
期間中に冬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
ポイント

5商品以上購入

1,000
ポイント

全国へ安心安全を
お届けいたします 0800-888-8877 受付時間  平日 10 : 00 ～17 : 00

(土日・祝日休み)

◆お申込方法◆

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専用注文書を郵送
※お申し込みには、会員登録（無料）が必要です。

ショッピングサイト  unimarche. jp
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。
・ポイントはお支払額の50％まで使用可能です。
※ポイントプレゼントは、2020年2月中旬頃を予定。(お一人様1回限り)

■商品のお届け：2019年11月13日（水）より順次発送
　　　　　　　　　　※配送日はご指定いただけません。決済完了後、7～10日前後でお届けいたします。

■お支払方法：ユニマルシェにご登録のクレジットカード払いのみです。

　　　　　　　　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。

　　　　　　　　お電話でのご登録も承っております。

ユニマルシェの公式SNS
新商品やお得な情報をいち早くお知らせ！！ ぜひ、登録・フォローしてくださいね！

※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、受け付けしておりません。
※【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。
※表示価格は、2019年10月現在のものです。

お申込期間　2019年11月1日（金）～ 2020年1月31日（金）

2019 冬の贈り物

年内発送の最終受付は12月23日（月）まで、年始は2020年1月6日（月）より受付開始いたします。
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20038

活鯛 めでたい焼（中）
6,350円（税込）700g

冷凍 送料込

20039

紋別 本ずわい甲羅盛り
8,950円（税込）100g×4個

冷凍 送料込

20040

本ずわいがに爪
4,950円（税込）400g

冷凍 送料込

20037

極冷 伊勢海老　6,900円（税込）約200g×2尾

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。

20031

とらふぐ刺身セット　4,600円（税込）
とらふぐ刺身60g／皮30ｇ／とらふぐひれ2枚
ポン酢30ｍL×2袋／もみじおろし10ｇ×2袋

冷凍 送料込

※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。                  01 02

日本の銘品
大切な方への感謝の気持ちやお祝いなど冬の贈り物におすすめの銘品を日本全国から集めました。

三 重 県

北 海 道

北 海 道

静 岡 県

長崎県・熊本県

魚の王様”真鯛”をまるごと一匹食卓に
千匹以上の鯛を試作し、ようやくできあがった”めでたい屋”の自信作です。真鯛は、新鮮な
うちにエラと内臓を取ります。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。レンジやお湯で温めるだけで、手
軽にお召し上がりいただけます。

生でも焼いても
美味しい甲羅盛り
紋別産のずわいがにを使用し、甲羅の中に「かにみそ」を入れ、
その上にジューシーなほぐし身、棒肉（脚肉）をのせました。
うまみが凝縮した棒肉と、しっとりとしたほぐし身の両方を
お楽しみください。

人気のカニ爪を
北海道紋別よりお届け
オホーツク紋別の海で漁獲されたずわいがにを塩ゆでし、
爪を食べやすいように切り目を入れて急速冷凍しました。
自然解凍でそのまま、かに爪フライ
などの揚げ物にもおすすめです。

伊豆産の”活締め”
極冷 伊勢海老
独自の冷凍技術により細胞を壊さず
に瞬間凍結できるため、ほとんどドリ
ップが出ず、獲れたての旨味と食感を
そのまま味わうことができます。

下関直送の高級ふぐが、お家でお得に美味しく

ふぐの中でも高級品といわれる国産とらふぐの贅沢な刺身セット
 です。ふぐの本場下関のふぐ職人が、
一枚一枚丹念に皿盛しています。



20030

どんちっち3魚詰め合わせBセット
4,500円（税込）
のどぐろ開き 50～70g×3尾
あじ開き 70～100g×3尾
かれい干し 100～150g×1尾

冷凍 送料込

20029

昆布じめ刺身詰め合わせ国産魚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。

※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。                  03 04

冷凍 送料込20014

いわがき春香（Ｍサイズ）セット
6,610円（税込）
いわがき春香（Ｍサイズ）×5個

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20041

ホタテ貝柱
4,650円（税込）
オホーツク紋別産ホタテ貝柱250g×2袋

プリプリ、コリコリの食感
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。歯ごたえと濃厚
な甘味がギュッと詰まっています。

