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京都府　舞鶴市

【定期便】まいづる肉の贅沢定期便シュ
ーマイホルモン西京味噌焼きロー…
50,000円 (50,000ポイント)
肉の贅沢定期便！人気のローストビーフやホルモ
ン焼き、BIGシューマイが届きます【容量】１回
目発送：弾正シュウマイ20個/弾正
２回目発送：ホルモン西京味噌焼き600g/幸福亭
３回目発送：とろ生ローストビーフ1本/ABCフー

冷凍 定期 時間指定

【管理番号】houko-teiki_niku2

コシヒカリ5kg令和3年産精米京都産

10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴で一番の作付け面積40ha、甘味・旨味が強い
こしひかり【容量】精米5kg（こしひかり）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】kizo1

特別栽培米コシヒカリ丹の国穂まれ精米
5kg
10,000円 (10,000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】精米５kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ja2

【数量限定】特別栽培米コシヒカリ5kg
米白米新米京都府舞鶴産
10,000円 (10,000ポイント)
令和４年産京都府舞鶴市産こしひかり超減農薬で
育てた特別栽培米【容量】コシヒカリ5ｋｇ（精
米）

常温 時間指定

【管理番号】genki3

特別栽培米竹炭米コシヒカリ5kg玄米数
量限定米こしひかり新米
12,000円 (12,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】玄米5kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime5

棚田米5kgコシヒカリ特別栽培米令和3年
産玄米京都産
12,000円 (12,000ポイント)
山からの湧き水で育った、美味しい特別栽培米（
こしひかり）【容量】玄米5kg（こしひかり）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】tomozo8

棚田米5kgコシヒカリ特別栽培米令和3年
産精米京都産
12,000円 (12,000ポイント)
山からの湧き水で育った、美味しい特別栽培米（
こしひかり）【容量】精米10kg（こしひかり）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】tomozo2

特別栽培米竹炭米コシヒカリ5kg白米数
量限定米こしひかり新米
15,000円 (15,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】コシヒカリ白米5kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime1

棚田米5kgコシヒカリ玄米栽培期間中農
薬不使用京都産
15,000円 (15,000ポイント)
山からの湧き水で育った、棚田の美味しいお米（
こしひかり）【容量】玄米5kg（こしひかり）

常温 時間指定

【管理番号】tomozo9
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京都府　舞鶴市

棚田米5kgコシヒカリ白米栽培期間中農
薬不使用京都産
15,000円 (15,000ポイント)
山からの湧き水で育った、棚田の美味しいお米（
こしひかり）【容量】精米5kg（こしひかり）

常温 時間指定

【管理番号】tomozo4

特別栽培米コシヒカリ5kg白米最高金賞
受賞新米京都府舞鶴産【数量限定】
15,000円 (15,000ポイント)
京のプレミアム米コンテストにて最高金賞受賞し
たこしひかり【容量】コシヒカリ5kg（精米）

常温 時間指定

【管理番号】okayama-premium1

福来俵舞鶴産コシヒカリ5kg白米贈答品
ギフト御中元
20,000円 (20,000ポイント)
出産祝いや、お歳暮などのギフト喜ばれるお米【
容量】舞鶴産コシヒカリ（白米）5kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】matumoto1

棚田米10kgコシヒカリ特別栽培米7割削
減令和3年産精米京都産
24,000円 (24,000ポイント)
山からの湧き水で育った、美味しい米（こしひか
り）【容量】精米10kg（こしひかり）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】tomozo3

特別栽培米竹炭米コシヒカリ10kg玄米数
量限定米こしひかり新米
25,000円 (25,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】玄米10kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime6

特別栽培米竹炭米コシヒカリ10kg白米数
量限定米こしひかり新米
30,000円 (30,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】コシヒカリ白米10kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime2

棚田米10kgコシヒカリ白米栽培期間中農
薬不使用京都産
30,000円 (30,000ポイント)
山からの湧き水で育った、棚田の美味しいお米（
コシヒカリ）【容量】精米10kg（こしひかり）

常温 時間指定

【管理番号】tomozo5

【定期便】特別栽培米コシヒカリ丹の国
穂まれ精米5kg×3回15kg
30,000円 (30,000ポイント)
お米の３か月定期便。環境にやさしく安全で安心
なこしひかり「丹の国穂まれ」【容量】丹の国穂
まれ（こしひかり）精米５kg×３回（３か月）合
計15kg

