
長い歴史の中でつくられた世界のブランド『松阪牛』 和牛の代表的ブランド『神戸牛』 本場下関の伝統に裏打ちされたふぐの味を堪能

毛がにとたらばかに豪華な2点の詰合せ。 松阪牛のサーロイン。霜降りたっぷり最高の贅沢 名張・伊賀の銘柄牛に食通も絶賛。

高知県でとれた稚魚を大切に育てたうなぎです。 たくさんのお肉と海鮮を詰合せしました。

松阪牛　肩ロースすきやき　700ｇ 神戸ビーフ　バラ焼肉　1ｋｇ とらふぐ料理セット

高知うなぎ長焼・蒲焼 米沢牛すきやき・しゃぶしゃぶ　もも500ｇ 鉄板焼きホームパーティセット

3951883 13,000円 3951902 13,000円 13,000円

毛がに・たらばがにセット 松阪牛　サーロインステーキ　170ｇ×2 伊賀牛　肩ロースすきやき　600ｇ

3951840 20,000円 3951882 20,000円 20,000円

3951900 26,000円 26,000円 3951888 26,000円

コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

目録賞品

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限90日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷蔵

賞味期限3日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限360日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限180日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

目録賞品

目録賞品

※画像はイメージです

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです ※画像はイメージです

目録賞品

目録賞品 目録賞品 目録賞品
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目録賞品
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Competition Plan

レンブラントゴルフ倶楽部御殿場

コンペ景品一覧



コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

きめ細やかな霜降りの旨み。『松阪牛』 毛がにとずわいがに、豪華な2点の詰合せ。 毎日食べても飽きない本格的な味。

契約農家が丹精込めて育てた和牛を使用しました。 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。 朝に水揚げされた天然の車えびを急速冷凍。300ｇ

いかとかにを包んだ海鮮しゅうまいの詰合せ。 「くまもとの味彩牛」 和牛もも肉の表面を軽くあぶり、じっくりと天火でロースト。

鳥取和牛 DAISEN 焼肉セット 四日市とんてきセット 冷凍活き締め天然えび

3951867 7,000円 3951874 7,000円 3951871 7,000円

松阪牛　バラすき焼き　300ｇ 毛がに・ずわいがにセット 新宿中村屋　レトルトセット

3951844 10,000円 3951858 10,000円 10,000円

木屋 潮彩しゅうまい詰合せ 味彩牛焼き肉用もも 400g 　岡山本多食品 千屋源和牛ローストビーフ

7,000円 7,000円 3951897 7,000円

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限360日

商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

お届け日

7日～10日前後

賞味期限540日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限60日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限60日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限90日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷蔵

賞味期限10日

目録賞品目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

国産牛肉ビーフカリー

4種の国産野菜の野菜カリー

国産鶏肉のチキンカリー

各180ｇ×6食

ボイル毛がに400ｇ

ずわいがに剥き身250ｇ

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです

肩ロース120g×4枚、

とんてきソース300ml

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです

いかしゅうまい（8個入）×2、

かにしゅうまい（8個入）×1

※画像はイメージです

目録賞品

ローストビーフ約280g×1

ポン酢50ml×1

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品
和牛バラ肉約200ｇ、もも肉又は肩肉

約200ｇ 計400ｇ

※画像はイメージです

2 ページ



コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

大福に、ヨーグルト風味のクリームチーズ！老舗の意欲作。 皮をむく手間いらずの冷凍みかん。 ご飯の上にのせて丼ものとしてもお楽しみいただけます。

空気のおいしい世羅高原からやってきた産地直送たまご。 ソーセージにウインナー、ピリ辛チョリソーの詰め合わせ。 自然そのままのおいしさにこだわった風味と食感は絶品です。

自慢の黒豚肉とかつおとこんぶだしの特製スープで水餃子に。 芳醇な生クリームをたっぷり入れた新感覚スイーツ。 山口県下関市の郷土料理「瓦そば」

マイルストーン　生クリーム大福 八ちゃん堂 むかん　15個 炙りまぐろ秘伝のたれ仕込み400ｇ×2袋

3951908 5,000円 3951833 5,000円 3951909 5,000円

黒豚スープ餃子　2袋 冷やしパンコッペ 七瀬乃恵　瓦そば

3951905 4,000円 3951907 4,000円 4,000円

津口ファーム　免鶏たまご 50個 鹿野牧場セット 博多ひもの工房九州ちりめん創作セット

4,000円 3951890 4,000円 3951846 4,000円

商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限120日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限540日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限35日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限18日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限180日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷蔵

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限90日

白桃・いちご 各約52ｇ

×6個

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

目録賞品 目録賞品

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです

目録賞品

梅かりちりめん約50g×1袋、

大根葉ちりめん約50g×1袋、

鮭ほぐしちりめん約50g×2袋

目録賞品

※画像はイメージです

餃子(16ｇ×30個)×2

スープ付

目録賞品

※画像はイメージです

プレーン、いちご、抹茶、

チョコ、黒ごま×各1

目録賞品

※画像はイメージです

麺100g×4食、

つゆ50g×4×2

3 ページ



コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

ラーメン激戦区の味をご自宅でも。 焼津から受け継いだ伝統の風味をご堪能あれ。 九州近海でとれた天然鮮魚を一夜干しみりん干しに。

伝統を受け継ぐ職人によるカステラ。京・伏見三源庵 和三盆糖が香る、濃厚な和のプリン。 低温でじっくり引き出したクリーミーなチーズの味わい。

具材を選ばない豊かな味をお楽しみください。 さっぱりとした風味豊かなのり佃煮です。 煮豆や煮昆布、きんぴらごぼう。気軽に取り入れられるお惣菜。

丹波黒豆ロールカステラ　300ｇ×1本 京都　都松庵　なめらかぷりん110ｇ×5個 ベイクドチーズケーキ　約40ｇ×8個

3,500円 3951894 3,500円 3951847 3,500円

博多長浜ラーメン3つの味 焼津特産　鰹なまりぶし（ハーフ）150ｇ×3 博多ひもの工房　九州一夜干し

3951835 3,500円 3951865 3,500円 3951903 3,500円

長崎ちゃんぽん 小豆島で炊いた天然岩のり入りのり佃煮 やさしくおいしいお惣菜

3951855 3,000円 3,000円 3951891 3,000円

商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

お届け日

7日～10日前後

賞味期限90日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限90日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

冷凍

賞味期限30日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限45日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限300日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限120日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限40日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限360日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日

7日～10日前後

賞味期限180日

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

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

目録賞品 目録賞品

※画像はイメージです※画像はイメージです

目録賞品

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです

目録賞品

※画像はイメージです100ｇ×2

真あじ約90ｇ×1枚

あじみりん約25ｇ×4枚

真いわし3尾×1袋

※画像はイメージです

ちゃんぽん麺80g×5、

ちゃんぽんスープ20g×5

ひじき煮・金平ごぼう

・金時豆・切昆布大豆

・大豆五目煮各80g

4 ページ



コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

3951396 12,000円 冷凍 賞味期限 9日

黒毛和種として血統の純粋を永年に亘って保ち続ける但馬牛の中でも 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

　　但馬屋　神戸牛 肩ロースももすき焼き盛り合わせ600ｇ 　　三浦三崎発　天然本まぐろセット

18,000円 冷凍 賞味期限 30日

　　松喜屋　近江牛　あみ焼きロース・モモ　500ｇ 　　神戸ビーフ・近江牛牛肩すき焼き食べ比べセット600ｇ

3950962 13,000円 冷凍 賞味期限 30日 3951044

最高品質の牛だけに与えられる称号「神戸牛」。 (産地　アイルランド　地中海）

 

モモ肉は赤身肉本来の旨みをあっさりと堪能していただけます。

 

11,000円 冷凍 賞味期限 30日

ロース肉はやわらかく肉の旨みと霜降りの甘みが絶妙なバランスです。 日本3大ブランド牛　神戸牛と近江牛のすき焼き用です。

11,000円 冷凍 賞味期限 30日

特に厳選した極上の霜降り肉と赤身肉です。 黒毛和牛Ａ5ランク使用

　　松喜屋　すき焼きｼｬﾌﾞｼｬﾌﾞ(ﾛｰｽ) 500g 　　和牛ローススライスすき焼き用　500ｇ　Ａ5

3950960 13,000円 冷凍 賞味期限 30日 3951152

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです

5 ページ



コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

 

