信州わたなべ便り

お歳暮年越し特集
渡辺製麺 通販カタログ

早期ご予約特典
11月30日までにご予約いただくと
送り先 1か所 4 , 000 円以上のお買
い上げで送料無料
郵送でのご注文は当日消印有効と
なります。

12 月1 日からのお電話、FAX での
ご注文は通常通り1か所 5 , 000 円
以上で送料無料となります。

創業 1949 年

●カタログ有効期限●

2022年12月23日《金》まで

風味豊かに仕上げた“信州そば”は、
しっかりとしたそばの香りを感じられ
るそばです。
ざるでもかけでも美味し
くいただくことができます。

の田

舎 そば

で
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信州そば 20束

常温

3,360円（税込）

そばをお召し上がりいただけます。
はな

華

常温

［賞味期限］常温約6ヵ月
信州そば230g×3束、
山霧の里230g×3束、
秘蔵七割そば200g×2束、
究極蕎麦
（九割そば）
200g×2束

信州そば 10束

常温

20人前 包装 のし

1,910円（税込）

ゆで時間目安：5分

3,760円（税込）
5166

信州そば 5束

常温

［賞味期限］常温約6ヵ月
信州そば230g×5束

乾麺そば3種類をたっぷり11束セットし、
こだわりの

お歳暮ギフトにオススメ！
！

22人前 包装 のし
ゆで時間目安：5分

14

信州産の果実をまるごとジュースに。

送料
無料

6,130円（税込）

商品番号

5157

5965

無添加なので、小さなお子様にもオススメです。

りんごジュースセット

［賞味期限］常温約６ヵ月
りんごジュース(信州産ストレート)710ml
ぶどうジュース(信州産ストレート)710ml
※パッケージは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

詳
※細は ページをご覧ください︒

［賞味期限］常温約4ヵ月
信州そば230g×4束、
山霧の里230g×4束、
究極そば
（九割そば）
200g×3束、
濃縮そばつゆ200mL×1本、
ごまくるみ味噌つゆ200mL×1本、
八幡屋礒五郎七味14g×1缶

ゆで時間目安：5分

商品番号

八幡屋礒五郎七味がついた、
そば三昧の乾麺セットです。
常温

10人前 包装 のし

1,070円（税込）

濃縮そばつゆと、
人気の
「ごまくるみ味噌つゆ」
・

乾麺ギフト 麗

5158

商品番号

商品番号

れい

20人前 包装 のし
ゆで時間目安：5分

［賞味期限］常温約6ヵ月
信州そば230g×10束

その日の気分に合わせて、お好みの

5159

商品番号

送料無料

包 装 ︑のし を ご 希 望の方 は ご 指 示 く だ さい︒ご 指 示 が ない場 合 は ︑包 装 なしの状 態で 送 ら せていた だ き ま す ︒

わたなべこだわりの干しそば4種類をセットにしました。

40人前 包装 のし
ゆで時間目安：5分

［賞味期限］常温約6ヵ月
信州そば230g×20束

※イメージ

包装 のし

2

め

。

黒

※イメージ

5千円以上お買い上げで︑
お届け先1箇所につき︑

お歳暮ギフト

原材料や製法にこだわり︑

時間をかけて乾燥させることで︑

コシや香りが豊かな

乾麺に仕上げました︒

また︑日持ちする乾麺は︑

自宅での保存食としてはも ちろん︑

贈り物にも 喜ばれます︒

そばの実を全部使用。
香りが深く味わい深い田舎そば。

常温

数量限定

2,550円（税込）

商品番号

6320

3

位

新そばを味わえるのは、
この時期だけ!!

