
霜降りがあり、柔らかく、お肉の王道とも言えるお肉です。
冷凍 / 賞味期限30日

15,000円（税込16,200円）
但馬屋 特選サーロインステーキ 200g 3枚

3951000

世界で絶賛される一級品「松阪牛」。霜降りのとろけるような口
あたりはもちろん、甘く芳醇な香りも、存分にご堪能ください。
冷凍 / 賞味期限30日

松阪牛 バラしゃぶしゃぶ 500g
商品コード 13,000円（税込14,040円）3951843

商品コード

13,000円（税込14,040円）

琵琶湖に代表される豊かな自然の中で育てられた近江牛の肉質は
、霜降り度合いが高く芳醇な香りと柔らかさに特徴があります。
冷凍 / 賞味期限30日

近江牛 もも すき焼き・しゃぶしゃぶ用 500g
3951859商品コード

Competition Plan

レンブラントゴルフ倶楽部御殿場

コンペ景品一覧

13,000円（税込14,040円）

まずは、甘みたっぷりの肉厚な身の食感を存分に。続いて、濃厚
でクリーミーなかに味噌をパクリ。
冷凍 / 賞味期限360日

北海道産 ボイル毛がに姿 約400ｇ×4匹
3951870商品コード

甘さが自慢のずわいがに。剥き身で存分にお楽しみください。
かにしゃぶはもちろん、バター焼きや天ぷらでもおいしくいただ
けます。 冷凍 / 賞味期限365日

アデリー ずわいがに剥き身 
3951872 13,000円（税込14,040円）

本場下関のふぐ職人が一枚一枚丁寧に重ねた、菊花盛りの刺身と
、凍ったまま180℃の油で揚げるだけで外はカリッ、中はジュー
シーな唐揚げの、美味セットでどうぞ。 冷凍 / 賞味期限60日

とらふぐ刺身・唐揚げセット
3951873商品コード 13,000円（税込14,040円）

とらふぐ刺身70g
（25cmプラスチック皿）、
しろさばふぐ唐揚200g、
とらふぐ皮刺50g、
ぽん酢15g×3袋、
もみじおろし3g×3袋

12,000円（税込12,960円）

世界をうならせた神戸牛ならではのやわらかさと、深みのあるコ
ク。厳しい基準をクリアして選ばれた、日本が誇るブランド牛の
味を、ぜひご賞味ください。 冷凍 / 賞味期限30日

神戸牛バラ焼肉用 400ｇ
3951876商品コード
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愛知県豊橋市のうなぎ割烹「一愼」監修の特製蒲焼と鰻のひつま
ぶしのセットです。
冷凍 / 賞味期限60日

うなぎ割烹「一愼」特製 蒲焼・鰻のひつまぶしセット
3951858商品コード 10,000円（税込10,800円）

10,000円（税込10,800円）

世界で絶賛される一級品「松阪牛」。霜降りのとろけるような口
あたりはもちろん、甘く芳醇な香りも、存分にご堪能ください。
冷凍 / 賞味期限30日

松阪牛 バラすき焼き 300g
3951844商品コード 10,000円（税込10,800円）

黒毛和牛Ａ5使用。 冷凍 / 賞味期限30日

和牛ローススライスすき焼き用 500ｇ Ａ5
商品コード 12,000円（税込12,960円）3951152

温暖な気候に恵まれた静岡県。この土地で生産・加工・販売にこ
だわりを持ち育てられた鰻を丁寧にさばき焼き上げた鰻の蒲焼で
す。 冷凍 / 賞味期限60日

静岡産うなぎ「静生旅鰻せいしょうロマン」
3951851商品コード
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コンペ景品一覧

食通もうなる極上本マグロ。 (産地　アイルランド　地中海）
 冷凍 / 賞味期限9日

12,000円（税込12,960円）
三浦三崎発 天然本まぐろセット

3951396商品コード

本まぐろ中トロ200ｇ、すきみ（たたき）200ｇ
刺身醤油30ｇ　本練わさび4ｇ×4袋付
本まぐろ中トロ200ｇ、すきみ（たたき）200ｇ
刺身醤油30ｇ　本練わさび4ｇ×4袋付

