
協力JA農産物や

特産品を産地より

直送します。
新鮮

お支払いは口座

引き落としもご利用

いただけます。
簡単

お申し込みは

最寄りの各JA支店

窓口まで。
便利

全国

宅配料金

込み価格

2022年12月14日(水)まで

▶お申込み承り期間

11月28日(月)より

▶出荷開始日
→ P26、27、28、

　29、30、31、32 10%OFF！
最
大

2022

特別割引多数掲載！
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1

掲載マーク・アレルギー表示について

アレルギー表示

イメージ

3 コお買い上げ…1,296 円お得！ 

4 コお買い上げ…1,728 円お得！ 

5 コお買い上げ…2,160 円お得！

まとめて
お得Mプラン

贈って喜ばれるブランド商品を中心にご用意

しました。ご自宅に取り寄せて、手配りする際

におすすめのプランです。

軽減税率対象のものは1ヶ所同時期同一

商品を3個以上お届けした場合のみ、1個あ

たり432円（税込）値引、軽減税率対象外の

ものは1ヶあたり440円（税込）値引です。

商品に関する

お問い合わせ
（受付時間：月～金 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く））
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冷凍便でお届けします。

冷蔵便でお届けします。

簡易包装でのお届け

となります。

短冊のしでのお届け

となります。

消費期限が短い商品です。

お申込みの際はご注意ください。

宅配希望日のご指定はできません。

メーカーや産地による出荷形態となり

無包装でのお届けとなります。

二重包装とは「ご自宅やお届け先から先様へ
お品物をご持参される場合の包装形態」を
意味しますが、このマークが付く商品は二重
包装ができない商品となります。

軽減税率の対象商品と

なっております。

限定数がある商品です。

ご注文の早い順からの

受注になります。

限定30個

限定30個

アマノフーズ減塩いつものおみそ汁×6（なす9g、なめこ8g、ほうれん草6.8g×各2）、白子味のり（8切5枚）×4、ニッ

スイ焼鮭ほぐし55g×2、キッコーマン200ml×2（しぼりたて生しょうゆ･味わいリッチ減塩しょうゆ×各1）、島の香

80g×2（小豆島産生のり･紀州梅岩のり入り佃煮×各1）　

●製造日より常温３６５日

●アレルゲン：卵・乳成分・小麦・そば・落花生・えび・かに

5234 ㋱送料込 5,840 円  特別価格 5,548円★

12/14(水)のお申込み承り期間より、締切日が早期の
期日となっております。締切日以降のご注文はご遠慮ください。

ご注文締切日

この期日以降の出荷依頼はご遠慮ください。最終出荷日

締切日及び出荷日の表記パターン（表示例）

複数回に分けて締切日と出荷日が固定されている商品
です。主に農産物など出荷日が変更になりやすい商品
に記載されています。大まかな出荷時期については、
ギフトセンターまでお問い合わせください。

※11月下旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日・出荷時期が変更になる場合があります。

各商品の原材料に含まれるアレルギー物質・特定原材料
7 品目〔卵・乳成分・小麦・そば・落花生・えび・かに〕
を表示しております。

アマノフーズ＆
キッコーマン
(F-50D)

※軽減税率対象商品の場合

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/29(火)

12/6(火) 12/16(金)

第4回 12/13(火) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/20(火)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/20(火)



みっかび

静岡県

みっかび

静岡県

三ヶ日みかん 早生1014

6,500円★

優品 Ｍ･Ｓサイズいずれか8kg　●アレルゲン：ー

酸味が少なく、フクが薄く、口当たりが魅力の早生温州みかんです。本品には、ＧＡＢＡとβ-クリプトキサ
ンチンが含まれています。ＧＡＢＡには血圧が高めの方の血圧を下げる機能が、β-クリプトキサンチンには骨
代謝のはたらきを助けることにより骨の健康に役立つ機能があることが報告されています。

三ヶ日みかん 青島1021

6,900円★

優品 2Ｌ･Ｌサイズいずれか7kgまたは8kg　●アレルゲン：ー

糖度が高くコクのある味が特徴。本品には、ＧＡＢＡとβ-クリプトキサンチンが含まれています。ＧＡＢＡには
血圧が高めの方の血圧を下げる機能が、β-クリプトキサンチンには骨代謝のはたらきを助けることにより骨
の健康に役立つ機能があることが報告されています。

山形県産 サンふじ1069

5,900円★

山形県産 サンふじ 秀品約3キロ(9～12玉)　●アレルゲン：ー

香りゆたかでジューシーな果汁が口いっぱいにひろがります。

山形県産 ラ・フランス1076

5,900円★

山形県産 ラ･フランス 秀品約3キロ(9～12玉)　●アレルゲン：ー

高貴な香りとクリーミーな果肉の上品な味わいは山形の代表果実です。

秀品 L又はM又はSサイズ 約3kg　●アレルゲン：ー

センサー選別した甘みと酸味のバランスがよい絶妙なみかんを
みかん産地和歌山有田地区よりお届けします。

和歌山県産 
有田みかん3㎏

1038

4,500円★

秀品 L又はM又はSサイズ 約5kg　●アレルゲン：ー

センサー選別した甘みと酸味のバランスがよい絶妙なみかんを
みかん産地和歌山有田地区よりお届けします。

和歌山県産 
有田みかん5㎏

1045

6,250円★

10kg  L、Ｍ、Ｓサイズ　●アレルゲン：ー

暖かい部屋での保管は、品質低下の原因になりますので風通しの
良い涼しい場所に保管してください。

とぴあみかん(早生)1052

6,900円★

ご注文締切日

11/24(木)

最終出荷日

12/5(月)

※11月中旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

ご注文締切日

11/30(水)

最終出荷日

12/28(水)

※11月下旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

ご注文締切日

11/16(水)

※11月下旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日・出荷時期が
　変更になる場合があります。

ご注文締切日

11/16(水)

※11月中旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日・出荷時期が
　変更になる場合があります。

ご注文締切日

11/30(水)

最終出荷日

12/28(水)

※11月下旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

ご注文締切日

11/16(水)

最終出荷日

12/5(月)

※11月下旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

最終出荷日

12/27(火)

※12月中旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

和歌山県農

和歌山県

ライフサポート山形

山形県

ライフサポート山形

山形県

とぴあ浜松

静岡県
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包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品

JA

特

産

品

※価格はすべて送料・税込価格です。　※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。

お皿・装飾品等は、商品に含まれません。　※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。

お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
包装 …簡易包装でお届け冷凍 …冷凍便でお届け 冷蔵 …冷蔵便でお届け …消費期限が短い商品

短冊
のし …短冊のしでお届け



紀の里

和歌山

大玉あんぽ柿 70ｇ 10個入り1113

5,100円★

70g 個包装パック 10個入り　●出荷日より常温２０日　●アレルゲン：ー

渋柿の品種の「たねなし柿」を原料に、乾燥させたドライフルーツが『あんぽ柿』です。産地独自の製法で
仕上げた半生タイプの干し柿で、干すことにより柿のうまみを凝縮させています。表面は干し柿風、中身
は半生の状態で、トロ～リとろけるような舌触りです。自然の甘み。後味も上品で、柿本来の甘味がお
口に残ります。和菓子のようにそのままお食べください。 お茶と相性バツグンです。

JA南アルプス市 あんぽ柿(大和百目)1120

5,900円★

(160g×3パック)×2 約960g ※1パック3～4個　●出荷日より常温２１日　●アレルゲン：ー

あんぽ柿を産地直送でお届けします。表面は適度な干し柿風、中身は半生の状態で、とろけるような舌
触り。後味も上品で、柿本来の甘みを凝縮させた深い味わいと柔らかさが特徴です。

SAGA VegeSoup 詰合せ1168

4,750円★

5種の野菜スープ 8.4g×10食、トマト入りたまごスープ 8.3g×10食、3種の野菜のかき玉みそ汁 11.2g×10食　
●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

JAさがオリジナルのフリーズドライスープの詰合せです。佐賀県産アスパラガスを使用した「5種の野菜スー
プ」、佐賀県産トマトを使用した「トマト入りたまごスープ」、佐賀県産米、麦、大豆を使用した味噌を使っ
た「3種の野菜のかき玉味噌汁」の詰合せです。

エーコープのお酢ギフトセット1175

4,200円★

こだわりゆず味ポン500ml、ほめられ酢300ml、ごまだれ230ml、らっきょう酢300ml、和えもの酢みそ味500ml 
各1本　
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：卵・小麦

国産原料を優先使用した体にやさしいお酢の詰合せです。

甘口はちみつ梅干(塩分約6％)450g角ポリ樽入　
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：ー

紀州産の南高梅を天日干しし、甘口の調味液に漬け込みまろやか
な味に仕上げました。塩分約6％。

紀州南高梅 
甘口はちみつ梅干450g

1137

3,600円★

甘口はちみつ梅干(塩分約6％)、うす塩味6％梅干(塩分約6％)、うす塩味梅
干天味(塩分約4％)各4粒 、計12粒300g木箱入　
●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

大粒の南高梅を使用した個包装の詰合せです。人気の三品を
ご賞味ください。一粒ずつ丁寧に包装しています。

紀州南高梅 三景12粒1144

3,750円★

塩分4％はちみつ梅干 400g木箱･スリーブ仕上げ　
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：ー

紀州産の南高梅を国産はちみつを使って、ほんのり甘口の塩分４％
のうす塩味にしながら、後口をよくするため黒酢を隠し味に使用して
います。

まろやか酸味 はち蜜梅400ｇ1151

4,100円★

※11月下旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

※11月中旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

山梨

南アルプス市

和歌山県農

和歌山

紀南

和歌山

さが

佐賀

ご注文締切日

12/14(水)

最終出荷日

12/23(金)

ご注文締切日

11/22(火)

最終出荷日

12/2(金)

紀の里

和歌山
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
包装 …簡易包装でお届け冷凍 …冷凍便でお届け 冷蔵 …冷蔵便でお届け …消費期限が短い商品

短冊
のし …短冊のしでお届け
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日向夏ドリンク 280ml1274

4,100円★

日向夏ドリンク280ml×24本　

●製造日より常温２７０日　●アレルゲン：ー

宮崎特産の日向夏の果汁を20％使用し、上品でさっぱりとした味に仕上げました。酸
味が高い為、低果汁での商品化をはかり、フレーバーと適度な苦味･酸味を調和さ
せ、独特な芳香と爽やかな酸味がひろがる上品でスッキリとした味わいが特徴です。

180g×6個入　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

ごろっと存在感のあるとろけるような飛騨牛と、じっくり煮込んだ味わ
い深いルーが自慢です。

飛騨牛カレー 6個セット1212

6,300円★

するが牛肩ロースすき焼き用450g 冷凍　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵３日　●アレルゲン：ー

鮮度そのままおいしさ保持、冷凍にてお届けいたします。静岡市内
の生産農家が良質な子牛から厳選された飼料で愛情こめて育てあ
げたするが牛です。

するが牛肩ロース 
すき焼き用(450g)

1229

6,650円★

掛川和牛もも肉・肩肉すき焼き用(400g)

●製造日より冷凍４５日／解凍後冷蔵５日　●アレルゲン：ー

「掛川和牛」は、快適な環境のなかで、安全･安心をモットーに愛情
をこめて育てました。

掛川和牛もも肉･
肩肉すき焼き用(400g)

1236

8,500円★

掛川市

静岡

冷凍 冷凍

日向夏ドリンク30％ 190g缶1267

3,900円★

日向夏ドリンク190g×24缶　

●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：ー

宮崎特産の日向夏の果汁を30％使用し、上品でさっぱりとした味に仕上げました。酸
味が高い為、低果汁での商品化をはかり、フレーバーと適度な苦味･酸味を調和さ
せ、独特な芳香と爽やかな酸味がひろがる上品でスッキリとした味わいが特徴です。

みやざきの恵みギフト 20-11250

3,500円★

紫野菜200ml×6本、日向夏ドリンク200ml×6本、一日分の12の果実

200ml×6本　●製造日より常温２７０日　●アレルゲン：ー

人気の3種類200ml紙パックのバラエティーギフトです。宮崎のご当
地飲料詰合せギフトとしてお奨めです。

宮崎県農協果汁

宮崎

宮崎県農協果汁

宮崎

宮崎県農協果汁

宮崎

全農岐阜

岐阜

静岡市

静岡

生姜丸しぼり Wakayama GingerAle 
プレミアムギフトセット

1243

4,300円★

生姜丸しぼり Wakayama GingerAle 250ml×12本　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

和歌山県産の生姜を丸しぼりにし、そのシロップと炭酸を合わせ、
丸しぼりにしたジンジャーエールです。新生姜の風味を存分に味わ
うことができ、後味はスッキリと爽やかにお楽しみいただけます。

雲仙颪 手延うどん1298

4,300円★

2,000g(200ｇ袋×10入)

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：小麦

雲仙颪手延べうどんは、手延べそうめん姉妹品として厳選した小
麦粉を使用し、丁寧に作り上げました。伝統の技に育まれた手延な
らではの「腰の強さ、歯ごたえの良さと、風味」をお楽しみください。

丸福餃子詰合せ1281

5,300円★

冷凍餃子20個入り×4、たれ8個入り　

●製造日より冷凍９０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

野菜と肉とのバランスが絶妙で、素材の旨味がぎっしり詰まっていて、
ジューシーで1口サイズのヘルシー餃子です。

わかやま

和歌山

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/29(火)

12/6(火) 12/16(金)

12/9(金)

12/2(金) ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/29(火)

12/6(火) 12/16(金)

12/9(金)

12/2(金)

島原雲仙

長崎

冷凍

掛川市

静岡

JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品JA特産品

4
包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品

JA

特

産

品

※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



広島産大粒かきフライ700g(20粒)×1　

●製造日より冷凍３６５日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：乳成分・小麦

かきフライはサックリとしたパン粉を衣に使用し、素材の旨味･風味を引
き出した味付けに仕上げました。広島かきの旬の時期（1月後半から5月
前半ころまで）のかきを急速凍結。大粒のかきフライは揚げるだけで旬
の広島かきの濃厚さ、おいしさを年中味わえ食べ応えも抜群です。

広島産大粒かきフライ1311

4,400円★

広島産殻付かき小町(生食用)Ｌサイズ×8個入、軍手･ナイフ各1　

●出荷日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

かき小町（殻付）は、年中かきの身入りが良くなるように改良した品種
です。身太りの良いグリコーゲンいっぱいの肉厚かきなので、食べ応え
もバツグンです。生食用ですのでそのままお召し上がりいただけます。

広島産殻付かき小町(生食用)1328

4,900円★

かき250g×2、いわしつみれ100g×2、すずき切身160g(4切)×1、うどん

230g×2、土手鍋用みそ150g

●製造日より冷凍１８０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：小麦

旬の時期に急速冷凍された広島産のかきと広島産小いわしの団子、瀬戸内海産
天然のすずきを海鮮土手鍋のセットにしました。付属の調味みそを使うだけで、風
味豊かな海鮮土手鍋セットがお楽しみいただけます。〆はセットのうどんでどうぞ。

広島かきの海鮮土手鍋セット1335

5,500円★

150g×8個入　

●製造日より冷凍１８０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：小麦

バンズの代わりとなる具材には「広島県産おおあさこしひかり」を、つ
なぎとして「米ゲル」を使用しています。中身の具の焼肉は「広島県
産和牛」を使用し、もちもちしたお米の食感が味わえます。

