
夏
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

創健社創健社
＆お取り寄せ＆お取り寄せ

ギフトギフト
5月20日（月）～8月16日（金）〈お申し込み期間〉

2019 Summer Gift



メロンを切った瞬間に果汁があふれ出します。
糖度は15度以上で、鮮やかな果肉の色と濃厚な甘み
が特徴です。

おすすめポイント！
北海道中富良野

坂本正男さん

商品CD：210577 商品CD：210546

新潟県黒埼産の早朝に収穫された茶豆
を素早く冷凍加工し採れたての美味し
さをそのまま袋詰めにしました。茶豆特
有の芳ばしい香り、コクのある甘みをお
楽しみ下さい。

税込 6,480円（送料込） 税込 10,618円（送料込）
約2kg（6玉）
お申し込み期間 7月15日まで　　お届け期間 7月20日～27日頃

白鳳、清水　約1.3kg（5～6玉）
お申し込み期間 7月末日まで　　お届け期間 7月中旬～8月初旬

御坂の白鳳 岡山県ファーム MITANI有機白桃

ＭＯＡ特別栽培以上のマンゴー（アーウィン種）です。完熟
で発送ですので、すべて冷蔵便での発送となります。元肥と
して完熟の牛糞堆肥を少量と沖縄のミネラル豊富な海水
を利用し、糖蜜を混ぜて魚のアラをアミノ酸醗酵させたエキ
スを米ぬかに混ぜて液肥として使用しています。微生物が
豊富に育つ環境と草生栽培（除草し敷き草代わりに利用）
を取り入れ、水分を保ち、ハウスの風通しをよくするなど無
農薬でできる環境づくりに気を使っています。南国沖縄の
太陽のもとですくすく育った完熟のマンゴーです。安心・安
全を願い、愛情いっぱい丹精込めて栽培しました。とろける
ように美味しいマンゴーをお届けします。

北海道中富良野から希少な
ＭＯＡ自然農法のメロンをお
届けいたします。肉質が細か
くジューシーでしっかりした果
肉が特徴の至高の逸品、ぜ
ひご堪能ください。

森谷さんがＭＯＡ特別栽培で、さくらんぼの
最高峰、「佐藤錦」を、愛情いっぱいに育て
ました。宝石のルビーのような光沢があり、
プチっとした歯ごたえと口の中に広がる芳
醇な香りと甘さはまさに絶品です。

雄大な南アルプスを眺望する御
坂桃源郷の桃です。夏場、昼夜
の温度差も大きく果物の栽培に
は適している地域です。

肉質は緻密で繊維が少なく果汁
がとても多い桃です。甘みが強く、
酸味はあまりありません。食べた
時に果汁がぼたぼたと滴る桃とい
えばこの白鳳系と言って良いほど
ジューシーで甘い品種です。

佐藤錦に比べて実がやや大きめ、酸味が控え
めで甘みを感じる品種です。実が硬いので日持
ちがよくお中元にぴったりです。
除草剤や化学肥料に頼らず最小限の防除で
栽培しています。

長年の歳月をかけ土壌を強くする
ことで農薬を使用しない有機栽培
のメロンが出来ました。

着日指定
不可

着日指定
不可

商品CD：210544

税込 6,813円（送料込）
約1.3kg×2玉　
お申し込み期間 ７月１５日まで　　お届け期間 7月中旬～7月下旬

北海道中富良野赤肉メロン（ルピアレッド）

着日指定
不可

常温

商品CD：210082

税込 5,300円（送料込）
約500g（規格2L～Lサイズ）
お申し込み期間 6月30日まで　　お届け期間 6月下旬より

さくらんぼ（佐藤錦）

着日指定
不可

常温

常温 常温

商品CD：210548

税込 9,305円（送料込）
1kg（500ｇ×2）
お申し込み期間 7月5日まで　　お届け期間 7月9日～２０日

さくらんぼ（紅秀峰）

着日指定
不可

常温

完熟マンゴー
商品CD：210081

税込 8,990円（送料込）
約1kg（2～4玉）　
お申し込み期間 7月末日まで　　お届け期間 7月上旬～8月上旬

着日指定
不可

冷蔵

商品CD：210811

税込 4,104円 ※1.別途送料
約1.3kg×1玉　
お申し込み期間 7月末日まで　　お届け期間 7月上旬～8月中旬

有機栽培メロン（ルピアレッド）

着日指定
不可

常温
（ 詳細は最終ページの ｢ご注文方法・配送について」 に記載しております。）

着日指定
不可冷凍・黒埼の茶豆

230ｇ×5袋　賞味期限：2020年2月26日

商品CD：210812

税込 3,996円（送料込） 冷凍

の
海
幸

＆
ドリンク
スイーツ

フル ツー
Fruit

1999年よりマンゴー
の栽培をしています。
2011年よりМＯＡと出
会い自然農法を目指
すようになり、5年前よ
り完全な無農薬・自然
農法に切り替わりまし
た。当初は不安でした
が工夫と努力で栽培
が可能になりました。 沖縄マンゴー研究会 大城新栄さん

おすすめポイント！
沖縄県糸満市

1注文
番号

3注文
番号2注文

番号

4注文
番号

6注文
番号

10注文
番号

7注文
番号

5注文
番号

ＭＯＡ自然農法中富良野生産
組合からお届けします。

ＭＯＡ自然農法
中富良野生産組合

原田一男さん

おすすめポイント！
北海道中富良野

ＭＯＡ自然農法河北
普及会からお届けしま
す。手詰めして、旬の
味を山形からお届けし
ます。

おすすめポイント！
山形県天童市

森谷光夫さんご夫妻

2003年より有機認定を
受けて、全国でも数少な
い桃の有機栽培に取り
組む生産者です。

おすすめポイント！
岡山県

三谷さんご夫妻

有機肥料を施肥し、農
薬の使用を極力控え
て、安心でおいしい桃づ
くりに励んでいます。

おすすめポイント！
山梨県御坂町

雨宮農園 雨宮さん

果肉は柔らかく甘みがあり果汁豊かな梨です。清涼感あ
ふれる夏の味をお届けします。

伊万里産 早出し梨（幸水）
商品CD：210547

税込 5,816円（送料込）
約2.5kg（5～7玉）
お申し込み期間 7月末日まで
お届け期間 7月下旬～8月上旬

常温

着日指定
不可

8注文
番号

おすすめポイント！
佐賀県伊万里市

前田秋信さん

ＭＯＡ自然農法伊万里普及会
からお届けします。

おすすめポイント！
新潟県新潟市西区（旧黒埼地区）
粒がやや大きめで甘みが特徴の
「ぴかり茶豆」を使用しています。

生産者グループ代表 鈴木勇治郎さん 

あんぽ柿

奈良・和歌山産あんぽ柿70g×8個　賞味期間：冷凍60日

商品CD：210295

たねなし柿（刀根柿・平核無柿）を半生状に干しあげた
ソフトタイプの干し柿を冷凍でお届けします。

税込 4,212円（送料込）

9注文
番号

おすすめポイント！
奈良県・和歌山県

山崎昭夫さん

寒暖の激しい丘陵地帯で
栽培した柿は甘さもたっ
ぷり。干しあげる際も添加
物・保存料・着色料を使用
しないこだわりの加工をし
ています。

冷凍

50
限定
セット

1 創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

2



メロンを切った瞬間に果汁があふれ出します。
糖度は15度以上で、鮮やかな果肉の色と濃厚な甘み
が特徴です。

おすすめポイント！
北海道中富良野

坂本正男さん

商品CD：210577 商品CD：210546

新潟県黒埼産の早朝に収穫された茶豆
を素早く冷凍加工し採れたての美味し
さをそのまま袋詰めにしました。茶豆特
有の芳ばしい香り、コクのある甘みをお
楽しみ下さい。

税込 6,480円（送料込） 税込 10,618円（送料込）
約2kg（6玉）
お申し込み期間 7月15日まで　　お届け期間 7月20日～27日頃

白鳳、清水　約1.3kg（5～6玉）
お申し込み期間 7月末日まで　　お届け期間 7月中旬～8月初旬

御坂の白鳳 岡山県ファーム MITANI有機白桃

ＭＯＡ特別栽培以上のマンゴー（アーウィン種）です。完熟
で発送ですので、すべて冷蔵便での発送となります。元肥と
して完熟の牛糞堆肥を少量と沖縄のミネラル豊富な海水
を利用し、糖蜜を混ぜて魚のアラをアミノ酸醗酵させたエキ
スを米ぬかに混ぜて液肥として使用しています。微生物が
豊富に育つ環境と草生栽培（除草し敷き草代わりに利用）
を取り入れ、水分を保ち、ハウスの風通しをよくするなど無
農薬でできる環境づくりに気を使っています。南国沖縄の
太陽のもとですくすく育った完熟のマンゴーです。安心・安
全を願い、愛情いっぱい丹精込めて栽培しました。とろける
ように美味しいマンゴーをお届けします。

北海道中富良野から希少な
ＭＯＡ自然農法のメロンをお
届けいたします。肉質が細か
くジューシーでしっかりした果
肉が特徴の至高の逸品、ぜ
ひご堪能ください。

森谷さんがＭＯＡ特別栽培で、さくらんぼの
最高峰、「佐藤錦」を、愛情いっぱいに育て
ました。宝石のルビーのような光沢があり、
プチっとした歯ごたえと口の中に広がる芳
醇な香りと甘さはまさに絶品です。

雄大な南アルプスを眺望する御
坂桃源郷の桃です。夏場、昼夜
の温度差も大きく果物の栽培に
は適している地域です。

肉質は緻密で繊維が少なく果汁
がとても多い桃です。甘みが強く、
酸味はあまりありません。食べた
時に果汁がぼたぼたと滴る桃とい
えばこの白鳳系と言って良いほど
ジューシーで甘い品種です。

佐藤錦に比べて実がやや大きめ、酸味が控え
めで甘みを感じる品種です。実が硬いので日持
ちがよくお中元にぴったりです。
除草剤や化学肥料に頼らず最小限の防除で
栽培しています。

