
積込みは
たびFOODに
お任せください



お取引の詳細についての記載

• 商品の価格は全て消費税込で表記しております。

• ご注文はお飲物、おつまみ（お菓子）を合わせて5,000円以上から
全国に無料配送致します。（※沖縄県を除きまます）

• 沖縄県のみ、おつまみ（お菓子）のご注文が5,000円以上になるよ
うにお願いいたします。

• お飲物は全商品１本単位でご注文頂けます。

• ご注文の際にお飲物の銘柄指定がない場合はお任せいただきます。

• 商品の変更がございましたらお早めにご連絡お願いいたします。
※ご利用日間近の場合はお受けできない場合もございます。

• 積込みに於いては正確なお届けを心がけていますが、万が一ご指
定の日時に積込みが出来なかった場合は全額補償いたします（自
然災害を除きます）

• 自然災害の場合のキャンセルは原則発生致しません。

• 積込みの際の駐車場料金やホーム入場料は、発生した場合のみ実
費にてご請求させて頂きます。

• 積込み場所でのお支払いは行っておりません。ご利用日の翌日に
請求書をお送りいたしますので後払いにてお願いいたします。

• お支払いは旅行会社発行のクーポン、銀行振込のいずれかでお願
いいたします。

• お客様より頂いたメールアドレス、ご住所、お電話番号等の個人
情報を第三者に譲渡することはございません。

• お酒の販売は20歳以上の方の注文に限ります。



お取引(積込み)までの流れ

ご注文
(メール、FAXでお願いします)

⬇︎

受注確認
(注文請書をご返信します)

⬇︎

配送準備

⬇︎

ご指定の場所へ積込み完了
⬇︎

ご請求
(請求書をお送りします)

⬇︎

お支払い
(請求書到着後、1週間以内にお願いします)



取扱商品一覧

日本酒

ビール・発泡酒

焼酎

アサヒスーパードライ 350ml缶 サントリーモルツ350ml缶

?270

サッポロ黒ラベル350ml缶

?270

サントリープレミアムモルツ350ml缶

?290

?270

キリン一番搾り350ml缶

?270

アサヒスタイルフリー350ml缶

?185
キリン淡麗350ml缶

?185

サッポロエビス350ml缶

?290

酒カップ 210ml
¥285

酒パック 900ml
¥1,200

酒パック 1800ml
￥2,700

焼酎カップ 白岳 200ml

¥300

焼酎パック 白岳 900ml

¥1,285

焼酎ビン 白岳 900ml

¥1,285

焼酎パック/瓶 白岳 1800ml

各¥2,160

焼酎カップ 黒霧島 200ml

¥300

焼酎パック 黒霧島 900ml

¥1,285

焼酎ビン 黒霧島 900ml

¥1,285

焼酎パック/瓶 黒霧島 1800ml

各¥2,160

¥2,160

焼酎瓶 いいちこ 1800ml

?2,160

焼酎カップ いいちこ 200ml

¥300

焼酎ビン いいちこ 900ml

¥1,285

麦

芋

米

焼酎パック いいちこ 1800ml



取扱商品一覧

¥360

チューハイ・ハイボール

ソフトドリンク(お茶・烏龍茶・リンゴ・オレンジ・コーヒー・水)

