
商品番号85 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

ネスカフェ ゴールドブレンド 濃厚ミルクラテ、ネスカフェ ゴールドブレンド 濃厚カプチーノ各8g×9本、
ネスカフェ ゴールドブレンド 濃厚フラットホワイト8g×6本、
ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス7.9g×6本、
ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め・ネスカフェ ゴールドブレンド 各7.9g×9本
●箱サイズ/451×315×30mm●賞味期限180日●乳

円3,564

日々の暮らしにお手軽で美
味しいコーヒー。気持ちを
ほっと落ち着かせてくれる
ココア。眠れない夜に体を
温めてくれるミルクティー。
疲れて帰った私を癒してく
れるカフェオレ。日々を
ちょっと楽しくしてくれるド
トールのインスタント・ド
リップの詰合せ。

商品番号86 ドトールコーヒー
ドリップ＆スティックセット

ドリップパック(まろやかブレンド5P×2個､深煎りブレンド5P×1個)､
インスタントスティック(ココア17g･ミルクティー15g･カフェオレ13g×各7本)
●箱サイズ/330×300×50mm●賞味期限180日●乳

円3,564

野菜生活の最高峰。特別な人に
とっておきのプレミアムを贈る健
康ギフト。野菜及び果実原料は
100％国産。

商品番号83 カゴメ 
野菜生活ギフト国産プレミアム

野菜生活100国産プレミアム白桃ミックス・野菜生活100国産プレミアムメロン
ミックス・野菜生活100国産プレミアムラ・フランスミックス・野菜生活100国産
プレミアムさくらんぼミックス各125㎖×3、
野菜生活100国産プレミアム巨峰ミックス・野菜生活100国産プレミアムデコポ
ンミックス各125㎖×2
●箱サイズ/316×323×56mm●賞味期限270日

円3,564

商品番号84 伊藤園　ヘルシーギフト
1日分の野菜・充実野菜緑黄色野菜ミックス・充実野菜野菜とバナナ・
充実野菜緑の野菜ミックス各200㎖×4
●箱サイズ/423×270×45mm●賞味期限135日

円2,484

商品番号81 トーラク
ティータイムセレクション

チョコレート×12個、フィナンシェ・バウムクーヘン×各4個、
レアチーズケーキ・宇治抹茶プリン・オレンジゼリー・グレープゼリー・
ベルギーチョコレートプリン・カスタードプリン（カラメルソース付）×各2個
●箱サイズ/407×416×45mm●賞味期限60日●卵、乳、小麦

円4,644

商品番号82 兼六の華
金澤カレー煎餅×10枚､えびまめ花煎餅×10枚､
黒糖ごまざらめ×8枚､黒五×5枚､紫いも×5枚､
つぶやきサラダ×5枚
●箱サイズ/372×288×50mm●賞味期限60日●乳、小麦、えび

円2,484

本場イタリアの豊かな
香りと味わいを詰め合
わせたBOSCOギフト。

商品番号87 日清オイリオ
ボスコオリーブオイルギフト

ボスコエキストラバージンオリーブオイル190g×3、
ボスコオリーブオイル330g×2
●箱サイズ/324×221×73mm●賞味期限360日

円3,564

ボスコプレミアムエキストラバー
ジンオリーブオイルとヘルシーリ
セッタ、べに花油を詰め合わせ
たギフト。

商品番号88 日清ヘルシーオイル＆
ボスコプレミアムエキストラバージン
オリーブオイルギフト

日清ヘルシーリセッタ350g×4、日清べに花油350g×3、
ボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル145g×3
●箱サイズ/379×425×65mm●賞味期限360日

円5,724

商品番号89 はごろもバラエティギフト
彩味膳

味付のり8切5枚8袋、手巻のり2切8枚×2袋、
シーチキンLフレークひまわり油70g、
シーチキンLフレークオリーブオイル70g、
紅ずわいがにブレンドほぐし身55g
●箱サイズ/250×328×56mm●賞味期限270日●小麦、えび、かに

