News Release 2022 年 6 月 17 日
「＜七十七＞『美味しい東北を堪能！』個人向け特別キャンペーン」の実施について
株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）では、投資信託、仕組債等、公共債および
７７オープン型外貨定期預金（以下、「外貨定期預金」といいます。）等を対象とした、
「＜七十七＞『美味しい東北を堪能！』個人向け特別キャンペーン」を実施しますので、
下記の通りお知らせいたします。
当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう努めてまいります。
記
1．名 称
＜七十七＞「美味しい東北を堪能！」個人向け特別キャンペーン
2．実施期間
2022 年 6 月 20 日～2022 年 9 月 30 日
3．内 容
個人のお客さまで、期間中に下記の対象商品をご購入いただきますと、初回に限り、
「＜藤崎＞厳選 旨いものギフト」よりお好きな商品を1口につき1品プレゼントいたします。
対象商品

投資信託

NISA
外貨定期預金
(米ﾄﾞﾙ、ﾕｰﾛ、
ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ)

対象条件および提供数
インターネットバンキングで
ご購入・お預入

<200万円以上ご購入>
<100万円以上ご購入>
・200万円以上400万円未満の場合：1口
100万円ごとに1口（上限5口） ・400万円以上の場合：2口
（上限2口）
＜ＮＩＳＡ口座（ジュニアＮＩＳＡ口座を含みます）の
非課税枠を利用して投資信託を30万円以上ご購入＞ 1口
＜200万円相当額以上お預入＞
＜100万円相当額以上お預入＞ ・200万円以上400万円未満の場合：1口
100万円ごとに1口（上限5口） ・400万円以上の場合：2口
（上限2口）
＜400万円以上ご購入＞
400万円ごとに1口（上限2口）

仕組債等
公 共 債

店頭でご購入・お預入

＜400万円以上ご購入＞
400万円ごとに1口（上限2口）

＜1,000万円以上ご購入＞1口

※詳細については別添のチラシをご参照ください。
－１－

七十七グループは持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。

もっと、ずっと、地域と共に。

４．取扱店
投資信託取扱店（東北地区の全営業店〔一部の出張所を除く〕および札幌支店）
注．外貨預金については、投資信託取扱店のうち出張所を除きます。
（関連するＳＤＧｓ）

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）
2015年9月に、国連に加盟する全ての国が全会一致で採択した国際目標
であり、17のゴールと、169のターゲットから構成されています。
七十七グループは2020年7月に「七十七グループのＳＤＧｓ宣言 ～ もっ
と、ずっと、地域と共に。～」を表明し、ＳＤＧｓに対する取組みを更に強
化するため、2021年10月より「ＳＤＧｓ実践計画」を策定しております。

以

－２（終）－

上
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東北を堪能!

美味しい

個人向け特別キャンペーン
2022年6月20日
（月）▶ 2022年9月30日
（金）

期間中に下記の対象商品をご購入いただき、対象条件を満たされた場合
〈藤崎〉厳選 旨いものギフト

を初回のみ（注）1口につき1商品プレゼント!
対 象 条 件および 提 供 数

対象商品

投資信託
NISA
77オープン型
外貨定期預金

（米ドル・ユーロ・豪ドル）

インターネットバンキングでご購入・お預入

店頭でご購入・お預入

〈100万円以上ご購入〉

〈200万円以上ご購入〉

100万円ごとに1 口（上限5口）

1

〈NISA口座
（ジュニアNISA口座を含みます）
の非課税枠を利用して投資信託を30万円以上ご購入〉 口
〈100万円相当額以上お預入れ〉

100万円ごとに1 口（上限5口）

〈200万円相当額以上お預入れ〉

●200万円以上400万円未満の場合：1口
●400万円以上の場合：2口
（上限2口）
〈400万円以上ご購入〉

仕組債等
公共債

●200万円以上400万円未満の場合：1口
●400万円以上の場合：2口
（上限2口）

400万円ごとに1口
（上限2口）
〈400万円以上ご購入〉

400万円ごとに1 口（上限2口）

〈1,000万円以上ご購入〉

1口

〈賞品について〉
※6月〜7月にご購入の場合は8月下旬以降、8月〜９月にご購入の場合は10月下旬以降に
「〈藤崎〉厳選 旨いものギフト」
の
「申込ハガキ」
等を封書でお届け住所へお送りいたします。
※長期不在等の理由により賞品をお届けできない場合は、無効とさせていただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
注.対象商品ごとに条件を初めて満たされた日を
「初回」
といたします。
「 初回」以降の追加購入は対象外となります。
ただし、条件を満たさずに対象商品をご購入いただいた場合は、期間中に同商品を追加購入し、条件を満たされた日を
「初回」
といたします。

