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2022年6月1日～8月21日カタログ・オンラインショップ承り期間 PC・モバイルサイト さんてつ屋

オンラインショップ
会員限定キャンペーン

三鉄オンラインショップ「さんて
つ屋」で会員登録をして

ご注文いただくと、おトクにお買い
求めいただけます。

くわしくはオンラインショップをご
覧ください。

実施期間 6.12022. 水 8.21日
さんてつ屋は
こちらから▶



●内容量：さんてつサイダー330ml×2
本、さんてつグラス×2個、コースター×
2個、缶バッジ×1個
●賞味期限：製造日より365日
●製造者：八戸製氷冷蔵株式会社

価格 2,000円（内税）
送料別注文番号 102

さんてつグラス・
サイダーセット 常温

●内容量：さんてつサイダー
330ml×12本（箱入）
●賞味期限：製造日より365日
●製造者：八戸製氷冷蔵株式会社

価格 2,800円（内税）
送料別注文番号 101 

さんてつサイダー
12本入（限定80セット）

常温

常温

酒類・日本酒

陸前高田市
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新出品

常温

しゅわしゅわ、さわやか米崎りんごサイダー。海とりんご園
の風景が広がります。濃厚な米崎りんご果汁10%。

価格 2,900円（内税）送料込注文番号 107
●内容量：米崎りんごサイダー340ml×6本
●賞味期限：製造日より1年6ヶ月
●販売者：らら・ぱれっと

陸前高田 
米崎りんごサイダー6本セット

常温

酸味と甘みが舌の上でしゅわっと踊る山葡萄サイダー、
そしてクロモジのさわやかな香りが際立つ黒文字クラフト
コーラ、夏ギフトに喜ばれる爽やか飲料セットです。

価格 4,000円（内税）送料込注文番号 108
●内容量：山葡萄サイダー340ml×3本、
黒文字クラフトコーラシロップ260g×1本
●賞味期限：製造日より1年
●販売者：一般社団法人 思惟の風

山葡萄サイダー&
黒文字クラフトコーラ

南北リアス線の運行再開に合わせ販売を開始した三陸
鉄道沿線の酒蔵自慢の地酒2本セット。

価格 3,300円（内税）送料別注文番号 109
●内容量：鐵の道（浜千鳥・福来）720ml×各1本
●製造者：株式会社浜千鳥・株式会社福来

鐵の道セット

田野畑村 新出品 釡石市・久慈市

三陸鉄道株式会社×株式会社佐幸本店（久慈市）×
八戸製氷冷蔵株式会社（八戸市）がコラボした地サイダー。
ブルーのボトルと甘さ控えめなサイダーで爽やかな味わいをお届け。
しゅわしゅわっとした心地よい泡と、爽やかな風味の爽快サイダーです。

宮古市・久慈市

大切なあの人に。もちろん自分へのごほうびにも。
三鉄がおすすめする三陸の美味しいものを取り揃えました。

オンラインショップが
おトク

会員限定キャンペー
ン開催！

実施期間 6.12022. 水 8.21 日潮風三陸の　　 にのせて、
をお届けします。三陸のまごころ

三鉄おすすめ 岩手のお酒・ドリンク

常温

酒類・ビール

20歳未満の方への酒類の販売はできません。 酒類のお申し込みの場合、ご注文時に必ず年齢をご記入ください。　

三鉄龍泉洞の水
石灰岩層で自然濾過された弱アルカリ性の水で、熱を加
えない製法で自然のままの味が楽しめます。久慈ありす
と釡石まなの特製ラベルで。

価格 3,000円（内税）送料別注文番号 103
●内容量：三鉄龍泉洞の水500ml×24本
●賞味期限：製造日より730日
●製造者：岩泉ホールディングス株式会社

常温 三鉄カレーセット
リピーター続出、岩手県産骨付鶏手羽が丸ごと入ったチ
キンカレー。龍泉洞黒豚を使用したポークカレー、岩手県
産牛を使用したビーフカレーとセットで。

価格 2,400円（内税）送料別注文番号 104
●内容量：三鉄チキンカレー250g×2袋、三鉄ポークカレー
250g×1袋、三鉄ビーフカレー250g×1袋
●賞味期限：製造日より180日
●製造者：特定非営利活動法人イーハトーブとりもと

