お酒のオリジナルラベル
おつくりいたします。
LINEからでもご質問やお問合せを受付しております。

〒811-1245 福岡県那珂川市別所379-19
TEL : 092-952-8871 / FAX : 092-952-8850
E-mail : m-takumi@guitar.ocn.ne.jp
ホームページ : https://chikushinosato-takumi.com

福岡県革新企業承認 第3890号

@170rwehn
＠から入力おねがいします
二次元コードからも登録できます

商品番号

表示価格はすべて税込価格です。

ご贈答品におすすめ

地方発送料は全国一律８00円です。

素材の食感はそのままに
鰹だしで贅沢に
仕上げたスープです。
1

華味鳥史上最高濃度の
水炊きスープと卵スープで
〆までお楽しみ下さい。

商品番号

2

善プレミアム水炊きスープセット

久右衛門 和風スープ詰合せ

内容量 水炊きスープ600g（2人前）×2
水炊き卵スープ6.1g×2
賞味期限 常温365日（包装有）

内容量（玉葱・とまと・昆布・ふかひれ）スープ各3個
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格

カタログ掲載写真はすべて調理例です。

￥3,500

標準小売価格

箱サイズ 340mm×325mm×30mm

箱サイズ

￥2,000

210mm×330mm×40mm

旨みたっぷりの鍋スープを3種類の味で
〆の麺までお楽しみ下さい。

野菜がたっぷり食べられる博多の名物
シメのちゃんぽん麺も入ってます。

商品番号

商品番号

3

博多もつ鍋 4人前

こだわりのたっぷり鍋 6人前

内容量 牛もつレトルト150ｇ×2・もつ鍋スープ42ｇ×2
スライスガーリック3ｇ×2・輪切り唐辛子2ｇ×2
ちゃんぽん麺80ｇ×2 賞味期限 常温180日
標準小売価格
箱サイズ

内容量 キムチ鍋スープ150g・ちゃんぽん麺80g
ちゃんこ鍋スープ150g・ラーメン麺80g・寄せ鍋スープ150g
うどん麺80g 賞味期限 常温120日

￥2,500

標準小売価格

155mm×225mm×70mm

箱サイズ

商品番号

5

博多もつ鍋スープセット

お味噌汁・スープセット
内容量 お味噌汁（ほうれん草）×4・お味噌汁（油揚げ）×4
卵スープ（和風）×4・卵スープ（中華）×4
賞味期限 常温365日（包装有）

箱サイズ

￥2,000

210mm×330mm×40mm

十勝産あずき100％使用
温めても冷やしても
美味しく召し上がれます。

商品番号

6

内容量 もつ鍋スープ味噌720g（3〜4人前）
もつ鍋スープ醤油720g（3〜4人前）
賞味期限 常温120日（包装有）
標準小売価格

￥2,000

105mm×135mm×160mm

フリーズドライで手軽に
4種類の味をお楽しみ下さい。

老舗醤油屋が作ったもつ鍋スープを
こくうま醤油味と濃厚味噌味でお楽しみ下さい。

商品番号

4

標準小売価格
箱サイズ

￥3,000

320mm×350mm×40mm

7

おぜんざい 4食
内容量ぜんざい 160g×4
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格

五島名産の
純粋椿油100％使用

冬は
にゅうめんで

商品番号

商品番号

8

島原手延べうどん 1kg

島原手延べ素麺 1kg

内容量 50g×20束
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格

1

箱サイズ

￥2,000

210ｍｍ×320mm×30mm

商品番号

9

内容量 50ｇ×20束
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格
箱サイズ

￥2,000

210ｍｍ×320mm×30mm

￥1,000

箱サイズ 210mm×260mm×35mm

10

五島手延べうどん 9人前
内容量 五島うどん250ｇ×3・あごだしスープ10ｇ×6
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格

￥2,５00

箱サイズ 210mm×330mm×30mm

大人気！

レストラン生まれの
人気ドレッシングと
パスタソースをお楽しみ下さい。

焦し醤油だれで味付けした
炙りやきとりが仲間入りです。

商品番号

商品番号

11

宮崎のおつまみセット

ピエトロドレッシングセット

内容量 黄金の旨味手羽100g・鶏炭火焼100g・炙りやきとり115g
トロうまなんこつ140g・ポン酢20g・唐辛子0.2g
賞味期限 常温365日（包装有）

内容量 和風醤油280ml・焙煎香りごま280ml
おうちパスタペペロンチーノ180ml
賞味期限 常温90日
標準小売価格

￥1,500

標準小売価格

あまったご飯で簡単アレンジ料理
6種類のドリアをお楽しみください。

ドリアソースバラエティー
内容量 チーズドリア160ｇ・シーフードドリア160ｇ・きのこドリア160ｇ
焼カレードリア160ｇ・チキンドリア160ｇ・ミートドリア160ｇ
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格