３－Ｒ ひろしまライスバーガー1342

5,600円★

広島菜漬250g×4、広島菜本漬180g×2

●製造日より冷蔵１４日　●アレルゲン：小麦

シャキッとした歯ごたえとピリッとした風味で人気の浅漬けです。JAの広島
菜漬は恵まれた土地、管内に育った広島菜を伯方島の塩を使用しＪＡ
独自の漬け方によって自然の味、香りをそのまま活かしたおいしい広島
菜漬です。さっと洗ってお好みの大きさに切り、あたたかいご飯といっ
しょにお召し上がりください。お茶漬けのお供、炒飯やパスタの具材にも
最適です。本漬は、水洗いしないで、小さく刻んでお召し上がりください。

ＪＡ広島市 広島菜漬セット1410

5,400円★

約5kg(サイズ：MまたはL)　●アレルゲン：ー

「いしじ」は広島県呉市で発見されたみかん品種で
す。他のみかんと比べ甘みの強い「果糖（フルクトー
ス）」の割合が多いため、コクのある甘みが特徴です。

広島県産 いしじ1441

6,000円★

250g×2枚　●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

広島血統和牛 元就 
サーロインステーキ

1359

10,500円★

冷凍 冷凍

３－Ｒについては
こちらから↓

広島血統和牛「元就」 毛利元就公の中国地方制覇から始まり、

現代和牛のルーツと認められている広島の和牛。こうした由緒正

しい「広島血統」を色濃く受け継いだブランドが「元就」です。広島

和牛 元就 認証定義　以下の基準を満たしたものが、広島血統

和牛 元就として認定されます。

１．父または母が広島県血統を

　　引き継いでいること。

２．一生を広島県内で育てられたこと。

３．肉質３等級以上、

　　歩留まり等級がB以上であること。

元就については
こちらから↓

冷凍

牛(赤身500g)、豚(ロース250g、バラ250g)　

●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

広島血統和牛元就＆３－Ｒ
お米PORK しゃぶしゃぶセット①

1366

9,320円★

ロース200g×モモ300g×バラ300g

●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

広島血統和牛 元就 
贅沢焼肉3種盛り 松

1380

12,800円★

ロース150g×モモ250g×バラ250g

●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

広島血統和牛 元就 
贅沢焼肉3種盛り 竹

1397

10,800円★

ロース100g×モモ200g×バラ200g

●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

広島血統和牛 元就 
贅沢焼肉3種盛り 梅

1403

8,700円★

牛(赤身300g)、豚(ロース200g、バラ200g)　

●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

広島血統和牛元就＆３－Ｒ
お米PORK しゃぶしゃぶセット②

1373

6,650円★

限定50個

約700g　●アレルゲン：ー

ＪＡ広島中央 すざわ果樹園 
特秀ぶどう 紫苑-しえん-1房箱

1427

6,600円★

ＪＡ広島中央 すざわ果樹園 

限定100個
※12月上旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日・出荷時期が
　変更になる場合があります。

約1.4kg　●アレルゲン：ー

10,000円★

ＪＡ広島中央 すざわ果樹園  
特秀ぶどう 紫苑-しえん-2房箱

1434 ＪＡ広島中央 すざわ果樹園  

限定50個
※12月上旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日・出荷時期が
　変更になる場合があります。

※12月上旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日・出荷時期が
　変更になる場合があります。
※なるべく早めにお召し上がりください。

数あるぶどうの中でも大変珍しい、冬に旬をむかえる

品種です。すざわ果樹園の規格で最高ランクの

紫苑を、ぜひお歳暮にどうぞ。

ご注文締切日

12/13(火)

最終出荷日

12/25(日)

ご注文締切日

11/22(火)

最終出荷日

12/14(水)

ご注文締切日

12/14(水)

最終出荷日

12/23(金)
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晴れの国岡山

岡山

プレスハム240g、フランクフルト240g、絹挽きソーセージ150g、グリル用ソーセージ150g　
●製造日より冷蔵２５日　●アレルゲン：乳成分・小麦

美星産おかやま豚を使用した手作りのハム･ソーセージの詰合せギフトです。

晴れのごちそうＡセット1519

6,960円★

焼豚300g、ボンレスハム400g、プレスハム240g、フランクフルト240g
●製造日より冷蔵２５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

美星産おかやま豚を使用した手作りのハム･フランクフルトの詰合せギフトです。

晴れのごちそうＣセット1533

9,820円★

晴れの国岡山

岡山

レアチーズケーキプレーン味 68g 12 ヶ入　
●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：乳成分

甘さ控えめのプレーン味のレアチーズケーキです。少し冷やして
食べるとよりおいしさが増します。

レアチーズケーキ1564

5,820円★

晴れの国岡山

岡山

焼豚400g、ボンレスハム400g、ロースハム400g、パストラミポーク400g
●製造日より冷蔵３０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

美星産おかやま豚を使用した手作りハムの詰合せギフトです。

晴れのごちそうＤセット1540

14,100円★

晴れの国岡山

岡山

フランクフルト240g、ボンレスハム300g、パストラミポーク250g、焼豚300g
●製造日より冷蔵２５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

脂身の少ないモモ肉を使用したボンレスハムを中心に、上品な香りと
さっぱりとした味わいのセットです。

美星ハム詰合せ1557

9,820円★

晴れの国岡山

岡山

晴れの国岡山

岡山

焼豚350g、ベーコン250g、プレスハム240g　
●製造日より冷蔵２５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

美星産おかやま豚を使用した手作りのハムギフトです。

晴れのごちそうＢセット1526

8,390円★

JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山JA晴れの国岡山
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Lサイズ(約5kg)または2Lサイズ(約4.5kg)　●アレルゲン：ー

青島みかん1618

5,200円★

レッドオーレ30玉/箱(約1kg)　●アレルゲン：ー

甘味が強く、フルーティーな食味に加え、酸味がほとんどないため、
フルーツ感覚で食べられるのが特徴です。

レッドオーレ1649

2,600円★

紅ほっぺDX約280gパック×1、きらぴ香DX約280gパック×1　

●アレルゲン：ー

静岡産いちごの代表格「紅ほっぺ」は甘みと酸味のバランスが非常
に良く、飽きのこない美味しさです！キラキラした宝石のような“輝き”に
品の良い“甘み”とフルーティーな香りが特徴の高級感が漂う「きらぴ
香」の食べ比べセットです。

いちご食べ比べセット1656

4,400円★

枝豆(駒豆)約200g×6袋入　

●アレルゲン：ー

しずおか食セレクションに認定されており、味はもちろんのこと、見た
目の美しさからも高級料亭からの需要が絶えない本格派の枝豆です。
年中取れたて新鮮な枝豆が食べられるのは全国でも「清水」だけです。

枝豆(駒豆)6袋セット1663

7,500円★

浅蒸し煎茶80g×1缶、幸せのお茶まちこ80g×1缶　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

天然で桜葉の香味が特徴。清水のブランド茶「幸せのお茶 まちこ」
と清水の浅蒸し煎茶を贈答用の缶に入れてお届けいたします。

しみずのお茶2缶セット1670

3,050円★

季節のジェラート120ml×6個　

●アレルゲン：卵・乳成分

JAしみず直営店“四季菜ジェラート&カフェきらり”の地元しみずの農
産品をふんだんに使用したジェラートのギフトボックスです。
※ジェラートの内容は煎茶・抹茶・苺・枝豆等を基本に、旬のフレー

バーをご用意いたします。

季節のプレミアムジェラート6種1694

7,500円★

静岡産いちごの代表格「紅ほっぺ」は甘みと酸味のバランスが非常

限定100個

TEA豚ショルダーベーコン約250g×1、TEA豚ボンレスハム約250g×1、

TEA豚ウインナー約200g×1

●出荷日より冷蔵３０日　●アレルゲン：ー

清水のブランド豚「TEA豚」名前の通り、飲み水としてお茶を与えて
育てています。新鮮な空気で健康的に育てられたTEA豚はあっさ
りした脂、しっかりと濃厚な味わいを堪能できます。

TEA豚3種セット1632

5,350円★

※天候により注文締切日・出荷時期
が変更になる場合があります。

※天候により注文締切日・出荷時
期が変更になる場合があります。

※12月中旬より順次お届けいたします。

※天候により注文締切日・出荷時期が
変更になる場合があります。

「清水のミカン」は、甘みが強く程よい酸味がありみかんの濃厚な味わいが特徴です。

冷凍

※12月中旬より順次お届けいたします。

※サイズ・玉数の指定はできません。

※天候により注文締切日・出荷時期
が変更になる場合があります。

ご注文締切日

11/28(月)

最終出荷日

12/27(火)

※12月中旬より順次お届けいたします。

※サイズ・玉数の指定はできません。

※天候により注文締切日・出荷時期
が変更になる場合があります。

ご注文締切日

11/28(月)

最終出荷日

12/27(火)

ご注文締切日

12/14(水)

最終出荷日

12/25(日)

ご注文締切日

11/28(月)

最終出荷日

12/25(日) ご注文締切日

12/14(水)

最終出荷日

12/25(日)

Lサイズ(約10kg)または2Lサイズ(約9kg)　●アレルゲン：ー

青島みかん1625

8,500円★

青島みかん

限定100個

青島みかん

限定50個

「清水のミカン」は、甘みが強く程よい酸味がありみかんの濃厚な味わいが特徴です。

静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず静岡ギフトJAしみず
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
包装 …簡易包装でお届け冷凍 …冷凍便でお届け 冷蔵 …冷蔵便でお届け …消費期限が短い商品

短冊
のし …短冊のしでお届け

静
岡
ギ
フ
ト
JA
し
み
ず



スィートピュアトマト約1kg　●アレルゲン：ー

高濃度のフルーツトマトで、水分を絞って糖度を上げ、甘みと酸味
のバランスが良く、コク深い高濃度トマトを是非ご賞味ください。

ＪＡ遠州中央 スィートピュアトマト1762

3,800円★

1セット500g×2パック入り 品種：紅ほっぺ･きらぴ香 1パック

ずつ(12玉又は15玉)　●アレルゲン：ー

JA遠州中央産自慢のいちご「紅ほっぺ」と「きらぴ香」を
ハーフ＆ハーフでセットしました。是非お楽しみください。

静岡いちごセレクション  1779

6,600円★

約1㎏　●アレルゲン：ー

自然薯は、古くから滋養強壮の食物としられ、主な成分は炭水化物で、
でんぷん質やマンナンが多く含まれています。

春野産 自然薯1830

5,600円★

約2.5kg　●アレルゲン：ー

JA遠州中央特産の海老芋は、里芋の一種、唐芋の子芋を何度も
丁寧に土寄せして芋を湾曲させ、本来の特徴である縞模様と合わ
せてエビの形に似せた子孫繁栄の縁起食材です。

JA遠州中央 海老芋1847

5,700円★

静岡茶うどん180g×3袋、からっ風うどん220g×3袋詰合せ　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：小麦

静岡茶うどんはお茶の産地「静岡」・うどんの産地「香川」のコラボ商品。
天竜産の抹茶の風味と讃岐うどんのコシが特徴です。からっ風うどん
は静岡県遠州地方で栽培された小麦粉を使用し、地粉の自然な色・
風味・コシのある食感は、皆様にご満足いただける品となっております。

静岡茶うどん＆
からっ風うどん詰合せ

1854

3,250円★

磐田・袋井・森・春野・天竜の5産地(各200g袋入り)　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

磐田・袋井・森・春野・天竜の5産地の特色ある味が堪能できます。

JA遠州中央5産地銘茶詰合せ1861

6,500円★

1.2kg以上×1玉　●アレルゲン：ー

高級ガラス温室メロン 1玉1786

6,900円★

1.2kg以上×2玉　●アレルゲン：ー

高級ガラス温室メロン 2玉1793

12,700円★

※天候により注文締切日・出荷時期が変更になる場合があります。

※なるべく早めにお召し上がりください。

※天候により注文締切日・出荷時期が変更になる場合があります。

限定200個

※なるべく早めにお召し上がりください。

最高品質の甘い高級メロンを堪能してください。

250g×2袋　●製造日より冷蔵７日　●アレルゲン：ー

福田産 
しらす干し2袋

1809

3,760円★

250g×5袋　●製造日より冷蔵７日　●アレルゲン：ー

福田産 
しらす干し5袋

1823

7,200円★

250g×3袋　●製造日より冷蔵７日　●アレルゲン：ー

福田産 
しらす干し3袋

1816

4,830円★

漁師が厳選した魚！！
味と香りは絶品です！ ※天候により注文締切日・出荷時期が変更になる場合がありま

す。※11月中旬～ 12月下旬にかけて順次お届けいたします。

※天候により注文締切日・出荷時期が変更になる場合がありま

す。※11月中旬～ 12月下旬にかけて順次お届けいたします。

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12月中旬より順次

12月中旬より順次

12月上旬より順次

最高品質の甘い高級メロンを堪能してください。

静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフト静岡ギフトJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA遠州中央遠州中央遠州中央遠州中央
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包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品

静
岡
ギ
フ
ト
JA
遠
州
中
央

※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



菊川の香100g缶×1本、高天神城100g缶×1本、茶羊かん150g×2個入  

●製造日より常温：茶３６５日、羊かん２７０日

●アレルゲン：ー

ＪＡ遠州夢咲管内のお茶と茶羊かんをセットにしま
した。贅沢な時間をご賞味ください。

深蒸し茶で
いっぷくセット

1915

3,700円★

菊川の香100g缶×1本、小笠の里100g缶×1本、桜が池100g

缶×1本 ●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

ＪＡ遠州夢咲管内（菊川･小笠･浜岡）の各産地で
摘まれたお茶です。産地ごとの味をご賞味ください。

ＪＡ遠州夢咲 
3産地詰合せ

1922

4,080円★

極100g缶×1本、誉100g缶×1本　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

一番初めに摘採された茶葉を厳選し、製造したお茶です。贈答品
に最適な商品です。

遠州夢咲深蒸し茶 極･誉セット1953

4,600円★

純金茶100g×2袋　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

深蒸し茶と純金の金箔をブレンドしたお茶です。
お客様への贈答やお祝いごとに最適です。

金箔入純金茶 2本セット1939

4,080円★

緑茶ドリンク490g×24本　●製造日より常温１年６ヶ月

●アレルゲン：ー

国内屈指の茶産地である静岡県牧之原台地の茶葉
を使用した「深蒸し茶」から抽出した本格茶飲料です。

夢茶ボトル缶1946

4,000円★

波小僧みそ(約750g×1)、ちゃこちゃんみそ(約750g×1)、夢坊みそ(約

750g×1)　●製造日より冷蔵６０日　●アレルゲン：落花生

夢咲管内で生産された大豆とお米を100％使用した手作りみそです。
添加物を一切使用しない、安全で安心な味噌のセットです。

ミナクル手作りみそセット1960

5,000円★

限定50個

干しいも150g袋×5　●製造日より常温９０日　●アレルゲン：ー

添加物を使わず、サツマイモそのものの甘味を最大限に活かした干
しいもです。一度食べたらやみつきになる事間違いなし！

静岡遠州産 干しいも1977

6,300円★

限定50個

菊川市産自然薯 約1kg　●アレルゲン：ー

夢咲管内の菊川地区の生産者が丹精こめて栽培した自然薯です。

ミナクルふれあい菊川の里 自然薯1984

5,700円★

限定50個

遠州夢咲牛 焼き肉用カルビ300g、豚肩ロース300g　

●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

第７回全国和牛能力共進会で全国１位となる最高位の内閣総理大臣賞、農林
水産大臣賞のＷ受賞をはじめ、数 の々受賞に輝いているブランド牛と豚のＳＥＴです。

ミナクル焼肉セット1991

7,200円★

限定50個

リブロースまたはサーロイン250g×2枚　●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

遠州夢咲牛 ステーキ2028

11,900円★

限定50個

ロースまたは肩ロース500g　

●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

遠州夢咲牛 すき焼き用ロース2004

9,800円★

限定50個

第7回全国和牛能力共進会で全国1位となる最高位の内閣総理大臣賞、農林水産大臣賞のW受賞をはじめ、数々の受賞に輝いているブランド牛です。

ロース500g　●製造日より冷蔵４日　●アレルゲン：ー

遠州夢咲牛 ロース焼肉用カルビ2011

10,600円★

限定50個

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/14(水) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/14(水) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/14(水) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/14(水) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/14(水) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/14(水) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/22(火)

