選択コース

税込

月替わりで用意した8点と、
どの出荷月でも選べるセレクト便
下記の6点の計14点の中から2個ご選択できます。
（同一商品可）
※セレクト便を選択頂いた場合、
スペシャル便はご選択できません。

解凍後そのまま

仕上げました
ご飯に合うよう

！
鶏 好 き 驚 愕！

子持ちししゃもと一夜干し

G

北海道の太平洋沿岸にしか生息し
ない日本固有種の「柳葉魚（ししゃ
も）」。卵の食感が楽しめるメスと、身
に脂がのってコクのあるオスを一夜
干しでお届けします。
【出荷便】冷凍便【原料原産地】
ししゃも：北海
道【商品内容】
・ししゃも一夜干し
（オス）
・子持
ちししゃも一夜干し
（メス）各16尾【賞味期間】
冷凍60日

北海道産

解凍後グリルで焼いて、揚げて

味付き田舎どりのグリル用

解凍後焼いて

臭みのない中札内田舎どりの中びなを
使用して、独自の調味を施し8分割カッ
トにしました。
グリルで焼いて、片栗粉
をまぶして揚げて、
どちらも絶品です。

※写真はイメージです。

B
4,320円（税込）

手作り一品

E

肉巻きハンバーグ

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉：北海道【商品内容】
・肉巻きハ
ンバーグ 120ｇ 4個・デミグラスソース 4袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・卵・乳成分

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鮭卵または鱒卵：ロシア・アメリカ・北海道他、鰊の卵：東カナダ・アメリ
カ・ロシア他、
スケソウダラの卵：ロシア
【商品内容】
・いくら醤油漬 150g・数の子松前漬 150g・明太子
（輪切り）150g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

4,320円（税込）

美味しい
程よい甘さが

いくら・数の子松前・明太子 海鮮丼の具

※写真はイメージです。

出汁
最高の素材と

カタラーナをベースにした
「苺の
カタラーナタルト」
と、
ピスタチオ
ペーストを練りこんだブリュレの
上にソースとクラッシュアーモン
ドをのせた
「ピスタチオのこだわ
りブリュレ」
のセットです。

解凍後そのまま
冷凍のまま揚げて
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

具材たっぷり
シーフードひとくちクリームコロッケ 4,320円
北海道八雲の生乳使用

（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】秋鮭・帆立・紅ズワイガニ・生乳：北海道【商品内容】
・サーモンのひとく
ちクリームコロッケ・帆立のひとくちクリームコロッケ・紅ズワイガニのひとくちクリームコロッケ各
20g 8個入り 2袋 計6袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】乳成分・小麦・かに
（コンタミ：えび）

D

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・苺のカタラーナタル
ト ４号・ピスタチオのこだわりブリュレ ４号【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】乳成分・卵・小麦（コンタミ：落花生）

H
4,320円（税込）

4,320円（税込）
※写真はイメージです。

味
うスープが美
魚介と絡み合

解凍後お鍋で

J

湯せんで温めて

苺のカタラーナタルト&
ピスタチオのブリュレ

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鶏肉：北海道【商品内
容】
・中札内田舎どりのグリル用 500g 4袋【賞味期
間】冷凍60日
【7大アレルゲン】乳成分・小麦

4,320円（税込）
北 海 道 産 黒 毛 和 牛のバラ肉をじっくりと 煮 込んで
作った牛丼の具は︑
えりも産日高昆布の出汁が効い
た体にやさしい美味しさ︒
是非一度ご賞味ください︒

主原料を全て北海道産で仕上げたひとくちク
リームコロッケは︑具材とクリームの美味しさ
が絡み合います︒手早く揚げれるのでお弁当に
もピッタリの一品です︒

ひとくちコロッケ
具材がたっぷり！

C

※写真はイメージです。

干物はこれ
北海道の旨い

解凍後焼いて

北海道産

8,640円

ハンバーグ
北のプレミアム

北海道産牛肉で作ったハンバーグを、牛
肩ロース肉で包み込みました。
じっくり焼
いていただくと、異なる食感ととじ込められ
た旨みがお楽しみいただけます。

A

送料込み

3 種の定 番 海 鮮 素 材を ご 飯に合
う 味 付けで仕 上げました︒
お好み
でご飯に盛 りつけ︑3 種の異なる
食感をお楽しみください︒

※写真はイメージです。

2個

セレクト便

お届け

1

月

※写真はイメージです。

染み渡る旨み

真鱈とつみれの明太チゲ鍋 4,320円

（税込）

北海道産

黒毛和牛 牛丼の具

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉：北海道【商品内容】
・道産昆布入り黒毛和牛牛丼の具
140ｇ 5袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・大豆・豚肉

4,320円（税込）

チゲスープと相性抜群の真鱈に、
旨みが
染み込んだつみれ、仕上げに明太子をの
せてお召し上がりください。
スープと具材
が一体となった美味しさが味わえます。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】真鱈：北海道
他、
スケソウダラの卵：ロシア
【商品内容】
・真鱈
切身 70g 4切・たこつみれ 200g・えびつみれ
200g・とりつみれ 200g・辛子明太子 100g
・チゲスープ 4袋【賞味期間】冷凍60日
【7大ア
レルゲン】卵・小麦・乳成分・えび・かに

どの出荷月でも選べる、
セレクト便
商品の詳細は4ページです

K 十勝合挽ハンバーグ

商品の詳細は6ページです

商品の詳細は8ページです
※写真はイメージです。

商品の詳細は10ページです
※写真はイメージです。

商品の詳細は12ページです
※写真はイメージです。

しっかりとした食感のハンバーグ
十 勝 産ビーフ6 0％に十 勝 産
ポーク40％を混ぜ合わせた合
挽きハンバ ーグは、手ごねで
しっかりと練り上げ、弾力のある
食感と素材本来の持つ味わい
をお楽しみいただけます。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉・豚肉：北海道
【商品内容】
・十勝合挽きハンバーグ 120g 10
個・ハンバーグソース 10袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・卵・乳成分

2

※写真はイメージです。

4,320円

解凍後焼いて

（税込）
※写真はイメージです。

北海道産

L 知床どりステーキ

※写真はイメージです。

M おこっぺソーセージ

ベーコン
N ＆ソーセージ
DLG金賞

食べやすい

P ボイルズワイガニ爪肉

ご飯が進む

Q 鯖と帆立の照焼
3

旬の新鮮素

3月

材

2個

セレクト便

お届け

※写真はイメージです。

送料込み

選択コース

8,640円

税込

北 海 道 産 牛のヒレ肉は︑
お肉の旨みが味
わえる 噛み応えのある 部 位 ︒
この度はフ
ランスペリゴール産のフォアグラと一緒に
特製ソースをかけてステーキでどうぞ︒

解凍後そのまま、焼いて等

A

北海道産

から
海の幸の宝庫

E

※写真はイメージです。

手作り一品

生炊きシラスと
牡蠣の佃煮、明太ラー油

昭和初期からの歴史のある逸品「生
炊きシラス」は、絶 妙の味のハーモ
ニーが楽しめるクルミ入りと2種で。凝
縮された美味しさの牡蠣の佃煮と、是
非一度食べていただきたい無着色明
太ラー油の4種でお届けします。
解凍後そのまま

