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i0003 おせち料理 サワラ西京漬２切入（味噌漬）（自家 ¥798 約４日

i0005 おせち料理 ぶり西京漬2切入り（味噌漬）自家製 ¥798 約一週間

k0204 おせち料理 京丹波産 丹波黒大豆 生(3L)  300g 平成 ¥2,100 約2年（カビ注意）

a0005 セット商品 極上玉露、煎茶セット ¥3,700 約半年

a0006 セット商品 玉露、煎茶セット袋入り ¥2,000 約半年

a0015 セット商品 京のおばんざいセット（常温対応品） ¥2,780 約一ヶ月

a0020 セット商品 ちりめん山椒ギフトセット5入り ¥3,570 約1ヶ月(開封前）

a0021 セット商品 ちりめん山椒ギフトセット３入り ¥2,274 約1ヶ月(開封前）

e0022 飲料・調味料 京風 松茸ごはんの素（味の顔見世） ¥1,280 約2ヶ月

e0024 飲料・調味料 京風ちらし寿司の素 ¥798 約５ヶ月（常温保存）

e0025 飲料・調味料 京風 あさりごはんの素（味の顔見世） ¥700 約2ヶ月

e0027 飲料・調味料 桜ごはんの素 ¥700 約2ヶ月

e0028 飲料・調味料 丹波しめじご飯の素 ¥700 約2ヶ月

e0029 飲料・調味料 国産竹の子ご飯の素 ¥700 約2ヶ月

e0042 飲料・調味料 国産栗ごはんの素 ¥998 約1ヶ月

e0061 飲料・調味料 柚子こしょう ¥600 約半年（開封後要冷蔵）

e0062 飲料・調味料 もみじおろし ¥250 約半年（開封後要冷蔵）

e0063 飲料・調味料 紀州南高梅肉 ¥280 約半年（開封後要冷蔵）

e0065 飲料・調味料 山椒味噌 ¥400 約半年（開封後要冷蔵）

e0080 飲料・調味料 婆娑羅カレー（中辛） ¥476 約１年（常温保存）

e0500 飲料・調味料 原了郭 黒七味 袋（大） ¥350 約60日

e0504 飲料・調味料 原了郭 黒七味 木筒6g（四角） ¥900 約80日

e0506 飲料・調味料 原了郭 黒七味 缶6g ¥600 約60日

e0508 飲料・調味料 原了郭 黒七味 豆袋（0.2g x 36） ¥600 約60日

e0520 飲料・調味料 原了郭 一味 袋（大） ¥350 約60日

e0524 飲料・調味料 原了郭 一味 木筒6g（四角） ¥900 約60日

e0526 飲料・調味料 原了郭 一味 缶6g ¥600 約60日

e0530 飲料・調味料 原了郭　黒七味カレー ¥500 約2年

e0532 飲料・調味料 原了郭　和風黒七味カレー ¥500 約2年

e0540 飲料・調味料 原了郭 粉山椒　袋（大） ¥350 約60日

※価格は本店販売価格です。モール店では価格が異なる場合があります       季節商品などは時期によって品切の場合がございます。
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e0544 飲料・調味料 原了郭 粉山椒　木筒6g（四角） ¥900 約60日