常温 定期 旬指定 時間指定

【管理番号】teiki-ja15

棚田米15kgコシヒカリ白米特別栽培米7
割削減京都府産
35,000円 (35,000ポイント)
山からの湧き水で育った、棚田の美味しいお米（
コシヒカリ）【容量】精米15kg（こしひかり）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】tomozo7
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京都府　舞鶴市

特別栽培米竹炭米コシヒカリ15kg玄米数
量限定米こしひかり新米
35,000円 (35,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】玄米15kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime7

棚田米15kgコシヒカリ栽培期間中農薬不
使用精米京都産
45,000円 (45,000ポイント)
山からの湧き水で育った、美味しい米（こしひか
り）【容量】精米15kg（こしひかり）

常温 時間指定

【管理番号】tomozo6

特別栽培米竹炭米コシヒカリ15kg白米数
量限定米こしひかり新米
45,000円 (45,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】コシヒカリ白米15kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime3

特別栽培米竹炭米コシヒカリ20kg玄米数
量限定米こしひかり新米
47,000円 (47,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】玄米20kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime8

特別栽培米竹炭米コシヒカリ20kg白米数
量限定米こしひかり新米
60,000円 (60,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】コシヒカリ白米20kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikehime4

【定期便】特別栽培米コシヒカリ丹の国
穂まれ精米5kg×6回30kg半年定期便
60,000円 (60,000ポイント)
お米の６か月定期便。環境にやさしく安全で安心
なこしひかり「丹の国穂まれ」【容量】丹の国穂
まれ（こしひかり）精米５kg×６回（６か月）合
計３０kg

常温 定期 旬指定 時間指定

【管理番号】teiki-ja30

【定期便】特別栽培米竹炭米5kg×6ヶ月
連続白米計30kgこしひかり新米毎月…
90,000円 (90,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】コシヒカリ（白米）5kg×6回

常温 時間指定

【管理番号】ikehime-5-6

【定期便】特別栽培米竹炭米10kg×6ヶ
月連続白米計60kgこしひかり新米毎…
180,000円 (180,000ポイント)
田んぼに竹炭を投入し、100％有機肥料で栽培し
たお米です【容量】コシヒカリ（白米）10kg×6
回

常温 時間指定

【管理番号】ikehime-10-6

昔懐かしいパンセット11種類

10,000円 (10,000ポイント)
５枚切り食パン、レーズン食パン、菓子パンはラ
ンダムで盛沢山！【容量】全11種類
角食パン5枚切り（3斤）、レーズン食パン5枚切
り（3斤）、菓子パン・総菜パンが9種類

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】komiyama1
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京都府　舞鶴市

米粉パンセット８種類セットパン詰め合
わせ冷凍米粉グルテンフリー
10,000円 (10,000ポイント)
食パン、フランスパン、ウインナーロールなどシ
ンプルな米粉パン8種類をお届け！【容量】米粉
パン全８種類
食パン、フランスパン、ウインナーロール、ひま
わりパン、フォカッチャ、ロールパン、ベーグル

冷凍 時間指定

【管理番号】himawari1

舞鶴菓子舞鶴あんぱん15個入りギフトプ
レゼント
10,000円 (10,000ポイント)
京都あんぱん舞鶴産の食材で作った洋菓子店のあ
んぱん【容量】あんぱん1個サイズ直径50ｍｍ15
個入り

常温 日指定 時間指定

【管理番号】hirano-3

ヴィーガンセット全粒古代小麦ココナッ
ツブレッドとローヴィーガンセット
20,000円 (20,000ポイント)
全ての素材にこだわったヴィーガンのパンとロー
ヴィーガンセット【容量】ブレッド3本（約380ｇ
×3）（18cm×8cm×6cm※焼き上がりで誤差あり
）、メープルナッツ300g（100g×3袋）もしくは
グラノーラ240ｇ（80g×3袋）

常温 時間指定

【管理番号】cloud1

【2023年秋発送予定】オーガニック京の
乙女柿15個箱入り有機ＪＡＳ認定1…
12,000円 (12,000ポイント)
有機栽培のミニサイズの渋柿。有機認証を受けて
栽培をしています。【容量】１５個（箱入り）

