
お中元カタログ2015地産
地送

撮影地：東大阪市花園ラグビー場

東大阪産の
こだわりの水なすを
花園ふれんちんが
調理しました

お中元お届け先に
ディズニーメモ
1Pプレゼント!!
色はおまかせ



お申込み・お問合せ

掲載店舗
募集！

〒579-8011 東大阪市東石切町2-3-33　まいど！東大阪（東大阪物産観光まちづくりセンター）
TEL.０７２-９８１-０１１１ FAX.072-940-6679　営業時間：10:00～16:00 定休日：毎週金曜
http://www.maido-higashiosaka.jp

※FAX・郵送２４時間受付、店頭・電話午前１０時～午後4時まで受付ただし定休日の金曜日を除く
　申込用紙がない場合、下記にご連絡いただければFAXまたは郵便でお送りいたします。申込用紙は、
　「まいど！東大阪」ホームページからもダウンロードしていただけます。

①地産地送お中元カタログP5の申込用紙（必要な場合はコピーしてお使いください）または、
　本カタログ同封の申込用紙に必要事項を記入し、「まいど！東大阪」までFAX（店頭受付、郵送、
　電話も可能）でお申込みください。

②お申込み後、お申込み内容の確認、お支払方法等をFAXまたは郵送にてお知らせします。
③商品代金をお支払いいただき、当方で入金確認ができ次第お申し込み完了となります。
　商品代金はお振込みもしくは、「まいど！東大阪」店頭にてお支払いいただけます。
④（ご希望発送時期に）お届け先に商品を発送いたします。ただし在庫の都合上発送までお待ち
　いただく場合もございます。

お申込み方法

次回「東大阪地産地送お歳暮パンフレット」に貴店貴社の商品も掲載しませんか？
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
※掲載に関してご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

次回「東大阪地産地送お歳暮パンフレット」に貴店貴社の商品も掲載しませんか？
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
※掲載に関してご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

パンフレットに掲載の商品価格はすべて消費税込みの価格です。パンフレットに掲載の商品価格はすべて消費税込みの価格です。

東大阪「地産地送」運動を
提唱します！
東大阪「地産地送」運動を
提唱します！

　私たちの暮らす東大阪市は、毎年開催される高校ラグビー全国大会、司馬
遼太郎記念館、鴻池新田会所などの文化施設、生駒山麓の豊かな自然にも
恵まれ、たくさんの方が観光に来られます。
　特に、今年は、待ちにまった２０１９年ワールドカップラグビーの一開催地
に花園ラグビー場が決定しました。「モノづくりのまち」として広く知られてい
る東大阪市を、尚一層地元の皆様と共に盛り立てていきたいと思います。
　今年は、地元東大阪産の野菜を使った商品もご用意いたしました。評判の
スィーツも加えました。夏休みに向かって、お子様のための工作教室も充実
させました。
　ラグビー花園開催決定を記念し。お送りするギフトに限定のディズニーメモ
を1冊お付けいたします。
　日頃お世話になったあの方に真心を込めて贈るご挨拶「お中元ギフト」に、
東大阪産の地元ブランドを贈ってみてはいかがでしょうか？
多くの市内企業の協力のもとに、この度の「まいど！東大阪　地産地送　お
中元カタログ」を作成いたしました。ぜひ、この折に商品をご覧いただけれ
ばと思います。東大阪ブランドのファンになっていただき、再びご購入してい
ただければ、「観光事業」として大きな成果に繋がっていくと思います。
　東大阪にゆかりのある皆様が、まちのセールスマンとなり、東大阪を元気
にする「地産地送」運動に、深いご理解とご協力を賜り、本カタログより東
大阪の「エエもん、おもろいもん」を全国に発信してくださいますように、お
願い申し上げます。

