
　高齢の方やお店まで行けない方への取組みとして、
ご自宅まで①〜�の商品を配達させていただきます。 

お申込み方法 

お申込み期間

お届け日 

　27 ページの「おうちまでお届け便」申込書にご記入の上、東
近江市商工会まで FAX 又は電話にてお申込みください。 
注意 ●電話での申込みの際は、受付をスムーズに行うため、申込

書にご記入の上、お申込みください。 
●受付時間は、午前 9 時〜午後 4 時です。但し、土曜、日曜、

祝日は受付を行っていません。 
  東近江市商工会 
  〒527-0113 東近江市池庄町 505 番地 
  電話 :0749-45-5077  FAX:0749-45-5088 

● 1 世帯につき 1 回（1 商品）の申込みでお願いします。 
●クーポン券送付先の住所へお届けします。（東近江市内に限る）。

お支払い方法
　商品と引き換えに、代金を集金させていただきますので、ご準
備ください。 
●5,000円の商品の場合   
〈クーポン券2,500円（500円券×5枚） + 現金2,500円〉 
現金のみのお支払いはできません。クーポン券は 1 枚以上使用し
てください。お釣りのないようにお願いします。 
再配達はしませんので、必ずご指定の日時にはご在宅をお願いし
ます。万一、留守等によりお受け取りいただけなかった場合は、
後日商品代金を請求させていただきますので、ご了承ください。

●商品は税込みです。

その他
●カタログ BOOK 裏面の東近江市ももクロクーポン券利用者プレゼン

ト応募用紙は、代金の集金時にお預かりしますので、ご応募ください。 
●配達確認のため電話をかける場合があります。ご対応をお願いします。
● 20 歳未満の方の酒類の申込みはできません。

令和2年11月1日㊐〜30日㊊
12 月 1 日以降のキャンセルはできませんので、ご注意ください。

令和2年12月15日㊋〜25日㊎ 【9日間のみ】 
但し、19 日㊏・20 日㊐は配達なし。 
日は必ずご指定ください。   
お届け時間は午前、午後、指定なしからお選びください。 
午前=10:00〜12:00、午後=14:00〜16:00にお届けします。 
交通事情により時間が前後する場合がありますので、ご了承ください。 

肉の松山
10,000円コース
黒毛和牛サーロインすきやき用800g
A5 ランクのお肉、通常は 10,800 円のところ 10,000 円でお届け
します。

文平堂
10,000円コース
①非接触温度計 ②オートディスペンサー 
③アルコールスプレー
新型コロナ対策グッズ三点税込 10,050 円を10,000 円でお届けします。

しくマルハチ
10,000円コース
キヌヒカリ1等米　玄米30ｋｇ　
1袋（希望される方は精米も
させていただきます）　マル
ハチ醤油　特選濃口醤油　
500ｍｌ　1本　マルハチ醤油　
淡口醤油　500ｍｌ　1本
1 万円相当のお米に地醤油 2 本が
付いたお得なセットです。希望され
る方は精米もさせていただきます。

西川精肉店 
ムラマツフーズ
10,000円コース
近江牛ロース 1kg
¥12,000 を ¥10,000。

マル井ふとん店
10,000円コース
掛布団カバー（温泉
毛布素材）150×210
ｃｍ
毛布の布団カバーで
暖かさ格段アップ。違
いを体感ください。 
税 込 16,280 円 の 品 を 税 込
10,000 円でお届けします。

糀や儀平
5,000円コース
儀平みそ850g6個セット
5,500 円相当の贈答品を 5,000 円でお届けします。

中川畜産
10,000円コース
近江牛ロース　
すき焼き・しゃぶしゃぶ用（800ｇ　4～5人用）
13,000 円相当の近江牛を 10,000 円でお届けします。

雛匠 東之湖
10,000円コース
ちぎり和紙細工のひな人形
東之湖作近江新之助上布雛のポストカード（2 枚付）。

湖香六根
5,000円コース
近江牛の出汁茶漬けセット2人前
近江牛ヌカ漬け茶漬けをお家ですぐお召し上がりいただけるセット
です。（内容物）近江牛ヌカ漬け 150g・鰹一番出汁・七種の福神
漬け・薬味

この企画は、必ずももクロクーポン券の利用が
必要です。現金のみでは利用できません。

おうちおうち までまでお届け便お届け便

1 2 3

4 5 6

7 8 9

　各店舗の定休日や商品数に限りがありますので、注文が殺到した
場合は、お断りすることがあります。お早めにお申込みください。
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七福堂製菓
5,000円コース
進物用あられ（５袋入り）×５箱セット
人気商品を 5 種類、詰合せにしました。通常価格 5,250 円のとこ
ろ 5,000 円（税込み）にてお届けします !（ご希望の方には熨斗紙、
紙袋をお付けいたします）。

リカー&仕出しフードショップ 鳥善
5,000円コース
お歳暮ギフト 川魚と鯉の煮付け詰め合わせ
ティシュペーパー 1 箱プレゼント。
１２月２１日（月）配達なし

みかんの酒屋 なかじま
5,000円コース
有田みかん5㎏箱入を3箱!
6,000 円相当の有田みかんを 5,000 円でお届け !

