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写真はイメージです。

ご注文締切日 販売店様締切日12月7日（火） 12月8日（水）
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盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。 盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。

1

3

5

2

4

6

特選カニ鍋セット

とらふぐ刺身ちりセット（2人前）

国産ふぐちりセット（3～4人前）

くまもとあか牛すきやき用

氷温®熟成 無添加ハム・ソーセージセット

本鴨しゃぶ鍋セット

タラバガニやズワイガニ、花咲ガニ、帆立、紅鮭を加えた豪華な鍋セット
です。

下関で水揚げされた、とらふぐの刺身とちりのセットです。刺身は噛むほど
に広がる歯応え、ちり鍋はプリッとした食感をお楽しみください。

とらふぐのあらとまふぐの切身を使ったセットです。ちり鍋はポン酢とねぎ、
もみじおろしでお召し上がり下さい。

熊本の大自然の中で育てられている和牛で、飼料は牧草中心。脂肪・コレ
ステロールが少ないのが特徴です。

牧場から直接仕入れた安曇野放牧豚を「氷温®熟成」させています。

鴨肉はしゃぶしゃぶで！野菜や鴨つみれなどを煮込んだ後、スープを低温
にしてお肉をくぐらせてお召し上がりいただけます。

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

マフグ鍋用切身200g、トラフグ鍋用アラ300g、とらふぐ焼きひれ
5g、特製ふぐ醤油150ml、もみじおろし40g

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）

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

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

400g

盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。

盛り付け例

盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。

盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。

盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。 盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。

〔商品コード 512006〕

〔商品コード 512003〕

〔商品コード 512037〕

〔商品コード 512036〕

〔商品コード 512007〕

〔商品コード 512025〕税込価格7,290円（送料込） 税込価格6,696円（送料込）

税込価格15,120円（送料込）

税込価格6,480円（送料込）

税込価格7,430円（送料込）

税込価格6,782円（送料込）

冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン かに 冷凍 賞味期限 30日

冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン 小麦・大豆

冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン 小麦・大豆 冷凍 賞味期限 30日 アレルゲン 小麦・卵・大豆

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

冷凍 賞味期限 180日 アレルゲン 焼豚スライス：小麦・大豆   ポークフランク：卵
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盛り付け例

盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。

7 8

9

11

13 14

10

12

石狩鍋セット いくら醤油漬

辛子明太子（折箱）

無添加干物詰合せ

タコしゃぶセット めばちまぐろ

たらこ（折箱）

秋鮭西京漬け

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。 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、醤油と純米
酒で仕上げています。

漁獲後すぐに腹だしされたすけそうだらの魚卵を、合成添加物などを使用
せず、素材の味わいが引き立っています。

よく吟味された国内産の魚だけを使用し、
富士山からの湧水と沖縄の塩を用い手間暇
かけて作り上げた、無添加干物詰合せです。

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。

焼津港で水揚げされた色目のきれいなめばちまぐろです。

漁獲後すぐに腹だしされたすけそうだらの魚卵を凍結し、昆布だしをベー
スにした塩水に漬け込んでいますので、素材の味わいが楽しめます。

北海道産の脂乗りの良い秋鮭を食べやすく切身にし、西京味噌で漬け込み
ました。

真あじ開き2枚（160g）・金目鯛開き2枚（180g）・さば開きフィーレ2枚（200g）

水たこ250g×2、出汁昆布20g、チョーコーゆず醤油かけぽん80mℓ

500g

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

160g

420g 420g

60g×5切×2Ｐ

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例※セットに野菜等は含まれません。

〔商品コード 512005〕
〔商品コード 512012〕

〔商品コード 512038〕

〔商品コード 512040〕

〔商品コード 512004〕 〔商品コード 512016〕

〔商品コード 512039〕

〔商品コード 512041〕

税込価格5,724円（送料込）

税込価格6,156円（送料込）

税込価格4,320円（送料込）

税込価格4,234円（送料込） 税込価格6,782円（送料込）

税込価格6,156円（送料込）

税込価格3,996円（送料込）

税込価格5,400円（送料込）

冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン 小麦・大豆 冷凍 賞味期限 30日 再冷凍は出来ません

冷凍 賞味期限 90日

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送NEW NEW

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン 小麦・大豆

冷凍 賞味期限 60日

冷凍 賞味期限 90日 冷凍 賞味期限 90日

冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン 大豆

■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。
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盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

