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冬ギフ
2022お歳暮・手土産に

ト
自分へのご褒美に

お世話になった方に日頃の感謝を
送りませんか？

人気の果物やスイーツ、美味しいお肉、
こだわりの逸品をお楽しみください。

夏ギフト2022年 お申込みは 8月5日（金）まで冬ギフト2022年 お申込みは 12月5日（月）まで
※一部商品で締め切りの早いものがあります。

Winter Gif t  2022

竹嶋さんのりんご 竹嶋有機農園竹嶋有機農園
（青森県南津軽郡）（青森県南津軽郡）

混合3No. 7,222円
(税込7,800円)ふじ＋王林

送料込
約5ｋ

フジ

王林

1No.

2No.

7,222
7,222

円

円

(税込7,800円)

(税込7,800円)

送料込

送料込

約5ｋ

約5ｋ

青森県

林檎
りんご

フジ　生産者：竹嶋有機農園（青森県南津軽郡）/農薬90％減
王林　生産者：竹嶋有機農園（青森県南津軽郡）/農薬90％減

農薬使用回数90％減農薬使用回数90％減

フジフジ 王林王林

竹嶋有機農園竹嶋有機農園
（青森県南津軽郡）（青森県南津軽郡）
竹嶋 孝之さん竹嶋 孝之さん

【発送時期】12月上旬～ 発送予定
※天候により変更になる場合もございます。  

「リンゴ生産者では知らない人は居ない」と言「リンゴ生産者では知らない人は居ない」と言
われるほど、有名な生産者です。昭和25年、日われるほど、有名な生産者です。昭和25年、日
本で初めてマメコバチによる、りんご受粉が可能本で初めてマメコバチによる、りんご受粉が可能
なことを発見。訪花昆虫利用により、極力農薬をなことを発見。訪花昆虫利用により、極力農薬を
使用しない方法でできたりんごは味もよく安心し使用しない方法でできたりんごは味もよく安心し
て召しあがっていただけると自信を持ってお勧めて召しあがっていただけると自信を持ってお勧め
いたします。いたします。
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●農産物のお届け希望日の指定について
果物や野菜などの農産物は一番良い状態でお届けしたいという生産者の思いから、大変恐縮ではござい
ますが、お届け希望日のご指定はご容赦くださいますようお願い致します。

古川さんのりんご 古川果樹園（長野県須坂市）古川果樹園（長野県須坂市）

混合7No. 5,833円
(税込6,300円)ふじ＋シナノゴールドまたは王林

送料込
約5ｋ

フジ

フジ
フジ

6No.

5No.

4No.

8,889
5,833
5,000

円

円

円

(税込9,600円)

(税込6,300円)

(税込5,400円)

送料込

送料込

送料込

約10ｋ

約5ｋ

約3ｋ

長
野
県

長
野
県

林檎

林檎林檎

りんご

りん ごりん ご

フジ　生産者：古川果樹園（長野県須坂市）/農薬50％減
王林　生産者：古川果樹園（長野県須坂市）/農薬50％減
シナノゴールド　生産者：古川果樹園（長野県須坂市）/農薬50％減

代々受け継いだ果樹園を守りながら有代々受け継いだ果樹園を守りながら有
機JAS許可資材と植物由来の農薬を使機JAS許可資材と植物由来の農薬を使
用し、独自の堆肥やバイオ酵素などを活用し、独自の堆肥やバイオ酵素などを活
用した土作りを行っています。りんごだ用した土作りを行っています。りんごだ
けではなく生き物が生きる大地を守るこけではなく生き物が生きる大地を守るこ
とを目指し、土作りや減農薬への取り組とを目指し、土作りや減農薬への取り組
みを行っています。みを行っています。

古川果樹園古川果樹園（長野県須坂市）（長野県須坂市） 農薬使用回数50％減農薬使用回数50％減

フジフジ 王林王林 シナノゴールドシナノゴールド

古川 清さん古川 清さん

【発送時期】11月中旬～ 発送予定
※天候により変更になる場合もございます。  

さんさんファームりんご/フジ

8No. 5,093円
(税込5,500円)

送料込

約3ｋ

      さんさんファーム（長野県下伊那市）

9No. 6,019円
(税込6,500円)

送料込

約5ｋ

10No. 9,074円
(税込9,800円)

送料込

約10ｋ

シャキッとした歯ごたえと十分に糖度ののったふじ、果汁たっぷりの果肉は
とろけるような口当たりの洋ナシのセットです。箱を開けた瞬間リンゴと
洋ナシの香りに包まれます。

さんさんファームりんご+洋梨/混合

11No. 6,759円
(税込7,300円)

送料込

約6ｋ

    さんさんファーム（長野県下伊那市）

フジ　生産者：さんさんファーム（長野県下伊那市）/農薬70％減
洋梨　生産者：さんさんファーム（長野県下伊那市）/農薬70％減フジ　生産者：さんさんファーム（長野県下伊那市）/農薬70％減