常温

宮古市・久慈市

三鉄海の幸セット
ホタテ・ホヤ・アカモク・すき昆布など
を使った塩味の炊き込みご飯の素
と、大人気・とろろ昆布のお吸い物を
車両ギフトボックスに詰めました。

価格 2,500円（内税）
送料別注文番号 105

●内容量：海だけの炊き込みご飯の素
220g×2袋、とろろ昆布のお吸い物5食入
り×1袋
●賞味期限：製造日より150日
●製造者：有限会社 総合農舎山形村、
田老町漁業協同組合

常温

三鉄×石山水産　
三陸漬け丼の具セット
鮮度の良い魚と、オリジナルの無添加のタレにこだ
わり、1つずつ丁寧に製造しました。解凍するだけで
手軽に三陸の漬け丼を楽しめます。

価格 4,200円（内税）送料込注文番号 106
●内容量：漬け丼の具600g（カツオしょうゆ、カツオごま、
トラウトサーモンしょうゆ、トラウトサーモンごま、タラ
しょうゆ、タラごま　各100g）
●賞味期限：製造日より180日間
●製造者：石山水産株式会社 大槌工場

冷凍

新出品

酒類・ワイン

常温

岩手県産ふじりんごを主体にフルーティーなアロマの
自社畑産ナイヤガラを使用した微発泡のシードルとマ
スカットベーリーAを主体に白系品種をアッサンブラー
ジュした爽やかな果実味のロゼスパークリングの2本
セットです。

価格 5,400円（内税）送料込注文番号 110
●内容量：海のペティアン ポムレザン2021×1本、
海のペティアン ロゼ2021×1本
●製造者：有限会社 神田葡萄園 

リアスワイン
海のペティアン2本セット

千両男山 純米酒「港に朝日、水面の光。」には、酒米「華吹
雪」を使用。口当たりがスッキリで食中酒におすすめ。千両
男山 上撰 さんてつワンカップは三鉄の車両イラストが目
を引く、さらっとした味わいの、上品なお酒です。

価格 3,000円（内税）送料込注文番号 111
●内容量：純米酒 港に朝日、水面の光720ml×1本
上撰 三鉄カップ180ml×2個
●製造者：株式会社 菱屋酒造店

千両男山　三鉄ラベルギフトセット 三鉄ピルスナーは伝統的なピルスナーのスタイルであ
りながら、チェコ産ザーツホップをふんだんに使ったキ
リリと苦みのきいた味わい。夏に美味しい清涼感たっぷ
りのレモンラードラ―との詰合せです。

価格 4,700円（内税）送料込注文番号 112
●内容量：三鉄ピルスナー350ml×6本、
レモンラードラ―350ml×3本
●賞味期限：製造日より365日
●製造者：株式会社 べアレン醸造所

べアレン 
三鉄ピルスナーギフトセット

大槌町・山田町

陸前高田市 盛岡市

常温

酒類・日本酒

宮古市

岩泉町 宮古市

新出品

新出品



三陸鉄道株式会社
代表取締役社長 

ごあいさつ

　新型コロナウイルス感染症も３年目に入り、多くの皆様が不自由な生活を余

儀なくされ、三陸鉄道や三陸の各事業者も厳しい環境に置かれております。

　このような中、昨年12月には仙台と八戸を結ぶ三陸沿岸道路が全線開通し、

宮古盛岡間や釜石花巻間の横断道路とあわせて三陸へのアクセスが便利に

なるとともに、新遊覧船「宮古うみねこ丸」の運航開始（７月）や北東北大型

観光キャンペーン（７月～９月）など、新たな取組も動き出しています。

　今回の夏ギフトは、「三陸の潮風にのせて、三陸のまごころをお届けします」

をテーマとして、三陸鉄道沿線を代表する美味しい逸品を全国の皆様にお届け

します。

　日頃お世話になっている方や大切な方に、あなたの想いと一緒に三陸の幸

を贈ってみてはいかがでしょうか。

　本年3月で震災から11年となりました。多くの皆様にご利用いただくことにより、

三陸の各事業者や三陸鉄道の復興支援にもつながりますので、ご理解の上、

ご協力賜りますようお願い申し上げます。

2022年6月吉日

田野畑～島越間

ホタテ貝柱・
蒸し牡蠣・
むきほや詰合せ
肉厚のホタテ貝柱と旨味を
閉じ込めた蒸し牡蠣、水揚
げし直ぐに剥き身にし急速
冷凍した採れたてのむきほ
やをご賞味ください。
解凍してそのままお召し上
がりいただけます。

