
WEBからの
ご注文の方はこちら！

新鮮なたらこならではの粒々感が味わえる切子のための
お得熟成たらこです。

商品番号85
氷温熟成 無着色たらこ（切子）
250g×2袋
●箱サイズ/140×205×56mm
●賞味期限180日　●小麦

円3,888

氷温熟成で仕上げた自慢の明太子の切子を集めました。
形は不揃いですが味は本物、たっぷりお楽しみ頂けます。

商品番号84
氷温熟成 無着色辛子明太子（切子）
250g×2袋
●箱サイズ/140×205×56mm
●賞味期限180日　●小麦

円3,888

甘みをもったズワイガニの棒肉です。
可食部分が多く食べ易いむき身になっていますので、
お好きな時に1本から解凍してお召し上がり頂けます。

商品番号83 ボイルズワイガニ棒肉（折れ）
300g　
●箱サイズ/190×200×40mm
●賞味期限45日　●かに

円4,104

割れたりくずれた新鮮な帆立貝柱を急速凍結しました。
お刺身や天ぷら、バターソテーなどでお楽しみ頂けます。

商品番号86
刺身用 北海道帆立貝柱（割れ）
400g
●箱サイズ/220×260×55mm
●賞味期限45日

円3,888

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。

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・乳成分・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
0120-56-0064
0985-56-9709FAX ※フルーツ（6ページ）については、各商品のお届け期間をご覧ください。

17：00まで6/18●金
お届け日

お申込締切日

7/1●～11●日木

1回目

ヨシケイ

2021 Summer
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お得商品 おいしさそのままでお買得！
高級海鮮グルメをお得に楽しもう！！ワケ アリ

折れ 切子

切子 割れ
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日本有数のみかんの生産地、
和歌山県産の美味しいみかん
をまるごと一つ果汁ゼリーで
閉じ込めました。

商品番号06 和歌山県産まるごと蜜柑ジュレ
和歌山県産まるごと蜜柑ジュレ×9個
●箱サイズ/245×245×55mm●賞味期限90日

円3,564

商品番号03 ガトー・ド・ボワイヤージュ　
横浜馬車道ミルフイユ＆スフレ

スフレ（芳醇フロマージュ・濃厚ショコラ×各6個）、ミルフイユ（チョコ）×4個、ミル
フイユ（フランボワーズ）×3個
●箱サイズ/375×235×55mm
●賞味期限45日　●小麦・乳成分・卵 円3,564

国産バターを使用してサクッと焼き上げたタルトカップに

2種類のクリームチーズをあわせた生地を流し込み、

じっくり焼上げたベイクドチーズタルトに

4種のベリーとパイナップルをそれぞれトッピング。

フルーツの酸味と濃厚なチーズタルトの相性は絶妙です。

商品番号01 ホシフルーツ　
バター香る贅沢フルーツタルト

ベリーミックス・パイナップル×各3個
●箱サイズ/210×180×90mm
●賞味期限15日　●小麦・乳成分・卵

円4,320

ねっとりした食感の、濃厚でジューシーなジェラートと
甘酸っぱい苺アイスのアソートセットです。

商品番号07 苺アイスと3種のひとくちジェラートセット
苺アイス×5個、ジェラートアイスボール（マンゴー・グレープ・ピーチ×各12個）
●箱サイズ/340×240×155mm
●賞味期限270日　●乳成分 円3,564

商品番号05 京都　都製餡　夏の詰合せ
寒天ぜんざい125g×2個、あんみつ100g（別添つぶあん35g）×2個、
なめらか抹茶ぷりん・なめらかあんぷりん各110g×1個（計6個）
●箱サイズ/230×215×95mm
●賞味期限60日　●乳成分・卵

円3,024

ホシフルーツオリジナルのフルーツジュレにフルーツ
をふんだんにトッピングした冷凍のまま食べるフロー
ズンジュレ。フローズンフルーツの持つ本来の繊細
な風味が口いっぱいに広がり、ゼリーの甘酸っぱい
風味と相まって一時の清涼感が感じられる商品で
す。

商品番号04 ホシフルーツ　フローズンフルーツジュレ
マンゴー＆マンゴー・グレープ＆グレープ×各2個、ピンクグレープフルーツ＆ピンクグレープフルーツ・
オレンジ＆オレンジ・オレンジ＆ストロベリー・
アップル＆アップル×各1個
●箱サイズ/240×230×95mm　
●賞味期限15日

円4,320

商品番号02 木の国×ホシフルーツ　
バナナ屋がつくる完熟バナナアイス

100ml×6個　
●箱サイズ/260×180×150mm　●乳成分・卵

円3,780

アイスをチョコレートで丁寧にコーティングした
チョコアイスボール。練乳と生クリームを使った
ミルクアイスが詰まった苺アイスや生チョコアイ
スなど、お口の中で奏でるハーモニーをお楽し
みください。

商品番号08 ひとくちアイスセット
苺アイス×7粒、生チョコアイス（8粒入）×1箱、
チョコアイスボール（バニラ・コーヒー・抹茶 各6粒）計33粒
●箱サイズ/240×310×170mm
●賞味期限270日　●乳成分

