
03482

岩手県 山田町

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
川石水産醤油いくら（２５０ｇ）

10,000円

醤油いくら250g×1個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
川秀のいくら醤油漬

10,000円

いくら醤油漬250ｇ×1個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
船越湾の養殖あわび（１０個入）　
　　　【配送日指定不可】

10,000円

養殖あわび約6.5㎝×10個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
山田湾産　殻付きカキ２０個セット
　　　【配送日指定不可】

10,000円

殻付きカキ（加熱用）20個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
山田湾産　殻付きカキ＆カキむき身
セット【配送日指定不可】

10,000円

殻付きカキ（加熱用）5個　　　　
カキのむき身（加熱用）400ｇ×2個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
三陸やまだ漁協　かき（並）

10,000円

殻付かき並（加熱用）14個　　　　
蒸し容器、専用ムキヘラ、軍手付

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
三陸やまだ漁協　かき（大）

10,000円

殻付かき大（加熱用）10個　　　　
蒸し容器、専用ムキヘラ、軍手付

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
三陸やまだ漁協　剥きかき

10,000円

むき身かき300ｇ×3本

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
三陸やまだ漁協
ほたて・かきセット

10,000円

ほたて大（12～14㎝）5枚　　　　
殻付かき並（加熱用）3個　　　　
専用ムキヘラ（ほたて用、かき用）
、蒸し容器、軍手付

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
三陸やまだ漁協
ほたて・剥きかきセット

10,000円

ほたて大（12～14㎝）4枚　　　　
むき身かき（加熱用）300ｇ×1本　
専用ムキヘラ、軍手付

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
三陸やまだ漁協　ほたて

10,000円

ほたて大（12～14㎝）7枚　　　　
専用ムキヘラ、軍手付

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
川石水産　醤油いくら（５００ｇ）

20,000円

醤油いくら500g×1個
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【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
あわび・ホタテセット　　　　　　
　　　　【配送日指定不可】

20,000円

活あわび100～120g×2個　　　　
活ホタテ13㎝以上×8枚

【消費ポイント：３ｐｔ】　　　
川石水産
醤油いくら・ほたてグラタンセット

30,000円

醤油いくら500g×1個　　　　
ほたてグラタン180ｇ×5個

【消費ポイント：３ｐｔ】　　　
冷凍鮑

30,000円

鮑（冷凍）500ｇ（4～5個）

【消費ポイント：５ｐｔ】　　　
川石水産セット

50,000円

醤油いくら500g×1個　　　　
新巻鮭3切×１パック　　　　
ほたてグラタン180ｇ×3個　　　　
焼きうに100ｇ×3個

【消費ポイント：５ｐｔ】　　　
まるごと海の幸

50,000円

いくら醤油漬250ｇ×1個　　　　　
カキのグレープシードオイル漬100
ｇ×1個　　　　　　　　　　　　
焼きうに80ｇ×1個　　　　
刺身用ホタテ貝柱1㎏×1セット

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
ほたてグラタン４個セット

10,000円

ほたてグラタン180g×4

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
ホタテ海童漬

10,000円

ホタテ海童漬500g×1個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
燻製オリーブオイルシリーズ

10,000円

帆立燻製オリーブオイル漬100ｇ×1
個　　　　　　　　　　　　　　　
牡蠣としいたけの燻製オリーブオイ
ル漬100ｇ×1個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
海鮮マカロニグラタン６個セット

10,000円

海鮮マカロニグラタン130ｇ×6個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
ご飯のお供セット（６品入り）

10,000円

漁師の生ふりかけ50ｇ×1個　　　
漁師の生ふりかけ芽椎茸入り50ｇ×
1個　　　　
まるきのめかぶ丼70ｇ×1個　　　
まるきのめかぶ丼ほたて入り70ｇ×
1個　　　　　　　　　　　　　　
まるきのめかぶ丼うにとほたて入り
70ｇ×1個　　　　
かきくん製オイル添え50ｇ×1個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
山田の牡蠣くん
凪ご味セット（２種）

10,000円

山田の牡蠣くん（小）100ｇ×1個
山田のあかちゃん（小）100ｇ×1個

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
ほたてグラタン８個セット

20,000円

ホタテグラタン180ｇ×8個
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【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
焼きうに＆塩うにセット

20,000円

焼きうに100ｇ×2個　　　　
塩うに80ｇ×1個

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
冷凍ホタテ貝柱刺身用

20,000円

ホタテ貝柱刺身用1㎏×1セット

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
木村のオリジナル惣菜（和と洋）

20,000円

さば味噌煮130ｇ×1個　　　　
帆立甘露煮100ｇ×1個　　　　
さんま甘露煮200ｇ×1個　　　　
さんま千枚漬1枚×2個　　　　
さば昆布じめ1枚×2個　　　　
牡蠣ドリア150ｇ×1個　　　　
帆立ドリア150ｇ×1個　　　　
海鮮マカロニグラタン130ｇ×2個

