
SK COURSE SG COURSE

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SK
course

SG
course

※グルメギフト券（SKコース）にはシステム料800円（税込880円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

1,800円（税込1,980円）グルメギフト券
※グルメギフト券（SGコース）にはシステム料800円（税込880円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

2,300円（税込2,530円）グルメギフト券

SG-571 ◆食通のためのカレーセット
ビーフカレー（中辛口）200g×2食、ベジタ
ブルポークカレー（甘口）200g×1食/計3
食（レトルトパウチ）

SG-661 ◆田舎みそと信州みそ
信州みそ400g×2、田舎みそ400g

調味液に漬け込んだ国産ポークのもも肉を、乾
燥させてからスモークをかけました。噛むほどに
肉の旨味が感じられるジャーキーです。

20g×2袋

ポークジャーキー
SK-40

田舎みそと信州みそ

普段使いに最適な、風味の違う2種類の味噌を
セットにしてお届けします。お味噌汁のほか、野
菜の炒め物や和え物など、様々な料理にご活用
ください。合わせ味噌としてもお楽しみいただけ
ます。

田舎みそ・信州みそ 各400g/計800g

SK-110

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］北海道函館（塩味）、仙台（味噌味）、喜多
方（醤油味）、博多（とんこつ味）/計4食（各麺
80g・スープ付）

諸国ラーメンセット
SK-103

喜多方ラーメンの特長ともいえる平打ちちぢれ
麺は、ツルツルとしてコシもあり、すっきりしたなか
にも深いコクのある醤油スープとの相性が抜群
です。蔵のまち“喜多方”より本場の味をお届け
します。

［生麺］120g×4食（醤油スープ付）

喜多方“生”ラーメン
SK-272

島原 手延べそうめん（長期熟成）

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺。そのなかでも寒造りにこだわって製
造し、さらに一年以上かけて熟成させた素麺を
お届けします。のどごしのすっきりした手延べ
そうめんをご賞味ください。

［乾麺］50g×10束

SK-205

北海道 スープ詰合せ

熱湯を注ぐだけでできる粉末タイプのコーンスー
プとオニオンスープ。ご家庭やオフィスでいつでも
手軽にお召し上がりいただけます。

コーンスープ・オニオンスープ各4袋入×1箱/計2箱

SK-102

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
濃い緑の水色、とろりとした甘い口当たりをお楽
しみください。

煎茶50g×2袋

静岡銘茶
SK-350

使いきりタイプで便利なオリーブオイルと、まろや
かな味わいのヒマラヤ岩塩のセットです。お好み
の分量で混ぜ合わせてドレッシングにしたり、肉
や魚料理のアクセントとしてご使用ください。

オリーブオイル8g（ポーションパック）×10袋、ヒマラ
ヤ岩塩1g×10袋

エクストラバージンオリーブ
オイル&ヒマラヤ岩塩
SK-391

味付 有明のり

九州北西部の有明海で採れる有明のりを、パ
リッとした歯切れの味付のりにしました。サラダや
パスタのトッピングとしてもおすすめです。

6袋詰（8切5枚）×2本

SK-380

食通のためのカレーセット

玉ねぎを飴色になるまでソテーして甘みとコクを
引き出し、牛肉やトマトピューレなどの材料を加え
て煮込んだ中辛口のビーフカレーと、豚肉と野菜
をじっくり煮込んだ甘口タイプのベジタブルポーク
カレーのセットです。

ビーフカレー（中辛口）・ベジタブルポークカレー（甘
口） 各200g×1食/計2食（レトルトパウチ）

SK-319

果肉が厚くて柔らかい紀州産南高梅を、国産は
ちみつでまろやかな味わいに仕上げた農園自
慢の梅干です。口当たりもマイルドなので、白い
ご飯はもちろん、お茶漬けやおにぎり、お酒の肴
にもピッタリです。

120g（塩分約7%）

南高梅 はちみつ梅
SK-430

しっとりバウムクーヘン

低温で一層一層じっくりと焼き上げて、しっとり・
ふんわりとした食感に仕上げたバウムクーヘン。
冷蔵庫で1～2時間ほど冷やすと、より一層美
味しくお召し上がりいただけます。

1個（直径15cm）

SK-420

熱湯を注ぐだけでできる粉末タイプのコーンスー
プとオニオンスープ。ご家庭やオフィスでいつでも
手軽にお召し上がりいただけます。

コーンスープ4袋入×2箱、オニオンスープ4袋入×
1箱/計3箱

北海道 スープ詰合せ
SG-103

スープはコクのある味噌がベース。麺は「多加
水」「低温熟成」と手間暇かけた、コシのある食
感となめらかなのどごしです。誰にも教えたくない
けれど、やっぱりみんなに食べてもらいたい、そ
んな“うまい”ラーメンです。

［生麺］130g×4食（こってり味噌味スープ付）

誰にも教えたくない
“うまい”ラーメン
SG-163

調味液に漬け込んだ国産ポークのもも肉を、乾
燥させてからスモークをかけました。噛むほどに
肉の旨味が感じられるジャーキーです。

20g×3袋

ポークジャーキー
SG-270

島原 手延べそうめん（長期熟成）

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺。そのなかでも寒造りにこだわって製
造し、さらに一年以上かけて熟成させた素麺を
お届けします。のどごしのすっきりした手延べ
そうめんをご賞味ください。

［乾麺］50g×12束

SG-256

すりおろした青森県産にんにくで風味付けした、
元大相撲力士「舞の海」監修のにんにく醤油
は、様々な料理にお使いいただける万能調味料
です。

150㎖×3本

舞の海監修 にんにく醤油
SG-312

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
濃い緑の水色、とろりとした甘い口当たりをお楽
しみください。

煎茶80g×2袋

静岡銘茶
SG-380

しっとり濃厚に焼き上げた個包装タイプのショ
コラケーキです。コクのある味わいと口どけの良さ
をお楽しみください。冷蔵庫で1～2時間ほど冷
やすと、より一層美味しくお召し上がりいただけ
ます。

4個

濃厚ショコラケーキ
SG-580

諸国ラーメンセット

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］北海道函館（塩味）2食、仙台（味噌味）・
喜多方（醤油味）・岐阜高山（醤油味）・博多（とん
こつ味） 各1食/計6食（各麺80g・スープ付）

SG-410

エクストラバージンオリーブ
オイル&ヒマラヤ岩塩

使いきりタイプで便利なオリーブオイルと、まろや
かな味わいのヒマラヤ岩塩のセットです。お好み
の分量で混ぜ合わせてドレッシングにしたり、肉
や魚料理のアクセントとしてご使用ください。

オリーブオイル8g（ポーションパック）×15袋、ヒマラ
ヤ岩塩1g×15袋

SG-281

有機ＪＡＳ認定の農園で大切に育てられた有機
珈琲の生豆を深煎りして、コクと深みを感じる
しっかりとした味わいに仕上げました。手軽な
ドリップバッグタイプです。

10g×6袋

有機珈琲（ドリップバッグ）
SG-590

味付 有明のり

九州北西部の有明海で採れる有明のりを、パ
リッとした歯切れの味付のりにしました。サラダや
パスタのトッピングとしてもおすすめです。

6袋詰（8切5枚）×3本

SG-750

喜多方“生”ラーメン

喜多方ラーメンの特長とも言える平打ちちぢれ
麺は、ツルツルとしてコシもあり、すっきりしたなか
にも深いコクのある醤油スープとの相性が抜群
です。蔵のまち“喜多方”より本場の味をお届け
します。

［生麺］120g×6食（醤油味スープ付き）

SG-582

秋田稲庭うどん

秋田県の南部、豊かな自然の恵みをうける奥羽
山脈の裾野でつくられている稲庭うどん。特長
であるなめらかな舌ざわり、のどごしの良さと
コシの強さをぜひご賞味ください。

［乾麺］100g×4袋

SG-285



※グルメギフト券（SAコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

3,000円（税込3,300円）グルメギフト券

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SA COURSE SA COURSE

SA
course

九州北西部に位置する有明海は、日本有数の
海苔の産地です。多くの河川から豊富な栄養
がもたらされる地形や、干満の差が大きいことを
利用した養殖方法が美味しさの理由です。

全形7枚×3袋

有明海苔
SA-101

国産の黒毛和牛と九州産の黒豚を一度に楽し
めるすきやき肉の食べくらべセットです。旨味の
違いをお楽しみください。

［黒毛和牛］ばら肉100g
［黒豚］もも肉100g

黒毛和牛と黒豚のすきやき肉
SA-204

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
のチーズケーキです。しっとり感を出すために湯
せん焼きで仕上げています。

1個（直径17cm）

窯出しチーズケーキ
SA-195

「新宿割烹中嶋」の中嶋料理長が監修した、
お湯を注ぐだけの手軽さで、長期保存も可能な
フリーズドライ製法のお吸い物です。真ふぐ、甘
えび、舞茸の3種類をご用意しました。

甘えび・真ふぐ・舞たけ 各3個/計9個

「新宿割烹中嶋」3種のお吸い物
SA-211

静岡銘茶

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
濃い緑の水色、とろりとした甘い口当たりをお楽
しみください。

煎茶80g×3袋

SA-210

食通のためのカレーセット

玉ねぎを飴色になるまでソテーして甘みとコクを
引き出し、牛肉やトマトピューレなどの材料を加え
て煮込んだ中辛口のビーフカレーと、豚肉と野菜
をじっくり煮込んだ甘口タイプのベジタブルポーク
カレーのセットです。

ビーフカレー（中辛口）・ベジタブルポークカレー（甘
口） 各200g×2食/計4食（レトルトパウチ）

SA-183

黒豚の美味しさが詰まったジューシーな餃子と、
黒豚のもも肉をコクのある甘味噌だれで漬けた
甘味噌漬けをセットにしてお届けします。

［餃子］20g×10個
［甘味噌漬け］100g（もも肉80g・たれ20g）×2袋

黒豚餃子と黒豚甘味噌漬け
SA-311

大分県にある柚子胡椒メーカーが、九州産の
原料を使用して丹精込めて作りました。柚子の
さわやかな香りに、ピリッと利いた辛味が魅力
の香辛料です。焼鳥や鍋料理、お刺身もおす
すめです。

柚子こしょう（青）・柚子こしょう（赤） 各110g

柚子こしょうセット
SA-430

九州では一年を通して食されるほど定番の博
多名物もつ鍋をお届けします。お鍋のシメに
ちゃんぽん麺もセットされています。

もつ鍋セット（牛もつ味付150g・ちゃんぽん麺80g・
スライスガーリック・輪切り唐辛子・スープ ）×2袋

博多の味 もつ鍋
SA-435

諸国ラーメンセット

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］北海道函館（塩味）・岐阜高山（醤油味）・
博多（とんこつ味）各2食、仙台（味噌味）・喜多方
（醤油味） 各1食/計8食（各麺80g・スープ付）

SA-270

国産豚肉をコクのある醤油ベースのタレで焼肉
用に味付けしました。解凍した後に、お好みの野
菜などと一緒に焼いてお召し上がりください。

100g×3袋

国産ポーク焼肉（味付）
SA-520

国産ポーク生ハンバーグ

国産の豚肉を使用して、肉の旨味が詰まった生
ハンバーグを作りました。あっさりとした味わい
でお好みのソースに合わせやすく、お弁当のおか
ずにもぴったりなポークハンバーグの美味しさを
お楽しみください。

100g×2個入×3袋/計6個

SA-475

エクストラバージン
オリーブオイル&ヒマラヤ岩塩

使いきりタイプで便利なオリーブオイルと、まろや
かな味わいのヒマラヤ岩塩のセットです。お好み
の分量で混ぜ合わせてドレッシングにしたり、肉
や魚料理のアクセントとしてご使用ください。

オリーブオイル8g（ポーションパック）×20袋、ヒマラ
ヤ岩塩1g×20袋

SA-559

「ホテルオークラ」2種のプリンと
チョコレートムース

北海道の牛乳を使用した風味豊かなミルクプ
リンと濃厚な味わいのカスタードプリン、くちどけ
の良いチョコレートムースのセットです。お好み
で冷やしてお召し上がりください。

チョコレートムース77g・カスタードプリン75g・ミルク
プリン75g 各2個/計6個

SA-630

スープはコクのある味噌がベース。麺は「多加
水」「低温熟成」と手間暇かけた、コシのある食
感となめらかなのどごしです。誰にも教えたくない
けれど、やっぱりみんなに食べてもらいたい、そ
んな“うまい”ラーメンです。

［生麺］130g×6食（こってり味噌味スープ付）

誰にも教えたくない
“うまい”ラーメン
SA-552

北海道産コーン
たっぷりコロッケ

甘みのある北海道産とうもろこしがたっぷり
入った、なめらかな食感のコロッケです。子供でも
食べやすい小さめのサイズなのでお弁当のお
かずにもぴったりです。

40g×3個入×4袋/計12個

SA-549

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺。そのなかでも寒造りにこだわって製
造し、さらに一年以上かけて熟成させた素麺を
お届けします。のどごしのすっきりした手延べ
そうめんをご賞味ください。

［乾麺］50g×17束

島原 手延べそうめん（長期熟成）
SA-532

しっとりバウムクーヘン

低温で一層一層じっくりと焼き上げて、しっとり・
ふんわりとした食感に仕上げたバウムクーヘン。
冷蔵庫で1～2時間ほど冷やすと、より一層美
味しくお召し上がりいただけます。

2個（直径15cm）

SA-530

古来より信州に根付く伝統を今に受け継ぎ、細
く長く伸びる事から縁起物として食されてきた蕎
麦。丹念に作られた風味豊かな味わいと、つる
りとしたのどごしをお楽しみください。

［乾麺］50g×24束

信州そば
SA-662

有機珈琲（ドリップバッグ）

有機ＪＡＳ認定の農園で大切に育てられた有機
珈琲の生豆を深煎りして、コクと深みを感じる
しっかりとした味わいに仕上げました。手軽な
ドリップバッグタイプです。

10g×10袋

SA-680

わかさぎと小海老の唐揚げ

琵琶湖で獲れたわかさぎと小海老（すじえび）
を、から揚げ用に粉付けして急速凍結しました。
凍ったままカラッと揚げて、おかずの一品として、
お酒のおつまみとしてお召し上がりください。

わかさぎ・小海老（加熱用・衣付き） 各150g

SA-652

しっとり濃厚に焼き上げた個包装タイプのショ
コラケーキです。コクのある味わいと口どけの良さ
をお楽しみください。冷蔵庫で1～2時間ほど冷
やすと、より一層美味しくお召し上がりいただけ
ます。

6個

濃厚ショコラケーキ
SA-710

京都市東山区にある京割烹店「祇園さゝ 木」
監修の牛しぐれ煮をお届けします。生姜が香る
甘めの味付けに仕上げました。ご飯にもお酒の
肴にもぴったりな一品です。

50g×2袋

「祇園さゝ 木」牛しぐれ煮
SA-700

ビールにあうソーセージ

ビールと相性のよいソーセージ。フライパンで焼
いたり、袋のまま湯煎をして温めるなど、お好み
の調理法でお召し上がりください。お酒のおとも
だけでなく、毎日の食卓やお弁当にもおすすめ
です。

