
感謝祭2022 夏
6/13～8/10

200セット限り
通常3,400円→3,000円

【内容】さぬきくらげ素麺(6束入)２袋、便利な絹糸
塩こんぶ(40g)、島っこがつくったおいしいきくらげ
(80g)、まぜま生姜(45g)、島っこ生のり(90g)、国産
原料でつくったつゆ(360ml)
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海山の旨味 MUW-SR

通常3,240円→ 2,900円

【内容】伊勢志摩のり(60g) ・しその実若布
(40g) ・竹の子山椒(45g) ・子持ちきくらげ
(30g) ・かつお生姜(35g)・小豆島生のり
(60g)・ごま昆布(40g)・生姜しじみ(35g)

海山の旨味 MUW‐50R

通常5,400円→4,800円

【内容】伊勢志摩のり(60g) ・小えび(30g) ・
黒豆甘煮(80g) ・子持ちきくらげ(30g) ・しそ
の実若布(40g)・真鯛ほぐし(25g)・鮭茶漬
(40g) ・小豆島生のり(60g)・竹の子山椒
(45g)・かつお生姜(35g)・ごま昆布(40g)・生
姜しじみ(35g)

京宝亭7点セット

通常3,240円→2,980円

【内容】味京華角切昆布(140g)・味京華ちりめん山
椒(70g)・子持ち木くらげ(150g)・しその実若(180g)・
便利な絹糸塩こんぶ(40g)・椎茸昆布(65g)・ごっつ
おいしい生姜(75g)

特選５点セット

通常1,458円→1,200円

【内容】子持ちきくらげ(65g)・椎茸昆布
(65g)・便利な絹糸塩こんぶ(40g)・ごっつお
いしい昆布(75g)・ごっつおいしい生姜(75g)

【内容】帆立めしの素(230ｇ)・じゃこめしの素
(230ｇ)・子持ち木くらげ(30g)・小豆島生のり
(60g)・しその実若布(40g)・ごま昆布(40ｇ)・伊
勢志摩のり(60g)・かつお生姜(35ｇ)

小豆島佃煮・釜めしの素詰め

合わせ MUW-K

通常3,780円→ 3,400円

京宝亭13点セット

通常5,400円→4,500円

【内容】味京華角切昆布(140g)・味京華ちりめん山椒
(70g)・子持ち木くらげ(150g)・ちょっと便利な塩こんぶ
(65g)・伊勢志摩のり(90g)・生姜しじみ(55g)・御佃煮角
切昆布(80g)・御佃煮しその実若布(100g)・御佃煮しば
漬け木くらげ(100g)・椎茸昆布(65g)・ごっつおいしい生
姜(75g)・ちょいたしきくらげ30g・しょうゆせんべい(110g)
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18束(0.9kg) 通常1,296円→1,100円

36束(1.8kg) 通常2,376円→2,100円

54束(2.7kg) 通常3,240円→3,000円

小豆島石井製麺所謹製そうめん

白そうめん(5束入) 通 常432円→432円

蕎麦風味そうめん(5束入) 486円

山芋入りそうめん(5束入) 540円

味くらべセット(上記3種詰合せ) 

通常1,836円→1,600円
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さぬきくらげそうめん(6束入) 通 648円

さぬきくらげそうめん(18束入 0.9kg) 通 2,100円

「北の大地に小麦の穂が美しく広がるイメージ」
から誕生した品種。麺の色と食感、風味といった
あらゆる点で輸入小麦より優れるとの高評価を
得ている品種です。

北海道産「きたほなみ」1
特徴

きゅきゅっとした肉厚食感が特徴。食物繊維、鉄
分、カルシウム、ビタミンDといった、体が喜ぶ栄

養素を含んでいます。キノコ独特の風味がほとん
ど無く、どんな料理にも使いやすい品種です。

香川県産「さぬきくらげ」2
特徴
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国産原料でつくったつゆ

360ml                   680円
国産原料にこだわった美味しい
うどんつゆ。素麺にももちろん◎。
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伝統の白そうめん
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350g 通常914円→850円

500g 通常1,225円→1,150円

1kg 通常2,370円→2,200円

食いしん坊子持ち木くらげ150g

540円
化粧箱入り子持ち木くらげ350g

通常972円→900円

商品番号 お得用 内容量 価格

きざみ汐吹
(2mmほどにカット) 350ｇ 1,701円

絹糸汐吹
(長細いカット) 350ｇ 1,998円

霜ふり
(絹糸より太切り)

350ｇ 1,998円

ちょっと便利な塩昆布65ｇ

540円
北海道産昆布を極細カットし、特製
のあじ塩を使用。サラダやパスタ、
浅漬けにも便利。
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子持ちさぬきくらげ 120g