11/30(水)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/14(水) 12/23(金)

12/9(金)

12/2(金)

第7回全国和牛能力共進会で全国1位となる最高位の内閣総理大臣賞、農林水産大臣賞のW受賞をはじめ、数々の受賞に輝いているブランド牛です。

静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲静岡ギフトJA遠州夢咲
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
包装 …簡易包装でお届け冷凍 …冷凍便でお届け 冷蔵 …冷蔵便でお届け …消費期限が短い商品

短冊
のし …短冊のしでお届け

静
岡
ギ
フ
ト
JA
遠
州
夢
咲



華麗なる逸品2127

7,200円★

常陸牛ビーフカレー 1箱(200g×3)×2箱、ローズポークカレー 1箱(200g×3)×1箱　

●製造日より常温７３０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

茨城が誇る「常陸牛」と「ローズポーク」を使用した贅沢なカレーをぜひお楽しみください。

常陸牛ももすき焼き用2110

10,900円★

常陸牛ももすき焼き用700g(冷凍)　●製造日より冷凍３０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

「常陸牛」は厳選された黒毛和牛の最高級ブランドで、茨城が誇る牛肉です。肉のきめが細かく、霜降
りになっているので、柔らかく風味の良さを楽しむことができます。

JAはぐくみ 梅干･ジュースセット2134

4,500円★

小梅干し100g×1、大梅干し100g×1、ねり梅110g×1、はぐくみの白(梅ジュース･濃縮)510mlセット　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：ー

高崎うどん･おっきりこみセット2141

3,850円★

高崎うどん乾麺(極太麺)200g × 4、高崎うどん乾麺(太麺)200g × 4、ＪＡたかさきのめんつゆ50ml × 8

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：小麦

日本有数の小麦産地である群馬県高崎市の地粉うどんは、滑らかな舌触りとモッチリした食感が特徴で
す。寒い冬の煮込み料理に最適な『おっきりこみ麺』(幅広麺)と、ＪＡオリジナルのめんつゆをセットにしました。

栃っ子うどん2158

3,150円★

1.6kg(200g×8袋入)　

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：小麦

栃木県産小麦「さとのそら」を使用し、手振り製法で作られた、ツルツル･モチモチした食感のうどんです。
とちぎ地粉の美味しさを是非ご賞味ください。

全農いばらき

茨城

全農いばらき

茨城 はぐくみ

群馬

たかさき

群馬

全農とちぎ

栃木

冷凍

み
さ
と
織
姫
シ
リ
ー
ズ
を
ひ
と
箱
に
詰
合
せ

た
人
気
の
セ
ッ
ト
で
す
。
お
土
産
や
贈
り
物

に
ど
う
ぞ
！

※

掲
載
写
真
と
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
る
場
合

が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承

く
だ
さ
い
。

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/23(金)

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/23(金)

関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト関東ギフト
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包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品

関
東
ギ
フ
ト

※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



約250ｇ×2×2箱　●アレルゲン：ー

熊本県オリジナル品種のイチゴです。大玉でキレイな円錐形が特徴
で、甘さと酸味が絶妙なバランスです。

熊本県産 ゆうべに2264

6,350円★

2玉(2L以上)　●アレルゲン：ー

ネットの入りが良くギフトにおすすめのメロンです。

熊本県産 アールスメロン2271

6,580円★

くまもとのデコポンゼリー 130g×12個入　
●製造日より常温２１０日　●アレルゲン：ー

新鮮な果肉と濃縮還元100％のデコポン果汁を使った絶品ゼリーで
す。デコポンのフレッシュな香りとゴロゴロ果肉が印象的！贈答用に
ぴったりの商品です。

くまもとのデコポンゼリー2288

4,250円★

デコポンジュース(ストレート)600ml×1本、デコポンゼリーピュア
80g×4個、くまもとのデコポンゼリー 130g×4個　
●製造日より常温２１０日　●アレルゲン：ー

デコポンをそのまま搾った濃厚なデコポンジュースと、デコポン果肉
がふんだんに入っている絶品ゼリーのギフトセットです。

くまもとのデコポンゼリー＆ジュース2295

4,250円★

2L～4L(8玉～12玉)約3kg　●アレルゲン：ー

甘酸っぱい味わいと爽やかな香りのデコポンです。日本一の生産量
を誇る熊本の味を楽しめます。

熊本県産 デコポン2301

7,340円★

デコポン缶詰295g×5缶、甘夏缶詰295g×5缶　
●製造日より常温１０９５日　●アレルゲン：ー

熊本県あしきた産のデコポン･甘夏を缶詰にした人気のセットです。
穫れたてのデコポンと甘夏の新鮮さをそのままに。年間を通じてお
好きな時に味わえます。

デコポン･甘夏缶詰セット2318

4,650円★

デコポン缶詰295g×10缶　
●製造日より常温１０９５日　●アレルゲン：ー

穫れたてのデコポンの新鮮さをそのままに。年間を通じてお好きな時
に味わえます。

デコポン缶詰5号缶 10缶入2325

5,000円★

甘夏プチプチゼリー 155g×3個、でこぽんジュレ130g×3個、デコポン
ゼリー 130g×3個、デコポンプリン130g×3個　
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：乳成分

熊本県産デコポンと甘夏のゼリーとプリンの詰合せ。ご自宅はもちろん、
ご贈答用にもオススメの商品です。

フルフル～ッセット2332

4,050円★

からし蓮根 2本　
●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：小麦

熊本といえば、「からし蓮根」。栄養価の高い蓮根の穴に、辛子味
噌を詰めて揚げた、熊本の代表的な郷土料理です。シャキシャキ
した蓮根の食感とからし味噌のさわやかな風味をお楽しみください。

冷凍 からし蓮根２本入り2349

3,100円★

チキン味(スープ6.7g、春雨10g)×4食分×2箱、ゆず胡椒味(スープ6.9g、
春雨10g)×4食分×2個、白湯とんこつ味(スープ8.9g、春雨10g)×4食分×
2箱　●製造日より常温３００日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦・えび

熊本名物「太平燕（たいぴーえん）」を簡単便利なマグカップサイズで
お楽しみいただけます。3つの味を食べ比べてください。

太平燕詰合せ2356

4,300円★

霜降80g、上赤身80g、たてがみ40g、醤油5ml×2袋、生姜3.5g×2袋　
●製造日より冷凍１２０日　●アレルゲン：小麦

霜降、赤身、たてがみの3種盛合せです。部位によってそれぞれ違った
食感、味を楽しめます。

馬刺し盛合せ2363

7,100円★

ご注文締切日

11/22(火)

ご注文締切日

11/22(火)

ご注文締切日

11/22(火)

※12月上旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が変更になる場合があります。
※写真はイメージです。

※12月上旬より順次お届けいたします。
※天候により注文締切日･出荷時期が変更になる場合があります。
※写真はイメージです。

※12月上旬より順次お届けいたします。
※サイズ、玉数の指定はできません。
※天候により注文締切日･出荷時期が変更になる場合があります。
※写真はイメージです。

あしきた

熊本

あしきた

熊本

あしきた

熊本

あしきた

熊本

あしきた

熊本

伝承の館イケダ食品髙見商店

冷凍 冷凍

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

限定50個

※写真はイメージです。

熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品熊本県特産品
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
包装 …簡易包装でお届け冷凍 …冷凍便でお届け 冷蔵 …冷蔵便でお届け …消費期限が短い商品

短冊
のし …短冊のしでお届け
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ロース肉200g、バラ肉200g、つみれ用200g、寄せ鍋つゆ85g　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

黒豚ロース・バラのスライスと香味材料を練り込んだつみれ用、
鹿児島産かつお削り節・あご節を使用した醤油ベースの濃縮つゆ
をセットにしました。

鹿児島黒豚鍋セット2417

5,500円★

ロース肉200g×2、バラ肉200g、ぽんず醤油50g×4　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：小麦

鹿児島県産黒豚のロース肉・バラ肉をしゃぶしゃぶ用にスライスしま
した。ぽんず醤油は鹿児島県産のゆず果汁を使用してさっぱりと
した味わいに仕上げています。

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶセット2424

5,750円★

鹿児島黒牛モモスライス(黒毛和種)300g×2　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：ー

鹿児島黒牛のモモ肉をスライスしました。しゃぶしゃぶやすき焼きに
してお召し上がりください。

鹿児島黒牛モモスライスセット2431

11,000円★

茶美豚トンテキ90g×8枚　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

鹿児島で生まれ育った「茶美豚（チャーミートン）」。お茶の成分「カテ
キン」を含む飼料で臭みの少ないのが特徴です。味付してあるので、
焼くだけで美味しく召し上がれます。

茶美豚トンテキセット2448

5,400円★

ロース味噌漬け160g×5枚　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：ー

鹿児島県産の黒豚ロース肉を国産の白味噌に漬込みました。味噌
が豚肉の旨味を引き立てています。

鹿児島黒豚ロース味噌漬けセット2455

6,200円★

鹿児島黒牛サーロインステーキ(黒毛和種)200g×3　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：ー

鹿児島黒牛のサーロインをステーキ用にカットしました。

鹿児島黒牛サーロインステーキセット2462

14,550円★

黒豚カレー180g×4　

●製造日より常温７３０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

肉質や味をよくするために交配・改良を重ね、甘藷を餌にするなど
育て方にもこだわった鹿児島黒豚を使用。じっくりと炒めた玉ねぎを
使用し、甘味の後にスパイスがピリッとするカレールウになっています。

鹿児島黒豚カレーセット2479

4,200円★

ロースハム55g、ベーコン80g、生ハム切り落とし80g、フランクフルト

150g　●製造日より冷蔵３０日　●アレルゲン：乳成分

鹿児島県産黒豚を使用したハム･ソーセージの詰合せです。

鹿児島黒豚ハムセット2509

4,400円★

黒豚生ぎょうざ231g(18g×12個＋たれ付)×8　

●製造日より冷凍３６６日　●アレルゲン：乳成分・小麦

鹿児島県産黒豚肉と国産野菜（キャベツ、玉ねぎ、にら）を使用し
た生餃子です。ごま油やおろしにんにくの風味やコクを加え、ジュー
シーでうま味のある味わいに仕上げました。

鹿児島黒豚生ぎょうざセット2486

4,900円★

冷凍

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

焼豚200g、ボロニアソーセージ200g、ウインナー150g

●製造日より冷蔵４０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

鹿児島県産茶美豚を使用した焼豚･ソーセージの詰合せです。

鹿児島茶美豚セット(C-1)2516

4,400円★

ロースハム95g、ベーコン95g、焼豚200g、ウインナー150g　

●製造日より冷蔵３０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

鹿児島県産茶美豚を使用したハム･焼豚･ソーセージの詰合せです。

鹿児島茶美豚セット(C-108)2523

4,500円★

ごぼう天×６、紅しょうが天、にら天各３、特上揚、あおさちぎり蒲鉾、上棒天、ちぎ

り蒲鉾、いわし棒天各４、れんこん天×２　計34枚　

●製造日より冷蔵３０日　●アレルゲン：卵・小麦

さつま揚げ発祥の地いちき串木野市の本場のさつま揚げ。昔ながら
の石臼製法でじっくり練り上げていくことで、お魚の小骨も一緒にすり
つぶして作られています。彩り鮮やかで風味豊かな程良い甘みとお魚
の旨味が味わえます。小分け包装の真空パックで賞味期限もたっぷり
あるので、お好きな時にお好きな分だけ召し上がりいただけます。

串木野9種さつま揚げ詰合せ【福音】2530

5,700円★

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)
最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)
最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/28(水)

最終出荷日

12/26(月)
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※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



約700g化粧箱(20～28玉入)　●アレルゲン：ー

周りが白くなるまで乾燥することで糖度が増し、何とも言えない味に
仕上がります。昔なつかしの味をどうぞ。

JAみなみ信州 市田柿 700g化粧箱2660

5,650円★

サンふじりんご8玉、市田柿約170g×2パック　●アレルゲン：ー

りんごのシャキシャキ感と干柿のトロリ柔らか歯応えの二つが同時に
味わえるお得なセットです。

信州産 サンふじりんご･市田柿セット2691

6,400円★

サンふじリンゴ8玉、えのき茸約200g×3袋、山茶茸約150g×1袋、エリンギ約100g 

×1パック、ぶなしめじ約200g×1袋、生しいたけ約100g×1パック、やまなめこ約100g 

×1パック　※産地の状況により内容が変更になる場合があります。　●アレルゲン：ー

信州産サンふじりんごときのこの欲ばりなセットです。きのこはとっても
ヘルシーな食品です。沢山お召し上がりください。

信州産 サンふじりんごときのこのセット2677

5,450円★

秋映、シナノスイート、シナノゴールド、王林、サンふじ、サンつがる 各

160g×3　●製造日より常温７２０日　●アレルゲン：ー

飲み比べをお楽しみいただける、品種を限定した各種ストレートりんご
ジュースの詰合せです。

長野興農 
信州りんごジュース6種詰合せ

2707

5,410円★

サンふじりんご10玉、長芋1本　●アレルゲン：ー

信州の果実の代表「サンふじりんご」と粘りの強い信州産「長芋」を
セットにしました。

信州産 サンふじりんご･長芋セット2684

6,400円★

のむヨーグルト900ml×2、のむヨーグルト150ml×6　

●製造日より冷蔵１４日　●アレルゲン：乳成分

信州黒姫高原のしぼりたての牛乳を手間ヒマかけて培養した乳酸
菌で発酵させた生乳１００％の飲むヨーグルトです。

黒姫高原牧場 
信州黒姫高原のむヨーグルトセット

2714

4,500円★

サンふじりんご8玉とシナノゴールド8玉 計16玉　●アレルゲン：ー

信州生まれのりんごの王様「サンふじ（赤色）」と「シナノゴールド（黄色）」の2種類の詰合せです。
1箱で2種類の味をお楽しみください。

信州産 りんごお楽しみセット2615

6,450円★

約5kg箱(4～5本)　●アレルゲン：ー

長野県産 
JA松本ハイランド 
長芋 5kg

2646

5,400円★

約10kg箱(8～10本)　●アレルゲン：ー

長野県産 
JA松本ハイランド 
長芋 10kg

2653

8,500円★

※掲載の写真はイメージです。

※写真はイメージです。
※産地の状況により、玉数が変更になる
　場合があります。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

※写真はイメージです。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

サンふじりんご秀品32玉(約10kg)　●アレルゲン：ー

信州産 サンふじりんご10kg2639

9,580円★

サンふじりんご秀品16玉(約5kg)　●アレルゲン：ー

信州産 サンふじりんご5kg2622

6,050円★

※写真はイメージです。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

※写真はイメージです。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

※写真はイメージです。
※天候により注文締切日･出荷時期が変更
　になる場合があります。

※写真はイメージです。
※産地の状況により、玉数が変更になる
　場合があります。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

