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日本全国選べる
メル取 寄 グお り せ メル取 寄 グお り せ

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
　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。

※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。

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。

❷申込む

ご注文期限までに
お申込みください。

北海道

十勝橋本牧場の希少価値の高い
ブラウンスイス種の生乳を使用した
濃厚なプレミアムアイスクリームです。
コクがあり風味が豊かな生乳と上質な
甘みを引き出すモンレニオンバニラが
絶妙なハーモニーを生み出しました。

内容量
100ml×8個

賞味期限
出荷日より冷凍180日 冷凍便

商品番号 SG-021

十勝橋本牧場
プレミアムアイスクリーム

北海道の広大な土地で育った
豚肉を使用したメンチカツです。
サクサクの衣とジューシーな具が
絶妙なバランスです。

内容量
メンチカツ80ｇ×10

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便

商品番号 SG-012

北海道メンチカツ

千島列島沖でとれた時鮭と、北洋産
の紅鮭の切り身をセットにしました。

内容量
沖獲れ鮭50g×5、紅鮭50g×5

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便

商品番号 SG-073

鮭切り身詰合せ

釧路おが和の人気詰合せセット。
小さい瓶に様々な素材が入った
食べきりサイズになっています。
バラエティー豊かな6種類の味を
お楽しみいただけます。

内容量
紅鮭茶漬30g、やわらかほぐし帆立
貝柱30g、サーモンリッチ30g、
特撰うにくらげ45g、数の子昆布
40g、真いか塩辛45g　

賞味期限
製造日より冷蔵60日 冷蔵便

商品番号 SG-081

湿原紀行6つの味

北海道牛のもも肉を原料として、
天然の香料を加え、調理加工した
脂身が少なく、赤みが柔らかい
ローストビーフです。そのまま薄切り
にして、お好みで付属のソースを
つけてお召し上がりいただけます。

内容量
300ｇ たれ付

賞味期限
出荷日より冷凍90日

商品番号 SG-060

十勝ローストビーフ

冷凍便

ほどよい粘りと甘さが特徴の北海道
のお米。炊き上がりは柔らかく、つや
があるので見た目にも綺麗な北海道
を代表するお米と言っても過言では
ないブランド米です。

内容量
4kg（2kg×2袋）

賞味期限
精米日より約1ヶ月 常温便

商品番号 SG-013

北海道産
ゆめぴりか4kg

全国各地の
美味しい産直品を
行った気分で味わおう！

とらふぐ塩辛とらふぐ塩辛

下関直送！
ふぐ料理特盛り1kg
下関直送！
ふぐ料理特盛り1kg 讃岐うどん讃岐うどん

四国・中国

山陰沖 干物詰合せ山陰沖 干物詰合せ

北海道
メンチカツ
北海道
メンチカツ

北海道産ゆめぴりか
4kg（2kg×2袋）
北海道産ゆめぴりか
4kg（2kg×2袋）

十勝橋本牧場
プレミアムアイスクリーム
十勝橋本牧場
プレミアムアイスクリーム

北海道

十勝
ローストビーフ
十勝
ローストビーフ

湿原紀行
6つの味
湿原紀行
6つの味

鮭切り身
詰合せ
鮭切り身
詰合せ

九州

宮崎県産合挽き肉の
チーズ入り生ハンバーグ
宮崎県産合挽き肉の
チーズ入り生ハンバーグ

杉谷本舗 長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰め合わせ
杉谷本舗 長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰め合わせ

博多名物!
辛子明太子
博多名物!
辛子明太子

鹿児島名産
さつまあげ
鹿児島名産
さつまあげ

博多名物
もつ鍋
博多名物
もつ鍋

関東

つくば茜鶏鍋セットつくば茜鶏鍋セット

聘珍樓
肉まんセット
聘珍樓
肉まんセット

埼玉県産
彩のきずな 5kg
埼玉県産
彩のきずな 5kg

牛すじ どて煮牛すじ どて煮

特撰はままつ餃子特撰はままつ餃子
ご当地B級グルメ！
静岡おでん
ご当地B級グルメ！
静岡おでん

北陸・東海・中部

「生冷凍」
信州十割そば
「生冷凍」
信州十割そば

盛岡冷麺盛岡冷麺 格之進 メンチカツ格之進 メンチカツ

喜多方ラーメン
（醤油味）
喜多方ラーメン
（醤油味）

新潟県産
こしひかり
新潟県産
こしひかり

東北・信越

近畿

紀州南高梅
梅干し
紀州南高梅
梅干し

京都「播磨園製茶場」
有機栽培宇治茶
京都「播磨園製茶場」
有機栽培宇治茶

松阪牛コロッケ松阪牛コロッケ



近畿

松阪牛を贅沢に100%使用した
コロッケです。じゃがいものほくほくした
食感と優しい風味にお肉の味が
相性抜群です。調理も揚げるだけと
簡単なのでご家庭ですぐにお召し
上がりいただけます。