10,000円（税込10,800円）

7,500円（税込8,100円）

肩ロースのバランスと肩肉の赤身のバランスがマッチしたすき焼
きです。 冷凍 / 賞味期限30日

但馬屋 特選すきやき用 700g
3951004商品コード

ジューシーな肉の旨味とコクが堪能できます。
冷凍 / 賞味期限30日

但馬屋 バラカルビ焼肉 600g
3951006商品コード

霜降りが多くジューシーな「神石牛」を薄くスライスし、一枚一
枚丁寧にロール状に巻きました。 　(50g×9個)
冷凍 / 賞味期限180日

7,000円（税込7,560円）
なかやま牧場 神石牛ロールステーキ

3951836商品コード



商品コード

7,000円（税込7,560円）

ふぐの本場、下関に水揚げされた本格ふぐのちりセットです。
本場ならではの専用だしで鍋の王様を満喫できます。
冷凍 / 賞味期限90日

ふくちりセット
3951860商品コード
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コンペ景品一覧

平牧三元豚肩ロース500ｇ×1、とびうおだし50ml×2、
きざみ昆布10ｇ×1
冷凍 / 賞味期限60日

平牧三元豚しゃぶしゃぶ
3951830商品コード 7,000円（税込7,560円）

朝に水揚げされた天然の車えびを急速冷凍。肉厚なえびのプリプ
リな食感を塩焼きや天ぷらなどでご堪能ください。
冷凍車えび300g（10～15尾） / 賞味期限30日

口秋穂産 冷凍活き締め天然えび
3951871商品コード 7,000円（税込7,560円）

7,000円（税込7,560円）

鮭さざ浪漬210g（3切）×2袋、鮭味噌漬210g（3切）×2袋、
熟成鮭切身210g（3切）×2袋
冷凍 / 賞味期限60日

北海道産 鮭切身セット
3951842商品コード

6,500円（税込7,020円）

脂が甘く、とろけるような味わいをお楽しみください。
冷凍 / 賞味期限30日

黒毛和牛 肩すき焼き 400g
3951045商品コード

三重県産豚肉の肩ロースを専用の濃厚なソースで味付け。
肩ロース120g×4枚、とんてきソース300ml
冷凍 / 賞味期限30日

7,000円（税込7,560円）
四日市とんてきセット

3951874商品コード

6,500円（税込7,020円）

西京味噌の上品なコクとまろやかな甘みがしみこんだ西京漬と､
柔らかな肉質の四元豚シルキｰポｰクの金山寺味噌漬けを詰合せま
した。 冷凍 / 賞味期限365日

祇園又吉 豚味噌漬・西京漬詰合せ
3930192商品コード

老舗料亭がこだわった4種類の料理をお届けいたします。
冷凍 / 賞味期限365日

6,500円（税込7,020円）
京祇園中村楼 煮魚焼き魚詰合せ

3930150商品コード

鮭の塩麹焼60g×2、
鰆の白味噌焼75g×2、

カレイの煮付け110g(固形量85g）×2、　
鰤の煮付け90g(固形量65g）×2（計8）

ほんのりとした桜色は、きめ細やかな肉質の証です。 
三重県の新ブランド「さくらポーク」の繊細な肉質と甘みをご堪
能ください。 冷凍 / 賞味期限30日

さくらポークモモしゃぶしゃぶ用 300ｇ
3951862商品コード 5,000円（税込5,400円）
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コンペ景品一覧

