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【お試し価格】地元のレアフルーツ！収穫その日出し♪【さいはくの無花果】ちょうどいいサイズ…

 

  
 

 

toppage 
 

【お知らせ】 
■クレジットカードが使えるよ
うになりました！ 

 

プレゼントページ 
【企画中】 

秋の山陰フルーツ 
朝収穫の当日発送≪無花果≫イチジク。 
 
超レアな無花果（いちじく）です。県外にほとんど出荷されない地元周辺限定の本当に隠れた山
陰フルーツです。 
 
地元では西伯無花果（いちじく）として地元のスーパーの人気商品です。
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準備中 
 

 

今なら【送料無料！】 
さらに干し芋サービス！１．５
ｋｇセット！ 
 

 

 
・単品/500ｇ2/500ｇ1 
 

 

ちりめんじゃこ 
 

 

セール商品 
５ｋｇ￥８９０円 
只今殻付きピーナッツサービス 
 
10ｋｇ【送料無料】 
１９８０円 
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節分にいかが！ 
只今殻付きピーナッツサービス 
 

高糖度、濃厚みかん 
【熊本県産】きらり 
■【限定数】只今食べてみて
キャンペーン実施中 
 

 

 

 

■苺工房むらかみファーム 
朝摘みいちご 
・【贈答用】500ｇ 
・【送料無料】１ｋｇ 
・【お買い得送料無料】１．２
kg 
 
【山陰いちご】 
■紅ほっぺとあきひめの食べ比
べセット 
 
■ほっぺが落ちそうなくらいお
いしい所から命名！ 
紅ほっぺ２パックセット 
 
▼12月25日までのご注文です。 

 

伝統の飽きのこない逸品　人
気のセット 
 

ＤＬＧ金賞受賞商品を含めた
特別お買い得セット  
 
【贈答化粧箱セット】ＤLG金賞
受賞の商品４種類含めた５点バ
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ラエティーセット  
 

 

日南高原米 
昔懐かしい米俵のおくり物 

 

 

【新登場！】 
超簡単！カット済み野菜付き 
　話題の大山どり鍋 
 

鴨鍋/蟹鍋/コラーゲン入り
しゃぶしゃぶ餅等 
 
【特集２】 
値下げしました！ 
山陰の冬の味覚松葉ガニ  なら地
元にお任せ！ 

 

到着後すぐ食べられる♪ 
高級タグ付き【浜ゆで（ボイ
ル）】 
 

焼きガニ、カニすきならコレ
♪ 
高級タグ付き【浜ゆで（ボイ
ル）】 
 
【境港冬の風物詩】 
期間限定　ちりめんじゃこ 
【只今キャンペーン送料無料】 
 

無花果（いちじく）と言えば島根県多伎の無花果（いちじく）が有名ですが、無花果にもいろい
ろな種類があり、多伎の無花果（いちじく）は、蓬莱柿(ほうらいし)という品種。 
 
今回ご紹介する南部町の無花果（いちじく）は、「桝井ド―フィン」。 
品種的にジューシーで、南部町の無花果（いちじく）は、果肉が大きく、 
程良い甘さとさっぱりした風味は非常に食べやすいのが特徴です。 
また、日持ちも良く、生食はもちろん、ジャムなどの加工にも適している品種とい
えます。 
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【目の前の日本海産の原料・無
添加にこだわった干し物】 

山陰の干し物セットA 
（甘鯛・エテガレイ・白いか）  

山陰の干し物セットB   
（エテカレイ・アジ・カマス） 

山陰の干し物セットC  
（エテカレイ・アジ・甘鯛） 

山陰の干し物セットD  
（エテカレイ・白いか・ハタハ
タ 
・カマス） 

ノドグロ干し物セットE  
（ノドグロ・エテガレイ・ハタ
ハタ） 

ノドグロ豪華干し物セットF   
（ノドグロ・エテガレイ・ハタ
ハタ・スルメ） 
 

 

