
混雑を避けるため、お得なセット　種をご用意しています。
予め、ご確認くださいますようお願い致します。

５

事前にご予約ください。事前にご予約ください。
※ご予約いただくと商品を確保します。混雑回避に繋がりますので、ご協力をお願い致します。

クリスマスの家飲みにちょっと贅沢を。 今の時期にしか楽しめない        商品！新物
感動するほど美味しい「感動シリーズ」をはじめ
家飲みを華やかに彩る季節限定商品を集めました。

人気の一夜干焼いか、ちりめん山椒から季節商品の
今年獲れたばかりの新物を集めました。

※オープン直後は混み合います。午後のご来店がオススメです。※オープン直後は混み合います。午後のご来店がオススメです。
※ご遠方の方は保冷バッグ、保冷剤を持参いただけますと幸いです。

・入場制限をさせていただきます。
・試食のご提供は致しません。
・体温が37.5℃以上の場合は、
  ご遠慮願います。
・お客様用の消毒液を設置致します。

・マスクの着用をお願い致します。
  (スタッフもマスクを着用致します。)
・レジでの間隔の確保をお願い致します。
・売り場の定期的な消毒、換気を行います。

場 

所

※駐車台数には限りがございます。あらかじめご了承願います。

伍 魚福市
ご　　　　　 ぎょ　　　　　ふく　　　　 いち

日 

時

コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願い致します。

伍魚福本社北側研究所と本社1階

新型コロナウイルスや悪天候などの影響により延期になる場合が
ございます。開催の詳細に関しては、右記の伍魚福ホームページより
ご案内させていただきますので、ご確認を宜しくお願い致します。

LINE限定
オトクな情報
配信中！〒653-0051

神戸市長田区野田町8丁目5番14号 gogyofuku

2カ月に
1回開催中！

第　回１４

もれなくおまけをプレゼント！！お得なセット ご予約特典
※①～⑤のお得なセットをお電話・メールでご予約いただき、当日お引き取りのためにご来店された方限定です。

千本引き大会！
今回も開催予定です

前回、大好評の

裏面もご覧ください

家飲みを盛り上げるおつまみ即売会！

年内最後の開催です！

（税込）

（本体価格11,400円）

送料込み
特別価格 ￥12,312

11月30日（火）まで

早期ご予約特典　 ％OFF‼５毎年ご好評につき、完売！
お酒がすすむ26品入り「珍極おせち二段重」
ご予約受付中です。お得なこの機会に！

ご予約
受付中

至
神
戸

至
明
石

神戸野田
高校 駒ヶ林小

鉄人28号像

ＪＲ

阪神高速 湊川インター

大橋九

物流センター

伍魚福本社1階駐車場

伍魚福研究所

鷹取 新長田

〒

〒11
10:00 - 16:00

27 土

ハズレ無し！何が
当たるかお楽しみ！

単品商品も充実！
おひとり様でも安心！

伍魚福市限定セットが
ビックリするほどお得！

常温商品も充実！
選べるお得な商品も！
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※オープン直後は大変混み合います。お電話かメールでご予約いただき、
　午後からのご来店がオススメです。
※ご遠方の方は保冷バッグ、保冷剤を持参いただけますと幸いです。

＼お得なおつまみセットの詳細はこちら！！／

ご購入方法：下記Ａ、Ｂよりお選び下さい。

ご注文、ご予約はこちら
[受付 ]月～土　10：00～16：00　(日・祝定休)

電話・メール予約　11/27ご来店
現金、クレジットカードでのお支払いが
可能です。

11月27日(土)10時～16時にご来店下さい。

※商品券、電子マネー等での対応はできません。

※上記以外のお日にちでのご購入・お渡しはできません。
※お受取り時間をお知らせ下さい。お早いお渡しが可能です。

（1）ご希望商品とご注文数
（2）お名前（カタカナで記入をお願いします。）
（3）電話番号
（4）お引き取り日時（11月27日●●時）
　   配送の場合はお届け時間(●時～●時)
（5）件名「伍魚福市予約申し込み」

※配送の場合は、お支払方法は代金引換のみとなります。
　お届け日のご指定はお受けできません。配送時間のみ右記よりお選び下さい。

［ご記入例］
（1）①スペシャルセット×１セット
（2）ゴギョフク　サブロウ
（3）■■■-■■■-■■■
（4）11月27日14：00
（5）伍魚福市予約申し込み

電話・メール予約の締切は、11月25日(木)16時までです。
以降の予約はお受けできません。当日ご来店くださいませ。

電話・メール注文　ご自宅へ配送
代金引換のみでお願い致します。

ご自宅へ配送の場合、クレジットカードは
ご利用いただけません。

お届け日のご指定はできません。
※約5日～7日でお届け致します。お届け時間は、下記よりお選びください。

配送の場合、送料をご負担いただきます。
予めご了承くださいますようお願い致します。

・1万円未満・・・330円 (税込)

・1万円以上、3万円未満・・・440円 (税込)

・3万円以上、10万円未満・・・660円 (税込)

・10万円以上、30万円未満・・・1,100円 (税込)

※代引き手数料は下記の通りとなります。

電話・メール注文の締切は、11月27日(土)16時までです。
以降の注文・配送のご依頼はお受けできません。

本州・四国・九州

常温 750円(税込)

1,050円(税込)

1,650円(税込)

1,950円(税込)

2,000円(税込)