円3,564

古由青果は和歌山で
江戸末期から五代続く老舗
青果店。三代目の頃からはじまっ
たバナナの熟成加工は、現在も自家
熟成にこだわり販売しています。バナ
ナを室に入れ、温度と湿度とガスで丁
寧に熟させます。その完熟バナナを
ペーストにしアイスに仕上げていきま
す。できあがったアイスとカットバ
ナナを混ぜ込んだ濃厚な完
熟バナナアイスです。

丁寧に折り重ねて焼き上げ
たミルフイユはパイのサクッとし
た食感と、とろけるクリームが織
りなす贅沢なひととき。スフレは
「ふくれる」の意味を持つフラン
ス銘菓。その名の通り柔らかな
食感が堪能できます。

涼やかな夏の詰合せ。
つるんと涼やかな寒天ぜん
ざいと、風味豊かななめらか
ぷりんを2種類、懐かしのあ
んみつ、和の風情で心を癒
す和のデザートを詰合
せました。

夏に食べたいおすすめスイーツ

Summer 
Sweets
Summer 
Sweets
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涼感たっぷりの竹型容器に入ったくずきりを押
し出し棒で突き出して、黒蜜をかけてお召し上
がりください。遊び心たっぷりの夏のお菓子で
す。

商品番号14 坂利製麺所 
くずきり

くずきり70g（黒蜜付き）×8本
●箱サイズ/165×310×45mm
●賞味期限50日

円4,320

大山牧場の生クリームに北海道
十勝産小豆・京都産抹茶・クリー
ムチーズをあわせたフロマージュ
の3種類。まるでアイスクリームの
ような最中です。

商品番号10 菓心谷常 
生クリーム最中

生クリーム最中（小豆・抹茶・フロマージュ×各3個）
●箱サイズ/235×235×65mm
●賞味期限30日　●乳成分 円3,672

つるん♪ぷるん♪とした水まんじゅうの
生地に、滑らかなクリームチーズを使っ
てレアチーズに仕立て、かねい独自の製
法で可愛らしく閉じ込めました。水まん
じゅうの二層からなる生地はほのかない
ちごの香り。見た目に違わずその食感や
味を引出すために一つ一つが職人の手
作りです。

商品番号09 中津菓子かねい 
レアチーズの水まんじゅう
（いちご）

レアチーズの水まんじゅう（いちご）×8個
●箱サイズ/208×110×46mm
●賞味期限15日　●小麦・乳成分・卵

円3,996

小豆餡にふわっとクリームを挟み込んだ贅沢
などら焼き。小豆と相性のいい栗と苺に加えラ
ムレーズンと、大人の贅沢な味わいのライン
ナップをご用意しました。大人の贅沢なおや
つにお勧めです。

商品番号11 茶寮一会－ICHIE－ 
大人の贅沢NAMAどら

ラムレーズン小豆・栗小豆・苺小豆×各2個　計6個
●箱サイズ/230×210×90mm
●賞味期限15日　●小麦・乳成分・卵

円3,564

国産の本葛を使用したとろーりとろける豆乳葛
プリンに濃厚な京都産抹茶と北海道十勝産小
豆の自家製粒あんをたっぷりのせました。

商品番号12 菓心谷常 
葛の抹茶豆乳ぷりん

抹茶小豆×6個
●箱サイズ/270×190×120mm
●賞味期限15日

円3,780

果汁が滴るジューシーなみかんを1個まるごと、
ふわふわなお餅で包み込みました。みかんをほ
んの少しの白手亡豆の白餡で包み込み、酸味
がまろやかに。一つひとつ職人達による手作業
で仕上げています。

商品番号13 新杵堂 
和歌山まるごと
みかん大福

約55g×6個
●箱サイズ/225×135×45mm
●賞味期限15日　●小麦・卵

円3,564

濃厚な味わいとなめらかな口どけ、
甘みが素材の香りを引き立たせる
アイスクリームセットです。バニラ・
ストロベリーなど6種類のいろいろ
な味をお楽しみください。

素材にこだわってつくり上げたプレミアムアイス。中に入ってい
るフルーツソースとのコンビネーションが絶妙です。

カラメルソースのほろ苦さと、クリー
ミーで濃厚な味わいが楽しめるカス
タードプリンに、丸福珈琲店のオリ
ジナル珈琲とのハーモニーが絶妙
にマッチした珈琲プリンのセット。

商品番号15 ホテルオークラ 6種アイスセット
バニラ・ストロベリー・アルマニャックレザン・マンゴー　各100ml×2個、
チョコレート・抹茶　各100ml×1個（計10個）
●箱サイズ/215×185×165mm
●乳成分・卵 円5,400

商品番号16 銀座千疋屋 
銀座プレミアムアイス

とちおとめ・マスカット・ブルーベリーチーズ・ピーチ・カスタードバニラ 各120ml×2個（計10個）
●箱サイズ/225×305×202mm
●乳成分・卵 円5,400

「ドトール」の香り豊かなコーヒーを氷とアイス
モナカにしました。氷は、ミルクを注ぐだけで、
味わい深いアイスカフェオレが出来上がります。
アイスモナカは、エスプレッソ仕立ての本格的な
コーヒーの香りが楽しめ、甘さ控えめでほろ苦い
大人なアイスです。

商品番号18
ドトールコーヒー　
氷deアイスカフェ・オ・レ＆
コーヒーアイスモナカセット
コーヒーアイスモナカ×4個、
氷deアイスカフェ・オ・レ（60g×4袋入）×2箱
●箱サイズ/330×245×160mm
●小麦・乳成分