殻付き帆立

解凍後焼いて

道東に位置する野付湾では、種苗放流され
た稚貝が豊富なプランクトンを摂取し大きく
育ちます。
お刺身をはじめ、バターソテー等
でお楽しみください。

B
4,320

【出荷便】冷凍便【原料原産地】帆立貝：北海道【商品内容】
・殻付き帆立貝 8〜12枚
（約2.5kg）
【賞味期間】冷凍14日

円（税込）

牛ヒレとフォアグラの
ワインソースステーキ

※写真はイメージです。

チルド輸送した北海道産の四元豚を豚丼用でご用意し
ました︒
ご飯のタレも別添えで用意しましたので︑
フライ
パンで焼いてお召し上がりください︒

※写真はイメージです。

解凍後そのまま

4,320円（税込）

※写真はイメージです。

ぞ！
煮魚、お手軽にどう
なかなか作らない

塩たらこ
（切れ子）

身入りが良すぎて皮が若干破れてしまった
ものなど、
自然に皮が切れてしまったものを
ご用意しました。品質は正規品と変わりませ
んので、
たっぷりとお召し上がりください。

解凍後そのまま

4,320円（税込）
【出荷便】冷凍便【原料原産地】
スケソウダラの卵：ロシア
【商品内容】
・塩たらこ
（切れ子）1kg
【賞味期間】冷凍60日

※写真はイメージです。

ました！
新作を追加し

物産展出品

レンジで温めて

の味わい
濃厚なチーズ

H

ミニバスクチーズケーキ

高温のオーブンで、焦げ目が付くまで焼
き上げるバスクチーズケーキは、ほろ苦
さとチーズの濃厚さが美味しい人気の
一品。
この度は新作のチョコと紅茶の3
味でお楽しみください。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】豚肉：北海道【商品内容】
・北海道産四元豚の豚丼の具
150g 7袋・ご飯のタレ 7袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】小女子・牡蠣・スケ
ソウダラの卵：北海道【商品内容】
・生炊きシラス
佃煮 70g・くるみ入り生炊きシラス 70g・牡蠣の
佃煮 80g・無着色明太ラー油 120g【賞味期間】
冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

お得用

解凍後焼いて

D
北海道産四元豚 豚丼の具

G

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉：北海道、
フォアグラ：フランス
【商品内容】
・北海道
産牛ヒレステーキ 160g 2枚・ペリゴール産フォアグラ 20g 2個・はこだてワイン入
りステーキソース 1本【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・卵

厳選した素材
お肉屋さんが

解凍後焼いて

C

ど
定にしたいほ

本当は数量限

※セレクト便を選択頂いた場合、
スペシャル便はご選択できません。

※写真はイメージです。

ーを
お二人でディナ

※写真はイメージです。

月替わりで用意した8点と、
どの出荷月でも選べるセレクト便
下記の6点の計14点の中から2個ご選択できます。
（同一商品可）

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・バスクチーズ
ケーキ
（プレーン）4個・バスクチーズケーキ
（チョコ）2個・バ
スクチーズケーキ
（紅茶）2個【賞味期間】冷凍60日
【7大アレ
ルゲン】小麦・卵・乳成分（コンタミ：落花生）

4,320円（税込）

北海道産 レンジde煮魚

扱いやすいフィレにカットしたホッケ2種のご紹介です。魚通に
人気の真ホッケは、皮まで食べらるよう鱗を除去。脂たっぷり
の縞ホッケは、昆布塩で仕上げました。
この度は新作の辛味噌
漬も合わせてお楽しみください。

煮魚に最適な高級魚ババガレイに、
白身で癖
のない味わいの黒かれい、定番の鯖と北海道
ならではのホッケを、
レンジで楽しめるお手軽
煮魚用でご用意しました。北海道素材の美味
しさをお楽しみください。

J

【出荷便】冷凍便【原料原産地】真ホッケ・鯖・黒鰈・ババカレイ：北
海道【商品内容】
・真ホッケ煮付け 180g 2パック・鯖の味噌煮
180g 2パック・黒鰈煮付け 300g 2パック・ババカレイ煮付け
250g 1パック
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

4,320円（税込）

真ホッケと縞ホッケ

【出荷便】冷凍便
【原料原産地】真ホッケ：北海道、縞ホッケ：ロシア
【商品内容】
・真ホッケ一夜干し
（鱗除去済）半身
２枚で180g・真ホッケ辛味噌漬半身 ２枚で180g・縞ホッケ一夜干し
（昆布塩使用）半身 ２枚で
360g・縞ホッケ辛味噌漬半身 ２枚で400g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・えび

4,320円（税込）

どの出荷月でも選べる、
セレクト便

L

北海道産

知床どりステーキ

解凍後焼いて

商品の詳細は2ページです

商品の詳細は6ページです

商品の詳細は8ページです
※写真はイメージです。

商品の詳細は10ページです
※写真はイメージです。

商品の詳細は12ページです
※写真はイメージです。

クセの無い味わい
照焼きと塩味で仕上げ
たチキンステーキは、解
凍後フライパンで焼い
てください。海藻粉末等
の植物性飼料を与えた
知床どりは、
クセの無い
味わいです。
【出荷便】冷凍便【原料原産地】鶏肉：北海道
【商品内容】
・知床どりステーキ
（照焼き）
・知
床どりステーキ（塩）各120g 4袋 計8袋
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

4

※写真はイメージです。

4,320円

（税込）

※写真はイメージです。

K 十勝合挽ハンバーグ

※写真はイメージです。

M おこっぺソーセージ

ベーコン
N ＆ソーセージ
DLG金賞

食べやすい

P ボイルズワイガニ爪肉

ご飯が進む

Q 鯖と帆立の照焼
5

素材

海道のお刺身
甘みたっぷり、北

2個

選択コース

セレクト便

お届け

5月

※写真はイメージです。

送料込み

8,640円

税込

解凍後そのまま

A

B

北海道産

牡丹海老＆帆立貝柱

4,320円（税込）

北海道産の牡丹海老は、小ぶりながら甘みたっぷ
りの新鮮素材。
プリプリ食感が美味しい帆立貝柱と
一緒に、美味しいお刺身をお楽しみください。

解凍後焼いて

E

電子レンジで

【出荷便】冷凍便【原料原産地】ボタン海老・帆立貝
柱：北海道【商品内容】
・牡丹海老 300g・帆立貝柱
300g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】
えび

牛バラ肉のビーフシチュー

北海道産牛を使用し、一度焼いてから煮
込んだ玉葱と人参の旨みが際立つデミ
グラスソースで煮込んだビーフシチュー
は、深いコクとまろやかな味わいです。

木箱入り

※写真はイメージです。

凝縮
昆布の旨みが

解凍後焼いて、電子レンジで、お鍋で

解凍後そのまま

昆布〆たらこ 4,320円

（税込）

んぶり
とろける肉ど

4,320円（税込）

北海道産

北海道産の豚バラ肉を、特製の醤油
ダレ・味噌ダレでそれぞれ漬込み、
じっくりと煮込みました。電子レンジ
や湯せんで温めていただき、
とろける
食感をお楽しみください。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉：北海道【商品
内容】
・牛バラ肉のビーフシチュー 180g 5袋【賞
味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

ビーフ&ポーク満載便

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉・豚肉・豚小腸：北海道【商品内容】
・北海道産
牛カルビ 300g・北海道産豚カルビ 300g・こってりピリ辛麻婆丼の具 150g 2
パック・豚モツ鍋（醤油）600g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

べ

味しさ食べ比
厳選した2品、美

！
付け！

北海道産の味

G

旨みたっぷりの北海道産牛と豚のカルビはフライパンで焼いて、
お肉
の美味しさが溢れ出るピリ辛麻婆はレンジで温めてご飯にのせて、
豚モツはお鍋でお楽しみください。北海道のお肉を満喫できます。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
スケソウダラの卵：アメリカ
【商品内容】
・昆布〆たらこ
400g（昆布込み）
（木箱入り）第17回水産庁長官賞受賞【賞味期間】冷凍60日

