
オンラインショップ
早期割引キャンペーン

三鉄オンラインショップ「さんてつ
屋」で早期割引実施期間中に

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 11.12022. 火 11.23 水
さんてつ屋は
こちらから▶
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カタログ・オンラインショップ
ご注文承り期間

オンラインショップ さんてつ屋
2022年11月1日～2023年1月10日
年内お届け受付締切は12月15日です。

オンラインショップ
早期割引キャンペーン

火 11.23 水水



冷凍

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

三鉄×石山水産
三陸漬け丼の具セット

常温

リピーター続出の人気商品、岩手県産骨付鶏手羽
が丸ごと入ったチキンカレーを存分に楽しめる
セットです。

価格2,200円（内税）送料別注文番号 105
●内容量：三鉄チキンカレー250g×4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

三鉄チキンカレーセット常温

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3,700円（内税）送料込注文番号 104
●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

三鉄龍泉洞の水

大槌町・山田町宮古市岩泉町

オンラインショップが
おトク

早期割引キャンペー
ン開催！

実施期間 11.12022.
火 11.23 水
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●内容量：mokuTRAIN三陸鉄道×2個、
レールセット×1
●販売者：三陸鉄道株式会社

価格4,900円（内税）
送料別注文番号 101

mokuTRAIN
三陸鉄道&レールセット
木製で手触りが良く知育玩具として
お子様へのプレゼントにおすすめです。

常温

●内容量：列車型目覚まし時計、
さんてつくんぬいぐるみ、車両
マフラータオル　各１個
●販売者：三陸鉄道株式会社

価格4,000円（内税）
送料別注文番号 102

新出品 宮古市

八戸市
宮古市

価格 

注文番号

三陸鉄道リアス線
オリジナルの音声でお目覚め♪

三陸鉄道
満喫セット
三鉄グッズの人気商品を
たっぷり詰め込んで、車両
型のギフトボックスに入れ
てお届けします。

常温

新出品

●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2,200円（内税）
送料別注文番号 103

さんてつグラス・
サイダーセット
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。

常温

陸前高田市

常温

海のそばで実るりんごは、潮風に吹かれて濃厚な味に
なります。そのもぎたてりんごをぎゅ～っと絞りました。

価格3,600円（内税）送料込注文番号 107
●内容量：りんごジュース720ml×3
●賞味期限：製造日より1年
●販売者：らら・ぱれっと

海と恋する米崎りんごジュース
3本セット（限定50セット）

大槌町 釡石市・久慈市

常温

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

宮古市 新出品

常温

千両男山 山廃純米酒は木の実のような濃厚で
芳醇な香りの純米酒、千両男山純米吟醸結の香は
岩手県産米「結の香」と酵母「ジョバンニの調べ」を
使用した繊細な香りと味わいが特徴です。2種類の
全く違う味わいをお楽しみください。

価格5,200円（内税）送料込注文番号 110
●内容量：千両男山山廃純米酒720ml×1本、
千両男山純米吟醸酒結の香720ml×1本
●製造者：株式会社菱屋酒造店

千両男山山廃純米酒
純米吟醸酒セット

遠野市

常温

岩手県住田町「及川農園様」の南高梅を使用した日本酒
ベースの本格うめ酒で、日本酒ならではの深みのある甘さ
が特徴です。『にごりタイプ』は南高梅の酸味とにごり酒の
甘みのバランスが絶妙で、リピーターの多い大人気商品
です。『レギュラータイプ』は日本酒の深みのある後味と
南高梅の酸味をちょうどよくブレンドし、しっかりとした
呑口に仕上げました。ロックやソーダ割がお勧めです。

価格4,600円（内税）送料込注文番号 111
●内容量：うめ酒レギュラー720ml×1本、うめ酒にごり720ml×1本
●賞味期限：製造日より1年
●製造者：上閉伊酒造株式会社

遠野の地酒
うめ酒飲み比べ2本セット

常温

2022年産ワイン「アンシャンテ」とジュース「初搾
り」。新しいヴィンテージを楽しめるハーフサイズの
2本セットです。岩手県産100%で造るフルーティー
でフレッシュな味わいをお楽しみください。