■多伎のいちじくワインコン
ポート 

山陰ブランド 
■島根県産 
【終了致しました。】多伎のい
ちじく（無花果） 
■鳥取県産 
【終了致しました。】さいはく
のいちじく（無花果） 
 
 

 

鳥取県の高級柿 
販売終了【花御所柿】 

 

【食べ方】 
枝に付いている方から皮を剥いて食べてもよし、そのまま皮ごと食べ
ても良いですよ。産地では、サラダ（カニカマを入れたりする）に細
かく切って入れるとの事です。マヨネーズが合うそうです。
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鳥取県の柿産地 

西条柿 
 あんぽ柿 
≪終了≫西条柿　個包装セッ

ト 
≪終了≫ハズレ無し熟度セン

サー選別の期間限定のこだわり
品【富有柿】 

 

二十世紀梨の青梨が終わると
赤梨のシーズンが始まります。 
≪ビッグ梨≫あたご梨 
【送料無料】 
■２玉化粧箱 
■５玉化粧箱 
 

 

目利きの選んだしまね和牛 
 

ステーキ肉 
　　・送料無料　４枚セット 
　　・送料無料　２枚セット 

すきやき用和牛肉 
　　・ロース肉　約５００g 
　　・牛肩ロース肉約５００g 
　　・牛肩肉　約６００g   
         ・モモ肉　約６００ｇ 

焼き肉用和牛肉 
　　・牛肩ロース約５００ｇ 
　　・モモ肉　約６００ｇ 
　　・牛肩　約６００ｇ 
　　・バラ肉約５２０ｇ 
　　 

しゃぶしゃぶならコレ！ 
　　・ロース肉約500ｇ 
 

 

▲一本の樹を平たく横に延ばしながら吊るしてあるのです。

■生産者の一人、野口さんのイチジク畑 
 
大変綺麗に整頓、手入れされた園地のまっすぐ
に横に延ばされた樹からは、たくさんのイチジ
クが生っており、収穫されるのを今か今かと
待っています。 
 
話によるとイチジクは下から順番に熟してなる
のではなく写真（下）のようにランダムに熟し
ていくそうで、枝にはまだ熟しきっていないイ
チジクと収穫直前のイチジクが連なっているこ
とも。 
 

まるかじりで皮ごと食べてもいいよ！

農薬は収穫前には通常使わないし、うちらのイ
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2010年1月　営業日

月 火 水 木 金 土 日
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

2月営業日

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
       
       

■は、休日となります
のでメールなどの御返
信は翌日となります。

チジクは皮ごと食べられるよ。 
 
皮をむいて食べる方は、この桝井ド―フィンの
皮の剥き方は、樹が付いている方から剥くとき
れいに剥けるよ。 
 
 
 
 

～鳥取県西伯郡南部町～

鳥取県西部に位置する南部町は、豊かな自然に恵まれるとと
もに、県下有数の古墳密集地帯です。 
 
町の南側に鎌倉山など日野郡に連なる山地、北側に手間要害
山を挟んで平地・丘陵地が広がり、水田地帯と町の特産物で
ある柿・梨・いちじくなどの樹園地が形成されています。

 
  

収穫したその日に発送！県外不出の地元レア
フルーツ♪【お試し価格】地元
のレアフルーツ！収穫その
日出し♪【さいはくの無花
果】ちょうどいいサイズＬ
4パック1箱１．２ｋｇ  
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商品番号  saihakulitijiku
販売期間2009年09月01日00時00分～2009年11月

06日17時00分
販売開始・終了前に通知メールを設定す
る

当店通常価格2,980円 (税込) 
価格1,490円 (税込) 送料

別 

個数      

　友達にメールですすめる
　ケータイにURLを送る
　お気に入り商品に追加
　レビューを書く

 

