
メール：info@unimarche. jp
ショッピングサイト内のチャットボタンより スタッフ対応時間：平日10: 00～17:00（土日・祝日休み）

チャット受付中！！

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。

お申し込み期間：2022年10月3日（月）～12月19日（月）

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：280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

参加するにはまず！LINEにご登録ください

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
追加料金1,000円

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。

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、2023年1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。

お取り寄せグルメをご紹介します

2022 winter
お取り寄せグルメ

送料込み
ギフト対応

お申し込み期間：2022年10月3日（月）～12月19日（月）
●クリスマスまでにお届けをご希望の場合は12月16日（金）までにご注文ください



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 11月現在のものです。

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

北海道・沖縄・離島
を除く

沖縄・離島を除く離島を除く

冷凍20108

海鮮うみさち鍋セット
11,520円（税込）
＜2人前＞伊勢海老／焼き穴子／
蒸し牡蠣／鰆／魚醤出汁
※野菜は付いておりません。
●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

離島を除く

冷凍20109

長崎県産 天然クエ鍋セット
21,600円（税込）
＜2人前＞クエ／昆布／ゆずぽん酢
※野菜は付いておりません。
●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

海鮮をたっぷり味わえる
贅沢な鍋セット
伊勢海老や穴子、牡蠣などの魚介をたっぷりと盛り込んだ
極上の鍋セットです。深味ある味わいの魚醤出汁がさらに
旨味を引き立たせます。お鍋を召し上がった後は、うどんや
雑炊で魚介の旨味を味わっていただくのがおススメです。

神 奈 川 県

旬のクエの旨味があふれ出す
冬ならではの鍋
冬の時期に旬をむかえるクエをぞんぶんに味わっていただ
ける鍋セットです。ぷりっと歯応えのある白身を口にすると、
甘味ある脂の旨味が強く感じられます。〆の雑炊で余すこと
なくクエをご堪能ください。添加物を一切使用せず、選りす
ぐりの素材を集めた鍋セットは、贈り物にも喜ばれます。

長 崎 県

ユニマルシェ厳選グルメを
あなたの大切な方へ、自分へのご褒美にも！

冷凍20032

とらふぐちり鍋　
5,000円（税込）
とらふぐちり切身350ｇ
とらふぐ皮60ｇ
ポン酢30g×2袋
もみじおろし10ｇ×2袋
※とらふぐ（長崎県産・養殖）
※野菜は付いておりません。
●賞味期限：（冷凍）180日

送料込み

鍋の王様
豪華なふぐちりをご家庭で
たっぷりのとらふぐの身をお好みの野菜と一緒に煮込んで
豪華ふぐ鍋のできあがり。お好みでポン酢やもみじおろし
でご賞味ください。

長 崎 県

冷凍20009

青森県産本鴨鍋セット（小） 
約２～３人前

6,800円（税込）
ロース肉スライス200g／鴨つくね150g／
鴨鍋用濃縮だし200g　各１個
※野菜は付いておりません。
●賞味期限：（冷凍）180日

送料込み

クセのない旨味たっぷりの
本鴨鍋
本場フランス・バルバリー種を青森県八甲田山麓から津軽
地方の地域で健康飼育されたこだわり鴨肉です。合鴨に比
べると皮下脂肪が少なく鴨特有の臭みもないので、化学調
味料不使用の濃縮だしと一緒にぜひご堪能ください。

青 森 県

冷凍20115

だしを味わう本格鴨せいろ４人前
4,800円（税込）
冷凍十割生そば:130gx4袋（4人前）
鴨肉入りそばつゆ:260g（2人前）x2袋
●賞味期限：（冷凍）180日

送料込み

そば通をうならせる逸品
極上本格鴨せいろ
自家製の鴨ガラだしに真昆布、本枯れ節、継ぎ足しの返しで
仕上げる極上の蕎麦つゆは、屈指の逸品。蕎麦は喉越しそ
なえた国産十割生そばです。蕎麦好きも太鼓判を押す、心憎
いまでの素材へこだわった絶品「鴨せいろ」が、家庭で味わ
える粋な贈り物です。