価格2,600円（内税）送料込注文番号 112
●内容量：ワインEnchante! 2022（アンシャンテ）
360ml×1本、ジュース初搾り2022 360ml×1本
●賞味期限：［ジュース］製造日より1年
●製造者：有限会社神田葡萄園

2022年産
新酒・初搾りジュースセット

大船渡市
新出品

常温

シードルは、ふじ単一で造るスリーピークスのフラッ
グシップ！元気な泡と優しいりんごの香りで、気持ち
をリフレッシュ！アップルワインは、穏やかな酸味の
癒し系ワイン。頑張る毎日に素敵なワインタイムを。

価格4,800円（内税）送料込注文番号 113
●内容量：シードル750ml×1本、
アップルワイン500ml×1本
●製造者：スリーピークス

大船渡で造る
爽やかなシードル×ワインセット

野田村

常温

山ぶどう生産量日本一の村で造る山ぶどう100％
のワイン。早熟の野村種を使った、色合いが美しく
フルーティーなロゼワイン。複雑で芳醇な風味を
大切にした赤ワイン。どちらも山ぶどう本来の酸味
を活かした造りとなっています。

価格6,500円（内税）送料込注文番号 114
●内容量：紫雫～Marine Rouge2019～赤 750ml×1本、
紫雫～Marine Rouge2019～ロゼ 750ml×1本
●製造者：涼海の丘ワイナリー

紫雫～Marine Rouge2019～
ロゼ・赤セット

盛岡市

常温

岩手の地ビール「ベアレン醸造所」の5種10本ギフト
セットです。ベアレンクラシックは、2015年第一回世界
に伝えたい日本のクラフトビール（外国特派員協会主
催）においてグランプリを受賞しました。三陸防災復興
ゾーンプロジェクトへの寄付金付きのセットです。

価格5,400円（内税）送料込注文番号 115
●内容量：クラシック、シュバルツ 330ml×各2本、トラッドゴールドピルスナー、
イノベーションレッドラガー、レモンラードラ― 350ml×各2本
●賞味期限：製造日より365日
●製造者：べアレン醸造所

ベアレン
5種10本ギフトセット

酒類・日本酒

酒類・日本酒

新出品 新出品

新出品

酒類・リキュール 酒類・ワイン

酒類・ワイン

酒類・ワイン

酒類・ビール

11月下旬より発送開始

常温

大槌町の畑で愛情込めて育てたミニトマト100個分を
1本にぎゅっと詰め込んだ無添加のトマトジュースです。

価格2,600円（内税）送料込注文番号 108
●内容量：トマトジュース720ml×2本
●賞味期限：2023年2月24日
●販売者：和ちゃん農園

和ちゃん農園のトマトジュース
（限定30セット）

三鉄おすすめ 岩手のお酒・ドリンク

陸前高田市

新出品



三陸鉄道株式会社
代表取締役社長 

ごあいさつ

　今もなお続く新型コロナウイルス感染症。感染される方も一時よりは少ない

ものの、依然として高い水準で推移しています。

　三陸鉄道も燃料費や資材の高騰などにより厳しい経営環境にあるものの、

プレミアム・ランチ列車やかいけつゾロリ冒険号は今年も人気でしたし、三陸

地域のシカの生態を「調査」する「ナイト・ジャングル・トレイン」や震災と復興を

学ぶ「震災学習列車」は全国的なテレビ・新聞で紹介していただき、三陸鉄道と

復興道路を組み合わせた1泊2日の「駅伝列車の旅」もご好評いただきました。

　今回の冬ギフトは、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。

　また、小学生からシニアの方まで全国から寄せられた絵画をもとに三陸鉄道

と四季折々の風景をあしらった「さんてつカレンダー2023」を製作しました。

皆さまの職場やご家庭に飾っていただければ幸いです。

　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11月吉日

●内容量：甘塩うに60g×2個
●賞味期限：製造日より1年
●製造者：有限会社 マルコシ商店

価格 5,100円（内税）送料込注文番号 121

冷凍

浜の定番! 昔ながらの製法、うにの旨みを塩のみで
引き出した逸品。ご飯のお供に、お酒の肴として、食卓
でも。岩手三陸ならではの逸品として、贈り物としても
ご好評いただいております。

