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　「長崎の遠か」―かつて、この言葉が盛んに使われた時代がありました。砂糖を節約した料理を揶揄したこの言葉は、
“砂糖”と”長崎”の深い結びつきがあったことを現在に伝えています。
　砂糖は、当時九州随一の脇街道だった、長崎街道を通って運ばれました。
　街道沿道は砂糖のほか、南蛮渡来の砂糖をふんだんに使う菓子作りの技法なども入手しやすく、全国的にも有名な銘菓
が生まれました。
　こうして、長崎街道『シュガーロード』は、砂糖を日本全国に流通させるだけではなく、各地の文化に大きな影響を与えた
のです。

参考：長崎街道シュガーロード【HP】
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Sweetsスイーツ＆ドリンク

【シュクルボワ】
カマンベールロールケーキ
内容：2本セット（700ｇ）
価格１,９６０円

【シュクルボワ】
おむらんちゃんのおやつ
内容：焼きドーナツ 10 個入り（５種類各２個）
価格１,８００円

【おおむら夢ファームシュシュ】
シュシュオリジナルスイーツセット
内容：プリン４個・ジュレ４個
価格２,５９０円

【社会福祉法人三彩の里】
おむらん月餅
内容：月餅８個入り（ざぼん味・フルー
　　　ツミックス味各４個
価格１,４００円

【兵児葉寿司おこし本舗】
おこし
内容：黒おこし２袋・ピーナツおこし１袋
価格１,０００円

【株式会社長崎カステラセンター心泉堂總本店】
幸せのいちごカステラ 1.0 号
内容：27.5×10×7cm、560ｇ
価格１,８９０円

【株式会社長崎カステラセンター心泉堂總本店】
ハローキティ×りんごの森のカステラ 0.6 号
内容：27.5×7×7cm、310ｇ
価格１,３９０円
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【株式会社長崎カステラセンター心泉堂總本店】
幸せの黄色いカステラ 1.0 号
内容：27.5×10×7cm、560ｇ
価格１,８９０円

【おおむら夢ファームシュシュ】
シュシュ受賞記念セット
内容：黒田五寸人参プレミアム、ジンジャー
はちみつシロップ、黒田五寸人参ジュース、
完熟とまとジュレ
価格２,７９０円

【おおむら夢ファームシュシュ】
おまかせミニドリンク飲み比べセット
内容：180ｇ×10 本入り
価格２,８００円

【珈琲けやき】
炭火自家焙煎ドリップバッグ珈琲 15 個入り
内容：３種類各５個（15 個入り）
価格２,５００円

【珈琲けやき】
炭火自家焙煎ドリップバッグ珈琲 10 個入り
内容：３種類（10 個入り）
価格１,６００円

【株式会社　岩正】
あまざけ『大村桜』
内容：500ml×６本
価格２,４００円

【三喜屋】
せんべい詰め合わせ
内容：生姜せんべい４袋・おむらんちゃんせんべい４袋
価格３,５００円

【中村餅店】
きねつきかんころ餅
内容：3本入り・5本入り
価格：(3 本 )2,000 円・(5 本 )3,000 円
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【浦川豆店】
塩ゆでピーナツ・箱入り
内容：470g(235g×2)
価格１,０００円

【浦川豆店】
塩ゆでピーナツ・袋詰め
内容：560g
価格１,０００円

【ふれあいの店】
あらひらあかどりあぶり焼き
内容：150g×2( 塩味・しょうゆ味 )
価格１,０００円

【伊丸かまぼこ】
かまぼこ詰め合わせ
内容：かまぼこ 2.2 ㎏
価格３,２００円

【ふれあいの店】
小玉さんち ( 産地 ) の卵 朝ごはん
内容：赤卵 40 個
価格１,６００円

【ふれあいの店】
小玉さんち ( 産地 ) の卵 朝ごはん 醤油付き
内容：赤卵 20個、卵かけご飯専用醤油 1本
価格１,１５０円

【チョーコー醤油株式会社】
長崎大村じげたまセット
内容：香り立つぽん酢 300ml、金蝶ウ
スターソース 320g、味付のり 60 枚
価格１,０００円

【株式会社　岩正】
ふるさとげんき味噌
内容：750g×2
価格１,３８０円

【株式会社　岩正】
昔ながらの無添加おかずみそ
内容：180g×4(生姜みそ・おかずみそ各2個)
価格１,２００円

【株式会社　岩正】
長崎のげんき味噌汁
内容：20個セット
価格２,５００円

【合資会社　荒木商会】
磯仕立てひじき麺　10 人前詰め合わせ
内容：10人前(かけ5人前、つけ5人前)
価格３,２４０円

【有限会社　土井牧場ハム製造所】
土井ハム「鶯」
内容：ハム・ソーセージ 6種類詰め合
わせ
価格５,４００円

【肉の島田】
長崎街道大村宿お肉やさんの手づ
くり詰め合わせ
内容：約 1.5 ㎏ ( 半惣菜品 6～ 7種類 )
価格３,５００円

【肉の島田】
長崎街道大村宿お肉やさんのビーフカ
レーと手づくり商品詰め合わせ
内容：ビーフカレー 2人分×2
4 ～ 5種類の半惣菜品詰め合わせ
価格３,５００円

【長崎街道大村宿カレーマップの会】
大村まちおこし　天正夢カレー
内容：200g×4
価格２,２８０円

【肉の島田】
長崎街道大村宿コラーゲンたっぷ
り天正ビーフカレー
内容：3人分 (600g)×2
価格２,２５０円

【レストラン　ペーパームーン】
大村あま辛黒カレー
内容：200g(1 パック )×5個
価格２,２５０円

【鮮鼓堂　大村支店】
お徳用　無着色辛子明太子
内容：500g
価格３,０００円

【大村市物産振興協会】
大村産　ヒノヒカリ 5 ㎏
内容：大村産ヒノヒカリ 5㎏
価格１,８５０円

美味しい食卓に

厳選おかず特集
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【最大注文数以上のご注文について】
そらえきおおむらでは、システムの都合上、商品ごとに『最大注文数』を設定して
おります。最大注文数以上のご注文もお受けできますので、ご希望の方はお電話にて
お問い合わせください。

