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三八五流通株式会社
カタログ有効期限：令和２年10月末日迄

酒のシメは「蕎麦」！それほど蕎麦好きな南部八戸。
やわらかく煮上げたさばをおそばにのせてめし上がれ！

八戸さばと階上蕎麦の見事なコラボ！
マルヌシさば旨煮150ｇ×3、階上早生そば200ｇ×3、つゆ3倍希釈200ml×2 
配送形態：冷蔵(簡易包装、短冊のし対応可) 

八戸美保野ポーク生ウインナー(ブラックペッパー150ｇ×1、バジルオニオン150ｇ×1)
ビアサラミ100ｇ×1、ロシアンソーセージ100ｇ×1、生ハムスライス100ｇ×1 

㈱マルヌシ×階上わっせ×北館製麺

生産者の顔が見える田子町特産の黒毛和種。
最高級部位のヒレ肉をご堪能ください。

田子町「種子にんにく農園」産にんにく1個入り

●田子牛ヒレ大入り【品番490802　税込¥16,000】もございます。
　田子牛ヒレ100ｇ×4　〈※ステーキたれ、にんにくは入りません。)
配送形態：冷凍(包装、シールのし対応)

田子牛ヒレ100ｇ×2、ステーキたれ×1、田子産にんにく×1個

㈱肉の博明

種子にんにく農園

にんにくの旨みと厳選スパイスがガツンと大満足。
鶏もも肉 1本まるごと入って食べごたえ抜群です。
田子にんにくを「追いにんにく」して召し上がれ。

田子にんにくが決め手の絶品カレー

もも一本カレー300ｇ×6
●種子農園の田子にんにく１個プレゼント
配送形態：常温(簡易包装、短冊のし対応可)

青森県産の帆立貝を贅沢に使った、
缶詰め３種のギフトです。

ほたて缶70ｇ　３種各２缶

●ほたてしらゆき70ｇ×2
●みそマヨほたて70ｇ×2　【特定原材料：卵】
●みそ貝焼きの素70ｇ×2　【特定原材料：卵】

ミネラルを豊富に含むほたて貝は、
殻付きの焼きや酒蒸しでどうぞ。

送料込　３kg(16枚前後)

※十三湖産活しじみは砂抜きが必要です。

配送形態：冷蔵

日本海の海水と淡水がまじりあう
汽水湖「十三湖」はしじみの名産地。

中粒殻付　約1kg

※枚数指定はできません。
●２kg(12枚前後)【品番120102　税込¥4,200】
●５kg(30枚前後)【品番120105　税込¥7,000】
配送形態：冷蔵

粒の大きさで有名な小川原湖産
しじみのたっぷり１kgギフトです。
贅沢に使った味噌汁は最高です。

大粒殻付約１kg　砂抜き処理済

※特大殻付1kg(貝粒26～30ｍｍ)もございます。
　【品番780801　税込¥5,500】
配送形態：冷蔵

配送形態：冷凍

配送形態：冷凍

さっぱりしてるから、冷めても美味しい青森県のお米。
米の美味さは甘さや粘りだけじゃないことがわかります。
酸化を抑える真空包装で、新鮮なお米をお届けします。

青森県の特産のながいもは「生、焼、煮、揚げ」調理方法のレパートリー豊富。
最近では豊富な栄養価や成分が注目され、さらに人気が上がっています。

米2合真空パウチ×10個
配送形態：常温(簡易包装、短冊のし対応)

配送形態：常温　　※本数指定はできません。 配送形態：常温　　※本数指定はできません。

昼夜の寒暖差が激しく、厳しい環境の戸来岳の麓で育てる、
気温差に刺激され甘みを蓄えたところを逃さず朝採り。
収量が少なく貴重な特産品。驚きのきみ体験をどうぞ！

配送形態：冷蔵　※包装不可、短冊のし対応　
※9月収穫、加工後出荷

配送形態：冷蔵　※包装不可、短冊のし対応　
※指定日配送不可

写真はイメージです　

★消費税区分：8％( 軽減税率適用 )★消費税区分：8％( 軽減税率適用 ) ★消費税区分：8％( 軽減税率適用 ) ★消費税区分：8％( 軽減税率適用 ) ★消費税区分：8％( 軽減税率適用 )

※こちらはお米の真空パウチです

炊きたてはもちろん！お弁当で美味い！
旨みがあふれる肉汁じゅわじゅわの生ウインナー、

肉本来の風味にこだわるサラミにハム、
じっくりと味わっていただきたい本気の仕上がり。

ご当地ブランド豚の人気ウインナーとハムの詰合せ！

さば旨煮そば　6食分

八戸美保野ポーク(ロース300ｇ、バラ300ｇ、味付スペアリブ(ボイル加工)300ｇ)
国産豚ミックスホルモン味付け500ｇ(部位：カシラ・ハラミ・ハツ) 

