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宮城県 富谷市

コストコゴールドスターメンバ
ークーポン[0068]

17,500円

クーポン券(A4サイズ)

味の牛たん喜助職人仕込牛たん
詰合せ130g×4(牛タンしお味塩
味)[0085]

37,000円

職人仕込牛たんしお味130g×4

味の牛たん喜助牛たん詰合せし
お味・たれ味・みそ味計780g(牛
タン)[0086]

48,000円

牛たんしお味195g×2
牛たんたれ味195g×1
牛たんみそ味195g×1

味の牛たん喜助牛たんしお味100
0g(牛タン塩味)[0087]

60,000円

牛たんしお味1000g

味の牛たん喜助職人仕込牛たん
しお味130g(牛タン塩味)[0088]

11,000円

職人仕込牛たんしお味130g×1

味の牛たん喜助たっぷり牛たん
カレーセット250g×3パック(牛
タンレトルトカレー)[0089]

11,000円

たっぷり牛たんカレー250g×3

味の牛たん喜助たっぷり牛たん
シチューセット250g×3パック(
牛タンタンシチューレトルト)[

11,000円

たっぷり牛たんシチュー250g×
3

味の牛たん喜助テールスープセ
ット300g×4パック(レトルト牛
タンテールスープ)[0091]

11,000円

テールスープ300g×4

味の牛たん喜助牛たん詰合せし
お味・たれ味各155g(牛タン)[00
92]

21,000円

牛たんしお味155g×1
牛たんたれ味155g×1

味の牛たん喜助厚切り牛たん詰
合せしお味・たれ味各80g(牛タ
ン塩)[0093]

20,000円

厚切り牛たんしお味80g×1
厚切り牛たんたれ味80g×1

味の牛たん喜助牛たん詰合せ3種
各75g、牛たんスモークチップ12
0g(牛タン)[0094]

19,000円

牛たんしお味75g×1
牛たんたれ味75g×1
牛たんみそ味75g×1
牛たんスモークチップ120g×1

味の牛たん喜助職人仕込牛たん
詰合せ95g×2、牛たんスモーク
チップ120g(牛タン)[0095]

18,000円

職人仕込牛たんしお味95g×2
牛たんスモークチップ120g×1
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宮城県　富谷市

味の牛たん喜助たっぷり牛たん
カレーセット250g×5パック(牛
タンレトルトカレー)[0096]

16,000円

たっぷり牛たんカレー250g×5

味の牛たん喜助たっぷり牛たん
シチューセット250g×5パック(
牛タンタンシチューレトルト)[

16,000円

たっぷり牛たんシチュー250g×
5

味の牛たん喜助まろやか牛たん
詰合せしお味・みそ味各100g(牛
タン塩)[0098]

20,000円

まろやか牛たんしお味100g×1
まろやか牛たんみそ味100g×1

味の牛たん喜助職人仕込牛たん
詰合せしお味130g×2(牛タン塩)
[0099]

20,000円

職人仕込牛たんしお味130g×2

味の牛たん喜助牛たん詰合せし
お味・たれ味各195g(牛タン)[01
00]

25,000円

牛たんしお味195g×1
牛たんたれ味195g×1

【2ヶ月連続お届け(2ヶ月定期便
)】味の牛たん喜助職人仕込牛た
んしお味計1.6kg(牛タン塩)…

111,000円

【定期便】800gを2ヶ月連続で
お届けします
職人仕込牛たんしお味計1.6kg

味の牛たん喜助牛たん詰合せし
お味155g×2、たれ味155g、みそ
味155g(牛タン塩)[0102]

38,000円

牛たんしお味155g×2
牛たんたれ味155g×1
牛たんみそ味155g×1

味の牛たん喜助職人仕込牛たん
詰合せ95g×4(牛タン)[0103]

27,000円

職人仕込牛たん95g×4

[味の牛たん喜助×内ケ崎酒造店
]職人仕込牛たん＆鳳陽清酒セッ
ト[0104]

28,000円

大吟醸鳳陽300ml×1
純米大吟醸鳳陽300ml×1
職人仕込牛たんしお味130g×2

宮城県産豚切落し2.3kg[0062]

12,000円

豚切落し2.3kg

宮城県産黒毛和牛切落し1.5kg[0
063]

21,000円

黒毛和牛切落し1.5kg

純米大吟醸鳳陽720ml／純米酒鳳
陽720ml(日本酒,飲み比べ)[0060
]

13,000円

純米大吟醸鳳陽720ml×1本
純米酒鳳陽720ml×1本
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宮城県　富谷市