冷蔵 時間指定

【管理番号】akano1

朝採り直送新鮮いちご2パック【12月下
旬頃～５月上旬ごろまで発送】
10,000円 (10,000ポイント)
その日採れた一番おいしい苺を厳選してお届け！
【容量】320g前後×2パック

冷蔵 時間指定

【管理番号】gbf1

【数量限定】いちごよつぼし4パック約1
kgイチゴ苺果物フルーツ京都府舞…
10,000円 (10,000ポイント)
京都府舞鶴市の農園で採れたての新鮮な苺「よつ
ぼし」を4パック大容量でお届け！【容量】よつ
ぼし260ｇ×4Ｐ

冷蔵 時間指定

【管理番号】genki1

いちご章姫２箱京都府舞鶴産【1月中旬
以降発送】
12,000円 (12,000ポイント)
練乳不要、ヘタの近くまで真っ赤に染まった甘く
ておいしい苺です【容量】いちご2箱8～15粒/箱
（化粧箱入り）

冷蔵 時間指定

【管理番号】sagane2

【訳あり】セコガニボイル500g4～7匹2
セット申し込みでおまけ付き
12,000円 (12,000ポイント)
せこ蟹松葉ガニ（ズワイガニ）の雌蟹味噌せこカ
ニこっぺ【容量】セコガニ（ズワイガニ/松葉ガ
ニの雌）生の状態で約500g（4～7匹）
※ボイルすると少し重量が減少します。
※訳ありです。

冷蔵 時間指定

【管理番号】kisige5

舞鶴かに（松葉かに/ズワイガニ）ボイ
ル800g～999g緑タグ
80,000円 (80,000ポイント)
カニずわい舞鶴で水揚げされたカニ1尾をボイル
してお届け【容量】800g～999g（ボイル前の重量
です。ボイル後は若干軽くなります。）1杯

冷蔵 時間指定

【管理番号】kawa4
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京都府　舞鶴市

舞鶴かに（松葉かに/ズワイガニ）ボイ
ル1kg～1.199kg銀タグ
130,000円 (130,000ポイント)
カニずわい舞鶴で水揚げされたカニ1尾をボイル
してお届け【容量】1kg～1.199kg（ボイル前の重
量です。ボイル後は若干軽くなります。）1杯

冷蔵 時間指定

【管理番号】kawa5

ボイルズワイガニ1.2kg以上1杯舞鶴かに
最高峰白寿ゴールド
250,000円 (250,000ポイント)
冬の味覚！舞鶴かに、その中でも最高峰の金タグ
白寿ゴールド【容量】ボイル舞鶴かに（白寿ゴー
ルド）1杯（1.2kg以上）
※ボイルすると少し重量が減少します。

冷蔵 時間指定

【管理番号】kisige3

コッペガ二甲羅盛りメス５特製だし醤油
付き【2023年1月・2月発送】
30,000円 (30,000ポイント)
コッペガニを丸ごと一杯使用。加熱調理不要！解
凍するだけでOK【容量】・こっぺがに（セコがに
）の甲羅盛り5個【加工前活け目160～180gサイズ
使用/加工後甲羅を含み70～80g×5】
・特製だし醤油

冷凍 時間指定

【管理番号】bongu2

コッペガ二甲羅盛りメス×３サザエ舞鶴
焼き×５特製だし醤油付きセット【2…
30,000円 (30,000ポイント)
簡単においしく食べれるこっぺがに甲羅盛とサザ
エのつぼ焼き【容量】・こっぺがに（セコがに）
の甲羅盛り3個【加工前活け目160～180gサイズ使
用/加工後甲羅を含み70～80g×3】
・さざえの舞鶴焼き（壺焼き）5個【150gサイズ

冷凍 時間指定

【管理番号】bongu4

海の宝石ちりめん海鮮丼天然真鯛40g×5
袋出汁付き
11,000円 (11,000ポイント)
濃厚でやさしい絹のようなくちどけ。アツアツご
はんに乗せるだけ、簡単海鮮丼【容量】40ｇ×5
袋、鯛出汁180cc×5袋