円3,996

商品番号17 丸福珈琲店 
名物プリン＆珈琲プリンセット

こだわり珈琲店の名物プリン105g×8個、こだわり珈琲店のクリーミー珈琲プリン105g×4個
●箱サイズ/330×240×75mm
●賞味期限8日　●乳成分・卵

円3,780

ドトール厳選の豆から抽出した香り高いコー
ヒーをそのまま凍らせました。ミルクを注ぐだけ
で本格アイスカフェ・オ・レのできあがり。夏の
ティータイムにぴったりです。

商品番号19 ドトールコーヒー　
氷deアイスカフェ・オ・レ

（60g×4袋）×4箱（計16袋）
●箱サイズ/205×270×80mm

円4,104
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日本国内で栽培されている品種のほとんどがアップルマンゴーのアーウィン種です。アップルマンゴー
のその名の通り、熟すと果皮がりんごのように赤くなるのが特長で、アーウィン種は果肉の繊維質が少
なく、肉質がとてもなめらか。鮮やかな色に華やかな香り、そして、太陽の光をたっぷり浴びてじっく
り蓄えられた濃厚な甘み、とろけるような食感、頬張った時の果汁の音、五感でお楽しみください。

濃厚な甘さと爽やかな酸味のバランスが絶妙な三次ピオーネ。
深みのある色艶と気品ある形状から「黒い真珠」とも称される
広島が誇る逸品です。

瀬戸内の温暖な気候と長年にわたり蓄積された栽培技術が育む
岡山の桃は、糖度の高さを実感する濃い甘さとたっぷりの果汁か
ら漂う豊かな香りが魅力。糖度を測定し、安定した良質の桃をお
届けします。

網目状の果皮とその名の由来でもある芳香が特長のマスクメロン。芸術的な網目は、生育途中で果
皮の成長が止まり硬くなった後も成長を続けて大きくなろうとする内部の力で、表面にひび割れがで
き、その割れ目をふさごうとする分泌液により作られるもの。綺麗な網目を作るには温度・湿度・水
のバランスが重要で、大変な手間暇をかけて栽培されています。とろけるような舌触りと、上品な甘
さをお楽しみください。

お馴染みの品種「佐藤錦」の後に収穫される晩生種のさくらんぼ”紅秀峰”。「佐藤錦」と「天香
錦」から生まれた比較的新しい品種で、真っ赤な見た目の美しさと、酸味が少なく深く強い甘みが
特長です。「佐藤錦」に比べて大粒で食べ応えも十分。果肉がしっかりしているので、噛むとパリッと
してジュワーっと果汁が広がります。

ピンクとエメラルドグリーンの組合せが華やか！甘い果汁溢れる夏の
旬果“桃”に、爽やかなマスカット香と種がなく皮ごと食べられる食べ
やすさが人気の“シャインマスカット”を詰合せてお届けします。見た
目に美しく、食べて美味しい贈り物はきっと喜んでいただけるはず。

商品番号24 宮崎マンゴー
2玉（約700g）
●箱サイズ/280×175×105mm

円7,452お届け期間：6月下旬～7月下旬

商品番号22 岡山の桃
6玉（約1.5kg）
●箱サイズ/225×310×110mm

円5,940お届け期間：7月中旬～8月上旬

商品番号25 広島三次ピオーネ
約400g×2房
●箱サイズ/255×210×130mm

円5,940お届け期間：7月中旬～8月上旬

商品番号20 静岡県産マスクメロン［2玉］
1.5㎏以上×2玉
●箱サイズ/160×320×190mm

円7,128お届け期間：6月下旬～8月上旬

商品番号21 紅秀峰（さくらんぼ）［500g］
約500gバラ詰め（L～2Lサイズ）（山形県又は秋田県又は北海道産）
●箱サイズ/175×135×70mm

円5,400お届け期間：6月21日頃～7月6日頃

商品番号23 桃とシャインマスカット
桃2玉（約500g）（山梨県又は長野県産）、シャインマスカット1房（約500g）
（山梨県又は長野県産）　
●箱サイズ/280×180×115mm 円7,560
お届け期間：7月中旬～8月上旬

こだわり製法で焙煎・抽出した2種類のオリジナルアイス
コーヒー詰合せ。オリジナルブレンドは選任焙煎師によ
る徹底した品質管理の下、豆本来の味わいを引き出した
香り高いブレンド。炭焼ブレンドは炭火焙煎でじっくりと
焙煎し、独特のほろ苦さコクのあるブレンド。深みのある
味わいをお楽しみください。

商品番号28 ドトールコーヒー　
リキッドコーヒー詰合せ

アイスコーヒー無糖1000ml×3本、炭焼アイスコーヒー無糖1000ml×2本
●箱サイズ/250×394×80mm
●賞味期限135日 円3,564

昭和9年創業の大阪「丸福珈琲店」のこだわりは、濃厚でコク深い
味わいだがあと味のすっきりとした珈琲。まずはすっきりストレート
で丸福珈琲店ならではの味わいを楽しんで、たまには牛乳をたっぷ
り入れて優しい甘みの濃厚なカフェオレを。こだわりを守り続ける丸
福珈琲店がお届けする、オリジナルブレンドのアイスコーヒーと、牛
乳で割って楽しむ甘みあるカフェオレベースのセットです。