   黒田庄和牛肉　しゃぶしゃぶ用　500g お届け日　7日～10日前後

11,000円 冷凍 賞味期限 90日

お届け日　7日～10日前後

   但馬屋　もも肩すき焼きしゃぶしゃぶ用　500g

3951021 10,000円 冷凍 賞味期限 90日

   但馬屋　バラカルビ焼肉　500g

3951022 10,000円 冷凍 賞味期限 90日

ジューシーな肉の旨味とコクが堪能できます。

肉の旨みと肩肉のバランスがよく赤身の多いお肉です。

   黒田庄和牛肉　すき焼き用　500g

3951162 9,000円 冷凍 賞味期限 90日

国内最高級和牛ブランドの１つです。

黒毛和種として血統の純粋を永年に亘って保ち続ける但馬牛の中でも
最高品質の牛だけに与えられる称号「神戸牛」。

　　但馬屋　　神戸牛　肩すき焼き　400g    国内最高級和牛ブランドの１つです。

お届け日　7日～10日前後

3951015 11,000円 冷凍 賞味期限 90日

国内最高級和牛ブランドの１つです。

国内最高級和牛ブランドの１つです。

3951164 10,000円 冷凍 賞味期限 90日

   黒田庄和牛肉　しゃぶしゃぶ用　400g

   黒田庄和牛肉　すき焼き用　　600g 3951165 9,000円 冷凍 賞味期限 90日

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

※画像はイメージです

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

※画像はイメージです

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

※画像はイメージです

※画像はイメージです

6 ページ



コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

 

   黒田庄和牛肉　焼肉用　　500ｇ 　 小樽の小鍋　Ｑ103-2

3951161 8,500円 冷凍 賞味期限 90日 3950312 7,500円 冷凍 賞味期限 30日

国内最高級和牛ブランドの１つです。 レンジで温めるだけですぐに食べられる、本格海鮮鍋の詰合せです。

   黒毛和牛　肩ロースすき焼き用(KRS40-70KU)　400ｇ

3951043 8,000円 冷凍 賞味期限 30日

  　 石狩鍋　Ｑ100-12

3950285 7,500円 冷凍

本格的なひつまぶしがお楽しみいただけます。 しろさばふぐ500g、とらふぐひれ　3枚、鍋つゆ　60ｇ×1、ぽん酢　
うなぎ蒲焼(刻み)50g×3、だし(吸い地)120g×3、わさび2.5g×3、のり0.5g×3、山椒0.2g×3、蒲焼たれ30ml×3 80ml×1、もみじおろし　16g×1

3950287 7,500円 冷凍 賞味期限 60日

  　 ベルミー　うなぎ一愼ひつまぶしQ102-2

黒毛和牛のすき焼き用です。 秋鮭切身40ｇ×4切・ボイル赤海老6尾・ボイル帆立3個・えびつみれ3個・かにつみれ3個・

　脂が甘く、とろけるような味わいをお楽しみください。 とりごぼうつみれ3個・バーナ貝4枚・ツボ抜きイカ100ｇ・うどん250ｇ×1玉・味噌たれ50ｇ×2袋 

賞味期限 30日

   玄海ふぐちり鍋　Ｑ-101-5

3950306 7,500円 冷凍 賞味期限 60日

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

※画像はイメージです

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ

お届け日
7日～10日前後

お届け日
7日～10日前後

※画像はイメージです

お届け日
7日～10日前後

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ商品ｺｰﾄﾞ
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

