
期間中に夏ギフトをご購入いただくと、
累計購入数に応じて期間終了後にユニポイントをプレゼント！

おまとめ購入キャンペーン

3商品以上購入

500
ユニポイント

5商品以上購入

1,000
ユニポイント

10商品以上購入

2,000
ユニポイント

◆お申込方法◆

・ユニポイントは、1ポイント＝１円として次回以降のお買い物の際にご使用いただけます。（１年間有効）
・ユニポイントはお支払額の50％まで使用可能です。
※ユニポイントプレゼントは、2020年８月下旬を予定。(お一人様1回限り)

※記載内容は予定商品です。万が一、販売予定数量に達した場合には、申込受付を早期終了させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
※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。
※ギフト商品はクーポン・割引・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。
※【返品規定】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

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 水野 克裕/ 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】【ペットフード】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。

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

ユニマルシェ

LINE

オトクな情報配信中

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

ご利用には、会員登録（無料）が必要です。
■WEBで会員登録

■お電話で会員登録
ユニマルシェお客様センターまでお電話ください。（登録に5～10分程かかります。）

会員登録方法は こちら
を参照ください！

※操作内容はスマートフォン画面
で見た場合です。パソコンからの
操作方法も同様です。

初めての方はまず、ユニマルシェに会員登録！

URLを入力

unimarche.jp
または「ユニマルシェ」
で検索ください。

QRコード
からアクセス

WEB登録
5分

■商品のお届け：2020年6月22日（月）より順次発送
　　　　　　　　　　　 ※配送日はご指定いただけません。受注完了日より、7～10日前後でお届けいたします。
　　　　　　　　　　 　※商品によって発送時期が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■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）

ショッピングサイトのマイページより、あらかじめカード情報をご登録ください。

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
でお支払いいただけます。
※一部商品対象外。詳細はショッピングサイトにて。 

お申し込み期間　2020年６月8日（月）～ 2020年８月５日（水）

ユニマルシェ

夏の贈り物



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。 ※表示価格は、2020年6月現在のものです。

感謝の気持ちを込めて、
とびきり美味しいものをこの夏のご挨拶に。

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

20044

SOY GeLA
オーガニックアイス6個セット
3,450円（税込）
ココバニラ／スウィートチョコレート／
ストロベリー／リッチバナナ／抹茶ラテ／
ほうじ茶ラテ　100mL×各1個

冷凍 送料込 20045

SOY GeLA
オーガニックアイス12個セット
5,400円（税込）
ココバニラ／スウィートチョコレート／
ストロベリー／リッチバナナ／抹茶ラテ／
ほうじ茶ラテ　100mL×各2個

冷凍 送料込

大 阪 府

山 梨 県

静 岡 県

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て実の数を減らし、
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。

グルテンフリーの

米粉フィナンシェ
小麦粉不使用で国産米粉100％使用。有塩バターとアーモ
ンドの風味が口いっぱいに広がる美味しさ。小麦アレルギ
ーや小麦不耐症の方も、グルテンフリー生活を目指す方
もみんな「同じ食べものを笑顔で食べられる幸せを」と。
そんなコンセプトの『米粉の国』の一番人気商品です。

Soy GeLA
オーガニック
人気のアイスがリニューアル
原材料・作り方はそのまま。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濃厚な食感をお楽しみください。
牛乳や卵アレルギーが気になる方やプラントベース・ベジ
タリアン・ヴィーガンの方にもおすすめのアイスです。