円3,564

円3,240商品番号94 円2,916商品番号95

円3,240商品番号92

円2,160商品番号93

円4,320商品番号90 円1,944商品番号91

円3,240商品番号96 円5,400商品番号97 商品番号98 円2,916

左記マークの商品はメーカーまたは扱い業者より宅配便にて直接お届けいたします。
●直送ギフトの性格上、原則無包装となります。また、おのしの名入れはご容赦ください。
●NO.●の商品は天気等の都合により、お届け日の変更または中止となる場合がございます。

左記マークのヨシケイ商品とメドライ商品はヨシケイが
ご自宅へ手渡しにてお届けします。

左記マークの商品はヨシケイがご自宅へお届けまたは無料で全国発送いたします。
※沖縄及び離島につきましては、担当者にお問い合わせください。

カタログ商品表記等について
●商品写真には調理参考例写真のため、実際にお届けする商品には含まれないものもございます。商品内容をご確認のうえ、お申し込みください。
●商品及び調理例の色合いは、撮影・印刷インクの関係で、実際のものとは異なって見えることがあります。
●温度表示の基準は右記の通りです。　　　＝20℃前後、　　　＝10℃以下、　　　＝-18℃以下。
●アレルギー物質表示：お届け商品の特定原材料7品目（小麦・乳・卵・そば・落花生・えび・かに）
●保存方法はパッケージの表示または本誌面の温度表示に従ってください。
　常温保存の場合は、お届け後なるべく直射日光・高温多湿をさけ、涼しい場所で保存してください。
●一部掲載写真の調理、盛り付け例等はイメージです。●商品のパッケージは予告無く変更される場合がございます。
本カタログの価格表記は「税込価格」です。
●掲載商品は全て軽減税率の対象商品となるため、消費税率８％となります。

包装について
●商品や発送方法で包装形態が異なります。お届け時の包装形態には下記のような種類があります。

商品に包装紙を帯状に巻き付けた状態でお届けします。

包装紙で商品全体を包む包装でお届けします。

化粧箱、発泡スチロール箱等に直接送り状を貼った状態でお届けします。

二重包装対応不可商品です。

個人情報取扱について
ヨシケイグループはお客様とのより良い関係作りとその強化を目的として、お客様から申込み時にいただいた情報は、ヨシケイの宅配事業における商品の提供とアフターサービス、及び新商品・サービスに関するお知らせのみに使用します。

お申し込みは別紙注文書にご記入願います。
ヨシケイ宮城
0120-130-777
022-374-1113FAX

ヨシケイ千葉
0120-63-5800
0476-23-5411FAX

ヨシケイ山梨
0120-26-7512
055-231-1730FAX

ヨシケイ静岡
0120-46-5151
054-346-6717FAX

ヨシケイ三重
0120-07-0593
059-334-7003FAX

ヨシケイ宮崎
0120-560-064
0985-56-9709FAX

お世話になったあの方に 定番ギフト
～ご自宅用ならお得な価格でご提供いただけます～

オススメ
毎回人気の

『ご自宅用商品』掲載 WEBからの
ご注文の方は
こちら！

〈お申込締切日〉

17：00まで11/20●水
お届け日 12/1●～15●日日

１ 回 目

17：00まで12/4●水
お届け日 12/16●～28●土月

2 回 目

ヨシケイ
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※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

ヨシケイのお客様のために、安くて安心、しかも美味しいものを！
と言うコンセプトで作り上げた、完全オリジナル商品です。
ボリュームと美味しさ、売れ続けているのには理由があります。

ゴールデンメープルポーク味噌漬（ギフト用） 
約295g（2枚入り）×4パック 計8枚
●箱サイズ/280×185×83mm
●賞味期限50日 円3,980
商品番号02 ゴールデンメープルポーク味噌漬（ご自宅用） 
約295g（2枚入り）×5パック 計10枚
●賞味期限50日