●期間中に当行所定のお申込み手続きが完了されたものに限ります。
●期間中のご購入合計金額が対象となります。また、複数のファンド等を期間中にご購入いただいた場合も、その合計金額が対象となります。
●同一商品内の
「インターネットバンキング」
および
「店頭」
でのご購入は重複適用できません。
●対象商品の投資信託とNISAのそれぞれの条件を満たした場合は、重複して適用することが可能です。
●インターネットバンキングによる公共債のご購入は、個人向け国債かつ1取引1億円未満といたします。
●インターネットバンキングによる77オープン型外貨定期預金のお預入は、70歳未満の方に限らせていただきます。
（金 ）
の15時までに申込を行ったものを対象といたします。
●インターネットバンキングによる公共債・投資信託のご購入および77オープン型外貨定期預金のお預入は2022年9 月30 日
●投資信託のご購入金額には、お申込手数料および消費税を含み、単位未満の端数は切り捨てといたします。
●投資信託については、スイッチング、
〈 七十七〉積立投信によるご購入は対象外とさせていただきます。
●仕組債等については、所定の期間に事前申込していただく必要がありますが、事前申込期間中は対象外とさせていただきます。
●仕組債等のうち、外貨建て債券については、約定日の為替レートに基づく円換算相当額といたします。
2022年6月20日現在

〈七十七〉ダイレクトサービス

インターネットバンキング

来店不要の

9 サービス

説明動画はこちら

お客さまと七十七銀行をダイレクトに結ぶサービス。
銀行とのお付き合いがもっともっと便利に!

スマホなら指紋認証や
顔認証で簡単ログイン!

7 つのメリット

※生体認証ができる機種に限ります。

当行あて振込手数料無料
振込手数料が窓口よりも
最大550円 (消費税込)もおトク

ご利用手数料無料
※お振込等のご利用については別途当行所定の
手数料がかかります。

住宅ローンの一部繰上返済手数料、
固定金利選択手数料無料

20%
割引

※一部の住宅ローン商品を除きます。

※〈七十七〉積立投信を除きます。

50% 外貨預金の為替手数料が
割引

投資信託お申込手数料が
窓口よりも20%割引

窓口よりも50%割引

24h

いつでもお取引が可能
※一部サービスを除きます。

便利なアプリのご紹介
普通預金口座はもちろん
投資信託取引口 座も!

残高照会はもちろん
使いやすいコンテンツも満載!

七十七銀行
口座開設アプリ

七十七銀行
アプリ

ご用意いただくものは、スマホと運 転 免 許 証のみ!
ご来店不要で口座 開 設 等 がお申 込みいただけます。

スマホで残高照会や目的ごとの貯蓄にも最適!
また、七十七銀行アプリ限定のおトクなクーポンもございます。

口座開設

インターネットバンキング、
便利なアプリの詳細はこちら!

▶

インスタグラムも
はじめたシカ!

キャンペーン情 報や各 種サービス、地域の情報をお届け!

ダウンロード
はこちら!