プレーン・ガーリック・ハーブ 各90g×1袋/計3袋

SA-750

あぐー豚 焼肉（味付）

沖縄県産の豚肉「あぐー」を食べやすいように
カットして、焼肉用のたれで味付けしました。肉の
旨味が感じられる味わいです。レタスなどで包ん
で、薬味と一緒に食べるのがおすすめです。

280g（もも肉220g・たれ60g）

SA-625

秋田稲庭うどん

秋田県の南部、豊かな自然の恵みをうける奥羽
山脈の裾野でつくられている稲庭うどん。特長
であるなめらかな舌ざわり、のどごしの良さと
コシの強さをぜひご賞味ください。

［乾麺］100g×6袋

SA-801

「東あられ本鋪」東一福

東京両国に本店を構える「東あられ本鋪」を代
表する「東一福」は、多彩なあられの世界を味
わっていただきたいと、ひと袋に海苔おかき・胡
麻おかき・ザラメ・一福揚しょうゆなど7つの味を
詰めました。

12袋

SA-910

喜多方ラーメンの特長とも言える平打ちちぢれ
麺は、ツルツルとしてコシもあり、すっきりしたなか
にも深いコクのある醤油スープとの相性が抜群
です。蔵のまち“喜多方”より本場の味をお届け
します。

［生麺］120g×8食（醤油味スープ付き）

喜多方“生”ラーメン
SA-602

茨城県産のさつま芋を昔ながらの直火釜炊き
で、一釜一釜丁寧に作りました。焼き芋にするこ
とが多い金時蜜芋と、鮮やかな色の紫芋、定番
のさつま芋の3種類の味を食べくらべてお楽
しみください。

芋なっとう150g×2袋、紫芋なっとう・金時蜜芋なっ
とう 各150g×1袋/計4袋

茨城県産 薩摩芋使用
お芋の甘なっとう詰め合わせ
SA-690

果肉が厚くて柔らかい紀州産南高梅を、国産は
ちみつでまろやかな味わいに仕上げた農園自
慢の梅干です。口当たりもマイルドなので、白い
ご飯はもちろん、お茶漬けやおにぎり、お酒の肴
にもピッタリです。

260g（塩分約7%）

南高梅 はちみつ梅
SA-773



■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。
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ST
course
※グルメギフト券（STコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

3,500円（税込3,850円）グルメギフト券 北海道十勝産牛の赤身肉を、国産のきざみ生
姜を利かせた甘辛い醤油味のしぐれ煮にしまし
た。アツアツご飯のおともに、おつまみの一品とし
てお召し上がりください。

90g×3瓶

北海道 十勝牛しぐれ
ST-113

静岡銘茶

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
濃い緑の水色、とろりとした甘い口当たりをお楽
しみください。

特上煎茶・上煎茶 各70g

ST-82

ビールと相性のよいソーセージ。フライパンで焼い
たり、袋のまま湯煎をして温めるなど、お好みの
調理法でお召し上がりください。お酒のおともだ
けでなく、毎日の食卓やお弁当にもおすすめで
す。

プレーン90g×2袋、ガーリック・ハーブ各90g×1
袋/計4袋

ビールにあうソーセージ
ST-151

九州北西部に位置する有明海は、日本有数の
海苔の産地です。多くの河川から豊富な栄養
がもたらされる地形や、干満の差が大きいことを
利用した養殖方法が美味しさの理由です。

全形7枚×4袋

有明海苔
ST-200

山陰沖 干物詰合せ

山陰沖で獲れた魚にこだわった干物の詰合せ
です。小ぶりながら旨味の詰まったのどくろ丸干
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。

にぎす丸干し5尾、あじみりん干し4尾、のどくろ（ア
カムツ）丸干し3尾、連子鯛開き干し1尾

ST-191

国産豚肉をコクのある醤油ベースのタレで焼肉
用に味付けしました。解凍した後に、お好みの野
菜などと一緒に焼いてお召し上がりください。

100g×4袋

国産ポーク焼肉（味付）
ST-300

もっちりとした食感の生地でクリームやジャムを
サンドした、食べやすいスティックタイプのワッフ
ルです。ストロベリーやショコラなど4種類の味わ
いをお楽しみください。

バニラ＆カスタード・ストロベリー・ショコラ・モンブ
ラン 各2本/計8本

もっちりワッフル
ST-341

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。湯せんで温めてから、お好みで刻んだネギ
や七味唐辛子を添えてお召し上がりください。

150g×3袋

牛すじ どて煮
ST-360

北海道産 片貝ホタテ

ホタテ貝を北海道で水揚げ後、上貝とウロ（非可
食部）を外し食べやすい片貝にしてお届けしま
す。そのままオーブントースターやグリルで焼いて
お召し上がりください。バターを添えて焼くのも
おすすめです。

5枚

ST-320

食通のためのカレーセット

玉ねぎを飴色になるまでソテーして甘みとコクを
引き出し、牛肉やトマトピューレなどの材料を加え
て煮込んだ中辛口のビーフカレーと、豚肉と野菜
をじっくり煮込んだ甘口タイプのベジタブルポーク
カレーのセットです。

ビーフカレー（中辛口）200g×3食、ベジタブルポー
クカレー（甘口）200g×2食/計5食（レトルトパウチ）

ST-289

国産黒毛和牛 すきやき肉

きめの細かさと、柔らかい肉質の国産黒毛和牛
のもも肉をすきやき用にスライスしました。お好
みの野菜などを加えてご賞味ください。

もも肉200g

ST-390

諸国ラーメンセット

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］北海道函館（塩味）・仙台（味噌味）・喜多
方（醤油味）・岐阜高山（醤油味）・博多（とんこつ
味） 各2食/計10食（各麺80g・スープ付）

ST-470

甘みのある北海道産とうもろこしがたっぷり
入った、なめらかな食感のコロッケです。子供でも
食べやすい小さめのサイズなのでお弁当のお
かずにもぴったりです。

40g×3個入×5袋/計15個

北海道産コーン
たっぷりコロッケ
ST-462

鹿児島みやげで定番のさつま揚げ。弾力がでる
まで石臼で練りあげた魚のすり身で作った、風
味の違う5種類を詰合せました。そのままでも
電子レンジやフライパンで温めても美味しくお
召し上がりいただけます。

ごぼう天・紅しょうが天 各3個入×１袋、いわし棒天・
上棒天・あおさちぎり蒲鉾 各4個入×１袋/計18個

さつま揚げ詰合せ
ST-420

素材の良さを感じていただくため、香辛料を使わ
ずに仕上げたロースハムをステーキ用にカット
しました。両面を軽く焼いて黒胡椒や粒マスタード
など、お好みでお召し上がりください。

60g×3枚

宮崎県産豚の
ロースハムステーキ
ST-414

島原 手延べそうめん（長期熟成）

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺。そのなかでも寒造りにこだわって製
造し、さらに一年以上かけて熟成させた素麺を
お届けします。のどごしのすっきりした手延べ
そうめんをご賞味ください。

［乾麺］50g×20束

ST-412

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。

［生麺］260g（130g×2食）×2袋/計4食

「生冷凍」信州十割そば
ST-570

ご飯を盛ったお茶碗に、解凍した切身をのせる
だけで、づけサーモン丼や、ぶりのピリ辛づけ丼
がご家庭で手軽にお召し上がりいただけます。
お好みで刻みのりやワサビを添えてご賞味くだ
さい。

づけサーモン60g×3食、ぶりのピリ辛づけ60g×
2食

海鮮づけ丼の具
ST-567

国産ポーク生ハンバーグ

国産の豚肉を使用して、肉の旨味が詰まった生
ハンバーグを作りました。あっさりとした味わい
でお好みのソースに合わせやすく、お弁当のおか
ずにもぴったりなポークハンバーグの美味しさを
お楽しみください。

100g×2個入×4袋/計8個

ST-575

茨城県産 薩摩芋使用 
お芋の甘なっとう詰め合わせ

茨城県産のさつま芋を昔ながらの直火釜炊き
で、一釜一釜丁寧に作りました。焼き芋にするこ
とが多い金時蜜芋と、鮮やかな色の紫芋、定番
のさつま芋の3種類の味を食べくらべてお楽
しみください。

芋なっとう・金時蜜芋なっとう各150g×2袋、紫芋
なっとう150g×1袋/計5袋

ST-550

ブライダル用の焼き菓子が華やかで美味しいと
定評のある「ヌベール」より、貝の形が愛らしいマ
ドレーヌ3種と、バター風味でもっちりとした食
感のフィナンシェ、香り豊かなオレンジケーキの
5種類をセットにしてお届けします。

マドレーヌ6個（プレーン・メロン・イチゴ各2個）、フィ
ナンシェ・オレンジケーキ 各2個

「ヌベール」焼き菓子セット
ST-650

有機ＪＡＳ認定の農園で大切に育てられた有機
珈琲の生豆を深煎りして、コクと深みを感じる
しっかりとした味わいに仕上げました。手軽な
ドリップバッグタイプです。

10g×12袋

有機珈琲（ドリップバッグ）
ST-730

秋田稲庭うどん

秋田県の南部、豊かな自然の恵みをうける奥羽
山脈の裾野でつくられている稲庭うどん。特長
であるなめらかな舌ざわり、のどごしの良さと
コシの強さをぜひご賞味ください。

［乾麺］180g×4袋

ST-670

九州産黒豚甘味噌漬け

温暖な気候で大切に育てられた九州産黒豚の
もも肉を、コクのある甘味噌だれで漬けました。
柔らかく香ばしい味わいの味噌漬けをご賞味く
ださい。

100g（もも肉80g・たれ20g）×4袋

ST-740

骨抜き便利 煮魚・焼魚セット

湯せんや電子レンジで温めるだけで食べられ
る、調理済み煮魚と焼魚のセットです。骨を取り
除いてあるのでどなたにも食べやすくなって
います。

秋鮭西京焼き・縞ほっけ甘味噌焼き・赤魚煮付・
さば味噌煮 各50g×1

ST-791

新潟 和惣菜セット

のっぺ（新潟県の郷土料理）や竹の子と鶏肉の
きんぴらなど、素朴な味付けに仕上げた和惣菜
セットです。便利な小分けタイプなので手軽にもう
1品おかずを増やせます。

正煮いも150g×2袋、のっぺ・竹の子と鶏肉のきん
ぴら・ぜんまい煮 各150g×1袋

ST-805

黒豚角煮味噌ラーメン

柔らかく煮込んだ九州産黒豚の角煮とコクのあ
る味噌スープが、手間暇かけたなめらかな食感
の生麺によく合います。お好みでネギやメンマを
添えてお召し上がりください。

［生麺］130g×4食（味噌スープ付）、黒豚角煮4袋

ST-861

黒毛和牛と黒豚のすきやき肉

国産の黒毛和牛と九州産の黒豚を一度に楽し
めるすきやき肉の食べくらべセットです。旨味の
違いをお楽しみください。

［黒毛和牛］ばら肉120g
［黒豚］もも肉120g

ST-948
ST-416 ◆喜多方“生”ラーメン

［生麺］120g×10食（醤油味スープ付き）

ST-601 ◆黒豚餃子
20g×10個入×3パック/計30個

ST-401 ◆南高梅 はちみつ梅
320g（塩分約7%）

不漁やご注文状況等により、お待ちいただく場合があります。

九州産黒豚 角切りステーキ

温暖な気候で大切に育てられた九州産黒豚。
角切りにした一口サイズのステーキは食べやす
く、また焼いてからカレーに入れたり、酢豚にした
りと、様々な料理にお使いいただけます。

ばら肉・かた肉各150g/計300g（ヒマラヤ岩塩付）

ST-120
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SB
course
※グルメギフト券（SBコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

4,000円（税込4,400円）グルメギフト券

･･･取り扱い期間が限定されている商品です。期間限定

紀州産の柔らかい梅にこだわった、紫蘇（しそ）
の香りと爽やかな味わいが魅力のしそ梅です。
職人の思いが一粒一粒に込められています。

400g（梅370g、しそ30g/塩分約8%）

南高梅 うす塩味しそ梅干
SB-119

甘みのある北海道産とうもろこしがたっぷり
入った、なめらかな食感のコロッケです。子供でも
食べやすい小さめのサイズなのでお弁当のお
かずにもぴったりです。

40g×3個入×6袋/計18個

北海道産コーン
たっぷりコロッケ
SB-199

2020年上半期の餃子消費で日本一（※）になっ
た宮崎市より、黒豚の美味しさが詰まった餃子
をお届けします。焼き餃子はもちろんのこと、麺
や鍋の具材としてもお使いいただけます。
※総務省「家計調査統計」による「餃子購入額・購入頻度データ」から
　一般社団法人 焼き餃子協会が算出

20g×10個入×4パック/計40個

黒豚餃子
SB-347

諸国ラーメンセット

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］仙台（味噌味）・喜多方（醤油味）各3食、
北海道函館（塩味）・岐阜高山（醤油味）・博多（と
んこつ味） 各2食/計12食（各麺80g・スープ付）

SB-280

もっちりワッフル

もっちりとした食感の生地でクリームやジャムを
サンドした、食べやすいスティックタイプのワッフ
ルです。ストロベリーやショコラなど5種類の味わ
いをお楽しみください。

バニラ＆カスタード・ストロベリー・ショコラ・モンブ
ラン・ブルーベリー＆チーズ 各2本/計10本

SB-130

黒豚角煮味噌ラーメン

柔らかく煮込んだ九州産黒豚の角煮とコクのあ
る味噌スープが、手間暇かけたなめらかな食感
の生麺によく合います。お好みでネギやメンマを
添えてお召し上がりください。

［生麺］130g×5食（味噌スープ付）、黒豚角煮5袋

SB-127

国産ポーク生ハンバーグと
合挽き生ハンバーグ

国産豚を使用して、ポーク生ハンバーグと合挽き
生ハンバーグを作りました。冷蔵庫で解凍してか
ら、フライパンなどで焼いてお召し上がりください。
両面に焼き色がついたら、ふたをして弱火でじっ
くり中まで焼き、たっぷり詰まった肉汁の旨味を
お楽しみください。

ポーク生ハンバーグ100g×2個入×3袋、合挽き生
ハンバーグ100g×2個入×2袋/計10個

SB-140

愛媛県の旧国名である「伊予」から、昭和初期
に「伊予柑」と名付けられました。濃い橙色の皮
はやや厚めですが、果肉は柔らかくて、とても
ジューシーです。

2.0kg（7～9玉）

愛媛県産 伊予柑
SB-430

信州十割そばと
小海老の唐揚げセット

国産のそば粉を100%使用した冷凍の生そば
と、から揚げ用に粉付けした琵琶湖産小海老
（すじえび）のセットです。凍ったままカラッと揚
げて十割そばと一緒にお召し上がりください。

