2019 年

株主優待カタログギフト

全国47都道府県
グルメ

おいしいものを集めました。

〈お問い合わせ〉

沖縄セルラー電話株式会社株主優待事務局

0800 - 700 - 8887

〈発行元〉

山水 コース
100 〜 999 株 / 5 年以上 または
1,000 株以上 / 5 年未満保有の方
19D

うまいもの
セレクト
日本全国より選りすぐりの
グルメをお届けいたします
北は北海道、南は沖縄までの全国津々浦々を代表する
日本全国のおいしいものを揃えました。
株主の皆さまにもきっとご満足いただける
多彩なラインナップから
お気に入りの一品をお選びください。

株主 の皆さまへ

拝啓

〈アレルギー物質の表示について〉

平 素は格 別のご高 配を賜り、厚くお礼申し上げます。

食品衛生法がラベルへの表示を義務付けている、
「特定原材料7品目」
のアレルギー物質について、
商品に含まれる品目をマークで記載しております。

株主の皆さまの日ごろのご支援に感 謝の意をこめまして、

小 ･･･ 小麦を含んでいる商品 そ ･･･ そばを含んでいる商品

卵 ･･･ 卵を含んでいる商品

乳 ･･･ 乳を含んでいる商品

え ･･･えびを含んでいる商品

落 ･･･落花生を含んでいる商品

か ･･･かにを含んでいる商品

47 都道 府 県のグルメを自由にお選びいただける、「株主優待カタログギフト」を
お送りいたします。
「株主優待カタログギフト」に掲 載しております商品は、
総合通 販サイト「 Wo w ma！」にてお求めいただくことも可能です。
なお、 沖 縄 商 品につきましては、
「沖縄 C LIP マルシェ」でもお求めいただけます。
今後も株主の皆さまのご期待に添えるよう、役職員一同努力して参りますので、
より一層のご愛 顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

沖縄セルラー電話株式会社
代表取締役社長

湯淺英雄

2019 年 6 月
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しまものプロジェクトとは
KDDI 株 式 会 社 で は、
「Wow ma !」で
の産品販売や商品 PR・販路拡大に
向けた離島事業者の教育サポートな
どにより、離島地域の活性化を応援
しています。また、しまものプロジェ
クトにより販売する離島産品には、
「しまものマルシェ」ロゴを貼付して
います。

※掲載画像は商品の一例です。
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北海道

HOKKAIDO

〈札幌バルナバハム〉 ハム･ウインナーセット
本場ドイツの伝統技法を用いて頑なに
「本物」

を追求したハムやソーセージ。粗挽きのパリッ
とした歯ごたえで人気の
「あらびきチューリン
ガー」や北海道産原料の
「ボンレスハム」
など
自慢の味の詰合せです。
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〈札幌バルナバハム〉

ハム･ウインナーセット
申込番号 KY 03 - 001

岩手

IWATE

〈前沢牛オガタ〉 前沢牛生ハンバーグセット
岩手県前沢の豊かな自然で育った
「前沢
牛」
は、鮮やかな霜降り、とろける様な舌ざ
わり、深い風味が特徴です。濃厚な旨みの
ある前沢牛と岩手県産豚肉を使用した贅沢
なハンバーグ、前沢牛100％のハンバーグの
詰合せ。旨み溢れるジューシィなハンバーグ
をご賞味ください。
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〈前沢牛オガタ〉

前沢牛生ハンバーグセット
申込番号 KY 03 - 003

ロースハム・ボンレスハム各300g、あらびきチューリンガー
100g、ロースシンケン40g
※冷蔵便にてお届け。

前沢牛入りハンバーグ・前沢牛ハンバーグ各150g×2
※冷凍便にてお届け。
※生もののため、必ず加熱してお召しあがりください

卵乳

小卵乳

青森

AOMORI

秋田

AKITA

森山さんちのりんごジュース

特別栽培米 秋田県産 あきたこまち

青森県産のサンふじを中心に、王林やジョ
ナゴールドなどをブレンド。酸度と糖度を一
定になるよう調整。しっかり熟した生食用りん
ごだけで作った、
りんごの甘みが生きる、濃厚
で香り高いストレート果汁100％ジュースです。

