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サンふじりんごとアップルパイのセットです。

出荷の際は、甘さをひとつずつ糖度センサーで測り、限られた
数量のみを「媛匠（ひめたく）」として箱詰めしました。

食味は糖度センサーで測り、厳しい甘さ基準をクリアしたコク
のあるみかんです。

和歌山有田の樹上完熟直後に出荷するため、甘み・旨みに 
優れた健康みかんです。

三河湾の暖かな潮風と、豊かな自然を育む大地。この地だから 
生まれた美味しい「蒲郡みかん」を味わってください。「蒲郡 
みかん」は、糖度と酸味のバランス、コクのある味が自慢です。

日本各地のりんごを
直接お届けします。
どれも色と食味は
自慢の一品です。

販売期間：12/20まで 12/6より発送

商品番号 508
青森県津軽産 サンふじりんごとアップルパイ
3,600円 (税込・送料込）

●サンふじりんご4玉（青森県津軽産）、
　青森県津軽産りんご使用のアップルパイ×5

販売期間：12/15まで 11/25より発送
12月中旬より発送

商品番号 509
愛媛県産 西宇和みかん

「媛匠」5kg箱
4,200円 (税込・送料込）

●5kg サイズL・M・Sのいずれか

販売期間：12/15まで 11/25より発送

商品番号 510
愛媛県産　西宇和みかん

「風車」10kg箱
3,900円 (税込・送料込）

●10kg サイズL・M・Sのいずれか

販売期間：12/20まで

12/7より発送

商品番号 511
和歌山 有田の紀旬
頑固一徹みかん 5kg
4,000円 (税込・送料込）

●和歌山県有田みかん5kg（SML）
　サイズ指定不可 販売期間：12/13まで

11/26より発送

商品番号 512
愛知 JA蒲郡市 蒲郡みかん
3,600円 (税込・送料込）

●約3kg（M・Lサイズ）

商品番号 500
青森りんご 
サンふじ 5kg

3,500円
(税込・送料込）

●5kg（12～18玉）

商品番号 501
青森りんご 
サンふじ 10kg

5,100円
(税込・送料込）

●10kg（24～36玉）

商品番号 504

商品番号 502

商品番号 506

福島りんご 
サンふじ 5kg

青森りんご 
詰合せ 5kg

（サンふじ・王林）

長野県産 
サンふじ 5kg

3,500円

3,500円

3,500円

(税込・送料込）

(税込・送料込）

(税込・送料込）

●5kg（11玉～16玉）

●5kg（12～18玉）

●5kg（11玉、12玉、13玉、14
玉、16玉、18玉のいずれか）

商品番号 505
福島りんご 
サンふじ 10kg

5,100円
(税込・送料込）

●5kg（11玉～16玉）

商品番号 503

商品番号 507

岩手平泉産 
サンふじ 3kg

長野県産 
サンふじ 10kg

3,000円

5,100円

(税込・送料込）

(税込・送料込）

●6～10個

●10kg（22玉、24玉、26
玉、28玉、32玉、36玉のい
ずれか）

Fruits
旬の果物をご用意しました。贈り物にも、ご自宅用にも、最適です。

−果物−
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Western confectionery
色鮮やかな洋菓子を贈り物に…

−洋菓子−甘さと酸味の調和が美味です！
手で剥いてお手軽に召し上がることが出来る
フレッシュなぽんかんをお楽しみください。

1月下旬より発送

商品番号 513
大分市佐賀関産 ぽんかん 5kg
3,000円 (税込・送料込）

●大分市佐賀関産 ぽんかん 5kg

岡山県矢掛産のブランド商品です。
自然の味をたっぷり込めて
本物のおいしさをお届けします。

11/20より発送

商品番号 515
矢掛産 自然薯 約1.5kg
4,900円 (税込・送料込）

●約1.5kg

11/20より発送

商品番号 516
矢掛産 自然薯 約1.8kg
6,300円 (税込・送料込）

●約1.8kg

商品番号 514
瀬戸田レモン 1kg
2,300円 (税込・送料込）

●1ｋｇ

生姜好きの方へ送る辛味の強い
生の生姜と乾燥生姜の詰合せ

（無農薬無化学肥料路地栽培）

商品番号 517
辛味成分の多さが特長！ 高原生姜セット
3,000円 (税込・送料込）

●神石高原の生姜袋詰め、乾燥生姜スープの素（15g）、
　ポケット高原生姜（パウダー）（16g）

外はサクッと中はしっとりとした食感が魅力のカノザのダック
ワーズです。チョコレートとストロベリーの2種類の味をセットしま
した。

地元大山バターのコクとアーモンドの風味が地元大山バターのコクとアーモンドの風味が
口の中にふわっと広がるうさぎの形のフィナンシェ。口の中にふわっと広がるうさぎの形のフィナンシェ。
外はサクッと、中はしっとりと焼き上げました。外はサクッと、中はしっとりと焼き上げました。

洋酒の香りをまとったレーズンを、上品な甘さの特製クリームとサン洋酒の香りをまとったレーズンを、上品な甘さの特製クリームとサン
ドしました。なめらかなクリームと香り豊かなレーズンのハーモニードしました。なめらかなクリームと香り豊かなレーズンのハーモニー
をお楽しみください。をお楽しみください。

一層一層丁寧に焼き上げた生地と、果汁を加えて仕上げた生地の一層一層丁寧に焼き上げた生地と、果汁を加えて仕上げた生地の
2つの味が絶妙なハーモニーとなっております。しっとりとした口当た2つの味が絶妙なハーモニーとなっております。しっとりとした口当た
りにフルーツの程よい甘さが相まって、深い味わいが広がります。りにフルーツの程よい甘さが相まって、深い味わいが広がります。

焼き塩を使用し、チョコレートの風味のサブレ生地にフリーズドライ焼き塩を使用し、チョコレートの風味のサブレ生地にフリーズドライ
のフルーツを混ぜ、焼き上げたフルーツショコラをサンドしました。のフルーツを混ぜ、焼き上げたフルーツショコラをサンドしました。

商品番号 521
商品番号 522

商品番号 519

KÄnoZAプレミアムギフト慶
～yorokobi～ 白ウサギフィナンシェ

12個入

「銀座千疋屋」
銀座フルーツクーヘン 16個

4,100円 (税込・送料込） 2,200円 (税込・送料込）

3,900円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日
● ①ダッグワーズ（チョコ）27g×10個、 

②ダッグワーズ（ストロベリー）27g×10個
●賞味期限：常温で製造日より30日
●白ウサギフィナンシェ×12

●賞味期限：常温で製造日より120日　
●イチゴ＆ミルク、レモン＆はちみつ、メロン＆ミルク、バナナ＆チョコ　各4個/計16個

販売期間：12/15まで

販売期間：12/15まで

商品番号 518

商品番号 520

「銀座千疋屋」
銀座レーズンサンド 15個

「銀座千疋屋」
銀座焼きショコラサブレ

3,900円 (税込・送料込）

4,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日
●レーズンサンド15個

●賞味期限：常温で製造日より90日　
●16個（ストロベリー、オレンジ、バナナ、キャラメル　各4個）

米子支店
おすすめ

米子支店
おすすめ

販売期間：12/15まで

福山北支店
おすすめ
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2種類のさつまいも「紅あずま」と「黄金千貫」を使ったスイートポテト。2種類のさつまいも「紅あずま」と「黄金千貫」を使ったスイートポテト。
さつまいも本来の味わいをいかした甘さ控えめの生地を丁寧に焼きさつまいも本来の味わいをいかした甘さ控えめの生地を丁寧に焼き
上げました。食べ切りサイズを1個づつ個包装にしました。上げました。食べ切りサイズを1個づつ個包装にしました。

銘菓ゴーフルを小さく食べやすいサイズにしたゴー
フレットをはじめとした各種焼菓子と半生菓子をバ
ラエティ豊かに詰合せた冬限定のギフトセットです。

北海道産生クリームを使用したカスタードプリンと、2種類
のチーズを使用したレアチーズケーキ、果実感あふれる
みずみずしいフルーツゼリーを詰め合わせました。

伝統の製法で焼き上げた長﨑堂のカステーラ
と、長﨑堂人気の銘菓を詰め合わせました。

なめらかな食感のヨーグルトムースを3種類（ストロ
ベリー・プレーン・マンゴー）詰め合わせました。冷や
すとより一層美味しくお召し上がりいただけます。

一つ一つ丁寧に焼き上げた風味豊かなクッ
キーを詰め合わせたバラエティーギフトです。

販売期間：12/10まで

販売期間：1/17まで

商品番号 523

商品番号 526 商品番号 527

商品番号 525東京凮月堂　
ウインターギフト WS-GH

トーラク スウィート
セレクト SWA-20

ヨーグルトムース
ギフト

マリアBOX

商品番号 530
北海道黄金スイートポテト 15個入

2,800円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込）

2,200円 (税込・送料込） 2,000円 (税込・送料込）

3,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日
●北海道黄金スイートポテト15個

●賞味期限：常温で製造日より90日　●ゴーフレット×
8、サピニエール×4、トロアシャトン×3、パピヨット×6、パリ
ジャン×4、リーフパイ×3、お菓子の美術館×6

●賞味期限：常温で製造日より210日　●カスタードプリ
ン61g×5、レアチーズケーキ62g×4、オレンジゼリー61g
×2、グレープゼリー62g×1

商品番号 524
長﨑堂 銘菓詰合せ
4,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より50日
●カステーラ（プレーン）×1本（5切入×2）、ヴァッフェル×8

枚、カステララスク×2箱、プリンアトリエ×5個

●賞味期限：常温で製造日より180日　
●ヨーグルトムースストロベリー 52g×6個、
　ヨーグルトムースマンゴー 52g×6個、
　ヨーグルトムースプレーン 52g×3個

●賞味期限：常温で製造日より90日　●シナモン×４枚、抹
茶×３枚、ウズマキ×４枚、モザイク×３枚、プチアーモンド×４
枚、ココナッツカシュー×４枚、フロランタン×２枚、スイートポテ
ト×３枚、パルミエパイ×４枚、コンセピア×２枚、ショコラ×４枚

商品番号 528
プライムスイーツ
3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より120日　●カスタードプリン（カ
ラメルソース付） 66ｇ×2、ショコラプリン 57ｇｘ2、北海道産メロ
ンゼリー 62ｇ×2、グレープゼリー 62ｇ×2、アップルティーゼリー 
62ｇｘ2、フィナンシェ 3個、チョコナッツブラウニー 3個、2種のベ
リーのパウンドケーキ 2個、ショコラオレンジパウンドケーキ 2個