￥1,500

箱サイズ 210mm×320mm×30mm

商品番号

14

たっぷりビーフカレー6食
内容量 ビーフカレー（辛口）250ｇ×2・
（中辛）250ｇ×2
（甘口）250ｇ×2 賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格
箱サイズ

￥1,500

210mm×330mm×40mm

九州産銘柄鶏「華味鳥」を
トマトを隠し味に
さわやかスパイシーに
仕上げました。

25種類のスパイスを使用した本格派。

商品番号

商品番号

16

華味鳥チキンカレー 4
食入
4食入

内容量 180ｇ
（中辛）×10 賞味期限 常温365日

内容量 チキンカレー（中辛）200ｇ×4 賞味期限 常温365日

標準小売価格

￥2,000

145mm×155mm×185mm

９合分

商品番号

￥1,500

170mm×250mm×50mm

内容量 かしわ飯の素3合分×3
賞味期限 常温180日（包装有）
標準小売価格

￥2,000

150mm×200mm×60mm

たっぷりハッシュドビーフ6食
内容量 ハッシュドビーフ250g×6
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格
箱サイズ

20

三種の混ぜ込みご飯の素
内容量 肉みそ味130g（2合分）
照焼きチキン味120g（2合分）
・豚キムチ味120g（2合分）
賞味期限 常温365日（包装有）
標準小売価格
箱サイズ

￥1,500

175mm×130mm×55mm

50ｇ
増量！

￥1,500

220mm×330mm×45mm

ご飯と卵でささっと3分で出来上がり
5種類の味をお楽しみ下さい。

18

チャーハンの素セット
内容量 カレー味10g×3・ガーリック味6，5g×3
海鮮焼あご味6.3g×3・かに味6g×3
えび味5.6g×3 賞味期限 常温180日（包装有）
標準小売価格
箱サイズ

￥１,５00

210mm×320mm×30mm

ほかほかご飯に混ぜるだけ
新しい3種類の味を
ご用意しました。

商品番号

19

かしわ飯の素 9合分

箱サイズ

標準小売価格

御飯を炊く釜に
入れるだけの簡単調理、
お好みで具材を増やして
ボリュームアップ。

たっぷり！

15

商品番号

17

スパイシーカレー徳用 10食

箱サイズ

完熟トマトを使用した
たっぷりサイズのハッシュドビーフ
お好みでソースとしても
重宝しますよ。

デミグラス仕立ての
ビーフカレーたっぷりサイズで
3種類ご用意いました。

商品番号

13

￥2,000

箱サイズ 210mm×330mm×40mm

箱サイズ 60mm×195mm×175mm

商品番号

12

ご存じ宮崎県の名産品です。
簡単レンジアップで
お召し上がりください。

商品番号

21

宮崎名物 鶏炭火焼
内容量 鶏炭火焼100g・鶏炭火焼（柚子胡椒味）100g
賞味期限 常温180日（包装有）
標準小売価格
箱サイズ

￥1,500

210ｍｍ×260ｍｍ×35ｍｍ

2

希少部位の鶏ひざなんこつを
鶏がらスープ和風だし塩で焼き上げました。

商品番号

人気の鶏皮揚げ
（トリカリ）
と
華味鳥のムネ肉ジャーキーで乾杯‼

商品番号

22

華味鳥なんこつ焼

華味鳥トリカリ＆ジャーキー

内容量 なんこつ焼 80g×3
賞味期限 常温180日（包装有）

標準小売価格

210mm×260mm×35mm

福岡県産のあまおう苺を使用した
あんこでチョコを包んだ
かわいい大福です。

商品番号

箱サイズ

内容量 あまおうチョコ大福×12個
賞味期限 常温90日(包装有)

