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京都府　舞鶴市

舞鶴どぶろく180ml5本アルコール10度八
島あかりパッケージ
10,000円 (10,000ポイント)
京都府舞鶴産「祝」を使用した濁酒。【容量】18
0ml×5本

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】muku2-0

しあわせお茶時間セットいろどりティー
バッグ玉茶箱
10,000円 (10,000ポイント)
京都舞鶴から日本茶のティーバッグで至福のひと
ときセット【容量】・舞鶴煎茶ティーバッグ2g×
12包入り
・抹茶あわせ舞鶴煎茶ティーバッグ2g×10包入り
・玉露かりがねティーバッグ3g×8包入り

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ruru3

家庭で飲んでいただくお茶２種

10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴茶京都お茶セット上煎茶青柳2種類【容量】
上煎茶200g×1青柳400g×1

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ue1

家庭で飲んでいただくお茶３種

12,000円 (12,000ポイント)
舞鶴茶京都お茶セット玉露上煎茶青柳3種類【容
量】玉露50g×1上煎茶200g×1青柳300g×1

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ue2

ＪＡ京都にのくに特選玉露・煎茶平箱セ
ット
12,000円 (12,000ポイント)
由良川の恵みが育んだ、美味しいお茶２種セット
【容量】玉露100g・煎茶100g各1袋平箱詰

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ja3

京都舞鶴の焙じ茶４袋セットギフトプレ
ゼント
14,000円 (14,000ポイント)
お茶農家が丹精込めて作った家庭で飲んでいただ
くほうじ茶【容量】150g×4袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ue5

玉露、抹茶入り煎茶（福紗、箱入り）ギ
フトプレゼント
15,000円 (15,000ポイント)
舞鶴茶京都お茶セット玉露煎茶2種類ギフトご進
物贈答【容量】玉露100g×1抹茶入り煎茶100g×1
福紗入り2本箱入りセット

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ue4

お茶120g×4袋日本茶京都舞鶴産煎茶リ
ーフ
15,000円 (15,000ポイント)
京都舞鶴茶の煎茶を4袋セットでお届け。7月から
新茶になります。【容量】煎茶120g×4袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】turukai1

おかもっ茶煎茶ほうじ茶番茶３種類セッ
ト
17,000円 (17,000ポイント)
お茶処京都の舞鶴から特選の日本茶葉３種をお届
け【容量】煎茶200g、ほうじ茶400g、番茶500g

常温 日指定 時間指定

【管理番号】okamoto1
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京都府　舞鶴市

しあわせお茶時間セット日本茶と抹茶ロ
ンド詰め合わせ
20,000円 (20,000ポイント)
京都舞鶴から日本茶と手作りお菓子の至福のひと
ときセット【容量】・舞鶴煎茶ティーバッグ2g×
12包入り
・抹茶あわせ舞鶴煎茶ティーバッグ2g×10包入り
・玉露かりがねティーバッグ3g×1包入り×2袋

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】ruru2

玉露、抹茶入り煎茶箱入りセットギフト
プレゼント
25,000円 (25,000ポイント)
舞鶴茶京都お茶セット玉露煎茶2種類ギフトご進
物贈答【容量】玉露200g×1抹茶入り煎茶200g×1
箱入りセット

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ue3

京都米サイダー250ml10本セットノンア
ルコール飲料
10,000円 (10,000ポイント)
京都府舞鶴産「祝」を使用した珍しいお米の炭酸
飲料【容量】250ml×10本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】muku1

ご当地クラフトコーラ夏みかん200ml×2
本コーラシロップ
10,000円 (10,000ポイント)
国産の夏みかん・ショウガ・レモン使用。スパイ
スと柑橘類、砂糖のみで作ったシロップ【容量】
200ml×2本

常温 時間指定

【管理番号】cola1

舞鶴菓子まいづる煉瓦ラスクプレーン/
黒糖22枚ギフトプレゼント
10,000円 (10,000ポイント)
焼き菓子スイーツラスク専用のカステラを使った
お菓子【容量】菓子サイズ60×9022枚

