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フ
ト

受付期間 ： 11月10日(木)～12月18日(日)



※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。

－ 1－

群馬県内の自社養魚場にて育てました。

数量限定

うなぎ 2尾入セット
（約120ｇ×2）

たれ・山椒付

温めて盛り付けるだけで、
美味しく、お召し上がり
いただけます。

※数に限りがございますので、

ご注文はお早めにお願いいたします。

終わり次第終了となります。

～大切な方への贈り物に～

※解凍後は、お早めに
お召し上がりください。

※写真はイメージです

自社生産

～うなぎギフト～

商品番号 122-011



－ 2－

12月のミカンは完熟で収穫。

味のバランスが良く濃厚な味わいです。

出荷期間
12月1日～12月25日

～産地直送 採れたてフルーツ～

全3回
12月▶2月

サイズ S～2L混合

フルーツコース

受付期間12月10日まで

※コース商品は12月10日（土）まで、単月商品は12月18日（日）まで受け付けております。

佐賀県太良町 タラッタ

完熟「冬の太良みかん」 4.5kg

12
月

佐賀県太良町 タラッタ

佐賀県太良町 タラッタ

1
月

2

月

オレンジの風味で酸味が少なく見た目が赤く、温州ミカンとは違った味わいです。
ナイフでカットしてお召し上がりください。

みはや 3kg

麗紅（レイコウ）2kg サイズ M～2L混合

果汁たっぷりでオレンジの香りと濃厚な甘さが
口の中に広がる柑橘です。

商品番号 122-021

10,800円

本体

税込
3,800円
4,104円

商品番号 122-022

11,664円

本体

税込

出荷期間
1月6日～1月31日

本体

税込
3,700円
3,996円

商品番号 122-023

出荷期間
2月1日～2月20日

本体

税込
3,700円
3,996円

商品番号 122-024

サイズ 混合

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



－ 3－

赤城牛肩ロースすき焼き用（解凍） 300ｇ×1

（賞味期限：発送日を含み4日）

下仁田ネギ ×１袋 、シイタケ×１袋

バタ練りしらたき×１袋、焼豆腐 ×１丁

水沢風うどん 200ｇ×1

岡直三郎商店 日本一 すき焼のたれ 500ｍｌ×1

～すき焼き特集～

すき焼きセット2～３人前

群馬県前橋市 ファームドゥ

商品番号 122-031

本体

税込

6,980円
7,539円

※新鮮な商品をお届けする為、発送日を指定させていただきます。

ファームドゥがおすすめするすき焼きセット♪

付け合わせの野菜、ネギやこんにゃく、

シイタケ等どれも食の駅自慢商品です。

また、群馬県は「すき焼き応援県」となっており、

11月29日は「ぐんま・すき焼きの日」。

ぜひ一度、ご賞味ください！

発送日12月1日

商品番号 122-032

発送日12月16日

商品番号 122-033

発送日12月28日

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



原木生しいたけ詰め合わせ
1kg

－ 4－

霜の降りる季節が最も

美味しい季節。

すき焼き、鍋物などに最適です。

出荷期間
12月上旬～12月下旬

～下仁田ネギと原木しいたけ～

群馬県東吾妻町 大塚美雄

商品番号 122-041

下仁田ネギ箱
17本～20本
本体

税込

3,980円
4,299円

下仁田ネギは播種～収穫まで15ヶ月かかり、白根の長さ20cmと短く直径5～7cmの物もあり

白根の太いのが特徴。緑の葉も食べられますが主に白根にうまさが凝縮しています。

生では辛味が強すぎて食べられないほどですが、煮る・焼くなど熱を通すと

”とろけるような舌触りと味わい”が食通を唸らせます。

その昔、江戸の大名に「ネギ200本至急送れ、運送代はいくらかかっても良い」とまで言わせ、

明治～昭和にかけて三度も皇室に献上された実績のある下仁田ネギです。

群馬県富岡市 永井農園

出荷期間
11月下旬～12月下旬

商品番号 122-043

原木しいたけ本来の

芳香な香り、肉質な歯ごたえが特徴です。

天ぷら・煮物・バター焼きなどおすすめです。

榛名山西麓の豊かな自然の中で、良質な原木で

栽培している旨味と栄養が詰まった生椎茸です。

本体

税込

3,980円
4,299円

商品番号 122-042

本体

税込

2,980円
3,219円

下仁田ネギ箱
10本

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



－ 5－

滑らかな粘りで山かけ、

麦とろご飯、つくね・すり身、

お好み焼きのつなぎとして使う

とふんわりとした食感に

仕上がります。

出荷期間
11月中旬～12月下旬

有機JASこだわり野菜セット

商品番号 122-051

群馬県太田市 増田常巳

出荷期間
11月中旬～12月下旬

大和芋 2kg

商品番号 122-052

北海道芽室町 森浦農園

商品番号 122-054

～産地直送 採れたて野菜～

季節の野菜 8～10種類

にんじん、ミニ白菜、ターサイ、小松菜、
ウィッキー、紫大根、ブロッコリー、長ネギ 他

安心・安全な環境にやさしい農業で、野菜の有機栽培で
育てた、旬の新鮮野菜をお届けします。

おまかせ野菜内容
（下記の中から8～10種類）

群馬県長野原町 やまこきのこ園

出荷期間
11月中旬～12月下旬

商品番号 122-053

特栽インカのめざめ・
インカのひとみ 各1.5kg 合計3kg

農薬7割減・無化学肥料で育てた特別栽培のインカのめざめ・インカのひとみのセットと北海こがね・レッドムーンの

セットをご用意致しました。新物を収穫した後、雪室貯蔵で保存することで甘味が増します。

商品番号 122-055

※お届け先が北海道の場合は別途追加料金はかかりません。 ※お届け先が北海道の場合は別途追加料金はかかりません。

本体

税込
3,800円
4,104円

本体

税込
3,800円
4,104円

本体

税込
2,800円
3,024円

本体

税込
2,580円
2,787円

北軽井沢高原の澄んだ空気・清らかの
水、恵まれた自然環境の中で栽培して
いる食味・かおり・歯ごたえのある
きのこ詰め合わせです。
※収穫時期により多少内容が変わる
場合があります。

