
販売価格税込み 通常価格税込み 送料税別 WEBサイト 電話受付

伊勢志摩産 伊勢海⽼・伊勢志摩アカモクセット 伊勢海⽼300g×2尾 アカモク70g×4 5,400 6,800 1,000 shimarei.com 0599-43-1900 有限会社伊勢志摩冷凍
2020/05/15-
2020/06/30

9：00-16：00 ⽔・⽇休み 三重県志摩市阿児町 それぞれ単品でもご注⽂いただけます。お問合せください。

⾶騨⽜焼⾁セット 2⼈前セット
（肩ロース300ｇ・モモ300ｇ）

上品な霜降り⾁の味がしっかりする⾚⾝
弊社⾃慢の焼⾁セットです。

10,000 12,500 1,200 http://www.uda-meat.com 0599-56-0029 有限会社宇⽥ミート
2020/05/20-
2020/06/30

7：00-17：00 ⽔・⽇休み 三重県志摩市磯部町
※決済⽅法は基本的に代⾦引換となります。（⼿数料300円）
※送料につきましては、沖縄・北海道は2,000円（税込）となりま
す。

冷凍メバル・カサゴ（⾚⿂）⽔洗い5尾づつ、
ボイルタコ 350ｇ/尾

⿃⽻産の3種類セット 3,100 4,800 700 -
TEL0599-21-2000
FAX0599-21-
2001

有限会社ケイ・エフ・
エス

2020/05/20-
2020/06/30

8：00-16：00 無休 三重県⿃⽻市⿃⽻
※2セット合せご注⽂は各商品増量となります。但し1ケースの発
送です。
※ご注⽂はFAXにてお願い致します。

夏の冷やしめんセット
（ざるうどん×3、冷やし中華×3、そうめん×2）

暑い⽇にお家でおいしく！ 2,000 2,980 770 http://www.jindaya.com 0594-22-0273 陳⽥屋商店
2020/05/20-
2020/06/30

9：00-17：00
三重県桑名市東⽮⽥
町

製麺所からの直送でお届けします。その他うどん・そばもありま
す。

海⼥とまちゃん トマトジュース180ｍｌ
⾃社⽣産のトマトを使⽤した、
添加物なしの果汁100％のジュースです

400 500 別途 - 0599-25-2252 有限会社⽻柴商店
2020/05/15-
2020/06/30

8：00-17：00 毎週⽔曜⽇・最終⽇曜⽇
休み

三重県⿃⽻市⿃⽻ 5⽉に関しては、営業時間午前中のみ（8：00-12：00）

おたのしみ⼲物セット
サンマ開き3枚・アジ開き4~5枚
タチウオみりん1袋・アジ桜⼲し1袋
ブリ塩⼲し5~6枚・サクラ塩⼲し5~6枚

当店⼈気の⼲物の詰め合せ 5,700 6,500 込み http://www.maruyoshi-sengyo.co.jp 0599-43-2860 有限会社丸義商店
2020/05/20-
2020/06/30

9：00〜18：00 毎週⽔曜⽇第2・4⽕曜⽇
休み

三重県志摩市阿児町
伊勢志摩の鮮⿂、⿂介類、乾物など⾊々取り揃えております。お
電話下さい。
限定品のため在庫なくなり次第終了です。

美熊野⽜焼⾁⾷べくらべセット ⾊々な部位が⼊った詰め合せ 10,000 13,000 込み - 0597-89-3511
株式会社⿊⽑和⽜の岡
⽥

2020/05/25-
2020/06/15

9：00-17：30 三重県熊野市有⾺町 現在、⾃社サイト⼯事中に付お電話にてお願いします。

あこや本真珠3点セット
シルバーチェーン ペンダント
シルバーチェーン ブレスレット
シルバー ピアス⼜はイヤリング

年齢を問わずお使いいただけるデザインで
す。

11,000 28,600 込み
https://store.shopping.yahoo.co.jp/
enyapearl/ypbp001.html

0596-28-8962 有限会社伊藤真珠
2020/05/20-
2020/06/30

9：30-17：00 ⼟⽇休み 三重県伊勢市岩渕
福袋でご好評いただいた商品を期間限定にて販売させていただき
ます。

萬⾦飴 1袋(100g⼊） 薬⽤植物配合の⿊糖⿊飴 395 395 300 www.isekusuri.co.jp 0120-646-770 伊勢くすり本舗㈱
2020/05/20-
2020/06/30

9：00-17：00
三重県伊勢市宇治浦
⽥

※5,000円以上は送料無料
※”⿃⽻国際ホテルHPで⾒ました”とお伝えもしくは記載いただけ
れば
 サービス品とご提供させていただきます。

詰め放題伊勢茶
茶⽸にあふれるほどの
伊勢茶⼭盛り詰めましたあふれるほどの

1,080 2,160
ホームページ
確認して下さい

http://i-ocha-jp 0596-28-3963
有限会社みょうこうえ
ん

2020/5/20~6/30 9:00~18:00《 ⽉》公休 三重県伊勢市
その他おすすめ商品多数あります。詳しくはホームページをご覧
ください

セイアグリーマヨネーズ
⾷品添加物無添加で作った
マヨネーズ

540 626

￥900
￥5000以上お買い
上げ
送料無料

http://www.yusaido.com/ 0120-66-3181 株式会社ユーサイド 2020 5/20~6/30 9:00~17:00⼟⽇祝休み 京都府宇治市