鳳陽特別純米酒源氏720ml／純米
酒鳳陽720ml／鳳陽手提げ袋付き
(日本酒,飲み比べ)[0061]

11,000円

鳳陽特別純米酒源氏720ml×1本
純米酒鳳陽720ml×1本
鳳陽手提げ袋

WILDFLOWERTRADITIONALMEADミー
ド酒(はちみつ酒)[0079]

21,000円

■内容量
375ml

■アルコール度数
11%

《＆とみやジェラート》特選ジ
ェラート地域連携(6個セット)[0
080]

12,000円

■内容量：計6個お届けします
。
-王道ミルク120ccカップ3個
-究極のいちご120ccカップ3個

《＆とみやジェラート》ジェラ
ートギフトボックスA(7個入り)[
0081]

20,000円

■内容量：計７個お届けします
。
-王道ミルク1000ccカップ1個
-ブルーベリーハニー120ccカッ
プ2個

《＆とみやジェラート》ジェラ
ートギフトボックスB(7個入り)[
0082]

20,000円

■内容量：計７個お届けします
。
-王道ミルク1000ccカップ1個
-濃厚マンゴー120ccカップ2個
-究極のいちご120ccカップ2個

《＆とみやジェラート》ジェラ
ートギフトボックス(12個入り)[
0083]

17,000円

■内容量：各120ccカップ計12
個入り
-王道ミルク
-ブルーベリーハニー
-ピスタチオ

《＆とみやジェラート》ジェラ
ートセレクトボックス(6個セッ
ト)[0084]

12,000円

■内容量：各120ccカップ計6個
入り
-王道ミルク
-ブルーベリーハニー
-ピスタチオ

富谷銘菓詰合せ(和菓子洋菓子3
種セット)[0022]

11,000円

いちじくバウムクーヘン6個
とみや街道6個
茶の子6個
計18個

富谷ブルーベリーの焼菓子詰合
せ(サブレチーズタルト)[0023]

12,000円

富谷ブルーベリーサブレ8個
とみやふろまーじゅ4個
計12個

富谷の焼菓子詰合せ(マドレーヌ
カステラダックワーズ洋菓子4種
セット)[0024]

11,000円

大吟醸酒粕マドレーヌ4個
とみやはちみつバターカステラ
3個
とみやブルーベリーマドレーヌ
4個

ブルーベリーゼリーセット[0027
]

8,000円

ブルーベリーゼリー90g×12個

ブルーベリーバラエティセット(
ゼリージャムドリンク)[0028]

10,000円

ブルーベリーゼリー90g×5個
ブルーベリージャム150g×1個
ブルーベリードリンク500ml×1
本
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宮城県　富谷市

特製ずんだ餅5個入り×4パック[
0073]

10,000円

ずんだ餅5個入り×4パック

和洋スイーツ富谷大使15個入[00
72]

12,000円

富谷大使15個

自家焙煎コーヒー豆モーニング
セット(珈琲)[0065]

11,000円

ブレンド「0」200g×1個
ブレンド「07：20」200g×1個

自家焙煎コーヒー豆アフタヌー
ンセット(珈琲)[0066]

11,000円

ブレンド「12：30」200g×1個
ブレンド「15：00」200g×1個

自家焙煎コーヒー豆イブニング
セット(珈琲)[0067]

11,000円

ブレンド「19：45」200g×1個
ブレンド「23：55」200g×1個

富谷カントリークラブ・富谷パ
ブリックコース共通プレー補助
券3,000円分(1,000円券×3枚)[

11,000円

■内容
『富谷カントリークラブ・富谷
パブリックコース』の共通プレ
ー補助券3,000円分(1,000円券
×3枚)

富谷カントリークラブ・富谷パ
ブリックコース共通プレー補助
券6,000円分(1,000円券×6枚)[

21,000円

■内容
『富谷カントリークラブ・富谷
パブリックコース』の共通プレ
ー補助券6,000円分(1,000円券
×6枚)

富谷カントリークラブ・富谷パ
ブリックコース共通プレー補助
券9,000円分(1,000円券×9枚)[

30,000円

■内容
『富谷カントリークラブ・富谷
パブリックコース』の共通プレ
ー補助券9,000円分(1,000円券
×9枚)

仙台クラシックゴルフ倶楽部ゴ
ルフプレー補助券[0046]

11,000円

ゴルフプレー補助券1枚（3,000
円相当）

自家製スモーク詰合せとドレッ
シング(魚介類加工食品燻製サー
モンホタテ牡蠣)[0039]

