


株主の皆さまへ
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

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、
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「au PAY マーケット」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CLIP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
 2020年6月
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口に入れて噛んだ時のプチッとしたほどよい食感と、甘味は一度食べたらクセにな
る美味しさです。北海道の海の幸をご自宅でお楽しみください。

白いにんにくを温度・湿度を一定に保った環境で熟成させて作られます。
においがほとんど気にならず、辛味も消えるため、ドライフルーツのようです。

肉の旨味を存分に生かした農家のベーコン。そこに、生ハムスライスや、北海道産
豚肉で作ったウインナーなどをセットにしました。　

青森県産のりんごを搾ったストレート果汁です。
青森のりんご農家が丹精込めて育て上げた、りんごのジュースです。

●セット内容：50g×3●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：北海道（鮭の卵/北海道産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:3球、200g●原産地･加工地:青森県
※農作物については商品の特性上、色・形に差があります。※天候不順等により、やむを得ずご注文
の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容：農家のベーコン160g・ビアヴルスト150g・北海道玉葱ウインナー100g・
レバーペースト100g・北海道チーズウインナー100g・ロースシンケン（生ハム）40g各1　
●賞味期間：要冷蔵で10日間●加工地：日本※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：1L×6
●加工地：青森県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

いくら醤油漬け

熟成黒にんにく

札幌バルナバハム
バラエティセット

青森りんごジュース（ストレート）
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めかぶ、うに、いくら、あわびなどをトッピングした華やかな海宝漬です。
収獲時期が限られる食材を、確かな目と独自製法で仕上げました。

自宅で手軽に秋田の郷土料理をお楽しみいただけます。
比内地鶏の旨味を凝縮した比内地鶏スープでお楽しみください。

缶を開けてそのままはもちろん、サラダやパスタの具などにアレンジして
お召し上がりください。

比内地鶏は「肉の味が濃い」、「濃厚な脂の旨味がある」のが特徴です。
和風のだしで炊き込んだご飯と照焼にした比内地鶏との相性が良い小丼です。

●セット内容：370g
●賞味期間：要冷凍で85日間●加工地：岩手県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:きりたんぽ65g×12、だまこ餅×6、比内地鶏60g×1、比内地鶏スープ付
●賞味期間:常温で75日間●加工地:日本(米/秋田県産)
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。※写真はイメージです。

●セット内容：オリーブオイル漬け170g（固形量110g）・パプリカチリソース味170g
（固形量95g）各3、レモンバジル味170g（固形量120g）×4
●加工地：日本

●セット内容:160g×5
●賞味期間:要冷凍で25日間●加工地:日本(米/国内産)
※冷凍便にてお届け。

きりたんぽ鍋セット

中村家
三陸四味海宝漬 サヴァ缶セット

比内地鶏照焼ご飯
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耐冷性があり、親であるコシヒカリゆずりの食味の良さから、
広く栽培されている品種です。つや・粘り・香りが高く柔らかめのお米です。

際立つ艶と粒の白さが特徴です。食べやすさと喉越しが良い粘りを持っており、
柔らかめのお米ですが粒張りもあり、食べ応えがあります。

牛たんやマッシュルームなどの具材がごろっと入ったシチュー。
牛たんとシチューの相性の良さを、手軽にお楽しみいただけます。

プレーンヨーグルトにぴったりのフルーツソースです。
ヨーグルトにはもちろん、アイスやホットケーキなどにトッピングしても美味しくいただけます。

●セット内容:5kg
●原産地:宮城県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容：5kg●原産地：山形県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容:250g×6
●加工地:宮城県（牛たん/オーストラリア産）
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地等が変更になる場合がございます。

●セット内容：いちご220g・ラ フランス220g・みかん220g・ブルーベリー220g・木いちご
220g・アロエ220g・赤すもも220g・カシス220g各1
●加工地：日本

宮城県産ひとめぼれ

山形県置賜産
特別栽培米つや姫

仙臺牛たん屋
牛たんシチュー

たかはた果樹園
ヨーグルトソースセット
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缶詰にすることで身がギュッとしまり、コリッという食感がお楽しみいただけます。
そばやうどん、みそ汁などに入れてお召し上がりください。

