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カタログ掲載商品は、ネットからもご購入いただけます。



シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
4,069突破万個シリーズ

累計販売数

’19年2月現在
130突破万袋

累計販売数

’19年2月15日現在
70突破万袋

つるっと食がすすむ
食べきりタイプの海の幸。

口いっぱいに広がる
豊かな旬の香りと甘み。

本格的な料亭の味が
解凍して蒸すだけ。

累計販売数

886突破万個
’19年2月15日現在

累計販売数

820突破万食
’19年2月15日現在

シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
185突破万パック

シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
780突破万袋

シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
176突破万本

シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
12突破万袋

海老と黒豚がたっぷり。
焼くだけで専門店の味。

ぷりぷり海老がぎっしり。
スープや焼き餃子にも。 若牡蠣の旨みがギュッと。

そのままでも、お料理にも。

シリーズ
累計販売数

’19年2月14日現在
286突破万袋

30%
OFF

56%
OFF56%
OFF

23%
OFF

中骨がなく食べやすい。
アレンジ料理もお手軽に。

26%
OFF

国産うなぎを秘伝のたれで
ふっくら焼き上げた逸品。

ショップチャンネルでしか買えない
　　　 こだわりのミックスジュース。

※2袋使用

簡単調理で、テーブルへ。
コシも食感も本場さぬき。

●銀杏
●みつば

●えび
●ホタテ
●干し椎茸

5種の具材

湯煎で温めるだけで
本格中華の味。

ごはんに合う明太子を
お得な業務用サイズで。

17%
OFF

累計販売数

’19年2月15日現在
281突破万缶

04 国産小麦使用 
簡単さぬき鍋焼きうどん

■内容：283g×10（1食あたり：麺200g・
具53g・つゆ30g）■小麦粉産地：日本、
加工地：国内■6種の具材：えび天ぷら・
味付揚げ・かまぼこ・にんじん・ほうれん
草・乾燥わかめ■1～3週間前後でお届
け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 4,480商品
No. 616261

03
生産者の顔が見える！
北海道産 塩ゆでえだまめ

（サッポロミドリ）

■内容：300g（さや付）×10■枝豆産
地：北海道十勝、加工地：国内■1～3
週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可� 電子レンジ可

¥ 4,480商品
No. 616238

06 特製海老ニラ饅頭

■内容：50個（1．75kg）■原料原産地：豚肉/鹿児島県、ニラ/
宮崎県、キャベツ・ニンニク/日本、加工地：国内■うま味調味
料不使用■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

¥ 4,590商品
No. 616263

■内容：900g（50個）×2（計1.8kg/100
個）■海老産地・原産国：ベトナム■
1～3週間前後でお届け■冷凍■送料
込■返品不可� 電子レンジ可

02 もちもち食感 
海老たっぷり手包み餃子

メーカー希望小売価格 ¥5,100
¥ 4,200商品

No. 616317

12 なめらかな食感 
海鮮茶碗蒸し（えび入り）

■内容：140g×17■えび産地：ベトナム・
タイ、加工地：国内■うま味調味料・着
色料・凝固剤不使用■1～3週間前後
でお届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 4,520商品
No. 616318

13 お手軽 さんまスティック

■内容：500g×3（計1.5kg/39～69本）
■産地：三陸北部沖■レシピ付■1～3
週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

¥ 4,970商品
No. 636587

■内容：明太バラ子1kg・チャック袋×
5■スケトウダラの卵産地：北海道、加
工地：国内■1～3週間前後でお届け
■冷凍■送料込■返品不可

09 北海道産 無着色明太子
バラ子 業務用

メーカー希望小売価格 ¥6,156
¥ 4,500商品

No. 616319

■内容：85g×14（固形量65g/缶）■牡
蠣産地・原産国：韓国■1～3週間前
後でお届け■送料込■返品不可

10 旨み濃厚！ 
スモーク牡蠣の缶詰 

輸入元希望小売価格合計 ¥9,828
¥ 4,300商品

No. 627181

■内容：150g×8■加工地：国内■1～3週間前後でお
届け■冷凍■送料込■返品不可

05 海鮮彩り8種の具材 
ねばねば海鮮

メーカー希望小売価格合計 ¥6,080
¥ 4,200商品

No. 616332

14%
OFF

口の中でとろける
A4、A3ランクを厳選。

山形牛の贅沢ハンバーグ。
日本料理店の味を堪能。

累計販売数

19突破
万個

’19年2月15日現在

累計販売数

13突破
万セット

’19年2月15日現在

シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
14突破万セット

14 和の巨匠 中村孝明の 
黒毛和牛100％ 山形牛ハンバーグ

■内容：170g×7（固形量120g/個）■牛肉産地：山形
県、玉ねぎ産地：北海道、加工地：国内■1～3週間前
後でお届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 5,830商品
No. 616312

■内容：250g×4（部位：トモバラ肉・肩
バラ肉・肩ロース肉）■産地：日本■
1～3週間前後でお届け■冷凍■送料
込■返品不可

11 目利き人厳選！ 
黒毛和牛切り落とし

メーカー希望小売価格 ¥8,730
¥ 7,480商品

No. 626905

■内容：うなぎ静岡焼き90g・たれ15ml 各7■うなぎ
産地：国産、うなぎ加工地：国内■1～3週間前後で
お届け■冷凍■送料込■返品不可� 電子レンジ可

01 ふっくら香ばしい 
うなぎ静岡焼き

¥ 15,800商品
No. 636593

シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
52突破万袋利久自慢の深い味わい。

トロトロの牛たん！
累計販売数

’19年2月15日現在
114突破万袋

ホエー豚100％使用。豊潤で
ジューシーなやわらかさ。

07 行列ができるお店の逸品 
仙台「利久」 牛たんシチュー

■内容：300g×4袋（1袋＝1～2人前）■牛たん産地：オースト
ラリア・米国、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■送料
込■返品不可� 電子レンジ可

¥ 5,380商品
No. 616214 ¥ 4,200

15 花畑牧場 ホエー豚の
ジンギスカン

■内容：180g×5（1袋＝豚肉120g・タレ60g）■豚肉産
地：北海道、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■
冷凍■送料込■返品不可

商品
No. 616342

●昆布３種
●帆立
●いくら
●数の子
●紅ずわい蟹
●甘えび

海の幸8種

16 カゴメ ゆっくり味わう 畑のごほうび 
（野菜・果実 ミックスジュース） 

■内容：160g×30■原料原産地：にんじん・トマト・小松菜・
プチヴェール・ビート・りんご/日本、レモン/アルゼンチン・イタ
リア・その他、加工地：国内■送料S■返品不可

¥ 8,100商品
No. 638408

メーカー希望小売価格 ¥6,500
■内容：200g×10■海老産地・原産国：ベトナム■1～3
週間前後でお届け■冷凍■送料込■返品不可

08 目利き人厳選！ 
大きい海老の こだわりエビチリ

¥ 4,990商品
No. 636598

●砂糖 ●食塩 ●保存料 ●香料
選ばれる理由

不使用!