冷凍

●内容量：ホタテ貝柱200g、
蒸し牡蠣200g、むきほや200g
●賞味期限：製造日より30日
●製造者：鎌田水産 株式会社

価格 4,500円（内税）
送料込注文番号 113

骨まで食べる
三陸魚
（5種セット）
岩手県沖合で漁獲される魚
「さんま・鮭・ぶり」を使用し
て、干物や漬け魚を焼き上
げた商品です。常温保存で
きますので、お手軽にお召し
上がりいただけます。

常温

●内容量：三陸魚の山ぶどう漬焼
き（さんま）×1、三陸干物の塩焼き
（さんま）×1、三陸干物のみりん焼
（さんま）×1、三陸魚のこうじ漬焼
き（ぶり・鮭）×各1
●賞味期限：製造日より150日
●製造者：TRS食品 有限会社

価格 4,600円（内税）
送料込注文番号 114

新出品

●内容量：浜ノ宝海鮮ミルフィーユ（イクラ・ホタテ・メカブ）、浜
ノ宝焼きウニミルフィーユ（焼きウニ・イカ・メカブ）、浜ノ宝紅葉漬
（イクラ・トラウトサーモン）80g×各1本
●賞味期限：製造日より180日
●製造者：浄土ヶ浜パークホテル

価格 5,000円（内税）送料込注文番号 117

冷凍

三陸の海の宝、魚介類をかわいい牛乳瓶に詰め込ん
だホテル特製の瓶ドン3種セット。ご家庭でご飯の上
にぶっかけるだけで豪華海鮮丼が楽しめます。

瓶ドン・浜ノ宝3本セット

●内容量：焼うに80g×1、重茂の焼うにクリームパスタ240g×2
●賞味期限：［焼うに］2023年12月31日 ［パスタ］2023年3月25日
●製造者：重茂漁業協同組合

価格 5,500円（内税）送料込注文番号 118

冷凍

宮古市重茂名産の焼うには、うにを贅沢に貝殻に盛
り付けし蒸し焼きに。その焼うにをソースに使用し、
簡単に高級パスタを味わえるパスタと豪華セットで。

焼うにと重茂の
焼うにクリームパスタ

●内容量：あわび海宝漬、うに海宝漬、ほたて数の子わさび漬 
各100g、黄金のうに60g
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：有限会社 中村家

価格 6,000円（内税）送料込注文番号 119

冷凍

めかぶ醤油漬にあわびをトッピングした「あわび海
宝漬」。ホタテとウニを使用した「うに海宝漬」。茎わ
さびがアクセントの「わさび漬」。三陸産ウニを練り
込んだ「黄金のうに」。中村家の人気商品の詰め合わ
せです。

黄金海宝漬

●内容量：宮古トラウトサーモン西京漬×3、秋鮭塩麹×3、
開ホッケ（北海道）×3
●賞味期限：製造日より30日
●製造者：株式会社 佐々由

価格 5,300円（内税）送料込注文番号 120

冷凍

宮古トラウトサーモンは西京漬、秋鮭は塩麹漬にし、
定番のホッケの干物をセットにしました。素材本来
の旨味・風味が際立つよう一枚一枚丁寧に仕上げま
した。加熱してお召し上がり下さい。

佐々由おまかせセット 

6月下旬より発送

●内容量：王子のぜいたく至福のタラフライ5枚入、三陸産いか
そうめん90g（いかそうめん25g×3、添付たれ5g×3）、三陸産ミ
ニ海鮮丼105g（35g×3）、サーモン刺身100g、サーモン漬丼
140g（70g×2）
●賞味期限：製造日より365日
●製造者：共和水産 株式会社