青果市場のイチジク担当者オススメの地元フ
ルーツ 
 
収穫その日出し！【上級秀品】 
鳥取県の生鮮無花果（いちじく） 
Ｌサイズ4玉入り×4パック 
1箱1.2ｋｇＵＰ（300ｇＵＰ×４） 
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【楽天市場】収穫したその日に発送！県外不出の地元レアフルーツ♪【お試し価格】地元の...♪【さいはくの無花果】ちょうどいいサイズＬ4パック1箱１．２ｋｇ：あぐりまーと山陰

※品種桝井ド―フィン

 
超レアな無花果（いちじく）です。県外にほと
んど出荷されない地元周辺限定の本当に隠れた
山陰フルーツです。 
 
地元では西伯無花果（いちじく）として地元の
スーパーの人気商品です。 
 
収穫したその日に発送させて頂きますので、
スーパーより早く翌日に新鮮な状態でお召し上
がり頂けます。 
 
非常にみずみずしく、上品な甘さの地元フルー
ツです。 
 
■商品の発送は、8月下旬から9月下旬からの発
送となります。

【無花果での注意点】 
 
■関東以北/九州南部は、午前中着が出来ません
予めご了承頂きますようお願い致します。 
14時以降でお願い致します。 
 
■無花果は表面の皮が非常にデリケートで剥が
れやすくなっておりますので到着時、配送中の
振動により若干皮が剥がれてたりする可能性が
ありますので予めご了承下さい。 
 
■到着後なるべく早めにお召し上がりくださ
い。 
■稀に中央部に黄色く変色している商品が見ら
れる場合がありますが、収穫日に発送しており
ますので鮮度的・味的に問題なくお召し上がり
頂けます。
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09Dec09 新規
店 10P09Dec09
【21年度新米予
約販売】【米俵
仕様】冷めても
美味しいと評

判！山陰の旨い
コメ　日南高原
米(コシヒカリ)

10ｋｇ
メーカー希望小売
価格オープン価格  
価格8,900円(税込) 

 

【送料無料
_0111】【送料
無料-0118】お
買い得送料無料
♪【今なら合鴨
竹つみれ１本お
まけ】【鴨肉増
量】鴨鍋セット
B（３－４人

前）
メーカー希望小売
価格オープン価格  
価格4,680円(税込) 

 

【送料無料
_0111】【送料
無料-0118】お
買い得送料無料
♪【今なら合鴨
竹つみれ１本お
まけ】鴨鍋セッ
トＡ（３－４人

前）
価格3,980円(税込) 

 

09Dec09 新規店 
10P09Dec09DLG
金賞受賞の商品
のみ３種類のお

試しセット
価格1,200円(税込) 

 

09Dec09 新規
店 10P09Dec09
【カニのお刺

身・かにしゃぶ
用】【メガ特大
４Ｌサイズ41－
30本入り】紅ズ
ワイガニの殻剥
きポーション

当店通常価格9,800
円(税込)  

価格5,480円(税込) 

 

09Dec09 新規
店 10P09Dec09
【カニのお刺

身・かにしゃぶ
用】【３Ｌサイ
ズ50-41本入

り】紅ズワイガ
ニの殻剥きポー

ション
当店通常価格8,900

円(税込)  
価格4,980円(税込) 

 

09Dec09 新規
店 10P09Dec09
鳥取県境港産　
浜ゆで（ボイ

ル）松葉ガニ１
枚（約600ｇ）
当店通常価格9,800

円(税込)  
価格7,980円(税込) 

 

09Dec09 新規
店 10P09Dec09
鳥取県境港産　
浜ゆで（ボイ

ル）松葉ガニ１
枚（約500ｇ）
当店通常価格9,800

円(税込)  
価格6,980円(税込) 
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09Dec09 新規
店 10P09Dec09
只今キャンペー

ン価格の
￥3980！【山
陰の野菜たっぷ
り】簡単鍋！山
陰の鍋シリーズ
　大山どり鍋

当店通常価格4,980
円(税込)  

価格3,980円(税込) 

 

