
： 022-781-5270
＊ お電話でのお問い合わせ

9:00 - 17:00 （土日祝祭日を除く）
： info@uminoko.net　
： http://uminoko.net

ご注文数量・お振込金額をご記入・お支払い方法をご指定の上FAX送信してください。

お名前：
おふりがな：

様

ご住所：〒

TEL： FAX：

↓お届けものなど、お送り先が上記と異なる場合はこちらもご記入ください。

お名前：
おふりがな：

様 □ 贈り物 □

ご住所：〒 □ お歳暮 □

生牡蠣むき身 300ｇ【生食用】（2～3人前）

生牡蠣むき身 500ｇ【生食用】（4～5人前）

殻付き活牡蠣（単品）　　一粒

殻付き活牡蠣（15個入） 一箱

殻付き活牡蠣（25個入） 一箱

椿セット（殻付牡蠣10ヶ・むき身300g）

松セット（殻付牡蠣20ヶ・むき身500g）

生ホヤむき身【冷凍】（5～6粒分）

湯通しアカモク【冷凍】

湯通しアカモク【冷凍】

湯通しアカモク【冷凍】

湯通しアカモク【冷凍】

湯通しアカモク【冷凍】

湯通しアカモク【冷凍】

湯通しアカモク【冷凍】

湯通しアカモク【冷凍】

　生わかめ

　生わかめ

『復興一番』 湯通し塩蔵わかめ

『復興一番』 湯通し塩蔵わかめ

『復興一番』 湯通し塩蔵わかめ

　たたきめかぶ【冷凍】

　たたきめかぶ【冷凍】

　たたきめかぶ【冷凍】

　たたきめかぶ【冷凍】

【予約販売・送料無料】ミネラルたっぷり！からだにいい♪松島湾 海藻セット

【予約販売】11月中旬〜　しおがま浦戸諸島産 乾海苔

【予約販売】12月初旬〜　しおがま浦戸諸島産 焼のり

【予約販売】12月初旬〜　しおがま浦戸諸島産 焼のり

 「豊かな海の再生 と 新たな漁業の担い手を」！
※ 年に2回『松島湾 旬の恵みセット』をお届けいたします。

イ．商品代金￥ ロ．配送料金￥ ハ．代引手数料￥

価格（税込）X ご注文数量 お支払い方法で代金引換(ヤマトコレクト)を

ご利用の場合、以下の手数料がかかります。

・商品代金合計が1万円未満 ：324円

※ 【送料無料】商品と一緒にご注文の際は、別途配送料金はかかりません。（梱包が大きくなる場合は追加送料が発生いたします） ・1万円以上3万円未満 ：432円

※  冷凍商品と冷蔵商品を一緒にご注文の際は、冷蔵便でのお届けとなります。 ・3万円以上10万円未満 ：648円

※  海苔・藻塩のみのご注文の際は、常温便でのお届けとなりますので、クール代金（250円）を差し引いた配送料金となります。

※ 【予約販売】商品と通常商品を同時購入の際は、予約販売商品の発送時期に併せてお送りいたします。通常商品を先に配送ご希望の際は別途送料が発生いたします。

北海道…1,300円　東北・関東・信越…900円
中部・北陸…1,000円　関西…1,100円　中国…1,400円
四国…1,500円　九州…1,600円　沖縄…1,700円

【 お支払い方法 】どちらかをお選びになり □に✓をお入れください。

ご注文から10日（銀行営業日）以内に、以下の指定口座のいずれかへ合計金額をお振込み願います。
※ 振込手数料はお客様のご負担となります。
ご入金確認後、通常5営業日以内に発送いたしますが悪天候等の影響により遅延が生じる場合もございます。

【楽天銀行】 支店名：第二営業支店 【ゆうちょ銀行】　店名：八一八　店番：818

 支店番号：252 普通預金 7011682 普通預金 1807874　口座名義： カ)ウミノコネット

 口座名義：株式会社 海の子Net. (ゆうちょ間取引 記号18100 番号18078741)