フジフジ 洋梨洋梨
農地の荒廃や生産者の高齢化といった農業問題に対し、「何とかしなけ農地の荒廃や生産者の高齢化といった農業問題に対し、「何とかしなけ
れば」という想いで立ち上がった若手農業集団です。養豚を行い、その堆れば」という想いで立ち上がった若手農業集団です。養豚を行い、その堆
肥で果樹を育てる地域循環型有畜複合農業で環境に配慮しながら、安全肥で果樹を育てる地域循環型有畜複合農業で環境に配慮しながら、安全
でおいしい食材の生産に取り組んでいます。でおいしい食材の生産に取り組んでいます。

【発送時期】11月下旬頃～ 発送予定
※天候により変更になる場合もございます。  

【発送時期】№11：12月中旬～ 発送予定
※天候により変更になる場合もございます。  

農薬使用回数70％減農薬使用回数70％減
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●農産物のお届け希望日の指定について
果物や野菜などの農産物は一番良い状態でお届けしたいという生産者の思いから、大変恐縮ではござい
ますが、お届け希望日のご指定はご容赦くださいますようお願い致します。

もっちりとしたあめ色の果肉。　きめ細かな白い粉に包まれたその姿はま
るで和菓子のよう。口に入れた瞬間上品な甘さが口の中をいっぱいにして
くれます。何一つ加えない自然の味がここにあります。

さんさんファーム／市田柿詰合せ

12No. 4,722円
(税込5,100円)

送料込

1セット

  さんさんファーム（長野県下伊那市）

生産者：さんさんファーム（長野県下伊那市）/農薬70％減

もっちりとした食感と上品なもっちりとした食感と上品な
甘みがあるのが特徴です。甘みがあるのが特徴です。

【発送時期】12月下旬 発送予定
※天候により変更になる場合もございます。  

有機温州みかん

13No. 4,259円
(税込4,600円)

送料込

約5ｋ

大阪愛農食品センター
（大阪府堺市）

30年以上前から化学農薬を使用しない栽培に取り組んでいます。鶏糞堆
肥・魚粉・ごま粕・鶏糞灰等の有機質肥料を使い、土づくりを大切にしていま
す。病害虫対策には有機ＪＡＳ許可資材のみ使用し、除草剤や化学肥料は
いっさい使用していません。

14No. 5,741円
(税込6,200円)

送料込

約10ｋ

化学肥料、化学農薬を使わない大阪愛農自慢の逸品化学肥料、化学農薬を使わない大阪愛農自慢の逸品
有機温州有機温州

みかんみかん

★届いたらすぐ開封して風を通してください
みかんは箱の中で換気が悪いと傷みやすくなります。箱のフタをあけて、
暖房のかからないお部屋に置いて下さい。余裕があれば、台の上などに広
げて保存して下さい。（陽の当たる場所、暖かくなる場所は避けてくださ
い。

★箱底のみかんからお召し上がりください
箱底のみかんからお召し上がり頂くと最後まで美味しくお召し上がりいた
だけます。箱の底の方にあるみかんは傷みやすくなっています。なるべく
底の順にお召し上がりください。また皮が柔らかくなったみかんも、先に
お召し上がり頂くようおすすめします。

◆上手なみかんの保存方法

10kg箱
5kg箱

大阪愛農柑橘生産組合大阪愛農柑橘生産組合
（大阪府・和歌山県）（大阪府・和歌山県）
池田文雄（大阪府岸和田市）池田文雄（大阪府岸和田市）
西川満重（和歌山県橋本市）西川満重（和歌山県橋本市）
関本農園（和歌山県伊都郡）関本農園（和歌山県伊都郡）

関本 貴則さん池田 文雄さん 西川 満重さん

【発送時期】11月上旬～
 発送予定

※天候により変更になる場合もございます。  
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農薬・肥料を使用しな農薬・肥料を使用しな
いで、自然の栄養分でいで、自然の栄養分で
育ったアボカド育ったアボカドアボカドアボカド

※イメージ写真につき実際とは異なります。※イメージ写真につき実際とは異なります。

場所は南信州、標高700ｍ～800ｍの畑は果物作りに最適です。色づき
が良く糖度、酸味ともに強い味の濃いおいしい果物が出来ます。旬のみず
みずしい梨はギフトに最適です。減農薬・無化学肥料の栽培で環境にも優
しい低炭素農業を目指し、安心・安全な果物を作っております。

ライラック農園ライラック農園
（長野県)（長野県)

【発送時期】12月上旬～ 発送予定
※天候により変更になる場合もございます。  

生産量日本一を目指す松山市で育ったアボカドです。瀬戸内海で見える
丘で、太陽をいっぱい浴びた斜面で潮風による程よいミネラルを含んだ
風に辺り、農薬・肥料を使用しないで、自然の栄養分で育ったアボカドを総
称して『和ボカド』、ギフト用化粧箱でお届け致します。

国産無農薬・無化学肥料
アボカド詰合わせ

15No.
6,759円
(税込7,300円)

送料込
約1k
（250ｇ4個入）

  アボガドラウンジ有田（愛媛県松山市）

限定
20セット

梨（南水）ライラック農園（長野県）ライラック農園（長野県）

16No. 6,463円
(税込6,980円)

