
定期購入者様限定特典 !!定期購入者様限定特典 !!続けてもらえる続けてもらえる

いつも「浸みわたる水素水」をご愛飲いただき誠にありがとうございます。

日頃の感謝の気持ちを込めまして、「毎月 1 回お届け（定期購入）コース」の

ご継続回数に応じて熊本県の特産品、または長期継続割引（継続回数 12 回以上）を

プレゼントさせていただきます。

（A. 特産品、B. 長期継続割引のいずれかを選択してください）  

                              

A. 特産品 ご継続 3回で 1つ、6回で 1つ。以降も6回ごとに2つプレゼント︕

No.１ 七城のこめ

日本遺産に認定された 「菊池川流域二千

年の米作り」 古代から受け継がれた生産

技術で昔から 「美味しいお米」 として全国

的にも有名です。甘味 ・ 香り ・ 食感と 3

拍子揃った熊本のお米を是非ご賞味くだ

さい。内容 ： 精米 2kg

No.2 旭志牛モモ

熊本県の阿蘇外輪山、 鞍岳の麓に広がる 

西日本有数の畜産王国で悠々と育った 

菊池のブランド牛 「旭志牛 （きょくしぎゅ 

う）」 は上質な赤身と脂身の絶妙なバラン 

スが特長です。内容 ： モモ牛肉 約 200ｇ 

精肉賞味期限 ： ご到着後 3 日間

No.3 しゃぶ用ポーク

No.4  清酒菊池 No.5 旬の野菜セット No.6 旬のフルーツ

熊本県菊池市で厳しく管理された安全で

美味しい豚肉です。使い勝手がよくアレン

ジも豊富です。しゃぶしゃぶ用の豚肉は、 

ゆでても焼いても、 丼にしても おいしく

味わえます。内容 ： 豚肉ロース約 480g

（160g×3 パック）

菊池米と菊池の水で仕込んだ純米吟醸低

温発酵で丁寧に醸し出しています。内容 ：

美少年　純米吟醸　菊池 720ml （アルコ

ール度数 15 度）※ラベルデザインが変更

となる場合があります。本品はお酒です。

20 歳未満の方への発送は致しません。

熊本 ・ 菊池で清らかな水と肥沃な大地

で育った新鮮な旬のおすすめな野菜をお

届け致します。 写真はイメージです。 野

菜の種類は入荷時期の状況により異なり

ますので、おまかせでの発送となります。

内容 ： 野菜 5 ～ 6 品

熊本県菊池市の清らかな水と肥沃な大

地で育った季節のフルーツをお届け致し

ます。  フルーツの種類は、 入荷状況に

より異なります。 内容 ： 季節のフルーツ

1 品 （※フルーツの種類はお選びできま

せん。 予めご了承ください。）

※応募方法など、詳しくは裏面もご覧ください

（継続回数 12 回以上）

長くご利用いただくほど、
　　　　　　どんどんお得に！

割引率

継続回数 12回目～ 23 回目

通常価格
5％
割引 !!

24 回目～ 35 回目

7％
割引 !!

36 回目～ 47 回目

10％
割引 !!

48 回目以上

12％
割引 !!

長くご愛飲いただいている皆様に
感謝の気持ちをこめて
長期継続割引をお選びのお客様は、今後お届けする商品の
価格から継続回数によって割引をさせていただきます。
１２回～２３回ご継続　…　　５％割引
２４回～３５回ご継続　…　　７％割引
３６回～４７回ご継続　…　１０％割引
４８回以上ご継続　　　…　１２％割引
※複数ケースご購入者は１ケース増えるごとに更に２％割引

【長期継続割引に関する注意事項】
・12回以上ご購入いただいた方が対象です。
・応募ハガキが弊社に到着してからの摘要になります。過去に遡っての適用は出来ません。
・次回お届け日の 21 日前までに届くようにハガキを投函してください。ハガキの到着日によっては、割引の開始が遅れる場合がございます。
   年末年始などの長期休業期間の場合、割引の適用が翌月になる場合がございますので、お早目のご応募をお願いいたします。
・長期継続割引を選択された方は、特産品を選択することはできません。
・長期継続割引を選択中で、プレゼントを「長期継続割引」から「特産品」へ変更をご希望の方は、お電話またはメールにてご連絡ください。
　（変更された場合も、次の特典対象回までは長期継続割引の摘要となります。）