秋田県のブランド米
「あきたこまち」
。粘りの
ある食感で、程よくもちもちしています。炊きた
てはもちろん、冷めてもおいしいので、おに
ぎりやお寿司、お弁当などにも適しています。
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森山さんちのりんごジュース
申込番号 KY 03 - 002

特別栽培米
秋田県産 あきたこまち
申込番号 KY 03 - 004

りんごジュース１L×6

特別栽培米あきたこまち5kg／秋田県産

4

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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宮城

福島

MIYAGI

〈万 石の粒〉 無着色たらこ

FUKUSHIMA

〈会津天宝〉クラシック仕込み味噌

まんごく

捕獲した原料をすぐさま洋上加工し、原卵

国産の米と大豆で仕込んだ色良く、舌ざわ

の鮮度が落ちないように急速冷凍。無着色
を実現させたたらこです。粒立ちがよく、磯
の香りはじけるプチプチの食感をご賞味くだ
さい。さらに食べやすく使いやすい一口カッ
トにしているので、食卓に便利です。解凍し
てそのままお召しあがりいただけます。

りの良い赤味噌です。熱処理を施していな
いため、
味噌の香りが一段と豊かに仕上がっ
ています。お味噌汁はもちろん、生野菜に
つけてもおいしくお召しあがりいただけます。
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〈万石の粒〉

〈会津天宝〉

無着色たらこ
申込番号 KY 03 - 005

クラシック仕込み味噌
申込番号 KY 03 - 007

無着色たらこ
（一口カット）
450g／賞味期間は冷凍で30
日／すけとうだらの卵巣：アメリカ産
※冷凍便にてお届け。

山形

米みそ1.7kg×2
※パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承
ください。

群馬

YAMAGATA

〈山形の極み〉 特別栽培米

山形県置賜産 つや姫

GUNMA

〈高崎ハム〉 ハム詰合せ

最上川の源流を抱く山形県置賜盆地の豊か
な水、肥沃な土壌、昼夜の激しい寒暖差と
良質な堆肥ですくすくと育まれる
「つや姫」。
2009年に誕生以来、見た目、香り、食感、
味わいともに高い評価を得る、特Aランクの
常連米です。

雪をかぶった谷川岳をイメージした
〈高崎ハ
ム〉
のロングセラー
「谷川岳」
は、ノンスモーク
でじっくり熟成したマイルドな味わいのロース
ハム。肉の旨みが詰まったソーセージブロッ
ク
「榛名山」
との詰合せです。
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〈高崎ハム〉
〈山形の極み〉

特別栽培米 山形県置賜産 つや姫
申込番号 KY 03 - 006
特別栽培米つや姫5kg／山形県産
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※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

ハム詰合せ
申込番号 KY 03 - 008
ロースハム360g、ポークソーセージ300g
※冷蔵便にてお届け。

乳

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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茨城

IBARAKI

千葉

CHIBA

茨城県産 焦がし干し芋

江戸前千葉県産海苔 寒摘み

元来甘みの強い茨城県産紅はるかを1本1
本ていねいに焼き上げてから皮をむき、
じっく
り干した焦がし干し芋。焼き上げることで芋
の甘さをより堪能できる一品です。自然のしっ
とりした甘い食感をお召し上がりください。
食べやすいサイズにカットしてあり、お茶請け
にぴったりです。

て知られ、
「色よし、味よし、香りよし」
と品
質の高さに定評があります。本品は、１月頃
までの
「寒の頃」
に生産された質のよい千葉
県産のりを焼きあげたもの。千葉のり独特の
深い色合いと豊かな風味をご賞味ください。
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千葉県は古くから江戸前の海苔の産地とし