　私たちの暮らす東大阪市は、毎年開催される高校ラグビー全国大会、司馬
遼太郎記念館、鴻池新田会所などの文化施設、生駒山麓の豊かな自然にも
恵まれ、たくさんの方が観光に来られます。
　特に、今年は、待ちにまった２０１９年ワールドカップラグビーの一開催地
に花園ラグビー場が決定しました。「モノづくりのまち」として広く知られてい
る東大阪市を、尚一層地元の皆様と共に盛り立てていきたいと思います。
　今年は、地元東大阪産の野菜を使った商品もご用意いたしました。評判の
スィーツも加えました。夏休みに向かって、お子様のための工作教室も充実
させました。
　ラグビー花園開催決定を記念し。お送りするギフトに限定のディズニーメモ
を1冊お付けいたします。
　日頃お世話になったあの方に真心を込めて贈るご挨拶「お中元ギフト」に、
東大阪産の地元ブランドを贈ってみてはいかがでしょうか？
多くの市内企業の協力のもとに、この度の「まいど！東大阪　地産地送　お
中元カタログ」を作成いたしました。ぜひ、この折に商品をご覧いただけれ
ばと思います。東大阪ブランドのファンになっていただき、再びご購入してい
ただければ、「観光事業」として大きな成果に繋がっていくと思います。
　東大阪にゆかりのある皆様が、まちのセールスマンとなり、東大阪を元気
にする「地産地送」運動に、深いご理解とご協力を賜り、本カタログより東
大阪の「エエもん、おもろいもん」を全国に発信してくださいますように、お
願い申し上げます。

河内風鈴 ¥2,500商品番号

KH‒1
河内風鈴

東大阪市今米2丁目4－3
TEL：072－963－5050

DATA

無料（九州、北海道300円、沖縄500円）  

（消費税込）

送料

鈴は、その音色で涼を感じる日本の夏の風物
詩であり、その音が厄除けになったり、また故
人を偲ばせてくれるものと考えられています。 
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まいど! 東大阪 オリジナルギフト

●田代珈琲…
　水出し珈琲４５g×５袋〈賞味期限：10か月〉
　ホンジュラス産の豆の特徴のクリアでなめらかな味をご賞味ください。
　500mlの水に1袋1晩でおいしいアイスコーヒーの出来あがり。
●仁の蔵…
　仁の蔵おかき（浮かれ月９０ｇ）（昆味楽９０ｇ）
　〈賞味期限：6か月〉
●布一屋…
　生姜つまみ（130ｇ）玉子ピーナッツ（140ｇ）〈賞味期限：6か月〉

商品番号

M‒1 オリジナルギフトセットA ¥3,000（消費税込）

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料 含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料

●GSフード…
　アイスコーヒー1000ml紙パック2本〈賞味期限：8か月〉 
●小松海産…
　きんぴらご棒18本〈賞味期限：3か月〉
　おから、ごぼうパウダーを使用した身体に優しいお菓子 
●ヴィクトリィ製菓…
　フルーツゼリー小17個入×２袋〈賞味期限：3か月〉
　天然果汁、天然着色料のフルーツ感満載のゼリー
●飯尾産業…
　むきそら豆１０５ｇ、芋けんティ１１０g、ゆずこしょう８５ｇ〈賞味期限：4か月〉
　食べ始めたらとまらない。そらまめの塩味、
　芋けんティのダージリンの香り、ゆずこしょうのゆずの香りは、最高！
　

●オリジナルギフトセットB
●河内風鈴　風鈴1ヶ　（色柄等は指定できません）

商品番号

M‒2 オリジナルギフトセットB ¥3,000（消費税込）

商品番号

MF‒2 オリジナルギフトセットB ¥5,000（消費税込）

風鈴つき●オリジナルギフトセットA
●河内風鈴　風鈴1ヶ　（色柄等は指定できません）

商品番号

MF‒1 オリジナルギフトセットA ¥5,000（消費税込）

風鈴つき

●GSフード…
　アイスコーヒー1000ml紙パック2本〈賞味期限：8か月〉
　プティパ1000ml紙パック果汁２%×２本〈賞味期限：7か月〉 
　お酢の苦手な方にも、ライチの入った少し甘味のある冷たい飲み物で、
　夏を乗り切ろう！
●田代珈琲…
　水出し珈琲（４５g×５袋）×２個〈賞味期限：10か月〉
　500mlの水に1袋1晩でおいしい大人の味のアイスコーヒーの出来あがり。