商品番号29 丸福珈琲店　アイスコーヒーセット
アイスコーヒー500ml（無糖）×2本、カフェオレベース希釈タイプ500ml（加糖）×1本
●箱サイズ/290×225×75mm
●賞味期限150日 円3,996

紀州南高梅の梅酢に、はちみつと大麦黒酢、梅エキスを
配合した「のどごしスッキリ爽やかな」和歌山県のご当地
サイダーです。

商品番号26 梅酢サイダー　はちみつ入り
250ml×8本
●箱サイズ/462×260×60mm
●賞味期限270日

円3,780

国産果汁100％（濃縮還元）ジュースを凍らせて
シャーベットとしてお楽しみいただけます。

商品番号27 凍らせておいしい国産ジュースセット
和歌山のみかんジュース・山梨のももジュース・信州安曇野のりんごジュース・信州の
ぶどうジュース・信州の和梨ジュース各90g×4
●箱サイズ/330×180×60mm
●賞味期限150日 円3,456

暑 い 夏 の ク ー ル な ひ と と き

※フルーツにつきましては、天候状況によりお届け期間が変更される場合がございますので、お届け日のご指定はお受けできません。

夏 に う る お い
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ヘルシーな赤身のもも肉と、お肉の旨みが味わえるバ
ラ肉。食べ比べが楽しめるセットを黒毛和牛の中でも
代表的な松阪牛でご用意しました。

商品番号31 松阪牛もも・バラ焼肉用
もも・バラ 計400g
●箱サイズ/290×225×80mm　●賞味期限15日

円10,800

名古屋の繁華街の中心部に店舗を構える焼肉スギモトHOUSENは、
お肉を知り尽くした専門店スギモトが運営する焼肉レストラン。専門店
だからこそできる希少部位の食べくらべをお楽しみください。

商品番号30
焼肉スギモト HOUSEN
希少部位焼肉食べくらべセット
黒毛和牛［カルビ200g、上カルビ80g、カイノミ60g、フラン60g］
●箱サイズ/200×300×100mm　●賞味期限15日

円8,424
ヘルシーな赤身のもも肉と脂が程よく交差した肩ロース肉を黒毛和牛の中でも代表的な松阪牛でご用意
いたしました。2つの部位の食べくらべをお楽しみいただけるすき焼き肉です。

商品番号32 松阪牛
もも・肩ロースすき焼き用

もも・肩ロース 計400g
●箱サイズ/290×225×80mm　●賞味期限15日

円10,800

黄木が肉質、旨みにこだわり選び抜いた米沢
牛6種の部位を焼肉用として用意しました。
それぞれの部位の食感と味わいを食べくら
べでお楽しみいただける贅沢なセットです。

商品番号34 米沢牛黄木
米沢牛焼肉食べくらべセット

サーロイン・ロース・肩ロース・肩・モモ・バラ 各60g
●箱サイズ/340×250×70mm　●賞味期限15日

円10,800

落合シェフ監修の牛肉100％ハンバーグ。余分な
化学調味料を一切使用せず、無添加で仕上げ
た肉汁たっぷりのハンバーグです。ワインをふん
だんに使用し、黒トリュフを加えた風味豊かな
ソースがより一層おいしさを引き立てます。

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33 国産高原黒牛 ロールステーキ
約60g×10枚
●箱サイズ/275×205×95mm　●賞味期限90日

円4,860

脂肪が肉に細かく入り込んで濃厚な旨みの神戸牛、“肉の芸術品”と言われる松阪牛、良質な身の締ま
りと脂肪ののりの良さが特徴の米沢牛、最も歴史のあるブランド和牛の近江牛、やわらかさ、味わい色合
いの素晴らしさが実感できる宮崎牛、脂肪と赤身の絶妙なバランスの仙台牛、それぞれの味わいをミニ
ステーキ用でお楽しみください。

商品番号35 6大ブランド和牛
食べくらべミニステーキ

神戸牛もも60g、松阪牛もも60g、近江牛もも60g、米沢牛もも60g、
宮崎牛もも60g、仙台牛もも60g
●箱サイズ/265×185×70mm　●賞味期限15日

円10,800

1972年創業のハングがお届けする、ホームパーティーに
ぴったりな鉄板焼セット。鶏・牛・豚の他、ソーセージや
ベーコン、生ハンバーグもご用意しました。

商品番号37 神戸ハング
ホームパーティーセット

鶏もも300g、和牛もも150g、手造り燻製ベーコン100g、
生ハンバーグ75g×4、豚ヒレ肉詰めベーコン巻60g×4、
ジャーマンソーセージ4本、調味料50g
●箱サイズ/320×250×120mm
●賞味期限45日　●小麦・卵

円5,400

生ハムユッケは生食用ユッケに負けない「生の風味と食感」を損
なわない製法で作られた非加熱食肉製品です。北海道産の黒毛
和牛のA4等級以上のもも肉を使用し、適度なサシが入った細切り
タイプの生ハムユッケをアツアツのご飯に盛付け、卵黄とお好みの
薬味、付属のタレをかければ絶品ユッケ丼のできあがりです。

