
しまなみ海道
のおくりもの

千年松
のお歳暮

コロナの影響が未だ続く昨今、終息を待ちわびる日々、皆様におかれましてはお変わりなくお元気でお過ご

しでしょうか。日頃より「千年松直送便」をご愛顧賜りまして心より御礼申し上げます。今年最後の直送便

のご案内を申し上げます。本年、当館ではコロナ禍においても広い自然の中でゆっくりお過ごし頂きたい思

いで、「おそと部門」にも力を入れて参りました。昨年のマリンアクティビティに続き、今夏のバーベキュー

ご宿泊プランは好評をいただきました。次は秋冬メニュー、あそべるプランも少しずつ開発しております。

千年松のモットーは、味満足・体満足・心満足三味一体の宿であることでございます。皆様に「来て良かっ

た」「味わえて良かった」と感じてもらえる宿でありたいことが、我々の願いです。日々、この思いを胸に

精進して参りますので、今後とも「海宿千年松」「千年松直送便」と共にお引き立ての程、宜しくお願い申

し上げます。末筆ではございますが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。　



あの方に味わっていただきたい一品。上質な味わいとひと時をお届けしたい。
瀬戸内のこだわりの一品をご用意致しました。冬をたのしむ深い味わい。

鯛からだしをとって作ったうどんつゆは、香り高く、讃岐製麺所で作られたうどんと
の相性抜群。みずみずしい舌ざわりとと喉ごしをお楽しみいただけます。鯛だしのう
まみをお楽しみください

セット内容／うどん 1 袋×６鯛だしうどんつゆ 300ml ×２

広島菜のり 1 瓶 160g ×２

セット内容／うどん 1 袋×６鯛だしうどんつゆ 300ml ×２

セット内容／そうめん 1 袋 (3 束) 270g × 4

鯛だし麺つゆ 300ml ×２

鯛のだし汁を存分に使ったうどんつゆと、讃岐の半生麺、
広島菜の海苔を合わせたお得なセット。
喉ごしと鯛だしのうまみをおたのしみください。

鯛のだし汁を存分に使ったうどんつゆと、讃岐の半生麺セット。

半田手延めん「オカベの麺」と千年松の鯛だし麺つゆのセット。
よくある素麺よりも少し太い「オカベの麺」は喉越しがよく煮崩
れもしづらいので、鯛だしにゅうめんとして相性抜群です。

価格　¥5,500

価格　¥4,500

価格　¥4,500

O-1

S-1

T-1

千年松 鯛だしうどん・広島菜のりセット

千年松 鯛だしうどんセット

千年松 鯛だしにゅうめん

千年松
冬のおくりもの

千年松 柚子ぽんず 300ml × 1、だし薫る煮物醤油 300ml × 1、鯛だし醤油 濃口 300ml × 1

炊き込みごはんの醤油 300ml × 1 鯛だし麺つゆ 300ml × 1、ゆず蜜ドリンク 300ml × 1

料理に合わせて使い分けることができる、
千年松オリジナル調味料。
鯛の出汁を存分に合わせたお醤油やぽん酢、
そして麺つゆに加えて新定番の
炊き込みご飯醤油と煮物醤油。
手軽に贅沢な味わいを楽しめる
調味料のセットです。
そして冬は愛媛県伊予市特産の柚子と
相性のいい蜂蜜をブレンドした柚子蜜を
ホットでお楽しみください。

価格　¥4,800

S-5 千年松 新オリジナル調味 6 点セット

千年松 柚子ぽんず 300ml × 1、鯛だし醤油 濃口 300ml × 1、鯛だし麺つゆ 300ml × 1

鯛だしうどんつゆ 300ml × 1、ゆず蜜ドリンク 300ml × 1

変わらない美味しさの人気クラシック調味料セット。
鯛の出汁を存分に合わせたお醤油やぽん酢、
そしてうどん出汁をお楽しみいただけます。
冬にホットで美味しい柚子蜜も。

価格　¥4,600

S-6 千年松 オリジナル調味５点セット



セット内容／ベーコン 280~300g × 2 ブロック
ボンレスハム 80g × 2 パック

セット内容／藤本海産珍味 1 袋×５

広島菜のり 1 瓶 160g ×２

セット内容／藤本海産珍味 1 袋

価格　¥4,200

大島小原ハムの手しごと
フレッシュミートセット

MT-1

ST-31

ST-32

千年松と同じくしまなみ海道大島に工房を構える小原ハ
ムは、昭和 22 年創業。昔ながらの直下式くん煙室で炭火
乾燥し、桜の原木で燻煙された愛媛県産のフレッシュポー
クは、旨味が凝縮され、肉の食感が残る上品な味に仕上
げられています。伊予伝承の味をお楽しみください。