CAS旬感凍結という最先端の冷凍技

術を採用。そのため凍結時に細胞破壊

がおきず、解凍してもドリップ現象が

おきないので鮮度抜群！

獲れたての旬の味が堪能

できます。
CAS
キャスフレッシュ

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

島 根 県

島 根 県

北 海 道

富 山 県

浜田漁港に水揚げの
良質な魚だけに許された
水産ブランド“どんちっち”
浜田市が市の魚として制定している高級魚「のどぐろ」
脂質計を使って科学的に分析した脂ののった「あじ」
干しかれいで生産量日本一の「かれい」をお届けします。
産地のとれたて魚を無添加で干したセットです。

here!!

島根半島の沖合
約６０キロの海上に浮かぶ
隠岐諸島から
“海の恵み”をお届け
ぷるんとしたリッチな食感がたまらない
日本の名水「天川の水」が注ぐ
清澄な海で、３年かけてじっくりと
『春香』は育ちました。
上殻を除去済みの
ハーフシェルタイプなので、
面倒な殻むきはいりません。

鮮度が違う！
”CAS旬感凍結”



20025

薩摩黒豚ミルフィーユステーキ
6枚セット
5,800円（税込）100g×6枚

冷凍 送料込

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。

※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。                  

冷凍 送料込20011

薩摩黒豚味噌漬（ロース・木樽入）
8,910円（税込）80g × 6枚 

きめ細かな肉質、歯切れのよい食感
コクのある旨味と味噌の夢の融合
味噌に漬けることにより、肉も大変柔らかくなってい
ます。味噌の香りが肉にじんわりとしみ込み、肉だけ、
味噌だけでは味わえない格別の風味へと変わります。

05 06

京都の香り高い
美味しい蕎麦
福知山・夜久野産の良質なそばの実の
外皮を取り除いて製粉したそば粉「丸抜
き粉」をふんだんに使った香り高い白地
の麺に、粗挽きしたそば殻を散らした、
食感もめずらしい贅沢な蕎麦です。木製
わっぱに入った上品な見た目は贈答品
におすすめです。

京 都 府

大 阪 府

鹿 児 島 県

高野山の格式高い伝統の味
ごまから搾りだした搾り汁をじっくりと練り上げる、“高野山に古来
から伝わる製法”で作ったごま豆腐です。もっちり食感となめらか
な舌触りで、ごまの風味が口いっぱいに広がります。

「金ごま」「白ごま」「黒ごま」の違いが楽しめる3種類セットです。

常温30023

京蕎麦 丹波ノ霧 そば三昧セットＢ
4,800円（税込）
半なま 京蕎麦 丹波ノ霧（木製わっぱ入り）：
半なま麺90ｇ×4袋（4人前）／濃縮タイプ
特製つゆ 25mL×4袋
霧ノ蕎麦茶：ティーバッグ入り7g×7包
玄そばごはんの素：130g×１個

送料込

常温30020

高野山ごま豆腐セット　3,500円（税込）
金ごまとうふ　100g×3個
白ごまとうふ　120g×3個
黒ごまとうふ　120g×3個

送料込

常温30024

京蕎麦 丹波ノ霧 焙煎粗挽き
そばセットＡ　3,950円（税込）
半なま 京蕎麦  丹波ノ霧（木製わっぱ入り）：
半なま麺90ｇ×2袋(2人前）／濃縮タイプ
特製つゆ 25mL×2袋
半なま 焙煎粗挽きそば（木製わっぱ入り）：
半なま麺90ｇ×2袋(2人前）／濃縮タイプ
特製つゆ 25mL×2袋

