
常温便

近畿

埼玉が誇るブランド豚「彩の国黒
豚」。コクがあるのにさっぱりとした
食感で、歯切れの良いお肉です。
特有の風味と甘さをすき焼きと焼肉
でお楽しみいただけます。

内容量
すき焼き用（肩･モモ）200g、焼肉用
（バラ･モモ）200g/計400g

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷凍便

商品番号 SG-141

埼玉 
彩の国黒豚詰合せ

松阪牛を贅沢に100%使用したコ
ロッケです。じゃがいものほくほくした
食感と優しい風味にお肉の味が相
性抜群です。調理も揚げるだけと簡
単なのでご家庭ですぐにお召し上
がりいただけます。

内容量
約60ｇ×10個

賞味期限
冷凍120日～150日程度 冷凍90日冷凍便 冷凍便

商品番号 SG-241

松阪牛コロッケ

商品番号 SG-393

賞味期限
精米日より常温３0日 常温便

内容量
3.5kg

千葉県の北東部・九十九里浜に
程近い多古町で作られたコシ
ヒカリです。もっちりとした粘りと
甘みがあり、噛むほどにお米の
旨味が広がります。

内容量
肉まん・海鮮肉まん・野菜肉まん 各
100g×3個/計9個

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷凍便

商品番号 SG-170

聘珍樓
肉まんセット

横浜中華街で屈指の人気を誇
る「聘珍樓」。ジューシーな肉ま
ん、豊富な具材の入った海鮮肉
まん、ジューシーな野菜まんの3
種類詰合せです。素材の持ち味
を最大限に活かしました。

内容量
麺８０g・スープ（醤油味）33ｇ １５食

賞味期限
製造日より常温150日 常温便

商品番号 SG-180

東京ラーメン
（醤油味）

東京ラーメンは「醤油ラーメン」の
代表であり、オーソドックスな日本
のラーメンの原型と言われていま
す。かつおと煮干しの合わせダシ
が絶妙な東京下町の味をご堪能
いただけます。

商品番号 SG-251

近江牛コロッケ

愛情たっぷりに育てた近江牛の
挽肉と北海道産のじゃがいもに
国産たまねぎの旨味を合わせて
ギュっと包み込みました。表面
は、サクッと中はホクホクの近江
牛コロッケです。

内容量
紀州南高梅うす塩梅干500g×1個

賞味期限
常温180日

商品番号 SG-271

紀州南高梅
梅干し

内容量
約60ｇ×15個

賞味期限

やわらかい果肉が自慢の紀州産
南高梅を使用し、ほんのり甘い梅
干に仕上げました。食べやすい
味付けになっておりますので、ご
飯やお酒のお供としても美味しく
お召し上がりいただけます。

内容量
麺８０g・スープ（豚骨醤油味）37ｇ
１５食

賞味期限
製造日より常温150日 常温便

商品番号 SG-280

和歌山ラーメン
（豚骨醤油味）

濃厚醤油に豚骨ガラスープを合
わせた独特なラーメンです。屋台
の味を思わせる、昔ながらの懐か
しい味わいをお楽しみいただけま
す。青ネギ、メンマ、チャーシューな
どをお好みで加えてください。

商品番号 SG-397

山陰沖
干物詰合せ

日本でも有数の餃子消費量を誇
り、戦後の屋台から始まった静岡
県西部地区『浜松』のご当地餃
子。フライパンなどで焼いたら、円
形に皿盛りし中央に茹でたもやしを
のせるのが浜松流です。

内容量
45個入り

賞味期限
出荷日より冷凍60日 冷凍便

商品番号 SG-190

特撰はままつ餃子

内容量
約50g×35束

賞味期限
製造日より常温２年

商品番号 SG-312

讃岐うどん

うどんと言えば「讃岐」と言われるほ
ど讃岐うどんの名声は高くなってい
ます。コシが強く、歯切れも良いのが
特徴です。ご家庭でいつでも手軽
に本場の讃岐うどんの味がお楽し
みいただけます。