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
三陸浜の一夜干しセット（７品）

20,000円

真いか一夜干し1切れ×1個　　　　
柳かれい1切れ×1個　　　　
つぼだい1切れ×1個　　　　
さんま一夜干し（みりん）2枚×1個
ホッケ1切れ×1個　　　　
赤魚1切れ×1個　　　　
さば一夜干し1切れ×1個

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
三陸浜寿司（ハーフ）６本セット

20,000円

さんま押し寿司（ハーフ）4貫×2個
さば押し寿司（ハーフ）4貫×2個
焼さば寿司（ハーフ）4貫×2個

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
山田の牡蠣くん
凪ご味セット（３種）

20,000円

山田の牡蠣くん（大）220ｇ×1個　
　　
山田のあかちゃん（小）100ｇ×1個
　　　
バーニャカウダ漬け100ｇ×1個

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
特選セット

30,000円

塩辛　赤造り80ｇ×2個　　　　
ほやの塩辛100ｇ×2個　　　　
さんま千枚漬1枚×2個　　　　
さば昆布じめ1枚×2個　　　　
ピリ辛さんま甘露煮80ｇ×2個　　
さば味噌煮1切れ×2個　　　　
海鮮マカロニグラタン130ｇ×2個　
　　牡蠣ドリア150ｇ×2個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
山田の豚肉セット　　　　　　　　
　　　　【配送日指定不可】

10,000円

山田の豚　ロース370ｇ×1パック　
山田の豚　バラ（しゃぶしゃぶ用）
220ｇ×2パック　　　　
豚丼のたれ135ｇ×1本　　　　
レモぽん110ml×1本　　　　
山田の醤油110ml×1本

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
山田の醤油１Ｌ（６本入）

10,000円

山田の醤油１Ｌ×６本

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
焙煎米糠「玄ＧＥＮ」　　　　　　
　【配送日指定不可】

10,000円

焙煎米糠「玄ＧＥＮ」200ｇ×2個
焙煎米糠「玄ＧＥＮ」100ｇ×1個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　　
山田せんべいセット・わかめラーメ
ン入り

10,000円

山田生せんべい（黒）6枚入り×2個
山田生せんべい（白）6枚入り×1個
山田焼せんべい5枚入り×2個　　　
山田揚げせんべい50ｇ×2個　　　
わかめラーメン2食

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　　
山田せんべいセット・あかもくうど
ん入り

10,000円

山田生せんべい（黒）6枚入り×2個
山田生せんべい（白）6枚入り×1個
山田焼せんべい5枚入り×2個　　　
山田揚げせんべい50ｇ×2個　　
あかもくうどん200ｇ×2個
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【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
太田幸商店セット

10,000円

山田生せんべい（黒）6枚入り×2個
山田生せんべい（白）6枚入り×1個
山田焼せんべい5枚入り×2個　　　
山田揚げせんべい50ｇ×2個　　　
いかせんべい12枚入り×1個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
ロールケーキ・焼菓子セット

10,000円

山田せんべいロール1本　　　　
パンプキンプリンロール1本　　　
パウンドケーキ（黒ゴマ）2個
黒糖マドレーヌ（クルミ入り）3個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
すっとギフト

10,000円

すっとぎロール×１本（６切）　　
すっとぎなまどら×８個

【消費ポイント：１ｐｔ】　　　
ヤマダちゃんグッズセット

10,000円

ヤマダちゃんトートバック1個
ヤマダちゃん手ぬぐい（紺）1個
ヤマダちゃん付箋1個　　　　
ヤマダちゃんシール1個　　　
ヤマダちゃんマスキングテープ1個
ヤマダちゃんバッチ1個

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
「超濃香・超濃味・超肉厚」　
しいたけセット

20,000円

花どんこ1セット　　　　
乾しいたけこうしん1セット　　　
原木しいたけの炊き込みご飯の素48
0ｇ×1個　　
ひもっこめしの素150ｇ×1個　　　
しいたけピクルス65ｇ×1個　　
山田の醤油110ｍｌ×1本

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
びはんおすすめセット

20,000円

山田の牛タン　180ｇ×2パック　　
山田の餃子　10個入×3パック
山田ホルモン（しょうゆ）
800ｇ×1パック　　　　
山田ホルモン（味噌）
800ｇ×1パック　　　　
山田の醤油　110ml×1本　　　　
レモぽん　110ml×1本　　　　
豚丼のたれ　135ｇ×1本

【消費ポイント：２ｐｔ】　　　
ロールケーキ・焼菓子セット　　
（山田生せんべい２袋付）

20,000円

山田せんべいロール2本　　　　
パンプキンプリンロール1本　　　
パウンドケーキ（黒ゴマ）3個
パウンドケーキ（マーブル）3個　
黒糖マドレーヌ（クルミ入り）6個
山田生せんべい（黒）1袋（6枚入り
）×2
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