茨城県産 焦がし干し芋
申込番号 KY 03 - 009

江戸前千葉県産 海苔 寒摘み
申込番号 KY 03 - 011

焦がし干し芋100g×6

焼きのり 寒摘み
（板のり8枚）
×5／海苔：千葉県産

栃木

TOCHIGI

〈千本松牧場〉アイスクリームセット

埼玉

SAITAMA

草加煎餅詰合せ

搾りたて生乳のコクと香りが際立つオリジナ
ルアイス。乳化剤や安定剤は使わず卵でな
めらかな舌ざわりを実現。ふんわり軽い口あ
たりと、濃厚かつさっぱりとした後味です。ラ・
フランス、宇治抹茶ほか全5種類のフレー
バーをお楽しみいただけます。

地元で創業60余年のせんべい専門店の
「草
加せんべい」
。昔ながらの味と米の風味を大
切に1枚ずつていねいに焼き上げた、パリッ
とした食感の堅焼きせんべいです。定番の
醤油のほか、海老、胡麻、ざらめなど6種
を詰合せました。
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〈千本松牧場〉

アイスクリームセット
申込番号 KY 03 - 010
ラ フランス110ml×4、リンゴ110ml×3、バニラ110ml×2、
チョコレート・宇治抹茶各110ml
※冷凍便にてお届け。

卵乳

8

草加煎餅詰合せ
申込番号 KY 03 - 012
正油・海老×各12枚、胡麻・ざらめ・唐辛子・のり×各7
枚／うるち米：国産

小え

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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東京

山梨

TOKYO

〈新宿中村屋〉プチカレーセット
中村屋オリジナルブレンドのスパイスで、彩り
豊かな野菜や豆をじっくり煮込んだ
「彩り野
菜と豆」。辛みを抑えたマイルドな
「ビーフマイ
ルド」。コク深いおとなの味わいの
「ビーフハ
ヤシ」。女性やご年配の方にもうれしい少量
タイプです。

YAMANASHI

〈平田屋〉 吉田のうどん詰合せ
富士山麓の湧水で練り上げた、富士吉田
名物の太くて硬い3種類の幅の乱切り麺は、
のど越しの良いうどんとは違い、噛めば噛
むほど味が出る食感です。吉田のうどんの
定番の味である、味噌を隠し味にした、だ
しのきいた麺つゆでお楽しみください。
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〈新宿中村屋〉

プチカレーセット
申込番号 KY 03 - 013
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〈平田屋〉

吉田のうどん詰合せ
申込番号 KY 03 - 015

プチカレー
（ビーフマイルド・彩り野菜と豆）
各120g×5、
プチハヤシ
（ビーフ）
120g×4

吉田のうどん
（2人前）
（麺300g、つゆ25g×2、だしパック
8g）
×5

小乳

小

神奈川

KANAGAWA

〈耀 盛號〉ふかひれ丼・デザートセット
ようせいごう

横浜中華街に店を構えて70余年、プロの料
理人も認める本格中華食材の店〈耀盛號〉
から、
旨みたっぷり大人気のフカヒレ丼の具、
とろりと濃厚な
「マンゴープリン」、杏仁がふん
わり香り立つ
「杏仁豆腐」
の詰合せです。

新潟

NIIGATA

〈みゆき堂本舗〉 稲穂の恵み
お子さまに人気のサラダせんべいや、甘い
黒蜜せんべい、黒豆を丸粒のままつき込ん
だ丸大豆せんべいなど、独自の製法で焼き
上げたバラエティー豊かな米菓詰合せです。
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ようせいごう

〈耀盛號〉

ふかひれ丼・デザートセット
申込番号 KY 03 - 014
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〈みゆき堂本舗〉

稲穂の恵み
申込番号 KY 03 - 016

ふかひれ丼150g×6、杏仁豆腐・マンゴープリン各100g
×2
※冷凍便にてお届け。

サラダせんべい・しょうゆせんべい各2枚×8、白蜜せん
べい・黒蜜せんべい各2枚×10、丸大豆せんべい20枚、
うす焼サラダせんべい15g×10／うるち米：国産

小乳

小乳

10

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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石川