e0546 飲料・調味料 原了郭 粉山椒　缶6g ¥600 約60日

e0548 飲料・調味料 原了郭 粉山椒　豆袋(0.2g x 36) ¥600 約60日

e0550 飲料・調味料 原了郭 ゆず辛P ¥550 約60日

e0552 飲料・調味料 原了郭 ゆず辛豆袋 ¥600 約60日

e0555 飲料・調味料 原了郭 うまっ塩p（容器入） ¥350 約60日

e0600 飲料・調味料 京はばねろ 篠ソース ¥380 約10ヶ月

g0002 飲料・調味料 ハタ鉱泉ひやしあめ(5本セット) ¥572 約半年

g0009 飲料・調味料 千鳥酢（米酢）900ml ¥630 約１年（冷暗所保存）

g0010 飲料・調味料 千鳥酢 (米酢）360ml ¥420 約１年

g0016 飲料・調味料 ハタひやしあめ(ケース) ¥2,000 約一年

g0020 飲料・調味料 石野白味噌　特醸500g ¥600 約３ヶ月（冷暗所保存）

g0023 飲料・調味料 石野白味噌　懐石500g ¥800 約３ヶ月（冷暗所保存）

g0024 飲料・調味料 実山椒の水煮　瓶入り（無着色） ¥998 約10ヶ月

g0025 飲料・調味料 石野味噌　嵯峨野　500g ¥600 約３ヶ月（冷暗所保存）

g0040 飲料・調味料 濃縮ひやしあめ　瓶550ml ¥739 開封前　約半年

g0042 飲料・調味料 濃縮ひやしあめ　瓶550ml（ケース12 ¥8,500 開封前　約半年

g0043 飲料・調味料 濃縮ひやしあめ一升瓶 ¥1,370 開封前　約半年

g0044 飲料・調味料 蛇ノ目 濃縮ひやしあめ550ml ¥739 開封前　約半年

g0045 飲料・調味料 都すみそ ¥520 開封前　約2ヶ月（開封後要

g0047 飲料・調味料 合わせ酢　甘露千鳥 ¥530 開封前　約2ヶ月

g0049 飲料・調味料 西京　白味噌　上撰　500g ¥400 開封前　約4ヶ月（冷暗所保

g0050 飲料・調味料 西京　柚子味噌 ¥239 開封前　約１ヶ月（冷暗所保

g0051 飲料・調味料 西京　胡麻味噌 ¥239 開封前　約１ヶ月（冷暗所保

g0053 飲料・調味料 西京　田楽味噌　白味噌風味 ¥239 開封前　約１ヶ月（冷暗所保

g0054 飲料・調味料 西京　田楽味噌　赤出し風味 ¥239 開封前　約１ヶ月（冷暗所保

g0060 飲料・調味料 石野白味噌　特醸　4kg ¥4,267 約３ヶ月（冷暗所保存）

g0070 飲料・調味料 石野白味噌　特醸　8kg ¥7,000 約３ヶ月（冷暗所保存）

g0072 飲料・調味料 石野白味噌　特醸300g ¥352 約３ヶ月（冷暗所保存）

g0080 飲料・調味料 石野白味噌　特醸　20kg ¥15,000 約３ヶ月（冷暗所保存）

g0103 飲料・調味料 石野味噌　京桜　500g袋 ¥600 約3ヶ月



藤村屋商品リスト 2019.3.23 3

商品コード カテゴリー 商品名 価格（税別） 賞味期限

ページ作成日

g0105 飲料・調味料 平成30年度産丹波産　実山椒生（冷凍 ¥3,300 冷凍状態で約一年

g0110 飲料・調味料 千鳥酢（米酢）一升瓶 ¥970 約１年

g0111 飲料・調味料 千鳥酢（米酢）一升瓶６本 ¥5,780 約１年

g0130 飲料・調味料 本格米焼酎仕込　寶本味醂（たからほ ¥2,529 約１年

g0140 飲料・調味料 厨酒（くりやざけ）1.8L ¥1,900 約１年

g0141 飲料・調味料 ツバメソース（オリ）500ml ¥380 約２年

g0142 飲料・調味料 ツバメソース（ビフテキ）500ml ¥395 約２年

g0143 飲料・調味料 ツバメソース（ゴールド）500ml ¥395 約２年

g0144 飲料・調味料 ツバメソース（お好み）500ml ¥350 約２年

g0145 飲料・調味料 ツバメソース（とんかつ）500ml ¥395 約２年

g0146 飲料・調味料 ツバメソース(焼きそば）500ml ¥360 約２年

g0147 飲料・調味料 ツバメソースお好み1.8Lペットボトル ¥880 約２年

g0148 飲料・調味料 ツバメソースゴールド1.8Lペットボト ¥1,080 約２年

g0149 飲料・調味料 ツバメソースビフテキ1.8Lペットボト ¥1,080 約２年