通常864円→840円
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子持ち木くらげ お得用



エキストラバージン
オリーブオイル 90g

通常885円→ 860円

オリーブオイルの旨味をその
まま味わえる、選りすぐりの
逸品。

ピュア
オリーブオイル 90g

通常810円→790円

バージンオリーブオイルと精
製オリーブオイルをブレンドし
た、万能オイル。
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ヤマモ伝統ぬか漬の素を簡易
パックに入れました。パックの中
で即漬けられます。

育てるぬか漬パック

通常356 356円

一時間漬(10g×10袋)

通常270円→270円

１回分を１パックにした粉末の浅漬
けの素。刻んだ野菜をまぜるだけ！
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国産原料で作ったぬか漬の素

通常356円→356円

原料の米ぬか・食塩・卵殻・きな
粉・昆布・唐辛子・乳酸菌を国産
原料にこだわったぬか漬けの素。

商品番号
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オリーブ牛
ビーフカレー

756円

オリーブ豚
ポークカレー

648円

オリーブ果実
グリーンカレー

648円
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味京華角切昆布140g

通常648円→648円

北海道産の肉厚昆布をふっ
くらと炊き上げました。塩角を
抑えたまろやかな味付け。

味京華ちりめん山椒70g

通常648円→648円

やわらかく煮つめたちりめん
に、実山椒がピリッと効いた
上品な味わいです。

島っこがつくった
おいしい昆布 75g

円 324円

北海道産昆布を柔らかく炊き上げ、
塩分40％減塩（日本食品標準成分
表「こんぶ類つくだ煮」対比）。

しょうゆせんべい110g

通常189210円

サクっとした食感と甘辛い味
つけがやみつき。小豆島の
マルキン醤油を使用。

小豆島生のり100g

通常378円→378円

小豆島産アマノリを100％使用。

生のりならではの磯の香りと、
なめらかな食感は島自慢の味。

国産わかめ茎を、しその実
を入れて炊き上げました。
さっぱりとした味つけです。

しその実わかめ180g

通常540円→540円

伊勢志摩産あおさを100％使

用し、小豆島産醤油で炊き上
げました。

伊勢志摩のり90g

通常378円→378円

葉わさびと茎わさびを加えた、
のり佃煮。90gの小さいサイズ
もございます。

葉わさびのり佃煮150g

通常540円→520円

煎ったそら豆をしょうゆで味
付けした、香ばしい味わいの
醤油豆です。

醤油豆350g

540円

清流四万十川のり 100g

通常540円→ 540円

四万十川でとれた貴重な
「青さ」を小豆島産醤油で炊
き上げたのり佃煮です。

まぜま生姜 45g

通常378円→350円

国産生姜と、かつお節のおいし
い組み合わせ。そのままで美味
しいごはんのお供になります。

山椒入りしじみ貝90g

通常540円→520円

山椒が効いた、しじみ貝の
佃煮。貝の旨味が凝縮され
ています。
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じゃこめしの素

540円

瀬戸内産のちりめんじゃこを
使いました。じゃこがやわら
かくふっくら仕上がります。

金目鯛のフィレを使用。人
参、竹の子入りの贅沢な
炊き込みご飯の素。

海の幸金目鯛めしの素

1,080円
海の幸あさりめしの素

864円

あさりをふんだんに使用した、
人参と竹の子入りの具だくさ
んな炊き込みご飯の素。

からし昆布 140g 648円

細く裁断した北海道産昆布を
醤油でじっくり炊き上げました。
ピリッとした唐辛子がほどよくき
いています。

しそ昆布 140g 648円

北海道産昆布を細く裁断し、し
その実と炊き上げ、ごまをふり
ました。小豆島産醤油の甘みと
しその風味が食欲をそそります。

商品番号

52

商品番号

56
商品番号

58
商品番号

57

炊っ込みご飯 オリーブ

432円
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宅杯瓶（たくはいびん）
ほたて柚子唐辛子味65g

通常810円→ 790円

香り豊かでピリッと辛口な一口
サイズの国産ほたて。

宅杯瓶（たくはいびん）
ムール貝燻製風醤油味65g

通常810円→ 790円

燻液（くんえき）と醤油で味わ
い深いムール貝。

あさりしぐれ180g

通常560円→ 540円

炊っ込みご飯 五目

540円

瀬戸内産いりこと国産ごぼう、
にんじん、れんこんを入れた
具だくさん五目飯。

炊っ込みご飯 たこ

864円

瀬戸内海産のタコを使用した
贅沢たこめし。たこ本来の味
が楽しめます。
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オリーブの実がごろっと入った
炊き込みご飯。ほんのり酒味
が効いた塩味。