円3,240

商品番号01 不動の人気　ヨシケイ完全オリジナル商品！

※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

和豚もちぶたは、
つきたてのお餅のような
弾力と歯切れの良い
柔らかさが特長です。
その美味しさは多くの方に
支持されています。

和豚もちぶたしゃぶしゃぶセット
（ギフト用） 
ロース肉・バラ肉 各400g 計800g
●箱サイズ/300×235×60mm●賞味期限50日

円4,360
商品番号04 和豚もちぶたしゃぶしゃぶセット（ご自宅用） 
ロース肉・バラ肉 各600g 計1200g
●賞味期限50日

円3,510

商品番号03 様々な料理に使えます。

※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

国産の若鶏を塩麹と無添加味噌をブレンドしたタレで漬け込みました。塩麹がお肉を柔らかく
し、旨味を引き出します。ジューシーなモモ肉と、ヘルシーなムネ肉をセットにしました。

国産若鶏塩麹味噌漬（ギフト用） 
鶏モモ肉(タレ込み) ・鶏ムネ肉(タレ込み) 各180g×4パック 計8パック
●箱サイズ/280×185×73mm
●賞味期限50日

円4,200
商品番号12 国産若鶏塩麹味噌漬（ご自宅用） 
鶏モモ肉(タレ込み) ・鶏ムネ肉(タレ込み) 各180g×5パック 計10パック
●賞味期限50日

円3,240

商品番号11 1枚でボリューム満点！食べ応えも十分です。

※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

※ご自宅用につき箱なしでお届けします。

キャベツ、ニラなどお好み
のお野菜や豆腐を加えて
煮込めば、本格的なもつ鍋
の出来上がり。
シメのちゃんぽん麺も入っ
ていますので、最後の一滴
まで楽しめます。

博多風もつ鍋セット（ギフト用） 
牛もつ（小腸・大腸）（200g）×2パック、オリジナル鍋スープ（4倍濃縮）200g、
ちゃんぽん麺（200g）、輪切り唐辛子・スライスにんにく
●箱サイズ/187×250×135mm
●賞味期限50日●小麦 円4,200
商品番号16 博多風もつ鍋セット（ご自宅用） 
牛もつ（小腸・大腸）（200g）×3パック、オリジナル鍋スープ（4倍濃縮）300g、
ちゃんぽん麺（200g）×2玉、輪切り唐辛子・スライスにんにく
※牛もつ・スープ増量、キャベツ、ニラ付き
●賞味期限50日●小麦

円4,200

シラス鰻（稚魚）から
蒲焼まで一貫した

管理のもとに作られました。
お得なご自宅用の
1パックで100gは、
食べ応えも十分です。

国産うなぎ蒲焼（ギフト用） 
蒲焼80g×4袋、タレ・山椒×4袋
●箱サイズ/215×405×85mm
●賞味期限30日●小麦 円6,980
商品番号06 国産うなぎ蒲焼（ご自宅用） 
蒲焼100g×4袋、タレ・山椒×4袋
●賞味期限30日●小麦

円5,980
本マグロに負けない濃厚な味わい。マグロ水揚げの1割程度しかない希少なミナミマグロの
中トロ・赤身を味わえます。※お届け後はなるべくお早めにお召し上がりください。

焼津ミナミマグロづくし（ギフト用） 
南鮪中トロスライス・南鮪赤身スライス･南鮪ネギトロ 各100g×1パック
●箱サイズ/340×250×91mm●賞味期限7日

円4,240
商品番号08 焼津ミナミマグロづくし（ご自宅用） 
南鮪中トロスライス･南鮪赤身スライス 各100g×1パック、南鮪ネギトロ100g×2パック
●賞味期限7日