長年の歳月をかけ土壌を強くする
ことで農薬を使用しない有機栽培
のメロンが出来ました。

着日指定
不可

着日指定
不可

商品CD：210544

税込 6,813円（送料込）
約1.3kg×2玉　
お申し込み期間 ７月１５日まで　　お届け期間 7月中旬～7月下旬

北海道中富良野赤肉メロン（ルピアレッド）

着日指定
不可

常温

商品CD：210082

税込 5,300円（送料込）
約500g（規格2L～Lサイズ）
お申し込み期間 6月30日まで　　お届け期間 6月下旬より

さくらんぼ（佐藤錦）

着日指定
不可

常温

常温 常温

商品CD：210548

税込 9,305円（送料込）
1kg（500ｇ×2）
お申し込み期間 7月5日まで　　お届け期間 7月9日～２０日

さくらんぼ（紅秀峰）

着日指定
不可

常温

完熟マンゴー
商品CD：210081

税込 8,990円（送料込）
約1kg（2～4玉）　
お申し込み期間 7月末日まで　　お届け期間 7月上旬～8月上旬

着日指定
不可

冷蔵

商品CD：210811

税込 4,104円 ※1.別途送料
約1.3kg×1玉　
お申し込み期間 7月末日まで　　お届け期間 7月上旬～8月中旬

有機栽培メロン（ルピアレッド）

着日指定
不可

常温
（ 詳細は最終ページの ｢ご注文方法・配送について」 に記載しております。）

着日指定
不可冷凍・黒埼の茶豆

230ｇ×5袋　賞味期限：2020年2月26日

商品CD：210812

税込 3,996円（送料込） 冷凍

の
海
幸

＆
ドリンク
スイーツ

フル ツー
Fruit

1999年よりマンゴー
の栽培をしています。
2011年よりМＯＡと出
会い自然農法を目指
すようになり、5年前よ
り完全な無農薬・自然
農法に切り替わりまし
た。当初は不安でした
が工夫と努力で栽培
が可能になりました。 沖縄マンゴー研究会 大城新栄さん

おすすめポイント！
沖縄県糸満市

1注文
番号

3注文
番号2注文

番号

4注文
番号

6注文
番号

10注文
番号

7注文
番号

5注文
番号

ＭＯＡ自然農法中富良野生産
組合からお届けします。

ＭＯＡ自然農法
中富良野生産組合

原田一男さん

おすすめポイント！
北海道中富良野

ＭＯＡ自然農法河北
普及会からお届けしま
す。手詰めして、旬の
味を山形からお届けし
ます。

おすすめポイント！
山形県天童市

森谷光夫さんご夫妻

2003年より有機認定を
受けて、全国でも数少な
い桃の有機栽培に取り
組む生産者です。

おすすめポイント！
岡山県

三谷さんご夫妻

有機肥料を施肥し、農
薬の使用を極力控え
て、安心でおいしい桃づ
くりに励んでいます。

おすすめポイント！
山梨県御坂町

雨宮農園 雨宮さん

果肉は柔らかく甘みがあり果汁豊かな梨です。清涼感あ
ふれる夏の味をお届けします。

伊万里産 早出し梨（幸水）
商品CD：210547

税込 5,816円（送料込）
約2.5kg（5～7玉）
お申し込み期間 7月末日まで
お届け期間 7月下旬～8月上旬

常温

着日指定
不可

8注文
番号

おすすめポイント！
佐賀県伊万里市

前田秋信さん

ＭＯＡ自然農法伊万里普及会
からお届けします。

おすすめポイント！
新潟県新潟市西区（旧黒埼地区）
粒がやや大きめで甘みが特徴の
「ぴかり茶豆」を使用しています。

生産者グループ代表 鈴木勇治郎さん 

あんぽ柿

奈良・和歌山産あんぽ柿70g×8個　賞味期間：冷凍60日

商品CD：210295

たねなし柿（刀根柿・平核無柿）を半生状に干しあげた
ソフトタイプの干し柿を冷凍でお届けします。

税込 4,212円（送料込）

9注文
番号

おすすめポイント！
奈良県・和歌山県

山崎昭夫さん

寒暖の激しい丘陵地帯で
栽培した柿は甘さもたっ
ぷり。干しあげる際も添加
物・保存料・着色料を使用
しないこだわりの加工をし
ています。

冷凍

50
限定
セット

1 創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

2



マイルドブレンド7g×10袋、ジャーマンブレンド7g×10袋、
有機イタリアーノ7g×10袋	 賞味期間:常温1年

オーガニックぶどうじゅうすコンコード2本、オーガニックぶどうナイア
ガラ2本、有機あっぷるじゅうす2本、オーガニックオレンジじゅうす2
本　各250ml	 賞味期間：常温1年6ヶ月

565ml×2本	 賞味期間：常温2年

珈琲ゼリー105ｇ×4個、苺の杏仁どうふ105g×4個	 賞味期間：常温４ヶ月

トコゼリーパイン130g×2個、トコゼリーピーチ130g×2個、トコゼリーみかん130g×
2個、トコゼリー甘夏130g×1個、トコゼリーぶどう130g×1個	 賞味期間：常温４ヶ月

トコゼリーパイン130g×4個、トコゼリーピーチ130g×4個、トコゼリーみかん130g×
4個、トコゼリー甘夏130g×2個、トコゼリーぶどう130g×2個	 賞味期間：常温４ヶ月

珈琲ゼリー105ｇ×3個、苺の杏仁どうふ105g×3個、あま酒ジュレ105g×2個	 賞味期間：常温４ヶ月

マイルドブレンド7g×20袋、ジャーマンブレンド7g×10袋、
有機イタリアーノ7g×10袋	 賞味期間:常温1年

炭火焙煎有機アイスコーヒー無糖1000ml×2本、炭火焙煎有
機アイスコーヒー微糖1000ml×2本、有機アイスティーセイロ
ンウバ紅茶無糖1000ml×2本	（計6本）	 賞味期間：常温1年

美山の牛乳たっぷりプリン120g×4個、宇治抹茶プリン120g×3個、ミル
クココアプリン120g×3個　　	賞味期間：冷凍1ヶ月(解凍後要冷蔵4日）

信州ぶどうゼリー・コンコード80g×2、信州ぶどうゼリー・ナイ
アガラ80g×3、信州りんごゼリー80g×2、信州ももゼリー
80g×3、西洋なしゼリー80g×2	 賞味期間：常温1年

国産野菜（さつま芋、紫いも、じゃがいも、にんじん、かぼちゃ、
れんこん、いんげん）のチップス300g	 賞味期間：常温4ヶ月こしあん水羊かん90ｇ×10個、抹茶水羊かん90g×4個	賞味期間：常温1年6ヶ月

SH2

CAU-300

8個入

16個入

NSH

商品CD：210538

商品CD：210798

商品CD：210363

商品CD：210043

商品CD：160738

商品CD：160739

商品CD：210797

商品CD：210537

商品CD：210543

商品CD：123184

商品CD：210799

商品CD：210784
商品CD：210578

ショットワンドリップ珈琲ギフト SH2

信州フルーツゼリーセット ＮＺ-150

日本の野菜・極
醗酵カシスセット

珈琲ゼリーと苺の杏仁どうふ 詰め合わせ

トコゼリーギフト ８個入 

トコゼリーギフト 16個入 

京丹波のプリン詰め合わせ

オーガニック 水羊かん詰め合わせ

珈琲ゼリーと苺の杏仁どうふとあま酒ジュレ 詰め合わせ

ショットワンドリップ珈琲ギフト NSH

有機アイスコーヒー＆有機アイスティーギフト TOA

創業1950年になる、東京・
麻布のタカノコーヒー。定
番ブレンドコーヒーをドリ
ップタイプにしました。業
務用で培われた技術を生か
したコーヒーを是非、ご賞
味ください。

オリジナルブレンドの有機栽培
コーヒー豆を炭火の直火式焙煎
機にてじっくり焼き上げ、丁寧
にドリップ抽出して作り上げた
アイスコーヒーと、有機農園で
育まれた紅茶葉を使用した香り
高いアイスティーのセットで
す。微糖のコーヒーに使用して
いる砂糖も有機栽培のものを使
用しておりますので、すべて有
機JAS認定の商品です。

有機栽培されたコーヒー豆を
使用した濃縮アイスコーヒー
無糖、濃縮したカフェインレ
スコーヒーに、コーヒーの花
から採れたハチミツを加えた
ハニーグラッセ、有機のコー
ヒー豆を使用したコーヒーゼ
リーのセットです。

＜牛乳たっぷりプリン＞
丹波高原牧場の新鮮な
牛乳で手作りしました。
＜宇治抹茶プリン>
京都の宇治抹茶を使って
います。
＜ミルクココアプリン＞
丹波高原の新鮮な牛乳で
作りました。

ニュージーランド産のカシスを100％使用し、おいしい
ジュースにしました。このカシスにはポリフェノールが
たっぷり含まれており、なかでもブルーベリーにはない
２種類のアントシアニンを含有しています。

コーヒーの香りに黒砂糖の旨味が
加わり、コクがありながらカロリー
は１個69kcalと低カロリーで少
しビターな大人好みの珈琲ゼリー
が４個と、食物繊維入りの「苺の風
味と味」と「杏仁の旨味と香り」との
バランスが良い、苺の杏仁どうふが
４個入ったギフトセットです。

寒天・こんにゃく粉の心地よい食感の生地に、いろいろな果物の調和し
た美味しさが詰まったトコゼリーのセットです。数種類の果物の果肉を
つぶして生地にも入れていますので、色々な果物の味わいがお楽しみい
ただけます。自然な美味しさを召し上がっていただくため、香料や着色
料を使用しておりません。

自然な風味と、さっぱりした食感が特徴のアイスクリーム
です。アイスクリーム本来の味わいが自慢です。

信州産5種類の果汁が主原料のフルーツ
ゼリー。果実味豊かな寒天ゼリーの風味と
舌触りをお楽しみください。

国産100％の野菜チップスです。主原料に国内産
野菜100％使用しています。無着色、保存料、化学
調味料などは一切使用せずに仕上げています。

有機小豆を使ったこしあ
んの水羊かんと、有機いん
げんを使った抹茶の水羊
かんのセットです。

コーヒーの香りに宮古島産黒砂糖の旨味が加わり、コクがありながらカロリーは１
個69kcalと低カロリーで少しビターな大人好みの珈琲ゼリーが３個と、食物繊維
入りの「苺の風味と味」と「杏仁の旨味と香り」とのバランスが良い、苺の杏仁どうふ
が３個、そして米と米麹で作った甘酒を寒天で固め、オリゴ糖を加えお腹にも優し
くノンアルコールで、日本の伝統
的な美味しさを現代風にお楽しみ
頂けるあま酒ジュレが２個入った
ギフトセットです。

税込 3,456円（送料込）

税込 4,212円（送料込）

税込 4,968円（送料込）

税込 3,197円（送料込）

税込 2,484円（送料込）

税込 4,050円（送料込）

税込 3,143円（送料込）

税込 3,908円（送料込）

税込 4,000円（送料込）

税込 4,860円（送料込）

税込 2,916円（送料込）

税込 5,108円（送料込）
税込 4,428円（送料込）

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温
常温

11注文
番号

デミカフェ	有機カフェグラッセ無糖500ml×1本、デミカフェ	ハニー
グラッセ500ml×1本、クラッシュドコーヒーゼリー500ml×2本
賞味期間:常温1年

商品CD：210836

麻布タカノプレミアムアイスコーヒーギフト

税込 4,320円（送料込） 常温

14注文
番号

12注文
番号

13注文
番号

17注文
番号

24注文
番号

26注文
番号

25注文
番号

27注文
番号18注文

番号

19注文
番号 20注文

番号

21注文
番号

22注文
番号

おすすめポイント！
東京都・麻布

鷹野孝雄さん

麻布タカノが創業以来69年に渡って
業務用コーヒーとして培ってきたノウ
ハウを「安心・安全」とともにお届けし
ます。

おすすめポイント！
無香料・無着色。寒天・こんにゃく粉
を使ったゼリーです。どの種類も味の
ベースに数種類の果物を潰して溶け
込ませていますのでメインの果物と
の調和のとれた美味をお楽しみいた
だけます。