コクのロースと旨味のバラ、部位を贅沢に食べ比べ。
スペアリブは遠火であぶってほろほろ食感を楽しむ。
こだわり部位のホルモンは食べごたえ抜群。

炭火でじっくり、肉の美味さがくっきりきわだちます！

【数量限定】

新郷村 農業後継者の会 きみ部会

渋谷農園

ご注文締切９月10日(木)迄

青森県岩木山の麓が産地の、
嶽を眺めて育ったとうもろこし。
環境が糖度を引き出します。

お届け期間/８月中旬～９月初旬

※指定日配送不可

芳醇な香りと心地よい食感が、
大人気のぶどう品種。古式たたら製鉄
で生じるミネラルを与える特別栽培。

お届け期間/８月下旬～９月下旬

お届け期間/８月中旬～目安 お届け期間/９月中旬～目安

シャインマスカット×4房(約2kg)
配送形態：常温(簡易包装)　※指定日配送不可

ご注文締切８月28日(金)迄

見た目がわけありのお手頃品。
気軽に食べられるのでご家庭に。

お届け期間/８月中旬　※目安 お届け期間/７月中旬　※目安

※サイズの小玉、傷あり等のわけあり品です。
※注文締切７月22日(水)
※指定日配送不可　※贈答対応不可(のし等)
※家庭向けの為、内容の指定はできません。

JAごしょつがる 渋谷農園

見た目がわけありのお手頃品。
気軽に食べられるのでご家庭に。

※サイズの小玉、傷あり等のわけあり品です。
※注文締切７月10日(金)
※指定日配送不可　※贈答対応不可(のし等)
※家庭向けの為、内容の指定はできません。

収穫時期/８月 収穫時期/７月

写真はイメージです。

美しい果実はすっきりとした甘みで、
秋田美人のイメージそのまま。
爽やかな味わいのメロンです。

お届け期間/７月下旬　※目安

※注文締切７月10日(金)　※指定日配送不可
●常温にて追熟させてください。
●召し上がる2時間前に冷やしてください。

赤身をおびた果肉は糖度が高く、
ジューシーなのが特徴です。
甘味と香りのバランスが絶妙。

お届け期間/７月下旬　※目安

※注文締切７月10日(金)　※指定日配送不可
●常温にて追熟させてください。
●召し上がる2時間前に冷やしてください。

JA秋田なまはげJA秋田なまはげ

八戸さばそば
品番 620704 税込 ¥4,700

八戸美保野ポークA　「バラエティセット」
品番 490904 税込 ¥4,500

八戸美保野ポークB　「夏のBBQ詰合せ」
品番 490902 税込 ¥5,800

田子牛 ヒレステーキ
品番 490801 税込 ¥9,000

★★

青天の霹靂
品番 515101 税込 ¥4,500

青森ながいも　３kg
(３～５本※目安 )

品番520103 税込¥3,800

★

★

嶽きみ　生１０本
品番 520410 税込 ¥4,000 ★

青森ながいも　５ｋｇ
(６～８本※目安 )

品番520105 税込¥4,800★
★

青森帆立グルメセット
品番 250101 税込 ¥4,000★

青森特産活ほたて３kg
品番 120103 税込 ¥5,300 ★

十三湖産活しじみ
品番 780501 税込 ¥4,500 ★

小川原湖産大和しじみ
品番 780701 税込 ¥5,000 ★

青森ユウカ小玉　５玉
品番 020512 税込 ¥5,700 ★

青森タカミ小玉　５玉
品番 020610 税込 ¥6,700 ★

★

種子にんにく農園　もも一本にんにくカレー
品番 650300 税込 ¥6,000

★

田子町

田子町

青森県青森県

八戸市

八戸市、階上町

八戸市

青森県

青森県

五所川原市東北町 写真はイメージです　

【数量限定】

収穫時期/８月

収穫時期/７月

岡山産シャインマスカット
品番 060106 税込 ¥7,000 ★

郷のきみ  生10本※目安
品番 500500 税込 ¥3,500

青森ユウカメロン　５玉
品番 020510 税込 ¥9,600 ★★

★

郷のきみ  真空パック10本
品番 500502 税込 ¥4,500★

● 有機の
里 新郷

村特産
 ●

追熟させたユウカの果肉のねっとり感、
こぼれる果汁につきぬける芳香。

この美味しさは何玉でも食べたくなる。

お届け期間/７月中旬　※目安

※注文締切７月10日(金)　※指定日配送不可
●常温にて追熟させてください。
●召し上がる２時間前に冷やしてください。

収穫時期/８月

青森タカミメロン　２玉
品番 020507 税込 ¥4,500

青森タカミは肉厚でジューシー、
きめ細やかな果肉の口当たりよく、
爽やかな甘さで夏のごちそうです。

お届け期間/８月上旬　※目安

※注文締切７月22日(水)　※指定日配送不可
●常温にて追熟させてください。
●召し上がる２時間前に冷やしてください。

収穫時期/７月収穫時期/７月

★★

わかみレッドメロン　２玉
品番 020104 税込 ¥4,200

秋田美人メロン　２玉
品番 020102 税込 ¥4,500

JAごしょつがる

★

収穫時期/７月

青森ユウカメロン　２玉
品番 020509 税込 ¥4,500

黄金色の果皮が特徴の青森ユウカは、
やわらかく果汁が多く、香りも芳醇。
つがるを代表する完熟メロンです。

お届け期間/７月中旬　※目安

※注文締切７月10日(金)　※指定日配送不可
●常温にて追熟させてください。
●召し上がる２時間前に冷やしてください。

渋谷農園

【青果産直ギフトについて】
※青果の為、指定日配送はできません。
※収穫後の随時発送いたします。
※お届け期間は収穫予定からの目安です。

●掲載商品【全国一律送料込】　※一部対象外商品を除く　※沖縄・離島は商品代が＋1300 円 ( 税込 ) ●掲載商品【全国一律送料込】　※一部対象外商品を除く　※沖縄・離島は商品代が＋1300 円 ( 税込 ) ●掲載商品【全国一律送料込】　※一部対象外商品を除く　※沖縄・離島は商品代が＋1300 円 ( 税込 )
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※履歴証明書付