円3,800

数ある博多の明太子の中で
も、地元博多っ子に支持され
ています。
厳選された原料と秘伝の味付
けが人気の秘密です。

辛子明太子博多あごおとし（ギフト用） 
270g（丸樽入り）
●箱サイズ/177×177×36mm
●賞味期限7日 円3,240
商品番号10 辛子明太子博多あごおとし（ご自宅用） 
200g×2パック
●賞味期限7日

円3,240

柔らかい食感と上質な旨味が特長の厚切り牛たん。
約8ｍｍの厚さの牛たんは、食べ応え十分です。

牛福 仙台名産厚切り牛たん（ギフト用） 
牛たん塩味　200g×2パック
●箱サイズ/215×305×32mm
●賞味期限80日 円5,200
商品番号14 牛福 仙台名産厚切り牛たん（ご自宅用） 
牛たん塩味　250g×2パック●賞味期限80日

円4,536

最高ランクのすり身と新鮮な菜種油。
港町「塩竈」で心をこめて作った揚蒲鉾、ぜひ何も付けずにそのままお召し上がりください。

塩竈御揚蒲鉾（ギフト用のみ） 
大漁盛お好み揚・大漁盛きんぴら揚 各1袋（1枚入）、ちぎり天（えび・いか・野菜） 各3個、
天かまさつま揚1袋（5枚入）、ささがきごぼう天1袋（4枚入）
●箱サイズ/300×200×70mm
●賞味期限6日●乳、卵、えび 円3,300

アンデス山麓で栽培されているぶどう、その種子を搾りました。

ぶどうのオイル（ギフト用のみ） 
 460g×3本
●箱サイズ/240×225×65mm
●賞味期限180日 円3,500

商品番号15 寒い冬の人気鍋

商品番号07 希少なミナミマグロを味わい尽くす。

商品番号17 伝えたい老舗の味

商品番号13 本場仙台の味をそのままに

商品番号18 コレステロール0％、ぶどうの種のヘルシーオイル

商品番号09 食べ比べるとわかる、この美味しさ。

商品番号05 国産の鰻です。

※一部ギフト用のみ商品がございます。

ネギトロ
1パック
追加

増量

サイズ
アップ

増量
増量

増量

増量

ギフト用　ご自宅用
Gift & Home

お世話になったあの方と、  美味しさをシェアしませんか？

美味しさを
　贈りたい 家族で食べる

　お得な品々



商品番号28 氷温熟成
お魚惣菜詰合せ

あじのまろやか甘酢漬150g×2袋、金目鯛と黄金生姜の煮付け100g×2
袋、銀鮭の塩焼き70g×2袋、のどぐろの煮つけ50g
●箱サイズ/410×330×42mm●賞味期限30日●小麦

円4,860

さっぱりとした味わいの甘酢漬けとこ
だわりの煮つけを詰合せしました。

商品番号19 広島県産かきの土手鍋セット
広島産冷凍かき400g、冷凍うどん230g×2、土手鍋用みそ150g
●箱サイズ/310×260×50mm
●賞味期限90日●小麦

円3,888

旬の獲れたてを急速冷凍した広島県産かきと土手鍋用味噌をセッ
トにしてお届けします。身が締まって味が濃厚な広島かきは、コク
があって甘めの土手鍋に相性ぴったりです。

商品番号26 銀毛新巻鮭と
北海道産いくら

銀毛新巻鮭　姿半身700g(二分割)、北海道産いくら醤油漬60g
●箱サイズ/325×180×85mm●賞味期限30日●小麦

円5,940

9月～11月に北海道沿岸で水揚げされた秋鮭を厳選
し、甘塩に仕上げた銀毛の新巻鮭と、同じく旬に獲って
すぐさま味付けしたいくら醤油漬。鮭は切身にカット済
みで、保存に便利な二分割真空状態でお届けします。

