
【ご注文方法】

☎ 【当日受付当日配達の場合】
・ご注文専用電話番号：080-6671-0263
・ご注文受付時間：当日朝９時～10時半　・お届け時間：11時～13時

【ご注意】

♦ ご注文いただける商品はカタログ、ホームページ、アプリ掲載の商品のみです
♦ お届け範囲は筑西市内のみとなります
♦ お届けの時間帯は11：00 ～13：00となります

※細かいお時間のご指定はお受けできませんのでご了承ください
♦ お支払いは現金のみです。商品お届けの際に現金でお支払いください
♦ 配達件数の上限を設定させていただいております

達した場合は締め切らせていただきますのでご了承ください
♦ 1回につき配送料３００円を頂戴します

※1回２０００円（税込）以上のご注文で配送料が無料になります
♦ ご注文の際はお名前、ご住所、お電話番号をお伺いします

　※いただいた個人情報は本来の目的以外では使用しません
♦ 聞き間違い防止のため、ご注文内容を確認させていただきます
♦ 店頭から商品をピックアップするため、品切れの際はご容赦ください
♦ お届けの際は必ずご注文者ご本人様がお受け取りください
♦ 担当者が運転中などで電話に出られない場合、担当者からかけ直すことがございます
♦ 悪天候、交通事情等やむを得ない場合、配達が遅れる場合がございますので

あらかじめご了承ください
♦ その他諸事情により配達を中止する場合がございますのでご了承ください
♦ カタログ掲載品や商品価格は予告なく変更となる場合がありますので

ご注文の際は必ず最新掲載内容をホームページ等でご確認ください

道の駅グランテラス筑西

ご自宅お届けサービス
～筑西市内のみ～

☎ 080-6671-0263
（ご注文専用番号）

＊＊＊ 毎日お届けいたします ＊＊＊

（定休日を除く）

◆下記時間帯にご自宅へお届けします
配送料300円
2,000円以上

で送料無料!!

（旧下館市、旧協和町、旧明野町、旧関城町）

11：00 ～13：00

tel:080-6671-0263


惣菜・まぜご飯の素・米
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①

⑤

⑥

⑦

＊＊＊ 商品カタログ目次 ＊＊＊

②

　商品カテゴリーカタログ番号

③

⑧

⑨

⑩

肉・水産加工品

たまご・牛乳・乳製品・プリン・はちみつ

豆腐・納豆・こんにゃく・漬物

麺類・粉もの・パン

菓子・飲料・茶葉

菓子・ギフト

調味料

青果物

旬なお野菜 おすすめセット ⑬

もつ煮本舗まるぶん（お弁当）

⑫ スープ・ラーメン・冷凍食品・アイス

お弁当・おにぎり

お届けの際は商品のみのお渡しとな

ります。レジ袋は有料となるため、

ご注文の際にお申し付けください。

①オリジナルエコバッグ

青・オレンジ 各２００円

②保冷バッグ（緑） ５５０円

※マチ、ファスナー付き

① ②エコバッグも販売

しております



写真は一例です

ご自宅お届け対象商品カタログ①

青果物

青果類はご希望をお伝えください！

変わりますので予めご了承ください
天候や収穫状況によってお値段や数量が

店頭価格でお届けいたします♪

（個数や大きさなどもお選びいただけます）



太鼓判亭 太鼓判亭 太鼓判亭
海老天弁当 特上とり弁当 あちちラーメン
海老5本入り 特上とり使用 ※レンジで加熱してください

８６４円 ８６４円 ６４８円

太鼓判亭 若松食品 若松食品
特製おにぎり各種 おにぎり各種 いろどり弁当
高菜、みそ、明太子、うなぎ 明太子、鮭、たらこ いろいろなお味が楽しめます♪
、焼き 各１５０円 各１５０円 ６００円

中にも上にも
具だくさん！

よづ家 M's Kitchen もつ煮本舗まるぶん
焼きそば レトロナポリタン おむすび（からあげ）
こだわりの生めんとソース♪ 昔ながらのナポリタン♪ ご飯200g＋具＋たくあん付き

