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商品No. 商品名 内容量 税抜売価
参考

税込売価
1 ツルヤ　四季の香りくるみ 130g ¥279 ¥301

2 ツルヤ　信州市田柿ジャム 150g ¥279 ¥301

3 ツルヤ　いちごミルク 140g ¥279 ¥301

4 ツルヤ　黒ごまジャム 150g ¥279 ¥301

5 ツルヤ　安納芋バター 145g ¥279 ¥301

6 ツルヤ　アップルシナモンバター 140g ¥279 ¥301

7 ツルヤ　西尾抹茶バター 140g ¥279 ¥301

8 ツルヤ　のりバター 120g ¥299 ¥322

9 ツルヤ　信州産ふじりんごバター　果実まるごとジャム 155g ¥379 ¥409

10 ツルヤ　信州あんず　果実まるごとジャム 155g ¥379 ¥409

11 ツルヤ　川中島白桃　果実まるごとジャム　信州産 155g ¥379 ¥409

12 ツルヤ　あまおう苺ジャム　九州産果実まるごとジャム 155g ¥379 ¥409

13 ツルヤ　キャラメルりんごバター　果実まるごとジャム 155g ¥379 ¥409

14 ツルヤ　瀬戸内産レモン使用国産れもんバター 155g ¥379 ¥409

15 ツルヤ　栗バター 170g ¥379 ¥409

16 ツルヤ　国産紅玉りんご　果実まるごとジャム 155g ¥379 ¥409

17 ツルヤ　国産いちごバター 155g ¥379 ¥409

18 ツルヤ　果実まるごと国産シトラスオレンジマーマレード 155g ¥379 ¥409

19 ツルヤ　南信州産ゆずジャム 150g ¥379 ¥409

20 ツルヤ　果実まるごとオレンジママレード 150g ¥379 ¥409

21 ツルヤ　信州産ナガノパープル 150g ¥379 ¥409

22 ツルヤ　信州産アカシア蜂蜜 200g ¥999 ¥1,078

23 ツルヤ　信州産百花蜂蜜 200g ¥999 ¥1,078

24 ツルヤ　信州産りんご蜂蜜 200g ¥999 ¥1,078

25 ツルヤ　４種の素焼きハニーナッツ 155g ¥399 ¥430

26 ツルヤ　いろいろ使える万能だし酢 500ml ¥199 ¥214

27 ツルヤ　信州ふじりんごの酢 500ml ¥499 ¥538

28 ツルヤ　黒酢と信州ふじりんごの酢 500ml ¥499 ¥538

29 ツルヤ　肉野菜炒めのたれ　化学調味料無添加 575g ¥299 ¥322

30 ツルヤ　とんかつソース 300ml ¥299 ¥322

31 ツルヤ　中濃ソース 300ml ¥299 ¥322

32 ツルヤ　ウスターソース 300ml ¥299 ¥322

33 ツルヤ　ハンバーグソース 300ml ¥299 ¥322

34 ツルヤ　万能焼きだしパック 3g×8P ¥299 ¥322

35 ツルヤ　まろやか柚子ぽん酢 360ml ¥299 ¥322

36 ツルヤ　ボトル入りなめ茸 270g ¥339 ¥366

37 ツルヤ　ボトル入り梅なめ茸 270g ¥339 ¥366

38 ツルヤ　化学調味料不使用ピザソース 185g ¥159 ¥171

39 ツルヤ　化学調味料不使用てりやきピザソース 195g ¥159 ¥171

40 ツルヤ　化学調味料不使用アラビアータソース 195g ¥179 ¥193

41 ツルヤ　化学調味料不使用ナポリタンソース 195g ¥179 ¥193

42 ツルヤ　バターチキンカレー　化学調味料不使用 200g ¥249 ¥268

43 ツルヤ　ポークカレー　国産豚・信州産リンゴ使用 200g ¥249 ¥268

44 ツルヤ　ビーフカレー　化学調味料不使用　国産牛・信州エリンギ 200g ¥299 ¥322

45 ツルヤ　ビーフシチュー　化学調味料不使用　国産牛・信州エリンギ 220g ¥299 ¥322

46 ツルヤ　ビーフハヤシ　国産牛・信州産リンゴ・信州産トマト使用 180g ¥249 ¥268

47 ツルヤ　グリーンカレー辛口　化学調味料不使用 180g ¥249 ¥268

48 ツルヤ　信州産４種生きのこ使用ペペロンチーノパスタソース 250g ¥199 ¥214

49 ツルヤ　信州産４種きのこ使用ミートソース 250g ¥199 ¥214

50 ツルヤ　信州産４種きのこ使用きのこカルボナーラパスタソース 250g ¥199 ¥214
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51 ツルヤ　信州産きのこのナポリタンソース 250g ¥199 ¥214

