


特選近江牛  焼肉用
ロースやヒレ、モモ、バラなどを経験豊富な職人が�
まごころを込めて手切りし詰め合わせた自慢の商品
です。
�

１kg(5∼6 人前）
品番TY-100� 16,200円（税込）��

670g�（3∼4 人前）
品番TY-067� 10,800円（税込）��

500g�（2∼3 人前）�
品番TY-050� 8,100円（税込）��

冷蔵便

＊写真は 500g

特選近江牛　すき焼きしゃぶしゃぶ用 
（最高級霜降と赤身の相盛り）
甘み豊かで美しい霜降りのロース中心部分と、やわ
らかく旨みの凝縮した赤身を相盛りでご用意いたし
ました。そのハーモニーをお愉しみください。
�

１kg�(5∼6 人前）
品番TS-100� 16,200円（税込）��

670g�(3∼4 人前）
品番TS-067� 10,800円（税込）��

500g�(2∼3 人前）�
品番TS-050� 8,100円（税込）����

冷蔵便

＊写真は 500g

特選近江牛
日本三大和牛として誉れ高き「近江牛」。そのなかでも極上のお肉を厳選しました。 
とろけるような舌ざわりの甘みのある脂と、赤身の旨みをご堪能いただけます。
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寛閑観オリジナル  ローストビーフ
寛閑観が自信をもってお届けするスペシャリテのローストビーフ。
ほのかに香る和ハーブと山椒、ふたつの味をご用意いたしました。

寛閑観オリジナル 
プレミアム　ローストビーフ 
和ハーブ仕立て
古くから私たち日本人の生活と健康を支えてきた�
「和ハーブ」。その和ハーブを使い、香りと効能を最
大限に生かせる独自の配合で仕上げました。黒胡椒
ソース付き。
�

加工前成形 230g�(2∼3 人前）
品番RBW-001� 8,640円（税込）
アレルギー：牛肉【黒胡椒ソース（小麦、大豆、りんご）】
賞味期限：冷蔵で 5日間���� 冷蔵便

寛閑観オリジナル 
ローストビーフ 
山椒たれ仕立て
醬油ベースの甘辛いタレに漬け込み、和のスパイス
「山椒」で清涼感を演出しました。
�

加工前成形 230g�(2∼3 人前）
品番RBS-001� 7,560円（税込）����
アレルギー：小麦、牛肉、大豆�
賞味期限：冷蔵で 5日間���� 冷蔵便
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すき焼きしゃぶしゃぶ用　赤身
１kg�(5∼6 人前）　品番WS-100� 8,640円（税込）
500g�(2∼3 人前）品番WS-050� 4,320円（税込）
冷蔵便

焼肉用　赤身
800g�(4∼5 人前）品番WY-080� 6,900円（税込）
500g�(2∼3 人前）品番WY-050� 4,320円（税込）
冷蔵便

厳選和牛 日本全国から、用途に一番あった、おいしい和牛を厳選してお届けします。

赤身

サーロイン ヒレ

近江牛  ステーキ
お肉の濃厚な旨みを味わえる赤身、
甘みのある上質な脂が艶やかなサー
ロイン、きめ細やかなやわらかい肉
質のヒレの 3種類をご用意いたしま
した。
�

赤身�150g ×３枚
�品番OTA-045� 9,450円（税込）��

サーロイン�160g ×３枚�
品番OTS-048�12,600円（税込）��

ヒレ�130g ×３枚
品番OTF-039�16,200円（税込）����
冷蔵便

＊写真は赤身 500g ＊写真は相盛り 800g

近江牛  すき焼きしゃぶしゃぶ用
比較的脂が少なく肉の旨みを味わえ
る赤身肉、ロースを中心に選別され
た霜降りをご用意いたしました。
�

赤身
800g�(4∼5 人前）
品番OSA-080� 8,640円（税込）
500g�(2∼3 人前）�
品番OSA-050� 5,400円（税込）

赤身・霜降��相盛り
800g�(4∼5 人前）�
品番OSW-080� 8,640円（税込）
500g�(2∼3 人前）�
品番OSW-050� 5,400円（税込）����
冷蔵便

＊写真は 500g

近江牛  焼きしゃぶ用
濃厚な旨味が凝縮された赤身肉は、
さっと炙ると芳醇な香りが立ち、よ
り一層美味しさが引き立ちます。ポ
ン酢であっさりと召し上がっていた
だくのがおすすめです。
�

800g�(4∼5 人前）
品番OH-080� 8,640円（税込）����
500g�(2∼3 人前）
品番OH-050� 5,400円（税込）
冷蔵便

近江牛  焼肉用
赤身はモモなど、霜降りはロースや
バラなどを職人が丹精込めて手切り
し詰め合わせました。
�

赤身
800g�(4∼5 人前）
品番OYA-080� 8,640円（税込）
500g�(2∼3 人前）�
品番OYA-050� 5,400円（税込）

赤身・霜降��相盛り
800g�(4∼5 人前）
品番OYW-080� 8,640円（税込）
500g�(2∼3 人前）
品番OYW-050� 5,400円（税込）
冷蔵便

＊写真は赤身 500g ＊写真は相盛り 500g

近江牛 自然豊かな近江の大地で育った近江牛は、きめ細かい滑らかな肉質、
しつこさのない甘い脂、芳醇な香りが特徴です。
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じゅんじゅんハンバーグ
「じゅんじゅん」とは滋賀の郷土料理で、すき焼き風に
味付けをした鍋料理のこと。寛閑観ではそのじゅんじゅ
んをハンバーグ仕立てにしました。ぜひ溶き卵を絡めて 
お召し上がりください。
�

加工前成形 150g�×�4 個
品番JH-004� 3,160円（税込）

アレルギー：小麦、卵、牛肉、大豆�
賞味期限：冷凍で 60日
冷凍便

たたき風 薪火焼き
薪 火で焼いた香ばしい赤 身 肉を、 
ゆずとにんにくを利かせた醤油ベース
のタレに漬け込みました。五感でお愉
しみいただける一品です。
�

加工前成形 200g�(2∼3 人前）
品番MY-001� 4,760円（税込）

アレルギー：小麦、牛肉、大豆�
賞味期限：冷蔵で 1週間
冷蔵便

味噌漬け
西 京 味 噌をベースにオリジナルの 
ブレンドで三段仕込みしました。お好
みの大きさにカットしてそのままお召し
上がりいただけます。また味噌はお好
みでお使いください。
�

加工前成形 200g�(2∼3 人前）
品番MD-001� 4,760円（税込）

アレルギー：牛肉、大豆�
賞味期限：冷蔵で 1週間
冷蔵便

寛閑観オリジナル商品
シェフが長年の経験を活かし作り上げた寛閑観自慢のオリジナル商品です。
ぜひご家庭で、ご贈答品としてもご活用ください。
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利用金額� 1�～� 9,999 円� →� 代引手数料� 330 円
利用金額� 10,000�～� 29,999 円� →� 代引手数料� 440 円
利用金額� 30,000�～� 99,999 円� →� 代引手数料� 660 円
利用金額� 100,000�～�300,000 円� →� 代引手数料� 1,100 円
※上記利用金額とは、商品代金+送料（税込）の合計金額です。

代金引換
（ヤマトコレクト）

○お支払い方法の詳細
商品の到着を確認してから、上記「コンビニ」「郵便局」で後払い出来る、安心簡単な決済方法です。
請求書は、ご注文商品の発送完了を基に、ヤマト運輸株式会社から購入者様へお届け致します。
請求書発行日から14日以内に上記コンビニエンスストア又は、郵便局にてお支払いください。
○ご注意　後払い手数料：250円（税込）合計金額に加算してご請求致します。
代金後払いのご注文には、ヤマト運輸株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用されます。
サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。
審査の結果お受けできない場合もございます。予めご了承下さい。�ご利用限度額は、累計残高 55,000 円（税込）までです。
詳細についてはhttps://business.kuronekoyamato.co.jp/service/lineup/payment/banner/afterpayment_01.htmlをご覧ください。

クロネコ
代金後払いサービス

ご利用ガイド

お客様の都合による返品・交換は原則的に受付しておりません。
万一発送中の破損・不良品、あるいはご注文と違う商品が届いた場合は、当社負担にてお取替えさせて
いただきます。その場合は、お手数ですが商品到着後１日以内にメールまたは電話にてご連絡ください。
なお、お届け先様の長期ご不在による返品は承っておりません。
※お肉が重なっている部分の変色は、空気に十分に触れていないためで品質に問題ございません。
●市場価格の変動により金額が変わる場合がございます。ご了承ください。　●カタログの写真はすべてイメージとなり、実物と異なる場合があります。
●パッケージは変更になる可能性がございます。ご了承ください。