北海道産

！
昧！
たっぷりお肉三

※セレクト便を選択頂いた場合、
スペシャル便はご選択できません。

船上で活〆したスケソウダラの卵を原料に︑北海道
の白老町にある﹁倶多楽︵クッタラ︶湖﹂
の伏流水を
使用し製造︒昆布で締めることにより︑独特な旨み
が味わえます︒

※写真はイメージです。

しさ
本格派の美味

※写真はイメージです。

月替わりで用意した8点と、
どの出荷月でも選べるセレクト便
下記の6点の計14点の中から2個ご選択できます。
（同一商品可）

4,320円（税込）

※写真はイメージです。

品
脂たっぷりの一

湯せん、
電子レンジで

いまやスイーツ王国の北海道からお届けする2品
は、素材の美味しさが際立ちます。ほろ苦い生
チョコと甘酸っぱい苺の異なるテイストの食べ比
べをお楽しみください。

解凍後焼いて

※写真はイメージです。

C

魚屋さんの 麹粕漬

北海道産米100％の米麹の甘味と北海道の蔵
元の酒粕の風味、
まろやかな味わいが応えられ
ない麹粕漬けのセットです。
こんがりと焼いてア
ツアツをお召し上がりください。

J

※写真はイメージです。

解凍後そのまま

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鯖：ノルウェー他、
銀ヒラス：チリ、鰤：北海道・青森他
【商品内容】
・サバ
（無頭半身）100g 3枚
・鰤 100g 3切・銀ヒラス 100ｇ 3切【賞味期
間】冷凍60日
【7大アレルゲン】
（コンタミ：えび）

D

※写真はイメージです。

生チョコモンブラン＆
苺のダブルフロマージュ

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・生チョコモンブランケーキ・もりだくさん苺の
ダブルフロマージュ 各4号 1ホール
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・乳成分・卵

H
4,320円（税込）

子持ち糠にしん

厳選した鰊の原料を使用し、
お魚屋さんが
子持ち鰊を糠漬けにしました。鰊の美味しさ
を最大限に引き出した技術で作った、やわ
らかく脂たっぷりの身をお楽しみください。

お手軽簡単 ミニ角煮丼の具

【出荷便】冷凍便【原料原産地】豚肉：北海道【商品内容】
・豚角煮丼の具
（醤油）80g 4袋・豚角煮丼の具（味噌）80g 4袋【賞味期間】冷凍60
日
【7大アレルゲン】小麦

特特大

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鰊：アメリカ・ロシア
【商品内容】
・子持糠鰊 450g ３本【賞味期間】冷凍60日

4,320円（税込）

どの出荷月でも選べる、
セレクト便
※写真はイメージです。

M おこっぺソーセージ

そのままボイルして

商品の詳細は2ページです

商品の詳細は4ページです

商品の詳細は8ページです
※写真はイメージです。

解凍後焼いて

商品の詳細は10ページです
※写真はイメージです。

商品の詳細は12ページです
※写真はイメージです。

誠実な製法
美味しいソーセージを作る秘
訣は、基本の工程（塩漬・撹
拌）
を大事に製造すること。愚
直なまでに誠実に手間を惜し
まず作り上げたソーセージ・
ベーコンセットです。
【出荷便】冷凍便【原料原産地】豚肉：北海道【商品内
容】
・あらびきウインナー 110g・ガーリックウイン
ナー 110g・ポークウインナー 120g・行者ニンニク
ウインナー 120g・あらびきソーセージ 300g・乾塩
ベーコン 80g・北海道フランク 220g【賞味期間】冷
凍60日
【7大アレルゲン】乳成分

6

※写真はイメージです。

4,320円

（税込）

K 十勝合挽ハンバーグ

※写真はイメージです。

北海道産

L 知床どりステーキ

ベーコン
N ＆ソーセージ
DLG金賞

食べやすい

P ボイルズワイガニ爪肉

ご飯が進む

Q 鯖と帆立の照焼
7

解凍後焼いて

2個

セレクト便
送料込み

選択コース

8,640円

税込

※写真はイメージです。

月替わりで用意した8点と、
どの出荷月でも選べるセレクト便
下記の6点の計14点の中から2個ご選択できます。
（同一商品可）

！
でか！

※セレクト便を選択頂いた場合、
スペシャル便はご選択できません。

1 袋に4 種のソーセージをパックいたしましたの
で︑様々な味が1度にお召し上がりいただけます︒
℃以下で冷却したスモークで燻すことで︑瑞々し
さを損なわず香り豊かに仕上げた生ハムとセット
でお届けします︒

7

月

べ
？楽しい食べ比
どの鮭がお好み

お届け

※写真はイメージです。

20

※写真はイメージです。

個性派揃い

味が楽しめる

一度に4種の
※写真はイメージです。

そのまま

B

しっとりとした身肉の紅鮭、脂のり抜群のキングサーモ
ン、初夏から漁獲される時鮭は若い鮭ならではの脂のり。
3種の美味しい鮭の食べ比べをお楽しみください。

サーモン食べ比べ

【出荷便】冷凍便【原料原産地】秋鮭：北海道、紅鮭：ロシア・カナダ・アメリカ、
キング
サーモン：カナダ・ニュージーランド他【商品内容】
・紅鮭 70g 3切・時鮭 70g 3切
・キングサーモン 100g 3切【賞味期間】冷凍60日

C

焼肉だいじゅ園監修

味付けロースジンギスカン

【出荷便】冷凍便【原料原産地】羊肉：オーストラリア・ニュージーランド
【商品内容】
・500g ２袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

4,320円（税込）

（税込）

※到着後すぐ冷凍庫に入れてください

E

解凍後そのまま

北海道小麦を使用したパイ生地を使用した
「窯焼
きカスタードパイ」
は、北海道産リンゴとカスタード
クリームの美味しさが秀逸。
クリームたっぷりの
「窯焼きクッキーシュー」
とセットいたしました。

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・超肉焼売 45g 8個・超かに焼売 45g 8個・超え
び焼売 45g 8個【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・卵・乳成分・かに・えび（コンタミ：
落花生）

4,320円（税込）

※写真はイメージです。

丼セット
手軽さ抜群・牛

き上げました
丁寧に窯で焼

超ジャンボしゅうまい

1個45ｇで仕上げた焼売は、食べ応えたっぷりのＢＩＧサイズ！そのままレ
ンジで温めたり、蒸し器で蒸したりして温めていただくと、
お口の中でジュー
シーな旨みがたっぷり広がります。

ホテルレストラン用 ソーセージ盛り合わせ＆生ハム

【出荷便】冷凍便【原料原産地】豚肉：北海道・オランダ・デンマーク他【商品内容】
・彩りソーセージ（Ａ）
（行者にんにく、北海道ウインナー、
バジリコ、粗挽き）100g（4本） 3袋・彩ソーセージ（Ｂ）
（バジリコ、
粗挽き、
チョリソー、
ポークウインナー）85g（4本） 3袋・燻製生ハム 40g 3袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】卵・乳成分（コンタミ：小麦）

