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　このグルメチョイスカタログは、中面のギフトメニューの中からお好きな商品を１点お選びいただけるギフトです。
なお、商品の代金および配送料等について、

あなた様のご負担は一切ございません。是非ご注文のほどお願い申し上げます。

❶選ぶ

カタログの中から
1品お選び頂きます。

❸届く

 商品到着まで
  お待ちください。

※カタログの調理写真はイメージです。 ※調理例に使用した食材・食器は含まれておりません。 ※商品および商品内容は、予告なく変更になる場合がございます。

［ご注意］
● 年末年始・お盆期間中は、各産地出荷元の都合上、商品の発送ができない場合がございます。 
● 天候や交通事情などの影響で、止むを得ず配送遅延が生じる場合がございます。

❶ カタログからお好みの商品をお選びください。
❷ WEB（パソコン／スマートフォン）もしくはハガキにて
　 ご希望の商品をお申込みください。
❸ 2週間程で商品をお届けいたします。

❷申込む

ご注文期限までに
お申込みください。

全国各地の産直グルメの中から1品チョイス  !!日本全国の産直品の中からお好きな品を1点お届けします日本全国の産直品の中からお好きな品を1点お届けします

極 KIWAMI

日本全国選べる
メル取 寄 グお り せ メル取 寄 グお り せ

!!

202304

北海道

商品番号 KW-106

北海道産
サーロインたれ仕込み

商品番号 KW-209

ご当地ラーメン
（北海道）40食セット

商品番号 KW-002

北海道産
ゆめぴりか10㎏

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安）

北海道民の「夢」に、アイヌ語で
美しいを意味する「ピリカ」を掛け
合わせたものです。粘りがあり、
タンパク質も比較的低くため、
炊き上がりが柔らかく、見た目に
は、艶があり、粒が厚くしっかり
としています。ほど良い粘りと
甘み、そして炊きあがりの美しさ
とトータルで非常にバランスの
良いお米です。

常温便

商品番号 KW-132

北海道産 片貝ホタテ

内容量
12枚×2

賞味期限
出荷日より冷凍30日

北海道で水揚げされたホタテ貝
を食べやすい片貝にしてお届け
します。そのままオーブントースター
やグリルで焼いてお召し上がり
ください。

冷凍便

内容量
130g（たれ30g入り）×7袋

賞味期限
出荷日より冷凍30日

ステーキで人気のサーロインを
コクのあるにんにく風味の醤油
だれで味付けしました。中まで
しっかりと焼き、食べやすい大きさ
にカットしてご飯やパンと一緒に
お召し上がりください。

冷凍便

内容量
北海道ラーメンセット 40食
(帯広「とん平」醤油味、札幌味噌味、
小樽ラーメン塩味、函館塩味、
札幌らーめん「４代目いちまる」味噌味 
各8袋(麺、スープ付))　

賞味期限
製造日より常温180日

北海道のご当地ラーメンセット
です。麺は生麺を低温でじっくり
熟成し乾燥させ小麦の風味を
とじこめました。麺をゆでれば
生麺のような味わいをお楽しみ
いただけます。