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-2

丹波極上マドレーヌ丹波黒豆3個大納言
小豆2個ギフトプレゼント
10,000円 (10,000ポイント)
焼き菓子スイーツ黒豆とあずきの極上マドレーヌ
セット【容量】丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ×3
、丹波大納言マドレーヌ×2（マドレーヌ1個サイ
ズ直径100ｍｍ）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-4

カヌレ12個Laboratoire

10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴でも人気のcafeから、人気の焼き菓子をお届
けします！【容量】12個

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】labo1-1

舞鶴菓子舞鶴茶ったダックワーズ14個入
りギフトプレゼント
10,000円 (10,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴の抹茶を使ったお菓子【容
量】菓子1個サイズ直径50ｍｍ14個入り

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-1

舞鶴菓子まいづる煉瓦ラスクプレーン/
黒糖30枚ギフトプレゼント
13,000円 (13,000ポイント)
焼き菓子スイーツラスク専用のカステラを使った
お菓子【容量】菓子サイズ60×9030枚

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-10
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京都府　舞鶴市

カヌレ24個Laboratoire

20,000円 (20,000ポイント)
舞鶴でも人気のcafeから、人気の焼き菓子をお届
けします！【容量】24個

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】labo2-1

カヌレ36個Laboratoire大人数用

29,000円 (29,000ポイント)
舞鶴でも人気のcafeから、人気の焼き菓子をお届
けします！【容量】36個

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】labo3-1

ふるる特製たまごろぉる２本ロールケー
キ
10,000円 (10,000ポイント)
地元の有精卵を使ったふわふわのたまごロールケ
ーキ【容量】２本（直径8cm、長さ13cm）

冷凍 時間指定

【管理番号】fururu4

天然酵母と米粉入りシュトーレンクリス
マスXmasケーキ【11月下旬～発送】
11,000円 (11,000ポイント)
舞鶴産の落花生や洋酒につけたドライフルーツが
入ったドイツの伝統クリスマスケーキ。【容量】
シュトーレン1本（300g～400g）

冷蔵 時間指定

【管理番号】 kekehana1

京都神崎落花生チーズケーキ4号１個【2
023年2月以降順次発送】
16,000円 (16,000ポイント)
一口目から落花生の力強い味わい、超希少な京都
府産落花生を使用【容量】４号サイズ１個

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao1

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット4号2個京都神崎落花生…
25,000円 (25,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】４号サイズ（12cm）
（京都神崎落花生×１、京都プレミアム×１）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao2

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット4号2個京都神崎落花生…
26,000円 (26,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】４号サイズ（12cm）
（京都神崎落花生×１、京都宇治苺×１）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao3

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット4号2個京都神崎落花生…
26,000円 (26,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】４号サイズ（12cm）
（京都神崎落花生×１、京都佐々木酒造日本酒×
１）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao5

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット4号2個京都神崎落花生…
26,000円 (26,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】４号サイズ（12cm）
（京都神崎落花生×１、水尾ゆず×１）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao7
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京都府　舞鶴市

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット京都神崎落花生4号1ホ…
26,000円 (26,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】京都神崎落花生４号
ホール×１、オススメ４Pセット（4号サイズ4等
分×4個）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao8

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット4号2個京都神崎落花生…
27,000円 (27,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】４号サイズ（12cm）
（京都神崎落花生×１、京都わかさ生活ブルーベ
リー×１）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao10

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット4号2個京都神崎落花生…
27,000円 (27,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】４号サイズ（12cm）
（京都神崎落花生×１、京都宇治抹茶×１）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao4

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット4号2個京都神崎落花生…
27,000円 (27,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】４号サイズ（12cm）
（京都神崎落花生×１、京都DariKチョコ×１）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao6

【2023年2月以降発送】ソラアオチーズ
ケーキセット京都神崎落花生4号1ホ…
27,000円 (27,000ポイント)
落花生を使ったチーズケーキと素材にこだわった
チーズケーキセット【容量】京都神崎落花生４号
ホール×１、京都ブランド４Pセット（4号サイズ
4等分×4個）