ISHIKAWA

〈村上〉 和菓子詰合せ
こだわりの小豆を3日間かけて炊きあげた自
慢のあんで作る
「きんつば」
、淡く透き通った
繊細で涼しげな寒天菓子
「わり氷」
、濃厚な
きなこあんを求肥で包み、胡麻をたっぷりま
ぶした銘菓
「垣穂」
。人気の菓子詰合せです。

長野

NAGANO

信州フルーツゼリー
信州を代表とする果物の果汁を主原料にし、
寒天や蒟蒻で固めています。コンコードとナイ
アガラの2種のぶどうをはじめ、リンゴ・桃・
洋梨を使用した見た目も鮮やかなゼリーの詰
合せです。そのまま冷やすのはもちろん、凍
らせてもおいしくお召し上がりいただけます。
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〈村上〉

和菓子詰合せ
申込番号 KY 03 - 017
わり氷25g×9、きんつば・垣穂×各9個

信州フルーツゼリー
申込番号 KY 03 - 019

小乳

コンコード･ナイアガラ･リンゴ･桃･洋梨各80g×8

富山

TOYAMA

とやまポーク味噌漬け

福井

FUKUI

〈日本の極み〉 鯖缶詰セット

北アルプス立山の清らかな水で育てられた、
富山のブランド豚
「とやまポーク」。肉そのも
のの味がしっかりと味わえる濃い旨みの豚
肉に、味噌の深い風味がこっくりと溶け込ん
で、やわらかく香ばしい香りに箸が進みます。

鯖どころ福井の
「鯖街道」
から届く鯖の缶詰
セット。定番の水煮や醤油をはじめ、さわ
やかな辛さがきいた唐辛子入りや、こだわり
の若狭五徳味噌を使った味噌煮、相性バッ
チリの生姜入とバラエティー豊かにお届けし
ます。
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とやまポーク味噌漬け
申込番号 KY 03 - 018
味噌漬け600g
（6枚入）
／賞味期間は冷凍で30日／豚肉：
富山県産
※冷凍便にてお届け。
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※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

〈日本の極み〉

鯖缶詰セット
申込番号 KY 03 - 020
醤油・唐辛子入・生姜入・味噌煮・水煮各180g
（固形量
135g）
／鯖：ノルウェー産

小

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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静岡

SHIZUOKA

茶草場農法 掛川茶 東山
晩秋に刈った草を乾燥させ、裁断し茶園に
投入します。この農法により土壌は豊かにな
りおいしいお茶を生育させます。深蒸し製法
に耐えうる肉厚の新芽は、蒸しあげることで、
茶葉から旨みがにじみ出てまろやかな味わ
いになります。世界で認められた味を是非ご
堪能ください。

三重

MIE

〈九鬼産業〉はちみつごまく
りーむ
ごまを扱うこと130余年。
〈九鬼〉
の香り高い
良質なごまとはちみつ、香ばしいきなこをブ
レンドしたペーストに、独特な甘みが特徴の
黒糖を加えています。パンやクラッカーなど
に塗ってお召しあがりください。

23

21

茶草場農法 掛川茶 東山
申込番号 KY 03 - 021
掛川深蒸し茶 彩70g×2、掛川深蒸し茶 佳70g／茶葉：
国産

愛知

〈九鬼産業〉

はちみつごまくりーむ
申込番号 KY 03 - 023
はちみつごまくりーむ
（黒）
120g×8
※お届けは2019年11月30日まで。

岐阜

AICHI

〈スギモト〉 名古屋コーチン焼き鳥串セット

GIFU

〈新杵堂〉ロールケーキ

明治から続く名古屋の肉の専門店〈スギモ
ト〉
から、地元の地鶏「名古屋コーチン」
を串
焼きにした状態でお届けします。濃厚な旨み
とコク、しっかりした歯ごたえの自慢の地鶏
の焼き鳥。ご自宅で焼きたてをお楽しみくだ
さい。

