
平日10:00～17:00（土日・祝日休み）

※音声ガイダンス後
「2」を選択してください。0800-888-8877

株式会社ユニヴァ・マルシェ　〒106-6035 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー35階

ユニマルシェお客様センター

ショッピングサイト  https://unimarche.jp

販売業者・運営会社：株式会社ユニヴァ・マルシェ/ 運営統括責任者：代表取締役 佐野 敦彦 / 会社所在地：〒106-6035東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー35階 / 電話番号：0800-888-8877/販売価格：140円～9,990円（税込）/送料：330円～
2,000円（税込）※【常温商品】【冷凍食品】は別梱包のため、それぞれに送料がかかります。/商品のお届け時期：ご注文完了日より5営業日以内に宅配便にて発送 /支払方法：クレジットカード払い・クロネコ代金後払い・代金引換払い※支払方法に応
じて別途手数料あり / 販売数量の制限等：商品ごとにショッピングサイトにて表示 / 瑕疵担保責任： 商品に隠れた瑕疵が発見された場合、お客様による商品ご確認後８日間は、商品の返品または代金の返金をいたします。この場合、送料や振込手
数料等は、当社が負担いたします。/返品・交換・キャンセル：品質不良・破損・汚損・数量不足があった場合、お届けより８日以内に当社まで連絡いただき、送料当社負担で返品または交換します。上記以外での返品・交換は受け付けておりません。

お取り寄せグルメの累計購入数に応じて
期間終了後にクーポンをプレゼント！

3品以上購入

300円
クーポン

5品以上購入

500円
クーポン

10品以上購入

1,000円
クーポン

◆お申込方法◆

※記載内容は予告なく変更する場合があります。また、販売予定数に達するなどの理由でお申込を期日前に終了することがございますのでご了承ください。
※表示価格には、化粧箱・のし紙・送料・消費税が含まれております。のし名入れは承っておりません。
※エージェント割引およびユニポイント付与対象外となります。
※お届け先様がご住所不明の場合、または長期ご不在の場合には、ご連絡の上、ご依頼主様へ転送させていただきます。
※決済後のご注文内容の変更・キャンセルは、受け付けておりません。
※不良品等以外の返品は受け付けておりません。その他の返品・返金に関しては会員規約に準じます。

以下いずれかの方法にてお申し込みください。

①ショッピングサイト  ②専用申込書を郵送   ③専用申込書をFAX

■商品のお届け：受注完了日より、5～10日前後でお届け
　　　　　　　　　　　 　　 ※配送日はご指定いただけません。
　　　　　　　　　　 　　　 ※商品によって発送時期が異なる場合がございます。

■お支払方法：❶クレジットカード払い
　　　　　　　  ❷クロネコ代金後払い
　　　　　　　　　　　　　 　　手数料：250円（税込）

カード情報をご登録の方のみ。

商品到着後、別途請求書が届きますので、14日以内に
お近くのコンビニ・郵便局でお支払いください。

おまとめ購入キャンペーン

ユニマルシェ

LINE

オトクな情報
配信中ユニマルシェ

TV ユニマルシェTV
旬な情報をオンラインでお届け

友だち登録で
300円クーポンプレゼント

お取り寄せグルメをご紹介します

参加するにはまず！LINEにご登録ください

お申し込み期間：2022年6月1日（水）～2022年8月8日（月）

送料込み
ギフト対応

北海道・沖縄
追加料金1,000円

北海道・沖縄
追加料金1,500円

北海道・沖縄・離島
を除く

沖縄・離島を除く

離島を除く

北海道・沖縄・離島にはお届けできない商品です。

沖縄・離島にはお届けできない商品です。

離島にはお届けできない商品です。

北海道・沖縄は追加料金1,000円にて
配送いたします。
離島にはお届けできない商品です。

北海道・沖縄は追加料金1,500円にて
配送いたします。
離島にはお届けできない商品です。 

送料追加・
お届け不可の
地域について

■クーポン利用および注意事項
※クーポンプレゼントは、2022年8月下旬を予定。（お一人様 1回限り）
※クーポン有効期間：1カ月間
・1クーポン1回限り。他クーポンとの併用はできません。
・クーポンご利用の際は、お会計の際に必ずご選択ください。ご注文後の割引適用はで
　きません。
・クーポンは、ご注文金額（税込・送料込・エージェント会員の方は8％割引後）から割引と
　なります。
・クーポンを使用した注文をキャンセルした場合、クーポンの再発行はできませんのでご
　了承ください。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。



0201 ※写真はイメージです。盛り付け例の写真には商品に含まれていないものも入っています。賞味期限は製造日からの日数になります。   ※表示価格は、2022年 6月現在のものです。

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

離島を除く

離島を除く

離島を除く

冷凍20025

かごしま森の黒豚ミルフィーユ
ステーキセット
6,000円（税込）
100g×6枚

●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

旨味がジュッとあふれ出す
黒豚ミルフィーユステーキ
放牧飼育されたかごしま森の黒豚の薄切り肉を手作業で
丁寧に何層にも巻き上げた、やらかく黒豚の旨味があふれ
出すステーキ。ステーキはもちろん、カツにしても絶品です。

鹿 児 島 県

北 海 道

本格素材で作った家庭
の味、豊西牛の粗挽き肉
100％のハンバーグです。
豊西牛をミンチにして旨
味をぎゅっと凝縮させ美
味しさが逃げないうちに
急冷。厚みをもたせ肉汁
を閉じ込めたので口の
中に旨味がじゅわっとあ
ふれ出します。冷凍のまま
焼いてもOK。ご家庭でも
簡単にふっくらと焼き上
げることができます。

◆カルビ串
豊西牛をイベントなどでも気軽に味わってもらおうと開発したのが「カル
ビ串」です。ジューシーなバラ肉をモモ肉で包み込んだ柔らかで味わい深
い新食感をお楽しみいただけます。

◆サイコロステーキ
豊西牛のサーロインステーキ、ヒレステーキ、厚切リブロースステーキなど
ででた端をお得なサイコロステーキにしました。成型肉ではありませんが
美味しい部位がたくさん入っていて、とても柔らかくて美味しいです。

◆黒にんにく味噌ホルモン
カット後に素早くタレを練り合わせて、急速冷凍にかけていますので新鮮な
ままの状態でお届けします。2年寝かせた黒豆味噌に天然の黒にんにくを
贅沢に練り合わせた味噌だれがたまらない超ガッツリ系ホルモンです。