おすすめポイント！
ニュージーランド

ハイアットさん

水で４～５倍に希釈してお召
し上がり下さい。また、そのまま
ヨーグルトやアイスクリームにか
けてもお
いしくお
召し上が
りいただ
けます。

おすすめポイント！
愛媛県南宇和郡

マルヤス食品の皆さん

おすすめポイント！
京都府南丹市

中村さんご夫妻

一つ一つ手作りで
作りました。

おすすめポイント！
東京都東村山市
有機栽培された小豆（アメリカ
産）、砂糖（ブラジル産）、抹茶（京
都・熊本・鹿児島産）を使用し、糸
寒天（韓国・モロッコ産）で仕上げ
た食感の良いなめらかな有機ＪＡＳ
認定の水羊かんギフトセットです。

遠藤製餡
遠藤社長

おすすめポイント！
長野県塩尻市
長野でぶどう栽培をして
います。

上野勝生さん

おすすめポイント！
兵庫県神戸市
純国産にこだわり、
主原料の野菜、揚
げ油、砂糖、食塩ま
ですべて国内産に
しています。お子様
にも安心なおやつ
セット。7種類のお
野菜がお楽しみいた
だけます。 横野社長

冷凍

アレルゲン：乳
スーパープレミアムバニラアイスクリーム・紅茶アイスクリーム・キャラメ
ルアイスクリーム・緑茶アイスクリーム　90ml×12個（4種×各3個）

商品CD：210834

新生酪農アイスギフト

税込 5,940円（送料込）

23注文
番号

冷凍

15注文
番号

16注文
番号

長野県産の果物を使用した
ストレートジュースの詰め
合わせです。5種それぞれの
おいしさをお楽しみ下さい。

信州ぶどうコンコードジュース160g×4缶、信州ぶどうナイアガラジュース160g×4缶、信州巨峰ジュース
160g×4缶、信州りんごジュース160g×3缶、信州ももジュース160g×3缶	 賞味期間：常温1年６ヶ月

商品CD：210519

アルプスストレートジュースセット MCG-340

税込 4,860円（送料込） 常温

おすすめポイント！
長野県塩尻市
ぶどう作り50年の中村さん、「他
の作物も同じですが、手をかけた
分だけ実はおいしくなります。作
物は生産者に楽をさせてくれませ
ん」と、一房一
房手作業で世
話をしながら話
してくれました。

中村さん

オーガニックぐれいぷじゅうすコンコード、オーガニックぐれいぷじゅうすナイアガラ、オーガニックあっ
ぷるじゅうす	各160g×4缶、オーガニックオレンジじゅうす160g×3缶	 賞味期間：常温1年6ヶ月

商品CD：210542

オーガニックジュースセット 160Ｙ-300

オーガニックジュースセット CAU-300

米国ワシントン州、スペインカタルーニャ州、両政府認証の有機果実
が原料です。現地で搾汁された果汁を原液のまま輸入し、日本にて有
機食品製造認定工場の株式会社アルプスにて充填された無添加の有
機ストレートジュースです。

税込 4,104円（送料込） 常温

おすすめポイント！
長野県塩尻市
有機でありな
がら味の糖度
が高くおいしい
ジュースです。 株式会社アルプス

NEW

NEW
キャラメル

紅茶

緑茶

スーパー
プレミアム
バニラ

おすすめポイント！
千葉県長生郡
乳化剤・安定剤を使わず、
牛乳の自然な風味組成を
大切にしたアイスです。原
料は生 産
者指定の
良 質な生
乳を使用し
ています。

樋口課長

3 創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

4

の
海
幸

＆
ドリンク
スイーツ

フル ツー
Drink ＆ Food



マイルドブレンド7g×10袋、ジャーマンブレンド7g×10袋、
有機イタリアーノ7g×10袋	 賞味期間:常温1年

オーガニックぶどうじゅうすコンコード2本、オーガニックぶどうナイア
ガラ2本、有機あっぷるじゅうす2本、オーガニックオレンジじゅうす2
本　各250ml	 賞味期間：常温1年6ヶ月

565ml×2本	 賞味期間：常温2年

珈琲ゼリー105ｇ×4個、苺の杏仁どうふ105g×4個	 賞味期間：常温４ヶ月

トコゼリーパイン130g×2個、トコゼリーピーチ130g×2個、トコゼリーみかん130g×
2個、トコゼリー甘夏130g×1個、トコゼリーぶどう130g×1個	 賞味期間：常温４ヶ月

トコゼリーパイン130g×4個、トコゼリーピーチ130g×4個、トコゼリーみかん130g×
4個、トコゼリー甘夏130g×2個、トコゼリーぶどう130g×2個	 賞味期間：常温４ヶ月

珈琲ゼリー105ｇ×3個、苺の杏仁どうふ105g×3個、あま酒ジュレ105g×2個	 賞味期間：常温４ヶ月

マイルドブレンド7g×20袋、ジャーマンブレンド7g×10袋、
有機イタリアーノ7g×10袋	 賞味期間:常温1年

炭火焙煎有機アイスコーヒー無糖1000ml×2本、炭火焙煎有
機アイスコーヒー微糖1000ml×2本、有機アイスティーセイロ
ンウバ紅茶無糖1000ml×2本	（計6本）	 賞味期間：常温1年

美山の牛乳たっぷりプリン120g×4個、宇治抹茶プリン120g×3個、ミル
クココアプリン120g×3個　　	賞味期間：冷凍1ヶ月(解凍後要冷蔵4日）

信州ぶどうゼリー・コンコード80g×2、信州ぶどうゼリー・ナイ
アガラ80g×3、信州りんごゼリー80g×2、信州ももゼリー
80g×3、西洋なしゼリー80g×2	 賞味期間：常温1年

国産野菜（さつま芋、紫いも、じゃがいも、にんじん、かぼちゃ、
れんこん、いんげん）のチップス300g	 賞味期間：常温4ヶ月こしあん水羊かん90ｇ×10個、抹茶水羊かん90g×4個	賞味期間：常温1年6ヶ月

SH2

CAU-300

8個入

16個入

NSH

商品CD：210538

商品CD：210798

商品CD：210363

商品CD：210043

商品CD：160738

商品CD：160739

商品CD：210797

商品CD：210537

商品CD：210543

商品CD：123184

商品CD：210799

商品CD：210784
商品CD：210578

ショットワンドリップ珈琲ギフト SH2

信州フルーツゼリーセット ＮＺ-150

日本の野菜・極
醗酵カシスセット

珈琲ゼリーと苺の杏仁どうふ 詰め合わせ

トコゼリーギフト ８個入 

トコゼリーギフト 16個入 

京丹波のプリン詰め合わせ

オーガニック 水羊かん詰め合わせ

珈琲ゼリーと苺の杏仁どうふとあま酒ジュレ 詰め合わせ

ショットワンドリップ珈琲ギフト NSH

有機アイスコーヒー＆有機アイスティーギフト TOA

創業1950年になる、東京・
麻布のタカノコーヒー。定
番ブレンドコーヒーをドリ
ップタイプにしました。業
務用で培われた技術を生か
したコーヒーを是非、ご賞
味ください。

オリジナルブレンドの有機栽培
コーヒー豆を炭火の直火式焙煎
機にてじっくり焼き上げ、丁寧
にドリップ抽出して作り上げた
アイスコーヒーと、有機農園で
育まれた紅茶葉を使用した香り
高いアイスティーのセットで
す。微糖のコーヒーに使用して
いる砂糖も有機栽培のものを使
用しておりますので、すべて有
機JAS認定の商品です。

有機栽培されたコーヒー豆を
使用した濃縮アイスコーヒー
無糖、濃縮したカフェインレ
スコーヒーに、コーヒーの花
から採れたハチミツを加えた
ハニーグラッセ、有機のコー
ヒー豆を使用したコーヒーゼ
リーのセットです。

＜牛乳たっぷりプリン＞
丹波高原牧場の新鮮な
牛乳で手作りしました。
＜宇治抹茶プリン>
京都の宇治抹茶を使って
います。
＜ミルクココアプリン＞
丹波高原の新鮮な牛乳で
作りました。

ニュージーランド産のカシスを100％使用し、おいしい
ジュースにしました。このカシスにはポリフェノールが
たっぷり含まれており、なかでもブルーベリーにはない
２種類のアントシアニンを含有しています。

コーヒーの香りに黒砂糖の旨味が
加わり、コクがありながらカロリー
は１個69kcalと低カロリーで少
しビターな大人好みの珈琲ゼリー
が４個と、食物繊維入りの「苺の風
味と味」と「杏仁の旨味と香り」との
バランスが良い、苺の杏仁どうふが
４個入ったギフトセットです。

寒天・こんにゃく粉の心地よい食感の生地に、いろいろな果物の調和し
た美味しさが詰まったトコゼリーのセットです。数種類の果物の果肉を
つぶして生地にも入れていますので、色々な果物の味わいがお楽しみい
ただけます。自然な美味しさを召し上がっていただくため、香料や着色
料を使用しておりません。

自然な風味と、さっぱりした食感が特徴のアイスクリーム
です。アイスクリーム本来の味わいが自慢です。

信州産5種類の果汁が主原料のフルーツ
ゼリー。果実味豊かな寒天ゼリーの風味と
舌触りをお楽しみください。

国産100％の野菜チップスです。主原料に国内産
野菜100％使用しています。無着色、保存料、化学
調味料などは一切使用せずに仕上げています。

有機小豆を使ったこしあ
んの水羊かんと、有機いん
げんを使った抹茶の水羊
かんのセットです。

コーヒーの香りに宮古島産黒砂糖の旨味が加わり、コクがありながらカロリーは１
個69kcalと低カロリーで少しビターな大人好みの珈琲ゼリーが３個と、食物繊維
入りの「苺の風味と味」と「杏仁の旨味と香り」とのバランスが良い、苺の杏仁どうふ
が３個、そして米と米麹で作った甘酒を寒天で固め、オリゴ糖を加えお腹にも優し
くノンアルコールで、日本の伝統
的な美味しさを現代風にお楽しみ
頂けるあま酒ジュレが２個入った
ギフトセットです。

