
※上記セットの価格には送料を含んでおりますが、沖縄・北海道への発送は送料を 別途1000円頂戴しております。

白いか詰合

7,,,,80０円
⑫⑫⑫⑫白いか×4～5枚

(税･送料込)

４,,,,９８０円

のどぐろ詰合

のどぐろ(大)詰合

7,,,,8００円

⑨⑨⑨⑨ のどぐろ(中)×4～6尾

⑭⑭⑭⑭ のどぐろ(大)×3尾

(税･送料込)

５,,,,９８０円
⑩⑩⑩⑩ のどぐろ(中)×6～8尾

(税･送料込)

10,,,,80０円
⑬⑬⑬⑬白いか×6～7枚

(税･送料込)
12,,,,0００円

⑮⑮⑮⑮のどぐろ(大)×5尾

(税･送料込)

(1尾 約70～90g)

(1尾 約150g)(1枚 約100g～200g)

3,,,,980円

えてがれい詰合

⑥⑥⑥⑥(7～10尾入り)

４,,,,980円
⑦⑦⑦⑦((((10～13尾入り)

(税･送料込)

(1尾 約100～150g)

5,,,,980円
⑧⑧⑧⑧(13～16尾入り)

５,,,,98０円(税･送込)

④④④④名人の干物6種詰合-B1 ⑤⑤⑤⑤名人の干物6種詰合-B2③③③③名人の干物 5種詰合-M

①①①①名人の干物６種詰合-B3

えてがれい×4尾、開きアジ×4尾

のどぐろ(中)×4尾、はたはた×4尾、

連子鯛×1尾、白いか×2枚

②②②②名人の干物 6種詰合-B4

えてがれい×2尾、開きアジ×2尾

のどぐろ(中)×2尾、はたはた×2尾、

白いか×1枚、連子鯛x1尾

えてがれい×1尾、開きアジ×1尾

のどぐろ(中)×1尾、はたはた×2尾、

白いかx1、連子鯛x1尾

かれい×1、のどぐろｘ1、アジ×1

尾、沖ぎす200g、連子鯛×1尾

人気の詰め合わせの詰め合わせの詰め合わせの詰め合わせのセットはこちら！ 毎年人気のセットです。

４,,,,980円(税･送込)

１3,,,,0００円(税･送込)

8,,,,8００円
(税･送料込)

内容量：

・のどぐろ中サイズ

(80g～)×3尾

・エテガレイ

(100g～)×3尾

・ハタハタ(約30g)

×3～4尾

・開きアジ約60g)×3尾

・白イカ(約120g)×1枚

3,,,,980円(税･送込)

⑪⑪⑪⑪ のどぐろ(中)×13～15尾

7,,,,９８０円

各商品のQRコードからホームページからご購入もできます。



ノドグロ（中） ノドグロ(大) ノドグロ(特大) エテガレイ 笹がれい

中(約100g):380380380380

大(約130g):480480480480

白いか はたはた（3尾入り） はたはた（小）無頭 連子鯛 甘鯛

90g:1080円1080円1080円1080円 中(120g)：480円480円480円480円

150g:1500円1500円1500円1500円 大(135g)：630円630円630円630円

するめいか あじ 沖ギス 真イワシ カマス

M(60g)：170円170円170円170円 1串(6～8尾)

L(80g)：200円200円200円200円 1串：540円540円540円540円(税込)

いぎす草 笹がれい白連干し とろろもずく 板ワカメ 北海道産　真昆布

重量:100g 重量:300g 重量:70g 重量:200g

1袋：880円880円880円880円(税込) 1枚：860円860円860円860円(税込) 1枚：2400円2400円2400円2400円(税込) 1袋：1000円1000円1000円1000円(税込)

約100g

1枚：800円800円800円800円(税込)

約200g

1尾：600円600円600円600円(税込)

200g

1枚：1380円1380円1380円1380円(税込)

※単品のみでのご注文は別途送料（クール冷凍便）990円を頂きます。北海道・沖縄へは：2000円です。

80g

1枚：680円680円680円680円(税込)

1袋（40g）

1000円1000円1000円1000円(税込)

約250ｇ(4～6尾)

1袋：540円540円540円540円(税込)

約180g

1枚：980円980円980円980円(税込)

 ノドグロ特大入ったセットはこちら！    ノドグロ大入ったセットはこちら！

150g

1枚：2160円2160円2160円2160円(税込)

300g

1枚：3800円3800円3800円3800円(税込)

1パック：200g

700円700円700円700円(税込)

約140g

1枚：540円540円540円540円(税込)