販売期間：12/20まで 11/25より発送

洋風のデザートと菓子を織り交ぜたボリューム
感のある詰合せです。

ふたを開けた瞬間に心ときめくとびきり贅沢なチョコレート

濃厚なチョコレートをまるごと一粒、しっとりとした生地濃厚なチョコレートをまるごと一粒、しっとりとした生地
に包み込み丁寧に焼き上げました。ミカド珈琲軽井に包み込み丁寧に焼き上げました。ミカド珈琲軽井
沢旧道店の大人気スイーツメニューの一つで、コー沢旧道店の大人気スイーツメニューの一つで、コー
ヒーとの相性も抜群です。ヒーとの相性も抜群です。

魅惑の4種類のフレーバーを食べ比べてください。

北海道産の小麦粉を使ったラスク専用のパンを焼き上げた
サクサク食感のラスクにチョコレートをコーティングしました。
ミルクチョコとホワイトチョコの2種類をお楽しみいただけます。

『世界をもてなすオークラ』の洋菓子アソート 『世界をもてなすオークラ』の洋菓子アソート 
ギフトです。ギフトです。

元祖デニッシュ食パンのお店「京都祇園ボロニヤ」の
スイーツデニッシュ食パンのセットです。濃厚な味わい
のショコラと定番のプレーンの2本セットです。

販売期間：12/31まで

販売期間：12/20まで

販売期間：12/23まで

商品番号 531

商品番号 534

商品番号 532

商品番号 533

商品番号 536

モロゾフ プレミアムチョコレートセレクション

ホテルオークラ 
マロングラッセ＆クッキー詰合せ

北海道チョコラスク 2種詰合せ20枚入

ミカド珈琲 
トリュフショコラギフト

京都祇園ボロニヤ 
スイーツデニッシュ食パンセット

3,800円 (税込・送料込） 2,500円 (税込・送料込）

3,600円 (税込・送料込）

2,700円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より240日　●30個入

●賞味期限：常温で製造日より60日　●マロングラッセ×6、サルタナ×8、ラング×4、ラズ
ベリー×6、モカ×4、ティー×7、ヌガー×5

商品番号 535
ANDE 人気のデニッシュ4種セット
3,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より19日 
●ハーフプレーンデニッシュ・ハーフ抹茶大納言デニッシュ・

ハーフシナモンりんごデニッシュ・ハーフショコラデニッシュ　
4種各1個（スライス済み）　

●賞味期限：常温で製造日より60日　●ミルクチョコ、ホワイトチョコ 各10枚

●賞味期限：常温で製造日より60日
●トリュフショコラ×8個

●賞味期限：常温で製造日より15日
●ボロニアスイーツデニッシュ食パン（濃厚ショコラ1.5斤×1、プレーン1.5斤×1）

まん丸のバウムクーヘンの中から、とろっとはちみつソースやまん丸のバウムクーヘンの中から、とろっとはちみつソースや
チョコレートソースが出てくる、新感覚スイーツのドームクーチョコレートソースが出てくる、新感覚スイーツのドームクー
ヘンを2種類詰め合わせました。ヘンを2種類詰め合わせました。

販売期間：12/22まで

商品番号 529
山田養蜂場 
ハニースケップクーヘン
3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日　
●ハニースケップクーヘン(プレーン)６個、
ハニースケップクーヘン(チョコレート)６個

T020D90
sold-out
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Japanese sweets
ほっと一息  伝統和菓子

−和菓子−

苺ミルク・抹茶ミルク・チョコレートの練りあんを苺ミルク・抹茶ミルク・チョコレートの練りあんを
チョコ風味生八つ橋で包みました。チョコ風味生八つ橋で包みました。
さらにココアを振りかけた生八つ橋と、さらにココアを振りかけた生八つ橋と、
プリンクリームと、吟味したつぶあんを、プリンクリームと、吟味したつぶあんを、
風味豊かな抹茶を使った風味豊かな抹茶を使った
柔らかな抹茶わらび餅で柔らかな抹茶わらび餅で
包んだ、お菓子のセットです。包んだ、お菓子のセットです。

上品な甘さの黄味餡を、上品な甘さの黄味餡を、
地元大山バターを使用した生地で地元大山バターを使用した生地で
包んだうさぎの形のお饅頭です。包んだうさぎの形のお饅頭です。

「京菓子司 都」は創業以来「手に入る
限りの最高の材料を贅沢に使う」を信
条とし、熟練職人がひとつひとつ手づく
りで丁寧に仕上げた琥珀菓子です。

個性豊かな人気のせんべい5種に
クセになるおいしさのおかきも加えた
6種類の詰め合わせです。

個包装した昔懐かしい味の個包装した昔懐かしい味の
カレーせんべいです。カレーせんべいです。

なめらかで弾力のある国産米の米粉で、直径10cmの大きな
おせんべい生地を作りました。それをカラッと揚げて、甘辛で 
コクのあるたれに漬けて仕上げました。ソフトでサクッとした 
食感が幅広い年齢層に親しまれております。

独自の枠焼き製法により、ふっくらと仕上げた独自の枠焼き製法により、ふっくらと仕上げた
「ふっくら醤油せん」「ふっくらサラダせん」の「ふっくら醤油せん」「ふっくらサラダせん」の
詰め合わせです。詰め合わせです。

独自の枠焼き製法により、ふっくらと焼き上げた「ふっくら独自の枠焼き製法により、ふっくらと焼き上げた「ふっくら
醤油せん」「ふっくらサラダせん」、ぱりっと焼き海苔の風醤油せん」「ふっくらサラダせん」、ぱりっと焼き海苔の風
味が広がる「海苔せんべい」、ねぎの香りと味噌だれが味が広がる「海苔せんべい」、ねぎの香りと味噌だれが
マッチした「ねぎ味噌せんべい」の詰合せです。マッチした「ねぎ味噌せんべい」の詰合せです。

まろやかで優しい甘さの
ミルク餡を乳菓生地で
包み込みました。

柔らかく炊き上げた北海道産小豆を使用した、
寒天ぜんざいの詰め合わせギフトです。
味のふる里便限定で、かわいい風呂敷に包んでお届けします。

特殊な技術でふっくらあられの中にチョコをギュッと閉じ込め
た不思議な食感のあられ型チョコレートです。ミルク、抹茶、い
ちご、ホワイトの4種類の味が楽しめます。

個包装の個性派おかきを彩り良く。
あれこれ楽しくお召し上がりいただけます。

商品番号 537
生八つ橋粋都アソート＆
粋都古都菓セット
2,200円 (税込・送料込）

●【粋都アソート】賞味期限：常温で製造日より33日
　【粋都古都菓】賞味期限：常温で製造日より60日
●【生八つ橋粋都アソート】苺ミルク4個、抹茶ミルク4個、チョコレート4個　
　【粋都古都菓】12個

商品番号 541

商品番号 543

寒天ぜんざい
3種の詰め合わせギフト

あられのカタチのチョコ詰合せ 4種
商品番号 544

あられ色とりどり

4,300円 (税込・送料込）

2,600円 (税込・送料込） 2,700円 (税込・送料込）

商品番号 540
因幡の白うさぎ 16個入 2,500円 (税込・送料込）
●賞味期限：常温で製造日より60日
●因幡の白うさぎ×16個

商品番号 542
和三盆糖 烏骨鶏卵　
長崎五三焼かすてら 桐箱入り 3,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より30日
●430g（12カット）

●賞味期限：常温で製造日より150日
●宇治抹茶寒天ぜんざい×4個、白玉風寒天ぜんざい×4個、珈琲寒天ぜんざい×4個

●賞味期限：常温で製造日より120日
●160g（4種×40g　個包装込み）

●賞味期限：常温で製造日より120日
●310g

商品番号 549
銀座餅 醤油
2,400円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日
●25枚

商品番号 538
京菓子司 都　
琥珀菓子詰合せ
3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より45日
●花かずら大納言×8、
　宇治金時琥珀×4、手亡白豆×4

商品番号 545
味わい結び30
3,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より180日
●胡麻かき餅×12枚、しょうゆせんべい×12枚、えびしお

せんべい×16枚、黒糖ミルクせんべい×16枚、ざらめ
せんべい×14枚、うす焼サラダせんべい（15g）×9袋

商品番号 548
懐かしのカレーせんべい

【缶入り】
2,700円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より120日
●200g

商品番号 539
おひとつどうどす　
ミルクまんじゅう
2,200円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より120日
●12個

11/20より発送12/6より発送

販売期間：12/21まで

商品番号 546
日光もち本舗　
花あわせ（27枚）
2,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より120日　●ふっくら醤油せ
ん13枚、ふっくらサラダせん14枚　計27枚

商品番号 547
日光もち本舗　
花の里
2,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より120日　●ふっくら醤油せ
ん6枚、ふっくらサラダせん6枚、海苔せんべい4枚、ねぎ
味噌せんべい4枚　計20枚

販売期間：12/21まで

販売期間：12/20まで

米子支店
おすすめ

京都支店
おすすめ

豊岡営業所
おすすめ

豊岡営業所
おすすめ

新潟支店
おすすめ

窯の音を聴き火の色を見極める。職人歴60年余　五代目伊藤
代二が丹精込めて焼き上げる逸品。貴重な烏骨鶏卵を使用 
した最上級グレードの五三焼かすてら。焼き面表面に金粉を
施しております。

T020D90
sold-out

T020D90
sold-out
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め
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集
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店
お
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す
め

広
島
特
集

広島支店

福山港流通センター

福山支店

新商品

3,500円 (税込・送料込）

広島特集広島特集

販売期間：1/11まで 販売期間：12/24まで

商品番号 556
商品番号 557

商品番号 561

商品番号 559 商品番号 560

商品番号 558

商品番号 563
府中味噌 樽詰合せ 寺岡家の有機醤油・調味料詰合せ

オリジナルギフトFURIKAKE

広島名物
おつまみセット（12個入）

寿屋珈琲 
ドリップパックセット

やま磯 味付海苔・焼海苔詰合せ

やまだ屋 もみじ饅頭（こしあん）20個入
3,300円
(税込・送料込）

3,200円
(税込・送料込）

3,200円
(税込・送料込）

※550～554 ※555

3,800円 (税込・送料込）

4,000円 (税込・送料込） 3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より120日 
●中味噌（米味噌）1kg　麦麹味噌（麦味噌）500g　
　金山寺味噌（おかず味噌）500g

●賞味期限：常温で製造日より360日 
●有機さしみ醤油・国産有機丸大豆醤油蔵出し・レモン

ぽんず・有機醤油をつかった調味料（たまごにかけるお
醤油・すき焼の素・寄せ鍋つゆ）各150ml

●賞味期限：常温で製造日より365日
●一食ふりかけ5種×各10袋（UME 2g×10袋、
　SETOFUMI 2g×10袋、IWASHI 2.5g×10袋、
　GOMA 2.5g×10袋、YUKARI 2g×10袋）