榛名ポークは、群馬県の豊かな自然の中で育まれた豚です。
脂の乗り具合と風味が良く、おいしさが引き立ちます。

福島県喜多方市のラーメン処「さくら亭」監修。食べ応えのあるモチモチとした
平打ち太ちぢれ麺を3種のスープで食べ比べてください。

赤城山麓牛は、自然豊かな環境で育てられました。脂の質にもこだわり、牛肉本来
の旨味が感じられます。旨味が溶け出すすき焼でお楽しみください。

●セット内容：85g（固形量40g）×15
●加工地：日本

●セット内容：ロース400g
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地：群馬県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：醤油（麺120g、スープ付）×10、味噌（麺120g、スープ付）×6、塩（麺120g、
スープ付）×4●賞味期間：常温で33日間●加工地：日本（店主監修）
※生麺です。※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。※写真はイメージです。

●セット内容：肩300g
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：群馬県
※冷凍便にてお届け。

榛名ポーク しゃぶしゃぶ用

喜多方ラーメン「さくら亭」20食

赤城山麓牛 すき焼用

河京
なめこ缶詰セット
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国産の小粒大豆「すずまる」を使用したわら納豆。小粒種の中では、やや大きめ
に属するため、噛み締めると大豆の旨味を強く感じることができます。

薄くてモチモチ感のある皮と、ジューシーさとが絶妙なバランスの餃子と、
栃木県を代表するご当地ラーメン「佐野ラーメン」をセットにしました。

「常陸牛」をさっとお湯にくぐらせれば、肉のおいしさと味わいがお口に広がります。
余韻が広がる脂の甘味をお楽しみください。

ローマイヤはかたくなに“本物の味”を守りつづけました。そして、豊かな味わいを生
み出す製法と技は、現在も製品にしっかりと伝承されています。

●セット内容：小粒納豆（70g×2本）×7、たれ・マスタード付
●賞味期間：商品到着後、お早目にお召し上がりください●加工地：茨城県
※冷蔵便にてお届け。

●セット内容：餃子40個（タレ付）、醤油ラーメン（麺120g、スープ付）×7
●賞味期間：要冷凍で10日間●加工地：日本※冷凍便にてお届け。
※生麺です。※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：肩270g
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：茨城県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：ロースハム60g×2、生ハム55g・ランチョンミート60g・モルタデラ60g・粗挽きウイン
ナー120g・ウインナー130g各1●賞味期間：要冷蔵で18日間●加工地：日本※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

すずまる わら納豆詰合せ

宇都宮発 雷オヤジの餃子と
佐野ラーメン7食セット

常陸牛 しゃぶしゃぶ用

ローマイヤ
バラエティセット

小麦

小麦・卵・乳

栃 

木

茨 

城

申込番号

F17

申込番号

F19

申込番号

F18

申込番号

F20

12

13



ピーナッツそのものの味わいを余すところなく引き出したペーストで、そのままでも料理
のアクセントとしてもお使いいただけます。バラエティ豊かなピーナッツのセットです。

木桶仕込蔵で醸造している有機こいくちしょうゆ、桜チップで燻した燻製しょうゆ、
柚子醤油、醤油こうじ、生姜のしょう油漬をセットにしました。

自然の恵みを活かして麹を造り、熟成したもろみを布に包んで微細なろ過を行うこ
とで醤油本来の旨味、甘味を引き出します。

いもでつくった餡の中にホワイトクリームを入れ込み、もちもちとした大福の皮で包み
ました。さつまいもと紫いも2種類の味がお楽しみいただけます。

●セット内容：ピーナッツペースト（砂糖不使用100g・加糖つぶ入り100g各1）、からつ
き落花生40g×2、からつきゆで落花生120g・ピーナッツの蜜煮25g各1
●賞味期間：常温で75日間●原産地・加工地：千葉県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：有機こいくちしょうゆ300ml×2、柚子醤油300ml・燻製しょうゆ
210ml・醤油こうじ180g・生姜のしょう油漬120g各1
●賞味期間：常温で75日間●加工地：日本

