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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 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】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。

ID：＠023fjree

ユニマルシェ

LINE

オトクな情報
配信中

2021 summer
お取り寄せグルメ

お申し込み期間：2021年6月1日（火）～2021年8月9日（月）

全品
送料込み
ギフト
対応商品

期間中にお取り寄せグルメ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！

3商品以上購入

300
ユニポイント

5商品以上購入

500
ユニポイント

10商品以上購入

1,000
ユニポイント

・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、2021年８月下旬を予定。(お一人様1回限り)

◆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。
※本カタログ掲載商品は、クーポン利用や割引およびユニポイント付与対象外となります。（下記キャンペーンによるユニポイントは付与されます。）
※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：2021年6月2日（水）より順次発送
　　　　　　　　　　　 　　 ※受注完了日より、7～10日前後でお届けいたします。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）

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。

300円　クーポンプレゼント！

LINE 友だち
登録キャンペーン
開催期間   2021年7月31日（土）まで

おまとめ購入キャンペーン
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送料込み30053

女川 たこのやわらか煮とアヒージョセット
3,980円（税込）
たこのやわらか煮 200g×2個
女川アヒージョ三陸たこ 90g
女川アヒージョプリプリほたて 90g　各1個
●賞味期限：（常温）180日

常温

送料込み30054

女川ギフトセットG　4,860円（税込）
たこのやわらか煮 200g
金華さばの水煮120g
魚やの煮付
（さば、さんま、真いわし）各90g
女川アヒージョ
三陸たこ 90g
女川アヒージョ
プリプリほたて 90g
各1個
●賞味期限：（常温）180日

常温

送料込み冷蔵31019

牡蠣カンカン焼きセット　4,800円（税込）
Sサイズ牡蠣12個
牡蠣ナイフ1本
●賞味期限：（冷蔵）4日

送料込み冷蔵31018

夢牡蠣 5個入セット　3,950円（税込）
夢牡蠣5個／牡蠣ナイフ1本
●賞味期限：（冷蔵）4日

復興の夢を詰め込んだ
夢牡蠣
グリコーゲンをたくさん含んだ栄養豊富な海のミルク
といわれる牡蠣。森の栄養分をたっぷり含んだ水が
海底から噴き出す雄勝湾、太平洋の栄養豊富な海水
で4年以上の愛情を込めて育てた“ 夢牡蠣 ”は「復興
の夢を詰め込んだ」特大の牡蠣です。一口では食べき
れないほどの大きさで、ミネラルの多い海域で育って
いるため味も濃く栄養成分が多く含まれています。サイ
ズや重量など自社規格をクリアしたものだけが“夢牡
　　　　　　　 蠣”となり出荷。漁師がこだわりぬい
　　　　　　　 た新鮮な大ぶりのぷりぷりとした牡蠣
　　　　　　　 をぜひそのまま生でご堪能ください。

おうちでもアウトドア
カンカン焼きセット
殻付き牡蠣が入ったセットの専用缶をその
ままコンロに置き直火で約5分焼くだけで、簡単に焼き牡蠣をお楽
しみいただける人気商品です。缶の穴から水が吹き出てきたら完成
の合図です。アウトドアでのバーベキューにも最適、磯の風味漂う
牡蠣小屋の味わいを手軽にご自宅でお召し上がりいただけます。

三陸自慢、旨味あふれる海の幸
宮城県牡鹿郡女川町の魚屋“鮮冷”のこだわりセットです。鮮度
を守る「スピード」「温度管理」「CAS凍結加工」で女川町の鮮魚
の美味しさをそのままお届けします。保存料・化学調味料不使
用。良質な餌の豊富な三陸で育った新鮮な“たこのやわらか煮”。
たこの旨味を活かす程よい甘さの特製のタレで、じっくりと柔
らかく煮込みました。新鮮なほたてはハーブで香りづけしたオ
リーブオイルで、たこはガーリックオイルを効かせてアヒージョ
にしました。一緒に漬け込まれたガーリックとオイルをパスタ
などに使えば、一瓶丸ごと活用できます。