タタキのたれ（ゆず味）８０ｍｌ×2袋、タタキのたれ（ゆず味）２０ｍｌ×2袋、 

北海道産の帆立貝に、グリーンアスパラ、コーン、バターを詰合せました。

30日

   黒田庄和牛肉　すき焼き用　　400g 黒毛和牛のすき焼き用です。

脂が甘く、とろけるような味わいをお楽しみください。

3951160 7,000円 冷凍 賞味期限 30日

180日

新鮮なアジ・サバ・ブリを使用し,胡麻の風味を利かせた醤油漬けです。
天然あじ丼、天然ぶり丼、天然さば丼(胡麻さば）各80ｇ×2袋　計6袋

お届け日　7日～10日前後

  黒毛和牛　肩すき焼き　400ｇ

3951045 6,000円 冷凍 賞味期限

　　長崎発　天然もの使用　海鮮丼セット

3951400 6,000円 冷凍 賞味期限

3950580 6,000円 冷凍 賞味期限 30日　　博多もつ鍋　Ｑ100-8

　　明神水産　藁焼き鰹たたき刺身ｾｯﾄHNQ-K

お届け日　7日～10日前後

国内最高級和牛ブランドの１つです。

  北海道産　帆立バタ―焼きセット　Q103-1

   日本料理てら岡博多もつ鍋（醤油味）　Q100-6 5,500円 冷凍 賞味期限 30日

おろしニンニク×３袋、おろし生姜×３袋

もつ小腸150ｇ×4濃宿もつ鍋スープ170ｇ　ちゃんぽん麺2個

7,000円 冷凍 賞味期限 90日

帆立バター焼き【片貝帆立、グリーンアスパラガス、とうもろこし、バター（生乳、食塩）】100g×4セット

牛もつ（国産）200g×１Ｐ　鍋用スープ　500g×1Ｐ　　ゆでチャンポン　200g×１玉

3950293 6,500円 冷凍 賞味期限 180日
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

 

天ぷら、煮穴子、焼き穴子、干物、で食べると美味しいです。

 

冷凍 賞味期限 90日

40日

ローストビーフ（モモ）（約200g）･黒胡椒ミートローフ（約180g）×各1、
ローストビーフソース（約20g）×6

180日

　　煌彩　ロｰｽﾄビーフＱ95-5

4,500円 冷蔵 賞味期限

国内最高級和牛ブランドの１つです。
お届け日　7日～10日前後

　　渡邊水産　穴子開き　産直　  110g×4P

3950792 5,500円 冷凍 賞味期限

 

   黒田庄和牛肉　すき焼き用　　300g

3951174 5,500円

180日 　　のどぐろ開きセット　50ｇ×8尾
大分名物とり天。

3950791 4,500円 冷凍 賞味期限 180日
とり天 500g

 

  豊後　とり天

3950294 5,000円 冷凍 賞味期限

　　山陰沖香住産　ひもの5種類セット

3950760 5,000円 冷凍 賞味期限 60日

山陰産　高級魚のどぐろです。

 

 

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。

　　トーブツ　ロ-ｽ&Aｳｨﾝﾅｰ･ﾍﾞｰｺﾝ 箱 TO-50
えてかれい 2尾、 　はたはた 5尾、にぎす 5尾、、やまかれい 2尾 するめ開き １枚 

5050423 4,500円 冷蔵 賞味期限 23日
※ 商品内容が変更する場合がございますのでご了承下さい。

商品ｺｰﾄﾞ
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7日～10日前後
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

 

神戸ワインビーフで作ったこだわりのミンチカツです。70g×10個

国産の厳選した牛肉と豚肉でひとつひとつ丁寧に焼き上げたハンバーグです。

 

黒毛和牛100％使用の上質なハンバーグをご家庭でご堪能下さい。

4,500円 冷凍 賞味期限 90日

ボリュームたっぷりの神戸ワインビーフとたっぷりの野菜を加えた、
こだわりビーフカレーです。

北海道産　黒毛和牛すき焼き用 　　神戸ワインビーフカレー 200g×5個
お届け日　7日～10日前後

3951011 4,000円 賞味期限 365日

国内最高級和牛ブランドの１つです。
お届け日　7日～10日前後

　　北海道産黒毛和牛肩バラすきやき　350ｇ

3951036 4,000円 冷凍 賞味期限 30日

 

   黒田庄和牛肉　すき焼き用　　250g

3951173

　　小田口屋さつま揚げ詰合せ　ＴＨＣ-0
お届け日　7日～10日前後

3951117 4,000円 冷凍 賞味期限 30日

お届け日　7日～10日前後

　　夢一喜　手造りハンバーグデミグラスソース付き

5050507 3,500円 冷蔵 賞味期限 20日

　　但馬屋　神戸ワインビーフミンチカツ

3951012 3,500円 冷凍 賞味期限 30日

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　きびなご天(30g)×２

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 

 

風味豊かな丸大豆醤油と加賀野菜金時草の特徴を生かした柔らかい酸味の色鮮やかな

フレンチタイプのドレッシングです。

3950563 4,000円 賞味期限 180日

　　黒毛和牛生ハンバーグ　170ｇ×4

    直江屋源兵衛の醤油&ドレッシング　 3951035 3,500円 冷凍 賞味期限 30日
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7日～10日前後
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

