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写真は、イメージ画像です。写真は、イメージ画像です。

表紙③

ご注文締切日 販売店様締切日

令和2年（2020年）12月9日（水）
ご注文締切日 販売店様締切日

令和2年（2020年）12月9日（水） 令和2年（2020年）12月10日（木）令和2年（2020年）12月10日（木）
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冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆90日

産 地 直 送 便

冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆90日

冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆90日 冷凍 賞味期限 アレルゲン さけ90日

1

3

2

4

ふぐちり満腹セット
（5～6人前)

タコしゃぶセット 石狩鍋セット

とらふぐ刺身ちりセット
（3～4人前)

下関で水揚げされたふぐを、ちり鍋用に食べやすい大きさのブツ切
りにしました。ぷりっとした食感をあつあつのうちに、ぽん酢とねぎ、
もみじおろしでお召し上がりください。
鍋の後は、ふぐの旨味が凝縮されただしでつくる雑炊で締めくくり。

下関で水揚げされた、とらふぐの刺身とちりが味わえるセットです。
刺身は、噛むほどに広がる上品な味と歯応えを、ちり鍋は甘くプリッ
とした食感をお楽しみください。鍋の後は、ふぐの旨味が凝縮された
だしで、雑炊をどうぞ。ふぐひれ酒もご一緒に。
※セットには野菜、豆腐、酒は含まれておりません。

とらふぐ刺身80g、とらふぐ切身・あら250g、とらふぐ身皮50g、
とらふぐ焼きヒレ5g、ふぐちりスープ、ポン酢、もみじおろし

真ふぐ切身700g、とらふぐ鍋用アラ300g、とらふぐ身皮100g、
ふぐちりスープ、ポン酢、もみじおろし

クール 宅急便

クール 宅急便 クール 宅急便

クール 宅急便

■お召し上がり方
解凍方法、食べ方は説明書をご覧ください。

※写真は盛り付け例です。 ※写真は盛り付け例です。

5～6人前 3～4人前

下関発

札幌発

下関発

札幌発

北海道近海で水揚げされた新鮮な水だこの一番太い足の部分を
タコしゃぶ用にスライスしました。
歯応えと甘味をお楽しみください。
解凍後そのまましゃぶしゃぶ、又は
焼いてお召し上がりください。

北海道産の秋鮭をまるごと使用した人気の鍋セットです。脂の乗っ
た鮭とホタテの甘味が出ています。
お好みで野菜などを入れて
お召し上がりください。
※野菜は含まれておりません。

水たこ250g×2、出し昆布20g、チョーコーゆず醤油かけぽん
80ml

鮭切身25g×20 切、鮭白子200g、鮭頭アラ250g、帆立ボイル8玉、
いくら50g、出し昆布20g、京風だしの素80ml

※写真は盛り付け例です。 ※写真は盛り付け例です。※写真は盛り付け例です。 ※写真は盛り付け例です。

〔商品コード 512002〕 〔商品コード 512003〕

〔商品コード 512004〕 〔商品コード 512005〕

本体価格7,500円 本体価格14,000円税込価格 8,100円（送料込）
北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

九州・沖縄県の発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。 九州・沖縄県の発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。
税込価格15,120円（送料込）

本体価格3,920円 本体価格5,000円税込価格 4,234円（送料込） 税込価格 5,400円（送料込）
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冷凍 賞味期限 アレルゲン カニ90日

冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・卵・大豆30日

冷凍 賞味期限 アレルゲン カニ90日

冷凍 賞味期限 90日 冷凍 賞味期限 90日

5 6特選カニ鍋セット 本鴨しゃぶ鍋セットクール 宅急便 クール 宅急便

札幌発

札幌発

札幌発 小樽発

島根発

タラバガニやズワイガニ、花咲ガニ、さらに帆立、紅鮭を加えた豪華
な鍋セットです。※野菜・きのこは含まれておりません。

タラバガニ脚カット130g、ズワイガニ脚カット130g、ボイル帆立4玉、紅鮭切身
25g×4切、花咲ガニ半身約230g、出し昆布20g、京風だしの素80ml

※写真は盛り付け例です。 ※写真は盛り付け例です。※写真は盛り付け例です。 ※写真は盛り付け例です。

〔商品コード 512006〕
九州・沖縄県の発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

九州・沖縄県の発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

本体価格6,420円 税込価格 6,934円（送料込）

鴨料理の歴史が深い出雲から明治44年創業の老舗料亭の味をお
届けします。ヘルシーな鴨肉はぜひ低温調理のしゃぶしゃぶで！
野菜や鴨つみれなどを煮込んだ後に、スープを低温にして鴨ロース
肉を一枚ずつゆっくりとくぐらせると驚くほどとろとろの柔らかさと
甘みがお楽しみいただけます。

国産本鴨ロース肉100g×3、本鴨つみれトレー
100g、ストレートスープ600ml×2

〔商品コード 512007〕

本体価格6,280円
税込価格 6,782円（送料込）
北海道・九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

7

8 9

タラバガニシュリンク

帆立フレーク貝柱 片貝ほたてＭ5枚

旬の時期に水揚げされた身の良いタラバガニをボイルし、脚だけを
１肩ずつ風味を損なわないようにシュリンクパックしました。
タラバと塩味が生きています。

北海道で獲れたほたては貝柱が大きく身がしまっていて甘みがあ
ります。加工程の中で若干欠けや大きさや形などが変わっていても
味には全く変わりはありません。バター焼き、お刺身などにご使用く
ださい。