※写真はイメージです。

D

解凍後焼いて

4,320円

物産展出品

※写真はイメージです。

味しさの秘訣
特製ダレが美

北海道産牛を使用し︑4種の味で仕上げた
牛丼は︑
それぞれお肉の味を引き出す個性
のある味 付で仕 上げました︒温めるだけの
簡単お手軽調理でお楽しみください︒

たやわらかい食感
独自製法で仕上げ

G

解凍後、ソーセージは加熱、生ハムはそのまま

【出荷便】冷凍便【原料原産地】生乳：北海道【商品内容】
・バニラ 120㎖ ２個・あずき 120㎖ ２個・チョコ 120㎖
２個・チョコミント
（極ミント）100㎖ ２個・杏仁豆腐（濃杏仁）100㎖ ２個【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲ
ン】卵・乳成分（コンタミ：小麦）

4,320円（税込）
天然ミネラルたっぷりの北海道の海洋深層水を使
用した独自製法で︑臭みがなくやわらかい食感に
仕上がったお肉を︑帯広の名店﹁焼肉だいじゅ園の
タレ﹂
を使用し味付けジンギスカンにしました︒

※写真はイメージです。

北海道アイスクリーム
&極濃アイスクリーム

北海道産生乳から作られる
「函館牛乳」
のアイス
クリーム3種と、北見産ミントソースを使用した
チョコミント、杏仁粉を使用した濃厚な杏仁豆腐
アイスをセットしてお届けします。

A 世界のサーモン

冷凍のまま調理

解凍後そのまま
解凍後湯せん、電子レンジで

物産展出品

窯焼きりんごカスタードパイ&
シュークリーム

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・北海道リンゴの窯焼きカスタードパ
イ 2個・じっくり窯焼きクッキーシュー（北海道ミルク）
・じっくり窯焼きクッキー
シュー（カスタード）各3個【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・卵・乳成分

H
4,320円（税込）

J

たっぷり牛丼の具

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉・玉ねぎ：北海道【商品内容】
・牛丼の具 140ｇ
2袋・牛丼の具（プルコギ風）140ｇ 2袋・牛カルビ丼の具 120ｇ 2袋・牛丼の
具（ジンギスカン風）140ｇ 2袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

4,320円（税込）

こだわりダレの

北海道海鮮キムチ

北海道産の昆布と鮭節ベースのキムチは、特
製ダレが美味しさの秘訣です。
プリプリとした
帆立貝柱、脂がのった鮭、
プチプチ食感のたら
この3種の海鮮素材でお楽しみください。

円
4,320
（税込）

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・帆立キム
チ 240ｇ・たらこキムチ 240ｇ・サーモンキムチ 240g
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

どの出荷月でも選べる、
セレクト便

N

DLG金賞 ベーコン

商品の詳細は2ページです

そのままボイルして

＆ソーセージ

商品の詳細は4ページです

商品の詳細は6ページです

商品の詳細は10ページです
※写真はイメージです。

解凍後焼いて

商品の詳細は12ページです
※写真はイメージです。

金賞受賞のベーコン＆ソーセージ
ドイツ農家の製法を再現した農家の
ベーコンは、
職人がドイツ修行の際に
見つけた製法を再現。
ドイツ農業協
会（DLG）国際品質競技会において
６年連続金賞を受賞いたしました。
【出荷便】
冷凍便
【原料原産地】
豚肉：オランダ・北海道他、
牛肉：北海道
【商品内容】
・農家のベーコン 160g
（DLG金
賞）
・ジャーマンウインナー 150g（6本）
・グルメフランク
160g
（4本）
・ビアソーセージスライス 80g・ハーブウイン
ナー 100g（4本）
（DLG金賞）
・ミルクウインナー 100g
（4本）
（DLG金賞）
【賞味期間】
冷凍60日
【7大アレルゲン】
乳成分・卵
（コンタミ：小麦）

8

※写真はイメージです。

4,320円

（税込）
※写真はイメージです。

K 十勝合挽ハンバーグ

※写真はイメージです。

北海道産

L 知床どりステーキ

※写真はイメージです。

M おこっぺソーセージ

食べやすい

P ボイルズワイガニ爪肉

ご飯が進む
Q ご飯が進む
鯖と帆立の照焼
北の照焼
9

がれる新鮮素材
そのまま召し上

9月

2個

セレクト便

お届け

※写真はイメージです。

送料込み

選択コース

8,640円

税込

※写真はイメージです。

身が特徴
甘みのある脂

月替わりで用意した8点と、
どの出荷月でも選べるセレクト便
下記の6点の計14点の中から2個ご選択できます。
（同一商品可）

味しさを追求
手間をかけ美

※セレクト便を選択頂いた場合、
スペシャル便はご選択できません。

※写真はイメージです。

北海道産四元豚のバラ肉を、
日高地方からチルドで輸
送し仕上げたこだわりのベーコンです。
たっぷりサイズの
ブロックでお届け。様々な料理でお召し上がりください。

※写真はイメージです。

解凍後トースターで

解凍後そのまま

北海道産の新鮮素材をスライス、
そのまま楽しめるお刺身用でご
用意しました。
これぞ函館のいかソーメン、絶妙の薄さにスライス
したタコ、色味も美しいサクラマスの3種でお楽しみください。

A

北海道産

B

E

黒豚ロース味噌漬

ほのかな甘みのある脂身が特徴の黒豚を西京味噌
漬で仕上げました。
フライパンでこんがりと焼いてお
楽しみください。最高の組み合わせの美味しさが味
わえます。

いかソーメン&お刺身2種

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
スルメイカ・ミズタコ・サクラマス：北海道【商品内容】
・いか
ソーメン 5枚（200g） 2パック・北海たこ刺し 200g 1パック・桜マスお刺身スライス
200g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

！
もっちりカリカリ
オリジナルピザは

解凍後焼いて

4,320円（税込）

マダガスカル産のバニラビーンズの芳醇な
香りと、濃厚でひんやりなめらかな食感が味
わえるカタラーナを、
たっぷりのフルーツを
彩って仕上げました。

※写真はイメージです。

解凍後焼いて

キーマカレー風、
エビマヨ風、照焼風とお子様から大人
まで楽しめる四角いピザに仕上げました。解凍後トース
ターで焼いてお手軽に召し上がれます。中はもっちり、
外はカリカリの食感をお楽しみください。

4,320円（税込）

ラーナといえば
北海道のカタ

※写真はイメージです。

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・ベーコンとポテトのカ
レーピザ 2枚・エビマヨグラタンピザ 1枚・照焼チキンピザ 2枚 計5枚
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・卵・乳成分・えび

G
4,320円（税込）

手作り一品

手仕込み紅鮭切り身

四元豚のこだわりベーコンブロック

とお魚をどうぞ！
お手軽さっぱり

※写真はイメージです。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】紅鮭：ロシア・アメリカ
【商品内容】
・紅鮭有頭半身
800ｇ※骨、尾が付いているものと無いもの、
いずれかのお届けとなります。
【賞味期間】冷凍60日

D
4,320円（税込）

豪快に漬け込

みました

脂ののった縞ホッケとメヌキを、
樽にそのまま漬込んだままお届
けします。解凍後、味噌から取り
出し、
じっくりこんがりと焼いてく
ださい。風味満点の美味しさが
お楽しみいただけます。
解凍後焼いて

湯せんで温めて

解凍後そのまま

素材を見極めながら、職人が手作業で塩を施した紅鮭は、
な
んとも絶妙な塩梅の塩加減に仕上がります。手仕込みならで
はの味をお楽しみください。

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】豚肉：北海道【商品内容】
・700g
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】乳成分

解凍後焼いて

C

ホテル用

湯せんで簡 単に召し 上がれる よ う 加工したお 魚
セットは︑厳 選した素 材を 野 菜と 合わせたさっぱ
りとした煮魚に仕上げました︒
ちょっと一品欲しい
時に最適なセットです︒

