※最終ご注文受付日：２月６日

日保ち

マークの無いものはお届け日、当日中にお召し上がりください。

ご注文方法

翌日 …お届け日翌日まで
まで

…約６ヶ月

お支払い方法
●クレジットカード （一括払いのみ）

●Amazon Pay

●代金引換 …お届け時にヤマト運輸ドライバーにお支払いください。
WEB

いざさ

shop.izasa.co.jp

●後払い決済 …お届けを確認後、払込票を郵送させていただきます。

●代金引換 …お届け時にヤマト運輸ドライバーにお支払いください。
お電話

ＦＡＸ
郵便

●後払い決済 …お届けを確認後、払込票を郵送させていただきます。

受付時間/９：００～１８：００ 年中無休

フリ ＦＡＸ

２４時間受付 年中無休

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町2141-1
㈱中谷本舗 産直ギフト行

配送料：一梱包につき

８８０円

（１０％税込・クール料金込）

お客様からのFAX・郵便を受け取りました後、
受注確認の電話連絡をさせていただきます。
※郵便でのご注文はお届け希望日の１０日前には投函ください。

沖縄、北海道、青森、秋田、離島など 奈良県から宅配便にて翌日配達が
できない地域については１,４３０円（１０％税込）の配送料を頂戴します。
※こちらの地域は商品によりお届けできない場合がございますのでお問い合わせください。

お届け先１ヶ所につき商品合計金額 税込１０,８００円以上 で配送料無料
※冷凍商品は他の商品と同時にお買い上げの場合も、商品の特性上、別梱包でのお届けとなるため別途配送料を頂戴します。
※写真はイメージです。
※当カタログの商品は食品（軽減税率対象）です。表示価格には８％の消費税が含まれています。
※小分けのポリ袋は＜大＞４円、＜小＞２円（１０％税込）。紙袋は無料でお付けしております。

株式会社
〒631-0011 奈良県奈良市押熊町2141-1
商品のキャンセル・
返品・交換について

商品のキャンセルにつきましては、お届け日の３日前までにご連絡ください。
食品という性質上、お届け後の商品についてはお客様のご都合による返品・交換・返金はお受けいたしかねます。
万が一、破損や不良、ご注文内容と異なる商品をお届けした場合はお取替えいたしますので、下記までご連絡ください。

キャンセル ・ 返品 ・ 交換に関するご相談は
お客様の個人
情報について

受付時間/９：００～１８：００ 年中無休

当社では個人情報保護法に基づき、お客様の個人情報は商品案内のご送付やご注文の確認などに利用いたしますが、当該目的以外の利用は一切
行っておりません。今後、お客様が当社からのダイレクトメール等の通知・案内を希望されない場合は、上記フリーダイヤルにて、その旨お申し出ください。

令和４年１０月発行

ゐざさのふるさと
大台ケ原の冬

お知らせ
１２/３０～１/３の宅配便お届けにつきまして
当カタログ３P～１０Pより商品をお選びください。
年末年始は商品の種類をしぼらせていただいております。詳細は１１Pをご覧ください。
この期間は例年注文が集中いたします。お早めにご注文ください。
1/１～1/3のお届けは別冊カタログの「三が日限定品」もご参照ください。

Point

シャリが美味しい適温は２０℃前後です。

Pic up

Ｐ17

紅葉柿の葉寿司

Ｐ18

ゐざさの恵方巻

別冊

ゐざさのおせちと三が日限定品

配送中の温度を一定に保つため、クール便でお届け
しますが、お届け後は室温に戻してください。
室温が高い場合、冷蔵庫の野菜室で保管して、
お召し上がり前に室温に戻すのがおすすめ。
シャリが固く感じられる場合はラップをかけて
電子レンジでほんのり温めてください。
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1

