
北海道オホーツク産素材から生まれた麺を皆さまに。

完全
包装

のし
対応

小麦の味わい
ざるらーめん

オホーツク産小麦の「春よ恋」に全粒粉を加えた
小麦をまるごと味わえる、「ざるらーめん」です。
ストレートタイプのめんつゆ付き。

オホーツク産小麦の「春よ恋」に全粒粉を加えた
小麦をまるごと味わえる、「ざるらーめん」です。
ストレートタイプのめんつゆ付き。

化学調味料や食塩を一切使用せず
国産のこんぶ、さば、かつお、かたくち
いわしのにぼしだけで作りました。

化学調味料や食塩を一切使用せず
国産のこんぶ、さば、かつお、かたくち
いわしのにぼしだけで作りました。

北麦美人-きたむぎびじん-01062
おだし90845

￥350税 込

￥900税 込

【内容量】 生うどん2食
【賞味期限】 冷蔵12日  

【内容量】 だしパック8g×12袋入
1パックで約400ccのだしが作れます。  

北麦美人と
あわせて、
こちらも
いかが？！

通販カタログ

’18 夏 - 秋号

11305

00108

￥2,500税 込

￥390税 込

【内容量】 生ラーメン2食、
　　　　めんつゆ 2袋 
【賞味期限】 冷蔵30日  

【商品内容】生ラーメン5袋（10食）
　　　　　 北海道産乾燥山わさび 1袋
【賞味期限】 冷蔵30日 
【箱サイズ】 縦23×横35.5×高9cm

小麦の味わい ざるらーめん
10食入（山わさび付）

【内容量】北麦美人２袋（４食）、めんつゆ４袋
　　　　  津村製麺所生そば２袋（４食）、そばつゆ４袋
　　　　  北海道産乾燥山わさび１袋
【賞味期限】うどん冷蔵12日、そば冷蔵10日
【箱サイズ】 縦23.5×横32×高6.5cm

完全
包装

10315

税 込￥2,500津村製麺所ヘルシー麺ギフト

「北麦美人」、「生そば」どちらも新発売のヘルシーな詰合せギフト。

のし
対応

新発売！
夏季限定

夏季限定

新発売！

保存料不使用！北海道オホーツク管内産もち麦＆小麦100%！保存料不使用！北海道オホーツク管内産もち麦＆小麦100%！
美容や健康を気にかける方に注目されているもち麦（大麦）は小麦に比べ、不足しがち
な食物繊維が約4倍とも言われています。オホーツク産もち麦100％の大麦粉を使用
した北麦美人は、つるつるのどごし良いうどんです！

美容や健康を気にかける方に注目されているもち麦（大麦）は小麦に比べ、不足しがち
な食物繊維が約4倍とも言われています。オホーツク産もち麦100％の大麦粉を使用
した北麦美人は、つるつるのどごし良いうどんです！

新発売！

￥380税 込

津村製麺所 生そば
02161

北海道産の粗挽きそば粉
使用。そば湯も美味しい。

【内容量】1袋（2食）
【賞味期限】冷蔵 10日
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オホーツク産小麦「きたほなみ」１００％の無添加の麺と、アゴ本枯節めんつゆの組合せ。

ラーメン、うどん、
ひやむぎ人気の３つの
麺が楽しめる詰合せ。

01097 09999

11306

11307

【内容量】生ひやむぎ2食
アゴ本枯節めんつゆ2袋
【賞味期限】 冷蔵12日

【内容量】生うどん2食、
アゴ本枯節めんつゆ2袋
【賞味期限】 冷蔵12日

【内容量】生ひやむぎ2食
アゴ本枯節めんつゆ2袋
【賞味期限】 冷蔵12日

【内容量】生うどん2食、
アゴ本枯節めんつゆ2袋
【賞味期限】 冷蔵12日

だし薫る
オホーツク
生ひやむぎ

だし薫る
オホーツク
生うどん
￥500税 込￥500税 込

税 込￥3,200
【内容量】だし薫る生うどん2袋（4食）、だし薫る生ひやむぎ2袋（4食）
　　　　 生ラーメンオホーツクの小麦畑2袋（4食）
【賞味期限】うどん・ひやむぎ冷蔵 12日、生ラーメン冷蔵 30日
【箱サイズ】 縦 27.5× 横 42×高 7cm

