
全国一律送料込
【　　　　　      】沖縄県は別途送料1,080円（税込）

離島は一部お受け出来ない地域がございます。
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フルーツのように甘く
見た目も北海道らしい真っ白い粒のとうもろこし。
北海道のひんやりした朝一番に収穫したとうもろこしを
フレッシュなままお届けします。
《期間限定》7月20日頃～8月中旬 
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。

【セット内容】12本  ■  賞味期限：冷蔵3日
〈本体4,000円〉税込

北海道鳥潟農園  
朝採り
ピュアホワイト１２本

4,320円
産地直送価格

S16－02品番

【セット内容】10本  ■  賞味期限：冷蔵3日
〈本体3,500円〉税込

北海道鳥潟農園  
朝採り
ピュアホワイト１０本

3,780円
産地直送価格

S16－01品番

表示マークのご案内

クール冷蔵便で配達いたします。

一部地域を除き、高速便で発送日翌日に配達いたします。

クール冷凍便で配達いたします。
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おいしさと品質にこだわって集めた逸 品を真 心込めて届けます。
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北海道レッドメロン特大２玉
S16－06品番

あざやかなオレンジ色の果肉のおにうしメロ
ンと旬の桃を詰め合わせました。
夏のごあいさつにとっておきの贈りものです。
《期間限定》7月初旬～7月下旬　
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。

あざやかなオレンジ色の果肉と上品な甘さ
のおにうしメロン、フルーツのように甘く見た
目も北海道らしい真っ白い粒のとうもろこし
「ピュアホワイト」、北海道の夏を感じる旬の
セットを北海道よりお届けします。
《期間限定》7月20日頃～8月中旬
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。

北海道おにうしメロン＆旬の桃５０
S16－07品番

北海道おにうしメロン＆ピュアホワイト
S16－08品番

〈本体5,000円〉税込

【セット内容】約1.8kgUP×2玉  
■  賞味期限：常温4日

5,400円産地直送価格 〈本体5,000円〉税込

【セット内容】メロン 約1.4kg×1玉、桃 5玉
■  賞味期限：常温3～5日

5,400円産地直送価格 〈本体5,000円〉税込

【セット内容】メロン 約1.4kg×1玉、とうもろこし 5本
■  賞味期限：メロン 常温5日、とうもろこし 冷蔵3日

5,400円産地直送価格

北海道の大自然で育ったとっても甘いメロン
です。果肉は濃いオレンジ色でとろける舌触り
も好評、生産者が手間暇かけて育て上げた
愛情たっぷりのメロン、ぜひご賞味下さい。
《期間限定》7月中旬～8月中旬 
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。

〈本体3,500円〉税込3,780円
【セット内容】約1.8kg  ■  賞味期限：常温3～5日

北海道おにうしメロン特大１玉
産地直送価格

S16－03品番

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】約1.5kg 2玉  ■  賞味期限：常温3～5日

北海道おにうしメロン2玉
S16－04品番

〈本体7,000円〉税込7,560円
【セット内容】約1.5kg 3玉  ■  賞味期限：常温3～5日

北海道おにうしメロン3玉
産地直送価格産地直送価格

S16－05品番

北海道駒ヶ岳山麓で有機肥料をふんだんに使用。
低農薬と味にこだわりを持つメロン作りの達人が自信を持ってお届けします。
香り、甘みともに最高のおにうしメロンは一度食べたら忘れられません。
《期間限定》キングメロン：6月下旬～7月20日頃、パブリレッドメロン：7月中旬～8月中旬 
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。



３

全国一の生産量を誇る山形県のさくらんぼ。
申し分のない気候・土壌などの自然環境が、真っ赤なルビー色の
『食べる宝石・さくらんぼ』を育て上げました。
《期間限定》6月20日頃～7月上旬　
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。

輝く太陽のもとで育った古屋農園の桃は樹の上で熟成させ、じっくり
糖度を上げた自慢の桃です。お客様が安心してお召し上がりいただ
けるように低農薬で育てています。
《期間限定》7月上旬～8月中旬
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。