豊西牛は赤身が多くあっさりしているので、いくらでも食べることが
できます。牛肉が苦手、脂身が苦手な方は、ぜひ一度ご賞味ください。
※鮮度が落ちないようにカット後速やかに急速冷凍をかけております。

送料込み20096

豊西牛BBQギフトC（ソース無） 
6,500円（税込）
カルビ串（50g×3本）×2パック
サイコロステーキ用　200ｇ×1個    
黒にんにく味噌ホルモン　200g×1パック
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍

送料込み20054

豊西牛ハンバーグギフト 6枚入り
4,600円（税込）
豊西牛100％ビーフハンバーグ　120g×6枚
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍

送料込み20056

豊西牛サーロインステーキギフト
3枚入り
8,200円（税込）
サーロインステーキ用　160g×3枚
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍

ユニマルシェでも大人気の
赤身肉「豊西牛」
北海道帯広市を代表するブランド赤身牛「豊西牛」は、脂が少なく
ヘルシー、それでいて旨味に満ちた味わいが特徴です。豊西牛はホ
ルスタイン種の雄で、ほとんどが地元十勝で生まれた子牛。牧場で
愛情を込めて育てています。飼料は自社農場で育てたデントコーン
や麦わらを使用し、飼育段階に合わせた7段階の独自の配合飼料で
つくるオリジナルブレンドです。その他、米粉や十勝の農産物の発
酵飼料も使用しています。

沖縄・離島を除く

送料込み20060

豊西牛 焼肉ギフトセット
5,350円（税込）
豊西牛100％ハンバーグ　120ｇ×2個
サイコロステーキ用　200ｇ×1個
切り落としスライス　300ｇ×1個
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍

佐 賀 県 つなぎや保存料などの
添加物を使用しない
田嶋ハム
田嶋ハム工房が時代とともに変わらずに大切にしている
こと、それは素材の質です。職人が一品一品手に取って確
かめ、丹精込めてこつこつとハム作りに励んでいます。材
料は、養豚農家から仕入れた新鮮豚肉と、食塩、砂糖、香辛
料のみ。保存料や合成着色料は一切使用しておりません。
噛みしめると広がる肉本来のふくよかな旨味をじっくりお
楽しみください。

※セットによって内容が異なりますのでご注意ください。

20006

無添加ハム・ソーセージギフトセット35B
5,130円（税込）
燻製スペアリブ200g×1本／無添加ロースハムスライ
ス70g×1個／無添加ベーコンステーキ63g×2個／
フランクフルト3本入160g×1個／無添加プレーン
ウインナー5本入1１0g×1個
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み
20004

無添加ハム・ソーセージギフトセット50C
6,750円（税込）
無添加ロースハムブロック300g×1個／無添加ベー
コンステーキ63g×2個／フランクフルト3本入160g
×1個／無添加プレーンウインナー5本入1１0g×1個
／無添加黒胡椒ウインナー5本入1１0g×1個／ボロ
ニアソーセージ160g×1本
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み

キャンプにBBQ＆おうち焼き肉！
思いっきり夏を味わおう～！

アウトドアやおうちBBQに！人気の豊西牛の「カルビ串」と「サイ
コロステーキ」「ホルモン」のセットです。



0403 ※写真はイメージです。盛り付け例の写真には商品に含まれていないものも入っています。賞味期限は製造日からの日数になります。   ※表示価格は、2022年 6月現在のものです。

神 奈 川 県 横浜「きじま」の
体にやさしい
美味しいスープ
創業40年、地元横浜で愛される日
本料理店「きじま」が作る体にやさ
しく美味しいスープです。自然の営
みの中で大切に育まれた価値ある
食材を一つひとつ吟味し、心を込
めて作られています。化学調味料・
各種エキス類・保存料・合成着色料
・合成香料などは不使用。日本料理
のプロが作る本物の味をご自宅で
お楽しみください。

ご当地カレーをお取り寄せ！
金沢カレー
お肉を使わず、ひよこ豆とたっぷりの自然素材で作った
体がよろこぶカレーです。素材にとことんこだわった自
慢のカレーには、健康・美容を意識した女性のために
コラーゲンペプチドも入っています。ぜひご賞味ください。

送料込み20104

きじまのスープギフト（4食入）
4,980円（税込）
放牧豚のポトフ 白だし仕立て／和風トムヤム
クン 魚醤仕立て／神山鶏の親子スープ 中華風
／自然栽培じゃがいもと放牧牛乳のポタージュ
各1個　
化粧箱サイズ:
縦24.5×
横30×
高さ12cm
●賞味期限：
（冷凍）180日

冷凍

20041

オホーツク産帆立貝柱
4,650円（税込）
オホーツク産帆立貝柱　250g×2袋
（サイズ：S、2S、3Sの混合／1袋16～19個入り）
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 送料込み

プリプリ！旨味たっぷりのホタテ
自然豊かなオホーツク海の恵みの中で育ったホタテ貝を急速冷
凍し、たっぷりの旨味を閉じ込めた逸品。食感も良く、濃厚な甘
味がギュッと詰まっています。お刺身でも、バター焼でもお楽し
みいただけます。

送料込み31023

のぼりべつ酪農 チーズセット5　4,980円（税込）
プリモ・プロヴォローネ（セミハード） 130g／
ニュービアンカ（白カビ） 120g／ピエール・カレ（ウォシュ）100g／
ヌプリベッ（ハード）50g／ポンティナ（ハード）50g　各1個
●賞味期限：（冷蔵）21日

冷蔵

北 海 道

北 海 道

北海道・沖縄・離島
を除く

北海道・沖縄・離島
を除く

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

ニシキヤキッチンから
「手軽に美味しい」をお届け
テレビ東京「カンブリア宮殿」で紹介されたニシキヤキッ
チンの人気カレーとスープの詰め合わせです。
【化学調味料・着色料・香料 不使用】

宮 城 県

20099

浜田港3種干物セット　
4,500円（税込）
アジ開き（70g～100g） 3尾
のどぐろ開き（50g～70g） 3尾
剣先イカ開き（70g～100g）1尾
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

浜田港の人気の3種干物
島根県浜田港で水揚げされた高級魚のどぐろに、干物の定番
アジ、人気の高い剣先イカの3種干物セット。干物は国産の天
然塩のみを加えた「化学調味料無添加」。お年寄りやお子様の居
るご家庭、大切な方へのご贈答用にも安心です。