INTRODUCTION
大島・小原ハム

産地直送便

産地直送便

産地直送便

※商品の発送にはクール便料金が別途必要です。

※小原ハムの商品は産地直送便となりますため、他の商品と同梱することはできませんのでご注意ください。　

「日本三大菜漬」の一つ、広島県特産の広島菜漬。国産の
新鮮な広島菜を職人が手間ひまかけて丁寧に漬け込んだ
ものを、小豆島産のりと一緒に甘口に仕上げた風味豊か
なのり佃煮です。とろりとしたのり佃煮に広島菜漬のパ
リパリとした食感がアクセントになった、素材の旨みを
活かしたおいしい佃煮です。一釜一釜手作業で職人が丹
精込めて炊き上げ、包装してお届けしております。

広島菜のり

SH-6

ST-14

手しごと海産珍味・広島菜のりセット

手しごと海産珍味（単品）

価格　¥3,800

価格　¥500

藤本海産は昭和 25 年の創業以来、常に味一筋。しまなみ海
道大島で取れた魚介類を新鮮なままに加工した海産珍味。季
節が異なれば水揚げも異なる季節の移り変わりを地魚で感じ
て頂ければ幸いです。伝統の味をお試しください。

INTRODUCTION

INTRODUCTION

藤本海産

※海産珍味は漁や旬の関係により内容お任せとなります。

セット内容／しまなみラーメン 2 食入×２
広島菜のり 1 瓶 160g ×３

セット内容／しまなみラーメン 2 食入× 1

鯛だししょうゆ味のラーメンはあっさりしながらも奥深いコクと風味。
小麦がしっかりかおるコシのある麺と
鯛だしのオリジナルラーメンをおたのしみください。

価格　¥4,000

価格　¥1,500

価格　¥600

価格　¥840

しまなみラーメン・ 広島菜のりセット

しまなみラーメン（２食入）

SH-3 ST-12

※商品の発送にはクール便料金が別途必要です。

※商品の発送にはクール

便料金が別途必要です。

食を通じて出逢う瀬戸内の旅
瀬戸内海の自然のなかで育まれた食材を活かしたこだわりの一品。
作り手から生まれる声に耳を傾ける。

セット内容／ベーコン 280~300g × 1

セット内容／ベーコン 280~300g × 1

大島小原ハムのベーコン

大島小原ハムのボンレスハム

内容量：160g

ST-13

広島菜のり

価格　¥650



● 瀬戸内レモン
● はれひめ＆人参
● 柚子＆玉ねぎ　
● ごま＆かぼちゃ　
● 国産野菜と4 種の胡椒

150ml × 1個

150ml × 1個

150ml × 1個

150ml × 1個

150ml × 1個

「千年松直送便」お客様人気ランキング

ご自宅用にもプレゼント用にも。気軽な単品商品。

rankings

お好きな商品を組み合わせ
1

2
3

内容量：300ml

内容量：300ml

内容量：160g

ST-3

ST-5

ST-13

鯛だし醤油 濃口

千年松柚子ぽんず

広島菜のり

価格　¥900

価格　¥650

価格　¥650

千年松ならではの贅沢鯛だし
古来より船の難所として有名な瀬戸内海の
急流に逆らって泳ぐ来島の天然鯛は身の引
きしまった最高の鯛。そんな日本屈指の鯛
を水揚げされてすぐに下処理し、お刺身に
できる身のままの状態で出汁を取った贅沢
なだし醤油です。

プロの声から生まれた素材を活かすポン酢
優しい酸味と丸大豆醤油のコクは一度食べ
るとクセになります。
お料理の味を活かすために試作を重ねて完
成した家族みんなで楽しめる優しいお味の
ポン酢です。