【応募方法】

【注意事項】

・３回、６回、１２回、以降６回ごとに、対象月となった翌月中旬ごろに弊社からプレゼント専用応募ハガキを郵送いたします。
　専用応募ハガキに必要事項とご希望の特産品または長期継続割引をご選択いただき、21 日以内に郵便ポストに投函してください。

対象月となった翌月中旬に
応募ハガキが届きます ご希望の特典を選んで・・・ ポストに投函してください ご希望の特典が届きます！

●応募資格は該当する購入回数を満たした「毎月１回お届け（定期購入）コース」購入者ご本人のみとさせていただきます。●「毎月１回
お届け（定期購入）コース」を複数ケースご購入されている場合は、ケース数と同じ枚数の応募ハガキをお送りいたします。（この場合も、
特産品と長期継続割引の併用はできません）●応募の受付は専用応募ハガキのみとなります。●休止中の「毎月１回お届けコース」を再開
された場合は、休止前の購入回数を引き続いてご利用できます。●お届けは日本国内に限らせていただきます。●プレゼントの内容は予告
なく変更する場合がございます。●ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルまでお問い合せください。

０１２０-９１３-８１６（平日 9:00～17:00）ガイダンスがながれましたら「２」をプッシュしてください。

B. 長期継続割引



定期購入者様限定特典 !!定期購入者様限定特典 !!続けてもらえる続けてもらえる

A. 特産品 ご継続 3回で 1つ、6回で 1つ。以降も6回ごとに2つプレゼント︕
No.7 からしれんこん

熊本の名産品 「からし蓮根」。増血剤とし

て優れていると言われる蓮根に、 食欲増

進作用があると言われる和辛子を詰めた

郷土料理です。からし蓮根は、 今では全国

的にも有名で、 お酒のつまみに最高の逸

品です！内容 ： からしれんこん 1 本

No.8 旭志牛カレー

スパイシーでコクのあるカレーです。菊池

産の旭志牛 ( きょくしぎゅう ) をたっぷり

使用しています。黒毛和牛の肉質とホル

スタインの体格をあわせ持つ旭志牛の美

味しさをカレーでお楽しみください。内

容 ： レトルトカレー 180g×2 個

No.9 飲むヨーグルト

No.10  陣太鼓 No.11 ドレッシングセット No.12 ウインナーセット

一度飲んだら忘れられない吉井牧場の飲

むヨーグルト！原材料は生乳と洗双糖の

み。程好い甘酸っぱさと、 トロ～リと濃厚

な飲み応えは他にはない！とリピーター

様も多い人気の商品です。内容 ： 飲むヨ

ーグルト セミスイート　200ml×4 個

熊本の代表銘菓、 誉の陣太鼓　世代を

超えた愛される匠の味。 「甘さをおさえ

たみずみずしいおいしさ」。 秘伝の蜜で

炊き上げた風味豊かなあずきが、 やわ

らかな求肥を包みます。 内容 ： 誉の陣

太鼓 6 個入り

たまねぎ、 大根、 トマト、 パプリカ、 にんじ

ん、 ごぼう、 生姜、 にんにくなどのお日さ

まをたっぷり浴びて育った熊本県産野菜

のおいしさがギュっと凝縮した元気野菜

ドレッシングです。内容 ： きくちドレッシン

グ ( 野菜 )150ml×2 本

自家製ハム工房おすすめ TONGTONG

ウインナーソーセージです。 SPF 養豚

という健康でストレスの少ない美味しい

豚をより多く出荷できる養豚法を採用し

ています。 内容 ： 4 本入り ×3 袋 （粗

挽き、 ごぼう、 高菜など）

No.13 たかな漬

老舗高菜屋がつくった阿蘇に伝わる昔な

がらの味。ピリッと辛みが効いています。

そのままご飯にのせて食べてももちろん

美味しいですが、 チャーハンやパスタ等、

アレンジ料理も楽しめます。内容 ： 油炒め

300g×1、からし高菜 300g×1