［生麺］260g（130g×2食）×2袋/計4食、小海老
の唐揚げ（加熱用・衣付き）150g

SB-379

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。湯せんで温めてから、お好みで刻んだネギ
や七味唐辛子を添えてお召し上がりください。

150g×4袋

牛すじ どて煮
SB-440

適度に脂ののった銀鮭の西京味噌漬けは、余
分な水分を抜いてから漬けているので味が中ま
でしみています。ほんのり甘い味噌の風味と、
しっとりとした焼き上がりをお楽しみください。

70g×4切

銀鮭西京漬け
SB-436

国産黒毛和牛のもも肉とかた肉を食べやすい
一口サイズにカットした角切りステーキは、肉の
旨味が味わえるおすすめの一品です。お好みで
ヒマラヤ岩塩をつけてお召し上がりください。

もも肉・かた肉/計250g（ヒマラヤ岩塩付）

国産黒毛和牛 角切りステーキ
SB-419

玉ねぎを飴色になるまでソテーして甘みとコクを
引き出し、牛肉やトマトピューレなどの材料を加え
て煮込んだ中辛口のビーフカレーと、豚肉と野菜
をじっくり煮込んだ甘口タイプのベジタブルポーク
カレーのセットです。

ビーフカレー（中辛口）・ベジタブルポークカレー（甘
口） 各200g×3食/計6食（レトルトパウチ）

食通のためのカレーセット
SB-450

山陰沖で獲れた魚にこだわった干物の詰合せ
です。小ぶりながら旨味の詰まったのどくろ丸干
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。

にぎす丸干し5尾、あじみりん干し4尾、のどくろ（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

山陰沖 干物詰合せ
SB-591

秋田県の南部、豊かな自然の恵みをうける奥羽
山脈の裾野でつくられている稲庭うどん。特長
であるなめらかな舌ざわり、のどごしの良さと
コシの強さをぜひご賞味ください。

［乾麺］180g×5袋

秋田稲庭うどん
SB-505

ビールと相性のよいソーセージ。フライパンで焼い
たり、袋のまま湯煎をして温めるなど、お好みの
調理法でお召し上がりください。お酒のおともだ
けでなく、毎日の食卓やお弁当にもおすすめで
す。

プレーン・ガーリック各90g×2袋、ハーブ90g×1
袋/計5袋

ビールにあうソーセージ
SB-510

数ある西洋梨の中でもラ・フランスはその豊かな
香り、濃厚な甘み、なめらかな舌触りが特長で
す。食べ頃になりましたら冷蔵庫で冷やしてお
召し上がりください。

1.5kg（6個）

山形県産 ラ・フランス
SB-659

「新宿割烹中嶋」3種のお吸い物

「新宿割烹中嶋」の中嶋料理長が監修した、お
湯を注ぐだけの手軽さで、長期保存も可能な
フリーズドライ製法のお吸い物です。真ふぐ、甘
えび、舞茸の3種類をご用意しました。

甘えび・真ふぐ・舞たけ 各4個/計12個

SB-593

長崎かすてら（カット）6個、黒ごまどら焼き6個

「杉谷本舗」長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰め合わせ
SB-770

江戸時代末期の文化8年（1811年）、長崎県諫
早市にて創業した杉谷本舗。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。

海鮮づけ丼の具

ご飯を盛ったお茶碗に、解凍した切身をのせる
だけで、づけサーモン丼や、ぶりのピリ辛づけ丼
がご家庭で手軽にお召し上がりいただけます。
お好みで刻みのりやワサビを添えてご賞味くだ
さい。

づけサーモン・ぶりのピリ辛づけ 各60g×3食

SB-783

北海道産 片貝ホタテ

ホタテ貝を北海道で水揚げ後、上貝とウロ（非可
食部）を外し食べやすい片貝にしてお届けしま
す。そのままオーブントースターやグリルで焼いて
お召し上がりください。バターを添えて焼くのも
おすすめです。

7枚

SB-780

新潟 和惣菜セット

のっぺ150g×2袋、竹の子と鶏肉のきんぴら・切
昆布煮・ずいき炒め煮・もつ煮 各150g×1袋

SB-820

のっぺ（新潟県の郷土料理）や竹の子と鶏肉の
きんぴらなど、素朴な味付けに仕上げた和惣菜
セットです。便利な小分けタイプなので手軽にもう
1品おかずを増やせます。

鮭の明太たれ仕込み

明太子用の調味液をベースにした漬けだれに、
北海道産秋鮭の切身を丁寧に漬け込みました。
弱火でじっくりと焼いてお召し上がりください。
程よい辛さでご飯も進みます。

70g×5切

SB-859

島原手延素麺（末広・編み入り）

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺は、のどごしのすっきりした手延素麺
です。職人の技で編んだ末広素麺と編み素麺
もセットされています。

［乾麺］素麺50g×14束（白12・梅1・茶1）、編み
素麺50g×2束、末広素麺50g×1束

SB-851

SB-190 ◆国産ポーク焼肉（味付）
100g×5袋

SB-410 ◆静岡銘茶
上煎茶140g×2缶

1962年、東京・虎ノ門に開業以来、日本ならで
はのおもてなしで世界各国のお客様に愛され
ている「ホテルオークラ」のバウムクーヘンをお届
けします。北海道産の卵やクリームを使用し、
しっとり程よい甘さに仕上げました。

「ホテルオークラ」バウムクーヘン
SB-607

1個（直径13.5cm）

オーストラリア産牛もも肉を、真空低温調理により
旨味を閉じ込めて、しっとりと仕上げたロースト
ビーフです。薄くスライスしてオードブルやサンド
イッチにしてお召し上がりください。

オーストラリア産牛ローストビーフ250g（ソース付）

ローストビーフ
SB-357

鹿児島みやげで定番のさつま揚げ。弾力がでる
まで石臼で練りあげた魚のすり身で作った、風
味の違う8種類を詰合せました。そのままでも
電子レンジやフライパンで温めても美味しくお
召し上がりいただけます。

特上揚・れんこん天 各2個入×1袋、ごぼう天・にら
天・紅しょうが天 各3個入×1袋、いわし棒天・上棒
天・あおさちぎり蒲鉾 各4個入×1袋/計25個

さつま揚げ詰合せ
SB-611

たらこ本来のプチプチとはじけるような食感と旨
味をいかして調味した無着色辛子明太子。程よ
い辛さでパスタやサラダなどにもおすすめです。

240g

無着色辛子明太子
SB-484

国産黒毛和牛 すきやき肉

きめの細かさと、柔らかい肉質の国産黒毛和牛
のもも肉をすきやき用にスライスしました。お好
みの野菜などを加えてご賞味ください。

もも肉250g

SB-730

期間限定 1/下～2/下

期間限定 11/下～12/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

不漁やご注文状況等により、お待ちいただく場合があります。



SH COURSE

※グルメギフト券（SHコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

5,000円（税込5,500円）グルメギフト券

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SH COURSE

SH
course

･･･取り扱い期間が限定されている商品です。期間限定

宮崎牛 角切りステーキ

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑
に恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受
けた「宮崎牛」をお届けします。お好みでヒマラ
ヤ岩塩をつけてお召し上がりください。

もも肉240g（ヒマラヤ岩塩付）

SH-171

細かいネット模様の皮に包まれたマスクメロン
は、芳醇な香りを持つ肉厚の果肉が特長です。
表皮全体が黄色味を帯びてきて、香りが出始め
るまで常温で追熟させ、食べる2～3時間前に冷
やしてからお召し上がりください。

1.2kg（1玉）

マスクメロン
SH-294

黒毛和牛 希少部位
ミニステーキセット

牛一頭から少量しかとれない希少部位のイチボ
やランプ、ミスジのミニステーキ食べくらべセット
です。部位ごとに違う食感や味わいをお楽しみ
いただけます。

イチボ・ランプ・ミスジ 各60g/計180g

SH-250

紅鮭のヒマラヤ岩塩漬け

程よく脂ののった紅鮭をヒマラヤ岩塩で漬け込
みました。岩塩が引き出したコクや旨味をご賞味
ください。温かいご飯はもちろんお弁当やおにぎ
りにも最適です。

70g×5切

SH-219

食通のためのカレーセット

玉ねぎを飴色になるまでソテーして甘みとコクを
引き出し、牛肉やトマトピューレなどの材料を加え
て煮込んだ中辛口のビーフカレーと、豚肉と野菜
をじっくり煮込んだ甘口タイプのベジタブルポーク
カレーのセットです。

ビーフカレー（中辛口）・ベジタブルポークカレー（甘
口） 各200g×4食/計8食（レトルトパウチ）

SH-195

国産のそば粉を100%使用した冷凍の生そば
と、から揚げ用に粉付けした琵琶湖産わかさぎ
と小海老（すじえび）のセットです。凍ったままカ
ラッと揚げて十割そばと一緒にお召し上がりくだ
さい。

［生麺］260g（130g×2食）×2袋/計4食、わかさ
ぎ唐揚げ・小海老唐揚げ（加熱用・衣付き）各150g

信州十割そばと
わかさぎと小海老の唐揚げ
SH-322

温暖な気候で大切に育てられた、九州産黒豚
の肩ロース肉をスライスして、しょうが焼き用のた
れで味付けしました。千切りキャベツや紅生姜な
どを添えてお召し上がりください。

100g（肩ロース肉80g・たれ20g）×4袋

九州産黒豚生姜焼き丼の具
SH-350

山陰沖 干物詰合せ

山陰沖で獲れた魚にこだわった干物の詰合せ
です。小ぶりながら旨味の詰まったのどくろ丸干
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。

のどくろ（アカムツ）丸干し6尾、にぎす丸干し5尾、
のどくろ（アカムツ）開き味噌漬・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

SH-341

宮崎県産黒毛和牛の牛肉をベースにしたタネに
宮崎牛5等級の牛脂を加えた、ジューシーで旨味
あふれる宮崎県産黒毛和牛生ハンバーグ。国
産合挽き生ハンバーグとセットでお届けします。

宮崎県産黒毛和牛生ハンバーグ100g×2個、国
産合挽き生ハンバーグ100g×2個入×3袋/計8個

宮崎県産黒毛和牛 生ハンバーグと
国産合挽き 生ハンバーグ
SH-410

無着色辛子明太子

たらこ本来のプチプチとはじけるような食感と旨
味をいかして調味した無着色辛子明太子。程よ
い辛さでパスタやサラダなどにもおすすめです。

320g

SH-430

果肉が厚くて柔らかい紀州産南高梅を、国産は
ちみつでまろやかな味わいに仕上げた農園自
慢の梅干です。口当たりもマイルドなので、白い
ご飯はもちろん、お茶漬けやおにぎり、お酒の肴
にもピッタリです。

550g（塩分約7%）

南高梅 はちみつ梅
SH-613

鮭の明太たれ仕込み

明太子用の調味液をベースにした漬けだれに、
北海道産秋鮭の切身を丁寧に漬け込みました。
弱火でじっくりと焼いてお召し上がりください。
程よい辛さでご飯も進みます。

70g×7切

SH-513

黒豚角煮味噌ラーメン

柔らかく煮込んだ九州産黒豚の角煮とコクのあ
る味噌スープが、手間暇かけたなめらかな食感
の生麺によく合います。お好みでネギやメンマを
添えてお召し上がりください。

［生麺］130g×7食（味噌スープ付）、黒豚角煮7袋

SH-512

北海道産 メロン

昼夜の寒暖の差が大きい環境で、甘味と香りを
増した北海道産メロンは、きめの細かいなめらか
な果肉が魅力です。追熟して食べ頃になりまし
たら冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。

1.3kg（1玉）

SH-520

「杉谷本舗」長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰め合わせ

江戸時代末期の文化8年（1811年）、長崎県諫
早市にて創業した杉谷本舗。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。

長崎かすてら（カット）8個、黒ごまどら焼き8個

SH-460

鹿児島みやげで定番のさつま揚げ。弾力がでる
まで石臼で練りあげた魚のすり身で作った、風
味の違う8種類を詰合せました。そのままでも
電子レンジやフライパンで温めても美味しくお
召し上がりいただけます。

特上揚・れんこん天 各2個入×2袋、あおさちぎり蒲鉾
4個入×2袋、ごぼう天・にら天・紅しょうが天各3個入
×1袋、いわし棒天・上棒天 各4個入×1袋/計33個

さつま揚げ詰合せ
SH-731

国産黒毛和牛 すきやき肉

きめの細かさと、柔らかい肉質の国産黒毛和牛
のもも肉をすきやき用にスライスしました。お好
みの野菜などを加えてご賞味ください。

もも肉350g

SH-721

諸国ラーメンセット

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］北海道函館（塩味）・博多（とんこつ味） 各4
食、仙台（味噌味）・喜多方（醤油味）各3食、岐阜
高山（醤油味）2食/計16食（各麺80g・スープ付）

SH-640

茨城県産のさつま芋を昔ながらの直火釜炊き
で、一釜一釜丁寧に作りました。焼き芋にするこ
とが多い金時蜜芋と、鮮やかな色の紫芋、定番
のさつま芋の3種類の味を食べくらべてお楽
しみください。

芋なっとう・金時蜜芋なっとう 各150g×3袋、紫芋
なっとう150g×2袋/計8袋

茨城県産 薩摩芋使用 お芋の甘
なっとう詰め合わせ
SH-860

稲庭うどんで有名な秋田県より、お湯を注ぐだ
けで手軽に作れる稲庭そうめんと、相性の良い
比内地鶏からダシを取ったつゆをセットにして
お届けします。

稲庭そうめん（即席めん）50g×8袋（比内地鶏つゆ付）

稲庭そうめん
SH-885

銀鮭西京漬けといくら醤油漬け

適度に脂ののった銀鮭の西京味噌漬けは、余
分な水分を抜いてから漬けているので味が中ま
でしみています。口どけがよくまろやかな味わい
の北海道産いくらの醤油漬け。どちらもアツアツ
のご飯によく合います。

銀鮭西京漬け70g×4切、いくら醤油漬け40g

SH-894

骨抜き便利 煮魚・焼魚セット

湯せんや電子レンジで温めるだけで食べられ
る、調理済み煮魚と焼魚のセットです。骨を取り
除いてあるのでどなたにも食べやすくなって
います。

秋鮭西京焼き・縞ほっけ甘味噌焼き・赤魚煮付・
さば味噌煮 各50g×2

SH-795

味付数の子セット

塩抜き不要で手軽に食べられる味付数の子2
種セットです。数の子本来の色や旨味を大切
にした白造りと、しっかりと味付した黒造り。ポリ
ポリとした数の子特有の歯ごたえをお楽しみく
ださい。

