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ギフト商品一覧
1

3
商品番号

kazunori ikeda individuel
パヴェ・ドゥ・伯楽星

生チョコ×9個

※クール便でお届けします。

宮城の銘酒、新澤醸造店 伯楽星。
芯の強さ、心地よい酸味のある伯楽星を
フルーティな風味、個性的なアロマを併せ持つ
アリバ・ナシオナル種 カカオと
優しく合わせました。
※アルコール入り。

仙台市 菓 子

仙台市 菓 子

菓匠三全 
萩の月 8個入

萩の月×8個

※普通便でお届けします。

2

まろやかでやさしい風味の
オリジナルカスタードクリームを
ふんわりとしたカステラで包みました。

商品番号

6
商品番号

パルポー
ティータイムセット

スポンジ、サブレ、パイをチョコレートでコーティングし、
7層の地層のように重ねスライスアーモンドで
香ばしさのアクセントをそえたスイートゴットと
ドリップコーヒーの詰合せです。

スイートゴット
（チョコ・抹茶・ルビーチョコレート・紅茶・コーヒー×各1個）、

パルポードリップコーヒー×3袋

気仙沼市 菓子・コーヒー

7
商品番号

※普通便でお届けします。

ブルーマウンテンブレンド12g×8袋

ほの香
ブルマンブレンド
ドリップバッグコーヒーギフト

最高品質のジャマイカブルーマウンテンNo.1を
30%配合した限定ブレンド。
甘くほろ苦い上品なコーヒーの香りを
ごゆっくりお楽しみください。

仙台市 コーヒー

喜久水庵
喜久福４種詰合せ12個入

仙台市 菓 子

仙台市 菓 子

1

やわらか薄皮餅でやさしく包んだ、
ふんわり生クリームとしっとり餡の大福です。

商品番号

※クール便でお届けします。

抹茶生クリーム・ずんだ生クリーム・ほうじ茶生クリーム・
生クリーム×各3個

ふじや千舟  
支倉焼10個入

支倉焼×10個

※普通便でお届けします。

5
商品番号

クッキー生地とくるみ風味の白餡が和洋菓子の
垣根を越えた味を紡ぎだしている自信作です。

※普通便でお届けします。
（8月・9月はクール便でお届けします。）
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4
商品番号

松倉
パパ好み14袋入

生誕60年以上のロングセラー。古川名物ママも喜ぶ
パパ好み。ビールのおつまみ、お茶うけにピッタリです。

パパ好み
（あられ、ピーナッツ、小魚 ミックス）32ｇ×14袋

大崎市 菓 子

※普通便でお届けします。

蔵王酪農センター
蔵王チーズ詰合せ

クリームチーズ120ｇ、クリーミースプレッド・仙台いちご120ｇ、
クリーミースプレッド・バニラ120ｇ×各1個

※クール便でお届けします。

8
商品番号

蔵王山麓産牛乳、宮城県産いちご、
蔵王町産平飼い卵等を使用している
クリームチーズの3種です。

蔵王町 乳製品

〈藤崎〉厳選  
旨いものギフト
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15
商品番号

16
商品番号

陣中
仔牛の牛タン厚切り塩麹熟成

仔牛の牛タン厚切り塩麹熟成120ｇ

※クール便でお届けします。

伊豆沼農産
豚ロース麹漬詰合せ

宮城県産豚のロース肉を、醤油麹・塩麹に漬け込み、
発酵作用でしっとりやわらかく仕上げました。

※クール便でお届けします。

豚ロース塩麹漬、豚ロース醤油麹漬 各75g×各2枚

登米市 加工肉 仙台市 加工肉

陣中の牛タンは162時間の二段階熟成。
仔牛ならではの柔らかい食感をお楽しみください。

13
商品番号

※普通便でお届けします。

GRA
ミガキイチゴ・カネット 赤・白
飲み比べセット

ミガキイチゴを使用した缶入りのスパークリングワイン。
華やかないちごの香りと果実の優しい甘さの微炭酸の白。
白をベースに赤ワインを加えることで赤特有の
優美なコクがプラスされた赤の2本セットです。