青 森 県

冷凍20116

鉄板焼き【国産】鴨ハンバーグセット
6,500円（税込）
鉄板焼き八甲鴨ハンバーグ160g(1個)×8袋
●賞味期限：（冷凍）180日

送料込み

そのままでも美味しい！
本格鴨ハンバーグ
鴨特有のクセがないフランス鴨（バルバリー種）の持つ旨
味を活かすようにシンプルながらも厳選した原材料のみを
使用したオリジナル仕様です。鴨肉の独特の旨味を含んだ
肉汁を逃がさないよう、鉄板にひく油まで鴨脂を使用し焼
き上げた手作りハンバーグ。ぜひ、一口目はソースなしで
召し上がってみてください。

青 森 県



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 11月現在のものです。

北海道・沖縄・離島
を除く

北海道・沖縄・離島
を除く

北海道・沖縄
追加料金1,000円

離島を除く

離島を除く

長崎県・山口県

20061

下関ふく（福）セット　5,500円（税込）
とらふぐ刺身（鶴）60g／とらふぐ皮刺し30ｇ／ポン酢30ｇ／もみじおろし10ｇ／あんこう鍋用切身500g
※とらふぐ（長崎県産・養殖）、あんこう（山口県産・天然）　●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

家族の幸福（口ふく）を食卓に
下関では、「ふぐ」を「ふく」といい、「福を呼ぶフク」と称し
縁起の良い魚として珍重されています。ご家族一緒に幸福
(口ふく＝お口にふぐで美味しさと幸福を)を願い、「ふく」を
楽しむのはいかがですか。縁起の良い鶴をイメージしたと
らふぐ刺身、とらふぐ皮刺しに、あんこう鍋用切り身までが
セットになった贅沢なセットです。ふぐの本場下関で磨かれ
た職人の技術と、オゾン水殺菌装置や鮮度を維持したまま
冷凍できる最新設備で、安全な食品をお届けしています。

※野菜は付いておりません。

三 重 県 魚の王様“真鯛”を
まるごと一匹食卓に
鯛の専門店“めでたい屋”は、紀伊半島の
南・尾鷲にあり、世界遺産になった熊野古
道など、とても美しい自然が残っている場
所。きれいな海で育った鯛を化学調味料、
保存料を一切使わず調理しました。自慢
の美味しい鯛料理をお届けいたします。
真鯛は新鮮なうちにエラと内臓を取り塩
をして一晩、旨味が出てきた鯛の腹に国
産わかめを詰め、うろこをつけたまま低温
でじっくりと焼き上げました。

20038

活鯛 めでたい焼（中）　7,200円（税込） 700g　●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

20041

オホーツク産帆立貝柱　5,000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。

希少な石狩湾でとれた数の子
数の子はひと腹の卵数が多いので、子孫繁栄を表わす縁起物として
昔からお正月の祝いの膳を飾ってきました。希少な北海道石狩湾に
戻ってきた、にしんの魚卵を使用しています。無漂白なので色にバラ
ツキがありますが、数の子本来の旨味と食感が味わえます。

北 海 道

沖縄・離島を除く

31031

北海道産塩数の子　6,500円（税込）
塩かずのこ　250g
●賞味期限：（冷蔵）90日

冷蔵 送料込み

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

熟成の旨味あふれる味噌漬け魚　　
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。

北 海 道

沖縄・離島を除く

冷凍20097

きじまのお雑煮セット詰合せ
(2種類×２食入り)
7,200円（税込）
神山鶏のお雑煮関東風(鶏スープ・野菜・お
餅・鶏もも肉)×２／天然真鯛のお雑煮白
だし仕立て(白出汁スープ・野菜・お餅・真
鯛)×２
●賞味期限：（冷凍）180日

送料込み

神 奈 川 県 横浜「きじま」の美味しくて
体にやさしいお惣菜
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お惣菜です。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・合成香料などを一切使っていません。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。

送料込み20095

お惣菜バラエティセット　4,590円（税込）
天然まぐろかま煮つけ（2個入）／神山鶏 手羽の黒酢煮
（5本入）／放牧豚 肉味噌（100g）／チーズ入りきじま
ポテト（4個入）　各1袋
化粧箱サイズ:縦24.5×横30×高さ12cm
●賞味期限：（冷凍180日

