど越しが自慢です。
暑い夏には冷やしてお召し上がりください。

3,800円（税込）常温

石見麦酒
リキュール6本セット
●ハニー＆レモンピールスパークリング×2缶
●ハニー＆梅スパークリング×2缶
●ハニー＆甘夏スパークリング×1缶
●ハニー＆ブルーベリースパークリング×1缶 各350㎖缶
賞味期限：製造から冷蔵180日

夏にぴったりのスパークリ
ングリキュールのセット。

3,000円（税込）北村商店
のどぐろ・エテカレイ（合計約600g）
●のどぐろ一夜干し 約40g～49g×5枚
●エテカレイ天日干し 約120g～140g×3枚
賞味期限：出荷日から冷凍4ヶ月

島根県産のどぐろとエテカレイ
を昔ながらこだわりの手作り。
自慢の逸品をお届けします。

3,300円（税込）冷凍

別途送料：950円（税込）
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別途送料：700円（税込）ニコニコ海苔
有明の旬 バラエティ詰合せ
●のり茶漬け缶 6.4g×8袋
●焼きのり半裁缶 2袋詰（2切8枚） 板のり 8枚
●貝柱ほぐし身 70g  ●無着色鮭ほぐし瓶 52g 
●鶏そぼろ瓶 60g
賞味期限：製造から2年

「有明の旬シリーズ」は旬の
海苔を厳選した最高のご贈
答品です。海苔とビン詰め、
缶詰を詰合せました。

3,000円（税込）別途送料：950円（税込）江木蒲鉾店
江木なうなう赤天セット
●赤天 5枚袋×2袋
●赤天スティック 9本袋×3袋
●は～と赤天 8個袋×2袋
賞味期限：製造から冷蔵7日

山陰浜田名物の江木の「赤てん」。
日本ギフト大賞「島根県賞」受賞!

3,000円（税込）冷蔵

フルーツジャムパレット
季節の果実野菜の無添加ジャム＆
蜂蜜とざら茶セット
●季節の果実、野菜のジャム
　150g×1本、55g×2本（季節により種類が変わります）
●わた屋蜂衛門 蜂蜜 100g×1本 ●ざら茶×1袋
賞味期限：製造から6ヶ月 （蜂蜜・ざら茶）1年

石見地方の果物と野菜を
使った無添加のジャムとお
茶・蜂蜜のセット。

3,700円（税込）常温

別途送料：700円（税込）

冷蔵

別途送料：950円（税込）ワークくわの木
豚豚餃子
●8個入×5パック
賞味期限：製造から10ヶ月間

石見地方のご当地餃子。具材にしっかり
と味がついているので、タレをつけなく
ても美味しく召し上がれます。

2,600円（税込）冷凍

冷凍

別途送料：950円（税込）

別途送料：700円（税込）やぎ
揖保乃糸ギフト
●揖保乃糸特級品 50g×12束
賞味期限：製造から2年半

夏の風物詩の一つ「そうめん」。上質の小
麦粉を使用し、厳寒期に製造されます。製
造は熟練した職人に限定されています。

2,000円（税込）常温