冷凍 時間指定

【管理番号】bongu7

海の宝石ちりめん海鮮丼若狭産本マグロ
40g×5袋
12,000円 (12,000ポイント)
濃厚でやさしい絹のようなくちどけ。アツアツご
はんに乗せるだけ、簡単海鮮丼【容量】40ｇ×5
袋

冷凍 時間指定

【管理番号】bongu6

海の宝石ちりめん海鮮丼詰め合わせセッ
ト6袋本マグロ・イカいくら・真鯛…
15,000円 (15,000ポイント)
濃厚でやさしい絹のようなくちどけ。アツアツご
はんに乗せるだけ、簡単海鮮丼【容量】本マグロ
40g×2袋、イカいくら40g×2袋、真鯛漬け40g×2
袋＋鯛出汁180cc×2袋

冷凍 時間指定

【管理番号】bongu9

若狭とらふぐふぐ刺し2～3人前ふぐアラ
つき冷凍
30,000円 (30,000ポイント)
若狭のとらふぐを簡単に美味しくご家庭でお楽し
みください。【容量】とらふぐ刺身（30cm皿）、
皮、とらふぐアラ（鍋、唐揚用）２～３人前

冷凍 時間指定

【管理番号】bongu13

海の宝石ちりめん海鮮丼イカいくら40g
×5袋
11,000円 (11,000ポイント)
濃厚でやさしい絹のようなくちどけ。アツアツご
はんに乗せるだけ、簡単海鮮丼【容量】40ｇ×5
袋

冷凍 時間指定

【管理番号】bongu8
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京都府　舞鶴市

国産うなぎ蒲焼2尾特製ダレ付冷凍

30,000円 (30,000ポイント)
蒲焼き、うな重、うな丼、ひつまぶしにも使える
国産鰻蒲焼【容量】・有頭うなぎ蒲焼き真空パッ
ク2尾（加工前約350ｇサイズ使用/加工後約200ｇ
×2）
・特製ダレ

冷凍 月指定 時間指定

【管理番号】bongu10

海鮮三昧干物５種詰め合わせセット

10,000円 (10,000ポイント)
魚セット無添加で仕上げた日本海の干物が5種類
詰め合わせ！【容量】■内容量
(1)アジみりん干（6入）
(2)イワシ醤油漬（6入）
(3)ニギス丸干（300g）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】nita1

海の贈り物mini干物盛り合わせ季節の干
物
10,000円 (10,000ポイント)
新感覚！徹底的に処理を行い、魚嫌いでも食べれ
るソフト干物【容量】干物3種類（仕入れる魚種
によって、数量は変わります。）
春夏秋冬で魚の旬があり、種類が変わるので、通
年楽しんでいただけると思います。

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】en3

舞鶴かね和の一夜干しセット４種類盛り
合わせ
10,000円 (10,000ポイント)
干物盛り合わせ新鮮な日本海の魚を一夜干しに仕
上げました。【容量】エテカレイ3枚、ハタハタ8
尾、サバみりん3枚、スルメ2枚

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kane1

京都府産ふぐ一夜干し600g無添加【期間
限定】
10,000円 (10,000ポイント)
珍しいフグの一夜干し！夕食の一品に、酒の肴に
どうぞ【容量】600g（300g×2）
大きさにより入り数は異なります。

冷凍 時間指定

【管理番号】nita3

舞鶴かね和オキギスとサバみりん一夜干
しセット
10,000円 (10,000ポイント)
日本海の新鮮な魚を一夜干しにしています。脂が
のった沖ギスと鯖を使っています。【容量】オキ
ギス一夜干し30尾（約20g/尾）、サバみりん4枚
（約300g/枚）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kane4

若狭湾の甘鯛開き干し3尾

10,000円 (10,000ポイント)
京都若狭湾のアマダイを新鮮なうちに加工して作
った贅沢干物【容量】甘鯛1尾×3袋（原料で約23
0ｇのサイズを使用しています。）
※調理をしてから干すため、原料の大きさから６
割から７割の大きさになります。