内容量
もも肉・ばら肉 各200g/計400g

商品番号 SG-163

神奈川県産
相模豚しゃぶしゃぶ

千葉県多古産
コシヒカリ

養豚家が飼育法と飼料にこだわ
り、健康で丈夫に育つようにきめ
細かな飼育管理のもと生み出さ
れた「相模豚」。肉質は柔らかく、
歯切れが良いのが特徴です。

国産の牛すじを、濃厚でコクの
ある豆味噌でじっくりと煮込んだ
牛すじどて煮をお届けします。
温めるだけですぐに食べられ
ます。

内容量
とらふぐ塩辛60ｇ×1本、とらふぐ塩辛
（ゆず胡椒風味）60g×1本/120g

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便冷凍便

商品番号 SG-300

とらふぐ塩辛

牛すじ どて煮

とらふぐの希少部位「身皮」を贅
沢に使用した塩辛。さっぱりとし
たゆず胡椒と合わせてお召し上
がりください。おつまみはもちろ
ん、茶漬けにしても絶品です。

東北・信越 関東

中国・四国 九州

商品番号 SG-394

「生冷凍」
信州十割そば

国産のそば粉を100%使用した
生そばを、冷凍してお届けします。
ご家庭で本格的な十割そばと
そば湯をお楽しみください。

内容量
4kg

賞味期限
精米日より約1ヶ月 常温便

商品番号 SG-090

新潟県産
こしひかり

炊きあがりがつやつやで、ふんわり
とした甘みと香りがあり、柔らかく粘
りがある…日本人の好みといわれ
る要素を満たす新潟県産こしひか
りです。鮮度抜群の氷温熟成で一
番美味しい状態でお届けします。

商品番号 SG-396商品番号 SG-395

内容量
2食×4袋

賞味期限
製造日より常温100日

商品番号 SG-102

盛岡冷麺

全国的に知られる岩手県の盛岡
冷麺。コシの強い麺と深いコクの
あるスープに、ピリっと辛いキムチ
たれがアクセントになります。麺と
スープの絶妙なコンビネーションを
お楽しみいただけます。

常温便
冷凍便

常温便

内容量
シロサバフグちり300ｇ、もみじおろし×
4袋、ポン酢×4袋 ※国産ふぐ使用 
※ご利用人数：野菜等を加えて2～3人前

賞味期限
出荷日より冷凍90日

商品番号 SG-290

下関直送！
ふぐちり鍋

冷凍便

国産のシロサバフグのコリコリとした身
をアツアツのお鍋でいただくふぐちり
鍋。ポン酢やもみじおろしもセットになっ
ていますので、お鍋と水、お好みの野
菜を用意すれば、すぐに美味しいちり
鍋をお召し上がりいただけます。

商品番号 SG-392

内容量
ベイクドチーズケーキ1個（直径17cm）
ガトーショコラ1個（直径11.5cm）

賞味期限
製造日より常温18日 常温便

栃木県宇都宮市にあるスイーツ
ショップの、口当たりなめらかで
チーズの香り広がるベイクドタイプ
のチーズケーキと、チョコレートの
濃厚な味わいが魅力のガトー
ショコラをお楽しみください。

商品番号 SG-131

ご当地カレー
東北セット

内容量
山形舟形マッシュカレー、五穀カ
レー、秋田桃豚カレー（中辛）、青森り
んごカレー、川俣シャモ地鶏カレー、
会津地鶏カレー／計6種

賞味期限
製造日より常温6ヶ月 常温便

東北地方の人気のご当地レトルト
カレー 6種類を詰合せにしました。
各地域自慢のバラエティに富んだ
味わいをお楽しみいただけます。

賞味期限
製造日より常温2年 常温便

内容量
200g×5食（レトルトパウチ）

2種類のカレー粉にスパイスを
独自にブレンドし、トマトペースト、
りんご、玉葱などの旨みを加え、
程よくソテーした牛肉とともに
じっくり煮込んだコクのあるビーフ
カレーです。

冷凍便冷凍便

内容量
にぎす丸干し5尾、あじみりん干し
4尾、のどぐろ（アカムツ）丸干し3尾、
あじ（マアジ）開き干し・えてかれい干し 
各2尾、連子鯛開き干し1尾

賞味期限
出荷日より冷凍30日

山陰沖で獲れた魚にこだわった
干物の詰合せです。小ぶりながら
脂がのったのどぐろ丸干しや連子
鯛開き干しなど、それぞれの魚の
美味しさをご賞味ください。

北陸・東海・中部

内容量
有機深蒸し茶70g×1、有機ほうじ茶
40g×3、有機玄米茶80g×1

賞味期限
製造日より常温300日 常温便

常温便
常温便

商品番号 SG-272

京都「播磨園製茶場」
有機栽培宇治茶

宇治田原の自家農園の茶畑で
無農薬有機栽培により生産から
加工まで一貫して行っている安
心安全の有機JAS認定のお茶
詰め合わせです。旨味ある深蒸
し煎茶、大変香ばしいほうじ茶や
玄米茶の詰め合わせです。内容量

