旅先からの宅配便

Ｚ-17

お菓子BOX

限定
200セット

スイートランドＴＡＫＡＲＡの

通常2,940円相当のお土産用お菓子を賞味期限が差し迫っ
ているため、詰め合わせにしてご自宅へお届けします！

旅

先からの宅配便
ゆめしま海道

6個入り1箱
8枚入り1箱
8枚入り1箱
2個入り2袋
5個

1,980円（税込・送料込）
○通常便でお届けします 保存方法・期間：涼しいところで最短商品2週間

小豆島 醤の郷

Ｚ-18

5月▶6月
Vol.2

全国各地の旅先から「気持ち」のこもった商品をご自宅へお届けします。

お得な6点セット
・黄金のボルボローネ
・焼きかにせんべい
・きんぴらごぼうせんべい
・大風呂敷（かわいい巾着入り）
・大風呂敷サンドクッキー

2020年

生名島の車えび（Ｚ08）

三陸の海鮮漬け丼（Ｚ13）

※こちらの商品は
販売期間
2020年5月15日～6月3日
お届け期間
2020年5月22日～6月10日

おせんべいセット
タケサン記念館 一徳庵より

食

風味豊かなしょうゆ煎餅を8点セットにしてお届けします

べ て

・あげせん島の味 130g 5袋
・醤かきもち 豆福 10枚入り 1袋
・醤かきもち 小鬼 100g 1袋
・醤かきもち みりん焼き 105g 1袋

援 ！

応

にっぽんの観光地
全商品全国配送料込！（北海道・沖縄・一部島嶼部除く）

商品6
2,880

円（税込・送料込）

お申し込み方法
①お電話・ご来店で申込み
下記の両備バスフレンズパック、各観光
センターへお電話またはご来店ください。

販売期間
お届け期間
お届け希望日
支払い方法

▶ ②係員が対応します

▶ ③お支払い

2020年5月15日～7月3日※一部商品除く
2020年5月25日～7月10日※一部商品除く
お届け期間の範囲でご指定ください
店頭、コンビニ(ローソン・ファミリーマート)、
電話でのクレジット決済

▶ ④ご入金確認後の発送となります

下記の3通りの方法から
お選びください。

お届け希望日、お届け先など
必要事項をお尋ねします。

ご希望の方にはのしをお付けいたします。

京都のお土産セット
（Ｚ16）

注意事項 ●商品発送後のキャンセルはお受けできません。
●価格には消費税・宅配料金が含まれております。
(一部地域では追加料金が必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。)

●お申し込み期限は、お届け希望日の7日前までです。
●配達の繁忙期にはお届け時間に遅れが生じる場合がございます。

Ｚ-08

岐阜の飛騨牛
（Ｚ11）

滋賀の近江牛
（Ｚ09･10）

いきな車えび（養殖急速冷凍）

愛媛県上島町フェスパ

※調理例(イメージ）

お支払い方法
店頭
お申し込み先の店頭にてお支払いくだざい。
お届け希望日の7日前までにご入金ください。

コンビニ支払い
お電話・ご来店でのお申込み時に受付番号をお知らせいたします。この番号を
ローソン(LAWSON) または ファミリーマート(FamilyMart)の店内端末機へ
入力してご利用ください。お届け希望日の7日前までにご入金ください。

いきな車えびは日本全国へ
年間100万匹が養殖される、いきな車えび
は某有名百貨店へ、ほぼ全部（98％）出
荷されます。今回はツアーで利用させていた
だいたご縁で、特別に仕入ができました。
フレンズパック商品として販売できるのは最初
で最後かも？味はもちろん保障いたします！

電話でのクレジット決済
両備バスフレンズパック予約センターのみの受付に
なります。詳しくはお電話でお問い合わせください。
お届け希望日の7日前までにご入金ください。

お申込み・お問合せ
ANA岡山地区総代理店

両備バス

フレンズパック

両備ホールディングス株式会社 〒700-0902 岡山市北区錦町7-23
両備バスフレンズパック
予約センター

☎ (086) 226-1515
営業時間 月～土 9:30～18:00 日・祝 9:30～17:00

■西大寺 (086)943-3810 ■倉 敷(086)422-2700
■岡 山 (086)271-3366 ■J F E(086)448-6777
■玉 野 (0863)32-2511 ■玉 島(086)525-1220
■県庁通り(086)222-3050

■両備ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山
(086)803-6511
■両備ﾄﾗﾍﾞﾙｻﾛﾝ津山
(0868)22-6187

どんな料理でもお楽しみいただけます
流水解凍後は、お刺身はもちろん、天ぷら、焼き車えび
など、頭は釜飯やお味噌汁にと、さまざまな料理でお楽し
みいただけます。
愛媛県上島町生名島の「いきな車えび」
瀬戸内海のほぼ中央に位置する上島町、海のゆりかごと呼ばれる、アマモの群
生地に接する塩田跡で独自の飼育管理技術を駆使して、大切に育てられた、
車えびを活き〆にし、真空パックして、急速冷凍（液体凍結）にしました。
流水で解凍したら、お刺身でもいただけます。