内容量
約60ｇ×10個

賞味期限
冷凍120日～150日程度 冷凍便

商品番号 SG-241

松阪牛コロッケ

良質な天然サバフグをフグの本場・
下関で熟練した職人が一枚一枚
丁寧に、一夜干し、みりん干し、フライ
それぞれの商品に加工しました。
すべての内容量で合計1kgのフグ
になります。

内容量
ふぐ一夜干し / 200g×2パック、ふぐ
みりん干し / 200g×2パック、ふぐ
フライ / 200g、とらふぐ塩辛60g

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便

商品番号 SG-291

下関直送！
ふぐ料理特盛り1kg

日本でも有数の餃子消費量を誇り、
戦後の屋台から始まった静岡県
西部地区『浜松』のご当地餃子。
フライパンなどで焼いたら、円形に
皿盛りし中央に茹でたもやしをのせる
のが浜松流です。

内容量
45個入り

賞味期限
出荷日より冷凍60日 冷凍便

商品番号 SG-190

特撰はままつ餃子

静岡おでんの特徴は、牛すじなどで
だしをとり、濃い口醤油で仕上げた
黒いだし汁で、黒はんぺんや大根など
の具材を煮込む事。さらに、だし粉を
振りかけて食べるのが静岡流です。

内容量
はんぺん2個、大根・牛すじ・こんにゃく・
玉子・ちくわ・角揚 各1個/計8個
（かやく付）×2セット

賞味期限
出荷日より常温60日 常温便

商品番号 SG-200

ご当地B級グルメ！
静岡おでん

東北・信越 関東

中国・四国 九州

内容量
2食×4袋

賞味期限
製造日より常温100日

商品番号 SG-102

盛岡冷麺

全国的に知られる岩手県の盛岡
冷麺。コシの強い麺と深いコクの
あるスープに、ピリっと辛いキムチ
たれがアクセントになります。麺と
スープの絶妙なコンビネーション
をお楽しみいただけます。

常温便

内容量
4kg

賞味期限
精米日より約1ヶ月 常温便

商品番号 SG-090

新潟県産
こしひかり

炊きあがりがつやつやで、ふんわり
とした甘みと香りがあり、柔らかく
粘りがある…日本人の好みと
いわれる要素を満たす新潟県産
こしひかりです。鮮度抜群の氷温
熟成で一番美味しい状態で
お届けします。

常温便

内容量
約50g×35束

賞味期限
製造日より常温２年

商品番号 SG-312

讃岐うどん

うどんと言えば「讃岐」と言われる
ほど讃岐うどんの名声は高くなって
います。コシが強く、歯切れも良い
のが特徴です。ご家庭でいつでも
手軽に本場の讃岐うどんの味が
お楽しみいただけます。 内容量

とらふぐ塩辛60ｇ×1本、とらふぐ塩辛
（ゆず胡椒風味）60g×1本/120g

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便冷凍便

商品番号 SG-300

とらふぐ塩辛

とらふぐの希少部位「身皮」を贅沢
に使用した塩辛。さっぱりとした
ゆず胡椒と合わせてお召し上がり
ください。おつまみはもちろん、
茶漬けにしても絶品です。

商品番号 SG-397

山陰沖
干物詰合せ

冷凍便冷凍便

内容量
にぎす丸干し5尾、あじみりん干し
4尾、のどぐろ（アカムツ）丸干し3尾、
あじ（マアジ）開き干し・えてかれい干し 
各2尾、連子鯛開き干し1尾

賞味期限
出荷日より冷凍30日

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。

北陸・東海・中部

国産の牛すじを、濃厚でコクの
ある豆味噌でじっくりと煮込んだ
牛すじどて煮をお届けします。
温めるだけですぐに食べられ
ます。

牛すじ どて煮
商品番号 SG-395

内容量
150g×4袋

賞味期限
製造日より常温1年 常温便

商品番号 SG-394

「生冷凍」
信州十割そば

国産のそば粉を100%使用した
生そばを、冷凍してお届けします。
ご家庭で本格的な十割そばと
そば湯をお楽しみください。

内容量
<生 麺>260g（130g×2食）×3袋
/計6食

賞味期限
製造日より冷凍1年 常温便冷凍便

冷凍便

内容量
さつまあげ計424g（黒糖入小判天45g×2、
人参天40g×2、ごぼう天23g×2）×1P、
（骨挽きいわしの昔さつまあげ17g×4、
さつまいも天40g×2、高菜天30g×2）×1P 

