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平田牧場、毎年大人気「福袋・福箱」を、ご愛顧感謝のお年玉価格で予約受付を開始
～日頃のご愛顧に感謝し、お客様、皆様の年末年始のおうち時間を、
お得に、おいしく、楽しくお過ごしいただけます様、願いを込めて～

株式会社 平田牧場

山形県酒田市みずほ2丁目17-8

www.hiraboku.info

2022年12月15日

株式会社平田牧場（山形県酒田市/代表取締役 新田嘉七）の運営する、公式オンラインショップ（通販店）
及び、直営店（物販店・レストラン）各店にて、毎年売切れ必至、大変お得な「福袋・福箱」の数量限定販売
（予約受付）をいたします。

お客様のご利用シーンにあわせて選べる5つの「福箱」をご用意。2023年元日に送料無料でお届け、2023

ポイント還元で実質３５％以上オフと大変お得な詰め合わせ4種に加え、平田牧場通販店史上最大ボリュー
ムのメガ福袋を8000ポイントの高還元でご用意しております。
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公式オンラインショップ（通販店）「福箱」予約販売概要

元日届け福箱一覧URL：
予約期間：
発送日：
お届け日：

https://www.hiraboku.com/category/K42_22

2022年12月17日（土）12時～12月23日（金）10時まで　
2022年12月30日（金）山形県酒田市より発送
原則2023年1月1日（日）
※ご希望により、2022年12月31日（土）もしくは、2023年1月2日（月）のお届けを
ご指定頂けますが、お届け地域によりご希望に添えない場合がございます。
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※限定数に達し次第、ご予約を締め切ります。 ※1万円福箱4種はお一人様各2点まで最大8点までご注文頂けます。
※3万円メガ福箱はお一人様1点のみのご注文です。　※福箱にはポイントのご利用はできません。
※ポイント還元には平田牧場公式オンラインショップ（通販店）への会員登録が必要です。
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福箱・商品内容

【送料無料】2023年元日お届け　日本の米育ち金華豚福袋（約4人前） [冷凍便]

10,000円、単品価格合計12,420円相当＋2,023円相当のポイント還元
300セット
平田牧場金華豚ロースしゃぶしゃぶ用（300g）×１／平田牧場金華豚肩ロースしゃぶしゃぶ用
（200g）×１／平田牧場金華豚バラしゃぶしゃぶ用（200g）×１／平田牧場金華豚ロースかつ・
ステーキ用（約100g）×４／日本の米育ち金華豚 特製味噌漬け（112g）×4／とびうおだし
（50ml）×４／きざみ昆布（10g）×１／藻塩（10g）×１
https://www.hiraboku.com/item/2023F1.html

販売価格：
限定数：
商品内訳：

URL：

【送料無料】2023年元日お届け　人気冷凍品福袋（10種21P入） [冷凍便]

10,000円、単品価格合計12,346円相当＋2,023円相当のポイント還元
300セット
平田牧場金華豚切出し（500g・チャック付）×１／平田牧場金華豚挽肉（240g）×１／日本の
米育ち三元豚 おいしいパラパラミンチ（400g）×２／日本の米育ち三元豚　特製味噌漬け
（112g）×２／平田牧場 特製生ぎょうざ（12個）×２／平田牧場 特製しゅうまい（8個）×２／
日本の米育ち三元豚 焼きハンバーグ （105g）×２／日本の米育ち三元豚 ロールステーキ
（75g）×４／日本の米育ち三元豚 極みベーコン（70g）×２／日本の米育ち三元豚 極みソー
セージ（100g）×２／とびうおのだし（50ml）×１
URL:https://www.hiraboku.com/item/2023F2.html

販売価格：
限定数：
商品内訳：

URL：

【送料無料】2023年元日お届け　選べるレトルト・常備用福袋（計22～31パック） [常温便]

10,000円、単品価格合計12,804円相当＋2,023円相当のポイント還元
100セット
金華豚特製カレー×3/金華豚　肉巻きおにぎり×3/金華豚 濃厚醤油ラーメン×3/