価格 3,900円（内税）送料込注文番号 121

冷凍

宮古の水産セレクトショップ「港の百貨店」の人気
商品を詰合せにしました。

「港の百貨店」
詰め合わせセット

冷凍

世界のブランド「吉浜干鮑」と原料が同じで世
界で一番美味といわれる「エゾ鮑」と、その肝
を新鮮なうちにプロトン凍結。家庭の冷凍庫
でも長期間味が変わりません。あわびの精「鮑
肝醤油」は農林水産大臣賞を受賞。

三陸天然
あわびづくしセット

●内容量：あわび120g（2～3個）、あわび肝
150g×1袋、あわびの精100ml×1本、
あわび剥きヘラ、軍手
●賞味期限：製造日より180日
●製造者：野村海産 株式会社

価格 6,000円（内税）
送料込注文番号 116冷凍

だしの味わいをベースに、無添加で味
付をした商品が勢ぞろい。貰って嬉し
い、食べて美味しいお品をセレクトしま
した。

夏の味比べ

●内容量：木村の出汁で磯どんぶりの素90g×2、
宮古サーモン漬100g×2、さば昆布じめ1枚×2、
いかめし1本入×2、帆立南蛮漬100g×2
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：有限会社 木村商店

価格 6,800円（内税）
送料込注文番号 115

瓶ドン・浜ノ宝3本セット

新出品

新出品

釡石市 宮古市 宮古市宮古市

大船渡市
大槌町

大船渡市 宮古市山田町

海の恵み



大ぶりな牡蠣をふんわり柔らかく炊
いた佃煮と、ご飯との相性抜群のお
かず味噌3種のセット。

三陸牡蠣佃煮と
人気のおかず味噌セット

●内容量：牡蠣の佃煮90g、ほたての
卵のおかず味噌110g、龍泉洞黒豚の
肉みそ110g、あみっこの旨味噌110g
●賞味期限：製造日より3ケ月
●製造者：有限会社 早野商店

価格 3,900円（内税）
送料込注文番号 131常温

●内容量：ゆめヨーグルト85g×6個、ゆめミルクプリン85g×3個、
チーズプリン85g×3個
●賞味期限：製造日より12日
●製造者：一般社団法人 大野ふるさと公社

価格 3,500円（内税）送料込注文番号 130

冷蔵

甘さと酸味をおさえたまろやかな口当たりのヨーグ
ルト。卵を使わず、生乳の旨味を引き出したゆめミル
クプリン。チーズの濃厚な味わいが特徴のチーズプリ
ンのセット。

おおのヨーグルト・プリンセット

●内容量：たのはたアイス120ml×8個（バニラ・江刺りんご・ごま・
抹茶 各2個）
●賞味期限：製造日より365日
●製造者：一般社団法人 田野畑村産業開発公社

価格 4,000円（内税）送料込注文番号 129

田野畑村の酪農家の厳選された新鮮な生乳を100%
使用したアイスセット。定番のバニラのほか、江刺り
んごなど特徴あるラインナップです。

冷凍たのはたアイスセット8個入り

●内容量：ベイクドチーズケーキ（直径18cm×高さ4cm）×1個
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：特定非営利活動法人 ハックの家

価格 3,900円（内税）送料込注文番号 128

田野畑村で障がいを持つ人たちが働くハックの家
（パンや織物の製造を行っています）。その方々がひ
とつひとつ丁寧に作ったベイクドチーズケーキ。しっ
とり濃厚な味わいを是非お試しください。

冷凍
パン屋さんが作ったチーズケーキ
（限定30個）

道の駅のだ「レストランぱあぷる」の人気メ
ニューをお家で簡単に作れちゃう「のだ塩
らーめん」のセット。具材のチャーシュー、
わかめも野田村産を使用。

のだ塩
らーめんセット

●内容量：のだ塩らーめん2食入り×2、
福来豚のだ塩煮×2、塩蔵わかめ100g×1
●賞味期限：製造日より2週間
●販売者：株式会社 のだむら

価格 3,600円（内税）
送料込注文番号 132

常温

あっさりスープに、こだわりの縮れ麺「釡石らーめ
ん」。澄んだ塩スープが三陸そのもの「三陸磯らーめ
ん」。味噌と酒粕の黄金バランス「大吟醸らーめん」。
全てが一線を画すこだわりの一杯「うにらーめん」。
三陸の春香る「オキアミらーめん」のセット。