はの味
手作業ならで

【出荷便】冷凍便【原料原産地】黒豚：国産【商品内容】
・黒豚ロース味噌漬
140ｇ ６枚【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

こどもが喜ぶ こってり十勝ピザ

H

物産展出品 フルーツカタラーナ

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・トロピカル・いちご・葡萄＆ベリー
・りんご＆もも・アップルマンゴー・キウイ 各１個【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】卵・乳成分（コンタミ：落花生・小麦）

4,320円（税込）

※写真はイメージです。

体にやさしい

J

野菜とお魚のさっぱり煮

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鯖・鱈：ノルウェー、赤魚：アメリカ
【商品内容】
・鯖と大根のさっぱり煮
（80g 2切） 2袋・白糸鱈と竹の子のオイスターソース煮（80g 2切） 2袋・赤魚と冬瓜のさっぱり煮
（80g 2切） 2袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦（コンタミ：卵・乳成分）

4,320円（税込）

魚屋さんの

樽詰め
「味噌漬」

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
めぬき：グリーンランド、縞ホッケ：ロシア
【商品内容】
・めぬき 70g 5切・縞ほっけ 80g 5切【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

4,320円（税込）

どの出荷月でも選べる、
セレクト便

P

※写真はイメージです。

食べやすい

ボイルズワイガニ爪肉

商品の詳細は2ページです

商品の詳細は4ページです

商品の詳細は6ページです

解凍後そのまま

商品の詳細は8ページです

商品の詳細は12ページです

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

ベーコン
N ＆ソーセージ

Q 鯖と帆立の照焼

旨みが多い部位です
ズワイガニの爪肉は、動き
が多いため旨みが強い部
位。ボイル済みですので解
凍後そのまま召し上がれま
す。
フライにしたりほぐした
り、大変便利な一品です。
※写真はイメージです。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
ズワイガニ：カナダ他
【商品内容】
・500g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】
かに

10

4,320円

（税込）

K 十勝合挽ハンバーグ

※写真はイメージです。

北海道産

L 知床どりステーキ

※写真はイメージです。

M おこっぺソーセージ

DLG金賞

ご飯が進む

11

解凍後そのまま

※写真はイメージです。

11

月

2個

セレクト便

お届け

味しさを直送
造りたての美

選択コース

送料込み

8,640円

税込

※写真はイメージです。

月替わりで用意した8点と、
どの出荷月でも選べるセレクト便
下記の6点の計14点の中から2個ご選択できます。
（同一商品可）

ぷりと
明太子をたっ

※セレクト便を選択頂いた場合、
スペシャル便はご選択できません。

E

お正月恒例

必需品
お正月恒例の

塩数の子

太平洋産塩数の子は、
きめ細や
かな粒がぎっしりと詰まり、パ
リッとした食感とその鮮やかな色
艶でお正月には欠かせない必需
品です。上手に塩抜きしてお好
みの味に仕上げてください。
塩抜きして

解凍後そのまま

※写真はイメージです。

A

共演です

人気の2種の

北海道産 いくら醤油漬

B

秋鮭漁で水揚げされた原魚から、被膜がや
わらかく程度の良い熟度の理想的な卵を見
極め、一粒一粒丁寧にほぐし特製醤油ダレに
漬け込みました。
【出荷便】冷凍便【原料原産地】
いくら：北海道
【商品内容】
・いくら醤油漬 250ｇ
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

ローストビーフとポーク

※写真はイメージです。

たカキが旨い
荒波に揉まれ

【出荷便】冷凍便【原料原産地】数の子：
カナダ・アメリカ・ロシア
【商品内容】
・塩
数の子 500g【賞味期間】冷蔵100日

北海道産

4,320円（税込）

※写真はイメージです。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉・豚肉：北海道【商品内容】
〈道
産牛リブロース使用〉
・ローストビーフ 3 0 0 g〈 道 産 豚ロース使
用〉
・ローストポーク 300g・ソース 50g 2袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・乳成分・卵

お得用

北海道昆布明太子

北海道で作られた昆布風味たっぷりの明太子を、
この度はたっ
ぷりと800ｇでお届けします。昆布の旨みたっぷりな明太子を、
様々な料理でお楽しみください。

4,320円（税込）

適度なサシとやわらかい身肉のリブロース部位を
使用し、独自製法で造ったローストビーフと、低温
オーブンでじっくりと加熱したオリジナルスパイス
のローストポークを合わせてお届けします。

4,320円（税込）

G

解凍後そのまま

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
スケソウダラの卵：ロシア、昆布：北海道
【商品内容】
・昆布明太子 800g【賞味期間】冷凍60日

※写真はイメージです。

4,320円（税込）

※写真はイメージです。

わせ

良の味付け

最良の素材、最

抜群の組み合

電子レンジで

※写真はイメージです。

りました
素材にこだわ

解凍後そのまま

北海道産の素材にこだわって仕上げたロールケーキは、
ビターな
チョコレート
（ブラック）
と余市リンゴを使用した
（ホワイト）
でご用意。
濃厚なフロマージュもセットにした、甘さ控えめな大人の味です。

解凍後お鍋で

C

津軽海峡産 カキのちゃんこ鍋

牡蠣の産地として日本で唯一の外海で育った
知内産カキをお鍋用でご用意しました。
引き締
まった身肉とプリプリとした食感が堪りませ
ん。
この度は具材も豊富なちゃんこでどうぞ！

4,320円

（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牡蠣・真鱈・帆立・かじか：北海道、
あか
いか：国産【商品内容】
・牡蠣むき身 300g 1袋・いかボール 4玉 1
袋・かじかつみれ 4玉 1袋・いか短冊 80g 1パック・真鱈切身 3切
（180g） 1パック・ボイル帆立 4玉 1パック・割り下 900㎖・タレ
50g 2袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・卵

D

H

4,320円（税込）

しっとりと脂ののった紅鮭と、
とろけるような身肉の銀だらをこの度
は2種の味付けでお届けします。素材本来の味が楽しめる“塩”、相
性抜群の“西京味噌漬”、
じっくりと焼いてお楽しみください。

チキンレッグのスープカレー

札幌名物スープカレーは、
ホロホロとやわら
かいチキンレッグ入りの本格的な味が美
味。
レンジで温めるだけでお楽しみいただけ
ます。
バターライスと合わせてお届けします。

北海道素材厳選スイーツ

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・リンゴのホ
ワイトロールケーキ 1本・ビターなチョコレートブラック
ロールケーキ 1本・カップフロマージュ
（プレーン）2個・
カップフロマージュ
（メロン）2個【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】乳成分・小麦・卵

解凍後焼いて

本格薬膳風味

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【加工地】北海道【商品内容】
・チキンレッグのスープカレー 350g 2・バターライス
250g 2【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・乳成分

J

贈答用

紅鮭と銀だら

4,320円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】紅鮭：ロシア・カナダ・アメリカ、銀だら：アメリカ
【商品内容】
・紅鮭切身
100g 2枚・紅鮭西京味噌漬 100g 2枚・銀だら切身 100g 2枚・銀だら西京味噌漬 100g 2枚
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