冷凍 時間指定

【管理番号】soraao9

勘兵衛テリーヌ・オ・ジャポネ丹波栗と
丹波大納言の抹茶チョコレートケ…
60,000円 (60,000ポイント)
生産量1日5本。舞鶴抹茶、大粒の丹波栗と丹波大
納言がたっぷり【容量】内容量	840g1本

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-22

勘兵衛テリーヌ・オ・ショコラ丹波栗と
丹波黒豆のチョコレートケーキ
60,000円 (60,000ポイント)
生産量1日5本のみ。大粒の丹波栗と丹波黒豆をた
っぷり使用【容量】内容量
830g1本（21×6.5×5ｃｍ）

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-23

ご当地ジェラートマイヅル湯葉ジェラー
ト6個セット
10,000円 (10,000ポイント)
地元のお豆腐屋さんの湯葉を使用した、甘さ控え
めの優しいジェラート【容量】100ml×6個、リー
フレット

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】machiya1

いちじくジェラートセット100ml×6個イ
チジクジェラート3個イチジクミル…
10,000円 (10,000ポイント)
京都府舞鶴産地元の無花果を使い京丹後の工房で
作ったこだわりジェラート【容量】いちじくジェ
ラート100ml×3個、いちじくミルクジェラート10
0ml×3個

冷蔵 時間指定

【管理番号】izumi4
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京都府　舞鶴市

いちじくジェラートセット500ml×2個イ
チジクジェラートイチジクミルクジ…
11,000円 (11,000ポイント)
京都府舞鶴産地元の無花果を使い京丹後の工房で
作ったこだわりジェラート【容量】いちじくジェ
ラート500ml×1個、いちじくミルクジェラート50
0ml×1個

冷蔵 時間指定

【管理番号】izumi5

バニラチーズケーキ6切れ冷凍

12,000円 (12,000ポイント)
こだわりの『ミルク感』３層仕立てのバニラ香る
チーズケーキ【容量】6個入り(約80g×6個)

冷凍 時間指定

【管理番号】porubo1

大阪屋謹製甘酒アイスクリームセット8
個
15,000円 (15,000ポイント)
京の老舗甘酒アイスクリーム８個入卵不使用アイ
スギフト【容量】甘酒アイスクリーム100g×8個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】oosaka5

舞鶴銘菓岸壁の母京都和菓子箱入り

10,000円 (10,000ポイント)
全国菓子大博覧会茶道家元賞受賞。引揚の舞鶴、
母心を表した銘菓【容量】16個入り

常温 日指定 時間指定

【管理番号】sinchou1

双鶴庵代表銘菓鶴の里２本羊羹羽二重餅
京都和菓子
10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴銘菓、羽二重餅に包まれた三角の羊羹。【容
量】250g×2本

常温 日指定 時間指定

【管理番号】soukakuan1

双鶴庵ひな鶴黄身餡饅頭15個京都和菓子

11,000円 (11,000ポイント)
地元の卵を使った上品な甘さの黄身餡お饅頭【容
量】15個

常温 時間指定

【管理番号】soukakuan2

舞鶴どらやき18個京都まいづる和菓子贈
答ギフト
11,000円 (11,000ポイント)
地元の卵を使って丁寧に焼き上げたどら焼きです
。【容量】18個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】soukakuan3

舞鶴の味銘菓詰め合わせ7種類24個京都
和菓子贈答ギフト
20,000円 (20,000ポイント)
色々な和菓子を楽しめる銘菓詰合せセット。ギフ
ト等にもどうぞ【容量】・赤煉瓦浪漫3個
・ひな鶴3個
・くりまんじゅう4個
・舞鶴いもきんとん3個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】soukakuan4

安寿飴セット手づくり飴830gと竹製品

10,000円 (10,000ポイント)
昔懐かしい手作りキャンディーと竹でできたバタ
ーナイフとキーホルダーのセット【容量】安寿飴
830g（大袋250g×2個、小袋65g×2個、テトラ100
g×2個）、竹製バターナイフ1本、竹製キーホル
ダー1個