投資信託のご注意事項
投資信託のリスクについて

●投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下の要因等により、投資元本を割込むことがあり、
元本および分配金が保証されている商品ではありません。
①組入株式の価格の下落、金利変動等による組入債券の価格の下落
②組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化
③海外の株式・債券等への投資における為替相場の変動
●換金可能日に制限
（クローズド期間等）
がある投資信託商品は、換金できない場合があります。

投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項

●投資信託をご購入の際には、投資信託取扱店にて最新の
「投資信託説明書
（交付目論見書）
」
等をお受け取りいただくか、
「インターネットバンキング」
において最新の
「投資信託説明書
（交付目論見書）
」
等を必ずお読みいただき、商品内容や
リスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、
ご自身のご判断でお申込みください。
●投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

投資信託の諸費用について
１．
お客さまに直接ご負担いただく費用
お申込手数料
（当行取扱ファンド）

お買付金額
（約定金額）
に対し最大3.3%
（消費税込）

信託財産留保額
（当行取扱ファンド）

ファンドの基準価額に対し最大0.7%
・ご換金時に上記割合が差し引かれます。

２．
間接的にご負担いただく費用
信託報酬
（当行取扱ファンド）

ファンドの純資産総額に対し最大年率2.2%
（消費税込）
・運用期間中、
ファンドの純資産総額から上記割合が差し引かれます。

その他費用

資産の運用・保管・管理等に際し、有価証券売買手数料等の諸費用等が発生いたします
が、
これもお客さまに間接的にご負担いただく費用となります。

※お申込手数料、信託財産留保額および信託報酬はファンドにより異なるほか、運用等に際し発生する諸費用等について
は、今後の運用方法等により変化するため、詳細を掲載しておりません。詳しくは各ファンドの最新の
「投資信託説明書
（交付目論見書）
」
等をご覧ください。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に
応じて異なりますので表示できません。

金融商品仲介業務で取り扱う商品
（仕組債・外国債券）
のご注意事項
●仕組債・外国債券は、七十七銀行の金融商品仲介業務（金融商品取引法に基づき、金融機関が証券会社の委託を受け
て、
有価証券の売買の媒介等を行う業務）
によりお取扱いいたします。
●七十七銀行の金融商品仲介業務は、野村證券（株）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）、七十七証券（株）
を委託元
としており、
お客さまとの取引の相手方は野村證券（株）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）、七十七証券（株）
となります。
●七十七銀行が金融商品仲介業務でお取扱いする商品のご購入にあたっては、七十七銀行を通して事前に提携証券会社
に
「証券総合口座」
等を開設していただく必要があります。
●取扱商品は、株式等の有価証券であり、
預金ではありませんので、
預金保険の対象とはなりません。
●株式などの有価証券はリスク商品であり、運用実績は市場環境などにより変動しますので、元本および利回りの保証は
ありません。
●お取引に際しては目論見書・約款等をお渡ししますので、必ず内容を確認のうえ、投資判断はご自身で行っていただきます。
●当行と金融商品仲介業務にかかるお取引をされるかどうかが、
お客さまと当行との他のお取引（預金・融資等）
に影響を
与えることはありません。
また、当行でのお取引内容（預金・融資など）が金融商品仲介業務にかかるお取引に影響を
与えることもありません。

公共債
（国債・公募地方債）
のご注意事項
国債・公募地方債のリスクについて

●信用リスク
発行者である国や地方公共団体の信用状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り
込む場合があります。
なお、
国債・公募地方債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●価格変動リスク
（金利変動リスク）
個人向け国債（個人向け復興応援国債を含みます。）以外の中途換金は、市場価格を基準にした価格で当行が買い取ら
せていただきます。
ただし、価格は金利の変動等により上下（一般に、金利が上昇すると価格は下落、金利が低下すると価格は上昇）
します
ので、市場実勢によっては投資元本を割り込む場合があります。
また、市場環境の変化により流動性（換金性）が低く
なり、換金することができない場合があります。
●個人向け国債（変動・10年）
および個人向け復興応援国債（当初3年間の固定金利期間終了後4年目以降）
は、半年毎に
利率の見直しが行われ、
市場実勢に応じて金利が変動することから、
受取利子の金額が都度変わります。
●購入単価が額面金額
（100円）
を超えている場合、
償還時に償還差損が発生します。

