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便利なオンラインストアもご利用ください！
P O I N T

カタログには掲載されていない限定商品を多数取
り揃えています。また、オンラインストア限定のお
得なキャンペーンも随時実施しているので、欲し
かったあの商品も、お得にお買い物できるかも！？

オンラインストア限定商品も
多数品揃え！

P O I N T

オンラインストアでは、代金引換・後払いのほか、ク
レジットカードやAmazon Payでのお支払いが可
能です。現金のご用意や払い忘れの心配がなく、ス
ムーズにお買い物を楽しめます。
※Amazon Payは、Amazonにご登録のクレジットカード番号を
　利用してお買い物ができるサービスです。

選べる
お支払い方法

P O I N T

オンラインストアでは、その時期しか味わえない旬
の商品を数量限定でご用意しています。さらに、
メールマガジンへのご登録で、旬の便りをいち早く
お届け！

季節の旬の商品を
期間限定で販売！

もっと便利に、楽しく！

メールマガジンの
ご登録はこちら

オンラインストアだけのオリジナルラッピングをご用意しています。
※お電話・FAX・郵便でのご注文では、こちらのラッピングはオーダーいただけません。
　ぜひ、オンラインストアをご利用ください。

オンラインストア専用の包装紙が増えました。

気軽なギフトにお使いいただけるシールもございます。

オンラインストア　　 ラッピング
贈り物を華やかに！

限定 potayu6袋セットは
オリジナルの包装紙を
お選びいただけます
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皆様に安心しておいしいものを食べていただきたい。
そう考えたとき、たどり着いたのはとてもシンプルな答えでした。

Point1 Point2 Point3

当社の製造過程において化学調味料や保
存料、甘味料、着色料、香料を使用せず、素
材そのままのおいしさを「そのまま」引き出す
調理法を行っております。素材そのものの美
味しさが際立つ“本物の味”をお届けします。

無添加調理※

ーそのままー

SONOMAMA

そのままの素材そのままの素材

どこの誰が生産しているか、全国の産地へ
直接赴き、生育環境や育成状況を確認
し、旬の素材「そのまま」の品質を入念に
検査した上で、吟味した厳選素材を製品
に使用しています。

厳選した旬の素材
そのままの情報そのままの情報

高品質を支える製造や管理の「そのまま」
を確認していただけるように、製品すべて
に当社独自の品質保証番号を付け、HP

で原材料の加工日などの履歴をご確認
いただけるようにしています。

品質保証番号
そのままのおいしさそのままのおいしさ

冷蔵 商品番号
8210028

イシイのわくわくバラエティセット
人気商品をたっぷり詰め合わせました

3,500円（税込）
内容量 ： 17袋（ミートボール×1袋／照焼ミートボール×1袋／カ
レーミートボール×1袋／朝ミートボール あっさり塩味×1袋／お
弁当ハンバーグ テリヤキソース×1袋／とりそぼろ×2袋／チキン
ハンバーグ×2袋／1.5倍チキンハンバーグ×2袋／1.5倍チキン
ハンバーグ 和風オニオンソース×2袋／有明鶏のそぼろ ごぼう入
り×2袋／ごぼうサラダ×2袋）
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210019

お弁当お助けセット
毎日のお弁当作りに便利なセット

1,090円（税込）
内容量 ： 8袋（有明鶏のそぼろ ごぼう入り／ごぼうサラダ／とりそぼろ
／お弁当ハンバーグ テリヤキソース／ミートボール／照焼ミートボール
／カレーミートボール／朝ミートボール あっさり塩味×各1袋）
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210027

お子様が大好きなメニューセット
お子様の大好きが詰まったセットです

4,200円（税込）
内容量 ： 22袋（朝ミートボール あっさり塩味×3袋／ミートボール×3
袋／照焼ミートボール×3袋／カレーミートボール×3袋／とりそぼろ
×3袋／1.5倍チキンハンバーグ×3袋／ごぼうサラダ×2袋／有明鶏の
かしわめし（2合用）×2袋）
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210316

食物アレルギー配慮 いっしょがいいね
バラエティセット M

食物アレルギーに配慮した食品のセット

3,000円（税込）
内容量 ： 12袋（いっしょがいいね ブラウンソース×1袋／いっしょがいいね 
甘酢ソース×1袋／いっしょがいいね かぼちゃのスープ×1袋／いっしょが
いいね トマトのスープ×1袋／いっしょがいいね チキンライスの素（1合
用）×1袋／いっしょがいいね プチミート トマト味×2袋／いっしょがいい
ね とうもろこしのスープ×2袋／いっしょがいいね 野菜入りハンバーグ ブ
ラウンソース×2袋／いっしょがいいね かしわめしの素（1合用）×1袋）
アレルゲン ： 大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日常温

小さなお子様のいるご家庭に贈ると「パクパ
ク食べてくれた」と、とても喜ばれます。手早
く手間なく準備できるので、忙しい在宅ワー
クのランチにもおすすめです！

ギフトにも

人気です1番人気の
セットです

ご家族の
お弁当に

私もおすすめします♪

ダイレクトイシイ　井村優里

お孫さん

の贈り物に

食物アレルギー配慮

人気商品をバラエティ豊かに
詰め合わせたお得なセットです。

盛り付け例

バラエティセット

01 02

※当社での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

イシイのオンラインストアでは、商品ごとに「ユーザーレビュー」でご利用いただいたご感想を投稿いただけます。よりよい商品の企画に活かしてまいりますので、ぜひお客様のご意見をお聞かせください。　　　　　　
※レビュー投稿にはオンラインストアへの会員登録とログインが必要です。

イシイの
オンライン
ストアは
コチラ

送料無料

送料無料送料無料

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
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小さなお子様のいるご家庭に贈ると「パクパ
ク食べてくれた」と、とても喜ばれます。手早
く手間なく準備できるので、忙しい在宅ワー
クのランチにもおすすめです！

ギフトにも

人気です1番人気の
セットです

ご家族の
お弁当に

私もおすすめします♪

ダイレクトイシイ　井村優里

お孫さん

の贈り物に

食物アレルギー配慮

人気商品をバラエティ豊かに
詰め合わせたお得なセットです。

盛り付け例

バラエティセット

01 02

※当社での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

イシイのオンラインストアでは、商品ごとに「ユーザーレビュー」でご利用いただいたご感想を投稿いただけます。よりよい商品の企画に活かしてまいりますので、ぜひお客様のご意見をお聞かせください。　　　　　　
※レビュー投稿にはオンラインストアへの会員登録とログインが必要です。

イシイの
オンライン
ストアは
コチラ

送料無料

送料無料送料無料

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

皆様に安心しておいしいものを食べていただきたい。
そう考えたとき、たどり着いたのはとてもシンプルな答えでした。

Point1 Point2 Point3

当社の製造過程において化学調味料や保
存料、甘味料、着色料、香料を使用せず、素
材そのままのおいしさを「そのまま」引き出す
調理法を行っております。素材そのものの美
味しさが際立つ“本物の味”をお届けします。

無添加調理※

ーそのままー

SONOMAMA

そのままの素材そのままの素材

どこの誰が生産しているか、全国の産地へ
直接赴き、生育環境や育成状況を確認
し、旬の素材「そのまま」の品質を入念に
検査した上で、吟味した厳選素材を製品
に使用しています。

厳選した旬の素材
そのままの情報そのままの情報

高品質を支える製造や管理の「そのまま」
を確認していただけるように、製品すべて
に当社独自の品質保証番号を付け、HP

で原材料の加工日などの履歴をご確認
いただけるようにしています。

品質保証番号
そのままのおいしさそのままのおいしさ

冷蔵 商品番号
8210028

イシイのわくわくバラエティセット
人気商品をたっぷり詰め合わせました

3,500円（税込）
内容量 ： 17袋（ミートボール×1袋／照焼ミートボール×1袋／カ
レーミートボール×1袋／朝ミートボール あっさり塩味×1袋／お
弁当ハンバーグ テリヤキソース×1袋／とりそぼろ×2袋／チキン
ハンバーグ×2袋／1.5倍チキンハンバーグ×2袋／1.5倍チキン
ハンバーグ 和風オニオンソース×2袋／有明鶏のそぼろ ごぼう入
り×2袋／ごぼうサラダ×2袋）
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210019

お弁当お助けセット
毎日のお弁当作りに便利なセット

1,090円（税込）
内容量 ： 8袋（有明鶏のそぼろ ごぼう入り／ごぼうサラダ／とりそぼろ
／お弁当ハンバーグ テリヤキソース／ミートボール／照焼ミートボール
／カレーミートボール／朝ミートボール あっさり塩味×各1袋）
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210027

お子様が大好きなメニューセット
お子様の大好きが詰まったセットです

4,200円（税込）
内容量 ： 22袋（朝ミートボール あっさり塩味×3袋／ミートボール×3
袋／照焼ミートボール×3袋／カレーミートボール×3袋／とりそぼろ
×3袋／1.5倍チキンハンバーグ×3袋／ごぼうサラダ×2袋／有明鶏の
かしわめし（2合用）×2袋）
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210316

食物アレルギー配慮 いっしょがいいね
バラエティセット M

食物アレルギーに配慮した食品のセット

3,000円（税込）
内容量 ： 12袋（いっしょがいいね ブラウンソース×1袋／いっしょがいいね 
甘酢ソース×1袋／いっしょがいいね かぼちゃのスープ×1袋／いっしょが
いいね トマトのスープ×1袋／いっしょがいいね チキンライスの素（1合
用）×1袋／いっしょがいいね プチミート トマト味×2袋／いっしょがいい
ね とうもろこしのスープ×2袋／いっしょがいいね 野菜入りハンバーグ ブ
ラウンソース×2袋／いっしょがいいね かしわめしの素（1合用）×1袋）
アレルゲン ： 大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日常温

小さなお子様のいるご家庭に贈ると「パクパ
ク食べてくれた」と、とても喜ばれます。手早
く手間なく準備できるので、忙しい在宅ワー
クのランチにもおすすめです！

ギフトにも

人気です1番人気の
セットです

ご家族の
お弁当に

私もおすすめします♪

ダイレクトイシイ　井村優里

お孫さん

の贈り物に

食物アレルギー配慮

人気商品をバラエティ豊かに
詰め合わせたお得なセットです。

盛り付け例

バラエティセット

01 02

※当社での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

イシイのオンラインストアでは、商品ごとに「ユーザーレビュー」でご利用いただいたご感想を投稿いただけます。よりよい商品の企画に活かしてまいりますので、ぜひお客様のご意見をお聞かせください。　　　　　　
※レビュー投稿にはオンラインストアへの会員登録とログインが必要です。

イシイの
オンライン
ストアは
コチラ

送料無料

送料無料送料無料

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



商品番号
8210041

ミートボール 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

645円（税込）

野菜と炒めたり、パスタにかけたり。お弁当だけ
でなく毎日のお料理にも大活躍してくれます。

内容量 ： 10粒［120g（固形量75g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210042

朝ミートボール あっさり塩味 5袋

お料理にも使いやすい、あっさり塩味

645円（税込）

ソースがついていないので、小さいお子様が
ソースで服を汚す心配もありません。

内容量 ： 12粒［84g］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210407

常温保存チキンハンバーグ 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約320日

商品番号
8210022

ミートボールセット  

人気のミートボールを
お得にお楽しみいただけます！

980円（税込）

ミートボール4種を2袋ずつ、合計8
袋のお得なセットです。冷蔵庫に常備
しておくと、とても便利です。

内容量 ： 8袋（朝ミートボール あっさり塩味／ミー
トボール／照焼ミートボール／カレーミートボー
ル×各2袋）
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

03 04

商品番号
8210034

丹波しめじハンバーグ
和風オイスターソース 2袋

京都府産丹波しめじをソースにも
ハンバーグにも贅沢に使用

864円（税込）

大ぶりの丹波しめじのシャキシャキ食
感も存分に楽しんでいただけます。
和風オイスターソースとの相性も
バッチリ。

内容量 ： 150g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

商品番号
8210405

常温保存ミートボール 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ：10粒［120g（固形量70g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約320日常温

商品番号
8210045

工場直送ミートボール 10袋

できたての美味しさを冷凍で！

1,498円（税込）

お料理にアレンジしやすい、あっさり味。冷凍庫
に常備しておくと、とっても便利です。

内容量 ： 10粒［70g］×10袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日冷凍

商品番号
8210044

カレーミートボール 5袋

たっぷり野菜で旨味を出したカレー味

645円（税込）

ソースごとごはんにかけるだけでも、おいしい！
野菜とも相性バツグンです。

内容量 ： 10粒［120ｇ（固形量75ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210043

照焼ミートボール 5袋

みんな大好き！ 特製テリヤキソース

645円（税込）

お子様にも人気の特製ソースで仕上げました。
ごはんにもパンにもよく合います。

内容量 ： 10粒［110ｇ（固形量70ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵
商品番号
8210040

お弁当ハンバーグ 
テリヤキソース 5袋

冷めてもおいしい、ふんわり食感

645円（税込）

お弁当にぴったりサイズのハンバーグに特製の
テリヤキソースをからめました。

内容量 ： 85g（固形量35ｇ×2個）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210039

1.5倍チキンハンバーグ 
和風オニオンソース 5袋

夕食にもピッタリのボリュームサイズ

645円（税込）

国産たまねぎの風味を活かした和風醤油味のオ
ニオンソースが絶品。メインディッシュにどうぞ。

内容量 ： 135g（固形量90g）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210038

1.5倍チキンハンバーグ 5袋

食べ応えあり。大人にもオススメです

645円（税込）

1.5倍（当社比）でボリュームたっぷり。育ち盛り
のお子様の昼食やお夜食にもピッタリです。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