送料込み常温30052

フカヒレステーキ 2枚入り　11,880円（税込）
145g×2袋　化粧箱サイズ:20×20.5×5cm
●賞味期限：（常温）365日

気仙沼から
最高級のフカヒレステーキ
フカヒレの中でも最高級とされる肉厚なヨシキリザメの尾びれ
を厳選した贅沢なステーキです。パリッとした焼け目と、もっちり
コリコリとしたフカヒレならではの食感のコントラストを、特製
コンソメソースとともにご堪能ください。フカヒレは肉厚で繊維
がしっかりした尾びれを一から手作業で丁寧に加工、繊細な
選別作業を職人の技でステーキ専用に仕立てました。特製コ
ンソメソースは化学調味料無添加、しかも素材の味を楽しんで
いただけるように塩分も抑えています。お好みで、岩塩や黒こ
しょうなどを振りかけてお召し上がりください。

送料込み31015

ひなた黒潮　プレミアムセット「雅」
9,720円（税込）
ひなた黒潮からすみブロック 45g
ひなた黒潮からすみ金ツブパウダー 40g
ハモのからすみオイル漬け 70g
ハモのスモークオイル漬け 60g　各1個
●賞味期限：（冷蔵）180日

冷蔵 送料込み31016　　　　　　

ひなた黒潮　プレミアムセット「華」
7,550円（税込）
ひなた黒潮からすみスライス5枚入り
ひなた黒潮からすみ金ツブパウダー 30g
ハモのからすみオイル漬け 70g
ハモのスモークオイル漬け 60g　各1個
●賞味期限：（冷蔵）180日

冷蔵 送料込み31017

ひなた黒潮　からすみギフトセットＣ
5,940円（税込）
ひなた黒潮からすみスライス5枚入り
ひなた黒潮からすみ金ツブパウダー 30g×2本
●賞味期限：（冷蔵）180日

冷蔵

太陽の光をたっぷり浴びた
濃厚で芳醇な“からすみ”
からすみの原料魚卵は、宮崎県日向灘沖で漁獲された”沖ボラ”
のみを使用。さんさんと降り注ぐ”ひむか”の太陽の下、品質管
理を徹底し、塩漬け熟成、天日干し方法にこだわり、塩濃度を
　　　　　　　抑えた芳醇で旨味あふれる商品です。ブロック
　　　　　　　はスライスしお酒のお供として、金ツブはパス
　　　　　　　タ・リゾット・ブルスケッタのトッピングとして洋風
　　　　　　　に、おにぎり具材・豆腐トッピングで和風に、炒
　　　　　　　飯に振り中華風にと用途はさまざまです。

ハモ製品は、門川町特産のハモを使用し同じ
く門川町のイタリアレストランと共同開発しま
した。ハモのスモークとハモのからすみオイル
漬けはそのままご飯のお供としてお召し上が
りいただけます。

50個
限定

 宮 城 県

 宮 城 県

 宮 城 県

 宮 崎 県

選りすぐりの特選グルメを
自分へのご褒美に、あの方へのご挨拶に

震災復興
応援商品

震災復興
応援商品

震災復興
応援商品

※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、2021年 6月現在のものです。
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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。      

●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

カロリー
40%OFF

人気
商品

こだわりの材料から誕生した
糸島ロールと
塩麹キャラメルロール
「つまんでご卵工房」で一番人気のロールケーキ2種のセット。
「塩麹キャラメルロール」はキャラメルの甘さと塩加減が絶
妙なクリーム、穀物と卵の香ばしい風味が味わえるスポンジ
が楽しめます。オーガニックくるみの食感がアクセントになっ
ています。通常国産小麦粉は膨らみにくい上、石臼で挽いた
小麦には「フスマ」や「甘皮」などの不純物が含まれます。そ
れが、「つまんでご卵」のおかげで見事に膨らませることに
成功しました。スポンジは、フスマや甘皮などが入っている
ためきれいな黄色ではありませんが、そこから日本人の経
験したことのない「風味」が生まれました。

