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宮城県 富谷市

[№5531-0053]味の牛たん喜助職人
仕込牛たん詰合せ180g×4

40,000円

職人仕込牛たんしお味180g×4

[№5531-0054]味の牛たん喜助牛た
ん詰合せしお味・たれ味・みそ味計
900g

40,000円

牛たんしお味225g×2牛たんたれ味2
25g×1牛たんみそ味225g×1

[№5531-0057]味の牛たん喜助牛た
んしお味1,300g

55,000円

牛たんしお味1,300g

[№5531-0016]純米大吟醸鳳陽720ml
、純米酒鳳陽720ml

15,000円

純米大吟醸鳳陽720ml×1本純米酒鳳
陽720ml×1本

[№5531-0082]鳳陽特別純米酒源氏7
20ml、純米酒鳳陽720ml、鳳陽手提
げ袋付き

13,000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

[№5531-0076]べこ政宗牛たんと豚
の味噌漬けセット

14,000円

牛たん味噌180g×2パック国産豚ロ
ース味噌漬け160g×3パック

[№5531-0116]べこ政宗牛たんセッ
ト（塩・味噌）

14,000円

牛たん塩160g（肉量130g、たれ量30
g）×1牛たん味噌190g（肉量130g、
たれ量60g）×1化粧箱入り牛たん：
アメリカ産

[№5531-0117]べこ政宗牛たん缶詰
セット（大和煮・赤ワイン煮・スモ
ーク）

13,000円

牛たん大和煮150g×1牛たん赤ワイ
ン煮145g×1牛たんスモーク145g×1
化粧箱入り牛たん：アメリカ産

[№5531-0118]べこ政宗
牛たんカレーセット180g×5個

13,000円

牛たんカレー180g×5牛たん：アメ
リカ産

[№5531-0097]味の牛たん喜助職人
仕込牛たんしお味180g

13,000円

職人仕込牛たんしお味180g×1

[№5531-0098]味の牛たん喜助たっ
ぷり牛たんカレーセット250g×3

12,000円

たっぷり牛たんカレー250g×3

[№5531-0099]味の牛たん喜助たっ
ぷり牛たんシチューセット250g×3

12,000円

たっぷり牛たんシチュー250g×3
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宮城県　富谷市

[№5531-0100]味の牛たん喜助テー
ルスープセット300g×4

12,000円

テールスープ300g×4

[№5531-0101]味の牛たん喜助牛た
ん詰合せしお味・たれ味各180g

19,000円

牛たんしお味180g×1牛たんたれ味1
80g×1

[№5531-0102]味の牛たん喜助厚切
り牛たん詰合せしお味・たれ味各90
g

19,000円

厚切り牛たんしお味90g×1厚切り牛
たんたれ味90g×1

[№5531-0103]味の牛たん喜助牛た
ん詰合せ3種各90g、牛たんスモーク
チップ120g

18,000円

牛たんしお味90g牛たんたれ味90g牛
たんみそ味90g牛たんスモークチッ
プ120g

[№5531-0104]味の牛たん喜助職人
仕込牛たん詰合せ110g×2、牛たん
スモークチップ120g

18,000円

職人仕込牛たんしお味110g×2牛た
んスモークチップ120g

[№5531-0105]味の牛たん喜助たっ
ぷり牛たんカレーセット250g×5

18,000円

たっぷり牛たんカレー250g×5

[№5531-0106]味の牛たん喜助たっ
ぷり牛たんシチューセット250g×5

18,000円

たっぷり牛たんシチュー250g×5

[№5531-0107]味の牛たん喜助まろ
やか牛たん詰合せしお味・みそ味各
180g

23,000円

まろやか牛たんしお味180g×1まろ
やか牛たんみそ味180g×1

[№5531-0108]味の牛たん喜助職人
仕込牛たん詰合せしお味180g×2

23,000円

職人仕込牛たんしお味180g×2

[№5531-0109]味の牛たん喜助牛た
ん詰合せしお味・たれ味各225g

23,000円

牛たんしお味225g×1牛たんたれ味2
25g×1

[№5531-0110]【2ヶ月連続お届け】
味の牛たん喜助職人仕込牛たんしお
味計2kg

106,000円

職人仕込牛たんしお味2kg（1kgを2
ヶ月連続でお届けします）

[№5531-0111]味の牛たん喜助牛た
ん詰合せしお味180g×2、たれ味180
g、みそ味180g

33,000円

牛たんしお味180g×2牛たんたれ味1
80g牛たんみそ味180g
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宮城県　富谷市