冷凍 時間指定

【管理番号】wani4

舞鶴かね和スルメイカ干物６枚

11,000円 (11,000ポイント)
製造が追いつかくなることもある人気のスルメイ
カ【容量】スルメイカ６枚

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kane2

贈答用お魚セットトラウトサーモン（生
食可）西京漬けみりん漬け干物５…
15,000円 (15,000ポイント)
食塩だけで作られた、無添加の干物と生食できる
サーモンのセット【容量】・トラウトサーモン×
片身１枚(生食可)
・京サワラ西京漬け７０ｇ×２切
・サバ味醂漬け（片身）×２枚

冷凍 時間指定

【管理番号】shismaiti2
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京都府　舞鶴市

地獲れ！のどくろ開き干し3尾

15,000円 (15,000ポイント)
京都舞鶴湾ののどぐろを新鮮なうちに加工して作
った贅沢干物【容量】1尾×3袋（原料で約200ｇ
のサイズを使用しています。）
※調理をしてから干すため、原料の大きさから６
割から７割の大きさになります。

冷凍 時間指定

【管理番号】wani3

干物セットたっぷり7種類無添加

16,000円 (16,000ポイント)
食塩だけで作られた、無添加の干物セット【容量
】・煮干（カタクチイワシ）５００ｇ×１
・ウルメ丸干し３００ｇ×１
・ニギス丸干し２００ｇ×１
・イカ柔らか干し（スルメイカ）×１枚

冷凍 時間指定

【管理番号】shismaiti1

贅沢干物セット高級魚ノドグロと甘鯛合
計５袋
18,000円 (18,000ポイント)
高級魚「ノドグロ」と「甘鯛」をご自宅でお楽し
みください！【容量】ノドクロ（京都府産加工前
約200gサイズ）、甘鯛（日本海産加工前約200gサ
イズ）
※調理をしてから干すため、原料の大きさから６

冷凍 時間指定

【管理番号】wani1

海鮮三昧干物７種詰め合わせセット

20,000円 (20,000ポイント)
魚セット無添加で仕上げた日本海の干物が7種類
詰め合わせ！【容量】■内容量
(1)アジみりん干（6入）
(2)イワシ醤油漬（6入）
(3)ニギス丸干（300g）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】nita2

海の贈り物干物盛り合わせ季節の干物数
種類
20,000円 (20,000ポイント)
新感覚！徹底的に処理を行い、魚嫌いでも食べれ
るソフト干物【容量】干物数種類（春夏秋冬で魚
の旬があり、種類が変わるので、通年楽しんでい
ただけると思います。）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】en1

贈答用お魚セット（極）甘エビ（生食可
）ブリ西京漬けみりん漬け干物７…
30,000円 (30,000ポイント)
食塩だけで作られた無添加の干物とたっぷりサイ
ズが嬉しい甘エビセット【容量】・のどぐろ開き
干し×２枚
・京サワラ西京漬け７０ｇ×３切
・甘エビ５００ｇ×１袋(生食可)

冷凍 時間指定

【管理番号】shismaiti3

海の贈り物DX干物盛り合わせ豪華版季節
の干物
40,000円 (40,000ポイント)
新感覚！徹底的に処理を行い、魚嫌いでも食べれ
るソフト干物【容量】内容量：干物数種類（春夏
秋冬で魚の旬があり、種類が変わるので、通年楽
しんでいただけると思います。）
一例：ハタハタ、サワラ西京漬け、マアジ、連子

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】en2

【定期便】海の贈り物ソフト干物盛り合
わせ3か月毎×4回発送
50,000円 (50,000ポイント)
新感覚！徹底的に処理を行い、魚嫌いでも食べれ
るソフト干物の定期便４回/年【容量】干物3～5
種類（仕入れる魚種によって数量は変わります）
×4回、3か月毎にお届けです。
※写真の干物が届くとは限りません。

冷凍 定期 時間指定

【管理番号】en-teiki

【定期便】干物食べ比べ定期便４回

50,000円 (50,000ポイント)
舞鶴自慢の干物が４回届く定期便。色々な種類の
干物を食べ比べをお楽しみください。【容量】１
回目：海鮮三昧（5種類）/新田商店
２回目：海の贈り物mini（3種類）/ENDEAVOR
３回目：一夜干しセット（4種類）/かね和