税込 3,456円（送料込）

税込 4,212円（送料込）

税込 4,968円（送料込）

税込 3,197円（送料込）

税込 2,484円（送料込）

税込 4,050円（送料込）

税込 3,143円（送料込）

税込 3,908円（送料込）

税込 4,000円（送料込）

税込 4,860円（送料込）

税込 2,916円（送料込）

税込 5,108円（送料込）
税込 4,428円（送料込）

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温

常温
常温

11注文
番号

デミカフェ	有機カフェグラッセ無糖500ml×1本、デミカフェ	ハニー
グラッセ500ml×1本、クラッシュドコーヒーゼリー500ml×2本
賞味期間:常温1年

商品CD：210836

麻布タカノプレミアムアイスコーヒーギフト

税込 4,320円（送料込） 常温

14注文
番号

12注文
番号

13注文
番号

17注文
番号

24注文
番号

26注文
番号

25注文
番号

27注文
番号18注文

番号

19注文
番号 20注文

番号

21注文
番号

22注文
番号

おすすめポイント！
東京都・麻布

鷹野孝雄さん

麻布タカノが創業以来69年に渡って
業務用コーヒーとして培ってきたノウ
ハウを「安心・安全」とともにお届けし
ます。

おすすめポイント！
無香料・無着色。寒天・こんにゃく粉
を使ったゼリーです。どの種類も味の
ベースに数種類の果物を潰して溶け
込ませていますのでメインの果物と
の調和のとれた美味をお楽しみいた
だけます。

おすすめポイント！
ニュージーランド

ハイアットさん

水で４～５倍に希釈してお召
し上がり下さい。また、そのまま
ヨーグルトやアイスクリームにか
けてもお
いしくお
召し上が
りいただ
けます。

おすすめポイント！
愛媛県南宇和郡

マルヤス食品の皆さん

おすすめポイント！
京都府南丹市

中村さんご夫妻

一つ一つ手作りで
作りました。

おすすめポイント！
東京都東村山市
有機栽培された小豆（アメリカ
産）、砂糖（ブラジル産）、抹茶（京
都・熊本・鹿児島産）を使用し、糸
寒天（韓国・モロッコ産）で仕上げ
た食感の良いなめらかな有機ＪＡＳ
認定の水羊かんギフトセットです。

遠藤製餡
遠藤社長

おすすめポイント！
長野県塩尻市
長野でぶどう栽培をして
います。

上野勝生さん

おすすめポイント！
兵庫県神戸市
純国産にこだわり、
主原料の野菜、揚
げ油、砂糖、食塩ま
ですべて国内産に
しています。お子様
にも安心なおやつ
セット。7種類のお
野菜がお楽しみいた
だけます。 横野社長

冷凍

アレルゲン：乳
スーパープレミアムバニラアイスクリーム・紅茶アイスクリーム・キャラメ
ルアイスクリーム・緑茶アイスクリーム　90ml×12個（4種×各3個）

商品CD：210834

新生酪農アイスギフト

税込 5,940円（送料込）

23注文
番号

冷凍

15注文
番号

16注文
番号

長野県産の果物を使用した
ストレートジュースの詰め
合わせです。5種それぞれの
おいしさをお楽しみ下さい。

信州ぶどうコンコードジュース160g×4缶、信州ぶどうナイアガラジュース160g×4缶、信州巨峰ジュース
160g×4缶、信州りんごジュース160g×3缶、信州ももジュース160g×3缶	 賞味期間：常温1年６ヶ月

商品CD：210519

アルプスストレートジュースセット MCG-340

税込 4,860円（送料込） 常温

おすすめポイント！
長野県塩尻市
ぶどう作り50年の中村さん、「他
の作物も同じですが、手をかけた
分だけ実はおいしくなります。作
物は生産者に楽をさせてくれませ
ん」と、一房一
房手作業で世
話をしながら話
してくれました。

中村さん

オーガニックぐれいぷじゅうすコンコード、オーガニックぐれいぷじゅうすナイアガラ、オーガニックあっ
ぷるじゅうす	各160g×4缶、オーガニックオレンジじゅうす160g×3缶	 賞味期間：常温1年6ヶ月

商品CD：210542

オーガニックジュースセット 160Ｙ-300

オーガニックジュースセット CAU-300

米国ワシントン州、スペインカタルーニャ州、両政府認証の有機果実
が原料です。現地で搾汁された果汁を原液のまま輸入し、日本にて有
機食品製造認定工場の株式会社アルプスにて充填された無添加の有
機ストレートジュースです。

税込 4,104円（送料込） 常温

おすすめポイント！
長野県塩尻市
有機でありな
がら味の糖度
が高くおいしい
ジュースです。 株式会社アルプス

NEW

NEW
キャラメル

紅茶

緑茶

スーパー
プレミアム
バニラ

おすすめポイント！
千葉県長生郡
乳化剤・安定剤を使わず、
牛乳の自然な風味組成を
大切にしたアイスです。原
料は生 産
者指定の
良 質な生
乳を使用し
ています。

樋口課長

3 創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

4

の
海
幸

＆
ドリンク
スイーツ

フル ツー
Drink ＆ Food



オホーツク海産のし
っかりしたすけそう
だらの卵を塩（シママ
ース）で締め、砂糖・羅
臼昆布だし・唐辛子・
柚子で味付けしまし
た。

下関といえばふぐ料理。玄界灘で獲れた天然し
ろさばふぐを開いた干物のセットです。自然解
凍してから軽く焼いてお召し上がり下さい。

本漬け明太子420g	 賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：125355

本漬け明太子

税込 7,668円（送料込） 冷凍

29注文
番号

国産鶏肉と国産ねぎを使用。レンジで簡単に調理できます。
（タレ味)�もも串・ねぎま串・つくね串各2本ずつセットにしました。甘辛のしょうゆだれ味で自家製の国

産鶏ガラスープを隠し味に使ったタレを使用しています。
(塩　味)�播州赤穂のにがり塩や白ワインを使用し、深みのある味わいの焼き鳥に仕上げました。いろいろ

食べたいという声に応えた、もも串、ねぎま串、つくね串の人気３種のアソート商品です。

九州近海で漁獲され、厳選された魚を原料としております。
化学調味料は一切使用せず、地元の鰹節で旨みが倍増されま
す。揚げ油は国産菜種油を100％使用しています。

冷蔵

32注文
番号

棒天×６、いも天×２、人参天×２、れんこん天×１、
チーズ天×１、ごぼう天×１	 賞味期間：冷蔵5日

商品CD：123165

無添加さつま揚げセット

税込 3,780円（送料込）

NEW

NEW

NEW

36注文
番号

国産の選りすぐりの干物をセットにしました。

国産あじ干物3枚、国産金目鯛干物2枚、国産いか干物1枚、
国産いわし醤油干3枚、国産さば醤油干片身3枚	計12枚　
賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210816

ひもの５種12枚セット

税込 5,940円（送料込） 冷凍

鰹タタキ「龍馬タタキ」350ｇ×2節	 賞味期間：冷凍1ヶ月
冷凍

商品CD：210062

完全ワラ焼き鰹タタキ「龍馬タタキ」

太平洋で一本釣りされた秋の戻り鰹を
四万十川流域の米ワラのみで焼き上げた土
佐の伝統製法。ワラ焼きならではの香ばしい
風味をそのまま包み込み仕上げました。

税込 5,400円（送料込）

28注文
番号

野菜類、魚介類、肉類をバラエティ豊かに選
び、1本1本丁寧に手づくりで串にしました。
ご家庭で簡単に揚げられますので、お手軽
に揚げたての串揚げがお楽しみ頂けます。

エリンギ豚巻き串揚げ、椎茸鶏ミンチ串揚げ、若鶏皮なし串カツ、レン
コン串揚げ、牛串カツ、えび串揚げ、豚ロース串カツ、ポテト串揚げ、ホ
タテ貝柱串揚げ、玉ネギ串揚げ　各３本入り	 賞味期間：冷凍6ヶ月

商品CD：210814

串揚げバラエティセット

税込 5,292円（送料込）

40注文
番号

タレ味（つくね２本、ねぎま２本、もも肉２本）×３袋、塩味（つく
ね２本、ねぎま２本、もも肉２本）×３袋	 賞味期間：冷凍9ヶ月

商品CD：210813

鶏屋の焼き鳥串セット

税込 5,184円（送料込）

39注文
番号

冷凍
冷凍

高知県富岡郡
秋獲れの戻り鰹のトロ身のみを四万十
産の稲ワラで焼き上げた「龍馬タタキ」
は、まさに土佐の味です。

浜崎社長

おすすめポイント！

おすすめポイント！
オホーツク海

ハリのある真子を厳選し、昆布
だしをベースにした無添加の漬
け液で手間と時間をかけて、一
つ一つ製造しております。こだ
わりを持った無添加明太子を
お召し上がり下さい。

株式会社 イリイチ食品
高井 彰（あきら）さん

おすすめポイント！
佐賀県佐賀市
臭みが少なく
生ハムのよう
な食感です。

菱岡社長

おすすめポイント！
鹿児島県指宿市
昔ながらの手作りで、防
腐剤や化学調味料は使
用していないこだわりの
「さつま揚
げ」です。

河野 宣弘さん

おすすめポイント！
北海道
帆立、つぶ、いか、鮭は北
海道産の原料を使用し鰊
も脂のりの良い原料を使
用しております。調味料も
化学調味料は一切使用し
ておりません。

中水食品工業のみなさん

おすすめポイント！
愛媛県八幡浜
くずし鳥津の伝統的な技
術と新しい手法を融合さ
せた二代目店主渾身の逸
品です。

鳥津康孝さん

北海道近海産のししゃもオス20尾、
メス20尾のセットです。

ししゃも一夜干	（オス20尾、メス20尾）　賞味期間：冷凍3ヶ月	解凍後要冷蔵4日

商品CD：123097

近海ししゃも一夜干

税込 6,588円（送料込） 冷凍

30注文
番号

銀だら西京漬、サワラ西京漬、サーモントラウト西京漬、赤魚
西京漬各75g各2切	 賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210837

魚小路西京漬詰合せ 4種8切

税込 6,955円（送料込） 冷凍

37注文
番号

おすすめポイント！
北海道
北海道近海産の
本物のししゃもです。

株式会社
札幌中一
中陳さん

おすすめポイント！

5種12枚のバラエティ
セットです。

橘さん

静岡県沼津市

前浜で獲れた「ほたるじゃこ」に、塩味は
「伯方の塩」、愛媛県産の丸大豆と小麦を原
料に、昔ながらの製法により無添加で仕込
んだ「巽醤油」を原料に使用。練り上がった
すり身を型枠に入れ、一番搾りの菜種油で
からりと揚げました。

33注文
番号

じゃこ天（醤油味3枚×2・塩味3枚×2）　賞味期間：冷凍2ヶ月　※2 別途送料（北海道、東北、沖縄）

商品CD：210420

前略八幡浜から　じゃこ天

税込 4,266円（送料込） 冷凍

おすすめポイント！
島根県浜田市
浜田港を代表する三魚
「あじ」、「のどぐろ」、「カ
レイ」の干物をお届けし
ます。

 株式会社シーライフ
河上専務

NEW

あじの開き×3枚、のどぐろの開き×3枚、カレイ干×1枚	計7枚
賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210835