【指定業者】佐川急便
日曜・祝日は商品発送業務をお休みさせていただいております。 
日曜・祝日のご注文は、翌営業日以降の発送となりますのであらかじめご了承願います。 
ご希望の配送日時のご指定ができますので、ご注文の際にお知らせ下さい。 

【配送時間帯】
＜午前中/12時～14時/14時～16時/16時～18時/18時～20時/20時～21時＞

【配送地域について】
冷蔵・冷凍の商品は離島への配送が不可となっております。ご了承いただきますよう
お願い申し上げます。

【返品について】
初期不良、配送時の不良は、商品到着日から７日以内に電話連絡いただいた物の
みお受けします。
※食品などについては返品できない場合もありますのでご注意ください。

【のしについて】
内のしのみ対応しております。

【アレルギーについて】
商品の中にはアレルギー物質が含まれる商品があります。
原材料をご確認くださいますようお願いいたします。

【支払い方法】
[クレジットカード]　※ネットショップからのご注文のみ利用可能
VISA,JCB,American express,MasterCardなどがご利用いただけます。

[代金引換]
佐川急便が対応します。
代引き手数料は、お客様のご負担となります。

商品代金　１０，０００円まで　　　手数料３２４円
　　　　　３０，０００円まで　　　手数料４３２円
　　　　１００，０００円まで　　　手数料６４８円

※代金引換でのお支払いのご注意
複数の店舗の商品をご購入の場合、店舗ごとに代引き手数料をお支払い
いただくことになりますので、予めご了承いただきますようにお願い致します。

[銀行振込]
当団体が指定する銀行口座（親和銀行）に商品代金をお振込み下さい。
ご入金確認後の商品発送となります。
銀行振込手数料はお客様のご負担となります。

≪口座番号≫親和銀行　大村支店(支店番号４０１)　普通口座３０７６８３８
≪ 名　義 ≫一般社団法人 大村市物産振興協会　御厨幹正

【お支払い期限】
[銀行振込の場合]
ご注文日より９営業日以内に当団体指定の口座へお振込み下さい。
９営業日を超えた場合は一旦キャンセル扱いとさせていただきます。

[代金引換の場合]
商品のお届け時に、佐川急便配達員に代金のお支払いをお願いいたします。

【消費税について】
消費税は商品価格に含まれていますので別途消費税はかかりません。

インターネットまたはお電話でご注文を受け付けております。
そらえきおおむら注意事項

平成27年 2月 1日発行　　　　　　　　　　　      ＴＥＬ    　0957-54-7637（別室・そらえきおおむら担当）　　　別室・そらえきおおむら営業日：平日（月～金）
 発行　    一般社団法人　大村市物産振興協会　　　ＦＡＸ　    0957-54-7639（別室・そらえきおおむら担当）　　　別室・そらえきおおむら営業時間：8：30 ～ 17：30
 住所　    長崎県大村市東本町１番地１　          　　   ＵＲＬ　    http://soraeki.com /                          　　　　　　　　   定休日：土曜・日曜・祝祭日
TEL・FAX   0957-54-1061　　     　　　　　　　　   ＭＡＩＬ　info@soraeki.com

贈り物にもおすすめです

ＨＰ：http://soraeki.com/ そらえきおおむら『そらえきおおむら』で検索！

簡単な電話注文！

【BIII’ S　FACTORY】
サダルスウド（Sadalsuud)
内容：１体
価格１,９5０円

【大村パールハイム】
パール美珠（スキンクリーム )
内容：80ｇ
価格３,３００円

【社会福祉法人　三彩の里】
長崎三彩　サギ型花瓶
サイズ：高さ 270mm×直径 110mm
価格４,８６０円

【社会福祉法人　三彩の里】
黄地三彩　砧型花瓶
サイズ：高さ 235mm×直径 65mm
価格４,８６０円

【COLOURS（カラーズ）】
クレイ（粘土）スイーツグッズ（フレーム）
サイズ：高さ 28ｃｍ・横 24ｃｍ
価格３,５００円

【COLOURS（カラーズ）】
クレイ（粘土）スイーツグッズ（マカロンタワー・カードスタンド）
サイズ：高さ 10ｃｍ・横 10ｃｍ
価格２,０００円

【COLOURS（カラーズ）】
クレイ（粘土）スイーツグッズ（ミニカードスタンド）
サイズ：高さ 6ｃｍ・横 6ｃｍ
価格１,５００円

【にじいろMarche（マルシェ）】
マスキングテープカッター
サイズ：縦 12ｃｍ×横 27ｃｍ×高さ 6ｃｍ
色：オイル仕上げ /黄色
価格　各２,６００円

【にじいろMarche（マルシェ）】
りぼんバッグ（バケツ型）
サイズ：縦 30ｃｍ×横（20 ～ 36ｃｍ）×底 15ｃｍ
色：ピンク /赤×黒
価格　各６,３００円

【暮らしの木彩工房（株式会社富建）】
誓いのスプーン（木製ウェディングビッグスプーン )
サイズ：90ｃｍ×18ｃｍ×4.5cm
価格１４,５８０円

other goods

【にじいろMarche（マルシェ）】
移動ポケット（２個組）
サイズ：縦 12ｃｍ×横 13ｃｍ
色：グリーン系 /ブルー系
価格　各２,５００円
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