北三陸直送 無添加 甘塩うに

●内容量：銀鮭（塩）80g×2、銀鮭（西京漬）80g×2、
銀鮭（粕漬）80g×2、銀鮭（包焼）115g×2
●賞味期限：製造日より180日
●製造者：小豆嶋漁業 株式会社

価格 5,400円（内税）送料込注文番号 122

冷凍

岩手三陸大槌町の冷たく澄んだ海で育てられる大槌
サーモンは程よい脂ののりと身の締まりが自慢です。
大槌サーモン銀鮭の味付切身とレンジで調理する
包焼の詰合せです。

大槌サーモン銀鮭詰合せ 
8切入（包焼入）

普代村 大槌町

山田町 釡石市

大船渡市

海の恵み
宮古市

冷凍

すべて岩手県三陸北部沖産秋鮭を
原料に使った、鮭尽くし3品のギフト
セットです。いくら、氷頭なますとも
に自信をもって製造しております。
この機会に希少な三陸の味をご堪能
下さい。 

三陸黄金味めぐり

●内容量：塩いくら70g×1個、
いくら醤油漬け70g×1個、氷頭70g×1個 
●賞味期限：製造日より1年
●製造者：有限会社 大井漁業部

価格 6,000円（内税）
送料込注文番号 120

新出品

新出品 新出品

釡石らーめん
5種食べ比べセット
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。

常温

●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 117

南部福来豚バラ・
普代の浜潮
しゃぶ鍋セット
（限定200個）
普代村産食材6つのうま味をブ
レンドした「浜潮だし」で、自慢
のお肉をサッとくぐらせて。サッ
パリ「梅ぽん」とコクうま「胡麻
ぽん」でお召し上がりください。

冷蔵

●内容量：南部福来豚バラ400g、
浜潮だし・梅ぽん・胡麻ぽん
180ml×各1本
●賞味期限：製造日より6日
●製造者：上神田精肉店

価格 4,700円（内税）
送料込注文番号 119

岩手で育てた
絶品鴨（あい鴨）鍋
セット
田野畑村で丹精込めて育てられ
た絶品合鴨は臭みも少なく、
不飽和脂肪酸や鉄分を多く含
み、野菜との相性も抜群。簡単
調理で本格的な鴨鍋をぜひご
家庭で。

冷凍

●内容量：合鴨スライス200g×2、合
鴨入だんご140g×2、鍋つゆ50g×4
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：株式会社 アマタケ

価格 4,500円（内税）
送料込注文番号 118

ほたてグラタン
5個セット
ほたて貝柱3個分のほぐし身が
入ったどこを食べても「ほたて!」
なグラタンです。田野畑山地酪
農牛乳を使用した濃厚でクリー
ミーなホワイトソースがほたて
の味わいを一層引き立てます。

冷凍

●内容量：
ほたてグラタン180g×5個
●賞味期限：製造日より1年
●製造者：株式会社 川石水産

価格 6,000円（内税）
送料込注文番号 116

新出品

普代村

1,000円（税込）送料別

全国からお寄せいただいた三鉄沿線の
美しい風景イラストと、三鉄社員オススメ
沿線情報を掲載した心温まるカレンダー
です。販売部数に限りがありますので、
お早めにお買い求めください。