４３２円 ４２０円 ３５０円

中にも上にも 中にも上にも 中にも上にも
具だくさん！ 具だくさん！ 具だくさん！

もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん
おむすび（豚みそ） おむすび（おかか） おむすび（梅）
ご飯200g＋具＋たくあん付き ご飯200g＋具＋たくあん付き ご飯200g＋具＋たくあん付き

３５０円 ３６０円 （南高梅） ３７０円

中にも上にも 中にも上にも 中にも上にも
具だくさん！ 具だくさん！ 具だくさん！

もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん
おむすび（しゃけ） おむすび（明太子） おむすび（ほっけ）
ご飯200g＋具＋たくあん付き ご飯200g＋具＋たくあん付き ご飯200g＋具＋たくあん付き

３８０円 （かねふく） ４００円 （シマホッケ） ４００円
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ご自宅お届け対象商品カタログ②
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太鼓判亭 もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん
からあげ弁当 しょうが焼き弁当 豚みそ弁当

ごはん250ｇ ５８０円 ごはん250ｇ ６００円 ごはん250ｇ ６９０円

若松食品 もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん
もつ焼き弁当 のり弁当 やさしいお弁当

ごはん250ｇ ６８０円 ごはん250ｇ ５５０円 ごはん少なめ ３２０円

もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん
豚丼 もつ煮弁当

ごはん300ｇ ６８０円 ごはん300ｇ ８８０円 ごはん300ｇ ６８０円

もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん
もつ焼き単品 もつ煮単品

３７０円 ６５０円 もつ煮300ｇ ６５０円 ５００円

もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん もつ煮本舗まるぶん
角煮

（冷凍可） １２５０円 ８００円

国産豚バラ肉丼。ボリュームあり! まるぶんイチオシ！！

ご自宅お届け対象商品カタログ③

16 17 18

19 20 21

22 23 24

国産鶏の大きめからあげ4個入り 国産豚肉を使ったしょうが焼き 自家製濃厚味噌タレで漬け込み

自家製タレが絶品！ ご飯の上に日替わりのおかず乗せからあげ、白身魚フライ入り

豚丼ミニもつ(200ｇ)付き

冷蔵 冷蔵

お土産もつ煮1kg
お鍋にあけて温めるだけ♪ 湯煎・電子レンジで温めるだけ

ﾐﾆｻｲｽﾞのもつ煮が付いたお弁当

25 26 27

からあげ単品

28 29

自家製タレでもつを焼き上げました 絶品のもつ煮！クセになります

もつ煮300ｇ

大きめからあげ4個入



もつ煮本舗まるぶん キッチンうまうま キッチンうまうま キッチンうまうま
切干し大根煮 ピリ辛こんにゃく きんぴらごぼう

６９０円 ２６０円 ２６０円 ２８０円

もつ煮本舗まるぶん キッチンうまうま キッチンうまうま キッチンうまうま
ひじきの五目煮 具だくさんのおから煮 あじの南蛮漬

３２０円 ２８０円 ２６０円 ３８０円

もつ煮本舗まるぶん キッチンうまうま 大嶋屋 鳥末食品
おつまみ鶏チャーシュー 親鳥チャーシュー 訳ありチキンロール

鳥ごぼう巻スライス

６８０円 ３８０円 ６８０円 ３９９円

もつ煮本舗まるぶん 石井食品 石井食品 石井食品
ごぼうと生姜のまぜごはん 有明鶏のかしわめし 栗ごはんのもと　季節限定
あったかごはんにまぜるだけ！ あったかごはんにまぜるだけ！ 茨城　笠間の栗使用
　2合用 ２４０円 　2合用 ２４０円 １，０００円

フタバ食品
王様の豚まん(単品)季節限定

3キロ：１，５００円 甘くてホクホクな焼き芋！ ほかほか♨ボリューム満点！

5キロ：２，３００円 ２００円～３００円 　140g　1個 ４００円

※生産者は変更になる場合があります

お米（筑西市産コシヒカリ）
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37

冷蔵

ご自宅お届け対象商品カタログ④

43 44 45

38 39

40 41 42

下館名物！ラーメンの具にも◎

グランテラス筑西

焼き芋（1本）季節限定

お皿に移して

レンジでチン♪



キッチンうまうま 大嶋屋 大嶋屋 大嶋屋
豚ひき肉 キングポークロース切身 つくば鶏もも肉
茨城県産豚使用 ソテー、とんかつ用 筑波山麓で育成した鶏使用
　約４５０g ６８０円 　約４５０g １，３８０円 　約４８０g ９８０円