福 岡 県

送料込み20083

つまんでご卵 糸島ロールと
塩麴キャラメルロール
4,320円（税込）
糸島ロール／塩麴キャラメルロール12cm×各1個
●賞味期限：（冷凍）35日

冷凍

送料込み31020

室蘭うずらのプリン3種 2瓶セット
4,600円（税込）
室蘭うずらのプリン 90g×2瓶
うずらのパンプキンプリン 90g×2瓶
うずらの白いお豆プリン 90g×2瓶
●賞味期限：（冷蔵）10日

冷蔵 送料込み31021

室蘭うずらのプリン
＋うずらんかすていら キューブセット
4,860円（税込）
室蘭うずらのプリン 90g×4瓶
うずらんかすていら（キューブ） 100g×4箱
●賞味期限：（冷蔵）プリン10日／カステラ14日

冷蔵

北海道で唯一の
うずら卵生産農場からお届け
食べれば分かる、室蘭園のうずら卵を使った人気の「室蘭うず
らのプリン」です。とろける食感とうずら卵と生クリームの風味が
絶品。2層仕立てで、上は生乳を使ったクリーミーなまろやかプ
リン、下はうずら園だからできた濃厚ふわふわとろろんプリンと、
2度も3度も楽しめます。どちらも個性的で絶妙な味わいになっ
ています。程良い甘味でさっぱりした口当たりなのでスイーツ
が苦手な方でも大丈夫です。とても珍しい、うずらプリンをぜひ
一度お召し上がりください。
◆室蘭うずらのプリン
室蘭産のしぼりたて牛乳とうずら卵の2層構造で、食感と味の変化も
楽しめるプリンです。

北 海 道 食べたい時に
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。

和 歌 山 県

◆うずらのパンプキンプリン
濃厚なのに、重くない。道産の
都かぼちゃを使用し満足感の
あるプリンに仕上げました。

◆うずらの白いお豆プリン
和菓子の白あんに使用される
北見産の良質な白花豆で作り
ました。

◆うずらんかすてぃら
きめ細かなしっとりした
舌ざわり、ほんのりやさ
しい甘さ。鶏卵カステラ
とは一味違う、日本発の
うずら卵カステラです。

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）
みかん 85g×4個／ゆず 85g×2個／甘夏 85g×2個
●賞味期限：（常温）120日

常温

◆みかん
和歌山有田の代表品種「温州みかん」。
濃厚な甘味と香りが抜群。

◆あまなつ
甘酸っぱく、さっぱりとした味わい。
程よいほろ苦さが絶品。

◆ゆず
独特の爽やかな香りが特徴。
酸味の強さを粗糖でまろやかに仕上げ。

※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。



0605

夏にピッタリ
新食感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

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、わらび餅（黒蜜・きな粉付）
各73g×6個
●賞味期限：（常温）90日

送料込み

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。良い素材だからこそ、無駄なものは入れず素材本来
の味を存分に味わえるお菓子ができるのです。

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
4,320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

20051

オーガニックレモンピールの
アイスチーズケーキ 9個
4,200円（税込）
9個　●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 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、ヤ
マセに悩んだこの地方では、昔から大豆が人々の生
活を支えてきました。美しいリアス式海岸・北上山地
に囲まれた大自然で、原料となる大豆が収穫されてい
　　　　　　　　　　ます。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。

“岩手”竹屋製菓の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こんだ「黒豆どら焼き」。黒豆の深
い味わいをお楽しみいただける一品です。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。
※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。

黒豆の風味としっとりとした生地のパウンドケーキです。
日本茶やコーヒー、紅茶などにも相性ぴったり。もちろん、
黒豆茶との相性は抜群です。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。

岩 手 県こだわりを重ねた
お口に幸せ感じるチーズケーキ
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。
南大阪で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、
カルシウムが豊富な粗糖、有機米の米粉を使用しており、素材にと
ことんこだわって作られています。

大 阪 府

送料込み20077

レイヤーチーズケーキ6個入
4,450円（税込）
オーガニックコーヒー
宇治抹茶と黒豆
農園さんの粒つぶ苺　各2個
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍
◆オーガニックコーヒー
オーガニックコーヒーの香ばしい芳醇な香りが広がります。