中途換金について

買い取り代金はお申込日の2営業日後にお客さまの預金口座に入金いたします。
なお、利払日・償還日の6営業日前から
前営業日までは買い取りの受付はできませんのでご留意ください。
●個人向け国債
（固定・3年）
および個人向け国債
（固定・5年）
の場合
発行から1年経過後（2回目の利払到来後）
であれば、中途換金ができます。
（1年未満の中途換金は、本人が死亡した
場合または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合（罹災証明書等が必要となり
ます）
に限られます。）
2回分の利子相当額
（税引前）
×0.79685が、
中途換金調整額として受取金額より差し引かれます。
●個人向け国債
（変動・10年）
および個人向け復興応援国債の場合
発行から1年経過後（2回目の利払到来後）
であれば、中途換金ができます。
（1年未満の中途換金は、本人が死亡した
場合または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合（罹災証明書等が必要となり
ます）
に限られます。）
直近2回分の利子相当額
（税引前）
×0.79685が、
中途換金調整額として受取金額より差し引かれます。
●個人向け国債
（個人向け復興応援国債を含みます。
）以外の場合
市場価格を基準にした価格で当行が買い取らせていただきます。
価格は金利の変動等により上下しますので、
市場実勢によっては投資元本を割り込む場合があります。

手数料について

●国債・公募地方債を募集または当行との相対取引でご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただき、別途
頂戴する手数料はありません。

クーリング・オフについて

●国債・公募地方債については、
クーリング・オフ
（金融商品取引法第37条の6）
の適用はありません。

その他

●ご注文いただいた取引が成立
（約定）
した場合、
その注文を取り消すことはできませんのでご注意ください。

外貨預金のご注意事項
外貨預金の為替変動リスクについて

●外貨預金には、為替相場の変動によって為替差損が生じ、
ご解約
（お引出し）
時のお受取り円貨額がお預入れ時の払込
み円貨額を下回る
（元本割れする）
リスク
（為替変動リスク）
があります。
●お預入れ時の為替相場に比べご解約
（お引出し）
時の為替相場が円安になると
「為替差益」
が生じますが、
反対に円高に
なると
「為替差損」
が生じます。

外貨建ての預金金利と円ベースの利回りについて

●ご解約
（お引出し）
時のお受取り円貨額は為替相場の変動で増減するため、外貨建ての預金金利と円ベースの利回り
は一致しません。

適用する為替相場
（TTS、TTB）
について

●日本円でお預入れの場合、
当行所定のTTS
（ 対顧客電信売相場）
を適用します。また、
日本円でのご解約
（お引出し）
の
場合、
当行所定のTTB
（対顧客電信買相場）
を適用します。
●TTS、TTBは当行所定の為替相場
（公示相場）
であり、マスコミ報道の市場取引相場とは異なりますのでご留意くだ
さい。公示相場は、米ドルについては午前10時15分頃、米ドル以外の通貨については午前10時30分頃に決定
します。なお、為替相場の動向により公示相場を変更したり公示しない場合がありますのでご了承ください。
●お預入れまたはご解約
（お引出し）
の金額が１件あたり10万米ドル相当額以上の場合は、市場実勢相場を参考に当行が
決定する為替相場を適用いたしますので、
この場合、公示相場
（TTS、TTB）
とは必ずしも一致しません。

手数料・諸費用について

●日本円でお預入れまたはご解約
（お引出し）
になる場合、原則として、お預入れ時にはその時点の当行所定のTTSを、
お引出し時にはその時点の当行所定のTTBを為替相場として適用し、それぞれ円換算額が決定されます。
この為替相場には手数料
（通貨により異なり、
１通貨単位あたり最大４円）
がかかるため、為替相場に変動がない場合
でも、TTSとTTBの差額
（往復の手数料として通貨により異なり、
１通貨単位あたり最大８円）
のご負担が生じますので、
ご解約
（お引出し）
時の円貨額がお預入れ時の払込み円貨額を下回る
（元本割れする）
場合があります。
●外貨現金でお引出しの場合、通貨により異なり、
１通貨単位あたり最大８円（最低手数料1，
500円）の取扱手数料が
かかります。