常温便

全国各地の
美味しい産直品を
行った気分で味わおう！
四国・
中国

島原 
手延べそうめん
島原 
手延べそうめん

下関直送
ふぐ三昧セット
下関直送
ふぐ三昧セット

島根県
石見銀山つや姫10㎏
島根県
石見銀山つや姫10㎏

山陰沖
干物詰合せ
山陰沖
干物詰合せ車えびみそ漬け車えびみそ漬け

近畿

グルメセットグルメセット
「紀州高田果園」
絹梅 金粉仕立て
「紀州高田果園」
絹梅 金粉仕立て

松阪牛すき焼き肉松阪牛すき焼き肉 神戸牛 焼肉神戸牛 焼肉 東北・信越

会津産
こしひかり10㎏
会津産
こしひかり10㎏

石川県産
こしひかり10㎏
石川県産
こしひかり10㎏

山形牛モモステーキ山形牛モモステーキ米沢牛すき焼き肉米沢牛すき焼き肉

秋田稲庭うどん秋田稲庭うどん

山形県産 つや姫
特別栽培米10㎏
山形県産 つや姫
特別栽培米10㎏

関東

本まぐろ詰合せ本まぐろ詰合せ
相模豚
しゃぶしゃぶ用
相模豚
しゃぶしゃぶ用

相模牛
すき焼き用
相模牛
すき焼き用

栃木県産
こしひかり10㎏
栃木県産
こしひかり10㎏

COEDOビールCOEDOビール

九州

佐賀県産
さがびより10㎏
佐賀県産
さがびより10㎏

九州産
うなぎの蒲焼
九州産
うなぎの蒲焼

熊本県産
森のくまさん10㎏
熊本県産
森のくまさん10㎏

大分県産 
真鯛とカンパチの
しゃぶしゃぶセット

大分県産 
真鯛とカンパチの
しゃぶしゃぶセット

黒豚生ハンバーグ＆
ロース味噌漬詰合せ
黒豚生ハンバーグ＆
ロース味噌漬詰合せ

黒豚
シャブシャブセット
黒豚
シャブシャブセット

霧島黒豚詰合せ霧島黒豚詰合せ宮崎牛すき焼き肉宮崎牛すき焼き肉

北海道

ご当地ラーメン
（北海道）40食セット
ご当地ラーメン
（北海道）40食セット

北海道産 片貝ホタテ北海道産 片貝ホタテ

北海道産
牛サーロインたれ仕込み
北海道産
牛サーロインたれ仕込み

北海道産
ゆめぴりか10㎏
北海道産
ゆめぴりか10㎏

北陸・東海・中部

静岡銘茶静岡銘茶名古屋コーチン 鶏鍋名古屋コーチン 鶏鍋

長野県産
こしひかり10㎏
長野県産
こしひかり10㎏



近畿

内容量
黒豚生ハンバーグ１００g×８、
黒豚ロース味噌漬100g×4

賞味期限
製造日より冷凍180日 冷凍便

商品番号 KW-042

黒豚生ハンバーグ
＆ロース味噌漬
詰合せ

鹿児島県大隅半島の農場で元気
に育った鹿児島黒豚が素材。
お肉にほのかな甘みがあり、旨味
成分が豊富であっさりしていて
食べやすいなどの美味しい特長
のある黒豚肉をふんだんに使用
して作ったハンバーグ＆味噌漬け
のセットです。

東北・信越

関東

中国・四国 九州

九州

商品番号 KW-014

石川県産
こしひかり10㎏

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安）

商品番号 KW-013

会津産
こしひかり10㎏

会津米の粒には規定があり、粒
の大きさも決まっていますので
厳選されたお米だけが会津米と
名乗る事が出来ます。そして、
会津若松から北は気候の影響
でこしひかりは栽培されておらず、
こしひかりの栽培の最北端にも
なる貴重な産地で生み出される
特Aのお米です。

内容量
モモ120g×4/計480g

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 KW-011

山形牛
モモステーキ

山形県で最も長く肥育・育成
された黒毛和種である「山形牛」。
繊細な味覚で魅了する山形牛を
食べやすいミニステーキでお届け
します。

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安）

商品番号 KW-012

山形県産つや姫
特別栽培米10㎏

つや姫の特徴は、米のひと粒ひと粒
が大きく、粒ぞろいが良く、その名
の通り艶が素晴らしい事です。
お米の粒の大きさが均一なので、
米粒が吸う水の量も均一になり、
炊き上がりにムラのないために、
上質のご飯が炊き上がります。