びっくりするほどの美味しさ
誰もがびっくりするクリーミーさと、ほのかな甘味が特徴の「のぼりべつ牛乳」。
その美味しさの秘密は登別独自の風土にあります。グラスフェッドミルクを使
い表現する、独創的なナチュラルチーズ。本場フランスに学び、フランスのチ
ーズ作りを経験した職人技のナチュラルチーズです。チーズの深い世界を
体験したい人にもおすすめです。

離島を除く

島 根 県

30079

王冠の雫シリーズ3本セット　5,900円（税込）
翡翠100mL／瑪瑙100mL／琥珀100mL　各1本　●賞味期限：（常温）1年

常温 送料込み

テレビで紹介された人気の翡翠入りセット
テレビ朝日「家事ヤロウ！！！」で紹介された人気の翡翠が入った万能調味オイル「王冠の雫」3本
セット。長寿世界一といわれる鹿児島県徳之島の最高品質の食材や、新鮮なマグロを1カ月間
低温熟成させた旨味成分にイタリア産良質オリーブオイルなどを加えオリジナル製法で手作
りした万能調味オイルです。“調味オイル”として食材に混ぜたり、“仕上げオイル”として直接
かけてもお召し上がりいただけます。

鹿 児 島 県

石 川 県

◆翡翠（ひすい）：魚臭さを抑えキノコの香りを引き立て味覚上の
油っぽさを軽減しながらワンランク味を上げる調味オイル。特に魚
介類、キノコ、チーズ、アヒージョ、牛肉によく合います。

◆瑪瑙（めのう）：食材の旨味を引き出しながら上品で美味しい
辛さをプラス。ソーセージ、ハム、ピザ、パスタ、鶏肉、中華料理に。

◆琥珀（こはく）：食材を選ばず
素材本来の旨味を引き出します。
特に野菜、卵、トマト、パン、豚肉
によく合います。

1レモンクリームチキンカレー
●ジャパンフードセレクション2021グランプリ
ニシキヤキッチン一番人気商品。シチリアレモンの爽やかな
風味と生クリームのまろやかさが特長のチキンカレーです。
2ガーリックシュリンプカレー
●ジャパンフードセレクション2021金賞
ハワイの料理「ガーリックシュリンプ」をイメージしたカレー。
3豚の角煮カレー
ゴロッと入った国産豚バラ肉を旨味たっぷりの醤油ベースの
甘辛カレーで柔らかく煮込みました。
4バターチキン
トマトクリームのマイルドチキンカレー。インド料理が初めて
の方にもおすすめ。濃厚でありながらトマトの程よい酸味が
効いた、味わい深いカレーです。
5コーンポタージュ
とろ～り、とろけるコーンの甘味と旨味。口いっぱいに広がる
濃厚なコーンの美味しさを贅沢に味わうポタージュをどうぞ。
6ミネストローネ
世界のスープを味わおう!イタリアの家庭料理ミネストローネ
をお手本にした具だくさんスープです。
7かぼちゃチャウダー
かぼちゃの豊かな甘味が味わえる、お豆のほっくり食感と濃厚
な味わいが楽しめる食べるスープです。
8豚バラ大根の生姜スープ
豚肉にごま油と生姜が効いたごはんによく合うおかずスープ。
風味豊かなスープが食欲をそそります。

TVで紹介

30080

＜NK＞定番カレーとスープセット22春（8食入）
4,050円（税込）
レモンクリームチキンカレー180ｇ／ガーリックシュリンプカレー
180ｇ／豚の角煮カレー180ｇ／バターチキン180ｇ／コーン
ポタージュ160ｇ／ミネストローネ180ｇ／かぼちゃチャウダー
180ｇ／豚バラ大根の生姜スープ180ｇ　各1個　化粧箱サイズ:
縦16×横23.8×高さ12cm　●賞味期限：（常温）120日

常温 送料込み 無地のみ対応

30091

金澤べっぴん
カレーギフト（4個入）
4,000円（税込）
コラーゲンカレー
200g×４個
●賞味期限：（常温）1年

常温 送料込み

TVで紹介

60セット
限定

1 2

43 5

76 8



0605 ※写真はイメージです。盛り付け例の写真には商品に含まれていないものも入っています。賞味期限は製造日からの日数になります。   ※表示価格は、2022年 6月現在のものです。

送料込み30067

100%ピュアジュース 180mL×8本セット
3,780円（税込）
180mL×8本　カラマンダリン／きよみ／不知火／はっさく
各2本　化粧箱サイズ:縦34×横29×高さ6.8cm
●賞味期限：（常温）1年

常温

混じりっけなしのピュアな美味しさ
素材の「みかん」そのままの甘さと美味しさを楽しんで欲しい。その
思いから、皮や袋の苦味・アクが入らない搾り器を開発。日本一の
和歌山県産果実を半分に切り、上からお碗でやさしく押して搾り、
すぐ冷却するので栄養価も損ないません。無添加で砂糖不使用の
4種類の果実の違いが楽しめる100%
ストレートみかんジュースです。

和 歌 山 県

北海道・沖縄・離島
を除く

静 岡 県

送料込み30057

天野柿フルーツビネガー3本セット
3,850円（税込）
120mL×3本　伊豆の国の天野柿で酢／
紅ほっぺで酢／寿太郎みかんで酢　各1本
●賞味期限：（常温）1.5年

常温

料理やドリンクにも美味しいお酢
伊豆の国の100年ブランド天野柿、紅ほっぺ、寿太郎みかんを使っ
た完全無添加の調味酢3種類セット。酢の物やサラダ、マリネ、酢飯
などのお料理にそのままお使いいただけます。 水や炭酸水で4倍
希釈すれば美味しいフルーティードリンクに。牛乳で希釈してヨー
グルトドリンクでも。お好みでお
召し上がりください。