●賞味期限：常温で製造日より120日 　
●せんじ肉40ｇ、スパイシーせんじ肉40ｇ、せんじ肉砂ずり40ｇ、せんじ肉豚ハラ

ミ黒胡椒40ｇ、せんじ肉にんにく風味40ｇ、せんじ肉とうがらし味40ｇ、せんじ肉
ハツうま塩40ｇ、瀬戸内れもん味いか天25ｇ、のり天瀬戸内オリーブ＆ワインビネ
ガー味20ｇ、のり天チーズ味25ｇ、かっぱえびせん＆瀬戸内れもん味いか天ミッ
クス32ｇ、かっぱえびせん＆梅と赤しそ香るのり天ミックス28ｇ　各1個

●賞味期限：常温で製造日より364日　●寿屋Ａプレミアムブレンド８ｇ×６袋 １
箱、エメラルドマウンテン８ｇ×６袋 １箱、ブラジルショコラ８ｇ×６袋 １箱、モカイ
ルガチャフェ８ｇ×６袋 １箱、カフェインレスコーヒーコロンビア８ｇ×６袋 １箱

●賞味期限：常温で製造日より720日 
●味付のり16袋詰（8切5枚）×2、
　焼のり（4切40枚）×2

●賞味期限：常温で製造日より30日
●もみじ饅頭（こしあん）20個入

販売期間：12/21まで

12/1より発送

商品番号 553
ちくわ天ぷら詰め合わせ

●賞味期限：冷蔵で製造日より6日　
●エビ天・ガス天・イカ天各4個　
　サラダボール・平ちくわ各10個
　ちくわ5個

クール便

販売期間：12/21まで 12/1より発送

商品番号 554
ちくわ天ぷらセレクション

●賞味期限：冷蔵で製造日より6日　
●ちくわ5本、平ちくわ5本、野菜ボール7×2　
　ガス天4、いか天4、たこちらし180g

クール便

販売期間：12/21まで 12/1より発送

商品番号 555
「鞆の浦」竹ちくわ天ぷら詰合せ

●賞味期限：冷蔵で製造日より7日　
●竹ちくわ・小魚天・ごぼう天・れんこん天×各2、
　からし天・よもぎ天・魚卵天×各1

※画像はイメージです※画像はイメージです

クール便

鞆の浦 宮島

3,500円 (税込・送料込） 4,800円 (税込・送料込） 4,000円 (税込・送料込）

商品番号 552
手握りちくわ 小15こセット

●賞味期限：冷蔵で製造日より7日

クール便商品番号 551
特選手握りちくわ 大12こセット

●賞味期限：冷蔵で製造日より7日

クール便商品番号 550
特選手握りちくわ 大8こセット

●賞味期限：冷蔵で製造日より7日

クール便

福山港流通
センター
おすすめ

広島
海田支店
おすすめ

広島
宇品支店
おすすめ

福山支店
おすすめ

広島支店
おすすめ

広島支店
おすすめ

広島支店
おすすめ

尾道支店
おすすめ

廿日市支店
おすすめ

府中営業所
おすすめ

潮待ちの港「鞆の浦」に
伝統の味

家族で楽しむおつまみセット 寿屋の人気コーヒーを詰め合わせました。

1食ふりかけを
おしゃれなパッケージ缶に
詰合せたギフトです。

3,000円 (税込・送料込）

コクのある甘みが人気です。
こたつのお供に！！

商品番号 562
広島大長みかん

●広島大長みかん（5kg）
4,000円 (税込・送料込）

昔ながらのあっさりとした
こし餡のもみじ饅頭です。

伝統の府中味噌
職人がつくりあげた逸品

厳寒の海で採れた、色艶、香りがよく、
やわらかな口どけの海苔を使用

有機JAS認定調味料、有機醤油を
つかった調味料、瀬戸内ブランド
認定調味料の詰合せ

2,500円 (税込・送料込） 5,400円 (税込・送料込）

東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重	 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口	 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

尾道支店

広島海田支店
広島宇品支店

甘日市支店

府中営業所
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各
店
お
す
す
め

各
店
お
す
す
め和歌山有田

営業所
おすすめ

3,000円 (税込・送料込）

2,500円 (税込・送料込）

商品番号 564

商品番号 566
商品番号 572

商品番号 575

商品番号 573

商品番号 574

商品番号 570
商品番号 571

商品番号 567 商品番号 568

商品番号 565

商品番号 569

切り身だし茶漬け詰合せ

あご入り鰹ふりだし詰め合せセット

楓セット

海鮮ごはん、そぼろ詰合せ

ダイヤモンド褒賞受賞　
野沢温泉村産コシヒカリ

信州半なまそば

有田みかんジュース・
ジュレ詰合せセット おふラスク

詰め合わせ

いずもちーずけーき
まんじゅう

あとりえ市 なると金時 
「スイートポテト＆芋きんつば」詰合せ

プレミアムフルーツ
コラーゲンゼリー4種セット

おここさん ふくしまのピクルス

2,000円
(税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より240日
●ふぐ×3食、たい・さけ各2食（各切身1切れ、だしつゆ10g、具材2.4g）

●賞味期限：常温で製造日より547日
●あご入り鰹ふりだし30袋入（240g）×2個

●賞味期限：常温で製造日より120日　
●のどぐろめし180g、ふぐめし180g、のど
ぐろしぐれ煮75g、能登牛カレーそぼろ90g

●到着から1ヶ月程度を目安にお召し上がり下さい　●5kg

●賞味期限：常温で製造日より90日　●めん110g×6、めんつゆ15ml×6

●賞味期限：常温で製造日より180日
●味まろしぼり180m×4本、果樹園の濃厚みかん

ジュレ120ｇ×4個

●賞味期限：常温で製造日より90日
●おふラスク【さつま芋】40g×3、おふラスク【プレーン】
40g×3

●賞味期限：常温で製造日より90日　●12個入
●賞味期限：常温で製造日より45日　●あとりえ市
●スイートポテト×8個、芋きんつば×6個

●賞味期限：常温で製造日より270日　●プレミアムフルーツコラーゲンゼリー岡山白桃
12本入、プレミアムフルーツコラーゲンゼリー岡山県産マスカット12本入、プレミアムフ
ルーツコラーゲンゼリー岡山県産ニューピオーネ12本入、プレミアムフルーツコラーゲン
ゼリー岡山県産ゆず＆瀬戸内レモン12本入　各1個（14g×12本）

●賞味期限：常温で製造日より90日
●おここさんいちご70g、おここさんもも

60g、おここさんぶどう60g、おここさん
しいたけ80g、おここさんなめこ80g、
おここさんとまと80g

販売期間：12/20まで

“福山通運スタッフ推薦”全国    各地からのお届け！
お世話になってる方や大切な人へ...  福山通運スタッフが厳選した 「イチオシ！」の冬ギフトをご紹介します

下関支店
おすすめ

倉吉営業所
おすすめ

出雲支店
おすすめ

徳島支店
おすすめ

いわき支店
おすすめ

新庄営業所
おすすめ

長野支店
おすすめ

奈良支店
おすすめ

福山FC
おすすめ

金沢東
営業所
おすすめ

ちーずけーきのようなお饅頭いつもの料理が
絶品の味に！ 「なると金時」芋を存分に

味わって頂ける詰合せです

飯山営業所
おすすめ

日本に7人 国際コンクール
ダイヤモンド褒賞受賞者　
高橋義三の育てたお米です。

お手軽に楽しめる料亭気分の
魚介系だし茶漬けです。

冬でも岡山果実が楽しめる
フルーツコラーゲンゼリー4種セット サクッと、ふわっと、やさしい口どけ、

家族皆でお楽しみください。

葛湯は昔ながらの知恵と自然の力を
秘めたスーパードリンク。

濃厚有田みかんジュースと
濃厚みかんジュレの詰合せ

香り豊かなそば粉を使って製麺
しています。麺つゆ付きです。

毎日手軽にお酢と
野菜と果物を

石川の美味しいを
食卓に

3,800円 (税込・送料込）

3,100円 (税込・送料込）

おここさんいちご おここさんもも

おここさんぶどう おここさんしいたけ

おここさんなめこ おここさんとまと

3,100円 (税込・送料込）

4,600円 (税込・送料込）

3,600円 (税込・送料込）

7,500円 (税込・送料込）

3,800円 (税込・送料込）

3,000円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込）
●賞味期限：常温で製造日より45日　●葛湯（20
ｇ×3食）×6箱（葛、おしるこ、おろし生姜、抹茶、
ゆず、紅茶）、葛もなか（23ｇ）×12個（餡×12袋、
種×12個）
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黒の誉　W100　H70 ㎜

伝承　DKS-55　W90 H50㎜

こだわりの醤油ダレに漬け込み、1本1本炭焼き製法にて仕上げ
た焼豚と、柔らかな口当たりのホワイトロースハム、冷燻と乾燥
を繰り返して仕上げた燻製生ハムロースをセットにしました。

11/25より発送

炭焼き焼豚とハムセット 
3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で出荷日より45日　
●炭焼き焼豚 170g×1、ホワイトロースハム 
80g×1、燻製生ハムロース（スライス）25g×1、
燻製荒びきポーク（2P）　計120g

商品番号 577 クール便

クール便

じっくり丹念に育て上げた「豊かな旨みときめ細かい肉質」
の鹿児島黒豚を使用した自信作です。

人気のベーコン、香辛料のマジョラムが効いたミートローフ
に加え、使いやすい生ハム（ロース）、スモークロース、ピリッ
と辛口なバーベキューソーセージの詰め合わせです。

守り伝えられた伝統の技を用い丹念に造り上げました。
ベーシックなお肉の美味しさを堪能できます。

商品番号 579
鹿児島黒豚 黒の誉
ハムギフトセット

【BKC-31】
3,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より55日　●ももハム 220g、あらびきヴルスト 190g、直火焼
きミートローフ 180g

クール便商品番号 578
厳選国産豚肉使用 
伝承ギフトセット【DKC-31】3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より55日　●特選ももハム220g、特選あらびきヴルスト
190g、特選直火焼ポークローフ180g

販売期間：12/15まで

Cool gift 〜クール商品〜全国各地から集めたこだわりグルメを
クール便でお届けします

ハムは、7日間、ベーコンは5日間、ウインナーは3日間じっくり 
熟成させ、おいしさを引き出した特色JAS商品とロース生ハム
を詰合せました。

販売期間：12/20まで

商品番号 576
爽やか信州軽井沢ギフト 
SK-350
3,500円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より40日　
●熟成ロースハム 68g、熟成ベーコン 
68g、熟成ウインナー 80g、熟成ハーブ
ウインナー 80g、ロース生ハム 30g