釡石らーめん5種
食べ比べセット

●内容量：金の釡石らーめん×2、銀の三陸
磯らーめん×2、銅の大吟醸らーめん×2、
うにらーめん×2、オキアミらーめん×2
●賞味期限：製造日より180日
●販売者：釡石振興開発 株式会社 

価格 4,300円（内税）
送料込注文番号 133 冷凍

山田の豚肉のジューシーな味わいと山田
の醤油の風味を、モチモチの皮で包みまし
た。口に入れると、もっちもちの皮の中から
じゅわーっとしみ出る肉汁。餃子はびはん
の大人気商品。

びはん 山田の餃子・
食べ比べセット【指定日不可】

●内容量：山田の餃子10個入×3、
山田のカレー餃子10個入×1、山田のキムチ餃
子10個入×1、山田の醤油110ml×1、
山田のレモぽん110ml×1
●賞味期限：製造日より14日
●製造者：株式会社 びはんコーポレーション

価格 4,200円（内税）
送料込注文番号 134

冷蔵

●内容量：牡蠣の佃煮90g、ほたての
卵のおかず味噌110g、龍泉洞黒豚の
肉みそ110g、あみっこの旨味噌110g

常温

グラスフェッドのヤギミルクをたっぷりと練り
込んで焼き上げ、しっとりと甘さをおさえたカス
テラとヤギミルクを使用し、ひとつひとつ心を
こめて焼き上げた素朴で優しいクッキーの詰
合せです。クッキーは三鉄オリジナルラベル缶
でお届けします。

ヤギミルクカステラ×
クッキーセット

●内容量：ヤギミルクカステラ プレーン×1、
ヤギミルククッキー スイート×1
●賞味期限：［カステラ］製造日より14日、
［クッキー］製造日より180日
●製造者：しあわせ乳業 株式会社

価格 3,500円（内税）
送料込注文番号 122

冷凍

地元釡石の原材料に徹底的にこだわり抜き、地域
の生産者さんが自信を持って提供する素材の味
を、ジェラートにしました。釡石に構えるお店や
キッチンカーで提供している20種類を超えるフ
レーバーの中から、人気の9種類を一つにまとめた
釡石の魅力が詰まったギフト。「甲子柿」「大吟醸」
から「いくら醤油」「林檎のキャラメリゼ」まで、バラ
エティ豊富な味をお楽しみいただけます。

三陸ジェラート9種セット

●内容量：あまざけ98g、
大吟醸88g、抹茶95g、甲子柿111g、
いくら醤油92g、海汐バニラ82g、
ごま96g、かまだんご100g、
林檎のキャラメリゼ83g
●製造者：株式会社 かまいしDMC

価格 4,900円（内税）
送料込注文番号 123

常温

ふだいの特産品「こんぶ」を使用した
鼓舞焼き（どら焼き）や、大人気の「か
りんとう」など普代村の有名な菓子店
「下川原商店・三船製菓店」のお菓子6
種セットです。

ふだいの
お菓子セット

●内容量：ミニかりんとう×2、牛乳かりんとう×2、
コンブバー×2、いかせんべー×2、はまゆり×2、
鼓舞焼き×2 
●賞味期限：製造日より15日
●販売者：株式会社 青の国ふだい

価格 3,300円（内税）
送料込注文番号 124

常温

阿部煎餅店のせんべいを初めて食べる
方に、いろいろな種類を少しずつ食べて
みたい方におすすめの、バラエティーに
富んだお楽しみセットです。

じぇじぇじぇ
お楽しみセット13種50枚

●内容量：（胡麻・ミックス・揚げ・いちご・まめ・
ひまわり・キャラメルまたは塩キャラメル・くるみ・
金ごま・あずきまたはレモン・きなこ・白（せんべい
汁用））2枚入×2、季節のスイーツ2枚入×1
●賞味期限：製造日より4ケ月
●製造者：阿部煎餅店

