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広い牧草地で放牧された
最高級の天草黒牛の母親です。

　当社は1981年に創業、肉牛生産一筋に事業展開を行って参

りました。私どもが直営牧場で育てた天草黒牛は最高級の肉

質として高い評価をいただいております。

　2007年、直営の焼肉店を開店。天草黒牛をリーズナブルな

お値段で皆様に美味しいと言っていただけるよう努力してい

ます。多くのお客様のご要望により、天草黒牛の厳選ギフト

も始めました。御中元、御歳暮、お祝いのご贈答に最高級の

「天草黒牛」をご利用ください。

　お客様への感謝を持って、お届けします。

株式会社　田中畜産
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厳選
ギフト

サーロイン ステーキ（霜降り）冷蔵

厳選
ギフト

サーロイン ステーキ（赤身）冷蔵

霜降り 3枚・約700ｇ 10,000円

赤身 3枚・約600ｇ 8,000円
霜降り 2枚・約500ｇ 7,000円

広い直営牧場に放牧されて
ストレスなく育てた黒毛和牛
のサーロインです。
健康な牛の奥深い味わいを
ご賞味ください。

牛の腰の上部の非常に柔らかいお肉で　　　
甘み・風味に優れ、ジューシーな霜降りが多いのが特徴です。
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ギフト

サーロイン ステーキ（霜降り）冷蔵
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厳選
ギフト

ヒレ ステーキ 冷蔵

厳選
ギフト

シャトーブリアン ステーキ 冷蔵

3枚・約600ｇ 18,000円3枚・約600ｇ 13,000円

ヒレ肉のうち、中央部の最も厚みがあり肉質のよい部分です。
非常にやわらかくてきめが細かく、形がよいため

‶究極の希少部位"とされています。 　　

サーロインの内側にある部分で、最も柔らかい肉質です。
きめが細かく脂肪・筋がほとんどありません。　
わずかしか取れないので貴重な最高級肉です。
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厳選
ギフト
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厳選
ギフト
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厳選
ギフト

特選ロース スライス 冷蔵

厳選
ギフト

約700ｇ 10,000円

ロース スライス 冷蔵

約700ｇ 8,000円

霜降り もも スライス 冷蔵

約700ｇ 7,000円

赤身 もも スライス 冷蔵

約700ｇ 5,000円

見た目も鮮やかなスライスされたもも肉です。
柔らかく、肉質が均一なので、

すき焼き・しゃぶしゃぶにおすすめです。

霜降り脂肪が適度にあって風味がよく、
きめが細かく旨みが濃いので、

薄切りにしてすき焼きや焼肉に最適な部位です。
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厳選
ギフト

すき焼用ロース切り落としセット 冷凍

K-1 1kg（500ｇ×2） 6,800円 1枚（300ｇ） 3,000円

すき焼き用にスライスした黒毛和牛の
ロースの部分を切り落としにしたお肉です。　　

1kg

お買い得
ギフト

霜降りサーロインステーキ（真空パック）
（A-4・A-5）

冷凍

K-10

食べる２日前に冷蔵庫で　
解凍することがおすすめです。



厳選
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お買い得
ギフト

焼肉用ロース・カルビ切り落とし 冷凍

K-3 1kg（500ｇ×2） 8,000円

非常に柔らかい肩ロースとバラ肉を焼肉用にしました。
厚切りの切り落とし霜降りお肉をご堪能ください。

1kg

お買い得
ギフト

1kg（500ｇ×2） 3,800円K-2

自社牧場で大切に育てられた黒毛和牛のお肉を　
すき焼き用切り落としにしました。

すき焼き用はもちろん、焼肉などいろんなお料理に活躍します｡

モモ・ウデ・バラ切り落とし 冷凍

1kg



お買い得
ギフト
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お買い得
ギフト

お買い得
ギフト

約500ｇ 3,800円K-6 6個（1個約150ｇ） 3,000円K-4

黒毛和牛の塊りが入った肉まんです。
白トリュフが入った甘めの味付けで、

電子レンジ（600W）1分20秒でお手軽に食べられます。

黒牛まん（牛肉まん）冷凍黒毛和牛ロースしゃぶしゃぶ 冷凍

（A-4・A-5）

霜降り脂肪が適度にあって風味がよく、
きめが細かく旨みが濃いので、

薄切りにしてしゃぶしゃぶに最適な部位です。
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お買い得
ギフト

和牛ハンバーグ 冷凍

6個（1個約150ｇ） 3,800円

A5ランクの黒毛和牛をハンバーグに入れました｡
お子様にも大好評の肉汁が染み出す逸品です。

お買い得
ギフト

K-9

豚ロース みそ漬け 冷凍

K-5 10枚（赤味噌 5枚、白味噌 5枚）
（1枚約100ｇ） 3,000円

厚く切った極上の豚ロース肉を特別にブレンドした白味噌と
深い味わいの赤味噌の2種類の味噌漬けです。
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①当店ではお電話・FAX・ご来店でのご注文を承っています。
②電話やFAXでのご注文の際は、商品名及び商品番号、数量

とお届け先さま情報（お届け先さまの住所・郵便番号・氏
名・電話番号）、ご注文主さま情報（ご注文主さまの住所・
郵便番号・氏名・電話番号）を、上記注文先へご連絡（FAX
ではA4サイズ以下の用紙で送信）してください。

③当店よりのお申込み内容確認後、代金を下記口座へお振
込みください。ご入金確認後商品を発送いたします。

◎取引金融機関　天草信用金庫　本店　普通 1189645
㈱田中畜産　代表取締役　田中健司

熊本銀行　五和支店　普通 2052688
㈱田中畜産　代表取締役　田中健司

肥後銀行　天草支店　普通 1816636
㈱田中畜産　代表取締役　田中健司

■お申し込み方法

■本店

■ご注文先

0969-34-0288TEL
0969-34-0122FAX

0969-34-0288TEL
0969-34-0122FAX

全国発送
いたしま

す！ 1,300円より送料
一律

（税別、北海道・沖縄・離島は除きます）

熊本県天草市五和町城河原2丁目101-1

※商品は生ものですので、到着後冷蔵保存される場合は2日以内に、冷凍保
存される場合は10日以内にお召し上がりください。
※掲載写真は商品の一例です。詳しくは、お気軽にお尋ねください。
※掲載している商品は全て税別価格です。消費税は別途いただきます。
※営業時間の変更がある場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
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TAIYO

大型バスも停められる
広い駐車場も完備
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