常温便

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安） 常温便

石川県珠洲は、寒暖の差など
気候に恵まれ、降雨、降雪も程よく、
ミネラル豊富な米作には適した
土地柄といえます。全国的にも高い
良食味産地として評価を長く
得ていて、江戸時代より「加賀
百万石」米どころとして名を馳せて
います。

内容量
骨付きぶつ切・つみれ・つくね
各200g×2袋、水餃子14g×10個入
×2袋、きしめん200g×2袋、スープ
200g×3袋

商品番号 KW-134

名古屋コーチン
鶏鍋

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷蔵便

愛知県特産の名古屋コーチンは
弾力のある肉質で歯ごたえが
よく、奥深い味わいが魅力です。
骨付き肉を加えて一層深みを
増した、具だくさんの鶏鍋をご賞味
ください。

北陸・東海・中部

内容量
特上煎茶150g×2缶、
玉露120g×1缶

賞味期限
製造日より常温1年 常温便

商品番号 KW-025 商品番号 KW-026

静岡銘茶

静岡県内の製茶仕上技術を競う
「同一荒茶による仕上技術競技会」
において、平成21年より3度 最高
金賞受賞の茶師が厳選した、
茶葉をブレンド。濃い緑の水色、
とろりとした甘い口当たりの静岡茶
をお楽しみください。 雪深い北信州のぶな林から流れ出る

樽川、馬曲川の清流が育てた良食味米
「北信こしひかり」。その味は、新潟産
コシヒカリに勝るとも評され、幻のお米と
呼ばれます。１つの穂につく100～120粒
から早く花の咲いた大きく育つ粒だけを
よりすぐったお米はタンパク含有率が少なく、
粘りのあるおいしいお米になります。

内容量
5kg×2袋/計10kg

常温便
賞味期限
精米日から30日（目安）

長野県産
こしひかり10㎏

内容量
黒豚肩ロース肉２５０g×２、
黒豚バラ肉２５０g×２、ポン酢50g×４

賞味期限
製造日より冷凍９０日

商品番号 KW-043

黒豚
シャブシャブセット

鹿児島県大隅半島の農場で元気
に育った鹿児島黒豚が素材。
お肉にほのかな甘みがあり、旨味
成分が豊富であっさりしていて
食べやすいなどの美味しい特長
を活かしてシャブシャブ用に詰合せ
ました。本場黒豚の旨味を南州
農場自慢のシャブシャブでお楽しみ
ください。

冷凍便

内容量
長焼き2尾/計380g
（たれ・山椒付き）

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 KW-044

九州産
うなぎの蒲焼

九州南部の温暖な気候と豊富な
地下水という恵まれた環境の中で
熟練した生産者に大切に育て
られた鰻を香ばしく丹念に焼き上げ
ました。袋のまま湯煎するだけで
お召し上がりいただけます。

冷凍便

山形県の気候風土が育んだ米沢牛
をすきやき用にスライスしてお届け
します。米沢牛の脂の旨味と、
口いっぱいに広がる肉汁をお楽しみ
ください。

内容量
もも肉・かた肉/計450ｇ

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷凍便

冷凍便

冷凍便

商品番号 KW-010

米沢牛
すき焼き肉

豊かな自然の恵みをうける奥羽山脈
の裾野で、永きにわたり守り継がれて
きた稲庭うどん。特長であるなめらかな
舌ざわり、のどごしの良さとコシの
強さをぜひご堪能ください。

内容量
180g×18袋

常温便
賞味期限
製造日より常温730日

商品番号 KW-015

秋田
稲庭うどん

下関直送
ふぐ三昧セット

内容量
真鯛切身・カンパチ切身（大分県産
養殖） 各150g×2皿、カボス果汁・
ポン酢・もみじおろし・柚子胡椒 各8袋、
だし昆布2枚

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷凍便

商品番号 KW-040

大分県産
真鯛とカンパチの
しゃぶしゃぶセット

九州・大分県で養殖された、新鮮
で脂ののった真鯛とカンパチを
しゃぶしゃぶ用に薄くスライス
しました。昆布でだしをとった鍋に
サッとくぐらせ、大分ならではの
カボス果汁をポン酢に入れて
お召し上がりください。