夏すいか生産量日本一の尾花沢すいか。抜群のシャリ感と甘みの
強さは昼夜の寒暖の差から。冷蔵庫に入る大きさも魅力です。
《期間限定》7月20日頃～8月中旬　
※その年の気候により出荷時期にズレが生じることがございます。

〈本体5,000円〉
税込

【セット内容】500g　
■  賞味期限：冷蔵4日

山形さくらんぼ 
５００g

5,400円
産地直送価格

S16－09品番

〈本体8,000円〉税込

【セット内容】1kg　■  賞味期限：冷蔵4日

山形さくらんぼ １kg
8,640円産地直送価格

S16－10品番

【セット内容】秀品 約4kg（2玉）  
■  賞味期限：常温7日

〈本体4,200円〉税込

山形県尾花沢
小玉すいか２玉

4,536円
産地直送価格

S16－11品番

【セット内容】2.5kg（7～10玉）　
■  賞味期限：常温3～5日

〈本体5,000円〉税込

山梨古屋農園 
一宮の樹上完熟桃２.５kg

5,400円
産地直送価格

S16－12品番
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〈本体5,000円〉
税込

【セット内容】約400ｇ×3尾
■  賞味期限：冷凍30日

ボイル 
ずわいがに３尾

5,400円
産地直送価格

S16－14品番

〈本体6,000円〉
税込

【セット内容】約550ｇ×2尾  
■  賞味期限：冷凍30日

ボイル 
ずわいがに２尾

6,480円
産地直送価格

S16－13品番

本ずわいがにを素早く加工し、急速冷凍でカニの旨味を凝縮。
かにしゃぶ・天ぷら・蟹ステーキ…など幅広くお使いいただけます。

厳選された北海道産の毛がにのみを使用し、新鮮なままボイル、
急速冷凍をかけています。北の荒波で育った毛がには身が締まり
美味しさは格別です。

【セット内容】約440ｇ×2尾  
■  賞味期限：冷凍30日

〈本体5,000円〉税込

北海道産特選毛がに２尾

5,400円
産地直送価格

S16－15品番

【セット内容】約400ｇ（しゃぶしゃぶタレ付き）  
■  賞味期限：冷凍30日

〈本体5,000円〉税込

ずわいがに
しゃぶポーション４００ｇ

5,400円
産地直送価格

S16－16品番

北の極寒の海で育った繊細で繊維質豊富な弾力のある
身を持つずわいがに。



一度に楽しめる贅沢な北の海鮮を詰合せました。ご贈答に最適な逸品。

〈本体8,000円〉税込

【セット内容】
ずわいがに 約350ｇ、毛がに 約330ｇ
ほたて片貝 5枚、紅鮭切り身 3切（約210ｇ）、北海道産辛子明太子 100ｇ、いくら醤油漬け 70ｇ
■  賞味期限：冷凍30日

北の海鮮味紀行S－8０
8,640円産地直送価格

S16－17品番

〈本体5,000円〉税込

【セット内容】
ずわいがに 約350ｇ、ほたて片貝 2枚、紅鮭切り身 3切（約210ｇ）、北海道産辛子明太子 100ｇ
■  賞味期限：冷凍30日

北の海鮮味紀行S－５０
5,400円産地直送価格

S16－18品番

〈本体5,000円〉税込

【セット内容】500g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道船橋水産 
前浜海峡たらこ５００g

5,400円

S16－19品番

〈本体4,000円〉税込

【セット内容】300g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道船橋水産 
はちみつ辛子明太子３００g

4,320円

S16－20品番

〈本体3,000円〉税込

【セット内容】500g  ■  賞味期限：冷凍30日

函館発 
数の子松前漬５００g

3,240円

S16－21品番

産地直送価格産地直送価格産地直送価格

５

良質な数の子をたっぷり使い、白醤油であ
っさりした味に仕上げました。
風味豊かな自慢の逸品です。

北海道鹿部町の前浜（内浦湾）で獲れたスケ
トウダラの厳選された原卵を使い、三代目船橋
吉右衛門が素材の旨味を追求した個性際
立つ、守り継がれる匠味（たくみ）の逸品。
『２０１４北のハイグレード食品＋』選定商品。

