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宮城県 富谷市

【数量限定】こだわりおせち一
人前創業100有余年和風レストラ
ンまるまつ／かに政宗／寿松…

19,000円

【サイズ】
容器：243×166×45(mm)
外箱：270×200×80(mm)

茹でタラバがに＜特大5L＞1肩約
800gかに専門店『かに政宗』｜
カニたらば蟹棒肉かに脚鍋し…

44,000円

■内容量：約800g
※冷凍状態でのグラム数です。
解凍後は重量が減少します。

■サイズ

茹で毛がに＜特大＞約660gかに
専門店『かに政宗』｜かにカニ
蟹鍋海鮮ゆでガニかに料理[01…

27,000円

■内容量：約660g
※冷凍状態でのグラム数です。
解凍後は重量が減少します。

■サイズ

茹で毛がに＜特大＞約660g×2尾
かに専門店『かに政宗』｜かに
カニ蟹鍋海鮮ゆでガニかに料…

47,000円

■内容量：約660g×2
※冷凍状態でのグラム数です。
解凍後は重量が減少します。

■サイズ

《明治43年創業》丸松100年伝承
のそばつゆと挽きぐるみそばの
セット(12人前)[0111]

12,000円

乾麺そば：160g×6袋(約12人前
)
めんつゆ(温そば希釈用)：360m
l×1本
めんつゆ(冷そば用)：360ml×1

『ミヤギシロメ使用』おからの
焼菓子詰合せ[0112]

11,000円

プレーン＆チョコチップ：5袋(
1袋6枚入り)
黒ごま：5袋(1袋8枚入り)

「寿松庵本店」「和風レストラ
ンまるまつ富谷店／成田店」お
食事券(3000円分)[0113]

11,000円

『カルラグループ』富谷市内店
舗限定お食事券500円分×6枚
-寿松庵本店
-和風レストランまるまつ富谷
店／成田店限定

「寿松庵本店」「和風レストラ
ンまるまつ富谷店／成田店」お
食事券(6000円分)[0114]

21,000円

『カルラグループ』富谷市内店
舗限定お食事券500円分×12枚
-寿松庵本店
-和風レストランまるまつ富谷
店／成田店限定

「寿松庵本店」「和風レストラ
ンまるまつ富谷店／成田店」お
食事券(10000円分)[0115]

34,000円

『カルラグループ』富谷市内店
舗限定お食事券500円分×20枚
-寿松庵本店
-和風レストランまるまつ富谷
店／成田店限定

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)

コストコエグゼクティブメンバ
ークーポン｜年会費入会更新東
北宮城仙台富谷倉庫店[0123]

34,000円

クーポン券(A4サイズ)

[数量限定]2023年迎春おせち仙
台名物味の牛たん喜助牛たんお
せち三段重《2022年12月30日…

72,000円

《壱の重》
職人仕込牛たんしお味95g×2箱

《弐の重》
糸昆布／旨煮／笹麩ごま餡／田
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宮城県　富谷市

仙台名物味の牛たん喜助職人仕
込牛たん詰合せ130g×4(牛タン
しお味塩味肉老舗専門店きすけ

37,000円

職人仕込牛たんしお味130g×4

仙台名物味の牛たん喜助牛たん
詰合せしお味・たれ味・みそ味
計780g(牛タン肉老舗専門店き…

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

仙台名物味の牛たん喜助牛たん
しお味1000g(牛タン塩味肉老舗
専門店きすけ)[0087]

60,000円

牛たんしお味1000g

[定期便2ヶ月連続お届け]仙台名
物味の牛たん喜助牛たんしお味
計2kg(牛タン塩味肉老舗専門…

120,000円

牛たんしお味1,000gを2ヶ月連
続でお届けします。
合計2回2,000g

[定期便3ヶ月連続お届け]仙台名
物味の牛たん喜助牛たんしお味
計3kg(牛タン塩味肉老舗専門…

180,000円

牛たんしお味1,000gを3ヶ月連
続でお届けします。
合計3回3,000g

[定期便4ヶ月連続お届け]仙台名
物味の牛たん喜助牛たんしお味
計4kg(牛タン塩味肉老舗専門…

240,000円

牛たんしお味1,000gを4ヶ月連
続でお届けします。
合計4回4,000g

仙台名物味の牛たん喜助職人仕
込牛たんしお味130g(牛タン塩味
肉老舗専門店きすけ)[0088]

11,000円

職人仕込牛たんしお味130g×1

仙台名物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肉…

11,000円

たっぷり牛たんカレー250g×3

仙台名物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…

11,000円

たっぷり牛たんシチュー250g×
3

仙台名物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肉老

11,000円

テールスープ300g×4

仙台名物味の牛たん喜助牛たん
詰合せしお味・たれ味各155g(牛
タン肉老舗専門店きすけ)[00…

21,000円

牛たんしお味155g×1
牛たんたれ味155g×1

仙台名物味の牛たん喜助厚切り
牛たん詰合せしお味・たれ味各8
0g(牛タン塩肉老舗専門店き…

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
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宮城県　富谷市