常温30025

古屋さんの桃（白桃） 2kg
5,800円（税込）
2kg箱（5～6玉）

送料込 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

常温30028

米粉フィナンシェしっとり
4,800円（税込）
30g×14本

送料込

●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。 

平均的なアイスクリームと比べて
カロリー40%OFF !
※日本食品成分表2015普通脂肪牛乳アイスクリームとの比較

Newフレーバー
リッチバナナ・抹茶ラテ
ほうじ茶ラテが仲間入り

カロリー
40%OFF

人気
商品

●添加物は膨張剤のみを使用。（アルミニウムフリー）
●脱酸素剤不使用

当地比
農薬9割減

除草剤
不使用

化学肥料
不使用

安心素材
小麦粉不使用
国産米粉
100%使用

安全素材
合成保存料
着色料
不使用

食べやすい
スティック型
３０g

山梨県山梨市は肥沃な土壌と豊かな水、日本一長い
日照時間や昼と夜の寒暖差などフルーツ栽培には最
適な環境です。美味しい桃を作るために一番大事な
のは土づくり。化学肥料を使用せず有機肥料にこだ
わり、桃の木が自然に近い状態で健康的に育つように
しています。また草生栽培法という自然栽培の一つ
ですが緑の草で畑の表面をカバーすることで人工的
な畑を自然な環境に近づけています。除草剤も一切
使用しません。土の中の生き物に影響を与えるから
です。桃の栽培では農薬を少なくすることが難しいと
いわれていますが、徹底した独自の研究と長年の経
験による栽培技術で特別大きく、甘味と味が濃いの
が特徴です。

米粉フィナンシェは国際基準のグルテンフリー。
日本にはグルテンフリーの表示基準はありませんが、
海外には厳格な基準があります。（20ppm以下）
※グルテン含有20ppmとは、１㎏当たりの含有量に換算すると 20㎎以下。
パーセントで表すと0.002％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。 ※表示価格は、2020年6月現在のものです。

3つ星
レストランや
高級ホテル
にも採用！

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。

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

冷凍 送料込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

冷凍 送料込20001

無添加ハム・ソーセージギフトセット80A
9,990円（税込）
燻製スペアリブ200g×2本／ローストビーフ250g
前後×1本／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

冷凍 送料込

佐 賀 県

岩 手 県

冷蔵31011

グラスフェッドミルク アソートセット　4,600円（税込）
四季むかしの牛乳 720mL／プレミアムヨーグルト プレーン250g／
リッチミルクプリン 100g／ヤギミルクプリン 100g　各1個

送料込

冷蔵31012

ヤギミルクカステラ＆クッキーセット　4,600円（税込）
縦15cm 横17cm 高さ7cm 300g×1個／１缶（18枚入）

送料込

冷蔵31007

しあわせプリン ヤギミルク＆
リッチミルク　4,600円（税込）
ヤギミルクプリン 100g×3個
リッチミルクプリン100g×3個

送料込

グラスフェッド“ヤギミルク”と

“牛ミルク”のクリーミープリン
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。ヤギミルクと牛ミルクのプリン２種の食べ比べセットです。

■四季むかしの牛乳  ： 24時間365日牛舎を使わず、自然の草木、牧草だけで育てた
ストレスフリーの牛から搾ったミルク。65度30分の低温殺菌をすることにより、さらに
風味を増し、香り高く、飲み口が滑らかになっています。
■プレミアムヨーグルト ： 新鮮なグラスフェッドミルクから作り上げました。マイルドで
コクのある仕上がりにするため菌を2種類ブレンドして、さらに水分を50％抜いて味を
濃縮させました。40頭ほどの牛からしかとれない貴重なミルクを使用しています。

■ヤギミルクカステラ ： グラスフェッドヤギミルク
をたっぷり練り込んで焼き上げました。しっとりと甘
さを抑えたカステラはほのかに広がるヤギミルク
の風味とコクを感じることができます。
■ヤギミルククッキースウィート（プレーン・ヘーゼルナッツ・チョコ）： ヤギミルクを使
用した素材でやさしいクッキーです。　

ヤギミルクと各素材の味を生かしたクッキーの詰合せ。定番の甘いクッキーや
おつまみにもなる大人の味のクッキーなので家飲みのにもおすすめです。

■スウィート（プレーン・ヘーゼルナッツ・チョコ）
■スパイス＆ハーブ
（タイム・マジョラム・フェンネル・クミン・ピンクペッパー・花山椒）
スパイスとハーブ、ヤギのミルクを使った甘くないクッキーです。
■海（ホタテ・アカモク・ウニ）
「海」の食材とヤギミルクを使用。
お酒のお供になる風味豊かな
お菓子です。