送料込

約3ｋ

梨（南水）　生産者：ライラック農園（長野県）/農薬60％

上品な甘さとともに和梨独上品な甘さとともに和梨独
特のあのシャリシャリした特のあのシャリシャリした
食感が楽しめます。食感が楽しめます。

農薬使用回数60％減農薬使用回数60％減

【発送時期】11月11日～12月1週目 発送予定
※天候により変更になる場合もございます。  

※のし対応不可　※配達日時指定不可

梨（南水）
なし

長
野
県

愛
媛
県

殻に短い剛毛があり、
ずんぐりした見た目が
印象な毛がに。濃厚で
甘みのあるカニ味噌が
たっぷりのオホーツク
産毛がにをお届け。
かに好きにはたまらな
い逸品です。

オホーツク産 浜ゆで毛がに

17No. 13,000円
(税込14,040円)

送料込

2尾

2尾(約500ｇ×2）

札幌中一 【発送時期】12月5日まで
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マルニ竹内商店人気の干物セット。干ハタハタを中心に4～5種類の干物
が楽しめます。
※配達不可地域/沖縄・その他離島

おまかせ塩干セットおまかせ塩干セット

18No. 6,463円
(税込6,980円)

送料込

4～5種類

おまかせ4～5種類

マルニ竹内商店
（兵庫県美方郡）

山陰海岸沖の日本海で獲れた甘えびを船内冷凍しました。解凍してお刺
身でお召し上がり下さい。
※配達不可地域/沖縄・その他離島

甘エビ大

19No. 6,463円
(税込6,980円)

送料込

500ｇ（約30匹）

甘エビ約500ｇ（約３０匹）

マルニ竹内商店
（兵庫県美方郡）

【発送時期】11月下旬～12月上旬 発送予定 【発送時期】11月下旬～12月上旬 発送予定

笹かれい一夜干し140g×2枚、のどぐろ開き120g×1枚、
あなご一夜干し110g×1枚、白いか一夜干し70g×1枚

えてかれい一夜干し160g×2枚、夢かさご開き160g×2枚、
あじ開き140g×2枚、するめいか一夜干し100g×1枚

山陰沖で獲れた新鮮な魚のみを使用し、室戸沖の海洋深層水から作った
塩と匠の技で素材そのものの美味しさを引き出した「出雲干し」です。

出雲干し 干物セットB

出雲干し 干物セットA

21No.

20No.

4,630

4,167

円

円

(税込5,000円)

(税込4,500円)

送料込

送料込

4種　5尾

4種　7尾

北海道、沖縄、その他離島プラス935円（税込）・のし：可（内のしのみ）・名入れ不可

有限会社渡邊水産

有限会社渡邊水産

山陰を代表する海の幸を、お歳暮や贈り物にどうぞ。山陰を代表する海の幸を、お歳暮や贈り物にどうぞ。
出雲の干物で体の中から美しく。出雲の干物で体の中から美しく。

出雲干し 干物セットA

出雲干し 干物セットB

20No.

21No.

北海道産　塩数の子

22No. 5,500円
(税込5,940円)

送料込

250g
発送時期：12月5日まで

株式会社狩野水産

希少な北海道石狩湾に戻ってきた、にしんの魚卵を使用しま希少な北海道石狩湾に戻ってきた、にしんの魚卵を使用しま
した。無漂白なので色にバラツキがありますが、数の子本来した。無漂白なので色にバラツキがありますが、数の子本来
の旨味と食感が味わえますの旨味と食感が味わえます

※イメージ写真につき実際とは異なります。

北海道・石狩湾に戻ってきたニシンの卵を使用した、希少な無漂白の数の
子です。塩抜きしてからお召し上がりください。
（賞味期限：2023年3月31日）
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4～5人分

鴨肉の素材の美味しさをいかすために、鴨鍋専用に、「鴨つくね」と「だし」
を自社工場で生産するからこそ出せる味わい！素材の旨みをいかした美味
しい鴨鍋セットです。※配達不可地域/沖縄・離島不可
※送料加算地域/北海道・九州はプラス400円（税別）

八甲鴨鍋セット4～5人分

23No. 6,296円
(税込6,800円)

送料込 発送時期：11月上旬～12/16

千葉産直サービス（千葉県千葉市）

＜セット内容＞
モモ肉スライス200ｇ
ロース肉スライス200ｇ、
鴨つくね150ｇ*2
鴨鍋スープ（4倍濃縮）200ｇ×2

鴨特有のクセのない深みがあ鴨特有のクセのない深みがあ
る鴨つくねと、コクのある鴨だる鴨つくねと、コクのある鴨だ
しに調和した絶妙なバランスしに調和した絶妙なバランス
のスープが特徴です。また、国のスープが特徴です。また、国
産の原料にこだわり、副原料産の原料にこだわり、副原料
も含め、化学調味料は一切使も含め、化学調味料は一切使
用していません。用していません。

自然原料にこだわり、ごまのしぼり汁を使用して作った「高野山ごま豆自然原料にこだわり、ごまのしぼり汁を使用して作った「高野山ごま豆
腐」。口どけの良いなめらかな食感をお楽しみいただけます。腐」。口どけの良いなめらかな食感をお楽しみいただけます。
※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島

