
シュガーピンク

火を使わずに卓上で揚げ物調理
素材に合わせた温度調整も手軽

平面／波形プレートが同時に使えて
蒸し料理もできるアイデアグッズ

“あっという間にすぐに沸く”
安心安全設計の電気ケトル

2人分を同時にドリップ

発送単位 6個
 商品サイズ 209×221×161mm
 個装形態 化粧箱（230×188×188mm）
 備考 電源/AC100V-1250W

T-FAL電気ケトル 
ジャスティンプラス1.2L
33484BK  - 195　カカオブラック
33484PK  - 195　シュガーピンク
33484WH - 195　ホワイト
 （004680）

ご提供価格 ￥4,680税
別

発送単位 6個
 商品サイズ 210×225×210mm
 個装形態 化粧箱（270×245×235mm）
 備考 付属品／バスケット、
  容量／1500ml、
  電源／AC100V-900W

スクエアフライヤー1.5L
33619 - 195 （005980）

ご提供価格 ￥3,800税
別

発送単位 2個
 商品サイズ 203×310×406mm
 個装形態 化粧箱（462×355×225mm）
 備考 電源／AC100V-1200W

マイビストロ 
ダブルホットプレート
33621 - 195 （006100）

ご提供価格 ￥6,100税
別

ブラック

レッド

・マグカップ（陶器）×2
・メッシュフィルター
・計量スプーン

セット内容

・テーブル
・チェア×2
･収納バッグ

セット内容

加熱も定温調理もできる 
コンパクトなIHクッカー

パンに具材をはさんで焼くだけ
手軽においしいホットサンド

発送単位 12個
 商品サイズ 80×220×210mm
 個装形態 化粧箱（230×245×100mm）
 備考 電源／AC100V-700W

ホットサンドメーカー
33338 - 195 （001280）

ご提供価格 ￥1,280税
別

発送単位 4個
 商品サイズ 330×240×260mm
 個装形態 化粧箱（360×287×277mm）
 備考 付属品／トレイ×2、
  電源／AC100V-900W（最大）

縦型オーブントースター
33620BK  - 195　ブラック
33620RD - 195　レッド
 （005980）

ご提供価格 ￥4,200税
別

発送単位 6個
 商品サイズ 60×190×250mm
 個装形態 化粧箱（320×227×89mm）
 備考 電源／AC100V-1000W

IHクッカー「ピコ」
33612 - 195 （010000）

ご提供価格 ￥6,300税
別

発送単位 8個
 商品サイズ 220×180×165mm
 個装形態 化粧箱（230×195×180mm）
 備考 容量／300ml、
  電源／AC100V-450W

コーヒーメーカー2カップ
33617 - 195 （003500）

ご提供価格 ￥2,180税
別

ホワイト
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取り上げやすい
バスケット付き

油跳ねを防ぐ
フタ付き

すっきり収納

設定環境に応じて
選べるスタンド

フタをすれば
パエリアも手軽 カカオブラック

外付けHDD録画にも対応した 
個室サイズのTV

持ち運びに便利な収納バッグ付き
チェアとテーブルの3点セット

発送単位 1個
 商品サイズ 475×731×196mm
 個装形態 段ボール箱（510×800×140mm）
 備考 付属品／リモコン・
  単四乾電池×2（リモコン用）・
  セパレートスタンド×2・
  プレートスタンド・
  miniB-CASカード、
  電源／AC100V-45W

32V型BS･CS対応液晶テレビ
（外付けHDD録画対応）
33623 - 195 （027800）

ご提供価格 ￥27,800税
別

発送単位 4個
 商品サイズ テーブル/365×365×380mm、
  チェア/345×320×480mm、
  収納サイズ/300×500×110mm
 個装形態 透明袋
 材質 ポリエステル･スチール･ナイロン
 備考 セット内容/テーブル･
  チェア×2･収納バッグ
※受注日より2日以降の出荷となります。

キャプテンスタッグ 
コンパクトテーブルセット
33477 - 195 （008000）

ご提供価格 ￥3,600税
別
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発送単位 4個
 商品サイズ 1090×235×130mm
 個装形態 化粧箱（680×115×135mm）
 備考 電源／AC100V-400W

サイクロンクリーナー
「クリンストームF」
33613BK - 196　ブラック
33613RD - 196　レッド
33613WH - 196　ホワイト
 （005000）