為替差益を享受するためには

●為替差益を享受するためには、ご解約（お引出し）時の為替相場（TTB）が、お預入れ時の為替相場（ＴＴＳ）
より高い
（円安）
時にお引出しすることが必要です。

その他のご留意事項

●外貨預金は、
預金保険の対象ではありません。
●外貨預金をお申込みの際には、外貨預金取扱店または、
「インターネットバンキング」
において説明書（契約締結前
交 付 書 面 ）を必ずご 確 認 いただき、商 品 内 容やリスクおよび 手 数 料 等 の 詳 細を十 分ご 理 解 のうえ、ご自身 の
判断でお申込みください。
●77オープン型外貨定期預金の中途解約は原則お取扱いできません。当行がやむを得ないと認めて中途解約する場合は、
中途解約日の外貨普通預金金利を適用するほか、当行所定の損害金が別途かかることがあり、
これにより損害金が経過
利息を上回る場合は、
お受取り金額が預金元本を大きく下回る可能性があります。
●お取扱い時間は、公示相場決定時間の関係上、商品や通貨によって異なります。当日の公示相場、金利等については
店頭にてご確認ください。また、通貨国の事情で取扱い停止となる場合がありますのでご了承ください。

●商号等：株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長
（登金）
第5号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
ご不明な点がございましたら、取扱店の担当者または本部
（担当部署）
までお問い合わせください。 ●商号等：野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第142号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本証券投資顧問業
投 資 信 託 取 扱 店 ■ 東北地区の全営業店
（一部の出張所を除く）
および札幌支店
協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
仕組債・外国債券取扱店 ■ 本店営業部、営業統轄部、コンサルティング営業部および 一部の営業店
●商号等：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第2336号 加入協会：日本証券業協会、一般社団
法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
本 部（ 担 当 部 署 ）■ 営業統轄部ウェルスマネジメント室
●商号等：七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長
（金商）
第37号 加入協会：日本証券業協会

◆お取扱店は、東北地区の全営業店
（一部の出張所を除く）
および札幌支店となります。
◆くわしくは、お近くの〈七十七〉窓口までお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。
◆店頭に説明書をご用意しております。
◆今後予告なく本キャンペーンの内容を変更、継続、
または取扱を中止する場合があります。
また、季節等に応じて、同様のキャンペーンを実施する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

〈藤崎〉厳選 旨いものギフト
長く愛されてきた東北の名産品、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。
●商品やお申込み方法については、ギフト商品一覧をご覧ください。

11

商品番号

ギフト商品一覧

仙台市

菓子

商品番号

喜久水庵
喜久福４種詰合せ12個入

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。

2

仙台市

菓子

菓匠三全
萩の月6個入り

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。

〈 藤 崎 〉厳 選
旨 い も の ギ フト

1

商品番号

3

青森県

2

3

4

菓子

※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

商品番号

ラグノオささき
ラグノオのりんごギフト

果肉入りアップルソースを閉じ込めたいのちりんご、
人気のりんごスティック、
りんごスティック ショコラを
詰合せた人気商品の詰合せです。

4

山形県

菓子

〈山形産デラウェアと発酵バターの融和〉
パティスリー
「ESCARGOT」監修のもと
オリジナルで開発をしたバターサンド。
素朴で飽きのこないクッキー生地に、
ラムレーズン入りの
北海道産発酵バタークリームをサンドしました。
※アルコール入り。

気仙沼市

菓子

スポンジ・サブレ・パイを7層の地層のように重ね
チョコレートでコーティング。
スライスアーモンドで香ばしさのアクセントを添えました。

菓子

ふじや千舟
支倉焼6個入

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。

レーズンバターサンド×5個

商品番号

パルポー
スィートゴット8個入

5

仙台市

※クール便でお届けします。

りんごスティック×2個、
りんごスティック ショコラ×2個
いのちりんご×5個

6

萩の月×6個

商品番号

リンベル
ESCARGOT レーズンバターサンド

※普通便でお届けします。

商品番号

※普通便でお届けします。
（9月はクール便でお届けします。）

7

蔵王町

乳製品

支倉焼×6個

商品番号

蔵王酪農センター
蔵王チーズ詰合せ

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。

8

秋田県

清酒

齋彌(さいや)酒造店
雪の茅舎 山廃純米

はっきりと酸味感じたあとに米の甘みが広がってきます。
後味にココナッツのような香りがあり、
複雑な味わいが広がった後にそれがキレよく
スッキリと喉を通ってきます。