はんぺん2個、大根・牛すじ・こんにゃ
く・玉子・ちくわ・角揚 各1個/計8個
（かやく付）×2セット

賞味期限
出荷日より常温60日 常温便

商品番号 SG-200

ご当地B級グルメ！
静岡おでん

静岡おでんの特徴は、牛すじな
どでだしをとり、濃い口醤油で仕
上げた黒いだし汁で、黒はんぺ
んや大根などの具材を煮込む
事。さらに、だし粉を振りかけて食
べるのが静岡流です。 内容量

150g×4袋

賞味期限
製造日より常温1年

内容量
<生 麺>260g（130g×2食）×3袋/
計6食

賞味期限
製造日より冷凍1年 常温便 常温便冷凍便

賞味期限
出荷日より冷凍60日

内容量
長崎かすてら（カット）6個、黒ごまどら
焼き6個

賞味期限
出荷日より常温80日

商品番号 SG-354

冷凍便

杉谷本舗 長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰め合わせ

金沢「プレミナンス」フレンチ
レストランの欧風カレー

良質な小麦粉と地元の新鮮な卵
を使用した、しっとりとしたコクの
ある風味の長崎かすてらと、餡に
も生地にも黒練りごまを加えた黒
ごまどら焼きのセットです。

内容量
さつまあげ２６6ｇ×４袋（棒天、平天、人参
天、ニラごぼう天、たかな棒天、柚子たまね
ぎ天、いも天、ごぼう天 各２本/計３２本入）

賞味期限
製造日より冷凍90日

商品番号 SG-371

鹿児島名産
さつまあげ

本場鹿児島県産のバラエティに
富んだ揚げたてのさつまあげを
素早く冷凍して旨みを閉じ込め
ました。冷凍加工なので必要な
分だけ解凍してお召し上がりい
ただけます。

内容量
麺80g×スープ13g、調味料7g×15袋

賞味期限
製造日より常温180日

商品番号 SG-381

熟成乾燥 
熊本ラーメン

じっくり煮込んだとんこつスープ
にマー油（調味料）を加えた味は
驚くほどにまろやか。麺は熊本県
産の小麦粉を使用し、生麺をしっ
かり熟成させた熟成乾燥麺と
なっております。

福島県喜多方のご当地ラーメンで
す。野菜の旨味、豚の旨味、煮干し
の旨味が見事にマッチングした喜多
方ラーメンです。お好みでねぎ、メン
マ、なるとを加えるとより一層本場の
味に近づきます。

内容量
麺８０g・スープ（醤油味）36ｇ １５食

賞味期限
製造日より常温150日 常温便

商品番号 SG-120

喜多方ラーメン
（醤油味）

博多の美味を代表するひとつの
「もつ鍋」。牛もつはもちろん国内産
を使用しております。キャベツ、ニラ
などたっぷり入れて食べた後には
ちゃんぽん麺をお楽しみいただけ
ます。

内容量
牛もつ200g、ちゃんぽん麺180g、濃
縮スープ85g×2、唐辛子1袋、スライ
スにんにく1袋 ※ご利用人数：2～3
人前

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便

商品番号 SG-361

博多名物
もつ鍋

内容量
300ｇ（切子）

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便

商品番号 SG-341

博多名物!
辛子明太子

だし昆布を味の中心とした調味
液にじっくり漬け込んで熟成さ
せた辛子明太子。ご家庭用とし
てボリュームたっぷりの『切れ
子』でお届けします。

冷凍便

宮崎和牛と宮崎県産豚をバランス
良く使用した、チーズ入り生ハン
バーグです。ふっくらとしてジュー
シーなハンバーグと、とろりと溶けた
チーズとの相性は抜群です。

内容量
110g×8個

賞味期限
製造日より冷凍30日

商品番号 SG-391

宮崎県産合挽き肉の
チーズ入り生ハンバーグ

窯出しチーズケーキと
ガトーショコラ