商品番号39 北海道産 
黒毛和牛生ハムユッケ丼セット

黒毛和牛生ハム細切り100g×2、ユッケダレ20g×4
●箱サイズ/293×233×74mm　●賞味期限15日　●小麦

円6,264

さくらポークは三重県の指定された牧場で、加熱した植物性の飼料を与えて育てられ
た銘柄三元豚です。ストレスなく健康に育ったさくらポークは脂に甘みがあり、豚臭さが
少ないのが特徴です。商品番号36

さくらポーク
ロースとんてき・生ウインナーセット
さくらポークロースとんてき100g×4、
さくらポーク生ウインナー（プレーン・レモン＆バジル 各150g×2）
●箱サイズ/255×165×85mm　●賞味期限45日　●小麦・乳成分

円5,400

商品番号38 ラ・ベットラ・ダ・オチアイ　
牛肉100％のハンバーグと
黒トリュフソース

ハンバーグ150g×6個、黒トリュフソース180g
●箱サイズ/276×215×77mm ●賞味期限30日　●小麦・乳成分・卵

円5,400

肉の フェス
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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40 大山ハム 食の匠工房 
DLG金賞受賞セット

カントリーロースト72g、フライシュケーゼ80g、
辛口ポチキウインナー120g、あらびきポークウインナー120g、
熟成乾塩ベーコン80g、チーズリヨナー90g、
トマトとオリーブ入りソーセージ100g、生ハム（肩ロース）40g
●箱サイズ/304×210×64mm
●賞味期限15日　●乳成分

円5,400

商品番号47
伊藤ハム 伝承献呈
GM-300
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　●小麦・乳成分・卵

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46
伊藤ハム 伝承献呈 
GM-42
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/236×281×65mm
●賞味期限20日　●小麦・乳成分・卵

円4,320

商品番号44
伊藤ハム 伝承献呈 
GM-56
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、
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　●小麦・乳成分・卵

円5,400

商品番号45
伊藤ハム 伝承献呈 
IGM-506
伝承献呈特選ロースハム360g、伝承献呈特選ホワイトロースハム320g、伝承献呈特選肩ロース180g
●箱サイズ/290×160×67mm
●賞味期限33日

円5,400

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43
日本ハム 美ノ国 
UKI-48
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

商品番号42
日本ハム 美ノ国
UKI-58
熟成ベーコン51g、熟成ももハム60g、
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、熟成ビアシンケン72g、
熟成ロースハム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5,400

北海道産原料肉と北の幸が奏でるハーモニー。
【北の国から】北海道物語ハムギフトの売り上
げの一部が公益財団法人北海道環境財団を通
じて北海道の自然・環境保護の活動に役立て
られます。

商品番号41
丸大食品 【北の国から】
北海道物語
ワインモモハム130g、生ハムもも65g、
じゃがバターソー180g、骨付きフランク150g、
ソフトサラミ75g・あらびきウインナー75g（帆立エキス入り）、
オニオンフランク180g、ワイン生ハムロース35g、
チーズ入りウインナー75g
●箱サイズ/292×223×75mm
●賞味期限30日　●小麦・乳成分・卵

円5,400

お店の味をご家庭で楽しみたいとい
うご要望にお応えし、盛岡冷麺に必
要な具材（さわやかな辛みが特徴の
自家製の冷麺用キムチとゆで卵・牛
味付肉）をセットしました。麺は盛岡冷
麺の特徴でもある馬鈴薯澱粉を使
用。コシが強くシコシコとした歯ざわり
とツルリとしたのど越しが最大の魅
力。牛・鶏骨等をじっくり煮込んだ特
製スープは、深いコクの中にさっぱり
とした味わいをお楽しみ頂けます。

商品番号49 ぴょんぴょん舎の盛岡冷麺
麺150g×4袋、スープ160g×4袋、キムチ40g×4袋、
殻付ゆで卵50g×2個、牛味付肉20g×2袋
●箱サイズ/260×195×120mm
●賞味期限5日　●小麦・卵

円4,320

素麺発祥の地「三輪の里」で今も昔ながらの伝統の技を
守り、熟練の素麺師が一筋一筋丁寧に手延べしました。
手延べ素麺独特のコシと喉越しはそのままに、トマト・
オクラ・カボチャの夏野菜で季節感と色彩を備えた三輪
素麺。華やかさと豊かな風味がお楽しみいただけます。
そこに、かつおだし香る和風めんつゆ、辣油・山椒が程
よくピリ辛の中華風肉味噌担々、完熟トマトの酸味と旨み
が特徴の洋風トマトつけ汁の3種を詰合せました。

商品番号48
夏野菜の彩り三輪素麺と3種のつゆ
三輪素麺（白50g×8束、トマト・オクラ・カボチャ 各50g×2束）、
担々つゆ50g×2袋、トマトつゆ50g×2袋、めんつゆ25ml×2袋
●箱サイズ/212×331×56mm
●賞味期限180日　●小麦

