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1 ツルヤ　四季の香りくるみ 130g ¥289 ¥312

2 ツルヤ　アップルシナモン 145g ¥289 ¥312

3 ツルヤ　信州市田柿ジャム 150g ¥289 ¥312

4 ツルヤ　せとかみかんジャム 140g ¥289 ¥312

5 ツルヤ　黒ごま 150g ¥289 ¥312

6 ツルヤ　安納芋バター 145g ¥289 ¥312

7 ツルヤ　アップルシナモンバター 140g ¥289 ¥312

8 ツルヤ　西尾抹茶バタージャム 140g ¥289 ¥312

9 ツルヤ　白加賀梅ジャム 140g ¥289 ¥312

10 ツルヤ　のりバター 120g ¥299 ¥322

11 ツルヤ　信州産ふじりんごバター　果実まるごとジャム 155g ¥399 ¥430

12 ツルヤ　信州あんず　果実まるごとジャム 155g ¥399 ¥430

13 ツルヤ　川中島白桃　果実まるごとジャム　信州産 155g ¥399 ¥430

14 ツルヤ　あまおう苺ジャム九州産　果実まるごとジャム 155g ¥399 ¥430

15 ツルヤ　キャラメルりんごバター　果実まるごとジャム 155g ¥399 ¥430

16 ツルヤ　信州巨峰　果実まるごとジャム 155g ¥399 ¥430

17 ツルヤ　瀬戸内産レモン使用国産れもんバター 155g ¥399 ¥430

18 ツルヤ　栗バター 170g ¥399 ¥430

19 ツルヤ　国産紅玉りんご　果実まるごとジャム 155g ¥399 ¥430

20 ツルヤ　国産いちごバター 155g ¥399 ¥430

21 ツルヤ　アップルマンゴーバター 150g ¥399 ¥430

22 ツルヤ　有機ブルーベリージャム　果実まるごとジャム 150g ¥399 ¥430

23 ツルヤ　南信州産　ゆずジャム 150g ¥399 ¥430

24 ツルヤ　オレンジマーマレード　果実まるごとジャム 150g ¥399 ¥430

25 ツルヤ　信州産 ナガノパープル 150g ¥399 ¥430

26 ツルヤ　信州産　アカシア蜂蜜スクィーズボトル 190g ¥999 ¥1,078

27 ツルヤ　信州産　百花蜂蜜スクィーズボトル 190g ¥999 ¥1,078

28 ツルヤ　信州産　りんご蜂蜜スクィーズボトル 190g ¥999 ¥1,078

29 ツルヤ　４種の素焼きハニーナッツ 155g ¥399 ¥430

30 ツルヤ　瀬戸田レモンのはちみつ漬け 145g ¥499 ¥538

31 ツルヤ　信州りんごのはちみつ漬け 140g ¥499 ¥538

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

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

34 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

35 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

36 ツルヤ　ビーフハヤシ　国産牛・信州産リンゴ使用 180g ¥249 ¥268

37 ツルヤ　マッサマンカレー中甘口 200g ¥249 ¥268

38 ツルヤ　牛丼の素　オーストラリア産牛肉使用　化学調味料不使用 160g ¥229 ¥247

39 ツルヤ　中華丼の素　国産豚肉・具材使用　化学調味料不使用 200g ¥229 ¥247

40 ツルヤ　ちらし寿司の素　国産野菜使用・黒酢入り　化学調味料不使用 250g ¥229 ¥247

41 ツルヤ　信州産４種きのこ使用　和風ペペロンチーノパスタソース 250g ¥199 ¥214

42 ツルヤ　信州産４種きのこと完熟トマトのミートソース 250g ¥199 ¥214

43 ツルヤ　信州産４種のきのこカルボナーラ 220g ¥199 ¥214

44 ツルヤ　信州産きのこのナポリタンソース 250g ¥199 ¥214

45 ツルヤ　有機くるみのたれ 150ml ¥399 ¥430

46 ツルヤ　有機くるみの信州味噌だれ 150ml ¥399 ¥430

47 ツルヤ　いろいろ使える万能だし酢 500ml ¥199 ¥214

48 ツルヤ　フルーツビネガー　信州ふじりんごの酢 500ml ¥499 ¥538

49 ツルヤ　黒酢と信州ふじりんごの酢 500ml ¥499 ¥538

50 ツルヤ　飲む酢　はちみつレモンの酢 500ml ¥499 ¥538
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51 ツルヤ　つゆ　化学調味料無添加 1L ¥469 ¥506