商品番号23 博多紀久屋 ほたてと数の子の
明太松前漬

ほたて明太松前・数の子明太松前 各250g
●箱サイズ/280×220×40mm
●賞味期限45日●小麦、かに

円4,212

北海道名物の松前漬を博多風にアレンジし、ほたて貝柱と
数の子を贅沢に加えました。辛子明太子のつぶつぶを加え
て仕上げた豪華ピリ辛松前漬のセットです。

商品番号22 博多紀久屋
数の子松前満杯詰め

70g×8袋
●箱サイズ/145×145×150mm●賞味期限45日●小麦

円4,104

食感の良い数の子を昆布・いかと醤油だれにじっくりと漬け
込んだ数の子松前。保存にも便利な小分けタイプです。

商品番号21 ボイルたらばがに笹切り
ボイルたらばがに笹切り800g、蟹酢×2袋
●箱サイズ/340×240×90mm
●賞味期限30日●小麦、かに

円10,800

獲れたて鮮度抜群の「たらばがに」をすぐにボイルしました。食べやすくカットし
てありますので解凍してそのままでも、鍋料理などの具材としてもお楽しみいた
だけます。

商品番号24 ふぐ料理ペアセット
とらふぐ刺身18g×2､とらふぐ皮刺15g×2､ぽん酢14g×2､
もみじおろし2.5g×2、ふぐちり270g(とらふぐアラ90g、
真ふぐちり180g)、ぽん酢15g×2､もみじおろし3g×2
●箱サイズ/260×360×100mm
●賞味期限45日●小麦

円6,480

とらふぐ刺身の独特な歯ごたえと、ふぐちりのプリプリとした食感と旨みをご堪能頂けるセットです。
２人前でお届けしますので、お世話になっているご両親やご夫婦へのギフトに最適なセットです。

商品番号27 小樽 海鮮個食鍋
かに鍋・石狩鍋・甘えび汁　各280g×2個
●箱サイズ/405×290×65mm
●賞味期限45日
●卵、小麦、えび、かに 円5,940

北海道産紅ズワイガニの「かに
鍋」、濃厚な味噌味が特長の
「石狩鍋」に加え、北海道で漁
獲された甘えびを使用した「甘
えび汁」のセットです。

商品番号29 炙りまぐろ 
秘伝のたれ仕込み

400g×2袋
●箱サイズ/190×400×130mm
●賞味期限18日●小麦

円4,320

びん長まぐろの皮目を高温で焼きあ
げて旨みを閉じ込め、秘伝のたれに
漬け込みました。スライスしてそのま
まか、ご飯の上にのせて丼ものとし
てもお楽しみいただけます。

商品番号20 博多華味鳥
水たきセット

水たきスープ600g×2、華味鳥切り身300g、華味鳥ぶつ切り300g、
華味鳥つくね200g、ちゃんぽん麺180g×2、博多ぽん酢150㎖
●箱サイズ/340×240×90mm
●賞味期限90日●卵、小麦

円5,400

九州産銘柄鶏「華味鳥」は、その身が花びらのように美しい色をしていることか
ら名付けられました。たっぷりと太陽の光が降り注ぐ鶏舎で健康に留意し、数種
類の専用飼料を与えた華味鳥は肉の臭みが少なく、鶏本来の旨みが引き出され
ています。福岡の博多・中洲に本店を構える｢水たき料亭　博多華味鳥｣の吟味
されたスープと素材がご家庭でお楽しみいただけます。

商品番号25 北海道 海鮮トマト鍋
平打ちパスタ200g、スケソウダラ切身40g×4切、生たらばがにカット150g、
つぼ抜きいか100g、ボイル帆立3個、ボイル甘えび6尾、かに入りつみれ3個、
トマト鍋たれ250㎖×2袋
●箱サイズ/356×256×73mm●賞味期限45日
●卵、乳、小麦、えび、かに