送料込み30055

凍らせて食べるなめらか寒天ソルベ 8個
3,800円（税込）
85g×8個　みかん 4個　ゆず／あまなつ　各2個
●賞味期限：（常温）120日

常温

山 梨 県

当地比
農薬9割減

除草剤
不使用

化学肥料
不使用

常温30025

古屋さんの桃（白桃） 2kg
6,000円（税込）　2kg箱（5～6玉）

送料込み

常温30026

古屋さんの桃（白桃） 3kg
7,500円（税込）　3kg箱（9～12玉）

送料込み

こちらの商品は6月18日（土）以降の発送になります

離島を除く

離島を除く

和 歌 山 県

送料込み30059

フルーツ寒天ジュレ８個　3,800円（税込）
みかん／きよみ／はっさく／あまなつ  各90g×2個　●賞味期限：（常温）120日

常温

和 歌 山 県

北海道・沖縄・離島
を除く

北海道・沖縄・離島
を除く

数量
限定

ユニマルシェ厳選！
とびっきりの味を堪能しよう～！

北 海 道 とろけるような味わい
有機メロン・ルピアレッド
北海道の有機栽培歴19年の早川仁史さんが、EM自然農法
で丹精込めて育てた有機JAS認証メロンです。ルピアレッド
　　　　　　　　は果肉が鮮やかなオレンジ色で、とろけ
　　　　　　　　るような香りと味わい爽やかな甘味があ
　　　　　　　　ります。美味しく召し上がるには、冷蔵庫
                                 には入れずに「食べ頃」サインを待ってく
                                ださい。到着して2～3日後が食べ頃です。

20個
限定

こちらの商品は申し込み：7月25日（月）まで、発送：7月初旬からになります

安心安全な古屋さんの桃
当地比農薬9割減・化学肥料不使用で桃作りに取り組まれている
農家さん。桃は病虫害の多い果樹で、一般的には栽培期間中に28
回も農薬散布を行いますが、古屋さんの桃園では1回～3回までと、
使用回数をギリギリまで少なく抑えています。とれたてを皮ごとカ
ブリついて欲しいと、安心して食べられる桃作りに取り組んでいま
す。桃は花の数だけ実をつけますが1本の木が作り出せる栄養分
は限られているため収穫量を優先すると美味しい桃はできません。
実の形や大きさ、実をつける場所を厳選し実の数を減らして1本の
木に実らせる数を限定した長年の経験から生まれた特別な桃です。

食べたい時凍らせて食べるソルベ
なめらかな口当たりにこだわり、1年半かけてようやく完成しました。
シャリシャリなのになめらかな口当たりなのは、食物繊維をたくさん
含んだ寒天を使っているから。和歌山産柑橘の美味しさがしっかり
伝わるように果汁もたっぷり使い、ミネラル豊富な粗糖で味を整え、
柑橘の風味豊かな体にやさしいソルベ
ができました。

ぷるっぷるっの
食感がたまらない寒天ジュレ
伊藤農園の寒天ジュレは「手しぼり100％ピュアジュース」をベース
にゼラチンやペクチンなどを一切使用せずに作った安心・安全なゼ
リーです。ぷるっぷるっの食感がたまらなく、果肉だけの100％ストレ
ートジュースを原料としているため、とってもクリアな味！柑橘の特徴
をそのまんまゼリーにした自信作です。
●モンドセレクション2021金賞

常温30082

北海道産有機メロン
ルピアレッド約1.6kg×1玉
6,500円（税込）
有機メロン約1.6ｋｇ×１玉　※ルピアレッド　（赤肉）

送料込み



0807 ※写真はイメージです。盛り付け例の写真には商品に含まれていないものも入っています。賞味期限は製造日からの日数になります。   ※表示価格は、2022年 6月現在のものです。

送料込み30088

カリブの風（ギフト用）　5,000円（税込）

常温

美味しくて体にも良い
ご褒美チョコレート
こだわりの原材料で作るBean to Bar chocolate4種類セットです。
自分へのご褒美や贈り物にも喜ばれる本格チョコレートセットをぜ
ひお試しください。

東 京 都

送料込み30087

カリブの風（ご自宅用）　4,500円（税込）

常温 ポスト投函でお届け/のし対応不可

カカオ＆オーツ100ｇ／サン・シース４０ｇ／シャラセカカオ40ｇ／シタデル50ｇ　各1個
化粧箱サイズ:縦22×横22×高さ2.5cm　●賞味期限：（常温）180日

人気焼菓子が詰まった
キュートなエシカルクッキー缶
有機小麦100％、鹿児島県産の粗糖、遺伝子組み換えでない餌で育っ
た鶏のこだわり卵を使い、一つ一つ心を込めて焼き上げています。保
存料・香料・着色料・酸化防止剤不使用のこだわりの素材で焼き上げ
たクッキーをご堪能ください。

大 阪 府

送料込み30092

エシカルスイーツクッキー缶　4,450円（税込）
しあわせの種（プレーン）／しあわせの種（苺）／チーズサブレ（ゴマ＆シード）　各4　チーズ
サブレ（オーガニックチョコレート）／ベリーメレンゲ　各6　チーズフロランタン／小枝ビ
スコッティ　各3　化粧箱サイズ:縦16.8×横12.3×高さ5.2cm　●賞味期限：（常温）45日

常温

◆しあわせの種：焼き菓子人気NO.1！国産有機小麦粉を使って焼き上げた
口の中でほろっと崩れて、美味しい幸せが広がります。

◆チーズフロランタン：香ばしいアーモンドヌガーたっぷりのフロランタン。
サクサクのチーズ香るクッキー生地にリーフのようにキャラメルの羽をまとい
重なり合うざっくり食感です。

◆国産有機小麦粉のサブレ（オーガニックチョコのミニサブレ/ゴマナッツサブレ）：
卵は使わず国産有機小麦粉で焼き上げた、サクサク食感の風味豊かなサブレ。

◆ベリーメレンゲ：サクシュワ美味しい甘酸っぱいベリーのメレンゲです。

◆ブルーベリー×ゴルゴンゾーラ：世界三大ブルーチーズのゴルゴン
ゾーラの独特な風味とほのかな甘味を感じるチーズテリーヌに、相性の良
い和歌山県産のブルーベリーを贅沢にグラサージュにし合わせました。

◆苺×ブリーチーズ：クセがなくとろけるような食感と濃厚さが特徴の
チーズの王様と称される白カビのブリーチーズを使用しました。ブリーチー
ズとの相性の良い国産苺をグラサージュにし合わせた、フレッシュの苺なら
ではの芳醇な香りと濃厚なブリーチーズケーキが最高の組み合わせです。

◆オレンジ×クリームチーズ：皮ごとすり潰した和歌山みかんをピール
の苦味と酸味を絶妙なバランスでグラサージュに。オレンジの風味と美味し
さを最大限引き出すため使ったのは国産クリームチーズ。まろやかなチー
ズテリーヌとオレンジ、アクセントにいれたオーガニックチョコレートをお
楽しみいただけます。

