
（マグロウくん）　天然・国産・安心・安全の当社マスコットキャラクターです！

商品のお届けは

販売者：日本かつお・まぐろ漁業協同㈱　販売部　　
〒135-0034　東京都江東区永代2-31-1 TEL：03-5646-2389　　FAX：03-5646-2654

4Lサイズ

1200円100ｇ（2枚）×2

マグロウ倶楽部より食卓へ

お申し込みの

冷凍 4.本まぐろ赤身サク 冷凍

最終締め切りは
12/14（金）やっぱり南まぐろ！　甘みが違う！

1.南まぐろ中とろサク 冷凍 3.本まぐろ中とろサク

厳選したまぐろ・かつおをお届けいたします

12月1日（土）～12月28日（金）

2ｻｸ320ｇ 4600円
天然の南まぐろのカワラ部分をサク状にし
ました。南まぐろならではの甘みをお楽し
み下さい。日本船/インド洋産

天然の本まぐろのカワラ部分をサク状にし
ました。本鮪のしっかりとした味わいをお
楽しみ下さい。日本船/大西洋産

天然本まぐろの天身をサク状にしました。
鮮紅色が食卓を華やかにします。刺身は
もちろん漬けも美味。日本船/大西洋産

2.南まぐろ赤身サク 冷凍

2ｻｸ320ｇ 2300円
天然南まぐろの天身をサク状にしました。
刺身はもちろん漬けも美味。
日本船/インド洋産

2ｻｸ320ｇ 4900円 ２ｻｸ450ｇ 3600円

500ｇ 1600円

大型サイズの国産さばを酢で〆、表面を
サッと炙りました。4Lサイズ(約170ｇ）
スライスしてありますので、解凍してすぐに
お召し上がりいただけます。

1200円

7.下りかつお 冷凍

11.刺身用 ほたて貝柱 冷凍

6.めばち赤身サク 冷凍

1ｋｇ

8.とろびん長まぐろ 冷凍

お刺身用殻つき有頭甘えびです。
頭はお吸い物に。ロシア産。
3Lサイズ（約45尾/ｋｇ）

500ｇ 2100円

冷凍12.刺身用 有頭甘えび

2700円

遠洋マグロ船がインド洋（マントル）で漁獲
したビン長まぐろです。きめ細かいしっとり
とした味わい。2～3ブロック。

一本釣りかつお船が太平洋で漁獲した下
りかつお（戻りかつお）です。静岡県焼津
港水揚げ。2～3ブロック。

1ｋｇ 3800円
北海道産の帆立貝の貝柱を急速凍結。
鮮度抜群、お刺身に！
4Sサイズ　（51～60粒入り）

北海道の鮭の卵をていねいにほぐし、醤
油だれにじっくり漬け込みました。

スーパーには置かれないワンランク上の
めばちです。程よい脂のりで人気商品で
す！日本船/太平洋または大西洋産

メバチまぐろの赤身サクです。刺身はもち
ろん、丼、手巻き寿司、カルパッチョ等
に！日本船/太平洋または大西洋産

9.本まぐろネギトロ用 冷凍

500ｇ

天然本まぐろを贅沢に使用しました。
本鮪ならではの深みのある味わいです。
6袋入り。

40ｇ×6

冷凍

13.北海道産 いくら醤油漬 冷凍

5000円 200ｇ

10.真いか細切いかそうめん

5.めばち中とろサク 冷凍

2ｻｸ400ｇ 4500円 2ｻｸ400ｇ 2200円

1500円

16.生ずわい 棒ﾎﾟｰｼｮﾝ 冷凍

4000円

北海道、青森県沖太平洋、北日本海でと
れた鮮度の良いするめいかを1.7mmの極
細にカットしました。とろりとしたなめらかな
舌触り。

1800円
17.国産うなぎ蒲焼 冷凍

14.無着色 辛子明太子 冷凍 15.炙りしめさば　スライス

鹿児島県産活鰻を使用。しっかり蒸を入
れた関東風うなぎ蒲焼です。湯煎するだ
けでふっくら柔らかな蒲焼をお召し上がり
いただけます。

70ｇ×2

19.西京漬けセット 冷凍 20.塩数の子（大） 冷凍

大サイズの塩数の子。アメリカ、カナダ産
のいずれかになります。

2900円

冷凍

500ｇ800円

300ｇ

チリ産の銀鮭（養殖）を使用。中辛仕立
て。そのまま焼いても良し、香草焼きも美
味。1切約100ｇ。職人が一切れ一切れ丁
寧にカットしています。

18.銀鮭姿切（中辛） 冷凍

生ズワイガニの脚を使いやすいむき身
に。お刺身、寿司ネタ、しゃぶしゃぶに！
20本入り。カナダ産。

アラスカ産の完熟卵を厳選。たらこ本来の
味とつぶつぶ感をお楽しみいただけます。
一口カット。折箱入り。

約1kg 2300円 4種×各2切 3600円