24No. 3,000円
(税込3,240円)

送料込 発送時期：12月5日まで

聖食品（和歌山県）
（白ごま豆腐×3個、黒ごま豆腐×3個、金ごま豆腐×3個）

あっさりとしたお味を味わえるあっさりとしたお味を味わえる
白胡麻とうふ白胡麻とうふ

芳酵な香りとコクのある味を味わえる芳酵な香りとコクのある味を味わえる
金胡麻とうふ金胡麻とうふ

黒胡麻の芳ばしい香りが味わえる黒胡麻の芳ばしい香りが味わえる
黒胡麻とうふ黒胡麻とうふ

高野山ごま豆腐セット高野山ごま豆腐セット

そばの原料はそば粉、小麦粉とも国産原料を使用。挽き立て自家製粉の
そば粉を使用しています。熱に弱い蕎麦に優しい製法で風味、旨味が豊か
です。つゆは有機原料を使用した、砂糖を使用しないキリリとしたそば通
好みのすっきりしたつゆです。

出雲縁結び蕎麦詰合せ

34No. 5,500円
(税込5,940円)

送料込
麺×8袋、
有機めんつゆ×1本

発送時期：12月5日まで

本田商店（島根県雲南町）

風味豊かな生そばと有機めんつゆの風味豊かな生そばと有機めんつゆの
詰め合わせです。詰め合わせです。

麺100g×8袋麺100g×8袋
有機めんつゆ250ml×1本有機めんつゆ250ml×1本
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紀ノ川平野を一望できる葛城山系の風通し
の良い高台で、人口乳や抗生物質などを一切
使用せず、子豚の時から自家配合の飼料で健
康なもち豚三元豚を育てています。ハム・ソー
セージを作る匠・大浦秀樹さんは養豚業界で
は知る人ぞ知る存在。「子ぶたにこそいい飼
料を」と、当初から自家配合飼料を使い、もち
もちした食感で味が濃くてジューシーな「も
ち豚」に。豚肉特有の臭みが少なく、さっぱり
と甘みの強い脂身が特徴。県内外を問わず、
有名レストランでも使われている豚肉を生み
出しています。

TONTONのTONTONの
ハム・ソーセージハム・ソーセージ
養豚業界では知る人ぞ知るハム・ソーセージの匠養豚業界では知る人ぞ知るハム・ソーセージの匠
大浦秀樹さんのもち豚三元豚使用。大浦秀樹さんのもち豚三元豚使用。
無薬飼育、遺伝子組み換え飼料不使用。無薬飼育、遺伝子組み換え飼料不使用。

和歌山ポークTONTON和歌山ポークTONTON
大浦秀樹さん大浦秀樹さん

無薬飼育、遺伝子組み換え飼料を使わずに育てた豚肉に天然香料だけを
使用し、和歌山特産の木炭と桜の木でじっくり仕上げた匠の逸品です。

無薬飼育、遺伝子組み換え飼料を使わずに育てた豚肉に天然香料だけを
使用し、和歌山特産の木炭と桜の木でじっくり仕上げた匠の逸品です。

人気のソーセージ５種に、ロース・ボンレス・スモークド・骨付きとバラエティ
豊かなハム４種とベーコンを詰め合わせたTONTONの匠、大浦秀樹さん
の集大成ともいえるプレミアムなセットです。

トントンハムソーセージ4種セット

トントンハムソーセージ5種セット トントンソーセージプレミアムセット

25No.

26No. 27No.

6,463

9,241 13,704

円

円 円

(税込6,980円)

(税込9,980円) (税込14,800円)

送料込

送料込 送料込

和歌山ポークTONTON（和歌山県伊都郡）

和歌山ポークTONTON（和歌山県伊都郡） 和歌山ポークTONTON（和歌山県伊都郡）

ボンレスハム約300g、ベーコン約300ｇ、ショートウインナー約130ｇ、ボンレスハム約300g、ベーコン約300ｇ、ショートウインナー約130ｇ、
粗挽きポークソーセージ約130ｇ粗挽きポークソーセージ約130ｇ

スモークドハム約300g、骨付きハム約500g、ボンレスハム約300g、スモークドハム約300g、骨付きハム約500g、ボンレスハム約300g、
アグリィソーセージ約300g、チョリソー約230gアグリィソーセージ約300g、チョリソー約230g

ボンレスハム約300g、ベーコンブロック約300ｇ、ロースハム約300ｇ、ボンレスハム約300g、ベーコンブロック約300ｇ、ロースハム約300ｇ、
骨付きハム約500ｇ、スモークドハム約300ｇ、アグリィソーセージ約300骨付きハム約500ｇ、スモークドハム約300ｇ、アグリィソーセージ約300
ｇ、フランクソーセージ約230ｇ、チョリソー約230ｇ、ショートウインナーｇ、フランクソーセージ約230ｇ、チョリソー約230ｇ、ショートウインナー
約130ｇ、粗挽きポークソーセージ約130ｇ約130ｇ、粗挽きポークソーセージ約130ｇ
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若々しいグリーンフルーティ風味でありながら口の中で甘みが広がり、パ
ンや野菜・果物との相性が抜群です。

野性味ある力強さ、洗練された上品さ、濃厚でフルーティな華やかさが複
雑なニュアンスとなって醸し出され、苦味や辛味などのオリーブらしさも
バランスの良い、特別な美味しさのオイルです。

単一品種のシングルと、4品種のブレンドの食べ比べセット。2品の風味や
味わいの違いがお楽しみいただけます。

有機栽培エキストラバージン
オリーブオイルギフト

有機栽培エキストラバージン
オリーブオイルプレミアム ギフト

有機栽培エキストラバージン
オリーブオイル食べ比べギフト

32No.