常温 時間指定

【管理番号】maruta1
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京都府　舞鶴市

舞鶴菓子セットＡスイーツ4種類詰め合
わせ
10,000円 (10,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】・舞鶴茶った×5
・まいづる煉瓦ラスク×6
・丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ×1
・丹波大納言マドレーヌ×1

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-5

舞鶴菓子セットＢまいづる煉瓦ラスク舞
鶴焼れんがＣＵＢＥ
10,000円 (10,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】まいづる煉瓦ラスク×6、舞鶴焼れんがCUB
E（オレンジ、チョコレート、紅茶×各1）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-6

舞鶴菓子セットＣ舞鶴茶った舞鶴あんぱ
んギフトプレゼント
10,000円 (10,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】舞鶴茶った×5、舞鶴あんぱん×5

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-7

舞鶴菓子セットＤ舞鶴茶った舞鶴焼れん
がＣＵＢＥギフトプレゼント
10,000円 (10,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】舞鶴茶った×5、舞鶴焼れんがCUBE（オレ
ンジ、チョコレート、紅茶×各1）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-8

舞鶴銘茶バウムセットバームクーヘンプ
レーンほうじ茶ダックワーズセッ…
10,000円 (10,000ポイント)
贈答用にもオススメ、２種類のバウムクーヘンと
抹茶のダックワーズのセット。【容量】・喜三バ
ウム×1(直径約13cm)
・ほうじ茶ったバウムすま×1(約80g)
・舞鶴茶った×3

常温 冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-25

焼き菓子と季節のジャムの詰め合わせLa
boratoire
15,000円 (15,000ポイント)
舞鶴でも人気のcafeから手作りの美味しいスイー
ツとジャムセット【容量】焼き菓子７種類、半生
焼き菓子７種類、季節のジャム１瓶
※種類はその時々で変わります。

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】labo4-1

舞鶴菓子セットＥスイーツ4種類詰め合
わせ
15,000円 (15,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】・舞鶴茶った×6
・舞鶴あんぱん×5
・まいづる煉瓦ラスク×5
・丹波黒豆マドレーヌ×1

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-9

舞鶴菓子セットＦスイーツ3種類詰め合
わせ
15,000円 (15,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】・舞鶴茶った×5
・舞鶴あんぱん×5
・舞鶴焼れんがCUBE（オレンジ、チョコレート、
紅茶×各1）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-11

舞鶴菓子セットＧスイーツ4種類詰め合
わせ
16,000円 (16,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】・舞鶴茶った×5
・舞鶴あんぱん×5
・まいづる煉瓦ラスク×6
・舞鶴焼れんがCUBE（オレンジ、チョコレート、

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-12
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京都府　舞鶴市

舞鶴菓子セットＨスイーツ5種詰め合わ
せ
16,000円 (16,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】・舞鶴茶った×5
・まいづる煉瓦ラスク×5
・丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ×1
・丹波大納言マドレーヌ×1

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-13

舞鶴菓子セットＩスイーツ4種類詰め合
わせ
17,000円 (17,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】・舞鶴茶った×5
・舞鶴あんぱん×6
・丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ×2
・丹波大納言マドレーヌ×2

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-14

舞鶴菓子セットＪスイーツ6種詰め合わ
せ
20,000円 (20,000ポイント)
焼き菓子スイーツ舞鶴銘菓の詰め合わせセット【
容量】・舞鶴茶った×5
・舞鶴あんぱん×5
・まいづる煉瓦ラスク×6
・丹波黒豆ぎっしりマドレーヌ×1

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-15

万願寺とうがらし味噌4瓶

10,000円 (10,000ポイント)
ご飯のおともや、お酒のあてにどうぞ！【容量】
150g×4瓶

常温 時間指定

【管理番号】fururu3

舞鶴産煮干し220g４袋セット

10,000円 (10,000ポイント)
日本海に面した舞鶴で水揚げされた片口イワシを
無添加で煮干しに仕上げました【容量】220g入×
4袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】saki1