￥1,500

標準小売価格

200mm×250mm×30mm

￥1,500

210mm×260mm×35mm

なると金時芋を使い、
しっとりと焼き上げた
和風スイートポテトです。
上品な甘さと、
ほっくりとした
味わいをお楽しみ下さい。

商品番号

24

あまおうチョコ大福

箱サイズ

内容量 鶏皮揚げ32g×2・ジャーキー20g×2
賞味期限 常温150日（包装有）

￥1,500

標準小売価格
箱サイズ

23

ビターチョコレートを贅沢に使い
アクセントにラム酒を加えた
奥深い味わいです。

商品番号

25

こがね芋のスイートポテト

濃厚ベイクドショコラ

内容量 こがね芋のスイートポテト×10個
賞味期限 常温90日（包装有）

内容量 ベイクドショコラ×8個
賞味期限 常温90日（包装有）

￥1,500

標準小売価格
箱サイズ

標準小売価格

275mm×235mm×45mm

美味しいさつま芋を
一口サイズのパイ生地で
包み込みました。

信州産牛乳と卵だけで
練り上げたしっとりとした
ドーナツです。

26

箱サイズ

￥1,500

200ｍｍ×240ｍｍ×40ｍｍ

五三焼とは卵黄
「5」に対して卵白
「3」を
使用する高級カステラの代名詞。

信州産牛乳100%

商品番号

商品番号

27

信州牧場のドーナツ
内容量 10個入
賞味期限 常温60日
標準小売価格
箱サイズ

￥1,000

155×195×80mm

有明産のりをたっぷりと使用、
温かいご飯にたっぷりとふりかけて
お召し上がりください。

商品番号

内容量 のりふりかけ90g×2
賞味期限 常温180日(包装有)
標準小売価格

3

さつまいもパイ
綾むらさき芋パイ5個・紅さつま芋パイ5個
賞味期限 常温60日
標準小売価格
箱サイズ

￥1,500

210mm×260mm×35mm

￥1,500

320mm×155mm×40mm

たっぷり
サイズ

29

長崎 五三焼 カステラ
内容量 300g 賞味期限 常温60日
標準小売価格

￥1,500

箱サイズ 60mm×90mm×180mm

内容量 みかんジュース1000ml×6
賞味期限 常温 180日
標準小売価格

野菜補給しませんか。

商品番号

31

佐賀みかん100％ジュース

箱サイズ

商品番号

佐賀みかんを100％使用した
濃縮還元 果汁100％ジュースです。

商品番号

30

有明産のりぶっかけふりかけ

箱サイズ

28

￥3,500

130mm×290mm×220mm

32

伊藤園 1日分の野菜ジュース
内容量 野菜ジュース200ml×12
賞味期限 常温270日
標準小売価格
箱サイズ

￥1,500

170mm×160mm×120mm

博多屋台の味を特製
とんこつラーメンで
再現しました。

昭和28年の創業以来
受け継がれてきた
秘伝の味
「呼び戻しスープ」
ラーメン通にこそ食べてほしい
本格派です。

33

商品番号

35

あごだしラーメン 4食

内容量 半生麺 100g×4・あごだしスープ35g×4
標準小売価格

￥1,000
商品番号

￥3,500

内容量 半生麺 100g×4・豚骨スープ31g×4
賞味期限 常温90日

標準小売価格

箱サイズ 165mm×265mm×45mm

北海道から九州全国の
個性的なスープを
熟成乾燥麺でお楽しみ下さい。

37

商品番号

内容量 麺 80g×4・真鯛塩スープ40g×4
賞味期限 常温365日

￥2,000
熟成乾燥麺を特製マー油で
お楽しみ下さい。

標準小売価格
箱サイズ

お買得！

商品番号

39

38

天然真鯛の塩ラーメン4食

内容量 小樽（塩味）・札幌（味噌味）・喜多方（醤油味）・米沢（醤油味）
東京（醤油味）・尾道（醤油味）・博多（豚骨味）各麺80gスープ付 7食
賞味期限 常温180日