クリームた っぷりで ふ ん わり食 感 の
「プ
レーン」
をはじめ、渋皮栗を練り込んだ生地
で自慢の栗きんとんとクリームを巻いた
「渋
皮栗入栗きんとん」、国産いちごを使った
「ス
トロベリー」、カカオの風味豊かな
「ショコラ」
の4種類をセットにしました。
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〈スギモト〉

名古屋コーチン焼き鳥串セット
申込番号 KY 03 - 022

〈新杵堂〉

ロールケーキ4種詰合せ
申込番号 KY 03 - 024

モモ串・ムネ串・ねぎま串各160g、たれ4袋／消費期間
は冷蔵で4日／鶏肉:愛知県産
※冷蔵便にてお届け。
※こちらの商品は火曜のお届け日指定はできません。

ハーフロール
（スーパースター・ストロベリースター・ショコ
ラスター・渋皮栗入栗きんとん）
×各1本
（長さ約8cm）
／
賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。

小

小卵乳
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※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

4 種詰合せ

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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奈良

和歌山

NARA

吉野の葛餅
食べきりサイズの葛餅。鎌倉時代より吉野山

に続く旧家で食べられていた葛餅の味を菓
子職人にお願いし、日持ちする葛餅として再
現してもらったひと品。つやとコシがあり、
濃厚な黒蜜と香ばしいきな粉がセットになっ
ています。
25

吉野の葛餅
申込番号 KY 03 - 025
葛餅57g×12、黒みつ･きな粉×各12袋

卵

滋賀

熊野牛 すき焼用
「熊野牛」
は平安時代中期頃に、京都から
農耕用の労働力として連れてこられた牛を、
農家が育てたのがルーツと言われています。
品種改良を行い、地域ブランド化された和
牛は、おいしさでも定評があります。肉質が
きめ細かく、やわらかく煮た際の香りの良さ
も魅力です。
27

熊野牛 すき焼用
申込番号 KY 03 - 027
モモ270g／消費期間は冷蔵で4日／和歌山県産
※冷蔵便にてお届け。
※こちらの商品は火曜、金曜のお届け日指定はできません。

京都

SHIGA

近江牛 すき焼用

WAKAYAMA

KYOTO

〈京都いとふ〉 京生麩と麩まんじゅうセット

キメが細かい肉質でやわらかさが特徴の近
江牛。牛の月齢に合わせて飼料にもこだわ
り大切に育てられた近江牛は、口の中で
肉の旨みが広がります。ほのかな甘い香り
とまろやかな味わいをすき焼でお楽しみくだ
さい。

特有の弾力感ともちっとした食感、なめらか
な舌触りが特徴の京生麩と、甘さを控えた
こしあんがとてもよく合う笹巻麩まんじゅうと
の詰合せです。

26

28

〈かねきち〉

近江牛 すき焼用
申込番号 KY 03 - 026
肩・バラ計270g／賞味期間は冷凍で30日／滋賀県産
※冷凍便にてお届け。
※お届けは2019年10月31日まで。
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〈京都いとふ〉

京生麩と麩まんじゅうセット
申込番号 KY 03 - 028
京生麩(あわ･よもぎ･ごま)×各1本、笹巻麩まんじゅう4個
入×2、でんがく味噌30g×3
※冷凍便にてお届け。

小

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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大阪

岡山

OSAKA

〈千房〉お好み焼セット
1973年創業のお好み焼の名店〈千房〉
の味

をご家庭で。ふっくらと焼きあげた定番人気
のお好み焼
「豚玉」
、とろ〜りとろけるチーズ
とお餅が女性やお子さまに大人気の
「もち
チーズ」
のセットです。
29

OKAYAMA

〈福井堂〉 和菓子詰合せ
創業明治4年、菓匠福井堂は長い歩みの中

で培われた歴史･伝統･文化を宝として受け
継ぎ、菓子ひとつひとつに職人の技と心を映
して製造しています。備前焼の故郷、備前
で長く親しまれる人気の和菓子をご賞味くだ
さい。
31