6～8種類
（出荷時にあるきのこ）

きのこ詰め合わせセット

本体

税込
4,980円
5,379円

舞茸、椎茸、しめじ、ひらたけ、
エリンギ、たもぎたけ等

群馬県前橋市 樺沢清司

群馬県長野原町 やまこきのこ園

特栽北海こがね・レッドムーン
各1.5kg 合計3kg

北海こがね レッドムーン

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



－ 6－

～こだわりの米と餅～

商品番号 122-062

群馬県前橋市 ファームドゥ

川場村産コシヒカリ 雪ほたか 5kg

商品番号 122-061

業界通のみが知る隠れた名産地である川場村。

良質な自然環境と武尊山から流れる天然水で、

大切に育てた川場村産コシヒカリ。

本体

税込
4,680円
5,055円

群馬県川場村 雪ほたか

本体

税込
3,280円
3,543円

レンジアップご飯（雪ほたか）
150ｇ×2

アルファ化米 71ｇ×2
タニタ金芽米ごはん 160ｇ×3
タニタロウカット玄米ごはん

150ｇ×3

お手軽お米セット

ファームドゥがおすすめする、

レンジで食べられるこだわりご飯。

新潟県産はねうまもち・
こがね・玄米餅セット

本体

税込
4,280円
4,623円

商品番号 122-063

米・食味分析鑑定コンクール国際大会

通算１２回金賞受賞は日本一の記録。

新潟県産はねうまもち麦。

お餅は合鴨有機農法で作った、こがねもち100％です。

新潟県産もち麦 500ｇ×2
こがね餅 2枚×2
玄米餅 2枚×2

新潟県妙高市 大黒屋商店

新潟県上越・妙高地区で、生産者との絆を大切にしながら、

お米の産地直送販売を行っております。

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



－ 7－

数量限定

～産地直送 採れたてフルーツ～

商品番号 122-075

青森県弘前市 鬼沢鬼太郎

商品番号 122-074

出荷期間
12月上旬～12月下旬

本体

税込
3,500円
3,780円

本体

税込
4,800円
5,184円

長野県産りんご サンふじ 5kg

長野県産りんご サンふじ 3kg

7～12玉

佐山地区のりんごは昼夜の寒暖差が
育んだ、蜜のしっかりと入った
美味しいりんごです。

りんご
ぐんま名月・サンふじ ５kg

出荷期間
11月下旬～12月中旬

商品番号 122-071

群馬県沼田市 あすなろりんご園

安心・安全で美味しい

りんご栽培を目指し、

化学肥料、除草剤は使用

せず病害虫抑制のため

植物由来のステビア農法を

実践しています。

群馬県沼田市 あすなろりんご園

本体

税込
5,180円
5,595円

長野県佐久市 チクマ農園

りんご
ぐんま名月 ５kg

出荷期間
11月下旬～12月中旬

商品番号 122-072

りんご
サンふじ ５kg

出荷期間
11月下旬～12月下旬

商品番号 122-073

黄色で蜜入り、希少価値の
ある大人気品種です。
（多少色むら、
キズなどあり
ますが味は
変わりません）

りんごの王様 蜜入りで味・
日持ちに優れた品種です。
（多少色むら、
キズなどあり
ますが味は
変わりません）

本体

税込
5,380円
5,811円

本体

税込
4,980円
5,379円

濃厚な食味とさわやかな

食感を楽しみください。 14～18玉

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。

数量限定



－ 8－

～産地直送 採れたてフルーツ～

商品番号 122-081

ラ・フランス 5kg

出荷期間
11月中旬～12月下旬

上品な香りと果汁たっぷりで甘く

濃厚な味わいのラ・フランスは

果実の女王と呼ばれています。

※玉数の指定は出来ません。

※追熟してからお召し上がり下さい。

静岡県浜松市 味果農園

14～16玉

本体

税込
4,180円
4,515円

三ヶ日みかん