○冷凍便でお届けします。保存方法・期間 冷凍にて到着後1か月

両備バス

フレンズパック

8,800円（税込・送料込）
○写真はすべてイメージです

旅先からの宅配便

Ｚ-09
Ｚ-10

鉄板ダイニング天満の一頭買近江牛
★近江牛一頭買専門店だからできるこの価格！★
発送は簡易包装です。

最高級

A5
等級

ﾄﾚｰに、肉400g・牛脂付
Ｚ-10

Ｚ-09

Ａ5ランクすき焼き用肩ロース
（400ｇ）

5,990円

（税込・送料込）

最上級A5等。きめ細やかな霜降りと赤

Ａ4ランクすき焼き用肩ロース
（400ｇ）

4,990円

（税込・送料込）

霜降りと赤身のバランスがよく、すき焼き
に最適です。

旅先からの宅配便
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恵那峡山菜園・直営加工場の飛騨牛
ち

身の極上の旨味を存分にどうぞ。

認定証付（複写）

三陸鉄道直営店

Ｚ-13 さんてつやの特製漬け丼の具セット

三
解タ 陸
凍レ の
しに 豊
て漬 か
ごけ な
飯て 海
に急 の
の速 幸
せ冷
る凍 を
※調理例(イメージ）
だ オ
け リ
！ ジ ○冷凍便で
ナ お届けします。
ル 保存方法・期間
の 冷凍にて180日

岐阜県内で14ヶ月以上肥育された
黒毛和種の中でも特にきめ細かな
霜降りと優れた風味を持ち、評価さ
れた牛肉のみに与えられる銘柄。
それが飛騨牛。今回、飛騨牛しゃ
ぶしゃぶorすき焼きでも召し上がっ
ていただける、A4等級以上のラン
クのお肉をご用意致しました。

認定証付

Ａ4ランク以上

すき焼き・しゃぶしゃぶ肉（肩バラ肉450ｇ）

5,990円

(税込・送料込)

○冷凍便にてお届けします。○賞味期限：冷凍20日

Ｚ-12

山形上山市・斉藤観光果樹園の

佐藤錦最上級のさくらんぼ

〈山形・上山〉さくらんぼ佐藤錦
（ﾊﾞﾗ詰め500ｇ）

4,980円（税込･送料込）
○冷蔵便（クール）でお届けします。
保存方法・期間 冷蔵にて到着後5日間
こちらの商品は
販 売 期 間 2020年5月15日～6月19日
お届け期間
2020年6月15日～6月27日

限定
200セット
佐藤錦の魅力

山形県かみのやま温泉「斉藤観光果樹園」
山形県村山地方、蔵王連峰が一望できる農園では6月にさくらんぼ（桜
桃）の収穫シーズンを迎えます。さくらんぼの最高品種「佐藤錦」は山形県
発祥の品種で佐藤栄助翁の情熱と努力によって実を結び、今や日本のさ
くらんぼを代表する品種です。
全国１年間にで約19000ｔ出荷される、さくらんぼですが山形県は
約15000ｔと70％以上のシェアを誇る一大生産地です。

初夏のルビー色の果樹園の宝石に君臨する「佐藤錦」
糖度が高く、酸味とのバランスが抜群によい品種です。
皮も薄いため、口の中ではじける食感はたまらないおいし
さです。また、完熟して真っ赤に色づいた果実は「果物の
宝石」とも言われる美しさで見た目にも美しいキングオブ
フルーツです。

○写真はすべてイメージです
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※調理例(イメージ）

5食セット
・ブリ、しょうゆたれ、ゴマたれ（各1食）
・タラ、しょうゆたれ、ゴマたれ（各1食）
・生しらす（たれ付・1食）
※写真の丼・ごはん・薬味などは含まれません
※生しらすは約100gです。

4,980円（税込・送料込）

※調理例(イメージ）

○冷凍便にてお届けします。保存方法・期間:冷凍にて20日

Ｚ-11

三陸鉄道の「さんてつくん」
の入ったパッケージでお届
けします。

Ｚ-14
Ｚ-15

武生製麺の越前半生そば

北陸随一のそば処・福井より製麺所で製造した旨味・風味抜群の越前そばをお届け！
常温保存なので
冷蔵庫が一杯でも
安心便利！

Ｚ-14

（そば100ｇｘ６・つゆ25ｇｘ６）

2,500円（税込・送料込）
Ｚ-15

※写真は10食セット

10食セット
（そば100ｇｘ10・つゆ25ｇｘ10）

※おろしそば
調理例(イメージ）

Ｚ-16

6食セット

3,200円（税込・送料込）
○常温にてお届けします。保存方法・期間：常温にて90日間

はんなり京都のお土産セット
人気の京都土産を5点セットにして
お届けします。

TV番組「チコちゃんに叱られる！」の
チコちゃん柄のオリジナル限定風呂敷
で包んだ漬物をお届けします。

・嵐山らすく詰合せ(抹茶6枚・ほうじ茶6枚）
・祇園辻利 つじりの里（8本入り）
・井筒 生八ﾂ橋 夕子詰合せ
（ニッキ5個・抹茶5個）

・西利 しば漬ぷっちょ（52g・約10個入）
・西利 漬け物 京づつみ（チコちゃん）
（赤しそむらさきの47ｇ・味すぐき49ｇ）

3,700円（税込・送料込）
○写真はすべてイメージです