噴火湾で水揚げされる旬のほたて貝を片側の殻とウロを外して急
速凍結しました。

800g×2

クール 宅急便

クール 宅急便 クール 宅急便

〔商品コード 512008〕

本体価格15,500円 税込価格16,740円（送料込）

※写真は調理例です。

400g

〔商品コード 512009〕 〔商品コード 512010〕

5枚

本体価格3,220円 本体価格2,650円
税込価格 3,478円（送料込） 税込価格 2,862円（送料込）
九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。 九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。
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常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆1年

冷凍 賞味期限 アレルゲン えび180日

冷凍 賞味期限 アレルゲン いくら・小麦・大豆90日

冷凍 賞味期限 アレルゲン 大豆・小麦90日

冷凍 賞味期限 アレルゲン さば・さけ180日

クール 宅急便

小樽発

長崎発

※写真は調理例です。

北海道海鮮
　スモークセット

※写真は盛り付け例です。

※写真は盛り付け例です。

（秋さけスモーク）

※写真は盛り付け例です。

甘えび350g・ほたて貝柱350g

〔商品コード 512011〕

五島手延べうどんの
　　地獄炊きセット

※写真は調理例です。
手延べうどん国産200g×6袋、アルミつゆ
（希釈）30ｍｌ×6袋、うどんすくい棒×1本

4種（秋さけスモーク、ほたてスモーク、にしんスモーク、さばスモーク）

宅急便

年明けうどんに

〔商品コード 512021〕

北海道日本海で漁獲され水揚げされた甘えびを鮮度の良い状態を
キープしたままで急速冷凍し、ほたては北海道オホーツク海産の水
揚げされる大型のほたて貝の貝柱を急速凍結しました。
お刺身はもちろん、色々な料理の素材として利用できます。

10 甘えび・ほたて詰合せ クール 宅急便

160g

300g×2

本体価格5,300円

本体価格4,980円

本体価格5,200円
税込価格 5,724円（送料込）

税込価格 5,378円（送料込）

税込価格 5,616円（送料込）

本体価格4,100円

本体価格6,880円

税込価格 4,428円（送料込）

税込価格 7,430円（送料込）

NEWNEW

〔商品コード 512012〕

〔商品コード 512033〕

〔商品コード 512013〕

九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

小樽発

11 12いくら醤油漬 クール 宅急便 クール 宅急便

小樽発 小樽発

北海道近海で獲れた鮭から取り出した新鮮ないくらをほぐし、道産
丸大豆醤油と純米酒で仕上げた昔ながらの味。プチプチとした食
感を保ちながら、新鮮ないくらならではの口の中でとろける食感が
たまりません。吟味された良質の鮭から丁寧に一粒一粒もみほぐし、
しっかりと味付けをしました。急速冷凍しておりますので、自然解
凍してお召し上がり下さい。

道産原料の素材を活かすために、塩で味付けした後じっくりとス
モークし、食べやすくスライスカットしました。

13
14

海鮮漬け
国内産めかぶをベースにして北海道産帆立・ホッキ・イクラ・スル
メイカ・カナダ産のつぶ貝を使用し、海産物をたっぷり使用した松
前漬です。アミノ酸等は使用しておりません。めかぶのねばりと海産
物のうまみがでています。    

厳選した国産小麦粉を使ってじっくり熟成し、細いながらにもっち
りとした独特のコシと喉ごしの良い麺と長崎産の飛魚（あご）に、
鰹と昆布を合わせた風味豊かな4倍希釈のだしつゆ・うどんすくい
棒をあわせて、地獄炊き（釜揚げ風）セットにしたお得な商品です。
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冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・そば・大豆30日

冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆90日 冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆120日

冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆365日 冷凍 賞味期限 アレルゲン 大豆・さけ180日

※写真は調理例です。

〔商品コード 512023〕

15

16

18

17

19

鴨せいろそば

金目鯛煮つけ 時鮭西京漬け

※写真は調理例です。

※写真は調理例です。

※写真は調理例です。

島根発

小樽発

宮城発 札幌発

小樽発

ヘルシーな鴨脂の濃厚鴨だしに、出雲そばをつけ麺のようにどうぞ。
鴨専門店のこだわりの食べ方で、驚きのやわらかさの
鴨肉と共に出雲そばをお楽しみください。

北海道産ししゃもをぬか床に12 時間、塩味とぬか・味醂とぬかで
漬け込みました。魚全体に味が行き届くように漬け込み、一夜干し
に干し上げました。
それぞれ味にマッチしております。

宮城県塩釜港に水揚げになった金目鯛を尾頭付きで煮付けまし
た。添加物を使用しない調味液を使った真空調理の湯煎加熱品で
す。袋ごと約 5 分湯煎加熱してお召し上がりください。

北海道産の脂乗りの良い時鮭を食べやすく切身にしました。 
アミノ酸等を使用せず独自で調味した西京味噌で漬け込みまし
た。西京味噌と鮭のうまみが出ています。調味を洗い流して焼き
上げて下さい。    

国内産するめいか、北海道産水たこ頭と北海道産山わさびを使用
して醤油、糀、唐辛子などで三升漬けを作りました。コリコリとした
食感が特徴です。山わさびの辛味と香りが食欲をそそります。

国産本鴨ロース100ｇ、鴨脂100g、だし醤油100g、出雲生そば110g×2

クール 宅急便

クール 宅急便

クール 宅急便

クール 宅急便

クール 宅急便

本体価格3,700円 税込価格 3,996円（送料込）

NEWNEW NEWNEW

北海道・九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

一夜干ししゃも
　ぬか漬セット

山わさびいか三升漬・
山わさびたこ頭三升漬

塩味オスメス各5尾・みりん味オスメス各5尾 各100ｇ×3袋

1尾×3P 60g×5切×2Ｐ

本体価格3,500円 本体価格4,180円

本体価格4,300円 本体価格3,700円

税込価格 3,780円（送料込） 税込価格 4,514円（送料込）

税込価格 4,644円（送料込） 税込価格 3,996円（送料込）

〔商品コード 512014〕 〔商品コード 512015〕

〔商品コード 512034〕 〔商品コード 512035〕

九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。 九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・九州・沖縄県の発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。 九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。
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冷凍 賞味期限 30日