アルプスの自然が育てた

ねばりのある長芋です。
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※写真はイメージです。
※天候により注文締切日･出荷時期が
　変更になる場合があります。

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/15(火)

11/22(火)

11/29(火) 12月中旬より順次

12月上旬～中旬より順次

11月末～12月上旬より順次

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/15(火)

11/22(火)

11/29(火) 12月中旬より順次

12月上旬～中旬より順次

12月上旬より順次

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

11/11(金)

11/18(金) 12月上旬より順次

11月末～12月上旬より順次

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

11/11(金)

11/18(金) 12月上旬より順次

11月末～12月上旬より順次

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

11/11(金)

11/18(金) 12月上旬より順次

11月末～12月上旬より順次

ご注文締切日

11/30(水)

最終出荷日

12/17(土)

ご注文締切日

11/30(水)

最終出荷日

12/17(土)

※写真はイメージです。

信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品
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ロースハム300g、焼豚270g　
●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

素材の旨みが味わえる、おすすめのギフトです。

THE ALPS(AL-30Y)2752

4,300円★

焼豚270g、スパイシーポーク300g、ポークウインナー 90g×2　
●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

素材の旨みが味わえる、おすすめのギフトです。

THE ALPS(AL-30W)2769

4,300円★

ロースハム300g、焼豚270g、スパイシーポーク300g　
●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

素材の旨みが味わえる、ボリューム満点のギフトです。

THE ALPS(AL-40B)2776

5,200円★

信州SPF豚ロース300g×2　
●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵３日　●アレルゲン：ー

信州の豊かな自然に囲まれ、衛生的な農場でのびのび育った
「信州SPF豚」のロース肉です。

信州SPF豚ロース スライス2783

5,800円★

100g(信州豚ロース肉80g+味噌20g)×8　
●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵３日　●アレルゲン：ー

信州の豊かな自然に囲まれ、衛生的な農場でのびのび育った
「信州豚ロース肉」の味噌漬を１枚ずつ真空にしました。

信州豚ロース味噌漬け2790

5,900円★

ポークハム800g　
●製造日より冷蔵３０日　●アレルゲン：ー

中橋義雄の乾塩法により、豚もも肉でポークハムをつくりました。

中橋義雄ポークハム(A-50X)2806

6,500円★

信州プレミアム牛肩ロース350g　
●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵３日　●アレルゲン：ー

「信州プレミアム牛」は、長野県独自の「あたらしいおいしさの基準」
をクリアした、食味（香り、食感）に優れた長野県産トップブランドの
和牛です。信州の山々が育んだ水と、豊かな環境のなか、生産農
家が丹精込めて生産した信州が誇る牛肉をご堪能ください。

信州プレミアム牛肩ロース スライス2813

7,600円★

信州プレミアム牛モモ500g　
●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵３日　●アレルゲン：ー

「信州プレミアム牛」は、長野県独自の「あたらしいおいしさの基準」
をクリアした、食味（香り、食感）に優れた長野県産トップブランドの
和牛です。信州の山々が育んだ水と、豊かな環境のなか、生産農
家が丹精込めて生産した信州が誇る牛肉をご堪能ください。

信州プレミアム牛モモ スライス2820

8,100円★

信州和牛バラ400g　
●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵３日　●アレルゲン：ー

「信州和牛」は信州の山々が育んだ水と豊かな環境のなか、生産農家が
丹精込めて生産した信州が誇る和牛です。焼肉でお召し上がりください。

信州和牛バラ焼肉用2837

8,100円★

栗きんとん12個入り　
●製造日より常温３０日　●アレルゲン：ー

南信州の自家農園を中心とした新鮮な国産栗を、そのまま味わって
頂ける季節限定の栗菓子です。

信濃豊寿庵 栗きんとん2844

4,200円★

本十割生そば110g×6、信州戸隠そばつゆ100ml、八幡屋礒五郎七味唐辛
子14g　●製造日より常温９０日　●アレルゲン：小麦・そば

しっかりとした喉ごしが、豊かな風味と旨みを伝えてくれる本十割生
そばです。

本十割生そば2851

4,200円★

野沢菜、しめじ野菜、あずき、かぼちゃ、切り干し大根 各90g×3 合計15個
●製造日より冷凍１８０日／解凍後冷蔵２日　●アレルゲン：小麦

信州の郷土食「おやき」、ばあちゃん達の伝統技を活かして作った
おやきは素朴で家庭的な味わいです。

小川の庄 縄文おやきセット2868

4,480円★

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍

信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品信州特産品

14
包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品
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品

※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



※画像はイメージです

冷凍 京の肉肩ロースしゃぶ2912

9,400円★

国産黒毛和牛肩ロース部位スライス500g　
●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

京都府産黒毛和牛「京の肉」の霜降り鮮やかな肩ロース肉です。

京都鶏すき 地鶏丹波黒どり鍋セット2936

5,600円★

地鶏丹波黒どり切り身(モモ・ムネ・ササミ計500g)×1、地鶏丹波黒どりスープ(250g)×1、鶏すきのたれ(215g)×1
●製造日より冷凍３６５日／解凍後冷蔵２日　●アレルゲン：小麦

京都の「鶏すき」セットです。お肉はコク深いあじわいの地鶏丹波黒どりを使い、鶏すき専用の割下とスー
プを合わせたソップ炊きでお楽しみください。

九条ねぎと京の肉すき焼きセット2929

10,300円★

肩ロース300ｇ、丹波大黒本しめじ約8切れ、九条ねぎ200ｇ、生芋糸こんにゃく200ｇ、焼きとうふ250ｇ、乾燥
麩30ｇ、黒豆玉子4個、ゆでうどん200ｇ（1玉）、ワイン割りした300ml　
●出荷日より冷蔵３日　●アレルゲン：卵・小麦

繊細な舌ざわりと旨みが特徴の、京都育ちのブランド黒毛和牛「京の肉」。その魅力を最大限に引き出
すのが丹波路オリジナルの割り下です。京丹波町の里山にある人気ワイナリー「丹波ワイン」の赤ワインを
ベースにしたもので、フルーティな味わいが牛肉の甘みとコクを引き立てます。

丹波大納言ぜんざいと
なめらか抹茶プリンのセット

2943

4,150円★

丹波大納言ぜんざい180g×4、なめらか抹茶プリン110g×3　
●製造日より常温１２０日　●アレルゲン：卵・乳成分

丹波大納言小豆をあっさりと炊き上げた京風ぜんざいと宇治抹茶を
ふんだんに使ったプリンです。

京都どんぐり 京漬物の入った
京都米の焼おにぎり

2950

3,850円★

みぶ菜漬 焼おにぎり80g×3個、しば漬 焼おにぎり80g×3個、白菜漬 焼
おにぎり80g×3個、柚子だいこん 焼おにぎり80g×3個　
●製造日より冷凍５４０日　●アレルゲン：小麦

京都米『ひのひかり』を使用した焼おにぎり。お醤油は京都の老舗、明治12年創業の澤井醤
油本店の濃口醤油を使用し、お醤油を“塗る”のではなく、お米とお醤油を一緒に炊きあげ“炊
き込みごはん”にしました。ふっくらと炊き上げたお米は1粒１粒の香ばしさが際立ちます。具材
のお漬物は京都　林慎太郎商店製造の京漬物。化学調味料を使わず厳選したお塩・砂
糖・お酢・醤油・みりんなどで漬け込んだこだわりの京漬物です。温めていただいたあとに、お
茶をかけていただき、お茶漬にしていただいても非常においしくお召し上がりいただけます。

京都どんぐり 
京野菜の入った京風ぎょうざ

2967

4,000円★

九条ねぎぎょうざ180g(18g×10個)×5P　
●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：小麦

京都産九条ねぎを使用した京風ぎょうざ。味付けには、京都七味
家本舗の一味や澤井醤油本店の醤油、佐々木酒造の割烹酒など、
京の老舗の嗜好品を使用しました。九条ねぎと黒豚肉が入ったシャ
キシャキでジューシーな京風ぎょうざはビールと相性ばっちり。また焼
餃子だけでなく、お鍋の具材や水餃子にしてもお楽しみいただけます。

冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

ご注文締切日 出荷日

第1回

第2回

第3回

11/10(木)

11/28(月)

12/7(水) 12/16(金)

第4回 12/13(火) 12/23(金)

12/9(金)

11/29(火)

ご注文締切日

12/6(火)

出荷開始日

12/1(木)

最終出荷日

12/23(金)

最終出荷日

12/24(土)

最終出荷日

12/24(土)

九条ねぎと京の肉すき焼きセット

各回50セット

京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品京都府特産品
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松阪牛ウデすき焼き用(冷凍)500ｇ　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

限定地域による肥育・未経産の雌牛など厳しい基準がある、日本３
大和牛の一つ『松阪牛』をご家庭で味わってください。赤身と脂肪の
バランスが良い「ウデ」をすき焼き用で。喜ばれること間違いなしです

松阪牛ウデすき焼き用3025

10,100円★

特産松阪牛ウデすき焼き用(冷凍)400ｇ　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

松阪牛の中でも特に但馬地方をはじめとする兵庫県より子牛を導入し、約38か月以
上長期肥育されたものを「特産松阪牛」と呼称します。（通常松阪牛の肥育期間は約
30か月です。）このような肥育方法は世界に見ても他に例がなく、そのため生産頭数も
少数で、松阪牛全体の数パーセントに留まります。まさに選ばれた松阪牛です。

特産松阪牛ウデすき焼き用3018

9,900円★

松阪牛ロースすき焼き用(冷凍) 400g　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

限定地域による肥育･未経産の雌牛など厳しい基準がある、日本３
大和牛の一つ『松阪牛』をご家庭で味わってください。とろけるような
味わい･最高級の部位である「ロース」をすき焼き用にカットしました。

松阪牛ロースすき焼き用3032

14,200円★

松阪牛 モモバラ焼肉用 (冷凍) 500g　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

限定地域による肥育･未経産の雌牛など厳しい基準がある、日本３
大和牛の一つ『松阪牛』をご家庭で味わってください。赤身の多い
「モモ」と脂の甘みが味わえる「バラ」をセットでご用意いたしました。

松阪牛 モモバラ焼肉用3056

9,600円★

三重県産黒毛和牛モモすき焼き用(冷凍)　600ｇ　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

三重県の温暖な気候と豊かな風土の中で育てられた和牛です。赤
身の美味しさを味わえるモモをすき焼き用にスライスしました。たくさ
んのお野菜と一緒にお召し上がりください。

三重県産黒毛和牛モモすき焼き用3049

9,100円★

松阪牛ロースステーキ用(冷凍) 2枚 400g　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

限定地域による肥育･未経産の雌牛など厳しい基準がある、日本３大和牛の
一つ『松阪牛』をご家庭で味わってください。とろけるような味わい･最高級の
部位である「ロース」をお肉の旨味があふれ出すステーキ用にカットしました。

松阪牛ロースステーキ用3063

15,600円★

松阪牛カレー 200g×2個、伊勢うまし豚カレー 200g×2個　

●製造日より常温７３０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

松阪牛カレーと伊勢うまし豚カレーをセットでお楽しみいただけます。
原料肉にはそれぞれ松阪牛、伊勢うまし豚を１００％使用しています。
じっくりとソテーした国産のたまねぎをベースに、オリジナルスパイスと
フルーツの自然な甘みをバランスよく配合したカレーです。

松阪牛カレー･
伊勢うまし豚カレーセット

3087

4,600円★

三重県産黒毛和牛ローストビーフ250ｇ×2個、ローストビーフのたれ20ｇ×2個

●製造日より冷凍３０日／解凍後冷蔵1日　

●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

三重県産黒毛和牛のモモを特製の香辛料で味付けしローストビーフ
に仕上げました。

三重県産黒毛和牛
ローストビーフ(タレ付)

3070

11,200円★

松阪牛ハンバーグ(デミグラスソース)1個170g×3個　

●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

牛肉原料に三重県松阪牛肉を100％使用したこだわりのハンバーグ
を特製デミグラスソースで仕上げています。

松阪牛ハンバーグ
(デミグラスソース)

3094

4,800円★

冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍
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※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



ゆふいん創作菓子 蜜衛門3216

4,000円★

蜜衛門×14●製造日より常温３０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

大分県産さつま芋「べにはるか」を蒸気釡で皮ごと蒸し、さらに糖度をだすためじっくり釡で焼き、バター
や卵黄などを加えて独自の餡を作り、別生地で包み、型に入れてじっくりと焼きあげました。

ゆふいん創作菓子 ぷりんどら3223

4,100円★

ぷりんどら×9　●製造日より冷凍３０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

メープル風味のふんわり甘いどら焼きにジャージー牛乳を使ったなめらかな口どけのプリンをやさしく包み
込んだお菓子です。特製カスタードクリームとほろ苦いカラメルソースがアクセントとなり、絶妙なおいしさ
を引き立たせます。

桂利久　嵐山寿楽(ひとくち和菓子)3230

4,100円★

ひとくち和菓子 24個　●製造日より常温６０日　●アレルゲン：卵・小麦

京都の姿かたちも愛らしい一口和菓子です。12種類の和菓子が楽しめます。

ロールカステラ2本セット(丹波黒豆・金ごま)3247

4,820円★

丹波黒豆ロールカステラ×1本(約300g)、金ごまロールカステラ×1本(約300g)　

●製造日より常温４５日　●アレルゲン：卵・小麦

丹波産黒豆と金つきたてごまをふんだんに使用したロールカステラです。

祇園又吉 まるごと栗ようかん3254

4,550円★

栗ようかん×5、抹茶栗ようかん×4(計9)　●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：ー

栗がまるごと一個入った、お花の形をした栗ようかんです。

京都 養老軒 京の焼きモンブラン3261

4,550円★

栗・さつまいも・黒豆抹茶×各4(計12)　●製造日より常温９０日　●アレルゲン：卵・乳成分

栗・さつまいも・黒豆抹茶の3種の焼きモンブランです。

京都 養老軒  博多あまおう まるごと苺大福3278

4,660円★

あまおう大福(白あん)×4、あまおう大福(こしあん)×5(計9)　●製造日より冷凍９０日　●アレルゲン：ー

いちごの王様「博多あまおう」がまるごと１つ入った大福です。

京都 養老軒 京の蜜芋ぱふぇ3285

4,660円★

蜜芋ぱふぇ×6　●製造日より冷凍９０日　●アレルゲン：乳成分

安納芋を使った手間ひまかけた和のデザートです。

冷凍

最終出荷日

12/23(金)
ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/25(日)

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/24(土)

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/24(土)

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/24(土)

冷凍 冷凍

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/24(土)
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ミルフィーユ3353

3,300円★

アーモンド7個、ストロベリー6個、チョコレート7個　●製造日より常温１２０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

サクサクのパイにクリームをはさみ、自慢のチョコレートで
コーティングしたチョコレートが主役のミルフィーユです。

スイートセレクション3360

4,240円★

ファンシーチョコレート20個、プレーンチョコレート21枚(122g)(ミルク7枚、ミルクビター7枚、ビター7枚)、ミルフィーユ
8個(アーモンド3個、ストロベリー2個、チョコレート3個)、メリーズガトーショコラ6個　
●製造日より常温１２０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