52 ツルヤ　信州たまごスープ　信州たまご使用 4食 ¥229 ¥247

53 ツルヤ　信州きのこ味噌汁　ツルヤ蔵づめ味噌使用 4食 ¥229 ¥247

54 ツルヤ　蔵づめみそ使用しじみの味噌汁　化学調味料無添加 4食 ¥229 ¥247

55 ツルヤ　なすの味噌汁　化学調味料不使用えごま油入り揚 4食 ¥229 ¥247

56 ツルヤ　信州産野沢菜味噌汁　蔵づめみそ使用 4食 ¥229 ¥247

57 ツルヤ　３種のハーブのトマトスープ 4食 ¥229 ¥247

58 ツルヤ　国産なめこと生姜のねばねばスープ 4食 ¥229 ¥247

59 ツルヤ　信州みそ汁（フリーズドライ） 8.5g×10食 ¥299 ¥322

60 ツルヤ　減塩信州みそ汁（フリーズドライ） 6.7ｇ×10食 ¥299 ¥322

61 ツルヤ　鰹ふりかけ　化学調味料不使用 30g ¥89 ¥96

62 ツルヤ　たまごふりかけ　化学調味料不使用 28g ¥89 ¥96

63 ツルヤ　野菜ふりかけ　化学調味料不使用 30g ¥89 ¥96

64 ツルヤ　しそふりかけ　化学調味料不使用 22g ¥89 ¥96

65 ツルヤ　無添加ふりかけひじき 25g ¥119 ¥128

66 ツルヤ　無添加ふりかけしらす 22g ¥119 ¥128

67 ツルヤ　無添加ふりかけのり 22g ¥119 ¥128

68 ツルヤ　無添加ふりかけ信州野沢菜 20g ¥119 ¥128

69 ツルヤ　信州野沢菜茶漬け　化学調味料不使用 3袋入 ¥159 ¥171

70 ツルヤ　雑穀ふりかけ　化学調味料不使用 24g ¥89 ¥96

71 ツルヤ　まぜこみおかかごま　化学調味料不使用 25g ¥89 ¥96

72 ツルヤ　まぜこみ梅しそごま　化学調味料不使用 28g ¥89 ¥96

73 ツルヤ　まぜこみわかめごま　化学調味料不使用 25g ¥89 ¥96

74 ツルヤ　国産野沢菜油炒め 80g ¥189 ¥204

75 ツルヤ　国産きゃらぶき 70g ¥189 ¥204

76 ツルヤ　国産青唐みそ 95g ¥189 ¥204

77 ツルヤ　国産にんにくみそ 95g ¥189 ¥204

78 ツルヤ　生七味 80g ¥239 ¥258

79 ツルヤ　ゆず香る生七味 80g ¥269 ¥290

80 ツルヤ　あおさ海苔 120g ¥299 ¥322

81 ツルヤ　金のきな粉 100g ¥199 ¥214

82 ツルヤ　国産青きな粉 100g ¥199 ¥214

83 ツルヤ　兵庫県産丹波黒１００％黒豆きな粉 80g ¥199 ¥214

84 ツルヤ　信州浅科きねつき餅　浅科五郎兵衛米契約栽培 400g ¥369 ¥398

85 ツルヤ　氷温熟成米長野県産こしひかり　３Ｐ 180g×3 ¥299 ¥322

86 ツルヤ　赤飯　長野県産もち米１００％使用　３Ｐ 160g×3 ¥369 ¥398

87 ツルヤ　白がゆ 250g ¥89 ¥96

88 ツルヤ　やわらかごはんパック　３Ｐ 200g×3 ¥259 ¥279

89 ツルヤ　九十九里産オイルサーディン 100ｇ ¥249 ¥268

90 ツルヤ　旬獲れ生さば使用　鯖オリーブオイル漬 165ｇ ¥199 ¥214

91 ツルヤ　コンコード贅沢搾りジュース 500ml ¥599 ¥646

92 ツルヤ　もも贅沢搾りジュース 500ml ¥599 ¥646

93 ツルヤ　ナイアガラ贅沢搾りジュース 500ml ¥599 ¥646

94 開田高原産強炭酸水 500ml ¥59 ¥63

95 開田高原産強炭酸水　レモン 500ml ¥59 ¥63

96 開田高原産強炭酸水　みかん 500ml ¥59 ¥63

97 ツルヤ　信州りんごジュース 800ml ¥299 ¥322

98 ツルヤ　国産紅玉ジュース 800ml ¥379 ¥409

99 ツルヤ　信州産トマトジュース 800ml ¥289 ¥312

100 ツルヤ　ワイン屋さんのぶどうジュース（濃縮還元）　赤 1000ｍｌ ¥399 ¥430
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101 ツルヤ　ワイン屋さんのぶどうジュース（濃縮還元）　白 1000ｍｌ ¥399 ¥430