どの出荷月でも選べる、
セレクト便

Q

ご飯が進む

鯖と帆立の照焼

電子レンジで

商品の詳細は2ページです

商品の詳細は4ページです

商品の詳細は6ページです

商品の詳細は8ページです
※写真はイメージです。

商品の詳細は10ページです
※写真はイメージです。

骨を気にせず、
そのまま食べれる
脂たっぷりな鯖と、
旨みが凝縮
されたベビー帆立を照焼にい
たしました。鯖は骨を取らずに
そのまま召し上がれます。電子
レンジで温めるだけのお手軽
調理で召し上がれます。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鯖：ノルウェー・アイス
ランド・北海道、
ホタテ：北海道【商品内容】
・鯖の照り
トロ焼 120g 3袋・ベビー帆立照り旨焼 100g 3袋
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

12

※写真はイメージです。

4,320円

（税込）

※写真はイメージです。

K 十勝合挽ハンバーグ

※写真はイメージです。

北海道産

L 知床どりステーキ

※写真はイメージです。

M おこっぺソーセージ

ベーコン
N ＆ソーセージ
DLG金賞

食べやすい

P ボイルズワイガニ爪肉
13

選択コース

※こちらのスペシャル便を選択された場合、
「セレクト便・どの出荷月でも選べるセレクト便」はお選びできません。

送料込み

8,640円

税込

贅沢鍋

たらばとずわいの蟹鍋

3

月 SPECIAL

下記より１つお選びください。

※こちらのスペシャル便を選択された場合、
「セレクト便・どの出荷月でも選べるセレクト便」はお選びできません。

解凍後そのまま

1個

スペシャル便
送料込み

選択コース

8,640円

税込

※写真はイメージです。

そのまま

熊本

1

ボイルしたタラバガニとズワイガニの脚肉、爪
肉、小脚、肩肉を食べやすくカット、お鍋用で
ご用意しました。蟹から出る旨みがたっぷり楽
しめる豪華海鮮鍋をお楽しみください。

スペシャル便

お届け

1個

下記より１つお選びください。

お届け

1

月 SPECIAL

贅沢な蟹鍋

北海道

8,640円（税込）
【出荷便】冷凍便【原料原産地】タラバガニ・ズワイガ
ニ：ロシア・アメリカ他、帆立：北海道、赤海老：アルゼン
チン【 商 品 内 容 】
・ボイルタラバガニハーフカット
300g・ボイルズワイガニハーフカット 300g・ボイル帆
立 150g・赤海老 4尾・タレ 2袋【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】
かに・えび・小麦

目利きが素材を
選びました
※写真はイメージです。

室蘭市公設地方卸売市場で、職人が新鮮で確か
な素材を選びました。市場ならではの組み合わせ
で楽しむ鍋をお楽しみください。

解凍後煮込んで

1

バルバリー種 鴨肉と
北海道産 牛肉のロースト

2
8,640円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鴨肉：青森、牛肉：北海道
【商品内容】
・鴨のロースト 280g・道産牛のロースト
（モモ）400g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】卵

※写真はイメージです。

2 くかぼす鰤のしゃぶしゃぶ＆
るま海老の柚子味噌漬

長崎産

5種のグルメ惣菜

じっくり仕上げた品々がいっぱい

【出荷便】冷凍便【原料原産地】鰤（養殖）、
くるま海老（養
殖）
：大分【商品内容】
〈かぼす鰤のしゃぶしゃぶ〉
・かぼす
鰤しゃぶしゃぶ用スライス 300g 1皿・かぼすポン酢
70㎖ 1本・もみじおろし 5g 4袋・だし昆布1枚〈くるま
海老柚子味噌漬〉
・くるま海老柚子味噌漬 200g【賞味
期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・えび

生本マグロ

南国発こだわりお肉

独自のつるし窯を使い、特製のタレで
漬込み仕上げた焼き豚や、
ムッシュ吉
田の角煮スモーク、佐賀牛を使用した
赤ワイン煮を合わせました。
じっくりと仕
上げた美味しさをお楽しみください。

8,640円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉・鶏肉：九州、豚肉：九州・デ
ンマーク他【商品内容】
・玄海糸島ポークつるし焼き豚 300g・か
ごしま黒豚つるし焼き豚 300g・メゾン・ド・ヨシダ豚角煮ス
モーク 300g・赤鶏の炭火焼 130g 2・佐賀牛の赤ワイン煮込
み 200g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・乳成分

長崎

博多一口餃子

“ならでは”の美味しさです
8,640円

（税込）

【出荷便】冷凍便
【加工地】福岡
【商品内容】
〈あごだし仕込み明太子セット〉
・無着色辛子明太子（上切れ子）
300g（2袋）
・鮭明太、枕崎産仕込みかつお明太 各80g
〈黒豚一口餃子セット〉
・博多一口黒豚餃子 12g 25個
・博多一口餃子 12g 25個・博多明太餃子 12g 25個
・博多一口点心 10g 20個
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】乳成分・小麦・卵（コンタミ：えび）

昭和３０年より博多の中
州に小料理屋を営み、
そ
こでお土産用として評判
になった辛 子 明 太 子を
ルーツにもつ
「うち川の辛
子明太子」
です。

※写真はイメージです。

阿蘇山麓の自然あふれる農場でのびのびと育った和
牛。黒毛和牛の「藤彩牛」
と、阿蘇の「あか牛」の2種
をすき焼き用でご用意しました。赤身の美味しさを存
分に楽しめるショルダー部位でお楽しみください。

8,640円（税込）
※写真はイメージです。

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛
肉：九州【商品内容】
・黒毛和牛すき
焼き用
（ショルダー）300g・あか牛
すき焼き用
（ショルダー）300g
【賞味期間】冷凍60日

熊本

14

博多名物

旨い赤身肉の食べ比べ

消費
期間

8,640円（税込）

3 辛子明太子と

九州産

壱岐・対馬・五島・黒島、
これらの潮通しのよい漁場
で、餌・取り上げ・加工まで一貫体制で育てた本鮪を、
冷凍せずに冷蔵便でお届けします。濃厚な旨みをお楽
しみください。

【出荷便】冷蔵便【原料原産地】本鮪（養殖）
：長崎
【商品内容】
・中トロ、赤身 各１柵 ２柵で300g
【消費期間】発送日を含め冷蔵7日

解凍後そのまま、冷凍のまま料理

熊本あか牛と
4 黒毛和牛のすき焼き用

そのまま

濃厚な旨み、話題の生マグロ

8,640円（税込）
【出荷便】常温便・航空便【原料原産地】伊勢海老：熊本
【商品内容】
・活伊勢海老 2尾で550g以上
【消費期間】発送日を含め3日
【7大アレルゲン】
えび

博多の小料理屋の味
福岡

餌にかぼすの果汁や果皮を混ぜて育てた
「かぼす鰤」
。
脂ののった美味しさはこの時
期にしか味わえません。
一尾一尾丁寧にボ
イルし柚子味噌に漬け込んだ
「車海老の柚
子味噌漬」
と一緒にお楽しみください。

4

3

8,640円（税込）

大分から渾身の一品！
！

九州

大分
解凍後しゃぶしゃぶ、そのまま

活伊勢海老

その大きな殻や真っ赤に茹で上がる色など
から
「海老の王者」
と呼ばれる伊勢海老。全
てが天然物で、長寿や祝い事のシンボルとし
て重宝されております。生の姿造りや鬼殻焼
き等、
是非お楽しみください。

※写真はイメージです。

解凍後そのまま、湯せんで温めて

熊本産

王者の貫録

素材の旨みが溢れます
フランス原産のバルバリー種の鴨肉は、
自然環境に恵まれ
た青森で健康に育った素材。北海道産牛と一緒に、素材の
旨み溢れるローストでお楽しみください。