31No.

33No.

130ml 3本

180ml 2本

みつば放牧牧草牛
ベーシックギフトセット

28No. 8,796円
(税込9,500円)

送料込

フィレステーキ（150g）×1、サーロインステーキ（200g）×1フィレステーキ（150g）×1、サーロインステーキ（200g）×1
あか牛ハンバーグ×2個あか牛ハンバーグ×2個

3種4点

180ml 2本

日本オリーブ株式会社

日本オリーブ株式会社

美容にも健康にも効果的とさ美容にも健康にも効果的とさ
れるオリーブオイル。健康志れるオリーブオイル。健康志
向が高まっている今日、きっと向が高まっている今日、きっと
喜んでいただけるはずです。喜んでいただけるはずです。

4,500円
(税込4,860円)

送料込

4,630円
(税込5,000円)

送料込

3,685円
(税込3,980円)

送料込

有機エキストラバージンオリーブオイル　シングル130ml3本有機エキストラバージンオリーブオイル　シングル130ml3本

有機栽培エキストラバージンオリーブオイルプレミアム180ml×2本有機栽培エキストラバージンオリーブオイルプレミアム180ml×2本

有機エキストラバージンオリーブオイル　シングル180ml×1本、有機エキストラバージンオリーブオイル　シングル180ml×1本、
有機エキストラバージンオリーブオイル　ブレンド180ml×1本有機エキストラバージンオリーブオイル　ブレンド180ml×1本

みつば放牧牧草牛みつば放牧牧草牛
プレミアムギフトセットプレミアムギフトセット

30No. 17,407円
(税込18,800円)

送料込

GOOD GOOD MEATGOOD GOOD MEAT

フィレステーキ（150g）×2、サーロインステーキ（200g）×2、ハラミフィレステーキ（150g）×2、サーロインステーキ（200g）×2、ハラミ
焼肉用（200g）×1、タン焼肉用（150g）×1、あか牛ハンバーグ2個焼肉用（200g）×1、タン焼肉用（150g）×1、あか牛ハンバーグ2個

みつば放牧牧草牛
スペシャルギフトセット

29No. 12,778円
(税込13,800円)

送料込

GOOD GOOD MEAT

※イメージ写真につき、実際とは異なります。

フィレステーキ（150g）×1、サーロインステーキ（200g）×1、ハラミ焼フィレステーキ（150g）×1、サーロインステーキ（200g）×1、ハラミ焼
肉用（200g）×1、タン焼肉用（150g）×1、あか牛ハンバーグ150g×2肉用（200g）×1、タン焼肉用（150g）×1、あか牛ハンバーグ150g×2

5種6点

5種8点

GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。

GOOD GOOD MEATとは？
「自分たちが食べたい」「家族にも食べさせたい」を基準にし、
【世界中の透明性の高い牧場へ自ら足を運びセレクトしてきた
お肉】や【北海道や九州の国内自社牧場で自ら責任を負って生
産したお肉】を、 一貫形式で販売する畜産ベンチャーです。規
模は小さいですが、生産・加工・卸売・精肉店・飲食店をすべ
て自社で経営しています。僕たちの強みは【牧草牛】や【放牧
豚】で、大好きなお肉が1000年後にも食べられるように持続
可能な畜産を展開しています。

配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島
熨斗：可　名入れ：不可

配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島
熨斗：可　名入れ：不可

配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島
熨斗：可　名入れ：不可

3232No. 3333No.

3131No.

GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。
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GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。
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GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。GOOD GOOD MEATがお勧めする、みつば放牧牧草牛のセット。

廣八堂は、明治８年の創業よりこだわり続けて１２０年。葛根の採取から精
製、加工から仕上げまで全ての工程を自社工場で管理製造した九州産本
葛粉を使った、なめらかな舌触りと豊かな風味のくず湯です。

本葛湯詰合わせ

35No. 3,800円
(税込4,104円)

送料込

各種23ｇ　４袋
発送時期：12月5日まで

くず湯（白糖・生姜・抹茶・小豆・柚子）各23ｇ×4袋、桜花（塩漬け）×4袋
廣八堂（福岡県）

ブルガリア産の有機採蜜されたオーガニック蜂蜜と、有機栽培されたブ
ルーベリーとイチゴのジャムのセットです。

ジャム・はちみつセット

36No. 3,500円
  (税込3,780円)