●セット内容：500ml×4
●加工地：日本

●セット内容：いも大福・紫いも大福各2個入×6
●加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

Bocchi
ピーナッツセット

弓削多醤油
しょうゆ・調味料・漬物セット

国産丸大豆生
な ま

醤油

いも膳
いも大福セット
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各素材の味わいを大切にしながら、すり潰したじゃがいもをベースに昆布や鰹の旨
味等を加えたポタージュ仕立ての和風スープです。

横浜中華街にある四川料理「重慶飯店」の中華点心セットです。
肉まんや中華あんまん、焼餃子などをお楽しみいただけます。

銀座にある正統派和食の店「銀座 朱雀」。味の決め手は一つ一つ吟味し、
ジューシーな味わいになるよう研鑽を積んだ店主が監修した和風ハンバーグです。

有機栽培された生豆を使用したコーヒーです。優雅な香りとコク、酸味と苦味のバ
ランスが特徴です。ドリップタイプなので手軽にコーヒーが楽しめます。

●セット内容：和風スープ（渡り蟹130g×3、かぼちゃ130g・繊維野菜130g各2） 
●加工地：日本
※シーズン途中で内容･パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：重慶焼売・焼餃子各8、重慶肉まん・中華あんまん各2
●賞味期間：要冷凍で55日間●加工地：日本※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:160g(固形量120g)×5●賞味期間:要冷凍で55日間●加工地:日本
※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:8g×40
●生豆生産国:コロンビア
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地・加工地等が変更になる場合がございます。

なだ万
和風スープ

重慶飯店
中華点心セット

銀座 朱雀
和風たまねぎソースのハンバーグ

三本珈琲
有機栽培ドリップコーヒー

小麦･卵･乳 小麦・乳・カニ
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麺と具材とスープが一袋に入っており、常温で保存が可能です。
電子レンジであたためるだけで甲州名物の「ほうとう」がお楽しみいただけます。

新潟県で大切に育まれた「越後もちぶた」。美しい艶のあるピンク色で、
白く艶がある良質の脂肪、きめが細かくやわらかいジューシーな肉質が特徴です。

あわび本来の磯の香りと風味を生かした醤油仕立てです。
秘伝のタレでじっくり煮上げた煮貝ならではの身のやわらかさと味をぜひご堪能ください。

サラダせんべい、しょうゆせんべい、熟成丸大豆せんべいの3種のおせんべいと、
焼きあがった形がかわいらしい4つの味わいが楽しめるおかきのセットです。

●セット内容：340g（麺90g）×8
●加工地：日本

●セット内容：ロース340g、バラ290g
●賞味期間：要冷凍で55日間●原産地：新潟県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：殻入天然あわび煮貝（6粒）×2、殻入天然あわび煮貝（3粒）×1
●加工地：日本（あわび/セネガル産）

●セット内容:越後ふる里づくり(サラダせんべい･しょうゆせんべい各32、熟成丸大豆×24)、越後餅づくり(サラダ･しょうゆ･
ざらめ･黒海苔巻〈合計330g･個包装含む〉)各1●賞味期間:常温で55日間●加工地:日本(米/中国･日本･タイ産他)
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地等が変更になる場合がございます。

越後もちぶた すき焼用

信玄
あわび・煮貝詰合せ

信玄
ほうとう詰合せ

みゆき堂本舗　　　　　　　　　　　　　　　　
おせんべい・おかき詰合せ
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漁獲地で冷凍された魚を、工場で手作業にて西京味噌と酒粕にじっくり漬け込ん
だこだわりの漬魚セットです。

麺屋「いろは」監修の黒醤油ラーメン。真っ黒いスープで見た目は塩辛そうですが、
醤油ダレと魚介スープを合わせたあっさりとした味わいです。 

甘えび、ふくらぎ、いかを白醤油ベースのたれに漬け込み、海鮮丼の具に仕上げま
した。ご家庭で簡単に海鮮づけ丼をお楽しみいただけます。

食べきりサイズの調理済みお魚惣菜です。
個包装で電子レンジにも対応しているので温めるだけでお召し上がりいただけます。

●セット内容：ぶり西京漬110g・ぶり酒粕漬110g・さけ西京漬100g・さけ酒粕漬
100g・さわら西京漬100g・さわら酒粕漬100g各1●賞味期間：要冷凍で85日間●加
工地：石川県（ぶり/国内産、さけ/チリ産、さわら/韓国産）※冷凍便にてお届け。