クール便

中国地域…広島・山口　九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

クール便商品番号 580
伝統の逸品 大山

（EG-12）
4,700円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より40日　●モル
タデッラ 75g、ベーコン 280g、ミートローフ 
250g、スモークロース 92g、生ハム（ロース） 
40g、バーベキューソーセージ 120g

近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
四国地域…徳島・香川・愛媛・高知　中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

信越・北陸地域…長野　東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重
近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
四国地域…徳島・香川・愛媛・高知　中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
信越・北陸地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野　
東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

近畿地域…京都・大阪・兵庫・奈良　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
中国地域…岡山・広島・山口　九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

東海地域…愛知　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫　
四国地域…徳島・香川・愛媛・高知　中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

上田支店
おすすめ

知覧営業所
おすすめ

原料肉は全て、北海道産を使用。日本人にとって好感度の
高い「北海道」の恵みをふんだんに使い、「人気のお取り 
寄せグルメ」的な商品に仕上げました。

10年連続モンドセレクション最高金賞受賞のロースハムを 
あしらった詰合せギフトです。

販売期間：12/20まで

11/25より発送販売期間：12/15まで

11/25より発送

商品番号 581
「北の国から」
北海道物語ハムギフトB 5,500円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より60日　●ワインももハム130ｇ×1、生ハムもも65ｇ
×1、じゃがバターソー180ｇ×1、骨付きフランク150ｇ×1、ソフトサラミ75ｇ×1、あ
らびきウインナー（帆立エキス入り）75ｇ×1、オニオンフランク180ｇ×1、ワイン生ハ
ムロース35ｇ×1、チーズ入りウインナー75ｇ×1

クール便

販売期間：12/20まで 11/25より発送

煌彩ハムギフトA 3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より80日　●特撰ロースハム350g×1、直火焼焼豚180g
×1、黒胡椒ミートローフ170×1、あぶり焼ハーブローフ170×1

商品番号 582 クール便

信越・北陸地域…長野　東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重
近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
四国地域…徳島・香川・愛媛・高知　中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。
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北海道小樽工房　W150　H100 ㎜                              

北海道産豚肉を使用し、北海道の工場で培われた
技術で造り上げた、こだわりのギフトセットです。

愛知県の地鶏。長く親しまれ
ている水炊鍋の定番商品。
3～4人前。タップリなお野菜
と一緒にお召し上がりくださ
い。鍋の後には雑炊もお楽し
みいただけます。

山口県の澄んだ海で丹念に育てられた
車海老を活きたままお届けいたします。
新鮮ならではの味わいをお召し上がり 
ください。

ふっくらした「厚み」でじっくりと焼きあげた、荒挽ハンバーグ
のセットです。

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。

「王道のシャウエッセン」シャウエッセンのパリッと感や旨味は
そのままに、食べ応えのある少し太めのサイズに仕上げました。
いつものシャウエッセンとは異なる食感をお楽しみいただけます

販売期間：12/20まで

販売期間：12/20まで

商品番号 587

商品番号 589

名古屋コーチン水炊鍋セット

活車海老

4,200円 (税込・送料込）

5,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で出荷日より10日　●名古屋コーチン正肉切身 240g、名古屋コー
チン入りつくね 200g、名古屋コーチン手羽さき 160g(4本)、名古屋コーチンスープ 
200g×2

●賞味期限：常温でお届け日当日
●活車海老250g（8～12尾）山口県産養殖

販売期間：12/18まで 11/25より発送

直火厨房荒挽
ハンバーグセット HB-30J 3,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より50日　●荒挽ハンバーグ120g×9（完熟トマトソース
×3、和風ソース×3、デミグラスソース×3）

商品番号 583 クール便

販売期間：12/20まで

シャウエッセンギフト SEG-300 3,200円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より50日　●ギフト限定）シャウエッセン120g×3、ギフ
ト限定）シャウエッセンホットチリ120g、シャウエッセンチーズフォンデュ45g、ギフ
ト限定）シャウエッセンミートローフ150g

商品番号 584 クール便

国産プレミアム 美ノ国 
UKI-38
3,200円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より40日　●熟成ベー
コン51g、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、熟成ビアシンケン72g、肩
ロース生ハム40g、熟成ロースハム60g

商品番号 585 クール便

販売期間：12/15まで 11/25より発送

北海道小樽工房
バラエティセット 【OTS-30】
3,200円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より35日　●深燻し
ベーコンスライス40g、ロース生ハム50g、ボロニ
アソーセージ64g、あらびきウインナー90g、ホワ
イトウインナー90g、ロースハムスライス60g

商品番号 586 クール便

クール便

～新鮮な食品を地域限定でお届け～配送限定商品

関東地域…群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川　
信越・北陸地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野　
東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

東海地域…三重　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫　
四国地域…徳島・香川・愛媛・高知　中国地域…鳥取・	
島根・岡山・広島・山口　九州地域…福岡・佐賀・長崎・	
熊本・大分・宮崎・鹿児島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域につ
いては全て配送エリア対象外になります。

東北地域…青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島　
関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川　

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

商品番号 588
宮城の殻付き牡蠣

（加熱用）
3,700円
(税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日
より10日　

●3kg（約18個～20個）

11/20より発送

・発泡スチロールに保冷剤を入れてお届けします。届いた商品は冷蔵庫で保管してください。
・必ず加熱してお召し上がりください。

東北地域…青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島　
関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川　

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

東北地域…福島　関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
信越・北陸地域…山梨・長野

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

東北地域…福島　関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
信越・北陸地域…山梨・長野

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川　東海地域…岐阜・静岡・
愛知・三重　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山　中国地域…鳥取・
島根・岡山・広島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。
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広島県産100％のエクストラバージンオリーブオイル
「江田島搾り」と人気のフレーバーオイル（レモン
オイル・ペペロンオイル）のお得なセットです。

愛媛県の特産である横野柿・あたご柿の風味を
逃がさず柔らかく仕上げました。

ひね（古）は、冬に生産された新物素麺を倉に入れ、梅雨越えさせて
１年間熟成させたもので、熟成によりコシが更に強くなり油臭が消え
ます。製造後1年で美味しさのピークとなります。良質のものを選別し
て熟成させます。添加物は一切使用しておりません。　　　　　　　　

長野県伊那谷を流れる天竜川が運ぶ風などの環境で自然乾燥させました。
機械で強制乾燥した柿とは異なる風味と旨味をお楽しみください。

山陰沖で捕れた新鮮な魚を加工し、頭から骨までまるごと
食べられます。炊き込みご飯の素と神西湖産しじみをセット
にしました。

軽やかなラングドシャ生地で、チョコレートをサンドした
クッキー。「ミルクチョコレート」と「ダークチョコレート」、
2種類のクッキーとプラリネチョコレートのサブレをゴディバ
カラーのゴールドとブラウンの缶に詰め合わせました。

樹上で完熟した紀州「南高梅」を、ほんのり甘口な塩分
約8％のうす塩味に仕上げた信楽焼のツボに詰めました。
木箱入りの贈り物にぴったりな逸品です。

PREMIUM GIFT

日比谷松本楼の看板商品ビーフカレーと深みあるデミグラス
ソースを使用したハヤシビーフ・ビーフシチューのセットです。
匠の味をレトルトで再現しました。

広島名産の牡蠣と瀬戸内産タコのオイル漬け、広島名物「あなごめし」を 
ご自宅で楽しめるあなご蒲焼きと高野町コシヒカリの詰合せ。ご自分のご
褒美に、お世話になったあの方にも広島の味をご賞味ください。

苦みを生かすブラジル産と香りのコロン
ビア産をブレンドし、フリーズドライ製法
で仕上げたコーヒーに金箔をあしらい
ました。ふわりと浮かぶ金箔が、華やか
なひとときを演出します。

ガーナ産の濃厚なチョコレートを使用した
ガトーショコラに金箔をのせています。
波紋に広がるラインプレートと合わせることで
食材を引き立て贅沢なひとときを演出します。

11/23より発送

11/23より発送

商品番号 590

商品番号 595

商品番号 597

商品番号 596

商品番号 598

商品番号 600

商品番号 594

商品番号 591

商品番号 592

安芸の島の実　
江田島搾り・レモンオイル・
ペペロンオイルセット

愛媛県産 あんぽ柿化粧箱

手延素麺 揖保乃糸 ひね物特級

長野県産 市田柿 500g化粧箱

山陰沖で捕れた新鮮なお魚 
海の幸まんきつ特上 6点セット

紀州完熟の梅 
信楽ツボ 1.4kg

日比谷松本楼 
冬の定番ビーフセット

広島うまいもの詰合せ

かなざわ 金箔珈琲 
3個セット

7,900円 (税込・送料込）

5,500円 (税込・送料込）

10,000円 (税込・送料込）

5,000円 (税込・送料込）

6,000円 (税込・送料込）

10,000円 (税込・送料込）

5,400円 (税込・送料込）

4,500円 (税込・送料込）

●賞味期限：【江田島搾り】常温で製造日より18か月、
　【レモン・ペペロン】常温で製造日より6ヶ月　
●江田島搾り 100ml×1本、レモンオイル 100ml×1本、
　ペペロンオイル 100ml×1本

●賞味期限：常温で製造日より30日　●約800g　12個（1粒約70g）入

●賞味期限：常温で製造日より540日　●50g×76束（青しそ・赤しそ3束入り）

●賞味期限：常温で製造日より60日　●500g化粧箱　16粒・20粒・24粒のいずれか

●賞味期限：常温で製造日より270日　●鯛めしの素：レンコ鯛2尾・だし汁40g、の
どぐろめしの素：のどぐろ2尾・だし汁40g、しじみ（神西湖産）：200g×2、あじ開き
2尾　無頭はたはた70g、無頭のどぐろ70g

商品番号 599
ゴディバ 
クッキーアソートメント55枚入 6,500円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より100日　
●クッキー（ミルクチョコレート・ダークチョコレート×各20枚、サブレノア×15枚）

●賞味期限：常温で製造日より180日　●1.4kg

●賞味期限：常温で製造日より730日　
●ハイカラビーフカレー200g×2個、
　ハイカラハヤシビーフ200g×2個、
　ハイカラビーフシチュー200g×2個

●賞味期限：冷蔵で製造日より120日　
●牡蠣オイル漬け 90g、たこオイル漬 90g、あなご蒲焼 1本、高野町コシヒカリ 2合

●賞味期限：常温で製造日より180日　
●【金箔珈琲】ビン入り（45g）2本/
 【スティックタイプ】1箱（2g×5本）

商品番号 593
金箔ガトーショコラ　
ガラスサークルプレートセット
7,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より60日　
●金沢箔菓子 金箔ガトーショコラ 3個入/ガラス 