箱サイズ 155mm×300mm×110mm

￥1,000

糸島県で水揚げされた
真鯛を使用して、
黄金色に輝く無添加の
塩スープが出来上がりました。
あっさりしたスープは
最後まで飲み干せる美味しさです。

商品番号

全国ラーメン味紀行 7食

標準小売価格

36

熊本地方独特の
焦し醤油の効いた
豚骨スープです。

熊本ラーメン 4食

260mm×260mm×60mm

商品番号

￥1,000

焼あごだしでとった上品なコクと
うま味の醤油スープです。

内容量 めん 110g×8・スープ 54g×8
賞味期限 常温60日 (包装有)
標準小売価格

長浜ラーメン 4食
標準小売価格

久留米 大砲ラーメン 8食

箱サイズ

34

内容量 半生麺 100g×4・豚骨スープ30g×4

スープがさらに
おいしく
なりました︒

商品番号

商品番号

￥1,500

120mm×300mm×50mm

たっぷり10食入りの
博多とんこつラーメンを
細麺でお楽しみください。

商品番号

40

41

熊本くまもんラーメン5食

博多とんこつラーメン徳用 10食

長崎ちゃんぽん・皿うどん 10
食
10食

内容量 （麺70g・スープ13g・調味油7g）各5
賞味期限 常温180日

内容量 （麺90g・とんこつスープ29g）×10
賞味期限 常温90日

内容量 ちゃんぽん6人前 皿うどん4人前(スープ付)
賞味期限 常温90日(包装有)

標準小売価格
箱サイズ

￥1,500

145mm×265mm×85mm

標準小売価格

￥2,000

商品番号

42

箱サイズ

43

ボーノパスタソースセット

博多半なまパスタ五五 4食

内容量 イカスミソース100g・カニクリームソース110g
カルボナーラソース130g・ウニクリームソース130g
ミートソース140g・タラコクリームソース110g
賞味期限 常温365日 (包装有)

半なまパスタ麺100g×4
ペペロンチーノ（ソース25g×2・トッピング1g×2）
ミートソース（ソース50g×2）
賞味期限 常温60日 (包装有)

標準小売価格
箱サイズ

￥1,500

210mm×320mm×30mm

￥2,500

240ｍｍ×330mm×110mm

福岡県産小麦とカナダ産デュラム小麦を5：5で配合、
イタリアのイタルパスタ社のパスタ機で押し出された
パスタは美しくモッチリとした最高の食感です。

こだわった6種類のパスタソースを
お楽しみ下さい。

商品番号

標準小売価格

箱サイズ 200mm×240mm×110mm

標準小売価格
箱サイズ

￥2,000

210mm×320mm×40mm

4

このページはクール便送料が含まれております。
メーカーから直接お届けしますので宅配申込書にてご注文下さい。
昭和26年創業の
「茶房きくち」
の味を太宰府からお届けいたします。

商品番号

44

太宰府 梅ヶ枝餅
内容量 （梅が枝餅70g×10）×2箱
賞味期限 冷凍180日
標準小売価格
箱サイズ

ご存知萬坊いかしゅうまいと
濃厚チーズとイカの食感が
相性抜群のいかチーズボールです。

商品番号

￥4,200 ( 送料込）

200mm×140mm×70mm

無着色お徳用1Kg
明太子好きにはたまらない
お徳用の1Kgです。

商品番号

45

からし明太子徳用1Kg（切子）

呼子萬坊いかしゅうまい・チーズボールセット

内容量 からし明太子（切子）1Kg
賞味期限 冷凍90日

内容量 いかしゅうまい16個・たれ4袋・からし2袋
いかチーズボール8個 賞味期限 冷凍180日
標準小売価格
箱サイズ

46

￥4,800 ( 送料込）

標準小売価格
箱サイズ

250mm×380mm×30mm

￥4,900 ( 送料込）

270mm×180mm×65mm

大分産の柚子胡椒を練りこんだ
大人の味が新登場です。
1928年創業者の八木下俊三が
ドイツ人アウグスト・ローマイヤー氏から
受け継いだ伝統の味をお届けいたします。

商品番号

47

長崎ひとくち餃子詰合せ
内容量 ひとくち餃子 10g×54・柚子胡椒入りひとくち餃子 10g×54
賞味期限 冷凍180日
標準小売価格
箱サイズ

￥3,900 ( 送料込）

280mm×200mm×55mm

商 品 番 号 48

ヤギシタハム詰合せ
内容量 原型ロースハム250g・スモークベーコン130g・ハーブローフ100g
紅しょうがウインナー120g・柚子胡椒ウインナー120g
チキンウインナー120g 賞味期限 冷蔵20日
標準小売価格

