
山わさびもろみ 
小清水町の農家、千葉さんが育てた
山わさびを長期熟成させたもろみに
たっぷりと使用した商品です。野菜
につけたり、魚につけたり温かいご
飯にのせる等、いろいろな料理にあ
います。  
【内容量】100g瓶入×２個       
【特定原材料】 
小麦 
 
 
販売価格６８０円 

山わさび醤油糀漬 
しょうゆ糀の旨味のある甘さに山わさ
びをたっぷりと使用した商品です。 
魚や野菜等、色々な食材にあいますの
で、塩こうじと違って直接つけて直ぐ
に食べられます。 
 
【内容量】100ｇ瓶入×２個 
【特定原材料】 
小麦 
 
 
販売価格７４０円 

倉繁醸造㈱ 
大正末創業、北緯44度、オホーツク
海の豊かな自然環境に恵まれた日本
最北の醸造元です。  
平成22年4月に新築移転し、安心・
安全な品質管理の下、蔵人が時間と
手間を惜しまずに造りあげた伝統の
味を食卓にお届けいたします。 
原料仕込みからパック等の製品詰ま
で一貫生産のメーカーです。 
 
 
TEL  0152-48-2627 

☆★☆★☆★☆★ 
網走管内のお店のこだわりの逸品を弊社から配送いたします。 
商品は『あばしり♡いちば』で梱包して配送いたしますので、送料 
はお届け先一か所つき一件で済む為、お店ごとにお買い物をするよりも 
お得です。 
 
ご注文をどうぞ宜しくお願い致します。 
 
商品代金の支払い時期  
お支払い方法は、銀行振込・代金引換からお選びいただけます。 
 ■銀行振込・郵便振替  
   入金確認後、5営業日以内に発送いたします。 
 ■代金引換 商品のお届け時に、配達員にお支払いください。 

☆★☆★☆★☆★ 
●お電話によるお申込み方法 
 ＴＥＬ/0152-43-7233（受付時間 9：00~17：00/日・祝日休み） 
   まで お電話ください。 
●ＦＡＸによるお申込み方法 
 ＦＡＸ/0152-43-7233（24時間対応）まで専用のお申込み用紙に 
 必要事項をご記入の上送信ください。 
 
返品・交換について 
● 商品の返品をご希望の場合は、弊社0152-43-7233までご連絡下さい。  
● 商品の品質等につきましては、万全を期しておりますが、万が一商品  
 に不都合などございましたら、商品到着後3日以内に上記電話番号まで 
 ご連絡ください。 

北海道網走市南6条東３丁目3     TEL  0152-43-7233 

FAX 0152-43-7233 
お申込み期限 平成26年３月26日（水） 
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網走きびだんご 
自然の原材料にこだわった、北 
海道生まれの懐かしく優しい味 
わいの餅菓子です。 
【内容量】８本入 
【特定原材料】 
小麦 
 
販売価格７２０円 

ニポネグミ 
網走市のゆるキャラ「ニポネ」の形
をそのままグミにしました。道産の
りんご果汁を使用しています。 
【内容量】（一袋130ｇ）×２個 
 
 
 
販売価格７４０円 

㈱水野商店 
網走市でお菓子の卸業を行ってお
ります。出会いと感動の街網走。
地域限定のお菓子で夢を贈ります 
 
 
 
 
TEL  0152-44-6216 
 
 

しじ美ごはんの素 
大空町の特産品でもある旨味たっ
ぷりの網走湖産の天然大粒しじみ
を、ふんだんに使用。試行錯誤の
上にたどり着いたこだわりの逸品
です。 
お米と一緒に炊き込んで下さい。 
【内容量】70ｇ 
【特定原材料】 
小麦 
 
販売価格７４０円 

㈱マルゴ水産 
道内産の原料にこだわり、安心、 
安全をもっとうにお客様のニー 
ズに応えられる製品造りをして 
います 
 
 
TEL  0152-44-5056 
 
 

こつぶちゃん 
北海道産の毛ツブを食べやすい大
きさにカットして、甘酸っぱい味
付けに仕上げました。 
【内容量】（一袋65g）×２個 
【特定原材料】 
乳 
販売価格６８０円 