直営店
通信販売
限定

お肉は国産若鶏100％、安心の無添加調理※。
卵・乳成分を使用しない特製のパン粉を使用しています。

イシイのチキンハンバーグはおいしさを追求し1970年の発売から
長年に渡り改良を重ねてきました。お肉は国産若鶏100%使用。

常温

盛り付け例盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

商品番号
8210037

チキンハンバーグ 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

540円（税込）

1970年より愛され続ける「イシイのチキンハン
バーグ」。完熟トマト使用のコクのあるソースです。

内容量 ： 90ｇ（固形量60ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

盛り付け例

盛り付け例

商品番号
8210036

みじょっ子島生姜ハンバーグ 
ジンジャーソース 2袋

長崎県小値賀島の島生姜の爽やかさ

756円（税込）

肉厚のパティに、爽やかなジンジャーソースを
たっぷりからめて召し上がりください。

内容量 ： 160g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

盛り付け例

「ミートボール」の
商品ページはコチラ

「チキンハンバーグ」の
商品ページはコチラチキンハンバーグミートボール

照焼
ミートボール

ミート
ボール

カレー
ミートボール

※当社での製造過程においては
　食品添加物を使用しておりません。

朝ミートボール
あっさり
塩味

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

盛り付け例

商品番号
8210041

ミートボール 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

645円（税込）

野菜と炒めたり、パスタにかけたり。お弁当だけ
でなく毎日のお料理にも大活躍してくれます。

内容量 ： 10粒［120g（固形量75g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210042

朝ミートボール あっさり塩味 5袋

お料理にも使いやすい、あっさり塩味

645円（税込）

ソースがついていないので、小さいお子様が
ソースで服を汚す心配もありません。

内容量 ： 12粒［84g］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210407

常温保存チキンハンバーグ 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約320日

商品番号
8210022

ミートボールセット  

人気のミートボールを
お得にお楽しみいただけます！

980円（税込）

ミートボール4種を2袋ずつ、合計8
袋のお得なセットです。冷蔵庫に常備
しておくと、とても便利です。

内容量 ： 8袋（朝ミートボール あっさり塩味／ミー
トボール／照焼ミートボール／カレーミートボー
ル×各2袋）
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵
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商品番号
8210034

丹波しめじハンバーグ
和風オイスターソース 2袋

京都府産丹波しめじをソースにも
ハンバーグにも贅沢に使用

864円（税込）

大ぶりの丹波しめじのシャキシャキ食
感も存分に楽しんでいただけます。
和風オイスターソースとの相性も
バッチリ。

内容量 ： 150g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

商品番号
8210405

常温保存ミートボール 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ：10粒［120g（固形量70g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約320日常温

商品番号
8210045

工場直送ミートボール 10袋

できたての美味しさを冷凍で！

1,498円（税込）

お料理にアレンジしやすい、あっさり味。冷凍庫
に常備しておくと、とっても便利です。

内容量 ： 10粒［70g］×10袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日冷凍

商品番号
8210044

カレーミートボール 5袋

たっぷり野菜で旨味を出したカレー味

645円（税込）

ソースごとごはんにかけるだけでも、おいしい！
野菜とも相性バツグンです。

内容量 ： 10粒［120ｇ（固形量75ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210043

照焼ミートボール 5袋

みんな大好き！ 特製テリヤキソース

645円（税込）

お子様にも人気の特製ソースで仕上げました。
ごはんにもパンにもよく合います。

内容量 ： 10粒［110ｇ（固形量70ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵
商品番号
8210040

お弁当ハンバーグ 
テリヤキソース 5袋

冷めてもおいしい、ふんわり食感

645円（税込）

お弁当にぴったりサイズのハンバーグに特製の
テリヤキソースをからめました。

内容量 ： 85g（固形量35ｇ×2個）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210039

1.5倍チキンハンバーグ 
和風オニオンソース 5袋

夕食にもピッタリのボリュームサイズ

645円（税込）

国産たまねぎの風味を活かした和風醤油味のオ
ニオンソースが絶品。メインディッシュにどうぞ。

内容量 ： 135g（固形量90g）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210038

1.5倍チキンハンバーグ 5袋

食べ応えあり。大人にもオススメです

645円（税込）

1.5倍（当社比）でボリュームたっぷり。育ち盛り
のお子様の昼食やお夜食にもピッタリです。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

直営店
通信販売
限定

お肉は国産若鶏100％、安心の無添加調理※。
卵・乳成分を使用しない特製のパン粉を使用しています。

イシイのチキンハンバーグはおいしさを追求し1970年の発売から
長年に渡り改良を重ねてきました。お肉は国産若鶏100%使用。

常温

盛り付け例盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

商品番号
8210037

チキンハンバーグ 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

540円（税込）

1970年より愛され続ける「イシイのチキンハン
バーグ」。完熟トマト使用のコクのあるソースです。

内容量 ： 90ｇ（固形量60ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

盛り付け例

盛り付け例

商品番号
8210036

みじょっ子島生姜ハンバーグ 
ジンジャーソース 2袋

長崎県小値賀島の島生姜の爽やかさ

756円（税込）

肉厚のパティに、爽やかなジンジャーソースを
たっぷりからめて召し上がりください。

内容量 ： 160g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

盛り付け例

「ミートボール」の
商品ページはコチラ

「チキンハンバーグ」の
商品ページはコチラチキンハンバーグミートボール

照焼
ミートボール

ミート
ボール

カレー
ミートボール

※当社での製造過程においては
　食品添加物を使用しておりません。

朝ミートボール
あっさり
塩味

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

盛り付け例



商品番号
8210041

ミートボール 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

645円（税込）

野菜と炒めたり、パスタにかけたり。お弁当だけ
でなく毎日のお料理にも大活躍してくれます。

内容量 ： 10粒［120g（固形量75g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210042

朝ミートボール あっさり塩味 5袋

お料理にも使いやすい、あっさり塩味

645円（税込）

ソースがついていないので、小さいお子様が
ソースで服を汚す心配もありません。

内容量 ： 12粒［84g］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210407

常温保存チキンハンバーグ 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約320日

商品番号
8210022

ミートボールセット  

人気のミートボールを
お得にお楽しみいただけます！

980円（税込）

ミートボール4種を2袋ずつ、合計8
袋のお得なセットです。冷蔵庫に常備
しておくと、とても便利です。

内容量 ： 8袋（朝ミートボール あっさり塩味／ミー
トボール／照焼ミートボール／カレーミートボー
ル×各2袋）
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

03 04

商品番号
8210034

丹波しめじハンバーグ
和風オイスターソース 2袋

京都府産丹波しめじをソースにも
ハンバーグにも贅沢に使用

864円（税込）

大ぶりの丹波しめじのシャキシャキ食
感も存分に楽しんでいただけます。
和風オイスターソースとの相性も
バッチリ。

内容量 ： 150g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

商品番号
8210405

常温保存ミートボール 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ：10粒［120g（固形量70g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約320日常温

商品番号
8210045

工場直送ミートボール 10袋

できたての美味しさを冷凍で！

1,498円（税込）

お料理にアレンジしやすい、あっさり味。冷凍庫
に常備しておくと、とっても便利です。

内容量 ： 10粒［70g］×10袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日冷凍

商品番号
8210044

カレーミートボール 5袋

たっぷり野菜で旨味を出したカレー味

645円（税込）

ソースごとごはんにかけるだけでも、おいしい！
野菜とも相性バツグンです。

内容量 ： 10粒［120ｇ（固形量75ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210043

照焼ミートボール 5袋

みんな大好き！ 特製テリヤキソース

645円（税込）

お子様にも人気の特製ソースで仕上げました。
ごはんにもパンにもよく合います。

内容量 ： 10粒［110ｇ（固形量70ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵
商品番号
8210040

お弁当ハンバーグ 
テリヤキソース 5袋

冷めてもおいしい、ふんわり食感

645円（税込）

お弁当にぴったりサイズのハンバーグに特製の
テリヤキソースをからめました。

内容量 ： 85g（固形量35ｇ×2個）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210039

1.5倍チキンハンバーグ 
和風オニオンソース 5袋

夕食にもピッタリのボリュームサイズ

645円（税込）

国産たまねぎの風味を活かした和風醤油味のオ
ニオンソースが絶品。メインディッシュにどうぞ。

内容量 ： 135g（固形量90g）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210038

1.5倍チキンハンバーグ 5袋

食べ応えあり。大人にもオススメです

645円（税込）

1.5倍（当社比）でボリュームたっぷり。育ち盛り
のお子様の昼食やお夜食にもピッタリです。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

直営店
通信販売
限定

お肉は国産若鶏100％、安心の無添加調理※。
卵・乳成分を使用しない特製のパン粉を使用しています。

イシイのチキンハンバーグはおいしさを追求し1970年の発売から
長年に渡り改良を重ねてきました。お肉は国産若鶏100%使用。

常温

盛り付け例盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

商品番号
8210037

チキンハンバーグ 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

540円（税込）

1970年より愛され続ける「イシイのチキンハン
バーグ」。完熟トマト使用のコクのあるソースです。

内容量 ： 90ｇ（固形量60ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

盛り付け例

盛り付け例

商品番号
8210036

みじょっ子島生姜ハンバーグ 
ジンジャーソース 2袋

長崎県小値賀島の島生姜の爽やかさ

756円（税込）

肉厚のパティに、爽やかなジンジャーソースを
たっぷりからめて召し上がりください。

内容量 ： 160g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

盛り付け例

「ミートボール」の
商品ページはコチラ

「チキンハンバーグ」の
商品ページはコチラチキンハンバーグミートボール

照焼
ミートボール

ミート
ボール

カレー
ミートボール

※当社での製造過程においては
　食品添加物を使用しておりません。

朝ミートボール
あっさり
塩味

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

盛り付け例

商品番号
8210041

ミートボール 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

645円（税込）

野菜と炒めたり、パスタにかけたり。お弁当だけ
でなく毎日のお料理にも大活躍してくれます。

内容量 ： 10粒［120g（固形量75g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210042

朝ミートボール あっさり塩味 5袋

お料理にも使いやすい、あっさり塩味

645円（税込）

ソースがついていないので、小さいお子様が
ソースで服を汚す心配もありません。

内容量 ： 12粒［84g］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210407

常温保存チキンハンバーグ 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約320日

商品番号
8210022

ミートボールセット  

人気のミートボールを
お得にお楽しみいただけます！

980円（税込）

ミートボール4種を2袋ずつ、合計8
袋のお得なセットです。冷蔵庫に常備
しておくと、とても便利です。

内容量 ： 8袋（朝ミートボール あっさり塩味／ミー
トボール／照焼ミートボール／カレーミートボー
ル×各2袋）
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

03 04

商品番号
8210034

丹波しめじハンバーグ
和風オイスターソース 2袋

京都府産丹波しめじをソースにも
ハンバーグにも贅沢に使用

864円（税込）

大ぶりの丹波しめじのシャキシャキ食
感も存分に楽しんでいただけます。
和風オイスターソースとの相性も
バッチリ。

内容量 ： 150g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

商品番号
8210405

常温保存ミートボール 5袋

おいしさそのまま。常温で10ヵ月保存

970円（税込）

独自の技術で常温で保存可能に。常備しておく
と、いざというときにも便利です。

内容量 ：10粒［120g（固形量70g）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約320日常温

商品番号
8210045

工場直送ミートボール 10袋

できたての美味しさを冷凍で！

1,498円（税込）

お料理にアレンジしやすい、あっさり味。冷凍庫
に常備しておくと、とっても便利です。

内容量 ： 10粒［70g］×10袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日冷凍

商品番号
8210044

カレーミートボール 5袋

たっぷり野菜で旨味を出したカレー味

645円（税込）

ソースごとごはんにかけるだけでも、おいしい！
野菜とも相性バツグンです。

内容量 ： 10粒［120ｇ（固形量75ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210043

照焼ミートボール 5袋

みんな大好き！ 特製テリヤキソース

645円（税込）

お子様にも人気の特製ソースで仕上げました。
ごはんにもパンにもよく合います。

内容量 ： 10粒［110ｇ（固形量70ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵
商品番号
8210040

お弁当ハンバーグ 
テリヤキソース 5袋

冷めてもおいしい、ふんわり食感

645円（税込）

お弁当にぴったりサイズのハンバーグに特製の
テリヤキソースをからめました。

内容量 ： 85g（固形量35ｇ×2個）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210039

1.5倍チキンハンバーグ 
和風オニオンソース 5袋

夕食にもピッタリのボリュームサイズ

645円（税込）

国産たまねぎの風味を活かした和風醤油味のオ
ニオンソースが絶品。メインディッシュにどうぞ。

内容量 ： 135g（固形量90g）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210038

1.5倍チキンハンバーグ 5袋

食べ応えあり。大人にもオススメです

645円（税込）

1.5倍（当社比）でボリュームたっぷり。育ち盛り
のお子様の昼食やお夜食にもピッタリです。

内容量 ： 135ｇ（固形量90ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

直営店
通信販売
限定

お肉は国産若鶏100％、安心の無添加調理※。
卵・乳成分を使用しない特製のパン粉を使用しています。

イシイのチキンハンバーグはおいしさを追求し1970年の発売から
長年に渡り改良を重ねてきました。お肉は国産若鶏100%使用。

常温

盛り付け例盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

商品番号
8210037

チキンハンバーグ 5袋

定番の味だから楽しみ方もいろいろ

540円（税込）

1970年より愛され続ける「イシイのチキンハン
バーグ」。完熟トマト使用のコクのあるソースです。

内容量 ： 90ｇ（固形量60ｇ）×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

盛り付け例

盛り付け例

商品番号
8210036

みじょっ子島生姜ハンバーグ 
ジンジャーソース 2袋

長崎県小値賀島の島生姜の爽やかさ

756円（税込）

肉厚のパティに、爽やかなジンジャーソースを
たっぷりからめて召し上がりください。

内容量 ： 160g（固形量90g）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

盛り付け例

「ミートボール」の
商品ページはコチラ

「チキンハンバーグ」の
商品ページはコチラチキンハンバーグミートボール

照焼
ミートボール

ミート
ボール

カレー
ミートボール

※当社での製造過程においては
　食品添加物を使用しておりません。

朝ミートボール
あっさり
塩味

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

盛り付け例



商品番号
8210053

有明鶏のそぼろ ごぼう入り 5袋

佐賀県産の有明鶏の味わいを

645円（税込）

佐賀県産有明鶏の若鶏と国産のささがきごぼう
を、しっとりとした食感のそぼろに仕上げました。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約40日冷蔵

商品番号
8210069

ごぼうサラダ 5袋

ごぼうの食感と香りがひきたつサラダ

1,080円（税込）

1袋当たりの食物繊維3.5g。白胡麻をきかせたマヨ
ネーズ味で、おかずやおつまみにもおすすめです。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210052

とりそぼろ 5袋

お子様の大好きなそぼろ弁当が
手軽にできます

645円（税込）

国産鶏肉を使用した醤油味の鶏肉そ
ぼろ。お子様から大人まで大好きな
味に仕上げています。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