※味付けや内容量が
異なるものも含む

リピート
続 !々

32

●記載されている価格はすべて税込価格となります。 ●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文方法についてはP15をご覧くだ
さい。 ●商品の写真は盛り付け例です。 ●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご覧ください。 ●お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表
示、調理法をご確認ください。

パソコン・スマホ・ケータイから
ご注文はこちら ショップチャンネル 検索ショップチャンネルで特に人気の高い商品です。 ※カタログ限定マーク対象商品は、2019年8月22日までのご注文となります。テレビではご紹介しない、

カタログだけのオリジナル企画です。
カタログ

限   定



伝統と熟練の技が生んだ
繊細な細さとコシのある仕上げ。

チャーシュー・
味玉子付

2種のソースで堪能する、鉄人の技。

やさしい甘みが懐かしい
特製トマトソース使用。

暑い夏に食欲をそそる！
酸味と香ばしさを
2種のスープで！

獲れたて真いかを素早く加工。
透明感とツヤが美味しさの証。

高級なかぶせ茶のみ使用。
老舗オリジナルの一杯。

茶葉の旨みと香りを丸ごと堪能！
茶がらの出ない粉末茶。

ソースが決め手の
やわらか和風ハンバーグ。

寒玉キャベツに特製ソース。
人気店の豚玉をご家庭で。

脂の乗った和牛の贅沢な牛丼。
こだわりの割り下をたっぷりと。

コシの強い麺、国産キャベツ
特製ソースの絶妙な調和。

11種の具材入りで
野菜も一緒に摂れる、本格ちゃんぽん。

だしの旨みが広がる
マイルドな万能酢。

素材と製法にこだわった
濃厚な風味と口当たり。

飛騨牛7：飛騨豚3の
本格派ミートソース。

28種の香辛料でじっくり
煮込んだまろやかさ。

表面の黒褐色が味に深みを。
焼くだけでメインに。

16%
OFF

朝食に、ビールのおつまみに
使いやすい切り落としタイプ。

20 夕張メロンミニゼリー

■内容：25個×6袋（計150個）■メロン
産地：北海道、加工地：国内■1～3週
間前後でお届け■送料込■返品不可

¥ 5,180商品
No. 637648

16 キッチン飛騨 
お肉たっぷりミートソース

■内容：150g×7■牛肉・豚肉産地：
岐阜県、加工地：国内■1～3週間前
後でお届け■送料込■返品不可
� 電子レンジ可

¥ 4,968商品
No. 637641

17 簡単便利！ 昔ながらの 
もっちり太麺ナポリタン

■内容：200g×12■ソーセージ（豚肉）・
たまねぎ産地：日本、加工地：国内■
1～3週間前後でお届け■冷凍■送料
込■返品不可� 電子レンジ可

¥ 5,184 商品
No. 624112

18 千葉県産落花生使用 
老舗のピーナッツバター 

■内容：150g×4■落花生産地：千葉
県、加工地：国内■1～3週間前後で
お届け■送料込■返品不可

¥ 4,500商品
No. 624118

19 国産黒毛和牛100％使用 
昔ながらのコク旨カレー

■内容：120g×10■黒毛和牛粗挽き
肉・にんじん・玉ねぎ・じゃがいも産地：
日本、加工地：国内■1～3週間前後で
お届け■送料込■返品不可
� 電子レンジ可

¥ 4,800商品
No. 624134

■内容：500ml×5■原料原産地：茎昆布/北海道日高、煮干し鰯/香川県伊
吹島、鰹節/鹿児島県枕崎、真昆布/北海道、干椎茸/愛媛県、鯖節/日本、加
工地：国内■レシピ付■うま味調味料・保存料・着色料・エキス原料不使用
■1～3週間前後でお届け■送料込■返品不可

09 簡単便利！ からだにうれしい 
だしをきかせた うまみ昆布酢

メーカー希望小売価格合計 ¥4,250
¥ 3,850商品

No. 626419

13 旨み濃厚！ 北海道産真いかそうめん

■内容：10枚（360g）■産地：北海道■1～3週間前後で
お届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 4,500商品
No. 626477

12 モチモチ熟成麺の
喜多方冷やし中華 醤油＆ごま

■内容：麺120g×10・冷やし中華スープ50g×6・冷やし
ごまスープ50g×4・味玉子（2個入り）×5・チャーシュー
25g×10（計10食分）■麺・チャーシュー・味玉子加工地：
国内■1～3週間前後でお届け■送料込■返品不可

¥ 5,780商品
No. 636665

14 創業明治7年 野口熊太郎茶園の 
茶の種子玄米茶4本セット

■内容：1本＝60g×4（1本あたり：100mlの茶碗で200杯分）■
産地：茶葉/鹿児島県、種子/日本、加工地：国内■2週間前後
でお届け■送料込■返品不可

¥ 4,200商品
No. 616288

15 創業明治7年 野口熊太郎茶園の 
茶の種子緑茶4本セット

■内容：1本＝45g×4（1本あたり：100mlの茶碗で150杯分）■産
地：茶葉/鹿児島県、種子/日本、加工地：国内■2週間前後でお
届け■送料込■返品不可

¥ 4,200商品
No. 616287

05 鉄人坂井シェフの 
まかない和風ハンバーグ

■内容：ハンバーグ130g・和風ソース30g 各8■加工地：
国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可� 電子レンジ可

¥ 5,257商品
No. 636594

■内容：300g×13（計3.9kg）■小
麦産地：北海道・福岡県、加工地：
国内■1～3週間前後でお届け■
送料込■返品不可

08 簡単調理！ たっぷり具材の
長崎ちゃんぽん

■内容：めん160g・具150g・スープ35g 各6（計6食分）
■加工地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料
込■返品不可

¥ 3,800商品
No. 637866

夕張メロン果汁を使用した
ゼリーとは思えない芳醇な香り。

06 山形県産黒毛和牛 こく旨牛丼

■内容：140g×10■牛肉産地：山形県、加工地：国内■う
ま味調味料・着色料不使用■1～3週間前後でお届け■冷
凍■送料込■返品不可 ※ご飯はついていません。

¥ 6,230商品
No. 627180

ブイヨンで炊き上げたプロの味をご家庭で。

10 MCC 洋食屋さんのチキンライス 
＆エビピラフセット

■内容：チキンライス270g・エビピラフ270g 各4（計8）■
加工地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可� 電子レンジ可

