
4,320円
＜200g×1枚＞

芳醇な香りと柔らかさ、とろけるような美味しさは、
全国で高い評価を受けています。

あっさりとしたほのかな甘みが特長の道産牛です。 厚切り肉から溢れ出す肉汁がたまらない！ 味付きだから、野菜と一緒に焼くだけ！

お得なギフトセットです。
北海道の美味しい海産品を
お楽しみください。

十勝牛
サーロイン

3,456円
＜200g×1枚＞

生ラム
ジンギスカン

極上ラム

2,700円
＜約500ｇ＞

69 味付き
ジンギスカン

極上ラム

1,296円
＜約500ｇ＞

7068

67

お申し込みはFAX・メール またはお電話で!!

北海道山港物産
0120-

ご注文専用フリーダイヤル

447-350
0134-23-9727

E-MAIL : sankou_bussan@mirror.ocn.ne.jp

E-MAIL : sankou_bussan@mirror.ocn.ne.jp

FAXは24時間受付
受付時間（平日）11:00～17:00

フリーダイヤルがつながりにくい場合は、FAX・メールにてご注文お願いいたします。

FAX.

株式会社住　所 〒047-0027
北海道小樽市堺町2-22

イ イ ナ サ ン コ ウ

0120-447-350
0134-23-9727

お
申
し
込
み
は

※ここ近年、電話による海産物等の悪質な勧誘（代金引換）が急増しております。当社では、電話での勧誘販売等は一切
行っておりません。当社からの電話勧誘だと思い込み購入する事がないようご注意下さい。

◎ご注文は、同封の注文書にご記入の上、FAXにてお送り下さい。
お電話、ハガキでのご注文も承っております。年末は大変混み合い
ますので、お急ぎの方はFAXにてお申し込み下さい。
◎お電話でのお申し込みは平日のみとさせて頂きます。
日・祝はFAXのみのお申込とさせて頂きます。

おたる蝦夷屋が厳選した
豪華な冬の味覚セットを、
数量限定でお届けいたします！

●品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が生じた場合は同一商品を再送させて頂き
ますので、商品到着後すぐに当店へお電話下さい。　●食品という性質上、お召し上がり後の保証は
できません。　●お客様の都合による商品の返品及び交換はできませんので、予めご容赦下さい。
●交通事情によりお届けがご希望の指定日・指定時間とずれる場合がございますので、お届け日・お
届け時間にはゆとりを持ってお申し込み下さい。

※FAXにてご注文の際は、後日改めて注文内容の確認の為こちらからご連絡させて頂き
ますので、連絡ができるご連絡先の記入をお願い致します。

お申込方法

お 申 込 先

◎代金引換着払い（手数料別）
◎銀行振込（手数料別）・郵便振替でのお支払い
◎現金でのお支払い（現金書留でのご送金）
◎クレジットカード（一括払いのみ）

【銀行振込】
北海道銀行入船支店（普）0678366  北海道山港物産（株）
【郵便振替】
02790-7-44836　北海道山港物産（株）

お支払方法

◎各運送会社の契約料金改定、風袋
と荷姿・重量の厳密化により右記の送
料となります。予めご了承下さい。
◎離島へのお届けには、右記料金に
追加料金がかかります。

※生ものにつき、お届け先住所、電話番号等の間違いによる未着商品に関しては、当店
では責任を負いかねます。住所・電話番号等は正確に記入お願いします。

送　　料

ご注文専用フリーダイヤル

FAXは24時間受付FAX

い い な さんこう

平日11:00～17:00
（土日・祝日はFAXのみ）

※フリーダイヤルがつながりにくい場合は、FAX・メールにてご注文お願い致します。

【返品・交換について】
◎商品のお届けは、お申込後、冷蔵便・冷凍便にてお届け致します。
◎漁模様等、商品の都合、天候、交通事情により、お届けがご希望の到着日より
　遅れる場合がございますので、予めご容赦下さい。
◎お歳暮用の「のし」をご用意致します。詳しくはお問い合わせ下さい。