価格 4,100円（内税）
送料込注文番号 125

冷凍

自家製栗あんを葛とゼリーを併せた水まん
じゅうの皮で包みました。
［お召し上がり方法］龍泉洞の水の中に砕いた
氷と水まんじゅうを入れお水とともにお召し
上がりください。お水の力で栗あんがお口の
中で広がり一層おいしくお召し上がりいただ
けます。

水まんじゅうと
三鉄龍泉洞の水セット

●内容量：水まんじゅう7個入×1箱、
三鉄龍泉洞の水500ml×1本
●賞味期限：製造日より60日
●製造者：有限会社 中松屋

価格 3,400円（内税）
送料込注文番号 127

普代村 久慈市

冷凍

くず粉を使用して作ったしゃりしゃりもっちり
が特徴の新食感アイスバーです。フルーツ味、
ラムネ味等色々な味をお楽しみください。

涼菓くずバー10本入

●内容量：涼菓くずバー×10本（パイン・
ぶどう・桃・りんご・みかん・甘夏・イチゴミルク・
チョコバナナ・ラムネ・スイカ）
●賞味期限：製造日より半年
●製造者：有限会社 大沢菓子店

価格 3,400円（内税）
送料込注文番号 126

（内税）

新出品

新出品 新出品

新出品

宮古市
釡石市

岩泉町野田村

田野畑村田野畑村 洋野町

岩泉町

野田村

釡石市 山田町

スイーツ

ご当地グルメご



●内容量：山ジビエ缶詰（大槌鹿のコク旨シチュー）×3　　　　
●賞味期限：製造日より2年
●製造者：MOMIJI 株式会社

価格 3,300円（内税）送料込注文番号 135

常温

ホロホロになるまで煮込んだ臭味のない鹿肉とトマト
ベースのソースに味噌を加えたコクのある和風シチュー
の缶詰です。

山ジビエ缶詰3個入

●内容量：南部福来豚バラ300g、南部福来豚カタロース300g、
普代の昆布入り特製生たれ360ml×1
●賞味期限：［焼肉用スライス］製造日より5日、
［特製生たれ］製造日より120日
●製造者：上神田精肉店

価格 3,400円（内税）送料込注文番号 140

冷蔵

福を呼ぶPORKその名も“南部福来豚”脂が旨い!
甘い!人気のバラとカタロースを普代の生たれで食べ
くらべ!

南部福来豚焼肉用&
普代の昆布入り特製生たれセット
（限定200セット）

冷凍

住田町産希少山菜「行者にんにく」使用のソーセージ、人
気の肉厚ハンバーグ・すみた丼（豚丼）、新商品の生餃子
（こちらも行者にんにく入）をギュッと詰めました。

ありすぽ～く加工品人気の詰合せ

●内容量：短角牛と佐助豚のハンバーグ×3、
短角牛と佐助豚のチーズハンバーグ×3
●賞味期限：製造日より180日 
●製造者：有限会社 総合農舎山形村

価格 4,300円（内税）送料込注文番号 137

冷凍

久慈市山形の短角牛と佐助豚の合い挽きハンバーグ。
プレーンとチーズの2種セット。保存料・化学調味料不
使用で、肉本来の旨味を味わえます。

短角牛と佐助豚の
ハンバーグ2種贅沢ギフト

●内容量：アマタケ・サラダチキンデリ（いぶりがっこチーズ・林檎と無花果・
はちみつレモン・つぶつぶとうもろこし）100g×各1、アマタケ・岩手で育てた
絶品鴨（洋風ロースト赤ワインソース・和風ローストはちみつ醤油）150g×各1
●賞味期限：製造日より180日
●製造者：株式会社 アマタケ

価格 4,000円（内税）送料込注文番号 136

岩手の大自然の中、抗生物質や合成抗菌剤は一切使
わず丹精込めて育てられた「岩手で育てたフランス赤
鶏」と「絶品合鴨」を独自の製法で加熱加工しました。
サラダチキンデリ4種、合鴨ロースト2種の詰合せです。
加熱済み商品ですので解凍してそのまま食べられます。
お酒のお供やオードブルにも最適です。