●オリジナルギフトセットC
●河内風鈴　風鈴1ヶ　（色柄等は指定できません）

商品番号

M‒3 オリジナルギフトセットC ¥3,500（消費税込）

商品番号

MF‒3 オリジナルギフトセットC ¥5,500（消費税込）

風鈴つき

●かすがの…
　和三盆蒸しかすてら１本手包み最中２個〈賞味期限：１週間〉
　和三盆を使ったやさしい味わいの蒸しかすてらは、しっとり感たっぷり！
●アリス・ガーデン…
　ワッフル４個〈賞味期限：１週間〉
●GSフード…
　プティパ1000ml紙パック果汁2%1本〈賞味期限：７か月〉
　アイスコーヒー1000ml紙パック１本〈賞味期限：8か月〉

●オリジナルギフトセットD
●河内風鈴　風鈴1ヶ　（色柄等は指定できません）

商品番号

M‒4 オリジナルギフトセットD ¥3,000（消費税込）

商品番号

MF‒4 オリジナルギフトセットD ¥5,000（消費税込）

風鈴つき



まいど! 東大阪 オリジナルギフト

商品番号

R‒1

商品番号

R‒3

商品番号

R‒2

商品番号

A‒3

東大阪以心伝心バームクーヘン
（直径16.5×高6.0cm）〈賞味期限：2週間〉

¥3,500
（消費税込）

東大阪以心伝心バームクーヘン
（直径13.5×高6.0cm）〈賞味期限：2週間〉

¥2,300
（消費税込）

タイズコレクション    
ミニバーム、御厨マドレーヌ、くまのマドレーヌ×2、
フルーツケーキ、ラグビーダックワーズ×2、
イチジククグロフ×2、ハードバームカット×2、
クッキー（りんご、アールグレイ紫芋、ディアマン）
〈賞味期限：焼菓子最短1週間〉

¥3,500
（消費税込）

夢ふくらむ美味しいお菓子作りのお店のしっとりバームクーヘンをどうぞ！

ル・ジャンドル洋菓子店 八戸ノ里店

東大阪市下小阪２－１４－１０
定 休 日　元旦のみ
営業時間　９：００～２１：００
TEL：０６－６７２３－２５６２

DATA

商品番号

R‒1
商品番号

R‒3

百貨店で行列の出来るスィーツ、２種類のチーズを使ったチーズラスク、
大人気の商品です。

焦がしキャラメルミルクシュー５個
チーズケーキラスク12枚入×2袋
シューラスク60g×2袋
〈賞味期限：冷凍45日、解凍後3日〉

¥4,000

2

果汁いっぱいの美味しいジェラートをじっくり味わってお召し上がりください。
おまかせの味をお楽しみください。

中西ベストセレクション8個入り
おまかせジェラート100ml×8個入り
〈賞味期限：冷凍ですがお早めにお召しあがりください。〉

¥4,000
（消費税込）

商品番号

FU‒1

商品番号

FU‒1

中西ベストセレクション12個入り
おまかせジェラート100ml×12個入り
〈賞味期限：冷凍ですがお早めにお召しあがりください。〉

¥5,200
（消費税込）

商品番号

FU‒2

商品番号

FU‒2

DATA
Baked・Magic

東大阪市本町１－３８
営業時間　１０：００～１９：００
定 休 日　不定休
TEL：０７２－９８５－７１００

DATA
フルーツの中西

東大阪市神田町１ー1
営業時間　９：００～20：００
               （日・祝は19時まで）
定 休 日　毎週水曜日
TEL：０７２－９８１－３１１８

受注期間：7月10日まで　発送日：7月18日

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料 含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料

冷凍 冷凍
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まいど! 東大阪 オリジナルギフト

商品番号

W‒1

永年かけてじっくり育てた本だしで、香り高いおそばをどうぞ！
地元東大阪産の水なすを使った評判のフレンチ屋さん自慢の
水なすアンチョビ風味の黒オリーブオイル漬けです。 

若竹、丸大宮河海苔、ふれんちん
若 竹 万能だし500ml×2本
若 竹 生そば300ｇ×２袋
丸大宮河海苔 焼もみのり20ｇ1袋
               水なすのタプナードソース漬ふれんちんの
東 大 阪 産

