
宮城県産品ギフトカタログ「味や技の旨いもの」ご利用案内 

 

１）ギフトカタログについて 

  「味や技の旨いもの」ギフトカタログは、いただいた方が掲載の宮城県産品の中か

らお好きな商品を選べるカタログです。 

3,000 円、5,000 円、10,000 円コースの 3 コースを用意しており、カタログ代には

申込商品配送料が含まれております。 

カタログ本体・申込みハガキがセットとなっており、申込みハガキにはカタログ有

効期限を印字しております。（有効期限はカタログお届け日より約半年です。） 

 

２）申込方法 

  申込書に記載の上、ＦＡＸ、メール、または郵便にて送付してください。 

  申込書受取後、当会よりご注文内容確認の連絡をさせていただきます。 

  カタログは、銀行振込・郵便振替の場合にはご入金確認後、代金引換の場合にはご

注文承り後、約 7 日間でお届けいたします。 

  注文状況によりお届けに遅れが生じる場合には、当会よりご連絡いたします。 

 

３）申込書の記載について 

  ①氏名（法人様の場合はご担当者様氏名も）、住所、ご連絡先をご記入ください。 

  ②ご希望のコースと個数をご記入ください。 

  ③カタログに同封する挨拶文書の有無についてお選びください。 

   お客様がご用意した文書を同封する場合は、印刷物またはデータを申込先まで送付

してください。 

   挨拶文書の作成をご依頼の場合は、有料にて作成いたします。 

   （作成料金：1,000 枚まで 20,571 円、1.000 枚追加毎に 2,057 円加算） 

 ④3,000 円、5,000 円コースは封筒またはギフト箱のいずれかをお選びください。（箱

代は 1 個 102 円。ギフト箱をご利用の場合には、包装して納めさせていただきます。） 

   箱が不要の場合、カタログは封筒に入れてお届けします。（封筒の場合は包装不可） 

   ※10,000 円コースには専用ケースが付いております。 

 ⑤熨斗をご希望の場合は無料でお付けいたします。 

文字入れ、付け方等をご記入ください。 

 ⑥申込みハガキに記載する送り主名を 15 文字以内でご記入ください。 

  （当会にてハガキにより申込者様を識別する際に必要となります） 

 ⑦お届け方法をお選びください。 

  申込様への一括お届け、先様への発送代行よりお選びください。 

  送料は全国一律１件につき 617 円（税込）で承ります。 



  一括お届けをご希望の場合、商品代金が 20,571 円（税込・送料別）以上のお買 

い上げのときには送料を無料とさせていただきます。 

   発送代行をご希望の方は、お届け先を別紙の発送先リストにご記入ください。 

   配送は、配達記録を残すため宅急便（クロネコヤマト）を利用いたします。 

⑧お支払方法をお選びください。 

お支払い方法は銀行振込、郵便振替、代金引換をご利用いただけます。  

法人様等で請求書の発行をご希望の場合には別途対応いたします。 

  ■銀行振込（前払い）  

   ご入金確認後、準備が整い次第、商品を発送させていただきます。  

名義：公益社団法人 宮城県物産振興協会（ｺｳｼｬ.ﾐﾔｷﾞｹﾝﾌﾞｯｻﾝｼﾝｺｳｷｮｳｶｲ)  

銀行口座：七十七銀行 県庁支店 普通口座 ０１２２２１１ 

■郵便振替（前払い）  

ご入金確認後、準備が整い次第、商品を発送させていただきます。  

郵便振替でご入金の場合、確認までに時間を要しますので、ご入金後、 当会へ

ご連絡を頂ければ、お急ぎのお客様へのご対応をさせて頂きます。  

なお、当会所定の郵便振替用紙（手数料無料）をご利用希望の方は、注文時にそ

の旨、ご連絡願います。 

 名義：公益社団法人 宮城県物産振興協会（ｺｳｼｬ.ﾐﾔｷﾞｹﾝﾌﾞｯｻﾝｼﾝｺｳｷｮｳｶｲ）  

 振替口座：０２２８０－７－９３９１  

■代金引換（商品受取時に現金払） 

申込後、準備が整い次第、クロネコヤマトの代金引換宅急便にて配送いたします。  

   ＜ご注意＞ご注文金額によって、別途代引手数料を負担していただきます。  

   手数料は、商品価格合計が 10,285円までは 324円、10,286円～30,857円は 

432円、30,858円～102,858円は 648円を負担していただきます。 

 