仙台名物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120g(牛タン塩肉老舗…

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

仙台名物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(牛タン肉…

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

仙台名物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肉…

16,000円

たっぷり牛たんカレー250g×5

仙台名物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…

16,000円

たっぷり牛たんシチュー250g×
5

仙台名物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(牛タン塩肉老舗専門店…

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

仙台名物味の牛たん喜助職人仕
込牛たん詰合せしお味130g×2(
牛タン塩肉老舗専門店きすけ)[

20,000円

職人仕込牛たんしお味130g×2

仙台名物味の牛たん喜助牛たん
詰合せしお味・たれ味各195g(牛
タン塩肉老舗専門店きすけ)[…

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
)】仙台名物味の牛たん喜助職人
仕込牛たんしお味計1.6kg(…

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

[定期便3ヶ月連続お届け]仙台名
物味の牛たん喜助職人仕込牛た
んしお味計2.4kg(牛タン塩肉…

167,000円

職人仕込牛たんしお味800gを3
ヶ月連続でお届けします。
合計3回2,400g

[定期便4ヶ月連続お届け]仙台名
物味の牛たん喜助職人仕込牛た
んしお味計3.2kg(牛タン塩肉…

222,000円

職人仕込牛たんしお味800gを4
ヶ月連続でお届けします。
合計4回3,200g

仙台名物味の牛たん喜助牛たん
詰合せしお味155g×2、たれ味15
5g、みそ味155g(牛タン塩肉老…

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

仙台名物味の牛たん喜助職人仕
込牛たん詰合せ95g×4(牛タン肉
老舗専門店きすけ)[0103]

27,000円

職人仕込牛たん95g×4
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宮城県　富谷市

仙台名物味の牛たん喜助×内ケ
崎酒造店職人仕込牛たん＆鳳陽
清酒セット(牛タン塩しお地酒…

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

《仙台名物》味の牛たん喜助牛
たんデミグラスソースハンバー
グ＆牛たんオニオンソースハ…

23,000円

牛たんデミグラスソースハンバ
ーグ200g×5パック
牛たんオニオンソースハンバー
グ200g×5パック

《仙台名物》味の牛たん喜助牛
たんデミグラスソースハンバー
グ＆牛たんオニオンソースハ…

44,000円

牛たんデミグラスソースハンバ
ーグ200g×10パック
牛たんオニオンソースハンバー
グ200g×10パック

《仙台名物》味の牛たん喜助牛
たんデミグラスソースハンバー
グ(200g×10パック)｜牛タン肉

23,000円

牛たんデミグラスソースハンバ
ーグ200g×10パック

《仙台名物》味の牛たん喜助牛
たんオニオンソースハンバーグ(
200g×10パック)｜牛タン肉グ…

23,000円

牛たんオニオンソースハンバー
グ200g×10パック

[仙台名物牛たん]牛たんとブル
ーベリーの富喜ディナーコース
ペアチケット味の牛たん喜助×

30,000円

牛たんとブルーベリーの富喜デ
ィナーコースペアチケット

[仙台名物牛たん]べこ政宗牛た
ん味くらべセット350g(牛タン塩
味しお味噌みそ肉)[0105]

11,000円

牛たん塩160g(肉量130g、たれ
量30g)×1
牛たん味噌190g(肉量130g、た
れ量60g)×1

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

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%
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宮城県　富谷市

《＆とみやジェラート》ミルク
＆チョコジェラート超お得パッ
ク[0107]

10,000円

・王道ミルク(120ccカップ)×5
個
・チョコソルベ(120ccカップ)
×5個
計10個入り

《＆とみやジェラート》ずんだ
ジェラート特選パック[0108]

10,000円

ずんだジェラート(120ccカップ
)×8個

《＆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
-ブルーベリーハニー×2個
-王道ミルク×1個
-ピスタチオ×1個

《＆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

NAKAOのお菓子箱｜クッキースイ
ーツギフト仙台富谷なかおカフ
ェくるみバニラチョコ[0125]

10,000円

■内容量
くるみのクッキー：1袋(8個)
クッキーバニラ：1袋(10個)
チョコチップクッキー：1袋(70
g)