円3,780

石臼挽き粉の香り豊かなそばは、粒子が不揃いながらも、
それが蕎麦独特の歯ごたえを生み出します。

商品番号50 田中屋 石臼挽き出石そば
半なまそば160g×6袋、ざる用つゆ100ml×6
●箱サイズ/375×275×55mm
●賞味期限45日　●小麦・そば

円4,104

商品番号52
手延素麺 揖保乃糸・特級品 
YA30
揖保乃糸・特級品50g×19束
●箱サイズ/206×335×33mm
●賞味期限450日　●小麦

円3,564

商品番号51
手延素麺 揖保乃糸・特級品 
YA50
揖保乃糸・特級品50g×34束
●箱サイズ/206×335×44mm
●賞味期限450日　●小麦

円5,724

手延素麺「揖保乃糸」は良質の小麦粉・赤穂の塩を原料とし、
伝統の製法で幾度も熟成を重ねながら、熟練した職人が丹精込めて作り上げた逸品です。

 その揖保乃糸の中で上質の原料小麦粉を使用して、厳寒期（12月～翌年2月）につくられる絶品です。
製造は組合が選抜指定した熟練製造者に限定されています。

商品番号53 三輪の神糸【二年物】
三輪素麺（二年物）50g×20束（1000g）
●箱サイズ/206×366×42mm
●賞味期限270日　●小麦

円3,564

素麺発祥の地　奈良県・桜井市/伝統的手延製法
を、より近代的にFSSC22000認証取得自社工場で
生産された手延べ三輪素麺です。特に「三輪の神
糸」は、製麺後一年以上熟成させたコシの強い【古
物】三輪素麺となっております。また、原材料にもこ
だわり製麺の際少量使用する油に「エキストラバー
ジンオリーブオイル」を使用することで、熟成の際で
る‘素麺熟成臭’をおさえた商品となっております。

商品番号54 播州手延素麺
播州手延素麺50g×14束
●箱サイズ/206×255×32mm
●賞味期限270日　●小麦

円2,484

手延素麺の本場　兵庫県播州地域において、厳
選した原料を使用し、昔ながらの二日製法で製造
した美味しい手延素麺です。

の づくし大切なあの方
への贈り物に

、

ハムのギフト
はいかがです

か？
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商品番号63 うなぎ割烹「一愼、」
特製蒲焼

蒲焼60g×3袋、特製蒲焼のたれ50ml、山椒×3袋
●箱サイズ/290×205×30mm　●賞味期限30日　●小麦

円5,400

魚肉をブレンドし旨みを引き出し、ソフトな食感には豆腐
と山芋、風味豊かな甘みに欠かせない灰持酒を使用。又、
練り物に相性の良い色鮮やかな種ものを用い、バラエティ
豊かに仕上げました。

商品番号66 鹿児島小田口屋
『さつま揚げ』詰合せ

つけあげ20g×6個、しそ天20g×3個、野菜天25g×4個、
ごぼう天25g×4個、扇枝豆チーズ天20g×4個、五目さつま25g×4個、
かぼちゃ天25g×2個、れんこん天30g×2個、とうもろこし天25g×2個
●箱サイズ/235×285×60mm　●賞味期限4日　●乳成分・卵 ｠            

円4,320

手作りの水餃子と中国北方料理が自慢の京都・楽仙樓。お店で1、2の人気を誇る2つ
の麺をセットにしてお届けします。スタッフのまかないとして生まれた「黒酢麺」は、長
期熟成したまろやかな黒酢”鎮江香醋”と辣油がきいた酸っぱ辛さがクセになる逸
品。創業から変わらぬ人気の「担々麺」は、練りごまと特製手作り辣油のコク深い味
わいが魅力です。本格的な味をご家庭でご堪能ください。

商品番号57 京都 楽仙樓
京の黒酢麺と担々麺

黒酢麺：1食分440g（スープ150g、生麺120g、醤油だし75g、
黒酢15g、具／小松菜30g・もやし30g・味付け豚バラ肉20g）・
担々麺：1食分465g（スープ150g、生麺120g、胡麻スープ115g、
具／小松菜30g・もやし30g・味付け豚バラ肉20g） 各2食（計4食）
●箱サイズ/325×225×130mm　●賞味期限180日　●小麦・卵

円4,968

国産かぼちゃの甘みといんげんまめの
食感がちょうどよいかぼちゃチャウ
ダー、国産とうもろこしと野菜を使った
コーンチャウダー、国産トマトと野菜を
使ったトマトチャウダーの3種類。具だく
さんの食べるスープです。

商品番号59 フォレシピ
もぐもぐお野菜スープセット

国産かぼちゃのチャウダー・国産コーンのチャウダー 各160g×3、
国産トマトのチャウダー160g×2
●箱サイズ/220×210×85mm　●賞味期限180日　●小麦・乳成分

円4,104

和風牛丼－玉ねぎ・生姜・昆布がきめての和風だし使用。
和風豚丼－昆布のうまみと玉ねぎの甘味がきいた和風だし使用。
蒲焼風豚丼－かつお風味の醤油出汁ベースのたれ使用。
凍ったまま、熱湯で湯せん、約3分の簡単調理・個別包装なので、
必要なだけ調理できます。

商品番号56 「霧島黒豚・さつまビーフ」
黒豚丼・和牛ミニ丼の具三昧

霧島黒豚 豚丼の具（和風）100g×4袋、霧島黒豚 豚丼の具（蒲焼風）100g×4袋、
さつまビーフ（鹿児島県産黒毛和牛）和牛丼の具（和風）100g×4袋
●箱サイズ/255×262×55mm　●賞味期限180日　●小麦