北海道鹿部町の前浜（内浦湾）で獲れたス
ケトウダラの厳選された原卵を、天然塩･天
然蜂蜜･北海道産甜菜糖・天然昆布で熟
成した匠味（たくみ）の逸品です。
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〈本体5,000円〉税込

【セット内容】
うす塩（塩分10％）、しそ漬け（塩分15％）
はちみつ梅（塩分7％）、こんぶ梅（塩分8％） 各5粒  
■  賞味期限：常温150日

5,400円
福梅ぼし・禅風味『極』
産地直送価格

S16－22品番

北海道発祥のラーメンサラダはコクのある濃
厚胡麻ドレッシングで。つるっとした喉ごしのい
い麺に、これまた旨い絶品タレがついた夏限定
の冷し麺をセットしました。小麦の香りと甘さが
感じられる北海道小麦１００％の絶品麺です。

暑い夏は冷たい麺がおすすめです。
ひんやりさっぱり喉ごしのいい麺は暑い夏を
乗り切る定番メニュー。
冷しつけ麺と冷しラーメンの2種類をセットに
してお届けします。

オリジナルスパイスをすり込み、味をなじませて
ゆっくり熟成、桜のチップでスモークして仕上げ
た昔ながらの製法そのままに。
余分なものを加えないからおいしい、本当のおい
しさがわかる逸品です。

北海道産の豚肉を使用した「完全無
添加」の手作りです。
誰もが安全に美味しく食べられるよう
に食材や製造方法を限定して妥協し
ません。

【セット内容】
冷しつけ麺 120g×2食×3袋
冷しラーメン 120g×1食×4袋  
■  賞味期限：常温30日

はこだて・夏ラーメン １０食
S16－23品番

〈本体3,800円〉税込

【セット内容】
ラーサラ三郎 120g×2食
細切りざるラーメン 140g×2食×2
うま味冷しラーメン 120g×2食×2
■  賞味期限：冷蔵20日

北海道のぼりべつ夏麺セット
4,104円産地直送価格

S16－24品番

〈本体3,400円〉税込3,672円産地直送価格

【セット内容】
プレーンウインナー、ハーブウインナー
粗挽きウインナー 各約140ｇ
セミドライソーセージ 250g、ベーコンブロック 180g
■  賞味期限：冷蔵20日

S16－27品番

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

【セット内容】
荒挽きウインナー、プレーンウインナー
行者にんにくウインナー 各125g
フランクフルト 180g
■  賞味期限：冷蔵36日

S16－25品番

〈本体4,000円〉税込4,320円産地直送価格

【セット内容】
荒挽きウインナー、行者にんにくウインナー
プレーンウインナー、チーズウインナー 各約125g
スモーク生ベーコン 約210g  
■  賞味期限：冷蔵36日