g0150 飲料・調味料 ツバメソースオリ1.8Lペットボトル ¥910 約２年

g0151 飲料・調味料 ツバメソースとんかつ1.8Lペットボト ¥1,040 約２年

g0152 飲料・調味料 ツバメソース焼きそば1.8Lペットボト ¥1,025 約２年

g0153 飲料・調味料 ツバメソース ウスター 1.8Lペットボト ¥1,025 約２年

g0154 飲料・調味料 ツバメソース （ウスター ）500ml ¥360 約２年

g0160 飲料・調味料 ツバメソース　ミニボトル６本セット ¥1,380 約1年

g0161 飲料・調味料 ツバメソースとんかつ1Lペットボトル ¥650 約２年

g0163 飲料・調味料 ツバメソース ウスター 1Lペットボト ¥590 約２年

g0170 飲料・調味料 京都飲料　ひやしあめ・あめ湯200ml ¥630 開封前　約半年

g0171 飲料・調味料 京都飲料　黒蜜200ml ¥602 開封前　約半年

g0172 飲料・調味料 京都飲料　抹茶蜜200ml ¥750 開封前　約半年

g0201 飲料・調味料 京都まるさわ　さいしこみしょうゆ ¥700 約 1年

g0202 飲料・調味料 京都まるさわ　京 薄口しょうゆ ¥700 約 1年

g0203 飲料・調味料 京都まるさわ　さしみ醤油370ml ¥450 約 1年

g0204 飲料・調味料 京都まるさわ　二度熟成醤油 ¥1,080 約 1年

g0205 飲料・調味料 京都まるさわ　おしたじさしみ ¥410 約 1年

g0207 飲料・調味料 京都まるさわ　卵かけや冷やっこのつ ¥380 約 半年
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g0209 飲料・調味料 京都まるさわ　さわいさんちの京ぽん ¥648 約 半年

g0240 飲料・調味料 鳴海屋　ぶぶあられ80g ¥330 約3ヶ月

g0300 飲料・調味料 創味  和風だし淡口1.8L 業務用 ¥1,315 約6ヶ月(開封後は冷蔵庫保存

g0500 飲料・調味料 オジカ とんかつソース ¥400 約一年

g0503 飲料・調味料 復刻版　オジカソース ¥450 約一年

g0504 飲料・調味料 オジカ 無添加ウスターソース ¥420 常温７２０日

g0505 飲料・調味料 オジカ ブラック オリソース ¥500 約一年

g0506 飲料・調味料 オジカ フレンチドレッシング ¥440 常温１２０日

g0509 飲料・調味料 オジカ 胡麻ドレッシング ¥440 常温１２０日

g0512 飲料・調味料 オジカ バルサミコソース＆ドレッシン ¥400 約半年

g0517 飲料・調味料 オジカ 和風ステーキソース220ml ¥520 約半年

g0521 飲料・調味料 オジカ ざくろ　ソース＆ドレッシング ¥420 約半年

g0522 飲料・調味料 オジカ 京の白みそ　ソース＆ドレッシ ¥420 約半年

g0600 飲料・調味料 京鰹のおだしセット雅 ¥926 約半年

j0030 飲料・調味料 京くず湯　抹茶 ¥380 約8ヶ月

j0031 飲料・調味料 京くず湯　白 ¥380 約8ヶ月

j0032 飲料・調味料 京くず湯　生姜 ¥380 約8ヶ月

f0001 宇治茶 特撰かぶせ茶 ¥1,000 約半年

f0002 宇治茶 宇治茶 煎茶（池ノ尾） ¥500 約半年

f0003 宇治茶 青柳（緑茶） ¥400 約半年

f0004 宇治茶 煎茶玄米茶 ¥500 約半年

f0005 宇治茶 ほうじ茶 ¥370 約半年

f0006 宇治茶 京番茶 ¥553 約半年

f0007 宇治茶 抹茶　都の巽 ¥850 3ヶ月

f0008 宇治茶 抹茶　初昔（濃茶） ¥2,000 3ヶ月

f0009 宇治茶 抹茶　蒼雲（濃茶） ¥4,000 3ヶ月

f0010 宇治茶 高級煎茶　月影 ¥2,480 約半年

f0011 宇治茶 上煎茶　飛龍 ¥1,980 約半年

f0012 宇治茶 煎茶　古都 ¥1,480 約半年

f0013 宇治茶 煎茶　平安 ¥1,280 約半年

f0014 宇治茶 煎茶　清水 ¥980 約半年
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f0015 宇治茶 宇治茶グリンティー ¥500 約４ヶ月