冷蔵 冷凍 定期 時間指定

【管理番号】houko-teiki6
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京都府　舞鶴市

【定期便】海の贈り物ＤＸソフト干物盛
り合わせ3か月毎×4回発送
80,000円 (80,000ポイント)
新感覚！徹底的に処理を行い、魚嫌いでも食べれ
るソフト干物の定期便４回/年【容量】干物5～7
種類（仕入れる魚種によって数量は変わります）
×4回、3か月毎にお届けです。
※写真の干物が届くとは限りません。

冷凍 定期 時間指定

【管理番号】en-teikidx

【定期便】まいづる６ヶ月定期便海産物
お米お惣菜地酒毎月×6回発送
85,000円 (85,000ポイント)
舞鶴の海産物を毎月楽しめる計６回の定期便【容
量】１回目発送：海の贈り物（干物3～5種類）/E
NDEAVOR
２回目発送：竹炭米（白米5kg）/池姫米グループ
３回目発送：華吹雪（かまぼこ、天ぷら）/嶋七

冷蔵 冷凍 定期 時間指定

【管理番号】houko-teiki1

【定期便】まいづる海の定期便海産物干
物かまぼこへしこ毎月×6回発送
90,000円 (90,000ポイント)
舞鶴の海産物を毎月楽しめる計６回の定期便【容
量】１回目発送：干物５種セット/新田商店
２回目発送：海の贈り物（干物3～5種類）/ENDEA
VOR
３回目発送：華吹雪（かまぼこ、天ぷら）/嶋七

冷蔵 冷凍 定期 時間指定

【管理番号】houko-teiki_umi1

【定期便】まいづる１２ヶ月定期便おす
すめ海産物お米お惣菜地酒野菜お…
200,000円 (200,000ポイント)
舞鶴の特産品が１年間、毎月届く定期便。舞鶴を
ご賞味ください！【容量】１月発送：鶏鍋（3～4
人前）/鳥ふじ
２月発送：海鮮三昧（干物7種）/新田商店
３月発送：華吹雪（蒲鉾セット）/嶋七

冷蔵 冷凍 定期 時間指定

【管理番号】houko-teiki3

天然真牡蠣3kg詰め合わせセット加熱調
理用【2023年1月以降順次発送】
12,000円 (12,000ポイント)
希少な天然物の真牡蠣を産地直送でお届けいたし
ます！【容量】舞鶴産真牡蠣3kg（1個当たり100g
以上）

冷蔵 時間指定

【管理番号】ooura1

【2023年1月以降順次発送】殻付き養殖
真牡蠣4kg加熱用朝どれ直送！先行…
20,000円 (20,000ポイント)
牡蠣の養殖が盛んな舞鶴湾から朝採れたての生牡
蠣を直送でお届け！【容量】殻付養殖真牡蠣4kg
（30～45個）／オイスターナイフ／軍手／かんた
ん酒蒸しレシピ

冷蔵 時間指定

【管理番号】oka1

舞鶴ききかまぼこ食べ比べセット蒲鉾5
個舞鶴かまぼこかまぼこお取り寄せ…
10,000円 (10,000ポイント)
練り製品練り物蒲鉾カマボコ国産特産品おせち晩
酌京都【容量】塗かまぼこ210g×3本、焼かまぼ
こ200g×2本（5枚箱入り）

冷蔵 時間指定

【管理番号】kumiai1

まいづる蒲鉾かにみそ瓶詰セット

11,000円 (11,000ポイント)
極上の練り蒲鉾と焼き蒲鉾の食べ比べ、特選カニ
味噌の瓶詰をセットにしました【容量】練り蒲鉾
（200g）2枚、焼き蒲鉾（200g）2枚、かに味噌80
g

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】minosuke6

舞鶴かまぼこ華吹雪蒲鉾・ちぎり天おつ
まみセット贈答用にも
15,000円 (15,000ポイント)
練り製品練り物蒲鉾カマボコ国産特産品おせち晩
酌京都【容量】舞鶴かまぼこ紅1、白1（各210g）
、はも板蒲鉾（140g）1、小袖かまぼこ紅1、白1
（各110g）、ちぎり天蛸、きくらげ（各100g）、
笹がきごぼう（90g）

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】sima1
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京都府　舞鶴市

舞鶴名産野原港産天然乾きわかめ45g×3
袋
10,000円 (10,000ポイント)
3月～7月頃までの季節限定、希少な京都府産天然
乾燥わかめ【容量】45g入×3袋