◆宇治抹茶と黒豆
宇治抹茶の深い味わいが楽しめ、黒豆の食感がアクセントに。

◆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。 送料込み30062

黒豆どら焼き　3,240円（税込）
10個
化粧箱サイズ:縦32×横21.7×高6.2cm
●賞味期限：（常温）14日

常温

送料込み30063

黒豆ケーキ　3,240円（税込）
50g×10個
化粧箱サイズ:縦25.8×横19.8×高4.2cm
●賞味期限：（常温）21日

常温

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。
※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。

こちらの商品は6月15日（火）以降の発送になります

※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、2021年 6月現在のものです。
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送料込み冷蔵31007

しあわせプリン ヤギミルク＆リッチミルク
4,600円（税込）
100g×6個
ヤギミルクプリン／リッチミルクプリン　各3個
●賞味期限：（冷蔵）10日

3つ星
レストランや
高級ホテル
にも採用！

ヤギミルク＆牛ミルクプリン
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。

ヤギミルクの濃厚チーズケーキ
「全国食の逸品EXPO2020 バイヤーズセレクション」で最優秀
賞を受賞！ヤギミルクをたっぷり使用した濃厚チーズケーキ
は、お召上がりの温度で４つの味わいを楽しめます。
●冷凍→きめ細ミルク　商品到着後すぐか、冷凍庫で1時間以上おく
と、食感はアイスともケーキとも違うまるで水分の少ないセミフレッド
のようなサクッとしたきめ細かい食感が楽しめます。

●冷蔵→すっきりヤギミルク　冷蔵で解凍、濃厚なのに後味すっきり
後から広がる優しいヤギの風味でどなたでも楽しみやすい味わい方。

●常温→濃厚ヤギ　冷蔵庫で解凍後、常温で1時間程度おくと、ヤギ
の個性が一番強く出て濃厚さもプレミアム、他では味わえない味に。

●熱々→食感＆香り　電子レンジ（600W）で20秒。とろじゅわーな
食感が新鮮で後から香るヤギの風味は大人味。

人気
商品

しあわせ牧場

送料込み31022

のぼりべつ酪農 のむフロマージュ3種9本セット　3,950円（税込）
175g×9本　プレーン／アロニア／MCT　各3本　●賞味期限：（冷蔵）14日

冷蔵

送料込み31023

のぼりべつ酪農 チーズセット5
4,860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

びっくりするほどの美味しさをのぼりべつ酪農よりお届け
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」。温泉を訪れるお客様や地元からも大人気で市内の学校給食に
も採用。その美味しさの秘密は登別独自の風土にあります。牛たちは北海道でもなかなかない5種類以上の良質な牧草を食み、育ちます。

北 海 道 岩 手 県

贅沢フルーツをプチアイスで
九州産のフルーツ（あまおう、いちじく、キウイ）をたっぷり使用したアイスを
昔なつかしいアイスキャンデーで包み、贅沢なフルーツフレーバーの一口
サイズフルーツアイスに仕上げました。着色料、安定剤、香料不使用。外側
のさわやかなアイスキャンディーと、内側の濃厚な果肉感、２つの風味を
お楽しみいただけます。

九 州

冷凍20075

贅沢フルーツプチアイスの詰合せ
4,８60円（税込）
8mL×36個
あまおう／いちじく／キウイ　各12個

送料込み

絶妙な酸味と甘さの青梅ゼリー
青梅がまるごとごろんと入ったゼリーです。着色料、合成保存料を使ってい
ません。天然の色をお楽しみください。また、こんにゃく粉、寒天のゼリー
ですからとってもヘルシー。梅の酸味とゼリーの甘さが絶妙なバランスの
梅ゼリーなので、お子様からご年配の方まで喜ばれます。

奈 良 県

常温30058

王隠堂農園　青梅ゼリー
3,7８0円（税込）
80g×9個
●賞味期限：（常温）300日

送料込み

のむフロマージュは、飲むヨーグルトならぬ、飲むチーズです。
カルシウムやミネラルの含有量がヨーグルトよりも数倍多く、忙
しい時、食欲がない時でもミルクの元気をチャージできます。
◆プレーン
オリゴ糖入りで腸も喜ぶ！噛まずにチーズを摂取できます。

