
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大切に
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。

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】約2kg（5～7玉）  ■  賞味期限：常温3～5日

山梨古屋農園 一宮の樹上完熟桃大玉２kg
産地直送価格

S18－01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。
℃
COOL

とっておきのお中元
Special Summer Gift 2018

【　　　　　      】沖縄県は別途送料が発生いたします。
離島は一部お受け出来ない地域がございます。

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。

全国一律送料込
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すっきりした品のある甘さと、透明感のある爽やかな香りのおに
うしレッドメロン【ティアラ】
北海道駒ケ岳山麓よりお届けします。
《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。

《期間限定》6月下旬～7月20日頃 
※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。
※常温便または冷蔵便でのお届けとなります。

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。

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】約1.6kg×2玉　■  賞味期限：常温4日

北海道鳥潟農園・
北海道おにうし
ティアラレッドメロン２玉

S18－05品番

産地直送価格

〈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4日

北海道鳥潟農園・
北海道おにうし
ティアラレッドメロン３玉

S18－06品番

産地直送価格

〈本体4,500円〉税込4,860円
【セット内容】約2kg  ■  賞味期限：常温3～5日

北海道鳥潟農園・
北海道おにうし
キングメロン特大１玉

S18－02品番

産地直送価格

〈本体6,000円〉税込6,480円
【セット内容】約1.5kg×2玉  ■  賞味期限：常温3～5日

北海道鳥潟農園・
北海道おにうし
キングメロン２玉

S18－03品番

産地直送価格

〈本体3,700円〉税込3,996円
【セット内容】約1.8kg　■  賞味期限：常温4日

北海道鳥潟農園・
北海道おにうしティアラレッドメロン１玉

S18－04品番

産地直送価格
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【セット内容】メロン 約1.4kg×1玉、桃 4玉  ■  賞味期限：冷蔵4～5日

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。

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日過ぎ～8月中旬 
※生鮮品のため熨斗名入れ、二重包装不可。

〈本体4,000円〉税込4,320円
【セット内容】8本  ■  賞味期限：冷蔵5日

北海道鳥潟農園・
白いフルーツコーン８本

S18－07品番

産地直送価格

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

北海道おにうしメロン＆
旬の桃５０

S18－09品番

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】12本  ■  賞味期限：冷蔵5日

北海道鳥潟農園・
白いフルーツコーン１２本

S18－08品番

産地直送価格



数量
限定

４

今、最も貴重とされるカニの王様「たらばがに」
旨みがぎゅっと詰まった極上の味わいをご堪能ください。 〈本体13,800円〉税込14,904円

【セット内容】約1.6kg　■  賞味期限：冷凍30日

活〆ボイルたらばがに姿１.６kg
産地直送価格

S18－10品番



5

〈本体8,000円〉

税込8,640円
【セット内容】約400g×2尾  
■  賞味期限：冷凍30日

北海道産前浜茹で毛がに２尾
産地直送価格

S18－11品番

〈本体7,000円〉

税込7,560円
【セット内容】約500g×2尾  
■  賞味期限：冷凍30日

ボイル本ずわいがに２尾
産地直送価格

S18－12品番

〈本体6,000円〉

税込6,480円
【セット内容】
約500g（しゃぶしゃぶタレ3袋） 
■  賞味期限：冷凍30日

ずわいがに
しゃぶポーション５００ｇ
産地直送価格

S18－13品番

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
かけて旨味をぎゅっと閉じ込めました。
北の前浜育ちの毛がには身が締まり、
美味しさ格別です。

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。
食べやすさ抜群です。

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。



６

〈本体5,000円〉

税込5,400円
【セット内容】
ずわいがに 約350ｇ
ほたて片貝 2枚
紅鮭 3切
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－５０１８
産地直送価格

S18－14品番

〈本体8,000円〉

税込8,640円
【セット内容】
ずわいがに姿 約400ｇ
数の子松前漬 250g
ほたて片貝 3枚
いくら醤油漬け 70g
北海道産辛子明太子 100ｇ
紅鮭切り身 3切
■  賞味期限：冷凍30日

北の海鮮味紀行
S－８０１８
産地直送価格

S18－15品番

〈本体3,700円〉

税込3,996円
【セット内容】500g（250g×2）  
■  賞味期限：冷凍30日

函館発・
数っこ松前５００g
産地直送価格

S18－16品番

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。

〈本体5,000円〉

税込5,400円
【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
産地直送価格

S18－17品番

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。

ご贈答に最適な逸品。一度に楽しめる贅沢な北の海鮮を詰合せました。
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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。