※ギフト商品と同時購入は出来ませんのでご注意ください。

さんてつカレンダー
2023

好評
発売中！

三鉄沿線グルメ＆見所案内付き

さんてつのおすすめさんてつのおすすめ

オンラインショップ「さんてつ屋」にて販売中

冬のあったかメニュー

●製造者：有限会社 マルコシ商店 銀鮭（粕漬）80g×2、銀鮭（包焼）115g×2
●賞味期限：製造日より180日
●製造者：小豆嶋漁業 株式会社

海の恵み海の恵み海の恵み海の恵み

冬のあったかメニュー冬のあったかメニュー冬のあったかメニュー冬のあったかメニュー冬のあったかメニュー冬のあったかメニュー冬のあったかメニュー



●内容量：漬け丼の具（ひらめ・しょっこ）120g×4食、出汁4食
●賞味期限：製造日より4ケ月
●製造者：一般社団法人 思惟の風

価格 4,900円（内税）送料込注文番号 123

冷凍

田野畑漁港で揚がった新鮮なひらめとブリを田野畑
産の昆布出汁を使用した特製たれに漬込んだ「漬け
丼の具」。そのまま食べても同梱されている出汁を
かけても美味しく召し上がることができます。

道の駅たのはた 漬け丼の具

●内容量：開真ホッケ2枚、干さば2枚、開さんま2枚、
干宗八がれい2枚、干鮭切身3切
●賞味期限：製造日より30日
●製造者：有限会社 北三陸天然市場

価格 4,500円（内税）送料込注文番号 124

冷凍

塩分が気になる方におすすめの減塩干物です。久慈
市と岩手大学と共に研究した独自製法で、塩分は
少なく、魚の臭みを抑え、魚の美味しさを最大限に
引出してふっくらとジューシーな一夜干しに仕上げ
ました。

潮騒の一夜干しセット

●内容量：旨牡蠣スチーム仕立100g×3袋、
お刺身帆立貝柱100g×1袋
●賞味期限：製造日より90日
●製造者：有限会社 まるき水産

価格 4,600円（内税）送料込注文番号 125

冷凍

【旨牡蠣スチーム】山田産牡蠣をスチーム処理し急速
冷凍、「牡蠣パスタ」「牡蠣の甘辛煮」などがおすすめ
です。
【帆立貝柱】山田産帆立貝を貝柱のみ取り出し急速
冷凍、「お刺身」「バターしょう油焼き」「カルパッチョ」
などでお楽しみください。

海の幸箱 
旨牡蠣・帆立貝柱セット

田野畑村 久慈市 山田町

●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 6,400円（内税）送料込注文番号 126

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：牡蠣12個、ムキヘラ・軍手付
●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 127

丹精込めて育てた岩手県赤崎産の大ぶりで実入り
の良い牡蠣のカンカン焼きをご自宅で簡単に楽しめ
るセットです。缶に少量の水を加えてコンロに約20
分かければ出来上がり。※IHヒーターは使用不可

牡蠣のカンカン焼き

●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 128

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。

大船渡市 大船渡市 宮古市

●内容量：あわび海宝漬、うに海宝漬、数の子松前漬 各100g、
いくら醤油漬60g
●賞味期限：製造日より90日、解凍後5日
●製造者：有限会社 中村家

価格 6,500円（内税）送料込注文番号 129

冷凍

めかぶ醤油漬にあわび、いくらをトッピングした「あわ
び海宝漬」。酒蒸ししたホタテに三陸産焼きウニを
トッピングした「うに海宝漬」。歯ざわりの良い一本羽
数の子の「数の子松前漬」。濃厚な食感の「いくら醤油
漬」。贈り物にぴったりな冬限定の詰め合わせ。

黄金海宝漬  冬便り

●内容量：開吉次1切×2、子持ち宗八カレイ1切れ×2、
サワラ西京漬1切×2、子持ナメタカレイ煮物（惣菜）1切×2
●賞味期限：冷凍30日、解凍3日
●製造者：株式会社 佐々由

価格 5,600円（内税）送料込注文番号 130

宮古で水揚げされた魚を厳選し干物・惣菜に加工し
ました。開吉次、子持ち宗八カレイ、サワラ西京漬は、
加熱してお召し上がり下さい。子持ちナメタガレイ
の煮物は加熱調理済みですので簡単にそのまま召し
上がることができます。