送料込

200g 各1個
発送時期：12月5日まで  

有機ストロベリージャム200g×1、有機ブルーベリージャム
200g×1、オーガニックはちみつ200g×1

久保養蜂園

本葛１００％使用。上品なのどごしで５種類本葛１００％使用。上品なのどごしで５種類
の味が楽しめる身も心もあったまる贈り物の味が楽しめる身も心もあったまる贈り物

「ウォータープロセス法」技術を使用し化学薬品を一切使用せず安全にカ
フェイン除去をおこなっており通常の珈琲と同じ香をお楽しみ頂けます。

有機カフェオレベース
（希釈用）3本入り

42No. 3,981円
(税込4,300円)

送料込

275ml×3本
発送時期：11月初旬～12月下旬

京都ベジラボ（京都府　マルトシ珈琲株式会社）

妊娠中や授乳期の女性、お子妊娠中や授乳期の女性、お子
様やシニアの健康志向の高い方様やシニアの健康志向の高い方
向きの有機JAS認証液体タイプ向きの有機JAS認証液体タイプ
の「有機珈琲　カフェオレベーの「有機珈琲　カフェオレベー
ス（カフェインレス）」 本品とス（カフェインレス）」 本品と
牛乳や豆乳で4～5倍に薄めて牛乳や豆乳で4～5倍に薄めて
いただくとお手軽にカフェインいただくとお手軽にカフェイン
レスのカフェオレになりますレスのカフェオレになります

黒豆の風味としっとりとした生地のパウンドケーキ。日本茶やコーヒー、紅
茶にも相性抜群です。

黒豆ケーキ黒豆ケーキ

38No. 3,685円
(税込3,980円)

送料込

10個

※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島
有限会社竹屋製菓（岩手県）

（50ｇ×10個）（50ｇ×10個）

厳選された黒豆の風味厳選された黒豆の風味
味わい深いしっとりケーキ味わい深いしっとりケーキ

黒豆の風味としっとりとした生地のパウンドケーキと黒豆ゼリーの詰め合
せです。

黒豆ケーキ・黒豆ゼリー詰め合せ

37No. 2種　7個

有限会社竹屋製菓（岩手県）

3,980円
(税込4,298円)

送料込

黒豆ケーキ400g×1個、黒豆ゼリー85g×6個黒豆ケーキ400g×1個、黒豆ゼリー85g×6個
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幻の酒造米である「山田錦」の原料にこだわり、添加物を使わず体にやさ
しいお煎餅に仕上げました。素朴なサラダ味で、食べやすい一口サイズで
す。

山田錦せんべい
缶入り
41No. 2,800円

(税込3,024円)

送料込

72枚
発送時期：12月5日まで

アリモト（兵庫県）

のどにやさしいなめらかな黒豆ゼリーが誕生しました。龍泉洞の地底湖の
清らかな湧水を使用し、添加物を一切含まない自然食品です。黒豆とハチ
ミツが奏でる、ソフトな甘さをお楽しみください。

黒豆ゼリー黒豆ゼリー

39No.

40No.

3,685
4,611

円

円

(税込3,980円)

(税込4,980円)

送料込

送料込

12個

18個

（85ｇ×12個入り） （85ｇ×18個入り）         （85ｇ×12個入り） （85ｇ×18個入り）         
※配達不可地域/※配達不可地域/
北海道・沖縄・その他離島北海道・沖縄・その他離島

有限会社竹屋製菓（岩手県）
（85ｇ×12個入り） （85ｇ×12個入り） 

43No. 4,500円
(税込4,860円)

送料込

5種　8個

日本で初めてパスチャライズ牛乳（低温殺菌牛乳）を売り出した木次乳
業が生んだプレミアムアイスクリーム。放牧の牛たちの生乳と、平地飼い
鶏の有精卵を使用し、乳化剤、安定剤、合成着色料等の添加剤は不使用。
牛乳本来の風味と成分を保つため最小限の手を加え、出来上るアイスク
リームの約４倍もの牛乳を濃縮して仕上げております。

スーパープレミアムアイスクリーム　

VANAGA

44No. 5,980円
(税込6,458円)

送料込

5種　12個

木次乳業有限会社（島根県）

スーパープレミアムアイスクリームＶＡＮAGA：バニラ、イチゴ120ｍｌ×3個、
抹茶あずき、ブルーベリー、ビターチョコ　120ｍｌ×2個

スーパープレミアムアイスクリームＶＡＮAGA：バニラ、イチゴ、
抹茶あずき　120ｍｌ×2個　ブルーベリー、ビターチョコ　120ｍｌ×1個

自然な甘さと、牛乳を贅沢に使用した天然素材100パーセントのアイスクリームです。自然な甘さと、牛乳を贅沢に使用した天然素材100パーセントのアイスクリームです。
天然素材主義。 奥出雲のおいしい牛乳に生クリーム、そして新鮮な平地飼有精卵を使用した天然素材主義。 奥出雲のおいしい牛乳に生クリーム、そして新鮮な平地飼有精卵を使用した

プレミアムアイスクリームです。 アイスクリームの基本を貫いた味わい深い風味をご賞味下さい。プレミアムアイスクリームです。 アイスクリームの基本を貫いた味わい深い風味をご賞味下さい。

