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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

期間中に本カタログ掲載商品をご購入いただき、以下の条件を満たすと
最大５％のユニポイントをプレゼント！

お得いっぱいキャンペーン

◆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。
※本カタログ掲載商品の税抜価格から送料相当額を控除した額が計算対象です。
※ユニポイントプレゼントは、2021年1月下旬を予定。(お一人様1回限り)

※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
■商品のお届け：2020年11月2日（月）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。

①早めでお得
11月中にご購入いただくと、11月のご注文に限定して 2%

②まとめてお得
累計購入点数が3品以上となった月以降のご注文は1%
5 品以上となった月以降のご注文は 2%

③つづけてお得
これまで《2020夏の贈り物》または《2019冬の贈り物》のいずれかをご注文
いただいた方は、  「2020冬 お取り寄せグルメ」全品、期間を問わず 1%

お申し込み期間：2020年11月1日（日）～2021年1月８日（金）
年内発送の最終受付は12月20日（日）まで

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

2020 冬
お取り寄せグルメ
全品
送料込み
ギフト対応

※エージェント会員の方は同様の内容をユニポイントではなく、別途定めるポイントで還元します。

2%

1～2%

１%



02※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、2020年11月現在のものです。

長崎県・山口県

北 海 道

北 海 道

北 海 道長 崎 県

北 海 道

01

20031

とらふぐ刺身セット　4,600円（税込）
とらふぐ刺身60g／とらふぐ皮刺し30ｇ／
とらふぐひれ2枚／ポン酢30g×2袋／
もみじおろし10ｇ×2袋
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

20061

下関ふく（福）セット　5,400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

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

２００３９

紋別 本ずわい甲羅盛り
8,960円（税込） 70g×4個
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 送料込み

20040

本ずわいがに爪　4,950円（税込） 400g
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 送料込み

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

お取り寄せでおうちごはんを贅沢に
贈り物にもぴったりの特選グルメ

家族の幸福（口ふく）を

ご家庭の食卓に
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。

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。

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。

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。旨味
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
してそのままでも、かに爪フライなどの
揚げ物にもおすすめです。

プリプリの食感

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。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。

本場・下関のお店で食べるふぐ刺しにひけをとりません。その理由は
解凍方法が違うから。ミネラル豊富な塩を使って生の状態に戻し、鮮
度が良くなければ出せなかった食感を引き出す技術を開発しまし
た。さらに「３Dフリーザー※」でふぐ刺しを急速冷凍することで解凍し
ても生と変わらない品質を保てるようになりました。宅配のふぐ刺し
では味わうことができなかった本来の食感を、ご自宅で楽しんでい
ただけます。※3Dフリーザー：古賀産業株式会社が製造する急速冷凍機。「冷凍で
の商品化は不可能」とされていたかまぼこの冷凍まで可能にした冷凍機。

50セット
限定



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、2020年11月現在のものです。

北 海 道

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

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。

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
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）240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20059

短鼻豚 黒豚しゃぶしゃぶセット
5,400円（税込）
黒豚しゃぶしゃぶ用ロース150g
黒豚しゃぶしゃぶ用肩ロース150g
黒豚しゃぶしゃぶ用バラ150g
かけぽん170mL
●賞味期限：（冷凍）120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

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。実は東京産の美味も数多く存
在します。そんな東京産の食の魅力を発掘・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
豚といえば「TOKYO X」。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
とセットにしてお届けです。

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。

鹿児島産ブランド黒豚、タンビトン　（短鼻豚）
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。

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

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。

鹿 児 島 県

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
そそる炭火の香りと香辛料がピリッときい
た一番人気「豚珍かん」をセットにしました。