どんちっち干物3種詰合せ

税込 4,644円（送料込） 冷凍

38注文
番号

全国でも特に重要と定められた「特定第三種漁
港」の一港である「島根県・浜田港」でつくる干物
セットです。脂質含有量10％以上の数値を誇る
「あじ」、高級魚として知られる白身のトロ「のどぐ
ろ」、日本トップクラスの塩干製造数を誇る「カレ
イ」をセットにしてお届けします。

さばの燻製30切	 賞味期間：冷凍1年

商品CD：210839

さばの燻製 30切

税込 4,298円（送料込） 冷凍

34注文
番号

対馬産のさばを伯方の塩とオリジナルハーブに1日漬けこみ、
サクラチップを使用して燻製にしました。

吟味した魚を一切、一切手切りし、京都老舗の西京味噌を
独自に調味して、丁寧に漬込んだ手造りの逸品です。

帆立うま煮80g、つぶ貝うま煮80g、鮭うま煮130g、いかうま
煮130g、にしんうま煮130g各1個	 賞味期間：常温4ヶ月

商品CD：210840

北の物語 おそうざい５点詰合せ

税込 4,730円（送料込）

35注文
番号

北海道のお惣菜詰合せとして５種類の味が
楽しめるギフトで常温保存商品です。

常温

サーモントラウト西京漬
サワラ西京漬

赤魚西京漬
銀だら西京漬

若干75g（2枚）×7袋	 賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210579

下関ふぐ一夜干

税込 6,372円（送料込） 冷凍

31注文
番号

限定
100セット

おすすめポイント！
山口県下関市
鮮度の良いふくを手早く開き
身にし、うす塩にて調理いたし
ました。本場下関からお届け
いたします。

日本マリンフーズ
有限会社 
小瀬良 圭祐さん

おすすめポイント！
横浜市神奈川区

鈴木工場長

約3日間漬け込んだ本漬け
です。豊かな香りと上品な
甘さが一番の特長です。

山の幸 おすすめポイント！
奈良県葛城市
冷凍のまま180℃の油で３～４分揚げ
れば食べごろです。タレはついておりま
せんので、お好みで塩、ソースなど付け
てお召し上がり下さい。残念ながらご指
導された元店主の矢野さんご夫妻は引
退されましたが、一つ一つ手作業で仕
上げられた串カツには、矢野さんご夫
妻の熱い思いが今も継
承されています。ふんわ
りとした衣に、絶妙な塩
加減で素材の味を生か
した串揚げセットを、是
非この機会にお召し上
がりください。
シンコーフーズ株式会社 阪口さん

おすすめポイント！
兵庫県加古郡
レンジで簡単本格焼き鳥。国産
鶏肉、国産野菜を使用し、化学
調味料を使用していない、安全・
安心にこだわった商品です。一袋
にもも串・ねぎま串・つくね串各2
本入っており、いろいろ楽しめる
アソート品です。お酒のおつまみ
やおかずの一品として是非。

印南養鶏農業協同組合 中村 周平さん

5 創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

6

の
海
幸

＆
ドリンク
スイーツ

フル ツー
Seafood



オホーツク海産のし
っかりしたすけそう
だらの卵を塩（シママ
ース）で締め、砂糖・羅
臼昆布だし・唐辛子・
柚子で味付けしまし
た。

下関といえばふぐ料理。玄界灘で獲れた天然し
ろさばふぐを開いた干物のセットです。自然解
凍してから軽く焼いてお召し上がり下さい。

本漬け明太子420g	 賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：125355

本漬け明太子

税込 7,668円（送料込） 冷凍

29注文
番号

国産鶏肉と国産ねぎを使用。レンジで簡単に調理できます。
（タレ味)�もも串・ねぎま串・つくね串各2本ずつセットにしました。甘辛のしょうゆだれ味で自家製の国

産鶏ガラスープを隠し味に使ったタレを使用しています。
(塩　味)�播州赤穂のにがり塩や白ワインを使用し、深みのある味わいの焼き鳥に仕上げました。いろいろ

食べたいという声に応えた、もも串、ねぎま串、つくね串の人気３種のアソート商品です。

九州近海で漁獲され、厳選された魚を原料としております。
化学調味料は一切使用せず、地元の鰹節で旨みが倍増されま
す。揚げ油は国産菜種油を100％使用しています。

冷蔵

32注文
番号

棒天×６、いも天×２、人参天×２、れんこん天×１、
チーズ天×１、ごぼう天×１	 賞味期間：冷蔵5日

商品CD：123165

無添加さつま揚げセット

税込 3,780円（送料込）

NEW

NEW

NEW

36注文
番号

国産の選りすぐりの干物をセットにしました。

国産あじ干物3枚、国産金目鯛干物2枚、国産いか干物1枚、
国産いわし醤油干3枚、国産さば醤油干片身3枚	計12枚　
賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210816

ひもの５種12枚セット

税込 5,940円（送料込） 冷凍

鰹タタキ「龍馬タタキ」350ｇ×2節	 賞味期間：冷凍1ヶ月
冷凍

商品CD：210062

完全ワラ焼き鰹タタキ「龍馬タタキ」

太平洋で一本釣りされた秋の戻り鰹を
四万十川流域の米ワラのみで焼き上げた土
佐の伝統製法。ワラ焼きならではの香ばしい
風味をそのまま包み込み仕上げました。

税込 5,400円（送料込）

28注文
番号

野菜類、魚介類、肉類をバラエティ豊かに選
び、1本1本丁寧に手づくりで串にしました。
ご家庭で簡単に揚げられますので、お手軽
に揚げたての串揚げがお楽しみ頂けます。

エリンギ豚巻き串揚げ、椎茸鶏ミンチ串揚げ、若鶏皮なし串カツ、レン
コン串揚げ、牛串カツ、えび串揚げ、豚ロース串カツ、ポテト串揚げ、ホ
タテ貝柱串揚げ、玉ネギ串揚げ　各３本入り	 賞味期間：冷凍6ヶ月

商品CD：210814

串揚げバラエティセット

税込 5,292円（送料込）

40注文
番号

タレ味（つくね２本、ねぎま２本、もも肉２本）×３袋、塩味（つく
ね２本、ねぎま２本、もも肉２本）×３袋	 賞味期間：冷凍9ヶ月

商品CD：210813

鶏屋の焼き鳥串セット

税込 5,184円（送料込）

39注文
番号

冷凍
冷凍

高知県富岡郡
秋獲れの戻り鰹のトロ身のみを四万十
産の稲ワラで焼き上げた「龍馬タタキ」
は、まさに土佐の味です。

浜崎社長

おすすめポイント！

おすすめポイント！
オホーツク海

ハリのある真子を厳選し、昆布
だしをベースにした無添加の漬
け液で手間と時間をかけて、一
つ一つ製造しております。こだ
わりを持った無添加明太子を
お召し上がり下さい。

株式会社 イリイチ食品
高井 彰（あきら）さん

おすすめポイント！
佐賀県佐賀市
臭みが少なく
生ハムのよう
な食感です。

菱岡社長

おすすめポイント！
鹿児島県指宿市
昔ながらの手作りで、防
腐剤や化学調味料は使
用していないこだわりの
「さつま揚
げ」です。

河野 宣弘さん

おすすめポイント！
北海道
帆立、つぶ、いか、鮭は北
海道産の原料を使用し鰊
も脂のりの良い原料を使
用しております。調味料も
化学調味料は一切使用し
ておりません。

中水食品工業のみなさん

おすすめポイント！
愛媛県八幡浜
くずし鳥津の伝統的な技
術と新しい手法を融合さ
せた二代目店主渾身の逸
品です。

鳥津康孝さん

北海道近海産のししゃもオス20尾、
メス20尾のセットです。

ししゃも一夜干	（オス20尾、メス20尾）　賞味期間：冷凍3ヶ月	解凍後要冷蔵4日

商品CD：123097

近海ししゃも一夜干

税込 6,588円（送料込） 冷凍

30注文
番号

銀だら西京漬、サワラ西京漬、サーモントラウト西京漬、赤魚
西京漬各75g各2切	 賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210837

魚小路西京漬詰合せ 4種8切

税込 6,955円（送料込） 冷凍

37注文
番号

おすすめポイント！
北海道
北海道近海産の
本物のししゃもです。

株式会社
札幌中一
中陳さん

おすすめポイント！

5種12枚のバラエティ
セットです。

橘さん

静岡県沼津市

前浜で獲れた「ほたるじゃこ」に、塩味は
「伯方の塩」、愛媛県産の丸大豆と小麦を原
料に、昔ながらの製法により無添加で仕込
んだ「巽醤油」を原料に使用。練り上がった
すり身を型枠に入れ、一番搾りの菜種油で
からりと揚げました。

33注文
番号

じゃこ天（醤油味3枚×2・塩味3枚×2）　賞味期間：冷凍2ヶ月　※2 別途送料（北海道、東北、沖縄）

商品CD：210420

前略八幡浜から　じゃこ天

税込 4,266円（送料込） 冷凍

おすすめポイント！
島根県浜田市
浜田港を代表する三魚
「あじ」、「のどぐろ」、「カ
レイ」の干物をお届けし
ます。

 株式会社シーライフ
河上専務

NEW

あじの開き×3枚、のどぐろの開き×3枚、カレイ干×1枚	計7枚
賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210835

どんちっち干物3種詰合せ

税込 4,644円（送料込） 冷凍

38注文
番号

全国でも特に重要と定められた「特定第三種漁
港」の一港である「島根県・浜田港」でつくる干物
セットです。脂質含有量10％以上の数値を誇る
「あじ」、高級魚として知られる白身のトロ「のどぐ
ろ」、日本トップクラスの塩干製造数を誇る「カレ
イ」をセットにしてお届けします。