お口の中に広がる豪快な旨味とジューシーな肉汁。
焼肉好きにはたまらない、バラカルビ焼肉を、専門店よりお届けします。
《期間限定》6月～8月までの取り扱いとなります。

〈本体10,000円〉税込10,800円
【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
産地直送価格

S18－18品番

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】400g  ■  賞味期限：冷凍30日

びらとり和牛専門店「くろべこ」
びらとり和牛バラカルビ焼肉４００g
産地直送価格

S18－20品番

〈本体10,000円〉税込10,800円
【セット内容】900g  ■  賞味期限：冷凍30日

びらとり和牛専門店「くろべこ」
びらとり和牛バラカルビ焼肉９００g
産地直送価格

S18－19品番

BIRATORI BEEF

2018 SUMMER GIFT
びらとり和牛



適度な霜降りと赤身のバランスが食べやすい
肩ロースをジューシーに焼肉で。

北海道上富良野町で肥育された黒毛和種「かみふらの和牛」
すっきりしたクセのない口当たりと、噛むほどに増すまろやかな旨みが自慢です。

８

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】肩ロース 400g　■  賞味期限：冷凍30日

北海道産黒毛和牛
肩ロース焼肉４００g
産地直送価格

S18－21品番

〈本体10,000円〉税込10,800円
【セット内容】肩ロース 1kg　■  賞味期限：冷凍30日

北海道産黒毛和牛
肩ロース焼肉１kg
産地直送価格

S18－22品番

〈本体5,000円〉

税込5,400円
【セット内容】もも・バラ 400g　
■  賞味期限：冷凍30日

かみふらの和牛 
焼肉４００g
産地直送価格

S18－23品番

〈本体10,000円〉

税込10,800円
【セット内容】約150g×3枚  
■  賞味期限：冷凍30日

かみふらの和牛 
サーロインステーキ３枚
産地直送価格

S18－24品番

SPECIALTIES BEEF

2018 SUMMER GIFT
北海道産黒毛和牛

KAMIFURANO BEEF

2018 SUMMER GIFT
かみふらの和牛
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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。 

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。

〈本体15,000円〉税込16,200円
【セット内容】約200g×3枚  ■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・
伊賀牛
ロースステーキ３枚
産地直送価格

S18－27品番

〈本体8,000円〉税込8,640円
【セット内容】赤身・バラ 500g　■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・
伊賀牛焼肉５００g
産地直送価格

S18－25品番

〈本体10,000円〉税込10,800円
【セット内容】赤身・バラ 700g　■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・
伊賀牛焼肉７００g
産地直送価格

S18－26品番

I G A  B E E F

2018 SUMMER GIFT
伊賀牛

S A G A  B E E F

2018 SUMMER GIFT
佐賀産和牛

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。

〈本体5,600円〉税込6,048円
【セット内容】400g　■  賞味期限：冷凍30日

弥川畜産・ 
佐賀産和牛焼肉４００g
産地直送価格

S18－28品番



「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。

北海道の恵まれた環境と、こだわりの飼育法、徹底した衛生管理、そして何より大事な愛情を持って育てられた「北海道育ち･ひこま豚」
自社農場産、安心安全なSPF豚。お客さまの「おいしい」を目指して北海道よりお届けします。

１０

〈本体4,000円〉税込4,320円
【セット内容】肩ロース・バラ 750g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道上富良野地養豚 
焼肉セット７５０g
産地直送価格

S18－31品番

〈本体3,700円〉税込3,996円
【セット内容】ロース＆バラ 600g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道育ち・ 
ひこま豚のしゃぶしゃぶ
６００g
産地直送価格

S18－29品番

〈本体4,400円〉税込4,752円
【セット内容】ロース＆バラ 800g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道育ち・ 
ひこま豚のしゃぶしゃぶ
８００g
産地直送価格

S18－30品番

SPECIALTIES PORK

2018 SUMMER GIFT
ひこま豚

北海道上富良野地養豚
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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。

℃
COOL

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。

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。

〈本体4,000円〉

〈本体5,000円〉

税込

税込

4,320円
【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
産地直送価格

S18－37品番

〈本体3,500円〉

税込3,780円
【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
産地直送価格

S18－36品番

℃
COOL

〈本体5,000円〉税込5,400円
【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125g
スモーク生ベーコン 210g
■  賞味期限：冷蔵36日 

北海道トワ・ヴェール 
ぶなの森ウインナー&ベーコン
産地直送価格

S18－32品番

℃
COOL

〈本体4,400円〉税込4,752円
【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 各125g
フランクフルト 180g
■  賞味期限：冷蔵36日 