冷凍

◆天然まぐろかま煮つけ
脂のり抜群の大型の天然まぐろの
カマだけを贅沢に使用しました。き
じま特製の無添加の煮つけだれで
仕上げました。

◆チーズ入りきじまポテト
有機栽培のじゃがいもとたっぷりの
チーズが入った生地で、とろけるチ
ーズを包みました。きじまの人気メ
ニューをぜひお楽しみください。

◆神山鶏 手羽黒酢煮
遺伝子組み換え飼料や抗生物質不
使用の平飼い鶏「神山鶏」手羽を旨
味たっぷりの玄米黒酢だれで、ジュ
ーシーに炊き上げました。

◆放牧豚 肉味噌
無農薬・無肥料の自然栽培の生姜
の香り豊かな万能の肉味噌。そのま
までおつまみやご飯のお供に、アレ
ンジ次第でさまざまなお料理にも。

北 海 道
10個
限定

こちらの商品は11月14日（月）より順次発送、12月9日（金）までのご注文となります

こちらの商品は11月14日（月）より順次発送、12月9日（金）までのご注文となります



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 11月現在のものです。

北海道・沖縄・離島
を除く

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く常温30103

長野県産梨 南水　3kg　9,300円（税込）南水　3kg(6個程度)

送料込み

減農薬・無化学肥料の
ライラック農園の特別栽培
ライラック農園は、標高700～800mに位置しているので果
物の栽培には最適な環境です。肥料は自家製堆肥を中心と
した有機肥料と、農園で出た木くずなどを燃やした炭を畑に
撒いています。地球温暖化などで環境への関心が深まる中、
20数年に渡って有機農業に取り組み、13年前から減農薬・無
化学肥料の特別栽培を続けています。リサイクルにも努め
低炭素農業を目指し、安心・安全な果物を作ってお届けして
います。

長 野 県

常温30105

長野県産西洋梨 ル・レクチェ　3kg　10,500円（税込）　ル・レクチェ　3kg(6個程度)

送料込み

静 岡 県

常温30111

伊豆西浦 寿太郎みかん 5kg
5,900円（税込）
寿太郎みかん S～Lサイズ
※S・M・L混合　5kg

送料込み

常温30073

留目さんの薬石有機りんご　
サンふじ　3kg　5,950円（税込）
サンふじ　3kg（8～12個）
※色ムラ・きずなどがありますことをあらかじめご了承ください。 

送料込み

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

常温30110

留目さんの薬石有機りんご　
サンふじ・はるか・ぐんま名月 3kg 
5,950円（税込）
サンふじ／はるか／ぐんま名月　合計3kg（8～12個）
※色ムラ・きずなどがありますことをあらかじめご了承ください。 

送料込み

日本最高峰と称される
寿太郎みかん
寿太郎みかんは、伊豆にしかない日本の最高峰と称される
ブランド。昭和50年に山田寿太郎氏が、青島温州みかんの
枝変わりとして発見しました。収穫直後は酸味が強く、貯蔵
庫で追熟させて、甘さを引き出してから出荷される晩成品
種です。糖度が高く、甘味と酸味のバランスが良い濃厚な
味が特徴です。

青 森 県

数量
限定

数量
限定

数量
限定

パワースポットで育った
まるごと食べられるりんご
「龍の舌」といわれる気の集まる地形で研究に研究を重ね
てつくった「有機JAS」りんごです。生産者の留目（とどめ）
さんは体を壊したのをきっかけに「薬になるりんご」を作ろ
うと発想し“土”に着目、3種類の花崗岩をブレンドしたも
のをまくことにより、甘く、香り高いりんごができました。 
葉っぱが上を向き厚くて元気がいいのは畑にまくものが
良いから！糖分を蓄え実を美味し
くするというときに葉を摘むのは
無駄な労力です。
有機りんごは芯や種まで召し上が
っていただけます。種の中の仁が
腸の働きをすきっと整えますので、
ぜひまるごとご賞味ください。

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

こちらの商品は12月より順次発送となります

こちらの商品は12月より順次発送となります

こちらの商品は12月より順次発送となります

こちらの商品は11月11日（金）より毎週金曜日に順次発送、12月1日（木）までのご注文となります

こちらの商品は11月18日（金）より毎週金曜日に順次発送、12月15日（木）までのご注文となります

こちらの商品は2023年1月第2週頃より順次発送となります

サンふじは、甘味が豊富で果汁も多い、歯ごた
えがしっかりとしたりんごです。蜜が入っている
ので芯や種も、まるごとお召し上がりください。 

「南水」はサクサクとした心地よい食感と、果汁が豊富で
ジューシーな味わいが特徴の人気品種です。ライラック
農園のこだわりの梨をぜひ一度ご賞味ください。

ぐんま名月は、群馬県生まれの黄色いりんごで味は甘味が強く酸
味は少なめ。サクッとした食感で、香りがよくて果汁が豊富です。

はるかは、つるりとした淡いレモンイエローの肌が美しく、豊かな
香りとパリッとした食感。実には蜜がたっぷり入り糖度平均15度
以上と群を抜いた衝撃的な甘さが特徴です。