¥ 4,200商品
No. 624106

04 大阪「ぼてぢゅう」 お店で人気の
お好み焼 （豚玉お好み焼）

■内容：豚玉お好み焼200g・ホワイトマヨソース10g・
濃厚ソース25g 各8■豚肉・キャベツ産地：日本、加工
地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可� 電子レンジ可

¥ 3,680商品
No. 616285

07 簡単便利！ 富士宮やきそば

■内容：200g×12（いわし削り粉・青粉 各12）■加工地：国
内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込■返品不可�

電子レンジ可

¥ 5,715商品
No. 624113

11 イタリアンの鉄人！ 
神戸シェフのパスタセット（2種 計10食分）

■内容：黒トリュフのクリーミーソース・なすがごろごろミー
トソース 各140g×5（計10）、パスタ300g×4■小麦産地：
カナダ、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■送料
込■返品不可

¥ 6,480商品
No. 636603

02 本場ドイツ伝統製法！  
農家のベーコン（正規品 計1.2kg）

■内容：300g×4（計1.2kg）■加工地：国内■1～
3週間前後でお届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 5,832商品
No. 636600

03 本場ドイツ伝統製法！ 農家のベーコン
（切り落とし 計1.4kg）

■内容：140g×10（計1.4kg）■加工地：国内■1～
3週間前後でお届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 4,200商品
No. 636599

01 のど越しつるっと！ 
国産小麦の島原手延べそうめん

メーカー希望小売価格 ¥5,020
¥ 4,200商品

No. 637652

ファン急増中！

●記載されている価格はすべて税込価格となります。 ●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文
方法についてはP15をご覧ください。 ●商品の写真は盛り付け例です。 ●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご
覧ください。 ●お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表示、調理法をご確認ください。 54



お得
が
16袋

お得
が
9本

※①のみ

カタログ

限   定

黒醋酢豚

海老チリ

すっきりヘルシーで
毎日のお料理に活躍。

1缶にギュッと
りんご約1個分の果汁。

香りも口どけもやさしい。
北海道小麦100％使用。

これひとつで本格派。韓国のピリ辛万能ダレ。

カタログ

限   定

お得
が
4袋

※①のみ

こだわり製法で漬けた
数の子をまるごと！

お得
が
36食分

※①のみ

カタログ

限   定OFF

6本なら

24％

炒めものに あえものに スープに

旬の時期に収穫した
人気の柑橘類セット。

飛騨牛を堪能する
自信の欧風カレー。

お得
が
8缶

素材がいきる塩味は
シェフ渾身の自信作！

お得
が
4袋

100gあたり
レタス約1.8玉分の食物繊維※！
※レタス1玉を300gとした場合（メーカー調べ）

爽やかな甘さと酸味の
大粒ブルーベリー。

お得
2.4kg
が

お得
が
20缶

お得
が
120包

カタログ

限   定

ごぼう独特のえぐみを抑えた
香ばしくまろやかな味わい。

OFF

60缶なら

24％

カタログ

限   定
※①のみ

お得
が
24袋

伝統の味と技を
受け継ぐ本格中華。

05

青森県産 
りんごの密閉搾りジュース
①60缶お徳用セット 
②30缶

メーカー希望小売価格 ¥10,500
¥ 7,980①商品

　No. 640299

メーカー希望小売価格 ¥5,250
¥ 4,370②商品

　No. 640298

■内容量：1缶＝195g■りんご産地：
青森県、加工地：国内■酸化防止剤
不使用■1～3週間前後でお届け■送
料込■返品不可

※②のみ

■内容量：1本＝916g■原産国：イタリ
ア■レシピ付■1～3週間前後でお届
け■送料込■返品不可

02

Codex基準！ イタリア産 
グレープシードオイル
①9本お買い得セット
②6本セット ③3本セット

¥10,200①商品
　No. 616220

¥ 6,980②商品
　No. 616219

¥ 4,480③商品
　No. 616218

08 崔（チェ）さんのヤンニョムダレ 
①6本セット ②3本セット

輸入元希望小売価格合計 ¥10,368
¥ 7,800①商品

　No. 637968

輸入元希望小売価格合計 ¥5,184
¥ 4,200②商品

　No. 616293

■内容量：1本＝620g■唐辛子・玉ね
ぎ・生姜・ネギ・にんにく・梨・蜂蜜産地：
韓国■原産国：韓国■レシピ付■うま
味調味料不使用■1～3週間前後で
お届け■送料込■返品不可

■内容量：1袋＝450g■産地：数の子/
ドイツ、真昆布/北海道、スルメ/日本、加
工地：国内■1～3週間前後でお届け
■冷凍■送料込■返品不可

13
まるごと数の子 黄金松前漬
①４袋お買い得セット 
②２袋セット

¥ 8,980①商品
　No. 616212

¥ 4,990②商品
　No. 616211

■内容：①400g×6（計2.4kg）②400g
×3（計1.2kg）■原産国：カナダ■レシ
ピ付■1～3週間前後でお届け■冷凍
■送料込■返品不可

03
大粒！ 
冷凍デザートブルーベリー 
①お買い得2.4kg ②1.2kg

¥ 6,880①商品
　No. 616224

¥ 3,800②商品
　No. 616225

■内容量：1袋＝155g■加工地：国内■1～3週間前後で
お届け■冷凍■送料込■返品不可

10
青山シャンウェイ 佐々木シェフ 
海鮮と野菜の中華丼（塩味）
①16袋お買い得セット ②8袋

¥ 7,680①商品
　No. 616237

¥ 4,320②商品
　No. 616236

■内容：1食分＝ホットケーキ100g（2
枚）・メープル入りシロップ20g・ホイッ
プソフト9g①各36袋②各18袋■小麦
産地：北海道、加工地：国内■1～3週
間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可� 電子レンジ可

06

ふんわりもっちり！ 
北海道ホットケーキ
①36食分お買い得セット  
②18食分 

¥ 7,020①商品
　No. 637647

¥ 3,990②商品
　No. 637646

■内容：デコポン缶詰・甘夏缶詰 各1缶＝300g（固
形量160g）①各10缶（計20缶）②各5缶（計10缶）■
デコポン・甘夏産地：熊本県、加工地：国内■1～3週
間前後でお届け■送料込■返品不可

09 熊本県産 デコポン缶詰＆甘夏缶詰
①20缶 ②10缶

¥ 7,400①商品
　No. 640580

¥ 3,990②商品
　No. 640579

■内容：海老チリ150ɡ・黒醋酢豚180ɡ①各12（計24）②各6（計
12）■加工地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

