
品番：12230

【冷凍ます寿し 小樽】 約300g/直径約15㎝

1樽 1,000円（税込1,080円）

冷凍ます寿し 小樽 は

通年販売しております！

いつでもご注文可能です♪

たっぷりと脂ののった肉厚の鱒。

粘りと甘みが程よい魚津産米を使用した寿司飯。

良質の米と鱒の風味が調和し熟成することで、

深みを増したうまさを、急速冷凍技術で閉じ込めました。

サイズはお一人で食べるには程よい15cm（約300g）。

常温で解凍してお召し上がりいただくので、

職場でのお弁当にすることもできます。

もちろんご家族やご友人への贈り物としても最適です。

富山湾の神秘ホタルイカ集めました！

春のお魚おとりよせ
期間：～2021年5月31日まで

旬
お刺身・

しゃぶしゃぶで

どうぞ♪

品番：12224

【生冷ホタルイカ(目取) 富山湾産】

10尾1パック 600円（税込648円）

解凍してそのまま

食べられます

品番：12233 浜浦水産

【ほたるいか素干 20尾入 富山湾産】

1袋 500円（税込540円）

50袋

限定

浜浦水産さんが開発したこの商品！

ＴＶや雑誌でも紹介され、大人気♪

ほたるいかの旨味が凝縮され、

お酒のおつまみにまちがいなし！

50パック

限定

品番：12238

【冷凍ホタルイカ桜煮(ボイル)50～60入 富山湾産】

からし酢みそ20g×2袋付

1折 600円（税込648円）

解凍してそのまま

食べられます

富山湾で漁獲された新鮮な

ホタルイカをボイルし、鮮度を

保ったまま急速冷凍しました。

相性抜群のからし酢みそに

つけてお召し上がりください。

100折
限定

品番：12239

【ホタルイカ昆布〆刺身 富山湾産】

12尾1パック 800円（税込864円）

解凍してそのまま

食べられます

富山の名産・昆布〆

ぜひお召し上がりください！

50パック

限定

50個

限定

品番：12240 浜浦水産

【ほたるいか沖漬け 180ｇ 富山湾産】

1個 1,000円（税込1,080円）

新鮮なホタルイカをワタごと醤油ベースの

特製タレに漬込まれています。

（塩辛のようなイメージです）

プリプリのホタルイカを口に入れると、

独特の磯の香りが広がります♪

真空パックでの

お届けとなります



●勝手ながら各商品の数量は限られており、なくなり次第終了とさせていただきます。お早めにご注文願います。

●商品は簡易包装のみとなります。 ●写真は全てイメージです。

●送料(クール便)は別途(富山県内 990円･富山県外 1,100円･北海道,沖縄 1,540円)いただきます。

●代引発送も承ります。(商品代金は配達時にお支払い願います/代引手数料はお客様のご負担でお願いします)

●新規お取引の場合、入金確認後の発送となる旨、ご了承願います。

●新規お取引の場合でも、代引発送の場合は商品準備が出来次第の発送となります。

ホームページあります。是非ご覧ください！

https://www.keison.jp/

お申込み方法 ※ お急ぎの場合は電話またはFAXにてお願いします。

【電話】 ０１２０-２４-５５２５（通話料無料）

【FAX】 ０７６５-２４-６１１５

【郵送】 同封の返信用封筒をご利用ください。（切手不要）

※ 同封の注文書をご利用ください。

春のお魚おとりよせ
日頃よりご愛顧いただいている商品の一部やお試し商品を、お手頃な価格でご提供！

是非この機会に食べてみたかったあの商品をお試しくださいませ。

冷凍庫にストックしてあるとたいへん便利！

コロナ禍で外出困難な今、お得に美味しい“おとりよせ”はいかがでしょうか？

期間：～2021年5月31日まで

品番：12231

【紅鮭かま 2入 カナダ産】

1パック 200円（税込216円）

希少部位のカマを

超特価でご提供！

脂のり抜群♪

おにぎりやお茶漬けの

具材に最適です♪

焼いて

お召し上がりください

100パック

限定

品番：12236

井原水産

【カズチー(チーズ数の子) 7粒入】

1袋 500円（税込540円）

※ カズチーをご購入の場合は、

数量の確認をお願いします。

50袋

限定

品番：12803

【粕漬４種(銀だら･ぶり･紅鮭･ふぐ)各1切】
銀だら:ｱﾒﾘｶ産･ぶり:富山県産･紅鮭:ﾛｼｱ産･ふぐ:富山県産

４切セット 1,400円（税込1,512円）

焼いて

お召し上がりください

100セット

限定
ケイソン

オリジナル

品番：12802

【西京漬４種(ぶり・めだい・さわら・銀だら)各1切】
ぶり:富山県産･めだい:ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄ産゙･さわら:韓国産･銀だら:ｱﾒﾘｶ産