No.14 熊本ラーメン

昭和 43 年の創業以来、 50 年以上に渡

って熊本の 「食」 を支え続けたおべんとう

のヒライが、 自信を持ってお送りする本格

熊本ラーメンです。うまさが引き立つ 「生

麺」。濃厚豚骨スープと焦がしニンニク油

入り。内容 ： ラーメン 3 食分

No.15 馬すじ炭火焼

全国で有名な熊本の名物 ・ 馬肉を炭火で

仕上げた香ばしい味。一口サイズに食べや

すく加工し、 肉のうまみが詰まった逸品で

す。おつまみにもおすすめです。レンジで

温めるだけですぐに食べられます。

内容 ： 馬肉加工品 100g×3 袋

No.16 タイピーエン

熊本伝承の味、 太平燕は、 福州料理の太

平燕を明治時代に華僑が伝えたものと言

われています。ツルツルとした食感で、 ヘ

ルシー料理としても人気です。カップに入

れてお湯を注ぐだけで簡単に楽しめます。

内容 ： 8 食入り

No.17 フルーツゼリー

原料から製品まで一貫して製造している

からフレッシュで安全。地元の果物や野菜

の果汁をたっぷり配合し、素材そのままの

味が最大限に活かされたフルーツゼリー

です。 5 種類の味が楽しめます。内容 ： フ

ルーツゼリー 9 個セット

No.18 ドライフルーツ

No.19  古代米四穀 No.20 ドーナツ棒 No.21 車えびせんべい

旬のフルーツを時間をかけて乾燥。素材

の旨みをギュッと凝縮しました。添加物は

一切不使用。熊本県産フルーツをつかっ

た無添加ドライフルーツです。内容 ： メロ

ン、みかん、いちごなどドライフルーツより

どり３袋（季節により内容が異なります。）

古代米を食べて毎日健康！ 白米にお好

みの量 （白米 1 合につき大さじ 1 杯が目

安）を入れ、 軽くかき混ぜ通常通りに研い

でお使いいただけます。自然塩をひとつ

まみ入れて炊くと、より風味が増します。

内容 ： きくち古代米四穀 500g

沖縄の含蜜黒糖と全国から選び抜いた

小麦粉を使用している原料にこだわった

お菓子「黒糖ドーナツ棒」。 外はサクッと、

中はしっとり。 やさしい甘さが人気のひ

みつの黒糖ドーナツ棒は新食感のドーナ

ツです。 内容 ： 20 本入り

東シナ海、 有明海、 八代海という 3 つ

の海に囲まれ、 天然、 養殖共、 有数の

車えびの生産量を誇る天草。 身が引き

締まり、 色つやも良く、 甘みもバツグン

の天草特産の車えびを生地に練り込ん

だせんべいです。 内容 ： 30 個入り

No.22 武者がえし

豆の皮を剥いで練り上げるまろやかなあ

ずき餡。手仕事で 100 層に折るパイは豊

かなバターの香り。手間ひまかけた秀逸

な、 和洋のあじわいが競演します。熊本城

の壮麗な石垣の名を菓銘としました。

内容 ： 8 個入り

No.23 しょうゆセット

九州独特の甘みととろみのあるお醤油で

す。普段使いの醤油として、 煮物やかけ醤

油としてお使いいただけます。そのほかに

も用途に応じた醤油をセットにしました。

内容 ： 九州しょうゆ、たまごかけしょうゆ、

お刺身しょうゆ（各 300ml 入り）

No.24 合わせみそ

創業百九十余年、 安心の美味しさをお届

け。熊本産大豆、 九州産麦、 九州産米

100% 使用。米麴 ・ 麦麹 ・ 大豆がバラン

スよく調和しており、 まろやかとはこうい

うことかと実感できる味噌です。

内容 ： 不知火合わせ味噌 2kg 入り

長期継続割引をご希望の方は裏面をご覧ください

※写真はイメージです。プレゼント特産品の仕様 ・ デザイン等は予告なく変更する場合がございます。プレゼント発送期間中にご希望の特産品が欠品もしくは在庫なしとなることもあります｡その場合には、代替品にてご対応させていただきます。予めご容赦ください。