ご提供価格 ￥3,480税
別

発送単位 6個
 商品サイズ 520×160×160mm
 個装形態 化粧箱（550×190×190mm）
 備考 電源／AC100V-400W

スリムカーボンヒーター
「フィガロ」
33730BR - 196　ブラウン
33730GR - 196　グリーン
33730WH - 196　ホワイト
 （004980）

ご提供価格 ¥4,500税
別

電動工具メーカーが造った
ハイパワーなコードレス掃除機

発送単位 4個
 商品サイズ 133×348×237mm
 個装形態 化粧箱（375×255×120mm）
 備考 付属品／
  たこ焼きプレート（24穴）・
  平面プレート、
  電源／100V-800W

フタ付き2WAY
マルチクッキングプレート
33337 - 196 （003980）

ご提供価格 ￥3,600税
別

アイボリー

レッド

エンジンスタート時
連動録画

モーション
検知録画

Gセンサー
機能

microSDHC 
対応

自動繰り返し
録画

スピーカー
内蔵

micro
SD

REC

ピンク

ブルー

・充電器　
・ストレートパイプ
・フロア/じゅうたんノズル　
・サッシ用ノズル　
・フィルター　
・プレフィルター

セット内容

ブラック

ダークウッド

ホワイト

ホワイトピンク

グリーンブラウン

ホワイト ナチュラルウッド

レッド ホワイト

スイッチ一つでお湯が湧く
注ぎやすいドリップタイプ

手元スイッチで使いやすい
軽量サイクロンクリーナー

マイナスイオンで髪つる艶
うれしい大風量×ハイパワー

濡れ汚れもさっと吸引できる
ゴミ捨て簡単ハンディクリーナー

和膳モチーフのデザイン
フッ素樹脂塗装のすき焼き鍋

 発送単位 4個
 商品サイズ 412×102×109mm
 個装形態 化粧箱（160×480×130mm）
 備考 電源／充電式
※受注日より2日以降の出荷となります。

マキタ充電式クリーナー
31656 I V - 196　アイボリー
31656RD - 196　レッド
 （010800）

ご提供価格  ￥10,800税
別

発送単位 12個
 商品サイズ 210×155×190mm
 個装形態 化粧箱（195×165×175mm）
 備考 容量／1.0L、
  電源／AC100V-800W

電気ケトル1.0L
33333 - 196 （003000）

ご提供価格 ￥1,680税
別

発送単位 12個
 商品サイズ 197×250×161mm
 個装形態 化粧箱（170×230×195mm）
 備考 容量／800ml、
  電源／AC100V-900W

ステンレスケトル0.8L
33334 - 196 （005000）

ご提供価格 ￥2,900税
別

発送単位 5個
 商品サイズ 53×88×29mm
 個装形態 化粧箱（90×145×120mm）

2.7インチ 
高画質ポータブル
ドライブレコーダー
31292 - 196 （019800）

ご提供価格 ￥5,800税
別

発送単位 24個
 商品サイズ 70×300×70mm
 個装形態 化粧箱（110×370×100mm）
 備考 セット内容／本体・
  ブラシ×2・携帯用ブラシ・
  水量カップ・スタンド、
  電源／AC100V-650W

スチームアイロン
33340BL  - 196　ブルー
33340PK - 196　ピンク
 （003980）

ご提供価格 ￥1,680税
別

1.0Lの水が約9分で沸騰
お湯が湧いたら電源が自動オフ

2種類のプレートを使い分け
安心の電気式ホットプレート

簡単に取り付けできる
高画質ドライブレコーダー

い
つ
で
も
さ
っ
と
し
わ
伸
ば
し

手
で
持
っ
て
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由
に
使
え
る
の
で
と
っ
て
も
便
利

クルマの掃除にも
大活躍

たこ焼きプレート・平面プレート付き

内蔵ノズル付き

ハンディータイプとして

発送単位 8個
 商品サイズ 150×190×205mm
 個装形態 化粧箱（135×205×215mm）
 備考 レシピ付、容量／700ml、
  電源／AC100V-450W

すきなべ御膳
33729 - 196 （005000）

ご提供価格 ¥2,680税
別

発送単位 8個
 商品サイズ 215×200×200mm
 個装形態 化粧箱（230×210×210mm）
 材質 ABS・AS
 備考 付属品／抗菌カートリッジ・
  アロマパッド×3、
  電源／AC100V-25W