102 ツルヤ　熟成干し芋　紅はるか　平 120ｇ ¥399 ¥430

103 ツルヤ　熟成干し芋　紅はるか　丸干し 170g ¥399 ¥430

104 ツルヤ　さくさくバナナチップ 70ｇ ¥99 ¥106

105 ツルヤ　ひとくち柿　やわらかドライフルーツ 45ｇ ¥269 ¥290

106 ツルヤ　ひとくちシナノスイート　やわらかドライフルーツ 60ｇ ¥269 ¥290

107 ツルヤ　輪切りレモン　やわらかドライフルーツ 50ｇ ¥269 ¥290

108 ツルヤ　輪切りレモン　やわらかドライフルーツ　お徳用 80ｇ ¥399 ¥430

109 ツルヤ　輪切りレモン　やわらかドライフルーツ　大袋 150g ¥599 ¥646

110 ツルヤ　清見オレンジ　やわらかドライフルーツ 50ｇ ¥269 ¥290

111 ツルヤ　ひとくち信州白桃　やわらかドライフルーツ 42ｇ ¥269 ¥290

112 ツルヤ　瀬戸田しらぬひ　やわらかドライフルーツ 45ｇ ¥269 ¥290

113 ツルヤ　ひとくち瀬戸田みかん　やわらかドライフルーツ 42ｇ ¥269 ¥290

114 ツルヤ　スティックパイン　やわらかドライフルーツ 50ｇ ¥199 ¥214

115 ツルヤ　シャインマスカット　ひとくちドライフルーツ 40ｇ ¥499 ¥538

116 ツルヤ　ひとくち信州プラム　やわらかドライフルーツ 40ｇ ¥269 ¥290

117 ツルヤ　安納芋グラッセ 80ｇ ¥269 ¥290

118 ツルヤ　ひとくち白加賀梅　やわらかドライフルーツ 45ｇ ¥269 ¥290

119 ツルヤ　南信州産ゆず　やわらかドライフルーツ 55ｇ ¥269 ¥290

120 ツルヤ　とちおとめ　やわらかドライフルーツ 40ｇ ¥269 ¥290

121 信州白桃ゼリー 50ｇ ¥139 ¥150

122 信州りんごゼリー 50ｇ ¥139 ¥150

123 群馬県白加賀梅ゼリー 50ｇ ¥139 ¥150

124 黒ごまゼリー　信州産黒ごま使用 45ｇ ¥139 ¥150

125 ゆずゼリー　南信州産柚子使用 50ｇ ¥139 ¥150

126 ツルヤ　信州紅玉りんごチップス 27g ¥269 ¥290

127 ツルヤ　信州ふじりんごチップス 30ｇ ¥269 ¥290

128 ツルヤ　りんごかりんとう 115ｇ ¥179 ¥193

129 ツルヤ　レモンかりんとう 100ｇ ¥179 ¥193

130 ツルヤ　ごぼうかりんとう 90ｇ ¥179 ¥193

131 ツルヤ　味噌かりんとう 100ｇ ¥179 ¥193

132 ツルヤ　牛乳かりんとう 100ｇ ¥179 ¥193

133 ツルヤ　珈琲かりんとう　丸山珈琲使用 75ｇ ¥179 ¥193

134 ツルヤ　りんごかりんとう　大袋 225ｇ ¥299 ¥322

135 ツルヤ　食べるやわらかにぼし 45ｇ ¥199 ¥214

136 ツルヤ　食べるやわらかにぼし　お徳用 80ｇ ¥299 ¥322

137 ツルヤ　食べるやわらかにぼし　大袋 185g ¥599 ¥646

138 ツルヤ　食べるやわらかにぼし　レモン酢味 40ｇ ¥199 ¥214

139 ツルヤ　食べるやわらかにぼし　梅酢味 40ｇ ¥199 ¥214

140 ツルヤ　食べるやわらか酢わかめ　信州産ふじりんごの酢使用 20ｇ ¥199 ¥214

141 ツルヤ　食べるやわらか真昆布　信州産ふじりんごの酢使用 25ｇ ¥199 ¥214

142 ツルヤ　そのまま食べる小えび 18ｇ ¥199 ¥214