11
菰田総料理長
海老チリ＆黒醋酢豚 2種セット
①24袋お買い得セット ②12袋セット

¥ 13,100①商品
　No. 616254

¥ 7,000②商品
　No. 616253

■内容量：1缶＝430g■
産地：飛騨牛/岐阜県、玉
ねぎ/兵庫県淡路島、加
工地：国内■1～3週間前
後でお届け■送料込
■返品不可� 電子レンジ可

07
キッチン飛騨 飛騨牛と淡路島産
玉ねぎの旨みとろけるカレー  
①8缶 ②4缶

¥ 9,080①商品
　No. 624109

¥ 4,800 ②商品
　No. 624108

■内容：①500g×4（計2kg）②500g×2
（計1kg）■原料原産地：クランベリー・ブ
ルーベリー・ワイルドブルーベリー/米国、カ
シス/カナダ、加工地：国内■着色料・保
存料不使用■1～3週間前後でお届け■
送料込■返品不可

04
アントシアニンの恵み！ 
4種のドライベリーミックス
①4袋 ②2袋

¥ 9,000①商品
　No. 624138

¥ 4,980②商品
　No. 627183

■内容量：1包＝1.5g①30包×4（計120包）
②30包×2（計60包）■ごぼう産地：青森県、
ごぼう加工地：国内■分量の目安：やかんなど
で煮出す場合/1包（1.5ɡ）で約1,000ml分、
水出しの場合/1包（1.5ɡ）で約700ml分■1～
3週間前後でお届け■送料込■返品不可

12
南雲先生の健康の秘訣！ 
青森県産ごぼう茶
①120包セット ②60包セット

¥ 8,160①商品
　No. 637650

¥ 4,200②商品
　No. 637649

トマト カレー

お得
が
21個

※①のみ

カタログ

限   定

デミグラス

3種の味を楽しめる
牛肉100％の本格ハンバーグ。

■内容：デミグラス・トマト・カレー各190g（固形量
110g/個）①3種×各7（計21個）②3種×各5（計15
個）③デミグラス×3・トマト×3・カレー×2（計8個）■
牛肉産地：オーストラリア、加工地：国内■1～3週
間前後でお届け■冷凍■送料込■返品不可

01
MCC洋食屋さんのふっくらジューシー 
ハンバーグ3種
①21個お買い得セット ②15個 ③8個

¥ 8,800①商品
　No. 616258

¥ 6,600②商品
　No. 616257

¥ 3,990③商品
　No. 616256

※写真はアレンジ例です。

●ビタミンEが豊富
●リノール酸・
　ポリフェノールを含む

●記載されている価格はすべて税込価格となります。 ●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文
方法についてはP15をご覧ください。 ●商品の写真は盛り付け例です。 ●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご
覧ください。 ●お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表示、調理法をご確認ください。 76



53%
OFF

27%
OFF

20%
OFF

17 希少！ 国産青ザーサイ

■内容：180g×6■ザーサイ産地：神奈
川県、加工地：国内■1～3週間前後
でお届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 3,990商品
No. 616274

15 京都山城産 
味付たけのこ

■内容：100g×14（固形50g/袋）■た
けのこ産地：京都山城、加工地：国内
■レシピ付■1～3週間前後でお届け■
送料込■返品不可

¥ 4,295商品
No. 638016

そのままおかずとしても
炊き込みご飯にも。

■内容：60g×20（計1.2kg）■原料原産地：オクラ・枝豆/
日本、真昆布・がごめ昆布・ねこあし昆布・長いも・なめ
こ/北海道、加工地：国内■うま味調味料・着色料・保
存料不使用■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

13 国産具材7種のねばねば
昆布和え

メーカー希望小売価格 ¥4,990
¥ 4,200商品

No. 616333

さばの味噌煮

さんまの生姜煮
深みのある味わいのさばと
生姜香るさんまの煮魚。

11 なすび亭　店主 吉岡英尋の 
コクと旨みの煮魚 ２種セット（常温）

■内容：さばの味噌煮110g・さんまの生姜煮130g 各6
（計12）■産地：さば/ノルウェー、さんま・生姜/日本、加工
地：国内■1～3週間前後でお届け■送料込■返品不可

¥ 4,860商品
No. 636604

三元豚の旨みと「ことぶき味噌」の香ばしい風味で  
　　　　　　　　　             ごはんが進む逸品。

こだわり製法と上品な薄塩味。
そのままでもお料理にも!

サクッとした衣と
濃厚でコクのあるほたての旨み。

しそ餃子黒豚餃子

食のプロも認める米どころ
丹後・与謝野町産。

パリッと香ばしく、もっちりとした食感。
口に広がる肉汁を堪能。

晩酌のおともに

鶏肉と豚肉が引き立つ
大粒仕上げ。

■内容量：5kg■産地：京都府与謝野町
■1～3週間前後でお届け■送料込
■返品不可

01
30年度産 京都与謝野 
特別栽培米こしひかり
喜左衛門

メーカー希望小売価格 ¥5,940
¥ 4,320商品

No. 616344

さっくり香ばしい衣。
あふれる牡蠣の旨み。

04 大粒！ 広島県産 
ジューシー牡蠣フライ

■内容：8粒×5（計40粒）■牡蠣産地：
広島県、加工地：国内■1～3週間前後
でお届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 6,000商品
No. 627179

05 米久 国産具材を厳選 
もっちもちの水餃子

■内容：700g×2■原料原産地：豚肉・
豚脂・鶏肉・キャベツ・生姜/日本、加
工地：国内■1～3週間前後でお届け
■冷凍■送料込■返品不可�

電子レンジ可

¥ 3,450商品
No. 624126

■内容：80g×24■茎わかめ・昆布産
地：北海道、加工地：国内■1～3週間
前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

08 北海道厳選！ 海藻7種の
ネバとろ漬け

メーカー希望小売価格 ¥4,800
¥ 4,560商品

No. 626912

■内容：500g×2（計1kg）■産地：カナ
ダ■1～3週間前後でお届け■冷凍■
送料込■返品不可

06 船上凍結！ 甘み濃厚 
お刺身むき天然甘えび

メーカー希望小売価格 ¥5,300
¥ 4,200商品

No. 624132
07 淡路島産たまねぎと 

すり身の揚げもの

■内容：320g（8個入）×5■たまねぎ産
地：淡路島、加工地：国内■1～3週間
前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可� 電子レンジ可

¥ 3,996商品
No. 624114

■内容：110g×12（固形量70g/缶）■原
産国：韓国■1～3週間前後でお届け■
送料込■返品不可

16 旨みたっぷり！ 
ふっくら剥き牡蠣の水煮缶

輸入元希望小売価格合計 ¥9,072
¥ 4,200商品

No. 627185

03 米久の肉団子 
本格派の黒酢ダレ

■内容：260g×10（計2.6kg）■豚肉・
鶏肉産地：日本、加工地：国内■1～3
週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