20個
限定

20個
限定

特別栽培の梨「南水」

「ル・レクチェ」は洋梨の最高品質といわれ、熟すと果皮が
黄色に変わります。完熟状態で発送すると荷傷みしやす
いため、まだ多少硬い状態でお届けします。美味しい時
期を逃さずに追熟したら、冷蔵庫に保管するなどして調
整して、最後まで美味しくお召し上がりください。

最高品質の洋梨「ル・レクチェ」



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 11月現在のものです。

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

北海道・沖縄
追加料金1,000円

送料込み20086

しまんとロール地栗巻き＆しまんと地栗モンブラン3個入
4,750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）
しまんと地栗モンブラン　55g×3個　●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍

高 知 県

高 知 県

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。

※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。

◆しまんとロール地栗巻き
しまんと栗の甘露煮と、上質な生クリームとの
相性バツグンのマロンバタークリームを使った
オリジナルロールケーキです。栗ペーストに、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しっかり。それらを一つ
ひとつ丁寧に手作業で巻き、金型で四角い形に
した後、カットし冷凍。栗の風味が口いっぱいに
広がる「しまんと地栗巻き」をご賞味ください。◆しまんと地栗モンブラン

添加物は使用せず、しまんと地栗の美味しさを存分に味
わえるスイーツに仕上げています。 糖度の高い栗だから
お砂糖も控えめ。一般的なモンブランに使用されるスポ
ンジやブランデーも入っていないため、 純粋にしまんと
地栗の美味しさを味わっていただけます。栗本来の自然
な甘さをいかしたモンブランをご堪能ください。

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

“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。どちらも
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ひとつ”手
しぼり”でのせています。手しぼりだからこその味わ
いのある表情に。ぜひ食べ比べてみてください。

北海道・沖縄
追加料金1,000円

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 沖縄・離島を除く※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。

冷凍20114

栗つつみ　渋皮煮4個
5,150円（税込）
四万十 栗つつみ（渋）4個
●賞味期限：（冷凍）60日

送料込み

外から中まで栗づくし！
栗つつみ
国産栗の渋皮煮を、一粒丸ごと和栗ペーストで包んだ贅沢
な栗つつみです。栗つつみを縦に半分に切ると、そのイン
パクトは抜群。真ん中にどっしりとかまえた渋皮煮の断面が
顔を出します。栗を一粒まるごと贅沢に使用しているので、
見た目も、味も、まさに栗！！わくわくする仕上がりです。ご自
身でお召し上がりいただくのはもちろん、大切な方への贈り
物として、お祝い事やお正月などハレの日のスイーツとして
もおすすめです。

高 知 県

常温30108

ひがしやま。 12枚セット
4,000円（税込）
いも焼き菓子ひがしやま 12枚
●賞味期限：（常温）60日

送料込み

ねっとり濃厚で
やみつきになる「ひがしやま。」
「東山（ひがしやま）」は、高知県の山村で昔から作られてい
る干し芋です。「ひがしやま。」に使用されている人参芋は、
外皮は赤く、中身は見事な『黄金色』をしています。『黄金色』
は『金』をイメージさせ、金運に良い色とされてきました。そ
の縁起の良い、幻の人参芋をペーストにして小判型の焼き
菓子に仕上げました。人参芋特有のねっとりとした甘さが
クセになります。

高 知 県

常温30109

イモづくしBOX
4,500円（税込）
いも焼き菓子ひがしやま／焼きいもモン
ブラン　各6個　●賞味期限：（常温）60日

送料込み

幻の人参芋の濃厚な旨味を
たっぷり味わえる
焼き菓子セット
「ひがしやま。」と「焼きいもモンブラン」の焼き菓子セット。
「焼きいもモンブラン」のサクサクのサブレ生地には、四万
十の山の中で、ゆっくりと乾かして作ったお塩「山塩小僧」
を使用。生地の上には四万十流域界隈で栽培された「人参
芋」のモンブランクリームをたっぷり手しぼりして焼き上げま
した。ゴマの香りをアクセントにコクのある甘さが特徴です。