≪商品代金計算例≫ 

 ◆3,000円のギフトカタログを 3個、箱入で発送代行（3件）にてお届けする場合 

  ￥9,000（3,000円コース×3）＋￥306（箱×3）＋￥1,851（代行料×3）＝￥11,157 

 

〈申込み・問合せ先〉 

（公社）宮城県物産振興協会 ギフトカタログ係 

〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-14-2  TEL：022-263-5050  FAX：022-263-5369 

E-Mail：mono@miyagibussan.or.jp 

 

mailto:mono@miyagibussan.or.jp


鐘崎　笹かまぼこ詰合せ 鐘崎 仙台 鐘崎　笹かまぼこ詰合せ 鐘崎 仙台

白謙　笹かまぼこ詰合せ 白謙かまぼこ店 石巻 白謙　笹かまぼこ詰合せ 白謙かまぼこ店 石巻

頑固逸品かまぼこ詰合せ 雀屋本舗横山蒲鉾店 仙台 佐々直　笹かまぼこ詰合せ 佐々直 仙台

馬上　笹かまぼこ詰合せ 馬上かまぼこ店 亘理 頑固逸品かまぼこ詰合せ 雀屋本舗横山蒲鉾店 仙台

松澤の笹かまぼこ詰合せ 松澤蒲鉾店 仙台 馬上　笹かまぼこ詰合せ 馬上かまぼこ店 亘理

仙台湾の味 十字屋 塩竃 松澤の笹かまぼこ詰合せ 松澤蒲鉾店 仙台

かきチーズグラタンセット 仙台かき徳 仙台 仙台湾味くらべ 十字屋 塩竃

がんばっぺ気仙沼　サンマ創作セット 森博食品 気仙沼 かきのり・かきみそ詰合せ 仙台かき徳 仙台

伊達の一　海鮮粕漬 伊達の一 塩竃 伊達の一　海鮮粕漬 伊達の一 塩竃

愛情たらこ（無着色） 湊水産 石巻 愛情たらこ（無着色） 湊水産 石巻

焼のり鼎浦８帖缶入 横田屋本店 気仙沼 天日丸干しサンマ、糠漬けサンマセット 森博食品 気仙沼

ふかひれ濃縮スープ 石渡商店 気仙沼 伊達の牛たん　塩仕込み　　 伊達の牛たん本舗 仙台

鯨大和煮&鯨カレーセット 木の屋石巻水産 石巻 喜助　牛たん詰合せ 味の牛たん喜助 仙台

利久　牛たんセット 利久 岩沼 利久　牛たんセット 利久 岩沼

伊達の牛たん　塩仕込み 伊達の牛たん本舗 仙台 伊達の純粋赤豚ロース味噌漬 伊豆沼農産 登米

喜助　牛たん詰合せ 味の牛たん喜助 仙台 岩出山家庭ハム詰合せ ジャンボンメゾン 大崎

べこ政宗　厚切り牛たん詰合せ ジオラ 仙台 菅原すてびあ栽培米 菅原精米工業 加美

にしきや　仙台カレー・仙台ハヤシ にしき食品 岩沼 伊達の米 耕佑 栗原

伊達の純粋赤豚しゃぶしゃぶセット 伊豆沼農産 登米 無洗米バラエティーセット イーストファームみやぎ 美里

岩出山家庭ハム詰合せ ジャンボンメゾン 大崎 白石温麺詰合せ 佐藤清治製麺 白石

菅原すてびあ栽培米 菅原精米工業 加美 健康温麺詰合せ はたけなか製麺 白石

伊達の米 耕佑 栗原 岡田の仙台長なす漬詰合せ 岡田食品 仙台

みやぎ米紀行 イーストファームみやぎ 美里 グリーンパール納豆逸品厳選詰合せ グリーンパール納豆本舗 村田

白石温麺詰合せ　我家流 佐藤清治製麺 白石 本場仙台「蔵出し」みそ 仙台味噌醤油 仙台

健康温麺詰合せ はたけなか製麺 白石 ヤマカノ製品詰合せ ヤマカノ醸造 登米

岡田の仙台長なす漬詰合せ 岡田食品 仙台 ブルーベリー黒酢 豊富郷 塩竃

伊達藩永太郎納豆 グリーンパール納豆本舗 村田 仙台城下町ノ味「たまご酒」 仙台伊澤家勝山酒造 仙台

本場仙台みそ 仙台味噌醤油 仙台 糀みるく２本詰合せ 宮城ふるさと酒造 大崎

ヤマカノ製品詰合せ ヤマカノ醸造 登米 蔵王チーズ詰合せ 蔵王酪農センター 蔵王

ブルーベリー黒酢 豊富郷 塩竃 萩の月 菓匠三全 仙台

手作り無添加ソーセージセット 仙台伊澤家勝山酒造 仙台 支倉焼 ふじや千舟 仙台

見龍純米酒・湖醉すてびあ純米酒セット 宮城ふるさと酒造 大崎 松島こうれん 紅蓮屋 松島

蔵王チーズ詰合せ 蔵王酪農センター 蔵王 白松がモナカ 白松がモナカ本舗 仙台

銘菓撰　紫 菓匠三全 仙台 ゆべし詰合せ 甘仙堂 名取

モナカ・ヨーカン詰合せ 白松がモナカ本舗 仙台 仙台駄菓子 元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋 仙台

ゆべし詰合せ 甘仙堂 名取 喜久福 井ヶ田製茶 仙台

仙台駄菓子 元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋 仙台 杵つきずんだ大福セット 北上京だんご本舗 仙台