送料込み冷凍20048

短鼻豚 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
●賞味期限：（冷凍）120日

送料込み冷凍20049

短鼻豚 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
●賞味期限：（冷凍）120日

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

人気の
かけぽん
もセット

灰汁が出ない
しゃぶしゃぶ

シュウマイ潤
コラボ商品



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、2020年11月現在のものです。

青 森 県青 森 県

長 崎 県

山 口 県

北 海 道

北 海 道

長 崎 県

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。

天然のあんこうで

冬の鍋の代名詞あんこう鍋を
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。

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。

北の海から

海鮮５種の贈り物
北海道産の鮭、ボタンエビ、たこ、帆立貝、いくらを独自のたれ
に漬け込みました。ご飯の上にのせて海鮮丼などでお召し上が
りください。

これが本物の味

北海道産ししゃも
北海道産のししゃもと米ぬかを使用して48時間熟成しました。
全体にぬかの甘みとししゃもの旨味がでています。

※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。

こちらの商品は12月17日（木）受付終了

常温30048

チョーコー鍋つゆ詰合せ　NBP30　3,950円（税込）
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）
鶏だしコク鍋つゆ　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）365日

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）みそ2種6ヵ月／醤油各種
12ヵ月

送料込み

常温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
一本釣り鰹かけしょうゆ　210mL×2本
超特選むらさき　370mL×1本
●賞味期限：（常温）かけぽん・かけしょう
ゆ12ヵ月／むらさき18ヵ月

送料込み

20009

青森県産本鴨鍋セット（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
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み

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30g×2袋／もみじおろし10ｇ×2袋
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み

20033

あんこう鍋　3,600円（税込）
あんこう切身　500ｇ
※スープはついていません。
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み

20010

青森県産本鴨鍋セット（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
●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍 送料込み

最高級の濃口醤油「超特選むらさき」に、簡単便利な”万能だし”と、
お酢が苦手な人でも美味しく楽しんでもらえるポン酢「かけぽん」な
ど人気商品をセットにしました。　　　　　

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ました。酸化
を防ぎ、いつでも新鮮な美味しさ。毎日の食卓に重宝されます。

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。

送料込み20070

北の5種海鮮丼
5,560円（税込）
190g×3個
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍

送料込み20071

熟成一夜干しぬか漬け
ししゃもセット
4,320円（税込）
ししゃも塩味（オス・メス）　各6尾
ししゃもみりん味（オス・メス）　各6尾
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍
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佐 賀 県

岩 手 県

大 阪 府

大 阪 府

岩 手 県

常温30049

さくほろ米粉ボーロ
4,600円（税込）
９袋（１袋６個入り　各３袋）
春想（いちご味）
初雪（和三盆味）
深緑（抹茶味）
●賞味期限：（常温）60日

送料込み

常温30028

米粉フィナンシェしっとり
4,800円（税込）
30g×14本
●賞味期限：（常温）60日

送料込み

常温30008

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

送料込み

20062

なかほら牧場
クリームリッチ入り６個セット
4,800円（税込）
クリームリッチ・ミルク　104mL×各2個
チョコレート・抹茶　104mL×各1個

冷凍 送料込み

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）
ヤギミルクプリン 100g×3個
リッチミルクプリン100g×3個
●賞味期限：（冷蔵）10日

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。
サイズによる味の違いをお楽しみください。

数量
限定

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。

乳化剤・増粘剤
卵不使用

3つ星
レストランや
高級ホテル
にも採用！

しあわせ牧場のグラスフェッド

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。

人気
商品

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。

さくさくほろほろ

思わず笑顔になる米粉ボーロ
希少な国産米粉と有塩バター、アーモンドで作った “さくさ
くほろほろ”の米粉のクッキー生地に、いちご、和三盆、抹
茶の３種のパウダーを贅沢にまぶして仕上げました。口の
中で、ほどけるように広がるクッキー生地。 そして個性豊か
な３種の味わいが、食べる人を笑顔にしてくれます。

環境にやさしく美味しいチーズ
広い草地で牛が十分な餌を食べ、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。そうして育った牧草
は自然な甘味が増すため、牛乳は美味しく、良い醗酵が行われて
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
ハードタイプのチーズで熟成した風味が味わえます。

●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

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

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、1kg当たりの
含有量に換算すると 2mg以下。パーセント
で表すと0.002％です。

