
■〈かつヰ〉三元豚 ロースカツ（2ページ）　■〈山みず季〉だし巻き卵/ネギ（5ページ）
■〈四陸（フォールー）〉チンジャオロース（5ページ）、手巻きパリパリ春巻き（6ページ）
■〈ビバ・ラ・ベジ〉コールスローサラダ（11ページ）　■〈ポンパドウル〉男爵（11ページ）、プチレーズン（11ページ）

上記イメージ画像には本カタログの
食品を使用しています。

北九州市小倉北区・
小倉南区（守恒周辺）・
門司区（門司駅周辺）・
戸畑区・八幡東区（北部）・
八幡西区（北部）　  

ご注文当日にお届けいたします。
配  送
エリア

※詳しくは巻末をご参照ください。

正午まで 午前11時まで

おウチに届くデパ地下の味。

正午までのお電話で当日お届けいたします。

小倉井筒屋 ー美・食館ー
オンライン
でもご注文
承ります。

2021年 秋・冬版
2021年9月1日（水）～
2022年2月28日（月）まで
ご注文OK

お電話 ……… 正午までのご注文
オンライン … 午前11時までのご注文

私たちがお届けいたします。

※配達員はマスクの着用、アルコール消毒などの
　感染症対策を実施しております。



海老カツレツ（1個）
476円

商品番号 KT13-0101

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・えび

北海道産帆立と海老の
ハーブグリル（100g） 864円

商品番号 KT13-0102

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・えび

春巻（1本）
152円

商品番号 KT13-0104

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中

カニクリーミーコロッケ（1個）
150円

商品番号 KT13-0103

アレルゲン 小麦・乳成分・かに
消費期限：当日中

ケルペス（アーモンド風味パイ）
（1本）

商品番号 KT13-0111

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
賞味期限：製造より30日

ミルフィーユ（チョコレート2個・
ストロベリー1個・アーモンド2個） 540円

商品番号 KT13-0115

アレルゲン 小麦・乳成分
賞味期限：製造より120日

アレルゲン 卵・乳成分    
消費期限：冷蔵2日

カスタードプリン（2個入）
648円

商品番号 KT13-0109

ラング・ド・シャ・ショコラ（10個入）
594円

商品番号 KT13-0110

賞味期限：製造より45日
アレルゲン 小麦・卵・乳成分    

ダークチョコレートクッキー（5枚入）
562円

商品番号 KT13-0114

賞味期限：製造より150日
アレルゲン 小麦・乳・卵

ミルクチョコレートクッキー（5枚入）
562円

商品番号 KT13-0113

賞味期限：製造より150日
アレルゲン 小麦・乳・卵 アレルゲン 小麦・卵・乳成分

賞味期限：180日

エコルセ（三角3枚×6包・短冊2枚×6包・
丸型2本×6包） 1,080円

商品番号 KT13-0117

エコルセ（三角3枚×2包・短冊2枚×3包・
丸型2本×4包） 540円

商品番号 KT13-0116

アボカドと沖縄島豆腐の和さらだ 
柚子胡椒風味（100g） 411円

商品番号 KT13-0105

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中

香ばしクリスピーのミックスサラダ
（1パック、100g） 249円

商品番号 KT13-0107

アレルゲン ドレッシングに小麦・落花生
消費期限：当日中

緑の30品目サラダ（100g）
411円

商品番号 KT13-0106

アレルゲン 季節により異なります。
係員におたずねください。 消費期限：当日中

〈いとはん〉

〈RF1〉

〈モロゾフ〉 〈アンテノール〉

〈ゴディバ〉

〈ビバ・ラ・ベジ〉 〈柿安ダイニング〉

〈神戸コロッケ〉〈RF1〉

〈ケーニヒス クローネ〉 〈ユーハイム〉

〈メリーチョコレート〉 〈本髙砂屋〉

バウムクーヘン（3個入） 400円
商品番号 KT13-0112

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
賞味期限：製造より60日

自宅にいながら「デパ地下」グルメ！食卓を彩るもう一品。

自宅にいながら手軽に楽しめる専門店の人気スイーツ。

フレッシュポテトサラダ（100g）
198円

商品番号 KT13-0108

アレルゲン 卵
消費期限：当日中

〈ビバ・ラ・ベジ〉

冷蔵冷蔵冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

※パッケージは季節により変わります。※パッケージは季節により変わります。

162円 毎日限定数20
毎日限定数20セット

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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わっぱ弁当（1折）
540円

商品番号 KT13-0217

消費期限：当日中

うなぎ弁当（1折）
1,260円

商品番号 KT13-0216

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・乳・卵 アレルゲン 小麦・卵 アレルゲン 小麦・乳・卵