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。
お届け日　7日～10日前後

和牛とジャガイモの絶妙な味の組み合わせをお楽しみください。
お届け日　7日～10日前後

北海道産　黒毛和牛すき焼き用

　　日本海フーズ　甘塩干ヤマガレイ　3尾

　　北海道産黒毛和牛肩バラすき焼き　250ｇ 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。

3951039 3,500円 冷凍 賞味期限 30日
お届け日　7日～10日前後

黒田庄和牛使用

お届け日　7日～10日前後

　　ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ   ささ山マロン 包装   6個

3950400 3,000円 賞味期限 45日

 

　　黒田庄　和牛ミンチカツ　70ｇ×8個入

3951176 3,000円

自然の恵みを悠久に食卓へお届けします。
お届け日　7日～10日前後

　　エム＆エム　ＵＳ産　牛肩ロースすき焼き500ｇ

180日

3951746 3,000円 賞味期限 -
お届け日　7日～10日前後

   丹波篠山産　コシヒカリ米　5ｋｇ 3950769 3,000円 冷凍 賞味期限

ロース側の骨付き肉です。スペアリブ（バラ）と比べて脂肪分が少なく、
柔らかい肉質です。　※焼肉のたれ漬け  (USA産)
お届け日　7日～10日前後

180日

3951153 3,000円 冷凍 賞味期限 30日

　　　ﾎﾟｰｸﾊﾞｯｸﾘﾌﾞ　700g （骨付きｶﾙﾋﾞ）三元豚 3951028 3,000円 冷凍 賞味期限

5050421 3,000円 冷蔵 賞味期限 23日

　　トーブツ　ロ-ｽs&Aｳｲﾝﾅｰ5&ﾍﾞｰｺﾝ箱TO-30 5050374 2,500円 冷蔵 賞味期限 30日

　　トーブツ　ロースハム ブロック   600g

5050373 2,000円 冷蔵 賞味期限 30日3,000円 冷凍 賞味期限 30日

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　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　

　　但馬屋　　神戸ワインビーフｺﾛｯｹ　10個 　　トーブツ　ロースハム ブロック   500g

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。
お届け日　7日～10日前後

お届け日　7日～10日前後

冷凍 賞味期限 180日

商品ｺｰﾄﾞ
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

　　ドゥﾏｼｭﾘ　レアチーズケーキ　6号 　　むさしの　なると金時タルト

3030021 2,000円 冷凍 賞味期限 180日 3951805

　　夢の大地　豚しゃぶしゃぶ400ｇ 　　中山大祥堂　キュートセレクション　23号

3951029 2,000円 冷凍 賞味期限 180日 3951211

お届け日　7日～10日前後 お届け日　7日～10日前後

2,000円 冷凍 賞味期限 365日

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。 さつまいものほっくりとした食感とほくほくの甘さをご堪能下さい。

　　美の川　　すき焼コロッケ　  5個

お届け日　7日～10日前後 お届け日　7日～10日前後

2,000円 賞味期限 90日

夢の大地　国産豚　北海道産 材の美味しさをとじ込めたスティックケーキ＆プチクッキーです。

　　甲北食品　黒豆昆布・松茸昆布詰合　480g 　　黒田庄　和牛コロッケ　6個入

180日

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。 宇都宮餃子館の代表作、健太餃子の餃子セットです。

　　宇都宮餃子 俺は健太派20ｇ　32個入り

3951520 2,000円 冷凍 賞味期限 90日 3950706 1,800円 冷凍 賞味期限

　　ＱＢＢ　　神戸六甲プリン　8個 　　甲北食品　黒毛和牛しぐれ煮松茸昆布　200g

3930002 2,000円 賞味期限 180日

丹波篠山産の黒豆を厳選し、上質の昆布と共に丹念に炊き上げました。 黒田庄和牛のミンチ、ほくほくのジャガイモ、甘みたっぷりのタマネギという「コロッケの王道」
天然のミネラルと旨み成分をたっぷり含んだ昆布と、薫り高い松茸。 60ｇ×6個

お届け日　7日～10日前後 お届け日　7日～10日前後

3951175 1,600円 冷凍 賞味期限 180日3950213 2,000円 賞味期限 180日

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、 三田牛を使用。牛肉を、生姜と共に生揚げ醤油でじっくりと丹念に炊き上げました。
ビターな味わいのカラメルソースが絶品です。 旨み成分をたっぷり含んだ昆布と、薫り高い松茸。まろやかな佃煮に仕上げました。
お届け日　7日～10日前後 お届け日　7日～10日前後