消費
期間

※3月〜4月に生育状況をみて出荷

※写真はイメージです。

﹁ 博 多 うち 川 ﹂
の辛 子 明 太 子は︑あ
ご出 汁にたっぷりと 漬け込んで程
よい辛さに仕上げた一品︒鮭明太と
新 作のかつお 明 太 も 美 味です︒こ
ちらも博多の味一口餃子は︑
ジュー
シーさが際立つ一品です︒

※写真はイメージです。

北海道

解凍後加熱して

15

1個

スペシャル便
送料込み

選択コース

※こちらのスペシャル便を選択された場合、
「セレクト便・どの出荷月でも選べるセレクト便」はお選びできません。
※写真はイメージです。

7

月 SPECIAL

スペシャル便
送料込み

選択コース

※こちらのスペシャル便を選択された場合、
「セレクト便・どの出荷月でも選べるセレクト便」はお選びできません。

鍋などで加熱、
焼いて

8,640円

税込

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

北海道

具沢山海鮮パエリア＆
牛肉の昆布〆

1個

下記より１つお選びください。

熊本

家族だんらん用

8,640円

税込

お届け

1

下記より１つお選びください。

お届け

5

月 SPECIAL

北海道

ひと手間加えた海鮮とお肉の旨み
海老、牡蠣、帆立でいただく具沢山のパエリアは、
すでに
スープにお米が入っていますので、
そのまま鍋などにあけ
て加熱していただければ完成です。
昆布の旨みが染み渡った
牛昆布〆と一緒にどうぞ！
【出荷便】冷凍便【原料原産地】帆立：北海道、
海老：アルゼンチン他、米・牡蠣：国産、牛肉：ア
メリカ・カナダ他
【商品内容】
・パエリアセット
（米・スープ 900g、海老 150g、帆立 150g、
カキ 150g）
・牛の昆布〆 150g 2
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】
えび

そのまま

※7月後半〜8月上旬より随時出荷

1

8,640円（税込）

北海道産

塩水生雲丹と一夜漬

解凍後しゃぶしゃぶ、焼いて

消費
期間

2

※写真はイメージです。

解凍後そのまま

マグロの食べ比べ

2 本鮪中トロ&

鮪丼とタタキ

新鮮な美味しさを味わえる

上質な昆布を食べて大きく育ったキタム
ラサキウニを、凝固剤（ミョウバン）
を使用
しない無添加でお届けします。漁獲され
たウニの殻を割って、形を崩さないよう丁
寧に身を取り出しました。甘く濃厚、
とろ
ける美味しさをお楽しみください。

真鯛のしゃぶしゃぶ用&西京味噌漬

新鮮、鯛づくし

この時期しか味わえない味覚
脂たっぷりの本鮪はお刺身用柵で
ご用意。
あっさりとした美味しさのメ
バチとキハダは、それぞれ中トロと
炙りを使用した漬丼用と、
タタキ2種
で仕上げました。鮪の美味しさを満
喫してください。

天草産

8,640円（税込）

【出荷便】冷蔵便【原料原産地】
キタムラサキウニ：北海道
【商品内容】
・塩水生雲丹(ザル付き）100g 2パック・雲
丹一夜漬 60g 1瓶【消費期間】生雲丹：発送日を含め冷
蔵5日
【賞味期間】一夜漬：発送日を含め冷蔵10日

綺麗な自然水、澄んだ空気、昼夜の温度差が大きい立地で生まれる北海道メロンは、
甘く瑞々しい美味しさ。農薬や化学肥料の使用を慣行栽培の半分以下に抑えた特別
栽培米「ゆめぴりか」、
「ふっくりんこ」、
「ななつぼし」
と合わせてお届けいたします。

獲れたての新鮮な真鯛をしゃぶしゃ
ぶ用の切身でご用意しました。ほの
かな甘みと程よい歯ごたえをお楽し
みください。香り高い西京味噌漬も
セットいたしましたので、
こんがりと
焼いてお召し上がりください。

8,640円

（税込）

【出荷便】冷凍便
【原料原産地】真鯛（養殖）
：熊本
【商品内容】
・真鯛のしゃぶしゃぶ用スライス 150g 2パック・
しゃぶしゃぶ用ポン酢 1本・真鯛の西京漬 60g 4切【賞味期間】
冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

※写真はイメージです。

北海道

北海道産

3 赤肉メロンと
特別栽培米

北海道の大地が生み出した美味しさ

8,640円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
クロマグロ：地中海、
キハダマグ
ロ・メバチマグロ：鹿児島【商品内容】
・本鮪中トロ 100ｇ 3
柵・鮪漬丼（メバチマグロ中トロ）90ｇ 2袋・鮪漬丼（キハダマ
グロ炙り）90ｇ 2袋・鮪のタタキ 80ｇ 2袋・鮪のタタキ
（オク
ラ入り）80ｇ 2袋【賞味期間】冷凍25日
【7大アレルゲン】小麦

新鮮そのままにお届け

8,640円（税込）

鹿児島

古くから港町として栄えた
枕崎は、
薩摩半島の西南端
に位置する全国に名を知ら
れる水産都市です。徹底し
た品質管理・衛生管理を
行ったものをお届けします。

福岡

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

【出荷便】常温便【原料原産地】赤肉メロン・米：北海道【商品
内容】
・赤肉メロン 2kg 2玉 優規格以上・特別栽培米ゆめぴ
りか
（無洗米）2合用
（280g）
・特別栽培米ふっくりんこ
（無洗
米）2合用（280g）
・特別栽培米ななつぼし
（無洗米）2合用
（280g）
【賞味期間】
同梱のしおりでご案内

とれたての味覚をどうぞ

解凍後加熱して

※7月中旬より随時出荷

そのまま

炊飯器で炊いて

７月中旬頃より続々と出
荷されていくメロン。積丹
半島の付け根の共和町、
北海道のへそといわれる
富良野や栗山町などで
大切に育てられたメロン
をお届けします。

解凍後そのまま

4

電子レンジで

お得用

宮崎牛切り落とし

解凍後様々な料理で

和牛オリンピック日本一
鹿児島

宮崎生まれ・宮崎育ちの黒毛和牛の中で、肉質等級が4
等級以上のものに与えられる
「宮崎牛」
の称号。
この度は
たっぷりの切り落としでご用意しましたので、
ご家庭で
様々な料理に腕を振るってください。

3 ご家族で作る寿司20貫&博多松前漬
寿司ネタ専門店

お子様も喜ぶ、
ご家庭で握り寿司

16

8,640円（税込）
【出荷便】冷凍便【加工地】福岡
【商品内容】
・寿司シャリ 10個
2パック・海鮮ネタ
（サーモン、鮪、鯛、
かんぱち、
えび）各4枚・博
多松前漬（鯛）150g・博多松前漬（カンパチ）150g【賞味期
間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・乳成分・えび

鹿児島南州農場

鹿児島の黒豚に間違いなし
広大な自然に囲まれた鹿児島県大隅
半島に位置する農場で、甘藷入り飼
料を与えられて育つかごしま黒豚は、
さっぱりとした脂身が特徴です。様々
な美味しさをお楽しみください。

8,640円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】豚肉：鹿児島【商品内容】
・かごし
ま黒豚肩ロースしゃぶしゃぶ用 250g・かごしま黒豚バラしゃぶ
しゃぶ用 250g・ポン酢 ４袋・生ハンバーグ 100g 4個・生姜
焼き 100g 2袋・かごしま黒豚餃子 154g（14個） 2パック
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・乳成分・卵