5kg

みかん作りに最適な夏涼しく冬暖かい

気候で育った三ヶ日みかん。

コクのある甘さ、酸味が絶妙です。

商品番号 122-086 出荷期間
11月中旬～12月中旬

本体

税込
2,680円
2,895円

山形県天童市 佐藤果樹園

商品番号 122-082 出荷期間
11月中旬～12月下旬

ラ・フランス＆
サンふじりんご詰合せ 各8玉入り

本体

税込
4,680円
5,055円

上品な香りと果汁たっぷりで甘く濃厚な

味わいのラ・フランスと、蜜の入った甘味と

酸味とのバランスの良いふじりんごの詰合せ。

※ラ・フランスは追熟してから

お召し上がり下さい。

商品番号 122-083

青森県弘前市 鬼沢おに太郎

商品番号 122-084出荷期間
11月下旬～12月下旬

出荷期間
11月下旬～12月下旬

本体

税込
4,800円
5,184円

本体

税込
4,800円
5,184円

青森県弘前産
りんご シナノゴールド 5kg

パリッとした食感で
果汁多く甘味と酸味の
バランスの良い
黄色いりんごです。

青森県弘前産
りんご サンふじ 5kg

糖度13度以上の甘味のある
シャキシャキとした食感と
ジューシーな完熟りんごを
厳選してお届けします。

14～18玉14～18玉

和歌山県有田川船坂 岩富農園

早生みかん
5kg

品質保持の為選別機を使わず

全て手作業で品質管理し、

味にこだわった「みにくいアヒルの子」

ブランドで販売しています。

商品番号 122-085 出荷期間
11月中旬～12月下旬

本体

税込
4,800円
5,184円

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



－ 9－

～こだわりの加工品～

出荷期間
11月中旬～12月中旬

あんぽ柿 12ヶ入り

商品番号 122-091

山形県中山町 大津商会

出荷期間
12月中旬～12月下旬

紅ほし柿 大玉32ヶ入り

商品番号 122-092

山形特有の寒風で干し上げた、柿本来の
旨味と甘味が詰まった紅ほし柿です。
※表面の白い粉は柿の糖分です。

山形の昼夜の寒暖差で美味しい

干し柿を加工販売しています。

商品番号 122-094

山梨ブランド「甲州百目柿」の
あんぽ柿。
干し柿のコクとフルーティーな
生の食感が、両方楽しめる逸品です。

本体

税込
4,800円
5,184円

本体

税込
4,500円
4,860円

信州産りんごジュース 3本セット

信州産100％で造られる

混濁りんごジュースです。

砂糖や添加物などを一切

加えずに製造しておりますので、

りんご本来の味がお楽しみ

いただけます。

1000ｍｌ×3本体
税込

2,800円
3,024円

山梨県笛吹市 マルサフルーツ古屋農園

長野県中野市 たかやしろファーム

北風の寒さに負けず山梨ブランド『甲州百目柿』の

あんぽ柿を加工販売しております。

商品番号 122-093

本体
税込

3,980円
4,298円

長野県長野市 長野興農

飲み比べをお楽しみいただける、

長野県産の6品種のりんご

ジュースのセットです。

サンふじ160ｇ×3

サンつがる160ｇ×3

王林160ｇ×3

秋映160ｇ×3

シナノゴールド160ｇ×3

シナノスイート160ｇ×3

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。

6種の信州りんごジュース
詰め合わせ

※りんご成分の沈殿物がありますが
食味と品質には問題ありません。
よく振ってお飲みください。



－ 10－

～こだわりのパンとスイーツ～

味まろしぼり飲むみかん
飲み比べ10本セット

商品番号 122-102

本体

税込
3,800円
4,104円

完熟有田みかんのみを使用。皮をむき
フクロごと搾る「チョッパー・パルパー方式」
で搾汁することでとろりとしてまろやかな
のど越しと、甘いのにすっきりとした後味を
実現しました。まるでみかんを食べている
ような深い味わいです。