（8月・9月はクール便でお届けします。
）

※普通便でお届けします。
（9月はクール便でお届けします。）

スィートゴット8個（チョコ・抹茶・紅茶・コーヒー×各２個）

※クール便でお届けします。

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

※普通便でお届けします。

雪の茅舎 山廃純米 720ｍｌ×1本

商品番号

ギフト商品一覧

9

白石市

清酒

商品番号

塩釜市

10 佐浦

蔵王酒造
蔵王 純米吟醸

清酒

蔵の華 純米吟醸 浦霞

端正な香りと味わい、後切れの良さが特徴のお酒です。 宮城県産酒造好適米「蔵の華」
を100%使用し、
ワイングラスでおいしい日本酒アワードプレミアム純米
精米歩合55%で仕込んだ純米吟醸酒です。
部門において、最高金賞を2年連続受賞いたしました。 ほど良い香り、心地よい酸味と柔らかな甘味の
バランス良い味わいをお楽しみ下さい。

〈 藤 崎 〉厳 選
旨 い も の ギ フト

1

2

3

※普通便でお届けします。

4

※普通便でお届けします。

蔵王 純米吟醸 720ｍｌ×1本

商品番号

石巻市

清酒

商品番号

11 平孝酒造

青森県

ジュース

青森県産りんごジュースセット

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。

「無添加無濾過プレミアムりんごジュ−ス」
「アップルスパークリングアプリモ」の
青森りんごジュ−ス飲み比べ2本セット。

※普通便でお届けします。

登米市

加工肉

プレミアムりんごジュース500ml×1本、
アップルスパークリングアプリモ500ml×1本

商品番号

14 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

仙台市

加工肉

13 伊達の牛たん本舗

牛たん塩仕込みとテールスープセット

仙台名物「牛たん焼き」定番の塩味と、
牛たん定食には欠かせないコクのある
テールスープのセットです。

※普通便でお届けします。

日高見 吟醸酒 720ｍｌ×1本

商品番号

商品番号

12 タムラファーム

日高見 吟醸酒

蔵の華 純米吟醸 浦霞 720ｍｌ×1本

栗原市

15 ダイチ

加工肉

※クール便でお届けします。

牛たん塩仕込み100ｇ×1袋、
テールスープ250ｇ×1袋

商品番号

漢方和牛入り生ハンバーグ

焼くだけで美味しい本格ハンバーグが楽しめます！
ふっくらとやわらかく、お子様やご年配の方でも
食べやすいハンバーグです。

※クール便でお届けします。

漢方和牛入り生ハンバーグ１５０ｇ×３個

福島県

加工肉

16 川俣町農業振興公社

川俣シャモ燻製セット

シャモ肉を使用しガーリックを効かせたパリッとした
ソーセージ、弾力のあるシャモ肉を肉だんごにし、
スモークしただんごくんせい、
人気の手羽先くんせいを詰合せました。

※クール便でお届けします。

手羽先くんせい２００ｇ(5本)×１パック、
だんごくんせい１５０ｇ(12個)×１パック、
ソーセージガーリックバジル１１０ｇ(４本)×１パック

商品番号

ギフト商品一覧

塩釜市

冷凍加工品

商品番号

17 はちやの餃子

はちやの餃子と
まんまるもちもち水餃子セット

岩沼市

水産加工品

18 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
野菜ソムリエ厳選の野菜がたっぷりの
じっくり干しあげた干物の逸品です。
「はちやの餃子」
と、宮城県産豚肉とにらを
もちもちの皮で包んだ
「まんまるもちもち水餃子」のセット。
ご家庭で簡単に調理可能です。