円4,644

B級グルメの宝庫・静岡県より、浜松餃子が登場。屋台の
フライパン焼きから考案された円形焼きで、中央のくぼ
みに茹でもやしを添えて食べるのがご当地流です。

商品番号58 静岡B級グルメ
浜松餃子

餃子（20g×15粒）×3パック、たれ（10g×2袋）×3個
●箱サイズ/255×175×110mm
●賞味期限30日　●小麦

円3,456
ごはんは直火による釜炊きで、ふっくら仕上げ。1枚1枚表面を
醤油で味付けし、焼きあげています。表面はカリッと中はふっく
ら。甘辛く仕上げた牛カルビ、国産生姜の香りが食欲をそそる
豚生姜との相性も抜群です。

商品番号60
サンドdeごはん
（ライスバーガー）
牛カルビ260g（2個）×2袋、
豚生姜260g（2個）×2袋
●箱サイズ/295×244×100mm
●賞味期限180日　●小麦

円3,780

京漬物店『林慎太郎商店』が伝統技法で
製造した化学調味料無添加の京漬物と京
都米ひのひかり、味付けには明治12年に
創業した京都の老舗『澤井醤油本店』の
濃口醤油を使用して焼おにぎりを作りま
した。レンジで温めた後、お茶をかけてお
茶漬けとしてもお楽しみいただけます。
商品番号61 京都どんぐり

京漬物の入った京都米の焼おにぎり
しば漬焼おにぎり・白菜漬焼おにぎり 各80g×4個、
みぶ菜漬焼おにぎり・柚子だいこん焼おにぎり 各80g×3個
●箱サイズ/295×210×65mm
●賞味期限270日　●小麦

円3,996

愛知県産の「活うなぎ」を1尾ずつ手にとって上質の鰻だけを丁寧に焼きあげました。
香りとコクのある「一愼、」特製の蒲焼のたれは鰻本来の旨みを引き立たせます。
うなぎ割烹「一愼、」の自慢の味を是非ご家庭でお楽しみください。

商品番号62 うなぎ割烹「一愼、」
特製長蒲焼

長蒲焼120g×2尾、特製蒲焼のたれ50ml、山椒×2袋
●箱サイズ/320×240×40mm　●賞味期限30日　●小麦

円7,020

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64 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

三陸海宝漬中村家こだわりの海鮮漬けのセットです。昆
布醤油漬・めかぶ醤油漬・松前漬の3種のベースにそれ
ぞれ海鮮をトッピングした小分けパック。素材に、味にこ
だわった品 を々ご堪能ください。

商品番号65 三陸海宝漬中村家
海鮮漬3種詰合せ

岩手丸60g、黄金海寿漬60g、ふかひれ松前漬60g 各2個
●箱サイズ/210×280×45mm　●賞味期限45日　●小麦

円6,264

北海道産のトマト・甘えび・日高昆布で仕上げた3種類のスープカレーに、
やわらかく煮込んだチキンレッグをまるごと1本トッピングしました。

商品番号55
札幌の食卓
まるごとチキンレッグの
スープカレーセット
あっさりトマト味・濃厚エビ味 各260g×2、
昆布だし和風味260g×1
●箱サイズ/295×210×65mm
●賞味期限275日　●小麦・えび・かに

円4,104

グル
お
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商品番号67 ひとしなギフトA　
骨までまるごと焼魚

あじ約60g×2袋、金目鯛約100g・
かます約55g・さんま約60g×各1袋
●箱サイズ/290×225×75mm
●賞味期限90日

円3,780

商品番号68 ひとしなギフトB　
夏のジュース＆スイーツ

信州安曇野リンゴジュース・和歌山のみかんジュース・
山梨のももジュース・信州のぶどうジュース 各90g×2本、
たまご村プリン78g×2個、うめゼリー・なつかんゼリー×各1個
●箱サイズ/290×225×75mm
●賞味期限45日　●乳成分・卵

円3,240

商品番号69 ひとしなギフトC　
日本のこだわり漬物

かみおきたくあん160g・からし高菜100g・きざみ奈良漬100g・
国産細ごぼう120g・熟成甘らっきょう90g・
ぶっかけ生姜大根200g×各1袋
●箱サイズ/290×225×75mm
●賞味期限45日　●小麦

円3,780

商品番号70 ひとしなギフトD　
和食の定番惣菜

筑前煮80g・金平ごぼう80g・五目豆70g・肉じゃが100g・
切昆布大豆80g・きゃらぶき煮120g×各1袋
●箱サイズ/290×225×75mm
●賞味期限60日　●小麦

円3,780

商品番号80
カルビー 
かっぱえびせん匠海
2種詰合せ
海人の藻塩味・藻塩とかどやごま油仕立て×各16枚
●箱サイズ/250×185×70mm
●賞味期限60日　●小麦・乳成分・えび

円3,024

商品番号71 カゴメ 野菜生活100　
国産プレミアムギフト

野菜生活100国産プレミアム（白桃ミックス・メロンミックス・
ラ フランスミックス・さくらんぼミックス）各125ml×3、
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）各125ml×2
●箱サイズ/323×316×56mm　●賞味期限270日

円3,564

国産素材にこだわり、厳選した高級果実をたっぷり
使用した、「野菜生活100」ブランドの最高峰。

商品番号82 雪室貯蔵 
銘柄米セット

北海道産ゆめぴりか・山形県産つや姫・新潟県南魚沼産コシヒ
カリ・兵庫県丹波産コシヒカリ・香川県産おいでまい・熊本県産
森のくまさん 各300g（2合）
●箱サイズ/235×150×100mm