ミガキイチゴ・カネット（赤290ｍｌ×1本・白290ｍｌ×1本）

山元町 スパークリングワイン

14
商品番号

※クール便でお届けします。

栄和
仙台牛生ハンバーグ

仙台牛１００％のハンバーグ。
旨味のある最高ランクの仙台牛からあふれ出る
肉汁がソースになります。

仙台牛生ハンバーグ120g×2個

仙台市 加工肉

一ノ蔵
大和伝 特別純米酒

大和伝 特別純米酒 ７２０ｍｌ×1本

※普通便でお届けします。

12
商品番号 大崎市 清 酒

純米ならではの芯の通った豊かなコクと
芳醇な旨味に溢れる、昔ながらの麹の香りのする
数少ないお酒です。

1 2 3 4

日高見 吟醸酒 720ｍｌ×1本

平孝酒造
日高見 吟醸酒

11
商品番号 石巻市 清 酒

※普通便でお届けします。

飲み飽きしない吟醸香があるお酒。
爽やかな後味が特徴です。

10
商品番号

佐浦
浦霞 純米原酒につけた梅酒

浦霞 純米原酒につけた梅酒 720ｍｌ×1本

※クール便でお届けします。

宮城県産の梅を使用。控えめな甘さと
心地よい酸味、純米原酒らしくさっぱりとしながらも
柔らかな味わい。

塩釜市 梅 酒

9
商品番号

※クール便でお届けします。

ヴァイツェン、スタウト、ササニシキIPA 各330ｍｌ×各1本

仙南シンケンファクトリー
仙南クラフトビール飲み比べ
3本セット

フルーティな「ヴァイツェン」、香ばしいナッツのような
「スタウト」、宮城県産ササニシキを使用した香り高い
「ササニシキIPA」の3種類です。

角田市 ビール

〈藤崎〉厳選  
旨いものギフト



17
商品番号

※クール便でお届けします。

牛たん入りソーセージ（スパイシー・レモン・
黒胡椒×各3本）、まるっチーズ×５個

ささ圭
牛たん入りソーセージ＆
まるっチーズセット

名取市 水産加工品・加工肉

「牛たん入りソーセージ」３種類と、
新食感！ とろ～りクリーミーなチーズが入った
真ん丸なかわいい蒸し蒲鉾のセットです。

21
商品番号

斉吉
海鮮丼（甘えび）２個セット

甘えび、帆立、いくら醤油漬け、めかぶの海鮮丼です。
白醤油ですっきりと仕上げています。
解凍が短時間で手軽に食べられます。

※クール便でお届けします。

斉吉海鮮丼（甘えび）×２袋

20
商品番号

22
商品番号

※クール便でお届けします。

金華さば・しまほっけ・赤魚醤油干し×各2枚

仙水フーズ
干物詰合せ『希望の干し』

『希望の干し』は市場の魚のプロが厳選した
良質な素材を魚本来の旨さそのままに
じっくり干しあげた干物の逸品です。

※クール便でお届けします。

旬海堂
旬海漬詰合せ

宮城の地酒の吟醸酒粕と本場仙台味噌を調合した
秘伝の粕に丁寧に漬け込みました。

アラスカめぬけ・銀ざけ・かれい×各１切

名取市 水産加工品

岩沼市 水産加工品 気仙沼市 水産加工品

24
商品番号

スカイラーク・アワノ
大葉のパスタソース和洋セット

パスタソース（しそのスパゲッティ、大葉のジェノベーゼ）
各60g×各１瓶

※普通便でお届けします。

宮城県美里町で育てた新鮮な自家農園大葉を
約50枚以上使ったパスタソース。
和洋2種の違う味で、パスタ以外にも魚介類等の
ソースにピッタリです。

23
商品番号

木の屋石巻水産
金華さば缶詰セット

金華さば味噌煮170ｇ×2缶、金華さば水煮170ｇ×1缶

※普通便でお届けします。

旬の時期限定生産の金華さば缶詰を優しい味わいの
味噌煮と金華さば本来の味をお楽しみいただける
水煮のセットです。

石巻市 水産加工品

1 2 3 4

ギフト商品一覧

美里町 パスタソース

19
商品番号

蒲鉾本舗 髙政
髙政のかまぼこ詰合せ

笹かまぼこ（吉次・石持×各2枚）、
チーズ笹かまぼこ蔵王×2枚・

揚げかまぼこ（たかまさ×2枚、海老・貝柱・五目×各1枚）

※クール便でお届けします。

女川町 水産加工品

