創業大正六年。旬の野菜を上品に仕上げた浅
漬と人気のお漬物を詰合せました。

川勝總本家
京の季寄せ A
商品番号 20S065

3,780円（税込） 3,500円（税抜）
千両茄子の浅漬 1本、半割浅瓜 1本、割大根ハーフ 1本、胡瓜
の一本漬 1本、
しば祇園赤しそ 40ｇ、
刻みすぐき 40ｇ、
たまり賀
茂茄子 40ｇ 賞味期限：冷蔵8日 お届け期間：6月上旬～８月
中旬 ※配達のご指定日は承れません。

京の季寄せ B
商品番号 20S066

東京八王子 信念手造り餃子

5,400円（税込） 5,000円（税抜）
千両茄子の浅漬 2本、
半割浅瓜 1本、
割大根ハーフ 1本、
割大根
しそ漬ハーフ 1本、
胡瓜の一本漬 2本、
はりはり漬 40ｇ、
しば祇
園赤しそ 40ｇ、刻みすぐき 40ｇ、京乃都漬 40ｇ、
しば祇園青し
そ 40ｇ、
瓜と壬生菜の茜漬 40ｇ 賞味期限：冷蔵8日 お届け
期間：6月上旬～８月中旬 ※配達のご指定日は承れません。

冷蔵

柚子いか１００ｇ×６ 賞味期限：冷凍90日

冷凍
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ダン
ボール

簡易

簡易

小麦

完全

冷凍

小麦・卵・乳

商品番号 20S070

4,320円（税込） 4,000円（税抜）
簡易

簡易

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

8種（森のきのこのテリーヌ・仔牛の西洋わさび添え・パプリカ
ムース平目のハーブ漬け添え・ロブスターと地鶏のポプリ・白身
魚ロール・海老のズッキーニ包み・バジリコサーモン巻・サーモ
ンのタルタル）
×2 賞味期限：冷凍90日

小麦

新鮮な食材を使い、一串一串丁寧に串に仕立
てています。多彩な食材で味のハーモニーをお
楽しみいただけます。

神戸 串乃家 串揚げセット

※産地天候等の事情によりお届けが遅れたり、
やむを得ない事情により、変更や中止になる場合がございます。予めご了承ください。※商品パッケージ・箱等は写真と多少異なる場合がございます。
※カタログの写真は盛り付け見本例です。食器等の小物は商品に含まれておりません。※カタログには商品の製造日より、消費・賞味期限までの日数を記載しております。お手元には、製造日より
多少日数の経過したお品物をお届けする場合がございます。商品の特性上、返品は原則としてお受けできません。※鮮度の関係で、島しょ部にはお届けできない場合もございます。※商品の品質
には万全を期しておりますが、お申し込み商品と異なる商品が届けられた場合や、配送中に破損・汚損が生じた場合はお取り替えいたしますので、商品到着後1週間以内にご連絡ください。

串揚げ 9種22串（海老･ポークロール･ポークフィレ･神戸牛･
羽衣チーズ･鳴門金時･射込蓮根）各2串、
（洋風蒸し･鶏むね肉
白葱）
各4串､タレ3種 賞味期限：冷凍90日