※天候・水揚げの状況により、価格・内容を変更する場合がございます。

⑲⑲⑲⑲名人の干物4種-L2

⑯⑯⑯⑯老舗のこだわり4種-A

⑰⑰⑰⑰老舗のこだわり6種-A

ノドグロ大×2尾

かれいｘ2尾

あじｘ2尾

ノドグロ大ｘ1尾

かれい×1尾

アジ×1尾

はたはた×2尾

のどぐろ特大×1尾、かれ

い×2尾、笹カレイ×2尾、

アジｘ2、ハタハタｘ3尾、

甘鯛ｘ１

１０,,,,８00円

4,5004,5004,5004,500円

7,8007,8007,8007,800円
(税･送料込)

(税･送料込)

(税･送料込)

⑱⑱⑱⑱名人の干物４種-L1

のどぐろ特大×1尾、

かれい×2尾、かます×2

尾、アジｘ2

7,,,,８00円
(税･送料込)



※記入例-2

　（お好きな物を選んでセットにする場合）

□銀行、郵便振込(ご請求書をお送りいたします)　

到着希望日：(　　　月　　　日)　

□午前中　□12-14時　□14-16時

□16-18時　□18-20時　□20-21時

その他

2015年冬#９４三謳 2020年夏 #ＨＰ117

送り先が２箇所以上なら

裏面の申込用紙が便利です

注文書

※記入例-1（「６種セット」に

　「エテガレイ(中)」を２枚追加する場合）

１．ご希望の商品をご記入下さい。１．ご希望の商品をご記入下さい。１．ご希望の商品をご記入下さい。１．ご希望の商品をご記入下さい。

1  エテガレイ（中）　３８０円エテガレイ（中）　３８０円エテガレイ（中）　３８０円エテガレイ（中）　３８０円 5555

2  あじ　　　　　　２４０円あじ　　　　　　２４０円あじ　　　　　　２４０円あじ　　　　　　２４０円 2222

1

1 　⑤名人の干物5種詰合-C2　 ５９８０円　⑤名人の干物5種詰合-C2　 ５９８０円　⑤名人の干物5種詰合-C2　 ５９８０円　⑤名人の干物5種詰合-C2　 ５９８０円 1111

2 　エテガレイ（中）　３８０円　エテガレイ（中）　３８０円　エテガレイ（中）　３８０円　エテガレイ（中）　３８０円 2222

はたはた（小）７００円×３はたはた（小）７００円×３はたはた（小）７００円×３はたはた（小）７００円×３

沖ギス　５４０円×２沖ギス　５４０円×２沖ギス　５４０円×２沖ギス　５４０円×２

甘鯛　１３８０円×１甘鯛　１３８０円×１甘鯛　１３８０円×１甘鯛　１３８０円×１

２．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。２．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。２．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。２．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。

お名前

様

ご

住

所

〒

お電話番号

カマス　　５４０円×２カマス　　５４０円×２カマス　　５４０円×２カマス　　５４０円×２

2

その他

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。(有)ヤマサ食品　電話：０８５９－２１－８０１０ 

Eメール：info@himono1ba.com    干物市場ドットコム（http://himono1ba.com/)

４．お支払い方法をお選び下さい。　(ご希望に４．お支払い方法をお選び下さい。　(ご希望に４．お支払い方法をお選び下さい。　(ご希望に４．お支払い方法をお選び下さい。　(ご希望にチェックして下さい）チェックして下さい）チェックして下さい）チェックして下さい）

□代金引換(配達員にお支払い下さい)※別途３30円～４40円かかります。

※ご希望の到着日・時間があればご記入下さい。

　無ければ、最短で発送いたします。

のし紙のご希望→

がございましたら

お書き下さい

５．郵送かFAXにてお送り下さい５．郵送かFAXにてお送り下さい５．郵送かFAXにてお送り下さい５．郵送かFAXにてお送り下さい

FAX確認後、当店よりご連絡いたします。

２日以内に連絡が無い時にはFAXが届いていな

い場合がございます。お手数ですが当店までご

連絡いただけるようお願いたします。
FAX番号：０８５９-３３-２０６２

３．送り先をご記入下さい３．送り先をご記入下さい３．送り先をご記入下さい３．送り先をご記入下さい(ご本人様の場合、記入の必要はありません。)(ご本人様の場合、記入の必要はありません。)(ご本人様の場合、記入の必要はありません。)(ご本人様の場合、記入の必要はありません。)

お名前

様

ご

住

所

〒

お電話番号

0859-33-2062
注文FAX番号

－24時間受付－



お名前

様

Eメール（メールでのご連絡をご希望の方）

※無ければ最短で発送します

2020年夏 #ＨＰ117

ご不明な点は、お気軽に

お問い合わせ下さい。

☎０８５９-２１-８０１０   注文書

1．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。1．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。1．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。1．お客様（ご依頼主様）のお名前・ご住所をご記入下さい。