1年の中で最も美味しい秋の新そばは、
香り高くほのかな甘みが感じられます。

季節
限定

新そば

新そば

［賞味期限］要冷蔵約1週間
新そば1kg

新そば 12袋

［賞味期限］要冷蔵約1週間
新そば1kg×１
２袋

5％ お得
送料無料

新そばセット
［賞味期限］要冷蔵約1週間
新そば1kg×1袋、
そばつゆストレート500mL×1本、
おろし本わさび30g×1本

新そば
つゆセット
［賞味期限］要冷蔵約1週間
新そば1kg×2袋、
そばつゆストレート500mL×2本

ゆで時間目安：2分半

1,410円（税込）

新そば
野沢菜セット

商品番号

冷蔵

6人前

季節
限定

年越し
新そば・うどんセット

［賞味期限］常温約2ヵ月
半生新そば100g×4袋、
濃縮そばつゆ35.4g×４袋

不動の人気。甘口ストレートつゆ。
常温

ゆで時間目安：2分半

2,290円（税込）

商品番号
冷蔵

4人前 つゆ付

890円（税込）

商品番号

4482

6121

12人前 包装 のし
ゆで時間目安：2分半

3,540円（税込）

冷蔵

6人前

5521

包装 のし

ゆで時間目安：2分半

3,080円（税込）

商品番号
冷蔵

6130

新そば・6人前・、うどん・6人前

包装 のし

ゆで時間目安：新そば2分半新そば、うどん9分

4,720円（税込）

商品番号

5797

冷蔵

14

そばつゆとしてはもちろん、和風だしとして、
煮物などにも使える利便性も兼ね備えています。

ゆで時間目安：2分

ば
生そ 売上
半

包装 のし

そばつゆストレート

［賞味期限］要冷蔵約1ヵ月
500mL
※イメージ

※イメージ

※パッケージは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

詳
※細は ページをご覧ください︒

［賞味期限］常温約6ヵ月
新そば1kg×1袋、
生うどん1.1kg×1袋、
そばつゆストレート500mL×2本、
野沢菜漬300g×1袋、
おいしいきのこ360g×１袋

5757

送料無料

［賞味期限］常温約6ヵ月
新そば1kg×1袋、
そばつゆストレート500mL×1本、
野沢菜漬300g×1袋、
おろし本わさび30g×1本、
八幡屋礒五郎七味14g×1缶

51

16,070円（税込）

商品番号

半生新そば

位

6人前

商品番号

今が旬の香り高い新そばと、
安曇野産おろしわさびで信州の味を
たっぷりと堪能いただけます。

※イメージ

1

冷蔵

5千円以上お買い上げで︑
お届け先1箇所につき︑

生そばに近い風味と食感︑

干しそばの持つ保存性の高さ を 半分づつ持ち合わせた︑

4

常温で日持ちするおそばです︒

手みやげにぴったりです︒

包 装 ︑のし を ご 希 望の方 は ご 指 示 く だ さい︒ご 指 示 が ない場 合 は ︑包 装 なしの状 態で 送 ら せていた だ き ま す ︒

包装 のし

1

そば売上
生

370円（税込）

商品番号

5200

5

※包装紙のデザインは、
予告なく変更する場合がございます。

短冊のし

包装なし

のし（外のしのみ）

仏事用のしの場合のみ全面包装

・慶事用のしは
「短冊のし」
とさせていただきます。

包装 のし

・仏事用のしは、
水引の色を
「黒」
か
「黄」
かをご指示ください。

上記マークが無いものは、
包装なし
の状態で送らせていただきます。

・名入れが必要なのしの場合は、
ご指示ください。

【紙袋・ビニール袋について】紙袋・ビニール袋は有料です。
●ビニール袋（小）32（縦） 21（横）㎝

2 円（税込）/ 枚

●ビニール袋（大）38（縦） 29.5（横）㎝

5 円（税込）/ 枚

38（縦） 32（横）㎝（マチ 11.5㎝）

●手提げ紙袋

80 円（税込）/ 枚

【サービス】

1. 1箇所へ送付する商品の合計額が 5,000 円（税込）以上の場合、送料を無料サービス致します。
2. 1 回（※1 ）のご注文の商品合計が5 万円以上（※2 ）の場合は、10％値引き致します。

※1. 別々にご注文いただいた注文を1回分とすることはできません。※2. 送料の代金は含まれません。

【送料】全国一律 880円（税込）
※イメージ

2

そば売上
生

位

ゆず

賞味期限］要冷蔵約1週間
ゆず生そば500g

冷蔵

3人前

ゆで時間目安：2分15秒

【配送について】
配送日、配達時間のご指定について

冷蔵 と 常温 商品を一緒に送る場合は、 冷蔵 に合わせ

クール便

で発送します。

●ご注文日から1日〜3日後に工場出荷致します。
●ご注文当日の出荷は一切お受けできません。
●ヤマト運輸での発送となります。到着時間希望もご指定いただけます。

760円（税込）

商品番号

ゆず・二八セット
［賞味期限］要冷蔵約1週間
ゆず生そば500g×1袋、
二八生そば500g×1袋、
そばつゆストレート500mL×1本

冷蔵

ゆずそば・3人前、二八そば3人前

包装 のし

ゆで時間目安：ゆずそば2分15秒、二八そば1分45秒

2,390円（税込）

［賞味期限］要冷蔵 約1週間
新そば1kg×1袋、
ゆずそば500g×1袋、
そばつゆストレート500mL×1本、
ごまくるみ味噌つゆつゆ200mL×1本、
野沢菜漬300g×1袋、
おろし本わさび30g×1本、
八幡屋礒五郎七味14g×1缶