f0016 宇治茶 煎茶かりがね ¥700 約半年

f0017 宇治茶 上かりがね ¥800 約半年

f0018 宇治茶 玉露かりがね ¥1,000 約半年

f0019 宇治茶 特上玉露かりがね ¥1,500 約半年

f0021 宇治茶 煎茶　粉茶 ¥500 約半年

f0022 宇治茶 玉露　粉茶 ¥700 約半年

f0023 宇治茶 玄米茶 ¥429 開封前４ヶ月

f0025 宇治茶 水だし煎茶 ¥1,200 約半年

f0030 宇治茶 かりがね玄米茶 ¥800 約半年

m0001 京のうどん・蕎 石臼挽生蕎麦２食入り ¥600 約8日

m0002 京のうどん・蕎 本打生うどん ¥480 約１週間

m0003 京のうどん・蕎 しっぽくそば（生蕎麦） ¥498 約１週間

m0004 京のうどん・蕎 にしんそば（生蕎麦） ¥498 約１週間

m0005 京のうどん・蕎 きつねそば（生蕎麦） ¥480 約１週間

m0006 京のうどん・蕎 きつねうどん（ゆでうどん） ¥334 約3日

m0008 京のうどん・蕎 関西風うどんだし　めんつゆ（温用） ¥98 約10日

m0011 京のうどん・蕎 カレーうどん ¥450 約3日

m0012 京のうどん・蕎 豚角煮うどん ¥450 約3日

m0013 京のうどん・蕎 ハイカラうどん ¥400 約3日

m0018 京のうどん・蕎 味噌煮込みうどん ¥480 約3日

m0019 京のうどん・蕎 鍋焼きうどん大 ¥480 約3日

m0021 京のうどん・蕎 きつねそば ¥334 約3日

m0022 京のうどん・蕎 天ぷらそば ¥352 約3日

m0023 京のうどん・蕎 にしんそば ¥400 約3日

m0100 京のうどん・蕎 京新太郎のうどん（ゆで麺） ¥70 約3日

d0101 京のおばんざい 京都・紫竹 牛若の里 中粒納豆 ¥130 製造日より約10日

e0001 京のおばんざい やぐ羅　にしん甘煮　姿三本入り ¥458 約１ヶ月（冷暗所保存）

e0002 京のおばんざい にしん甘煮折れ ¥290 約2ヶ月（開封後要冷蔵）

e0003 京のおばんざい 身折にしん山椒炊き（訳あり） ¥462 約3ヶ月（開封後要冷蔵）

e0004 京のおばんざい ちりめん山椒60g(常温対応品） ¥648 約10日(開封前）
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e0005 京のおばんざい ちりめん山椒60g ¥648 約1ヶ月(開封前）