高 知 県

伝統の味、黒豆の和菓子
昭和31年創業の竹屋製菓は、国産（特に岩手県産）の原材料
を使用し、より安全で、より美味しい食品開発・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お楽しみいただける一品です。
日本茶やコーヒー、紅茶にも相性ぴったり。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。

岩 手 県
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送料込み300５０

無添加ジュース3種ギフトセット　
4,800円（税込）
200mL×12本　雪国生まれのおいしい人参ジュース 
98％／無塩とまとジュース／完熟りんごジュース　各4本　
●賞味期限：（常温）1年

常温

有機宇治抹茶の風味生きた
フィナンシェ＆マドレーヌセット
添加物を一切使用せずに焼き上げたフィナンシェとマドレーヌセットです。
中井製茶場の茶師が吟味選定した有機宇治抹茶をたっぷり生地に入れ、
保存料や膨張剤、香料といった添加物を一切使用せず、お茶の風味を最
大限生かしながら他の素材との相性も考えたお茶ならではの逸品です。

京 都 府

京 都 府 京都の茶菓房 喜將園
自慢のもなか詰合せ
3種の自慢のもなかを詰合せたセット。「宇治抹茶しっとりも
なか」は、高級煎茶で知られる宇治茶の主生産地、京都和束
町の有機宇治抹茶を贅沢に使い、北海道産の白隠元豆と甜
菜糖で作った抹茶餡をパサつかないしっとりした食感の「も
なか皮」で包んだ新食感もなかです。甘味と抹茶の渋味を抑
え、有機抹茶の香りを引き立たせたお茶屋ならではの逸品。
北海道十勝産の小豆『きたろまん』で作った「粒あんしっとり
もなか」「こし餡しっとりもなか」もお楽しみいただけます。

奈良の大人気『農悠舎王隠堂』
干し柿スイーツ
バターをサンドしたら、干し柿が高級スイーツに進化しました。
アンサンブル(フランス語)とは、日本語で組み合わせ・合奏
といった意味を表します。あんぽ柿をさらに乾燥させ板状に
してからバターをはさみました。柿とバターが口の中で合わ
さって溶け合う、まさにアンサンブルをお楽しみください。

送料込み30066

宇治抹茶ふぃなんしぇと
まどれーぬのセット
3,240円（税込）
宇治抹茶ふぃなんしぇ／
宇治抹茶まどれーぬ　各4個　
●賞味期限：（常温）35日

常温

※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。

送料込み30099

茶師吟撰・しっとりもなか詰合せ
CA30-C　4,500円（税込）
宇治抹茶しっとりもなか／粒あんしっとり
もなか／こし餡しっとりもなか　各5個
●賞味期限：（常温）35日

常温

◆ふぃなんしぇ
バターと鶏卵を贅沢に配合し、
じっくり焼き上げ表面サックリ。
中のしっとり生地に練りこんだ
北海道産小豆がアクセント。

◆まどれーぬ
国産の発酵バターと鶏卵を贅
沢に配合。中はしっとり食感に
黒豆の高級品種「丹波黒」が
アクセントになる和ティスト。

京 都 府

送料込み30075

カリブの宝石箱（ギフト用）　4,950円（税込）

常温

美味しくて体にも良い
ご褒美チョコレート
「コンクシェル」はハイチ産カカオのフルーティーかつウィスキーのようなき
れのある香り、甘い風味を贅沢に味わえるチョコレートです。従来、廃棄され
ていたカカオ豆の皮も使っているので栄養価は高いのに、食品ロスゼロ。
カカオ分70％と高カカオで甘味も感じられる美味しくなめらかなチョコレ
ートと、カカオニブ入りの2種類です。他にもいちごミルクのような味わい
のミルクチョコレート「コンクパール」と、ナッツ入り。甘いバナナチップス
をほろ苦いチョコレートで包んだ「ライムストーン」、フルーティーな香りの
オートミール「ロアミール」、そのままお召し上がりいただける「ローストカカ
オ」のセットです。「コンクシェル」とはカリブ海で獲れる天然真珠貝のこと。
その白い貝殻は宝飾品のカメオに加工されます。
まるで、カリブ海の宝石が詰まったようなチョコ
レートボックスをお楽しみください。 

東 京 都

送料込み30074

カリブの宝石箱（ご自宅用）　4,000円（税込）

常温

コンクシェル／コンクシェル カカオニブ 入り／コンクパール／コンクパール ナッツ入り　30g×各1個
ライムストーン 40g／ロア ミール 50g／ロースト カカオ 5粒　化粧箱サイズ:縦22×横22×高さ2.5cm　●賞味期限：（常温）180日