九重２５０ｇ３本詰合せ 九重本舗玉澤 仙台 仙台名物ずんだ餅 黄金食品 仙台

ずんだもち・おかねもちセット 北上京だんご本舗 仙台 九重　120g　3本詰 九重本舗玉澤 仙台

仙台名物ずんだ餅 黄金食品 仙台 シューラスク・ふくふくマドレーヌセット ムッシュマスノ　アルパジョン 石巻

3,000円コース5,000円コース

掲載商品のご紹介



勝山純米大吟醸「伝」＆無添加ソーセー
ジ

仙台伊澤家勝山酒造 仙台

伯楽星純米大吟醸桐箱入
（東条秋津山田錦29％精米）

新澤醸造店 大崎

伊達の牛たん詰合せ 伊達の牛たん本舗 仙台

栄週米詰合せ イーストファームみやぎ 美里

仙台牛モモ味噌漬 マルイ 仙台

蔵王チーズ詰合せ 蔵王酪農センター 蔵王

厚切り牛たん詰合せ 味の牛たん喜助 仙台

にしきや仙台カレー・ハヤシ、極上牛た
んカレー・シチューセット

にしき食品 岩沼

「伊豆沼ハム」ハム詰合せ 伊豆沼農産 登米

笹かまぼこ・牛たん詰合せ 鐘崎 仙台

利久　牛たんセット 利久 岩沼

鯨須の子大和煮 木の屋石巻水産 石巻

旬海漬詰合せ 旬海堂 仙台

三陸海産珍味詰合せ「海烹撰」 マルアラ及川商店 岩沼

紅焼姿煮 石渡商店 気仙沼

三陸海の宝物セット 末永海産 石巻

かき徳グラタン三種詰合せ 仙台かき徳 仙台

伊達の一　海鮮粕漬詰合せ 伊達の一 塩竃

美味しさいっぱい「金箱」風呂敷包 湊水産 石巻

白松がモナカ・ヨーカン詰合せ 白松がモナカ本舗 仙台

玉虫塗　平文庫　萩 東北工芸製作所 仙台

乾漆花器 佐藤漆工房 大崎

オールドペアグラス　七夕 ＨＩＲＯガラス工房 仙台

「仙台平」金封ふくさ・テーブルセンター
セット

仙台平 仙台

玄昌石皿 雄勝硯生産販売協同組合 石巻市

堤焼　酒器揃　海鼠釉 堤焼乾馬窯 仙台市

10,000円コース



申込番号 商品名 メーカー名 賞味期間

10001 勝山純米大吟醸「伝」＆無添加ソーセージ 仙台伊澤家勝山酒造 21日間

10002 伯楽星純米大吟醸 新澤醸造店 賞味期限なし

10003 伊達の牛たん詰合せ　 伊達の牛たん本舗 冷凍270日間

10004 栄週米詰合せ イーストファームみやぎ 常温60日間

10005 仙台牛モモ味噌漬 マルイ 冷蔵30日間

10006 蔵王チーズ詰合せ 蔵王酪農センター 冷蔵60日間

10007 厚切り牛たん詰合せ キスケフーズ 冷凍１８０日間

10008
にしきや仙台カレー・ハヤシ、極上牛たんカ
レー・シチューセット

にしき食品 常温1年6か月間

10009 「伊豆沼ハム」ハム詰合せ 伊豆沼農産 冷蔵２０日間

10010 笹かまぼこ・牛たん詰合せ 鐘崎 冷蔵7日間

10011 利久　牛たんセット 利久 冷凍180日間

10012 鯨須の子大和煮 木の屋石巻水産 常温3年間

10013 旬海漬詰合せ 旬海堂 冷蔵7日間

10014 三陸海産珍味詰合せ「海烹撰」 マルアラ及川商店 冷蔵7日間

10015 紅焼姿煮 石渡商店 常温180日間

10016 三陸海の宝物セット 末永海産 冷蔵40日

10017 かき徳グラタン三種詰合せ 仙台かき徳 冷蔵6日間

10018 伊達の一　海鮮粕漬詰合せ 伊達の一 冷蔵7日間

10019 美味しさいっぱい「金箱」風呂敷包 湊水産 冷凍60日間

10020 白松がモナカ・ヨーカン詰合せ 白松がモナカ本舗 常温21日間

賞味期間のご案内



氏名
TEL

(団体名） FAX

５）申込みハガキの送り主名をご記入ください。

蝶結び

結びきり

個 納品（発送）

個 　　　／

個 請求

個 　　　／

発送代行 件 有効期限

シリアル№

申込日：平成　　　年　　　月　　　日

(公社)宮城県物産振興協会　ギフトカタログ係行き

FAX：022-263-5369　　TEL:022-263-5050