円5,400

北海道産トマトで作った鍋専用タレで、たっぷりの海鮮素材を煮込んで頂く海鮮鍋です。締めには
残りのスープに平打ちパスタを入れて海鮮スープパスタをお楽しみ下さい。

冬
素材に こ だ  わ っ た 逸品

のいう もまの



商品番号32
松阪牛すき焼セット 
松阪牛肩ロース300g、割り下170g
●箱サイズ/200×300×100mm
●賞味期限15日●小麦

円10,800

日本三大和牛のひとつ「松阪牛」はその素晴らしい霜降りが肉
の芸術品と称されております。その中でも肩ロース肉は特に霜降
りに優れ濃厚な味わいがお楽しみいただけます。オリジナルの
割り下とセットでお届けいたします。

商品番号35 ラ・ロシェル 坂井宏行監修
こだわりのローストビーフ

ローストビーフ400g、特製ガーリックペッパーソース120㎖
●箱サイズ/205×197×80mm
●賞味期限30日●小麦 円5,400

岩塩と特製スパイスで味付けしたこだわりのローストビーフ。
しっとりとやわらかい肉質で、特製ソースをかければ、ガーリックの
香ばしい味がローストビーフの味を引き立てます。

商品番号33 なかやま牧場 
国産高原黒牛ロールステーキ

約60g×10枚
●箱サイズ/270×190×90mm●賞味期限90日

円4,860

亜麻仁由来成分を配合した飼料で
元気に育てられたなかやま牧場の
国産高原黒牛は、肉質がやわらか
く、脂の口どけが良いのが特長で
す。スライス肉を丁寧にロールした、
ジューシーでやわらかく食べやすい
ロールステーキです。

商品番号30 ファイブミニッツ・ミーツ芦屋
ボーン・ボーン

赤ワイン仕立てのポークトマホークグリルドステーキ320g
(メープルソース30g)、ベイビーバックリブBBQソース煮300g
●箱サイズ/275×185×70mm
●賞味期限15日●小麦

円5,400

北米で今注目度が高く人気の骨付き肉の料理！インパクトある見た目に赤ワインの風味漂
うポークトマホークステーキ、希少価値が高くBBQソースでやわらかく煮込んだベイビー
バックリブの２種のセット。保存料・合成着色料・化学調味料など使用しないでつくる素材
のおいしさ。おもてなし・パーティーなど様々なシーンの食卓を盛り立てます。

商品番号31 ファイブミニッツ・ミーツ芦屋
ボーン・ボーン・ボーン

赤ワイン仕立てのポークトマホークグリルドステーキ320g
(メープルソース30g)、やわらかスペアリブ450g(3～4本入)、
ベイビーバックリブBBQソース煮300g
●箱サイズ/275×185×115mm
●賞味期限15日●小麦

円7,344

骨付き肉に豪快にかぶりつく！インパクトある見た目に赤ワインの風味漂うポークトマホークステー
キ、骨離れ抜群のやわらかいスペアリブ、希少価値の高いベイビーバックリブの３種のセット。保存
料・合成着色料・化学調味料など使用しないでつくる素材のおいしさ。おもてなし・パーティーなど
様々なシーンの食卓を盛り立てます。

商品番号34 佐賀牛ももうす切り
400g
●箱サイズ/340×250×115mm●賞味期限15日

円6,804

日本全国の銘柄牛の中で
もトップクラスの高い評価
を受けている「佐賀牛」。
きめ細やかな美しい霜降
り肉を丁寧にカットしてお
届けします。

商品番号38 霧島黒豚ハムギフト
霧島黒豚ロースハム350g、霧島黒豚ボンレスハム350g、
霧島黒豚ローストポーク200g
●箱サイズ/300×175×70mm
●賞味期限23日
●卵、乳、小麦 円6,804

霧島山麓の自社グループ農場（宮崎県）で育てられた、安全・安心
な霧島黒豚肉を使用し、スモーク仕立ての香り豊かなロースハムや
ノンスモークでハム本来の旨みを堪能できるボンレスハムを詰合せ
ました。

