
M a s u y a  g i f t
人 と 人 と の

え ん

塩 む す び

世界でひとつ、私が選ぶ贈り物

オリジナルギフト
大切な人のためだけに塩を選んでみませんか？

あなただけのオリジナルギフトをお作りします。
お気軽にご相談ください。

塩の専門店　
まーすやー

塩屋

通信販売のご案内
お名前/ご住所/お電話番号/ご注文の商品と数量/配達日・配達時間のご希望/をお伺い致します。

0120-040-155 FAX 098-860-7552

送　料（全国一律/１件）
商品代金10,000円未満/900円
商品代金10,000 円以上/無料！
（※１件のみ）

お支払い方法
代金引換のみ
※インターネットのみクレジット決済・コンビニ後払い利用可能
※お電話でのご注文で先様への直送の場合は銀行前振込

※数量によってはお届けまでにお時間をいただく場合がございます。
代引き手数料
商品代金3,000円未満/300円
商品代金3,000円以上/無料

後払い手数料
205円

※お箱代別途 100円頂戴致します。

9：00 ～ 18：00  受 付

http://www.shop-ma-suya.jp/

2014年 4月掲載時の情報を掲載しております。商品は予告なく変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。

塩屋石垣店

〒907-0022 沖縄県石垣市大川 245　丸ビル１Ｆ西 
TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

0980-82-7835
塩屋宮古店

〒906-0012　沖縄県宮古島市平良字西里 240-6
0980-75-5011

塩屋平和通り店

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 3-2-59
098-860-6405

塩屋国際通り店

〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地 3-3-16
098-988-1111

塩屋東京ソラマチ店
10:00～21:00

〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 
東京スカイツリータウン・ソラマチ東館４階

03-5809-7560

9:30～21:00

10:00～20:00営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

10:00～20:00営業時間

10:00～22:00

※東京ソラマチ店、麻布十番店では一部取扱いのない商品がございますので、 お電話にて事前にご確認くださいませ。
通常取扱いのない商品は１週間前にご予約頂けますとお作りすることが可能です。

TEL

塩屋麻布十番店

〒106-0045 東京都港区麻布十番 1-7-3
藤原ビル 1Ｆ（ 麻布十番稲荷神社向かい）

03-6447-4150 営業時間 10:00～21:00



塩 屋の想い

それは、貴方にとっては、

ほんのちょっとしたことかもしれません。

でも、塩で料理が変わるって本当なんです。

人間にとって欠かすことのできない大事な塩。

沖縄で、日本で、

世界のいたる所で作られる塩。

作り手たちの熱い想いを感じながら、

塩屋が選りすぐった逸品です。

塩を通じて

貴方の食卓が

少しでも豊かになりますように―

それが塩屋の願いです。

料理がもっ
と

美味しくな
る合わせ塩

いろいろな素材と組み合わせるこ
とで、塩の美味しさや使い方は無限
に広がっていきます。宮古島の海を
そのまま粉末にした「雪塩」（顆粒タ
イプ）に、厳選したこだわりの素材
をブレンドした塩屋オリジナルの
「合わせ塩」。塩の専門店「塩屋
（まーすやー）」が何度も試作を繰り
返して完成した自慢の逸品です。

無添加

合成調味料着色料・合成香料

そのままでも美味しい塩な
ので、料理の味付けもこれ
１本！和食、洋食問わず家
庭料理に使いやすく、お子
さんからご年配の方まで幅
広い世代に人気です。60種
類以上ある塩屋「合わせ
塩」の中から、人気の５本を
セレクトしています。