キッチンうまうま 大嶋屋 大嶋屋 大嶋屋
キングポーク小間肉 キングポークバラ肉
筑西市産豚使用 筑西市産豚使用 筑西市産豚使用（生姜焼き用）
　約３５０g ６８０円 　約３２０g ６８０円 　約２８０g ６８０円

鳥末食品 大嶋屋 藤田水産 島田商店
豚もつ わかさぎ柔らか煮
茨城県産　人気商品！ カルシウムたっぷりです 冷蔵商品です
　約1ｋｇ ８８０円 ３６０円 ５４０円

石井食品 藤田水産 ヨ印水産 山善商店
塩辛 酢だこスライス 骨ごとさんま煮
①いか塩辛　②いか明太 さんま味付け（完全無添加）
③ほたて 各　３４０円 ５００円 ５９０円

生食

フタバ食品 大友水産食品 藤田水産 大黒屋水産食品
いかっぺ かもめちくわ じゃんぼ天（さつま揚げ）

国内産いか使用 ①ごぼう天　②イカ天

４００円 ６０４円 １７０円 ③玉ねぎ天 1枚　２４８円

冷蔵冷蔵

冷蔵冷蔵 冷蔵

冷蔵 冷蔵冷蔵

冷蔵 冷蔵

46 47

冷蔵
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冷蔵

55

冷蔵

ご自宅お届け対象商品カタログ⑤

50

48

49

冷蔵
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キングポークローススライス

56 57

スライスされているので食べやすい

冷蔵

かちりパック(ちりめんじゃこ)

高たんぱく質低脂肪・DHA入り

59 60

① ②

③

② ①
② ③



コウノ鶏卵 コウノ鶏卵 増山養鶏場
若鶏たまご 岡さん家のいいたまご ふぞろいのたまご達
国産鶏卵 ビタミンEたっぷり10倍 ※Lサイズもあります

９８０円 １９０円 ２６５円 ２６０円～

いばらく乳業 いばらく乳業 いばらく乳業
常陸の郷牛乳 常陸の郷のむヨーグルト 常陸の郷のむヨーグルト
茨城県産（1リットル）

６８０円 ３２０円 　５００ｍｌ ５２０円 　１３０ｍｌ １９０円

島田商店 ミルク工房もりや ミルク工房もりや 小美玉ふるさと公社
カップヨーグルト

筑西市産いちご使用 筑西市産いちご使用 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、柚子、梅、金柑
　５００ｍｌ ６００円 　１５０ｍｌ ２６０円 各１９０円

山善商店 ダ・フィオーレ つくばプリン つくばプリン
下妻プリン物語 ゴールドプリン 生キャラメルプリン
卵が自慢の濃厚プリン 濃厚な味わいプリン

５９０円 ２８０円 ３６８円 ３９１円

大黒屋水産食品 稲川牛乳店 ダ・フィオーレ 山田養蜂場
デセールフラン ちっくんプリン つくばの養蜂家さんのはちみつ
素朴な味わいの窯だしプリン そのままでも甘くて美味しいよ♪ 国産はちみつまろやか風味

1枚　２４８円 ３３０円 ３００円 　150g ９７２円

キャラメルの香ばしさと心地よい苦み

71 72

冷蔵 冷蔵

冷蔵 冷蔵

73 74

冷蔵
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66

69

冷蔵 冷蔵 冷蔵

67 68

冷蔵冷蔵 冷蔵

オリジナルいちごヨーグルト オリジナルいちごヨーグルト

ご自宅お届け対象商品カタログ⑥

61 62
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70



増山養鶏場 森とうふ店 小野澤食品 三和豆水庵
手造りとうふ がんもどき（4枚入り） プレミアム豆腐
もめん豆腐 売れてます！ 高濃度の豆腐でとても甘いです

２６０円～ １３０円 ３８０円 　１１０g １５８円

いばらく乳業 ひげた食品 道の駅しもつま 横島醤油納豆
グランテラスオリジナル納豆 納豆「福よ来い」 かあちゃん納豆
筑西納豆 小粒・大粒 中粒
　４０g×3 １５９円 　50g×3 各１６９円 １４８円