e0007 京のおばんざい 本塩鮭切り身　甘口 ¥324 約１週間

e0008 京のおばんざい 本塩鮭切り身　辛口 ¥324 約１週間

e0009 京のおばんざい 味の顔見世　なめ茸茶漬 ¥480 製造日より約1年間（開封後

e0010 京のおばんざい 丹波 黒豆 甘煮(L)500g ¥1,600 開封前　製造日より約半年

e0011 京のおばんざい ちりめん山椒（お徳用180g） ¥1,833 約1ヶ月(開封前）

e0014 京のおばんざい はま一　魚そうめん 清滝 ¥420 約5日

e0015 京のおばんざい はま一　しんじょう（あんぺい）白 ¥420 約５日

e0016 京のおばんざい はま一　しんじょう（あんぺい）焼き ¥420 約５日

e0017 京のおばんざい 茨木屋 鱧入り魚そうめん ¥267 約５日

e0018 京のおばんざい 茨木屋 はも入りしんじょう ¥267 約５日

e0020 京のおばんざい 嵐山煮 ¥680 製造日より一年間（開封後要

e0021 京のおばんざい やぐ羅 にしん昆布巻き2本入り ¥698 冷蔵保存で約20日（開封後

e0023 京のおばんざい 鞍馬名物　木の芽煮（岸柳） ¥461 約２週間

e0031 京のおばんざい 鞍馬名産　木の芽煮（かどや） ¥498 約３ヶ月

e0050 京のおばんざい 鞍馬 味付け 山椒（佃煮） ¥720 約一年（開封前）

e0068 京のおばんざい ハモと生ゆばしぐれ ¥700 約４ヶ月

e0115 京のおばんざい 実山椒のたいたん(佃煮） ¥998 約一ヶ月

e0130 京のおばんざい はま一 京の豆腐天 ¥350 約5日

e0132 京のおばんざい はま一 とりつくね天 ¥350 約5日

e0134 京のおばんざい はま一 京風お好みちぎり天 ¥341 約5日

e0136 京のおばんざい はま一 黒胡椒入り玉ねぎ天 ¥341 約5日

e0137 京のおばんざい はま一 桜えびちぎり天 ¥341 約5日

e0140 京のおばんざい はま一 京の九条ねぎ天 ¥341 約5日

e0142 京のおばんざい はま一 京都産たけのこ天（国産実山椒 ¥341 約5日

e0151 京のおばんざい はま一 京かまぼこ嵯峨野の四季（白） ¥560 約6日

e0152 京のおばんざい はま一 京かまぼこ嵯峨野の四季（赤） ¥560 約6日

e0153 京のおばんざい はま一 京かまぼこ嵯峨野の四季（焼） ¥560 約6日

e0161 京のおばんざい はま一 おつまみ天三種（春夏用） ¥428 約5日

e0163 京のおばんざい はま一 国産ごぼうのピリカラ天 ¥330 約5日

e0168 京のおばんざい はま一　京の桜 魚そうめん ¥330 約5日
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e0199 京のおばんざい 粗め ちりめん山椒60g ¥648 約1ヶ月(開封前）