網走つぶ貝『つぶ三升漬』 
独自のレシピにより味付けされた
毛つぶに、北海道特有の三升漬を
合わせて、ピリっとした辛さに仕
上げました。  
【内容量】（一袋65g）×２個 
 
販売価格６８０円 

ミートソース 
大空町のお母さんたちが作って 
いたミートソース。美味しく地元で
も大変好評だったため商品化しよう
と試行錯誤を重ね、さらに地元の 
「さくら豚」を加え、お母さんの手
作り感を追求した「ミートソース」
となっております。 
パスタ料理にお使い下さい。 
【内容量】160ｇ 
【特定原材料】 
小麦、乳 
販売価格５６０円 

カマンベールチーズ＜生タイプ＞ 
優雅で上品な味わいはまさにチーズ
の女王。フランス・ノルマンディ地
方のカマンベール村が原産で表面の
白カビによって熟成され、マイルド
で独特の風味を持つチーズ。やわら
かくトロリとした舌触りがたまりま
せん。 
 
【内容量】170ｇ 
【特定原材料】 
乳 
 
販売価格１２６０円 

チェダーチーズ 
独特の赤は、万人に好まれるチー
ズの優等生。チェダーリングとい
う特殊な製法でつくられ酸味はお
だやかで熟成された味わいです。
表面のワックス（コーティング）
を取り外してからお召し上がり下
さい。 
 
【内容量】200ｇ 
【特定原材料】 
乳 
 
販売価格１２５０円 

スモークチーズ 
お酒のおつまみやスナックに。 
ナチュラルチーズを独自にブレン
ドしたチップで６時間燻あげたも
の。豊かな森を感じさせる燻製の
香りが食欲をそそります。 
 
 
 
【内容量】100ｇ 
【特定原材料】 
乳 
 
販売価格８４０円 
 

おつまみチーズセット 
乳酪館自慢のチーズを一度にお
楽しみいただけます。一口サイ
ズ「おつまみシリーズ」（ゴー
ダ×1・チェダー×1・スモーク
×1・スモークゴーダ×1）４種セ
ットで。 
 
 
【内容量】一袋（20ｇ×４）  
【特定原材料】 
乳 
 
販売価格７５０円 

第1回・第3回受賞 第4回受賞 第2回受賞 

一般財団法人 
めまんべつ産業開発公社 
ひがしもこと乳酪館 

東京農大たくみ屋 

オホーツク・網走産直みのり屋 
http://minoriya.ocnk.net/ 

http://takumiya.ocnk.net/ 

姉妹店 

D-3 

D-5 

D-4 

D-6 

D-7 

D-8 

C-4 C-3 C-2 C-1 

チーズの里、東藻琴のシンボルともいうべき
施設です。ここでは東藻琴産のフレッシュミ
ルクを原料に、乳製品の開発・製造をすると
ともに、チーズづくりを見学・体験し、さら
に販売を通じて都市と農村の交流を図ること
が目的となっています。 
 
 
 
 
TEL  0152-66-3953 
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かに屋さんちのラーメン（乾麺) 
北海道産小麦粉使用。赤系味噌をベ
ースにカニエキスを使用して自然な
カニの味わいを出しました。味噌の
コクとカニの旨味が特徴のラーメン
です。 
【特定原材料】  
えび・かに・小麦・卵・乳  
【内容量】 
めん90ｇスープ 37ｇ+2g×３袋 
 
販売価格７２０円 

粒うに（網走前浜産） 
流氷が去った海明け一番の網走前
浜で、とれたての「うに」を一粒
づつ丁寧に甘塩に仕上げた極上品
です。お口の中に広がる甘さとコ
クそして磯の香りが漂う極上の味
をお楽しみください。 
 
【内容量】 
60ｇ（化粧箱入り） 
 
販売価格３０３０円 

鮭めふん（醬油漬） 
秘境知床の味 
鮭の腎臓を秘伝のタレで漬けこん
だ珍味中の珍味。 
 
 
 