※ ゆうちょ銀行ATMによるゆうちょ間送金は振替手数料が掛かりません

商品代金と配送料金および代引手数料の合計金額をご用意の上、代金と引き換えに配送業者よりお荷物を受け取り願います。
【代引手数料】お買い上げ１万円未満：324円、1万円以上3万円未満：432円、3万円以上10万円未満：648円
※ クレジットカード・電子マネーでのお支払いがご利用いただけます。　

＊ ご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき適切に取り扱います。

＊ 生産品は宮城県漁業協同組合によって毎週ノロウイルス・貝毒等の検査、その他放射性物質測定検査をおこなっております。

＊ 検査結果は宮城県漁協ＨＰよりご確認頂けます。 （http://www.jf-miyagi.com/safe.html）

20 松島湾産 500g 栄養が豊富で穏やかな内湾で育まれた生わかめは、シャキ
シャキしながらも柔らかく食べやすいのが特徴です♪ 500円 袋

21 〃 1kg シャブシャブわかめや、サラダにお味噌汁、残りは冷凍し
てお使いの時にサッと茹で上げお召し上がり頂けます♪ 900円 袋

06 松島湾産 2～3人前 2,500円 セット

07 〃 4～5人前 4,500円 セット
軍手・カキナイフが必要な方は☑をお入れく
ださい。　□要 □不要

殻付牡蠣とむき身の両方をお楽しみいただけ
ます♪

03 松島湾産 単品バラ 150円 個

05 〃 4～5人前 3,500円 箱

04 2～3人前

軍手・カキナイフが必要な方は☑をお入れく
ださい。　□要 □不要

蒸し牡蠣・焼牡蠣、殻を開けてそのまま生で
♪オイスターパーティに◎

2,150円

今年も牡蠣の季節がやってまいりました♪ ぷ
りっと甘いのが特徴です♪

〃 箱

26 セット4,980円アカモク「おさしみぎばさ」10個／たたきめかぶ5個／
塩蔵わかめ200g／焼のり3帖

3,600円 セット

帖380円

〃20 500g まとめて買ってお買い得♪
冷凍庫でさらに長期保存ができます。 1,000円 袋

280円 帖

6,600円 セット25

11

16

『海の子サポーター』

29 10帖セット 第六十八回奉献乾海苔品評会優勝の浦戸諸島産の海苔を焼き上げた焼海苔を、
1帖10枚入で10帖（100枚）まとめてお買い特♪

2,000円 セット

30 【送料無料】しおがまの藻塩 香り塩5本セット（各30g） ギフトボックス

 塩竈の藻塩（竈炊き藻塩50ｇ/竈炊き結晶40ｇ）セット

セット3,800円
海藻アカモクを存分に使用し炊きだしたミネラルたっぷりの藻塩に、宮城 蔵王柚子・大河
原海しそ・気仙沼桑茶の香り高い天然素材を合わせた香り塩です。
各30g小瓶入（淡藻塩/黒藻塩/ゆず/梅しそ/くわ茶）

献上品にも選ばれた「優」等級の乾海苔を、食べやすくほんのり香ばしく焼き上げまし
た。香りと風味の保存に適したアルミパック入りです♪ 冷凍庫で長期保存可！毎日の食卓
に♪

28

18 【予約販売・送料無料】1月～ 　〃

セット3,800円

セット

袋

500円

  　ご入金確認後に発送
 　 手続きをいたします。

□ お振込み（前払い）

ボトルパック入

 『おさしみぎばさ』

 『おさしみぎばさ』

 『おさしみぎばさ』

 『おさしみぎばさ』

100g

27 1帖/10枚 今年の一番摘みの新海苔！磯の香りいっぱいの乾海苔です。第六十八回奉献乾海苔品評会
に於いて見事優勝を果たし皇室に献上されました。冷凍庫で長期保存可♪