冷凍 賞味期限 30日

冷凍 賞味期限 60日

冷凍 賞味期限 アレルゲン 焼豚スライス：小麦・大豆　ポークフランク：卵60日

無添加ハム・ソーセージ　4種類
・ロースハムスライス  75g×2・焼豚スライス  105g×2
・ベーコンスライス  125g×2・ポークフランク  4本（180g）

460g

400g

200g×2本入

20

21

22

23

安曇野放牧豚ロースしゃぶしゃぶ

くまもとあか牛すきやき用

骨付スモークチキンセット

氷温®熟成 無添加ハム・
　　　　ソーセージセット

長野発

熊本発

山梨発

愛知発

信州安曇野放牧豚は、ストレスもなく、内臓の健康を考えた自家製
配合飼料（ホルモン剤や抗生物質等の薬剤は未使用）で育てられ
ているため、きめ細やかな、美味しい肉になります。
ロース肉をしゃぶしゃぶ用に薄くスライスしてあります。

若どり骨付モモ肉をそのまま熟成しスモークしたハムです。

熊本の大自然の中で、ホルモン剤や抗生物質などの薬剤を投与せ
ず、のびのびと育てられている和牛で、飼料は牧草中心。脂肪が少
なくコレステロールも少ないのが特徴です。カルニチン、ペプチドな
どカラダにうれしい成分を豊富に含んでいます。すき焼きや野菜巻
きにおすすめです。

クール 宅急便

クール 宅急便

クール 宅急便

クール 宅急便

本体価格4,200円

本体価格6,200円

本体価格3,280円

本体価格6,880円

税込価格 4,536円（送料込）

税込価格 6,696円（送料込）

税込価格 3,542円（送料込）

税込価格 7,430円（送料込）

※写真は調理例です。

※写真は調理例です。

※写真は盛りつけ例です。

〔商品コード 512024〕

〔商品コード 512025〕

〔商品コード 512026〕

〔商品コード 512036〕

■お召し上がり方
解凍後、そのままお召し上がり頂けます。また、袋の
ままお湯で温めてもおいしくお召し上がり頂けます。

北海道・九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

NEWNEW

無添加ハム・ソーセージ　4種類
・ロースハムスライス  75g×2・焼豚スライス  105g×2
・ベーコンスライス  125g×2・ポークフランク  4本（180g）

牧場から直接仕入れた安曇野放牧豚を「氷温®熟成」をさせています。
これにより化学調味料や添加物に頼らず素材本来の旨みを十分に引き出す
事が出来ます。添加物不使用。
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要冷 賞味期限 30日

冷凍 賞味期限 30日 再冷凍は出来ません

冷凍 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆90日

※写真は盛りつけ例です。

25

24

クール 宅急便長崎県対馬産カット煮穴子（タレ・山椒付）

ちっきゃげ天詰合せ

内容量：70g×5パック、タレ・山椒5袋 
※70gはパック重量となります。

26 めばちまぐろ クール 宅急便

厳選した魚肉を黒砂糖（喜界島産）・塩（石垣島産）・鰹だし（鹿児島
県山川産）などと混ぜ合わせ、添加物を使わずに純正なたね油で揚
げました。
そら豆や枝豆を練り込んだちぎり揚げや、シンプルな味の棒天など
いろいろな味が楽しめます。

ちぎり揚げ各種

丸天各種（4ヶ入）

棒天各種（3本入）

ちぎり揚げそら豆（100g）　ちぎり揚げ枝豆（100g）
ちぎり揚げ枝豆唐辛子風味（100g）

プレーン・ニラ・さつま芋・あおさ×各１袋

プレーン・ごぼう×各2袋

ハワイ南西沖で獲り、焼津港で水揚げされた色目のきれいなめばちまぐろを
サク取りしました。
お正月のご馳走に華を添える商品です。

■お召し上がり方
刺身でお召し上がりください。
解凍方法、食べ方は説明書をご覧ください。

500g

〔商品コード 512016〕

〔商品コード 512020〕

〔商品コード 512028〕

長崎県の対馬付近で獲れた肉厚で脂の乗りが良い、対馬金穴子の活魚のみを現
地加工場で活けジメし、秘伝の無添加タレで煮込んだとろける美味しさを贅沢
に味わえます。穴子丼・お茶漬け・出し巻玉子に。

本体価格4,230円 税込価格 4,568円（送料込）

本体価格6,300円

本体価格4,000円

税込価格 6,804円（送料込）

税込価格 4,320円（送料込）

鹿児島発

長崎発

焼津発

クール 宅急便

北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・九州・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。
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冷凍 賞味期限 60日

冷凍 賞味期限 60日

常温

常温 常温

常温 賞味期限 1年

27

29

30

32

28

31

無添加明太子

愛媛県産有機栽培みかん

サン・ふじ りんご

りんごジュース

無添加たらこ

サン・紅玉 りんご

下関発

愛媛発

青森発

青森発

下関発

青森発

クール 宅急便 クール 宅急便

450g

450g

着色料・発色料を使用しない安全無色です。
吟味された原卵のみを使用し、マイルドでくせのない
味に仕上げました。

化学調味料、合成添加物は一切使用しておりません。
じっくりと時間をかけて熟成させた体に優しい、後味さっぱりの明太子
です。

抗生物質未使用の鶏の糞と魚のぼかし肥料で、うまみ成分のアミノ酸を
補充しました。有機栽培で安全に作った、おいしいみかんです。

青森県竹嶋有機農園で90％以上減農薬・無化学肥料による栽培。実が木に成ってからは農薬・化学肥料・殺虫剤および殺菌剤は一切使用しており
ません。りんごに袋を掛けないで太陽をいっぱい浴びて育ったりんごの事を『サン・りんご』と言いますので、安心して皮ごとお召し上がりいただけ
る安全なサン・ふじりんごとサン・紅玉です。