アロマ加湿器 DewDrop M
33186DW - 196　ダークウッド
33186NW - 196　ナチュラルウッド
33186WH  - 196　ホワイト
 （003980）

ご提供価格 ¥3,580税
別

発送単位 12個
 商品サイズ 115×105×365mm
 個装形態 化粧箱（125×110×365mm）
 備考 付属品／
  充電用ACアダプター・
  隙間ノズル・ブラシ付ノズル・
  吸水ノズル、
  電源／充電式（AC100V）
※受注日より5日以降の出荷になります。

ウェット&ドライ
充電式ハンディクリーナー
33731 - 196 （004000）

ご提供価格 ¥2,580税
別

発送単位 20個
 商品サイズ 298×220×84mm
 個装形態 化粧箱（275×145×100mm）
 備考 電源／AC100V-1300W
※受注日より5日以降の出荷となります。

マイナスイオンヘアドライヤー
33732PK  - 196　ピンク
33732WH - 196　ホワイト
 （004980）

ご提供価格 ¥4,980税
別

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 

高
額

196



成約記念などに最適な“ちょっと特別なセレクトギフト”

※写真は一例です

全国の美味しさが選べる
産地直送カタログ

※表紙のデザインは変わる場合がございます。

ご注文の
流れ

投函後約2週間で、
ご記入者様に直接
品物をお届けいたします。

ギフトカタログと申込ハガキを
お届けします。日頃お世話に
なっているお客様へお贈りください。

お客様がカタログの中からお好みの
商品を選びます。商品名をハガキに
記入し、投函していただきます。

ご予算に合わせて
ご希望のカタログをお選びください。

※ご使用の際は申込ハガキの有効期限をご確認ください。

※写真は一例です

世界が認めたブランド 温泉ギフト

体験ギフト お食事ご利用券 グルメバラエティ

一流の商品や格別のおもてなし
心に届くラインナップが人気の秘密です

“ファインチョイス”が
喜ばれている

つの魅力

※写真は一例です

～選べる楽しさを贈りたい～

旨い！をぎゅっと内で合計3万円以上にてお申し込みください。

※受注日より2日以降の出荷となります。　※システム料は価格に含まれています。

ご提供価格   ￥3,000
ご提供価格   ￥4,000
ご提供価格   ￥5,000

●紙ケース入

（003000）

（004000）

（005000）

（006000）

（010000）

33117BO - 197

33117GY - 197

33117DE - 197

33117RE - 197

33117SE - 197

ボーノ

ギュゼル

デリシャス

レッカー

セボン

旨い!をぎゅっと
税
別
税
別
税
別

ご提供価格   ￥6,000 税
別

ご提供価格   ￥10,000 税
別

※受注日より2日以降の出荷となります。　※システム料は価格に含まれています。

ファインチョイス内で合計3万円以上にてお申し込みください。

ご提供価格   ￥2,800
ご提供価格   ￥3,300
ご提供価格   ￥3,800
ご提供価格   ￥4,300
ご提供価格   ￥4,800
ご提供価格   ￥5,800
ご提供価格   ￥6,800
ご提供価格   ￥7,800
ご提供価格   ￥8,800
ご提供価格   ￥10,800

●化粧箱入　　箱サイズ　266×190×25mm

（002800）

（003300）

（003800）

（004300）

（004800）

（005800）

（006800）

（007800）

（008800）

（010800）

31761MO - 197

31761AQ - 197

31761GA - 197

31761TO - 197

31761RU - 197

31761CR - 197

31761I V  - 197

31761H I  - 197

31761PE - 197

31761D I  - 197

ムーンストーン

アクアマリン

ガーネット

トパーズ

ルビー

クリスタル

アイボリー

ヒデナイト

パール

ダイヤモンド

ファインチョイス
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別

ごちそう紀行内で合計3万円以上にてお申し込みください。

※受注日より4日以降の出荷となります。　※システム料は価格に含まれています。

ご提供価格   ￥3,200
ご提供価格   ￥3,700
ご提供価格   ￥4,700
ご提供価格   ￥5,700
ご提供価格   ￥8,700
ご提供価格   ￥10,700

