
勢登鮨 NO.G007

デミグラス
ハンバーグ弁当
デミグラス
ハンバーグ弁当 円600円600

常温

シマワキ水産 NO.G001
バチマグロの中トロ、生ウニ、いくら入り!
※入荷状況によりネタが変更になる場合が
　ございます。

バチマグロの中トロ、生ウニ、いくら入り!
※入荷状況によりネタが変更になる場合が
　ございます。

円1,500円1,500 常温上寿司上寿司（1人前）（1人前）

天麩羅 秋光 NO.G015

上秋光天丼上秋光天丼 円1,350円1,350
常温

穴子1本・海老1本・野菜2種・
温泉卵天1コ・ごはん（180～200ｇ）
穴子1本・海老1本・野菜2種・
温泉卵天1コ・ごはん（180～200ｇ）

勢登鮨 NO.G008

サケ弁当サケ弁当 円600円600 常温

勢登鮨 NO.G013

牛バラと
アジフライ弁当
牛バラと
アジフライ弁当 円600円600

常温

加賀商店 NO.G004

おすすめ
海鮮丼
（ねぎトロ
 （本マグロ使用）入）

おすすめ
海鮮丼
（ねぎトロ
 （本マグロ使用）入）

円800円800 常温

加賀商店 NO.G005

おすすめ
特選海鮮丼
（中トロマグロ・
  ほたて・いくら入）

おすすめ
特選海鮮丼
（中トロマグロ・
  ほたて・いくら入）

円1,300円1,300 常温

うえたいら肉店 NO.G018

豚ヒレカツ弁当豚ヒレカツ弁当 円600円600
常温

うえたいら肉店 NO.G017

酢豚弁当酢豚弁当 円600円600 常温

うえたいら肉店 NO.G019

ミックス
フライ弁当
ミックス
フライ弁当 円600円600 常温

お 弁 当 特 集ひとつからでも注文OK!