皮ごと食べられる希少なサン・りんごを約７種類も使った『１００％ストレー
トタイプ』のぜいたくなりんごジュースです。酸化防止剤やビタミンCを入れ
ていませんので、りんごそのままの味、芳醇な香りと甘酸味の自然な風味
と色が濃いのが特徴です。

10kg

1L×2本

税込価格 6,480円（送料込）

税込価格 6,566円（送料込）

税込価格 3,499円（送料込）

税込価格 6,480円（送料込）
約5kg（18玉～20玉） 約4.5kg（18玉～25玉）

〔商品コード512017〕

〔商品コード 512029〕

〔商品コード 512032〕

〔商品コード 512030〕 〔商品コード 512031〕

〔商品コード 512018〕

本体価格5,220円

本体価格6,000円

本体価格6,080円

本体価格3,240円

本体価格6,000円

本体価格5,220円

税込価格 5,638円（送料込）

税込価格 5,638円（送料込）

北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

沖縄県または沖縄県以外の離島への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。沖縄県または沖縄県以外の離島への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

沖縄県または沖縄県以外の離島への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100
円（税込）がかかります。
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要冷 賞味期限 180日

要冷 賞味期限 180日

要冷 賞味期限 180日

常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆90日

原材料名 にしんの卵、食塩

原材料名 にしんの卵、食塩

原材料名 にしんの卵、食塩

原材料名 昆布（国産）、干瓢、砂糖、醤油、本みりん（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

数の子は子孫繁栄につながるおめでたいおせち料理には欠か
せないのでお歳暮やおもてなし料理にお使いいただいています。
北海道で獲れた鮮度の良いニシンの卵を選別し、卵質の良いも
のを箱詰めしました。
腹から取り出した数の子にシママースをまぶして保存、出荷前に
塩水で洗う昔ながらの製法で作った無漂白数の子です。
歯ざわり、食感が良いのはもちろんの事、色･ツヤ･形と美しさと
品質にこだわった厳選品です。
塩抜きをして薄皮を取り除いてお好みでお召し上がりください。

500g

300g

120g

〔商品コード 511047〕

〔商品コード 511048〕

〔商品コード 511049〕

33

34

35

36

国産無漂白数の子

国産無漂白数の子

国産無漂白数の子

日高産 一口昆布巻

盛りつけ例

日高産昆布を丁寧に手巻きし、国産の無漂白干瓢で結び、てんさい糖
や白醤油で薄味に炊き上げた一口昆布巻きです。

無漂白数の子

無漂白数の子

数量限定数量限定

数量限定数量限定

数量限定数量限定

無漂白数の子

税込価格 9,396円

税込価格 5,702円

税込価格 2,009円

本体価格8,700円

本体価格5,280円

本体価格1,860円

日高産昆布

8本入

〔商品コード 511004〕

税込価格 648円本体価格600円

沖縄県または沖縄県以外の離島への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。
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要冷 賞味期限 180日
アレルゲン 小麦・大豆

要冷 賞味期限 180日
アレルゲン 小麦・大豆

要冷 賞味期限 180日
アレルゲン 小麦・大豆

要冷 賞味期限 180日
アレルゲン さけ・小麦・大豆

要冷 賞味期限 180日
アレルゲン 小麦・大豆

要冷 賞味期限 60日

常温 賞味期限 アレルゲン 大豆180日

原材
料名

日高昆布（北海道産）、ほたて貝（北海道産）、干瓢（国産）、麦芽水飴、
醤油【（小麦、大豆（遺伝子組み換えでない）を含む】、砂糖、魚醤油

原材
料名

日高昆布（北海道産）、紅さけ（ロシア産）、干瓢（国産）、麦芽水飴、
醤油【小麦、大豆（遺伝子組み換えでない）を含む】、砂糖、魚醤油

原材
料名

日高昆布（北海道産）、たらこ（北海道産）、干瓢（国産）、麦芽水飴、
醤油【（小麦、大豆（遺伝子組み換えでない）を含む】、砂糖、魚醤油

原材
料名

日高昆布（北海道産）、ししゃも（北海道産）、干瓢（国産）、麦芽水飴、
醤油【（小麦、大豆（遺伝子組み換えでない）を含む】、砂糖、魚醤油

原材
料名

日高昆布（北海道産）、にしん（北海道産）、干瓢（国産）、麦芽水飴、
醤油【小麦、大豆（遺伝子組み換えでない）を含む】、砂糖、魚醤油

原材料名 黒大豆（丹波篠山産、遺伝子組換えでない）、砂糖、還元水飴、食塩

原材料名 大根（国産）、漬け原材料［砂糖、食塩、米、米こうじ］

常温 賞味期限 150日

原材料名 砂糖（国内製造）、くり（国産）／酸化防止剤（ビタミンＣ）、クチナシ色素

40

37 38

41

39

ほたてハーフ昆布巻

紅鮭ハーフ昆布巻 たらこハーフ昆布巻

ししゃもハーフ昆布巻

にしんハーフ昆布巻

80g

80g

80g 80g

80g

北海道産の素材を日高昆布でやさしく手
作業で巻き、化学調味料、保存料などの
合成添加物を一切使用しない、秘伝のタ
レでじっくりと味付けしました。

110g

1個入

120g 本体価格860円

国産大根を低温でじっくり丹念に漬け込み、素材本来の風味
を生かすため、ざらめ砂糖と米、米こうじで仕上げた、こだわり
の一品です。ぱりぱりの食感とさっぱりとした後味が特徴です。
食事の箸休めに、お茶のおともに、小口に切ってサラダのトッピ
ングなどでお召し上がり下さい。

