
・いちご＆ミルク・ダブルクリーム・抹茶ミルク＆十勝小豆・野いちご＆さくらんぼ
・ミルク＆ビターショコラ・ショコラ＆バナナ＆マカダミアナッツ・ブルーベリー＆カシス
・マンゴー＆瀬戸内レモン・いちごと３種のベリー・岡山白桃　×各１個

北海道の大津牧場から、
自慢のミルクを使ったおもてなし。
長く愛される逸品です。

ヨーグルト、チーズ、プリン詰合せ

ヨーグルト150ml×6個、チーズ100ｇ×2個
プリン100ml×5個
配送形態：冷蔵　【特定原材料：乳、卵】

「小泉製菓」元祖の人気商品 青森を代表するりんごジュース ほっとする懐かしい味が人気
サクサク軽快なりんごと、
しっとりバウムは絶品。

小泉製菓　かくれたりんご

ギフト箱入 税込 ¥4,000

ギフト箱入 税込 ¥3,000ギフト箱入 税込 ¥3,000

※未成年の飲酒は法律で禁止されています。

お酒のご注文はリカープラザ夢まで
【フリーダイヤル】0120-70-0385　FAX：0178-71-3146

涛と舞う  大吟醸

スパークリング清酒720ml
配送形態：常温(包装、短冊のし対応可) 配送形態：冷凍（簡易包装、短冊のし）

※ご注文は
　リカープラザ夢へ

※ご注文はリカープラザ夢へ

稲庭地方の清冽な水と上質の
小麦粉を丁寧に練り上げました。
手作りの職人技が光ります。

青森りんごの風味を大切に、
丁寧に食感良くつくりました。
たっぷり贅沢に召し上がれ。

手延べうどん160ｇ×４束

配送形態：常温　賞味期限：常温２年製造より
【特定原材料：小麦】

りんごジャム瓶250ｇ×3本
配送形態：常温

樹齢１３０年を超える紅玉りんごの古木「百年紅玉」
三戸町山田農園の逸話伝わる厳選素材を、

あおもり味蕾屋が丁寧に手作りパイに仕上げました。

小泉製菓

アップルパイ5号
＜特定原材料：小麦、乳、卵＞ 
配送形態：冷凍

上品で透明感のある果実のような
含み香。しっかりした輪郭ながら、
繊細で爽やかなお酒です。

清酒　大吟醸720ml

涛と舞う

※ご注文は
　リカープラザ夢へ

雪に舞う
本格いも焼酎

青森県産米を原料に南部杜氏の技
で丹精込めて醸しました。

柔かい飲み口はあきがきません。

清酒1800ｍl
「黄金千貫」の本格いも焼酎に、
オリジナルラベルを冠した、
目にも舌にも楽しい焼酎です。

本格芋焼酎　720ml

お酒 お酒

お酒

※ご注文は
　リカープラザ夢へ

長寿を願って希少なりんごの手作りアップルパイ

もちろん青森県産りんご100％

雪舞 りんごジャム３本入

りんごバウムクーヘン2個
※賞味期限：常温30日
【特定原材料：小麦、乳、卵】

★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 )

●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 )

熟成ベーコン51ｇ、白い熟成あらびきウインナー70ｇ
熟成あらびきウインナー70ｇ、肩ロース生ハム40ｇ
熟成ももハム60ｇ、熟成厚切りロースハム62ｇ×2
(国産ﾌﾟﾚﾐｱﾑ美ノ国UKI-48)
※賞味期限：冷蔵40日　製造より
配送形態：冷蔵　熨斗：防水加工熨斗(名入不可)

(華HNA-60)
※賞味期限：冷蔵５０日　製造より
配送形態：冷蔵　熨斗：防水加工熨斗(名入不可)

取扱期間6月19日～7月17日まで
ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ
スモークハム180ｇ、あらびきミートローフ170ｇ
肩ロース200ｇ、ペッパーボロニア110ｇ

取扱期間6月19日～7月17日まで
ハンバーグデミグラスソース130ｇ×4
ハンバーグ和風おろしソース130ｇ×4

(プレミアム工房RハンバーグセットPHBR-30)
※賞味期限：冷凍366日　製造より
配送形態：冷凍　熨斗：防水加工熨斗(名入不可)

取扱期間～7月17日まで

心地よい吟醸香、優しい口当たり、泡の爽やかさ。
シャンパン製法に則ったawa 酒協会の厳格な規格で醸造。
甘さを抑えた繊細でドライな味わいは乾杯の新定番。

東京五輪の開催！祝いの乾杯酒を目指して!!