〈千房〉

お好み焼セット
申込番号 KX 03 - 029
お好み焼
（豚玉・もちチーズ）
各200g×2、お好み焼ソース
25g×4、ホワイトソース10g×4、あおさのり0.2g×4、か
つお節1g×4
※冷凍便にてお届け。

小卵乳

兵庫

〈福井堂〉

和菓子詰合せ
申込番号 KX 03 - 031
福あわせ･小倉パイ･吉備うらじゃ×各5個

小卵乳

鳥取

HYOGO

〈ほてる ISAGO 神戸〉ビーフカレー
神戸布引の山のふもとに60余年の歴史を刻
む
〈ほてる I S AG O 神 戸〉監 修のビーフカ
レーです。旨みとコクがおいしさの決めての
おもてなしにふさわしいホテルカレーをご堪能
ください。

30

〈ほてる ISAGO 神戸〉

ビーフカレー
申込番号 KX 03 - 030

TOTTORI

〈田畑商店〉 梨 ＆らっき
ょうドレッシング 3 種セット
乳酸菌飲料を混ぜた梨ソースに漬け込んだ
らっきょうをソースと共にミキサーで粉砕し、
エキストラバージンオリーブオイルを加えまし
た。らっきょうの臭味は全く無く、果実の旨
みを感じられるドレッシング。夏野菜をおいし
くたっぷり食べられるヘルシードレッシングの
セットです。
32

〈田畑商店〉

梨＆らっきょうドレッシング3種セット
申込番号 KX 03 - 032

ビーフカレー200g×5

旨塩仕立て205ml、白味噌仕立て・醤油仕立て各205ml×2

小乳

小乳

18
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島根

SHIMANE

一夜干し詰合せ
島根県西部の浜田漁港で水揚げされた、
白身のとろとも呼ばれる高級魚「のどぐろ」
（赤むつ）
に、真あじ、むしかれいを、地元
の塩
「浜守の塩」
と赤穂の天塩を使って干物
に加工。ふっくらジューシィな味わいをご堪
能ください。

山口

YAMAGUCHI

ふぐの一夜干し・唐揚げセット
活きの良い国産天然しろさばふぐを、本場

の職人がさばき、オリジナルの唐揚げ粉をま
ぶしたものを冷凍にしました。そのままカラッ
と揚げて、お好みでレモンや塩でお召しあが
りください。ビールと良く合う贅沢唐揚げです。
35

33

一夜干し詰合せ
申込番号 KY 03 - 033

ふぐの一夜干し・唐揚げセット
申込番号 KY 03 - 035

のどぐろ・真あじ・むしかれい×各3尾／のどぐろ
（赤むつ）
・
真あじ・むしかれい：島根県産
※冷凍便にてお届け。

ふぐ一夜干し200g、ふぐ唐揚げ250g／しろさばふぐ：国産
※冷凍便にてお届け。
※ふぐの形状や大きさには個体差があります。

広島

HIROSHIMA

広島流 お好み焼

徳島

TOKUSHIMA

〈阿波牛の藤原〉 阿波牛

お好み焼専門店が使う専用材料で、本格
的に焼きあげたイカ天・焼そば入りの広島
風お好み焼。電子レンジであたためるだけ
でお召しあがりいただけます。また1枚ずつ
化粧箱に入っており、保存にも便利です。

黒毛和牛専門の精肉店
〈阿波牛の藤原〉
が
扱う、指定牧場で飼育された血統明瞭の
「阿
波牛」
。しっとり程よい弾力があり、きめが
細かくやわらかな肉質です。そのやわらかな
食感を、ぜひすき焼でお楽しみください。