シマワキ水産 NO.G002 本マグロカマトロ、アワビ入り！
魚屋ならではの厳選された
ネタづくし！！
※入荷状況によりネタが変更に
　なる場合がございます。

本マグロカマトロ、アワビ入り！
魚屋ならではの厳選された
ネタづくし！！
※入荷状況によりネタが変更に
　なる場合がございます。

円2,500円2,500
常温

極上寿司極上寿司
（1人前）（1人前）

勢登鮨 NO.G006

円1,200円1,200 常温特選寿司特選寿司（1人前）（1人前）

うえたいら肉店 NO.G020

ハンバーグ弁当ハンバーグ弁当 円600円600
常温

いちば亭 NO.G016

青森県産牛焼肉弁当青森県産牛焼肉弁当
円1,180円1,180

常温

うえたいら肉店 NO.G021

チキンカツ・
ハンバーグ弁当
チキンカツ・
ハンバーグ弁当 円600円600

常温

肉や うえたいら 七厘村店 NO.G022

唐揚げ弁当唐揚げ弁当 円600円600 常温

※お弁当のみご注文の場合は、配達日前日の
　正午までにご注文をお願いします。

※入荷状況によりネタが変更になる場合が
　ございます。
※入荷状況によりネタが変更になる場合が
　ございます。

特選海鮮丼
（生うに・いくら入り）
特選海鮮丼
（生うに・いくら入り） 円1,500円1,500

常温

シマワキ水産 NO.G003

勢登鮨 NO.G014

しょうが焼弁当しょうが焼弁当 円600円600
常温

おいしさ
色 ！々

米八 NO.G011

カラスガレイの
みりん焼弁当
カラスガレイの
みりん焼弁当 円950円950

常温

米八 NO.G012

赤魚の塩焼弁当赤魚の塩焼弁当
円900円900

常温

屋久岳 NO.G010

焼さば棒寿司焼さば棒寿司 円1,490円1,490
常温

肉厚で脂がある八戸前沖さばを使用。肉厚で脂がある八戸前沖さばを使用。

（1パック・8カン入）（1パック・8カン入）
自家製・八戸前沖さば使用自家製・八戸前沖さば使用

屋久岳 NO.G009

さば棒寿司さば棒寿司 円1,490円1,490 常温

肉厚で脂がある八戸前沖さばを使用。肉厚で脂がある八戸前沖さばを使用。

（1パック・8カン入）（1パック・8カン入）
自家製・八戸前沖さば使用自家製・八戸前沖さば使用



食卓のお供食卓のお供

日常利用に！日常利用に！

海藻・珍味海藻・珍味

海の恵み海の恵み

その他その他

日々に彩りを添えて日々に彩りを添えて

ごちそうに！ごちそうに！

大切な日の大切な日の

岩正

ズワイガニむき身ズワイガニむき身
円2,750円2,750（1パック・500g）（1パック・500g）

冷凍

NO.G023

ロシア産ロシア産

岩正

ズワイガニ爪ズワイガニ爪
円2,800円2,800（1パック・500g）（1パック・500g）

冷凍

NO.G024

ロシア産ロシア産

岩正

冷凍ホタテ冷凍ホタテ
円2,900円2,900（1パック・500g）（1パック・500g）

冷凍

NO.G025

北海道産北海道産

加賀商店

お刺身盛合せAお刺身盛合せA
円1,300円1,300（1パック）（1パック）

冷蔵

NO.G026
マグロ、エビ、ホタテの3種盛り合わせです。
※12月中はご注文できません。
マグロ、エビ、ホタテの3種盛り合わせです。
※12月中はご注文できません。

