
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

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

両備バスフレンズパック
予約センター

お申込み・お問合せ

■西大寺 (086)943-3810
■岡 山 (086)271-3366
■玉 野 (0863)32-2511
■県庁通り(086)222-3050

■倉 敷(086)422-2700
■J  F  E(086)448-6777
■玉 島(086)525-1220

ANA岡山地区総代理店

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。

▶ ②係員が対応します
お届け希望日、お届け先など
必要事項をお尋ねします。

▶ ③お支払い
下記の3通りの方法から
お選びください。

▶ ④ご入金確認後の発送となります
ご希望の方にはのしをお付けいたします。

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。

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。

販 売 期 間 2020年6月16日～8月17日※一部商品除く

お届け期間 2020年6月23日～8月24日※一部商品除く

お届け希望日 お届け期間の範囲でご指定ください
支払い方法 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

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。

旅先からの宅配便

両備バスフレンズパック

■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

Vol.3

2020年

6月 ▶ 8月

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。

先からの宅配便旅

5,400円（税込・送料込）

Ｚ-19
Ｚ-20

蒜山高原ジンギスカン セット

○写真はすべてイメージです

○写真はすべてイメージです

Ｚ-21

紀州南高梅 梅道-UMEDOU-
※うす塩味 化粧箱500g

3,500円（税込・送料込）

蒜山ジンギスカン＆壺漬けジンギスカンセット
◆ラム肉スライス350g×2個
◆蒜山壺漬けジンギスカン350g×2個
◆蒜山名物ジンギスカンのたれ1本

ラム肉には、体内で合成することのできない必須
アミノ酸や不飽和脂肪酸が多く含まれているので、
とってもヘルシー！ 免疫力もアップしてくれます。
35年間守り続けている秘伝の味噌だれ付！

Ｚ-19

Ｚ-20

○冷凍便にてお届けします。保存方法・期間冷凍にて180日

Ｚ-27
400年の歴史を持つ
伝統製法で製造

Ｚ-28

仙台・松島観光物産館の牛タン＆ずんだ餅セット

5,980円（税込・送料込）

220g入り（冷凍便にてお届
けいたします）冷凍にて1か

月以上保存可能

伊達正宗が発明⁉
仙台の夏の風物詩といえば「ずんだ
餅」枝豆をすりつぶした餡をお餅に
絡めた菓子で、独眼竜の名で知ら
れた伊達正宗が出陣の際に食べた
といわれています。

枝豆の味が命
畑でぷっくりと育った枝
豆をすぐに調理し、急
速冷凍をしました。仙
台でしか食べれない味
をご家庭でお楽しみくだ
さい。

杜の都の牛タン
は厚切りがスタン
ダード！
仙台の庶民の味「牛
タン焼き」、厚切りにし
たタンに味付けを施し、
急速冷凍にしました。
ご家庭ではフライパン
で焼いてお召し上がり
ください。

※盛付例(イメージ）

5個入り1箱（冷凍便にて
お届けいたします）

冷凍にて1か月保存可能

2点セット

※調理例(イメージ）

食べて応援！にっぽんの観光地

小豆島手延素麺『島の光』

約400年の歴史を持つ伝統あ
る逸品、小豆島手延素麺「島
の光」。化粧箱入りで贈答用
としてもご愛顧頂いています。

厳選された小麦粉、瀬戸内の恵を受けた食塩、
地元のごま油を使用し、職人の手による寒期の
熟成時間をとった2日間製造工程と空気の澄ん
だ瀬戸内の潮風を受けての天日干しにより、
強いこしとなめらかなのど越しが特徴。

小豆島手延素麺『島の光』（黒帯）
化粧箱入り 約１ｋｇ ※50ｇ×２１束

3,500円（税込・送料込）

○冷凍便にてお届けします。保存方法・期間冷凍にて180日

蒜山ジンギスカンセット
◆ラム肉スライス350g×2個
◆蒜山名物ジンギスカンのたれ1本

紀州南高梅 梅 道-ＵＭＥＤＯＵ-
中田食品

創業明治30年、日本一の梅の産地「和歌山県みなべ町」。
手塩にかけ皮が薄く粒の大きい「南高梅」を、伝統の製法と、
時代の変化に合わせたニーズに合った味付けを楽しめます。

潮風を受け実った実を温暖な気候の下、天日干し・徹底した品質管
理・塩漬けを経て、調味液で味付けされます。
そののち、熟成期間を経て最高の状態で食卓に届けられます。

○常温にてお届けします。○保存期間：常温で約1年

○常温にてお届けします ○保存期間：常温で約1年

数量限定で通常料金から1,500円引き！※

3,900円（税込・送料込）

真庭市より支援をいただき、数量限定で通常料金より
お得にご購入いただけます！！
数量限定ですのでお早めにお申し込みください！
※数量到達後は通常料金になりますのでご注意ください。
詳しくはお電話でお問い合わせください。

通常料金

通常料金

調理イメージ

※調理例(イメージ）

数量限定で通常料金から1,100円引き！※

○冷凍便にてお届けします
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Ｚ-25

Ｚ-23 福岡さかえやの明太子と酒の肴セット

3,880円（税込・送料込）

知る人ぞ知る明太子の名店
さかえやの蔵出し明太子は程よい辛さと
後引く美味しさが絶妙で、お店でお土産に
ご自宅用に、とご購入される方が多くいらっ
しゃいます。

華味鳥とのコラボ商品も
博多・水炊きの名店「華味鳥」をさかえや
特製の明太子に漬けこみました。
鮭の明太漬けはオリジナルの商品ですが、
どちらも酒のあてには堪えられん旨さです！