吉次のしなやかで弾力のある歯ざわり、
石持の香ばしさ、風味豊かな口当たりをご堪能ください。

18
商品番号

※クール便でお届けします。

はちやの餃子300g（15個）・水餃子300g（12個）×各1パック

蜂屋食品
はちやの餃子・
まんまるもちもち水餃子セット

宮城県産くりこま高原カテキン豚を使用した、
野菜たっぷりのヘルシー餃子と
ジューシーなもちもち皮の水餃子です。

塩釜市 冷凍加工品

〈藤崎〉厳選  
旨いものギフト



1 2 3 4

お問合せ／株式会社 藤崎本店外商部内  TEL 022-267-3002  平日9：00～17：00

○商品のお届けは「申込ハガキ」が到着後、通常約3週間程度でお届けします。3週間以上経過しても
到着しない場合は、下記までご連絡ください。

○複数のお申込みの場合、商品が同時に届かない場合がございます。
※万一、ご希望の商品がメーカー事情により品切れ、製造中止となった場合は、新商品または同等以上の代替商品をお送りする
こともございます。また、状況により改めて商品をお選び直しいただく場合がございますので、ご了承ください。

28商品のギフト商品一覧の中からお好きな商品を1つ
お選びいただき、「申込ハガキ」に必要事項をご記入の
うえ「プライバシー保護シール」を「申込ハガキを受け
取られた方の氏名」から「お届け先情報」のご住所・お名前
までが隠れるように貼付し、ポストへご投函ください。

【お申込み方法】

【お申込み期限】

2021年11月30日（火）
到着分まで有効
※期限を過ぎた場合は商品をお届けできませんのでご注意ください。

○商品の品質および輸送には万全を期しておりますが、お届けした商品に万一、内容相違、破損、損傷等
があった場合、すみやかにご連絡願います。
○本ギフト商品一覧内の商品の色は都合で多少異なる場合もございますので、ご了承ください。
○故意または過失によって不正に「申込ハガキ」を取得した場合は、商品のお引換えは致しかねます。
○商品は自家用としてお届け致します。のし掛け等、贈答用の対応は出来かねますのでご了承願います。

【ご注意事項】

【商品のお届けについて】

ギフト商品一覧

長く愛されてきた宮城の名産品、

魅力ある品々を取り揃えました。

名産品、時代とともに生み出される

文化をこれからも守り、伝え、育てていきたい。

この商品にそんな想いを込めて

お届けいたします。

〈藤崎〉厳選

旨いものギフト

〈藤崎〉厳選  
旨いものギフト

※普通便でお届けします。

じゃが豚カレー160g×3袋、鶏キーマカレー150g×3袋

NISHIKIYA KITCHEN 
おうちカレーセット

28
商品番号

『毎日食べたいおうちカレー』がコンセプトの
ベーシックな味わいのカレーです。

岩沼市 カレー

※普通便でお届けします。

しょうゆたれ付白石温麺2食入×2箱、
仙台味噌スープ付白石温麺2食入×1箱、

白石中華温麺2食入×1箱

きちみ製麺
たれ・スープで食べる
白石温麺詰合せ

25
商品番号

3種の味で食べられる白石温麺のセットです。

白石市 麺 類

※普通便でお届けします。

プレミアム牛たんカレー250g×2袋

ベこ政宗
肉屋 プレミアム牛たんカレー

27
商品番号

大きくカットした牛たんを素材本来の味を活かした
ルウで柔らかく煮込みコクのある味わいに仕上げました。

富谷市 カレー

※普通便でお届けします。

宮城・気仙沼 かつお醤油ラーメン（2人前）×2袋
宮城・登米 仙台辛味噌ラーメン（2人前）×2袋

めんのマルニ
登米・気仙沼ラーメンセット

26
商品番号

朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」の番組ロゴが
デザインされた気仙沼かつおラーメンと
登米のヤマカノ醸造で作った味噌を使用した
仙台辛味噌のラーメンセットです。

登米市 麺 類