商品番号 122-105

生クリーム大福12個セット
北海道十勝地方産生クリーム
と厳選した小豆でこし練あんを

作り、最高級もち米で餅を
つき包みました。

商品番号 122-104

牧場ジェラート 12個セット

本体

税込
3,800円
4,104円

本体

税込
4,800円
5,184円

長坂牧場でとれた牛乳を使用。
素材は全て新鮮なものを厳選
して使用しています。

120ml×12種類

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹
アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

・いちごみるく
・宇治金時
・バニラ
・黒ごま
・コーヒー
・オレンジ

・ブルーベリー
・ミルクティ
・ミルク
・抹茶
・カスタード
・いちご

味まろしぼり180ｍｌ×5
飲むみかん180ｍｌ×5

果樹園のジュレ9個セット

本体

税込
3,500円
3,780円

濃有田みかん100%ストレート果汁を
使用した濃厚みかんジュレ。
みかんならではの優しい味わいを大切に、
天然素材の寒天とこんにゃく粉でぷるんと
固めたかろやかな舌触りに仕上げています。

みかんジュレ90ｇ×5
みかんジュレみかんまるごと

1個入り90ｇ×4

群馬県桐生市 スタイルブレッド

商品番号 122-101

一番おいしい状態でお召し上がりいただくために、
焼きたてで瞬間冷凍したパンをお届けします。

Wチョコパンド 2個入×1
発酵バターメロンパン 2個入×1
ハニーソイ 3個入×1
クロワッサン 3個入×1
いちじくとクルミのパン 3個入×1
ロイヤルローフ １個入×1

添加物や保存料などを使用しな
いナチュラルなパン。
人気商品6種類の詰め合わせ
ギフトです。

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

プティパンギフト６種入り
本体

税込
3,600円
3,888円

和歌山県有田市 早和果樹園

商品番号 122-103

群馬県安中市 丸田屋総本店群馬県高崎市 みるく工房タンポポ

大豆

・みるく
・抹茶
・モカ
・クリームチーズ
・チョコチップ
・ココア

・海のジェラート
・ヨーグルト
・黒胡麻
・ミルクティー
・キャラメルみるく
・マロングラッセ

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



－ 11－

商品番号 122-111

群馬県みなかみ町 たくみの里

商品番号 122-112

商品番号 122-114

～こだわりの乳製品～

飲むヨーグルトギフトセット

商品番号 122-115

牧場プチギフトセット

本体

税込
3,400円
3,672円

本体

税込
3,700円
3,996円

本体

税込
4,200円
4,536円

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

厳選された生乳を使用した
飲むヨーグルト。
安定剤・香料・保存料を使用して
いないので、生乳の風味が
生きています。

飲むヨーグルト 150ml×24

KAWABAのむヨーグルト
本体

税込
3,980円
4,298円

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

群馬県産生乳を使用した
濃厚で味わい深い
ヨーグルトのセットです。

たくみの里 のむヨーグルト
＆塩ヨーグルトセット

のむヨーグルト 150ｍl×9
塩ヨーグルト 150ｇ×2

長坂牧場でとれた、
しぼりたてで良質な生乳を使い、
丹念に発酵させて作り上げました。

飲むヨーグルト 900ml×2
150ｍｌ×8

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹
アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

