吉寅商店特選
ふるさと
直送便
商品
番号

自然豊かな山陰で生まれた選りすぐりの逸品

お世話になった方へ、特別な贈り物を。

1

商品
番号

和田商店

別途送料：950円（税込）

のどぐろ開き
（中）4枚

4,000円（税込）

（合計約550g）冷凍

●のどぐろ開き 約131g〜150g×4尾

商品
番号

お歳暮ギフト

大きいサイズで食べ応え満点! 素材の旨
みを贅沢に味わいたい方におすすめ。

3

シーライフ

国産 天然ふぐ鍋

5,000円（税込）

冷凍

●ふぐの切り身 500g×2袋
●醤油鍋スープ×2袋

ふぐ鍋と合わせてお楽しみください。オリジナ
ルの鍋スープも絶品です! 身が締まったマフ
グの切り身です。唐揚げでも絶品です。

FAXでのご注文

FAX

バトウのラーメンセット
●豚骨ラーメン2食入り×2袋
●味噌ラーメン2食入り×2袋
●醤油つけめん2食入り×2袋

株式会社

常温

3,500円（税込）

山陰浜田港水揚げのバトウからエキスを抽出
しラーメンスープにしました。ご当地ラーメ
ンをご賞味ください。

4

浅利観光

まる姫ポーク
無添加ソーセージセット
●プレーン 130g×3パック
●季節の野菜 130g×3種

別途送料：950円（税込）

冷凍

4,320円（税込）

シンプルな材料でつくる無添加ソーセージ
です。一度も加熱しないので、フレッシュ。安
心して食べられる、人気のソーセージです。

ホームページからもご覧いただけます

0855-23-1501

お問い合わせ

別途送料：700円（税込）

吉寅商店

商品
番号

別途送料：950円（税込）

2

https://www.yoshitora.com

吉寅商店

［受付時間］
9:00〜17:00
［定休日］
土日祝祭日・年末年始

吉寅商店
ホームページへ

［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

商品
番号

5

シーライフ

島根浜田港 天然あんこう鍋

商品
番号

冷凍

4,000円（税込）

の鍋スープでさらにコクがでて、
完成度が高まります。

7

本田商店

水かれい開き・のどぐろ開き

（合計約750g）冷凍

●水カレイ 約120g〜150g×3枚
●のどぐろ 約60g〜80g×2枚、
約80g〜100g×2枚

商品
番号

のどぐろ・白いか・水かれい

（合計約750g）冷凍

●のどぐろ一夜干し 約40g〜60g×3枚
●白いか一夜干し 約70g〜80g×2枚
●水かれい天日干し 約110g〜120g×4枚

11

商品
番号

別途送料：950円（税込）

5,000円（税込）

のどぐろとかれいのセット。個包装
で便利な食べきりサイズ!

本田商店

のどぐろ開き8枚

4,000円（税込）

昔ながらこだわりの手作りの
品をお届けします。

別途送料：950円（税込）

5,000円（税込）

（合計約650g）冷凍
●のどぐろ 約60g〜80g×4枚
●のどぐろ 約80g〜100g×4枚

浜田のブランド魚「のどぐろ」。個包装
で便利な食べきりサイズ!

8

（合計約600g）冷凍

●のどぐろ一夜干し 約40g〜49g×5枚
●水かれい天日干し 約120g〜140g×3枚

（合計約680g）冷凍

●剣先いか開き 約131g〜170g×5

常温

●TCトマトカレー 200g×2箱
●TCトマトソース 210g×1本
●TCとまとまる
（ドレッシング）160㎖×1本

別途送料：700円（税込）

別途送料：700円（税込）

昔ながらこだわりの手作りの
品をお届けします。

●バトウの万能だし 210g×2本
●大亀 万能醤油 400㎖×1本
●マルハマ食品 三果ぽんず 200㎖×1本
●大磯 雲丹醤油 120g×1本

商品
番号

別途送料：950円（税込）

3,300円（税込）

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。

常温

3,000円（税込）

ふるさとの味を大切な方に味
わっていただけるセットです。

15

前田海産

辛子明太子（太腹）
スリーブ300g 冷凍
●辛子明太子
（太腹）300g

山陰の味ご飯のおともセット
●バトウの食べるラー油 90g
●吉寅 お茶漬けわかめ 70g
●大磯 雲丹めかぶ 150g
●久保田 茎わかめ 120g
●海産物松村 十六島海苔 130g

商品
番号

ふるさとの味調味料セット

3,300円（税込）

3,240円（税込）

大人気! TC浜田農場のトマト
を使った商品を集めました。

13

別途送料：950円（税込）

10

剣先いか開き
（中）5枚

TCトマトセット

別途送料：700円（税込）

吉寅商店

のどぐろ・水かれい

和田商店

吉寅商店

商品
番号

北村商店

商品
番号

別途送料：950円（税込）

12

吉寅商店

商品
番号

9

北村商店

商品
番号

別途送料：950円（税込）

●アンコウ
（切り身 250g・アラ 250g）×2P、 水揚げ全国2位のアンコウを鮮度
アンコウ肝 30g×2P
の良いままで下処理しています。
●味噌スープ×2袋
あん肝が付いており、オリジナル

商品
番号

6

別途送料：950円（税込）

2,500円（税込）

独自の製法により丹念に仕上げられた
自慢の辛子明太子です。

2,700円（税込）

一品一品真心こめて作り上げた逸品。
ごはんのおともとしてお召し上がり
ください。

14

別途送料：700円（税込）

児玉製麵

出雲生そばセット8人前
●出雲そば
（生）200g×4袋
●秘伝のつゆ 44g×4袋

商品
番号

常温

常温

3,000円（税込）

創業100年余の児玉製麺が伝統の味
をお届けします。
「秘伝のつゆ」と一緒
にお召し上がりください。

16

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

別途送料：950円（税込）

冷蔵

3,000円（税込）

山陰浜田の名物江木の「赤てん」
。
日本ギフト大賞
「島根県賞」
受賞!