京 都 府

奈 良 県

玉屋珈琲店オーガニック珈琲
有機コーヒー3種類を楽しめるギフトセット。「マイルドブレ
ンド」「スペシャルブレンド」「ダークローストブレンド」で産地
まで追跡調査ができる有機JASマークの付いた生豆を使用
しています。「有機で美味しいブレンドコーヒーを」をコンセ
プトにした、香り高く、味わ
い深い美味しいオーガニッ
クレギュラーコーヒーギフ
トセットです。

常温30107

有機レギュラーコーヒーギフトセット
4,800円（税込）
有機マイルドブレンド（粉）／有機スペシャル
ブレンド（粉）／有機ダークローストブレンド
（粉）　200g×各1
化粧箱サイズ：縦19.5×横41×高さ5cm
●賞味期限：（常温）180日

送料込み

沖縄・離島を除く

冷凍20072

干し柿スイーツ 柿アンサンブル 
バターサンド　4,200円（税込）
140g×2本

●賞味期限：（冷凍）180日

送料込み

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

沖縄・離島を除く

北海道・沖縄・離島
を除く

●2017年雑誌ブルータスの「日本一のお取り寄せグランプリ
準グランプリを受賞。
●日本航空発行の「AGORA１・2月合併号」に掲載。

無添加・成分無調整
ストレート搾り100％のジュース
素材本来の特徴を最大限生かせる「ストレート搾り製法」を採用しました。
人参ジュースは、甘味が強く雪の下で過ごし、より美味しくなった「雪下人
参」を使用した、まるでピューレのような食感。とまとジュースは、水・肥料
を極力抑えることにより、トマト本来の味を最大限引き出した真っ赤に完
熟したトマトを、一つひとつ手摘みで収穫しています。りんごジュースは、
長野県産ふじりんごを搾った、甘味と酸味のバランスが絶妙で舌にベタつ
かず、とてもナチュラルな味わいです。

新 潟 県

50個限定 20個限定ポスト投函でお届け
のし対応不可

数量
限定
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沖縄・離島を除く

離島を除く

離島を除く

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。

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

ユニマルシェでも大人気の
赤身肉「豊西牛」
十勝の牛肉の美味しさを日本全国に知っていただくため、2013年
ブランド化した北海道帯広市を代表するブランド赤身牛「豊西牛」。
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

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
安全・安心の田嶋ハム
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と
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）

冷凍 送料込み

常温30106

チョーコー鍋つゆ詰合せ　NBJ30　3,600円（税込）
醤辛旨みそ鍋つゆ　1袋（30mL×4袋）
九州だし寄せ鍋つゆ　1袋（30mL×4袋）
香り立つゆず鍋つゆ　1袋（30mL×4袋）
長崎ポンス　200mL×1本／五島うどん波の絲（黒和紙）　300g×2袋
●賞味期限：（常温）1年

送料込み

常温30016

チョーコー醤油・味噌詰合せ　UM34　
4,500円（税込）
超特選むらさき1L／だしの素こいいろ1L／
ゆず醤油かけぽん400ｍL／
長崎麦米合わせみそ500ｇ／
無添加長崎麦みそ500ｇ　各1個
●賞味期限：（常温）超特選むらさき1.5年／だしの素
こいいろ・ゆず醤油かけぽん1年／みそ2種180日

送料込み

最高級の濃口醤油「超特選むらさき」、簡単便利な“万能だし”と、お酢が
苦手でも美味しく楽しめるポン酢「かけぽん」など人気商品をセットに。

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。

北海道・沖縄・離島
を除く

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

石 川 県
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
簡単鍋つゆ3種と、希少な長崎県対馬産ゆずの贅沢な香りと酸味が味わえ
る長崎ポンスに、五島うどんと、締めまで楽しめる冬季限定セットです。

長 崎 県

離島を除く

離島を除く

送料込み20053

豊西牛肩ロースすき焼きギフト 
500g　7,000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

※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。

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「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。