◆MCT
さまざまな予防効果が期待される中鎖脂肪酸（MCT）と、函館産のが
ごめ昆布粉末を配合。

◆アロニア
女性にうれしいポリフェノール果実、地元産のアロニアを入れました。

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。

送料込み20079

しあわせ牧場の
やぎミルクチーズケーキ
4,450円（税込）
300g
縦14.5×横14.5×高さ5.5cm
●賞味期限：（冷凍）120日

冷凍

甘いヤギミルクのカスタードクリームパン
“マツコと有吉  かりそめ天国”で紹介されました！しあわせ牧場のヤギミルクを使用した
プレミアムクリームパンです。ヤギミルクでじっくり炊いたカスタードクリームにヤギバターを
入れて濃厚なコクと風味をプラス、小麦の香りを生かすため卵不使用のブリオッシュ生地で
包みました。甘いヤギミルクのカスタードクリームとブリオッシュ生地がとてもよく合います。

送料込み20080

しあわせ牧場の
ヤギミルククリームパン
3,500円（税込）
5個　●賞味期限：（冷凍）120日

冷凍

しあわせ牧場のグラスフェッド
アイスクリームを食べ比べ
グラスフェッドの牛乳、山羊ミルク、羊ミルクそれぞれ
のアイスクリームを食べ比べできるセットです。ヤギや
羊のアイスクリームはとても珍しいので贈り物にも。

送料込み20081

しあわせ牧場の
アイスクリーム食べ比べセット
4,860円（税込）
106mL×6個
牛乳アイス／ヤギミルク／ひつじミルク　各2個

冷凍

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。

■厳選素材を使用■
岩手県産小麦＝ゆきちから
しあわせ牧場＝山羊乳

※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。
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新 潟 県

送料込み300３２

雪国生まれのおいしい人参ジュース98％　4,800円（税込）
200mL×12本　●賞味期限：（常温）365日

常温

雪国生まれの人参ジュース
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。

送料込み30056

熊野じゃばらサイダー12本セット
4,450円（税込）
200mL×12本　●賞味期限：（常温）365日

常温

邪気を払う、じゃばらサイダー
「じゃばら」とは和歌山県の奥熊野原産の柑橘で、柚子よりも果汁が
豊富で種がなく、地元では「邪気を払う」といわれ大切にされている
柑橘です。ビタミンやカロテンが多く含まれ、最近では花粉シーズ
ンに注目を浴びているフラボノイド「ナリルチン」が多く含まれて
いることでも話題を呼んでいます。まろやかでバランスの良い酸味、
軽やかで繊細な味わいです。この奥熊野原産「じゃばら」果汁を使用
したサイダーは、個性的な風味とまろやかな酸味が特徴です。

静 岡 県

送料込み30057

天野柿フルーツビネガー3本セット　3,800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）540日

常温

ドリンクでも
料理にも美味しいお酢
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種類セットです。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。いろいろお好みでお召し上がりください。

山 梨 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。

当地比
農薬9割減

除草剤
不使用

化学肥料
不使用

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。除草剤も一切不使用。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。

送料込み20076

長野・宮沢さんの冷凍ブルーベリー
（農薬不使用）　4,320円（税込）
１Kg　農薬不使用ブルーベリー
●賞味期限：（冷凍）720日

冷凍

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

農薬不使用のブルーベリー
標高800ｍのまさに日本のプロヴァンス、長野県下伊那郡松川
町に父親の代から開拓農民として入植し、山を開墾し畑にして
きた宮沢さん一家。14ヘクタールの畑に、りんご、西洋梨、和梨、
プルーン、ブルーベリー、栗等を栽培しています。標高も800ｍ
と寒暖差もあるため、美味しいブルーベリーができるのです。
大小込みで冷凍でお届けします。そのまま召し上がったり、ヨー
グルトに入れたり、スムージーにと大活躍します。