冷蔵

6229

新そば・6人前、ゆずそば3人前

包装 のし

ゆで時間目安：新そば2分半、ゆずそば2分15秒

4,150円（税込）

商品番号

6133

●交通状況、天候、運送会社都合等によりご希望日時に添えない場合もございます。

午前中

●“午前中”内の時間指定はできません。
●お届け先が長期ご不在、転居先不明等の場合、ご連絡の上ご依頼主様まで商品
を転送させていただきます。

賞味期限について
●ナマモノ商品は、
工場発送日を含め7日以上の賞味期限の商品を発送致します。

19時〜21時

配送不可

14時〜16時

16時〜
18時〜
18時
20時

19

●賞味期限は複数日にまたがる可能性もございます。
ご了承ください。

【追加・変更・キャンセル・返品・交換について】
追加・変更・キャンセルについて
●ご注文完了後の商品の追加・変更・キャンセルはお受けできませんので、
内容、
配達先住所等をよくご確認の上ご注文ください。

返品・交換について
●弊社に起因する商品の不良・破損、
ご注文の商品と異なる等不備がございましたら、
商品到着後一週間以内にご連絡ください。
早 急に商 品を
交換させていただきます。
●商品の性質上、お客様都合による返品、交換はできませんのでご容赦ください。
※ご住所を変更されます場合には、
お手数ですが、
ご連絡をお願い致します。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

詳
※細は ページをご覧ください︒

商品番号

新そば・ゆずセット

3184

※運送会社のサービス変更に伴い、
ご希望に添えないこともございます。

送料無料

包 装 ︑のし を ご 希 望の方 は ご 指 示 く だ さい︒ご 指 示 が ない場 合 は ︑包 装 なしの状 態で 送 ら せていた だ き ま す ︒

包装 のし

6

エコ
（簡易）包装

5千円以上お買い上げで︑
お届け先1箇所につき︑

ゆず皮を 練り込み︑爽やかで上品な 香りの変わりそば︒

ゆず好きにはも ちろん︑幅広く愛される そばです︒

ゆず生そば

【包装・のしについて】資源の節約・ゴミの削減に皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

14

7

各種ご注文の受付について
お電話・FAX・郵便をご利用の方はこちらから

0120-48-2331

お電話

03-6685-5907

F A X

■お電話受付時間：月〜金 9：30〜16：00（土・日・祝は定休）
■携帯からもかけられます。
■つながりにくい場合がございます。
時間をあけておかけ直しください。

■受信完了後、
当店より自動で返信FAXを致します。
※FAXが裏面で届く事があり、
送信者様がわからない場合があるため、
発信者番号を通知に設定して頂きますようご協力をお願い致します。

郵 便 ■注文書にご記入の上、専用の返信用封筒に入れポストへ投函してください。

【お支払い方法について】
お支払い方法

ＤＳＫ後払い
コンビニエンスストア
郵便局
各種スマートフォンアプリ
決済でのお支払い

代金引換

手数料

後払い
手数料
無

料

ＤＳＫ後払いは（株）
ＤＳテクノロジーズが提供するサービスです。
ご請求書は、商品とは別にお送りいたしますので、請求書に記載の
お支払期限日までにコンビニエンスストア・郵便局などにてお支払
いください。尚、商品と請求書の同梱包はできかねますので、ご了承
ください。
※与信審査を通らないご注文は「代金引換」でのお支払いをお願いしております。
その際は弊社よりご連絡させていただきます。5営業日以内にご連絡が取れない
場合、恐れ入りますがご注文はキャンセルさせて頂きますのでご了承ください。

払込票・ご請求に
関する
お問い合わせ先

DSK 後払い サポートセンター
電話番号 058-279-3474
受付時間 平日 9：00〜17：00
※通話料はお客様負担です。

330円（税込）

領収書の発行について
●「郵便局・コンビニ振込」
「代金引換」ともお支払い時にそれぞれの窓口より発行されますので大切に保管ください。
弊社からの領収書の再発行はお受けできません。

年末ご注文、お届けについてのご案内
【2022年内お届けのご注文は12月23日(金)午後4:00までとなります】

ご注文書を郵送される場合は、12 月 19 日 ( 月 ) までを目安にご投函をお願いします。
郵送のご注文用紙は 22 日 ( 木 ) までに弊社にご到着にならない場合、年内発送ができなくなります。

【年内にご到着日をご指定される場合は29日(火)までのご指定をお願いします】
30 日以降のご指定は年内に届かない場合がありますのでご了承ください。
【お電話でのご注文は大変混みあうため、
つながりにくい場合がございます】
つながらない場合はお手数ですが時間をあけておかけ直しください。

【ご注文のご変更・キャンセルはできません】
創業 1949 年

株式会社

〒391-0396 長野県茅野市北山4724番地

0120-48-2331
渡辺製麺 www.watanabeseimen.co.jp
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