チョコレートと焼き菓子のバラエティ豊かな詰合せです。

～果実の便り～国産フルーツアイス物語3377

4,440円★

福岡あまおう苺アイス、北海道赤肉メロンアイス、岡山清水白桃アイス、青森りんごアイス、長野巨峰アイス、和歌
山みかんアイス：各70ml×2　●アレルゲン：乳成分

福岡県産のあまおう苺、北海道産の赤肉メロン、岡山県産の清水白桃、青森県産のりんご、長野県
産の巨峰、和歌山県産のみかん、それぞれの地域で名産の果物を原料にしてつくったアイスのセットです。
素材の良さを大切にした爽やかな味わいのアイスです。

三國推奨 
北海道クレームブリュレ･ミルクブリュレセット

3384

4,000円★

三國推奨北海道クレームブリュレ･三國推奨北海道ミルクブリュレ各85g×3　
●製造日より冷凍１２０日　●アレルゲン：卵・乳成分

北海道の雪景色をイメージしたミルクの風味豊かな白いブリュレと、濃厚な味わいのクレームブリュレ。
2種類のブリュレが楽しめます。半解凍にてお召し上がりください。

栃木県産 とちおとめ苺アイス６個3391

4,440円★

とちおとめ苺アイス95ml×6　●アレルゲン：乳成分

いちごの生産量日本一を誇る栃木県の「とちおとめ」を使った華やかなアイスカップ。とちおとめソース、とちお
とめ果汁入りアイス、そして特製とちおとめ果肉入りソースをトッピングした「とちおとめ」づくしのアイスです。

バスクチーズケーキセット3407

4,550円★

バスクチーズケーキ×6個　●製造日より冷凍９０日　●アレルゲン：卵・乳成分

スペイン･バスク地方で生まれたチーズケーキ。
北海道産の新鮮な無添加の生クリームと北海道産クリームチーズを使用した濃厚ふわとろスイーツです。

八天堂冬スイーツ詰合せ3421

4,670円★

八天堂バームクーヘン×1、くりーむパンカスタード×1、くりーむパンショコラベ
リー×2　●製造日より冷凍９０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

可愛らしいハート形のフォルムが目を引く、
くちどけの良いバームクーヘンが出来ました。

ご注文締切日

12/13(火)

最終出荷日

12/22(木)

ご注文締切日

12/13(火)

最終出荷日

12/22(木)

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
銀座カラメルプリンブリュレ

3414

4,880円★

プリンブリュレ×7(カラメルクラッシュ付)　
●製造日より冷凍９０日　●アレルゲン：卵・乳成分

生クリームとカラメルソースを使い、なめらかで濃厚な味わいに仕上げました。

冷凍 冷凍

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/24(土)

みかん饅頭 陽の恵み3438

5,450円★
15個入り　●製造日より冷蔵３０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

全国菓子大博覧会2017食料産業局賞 受賞 ！ 静岡県産の三ケ日みかん
を丸ごと使用したミルク飴に糖付けしたピ－ルを加えることで、より豊かな
風味とコクを際立たせます。バターをたっぷり使用した風味豊かな生地
はみかん飴との相性抜群です。ふんわりした食感をお楽しみください。

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/23(金)
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※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



お刺身数の子240ｇ　●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：小麦

数の子をよりおいしく手軽に食べて頂きたく、一本造りのお刺身数の
子を造りあげました。従来の塩数の子と違い、薄皮取り及び塩抜き
の手間がまったく必要ありませんので添付のたれ、おろしわさびで
お召し上がりください。

お刺身数の子3568

6,000円★

ほたて貝柱200g×2　

●製造日より冷凍１８０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：ー

北海道産のほたて貝柱だけを取り出して急速凍結しました。お刺身
はもちろん様 な々お料理にお使い頂けます。

北海道産ほたて貝柱3575

6,350円★

ぼたんえび160g×1、ほたて貝柱200g×1　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：えび

北海道産のほたて貝柱と、同じく北海道で水揚げされたボタンエビ
を詰合せました。

北海道産ぼたんえび＆ほたてセット3582

6,200円★

いくら醤油漬100g×1、鮭とろ120g×2　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：小麦

羅臼産の鮭とろといくら醤油漬(はぼまい昆布しょうゆ味)を詰合せました。鮭とろは
羅臼で水揚げされる秋鮭オスを鮮度と味付けにこだわり綿実油で味付けしたトロ
のような一品。いくら醤油漬は北海道産の秋鮭卵をはぼまい昆布だしを使用した
醤油ダレで味付けしました。手巻き寿司や丼ぶりなどにおすすめです。解凍の際
はできるだけ低い温度でゆっくり解凍し、半解凍になったら直ちに調理してください。

いくら醤油漬と羅臼産鮭とろセット3599

6,500円★

いくら醤油漬100g×1、鮭とろ120g×1、ほたて貝柱150ｇ×1　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：小麦

羅臼産の鮭とろといくら醤油漬(はぼまい昆布しょうゆ味)、ほたて貝柱を詰
合せました。鮭とろは羅臼で水揚げされる秋鮭オスを鮮度と味付けにこだ
わり綿実油で味付けしたトロのような一品。いくら醤油漬は北海道産の秋
鮭卵を歯舞昆布だしを使用した醤油ダレで味付けしました。お刺身でも
召し上がれるほたて貝柱です。手巻き寿司や丼ぶりなどにおすすめです。

北海道海鮮丼セット3605

6,800円★

いくら醤油漬100ｇ×2　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：小麦

北海道産の鮭の卵を醤油タレに漬込み（こんぶしょうゆ使用）、風味
豊かに仕上げております。ご飯にたっぷりかけて「いくら丼」や｢寿司
だね」としてご賞味いただけます。

いくら醤油漬100ｇ×23612

7,150円★

にしん の 昆 布 煮130g×1、さば の 味 噌 煮130g×1、こま い の 甘 露 煮

130g×1、秋鮭の味噌煮130g×1、黒がれいの生姜煮180g×1　

●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：小麦

北海道で水揚げされた魚を、骨まで食べられるようにやわらかく
煮込みました。常温保存が可能な1食（2人前程度）ずつの小分け
パックです。そのまま、もしくは温めてお召し上がりください。

北海道産 煮魚セット(5種)3629

5,100円★

ほたて貝柱150g×1、秋鮭ルイベスライス90g×1、お刺身用たこ70g×1、いくら醤油漬60ｇ×1、なんばんえび100ｇ×1　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：小麦・えび

北海道のお刺身具材を5種類詰合せしました。お刺身の盛り合わせや海鮮丼にしてお召し上がりください。にぎやかな食卓を演出します。

北海道産海鮮5種詰合せ3636

7,000円★

ほっけ開き干し2枚(300g)×1、宗八かれい一夜干 2枚(200g)×1、にしん

開き 2枚(200g)×1、いわし開き2枚(120g)×1　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：ー

すべて北海道産にこだわり、北海道の魚をより食していただくため、4種
の魚を詰合せしたボリューム満点のセットです。干物名人が塩のみで味
付けしました。解凍後、中火くらいでじっくり焼いてお召し上がりください。

北海道浜の朝食4種3643

5,300円★

ほっけ開き干し2枚(300ｇ)×1、ほたてステーキ4個(40g)×1、塩秋鮭切身

2切(140g)×1　

●製造日より冷凍９０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：卵・乳成分

北海道産のほっけ、帆立ステーキ、塩秋鮭切身を詰合せました。
焼いてお召し上がりください。

北海道海鮮焼きセット3650

5,520円★

ほたて貝柱100g×1、鮭とろ120g×1、ほっけ開き干し250ｇ(１枚)×1、いくら醤

油漬40ｇ×1、昆布10ｇ(なが昆布)×1、塩昆布15ｇ×1、いかそーめん60ｇ×1

●製造日より冷凍１８０日／解凍後冷蔵１日　●アレルゲン：小麦

いくらや帆立など、北海道ぎょれんの工場で作った人気商品と北方ロシア海域
で船内凍結した鮮度の良いスルメイカを使用したいかソーメン、北海道産昆布
などの海鮮7種を詰合せました。ご贈答に、家族団らんの食卓におすすめです。

北海道海鮮グルメセット（7種）3667

6,800円★

冷凍

冷凍

冷凍 冷凍 冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍 冷凍
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細切昆布ほそしお40ｇ、細切昆布なぎさ35ｇ、志そ昆布40ｇ、角切昆布

120ｇ、桂100ｇ　●製造日より常温９０日　●アレルゲン：小麦

北海道産の昆布を使用しやわらかく甘口に仕上げた「角切昆布」や、
塩がより一層昆布の旨み味を引き出す「ほそしお」など５種の味わい
をお楽しみください。おかずやお茶うけに最適な一品です。

京都かじの「京の味 たからくさ」3711

4,300円★

鮭とろキムチ(チリ産)・ホタテキムチ(北海道産)・サーモンわさび(チリ産)・灯台

つぶわさび(根室産) 各120g　●製造日より冷凍６０日　●アレルゲン：小麦

根室産灯台つぶ、北海道噴火湾のベビーホタテ、脂の乗ったトラウ
トサーモンを使用したお酒に良く合う海鮮おつまみセットです。お酒
のつまみとしてはもちろん、そのままご飯のおかずや納豆ご飯に混
ぜて海鮮納豆ご飯としても美味しくお召し上がりいただけます。

海鮮おつまみ亭 4種詰合せ3728

4,860円★

鯖･漬け味噌120g×2、鰆･漬け味噌120g×２、鰤･漬け味噌120g×2、

赤魚･漬け味噌120g×2 各1箱 合計8切、4箱　

●出荷日より冷凍９０日　●アレルゲン：卵・小麦

京都の有名店監修の西京焼き詰合せ。シンプルながらも味わい
深い味噌の風味と魚の美味しさが絶妙の逸品です。

京都祇園山玄茶 西京漬け詰合せ3735

6,040円★

とらふぐたたき刺身100g、とらふぐ皮刺30g、ポン酢12g×3、もみじおろし3g×3

●出荷日より冷凍３０日／解凍後すぐにお召し上がりください。　

●アレルゲン：小麦

国産とらふぐを強火でサッと火を通し氷水で身を引き締め、お皿に盛
り付けました。プリプリで香ばしいとらふぐたたきとコラーゲンたっぷり
のとらふぐ皮刺しをお召し上がりいただけます。

国産とらふぐたたき刺身３～４人前3742

6,100円★

無着色辛子明太子460g　

●出荷日より冷蔵１４日　●アレルゲン：小麦・かに

2012年～2022年モンドセレクション11年連続金賞受賞商品。清酒、
柚子胡椒などを使った調味液に新鮮なたらこをじっくりと漬け込みまし
た。ピリッとした辛さの中にも深い味わいとコクのある辛子明太子です。

博多紀久屋 無着色辛子明太子3759

6,100円★

花咲がに甲羅盛り65gx4個　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：かに

浜茹での花咲がにの身を抜いて、甲羅に盛り合わせた絶品です！

冷凍花咲蟹甲羅盛り4個入り3766

10,800円★

真アジ(長崎･島根)5枚、真イワシ(千葉・三陸)4枚、エボ鯛(中国)3枚、カサ

ゴ(ウルグアイ)2枚　

●製造日より冷凍３０日／解凍後冷蔵３日　●アレルゲン：小麦

自家製(開き･味付･乾燥)

味の魚彩おまかせセット3797

5,900円★

天然鮭塩切身1切×4､いくら醤油漬､鮭ルイベ漬  各60g 　

●製造日より冷凍６０日／解凍後冷蔵５日　●アレルゲン：小麦

北海道の旬に獲れた天然秋鮭をほどよい塩加減で仕上げ旨味を引
き出した塩切身と、人気のいくら醤油漬と鮭といくらの醤油漬け珍の
親子セットです。切身は焼き、いくら、鮭ルイベ漬と一緒に３種をご
飯に盛り付け鮭親子丼として。

佐藤水産 北海道鮭物語セット3803

5,150円★

天然鮭塩切身1切×3､鮭さざ浪漬1切×3､鮭ルイベ漬､数の子入松前漬､塩辛

職人､石狩味 各60g 　

●製造日より冷凍６０日／解凍後冷蔵５日　●アレルゲン：卵・小麦

北海道産の天然鮭を丁寧に塩をほどこした塩切身と、当社オリジナ
ルの特注糀にじっくり漬け旨味を引き出したさざ浪漬、北海道原料
の鮭、いくら、昆布、などを使った各種珍味の個包装の詰合せです。

佐藤水産 石狩鮭工房3810

6,150円★

佐藤水産 銀毛新巻鮭姿半身切身(二分割)1kg3773

5,550円★

1kg 半身姿切り身(二分割真空)　●製造日より冷凍６０日／解凍後冷蔵４日　●アレルゲン：ー

佐藤水産 銀毛新巻鮭姿切身(四分割)2kg3780

7,300円★

2kg 姿切身(四分割真空)　●製造日より冷凍６０日／解凍後冷蔵４日　●アレルゲン：ー

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

味の魚彩おまかせセット3797

限定100個

冷凍 冷凍 冷凍

秋鮭が旬となる９月～１０月、北海道の沿岸で水揚げした新鮮な銀毛の鮭に丁寧に塩をほどこした甘塩タイプの「新巻鮭姿切」 保存に便利な真空パックです。

ご注文締切日

12/13(火)

最終出荷日

12/24(土)

ご注文締切日

12/13(火)

最終出荷日

12/24(土)

ご注文締切日

12/13(火)

最終出荷日

12/24(土)

ご注文締切日

12/13(火)

最終出荷日

12/24(土)
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包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品
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※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



宮城 仙臺牛たん屋 カレーシチューセット3865

5,850円★

牛たんカレー×3袋、牛たんシチュー×3袋(各250gレトルト袋 計6袋)　

●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：乳成分・小麦

牛たんをふんだんに使用した贅沢なカレーとシチューのセットです。
全国観光土産品 公正取引協議会認定品

宮城 仙臺牛たん屋 牛たん焼き3872

6,530円★

牛たん塩味100gパック2袋、牛たん味噌味150g(牛たん105g＋みそ45g)1袋、牛たん読本(しおり)　

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：ー

「牛タン焼き」発祥の地仙台から、本場の味をご家庭へお届け。伝統の技でじっくりと熟成、味付けをし
た柔らかな部分を、厚みのあるスライスに仕上げました。全国観光土産品　公正取引協議会認定品

柿安料亭しぐれ煮詰合せ6点セット3889

4,620円★

減塩牛肉しぐれ50g､減塩牛肉ごぼうしぐれ50g､くるみ牛肉うま味炊き50g､減塩鰹こんぶ50g､帆立うすだき40g､

そぼろ味噌味あわせ100g　●製造日より常温２７０日　●アレルゲン：小麦

あつあつのご飯に最適、お好みの野菜とからめてサラダ感覚でおすすめします。 柿安黒毛和牛入りハンバーグステーキ3896

5,400円★

黒毛和牛ハンバーグステーキ100g、デミグラスソース30g、ごぼう入りメンチカツ80g、海老カツレツ85g×各4個

●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦・えび

直火焼ローストビーフセット(PFR-3)3902

3,790円★

直火焼ローストビーフ230g、ローストビーフソース100ml　

●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：小麦

良質な牛肉を直火で焼きあげ、肉の旨みをのがさず低温でじっくりと調理しました。

伊藤ハム 笠原将弘監修賛否両論(WR-50)3919

5,950円★

ローストビーフ(もも)210g×2、わさび醤油ソース30g×2、ローストビーフソース和風ゆず風味30g×2　

●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：小麦

東京･恵比寿にある日本料理店「賛否両論」。店主の笠原将弘が監修した、和のローストビーフギフトです。
焙煎黒胡椒を程よく使用し、お肉の旨みを一層引き立てました。

海と大地のパイピッツァ3926

6,170円★

海のピッツァ (シーフード＆ブロッコリー )、大地のピッツァ (ベーコン＆アスパラ) 各180g×2　

●出荷日より冷凍３０日　●アレルゲン：乳成分・小麦・えび

サクサクのパイ生地ととろーりチーズにエビやタコなどのシーフードと
ベーコンをトッピングした2種のパイピッツァです。

レンジで簡単　チーズフォンデュタルト3933

6,170円★

チーズフォンデュタルト(シーフード)、チーズフォンデュタルト(ウィンナー・ベーコン) 各150g×2　

●出荷日より冷凍３０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

好きだけど、自宅で調理するのは面倒。と言われるチーズフォンデュを
レンジで簡単に、美味しくお楽しみいただけるようにアレンジしました。

冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/25(日)
ご注文締切日

12/12(月)