05 06

商品番号
8210064

発芽玄米ごはん  5袋

玄米を発芽させてから炊き上げました
湯煎または電子レンジで手軽に食卓に

970円（税込）

玄米には米ぬか、胚乳、胚芽が残っている
ので、白米に比べてビタミンやミネラル
が豊富に含まれています。
千葉県の「いすみ米」を使用しています。

内容量 ： 170g×5袋
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約80日

                     ・発芽玄米ごはん

商品番号
8210021

まぜごはんの素 3種

まぜごはん3種を楽しめるセット

680円（税込）

あたたかいごはんにまぜるだけ。毎日の食事が
楽しくなるまぜごはんの素の詰め合わせです。

内容量 ： 3品（有明鶏のかしわめし（2合用）／
相知高菜のまぜごはん（2合用）／生姜香る 
ごぼうと生姜のまぜごはん（2合用）×各1袋）
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210158

相知高菜のまぜごはん 2袋

柔らかな食感の高菜ごはん

452円（税込）

「幻の高菜」とも呼ばれる相知高菜を樽でじっくり
と熟成させた高菜漬を１００％使用しています。

内容量 ： 100g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210157

有明鶏のかしわめし 2袋

九州定番の「かしわめし」をどうぞ

452円（税込）

佐賀県産有明鶏と国産野菜を使用し、和風しょう
ゆ味に仕上げました。おにぎりもオススメです。

内容量 ： 150g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日
商品番号
8210156

生姜香る ごぼうと生姜の
まぜごはん 2袋

甘辛い味付けと生姜の相性が◎

452円（税込）

国産のごぼう、生姜、椎茸、鶏肉を使用。炊きたて
ごはんにまぜるだけで、おいしいまぜごはんに。

内容量 ： 140g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210089

野菜のお粥 potayu corn 5袋

ほんのり自然な甘みが広がります

1,890円（税込）

ほくほく食感のじゃがいもと、たっぷりのスイート
コーンでやさしい味わい。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210088

野菜のお粥 potayu pumpkin 5袋

かぼちゃと小豆のやさしい甘さ

1,890円（税込）

素朴でやさしい素材の甘さに、身も心もあたたま
る深い味わいのおかゆです。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210087

野菜のお粥 potayu tomato 5袋

トマトとチキンと3種のビーンズ

1,890円（税込）

トマトの程よい酸味が食欲をそそります。レッド
キドニー、ひよこ豆、レンズ豆の食べ応えも◎。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210015

野菜のお粥 potayu プチギフトセット

ギフトタグがついたプチギフト包装

1,200円（税込）

とうもろこし・かぼちゃ・トマトの3種をセットにし
ました。手みやげにも喜ばれています。

内容量 ： 3品（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）
／potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各1袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

調理例
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盛り付け例

調理例 調理例 調理例

盛り付け例

盛り付け例盛り付け例

※「まぜごはんの素」は、ご家庭で炊いたごはんとまぜていただく商品です。

電子レンジなら
1分40秒（600W）

常温
常温 常温 常温

常温

盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例

常温 常温 常温 常温

栄養価の高い玄米を
手軽においしく♪ごはんのおとも・サラダ・まぜごはん

商品番号
8210003

野菜のお粥 potayu 6袋セット

potayu（ぽたーゆ）は、野菜の
おいしさを楽しむ玄米のおかゆです

2,400円（税込）

野菜本来の色鮮やかさ、豊かな味わいをお
楽しみください。カジュアルギフトにもピッタ
リの6食セットです。

内容量 ： 6袋（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）／
potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各2袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日常温

potayuオリジナル包装を
お選びいただけます

送料無料

「potayu（ぽたーゆ）」の
商品ページはコチラ

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※包装は変更になる場合がございます。

商品番号
8210053

有明鶏のそぼろ ごぼう入り 5袋

佐賀県産の有明鶏の味わいを

645円（税込）

佐賀県産有明鶏の若鶏と国産のささがきごぼう
を、しっとりとした食感のそぼろに仕上げました。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約40日冷蔵

商品番号
8210069

ごぼうサラダ 5袋

ごぼうの食感と香りがひきたつサラダ

1,080円（税込）

1袋当たりの食物繊維3.5g。白胡麻をきかせたマヨ
ネーズ味で、おかずやおつまみにもおすすめです。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210052

とりそぼろ 5袋

お子様の大好きなそぼろ弁当が
手軽にできます

645円（税込）

国産鶏肉を使用した醤油味の鶏肉そ
ぼろ。お子様から大人まで大好きな
味に仕上げています。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

05 06

商品番号
8210064

発芽玄米ごはん  5袋

玄米を発芽させてから炊き上げました
湯煎または電子レンジで手軽に食卓に

970円（税込）

玄米には米ぬか、胚乳、胚芽が残っている
ので、白米に比べてビタミンやミネラル
が豊富に含まれています。
千葉県の「いすみ米」を使用しています。

内容量 ： 170g×5袋
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約80日

                     ・発芽玄米ごはん

商品番号
8210021

まぜごはんの素 3種

まぜごはん3種を楽しめるセット

680円（税込）

あたたかいごはんにまぜるだけ。毎日の食事が
楽しくなるまぜごはんの素の詰め合わせです。

内容量 ： 3品（有明鶏のかしわめし（2合用）／
相知高菜のまぜごはん（2合用）／生姜香る 
ごぼうと生姜のまぜごはん（2合用）×各1袋）
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210158

相知高菜のまぜごはん 2袋

柔らかな食感の高菜ごはん

452円（税込）

「幻の高菜」とも呼ばれる相知高菜を樽でじっくり
と熟成させた高菜漬を１００％使用しています。

内容量 ： 100g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210157

有明鶏のかしわめし 2袋

九州定番の「かしわめし」をどうぞ

452円（税込）

佐賀県産有明鶏と国産野菜を使用し、和風しょう
ゆ味に仕上げました。おにぎりもオススメです。

内容量 ： 150g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日
商品番号
8210156

生姜香る ごぼうと生姜の
まぜごはん 2袋

甘辛い味付けと生姜の相性が◎

452円（税込）

国産のごぼう、生姜、椎茸、鶏肉を使用。炊きたて
ごはんにまぜるだけで、おいしいまぜごはんに。

内容量 ： 140g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210089

野菜のお粥 potayu corn 5袋

ほんのり自然な甘みが広がります

1,890円（税込）

ほくほく食感のじゃがいもと、たっぷりのスイート
コーンでやさしい味わい。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210088

野菜のお粥 potayu pumpkin 5袋

かぼちゃと小豆のやさしい甘さ

1,890円（税込）

素朴でやさしい素材の甘さに、身も心もあたたま
る深い味わいのおかゆです。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210087

野菜のお粥 potayu tomato 5袋

トマトとチキンと3種のビーンズ

1,890円（税込）

トマトの程よい酸味が食欲をそそります。レッド
キドニー、ひよこ豆、レンズ豆の食べ応えも◎。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210015

野菜のお粥 potayu プチギフトセット

ギフトタグがついたプチギフト包装

1,200円（税込）

とうもろこし・かぼちゃ・トマトの3種をセットにし
ました。手みやげにも喜ばれています。

内容量 ： 3品（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）
／potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各1袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日
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※「まぜごはんの素」は、ご家庭で炊いたごはんとまぜていただく商品です。
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栄養価の高い玄米を
手軽においしく♪ごはんのおとも・サラダ・まぜごはん

商品番号
8210003

野菜のお粥 potayu 6袋セット

potayu（ぽたーゆ）は、野菜の
おいしさを楽しむ玄米のおかゆです

2,400円（税込）

野菜本来の色鮮やかさ、豊かな味わいをお
楽しみください。カジュアルギフトにもピッタ
リの6食セットです。

内容量 ： 6袋（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）／
potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各2袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日常温

potayuオリジナル包装を
お選びいただけます

送料無料

「potayu（ぽたーゆ）」の
商品ページはコチラ

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※包装は変更になる場合がございます。



商品番号
8210053

有明鶏のそぼろ ごぼう入り 5袋

佐賀県産の有明鶏の味わいを

645円（税込）

佐賀県産有明鶏の若鶏と国産のささがきごぼう
を、しっとりとした食感のそぼろに仕上げました。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約40日冷蔵

商品番号
8210069

ごぼうサラダ 5袋

ごぼうの食感と香りがひきたつサラダ

1,080円（税込）

1袋当たりの食物繊維3.5g。白胡麻をきかせたマヨ
ネーズ味で、おかずやおつまみにもおすすめです。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210052

とりそぼろ 5袋

お子様の大好きなそぼろ弁当が
手軽にできます

645円（税込）

国産鶏肉を使用した醤油味の鶏肉そ
ぼろ。お子様から大人まで大好きな
味に仕上げています。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵

05 06

商品番号
8210064

発芽玄米ごはん  5袋

玄米を発芽させてから炊き上げました
湯煎または電子レンジで手軽に食卓に

970円（税込）

玄米には米ぬか、胚乳、胚芽が残っている
ので、白米に比べてビタミンやミネラル
が豊富に含まれています。
千葉県の「いすみ米」を使用しています。

内容量 ： 170g×5袋
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約80日

                     ・発芽玄米ごはん

商品番号
8210021

まぜごはんの素 3種

まぜごはん3種を楽しめるセット

680円（税込）

あたたかいごはんにまぜるだけ。毎日の食事が
楽しくなるまぜごはんの素の詰め合わせです。

内容量 ： 3品（有明鶏のかしわめし（2合用）／
相知高菜のまぜごはん（2合用）／生姜香る 
ごぼうと生姜のまぜごはん（2合用）×各1袋）
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210158

相知高菜のまぜごはん 2袋

柔らかな食感の高菜ごはん

452円（税込）

「幻の高菜」とも呼ばれる相知高菜を樽でじっくり
と熟成させた高菜漬を１００％使用しています。

内容量 ： 100g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210157

有明鶏のかしわめし 2袋

九州定番の「かしわめし」をどうぞ

452円（税込）

佐賀県産有明鶏と国産野菜を使用し、和風しょう
ゆ味に仕上げました。おにぎりもオススメです。

内容量 ： 150g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日
商品番号
8210156

生姜香る ごぼうと生姜の
まぜごはん 2袋

甘辛い味付けと生姜の相性が◎

452円（税込）

国産のごぼう、生姜、椎茸、鶏肉を使用。炊きたて
ごはんにまぜるだけで、おいしいまぜごはんに。

内容量 ： 140g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210089

野菜のお粥 potayu corn 5袋

ほんのり自然な甘みが広がります

1,890円（税込）

ほくほく食感のじゃがいもと、たっぷりのスイート
コーンでやさしい味わい。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210088

野菜のお粥 potayu pumpkin 5袋

かぼちゃと小豆のやさしい甘さ

1,890円（税込）

素朴でやさしい素材の甘さに、身も心もあたたま
る深い味わいのおかゆです。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210087

野菜のお粥 potayu tomato 5袋

トマトとチキンと3種のビーンズ

1,890円（税込）

トマトの程よい酸味が食欲をそそります。レッド
キドニー、ひよこ豆、レンズ豆の食べ応えも◎。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210015

野菜のお粥 potayu プチギフトセット

ギフトタグがついたプチギフト包装

1,200円（税込）

とうもろこし・かぼちゃ・トマトの3種をセットにし
ました。手みやげにも喜ばれています。

内容量 ： 3品（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）
／potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各1袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日
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※「まぜごはんの素」は、ご家庭で炊いたごはんとまぜていただく商品です。

電子レンジなら
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栄養価の高い玄米を
手軽においしく♪ごはんのおとも・サラダ・まぜごはん

商品番号
8210003

野菜のお粥 potayu 6袋セット

potayu（ぽたーゆ）は、野菜の
おいしさを楽しむ玄米のおかゆです

2,400円（税込）

野菜本来の色鮮やかさ、豊かな味わいをお
楽しみください。カジュアルギフトにもピッタ
リの6食セットです。

内容量 ： 6袋（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）／
potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各2袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日常温

potayuオリジナル包装を
お選びいただけます

送料無料

「potayu（ぽたーゆ）」の
商品ページはコチラ

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※包装は変更になる場合がございます。

商品番号
8210053

有明鶏のそぼろ ごぼう入り 5袋

佐賀県産の有明鶏の味わいを

645円（税込）

佐賀県産有明鶏の若鶏と国産のささがきごぼう
を、しっとりとした食感のそぼろに仕上げました。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約40日冷蔵

商品番号
8210069

ごぼうサラダ 5袋

ごぼうの食感と香りがひきたつサラダ

1,080円（税込）

1袋当たりの食物繊維3.5g。白胡麻をきかせたマヨ
ネーズ味で、おかずやおつまみにもおすすめです。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： 卵・小麦・ごま・大豆・りんご

賞味期限 ： お届け後約20日冷蔵

商品番号
8210052

とりそぼろ 5袋

お子様の大好きなそぼろ弁当が
手軽にできます

645円（税込）

国産鶏肉を使用した醤油味の鶏肉そ
ぼろ。お子様から大人まで大好きな
味に仕上げています。

内容量 ： 40g×5袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約30日冷蔵
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商品番号
8210064

発芽玄米ごはん  5袋

玄米を発芽させてから炊き上げました
湯煎または電子レンジで手軽に食卓に

970円（税込）

玄米には米ぬか、胚乳、胚芽が残っている
ので、白米に比べてビタミンやミネラル
が豊富に含まれています。
千葉県の「いすみ米」を使用しています。

内容量 ： 170g×5袋
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約80日

                     ・発芽玄米ごはん

商品番号
8210021

まぜごはんの素 3種

まぜごはん3種を楽しめるセット

680円（税込）

あたたかいごはんにまぜるだけ。毎日の食事が
楽しくなるまぜごはんの素の詰め合わせです。

内容量 ： 3品（有明鶏のかしわめし（2合用）／
相知高菜のまぜごはん（2合用）／生姜香る 
ごぼうと生姜のまぜごはん（2合用）×各1袋）
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210158

相知高菜のまぜごはん 2袋

柔らかな食感の高菜ごはん

452円（税込）

「幻の高菜」とも呼ばれる相知高菜を樽でじっくり
と熟成させた高菜漬を１００％使用しています。

内容量 ： 100g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210157

有明鶏のかしわめし 2袋

九州定番の「かしわめし」をどうぞ

452円（税込）

佐賀県産有明鶏と国産野菜を使用し、和風しょう
ゆ味に仕上げました。おにぎりもオススメです。

内容量 ： 150g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日
商品番号
8210156

生姜香る ごぼうと生姜の
まぜごはん 2袋

甘辛い味付けと生姜の相性が◎

452円（税込）

国産のごぼう、生姜、椎茸、鶏肉を使用。炊きたて
ごはんにまぜるだけで、おいしいまぜごはんに。

内容量 ： 140g（2合用）×2袋
アレルゲン ： 小麦・ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約60日