合わせ塩厳選拾

合わせ塩Best5合わせ塩Best3
内容／ごはんの塩、スープ塩、ジェノバ塩、サラダの塩、ステーキの塩

食用ハイビスカスをブレン
ドし、シソのような爽やか
な風味の塩。ごはんのふり
かけにぴったり！

あの洋風スープの味わいを
再現。スープはもちろん、バ
タートーストに振りかける
と◎

ジェノベーゼソースをイメー
ジ。バジルとガーリックの風
味がトマト料理やパスタに
おすすめ。

内容／ごはんの塩、スープ塩、ジェノバ塩、サラダの塩、ステーキの塩、雪塩プラス アオサ
塩、ペペロンの塩、雪塩プラス えび塩、雪塩プラス、ピリ辛ごま塩

5,060円

1,580円 2,580円人気！

「合わせ塩」人気の10本を詰め合わせ。和食、洋食問わず幅広く使えるので、どんな
ご家庭にもおすすめです。

内容 ／ごはんの塩、スープ塩、ジェノバ塩

人気の
３本

彩り
豊かに

ごはんの塩

スープ塩

ジェノバ塩



沖縄五島めぐり

雪塩60ｇ/沖縄の海水塩・青い海120ｇ/粟国の塩・釜炊き
160ｇ/球美の塩100ｇ/さんごマース・細125ｇ/箱

日本のわびさび包み

雪塩120ｇ/海深ミネラル塩・シュガーブラウン40ｇ/五代の
梅塩100ｇ/久米島白銀の塩厳選特上20ｇ/わさびのおい
しい塩(雪塩）18ｇ/竹さじ/陶雅・黒伊賀辛子入り/箱

塩の極

こだわりの塩と塩つぼ付き。大事な節目にも
ふさわしい日本の伝統を伝えるギフト。

沖縄本島をはじめ久米島、粟国島、宮古島、
石垣島の魅力あふれる塩を詰め合わせ。
沖縄の海を届けるギフトとして人気です。

ソルトソムリエが厳選した肉、魚、野菜をはじめ
様々な料理に使える塩の詰合せ。おすすめの塩
の使い方カードもお付けします。

あまーい雪塩スイーツセット

雪塩ふわわ/雪塩ラスク(5枚)/箱 

塩屋お楽しみスイーツ

雪塩ふわわ/雪塩コロロ/雪塩ラスク(10枚)/雪塩黒糖120ｇ
/雪塩ちんすこう/雪塩ちんすこうミルク風味/箱

たっぷり塩屋お楽しみスイーツ

雪塩ふわわ/雪塩コロロ/雪塩ラスク(12枚)/雪塩黒糖120ｇ
/雪塩ちんすこう/雪塩ちんすこうミルク風味/雪塩ようかん
50ｇ(２個)/あぶらみそカツオ100ｇ/箱

塩が甘さを引き立てる塩屋自慢の塩スイーツを
詰合せ。お子様からご年配の方まで楽しめます。

よく会う家族・友人へ。ごあいさつと一緒にお
手土産をどうぞ。

たっぷりのボリュームでファミリーやパーティー
におすすめ。

スイーツ

ミネラルアロマバスソルト４つの香り

ミネラルアロマバスソルト（ラベンダー/ジンジャーレモン
/シトラス/トロピカルフルーツ）各50ｇ/箱

お肌喜ぶ雪塩石鹸とHomeSpaギフト

ミネラルソルトホームスパ250ｇ/雪塩石鹸・しっとりタ
イプ/箱

やすらぎのバスタイムギフト

雪塩石鹸・しっとりタイプ/ミネラルアロマバスソルト・ラベ
ンダー50g/アナザートリップ・デッドシーソルト155g/地球
温泉60g/KUMEBATH・シークァーサー30g/アロマティッ
クソルトMOON30g/ミネラルソルトホームスパ50g/フラ
ワーバスソルト40g/リゾートバスソルト・ハイビスカス
35g/シーランマグマ和漢・柚子生姜温浴30g/箱　

宮古島の海そのままを粉末にした「雪塩」を
使用したこだわりコスメ。生活に、海のミネ
ラルを取り入れて肌に本来の輝きを。

まるで温かい海に浸かっているような心地よさ。
タイプ違いの香りが４種類。

赤ちゃんにも使える「雪塩石鹸」とマッサージ塩、
８種類の肌にやさしいバスソルトを詰合せ。

ランチタイムセット

ごはんの塩/スープ塩/雪塩ふわわ/雪塩ラスク(２枚)/箱

人気の合わせ塩とお菓子の詰合せ

ごはんの塩/スープ塩/ジェノバ塩/雪塩ちんすこう/雪塩
ちんすこうミルク風味/雪塩黒糖120ｇ/ミネラルキャン
ディー/雪塩60ｇ/箱

プレミアムギフト

竹炭の塩100ｇ/荒波（粗）50g/五代の梅塩100ｇ/あぶら
みそピリ辛100ｇ/パハール岩塩・おろし金セット40ｇ/八
幡屋礒五郎・七味唐からしの塩/ごはんの塩/エキストラ
ファインソルト125g/雪塩黒糖120ｇ/箱