柿の葉 寿司 さば、さけ

翌日
まで

かきのはすし さば さけ

２０個入

6103

３,１３２円（税込）
さば、さけ 各１０個
サイズ 約13.5×17.5×7.5cm

５０個入

３０個入

6105

８,６４０円（税込）

6104

４,８６０円（税込）

さば、さけ 各２５個

さば、さけ 各１５個

サイズ 約18.0×31.0×8.0cm

２段詰【木箱】

サイズ 約18.0×18.5×7.5cm

お取り寄せに、手軽な紙箱入りの柿の葉寿司。

４種 ８個入

【紙化粧箱】

1138

５種 １０個入

6122

２段詰【木箱】

翌日
まで

２種 １０個入

1130

１,１８８円（税込）

１,５１２円（税込）

さば、さけ、あじ、たい 各２個

さば、さけ、あじ、たい、えび 各２個

さば、さけ 各５個

サイズ 約12.5×18.0×4.0cm

サイズ 約12.5×18.0×4.0cm

サイズ 約12.5×18.0×4.0cm

１,４０４円（税込）

柿の葉 寿司 五色

さば、さけ、あじ、たい、えび

翌日
まで

かきのはすし ごしょく

５色２０個入

５色５０個入

6111

３,３４８円（税込）

９,１８０円（税込）

さば、さけ、あじ、たい、えび 各４個

さば、さけ、あじ、たい、えび 各１０個

サイズ 約18.0×25.0×4.5cm

サイズ 約18.0×31.0×8.0cm
【紙化粧箱】

4

お届け期間：２０２２年１１月１日（火）

6112

～２０２３年２月９日（木）

２段詰【木箱】

3

東の川

1065

ひがしのかわ

２,７３２円（税込）
ゐざさ寿司（さけ） ４個、柿の葉寿司（さば） ５個、
桜寿司（たい） ５個、山菜巻 ８個

翌日

翌日

翌日

まで

まで

まで

サイズ 約18.0×25.0×4.5cm

吉野傳 さば

冬の大和路

6

6706

冬の山の辺

6113

吉野傳 さけ

6114

吉野傳 焼さば

6115

よしのでん さば

よしのでん さけ

よしのでん やきさば

１,６２０円（税込）

１,６２０円（税込）

１,６２０円（税込）

【６個】 サイズ 約8.0×22.0×4.0cm

【６個】 サイズ 約8.0×22.0×4.0cm

【６個】 サイズ 約8.0×22.0×4.0cm

6707

ふゆのやまとじ

ふゆのやまのべ

３,４３４円（税込）

５,９０２円（税込）

上段 ゐざさ寿司 ４個、柿の葉寿司（さば）５個
下段 棒さば鮨（生姜・白ごま風味）１本、
山菜巻 ８個

上段 ゐざさ寿司 ８個、桜寿司（たい） ４個
中段 柿の葉寿司（さば） １０個、山菜巻 ５個
下段 炙りさんま姿鮨（生姜・白ごま風味） １本、棒さば鮨（生姜・白ごま風味） １本

吉野傳 ３本（さば ６個、さけ ６個、焼さば ６個）

サイズ 約14.0×19.0×3.5cm ２段

サイズ 約18.0×18.0×4.0cm ３段

サイズ 約23.0×22.0×4.0cm

お届け期間：２０２２年１１月１日（火）

吉野傳 ３本組

6124

翌日
まで

よしのでん さんぼんぐみ

４,８６０円（税込）

～２０２３年２月９日（木）

3種類の吉野傳をセットパッケージでお届け。

5

※一部の錦糸卵をめくった、盛り付けイメージです。

【冷凍】 蒸し寿司 ４個入

３,４５６円（税込）

6520

蒸し寿司 ４個
サイズ 約23.0×21.0×6.0cm

めぐみの冬 詰合せ（六寸）
めぐみのふゆ つめあわせ ろくすん

6704

３,８８８円（税込）
かにの笹ずし ２個、ひらめのお寿司 ２個、さけの押し鮨 ２個
焼さばの押し鮨 ２個、かにちらし、ぶりちらし
サイズ 約18.0×18.0×5.5cm