北海道トワ・ヴェール 
ぶなの森ウインナーセット
産地直送価格

S18－33品番

℃
COOL

5,400円
【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

北海道さんだかん 食創造セット
産地直送価格

S18－34品番

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をそのままに。
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。

北海道産豚ロースを使用、甘辛特製ダレにたっぷり漬け込みました。
ご家庭で北海道の味を。

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】
豚丼の具 110g×8袋、タレ 25g×8袋  
■  賞味期限：冷凍30日

帯広名物 豚丼の具セット
産地直送価格

S18－35品番



【セット内容】4号  ■  賞味期限：冷凍30日

〈本体3,400円〉
税込

函館北斗ジョリ・クレール
恋いちごフロマージュ

3,672円産地直送価格

S18－39品番

【セット内容】55g×10個  ■  賞味期限：冷凍30日

〈本体4,000円〉
税込

函館北斗ジョリ・クレール
もっちりシュー

4,320円産地直送価格

S18－38品番

【セット内容】4号  ■  賞味期限：冷凍30日

〈本体4,300円〉
税込

函館ふうげつどう 
ライチフロマージュ

4,644円産地直送価格

S18－40品番

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。

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。

１２



【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

〈本体4,000円〉
税込

札幌欧風洋菓子エル・ドール  
プレミアムプリン

4,320円産地直送価格

S18－43品番

【セット内容】10個  ■  賞味期限：冷凍30日

〈本体3,400円〉
税込

札幌欧風洋菓子エル・ドール
苺生トリュフ

3,672円産地直送価格

S18－42品番

【セット内容】札幌カタラーナ M約120g、いちごカタラーナ 約320g、マンゴーカタラーナ 約320g 
■  賞味期限：冷凍30日

〈本体5,000円〉
税込

北海道の夏・
カタラーナ３本セット

5,400円産地直送価格

S18－41品番

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。

北海道産純生クリームを贅沢に使用、バニラの香りと
卵の風味いっぱいの濃厚焼きプリン「カタラーナ」。
濃厚カタラーナ、スペシャルいちご、ざく盛りマンゴーの３本セット。
半解凍でアイスクリームの口溶けを。

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。
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【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

〈本体5,000円〉
税込

函館本格生乳
アイスクリーム10

5,400円産地直送価格

S18－47品番

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

〈本体4,300円〉
税込

栗駒高原搾り
アイスもなかセット10

4,644円産地直送価格

S18－44品番

【セット内容】
カップ／ヨーグルト、ココア、苺 各90ml×2個
もなか／バニラ、抹茶、ごま 各90ｍｌ×2個
■  賞味期限：冷凍30日

〈本体5,000円〉
税込

栗駒高原搾り
アイス&アイスもなかセット

5,400円産地直送価格

S18－45品番

【セット内容】
120ml×10個  
■  賞味期限：冷凍30日

〈本体4,800円〉
税込

函館牛乳 
クリーミーメロンシャーベット

5,184円産地直送価格

S18－48品番

【セット内容】90ml×10個  
■  賞味期限：冷凍30日

〈本体4,000円〉
税込

十勝・ホエーソフトdeモナカ
4,320円産地直送価格

S18－46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。

北海道産メロン果汁を使用。
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。

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アイスを
米粉使用のモナカでサンドしました。

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。 
《期間限定》～8月まで
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【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

〈本体4,000円〉

税込

函館みるくヨーグルト
4,320円産地直送価格

S18－49品番

【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

〈本体4,300円〉

税込

北海道チーズ＆ミルクジャム
4,644円産地直送価格

S18－50品番

北海道の牛乳を使った濃厚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。

℃
COOL

【セット内容】1000ml×3本  ■  賞味期限：製造日より常温150日

〈本体3,000円〉税込

山形県産１００％
りんごジュース３本

3,240円産地直送価格

S18－51品番

℃
COOL
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完熟したおいしいりんごを使った
100％りんごジュースです。
甘さいっぱいのりんごジュースです。



●宅配は日本国内に限らせていただきます。
●沖縄県は別途送料が発生いたします、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

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。

〈本体8,000円〉税込8,640円
【セット内容】1kg　■  賞味期限：冷蔵4日

山形さくらんぼ１kg
S18－53品番

産地直送価格

〈本体5,000円〉税込5,400円
【セット内容】500g  ■  賞味期限：冷蔵4日

山形さくらんぼ５００g
S18－52品番

産地直送価格