穴子弁当（1折）
1,060円

商品番号 KT13-0218

消費期限：当日中

2021年9月1日（水）～2022年2月28日（月）までご注文OK

おにぎり
商品番号 KT13-0211

②昆布（1個） 180円
商品番号 KT13-0212 ⑤紀州梅（1個） 180円

商品番号 KT13-0213

③えび天（1個） 180円

商品番号 KT13-0215
①辛子明太子（1個）280円

アレルゲン えび、小麦

アレルゲン かに
④焼鮭（1個） 280円
商品番号 KT13-0214

消費期限：当日中

①

●

②
●③ ④ ⑤

お好み焼（ミックス）
648円

商品番号 KT13-0221

アレルゲン 小麦・卵・えび
消費期限：当日中

瓦そば（1パック）
681円

商品番号 KT13-0222

アレルゲン 小麦・卵・そば
消費期限：当日中

さんまのぬか炊き（3切）
432円

商品番号 KT13-0223

アレルゲン 小麦
賞味期限：製造より3カ月

焼そば（1パック） 486円
商品番号 KT13-0220

焼うどん（1パック） 486円
商品番号 KT13-0219

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中

梅酢から揚げ（6個入）800円
商品番号 KT13-0225

梅酢から揚げ（3個入）400円
商品番号 KT13-0224

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中

三元豚 ロースカツ（1枚）
389円

商品番号 KT13-0201

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・卵・乳成分

三元豚 ヒレカツ（1枚）
476円

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
消費期限：当日中

エビフライ（1本）
297円

アレルゲン 小麦・卵・乳成分・えび
消費期限：当日中

アジフライ（1枚）

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
消費期限：当日中

216円

商品番号 KT13-0202 商品番号 KT13-0203 商品番号 KT13-0204

冷凍

アレルゲン 小麦・乳

北海道産男爵コロッケ
（1個） 141円

商品番号 KT13-0206

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・乳成分

黒毛和牛のコロッケ
（1個） 195円

商品番号 KT13-0208

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・乳成分

シンプルなじゃがいも
コロッケ（1個） 108円

商品番号 KT13-0209

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦

鉄なべ餃子〈生冷凍〉
（12個） 594円

商品番号 KT13-0210

賞味期限：冷凍14日
アレルゲン 小麦・卵・乳・えび

みんな大好き！小海老の
フライ（100g） 594円

商品番号 KT13-0207

消費期限：当日中

アレルゲン 小麦・卵・乳成分

お肉屋さんのメンチカツ
（1個） 195円

商品番号 KT13-0205

消費期限：当日中

〈かつヰ〉

〈RF1〉

〈和作〉

〈和作〉〈めんテツ〉

〈神戸コロッケ〉 〈味の逸品処〉

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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オクラのゴマ和え（1パック、70g）
346円

商品番号 KT13-0313

アレルゲン 小麦・乳 アレルゲン 小麦
消費期限：当日23時

冷蔵 冷蔵

牛肉のごぼう煮（1パック、100g）
340円

商品番号 KT13-0311

アレルゲン 小麦
消費期限：当日23時

冷蔵

黒毛和牛 牛めし&明太卵焼き重
（1折） 1,080円

商品番号 KT13-0301

消費期限：当日23時
アレルゲン 小麦・卵・乳成分

筑前煮（1パック、100g）
345円

商品番号 KT13-0312

アレルゲン 小麦
消費期限：当日23時

冷蔵

サバのぬか炊き（2切）
648円

商品番号 KT13-0315

アレルゲン 小麦
賞味期限：冷蔵3カ月

イワシのぬか炊き（2切）
648円

商品番号 KT13-0316

アレルゲン 小麦
賞味期限：冷蔵3カ月

無着色 辛子明太子（バラ子）
（270g）

1,080円

商品番号 KT13-0317

明太いわし（175g）
540円

商品番号 KT13-0318

アレルゲン 小麦
賞味期限：1カ月賞味期限：冷蔵10日

冷蔵 冷蔵冷蔵

消費期限：当日23時

お豆とほうれんそうの白和え
（1パック、70g） 365円

商品番号 KT13-0314

黒毛和牛ミニ牛めし（1折）
778円

アレルゲン 小麦
消費期限：当日23時

商品番号 KT13-0302

花ちらし 海老（1折）
573円

商品番号 KT13-0305

アレルゲン 小麦・卵・えび・かに
消費期限：当日23時

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：当日21時

高菜太巻（ハーフ）
314円

商品番号 KT13-0310

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：当日21時

サラダ巻（1本） 422円
商品番号 KT13-0307
味太巻（1本） 465円
商品番号 KT13-0306

アレルゲン 小麦
消費期限：当日21時

こいなり ゴマ（10個入） 648円
商品番号 KT13-0309
こいなり ゴマ（6個入） 389円
商品番号 KT13-0308

〈かつヰ〉 〈柿安ダイニング〉

〈古市庵〉

〈丸ふじ〉

〈味よし〉 〈福さ屋〉

大麦牛ステーキ重（1折）
999円

アレルゲン 小麦・乳成分・卵
消費期限：当日23時

商品番号 KT13-0303

ガーリックシュリンプ（100g）
681円

商品番号 KT13-0304

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・乳・えび

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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中トロ入にぎり寿司
（8貫） 1,180円