健康でまめに働けるようにの願いを込めて正月に食べられる黒豆。
丹波篠山産の2Lサイズの黒豆をあっさりとした甘さに仕上げました。

国産栗を無漂白でまろやかで上品な甘味
に仕上げた、栗甘露煮です。おせちの付け
合わせに、栗きんとんにご使用ください。

日高産昆布

日高産昆布 日高産昆布

日高産昆布

日高産昆布

丹波篠山産黒大豆

国産大根使用
〔商品コード 511040〕

〔商品コード 511012〕

〔商品コード 511050〕

〔商品コード 511006〕

〔商品コード 511009〕

〔商品コード 511007〕

〔商品コード 511010〕

〔商品コード 511008〕

江戸べったら漬

栗甘露煮
篠山産丹波黒豆

税込価格 486円

税込価格 486円

税込価格 486円

税込価格1,296円

税込価格 929円

税込価格 486円

税込価格 486円

税込価格 486円

本体価格450円

本体価格450円

本体価格450円

本体価格1,200円

本体価格450円

本体価格450円

本体価格450円

42

44

43
NEWNEW
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要冷 賞味期限 45日 要冷 賞味期限 45日

要冷 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆180日常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆90日

常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆180日常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆・さけ90日

原材料名 さけ（北海道）、昆布（国産）、砂糖、醤油、本みりん、（一部に小麦、大豆、さけを含む）

原材料名 ほたて（北海道産）、砂糖、醤油、本みりん、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

原材料名 棒ダラ（北海道産）、粗糖、醤油、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

原材料名 にしん（北海道産）、麦芽水飴、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、魚醤油

原材料名 ちょうろぎ、漬け原材料［りんご酢、食塩、米酢］、着色料（赤キャベツ色素）、酸味料 原材料名 大根（国産）、人参（国産）、漬け原材料（砂糖、米酢、梅酢、食塩）

45 46秋田県産ちょうろぎ 国産紅白なます

50g

1個入

180g

黒豆の彩りに欠かせないちょうろぎ。
秋田県産ちょうろぎをさわやかなりんご酢の調味液で味付けしま
した。独特の香味と歯ざわりをお楽しみください。

おせちの箸休めの一品としての紅白なますを、三温糖、米酢、梅酢
で風味豊かに仕上げました。おせちの付け合わせに、口直しにお
召し上がりください。     

47 48

49 50

鮭重ね巻 棒だらの煮物

噴火湾産ホタテしぐれ煮 にしん甘露煮

北海道産の棒だらを国産丸大豆醤油と粗糖だけで味付けました。
骨がやわらかくなるまでじっくりと炊いています。

国産鮭中骨を国産の昆布で重ね巻きし、じっくりと時間をかけて骨
までやわらかく炊き上げた昆布巻です。化学調味料を使用せず、
砂糖、醤油、みりんのみで味付けしました。

300g

北海道噴火湾産のベビーホタテを使用した甘露煮です。ベビーホタ
テを使用することにより、ヒモなどを気にすることなく召し上がれ、
旨みがぎゅっと濃縮されています。

北海道産にしんを甘露煮風にしました、自社で製造した「にしん魚
醤油」が味付けの特徴です。箸でほぐせる柔らかさで骨も気になり
ません。おかずの一品や、酒の肴、にしん蕎麦やにしん丼、炊き込み
ご飯にも是非どうぞ。

70g 100g

〔商品コード 511013〕 〔商品コード 511051〕

〔商品コード 511017〕〔商品コード 511016〕

〔商品コード 511018〕 〔商品コード 511052〕

税込価格 540円

税込価格 940円

税込価格 626円 税込価格 594円

税込価格1,058円

税込価格 464円本体価格500円

本体価格870円

本体価格580円 本体価格550円

本体価格980円

本体価格430円

NEWNEW

NEWNEW

※写真は調理例です。
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要冷 賞味期限 アレルゲン1月5日 卵
要冷 賞味期限 アレルゲン20日 卵・小麦・大豆

要冷 賞味期限 アレルゲン20日 卵・大豆 要冷 賞味期限 アレルゲン20日 卵・大豆

常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆1年 常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆1年 常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆150日

原材料名 鶏卵、砂糖、食塩

原材料名 鶏卵、砂糖、魚肉、でん粉、米発酵調味料、食塩、植物油、山芋 原材料名 鶏卵、砂糖、魚肉、でん粉、米発酵調味料、食塩、植物油、山芋

原材
料名

ぞうすい用スープの素［ふぐスープ（トラフグ）、ふぐ身（トラフ
グ）、白菜スープ、昆布エキス、淡口本醸造醤油（小麦・大豆を
含む）、かつおだし、ホタテエキス、米発酵調味料、食塩、梅酢］、
ぽん酢（本醸造醤油、醸造酢、橙果汁、食塩、果糖ぶどう糖液
糖、アルコール、ビタミンＢ１）、乾燥ねぎ（ねぎ、ぶどう糖）

原材
料名

ふぐ身（ゴマフグ）、ふぐスープ（シロサバフグ、トラフ
グ）、竹の子、淡口本醸造醤油、人参、白菜スープ、葱
スープ、砂糖・ブドウ糖液糖、牛蒡、椎茸、油揚げ、食塩、
かつおだし、米発酵調味料、ホタテエキス、コンブエキ
ス、酵母エキス（原材料の一部に小麦・大豆を含む）