天塩干えてかれい 3尾、天塩干はたはた 5尾、天塩干にぎす 10
尾、天塩干するめ開き １枚、天塩やまかれい 2尾
冷凍 / 賞味期限60日

5,000円（税込5,400円）
山陰沖香住産 ひもの5種類セット

3950760商品コード

北海道の新鮮な鮭に、軽く塩をふりかけ、旨みを引き出しました
。 冷凍 / 賞味期限180日

5,000円（税込5,400円）
北海道産 塩鮭切身 240g（3切）×2

3951857商品コード

広島産の大粒かきを使い、衣は焙焼パン粉を使用しています。
冷凍 / 賞味期限540日

4,500円（税込4,860円）
広島県産 大粒カキフライ

3930094商品コード

バターをのせて、殻ごと直火であぶります。帆立とバターの香り
が濃厚に広がりはじめたら、もう、北海道の気分です。
冷凍 / 賞味期限90日

4,500円（税込4,860円）
帆立片貝バター付（バター8g付）×5枚

3951837商品コード

5,000円（税込5,400円）

厳選された素材でじっくり手間ひまをかけた手づくりの逸品です
冷蔵 / 賞味期限23日

トーブツ ロ－スハム＆ウィンナー＆ベーコンセット

5050423商品コード

ロースハムスライス150g×1個　あらびきウインナー130g×1個、
ロ－スハムブロック300g×1個、ベ－コンブロック200g×1個

5,000円（税込5,400円）

柔らかい肉質の牛肉を使い、山椒がきいた甘辛い出汁で丁寧に炊
き上げました。
冷凍 / 賞味期限365日

山椒香るやわらか牛肉うどん
3930189商品コード

牛肉炊き100g×6
うどん100g×6

魚肉をブレンドし旨味を引き出し、ソフトな食感には豆腐と山芋
、風味豊かな甘みに欠かせない灰持酒を使用。
冷蔵 / 賞味期限6日

小田口屋さつま揚げ詰合せ
3951117商品コード 4,500円（税込4,860円）

つけあげ(23g)×４
イワシ天(20g)×４　

コーンと枝豆のさつま揚げ(20g)×３
桜えび天(20g)×３　
野菜天(30g)×２　

さつま芋ひら天(30g)×２
レンコン天(25g)×２ 
きびなご天(30g)×２
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コンペ景品一覧

食用牛の中でも最も味がいいとされています。普段のハンバーグ
との違いや高級な香りをお楽しみください。
冷凍 / 賞味期限30日

黒毛和牛生ハンバーグ 100g×6
3951035商品コード 4,000円（税込4,320円）

1kg×2

雪蔵仕込み 魚沼コシヒカリ・新潟産コシヒカリ 2kg
3951847商品コード 4,500円（税込4,860円）

昭和２年の発売以来、80年以上愛されている伝統のカレーをプ
チサイズで。
賞味期限360日

4,500円（税込4,860円）
新宿中村屋プチカレー

3951832商品コード

ビーフマイルド120ｇ×4食、
若鶏のバターチキン風120ｇ×3食、

彩り野菜と豆120ｇ×3食

北海道産　黒毛和牛すき焼き用。
冷凍 / 賞味期限30日

4,000円（税込4,320円）
北海道産 黒毛和牛肩バラすき焼き 250g

3951039商品コード

ぷるんとした食感の豆乳ぷりんの上にナパージュと甘納豆をプラ
スした２層仕立ての味わいをどうぞ。 100g×7
冷凍 / 賞味期限180日

京都祇園 豆乳プリン
3930065商品コード 4,500円（税込4,860円）

マンゴー果肉が贅沢に入ったスイーツです。
マンゴープリン×6個 
賞味期限180日

4,500円（税込4,860円）
エギュスキロール 銀座マンゴープリン

390190商品コード

くちどけ軽やかとろけるスフレ。冷凍庫に入れておいても生地、
「ほわり」。これは、感動の食感です。
冷凍 / 賞味期限30日

アデリー 果子乃季 ほわり
3951852商品コード 4,500円（税込4,860円） 4,500円（税込4,860円）

ふんわり仕上げた香ばしいワッフル生地に、フルーツソースやク
リームをサンドしました。
冷凍 / 賞味期限365日

アデリー ワッフル詰合せ
3951846商品コード

いちご＆ミルク
十勝小豆＆抹茶ミルク
ショコラ＆木いちご

マンゴー＆瀬戸内レモン
野苺＆さくらんぼ  

ミルク＆ビターショコラ
ブルーベリー＆カシス

×各1個
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南九州の新鮮な空気をたっぷり吸ってのんびり育った健康な豚肉
を金山寺味噌漬けにしました。
冷凍 / 賞味期限30日

霧島山麓SPF豚 金山寺味噌漬け 500g
3951037商品コード

3,500円（税込3,780円）

3,500円（税込3,780円）

冷凍 / 賞味期限30日

霧島山SPF豚 肩ロース薄切り 600g
3951038商品コード

Competition Plan

レンブラントゴルフ倶楽部御殿場

コンペ景品一覧

丸大豆醤油・もろみの雫720ml、加賀のこうじ味噌「菊香り」
400g、奥能登の天然ミネラル塩200g
賞味期限180日

4,000円（税込4,320円）
直源しょう油加賀の伝統調味料セット

3950563商品コード

新潟県産こしひかり。心にひびくおいしいお米です。

新潟産 こしひかり 5kg
商品コード 4,000円（税込4,320円）3031132

3,500円（税込3,780円）

青森県陸奥湾で育ったホタテを贅沢に使用。
冷凍 / 賞味期限365日

青森旬鮮 ほたてフライ
3930096商品コード

京都伝統の野菜、九条ねぎを使った餃子。しょうがを利かせた具
はあっさりしていて食べやすく、どなた様にもおすすめできるグ
ルメギフトです。10個入り×4（タレ付）冷凍 / 賞味期限365日