化粧箱

簡易

化粧箱

小麦・卵・乳・えび

小麦・卵・乳・えび

大阪王将店舗でおなじみの餃子を家庭用にア
レンジ。国産豚肉100%使用の旨みたっぷり、
ジューシーな餃子をギフト用化粧箱に入れて
お届け。

りんご入り飼料を与えた「信州りんご和牛」と
米粉入り飼料を与えた「信州米豚」のハンバー
グです。生ハンバーグですので中まで火を通し
てお召し上がりください。

商品番号 20S075

商品番号 20S076

冷凍餃子12個×4、
たれ8g×8 賞味期限：冷凍１年

120g×8 賞味期限：冷凍180日

3,240円（税込） 3,000円（税抜）
冷凍

化粧箱

クール冷凍便にてお届けします。

ダン
ボール

産地のダンボールに入れてお届けします。 木箱 木製の箱に入れてお届けします。 簡易 簡易包装でお届けします。

信州牛と信州米豚のハンバーグ

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

簡易

冷凍

冷蔵

簡易

大阪王将 こだわり餃子

商品番号 20S074

冷凍

冷凍

小麦

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

ごまさば
（真さばの切身）
８０ｇ×４、
たれ１５ｇ×４、
ごま２０ｇ×１
賞味期限：冷凍30日
ダン
ボール

化粧箱

ダニエルさんのフィンガーフード
商品番号 20S073

黒豚餃子（20g×18、
味噌タレ付）
、
九条葱餃子（20g×18、
醤油
タレ付） 賞味期限：冷凍60日

博多ウエダ 博多名物
「ごまさば」

冷凍

芦屋 伊東屋 黒豚餃子と九条葱餃子

惣菜

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

ダン
ボール

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

水揚げされた新鮮な「真さば」を吟味・加工
し、博多名物の「ご ま さ ば」として詰合せ、
お届けします。新鮮なさばのぷりっとした
身の食感がお楽しみいただけます。ご飯の
お供や、
お酒の肴にもおすすめの商品です。

商品番号 20S069

冷凍

旧ドイツ政府迎賓館の元総料理長「ダ
ニエル氏」を日本に招き、自ら調理・監
修によるオリジナルレシピでつくりあ
げた目にも 鮮やかな一口サイズのフィ
ンガ ーフー ド。趣 向を 凝らし たフィン
ガーフードが、
お二人のお食事をお洒
落に華やかに彩ります。

化粧箱

国産
（主に長崎県産）
の
「するめいか」
をスライ
スし柚子こしょうで塩辛に仕上げました。大
分 県 産の柚 子 皮をふん だ んに使 用し 柚 子の
香り高くさっぱりと仕上げました。ピリッと
し た 辛さ も 酒の肴にお 茶 漬けにし ても 美 味
しくお召し上がりいただけます。

九州産するめいか使用
「柚子いか」
（いかの塩辛）

肉餃子222g
（12個入り）
×2、
野菜餃子260g
（12個入り）
×1
賞味期限：冷凍180日

鹿 児 島 黒 豚を 100％使 用し た 黒 豚 餃 子
は、味 噌タレとの相 性 が 抜 群。九 条 葱 餃 子
は、葉ネギならではの甘みを醤油タレで。

冷蔵

小麦

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

商品番号 20S072

笹かまぼこ
「吉祥」
３５ｇ×６、
揚げ蒲鉾「遊里揚」
（玉ねぎ・五目・枝
豆）
５０ｇ×各１、
おとうふかまぼこ「白妙」
（柚子）
６０ｇ×１、
おとう
ふかまぼこ
「白妙」
（プレーン）
６０ｇ×２、
真空笹かまぼ「ささ小町」
（チーズ）
２０ｇ×３ 賞味期限：冷蔵7日

さつま鯛造り・さつま角天・さつま棒天・さつま上棒天・さつま
丸天×各3、
さつまゴボウ巻・薩摩藩・さつまレンコン天×各2
賞味期限：冷蔵7日

完全

ささ圭 仙台名産笹かまぼこオリジナル詰合せ
3,780円（税込） 3,500円（税抜）

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

化粧箱

小麦

商品番号 20S068

商品番号 20S067

冷蔵

簡易

商品番号 20S071

上質なすり身を使用し、
きめ細やかな食
感の笹かまぼこ「吉祥」
をはじめ、
ささ圭
自慢のオリジナル蒲鉾の詰合せです。

職人が一品一品技を注いだ鹿児島伝統の
味。魚 肉の す り 身を 成 型し、油で揚 げ た
グルメです。選び抜いた素材だけを使い、
秘 伝の 製 法 は その ま ま に おいし さ に こ
だわって作っています。

惣菜
岡留蒲鉾本舗 さつま揚げ

ダン
ボール

素材にこだわり、
良質な国産SPF豚肉の旨みと
安心安全な国産野菜、青森県産にんにくの芳
醇な香りが絶妙に調和して、
あとを引くおいし
さです。

小麦

冷凍

化粧箱

完全

クール冷蔵便にてお届けします。 常温 常温便にてお届けします。 化粧箱 化粧箱に入れてお届けします。
完全

※アレルギーの特定原材料7品目が含まれているものについて
「小麦・卵・乳・そば・落花生・えび・かに」
と表記しております。

小麦・卵・乳

発泡

発泡スチロールに入れてお届けします。

メーカー又は産地の包装紙でお届けします。 無包装 伝票を直接貼った無包装でお届けします。
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