商品番号
8210089

野菜のお粥 potayu corn 5袋

ほんのり自然な甘みが広がります

1,890円（税込）

ほくほく食感のじゃがいもと、たっぷりのスイート
コーンでやさしい味わい。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210088

野菜のお粥 potayu pumpkin 5袋

かぼちゃと小豆のやさしい甘さ

1,890円（税込）

素朴でやさしい素材の甘さに、身も心もあたたま
る深い味わいのおかゆです。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210087

野菜のお粥 potayu tomato 5袋

トマトとチキンと3種のビーンズ

1,890円（税込）

トマトの程よい酸味が食欲をそそります。レッド
キドニー、ひよこ豆、レンズ豆の食べ応えも◎。

内容量 ： 180g×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210015

野菜のお粥 potayu プチギフトセット

ギフトタグがついたプチギフト包装

1,200円（税込）

とうもろこし・かぼちゃ・トマトの3種をセットにし
ました。手みやげにも喜ばれています。

内容量 ： 3品（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）
／potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各1袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

調理例

盛り付け例
盛り付け例

調理例 調理例 調理例

盛り付け例

盛り付け例盛り付け例

※「まぜごはんの素」は、ご家庭で炊いたごはんとまぜていただく商品です。

電子レンジなら
1分40秒（600W）

常温
常温 常温 常温

常温

盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例

常温 常温 常温 常温

栄養価の高い玄米を
手軽においしく♪ごはんのおとも・サラダ・まぜごはん

商品番号
8210003

野菜のお粥 potayu 6袋セット

potayu（ぽたーゆ）は、野菜の
おいしさを楽しむ玄米のおかゆです

2,400円（税込）

野菜本来の色鮮やかさ、豊かな味わいをお
楽しみください。カジュアルギフトにもピッタ
リの6食セットです。

内容量 ： 6袋（potayu corn（ぽたーゆこーん）
／potayu pumpkin（ぽたーゆぱんぷきん）／
potayu tomato（ぽたーゆとまと）×各2袋）
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日常温

potayuオリジナル包装を
お選びいただけます

送料無料

「potayu（ぽたーゆ）」の
商品ページはコチラ

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※包装は変更になる場合がございます。



「食物アレルギー配慮 いっしょがいいね」の
商品ページはコチラ

「非常食」の
商品ページはコチラ

小麦 えび乳卵 かに そば 落花生を使用
して

おりませ
ん

特定原
材料

７品目

商品番号
8210072

プチミート トマト味  5袋

常温保存だから、旅行や外出時にも

1,185円（税込）

国産若鶏を使った一口サイズの肉団子です。
お子様に大人気のトマト味です。

内容量 ： 10粒［100ｇ（固形量55ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日
商品番号
8210073

野菜入りハンバーグ 
ブラウンソース 5袋

食べやすいサイズのハンバーグが2個

1,185円（税込）

国産若鶏と野菜を使ったミニサイズのハンバー
グにブラウンソースをからめました。

内容量 ： 70ｇ（固形25g×2個）×5袋
アレルゲン ： 大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210119

非常食3日分セット

3日分のセットでいざというときも安心。
豊富な味で飽きずに召し上がれます。

3,948円（税込）
内容量 ： 3セット（非常食Aセット／非常食
Bセット／非常食Cセット×各1セット）
アレルゲン ： ごま・大豆・豚肉・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210080

トマトのスープ 5袋

素材の良さを楽しむスープです

1,435円（税込）

原材料はトマトとセロリ、食塩のみ。素材本来の
おいしさをお楽しみいただけます。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210079

とうもろこしのスープ 5袋

コクのある甘みをお楽しみください

1,540円（税込）

果物に匹敵する程甘い北海道産のとうもろこし
をまるまる使ってスープにしました。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210078

かぼちゃのスープ 5袋

かぼちゃと食塩だけでこのおいしさ

1,435円（税込）

濃厚な北海道産かぼちゃの甘みとうま味がたっ
ぷりと入っています。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210077

ブラウンソース 5袋

野菜の旨味が活きた洋風煮込みソース

1,080円（税込）

豚肉と玉ねぎを炒め、ソースをからめるだけで
2人前のハッシュドポークができます。

内容量 ： 150g×5袋
アレルゲン ： 大豆

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210086

非常食Cセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

そのままでもおいしい玄米がゆとおかずのセット
です。キャンプなどのアウトドアにもどうぞ。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅がゆ
×1袋／鶏肉とごぼうの旨煮×1袋／大豆
と野菜のひじき煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210085

非常食Bセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

しっかりした味付けのおかずと玄米がゆで、一食と
しての満足度も高くなっています。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅が
ゆ×1袋／四目野菜のネギ油ピリ辛煮×1
袋／ごぼうと鶏肉のしょうが煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210084

非常食Aセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

甘辛のおかずともちもちおかゆの相性がよく、温
めなくてもそのまま召し上がれます。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米小豆が
ゆ×1袋／きのこの佃煮×1袋／甘辛豚肉
×1袋）
アレルゲン ： 大豆・豚肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210083

リゾット3種セット

非常食でも本格的なおいしさです

1,296円（税込）

食物アレルギー配慮で、特定原材料7品目を使用
していません。旅行、アウトドアにもおすすめです。

内容量 ： 3品（イタリアンリゾット×1袋／
洋風リゾット×1袋／和風リゾット×1袋）
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約4年

食物アレルギー配慮

食物アレルギーでお困りの方へ。
特定原材料7品目不使用。
食物アレルギーに悩まれている家庭の
ご苦労を少しでも減らしたい。
そして親子でいっしょに安心して
食卓を囲んでもらいたい。
そんな思いから、石井食品は
食物アレルギー配慮
「いっしょがいいね」を開発しました。
常温で約8ヵ月保存できます。

盛り付け例 盛り付け例

いざというときのための非常食。
常温で4年間保存できて安心です。
イシイは、保存性だけでなく
おいしさにもこだわりました。
非常時だからこそ、おいしい食事が
心の支えになることもあります。
水や加熱が必要なく、そのまま
召し上がれますので、とても便利。
外出できないときなど
いざというときにも
役立ちます。

いっしょがいいね

常温 常温 常温 常温

常温
常温

イタリアン
リゾット

洋風リゾット

きのこの佃煮
+

玄米がゆ

四目野菜の
ネギ油ピリ辛煮

+
玄米がゆ

玄米梅がゆ

ごぼうと鶏肉の
しょうが煮
+

玄米がゆ

鶏肉とごぼうの旨煮
+

玄米がゆ

玄米梅がゆ

大豆と野菜の
ひじき煮
+

玄米がゆ

甘辛豚肉
+

玄米がゆ

玄米小豆がゆ
和風リゾット

常温 常温 常温 常温

調理例 盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

常温

食物アレルギー配慮 食物アレルギー配慮 食物アレルギー配慮 食物アレルギー配慮

食物アレルギー配慮 食物アレルギー配慮

食物アレルギー配慮

非常食セット

便利な
スプーン付
便利な
スプーン付

※お皿は付いていません

07 08商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

「食物アレルギー配慮 いっしょがいいね」の
商品ページはコチラ

「非常食」の
商品ページはコチラ

小麦 えび乳卵 かに そば 落花生を使用
して

おりませ
ん

特定原
材料

７品目

商品番号
8210072

プチミート トマト味  5袋

常温保存だから、旅行や外出時にも

1,185円（税込）

国産若鶏を使った一口サイズの肉団子です。
お子様に大人気のトマト味です。

内容量 ： 10粒［100ｇ（固形量55ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日
商品番号
8210073

野菜入りハンバーグ 
ブラウンソース 5袋

食べやすいサイズのハンバーグが2個

1,185円（税込）

国産若鶏と野菜を使ったミニサイズのハンバー
グにブラウンソースをからめました。

内容量 ： 70ｇ（固形25g×2個）×5袋
アレルゲン ： 大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210119

非常食3日分セット

3日分のセットでいざというときも安心。
豊富な味で飽きずに召し上がれます。

3,948円（税込）
内容量 ： 3セット（非常食Aセット／非常食
Bセット／非常食Cセット×各1セット）
アレルゲン ： ごま・大豆・豚肉・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210080

トマトのスープ 5袋

素材の良さを楽しむスープです

1,435円（税込）

原材料はトマトとセロリ、食塩のみ。素材本来の
おいしさをお楽しみいただけます。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210079

とうもろこしのスープ 5袋

コクのある甘みをお楽しみください

1,540円（税込）

果物に匹敵する程甘い北海道産のとうもろこし
をまるまる使ってスープにしました。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210078

かぼちゃのスープ 5袋

かぼちゃと食塩だけでこのおいしさ

1,435円（税込）

濃厚な北海道産かぼちゃの甘みとうま味がたっ
ぷりと入っています。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210077

ブラウンソース 5袋

野菜の旨味が活きた洋風煮込みソース

1,080円（税込）

豚肉と玉ねぎを炒め、ソースをからめるだけで
2人前のハッシュドポークができます。

内容量 ： 150g×5袋
アレルゲン ： 大豆

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210086

非常食Cセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

そのままでもおいしい玄米がゆとおかずのセット
です。キャンプなどのアウトドアにもどうぞ。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅がゆ
×1袋／鶏肉とごぼうの旨煮×1袋／大豆
と野菜のひじき煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210085

非常食Bセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

しっかりした味付けのおかずと玄米がゆで、一食と
しての満足度も高くなっています。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅が
ゆ×1袋／四目野菜のネギ油ピリ辛煮×1
袋／ごぼうと鶏肉のしょうが煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210084

非常食Aセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

甘辛のおかずともちもちおかゆの相性がよく、温
めなくてもそのまま召し上がれます。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米小豆が
ゆ×1袋／きのこの佃煮×1袋／甘辛豚肉
×1袋）
アレルゲン ： 大豆・豚肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210083

リゾット3種セット

非常食でも本格的なおいしさです

1,296円（税込）

食物アレルギー配慮で、特定原材料7品目を使用
していません。旅行、アウトドアにもおすすめです。

内容量 ： 3品（イタリアンリゾット×1袋／
洋風リゾット×1袋／和風リゾット×1袋）
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約4年

食物アレルギー配慮

食物アレルギーでお困りの方へ。
特定原材料7品目不使用。
食物アレルギーに悩まれている家庭の
ご苦労を少しでも減らしたい。
そして親子でいっしょに安心して
食卓を囲んでもらいたい。
そんな思いから、石井食品は
食物アレルギー配慮
「いっしょがいいね」を開発しました。
常温で約8ヵ月保存できます。

盛り付け例 盛り付け例

いざというときのための非常食。
常温で4年間保存できて安心です。
イシイは、保存性だけでなく
おいしさにもこだわりました。
非常時だからこそ、おいしい食事が
心の支えになることもあります。
水や加熱が必要なく、そのまま
召し上がれますので、とても便利。
外出できないときなど
いざというときにも
役立ちます。

いっしょがいいね
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※お皿は付いていません
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「食物アレルギー配慮 いっしょがいいね」の
商品ページはコチラ

「非常食」の
商品ページはコチラ

小麦 えび乳卵 かに そば 落花生を使用
して

おりませ
ん

特定原
材料

７品目

商品番号
8210072

プチミート トマト味  5袋

常温保存だから、旅行や外出時にも

1,185円（税込）

国産若鶏を使った一口サイズの肉団子です。
お子様に大人気のトマト味です。

内容量 ： 10粒［100ｇ（固形量55ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日
商品番号
8210073

野菜入りハンバーグ 
ブラウンソース 5袋

食べやすいサイズのハンバーグが2個

1,185円（税込）

国産若鶏と野菜を使ったミニサイズのハンバー
グにブラウンソースをからめました。

内容量 ： 70ｇ（固形25g×2個）×5袋
アレルゲン ： 大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210119

非常食3日分セット

3日分のセットでいざというときも安心。
豊富な味で飽きずに召し上がれます。

3,948円（税込）
内容量 ： 3セット（非常食Aセット／非常食
Bセット／非常食Cセット×各1セット）
アレルゲン ： ごま・大豆・豚肉・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210080

トマトのスープ 5袋

素材の良さを楽しむスープです

1,435円（税込）

原材料はトマトとセロリ、食塩のみ。素材本来の
おいしさをお楽しみいただけます。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210079

とうもろこしのスープ 5袋

コクのある甘みをお楽しみください

1,540円（税込）

果物に匹敵する程甘い北海道産のとうもろこし
をまるまる使ってスープにしました。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210078

かぼちゃのスープ 5袋

かぼちゃと食塩だけでこのおいしさ

1,435円（税込）

濃厚な北海道産かぼちゃの甘みとうま味がたっ
ぷりと入っています。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210077

ブラウンソース 5袋

野菜の旨味が活きた洋風煮込みソース

1,080円（税込）

豚肉と玉ねぎを炒め、ソースをからめるだけで
2人前のハッシュドポークができます。

内容量 ： 150g×5袋
アレルゲン ： 大豆

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210086

非常食Cセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

そのままでもおいしい玄米がゆとおかずのセット
です。キャンプなどのアウトドアにもどうぞ。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅がゆ
×1袋／鶏肉とごぼうの旨煮×1袋／大豆
と野菜のひじき煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210085

非常食Bセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

しっかりした味付けのおかずと玄米がゆで、一食と
しての満足度も高くなっています。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅が
ゆ×1袋／四目野菜のネギ油ピリ辛煮×1
袋／ごぼうと鶏肉のしょうが煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210084

非常食Aセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

甘辛のおかずともちもちおかゆの相性がよく、温
めなくてもそのまま召し上がれます。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米小豆が
ゆ×1袋／きのこの佃煮×1袋／甘辛豚肉
×1袋）
アレルゲン ： 大豆・豚肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210083

リゾット3種セット

非常食でも本格的なおいしさです

1,296円（税込）

食物アレルギー配慮で、特定原材料7品目を使用
していません。旅行、アウトドアにもおすすめです。

内容量 ： 3品（イタリアンリゾット×1袋／
洋風リゾット×1袋／和風リゾット×1袋）
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約4年

食物アレルギー配慮

食物アレルギーでお困りの方へ。
特定原材料7品目不使用。
食物アレルギーに悩まれている家庭の
ご苦労を少しでも減らしたい。
そして親子でいっしょに安心して
食卓を囲んでもらいたい。
そんな思いから、石井食品は
食物アレルギー配慮
「いっしょがいいね」を開発しました。
常温で約8ヵ月保存できます。