【商品のお届け方法】

商品代金+送料=合計金額 ※表示価格はすべて税込みです

関東
地区
まで

10kg 1,800円
5kg 1,500円

15kg 2,200円

関東
地区
以南

10kg 2,000円
5kg 1,800円

15kg 2,500円

北海道産和牛

ギフトセットA

6,210円
■自家製いくら醤油漬 約150ｇ
■ボタンエビ（子持ち）2Ｌサイズ
通常価格
6,750円のところ

57 ギフトセットB

3,510円
■自家製いくら醤油漬 約150ｇ
■紅鮭切身 5切
通常価格
4,050円のところ

58

ギフトセットD

6,480円
■ボタンエビ（子持ち）2Ｌサイズ
■お刺身用帆立貝柱 約300g
通常価格
7,020円のところ

60ギフトセットC

4,590円
■自家製いくら醤油漬 約150ｇ
■お刺身用帆立貝柱 約300g
通常価格
5,130円のところ

59 ギフトセットE

4,320円
■真ホッケ一夜干 特大1枚　
■紅鮭切身 5切　■ししゃも（子持ち）10尾
通常価格
4,860円のところ

61

おたる
蝦夷屋
ギフトセット

の

オリジナル
セット

おたる蝦夷屋

ほっかいどうさんこうぶっさん

ほっかいどうさんこうぶっさん

限 

定

蝦夷屋Fセット

15,120円

■タラバガニ足 約800g　■自家製いくら醤油漬 約150g
■ボタンエビ（子持ち）2Ｌサイズ　■お刺身用帆立貝柱 約300g

62

通常価格
17,010円のところ

63 蝦夷屋Gセット
■毛ガニ約500ｇ 1尾
■タラバガニ足 約800ｇ
■自家製いくら醤油漬 約150ｇ
■ボタンエビ（子持ち）2Ｌサイズ
■お刺身用帆立貝柱 約300g
■お刺身トロサーモン
　　　　　  約250ｇ～約300ｇ
■紅鮭切身5切
■本ズワイガニ生ポーション
　　　　　　　　　　　10本入