円5,184

選りすぐった産地のお米を700t
貯雪の雪室で超低温保管。鮮度
を保ち「おいしいお米を、一年中
おいしく」の想いで作りあげまし
た。食べきりサイズの2合パック
でお届けします。

商品番号76 伊藤園
フルーツジュース

ビタミンフルーツオレンジMix・ビタミンフルーツりんごMix
各200ml×9、ブルーベリーmix200ml×6
●箱サイズ/423×392×45mm　●賞味期限135日

円3,564

伊藤園こだわりのジュースセットです。
商品番号74
すこやかカルピスギフト SC30
すこやかカルピス190g×12、すこやかカルピスバナナ190g×6、
すこやかカルピス（いちご・白桃・マンゴー）各190g×3
●箱サイズ/400×232×110mm ●賞味期限180日　
●乳成分

円3,564

からだにうれしいすこやか素材を加えた、そのまま
おのみ頂けるタイプの「カルピス」です。「カルピ
ス」とマッチした果実のゆたかな味わいお楽しみ
頂けるギフトです。

商品番号75 カルピスギフト CR30
カルピス・カルピス国産白桃リッチ 各470ml×2、
カルピス北海道・カルピス国産林檎リッチ各470ml×1
●箱サイズ/440×252×77mm
●賞味期限135日　●乳成分

円3,564

おなじみの「カルピス」、ギフト限定の「カルピス
北海道」に加え、国産果実のみを贅沢に使った果
実の味わい豊かな「カルピス国産白桃リッチ」、
「カルピス国産林檎リッチ」をアソートした、コンク
「カルピス」のおいしさが色々お楽しみいただける
ギフトセットです。

商品番号79
森の庭　
森の焼き菓子Blue box
しっとりバームクーヘン×6、有精卵たっぷりマドレーヌ（プ
レーン・ショコラ×各2）、香ばしくて素朴なクッキー（ミル
ク・ショコラ・メープル×各4、チョコチップ×2）、さくさくス
ティックパイ（メープル・ショコラ×各4）　合計32個
●箱サイズ/415×312×43mm
●賞味期限45日　●小麦・乳成分・卵

円3,564

商品番号78 よくばりデザート
宇治抹茶プリン60g×3、北海道産メロンシャーベット用ゼ
リー・瀬戸内産レモンシャーベット用ゼリー・グレープシャー
ベット用ゼリー・青森県産リンゴゼリー・和歌山県産南高梅
ゼリー 各62g×2、沖縄県産黒糖葛餅57g×2、冷やしぜんざ
い・白桃のゼリー寄せ 各100g×2
●箱サイズ/411×339×45mm
●賞味期限90日　●乳成分・卵

円3,564

夏にぴったりの和洋クールデザートを贅沢に詰合
せました。産地限定素材使用の商品を中心とした
よくばりデザートギフトです。

商品番号81
海鮮おかき
白えびかき餅・青のりかき餅 各1枚×17袋
●箱サイズ/240×240×115mm
●賞味期限60日　●えび

円2,484

水稲もち米を主原料に、富山湾特産の白えびを加
えて焼き上げた海の香りいっぱいのかき餅と、青の
りを使用したかき餅の詰合せです。

商品番号77
日清オイリオ　
早摘みグリーンオリーブが
贅沢なボスコギフト
ボスコオリーブオイル140g×2、
ボスコエキストラバージンオリーブオイル140g×4
●箱サイズ/334×193×60mm　●賞味期限375日

円3,564

早摘みグリーンオリーブの、豊かな香りと味わい
を詰め合わせたギフト。

商品番号73 カゴメ 野菜飲料
バラエティギフト 
KYJ-20

野菜一日これ一本200ml×4、野菜生活100
（オリジナル・ベリーサラダ・マンゴーサラダ）各200ml×4
●箱サイズ/255×426×48mm　●賞味期限135日

円2,484

カゴメの人気の野菜飲料を詰め合わせた
バラエティセット。
大切なあの方へ毎日の健康習慣を贈ります。

商品番号72 カゴメ 野菜飲料
バラエティギフト 
KYJ-30R

野菜一日これ一本・野菜生活100オリジナル各200ml×6、
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）
各200ml×4
●箱サイズ/379×426×48mm　●賞味期限135日

円3,564

凍らせておいしい
ジュース4種類を始め、
夏にぴったりの
ゼリーやプリンと
詰合せしました。

外袋から出して
電子レンジまたは

湯煎で加熱するだけで
食べられる簡単便利な
焼魚のセットです。
骨まで食べられます。

常温で保存出来る
美味しい漬物を6品選んで
詰め合わせました。
アツアツのご飯は勿論、
お茶請けとしても
お楽しみ頂けます。

袋から出して
そのまま食べられる
和惣菜の詰め合わせ。
肉じゃがや筑前煮など
定番の惣菜を
6種詰め合わせ
しました。

あじ 金目鯛 かます

ゼリー

ジュース4種

たまご村プリン

さんま

かみおきたくあん きざみ奈良漬

国産細ごぼう 熟成甘らっきょう ぶっかけ生姜大根

からし高菜 筑前煮 五目豆金平ごぼう

肉じゃが 切昆布大豆 きゃらぶき煮
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