〈 藤 崎 〉厳 選
旨 い も の ギ フト

1

商品番号

2

3

※クール便でお届けします。

4

気仙沼市 水産加工品

はちやの餃子300g(15個)x1パック、
まんまるもちもち水餃子250ｇ(10個)x1パック

商品番号

19 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。

名取市

水産加工品

旬海漬・みりん漬詰合せ

大吟醸粕と仙台味噌でじっくりと漬け込んだ
キングサーモンと旬海堂のこだわりのみりんを使用した
からすかれいのみりん漬の詰合せです。

石巻市

水産加工品

旬海漬キングサーモン100ｇ×１切、
みりん漬からすかれい100ｇ×２切

商品番号

白謙のかまぼこ詰合せ

当店人気の商品を彩り良く詰合せしました。

※クール便でお届けします。

極上笹・チーズ笹・白謙揚・野菜揚・ミニ真いか・ミニ紅生姜×各２枚

女川町

水産加工品

21 蒲鉾本舗 髙政

髙政のかまぼこ詰合せ

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
ご堪能いただける詰め合わせになっております。

※クール便でお届けします。

海鮮丼（甘えび）
×２袋

22 白謙かまぼこ店

しまほっけ干し×2枚、金華さば干し×2枚、
赤魚醤油干し×1枚

商品番号

20 旬海堂

※クール便でお届けします。

商品番号

※クール便でお届けします。

岩手県

水産加工品

※クール便でお届けします。

笹かまぼこ4枚（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4枚（たかまさ・五目・海老・貝柱×各１枚）

商品番号

23 岩手県産

サヴァ缶3缶アソートセット

震災復興の想いから作られたサヴァ缶。
骨まで柔らかいため、
そのまま食べてもおいしく、
温める、
バケットに乗せる、
アヒージョにするなど
様々な食べ方でお楽しみいただけます。

※普通便でお届けします。

国産サバのオリーブオイル漬170ｇ×1缶、
国産サバのアクアパッツア風170ｇ×1缶、
国産サバのブラックペッパー味170ｇ×1缶

福島県

24 河京

麺類

喜多方ラーメンプレミアム
厚み４食入

自家製チャーシューが自慢。
チャーシューの厚みを
ぜひ堪能していただきたい人気の喜多方ラーメンセットです。

※普通便でお届けします。

生麺120g×4袋、醤油スープ35g×4袋､ﾁｬｰｼｭｰ25g×4袋、
メンマ50g×1袋

商品番号

ギフト商品一覧

山形県

麺類

25 かほく冷たい肉そば研究会
かほく冷たい肉そばセット

冷たい肉そばの味の決めてであるたれは、親鳥のコクを
活かした甘じょっぱい味に仕上げ、
コリコリした
食感が特徴の親鳥チャーシュー入りのセットです。

商品番号

岩手県

麺類

26 北舘製麵

盛岡冷麺・じゃじゃ麺セット

コシが強く旨辛スープと相性抜群の
「盛岡冷麺」
と、
つるっとしたのど越しでピリ辛の肉みそと食べる
「盛岡じゃじゃ麺」。岩手名物のセットです。

〈 藤 崎 〉厳 選
旨 い も の ギ フト

1

2

3

※普通便でお届けします。

4

干しそば200ｇ×1袋、親鳥チャーシュー入肉そばのたれ180ｇ×2袋

商品番号

秋田県

農産加工品

商品番号

27 嶋田ハム

盛岡冷麺2食入×2袋、盛岡じゃじゃ麺2食入×2袋

カレー

28 NISHIKIYA KITCHEN

せんのかゆ 比内地鶏の辛味噌煮

体を思いやるあきたこまちのおかゆと、
人気の比内地鶏の辛味噌煮を詰合せました。

岩沼市

※普通便でお届けします。

カレーセット

大き目の豚肉とじゃがいもがゴロっと入った優しい
味わいのじゃが豚カレーと、大きめカットのじゃがいもと
にんじんを加えた野菜ゴロゴロカレーのセットです。

〈 藤 崎 〉厳 選
旨 い も の ギ フト
長く愛されてきた宮城・東北の名産品、
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。

※普通便でお届けします。

あきたこまちのおかゆ180ｇ×3袋、比内地鶏の辛味噌煮30ｇ×3袋

【お申込み方法】
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。
なお、簡単なアンケート項目もございますので、
ご協力の
程よろしくお願いいたします。

【お申込み期限】

2022年11月30日（水）
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。

※普通便でお届けします。

じゃが豚カレー160ｇ×2袋、野菜ゴロゴロカレー180ｇ×2袋

【商品のお届けについて】
○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。

【ご注意事項】
○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。

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