金華豚 濃厚豚骨ラーメン×3/金華豚 濃厚辛味噌ラーメン×3

・選べるオプション（５種から一つ選択）    

【１】平田牧場三元豚ポークカレー（180g）×８
【２】平田牧場三元豚トマトポークシチュー（160g）×10

【３】平田牧場こどもカレー（100g）×16

【４】平田牧場こどもカレー（100g）×４／平田牧場こどもやさい キーマカレー（100g）×５／
　　 平田牧場こどもやさい あんかけ丼（100g）×５ 

【５】コラーゲン入り 平田牧場三元豚特製カレー（210g）×１／日本の米育ち三元豚レモン
　　 クリームカレーリゾット（180g）×２／日本の米育ち三元豚グリーンカレーリゾット（180g）
　　 ×２／日本の米育ち三元豚トマトポークリゾット（180g）×２
https://www.hiraboku.com/item/2023U3.html

販売価格：
限定数：
商品内訳：

URL：
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【送料無料】2023年元日お届け　平田牧場通販店史上　最大ボリュームのメガ福袋 [冷凍便]

30,000円、単品価格合計37,186円相当＋8,000円相当のポイント還元
10セット
平田牧場金華豚ロースしゃぶしゃぶ用（300g）×２／平田牧場金華豚肩ロースしゃぶしゃぶ用
（200g）×２／平田牧場金華豚バラしゃぶしゃぶ用（200g）×２／平田牧場金華豚ロースかつ・
ステーキ用（約100g）×８／日本の米育ち金華豚 特製味噌漬け（112g）×８／平田牧場金華豚
切出し（500g・チャック付）×１／平田牧場金華豚挽肉（240g）×１／日本の米育ち三元豚 おい
しいパラパラミンチ（400g）×２／日本の米育ち三元豚　特製味噌漬け（112g）×２／平田牧場
特製生ぎょうざ（12個）×２／平田牧場 特製しゅうまい（8個） ×２／日本の米育ち三元豚 焼き
ハンバーグ （105g）×２／日本の米育ち三元豚 ロールステーキ （75g）×４／日本の米育ち三
元豚 極みベーコン（70g）×２／日本の米育ち三元豚　極みソーセージ（100g） ×２／とびうお
のだし（50ml）×９／きざみ昆布（10g）×２／藻塩（10g）×２
https://www.hiraboku.com/item/2023F5.html

販売価格：
限定数：
商品内訳：

URL：

10,000円、単品価格合計12,804円相当＋2,023円相当のポイント還元
100セット
金華豚特製カレー×3/金華豚　肉巻きおにぎり×3/金華豚 濃厚醤油ラーメン×3/

金華豚 濃厚豚骨ラーメン×3/金華豚 濃厚辛味噌ラーメン×3

・選べるオプション（５種から一つ選択）    

【１】平田牧場三元豚ポークカレー（180g）×８
【２】平田牧場三元豚トマトポークシチュー（160g）×10

【３】平田牧場こどもカレー（100g）×16

【４】平田牧場こどもカレー（100g）×４／平田牧場こどもやさい キーマカレー（100g）×５／
　　 平田牧場こどもやさい あんかけ丼（100g）×５ 

【５】コラーゲン入り 平田牧場三元豚特製カレー（210g）×１／日本の米育ち三元豚レモン
　　 クリームカレーリゾット（180g）×２／日本の米育ち三元豚グリーンカレーリゾット（180g）
　　 ×２／日本の米育ち三元豚トマトポークリゾット（180g）×２
https://www.hiraboku.com/item/2023U3.html

【送料無料】2023年元日お届け　選べるコラーゲン福袋 [常温便]

10,000円、単品価格合計12,960円相当＋2,023円相当のポイント還元
100セット
・選べる商品（4種から一つ選択）
【１】平田牧場 低分子コラーゲンペプチド・ボトル（60g）×１／平田牧場 低分子コラーゲンペプ
 　　チド・詰替え用（250g）×２／コラーゲン入り 平田牧場金華豚特製カレー（210g）×２
【２】平田牧場 低分子コラーゲンペプチド・ボトル（60g）×１／平田牧場 低分子コラーゲンペプ
 　　チド・詰替え用（250g）×２／平田牧場コラーゲンペプチド（90g）×１
【３】平田牧場 低分子コラーゲンペプチド・詰替え用（250g）×１ ／ コラーゲン入り 平田牧場
 　　三元豚特製カレー（210g）×10