���《個人情報の取り扱いについて》弊社は、お客様の個人情報につきまして、商品の発送業務目的以外の使用は一切いたしません。

〒 523-0872　滋賀県近江八幡市玉木町 2-16　販売責任者：森嶋篤雄
電話：0748-32-0361（10:00 ～ 17:00�月曜定休）
https://kankankan.theshop.jp

0748-32-0362
※メールでのご注文は承っておりませんFAXから

【金融機関名】�滋賀銀行�　【支店名】�八幡駅前支店�　【預金種別】�普通�　【口座番号】�382205�　【口座名】�㈱もりしま
備考　お振込みの際は必ず注文者様の名義でお手続き頂きますようお願いいたします。
　　　一週間以内に、お支払いがない場合はキャンセル扱いにさせていただきます。
　　　入金確認後の発送となりますので、ご了承下さい。
　　　振込手数料は、ご負担いただきますようお願い申し上げます。
　　　請求書は送付いたしません。

銀行振込

　〒 523-0872
　滋賀県近江八幡市玉木町 2-16郵送の場合

ご注文方法

商品はすべて
税込価格となっております。

消費税について返品・交換について

お支払い方法について

ご入金・ご注文日より ( 日時のご指定がない場合は )7 日営業日以内 ( 月曜日定休日 ) に発送いたします。
※年末年始・繁忙期には配達までにお日にちをいただく場合がございます。
※一部離島につきましては、日時指定のご希望に添えない場合がございます。
生鮮肉は消費期限が短くなっておりますので、出荷日より 2日後までにお受け取りいただけなかった場合は、
品質保持のため冷凍保管に切り替えて再配達となります。

引き渡し時期について

同時ご発注による、クール便と普通便の同梱は出来ませんのでご了承ください。
ヤマト運輸の宅急便にて配送させていただきます。
下記の表はクール便の料金です。普通便は下記金額より200円引きになります。

送料について

都 道 府 県 送 料

北海道 1,900円
青森県　岩手県　宮城県　秋田県　山形県　福島県 1,450円
茨城県　栃木県　群馬県　埼玉県　千葉県　東京都　神奈川県　新潟県　山梨県　長野県　 1,250円
富山県　石川県　福井県　岐阜県　静岡県　愛知県　三重県　滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県　
鳥取県　島根県　岡山県　広島県　山口県　徳島県　香川県　愛媛県　高知県 1,150円
福岡県　佐賀県　長崎県　熊本県　大分県　宮崎県　鹿児島県 1,250円
沖縄県 1,600円

紅白蝶結び 7 本 
（熨斗鮑あり）
出産祝、内祝、入学祝など、
婚礼以外の何度繰り返しても
いいお祝い事全般に用います。

紅白結び切り 10 本 
（熨斗鮑あり）
婚礼用に用います。

紅白結び切り 5 本 
（熨斗鮑あり）
快気祝、全快祝、お
見舞いお礼などに用
います。

紅白結び切り 5 本 
（熨斗鮑なし）
病気・けがのお見舞
いなどに用います。

黄白結び切り 5 本・黒白あわじ結び 5 本
告別式前後の御霊前や御供、法要の御供物や法
事のお返し、引き出物などに用います。黄白結
び切りはおもに関西や北陸で用います。

包装紙 包装紙＋お熨斗

【商品の包装】

ご希望のお客様には
お熨斗・名入れを無料で承ります。

商品はご自宅用・ギフト問わず包装紙でお包みします。�
また、ご自宅送りの場合に限り、お持ち回り用の手提げ袋のご用意もございます。

包装・ギフト対応について

お熨斗の種類

黒毛和牛の赤身肉を使い、れん
こん・赤こんにゃくと一緒に炊き上
げた山椒煮、しめじ・赤こんにゃ
く入りの生姜煮、甘辛く炊いたそ
ぼろの詰め合わせです。
�

各 80g�×�3 種類
品番�SS-123��������2,580円（税込）

アレルギー：小麦、牛肉、大豆�
賞味期限：常温で 180日
常温保存

黒毛和牛 
山椒煮・生姜煮・そぼろ 詰合せ
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