アマタケ・サラダチキンデリ&
鴨ロースト詰合せ

普代村住田町

冷凍

●内容量：岩泉炭鉱ホルモン鍋「甘さ不要の男味」3人前400g×1、
岩泉炭鉱ホルモン鍋「母さんのまろやか味噌」3人前400g×1
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：上あめや 

価格 2,600円（内税）送料込注文番号 138

岩泉名物・炭鉱ホルモン鍋に「母さんのまろやか味噌
味」が加わりました。人気の醤油味「甘さ不要の男味」
と食べ比べをお楽しみください。

岩泉炭鉱ホルモン鍋
食べ比べセット

岩泉町

冷凍

●内容量：行者にんにく入りフランク180g×1、行者にんにく入りウイ
ンナー125g×1、ウインナー（プレーン）125g×1、すみた丼140g×2、
生ハンバーグ150g×2、生餃子（行者にんにく入）15個入×1
●賞味期限：製造日より6ケ月
●製造者：有限会社 ありす畜産

価格 4,000円（内税）送料込注文番号 139

・商品のお届けはご入金確認後、7～14日程度かかります。
配達日のご希望がある場合は、余裕をもってご指定下さい。

 （ご注文集中時は通常より時間がかかる場合がございます）
・原則、出荷は平日のみとなります。
お盆期間中（8月6日～8月15日）は発送できません。

★20歳未満の方への酒類の販売はできません。ご注文時に必ず年齢をご記入ください。
【商品の写真について】 撮影時の照明や印刷の具合によって実際の商品と若干の色合いの違
いが生じることがあります。          
【個人情報のお取り扱いについて】 お客様からお預かりしました個人情報は法令遵守を基に
厳格な管理をするとともに、三陸鉄道株式会社がお客様へのサービス（注文受付、商品発送）
に限定してお取り扱いをいたします。        

https://santetsuya.com

以下の決済方法でお支払いいただけます。
クレジットカードでのお支払い

0193-64-3255

0193-63-7738■お問い合わせ

https://santetsuya.comオンラインショップ：
PC・モバイル〒027-0076 岩手県宮古市栄町4番地　経営企画部　物産担当

株式会社 gift@sanrikutetsudou.com0193-64-3255FAX

［受付時間］9：00～17：00
　　　　　（土日祝、お盆期間中8/6～8/15を除く）

お申し込みのご案内 ●掲載価格はすべて消費税込です。

さんてつくん

コンビニでのお支払い

※お支払いは「前払い」です。ご入金確認後、商品を発送いたします。
※ご注文後10日以内にご入金確認できない場合、キャンセルとさせていただきます。

銀行振込

・商品の性質上、お客様都合による返品はお受けできません。   
・お届けした商品に、不備・送り間違い・破損等がある場合は、商品到着後2日以内にお
電話またはメールにてご連絡ください。追って、返品・交換についてご連絡いたします。

●返品・交換について

さんてつ屋 QRコードはこちらから▶

さんてつ屋

オンラインショップからお申し込み（24時間受付）

FAX専用用紙からお申し込み（24時間受付）

●お届けについて●お申し込み方法

岩手銀行 宮古中央支店 普通 2046760 三陸鉄道株式会社
振込先銀行 振込先口座番号 振込先口座名

※離島・一部地域へのお届けの場合、別途送料が必要になりますので、ご了承ください。
※関東は、「茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県」です。
　信越は、「新潟県・長野県」です。
※同一のお届け先へ、異なる商品を２点以上お申込みいただいた場合、お届け日が異なる場合が
ございますのでご了承ください。

送料

お届け地区

800円 700円 800円 900円 900円 1,000円 2,300円

北海道 東北 北陸・中部 関西関東・信越 中国

1,100円

四国

1,300円

九州 沖縄

送料別記載の商品のみ下記送料が必要になります。●送料について

銀行振込でのお支払いとなります。

銀行振込先
※振込手数料はお客様
負担になります。

大槌町
新出品 新出品

アマタケ・サラダチキンデリ&

大船渡市 久慈市

アマタケ・サラダチキンデリ&アマタケ・サラダチキンデリ&

大地の恵み
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