商品番号41
伊藤ハム 伝承献呈
伝承献呈直火炙り焼豚180g、
伝承献呈特選直火焼ローフ180g、
伝承献呈特選厚切あらびきステーキ120g、
伝承献呈特選あらびきウインナー85g
●箱サイズ/290×160×67mm
●賞味期限20日●卵、乳、小麦

円3,240

守り伝えられた伝統の技を用い丹念に造りあげました。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。

商品番号42
伊藤ハム 伝承献呈
伝承献呈特選ロースハム180g、
伝承献呈直火炙り焼豚180g、
伝承献呈特選厚切あらびきステーキ120g、
伝承献呈特選直火焼ローフ180g、
伝承献呈特選あらびきウインナー85g
●箱サイズ/236×281×65mm
●賞味期限20日●卵、乳、小麦

円4,644

商品番号43
伊藤ハム 伝承献呈 
伝承献呈特選ロースハム360g、伝承献呈直火炙り焼豚180g、
伝承献呈特選厚切あらびきステーキ120g、
伝承献呈特選直火焼ローフ180g、
伝承献呈特選あらびきウインナー85g、
伝承献呈特選あらびきホワイトウインナー85g
●箱サイズ/236×281×65mm
●賞味期限20日●卵、乳、小麦

円5,400

商品番号44
大山ハム 食の匠工房 
ＤＬＧ金賞受賞セット
ボンレスハム125g、ペッパーシンケン72g、
カントリーロースト72g、
フライシュケーゼ80g、チーズリヨナー90g
●箱サイズ/304×210×46mm●賞味期限15日●乳

円3,780

国産原料肉を用いた、こだわりの逸品。数々の
受賞歴と多彩なバリエーションが魅力です。

商品番号39 日本ハム 美ノ国
熟成ベーコン51g、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、肩ロース生ハム40g、
熟成ももハム60g、熟成厚切りロースハム62g×2
●箱サイズ/288×209×75mm●賞味期限20日

円4,320

豊かな水と緑に恵まれた国内の自社農場。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。おいしいハムをつくるために、ひとつひとつ丹念に、手間をかけて熟成し、お肉の旨みを引き出します。

商品番号40 日本ハム 美ノ国 
直火焼き焼豚210g、白ワイン仕立てアイスバイン170g、熟成ロースハム60g、
熟成あらびきウインナー・白い熟成あらびきウインナー 各70g、
肩ロース生ハム40g
●箱サイズ/288×209×95mm●賞味期限20日●小麦

円5,400

商品番号36
ハング オードブルパーティーセット
ローストビーフ200g、鶏肉の海老詰めロースト200g、サーモンパイ150g、
パテドカンパーニュ50g×2個、ローストビーフソース50g
●箱サイズ/200×250×140mm●賞味期限45日●卵、乳、小麦、えび

円5,400

家族や友人の集まりにぴったり。さっと盛り付けて
テーブルに出すだけで、パーティー気分を
演出できるオードブルセットです。
神戸の人気洋食店「ハング」伝統の味が、
お食事の時間を彩ります。

商品番号37
角煮家こじま 角煮・角煮ちまき詰合せ
角煮65g×5、角煮ちまき40g×8
●箱サイズ/230×260×75mm●賞味期限45日●小麦 円4,384

昔ながらの角煮に拘り、皮付の豚ばら肉を使
用し、継ぎ足しながらの角煮家こじま秘伝タレ
で煮込んだ角煮です。　トロッとした食感の
皮と、タレの旨味が染み込んだ赤身肉の角煮
は甘辛で、口の中でその旨味と肉汁が広がり
ます。もち米に角煮を混ぜ込んだちまきと共に
お楽しみください。

お届け期間：11月下旬～12月下旬
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名店の
小路

骨つき肉に
　豪快にかぶりつく！