送料込み冷蔵31010

冨田ファーム牧場のチーズセット  6,150円（税込）
冨夢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
●賞味期限：（冷蔵）14日〔種類によって異なります〕

30セット
限定

北 海 道

しあわせ牧場
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佐 賀 県

大 阪 府

栃 木 県

北 海 道

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。

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

※セットによって内容が異なりますのでご注意ください。

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

20063

ホワイトクリスマスチーズケーキ　4,350円（税込）
直径約150mm×高さ約７５mm　●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 送料込み

20064

苺ティラミスクリスマスチーズケーキ
4,150円（税込）
直径約150mm×高さ約７５mm
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 送料込み

20065

クリスマスバスクチーズケーキ
4,150円（税込）
直径約150mm×高さ約７５mm
●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍 送料込み

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　3,970円（税込）
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
約190g×各2個
直径約135mm×高さ約30mm
●賞味期限：（冷凍）165日

冷凍 送料込み

おうちで楽しむ豪華なクリスマス
安心・安全な美味しさをお届け

50セット
限定

チーズケーキ専門店だから

ここまで実現

米粉のクリスマスケーキ
国産オーガニック米の米粉で焼き上げたふわもち食感のチ
ーズケーキ。
「ホワイトクリスマスチーズケーキ」は、生クリームの２層仕
立てでサンタの小人や色とりどりのドライフルーツ、ホワ
イトチョコレートで可愛く仕上げました。
「苺ティラミスクリスマスチーズケーキ」は、農園さんのつ
ぶつぶ苺のソースを挟み、特製チーズクリームをたっぷり
あしらい、クリスマスの可愛い飾りでテーブルを彩ります。
「クリスマス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上げました。一口食べるとその濃厚
で芳醇な味わいが癖になります。

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。

平飼いで

のびのび健康に育った鶏と卵
そんな鶏は卵だけではなく、「お肉」も健康です。たくさん美
味しい卵を産んでくれた鶏たちを、燻製という形で「最後ま
で美味しくいただく」ことを大切にしています。引き締まった
お肉は味がしっかりしており、噛めば噛むほどその旨味を
感じることができます。燻製の香りとともに味わってみてく
ださい。国産飼料100%にこだわり、より自然に近い環境で
育てたオーガニックエッグとのセットです。

31014

スモークドチキンとオーガニックエッグセット　4,970円（税込）
スモークドチキン×1個（700g前後）※チキン1羽・3～4人前分
オーガニックエッグ6個入り／亜麻仁卵6個入り　各1個
●賞味期限：（冷蔵）チキン120日／卵 採卵日より21日

冷蔵 送料込み

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

三 重 県 三 重 県

京 都 府

北 海 道

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もおすす
めです。

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
●賞味期限：（常温）90日

送料込み 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
●賞味期限：（常温）90日

送料込み

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。

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
いる場所です。すぐ目の前のきれいな海
で育った鯛を化学調味料、保存料は一
切使用せず調理しました。自慢の美味し
い鯛料理をお届けいたします。

20038

活鯛 めでたい焼（中）
6,350円（税込）
700g
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

年末年始を豪華に彩る
日本の良き品々、極上のお取り寄せグルメ

20066

鯛のうしお汁と三種のころりんセット
4,150円（税込）
鯛めしころりん 90g
鯛みそころりん 90g
おめで鯛赤飯 80g　　
鯛のうしお汁（2人前）　各2個
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

鯛のうしお汁はダシがよく出るようにと腹身と骨を付けたまま焼い
てあり、鯛の旨味たっぷり。三種のころりんとも、とてもよく合います。

焼いた鯛の身と秘伝のだしつゆがセットになった手軽な炊き込
みご飯の素や、真鯛茶漬けにうしお汁、真鯛味噌など鯛づくしの
　　　　　　　　　　　　　こだわりの味をお楽しみください。20067

めでたい屋のこだわりセットG
4,860円（税込） 
特選 鯛めしの素 ２合用
真鯛茶漬け（2人前）
鯛のうしお汁（2人前）
極 真鯛みそ 90g　各1個
鯛めしころりん 90g×２個
●賞味期限：（冷凍）90日