e0200 京のおばんざい 粗め ちりめん山椒 （お得用180g） ¥1,833 約1ヶ月(開封前）

e0305 京のおばんざい 国産牛ハンバーグ ¥554 約一週間

e0601 京のおばんざい 銀だら味噌漬（西京漬） ¥480 約5日

e0602 京のおばんざい サワラ味噌漬（西京漬） ¥380 約5日

e0603 京のおばんざい サバ味噌漬（西京漬） ¥380 約6日

e0604 京のおばんざい からすがれい味噌漬（西京漬） ¥380 約6日

e0605 京のおばんざい 鯛味噌漬（西京漬） ¥480 約6日

e0606 京のおばんざい 紅鮭味噌漬（西京漬） ¥380 約6日

i0014 京のおばんざい 身しじみたいたん薄味 ¥362 製造日より約３日（要冷蔵）

i0015 京のおばんざい 身しじみたいたん佃煮風 ¥553 約30日

k0060 京のおばんざい 丹波産　栗渋皮煮 ¥1,278 約一年

l0402 京のおばんざい いわしの紅梅煮 ¥498 約一ヶ月（開封前）

l0406 京のおばんざい えび豆 ¥330 開封前-約1ヶ月　開封後--3

l0407 京のおばんざい にしん豆 ¥350 開封前-約1ヶ月　開封後--3

l0408 京のおばんざい やさい豆 ¥330 開封前-約1ヶ月　開封後--3

l0409 京のおばんざい ぜいたく煮 ¥300 開封前-約1ヶ月　開封後--3

l0410 京のおばんざい きりしましぐれ（たけのこ佃煮） ¥480 約3ヶ月

l0600 京のおばんざい 筑前煮 ¥267 約1ヶ月

l0602 京のおばんざい 味付たけのこ ¥267 約1ヶ月

l0604 京のおばんざい 小芋ふくませ煮 ¥267 約1ヶ月

l0701 京のおばんざい 穂先たけの子 ¥380 約一ヶ月（開封前）

l0702 京のおばんざい 紫花豆（コーヒー味） ¥380 約一ヶ月（開封前）

l0703 京のおばんざい しその実しめじ ¥450 約一ヶ月（開封前）

l0704 京のおばんざい ふきしいたけ ¥330 約一ヶ月（開封前）

l0705 京のおばんざい れんこん土佐煮 ¥330 約一ヶ月（開封前）

l0706 京のおばんざい 帆立うま煮 ¥680 約一ヶ月（開封前）

rgm79 京のおばんざい ちりめん山椒（山椒抜き） ¥648.5 約1ヶ月(開封前）

q0001 京の地酒 斎藤酒造 古都千年 純米吟醸 300ml ¥510 約半年

q0011 京の地酒 斎藤酒造 古都千年 純米大吟醸 720ml ¥2,500 約半年

q0013 京の地酒 斎藤酒造 英勲古都千年 純米酒 720ml ¥1,200 約半年
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q0031 京の地酒 斎藤酒造 吟醸うめしゅらいと375ml ¥700 約半年

q0032 京の地酒 斎藤酒造 吟醸ゆずたいむらいと375ml ¥700 約半年

q0033 京の地酒 斎藤酒造 英勲吟醸限定酒1.8L ¥2,000 約半年

q0201 京の地酒 豊澤本店 豊祝 純米吟醸 300ml ¥476 約半年

q0211 京の地酒 豊澤本店 吟豊 720ml ¥1,200 約半年

q0304 京の地酒 招徳 四季の純米吟醸デザインボトル 春 ¥444
q0306 京の地酒 招徳  京都の酒　ミニ菰樽（こもだる） ¥1,500 約１年

q0308 京の地酒 招徳 四季の純米吟醸デザインボトル 秋 ¥444
q0312 京の地酒 招徳 純米吟醸 花洛 720ml ¥1,220 約半年

q0316 京の地酒 招徳 京のにごりゆず酒 720ml ¥1,500
q0331 京の地酒 招徳 純米吟醸花洛1.8L ¥2,172 約半年

q0401 京の地酒 佐々木酒造 京生粋 純米吟醸 300ml ¥553 約半年

q0411 京の地酒 佐々木酒造 京生粋 純米吟醸 720ml ¥1,334 約半年

q0412 京の地酒 佐々木酒造 まるたけえびす720ml ¥1,200 約半年

q0413 京の地酒 佐々木酒造 聚楽第 純米吟醸720ml ¥1,300 約半年

q0414 京の地酒 戦国のアルカディア　佐々木酒造 「聚 ¥2,000 約半年

q0431 京の地酒 佐々木酒造 純米吟醸 京生粋1.8L ¥2,572 約半年

q0513 京の地酒 玉乃光酒造 純米吟醸辛口仕込み720ml ¥1,143 約半年

q0514 京の地酒 玉乃光酒造 純米大吟醸 心の京 箱入 ¥2,300 約半年

q0518 京の地酒 玉乃光 純米吟醸 酒魂 720ml ¥988 約半年

q0531 京の地酒 玉乃光酒造 純米吟醸 辛口仕込み1.8L ¥2,000 約半年

q0533 京の地酒 玉乃光 純米吟醸 酒魂 1.8L ¥2,170 約半年

q0800 京の地酒 富翁 純米吟醸 祇園小町 720ml ¥1,090 約半年

q0808 京の地酒 ふり袖 美人画絵徳利セット ¥1,696 約半年

q0830 京の地酒 北川本家 はんなり京梅酒 ¥1,200 約半年

q0831 京の地酒 北川本家 はんなり京梅酒 220ml（実入 ¥660 約半年

q0833 京の地酒 はんなり京梅酒 宇治玉露梅酒 ¥1,400 約半年

q1101 京の地酒 月桂冠 ヌーベル純米吟醸 720ml ¥1,100 約半年

q1201 京の地酒 京・北山 羽田 純米酒 720ml ¥1,300 約半年

j0002 京菓子 吹き寄せ ¥330 約４ヶ月

j0003 京菓子 姫ぼたん ¥330 約４ヶ月
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j0004 京菓子 味噌せんべい ¥330 約４ヶ月