三陸の味 干物・惣菜セット 

釡石市 宮古市 宮古市

常温

クリスマスを待ちわびながら、少しずつ切り分け
て食べる、ドイツの伝統菓子。一年間じっくりと
丁寧に漬け込み、熟成して深みを増したドライ
フルーツとアーモンド、くるみをたっぷりと加え、
焼き上げました。

ハックるパンのシュトーレン
【注文受付12月15日まで】
（限定50個）

●内容量：シュトーレン1個 
●賞味期限：製造日より60日
●製造者：
特定非営利活動法人 ハックの家

価格 3,800円（内税）
送料込注文番号 134

●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 138

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 137

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：ひだまり×1、涼海の丘×1、のだ塩まんじゅう×2、
塩浜×2、のんちゃんまんじゅう×4、最中苫屋×2
●賞味期限：製造日より25日
●製造者：大沢菓子店

価格 2,800円（内税）送料込注文番号 136

野田村の自然や歴史、建物にちなんだお菓子が
いっぱい! お菓子に使う塩は数十時間かけ煮詰めた
ミネラルたっぷりのまろやかな味「のだ塩」を使用して
います。

常温まるきんお菓子詰合せ

田野畑村野田村 洋野町

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 135

冷凍

自社独自の製法で国産栗を餡に加工し
1個ずつ手作業で茶巾しぼりにしま
した。自然解凍でお召し上がりいただ
けますので、お茶請けやご贈答にご利
用ください。

栗しぼり10個入

●内容量：栗しぼり10個 
●賞味期限：冷凍60日、解凍後冷蔵3日
●製造者：中松屋

価格 3,700円（内税）
送料込注文番号 132

新出品 常温

白桃の幼実桃をじっくり糖蜜にねかせ、口当た
りの良い生地に氷餅をまぶし焼き上げました。
第23回全国菓子博覧会「茶道裏千家家元賞」
受賞。

桃べっぴん12個入

●内容量：桃べっぴん12個
●賞味期限：製造日より40日
●製造者：有限会社 沢菊

価格 3,500円（内税）
送料込注文番号 133 新出品

新出品 新出品
新出品

11/21より発送開始冷凍 冷凍 瓶ドン・浜ノ宝3本セット 冷凍

●内容量：三陸産いかそうめん90g（いかそうめん25g×3、
添付たれ5g×3）、真いかぶっかけ丼140g（70g×2）、
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）、いくら醤油漬け50g（25g×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 4,700円（内税）送料込注文番号 131

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

冷凍冷凍

岩泉町 久慈市

田野畑村 宮古市

スイーツスイーツスイーツスイーツスイーツ



住田町久慈市

・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。
年末年始期間（12月28日～1月5日）は発送できません。
年内お届け受付締切は12月15日です。  

★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：〒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、年末年始12/28～1/5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。

岩泉町
新出品 新出品

大槌町

冷凍

猟師秘伝の味付け鹿肉2種とロースト鹿肉の
セットです。味付け肉は調味済みです。解凍
後フライパンで炒めるだけの簡単調理。ロー
スト肉は低温調理済みですので解凍後スラ
イスしお好みのソースでお楽しみください。

生醤油糀漬け・山賊焼・
ロースト鹿肉詰合せ

●内容量：生醤油糀漬け
250g×1パック、
山賊焼250g×1パック、
ローストベニソン110g×1パック 
●賞味期限：製造日より1年
●製造者：MOMIJI 株式会社

価格 4,600円（内税）
送料込注文番号 140

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：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 4,700円（内税）
送料込注文番号 141

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：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 142

冷凍

龍泉洞黒豚を100%使用し、本場ドイツで修行
した熟練工が丁寧に作ったハム・ソーセージ。
リン酸塩、発色剤等の添加物は使用していま
せん。ジューシーで、“肉を食べている”という
食べ応えを感じられる製品です。

龍泉洞黒豚ハム&ソーセージ
食べ比べセット

●内容量：ウインナー×1、
ブラートブルスト×1、モモハム×1、
ロースハム×1 
●賞味期限：製造日より3ケ月
●製造者：
有限会社 龍泉洞黒豚ファーム

価格 4,300円（内税）
送料込注文番号 139

大地の恵み
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