白造り80g×3袋、黒造り80g×2袋

SH-739

黒毛和牛と黒豚のすきやき肉

国産の黒毛和牛と九州産の黒豚を一度に楽し
めるすきやき肉の食べくらべセットです。旨味の
違いをお楽しみください。

［黒毛和牛］ばら肉200g
［黒豚］ロース肉・もも肉 各100g/計200g

SH-953

～精米仕立て～
山形県産 はえぬきとコシヒカリ

東北の米どころ山形県から、「はえぬき」と「コシ
ヒカリ」のセットをお届けします。お米の粒がしっか
りとした、モチモチの食感が特長の「はえぬき」
と、色が白く、粘りとツヤ、弾力がある「コシヒカ
リ」。ともに、ご注文をいただいてから精米してお
届けします。

山形県産はえぬき3kg、山形県産コシヒカリ2kg

SH-991

黒豚の美味しさが詰まったジューシーな餃子と、
黒豚のもも肉をコクのある甘味噌だれで漬けた
甘味噌漬けをセットにしてお届けします。

黒豚餃子と黒豚甘味噌漬け
SH-649

［餃子］20g×10個入×2パック/計20個
［甘味噌漬け］100g（もも肉80g・たれ20g）×4袋

海鮮づけ丼の具

ご飯を盛ったお茶碗に、解凍した切身をのせる
だけで、づけサーモン丼や、ぶりのピリ辛づけ丼
がご家庭で手軽にお召し上がりいただけます。
お好みで刻みのりやワサビを添えてご賞味くだ
さい。

づけサーモン・ぶりのピリ辛づけ 各60g×4食

SH-182

静岡銘茶

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
濃い緑の水色、とろりとした甘い口当たりをお楽
しみください。

秀（特上煎茶）140g×2缶

SH-370

脂身の少ないもも肉を使った黒毛和牛の生ハム
は、しっとりとした食感と深みのある味わいをお楽
しみいただけます。3種のソーセージはフライパン
で焼いたり、袋のまま湯煎をして温めるなど、お
好みの調理法でお召し上がりください。

［牛生ハム］40g×2袋
［ソーセージ］プレーン・ガーリック・ハーブ 各90g

国産黒毛和牛生ハムと
ソーセージセット
SH-480

期間限定 6/上～10/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。

期間限定 7/下～8/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

不漁やご注文状況等により、お待ちいただく場合があります。

ご注文をお受けしてから精米して発送いたしますので、
お届けまでにお時間がかかる場合があります。



SC COURSE

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SC COURSE

SC
course
※グルメギフト券（SCコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

6,000円（税込6,600円）グルメギフト券

～精米仕立て～
山形県産 はえぬきとコシヒカリ

東北の米どころ山形県から、「はえぬき」と「コシ
ヒカリ」のセットをお届けします。お米の粒がしっか
りとした、モチモチの食感が特長の「はえぬき」
と、色が白く、粘りとツヤ、弾力がある「コシヒカ
リ」。ともに、ご注文をいただいてから精米してお
届けします。

山形県産はえぬき・山形県産コシヒカリ 各3kg

SC-110

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑
に恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受
けた「宮崎牛」をお届けします。お好みでヒマラ
ヤ岩塩をつけてお召し上がりください。

もも肉300g（ヒマラヤ岩塩付）

宮崎牛 角切りステーキ
SC-219

宮崎県の温暖な気候で大切に育てられた宮崎
牛は、肉質が良いことで定評のあるブランド牛で
す。脂身が少なく、あっさりとした味わいが魅力
のもも肉をすきやき用にスライスしてお届けし
ます。

もも肉300g

宮崎牛 すきやき肉
SC-370

じっくりと煮込んだこだわりのカレーに、神戸ビー
フを加えて仕上げました。ビーフの旨味とコクが
溶け込んだ味わいは格別です。

200g×4食（中辛口・レトルトパウチ）

神戸ビーフのカレー
SC-119

ふぐの町下関から、国産のふぐ切身やつみれ、
白子豆腐などをセットにしてお届けします。ふくち
りはプリプリとした食感と繊細な旨味で人気があ
るお鍋です。お好みの野菜を加えてお楽しみく
ださい。

ふくちり360g（シロサバフグ切身160g、トラフグア
ラ200g）、つみれ80g、白子豆腐130g、醤油だれ・
もみじおろし 各3袋

国産ふくちりセット
SC-194

銀鮭西京漬けといくら醤油漬け

適度に脂ののった銀鮭の西京味噌漬けは、余
分な水分を抜いてから漬けているので味が中ま
でしみています。口どけがよくまろやかな味わい
の北海道産いくらの醤油漬け。どちらもアツアツ
のご飯によく合います。

銀鮭西京漬け70g×6切、いくら醤油漬け40g

SC-200

「祇園さゝ 木」西京漬け

京都市東山区にある京割烹店「祇園 さゝ 木」が
監修した西京漬け。銀だらと銀鮭を程よい甘さ
の西京味噌だれで漬け込みました。味噌の香ば
しさと旨味が引き出された漬魚の、調和のとれ
た美味しさはご賞味いただきたい一品です。

銀だら・銀鮭 各70g×3切/計6切

SC-143

松阪牛（三重県）・宮崎牛（宮崎県）・くまもとあ
か牛（熊本県）のもも肉をステーキ用にカットして
お届けします。「銘柄牛」3種それぞれの肉質、
赤身肉の美味しさをお楽しみください。

松阪牛もも肉・宮崎牛もも肉・くまもとあか牛もも肉 
各80g（ヒマラヤ岩塩付）

銘柄牛 ステーキ食べくらべ
SC-130

すぐれ屋のハム2種セット

香辛料を使用していないシンプルな味わいのホ
ワイトロースハムと、黒こしょうをまぶしてスパ
イシーな大人の味に仕上げたペッパーボンレス
ハムのセットです。

ホワイトロースハム380g、ペッパーボンレスハム
280g

SC-330

南高梅 うす塩味しそ梅干

紀州産の柔らかい梅にこだわった、紫蘇（しそ）
の香りと爽やかな味わいが魅力のしそ梅です。
職人の思いが一粒一粒に込められています。

700g（梅650g、しそ50g/塩分約8%）

SC-337

数の子松前漬け

北海道の道南地方に古くから伝わる松前漬け。
するめいか・数の子・昆布を醤油だれに漬け込
んで、バランスの良い味わいに仕上げました。小
分けされているので、必要な分だけ開封してお
召し上がりください。

100g×7袋

SC-310

日本有数のお茶処静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
濃い緑の水色、とろりとした甘い口当たりをお楽
しみください。

優（特上煎茶）140g×2缶

静岡銘茶
SC-620

たらこ本来のプチプチとはじけるような食感と旨
味をいかして調味した無着色辛子明太子。程よ
い辛さでパスタやサラダなどにもおすすめです。

400g

無着色辛子明太子
SC-658

「祇園さゝ 木」牛すき煮丼

国産の牛肉に玉ねぎやしめじを合わせ、「祇園
さゝ 木」オリジナルの割下で深みのある味わいに
仕上げた牛すき煮丼です。ご飯に盛ってあるの
で電子レンジで温めるだけでお召し上がりいた
だけます。

190g×5食

SC-583

旬の時期に獲れた、身がよく締まり繊細な甘味
が魅力のずわいがにを、姿のままボイルしてから
美味しさを逃がさないように冷凍しました。冷蔵
庫で半解凍させてから切り分けてお召し上がり
ください。

1杯（500g）

ゆでずわいがに
SC-574

北海道産牛サーロインたれ仕込み

北海道産牛のサーロインをコクのあるにんにく風
味の醤油だれで味付けしました。中までしっかり
と焼き、食べやすい大きさにカットしてご飯やパン
と一緒にお召し上がりください。

130g（たれ30g入り）×3袋

SC-559

九州産黒豚生姜焼き丼の具

温暖な気候で大切に育てられた、九州産黒豚
の肩ロース肉をスライスして、しょうが焼き用のた
れで味付けしました。千切りキャベツや紅生姜な
どを添えてお召し上がりください。

100g（肩ロース肉80g・たれ20g）×5袋

SC-480

国産のそば粉を100%使用した冷凍の生そば
と、から揚げ用に粉付けした琵琶湖産わかさぎ
と小海老（すじえび）のセットです。凍ったままカ
ラッと揚げて十割そばと一緒にお召し上がりくだ
さい。

［生麺］260g（130g×2食）×3袋/計6食、わかさ
ぎ唐揚げ・小海老唐揚げ（加熱用・衣付き）各150g

信州十割そばと
わかさぎと小海老の唐揚げ
SC-388

食材の旨味を逃さないように紙で包んで電子
レンジで調理する「包み蒸し」のセットです。黒
毛和牛のすき焼き味、紅鮭の甘味噌味、ホタテ
とわかめのバター醤油味の3種類。蒸しあがっ
た包みを開いた時の香りがたまりません。

黒毛和牛すき焼き風 包み蒸し135g×2個、紅鮭切身 
包み蒸し135g×2個、ホタテ＆わかめ包み蒸し155g
×2個/計6個

黒毛和牛・紅鮭・ホタテ＆わかめの
包み蒸し
SC-440

島原手延素麺（末広・編み入り）

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺は、のどごしのすっきりした手延素麺
です。職人の技で編んだ末広素麺と編み素麺
もセットされています。

［乾麺］素麺50g×32束（白30・梅1・茶1）、編み
素麺50g×2束、末広素麺50g×1束

SC-471

北海道産 メロン

昼夜の寒暖の差が大きい環境で、甘味と香りを
増した北海道産メロンは、きめの細かいなめらか
な果肉が魅力です。追熟して食べ頃になりまし
たら冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。

1.5kg（1玉）

SC-640

筑波山の麓で、飼料にこだわり大切に育てられ
たつくば茜鶏を鍋用のセットにしました。白醤油
をベースに柑橘果汁をバランスよく合わせた、さ
わやかな酸味が特長の白ぽん酢でお召し上が
りください。

つくば茜鶏切身（もも肉・むね肉）240g・鶏つくね6
個 各2袋、水餃子15g×10個、うどん200g×2玉、
白ぽん酢150㎖×2本

つくば茜鶏鍋セット
SC-670

宮崎県産黒毛和牛 生ハンバーグと
国産合挽き 生ハンバーグ

宮崎県産黒毛和牛の牛肉をベースにしたタネに
宮崎牛5等級の牛脂を加えた、ジューシーで旨味
あふれる宮崎県産黒毛和牛生ハンバーグ。国
産合挽き生ハンバーグとセットでお届けします。

宮崎県産黒毛和牛生ハンバーグ100g×3個、国
産合挽き生ハンバーグ100g×2個入×3袋/計9個

SC-700

国産豚肉をコクのある醤油ベースのタレで味付
けしたポーク焼肉と、プレーン・ハーブ・ガーリックの
3種類のソーセージをセットしてお届けします。

［国産ポーク焼肉］100g×4袋
［ソーセージ］プレーン・ガーリック各90g×2袋、
ハーブ90g×1袋/計5袋

国産ポーク焼肉（味付）と
ソーセージセット
SC-720

諸国ラーメンセット

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］北海道函館（塩味）・仙台（味噌味）・喜多
方（醤油味）・岐阜高山（醤油味）・博多（とんこつ
味） 各4食/計20食（各麺80g・スープ付）

SC-750

「杉谷本舗」
五三焼かすてら詰合せ

通常よりも卵黄の割合を増やして、しっとりと
した口当たりとコク深い味わいに仕上げた五三
焼かすてら。餡にも生地にも黒練りごまを加えた
風味豊かな黒ごまどら焼きと、食べやすくカット
した個包装タイプの長崎かすてらの詰合せです。

五三焼かすてら580g×1本、黒ごまどら焼き5個、
長崎かすてら（カット）5個

SC-830

秋田稲庭うどん

秋田県の南部、豊かな自然の恵みをうける奥羽
山脈の裾野でつくられている稲庭うどん。特長
であるなめらかな舌ざわり、のどごしの良さと
コシの強さをぜひご賞味ください。

［乾麺］180g×9袋

SC-942

食べやすいサイズにカットした牛肉や野菜をト
マト風味のソースと赤ワインで煮込んだビーフ
シチュー。玉ねぎを飴色になるまでソテーして牛肉
などの材料と一緒に煮込んだビーフカレー、豚肉
と野菜をじっくり煮込んだ甘口タイプのベジタブ
ルポークカレーのセットです。

ビーフシチューと
2種のカレーセット
SC-650

ビーフシチュー300g×3食、ビーフカレー（中辛口）・
ベジタブルポークカレー（甘口）各200g×3食/計
9食（レトルトパウチ）

数ある西洋梨の中でもラ・フランスはその豊かな
香り、濃厚な甘み、なめらかな舌触りが特長で
す。食べ頃になりましたら冷蔵庫で冷やしてお
召し上がりください。

3kg（8～12個）

山形県産 ラ・フランス
SC-771

期間限定 7/下～8/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

不漁やご注文状況等により、お待ちいただく場合があります。
ご注文をお受けしてから精米して発送いたしますので、
お届けまでにお時間がかかる場合があります。

･･･取り扱い期間が限定されている商品です。期間限定

ご注文状況により、お届けまで3週間程かかる場合があります。

期間限定 11/下～12/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。



SD COURSE

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SD COURSE

SD
course
※グルメギフト券（SDコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

8,000円（税込8,800円）グルメギフト券

神戸ビーフのカレー

じっくりと煮込んだこだわりのカレーに、神戸ビー
フを加えて仕上げました。ビーフの旨味とコクが
溶け込んだ味わいは格別です。

200g×6食（中辛口・レトルトパウチ）

SD-101

食べやすいサイズにカットした牛肉や野菜をト
マト風味のソースと赤ワインで煮込んだビーフ
シチュー。玉ねぎを飴色になるまでソテーして牛肉
などの材料と一緒に煮込んだビーフカレー、豚肉
と野菜をじっくり煮込んだ甘口タイプのベジタブ
ルポークカレーのセットです。

ビーフシチュー300g×5食、ビーフカレー（中辛口）
200g×5食、ベジタブルポークカレー（甘口） 
200g×3食/計13食（レトルトパウチ）

ビーフシチューと
2種のカレーセット
SD-160

静岡銘茶

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
濃い緑の水色、とろりとした甘い口当たりをお楽
しみください。

特上煎茶150g×2缶、上煎茶140g×1缶

SD-180

南高梅 梅干セット

果肉が厚くて柔らかい紀州産南高梅を、国産は
ちみつでまろやかな味わいに仕上げたはちみつ
梅。紀州産の柔らかい梅にこだわった、紫蘇（し
そ）の爽やかな香りが魅力のしそ梅。風味の違う
2種類の梅干しをお楽しみください。

はちみつ梅550g（塩分約7%）、うす塩味しそ梅干
400g（梅370g、しそ30g/塩分約8%）

SD-150

京都市東山区にある京割烹店「祇園 さゝ 木」が
監修した西京漬け。銀だらと銀鮭を程よい甘さ
の西京味噌だれで漬け込みました。味噌の香ば
しさと旨味が引き出された漬魚の、調和のとれ
た美味しさはご賞味いただきたい一品です。

銀鮭70g×6切、銀だら70g×3切/計9切

「祇園さゝ 木」西京漬け
SD-341

肉厚にカットしたステーキ用キングサーモンとバ
ターをセットにしてお届けします。両面に焼き色が
付いたらバターを入れて焼き上げてください。仕
上げに醤油やレモンをかけると風味が増します。