のとがわ薬局 片山回天堂
5,000円コース
栄養ドリンク・ラーバエースD100本
ラーバエースDドリンク100 本に加え、肉体疲労に効く保健薬を「3
日分」プレゼントします。

近江牛専門店 
万葉 太郎坊亭
5,000円コース
5,500円の商品を
5,000円でお届けし
ます
すき焼きセット２人前（近江牛モ
モスライス 400ｇ、 割り下、
長ネギ、しいたけ、菊菜、麩、
糸こんにゃく）
１２月２１日（月）配達なし

おうちおうち までまでお届け便お届け便

Photo & Kitchen みみみ
5,000円コース
みみみクリスマスオードブル
3 人前・冷凍お惣菜など一切使わず体にやさしいオードブルです。
オードブル購入者には、季節のフルーツワッフルケーキをプレゼント。

外川善種苗園
5,000円コース
シンビジューム・シクラメン寄せ植え（春まで
咲き続けます）
6,000 円相当の商品をお届けします。

菓道 冨来郁
5,000円コース
近江銘菓撰 富貴 26個入
特製ぷりん 2 個をサービス。
１２月２３日（水）配達なし

グリーンラボ近江
5,000円コース
にんにくスプラウト80個（約1kg）
6,000 円相当のにんにくスプラウトを 5,000 円でお届けします。
要冷蔵 10 日以内にお召し上がり下さい。

福永喜三郎商店
5,000円コース
味噌漬（肉400g入り）
5,400 円の商品を 5,000 円でお届けします。
１２月１５日（火）・２２日（火）配達なし

㈱前田谿澗堂
5,000円コース
近江のお茶ティーバッグセット
朝宮茶や玉露等のティーバッグと水出しボトルをセットにしてお届け
します（6,304 円相当）。

肉の大助
5,000円コース
近江牛100g880円→5,000円分
近江牛 100g880 円を 780 円で 5,000 円分。
１２月１６日（水）・２３日（水）配達なし

NPO法人愛のまちエコ倶楽部
5,000円コース
菜たね油〝菜ばかり〟×お茶セット
菜たね油とお茶のセットをお届けいたします。

塚本鮒寿し店
5,000円コース
琵琶湖産鮒寿し 佃煮
3点セット
家族が帰って来た時に、みん
なで食べられるものをお届けし
ます。

フローリスト 花はづき
5,000円コース
シクラメン1鉢
5,000 円以上のお花をご用意します。

鮒清
5,000円コース
鴨なべセット（２人前）
6,000 円相当のセットを 5,000 円でお届けします。

常松商店
5,000円コース
牛肉と豚肉のしゃぶしゃぶセット
6,500 円相当の肉を 5,000 円でお届けします。

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

近江銘茶 武久商店
5,000円コース
近江茶詰め合せ3本入（¥3,240（税込））+ご自
宅用近江茶3種（¥2,268（税込））
御進物（近江茶詰め合せ 3 本入）は、箱入・包装・のし紙付です。
お歳暮、ご挨拶、仏事にも最適です。ご自宅用袋入 3 種は、各々
個包装（のし無）しています。尚、上記提供サービスは「おうちまで
お届け便」限定 ¥3,240+¥2,268 → ¥5,000（税込）。
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日本料理 魚繁大
王殿
5,000円コース
だし醤油「もろこ隠
れ」2本とだしポン酢

「えび隠れ」2本
通常 5,600 円（税別）のメディ
ア大注目の当店オリジナル商
品を 5,000 円（税込み）でお届
けします。当商品は、贈答用
に大人気です。

昭和堂楽器
5,000円コース
ウクレレ入門セット 樹
脂とサペリ材で出来た
よく鳴るハイブリッドウ
クレレと、人気のウクレ
レYouTuber「ガズ」の
ウクレレ教本、チュー
ナーにクロスのセット
店頭価格 ¥5,800（税別）を
¥5,000- でお届け。

がらや
5,000円コース
やま磯一番ちぎり海苔10本入+やまやうまだ
し10パック入1袋
一番ちぎり海苔 5,400 円（税込）+うまだし 648 円（税込）=6,048
円分を 5,000 円。

グリーンプラザカ
ワシマ
5,000円コース
シクラメン（6号鉢） 
ラッピング包装済
通常 6,800 円シクラメンを特別
価格 5,000 円でお届けします。
１２月２１日（月）・２５日（金）
配達なし

㈱今岡牧場
5,000円コース
明治メイバランス24本セット
6,000 円相当のメイバランス（24 本）を 5,000 円でお届けします。

Restaurant Bar feel
5,000円コース
5,000円オードブル 1個
5,400 円相当のオードブルを 5,000 円でお届けします。

soLana café
5,000円コース
オードブル（5,6人用）
6,000 円相当のオードブルを
5,000 円でお届けします。
１２月２１日（月）配達なし

近江酒造㈱
5,000円コース
純米吟醸シロネコ
720㎖1本・純米酒ク
ロネコ720㎖1本・特
別純米龍門720㎖
1本・ねこちゃんクッ
キー2個
お菓子の吟の雪 特製ねこちゃ
んクッキー

おかし市場 やまかわ
5,000円コース
射的セット
クリスマス・お正月 コロナ禍でなか
なかお出かけ出来ないご家族 家族・
仲間どうしてで射的でストレス発散し
ませんか。商品が届き、セットする
だけですぐに射的遊びが出来ます。 
よこ 80cm 高さ 80cm 幅 40cm
盛り上がること間違いなし !! 子供も
大人も楽しめる組み立式射的セット 
100 個のお菓子でとことん遊べま
す !! 吸盤射的銃をプレゼント!!