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安）

商品番号 KW-039

熊本県産
森のくまさん10㎏

「緑豊かな森の都の熊本で生産
された米」という思いで名付け
られた「森のくまさん」。お米の特徴
は、米粒が普通のお米よりやや
細く、食感は弾力がありもちもちし、
粘りが強いお米です。また味が
良く甘味があって、コシヒカリを
凌ぐのではと言われています。

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安） 常温便

商品番号 KW-038

佐賀県産
さがびより10㎏

「さがびより」は11年の歳月を
かけて生まれた佐賀県の新品種で
特A常連の九州のお米。米粒が
大きくしっかりして噛みごたえが
あり、炊き上がりはつやつやと
光沢を放ち、もっちりとした食感
があります。また粘りと甘みも強く、
豊かな香りが口中に広がります。

常温便

常温便

下関の調理師達が調理したバラエ
ティー豊かなふぐの詰め合わせです。
鍋物、揚げ物、たたき等、色々なふぐ
料理の味と食感をご堪能ください。

内容量
ふぐちり（シロサバフグ切身、トラフグアラ）
200g、ふぐ唐揚げ（骨付）200g、ふぐ
一夜干し150g、とらふぐ皮60g、ふぐたたき
1本、とらふぐ焼きヒレ5g、ふくポン酢
100ml、もみじおろし10g×4

冷凍便
賞味期限
出荷日より冷凍90日

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安） 常温便

商品番号 KW-020

栃木県産
こしひかり10㎏

栃木県北地区はコシヒカリの特徴
を最大限に活かせる産地として
有名です。北陸産と遜色ない
美味しさでありながら、お求めやすい
価格が嬉しいの一言です。広大
な関東平野での数少ない特Aの
評価を受けている銘柄米です。

商品番号 KW-022

相模豚
しゃぶしゃぶ用

内容量
しゃぶしゃぶ用ロース450ｇ、
バラ450ｇ、モモ450ｇ

賞味期限
冷凍30日 冷凍便

神奈川県の県央地区で飼育
されている豚の中で、独自の
飼育法・飼育飼料で育て生み
出した神奈川県産相模豚。その
肉質は、しっかりとしていながら
柔らかく歯ごたえの良い弾力が
自慢です。 内容量

すき焼き用肩ロース500ｇ

賞味期限
冷凍30日 冷凍便

商品番号 KW-023

相模牛
すき焼き用

神奈川県の自然の中で育んだ、
風味豊かなおいしい牛肉です。
黒毛和牛（父）とホルスタイン牛
（母）から生まれた交配種です。
神奈川県内の指定生産農場で
真心込めて、肥育致しました。

内容量
伽羅350ml・瑠璃350ml
各8缶/計16缶

常温便

商品番号 KW-024

COEDOビール

「小江戸ビール」として親しまれて
いた埼玉県川越市の地ビール。
ビール好きが価値をその味わい
を認める正統派の地ビールです。

冷凍便

内容量
［神戸牛ハンバーグ］100g×4個
［ビールにあうソーセージ］プレーン・
ガーリック・ハーブ 各90g×2袋/計6袋
［オーストラリア産牛ローストビーフ］
250g（ソース付き）

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 KW-030

グルメセット

素材の良さを十分に活かしてふん
わりと仕上げた神戸牛ハンバーグ、
オーストラリア産牛もも肉を、真空
低温調理により旨味を閉じ込めた
ローストビーフ、さらに3種類の
ソーセージも入った、バラエティー
豊かなグルメセットです。冷凍便