送料込

清浄な空気と
天然ミネラル地下水で
自由に育った「薩摩黒豚」
森林を切り開いて、１８,０００平方メートルの広い敷地で
薩摩黒豚（純粋六白黒豚）を年間約３００頭生産・出荷して
います。抗生物質や成長ホルモン剤などは一切使用して
いません。飼料は単品で取り寄せた非遺伝子組み換えの
穀物などを配合したものや、自社の有機團場で栽培した
サツマイモなどを与えています。天気の良い日は外へ出て
赤土やドングリなどを食べて過ごしています。

こちらの商品は12月13日（金）受付終了

純粋六白黒豚

体全体が黒色で、
足、鼻、しっぽの6カ所が
白いのが特徴です。



※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。                  

20034

なかほら牧場 プレミアムアイスセット
4,950円（税込）
クリームリッチ／ミルク 各104mL×3個

冷凍 送料込
20035

なかほら牧場 贅沢3種セット
4,800円（税込）
クリームリッチ／抹茶／チョコレート
各104mL×2個

冷凍 送料込

送料込

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

冷蔵31009

おこっぺオーガニックセットA  4,850円（税込）
有機牛乳180mL×2本／有機のむヨーグルト×2本
有機ヨーグルト砂糖不使用×2袋／有機ヨーグルト加糖×2袋
有機モッツアレラチーズ×1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。ヤギミルクは栄養価が高く、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。

しあわせ牧場
3つ星

レストランや
高級ホテル
にも採用！

限定
30セット

冷蔵31003

ピュアグラスフェッドバター
セット
5,950円（税込）
100g×2個

送料込

07 08

岩 手 県

岩 手 県

30008

佐藤さん家の有機みかんセット 4,970円（税込）
有機温州みかん Mサイズ 5kg（約50個）

常温

30019

佐藤さん家の有機みかん
ジュース・ジャムセット
3,950円（税込）
ジュース 500mL×1本
ジャム 140g×2個

常温

たっぷりの
グラスフェッドミルクで作った健やかアイス
130ヘクタールの広い山で自由にすごし、野シバや木の葉を食べて育った母牛の健康な
ミルクで作りました。牧場の自慢のアイスをどうぞお召し上がりください。

牧場ならではのミルクと
貴重な生クリームを使った
プレミアムアイスセット

おすすめのクリームリッチと
抹茶・チョコレートの３種類
セット

厳しいオホーツクの
自然から生まれた
有機JAS認証の乳製品

有機農法30年の
佐藤さんが作った
有機JAS認定の美味しいみかん
化学農薬・化学肥料・除草剤を一切使用せずに、手間ひまか
けて育てたオーガニックみかん。有機 JAS認定みかん農家
では出荷量日本一で、皮まで安心してお召し上がりいただ
けます。

バターコーヒーでも人気の
グラスフェッドバター

北 海 道

佐 賀 県

こちらの商品の年内発送最終受付は12月16日（月）まで

乳化剤、増粘剤、生クリーム、卵不使用

数量
限定



送料込

送料込

送料込 送料込

送料込

※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。                  09 10

冬のあったか豪華鍋
寒い冬には、体の芯から温まるお鍋がおすすめです。
野菜を足すだけで、簡単にできる豪華鍋をぜひご賞味ください。

山 口 県

20032

とらふぐちり鍋　4,800円（税込）
とらふぐちり切身350ｇ／とらふぐ皮60ｇ
ポン酢30mL×2袋／もみじおろし10ｇ×2袋

冷凍

20033

あんこう鍋　3,600円（税込）
あんこう切身（山口県産）500ｇ
※スープはついていません。

冷凍

20009

本鴨鍋セット（小）
約2～3人前　5,940円（税込）
モモ肉200g／鴨つくね150g
鴨鍋用濃縮だし200g　各1個

冷凍 20010

本鴨鍋セット（大）
約4～5人前　8,100円（税込）
ロース肉200g×1個／モモ肉200g×1個
鴨つくね150g×2個／鴨鍋用濃縮だし200g×2個 

冷凍

クセのない
旨味たっぷりの鴨鍋
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
有の臭みもありません。
化学調味料不使用の濃縮だしと一緒に
ご堪能ください。