3950215 1,500円 賞味期限 180日

お届け日
7日～10日前後

お届け日
7日～10日前後
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

   丹波篠山産　コシヒカリ米　2ｋｇ 　　トーブツ　ドゥ ﾏｼｭﾘ グランデ化粧箱入

3951745 1,500円 賞味期限 - 3020005

1,300円 賞味期限 180日

神戸異人館の街からハイカラレトロな贅沢プリンをお届けします。

お届け日　7日～10日前後

焼き上げています。モンドセレクション授賞　2013年

　　フランツ　神戸ぜいたくプリン   　3個

3950453

1,300円 賞味期限 14日

自然の恵みを悠久に食卓へお届けします。 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

　　ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ　 神戸マロン 　　  3個 じっくりと熟成された、カマンベールチーズを贅沢に使用。
お届け日　7日～10日前後

3950402 1,400円 賞味期限 45日

　　フランツ　神戸北野ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞｹｰｷ　3個

3950454 1,300円 賞味期限 180日

　　トーブツ　ロースS&ウインナー5本　TO-15 　　フランツ　いちごトリュフ　赤箱  100g

5050424 1,400円 冷蔵 賞味期限 23日 3950457

  

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。

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。 ※　7～9月要冷蔵

1,200円 賞味期限 180日

ロースハムスライス　150ｇ　　　あらびきｳｨﾝﾅｰ（5本）  130g なめらかなホワイトチョコレートでコートティング、　苺本来の美味しさを引き出しています。
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7日～10日前後
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

 

厳選したフレッシュなクリームチーズをたっぷりと使ったチーズケーキです。
お届け日　7日～10日前後

お届け日　7日～10日前後

  

　　トーラク　カスタードﾌﾟﾘﾝ 手提げ  4個 　　大阪前田　黒豆チーズケーキ　5号

1,000円 賞味期限 120日

天然のミネラルと旨み成分をたっぷり含んだ昆布と、薫り高い松茸。 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）

　　甲北食品　松茸昆布　　240g 　　トーブツ　新芋かりんとうセット 230ｇ×2袋

3950216 1,200円 賞味期限 180日 3030023

クリームとバターを使用することでコクを出しながら、卵のしっかりした食感が 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。
どこか懐かしいカスタードプリンです。 お届け日　7日～10日前後
お届け日　7日～10日前後

3030030 800円 賞味期限 60日3031100 1,000円 賞味期限 180日

800円 賞味期限 60日

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。
お届け日　7日～10日前後

　　ＱＢＢ　　神戸ﾁｰｽﾞｹｰｷｾｯﾄ手提げ   4個 　　大阪前田　アップルチーズケーキ　5号

3930003 1,000円 賞味期限 240日 3030029

お届け日　7日～10日前後

3951770 800円 賞味期限 -

自然の恵みを悠久に食卓へお届けします。

　　丹波篠山産　コシヒカリ米　1ｋｇ

賞味期限 180日

なにわや　堂島ぷりんオムレット　6個 　　ﾓﾁｸﾘｰﾑJ   リングラスク　  6枚

3951062 1,000円 賞味期限 75日 3951730 1,000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。
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コンペ賞品 （ 納品価格は税抜きになります。）

ＧＯＬＦ場専用帯を巻いています。
お届け日　7日～10日前後

1,800円 賞味期限 270日

高級感あるお洒落ギフトとしてデニッシュブレッドは高い人気を集めています。 “華やかな香り”と“深いコクと旨み”です。

　　トーブツ　ドゥﾏｼｭﾘﾃﾞﾆｯｼｭﾌﾟﾃｨ箱入     サントリーザ・プレミアムモルツ 350ml　6缶パック

3020003 700円 賞味期限 14日 6510003

     茶店のぜんざい4袋土産セット 　　キリン　　一番搾り　 250ml×6本

3030012 1,000円 賞味期限 365日 6370009

3930111 1,000円 賞味期限 4ヶ月

仕上げております。北海道産小豆100％使用　　　180ｇ×4袋入り

アリモト　山田錦せんべい詰合せ　海老・塩　30枚

1,600円 賞味期限 270日

厳選された国産小豆を使用し、小豆本来の味を生かし、さっぱりとした後味に 澄みきったうまさを実現した贅沢なビール。 

お届け日　7日～10日前後

なにわや　Ｇベイクドドーナツ　6個

3951073 1,000円 賞味期限 4ヶ月
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