商品番号 KT13-0405

アレルゲン 小麦・えび
消費期限：当日中

冷蔵

上ちらし寿司
（1人前） 1,080円

商品番号 KT13-0401

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・えび・かに

※お寿司・お刺身につきましては内容を変更する場合がございますので、お電話の際にご確認ください。

塩麹から揚げ（5個入）
商品番号 KT13-0404

消費期限：当日中

620円
アレルゲン 小麦・卵

上ネタお刺身盛合せ
（3品盛） 980円

商品番号 KT13-0408

消費期限：当日中

大トロ中トロ入にぎり寿司
（10貫） 1,791円

商品番号 KT13-0406

アレルゲン 小麦・えび・かに
消費期限：当日中

冷蔵
冷蔵

大トロ・中トロ・ウニ入にぎり寿司
（9貫） 1,990円

商品番号 KT13-0407

アレルゲン 小麦・えび・かに
消費期限：当日中

冷蔵

焼鳥詰合せ　　　　　　　　　　　
（5本セット、豚バラ・もも・ねぎま・つくね・とり皮、各1本）

648円

商品番号 KT13-0402

アレルゲン 小麦・乳・卵
消費期限：当日中

努努鶏［手羽中］中箱（240g）
1,080円

商品番号 KT13-0403

アレルゲン 小麦
賞味期限：冷凍20～25日

冷凍

消費期限：当日中

サーモントラウト塩焼（1枚）
648円

商品番号 KT13-0412かれいの煮付（1枚）
648円

商品番号 KT13-0410

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中

茄子の味噌煮（1パック、100g）
319円

商品番号 KT13-0409

アレルゲン 小麦
消費期限：当日23時 消費期限：当日中

かれいの西京焼（1枚）
648円

商品番号 KT13-0411

奈良漬
（200g） 864円

商品番号 KT13-0417

賞味期限：2カ月賞味期限：冷蔵3カ月

昆布割大根（半割1本、袋入）
432円

商品番号 KT13-0414

アレルゲン 小麦
賞味期限：冷蔵7日

ゆず白菜漬（200g、袋入）
324円

商品番号 KT13-0413

アレルゲン かに
消費期限：冷蔵4日

紀州南高梅 おいしく減塩3％はちみつ
（1パック、250g）

商品番号 KT13-0416

紀州南高梅 おいしく減塩3％しそ風味
（1パック、250g） 1,080円

1,080円

商品番号 KT13-0415

冷蔵冷蔵

〈鮮魚丸福〉

〈丸ふじ〉 〈富惣〉

〈鶏っこ・揚げっ子〉〈努努鶏〉（ゆめゆめどり）

〈鮮魚丸福〉

〈つけもの処 彩園〉

冷蔵

冷蔵

2021年9月1日（水）～2022年2月28日（月）までご注文OK

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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ステーキグリル弁当
（1折） 1,188円

商品番号 KT13-0513

アレルゲン 小麦・乳成分
消費期限：製造より12時間

牛ハラミすてーき弁当
（1折） 1,242円

商品番号 KT13-0514

アレルゲン 小麦・乳成分
消費期限：製造より12時間

牛ハラミすてーきセット
（1折） 1,134円

商品番号 KT13-0515

アレルゲン 小麦・乳成分
消費期限：製造より12時間

ねぎ助（5枚）
486円

商品番号 KT13-0503

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：冷蔵5日

冷蔵

だし唐揚げ（200g）
648円

商品番号 KT13-0504

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中

牛ロースすてーきおかずセット
（1折） 1,242円

商品番号 KT13-0516

アレルゲン 小麦・乳成分
消費期限：製造より12時間

だし巻きと牛めし弁当（1折）
864円

商品番号 KT13-0505

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：当日中

だし巻き卵/ネギ（1本）
594円

商品番号 KT13-0507

アレルゲン 卵
消費期限：当日中

だし巻きと鶏そぼろ弁当（1折）
756円

商品番号 KT13-0506

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：当日中

白和えの素（150g）
300円

商品番号 KT13-0508

賞味期限：7日

ハンバーグすてーき弁当
（1折） 648円

商品番号 KT13-0509

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
消費期限：製造より12時間

牛ロースすてーき弁当
（1折） 1,350円

商品番号 KT13-0510

アレルゲン 小麦・乳成分
消費期限：製造より12時間

大焼売（5個入）
702円

商品番号 KT13-0511

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：当日中

チンジャオロース（100g）
497円

商品番号 KT13-0512

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：当日中

人気の天ぷら詰合せ
（平天・ごぼう天・ハス天・ねぎ助×各1、枝豆きんぴら×3）

540円

商品番号 KT13-0501

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：冷蔵5日

ちんぴら（180g）
400円

商品番号 KT13-0502

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：冷蔵5日

冷蔵

冷蔵

冷蔵

〈山吹〉 〈山みず季〉

〈山みず季〉

〈すてーき物語〉

〈すてーき物語〉 〈四陸〉（フォールー）

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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ローマ風トマトソース（150g）
227円

商品番号 KT13-0615

アレルゲン 乳成分

明太子とバターのソース（90g）
287円

商品番号 KT13-0616

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
賞味期限：180日賞味期限：180日

佐賀県産 ありた鶏 チキン南蛮
（1パック） 648円

商品番号 KT13-0603

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
消費期限：当日中

スパゲティ（1.7ｍｍ、400g）
432円

商品番号 KT13-0613

アレルゲン 小麦
賞味期限：365日

ボロニア風ミートソース（150g）
287円

商品番号 KT13-0614

アレルゲン 乳成分
賞味期限：180日

※写真は調理イメージです。 ※写真は調理イメージです。 ※写真は調理イメージです。

梅ごのみ（1折）
929円

商品番号 KT13-0607

アレルゲン 小麦・卵・えび
消費期限：製造より12時間

湯葉揚げ（調理済）（6個）
908円

商品番号 KT13-0605

アレルゲン 卵
消費期限：製造より9時間

梅セット（1パック）
929円

商品番号 KT13-0606

アレルゲン 小麦・卵・えび
消費期限：製造より9時間

イベリコ豚の酢豚
（100g） 562円

商品番号 KT13-0609

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：当日中

海老のチリソース
（100g） 562円

商品番号 KT13-0610

アレルゲン 卵・えび
消費期限：当日中

手巻きパリパリ春巻き
（4本） 692円

商品番号 KT13-0611

アレルゲン 小麦

ひとくち焼餃子
（10個） 519円

商品番号 KT13-0612

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中消費期限：当日中

冷蔵

冷蔵

豆腐しゅうまい弁当
（1折） 1,080円

商品番号 KT13-0608

アレルゲン 小麦・卵・えび
消費期限：製造より12時間

冷蔵

冷蔵

手づくりあじわい弁当（1折）
819円

商品番号 KT13-0604

アレルゲン 小麦・乳・卵
毎日限定数10

消費期限：当日中

黒毛和牛 牛めし
（1折） 1,301円

商品番号 KT13-0601

アレルゲン 小麦・乳・卵
消費期限：製造より8時間

いーとんカレー（1人前）
900円

商品番号 KT13-0602

アレルゲン 小麦・乳
賞味期限：冷凍7日

〈REGALO〉 〈MCC〉

〈四陸〉（フォールー）

〈梅の花〉

〈柿安ダイニング〉 〈鶏っこ・揚げっ子〉 〈博多いもっ子屋〉〈味の逸品処〉

冷凍

2021年9月1日（水）～2022年2月28日（月）までご注文OK

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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432円324円
しそ昆布（85g）
商品番号 KT13-0706