ぱりぱり海苔３個セット舞鶴海苔養殖海
苔海苔のり国産
10,000円 (10,000ポイント)
日本海で唯一海苔の養殖に成功し、独自製法で仕
上げた極上海苔【容量】パリパリ海苔45g×3個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】masa2

手ほぐし海苔5袋セット舞鶴海苔養殖海
苔海苔のり国産
16,000円 (16,000ポイント)
日本海で唯一海苔の養殖に成功し、独自製法で仕
上げた極上海苔【容量】手ほぐし舞鶴のり20g×5
袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】masa6

ぱりぱり海苔６個セット舞鶴海苔養殖海
苔海苔のり国産
18,000円 (18,000ポイント)
日本海で唯一海苔の養殖に成功し、独自製法で仕
上げた極上海苔【容量】パリパリ海苔45g×6個

常温 日指定 時間指定

【管理番号】masa3

手ほぐし海苔10袋セット舞鶴海苔養殖海
苔海苔のり国産
30,000円 (30,000ポイント)
日本海で唯一海苔の養殖に成功し、独自製法で仕
上げた極上海苔【容量】手ほぐし舞鶴のり20g×1
0袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】masa7
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京都府　舞鶴市

オリジナルシューマイ3種セット！ホタ
テ肉じゃがメンマ
10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴市の「美味い」が詰まったお得なセットシュ
ウマイ焼売【容量】5個×1パック×3種セット（
ホタテシューマイ・肉じゃがシューマイ・弾正シ
ューマイ）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kai2

弾正シューマイシュウマイ焼売

10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴産「池姫メンマ」をふんだんに使用した特大
シュウマイ！【容量】5個×4パック（1個50g）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kai1

舞鶴オリジナル肉じゃがシューマイ20個

10,000円 (10,000ポイント)
肉がじゃ発祥の地舞鶴オリジナル、肉じゃがシュ
ウマイ！【容量】5個入×4パック

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kai3

旨辛！黒毛和牛国産トロホルモンうどん
セット3～4人前
10,000円 (10,000ポイント)
B級グルメ牛肉肉のプロが贈る舞鶴のソウルフー
ド【容量】味付けホルモン400g(100g×4)、うど
ん4玉(220g×4)、秘伝のタレ2本(100g×2)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc17

炭薫る京の釜めし2合京地鶏・野菜使用

10,000円 (10,000ポイント)
京の地鶏と京野菜
京都産の食材で作った「京の釜めし」です。
夜久野町・岡本ファームの「京地どり」、京丹波
町・みずほファームの「京桜（親鳥）」、京の伝
統野菜である「堀川ごぼう」「京人参」「丹波し

冷凍

【管理番号】akashi1

旧海軍レシピから作ったホルモンカレー
200g×5P
10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴産野菜が入ったご当地カレー食べちゃって！
（食べて下さい）【容量】200g×5パック

常温 日指定 時間指定

【管理番号】niyama3

にしん昆布巻4袋セット

10,000円 (10,000ポイント)
老舗問屋が作るにしんの昆布巻。お節やおつまみ
にどうぞ【容量】3本入り×4袋

常温 日指定 時間指定

【管理番号】saki2

サラダのプロがつくったポテトサラダ20
袋個包装ポテトサラダサラダ舞鶴
10,000円 (10,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るポテトサラダ【容量】110ｇ×20袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi1

サラダのプロがつくったマカロニサラダ
20袋セット個包装マカロニサラダ…
10,000円 (10,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るポテトサラダ【容量】105g×20袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi3
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京都府　舞鶴市

サラダのプロがつくった金ごまごぼうサ
ラダ個包装20袋個包装金ごまごぼ…
10,000円 (10,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るポテトサラダ【容量】70g×20袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi2

サラダのプロがつくったサラダ2種類セ
ット20袋個包装ポテトサラダマカロ…
10,000円 (10,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るサラダセット【容量】サラダのプロがつくった
ポテトサラダ110ｇ×10袋
サラダのプロがつくったマカロニサラダ105g×10
袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi5

サラダのプロがつくったサラダ2種類セ
ット20袋個包装マカロニサラダごぼ…
10,000円 (10,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るサラダセット【容量】サラダのプロがつくった
マカロニサラダ105g×10袋
サラダのプロがつくったごぼうサラダ70ｇ×10袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi7