SH-11 SH-11-2 SH-11-3

2本セット 3本セット 5 本セット

りんごジュース 1000ml × 1、ラ・フランスジュース 1000ml × 1

りんごジュース 1000ml × 1

ラ・フランスジュース 1000ml × 1

りんご 5kg  （12~16 個入り）

5 種よりお好きな商品で組合せ（2 本、３本、５本）

価格　¥2,500

価格　¥1,100

価格　¥1,400

¥1,400

価格　¥5,500

¥2,100 ¥3,500

0T-2
ST-22

ST-23

0T-3 産地直送便

おかみフレンド 特選無添加ジュースセット
おかみフレンド 特選無添加ジュース・りんご

おかみフレンド 特選無添加ジュース・ラ・フランス

矢澤農園りんご（12 月初旬より出荷開始）

来島良品 野菜美味しいサラダドレッシングセット

果物王国長野県。20 年来の友人が手しおにかけて作る果物には、
愛情が沢山注がれています。果物の良さは土づくりからと、味に
もとことんこだわり、有機肥料を施しています。１つ１つ丁寧な
仕事で日々果物と向きあっています。そんな誇らい友人が作る大
切な果物を、皆様に味わって頂けましたら幸せです。

女将考案レシピ：特製りんごカレー 

りんごジュースはそのまま飲んでもも

ちろん美味しい一品ですが、濃厚なり

んごジュースは贅沢に食材として利用

しても美味しく楽しめます。カレーを

作る際、水の代わりにりんごジュー

スを入れるだけで、抜群に美味しいカ

レーが出来上がります。フルーティで

味わい深く、子供も大人も大喜び。 スタッフにも大人気！

※季節の商品のため、12 月初旬より出荷開始となります。お届け日の指定はできません。

※本商品は産地直送便となりますため、他の商品と同梱することはできませんのでご注意ください。

INTRODUCTION
おかみから矢澤農園のご紹介おかみ特選品

5 種よりお好きな商品で組合せ

内容量：300ml

ST-2

鯛だし
麺つゆ

価格　¥900

内容量：300ml

ST-10

だし薫る
煮物醤油

価格　¥540

内容量：300ml

ST-1

鯛だし
うどんつゆ

価格　¥900

内容量：150ml

ST-16

瀬戸内
レモン

価格　¥700

内容量：300ml

ST-9

炊き込み
ごはんの醤油

価格　¥540

内容量：150ml

ST-17
ST-18
ST-20
ST-21

はれひめ＆人参
柚子＆玉ねぎ
ごま＆かぼちゃ
国産野菜＆4 種の胡椒

各価格　¥700

内容量：300ml

ST-6

ゆず蜜
ドリンク

価格　¥980

当館で
大人気！



ホームページ

オンライン通販サイト

お申し込みからお届けにつきまして

フリーダイヤル

● 個人情報保護のお約束

● 商品のお届けについて

● 商品の交換・返品について

繁忙期を除き、ご注文をお受けして３〜５日前後で発送いたします。また、お歳暮の時期は大変混雑致しますのでお早めにご注文ください。

商品は万全の品質管理をしていますが、不良品及び発送ミスがあった場合は商品到着後 7日以内にご連絡ください。その場合、冷凍商品は冷凍
保管をお願いします。返品、交換は弊社が負担します。配送後、商品の価値のなくなったものは返品、交換は基本的にはお受けしません。

https://sennenmatsu.official.ec

千年松ではお客様のお名前・ご住所等の個人情報を業務以外に用いることはございません。当社商品・サービスに関するお知らせに限って使用させてい
ただいております。情報管理には万全を期し、お客様のご迷惑がかかることは致しません。

● 商品発送時に専用の郵便振替用紙、納品書を同封致しますので、最寄りの郵便局にてお振り込みください。
　代引き払いも承っております。代引きの場合は、別途代引き手数料 450円が必要となります。
● 3 万円を超える場合のお支払い方法は、代金引換をさせていただきます。
● クール便は別途クール料金が必要となります。１梱包につき普通料金+250円
● クレジット支払をご希望のお客様は千年松オンライン通販サイトよりご注文ください。

※業務用卸しをご希望の方は別途ご相談ください。

http://sennenmatsu.com

0120-4192-75

１ヶ所１梱包につき7000円以上お買い上げのお客様につきまし１ヶ所１梱包につき送料サービスとさせていただきます。
※クール便は別梱包とさせていただきます。送料・配送料につきまして

沖縄・北海道・離島

沖縄・北海道を除く国内

別途送料

850円

【1梱包につき】
通常送料…850円

※沖縄・北海道・離島は別途料金がかかります。

〒 794-2116　愛媛県今治市吉海町名駒 25
TEL: 0897-84 - 4192
FAX:0897-84-4749

インスタグラム Twitter Facebook

毎度ありがとうございます。

ぜひ SNS 等でのフォローもお願いいたします