◆カカオ＆オーツ：グルテンフリーの腸にやさしいグラノーラ。ハイチ産カ
カオ特有のフルーティーでキレのある香り、甘い風味を贅沢に味わえます。

◆サン・スーシ：大粒の甘くて美味しい落花生をハイチ産カカオを使ったダ
ークチョコレートでコーティングし粉糖をかけました。「サン・スーシ」とはハイ
チの観光名所の「サン・スーシ城跡」から名付けました。現在は白い建物跡と
なって往時の美しさを忍ぶことができます。

◆シャラセカカオ：カリっと風味よくロースト
したカカオ豆に砂糖がけしました。ハイチ産カ
カオ豆のウィスキーのような味わいが閉じ込
められ贅沢な大人のおつまみにぴったりです。

◆シタデル：きび砂糖から作る蒸留酒の香り
がカカオを引き立てます。ねっとりした食感の
苦味あるカカオ豆と甘酸っぱいレーズン、い
ちじくは噛むとジュワーと果肉とバルバンクー
ルが口の中に広がり極上の味わいです。

夏におすすめの
瀬戸内レモンピールが新登場！
厳選のこだわり素材を何層にも重ねることで贅沢で味わい深いハー
モニーと食感を楽しむことができるレイヤーチーズケーキ。レイヤー
は「層」という意味で“こだわりの素材を何層にも重ねて食べていく
たびに幸せを感じてもらいたい”そんな想いが込められた商品です。
素材にとことんこだわった人気のチーズケーキ専門店Seedのチーズ
ケーキは国産の希少なクリームチーズ、NON-GMOの餌を使用した卵、
ミネラルやカルシウムが豊富な粗糖、有機米の米粉を使用しています。

大 阪 府

送料込み20069

レイヤーチーズケーキ6個入
4,600円（税込）
オーガニックコーヒー
農園さんの粒つぶ苺
瀬戸内レモンピール　各2個
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍

◆瀬戸内レモンピール
「瀬戸内レモンピール」を
生地に練り込みレモンで酸
味を加え、さわやかな後味
スッキリのレモン味に。夏に
ぴったりのフレーバーです。

◆オーガニックコーヒー
香り高いオーガニックコーヒーと、クリーム
チーズとの相性が抜群のまろやかな味わい。
◆農園さんの粒つぶ苺
農園さんから直接仕入れる苺を贅沢に使用
粒つぶ食感と芳醇な香りをお楽しみください。

チーズソムリエ監修の
3種類のテリーヌチーズケーキ
南大阪で人気のチーズケーキ専門店Seedの新商品！それぞれのチー
ズと相性の良いフルーツを組み合わせました。フルーツは全て規格外
の国産のエシカルフルーツを使用しています。フルーツのもつ風味と
色を最大限いかすためにグラサージュ仕立てにしチーズケーキとの
二層に仕上げました。チーズケーキ専門店ならではのチーズとフル
ーツのマリアージュをお楽しみください。

大 阪 府

送料込み 20101

テリーヌチーズケーキギフト
～Ethical fruit～　5,500円（税込）
ブルーベリー×ゴルゴンゾーラ／苺×ブリーチーズ／
オレンジ×クリームチーズ　各１本
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍

送料込み冷蔵31007

しあわせ牧場のプリン 食べ比べセット
（牛乳・ ヤギミルク）　4,700円（税込）
100g×6個　牛乳プリン／ヤギミルクプリン　各3個
●賞味期限：（冷蔵）10日

人気
商品

しあわせ牧場 岩 手 県

ヤギミルクの濃厚で滑らかな舌触りと、たっぷり入れた地鶏卵
黄でコク深い味わいに。栄養価が高いヤギミルクは、脂肪球が
小さく乳糖が少ないため、お腹にやさしく吸収されやすいといわ
れています。牛乳とヤギミルクプリンの食べ比べセットです。

岩手県宮古市にあるしあわせ牧場では、自然の森に川が流れ、牛もヤギもヒツジも畜
舎のない暮らしをしています。人は自然に生きる彼らの暮らしを尊重し、見守り、彼らか
ら「しあわせ」を分けてもらいます。それがしあわせ牧場の「グラスフェッドミルク」です。

送料込み30089

熊野サイダー3種12本セット　4,450円（税込）
200mL×12本　しそ／うめみかん／じゃばら　各4本
●賞味期限：（常温）1年

常温

神々の国から癒し時間の贈りもの
「熊野サイダー」
「熊野」は紀伊半島の南東部、ユネスコの世界遺産にも指定されてい
る地域の古くからの呼び名です。神々の国として古から多くの人々の
信仰を集めてきたこの地で取れる作物に「青梅」「赤しそ」「じゃばら」
があります。青梅には疲労回復に役立つクエン酸が多く含まれてい
ます。赤しそは漢方薬の原材料にも使われる和製ハーブで、ロズマリ
ン酸をはじめβカロテンやカルシウムなどを多く含んでいます。また、
じゃばらには抗アレルギー作用が期待されるナリルチンというフラボ
ノイド成分が非常に多く含まれています。体に良い作物として珍重さ

和 歌 山 県

北海道・沖縄
追加料金1,000円

北海道・沖縄・離島
を除く

北海道・沖縄・離島
を除く

沖縄・離島を除く

北海道・沖縄・離島
を除く

新登場

れているこれら３種類の作物を主原料に、合成着色料
・香料を使用せず作ったオシャレでヘルシーなサイ
ダーがこの「熊野サイダー」です。自然の味わいとすっ
きりとした飲み心地。神々の国熊野に思いを馳せて、
しばし癒し時間をお楽しみください。

※蜂蜜を使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。

牛乳＆ヤギミルクプリン食べ比べ



1009 ※写真はイメージです。盛り付け例の写真には商品に含まれていないものも入っています。賞味期限は製造日からの日数になります。   ※表示価格は、2022年 6月現在のものです。

送料込み20100

SHIMANTO ROLLセット （地栗巻き・紅茶巻き）
4,320円（税込）
しまんとロール地栗巻き　１本（縦15×横5.5×高さ4.5cm）
しまんとロール紅茶巻き　1本（縦15×横5.5×高さ4.5cm）
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍

高 知 県

送料込み30064

栗と芋の焼きモンブラン12個セット　
4,500円（税込）
焼きモンブラン／焼きいもモンブラン　各6個　
●賞味期限：（常温）60日

常温

四万十自慢のスイーツを
美味しく食べ比べ
一般的な栗よりも一回りも大きいしまんと地栗は、蒸すとメロンより
も高い糖度になるほど、とっても甘いのが特徴。しまんと地栗本来
の味を生かしたこだわり手づくりスイーツをぜひお楽しみください。

“常温”で保存＆食べられるモンブラン「焼きモンブラン」。サクサクのサブレ生地と、しっ
とりした栗や芋のクリーム、そしてアクセントに天日塩を加えた常温で食べられるモンブ
ラン2種類がセットになりました。宮崎県産すき栗(須木)を使用した「焼きモンブラン」と
四万十川流域界隈で栽培された人参芋(ひがしやま。)を使用の「焼きいもモンブラン」、
宮崎県と高知県四万十がモンブランで繋がりました。モンブランクリームは一つ一つ
”手しぼり”。土台はバターたっぷり、サクサクのサブレ
生地。その上に栗と芋のモンブランクリームを一つ一つ
手しぼりでのせています。ぜひ食べ比べてみてください。

◆しまんとロール地栗巻
マロンバタークリームと生クリームの相性バツグン！しまんと栗の甘露煮と
マロンバタークリーム。そして、上質な生クリームを使用したオリジナルロー
ルケーキです。栗のペーストだけでなく、栗の甘露煮もたっぷり入っている
ので、栗の風味だけでなく、食べごたえもプラス。 それらを一つ一つ丁寧に
手作業で巻き、金型に入れて四角い形にしていきます。その後、カットし
冷凍しています。口いっぱいに広がる栗の風味をお楽しみください。

◆しまんとロール紅茶巻
生地とクリームにたっぷり入れた紅茶葉は、ミルクと混ざり合い、まろやかでやさしい風味
を醸しだしています。

送料込み300７８

黒豆ケーキ5個×黒豆どら焼き3個セット　2,700円（税込）
黒豆ケーキ5個／黒豆どら焼き3個　●賞味期限：（常温）20日

常温

廣八堂 くず餅・わらび餅詰合せ
本くず、本わらびを使用した自然の甘味が奏でるやさしい味わい
です。ゲル化剤ではなく、さつまいもでん粉を使用しているので、
もっちりとやわらかな食感です。京きなこと黒蜜をたっぷりかけて
お召し上がりください。

福 岡 県

常温30040

廣八堂　くず餅・わらび餅詰合せ
3,９８0円（税込）
くず餅（黒蜜・きな粉付）　70g×6個
わらび餅（黒蜜・きな粉付）　73g×6個
●賞味期限：（常温）90日

送料込み

こちらの商品は6月13日（月）以降の発送になります

和洋菓子店『松右衛門』の
4層仕立て和風ムース
あずきや抹茶を使用した和洋菓子を東京都文京区で販売。厳選
素材でつくる松右衛門のお菓子は、昔ながらの美味しさ。余計なも
のが入っていないぶん、素材の味をダイレクトに感じることができ
ます。甘味料、合成着色料、香料、保存料などの添加物は一切使用
していません。

東 京 都

冷凍20082

黒蜜とコーヒー＆抹茶と小豆の
ムースセット　4,750円（税込）
黒蜜とコーヒーのムース　75g×3個
抹茶とあずきのムース　85g×3個
●賞味期限：（冷凍）30日

送料込み

送料込み31024

黒豆ゼリー　3,500円（税込）
85g×12個
化粧箱サイズ:縦32.7×横24×高4.2cm　●賞味期限：（冷蔵）60日

冷蔵

伝統の味、岩手の黒豆を使った和菓子
昭和31年創業の竹屋製菓は、国産（特に岩手県産）の原
材料を利用し、より安全で、より美味しい食品の開発・製
造を行っています。厳しい自然条件のもと、この地方で
は昔から大豆が人々の生活を支えてきました。原料とな
る大豆は美しいリアス式海岸・北上山地に囲まれた大自
　　　　　　　　 然で収穫され、黒豆には豊かな香り
　　　　　　　　 と素朴な味が特徴の伝統ある岩手
　　　　　　　　 の黒豆のみを厳選使用しています。

「黒豆ケーキ」は、黒豆の風味としっとりとした生地のパウンドケーキです。「黒豆どら焼き」は、
なめらかなこしあんに柔らかく炊いた黒豆をたっぷり挟みました。どちらも黒豆の深い味わいを

岩 手 県

京 都 府 1950年創業の京都『玉屋珈琲店』
オーガニック珈琲とアイスティー
玉屋珈琲店ではオーガニック生豆の仕入れから焙煎、ブレンドまで
自社で一貫して管理、毎朝コーヒー豆の品質チェックを行った後、機
械に頼らず手動で焙煎。銘柄や収穫時期によって香りや味などが微
妙に異なる豆も、その特徴に応じて熟練の技で火力や時間を調整
し見事に炒り上げていきます。豆本来の旨味を引き出した豊かな風
味はコーヒーが苦手な方にも好評です。

常温30090

有機アイス珈琲・有機アイスティーセット
3,950円（税込）
有機アイス珈琲（無糖）2本／有機アールグレイティー
（無糖）1本／ゆうきの紅茶（無糖）1本
化粧箱サイズ：:縦29×横32.5×高さ8cm
●賞味期限：（常温）有機アイス珈琲・ゆうきの紅茶270日／有機アールグレイティー300日

送料込み

岩手県産黒豆の煮汁を使用して作った蜂蜜入りの寒天
ゼリーです。食べごたえのある煮豆と、蜂蜜のやさしい
甘味をお楽しみください。そのままでも冷蔵庫で冷や
しても美味しくお召し上がりいただけます。

北海道・沖縄
追加料金1,000円

北海道・沖縄
追加料金1,000円

北海道・沖縄
追加料金1,000円

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

離島を除く

※蜂蜜を使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。

※黒豆どら焼きのみ蜂蜜を使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。

※蜂蜜を使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。

お楽しみいただける一品です。日本茶やコーヒー、紅茶
などにも相性ぴったり。作りたての美味しさをパックして
おりますのでなるべくお早めにお召し上がりください。

半解凍でシャリシャリ食感
解凍してお召し上がりください。全解凍ならふわっとやわらかくスポンジとクリームの食感を、半解凍ならシャリッと
冷たくアイスのような食感をお楽しみいただけます。