最終出荷日

12/25(日)
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
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国産ふぐちりセット(3～4人前)4015

5,500円★

ふぐちり(とらふぐアラ200g･まふぐちり200g)、ポン酢12g×4、もみじおろし3g×4　
●製造日より冷凍３０日　●アレルゲン：小麦

ふぐの里･下関南風泊漁港にて競り落とされた鮮度抜群のふぐを厳選。隣接した工場でさばいて直送し
ます。お好みの野菜、きのこと一緒にふぐちり鍋をお楽しみください。

小樽海鮮一人鍋セット4022

5,400円★

石狩鍋･かに鍋･鮭うしお汁 各280g×2個　●製造日より冷凍３０日　●アレルゲン：卵・小麦・えび・かに

レンジで温めるだけで、すぐに食べられる、本格海鮮鍋の詰合せです。北海道の郷土料理を代表する、濃厚
な味噌味が特徴の石狩鍋に、紅ズワイガニをふんだんに使用した醤油味のかに鍋、秋鮭、サーモントラウトを
使い出汁の風味を味わえる塩味仕立の鮭うしお汁。一人分なのでいつでもお手軽にお楽しみいただけます。

プレミアム工房®ハンバーグセット(PHB-30A)4039

3,790円★

ハンバーグデミグラスソース120g×4、ハンバーグ和風おろしソース120g×4
●製造日より冷凍３６６日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

柔らかくジューシーなハンバーグに、シェフのレシピで仕上げた特製デミグラスソース、和風おろしソースをあ
わせました。表面をしっかり焼き、真空調理で中までじっくり加熱することによりお肉の旨みを閉じ込めました。

浜名湖うなぎ真空長蒲焼3枚入り4046

9,570円★

うなぎ真空長蒲焼(約100g)×3、たれ(100ml)×1、山椒　●出荷日より冷蔵３０日　●アレルゲン：小麦

豊かな恵み溢れる浜名湖で、生産者が手間をかけて育てた浜名湖うなぎを当組合の加工場で美味しく
仕上げました。真空パックで安心･長持ち。お手軽に本場の蒲焼をお楽しみいただけます。伝統の浜名
湖うなぎを是非ご賞味ください。

横浜ロイヤルパークホテル監修 
ひとくち黒豚餃子 60個

4053

4,330円★

ひとくち黒豚餃子（10g×20）×3、たれ8.3ml×6　●製造日より冷凍１８０日　●アレルゲン：小麦

国内産黒豚肉を使用。黒豚肉の旨み、たまねぎの甘味、隠し味にごま油を加えた深いコクと旨味が特
徴の横浜ロイヤルパークホテル監修の味をお楽しみ下さい。1個10ｇのひとくちサイズの餃子はおつまみに
も最適の一品です。

蓬莱本館 豚まんセット3P4060

4,660円★

豚まん(120g×4個)×3袋　●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：小麦

大阪･難波の蓬莱本館の豚まん。国産の豚肉を使用した、具たっぷりの本格派の豚まんです。

生・冬の秋田比内地鶏麺三昧12食4077

3,790円★

比内地鶏うどん（めん120ｇ×2、めんつゆ36ｇ×2、あげ玉3ｇ×2、乾燥ねぎ0.2ｇ×2）×2パック、比内地鶏醤油らー
めん（めん110ｇ×2、スープ40ｇ×2、味付メンマ10ｇ×2）×2パック、比内地鶏塩らーめん（めん110ｇ×2、スープ
39ｇ×2、味付メンマ10ｇ×2）×2パック　●製造日より常温３０日　●アレルゲン：小麦

秋田の自然が育んだ比内地鶏のガラを丁寧に炊き上げたスープを使用した、
定番のらーめん（醤油味・塩味）と、ツルツルしこしこの平打ちで温冷お好
みでお楽しみいただけるうどんの、バラエティに富んだ麺の詰め合わせです。

生･全国繁盛店ラーメン12食セット4084

4,120円★

札幌「いちまる」味噌味(麺120g、スープ50g 各2)、秋田「十郎兵衛」醤油味(麺120g、スープ42g 各2)、仙台「おり久」味噌味
(麺120g、スープ35g　各2)、喜多方「一平」醤油味(麺120g、スープ40g　各2)、広島「満麺亭」醤油味(麺120g、スープ45g
　各2)、博多「入船食堂」とんこつ味(麺120g、スープ50g 各2) ●製造日より常温４５日　●アレルゲン：卵・小麦

北は北海道、南は九州までご当地ラーメン店味めぐり。店主監修のもと作り上げた各店自慢の味を
ご家庭で手軽にお楽しみください。

冷凍 冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)
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※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



特選ロースハム350g、特選ももハム350g、焼豚280g　

●製造日より冷蔵９０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

国産豚肉を使用したハム２種類と焼豚のセットです。

5,950円★

プリマハム匠の膳ギフト(TZ-60)4145

特選ロースハム44g×2、特選ももハム44g×3、ベーコン45g、あらびき

ウインナー 87g、ハーブウインナー 87g、特選厚切りももハム60g、ロース

生ハム45g　●製造日より冷蔵４０日　●アレルゲン：卵・乳成分

国産豚肉を使用したハム・ウインナーでバラエティ豊かな詰合せです。

4,870円★

プリマハム匠の膳ギフト(TZS-490)4138

特選ロースハム55g、あらびきウインナー 96g×2、

特選ももハム55g、あらびきステーキ150g　

●製造日より冷蔵４０日　

●アレルゲン：ー

鹿児島県産の黒豚でつくりましたロースハム、
ももハム、ウインナー、あらびきステーキのセット
です。

3,790円★

プリマハム鹿児島県産
黒豚ギフト(BPS-300)

4152

特選ホワイトロースハム350g、焼豚200g　

●製造日より冷蔵９０日　

●アレルゲン：乳成分・小麦

鹿児島県産の黒豚でつくりましたホワイトロース
ハムと焼豚のセットです。

4,870円★

プリマハム鹿児島県産
黒豚ギフト(BP-41R)

4169

特選ロースハム55g、特選ももハム55g、あらびき

ウィンナー 96g、ちぎりかまぼこ75g、ごぼう天

105g、上棒天90g、特上揚135g　

●製造日より冷蔵４０日

●アレルゲン：卵・小麦

鹿児島県産の黒豚でつくりましたハム、ウィン
ナーとさつまあげのセットです。

3,790円★

プリマハム鹿児島県産
黒豚とさつまあげセット
(KKS-300(N))

4176

ポークローフ200g、あらびきウィンナー 96gｘ2、

焼豚200g　

●製造日より冷蔵４５日　

●アレルゲン：乳成分・小麦

鹿児島県産の黒豚でつくりましたポークローフ、
焼豚、あらびきウィンナーのセットです。

4,330円★

プリマハム鹿児島県産
黒豚ギフト(BP-35R)

4183

特選ホワイトロースハム250g、しっとり焼豚185g、スモークローフ

180g、ペッパーローフ180g、生ハムロース36g、絹びきウィンナー

86g×2　●製造日より冷蔵４５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

特選ホワイトロースハムと焼豚、２種類のローフ、生ハム、ウインナー
とバラエティ豊かなギフトセットです。

5,950円★

プリマハム匠伝説ギフト(TL-509)4213

しっとり焼豚185g、スモークローフ180g、ペッパーローフ180g、

生ハムロース36g×2、絹びきウインナー86g　

●製造日より冷蔵４５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

焼豚に2種類のローフ、ウィンナー、生ハムとバラエティ豊かなギフト
セットです。

3,790円★

プリマハム匠伝説ギフト(TL-340)4206

特選ホワイトロースハム250g、スモークローフ180g、ペッパーローフ

180g　

●製造日より冷蔵９０日　●アレルゲン：卵・乳成分

特選ホワイトロースハムに２種類のローフを詰め合わせたギフトセット
です。

3,790円★

プリマハム匠伝説ギフト(TL-305)4190

特選ロースハム44g×2、ベーコン45g、あらびきウインナー 87g、ハー

ブウインナー87g、特選厚切りももハム60g×2　

●製造日より冷蔵６０日　●アレルゲン：卵・乳成分

国産豚肉を使用したハム・ウインナーでバラエティ豊かな詰合せです。

3,790円★

プリマハム匠の膳ギフト(TZS-360)4121

特選ロースハム350g、焼豚280g

●製造日より冷蔵９０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

国産豚肉を使用したロースハムと焼豚のセットです。

4,870円★

プリマハム匠の膳ギフト(TZ-41)4114
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。

お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日



特選ロースハム360g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選肩ロース180g

●製造日より冷蔵６５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

3,790円★

伝承献呈(GMC-402)4312

特選ロースハム360g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選ホワイト肩ロース180g、

特選炙り焼ローフ160g、特選深燻ベーコン180g、特選二段加熱あらびきステーキ

110ｇ　●製造日より冷蔵５５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

5,950円★

伝承献呈(GMF-608)4343

特選ロースハム180g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選ホワイト肩ロース180g、特選二

段加熱あらびきステーキ110ｇ、特選炙り焼ローフ160g、特選二段加熱あらびきステー

キ黒胡椒110g　●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

4,330円★

伝承献呈(GMF-50)4336

特選あらびきヴルスト160ｇ、特選ホワイト肩ロース180ｇ、焼豚二段加熱仕立て

160g、特選二段加熱あらびきステーキ110ｇ、特選あらびき燻しウインナー 80ｇ

●製造日より冷蔵５５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

3,790円★

伝承献呈(GM-38)4329

特選ロースハム320g、特選ももハム230g、特選燻しあらびきヴルスト160g、特選あらびき燻し

ウインナー80g、特選あらびき芳醇ウインナー80g、特選燻ベーコン180g、特選肩ロース210g

●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：ー

5,950円★

伝承献呈うす塩仕上げ(GMU-55)4374

特選ロースハム320g、焼豚二段加熱仕立て160g、特選燻しあらびきヴルスト160g、特

選燻ベーコン180g、特選あらびき燻しウインナー80g、特選あらびき芳醇ウインナー80g

●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

4,870円★

伝承献呈うす塩仕上げ(GMU-45)4367

特選ロースハム320g、特選ももハム230g、特選燻しあらびきヴルスト

160g

●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：ー

3,790円★

伝承献呈うす塩仕上げ(GMU-35)4350

ローストビーフ（もも）200ｇ、トリュフ入りグレイビーソース30ｇ、生ハムスライス45ｇ、

デミグラスソースハンバーグ120ｇ×3、デミグラスソースチーズ入りハンバーグ120ｇ×3

●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

「ローストビーフ」、「ハンバーグ」を中心にご家族皆様でお楽しみい
ただけるメニューを詰め合わせました。

3,790円★

伊藤ハム 田崎真也セレクション(YO-40)4428

豚角煮 だし仕立て130ｇ×2、豚角煮 香味醤油仕立て130ｇ×2、豚角煮 

味噌仕立て130ｇ×2　

●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

4,330円★

伊藤ハム 笠原将弘監修賛否両論(WA-36A)4411

牛しぐれ煮ごぼう55ｇ、鶏の野菜巻き山椒風味160ｇ、つくねの蕪みぞれ仕立て

200ｇ、鶏の照り焼き160ｇ、豚ばらの味噌煮込み70ｇ、豚ロースの醤油煮込み70ｇ

●製造日より冷凍３６５日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

3,790円★

伊藤ハム 笠原将弘監修賛否両論(WA-30)4404

特選深燻しベーコン51g、しっと

り生ハムロース34g、特選燻しも

もハム48g、特選あらびき芳醇ウ

インナー 85g、特選あらびき燻し

ウインナー 85g、特選ロースハム

45g×2

●製造日より冷蔵３５日

●アレルゲン：ー

3,790円★

伝承(DKS-35)4381

しっとり生ハムもも34g、しっとり生ハ

ムロース34g×2、特選深燻ベーコン

51g、特選ロースハム45g×3、特選燻

しももハム48g、特選肩ロース66g、

特選あらびき芳醇ウインナー85g、特

選あらびき燻しウインナー85g

●製造日より冷蔵３５日

●アレルゲン：ー

5,950円★

伝承(DKS-55)4398

東京・恵比寿で予約の取れない名店として有名な「賛否両論」。料理人笠原将弘が監修したこだわりのギフトセットです。

冷凍 冷凍 冷凍

「伝承」は厳選した国産豚肉を原料とし、創業者「伊藤傳三」のハムづくりの想いを込めました。

からだを想いおいしさはそのままで、塩分をおさえうす塩に仕上げました。

守り伝えられた伝統の技を用い丹念に造り上げました。バラエティに富んだおいしさを詰め合わせたギフトセットです。
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熟成ベーコン51g、熟成ももハム60g、肩ロース生ハ

ム40g、熟成あらびきウインナー 70g、白い熟成あら

びきウインナー 70g、熟成厚切りロースハム62g×2

●製造日より冷蔵４０日　●アレルゲン：ー

4,870円★

国産プレミアム 
美ノ国ギフト(UKI-48)

4527

熟成ベーコン51g、熟成ももハム60g、肩ロース生ハ

ム40g、熟成ビアシンケン72g、熟成あらびきウイン

ナー70g、白い熟成あらびきウインナー70g、熟成ロー

スハム60g、熟成厚切りロースハム62g×2

●製造日より冷蔵４０日　●アレルゲン：ー

5,950円★

国産プレミアム 
美ノ国ギフト(UKI-58)

4534

熟成ロースハム400g、熟成ももハム280g

●製造日より冷蔵５５日　●アレルゲン：ー

5,950円★

国産プレミアム 
美ノ国ギフト(UKI-55)

4541

豚ばら肉巻きあらびきステーキ60g×2、厚切りベーコン60g×2、

白いあらびきソーセージ86g、あらびきソーセージ86g

●製造日より冷蔵４０日　●アレルゲン：ー

3,790円★

国産プレミアム 
美ノ国グリルセット(UK-SG)

4558

特選ロースハム380g、直火焼やきぶた200g

●製造日より冷蔵５５日　●アレルゲン：小麦

3,790円★

鎌倉ハム富岡商会
ギフトセット(KN-30B)

4602

特選ロースハム380g、直火焼やきぶた200g、あらびきミートロー

フ200g ●製造日より冷蔵５５日　●アレルゲン：小麦

4,870円★

鎌倉ハム富岡商会
ギフトセット(KN-403B)

4619

特選ホワイトロースハム380g、特選ももハム320g(ホワ

イト)　●製造日より冷蔵５５日　●アレルゲン：ー

5,950円★

鎌倉ハム富岡商会
ギフトセット(KN-504B)

4626

ローストビーフ220g×2、ローストビーフソース30g×2

●製造日より冷凍３６６日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

5,950円★

プレミアム工房Ⓡロースト
ビーフセット(PRB-50A)