小美玉ふるさと公社 横島醤油納豆 中條商店 中條商店
かあちゃんの塩きりなっとう 板こんにゃく 鹿沼しらたき

　１６０g ２５０円 　２５０g １５０円 　３６０g ２９０円

つくばプリン 舟善 マルダイ マルダイ
各種キムチ 白菜漬け 大根漬け（ゆず大根）
ねぎ、白菜、山芋

３９１円 各２７０円 　４５０g ２５０円 　２0０g ２５０円

山田養蜂場 (有)大垣商品 根本漬物 焼きのり　せき
甘酢らっきょう（お徳用） 偕楽梅干し 塩分約12％ なめ茸
国産：昔ながらのお漬物 梅干し・しそ漬梅干し 焼きにんにく・志賀の春

　３２０g ６５０円 　各18０g ５４０円 　各４００g 各５４０円
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冷蔵 冷蔵
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冷蔵

冷蔵
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冷蔵冷蔵

8179

82

冷蔵
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冷蔵
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冷蔵

冷蔵
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冷蔵 冷蔵

ご自宅お届け対象商品カタログ⑦

77

80

冷蔵



三和豆水庵 ゆめ紫峰の会 小嶋麺業 新井製麺所
①薄力粉　②もち麦 ①そうめん　②ひやむぎ レンコンパスタ
　　①500ｇ ４００円 阿見町産レンコン使用
　　②500ｇ １，２００円 　各２００g １３０円 　１８０g ３８０円

横島醤油納豆 新井製麺所 新井製麺所 新井製麺所
つくば　館うどん ひら織うどん 筑波そば（常陸秋そば）
干しうどん 干しうどん 干しそば
　５００g ４１０円 　３００g ２５５円 　２００g ２９７円

中條商店 八千代うどん 八千代うどん 八千代うどん
八千代冷し中華（3食入） 八千代焼きそば（3食入） 大関そば

屋台風味　液体ソース付♪ 太くてコシの強いそば
　麺110ｇ×3 ２７０円 ２３８円 　450ｇ ３３０円

マルダイ ぶれ～めん ぶれ～めん ぶれ～めん
ミルクブレッド ぶどうパン 小豆パン（大納言）

２５０円 ４３０円 ブリオッシュ生地 ４９０円 ブリオッシュ生地 ５３０円

焼きのり　せき ぶれ～めん ぶれ～めん ぶれ～めん
マロンパン（渋皮マロン） Bigメロンパン

直径約15ｃｍ♪ 上品な甘さがおススメ♪

ブリオッシュ生地 ５２０円 ２７０円 ２００円

98
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バターのせトーストがおススメ♪

冷蔵

99

冷蔵

バターのせトーストがおススメ♪こだわりのブリオッシュ生地♪

103 104 105
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91

ご自宅お届け対象商品カタログ⑧
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94 95

茹で時間約2分（レモン入りスープ付）

冷蔵

バターのせトーストがおススメ♪
こしあんクリームチーズパン

①

②

① ②

現在は販売して

おりません



新井製麺所 根本製菓 佐藤米菓 煎餅屋仙七
コシヒカリ煎 揚げおかき 半熟半生煎餅
焼き塩、しょうゆ、ザラメ 塩、しょうゆ カレー、もんじゃ、しょうゆ

３８０円 各３００円 各３８０円 各２２７円

新井製麺所 山本屋 山本屋 長方屋
えびせん げんこつドーナツ さつまチップ
ふんわりサクサク♪ ゴツゴツカリカリの食感♪ 茨城県産さつまいも使用♪

２９７円 ２１０円 ５４０円 ５００円

八千代うどん 圷ほしいも 長方屋 戸田乳業
干し芋（べにはるか） 焼き干し芋（蜜いも） 筑波山麓クラフトサイダー
茨城県産 行方産（無添加・濃厚） メロン、梨、苺、柚子