S16－26品番

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

北海道さんだんかん 
食創造セット

北海道トワ・ヴェール 
ぶなの森ウインナーセット

北海道トワ・ヴェール 
ぶなの森ウインナー＆ベーコン

６

種が小さく果肉が豊かな福井梅を使用。
ふんわりした香りと、柔らかくもっちりしたやさし
い食感の福梅ぼし。
一粒ずつ丁寧に個包装で仕上げた極上の
一品。



美味しさを求めて素材にこだわり、
時間と手間を惜しまず、肉の旨味を最大限に引き出しました。

北海道の自然なる気候風土、美しい水、
厳選素材が深い味わいの贅沢な逸品となります。

豚肉の旨味を最大限に引き出し
薫り高くマイルドな味に仕上げた極上の逸品です。

℃
COOL

℃
COOL

℃
COOL

℃
COOL

℃
COOL

℃
COOL

〈本体5,000円〉
税込

【セット内容】
スペアリブ 300ｇ、トントロハム 150ｇ
千歳ミートローフ 250ｇ
千歳ホワイトロース 380ｇ  
■  賞味期限：冷蔵30日

北海道千歳ハム・
千歳の匠５００

5,400円
産地直送価格

S16－31品番

〈本体4,000円〉
税込

【セット内容】
千歳ホワイトロース 380ｇ、スペアリブ 300ｇ、千歳ミートローフ 250ｇ
■  賞味期限：冷蔵30日

北海道千歳ハム・
千歳の匠４００

4,320円
産地直送価格

S16－30品番

〈本体3,800円〉
税込

【セット内容】
千歳ホワイトロース 380ｇ、千歳焼豚 300g、千歳ミートローフ 250ｇ
■  賞味期限：冷蔵30日

北海道千歳ハム・ 
千歳の匠３８０

4,104円
産地直送価格

S16－29品番

〈本体3,500円〉
税込

【セット内容】
千歳ベーコン 300ｇ、トントロハム 150g、千歳ミートローフ 250ｇ  
■  賞味期限：冷蔵30日

北海道千歳ハム・
千歳の匠３５０

3,780円
産地直送価格

S16－28品番

〈本体5,000円〉
税込

【セット内容】
ホワイトウインナー 130ｇ、オニオンローフ 150ｇ
スペアリブ 180ｇ、リングソーセージ 180ｇ、生ハム 45ｇ
ペッパーポークハム 270g、あらびきブルスト 240g
■  賞味期限：冷蔵25日

プリマハム・ 
ふらのギフトセット 
【HF－５００】

5,400円
産地直送価格

S16－33品番

〈本体4,000円〉
税込

【セット内容】
ホワイトウインナー 130ｇ、あらびきウインナー 130ｇ
スペアリブ 180ｇ、骨付フランク 140g
リングソーセージ 180ｇ、オニオンローフ 300ｇ
■  賞味期限：冷蔵25日

プリマハム・ 
ふらのギフトセット 
【HF－４００】

4,320円
産地直送価格

S16－32品番

７
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【セット内容】約160g×3枚　■  賞味期限：冷凍30日
〈本体15,000円〉

税込

白老牛
サーロインステーキ３枚

16,200円産地直送価格

S16－34品番

〈本体10,000円〉
税込

【セット内容】400g　■  賞味期限：冷凍30日

白老牛 
ロースすき焼き４００g

10,800円産地直送価格

S16－35品番

【セット内容】肩・バラ・もも 430ｇ　■  賞味期限：冷凍30日

《取り扱い期間》6月～8月末 《取り扱い期間》6月～8月末

北海道びらとり和牛 
焼肉４３０g

S16－37品番

〈本体10,000円〉
税込

【セット内容】約200ｇ×2枚　■  賞味期限：冷凍30日

北海道びらとり和牛 
サーロインステーキ２枚

10,800円産地直送価格

S16－36品番

北海道の大自然の中で育った「びらとり和牛」、肉本来の甘みと旨
みが際立つ特選サーロインステーキ。ここにしかない確かな味を贈
ります。

噛んだ瞬間ジューシーな肉汁があふれでます。しつこくない味が決
め手のびらとり和牛焼肉、焼肉好きをもうならせる絶品焼肉です。

〈本体5,000円〉
税込5,400円産地直送価格

きめ細かな見事な霜降り、とろける脂質、迸る和牛香。北海道が誇る最上級黒毛和牛「白老牛」。
昭和２９年に北海道で初めて黒毛和種の生産がスタートされ今では北海道の代表ブランドとして位置づけされています。

白老牛の中でも肉質等級４等級以上をお送りいたします。

白老牛
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【セット内容】約200ｇ×3枚　■  賞味期限：冷凍30日
〈本体15,000円〉