キングサーモン150g×4切、バター8g×4個

キングサーモンステーキ
SD-154

ローストビーフと牛生ハム

ローストビーフはオーストラリア産牛もも肉を、真空
低温調理により旨味を閉じ込めました。脂身の
少ないもも肉を使った黒毛和牛の生ハムは、
しっとりとした食感と深みのある味わいをお楽し
みいただけます。

オーストラリア産牛ローストビーフ250g（ソース付）、
国産黒毛和牛生ハム40g×4袋

SD-355

島原手延素麺（末広・編み入り）

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺は、のどごしのすっきりした手延素麺
です。職人の技で編んだ末広素麺と編み素麺
もセットされています。

［乾麺］素麺50g×54束（白52・梅1・茶1）、編み
素麺50g×2束、末広素麺50g×1束

SD-364

米沢牛 すきやき肉

米沢牛の生産地・山形県南部地方の夏と冬と
の寒暖の差と、清涼な水に恵まれた自然豊かな
環境で愛情を込めて育てられました。きめ細か
い肉質と旨味をすきやきでお楽しみください。

もも肉・かた肉/計300g

SD-272

北海道産牛
サーロインたれ仕込み

北海道産牛のサーロインをコクのあるにんにく風
味の醤油だれで味付けしました。中までしっかり
と焼き、食べやすい大きさにカットしてご飯やパン
と一緒にお召し上がりください。

130g（たれ30g入り）×5袋

SD-369

香辛料を使用していないシンプルな味わいのホ
ワイトロースハムと、黒こしょうをまぶしてスパイシー
な大人の味に仕上げたペッパーボンレスハム。豚
のばら肉をロール状に巻いたノンスモークのベ
リーロールハムのセットです。

ホワイトロースハム380g、ペッパーボンレスハム・
ベリーロールハム 各280g

すぐれ屋のハム3種セット
SD-640

松阪牛とくまもとあか牛の
すきやき肉

三重県の特定地域で肥育された「松阪牛」と、
熊本県で肥育された「くまもとあか牛」のすきや
き肉セットです。赤身肉の美味しさを食べくらべ
てお楽しみください。

松阪牛もも肉・くまもとあか牛もも肉 各150g/計
300g

SD-635

ジューシーな肉汁が詰まった餃子、しょうが焼き
用のたれで味付けした肩ロース肉、コクのある甘
味噌だれで漬けたもも肉。黒豚の美味しさを3種
類の味わいでご賞味ください。

［餃子］20g×10個入×3パック/計30個 ［生姜焼
き丼の具］100g（肩ロース肉80g・たれ20g）×3袋
［甘味噌漬け］100g（もも肉80g・たれ20g）×3袋

黒豚 バラエティーセット
SD-520

神戸牛ハンバーグは素材の良さを十分にいかし
て、オーブンで両面を焼き、ふんわりと仕上げまし
た。ローストビーフは、オーストラリア産牛もも肉
を、真空低温調理により旨味を閉じ込めました。

神戸牛ハンバーグ100g×4個、オーストラリア産牛
ローストビーフ250g（ソース付）

神戸牛ハンバーグと
オーストラリア産牛ローストビーフ
SD-420

山陰沖 干物詰合せ

山陰沖で獲れた魚にこだわった干物の詰合せ
です。小ぶりながら旨味の詰まったのどくろ丸干
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。

のどくろ（アカムツ）丸干し6尾、のどくろ（アカムツ）
開き味噌漬・あじ（マアジ）開き干し・えてかれい干し
各4尾、連子鯛開き干し2尾

SD-409

宮崎県産豚ロース肉を吟味し、熟練した職人が
丹精込めて熟成させたこだわりのロースハムで
す。布巻きにする事で、しっとりなめらかな仕上
がりです。

600g

布巻きロースハム
SD-761

無着色辛子明太子

たらこ本来のプチプチとはじけるような食感と旨
味をいかして調味した無着色辛子明太子。程よ
い辛さでパスタやサラダなどにもおすすめです。

560g

SD-715

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

［乾麺］北海道函館（塩味）・岐阜高山（醤油味）・
博多（とんこつ味）各6食、仙台（味噌味）・喜多方
（醤油味） 各5食/計28食（各麺80g・スープ付）

諸国ラーメンセット
SD-810

マスクメロン

細かいネット模様の皮に包まれたマスクメロン
は、芳醇な香りを持つ肉厚の果肉が特長です。
表皮全体が黄色味を帯びてきて、香りが出始め
るまで常温で追熟させ、食べる2～3時間前に冷
やしてからお召し上がりください。

2.4kg（2玉）

SD-832

ゆでずわいがにといくら醤油漬け

旬の時期に獲れた、身がよく締まり繊細な甘味
が魅力のゆでずわいがにと、口どけがよくまろ
やかな味わいの北海道産いくらの醤油漬けを
詰合せにしてお届けします。

ゆでずわいがに1杯（500g）、いくら醤油漬け40g×2

SD-837

宮崎牛 5等級 焼肉

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑
に恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受
けた「宮崎牛」をお届けします。5等級ならでは
の良質な味わいをお楽しみください。

もも肉200g、ばら肉150g/計350g

SD-780

黒毛和牛・紅鮭・ホタテ＆わかめ
の包み蒸し

食材の旨味を逃さないように紙で包んで電子
レンジで調理する「包み蒸し」のセットです。黒
毛和牛のすき焼き味、紅鮭の甘味噌味、ホタテ
とわかめのバター醤油味の3種類。蒸しあがっ
た包みを開いた時の香りがたまりません。

黒毛和牛すき焼き風 包み蒸し135g×4個、紅鮭切身 
包み蒸し135g×2個、ホタテ＆わかめ包み蒸し155g
×2個/計8個

SD-805

北海道の道南地方に古くから伝わる松前漬け。
するめいか・数の子・昆布を醤油だれに漬け込
んで、バランスの良い味わいに仕上げました。小
分けされているので、必要な分だけ開封してお
召し上がりください。

数の子松前漬け
SD-710

100g×10袋

温暖な気候で大切に育てられた宮崎牛と九州
産黒豚を、それぞれ一口サイズの角切りステーキ
にしました。お好みでヒマラヤ岩塩をつけてお召
し上がりください。

宮崎牛と九州産黒豚 
角切りステーキ食べくらべ
SD-656

【宮崎牛角切りステーキ】もも肉300g（ヒマラヤ岩
塩付）【九州産黒豚角切りステーキ】ばら肉・かた肉 
各150g/計300g（ヒマラヤ岩塩付）

サーロイン・ロース・三角バラ・イチボ・ランプ・友三角 
各50g/計300g（ヒマラヤ岩塩付）

牛一頭から少量しかとれない希少部位のイチボ
や三角バラなどを含む焼肉食べくらべセットで
す。部位ごとに違う食感や味わいをお楽しみい
ただけます。お好みでヒマラヤ岩塩をつけてお召
し上がりください。

宮崎牛 希少部位 焼肉セット
SD-116

紅鮭のヒマラヤ岩塩漬けと
いくら醤油漬け

程よく脂ののった紅鮭をヒマラヤ岩塩で漬け込
みました。岩塩が引き出したコクや旨味をご賞味
ください。一粒一粒に美味しさがギュッと詰まっ
たいくら醤油漬けをセットにしてお届けします。

紅鮭のヒマラヤ岩塩漬け70g×7切、いくら醤油漬
け50g×1個

SD-465

「トンデンファーム」燻しロース
ハムとバラエティーセット

旨味を封じ込めるため「直下式炭火製法」で燻し
たロースハムやウインナーと、低温でスモークをかけ
た薫り高い生ハムなど6種類の詰合せです。

燻しロースハム300g、ガーデンブルスト200g、骨付
ソーセージ180g、荒挽ウインナー100g、スモーク生
ベーコン（スライス）60g、生ハムロース（スライス）40g

SD-815

北海道産 メロン

昼夜の寒暖の差が大きい環境で、甘味と香りを
増した北海道産メロンは、きめの細かいなめらか
な果肉が魅力です。追熟して食べ頃になりまし
たら冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。

2.4kg（2玉）

SD-650

期間限定 6/上～10/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

ご注文状況により、お届けまで3週間程かかる場合があります。

ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。

不漁やご注文状況等により、お待ちいただく場合があります。
不漁やご注文状況等により、
お待ちいただく場合があります。

･･･取り扱い期間が限定されている商品です。期間限定

期間限定 7/下～8/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。
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※グルメギフト券（SEコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

11,000円（税込12,100円）グルメギフト券

･･･取り扱い期間が限定されている商品です。期間限定

山形県の気候風土が育んだ米沢牛。牛一頭か
ら少量しかとれない希少部位が食べくらべでき
る一品です。部位ごとに違う食感や味わいを焼
肉でお楽しみください。

ヒレ・リブロース・カメノコ・三角バラ・マルシン・友三
角 各50g/計300g

米沢牛希少部位 焼肉食べくらべ
SE-114

収穫前にネットをかけ、自然に落ちるまで待って
収穫した完熟マンゴーは、まろやかでとろけるよ
うな甘さが魅力です。

800g（2個）

完熟マンゴー
SE-229

神戸ビーフのカレー

じっくりと煮込んだこだわりのカレーに、神戸ビー
フを加えて仕上げました。ビーフの旨味とコクが
溶け込んだ味わいは格別です。

200g×8食（中辛口・レトルトパウチ）

SE-113

旨味を封じ込めるため「直下式炭火製法」で燻し
たロースハムやウインナーと、低温でスモークをか
けた薫り高い生ハムなど7種類の詰合せです。

燻しロースハム・燻しモモハム 各300g、炭火焼焼豚・ガー
デンブルスト各200g、荒挽ウインナー100g×2、スモーク
生ベーコン（スライス）60g、生ハムロース（スライス）40g

「トンデンファーム」燻しロース
ハムとバラエティーセット
SE-280

山漬けとは、大量の塩をふった鮭を山のように
積み上げて漬け込む製法をいいます。たっぷり
の塩が鮭の水分を出しながら、熟成した旨味を
引き出します。甘口 でまろやかないくら醤油漬け
をセットにしてお届けします。

鮭の山漬け半身（1kg・2分割真空パック）、いくら醤
油漬け80g×2パック

鮭の山漬けといくら醤油漬け
SE-275

九州産 うなぎの蒲焼

九州南部の温暖な気候と豊富な地下水という
恵まれた環境のなかで、熟練した生産者に大切
に育てられた鰻を、香ばしく丹念に焼き上げまし
た。袋のまま湯煎するだけでお召し上がりいただ
けます。

長焼き2尾/計380g（たれ・山椒付）

SE-260

米沢牛の生産地・山形県南部地方の夏と冬と
の寒暖の差と、清涼な水に恵まれた自然豊かな
環境で愛情を込めて育てられました。きめ細か
い肉質と旨味をすきやきでお楽しみください。

もも肉・かた肉/計450g

米沢牛 すきやき肉
SE-252

静岡銘茶

日本有数のお茶処静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
手間をかけて栽培した「玉露」と、とろりとした甘
い口あたりの「深蒸し茶」をお楽しみください。

特上煎茶150g×2缶、玉露120g×1缶

SE-249

銘柄牛 ステーキ食べくらべ

松阪牛（三重県）・宮崎牛（宮崎県）・くまもとあ
か牛（熊本県）のもも肉をステーキ用にカットして
お届けします。「銘柄牛」3種それぞれの肉質、
赤身肉の美味しさをお楽しみください。

松阪牛もも肉・宮崎牛もも肉・くまもとあか牛もも肉 
各80g（ヒマラヤ岩塩付）×2

SE-305

キングサーモンステーキ

肉厚にカットしたステーキ用キングサーモンとバ
ターをセットにしてお届けします。両面に焼き色が
付いたらバターを入れて焼き上げてください。仕
上げに醤油やレモンをかけると風味が増します。

キングサーモン150g×6切、バター8g×6個

SE-311

松阪牛 すきやき肉

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された、
松阪牛のもも肉とばら肉をすきやき用にスライス
してお届けします。松阪牛ならではの柔らかさと
甘さが魅力です。

もも肉・ばら肉 各200g/計400g

SE-329

創業が江戸後期の老舗菓子店「杉谷本舗」のか
すてらと黒ごまどら焼きのセットと、バニラやメロン、
ハスカップなど5種類の味わいを詰合せた「乳蔵」
アイスセット。それぞれの味わいをお楽しみください。

ⓐ［杉谷本舗］長崎かすてら（カット）8個、黒ごまどら焼き8個 ⓑ［乳蔵 
北海道アイスセット］プレミアムバニラ90㎖×6個、赤肉メロン・青肉メ
ロン各90㎖×3個、ハスカップ・ストロベリー各90㎖×2個/計16個

「杉谷本舗」かすてら・黒ごまどら焼き
セットと「乳蔵」北海道アイスセット
SE-529

マスクメロンは芳醇な香りの肉厚な果肉が特長
で、果皮全体が黄色味を帯びて香りが出始め
たら食べ頃です。糖度が13度以上と高いデコポ
ンは、爽やかな香りと豊富な果汁、ユニークな外
観が特長です。伊予柑は果汁がたっぷりで、甘
さと酸味の調和が絶妙です。

マスクメロン1.2kg（1玉）、デコポン1.25kg（5個）、
伊予柑1.25kg（5個）

マスクメロンと冬のフルーツ
SE-772

南高梅 梅干セット

果肉が厚くて柔らかい紀州産南高梅を、国産
はちみつでまろやかな味わいに仕上げたはちみ
つ梅。紀州産の柔らかい梅にこだわった、紫蘇
（しそ）の爽やかな香りが魅力のしそ梅。風味の
違う2種類の梅干しをお楽しみください。

はちみつ梅700g（塩分約7%）、うす塩味しそ梅干
700g（梅650g、しそ50g/塩分約8%）

SE-840

前沢牛・紅鮭・ホタテ＆わかめの
包み蒸し

食材の旨味を逃さないように紙で包んで電子
レンジで調理する「包み蒸し」のセットです。前
沢牛のすき焼き味、紅鮭の甘味噌味、ホタテと
わかめのバター醤油味の3種類。蒸しあがった
包みを開いた時の香りがたまりません。

前沢牛すき焼き風 包み蒸し135g×5個、紅鮭切身 
包み蒸し135g×2個、ホタテ＆わかめ包み蒸し155g
×2個/計9個

SE-892

国産黒毛和牛 フィレステーキ

フィレ肉は他の部位にくらべて、牛一頭から少
量しか取れない希少な部位で、脂身の少ない
柔らかな肉質が特長です。ソースにはお好みの
ステーキソース、またはわさび醤油などもおすす
めです。

100g×4枚/計400g

SE-930

紅鮭のヒマラヤ岩塩漬けと
いくら醤油漬け

程よく脂ののった紅鮭をヒマラヤ岩塩で漬け込
みました。岩塩が引き出したコクや旨味をご賞味
ください。一粒一粒に美味しさがギュッと詰まっ
たいくら醤油漬けをセットにしてお届けします。