奥出雲の新鮮な牛乳を北欧の技術に基づいて手作りしています。添加物
を使っていない逸品です。ワインや日本酒と良く合います。グラタンやピ
ザトーストなどのお料理にもお使いいただけます。

ナチュラルチーズ3種セット

46No. 4,611円
(税込4,980円)

送料込

3種　各1個

木次乳業有限会社（島根県）

牛乳は本来の姿をそのまま残すため、パスチャリゼイション（72度15秒
間殺菌）とノンホモ（脂肪を均質化しない）にこだわりました。カスタードプ
リンは新鮮なパスチャライズ牛乳と自然の中で育った平地飼い有精卵を
使用。ヨーグルトは新鮮な牛乳をたっぷりと使用したクリーミーなヨーグル
ト。無添加ですので、ヨーグルト本来の自然な風味が生きています。

木次乳業 乳製品セット

45No. 3,685円
(税込3,980円)

送料込

3種　9点

牧場のカスタードプリン100ｍｌ×4個
きすきヨーグルト90ｇ×4個、ノンホモ牛乳（ビン）900ｍｌ×1本

木次乳業有限会社（島根県）

カマンベールチーズ(白カビタイプ)120gカマンベールチーズ(白カビタイプ)120g
イズモ・ラ・ルージュ(セミハードタイプ)180gイズモ・ラ・ルージュ(セミハードタイプ)180g
プロボローネチーズ(ハードタイプ)190gプロボローネチーズ(ハードタイプ)190g
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すべて『国内産』の原材料で作った、砂糖・食塩不使用の野菜ジュース。に
んじん、トマトをベースに、その他7種の野菜をミックスしてサラッと飲み
やすく仕上げました。

国産有機野菜ジュース

47No. 4,167円
(税込4,500円)

送料込

125ml×18本

光食品株式会社（徳島県）

全材料「国内産」有機野菜！全材料「国内産」有機野菜！
砂糖食塩不使用！砂糖食塩不使用！

玉屋珈琲 本物の味、コク、玉屋珈琲 本物の味、コク、
香りを求めてコーヒー一筋50余年香りを求めてコーヒー一筋50余年

有機珈琲ギフトセット（豆）
48No. 4,500円

(税込4,860円)

送料込

200g　各1個

（株）玉屋珈琲店
（京都府）

有機珈琲ギフトセット（粉）
49No. 4,500円

(税込4,860円)

送料込

200g　各1個

（株）玉屋珈琲店
（京都府）

オーガニックのコーヒー豆の仕入れや生産管理、焙煎にこだわってきた老
舗焙煎所ならではの味わい深く安心・安全なコーヒーです。

マイルドブレンド、スペシャルブレンド、マイルドブレンド、スペシャルブレンド、
ダークローストブレンド各1袋ダークローストブレンド各1袋

四世代に渡って、化学合成農薬・化学肥料を極力使わない栽培を続ける竹
嶋有機農園の貴重なりんごを使用。落果などは使用せず、生食用のりんご
を贅沢に使用しています。

大阪府・和歌山県産の有機温州みかん100％。ストレート製法で絞った美
味しい果汁なので、みかんの自然な香り・甘味・酸味がいきています。

あいのうりんご瓶ジュース

あいのうみかん瓶ジュース

51No.

50No.

5,537

5,278

円

円

(税込5,980円)

(税込5,700円)

送料込

送料込

900ｍｌ×6本

900ｍｌ×6本

大阪愛農食品センター（大阪府堺市）

大阪愛農食品センター（大阪府堺市）

大阪愛農が誇る生産者たちが育てた果物をそのまま大阪愛農が誇る生産者たちが育てた果物をそのまま
ストレートに搾りました。ストレートに搾りました。

あいのうりんご瓶ジュースあいのうりんご瓶ジュース

あいのうみかん瓶ジュースあいのうみかん瓶ジュース

330ｍｌ×24缶

モルトはドイツ産の有機麦芽100％、ホップもドイツ産の有機ホップを
100％使用。すっきりとした飲み口の中にも、ビール本来の素材を感じさ
せる味に仕上げています。

サンサンオーガニックビール

52No. 8,000円
(税込8,800円)

送料込

１ケース２４缶

ヤッホー・ブルーイング
（長野県）

有機栽培のモルトとホップを100%使用した、オーガ
ニックビール。すっきりした飲み口の中にも、ドイツ産
ホップの落ち着いた香りや麦芽の柔らかなコクといっ
たビール本来の素材を感じることができます。健康志
向の方におすすめしたい有機素材を使ったビールです

お酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておお酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておりません。りません。

純米大吟醸
「奇跡のりんご」で知られる木村秋則氏が提
唱する、肥料・農薬を使用しない自然栽培で
収穫されたお米で醸した、自然の恵みのお酒
です。特に本酒は、岡山の誇る高級酒米で人
工交配されていない「雄町米」の自然栽培米
を使用し、社長杜氏・菊池東の卓越した酒造
りの技でもって、フルーティーな香りと、45%ま
で精白した自然栽培雄町の上品な味わいに
仕上がった純米大吟醸酒です。