税込

伊賀牛の奥田・ロースステーキ３枚
16,200円産地直送価格

〈本体10,000円〉
税込10,800円産地直送価格

S16－42品番

【セット内容】400g　■  賞味期限：冷凍30日

【セット内容】赤身・バラ 500g　■  賞味期限：冷凍30日

弥川畜産・ 
佐賀産和牛焼肉４００g

S16－38品番

〈本体10,000円〉
税込

【セット内容】ロース 500g　■  賞味期限：冷凍30日

弥川畜産・ 
佐賀牛すき焼き５００g

10,800円産地直送価格

S16－39品番

贅沢なやわらかさの中にもしっかりとした肉質が、お口の中に伝わり
ます。赤と白の綺麗な霜降りは見た目にも美しく、食べる方の食欲を
そそります。

脂身の旨さと濃い味が特徴の佐賀産和牛焼肉。
焼肉好きにはたまらない逸品です。

自家牧場でこだわりを持って育てた伊賀黒毛和牛。
元気に育った牛は栄養バランスが整っているので、ミネラルが
たっぷりで美味しく、ほどよいやわらかさと風味のある上質な肉
へとなります。

自家牧場でこだわりを持って育てた伊賀黒毛
和牛。少量の塩のみでシンプルに味わっていた
だきたい、伊賀牛ロースステーキ。贅沢な旨み
と香ばしさに「さすが」と頷ける納得の味です。

〈本体5,000円〉
税込5,400円産地直送価格

伊賀牛の奥田・焼肉５００g
S16－40品番

〈本体8,000円〉
税込8,640円産地直送価格

【セット内容】赤身・バラ 700g　■  賞味期限：冷凍30日

伊賀牛の奥田・焼肉７００g
S16－41品番

９

佐賀牛

  
 2

01
6 

   
  SUMMER GIFT

       

S A G A  B E E F

毛
いた
み
。 伊賀牛

  
 2

01
6 

   
  SUMMER GIFT

       

I G A  B E E F



１０

【セット内容】波盛 600g  ■  賞味期限：冷凍30日
〈本体4,000円〉

税込

北海道上富良野地養豚
豚ロース冷しゃぶ ６００g

4,320円産地直送価格

S16－43品番

〈本体3,200円〉
税込

【セット内容】肩ロース・バラ 700g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道上富良野地養豚
焼肉セット７００g

3,456円産地直送価格

S16－44品番

【セット内容】肩ロース・バラ・もも 各350g  ■  賞味期限：冷凍30日

岩手佐助豚 豚焼肉セット
S16－45品番

〈本体3,700円〉
税込

【セット内容】びらとり和牛丼、上富良野豚丼 各135g×3食  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道和牛丼と豚丼の具６食
3,996円産地直送価格

S16－46品番

和牛の旨みが際立つ「びらとり和牛丼」あっさりした食べやすさが自
慢の「上富良野豚丼」。
お湯で温めるだけで手軽に食べられる美味しい北海道をご家庭で。

岩手県北部に位置する折爪（おりつめ）岳に開かれた養豚場の初
代の名に由来する「佐助（さすけ）豚」、品質に心を込め、ストレスなく
のんびり育った豚はそれだけでおいしいのです。上質な脂の甘みと、
とろける旨みが調和された豚肉です。

〈本体5,000円〉
税込5,400円産地直送価格

「おいしい豚肉は健康な豚を飼育することから」という考え方の下
豚が健康に育つ環境作りに励んでいます。

生産者ひとりひとりが愛情たっぷり込めて育て上げた上富良野地養豚は“味がちがう・質がちがう・ヘルシーポーク”です。

北海道
上富良野地養豚

  
 S

U
M

MER GIFT      2016 

S
P E C I A L T I E S  P O

R
K

  

岩手佐助豚

  
 S

U
M

MER GIFT      2016 

S
P E C I A L T I E S  P O

R
K



北海道チーズ＆ミルクジャム北海道チーズ＆ミルクジャム
S16－47品番

北海道産生乳100％使用のチーズとミルク
ジャムセット。ミルクジャムのキャラメルのよ
うな濃い色はじっくり手間暇かけた証。アイ
スクリームにかけて、パンに塗って、リコッタ
＋ミルクジャムで絶品デザートに。

道産牛乳・道産小麦を使用したミルク風味
たっぷりの『冷やして食べるクリームパン』。
しっとりパン生地にやさしいミルククリーム
が好相性です。

北海道の牛乳を使った濃厚なプレーンタイ
プのヨーグルトと、ドリンクタイプののむヨー
グルト。「乳酸菌のチカラ」を発揮したPGヨ
ーグルト。
シンプルに素材の良さがわかる3種のヨー
グルトをセットで。