粒ぞろいのあさりを小豆
島産醤油と生姜を効か
せて炊きました。

商品番号
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※炊き込みご飯の素は全て２合用です。



電話 受付時間 9：00～17：00

0120-00-4591

FAX ２４時間受付

0879-82-5580

MAIL ２４時間受付

info@kyohotei.co.jp

WEB 「京宝亭」でも検索できます。

http://www.kyohotei.co.jp

お支払方法

はじめてお買い上げの際は、代金引換にてお支払いいただきま
す。２回目以降のご注文からは郵便振替・コンビニ振込み・代
金引換からお選びいただけます。
ゆうちょ銀行または郵便局でのお支払いには、必ず窓口、
ATMから「郵便振替代行センター」払込票をご利用の上、払
込ください。万が一、ゆうちょダイレクト、電信振替等の方法
での振替、並びに金融機関から振込みされた場合は、お客様か
らのご入金内容の確認ができませんので、絶対に振替、振込な
さらないでください。

代金引換

商品お届けの際、商品と引き換えに代金をドライバーにお支払
いください。
※ご自宅以外へのお届けの場合は、ご利用できません。
※代引手数料は、お客様負担となります。ただし、２万円以上
お買い上げの場合は、手数料は当社で負担いたします。
代引手数料：1万円未満 330円（税込）

1万円以上２万円未満 440円（税込）

銀行振込

弊社よりご案内します代金を銀行口座に現金払いにて振り込ん
でいただきます。入金確認後、商品の手配・発送をさせていた
だきます。
お振込時にかかる振込手数料はお客様のご負担となります。弊
社の入金確認は16時から行っています。土・日曜日の金融機
関営業時間以外のお振込は、週明け月曜日の確認となります。
お急ぎの場合は、振込確認ができる明細書のコピーをFAXし
てください。
ご注文後5日以内にご入金いただけない場合は、ご注文の取り
消しとさせていただきます。
銀行口座 百十四銀行 内海支店 普通口座
0250671 口座名義 ユ）キョウホウテイ

銀行振替・コンビニ決算

発送商品の中に払込用紙を同封いたしますので、商品到着後１
週間以内にお支払いください。
全国の郵便局、コンビニエンスストア（一部店舗を除く）でお
支払いすることができます。
※コンビニエンスストアでは、30万円を超える支払いができ
ません。お買い上げ総額が30万円を超える場合は、郵便局窓
口をご利用ください。

ご自宅以外へのお届けの場合

初めてお買い上げの場合、郵便振替か銀行振込の現金払いにて
お支払いいただきます。お振込時にかかる振込手数料は、お客
様のご負担となります。
郵便局口座番号 00920-7-54756
加入名者 有限会社 京宝亭

２回目以降のご注文からは、郵便振替かコンビニ振込みの払込
用紙をご自宅へ送付いたします。ご自宅とご自宅以外の両方へ
同時にご注文いただいた際、（発送時期が異なる場合も含む）
には、ご自宅への商品お届け時に併せて払込用紙を送付いたし
ます。

送料

お届け先１件につき重量20kgまでとなります。
北海道・沖縄1,760円（税込）／東北990円（税込）／関
東・信越・北陸・中部・九州880円（税込）／関西・中国・
四国715円（税込）
お届け先１件につき10,000円（税込）以上お買い上げの場合
は送料無料になります。

包装・梱包

ギフトセットはギフト箱・のし紙代込みになっています。
ギフトセット以外の商品で箱詰めをご希望の場合は、箱代とし
て別途いただきます。その他の商品につきましても、お徳用の
み無料で包装致します。
のし紙は発送の際破れることがありますので外のしをご希望の
場合は、別入れになります。予めご了承ください。
※小分けの袋は別途有料となります。

お問い合わせ・その他

当社商品やお支払い、発送等についてわからないことがござい
ましたらお気軽にお電話、FAX、またはメールにてお問い合
わせください。なお、商品についての詳細情報は、京宝亭HP
をご覧ください。

各種SNS ぜひご登録ください

Twitter @kyohotei Instagram  kyohotei

Facebook  @kyohoteiShodoshima LINE  @603cequy

感謝祭特別特典
10,000円(税込)以上お買上げの方

ＦＡＸ注文でアンケートに
お答えいただいた方

ミニのりプレゼント
白米にぴったり

「一時間漬」
1袋(10g×10袋)
プレゼント

※ネットではお値引の代わりにポイント還元いたします