KEYCOFFEE

「八戸みやげの新定番」となったサバ缶シリーズ。
アレンジレシピも楽しめる大人気商品です。

津軽海峡の塩、グリーンカレー、ゆずこしょう、
トムヤムクン、アヒージョ、ハバネロ　各1缶180ｇ
配送形態：常温(包装、短冊のし対応可)

八戸水揚げさば加工　6種類のさば缶セット

★

希望の雫　りんごジュース
★

無添加りんごジュース

酸味爽やかな紅玉を使用し、
便利なリップパックに詰めました。
冷やしてお召し上がりください。

倉石紅玉ゼリー
★ ★★

倉石りんごジュース

★

白州の天然水で仕上げた、
清涼感たっぷりのリキッドコーヒーと
アイスティーのギフトです。

キーコーヒーギフト

リキッドコーヒー無糖250ｍl×6本
アイスティー甘さひかえめ250ｍl×6本
リキッドコーヒー微糖250ｍl×6本
配送形態：常温

★

大津牧場おもてなしセット
★

国産プレミアム　美ノ国
品番 660912 税込¥4,300★

プレミアム工房ハンバーグセット
プレミアム工房R

品番 660904 税込 ¥3,300★
お豆腐とお魚のバランスが絶妙 !!
宮城塩釜の㈱直江商店の逸品！

おとうふかまぼこ詰合せ
㈱直江商店

おとうふかまぼこ(ミニ×3枚、笹×3枚、
小丸生姜×2袋、お好み焼×2枚)、
揚げ蒲鉾×2枚
配送形態：冷蔵(簡易包装のみ)
賞味期限：製造より10日

配送形態：冷蔵(簡易包装、短冊のし)

★

華
品番 660911 税込 ¥5,400★★

雪舞　本造り稲庭うどん
★

稲庭の職人の技で仕上げた、
夏にぴったり涼やかなのど越し。

定番ヒット商品です。

手延べそうめん50ｇ×18束

配送形態：常温　賞味期限：常温２年製造より
【特定原材料：小麦】

雪舞　寒造り稲庭そうめん
★

発泡清酒部門2年連続1位
あわさけスパークリング

お酒

2017　2018

【数量限定】　愛媛の果実　飲むゼリーギフト

★消費税区分：8％( 軽減税率適用 )

品番 620801 税込 ¥3,800 ★

ヤマヨ　みなと八戸口福セット

八戸市

愛媛県

品番 200508 税込 ¥4,800 ★

フレッシュライン
品番 000000 税込 ¥0,000 ★

腸内環境を整えて免疫力を高める食品に注目があつまり、
大人気！太子食品の通販限定「六穀納豆」も入ってます。

太子食品　腸活で免疫力アップセット

発酵食品、食物繊維をしっかり摂取で腸活を！

三戸町

北海道 宮城県

六穀納豆80ｇ×1、11ぴきのねこ納豆30ｇ4P×1、太子納豆100ｇ×1、
工藤こうじ店謹製てづくり甘酒130ｍｌ×2、超きざみひきわり納豆(たれ付)40ｇ3P×1
こんにゃくCOOK【アカモク入りさしみこんにゃく(からし酢みそ付)180ｇ×1、アオサ入りさしみこんにゃく
(からし酢みそ付)180ｇ×1、きんぴら用生芋束こんにゃく(甘辛たれ付)180ｇ×1】、北の大豆豆乳(にがり付)500ml×1

