煌彩ハムギフト A

煌彩ハムギフト B

煌彩ハムギフト C

商品番号 20S077

商品番号 20S078

商品番号 20S079

特級スモークハム200g、あぶり焼 焼豚180g、黒胡椒ミート
ローフ170g 賞味期限：冷蔵80日 お届け期間：6/15～8/10
※配達のご指定日は承れません。

特撰ホワイトロースハム350g、あぶり焼 焼豚180g、あぶり焼
ミートローフ170g 賞味期限：冷蔵80日 お届け期間：6/15
～8/10 ※配達のご指定日は承れません。

特撰ロースハム350g、あぶり焼 焼豚180g、あぶり焼ミートローフ
170g、黒胡椒ミートローフ170g、生ハムロース36g 賞味期限：冷蔵
60日 お届け期間：6/15～8/10 ※配達のご指定日は承れません。

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

冷蔵

化粧箱

簡易

4,320円（税込） 4,000円（税抜）

小麦・卵・乳

化粧箱

簡易

冷蔵

化粧箱

簡易

伝承献呈
（7本）

商品番号 20S089

商品番号 20S090

商品番号 20S091

直火炙り焼豚180g、特選直火焼ローフ180g、特選厚切りあら
びきステーキ120g、特選あらびきウインナー85g 賞味期限：
冷蔵40日 お届け期間：6/20～8/5
※配達のご指定日は承れません。

特選ロースハム180g、直火炙り焼豚180g、特選厚切あらび
きステーキ120g、特選直火焼ローフ180g、特選あらびきウイ
ンナー85g 賞味期限：冷蔵40日 お届け期間：6/20～8/5
※配達のご指定日は承れません。

特選ロースハム360g、直火炙り焼豚180g、特選炙り焼あらびきステーキ
120g、特選直火焼ローフ180g、特選厚切あらびきステーキ120g、特選あ
らびきウインナー85g、特選あらびきホワイトウインナー85g 賞味期限：
冷蔵40日 お届け期間：6/20～8/5 ※配達のご指定日は承れません。

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

小麦・卵・乳

伝承献呈
（5本）

小麦・卵・乳

冷蔵

化粧箱

簡易

4,320円（税込） 4,000円（税抜）

小麦・卵・乳

冷蔵

化粧箱

簡易

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

小麦・卵・乳

冷蔵

化粧箱

簡易

小麦・卵・乳

王覇ハムギフト A

王覇ハムギフト B

王覇ハムギフト C

賛否両論 A

商品番号 20S080

商品番号 20S081

商品番号 20S082

商品番号 20S092

4,644円（税込） 4,300円（税抜）

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

熟成ロースハム40g×2、ワイン仕立ての生ハム肩ロース50g、熟成
ベーコン50g、熟成ボンレスハム55g、熟成ポークウインナー（プレー
ン）102g、熟成ポークウインナー（ハーブ）102g 賞味期限：冷蔵45
日 お届け期間：6/15～8/10 ※配達のご指定日は承れません。

熟成ロースハム40g×2、熟成ベーコン50g、熟成ボンレスハム55g、ワイン仕
立ての生ハム肩ロース50g、熟成厚切りロースハム60g×2、熟成ポークウイ
ンナー（ハーブ）102g、熟成ポークウインナー（プレーン）102g 賞味期限：
冷蔵45日 お届け期間：6/15～8/10 ※配達のご指定日は承れません。

熟成ロースハム40g、熟成ベーコン50g、熟成ボンレスハム55g、ワイン仕立
ての生ハム肩ロース50g、熟成ポークウインナー（ハーブ）102g、熟成ポーク
ウインナー（プレーン）102g、熟成厚切りロースハム60g×5 賞味期限：冷
蔵45日 お届け期間：6/15～8/10 ※配達のご指定日は承れません。

牛とろとろ煮170g、
蒸し鶏の梅ジュレ仕立て150g、
鶏の野菜巻
山椒風味160g、つくねの蕪みぞれ仕立て200g、豚角煮230g
賞味期限：冷凍1年 お届け期間：6/20～8/5
※配達のご指定日は承れません。

牛とろとろ煮170g、鶏の照焼き160g、釜炊き叉焼180g、鶏の
野菜巻山椒風味160g、
つくねの蕪みぞれ仕立て200g、
豚角煮
230g 賞味期限：冷凍1年 お届け期間：6/20～8/5
※配達のご指定日は承れません。

ローストビーフ（もも）200g×2 グレイビーソース（グレイビーソース30g、ドイツ産岩塩
1g）×2、ビーフシチュー185g、オマール海老のビスク150g、生ハムスライス45g、デミ
グラスソースハンバーグ120g×2、デミグラスソースチーズ入りハンバーグ120g×2
賞味期限：冷凍1年 お届け期間：6/20～8/5 ※配達のご指定日は承れません。