津村製麺所
特選詰め合わせ12食入り
津村製麺所
特選詰め合わせ12食入り

税 込￥2,200

【内容量】
だし薫る生うどん2袋（4食）、
だし薫る生ひやむぎ2袋（4食）
【箱サイズ】 
縦23.5× 横32×高6.5cm

オホーツクだし薫る
詰合せ

完全
包装

完全
包装

￥310税 込

生うどん

こんな食感初めて！
創業当時から作っていた冷麦が生麺で
復活しました。ツルっとモチっと新食感。

北海道産小麦「きたほなみ」１００％！
香川県出身の初代から受け継がれてた
技で仕上げたモチモチうどん！

こんな食感初めて！
創業当時から作っていた冷麦が生麺で
復活しました。ツルっとモチっと新食感。

【内容量】1袋（2食）
【賞味期限】冷蔵 12日

￥310税 込

生ひやむぎ

【内容量】1袋（2食）
【賞味期限】冷蔵 12日

北海道産小麦「きたほなみ」１００％！
香川県出身の初代から受け継がれてた
技で仕上げたモチモチうどん！

￥310税 込

鍋平

【内容量】1袋（2食）
【賞味期限】冷蔵 12日

鍋料理だけじゃもったいない。
ツルツル食感の平打ちうどんを
かけうどんで召しあがってみてください。

鍋料理だけじゃもったいない。
ツルツル食感の平打ちうどんを
かけうどんで召しあがってみてください。

平打ち生うどん

のし
対応

01100 01101 01060

アゴ本枯節 無敵の切麦
オホーツク生ひやむぎ

アゴ本枯節 無敵の切麦
オホーツク生うどん

アゴ本枯節 無敵の切麦
オホーツク生ひやむぎ

小泉博士命名「無敵の切麦」。
北海道清里産小麦「きたほなみ」100％！
「麺職人の塩４６億年」だけで作った無添加麺。

小泉博士命名「無敵の切麦」。
北海道清里産小麦「きたほなみ」100％！
「麺職人の塩４６億年」だけで作った無添加麺。

北のハイグレード食品
＋2016選定品

2015ミラノ
国際博覧会出品製品
2015ミラノ
国際博覧会出品製品

【内容量】 生ひやむぎ6食、アゴ本枯節めんつゆ6袋
【賞味期限】 冷蔵12日　【箱サイズ】 縦22.5×横30×高7cm

￥2,500税 込

01003 01002
アゴ本枯節 無敵の切麦
オホーツク生うどん

￥2,500税 込

【内容量】 生うどん6食、アゴ本枯節めんつゆ6袋
【賞味期限】 冷蔵12日　【箱サイズ】 縦22.5×横30×高7cm

化粧箱

のし
対応

晴れの日うどん晴れの日うどん

笑顔ほっこり。おめでたい紅白のうどんです。
アゴ本枯節めんつゆ、あげ玉付き。
笑顔ほっこり。おめでたい紅白のうどんです。
アゴ本枯節めんつゆ、あげ玉付き。

11303

01168

【内容量】 生うどん 2 食、
アゴ本枯節めんつゆ 2 袋、あげ玉
【賞味期限】 冷蔵12日  

【商品内容】晴れの日うどん５袋（10食）
【箱サイズ】 縦 23×横 35.5× 高 9cm
【商品内容】晴れの日うどん５袋（10食）
【箱サイズ】 縦 23×横 35.5× 高 9cm