143 ツルヤ　直火焼せんべい信州蔵づめ味噌味 9枚 ¥179 ¥193

144 ツルヤ　直火焼せんべい超特選たまり醤油味 9枚 ¥179 ¥193

145 ツルヤ　直火焼せんべい「伯方の焼塩」味（新） 9枚 ¥179 ¥193

146 ツルヤ　直火焼ざらめ煎餅 9枚 ¥179 ¥193

147 ツルヤ　ひとくち直火焼きせんべい信州蔵づめ味噌味 85g ¥179 ¥193

148 ツルヤ　素焼きミックスナッツ　お徳用 215g ¥549 ¥592

149 ツルヤ　トレイルミックス 120g ¥279 ¥301

150 ツルヤ　ミックスナッツ＆チーズ 70g ¥279 ¥301
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151 ３種の素焼きミックスナッツ 20g×7 ¥499 ¥538

152 トレイルミックス　食物繊維 20g×7 ¥499 ¥538

153 ３種の素焼きミックスナッツ　徳用 20g×15 ¥899 ¥970

154 ツルヤ　信州味噌マヨ風ディップ＆ドレッシング 200ml ¥299 ¥322

155 ツルヤ　信州わさびマヨ風ディップ＆ドレッシング 200ml ¥299 ¥322

156 ツルヤ　バーニャカウダ風ディップ＆ドレッシング 200ml ¥299 ¥322

157 ツルヤ　ディップソース焙煎ごまのたれ 200ml ¥299 ¥322

158 ツルヤ　焙煎ごまのたれポン酢仕立て 200ml ¥299 ¥322

159 ツルヤ　ポッポジャージー牛乳たまごパン 16個 ¥399 ¥430

160 ツルヤ　こしあんたまごパン北海道小豆使用 12個 ¥399 ¥430

161 ツルヤ　ポッポジャージー牛乳ラスク 200ｇ ¥299 ¥322

162 ツルヤ　ツルヤ蔵づめ味噌使用信州味噌ラスク 200ｇ ¥299 ¥322

163 ツルヤ　信州産４種のきのこ炊き込みご飯の素 2合用 ¥199 ¥214

164 ツルヤ　信州産４種のきのこ とり釜飯の素 2合用 ¥199 ¥214

165 ツルヤ　国産生姜薫る信州産4種のきのこ炊き込みご飯の素 2合用 ¥199 ¥214

166 ツルヤ　生姜ほたてごはん 2合用 ¥239 ¥258

167 ツルヤ　舞茸たっぷりごはん 2合用 ¥239 ¥258

168 ツルヤ　鶏五目ごはん 2合用 ¥239 ¥258

169 ツルヤ　野沢菜ちりめんごはん 2合用 ¥239 ¥258

【食品以外】

170 ツルヤオリジナル　レジカゴバッグ ¥599 ¥658

171 ツルヤオリジナル　保冷バッグ ¥299 ¥328

※ご注文いただく際は、商品No.をお伝えいただくとスムーズです

▼TSURUYA商品に関するお問い合わせ・ご注文は

電話 03-6274-6017 へ

受付時間 10:30～18:30

※期間中はお電話でのご注文が大変込み合います。商品の発送までに2～3日お時間をいただいております。

当日発送は承れませんのでご了承ください。

「銀座NAGANO しあわせお届け便」のご利用について

電話でご注文いただいた商品を、ヤマト運輸の「宅急便コレクト」でお届けいたします。

お支払いいただく金額は、商品代金+送料（ヤマト運輸・実費）となり、代金は荷物の受け取り時に、ドラ

イバーにお支払いいただきます。

通常代引き手数料（330円～ ※税込み）がかかりますが、現在、無料でご利用いただけます。

詳しくは → https://www.ginza-nagano.jp/topics/42060.html