賞味期限
製造日より冷凍60日

商品番号 SG-372

鹿児島名産
さつまあげ

本場鹿児島県産のバラエティに
富んだ揚げたてのさつまあげを
素早く冷凍して旨みを閉じ込め
ました。冷凍加工なので必要な
分だけ解凍してお召し上がり
いただけます。

冷凍便

だし昆布を味の中心とした調味液に
じっくり漬け込んで熟成させた辛子
明太子。ご家庭用としてボリューム
たっぷりの『切れ子』でお届けします。

内容量
300ｇ（切子）

賞味期限
出荷日より冷凍90日 冷凍便

商品番号 SG-341

博多名物!
辛子明太子

内容量
牛もつ200g、ちゃんぽん麺180g、濃縮
スープ85g×2、唐辛子1袋、スライス
にんにく1袋 ※ご利用人数：2～3人前

賞味期限
出荷日より冷凍90日

商品番号 SG-361

博多名物
もつ鍋

博多の美味を代表するひとつの
「もつ鍋」。牛もつはもちろん国内
産を使用しております。キャベツ、
ニラなどたっぷり入れて食べた
後にはちゃんぽん麺をお楽しみ
いただけます。

冷凍便

宮崎和牛と宮崎県産豚をバランス
良く使用した、チーズ入り生ハンバーグ
です。ふっくらとしてジューシーな
ハンバーグと、とろりと溶けたチーズ
との相性は抜群です。

内容量
110g×8個

賞味期限
製造日より冷凍30日

商品番号 SG-391

宮崎県産合挽き肉の
チーズ入り生ハンバーグ

彩のきずなは大粒で弾力があり
甘味や旨味も重すぎずバランスの
とれた味わいの埼玉県産のお米です。

内容量
5kg

賞味期限
精米日より約1ヶ月

商品番号 SG-017

埼玉県産
彩のきずな 5kg

常温便

筑波山の麓で飼料にこだわり大切
に育てられたつくば茜鶏鍋セット
です。白醤油をベースに柑橘果汁
をバランスよく合わせた、さわやかな
酸味が特長の白ぽん酢でお召し
上がりください。

内容量
つくば茜鶏切身（もも肉・むね肉）
240g、鶏つくね6個、 水餃子15g
×10個、うどん200g（ぽん酢付）

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 SG-116

つくば茜鶏鍋セット

冷凍便

横浜中華街で屈指の人気を誇る
「聘珍樓」。ジューシーな肉まん、
豊富な具材の入った海鮮肉まん、
ジューシーな野菜まんの3種類
詰合せです。素材の持ち味を最大限
に活かしました。

内容量
肉まん・海鮮肉まん・野菜肉まん
各100g×3個/計9個

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 SG-170

聘珍樓
肉まんセット

福島県喜多方のご当地ラーメンです。
野菜の旨味、豚の旨味、煮干しの
旨味が見事にマッチングした喜多方
ラーメンです。お好みでねぎ、メンマ、
なるとを加えるとより一層本場の味
に近づきます。

内容量
麺８０g・スープ（醤油味）36ｇ １５食

賞味期限
製造日より常温150日 常温便

商品番号 SG-120

喜多方ラーメン
（醤油味）

牛肉は厳選した上質な黒毛和牛。
豚肉は岩手県花巻市が誇る幻の
ブランド豚「白金豚」。つなぎの原材料
も地場産品にこだわり作ってます。

内容量
70g×5個

賞味期限
製造日より冷凍180日 冷凍便

商品番号 SG-014

格之進
メンチカツ

冷凍便

やわらかい果肉が自慢の紀州産
南高梅を使用し、ほんのり甘い梅干に
仕上げました。食べやすい味付けに
なっておりますので、ご飯やお酒の
お供としても美味しくお召し上がり
いただけます。

内容量
紀州南高梅うす塩梅干500g×1個

賞味期限
常温180日

商品番号 SG-271

紀州南高梅
梅干し

常温便

宇治田原の自家農園の茶畑で無農薬
有機栽培により生産から加工まで一貫
して行っている安心安全の有機JAS
認定のお茶詰め合わせです。旨味ある
深蒸し煎茶、大変香ばしいほうじ茶や
玄米茶の詰め合わせです。

内容量
有機深蒸し茶70g×1、有機ほうじ茶
40g×3、有機玄米茶80g×1

賞味期限
製造日より常温300日

商品番号 SG-272

京都「播磨園製茶場」
有機栽培宇治茶

常温便

常温便

内容量
長崎かすてら（カット）6個、黒ごまどら
焼き6個

賞味期限
出荷日より常温80日

商品番号 SG-354

杉谷本舗 長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰め合わせ

良質な小麦粉と地元の新鮮な卵
を使用した、しっとりとしたコクの
ある風味の長崎かすてらと、餡
にも生地にも黒練りごまを加えた
黒ごまどら焼きのセットです。