賞味期限：30日

椎茸昆布（90g）
商品番号 KT13-0707

賞味期限：30日

商品番号 KT13-0708

681円
山吹の一人前おでん（500g）

賞味期限：約2カ月

美味しい瞬間味噌汁（10食）
1,080円

商品番号 KT13-0705

アレルゲン 小麦・乳成分・かに アレルゲン 小麦 アレルゲン 小麦 アレルゲン 小麦・卵
賞味期限：40日

1,512円
牛たん 塩仕込み（100g）
商品番号 KT13-0711

賞味期限：冷凍6カ月

商品番号 KT13-0712

1,296円
味付とろろ（80g×4袋入）

賞味期限：冷凍120日
アレルゲン 小麦

魚沼産 こしひかり棚田米（2kg）
1,836円

商品番号 KT13-0701

賞味期限：精米日より30日

もち麦ごはん（50g×12）
486円

商品番号 KT13-0702

アレルゲン 小麦
賞味期限：180日

地鶏飯の素（3合用、290g）
820円

商品番号 商品番号KT13-0703

アレルゲン 小麦

料亭の五目ちらし寿司（244g）
573円

KT13-0704

アレルゲン 小麦・卵
賞味期限：60日 賞味期限：120日

こだわり果実 白桃（四つ割り、295g）
519円

商品番号 KT13-0715

賞味期限：365日

愛媛産 ぽんかん（295g）
389円

商品番号 KT13-0713

賞味期限：365日

愛媛産 伊予柑（295g）
389円

商品番号 KT13-0714

賞味期限：365日

冷凍

商品番号 KT13-0716

162円
パインスライス（234g）

賞味期限：360日

商品番号 KT13-0709

524円
イタリアンピザ マルゲリータ（1枚）

消費期限：冷蔵4日
アレルゲン 小麦・乳成分

商品番号 KT13-0710

524円
イタリアンピザ バジル（1枚）

消費期限：冷蔵4日
アレルゲン 小麦・乳成分

〈グローサリー〉 〈はくばく〉 〈よかろう〉 〈銀座ろくさん亭〉

〈伊達の牛たん本舗〉 〈浅草むぎとろ〉

〈デルモンテ〉〈SSK〉

〈アマノフーズ〉

〈デルソーレ〉

〈愛工房〉

〈山吹〉〈天満屋〉　

冷凍
冷蔵 冷蔵

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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108円 毎日限定数5
千切りキャベツ（130g）
商品番号 KT13-0831 冷蔵

消費期限：冷蔵3日

京の逸品生芋100％
糸こんにゃく（200g）

京の逸品生芋100％
板こんにゃく（200g） 214円

214円

商品番号 KT13-0803

商品番号 KT13-0804

賞味期限：40日

若鶏のかわいいたまご
（10個入） 303円

商品番号 KT13-0809

賞味期限：冷蔵14日

なかにしの卵
（6個入） 303円

商品番号 KT13-0810

賞味期限：冷蔵14日

2連絹とうふ（150g×2）

2連京とうふ（150g×2）147円

147円
商品番号 KT13-0807

商品番号 KT13-0808

賞味期限：冷蔵10日

冷蔵

冷蔵

濃厚卵 玉子豆腐
（70g×2） 256円

商品番号 KT13-0801

うまい納豆
（50g×3パック） 335円

商品番号 KT13-0802

消費期限：冷蔵5日

北野天神 京のお揚げ
（小1枚） 130円

商品番号 KT13-0805

消費期限：冷蔵2日

冷蔵
冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

チャンピオンカレー
（中辛、180g） 378円

商品番号 KT13-0814

賞味期限：冷蔵2カ月
アレルゲン 小麦・乳

真空パックシウマイ
（15個入） 621円

商品番号 KT13-0813

賞味期限：40日
アレルゲン 小麦

ミニハヤシ（100g）
193円

商品番号 KT13-0816

賞味期限：180日

ミニカリー（100g）
193円

商品番号 KT13-0815

賞味期限：180日
アレルゲン 小麦・乳成分 アレルゲン 小麦・乳成分

本格熟成ウインナー 
ちびころくん（80g）

314円

商品番号 KT13-0811

賞味期限：冷蔵20日

荒挽チキンウインナー
（200g） 508円

賞味期限：冷蔵20日

商品番号 KT13-0812

大根（1/2本）商品番号 KT13-0818
じゃがいも（1個）商品番号 KT13-0819
レタス（1玉）商品番号 KT13-0820
キャベツ（1/2玉）商品番号 KT13-0821
ミニトマト（1パック）商品番号 KT13-0822
きゅうり（2本）商品番号 KT13-0823

玉ねぎ（1玉）商品番号 KT13-0825
なす（2本）

白ねぎ（1束）
人参（1本）

商品番号 KT13-0824

商品番号 KT13-0827

商品番号 KT13-0826

オレンジ（1玉）商品番号 KT13-0830

青ねぎ（1袋）商品番号 KT13-0828
バナナ（1袋）商品番号 KT13-0829

※本数については大きさにより変わる場合があります。
※写真はイメージです。

※野菜の販売価格につきましては、価格変動いたしますのでお電話の際にご確認ください。※産地の指定はできません。

価格は係員におたずねください。

冷蔵

焼とうふ（250ｇ）
173円

商品番号 KT13-0806

消費期限：冷蔵4日

冷蔵

冷蔵

冷蔵

新潟県産 コシヒカリ
（200g×3食） 557円

商品番号 KT13-0817

賞味期限：180日

アレルゲン 小麦・卵

〈碓井商店〉 〈篠原商店〉 〈藤清〉

〈京とうふ藤野〉

〈崎陽軒〉 〈味の逸品処〉 〈サトウ〉

〈京とうふ藤野〉

〈中西養鶏場〉

〈新宿中村屋〉

〈ヤギシタハム〉

〈旬果健菜フーズメーカー〉

消費期限：冷蔵5日

2021年9月1日（水）～2022年2月28日（月）までご注文OK

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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1,080円
九州産 牛丼・肉じゃが用
切落し（約180g）