13

まとめて買って送料込み
でお買い得♪

場合はクール料金250円(税込)をお引きください

松島湾産

500g x 10パック さらにまとめてさらにお
得に♪送料込み

毎日の朝食に1ヶ月分まとめ買い♪

x 30パック

1帖/10枚

21

【送料無料】　　　　〃

□ 代金引換 （ヤマトコレクト）

＊ 金額にお間違いがある場合はご連絡差し上げます。
＊ 代引の場合は、配達員にこの金額をお支払いください。

17 【予約販売・送料無料】1月～　 〃 5,000円 セット

 ▶台風や大雨・大雪等、天候・海の状況、また交通状況によりお届けが遅れる場合がございます。
 ▶冷蔵・冷凍発送に係わる保冷剤代等、クール料金250円(税込)に含まれています。

☆

（イ＋ロ＋ハ）

＝お振込金額

19

22

x 30パック

まとめて買って送料込みでお買い得♪

100g

x 15パック

ご注文のお買い上げ数量により、梱包が大きくなりますと追加送料が発生する
場合がございます。なお、商品番号20番21番22番24番のみのご注文の

〃23

松島湾産

31
塩竈に古来より藻塩焼神事として今に伝わる製塩法に倣い、塩竈沖の海水を竈で炊き、結
晶をすくい、さらに一日炊き上げた純白の藻塩とその結晶のセットです。
（塩作りリーフレット付ギフトボックス入）

T E L

E-mail

500g

02 〃

円

口
くち

10,000円年会費 一口 

合計金額

U R L022-781-5271

10パックまとめて
お買い得♪

x 15パック

宮城県産

【送料無料】　　　松島湾産24 100g

500g x 5パック
お得なまとめ買いで送料
込みでお得に♪

200g

1kg

テレビでも取り上げられ大注目♪
只今2018年1月まで生産待ちになります 185円

セット

x 10パック

1,800円 本

海の子Net.オンラインショップ

FAX注文書
お届け先１件につきこの用紙を１枚送信してください。

10

12

FAX番号 ２４時間受付

商品
番号

【予約販売】1月～　松島湾産

【予約販売】1月～　　　〃

【予約販売】1月～　　　〃

【予約販売・送料無料】1月～　 〃

水揚げその日に丁寧に剥き、冷海水とともに袋に詰めました。
開封後、さっと水で流しそのままお召し上がりいただけます。
黒酢がオススメ♪

アカモク（ぎばさ）は近年大変注目されているネバネ

バシャキシャキのスーパーヘルシー海藻です！

14

15 【予約販売・送料無料】1月～ 　〃

ご希望配達時間（○で囲みください）ご希望配達日

TEL：

 E-mail　アド
レス：

のし要（表書　　　　　）

ご注文数量を
ご記入ください

価格（税込）商　品　名　・　内　容

01 松島湾産

のし不要

午前中

1,200円 本今年も牡蠣の季節が始まりました♪
生でそのままはもちろん。レモン・スダチに

16-18時

19-21時

14-16時

18-20時

〃 1,800円

100g

100g

1,950円

お徳用

お徳用

お得なビッグサイズです
♪

春にかけて大きく育ったミネラルいっぱいの松島湾産
のメカブをボイルし細かく刻んで袋に詰めました。毎
朝の食卓に♪

わかめの根っこ ミネラル豊富なめかぶを　10パッ
クまとめて　お買い得♪

100g 6,000円

3,500円

1,800円

【予約販売】1月～　　松島湾産

シャキシャキやわらか♪ 旬のわかめを湯通し後塩蔵しまし
た。 冷凍保存がおすすめです♪

まとめて買ってお買い得♪
冷凍庫でさらに長期保存ができます。

200円

酢牡蠣など、紅葉おろしにポン酢でも♪
鍋や牡蠣フライ・天ぷらに♪ 栄養満点！

お徳用

袋

パック

9,200円 セット

本1200円

100g x 10パック

280円

毎日健康♪
1ヶ月分！

袋

袋880円

100g

90g パック

セット

セット

2017年  秋 

  【配送料金】クロネコヤマト クール便 