４切セット 1,400円（税込1,512円）

焼いて

お召し上がりください

100セット

限定

ケイソン

オリジナル

品番：12237

【汐スルメイカ一夜干し(中) 富山県産】

約150～160g/全長約40㎝ 1枚 500円（税込540円）

冷凍のまま焼いて

お召し上がりください

50枚

限定

肉厚でぷりぷり。

それでいて、とても柔らかく、

ビールやお酒が進むこと

間違いなしの美味しさです♪

品番：12227

【昆布〆刺身 各種】

・あおりいか（富山県産）約90g

・ばい貝（富山県産）約90g

・ひらめ（石川産養殖）約100g

・特選サス（太平洋産）約120g

各1パック 800円（税込864円）

・甘えび（ロシア産）15尾入

・サーモン（チリ産）約100g

各1パック 600円（税込648円）

解凍してそのまま

食べられます

富山県鮭鱒漁業協同組合
〒937-0065 富山県魚津市北中691番地1
TEL 0765-24-2100 FAX 0765-24-6115

ケイソン北鬼江店

Ｊ Ｆ 富 山 鮭 鱒 グ ル ー プ



 フリガナ

様

　〒　　　 　　－
都 道
府 県

区
市 郡

TEL FAX

単価（税込）

１２２３１ 216

１２２３６ 540

１２８０２ 1,512

１２８０３ 1,512

１２２３７ 540

１２２２７ 864

１２２２７ 864

１２２２７ 864

１２２２７ 864

１２２２７ 648

１２２２７ 648

１２２２４ 648

１２２３８ 648

１２２３９ 864

１２２３３ 540

１２２４０ 1,080

１２２３０ 1,080

配達希望日時 　　　　　月　　　　　日　　　午前　・　14-16時　・　16-18時　・　18-20時　・　19-21時

セット　 　

セット　 　

枚　　　　

樽　　　　

個　　　　

　〔井原水産〕 カズチー（チーズ数の子）　７粒入

　西京漬４種（ぶり･めだい･さわら･銀だら）　各１切

　粕漬４種（銀だら･ぶり・紅鮭･ふぐ）　各１切

　汐スルメイカ一夜干し（中）　富山県産

　冷凍ます寿し　小樽　約300g/直径約15㎝

　〔浜浦水産〕 ほたるいか沖漬け　１８０ｇ　富山湾産

　昆布〆刺身　あおりいか（富山県産）　約９０ｇ

　上記以外にカタログ商品のご注文がございましたら、以下余白に記入願います。

ケイソン冷蔵 注文書　FAX．0765-24-6115 　へ送付ください

お客様コード

ご　注　文　内　容

数量品番

お名前
ご
依
頼
者
様

連絡先
ご住所

商品名

パック　　

袋　　　　

簡
 

易
 

包
 

装
 

商
 

品

　紅鮭かま　２入　カナダ産

パック　　

　昆布〆刺身　ばい貝（富山県産）　約９０ｇ パック　　

　昆布〆刺身　ひらめ（石川産養殖）　約１００ｇ パック　　

　昆布〆刺身　特選サス（太平洋産）　約１２０ｇ パック　　

　昆布〆刺身　甘えび（ロシア産）　１５尾入 パック　　

　昆布〆刺身　サーモン（チリ産）　約１００ｇ パック　　

　〔浜浦水産〕 ほたるいか素干　２０尾入　富山湾産 袋　　　　

　生冷ホタルイカ（目取）　１０尾入　富山湾産 パック　　

　冷凍ホタルイカ桜煮（ボイル）　５０～６０入　富山湾産 折　　　　

　ホタルイカ昆布〆刺身　１２尾入　富山湾産 パック　　

この度はご注文いただきましてありがとうございます。
●配達希望日のご記入がない場合は、ご用意ができ次第発送いたします。

●お客様からお預かりした個人情報は、商品の発送目的のみに利用します。

● FAXにてご注文の場合は、本紙を郵送しないでください。(重複して発送してしまう恐れがあります)

●注文書を確認後、欠品や不明点がありましたらご連絡いたします。

●カタログ商品については、熨斗・包装ができますので、必要な場合はご用命ください。

●『春のお魚おとりよせ商品』をご自宅以外へ発送希望の場合は、お手数ですが、下記へご記入願います。

■特別なご要望がございましたらご記入ください。

（ご自宅以外への発送希望の場合 および

カタログ商品をご注文の際は熨斗の有無等を、

お手数ですが、こちらにご記入願います）

富山県鮭鱒漁業協同組合

ケ イ ソ ン 冷 蔵
〒937-0065 富山県魚津市北中691-1

TEL 0765-24-2100 FAX 0765-24-6115

フリーダイヤル 0120-24-5525

入力担当

発送担当
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