商品番号 KT13-0902

消費期限：冷蔵4日

九州産 牛ロースステーキ
（1枚、約160g） 2,160円

商品番号 KT13-0901

消費期限：冷蔵4日

698円

1,980円
九州産 黒毛和牛モモスライス
（150g）

商品番号 KT13-0903

消費期限：冷蔵4日

宮崎県産 霧島ポークロース
とんかつ用（約100g×2枚）

商品番号 KT13-0908

消費期限：冷蔵4日

冷蔵冷蔵 冷蔵

冷蔵

冷蔵
冷蔵

冷蔵

冷蔵

鹿児島県産 黒豚ロース生姜焼用
（1パック、約150g） 780円

商品番号 KT13-0910

上級ポークソーセージ
（1本、約270g） 411円

商品番号 KT13-0916

賞味期限：冷蔵14日

消費期限：冷蔵4日

九州産 牛ヒレステーキ用
（1枚、約100g） 1,980円

商品番号 KT13-0904

消費期限：冷蔵4日

手づくりハンバーグ（1個、180g）
389円

商品番号 KT13-0909

アレルゲン 乳成分

アレルゲン 小麦・卵・乳成分
消費期限：冷蔵4日

698円
宮崎県産 霧島ポークロース
しゃぶしゃぶ用（約180g）

商品番号 KT13-0905

消費期限：冷蔵4日

冷蔵

598円
鹿児島県産 黒豚切落し
（約250g）

商品番号 KT13-0906

消費期限：冷蔵4日

冷蔵

500円
熊本県産 大阿蘇鶏モモ角切り
（約250g）

商品番号 KT13-0912

消費期限：冷蔵4日

冷蔵

590円
神戸まろやかロースハム
（1パック）

商品番号 KT13-0913

賞味期限：冷蔵14日

冷蔵

国産 豚ロース味噌漬
（3枚） 698円

商品番号 KT13-0907

消費期限：冷蔵4日

冷蔵

商品番号 KT13-0914

951円
ベーコンブロック
（1パック）

賞味期限：冷蔵14日

冷蔵

518円
あらびきポークウインナー
（1パック）

賞味期限：冷蔵14日

商品番号 KT13-0915 冷蔵

熊本県産 大阿蘇鶏手羽元
（5本） 400円

商品番号 KT13-0911

消費期限：冷蔵4日

冷蔵

〈お肉処 さくら井〉

〈お肉処 さくら井〉

〈お肉処 さくら井〉

〈伊藤ハム〉 〈大阿蘇ハム〉〈大山ハム〉

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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アレルゲン 小麦
賞味期限：40日

金ごまいわし（130g） 540円
商品番号 KT13-1007
金ごまこあじ（130g） 540円
商品番号 KT13-1006

648円

648円

消費期限：冷蔵5日

紅鮭切り身

中辛（3切）

甘塩（3切）
国産 開きあじ（3枚）

540円

商品番号 KT13-1003

消費期限：冷蔵5日

えとや梅の実ひじき（150ｇ）
702円

賞味期限：冷蔵約1カ月

冷蔵 冷蔵商品番号 KT13-1005

鮭ほぐし（200g）
864円

賞味期限：未開封常温1年（開封後冷蔵21日）

商品番号 KT13-1004
商品番号 KT13-1001

商品番号 KT13-1002

冷蔵

冷蔵

324円
魚河岸ソーセージ（40g×5本入）
商品番号 KT13-1008

賞味期限：30日

商品番号 KT13-1018

3,240円
大麦若葉の青汁（3g×30本）

賞味期限：1年半

アレルゲン 小麦
411円

1,296円
焼のり（2切、80枚）
商品番号 KT13-1009

賞味期限：90日

のり佃煮 岩のり入り（180g）
商品番号 KT13-1010

賞味期限：150日
アレルゲン 小麦

ResetTime アルカリ生天然水
（500㎖） 152円

商品番号 KT13-1017

賞味期限：7年

ファイン しじみスープ（13g×12）
商品番号 KT13-1019

賞味期限：1年半

1,404円

ファイン 玄米スープ（15g×12）
商品番号 KT13-1020

1,404円
アレルゲン 小麦・乳成分

ポークロースカレー（1袋、200g）
商品番号 KT13-1011

賞味期限：90日

864円

あか毛和牛カレー（1袋、200g）
商品番号 KT13-1012

1,296円
アレルゲン 小麦・乳

〈サン海苔〉 〈島の香〉

〈キョーワズ珈琲〉

〈いい友〉

〈阿蘇の逸品〉

〈コダマ健康食品〉

〈丸善〉

〈西海〉

賞味期限：冷凍60日

冷食あんまん（5個）
商品番号 KT13-1015

535円
アレルゲン 小麦・落花生

炭火スモークウインナー（1パック）

商品番号 KT13-1013

賞味期限：冷蔵21日
756円

商品番号 KT13-1014

炭火スモークソーセージ（1本）
1,620円 冷凍 冷凍

冷蔵

冷蔵 冷食肉まん（5個）
商品番号 KT13-1016

賞味期限：冷凍60日

535円
アレルゲン 小麦

モカブレンド（粉、100g）

商品番号 KT13-1021

賞味期限：180日
562円

商品番号 KT13-1022

タイ ブルーコフアラビカ（粉、100g）
735円

〈新宿中村屋〉

2021年9月1日（水）～2022年2月28日（月）までご注文OK

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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アレルゲン 乳