 
【内容量】 
150ｇ 
 
販売価格８６０円 

㈲マリン北海道 
マリン北海道は甲殻類 (かに) 専門 
の卸売会社です。「タラバガニ」、
網走名産「あぶらがに」、オホーツ
ク海を代表する「毛蟹」、「ズワイ
ガニ」をはじめ、オホーツク海で水
揚げされる海鮮も取り扱っています。
「安心・安全の食品づくり・海鮮資
源の有効活用」をモットーに積極的
に商品開発に取り組んでいます。 
 
TEL 0152-43-8536 

いもっ娘（いもだんご） 
農家の「おかあさん」が手造りして
いる芋団子。ピンク色はノーザンル
ビー・紫色はシャドークイーン・黄
色がインカのめざめです。 
 
【内容量】 
一袋（澱粉団子３色×２個） 
【特定原材料】 
小麦 
販売価格６２０円 

かぼちゃもち・いももち 
いも餅・かぼちゃ餅は、北海道で親
しまれている家庭料理。道東の網走
市で、安全でおいしい農畜産物づく
りに取り組む農家グループが生産し
たジャガイモとカボチャを、食べや
すいお餅に加工しました。 
【内容量】一袋（いも３、南瓜３） 
【特定原材料】 
乳 
販売価格５８０円 

㈲グリーンヒル,905 
網走の農家１６戸が集まって作った 
農産物を販売する会社です。 
生鮮野菜の直売・朝搾った牛乳でつ 
くったアイスクリーム・広い大地で 
育った大豆を加工してつくった豆腐 
類もございます。 
 
 
 
TEL  0152-61-8000 
 

開き釣りキンキ 
延縄漁で捕獲された「網走産釣り
キンキ」だけを使用。いわゆるブ
ランド魚です。ほとんどが鮮魚販
売が多く、干物は希少です。奥深
い甘みとあっさりした脂があいま
って至福のひと時が味わえる逸品
です。グルメには是非お奨めした
い”ひもの“です。 
【内容量】 
Ｌ１枚入り 250～290ｇ 
 
 
販売価格３２４０円 

開きホッケ 
北海道の干物といえば「開きホッ 
ケ」が有名。 脂ののった旬のホッ
ケを一夜干しで さらに旨味を引き
出しました。 大根おろしをそえて
お召し上がりください。 「山わさ
び醤油糀漬」との相性も抜群です！ 
 
 
【内容量】 
２Ｌ１枚入り（羅臼産） 
310～340ｇ 
 
販売価格７６０円 

いか一夜干し 
網走産の新鮮な生イカを甘塩で
一夜干しにしました。 
”生干し”なのでやわらかく美味
しいです。弱火～中火でじっく
りと焼いてマヨネーズに七味唐
辛子をつけてお召し上がりくだ
さい。またイカゲソがコリコリ
として美味です。 
【内容量】 
Ｌ１枚入り約180ｇ 
 
 
販売価格４６０円 

秋刀魚味醂干し 
脂ののった秋刀魚を味醂干しでさら
に美味しく仕上げました。 
秋刀魚の素材を生かし醤油、味醂、
調味料を加え、あまりくどくない甘
みがクセになる味です。ご飯のおか
ずに、酒の肴にどうぞ!地元網走で
超ロングランで大人気の商品です。 
 
【内容量】 
３枚入り（釧路産）約300ｇ 
【特定原材料】 
小麦 
販売価格５３０円 

増田水産㈱ 
創業昭和25年から、ここ網走で水産
加工一筋にオホーツク海の新鮮で厳
選された海の幸、旬の味覚を加工販
売しています。特に「オホーツク一
夜干し」は老舗の伝統と職人の技が
生んだ自慢の逸品です。 
 
 
 
TEL  0152-43-3316 
 
 

網走第一水産加工業協同組合 
網走産の新鮮な素材を利用した新製
品・新技術の開発により「オホーツク
網走ブランド」の確立を目指していま
す。 
 
 
 
 
 
TEL  0152-47-2088 

鮭よりも少し早く故郷の川へ帰ってく
る「カラフトマス」。網走では「オ
ホーツクサーモン」とも呼ばれます。
この網走産カラフトマスをじっくりと
漬けこんだ冬の味覚「飯寿し」の登場
です。「飯寿し」とは北海道から北陸
地方にかけて作られている魚と野菜を
麹で漬けこんだ発酵食品。サケやマス
のほかホッケ、ハタハタ、ニシンなど
で作られています。今回ご紹介するの
は豪快に半身のまま漬けこまれた飯寿
しです。 