【送料無料
_0111】【送料
無料-0118】

【送料無料】コ
ラーゲン入り

しゃぶしゃぶ餅
と紅ズワイガニ
しゃぶしゃぶ

セット
当店通常価格5,300

円(税込)  
価格3,980円(税込) 

 

09Dec09 新規
店 10P09Dec09
コラーゲンしゃ
ぶしゃぶ餅とズ
ワイガニしゃぶ
しゃぶセット

当店通常価格6,980
円(税込)  

価格4,980円(税込) 

 

09Dec09 新規
店 10P09Dec09
コラーゲンしゃ
ぶしゃぶ餅付き
【2種類の蟹

しゃぶしゃぶ】
ズワイガニ・紅
ズワイガニ・
しゃぶしゃぶ

セット
当店通常価格8,500

円(税込)  
価格5,980円(税込) 

 
ご利用ガイド
【お支払について≫  
お支払いは、下記よりお選び頂けます。 
 ご請求金額は弊社から送らせて頂くメールにてご請求金額をお確か
め下さい。 
 
クレジットカード 

【取扱カード】 
取り扱いカードは以下のとおりです。 
すべてのカード会社で、一括払いが可能となっております。 

カード会社 支払方法
VISA リボ,分割（3,5,6,10,12,15,18,20,24回が可能です） 
MASTER リボ,分割（3,5,6,10,12,15,18,20,24回が可能です） 
JCB リボ,分割（3,5,6,10,12,15,18,20,24回が可能です） 
AMEX 分割（3,5,6,10,12,15,18,20,24回が可能です） 
Diners リボ 

【備考】 

【送料料金について】 
●下記送料代金は【常温便】です。（税込） 
  
【北海道 ・沖縄】￥1400  
 【九州】 ￥700 （熊本・宮崎・鹿児島・福岡・佐賀・長崎・大分） 
【中国地方】￥600 （鳥取・島根・岡山・広島・山口 ） 
【四国】￥600 （徳島・香川・愛媛・高知 ・滋賀） 
【関西】￥700 （京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 ） 
【北陸・信越】￥700（ 富山・石川・福井・新潟・長野 ） 
【東海】￥600（ 岐阜・静岡・愛知・三重） 
【関東】￥700（ 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・
山梨） 
【東北】￥900 （宮城・山形・福島・青森・岩手・秋田）  
■上記金額は1送料で送れる10kg100サイズまでの料金となりま
す。  
※それ以上は別配送にて発送させて頂く場合がございます。その場
合はご連絡させて頂きますので宜しくお願い致します。 
 
●下記送料代金は【クール便(冷蔵・冷凍)】です。 
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●楽天市場のカード決済ではSSLというシステムを利用しておりま
す。  
　カード番号は暗号化されて送信されますのでご安心下さい。  
●当カード決済システム上、クレジットカード利用控は 発行してお
りません。  
●カード会社から送付されますご利用明細をご確認下さい。  
●クレジットカードお支払の場合は、弊社から領収書は発行致しま
せん。ご利用のカード会社へ直接お問い合わせ下さい。 
 
※お客様のご利用状態等によっては、他の決済手段に変更いただく
場合がございます。 
 
■代引き 
    商品到着時、商品と引換にお支払いをして頂きます。 
    商品と引き換えに、サービスドライバーにメールでお 
    知らせしたご請求金額をお支払下さい。 
    別途、代金手数料（315円/税込）を頂戴いたします。 
●ご請求金額＝商品代金＋送料＋代金引換手数料 
 
■銀行振り込み 
   ※振込手数料は、お客様負担となります。 
   ※振込先は【弊社口座】をご確認下さい。 
   銀行振り込みの場合、ご注文確認後1週間以内に 
   ご入金の確認が出来ない場合はキャンセル扱いとさせていただき
ます。  
 
【弊社口座】  
  下記の弊社口座へお振込みをお願い致します。 
    尚、振込手数料は、お客さま負担となりますので 
    宜しくお願い致します。 
   振込手数料は、お手数をお掛け致しますがお振込みの 
   際ご確認下さい。 
 