紅鮭のヒマラヤ岩塩漬け70g×9切、いくら醤油漬
け50g×2個

SE-954

松阪牛とくまもとあか牛の
すきやき肉

三重県の特定地域で肥育された「松阪牛」と、
熊本県で肥育された「くまもとあか牛」のすきや
き肉セットです。赤身肉の美味しさを食べくらべ
てお楽しみください。

松阪牛もも肉・くまもとあか牛もも肉 各225g/計
450g

SE-755

島原 手延べそうめん（長期熟成）

江戸時代から長崎県・島原半島で作られてきた
島原素麺。そのなかでも寒造りにこだわって製
造し、さらに一年以上かけて熟成させた素麺を
お届けします。のどごしのすっきりした手延べ
そうめんをご賞味ください。

［乾麺］50g×100束

SE-792

グルメセット

素材の良さを十分にいかしてふんわりと仕上げ
た神戸牛ハンバーグ、オーストラリア産牛もも肉を
真空低温調理により旨味を閉じ込めたロースト
ビーフ、さらに3種類のソーセージも入った、バラエ
ティー豊かなグルメセットです。

［神戸牛ハンバーグ］100g×4個［ソーセージ］プ
レーン・ガーリック・ハーブ各90g×2袋/計6袋 ［オー
ストラリア産牛ローストビーフ］250g（ソース付）

SE-650

旬の時期に獲れた、身がよく締まり繊細な甘味
が魅力のずわいがにを、姿のままボイルしてから
美味しさを逃がさないように冷凍しました。冷蔵
庫で半解凍させてから切り分けてお召し上がり
ください。

ゆでずわいがに
SE-665

2杯（計1kg）

ふぐの詰合せ

山口県・下関の職人が丁寧に調理した、ふくちり
やふぐ唐揚げ、一夜干しや焼ヒレなど、ふぐ料理
を満喫できる詰合せです。さまざまな食感、味
わいをお楽しみください。

SE-272

ふくちり200g（シロサバフグ切身・トラフグアラ 各
100g）、ふぐ唐揚げ200g、ふぐ一夜干し150g、ふぐた
たき1本、とらふぐ皮100g、とらふぐ焼ヒレ5g（ポン酢・
もみじおろし付）

焼き・煮付け用 のどくろ（姿）

山陰沖で獲れたのどくろを下処理して姿のまま
お届けします。ふり塩をして塩焼きにしたり、お好
みの煮汁で煮付けにして、脂が乗ってふっくら
柔らかいのどくろをご賞味ください。

SE-120

2尾/計400～500g

ⓑⓐ

芳醇な香りを持つ肉厚の果肉が特長のマスク
メロンと、粒が大きく甘さと酸味のバランスがよい
ピオーネ、柔らかく果汁たっぷりで歯ざわりの良
い梨をお届けします。秋の美味しいフルーツ3種
類の詰合せです。

マスクメロン1.2kg（1玉）、ピオーネ1kg（2房）、梨
550g（2個）

マスクメロンと秋のフルーツ
SE-342

豚ロース肉をじっくり手間と時間をかけて、シンプ
ルかつ深みのある味わいに仕上げた熟成ロース
ハムと、ホワイトロースハムやベリーロールハムなど、
バラエティーに富んだ4種のハムセットです。

熟成ロースハム・ホワイトロースハム 各380g、ペッ
パーボンレスハム・ベリーロールハム 各280g

すぐれ屋のハム4種セット
SE-430

神戸牛 焼肉

兵庫県で大切に育まれた神戸牛は、日本のみ
ならず海外でも高い評価を得ているブランド牛で
す。その良質な牛肉を焼肉用にカットしてお届け
します。

もも肉・かた肉 各200g/計400g

SE-413

［乾麺］北海道函館（塩味）・仙台（味噌味）・喜多
方（醤油味）・岐阜高山（醤油味）・博多（とんこつ
味）各8食/計40食（各麺80g・スープ付）

郷土色豊かなその地方ならではの味を再現した
ご当地ラーメンです。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味をとじこめました。麺
をゆでれば生麺のような味わいが楽しめます。

諸国ラーメンセット
SE-400

秋田県の南部、豊かな自然の恵みをうける奥羽
山脈の裾野でつくられている稲庭うどん。特長
であるなめらかな舌ざわり、のどごしの良さと
コシの強さをぜひご賞味ください。

［乾麺］180g×18袋

秋田稲庭うどん
SE-560

SE-830 ◆米沢牛 焼肉
もも肉・ばら肉 各200g/計400g（焼肉のた
れ付き）

SE-865 ◆ローストビーフと牛生ハム
オーストラリア産牛ローストビーフ250g（ソ
ース付）、国産黒毛和牛生ハム40g×7袋

黒毛和牛100g入 ビーフカレーと
ビーフシチュー

肉の旨味がたっぷりと溶け込んだ、ボリューム
満点のビーフカレーとビーフシチューです。どちら
も黒毛和牛が100g入っているので食べ応えが
あります。

黒毛和牛ビーフカレー（中辛口）・黒毛和牛ビーフ
シチュー 各300g×3食（レトルトパウチ）

SE-959

期間限定 5/下～7/中

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 2/中～3/上

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

･･･ⓐⓑは出荷元ごとに別々の配送となります。配

配

ご注文状況により、お届けまで3週間程かかる場合があります。

不漁やご注文状況等により、お待ちいただく場合があります。

ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

期間限定 9/上～10/上

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。



■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SW COURSESW COURSE

SW
course
※グルメギフト券（SWコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

16,000円（税込17,600円）グルメギフト券 温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、芳醇な香りと濃厚な甘みが特長のラ・フランスなど、秋の美
味しいフルーツ3種類の詰め合わせです。

静岡県産マスクメロン1.5kg（1玉）、ラ・フランス1.65kg（6個）、柿
1.4kg（6個）

静岡県産 マスクメロンと秋のフルーツ
SW-552

温暖な気候で大切に育てられた九州産の黒豚は、お肉にほ
のかな甘味があり、脂身があっさりとして食べやすいのが特
長です。黒豚の旨味を存分に味わっていただくため、しゃぶ
しゃぶ用と焼肉用をセットにしてお届けします。

［黒豚しゃぶしゃぶ肉］ロース肉・ばら肉 各250g×2/計1kg
［黒豚焼肉］ばら肉・もも肉各200g、肩ロース肉150g/計550g

九州産黒豚しゃぶしゃぶ肉と焼肉セット
SW-554

肉の旨味がたっぷりと溶け込んだ、ボリューム満点のビーフ
カレーとビーフシチューです。どちらも黒毛和牛が100g入って
いるので食べ応えがあります。

黒毛和牛ビーフカレー（中辛口）300g×3食、黒毛和牛ビーフシ
チュー300g×6食（レトルトパウチ）

黒毛和牛100g入 ビーフカレーと
ビーフシチュー
SW-595

温室で1本の木から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン、
甘くて瑞 し々いシャキッとした食感の幸水梨、ピオーネと水蜜桃
も手間を惜しまず大切に育てています。

静岡県産マスクメロン1.3kg（1玉）、ピオーネ1kg（2房）、幸水梨
930g（3個）、水蜜桃620g（2個）

静岡県産 マスクメロンと夏のフルーツ
SW-699

山陰沖で獲れたのどくろを下処理して姿のままお届けします。
ふり塩をして塩焼きにしたり、お好みの煮汁で煮付けにして、
脂が乗ってふっくら柔らかいのどくろをご賞味ください。

3尾/計600～750g

焼き・煮付け用 のどくろ（姿）
SW-629

ⓑⓐ ⓒ

宮崎より、肉質が良いことで定評のある「宮崎牛すきやき肉」。
福岡からは、食感と旨味をいかして調味した「無着色辛子明
太子」。そして鹿児島より、風味豊かに仕上げた「さつま揚
げ」。九州のグルメそれぞれの美味しさをお楽しみください。

ⓐ［宮崎牛すきやき肉］もも肉300g
ⓑ［無着色辛子明太子］400g
ⓒ［さつま揚げ］8種/計33枚

九州グルメセット
SW-825

旨味を封じ込めるため「直下式炭火製法」で燻したロースハム
やウインナーと、低温でスモークをかけた薫り高い生ハム、さらに
焼豚や角煮などバラエティー豊かな詰合せです。

燻しモモハム600g、燻しロースハム・炭火焼ベーコンブロック 各300g、ガー
リックブルスト・ガーデンブルスト・炭火焼焼豚各200g、豚角煮160g、荒挽ウ
インナー100g、生ハムロース（スライス）・ペッパー生ハム（スライス）各40g

「トンデンファーム」バラエティーセット
SW-631

日本有数のお茶処静岡県で生産され、蒸し時間を長めにした
深蒸し製法が特長の静岡茶。手間をかけて栽培した「玉露」
と、とろりとした甘い口あたりの「深蒸し茶」をお楽しみください。

柏木（玉露）130g×1缶、禅（煎茶）150g×1缶、空（煎茶）150g×
1缶/計3缶

静岡銘茶
SW-720

旬の時期に獲れた、身がよく締まり繊細な甘味が魅力のずわ
いがにを、姿のままボイルしてから美味しさを逃がさないように
冷凍しました。冷蔵庫で半解凍させてから切り分けてお召し上
がりください。

3杯（計1.5kg）

ゆでずわいがに
SW-722

宮崎県産豚ロース肉を丹精込めて熟成させた布巻きロースハ
ム。香辛料を使用せずシンプルな味わいに仕上げたホワイト
ロースハムなど、4種のハム詰合せです。

布巻きロースハム600g、ホワイトロースハム380g、ペッパーボン
レスハム・ベリーロールハム 各280g

布巻きロースハムとハム詰合せ
SW-770

三重県の特定地域で肥育された「松阪牛」と、熊本県で肥育
された「くまもとあか牛」のすきやき肉セットです。赤身肉の美味
しさを食べくらべてお楽しみください。

松阪牛もも肉・くまもとあか牛もも肉 各340g/計680g

松阪牛とくまもとあか牛のすきやき肉
SW-780

濃厚でコクのある味噌と甘い身が魅力の北海道産の毛がにと、口どけがよくまろやかな味わい
の北海道産いくらの醤油漬け。さらに紅鮭と銀鱈の西京漬けをセットにしてお届けします。

ゆで毛がに1杯（500g）、紅鮭西京漬け・銀鱈西京漬け 各70g×3切、いくら醤油漬け40g×2

ゆで毛がにと海鮮セット
SW-101

じっくりと煮込んだこだわりのカレーに、神戸ビーフを加えて仕
上げました。ビーフの旨味とコクが溶け込んだ味わいは格別
です。

200g×12食（中辛口・レトルトパウチ）

神戸ビーフのカレー
SW-107

夏と冬との寒暖の差と清涼な水に恵まれた山形県の気候風
土が、米沢牛独特の肉質をつくりだしています。脂の甘味と口
いっぱいに広がる肉の旨味をお楽しみください。

もも肉・ばら肉 各300g/計600g（焼肉のたれ付）

米沢牛 焼肉
SW-140

九州南部の温暖な気候と豊富な地下水という恵まれた環境
のなかで、熟練した生産者に大切に育てられた鰻を、香ばしく
丹念に焼き上げました。袋のまま湯煎するだけでお召し上がり
いただけます。

長焼き3尾/計570g（たれ・山椒付）

九州産 うなぎの蒲焼
SW-150

食材の旨味を逃さないように紙で包んで電子レンジで調理
する「包み蒸し」のセットです。前沢牛のすき焼き味、紅鮭の
甘味噌味、ホタテとわかめのバター醤油味の3種類。蒸しあ
がった包みを開いた時の香りがたまりません。

前沢牛すき焼き風包み蒸し135g×8個、紅鮭切身包み蒸し135g
×2個、ホタテ＆わかめ包み蒸し155g×2個/計12個

前沢牛・紅鮭・ホタテ＆わかめの包み蒸し
SW-161

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された、松阪牛の肩
ロース肉ともも肉をすきやき用にスライスしてお届けします。松阪
牛ならではの柔らかさと甘さが魅力です。

肩ロース肉・もも肉 各250g/計500g

松阪牛 すきやき肉
SW-205

温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、果汁が甘くみずみずしい伊予柑、糖度が13度以上と高く
香りと食感の良さが魅力のデコポンの3種類を詰め合わせま
した。

静岡県産マスクメロン1.5kg（1玉）、伊予柑1.65kg（6個）、デコポン
1.5kg（6個）

静岡県産 マスクメロンと冬のフルーツ
SW-214

果肉が厚くて柔らかい紀州産南高梅を、国産はちみつでまろ
やかな味わいに仕上げたはちみつ梅。紀州産の柔らかい梅に
こだわった、紫蘇（しそ）の爽やかな香りが魅力のしそ梅。風味
の違う2種類の梅干しをお楽しみください。

はちみつ梅1.2kg（塩分約7%）、うす塩味しそ梅干1kg（梅900g、
しそ100g/塩分約8%）

南高梅 梅干セット
SW-260

フィレ肉は他の部位にくらべて、牛一頭から少量しか取れない
希少な部位で、脂身の少ない柔らかな肉質が特長です。ソー
スにはお好みのステーキソース、またはわさび醤油などもおすす
めです。

100g×3枚×2/計600g

国産黒毛和牛 フィレステーキ
SW-510

牛一頭から少量しかとれない希少部位のイチボや三角バラな
どを含む焼肉食べくらべセットです。部位ごとに違う食感や味
わいをお楽しみいただけます。お好みでヒマラヤ岩塩をつけて
お召し上がりください。

ヒレ・ロース・三角バラ・イチボ・ランプ・友三角各80g/計480g（ヒ
マラヤ岩塩付）

宮崎牛 希少部位 焼肉セット
SW-547

SW-206 ◆小樽吟醸酒粕造りといくら醤油漬け
［小樽吟醸酒粕造り］銀鱈・紅鮭・キングサーモン 各80g×3
切、ほたて貝柱130g（2玉入）×2パック
［いくら醤油漬け］80g×2パック

SW-579 ◆神戸牛 すきやき肉
もも肉550g

SW-185 ◆米沢牛 サーロインステーキ
120g×3枚/計360g

SW-740 ◆宮崎牛 5等級 ロースステーキ
200g×2枚/計400g
お届けまでに多少期間を要する場合があります。

SW-660 ◆宮崎牛 5等級 焼肉
肩ロース肉・もも肉 各300g/計600g
お届けまでに多少期間を要する場合があります。

期間限定 2/中～3/中

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 11/上～12/上

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 7/下～8/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

･･･ⓐⓑⓒは出荷元ごとに別々の配送となります。配

配

ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。

ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。お届けまでに多少期間を要する場合があります。

不漁やご注文状況等により、お待ちいただく場合があります。

･･･取り扱い期間が限定されている商品です。期間限定



■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SL COURSESL COURSE

SL
course
※グルメギフト券（SLコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

21,000円（税込23,100円）グルメギフト券 温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、芳醇な香りと濃厚な甘みが特長のラ・フランスなど、秋の美
味しいフルーツ4種類の詰め合わせです。