サークルプレート（大）1枚 直径：32.3cm

販売期間：11/30まで

販売期間：12/16まで

販売期間：12/15まで12/10より発送 1/6より発送

特別なギフトを特別な人へ…
各地厳選の銘品をお届けします

広島流通
センター
おすすめ

呉支店
おすすめ

金沢東
営業所
おすすめ

クール便

5,700円 (税込・送料込）

東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・	
和歌山　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知　中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・
山口　九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。
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飲
　
料

飲
　
料

Drink
様々なシーンに合わせた飲料を揃えました

−飲料−

ミカド珈琲軽井沢旧道店にて提供し、
皆様に親しまれ、好評を博している
レギュラーコーヒーの数 を々いつでもどこでも
お湯を注ぐだけで手軽にお楽しみいただける
ワンパックコーヒーのギフトにしました。

UCCが永年培ってきたブレンド技術が活かされた
「ザ・ブレンド114スペシャル」と「ザ・ブレンド117スペシャル」。
その他、特色のあるアイテムを詰め合わせた
バラエティ豊かなセットです。

一杯の珈琲を、80年以上にも渡って一杯の珈琲を、80年以上にも渡って
こだわり続けてきた丸福珈琲店。こだわり続けてきた丸福珈琲店。
そんな歴史が伝承されたそんな歴史が伝承された
香り高くコク深い香り高くコク深い
丸福オリジナルブレンドです。丸福オリジナルブレンドです。

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。

カフェオレに加え、紅茶オレ、ココアオレ、抹茶オレのカフェオレに加え、紅茶オレ、ココアオレ、抹茶オレの
6種類味わいが楽しめます。6種類味わいが楽しめます。
お湯を注ぐだけで簡単に作れるのでお湯を注ぐだけで簡単に作れるので
毎日のブレイクタイムにぴったりです。毎日のブレイクタイムにぴったりです。
どなたにも喜ばれるギフトセットです。どなたにも喜ばれるギフトセットです。

販売期間：12/16まで

販売期間：12/16まで 販売期間：12/16まで

商品番号 601

商品番号 602

商品番号 603

商品番号 604

商品番号 605

ミカド珈琲 軽井沢セレクション
ワンパックコーヒー

ザ・ブレンド MIC-30

AGF
ブレンディスティック　
カフェオレコレクション

丸福珈琲店 ドリップ珈琲
伝承香味ブレンド詰合せ

ドトールコーヒー
ドリップ＆スティックセット

3,200円 (税込・送料込）

3,500円 (税込・送料込）

3,200円 (税込・送料込）

3,200円 (税込・送料込）

3,200円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より365日
●旧軽通り10g×6袋、メキシコ ラ・タサ、
　グアテマラ・クリスタリーナ、ナチュレーザ、

マンデリン・ハルム　各10g×3袋

●賞味期限：常温で製造日より
1080日　

●ザ・ブレンド114スペシャル 
70g×2本、ザ・ブレンド117
スペシャル 70g×１本、ザ・ブ
レンド炭焼珈琲 65g×１本、
ザ・ブレンドブラジル100％　
70g×１本、ザ・ブレンドコロ
ンビア100％ 70g×１本

●賞味期限：常温で製造日より480日　
●カフェオレ深煎珈琲仕立て14g×12、カフェオレ深煎珈琲仕立てミルクたっぷり

14g×10、カフェオレ深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12g×10、紅茶オレ11g×5、抹
茶オレ12g×5、ココアオレ11g×6

●賞味期限：常温で製造日より360日
●ドリップ珈琲　伝承香味ブレンド
（10g×5袋）×6箱

●賞味期限：常温で製造日より360日
●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）

旬の時期に収穫した、美味しい果物をそのままぎゅっと美味しいジュースに 
しました。砂糖、香料などを加えない、ストレートタイプのジュースです。

静岡茶2種類のお茶をお楽しみいただけます。

飲み比べをお楽しみいただける、産地と品種を限定した、
長野県産6種類のりんごジュース詰め合わせセットです。
りんご本来の味を大切にするため、酸化防止剤（L−アスコルビン酸）
を使わない“こだわり製法”で絞りました。

お茶は自然飲料で健康に良いとされています。深むし茶はマイルド
で水色が濃く、高級煎茶は味が濃く渋味と甘味があります。

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。

果実の美味しさが活きている
100％フルーツジュースのベストセラー

「KAGOME100CAN」の詰め合わせです。

味わいは全部で7種類。素材のおいしさを
いかした果汁100％ジュース。バラエティ豊かな
おいしさをお楽しみいただけるギフトセットです。 

販売期間：12/15まで 販売期間：12/15まで

商品番号 606

商品番号 611

「銀座千疋屋」
銀座ストレートジュース6本

お茶の詰め合わせ
（袋入りセット）

3,900円 (税込・送料込）

3,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より360日　●180ml×
6本（みかん1本、ぶどう1本、りんご1本、グレープフ
ルーツ1本、パイナップル2本）

●賞味期限：常温で製造日より365日　●くき茶180g、上煎茶180g

商品番号 609 商品番号 610

商品番号 607

商品番号 612

カゴメ フルーツジュースギフト FB-25N キリン ハイパー100

信州りんごジュース
6種詰め合わせセット

お茶の詰め合わせ
（紙缶入りセット）

3,000円 (税込・送料込） 3,400円 (税込・送料込）

3,400円 (税込・送料込）

4,600円 (税込・送料込）

販売期間：12/31まで

商品番号 608
カゴメ 野菜飲料ギフト
3,400円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より270日　●野菜生活100 
オリジナル 200ｍｌ、野菜一日これ一本 200ｍｌ 紙パッ
ク×各6　野菜生活100ベリーサラダ200ｍｌ、マンゴー
サラダ200ｍｌ、アップルサラダ200ｍｌ 紙パック×各4

●賞味期限：常温で製造日より540日　
●オレンジ・グレープ・アップル・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/各160g×3

●賞味期限：常温で製造日より450日
●オレンジ・アップル・パインアップル・ホワイトグレー

プ・グレープ・グレープフルーツ・マンゴーブレンド/
各190ｇ×4本

●賞味期限：常温で製造日より730日
●18本入（160g/3本×6品種）

●賞味期限：常温で製造日より365日　●高級煎茶180g、深むし茶180g

販売期間：12/31まで 販売期間：12/31まで

Coffee −コーヒー−

Juice −ジュース−

Tea −お茶−
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健
　
康
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康

Health
食から健康をサポート！！ 大切な方へ毎日の健康習慣を

−健康−

●美容と健康にうれしいローヤルゼリーを配合●美容と健康にうれしいローヤルゼリーを配合
●人工甘味料、香料、着色料不使用なので後味すっきり！●人工甘味料、香料、着色料不使用なので後味すっきり！
●レンジで容器ごと温めて手軽にホットドリンクとしても！●レンジで容器ごと温めて手軽にホットドリンクとしても！
　（フタを外し、500Wで1分目安）　（フタを外し、500Wで1分目安）

「養命酒製造」オリジナルお粥。美味しさを追求しながらも、
ヘルシーで毎日食べたくなるお粥に仕上げ、

「タニタ食堂監修」の減塩みそ汁とのフリーズドライ商品です。

希少な名古屋コーチン卵を原料とした
フリーズドライタイプのスープです。
優しい味わいの和風スープです。

抗菌力で注目されるマヌカ蜂蜜を
はじめ、山田養蜂場で一番売れて
いるルーマニア産アカシア蜂蜜、
用途が多いしょうが蜂蜜漬の美味
しく健康にお役立ていただけるは
ちみつギフトです。

広島県の尾久比島（無人島）で採れた蜂蜜と
2021年の3月～7月までの満月の日に採れた
厳選蜂蜜になります。

標高500mに位置する高原で収穫した
「高原万花」と「里山の香」の2本をセットに致しました。

販売期間：12/22まで

販売期間：12/16まで

商品番号 613

商品番号 617

商品番号 618

商品番号 614

商品番号 615 商品番号 616

山田養蜂場 ハニードリンク3種詰合せ

山田養蜂場 
マヌカ・蜂蜜・蜂蜜漬詰合せ

プレミアム国産蜂蜜 国産はちみつギフトセット

3,200円 (税込・送料込）

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 3,300円 (税込・送料込）

名古屋コーチンたまごスープ（20食）
3,400円 (税込・送料込）

5,400円 (税込・送料込）

4,000円 (税込・送料込） 3,500円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より180日　●ゆず＆はちみつ 195ｇ×5本、りんご＆はちみつ 
195ｇ×5本、かぼす＆はちみつ 195ｇ×5本

●賞味期限：常温で製造日より360日　●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

●賞味期限：常温で出荷日より180日　●名古屋コーチンたまごスープ7g×20食

●賞味期限：常温で製造日より730日　●ルーマニア産アカシア蜂蜜、マヌカ蜂蜜MG100
＋（クリームタイプ）、しょうがはちみつ漬　各200g×1

●賞味期限：常温で製造日より730日　●無人島蜂蜜120g×満月の蜜120g ●賞味期限：常温で製造日より1095日　●高原万花、里山の香（各200g）

広島安佐
営業所
おすすめ

福岡、八女の老舗の酢醸造元「江崎酢醸造」の
健康飲料3本セットです。

“体脂肪を減らす”のを助ける伊右衛門特茶、脂肪の吸収を
抑えて体に脂肪がつきにくくする黒烏龍茶とゴマペプチドの
力で、血圧低下が期待できる胡麻麦茶の3点セットです。

脂肪の吸収を抑える特定保健用食品のサントリー黒烏龍茶と
胡麻ペプチドを含んだ血圧が高めの方に適した胡麻麦茶の
セットです。

はちみつのやさしい甘さで
さっぱりとした飲み心地だから、
毎日の健康・美容のために
手軽に続けやすいドリンクです。

早摘みグリーンオリーブがくれる、豊かな
香りと味わいを詰め合わせたギフト

国産原料100％お米を原料とした、良質の植物油で
す。素材の味を引き立てる風味の良さが特徴。炒め
もの、揚げもの、ドレッシングなど、どんなお料理にも
美味しくお使いいただけます。

ヘルシーなバラエティオイルを
詰め合わせたギフト

販売期間：12/31まで販売期間：12/31まで

販売期間：12/16まで 販売期間：12/20まで 販売期間：12/16まで

商品番号 620

商品番号 623 商品番号 624 商品番号 625

山田養蜂場 ローヤルゼリー
ドリンクギフト（J2000）

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

TSUNO
こめ油ギフトセット

日清オイリオ
ヘルシーオイルギフト

3,200円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込） 3,300円 (税込・送料込）5,500円 (税込・送料込）