サラダのプロがつくったサラダ2種類セ
ット20袋個包装ポテトサラダごぼう…
10,000円 (10,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るサラダセット【容量】サラダのプロがつくった
ポテトサラダ110g×10袋
サラダのプロがつくったごぼうサラダ70ｇ×10袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi9

一天張屋敷京都府舞鶴産真鯛鯛めしの素
３袋
11,000円 (11,000ポイント)
舞鶴鮨処一天張屋敷の特製鯛めしの素をご自宅で
簡単に【容量】1～2食用×3袋（1袋：鯛スライス
60g、タレ90g）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】yashiki1

舞鶴海軍カレー4食セット厳選ビーフ仕
込み（中辛）2箱・厳選ビーフ＆舞…
11,000円 (11,000ポイント)
艦艇の厨房から元気エネルギーをお届けします。
【容量】厳選ビーフ仕込み：200g×2箱、厳選ビ
ーフ＆舞鶴地酒仕込み：200g×2箱

常温 時間指定

【管理番号】hayashi1

ENDEAVORコラボホタテシューマイ20個

12,000円 (12,000ポイント)
水産加工業者とのコラボで生まれた「ホタテシュ
ーマイ」【容量】5個入×4パック

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kai4

石窯焼き冷凍ピザ3種セットマルゲリー
タクアトロエビイカバジル
12,000円 (12,000ポイント)
人気店の本格ナポリピッツァをご自宅で！【容量
】マルゲリータ、クワトロフォルマッジ、エビイ
カバジル各1枚（1枚200g）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】slow1

マウンテンビーフカレー中辛５食セット
牛肉レトルトレトルトカレー常温…
12,000円 (12,000ポイント)
ご飯のおともや、お酒のあてにどうぞ！【容量】
200g×5パック(5食分)

常温 時間指定

【管理番号】maunten1
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京都府　舞鶴市

サラダのプロがつくったサラダ3種類セ
ット30袋個包装ポテトサラダマカロ…
14,000円 (14,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るサラダセット【容量】サラダのプロがつくった
ポテトサラダ110ｇ×10袋
サラダのプロがつくったマカロニサラダ105g×10
袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi4

A5ランク厳選黒毛和牛ローストビーフ30
0g×1【数量限定】
15,000円 (15,000ポイント)
国産グルメお祝い事やギフトにも【容量】1本入
（約300g）、ローストビーフソース×3個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc29

まいづる海自レトルトカレーセット6食
（3種類×2）舞鶴市内限定販売
15,000円 (15,000ポイント)
海上自衛隊こだわりが詰まった絶品カレー３種類
６箱セット【容量】1食分200g/1人前×6箱（みょ
うこう×2、ふゆづき×2、ひうち×2）
サイズ：縦17cm、横13cm、幅2.5cm

常温 日指定 時間指定

【管理番号】slow2

まいづる海自レトルトカレーセット6食
（3種類×2）第二弾せんだい第２３…
15,000円 (15,000ポイント)
海上自衛隊こだわりが詰まった絶品カレー３種類
６箱セット【容量】1食分200g/1人前×6箱（せん
だい×2、ひゅうが×2、第23航空隊×2）
サイズ：縦17cm、横13cm、幅2.5cm

常温 日指定 時間指定

【管理番号】slow3

創業昭和３０年八島丹山舞鶴の味ホルモ
ンうどんセット（２～３人前）
15,000円 (15,000ポイント)
６６年続くふるさとの味！甘辛いタレがたまらな
い【容量】2～3人前
・牛ホルモン：550g
・秘伝のタレ：100cc
・特製生うどん：2袋

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】niyama4

みつる食堂のシュウマイ復刻８個×４袋
プレーンカレー
17,000円 (17,000ポイント)
舞鶴で愛され続けたみつる食堂のシュウマイが復
活しました！！【容量】1袋8個入り（1個45g×8
個360g）×4袋（プレーン×2、カレー×2）