京野菜 九条ねぎ餃子
3930163商品コード 3,500円（税込3,780円）

マンゴー比率60％。ジェラート部分はもちろん、トッピングの
果肉も上下にたっぷり。
冷凍

芦屋アサヤマ マンゴーパフェ
3930022商品コード 3,500円（税込3,780円）

洋菓子の街・神戸に今も息づく、昔ながらのしっとりとした風味
たっぷり。バームクーヘンの食感を復活させました。
賞味期限45日 

昔ながらの神戸クーヘン
商品コード 3,500円（税込3,780円）3930049

神戸で人気のパティシエ朝山氏プロデュースの人気焼菓子。
賞味期限45日

3,500円（税込3,780円）
芦屋フィナンシェ

3930023商品コード

3,500円（税込3,780円）

外は香ばしく、中はふんわり生地のベルギーワッフルです。
賞味期限90日

ベルギ-ワッフルギフト
3930076商品コード
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コンペ景品一覧

3,000円（税込3,240円）

ロースハムスライス150g×1個、あらびきウインナー130g×1個
、ベーコンブロック200g×1個
冷蔵 / 賞味期限23日

トーブツ ロ－スハム&ウインナー&ベーコン
3950563商品コード

3,000円（税込3,240円）

天日塩と魚介エキスをブレンドした調味液に漬け込んだ、本場・
境港の真あじ。 ちりちりと炙って、かぶりつくのがオススメで
す。 冷凍 / 賞味期限120日

氷温造り ふっくら開きあじ 250g (5枚)
3951834商品コード

ラーメン激戦区の味をご自宅でも。濃厚なとんこつスープと細め
のストレート麺。半生麺100g×5袋、とんこつスープ×2袋、し
ょうゆスープ×2袋、みそスープ×1袋　賞味期限90日

3,000円（税込3,240円）
博多長浜ラーメン3つの味

3951835商品コード

米・裸麦・大豆・あわ・きびの五種類の穀物が楽しめる健康的な
「五穀みそ」。
賞味期限180日

五穀みそ・金山寺みそセット
3951869商品コード 3,000円（税込3,240円）

蜜柑のおいしさ、ぎゅっと濃縮。みかんのやさしい味わいに
こだわってきたえひめ飲料。125ml紙パック×12本
賞味期限90日

えひめ飲料 POM みかん・いよかんジュース
3951848商品コード 3,000円（税込3,240円）

果肉たっぷりの紀州南高梅の梅干をうす塩味に仕上げた口あたり
やさしい梅干です。
賞味期限180日

井口食品　紀州産うす塩味梅干木目 500g
3950201商品コード 2,800円（税込3,024円）

厳選された大粒の栗をまるごと一つ贅沢に栗あんに包み、しっと
りとした口当たりの良いパイ生地で焼き上げました。
賞味期限45日

3,000円（税込3,240円）
アンデルセン ささ山マロン 包装 6個

3950400商品コード

これ全部、「手焼き」。やさしい甘さがつまってます。お砂糖、
鶏卵、水飴、蜂蜜…やさしい素材を丁寧に「手焼き」で焼きあげ
た本場のカステラ。 賞味期限60日

3,000円（税込3,240円）
文旦堂 長崎かすてら 380g×1本

3951841商品コード

自然豊かな農場で育った鶏が生んだ有精卵をたっぷりと使いまし
た。 濃厚でしっとりとした口あたりが特長です。
賞味期限60日

有精卵たっぷりチーズケーキ
3951863商品コード 3,000円（税込3,240円）

チーズケーキプレーン・
チョコチップチーズケーキ各250g×1本
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厳選された素材でじっくり手間ひまをかけた手づくりの逸品です
。 冷蔵 / 賞味期限30日