常温30027

ヤギミルククッキーセット　スウィート/スパイス＆ハーブ/海　4,320円（税込）
各1缶（18枚入）×3個

送料込

20051

オーガニックレモンピールのアイスチーズケーキ
4,200円（税込）　9個

冷凍 送料込

夏にうれしい

アイスチーズケーキ
こんな夏向けスイーツが欲しかった！半解凍
で食べるヒンヤリ新食感チーズケーキ。オーガ
ニックレモンピールがアクセントの、すっきり
とした後味の美味しいアイスチーズケーキ
です。体にやさしい原料にこだわりました。
オーガニックのレモンピールをふんだんに使
用しています。

大 阪 府

人気
商品

ギフトセットでしか食べられない
燻製スペアリブやローストビーフ
肉厚ベーコンステーキ
“いつもよりちょっと贅沢”を
感謝の気持ちにそえて

しあわせ牧場

※セットによって内容が異なりますのでご注意ください。



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。 ※表示価格は、2020年6月現在のものです。

ユニマルシェおすすめギフトパック
日頃よりご愛用いただいている人気の定番商品をギフトパックにしました。
初めてユニマルシェを知っていただく方にも喜んでいただける安心の贈り物です。

老舗だし屋のこだわりセット
昭和26年創業以来「だし造り」一筋のマエカワのだしは、天然素材だけを使い、酵母エキス、たんぱく加水分解物など化学調味料を
一切使用していません。本当の無添加・安心食生活を応援するこだわりの「煮釡だし」製法で作っただし本来の旨味をご賞味ください。

毎日召し上がるものだから、
ユニマルシェ人気の定番商品を贈り物に。 

有機醤油の先駆けチョーコー醤油が健康と美味しさをお届けします

長 崎 県

原料原産地　モンゴル国

常温30037

マエカワ　いきいきだしセット
3,600円（税込）
十二単×1袋／有機ゆずぽん酢醤油×1本
有機丼の素×1本／おかか5g×2袋

送料込 常温30038

マエカワ　だしのつゆセット
3,300円（税込）
天然だしのつゆ×2本
しょうが醤油×1本

送料込

常温30045

ユニマルシェおすすめギフトパック
●＜チョーコー＞ゆず醤油 かけぽん 400mL
●有機 フルーティーケチャップ（無塩） 300g
●無添加 サバ味噌煮 （三陸産） 190g
●＜沖縄の海塩ぬちまーす＞マイソルト 30g
●＜松田のマヨネーズ＞辛口 300g
●有機 蒸し大豆 100g
●純国産 芋けんぴ 170g
ユニマルシェ商品カタログ Vol.3

特別価格　4,200円（税込）

送料込 冷凍20057

ユニマルシェおすすめギフト冷凍パック
●＜茶美豚＞豚ウデ小間切れ 200g
●＜田嶋ハム＞無添加 プレーンウインナー 5本入1１0g
●＜私のレストラン＞煮込みハンバーグ 160g
●口福広場 野菜たっぷり餃子 16g×12個
●房総もち豚 おかず豚キムチ 160g
ユニマルシェ商品カタログ Vol.3

特別価格　4,200円（税込）

送料込

30035

チョーコー　長崎素材ドレッシングセット NS24　3,600円（税込）
超特選むらさき生しょうゆ 210mL／長崎素材ドレッシング和風だししょうゆ 200mL／
実生ゆずかけぽん210mL／長崎素材ドレッシングスウィートベジタブル 200mL／
一本釣り鰹かけしょうゆ 210mL　各1本

常温 送料込

30034

チョーコー　まぜる麺つゆセット MZ24　3,800円（税込）
五島うどん 波の絲（黒和紙） 300g×2袋／島原手のべ素麺 細糸の里 250g×2袋／まぜるめ
んつゆ本場長崎仕込み 冷やしちゃんぽん風 1袋（30g×3袋）／まぜるめんつゆ こってりしょう
ゆ焼きあご風味  1袋（30g×3袋）／まぜるめんつゆ さっぱりゆず サラダ風 1袋（30ｇ×3袋）