¥ 4,700商品
No. 626907

12
青森県小川原湖産 
冷凍大和しじみ 2L＆Lサイズ 
不揃いお買い得セット

■内容：350g×5■産地：青森県■1～
3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

¥ 4,600商品
No. 616283

隠し味の味噌と
お肉と玉ねぎの甘み。

15%
OFF

35%
OFF

09 ふり塩熟成！ 
天然紅鮭粗ほぐし身

■内容：110g×6■紅鮭産地：アラスカ 、加工地：国内、塩製造
地：沖縄県（原材料にメキシコまたはオーストラリア産天日塩と
沖縄の海水を使用）■1～3週間前後でお届け■送料込
■返品不可

¥ 5,400商品
No. 636585

■内容：500g×2（計1kg）■ほたて産地：北海道オホー
ツク海、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍
■送料込■返品不可

10 北海道オホーツク産 
鮮度抜群！ ほたて貝柱のフライ （無選別）

メーカー希望小売価格 ¥6,480
¥ 4,200商品

No. 636601

■内容：100g×12（計1.2kg）■豚肉産地：
北海道、加工地：国内■1～3週間前後で
お届け■冷凍■送料込■返品不可

02 バルナバハム 
北海道産三元豚の味噌漬け

¥ 5,160商品
No. 636602

18 国産野菜と黒豚の手作り
餃子2種セット（2種 計80個）

■内容：黒豚餃子・しそ餃子 各20個×2
（計80個）■野菜・豚肉産地：日本、加工
地：国内■うま味調味料不使用■1～3
週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

¥ 4,480商品
No. 636588

14
なすび亭 店主 吉岡英尋の 
こっくり旨みの 
やわらか牛丼（常温） 

■内容：150g×10■牛肉産地：アメリ
カ、加工地：国内■1～3週間前後でお
届け■送料込■返品不可 ※ご飯はつ
いていません。

¥ 6,264商品
No. 636605

●記載されている価格はすべて税込価格となります。 ●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文
方法についてはP15をご覧ください。 ●商品の写真は盛り付け例です。 ●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご
覧ください。 ●お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表示、調理法をご確認ください。 98



旬の小松菜をカット&冷凍。
包丁要らずの新鮮食材。

流水解凍ですぐおいしい
大和芋の粘りとコク。

レンジで手軽に炊きたての味。
名水仕立てのこしひかり。

手間のかかる焼きなすも
チンするだけで食卓へ。

21%
OFF

甘辛だれと生姜風味でじっくり煮上げて。

13 宮崎県産冷凍野菜 ほうれん草

■内容：250g×8（計2kg）■ほうれん草産地：宮崎県、加工地：国内■
1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込■返品不可�

¥ 4,080商品
No. 637643

14 千葉県産 大和芋とろろ 

■内容：14袋（1袋＝40g）×2（計28袋/1.12kg）■大和
芋産地：千葉県、加工地：国内■1～3週間前後でお届
け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 4,700商品
No. 624135

16 宮崎県産冷凍野菜 
小松菜

■内容：250g×8（計2kg）■小松菜産地：宮崎県、加工
地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

¥ 3,880商品
No. 637642

1本で味付けが決まる
数種のだし入り。22%

OFF

プリプリの海老天が、どっさり。
油も使わず簡単調理。

■内容：360ml×8■原料原産地：煮干
し鰯/香川県伊吹島、鰹節/鹿児島県
枕崎、真昆布/北海道、干椎茸/愛媛
県、鯖節/日本、加工地：国内■レシピ
付■うま味調味料・保存料・着色料不
使用■1～3週間前後でお届け■送料
込■返品不可

12 旨みひろがる 
伊吹いりこのだし醤油

メーカー希望小売価格合計 ¥5,440
¥ 4,200商品

No. 627184

19 目利き人厳選！ 駿河湾産
釜揚げしらす（旬獲り） 

■内容：70g×14■しらす産地：静岡県、
加工地：国内■1～3週間前後でお届
け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 6,652商品
No. 627289

いわしの旨煮さんまの旨煮

奄美大島のきび酢に
玉ねぎがたっぷり。
ノンオイルでヘルシー。

冷めてもおいしい！
もちもち生地と6種の国産具材。

11 玉ねぎごろごろ 
万能きび酢ドレッシング 

■内容：300ml×8■玉ねぎ産地：兵庫
県淡路島、さとうきび酢原産地：鹿児
島県、加工地：国内■レシピ付■うま味
調味料・増粘安定剤・合成着色料・
保存料不使用■1～3週間前後でお
届け■送料込■返品不可

¥ 5,184商品
No. 610572

●酢豚
●タルタルソース

アレンジ例

直火
焼きなす

オーブン焼きなす

18 九州産冷凍野菜 オクラ

■内容：500g×4（計2kg）■オクラ産地：
九州、加工地：国内■レシピ付■1～3
週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

¥ 3,850商品
No. 636581

04 簡単便利！ 冷凍焼きなす
（2種 計2kgセット）

■内容：直火焼きなす1kg・オーブン焼きなす500g×2
（計2kg）■なす産地・原産国：ベトナム■1～3週間前
後でお届け■冷凍■送料込■返品不可

電子レンジ可 �直火焼きなす：約3分（100gあたり）、
オーブン焼きなす：約2分30秒（100gあたり）

¥ 3,240商品
No. 636582

02 国産具材たっぷり！ 
もっちりチヂミ （ひとくちサイズ）

■内容：400g（20個入り）×4（計80個/ 
1.6kg）■たら・れんこん・いか・たまねぎ・
にんじん・ねぎ・山の芋産地：日本、加
工地：国内■1～3週間前後でお届け
■冷凍■送料込■返品不可

電子レンジ可  約1分30秒（4個）

¥ 4,536商品
No. 636583

17 おいしく毎日摂りたい 
オリゴ糖シロップ

■内容：800g×6■甜菜糖蜜原産地：
北海道、加工地：国内■1～3週間前
後でお届け■送料込■返品不可　 
※食べすぎたり、体質体調によりおな
かがゆるくなることがあります。

¥ 6,980商品
No. 636584

05
北アルプスの天然水仕立て 
ふんわりごはん 富山県入善町の
こしひかり

■内容：200g×24■原料原産地：富山県下新川郡入
善町、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■送料込
■返品不可� 電子レンジ可 �2分

¥ 5,200商品
No. 636586

15 九州産！ 
こさん竹の水煮

■内容：150g×10（計1.5kg）■たけのこ産地：九州、加
工地：国内■保存料不使用■1～3週間前後でお届け
■送料込■返品不可

¥ 5,032商品
No. 636591

08 ふくみ屋 
卓袱角煮まんじゅう

■内容：60g×12■豚肉産地：チリ、加工
地：国内■化粧箱入り■1～3週間前後
でお届け■冷凍■送料込■返品不可
電子レンジ可  約40秒（解凍時・1個）/約
1分30秒（冷凍時・1個）