盛り付け例 盛り付け例

いざというときのための非常食。
常温で4年間保存できて安心です。
イシイは、保存性だけでなく
おいしさにもこだわりました。
非常時だからこそ、おいしい食事が
心の支えになることもあります。
水や加熱が必要なく、そのまま
召し上がれますので、とても便利。
外出できないときなど
いざというときにも
役立ちます。
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「食物アレルギー配慮 いっしょがいいね」の
商品ページはコチラ

「非常食」の
商品ページはコチラ

小麦 えび乳卵 かに そば 落花生を使用
して

おりませ
ん

特定原
材料

７品目

商品番号
8210072

プチミート トマト味  5袋

常温保存だから、旅行や外出時にも

1,185円（税込）

国産若鶏を使った一口サイズの肉団子です。
お子様に大人気のトマト味です。

内容量 ： 10粒［100ｇ（固形量55ｇ）］×5袋
アレルゲン ： 鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日
商品番号
8210073

野菜入りハンバーグ 
ブラウンソース 5袋

食べやすいサイズのハンバーグが2個

1,185円（税込）

国産若鶏と野菜を使ったミニサイズのハンバー
グにブラウンソースをからめました。

内容量 ： 70ｇ（固形25g×2個）×5袋
アレルゲン ： 大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210119

非常食3日分セット

3日分のセットでいざというときも安心。
豊富な味で飽きずに召し上がれます。

3,948円（税込）
内容量 ： 3セット（非常食Aセット／非常食
Bセット／非常食Cセット×各1セット）
アレルゲン ： ごま・大豆・豚肉・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210080

トマトのスープ 5袋

素材の良さを楽しむスープです

1,435円（税込）

原材料はトマトとセロリ、食塩のみ。素材本来の
おいしさをお楽しみいただけます。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210079

とうもろこしのスープ 5袋

コクのある甘みをお楽しみください

1,540円（税込）

果物に匹敵する程甘い北海道産のとうもろこし
をまるまる使ってスープにしました。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210078

かぼちゃのスープ 5袋

かぼちゃと食塩だけでこのおいしさ

1,435円（税込）

濃厚な北海道産かぼちゃの甘みとうま味がたっ
ぷりと入っています。

内容量 ： 140g×5袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210077

ブラウンソース 5袋

野菜の旨味が活きた洋風煮込みソース

1,080円（税込）

豚肉と玉ねぎを炒め、ソースをからめるだけで
2人前のハッシュドポークができます。

内容量 ： 150g×5袋
アレルゲン ： 大豆

賞味期限 ： お届け後約240日

商品番号
8210086

非常食Cセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

そのままでもおいしい玄米がゆとおかずのセット
です。キャンプなどのアウトドアにもどうぞ。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅がゆ
×1袋／鶏肉とごぼうの旨煮×1袋／大豆
と野菜のひじき煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210085

非常食Bセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

しっかりした味付けのおかずと玄米がゆで、一食と
しての満足度も高くなっています。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米梅が
ゆ×1袋／四目野菜のネギ油ピリ辛煮×1
袋／ごぼうと鶏肉のしょうが煮×1袋）
アレルゲン ： ごま・大豆・鶏肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210084

非常食Aセット

玄米がゆとおいしいおかずのセット

1,316円（税込）

甘辛のおかずともちもちおかゆの相性がよく、温
めなくてもそのまま召し上がれます。

内容量 ： 5品（玄米がゆ×2袋／玄米小豆が
ゆ×1袋／きのこの佃煮×1袋／甘辛豚肉
×1袋）
アレルゲン ： 大豆・豚肉

賞味期限 ： お届け後約4年

商品番号
8210083

リゾット3種セット

非常食でも本格的なおいしさです

1,296円（税込）

食物アレルギー配慮で、特定原材料7品目を使用
していません。旅行、アウトドアにもおすすめです。

内容量 ： 3品（イタリアンリゾット×1袋／
洋風リゾット×1袋／和風リゾット×1袋）
アレルゲン  ：  ー

賞味期限 ： お届け後約4年

食物アレルギー配慮

食物アレルギーでお困りの方へ。
特定原材料7品目不使用。
食物アレルギーに悩まれている家庭の
ご苦労を少しでも減らしたい。
そして親子でいっしょに安心して
食卓を囲んでもらいたい。
そんな思いから、石井食品は
食物アレルギー配慮
「いっしょがいいね」を開発しました。
常温で約8ヵ月保存できます。

盛り付け例 盛り付け例

いざというときのための非常食。
常温で4年間保存できて安心です。
イシイは、保存性だけでなく
おいしさにもこだわりました。
非常時だからこそ、おいしい食事が
心の支えになることもあります。
水や加熱が必要なく、そのまま
召し上がれますので、とても便利。
外出できないときなど
いざというときにも
役立ちます。
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商品番号
8210337

赤ちゃん番茶 
タグなしティーバッグ
540円（税込）
内容量 ： 100g（5g×20包）
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日

商品番号
8210187

有機パスタソース・
トマト＆バジル
350g 2本
1,382円（税込）
内容量 ： 350g×2本
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、オレンジ、牛、鶏、バナナ、　も
も、りんごを含む製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約18ヵ月

1970年代にイタリアで誕生した
アルチェネロ。アルチェネロの全
ての商品は地球環境に配慮して作
られ、EUでのオーガニック認証と、
日本のオーガニック規格である有
機JAS認証を取得しています。

農薬を一切使用せず、有機肥
料のみでお茶づくりを長年続
けている宮﨑茶房。平成14年
には農林水産祭にて【天皇杯】
を受賞しています。

商品番号
8210318

有機グルテンフリー・
スパゲッティ 2袋
1,263円（税込）
内容量 ：250g×2袋
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、そば・大豆を含む
　製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約24ヵ月

逗子・葉山・湘南エリアを中心に展開するスーパーマーケット「スズキヤ」
と石井食品が共同開発した「ブイヤベースの素」です。味の決め手に「サ
フラン」を使用し、本格的な香りと味わいをお楽しみいただけます。

香味野菜の旨味が具材を引き立てる
絶品ブイヤベースをご家庭でどうぞ。

常温 常温

商品番号
8210309

オーガニックイタリアン
パスタギフトセット
5,600円（税込）

内容量 ： 有機スパゲッティ500ｇ／有機ペンネ250ｇ／有機マカロニ250ｇ／
有機エルボマカロニ250g／有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイルドル
チェ250ml／有機パスタソース・トマト＆バジル350g
アレルゲン ： 小麦　※本品製造工場では、大豆、オレンジ、牛、鶏、バナナ、もも、りん
ごを含む製品を生産しています。

賞味期限：約24ヶ月（有機エキストラ・ヴァージン・
オリーブオイルドルチェはお届け後約12ヶ月）常温

常温

ギフトにも好評！ 本格パスタが楽しめます
さまざまなパスタとトマトベースのパスタソース、オリーブ
オイルのセットで、本場のパスタ料理をご家庭でもお楽し
みいただけます。

商品番号
8210346

1日お茶を楽しむセット
1,700円（税込）
内容量 ： 
有機釡炒り茶［100g（5g×20包）］、
有機烏龍茶［60g（3g×20包）］、
赤ちゃん番茶［100g（5g×20包）］
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

朝はすっきり味の釜炒り茶、昼には烏龍茶、夜は
カフェインレスの赤ちゃん番茶がおすすめです。

朝昼晩を楽しむ日本茶ティーバッグのセットです

妊娠中の方やお子様にもおすすめな赤ちゃ
ん番茶です。釜炒り製法ですっきり仕上げ
ました。農薬や化学肥料は不使用です。

カフェインレスでお子様にも安心

調理例

ブイヤベース 前田浩監修 野菜スープ イシイセレクト

商品番号
8210123

ブイヤベース用スープ
（濃縮タイプ） 2袋

サフラン使用で本格的な味と香り 有機栽培したとうもろこしと米で
つくったグルテンフリーパスタです

イタリア産有機トマトにバジルを加えた
シンプルなパスタソースです

972円（税込）

具材そのものの旨味を活かす
スープは、香味野菜の旨味を
引き出して作っています。

内容量 ： 240g（2～3人前）×2袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

調理例

炊飯器で本格パ
エリア。作り方は
商品ページをご覧
ください。

調理例 調理例 調理例

食品のプロとしてイシイがセレクトした
商品をお取り扱いしています。

※魚介類は含まれておりません。

便利なティーバッグタイプです

送料無料
ノーベル化学賞の候補にも名が挙がった、抗がん剤の世界的研究者
前田浩先生に監修いただいた野菜スープです。シンプルな味付けで、
野菜本来のおいしさを引き出し、安心にもこだわりました。
自然な甘みで、野菜が苦手な方にも飲みやすいと喜ばれています。

1938年、兵庫県生まれ。熊本大学名
誉教授、東北大学特別招聘プロフェッ
サー、大阪大学大学院医学系招聘教
授、バイオダイナミックス研究所理事
長を歴任。2016年には「がん治療にお
ける高分子薬物の血管透過性・滞留性
亢進（ＥＰＲ）効果の発見」で、トムソン・
ロイター引用栄誉賞を受賞、世界の化
学者トップ５に選ばれ、ノーベル化学賞
候補に挙がった。2021年逝去。

美味しいから続けられる。
はじめましょう！ 野菜スープ習慣

盛り付け例

にんじん、たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ
4種類の国産野菜のおいしさを

キャベツ、じゃがいも、ねぎ、ほうれん草、
たまねぎ、だいこん、しいたけ。
7種の国産野菜を使用

商品番号
8210240

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
赤の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

商品番号
8210241

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
緑の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

送料無料の
お得なセットも
ございます

開発監修　前田浩先生

有機烏龍茶 赤ちゃん番茶

有機釜炒り茶

「日本茶」の
商品ページはコチラ

「アルチェネロ」の
商品ページはこちら

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※原材料は変更になる可能性があります。最新情報はオンラインストア内商品ページをご確認ください。
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商品番号
8210337

赤ちゃん番茶 
タグなしティーバッグ
540円（税込）
内容量 ： 100g（5g×20包）
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日

商品番号
8210187

有機パスタソース・
トマト＆バジル
350g 2本
1,382円（税込）
内容量 ： 350g×2本
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、オレンジ、牛、鶏、バナナ、　も
も、りんごを含む製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約18ヵ月

1970年代にイタリアで誕生した
アルチェネロ。アルチェネロの全
ての商品は地球環境に配慮して作
られ、EUでのオーガニック認証と、
日本のオーガニック規格である有
機JAS認証を取得しています。

農薬を一切使用せず、有機肥
料のみでお茶づくりを長年続
けている宮﨑茶房。平成14年
には農林水産祭にて【天皇杯】
を受賞しています。

商品番号
8210318

有機グルテンフリー・
スパゲッティ 2袋
1,263円（税込）
内容量 ：250g×2袋
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、そば・大豆を含む
　製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約24ヵ月

逗子・葉山・湘南エリアを中心に展開するスーパーマーケット「スズキヤ」
と石井食品が共同開発した「ブイヤベースの素」です。味の決め手に「サ
フラン」を使用し、本格的な香りと味わいをお楽しみいただけます。

香味野菜の旨味が具材を引き立てる
絶品ブイヤベースをご家庭でどうぞ。

常温 常温

商品番号
8210309

オーガニックイタリアン
パスタギフトセット
5,600円（税込）

内容量 ： 有機スパゲッティ500ｇ／有機ペンネ250ｇ／有機マカロニ250ｇ／
有機エルボマカロニ250g／有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイルドル
チェ250ml／有機パスタソース・トマト＆バジル350g
アレルゲン ： 小麦　※本品製造工場では、大豆、オレンジ、牛、鶏、バナナ、もも、りん
ごを含む製品を生産しています。

賞味期限：約24ヶ月（有機エキストラ・ヴァージン・
オリーブオイルドルチェはお届け後約12ヶ月）常温

常温

ギフトにも好評！ 本格パスタが楽しめます
さまざまなパスタとトマトベースのパスタソース、オリーブ
オイルのセットで、本場のパスタ料理をご家庭でもお楽し
みいただけます。

商品番号
8210346

1日お茶を楽しむセット
1,700円（税込）
内容量 ： 
有機釡炒り茶［100g（5g×20包）］、
有機烏龍茶［60g（3g×20包）］、
赤ちゃん番茶［100g（5g×20包）］
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

朝はすっきり味の釜炒り茶、昼には烏龍茶、夜は
カフェインレスの赤ちゃん番茶がおすすめです。

朝昼晩を楽しむ日本茶ティーバッグのセットです

妊娠中の方やお子様にもおすすめな赤ちゃ
ん番茶です。釜炒り製法ですっきり仕上げ
ました。農薬や化学肥料は不使用です。

カフェインレスでお子様にも安心

調理例

ブイヤベース 前田浩監修 野菜スープ イシイセレクト

商品番号
8210123

ブイヤベース用スープ
（濃縮タイプ） 2袋

サフラン使用で本格的な味と香り 有機栽培したとうもろこしと米で
つくったグルテンフリーパスタです

イタリア産有機トマトにバジルを加えた
シンプルなパスタソースです

972円（税込）

具材そのものの旨味を活かす
スープは、香味野菜の旨味を
引き出して作っています。

内容量 ： 240g（2～3人前）×2袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

調理例

炊飯器で本格パ
エリア。作り方は
商品ページをご覧
ください。

調理例 調理例 調理例

食品のプロとしてイシイがセレクトした
商品をお取り扱いしています。

※魚介類は含まれておりません。

便利なティーバッグタイプです

送料無料
ノーベル化学賞の候補にも名が挙がった、抗がん剤の世界的研究者
前田浩先生に監修いただいた野菜スープです。シンプルな味付けで、
野菜本来のおいしさを引き出し、安心にもこだわりました。
自然な甘みで、野菜が苦手な方にも飲みやすいと喜ばれています。

1938年、兵庫県生まれ。熊本大学名
誉教授、東北大学特別招聘プロフェッ
サー、大阪大学大学院医学系招聘教
授、バイオダイナミックス研究所理事
長を歴任。2016年には「がん治療にお
ける高分子薬物の血管透過性・滞留性
亢進（ＥＰＲ）効果の発見」で、トムソン・
ロイター引用栄誉賞を受賞、世界の化
学者トップ５に選ばれ、ノーベル化学賞
候補に挙がった。2021年逝去。

