「みやしんＮｅｘｔ」は、平成 25 年 1 月に発足した宮古信用金庫の取引先による若手経
営者の会で、会員数 96 社・101 名で活動しています（平成 30 年 6 月現在）
。
宮古市をはじめとする三陸沿岸地域は、東日本大震災や平成 28 年 8 月の台風により大
きな被害を受けましたが、被災地域が活力を取り戻すためには、次代を担う若手経営者
の知識向上や結束が必要であり、それを支援することが地域金融機関である宮古信用金
庫に求められる役割であると認識し、経営ノウハウの習得や会員連携の強化のために、
各種勉強会の開催や販路開拓の支援活動を行っています。

▲総会の様子

「みやしんＮｅｘｔとっておきセット」
本企画は、三陸沿岸地域の魅力を全国に知っていただくことを目的として、当地の主要
産業である水産加工に携わる事業者の商品を詰め合わせにしたギフトセットで、今年で
６回目を迎えます。若手経営者が先代から受け継ぐ伝統の商品や、地域の新たな魅力を
発信しようという想いを込めた新商品など、各事業者自慢の逸品を厳選し掲載しており
ますので、ご進物として、またご自宅用として、是非ご賞味ください。

商品提供事業者
株式会社 伊藤商店
ＴＲＳ食品 有限会社
共和水産 株式会社
古須賀商店
有限会社 佐々寛商店
丸友しまか 有限会社
有限会社 小が理商店
柳沢商店
有限会社 かくりき商店
株式会社 川石水産

お申込み・お支払い
お申込方法

お支払方法

とっておきセット

▲セミナーの様子

※商品の個別追加注文の際は、下記までお問い合わせください。

〒026-0025
〒026-0304
〒027-0021
〒027-0021
〒027-0038
〒027-0058
〒027-0091
〒027-0202
〒027-0202
〒028-1342

岩手県釜石市大渡町１−７−８
岩手県釜石市両石町４−38−９
岩手県宮古市藤原２−３−７
岩手県宮古市藤原２−２−41
岩手県宮古市小山田２−４−３
岩手県宮古市千徳第 13 地割 32−15
岩手県宮古市築地２−７−18
岩手県宮古市赤前８−103
岩手県宮古市赤前第 14 地割 39−２
岩手県下閉伊郡山田町川向町 168

0193-22-3463
0193-55-6400
0193-77-4625
0193-62-2634
0193-63-6722
0193-62-1332
0193-62-1728
0193-67-3604
0193-67-2525
0193-77-5701

※商品数には限りがございます。品切れの場合はご容赦ください。

Ｗeb もしくは専用注文書に必要事項を
ご記入の上、ＦＡＸにてヤマトホームコ
ンビニエンスに直接ご注文ください。

Web

2018

地域応援カタログ

みやしん Ne x t の活動

Fax

022-352-6260

http://www.kuronekoshop.jp/
クロネコ美味紀行で検索してアクセス→ 岩手宮古とっておき

お振込（前払い）
：コンビニ・郵便局払いをご選択いただいた場合、振込用紙付請求書を郵送いたします。
コンビニエンスストアまたは郵便局にてお支払ください。宮古信用金庫口座振込をご
選択いただいた場合、請求書を郵送致します。金融機関から指定口座にお振込ください。
（振込手数料はお客様のご負担となります。ただし、宮古信用金庫本支店窓口からの振
込については振込手数料はかかりません。）商品の発送は、ご入金確認後になりますので、
予めご了承願います。
代 金 引 換：商品到着時に商品と引換にお支払ください。
代金引換手数料はお客様のご負担となります。（１商品 324 円になります）
クレジットカード：Ｅメールにてお手続きのご案内を送信いたしますので、クロネコ web コレクトより
決済手続きを行っていただきます。もしくは弊社よりクレジットカード決済に関する
お電話をさせていただきます。
商品の発送は、クレジットカード決済確認後になりますので、予めご了承願います。
※フィーチャーフォン（従来の携帯電話）はご利用いただけません。スマートフォンまたは、パソコンからお手続ください。

