
ご注文方法 ※ご注文の際は以下の内容を担当者へお伝えください。

株式会社ヒガシマル 〒899-2594
鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地

●お電話でご注文 099-273-3855 　●FAXでご注文 099-273-3857
［受付時間］9：00～17：00（月～金）  ［休業日］土・日・祝日

① 注文する商品名・数量
② 商品のお届け先及び、お客様のご連絡先
　 【郵便番号・住所・氏名・電話番号】
③ 配達のご希望日・お時間
④ 送料について
　　1ヶ所送り 5,000 円（税込）以上は送料無料、
　　5,000 円未満の場合は 1ヶ所送り 1個口 770円のご負担となります。
　　但し、北海道・沖縄・その他離島の場合は別途追加料金をご負担いただきます。
⑤ お支払い方法
　　個人のお客様は代金引換で手配させていただきます。商品配達時にお支払い
　　ください。※代引き手数料は当社が負担致します。

※包装、のしが必要な場合
はお伝えください。在庫の
無い商品につきましては確
認後、納期をご連絡させて
いただきます。

ギフト
WINTER GIFT 2021

ヒガシフーズの

北海道・沖縄・その他離島の場合は
別途追加料金をご負担いただきます。
北海道・沖縄・その他離島の場合は
別途追加料金をご負担いただきます。

お届け先１件につき、ご注文金額が5,000円（税込）以上の場合

送料無料
※セール価格は全て税込価格です。　※写真はイメージです。

セール価格 1,040円
（標準小売価格1,300 円）

13045

ラーメン味だより

枕崎かつおラーメン×1袋
博多長浜とんこつラーメン×1袋
博多魚介とんこつラーメン×1袋
博多高菜とんこつラーメン×1袋

セール価格 1,600円（標準小売価格2,000円）

12883

かつおラーメンセット

枕崎かつおラーメン×5袋
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セール価格 2,000円
（標準小売価格2,500円）

11564

美味いもん便り
皿うどん120.8g×2袋
海鮮皿うどん×2袋
侍ラーメン2人前(白)×1袋
侍ラーメン2人前(赤)×1袋
枕崎かつおラーメン×1袋

梅風味カップ五穀スープ×1個
カップコーンポタージュ×1個
和風塩味カップ五穀スープ×1個
かきたま風カップ五穀スープ×1個

セール価格 1,730円
（標準小売価格2,163円）

12187 

かごんま詰合せ

鹿児島ラーメン亭とんこつ5食×1袋
鹿児島ちゃんぽん5食×1袋
鹿児島ラーメン亭とんこつ160g×1袋
鹿児島ラーメン亭醤油とんこつ159g×1袋
鹿児島こく旨豚骨ラーメン166g×1袋
カップ鶏飯スープ×2個

セール価格 2,780円
（標準小売価格3,475円）

12797 

よかもん便り

皿うどん120.8g×2袋
海鮮皿うどん×2袋
山芋入りそば220g×2袋
早煮えうどん300g×2袋
和風塩味カップ五穀スープ×1個
カップ皿うどん海鮮×1個
カップコーンポタージュ×1個
カップ鶏飯スープ×1個
博多長浜とんこつラーメン×1袋
博多魚介とんこつラーメン×1袋
博多高菜とんこつラーメン×1袋
うどん・そばスープ10食×1箱

セール価格 2,140円
（標準小売価格2,675円）

12269 

おすすめセット
皿うどん120.8g×１袋　
侍ラーメン2人前(白)×1袋
侍ラーメン2人前(赤)×1袋
鹿児島ラーメン亭とんこつ160g×1袋
鹿児島ラーメン亭醤油とんこつ159g×1袋
ヒガシフーズカレールー中辛×1袋
和風塩味カップ五穀スープ×1個
梅風味カップ五穀スープ×1個
カップコーンポタージュ×1個
カップ鶏飯スープ×1個

セール価格 1,600円
（標準小売価格2,000円）

11651 

スープ詰合せ

カップ皿うどん白湯×1個
カップ皿うどん海鮮×1個
和風塩味カップ五穀スープ×1個
かきたま風カップ五穀スープ×1個
カップコーンポタージュ×2個
カップ鶏飯スープ×2個