【４】平田牧場コラーゲンペプチド（90g）×６
https://www.hiraboku.com/item/2023U4.html

販売価格：
限定数：
商品内訳：

URL：
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加工品を中心に売れ筋やお試し頂きたい2022年の新商品など、全19品を、普段のお買い物などにエコバック
としても再利用できる平田牧場のロゴ入り保冷バックに入れて販売します。

直営店「福袋」予約販売概要

※限定数に達し次第、ご予約を締め切ります。 ※藤崎店は予約不可、販売日店頭にて先着順で販売いたします。 ※ご予約は、店
頭にご来店の上でご予約ください。お電話等でのご予約は承っておりません。 ※ご予約時に予めお支払いが必要です。 ※商品のお
渡しは指定日にご予約頂いた店舗の店頭にて行います。本店のみ近隣のガーデンパレスみずほにてお渡しを行います。

5400円、単品価格合計11599円分が半額以下、約53％オフ
極みソーセージ × 2 / 極み荒挽きソーセージ × 2 / 煮込み三元豚ハンバーグ × 2 / 

金華豚肉巻きおにぎり × 2/金華豚濃厚醤油ラーメン × 2 / 金華豚濃厚豚骨ラーメン × 2 / 

金華豚濃厚辛味噌ラーメン × 2/金華豚特製カレー × 2 / 金華豚白湯鍋スープ × 1 / 

金華豚特製みそ漬け × 2 / 平田牧場保冷バック付き

販売価格：
商品内訳：

予約開始日・限定数

12月16日～・200個

12月16日～・100個

12月1日～・230個

予約不可・130個

12月19日～・200個

12月5日～・30個

お渡し日（藤崎店は販売日）

1月3日、4日

1月3日、4日

1月2日、3日

1月2日、3日

1月2日、3日

1月４日～10日

販売店舗

本店

鶴岡店

山形駅店

藤崎店

東京ミッドタウン店

玉川高島屋店
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平田牧場では、長年実施している飼料用米を中心に、子どもたちの未来と、持続可能な社会の実現に向け、昔
ながらの畜・農が連携する自然な方法で資源の循環をさらに推し進め、日本の美しい自然環境を守り、持続可
能な社会へ向けたの取り組みを加速させていきます。

●
●
●

●

減反田、休耕田を活用し、適地適作である米を飼料として給餌します。
国産の飼料用米は、日本の農業や水田文化、環境を守り、食料安全保障につながります。
健康に育った豚の糞は質の高い堆肥となり土地に還元、ここで飼料用米を作ることにより他国の食
糧や水を奪わない資源循環に取り組んでいます。
再生可能エネルギーによる発電を積極的に活用し工場を稼働させます。

日本の米育ち 平田牧場金華豚・三元豚は、
持続可能な取り組みで育てるサステイナブルポーク

平田牧場の取り組み紹介動画

本件に関するお問い合わせ
平田牧場 管理本部 広報課 山本俊介
Mail： PR@hiraboku.co.jp　/　TEL：0234-26-2361（代表）

住所　　 :

設立 　　:

資本金 　:

売上高　 :

従業員数 :

代表 　　:

山形県酒田市みずほ 2-17-8

昭和 42 年 2 月
1億円
146億円（2022年3月期）
600 名（2022年3月末時点）
代表取締役　新田嘉七

会社概要

企業サイト：http://www.hiraboku.info/

オンラインショップ：https://www.hiraboku.com/

Amazon 平田牧場公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/hiratabokujo

楽天 平田牧場公式ショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/hiraboku/

食べチョク：https://www.tabechoku.com/producers/20661

Facebook：https://www.facebook.com/HIRABOKU/

Instagram：https://www.instagram.com/hiraboku_official/

Twitter：https://twitter.com/hiraboku

YouTube：https://www.youtube.com/@HiRABOKU_since1964

「平牧アクション～健康な豚はおいしい」：https://youtu.be/Sb3yetyaZiM