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

53 ツルヤ　とんかつソース 300ml ¥299 ¥322

54 ツルヤ　中濃ソース 300ml ¥299 ¥322

55 ツルヤ　ウスターソース 300ml ¥299 ¥322

56 ツルヤ　ハンバーグソース 300ml ¥299 ¥322

57 ツルヤ　コンソメ顆粒　洋風スープの素 60g ¥169 ¥182

58 ツルヤ　かつおと根昆布のだしパック　塩・化学調味料不使用 8g×10P ¥499 ¥538

59 ツルヤ　かつおと昆布と椎茸の合わせだし　塩・化学調味料不使用 8g×12P ¥499 ¥538

60 ツルヤ　まろやか柚子ぽん酢 360ml ¥299 ¥322

61 ツルヤ　徳島産すだち使用　すだちぽん酢 360ml ¥399 ¥430

62 ツルヤ　ボトル入りなめ茸　化学調味料不使用 270g ¥339 ¥366

63 ツルヤ　ボトル入り梅なめ茸　化学調味料不使用 270g ¥339 ¥366

64 ツルヤ　ピザソース　化学調味料不使用 185g ¥159 ¥171

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

66 ツルヤ　ボトル入りアラビアータソース　化学調味料不使用 195g ¥179 ¥193

67 ツルヤ　ボトル入りナポリタンソース　化学調味料不使用 195g ¥179 ¥193

68 ツルヤ　信州たまごスープ　信州たまご使用 4食 ¥229 ¥247

69 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

70 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

71 ツルヤ　信州産野沢菜味噌汁　蔵づめ味噌使用 4食 ¥229 ¥247

72 ツルヤ　３種のハーブのトマトスープ 4食 ¥229 ¥247

73 ツルヤ　国産なめこと生姜のねばねばスープ 4食 ¥229 ¥247

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

75 ツルヤ　信州蔵づめ味噌の豚汁 3食 ¥229 ¥247

76 ツルヤ　酸辣湯（中華スープ） 3食 ¥229 ¥247

77 ツルヤ　伊勢志摩産あおさ使用海藻スープ 4食 ¥229 ¥247

78 ツルヤ　鰹ふりかけ　化学調味料不使用 30g ¥89 ¥96

79 ツルヤ　たまごふりかけ　化学調味料不使用 28g ¥89 ¥96

80 ツルヤ　野菜ふりかけ　化学調味料不使用 30g ¥89 ¥96

81 ツルヤ　無添加ふりかけ　ひじき 25g ¥129 ¥139

82 ツルヤ　無添加ふりかけ　しらす 22g ¥129 ¥139

83 ツルヤ　無添加ふりかけ　のり 22g ¥129 ¥139

84 ツルヤ　無添加ふりかけ　野沢菜 20g ¥129 ¥139

85 ツルヤ　野沢菜茶漬け　化学調味料不使用 3袋 ¥159 ¥171

86 ツルヤ　雑穀ふりかけ　化学調味料不使用 24g ¥89 ¥96

87 ツルヤ　まぜこみごまおかか　化学調味料不使用 25g ¥89 ¥96

88 ツルヤ　まぜこみごま梅しそ　化学調味料不使用 28g ¥89 ¥96

89 ツルヤ　まぜこみごまわかめ　化学調味料不使用 25g ¥89 ¥96

90 ツルヤ　国産野沢菜油炒め 70g ¥189 ¥204

91 ツルヤ　国産青唐みそ 85g ¥189 ¥204

92 ツルヤ　国産にんにくみそ 85g ¥189 ¥204

93 ツルヤ　国産とっ辛みそ柚子入り 85g ¥189 ¥204

94 ツルヤ　生七味 75g ¥239 ¥258

95 ツルヤ　ゆず香る生七味 80g ¥269 ¥290

96 ツルヤ　食べるラー油 100g ¥279 ¥301

97 ツルヤ　あおさ海苔 120g ¥299 ¥322

98 ツルヤ　浅間高原産はな豆　シロップ煮 145g ¥299 ¥322

99 ツルヤ　金のきな粉 100g ¥199 ¥214

100 ツルヤ　国産青きな粉 100g ¥199 ¥214
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101 ツルヤ　兵庫県産丹波黒１００％黒豆きな粉 80g ¥199 ¥214