¥4,000
（消費税込）

〈賞味期限：だし、のり 6か月／そば、水なす 6日間〉

商品番号

MM‒1

商品番号

MM‒2

モモヤのお菓子は、「子供の頃のあこがれで、故郷に帰ってきた気持ちになれる」という、
頂くとうれしいおかきです。

商品番号

MM‒1
商品番号

MM‒2

お肉を堪能したい方におすすめ！スタミナつけて暑い夏をのりきろう！
若い方に人気の特製たれ付き！

商品番号

NK‒1

商品番号

NK‒1

商品番号

NK‒2
商品番号

NK‒3

商品番号

NK‒3

モモヤ特選あられ（大）小袋×16個
〈賞味期限：3ヶ月〉

¥3,300
（消費税込）

モモヤ特選あられ（中）小袋×12個
〈賞味期限：3ヶ月〉 ¥2,700

（消費税込）

DATA
御菓子のモモヤ

東大阪市足代１－１２－１１
営業時間　９：３０～１９：３０
定 休 日　毎週木曜日
TEL：０６－６７２１－２５６４

ヘルシーなゼリー、旬なゼリー取り揃えました。
お好みの味をお楽しみください。

ラグビー花園記念した6種類のフィナンシェ
の味で盛り上げよう！

和菓子詰合せ
（トマトゼリー×２、さくらんぼゼリー×２、
  琵琶ゼリー×２、黒豆抹茶ゼリー×２、幾月×５）
 〈賞味期限：2週間〉 ¥3,500

（消費税込）

Made in 東大阪花園
ラグビーフィナンシェ 18個入
（アールグレイ、カフェ、よもぎ、
  ナチュール、黒ごま、ショコラ各3個ずつ）
 〈賞味期限：2週間〉 ¥3,500

（消費税込）

五條堂

東大阪市東鴻池町1ー5－7
定 休 日　火曜日　祝日営業
営業時間　9：00～20：00
TEL：072－963－4331 

DATA

商品番号

GO‒1

商品番号

GO‒1

商品番号

GO‒2

商品番号

GO‒2

牛焼肉山形牛セット500g
（ロース200g、カルビ150g、赤身150g) ¥8,640（消費税込）

〈賞味期限：4日間 発注から発送までリードタイム３日間要します。〉

肉のみよし

東大阪市中石切町4－3－2
じゃんぼ食鮮館 石切店
定 休 日　水曜日
営業時間　9：00～20：00　
TEL：072－940－7481

DATA

冷蔵 冷蔵

牛焼肉国産牛セット600g
(カルビ･カイノミ･ハラミ･上バラおまかせ）

¥6,480
（消費税込）

豚冷しゃぶ山形米澤豚一番育ち700g
（ロース400g、バラ300g)

¥4,320
（消費税込）

若竹本店 東大阪市衣摺２－８－１５　定休日 日曜日・祝日
営業時間  １７：００～２２：００  TEL：０６－６７２０－６８８５DATA

丸大宮河海苔 東大阪市若江西新町４－６－９
TEL：０６－６７２３－２５４７DATA

ふれんちん　 東大阪市花園本町１－１－３８　定休日 日曜日・祝日
営業時間  予約制  TEL：０７２－９６１－４９１０DATA

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料 含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料

限定
10個

受注期間：7月8日まで　発送日：7月15日
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まいど! 東大阪 オリジナルギフト