※野菜は付いておりません。

※野菜は付いておりません。

※野菜は付いておりません。

30018

チョーコー鍋つゆ詰合せ　NBT23　3,950円（税込）
ちゃんぽん鍋つゆ　1袋（30mL×4袋）
長崎名産焼きあごだし鍋つゆ　1袋（30mL×4袋）
しょうがみそ鍋つゆ　1袋（30mL×4袋）
五島うどん波の絲（黒和紙）　300g×2袋
鍋用ちゃんぽん麺　75ｇ×2袋

常温

発売以来３５年も愛され続けている簡単便利な”万能だし”とお
酢が苦手な人でも楽しんでもらえるぽん酢「かけぽん」など人
気商品をセットにしました。　　　　　

鍋の王様
ふぐちりをご家庭で
たっぷり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。

冬の鍋の代名詞
あんこう鍋
下関漁港は「あんこう」水揚げ日本一。
鮮度を保つために水揚げ後、すぐに加
工して3Dフリーザーで凍結しています。

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

30015

チョーコー
鮮度密封ボトルセット
MP27　3,800円（税込）
実生ゆずかけぽん 
370mL×2本
一本釣り鰹かけ醤油
210mL×2本
超特選むらさき370mL×1本

常温 送料込30002

チョーコー醤油・味噌詰合せ
UM40　5,400円（税込）         
だしの素こいいろ1L 
京風だしの素うすいろ1L
ゆず醤油かけぽん400mL
だし入りかけ醤油400mL
無添加長崎麦みそ500g 
長崎麦米合わせみそ 500g　各1個

常温 送料込

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ました。
酸化を防ぎ、いつでも新鮮な美味しさなので、毎日の食卓に重宝
されます。

青 森 県

長 崎 県 簡単鍋つゆと五島うどんで
締めまで楽しめる冬季限定セット
新商品のしょうがみそ鍋つゆに人気の焼きあごだし鍋つ
ゆ・ちゃんぽん鍋つゆをセットにしました。締めの麺も２種
類と色々な具材との組み合わせが楽しめます。

長崎県・熊本県

こちらの商品は12月13日（金）受付終了

こちらの商品は12月23日（月）受付終了
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ギフトセットでしか食べられない燻製スペアリブや
肉厚ベーコンステーキ・ローストビーフ”いつもより
ちょっと贅沢”を感謝の気持ちにそえて

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70g×2個／
フランクフルト×3本／無添加プレー
ンウインナー5本×1個／無添加黒胡
椒ウインナー5本×1個／ボロニアソ
ーセージ×1本

冷凍 送料込 20005

無添加ハム・ソーセージ
ギフトセット35A
5,130円（税込）
無添加ロースハムスライス80g×1個
無添加ベーコンスライス100g×1個／
フランクフルト×3本／無添加プレー
ンウインナー5本×1個／無添加黒胡
椒ウインナー5本×1個／ボロニアソ
ーセージ1本

冷凍 送料込

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×1本／無添加ロースハムスラ
イス80g×1個／無添加ベーコンステーキ70g
×2個／フランクフルト×3本／無添加プレー
ンウインナー5本×2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×2本／ローストビーフ×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70g×2個／フランクフ
ルト×3本

冷凍 送料込

ホームパーティを楽しく

　クリスマス、忘年会に新年会と冬はイベントの多い季節です。 
みんなで集まって、気軽にホームパーティ!