商品番号 619

商品番号 621 商品番号 622

あまざけ・あま梅・生姜湯 
詰め合わせセット

サントリー トクホ健康茶 サントリー 黒烏龍茶・胡麻麦茶ギフト

2,500円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込） 3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より530日　
●あまざけ300ml、あま梅300ml、生姜湯300ml　各1本

●賞味期限：常温で製造日より240日　
●伊右衛門特茶9本、黒烏龍茶4本、胡麻麦茶4本

●賞味期限：常温で製造日より360日　
●黒烏龍茶350ml×12本、胡麻麦茶350ml×6本

●賞味期限：常温で製造日より365日　●ローヤルゼリードリンクJ2000　100ml×10本

●賞味期限：常温で製造日より750日
●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

●賞味期限：常温で製造日
　より365日
●500g×10本

●賞味期限：常温で製造日より750日　
●日清ヘルシーキャノーラ油・日清ヘルシーオフ・
　日清ヘルシーベジオイル　各350g×2
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●賞味期限：常温で製造日より365日　
●しいたけ75ｇ/1袋、昆布125g/1袋

慈味豊かな自然の
甘みのジュースです。

干貝柱より柔らかく、噛めば噛干貝柱より柔らかく、噛めば噛
むほど味が染み出る食べやすむほど味が染み出る食べやす
いおつまみです。いおつまみです。

日本人のための新しい餡子日本人のための新しい餡子

お酒のおつまみにぴったりのポークジャーキーやポーク 
チップはいかがでしょうか？

フンドーダイこだわりの調味料

黒棒を薄く焼き上げパリッとした新食感に仕上げました。青森県産鶏卵「味乙女」をたっぷり使ったスポンジケーキ。茶色
はココアクリームと青森県産紅玉ジャム入り、白色は苺クリーム
とラズベリージャム入りです。

コシのあるそば、
米の風味が活きた米めん、
牛だし薫る盛岡冷麺が
味わえるセットです。

天然真鯛を丸ごと1尾つかった真鯛めし、皮目を
あぶるなど、細かい工夫を行っている真鯛茶漬け
と糸島で採れるお米「天領米」をセットにしました。

九州のご当地の食材を使用しており、
九州をまるごと味わえる商品です。

福岡・糸島で採れた旬のお野菜を
詰め合わせてお届けします。

糸島天然真鯛の塩ラーメン 乾物の代表格を1箱に凝縮

販売期間：12/27まで

販売期間：12/10まで 12/1より発送

支店止めのみの対応となります商品番号 627

商品番号 626

商品番号 634

商品番号 639

商品番号 635

商品番号 633
商品番号 632

商品番号 628

商品番号 629

商品番号 630

商品番号 631

商品番号 637
商品番号 636

商品番号 638

6本入

3本入

青森県 安田園 
リンゴジュース

食仙人珍味6Pセット

平成・透明醤油6本入り詰合せ

うすやき黒棒詰合せセット

そば・米めん・冷麺セット
八戸みやげ 
青森リンゴのふわとろ
ココア、白ウサギの果実摘み

ホタテソフト

塗るあんこ3種類（粒あん、オレンジ
ピール、ラムレーズン）

糸島天領米と
糸島天然真鯛 
真鯛茶漬け・
真鯛めしの素 
糸島尽くしの詰合せ

糸島野菜お届けします！
「糸島野菜BOX」

九州ご当地ドーナツ棒8種アソート

糸島産天然真鯛 塩ラーメン（5食入り）

宮崎県産厚肉椎茸と
北海道産利尻昆布のセット

5,000円 (税込・送料込）

3,400円 (税込・送料込）

2,500円 (税込・送料込）

3,200円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込）

4,000円 (税込・送料込）

1,900円 (税込・送料込）

5,000円 (税込・送料込） 2,800円 (税込・送料込）
3,500円 (税込・送料込）

4,000円 (税込・送料込）

2,200円 (税込・送料込）

2,500円 (税込・送料込）

3,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より180日　●商品番号129 
720ml×3本　商品番号130 720ml×3本

●賞味期限：常温で出荷日より120日　●食仙人珍味　豚干肉＜豚の干肉＞30g×2、食仙人
珍味　豚干肉＜豚の干肉＞（柚子風味））30g×2、食仙人珍味　豚揚皮＜ポークチップ＞20g
×2

●常温で製造日より300日 ●平成、透明醤油…100ml（各3本）

●賞味期限：常温で製造日より150日　●うすやき黒棒4個、シナモン味2個、ピリ辛味2個

●賞味期限：常温で製造日より60日　●①半生そば90g
×4・添付スープ37g×4 ②いわいの米めん2食スープ付
314g×1 ③本場盛岡冷麺2食スープ付400g×1

●常温で製造日より30日　
●青森リンゴのふわとろココア（4個入）、白ウサギの果実摘み（4個入）

●賞味期限：常温で製造日より60日　●280ｇ ●常温で製造日より365日　●115ｇ×各3個
●賞味期限：常温で製造日より180日（糸島天領米は到着から1ヶ月程度を目安にお召し上
がり下さい） ●糸島天領米2合入×2、真鯛めしの素（2合分）×1、真鯛茶漬け（2食入）×1

●賞味期限：常温で出荷日より
3日～5日（封入野菜により変動
有） ●糸島野菜7種以上

●賞味期限：常温で製造日より90日　●あまおう苺ドーナツ棒・嬉野茶ドーナツ棒・び
わドーナツ棒・かぼすドーナツ棒・マンゴードーナツ棒・栗ドーナツ棒・さつまいもドーナ
ツ棒・紅芋ドーナツ棒　各3本●常温で製造日より365日　●120g×5

大牟田
営業所
おすすめ

西日本
営業部
おすすめ

西日本
営業部
おすすめ

大野城
営業所
おすすめ

仙台中央
支店
おすすめ

岩手平泉
営業所
おすすめ

知覧営業所
おすすめ

熊本支店
おすすめ

熊本支店
おすすめ

延岡営業所
おすすめ

青森支店
おすすめ

青森支店
おすすめ

八戸支店
おすすめ

八戸支店
おすすめ

近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知　
中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口　九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

新店
OPEN
記念

新店
OPEN
記念

T020D90
sold-out
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Noodle & Curry
各地の味をご家庭で  こだわりの麺・カレーギフト

−麺・カレー−

うどんメニューの定番「かき揚げうどん」と「きつねうどん」の詰め合わせセットです。サクサク食感
の野菜天かき揚げとあま旨ジューシーなおあげでうどん好きの方も満足すること間違いなし！

細麺ながらもとりわけ強いコシがあり、
ツルツルしたのど越しの良さが特徴の
稲庭うどんと日本三大地鶏の一つ、
比内地鶏つゆとの詰合せです。

乾燥した麺をもう一度じっくり加湿し
芯から生に戻した稲庭半生うどん。
乾麺とは違った独特のソフト感・舌触り、
コシの強さをお楽しみください。
日本三大地鶏の一つ
比内地鶏つゆとの詰合せです。

島原の手延製法により作った手延うどんと手延そばです。
モチモチ感とコシの強さをお楽しみください。

「揖保乃糸手延うどん」は、厳選された小麦粉をゆっ
くりと練り上げ熟成を重ね、舌触りとコシの強いうどん
に仕上げました。「出石蕎麦」は、素朴な蕎麦の香り
の良さ、コシのあるのどごしの良さを感じられます。

本格的な味噌煮込みうどんがご家庭で
手軽にお楽しみいただけます。
八丁味噌をベースにかつお節のだし汁を
使用した濃厚な風味が味わえます。

揖保乃糸を使ったノンフライ麺とだしにこだわった揖保乃糸を使ったノンフライ麺とだしにこだわった
スープとたっぷりのかやくのセットです。スープとたっぷりのかやくのセットです。

18種類のスパイスと香味野菜が旨味を引き出す18種類のスパイスと香味野菜が旨味を引き出す
コクのある辛口カレーです。コクのある辛口カレーです。

伝統の「手延べ」の技で油を使わずに仕上げる
氷見うどんは、つるりとしたのどごしと餅のような
粘りが特徴です。
麺そのものが持つ旨味をご堪能ください。

販売期間：11/30まで 11月中旬より発送販売期間：11/30まで 11月中旬より発送

商品番号 640

商品番号 646 商品番号 647

商品番号 641

商品番号 645

本場さぬきうどん　
かき揚げ＆きつねうどんセット

稲庭うどん詰合せ 稲庭半生うどん詰合せ

島原の麺達　
手延うどん・そば

味噌煮込みうどん6食

●賞味期限：常温で製造日より365日　
●稲庭うどん140g×4、比内地鶏つゆ30ml×6

●賞味期限：常温で製造日より90日　
●稲庭半生うどん140g×4、比内地鶏つゆ30ml×6

●賞味期限：常温で製造日より365日　
● 手延うどん600g（50g×12束）・ 

手延そば400g（50g×8束）計1000g

●賞味期限：常温で製造日より60日　
●めん120g×6、スープ65g×6

2,700円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込） 3,300円 (税込・送料込）

1,800円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込）

Noodle−麺−

佐賀県嬉野温泉にぽつんと1軒宿の椎葉山荘。
ミシュランガイド福岡佐賀長崎2019特別版で、椎葉山荘が
4パビリオン、大正屋が3パビリオンにて掲載されました。
その椎葉山荘が監修したカレーセットです。

大阪の名店、「大阪難波 自由軒」のオリジナルレトルトカレーです。
玉ねぎをじっくり炒めて、店舗でも使用しているオリジナルのカレー
パウダーを使用し、スパイスのきいた本格的なカレーに仕上げました。