[№5531-0113]富谷市産特別栽培米
ササニシキ7kg

14,000円

特別栽培米精米ササニシキ
2kg×1袋、5kg×1袋/計7kg

[№5531-0114]富谷市産特別栽培米
ササニシキ10kg

19,000円

特別栽培米精米ササニシキ
5kg×2袋/計10kg

[№5531-0080]富谷市産郷の有機使
用特別栽培米ひとめぼれ7kg

14,000円

特別栽培米精米ひとめぼれ
5kg×1袋、2kg×1袋/計7kg

[№5531-0115]富谷市産郷の有機使
用特別栽培米ひとめぼれ10kg

19,000円

特別栽培米精米ひとめぼれ
5kg×2袋/計10kg

[№5531-0081]奥州生ぎょうざ桃の
木富谷生ぎょうざ詰合せセット

14,000円

冷凍奥州生ぎょうざ18個入×3袋、
冷凍将軍生ぎょうざ16個入×2袋/計
86個

[№5531-0075]ブルーベリードリン
ク500ml、ブルーベリー黒酢500ml

15,000円

ブルーベリードリンク500ml（果汁5
0％）ブルーベリー黒酢500ml

[№5531-0077]富谷市産冷凍ブルー
ベリー1kg

12,000円

冷凍ブルーベリー1kg×1袋

[№5531-0078]ブルーベリーゼリー
セット

11,000円

ブルーベリーゼリー90g×12個

[№5531-0079]ブルーベリーバラエ
ティセット

12,000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

[№5531-0083]自家製スモーク詰合
せとドレッシング

14,000円

手作りスモーク4種詰合せ（キング
サーモン3枚、カラスガレイ3枚、ホ
タテ貝3個、カキ3個）×1パックキ
ングスモークサーモン6枚×1パック
フレンチドレッシング250cc×1本

[№5531-0084]特製ディナーセット

24,000円

手作りスモーク4種詰合せ（キング
サーモン3枚、カラスガレイ3枚、ホ
タテ貝3個、カキ3個）×1パック季
節のポタージュ×1パック和牛ホホ
肉のシチュー×1パックフレンチド
レッシング250cc×1本

[№5531-0085]レストランフュメド
ゥコスモランチペアお食事券

13,000円

ランチペアお食事券
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宮城県　富谷市

[№5531-0086]レストランフュメド
ゥコスモディナーペアお食事券

23,000円

ディナーペアお食事券

[№5531-0088]富谷ブルーベリーの
焼菓子詰合せ

14,000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

[№5531-0087]富谷の焼菓子詰合せ

13,000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、と
みやブルーベリーダックワーズ5個/
計16個

[№5531-0089]富谷銘菓詰合せ

13,000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

[№5531-0090]富谷大使15個セット

14,000円

富谷大使15個

[№5531-0091]自家焙煎コーヒー豆
モーニングセット

13,000円

ブレンド「0」200g×1個、ブレンド
「07：20」200g×1個

[№5531-0092]自家焙煎コーヒー豆
アフタヌーンセット

13,000円

ブレンド「12：30」200g×1個、ブ
レンド「15：00」200g×1個

[№5531-0093]自家焙煎コーヒー豆
イブニングセット

13,000円

ブレンド「19：45」200g×1個、ブ
レンド「23：55」200g×1個

[№5531-0096]宮城はちみつお菓子3
点セット

13,000円

宮城はちみつスティックケーキ6本
入×2個宮城はちみつラングドシャ2
1個入×1個宮城はちみつクランチ10
個入×1個

[№5531-0095]とみやはちみつ120g
×3個セット

13,000円

とみやはちみつ120g×3個

[№5531-0119]宮城県産豚切落し2.3
kg

15,000円

豚切落し2.3kg

[№5531-0120]宮城県産黒毛和牛切
落し1.5kg

24,000円

黒毛和牛切落し1.5kg
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宮城県　富谷市

[№5531-0112]仙台クラシックゴル
フ倶楽部ゴルフプレー補助券

13,000円

ゴルフプレー補助券1枚

[№5531-0070]富谷パブリックコー
ス平日プレー券（お一人様1回限り
）

20,000円

富谷パブリックコース平日プレー券
（カート代・税金込)

[№5531-0121]富谷パブリックコー
ス土日プレー券（お一人様1回限り
）

23,000円

富谷パブリックコース土日プレー券
（カート代・税金込）

[№5531-0122]富谷カントリークラ
ブ平日プレー券（お一人様1回限り
）

36,000円

富谷カントリークラブ平日プレー券

[№5531-0123]富谷カントリークラ
ブ土日プレー券（お一人様1回限り
）

52,000円

富谷カントリークラブ土日プレー券

[№5531-0059]EIGHTCROWNSWILDFLOW
ERHONEY3個セット

20,000円

富谷産非加熱生はちみつEIGHTCROWN
SWILDFLOWERHONEY
3個セット（110g×3）

[№5531-0069]【期間限定】富谷市
産ブルーベリー約200g×5パック

10,000円

ブルーベリー生パック約200g×5パ
ック計1kg

[№5531-0060]清酒鳳陽富谷宿開宿4
00年記念酒とシフォンケーキセット

15,000円

清酒鳳陽富谷宿開宿400年記念酒純
米大吟醸720ml×1本「いさわ屋」製
シフォンケーキ5個
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