●紙ケース入　　ケースサイズ　261×188mm

（003200）

（003700）

（004700）

（005700）

（008700）

（010700）

33566TS - 197

33566HO - 197

33566HR - 197

33566MG - 197

33566KT - 197

33566AJ - 197

つながり

ほほえみ

ひろがり

まごころ

かたらい

あじわい

ごちそう紀行
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
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選んだ後のカタログは
商品カードを抜いて
ファイルとして
お使いいただけます

コースでカバーの
カラーが違います

※写真は一例です

ご注文の
流れ

2週間前後で
選んでいただいた品を直接
ご記入者様へお届けいたします。

同封のハガキにご希望の
商品と必要事項を
記入していただきます。

ハガキを
ポストに投函して
いただきます。

案内書と申込ハガキが
同封された
目録を贈ります。

ベイル
キャメル

アラン
ホワイト

クリフ
ブラウン

※受注日より3日以降の出荷となります。　※システム料は価格に含まれています。

グルメチョイスカード内で合計5万円以上にてお申し込みください。

ご提供価格 　　　　　  ￥3,000
ご提供価格 　　　　　  ￥3,400
ご提供価格 　　　　　  ￥4,000
ご提供価格 　　　　　  ￥5,000
ご提供価格 　　　　　  ￥6,000
ご提供価格 　　　　　  ￥8,000
ご提供価格   　　　  ￥11,000
ご提供価格   　　　  ￥16,000

●紙ケース入　　ケースサイズ　102×212×5mm

（003000）

（003400）

（004000）

（005000）

（006000）

（008000）

（011000）

（016000）

33660SA - 198

33660ST - 198

33660SB - 198

33660SH - 198

33660SC - 198

33660SD - 198

33660SE - 198

33660SW - 198

ブオーノ

シャイニー

スペリオール

エタニティ

ハッピネス

パッション

デリシャス

オーサム

グルメチョイスカード
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別
税
別

目録で贈る！シリーズ内で合計3万円以上にてお申し込みください。

※受注日より2日以降の出荷となります。　※システム料は価格に含まれています。 

（005000）

（008000）

31444HI  - 198

31444IY  - 198

秀吉コース

家康コース

ご提供価格   ￥5,000
ご提供価格   ￥8,000

目録で贈る!国産ブランド肉 サイズ　目録／277×216mm
税
別
税
別

おうちレストラン内で合計3万円以上にてお申し込みください。

※受注日より2日以降の出荷となります。　※システム料は価格に含まれています。

ご提供価格   ￥3,000
ご提供価格   ￥5,000
ご提供価格   ￥10,000

●化粧箱入　　箱サイズ　320×240×30mm

（003000）

（005000）

（010000）

33116AW - 198

33116BK - 198

33116CB - 198

アランホワイト

ベイルキャメル

クリフブラウン

おうちレストラン
税
別
税
別
税
別

※受注日より2日以降の出荷となります。　※システム料は価格に含まれています。

合計3万円以上にてお申し込みください。

ご提供価格 　　　　　  ￥5,000
●紙ケース入　　ケースサイズ　215×117×2mm

（005000）33665 - 198

選べる!専門店の味目録
税
別

※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 

高
額
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楽しく撰べる

・印刷された専用申込書をご希望の場合は、1枚10円にて販売いたします。
・申込用紙の有効期限はデータをダウンロードされた日より1ヶ月となります。有効期限が過ぎた場合は、再度ダウンロードしたデータをご使用ください。
・都合によりご希望の商品をお送りできない場合がございます。その際は他の商品に変更をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ご提供価格   ※￥2,000
ご提供価格   ※￥3,000
ご提供価格   ※￥5,000