静岡県産マスクメロン2.6kg（2玉）、ラ・フランス1.35kg（5個）、サ
ンふじりんご1.65kg（6個）、柿1.15kg（5個）

秋のフルーツバラエティー
SL-497

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された、松阪牛の肩
ロース肉をすきやき用にスライスしてお届けします。松阪
牛ならではの柔らかさと甘さが魅力です。

肩ロース肉550g

松阪牛 すきやき肉
SL-500

山形県・米沢より、肉質の柔らかさと霜降り度合いの高い自慢
の牛肉をお届けします。ステーキとして食されることも多い
リブロース肉と肩ロース肉を、すきやき用にスライスしてお届け
します。

リブロース肉240g、肩ロース肉240g/計480g

米沢牛“秀屋”（5等級）すきやき肉
SL-520

数種類の魚介を、北海道・小樽にある造り酒屋の吟醸酒の酒
粕でじっくりと漬け込みをした、吟醸香の風味豊かな小樽吟
醸酒粕造りと、甘口でまろやかな仕上がりのいくら醤油漬け
をセットにしました。

［小樽吟醸酒粕造り］銀鱈・紅鮭・キングサーモン各80g×4切、ほ
たて貝柱130g（2玉入）×3パック
［いくら醤油漬け］80g×3パック

小樽吟醸酒粕造りといくら醤油漬け
SL-550

肉の旨味がたっぷりと溶け込んだ、ボリューム満点のビーフ
カレーとビーフシチューです。どちらも黒毛和牛が100g入って
いるので食べ応えがあります。

黒毛和牛ビーフカレー（中辛口）・黒毛和牛ビーフシチュー各300g×
6食（レトルトパウチ）

黒毛和牛100g入 ビーフカレーと
ビーフシチュー
SL-524

毎年12月に山形県で開催される「米沢牛枝肉共進会」に出
品された中から、総合的に高く評価された“上位入賞牛”のす
きやき肉または焼肉をお届けします。

①～④のいずれかをお届けします。
【すきやき肉】①肩ロース肉320g ②かた肉480g ③もも肉480g
【焼肉】④もも肉・ばら肉 /計480g（焼肉のたれ付）

米沢牛“上位入賞牛” すきやき肉 または 焼肉
SL-575

日本有数のお茶処静岡県で生産され、蒸し時間を長めにした
深蒸し製法が特長の静岡茶。手間をかけて栽培した「玉露」
と、とろりとした甘い口あたりの「深蒸し茶」をお楽しみください。

柏木（玉露）200g×1缶、禅（煎茶）200g×1缶、空（煎茶）200g×
1缶/計3缶

静岡銘茶
SL-580

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑に恵まれた地で、
生産農家の愛情を一身に受けた「宮崎牛」をお届けします。
赤身とサシのバランス、5等級ならではの食感と風味をお楽
しみください。

180g×3枚/計540g

宮崎牛 5等級 ロースステーキ
SL-600

宮崎県産豚ロース肉を丹精込めて熟成させた布巻きロースハ
ム、香辛料を使用せずシンプルな味わいに仕上げたホワイト
ロースハムなど4種のハム詰合せです。

布巻きロースハム600g×2、ホワイトロースハム380g、ペッパーボ
ンレスハム・ベリーロールハム各280g

布巻きロースハムとハム詰合せ
SL-624

濃厚でコクのある味噌と甘い身が魅力の北海道産の毛がにと、口どけがよくまろやかな味わい
の北海道産いくらの醤油漬け。さらに紅鮭と銀鱈の西京漬けをセットにしてお届けします。

ゆで毛がに1杯（500g）、紅鮭西京漬け・銀鱈西京漬け 各70g×5切、いくら醤油漬け40g×4

ゆで毛がにと海鮮セット
SL-118

米沢牛の生産地・山形県南部地方の夏と冬との寒暖の差と、
清涼な水に恵まれた自然豊かな環境で愛情を込めて育てら
れました。とろけるような美味しさが魅力の米沢牛サーロインス
テーキ肉をお届けします。

160g×3枚/計480g

米沢牛 サーロインステーキ
SL-143

九州南部の恵まれた環境のなかで育てられた鰻を、香ばしく
焼き上げた「九州産うなぎの蒲焼」と、肉質が良いことで定評
のある「宮崎牛すきやき肉」。鹿児島からは、風味豊かに仕上
げた「さつま揚げ」。九州のグルメそれぞれの美味しさをお楽
しみください。

ⓐ［うなぎの蒲焼］長焼き2尾/計380g（たれ・山椒付）
ⓑ［宮崎牛すきやき肉］もも肉300g
ⓒ［さつま揚げ］8種/計33枚

九州グルメセット

ⓑ

ⓐ

ⓒ

SL-174

三重県の特定地域で肥育された「松阪牛」と、熊本県で肥育
された「くまもとあか牛」のすきやき肉セットです。赤身肉の美味
しさを食べくらべてお楽しみください。

松阪牛もも肉・くまもとあか牛もも肉 各460g/計920g

松阪牛とくまもとあか牛のすきやき肉
SL-183

山形県の気候風土が育んだ米沢牛。夏と冬との寒暖の差と
清涼な水に恵まれた環境が、米沢牛独特の旨味を造りだし
ています。なかでもフィレの部分は肉質が柔らかくて脂肪
がほとんどなく、一頭からごく少量しかとれない希少性の
高いお肉です。

130g×3枚/計390g

米沢牛 フィレステーキ
SL-280

牛一頭から少量しかとれない希少部位のイチボや三角バラな
どを含む焼肉食べくらべセットです。部位ごとに違う食感や味
わいをお楽しみいただけます。お好みでヒマラヤ岩塩をつけて
お召し上がりください。

ヒレ・ロース・三角バラ・イチボ・ランプ・友三角 各120g/計720g
（ヒマラヤ岩塩付）

宮崎牛 希少部位 焼肉セット
SL-291

旨味を封じ込めるため「直下式炭火製法」で燻したロースハム
やウインナーと、低温でスモークをかけた薫り高い生ハム、さらに
焼豚や角煮などバラエティー豊かな詰合せです。

燻しモモハム・燻しロースハム 各600g、炭火焼ベーコンブロック300g、ガーリックブル
スト・ガーデンブルスト・炭火焼焼豚各200g、骨付ソーセージ180g×2、豚角煮160g、
荒挽ウインナー100g、生ハムロース（スライス）・ペッパー生ハム（スライス）各40g×2

「トンデンファーム」バラエティーセット
SL-329

山陰沖で獲れたのどくろを下処理して姿のままお届けします。
ふり塩をして塩焼きにしたり、お好みの煮汁で煮付けにして、
脂が乗ってふっくら柔らかいのどくろをご賞味ください。

4尾/計800g～1kg

焼き・煮付け用 のどくろ（姿）
SL-441

温室で1本の木から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン、
大粒で甘みと酸味のバランスがよいピオーネ、瑞 し々い水蜜桃
も手間を惜しまず大切に育てています。

静岡県産マスクメロン2.6kg（2玉）、水蜜桃1.4kg（5個）、ピオーネ
1kg（2房）

夏のフルーツバラエティー
SL-613

温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、糖度が13度以上と高く香りと食感の良さが魅力のデコポ
ン。さらに酸味と甘味のバランスが良く、鮮やかな紅色が特長の
紅ほっぺ苺。冬の美味しいフルーツ3種類の詰め合わせです。

静岡県産マスクメロン2.6kg（2玉）、デコポン1.65kg（6個）、紅
ほっぺ苺300g（8～11粒）×2箱

冬のフルーツバラエティー
SL-472

･･･取り扱い期間・お届け時期が限定されている商品です。期間限定 お届け時期限定

SL-605 ◆九州産 うなぎの蒲焼
長焼き4尾/計760g（たれ・山椒付）

SL-635 ◆神戸牛 すきやき肉
肩ロース肉300g×2/計600g

SL-670 ◆宮崎牛 5等級 焼肉
肩ロース肉・もも肉 各400g/計800g
お届けまでに多少期間を要する場合があります。

温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、昼と夜の温度を管理して育てた温室みかんなど、春の美
味しいフルーツ4種類の詰合せです。

静岡県産マスクメロン2.6kg（2玉）、メキシコマンゴー1kg（3個）、
ゴールデンキウイ300g（3個）、温室みかん1.2kg

春のフルーツバラエティー
SL-482

旬の時期に獲れた、身がよく締まり繊細な甘味が魅力の
「ゆでずわいがに」と、温暖な気候と豊富な地下水という恵ま
れた環境のなかで育てられた鰻を、香ばしく丹念に焼き上
げた「九州産うなぎの蒲焼」をお届けします。

ⓐ［ゆでずわいがに］2杯（計1kg）
ⓑ［うなぎの蒲焼］長焼き2尾/計380g（たれ・山椒付）

ゆでずわいがにとうなぎの蒲焼
SL-512

ⓑⓐ

期間限定 7/中～8/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 2/中～3/中

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 11/上～12/上

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

すぐれ  や

配

ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

･･･ⓐⓑⓒは出荷元ごとに別々の配送となります。配

[数量限定品]

お届け時期限定 12/25～1/上

ご注文状況により、お届けまで1ヶ月程かかる場合があります。

期間限定 5/中～6/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

配

不漁やご注文状況等により、
お待ちいただく場合があります。



SR COURSE

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SQ COURSE

SQ
course

SR
course

※グルメギフト券（SQコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

26,000円（税込28,600円）グルメギフト券
※グルメギフト券（SRコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

31,000円（税込34,100円）グルメギフト券

ⓑ

ⓐ

旬の時期に獲れた、身がよく締まり繊細な甘味
が魅力の「ゆでずわいがに」と、温暖な気候と豊
富な地下水という恵まれた環境のなかで育てら
れた鰻を、香ばしく丹念に焼き上げた「九州産う
なぎの蒲焼」をお届けします。

ⓐ［ゆでずわいがに］2杯（計1kg）
ⓑ［うなぎの蒲焼］長焼き3尾/計570g（たれ・山椒
付）

ゆでずわいがにとうなぎの蒲焼
SQ-275

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑
に恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受
けた「宮崎牛」をお届けします。5等級ならでは
の良質な味わいをお楽しみください。

ロース肉・肩ロース肉 各450g/計900g

宮崎牛 5等級 焼肉
SQ-370

宮崎牛 5等級 ロースステーキ

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑
に恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受
けた「宮崎牛」をお届けします。赤身とサシのバ
ランス、5等級ならではの食感と風味をお楽しみ
ください。

180g×4枚/計720g

SQ-250

数種類の魚介を、北海道・小樽にある造り酒屋
の吟醸酒の酒粕でじっくりと漬け込みをした、
吟醸香の風味豊かな小樽吟醸酒粕造りと、
甘口でまろやかな仕上がりのいくら醤油漬け
をセットにしました。

［小樽吟醸酒粕造り］紅鮭80g×6切、銀鱈・キング
サーモン各80g×5切、ほたて貝柱130g（2玉入）
×4パック［いくら醤油漬け］80g×4パック

小樽吟醸酒粕造りと
いくら醤油漬け
SQ-530

山形県・米沢より、肉質の柔らかさと霜降り度合
いの高い自慢の牛肉をお届けします。ステーキと
して食されることも多いリブロース肉と肩ロース
肉を、すきやき用にスライスしてお届けします。

リブロース肉300g、肩ロース肉300g/計600g

米沢牛“秀屋”（5等級）すきやき肉
SQ-580

静岡銘茶

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
手間をかけて栽培した「玉露」と、とろりとした甘
い口あたりの「深蒸し茶」をお楽しみください。

柏木（玉露）200g×2缶、禅（煎茶）200g×1缶/
計3缶

SQ-550

米沢牛“上位入賞牛” 
すきやき肉 または 焼肉

毎年12月に山形県で開催される「米沢牛枝肉
共進会」に出品された中から、総合的に高く評
価された“上位入賞牛”のすきやき肉または焼肉
をお届けします。

SQ-395

九州産 うなぎの蒲焼

九州南部の温暖な気候と豊富な地下水という
恵まれた環境のなかで、熟練した生産者に大切
に育てられた鰻を、香ばしく丹念に焼き上げまし
た。袋のまま湯煎するだけでお召し上がりいただ
けます。

長焼き5尾/計950g（たれ・山椒付）

SQ-587

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑
に恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受
けた「宮崎牛」をお届けします。5等級ならでは
の良質な味わいをお楽しみください。

ロース肉・肩ロース肉 各540g/計1,080g

宮崎牛 5等級 焼肉
SR-190

日本近海産“活”伊勢海老

日本近海で獲れた希少な大きさの伊勢海老を
お届けします。焼いたり汁物にしたりと何でも美
味しい伊勢海老ですが、やはりお刺身が一番
です。新鮮な甘みとプリプリの食感をお楽しみく
ださい。

1尾（1.3～1.5kg）

SR-53

神戸牛 焼肉とすきやき肉

兵庫県で大切に育まれた神戸牛は、日本のみ
ならず海外でも高い評価を得ているブランド牛で
す。その良質な牛肉を焼肉用とすきやき用にス
ライスしてお届けします。

［焼肉］もも肉・かた肉 各200g/計400g
［すきやき肉］肩ロース肉450g

SQ-721

温室で1本の木から1玉のみ収穫する静岡県
産マスクメロンと、大粒で甘みと酸味のバランス
がよいピオーネ、爽やかな甘さが人気で皮ごと
食べられるシャインマスカットなど、夏の美味しい
フルーツ5種類の詰合せです。

静岡県産マスクメロン3kg（2玉）、水蜜桃910g（3
個）、ピオーネ1kg（2房）、シャインマスカット500g（1
房）、ハウスみかん1.2kg

静岡県産 マスクメロンと
夏のフルーツ
SR-425

静岡県産 マスクメロンと
秋のフルーツ

温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産
マスクメロンと、芳醇な香りと濃厚な甘みが特長
のラ・フランスなど、秋の美味しいフルーツ5種類
の詰合せです。

静岡県産マスクメロン3kg（2玉）、ラ・フランス1.8kg
（6個）、サンふじりんご1.8kg（6個）、にっこり梨また
は南水梨1.95kg（6個）、富有柿1.65kg（6個）

SR-302

小樽吟醸酒粕造りと
いくら醤油漬け

数種類の魚介を、北海道・小樽にある造り酒屋
の吟醸酒の酒粕でじっくりと漬け込みをした、
吟醸香の風味豊かな小樽吟醸酒粕造りと、
甘口でまろやかな仕上がりのいくら醤油漬け
をセットにしました。

［小樽吟醸酒粕造り］紅鮭・キングサーモン各80g
×7切、銀鱈80g×6切、ほたて貝柱130g（2玉入）
×5パック［いくら醤油漬け］80g×5パック

SR-210

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された松
阪牛の、焼肉用とすきやき用をセットにしてお届
けします。柔らかさと甘さが魅力の松阪牛食べく
らべセットです。