宮城県産品ギフトカタログ「味や技の旨いもの」申込書

申込者様

　（　　　　　　）　　　　　　　－

※
太
枠
内
を
ご
記
入
く
だ
さ
い

。

（担当：　　 　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　）　　　　　　　－

住所

〒

１）ご希望のコースと数量をご記入ください。

３，０００円コース × 個　

１０、０００円コース × 個　

２）同封する挨拶文書等の文書はありますか。
無　　・　　有　（　　作成依頼　　・　　申込者手配　　）

〈作成依頼の場合〉 希望枚数 枚　

７）お支払方法をお選びください。 銀行振込　　・　　郵便振替　　・　　代金引換

３）カタログ等を入れる箱は必要ですか。
※10,000円コースは専用ケース付き。記入不要

不要　　・　　要

〈ご希望の場合〉 注文個数 個　

４）熨斗は必要ですか。 不要　　・　　要 ※御要りようの場合、下部よりお選びください。

８）その他要望事項があればご記入ください。

付
け
方

外熨斗

内熨斗

水
引

（15文字以内）

６）カタログのお届け方法をお選びください。
一括お届け　　・　　発送代行　（　　　　　件）

〈配達希望日〉 　　平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）

※右より付け方、水引をお選びください。

当　会　記　入　欄

３，０００円コース 注文受付

　　　／

平成　　　年　　　月　　　日

５，０００円コース 　　　／

１０，０００円コース 入金

５、０００円コース × 個　

合計 ～

【表書き】

【お名前】

◇熨斗に表書き、お名前をお入れします。

ギフト箱



氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

氏名 TEL （　　　  　）　　　   　－ お届け日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

３，０００円コース

５，０００円コース

１０，０００円コース

TEL （　　　  　）　　　   　－

〒1

氏名

住所

〒

〈送り主〉

　※お届け先へのコース名をお選びください。

　※お届け日にご希望がある場合はご記入くださ
い。
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住所

〈お届け先〉

コース

〈別紙〉

ギフトカタログ発送先リスト
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住所

〒

コース

(申込者名)　　　 　　　　　　　　　               　様

住所
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コース

〒
コース
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〒

コース

〒

コース
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住所
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住所

〒
コース

〒

コース
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住所

〒

コース
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住所

〒
コース
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