加賀商店

お刺身盛合せBお刺身盛合せB
円1,300円1,300（1パック）（1パック）

冷蔵

NO.G027
トロマグロ、イカ、サーモンの
3種盛り合わせです。
※12月中はご注文できません。

トロマグロ、イカ、サーモンの
3種盛り合わせです。
※12月中はご注文できません。

坂下商店

ばちまぐろ中トロばちまぐろ中トロ
円2,000円2,000（1パック・300ｇ）（1パック・300ｇ）

冷凍

NO.G028

台湾・日本産台湾・日本産

坂下商店

シマホッケ
（塩ホッケ）
シマホッケ
（塩ホッケ）

円1,500円1,500（1本）（1本）

冷凍

NO.G029

アメリカ産アメリカ産

脂のりバツグン！
絶妙な塩加減がウマイ！
脂のりバツグン！
絶妙な塩加減がウマイ！

日登商店

銀タラ銀タラ
円1,600円1,600（1パック・5切入）（1パック・5切入）

冷蔵

NOG030

アメリカ産アメリカ産

当店の人気商品です。当店の人気商品です。

食品のサービスエイト

混合甘口醤油混合甘口醤油
円730円730（1本・1.8ℓ）（1本・1.8ℓ）

常温

NO.G042

㈱平与商店㈱平与商店

強い旨味が特徴の甘口醤油。強い旨味が特徴の甘口醤油。

食品のサービスエイト

まっしぐらまっしぐら
円4,300円4,300（1袋・10㎏）（1袋・10㎏）

常温

NO.G043

㈱ライケット㈱ライケット

カレーや汁物などの料理と相性が良い。カレーや汁物などの料理と相性が良い。
食品のサービスエイト

八戸ラーメンセット八戸ラーメンセット
円790円790（1セット・５人前）（1セット・５人前）

冷蔵

NO.G044

日登商店

紅鮭筋子紅鮭筋子
円1,200円1,200（1皿）（1皿）

冷蔵

NO.G031

アラスカ産アラスカ産

さかなやおざき

シマホッケシマホッケ
円1,500円1,500（1セット・2枚）（1セット・2枚）

冷蔵

NO.G032

アメリカ産アメリカ産

さかなやおざき

貝わさび貝わさび
円500円500（1パック・約130g）（1パック・約130g）

冷蔵

NO.G034
ツーンとくる辛さがクセになる！ツーンとくる辛さがクセになる！

さかなやおざき

サバ干しサバ干し
円1,000円1,000（1セット・2枚）（1セット・2枚）

冷蔵

NO.G033

八戸産他八戸産他

海彩

赤貝（サルボウ貝）
やわらか煮
赤貝（サルボウ貝）
やわらか煮

円1,000円1,000（1パック・170g）（1パック・170g）

冷蔵

NO.FG035

国産国産

うす味で塩分控えめ。うす味で塩分控えめ。
タコのコリコリ食感と舌に残る辛さがやみつき。タコのコリコリ食感と舌に残る辛さがやみつき。

海彩

たこキムチたこキムチ
円 1,000円 1,000（1パック・120g）（1パック・120g）

冷蔵

NO.G036

当店オリジナル当店オリジナル

海彩

甘えび塩辛甘えび塩辛
円1,300円1,300（1パック・120ｇ）（1パック・120ｇ）

冷蔵

NO.G037
プリプリの甘えびがうまい。
えび好きにはたまらない一品。
プリプリの甘えびがうまい。
えび好きにはたまらない一品。

佐々正商店

家庭用野菜セットA家庭用野菜セットA

円2,100円2,100

常温

NO.G038 佐々正商店

家庭用野菜セットB家庭用野菜セットB

円1,800円1,800

常温

NO.G039

ホタテ串焼ホタテ串焼
円450円450（1本）（1本）

常温

NO.G040

北海道産北海道産

天麩羅　秋光

穴子天ぷら穴子天ぷら
円1,600円1,600（2本）（2本）

常温

NO.G041
天つゆ付き。天つゆ付き。

梨忠商店

のりごまふりかけのりごまふりかけ
円1,200円1,200（1本・130g）（1本・130g）

常温

NO.G049

有明産海苔使用有明産海苔使用

あったかごはんやおにぎりに！あったかごはんやおにぎりに！

福真

ふぐ刺し（大）ふぐ刺し（大）
円2,500円2,500（1皿・5～6人前）（1皿・5～6人前）

冷蔵

NO.G045

八戸産八戸産

30ｃｍの大皿入り！
※漁の状況により入荷が無い場合もございます。
30ｃｍの大皿入り！
※漁の状況により入荷が無い場合もございます。

肉や うえたいら七厘村店

唐揚げ盛り合わせ
（若どりモモ肉、砂肝の唐揚げ）
唐揚げ盛り合わせ
（若どりモモ肉、砂肝の唐揚げ）

円2,300円2,300（1パック・1kg）（1パック・1kg）

常温

NO.G046 肉や うえたいら七厘村店

唐揚げ盛り合わせ
（若どりモモ肉）
唐揚げ盛り合わせ
（若どりモモ肉）

円2,300円2,300（1パック・1kg）（1パック・1kg）

常温

NO.G047 天麩羅 秋光

天ぷら盛合わせ天ぷら盛合わせ

円3,500円3,500

常温

NO.G048
天つゆ付き。天つゆ付き。

梨忠商店

おいしいわかめおいしいわかめ
円1,000円1,000（1袋・400g）（1袋・400g）

冷蔵

NO.G050

北三陸産北三陸産

肉厚で磯の香りが抜群です。肉厚で磯の香りが抜群です。
梨忠商店

湯通し塩蔵昆布湯通し塩蔵昆布
円700円700（1袋・400g）（1袋・400g）

冷蔵

NO.G051

三陸産三陸産

昆布巻き、おでん、煮物に最適です。昆布巻き、おでん、煮物に最適です。
佐藤海苔店

利尻昆布利尻昆布
円600円600（１袋・50g）（１袋・50g）

