
サーティワンアイスクリーム

富山北店（サンエツ本店内）

富山県富山市新屋89（飯野新屋）
〒930-0822

TEL.076-482-4885

サーティワンアイスクリーム

アピタ富山東店
富山県富山市上冨居3-8-38
〒930-0835

TEL.076-452-1731TEL.0766-56-2931

小杉店（サンエツ小杉店内）

富山県射水市三ケ2457-3
〒939-0341

サーティワンアイスクリーム
営業時間 AM10:00～PM7:00

kaimono@sanetsu.com【メール】
サンエツ

TEL．076-452-5005 FAX．076-452-6024
富山県富山市新屋89（飯野新屋）
〒930-0822

富 山 本 店 小 杉 店

TEL．0766-56-0001FAX．0766-56-0138

〒939-0341
富山県射水市三ケ2457-3

　　 2021年春、
サンエツ富山南店は
　サンエツ本店へ
移転統合致しました。
　　　　今後とも
よろしくお願い致します。

【公式SNS】

お中元 サンエツ
おすすめBEST３

5,200円（税込価格）

No.1

内 容
　つばいそかまぼこ・白えびみそ汁
　 白えびのピリ辛干し・白えびだし
ほたるいか浅炊き・ほたるいか素干し

＼富山の魅力が満載のギフトＢＯＸ入り！／「ぶり」「白えび」「ほたるいか」　
　富山の幸が集まったギフトです！

　　 富山の幸！
キトキトたから箱

3,720 円～6,920円
（消費税・送料込）

サーティワンアイスクリーム
　　　　ポーションカップ

（6個入～16 個入）

No.2

産直 冷凍

3,530 円（税込価格）

富山の “黒”セット

No.3

内 容
　　　のどぐろ釡めしの素・富山ブラックラーメン
八尾そば 2袋・にしん昆布巻・白えび入黒とろろ昆布

ブラック

豊かな自然に恵まれた

　富山の幸
豊かな自然に恵まれた

　富山の幸 富山の干物詰合せ  （送料込）
5,400円・4,320 円（ともに税込価格）

産直 冷凍

※イメージ

おわら風の盆そうめん 6本入
2,700 円　　（税込価格）

富山づくしBOX
　　～薬師～
3,810円　　（税込価格）

　富山の地酒
いやしのくすり箱
2,750 円　　（税込価格）

越中富山の味４個入
3,564 円　　（税込価格）

　尾崎かまぼこ
楽味かまぼこ10 本入
3,220円　　（税込価格）

あいの風ギフトとろろ昆布詰合せ
3,240円　　（税込価格）

昆布でしめたお刺身
　　「富山県産 5種」（送料込）

10,270円（税込価格）

産直 冷凍

　　海津屋 氷見うどん5本入
2,581円　　（税込価格）

3,240円　　（税込価格）

御菓蔵 紫の物語 おかき詰合せ

        　 「富山づくし」の BOX に
        お好きなものを詰合せ。

ご予算に応じて詰め合わせ致します。 7,560円（税込価格）

富山づくしBOX～白えびづくし～

富山づくしBOX
　　　～立山～

富山づくしBOX～剱～

3,710 円（税込価格）

富山づくしBOX富山づくしBOX

5,400円（税込価格）

人気！

　富山の麺・味詰合せセット
5,660円 （税込価格）

　富山の麺セット
3,820円 （税込価格）

富山の麺セット富山の麺セット

　富山の麺・味詰合せセット
3,520円 （税込価格）

富山の素麺
食べ比べセット
4,150円 （税込価格）

　 夏の麺 食べ比べセット
3,900円 　（税込価格）

人気！

2022

氷見うどん氷見うどん

富山づくしＢＯＸ富山づくしＢＯＸ

富山の地酒富山の地酒

　　成長に合わせて呼び名が変わり、《出世魚》としても知られている「ぶり」の細工かまぼこは、　県外の方への贈り物におすすめです。

がんどかまぼこ14,202円（税込価格）

　（包装込み）

かまぼこ本体：サイズ約 67cm

1,814 円（税込価格）

　（包装込み）

かまぼこ本体：サイズ約 24cm

つばいそかまぼこ

かまぼこ本体：サイズ約 43cm

5,130円（税込価格）

　（包装込み）

ふくらぎかまぼこ

かまぼこ本体：サイズ約 80cm

ぶりかまぼこ 24,840 円（税込価格）

　（包装込み）



とやま弁包装紙オリジナルのし・短冊

サンエツオリジナルのし・短冊・包装紙

ご希望の方、無料でお付け致します！

季節の包装紙（夏）

健康包装紙

とやま弁包装紙

　　　　　