¥ 3,990商品
No. 616245

07 レンジで簡単！ 
もちもちレンコンもち

■内容：280g（14個入）×5■れんこん・
たまねぎ産地：日本、加工地：国内■
1～3週間前後でお届け■冷凍■送料
込■返品不可

電子レンジ可  約40秒（2個）

¥ 4,420商品
No. 616241

03 プリプリ便利な 
海老の天ぷら

■内容：550g（50尾）×2（計1.1kg）■
海老産地・原産国：ベトナム■レシピ
付■1～3週間前後でお届け■冷凍■
送料込■返品不可

電子レンジ可 �1分20秒（6尾）

¥ 5,280商品
No. 616243

09 大粒サイズ！ 
千葉県産元気豚の肉焼売

■内容：300g（6個入）×5（計30個）■
産地：豚肉/千葉県、玉ねぎ/日本、加
工地：国内■1～3週間前後でお届け
■冷凍■送料込■返品不可

電子レンジ可 �約2分（5個）

¥ 3,800商品
No. 637645

■内容：400g×7（計2.8kg）■かぼちゃ産地：北海道十
勝、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送
料込■返品不可� 電子レンジ可 �約4分30秒（5～6個）

10 ほっくり蒸して甘み濃厚！ 
北海道産完熟栗かぼちゃ 蔵の匠

メーカー希望小売価格 ¥5,040
¥ 3,980商品

No. 624133

06 骨までやわらか
さんまといわしのふっくら旨煮

■内容：さんまの旨煮（2切）・いわしの旨煮（2尾） 各10
（計20）■さんま産地：北海道沖、いわし産地：千葉県銚
子沖、加工地：国内■着色料・うま味調味料・保存料
不使用■1～3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可　　　　　　　　　��電子レンジ可  約2分

¥ 4,590商品
No. 636590

01 広島風お好み焼き

■内容：お好み焼き250g・ソース40g 各
7■加工地：国内■1～3週間前後でお
届け■冷凍■送料込■返品不可　　���

電子レンジ可  約6分

¥ 4,650商品
No. 636592

えぐみが少なく
甘みや歯ごたえも絶妙。

●記載されている価格はすべて税込価格となります。 ●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文方法について
はP15をご覧ください。 ●商品の写真は盛り付け例です。 ●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご覧ください。 ●電子レンジ
の加熱時間は500W使用時の目安です。お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表示、調理法をご確認ください。 1110



アイスでも、ホットでも。
爽やかな柚子の香りと甘さ。

お得
が
6瓶

※①のみ

カタログ

限   定

01 オリタリア社 エキストラバージン
オリーブオイル 4本セット

輸入元希望小売価格合計 ¥7,344
¥ 4,680商品

No. 616306 ■内容：500ml×4■原産国：イタリア■レシピ
付■ノンフィルタータイプ■1～3週間前後で
お届け■送料込■返品不可

11
果実を味わう カナダ産 
ワイルドブルーベリーの 
こだわりジャム

■内容：185g×6■ワイルドブルーベ
リー原産地：カナダ、砂糖・レモン果汁
原産地：日本、加工地：国内■香料・
ゲル化剤不使用■1～3週間前後でお
届け■送料込■返品不可

¥ 4,536商品
No. 640016

甘さひかえめで素材感を楽しめる
プレザーブスタイル。

ココア一筋45年以上。
信頼のメーカーから直輸入。

烏龍茶とプーアール茶の
いいとこ取りのブレンド。

歯ごたえが楽しいライ麦や
ゴマ入りのヘルシーパン！

発酵バターたっぷり。
外はサクッ、中はもっちり。

Italy

Taiwan

Philippines

Germany

Germany

Italy
オレイン酸が豊富。
希少なノンフィルタータイプ。

丁寧に煮詰めた濃厚な味。
デザートソースとしても。

Italy
肉、魚、野菜にも合う
イタリアの本格派ソース。

Korea

37%
OFF

36%
OFF

29%
OFF

14%
OFF

35%
OFF

※表示の国旗は原産国、もしくは原料原産地です。実際の加工地とは異なる場合があります。

濃密なクリーム状で
後味はすっきり軽やか。

Bulgaria Canada

Italy

Italy
クリームをしっかり使った
本場の贅沢な味わい。

12%
OFF

France
じっくりとグリルした、甘みひきたつ
南イタリア産の新鮮野菜。

■内容：100g×18（固形量70g/缶）■原産国：ラトビア■1～
3週間前後でお届け■送料込■返品不可

06 黄金燻製 イワシのオイル漬け

輸入元希望小売価格合計 ¥7,387
¥ 4,780商品

No. 637867

■内容：500g×4■原産国：ドイツ■レ
シピ付■1～3週間前後でお届け■送
料込■返品不可

12
贅沢な味わい！ 
ヨーロッパの老舗 
こだわりのココア

輸入元希望小売価格合計 ¥6,912
¥ 4,320商品

No. 616311

■内容：280g×8■原産国：イタリア■1～3週間前後でお
届け■送料込■返品不可

04 丸ごとチェリートマト！ 
南イタリア 完熟トマトのパスタソース

輸入元希望小売価格合計 ¥6,912
¥ 4,860商品

No. 616309

■内容：カイザーロールポピーシード・カ
イザーロールセサミ・カントリーロール・
シリアルロール・サンフラワーシードロー
ル 各6（計30個）■原産国：ドイツ■1～
3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