2,500円（税込2,700円）
トーブツ ロースハム ブロック 600g

5050374商品コード

厳選された素材でじっくり手間ひまをかけた手づくりの逸品です
。ロースハムスライス 150g、あらびきｳｨﾝﾅｰ（5本） 130g
冷蔵 / 賞味期限23日

トーブツ ロースハム&ウインナーセット
5050424商品コード 1,200円（税込1,296円）

国産丸大豆しょうゆ500ml×2・天然蔵のだししょうゆ
500ml×1
賞味期限365日

伊賀越 こだわり調味料詰合せ
3950421商品コード 1,200円（税込1,296円）

Competition Plan

レンブラントゴルフ倶楽部御殿場

コンペ景品一覧

すき焼きコロッケに使われている牛肉は国内最高級和牛の１つ「
黒田庄和牛」です。
冷凍 / 賞味期限90日

美の川 すき焼コロッケ 5個
3951805商品コード 2,000円（税込2,160円）

2,300円（税込2,484円）

なめらかなくち溶けのレアータイプのチーズケーキ。
チーズ本来のコク・風味・酸味を絶妙なバランスで仕上げました
。 冷凍 / 賞味期限180日

ドゥマシュリ レアチーズケーキ 6号

3030021商品コードもぎたての苺をすぐに乾燥させ、甘酸っぱいフリーズドラィ苺に
合うオリジナルのプレミアムチョコレートでコーティングしまし
た。 賞味期限180日

2,300円（税込2,484円）
フランツ 神戸苺トリュフアソートセット

3950471商品コード

さつまいものはっくりとした食感とほくほくの甘さをご堪能下さ
い。 冷凍 / 賞味期限365日

むさしの なると金時タルト
3951805商品コード

2,000円（税込2,160円）

2,000円（税込2,160円）

卵黄をたっぷり使った豊かな風味のプリンです。プリンのやわら
かな甘さと、ビターな味わいのカラメルソースが絶品です。
賞味期限180日

QBB 神戸六甲プリン 8個

3930002商品コード

冷凍 / 賞味期限365日

1,800円（税込1,944円）
マリーディショコラムース 6号

3950672商品コード

1,800円（税込1,944円）

冷凍 / 賞味期限365日

マリーディアップルパイ 6号
3950675商品コード

卵黄をたっぷり使った豊かな風味のプリンです。プリンのやわら
かな甘さと、ビターな味わいのカラメルソースが絶品です。
賞味期限180日

1,200円（税込1,296円）
QBB 神戸六甲プリン手提げ 4個

3930001商品コード
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500円（税込540円）

醤油漬けしたしょうがを細かく刻みました。商品名通り、ご飯に
ぶっかけてお召し上がり下さい。国産の生姜を使用しています。
賞味期限180日

伊賀越 ぶっかけ生姜 130g
3950398商品コード

素材を厳選し、こだわりのパン職人が丹精を込め、手間と時間を
おしまず、一本一本焼き上げています。
モンドセレクション授賞 2013年。賞味期限14日

1,200円（税込1,296円）
トーブツ ドゥ マシュリ グランデ 化粧箱入

3020005商品コード

Competition Plan

レンブラントゴルフ倶楽部御殿場

コンペ景品一覧

4種類のおかき（えび、醤油、サラダ、青のり）450g
賞味期限120日

大阪前田 手提げ付そふと焼 450g
3030027商品コード 1,000円（税込1,080円）

1,200円（税込1,296円）

賞味期限180日

フランツ いちごトリュフ 赤箱 100g

3950457商品コード

厳選した大納言小豆と手作業で剥いた栗を丁寧に練り上げた逸品
です。
賞味期限365日

1,200円（税込1,296円）
若山 栗大納言 600g

3950150商品コード

丹波黒大豆の自然の甘みを活かし、生地にはほどよい甘さを加え
たケーキです。
賞味期限60日

大阪前田 黒豆チーズケーキ 5号
3030030商品コード

800円（税込864円）

800円（税込864円）

ふんわり香るリンゴの風味がチーズケーキとぴったりです。
賞味期限60日

大阪前田 アップルチーズケーキ 5号
3951030商品コード

添加物や合成甘味料は一切使っていません。芋の種類（コガネセ
ンガン）　賞味期限120日

トーブツ 新芋かりんとうセット 230g×2袋
3030023商品コード

1,000円（税込1,080円）

1,000円（税込1,080円）

極上のバウムクーヘンをスライスし、サクサクのラスクに仕上げ
ました。
賞味期限180日

MOCHI CREAM リングラスク 6枚

3951730商品コード