長 野 県

和 歌 山 県

こちらの商品は6月25日以降の発送になります

※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、2021年 6月現在のものです。
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北 海 道長 崎 県

20026

無添加ふぐ生ハム　4,500円（税込） 70g
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み

天然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。

20027

国産とらふぐたたき　4,800円（税込） 
とらふぐたたき 70g ／とらふぐ皮 30ｇ／ポン酢 30g／もみじおろし10g×2
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み

炙った香りが香ばしい国産のとらふぐの身をさくどりし、身のまわ
りを火で炙りました。生に近い状態ですので、少し厚めのお刺身
にすると香ばしい香りと食感を楽しめます。

国産のとらふぐと、天然まふぐをお家で美味しく

北 海 道

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。

人気の豊西牛100%ハンバー
グに、美味しい部位がたくさん
入ったお得な豊西牛サイコロ
ステーキ用と、牛丼や炒め物、
ハヤシライスなどいつもの家
庭料理をちょっと贅沢にいた
だける豊西牛切り落としスラ
イスをセットにしました。

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。

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20053

豊西牛肩ロースすき焼きギフト 500g
6,480円（税込）
肩ロースすき焼き用500g(3人～5人前)
●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
4,450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

送料込み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）
●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
7,900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

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。

島 根 県 島根県沖
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。

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『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きます。
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。 

高 知 県

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
●賞味期限：（冷凍）30日

冷凍 送料込み

20078

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。

※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。
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20073

メイドイン東京の会×シュウマイ潤
共同監修「東京焼売」
4,320円（税込）
焼売192ｇ（6個入り） 
東京焼売・東京焼売（銀杏入り）　各2袋
●賞味期限：（冷凍）120日

冷凍 送料込み

東 京 都 東京をシュウマイで味わう
全国の美味が集う街、東京の食の魅力を発掘・発信する「メイド
イン東京の会」と、シュウマイの地位向上と活性化を目指し活動
しているシュウマイジャーナリスト/研究家の「シュウマイ潤」がコ
ラボレーションした「東京焼売」。東京ブランド豚「TOKYO X」の
その上質かつ芳醇な旨味の詰まった焼売を東京のつくり手・飛
鳥食品が製造しました。１粒が30gを超える大粒な焼売を、東
京三鷹の銀杏を入れた焼売とセットでお届けです。

シュウマイ潤
コラボ商品

黒豚短鼻豚（タンビトン　）
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。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。

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。

送料込み冷凍200５０

短鼻豚 黒豚カレー
4,950円（税込）　200g×5袋
●賞味期限：（冷凍）120日（冷蔵）7日

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。

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
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み 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

旨味がジュッとあふれ出す
薩摩黒豚の薄切り肉を手作業で丁寧に何層にも巻き上げた柔らかく、
薩摩黒豚の旨味があふれ出すステーキです。

鹿 児 島 県 鹿 児 島 県

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」、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」、チ
キンとポークのコクと旨味抜群「本場長崎仕込み冷やしちゃんぽん風」
に「濃厚ごまかつおだし」と、五島うどんを合わせた夏限定セット。

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

30061

チョーコー まぜる麺つゆセット MZ25　3,800円（税込）
五島うどん 波の絲（黒和紙） 300g×3袋／まぜるめんつゆ こってりしょうゆ焼きあご風味／ま
ぜるめんつゆ さっぱりゆず サラダ風／まぜるめんつゆ本場長崎仕込み 冷やしちゃんぽん風 ／
まぜるめんつゆ濃厚ごまかつおだし　各1袋(30ｇ×3袋)　●賞味期限：（常温）365日

常温 送料込み

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）540日

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）540日

送料込み

冷凍20025

かごしま森の黒豚ミルフィーユ
ステーキセット
5,800円（税込）100g×6枚
●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

常温30060

チョーコー つゆ3種と麺セット
MT30　3,950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540日
／五島うどん波の絲(黒和紙)365日
／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　3,400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）かけぽ
ん・かけしょうゆ12カ月／
むらさき18カ月

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

※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、2021年 6月現在のものです。