北海道リッチミルククリームパン北海道リッチミルククリームパン
S16－48品番

函館みるくヨーグルト函館みるくヨーグルト
S16－49品番

〈本体4,000円〉税込

【セット内容】
ミルクジャム 140g（冷蔵90日）、プロボローネ 85g前後（冷蔵60日）
リコッタ 100g×2パック（冷蔵7日）、サルーテ 50g前後（冷蔵60日）
■  賞味期限：上記記載

4,320円産地直送価格 〈本体3,600円〉税込

【セット内容】
プレーン、いちごみるく 各4個、十勝あずき 8個
■  賞味期限：冷凍30日

3,888円産地直送価格 〈本体3,800円〉税込

【セット内容】
Milk100プレーンヨーグルト 430g×2個
のむヨーグルト 150ml×6本、PGヨーグルト 75g×10個
■  賞味期限：冷蔵15日

4,104円産地直送価格

日本の果実ゼリー日本の果実ゼリー
S16－50品番

山形県を代表するフルーツ、さくらんぼ・黄
金桃・ラフランスの果肉と果汁を贅沢に使
った見た目も爽やかなゼリーに仕上げまし
た。

北海道産の葡萄の生ワイン使用の本格派
ワインゼリー。
宝石のような見た目の輝きと、香りの輝きを
楽しめるワインゼリーに仕上がりました。

山形旬果涼撰ゼリー山形旬果涼撰ゼリー
S16－51品番

小樽菓匠六美・おたる高級ワインジュエリー小樽菓匠六美・おたる高級ワインジュエリー
S16－52品番

〈本体3,600円〉税込

【セット内容】
夕張メロン、福岡あまおういちご、沖縄パイナップル、山梨白桃
各95g×3個  
■  賞味期限：製造日より常温180日

3,888円産地直送価格 〈本体3,000円〉税込

【セット内容】
さくらんぼゼリー、黄金桃ゼリー、ラ・フランスゼリー 
各110g×4個
■  賞味期限：製造日より常温300日

3,240円産地直送価格 〈本体4,300円〉税込

【セット内容】
赤、白 各90g×3個、ロゼ 90g×2個  
■  賞味期限：常温30日

4,644円産地直送価格

フルーティーでみずみずしい食感と、さわや
かな風味をお楽しみください。芳醇な香りの
夕張メロン、苺の王様あまおういちご、南国
の陽光を浴びて、香り高く育ったパイナップ
ル、ジューシーできめ細かな口当たりの白
桃を詰め合わせました。
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１２

ブルーベリージャムとかわいい小粒のブルーベリーの実でキラキラに
飾ったブルーベリータルト。甘酸っぱいブルーベリーの味と、サクサク
タルトの相性ぴったりのオリジナルスイーツです。

ムース仕立てのライチフロマージュ。中はフランボワーズのジュレで
アクセントをつけました。底の生地はサクサク食感のダックワーズを使
用、見て、食べて、二度おいしいが伝わるオリジナルスイーツです。