クッチーナ カプリチョーザ
5,000円コース
オードブル盛り合せ（5～6人用）
5,800 円（税込み、容器代込み）を 5,000 円でお届け。

マリーブ化粧品 エステサロンYU-
5,000円コース
お化粧品5,000円セット
基礎化粧品康佳潤肌シリーズの化粧水 & 乳液セット7,000 円分を
5,000 円でお届けします。

万葉ロマンの里 乙畔〜おとくり〜
5,000円コース
うなぎ蒲焼き2本
6,500 円相当のうなぎ蒲焼き（2 本入り）を 5,000 円でお届けします。

eN
5,000円コース
オードブル
5,400 円相当のオードブルを
5,000 円でお届けします。

渡月
5,000円コース
近江牛もつ鍋 4人前
6,260 円相当の近江牛もつ鍋
を 5,000 円でお届けします。
１２月１６日（水）・２３日（水）
配達なし

日本の地酒・世界
の名酒・こいずみ
5,000円コース
滋賀の地酒3種詰め合わ
せ ①大治郎 純米吟醸［東
近江市 畑酒造］ ②純米吟
醸 六方［東近江市 喜多酒
造］ ③松の司 純米吟醸 楽

［蒲生郡 松瀬酒造］
片口または清酒グラス 1 個プレゼント。

湖東フラワー
5,000円コース
アンスリウム2株寄植
え（高さ70cm×幅
35cm）
水やりのタイミングを色で知ら
せてくれる水分計をセットして
お届け。総額 6,400 円程度の
商品を 5,000 円でお届けしま
す。色指定 OK（赤・ピンク・白・
紫・オレンジから 2 色までお選
びいただけます）。

マックスウッド
5,000円コース
乾燥薪60kgとドラゴン着火剤1箱
鈴鹿の山から計画伐採された広葉樹（細〜中割り）と、1 箱 24 個入
り着火剤のセット。薪ストーブやアウトドアでぜひお使いください !
１２月２４日（木）・２５日（金）配達なし

志賀熊商店
5,000円コース
しぼりたての新酒と
おすすめ地酒（720㎖
×3本）
粗品プレゼント。

✂
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✂
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43 44 45
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㈱こじま花店
5,000円コース
特撰シクラメン 1鉢
5,500 円相当のシクラメンを
5,000 円でお届けします。

㈱花治
5,000円コース
シクラメン1鉢（画像
はイメージです）
弊 社 バ イ ヤ ー が 吟 味し た
¥6,000 相当のシクラメンを
5,000 円でお届けします。

井上製菓㈱
5,000円コース
和菓子詰め合せ&バームクーヘン（1箱）
5,600 円相当をクーポンご利用で税込 5,000 円でお届けします。

布引焼窯元
5,000円コース

『桜』夫婦茶碗セット
6,380 円のセットを 5,000 円（税込）でお届けします。

本多精肉店
5,000円コース
近江牛スライス
1,080 円 /100g 相当のお肉 500g をキリ良く5,000 円でお届け
します。

「おうちまでお届け便」申込書
商品番号 店名

住 所
（クーポン券送付先のご住所）
〒
東近江市

（フリガナ）

氏 名

���のお酒を申込みの際は年齢を記入してください。

才
電話
番号

携帯
電話 F A X

お届け日 12月   　   日（  　   曜日）【必ず指定】
（15日〜25日を必ず指定してください。）19日㊏20日㊐は配達なし。

時間帯
（10：00〜12：00）     （14：00〜16：00）　　　　（終日可）　

午前   ・   午後  ・  指定なし

金 額
※お釣りの

ないよう
にお願い
します。

クーポン券 枚 円 合 計
（税込）

円現 金 円
【個人情報の取扱について】お客様の個人情報を次の利用目的に必要な範囲で利用します。●商品の配達を行うため　●取扱店からの案内を行うため

✂

キ
リ
ト
リ

✂

東近江市商工会あて
FAX 0749-45-5088

〒527-0113 東近江市池庄町 505 番地

お問合せ・お申込み

東近江市商工会
TEL：0749-45-5077　
FAX：0749-45-5088　

※東近江市ももクロクーポン券の取扱店は
　東近江市商工会のホームページで更新しています。

https://higashiomishi-shokokai.jp/momokurocoupon/

46 47 48
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お届け日 
令和2年12月15日㊋〜25日㊎ 

【9日間のみ】 
但し、19 日㊏・20 日㊐は配達なし 
※電話・FAX にて東近江市商工会へ
　お申込みください。

お申込み期間
令和2年11月1日㊐〜30日㊊
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