さばの燻製30切	 賞味期間：冷凍1年

商品CD：210839

さばの燻製 30切

税込 4,298円（送料込） 冷凍

34注文
番号

対馬産のさばを伯方の塩とオリジナルハーブに1日漬けこみ、
サクラチップを使用して燻製にしました。

吟味した魚を一切、一切手切りし、京都老舗の西京味噌を
独自に調味して、丁寧に漬込んだ手造りの逸品です。

帆立うま煮80g、つぶ貝うま煮80g、鮭うま煮130g、いかうま
煮130g、にしんうま煮130g各1個	 賞味期間：常温4ヶ月

商品CD：210840

北の物語 おそうざい５点詰合せ

税込 4,730円（送料込）

35注文
番号

北海道のお惣菜詰合せとして５種類の味が
楽しめるギフトで常温保存商品です。

常温

サーモントラウト西京漬
サワラ西京漬

赤魚西京漬
銀だら西京漬

若干75g（2枚）×7袋	 賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210579

下関ふぐ一夜干

税込 6,372円（送料込） 冷凍

31注文
番号

限定
100セット

おすすめポイント！
山口県下関市
鮮度の良いふくを手早く開き
身にし、うす塩にて調理いたし
ました。本場下関からお届け
いたします。

日本マリンフーズ
有限会社 
小瀬良 圭祐さん

おすすめポイント！
横浜市神奈川区

鈴木工場長

約3日間漬け込んだ本漬け
です。豊かな香りと上品な
甘さが一番の特長です。

山の幸 おすすめポイント！
奈良県葛城市
冷凍のまま180℃の油で３～４分揚げ
れば食べごろです。タレはついておりま
せんので、お好みで塩、ソースなど付け
てお召し上がり下さい。残念ながらご指
導された元店主の矢野さんご夫妻は引
退されましたが、一つ一つ手作業で仕
上げられた串カツには、矢野さんご夫
妻の熱い思いが今も継
承されています。ふんわ
りとした衣に、絶妙な塩
加減で素材の味を生か
した串揚げセットを、是
非この機会にお召し上
がりください。
シンコーフーズ株式会社 阪口さん

おすすめポイント！
兵庫県加古郡
レンジで簡単本格焼き鳥。国産
鶏肉、国産野菜を使用し、化学
調味料を使用していない、安全・
安心にこだわった商品です。一袋
にもも串・ねぎま串・つくね串各2
本入っており、いろいろ楽しめる
アソート品です。お酒のおつまみ
やおかずの一品として是非。

印南養鶏農業協同組合 中村 周平さん

5 創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

6

の
海
幸

＆
ドリンク
スイーツ

フル ツー
Seafood



7 8
※注文番号　　〜　　の商品には付け合わせの野菜等は含まれていません。51 61

創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

コラーゲン入りこめ育ち平牧三元豚ハン
バーグ120gが4食と人気のロールステー
キ75gが4食入ったギフトセットです。

コラーゲン入り三元豚ハンバーグ120g×4個、三元豚ロール
ステーキ75g×4、とびうおだし50ml×2　賞味期間：冷凍1年

税込 5,400円（送料込）

日本の米育ち三元豚 ハンバーグ・
ロールステーキセット HSF18-8

55注文
番号

商品CD：210808
冷凍

平田牧場三元豚のハンバーグ
（2種）が、1人前ずつセットにな
った、便利でムダのない「平田牧
場三元豚・ハンバーグギフト」。
シンプルな味付けで、素材の旨
味がいきた「平田牧場三元豚焼
きハンバーグ」と、特製デミグラ
スソースで煮込んで旨みを凝
縮した「平田牧場三元豚煮込み 
ハンバーグ」の贅沢なハンバー
グギフトです。

平田牧場三元豚焼きハンバーグ105g、平田牧場三元豚煮込
みハンバーグ135g 各4個　賞味期間：冷蔵１ヶ月

商品CD：210630

税込 4,644円（送料込） 冷蔵

調理済 三元豚ハンバーグ
セット  CNS18-3

59注文
番号

調 理 済 み シ リ
ー ズ の 中 で も
人 気 の 高 い 平
田 牧 場 三 元 豚
のハンバーグ2
種 類 と ご 飯 の
お 供 に 最 適 な
炙り丼2種類の
セットです。

平田牧場金華豚炙り豚丼130g×2、平田牧場三元豚炙り豚丼
130g×2、平田牧場三元豚焼きハンバーグ105g×2、平田牧場
三元豚煮込みハンバーグ135g×2　賞味期間：冷蔵１ヶ月

商品CD：210844

税込 5,076円（送料込） 冷蔵

調理済 ハンバーグ・ 
豚丼セット CNS18-9

60注文
番号

コラーゲン入
りこめ育ち平
牧 三 元 豚ハン
バ ー グ 120g
が6食入ったギ
フトセットです。

日本の米育ち 三元豚 
ハンバーグギフト

56注文
番号

コラーゲン入り三元豚ハンバーグ120g×6個
賞味期間：冷凍1年

税込 4,536円（送料込）

商品CD：210807
冷凍

平田牧場三元豚をスライスし
て、ロール状に巻いたロールス
テーキです。平田牧場三元豚の
上品な旨さと甘味をストレート
に感じられる一品です。大根お
ろしを添え、めんつゆやポン酢
などでお召し上がりください。

三元豚ロールステーキ75ｇ×10 個、とびうおだし50g×4 
賞味期間：冷凍１年

税込 6,156円（送料込）

商品CD：210845
冷凍

日本の米育ち三元豚ロール 
ステーキギフト HSF18-5

54注文
番号

こめ育ち平田牧場金華豚
ロースは、しっとりと甘
い白身(脂肪)を持ち、繊
維が絹のようにキメ細か
く柔らかい肉質が特徴で
す。しゃぶしゃぶで召し
上がると、その肉質の良
さがよく分かります。

日本の米育ち金華豚ローススライス２００ｇ×3、とび魚ぽん酢
50ml×4、きざみ昆布１０ｇ×２　賞味期間：冷凍２ヶ月

商品CD：210843

税込 6,912円（送料込） 冷凍

日本の米育ち 金華豚ロース
冷しゃぶギフト JHS-07

51注文
番号

白身（脂身）と赤身のバラ
ンスがよく、上質な甘み
のある柔らかい平牧三元
豚のロースをステーキ用
に厚切りカットしたステ
ーキギフトです。セット
の藻塩をつけるとより一
層美味しくお召し上がり
いただけます。

日本の米育ち平田牧場三元豚ロースステーキ用100g×6枚、
藻塩10g×2個　賞味期間：冷蔵７日

冷蔵
商品CD：210818

税込 4,860円（送料込）

日本の米育ち三元豚ロース
ステーキギフト JOHS06

53注文
番号

美味しさが濃厚
に味わえる肩ロ
ース肉をオリジ
ナルブレンド味
噌に漬け込みま
した。

日本の米育ち三元豚 
味噌漬けギフト JHM-S05

57注文
番号

日本の米育ち平田牧場三元豚特製肩ロース味噌漬け112g×5枚
賞味期間：冷凍３ヶ月

税込 4,374円（送料込）

商品CD：210817

冷凍

三元豚ロースと
バラ肉が入った
しゃぶしゃぶギ
フトです。ロース
肉のおいしさと、
バラ肉の脂のお
いしさが味わえ
ます。

日本の米育ち三元豚ローススライス300g、三元豚バラスライス250g、
とび魚ぽん酢50ml×4、きざみ昆布10g×2　賞味期間：冷凍２ヶ月

税込 4,428円（送料込）

日本の米育ち三元豚ロース・ 
バラ冷しゃぶギフト JHS-16

52注文
番号

商品CD：210841

冷凍

平田牧場がおす
すめするハムと
フランクのアラカ
ルトギフトです。

荒挽きフランクプレーン120g、荒挽きフランクチーズ120g、荒挽きフラ
ンク行者にんにく120g、三元豚極みロースハム55g、三元豚極みベーコ
ン70g、三元豚極み生ハム（無塩せき）55g 各1個　賞味期間：冷蔵１５日

冷蔵
商品CD：210819

税込 4,806円（送料込）

日本の米育ち三元豚 極みハム＆
荒挽きフランクギフト EXT18-2

58注文
番号

東北屈指の山形牛を使用、山形の厳し
い自然環境で育った山形牛ももステ
ーキをご家庭でお楽しみ頂けます。

税込 9,936円（送料込）
牛肉（山形）もも80g×６枚　賞味期間：冷凍１ヶ月

国産黒毛和牛 
商品CD：210778

冷凍

61注文
番号

麺を一度水にさらして熟成させ瀬戸内の浜風で4日間自然干しすること
で、独特の風味と味わいを作り出すとろづけ製法でつくりました。讃岐の
地粉（讃岐の夢）、讃岐の塩を使い作り上げた最高級讃岐うどんです。

古式とろづけ讃岐うどん250g×12袋
賞味期間：常温１年３ヶ月

古式とろづけ讃岐うどん

税込 4,320円（送料込）

商品CD：210563
常温

44注文
番号

丸大豆しょうゆと高知県産ゆず果汁を使用した「まぜるめんつゆ
さっぱりゆずサラダ風」と丸大豆しょうゆをベースに長崎県産焼
き飛魚（あご）の風味を効かせた「まぜるめんつゆこってりしょう
ゆ焼きあご風味」に、五島うどん、島原手延べ素麺の詰め合せ。

まぜるめんつゆさっぱりゆず30g×3袋×2、まぜるめんつゆ
こってりしょうゆ焼きあご風味30g×3袋×2、島原手延べそう
めん250g×2、五島うどん300g×2　賞味期間：常温９ヶ月

※箱の色が変更になる場合がございます。

チョーコーまぜるめんつゆギフト

税込 3,780円（送料込）

商品CD：210846
常温

45注文
番号

島原地方で約350年余りにわたって受け継がれてきた伝統
の技で、雪仙山系の水と厳選された小麦粉を原料に、衛生的
な工場で実働16時間（延べ３日間）もの長時間の中で熟成と
撚りをかけながら引き延ばす工程を繰り返しながら細くす
る、一本一本気配り目配りの中で製造、加工された逸品です。

三輪そうめんは、素麺発祥の地『大和三輪の里』で古く
から伝え引き継がれてきた独特な手延べ法で厳しい寒
風にさらされつくりあげられてきたものです。細く、煮
崩れせず、歯切れ良く、最高の風味を持ち、夏は冷やし
素麺、冬にはにゅうめんや鍋物に、またお吸い物の椀だ
ね、油炒め等、四季を通じてお召し上がり下さい。

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX3本　賞味期間：常温１年

金笛だしの素セット ＳＤ－３３

税込 4,428円（送料込）

商品CD：210554
常温

50注文
番号

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX2本　賞味期間：常温１年

商品CD：210553

金笛だしの素セット ＳＤ－２２

税込 3,240円（送料込） 常温

49注文
番号

ＳＤ－３３ＳＤ－２２

ＫＡ－３０

同社人気
No.1

ギフトセット

金笛濃口醤油600ml、金笛胡麻ドレッシング390ml、金笛春夏秋冬のだ
しの素500ml、金笛春夏秋冬のうすいろだしの素500ml 各1本
賞味期間：常温６ヶ月

金笛調味料詰め合わせ ＫＡ－３０

笛木醤油の人気商品を取り揃えた 
金笛バラエティギフトセット。

税込 4,104円（送料込）

商品CD：210489
常温

48注文
番号

三輪そうめん

税込 5,400円（送料込）

商品CD：210810
常温

43注文
番号

50g×18束　賞味期間：常温２年

島原手のべ素麺 一本気1.3kg

税込 3,100円（送料込）

商品CD：140221
常温

41注文
番号

賞味期間：常温２年

島原手のべ素麺 一本気 2kg

税込 4,218円（送料込）

商品CD：140251
常温

42注文
番号

賞味期間：常温２年

寛政元年（1789年）創業以来、小麦の産地
埼玉で伝統的手法を守り続けて230年。豊
かな自然の中で丸大豆、小麦、天日塩のみを
原料とし、大きな杉桶でゆっくり醗酵・熟成
させた金笛醤油が自然に醸し出す豊かな香り
とコクは、一切の添加物を必要としないまさに本物の醤油です。