12,000円

■手作りスモーク4種詰合せ×1
パック
-キングサーモン3枚
-カラスガレイ3枚
-ホタテ貝3個

特製ディナーセット(魚介類加工
食品燻製洋食惣菜サーモンホタ
テ牡蠣)[0040]

21,000円

■手作りスモーク4種詰合せ×1
パック
-キングサーモン3枚
-カラスガレイ3枚
-ホタテ貝3個

レストランフュメドゥコスモラ
ンチペアお食事券ランチ券[0041
]

11,000円

ランチペアお食事券
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宮城県　富谷市

レストランフュメドゥコスモデ
ィナーペアお食事券ディナー券[
0042]

20,000円

ディナーペアお食事券

宮城県産ひとめぼれ5kg＆みやこ
がね切餅1kg×3袋のセット(お米
お餅)[0044]

12,000円

宮城県産ひとめぼれ5kg
宮城県産みやこがね切餅1kg×3
袋

宮城米2種食べ比べセット各5kg(
ひとめぼれササニシキ)[0045]

12,000円

宮城県産ひとめぼれ5kg
宮城県産ササニシキ5kg

富谷市産郷の有機使用特別栽培
米ひとめぼれ7kg+エーコープレ
トルトカレー200g×1袋[0074]

12,000円

・特別栽培米精米ひとめぼれ
5kg×1袋、2kg×1袋／計7kg

・エーコープレトルトカレー
200g×1袋

富谷市産郷の有機使用特別栽培
米ひとめぼれ14kg+エーコープレ
トルトカレー200g×2袋[0075]

21,000円

・特別栽培米精米ひとめぼれ
5kg×2袋、2kg×2袋／計14kg

・エーコープレトルトカレー
200g×2袋

季節のドライフルーツと大人の
おつまみセット(ギフトボックス
入り)[0047]

14,000円

季節のドライフルーツミックス
30g×2袋
バジルトマト＆ナッツ50g×1袋
ローストアップル＆ナッツ50g
×1袋

無添加・国産ドライリンゴ山形
県東根産サンふじ50g×6袋[0048
]

12,000円

ドライリンゴ(山形県東根産サ
ンふじ)50g×6袋

焼き菓子セット(A)(クッキーラ
スクスノーボウル)[0050]

11,000円

■クッキー(4枚)×5種(各2袋)
■絞りだしクッキー(50g)×2袋
■ラスク(90g)×2種(各1袋)
■スノーボウル(6個)×2袋

焼き菓子セット(B)(パウンドケ
ーキ4種＆マドレーヌ)[0051]

17,000円

■パウンドケーキ×4種(各1本)
-バナナ
-チョコ
-レモンチーズ
-かぼちゃ

菓子セット(C)(クッキーラスク
スノーボウルポップコーン)[005
2]

18,000円

■クッキー(4枚)×5種(各2袋)
■絞りだしクッキー(50g)×2袋
■ラスク(90g)×2種(各1袋)
■スノーボウル(6個)×2袋
■ポップコーン4種×(各1袋)

布ぞうりとカード入れのセット(
ルームシューズ室内履きカード
ケース)[0053]

11,000円

・布ぞうりフリーサイズ(23cm
から25cm)
・カードケース11cm×16.5cm位

つまみ細工フォトフレーム飾り(
赤)＆フラワーボックス[0054]

11,000円

《フォトフレーム》
横：約22cm／縦：約15cm／横幅
：約2cm／L版サイズ2面

《フラワーボックス》
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宮城県　富谷市

つまみ細工フォトフレーム飾り(
オレンジ)＆フラワーボックス[0
055]

11,000円

《フォトフレーム》
横：約22cm／縦：約15cm／横幅
：約2cm／L版サイズ2面

《フラワーボックス》

つまみ細工フォトフレーム飾り(
青)＆フラワーボックス[0056]

11,000円

《フォトフレーム》
横：約22cm／縦：約15cm／横幅
：約2cm／L版サイズ2面

《フラワーボックス》

つまみ細工フォトフレーム飾り(
緑)＆フラワーボックス[0057]

11,000円

《フォトフレーム》
横：約22cm／縦：約15cm／横幅
：約2cm／L版サイズ2面

《フラワーボックス》

着物リメイク3点セット(トート
バッグ、ポーチ、がま口)[0058]

20,000円

《トートバッグ(A4)》
生地：着物
高さ：約28cm／幅：約29cm／マ
チ：約6cm／持ち手：約39cm

着物×デニムリメイク3点セット
(トートバッグ、ポーチ、がま口
)[0059]

20,000円

《トートバッグ(A4)》
生地：着物、デニム
高さ：約33cm／幅：約37cm／マ
チ：約8cm／持ち手：約33cm
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