￥3,800 ( 送料込）

箱サイズ 200mm×250mm×75mm

南薩摩で古くから伝わる製法で作られる
さつま揚げをお楽しみください。

商 品 番 号 49

古来さつま揚げ詰合せ
内容量 上棒天×6・さつま芋天×3・つけあげ天×4
ごぼう天×3・磯の香天×4・れんこん天×3
賞味期限 冷凍30日
標準小売価格
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箱サイズ

￥3,800 ( 送料込）

165mm×290mm×50mm

名古屋の有名店うなぎ割烹料亭
「一愼」
が監修した
絶品うなぎ飯をお届けします。

商品番号

50

おこわ風うなぎ飯
内容量 うなぎ飯 60g×10 個
賞味期限 冷凍60日
標準小売価格
箱サイズ

￥4,800 ( 送料込）

210mm×230mm×65mm

このページはクール便送料が含まれております。
メーカーから直接お届けしますので宅配申込書にてご注文下さい。
「水炊き料亭 博多華味鳥」
の吟味された
スープと素材をご家庭でお楽しみください。

商品番号

51

博多華味鳥 水炊きセット
内容量 水炊きスープ400g×2・切り身300g
華つくね200g・ちゃんぽん麺180g
博多ぽん酢220ml 賞味期限 冷凍180日

￥４,800 ( 送料込）

標準小売価格
箱サイズ

190mm×270mm×140mm

華味鳥の様々な部位が奏でる素材の味をお楽しみください。
レンジでポンの簡単調理。

商品番号

52

博多華味鳥 焼き鳥セット
内容量（もも串・かわ串・とりトロ串・つくね串）各1本×5
賞味期限 冷凍365日
標準小売価格
箱サイズ

￥4,500 ( 送料込）

190mm×270mm×140mm

ご存知吉野家の牛丼をお得な10食でお届け、
今回はメーカー様のご協力で吉野家専用紅しょうがをサービスいたします。

10 食

お徳用
商品番号

53

吉野家 牛丼徳用10食セット
内容量 牛丼の具120g×10・紅しょうが60g
賞味期限 冷凍365日
標準小売価格
箱サイズ

￥5,000 ( 送料込）

290mm×180mm×100mm

自家製の生麺ともやし、
厳選した豚、
特製のオリジナル
熟成ソースが味の決めて。
レンジで5分の簡単調理。

商品番号

54

想夫恋 焼そば 5食セット
内容量 焼そば200ｇ×5
賞味期限 冷凍180日
標準小売価格
箱サイズ

￥4,200 ( 送料込）

170mm×250mm×200mm
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このページはクール便送料が含まれております。
メーカーから直接お届けしますので宅配申込書にてご注文下さい。
リンガーハットの味が
勢ぞろいしました。

商品番号

55

リンガーグルメセット
内容量 長崎ちゃんぽん305g×2・長崎皿うどん244g×2
餃子200g×2・野菜たっぷりちゃんぽん395g
賞味期限 冷凍365日

￥４,500 ( 送料込）

標準小売価格
箱サイズ

200mm×250mm×75mm

ご存知、
長崎ちゃんぽんと
香ばしく揚げたパリパリの極細麺に
熱々の野菜あんがトロリ溶けあう
絶品の皿うどんをお楽しみください。

商品番号

56

長崎ちゃんぽん・皿うどん8食セット
内容量 ちゃんぽん（麺150g、具132g、スープ23g）×4
皿うどん（麺70g、具132g、スープ45g）×4
賞味期限 冷凍365日

￥４,800 ( 送料込）

標準小売価格
箱サイズ

270mm×160mm×140mm

唐十自慢の
「冷たい唐揚げシリーズ」
で一番人気のピリカラチキンバーを
2種類の味でお届けいたします。
商品番号

57

唐十プレミアムチキンバーセット
内容量 ピリ辛チキンバー旨口240g（16〜18本）
ピリ辛チキンバー辛口240g（16〜18本）
賞味期限 冷凍180日
標準小売価格
箱サイズ

￥3,900 ( 送料込）

220mm×260mm×60mm

練乳かき氷にフルーツを彩り良くトッピングした
南国白くまとマンゴー味の2食タイプです。

商品番号

58

南国白くまＤＸ詰合せ
内容量 南国白くまDX 270ml×4
南国白くまDXマンゴー270ml×4
標準小売価格
箱サイズ
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￥4,000 ( 送料込）

335mm×240mm×280mm