アルコール度数：17度　華やかな香りに上品な甘み、まろやかな味わい。
洋風料理にも合うので、冷やしてワイングラスでも楽しめます。
※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島

純米大吟醸原酒
53No. 5,455円

(税込6,000円)

送料込

720ml

菊池酒造（岡山県）

お酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておお酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておりません。りません。



44 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます冬ギフト2022年44 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます冬ギフト2022年

純米吟醸　雄町
「奇跡のりんご」で知られる木村秋則氏の提唱する
肥料・農薬を使用しない自然栽培で収穫した米で
醸した、自然の恵みのお酒です。 　特に本酒は、
岡山の誇る酒米「雄町米」の自然栽培米を栽培委
託し、55%まで磨いたこのお米を利用し醸した、芳
醇な香りと、雄町のふくよかな旨みがのった純米吟
醸酒です。

54No. 3,455円
(税込3,800円)

送料込

720ml

  アルコール度数：15度以上16度未満　香り高く深みのある味わい。日本
酒のふくよかさを味わいたい方にお勧めです。
※配達不可地域/北海道・沖縄・その他離島

55No. 5,273円
(税込5,800円)

送料込

1800ml

純米吟醸　雄町 菊池酒造（岡山県）

ブドウ栽培は除草剤や農薬を一切使わない有機農法。レモンやグレープフ
ルーツのような柑橘系の香りですっきりとした辛口。
ブドウ品種：ガルガネーガ

柑橘系の香りとすっきりした辛口
でバランスの良いスパークリング
ワインです。

コッフェレ・ミレッジ
マート・ブリュット　
<白発泡・辛口>

56No.   5,000円
(税込5,500円)

送料込

  1本（化粧箱入り）
配達不可地域/離島は不可

白発泡　1本

赤い果実とブラックベリーの濃密で力強い香り。リッチでコクがある味わ
いが余韻へと続きます。濃いワインがお好きな方へ。
ブドウ品種：カベルネ・ソービニヨン、シラー

エキノクス
カベルネ・シラー　
<赤・コクあり>

シュバリエ・ド・ランガラン　
<赤・ややコクあり>

オー・キャトル・ヴァン
<白・すっきり辛口>

57No.   5,000円
(税込5,500円)

送料込

  1本（化粧箱入り）
配達不可地域/離島は不可

南仏らしい果実の風味がギュッと凝縮し、滑らかで心地よい質感。ほど良
く樽のニュアンスが利いていて、高級ワインの風味も漂います。
ブドウ品種：シラー、サンソーなど

58No.   3,636円
(税込4,000円)

送料込

  1本（化粧箱入り）
配達不可地域/離島は不可

6種のブドウをブレンド。華やかなフローラルな香りに、レモンやフレッシュなブド
ウの香りが混ざったエレガントなワイン。特に魚介類との相性が抜群です。ブドウ品
種：ヴェルメンティーノ、ルーサンヌ、ソーヴィニヨン・ブラン、ヴィオニエ、グルナッシュ、ミュスカ・ア・プティ・グレン

59No.     3,500円
(税込3,850円)

送料込

1本（化粧箱入り）
配達不可地域/離島は不可

赤　1本

赤　1本

白　1本

頭が痛くならない、カラダと地球に
やさしい自然派ワイン

お酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておりません。お酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておりません。

58No.57No. 59No.

大阪・住之江
ばんどう酒店

人気の銘柄2本の詰合せ。女性が造り手の赤ワインと、年間人気No.1の白
ワインです。ブドウ品種　赤：シラー、サンソーなど　白：ヴェルメンティーノ、ルーサンス、ソーヴィ
ニヨン・ブラン、ヴィオニエ、グルナッシュ、ミュスカ・ア・プティ・グレン　

6060NoNo..     6,000円
(税込6,600円)

送料込

各1本（化粧箱入り）各1本（化粧箱入り）
配達不可地域/離島は不可

お酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておお酒は20歳になってから。20歳未満への酒類の販売は致しておりません。りません。

赤・白各1本赤・白各1本 ※写真は箱入りのイメージ写真です。

人気ワイナリーの人気ワイナリーの
赤白セット赤白セット
（赤：シュバリエ・ド・ランガラン（赤：シュバリエ・ド・ランガラン
白：オー・キャトル・ヴァン）白：オー・キャトル・ヴァン）

●農産物のお届け希望日の指定について

◆表記の価格は、送料と消費税が含まれています。
　（北海道、沖縄、離島については追加料金が必要です）
◆ご注文は添付の注文用紙にご記入の上、センターまでお届け下さい。
　（FAX でも承ります）
◆一部商品で締め切りの早いものがあります。ご注意ください。

農産物のギフト商品について生鮮食品という性質上、入荷状況や
商品品質の都合から、大変恐縮ではございますが、お届け希望日の
ご指定はご容赦下さいますようお願い致します。

【承り期間】2022年

12月5日（月）まで

お申込みは、別紙「２０２２年冬ギフトお申込書」
に必要事項をご記入のうえ、配送担当にご提出く
ださい。電話・FAX でもお申込み受け付けてお
ります。