人気のお中元好適品人気のお中元好適品人気のお中元好適品

　 カゴメ 国産100%
フルーツジュースギフト

定価 5,400 円の品 KT-50L
5,130 円（税込価格）

定価 3,240 円の品 ZSA-30FA

スイーツアソート
                    + ミーモカフェ

3,078 円（税込価格）

　　　ひととえ凍らせて食べる
アイスデザート～国産フルーツ入り～

IDD-30
3,240 円（税込価格）

ネスカフェゴールドブレンド
プレミアムスティックコーヒー
定価 3,240 円の品 N30-GKS

3,078 円（税込価格）

大森屋舞すがた
バラエティ詰合せ

　定価 3,240 円の品 NTF-30N
2,916 円（税込価格）

手延素麺揖保乃糸（黒帯）
定価 3,240 円の品 IT-30IN

3,078 円（税込価格）

こだわりつけ麺つゆで食べる
　　　　　三輪素麺

DRSN-30
3,240 円（税込価格）

　　福来の音
～あげもち小町～

定価 3,240 円の品 FA30
3,078 円（税込価格）

GPMKD-30

　味香門和膳（みかどわぜん）
        和食詰合せ

定価 3,240 円の品
2,916 円（税込価格）

デリシュ・ボヌール
定価3,240 円の品 TDL-30

3,078 円（税込価格）

JPC-30
3,240 円（税込価格）

　　　　ひととえ
3層デザート ジュレパフェ 井村屋 涼水彩

RS-30
3,240 円（税込価格）

　　ハリーズレシピ
タルト・焼き菓子セット

定価 3,240 円の品 SHHR-30
3,078 円（税込価格）

　「ウエルチ」100%果汁ギフト
WS30N定価 3,240 円の品

2,916 円（税込価格）

カゴメ 潤い日和
URB-30S定価 3,240 円の品

3,078 円（税込価格）

　 　キーコーヒー
天然水プリズマ飲料ギフト

2,916 円（税込価格）

定価 3,240 円の品 TPA-30N

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
　アイスコーヒーギフト

LP-30定価 3,240 円の品
2,916 円（税込価格）

　　　　　キーコーヒー
リキッドコーヒー＆ドリンクギフト

LCJ-30L
定価 3,240 円の品

2,916 円（税込価格）

ミカドイタリアン
MKI-30定価 3,240 円の品

3,078 円（税込価格）

スターバックス オリガミ
パーソナルドリップギフト

SB-30N
3,240 円（税込価格）

MCNA-30

　 日清オイリオ×アマノフーズ
アマニ油とおみそ汁の健康習慣ギフト

3,132 円（税込価格）

定価 3,240 円の品

フリーズドライみそ汁
　＆有明味のりセット

　定価 3,240 円の品 NF-CO
3,132 円（税込価格）

　　　 味の素
バラエティ調味料ギフト

　定価 3,240 円の品 A-30T
2,980 円（税込価格）

　　阿部長商店
和風＆洋風煮魚セット

　定価 3,240 円の品 AB-62
3,132 円（税込価格）

　宝幸 国産のこだわり
　缶詰・レトルトギフト
　定価 3,240 円の品 RK-30D

3,132 円（税込価格）

　　　 ライオン トップ
スーパーナノックスギフトセット
　定価 3,300 円の品 LNW-30A

2,970 円（税込価格）

　　　花王
アタック  ３X ギフト

　定価 5,500 円の品 K･AI-50
5,225 円（税込価格）

定価 5,400 円の品 MKD-50
5,130 円（税込価格）

　味香門和膳（みかどわぜん）
        和食詰合せ

産地
直送品
産地
直送品
サーティワンアイスクリーム
　　　ポーションカップ

冷凍

3,240円（税込価格）

漬魚詰合せ  漬魚三彩

申込期限

　８月２日まで

申込期限

　８月２日まで

4,320 円（税込価格）

冷凍
ミックスベリータルト＆木苺プリン

4,320 円～ (税込価格）

冷凍　　　飛騨牛ギフト
（焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き）

京都 養老軒 ゆらり金魚の涼風ゼりー
3,888 円（税込価格）

人気フレーバーの
　 詰合せです！

大森淡水 国産うなぎ蒲焼（長焼）3尾
7,560 円（税込価格）

冷凍

北海道産 富良野赤果肉メロン（2玉）
4,968 円（税込価格）

常温

3,240円（税込価格）

伊藤ハム 鹿児島黒豚ギフト

申込期限

　８月３日まで

冷蔵

数量限定

日本ハム 美ノ国ギフト
5,400 円（税込価格）

申込期限

　８月３日まで

冷蔵

産直 冷凍

常温

申込期限

　７月３１日まで

申込期限

　８月３日まで

佐賀県産 温室みかん (1.5kg)
常温

4,536 円（税込価格） 5,724 円（税込価格）

常温

岡山県産 岡山の桃（1.3kg）

※一部お届けができない地域がございます

8 個入４，３６０円

10 個入５，０００円　12 個入５，６４０円

　　14 個入６，２８０円 16 個入６，９２０円

6 個入３，７２０円

（送料・消費税込）

赤果肉 ×２

申込期限

　８月１日まで
申込期限

　７月１５日まで

コース価格

※上記価格は、システム料・消費税込となっております

何を贈れば良いか迷われる方へ

　　　 先方様にカタログの中から
お好きな品物をお選びいただくギフトです

カタログギフトカタログギフト

・3,080円　・3,630円　 ・4,180円　・4,730円　
・5,280円　・6,380円　 ・7,480円　・8,580円　
・9,680円　・11,880円　 ・14,080円　 ・17,380円　

・28,380円　 ・33,880円　・55,880円　・22,880円　