1211 ※写真はイメージです。盛り付け例の写真には商品に含まれていないものも入っています。賞味期限は製造日からの日数になります。   ※表示価格は、2022年 6月現在のものです。

北海道・沖縄
追加料金1,500円

北海道・沖縄
追加料金1,500円

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

離島を除く

牛乳・卵・小麦粉不使用

プラントベース
ヴィーガン・ベジタリアン対応

食品添加物不使用

自社工場で手作り

送料込み20044

SOY GeLA
オーガニックアイス6個セット
3,450円（税込）
スウィートチョコレート／ストロベリー／
ほうじ茶ラテ／鹿児島 有機安納芋／
有機甘栗／北海道 有機くりりん
100mL×各1個

冷凍
送料込み20045

SOY GeLA
オーガニックアイス12個セット
5,400円（税込）
スウィートチョコレート／ストロベリー／
ほうじ茶ラテ　100mL×各2個
ココバニラ／リッチバナナ／抹茶ラテ／
鹿児島 有機安納芋／有機甘栗／
北海道 有機くりりん　100mL×各1個

冷凍

静 岡 県 罪悪感なしの人気アイス
Soy GeLA オーガニック
牛乳・卵など動物性の原料を使わず、植物由来の原料で作
ったオーガニックベジアイス。豆乳やココナッツミルク、
各種フレーバーに有機素材をふんだんに使用しました。独
自の製法で、氷菓でありながらもアイスクリームのような
舌触り。濃厚な食感をぜひ味わってみてください。    

送料込み20102

アイスクリームVANAGA
８個入（スーパープレミアム）
4,550円（税込）　
バニラ／いちご／抹茶あずき
120mL×各2個
ブルーベリー／ビターチョコ
120mL×各1個

冷凍

島 根 県 徹底的に自然にこだわった
ナチュラルなアイスクリーム
VANAGA
島根県奥出雲地域の山あいを流れる斐伊川流域の豊かな
土壌にある、木次(きすき)乳業がつくる牛乳、卵、自然に徹底
的にこだわった100%ナチュラルなプレミアムアイスクリーム
「VANAGA（バナガ）」です。豊かな自然が広がる奥出雲地域
の新鮮な牛乳を、できあがるアイスクリームの約4倍の量を
使用して作っています。卵も地元産で平地飼いの有精卵黄
を使用。乳化剤、安定剤、着色料を一切使用せず、牛乳本来
の美味しさをいかしています。バニラ、いちご、抹茶あずき、
ブルーベリー、ビターチョコの5種のフレーバーを存分にお
楽しみください。

●すべて有機JAS認証取得
●ギルトフリー （罪悪感なし）
　女性の味方、大豆イソフラボン
●アレルギーの方対応 ※少量ずつお試しください。 

人気
商品

島 根 県 島根県沖で水揚げされた
あなご＆3種のひもの詰合せ
島根県大田市では、早朝出漁して夕方帰港する 『一日漁』が大々
的に行われています。その日海で泳いでいた魚をその日のうちに
買い付けることができるので、色ツヤがよく新鮮な旨味を閉じ込
めた一夜干しに仕上がります。人気の「天女の羽衣（あなご一夜
干し）1枚」「のどぐろ1枚」「あじ2枚」「ハタハタ」のセットです。

20078

島根県沖あなご＆3種のひもの詰合せ
3,650円（税込）
あなご×1枚（約150g）／のどぐろ×1枚（約100ｇ）
あじ×2枚（計140ｇ）／ハタハタ（計110g）
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 送料込み

※実際のセット商品は、上記写真と異なり「のどぐろ」が一回り大きいサイズが1枚入ります。

20098

北海道産熟成西京味噌漬け魚セット
6,270円（税込）
サバ／秋鮭／鱈／ホッケ　各３切　太刀魚 ２尾
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

熟成された旨味あふれる
西京味噌漬け魚　　
北海道産の魚を、有機国産大豆の味噌を使用した「西京漬け」に
して72時間熟成させました。有機純米酒の酒粕と利尻昆布を
使うことにより、魚の旨味をさらに引き出しています。お酒のお
つまみとしてもおすすめの一品。
贅沢な味をご堪能ください。

北 海 道

沖縄・離島を除く

20103

〈MSC認証〉本まぐろセット　13,200円（税込）
大トロ／中とろ　150ｇ×各１柵　●賞味期限：（冷凍）5日

冷凍 送料込み

最高の本まぐろを柵でお届け
創業40年地元横浜で愛される日本料理店「きじま」がおすすめ
の逸品、見事なまでの脂のりが絶品の本まぐろ『大トロ・中トロ』
の豪華セットです。北大西洋・アイルランド沖でとれた1本200～
300kg級の大きな天然黒まぐろなので脂のりが全然違い、臭み
やクセがなく旨味ある、深い味が特徴。ぜひご自宅でお楽しみ
ください。

神 奈 川 県

■木次(きすき)乳業■
島根県奥出雲にある「木次乳業」は、日本で初めてパスチャライズ
牛乳(低温殺菌牛乳)を売り出した会社として知られています。
※本品はパスチャライズ牛乳(低温殺菌牛乳)を使用していません。

■「VANAGA」(バナガ)の由来■
ラテン語のVACCA（牛）、NATURA（自然）、GALLINA（メンドリ）の
頭文字をとって命名しています。

1カップ当たりのカロリーは
平均112kcal (100mL)

毎日のおやつに罪悪感なくお楽しみいただけます。
牛乳や卵アレルギーが気になる方や

プラントベース・ヴィーガン・ベジタリアンの方にも
おすすめのアイスです。  

こちらの商品は6月13日（月）以降の発送になります



1413 ※写真はイメージです。盛り付け例の写真には商品に含まれていないものも入っています。賞味期限は製造日からの日数になります。   ※表示価格は、2022年 6月現在のものです。

のし対応不可

北海道・沖縄
追加料金1,000円

北海道・沖縄
追加料金1,000円

北海道・沖縄
追加料金1,500円

北海道・沖縄
追加料金1,500円

離島を除く

離島を除く

チョーコー自慢の丸大豆醤油と地元素材を使ったこだわりのドレッ
シング3本セットです。

30076

チョーコー 長崎素材ドレッシング3本セット　2,500円（税込）
長崎県産しょうが使用すり粒ジンジャー／長崎県産焼きあご使用和風だししょうゆ／大村産黒田五寸人参使用スウィートベジタブル　各1本　●賞味期限：（常温）180日