2,500円(税込)冷蔵

北海道 沖縄

※包装・のし・小分け袋の対応はしておりません。

tuhan@gogyofuku.co.jp0120-00-5735

Ａ

お渡し日時お渡し日時

メールでのお申し込み時、ご記載いただく必要事項

お支払方法お支払方法

Ｂ

お届け日時お届け日時

お支払方法お支払方法

送　料送　料

・ピリ辛さきいか天／80ｇ
・ピリ辛さきいか天のり塩風味／70ｇ
・一夜干焼いか／75ｇ
・豚しょうが焼風ジャーキー／48ｇ
・国産焼ほたて貝／82ｇ
・鹿児島で作った
　　　豆腐入りさつま揚げ／7枚
・牛タンスモーク黒胡椒仕立て／135ｇ
・やわらかローストビーフ／150ｇ

・クリームチーズ生ハム包み／6個
・朝倉山椒入りひとくちパテカン／70ｇ
・殻付天然あわびのやわらか煮／4個
・チャーシューとん兵衛／250ｇ
・合鴨のコンフィ／90ｇ
・つぶ貝のオリーブオイル煮／65ｇ
・国産さきいかゆず松茸風味／12ｇ
・粒うに／60ｇ

■商品内容　(各1袋ずつ)

粒うに入りスペシャルセット

13,300円(税込)以上相当の商品が

7,800円7,800円

このお得さは
伍魚福市だけ
このお得さは
伍魚福市だけ

(税込)

1 2

3

全   品入り

冷蔵品：7品
常温品：9品

16

全   品入り

冷蔵品：5品
常温品：5品

10

全   品入り

冷蔵品：12品
常温品： 4品

16

常温品のみ

商品コード：339660

クレジットカード支払いの注意点!

クレジットカードは税込 万円以上の
ご購入でご利用いただけます。

1

人気の一夜干焼いかからチーズ系、
お肉系など全16種のおつまみ入り！
まだ食べたことのない商品も！？

伍魚福の中でも人気の商品と季節限定

商品が入った　　　　のセットです。

当日店頭販売はしておりませんので

ご予約必須です！　

・一夜干焼いか／44ｇ
・スモーク豚タンペッパー／82ｇ
・ブラックペッパーチーズ／58ｇ
・スモーク生ハム／65ｇ
・やわらか鮭とば／32ｇ
・にしんのスモーク／26ｇ
・山椒が香る砂肝スモーク／60ｇ　　　
・チャーシューとん兵衛／250ｇ
・クリームチーズ生ハム包み／6個
・朝倉山椒チーズ／6個
・わさびチーズ入り焼ちくわ／2本
・鶏チューリップ一味仕立て／90ｇ
・兵庫県産純鶏を使った
　　　　　　コリコリつくね／84ｇ
・鹿児島の焼きびなご／36ｇ
・まぐろの酒盗／90ｇ
・うにと貝の贅沢あえ／80ｇ

■商品内容　(各1袋ずつ)

5,000円 お買い得セット

8,300円(税込)以上相当の商品が

5,000円5,000円
(税込)

商品コード：339700

・ピリ辛さきいか天／80ｇ
・豚しょうが焼風ジャーキー／48ｇ
・4種のチーズセット／4品
・感動のトリュフ入り生サラミ／30ｇ
・一夜干焼いか／44ｇ
・備長炭カシューナッツ／82ｇ
・クリームチーズ生ハム包み／6個
・マンゴー＆クリーム
　　　　　　　チーズサンド／50ｇ
・とんトロスモーク／70ｇ
・王道のチーズちくわ／3本

■商品内容(各1袋ずつ)

3,500円　　　　　 セット

5,900円(税込)以上相当の商品が

3,500円3,500円
(税込)

商品コード：340550

4

全   品入り10

人気のピリ辛さきいか天から

スナック系、季節限定の商品など

全１０種類の常温おつまみ入り！

　　　　もお楽しみいただけます！お正月

・ピリ辛さきいか天／80ｇ
・豚しょうが焼風ジャーキー／48ｇ
・のり天ブラックペッパー味／56ｇ
・スモーク焼きチーズ／33ｇ
・函館さきいか／15ｇ
・ペペロンチーノパスタフライ／30ｇ
・トリュフカンパネーレ／30g
・炭火焼肉たむらの
　　お肉で作ったジャーキー／29ｇ
・ブルスケッタ）パルミジャーノ・
                  レッジャーノ／30ｇ
・ピリ辛さきいか天ゆず松茸風味／48g

■商品内容(各1袋ずつ)

3,000円 お買い得セット

4,500円(税込)以上相当の商品が

3,000円3,000円
(税込)

商品コード：339670

常温品のみ

5

全   品入り277,400円(税込)以上相当の商品が

5,400円5,400円
(税込)

商品コード：340350

一杯の珍極コンプリート     種セット
ち ん き わ

お肉系、魚介系、チーズ系、ナッツ系など豊富なバリエーションの
「一杯の珍極シリーズ」を全種類お楽しみいただけるセットです。
美味しさだけでなく「どれを食べようか」と選ぶ楽しさでお酒との
時間を盛り上げます。

専用箱入りなので
ギフトにもおすすめ！

ご予約限定

食べきりサイズ！

店頭では買えない特別セット 年末年始の家飲みにも！ 人気おつまみを全制覇！

27

通常単品合計

日本三大珍味の粒うに入り！！
他にも、ローストビーフ、あわびも入った
クリスマスやお正月にぴったりの贅沢セット！
厳選したこだわりの商品をお楽しみください！

簡易包装ですが、
贈答用としてもご利用
いただいております。

予約限定