美味しいから続けられる。
はじめましょう！ 野菜スープ習慣

盛り付け例

にんじん、たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ
4種類の国産野菜のおいしさを

キャベツ、じゃがいも、ねぎ、ほうれん草、
たまねぎ、だいこん、しいたけ。
7種の国産野菜を使用

商品番号
8210240

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
赤の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

商品番号
8210241

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
緑の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

送料無料の
お得なセットも
ございます

開発監修　前田浩先生

有機烏龍茶 赤ちゃん番茶

有機釜炒り茶

「日本茶」の
商品ページはコチラ

「アルチェネロ」の
商品ページはこちら

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※原材料は変更になる可能性があります。最新情報はオンラインストア内商品ページをご確認ください。
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商品番号
8210337

赤ちゃん番茶 
タグなしティーバッグ
540円（税込）
内容量 ： 100g（5g×20包）
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日

商品番号
8210187

有機パスタソース・
トマト＆バジル
350g 2本
1,382円（税込）
内容量 ： 350g×2本
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、オレンジ、牛、鶏、バナナ、　も
も、りんごを含む製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約18ヵ月

1970年代にイタリアで誕生した
アルチェネロ。アルチェネロの全
ての商品は地球環境に配慮して作
られ、EUでのオーガニック認証と、
日本のオーガニック規格である有
機JAS認証を取得しています。

農薬を一切使用せず、有機肥
料のみでお茶づくりを長年続
けている宮﨑茶房。平成14年
には農林水産祭にて【天皇杯】
を受賞しています。

商品番号
8210318

有機グルテンフリー・
スパゲッティ 2袋
1,263円（税込）
内容量 ：250g×2袋
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、そば・大豆を含む
　製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約24ヵ月

逗子・葉山・湘南エリアを中心に展開するスーパーマーケット「スズキヤ」
と石井食品が共同開発した「ブイヤベースの素」です。味の決め手に「サ
フラン」を使用し、本格的な香りと味わいをお楽しみいただけます。

香味野菜の旨味が具材を引き立てる
絶品ブイヤベースをご家庭でどうぞ。

常温 常温

商品番号
8210309

オーガニックイタリアン
パスタギフトセット
5,600円（税込）

内容量 ： 有機スパゲッティ500ｇ／有機ペンネ250ｇ／有機マカロニ250ｇ／
有機エルボマカロニ250g／有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイルドル
チェ250ml／有機パスタソース・トマト＆バジル350g
アレルゲン ： 小麦　※本品製造工場では、大豆、オレンジ、牛、鶏、バナナ、もも、りん
ごを含む製品を生産しています。

賞味期限：約24ヶ月（有機エキストラ・ヴァージン・
オリーブオイルドルチェはお届け後約12ヶ月）常温

常温

ギフトにも好評！ 本格パスタが楽しめます
さまざまなパスタとトマトベースのパスタソース、オリーブ
オイルのセットで、本場のパスタ料理をご家庭でもお楽し
みいただけます。

商品番号
8210346

1日お茶を楽しむセット
1,700円（税込）
内容量 ： 
有機釡炒り茶［100g（5g×20包）］、
有機烏龍茶［60g（3g×20包）］、
赤ちゃん番茶［100g（5g×20包）］
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

朝はすっきり味の釜炒り茶、昼には烏龍茶、夜は
カフェインレスの赤ちゃん番茶がおすすめです。

朝昼晩を楽しむ日本茶ティーバッグのセットです

妊娠中の方やお子様にもおすすめな赤ちゃ
ん番茶です。釜炒り製法ですっきり仕上げ
ました。農薬や化学肥料は不使用です。

カフェインレスでお子様にも安心

調理例

ブイヤベース 前田浩監修 野菜スープ イシイセレクト

商品番号
8210123

ブイヤベース用スープ
（濃縮タイプ） 2袋

サフラン使用で本格的な味と香り 有機栽培したとうもろこしと米で
つくったグルテンフリーパスタです

イタリア産有機トマトにバジルを加えた
シンプルなパスタソースです

972円（税込）

具材そのものの旨味を活かす
スープは、香味野菜の旨味を
引き出して作っています。

内容量 ： 240g（2～3人前）×2袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

調理例

炊飯器で本格パ
エリア。作り方は
商品ページをご覧
ください。

調理例 調理例 調理例

食品のプロとしてイシイがセレクトした
商品をお取り扱いしています。

※魚介類は含まれておりません。

便利なティーバッグタイプです

送料無料
ノーベル化学賞の候補にも名が挙がった、抗がん剤の世界的研究者
前田浩先生に監修いただいた野菜スープです。シンプルな味付けで、
野菜本来のおいしさを引き出し、安心にもこだわりました。
自然な甘みで、野菜が苦手な方にも飲みやすいと喜ばれています。

1938年、兵庫県生まれ。熊本大学名
誉教授、東北大学特別招聘プロフェッ
サー、大阪大学大学院医学系招聘教
授、バイオダイナミックス研究所理事
長を歴任。2016年には「がん治療にお
ける高分子薬物の血管透過性・滞留性
亢進（ＥＰＲ）効果の発見」で、トムソン・
ロイター引用栄誉賞を受賞、世界の化
学者トップ５に選ばれ、ノーベル化学賞
候補に挙がった。2021年逝去。

美味しいから続けられる。
はじめましょう！ 野菜スープ習慣

盛り付け例

にんじん、たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ
4種類の国産野菜のおいしさを

キャベツ、じゃがいも、ねぎ、ほうれん草、
たまねぎ、だいこん、しいたけ。
7種の国産野菜を使用

商品番号
8210240

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
赤の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

商品番号
8210241

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
緑の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

送料無料の
お得なセットも
ございます

開発監修　前田浩先生

有機烏龍茶 赤ちゃん番茶

有機釜炒り茶

「日本茶」の
商品ページはコチラ

「アルチェネロ」の
商品ページはこちら

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※原材料は変更になる可能性があります。最新情報はオンラインストア内商品ページをご確認ください。
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商品番号
8210337

赤ちゃん番茶 
タグなしティーバッグ
540円（税込）
内容量 ： 100g（5g×20包）
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日

商品番号
8210187

有機パスタソース・
トマト＆バジル
350g 2本
1,382円（税込）
内容量 ： 350g×2本
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、オレンジ、牛、鶏、バナナ、　も
も、りんごを含む製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約18ヵ月

1970年代にイタリアで誕生した
アルチェネロ。アルチェネロの全
ての商品は地球環境に配慮して作
られ、EUでのオーガニック認証と、
日本のオーガニック規格である有
機JAS認証を取得しています。

農薬を一切使用せず、有機肥
料のみでお茶づくりを長年続
けている宮﨑茶房。平成14年
には農林水産祭にて【天皇杯】
を受賞しています。

商品番号
8210318

有機グルテンフリー・
スパゲッティ 2袋
1,263円（税込）
内容量 ：250g×2袋
アレルゲン ： ー
※本品製造工場では、そば・大豆を含む
　製品を生産しています。

賞味期限 ： お届け後約24ヵ月

逗子・葉山・湘南エリアを中心に展開するスーパーマーケット「スズキヤ」
と石井食品が共同開発した「ブイヤベースの素」です。味の決め手に「サ
フラン」を使用し、本格的な香りと味わいをお楽しみいただけます。

香味野菜の旨味が具材を引き立てる
絶品ブイヤベースをご家庭でどうぞ。

常温 常温

商品番号
8210309

オーガニックイタリアン
パスタギフトセット
5,600円（税込）

内容量 ： 有機スパゲッティ500ｇ／有機ペンネ250ｇ／有機マカロニ250ｇ／
有機エルボマカロニ250g／有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイルドル
チェ250ml／有機パスタソース・トマト＆バジル350g
アレルゲン ： 小麦　※本品製造工場では、大豆、オレンジ、牛、鶏、バナナ、もも、りん
ごを含む製品を生産しています。

賞味期限：約24ヶ月（有機エキストラ・ヴァージン・
オリーブオイルドルチェはお届け後約12ヶ月）常温

常温

ギフトにも好評！ 本格パスタが楽しめます
さまざまなパスタとトマトベースのパスタソース、オリーブ
オイルのセットで、本場のパスタ料理をご家庭でもお楽し
みいただけます。

商品番号
8210346

1日お茶を楽しむセット
1,700円（税込）
内容量 ： 
有機釡炒り茶［100g（5g×20包）］、
有機烏龍茶［60g（3g×20包）］、
赤ちゃん番茶［100g（5g×20包）］
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

朝はすっきり味の釜炒り茶、昼には烏龍茶、夜は
カフェインレスの赤ちゃん番茶がおすすめです。

朝昼晩を楽しむ日本茶ティーバッグのセットです

妊娠中の方やお子様にもおすすめな赤ちゃ
ん番茶です。釜炒り製法ですっきり仕上げ
ました。農薬や化学肥料は不使用です。

カフェインレスでお子様にも安心

調理例

ブイヤベース 前田浩監修 野菜スープ イシイセレクト

商品番号
8210123

ブイヤベース用スープ
（濃縮タイプ） 2袋

サフラン使用で本格的な味と香り 有機栽培したとうもろこしと米で
つくったグルテンフリーパスタです

イタリア産有機トマトにバジルを加えた
シンプルなパスタソースです

972円（税込）

具材そのものの旨味を活かす
スープは、香味野菜の旨味を
引き出して作っています。

内容量 ： 240g（2～3人前）×2袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約120日常温

調理例

炊飯器で本格パ
エリア。作り方は
商品ページをご覧
ください。

調理例 調理例 調理例

食品のプロとしてイシイがセレクトした
商品をお取り扱いしています。

※魚介類は含まれておりません。

便利なティーバッグタイプです

送料無料
ノーベル化学賞の候補にも名が挙がった、抗がん剤の世界的研究者
前田浩先生に監修いただいた野菜スープです。シンプルな味付けで、
野菜本来のおいしさを引き出し、安心にもこだわりました。
自然な甘みで、野菜が苦手な方にも飲みやすいと喜ばれています。

1938年、兵庫県生まれ。熊本大学名
誉教授、東北大学特別招聘プロフェッ
サー、大阪大学大学院医学系招聘教
授、バイオダイナミックス研究所理事
長を歴任。2016年には「がん治療にお
ける高分子薬物の血管透過性・滞留性
亢進（ＥＰＲ）効果の発見」で、トムソン・
ロイター引用栄誉賞を受賞、世界の化
学者トップ５に選ばれ、ノーベル化学賞
候補に挙がった。2021年逝去。

美味しいから続けられる。
はじめましょう！ 野菜スープ習慣

盛り付け例

にんじん、たまねぎ、じゃがいも、かぼちゃ
4種類の国産野菜のおいしさを

キャベツ、じゃがいも、ねぎ、ほうれん草、
たまねぎ、だいこん、しいたけ。
7種の国産野菜を使用

商品番号
8210240

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
赤の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

商品番号
8210241

熊本大学名誉教授 
前田浩先生監修 
緑の野菜スープ 7袋
1,360円（税込）
内容量 ： 160g×7袋
アレルゲン ： ー

賞味期限 ： お届け後約80日常温

送料無料の
お得なセットも
ございます

開発監修　前田浩先生

有機烏龍茶 赤ちゃん番茶

有機釜炒り茶

「日本茶」の
商品ページはコチラ

「アルチェネロ」の
商品ページはこちら

商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 商品パッケージが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※原材料は変更になる可能性があります。最新情報はオンラインストア内商品ページをご確認ください。
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工場直送ミートボール
定期便

送料無料 送料無料

送料
無料

（税込） （税込） （税込）5,520円 送料
無料2,800円1回1回1回

月々2回目のお届けからは
追加で単品注文OK！

1回に30食分の
発芽玄米ごはんを
ご自宅へお届けします。

白米に比べ栄養価の高い玄米のおかゆです。
トマト・かぼちゃ・とうもろこし3種の
potayuを3袋ずつ計9袋をお届けします。

直営店・通信販売のみの限定商品！
できたてのミートボールを冷凍し、
工場から直接ご家庭にお届けします。

potayu定期便発芽玄米ごはん定期便
トマト3袋・かぼちゃ3袋・とうもろこし3袋発芽玄米ごはん30袋 工場直送ミートボール20袋

送料
無料3,200円

電子レンジなら
1分40秒

常温常温 冷凍

冷蔵

スイートコーン
じゃがいも

かぼちゃ
小豆

トマト
チキン

ビーンズ3種

送料
無料

税込2,480円

私もおすすめします♪
新商品や店頭では見かけないレ
ア商品を中心に、毎月飽きずに
楽しんでいただけるセットにな
るよう心がけています。すぐに
食べられる便利なイシイの
お惣菜！皆さんのご家庭
でお役に立ちますように。

イシイの定期便

定期便 定期便potayu
（ぽたーゆ）

工場直送
ミートボール

発芽玄米
ごはん 定期便

日本食品標準成分表
2015年版（七訂）より
（100ｇ当たり） ビタミンB1 カルシウム 食物繊維マグネシウム

4.3倍 2.6倍
5.2倍 6.2倍

白米 白米 白米 白米

栄養素を
白米と
比べると

イシイには季節限定の商品も
たくさんあります。
毎月、その時期におすすめの商品を
約10品セレクトしてお送りします。
何が届くかは毎月のお楽しみ。
お子様と一緒にワクワクしながら
お待ちくださいね。

届
いて
ワク
ワク♪

届
いて
ワク
ワク♪

温めるだけ、あけるだけ！
季節の便利なお惣菜を毎月お届け。

イシイの商品を、定期的にご自宅にお届けします。定期購入は「通常購入よりお買い得」「都度注文が不要」
「不要な月はスキップできる」「お届け間隔を選べる※」などメリットたくさん！ この機会に、ぜひお申し込みください！食べ

ておい
しい♪

食べ
ておい

しい♪

時短調理にも役立つ
季節のお惣菜を約10品お届け！

毎月お届けしている
レシピカード専用の
アルバムをプレゼント♪
オリジナルの一冊を

初回特典

・1.5倍チキンハンバーグ 和風オニオンソース 2袋
・potayu tomato(野菜と玄米のおかゆ)1袋
・ごぼうサラダ 1袋・有明鶏のかしわめし 1袋
・チキンハンバーグ 2袋・とりそぼろ 1袋
・有明鶏のそぼろ ごぼう入り 1袋
・朝ミートボール あっさり塩味 2袋
・ミートボール 2袋