   ■山陰合同銀行（0167）　米子西支店（082）口座番号　       普）
2689078　東亜ベジテック株式会社 
 
   ■イーバンク銀行　マーチ支店（211） 
      口座番号　7027093　東亜ベジテック株式会社 
 
【領収書の発行について≫ 
      ※お支払方法によって異なります。 
 
   ■お支払方法が≪代金引換≫の場合 

（税込）  
【北海道 ・沖縄】￥1600  
【九州】 ￥900 （熊本・宮崎・鹿児島・福岡・佐賀・長崎・大分） 
【中国地方】￥800 （鳥取・島根・岡山・広島・山口 ） 
【四国】￥800 （徳島・香川・愛媛・高知 ・滋賀） 
【関西】￥900 （京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 ） 
【北陸・信越】￥900（ 富山・石川・福井・新潟・長野 ） 
【東海】￥900（ 岐阜・静岡・愛知・三重） 
【関東】￥900（ 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・
山梨） 
【東北】￥1100 （宮城・山形・福島・青森・岩手・秋田）  
■上記金額は1送料で送れる10kg100サイズまでの料金となりま
す。  
※それ以上は別配送にて発送させて頂く場合がございます。その場
合はご連絡させて頂きますので宜しくお願い致します。 
備考 ※離島への商品送料におきましてはメールにて別途送料を頂く
場合がございます。その場合はご連絡させて頂きます。
時間帯お届けについて 

時間帯お届けの時間帯は下記よりお選び頂けます。 
■午前中　■12-14時　■14-16時　■16-18時　■18-21時  
※なるべくご希望の時間帯にお届け出来るよう手配いたしますが、
運送会社によりますとお歳暮・お中元時期、天候等の理由でご希望
のお届け時間帯にお届け出来ない場合がありますので予めご了承下
さい。

【引渡し時期≫  
   ■商品代引の場合・・・ご注文日より３～5日前後で 
  のお届 けとなります。 
 
   ■銀行振込の場合・・・ご入金予定日より３～5日前後 
   でのお届けとなります。 
 
   ■クレジットカードでお支払いの場合・・・ 
    ご注文日より３～   5日前後でのお届けとなります。 
※上記期間は目安となります。良い物を送らせて頂く為、又自然の
物ですので、天候等の影響で上記出荷通りに発送が出来ない場合が
あります。予めご了承下さい。また、在庫がない場合は2営業日以
内にメールまたはお電話にてご連絡差し上げます。

≪返品・交換≫  
商品がお手元に届きましたら破損がないか、ご注文の商品と相違な
いかを直ちにご確認ください。 注文後のキャンセルは受け賜ってお
りません。ご了承下さい。  
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   ヤマト運輸又は佐川急便の運送会社へ商品と引換 
   に代金 を支払ったのちサービスドライバーへお問い 
   合わせ下さい。 
   弊社では発行出来ません。 
 
   ■お支払方法が≪銀行振込み≫の場合 
    ご希望の方は弊社へお問い合わせ下さい。 
   ご入金確認後の郵送又は同梱。 
 
   ■お支払方法が≪クレジットカード≫の場合 
   ご使用のクレジット会社にお問い合わせ下さい。 
   弊社からは発行出来ません。 
 
 
 
 
 

但し、当店の不備による不良品があれば返品・交換いたします。 
・注文したものと違う品物が届いた。 
・破損している。 
 
上記いずれかに該当する場合のみ返品・交換いたします。  
※返品に際する送料は当社が負担いたします。お手数ですが２日以
内にメール又は電話でお知らせください。  
 
 
 

≪お問い合わせ先≫ 
東亜ベジテック株式会社　担当：加藤 

〒6830804  鳥取県米子市米原9-3-20 
TEL:0859-33-3311    katou@toa-s.co.jp
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