（002000）

（003000）

（005000）

3212 - 199

3213 - 199

3215 - 199

希コース

蒼コース

薫コース

逸品!グルメ便
税
別
税
別
税
別

ご提供価格   ※￥3,000
ご提供価格   ※￥5,000

（003000）

（005000）

3223 - 199

3225 - 199

ハニーコース

ミントコース

シアワセのおいしい時間
税
別
税
別

コース内の商品の詳細は専用サイトでご確認ください
商品単品での注文も可能です

http://food .sp -choice .jp

品揃え
多彩

逸品！ グルメ便

選べる！極旨ブランド肉 選べる！ごちそう鍋三昧

シアワセの おいしい時間

雅コース雅コース 輝コース輝コース 彩コース彩コース 響コース響コース

ミントコースミントコースハニーコースハニーコース
蒼コース蒼コース

薫コース薫コース
希コース希コース

11
POINT

在庫が
不要！

印刷用データが
無料

22
POINT

予算別にコースを
ご用意！

33
POINT

ご提供価格   ※￥3,000
ご提供価格   ※￥5,000

（003000）

（005000）

6723 - 199

6725 - 199

雅コース

輝コース

選べる!極旨ブランド肉
税
別
税
別

ご提供価格   ※￥10,000
ご提供価格   ※￥5,000

（010000）

（005000）

6731 - 199

6735 - 199

響コース

彩コース

選べる!ごちそう鍋三昧
税
別
税
別

ご提供価格 ※3,000円（税別）
柔らかく、肉質が均一で
脂肪が少ない赤身肉をすき焼きで

赤身肉の旨味と、モモ肉の程よい脂
二種類のお肉が楽しめます

サシの入った霜降りによる、
肉と脂の絶妙なハーモニーを

程よい脂と赤身のバランスが良く
あっさりと食べられます

柔らかな肉質とジューシーな脂身、
焼肉に最適な肩ロースです

日本の米育ち三元豚ならではの、
素材の旨みと甘みが口いっぱいに

6723-001
鹿児島県産
黒毛和牛ももすき焼き 250g
内容量／250g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6723-003
国産黒毛和牛
ミックス焼肉（モモ・バラ） 300g
内容量／300g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6723-005
スペイン産
イベリコ豚カタロースしゃぶしゃぶ 250g
内容量／250g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6723-002
国産黒毛和牛
バラ焼肉 300g
内容量／300g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6723-004
スペイン産
イベリコ豚カタロース焼肉 250g
内容量／250g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6723-006
三元豚
ロースしゃぶしゃぶ 400g
内容量／400g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

S4

ご提供価格 ※5,000円（税別）
松阪牛バラ肉のしっとり感と
キメの細やかでとろける舌触り

近江牛モモ肉の美しい色沢と、
繊細で柔らか、甘く豊潤な風味

鹿児島県産黒毛和牛ならではの
旨みと肉質の良さをステーキで

松阪牛バラ肉の旨みと甘みを
しゃぶしゃぶでご堪能ください

宮崎牛のモモ肉は霜降り少なめ、
赤身が多くさっぱりとした美味しさ

本場スペイン産イベリコ豚を
焼肉に適した厚さにスライス

6725-001
松阪牛
すき焼き 350g
内容量／350g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6725-003
近江牛
しゃぶしゃぶ肉 200g
内容量／200g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6725-005
鹿児島県産
黒毛和牛モモステーキ 80ｇ×8
内容量／640g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6725-002
松阪牛
バラしゃぶしゃぶ 400g
内容量／400g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6725-004
宮崎牛
もも焼肉 300g
内容量／300g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

6725-006
スペイン産
イベリコ豚カタロース焼肉 700g
内容量／700g、賞味期間／30日(冷凍)
※クール便でのお届けとなります｡

S5※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 ※商品の改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

ご提供価格 ※5,000円（税別）
海鮮の具材から染み出た旨みと大根おろし、
シメは残りのたれで雑炊がおすすめ

コラーゲン豊富で美容食としても人気の
新鮮な本あんこうのお鍋です

美味しさと品質にこだわった福岡産ブランド鶏、
じっくり煮込んだ鶏ガラスープでさっぱりと

新鮮な旬の秋鮭に海老や帆立、いか、つみれ、
味噌仕立てのたれでいただく郷土料理

国内産の新鮮なとらふぐをちり用にぶつ切り、
鍋に皮を入れれば話題のコラーゲン鍋にも

秋田を代表する味覚「きりたんぽ」と
まろやかなコクの比内地鶏スープを是非

6735-001
北海道 海鮮みぞれ鍋
ゆでずわいがにカット２００ｇ、ボイル海老６尾、
ボイル帆立４個、たこ入つみれ６個、ツボ抜きいか
１００ｇ×１尾、助宗鱈切身４０ｇ×３切、大根おろし
３０ｇ×２袋、たれ（濃縮：醤油仕立て）５０ml×２袋
賞味期間／30日(冷凍) ※クール便でのお届け

6735-003
冬の味覚 あんこう鍋
アンコウの身400ｇ、鍋つゆ60ｍｌ（濃縮タイプ）、
味噌ス－プ80g
賞味期間／60日(冷凍) ※クール便でのお届け

6735-005
美味！ はかた一番どりの水炊き
はかた一番どりぶつ切り500ｇ、はかた一番どりつみれ
150ｇ、水炊きス－プ250g×1、ぽん酢300ｇ
賞味期間／60日(冷凍) ※クール便でのお届け