飲むヨーグルト 900ｍｌ×1

飲むヨーグルト 150ｍｌ×2

牧場チーズ（モツァレラ）100ｇ×1

牧場チーズ（ストリング）100ｇ×1

牧場チーズ（カチョカバッロ）

100ｇ×1

搾りたての生乳で作る、
牧場の濃厚なチーズと
飲むヨーグルトの
ギフトセットです。

群馬県川場村 田園プラザかわば

群馬県高崎市 みるく工房タンポポ

飲むヨーグルト贅酪
150ｍl×12

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

“幻”のといわれるほど好評!

砂糖不使用で生乳本来の甘さ

を味わえます。

※本品は熨斗（のし）を

お付けすることができません

群馬県高崎市 上毛食品工業

商品番号 122-113

飲むヨーグルト贅酪セット

本体

税込
2,800円
3,024円

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



～群馬のうどんとらーめん～

－ 12－

日本三大うどんに数えられる「水沢うどん」。
小麦粉と塩、水沢の水のみで作られた無添加の
うどんです。こしが強く、喉ごしの良さが特徴。

商品番号 121-124

まえばしらーめんセット

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

半生うどん350ｇ×3
濃縮つゆ×3

半生うどん350ｇ×4
濃縮つゆ×4

水沢うどん 6人前
本体

税込

2,700円
2,916円

商品番号 122-121

水沢うどん 8人前

商品番号 122-122

本体

税込

3,400円
3,672円

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

本体

税込

2,750円
2,970円

麦と共に八十余年、上州の
麺文化を継承した古式製法に
より原料が本来持つ旨味を
引き出した麺をつくっております。

めん 120ｇ×6
鶏ガラスープ 36ｇ×4
こってり味噌スープ 46ｇ×2
味付けメンマ 150ｇ×1

群馬県産小麦粉を使用した風味良くコシのある
らーめんです。鶏ガラだしの効いたしょう油
スープとこってり味噌のスープです。

群馬県伊香保町 大澤屋

群馬県藤岡市 根岸物産

商品番号 121-123

山芋入ざるそば10袋セット

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

本体

税込

2,800円
3,024円

山芋入ざるそば200ｇ×10

お店で一番人気のお蕎麦です。山芋をつなぎとし
低温乾燥で作り上げました。

群馬県前橋市 粕谷製麺所

大豆

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



～こだわりのお肉～

－ 13－

群馬銘柄赤城牛と和豚もちぶたの荒挽合挽きです。
ハンバーグは国産原料にこだわり、添加物・増量剤を
使用せずに作りました。

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

赤城牛カレー詰合せ

商品番号 122-132

商品番号 122-134 商品番号 122-135

赤城牛カルビ焼肉用

カルビ肉は焼肉の定番。赤身と脂身が交互に
層を作り、旨味・甘味を味わうことができます。

約400g

ハンバーグ 130g×5

デミグラスソース

20ｍｌ×5

群馬県を代表する銘柄牛「赤城牛」は独自ブランド。

赤城牛モモすき焼き

商品番号 122-131

今人気の赤身肉です。
肉本来の旨みをすき焼きで
ご堪能ください。

約400g

商品番号 122-133

赤城牛リブロースすき焼き

赤城牛焼き上げ
ハンバーグセット

本体

税込

3,900円
4,212円

本体

税込

3,100円
3,348円

本体

税込

4,900円
5,292円