晴れの日うどん10食入ギフト晴れの日うどん10食入ギフト

新発売

完全
包装

のし
対応

￥500税 込

￥2,700税 込



オホーツク産の春まき小麦「春よ恋」を
１００％使用した生ラーメンと人気の
オリジナルほたて白湯スープのセットです。 

オホーツク産の春まき小麦「春よ恋」を
１００％使用した生ラーメンと人気の
オリジナルほたて白湯スープのセットです。 シリーズ

ツルツル喉ごしがハマる！ オホーツク産
玉ねぎを使用した
しょうゆスープ付き！

ツルッと喉ごし良い冷やしラーメン。
津村製麺所
厳選スープ付き。
夏だけのお楽しみ。

ツルツル喉ごしがハマる！ オホーツク産
玉ねぎを使用した
しょうゆスープ付き！

完全
包装

【内容量】 生ラーメン2食、しょうゆスープ2袋 
【賞味期限】 冷蔵30日  

￥500税 込

￥500税 込

【内容量】生ラーメン2食、スープ2袋
【賞味期限】冷蔵 30日

つるっと食べて

生ラーメン
オホーツクの小麦畑

つるっと食べて吉が来る
生ラーメンギフト

生ラーメン 冷やし
ラーメン生ラーメン

しょうゆ味 【内容量】 生ラーメン2食、
　　　　冷やしラーメンスープ2袋 
【賞味期限】 冷蔵30日  

￥500税 込

冷やし
ラーメン

吉が来る！

オホーツクの小麦畑
生ラーメン　

生ラーメンオホーツクの小麦畑
10食入りギフト
￥2,700税 込

のし
対応

完全
包装

のし
対応

【内容量】生ラーメン5袋（10食）
【賞味期限】冷蔵 30日
【箱サイズ】 縦 23×横 35.5× 高 9cm

つるっと食べて吉が来る
生ラーメン6食入りギフト
￥1,700税 込

完全
包装

のし
対応

【内容量】生ラーメン3袋（6食）
【賞味期限】冷蔵 30日
【箱サイズ】 縦 22×横 28.5× 高 7cm

つるっと食べて吉が来る
生ラーメンギフト
￥3,200税 込

【内容量】生ラーメン3袋（6食）、
　　　　 冷やしラーメン3袋（6食）
【箱サイズ】 縦 27.5× 横 42×高 7cm

￥2,700税 込

【内容量】生ひやむぎ2袋（4食)
生うどん 2袋（4食）、鍋平 2袋（4食）、
めんつゆ12袋
【箱サイズ】 縦26.5×横32×高7.5cm

※生ひやむぎを鍋平に変更可
麦の宴

￥2,700税 込

【内容量】生ひやむぎ3袋（6食）、
生うどん3袋（6食）、めんつゆ12袋
【箱サイズ】 縦26.5×横32×高7.5cm

麦の匠（夏）

カマダ「北海道 鮭節だし醤油」と、北海道産小麦100％無添加「鍋平」「生うどん」の組み合せ。

完全
包装

のし
対応

完全
包装

のし
対応

※生ひやむぎを鍋平に変更可

￥3,680税 込

【内容量】 生ひやむぎ4袋（8食）、
生うどん4袋（8食) 、めんつゆ12袋、
カマダ鮭節だし醤油1本（200ml）
【箱サイズ】 縦23×横35.5×高9cm

麦の空（夏）
完全
包装

のし
対応

※生ひやむぎを鍋平に変更可

￥2,000税 込

【内容量】 生ひやむぎ2袋（4食）、
生うどん2袋（4食) 、めんつゆ4袋、
カマダ鮭節だし醤油1本（200ml）
【箱サイズ】 縦23.5×横32×高6.5cm

麦の幸（夏）
完全
包装

のし
対応

幻のオホーツク産小麦「つるきち」100％
生産数が少ない！！

00035

00073

00079

00070

10309
00023

01086 01050

01080

￥2,200税 込

【内容量】だし薫るオホーツク生うどん1袋（2食）、
だし薫るオホーツク生ひやむぎ1袋（2食）、
生ラーメンオホーツクの小麦畑1袋（2食）、
つるっと食べて吉が来る生ラーメン1袋（2食）
【賞味期限】生ラーメン冷蔵30日
生うどん/生ひやむぎ冷蔵12日
【箱サイズ】 縦23.5×横32×高6.5cm

完全
包装

のし
対応

01025

ツルッと喉ごし良い冷やしラーメン。
津村製麺所
厳選スープ付き。
夏だけのお楽しみ。

￥2,300税 込

【内容量】 生ひやむぎ4袋（8食）、
　　　　山わさび1袋、めんつゆ8袋
【賞味期限】 冷蔵12日
【箱サイズ】 縦23.5×横32×高6.5cm

生ひやむぎと山わさび 詰合せ

完全
包装

のし
対応10301

バラエティーギフト８食入
11302

夏季限定

夏季限定



北海道オホーツク産小麦の乾燥ラーメン。低温で熟成乾燥させた中太ちぢれ
麺は茹でるとまるで生食感。みそとしょうゆのスープには、オホーツク産の
玉ねぎペーストを使用。ほたて白湯スープは、オリジナルの自信作です。