常温 送料込

そのまま麺に混ぜるだけの“まぜるめんつゆ”。丸大豆醤油と高知県
産ゆず果汁を使用した「さっぱりゆずサラダ風」と丸大豆醤油をベース
に長崎県産焼き飛魚の風味を効かせた「こってりしょうゆ焼きあご風
味」、新発売のチキンとポークのコクと旨味を涼味でいただく新感覚
の「本場長崎仕込み冷やしちゃんぽん風」に五島うどん・島原手延べ
そうめんを合わせた夏限定セットです。

30036

チョーコー　鮮度密封ボトルセット MP22　3,400円（税込）
超特選むらさき生しょうゆ 210mL／一本釣り鰹かけしょうゆ 210mL／実
生ゆずかけぽん 210mL／超特選減塩醤油 210mL／超特選有機醤油
210mL　各1本

常温 送料込

夏限定

モンゴル産

シーベリー100%ジュース
女性にうれしい200種類以上の栄養素をギュッと1杯
にしました。高緯度の過酷な環境下で育ったモンゴル
産シーベリーを丁寧に手摘みし、果汁を絞った100％
ジュースです。「若さの脂肪酸」と呼ばれるオメガ7脂
肪酸をはじめ、体内で作ることができないオメガ3・6
・9脂肪酸、ビタミンA・C・E、鉄分など、豊富な栄養成
分が入っています。毎日続けることでバランスを整え、
カラダ本来が持っている健やかで美しくなるチカラを
引き出します。

常温30043

シーベリージュース100%＆
+ゆず360mL　4,050円（税込）
360mL×各1本

送料込 常温30044

シーベリージュース100%＆
+ゆず720mL　6,200円（税込）
720mL×各1本

送料込

兵 庫 県

密封ボトルなので鮮度長持ち。「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」
に、丸大豆100％使用JAS規格特級・超特選の減塩醤
油、有機JAS認定の大豆・小麦・米を使用した特級『超
特選』こいくち醤
油。人気の調味料
セットです。

醤油本来の美味しさを加熱することなくそのまま閉じ込めた生醤油、
鹿児島県産・近海一本釣りの鰹節の削りたてを使用したかけ醤油、
種子から育った希少な『実生ゆず』を使用したかけぽん。そこへ長崎
県の焼き飛魚に対馬の原木しいたけや長崎県産の野菜を使った和
風ドレッシング、大村産黒田
五寸人参を使用したドレッシ
ングの2種をプラス。ちょっと
贅沢な調味料を違いがわか
るあの方への贈り物に。
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買って食べて、
新型コロナで打撃を受けた
生産者さんを応援しよう！

新型コロナの影響で、行く先を失った食品があふれています。飲食店や旅館・ホ
テルの営業自粛要請、来客の激減、あるいは催事や物産展などのイベント自粛が
その原因です。生産者・メーカーの皆さんの想いが詰まった美味しい品々を、
贈って・食べて応援しませんか。　

トヨニシファームのブランド牛「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、
2013年に「豊西牛」としてブランド化。十勝の牛肉の
美味しさを地元をはじめ、北海道、さらには日本全国の
人に知っていただくため、自分たちの誇りと責任をかけ
「豊西牛」の名を冠して販売しました。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、その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。
飼料には自社農場で育てたデントコーンや麦わらを使
用し配合飼料は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。

脂が少なくヘルシーなのに牛本来の旨味に満ちた味わいが特
徴のブランド赤身牛「豊西牛」の肩ロースすき焼きギフト。サシ
の入りがほどよくやわらかな食感です。口の中でまろやかに広
がる赤身の旨味をご堪能ください。
※鮮度が落ちないようにスライス後速やかに急速冷凍をかけております。
また、肉の変質を抑えるため1枚1枚丁寧に包装しています。

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しました。厚みをもたせることで、肉汁
をしっかりと閉じ込めました。口の中に豊西牛の旨味がじゅわっ
とあふれ出します。解凍してからでも、冷凍のまま焼いてもOK。
ご家庭で簡単に、ふっくらと焼き上げることができます。