原材
料名

栗の具：栗（九州産）、砂糖、
赤飯の具：小豆（北海道産）、黒米（九州産）
だし：しょうゆ（小麦、大豆を含む）、米発酵調味料、
昆布だし、食塩、梅酢

原材
料名

鶏卵、砂糖、澱粉、発酵調味料、しょうゆ、食塩、鰹だし、昆布だし、
いわしだし、酸味料（原材料の一部に小麦・大豆を含む）

55

53

56

54

51 52

57とらふくぞうすい

伊達巻

ふくめしの素

伊達巻

錦玉子 厚焼き玉子

国産栗赤飯の素

250g
500g

360g 180g

リン酸塩不使用 リン酸塩不使用

黄身と白身の2色が美しい錦玉子は、卵、国内産てんさい糖と塩だけ
のシンプルな素材で程よい甘さに仕上げました。

卵は地養卵を使用しじっくりと焼き上げた厚焼き卵です。かつお、
いわし、昆布のだしの風味を活かしております。

2合用 2合用 140ｇ（栗60g、だし50g、赤飯の具30g）
※写真は調理例です。 ※写真は調理例です。※写真は調理例です。

下関・南風泊市場に水揚げされた、とらふぐのあら・シロサバふぐの中骨をじっくりと煮込み、
旨みを大切に抽出した「ふぐスープ」・ふぐの旨みを充分に引き立ててくれる白菜100％の「白
菜スープ」を主原料として作ったとらふぐ雑炊・ふぐめしの素です。

新鮮な鶏卵を使用し、焼津独特のカステラ風に甘味も押さえ美味しく焼き上げました。

国産の栗を無着色で甘露煮したものに、本醸造
の白醤油や昆布だしなどを使用した化学調味
料不使用のだしと、北海道産小豆と九州産黒米
をブレンドした赤飯の具をセットした「2合用栗
入り赤飯の素」です。

〔商品コード 511029〕 〔商品コード 511030〕 〔商品コード 511031〕

〔商品コード 511019〕

〔商品コード 511021〕 〔商品コード 511022〕

〔商品コード 511020〕
税込価格1,296円

税込価格1,382円 税込価格 886円

税込価格 648円 税込価格 842円 税込価格1,026円

税込価格1,037円
本体価格1,200円

本体価格1,280円 本体価格820円

本体価格600円 本体価格780円 本体価格950円

本体価格960円
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常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆180日

常温 賞味期限 アレルゲン 大豆120日常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆150日

原材料名
割り干し大根（国産）、にんじん（国産）、昆布（北海道）、いか（国産）、カラフト
ししゃもの卵、漬け原材料［醤油、粗糖、米発酵調味料、米酢、米飴、梅酢、酵母
エキス、食塩、酒精、唐辛子］（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

原材料名 黒大豆（国産、遺伝子組換えでない）、砂糖、食塩／重曹、硫酸鉄

原材料名 真イカ、うるち米、もち米、醤油、てんさい、水飴、本みりん

常温 賞味期限 アレルゲン そば・小麦・大豆180日

原材料名 めん：そば粉（国内製造）、食塩　つゆ：しょうゆ（小麦・大豆を含む）、みりん、砂
糖、かつおぶしエキス、食塩、かつお削りぶし、そうだかつお削りぶし、こんぶ

常温 賞味期限 60日

要冷 賞味期限 アレルゲン エビ60日

原材料名
白菜、にら、玉ねぎ、漬け原材料［糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、唐辛
子粉、にんにく、もち米粉、魚醤（カタクチイワシ）、食塩、長ねぎ、醸造
酢、昆布だし、しょうが、アミ塩辛］、原材料の一部にえびを含む原材料名 かたくちいわし（国産）

58 59函館のいかご飯 縁起十割そば２食つゆ付
日本海近海で水揚げされたいか・国産米を使用した安全で美味し
いいかご飯です。ご飯を詰めた後に約30分間釜で炊き上げた風
味豊かな仕上がりです。

つなぎなしの十割生そばです。
食品添加物・保存料は使用しておりません。
そば本来の味・風味をご賞味下さい。

2尾
280g

ぱりぱりの歯切れ良い国産割干し大根に、人参やいか、ししゃもの
卵を合わせ、丸大豆醤油の風味豊かな松前漬にしました。

国内産黒大豆を甘さ控えめに炊き上げています。職人が手間ひま
かけて作り上げた贅沢なお菓子です。

200g170g

〔商品コード 511032〕 〔商品コード 511053〕

〔商品コード 511041〕〔商品コード 511054〕

60 61あとひきぱりぱり松前漬 丹波黒甘納豆

税込価格 929円
税込価格 972円

税込価格 486円 税込価格 853円

本体価格860円 本体価格900円

本体価格450円 本体価格790円

日本海で水揚げされた片口いわしを水洗いし、そのまま天日干しし
ました。フライパンでから煎りし、甘辛く味付けしてお召し上がり
ください。

昆布だしや香味野菜で濃厚な味に仕上げています。濃厚ですがあと
味はさっぱりした白菜キムチです。

40g
210g

〔商品コード 130329〕

62 63田作 無添 濃厚キムチ

〔商品コード 511024〕

税込価格 734円

税込価格 432円本体価格680円 本体価格400円

NEWNEW

※写真は調理例です。
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要冷 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆30日
常温 賞味期限 1年