j0005 京菓子 そば松葉 ¥330 約４ヶ月

j0008 京菓子 衣掛八つ橋 ¥330 約４ヶ月

j0009 京菓子 たまごボーロ ¥330 約４ヶ月

j0010 京菓子 角切り八つ橋 ¥330 約４ヶ月

j0012 京菓子 五色オコシ ¥330 約４ヶ月

j0013 京菓子 聖護院大根のど飴 （京野菜のど飴） ¥369 約10ケ月（暗冷所保存）

j0014 京菓子 九条ねぎのど飴（京野菜のど飴） ¥369 約10ケ月（暗冷所保存）

j0016 京菓子 あべや　京野菜のど飴　7種ミックス ¥400 約三ヶ月

j0035 京菓子 京の鈴らむね ¥400 約４ヶ月

j0045 京菓子 京のそばぼうろ ¥150 約3ヶ月

j0300 京菓子 生麩まんじゅう 三個入り ¥600 約３日

j0301 京菓子 生麩まんじゅう 十個入り ¥2,000 約３日

d0007 京漬物 にしやま漬け ¥400 約２ヶ月

d0100 京漬物 にしやま漬け（業務用２kg) ¥3,500 約２ヶ月

d0201 京漬物 赤しば漬 ¥400 冷蔵保存で約２ヶ月

d0202 京漬物 刻みしば漬 ¥400 冷蔵保存で約２ヶ月

d0203 京漬物 白しば漬 ¥400 冷蔵保存で約1ヶ月

d0204 京漬物 刻み白しば漬 ¥400 冷蔵保存で約1ヶ月

d0206 京漬物 刻みすぐき ¥400 冷蔵保存で約1ヶ月

d0230 京漬物 はりはり漬 ¥400 約一ヶ月

d0250 京漬物 ゆず大根 ¥400 約8日

d0252 京漬物 長芋の浅漬 ¥500 約6日

d0258 京漬物 青しその実 ¥400 約一ヶ月

d0262 京漬物 しょう油大根 ¥500 約20日

d0264 京漬物 すいかたまり漬 ¥500 約20日

d0266 京漬物 山ごぼう ¥400 約1ヶ月

d0268 京漬物 辛己漬（かのとみづけ） ¥400 一ヶ月

d0270 京漬物 小茄子からし漬 ¥400 約1ヶ月

d0276 京漬物 べったら ¥500 約一ヶ月

d0278 京漬物 おつまみ良京（らっきょう） ¥400 約1ヶ月
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d0284 京漬物 菜の花漬 ¥400 約10日