宮崎

新鮮なネタを使用してご家庭で作る
握り寿司は、本格仕様ながら楽しい
セット。博多で仕上げた松前漬は、九
州ならではの鯛とカンパチで仕上げた
新しい味覚です。

4 かごしま黒豚セット
【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉：宮崎
【商品内容】
・900g【賞味期間】冷凍25日

8,640円（税込）

※写真はイメージです。
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送料込み

選択コース

※こちらのスペシャル便を選択された場合、
「セレクト便・どの出荷月でも選べるセレクト便」はお選びできません。

北海道産

8,640円

税込

11

月 SPECIAL

下記より１つお選びください。

1個

浜茹で毛ガニ

※写真はイメージです。

8,640円

税込

送料込み

選択コース

※こちらのスペシャル便を選択された場合、
「セレクト便・どの出荷月でも選べるセレクト便」はお選びできません。

スペシャル便

※写真はイメージです。

九州

1

スペシャル便

お届け

1個

下記より１つお選びください。

お届け

9

月 SPECIAL

北海道

道産子一番人気の蟹です
北海道産毛ガニを漁獲後一度水槽に入れスト
レスを軽減、
その後生きたまま大釜で一気に茹
で上げ急速冷凍いたしました。やわらかな身と
滋味豊かなカニミソが人気の品です。

8,640円

（税込）

【出荷便】
冷凍便
【原料原産地】
毛ガニ：北海道
【商品内容】
・浜茹
で毛ガニ ２尾で750ｇ〜850ｇ以上
【賞味期間】
冷凍60日
【7大アレルゲン】
かに
（コンタミ：えび）

取り扱いの仕方が
美味しさの違い
「函館朝市」でも店を構
える店主は、
この道４０年
以上の職人です。一度自
社の水槽に入れ。蟹のス
トレスを解消させます。

北海道
解凍後そのまま

※写真はイメージです。

冷凍のまま揚げて

解凍後加熱して

2

1 きんき鍋＆きんきスモーク
北の豪華鍋

脂がありながら上品な旨み
白身魚ならではのクセのない味わいの高級
魚きんきと、様々な美味しい海鮮素材で味
わう豪華海鮮鍋のご紹介です。桜のチップ
でスモークした旨い脂たっぷりの“きんきス
モーク”と合わせてお届けします。

ふぐの王様「とらふぐ」

8,640円（税込）
【出荷便】冷凍便【原料原産地】
きんき：アラスカ、ホッケ
・カジカ・帆立：北海道、
あかいか：国産、赤海老：アルゼン
チン
【商品内容】
・きんき切身 300g 1袋・ホッケつみれ、
カジカつみれ 各8玉 1袋・いか短冊 150g 1パック・ボ
イル帆立 4玉 1パック・有頭赤海老 ４尾・割り下900
㎖・タレ 50cc 2袋・きんきスモーク 80g 2パック
【賞
味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】
えび・小麦

2

天草産

天草五島の入り江で大きく育ったくる
ま海老を、活きたままおがくずに詰め出
荷いたします。
お刺身でいただく踊り食
いや塩焼き、贅沢に天ぷらなどでプリプ
リとした食感をお楽しみください。

食べ比べ

長崎産

クエのしゃぶしゃぶ用

地下海水で育った美食素材
九州長崎の地下海水で
育ったクエをしゃぶしゃ
ぶ用でご用意しました。
繊細ながら濃厚で、
まろ
やかな美味しさを味わっ
ていただけます。
この機
会に是非クエの味覚を
お楽しみください。

8,640円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】牛肉：熊本、馬肉/出生：カナ
ダ・フランス・国産、肥育：熊本【商品内容】
・和牛ローストビーフ
200g・ローストビーフのタレ 2袋・黒毛和牛コロッケ 70g 4
個・熊本の馬刺し 200g・小袋醤油 ４袋・小袋生姜 ４袋【賞味
期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦・乳成分（コンタミ：卵）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

4 炭火焼鶏ごぼう飯の具
美味しい常温品

辛子明太子

解凍後お鍋で

こだわりの2味を2種

※写真はイメージです。

＆銘柄肉カレー

保存にも便利な美味しいセット
炊き上がったご飯に混ぜるだけの手軽さながら、本格的
で風味豊かな“かしわめし”を楽しめる鶏ごぼう飯の具、
お肉ゴロゴロのお肉屋さんのカレーが楽しめる3種のお肉
のカレー。保存にも便利な常温仕様です。

ご飯に混ぜて

8,640円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
クエ：長崎（養殖）
【商品内容】
・クエスライス 150g
・クエアラ 150g・うどん 1パック・五島あごじまん出汁 80g・ポン酢 80㎖
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン物質】小麦

【出荷便】常温便【原料原産地】鶏肉・牛
肉・豚肉：九州【商品内容】
・炭火焼鶏ご
ぼう飯の具（2合用）6袋・佐賀牛カレー
200ｇ 2・黒豚カレー200ｇ 2・はか
た地鶏カレー230ｇ 2【賞味期間】常
温180日
【7大アレルゲン】小麦

九州

8,640円（税込）
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解凍後しゃぶしゃぶで

長崎

4

【出荷便】常温便・航空便【原料原産地】
くるま海老（養殖）
：
熊本【商品内容】
・活くるま海老 500g【消費期間】発送日を
含め3日
【7大アレルゲン物質】
えび

黒毛和牛をじっくりと焼き上げたロー
ストビーフ、
お肉の旨みとジャガイモの
ホクホク感が応えられない和牛入りコ
ロッケ、熊本名物の馬刺しは何物にも
代えがたい美味しさです。

博多人気の味

昆布・鰹節・鯖節・煮干し・
椎茸で煮込んだ西川家の
味を基本に、旨みの後に
絡みが 伝 わる辛 子 明 太
子。福岡で大人の隠れ家
をテーマにした贅沢なひと
時を楽しめる
「にし川」
から
お届けします。

熊本から、
お肉のご馳走便

8,640円（税込）

3 博多もつ鍋＆

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
スケソウダラの卵：アメリカ・ロ
シア、牛 小 腸：国 産【 商 品内容 】
〈「にし川」の辛 子 明 太 子 〉
・400g〈博多もつ鍋〉
・国産牛小腸 120g 3袋・ちゃんぽん麺
150g 3袋・濃縮スープ180g・乾燥ニンニク１袋・唐辛子1袋
【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

熊本馬刺し＆
3 和牛ロース
トビーフ

旨さ飛び跳ねる、天草の恵み

8,640円（税込）

【出荷便】冷凍便【原料原産地】
とらふぐ
（養殖）
：九州
【商品内容】
・とらふぐブツ切り 400g・とらふぐアラ
150g・ふぐ鍋スープ 60g 2袋・ポン酢 1本・柚子胡
椒 40g【賞味期間】冷凍60日
【7大アレルゲン】小麦

8,640円（税込）

解凍後そのまま

※写真はイメージです。

活くるま海老

福岡

※9月〜10月に生育状況をみて出荷

数あるふぐの中でも評価の高いとらふぐを
厳選し、
お鍋用にご用意しました。
あっさり
とした身の味と濃厚な出汁が秀逸です。博
多の鍋を満喫してください。

博多に店を構える
「にし川」
の明太子は、
「西川家の味の基本」
が味の決め手。
ジュワーと
広がる旨みが美味しいモツ鍋は、国産牛の小腸と特製スープが秘訣です。

そのまま

消費
期間

博多冬の定番鍋 とらふぐ鍋

※写真はイメージです。

熊本

熊本

そのまま

解凍後お鍋で

お湯で温めて
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