本体

税込

4,200円
4,536円

本体

税込
3,950円
4,266円

群馬県渋川市 鳥山畜産

赤城牛の旨みと磨き上げたルー。
レトルトカレーとは思えない
スパイシーな本格カレーです。

赤城牛ビーフカレー中辛
200ｇ×3

ちょっと贅沢な赤城牛
ビーフカレー

200ｇ×2

約400g

リブロースは柔らかく、濃厚な旨みが特徴で、
すき焼きに最適な部位です。

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。

大豆 大豆



アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹大豆

やまと豚味噌漬・ステーキセット

税込 4,500円

上州地鶏水炊き鍋用セット

～こだわりのお肉と加工品～

鶏肉の専門店として６０有余年営業。給食・施設・

飲食店・ホテル等からご用命いただいております。

商品番号 122-142 商品番号 122-143

商品番号 122-145

－ 14－

ロースしゃぶしゃぶ用 200ｇ×2

バラしゃぶしゃぶ用 200ｇ×1

モモしゃぶしゃぶ用 200ｇ×2

「上州地鶏」とは、軍鶏（シャモ）の血統を引く群馬で

唯一の純国産地鶏です。色鮮やかでジューシーな肉質が

特徴です。

※お早めにお召し上がりください。

やまと豚ロース肉、バラ肉、モモ肉のボリューム

たっぷり食べ比べセットです。

それぞれ部位の味の違いをお楽しみください。

やまと豚しゃぶしゃぶセット

山形県山形市 肉の中村

白味噌漬 約60ｇ×3

赤味噌漬 約60ｇ×3

醤油糀漬 約60ｇ×3

山形豚三元豚のやわらかいロース肉を
使った白味噌漬け、赤味噌漬け、
醤油糀漬けの３種類のセットです。

山形豚味噌漬けセット
本体

税込
3,500円
3,780円

商品番号 122-144

山形県内で育てられた黒毛和牛の
肩ロース肉を赤味噌、白ごま、丸大豆
吟醸醤油の糀と酒、砂糖を加えて
じっくり煮込んだ香味豊かな味噌で
漬け込んであります。

山形牛味噌漬 300ｇ

山形牛味噌漬け
本体

税込

5,500円
5,940円

神奈川県平塚市 フリーデン

本体

税込

5,000円
5,400円

本体

税込

4,000円
4,320円

本体 4,167円

豚ロース三昧漬け 120ｇ×3

豚ロースステーキ 100ｇ×3

信州山吹味噌漬け（三昧漬）と、醤油ベースのやまと

豚ステーキ味付け肉1枚入りパックを詰合せました。

群馬県高崎市 とりじん

上州地鶏ももカット肉 250ｇ×2

上州地鶏骨付き手羽もと 1ｋｇ×1

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹大豆アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹大豆

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。

商品番号 122-141



～こだわりのハム・ソーセイジ～

道の駅「田園プラザ川場」から産地直送の

出来立ての味をお届けします。

－ 15－

黒ラベル 220ｇ×2
赤ラベル 220ｇ×2
緑ラベル 170ｇ×2

ドイツの国際ハム・ソーセイジコンテスト
SUFFAで金賞・銀賞を受賞した自信作を
集めました。

フランクフルト 150ｇ×1
チーズクナッカー 150ｇ×1
粗挽きソーセイジ 150ｇ×1
ベーコンスライス 120ｇ×1
スモークハムスライス 80ｇ×2

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

フランクフルト 150ｇ×1
クロイタボックブルスト 150ｇ×1
ラオフブルスト 150ｇ×1
チョリソー 150ｇ×1
ホワイトソーセイジ 150ｇ×1
厚切りロースハム 160ｇ×1定番商品に加え、味の違いを