缶チューハイ デコポン350ml缶 キリン氷結（レモン）350ml缶

?180

キリン氷結（梅）350ml缶

¥195

キリン氷結（グレープフルーツ）350ml缶

¥195 ¥195

宝缶チューハイ直搾り（レモン）350ml缶

¥180

宝缶チューハイ直搾り（巨峰）350ml缶

¥180

宝缶チューハイ直搾り（桃）350ml缶

¥180

宝缶チューハイ直搾り（梅）350ml缶

¥180

サントリー角ハイボール 350ml缶

?240

サントリー伊右衛門280ml

¥165

サントリー伊右衛門500ml

¥180

サントリー伊右衛門2L

¥360

綾鷹500mlペットボトル

¥180

伊藤園おーいお茶500ml

?165

サントリー天然水500ml

¥180

サントリーウーロン茶500ml サントリーウーロン茶2L

¥180

サントリーなっちゃんオレンジ430ml

¥180

サントリーなっちゃんオレンジ1.5L

¥360

サントリーなっちゃんリンゴ430ml

¥180

サントリーBOSSブラックコーヒー185ml缶

¥130

BOSSブレンドコーヒー185ml缶

¥130

?25
紙おしぼり
¥15

その他その他

サントリーなっちゃんリンゴ1.5L

¥360

プラコップ



取扱商品一覧
おつまみ

【セット内容】

～お手軽おつまみ全7種類～

さきいか たら風味

焼き小あじ ソースカツ

チーズペッパー プルーン

柿ピー

¥350

おつまみ（ひご）

?432

【セット内容】

～たびのお友に全11種類～

さきいか ジャーキー

ソースカツ たこ焼き

揚げ塩 落花生 うめ玉

スナック豆 ココアピー

柿ピー ソフトビーンズ

バタピー

おつまみ（あそ）

¥600

【セット内容】

～大満足の全13種類～

ソースカツ たら風味

チーズペッパー ジャーキー

さきいか スルメ うめ玉

スナック豆 ココアピー

しょうゆ豆 バタピー

ソフトビーンズ 柿ピー

おつまみ（やつしろ）

ここに文取り扱い終了



取扱商品一覧
おつまみ

【 セッ ト 内容】

～お手軽おつまみ全7種類～

さきいか　 　 たら風味

焼き小あじ 　 　 ソースカツ

チーズペッパー　 プルーン

柿ピー

¥324

おつまみ（ ひご）

¥432

【 セッ ト 内容】

～たびのお友に全11種類～

さきいか　 　 ジャーキー

ソースカツ　 たこ焼き

揚げ塩　 落花生　 う め玉

スナッ ク豆　 　 ココアピー

柿ピー　 ソフト ビーンズ

バタピー

おつまみ（ あそ）

¥540

【 セッ ト 内容】

～大満足の全13種類～

ソースカツ　 たら風味

チーズペッパー　 ジャーキー

さきいか　 スルメ 　 う め玉

スナッ ク豆　 ココアピー

しょ う ゆ豆　 バタピー

ソフト ビーンズ　 柿ピー

おつまみ（ やつしろ）おつまみ（あまくさ）

¥600

【セット内容】

かっぱえびせん さきいか

デコポンクッキー たら風味

熊本よかとこばい

大阿蘇バタークッキー

焼き小あじ ソースカツ

チーズペッパー プルーン

柿ピー

おつまみ（くまもと）

¥600

【セット内容】

～ボリュームたっぷり全14種類～

さきいか ジャーキー

ソースカツ たら風味 柿ピー

いかくん たこ焼き うめ玉

揚げ塩落花生 バタピー

スナック豆 しょうゆ豆

ココアピー ソフトビーンズ

おつまみ（ひのくに）

¥1,100

【セット内容】

～お酒のお友に全7種類～

マグロ のしいか スルメいか

いわし あじ ジャーキー

たら風味



取扱商品一覧
お菓子

【 セッ ト 内容】

かっぱえびせん　 もろこし太郎

かめせん　 デコポンクッ キー

細川藩豆せんべい

大阿蘇バタークッ キー

ひとよし恋し

【 セッ ト 内容】

かっぱえびせん　 サッポロポテト

キャベツ太郎　 かめせん

もろこし太郎　 熊本よかとこばい

細川藩豆せんべい

デコポンクッ キー

大阿蘇バタークッ キー

お菓子（ やまが）

¥378

お菓子（ たまな）

¥432

【 セッ ト 内容】

かっぱえびせん　 もろこし太郎

かめせん　 デコポンクッ キー

細川藩豆せんべい

大阿蘇バタークッ キー

ひとよし恋し

お菓子（ きく ち）

お菓子（ ひとよし ）

¥540

【 セッ ト 内容】

かっぱえびせん　 サッポロポテト

デコポンクッ キー

く まもとバター＆チョ コクッ キー

細川藩豆せんべい　 ひのく に椿

大阿蘇バタークッ キー

ひとよし恋し

¥540取り扱い終了

取り扱い終了

取り扱い終了

取り扱い終了



たびＦＯＯＤ
所在地：熊本県菊池郡大津町室11番地
ＴＥＬ：090-3326-4289 ＦＡＸ：050-3730-5372
ＵＲＬ： http://www.tabi-food.jp
Ｅｍａｉｌ：tabifood@juno.ocn.ne.jp

積込みは
たびFOODに
お任せください
当日のお届けエリアも順次拡大してまいります。

お客様のご旅行がより楽しいものになることを

願い心を込めて商品をお届け致します。

ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

最新情報はホームページを参照ください。