生乳100％ヨーグルト（400g）
238円

商品番号 KT13-1113

賞味期限：冷蔵10日

冷蔵

プチレーズン（5個）
432円

商品番号 KT13-1103

アレルゲン 小麦・乳・卵
消費期限：1日

フランスあんぱん（1個）
173円

商品番号 KT13-1102

アレルゲン 小麦・乳
消費期限：1日

男爵（1斤、5枚入）
324円

商品番号 KT13-1101

アレルゲン 小麦・乳
消費期限：3日

バターロール（5個）
378円

商品番号 KT13-1104

アレルゲン 小麦・乳・卵
消費期限：2日

おいもパン（3個）
454円

商品番号 KT13-1106

アレルゲン 小麦・乳
消費期限：1日

130円
塩パンロール（1個）
商品番号 KT13-1105

アレルゲン 小麦・乳
消費期限：1日

チーズバタール（1個）※スライス対応不可
626円

商品番号 KT13-1107

アレルゲン 小麦・乳・卵
消費期限：1日

鶏くらげ中華風サラダ（100g）
297円

商品番号 KT13-1112

アレルゲン 小麦・乳
消費期限：当日中

冷蔵

B&W にじどれ
（野菜ドレッシング、1本） 648円

商品番号 KT13-1114

アレルゲン 小麦・卵
賞味期限：冷蔵20日

冷蔵

北海道十勝よつ葉牛乳（1,000㎖）
324円

商品番号 KT13-1108

賞味期限：冷蔵7日

よつ葉バター（加塩）（150g）
346円

商品番号 KT13-1115

アレルゲン 乳成分

アレルゲン 乳成分

賞味期限：冷蔵60日

冷蔵

贅沢モッツァレラブレンド3種のチーズ（120g）
冷蔵

冷蔵

冷蔵

商品番号 KT13-1116

賞味期限：冷蔵30日

430円

濃厚コク旨ブレンド3種のチーズ（130g）
商品番号 KT13-1117

430円
アレルゲン 乳成分

〈ポンパドウル〉

〈ポンパドウル〉 〈よつ葉〉  

〈小岩井〉 〈味の逸品処〉

コールスローサラダ（100g）
216円

商品番号 KT13-1111

アレルゲン 乳・卵
消費期限：当日中

冷蔵

10種野菜のグリーンポタージュ
（170g） 391円

商品番号 KT13-1110

アレルゲン 小麦・乳
賞味期限：冷蔵7日

冷蔵

トマトがおいしい具だくさんスープ
（220g） 561円

商品番号 KT13-1109

アレルゲン 小麦
賞味期限：冷蔵7日

冷蔵

〈ベジテリア〉 〈ビバ・ラ・ベジ〉

〈よつ葉〉  

毎日限定数10

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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茅乃舎だし（8g×30袋）
1,944円

商品番号 KT13-1201

アレルゲン 小麦
賞味期限：365日

海乃七草味噌汁（4食入）
商品番号 KT13-1204

アレルゲン 小麦
賞味期限：365日

減塩茅乃舎だし（8g×27袋）
1,944円 486円

商品番号 KT13-1202

アレルゲン 小麦
賞味期限：365日

茅乃舎 にゅうめん だししょうゆ
（1食入）

商品番号 KT13-1203　　

アレルゲン 小麦・卵
賞味期限：150日

810円

博多限定 茅乃舎あごだし
（8g×27袋） 1,944円

商品番号 KT13-1205

アレルゲン 小麦
賞味期限：365日

あごだしめんたいこ うまくち
（80g） 1,080円

商品番号 KT13-1206

アレルゲン 小麦
賞味期限：冷蔵14日

鮭めんたい（120g）
1,296円

商品番号 KT13-1207

アレルゲン 小麦
賞味期限：冷蔵14日

いづつや饅頭（10個入）
350円

商品番号 KT13-1215

アレルゲン 小麦・卵
消費期限：常温3日

おーいお茶（525㎖）
商品番号 KT13-1220

賞味期限：約半年

108円

おーいお茶 濃い茶（525㎖）
商品番号 KT13-1221

108円

八女星野茶煎茶（100g）
商品番号 KT13-1218

1,080円

知覧茶煎茶（100g）
商品番号 KT13-1219

1,080円
※煎茶・ほうじ茶共に三角ティーパッグ。

ほうじ茶 平安（2g×10袋入）594円
商品番号 KT13-1217
煎茶 銀閣（2g×10袋入） 594円
商品番号 KT13-1216

賞味期限：6カ月（開栓前）

たかはたファーム 山形県産ブルーベリージャム
（145g） 594円

商品番号 KT13-1209

たかはたファーム りんごジャム
（紅玉、145g） 540円

商品番号 KT13-1208

〈茅乃舎〉

〈茅乃舎〉 〈KATAOKAYA〉〈椒房庵〉

〈味の逸品処〉

〈いづつや饅頭〉 〈福寿園〉 〈星乃蔵〉 〈伊藤園〉

御赤飯（1折）
商品番号 KT13-1210

消費期限：当日中

いきなり団子（1個）
165円

商品番号 KT13-1213

アレルゲン 小麦
消費期限：当日中

梅どら（1個）
商品番号 KT13-1211

賞味期限：7日

180円

栗どら（1個）
商品番号 KT13-1212

180円
アレルゲン 小麦・卵・乳500円 毎日限定数10

毎日限定数10
フランボワーズ 林檎バター
（150g） 650円

商品番号 KT13-1214

アレルゲン 乳
賞味期限：冷蔵10日

冷蔵

冷蔵 冷蔵

〈なごし〉

2021年9月1日（水）～2022年2月28日（月）までご注文OK

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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カステラ0.6号（1本）
1,188円