広い草地で牛たちは十分な餌を食べ、その糞尿を効率よく完全投
入することで化学肥料を一切使用しない循環農法を行っています。
こうして育つ牧草は自然な甘味が増すため、牛乳は美味しく、良い
醗酵が行われ、美味しいチーズやヨーグルトができあがります。
「冨夢」は、第5回ALL JAPANナチュラルチーズコンテストで金賞を
受賞。リンド（外皮）のあるチーズの表面を毎日丁寧に磨きながら
熟成させたセミハードタイムのチーズです。チーズ表面をラッピン
グやワックス(蝋のような物)でコーティングしたリンドレスゴーダに
は無い、十分に熟成した風味が味わえます。

つまんでご卵　糸島ロールと焼菓子のセット

冨田ファームのチーズセット

冷蔵31010

冨田ファームのチーズセット  6,150円（税込）
冨夢(とむ)４カ月熟成 150g／おこっぺ大地 150g／おこっぺ山のチーズ 100g／
さけるチーズ(バジル)100g　各１個／めぐみ100g×2個

送料込

30セット
限定

北 海 道

北 海 道

福 岡 県

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。

■糸島ロールケーキ
石臼挽き国産小麦と「指でつまめるほど」濃厚な「つまん
でご卵」の白身でつくったロールケーキです。石臼挽きの
小麦粉には、ふるってもふるいきれない「ふすま」や「甘皮」
などの夾雑物が含まれています。これらの「夾雑物」が、高
温で焼かれることにより
「芳香」を発し、日本発の
「風味」を実現しました。

20052

つまんでご卵
糸島ロールと焼菓子のセット　3,980円（税込）
糸島ロール×1個
マカロン各1種×3個
レーズンサンド×2個

冷凍 送料込

■マカロン
つまんでご卵の白身で作ったまるでゼラチンを加えた
ような独特の食感が特徴の着色料不使用のマカロン。
チョコ、緑茶、苺の3種。

■レーズンサンド
ラム酒に漬け込んだ
オーガニックレーズン
がたっぷりです。自家
製バタークリームで
サンドしました。

20053

豊西牛肩ロースすき焼きギフト
6,480円（税込）
肩ロースすき焼き用500g(3人～5人前)

冷凍 送料込 20054

豊西牛ハンバーグギフト 6枚入り
4,450円（税込）
豊西牛100％ビーフハンバーグ120g
×6枚

冷凍 送料込

20055

豊西牛厚切ロースステーキギフト
2枚入り
8,440円（税込）
厚切ロースステーキ用2枚（600ｇ相当）

冷凍 送料込 20056

豊西牛サーロインステーキギフト
3枚入り
7,900円（税込）
サーロインステーキ用160g×3枚

冷凍 送料込

ギフトでつなごう！

応援の絆
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直火釜

職人の技術と経験によって、日々変わる気温や湿度、
素材の状態にあわせ、微妙な火加減を調整します。
醤油の香ばしさを素材にのせ、ふっくら仕上げること
ができる直火釜は遠忠の味の原点です。

ユニマルシェが自信を持っておすすめする品々を、
大切なあの方へ。

長崎県・熊本県 下関直送

無添加のふぐ生ハム

江戸前佃煮特選

ミニビンセット
大正2年に創業した江戸前の佃煮屋「遠忠食品」は、海・山・
畑の恵みといった原料をはじめ、調味料も厳選した国産
素材を使用して佃煮・惣菜を作っています。もちろん、化学
調味料・合成添加物は使用していません。

島根県沖　あなご＆3種のひもの詰合せ

島 根 県

20029

昆布じめ刺身詰合せ国産魚4種のセット
4,500円（税込）
真だら(国産) 70g／すずき(国産) 50g
車鯛(国産) 50g／ほうぼう(国産) 50g　各１袋

冷凍 送料込

昆布でしめた“熟成”お刺身
鮮度の良い素材を刺身におろし昆布でしめて熟成させました。魚本来の旨味
に上品な昆布の旨味がしみ、舌触りとふくよかな味わいが贅沢な逸品。国産
魚と北海道昆布のみを素材にした昆布じめ刺身は江戸時代より伝わる伝統
製法。酒の肴や食卓を華やかに彩ります。

富 山 県

東  京

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2枚」「あじ2枚」「ハタ
ハタ」をセットにしました。

天女の羽衣（あなご一夜干し）

大人の片腕ほどの長さくらいある丸々と太った
「あなご」を一本使っています。深層海水の天日塩
だけで薄塩に仕上げているので、天ぷらもお勧め
ですが、まずは素焼きを味わってみてください。
天日塩のみを使用した無添加商品で、塩分も一
般的な干物（２～３％）よりも少ない0.5％です。