常温 時間指定

【管理番号】sakita6

こだわりの天然乾燥わかめ20g×5袋【予
約受付中】【3月より順次発送】
10,000円 (10,000ポイント)
舞鶴産の天然わかめ。こだわりの逸品です。【容
量】舞鶴産わかめ20g×5袋

常温 時間指定

【管理番号】ooura2

京さわら味噌漬け5切れ

12,000円 (12,000ポイント)
舞鶴港水揚げ！旬の魚をその日のうちに加工して
います。【容量】約80g×5切れ

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】minosuke1

京さわら味噌漬け京さわらバジルオイル
漬けセット各3切れ
15,000円 (15,000ポイント)
舞鶴港水揚げ！旬の魚をその日のうちに加工して
います。【容量】約80g×6切れ（味噌漬3切れ、
京さわらバジルオイル漬3切れ）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】minosuke2

さわら味比べセット３種類の干物・魚漬
け合計６袋
15,000円 (15,000ポイント)
京都府産鰆の味噌漬け、一夜干し、桜干しの食べ
比べセット【容量】さわら味噌漬け（2切れ×2）
、さわら一夜干し（2切れ×2）、さわら桜干し（
2切れ×2）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】wani2

ゆうさいくんのさばへしこ２個

15,000円 (15,000ポイント)
サバ魚漁師町の保存食、鯖へしこ【容量】2尾（1
尾350グラム以上）

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】kawa1

京鰆西京漬け2入×4パック

20,000円 (20,000ポイント)
寒鰆とも呼ばれる冬の鰆を白みそで漬けました。
【容量】（100g×2切）×4パック

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kawa6

季節の野菜BOX旬の野菜と果物8～10種類
セット
10,000円 (10,000ポイント)
その時期の新鮮で美味しい野菜と果物をお届けし
ます。【容量】季節の野菜と果物8～10種類

冷蔵 時間指定

【管理番号】izumi1

季節の野菜と卵セット旬野菜10～15種類
と平飼い卵の詰め合わせ
15,000円 (15,000ポイント)
季節のおすすめ野菜と美味しい平飼い卵の盛り合
わせをお届け【容量】季節の野菜10～15種類（時
期により種類・個数が異なります）、めでたまご
（平飼い卵）野菜の種類によって個数が変動しま
す。

常温 時間指定

【管理番号】tomozo1
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京都府　舞鶴市

【定期便】季節の野菜BOX旬の野菜と果
物8～10種類セット4回発送新鮮京野…
40,000円 (40,000ポイント)
その時期の新鮮で美味しい野菜と果物をお届けし
ます。【容量】4回発送/年1回の発送で8～10種類
（発送時期によって異なります）

冷蔵 時間指定

【管理番号】izumi2

トマト4kg化粧箱入農家直送【2022年発
送分】
10,000円 (10,000ポイント)
濃厚で美味しい！と評判のトマトを採れたその日
の発送！【【容量】トマト4kg（8個～12個/箱×2
）

常温 時間指定

【管理番号】sagane3

万願寺甘とう化粧箱入秀品150ｇ×8袋1.
2kg【2023年発送分】
10,000円 (10,000ポイント)
辛くない万願寺唐辛子舞鶴発祥の伝統野菜・万願
寺甘とう【容量】秀品150ｇ×8袋1.2kg

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ja1

みらい乃野菜ふわレタス15株セット

10,000円 (10,000ポイント)
レタス野菜水耕栽培栽培時農薬不使用15個【容量
】15株

冷蔵 時間指定

【管理番号】yasai1

【2023年夏発送】京野菜「万願寺とうが
らし」からくない！肉厚甘い逸品…
10,000円 (10,000ポイント)
辛くない万願寺唐辛子舞鶴発祥の伝統野菜・万願
寺甘とう【容量】1kg箱入り、レシピ付き

常温 時間指定

【管理番号】arisa1

【2023年夏発送】京野菜「万願寺とうが
らし」からくない！肉厚甘い逸品…
17,000円 (17,000ポイント)
辛くない万願寺唐辛子舞鶴発祥の伝統野菜・万願
寺甘とう【容量】2kg箱入り、レシピ付き