34

36

広島流 お好み焼
申込番号 KY 03 - 034
お好み焼(お好み焼300g、オタフクソース50g、青さのり
0.2g)×4
※冷凍便にてお届け。

小卵
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すき焼用

〈阿波牛の藤原〉

阿波牛 すき焼用
申込番号 KY 03 - 036
モモ370g／賞味期間は冷凍で15日／徳島県産
※冷凍便にてお届け。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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香川

KAGAWA

さぬき手延吟仕込うどん

愛媛

EHIME

〈愛工房〉 愛媛県産

柑橘 ジュース 6 本セット

慶長年間からの歴史を持つ小豆島伝統の
手延技法。厚生労働大臣認定の製麺技能
士をはじめとする熟練職人が、昔ながらの
製法で作りあげる手延べうどんの、なめらか
な喉ごしと強いコシをお楽しみください。

いよかんと、愛媛の旬が勢ぞろい。無添加・
無香料・保存料不使用で、柑橘本来の風
味を損ねないインライン方式で搾った果汁
100％のストレートジュースです。

37

39

さぬき手延吟仕込うどん
申込番号 KY 03 - 037
手延吟仕込うどん200g×8

〈愛工房〉

愛媛県産 柑橘 ジュース6本セット
申込番号 KY 03 - 039
宇和島みかん720ml×3、宇和島ぽんかん・宇和島きよみ・
宇和島いよかん各720ml

小

高知

宇和島産の温州みかん、ぽんかん、清見、

福岡

KOCHI

〈高知アイス〉お茶アイスクリー厶セット

FUKUOKA

〈日本の極み〉 博多辛子めんたいこ 3 種詰合せ

池川の手摘み茶葉を使った、とろりと甘い
後味にさわやかな香りが広がる
「池川せん茶
アイス」
と、手摘みした四万十茶葉を自家発
酵させた、昔ながらの手造り紅茶の風味が
生きる
「しまんと紅茶ロイヤルミルクティーアイ
ス」
の2種がお楽しみいただけます。

ベーリング海で水揚げされたすけとうだらの
真子と呼ばれるたらこを、オリジナル調味液
にじっくり漬け込みました。漬けだれのベー
スに大吟醸酒を使った贅沢な
「大吟醸仕込」
と、ゆずの香りさわやかな
「柚子風味」、香
辛料専門店がブレンドした七味唐辛子を
使った
「七味風味」
の詰合せです。

38

40

〈高知アイス〉

お茶アイスクリー厶セット
申込番号 KY 03 - 038
しまんと紅茶ロイヤルミルクティーアイス・池川せん茶アイ
ス各120ml×6
※冷凍便にてお届け。

乳

22
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〈日本の極み〉

博多辛子めんたいこ3種詰合せ
申込番号 KY 03 - 040
辛子めんたいこ（大吟醸仕込・柚子風味・七味風味）各
120g／賞味期間は冷蔵で12日／すけとうだらの卵巣：アメ
リカ産
※冷蔵便にてお届け。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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佐賀

長崎

SAGA

〈唐津くん煙工房〉 ハム・ソーセージセット
呼子線跡のトンネルを再利用した省エネ型
熟成庫で作られる
〈唐津くん煙工房〉
のハム
やソーセージ。香りが良く、コクと深みのあ
る味わいのバラエティー豊かなセットです。

NAGASAKI

〈杉谷本舖〉 長崎カステラ詰合せ
独自の技術で焼きあげた
「長崎カステラ紀
行」。蜂蜜、抹茶、チョコレート、チーズの
４つの味をお楽しみください。
43

41

〈唐津くん煙工房〉

ハム・ソーセージセット
申込番号 KY 03 - 041

〈杉谷本舖〉

長崎カステラ詰合せ
申込番号 KY 03 - 043

パプリカリヨナー180g、ドイツ屋台の白い焼きソーセージ・
あらびきウインナー各100g、リヨナーステーキ（トマト＆
チーズ）
75g×2、ロースハムステーキ60g×2、燻しベーコン
ステーキ45g×2／賞味期間は冷蔵で18日
※冷蔵便にてお届け。