ココアのほろ苦さがやみつきになる美味しさ
小麦粉・卵・乳製品の３大アレルゲンと、上白糖や動物性油脂を使用
せずに、植物性の原材料だけで
作っているので、アレルギーや
ヴィーガンの方にもお召し上が
りいただけます。

 20019

ココアと米粉のナッツケーキ
4,320円（税込）
直径約120ｍｍ×高さ約50ｍｍ

冷凍 送料込 20043

お米シフォンケーキ
ブラウンシュガー
4,800円（税込）
直径約195mm×高さ約135mm

冷凍 送料込 20042

お米シフォンケーキ
プレーン
4,800円（税込）
直径約195mm×高さ約135mm

冷凍 送料込 20021

米糀のマドレーヌとプチケーキ
詰め合わせ　4,320円（税込）
米糀の甘酒と米粉のマドレーヌ
ココアと米粉のプチケーキ　各5個

冷凍 送料込 20022

米粉のパウンドケーキ詰め合わせ
5,600円（税込）
米糀の甘酒と米粉のパウンドケーキ
ココアと米粉のパウンドケーキ　各1本
縦約119ｍｍ×横約302ｍｍ×高さ約32ｍｍ

佐 賀 県

北 海 道

香 川 県

田嶋ハム工房

健康志向の高い方にも人気！
グルテンフリーの米粉ケーキ
北海道産米の「ななつぼし」を使った米粉１００%のしっとり
ふわふわのシフォンケーキ。卵の美味しさ広がるシンプル
な味で、手作りケーキの土台としても使えます。
グルテンフリーで、小麦粉アレルギーや食事制限中の方で
も安心です。膨張剤も非アルミ系ですので、金属アレルギー
の方でもお召し上がりいただけます。

………………………………………………………………………………………………………………………

クリスマスまでにお届けをご希望の場合は12月18日（水）までにご注文ください。



冷蔵31008

グラスフェッドバターカステラ プレーン　
3,400円（税込）約300g

送料込

しあわせ牧場

数量
限定

数量
限定
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ご挨拶に極上スイーツ
お年賀やご挨拶に喜ばれる、もらって嬉しい極上スイーツです。
来客の際のお茶菓子としてもおすすめです。

冷凍 送料込 20036

杵つき玄米大福
3,900円（税込）8個

岩 手 県

送料込30021

「美弥の雫」特選ブルーベリージャムと
無花果ジャムセット　4,500円（税込）
「美弥の雫」特選ブルーベリージャム 140g
無花果ジャム 140g　各１個

常温

大 阪 府

大 阪 府
老舗和菓子屋の自慢の一品

代々伝わる
秘伝の職人技がなせる美味しさ
厳しい目で選び抜いた国産原材料の中でも選りすぐりの
ものと代々伝わる秘伝の職人技があわさった至極の一品。
玄米ならではの香ばしい風味と絶妙に残るぷちぷち感を
ご堪能いただけます。

超大粒の
ブルーベリーが
ゴロゴロ入った
果肉たっぷりジャム
落ちた実はすべて破棄し、手摘みの粒
のみを使用して作りました。
大きな粒はまるで果実をそのまま食べ
ている感覚を味わえます。
超大粒のブルーベリーと珍しい無花果
のジャムセット。

グラスフェッド
生バターを
贅沢に使った
プレミアムカステラ
しあわせ牧場の牛は、365日自然放牧で
育っています。ストレスのない牛からとれ
たミルクを贅沢に使用して作り上げる
グラスフェッド生バターと生クリームで
しっとり焼き上げたバターカステラ。飽
きのこない甘さとバターのコクが楽しめ
ます。

　　【八十一　（やそいち）】

栗の素朴な美味しさを引きだした

生地で、渋皮栗を包み込んだ栗

づくしの一品です。

　　 【一十五　（いとこ）】

北海道産のえびすかぼちゃをたっ

ぷり使用したしっとりほくほくの

生地と、北海道産の小豆を使用して

二日間炊きあげたつぶ餡とが見事

なまでにあわさった一品です。

　【十三里　（じゅうさんり）】

ほくほくしたさつま芋の生地で、

国産渋皮栗を丸ごと包んだ味わい

深い一品です。

送料込30022

笑楽　4,350円（税込）6個（3種類×各2個）
【十三里（じゅうさんり）】【一十五（いとこ）】【八十一（やそいち）】

常温

さつまいも・かぼちゃ・栗の
しっとり、ほくほく感が味わえる和菓子です。

500円玉と
同じ大きさ！？

             

山 口 県