●セット内容：醤油（麺80g×2、スープ付）×8●加工地：日本（店主監修）
※乾麺です。※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。

●セット内容：80g×6●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：石川県※冷凍便にてお届け。
※商品名にある「北陸」とは原料原産地ではなく、加工地を表すものです。
※漁獲量により魚種・原産地等が変更になる場合がございます。

●セット内容：ぶり大根60ｇ・あじみぞれ煮60ｇ・さば塩糀焼50ｇ・ます塩焼40ｇ各2
●賞味期間：要冷凍85日間●加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

漬魚セット

富山ブラックラーメン
「いろは」16食

北陸海鮮づけ丼の具

とと屋
お魚のおばんざい

小麦・エビ

小麦・卵 小麦
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信州で培われた技術で作られた信州蕎麦です。温度と湿度をコントロールし熟成
乾燥させ、そばの豊かな風味と滑らかなのど越しに仕上げました。

旨味成分を熟成させた赤ガレイやさばの一夜干し詰め合わせです。
身の甘さと上品さを是非味わってみてください。ご飯もお酒もすすみます。

有機大豆、有機米という自然の土壌の中で育てられた有機原料を使用し、
さわやかな香味とまろやかな甘味を醸し出した信州白系有機みそです。 

そばの栽培から、製粉、製麺まで気を配って仕上げた半生そばです。
だしの効いた少し甘めのつゆがそばの味を一層引き立てます。

●セット内容：2.8kg（200g×14束）
●加工地：長野県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:赤ガレイ一夜干し120g・ハタハタ一夜干し100g（3尾入）・開きさばの一夜干し200g各2、開き
あじの一夜干100g×1●賞味期間:要冷凍で30日間●原産地：日本●加工地：福井県※冷凍便にてお届け。
※漁獲量により魚種･原産地等が変更になる場合がございます。

●セット内容:白みそ500g×4
●加工地:長野県

●セット内容：（麺100g×3袋、そばつゆ付）×4
●賞味期間：常温で55日間●加工地：そば/福井県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

信州蕎麦

海の幸詰合せ

マルモ青木味噌
有機米みそ

越前屋
半生越前そば

小麦・そば

小麦・そば
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温暖な気候のもとで栽培され、豊かな味と香りが楽しめる静岡茶は、
安定した品質が自慢です。

選び抜いた国産の大豆を原料に、熟練の技術を持った職人が、手作業で丁寧
に一枚一枚ゆばを引き上げています。バラエティ豊かな生ゆばのお惣菜です。

日本有数の水揚げ漁港を持つ静岡県で水揚げされたビン長鮪をダシのきいた
タレに漬け込んだ鮪づけです。

熟練の技を生かした秘伝の味はお肉屋さんならではの本格派。
お肉本来の旨味を引き出したハム詰め合わせです。

●セット内容:やぶ北煎茶100g×2、一番摘み煎茶100g×1
●茶葉原産地:静岡県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:たぐりゆば70g×3、だし味うの花桜えび入り135g×2、だしふくみ湯葉
130g・くみあげゆば90g(ゆば70g、つゆ20g)・野菜ゆば巻き102g各1●加工地:日本
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：80g×8●賞味期間:商品到着後、お早目にお召し上がりください 
●加工地:静岡県（鮪/静岡県産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:スモークドハム300g･ビアシンケン180g･ディナーボンレス240g･デリカハム
210g･マイルド焼豚160g各1●賞味期間:要冷蔵で20日間●加工地:日本※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

静岡銘茶詰合せ

豆やの台所
生ゆばお惣菜詰合せ

ビン長鮪づけセット

スギモト
ハム詰合せ

小麦・卵・エビ 小麦･卵･乳
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熟練の肥育技術によって育まれる松阪牛。肉を口に入れると脂が溶けて、旨味が
広がります。また、甘くてコクがある上品な香りが特徴です。