内容量
モモバラ500g

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 KW-027

松阪牛
すき焼き肉

自然豊かな三重の地で、愛情を
込めて肥育した肉の芸術品「松阪
牛」。その良質な牛肉をすき焼き用
にスライスしてお届けします。

冷凍便

内容量
（しゃぶしゃぶ用）ロース・肩ロース各
500g/計1kg、（テキカツ用）ロース
100g×4/計400g

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 KW-037

霧島黒豚詰合せ

宮崎県と鹿児島県に位置する
雄大な霧島連山の麓で飼育
された「霧島黒豚」。際立つコクと
旨味をしゃぶしゃぶ肉とテキカツ用
の詰合せでお届けします。内容量

モモ500g

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷凍便

商品番号 KW-036

宮崎牛
すき焼き肉

宮崎県内で生産肥育された黒毛
和牛で肉質等級４等級以上の
「宮崎牛」。きめ細かな味わいを
ご堪能ください。

賞味期限

内容量

出荷日より冷凍30日

モモバラ450g

冷凍便

商品番号 KW-028

神戸牛
焼肉

黒毛和牛の代名詞、但馬牛の
なかでも厳しい条件を満たしたもの
が神戸牛に認定されます。その
美しい霜降りのお肉を焼肉用に
スライスしてお届けします。

内容量
のどぐろ（アカムツ）丸干し6尾、のどぐろ
（アカムツ）開き味噌漬け・あじ（マアジ）
開き干し・えてかれい干し 各4尾、連子
鯛開き干し2尾

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 KW-137

山陰沖 
干物詰合せ

山陰沖で獲れた魚にこだわった
干物の詰合せです。小ぶりながら
脂がのったのどぐろ丸干しや連子
鯛開き干しなど、それぞれの魚の
美味しさをご賞味ください。

冷凍便

内容量
5kg×2袋/計10kg

賞味期限
精米日から30日（目安）

商品番号 KW-034

島根県石見銀山
つや姫10㎏

山形県で育成された「つや姫」
は、近年特に注目されているお米
です。「さっぱり」の山形産つや姫
に対して「しっとり」が特徴と言わ
れる島根産つや姫。食味はコシ
ヒカリと比較しても同等以上で、
粒ぞろいも良く、炊き上がりの白さや
光沢も際立ち、口の中に広がる
甘みを一層引き立てています。

常温便

内容量
50g×100束

賞味期限
出荷日より常温365日

商品番号 KW-035

島原
手延べそうめん

江戸時代から長崎県・島原半島
で作られてきた島原素麺。その
なかでも寒造りにこだわって製造し、
さらに一年以上かけて熟成させた
素麺をお届けします。のどごしの
すっきりした手延べそうめんを
ご賞味ください。

常温便

内容量
400g(12～18尾)

賞味期限
出荷日より冷凍60日

商品番号 KW-131

車えびみそ漬け

山口県秋穂地区は車えびの養殖
発祥地と知られその養殖技術は
世界標準となっています。車えび
は解凍してそのままお召し上がり
いただけますが、殻ごと軽くあぶる
と香ばしくなりお勧めです。

冷凍便

内容量
1.1kg（塩分約8%）壺入り

賞味期限
製造日より常温6ヶ月

商品番号 KW-136

「紀州高田果園」
絹梅 金粉仕立て

海岸から2～3km山あいに入った、
海の見える小高い丘陵地で南高梅
を生産しています。大粒で果肉が
たっぷりの南高梅を、アカシカ蜂蜜を
使用した調味液に漬け込み、まろやか
で濃厚な味わいに仕上げました。
金粉をあしらった華やかな梅は、
お祝いや贈り物にも最適です。

常温便

商品番号 KW-046

本まぐろ詰合せ

冷凍便

口にいれた瞬間、とろけるような
感覚と口の中全体に広がる甘さ
が美味しい本まぐろです。 中トロ
と赤身の嬉しいセットでお届け
します。

内容量
中トロ100g、赤身100g

賞味期限
出荷日より冷凍10日

商品番号 KW-045