102 ツルヤ　ホットケーキミックス 300g ¥99 ¥106

103 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

104 ツルヤ　オイルサーディン　九十九里産　化学調味料不使用 100g ¥249 ¥268

105 ツルヤ　鯖　オリーブオイル漬 100g ¥249 ¥268

106 ツルヤ　国内産生原料使用　いわし水煮 140g ¥99 ¥106

107 ツルヤ　国内産生原料使用　いわし味付 140g ¥99 ¥106

108 ツルヤ　国内産生さば使用　さば水煮 150g ¥119 ¥128

109 ツルヤ　国内産さば使用　さば味噌煮 150g ¥119 ¥128

110 ツルヤ　焼のり　有明海産海苔 10切100枚 ¥399 ¥430

111 ツルヤ　味付のり　有明海産海苔 10切100枚 ¥399 ¥430

112 ツルヤ　コンコード贅沢搾りジュース 500ml ¥599 ¥646

113 ツルヤ　もも贅沢搾りジュース 500ml ¥599 ¥646

114 ツルヤ　ナイアガラ贅沢搾りジュース 500ml ¥599 ¥646

115 ツルヤ　ブルーベリードリンク贅沢搾り 500ml ¥599 ¥646

116 ツルヤ　贅沢搾りアサイーミックス 500ml ¥599 ¥646

117 ツルヤ　信州りんごジュース 800ml ¥299 ¥322

118 ツルヤ　国産紅玉ジュース 800ml ¥379 ¥409

119 ツルヤ　信州ふじジュース 800ml ¥379 ¥409

120 ツルヤ　混濁シナノスィートりんごジュース 800ml ¥379 ¥409

121 ツルヤ　新物信州産トマトジュース 800ml ¥299 ¥322

122 ツルヤ　国産にんじんミックスジュース 800ml ¥299 ¥322

123 ツルヤ　ワイン屋さんのぶどうジュース（赤）　濃縮還元果汁 1L ¥399 ¥430

124 ツルヤ　ワイン屋さんのぶどうジュース（白）　濃縮還元果汁 1L ¥399 ¥430

125 ブルーベリーシロップ漬 固形量360g ¥999 ¥1,078

126 かりんシロップ漬 固形量300g ¥999 ¥1,078

127 天日乾燥熟成干し芋 120g ¥399 ¥430

128 天日乾燥熟成干し芋紅はるか 120g ¥399 ¥430

129 天日乾燥熟成紅はるか丸干し芋 170g ¥399 ¥430

130 さくさくバナナチップ 70g ¥99 ¥106

131 ツルヤ　ひとくちりんご　やわらかドライフルーツ 60g ¥279 ¥301

132 ツルヤ　輪切りレモン　やわらかドライフルーツ 50g ¥279 ¥301

133 ツルヤ　輪切りレモン中袋 75g ¥399 ¥430

134 ツルヤ　輪切りレモン大袋 120g ¥599 ¥646

135 ツルヤ　清見オレンジ　やわらかドライフルーツ 50g ¥279 ¥301

136 ツルヤ　信州白桃　やわらかドライフルーツ 40g ¥279 ¥301

137 ツルヤ　瀬戸田しらぬひ　やわらかドライフルーツ 45g ¥279 ¥301

138 ツルヤ　スティックパイン　やわらかドライフルーツ 60g ¥199 ¥214

139 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

140 ツルヤ　安納芋グラッセ 80g ¥279 ¥301

141 ツルヤ　ひとくち焼き芋 50g ¥199 ¥214

142 ツルヤ　ひとくち白加賀梅　やわらかドライフルーツ 45g ¥279 ¥301

143 ツルヤ　南信州産ゆず　やわらかドライフルーツ 55g ¥279 ¥301

144 ツルヤ　とちおとめ　やわらかドライフルーツ 35g ¥279 ¥301

145 ツルヤ　国産レモンゼリー　国産レモン使用 50g ¥149 ¥160

146 ツルヤ　信州産白桃ゼリー　信州産白桃使用 50g ¥149 ¥160

147 ツルヤ　信州りんごゼリー　信州産りんご使用 45g ¥149 ¥160

148 ツルヤ　黒ごまゼリー　信州産黒ごま使用 45g ¥149 ¥160

149 ツルヤ　ゆずゼリー　南信州産柚子使用 50g ¥149 ¥160

150 ツルヤ　とちおとめゼリー　栃木県産とちおとめ使用 45g ¥149 ¥160
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151 ツルヤ　信州紅玉りんごチップス 27g ¥279 ¥301