15 16

17

19

21 22

18

20

くまもとあか牛サ－ロインステーキ 北海道海鮮スモークセット

安曇野放牧豚ロースしゃぶしゃぶ

海鮮漬け

漬け丼2種セット マグロ漬け丼セット

骨付スモークチキンセット

帆立フレーク貝柱

熊本の大自然の中で、のびのびと育ったくまもとあか牛。柔らかい赤身肉
に凝縮された旨味、ほどよい脂身と甘さが特徴です。

シンプルに塩だけで味付けした後スモークし、食べやすくスライスしました。

信州安曇野放牧豚はストレスもなく、健康を考えた自家製配合飼料で育て
られているため、きめ細やかな美味しいお肉です。

国内産めかぶをベースに北海道産帆立・
ホッキ・イクラ・スルメイカ・カナダ産のつ
ぶ貝を使用した松前漬です。

北海道産の秋鮭を漬け丼用にカットし、程よく味
が染みています。ヒラメとボタンエビも添えて。

本マグロ・メバチマグロ・キハダマグロの3種類のマグロをオリジナルのタレ
に漬けました。食べきりで便利な6食セットです。

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。

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。
バター焼き、刺身などにお使いください。

4種（秋さけスモーク、ほたてスモーク、たこスモーク、さばスモーク）

秋鮭80g×5Ｐ・平目とボタンエビ60g×5Ｐ 本マグロ80g×3Ｐ・メバチ80g×3Ｐ・キハダ80g×3Ｐ

200g×2枚

460g 200g×2

400g

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例

解凍後の盛り付け例

〔商品コード 512042〕 〔商品コード 512013〕

〔商品コード 512024〕

〔商品コード 512033〕

〔商品コード 512043〕 〔商品コード 512044〕

〔商品コード 512026〕

〔商品コード 512009〕

税込価格10,800円（送料込） 税込価格5,616円（送料込）

税込価格4,536円（送料込）

税込価格5,616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3,478円（送料込）

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

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

NEW

NEW NEW産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

冷凍 賞味期限 30日 冷凍 賞味期限 180日

冷凍 賞味期限 30日 冷凍 賞味期限 180日

冷凍 賞味期限 90日

300g×2P 税込価格5,378円（送料込）
冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン 大豆・小麦
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山わさびいか三升漬・
山わさびたこ頭三升漬