⾃社⼯場にて割卵したセイアグリー健康卵の卵⻩のみを使い無添
加で作り上げた
マヨネーズです。その他⾊々調味料あります。お電話ください。

味噌、佃煮詰合せ  簡単にお料理が出来る伊勢の味 1,188 1,382 600 http://www.koujiya-ise.com 0596-65-7050 株式会社糀屋
2020/05/18-
2020/06/20

9:00~17:00 三重県伊勢市
伊勢うどん《たれ付き2⾷⼊り》×２袋セット\1080、3袋セット
麴ぷりんもあります。

松阪⽜しぐれ煮
⽣姜が⾹る⽢めの味付けで、
ご飯にとてもよく合います。

648 1,080 950
https://www.matsusakamaruyoshi.jp
/fs/maruyoshi/c/gr156

0598-51-2911 株式会社まるよし
2020/05/18-
2020/06/30

9：00-18：00 ⽔曜⽇休み 松阪市鎌⽥町
弊社ホームページには、しぐれ煮以外の割引商品も記載されてお
り、
送料がかかりますので複数購⼊がお得です。

窯印急須 萬古焼伝統の紫泥⼟で作られた物です。 6,160 8,800 1,000 http://www.bankoyaki.jp 059-332-8218 醉⽉陶苑
2020/05/20-
2020/06/30

9：00-17：00
四⽇市市南いかるが
町

急須で有名な萬古焼です。⼀家団欒のひと時にどうぞ！

⼆⾒浦岩⼾の塩ようかん2本と
岩⼾の塩セット

塩と塩ようかんのお得な30セット数量限定で
す。

2,900 3,047 込み - 0596-42-1212 ㈲五⼗鈴勢語庵
2020/05/18-
2020/06/30

8：30-19：00 不定休 三重県伊勢市⼆⾒町 ◆単品販売ございます。お電話ください。

松坂⽜使⽤美味いもんセット
松坂⽜⼊りハンバーグ
チョリソーウインナー詰め合せ

4,968 5,500 込み http://kawayoshi-mie.jp 059-255-3502 株式会社かわよし 5/20~6/30 9:00~17:00 三重県津市
松坂⽜⼊りビッグハンバーグ4個、松坂⽜⼊りチョリソー２ｐ
松坂⽜⼊りウインナー２ｐ、冷凍品 送料、代引き⼿数料無料
《北海道、沖縄、⿅児島は配送不可》

志ぐれ蛤⼿むきあさり詰合⾓箱
志ぐれ蛤、⼿むきあさり代表的な商品
            の詰合です。

3,240 3,790 550 http://www.souhonkekaishin.com 0594-22-0304 株式会社総本家⾙新
2020/05/20-
2020/06/10

8：30-17：30 ⽇曜⽇休み 桑名市⼩⾙須 ご予算に合わせ詰合せ承ります。

伊勢醤油セット
参宮醤油2本、伊勢溜まり1本の3本セットで
す。（各150ｍｌ）

980 1,200 500 http://www.e-matsuoka.co.jp
0599-235-5022
担当：森⼝

㈱マツオカ
2020/05/25-
2020/06/10

9:00-18:00 年中無休
三重県津市⾼茶屋⼩
森町

お酒・調味料等多数取り扱っております。
お気楽にお問合せ下さい！

伊勢あんもなか《つぶあん300gもなか⽪24枚》 ご⾃⾝で餡を詰めていただく最中です。 1,296
700円 但し北海
道・沖縄・離島は
1,000円（税別）

http://iseseian.jp 0596-28-5543 伊勢製餡所 株式会社
2020/05/28-
2020/06/30

9：30~17：00 《⽇祝 休み》 三重県伊勢市 その他、つぶあん、こしあん、⽩あん、等販売しております。

海⼥⼩屋はちまんかまどお便り便
豪華なまるでセレブコース《海⼥焼き⿂介
類》

9,200
指定地域以外
1200円

https://ama-store.stors.jp/ 0599-331023
㈲兵吉屋、海⼥⼩屋は
ちまんかまど

2020/05/28-
2020/06/30

9:00~17:00 ⿃⽻市相差
海⼥のフォトブックプレゼント
海⼥が炭⽕焼き、ご⾃宅のレンジでチンしてすぐ⾷べれる

MAKOTOジュース2本セット

露地マルチ栽培丹精こめて作った早⽣温州の
ミカン
を絞った贅沢なジュースです《果汁100％無
添加》

3100
《送料込み》北海
道、沖縄
別途かかります。

0597-70-1187 株式会社MAKOTO農園 2020/6/1〜6⽉30⽇ 9:00~15:00 ⽇曜⽇ 三重県熊野市

営業時間 所在地 備考

パートナー⽀援サイト 「ひとつ屋根の下マルシェ」

2020年5⽉23⽇現在
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社

※商品の詳細については各パートナー様に直接お問い合わせください。

商品名 特徴
料⾦ 注⽂⽅法及び連絡先

提携パートナー 販売期間