品番 670700 税込 ¥3,300 ★

マルヌシ　八戸サバ缶バー
★

ワッフルワッフル

百年紅玉　アップルパイ

三戸町、十和田市五戸町倉石五戸町倉石

丁寧に炊き込んで、旨みをぎゅっと濃縮。つきぬける香り。
うにの老舗いわや手作りの逸品。お酒のお供にも最高！

いわやうに佃煮70ｇ×2　化粧箱入り
●うに佃煮３個セット【品番280202　税込￥4,500】もございます。　(うに佃煮70ｇ×3　化粧箱入り)
配送形態：常温(包装、短冊のし対応可)

ちょっとのせるだけで、ご飯がごちそうになる佃煮！ 夏のごちそう！プルプル食感ゼリー

いわや　うに佃煮　２個セット
★

港町八戸の技が光る海鮮９種詰合せ
青森の地酒と合わせて召し上がれ

しめさば半身×１枚、漬けさば半身×１枚、つるあらめ昆布醤油漬け40ｇ×2連
いかを干して造ったいか塩辛100ｇ、いか刺し松前漬け120ｇ
3種の野菜とさばのサラダ100ｇ、3種の野菜とほたてのサラダかにかま入り100ｇ
海藻生活 大満足白だし仕立て110ｇ、海藻生活 大満足ピリ辛110ｇ　各1パック
配送形態：冷凍(簡易包装、短冊のし)

愛媛の果実飲むゼリー（紅まどんな入り150g×4、せとか入り150g×4）
配送形態：常温（包装、のし対応）

日本ハム日本ハム

倉石の美味しいりんごを絞った、
大人気の便利なリップパックタイプは、
レジャーのお供におすすめです。

冷やして凍らせて便利なパウチ入り

ゼリーリップパック170ｍl×20 ジュースリップパック200ml×20

なこし農園JAアオレン

独自製法の密閉絞りで絞った、
酸化防止剤不使用のりんご果汁

100％ジュースです。
ペット280ml×24本
※賞味期限：常温9ヶ月

こだわり無添加だから支持される
りんご本来のうまみがそのまんま、
しぼったままの100％果汁です。

瓶ジュース1000ml×6本
※包装不可「シールのし」対応のみ

8年連続
三ツ星受賞

国際味覚審査機構
（ITI）
2019三ツ星

弘前市

八戸市福岡県五戸町

秋田県秋田県

五戸町

八戸市青森県 弘前市

ギフト箱入 税込 ¥5,500
南部美人 あわさけ スパークリング 

品番 250200 税込 ¥4,000 品番 250204 税込 ¥3,400

品番 280201 税込 ¥3,600

品番 460206 税込 ¥3,200 品番 430501 税込 ¥4,000 品番 430601 税込 ¥3,300

品番 430712 税込 ¥4,300 品番 430710 税込 ¥3,800

品番 430809 税込 ¥4,000 品番 470505 税込 ¥4,500 品番 670600 税込 ¥3,600品番 600403 税込 ¥3,200品番 620532 税込 ¥4,000品番 620530 税込 ¥3,000

品番 790301 税込 ¥4,200

★

〈特定原材料：卵、乳、小麦〉

果肉の濃厚な「コンフィチュール」・小豆・ショコラ等１０種類の素材と
しっとりクリームを組合せ、ふんわりモチモチワッフルでサンド。
ワッフル専門店のバラエティ豊かなワッフルセットをお届けします。 ふっくらやわらかく焼きあがる銀鱈は辛味醤油で味付け、

鮭は新潟県産コシヒカリから造った塩こうじで漬け込み。
真空包装で保存も調理も簡単。

銀鱈越後漬(辛味醤油漬)約80ｇ×2、鮭塩こうじ漬約50ｇ3切れ×2
配送形態：冷凍(包装、短冊のし対応)　

銀鱈と塩鮭にごはんだけで最高のごちそうです。
愛媛の名産「紅まどんな」と「せとか」を贅沢に、
のどごし最高の飲むゼリーに仕上げました。
特産柑橘をいつでも味わえる大人気商品です。

果実の美味しさをとじ込めた、くせになる飲むゼリー！

銀鱈越後漬　鮭塩こうじ漬　詰合せ
★品番 250201 税込 ¥4,700

㈱いわや

菊駒酒造

福徳長酒類

菊駒酒造

新潟県 八戸市岡山県