配送について

商品は入金確認後、一週間前後での発送となります。商品は全国へ配送いたしますが、商品の性質上、
沖縄地方・離島への配送は承れませんので、予めご了承ください。また、お届け指定日のご注文はお受け
致しかねます。

0120-014498

商品取扱い
協

力

宮古信用金庫若手経営者会

・

【お取扱い期間】平成 30 年 11 月 1 日㈭▶平成 30 年 12 月 28 日㈮
〈11 月 30 日㈮まで早期割引実施中〉

とっておきＡセット

とっておきＢセット

5,000 円（税込）【送料込】

ＴＲＳ食品有限会社
■100ｇ

共和水産株式会社

有限会社 かくりき商店

いくら醤油漬け

小 麦

■賞味期限：冷凍 365 日

ふかひれ松前
■180ｇ

大槌・山田沖合の定置網で獲れた秋鮭のいくらを、東
京築地と共同開発した独自のタレにじっくり漬け込み
ました。

3,600 円（税込）【送料込】

小 麦

王子のぜいたく至福のタラフライ

株式会社 川石水産
小 麦

■３枚入 ■賞味期限：冷凍 365 日

■賞味期限：冷凍 90 日

松前漬にふかひれ、数の子のばら子を加えた人気商
品です。

ほたてグラタン
■180ｇ

宮古の真鱈を使用し手作業で丁寧に切身加工。生パ
ン粉も手つけしております。

小 麦

乳製品

■賞味期限：冷凍 365 日

田野畑山地酪農牛乳を使用したホワイトソースと大
粒のホタテ貝柱の贅沢なグラタンです。

丸友しまか有限会社

有限会社 小が理商店

■２切

■３尾入 ■賞味期限：冷凍 180 日

真鱈の味噌漬け

秋刀魚寒風干し

■賞味期限：冷凍 60 日

宮古の真鱈を使用し、オリジナルの調味味噌に漬け
込みました。

脂の乗った旬のさんまをじっくりと寒風干しにし、
うまみをぎゅーっと閉じ込めた逸品です。

本年も、早期割引を
実施いたします。
11月30日㈮申込書ご到着分までが
割引対象になります。
11/30 まで（200 円引）
株式会社 伊藤商店

古須賀商店

柳沢商店

さんまみりん干し

小 麦

茎わかめの生姜漬け

塩蔵わかめ

有限会社 佐々寛商店

小 麦

■２枚入 ■賞味期限：冷凍 90 日

■100g ■賞味期限：冷凍 90 日

三陸産の特大さんまを使用しています。昔から変わら
ない手造りの味です。

宮古の美しく澄んだ海で育ったわかめです。味噌汁、 岩手県産茎わかめ使用。歯ごたえを持たせ、生姜味
に仕上げました。
サラダなどでお召上がり下さい。

アレルギー物質を含む食品
特に重篤なアレルギー症状を引き出す７品目

卵

卵を使用しています

乳製品

乳製品を使用しています

小 麦

■80g ■賞味期限：冷凍 360 日

小麦粉を使用しています

そ ば

そば粉を使用しています

落花生

落花生を使用しています

素干スルメイカ

■５枚 ■賞味期限：冷凍 210 日

えび

Ａセット

古須賀商店

茎わかめの生姜漬け

小 麦

■80g ■賞味期限：冷凍 360 日

三陸産のスルメイカを使用し、10 日前後かけて天日 岩手県産茎わかめ使用。歯ごたえを持たせ、生姜味
干ししております。
に仕上げました。
えびを使用しています

か に

かにを使用しています

・写真はイメージです。実際の商品とは内容量等が異なる場合がございます。
・万一品切れの場合、また、やむを得ない事情により商品が変更になる場合がございますので
ご容赦ください。

5,000 円

➡

4,800 円

3,600 円

➡

3,400 円

Ｂセット

12 月 1 日㈯以降のご注文は通常価格での
取り扱いとさせていただきます。