お肉とソテーオニオンの旨味、甘味が溶けこんだルーはまろやかで上品な味わい。
ほどよい辛さに仕上げた中辛カレーです。

お茶の生産地として気候・風土に恵まれている三重県。
葉肉が厚く、濃厚な味が特徴です。

伝統の味を引き継ぐ職人が、一本一本を丁寧に作る一品。
お茶漬け鰻は蒲焼にした後、さらにたれで煮詰めて旨味を凝縮しました。

●セット内容:ミックス(モモ・バラ)270g
●賞味期間:要冷凍で85日間●原産地:三重県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:290g×6
●加工地:日本
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:かりがね80ｇ・玉露80ｇ・煎茶80ｇ各1
●茶葉原産地:三重県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:子持ち鮎(昆布巻･赤煮各1)、お茶漬け鰻110g×1
●賞味期間:要冷蔵で14日間●加工地:日本(鰻/国内産)※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

松阪牛 すき焼用

キッチン飛騨
国産黒毛和牛ビーフカレー中辛

伊勢銘茶詰合せ

ひら井
子持ち鮎とお茶漬け鰻

小麦 小麦
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風味の良い小麦粉にこだわり、手延べ製法で作られた「手延三輪素麺 二年物」。
細いながらもモチモチとした歯ごたえ、コシの強さをお楽しみいただけます。

炙った鯖と鮭、2つの味わいを食べ比べてください。
一つ一つ柿の葉で包まれているので手軽に食べることができます。

素材そのものの旨味を引き出した、まろやかでソフトなスモークサーモン。
ノルウェー産のサーモントラウトを使用しています。

●セット内容：1.7kg（50g×34束）
●加工地：奈良県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：160g×4
●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：日本（米/国内産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：230ｇ（鯖・鮭各3個入）×4
●賞味期間：要冷凍で85日間●加工地：日本（米/国内産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：50ｇ×5
●賞味期間：要冷蔵で9日間●加工地：日本（サーモントラウト/ノルウェー産）
※冷蔵便にてお届け。

手延三輪素麺 二年物

近江牛ご飯

柿の葉ずし（炙）詰合せ

中村屋
スモークサーモン

※麺2段入です。

滋賀県産のブランド牛「近江牛」。その近江牛に白胡麻を加えた風味豊かな小
丼です。素材本来のおいしさを味わえるシンプルな味に仕上げています。

小麦

小麦

奈 

良

滋 

賀
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紀州産南高梅を4種類の味に仕上げ、和紙に包みました。
まるでお菓子のようなパッケージの一粒梅をお楽しみください。

「おばんざい」とは京都の一般家庭で作られてきた惣菜です。
電子レンジで温めるだけの簡単調理で京の家庭料理を手軽にお楽しみいただけます。

和歌山県で育てられたイノブタ「イブ美豚」。
やわらかく、クセの少ない味わい、とろけるような脂身の甘味をお楽しみください。

京都老舗の抹茶を使った2種類のカップアイスクリームです。
抹茶の風味と濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

●セット内容：400g（さらり＜塩分約3％＞・みつふる＜塩分約3％＞・ふじの＜塩分約3％＞・
こくの梅＜塩分約6％＞各5）
●加工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

●セット内容：切干大根100g・高野豆腐卵とじ100g・いか小芋100g・ごぼう金平100g・
鶏みぞれ煮100g・じゃこ甘長唐辛子100g・ひろうすと小松菜の煮物100g・豚肉と大根
の味噌煮100g各1●賞味期間：要冷凍で55日間●加工地：京都府※冷凍便にてお届け。

●セット内容:ロース200g、バラ200g、モモ200g
●賞味期間:要冷凍で55日間●原産地:和歌山県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:抹茶80ml･大納言あずき入り抹茶80ml各6
●加工地:日本
※冷凍便にてお届け。

一粒梅20個セット

京都あまのや
京のおばんざい

イブ美豚
イノブタ しゃぶしゃぶ用

京都 北川半兵衞
お抹茶アイスセット

小麦・卵 乳
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歌
山
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袋を開けて揚げるだけ。
豚ロース肉やエビなど、5種25串をお届けします。