常温 賞味期限 1年
要冷 賞味期限 アレルゲン 小麦20日

要冷 賞味期限 アレルゲン 卵、小麦、えび1月5日

要冷 賞味期限 アレルゲン 卵、小麦、えび1月5日

要冷 賞味期限 アレルゲン 卵、小麦、えび1月5日

要冷 賞味期限 アレルゲン 卵、小麦、えび1月5日

原材料名
うなぎ（鹿児島産）、しょうゆ（大豆・小麦）、醗酵調味料（米）、砂糖
添付たれ（しょうゆ（大豆・小麦））、醗酵調味料（米）、砂糖）
さんしょう（国内産）

原材料名 米酢（京都府製造）、砂糖[粗糖]（鹿児島県種子島産）、ゆず
果汁（徳島県産）、食塩（オーストラリア産 兵庫県加工）

原材料名 魚肉（すけそうたら）、魚肉（ぐち）、馬鈴薯澱粉、小麦澱粉、
粗糖、本みりん、天日塩、魚介エキス、酵母エキス、着色料原材料名 茎わかめ、わかめ、ふのり、昆布、とさか(白・赤・青) 

原材料名 魚肉（ぐち）、卵白（卵を含む）、発酵調味料、砂糖、馬鈴薯でん粉、食塩、魚介エキス（えびを含む）/加工デンプン（小麦由来）

原材料名 魚肉（ぐち）、卵白（卵を含む）、発酵調味料、砂糖、馬鈴薯でん粉、食塩、魚介エキス（えびを含む）/加工デンプン（小麦由来）、着色料（紅麹）

原材料名 魚肉（ぐち）、砂糖、卵白（卵を含む）、発酵調味料、食塩、馬鈴薯でん粉、魚介エキス（えびを含む）/加工デンプン（小麦由来）

原材料名 魚肉（ぐち）、砂糖、卵白（卵を含む）、発酵調味料、食塩、馬鈴薯でん粉、魚介エキス（えびを含む）/加工デンプン（小麦由来）、着色料（紅麹）

リン酸塩不使用

リン酸塩不使用 リン酸塩不使用

国産海藻のみを使用した、食物繊維たっぷりの海藻サラダです。
海藻サラダをプラスするだけでお料理が華やかになります。

リン酸塩不使用の主に国産ぐちすり身を使用した、昔ながらの味を守り、職人が石臼で丹念に作り上げています。
かまぼこの歯ごたえをお楽しみいただけます。赤色は紅麹色素を使用。

コシのあるもっちりとした食感。甘味を抑えてあります。
無燐すり身を使用しています。

12g×3袋
160g

※写真は調理例です。※写真は調理例です。

〔商品コード 511039〕
〔商品コード 511027〕

〔商品コード511055〕 〔商品コード511057〕

〔商品コード511056〕 〔商品コード511058〕

64

66

68・69 70・71

65

67

鹿児島県産うなぎ蒲焼

国産海藻サラダ

68　ぐち蒲鉾（白）160g
69　ぐち蒲鉾（紅）160g

70　ぐち蒲鉾（白）230g
71　ぐち蒲鉾（紅）230g

富士ゆずなま酢

ぐち入り無燐なると巻

100g

160g 230g

160g 230g

150ml

平成の名水百選に選ばれた鹿児島県の大隈半島で、シラス台地から
湧き出た清廉な水を使って育てた国産の安心なうなぎの蒲焼です。
身がふっくらし、無着色のタレでしっかり焼き上げおいしさをその
ままに真空パックしました。

塩もみで下ごしらえして和えるだけで、すぐにほんのり柚子の利いた
やさしい味の大根・柿なますができあがります。
主原料の酢は「純米富士酢」。「米酢」と表示できる量の5倍の米を
原料にしているため、まろやかながら深いコクと旨味があります。

〔商品コード 511025〕
〔商品コード 511026〕

税込価格 2,786円

税込価格 864円 税込価格1,858円

税込価格 864円 税込価格1,858円

税込価格 432円

税込価格1,037円
税込価格 464円

本体価格2,580円

本体価格800円 本体価格1,720円

本体価格800円 本体価格1,720円

本体価格400円

本体価格960円 本体価格430円

NEWNEW NEWNEW

68　ぐち蒲鉾（白） 70　ぐち蒲鉾（白）

69　ぐち蒲鉾（紅） 71　ぐち蒲鉾（紅）
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常温 賞味期限 アレルゲン カニ3年

常温 賞味期限 アレルゲン 大豆60日

常温 賞味期限 120日

常温 賞味期限 90日

常温 賞味期限 アレルゲン 小麦・大豆・卵180日

原材
料名

スープ（しょうゆ、発酵調味料、いわしこんぶだし、鰹だし（静岡県焼津）、宗田節だし（国内産）、ム
ロ節だし（国内産）、昆布だし（北海道）、食塩）、ゆで卵（国内産）、海鮮ボール、大根、黒はんぺん、
こんにゃく／水酸化カルシウム（こんにゃく凝固剤）、（一部に卵・大豆・小麦・サバ・イカを含む）

原材料名 ベニズワイガニ内臓（兵庫県沖日本海）

原材料名［ごま］胡麻、澱粉、本葛粉［黒ごま］澱粉、胡麻、本葛粉

原材料名 もち米（秋田県産）
原材
料名

[くずもち]ビートグラニュー糖（北海道産）、豆乳（国内産）、くず粉（奈良県産）、加工澱粉
（タイ産） [黒みつ]水飴（国内産）、黒糖（沖縄県） [きな粉]大豆（国産大豆） [わらびもち]
ビートグラニュー糖（北海道産）、豆乳（国内産）、わらび粉（鹿児島県産）、加工澱粉（タイ
産） [黒みつ]水飴（国内産）、黒糖（沖縄県産）、[きな粉]大豆（国産大豆） 