 
網走産鱒飯寿し 
【内容量】500ｇ 
販売価格 ２１００円 
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FAX 

FAX専用 商品お申込み用紙 

お申し込みはこちら！ 

お申込み期限 平成26年３月26日（水） 

TEL 0152-43-7233 

0152-43-7233 

北海道網走市南６条東３丁目3 

■必要事項をご記入の上、上記FAX番号にお送り下さい。ご利用お待ちしております。 

記号 記号

680 C-1 1,260 F-1

740 C-2 1,250 F-2

720 C-3 840 F-3

740 C-4 おつまみチーズセット 750 F-4

680 F-5

680 F-6

740 F-7

560 F-8

720 F-9D-9 かに屋さんちのラーメン 網走産鱒飯寿し 2,100

D-8 ミートソース 秋刀魚味醂干し 530

D-7 しじ美ごはんの素 いか一夜干し　Ｌ 460

D-6 網走つぶ貝『つぶ三升漬』 開きホッケ２Ｌ 760

D-4 ニポネグミ かぼちゃもち・いももち 580

D-5 こつぶちゃん 開き釣りキンキＬ 3,240

D-3 網走きびだんご スモークチーズ いもっ娘（いもだんご） 620

D-2 山わさび醤油糀漬 チェダーチーズ 鮭めふん（醤油漬） 860

D-1 山わさびもろみ カマンベールチーズ 粒うに（網走前浜産） 3,030

記号 温度帯＝【常温便】 温度帯＝【冷蔵便】 温度帯＝【冷凍便】

フリガナ

北海道 東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄

青森・岩手 茨城・栃木 新潟・長野 富山・石川 岐阜・静岡 滋賀・京都 鳥取・島根 徳島・香川 福岡・佐賀

秋田・宮城 群馬・埼玉 福井 愛知・三重 大阪・兵庫 岡山・広島 愛媛・高知 長崎・熊本

山形・福島 千葉・東京 奈良 山口 大分・宮崎

神奈川 和歌山 鹿児島

山梨

商品の温度帯一つの場合

商品の温度帯二つの場合

商品の温度帯三つの場合

０２７３０－２－５９５２３

3,200 3,400 4,000

㈱東京農大バイオインダストリー

備考 お願い 銀行振込手数料並びに郵便振替払込料金のご負担をお願いします。

お

支

払

方

法

①銀行振込 網走信用金庫　本店 普通 ０５４４０６０ ㈱東京農大バイオインダストリー 総合計
（商品代金+合計送料）②代金引換 ※手数料３１５円が加算されます。

③郵便振替

4,100 4,500 4,800 5,600 8,000 （A)1,900 3,000 3,400 3,400 3,800 3,800

2,700 2,900 5,800

3,600 地域別送料 合計送料
（A+C+F)

1,300 2,100 2,400 2,400 2,700

1,600 1,600 1,700 1,900 2,000 2,400700 1,200 1,400 1,400

※注文商品の温度帯に冷蔵便(C)及び冷凍便(F)が含まれる場合はそれぞれ別途クール料金を地域別送料に加算して合計送料として下さい。

冷蔵クール料金210円

商品代金
（C)

冷凍クール料金210円

（F)

地域別送料

(A)

常温・冷蔵・冷凍

常温・冷蔵・冷凍

常温・冷蔵・冷凍

常温・冷蔵・冷凍

常温・冷蔵・冷凍

常温・冷蔵・冷凍

常温・冷蔵・冷凍

記号 商品名 温度帯 販売価格 数　量 金　額

※お届け先がご依頼主様のご住所と同一の場合は記入の必要はありません。お届け先が複数になる場合はコピーしてお使いください。

お

届

け

先

お名前 ＴＥＬ

ご住所
〒

ＦＡＸ

メールアドレス

ご

依

頼

主

様

お名前

フリガナ

生年月日

Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ

ご住所
〒

ＴＥＬ

http://www.nodai-bio.jp/