4633

明治33年創業以来、今も変わらず鎌倉の地で当時の技術を受け継ぎ、

伝統製法を守り続けています。

プレミアム工房®では、シェフの技術を活かし、ご家庭でも簡単にレストランの味をお
楽しみいただける商品を作り上げています。ワインを隠し味に、香辛料でシンプルに
味付け、真空調理で柔らかく仕上げた、肉本来のおいしさが味わえるローストビー
フです。炒め玉ねぎと醤油で仕上げた和風ローストビーフソースでお楽しみください。

熟成ベーコン51g、熟成ビアシンケン72g、肩ロース生ハム40g、熟成あらびき

ウインナー 70g、白い熟成あらびきウインナー 70g、熟成ロースハム60g

●製造日より冷蔵４０日　●アレルゲン：ー

3,790円★

国産プレミアム 
美ノ国ギフト(UKI-38)

4510

長年愛されつづけてきたハムギフトの自信作です。

冷凍

ハムづくりに最適な原料をもとめて

私たちは自社農場で、

健康な豚を育むことから

はじめています。

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)
ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

直火焼き焼豚180g、特撰ロースハム180g、直火焼ミートローフ

170g、ペッパーボロニア110g、スモークボロニア110g、特撰ホ

ワイトウインナー 80g、特撰あらびきウインナー 80g　

●製造日より冷蔵５０日●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

3,790円★

本格派ギフトセット(NH-ST)4565

直火焼き焼豚180g、上級ホワイトロースハム380g、スモークハム180g、

直 火 焼ミートローフ170g、ロース生ハム40g、特 撰 ホワイトウインナー

80g、特撰あらびきウインナー 80g　

●製造日より冷蔵５０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

4,870円★

本格派ギフトセット(NH-YT)4596

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

スモークボロニア110g、特撰ロースハ

ム180g、ペッパーボロニア110g、ロー

ス生ハム40g、特撰あらびきウインナー

80g×2  　●製造日より冷蔵５０日

●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

3,790円★

本格派ギフト
セット(NH-SA)

4572

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

特撰ロースハム180g、たれ漬け焼豚180g、ス

モークハム180g 、直火焼ミートローフ170g、

特撰ホワイトウインナー80g、特撰あらびきウイ

ンナー80g ●製造日より冷蔵５０日

●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

4,250円★

本格派ギフト
セット(NH-YA)

4589

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)

ご注文締切日

12/9(金)

最終出荷日

12/26(月)
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日
本
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ム

お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日



チョコケーキ:200g×1個、コーヒー(ヨーロピアンブレンド):7g×4×1個、
マドレーヌ(メープル):×1個、マドレーヌ(ミルク):×1個、マドレーヌ(カフェ
ラテ):×1個、マドレーヌ(アップル):×1個、マドレーヌ(オレンジ):×1個、
マドレーヌ(チョコ):×1個
●製造日より常温１２０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

スイートバスケットケーキ
焼き菓子詰合せ(CM-BE)

4787

㋱送料込 3,140 円  特別価格 2,983円★

OFFOFF
5%

ミルクバウムクーヘン×2個、ミニバウムクーヘン(北海道生クリーム)×2個、
ミニバウムクーヘン(ベルギーショコラ・宇治抹茶)×各1個、プレーンクッ
キー×5個、ドトールドリップコーヒー×4袋、セイロン紅茶ティーバッグ
×4袋
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

Café Etoile ドトールコーヒー＆
バウムクーヘンセット(HRDB-30)

4794

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,496円★

OFFOFF
5%

｢ブレンディ｣スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て14g×12､｢ブレンディ｣ス
ティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て 甘さひかえめ12g×10、｢ブレンディ｣ス
ティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て ミルクたっぷり14g×10、｢ブレンディ｣ス
ティック 紅茶オレ11g×5、｢ブレンディ｣スティック 抹茶オレ12g×5、｢ブレン
ディ｣スティック ココア・オレ11g×6
●製造日より常温４８０日　●アレルゲン：乳成分

ＡＧＦ「ブレンディ」スティック 
カフェオレ コレクション(BST-30R)

4725

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,312円★

OFFOFF
10%

「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック プレミアムブラック エチオピア2g×14、
「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック プレミアムブラック タンザニア2g×14、
「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラック ブラジル・ブレンド2g×14、「ちょっと
贅沢な珈琲店」スティックブラック モカ・ブレンド2g×14
●製造日より常温７５０日　●アレルゲン：ー

ＡＧＦ「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック
プレミアムブラックギフト(ZST-30N)

4732

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,496円★

OFFOFF
5%

ブレンディスティック(カフェオレ･紅茶オレ)各10g×各4P、ユニカフェド
リップコーヒー(ハウスブレンド･マイルドブレンド・オリジナルブレンド)各
7g×各4P、ハマヤドリップバッグコーヒー(マイルドブレンド･ストロング
ブレンド)各8g×各5P
●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：乳成分

ブレンディ＆ユニカフェ＆
ハマヤギフト(MIO-30H)

4770

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,312円★

OFFOFF
10%

「マキシム」インスタントコーヒー スペシャル・ブレンド65ｇ×1、「ブレン
ディ」インスタントコーヒー スペシャル・テイスト70ｇ×1、「ブレンディ」
インスタントコーヒー マイルド・テイスト70ｇ×1　
●製造日より常温１１１０日　●アレルゲン：ー

AGFインスタントコーヒー
バラエティギフト(E-20N)

4718

2,600円★

ゴールドブレンド65g×2、エクセラ80g×2、ゴールドブレンド スティッ
ク2g×8P×3(ブラック、コク深めブラック、香り華やぐブラック×各1)　
●製造日より常温４５０日　●アレルゲン：ー

ネスカフェ レギュラーソリュブル
コーヒー ギフトセット(N30-EV)

4749

3,680円★

大人のご褒美 ミックスステック×18（大人のご褒美 宇治抹茶ラテ10.1ｇ、 
大人のご褒美 カフェラテ11.4ｇ、大人のご褒美 キャラメルマキアート
10.6g×各4、大人のご褒美 ロイヤルミルクティー 11ｇ×6)、ゴールドブ
レンド(ゴールドブレンド、コク深め、 香り華やぐ、カフェインレス×各8）
●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：乳成分

ネスカフェ ゴールドブレンド プレミアム
スティックコーヒー ギフトセット(N30-GK)

4756

3,680円★

ゴールドブレンド スティックブラック2ｇ×20本、ネスカフェ ゴールドブ
レンド コク深め スティックブラック2ｇ×20本、ネスカフェ ゴールドブ
レンド 香り華やぐ スティックブラック2ｇ×10本、ネスカフェ ゴールド
ブレンド カフェインレス スティックブラック2ｇ×10本　
●製造日より常温４５０日　●アレルゲン：ー

ネスカフェ ゴールドブレンド プレミアム
スティックブラックギフトセット(N30-GBK)

4763

3,680円★
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100CANアップル･オレンジ･グレープ･パインアップル160g/各2本、野菜
生活100オリジナル･ベリーサラダ･マンゴーサラダ･アップルサラダ160g/
各4本　
●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：ー

フルーツ+野菜飲料ギフト
(KSR-30L)

4855

3,680円★

野菜一日これ一本･野菜生活100オリジナル200ml/各6本、野菜生活100 
ベリーサラダ･マンゴーサラダ･アップルサラダ 200ml/各4本　
●製造日より常温２７０日　●アレルゲン：ー

野菜飲料バラエティーギフト
(KYJ-30R)

4862

3,680円★

野菜一日これ一本・野菜生活100オリジナル・ベリーサラダ200ml/各10
本、野菜生活100マンゴーサラダ・アップルサラダ200ml/各5本　
●製造日より常温２７０日　●アレルゲン：ー

野菜飲料バラエティーギフト
(KYJ-50R)

4879

5,840円★

野菜生活100 国産プレミアム 白桃ミックス、ラ・フランスミックス、メロ
ンミックス、さくらんぼミックス 125ml/各3本、野菜生活100 国産プレ
ミアム 巨峰ミックス、デコポンミックス 125ml/各2本　
●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：ー

野菜生活100
国産プレミアムギフト(YP-30R)

4886

3,680円★

国産みかん・王林125ml/各3本、国産ふじ125ml/6本、国産秋陽・不知火
125ml/各2本　
●製造日より常温２７０日　●アレルゲン：ー

国産プレミアムジュースギフト
(KT-30S)

4893

3,680円★

100CANアップル・オレンジ・グレープ・パインアップル・ピーチブレンド・
マンゴーブレンド・ブラッドオレンジブレンド160g/各4本　
●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：ー

フルーツジュースギフト
(FB-30N)

4909

3,680円★

ベリー＆ベリーミックス160ｇ缶3本、アルフォンソマンゴーミックス160
ｇ缶3本、パイナップル160ｇ缶5本、ラ・フランスミックス160ｇ缶3本、
ブラッドオレンジミックス160g缶2本　
●製造日より常温４５０日　●アレルゲン：ー

世界の果樹園からプレミアム
飲料ギフト(WFF-30)

4923

3,680円★

オレンジジュース160g缶8本、アップルジュース160g缶4本、パイナップ
ルジュース160g缶8本、グレープジュース160g缶4本、ホワイトグレープ
ジュース160g缶4本　
●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：ー

１００％果汁飲料ギフト
(KDF-30R)

4930

3,680円★

林檎ジュース720ml×6　
●製造日より常温２４０日　●アレルゲン：ー

青森津軽産地直送
樹成完熟林檎ジュース(KR-6)

4916

㋱送料込 4,760 円  特別価格 4,522円★

OFFOFF
5%
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
包装 …簡易包装でお届け冷凍 …冷凍便でお届け 冷蔵 …冷蔵便でお届け …消費期限が短い商品

短冊
のし …短冊のしでお届け

ジ
ュ
ー
ス
ギ
フ
ト



OFFOFF
10%

おかきミックス176g　
●製造日より常温２１０日　●アレルゲン：乳成分・小麦・かに

タクセイ 
いろどり野菜のおかき(IR-2F)

5012

㋱送料込 3,140 円  特別価格 2,826円★

OFFOFF
10%

黒ごま入り玄米煎餅×14枚、紫いも煎餅×14枚、えびまめ花煎餅×12枚、黒
糖ごまざらめ煎餅×9枚、金澤カレー煎餅×6枚、つぶやきサラダ煎餅×6枚　
●製造日より常温１２０日　●アレルゲン：乳成分・小麦・えび

金澤兼六製菓 兼六の華
(KRH-30R)

5029

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,312円★

OFFOFF
5%

巾着ようかん×4(小豆×2、栗･抹茶×各1)、竹かご風寒天ぜんざい×2(小
豆･栗×各1)、パイまんじゅう×2(あずき･さつまいも×各1)、欧風せんべ
い×4(バニラ×2、いちご･抹茶×各1)、栗まんじゅう×2、かすてらまんじゅ
う×2、栗かのこ×2　
●製造日より常温１２０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

創菓 京づる・
かがやき庵(KG-30)

5036

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,496円★

OFFOFF
5%

ロシアケーキ7個、プチガトー7個、サンドクッキー6個、スイートマロン6個　
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦・落花生

中山製菓 カフェスマイルセット
26個(CSS-30)

5043

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,496円★

OFFOFF
5%

クッキー (ストロベリー×4･ココア×8･マンゴー×4)、タルト(ショコラ×4･プレー
ン×2･ストロベリー×2)、フィナンシェ(プレーン×2･ショコラ×2)、ビスキュイ(い
ちご･マンゴー )×各3、プリン(マンゴー･ストロベリー )各57g×各2　
●製造日より常温１５０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

堂島ジョワイユ ティータイム
スイーツギフト(YF-30A)

5050

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,743円★

OFFOFF
10%

カップ羊羹(煉・抹茶・紫芋・栗)各63g×各2、カップゼリー (黒蜜きなこ・
ほうじ茶ラテ)各110g×各2、小豆かのこ120g×2　
●製造日より常温２７０日　●アレルゲン：乳成分

杉本屋 羊羹いろいろギフト
(DYG-30D)

5067

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,546円★

OFFOFF
5%

ケーキ×18(プレーン、キャラメル、抹茶、ショコラ、アールグレイ、ストロベリー×各3)
●製造日より常温９０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

金澤兼六製菓 
オリジナルケーキギフト(CC-30)

5074

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,496円★

OFFOFF
5%

アーモンドパウンドケーキ×1、カップケーキ×4（プレーン、メープル×各2）、
ワッフル×2（プレーン、チョコ×各1）、ラスク×2（シュガー、ココナッツ
×各1）、レモンケーキ×2　
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

ベイクドスイーツセレクション
(CWR-30)

5081

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,496円★

ミルクバウムクーヘン×1個、宇治抹茶バウムクーヘン×1個、ミニバウム
クーヘン（北海道生クリーム）×4個、ミニバウムクーヘン（ベルギーショコ
ラ）×4個、ミニバウムクーヘン（宇治抹茶）×4個　
●製造日より常温１８０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

匠や本舗 美食バウムクーヘン
(HRKB-30)

5098

3,680円★
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包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品

和
・
洋
菓
子

※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



日清ヘルシーキャノーラ油350gPET×2、日清ヘルシーオフ350gPET×2、
日清ヘルシーベジオイル350gPET×2　
●製造日より常温７５０日　●アレルゲン：ー

日清オイリオ オイルバラエティ
ギフトセット(OP-30N)

5159

3,680円★

日清ヘルシーキャノーラ油350gPET×1、日清健康オイルアマニプラス
350gPET×2、日清エキストラバージンオリーブオイル145g瓶×1、日清ヘル
シーごま香油145g瓶×1，日清ヘルシーベジオイル350gPET×1　
●製造日より常温７５０日　●アレルゲン：ー

日清オイリオ オリーブオイル＆
バラエティオイルギフトセット(OV-30)

5166

3,680円★

ほんだし90g×1、ほんだしこんぶだし48g×1、瀬戸のほんじお焼き塩80g×1、味
の素KKコンソメ顆粒タイプ50g×1、丸鶏がらスープ48g×1、AJINOMOTOべに
花油350g×1、AJINOMOTO伝承のおいしさ３種のブレンド匠の油350g×1、
AJINOMOTOさらさらキャノーラ油健康プラス350g×2、AJINOMOTOキャノー
ラ油＆コーン油健康ブレンドライトバランス350g×1、AJINOMOTOオリーブオイ
ル エクストラバージン150g×1、AJINOMOTO一番しぼり純正ごま油150g×1
●製造日より常温５７０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

和洋中バラエティ調味料ギフト
(A-50T)

5173

㋱送料込 5,840 円  特別価格 5,256円★

野菜たっぷりトマトのスープ、野菜たっぷりかぼちゃのスープ、野菜たっぷり豆
のスープ160g、各3袋　
●製造日より常温１９８０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

野菜たっぷりスープギフト
(SO-30)

5180

3,680円★

日清オリーブオイル（エキストラライト350g・エキストラバージン200ｇ）×
各2、宝幸オリーブオイルツナ70g×2　
●製造日より常温７５０日　●アレルゲン：ー

日清オイリオ オリーブオイル
バラエティギフト(DY-30)

5197

3,940円★

キッコーマン（いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450ml・濃いだし本つゆ500ml）、
胡麻香油150g×2、日清一番搾りべに花油380g、マルキン白だし360ml
●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：小麦

日清べに花油＆キッコーマン
バラエティギフト(AKI-30H)