冷凍 賞味期限 30日 アレルゲン 小麦・そば・大豆

23

25

27

29 30

24

26

28

サン・ふじ りんご

愛媛県産有機栽培みかん

金目鯛煮つけ

鴨せいろそば 五島手延うどん・あごつゆセット

サン・紅玉 りんご

りんごジュース

青森県竹嶋有機農園で栽培されたりんごは、袋を掛けないで太陽をいっぱい浴びて育っていますので、安心して皮ごとお召し上がりいただけます。

太陽の光と海からの風を受けて育ったみかんは甘さと酸味のバランスが
絶妙で有機栽培ですので安全してご賞味ください。

宮城県塩釜港に水揚げされた金目鯛を尾頭付きで煮付けをした真空調理
の湯煎加熱品です。

ヘルシーな鴨脂の濃厚鴨だしに、出雲そばをつけ
麺のようにお召し上がりください。

細いながらもモッチリとしたコシとつるりとした
喉ごしが特徴の五島うどんとあごつゆは、素材の
旨みをぎゅっと凝縮した逸品です。

皮ごと食べられる希少なりんごを贅沢
に使った100％ストレートジュースです。

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、唐辛子などで作った三升漬けはコリコリとした食感です。

国産本鴨ロース100ｇ、鴨脂100g、だし醤油100g、出雲生そば110g×2 五島手延うどん 200g×3・あごつゆ30㎖×３

約5kg 約4.5kg

10kg 2本入

各100ｇ×3袋1尾×3P

盛り付け例盛り付け例

盛り付け例盛り付け例

〔商品コード 512030〕

〔商品コード 512029〕

〔商品コード 512034〕

〔商品コード 512023〕
〔商品コード 512045〕

〔商品コード 512031〕

〔商品コード 512032〕

〔商品コード 512015〕

税込価格6,566円（送料込） 税込価格6,480円（送料込）

税込価格6,480円（送料込）

税込価格4,860円（送料込）

税込価格4,104円（送料込） 税込価格2,754円（送料込）

税込価格3,499円（送料込）

税込価格4,514円（送料込）

常温 賞味期限 1年 アレルゲン 小麦・大豆

産地
直送

産地
直送

産地
直送

NEW産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

産地
直送

常温

常温

常温

常温 賞味期限 1年

冷凍 賞味期限 1年 アレルゲン 大豆・小麦 冷凍 賞味期限 120日 アレルゲン 小麦・大豆

盛り付け例
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盛り付け例

31

34

32

35

33

国産無漂白数の子

タラバガニシュリンク 甘えび・ほたて詰合せ

国産無漂白数の子国産無漂白数の子

北海道で獲れた鮮度の良い希少なニシンの卵を選別し、腹から取り出した卵にシママースをまぶして保存、出荷前に塩水で洗う製

法で作り、着色料を使用しない無添加・無漂白数の子です。歯ざわり、食感が良く品質にこだわっています。薄い塩水で約一晩塩抜

きをして薄皮を取り除いてから鰹節をかけ、醤油、だし入り醤油などでお好みにお召し上がりください。

旬の時期に水揚げされたタラバガニをボイルし、脚だけを１肩ずつ風味を
損なわないようにパックしました。

北海道で漁獲され水揚げされた高鮮度甘えびと、北海道オホーツク海産
の急速凍結された天然ほたて貝柱のセットです。

500g

300g 120g

甘えび350g・ほたて貝柱350g800g×2

盛り付け例

盛り付け例盛り付け例

〔商品コード 511047〕

〔商品コード 512008〕

〔商品コード 511048〕

〔商品コード 512011〕

〔商品コード 511049〕

税込価格9,396円

税込価格5,702円
税込価格2,009円

産地
直送

産地
直送

要冷 賞味期限 180日

要冷 賞味期限 180日
要冷 賞味期限 180日

税込価格7,430円（送料込）税込価格21,600円（送料込）
冷凍 賞味期限 180日 アレルゲン えび冷凍 賞味期限 90日 アレルゲン かに

数量限定

数量限定数量限定
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盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

36

38

40

42 43

37

39

41

ぐち蒲鉾 白

伊達巻

厚焼き玉子

篠山産丹波黒豆 秋田県産ちょうろぎ

ぐち蒲鉾 紅

伊達巻

錦玉子

リン酸塩不使用の国産ぐちすり身を使用し、石臼で丹念に作りました。赤色は紅麹色素を使用。

新鮮な鶏卵を使用し、昔ながらの石臼製法でふんわりしっとりと仕上げました。

卵は地養卵を使用しだしの風味と甘さを絶妙なバランスでじっくりと焼き
上げました。

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。 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。