楽しめるソーセイジ各種も。
通も納得のセットです。

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

虚空蔵まごころセット

金賞銀賞セット

商品番号 122-151

商品番号 122-153

ライブの山賊焼パーティーセット

商品番号 122-152

ライブの山賊焼をどーんと6セット！
「黒ラベル」「赤ラベル」に加え
新製品の無添加「緑ラベル」を加えた
大満足セット。アレルゲン物質

（特定7品目）
卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

本体

税込

3,056円
3,300円

本体

税込

3,982円
4,300円

本体

税込

3,982円
4,300円

群馬県川場村 ミート工房かわば

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

－ 16－

～お肉の加工品～

金星食品の一番人気商品、
特撰生餃子がたっぷり味わえるセットです。

【餃子の金星】特撰生餃子セット

商品番号 122-161

群馬県前橋市 みまつ食品

商品番号 122-163

出荷期間
11月下旬～12月下旬

本体

税込
3,519円
3,800円

神奈川県平塚市 フリーデン

商品番号 122-165

人気の餃子セット

商品番号 122-166

末広ハムギフト

本体

税込

4,000円
4,320円

本体

税込
3,300円
3,564円

こだわりの国産豚肉を使用
した人気ギフト。

スライスパックで
食べやすい商品です。

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

群馬県高崎市 高崎ハム

特撰生餃子 40個入×2

餃子のたれ＜ラー油入＞ 5g×10

大豆

一口餃子 30個入×2
もち豚肉生餃子 20個入×1
特製ぎょうざ 20個入×1
もち丸くん 12個入×1

商品番号 122-164

上州麦豚点心セット
本体

税込

3,700円
3,996円

やまと豚
選りすぐりセット

本体

税込
4,000円
4,320円

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

ポークウインナー112ｇ×1
あらびきウインナー112ｇ×1
スモークボンレスハム300g×1
ポークソーセージ200ｇ×1

やまと豚を原料に使用し、天然羊腸に詰め込んだ、人気の細挽き、
荒挽きタイプのウインナーとマイルドな味わいのポークソーセージ、

くせのないサッパリとした味わいのスモークハムの4点セットです。

フレンチベークドハム厚切り 60ｇ×2
カナディアンベーコン 57ｇ×1
熟成ベーコン厚切り 70ｇ×1

国産ウインナー 90ｇ×1
国産ホワイトウインナー 90ｇ×1

出荷期間
11月中旬～12月下旬

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

群馬県太田市 金星食品

【餃子の金星】ギョーザDX
デラックスセット

商品番号 122-162

本体

税込
4,630円
5,000円

特撰生餃子 40個入×1

にんにく餃子 40個入×1

青しそ餃子 20個入×1

辛口餃子 20個入×1

餃子のたれ＜ラー油入＞ 5g×15

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

４種類の餃子をたっぷり楽しめる豪華な詰め合わせです。

上州麦豚ぎょうざ 20個入×1
上州麦豚焼売 8個入×2
上州麦豚水ぎょうざ 24個入×1
上州麦豚春巻 5個入×1

餃子の人気商品を詰め合わせました。

皆様に満足して頂けるセットです。

上州麦豚使用のこだわりの商品を集めました。ジューシーな

肉の旨味をぞんぶんにお楽しみいただけるセットです。

大豆

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹大豆 アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

－ 17－

～魚の加工品と海鮮セット～
長崎県平戸市 マルイ水産

鮭彩菜セット

商品番号 122-171

鯖の棒寿司3本セット

商品番号 122-172

国内で水揚げされた鯖を

使用した3種類の棒寿司セットです。

鯖の棒寿司 250ｇ×1

焼き鯖棒寿司 250ｇ×1

鯖の梅酢棒寿司 250ｇ×1

商品番号 122-174

本体

税込

5,000円
5,400円

本体

税込

4,800円
5,184円

寒風でゆっくりと干すことで独特の旨みと風味に
仕上げた塩引鮭の半身分。

秋鮭の味噌漬１切れパック 約80ｇ×2
秋鮭の粕漬１切れパック 約80ｇ×2

秋鮭の糀漬１切れパック 約80ｇ×2
秋鮭の糀漬明太風１切れパック 約80ｇ×2

商品番号 122-173

商品番号 122-175

本体

税込

本体

税込
4,500円
4,860円

千葉県成田市 小古間

青森県八戸市 ディメール

大豆

あじ開き×2
さばみりん×2
いわし桜干し×3
ぶりみりん×3
カマス開き×2

どれを食べてもうまかもん！
天然物の旬の食材にこだわった
魚をお送りします。

いきつき島のうまかもんギフト
天然物の旬の素材にこだわり、鮮度、
身質にこだわった魚を自社工場で
加工しております。

本体

税込
3,980円
4,298円

新潟県村上市 永徳

銚子おすすめセット

豊洲市場直送！
うまいさかな目利き職人お勧めの極上干物！

さば文化干し×1
縞ほっけ干×1
さば西京味噌漬け×1
厚切目抜粕漬×2
厚切銀鮭粕漬×2

銀鮭フィレ1～1.3ｋｇ×1

脂ののったソフトな銀鮭を、
天日塩と沖縄の海水でつくった
「沖縄の塩 シママース」を
使用して、じっくり漬け込んで
仕上げました。

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹
※商品は切身にして発送いたします。

銀鮭フィレ
3,980円
4,298円

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

大豆
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「色・香り・味わい」の全く異なる、
コエドビール全6種の飲み比べギフトセットです。