金目鯛、銀だら、銀鮭、メロの4種類×各2
切。西京風味噌に40時間以上漬け込み、
旨みを最大限に引き出しました。



2018年 マグロウ倶楽部

　　申込専用FAX : 03-5646-2654

お届け期間：12月1日（土）～12月28日（金）

№ 商　品　名 単 価 個数 金　額 お申込日

1 南まぐろ中とろサク 4,600 お申込者様お名前 様

2 南まぐろ赤身サク 2,300 ご連絡先TEL

3 本まぐろ中とろサク 4,900   〃  FAXまたはﾒｰﾙ

4 本まぐろ赤身サク 3,600

5 めばち中とろサク 4,500 ■お届け先

6 めばち赤身サク 2,200 ご住所　　〒

7 下りかつお 2,100

8 とろびん長まぐろ 1,600

9 本まぐろネギトロ用 1,500

10 真いか細切いかそうめん 1,200 お名前

11 刺身用 ほたて貝柱 3,800

12 刺身用 有頭甘えび 2,700 TEL

13 いくら醤油漬 5,000 ■ご依頼主 ※お届け先と異なる場合ご記入ください

14 無着色 辛子明太子 1,200 ご住所　　〒

15 炙りしめさば ｽﾗｲｽ 800

16 生ずわい 棒ﾎﾟｰｼｮﾝ 4,000

17 国産うなぎ蒲焼 1,800

18 銀鮭姿切 （中辛） 2,300 お名前

19 西京漬けセット 3,600

20 塩数の子　大 2,900 TEL

1,200円

■お届け希望日

■お支払方法

■お届け時間

　指定なし　　　　　午前中　　　　　　14時～16時　

■振込先
　16時～18時　　　18時～20時　　　19時～21時

　三菱ＵＦＪ銀行　　麹町中央支店

　ニホンカツオマグロギョギョウキョウドウ（カ
■のし指定

※振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします。

※ 商品価格は消費税込の価格です。

※ 送料は全国一律1件1200円、商品代金と一緒にご請求させていただきます。 ※ご希望ののしに○をつけてください。

※ 個人情報の扱い：ご注文を頂いたときの個人情報については厳重に管理し、

　 不正利用・外部漏洩をいたしません。

日本かつお・まぐろ漁業協同株式会社　販売部
〒135-0034　東京都江東区永代2-31-1　　TEL：03-5646-2389　FAX：03-5646-2654

お申込みの最終締切は
12月14日（金）

規　格 平成30年　 　月　　　日

320ｇ（2ｻｸ）
（日本/インド洋）

320ｇ（2ｻｸ）
（日本/インド洋）

200ｇ（一口ｶｯﾄ）
（ｱﾗｽｶ産）

様

100ｇ(2枚)×2袋

　普通　１４６４３７０

320ｇ（2ｻｸ）
（日本/大西洋）

450ｇ（2ｻｸ）
（日本/大西洋）

400ｇ（2ｻｸ）
（日本/太平洋･大西洋）

400ｇ（2ｻｸ）
（日本/太平洋･大西洋）

500ｇ（2～3ヶ）
（日本/太平洋）

500ｇ（2～3ヶ）
（日本･台湾/インド洋）

40ｇ×6

1kg（51～60粒）
（北海道産 4Sｻｲｽﾞ）

1kg（約45尾）
（ロシア産 3Lｻｲｽﾞ）

500ｇ（北海道産）

300ｇ（ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ）

500ｇ（20本入）
（カナダ産）

70ｇ×2（鹿児島産）

様4種×各2切
（金目鯛･銀だら･銀鮭･メロ）

約1kg（チリ産）

約170ｇ
（国産 4Lｻｲｽﾞ）

お歳暮　・　無地のし　・　のし不要

※ご希望の配達時間に○をつけてください。
※道路状況等により配送遅延が発生する場合がございます。
予めご了承願います。

宅急便代金引換(代引手数料無料)　・　振込（先払い）

※ご希望のお支払方法に○をつけてください。
※振込ご希望の場合は入金確認後の発送となりますので、
お届け希望日の6日前までに下記振込先へお支払ください。

送料（ヤマト運輸 クール冷凍）

2018年 12月 　　　日　（　　　）

合計金額  円

※12月1日（土）～12月28日（金）の間でご記入ください。

お申込日よりなるべく余裕（6日位）
をもってお願いいたします。