常温

NO.G052

北海道産北海道産

佐藤海苔店

焼のり焼のり
円1,000円1,000（1袋・50枚入）（1袋・50枚入）

常温

NO.G053

松島産松島産

佐藤海苔店

ふのりふのり
円580円580（1袋・25g）（1袋・25g）

常温

NO.G054

北海道産北海道産

お菓子・パンお菓子・パン

ほっと一息！ほっと一息！

デコール

米粉ロール米粉ロール
円970円970（1本）（1本）

冷蔵

NO.G055
米粉生地に生クリームをロールしました。米粉生地に生クリームをロールしました。

デコール

にこにこぷりんにこにこぷりん
円1,400円1,400（1セット・5本）（1セット・5本）

冷蔵

NO.G056
風味豊かななめらかぷりんです。風味豊かななめらかぷりんです。

しんぼり

よくばり大福セット
（よもぎ3コ・塩4コ）
よくばり大福セット
（よもぎ3コ・塩4コ）

円750円750（1パック・7コ入）（1パック・7コ入）

常温

NO.G057
人気の大福をセットにしました。
お茶のお供にどうぞ！
人気の大福をセットにしました。
お茶のお供にどうぞ！

しんぼり

なんばんみそ団子なんばんみそ団子
円900円900（1箱・12コ入）（1箱・12コ入）

冷凍

NO.G058
ピリ辛な南蛮みそがクセになります！
保存に便利な冷凍にてお届けします。
ピリ辛な南蛮みそがクセになります！
保存に便利な冷凍にてお届けします。

お菓子処　丸美屋

おまかせケーキセットおまかせケーキセット
円1,000円1,000（1セット・3コ）（1セット・3コ）

冷蔵

NO.G059

ピエロピエロ

ご自宅でステキなティータイムをどうぞ。ご自宅でステキなティータイムをどうぞ。
お菓子処　丸美屋

ゆべし（あん）ゆべし（あん）
円500円500（1パック・3コ入）（1パック・3コ入）

常温

NO.G060

手づくり手づくり

昔ながらの素朴な味です。昔ながらの素朴な味です。

お菓子処　丸美屋

子鯛焼き子鯛焼き
円400円400（1パック・5コ入）（1パック・5コ入）

常温

NO.G061

手づくり手づくり

粒あん入りの小さなかわいい鯛焼き。粒あん入りの小さなかわいい鯛焼き。
マルシャン

サンドパンセットサンドパンセット
円600円600（1セット・3コ）（1セット・3コ）

常温

NO.G063
ピーナッツ、あんマーガリン、
ジャムマーガリン
ピーナッツ、あんマーガリン、
ジャムマーガリン

マルシャン

惣菜パンセット惣菜パンセット
円850円850（1セット・3コ）（1セット・3コ）

常温

NO.G064
エビグラタン、エビカツ、エビフライエビグラタン、エビカツ、エビフライ

創季屋

ジャンボシュークリーム
八戸キャベツ（冷凍販売）
ジャンボシュークリーム
八戸キャベツ（冷凍販売）

円950円950（1コ）（1コ）

冷凍

NO.G065

しみず食品しみず食品

カスタード＆ホイップクリーム入り！カスタード＆ホイップクリーム入り！
創季屋

黒シュー（冷凍販売）黒シュー（冷凍販売）
円950円950（1コ）（1コ）

冷凍

NO.G066

しみず食品しみず食品

カスタード＆ホイップクリーム入り、
さらに青りんごジャム入り！
カスタード＆ホイップクリーム入り、
さらに青りんごジャム入り！

マルシャン

菓子パンセット菓子パンセット
円800円800（1セット・5コ）（1セット・5コ）

冷蔵

NO.G062
こしあん・つぶあん・イチゴジャム・
クリーム・チョコレート
こしあん・つぶあん・イチゴジャム・
クリーム・チョコレート

花空間クローバー

お供用花束お供用花束
円3,000円3,000（1束）（1束）

常温

NO.G067
一対をご利用の方は2束ご注文ください。
※商品内容は変更になる場合もございます。
一対をご利用の方は2束ご注文ください。
※商品内容は変更になる場合もございます。

市内宅配サービス
おうちに市場がやってくる ！

配送料 一律　　  円 ※ただし、総額3,000円以上で無料400

○1,500円を○1,500円を当当 ○1,500円を○1,500円を当当

キャベツ1コ、白菜（小）1/2コ、大根1本、
玉ねぎ1㎏、人参1㎏、ジャガイモ1㎏、
ピーマン1袋、ナス1袋、
レタス1コ、長ネギ1束

キャベツ1コ、白菜（小）1/2コ、大根1本、
玉ねぎ1㎏、人参1㎏、ジャガイモ1㎏、
ピーマン1袋、ナス1袋、
レタス1コ、長ネギ1束

バナナ4～5本、さつまいも1本、えのき
1パック、しいたけ1パック、しめじ1パック、
ほうれん草1束、小松菜1束、
小ネギ1束、大葉1束、長いも1本

バナナ4～5本、さつまいも1本、えのき
1パック、しいたけ1パック、しめじ1パック、
ほうれん草1束、小松菜1束、
小ネギ1束、大葉1束、長いも1本

海老4本・穴子2本・白身魚2コ・
海鮮系3種・ししとう2コ・
なす2コ・椎茸2コ

海老4本・穴子2本・白身魚2コ・
海鮮系3種・ししとう2コ・
なす2コ・椎茸2コ

屋久岳

●商品は豊富に取り揃えておりますが、

　万一品切れの際はご容赦ください。

●このチラシ掲載の商品は全て

　税込価格です。

タコのコリコリ食感と舌に残る辛さが
やみつき。
タコのコリコリ食感と舌に残る辛さが
やみつき。

○1,400円を○1,400円を当当

㈱木村屋㈱木村屋

coming soon coming soon coming soon coming soon coming soon