27,000円通常価格
28,944円のところ

※写真はイメージです　

おたる蝦夷屋 検索

※写真はイメージです　※写真はイメージです　

※写真はイメージです　※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

おたる

WINTER GIFT 2017

2017年冬 保存用

私たちが
お届けします！

クレジットカード
でもお支払いいた
だけます。
※詳しくはお問い合わ
せください。

1年間の感謝を込めて、お世話になったあの方へ。

白老牛
サーロイン

ズワイガニ姿
花咲ガニ姿のセット

5,184円

64

茹でたて瞬間冷凍 各1尾
セット

ズワイガニ姿

3,780 円

＜約600g＞65
茹でたて瞬間冷凍 茹でたて瞬間冷凍

1尾
濃厚なコクと風味のカニ味噌
と、ズワイガニ特有の甘い身が
味わえるカニ身が楽しめます。

花咲ガニ姿

2,160円

＜約500g＞66

1尾
コク深くクリーミーなカニ味噌
と、プリッと弾力のある旨みた
っぷりのカニ身が楽しめます。

※写真はイメージです　



蟹 鮭 刺身

ミナミタラバガニ足
茹でたて瞬間冷凍

3,564円約400ｇ 1肩09

9,720円約400ｇ 3肩10

毛ガニ 茹でたて瞬間冷凍

5,400円約500g
～約560g 1尾01

9,720円約500g
～約560g 2尾02

7,020円約600g
～約650g 1尾03

12,960円約600g
～約650g 2尾04

タラバガニ足ハーフカット
ボイル冷凍

ボイル冷凍

3,996円約250g・1パック

約250g・3パック

11

10,800円12

本ズワイガニむき身

3,564円約300ｇ・1パック
13本～15本17

9,720円約1.0㎏・1パック
51本～60本18

本ズワイガニ生ポーション

2,970円2Lサイズ・10本入
1パック13

5,616円2Lサイズ・20本入
1パック14

3,240円特大3Lサイズ・
7本入 1パック15

5,724円特大3Lサイズ・
15本入 1パック16

5切

紅鮭カマ
甘　塩

1,458円
3切26

2,160円
5切27

8,640円
＜約2.2㎏・4分割真空パック＞
紅鮭姿切身 甘　塩

1尾

22

4,860円
約1.2㎏・真空パック
紅鮭半身切身 甘　塩

1枚

23

北海道産たらこ
1,620円約250ｇ31

トラウトサーモン切身
1,620円30

北海道産明太子
1,620円約250ｇ32

塩数の子
2,160円約300ｇ34
3,240円約500ｇ35
5,400円約1.0㎏36

お徳用パックトラウトサーモンハラス
1,836円33

無塩・焼用

甘塩

お徳用（折）味付き数の子
2,916円800ｇ37

魚
卵

約500ｇ

お刺身用帆立貝柱 北海道産

2,700円44

4,320円45

1,080円1枚48

2,916円3枚49

ホッケ一夜干し

お刺身用タコ足 北海道産

特大サイズ

2,700円46約300g
・1パック

約900g～約1.2㎏
1本

約500g
・1パック

1枚
シマホッケ一夜干し 無頭・特大サイズ

1,296円1枚50

3,240円3枚51

キンキ一夜干し 北海道産

5,400円52

540円

1枚
生うに ロシア産

5,940円47 極上・木折

松前漬け55 1,296円約300g 56 イカ塩辛 約150g

干物

3,888円
2,160 円

2Ｌサイズ・
約500g 1パック

甘エビ（お刺身用）
40

2Ｌサイズ・
約1.0kg 1パック41

2,592円約200ｇ
～約250ｇ

お刺身大トロサーモン
1本

39

1,944円約200ｇ
～約250ｇ

お刺身サーモン
1本

38

※表示価格はすべて税込です。　※イメージ写真に使用している小物・食器等は商品には含まれません。　※パッケージ等のデザインは変わることがあります。 ※表示価格はすべて税込です。　※イメージ写真に使用している小物・食器等は商品には含まれません。　※パッケージ等のデザインは変わることがあります。※表示価格はすべて税込です。　※イメージ写真に使用している小物・食器等は商品には含まれません。　※パッケージ等のデザインは変わることがあります。

この他カタログにない商品でお探しのもの、ご要望等ありましたらお気軽にお問い合わせください!

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　 ※写真はイメージです　

※写真はイメージです※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです　 ※写真はイメージです　 ※写真はイメージです　

※写真はイメージです　 ※写真はイメージです　 ※写真はイメージです　

※写真はイメージです　 ※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

3,996円
ボタンエビ（オス・お刺身用）

1パック

43

4,320円特大2Ｌサイズ
・約500ｇ

ボタンエビ（子持ち・お刺身用）
1パック

42

食べごたえもあり、価格もリーズナブル！

タラバガニ足 茹でたて瞬間冷凍

7,560円2Lサイズ
約800ｇ 1肩05

14,472円2Lサイズ
約800ｇ 2肩06

8,640円3Lサイズ
約1.0㎏ 1肩07

16,200円3Lサイズ
約1.0㎏ 2肩08

※写真はイメージです　

太い足にぎっしりつまったカニ肉です！ 殻が半分カットされてるので、お手軽に食べられます！

本ズワイガニ足 茹でたて瞬間冷凍

4,860円2Lサイズ・約1.0㎏
3～4肩19

8,640円2Lサイズ・約2.5㎏
6～8肩20

16,200円2Lサイズ・約5.0㎏
12～16肩21

※写真はイメージです　

身のつまった食べやすいカニ足です。

ほんのり塩味が絶妙な甘口です。 ピリッと辛い大切りの明太子です。

お刺身・バター焼き・フライ等におすすめ お好みの厚さでお召し上がりください。 極上品のうにをお届けします。

脂のりがよく、素材の旨味も抜群です。 特大サイズ！食べ応えも抜群です！ 北海道産 極上の逸品です！

パリッと美味しい

5,508円
ししゃも 53

54
2,160円メス・子持ち

10尾

メス・子持ち
30尾

※写真はイメージです　

軽く炙り、酒の肴としてお召し上がりください。 あったかご飯に！

歯ごたえがしっかり感じる高級品です。

※写真はイメージです　

※写真はイメージです　

脂のりの良いサーモン切身です！

脂ののったハラスです！ 形は不揃いですが、味には自信あり！

しゃぶしゃぶや鍋料理に！ 旨味を活かしてゆで上げました。

脂のり抜群の紅鮭。
南千島産・最高級の逸品です！

1,134円

紅鮭切身
甘　塩

3切

1,620円
5切

24

25

身色も鮮やかで
脂がたっぷりとのった紅鮭です！

特に脂がのっている紅鮭カマ
だけをたっぷり詰めました。

特大2Ｌサイズ
・約500ｇ

そのままお刺身で召し上がれます。
獲れたてそのままの鮮度を
お届けいたします。

プリプリの食感と、
独特の甘みがやみつきに！

当店自家製いくら醤油漬

4,536円約150g・2パック29
2,430円約150g・1パック28

20年間変わらない味付けで、

当店自慢の逸品です。