「田園プラザかわば」のビール工房で
作られている地ビールの6本セット。
苦みを抑えたフルーティーな香りが広がります。

ヴァイツェン330ｍｌ×3

カワバエール330ｍｌ×3

【333ｍｌ×6】
毬花×1、瑠璃×1

白×1、伽羅×1

漆黒×1、紅赤×1

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

～こだわりのお酒～
群馬の地酒

商品番号 122-181

川場地ビール飲み比べセット

商品番号 122-182

商品番号 122-184 商品番号 122-185

群馬県川場村 田園プラザ川場

アレルゲン物質
（特定7品目）

卵 乳 小麦 そば 落花生 海老 蟹

コエド プレミアムセット

商品番号 122-183

埼玉県川越市 コエドブルワリー

群馬地酒
しぼりたて3本セット
本体

税込
5,280円
5,808円

清らかな味わいに米の風味を
表現した最高峰のお酒です。

谷川岳 純米大吟醸
720ml

本体

税込
3,000円
3,300円

本体

税込
3,980円
4,378円

本体

税込
5,380円
5,918円

本体

税込
2,250円
2,475円

●川場村 永井酒造
谷川岳 純米しぼりたて 720ｍｌ×1

●みどり市 近藤酒造
赤城山 純米しぼりたて生酒 720ｍｌ×1

●前橋市 栁澤酒造
桂川 亀口 無濾過生原酒 720ｍｌ×1

群馬県川場村 永井酒造

出荷期間
12月下旬～

しぼりたてとは…
発酵し終わった液体状の
もろみを酒と粕に絞り分けた
直後のお酒。

火入れしていないできたてで
キレのある爽やかな味わいを
お楽しみください。

赤城山 純米スパークリング
300ｍｌ×6

ほんのり甘さがあるため、
食前酒としても、和風・洋風
問わず料理とご一緒に
お楽しみください。

赤城山純米スパークリング
6本セット

群馬県みどり市 近藤酒造

※全品送料込み／一部の地域を除き、北海道・九州・沖縄県への配送は別途追加料金がかかります。

※お届け日・期日の指定はできません。※商品の写真は全てイメージです。



追加送料価格表
（消費税は10％）

北海道・九州・沖縄県への配送は、下記追加料金がかかります。

北海道 九州・沖縄

本体 600円/税込660円 本体 700円/税込770円

・本カタログ商品の受付期間は12月18日(日)までとさせていただきます。

・実際の商品はカタログと異なる場合がございます。※写真はイメージです。

・お届けには10日前後かかる場合がございます。

・出荷期間はあくまで目安です。

・青果・果物は気象条件によりお届けに時間がかかる場合がございます。

・商品は十分に用意しておりますが万一品切れの場合にはご容赦下さい。

・申込書にご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社ギフトの発送の為に使用します。また、次回よりギフト商品の

ご案内を差し上げることがございます。

・省資源の為「簡易包装」でのお届けとなります。

・一部 のし を付けられない商品がございます、ご了承ください。

・手紙等の同封は致しかねます。

・食料品につき、商品のお取替え・返品は出来ません。

・生鮮食品につきましては、送付先の方が不在の場合鮮度が悪くなってしまいます。必ず送付先のご在宅の確認をお願い致します。

・異なる商品を組み合わせて同時に発送することは出来ませんので、ご了承ください。

・消費税は、食品（1～17ページ） 8％、お酒（18ページ）10％となります。

・合計金額（税込）は、一括と個別で精算した場合、お支払い金額が異なることがございます。

・20歳未満の飲酒は法律で禁じられております。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類を販売しません。

・酒類は一部店舗でお取り扱いがございません。

お取り扱いのない店舗：食の駅日の出店、食の駅山形蔵王店、パサール三芳店、パサール幕張店

地産マルシェ 蓮根駅前店、烏山店、中野店、阿佐ヶ谷店、練馬店、三鷹店、川口店、笹塚店、小滝橋店

港北マルシェ店、千住大橋店、吉祥寺店、新川崎店、武蔵小金井店、長原店、大倉山店

※必ずお読み下さい※