リニュー
アル！
リニュー
アル！

セール価格 3,060円
（標準小売価格3,825円）

11648 

バラエティーセット（冬）

ヒガシフーズカレールー中辛×1袋
カップ皿うどん白湯×1個
かきたま風カップ五穀スープ×1個
皿うどん120.8g×1袋
海鮮皿うどん×1袋
鹿児島ラーメン亭とんこつ5食×1袋
鹿児島こく旨豚骨ラーメン166g×2袋
うどん丸220g×1袋
うどん平220g×1袋
山芋入りそば220g×1袋
早煮えうどん300g×1袋
うどん・そばスープ10食×1箱
七味4つの味×1袋

セール価格 950円
（標準小売価格1,188円）

8380 

山芋入りそばセット

山芋入りそば220g×5袋

セール価格 1,210円
（標準小売価格1,513円）

11650 

乾麺セット

うどん丸220g×2袋
山芋入りそば220g×1袋
鹿児島ラーメン亭とんこつ160g×1袋
鹿児島ラーメン亭醬油とんこつ159g×1袋
侍ラーメン2人前(白)×1袋

セール価格 950円
（標準小売価格1,188円）

4270 

SA-10(うどん・そばセット) 

うどん丸220g×3袋
山芋入りそば220g×2袋

セール価格 1,820円
（標準小売価格2,275円）

8326 

彩流SU

早煮えうどん300g×6袋
山芋入りそば220g×3袋

セール価格 1,600円
（標準小売価格2,000円）

11735 

うどん10入

うどん丸220g×5袋
うどん平220g×5袋

セール価格 1,820円
（標準小売価格2,275円）

12000 

和風セット

うどん丸220g×1袋
うどん平220g×1袋
山芋入りそば220g×2袋
手延素麺300g×2袋
うどん・そばスープ10食×１箱

セール価格 950円
（標準小売価格1,188円）

11855 

ラーメン亭詰合せ

鹿児島ラーメン亭とんこつ160g×3袋
鹿児島ラーメン亭醤油とんこつ159g×3袋

セール価格 2,140円
（標準小売価格2,675円）

12102 

うまかラーメン

侍ラーメン2人前(白)×2袋
侍ラーメン2人前(赤 )×1袋
鹿児島こく旨豚骨ラーメン166g×2袋
鹿児島ラーメン亭とんこつ160g×2袋
鹿児島ラーメン亭醤油とんこつ159g×2袋

セール価格 1,600円
（標準小売価格2,000円）

8349 

即席中華麺詰合せ

鹿児島ラーメン亭とんこつ5食×1袋
HFとんこつラーメン5食×1袋
HFみそラーメン5食×1袋
HFしょうゆラーメン5食×1袋

セール価格 1,210円
（標準小売価格1,513円）

13064

即席・皿うどんセット

鹿児島ラーメン亭とんこつ5食×1袋
鹿児島ちゃんぽん5食×1袋
皿うどん120.8g×2袋

セール価格 1,040円
（標準小売価格1,300円）

12884 

皿うどん詰合せ

皿うどん120.8g×1袋
海鮮皿うどん×1袋
カップ皿うどん白湯×2個
カップ皿うどん海鮮×2個

セール価格 950円
（標準小売価格1,188円）

8375 

パリパリくん

皿うどん50g×10袋
皿うどんスープ10.4g×10食

セール価格 2,520円
（標準小売価格3,150円）

8279 

真心詰合せ (冬 )

皿うどん120.8g×2袋
早煮えうどん300g×4袋
山芋入りそば220g×5袋
鹿児島ラーメン亭とんこつ160g×2袋
鹿児島ラーメン亭醤油とんこつ159g×2袋

セール価格 1,600円
（標準小売価格2,000円）

12519 

よりどり詰合せ

鹿児島こく旨豚骨ラーメン166g×1袋
鹿児島ラーメン亭とんこつ160g×1袋
鹿児島ラーメン亭醤油とんこつ159g×1袋
鹿児島ちゃんぽん5食×1袋
山芋入りそば220g×1袋
早煮えうどん300g×1袋
皿うどん120.8g×1袋
カップ皿うどん海鮮×1個
かきたま風カップ五穀スープ×1個