［焼肉］もも肉・ばら肉 各200g/計400g
［すきやき肉］肩ロース肉550g

松阪牛 焼肉とすきやき肉
SR-341

九州産 うなぎの蒲焼

九州南部の温暖な気候と豊富な地下水という
恵まれた環境のなかで、熟練した生産者に大切
に育てられた鰻を、香ばしく丹念に焼き上げまし
た。袋のまま湯煎するだけでお召し上がりいただ
けます。

長焼き6尾/計1,140g（たれ・山椒付）

SR-411

宮崎牛 5等級 ロースステーキ

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑
に恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受
けた「宮崎牛」をお届けします。赤身とサシのバ
ランス、5等級ならではの食感と風味をお楽しみ
ください。

180g×5枚/計900g

SR-440

ⓐ

ゆでずわいがにとうなぎの蒲焼

旬の時期に獲れた、身がよく締まり繊細な甘味
が魅力の「ゆでずわいがに」と、温暖な気候と豊
富な地下水という恵まれた環境のなかで育てら
れた鰻を、香ばしく丹念に焼き上げた「九州産う
なぎの蒲焼」をお届けします。

ⓐ［ゆでずわいがに］2杯（計1kg）
ⓑ［うなぎの蒲焼］長焼き4尾/計760g（たれ・山椒
付）

SR-573

ⓑ

米沢牛“秀屋”（5等級）
シャトーブリアン

柔らかな肉質と美しい霜降りが自慢の米沢牛
シャトーブリアン。牛一頭から数kgしかとれない
フィレ肉のなかでも、さらに希少な一部分です。
きめが細かく深みのある味わいを是非お召し
上がりください。

150g×3枚/計450g

SR-610

米沢牛“秀屋”（5等級）
フィレステーキ

肉質の柔らかさが自慢の米沢牛フィレステーキを
お届けします。フィレ肉は脂肪がほとんどなく、一
頭からごく少量しかとれないため希少性の高い
部位です。とろけるような味わいを是非お召し上
がりください。

130g×2枚×2/計520g

SR-640

静岡県産 マスクメロンと
冬のフルーツ

温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産
マスクメロンと、糖度が13度以上と高く香りと食
感の良さが魅力のデコポン。さらに酸味と甘味の
バランスが良く、鮮やかな紅色が特長の紅ほっぺ
苺。冬の美味しいフルーツ3種類の詰合せです。

静岡県産マスクメロン3kg（2玉）、デコポン2.4kg
（8個）、紅ほっぺ苺300g（8～11粒）×4箱

SR-333

米沢牛“上位入賞牛” 
すきやき肉 または 焼肉

毎年12月に山形県で開催される「米沢牛枝肉
共進会」に出品された中から、総合的に高く評
価された“上位入賞牛”のすきやき肉または焼肉
をお届けします。

①～④のいずれかをお届けします。
【すきやき肉】①肩ロース肉480g ②かた肉720g
③もも肉720g
【焼肉】④もも肉・ばら肉/計720g（焼肉のたれ付）

SR-375

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
手間をかけて栽培した「玉露」と、とろりとした甘
い口あたりの「深蒸し茶」をお楽しみください。

静岡銘茶
SR-240

柏木（玉露）130g×1缶、禅（煎茶）150g×1缶、空
（煎茶）150g×1缶/計3缶×2セット

200g×3枚/計600g

米沢牛の生産地・山形県南部地方の夏と冬と
の寒暖の差と、清涼な水に恵まれた自然豊かな
環境で愛情を込めて育てられました。とろけるよ
うな美味しさが魅力の米沢牛サーロインステーキ
肉をお届けします。

米沢牛 サーロインステーキ
SQ-114

130g×2枚×2/計520g

山形県の気候風土が育んだ米沢牛。夏と冬と
の寒暖の差と清涼な水に恵まれた環境が、米
沢牛独特の旨味を造りだしています。なかでも
フィレの部分は肉質が柔らかくて脂肪がほとんど
なく、一頭からごく少量しかとれない希少性の高
いお肉です。

米沢牛 フィレステーキ
SQ-630

1尾（1～1.2kg）

日本近海産“活”伊勢海老

日本近海で獲れた希少な大きさの伊勢海老を
お届けします。焼いたり汁物にしたりと何でも美
味しい伊勢海老ですが、やはりお刺身が一番
です。新鮮な甘みとプリプリの食感をお楽しみく
ださい。

SQ-60

静岡県産マスクメロン2.6kg（2玉）、ラ・フランス
1.8kg（6個）、サンふじりんご1.8kg（6個）、柿
1.4kg（6個）、温州みかん3kg

秋のフルーツバラエティー

温室で1本の苗から1玉のみ収穫する静岡県産
マスクメロンと、芳醇な香りと濃厚な甘みが特長
のラ・フランスなど、秋の美味しいフルーツ5種類
の詰合せです。

SQ-362

①～④のいずれかをお届けします。
【すきやき肉】①肩ロース肉400g ②かた肉600g
③もも肉600g
【焼肉】④もも肉・ばら肉/計600g（焼肉のたれ付）

･･･取り扱い期間・お届け時期が限定されている商品です。期間限定 お届け時期限定

お届け時期限定 12/25～1/上

[数量限定品][数量限定品]

お届け時期限定 12/25～1/上

すぐれ  や

期間限定 3/中～7/下・8/下～11/中

天候不順や不漁の為に、出荷ができない場合があります。

期間限定 3/中～7/下・8/下～11/中

天候不順や不漁の為に、出荷ができない場合があります。

期間限定 11/中～12/中

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 11/上～12/中

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 2/中～3/中

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

期間限定 7/下～8/下

天候不順等によりお待ちいただく場合があります。

すぐれ  や すぐれ  や

･･･ⓐⓑは出荷元ごとに別々の配送となります。配

お届けまでに多少期間を要する場合があります。 お届けまでに多少期間を要する場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

お届けまでに多少期間を要する場合があります。 お届けまでに多少期間を要する場合があります。 お届けまでに多少期間を要する場合があります。

不漁やご注文状況等により、
お待ちいただく場合があります。

不漁やご注文状況等により、
お待ちいただく場合があります。

配

配



■グルメギフト券はコンパクトなハード
カバーに、ギフトメニューと注文ハガキ
がセットされています。

SX COURSE

SX
course
※グルメギフト券（SXコース）にはシステム料1,000円（税込1,100円）が含まれております。
※商品及び商品内容は予告なく変わる場合があります。※写真はイメージです。

51,000円（税込56,100円）グルメギフト券

丹念に焼き上げた「九州産鰻の蒲焼」、刺身・鍋物・
揚げ物・焼き物などバラエティー豊かな「ふぐの詰合
せ」、さらに繊細な甘味が魅力の「ゆでずわいが
に」をお届けします。

ⓐ［鰻の蒲焼]長焼き6尾/計1,140g（たれ・山椒付） ⓑ［ふぐの詰合
せ］ふくちり200g（シロサバフグ切身・トラフグアラ各100g）、ふぐ唐揚
げ200g、ふぐ一夜干し150g、ふぐたたき1本、とらふぐ皮100g、とらふ
ぐ焼ヒレ5g（ポン酢・もみじおろし付） ⓒ［ゆでずわいがに］2杯（計1kg）

鰻の蒲焼とふぐの詰合せと
ゆでずわいがに
SX-138

毎年12月に山形県で開催される「米沢牛枝肉
共進会」に出品された中から、総合的に高く評
価された“上位入賞牛”のすきやき肉または焼肉
をお届けします。

①～④のいずれかをお届けします。
【すきやき肉】①肩ロース肉800g ②かた肉1.2kg
③もも肉1.2kg
【焼肉】④もも肉・ばら肉/計1.2kg（焼肉のたれ付）

米沢牛“上位入賞牛” 
すきやき肉 または 焼肉
SX-145

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された松
阪牛の焼肉とすきやき肉のセット。温室で1本の
苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、昼と夜の温度を管理して育てた温室みかん
など、春の美味しいフルーツ4種類の詰合せをお
届けします。

ⓐ［松阪牛セット］焼肉（もも肉・ばら肉）/計400g、すき
やき肉（肩ロース肉）550g ⓑ［フルーツ］静岡県産マ
スクメロン2.6kg（2玉）、メキシコマンゴー1kg（3個）、
ゴールデンキウイ300g（3個）、温室みかん1.2kg

松阪牛セットと
春のフルーツバラエティー
SX-355

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された松
阪牛の焼肉とすきやき肉のセット。温室で1本の
苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、芳醇な香りと濃厚な甘みが特長のラ・フランス
など、秋の美味しいフルーツ4種類の詰合せをお
届けします。

ⓐ［松阪牛セット］焼肉（もも肉・ばら肉）/計400g、すき
やき肉（肩ロース肉）550g ⓑ［フルーツ］静岡県産マ
スクメロン2.6kg（2玉）、ラ・フランス1.35kg（5個）、サン
ふじりんご1.65kg（6個）、柿1.15kg（5個）

松阪牛セットと
秋のフルーツバラエティー
SX-365

松阪牛セットと
夏のフルーツバラエティー

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された松
阪牛の焼肉とすきやき肉のセット。温室で1本の
木から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、大粒で甘みと酸味のバランスがよいピオーネ、
みずみずしい水蜜桃。夏の美味しいフルーツ3
種類の詰合せをお届けします。

ⓐ［松阪牛セット］焼肉（もも肉・ばら肉）/計400g、すき
やき肉（肩ロース肉）550g
ⓑ［フルーツ］静岡県産マスクメロン2.6kg（2玉）、水蜜
桃1.4kg（5個）、ピオーネ1kg（2房）

SX-361

静岡銘茶

日本有数のお茶処 静岡県で生産され、蒸し時
間を長めにした深蒸し製法が特長の静岡茶。
手間をかけて栽培した「玉露」と、とろりとした甘
い口あたりの「深蒸し茶」をお楽しみください。

SX-320

松阪牛セットと
冬のフルーツバラエティー

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された松
阪牛の焼肉とすきやき肉のセット。温室で1本の
苗から1玉のみ収穫する静岡県産マスクメロン
と、糖度が13度以上と高く、香りと食感の良さが
魅力のデコポンなど、冬の美味しいフルーツ3種
類の詰合せをお届けします。

ⓐ［松阪牛セット］焼肉（もも肉・ばら肉）/計400g、すき
やき肉（肩ロース肉）550g ⓑ［フルーツ］静岡県産マ
スクメロン2.6kg（2玉）、デコポン1.65kg（6個）、紅
ほっぺ苺300g（8～11粒）×2箱

SX-370

米沢牛“秀屋”（5等級）
サーロインステーキと鰻の蒲焼

肉質の柔らかさと霜降り度合いの高い自慢の
米沢牛サーロインステーキと、温暖な気候と豊富
な地下水という恵まれた環境のなかで育てられ
た鰻を、香ばしく丹念に焼き上げた「九州産鰻の
蒲焼」をお届けします。

ⓐ［米沢牛“秀屋”サーロインステーキ］150g×4枚/
計600g
ⓑ［鰻の蒲焼］長焼き4尾/計760g（たれ・山椒付）

SX-611

ⓐ［宮崎牛焼肉］ロース肉・肩ロース肉各540g/計1,080g ⓑ［トンデンファームセット］
燻しモモハム・燻しロースハム 各600g、炭火焼ベーコンブロック300g、ガーリックブル
スト・ガーデンブルスト・炭火焼焼豚各200g、骨付ソーセージ180g×2、豚角煮160g、
荒挽ウインナー100g、生ハムロース（スライス）・ペッパー生ハム（スライス）各40g×2

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑に
恵まれた地で、生産農家の愛情を一身に受けた
「宮崎牛」と、北海道「トンデンファーム」より、ハム
やベーコン、焼豚などバラエティーに富んだ詰合
せをお届けします。

宮崎牛5等級焼肉と
トンデンファームセット
SX-592

1尾（1.8～2kg）

日本近海産“活”伊勢海老

日本近海で獲れた希少な大きさの伊勢海老を
お届けします。焼いたり汁物にしたりと何でも美
味しい伊勢海老ですが、やはりお刺身が一番
です。新鮮な甘みとプリプリの食感をお楽しみく
ださい。

SX-28

リブロース肉300g×2、肩ロース肉300g×2/計
1.2kg

米沢牛“秀屋”（5等級）
すきやき肉

山形県・米沢より、肉質の柔らかさと霜降り度合
いの高い自慢の牛肉をお届けします。ステーキと
して食されることも多いリブロース肉と肩ロース
肉を、すきやき用にスライスしてお届けします。

SX-130

柏木（玉露）200g×2缶、禅（煎茶）200g×1缶/計
3缶×2セット

･･･取り扱い期間・お届け時期が限定されている商品です。期間限定 お届け時期限定

ⓑ

ⓐ

ⓒ

ⓑ ⓑ ⓑⓐ ⓐ ⓐ

ⓐ ⓑⓐ ⓐ ⓑⓑ

期間限定 3/中～7/下・8/下～11/中

天候不順や不漁の為に、出荷ができない場合があります。

すぐれ  や

すぐれ  や

期間限定 5/中～6/下

天候不順等によりお待ち
いただく場合があります。

天候不順等によりお待ち
いただく場合があります。

天候不順等によりお待ち
いただく場合があります。

期間限定 2/中～3/中

期間限定 7/中～8/下 期間限定 11/上～12/上

配

配 配 配

配 配 配

[数量限定品]

お届け時期限定 12/25～1/上

お届けまでに多少期間を
要する場合があります。

お届けまでに多少期間を
要する場合があります。

不漁やご注文状況等により、
お待ちいただく場合があります。

･･･ⓐⓑⓒは出荷元ごとに別々の配送となります。配

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

天候不順等によりお待ち
いただく場合があります。

米沢牛“秀屋”（5等級）
シャトーブリアン

柔らかな肉質と美しい霜降りが自慢の米沢牛
シャトーブリアン。牛一頭から数kgしかとれない
フィレ肉のなかでも、さらに希少な一部分です。
きめが細かく深みのある味わいを是非お召し
上がりください。

150g×5枚/計750g

SX-125

すぐれ  や

お届けまでに多少期間を要する場合があります。

ⓐ［宮崎牛ロースステーキ］180g×3枚/計540g
ⓑ［鰻の蒲焼］長焼き3尾/計570g（たれ・山椒付）
ⓒ［ゆでずわいがに］3杯（計1.5kg）

国内屈指の黒毛和牛の産地より「宮崎牛5等
級ロースステーキ」と、丹念に焼き上げた「九州
産鰻の蒲焼」、さらに繊細な甘味が魅力の「ゆ
でずわいがに」をお届けします。

宮崎牛5等級ロースステーキと
鰻の蒲焼とゆでずわいがに
SX-225

ⓑ

ⓐ

ⓒ

配

お届けまでに多少期間を
要する場合があります。

不漁やご注文状況等により、
お待ちいただく場合があります。