73

兵庫県日本海沖

100g

450g

72

74

75 76

おでん 蟹みそ無添加香住ガニ（ゴールド）

高野山特産ごま豆腐詰合せ

豆乳くずもち・わらびもちせっと 生切りもち

無リンのすり身と野菜の具材が入っており、化学調味料、保存料、
着色料、酵母エキスを使用しておりません。
静岡県焼津産のカツオだし、いわし昆布ダシ、かつおエキス、サバ節
をきかせておりますので5種類の具材をお楽しみいただけます。

1缶（100g）当たり20～30杯の「香住ガニ」のみそ（内臓）のみをこ
だわりの無添加製法で濃厚に仕上げました。食塩はもちろん保存
料、調味料など一切添加していません。

※写真はイメージです。

〔商品コード 511042〕

〔商品コード 130311〕

〔商品コード 511028〕

各2枚（黒みつ・きな粉添付）

〔商品コード 110115〕

税込価格1,620円

税込価格1,836円

税込価格 648円

税込価格1,026円

本体価格1,500円

本体価格600円

本体価格950円

本体価格1,700円

昔ながらの製法で、ごま本来の味を大切にしています。もっちりとした歯ごたえ
ながら、お口の中でとろけるまろやかな食感のごま豆腐です。
白ごま、黒ごまの二種をセットにしました。
お歳暮・ギフト包装でも承ります。

国内産大豆使用の豆乳と吉野本葛粉を使用した「くずもち」、国産
本わらび粉を使用した「わらびもち」の恒食オリジナルセットです。
お年賀にもどうぞ。

秋田県産のきぬのはだ米の蒸米を杵でつきました。きめが細かく、
もちもちした食感とつきたての風味をお楽しみいただけます。

白130g×6個、黒130g×6個

〔商品コード 140160〕

税込価格 3,650円本体価格3,380円

※写真は調理例です。

2人前（卵、蒟蒻、大根、黒はんぺん、海鮮ボール 各２個）

リン酸塩不使用
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販売店名食はいのちをつなぐ基本

〒175‐0082　東京都板橋区高島平2‐1‐10
TEL：03‐3935‐4541（代表）  FAX：03‐3550‐6248
http://www.koshoku.co.jp/

このマークは、常温商品です。
冷暗所で保存してください。

※コンタミネーション（原材料として使用していなくても、同じ製造工場で特定原材料
　が使われ、微量混入の可能性がある事。）についての表示ではありません。

●ご注文は添付の注文書をご利用のうえ、販売店までお申し付けください。
●商品到着日や代金支払方法など、詳しくは販売店までお問い合わせください。
●一部数量に限りのある商品がございます。万一品切れの場合はご容赦ください。
●商品には常温・要冷・冷凍の扱いがございますので、保存時は充分お気をつけください。尚、温度帯に
　よって別便で届く場合がございますので、予めご了承ください。
●掲載商品と実際にお渡しする商品には若干の違いがある場合もございます。
●悪天候や交通事情などにより指定日にお届けできない場合もございますので、予めご了承ください

お申し込み方法とご注意

上記の表示は原材料に使用されているアレルゲン特定原材料です。

このマークは、冷蔵保存の商品です。
冷蔵庫で１０℃以下で保存してください。

このマークは、冷凍保存の商品です。
冷凍庫で－１８℃以下で保存してください。

要冷

冷凍

常温

アレルゲン 卵・牛乳・小麦・大豆・エビ・カニ・そば・さけ

常温 賞味期限 150日 常温 賞味期限 150日

原材料名 有機もち米（島根県産） 原材料名 有機もち米（島根県産）

常温 賞味期限 アレルゲン 卵・小麦30日

原材料名 鶏卵（国産）、砂糖、小麦粉、水あめ、はちみつ、（一部に卵・小麦を含む）

常温 賞味期限 アレルゲン 卵・小麦・大豆30日

原材料名 小倉餡（砂糖、小豆、水あめ、寒天）（国内製造）、小麦粉、鶏卵、砂糖、ぶどう糖、水あ
め、オリゴ糖、はちみつ、本みりん、しょうゆ／膨張剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む））

550g（11個） 550g（11個）

鶏卵、砂糖、小麦粉、水あめ、蜂蜜といったシンプルな素材のみを使
用します。国産小麦をはじめ、厳選した素材を贅沢に使い、じっくり
焼き上げました。ふっくら、しっとりとした、どなたにも好まれるスタ
ンダードな味わいです。

山形県産鶏卵と国産小麦を使用し、ふっくら焼き上げた生地に厳選
された北海道産小豆の粒餡をたっぷりサンドした特製どら焼きです。
箱入り包装済みですので、ちょっとした手土産などのギフトにご利用
いただけます。

〔商品コード 511043〕 〔商品コード 511044〕

〔商品コード 511059〕
〔商品コード 511060〕1本入

10個入

税込価格1,166円 税込価格1,253円

税込価格 972円
税込価格1,620円

本体価格1,080円 本体価格1,160円

本体価格900円 本体価格1,500円

※写真は調理例です。 ※写真は調理例です。

NEWNEW NEWNEW

有機栽培でお米から加工まで一貫生産した白米角餅です。
1個1個包装のため常温で保存でき、お好きなときにお子様からお
年寄りまで、安心して召し上がって頂けます。

有機栽培のお米から一貫製造、1個1個包装常温保存、高ギャバ
のお米から出来た美味しい玄米餅です。玄米餅とは思えない美味
しい食感です。

77

79

78

80

有機ＪＡＳ白米角餅１１個入り

長崎カステラ

有機ＪＡＳ玄米角餅１１個入り

どら焼き10個入