珈琲＆プレーンバウム｜コーヒ
ーお菓子スイーツギフト仙台富
谷なかおNAKAOカフェチョコ焼…

12,000円

■内容量
珈琲バウム×5
プレーンバウム×5

■箱サイズ

プレーンバウム×ドリップパッ
ク｜コーヒー珈琲お菓子スイー
ツギフト仙台富谷なかおNAKAO…

10,000円

■内容量
プレーンバウム×5個
モカブレンドドリップパック×
3袋
特上ブレンドドリップパック×

珈琲バウム×ドリップパック｜
コーヒーお菓子スイーツギフト
仙台富谷なかおNAKAOカフェ焼…

11,000円

■内容量
珈琲バウム×5個
モカブレンドドリップパック×
3袋
特上ブレンドドリップパック×

カステラ1斤＆ドリップパック2
種セット｜コーヒー珈琲お菓子
スイーツギフト仙台富谷なか…

14,000円

■内容量
NAKAOのカステラ(1斤)×1箱(10
切れ)
特上ブレンド×1箱(15gのドリ
ップコーヒー×5袋)
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宮城県　富谷市

珈琲＆お菓子ギフトセット｜コ
ーヒーお菓子スイーツギフトカ
ステラフィナンシェマドレー…

18,000円

■内容量
特上ドリップパック×1箱(15g
×5袋入)
モカブレンドドリップパック×
1箱(15g×5袋入)

フィナンシェ×フィナンシェシ
ョコラ｜お菓子ギフトスイーツ
焼菓子仙台富谷なかおNAKAOカ…

10,000円

■内容量
フィナンシェ×5個
フィナンシェショコラ×5個

■箱サイズ

ヌガーリング×スイーツリング
｜ドーナッツスイーツお菓子ギ
フト焼菓子仙台富谷なかおNAKA

10,000円

■内容量
スイーツリング×5個
ヌガーリング×5個

■箱サイズ

カステラ1斤×珈琲缶2種｜コー
ヒーお菓子スイーツギフト焼菓
子仙台富谷なかおNAKAOカフェ[

16,000円

■内容量
カステラ1斤×1
中尾珈琲缶×1
ブレンド珈琲缶×1
※コーヒーカップは付いており

カステラ半斤×特上ドリップパ
ック｜コーヒーお菓子スイーツ
ギフト焼菓子仙台富谷なかおNA

10,000円

■内容量
カステラ半斤×1
特上ドリップパック×1箱(ドリ
ップパック5個入り)

カステラ半斤×中尾珈琲缶｜コ
ーヒーお菓子スイーツギフト焼
菓子仙台富谷なかおNAKAOカフ…

10,000円

■内容量
カステラ半斤×1
ブレンド珈琲缶(珈琲150g入り)
×1

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

富谷市産冷凍ブルーベリー1kg[0
026]

10,000円

冷凍ブルーベリー1kg×1袋

富谷ブルーベリーパスタ[0109]

10,000円

ブルーベリーパスタ8食入り
1袋2食入(めん100g×2、ソース
40g×2)×4袋

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
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宮城県　富谷市

特製ずんだ餅[5個入り×4パック
]宮城仙台名物銘菓和菓子枝豆も
ちづんだ[0137]

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(銘
菓和菓子洋菓子ブルーベリーク
リームチーズこしあん)[0072]

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(3000円相当)[
0046]

11,000円

ゴルフプレー補助券1枚（3,000
円相当）

仙台クラシックゴルフ倶楽部ゴ
ルフプレー補助券(5000円相当)[
0106]

17,000円

■ゴルフプレー補助券1枚(5,00
0円相当)
■有効期限：発行日より1年間

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
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宮城県　富谷市

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

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

とみやはちみつ120g×3個セット
(蜂蜜ハチミツ)[0043]

11,000円

とみやはちみつ120g×3個

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

令和4年産富谷市産郷の有機使用
特別栽培米ひとめぼれ7kg｜宮城
産米精米白米ごはん[0138]

12,000円

特別栽培米精米ひとめぼれ計7k
g
5kg×1袋
2kg×1袋

令和4年産富谷市産郷の有機使用
特別栽培米ひとめぼれ10kg｜宮
城産米精米白米ごはん[0139]

16,000円

特別栽培米精米ひとめぼれ計10
kg
5kg×2袋

令和4年産富谷市産郷の有機使用
特別栽培米ひとめぼれ14kg｜宮
城産米精米白米ごはん[0140]

21,000円

特別栽培米精米ひとめぼれ計14
kg
5kg×2袋
2kg×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[0122
]

14,000円

ドライリンゴ(山形県東根産サ
ンふじ)50g×6袋

「べジドライ3種セット」ちょっ
としたギフトに最適！みそ汁や
麺類、チャーハン、シチュー…

8,000円

・玉ねぎ＆えのき＆トマト(25g
)
・ねぎ＆なめこ(20g)
・野菜ミックス(季節により)20
g

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
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宮城県　富谷市

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》

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》
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