冷凍 送料込み

希少な北海道の海でとれた

紅鮭と時しらず鮭を

ご自宅で
アラスカ・ロシア産の鮭が15～20万トンの漁獲なのに
対し、北海道時しらず鮭は2,000トン、紅鮭は20トンと
希少性の高い鮭。広大なカムチャッカの海で育ち、根
室で4月から5月頃にかけてとれた真っ赤な身色が見
事な紅鮭。同じ頃、根室近海を回遊するシロサケは
「時しらず鮭」と呼ばれ、美しい銀色をまとい地元の
人々も待ちに待った春の使者。陸から近い海で水揚
げされた産卵時の鮭と違い、沖でとれた鮭は脂がの
りとても美味しいです。そんな、身が大きく美味な初
春の漁獲に限定して商品化。逆さ塩と呼ぶ手法で粒
の粗い塩を丹念にすりこみ、個包装の切身にしました。
デパ地下品質をぐんとお求めやすくした、貴重で贅沢
な味をお楽しみください。

送料込み20074

北海道産 塩紅鮭・塩時しらず鮭セット　10,800円（税込）
紅鮭５切・時しらず鮭５切／１切約８０g　●賞味期限：（冷凍）60日

冷凍

おすすめ



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、2020年11月現在のものです。

大 阪 府

こちらの商品は12月10日（木）受付終了

北 海 道

奈 良 県

新 潟 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30020

高野山ごま豆腐セット　3,500円（税込）
高野山金ごまとうふ　　100g×3個
高野山ごまとうふ　白　120g×3個
高野山ごまとうふ　黒　120g×3個
●賞味期限：（常温）90日

送料込み

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
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）
雪国生まれのおいしい人参ジュース 98％
完熟りんごジュース
無塩とまとジュース　各200mL×各4本
●賞味期限：（常温）365日

常温

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。

ごはんのお供に

日本ならではの極上の味を
先達の培った、ひと釡ひと釡を直火焚きの手作りの調理方法で、
丁寧に作り続けています。砂糖、醤油、みりんのみで味付けした
伝統の味。大切な食文化を守り、安心で変わらぬ美味しさをお
届けするのが、私たちの喜びです。ごはんのお供にはもちろん、
お酒のおつまみにも。にしん甘露煮は温かいお蕎麦にのせたり、
ご自宅でぜひ贅沢な伝統の味をお楽しみください。

送料込み30051

北海道産にしん甘露煮ギフトセット
4,310円（税込）
にしん甘露煮（北海道産）2枚入（140g）
さけ昆布80g×2本入
ホタテしぐれ煮70g
たらうま煮90g
大豆がごめ100g　各1個
●賞味期限：（常温）90日

常温

送料込み31013

王隠堂農園 柚子巻き柿
4,320円（税込）
190g×2本
●賞味期限：（冷蔵）30日

冷蔵

送料込み20072

干し柿スイーツ 柿アンサンブル
バターサンド　3,980円（税込）
140g×2本　●賞味期限：（冷凍）180日

冷凍

柚子ピールを干し柿で巻き込んだ素朴で上品なお菓子。細巻き
寿司のような形で仕上がっているものを、薄くスライスしていただ
きます。干し柿のやさしい甘さと柚子の
爽やかな香味が口の中に広がります。

干し柿にバターをサンドしたら高級スイーツに。干し柿の個性を
バターが上手く引き出し、一層美味しい自然な甘さになりました。
あんぽ柿とバターが口の中で合
わさり溶け合う美味しさをご堪能
ください。

奈良の大人気お取り寄せ銘菓
「日本人の体が求める食べ物」や「地域の暮らし」をのこすことにこだわり、伝統の梅や柿をはじめ有機野菜などこだわりの農産物づくりで
環境保全型農業を目指す農悠舎王隠堂さんの商品です。バターサンドは、2017年に雑誌『ブルータス』の”日本一のお取り寄せグランプリ”
で果樹園部門準グランプリを受賞しています。