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】maitora1

一天張屋敷京都府舞鶴産真鯛鯛めしの素
５袋
18,000円 (18,000ポイント)
舞鶴鮨処一天張屋敷の特製鯛めしの素をご自宅で
簡単に【容量】1～2食用×5袋（1袋：鯛スライス
60g、タレ90g）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】yashiki2

一天張屋敷舞鶴産真鯛の鯛めしの素３袋
と旬の魚の味噌漬け４袋セット
18,000円 (18,000ポイント)
舞鶴鮨処一天張屋敷の特製鯛めしと味噌漬けをご
自宅で簡単に【容量】鯛めし：1～2食用×3袋（1
袋：鯛スライス60g、タレ90g）
味噌漬け：60g以上×4袋

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】yashiki3

サラダのプロがつくったサラダ2種類セ
ット40袋個包装ポテトサラダマカロ…
18,000円 (18,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るサラダセット【容量】サラダのプロがつくった
ポテトサラダ110ｇ×20袋
サラダのプロがつくったマカロニサラダ105g×20
袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi6
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京都府　舞鶴市

サラダのプロがつくったサラダ2種類セ
ット40袋個包装マカロニサラダごぼ…
18,000円 (18,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るサラダセット【容量】サラダのプロがつくった
マカロニサラダ105g×20袋
サラダのプロがつくったごぼうサラダ70ｇ×20袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi8

サラダのプロがつくったサラダ2種類セ
ット40袋個包装ポテトサラダごぼう…
18,000円 (18,000ポイント)
朝食・夕食にもお弁当にも、晩酌にも便利に使え
るサラダセット【容量】サラダのプロがつくった
ポテトサラダ110g×20袋
サラダのプロがつくったごぼうサラダ70ｇ×20袋

冷蔵 時間指定

【管理番号】doi10

厳選黒毛和牛ローストビーフ300g2本入A
5ランク国産ギフト贈答
25,000円 (25,000ポイント)
記念日やパーティーなどの贅沢に黒毛和牛のロー
ストビーフ【容量】約300g×2本入り（2本合計で
約600g）
ローストビーフソース6個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc2

A5ランク厳選和牛特上とろ生ローストビ
ーフ300g1本黒トリュフ塩付き
30,000円 (30,000ポイント)
霜降り和牛のお取り寄せグルメをご堪能ください
。【容量】1本入（約300g）、ローストビーフソ
ース×3個、黒トリュフ塩×1個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc30

竹ぬか床1kgたしぬかセット糠床ぬか漬
け発酵食品
10,000円 (10,000ポイント)
竹パウダーを入れた混ぜなくてもいい「魔法の竹
ぬか床」です！【容量】竹ぬか床1kg、たしぬか3
00g、容器、説明書

常温 冷蔵 時間指定

【管理番号】ikehime9

あっさり漬人気NO1しぼり大根甘口仕上
げシェアセット6袋
10,000円 (10,000ポイント)
国産青首大根を使用、歯切れのよい浅漬け風の大
根漬けです【容量】230g×6個

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】assari2

あっさり漬大根漬づくし漬物シェアセッ
ト6袋
10,000円 (10,000ポイント)
人気商品をはじめ、大根の漬物商品6品の詰め合
わせセットです。【容量】しぼり大根甘口仕上げ
230g×2品、しぼり大根昆布仕立て250g×2品、二
段仕込み昆布大根2個入り×1品、ゆず大根120g×
1品

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】assari1

いちじくジャム300g×3瓶セット舞鶴ジ
ャム舞鶴産イチジク国産
10,000円 (10,000ポイント)
保存料着色料香料不使用国産・京都府舞鶴産地元
の無花果を使った手作りジャム【容量】300g×3
瓶

常温 日指定 時間指定

【管理番号】izumi3

京都舞鶴フレンチおせち★限定30個★【
フレンチレストランほのぼの屋】
120,000円 (120,000ポイント)
フレンチレストラン特製、フレンチおせち【容量
】2段重（21cm×21cm×高さ7ｃｍ×2段）2～3名
様用

冷蔵

【管理番号】hono1


