
詳しくは裏面をご覧ください
インターネットからもご注文いただけます！

〒920-0905 石川県金沢市上近江町38番地

076-260-4545
［ 受付時間 9:00～16:00 ］（水・日・祝日は定休）

ご注文またはご相談ホットラインギフト専用回線

料金後納

ゆうメール

令和3年

お申し込み受付期間

12月28日（火）弊社発送分迄

6,000円（税込）～
特選紅鮭 ［ロシア産］（冷凍）

8,000円（税込）

特選紅鮭姿切 ［ロシア産］（冷凍）
中辛1本入り 約2.2kg

A-3

5,500円（税込）

高級魚干物セット（冷凍）
キンキ１枚・のどぐろ2枚・キンメ２枚・金華サバ２枚・
笹カレイ2枚・ハタハタ5枚

A-7

お歳暮
大切な人へ感謝の気持ちをこめて

金澤おでん詰合せセット（冷凍）

カニ面・ロールキャベツ・車麩・赤巻串・紅白ふかし・
野菜巾着・ぜんまいすだれ麩・バイ貝むき身・カニ茶
巾しぼり （各2ヶ入り だし袋 1ヶ入り）
※一部内容が異なる場合がございます。

4,800円（税込）

D-5

魚屋が本気で作った北陸伝統の
昆布〆魚シリーズ（冷凍）

D-7

4種（ひらめ・サーモン・車鯛・鯛）

10,000円（税込）

魚屋が本気で作った
漬け魚シリーズ（冷凍）
5種10袋（各2切入り×10袋）

D-6

5,000円（税込）

石川県老舗酒蔵
【福光屋】
コラボ商品あり！
純米吟醸粕漬 / 純米粕漬

11月15日 月

12月25日 土
〜

このページの商品はすべて冷凍便でのお届けとなります。
※冷凍・冷蔵商品との同梱はできません。冷凍・冷蔵商品とあわせてご注文いただいた際は、「冷凍」「冷蔵」それぞれの送料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

大口水産の

全国発送承ります

冷蔵、冷凍は一緒に発送できません。
別便になります。

（令和3年12月28日（火）弊社発送分まで）

お申込方法

お申し込み受付期間

お支払い方法

ご返品について

個人情報のお取扱いについて

電話： 076-260-4545（ギフト専用回線）
メール： info.dm@ohguchi.co.jp
FA X :  076-263-4548
郵送： 〒920-0905 石川県金沢市上近江町38番地
 大口水産株式会社

・商品の性質上、お客様のご都合による返品、交換は 致し
かねます。あらかじめご了承ください。
・商品の性質については万全を期していますが、万一弊社
に起因する商品の不良、破損、またはお届けした商品が
注文と異なる場合は、商品到着後至急(7日以内）にご連
絡ください。直ちに交換手配をさせていただきます。（送料
は弊社負担）（カニ・鮮魚は除く）

弊社では、お客様からお預かりしたお名前、住所、注文内
容などの個人情報は、カタログの送付や商品発送連絡な
どの目的以外には使用致しません。今後DM等ご不要のお
客様は、お手数ですが大口水産（電話）076-260-4545ま
でご連絡ください。

北陸銀行　賢坂辻支店（普通）6019144
みずほ銀行　金沢支店（当座）0003301
振込口座　大口水産（株）

※手数料はお客様にてご負担ください。

※弊社にてご入金確認ができ次第、お送り致します。
※振込手数料はお客様にてご負担ください。

※このページの申込書をコピーしてご利用ください。
※メール、FAX、郵送でお申込のお客様は、弊社より受注確認
のご連絡を差し上げますので、その後にお振込をお願い致
します。