長崎カステラ
（蜂蜜風味・抹茶風味・チョコレート風味・チー
ズ風味）
各370g／賞味期間は常温で30日

乳

小卵乳

大分

宮崎

OITA

MIYAZAKI

乾物詰合せ

宮崎牛 焼肉用

大分の自然のもと、原木栽培で約2年の歳
月をかけて育てた
「大分産乾椎茸」
をはじめ、
お料理に重宝する
「出し昆布」
や、調理後、
野菜感覚で食べられるほどやわらかい
「野菜
昆布」
、
「削りがつお」
など、あると便利な乾
物類をバラエティー豊かに詰め合わせました。

肉質等級や血統に厳しい条件があり、それ
らをクリアすることで初めてその名を誇れる
宮崎牛。質の高い脂はさっぱりしていてしつ
こさが無く、ジューシィな味わいが口いっぱ
いに広がります。

42
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乾物詰合せ
申込番号 KY 03 - 042
大分産原木乾椎茸こうしん45g、北海道産出し昆布35g、
北海道産野菜昆布20g、鹿児島県枕崎産かつお削りぶし
3g×6／椎茸：大分県産、昆布：北海道産、かつおのふし：
鹿児島県産

24
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宮崎牛 焼肉用
申込番号 KY 03 - 044
モモ270g／消費期間は冷蔵で4日／宮崎県産
※冷蔵便にてお届け。
※こちらの商品は火曜、金曜のお届け日指定はできまん。
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熊本

KUMAMOTO

〈丸健水産〉 粒うに詰合せ
むらさきうにに天日塩とアルコールを加えた

「茶粒うに」
と、むらさきうにとがぜうに（ば
ふんうに）
をオリジナルブレンドした
「丸粒う
に」
の詰合せです。うに専門の職人の手でつ
くる濃厚でとろけるような味わいをぜひお楽
しみください。

沖縄

OKINAWA
み さ き

〈美崎牛本店〉 美 崎牛ハンバーグ
美崎牛ハンバーグは石垣島の
「美崎畜産」

が育てた美崎牛の肉を100％使用。フワフワ
で溢れ出る肉汁がジューシィ、かつ肉本来
の甘 みが 感じられるおいしいハンバーグ
です。

47
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〈美崎牛本店〉

〈丸健水産〉

粒うに詰合せ
申込番号 KY 03 - 045

美崎牛ハンバーグ
申込番号 KY 03 - 049

茶粒うに・丸粒うに各80g
※冷蔵便にてお届け。

美崎牛ハンバーグ100g×10
※冷凍便にてお届け。
※生もののため必ず加熱してお召しあがりください。

小卵乳

小卵乳

鹿児島

KAGOSHIMA

種子島こだわりアイス
濃厚な安納芋をはじめ、紫芋、黒糖、緑茶、
パッションフルーツなど、種子島産の素材を
使い味と香りにこだわり一つ一つていねいに
手作りしています。

沖縄

OKINAWA

〈KISEKI〉ミ
ックスジュース

3 本セット

青い海に囲まれた健康長寿村
「沖縄県大宜
味村」産シークヮーサー果汁に、プルーン・
りんごをミックスしたジュースと、にんじん・りん
ご・パイナップルのミックスジュース、果肉入
りジュースを3本セットにしました。フレッシュ
なジュースをご家庭で味わってください。
48
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種子島こだわりアイス（12個入り）
申込番号 KY 03 - 046
濃厚安納芋プレミアムアイスクリーム・安納芋アイスクリー
ム・紫芋アイスクリーム・緑茶アイスクリーム・黒糖アイス
クリーム・パッションフルーツアイスミルク各90ml×2
※冷凍便にてお届け。

卵乳
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〈KISEKI〉

ミックスジュース3本セット
申込番号 KY 03 - 050
果 実 野 菜ミックスジュース・果 実ミックスジュース(プ
ルーン）
各720ml、果実野菜ミックスジュース
（果肉入）
1L
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