伝統の養牛技術と熟練した農家が丹精込めて作り出した神戸ビーフをお楽しみ
ください。上品な甘味のある赤身が、脂身の風味・香りと溶け合います。

手間を惜しまず、昔ながらの釜炊き製法でじっくりと炊き上げた
佃煮・塩昆布の詰め合わせです。 

自然豊かな神戸六甲山麓で育てられた牛の生乳を使用し、
ミルクの風味豊かで濃厚なアイスクリームに仕上げました。

●セット内容:5種25串(豚ロース肉・牛肉・鶏ムネ肉・エビ・イカ各5)
●賞味期間:要冷凍で85日間●加工地:日本※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：ミックス（モモ・バラ）250ｇ
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：兵庫県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:椎茸昆布80g×3、しその実わかめ80g・ごま昆布80g・しめじ昆布80g各
2、松茸昆布80g×1
●賞味期間:常温で85日間●加工地:日本

●セット内容：バニラ90ml・ストロベリー90ml・チョコレート90ml各3、ロイヤルミル
クティー90ml・抹茶90ml各2●加工地：兵庫県
※冷凍便にてお届け。

串カツ詰合せ

神戸ビーフ すき焼用

廣川昆布
釜炊き佃煮・塩昆布詰合せ

神戸スイーツ 牧場アイスクリーム

小麦 小麦・乳・エビ

卵・乳
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清水白桃やニューピオーネなど岡山県産の豊潤な果実をすり潰し贅沢に仕上げ
ました。果物本来の味を大切に、彩り豊かで可愛いフルーツゼリーです。

鳥取県の境港で水揚げされた紅ズワイガニを使用した蟹ご飯です。
ほんのり生姜をきかせたご飯の上にたっぷりと紅ズワイガニをのせました。

岡山県産の白桃を使用したカレーです。
桃の上品な甘さが隠し味となり、カレーの辛さの中にコクと旨味が広がります。

調合したスパイスを使い、じっくりと仕上げた2種類のカレーをセットにしました。

●セット内容：清水白桃90g・ニューピオーネ90g・マスカット90g各4、中山金桃90g×3
●加工地：岡山県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：160g×4
●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：日本（米/国内産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：200g×8
●加工地：日本
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：白ネギと牛スジのスパイシーカレー220ｇ×3、大山産ハーブチキンと梨
のスパイシーカレー200ｇ×4●加工地：鳥取県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

岡山産フルーツゼリー

蟹ご飯

桃太郎カレー 中辛

カレー2種セット

小麦

カニ 小麦・乳
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出雲大社ゆかりの湖である神西湖（ジンザイコ）。小さな湖ですが、汽水湖（淡水
と海水が混ざった湖）なので、しじみの成育に適した環境です。

「くりーむパン」の八天堂こだわりのカスタードクリームを使った口どけの良いアイス
クリーム。3種類のフレーバーをお届けします。

ふぐのアラをじっくりと煮込み、旨味を抽出しています。
冬はもちろん、あっさりしているので暑くて食欲の落ちたときにも思わず箸がすすみます。

有機大豆、有機小麦を使用し、有機JAS認証を取得した天然醸造醤油です。

●セット内容:250g×5
●原産地:島根県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：カスタード78ml×4、ストロベリー78ml・抹茶78ml各3
●加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：スープの素325g（2人前）×8
●加工地：日本
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:500ml×4
●加工地:広島県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

大和しじみ

八天堂
くりーむアイス

和田珍味
ふぐぞうすいスープの素

寺岡家の醤油
有機濃口しょうゆ

小麦・卵・乳 小麦
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「長州黒かしわ」は鶏肉特有の臭みが少なく、ほんのりと甘い澄んだ脂、
地鶏ならではのコクと旨味があります。

身が締まっていて味の良い、徳島県産のはもを使用。
旨味を閉じ込めフライにしました。はも独特の食感、上品な甘味をご堪能ください。

短期間で旨味を濃縮させる一夜干しは、刺身や鍋で食べるふぐとはまた一味違っ
た美味しさが味わえます。プリっとした食感と旨味をお楽しみください。    

徳島県産ゆず果汁をベースに、国産純りんご酢、蜂蜜などを使用して作りました。
ゆずの香りが際立つ飲みやすい柚子酢です。

●セット内容：長州黒かしわミックス（モモ・ムネ）250g×2、長州黒かしわスモーク50g
×1、長州黒かしわ串（モモ・ムネ）40g×3本、チキンスープ付●賞味期間：要冷凍で25日
間●原産地・加工地：山口県※冷凍便にてお届け。