北海道産「恋いちご（苺）」のピューレを使った苺色のチーズケーキ。あま
ずっぱーい苺とチーズの相性がぴったりなダブルのおいしさを楽しんで。

新食感の米粉を使ったもちもちシュー生地に、とろ～り感たっぷりの
クリーム。一度食べたらクセになっちゃう新・スイーツです。

〈本体4,000円〉
税込

【セット内容】4号  ■  賞味期限：冷凍30日

函館ふうげつどう函館ふうげつどう
ライチフロマージュライチフロマージュ

4,320円産地直送価格

S16－55品番

〈本体3,800円〉
税込

【セット内容】5号  ■  賞味期限：冷凍30日

函館ふうげつどう函館ふうげつどう
ブルーベリータルトブルーベリータルト

4,104円産地直送価格

S16－56品番

〈本体4,000円〉
税込

【セット内容】約55g×10個  
■  賞味期限：冷凍30日

函館北斗ジョリ・クレール
もっちりシュー１０個

4,320円産地直送価格

S16－53品番

〈本体3,300円〉
税込

【セット内容】4号（約12cm）  
■  賞味期限：冷凍30日

函館北斗ジョリ・クレール函館北斗ジョリ・クレール
恋いちごフロマージュ恋いちごフロマージュ

3,564円産地直送価格

S16－54品番

〈本体4,000円〉
税込

【セット内容】約55g×10個  
■  賞味期限：冷凍30日冷凍30日

函館北斗ジョリ・クレ ル
もっちりシュー１０個

4,320
〈本体

円産地直送価格産地直送価格



１３

北海道産苺で作ったハンドメイドの生クリーム大福は、甘さ控えめの
ふんわり食感。新鮮苺を贅沢使用したストロベリーシャーベットは果
肉いっぱい。たっぷりの苺を楽しめるストロベリーギフト。

北海道育ちのフルーツで作った手づくりのクリーム大福。すっきりし
た爽やかな甘さとふんわりやわらかい口どけの和スイーツ。半解凍で
アイス感覚で食べてもおいしいひんやり冷たい夏涼菓。

オリジナルの苺生クリームをホワイトチョコレートで包んだ苺生トリュ
フ。爽やかな苺の風味と極上の食感が楽しめる贅沢スイーツ。
冷たく冷やしてお召し上がり下さい。

北海道産の牛乳と生クリームを贅沢に使ったプレミアムプリン。
品のあるバニラの香りと濃厚なかぼちゃの風味をお楽しみください。

〈本体4,400円〉
税込

【セット内容】苺、りんご 各3個、メロン、ハスカップ 各2個
■  賞味期限：冷凍30日

北海道･北海道･
生クリームフルーツ大福生クリームフルーツ大福

4,752円産地直送価格

S16－59品番

〈本体4,500円〉
税込

【セット内容】生クリーム大福（苺）、ストロベリーシャーベット（無添加果肉入） 各6個  
 ■  賞味期限：冷凍30日

北海道北海道
ストロベリーギフトストロベリーギフト

4,860円産地直送価格

S16－60品番

〈本体3,700円〉
税込

【セット内容】バニラ、かぼちゃ 各約92g×3本
■  賞味期限：冷凍30日

札幌欧風洋菓子エルドール  札幌欧風洋菓子エルドール  
プレミアムプリン６本プレミアムプリン６本

3,996円産地直送価格

S16－57品番

〈本体3,000円〉
税込

【セット内容】10個  
■  賞味期限：冷凍30日

札幌欧風洋菓子エルドール 札幌欧風洋菓子エルドール 
苺生トリュフ苺生トリュフ

3,240円産地直送価格

S16－58品番



１４

函館牛乳 ・函館牛乳 ・ソフトアイス９個ソフトアイス９個
S16－61品番

〈本体5,000円〉税込

【セット内容】バニラ、モカ、モカミックス 各170ml×3個  
■  賞味期限：冷凍30日

5,400円産地直送価格

自然のおいしさをカタチにした新鮮な牛乳と、
新鮮卵をふんだんに使いました。
濃厚な牛乳の味がうれしい、カップに入ったた
べやすさもうれしいソフトアイスです。

函館牛乳 函館牛乳 
クリーミーメロンシャーベット１０個クリーミーメロンシャーベット１０個

S16－62品番

新鮮牛乳を贅沢に使用した濃厚なのに後
味すっきりの本格アイスクリームです。濃厚
バニラ、深コク抹茶、爽やかブルーベリー、ま
ろやかなチョコレートの４種セットです。