プリンスホテル
自慢の味を
ご自宅で

「水たき料亭　博多華味鳥」オリジナルの水たき
スープを使った、風味豊かでコクのある自慢の 
カレーです。電子レンジで温めるだけでお召し 
上がりいただけます。

商品番号 651

商品番号 652

商品番号 653

商品番号 648

商品番号 650

田崎真也セレクションギフト【ST-35】

大正屋 椎葉山荘監修 
佐賀牛＆ありた鶏カレー

大阪・難波 自由軒 
名物カレー 5食セット

プリンスホテルオリジナル
ビーフカレー5個セット

博多華味鳥 カレー
セット（RCS-6N）

●賞味期限：常温で製造日より90日　
●ビーフカレー200g×3、牛肉の赤ワイン煮200g×3

●賞味期限：常温で製造日より720日　
●佐賀牛欧風カレー、ありた鶏和風だし

カレー 各中辛180g×3
●賞味期限：常温で製造日より365日　
●200g×5箱、ウスターソース付

●賞味期限：常温で製造日より730日　
●220g×5個（化粧箱入り）

●賞味期限：常温で製造日より365日　●料亭のチキン
カレー180g×3、料亭のキーマカレー150g×3

販売期間：12/20まで

販売期間：12/20まで

11/18より発送

11/25より発送

3,500円 (税込・送料込）

3,800円 (税込・送料込）

3,200円 (税込・送料込）

4,200円 (税込・送料込）

3,300円 (税込・送料込）

フルーツの旨みを加えたソースで、
牛肉と野菜をとろけるまでじっくり煮込みました。

商品番号 649
牛肉をとろけるまでじっくり
煮込んだカレー BC-30

●賞味期限：常温で製造日より
366日　●160g×15食

3,200円 (税込・送料込）

お子様から大人まで、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た洋食セットです。

Curry−カレー−

W15　H20 ㎜

商品番号 642 商品番号 643 商品番号 644
揖保乃糸手延べうどん　
出石そば 詰合せ

手延素麺揖保乃糸　
にゅうめん詰合せ

氷見うどん細麺
（国内産小麦100％使用）

●賞味期限：常温で製造日より365日　●揖保乃糸 手延
うどん 100g×5束　出石そば 180g×4包

●賞味期限：常温で製造日より300日　
●手延素麺 揖保乃糸 にゅうめん 57g×6包

●賞味期限：常温で製造日より450日　
●細麺200g×5本

3,200円 (税込・送料込） 3,200円 (税込・送料込） 2,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日　
●半生うどん240g×4袋、かけつゆ20ml×8袋、野菜天かき揚げ
（えび入り）×4袋、あげ（2枚入り）×2袋
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法成米　米袋 5kg 表面     サイズ：H470×W300mm

塩
の
力
で
旨
み
と
甘
み
が
際
立
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新商品

W15　H20 ㎜

Side dish
各地の名品・逸品を冬のギフトに

−惣菜−

籾のまま低温貯蔵し、
出荷直前に籾すり
精米してお届けする、
産地直送の仁多郡産
こしひかり100％のお米です。

信州の自然が育んだ野沢菜。シャキシャキとした野沢
菜の食感とあっさりとした味わいを、お楽しみ下さい。
野沢菜の本場、北信州より旬をお届けします。

信州の美味しい水で漬け込んだ野沢菜のクセに
なる食感と、あとを引く美味しさはご飯のお供、お
酒のおつまみにぴったりです。3種類の味をお楽し
みいただけます。

塩の力で旨みと甘みが際立つ

シャキシャキとした信州特産の「野沢菜漬」と、国産
原料の白菜、韓国産のキムチ、塩辛などを使用して
甘辛く仕上げた「白菜キムチ」をセットにしました。

南高梅発祥の地、みなべの晩稲（オシネ）地区
でとれた紀州「南高梅」の大粒サイズを一粒
ずつ和紙袋へ詰めました。ほんのり甘口の
食べやすい塩分8％の贈答用梅干です。

厳選した南高梅を完熟生梅の風味を
引き出すため塩分5％まで抑え
フルーティーな味わいに仕上げました。
一粒一粒、和紙で個包装しました。

自家農園と契約農家から厳選した南高
梅を昔ながらの製法で粗塩だけで丹念
に漬け込みました。

商品番号 656

商品番号 659

商品番号 657

商品番号 655

商品番号 654

出雲國こしひかり 
仁多米 5kg

北信州 野沢菜漬 700g×3

出雲國こしひかり 
仁多米 10kg

4,500円 (税込・送料込）

2,500円 (税込・送料込）

8,500円 (税込・送料込）

信州野沢菜漬 2,800円 (税込・送料込）

広島県産ヒノヒカリ 
法成米 5kg
4,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：美味しく召し上がれる目安は、常温で
精米後約1ヶ月です。　●5kg ケース入り

●賞味期限：冷蔵で製造日より15日　●700g×3個入

●賞味期限：美味しく召し上がれる目安は、常温で
精米後約1ヶ月です。　●10kg　ケース入り

商品番号 660
北信州 野沢菜漬 700g×5 3,500円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より15日　●700g×5個入

●賞味期限：冷蔵で製造日より15日　●刻み野沢菜漬120g4個・しょう
油味120g4個・わさび風味120g4個　計12個入

●賞味期限：到着から1ヶ月程度を目安にお召
し上がり下さい　●5kg（1袋 ケース入り）

商品番号 658
野沢菜漬と白菜キムチセット
2,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より15日　
●野沢菜漬300g×2個、白菜キムチ300g×2個

商品番号 663 商品番号 664
商品番号 662

商品番号 661

紀州一粒梅
「至宝」12粒

紀州産南高梅
「白干梅」晩稲梅® 

36粒和紙木箱

晩稲梅® 
24粒和紙木箱

3,500円 (税込・送料込） 2,900円 (税込・送料込）7,000円 (税込・送料込）

5,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より365日
●240g（粒/20g） 塩分5%

●賞味期限：常温で製造日より365日
●ポリ樽 500g 塩分20％

●賞味期限：常温で製造日より180日　
●24粒（384g)、36粒（576g）

チリ産のあかねあわびを甲州名産あわ
び煮貝の秘伝のタレでやわらかく煮上
げました。お好みの厚さにスライスして
お召し上がり下さい。

鶏の鮮度にこだわった本場博多の水炊
きをご家庭で。70年以上愛され続ける
逸品です。

本場長崎で作った長崎鍋2種と、黄金色
の出汁が取れる「金の飛魚だし」をセット
したギフト。どちらも長崎の自慢、こだわり
が詰まった長崎ならではの贈り物です。

商品番号 668
賛否両論ギフト

【WA-3A】

3,500円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より100日
●牛肉椎茸しぐれ煮55g、牛肉蓮根しぐれ煮55g、牛肉

牛蒡しぐれ煮55g、黒豚角煮100g、牛角煮100g

販売期間：1/10まで 販売期間：12/24まで

販売期間：12/20まで

商品番号 665
商品番号 667

商品番号 666

信玄食品 あわび煮貝（殻付・肝付）
博多かしわ水炊き

本場長崎で作った鍋
＆あごだしセット

5,800円 (税込・送料込）

2,000円 (税込・送料込）

3,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より240日
●2ヶ合計170g

●賞味期限：常温で製造日より1090日
●425g×2缶入り

●賞味期限：常温で製造日より180日　●本場長崎で
作ったちゃんぽん鍋2人前×3箱　本場長崎で作った焼き
あごだし鍋2人前×2箱　金の飛魚だし7g×6包

11/25より発送

福山北支店
おすすめ

和食の人気料理人“笠原 将弘”が監修した和食の人気料理人“笠原 将弘”が監修した
渾身の和食バラエティーセットです。渾身の和食バラエティーセットです。
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長年継ぎ足しながら旨味を深めた「角煮のたれ」で
じっくりと煮込んだ豚角煮。製造過程で生じた形状
不良の角煮を詰め合わせたお買い得品です。

商品番号 670
角煮家こじま 角煮14個
4,600円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日
●角煮55g×14個

食べやすく仕上げた和風テリヤキスティックジャーキーです。
和風テリヤキ味とビールとの相性抜群の黒胡椒味の詰合せです。

兵庫県瀬戸内海の色、艶が優れた海苔を使用。歯切れサクサ
クの焼海苔と美味しい自家製ダシを使用した味付海苔です。

老舗こだわりの佃煮セットを
和の風呂敷に包み、地方へ
ギフトとしてお届けします。

佐賀・有明海で採れる最高級海苔です。厳寒の時期に採れる 
初摘みのみを使用しておりますので、口の中で溶けるような 
柔らかさと、海苔本来の贅沢な味わいをご賞味いただけます。

魚沼コシヒカリ発祥の地『南魚沼』。豊富な雪解け
水と、先人達から引き継がれた生産者の努力が 
育んだ『南魚沼産こしひかり』です。

販売期間：12/21まで

商品番号 674

商品番号 671

商品番号 669

商品番号 672

商品番号 673

ビーフジャーキーセット

卓上焼海苔・味付海苔セット

おすすめ佃煮詰合せ

有明海・寒の一番ちぎり「天雅の波」

令和3年産≪新米≫南魚沼産こしひかり 10kg（精米）
2,600円 (税込・送料込）

3,000円 (税込・送料込）

3,200円 (税込・送料込）

10,000円 (税込・送料込）

7,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より180日　●ビーフジャーキースティック　テリヤキ味50g×2、ビーフジャー
キースティック　ブラックペッパー味50g×2

●賞味期限：常温で製造日より365日　●焼海苔8切40枚（板のり5枚）×3、味付海苔8
切40枚（板のり5枚）×3

●賞味期限：常温で製造日より180日　
●青のりわかめ入り（250g）、しそ昆布
（100g）、おかか生姜（170g）、おむ
すび昆布（100g）、高菜風味（130g）、
しそひじき（100g）

●賞味期限：常温で製造日より365日　●焼海苔32袋詰（8切5枚）、味付海苔32袋詰
（8切5枚）

●賞味期限：美味しく召し上がれる目安は、
常温で精米後約1ヶ月です。 ●5kg×2袋

山と海の幸をバランスよく使用した自信作。　
上品で華のあるおせちです。（重箱・飾り物なし）
保存料は一切使用していません。

多彩な食材を詰め込んだ、ボリューム感ある
おせちです。（重箱・飾り物なし）
保存料は一切使用していません。

彩鮮やかで多彩な味が楽しめます。
（重箱・飾り物なし）保存料は一切使用していません。

販売期間：12/15まで

販売期間：12/15まで

販売期間：12/15まで

商品番号 675

商品番号 676

商品番号 677

常温おせち料理 さくら 
20種20品

（約2～3人前）

常温おせち料理 葵 
22種23品

（約3～5人前）

常温おせち料理 彩 
29種30品

（約3～5人前）

8,600円 (税込・送料込）

10,800円 (税込・送料込）

15,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で2022/1/31まで
●田作り20ｇ 丹波黒黒豆60ｇ 里芋含め煮3個 たたきごぼう70

ｇ 鱈のうま煮60ｇ にしん一口巻昆布6本 栗きんとん100ｇ 味
付しいたけ3枚 穂先竹の子3切 なます50ｇ 焼ほたて3個 子持
ちいかのうま煮3個 豚の角煮65ｇ だし巻150ｇ 手綱こんにゃ
く3切 高野豆腐含め煮6切 祝海老3尾 かきしぐれ煮50ｇ 紫福
豆（珈琲味）75ｇ さつまいも黄金煮（レモン煮）80ｇ