●セット内容：50g×6
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地・加工地：徳島県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：しろさばふぐ500g
●賞味期間：要冷凍で75日間●加工地：山口県（ふぐ/福岡県・長崎県産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：270ml×4
●加工地：日本（柚子果汁/徳島県産）

長州黒かしわ詰合せ

はもフライ

ふぐ一夜干し

のむ柚子酢（希釈タイプ）

小麦・卵
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愛媛県産の真鯛を使用した鯛めしの素です。
昆布エキスを隠し味に加え、風味豊かに仕上げました。

鰹を藁焼きでたたきにしました。添付のたれでお召し上がりいただけます。
かつお丼の具は解凍後、温かいご飯の上に乗せてどうぞ。

うどんといえば讃岐。つるっとしたのど越しの良さ、モチモチとした食感が魅力です。
お好みの調理方法で、本場の味をお楽しみください。

四万十川の自然豊かな流域で育った「四万十ポーク」は、高知県が誇るブランド
豚です。柔らかくコクがあり、適度な脂肪で食感が引きたちます。

●セット内容：2合用鯛めしの素（鯛切身〈カマ〉×1切、調味液付）×5
●加工地：香川県

●セット内容：鰹たたき2節（合計500g）、かつお丼の具70g×2、たたきのたれ・おろしに
んにく・おろししょうが付●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：高知県（鰹/北西太平
洋産）※冷凍便にてお届け。

●セット内容：2.8kg（100g×28束）
●加工地：香川県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:ロース100g×6枚
●賞味期間：要冷凍で25日間
●原産地：高知県※冷凍便にてお届け。

鯛めしの素2合用

鰹たたき・かつお丼セット

讃岐うどん

四万十ポーク ステーキ用

※麺2段入です。

小麦

小麦

小麦

香 

川

高 

知

申込番号

F73

申込番号

F75

申込番号

F74

申込番号

F76

40

41



愛媛県産のはもを丁寧に骨切りし、急速冷凍しました。
解凍して、しゃぶしゃぶでお召し上がりください。

博多の町に生まれ、人々にこよなく愛され続けた辛子明太子。
程よい辛さと癖のない味付け、福さ屋の辛子明太子をご賞味ください。

愛媛県宇和島でこだわり抜いて育てたブランド真鯛「鯛一郎クン」です。
半身が皮なしの状態ですので、刺身などで簡単にお楽しみいただけます。 

玄界灘で水揚げされた、天然の真鯛を開き加工し、
低温熟成乾燥で干し上げたこだわりの一夜干しです。

●セット内容：はも切り身250g、ポン酢・もみじおろし付
●賞味期間：要冷凍で45日間　
●加工地：愛媛県※冷凍便にてお届け。

●セット内容:360g
●賞味期間:要冷凍で85日間●加工地:福岡県(スケトウダラの卵/ロシア・アメリカ産)
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：260g
●賞味期間：要冷凍で30日間
●原産地：愛媛県※冷凍便にてお届け。

●セット内容：140g×4
●賞味期間：要冷凍で25日間
●原産地・加工地：日本※冷凍便にてお届け。

福さ屋
辛子明太子

鯛一郎クン
真鯛半身

活黒
はもしゃぶしゃぶ用

玄界灘 天然真鯛一夜干し
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日本茶の中では珍しい独特の丸みを帯びた茶葉の形状から玉緑茶とよばれ、
爽やかな香りで旨味が強くお茶本来の素朴な味わいが感じられます。 

豊かな自然環境で育った椎茸と2種類の昆布、かつお削りを詰め合わせました。
日本が誇る「和素材」をお楽しみください。

佐賀県特有の穏やかな気候と美味しい水、澄んだ空気の中で育てられた佐賀牛は、
甘味とコクのある豊かな風味と、きめ細やかな肉質が特徴です。

潮流の速い豊後水道近海で鍛えられた魚を冷風乾燥で仕上げ、
お酒やごはんによく合う干物にしました。3種それぞれの味をお楽しみください。

●セット内容:玉緑茶180g×2
●茶葉原産地:佐賀県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。 