電 話 メール FAX 郵 送

銀行振込

代引き 商品と引き換えにお支払いください。

FAX番号
076-263-4548

1,500円（税込）
お荷物
1件につき

令和3年
11月15日 12月25日月 土

076-260-4545
［受付時間 9:00～16:00 ］（水・日・祝日は定休）

お問合せ
このカタログの表示価格は全て消費税込みです。

〒920-0905 石川県金沢市上近江町38番地
ギフト専用回線

送料一律

ご購入申込表
※天候や入荷状況により、発送希望日時に添えない場合があります。

※この太枠内は必ずご記入ください。

FAX送信方向
令和3年お申込み日 月 日

お支払い方法 銀行振込（前払い）　・　代金引換（ご希望を◯でお囲みください）
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ＤＭ掲載商品をご注文の方のみ

A-2

ぜひご覧ください！ チャンネル登録お願いします

「近江町市場大口水産チャンネル」
では、巨大マグロの解体ショーや
旬の魚を使った絶品レシピを紹介
しています。ぜひご覧ください！

配信中!

大口水産ライブカメラ

リアルタイム映像を配信しています！
売り場の雰囲気をお楽しみください。

スマホやパソコンからも
ご注文いただけます！

こちらも
便利！

オンライン
ショップ

大口水産 オンラインショップ

https://ohguchi.jp

※天候不順や年末の物流集中、交通渋滞等により商品の到着
が遅延する場合がございます。 あらかじめご了承ください。



F-1 G-1

14,000円（税込） 6,500円（税込）

冷凍ズワイガニ（カナダ産）
2Lサイズ 7～8肩（約2kg）

日本海産 甘エビ
50尾（冷蔵）

※配送日は指定できません。
※他の商品と一緒にお申し込みされた
　場合も配送日は指定はできません。

香箱ガニ6杯 香箱ガニ6杯 香箱ガニ6杯

ズワイガニ1杯 ズワイガニ2杯ズワイガニ1杯

（※すべて日本海産、冷蔵）

全て茹でガニですので、そのままお召し上がりいただけます。大きさにばらつきがありますので予めご了承下さい。

ズワイガニ
商品番号
（1杯＝約700g
※1杯で2人前)

香箱ガニ
価格（税込）

（6杯＝約800g）

石川県産のカニ （※すべて冷蔵）

16,000円（税込） 10,000円（税込） 25,000円（税込） 40,000円（税込）

H-1 H-2 H-3 H-4

加能ガニ
商品番号
（1杯＝約700g
※1杯で2人前)

香箱ガニ
価格（税込）

（5杯＝約650g）

加能ガニ 1杯 加能ガニ 1杯

香箱ガニ 5杯 香箱ガニ 5杯

加能ガニ 2杯

香箱ガニ 5杯

18,500円（税込） 10,000円（税込） 27,000円（税込） 43,000円（税込）

E-1 E-2 E-3 E-4

日本海産のカニ ～産地おまかせ～

今年もカニの季節がやって来ました！
鮮度、身のつまり方、濃厚で豊かな旨味にこだわった、
大口水産ならではの確かな品質をお約束します。
期間限定の極上の美味しさをぜひご堪能ください。

