
北海道

北海道十勝橋本牧場のブラウン
スイス牛の生乳を使用したプレミアム
なアイスク リーム。牧場の味をその
ままご家庭でお楽しみいただけます。 

内容量
100ｍｌ×16個

冷凍便

商品番号 TD-001

十勝橋本牧場
プレミアムアイス

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。

内容量
130g（たれ30g入り）×3袋

賞味期限
冷蔵便出荷日より冷凍30日

商品番号 TD-105

北海道産
牛サーロインたれ仕込み

常温便

北海道産の生乳を使用した「乳蔵
北海道プリン」と北海道産生クリーム
とチーズケーキを使用したプリンの
表面をキャラメライズした「乳蔵あいす
プリン」、クリームチーズを使用した
プリンケーキの表面をキャラメライズ
した「焼きプリンケーキ」のセットです。

内容量
焼きプリンケーキ100g×1、北海道
プリン100g×3、カラメルソース5g×3、
あいすプリン×3

賞味期限
出荷日より冷凍60日

商品番号 TD-004

「乳蔵」北海道
よくばりプリンセット

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
が楽しめます。

内容量
北海道ラーメンセット 25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5袋(スープ付))

賞味期限
製造日より常温180日

商品番号 TD-209

ご当地ラーメン（北海道）
25食セット

冷凍便

賞味期限

北海道・帯広の大衆食堂で、うな丼を
ヒントに生まれたといわれている豚丼。
専用のたれに漬けた豚スライス肉を、
少し焦げ目が付く程度に焼いて、
ご飯の上にのせれば完成です。

内容量
160g（たれ40g入り）×5袋

商品番号 TD-003

帯広の味 豚丼

冷凍便出荷日より冷凍30日

粘りがあり、タンパク質も比較的低い
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。

内容量
2kg×3袋

商品番号 TD-002

北海道産
ゆめぴりか6ｋｇ

賞味期限
精米日から30日（目安） 常温便
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東北・信越

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。

❶選ぶ ❷申込む ❸届く

 商品到着まで
  お待ちください。

ご注文期限までに
お申込みください。

カタログの中から
1品お選び頂きます。

※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。

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  !!
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九州

内容量
ロース・肩ロース 各500g/計1kg

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 TD-043

霧島黒豚
しゃぶしゃぶ

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
をしゃぶしゃぶ肉にてご賞味
ください。

冷凍便
内容量
真鯛切身・カンパチ切身（大分県産
養殖） 各150g、カボス果汁・ポン酢・
もみじおろし・柚子胡椒 各4袋、だし
昆布1枚

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 TD-050

大分県産カンパチ
しゃぶしゃぶ

九州・大分県で養殖された、
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。

冷凍便

内容量
モモ350g

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 TD-041

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。

内容量
豊後から揚げ300g×2
とり天500g×2

賞味期限
出荷日より冷凍180日 冷凍便

冷凍便

商品番号 TD-040

豊後・大分
鶏づくしセット

唐揚げ処九州・大分県。地元大分
の醤油を味付けのベースに、
にんにく・しょうがを加えた昔ながら
の『唐揚げ』と、ひと口大の鶏肉を
柔らかい衣でつつみ揚げた『とり
天』とのセット。どちらも電子レンジ
で温めるだけの簡単調理です。

内容量
利尻昆布漬辛子明太子600g（明太子
550g・昆布50g）　　

賞味期限
出荷日より冷凍60日

商品番号 TD-038

利尻昆布漬辛子
明太子（無着色）

京料理など、繊細で上品な味付け
には欠かせない利尻昆布の旨みを、
存分に引き出した調味液にじっくり
漬け込み熟成させることによって、
辛子明太子にまろやかな味わいが
生まれます。一味違った風味を
本場博多よりお届けします。

冷凍便

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。ご家庭のキャベツ、ニラなど
たっぷり入れて食べたあと、うれしい
『しめ』のちゃんぽん麺付き。ご自宅で
お手軽に本場・博多の味がお楽しみ
いただけます。

内容量
牛もつ500g、ちゃんぽん麺180g×2、
濃縮スープ85g×5、スライスにんにく
3g、トウガラシ0.5g×2

賞味期限
出荷日より冷凍90日

商品番号 TD-039

博多牛もつ鍋（５～６ 人前）

冷凍便

常温便

お米の特徴は、米粒は、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、登場
したてのお米ながら、コシヒカリを
凌ぐのではと言われています。

内容量
2kg×3袋

賞味期限
精米日から30日（目安）

商品番号 TD-044

熊本県産
森のくまさん6㎏

内容量
車えび（山口県秋穂産養殖）250ｇ
（7～14尾）

賞味期限
出荷日より冷凍60日

商品番号 TD-049

車えび味噌漬け

厳選された車えびだけを使用し、
一週間じっくりと自慢の味噌に
漬け込みました！そのままでも
美味しいですが、少し炙ると香ばしく
より一層風味が引き立ちます。

冷凍便

中国・四国

新鮮なとらふくを豪快にぶつ切りに
しました。とらふくのプリッとした食感を
お楽しみください。ちり鍋後の残った
スープで味わうふく雑炊は格別です。

内容量
とらふぐちり300g、ふく醤油30ml×3、
もみじおろし10g×3

賞味期限
出荷日より冷凍90日

商品番号 TD-054

下関直送
とらふくちり詰合せ

冷凍便

近畿

賞味期限

内容量

出荷日より冷凍30日

モモバラ300g

冷凍便

商品番号 TD-030

松阪牛焼肉

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」。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。