３３０円 ７００円～ 　３００g ７００円～ 　各200ｍｌ 各２９２円

ぶれ～めん 茶商 坂入製茶工場 栃木乳業
知覧茶　一番摘み ほうじ茶 関東・栃木（季節限定品あり）
グランテラスオリジナル 香ばしくサッパリした味わい レモン、メロン、イチゴ
　100g ５００円 　100g ４３２円 　各200g 各１７８円

ぶれ～めん アトリエ・プティ・ボア 遠藤食品㈱ 関口醸造（株）
米粉バウムクーヘン
筑西市産米粉使用 国産すもも使用　懐かしい駄菓子！お醤油屋さんの醤油煎餅です

２００円 １，３００円 　4個入り １８５円 　２５枚入り ５５０円
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極みしょうゆせんスモモちゃん
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冷蔵
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ご自宅お届け対象商品カタログ⑨
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煎餅屋仙七 たちかわ たちかわ たちかわ
かりんとう饅頭 バターどらやき メロンぱんじゅう
しっかりカリカリ たちかわの定番といえばこれ♪ 茨城県産メロン使用♪
　5個入り ７００円 　10個入り １，９３０円 　5個入り ９５０円

湖月庵 湖月庵 湖月庵
館最中 きぬのまゆ玉 きぬのまゆ玉（贅沢抹茶）

2個入り：　　４５３円 茨城県産卵使用のチョコ和菓子 茨城県産さしま茶使用

５００円 6個入り：１，４０４円 　6個入り ５６１円 　6個入り ６９１円

戸田乳業 リカーフーズサービス 湖月庵 和菓子処　杉山
栗蒸し羊かん 福は栗 筑波の鳩杖最中
笠間産 笠間産栗100％使用和菓子 8個入：１，２７０円
　5個入り １，５００円 ２０５円 10個入：１，６００円

栃木乳業 メゾンプチ メゾンプチ メゾンプチ
スイートポテト 筑西蕎麦サブレ おひさまのマドレーヌ
さつまいも（べにあずま）使用 常陸秋そば使用 全国菓子大博覧会　大臣賞受賞
　5個入 ８５０円 　7枚入 ８５０円 　5個入 ８５０円

関口醸造（株） 亀印製菓 亀印製菓 虎彦製菓
水戸の梅 吉原殿中 きぬの清流

6個入：　　９１８円 きな粉の香ばしい素朴なお菓子 5個入：４８６円

５５０円 9個入：１，２９６円 7本入：８１０円 8個入：７５６円
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紙袋のご用意ございます



たちかわ 大嶋農場 鈴木醸造 鈴木醸造
百笑みそ（1年醸造） 真壁味噌（赤・白） ひしお（もろみ加工品）

750g：１，０５０円 酵母の力で免疫力アップ♪ きゅうりに合せて♪
９５０円 380g：　　５８４円 　1ｋｇ 各５４０円 　300g ４１０円

新井製麺所 上ホ醤油 ﾊｵｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾌｧｸﾄﾘｰ
きのこつゆ つゆ 是好醤（コレイージャン）
しいたけ、まいたけの豊潤な香り めん、鍋、煮物のベースに♪ 万能中華調味料
　500ｍｌ ５００円 　1000ｍｌ １，０００円 　120ｇ ５９４円

和菓子処　杉山 鈴木醸造 関口醸造（株） 上ホ醤油
きあげ醤油 たまごに醤油
甘口の醤油です かつお節味 たまごかけご飯に最適♪
　1000ｍｌ ３６０円 　1000ｍｌ １，１００円 　150ｍｌ ４００円

メゾンプチ カジュアルレストランZAK やます 東京フード
ドレッシング なめてみそ　納豆みそだれ 米粉シチュールウ
ルッコラ、トマト いばらき限定！　万能だれ 筑西市産米粉使用
　300ｍｌ 各６００円 ５４０円 　130g ３５０円