ＫＩ－３０金笛濃口醤油600ml×2本、金笛減塩醤油600ml×1本、
金笛春夏秋冬のだしの素600ml×1本　賞味期間：常温１年

金笛セット ＫＩ－３０

税込 4,104円（送料込）

商品CD：210472
常温

47注文
番号

まろやかさと自然の香りが生きている「金笛醤油」、旨み成分はそのままで、食塩のみ
を50％カットした「金笛減塩醤油」、「金笛醤油」をベースにかつお節、昆布、椎茸のだ
しを使った四季を通してお料理にお使いいただける「春夏秋冬のだしの素」のセット。

本醸造醤油「金笛醤油」に、かつ
お節、昆布、椎茸のだしをたっ
ぷり使った贅沢な万能だしの
素です。

島原の水は、日本名水
百選に選ばれるほど
の 上質な水です。一
本気素麺は厳選した
材料をこの名水でじっ
くりと仕上げた絹糸の
光沢を持った逸品で
す。夏は冷しそうめん、
冬はにゅうめんにして、
お召し上がりください。

工場長 川村さん
（創業30年）

おすすめポイント！
長崎県島原市

そうめんの生産は冬が
最盛期。繊細でコシの
ある麺づくりの秘訣は水
と気候にあります。三輪
山の麓から流れ出る清
水と、“三輪山おろし”と
呼ばれる風。それらが合
わさって絶妙な味を生
み出しています。

奈良県 
三輪素麺
工業協同組合

おすすめポイント！
奈良県桜井市

天日干しにこだわり、4日から1週間じっ
くりと乾燥させて効率よりも味を大切
にしています。熟成した麦の香りのす
る味をお楽しみ下さい。

夏場のうどん、ソーメン、パスタとさっぱり食べ
れるさっぱりゆず風のめんつゆと、長崎名産
の手延五島うどん、島原手延べそうめん、焼
きあご風味のめんつゆをお楽しみください。

おすすめポイント！ おすすめポイント！
香川県高松市 長崎県長崎市

合田哲平さん 北野社長

それぞれのお好みに合わせて
お召し上がりください。

おすすめポイント！
新潟県上越市

生産工場のみなさん

創業230年、伝統の技が
作り出す混じり気のないコ
クと風味豊かな醤油の味
をお楽しみ下さい。

おすすめポイント！
埼玉県川島市

12代目 笛木吉五郎社長

日本蕎麦 山芋そば

自慢のふとぎり

山芋そば250ｇ×4袋、自慢のふとぎり270ｇ×3袋、
日本蕎麦200ｇ×3袋　賞味期間：常温１年

国産そば三昧

税込 4,644円（送料込）

商品CD：210801

常温

46注文
番号

国産のそば粉を使用した3種のそばを
セット致しました。

麺&麺&笛木醤油笛木醤油

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

豚を健康に育てるということ
平田牧場は1967年に山形県・庄内地域の青年養豚家たちによ
って設立され、品種開発、子豚生産から肥育までを手掛ける自家
繁殖生産や加工部門の自社運営など、早くから独自の一貫生産・
加工流通システムを作り上げました。
平田牧場では、「健康」な豚をつくることが「おいしさ」につなが
ると考えています。身体が自然に喜ぶ本当においしい豚肉とは

「健康に育った豚」に他なりません。健康なお肉を、一貫した責任
品質でお届けすること。それが責務と考えております。

安心・安全への
こだわり

遺伝子組み換えされていないとうもろこしや大
豆粕、休耕田を利用してつくったお米を飼料に
育てています。雪のように白い脂はあっさり甘く、
旨みがあり、肉質は繊維が細くジューシーです。

おすすめポイント！
山形県酒田市

生産者 阿部一道さん
加工工場 梅津公映さん

適 度 な サ
シが 入り、
脂を気にせ
ず 赤 身 の
旨 味 をご
堪能いただ
けます。

おすすめポイント！
山形県酒田市

大商金山牧場
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※注文番号　　〜　　の商品には付け合わせの野菜等は含まれていません。51 61

創健社夏ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

コラーゲン入りこめ育ち平牧三元豚ハン
バーグ120gが4食と人気のロールステー
キ75gが4食入ったギフトセットです。

コラーゲン入り三元豚ハンバーグ120g×4個、三元豚ロール
ステーキ75g×4、とびうおだし50ml×2　賞味期間：冷凍1年

税込 5,400円（送料込）

日本の米育ち三元豚 ハンバーグ・
ロールステーキセット HSF18-8

55注文
番号

商品CD：210808
冷凍

平田牧場三元豚のハンバーグ
（2種）が、1人前ずつセットにな
った、便利でムダのない「平田牧
場三元豚・ハンバーグギフト」。
シンプルな味付けで、素材の旨
味がいきた「平田牧場三元豚焼
きハンバーグ」と、特製デミグラ
スソースで煮込んで旨みを凝
縮した「平田牧場三元豚煮込み 
ハンバーグ」の贅沢なハンバー
グギフトです。

平田牧場三元豚焼きハンバーグ105g、平田牧場三元豚煮込
みハンバーグ135g 各4個　賞味期間：冷蔵１ヶ月

商品CD：210630

税込 4,644円（送料込） 冷蔵

調理済 三元豚ハンバーグ
セット  CNS18-3

59注文
番号

調 理 済 み シ リ
ー ズ の 中 で も
人 気 の 高 い 平
田 牧 場 三 元 豚
のハンバーグ2
種 類 と ご 飯 の
お 供 に 最 適 な
炙り丼2種類の
セットです。

平田牧場金華豚炙り豚丼130g×2、平田牧場三元豚炙り豚丼
130g×2、平田牧場三元豚焼きハンバーグ105g×2、平田牧場
三元豚煮込みハンバーグ135g×2　賞味期間：冷蔵１ヶ月

商品CD：210844

税込 5,076円（送料込） 冷蔵

調理済 ハンバーグ・ 
豚丼セット CNS18-9

60注文
番号

コラーゲン入
りこめ育ち平
牧 三 元 豚ハン
バ ー グ 120g
が6食入ったギ
フトセットです。

日本の米育ち 三元豚 
ハンバーグギフト

56注文
番号

コラーゲン入り三元豚ハンバーグ120g×6個
賞味期間：冷凍1年

税込 4,536円（送料込）

商品CD：210807
冷凍

平田牧場三元豚をスライスし
て、ロール状に巻いたロールス
テーキです。平田牧場三元豚の
上品な旨さと甘味をストレート
に感じられる一品です。大根お
ろしを添え、めんつゆやポン酢
などでお召し上がりください。

三元豚ロールステーキ75ｇ×10 個、とびうおだし50g×4 
賞味期間：冷凍１年

税込 6,156円（送料込）

商品CD：210845
冷凍

日本の米育ち三元豚ロール 
ステーキギフト HSF18-5

54注文
番号

こめ育ち平田牧場金華豚
ロースは、しっとりと甘
い白身(脂肪)を持ち、繊
維が絹のようにキメ細か
く柔らかい肉質が特徴で
す。しゃぶしゃぶで召し
上がると、その肉質の良
さがよく分かります。

日本の米育ち金華豚ローススライス２００ｇ×3、とび魚ぽん酢
50ml×4、きざみ昆布１０ｇ×２　賞味期間：冷凍２ヶ月

商品CD：210843

税込 6,912円（送料込） 冷凍

日本の米育ち 金華豚ロース
冷しゃぶギフト JHS-07

51注文
番号

白身（脂身）と赤身のバラ
ンスがよく、上質な甘み
のある柔らかい平牧三元
豚のロースをステーキ用
に厚切りカットしたステ
ーキギフトです。セット
の藻塩をつけるとより一
層美味しくお召し上がり
いただけます。

日本の米育ち平田牧場三元豚ロースステーキ用100g×6枚、
藻塩10g×2個　賞味期間：冷蔵７日

冷蔵
商品CD：210818

税込 4,860円（送料込）

日本の米育ち三元豚ロース
ステーキギフト JOHS06

53注文
番号

美味しさが濃厚
に味わえる肩ロ
ース肉をオリジ
ナルブレンド味
噌に漬け込みま
した。

日本の米育ち三元豚 
味噌漬けギフト JHM-S05

57注文
番号

日本の米育ち平田牧場三元豚特製肩ロース味噌漬け112g×5枚
賞味期間：冷凍３ヶ月

税込 4,374円（送料込）

商品CD：210817

冷凍

三元豚ロースと
バラ肉が入った
しゃぶしゃぶギ
フトです。ロース
肉のおいしさと、
バラ肉の脂のお
いしさが味わえ
ます。

日本の米育ち三元豚ローススライス300g、三元豚バラスライス250g、
とび魚ぽん酢50ml×4、きざみ昆布10g×2　賞味期間：冷凍２ヶ月

税込 4,428円（送料込）

日本の米育ち三元豚ロース・ 
バラ冷しゃぶギフト JHS-16

52注文
番号

商品CD：210841

冷凍

平田牧場がおす
すめするハムと
フランクのアラカ
ルトギフトです。

荒挽きフランクプレーン120g、荒挽きフランクチーズ120g、荒挽きフラ
ンク行者にんにく120g、三元豚極みロースハム55g、三元豚極みベーコ
ン70g、三元豚極み生ハム（無塩せき）55g 各1個　賞味期間：冷蔵１５日

冷蔵
商品CD：210819

税込 4,806円（送料込）

日本の米育ち三元豚 極みハム＆
荒挽きフランクギフト EXT18-2

58注文
番号

東北屈指の山形牛を使用、山形の厳し
い自然環境で育った山形牛ももステ
ーキをご家庭でお楽しみ頂けます。

税込 9,936円（送料込）
牛肉（山形）もも80g×６枚　賞味期間：冷凍１ヶ月

国産黒毛和牛 
商品CD：210778

冷凍

61注文
番号

麺を一度水にさらして熟成させ瀬戸内の浜風で4日間自然干しすること
で、独特の風味と味わいを作り出すとろづけ製法でつくりました。讃岐の
地粉（讃岐の夢）、讃岐の塩を使い作り上げた最高級讃岐うどんです。

古式とろづけ讃岐うどん250g×12袋
賞味期間：常温１年３ヶ月

古式とろづけ讃岐うどん

税込 4,320円（送料込）

商品CD：210563
常温

44注文
番号

丸大豆しょうゆと高知県産ゆず果汁を使用した「まぜるめんつゆ
さっぱりゆずサラダ風」と丸大豆しょうゆをベースに長崎県産焼
き飛魚（あご）の風味を効かせた「まぜるめんつゆこってりしょう
ゆ焼きあご風味」に、五島うどん、島原手延べ素麺の詰め合せ。