山形の美味しい味覚を伝えたいという想い
がジェラートに変身。
すっきり爽やかな口当たりの「メイドイン山
形」ジェラートです。

函館牛乳 函館牛乳 
本格生乳アイスクリーム１０個本格生乳アイスクリーム１０個

S16－63品番

山形ジェラートセット山形ジェラートセット
S16－64品番

〈本体4,700円〉税込

【セット内容】
120ml×10個  
■  賞味期限：冷凍30日

5,076円産地直送価格 〈本体5,000円〉税込

【セット内容】
バニラ 120ml×4個、抹茶、ブルーベリー、チョコ 各120ml×2個
■  賞味期限：冷凍30日

5,400円産地直送価格
〈本体4,000円〉税込

【セット内容】
ラフランス、サンふじ、つや姫、塩ミルク 各125ml×2個（計8個）  
■  賞味期限：冷凍30日

4,320円産地直送価格

北海道産のメロン果汁を使用。
口当たり滑らか、クリーミーでやさしい口溶
けの贅沢なメロンシャーベットです。



１５

栗駒高原搾り栗駒高原搾り
アイス&アイス最中セット５０アイス&アイス最中セット５０

S16－67品番S16－65品番

栗駒高原搾り栗駒高原搾り
アイスセットアイスセット

栗駒高原搾り栗駒高原搾り
アイス最中セット１０アイス最中セット１０

S16－66品番

〈本体5,000円〉税込

【セット内容】
アイス／ココア、ヨーグルト、いちご
アイス最中／バニラ、抹茶、胡麻 各９０ｍｌ×２個（計１２個）
■  賞味期限：冷凍30日

5,400円産地直送価格〈本体4,000円〉税込

【セット内容】
みるく 90ml×4個、いちご、抹茶 各90ml×3個（計10個）
■  賞味期限：冷凍30日

4,320円産地直送価格 〈本体4,200円〉税込

【セット内容】
バニラ、苺、胡麻、抹茶、ラムレーズン 各90ml×2個（計10個）
■  賞味期限：冷凍30日

4,536円産地直送価格

地熱エネルギーを利用し、低温殺菌処理された牛乳を使った“牛乳屋さんのアイスクリーム”
牛乳本来の味を最大限に引き出した栗駒アイスクリームはさっぱりとしたやさしい味です。

北海道酪農ホエーソフトdeモナカ北海道酪農ホエーソフトdeモナカ
S16－68品番

〈本体3,800円〉税込

【セット内容】90ml×10個  
■  賞味期限：冷凍30日

4,104円産地直送価格

チーズの生産過程で作られた栄養価の高い
乳清（ホエー）を使用。新鮮なミルクのおいしさ
がぎゅっと詰まったホエーソフトをモナカでサ
ンドしました。



●宅配は日本国内に限らせていただきます。
●沖縄県は別途送料1,000円（税抜）、離島は一部お受け出来ない地域
がございますので、予めご容赦ください。
●お届けまで約10日間程必要となります。（ご注文が集中した場合や、一
部地域ではお届けが遅れる場合があります。）
●産地直送品は、産地から配送いたします。気候などにより同一商品で
も色、形状、宅配期間など多少変更がある場合があります。ご注文の
際は取扱までご確認の上ご用命くださいますようお願い申しあげます。
●ご依頼主様のご注文ミスや、お届け先の転居、住所の書き間違い等
で、商品が戻った場合、再度発送する場合はご依頼主様に運賃の負
担をいただいております。カタログ注文番号、商品名、数量は楷書で見
やすく、間違いのないようご記入ください。誠に勝手ではございますが
よろしくお願いいたします。
●「受取時に不在」など、お客様都合による到着遅延等は責任を負いか
ねる場合がございます。
●印刷物のため実際の商品と色が異なる場合があります。予めご了承く
ださい。
●調理写真はイメージです。また写真に含まれる食器等小物は商品に
含まれません。

●賞味期限は、発送日を基準としております。
●メーカーの都合によりデザイン、内容量がカタログ有効期間に関係なく
変更する場合があります。

●メーカーの都合による品切れの場合は、ご容赦ください。
カタログ発行者／株式会社 鳥潟

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

S16－69品番

【セット内容】小樽まろやかジンギスカン 220ｇ×11袋  ■  賞味期限：冷凍30日

小樽まろやかジンギスカン２.４kg

独自の製法で熟成、味付け、特有のクセを抑えた柔らかく
まろやか味わいのジンギスカンに仕上げました。