常温 時間指定

【管理番号】arisa2

赤岩高原たまご80～90個入（特選/無選
別Ｍ～Ｌ）4.8kg以上卵大人数用
15,000円 (15,000ポイント)
雲海が見れる赤岩山の集落で生まれた美味しい卵
【容量】80個～90個（無選別Ｍ～Ｌ）4.8kg以上
※破損保障10個含む

常温 時間指定

【管理番号】akaiwa1-1

【定期便】赤岩高原たまご40個×3か月1
20個（特選）7.2kg以上卵タマゴM～…
30,000円 (30,000ポイント)
雲海が見れる赤岩山の集落で大切に育てられた鶏
が生んだ美味しい卵の定期便。【容量】120個（4
0個×3か月）合計7kg以上

常温 定期 時間指定

【管理番号】akaiwa_teiki-120

【定期便】赤岩高原たまご40個×6か月2
40個（特選）卵タマゴM～Lサイズ
55,000円 (55,000ポイント)
雲海が見れる赤岩山の集落で大切に育てられた鶏
が生んだ美味しい卵の定期便。【容量】240個（4
0個×6か月）合計14kg以上

常温 定期 時間指定

【管理番号】akaiwa_teiki-240
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京都府　舞鶴市

地酒飲み比べセット純米吟醸池雲祝と純
米酒池雲720ml×2本
11,000円 (11,000ポイント)
日本酒飲み比べ舞鶴の地酒飲み比べセット。【容
量】純米酒池雲720ml(アルコール15％～16％）
純米吟醸池雲祝720ml(アルコール15％～16％）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikeda8

地酒飲み比べセット純米吟醸みなと舞鶴
と純米寿ラベル720ml×2本
11,000円 (11,000ポイント)
日本酒飲み比べ舞鶴の地酒飲み比べセット。【容
量】純米吟醸みなと舞鶴720ml
純米寿ラベル720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikeda9

地酒飲み比べセット純米酒池雲720ml純
米吟醸みなと舞鶴720ml
12,000円 (12,000ポイント)
日本酒飲み比べ舞鶴の地酒飲み比べセット。【容
量】純米酒池雲720ml(アルコール15％～16％）
純米吟醸みなと舞鶴720ml(アルコール15％～16％
）

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikeda2

地酒飲み比べセット純米原酒池雲雄町、
純米寿ラベル、純米吟醸池雲祝720…
14,000円 (14,000ポイント)
日本酒飲み比べ舞鶴の地酒飲み比べセット。【容
量】純米原酒池雲雄町720ml
純米寿ラベル720ml
純米吟醸池雲祝720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikeda10

地酒飲み比べセット純米大吟醸と純米酒
池雲720ml×2本ギフト
15,000円 (15,000ポイント)
京都舞鶴の地酒大吟醸と純米酒日本酒飲み比べセ
ット【容量】純米大吟醸池雲720ml
純米酒池雲720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikeda1

地酒飲み比べセット純米酒池雲、純米大
吟醸池雲、純米原酒池雲雄町720ml…
18,000円 (18,000ポイント)
日本酒飲み比べ舞鶴の地酒飲み比べセット。【容
量】純米酒池雲720ml
純米大吟醸池雲720ml
純米原酒池雲雄町720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikeda11

舞鶴晩酌セット特産品詰め合わせ

20,000円 (20,000ポイント)
日本酒セット舞鶴の地酒と特産品詰め合わせセッ
ト【容量】・舞鶴特産ちゃった
・純米吟醸
・あさづけ三菜（（株）あっさり漬け食品工業）
・ひら天（（株）嶋七）

冷蔵 時間指定

【管理番号】ikeda5

地酒飲み比べセット化粧箱入池雲純米酒
純米大吟醸純米吟醸720ml×3本
20,000円 (20,000ポイント)
京都舞鶴の地酒池田酒造の日本酒飲み比べ3本セ
ット【容量】純米大吟醸池雲720ml
純米酒池雲720ml
純米吟醸池雲（祝）720ml

常温 日指定 時間指定

【管理番号】ikeda4

海の京都12蔵元厳選の小瓶飲み比べセッ
ト【期間限定】
32,000円 (32,000ポイント)
京都北部の１２の蔵元が厳選した地酒日本酒飲み
比べセット【容量】300ml×12本

常温 時間指定

【管理番号】dmo1