5203

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,743円★

アスパラスープ16.5gx4、コーンスープ16.5gx4、オニオンスープ7gx4、
かぼちゃスープ16.5gx4、チーズコーンスープ16.5gx4、札幌黄玉ねぎスー
プ７ｇｘ４，インカのめざめポタージュ 20gx4、サーモンクリームスープ
17.2gx4、各1箱　
●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

北海大和 北海道スープ
ギフトセット(HS-30E)

5210

3,680円★

アマノフーズ減塩いつものおみそ汁(なす9g・なめこ8g・ほうれん草6.8g)各
2、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml×1、白子味のり(8切5枚)×3、ニッ
スイ焼鮭ほぐし55g×1　
●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：乳成分・小麦・えび

アマノフーズ＆キッコーマン
(F-30D)

5227

3,680円★

アマノフーズ減塩いつものおみそ汁×6（なす9g、なめこ8g、ほうれん草
6.8g×各2）、白子味のり（8切5枚）×4、ニッスイ焼鮭ほぐし55g×2、キッコー
マン200ml×2（しぼりたて生しょうゆ･味わいリッチ減塩しょうゆ×各1）、島の
香80g×2（小豆島産生のり･紀州梅岩のり入り佃煮×各1）　
●製造日より常温３６５日　●アレルゲン：乳成分・小麦・えび

アマノフーズ＆キッコーマン
(F-50D)

5234

㋱送料込 5,840 円  特別価格 5,548円★

OFFOFF
10%

OFFOFF
5%

OFFOFF
5%

未入手
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簡易
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ー
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一番摘み煎茶 静岡抹茶入り50g、柳屋本店 風味調味料(かつお)48g((6g×2

包)×4袋)、柳屋本店 かつお削りぶし15g(3g×5袋)　

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：乳成分

一番摘み煎茶 静岡抹茶入り・だしぱっく・
花けずり詰合せ(SR2A-２)

5258

㋱送料込 2,600 円  特別価格 2,340 円★

一番摘み煎茶 静岡抹茶入り75g、煎茶 さえみどり入り75g　

●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：ー

一番摘み煎茶 静岡抹茶入り・
煎茶 さえみどり入り詰合せ(SR3A-1)

5265

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,312 円★

一番摘み煎茶 静岡抹茶入り65g、紀州南高梅70g、正田 特撰丸大豆醤油二

段熟成200ml　

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：小麦

一番摘み煎茶 静岡抹茶入り・
紀州南高梅・正田醤油詰合せ(SR3A-4)

5272

㋱送料込 3,680 円  特別価格 3,312 円★

鮭ほぐし50g×2、のり佃煮瓶詰80g×2、かつおだし(4g×8)×2　

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

海の恵詰合せ(ZS-BE)5289

㋱送料込 3,140 円  特別価格 2,826 円★

牛肉ごぼう55g×1、鮭ほぐし55g×1、あさり時雨煮50g×1、鰹華けず

り35g×1、柚子風味くきわかめ60g×1、きゃらぶき55g×1　

●製造日より常温３６６日　●アレルゲン：小麦

酒悦 佃煮詰合せ「味祭」
(RP-30)

5296

3,680円★

磯じまんかにのり135g、宝幸紅ずわいがにほぐし身55g、鯖ほぐし60g、

真ほっけ焼きほぐし60g、牛肉とごぼうのしぐれ煮・牛肉と椎茸のしぐれ

煮各55g

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：小麦・かに

磯じまん＆
宝幸バラエティギフト(Y-30H)

5302

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,743 円★

はごろもシーチキン(素材そのままシーチキンマイルド・まぐろと天然水だ

けのシーチキン純・オイル不使用シーチキンマイルド・オイル不使用シー

チキンLフレーク)各70g×各2、マイルドキャノーラ70g×4　

●製造日より常温１０８０日　●アレルゲン：ー

シーチキン食堂
バラエティギフト(SCR-30T)

5319

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,743 円★

磯じまん（かにのり・山海ぶし・伊勢磯のり）各135g、酒悦（黒まめ130ｇ・

福神漬110g・大葉みそ115g）、小豆島産佃煮（のり・紀州梅のり・生のり）

各80g　

●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：小麦・かに

磯じまん＆酒悦詰合せ
(YIM-30H)

5326

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,743 円★

紅ずわいがにほぐし脚肉飾り60g×2、焼鮭ほぐし50g×1、たらこほぐし

50g×1、まぐろ佃煮50g×1、ほたて時雨煮50g×1　

●製造日より常温７３０日　●アレルゲン：小麦・かに

紅ずわいがに缶詰・
びん詰ギフト(BK-40A)

5333

㋱送料込 4,760 円  特別価格 4,284 円★

※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。

OFFOFF
10%

OFFOFF
10%

OFFOFF
10%

OFFOFF
5%

OFFOFF
5%

OFFOFF
10%

OFFOFF
10% OFFOFF

5%
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※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



讃岐うどん50gx10束、信州そば50gx10束　

●製造日より常温７３０日　●アレルゲン：小麦・そば

信州そば・讃岐うどん
詰合せ(KUBM-25K)

5357

3,140円★

信州そば（薮そば×3・更科そば×2）各240ｇ、そばつゆ（濃縮）15ml×12袋　

●製造日より常温３９０日　●アレルゲン：小麦・そば

信州そばギフト(SOB-30J)5364

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,546円★

讃岐うどん（角型×3・小判型×2）各240g、うどんつゆ（濃縮）15ml×12袋　

●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：小麦

讃岐うどんギフト(SNK-30J)5371

㋱送料込 3,940 円  特別価格 3,546円★

エクストラバージンオリーブオイル115g×2、ライスオイル115ｇ×1、彩り素

材パスタ(コンキリエ)70g×1、彩りパスタ（ファルファーレ）50g×1　

●製造日より常温５４０日　●アレルゲン：卵・小麦

BUONO TAVOLA EVオリーブオイル
バラエティセット彩りパスタ(HRGO-25)

5388

3,140円★

信州そば150ｇ×6、きねつきもち330g×1、めんつゆ30ml×2　

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：小麦・そば

よし井　年越・迎春・
招福セット(FNB-30R)

5395

3,680円★

信州そば200g､手延べうどん(白、赤)各50g×2､麺つゆ15g×6､黒豆50g､栗

甘露煮50g､昆布巻85g､まる餅(赤、白 各2個入り)各60g　

●製造日より常温３００日　●アレルゲン：小麦・そば

三輪そうめん小西 
年越し･迎春ギフト(AOS-40B)

5401

㋱送料込 4,760 円  特別価格 4,522円★

源宗園カレー ビーフカレー 180g×2食、源宗園カレー バターチキンカレー

180g×2食、源宗園カレー グリーンカレー 180g×2食　

●製造日より常温７２０日　●アレルゲン：乳成分・小麦

源宗園カレー 6食セット
(GK-6)

5418

㋱送料込 5,084 円  特別価格 4,575円★

養命酒製造 五養粥 黄(かぼちゃ入り和風味)×1、緑(ほうれん草&豆乳味)×1、

黒(中華風醤油味)×1、白(生姜入り白湯仕立て)×1、タニタ食堂監修減塩みそ

汁(なす・オクラとめかぶ)×各2　

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦

養命酒製造 五養粥・タニタ食堂監修
減塩みそ汁フリーズドライセッﾄ(YT-CJ)

5425

3,680円★

養命酒製造 五養粥 黄(かぼちゃ入り和風味)×1、緑(ほうれん草&豆乳味)×1、

白(生姜入り白湯仕立て)×1、黒(中華風醤油味)×1、つきぢ田村監修 料亭の

おみそ汁(蟹・鯛・四種のきのこ・五種の野菜)×各1　

●製造日より常温３６０日　●アレルゲン：卵・乳成分・小麦・かに

養命酒製造 五養粥・つきぢ田村監修
フリーズドライセット(YC-DJ)

5432

㋱送料込 4,760 円  特別価格 4,522円★

OFFOFF
10%

OFFOFF
10%

OFFOFF
5%

OFFOFF
5%

OFFOFF
10%
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お申込後、7日～14日程度でお届けします。

　　　　　　　  の記載のあるものは除く。ご注文締切日 出荷日
簡易
包装 …簡易包装でお届け冷凍 …冷凍便でお届け 冷蔵 …冷蔵便でお届け …消費期限が短い商品

短冊
のし …短冊のしでお届け

麺
・
カ
レ
ー
・
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ



アタックＺＥＲＯ400g×1本、アタックＺＥＲＯ詰替用360g×4袋

花王 アタックＺＥＲＯギフト
(KAB-25)

5555

3,190円

アタックＺＥＲＯ400g×1本、アタックＺＥＲＯ詰替用360g×5袋

花王 アタックＺＥＲＯギフト
(KAB-30)

5562

3,740円

アタックＺＥＲＯ400g×2本、アタックＺＥＲＯ詰替用360g×8袋

花王 アタックＺＥＲＯギフト
(KAB-50)

5579

5,940円

アタック抗菌EX本体880g、アタックゼロ380g、レノア超消臭フレッシュグリー
ン530ml、食器用洗剤オレンジ250ml×2、洗たく槽クリーナー

お洗濯バラエティギフト
(MAM-30H)

5586

3,740円

花王アタック3X本体880g、キッチンクリーン250ml、キッチンクリーン詰替
200ml×2、洗濯槽クリーナー350ml、メッシュクリーナー×2

アタック＆バラエティセット
(X-30B)

5593

㋱送料込 3,740円  特別価格 3,366円

花王アタック3X本体880g、花王アタック3X詰替690g×2、キッチンクリーン
250ml、キッチンクリーン詰替200ml、洗濯槽クリーナー350ml×2、メッシュ
クリーナー

アタック＆バラエティセット
(Ｘ-50Ｂ)

5609

㋱送料込 5,940円  特別価格 5,346円

P&Gアリエールジェル部屋干し用750g×1、P&Gアリエールジェル部屋干し
用(詰替）690ｇ×1、P&Gアリエールジェルボール12個×1

ギフト工房 アリエール
快適部屋干しギフト(ALD-25)

5616

㋱送料込 3,190円  特別価格 2,871円

P&Gアリエールジェル部屋干し用750g×1、P&Gアリエールジェル部屋干し
用(詰替)690g×1、P&Gアリエールジェルボール12個×1、P&Gアリエール
ジェルボール(詰替)22個×1

ギフト工房 アリエール
快適部屋干しギフト(ALD-30)

5623

㋱送料込 3,740円  特別価格 3,366円

P&Gアリエールジェル部屋干し用750g×1、P&Gアリエールジェル部屋干し
用(詰替)690g×4、P&Gアリエールジェルボール12個×1、P&Gアリエール
ジェルボール(詰替)22個×1

ギフト工房 アリエール
快適部屋干しギフト(ALD-50)

5630

㋱送料込 5,940円  特別価格 5,346円

P&Gアリエールジェル750g×1、P&Gアリエールジェルボール12個×1、衣
料除菌スプレー260ml×1、衣料除菌スプレー (詰替)250ml×2

ギフト工房 除菌抗菌・アリエール
バラエティセット(ABC-30)

5647

㋱送料込 3,740円  特別価格 3,366円

P&Gアリエールジェル750g×1、P&Gアリエールジェル(詰替)690g×1、
P&Gアリエールジェル部屋干し用750g×1、P&G除菌ジョイ175ml×3

ギフト工房 アリエール＆
ジョイセット(AJS-30) 

5654

㋱送料込 3,740円  特別価格 3,366円

アリエールジェル750g、ボールドジェルアロマティックフローラル＆サボン(本
体750g・詰替475g）、除菌ジョイ170ml×2、洗たく槽クリーナー

アリエール＆ボールド 
アロマクリーンギフト(ABJ-30H)

5661

3,740円
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OFFOFF
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OFFOFF
10% OFFOFF

10%

OFFOFF
10%

OFFOFF
10%

OFFOFF
10%
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包装
不可 …包装不可

二重包装
不可 …二重包装不可 …希望日配達不可希望日 …まとめてお得商品

洗
剤
ギ
フ
ト

※価格はすべて送料・税込価格です。

※掲載の写真は、イメージまたは盛りつけ例です。お皿・装飾品等は、商品に含まれません。

※★の付いた商品は軽減税率の対象品となっております。



お歳暮のお申し込みについて

お申込み承り期間 2022年12月14日(水)まで
商品の発送は11月28日(月)から開始いたします。

必ずお読みください

お問い合わせ先について
商品・アレルゲンに関するお問い合わせは、ギフトセンターまでお願いします。

（受付時間：月～金 9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く））

表示価格 表示価格には消費税・宅配料金が含まれております。

商品のお届け

●お届け日のご指定がある場合は、納期まで14日以上余裕をもって、お届け希望日欄にご記入ください。（天候・
運送・交通事情・農産物の収穫時期の遅れなど、こちらの意図しないやむを得ない事情によりお届けが遅れる
場合がございます）それ以外のご注文は、お届けまで7日～14日程度とさせて頂きます。
●各商品とも十分にご用意しておりますが、万一品切れの場合はご容赦願います。●離島などの一部お届けで
きない地域又は別料金をいただくなどの地域もございます。出荷日が限られている商品や上記以外の届け日の
ご指定があった場合、可能な範囲での最短出荷日にてお届け致します。都度、変更連絡は致しませんので、予め
ご了承ください。

消費・賞味期限

●商品ごと個別表示を致しております。 マークの付いている商品は消費期限が短い為、お申込の際はご注
意ください。
●在宅確認後の配送において、お客様のご都合により商品の受け渡しができず、賞味期限が超過してしまった
場合、商品の再発送をお受けできない事がありますのでご注意ください。

まとめ買いプラン

　 マークの付いている商品は軽減税率対象のものは1 ヶ所同時期同一商品を3個以上お届けした場合のみ、
1個あたり432円（税込）値引、軽減税率対象外のものは1個あたり440円（税込）値引をさせていただきます。
このサービスを利用される場合は、必ず申込書の「まとめ買いプラン」に　点をご記入ください。
※　点のない場合には通常品と同じお取り扱いになり値引きサービスは適用されませんので必ずご確認ください。

お申込後、7日～14日程度でお届けします。

※申込書の□枠 内に記 入する英 数 字
（1、2、3…）や✓点は、ボールペンでご記
入ください。
※ご記入内容は、申込前に再確認をお願
い致します。
※郵便番号、電話番号、ご住所番地は正

確に、マンション・アパート名・部屋番号
まで必ずご記入ください。

※商品番号、商品名、単価をご確認く
ださい。ただし内容相違の場合は商
品番号を優先させていただきます。

※ご記入いただいた個人情報はJAギフト事業にお

ける商品の発送、アフターサービス、代金決済確認

のために利用いたします。

※上記の個人情報利用目的にご同意の上、お申し

込みください。

個人情報について

短冊のし、のし掛けを選択出来ます。

包装形態が未記入の場合は、「御歳暮」短
冊のしでお届けいたします。

一旦自宅に引き取り、御自分でお届けす
る場合などご指定ください。

ご自宅で消費される場合など。

このマークのついた商品は短冊のしのみ

の対応となり、のし掛けはできません。

このマークのついた商品は二重包装

ができない商品です。

本カタログに掲載の価格はJA全農希望小売価格です。

（短冊のし） （のし掛け）

商品を完全に包装した
形態です。

産直品や重量

物 な ど 、この

マークのついた

商品は、簡易包

装になります。

このマークのつい

た商品はメーカー

や産 地による出

荷形態となり、無

包装でのお届けと

なります。

包装形態について 短冊のし・のし掛け

のし不要

手渡し（二重包装）

包装形態未記入の場合

ご記入時の注意点

お申込書は
34ページになります
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2022 冬ギフト
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