●セット内容：香信椎茸45g・出し昆布35g・野菜昆布20g各1、かつお削り（3袋入）×2　
●加工地：日本（椎茸・昆布/国内産）
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地・加工地等が変更になる場合がございます｡

●セット内容：ミックス（モモ・バラ）300g
●賞味期間：要冷凍で25日間
●原産地：佐賀県※冷凍便にてお届け。

●セット内容：あじ丸干し30g・あじみりん25g各4、うるめ丸干し25cm串（10～15尾）×2
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地・加工地：大分県
※冷凍便にてお届け。

嬉野銘茶詰合せ

日本の美味詰合せ

佐賀牛 しゃぶしゃぶ用

豊後水道 干物詰合せ
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コシが強く、シコシコした食感となめらかな舌ざわりが特徴。
夏はキュッと冷やして、冬は温かく…季節を問わずお召し上がりいただけます。

宮崎牛の最大の特徴は、その肉質と霜降りの良さにあります。
バランスのとれた赤身の旨味と脂身のおいしさを、ぜひご賞味ください。

水揚げされた魚をすり身にして、カラッと香ばしく揚げた昔ながらの一品です。
噛みしめれば、魚の旨味が口いっぱいに広がります。

こだわりのタレで素材の味を生かしながら、香ばしく焼き上げた蒲焼きを使いました。
良質な国産うなぎをぜひご堪能ください。 

●セット内容：2.2kg（50g×44束）
●加工地：長崎県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：モモ320g
●賞味期間：要冷凍で55日間
●原産地：宮崎県※冷凍便にてお届け。

●セット内容：はも天（100g×2）×2、いか天（100g×2）・あご天（100g×2）・いわし天
（100g×2）各1●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：長崎県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：300g（6袋）
●賞味期間：要冷凍で25日間
●加工地：宮崎県（うなぎ/国内産）※冷凍便にてお届け。

島原手延そうめん

宮崎牛 焼肉用

長崎かんぼこ

鰻楽
うなぎめしの具

※麺2段入です。

卵 小麦
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「森のくまさん」には、「緑豊かな森の都の熊本で生産された米」という意味が込
められています。冷めてももっちり食感が持続します。

黒豚ならではの旨味が凝縮されたハムセット。職人達が、豚の飼育からハム・加
工品の製造まで一貫して行い高品質な製品づくりを目指しています。

干満差の激しい独自の地形に恵まれた有明海。
そんな熊本県有明海産の深い旨味が自慢の味海苔です。

濃厚な安納芋をはじめ、紫芋、緑茶、黒糖、パッションフルーツなど、
種子島産の素材を使用したアイスクリームです。

●セット内容：5㎏
●原産地：熊本県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容：炭火焼豚200g・生ハム50g・ソーセージ200g各1
●賞味期間：要冷蔵で11日間●加工地：鹿児島県※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：（8切30枚）×10　
●加工地：日本（乾海苔/国内産）
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地・加工地等が変更になる場合がございます。

●セット内容：安納芋プレミアムアイスクリーム90ml・安納芋アイスクリーム90ml・紫芋アイスクリーム90ml・緑茶アイスク
リーム90ml・黒糖アイスクリーム90ml・パッションフルーツアイスミルク90ml各2●加工地：鹿児島県※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

熊本県産森のくまさん

ナンチク
黒豚バラエティセット

ゆかり屋本舗
熊本有明海産 旬摘み味海苔

種子島アイスセット
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桑の実を使ったほんのり甘酸っぱいさわやかなソルベや、黒糖をキャラメル風味
に仕立てた黒糖キャラメルなど、4つの味をセットにしました。

石垣島の「美崎畜産」が育てた美崎牛の肉を使用。フワフワで溢れ出る肉汁が
ジューシーかつ肉本来の甘味が感じられるハンバーグです。

●セット内容：塩パイン130ml・桑の実ソルベ130ml各2、黒糖塩130ml・黒糖キャラメ
ル130ml各1●加工地：沖縄県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：100ｇ×10
●賞味期間：要冷凍で55日間●加工地：沖縄県
※冷凍便にてお届け。

アイスセット美崎牛ハンバーグセット

小麦・卵・乳小麦・卵・乳
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