めぐみの冬 詰合せ 二段

【冷凍】 冬の蒸し寿司セット

４,８６０円（税込）

6705

めぐみのふゆ つめあわせ にだん

6716

６,９９８円（税込）

冬のちらし（かに・ぶり・ほたてなど）、蒸し寿司 各２個

上段 かにの笹ずし ２個、ひらめのお寿司 ２個、さけの押し鮨 ２個
焼さばの押し鮨 ２個、かにちらし、ぶりちらし
下段 柿の葉寿司（かに）（炙りのどぐろ）（焼さば） 各５個

サイズ 約23.0×21.0×6.0cm

サイズ 約18.0×18.0×5.5cm ２段
※冷凍でお届け致します。冷凍庫（－18℃以下）で保存の上、お召上がり前に電子レンジで加熱してください。
※他の商品との同梱配送や、店頭でのお渡しはできません。

8

お届け期間：２０２２年１１月１日（火）

～２０２３年２月９日（木）

7

金目鯛・豚蒲焼
焼さば・さけ・あなご
蒸しちらし（焼き鮭、山菜と鶏、あなご）
蒸しずし（あなご、さけ、ほたて、
たい、焼さば、うなぎ）

笹の薫 り <小>
6107

ささのかおり しょう

笹の薫 り <大>
ささのかおり だい

蒸し柿の葉寿司

５種２０個入

５種３０個入 （竹かご入）

6135

6106

３,０００円（税込）

５,４００円（税込）

９種類 各１個

９種類 各２個

サイズ 約22.0×14.5×5.0cm

蒸し柿の葉寿司

サイズ 約27.5×18.5×6.0cm

５,４００円（税込）

３,０００円（税込）
５種類 各４個

５種類 各６個

サイズ 約23.0×21.0×6.0cm

サイズ 約27.5×18.5×6.0cm

6138

あなご・さば・豚蒲焼
焼さば・さけ・うなぎ

衣寿司 ６種１２個入

竹乃薫 り
たけのかおり

6110

6139

衣寿司 ６種１８個入 （竹かご入）

４,８６０円（税込）

３,６７２円（税込）

６,０４８円（税込）

６種類 各２個

６種類 各３個

ちまき（栗と山菜、うなぎ、鶏五目、海鮮）各３個

サイズ 約23.0×21.0×6.0cm

サイズ 約27.5×18.5×6.0cm

6140

サイズ 約27.5×18.5×6.0cm

※冷凍でお届け致します。冷凍庫（－18℃以下）で保存の上、お召上がり前に電子レンジで加熱してください。
※他の商品との同梱配送や、店頭でのお渡しはできません。

10

お届け期間：

お届け期間：２０２２年１１月１日（火）

※冷凍でお届け致します。冷凍庫（－18℃以下）で保存の上、お召上がり前に電子レンジで加熱してください。
※他の商品との同梱配送や、店頭でのお渡しはできません。

～２０２３年２月９日（木）

9

年末年始
【２０２２年 １２ 月 ３０ 日(金)～２０２３年 １ 月 ３ 日(火)】

のお届けにつきましてのお願い
ゐざさ寿司
８個入

021

いざさずし

１,１２３円（税込）
ゐざさ寿司（さけ） ８個
サイズ 約12.0×18.0×4.5cm

このページ以降の商品は上記の期間はお届けができません。
予めご了承ください。

ゐざさ寿司
１６個入

024

いざさずし

２,５７０円（税込）
ゐざさ寿司（さけ） １６個

お取り寄せに、手軽な紙箱入りの柿の葉寿司。

サイズ 約18.0×25.0×4.5cm

４種 １６個入

北山峡

ゐざさ王（竹）

1066

きたやまきょう

12

1072

いざさおう

２,６１３円（税込）

４,０１７円（税込）

ゐざさ寿司（さけ） ８個、柿の葉寿司（さば） ９個

上段 ゐざさ寿司（さけ）１２個

サイズ 約18.0×25.0×4.5cm

サイズ 約18.0×18.0×4.0cm ２段