●賞味期限：常温で2022/1/31まで
●田作り25ｇ 丹波黒黒豆80ｇ ふきのうま煮50ｇ 里芋含め煮5

個 たたきごぼう70ｇ にしん一口巻昆布100ｇ 栗きんとん100
ｇ 味付しいたけ5枚 穂先竹の子5切 なます50ｇ 宝喜子55g 
鰆の柚庵焼3切 とりつくね48ｇ 焼ほたて5個 やりいか姿煮3匹 
豚の角煮80ｇ だし巻150ｇ 手綱こんにゃく5切 高野豆腐含め
煮6切 祝海老2尾 祝海老3尾 あさりのうま煮60ｇ 紫福豆（珈
琲味）75ｇ

●賞味期限：常温で2022/1/31まで
●田作り25ｇ 丹波黒黒豆80ｇ ふきのうま煮50ｇ 里芋含め煮5

個 たたきごぼう70ｇ 鱈のうま煮60ｇ 一口巻昆布100ｇ 金柑
甘露煮70ｇ 栗きんとん120ｇ 味付しいたけ5枚 穂先竹の子5
切 なます50ｇ 酢れんこん70ｇ 穴子八幡巻1本 鰆の柚庵焼3切 
鶏の照焼100g 焼ほたて5個 豚の角煮80ｇ くるみ艶煮35ｇ 
鮑のやわらか煮1個 だし巻150ｇ 手綱こんにゃく5切 高野豆腐
含め煮6切 祝海老2尾 祝海老3尾 あさりのうま煮60ｇ 紫福豆
（珈琲味）75ｇ 海老チリソース煮4尾 海老ピー45ｇ かきと里
芋のクリーム煮85ｇ
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お
正
月

お
正
月

生産量日本一の留萌から
お届けいたします。
つぶつぶ感があり歯ごたえのよい
原料を使用しています。

世界の海から選りすぐった原卵を厳しい品質管理のもと
独自の製法にて高級数の子に仕上げました。ブランドへの
誇りと、味へのこだわりが見事に融合した逸品です。

歯舞産の竿前昆布を使用しております。干ぴょうも国産のものを
使用しております。巻き芯の鰤・鮭は地物を使用し、鰊は昆布に
よくなじむ原料を使用しています。7月より前に早採りされる
棹前昆布は非常に柔らかく、まったりとしているのが特徴です。
平釜でじっくり炊き上げました。

全て国産の原料を使用しており、
シンプルな味付けによって、
さけ・にしん・昆布それぞれの
素材の旨味を堪能できます。

ご家庭ですぐに食べられる国産食材の 
お正月食材です。

美味しさが格別な丹波の粉吹き黒大豆を硫酸鉄を 
使わず砂糖のみで煮込んだ本格派の黒豆甘露煮。
国産の栗を使用した本格派の栗甘露煮のセットです。

年越しそばやおせちにピッタリのセットです。

販売期間：12/20まで

販売期間：1/10まで

販売期間：1/10まで

商品番号 680

商品番号 682 商品番号 684

やまか 塩数の子

加藤水産 塩数の子

故郷の味 昆布巻3本入

お正月の食材詰合せ 年越し乾物セット

4,000円 (税込・送料込）

5,600円 (税込・送料込）

3,500円 (税込・送料込）

3,000円 (税込・送料込） 4,200円 (税込・送料込）

●賞味期限：冷蔵で製造日より180日　●塩数の子 大 300g

●賞味期限：冷蔵で製造日より180日　●塩数の子 中 400g

●賞味期限：常温で製造日より120日　
●昆布巻 鰤 170g×1、昆布巻 鰊 170g
×1、昆布巻 鮭 170g×1

販売期間：12/20まで

商品番号 681
北海道 函館 昆布巻セット
4,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より90日
●さけ昆布巻180g×2袋、
　にしん昆布巻180g×2袋

●賞味期限：常温で製造日より120日　●国産きんか
んシロップ漬け180g×1袋、国産黒豆煮豆150g×1
袋、国産金時豆煮豆180g×1袋、国産花豆煮豆170g
×1袋、北海道産あずき200g×1袋、北海道産大納言
200g×1袋

販売期間：12/22まで

商品番号 683
丹波の黒豆
甘露煮＆栗甘露煮
4,000円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より180日　
●黒豆甘露煮　内容量 280g　固形量 160g
　栗甘露煮　内容量 280g　固形量 160g

●賞味期限：田作り（キビナゴ）：常温で製造日より180日、
剣先するめ（小）：常温で製造日より90日、日高昆布・大分
県産どんこいしいたけ・神埼山芋入りそば：常温で製造日よ
り365日、旨味いりこ：常温で製造日より240日　●田作り
（キビナゴ）50ｇ×1、剣先するめ（小）5枚入り×1、日高昆
布60ｇ×1、大分県産どんこ椎茸60ｇ×1、旨味いりこ200
ｇ×1、神埼山芋入りそば300ｇ×2

商品番号 678 クール便

商品番号 679 クール便

東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・	
和歌山　中国地域…鳥取・島根・岡山・広島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重　近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・	
和歌山　中国地域…鳥取・島根・岡山・広島

こちらの地域にお届けします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

販売期間：12/20まで

素材にこだわり、
心を込めてつくりました

「がんこ親父」の
懐かしの手延べ麺。

商品番号 686
手延日本そば（1.8kg）4,500円 (税込・送料込）

商品番号 685
手延日本そば（1.2kg）3,500円 (税込・送料込）
●賞味期限：常温で製造日より365日
●手延日本そば300g×4 そばつゆ12食分

●賞味期限：常温で製造日より365日
●手延日本そば300g×6 そばつゆ18食分

一年の締めくくりに食べる島根の出雲そば一年の締めくくりに食べる島根の出雲そば

国産そば粉、国産小麦粉を100％使用し、香り高い宇治の抹茶をたっ
ぷりと練り込み、低温庫内で2昼夜かけゆっくりと熟成・乾燥した抹茶
の香り高い茶そばです。

国産原料にこだわった風味とのどごしのよいそばと、かつお節の一番
だしと昆布だしで仕上げたそばつゆ、ピリッとスパイシーな辛さがきい
た旨辛カレー南蛮そばのつゆのギフトセットです。

国産そばの中心部の更科粉を使用した更科そば、挽き国産そばの中心部の更科粉を使用した更科そば、挽き
ぐるみを使用した藪そばに、かつおぶしと昆布の一番だぐるみを使用した藪そばに、かつおぶしと昆布の一番だ
しのつゆを詰め合わせたこだわりの商品です。しのつゆを詰め合わせたこだわりの商品です。

商品番号 689
国産挽きたてそば詰合せ

（そばつゆ・カレー南蛮つゆ付）3,000円 (税込・送料込）

販売期間：12/20まで

商品番号 687
出雲 年越しそばセット
3,600円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より120日
●自家挽きなまそば（100g×2食）×6袋、
　そばつゆ160cc×3本

商品番号 690
宇治抹茶入り茶そば「萌木EX」3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より365日　●茶そば160g×3、そばつゆ30g×6

●賞味期限：常温で製造日より180日　●挽きたてそば
（80g×3束）×3、カレー南蛮の素（濃縮）120g×3、
そばつゆ（濃縮）46g×6

販売期間：12/20まで

商品番号 688
北のそば 3,400円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より60日　
●更科そば160g×3、藪そば160g×3、
　つゆ200ml×2

出雲支店
おすすめ

T020D90
sold-out
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洗
剤
・
タ
オ
ル

Soap & Towel
御歳暮・返礼に最適なギフトを揃えました

−洗剤・タオル−

高濃度洗剤で
繊維1本1本から
徹底クレンジング！！

抗菌・消臭・洗浄を1本で解決する
液体のアタックとキュキュット、
バスマジックリンが入ったセット。
※すべての菌を抑えるわけではありません。

P＆Gメーカー正規品です。 「100回洗濯しても落ちない抗菌効果」
抗菌剤のマイナスイオンが菌表面に存
在するカルシウムイオンに働き、様々な
菌やウイルスを不活化させることで根
本から消臭、におい戻りを防ぎます。

販売期間：12/16まで 販売期間：12/16まで 販売期間：12/16まで

販売期間：12/25まで 12/15より発送

販売期間：12/20まで 1月中旬より発送

商品番号 695

商品番号 698

ライオン トップ
スーパーナノックスギフトセット

キレイつづくタオル

3,600円 (税込・送料込）

4,500円 (税込・送料込）

●トップスーパーNANOX本体400g×1
本、トップスーパーNANOX詰替用350g
×5袋、チャーミーマジカ酵素プラス（フ
ルーティオレンジの香り・フレッシュピン
クベリーの香り）本体　各220ml×1本

商品番号 696 商品番号 697
花王 
アタック3Xギフト

P＆G アリエール
液体洗剤セット

3,600円 (税込・送料込） 3,600円 (税込・送料込）

●アタック3X本体880g×1、アタック
3X詰替690g×3、キュキュット本体クリ
ア除菌240ml×1、バスマジックリン本体
スーパークリーン香りが残らないタイプ
380ml×1

●アリエールバイオサイエンスジェル本
体750g×1、アリエールバイオサイエンス
ジェル詰替690g×2、除菌ジョイコンパ
クト本体175ml×3

●フェイスタオル（34×80cm）×2枚、
バスタオル（60×120cm）×1枚

販売期間：12/21まで

原料となるもち米は南魚沼産の「こがねもち」を100％使用。
杵つき工法で搗き上げたこのお餅は、粘りとこしが強く、香り
も食味も良いと大変好評をいただいております。

良質な水と大きな寒暖差のある仁多地方で契
約栽培をした餅米仁多米使用の「壽小餅」、
餅の味をワンランク上に押し上げる「壽城特
製きな粉」、甘すぎない味付けで、ぜんざいが
手軽に味わえる北海道小豆使用の「ぬれ小
豆」、そのまま焼いたり、ぜんざいにしたり、きな
粉餅にしたりしてお楽しみいただけます。

早春を告げる花として、1月から好んで使われています。 
啓翁桜は花が開くと淡い紅色をした花が開き先取りした 
春をお楽しみいただけます。

信州産の年越しそばに、迎春用の杵つきもちをセットにしまし
た。そばは、お年寄りから子供さんまで幅広くお召し上がり頂け
るすっきりタイプ、餅はもち米をつき上げた粘りのある本格派。

商品番号 693
南魚沼産こがねもち 
生切りもち シングルパック 2.4kg
3,700円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より11ヶ月
●600g×4袋

商品番号 691

商品番号 694

壽城 正月餅 お楽しみセット

山形県産 啓翁桜

3,100円 (税込・送料込）

2,800円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より30日 ●①壽小餅（18個）×1
袋、②ぬれ小豆（600g）×1袋、③特製きな粉（150g）×1袋

●約10本

販売期間：12/20まで

商品番号 692
よし井 年越・迎春・招福セット
3,300円 (税込・送料込）

●賞味期限：常温で製造日より365日

米子支店
おすすめ



         