（

請

求

先

様

）

送

り

主

様

ご

住

所

〒

お電話番号

記入例： のしをご希望の

場合、こちらに

ご記入下さい↓

２．お届け先と商品をご記入下さい。２．お届け先と商品をご記入下さい。２．お届け先と商品をご記入下さい。２．お届け先と商品をご記入下さい。 ⑩
1のどぐろ詰合　　5980円

電話番号

お

届

け

先

①

ご

住

所

〒

お名前

様

到着希望日（　　　月　　　　日）

個数番号 商品名

到着希望日（　　　月　　　　日）

個数番号 商品名

電話番号

お

届

け

先

②

ご

住

所

〒

お名前

様

確認後、当店よりご連絡いたします。　２～３日以内に連絡が無い時にはFAXが届いていない場合がございます。

お手数ですが当店までご連絡いただけるようお願いたします。

個数

電話番号

お

届

け

先

③

ご

住

所

〒 番号 商品名

お名前

様

到着希望日（　　　月　　　　日）

３．お支払い方法をお選び下さい。　(いずれかに３．お支払い方法をお選び下さい。　(いずれかに３．お支払い方法をお選び下さい。　(いずれかに３．お支払い方法をお選び下さい。　(いずれかにチェックして下さい）チェックして下さい）チェックして下さい）チェックして下さい）

　□銀行・郵便振り込み   ｜   □代金引換    ｜

その他ご意見、ご要望がございましたらお申し付け下さい。

４．このまま郵送かFAXにてお送り下さい。０８５９-３３-２０６２(24時間受付）４．このまま郵送かFAXにてお送り下さい。０８５９-３３-２０６２(24時間受付）４．このまま郵送かFAXにてお送り下さい。０８５９-３３-２０６２(24時間受付）４．このまま郵送かFAXにてお送り下さい。０８５９-３３-２０６２(24時間受付）

0859-33-2062
注文FAX番号

－24時間受付－



 〜ガイド本には載らない山陰の名所案内
全国的に「タヌキ注意︕」や「熊注意︕」はありますが、
島根県 安来市にはこんな標識があります。
ええ。「⽼人注意」です。Googleマップでも確認できます→

２．白いかとスルメイカ
 白いか（標準和名︓ケンサキイカ）も山陰の夏の味覚の代表格です。
 ※山陰で「イカ」と言うと、白いかの事を指します。
 柔らかく、上品な味なので、ご年配の方にもオススメです。

 また、スルメイカ（しまめいか）もまだ在庫があります。
 この前、食べ比べしたんです。 2つの種類のイカを一緒に食べる事ってそんなに
 無いと思います。上品な味の白いかとスルメイカの食べ比べ。今ならできます。

↑白いか　↓するめいかです。

久々に2つ揃いました。

食べ比べてみて下さい。

3．鷲⾒さんの板わかめ
 山陰にはたくさんの板わかめ職人がいますが、御来屋の鷲⾒さんの
 板わかめは美味いです。 数が少ないのでお早めにどうぞ。
 ちなみに、板わかめとは わかめを乾燥させ、こんな風に→ ご飯にかけて食べる
 だけのシンプルな食べ物です。でも美味いんです。山陰のソウルフードなのです。

4．とろろもずく
 山陰では、とろろもずく とか、ばあずごろし。
 標準和名は「くろも」です。「バリバリ」と音が出るほど 
 小気味良い食感が特徴で一般的なもずくとは全く違います。
  ネバネバが強く、風味も強いのでハマる 人が多いです。
  干物と一緒に送れます「ついで買い」にいかがでしょうか︖ とにかく食感と香りが強い

もずくです。

てんぷらや味噌汁にしても

美味しいです。

 夏のオススメ4つ
１．アジ 
 なんと言っても、今はアジです。
 今のアジは脂質含有量がグンと上がり、どの高級魚にも負けない美味しさがあり
 ます。スーパー等では 旬を無視して年中売っているので、美味しくないイメージ
 があるかもしれませんが、旬で新鮮な素材でちゃんと作ったアジは別物です。
 まあ、値段も安いので、家の冷凍庫に10枚くらいあってもイイと思います。

味が良いからアジという名が

付いた。という説があります

が、納得出来ます。

３月から外で販売してません。

早く全国を回りたい、、、

ヤマサ食品齋藤です。いつもありがとうございます。
日本海は冬のイメージですが、夏だってちゃんと美味いものがあります。
「旬を楽しむ」というのは日本人の特権。夏のオススメ4品ご紹介します。

山陰の旬通信

7月23日から4日間 米子天満屋さんで催事の予定です。去年の今ごろは 東京で催事販売をしてましたが、
今年は山陰から1歩も出てません。来シーズンはたくさん地方を回りたいなあ。