1171

３種 ６個入

3636

翌日
まで

２種 ６個入

1128

８４２円（税込）

２,３７６円（税込）

８８５円（税込）

さば、さけ、あじ、たい 各４個

さば、さけ、たい 各２個

さば、さけ 各３個

サイズ 約18.0×25.0×4.5cm

サイズ 約7.0×21.0×4.0cm

サイズ 約7.0×21.0×4.0cm

下段 柿の葉寿司（さば）１５個

◆◆１２月３０日～１月３日はお届けできません◆◆ お届け期間： ２０２２年１１月１日（火）～２０２３年２月９日（木）

11

翌日
まで

歴史ロマン
さばの旅 6109

ゐざさ特選二段
いざさとくせんにだん

れきしろまん さばのたび

6146

５,６３７円（税込）

５,２０５円（税込）

上段 ゐざさ寿司（さけ）５個、桜寿司（たい）５個、柿の葉寿司（さば）６個
下段 昆布巻さば棒鮨 １本、炙りさんま姿鮨 １本
サイズ 上段 約18.5×22.0×4.5cm、下段 約18.5×22.0×5.5cm

上段 昆布巻さば棒鮨 １本、さばの竹鼓 ５個
下段 柿の葉寿司（さば）（さけ）各７個
サイズ 上段 約15.5×23.0×6.0cm、下段 約15.5×23.0×3.5cm

翌日
まで

焼さば鮨詰合せ

6108

1068

いざささんごう

やきさばずしつめあわせ

３,７０４円（税込）

２,７４３円（税込）
焼さば鮨 １本、柿の葉寿司（さば）（さけ）各４個
サイズ 約18.5×22.5×5.5cm

ゐざさ三合

ゐざさ寿司（さけ） ５個、山菜巻 ８個、昆布巻さば棒鮨 １本
柿の葉寿司（さば） ６個

木和田

サイズ 約21.5×25.0×4.0cm

1053

きわだ

９６１円（税込）
ゐざさ寿司（さけ） ２個、柿の葉寿司（さば） ２個、桜寿司
（たい） ２個、山菜巻 ２個
サイズ 約12.0×18.0×4.5cm

姫笹

6147

笹の滝

1150

薬師

1055

ささのたき

やくし

５,９４５円（税込）

３,６９９円（税込）

１,４４１円（税込）

上段 ゐざさ寿司（さけ） ８個、桜寿司（たい） ４個
中段 柿の葉寿司（さば） １０個、山菜巻 ５個
下段 炙りさんま姿鮨 １本、昆布巻さば棒鮨 １本

上段 ゐざさ寿司（さけ） ８個、桜寿司（たい） ４個
下段 柿の葉寿司（さば） １０個、山菜巻 ５個

ゐざさ寿司（さけ） ３個、柿の葉寿司（さば） ３個、桜寿司
（たい） ３個、山菜巻 ３個
サイズ 約12.0×18.0×4.5cm

ひめささ

サイズ 約18.0×18.0×4.0cm ２段

サイズ 約18.0×18.0×4.0cm ３段

14

◆◆１２月３０日～１月３日はお届けできません◆◆ お届け期間： ２０２２年１１月１日（火）～２０２３年２月９日（木）

13

黄金色の皮目も鮮やかに
香ばしく 味わい深く

焼さば鮨

777

やきさばずし

翌日
まで

１,０８０円（税込）
【６個】 サイズ 約20.0×7.5×4.5cm

さばの旨みと贅沢な昆布の深み

昆布巻さば棒鮨

1153

こんぶまきさばぼうずし

お慶びのお寿司「寿司の集い」

お慶びのお寿司「鈴の音」

およろこびのおすし すしのつどい

およろこびのおすし すずのね

6709

1163

３,９９６円（税込）

１,９４４円（税込）

手まり寿司（たい）（えび） 各２個、昆布巻さば鮨 ２個、ゐざさ寿司（さけ） ２個、
いくらの錦糸玉子巻 ２個、寿司ロール（スモークサーモン） ２個、
かにのお寿司 ２個、タレ和えローストビーフの寿司 ２個、
牛肉しぐれいなり ２個、柿の葉寿司（さば） ２個