初回は特別13品お届け

人気商品の定期購入
子供がミートボール

やハン

バーグが好きで利用し
ました。

おかずが一品足りない
ときはも

ちろん、子どもの習い
事用の

お弁当や晩酌などいろ
んな場

面で使うことができて、
何かと

便利。とても助かってい
ます。

Mさん（40代・東京都）

※イシイの定期便除く

ダイレクトイシイ　伊藤彩

レシピ
カード

「イシイの定期便」
特設ページはコチラ

「定期購入」の
商品ページはコチラ

玄米をわずかに発芽させたのが発芽玄米です。発芽の際に眠っていた酵素が
活性化し、発芽のために必要な栄養を玄米の内部に増やしていきます。その
ため、玄米よりもさらに栄養価が高いのです。

ソースを絡める前のミー
トボールですので スー
プや炒め物など幅広い
料理にお使いいただけ
ます。ほんのり味付けし
ていますので、そのま
までもおいしく召し上が
れます。

発芽玄米って普通の玄米と違うの？

商品番号 teikibin

商品番号 652010-30 商品番号 potayu9t 商品番号 123010-20

1回あたり
280円
お得！

※単品注文時の
　金額と比較

1回あたり
752円
お得！

※単品注文時の
　金額と比較

1回あたり
746円
お得！

※単品注文時の
　金額と比較
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人気商品の定期購入
子供がミートボール

やハン

バーグが好きで利用し
ました。

おかずが一品足りない
ときはも

ちろん、子どもの習い
事用の

お弁当や晩酌などいろ
んな場

面で使うことができて、
何かと

便利。とても助かってい
ます。

Mさん（40代・東京都）

※イシイの定期便除く

ダイレクトイシイ　伊藤彩

レシピ
カード

「イシイの定期便」
特設ページはコチラ

「定期購入」の
商品ページはコチラ

玄米をわずかに発芽させたのが発芽玄米です。発芽の際に眠っていた酵素が
活性化し、発芽のために必要な栄養を玄米の内部に増やしていきます。その
ため、玄米よりもさらに栄養価が高いのです。

ソースを絡める前のミー
トボールですので スー
プや炒め物など幅広い
料理にお使いいただけ
ます。ほんのり味付けし
ていますので、そのま
までもおいしく召し上が
れます。

発芽玄米って普通の玄米と違うの？

商品番号 teikibin

商品番号 652010-30 商品番号 potayu9t 商品番号 123010-20

1回あたり
280円
お得！

※単品注文時の
　金額と比較

1回あたり
752円
お得！

※単品注文時の
　金額と比較

1回あたり
746円
お得！

※単品注文時の
　金額と比較
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お支払方法・手数料について

ご注文・お問い合わせ

ご注意・お願い

定期便について

月～金・土日祝（年始休業を除く）

商品番号をお伝え
いただくとスムーズです。

0120-35-0558 0120-37-0758

TEL FAX

［受付時間］ 9:00～18:00
通話料無料 通信料無料

［受付時間］ 24時間

オンラインストア

https://shop.directishii.net/
検 索イシイのオンラインストア

※電話受付時間外および休業日にいただきましたご注文につきましては、翌営業日以降の発送となります。

●諸事情により商品内容やパッケージ、商品価格等が変更になる場合もご
ざいます。予めご了承ください。
●カタログに掲載されている商品について、生産状況による欠品や商品ラ
インアップの見直しにより販売を終了する場合がございます。予めご了承
ください。
●お届けした商品が、ご注文と異なる場合や破損があった場合、良品と交
換させていただきます。商品到着後７日以内にご連絡ください。

●【返品について】原則としてお客様都合での購入商品の返品・交換はい
たしかねます。万一返品される場合には、到着後7日以内の未開封商品
のみとさせていただき、返品送料はお客様のご負担とさせていただきま
す。あらかじめご容赦ください。

●【個人情報の利用の目的】 お預かりした個人情報は、石井食品グループ
のプライバシーポリシーにのっとり、商品のお届け・代金の回収および
メールマガジンや販促物によるご本人の興味の対象と思われる商品や、 
キャンペーンについての情報提供ならびにマーケティングデータとして利
用する事がございます。

●ご注文１件ごとにつき、手数料※を頂戴いたします。配達員の方にお支払いください。

※振込用紙は商品とは別送でお届けいたします。商品とは同梱できかねますのでご了承ください。
※お手元にGMO後払いサービスで未払いの請求書がある場合、ご利用審査に通りません
　（他社通販ご利用分を含む）。ご注意ください。
※年末年始は郵送が大変混み合うため、請求書の到着が遅れる場合がございます。
　到着し次第、お支払いください。

コンビニエンスストア・
郵便振替
でのお支払い
（GMO後払いサービス）

オンラインストア限定

お支払い手数料無料

オンラインストア限定

お支払い手数料無料

コンビニでの
お支払い手数料無料

●Amazonアカウントに登録されているお支払情報を
　利用して、代金のお支払いができます。
※お電話・FAX・ハガキにてご注文の場合はご利用いただけません。
※定期便など一部商品・サービスではご利用いただけません。

商品お届け時の
代金引換
（ヤマトコレクトサービス）

クレジットカードで
ご一括払い

Amazon Pay

定期便とは、石井食品の商品を定期的に送料無料で
お届けするサービスです。

月々

各サービスの詳細は
12ページをご参照ください。

詳細は11ページをご参照ください。

●月替わりのお惣菜10品程度
　（＋アレンジレシピカード）
2,480円（税込／送料無料）

その他の
「定期購入」

イシイの
定期便

お電話でのお申込みも可能ですが、特典がついたり、お支払い方法
が選べるオンラインストアからのお申込みをおすすめしています。

※イシイの定期便・定期購入の解約については、お届け日の14日前までに
ご連絡ください。オンラインストアのマイページからも手続きが可能です。

本カタログの表記について

お届けエリア・時間帯指定について 

送料について

ご進物の包装について

のしについて

保
存
方
法

10℃以下で
保存してください。

-18℃以下で
保存してください。

常温便にてお届け 冷蔵便にてお届け 冷凍便にてお届け配
送
便

●温度帯について ［アイコンのご説明］ ●賞味期限について

●アレルゲン表示について

本カタログでは、商品がお手元に届いた際の賞味期限の目安を記載しております。
※商品発送から、お受け取りになられる日数も含まれるため、掲載の賞味期限よりも短い日数でのお届けになる可能性もあります。

直射日光や高温多湿な場所
を避けて保存してください。

冷蔵商品とお届けの場合、
クール便で配送いたします。

常温・冷蔵商品とは
別便での配送になります。

常温商品と同梱配送
可能です。

午前中午前中

8時▶▶12 時 14 時▶▶16 時 16 時▶▶18 時 18 時▶▶20 時 19 時▶▶21時
※一部お届けが不可能な地域もございます。お手数ですがお問い合わせください。

5,400円（税込）以上のご注文で

時間帯指定
も承ります

ご注文の商品は、ヤマト運輸にてお届けします 簡易包装（無料）A 完全包装（有料：55円）B

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

お手渡しが出来る
よう簡易包装　し
た商品を緩衝材や
箱などで二重に包
装　します。

手渡し包装（無料）C

のしの掛け方

食品表示法により2022年4月
時点で表示義務のある『特定
原材料』7品目と、表示が推奨
されている『特定原材料に準
ずるもの』21品目に該当する
ものを表記しています。

「特定原材料に準ずるもの」21品目「特定原材料」 7品目

卵・乳成分・小麦・えび・
かに・そば・落花生

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

日本全国へお届けいたします！時間帯指定も承ります。

12

6
39

このマークのついた商品と組み合わせてご購入の場合、5,400円以下でも送料無料で
お届けいたします。

ご注文合計金額が5,400円（税込）未満の場合、お届け先様1件ごとにつき、
以下の送料がかかります。

550円（税込）
東北・関東・信越・
北陸・中部・関西・
中国・四国

北海道・九州 770円（税込）

沖縄 1,100円（税込）

専用施設で製造しているものに表示しています。食物アレルギー配慮

短冊のし（無料）と掛け紙（有料：55円）がございます。

御中元・御歳暮の2種類ございます。
※名入れをご希望の場合は、有料の掛け紙をご用意しております。

内のし

御祝・内祝・季
節のご挨拶（御
中元・御歳暮）・
粗品など

【紅白蝶結び】
内祝・
快気内祝など

【紅白結び切り】
弔事など

【黒白結び切り】

外のし

送料無料
短冊のし
（無料）

掛け紙
（有料：55円）

常温 冷凍冷蔵

※手数料はご利用額に応じて変わります。 ご利用額9,999円(税込)まで：330円(税込)、
　ご利用額29,999円(税込)まで：440円(税込)、ご利用額50,000円(税込)まで：660円(税込)

A

B

オンラインストア限定の包装紙もございます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

●商品発送後、別送にて決済業務委託先GMOペイメントサービス（株）より振込用紙を
　ご依頼主様のご住所に郵送いたします。商品到着から14日以内に、郵便局・コンビニ
　エンスストアでお支払いください。（郵便局でのお支払いには手数料がかかります。）

●オンラインストアでのご注文に限り、クレジットカードでのお支払いが可能です。
　下記の各種カードがご利用になれます。

※お電話・FAX・ハガキにてご注文の場合はご利用いただけません。
●お支払い回数は一括払いとさせていただきます。
●弊社からのお買上明細書の送付はございませんので、カード会社から送付される
　ご利用明細書をご確認ください。

UFJ NICOSJCB DCVISA AMEXMaster

送料無料
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本カタログでは、商品がお手元に届いた際の賞味期限の目安を記載しております。
※商品発送から、お受け取りになられる日数も含まれるため、掲載の賞味期限よりも短い日数でのお届けになる可能性もあります。

直射日光や高温多湿な場所
を避けて保存してください。

冷蔵商品とお届けの場合、
クール便で配送いたします。

常温・冷蔵商品とは
別便での配送になります。

常温商品と同梱配送
可能です。

午前中午前中

8時▶▶12 時 14 時▶▶16 時 16 時▶▶18 時 18 時▶▶20 時 19 時▶▶21時
※一部お届けが不可能な地域もございます。お手数ですがお問い合わせください。

5,400円（税込）以上のご注文で

時間帯指定
も承ります

ご注文の商品は、ヤマト運輸にてお届けします 簡易包装（無料）A 完全包装（有料：55円）B

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

お手渡しが出来る
よう簡易包装　し
た商品を緩衝材や
箱などで二重に包
装　します。

手渡し包装（無料）C

のしの掛け方

食品表示法により2022年4月
時点で表示義務のある『特定
原材料』7品目と、表示が推奨
されている『特定原材料に準
ずるもの』21品目に該当する
ものを表記しています。

「特定原材料に準ずるもの」21品目「特定原材料」 7品目

卵・乳成分・小麦・えび・
かに・そば・落花生

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

日本全国へお届けいたします！時間帯指定も承ります。

12

6
39

このマークのついた商品と組み合わせてご購入の場合、5,400円以下でも送料無料で
お届けいたします。

ご注文合計金額が5,400円（税込）未満の場合、お届け先様1件ごとにつき、
以下の送料がかかります。

550円（税込）
東北・関東・信越・
北陸・中部・関西・
中国・四国

北海道・九州 770円（税込）

沖縄 1,100円（税込）

専用施設で製造しているものに表示しています。食物アレルギー配慮

短冊のし（無料）と掛け紙（有料：55円）がございます。

御中元・御歳暮の2種類ございます。
※名入れをご希望の場合は、有料の掛け紙をご用意しております。

内のし

御祝・内祝・季
節のご挨拶（御
中元・御歳暮）・
粗品など

【紅白蝶結び】
内祝・
快気内祝など

【紅白結び切り】
弔事など

【黒白結び切り】

外のし

送料無料
短冊のし
（無料）

掛け紙
（有料：55円）

常温 冷凍冷蔵

※手数料はご利用額に応じて変わります。 ご利用額9,999円(税込)まで：330円(税込)、
　ご利用額29,999円(税込)まで：440円(税込)、ご利用額50,000円(税込)まで：660円(税込)

A

B

オンラインストア限定の包装紙もございます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

●商品発送後、別送にて決済業務委託先GMOペイメントサービス（株）より振込用紙を
　ご依頼主様のご住所に郵送いたします。商品到着から14日以内に、郵便局・コンビニ
　エンスストアでお支払いください。（郵便局でのお支払いには手数料がかかります。）

●オンラインストアでのご注文に限り、クレジットカードでのお支払いが可能です。
　下記の各種カードがご利用になれます。

※お電話・FAX・ハガキにてご注文の場合はご利用いただけません。
●お支払い回数は一括払いとさせていただきます。
●弊社からのお買上明細書の送付はございませんので、カード会社から送付される
　ご利用明細書をご確認ください。

UFJ NICOSJCB DCVISA AMEXMaster

送料無料
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お支払方法・手数料について

ご注文・お問い合わせ

ご注意・お願い

定期便について

月～金・土日祝（年始休業を除く）

商品番号をお伝え
いただくとスムーズです。

0120-35-0558 0120-37-0758

TEL FAX

［受付時間］ 9:00～18:00
通話料無料 通信料無料

［受付時間］ 24時間

オンラインストア

https://shop.directishii.net/
検 索イシイのオンラインストア

※電話受付時間外および休業日にいただきましたご注文につきましては、翌営業日以降の発送となります。

●諸事情により商品内容やパッケージ、商品価格等が変更になる場合もご
ざいます。予めご了承ください。
●カタログに掲載されている商品について、生産状況による欠品や商品ラ
インアップの見直しにより販売を終了する場合がございます。予めご了承
ください。
●お届けした商品が、ご注文と異なる場合や破損があった場合、良品と交
換させていただきます。商品到着後７日以内にご連絡ください。

●【返品について】原則としてお客様都合での購入商品の返品・交換はい
たしかねます。万一返品される場合には、到着後7日以内の未開封商品
のみとさせていただき、返品送料はお客様のご負担とさせていただきま
す。あらかじめご容赦ください。

●【個人情報の利用の目的】 お預かりした個人情報は、石井食品グループ
のプライバシーポリシーにのっとり、商品のお届け・代金の回収および
メールマガジンや販促物によるご本人の興味の対象と思われる商品や、 
キャンペーンについての情報提供ならびにマーケティングデータとして利
用する事がございます。