３種の味が楽しめるお得用セット。
「ツムラ―めん」より細麺です。

段
ボール

段
ボール

ツムラーめん お徳用12個入

【内容量】 しょうゆ4個、みそ4個、ほたて4個
【箱サイズ】 縦26.5×横38.5×高10cm

￥3,000税 込

みんなのツムラーめん

【内容量】 めん5食、しょうゆスープ2袋、
みそスープ2袋、ほたてスープ1袋 
【賞味期限】 常温90日 

【内容量】 めん5食、しょうゆスープ2袋、
みそスープ2袋、ほたてスープ1袋 
【賞味期限】 常温90日 

￥950税 込

【内容量】 しょうゆ4個、みそ2個、ほたて2個
【箱サイズ】 縦26.5×横32×高7.5cm

生うどんと生ひやむぎから2袋まで
自由に組合せられるギフト。
めんつゆ4袋付きです。

生うどんと生ひやむぎから2袋まで
自由に組合せられるギフト。
めんつゆ4袋付きです。

￥900税 込

【賞味期限】 冷蔵12日
【紙巾着サイズ】 縦32×横21×高6cm

麦のこころ（夏）

●組合せ方を下記から必ずご指定ください。
　A.生ひやむぎ 2袋
　B.生うどん2袋
　C.生ひやむぎ×生うどん 各1袋

※生ひやむぎを
　鍋平に変更可

01010

21404

21405

21407

ツムラーめん お徳用24個入

【内容量】 しょうゆ8個、みそ8個、ほたて8個
【箱サイズ】 縦23×横53×高14cm

￥5,900税 込

21406

段
ボール

●包装形態について

《オリジナル》 《弔事用》

化粧箱オリジナル包装紙、または、
弔事用包装紙で発送します。完全

包装

オリジナル
化粧箱で発送。

津村製麺所段ボールで発送。
慶事用・弔事用のしに対応致します。
ご注文の際にご指定ください。
なお「短冊」は慶事用のみとなります。お気軽にご用命ください。

http://tsumura-seimen.co.jp/ 津村製麺所 検索検索

☎  (0157)36-3181
FAX (0157)36-4790

北見市

手のぬくもりを　　　　  思い出す。

※ご指定が無い場合、
　オリジナル包装紙
　で発送します。　 ※「完全包装」・「化粧箱」の場合、発送の際に

　クラフト紙の封筒、または、ダンボールに
　入れた二重包装で発送いたします。

のし
対応

01027 01028

01022 01024

01021 01023

※別途100円（税込）で
　包装可能。のし、短冊にも
　対応しております。

※別途100円（税込）で
　包装可能。のし、短冊にも
　対応しております。

￥3,580税 込

生ひやむぎ12袋入（24食）

生ひやむぎ24袋入（48食）
通常￥3,720が！

通常￥3,240の品 通常￥6,480の品

￥6,980税 込通常￥7,440が！

￥3,580税 込

生うどん12袋入（24食）

生うどん24袋入（48食）
通常￥3,720が！

￥6,980税 込通常￥7,440が！

段
ボール

【箱サイズ】 縦26.5×横38.5×高10cm

【箱サイズ】 縦23×横53×高14cm

【箱サイズ】 縦26.5×横38.5×高10cm

【箱サイズ】 縦23×横53×高14cm

￥3,580税 込

ハーフ＆ハーフ12袋入 ハーフ＆ハーフ24袋入

通常￥3,720が！ ￥6,980税 込通常￥7,440が！

【内容量】 生ひやむぎ6袋（12食）、
　　　　 生うどん6袋（12食）
【箱サイズ】 縦26.5×横38.5×高10cm

【内容量】 生ひやむぎ12袋（24食）、
　　　　 生うどん12袋（24食）
【箱サイズ】 縦23×横53×高14cm

まとめ 
買いで
おトク！

〒099-1587
　北見市豊地26-26

しょうゆ ほたて みそ

21400 21402 21401

北海道オホーツク・ツムラーめん
　しょうゆ・ほたて・みそ
【内容量】 乾燥ラーメン1食、スープ 1袋【賞味期限】 常温 90日

￥270各味1個 税 込

ご予算に合わせて
お好きな麺を

詰合せいたします。

ツムラーめん
８食入ギフト
￥2,360税 込

完全
包装

のし
対応
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