虎彦製菓 ケイエス青果 日本食研
じょっぱり親父の黒にんにく 鍋つゆ　ほうとう、寄せ鍋
あなたのために、体のために

　150ｇ １，０８０円 　各750g 各３０８円
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本節しょうゆ
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キムチ、豚しゃぶ、塩ちゃんこ
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お湯を お湯を

注ぐだけ 注ぐだけ

※具材別売り 栄進堂 光玉 やます
下館ラーメン（スープ付き） たまねぎスープ とろろスープ
盛昭軒監修！濃いめの醤油味 チャーハンにかけても◎ ①しじみ入り　②あさり入り
　4食入/1箱 １，０８０円 　200g（約32杯分）６１５円 　各70g 各５４０円

お湯を お湯を お湯を

注ぐだけ 注ぐだけ 注ぐだけ

ﾊｵｼｰｽﾞﾆﾝｸﾞﾌｧｸﾄﾘｰ やます リカーフーズサービス オーヤマ
和風とろろスープ がごめ昆布とわかめスープ フルーツトマトスープ
具沢山でとろりとしたスープ 即席ラーメン・お茶漬けにも◎ パスタやオムライスにも◎
　徳用175g １，０８０円 　80g ４７５円 　8.3g×10食入 ５９４円

①梨アイス ③巨峰アイス ⑤とうむぎあいす 90mlあたり

②梨シャーベット ④こだまスイカのアイス ⑥お茶のアイス

４００円 ①３５０円　②３５０円 ③３２０円　④３９０円 ⑤３0０円　⑥３５０円

東京フード フタバ食品 涌井商店 涌井商店
王様の豚まん　季節限定 キングポーク小籠包 キングポーク棒餃子
ボリューム満点！冷凍です！
　140g2個入り ８００円 　420g15個入 １，６９０円 　630g18個入 １，６９０円

日本食研 和クォーレ 島田商店 ABCミート
オリジナルピザキングポーク使用 白魚えびまじり 常陸牛入りハンバーグ
トースターで2分～5分 冷凍商品です フライパンで焼くだけ簡単

　約19ｃｍ ９００円 ５４０円 ５９０円

❄

　100mlあたり

❄

　各100mlあたり
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肉汁にアクがなくツルッと食感！ 口の中でとろける極上の脂と舌触り
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ご自宅お届け対象商品カタログ⑫
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　各100mlあたり

① ② ③ ④

① ②

昆布,わかめ,

めかぶ,ねぎ入り！

⑤ ⑥



写真は一例です

各５４０円

オーヤマ

５９４円

　　道の駅グランテラス筑西がオススメする、旬なお野菜と果物を詰め合わせにして、
      無料でご自宅にお届けします！（お届け日は各月の指定日のみとなります）

【お届け日】
♦ 各月のお届け実施日は曜日を問わず「5日」「15日」「25日」になります

ご注文の際に、お届け希望日をご指定ください。
※ 指定日が定休日と重なる場合は、その翌日がお届け日になります

【ご注文方法】
♦ ご自宅お届けサービス同様、受付専用電話、メールにてお申し込みください
♦ ご注文は、お届けご指定日の１週間前までにお願いします
※ 例①　15日お届けをご希望の場合は8日までにお申し込みください
※ 例②　25日お届けをご希望の場合は18日までにお申し込みください

【お届け商品】
♦

【お届け時間】
♦ お届けご指定日の午前11時から午後2時の間にお届けいたします

【商品代金】
♦ 詰め合わせ価格は2,500円（税込み）となります

【お支払い方法】
♦

５９０円

≪　旬なお野菜・果物おすすめセット！　≫
（※加工食品含む）

ご自宅お届けサービス同様、現金のみとなります。お届け時に配達員にお支払いください

季節に合わせた旬なお野菜や果物（加工食品含む）を厳選し、詰め合わせをお届けします

ご自宅お届け対象商品カタログ⑬

おすすめセット

🥕自分では買わない野菜

🥬食べたことのない野菜

🍅季節の旬な野菜

🍌栄養満点な野菜

など、オススメを

詰め合わせいたします！