黄身と白身を分けて裏ごしし、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。

230g 230g

360g 180g

250g

50g

500g

120g

盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例盛り付け例

〔商品コード 511057〕 〔商品コード 511058〕

〔商品コード 511021〕

〔商品コード 511020〕

〔商品コード 511012〕 〔商品コード 511013〕

〔商品コード 511022〕

〔商品コード 511019〕

税込価格1,890円 税込価格1,890円

税込価格1,447円 税込価格918円

税込価格1,480円

税込価格540円

税込価格1,058円

税込価格929円

要冷 賞味期限 1月5日 アレルゲン 卵・小麦・えび

要冷 賞味期限 20日 アレルゲン 卵・大豆

要冷 賞味期限 20日 アレルゲン 卵・小麦・大豆

常温 賞味期限 180日 アレルゲン 大豆

要冷 賞味期限 1月5日 アレルゲン 卵・小麦・えび

要冷 賞味期限 20日 アレルゲン 卵・大豆

要冷 賞味期限 1月5日 アレルゲン 卵

要冷 賞味期限 45日

盛り付け例
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44 45

4746 48

50

52

49

51

日高産 一口昆布巻

棒だらの煮物

紅鮭ハーフ昆布巻 たらこハーフ昆布巻

ほたてハーフ昆布巻にしんハーフ昆布巻 ししゃもハーフ昆布巻

鮭重ね巻

噴火湾産ホタテしぐれ煮

日高産昆布を手巻きし、国産の無漂白干瓢で結び、てんさい糖や白醤油で
薄味に炊いた一口サイズの昆布巻です。

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

厳選された素材を日高昆布でやさしく手作業
で巻き秘伝のタレでじっくりと味付けしました。

国産鮭中骨を国産の昆布で重ね巻きし、骨までやわらかく炊き上げた昆布
巻です。

北海道噴火湾産のベビーホタテを使用した甘露煮です。ヒモなどを気にす
ることなく召し上がれ、旨みが凝縮されています。

1個入

70g

8本

300g

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

〔商品コード 511004〕

〔商品コード 511017〕

〔商品コード 511016〕

〔商品コード 511018〕

税込価格940円

税込価格626円

税込価格648円

税込価格1,058円

〔商品コード 511006〕 〔商品コード 511007〕

〔商品コード 511009〕〔商品コード 511008〕 〔商品コード 511010〕

80g 80g

80g80g 80g

税込価格486円 税込価格486円

税込価格486円税込価格486円 税込価格486円

要冷 賞味期限 180日要冷 賞味期限 180日

要冷 賞味期限 180日要冷 賞味期限 180日 要冷 賞味期限 180日

アレルゲン 小麦・大豆アレルゲン 小麦・大豆

アレルゲン 小麦・大豆アレルゲン 小麦・大豆 アレルゲン 小麦・大豆

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

常温 賞味期限 180日 アレルゲン 小麦・大豆 常温 賞味期限 90日 アレルゲン 小麦・大豆
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常温 賞味期限 1年

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

盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

53

55

57

59 60

54

56

58

国産紅白なます

富士ゆずなま酢

いかごはん

寿ぐちなると巻 おでん

田作

蟹みそ無添加香住ガニ（ゴールド）

国産栗赤飯の素

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。 国内産片口いわしを水洗いし、素干ししました。フライパンで乾煎りし、甘
辛く味付けをしてお召し上がりください。

塩もみで下ごしらえして和えるだけで、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。

1缶あたり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。

日本海近海で水揚げされたするめいか・国産もち米を使用しています。

リン酸塩不使用のぐちのすり身を100％使用。着色は紅麹色素を使用。 無リンのすり身と野菜の具材が入っており、静岡県焼津産のカツオだし、
いわし昆布ダシ、早田節、ムロ節等使用し、だしの風味が効いています。