6735-002
北海道名物！ 石狩鍋
秋鮭切身４０ｇ×４切、ボイル海老１２尾、ボイル帆
立６個、かに入つみれ３個、えび入つみれ３個、
とりごぼうつみれ３個、ツボ抜きいか１００ｇ×１尾、
冷凍うどん２５０ｇ×１玉、たれ（濃縮：味噌仕立て）
５０ｇ×２袋
賞味期間／30日(冷凍)  ※クール便でのお届け

6735-004
下関「河久」 とらふぐちり鍋
とらふぐ身約200g、とらふぐ皮約50g、ぽん酢15g
×4、もみじおろし3g×4
賞味期間／90日(冷凍) ※クール便でのお届け

6735-006
秋田名物
比内地鶏のきりたんぽ鍋
比内地鶏70ｇ×2、きりたんぽ90ｇ×3本×2、
比内地鶏スープ800ｍｌ×2
賞味期間／50日(冷凍) ※クール便でのお届け

S6

ご提供価格 ※10,000円（税別）
鱧（はも）独特の食感をご家庭で楽しめる、
伊勢えびも入った贅沢な鍋です

下関の職人が丁寧に調理した、たたきや皮刺し、
鍋物など、ふぐの豊かな詰め合わせ

きめ細やかで噛むごとに濃厚な旨みが増す
もっちりとした食感の特産地鶏です

「ずわいがに」を中心に、海老や帆立、白身魚等
昆布だし水炊きで食べる「ちり鍋」

歯ごたえよく奥深い味わいの名古屋コーチン、
具だくさんの鶏鍋をご賞味ください

「北海道発イタリア料理」を提供するお店の
イタリアン鍋、締めは生パスタでお楽しみ

6731-001
豪華！ 鱧と伊勢海老のお鍋
伊勢えび約150g、はも身50g×4、はも団子25g×
6、特製出し汁250m
賞味期間／90日(冷凍) ※クール便でのお届け

6731-003
ふぐの詰め合わせ
ふぐちり200g（シロサバフグ切身・トラフグアラ
各100g）、ふぐ唐揚げ200g、ふぐ一夜干し150g、
ふぐたたき1本、とらふぐ皮100g、とらふぐ焼ヒレ5g
（ポン酢・もみじおろし付き）
賞味期間／90日(冷凍) ※クール便でのお届け

6731-005
青森地鶏 シャモロックのお鍋
シャモロックスライス100ｇ×6、シャモロック入りつみれ
100g×2、シャモロックガラスープ（8倍濃縮）
100ml×4、ささがきにんじん・ごぼう150ｇ×2
賞味期間／90日(冷凍) ※クール便でのお届け

6731-002
絶品！ 北海道の蟹ちり鍋
ゆでずわいがにカット500g、生たらばがにカット
150g、生ずわいがに棒ポーション300g、ボイル海
老6尾、ボイル帆立4個、かに入つみれ4個、助宗
鱈切身40g×4切、ツボ抜きいか100g×2尾、だし
用昆布5g×2袋、ポン酢たれ30g×4袋、紅葉おろ
し10g×4袋
賞味期間／30日(冷凍) ※クール便でのお届け

6731-004
名古屋コーチン鶏鍋
骨付きぶつ切・つみれ・つくね各200g×2袋、水餃
子14g×10個入×2袋、きしめん200g×2袋、スープ
200g×3袋
賞味期間／30日(冷凍) ※クール便でのお届け

6731-006
「テルツィーナ」 
イタリアンセット
【イタリアン鍋】トマトスープ400g、国産鶏もも肉
150g、国産豚ばら肉80g、プレーンソーセージ・
ハーブソーセージ各90g、イカリング100g、無頭
エビ3尾、生パスタ（フェットチーネ）120g
【北海道産牛バラ肉のトマト煮込み】130g×2袋
【トリッパ（イタリア風もつ煮込み）】120g×3袋
賞味期間／30日(冷凍) ※クール便でのお届け

S7※印刷の都合上、商品の色・素材感が実物と多少異なる場合がございます。 ※写真の中には、商品以外の品が添えられている場合がございます。 ※商品の改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。
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