常温 送料込み

常温30060

チョーコー つゆ3種と麺セット
MT30　3,800円（税込）
飛魚（あご）つゆ 濃縮2倍／えびつゆ
濃縮2倍／かつおつゆ 濃縮2倍 400
ｍL 各1本／五島うどん波の絲(黒和
紙)300g×2個／島原手のべそうめ
ん細糸の里250g×2個
●賞味期限：（常温）つゆ 各種1.5年 
／五島うどん波の絲(黒和紙)1年
／細糸の里3年 

送料込み 常温30036

チョーコー 鮮度密封ボトルセット MP22　3,000円（税込）
超特選むらさき生しょうゆ／一本釣り鰹かけしょうゆ／実生ゆずかけぽん ／
超特選減塩醤油／超特
選有機醤油　210mL×
各1本
●賞味期限：（常温）超特選
むらさき生しょうゆ・超特選
減塩醤油・超特選有機醤油
1.5年／一本釣り鰹かけしょ
うゆ・実生ゆずかけぽん1年

送料込み

人気のめんつゆ「長崎名産焼きあご仕立て」「九州産干しえび仕立て」「鹿児
島県産三種の鰹節仕立て」の3種に、五島うどんと手延そうめんのセット。　　　　　

有機醤油の先駆けチョーコー醤油が長崎から健康と美味しさをお届け

空気が入らない鮮度密閉ボトルに人気の醬油を閉じ込め
て。酸化を防ぎいつでも新鮮な美味しさを毎日の食卓に。

長 崎 県

鳴門海峡産 手延べ芽かぶそうめん
漁師さんから鳴門海峡産の芽かぶを直接
仕入れ、伝統製法により手延べ麺に練り込
みました。従来の白麺よりもシコシコとした
食感と、磯の香りが特徴です。

淡路島自然派伝統
手延べそうめん詰合せセット
国産原料を100％使用の「古代米そうめん」「芽かぶそうめん」「黒胡麻六
穀そうめん」を彩り良く詰め合わせました。

兵 庫 県

兵 庫 県

常温30030

淡路島自然派伝統
手延べそうめん詰合せセット
3,800円（税込）
芽かぶそうめん／古代米そうめん／黒六穀そうめん
各100g　国産原料100％そうめん　600g
●賞味期限：（常温）1.5年

送料込み

常温30029

鳴門海峡産芽かぶ練込み
手延べ芽かぶそうめん　3,500円（税込）
50g×15把
●賞味期限：（常温）1.5年

送料込み

安心・安全なごはんのおとも
海の幸、山の幸をこだわりの調味料で味付けしたごはんにぴったりの
佃煮6個セットです。マイルドな味で、どなたにも食べやすくした風味
豊かな惣菜。温かいご飯と一緒にお楽しみください。

北海道・香川県

送料込み30084

ごはんのおともセット(6個入)
3,600円（税込）
海鮮づくしおかわりいっぱい　100g×2個
生姜でごはん(70g)／国産天然岩のり入り
のり佃煮(95g)／山椒ちりめん(45g)／手
ほぐし天然紅鮭(60g)　各1個
化粧箱サイズ:縦24×横7.2×高さ19cm
●賞味期限：（常温）1年

常温

かつお節の豊かな香味を感
じる「私んだしっ」と宗田節
の濃厚な風味を感じる「俺ん
だしっ」のセットです。お好み
の調味料を注ぐだけで格別
に美味しくなるだし瓶。調味
料が減ってきたら注ぎ足す
ことで約1年間楽しめます。　

伝統の「手火山製法」かつお節
世界遺産「熊野古道」を背に、国の天然記念物の「江須崎」を目の前
にした漁師町、和歌山県すさみ町。その地で紀州すさみの伝統製法
「手火山製法（てびやませいほう）」を受け継いだ職人が１本１本丁
寧に燻し寝かせて鰹本来の旨味を引き出し、塩味の少ない極上の
かつお節に仕上げています。

常温30085

かつお節セット(桜)　3,９８0円（税込）
かつお節私んだしっ（かつおのふし×2本入）
宗田節俺んだしっ（そうだかつおのふし×2本入）　
180mL瓶×各1本　●賞味期限：（常温）1年

送料込み

北海道・沖縄
追加料金1,500円

常温30086

かつお節セット(花)　5,000円（税込）
花舞かつお60g／糸舞かつお20g／厚旨かつ
お46g　各1個　かつお節私んだしっ（かつおの
ふし×2本入）　180mL瓶×1本　
●賞味期限：（常温）1年

送料込み

奇跡のような果実「シーベリー」
100％のストレートジュース
シーベリー果汁100％ジュースは、キレイと健康習慣におすすめの
女性に喜ばれる人気商品。これからシーベリージュースを試したい
という方にもうれしい2種類セットです。強い生命力をもつ奇跡の
ような果実「シーベリー」は200種類以上の栄養素が詰まったスー
パーフード。 女性に不足しがちな鉄分はなんとプルーンの12倍も含
有しています。「若さの脂肪酸」と呼ばれるオメガ7脂肪酸の他、体
内でつくることができないオメガ3・6脂肪酸も含有！その他にも
ビタミンやカロテノイドなどの栄養素が
凝縮されています。ぜひこの機会にお試
しください。

茨 城 県

常温30043

《ギフト》シーベリージュース100%＆+ゆず
360mL×各1本　4,650円（税込）
シーベリージュース100%／シーベリージュース100%
+ゆず　360mL×各1本　●賞味期限：（常温）1年

送料込み

30セット
限定

和 歌 山 県

着色料
防腐剤・香料
不使用

お取り寄せグルメ限定特別価格・通常価格より16%OFF

離島を除く

◆長崎県産しょうが使用すり粒ジンジャー
丸大豆醤油 ､長崎の自然豊かな土壌で育った生姜と玉ねぎを使った
生姜ドレッシング。
◆大村産黒田五寸人参使用スウィートベジタブル
契約栽培で収穫した大村産黒田五寸人参の甘味をベースに地元玉ねぎ
や丸大豆醤油を合わせて味を整えました。
◆長崎県産焼きあご使用和風だししょうゆ
丸大豆醤油、長崎で漁獲・加工された焼き
飛魚、対馬の豊かな自然で育った原木しい
たけ、地元玉ねぎに生姜を使った和風ド
レッシング