国産の栗を無着色で甘露煮し、白醤油や昆布だしなどを使用しただしと、
北海道産小豆と九州産黒米をブレンドした栗赤飯の素です。

180g 40g

100g150mℓ

140ｇ（栗60g、だし50g、赤飯の具30g）

2人前　具材：ゆで卵、海鮮ボール、大根、黒はんぺん、こんにゃく　各2個

2尾

120g

盛り付け例
盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

〔商品コード 511051〕
〔商品コード 511024〕

〔商品コード 511026〕

〔商品コード 511032〕

〔商品コード 511061〕 〔商品コード 130311〕

〔商品コード 511028〕

〔商品コード 511031〕

税込価格464円 税込価格734円

税込価格432円 税込価格1,620円

税込価格1,026円税込価格1,037円

税込価格464円 税込価格1,026円

要冷 賞味期限 45日

要冷 賞味期限 20日 アレルゲン 小麦 常温 賞味期限 180日 アレルゲン 小麦・大豆・卵

常温 賞味期限 60日

常温 賞味期限 3年 アレルゲン かに

写真はイメージです
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盛り付け例

常温 賞味期限 150日 アレルゲン 小麦・大豆

常温 賞味期限 180日 アレルゲン そば・小麦・大豆

常温 賞味期限 1年

盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例 盛り付け例

61

63

65

67 68

62

64

66

江戸べったら漬

国産生姜こんぶぱりぱり大根

縁起十割そば2食つゆ付

マヌカハニーMGO 100+ 250g ギフトセット マヌカハニーMGO 100+ 500g ギフトセット

無添 濃厚キムチ

国産海藻サラダ

にしん甘露煮

国産大根を低温で丹念に漬け込み、砂糖と米、米こうじで仕上げています。 
ぱりぱりの食感とさっぱりとした後味がします。

昆布だしや香味野菜で濃厚な味に仕上げ、さっぱりした白菜キムチです。

慶びの昆布をたっぷりと使い、旨みを引き出した風味豊かな一品。ぱりぱり
の食感と生姜の風味が生きております。

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。

つなぎなしの十割生そばです。そば本来の味・風味をご賞味下さい。

ニュージーランドに自生するマヌカの花から採れる蜂蜜です。加熱処理をしない低温ろ過製法で、農薬や抗生物質は一切使用しておりません。

北海道産にしんを甘露煮風にしました。「にしん魚醤油」が味付けの特徴
で、箸でほぐせる柔らかさで骨も気になりません。

1個入 210g

110g 12ｇ×3

100g280g

250g×2 500g×2

盛り付け例 盛り付け例

〔商品コード 511040〕 〔商品コード 130329〕

〔商品コード 130364〕

〔商品コード 511053〕

〔商品コード 511062〕 〔商品コード 511063〕

〔商品コード 511039〕

〔商品コード 511052〕

税込価格486円 税込価格432円

税込価格378円 税込価格1,037円

税込価格594円税込価格972円

税込価格6,912円 税込価格12,528円

要冷 賞味期限 60日

常温 賞味期限 3年 常温 賞味期限 3年

要冷 賞味期限 60日 アレルゲン えび

要冷 賞味期限 180日 アレルゲン 小麦・大豆

NEW

NEW NEW
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常温 賞味期限 60日 アレルゲン 大豆 常温 賞味期限 120日 アレルゲン 大豆

常温 賞味期限 120日 アレルゲン 小麦・大豆

常温 賞味期限 150日 常温 賞味期限 150日

盛り付け例

写真はイメージです

盛り付け例

盛り付け例

71

69

73

75 76

72

70

74

豆乳くずもち・わらびもちせっと

高野山特産ごま豆腐詰合せ

有機ＪＡＳ白米角餅11個入り

生切りもち 仁多米玄米かゆ  野の七草

丹波黒甘納豆

大判草加せん詰合せ

有機ＪＡＳ玄米角餅11個入り

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」のセットです。

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、白ごま、黒ごまをセットにしました。

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
作り上げています。

お米の風味豊かな昔ながらの草加せんべいです。

島根県産有機栽培もち米を100％使用し、昔ながらの杵つき製法でつきま
した。便利な個包装タイプ。

秋田県産のきぬのはだ米を使用。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。

特別栽培仁多米の玄米がゆに国産七草を付けました。

島根県産有機栽培もち米を100％使用し、昔ながらの杵つき製法でつきま
した。便利な個包装タイプ。

くずもち2枚（黒みつ・きな粉添付）、わらびもち2枚（黒みつ・きな粉添付）

しょうゆ味10枚・ごま味5枚・のり味5枚

白130g×6個、黒130g×6個

550g（11個） 550g（11個）

200ｇ

450g かゆ250g・乾燥七草2.5g

盛り付け例 盛り付け例

〔商品コード 110115〕

〔商品コード 140160〕

〔商品コード 511043〕

〔商品コード 511042〕 〔商品コード 511066〕

〔商品コード 511041〕

〔商品コード 511065〕

〔商品コード 511044〕

税込価格1,836円

税込価格3,650円

税込価格853円

税込価格1,598円

税込価格1,166円 税込価格1,253円

税込価格648円 税込価格464円

常温 賞味期限 90日

常温 賞味期限 120日 常温 賞味期限 1年常温 賞味期限 3年

盛り付け例 盛り付け例

盛り付け例

NEW

NEW

数量限定



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/

※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。
●産地直送商品の北海道・沖縄県への発送は追加送料1,100円（税込）がかかります。

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。

盛り付け例

77

79

78ギフト用バウムクーヘン

どら焼き10個入

長崎カステラ
自然のやさしい甘みと素材のおいしさを生かしています。プレーンとコー
ヒーの2種類の味わいが楽しめるバウムク－ヘンです。

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ています。

国産小麦と契約養鶏場から仕入れた卵を使用し、じっくり丁寧に焼き上げ
たカステラです。

2個 1本入

10個入

盛り付け例 盛り付け例

〔商品コード 511064〕

〔商品コード 511060〕

〔商品コード 511059〕

税込価格1,404円 税込価格972円

税込価格1,620円

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

NEW

常温 賞味期限 60日 アレルゲン 卵・小麦・乳・大豆

常温 賞味期限 30日 アレルゲン 卵・小麦・大豆

アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆・えび・かに・そば

常温

要冷

冷凍

常温 賞味期限 30日 アレルゲン 卵・小麦

産地
直送

このマークは、常温商品です。
冷暗所で保存してください。

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。

このマークは、産地直送商品です。