商品番号 KT13-1301

賞味期限：10日
アレルゲン 小麦・卵

キューブカステラ（1個） 270円
商品番号 KT13-1302

賞味期限：10日
アレルゲン 小麦・卵

※パッケージは季節により変わります。

ぎおん太鼓
（5個入〈粒あん3個・こしあん2個〉）702円

商品番号 KT13-1304

アレルゲン 小麦・乳・卵
賞味期限：10日

栗饅頭（5個入）
540円

商品番号 KT13-1303

アレルゲン 小麦・卵
賞味期限：10日

姫てまり 化粧箱（16袋）
540円

商品番号 KT13-1312

アレルゲン 小麦
賞味期限：120日

1,248円高畠ブラン（720ml、白・辛口）
商品番号 KT13-1317

1,248円
高畠ルージュ
（720ml、赤・ライトボディ）

商品番号 KT13-1316

1,459円一番搾り（350㎖×6缶）
商品番号 KT13-1319

1,459円
スーパードライ
（350㎖×6缶）

商品番号 KT13-1318

アレルゲン 小麦・乳・卵
賞味期限：製造より60日

②シガール（10本入） 702円
商品番号 KT13-1310
①シガール（14本入） 972円
商品番号 KT13-1309

シガール オゥ ショコラ（8本）
810円

商品番号 KT13-1311

賞味期限：製造より60日
アレルゲン 小麦・乳・卵

①

②

うにあられ
（1袋） 324円

商品番号 KT13-1305

アレルゲン 小麦
賞味期限：60日

鶴乃子（4個袋入）
476円

商品番号 KT13-1306

アレルゲン 卵
賞味期限：14日

ひよ子ファミリーパック（5個入）
643円

商品番号 KT13-1307

アレルゲン 小麦・卵
賞味期限：15日

千鳥饅頭（5個入）
650円

商品番号 KT13-1308

アレルゲン 小麦・卵
賞味期限：10日

〈新宿中村屋〉

〈福砂屋〉

〈ヨックモック〉

〈チーズ・オン ザ テーブル〉

〈湖月堂〉

〈石村萬盛堂〉 〈ひよ子本舗 吉野堂〉 〈千鳥屋〉

〈えくぼ屋〉 〈風雅〉

〈高畠ワイナリー〉 〈アサヒ〉〈キリン〉

海苔菓子 風雅巻き
（17本ミックスパック） 1,080円

商品番号 KT13-1313

アレルゲン 小麦・落花生
賞味期限：製造より300日

メルバトースト・プレーン
（200g、2枚入20パック） 594円

商品番号 KT13-1315

アレルゲン 小麦アレルゲン 乳
賞味期限：約1カ月

フランス産 ジェラールクラシックカマンベール
（125g） 756円

商品番号 KT13-1314

賞味期限：冷蔵6カ月

冷蔵

進物可

進物可

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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特製生ラーメン（2人前）
1,836円

商品番号 KT13-1413

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・卵

高級シューマイ（12個入）
3,272円

商品番号 KT13-1414

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦 アレルゲン 小麦

ギョウザ（10個入）
1,782円毎日限定数10

消費期限：当日中

商品番号 KT13-1415

肉ごぼう天うどん
950円

消費期限：翌日中

かやくうどん
900円

商品番号 KT13-1417商品番号 KT13-1416

消費期限：翌日中
アレルゲン 小麦・卵・えび

焼きカレー
900円

商品番号 KT13-1418

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・乳・卵 アレルゲン 小麦・乳・えび

シーフードドリア
900円

消費期限：当日中

商品番号 KT13-1419

アレルゲン 小麦

冷蔵 冷蔵 冷蔵 冷蔵

毎日限定数10 毎日限定数10

窯焼うどん
1,120円

商品番号 KT13-1409

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・卵

花弁当
980円

商品番号 KT13-1410

消費期限：当日中

焼めし
900円

商品番号 KT13-1411

消費期限：当日中
アレルゲン 卵・えび

京すし
700円

商品番号 KT13-1412

消費期限：当日中
アレルゲン 小麦・卵・えびアレルゲン 小麦・卵・えび

冷蔵

冷蔵 冷蔵 冷蔵

もみのり（焼・味ミックス、袋入、55g詰）
540円

商品番号 KT13-1404

アレルゲン 小麦
賞味期限：365日

〈山形屋海苔店〉

〈中国料理 耕治〉

〈甘味喫茶 若竹〉

〈山本海苔店〉

〈五島うどん 椿亭〉 〈ファミリーレストラン〉

アレルゲン 小麦
わさび味海苔（8切、48枚） 540円
商品番号 KT13-1403

アレルゲン 小麦

賞味期限：547日

味附海苔（8切、48枚） 540円
商品番号 KT13-1402
焼海苔（8切、48枚） 540円
商品番号 KT13-1401

焼海苔（8切5枚、9袋詰）
商品番号 KT13-1405

賞味期限：455日

540円

味海苔（8切5枚、9袋詰）
商品番号 KT13-1406

540円
アレルゲン 小麦

食膳の友 焼海苔（8切7枚）
商品番号 KT13-1407

賞味期限：365日

346円

食膳の友 味附海苔（8切7枚）
商品番号 KT13-1408

346円
アレルゲン 小麦

レストランのおすすめメニュー

2021年9月1日（水）～2022年2月28日（月）までご注文OK

※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
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カタログ有効期限 2021年9月1日（水）～
2022年2月28日（月）まで