●ご注文１件ごとにつき、手数料※を頂戴いたします。配達員の方にお支払いください。

※振込用紙は商品とは別送でお届けいたします。商品とは同梱できかねますのでご了承ください。
※お手元にGMO後払いサービスで未払いの請求書がある場合、ご利用審査に通りません
　（他社通販ご利用分を含む）。ご注意ください。
※年末年始は郵送が大変混み合うため、請求書の到着が遅れる場合がございます。
　到着し次第、お支払いください。

コンビニエンスストア・
郵便振替
でのお支払い
（GMO後払いサービス）

オンラインストア限定

お支払い手数料無料

オンラインストア限定

お支払い手数料無料

コンビニでの
お支払い手数料無料

●Amazonアカウントに登録されているお支払情報を
　利用して、代金のお支払いができます。
※お電話・FAX・ハガキにてご注文の場合はご利用いただけません。
※定期便など一部商品・サービスではご利用いただけません。

商品お届け時の
代金引換
（ヤマトコレクトサービス）

クレジットカードで
ご一括払い

Amazon Pay

定期便とは、石井食品の商品を定期的に送料無料で
お届けするサービスです。

月々

各サービスの詳細は
12ページをご参照ください。

詳細は11ページをご参照ください。

●月替わりのお惣菜10品程度
　（＋アレンジレシピカード）
2,480円（税込／送料無料）

その他の
「定期購入」

イシイの
定期便

お電話でのお申込みも可能ですが、特典がついたり、お支払い方法
が選べるオンラインストアからのお申込みをおすすめしています。

※イシイの定期便・定期購入の解約については、お届け日の14日前までに
ご連絡ください。オンラインストアのマイページからも手続きが可能です。

本カタログの表記について

お届けエリア・時間帯指定について 

送料について

ご進物の包装について

のしについて

保
存
方
法

10℃以下で
保存してください。

-18℃以下で
保存してください。

常温便にてお届け 冷蔵便にてお届け 冷凍便にてお届け配
送
便

●温度帯について ［アイコンのご説明］ ●賞味期限について

●アレルゲン表示について

本カタログでは、商品がお手元に届いた際の賞味期限の目安を記載しております。
※商品発送から、お受け取りになられる日数も含まれるため、掲載の賞味期限よりも短い日数でのお届けになる可能性もあります。

直射日光や高温多湿な場所
を避けて保存してください。

冷蔵商品とお届けの場合、
クール便で配送いたします。

常温・冷蔵商品とは
別便での配送になります。

常温商品と同梱配送
可能です。

午前中午前中

8時▶▶12 時 14 時▶▶16 時 16 時▶▶18 時 18 時▶▶20 時 19 時▶▶21時
※一部お届けが不可能な地域もございます。お手数ですがお問い合わせください。

5,400円（税込）以上のご注文で

時間帯指定
も承ります

ご注文の商品は、ヤマト運輸にてお届けします 簡易包装（無料）A 完全包装（有料：55円）B

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

お手渡しが出来る
よう簡易包装　し
た商品を緩衝材や
箱などで二重に包
装　します。

手渡し包装（無料）C

のしの掛け方

食品表示法により2022年4月
時点で表示義務のある『特定
原材料』7品目と、表示が推奨
されている『特定原材料に準
ずるもの』21品目に該当する
ものを表記しています。

「特定原材料に準ずるもの」21品目「特定原材料」 7品目

卵・乳成分・小麦・えび・
かに・そば・落花生

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

日本全国へお届けいたします！時間帯指定も承ります。

12

6
39

このマークのついた商品と組み合わせてご購入の場合、5,400円以下でも送料無料で
お届けいたします。

ご注文合計金額が5,400円（税込）未満の場合、お届け先様1件ごとにつき、
以下の送料がかかります。

550円（税込）
東北・関東・信越・
北陸・中部・関西・
中国・四国

北海道・九州 770円（税込）

沖縄 1,100円（税込）

専用施設で製造しているものに表示しています。食物アレルギー配慮

短冊のし（無料）と掛け紙（有料：55円）がございます。

御中元・御歳暮の2種類ございます。
※名入れをご希望の場合は、有料の掛け紙をご用意しております。

内のし

御祝・内祝・季
節のご挨拶（御
中元・御歳暮）・
粗品など

【紅白蝶結び】
内祝・
快気内祝など

【紅白結び切り】
弔事など

【黒白結び切り】

外のし

送料無料
短冊のし
（無料）

掛け紙
（有料：55円）

常温 冷凍冷蔵

※手数料はご利用額に応じて変わります。 ご利用額9,999円(税込)まで：330円(税込)、
　ご利用額29,999円(税込)まで：440円(税込)、ご利用額50,000円(税込)まで：660円(税込)

A

B

オンラインストア限定の包装紙もございます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

●商品発送後、別送にて決済業務委託先GMOペイメントサービス（株）より振込用紙を
　ご依頼主様のご住所に郵送いたします。商品到着から14日以内に、郵便局・コンビニ
　エンスストアでお支払いください。（郵便局でのお支払いには手数料がかかります。）

●オンラインストアでのご注文に限り、クレジットカードでのお支払いが可能です。
　下記の各種カードがご利用になれます。

※お電話・FAX・ハガキにてご注文の場合はご利用いただけません。
●お支払い回数は一括払いとさせていただきます。
●弊社からのお買上明細書の送付はございませんので、カード会社から送付される
　ご利用明細書をご確認ください。

UFJ NICOSJCB DCVISA AMEXMaster

送料無料

13 14

お支払方法・手数料について

ご注文・お問い合わせ

ご注意・お願い

定期便について

月～金・土日祝（年始休業を除く）

商品番号をお伝え
いただくとスムーズです。

0120-35-0558 0120-37-0758

TEL FAX

［受付時間］ 9:00～18:00
通話料無料 通信料無料

［受付時間］ 24時間

オンラインストア

https://shop.directishii.net/
検 索イシイのオンラインストア

※電話受付時間外および休業日にいただきましたご注文につきましては、翌営業日以降の発送となります。

●諸事情により商品内容やパッケージ、商品価格等が変更になる場合もご
ざいます。予めご了承ください。
●カタログに掲載されている商品について、生産状況による欠品や商品ラ
インアップの見直しにより販売を終了する場合がございます。予めご了承
ください。
●お届けした商品が、ご注文と異なる場合や破損があった場合、良品と交
換させていただきます。商品到着後７日以内にご連絡ください。

●【返品について】原則としてお客様都合での購入商品の返品・交換はい
たしかねます。万一返品される場合には、到着後7日以内の未開封商品
のみとさせていただき、返品送料はお客様のご負担とさせていただきま
す。あらかじめご容赦ください。

●【個人情報の利用の目的】 お預かりした個人情報は、石井食品グループ
のプライバシーポリシーにのっとり、商品のお届け・代金の回収および
メールマガジンや販促物によるご本人の興味の対象と思われる商品や、 
キャンペーンについての情報提供ならびにマーケティングデータとして利
用する事がございます。

●ご注文１件ごとにつき、手数料※を頂戴いたします。配達員の方にお支払いください。

※振込用紙は商品とは別送でお届けいたします。商品とは同梱できかねますのでご了承ください。
※お手元にGMO後払いサービスで未払いの請求書がある場合、ご利用審査に通りません
　（他社通販ご利用分を含む）。ご注意ください。
※年末年始は郵送が大変混み合うため、請求書の到着が遅れる場合がございます。
　到着し次第、お支払いください。

コンビニエンスストア・
郵便振替
でのお支払い
（GMO後払いサービス）

オンラインストア限定

お支払い手数料無料

オンラインストア限定

お支払い手数料無料

コンビニでの
お支払い手数料無料

●Amazonアカウントに登録されているお支払情報を
　利用して、代金のお支払いができます。
※お電話・FAX・ハガキにてご注文の場合はご利用いただけません。
※定期便など一部商品・サービスではご利用いただけません。

商品お届け時の
代金引換
（ヤマトコレクトサービス）

クレジットカードで
ご一括払い

Amazon Pay

定期便とは、石井食品の商品を定期的に送料無料で
お届けするサービスです。

月々

各サービスの詳細は
12ページをご参照ください。

詳細は11ページをご参照ください。

●月替わりのお惣菜10品程度
　（＋アレンジレシピカード）
2,480円（税込／送料無料）

その他の
「定期購入」

イシイの
定期便

お電話でのお申込みも可能ですが、特典がついたり、お支払い方法
が選べるオンラインストアからのお申込みをおすすめしています。

※イシイの定期便・定期購入の解約については、お届け日の14日前までに
ご連絡ください。オンラインストアのマイページからも手続きが可能です。

本カタログの表記について

お届けエリア・時間帯指定について 

送料について

ご進物の包装について

のしについて

保
存
方
法

10℃以下で
保存してください。

-18℃以下で
保存してください。

常温便にてお届け 冷蔵便にてお届け 冷凍便にてお届け配
送
便

●温度帯について ［アイコンのご説明］ ●賞味期限について

●アレルゲン表示について

本カタログでは、商品がお手元に届いた際の賞味期限の目安を記載しております。
※商品発送から、お受け取りになられる日数も含まれるため、掲載の賞味期限よりも短い日数でのお届けになる可能性もあります。

直射日光や高温多湿な場所
を避けて保存してください。

冷蔵商品とお届けの場合、
クール便で配送いたします。

常温・冷蔵商品とは
別便での配送になります。

常温商品と同梱配送
可能です。

午前中午前中

8時▶▶12 時 14 時▶▶16 時 16 時▶▶18 時 18 時▶▶20 時 19 時▶▶21時
※一部お届けが不可能な地域もございます。お手数ですがお問い合わせください。

5,400円（税込）以上のご注文で

時間帯指定
も承ります

ご注文の商品は、ヤマト運輸にてお届けします 簡易包装（無料）A 完全包装（有料：55円）B

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

ご贈答先様へ
直接配送
いたします。

お手渡しが出来る
よう簡易包装　し
た商品を緩衝材や
箱などで二重に包
装　します。

手渡し包装（無料）C

のしの掛け方

食品表示法により2022年4月
時点で表示義務のある『特定
原材料』7品目と、表示が推奨
されている『特定原材料に準
ずるもの』21品目に該当する
ものを表記しています。

「特定原材料に準ずるもの」21品目「特定原材料」 7品目

卵・乳成分・小麦・えび・
かに・そば・落花生

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

日本全国へお届けいたします！時間帯指定も承ります。

12

6
39

このマークのついた商品と組み合わせてご購入の場合、5,400円以下でも送料無料で
お届けいたします。

ご注文合計金額が5,400円（税込）未満の場合、お届け先様1件ごとにつき、
以下の送料がかかります。

550円（税込）
東北・関東・信越・
北陸・中部・関西・
中国・四国

北海道・九州 770円（税込）

沖縄 1,100円（税込）

専用施設で製造しているものに表示しています。食物アレルギー配慮

短冊のし（無料）と掛け紙（有料：55円）がございます。

御中元・御歳暮の2種類ございます。
※名入れをご希望の場合は、有料の掛け紙をご用意しております。

内のし

御祝・内祝・季
節のご挨拶（御
中元・御歳暮）・
粗品など

【紅白蝶結び】
内祝・
快気内祝など

【紅白結び切り】
弔事など

【黒白結び切り】

外のし

送料無料
短冊のし
（無料）

掛け紙
（有料：55円）

常温 冷凍冷蔵

※手数料はご利用額に応じて変わります。 ご利用額9,999円(税込)まで：330円(税込)、
　ご利用額29,999円(税込)まで：440円(税込)、ご利用額50,000円(税込)まで：660円(税込)

A

B

オンラインストア限定の包装紙もございます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

●商品発送後、別送にて決済業務委託先GMOペイメントサービス（株）より振込用紙を
　ご依頼主様のご住所に郵送いたします。商品到着から14日以内に、郵便局・コンビニ
　エンスストアでお支払いください。（郵便局でのお支払いには手数料がかかります。）

●オンラインストアでのご注文に限り、クレジットカードでのお支払いが可能です。
　下記の各種カードがご利用になれます。

※お電話・FAX・ハガキにてご注文の場合はご利用いただけません。
●お支払い回数は一括払いとさせていただきます。
●弊社からのお買上明細書の送付はございませんので、カード会社から送付される
　ご利用明細書をご確認ください。

UFJ NICOSJCB DCVISA AMEXMaster

送料無料



11定期便

10イシイセレクト

商品番号で検索できます。

09ブイヤベース
野菜スープ

08非常食セット

07食物アレルギー
配慮

06potayu
発芽玄米ごはん

05
ごはんのおとも
サラダ
まぜごはん

04チキンハンバーグ

03ミートボール

02バラエティセット

2022 商品カタログ

SONO
MAMA
SONO
MAMA

保存版

8210028

オンラインストアでも
ご注文いただけます。

お客様サービスセンターから
イシイの情報配信中！
友達追加はQRコードから！

発行 : 石井食品グループ 株式会社 ダイレクトイシイ
〒273 - 8601 千葉県船橋市本町 2-7-17

石井食品公式SNSで最新情報をCheck!

ご利用はこちら https://shop.directishii.net/検 索イシイのオンラインストア

InstagramFacebookLINE公式アカウント

便利なオンラインストアもご利用ください！
P O I N T

カタログには掲載されていない限定商品を多数取
り揃えています。また、オンラインストア限定のお
得なキャンペーンも随時実施しているので、欲し
かったあの商品も、お得にお買い物できるかも！？

オンラインストア限定商品も
多数品揃え！

P O I N T

オンラインストアでは、代金引換・後払いのほか、ク
レジットカードやAmazon Payでのお支払いが可
能です。現金のご用意や払い忘れの心配がなく、ス
ムーズにお買い物を楽しめます。
※Amazon Payは、Amazonにご登録のクレジットカード番号を
　利用してお買い物ができるサービスです。

選べる
お支払い方法

P O I N T

オンラインストアでは、その時期しか味わえない旬
の商品を数量限定でご用意しています。さらに、
メールマガジンへのご登録で、旬の便りをいち早く
お届け！

季節の旬の商品を
期間限定で販売！

もっと便利に、楽しく！

メールマガジンの
ご登録はこちら

オンラインストアだけのオリジナルラッピングをご用意しています。
※お電話・FAX・郵便でのご注文では、こちらのラッピングはオーダーいただけません。
　ぜひ、オンラインストアをご利用ください。

オンラインストア専用の包装紙が増えました。

気軽なギフトにお使いいただけるシールもございます。

オンラインストア　　 ラッピング
贈り物を華やかに！

限定 potayu6袋セットは
オリジナルの包装紙を
お選びいただけます
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