常温30039

江戸前佃煮特選 ミニビンセット
3,800円（税込）
6種×各1個
江戸前生のり40g
江戸前茎わかめ30g
きゃらぶき30g
唐辛子みそ40g
国産ちりめん山椒20g
えごまおかかふりかけ20g

送料込

ギフトでつなごう！

応援の絆

20046

島根県沖 あなご＆3種のひもの詰合せ　3,500円（税込）
あなご×1（約150g）
のどぐろ×2枚（計120ｇ）
あじ×2枚（計140ｇ）
ハタハタ（計110g）

冷凍 送料込

20026

無添加ふぐ生ハム
4,500円（税込）　70ｇ

冷凍 送料込

国産のまふぐに天然の塩とキビ砂糖のみで味付けした生ハム
です。添加物を一切使用せず魚本来の味を引きだしました。
お好みの厚さに切ってお召し上がりください。
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鹿児島産の良質な黒豚
黒豚の中でも非常に希少価値の高い在来種により近い品種を厳選し、さつま芋
を中心としたえさを与えながら、 ゆとりのあるスペースで元気いっぱいに育った
鹿児島県産黒豚を原料にしています。黒豚100％を使用して、最初から最後まで
一環して職人が手作りした絶品黒豚商品です。

おつまみセット
脂身が少なく弾力のある食感が美味しい「焼豚ウデ」、食欲をそそ
る炭火の香りと香辛料がピリッときいた一番人気の「豚珍かん」、
モモ肉を使用した「ジャーキー」
とおつまみにぴったりのセット
です。

黒豚カレー
12種類の香辛料と5種類のだし、
鹿児島黒豚のお肉が入った旨味
たっぷりの本格的な無添加カレー
です。

寒シマメしゃきしゃき漬けは新鮮でシャキシャキの
食感。耳と肉厚な上身を皮付きで使っています。肝
醤油漬けと同様に丼ぶりとしても一品料理としても
お楽しみいただけます。

四万十町産ワラで焼く

本場の鰹のタタキ“龍馬タタキ”
ガスで炙ってからワラで香り付けする既存の「鰹のワラ焼きタタキ」
とは違います。『完全ワラ焼き 龍馬タタキ』は、贅沢にも最初か
ら最後まで職人が四万十産のワラで焼くのです。自社で集めたた
っぷりのワラを惜しげもなく使うため、香ばしさがしっかり定着。
鰹が苦手な方でも安心して食べられる美味しさを実現しました。
それは”完全ワラ焼き”
だからこそなせる味です。 

20013

龍馬タタキセット　6,480円（税込）
カツオタタキ700g×2節／龍馬のゆずぽん
200ｍL×1本／天日塩6gカップ×2個

冷凍 送料込

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。

冷凍 送料込20016

寒シマメ（スルメイカ）肝醤油漬けセット
4,860円（税込）　50g×10袋

冷凍 送料込20047

寒シマメ漬け2種セット　4,500円（税込）　
寒シマメしゃきしゃき漬け80ｇ×3袋
寒シマメ肝醤油漬け80g×3袋

メディアでも大絶賛！

島根県のご当地丼

「寒シマメ漬け丼」
旬のシマメ（スルメイカ）は身だけでなく肝にも旨味がたっぷり。
朝水揚げした旬の寒シマメを手早く開き、脂ののった肝を取り
出し醤油と酒のタレに漬け込みました。あつあつごはんにのせ
るだけでご当地丼が手軽にご自宅で楽しめます。

島 根 県 高 知 県

兵 庫 県

鹿 児 島 県

兵 庫 県

炭火焼豚と

チャーシュー詰合せ
自然の旨味あふれる秘伝のタレで作
ったジューシーな「炭火焼豚モモ」。
黒豚のバラ肉を特製ダレでじっくり
煮込んだとろける白身がたまらない
「チャーシュー」や、食欲をそそる炭火
の香りと香辛料がピリッときいた一番
人気の「豚珍かん」をセットにしました。