お待たせしました！！

カニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁ニ漁 解
禁

令和3年11月8日月 12月25日 土
お申し込み受付期間

12月28日（火）弊社発送分まで

12月10日以降の
入荷・発送になります

加能ガニ
2杯以上ご注文で

1杯 17,000円（税込）

1杯あたり
1,500円お得！

ズワイガニ
2杯以上ご注文で

1杯 15,000円（税込）

1杯あたり
1,000円お得！

香箱ガニ
ズワイガニのメスで、北陸地方での呼び名。濃厚な味わいの
内子（蟹味噌）とプチプチした食感の外子（卵）が楽しめます。

加能ガニ
石川県で水揚げされたズワイガニを加能（かのう）ガニと呼びます。
加能ガニには、その証として、漁港の名称を刻印した水色のタグが付けられます。

受注開始！！
より

11月8日 月

4枚（1枚350～400g）

※場合によりサイズが変わる事があります。

5,000円（税込）

キンキ開き（冷凍）A-5

各2枚（キンキ・1枚350～400g）
（のどぐろ・1枚140g前後）

※場合によりサイズが変わる事があります。
5,000円（税込）

キンキ・のどぐろセット（冷凍）A-6
笹谷商店いくら醤油漬
［北海道産］（冷凍）
500g入り 7,000円（税込）

B-3

5,400円（税込）
（紅鮭・鯛・鱒・鰆・鯛開き）
海鮮漬（冷凍）C-4

イチヤマリ 岸水産たら子
［北海道虎杖浜産］ （冷凍）

B-4

500g入り
1kg入り

4,500円（税込）
8,500円（税込）

イ
ロ

かねふく辛子明太子 （冷凍）
1kg入り(3L） 5,000円（税込）イ

B-6

阿部商店塩いくら［北海道産］（冷凍）
500g入り
1kg入り

7,500円（税込）
14,000円（税込）

イ
ロ

B-2

一夜干のどぐろ開き （冷凍）
中５枚（1枚130ｇ～160ｇ）
大３枚（1枚200ｇ～250ｇ）
特大2枚（1枚290g～310g）

6,000円（税込）
6,500円（税込）
7,000円（税込）

A-4
イ
ロ
ハ

イ
ロ

わじまの朝 干物セット（冷凍）
４種7枚
６種１０枚

3,240円（税込）
5,400円（税込）

※写真は5,400円のセットです。
※季節によって内容が異なる場合が
ございます。

D-1

海鮮干物詰合せ（冷凍）

※季節によって内容が異なる場合がございます。

5,400円（税込）

開あじ2枚・一夜干いか2枚・開鯛2枚・
丸干いか1P・温泉かれい1P

D-2

鮮味逸品（冷凍）

鰆味噌漬1切・鰤味噌漬
2切・紅鮭粕漬2切入り

鰆味噌漬2切・鰤味噌漬
3切・紅鮭粕漬3切入り

3,780円

5,400円

D-3
イ

ロ

鰤味噌漬（冷凍）D-4
4切入り
6切入り

イ
ロ

3,780円
5,400円

鮮魚のご注文も承ります！

このページの商品は
冷凍便でのお届けとなります。

※冷凍・冷蔵商品との同梱はできません。
冷凍・冷蔵商品とあわせてご注文いただいた際は、
「冷凍」「冷蔵」それぞれの送料が発生いたします
ので、あらかじめご了承ください。

冷凍

こ
こ
を
剥
が
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い

タンブラ箱M3号 600g（4～5切）

紙桶化粧箱7号 700g（5～6切）

紙桶化粧箱8号 1kg（7～8切）

桶9号 1.3kg（10～11切）

桶10号 1.8kg（14～16切）

3,780円（税込）
4,320円（税込）
6,150円（税込）
8,420円（税込）
12,200円（税込）

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

かぶら寿し
〈青かぶら/かばた〉（冷蔵）

C-1

極上かずのこ
［アメリカ・カナダ産］（冷蔵）

中500g入り
大500g入り
特大500g入り
特々大500g入り
大800g入り
中1kg入り
大1kg入り
特大1kg入り
特々大1kg入り

4,300円（税込）
4,500円（税込）
4,800円（税込）
5,000円（税込）
7,000円（税込）
8,000円（税込）
8,500円（税込）
9,000円（税込）
9,500円（税込）

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ

B-1

 5,500円（税込）～
新巻鮭（山漬）1本
特選新巻鮭 ［北海道産］（冷蔵）A-1

このページの商品は　　 以外
冷蔵便でのお届けとなります。
※冷凍・冷蔵商品との同梱はできません。
冷凍・冷蔵商品とあわせてご注文いただいた
際は、「冷凍」「冷蔵」それぞれの送料が発生い
たしますので、あらかじめご了承ください。

冷蔵
F-1