152 ツルヤ　信州ふじりんごチップス 30g ¥279 ¥301

153 ツルヤ　りんごかりんとう 100g ¥179 ¥193

154 ツルヤ　レモンかりんとう 85g ¥179 ¥193

155 ツルヤ　ごぼうかりんとう 80g ¥179 ¥193

156 ツルヤ　味噌かりんとう 90g ¥179 ¥193

157 ツルヤ　牛乳かりんとう 90g ¥179 ¥193

158 ツルヤ　抹茶かりんとう 70g ¥179 ¥193

159 ツルヤ　珈琲かりんとう　丸山珈琲使用 70g ¥179 ¥193

160 ツルヤ　りんごかりんとう　大袋 210g ¥299 ¥322

161 ツルヤ　食べるやわらかにぼし　お徳用 80g ¥299 ¥322

162 ツルヤ　食べるやわらかにぼし 45g ¥199 ¥214

163 ツルヤ　食べるやわらかにぼし　大袋 185g ¥599 ¥646

164 ツルヤ　金ごま小魚 77g ¥299 ¥322

165 ツルヤ　小魚味噌くるみ 105g ¥299 ¥322

166 ツルヤ　小魚アーモンド 100g ¥299 ¥322

167 ツルヤ　直火焼せんべい　信州蔵づめ味噌味 8枚 ¥179 ¥193

168 ツルヤ　直火焼せんべい　超特選たまり醤油味 8枚 ¥179 ¥193

169 ツルヤ　直火焼せんべい　「伯方の焼塩」味 8枚 ¥179 ¥193

170 ツルヤ　直火焼ざらめ煎餅　特選丸大豆醤油仕立て 8枚 ¥179 ¥193

171 ツルヤ　素焼きミックスナッツ　お徳用 215g ¥549 ¥592

172 ツルヤ　トレイルミックス 120g ¥279 ¥301

173 ツルヤ　３種の素焼きミックスナッツ 20g×7袋 ¥499 ¥538

174 ツルヤ　トレイルミックス　食物繊維 20g×7袋 ¥499 ¥538

175 ツルヤ　３種の素焼きミックスナッツ　お徳用 20g×15袋 ¥899 ¥970

176 ツルヤ　トレイルミックス　食物繊維　お徳用 20g×15袋 ¥899 ¥970

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

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

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

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

181 ツルヤ　焙煎ごまのたれ　ポン酢仕立て 200ml ¥299 ¥322

182 ツルヤ　シーザーサラダ　ディップ＆ドレッシング 200ml ¥299 ¥322

183 ツルヤ　ポッポジャージー牛乳たまごパン 16個 ¥429 ¥463

184 ツルヤ　ポッポジャージー牛乳ラスク 180g ¥319 ¥344

185 ツルヤ　蔵づめ味噌使用信州味噌ラスク 180g ¥319 ¥344

186 ツルヤ　西尾抹茶使用抹茶ラスク 180g ¥319 ¥344

187 ツルヤ　ポッポジャージー牛乳スコーン 10粒 ¥219 ¥236

188 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

189 ツルヤ　信州産４種のきのことり釜飯の素 2合用 ¥199 ¥214

190 ツルヤ　森のきのこ 500g ¥399 ¥430

191 ツルヤ　筍たっぷり筍ごはん 3合用 ¥399 ¥430

192 ツルヤ　松茸入りきのこごはん 3合用 ¥399 ¥430

193 ツルヤ　国産舞茸たっぷり舞茸ごはん 3合用 ¥299 ¥322

【お支払い金額の計算方法について】
銀座NAGANOでは、税抜価格の合計金額に消費税率をレシートごとに計算しているため、
単品ごとの参考税込価格の合計と差異が生じる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。