d0301 京漬物 きざみ壬生菜 ¥230 約5日

d0303 京漬物 きざみ白菜 ¥189 約5日

d0304 京漬物 白菜漬 ¥267 約5日

d0305 京漬物 浅漬胡瓜 ¥400 約5日

c0201 京湯葉・生麩 生湯葉（5枚入り） ¥700 冷蔵保存で冬季約5日、夏期

c0203 京湯葉・生麩 京の極みゆば ¥1,500 冷蔵保存で冬季約5日、夏期

c0205 京湯葉・生麩 汲上ゆば ¥648 冷蔵保存で冬季約5日、夏期

c0207 京湯葉・生麩 東寺湯葉　５個入 ¥1,500 冷蔵保存で冬季約5日、夏期

c0209 京湯葉・生麩 ゆばちりめん　大 ¥1,000 冷蔵保存で冬季約5日、夏期

c0211 京湯葉・生麩 ゆばちりめん 小 ¥600 冷蔵保存で冬季約5日、夏期

c0301 京湯葉・生麩 小巻湯葉　ミニパック１５個入 ¥353 約三ヶ月

c0303 京湯葉・生麩 巻湯葉　ミニパック５個入 ¥300 約三ヶ月

c0305 京湯葉・生麩 大原木ゆば　ミニパック５個入 ¥353 約三ヶ月

c0307 京湯葉・生麩 とゆ湯葉 100g ¥500 約三ヶ月

c0309 京湯葉・生麩 甘湯葉（半生） ¥602 約2ヶ月

e0401 京湯葉・生麩 京 生麩 粟（あわ麩） ¥600 約4日（冷凍で約一ヶ月）

e0402 京湯葉・生麩 京 生麩 よもぎ（よもぎ麩） ¥600 約4日（冷凍で約一ヶ月）

e0403 京湯葉・生麩 京 生麩 胡麻（ごま麩） ¥600 約4日（冷凍で約一ヶ月）

e0405 京湯葉・生麩 京 生麩 花麩（はなふ）2本セット ¥639 約7日（冷凍で約一ヶ月）

e0410 京湯葉・生麩 京都半兵衛麩 もち麩 35g ¥300 約6ヶ月

e0411 京湯葉・生麩 京都半兵衛麩　おつゆ麩 25g ¥300 約6ヶ月

e0412 京湯葉・生麩 京都半兵衛麩　すきやき麩 35g ¥300 約6ヶ月

e0413 京湯葉・生麩 京都半兵衛麩 京やき麩 30g ¥300 約6ヶ月

e0414 京湯葉・生麩 京都半兵衛麩　花麩 30g ¥260 約6ヶ月

g0032 珍味・その他 ぼてぢゆう総本家　お好み焼き　とん ¥450 約3日

g0033 珍味・その他 ぼてぢゆう総本家　お好み焼き　とん ¥2,580 約3日

h0001 珍味・その他 エイのひれ ¥537 約１ヶ月（冷暗所保存）

h0002 珍味・その他 エイのひれ（七味付） ¥537 約１ヶ月（冷暗所保存）

h0004 珍味・その他 ピュアレ ティラミスチョコ 小 ¥500 約5ヶ月

h0006 珍味・その他 団助 ごま豆腐（白） ¥600 約2週間
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h0104 珍味・その他 ピュアレ ティラミスチョコ （徳用 ¥1,480 約5ヶ月

h0114 珍味・その他 ピュアレ 抹茶ティラミスチョコ小 ¥500 約5ヶ月

h0115 珍味・その他 ピュアレ 抹茶ティラミスチョコ（徳用 ¥1,787 約5ヶ月

h0120 珍味・その他 ピュアレ　いちごティラミスチョコ ¥1,787 約5ヶ月

h0124 珍味・その他 ピュアレ アーモンド＆ホワイトチョコ ¥1,741 約3ヶ月

h0130 珍味・その他 黒糖こんぺいとう　1kg ¥2,500 約3ヶ月

h0131 珍味・その他 黒糖こんぺいとう　120g ¥324 約3ヶ月

i0023 販売期間限定品 滋賀県琵琶湖産 天然小鮎の丸干し ¥352 約一週間

y0001 包装資材 ギフト梱包代金 ¥306
y0003 包装資材 千鳥酢900ml用化粧箱 ¥120
y0004 包装資材 商品個別ギフト包装代金 ¥18.5
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●ご注文方法
・お電話、ファックス、インターネットよりご注文を受け付けております
●お支払い方法について
・郵便振替(先払)　　振込手数料お客様負担
・クレジットカード　インターネットからのご注文のみ使えます
・銀行振込(先払)�、振込手数料お客様負担
・代金引換　　（商品到着時、振込手数料お客様負担324円（税込）
　配達員にお支払い頂く為、支払いの面倒がありません。ギフトの場合は贈り先様にお支払い頂く
事に
なるのでご利用頂けません。

●送料について
　お客様が受取りたい時に確実にお届けする（株）ヤマト運輸の宅急便を使ってお届けします。
北陸・中部・関東・信越・関西・中国・四国・九州は780円（クール便980円）、宮城・山形・福
島は880円（クール便1080円）、青森・秋田・岩手は980円（クール便1180円）北海道は1,380円
（クール便1,580円）・沖縄は2,500円（クール便2,700円）です

●梱包・包装について
　基本的に再利用保冷ボックスもしくは再利用段ボール箱を使用します
・再利用品---外側が少々汚れていたりしますが、内側が汚れているものは使用しません。　環境保
護の一環として、どうかご了承下さいませ。ご贈答用にお使いの場合は「環境保護の為云々」と記
入した紙を同封いたします。
・ギフト包装---新品の保冷ボックスもしくは化粧箱（もしくは段ボール箱）を　使用します。箱
代、包装代、熨斗代として別途330円のご負担をお願いしております。
・化粧箱無しで商品をひと袋ずつ包装する場合は、一つ２０円にて承ります。

ご注文方法説明（藤村屋本店用）

:
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