小倉北区（離島を除く）・
小倉南区（守恒周辺）・戸畑区全域・
八幡東区（北部）・門司区（門司駅周辺）・
八幡西区（北部）
【主な配送区域町名】

午後3時～4時30分

午後4時30分～6時
※1便・2便のどちらかの時間帯を
　ご指定ください。

※本カタログの商品は小倉井筒屋よりお届けいたします。カタログに掲載している以外の店頭商品・通信販売カタログ商品のお届けはできません。
※ご注文内容の変更およびキャンセルはお届け日前日の午後6時までにご連絡ください。それ以後の数量変更およびキャンセルは原則お受けできませんのでご了承ください。場合に
よっては代金のご負担をお願いすることがございます。
※配達時間にご不在の場合、配達員よりご連絡いたします。ご連絡がつかない場合や時間外には、再配達できません。その場合のご返金はできかねますので予めご了承お願いいたします。
※ご進物・のし包装はご容赦ください。　※季節や時期により商品内容を変更する場合がございます。　※カタログ掲載の写真は現品と盛り付けが異なる場合がございます。
※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。また商品のお取扱いを予告なく終了させていただく場合もございます。
※万一、ご利用カードのエラー等により代金決済ができない場合、商品のお届けはできかねます。　※天候、店舗状況、その他事情により、お届けできない場合がございます。
※アレルゲンは義務品目の特定原材料7品目を対象範囲としています。
※掲載商品の表示価格は本体価格に消費税を含んだ価格でございます。

お支払い

通話料無料フリーダイヤルにて承ります。（携帯電話からでも承れます）

井筒屋オンラインショッピング
https://www.izutsuya-online.co.jp/

お電話もしくは井筒屋オンラインショッピングサイトでご注文ください。

午前9時～午後6時

24時間承りいたします。

クレジットカード

＋ ●クレジットカードは、ウィズカード、ウィズゴールドカード、
　各種クレジットカードがご利用いただけます。
●ウィズカード、ウィズゴールドカードでのお支払いで
　100円（本体価格）につき1ポイントを付与いたします。
※代金引換の場合、別途手数料がかかります。配送料金は、1カ所につき660円（税込）となります。

レッツゴー イ ヅ ツ ヤ
0120-05-1228

［酒類販売について］　
未成年者への酒類の販売はいたしておりません。未成年者の飲酒は法律で固く禁じられております。　酒類お申込みの際にお申込み者の生年月日をお伺いしております。
本カタログに掲載の酒類は小倉井筒屋の酒類販売業免許証に基づき、受注・販売・配送しております。

お電話の際は「食品宅配サービス」の注文と
お伝えください。

通話料無料

お支払方法

配送区域配送時間

商品
代金

配送
料金

お客様へのお知らせ
12月26日（日）～1月5日（水）まではお届けできません。〈RF1〉は12月24日（金）～1月5日（水）までお届けできません。予めご了承ください。※年始の電話注文は1月3日（月）からです。

ご配送について

ご注文方法

お支払金額

ご注文承り時間

1便
3時

6時

4時30分
2便

※ご希望に添えない場合もございますので
　ご了承ください。
※交通事情等により、ご指定のお届け時間
　から多少前後する場合がございます。

12時（正午）までのご注文で当日お届けいたします。
翌日以降お届けのご注文も承ります。

午前11時までのご注文で当日お届けいたします。
翌日以降お届けのご注文も承ります。
※一部お取扱いしていない商品もございます。
※注文内容確認のために、お電話させていただく場合がございます。

●小倉南区（北方・企救丘・徳力・南方・若園・
守恒・徳力団地・蜷田若園・守恒本町・山手・
徳力新町・城野・星和台・下石田・富士見）
●門司区（大里本町・大里戸ノ上・大里東・
上馬寄・柳町・寺内・下二十町・藤松・高田・社ノ木・東新町・稲積・奥田・原町別院）
●八幡東区（西本町・春の町・高見・枝光・桃園・大蔵・中央・前田・清田・日の出・祇園・昭和・帆柱・中尾・山王・荒手・尾倉）

※詳しくはご注文時
　にご確認ください。

カチッ井筒屋 食品宅配

1便 

2便 
小倉北区

門司区
戸畑区

八幡東区（北部）

小倉南区

（門司駅
周辺）

（守恒周辺）

八幡西区
（北部）

●八幡西区（青山・浅川・浅川学園台・浅川台・浅川日の峯・浅川町・穴生・泉ケ浦・医生ケ丘・市瀬・上の原・永犬丸・
永犬丸西町・永犬丸東町・永犬丸南町・大字浅川・大字永犬丸・大字折尾・大字下上津役・大字陣原・大字則松・
大字本城・大浦・大平・大平台・岡田町・沖田・御開・折尾・春日台・上上津役・岸の浦・北鷹見町・貴船台・京良城町・
洞南町・楠木・熊手・熊西・黒崎・皇后崎町・紅梅・光明・小鷺田町・幸神・さつき台・里中・三ヶ森・下上津役・
下上津役元町・自由ケ丘・松寿山・陣原・陣山・瀬板・清納・星和町・大膳・鷹の巣・鷹見台・竹末・茶売町・千代ケ崎・
筒井町・鉄王・鉄竜・東筑・塔野・洞北町・友田・長崎町・中須・中の原・西王子町・西折尾町・西鳴水・則松・則松東・
萩原・東王子町・東折尾町・東鳴水・引野・日吉台・藤田・藤原・別所町・別当町・北筑・堀川町・本城・本城学研台・
本城東・町上津役西・町上津役東・丸尾町・三ツ頭・光貞台・南王子町・南鷹見町・南八千代町・美原町・美吉野町・
八千代町・八枝・山寺町・夕原町・力丸町・若葉）
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