賞味期限

内容量

製造日より冷凍1年

14g×15個×5箱/計75個

冷凍便

商品番号 TD-028

近江牛餃子

滋賀県内で肥育された黒毛和種
である近江牛を100％使用した、
ちょっと贅沢な餃子です。餃子の
タレはもちろん、“塩・コショウ”で
食べると肉の旨味が引き立ちます。

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。その良質
な牛肉をすき焼き用にスライスして
お届けします。

内容量
モモバラ400g

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷凍便

商品番号 TD-029

神戸牛
すき焼き肉

南高梅の発祥農園が吟味した梅を
漬け込んだ、異なる4種の味わいが
楽しめる詰め合わせ。それぞれ風味
豊かな梅干しに仕上がっています。

内容量
はちみつ入り梅（塩分約7%）・手造り梅
（塩分約10％）・昔ながらのしそ梅干し
（塩分約18%）・しそ梅干し うす塩味
（塩分約8%） 各200g/計800g

賞味期限
製造日より常温180日 常温便

商品番号 TD-032

南高梅発祥農園謹製
四種梅干し詰め合わせ

北陸・東海・中部

富士宮やきそばは、独特なコシのある
麺にキャベツ・豚肉・天かすを加え、
濃厚ソースで焼き上げた静岡県の
ご当地グルメです。浜松餃子は、
もっちり皮と豚肉のコクとキャベツの
あっさりとした味わいが特徴の餃子
です。

内容量
【富士宮やきそば】
200g×3袋、だし粉×3袋
【浜松餃子】
20g×15個入（たれ付き）×3パック
計45個

賞味期限
冷凍便出荷日より冷凍60日

商品番号 TD-027

富士宮やきそばと
浜松餃子

賞味期限

内容量

製造日より冷凍30日

モモスライス 300g

冷凍便

商品番号 TD-120

飛騨牛
すき焼き肉

飛騨牛とは岐阜県産の黒毛和種
の中でも特に優れた牛肉のみに
与えられる銘柄です。きめ細かく
柔らかでとろけるような旨味を
ご堪能いただけます。

商品番号 TD-048

内容量

商品番号 TD-024

石川県産
こしひかり6㎏

2kg×3袋

賞味期限
精米日から30日（目安） 常温便

石川県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
2kg×3袋

賞味期限
精米日から30日（目安）

商品番号 TD-023

長野県産
こしひかり6㎏

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」。
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。
一つの穂につく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
おいしいお米となるのです。

常温便

内容量
特上煎茶150g×2缶、
上煎茶140g×1缶

賞味期限
製造日より常温1年 常温便

商品番号 TD-022

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。

関東

国産豚ロース肉を伝統の調味液に
漬け込み、一本ずつ職人の手に
より、布と糸をしっかり巻きスモーク
して仕上げたロースハムです。手間
暇かけた伝統技術から生まれる、
しっとりとした食感をお楽しみください。

内容量
布巻きロースハム600g

賞味期限
冷蔵便出荷日より冷蔵55日

商品番号 TD-047

鎌倉ハム
布巻きロースハム

内容量
伽羅350ml
瑠璃350ml 各6缶/計12缶

常温便

商品番号 TD-017

COEDOビール
詰合せ

「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。

内容量
1食200g/計10個

賞味期限
出荷日より常温30日以上 常温便

商品番号 TD-053

北本トマトカレー
10個セット

埼玉のB級グルメといえば北本
トマトカレー。数多くのグランプリを
受賞しています。北本名産のトマト
をふんだんに使用した、旨味と
酸味のコラボレーションは最高の
味わいです。

商品番号 TD-051

内容量
5kg×2袋/10kg

賞味期限
精米日より約1ヶ月 常温便

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。

埼玉県産
彩のきずな 10kg

東北・信越

内容量
2kg×3袋

賞味期限
精米日から30日（目安） 常温便

商品番号 TD-012

山形県産つや姫
特別栽培米6㎏

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。

内容量
2kg×3袋

賞味期限
精米日から30日（目安）

商品番号 TD-013

会津産
こしひかり6㎏

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。

常温便

内容量
モモ80g×3/計240g

賞味期限
出荷日より冷凍30日

商品番号 TD-011

山形牛
ミニステーキ

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。

冷凍便

商品番号 TD-010

米沢牛
焼肉セット

山形県の気候風土が育んだ
米沢牛。夏と冬との寒暖の差と
清涼な水に恵まれた環境が、
米沢牛独特の旨味を造りだして
います。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・ばら肉/計300g

賞味期限
出荷日より冷凍30日 冷凍便

岩手県産の素材を使用した三種の
ハンバーグ。ジュワッとあふれる肉汁
が魅力の前沢牛。赤身肉の味が
楽しめる短角和牛。南部高原豚は
肉の甘味が特徴です。

内容量
いわて前沢牛生ハンバーグ・いわて
短角和牛生ハンバーグ 各150g×3個、
南部高原豚生ハンバーグ 各150g×2個
計8個

賞味期限
冷凍便出荷日より冷凍60日

商品番号 TD-015

いわて生ハンバーグ
食べくらべ

商品番号 TD-052

仙台名物！
牛たん詰め合わせ

冷凍便

内容量
牛たんしお味・牛たんたれ味・牛たん
みそ味 各75g

賞味期限
出荷日より冷凍180日

厳選した牛たんを、一枚一枚
昔ながらの手ぶり塩による
味付け、熟成にこだわった看板
商品のしお味、醤油ベースの
秘伝のたれにじっくりと漬け込んだ
喜助発案のたれ味、風味豊かな
みそ味の、３種の詰合せです。