冷凍20048

炭火焼豚とチャーシュー詰合せ
6,950円（税込）
炭火焼豚モモ200g
チャーシュー200g／豚珍かん200g

送料込

冷凍20049

おつまみセット　5,400円（税込）
焼豚ウデ180g×１個
豚珍かん200g×１個
黒豚ジャーキー50g×２個

送料込

冷凍200５０

黒豚カレー
4,950円（税込）
200g×5袋

送料込

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

送料込

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

送料込
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300３２

雪国生まれのおいしい人参ジュース98％
200mL×12本　4,800円（税込）
200mL×12本

常温 送料込

300３3

雪国生まれのおいしい人参ジュース98％
350mL×6本　4,600円（税込）
350mL×6本

常温 送料込

300３1

マグワート　トマトセット
4,600円（税込）
トマトジュース 180mL×3本
トマトのお塩 20g
トマトのお酢 210mL 
トマトのチリソース 210mL

常温 送料込

雪国生まれの

美味しい人参ジュース
独自のストレート絞り製法から作られた100％ピュアジュース。
まるでピューレのような食感です。通常秋に収穫する人参をそのま
ま雪下に一冬寝かせて、春に収穫した人参のことを雪下人参とい
います。寝かせることで、人参独特の臭みが緩和され、アミノ酸も
飛躍的に増加することで甘く美味しくなります。もともと有機質肥料
で栽培した人参は、越冬させなくても甘味が強く糖度は7～8度
ですが、雪の下で過ごすこと
でより美味しくなります。

マグワート　トマトセット
トマトを糖度１０以上になるまで煮詰めてから極限まで絞り、トマト
の成分を余すことなく使っています。珍しいトマトのチリソースは
内容量の６割がトマトでできていて、トマト本来の旨味、 甘味を感
じることができます。その旨味と甘味の中にピリッとした辛味があ
り、食欲をそそります。

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。

アルプス 

フルーツゼリー詰合せ

ストレートジュース詰合せ
信州（長野県）は「フルーツ王国」といわれる日本有
数の産地です。そのフルーツ果汁と長野県特産の
寒天を使用した信州ならではの寒天ゼリーと、
果汁100％のストレートジュースです。フルーツの
美味しさがお口いっぱいに広がります。

青 森 県

新 潟 県 徳 島 県

長 野 県

福 岡 県

常温30041

アルプス　フルーツゼリー詰合せ 18個
3,450円（税込）
もも／ぶどう(ナイアガラ）／洋なし
各80g×4個
りんご／ぶどう（コンコード）　各80g×3個

送料込 常温30042

アルプス　ストレートジュース詰合せ 12缶
3,800円（税込）
巨峰／ぶどう（ナイアガラ）／ぶどう（コンコード）
各160g×2本
りんご／もも　各160g×3本

送料込
常温30040

廣八堂　くず餅・わらび餅詰合せ
3,９８0円（税込）
くず餅、わらび餅（黒蜜、きな粉付）
各73g×6個

送料込

30010

ぷるるんじゅれ
2種すだち＆ゆこうセット
3,800円（税込）
ゆこう 95ｇ×5個
すだち 95ｇ×4個

常温 送料込

珍しい柑橘 ゆこう
国内でも希少な有機栽培のゆこう果汁と有機栽培の
すだちの果汁の無添加ジュレです。有機果汁と砂糖、
寒天だけで作ることで、素材の旨味が格段に引き立
ちました。

※イメージ                

30011

有機ドリンク すっすっす 4,200円（税込）
180mL×12本

常温 送料込

夏の日差しに負けない爽やかさ
徳島県上勝町で育った「ゆこう」「ゆず」「すだち」の3つの
有機果汁に有機砂糖をブレンドして作った爽やかなジュース。
3つの有機栽培果汁が織りなす爽やかな香りと、ほんのり甘く
さっぱりとした味わいをお楽しみください。

ぷるる～ん
とした食感♪
冷やして
召し上がれ！

“ゆこう”
徳島県山勝町周辺でしかとれない
希少な柑橘類。
まろやかな酸味とほのかな甘味が特長。