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31023

のぼりべつ酪農 チーズセット5　5,950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

沖縄・離島を除く

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。

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



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 11月現在のものです。

北海道・沖縄・離島
を除く

特別な美味しさでクリスマスを楽しもう～！

クリスマスまでにお届けをご希望の場合は12月16日（金）までにご注文ください

栃 木 県

20068

手づくり那須のシャルキュトリーキッシュ3点セット　
5,500円（税込）
約190g×6個　３種のきのこキッシュ／ほうれん草とベーコンのキッシュ／キッ
シュ ロレアーヌ　各2個　直径約13.5×高さ約3cm　●賞味期限：（冷凍）165日

冷凍 送料込み

那須の手づくりキッシュ
明治初期創業の老舗ホテルや日本を代表するリゾートホテ
ルで採用されたクオリティ。新鮮な卵と北海道産の良質な
生クリーム。原材料はこだわって生地から具材まですべて
完全手作りで仕上げました。キッシュの味の決め手、アパ
レイユはスイス産グリュイエールチーズ、北海道産生クリー
ム、バター、新鮮な卵をたっぷり使用。ベーコンはDLGドイ
ツ国際品質競技会で金メダルを受賞した国産那須豚で作
っています。

冷凍20110

ホワイトクリスマスチーズケーキ　4,700円（税込）
15cmホール　●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

北海道・沖縄・離島
を除く冷凍20112   

プレミアムチョコレートクリームのクリスマスチーズケーキ　
5,000円（税込）
15cmホール　●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

北海道・沖縄・離島
を除く冷凍20065

濃厚バスククリスマスケーキ　4,150円（税込）
15cmホール　●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

北海道・沖縄・離島
を除く冷凍20111

エシカル粒つぶ苺のベイクドチーズケーキ　
4,500円（税込）
13cmホール　●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

北海道・沖縄・離島
を除く冷凍20113

クリスマスフリルチーズケーキ6個セット　5,000円（税込）
濃厚バスクチーズケーキ／フルーツデコレーション／苺クリーム　各2個　
●賞味期限：（冷凍）90日

送料込み

美味しい国産オーガニックにこだわった
チーズケーキ専門店『seed 』の米粉のクリスマスケーキ

沖縄・離島を除く

50個
限定

国産有機栽培米の米粉で焼き上げたふわもち食感のチーズ
ケーキ。チーズケーキと生クリームの間には、規格外のエシカ
ル苺と粗糖で炊いた自家製のジャムを挟んでいます。サンタ
や色とりどりのドライフルーツ、自家製苺ジャムを使用して
可愛く仕上げました。規格外のフルーツをアップサイクルし
た想いが詰まった2022年のエシカルクリスマスチーズケ
ーキです。

自家製の苺ソースをたっぷり、チーズケーキの生地に練りこ
み焼き上げたなめらかな食感のベイクドタイプのチーズケ
ーキです。その上に生乳100%の生クリームでシンプルに仕
上げました。苺のチーズケーキと生クリー
ムの相性が抜群！苺本来の芳醇な香りと
粒々が口いっぱいに広がります。

国産有機栽培米の米粉で焼き上げたふわもち食感のチーズ
ケーキの上に、オーガニック生チョコと生乳100％の生クリー
ムで作ったチョコレートガナッシュクリームでデコレーション
しました。真ん中には、国産有機栽培米の米粉、有機ココア
で作ったざくざく食感のクランブルクッキー・有機ドライフ
ルーツ・アクセントにショコラビスコッティをのせて贅沢に
仕上げています。

毎年大人気のバスクチーズケーキは、2種の国産チーズを使
い、贅沢に濃厚に仕立てました。高温で焼き上げ、外はこん
がり香ばしく、中は絶妙な焼き加減でとろっとクリーミーに。
一口食べるとその濃厚で芳醇な味わいがクセになります。
チーズケーキ好きの方も
納得の、たまらない美味
しさをお届けします。

Seedで定番人気のミニサイズのクリスマスケーキ6個セット。
『濃厚バスクチーズケーキ』
とろっと濃厚クリーミーな人気バスクチーズ

『フルーツデコレーション』
定番の米粉のふわもちっ食感の
スフレチーズケーキに生クリーム
とフルーツをデコレーション

『苺クリーム』
スフレチーズケーキの間に自家
製の苺ジャムを挟んで、最後の
仕上げは苺クリームで

有機
小麦粉
使用

こちらの商品は12月より順次発送となります

こちらの商品は12月より順次発送となります

こちらの商品は12月より順次発送となります

こちらの商品は12月より順次発送となります

こちらの商品は12月より順次発送となります こちらの商品は12月9日（金）までのご注文となります

大 阪 府