☆贈答用明太子200g1箱
☆鮭の味噌明太漬け3切1袋
☆華味鳥の明太漬け200g1袋

3点セット ○冷凍便にてお届けします。
○賞味期限：冷凍90日

※調理例(イメージ）

※盛付例(イメージ）

○写真はすべてイメージです

Ｚ-26

Ｚ-22 酒粕入り「うにしゃぶ」セット

Ｚ-10

Ｚ-24 和泉屋の長崎うまいもんセット 一頭買近江牛

湯布院五衛門

半熟チーズケーキ＆一巻ロールケーキ1/2本セット
半熟チーズケーキ（直径14㎝）
2種類のチーズが織りなすハーモニーふんわりとろける独特の食感の秘密は
クリームチーズ、バニラチーズ、カスタードクリームの重層構造。
凍ったままアイスケーキのような食感を、完全に溶けるまで待って、
チーズの風味とともにとろけるような新食感を味わうこともできます。
（賞味期限：冷凍60日・解凍後4日）

一巻ロールケーキ1/2本（長さ8㎝）
大分県産の濃厚卵でできた生地は、ふわふわに焼かれて
しっとり もっちりとした食感。きめ細やかに泡立てた
新鮮な生クリームを一巻で包み込みました。瞬間冷凍で
焼きたてのおいしさを保ったままのロールケーキは、
冷凍状態から解凍までたえず楽しませてくれます。
（賞味期限：冷凍60日・解凍後2日）

Ｚ-14 Ｚ-18

越前半生そば

3,980円

（税込・送料込）

3,980円（税込・送料込）

▼Ｚ10・Ｚ14・Ｚ15・Ｚ18 ご好評につき、発売期間を延長致しました！▼

4,990円

（税込・送料込）

Ａ4ランクすき焼き用肩ロース
（400ｇ）

○冷凍便、簡易包装にてお届けします。
○保存方法・期間：冷凍にて20日

近江牛一頭買専門店だからできる価格！！

3,500円

（ 税込・送料込 ）

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

2,880円（税込・送料込）

・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

小豆島醤の郷

おせんべいセット

タケサン記念館

一徳庵より

創業九十余年
老舗そば処

武生製麺Ｚ-15

６食セット
（そば100ｇｘ６・つゆ25ｇｘ６）

2,500円（税込・送料込）

10食セット
（そば100ｇｘ10・つゆ25ｇｘ10）

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

Ｚ-14

Ｚ-15

※おろしそば
調理例(イメージ）

※写真は10食セット

鹿児島 魔猿城の逸品セット 軽羹（かるかん） ＆さつまあげ

かるかんしろくま
鹿児島の名物氷菓子「しろくま」をモチーフにした軽羹です。
通常通販は行っていない「かるかんしろくま」を今回特別に
ご用意いたしました。お好みで牛乳や練乳をかけて食べるの
もオススメ！

☆通販で買えるのはフレンズパックだけ！！☆

鹿児島を代表する郷土料理

さつまあげ
・人気のピリッとする辛さがくせにな
「辛子明太天」
・ごぼうの食感がとても良い「ごぼう天」
それぞれ４枚入りでお届けします。

・かるかんしろくま4個入り
・さつまかるかん4個入り
・辛子明太天4枚入り
・ごぼう天4枚入り

滋賀
鉄板ダイニング天満より

本場長崎の伝統の味わい長崎カステラ
ほんのりとした甘さ、コク深い味わい、ふんわりとした食感、美味
しさを追求した美しい色合いの長崎カステラをぜひご賞味ください。

★こだわりの新鮮な専用卵
和泉屋のカステラの
ふんわりとした食感と
美味しい色合いを生み出す
卵です。

長崎カステラのこだわり

★かくれた美味しさ
日が浅いうちはザラメのシャリッとした食感を、
時間が経った後はザラメが溶けて
生地に浸透し、よりしっとりした
食感をお楽しみいただけます。

・長崎カステラ 蜂蜜 （0.5号10切れ×1本）

・長崎ちゃんぽん2食（麺×2、スープ×2）

・長崎皿うどん２食（麺×2、スープ×2）

・恋するラスク （4種・12枚入り）

○保存方法・期間：常温カステラ60日・ちゃんぽん、皿うどん、ラスク90日

○常温にておとどけします。
○保存方法・期間：かるかん常温10日・さつまあげ（真空パック）常温150日

※調理例(イメージ） ※具材は付いておりません。

酒粕入り「うにしゃぶ」セット
・酒粕入り「うにしゃぶ」ペースト（約１５０ｇ）
・福井産「甘えび」１２～１５尾（小又は中サイズ）
・福井産「イカ」１尾分（スルメイカ又はマイカ）

※サイズ指定不可。※胴部分のみ
・福井産「若狭牛」（約７０～９０ｇ）
※美味しく食べるレシピ付

さらに今回特別に！
・冷凍あわび２個（50～70g）付

地元・酒粕「絶品うにしゃぶ」
うにと地元酒粕のペーストで、特別に
つくった逸品。まず、甘エビの頭をうに
しゃぶに入れることで、甘みが増す。
お好みのお野菜など加えお召し上がり
ください。

甘えび→イカ→肉の順番の後、ご飯に
この出汁をかけたら、絶品飯に変貌。

宿場の蔵元直送！
酒粕入り「うにしゃぶ」セット ２～３人前

5,500円（税込・送料込）

○冷凍便にてお届けします。○賞味期限：冷凍90日

○冷凍便にてお届けします。

調理イメージ