¥3,000
（消費税込）

海苔詰合せM

¥5,000
（消費税込）

海苔詰合せL 
（焼海苔8切120枚､味付海苔8切120枚、
  あおさのり20g)
（賞味期限 6か月）

（焼海苔8切120枚､味付海苔8切120枚）
（賞味期限 6か月）

丸大宮河海苔
東大阪市若江西新町４－６－９　
TEL：０６－６７２３－２５４７ 

DATA

¥3,000
（消費税込）

（賞味期限 6か月）

ごはんの友セット

㈱カクマン
東大阪市東石切町１－１－１６
定 休 日　平日の９のつく日
営業時間　9：00～16：30
TEL：０７２－９８７－２４７７

DATA

しば漬きくらげ80g、しそわかめ80g、
ゆずみそ120g、ちりめん山椒45g、
しょうがこんぶ80g、はりはり漬70g 

¥3,000
（消費税込）

星トンボソース6本セット
（ウスターソース500ml 3本） 
（とんかつソース500ml 3本）
（賞味期限 1年） 

DATA
星トンボ食産工業所

東大阪市渋川町３－２－１
定 休 日　日・祝
営業時間　９：００～１８：００
TEL：０６－６７２８－０７８７

¥2,300
（消費税込）

星鶴調味料3本セット
（かけ醤油、だし醤油、ぽんず、各360ml）
（賞味期限 6か月） 

DATA
星鶴醸造株式会社

東大阪市吉田本町２－９－３
定 休 日　日曜、土曜（第２，４）、祝日
営業時間　９：００～１８：００
TEL：０７２－９６１－２１５１

商品番号

MN‒1

商品番号

MN‒1
商品番号

KA‒1

商品番号

MN‒2

商品番号

HT‒1
商品番号

S‒1

商品番号

MN‒2
三重の豊かな自然いっぱいの川で育った海苔です。ご進物に最適です

十数種類のスパイスをブレンド、塩分控え目のこだわりの味。なにわの味をご賞味あれ！

本醸造の本格派！‘味‘が違う天然発酵法本物志向の方にお奨めです。

 暑い夏にさっぱりと、白いご飯にのっけて！ 食欲そそります。

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料 含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料

含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料含む（関東・信越・東北・九州＋400円 ／ 北海道・沖縄＋600円）送料



※ ご記入の際のお願い

お問い合わせ先
〒579-8011 大阪府東大阪市東石切町2－3－33　

：072－981－0111
：072－940－6679
：http://www.maido-higashiosaka.jp　

送料

商品金額

info@maido-higashiosaka.jp

TEL
FAX
H P
e-mail

総数

送料

商品金額

送料

商品金額

送料

商品金額

送料

商品金額

商　品　番　号

商　　品　　名

商　品　番　号

商　　品　　名

商　品　番　号

商　　品　　名

商　品　番　号

商　　品　　名

商　品　番　号

商　　品　　名

〒 － 都　道
府　県

－ －ＴＥＬ

様

お
届
け
先
1

〒 － 都　道
府　県

－ －FAX

様

－ －TEL
ご
依
頼
主

〒 － 都　道
府　県

－ －ＴＥＬ

様

お
届
け
先
2

〒 － 都　道
府　県

－ －ＴＥＬ

様

お
届
け
先
3

〒 － 都　道
府　県

－ －ＴＥＬ

様

お
届
け
先
4

〒 － 都　道
府　県

－ －ＴＥＬ

様

お
届
け
先
5

中
　
元

粗
　
品

そ
の
他

すぐに発送
7月中

その他ご希望
時期

※点線枠は記入不要発送希望時期のし

合計金額1 電話番号はご依頼主、お届け先とも必ずご記入ください。
2 ご依頼主が異なる場合は、ご依頼主ごとに本票をご記入ください。
3 〒番号も必ずご記入ください。

※お申し込み後に在庫を確認の上
　ご連絡させていただきます。

ご贈答品購入申込書
お申し込みＦＡＸ番号  072-940-6679



地産地送  お中元カタログ2015（平成27年6月）
発行：東大阪観光協会 東大阪物産観光まちづくりセンター
後援：東大阪商工会議所・公益社団法人 東大阪納税協会
特別協力：東大阪市

申込・問合せ先：
〒579-8011 東大阪市東石切町2-3-33 東大阪物産観光まちづくりセンター
TEL.072-981-0111 FAX.072-940-6679　HP http://www.maido-higashiosaka.jp
営業時間：10:00～16:00 定休日：毎週金曜

4

ふわふわエアープレイン 幼児～ 約30分

紙とわり箸を使ったゴム動力の飛行機 ¥500

きらきら万華鏡 低学年～ 約30分

小さな筒の中にきらきら小宇宙を
作りましょう ¥500

くねくねワイヤーアート 中学年～ 約1時間

カラフルワイヤーを自由自在に折り曲げて
いろんな形をつくります ¥900

東大阪鉄の工作 中学年～ 約1時間
かなづちを使って鉄板から貯金箱や
サイコロを作ります。ちょっと難易度
高めの工作です ¥2,200

ちりんちりん手作りふうりん 幼児～ 約30分

ちりんちりん美しい音色のふうりんに
自由な模様と描きましょう。 ¥500

楽しい
よ!!