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

化粧箱

簡易

4,644円（税込） 4,300円（税抜）

冷蔵

化粧箱

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

簡易

冷蔵

化粧箱

簡易

冷凍

化粧箱

賛否両論 B

簡易

田崎真也セレクション

商品番号 20S093

小麦・卵・乳

冷凍

化粧箱

簡易

商品番号 20S094

小麦・卵・乳

冷凍

化粧箱

簡易

小麦・卵・乳

ニッポンハム 本格派ギフト A

ニッポンハム 本格派ギフト B

ニッポンハム 本格派ギフト C

軽井沢バラエティーセット Ａ

軽井沢バラエティーセット B

軽井沢バラエティーセット C

商品番号 20S083

商品番号 20S084

商品番号 20S085

商品番号 20S095

商品番号 20S096

商品番号 20S097

特撰ロースハム180g、
ロース生ハム40g、
あらびきミートローフ
170g、特撰あらびきウインナ－80g×2 賞味期限：冷蔵45日
お届け期間：6/24～8/2
※配達のご指定日は承れません。

特 撰ロースハム180g、た れ漬け焼 豚180g、スモ ークハム
180g、特撰ホワイトウインナー80g、あらびきミートローフ
170g、特撰あらびきウインナー80g 賞味期限：冷蔵45日
お届け期間：6/24～8/2 ※配達のご指定日は承れません。

上級ホワイトロースハム380g、たれ漬け焼豚180g、特撰ホ
ワイト肩ロース200g、
ロース生ハム40g、特撰ホワイトウイン
ナー80g、特撰あらびきウインナー80g 賞味期限：冷蔵60日
お届け期間：6/24～8/2 ※配達のご指定日は承れません。

熟成ロースハム68g、
熟成ベーコン68g、
熟成あらびきポークウ
インナー80g、
熟成ハーブポークウインナー80g、
ロース生ハム
30g 賞味期限：冷蔵35日 お届け期間：6/12～7/31
※配達のご指定日は承れません。

熟成ロースハム68g、熟成ベーコン68g、熟成あらびきポーク
ウインナー80g×2、熟成ハーブポークウインナー80g、
ロース
生ハム30g×2 賞味期限：冷蔵35日 お届け期間：6/12～
7/31 ※配達のご指定日は承れません。

熟成ロースハム68g×2、熟成ベーコン68g×2、熟成あらびき
ポークウインナー80g×2、熟成ハーブポークウインナー80g、
ロース生ハム30g×2 賞味期限：冷蔵35日 お届け期間：
6/12～7/31 ※配達のご指定日は承れません。

冷蔵

化粧箱

簡易

4,644円（税込） 4,300円（税抜）

冷蔵

化粧箱

簡易

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

小麦・乳

冷蔵

化粧箱

簡易

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

小麦・乳

北海道トンデンファームソーセージ詰合せ A

北海道トンデンファームソーセージ詰合せ B

北海道トンデンファームソーセージ詰合せ C

商品番号 20S086

商品番号 20S087

商品番号 20S088

3,240円（税込） 3,000円（税抜）
炭火焼ベーコン
（スライス）
80g、
ピルカウインナー120g、荒挽
ウインナー100g×2 賞味期限：冷蔵35日

冷蔵

化粧箱

簡易

4,320円（税込） 4,000（税抜）

炭火焼ベーコン（スライス）80g、スティッククラコウ110g、荒挽ウ
インナー100g×2、骨付ソーセージ180g 賞味期限：冷蔵35日

冷蔵

化粧箱

簡易

5,400円（税込） 5,000円（税抜）
炭火焼ベーコン（スライス）80g、スティッククラコウ110g、ピルカウインナー
120g、荒挽ウインナー100g×2、炭火焼焼豚200g 賞味期限：冷蔵35日

冷蔵

化粧箱

簡易

小麦・乳

※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。

冷蔵

化粧箱

4,320円（税込） 4,000円（税抜）

簡易

冷蔵

化粧箱

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

簡易

冷蔵

化粧箱

簡易

熟成軽井沢ロースハム

軽井沢熟成詰合せ A

軽井沢熟成詰合せ B

商品番号 20S098

商品番号 20S099

商品番号 20S100

3,780円（税込） 3,500円（税抜）

4,320円（税込） 4,000円（税抜）

5,400円（税込） 5,000円（税抜）

軽井沢熟成ロースハム580g 賞味期限：冷蔵60日 お届け期
間：6/12～7/31
※配達のご指定日は承れません。

軽井沢熟成ロースハム360g、
軽井沢熟成ポークウインナー80g
×2、熟成ハーブポークウインナー80g 賞味期限：冷蔵45日
お届け期間：6/12～7/31 ※配達のご指定日は承れません。

軽井沢熟成ロースハム360g、軽井沢熟成ボンレスハム300g
賞味期限：冷蔵60日 お届け期間：6/12～7/31
※配達のご指定日は承れません。

冷蔵

化粧箱

簡易

冷蔵

化粧箱

簡易

冷凍

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。

冷蔵

ハム・ソーセージ

ハム・ソーセージ

冷蔵

3,564円（税込） 3,300円（税抜）
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冷蔵

伝承献呈
（4本）

冷蔵

化粧箱

簡易

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。

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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