03 ご自宅で焼きたてを味わう！
本格パンセット

¥ 3,800商品
No. 637653

■内容：220g×5（計1.1kg）■原産国：
ブルガリア■1～3週間前後でお届け
■冷蔵■送料込■返品不可 ※1歳未
満の乳幼児には与えないでください。

07
自然の恵みそのまま 
ブルガリア産 
クリーミーはちみつ

メーカー希望小売価格合計 ¥5,000
¥ 4,750商品

No. 636596

13 ポリフェノールが決め手 
老舗の黒烏龍茶

■内容：50袋×3 （計150袋/1袋あたり2g）■烏
龍茶・黒茶エキス原料原産地：台湾、加工地：
国内■1～3週間前後でお届け■送料込
■返品不可

¥ 3,600商品
No. 637655

■内容：180g×6■原産国：イタリア■1～3週間前後で
お届け■送料込■返品不可

05 本格イタリアン！ 
シェフ特製 バーニャカウダソース

輸入元希望小売価格合計 ¥4,536
¥ 3,990商品

No. 625772

France
甘みと酸味のバランスが絶妙。
希少な味を小分け包装。

09
とろける濃厚な甘み 
フランス産 
アジャン・プルーン

■内容：100g×13（計1.3kg）■原産国：
フランス■1～3週間前後でお届け■送
料込■返品不可

¥ 4,563商品
No. 624139

14 ご自宅で焼きたてを味わう！
本格クロワッサン

■内容：30個■バター製造地・原産国：
フランス■1～3週間前後でお届け■
冷凍■送料込■返品不可

¥ 3,800商品
No. 637654

■内容量：1瓶＝1kg■原産国：韓国■レシピ付■香料・
着色料・保存料不使用■化粧箱入り■1～3週間前
後でお届け■送料込■返品不可

08 韓国高興産 柚子茶 
①6瓶 ②4瓶

¥ 11,000①商品
　No. 616231

¥ 7,400②商品
　No. 616230

南国の太陽が育てた
トロ～リ濃厚な甘さ。

27%
OFF

■内容：450g×3（計1.35kg）■原産国：
フィリピン■1～3週間前後でお届け■
冷凍■送料込■返品不可

15 完熟！ 芳醇な甘み 
冷凍カラバオマンゴー

メーカー希望小売価格 ¥5,340
¥ 3,850商品

No. 624136

Latvia
伝統製法でスモーク。
香り高くアレンジ多彩。

■内容：250ml×3■原産国：イタリア
■1～3週間前後でお届け■送料込
■返品不可

02
オリタリア社 
本場モデナのバルサミコ酢 
濃厚5グレープグレード

輸入元希望小売価格合計 ¥5,832
¥ 4,980商品

No. 616307

10 南イタリア産 彩り野菜 
グリルミックス4種

¥ 4,995商品
No. 636589

■内容：500g×5■産地：イタリア、加工地：
国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■
送料込■返品不可� 電子レンジ可

●加熱するだけ
●下ごしらえ不要
●アレンジ自在

簡単調理！

●記載されている価格はすべて税込価格となります。 ●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文
方法についてはP15をご覧ください。 ●商品の写真は盛り付け例です。 ●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご
覧ください。 ●お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表示、調理法をご確認ください。 1312



※パッケージは掲載商品とは異なる場合もございます。 ※原料原産地について、商品パッケージと差異がある場合がございますが、商品説明に記載している通りです。

商品説明の見方
商品名

カタログ価格

返品可・不可

（消費税込）

お届け情報

割引%表示 ：メーカー希望小売価格/メーカー希望小売価
格合計、輸入元希望小売価格/輸入元希望
小売価格合計、通常価格/通常価格合計の、
いずれかとの比較になります。

累計販売数 ：ショップチャンネルでの販売数となります。
　　　　　　　　（メーカー累計販売数を除く）

通し番号

商品番号

送料

商品詳細

通話無料

※上記電話番号がご利用になれないお客様は
　03-4335-0123（通話有料）へおかけください。

お電話から

通話無料

●電話番号を通知しておかけいただくと、スムーズに
ご注文いただけます。
●非通知の設定をされているお客様は、電話番号の前に
「186」をつけておかけください。

ご注文は24時間年中無休！
ご注文期限　2019年8月22日（木）

www.shopch.jp

コールセンター

インターネット

パソコンから  スマホから  ケータイから  

SHOPPING 
GUIDE

携帯電話から

通話有料

ご注文について
数に限りがございますので、いずれの商品も品切れになり次第、
受付を締め切らせていただきます。品切れの際はご容赦ください。

商品のお届け

送料について
送料は梱包サイズにより異なります。

返品・交換

※不良品の場合、交換もしくは返品をお受けいたします。お電話にてご連絡ください。
本カタログ商品は、返品・交換はお受けできません。

※アナウンスに沿って「2」を押してください。※上記電話番号がご利用に
なれないお客様は、 　　03 -4335 -0123（通話有料）へおかけください。

ハガキ・封書の場合は、下記の住所宛にお送りください。

音声自動応答 24時間・オペレーター対応 9：00～21：00

お電話から 　　　　 （通話無料）
携帯電話から 　　　 （通話有料）

お問い合わせ・ご相談はカスタマーサービスセンターで承ります。

お問い合わせ・ご相談 個人情報について
ショップチャンネルはお客様の個人情報を適切に管理し、
次の通りお取り扱いいたします。

●お客様からご注文いただいた商品の発送やアフターサービスでの利用 
●お問い合わせに対するご回答やご確認での利用
●お客様に有益と思われる商品や催事のご案内
※一定期間ご注文がない場合、お客様の個人情報を再登録いただく場合があります。 
※その他の詳細につきましては当社インターネットサイトをご覧ください。　
※個人情報に関するお問い合わせは、お電話にて承ります。

VISA / MasterCard / JCB / アメリカン・エキスプレス / 
ダイナース / DC / UC / UFJ / MUFG / NICOS / TOP / 
セゾン / OMC / AEON / オリコ / JACCS / 楽天 / セディナ

Sサイズ：商品6点まで648円（税込）
Mサイズ：商品1点につき864円（税込）
Lサイズ：商品1点につき1,080円（税込）
LLサイズ：商品1点につき1,404円（税込）
3Lサイズ：商品1点につき2,700円（税込）
※Sサイズの商品は、当日（0時～24時）のご注文商品6点まで648円（税込）で
お届けします。ただし、お届け先やお届け日時、お支払い方法が異なる場合はそれ
ぞれの送料を申し受けます。

【不良品の返金方法】代金のお支払い方法により、返金の方法が異な
ります。詳しくはオペレーターにお問い合わせいただくか、もしくはインターネット
サイトの「ご利用ガイド」をご覧ください。
【不良品の返品送料負担】「弊社負担」となります。

代金のお支払い

※詳しくはご注文の際にオペレーターにお問い合わせください。

①代金引換:お届け商品と引き換えに現金でお支払いください。
　           代金引換手数料は当社にて負担いたします。
②クレジットカード:下記のカードがご利用いただけます。分割払いもOK。

お届け時期は商品によって異なります。各ページの商品説明に
記載されているお届け情報をご確認ください。
冷凍・冷蔵の商品は、離島一部地域配送不可となります。

■内容：900g（50個）×2（計1.8kg/100個）■海
老産地・原産国：ベトナム■1～3週間前後でお
届け■冷凍■送料込■返品不可� 電子レンジ可

00 もちもち食感 
海老たっぷり手包み餃子

メーカー希望小売価格 ¥5,100
¥ 4,200商品

No. 000000

米と米麹だけで造った、自然な甘み。
毎日飲める、酒屋秘伝の本物の甘酒。

ストロベリー

キャラメル
ホワイト

ショコラ

いちごの粒感が楽しめる
伝統製法で仕上げた贅沢ジャム。

11%
OFF

十勝産小豆に砂糖と塩だけ。
手間ひまをかけた懐かしい味。

老舗メーカー自慢の
上品な味わい。

22%
OFF

素材の産地にこだわった
風味豊かな老舗の名品。

砂糖不使用 酒米100％

米・米麹のみ ノンアルコール

11 紀州はっさく缶詰
（身割れ）

■内容：425g×8（固形量220g/缶）■
はっさく産地：和歌山県、加工地：国内
■1～3週間前後でお届け■送料込
■返品不可

¥ 4,200商品
No. 616276

13 遠藤酒造場 
造り酒屋のあま酒 

■内容：900ml×6■米こうじ・米産地：
日本、加工地：国内■ノンアルコール■
砂糖不使用■1～3週間前後でお届け
■送料込■返品不可

¥ 6,966商品
No. 624105

■内容:400g×4（計1.6kg）■安納いも産地：鹿児島県種
子島、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■冷凍■送
料込■返品不可
�

電子レンジ可

09 種子島産 熟成安納芋 みつ姫
とろ〜り甘い！冷凍焼いも

メーカー希望小売価格 ¥4,720
¥ 4,200商品

No. 616313
10 しっとりやわらか 

熟成干し芋

■内容：80g×9（計720g）■紅はるか産
地：鹿児島県、加工地：国内■1～3週
間前後でお届け■送料込■返品不可

¥ 4,860商品
No. 624131

08 老舗！クーベルチュールの こだわり
アーモンドチョコ（3種セット）

■内容：ショコラ・ストロベリー・キャラメル
ホワイト 各100g×3（計9/900g）■アーモン
ド産地：米国、加工地：国内■1～3週間前
後でお届け■冷蔵■送料込■返品不可

¥ 4,700商品
No. 636597

02 芽吹き屋 黒豆塩大福＆
よもぎ大福 （2種 計24個）

■内容：黒豆塩大福・よもぎ大福 各80g
×12（計24）■もち米・黒豆・小豆・よもぎ
産地：日本、加工地：国内■1～3週間前
後でお届け■冷凍■送料込■返品不可

¥ 4,480商品
No. 616249

07 信州りんごの味わい 
5種ジュースセット

■内容：シナノスイート・シナノゴールド・サンふじ・サン
つがる・秋映 各160g×6（計30）■りんご産地：長野県、
加工地：国内■酸化防止剤・香料・着色料不使用■
1～3週間前後でお届け■送料込■返品不可

¥ 4,480商品
No. 616250

04 北海道十勝産小豆を使った 
田舎風ぜんざい

■内容：180g×15■小豆産地：北海道十
勝、加工地：国内■増粘剤・甘味料不使
用■1～3週間前後でお届け■送料込
■返品不可

06 老舗甘味処「銚子屋」の豆寒天

■内容：160g×10■天草産地：日本、加工
地：国内■1～3週間前後でお届け■送料
込■返品不可

¥ 4,200商品
No. 637640

¥ 4,480商品
No. 637651

03 十勝産小豆使用！　
黒米入りおはぎ

■内容：80g×18■小豆・もち米・黒米
産地・砂糖製造地：北海道、加工地：
国内■1～3週間前後でお届け■冷凍
■送料込■返品不可

¥ 4,104商品
No. 637644

■内容：190g×8（計1.52kg）■原料原
産地：砂糖/北海道、小麦粉/日本、阿波
和三盆/徳島県、加工地：国内■着色料・
香料・うま味調味料不使用■1～3週間
前後でお届け■送料込■返品不可

01
国産小麦使用！ 
紅葉堂のしっとりカステラ 

（切り出し）

メーカー希望小売価格 ¥5,117
¥ 3,990商品

No. 624128

■内容：400g×6■いちご産地：ヨーロッパ■原
産国：デンマーク■着色料不使用■1～3週間
前後でお届け■送料込■返品不可

14
とろり食感！いちごジャム 

（プレザーブスタイル）

輸入元希望小売価格合計 ¥7,128
¥ 4,200商品

No. 638978

ピオーネ
白 桃

18%
OFF

旬の時期に収穫したフルーツの
甘みや食感・風味が贅沢。

■内容：白桃295g（固形量170g）×3・ピオー
ネ295g（固形量180g）×3（計6）■白桃・ピ
オーネ産地：岡山県、加工地：国内■1～3
週間前後でお届け■送料込■返品不可

05 岡山県産 白桃とピオーネ缶詰
（2種 計6缶セット）

メーカー希望小売価格 ¥6,480
¥ 5,300商品

No. 624122

12 さわやか果実の宝箱

■内容：白桃・ストロベリー・みかん・り
んご・コンコードグレープ 5種×各16個

（計80個）■原料原産地：白桃・ストロ
ベリー・みかん/日本、りんご・コンコード
グレープ/長野県、加工地：国内■1～3
週間前後でお届け■送料込
■返品不可

¥ 3,990商品
No. 624130

●白桃
●ストロベリー
●みかん
●りんご
●コンコード
　グレープ

5種の味

41%
OFF
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●記載されている価格はすべて税込価格となります。　●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文方法については上記をご覧ください。　
●商品の写真は盛り付け例です。　●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご覧ください。　●お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表示、調理法をご確認ください。



軽くて香ばしいクリスピー

2003年デビュー以来大人気！

肉厚で食べごたえ抜群！
4Lサイズの海老フライ。

累計販売数

’19年2月15日現在
730突破万尾

シリーズ
累計販売数

’19年2月15日現在
26突破万瓶

■内容：340g（10尾入り）×3（計30尾）
■えび産地：インド、加工地：国内■1～
3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

02 大きな天然海老フライ

¥ 4,480商品
No. 616262

約
14 

cm

■内容：300g×5（計1.5kg）■はちみつ産地：ハン
ガリー、加工地：国内■1～3週間前後でお届け■
送料込■返品不可　※1歳未満の乳幼児に
は与えないでください。

03 ハンガリー産 アカシア蜂蜜

メーカー希望小売価格合計 ¥6,250
¥ 4,990商品

No. 616328

20%
OFF

■内容：シチリアーナ・クアトロフロマッ
ジョ・ジェノベーゼ（各直径約20cm/8
インチ・160g）①3種×各7枚（計21
枚）②3種×各5枚（計15枚）③3種×
各3枚（計9枚）■加工地：国内■1～
3週間前後でお届け■冷凍■送料込
■返品不可

01
MCC ミラノ風薄焼ピッツァ３種
①21枚お買い得セット 
②15枚 ③9枚

¥12,100①商品
　No. 616223

¥ 8,990②商品
　No. 616222

¥ 5,600③商品
　No. 616221

カタログ

限   定
※①のみ

お得
が
21枚

上品な香り、あっさりした甘さで
人気の高いハンガリー産。

クアトロフロマッジョ

ジェノベーゼ

シチリアーナ

累計販売数

’19年2月15日現在
908突破万枚

※他の種類の
  ピザも含む

●記載されている価格はすべて税込価格となります。 ●割引％、累計販売数、返品・交換、冷凍・冷蔵、詳しいご注文方法についてはP15をご覧ください。 ●商品の写真は盛り付け例です。 
●商品の詳しい情報はインターネットサイトをご覧ください。 ●お召し上がりの際は必ず商品記載の原材料表示、調理法をご確認ください。 