人気の合わせ塩とお菓子を詰合せ。
楽しいランチタイムに、軽食に。

使い勝手のいい塩と、上品な味の雪塩黒糖、
ごはんのお供のあぶらみそを詰合せ。

バラエティ
ボディ
ケア

朝ごはんを合わせ塩でぱぱっと味付け、おやつ
にちんすこうや黒糖を。雪塩を使って美味しい
夕ご飯作り。１日中楽しめる、こだわりギフト。

ローズソルトあら塩 250ｇ/マルドンクリスタルシーソル
ト 250ｇ/小花 135ｇ/荒波 200ｇ/トリュフ塩 50g/雪塩
60ｇ/奥能登揚げ浜塩 88ｇ/箱

/ 3,210円

/ 6,070円

/ 2,000円

/ 2,160円

/ 3,130円

/ 770円

/ 3,570円

/ 5,090円

/ 1,950円

/ 2,750円

/ 5,010円

/ 1,610円

に
こだわる
塩

オススメ！!
イチオ

シ！! 人気
です！

大人気!



ちょっとした心遣い
あなたの気持ちを届けます。

通常包装（塩屋オリジナル） 結婚用（金銀振り白）

弔事用（雲竜模様）

エコ包装

ギフト箱用紙袋
※ギフト１つにつき１枚お付けします。

先様直送宅配イメージ

エアーキャップ

宅急便専用袋

婚礼祝い・
病気お見舞い

ご利用方法

全てのタイプのメッセージカードに、お客様のご希望の写真をお付けいたします。

ご注文の際に、写真付きメッセージカードをご希望の上、写真の
データをメールにてお送りください。

※メッセージカードの裏面は白無地です。※お一人様１デザインまでとなります。
※写真データは弊社にて責任を持って消去いたします。※公序良俗に反する写真の掲載は致しかねます。
※詳しいお問い合わせはこちら（フリーダイヤル　0120-040-155）

内祝、寿、御礼、御祝、快気祝い、還暦御祝、
粗品、御歳暮、御中元、出産内祝、など

外のし
包装紙の上からのしを貼ります。基本的には外のしをお薦めします。
のしが直接見えるので、もらった相手が贈答の目的をすぐに知ることができます。
お歳暮、お中元、誕生日祝い、快気祝いなど、相手のもとにたくさんギフトが集まる
場合はわかりやすいこちらがおすすめです。

内のし
ギフト箱にのしを貼り、その上から包装します。

たくさんのお祝いをいただき、本当にありがとうございます。

これから２人で、新しい人生を歩みます。

今後も、私たち夫婦をよろしくお願いします。

季節の変わり目ですが、どうかご自愛ください。

ありがとうございました

塩屋 太郎

　　 花子

写真付きメッセージカード

・インターネットでは備考欄にご記入ください
・メッセージカードはお届け日の１週間前までにお申し込みください。

上書き例
上書き例

上
書
き

お
名
前

式場やお祝い会場で配るギフトなど、相手が目的を知った上で受け取るギフトには、
控えめに見えるためこちらを選ぶ方もいらっしゃいます。

志、粗供養、など

shop-oshio@ma-suya.net

お
名
前

上
書
き

言葉では表せない表情をお届けしませんか？

ご注文時にご希望のカードとメッセージをお伝えください のしをご希望の際には、下記をご注文時にお伝えください

たくさんのお祝いをいただき、本当にありがとうございます。これから２人で、新しい人生を歩みます。
今後も、私たち夫婦をよろしくお願いします。季節の変わり目ですが、どうかご自愛ください。ありがとうございました

塩屋 太郎
　　 花子無 料

メッセージカード

無 料
のし・のし名入れ
包装（ラッピング）

B.ガーベラ D.出産祝い

G.誕生日祝いE.結婚祝い-１ F.結婚祝い-2

C.寿A.ノーマル

7つの中から
お選び頂けます。
※ハガキサイズ

包装イメージ

の　し

お
祝
い
用

弔
事
用

メッセージカード通販限定サービス