寿司ロール（スモークサーモン）２個、いくらの錦糸玉子巻 ２個、
手まり寿司（えび）（たい） 各２個、かにちらし、
合鴨のスモーク、玉子焼、酢蓮根

１,６２０円（税込）

翌日
まで

【８個】 サイズ 約20.0×7.0×4.5cm

身厚な鯖の旨みが際立つ逸品

サイズ 約19.5×12.0×4.5cm

さば棒鮨

サイズ 約22.5×27.5×5.0cm

※１２月２３、２４、２５日お届けのみ クリスマスのシールを貼付してお送りします。それ以外の日にはシールなしでのお届けとなります。
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さばぼうずし
翌日

１,０８０円（税込）

まで

【８個】 サイズ 約20.0×7.0×4.5cm

彩り寿司「冬日和」
いろどりずし ふゆびより

6710

錦糸卵・椎茸などの中具と

２,１６０円（税込）

創作あなご棒鮨

ゐざさ寿司、昆布巻さば鮨、手まり寿司（いくら）、かにのお寿司、
かにの上巻寿司、ひらめのお寿司、あなごの鮨、山菜巻、
山菜いなり寿司、かにちらし、玉子焼、合鴨のスモーク、
酢蓮根、ぶりの照焼き、煮物（椎茸、ふき、人参）、笹だんご
サイズ 約22.0×16.5×4.5cm
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1551

青のりシャリで風味良く

そうさくあなごぼうずし

十 二の仕切りに

１,２０９円（税込）
【６個】 サイズ 約20.0×7.5×4.5cm

宝石箱のように詰合せ。

◆◆１２月３０日～１月３日はお届けできません◆◆ お届け期間： ２０２２年１１月１日（火）～２０２３年２月９日（木）
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恵方巻 詰合 せ

2301

えほうまき つめあわせ

３,２４０円（税込）
上巻（ハーフサイズ） ４本、
あなご中巻（ハーフサイズ） ２本、
えび中巻（ハーフサイズ） ２本

葉の色付きは自然のもののため、一枚一枚ばらつきがあります。
年ごとの気温や天候によっても全体的な色合いが異なります。

箱サイズ 約18.0×18.0×5.5cm

※写真は分かりやすいよう、
中身を引き出したイメージです。
上巻直径：約5cm
中巻直径：約4cm

※サイズは目安です。

※写真は2021年の
ものです。

一本：約18cm

まで

翌日

ハーフ
約9cm

まで

【紙化粧箱】

恵方巻 特上巻
恵方巻 上巻

2310

2304

えほうまき とくじょうまき

えほうまき じょうまき

１,００４円（税込）

８９６円（税込）

えび、あなご、厚焼き玉子、高野豆腐、
かんぴょう、椎茸、野沢菜漬、おぼ ろ

あなご、厚焼き玉子、高野豆腐、
かんぴょう、椎茸、野沢菜漬、おぼ ろ

恵方巻 ゐざさの巻

こうよう かきのはすし

2305

えほうまき いざさのまき

６８０円（税込）
厚焼き玉子、高野豆腐、
かんぴょう、椎茸、野沢菜漬、おぼ ろ
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翌日

恵方巻お届け日：２０２３年２月３日(金)

こうよう かきのはすし

紅葉 柿の葉寿司

紅葉 柿の葉寿司

５種 ２０個入

５種 １０個入

6607

３,７８０円（税込）
※通常葉と紅葉の葉で
２重巻しております。

5723

１,７２８円（税込）

さば、さけ、あじ、たい、えび 各４個

さば、さけ、あじ、たい、えび 各２個

サイズ 約18.0×25.0×4.5cm

サイズ 約12.5×18.0×4.0cm

紅葉 柿の葉寿司お届け期間：２０２２年１１月１日（火）～１１月３０日（水）
※数量限定で発送させていただいております。葉の収穫状況により、期間が変更となる場合がございます。
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