まぜるめんつゆさっぱりゆず30g×3袋×2、まぜるめんつゆ
こってりしょうゆ焼きあご風味30g×3袋×2、島原手延べそう
めん250g×2、五島うどん300g×2　賞味期間：常温９ヶ月

※箱の色が変更になる場合がございます。

チョーコーまぜるめんつゆギフト

税込 3,780円（送料込）

商品CD：210846
常温

45注文
番号

島原地方で約350年余りにわたって受け継がれてきた伝統
の技で、雪仙山系の水と厳選された小麦粉を原料に、衛生的
な工場で実働16時間（延べ３日間）もの長時間の中で熟成と
撚りをかけながら引き延ばす工程を繰り返しながら細くす
る、一本一本気配り目配りの中で製造、加工された逸品です。

三輪そうめんは、素麺発祥の地『大和三輪の里』で古く
から伝え引き継がれてきた独特な手延べ法で厳しい寒
風にさらされつくりあげられてきたものです。細く、煮
崩れせず、歯切れ良く、最高の風味を持ち、夏は冷やし
素麺、冬にはにゅうめんや鍋物に、またお吸い物の椀だ
ね、油炒め等、四季を通じてお召し上がり下さい。

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX3本　賞味期間：常温１年

金笛だしの素セット ＳＤ－３３

税込 4,428円（送料込）

商品CD：210554
常温

50注文
番号

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX2本　賞味期間：常温１年

商品CD：210553

金笛だしの素セット ＳＤ－２２

税込 3,240円（送料込） 常温

49注文
番号

ＳＤ－３３ＳＤ－２２

ＫＡ－３０

同社人気
No.1

ギフトセット

金笛濃口醤油600ml、金笛胡麻ドレッシング390ml、金笛春夏秋冬のだ
しの素500ml、金笛春夏秋冬のうすいろだしの素500ml 各1本
賞味期間：常温６ヶ月

金笛調味料詰め合わせ ＫＡ－３０

笛木醤油の人気商品を取り揃えた 
金笛バラエティギフトセット。

税込 4,104円（送料込）

商品CD：210489
常温

48注文
番号

三輪そうめん

税込 5,400円（送料込）

商品CD：210810
常温

43注文
番号

50g×18束　賞味期間：常温２年

島原手のべ素麺 一本気1.3kg

税込 3,100円（送料込）

商品CD：140221
常温

41注文
番号

賞味期間：常温２年

島原手のべ素麺 一本気 2kg

税込 4,218円（送料込）

商品CD：140251
常温

42注文
番号

賞味期間：常温２年

寛政元年（1789年）創業以来、小麦の産地
埼玉で伝統的手法を守り続けて230年。豊
かな自然の中で丸大豆、小麦、天日塩のみを
原料とし、大きな杉桶でゆっくり醗酵・熟成
させた金笛醤油が自然に醸し出す豊かな香り
とコクは、一切の添加物を必要としないまさに本物の醤油です。

ＫＩ－３０金笛濃口醤油600ml×2本、金笛減塩醤油600ml×1本、
金笛春夏秋冬のだしの素600ml×1本　賞味期間：常温１年

金笛セット ＫＩ－３０

税込 4,104円（送料込）

商品CD：210472
常温

47注文
番号

まろやかさと自然の香りが生きている「金笛醤油」、旨み成分はそのままで、食塩のみ
を50％カットした「金笛減塩醤油」、「金笛醤油」をベースにかつお節、昆布、椎茸のだ
しを使った四季を通してお料理にお使いいただける「春夏秋冬のだしの素」のセット。

本醸造醤油「金笛醤油」に、かつ
お節、昆布、椎茸のだしをたっ
ぷり使った贅沢な万能だしの
素です。

島原の水は、日本名水
百選に選ばれるほど
の 上質な水です。一
本気素麺は厳選した
材料をこの名水でじっ
くりと仕上げた絹糸の
光沢を持った逸品で
す。夏は冷しそうめん、
冬はにゅうめんにして、
お召し上がりください。

工場長 川村さん
（創業30年）

おすすめポイント！
長崎県島原市

そうめんの生産は冬が
最盛期。繊細でコシの
ある麺づくりの秘訣は水
と気候にあります。三輪
山の麓から流れ出る清
水と、“三輪山おろし”と
呼ばれる風。それらが合
わさって絶妙な味を生
み出しています。

奈良県 
三輪素麺
工業協同組合

おすすめポイント！
奈良県桜井市

天日干しにこだわり、4日から1週間じっ
くりと乾燥させて効率よりも味を大切
にしています。熟成した麦の香りのす
る味をお楽しみ下さい。

夏場のうどん、ソーメン、パスタとさっぱり食べ
れるさっぱりゆず風のめんつゆと、長崎名産
の手延五島うどん、島原手延べそうめん、焼
きあご風味のめんつゆをお楽しみください。

おすすめポイント！ おすすめポイント！
香川県高松市 長崎県長崎市

合田哲平さん 北野社長

それぞれのお好みに合わせて
お召し上がりください。

おすすめポイント！
新潟県上越市

生産工場のみなさん

創業230年、伝統の技が
作り出す混じり気のないコ
クと風味豊かな醤油の味
をお楽しみ下さい。

おすすめポイント！
埼玉県川島市

12代目 笛木吉五郎社長

日本蕎麦 山芋そば

自慢のふとぎり

山芋そば250ｇ×4袋、自慢のふとぎり270ｇ×3袋、
日本蕎麦200ｇ×3袋　賞味期間：常温１年

国産そば三昧

税込 4,644円（送料込）

商品CD：210801

常温

46注文
番号

国産のそば粉を使用した3種のそばを
セット致しました。

麺&麺&笛木醤油笛木醤油

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

豚を健康に育てるということ
平田牧場は1967年に山形県・庄内地域の青年養豚家たちによ
って設立され、品種開発、子豚生産から肥育までを手掛ける自家
繁殖生産や加工部門の自社運営など、早くから独自の一貫生産・
加工流通システムを作り上げました。
平田牧場では、「健康」な豚をつくることが「おいしさ」につなが
ると考えています。身体が自然に喜ぶ本当においしい豚肉とは

「健康に育った豚」に他なりません。健康なお肉を、一貫した責任
品質でお届けすること。それが責務と考えております。

安心・安全への
こだわり

遺伝子組み換えされていないとうもろこしや大
豆粕、休耕田を利用してつくったお米を飼料に
育てています。雪のように白い脂はあっさり甘く、
旨みがあり、肉質は繊維が細くジューシーです。

おすすめポイント！
山形県酒田市

生産者 阿部一道さん
加工工場 梅津公映さん

適 度 な サ
シが 入り、
脂を気にせ
ず 赤 身 の
旨 味 をご
堪能いただ
けます。

おすすめポイント！
山形県酒田市

大商金山牧場
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厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

創健社夏ギフト&お取り寄せ

ジロロモーニ・　　　　　 おすすめセット

有機栽培デュラム小麦か
ら作られたスパゲッティ、
ショートパスタ。
有機栽培トマトか作られ
たパスタソースのセット
です。

商品CD：210616
常温

デュラム小麦有機スパゲッティ500g×２、デュラム小麦有機ペンネ250g×１、デュ
ラム小麦ファルファッレ250g×1、有機パスタソーストマト＆バジル300g×１、有
機パスタソースアラビアータ300g×１　賞味期間：常温３年

税込 4,104円（送料込）

有機パスタ＆ソースセット SGO-30064注文
番号

有機栽培デュラム小麦から作られたロングパスタ4種・有機栽培トマ
トから作られたパスタソース2種に加え、有機エキストラヴァージン
オリーブオイルのバラエティー豊かなセットです。

デュラム小麦有機スパゲッティ500g×1、デュラム小麦有機スパゲッ
トーニ500g×1、デュラム小麦有機スパゲッティーニ500g×1、デュ
ラム小麦有機リングイネ500g×1、有機パスタソーストマト＆バジル
300g×2、有機パスタソースアラビアータ300g×1、有機エキストラ
ヴァージンオリーブオイル250ml×1 　賞味期間：常温２年

常温
商品CD：210617

有機パスタ＆調味料セット SGO-500

税込 6,264円（送料込）

65注文
番号

有機栽培デュラム小麦から作られたショートパスタ2種類と
有機栽培トマトから作られたパスタソースのセットです。

商品CD：210614
常温

有機ショートパスタ＆ソースセット 
SGO-14

デュラム小麦有機ペンネ250g×1、デュラム小麦有機ファルファッレ250g
×1、有機パスタソーストマト&バジル300g×1　賞味期間：常温３年

税込 2,376円（送料込）

62注文
番号

デュラム小麦有機ペンネ250g×2、デュラム小麦有機フジッリ250g×1、デュラム
小麦有機ファルファッレ250g×1、有機パスタソーストマト&バジル300g×1、有機
パスタソースアラビアータ300g×1　賞味期間：常温３年

有機ショートパスタ&ソースセット SGO-025

税込 3,564円（送料込）

商品CD：210615

常温

63注文
番号

SSO-20

常温税込 3,024円（送料込）

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-20

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g×１、有機エキストラヴァージンオリーブ
オイル250ml×１　賞味期間：常温１年

商品CD：210397

67注文
番号

SSO-30

常温税込 4,104円（送料込）

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g×2、有機エキストラヴァージンオリーブ
オイル250ml×1　賞味期間：常温１年

商品CD：210398

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-3068注文
番号

SSO-50

常温税込 6,264円（送料込）

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g×４、有機エキストラヴァージンオリーブ
オイル250ml×1　賞味期間：常温１年

商品CD：210399

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-5069注文
番号

南イタリアの日差しを一杯に浴びて育った、数種類のオリーブの実を巧
みにブレンドして低温圧搾しぼりした「ジロロモーニ有機エキストラヴ
ァージンオリーブオイル」はフルーティーでマイルドなおいしさです。

有機エキストラヴァージンオリーブオイル250ml×2 　賞味期間：常温２年

商品CD：210611

有機オリーブオイルセット SGO-250

税込 3,564円（送料込） 常温

66注文
番号

有機栽培べに花種子を圧搾搾りした有機べに花油と、イタリア南部のオリーブ畑で有機栽培されたオリーブの実から作られた有機エ
キストラヴァージンオリーブオイルのセットです。セットする箱は環境保護に配慮したシンプルで無駄のないものにしております。

ジーノの三人の子どもたちは、父の遺志を継いで、それぞれが
組合の仕事を担っています。次男のジョヴァンニ（写真左手）は、
農協の組合長。長男のサムエレ（写真中央）は、オーガニック農
業を実践。娘のマリア（写真右）は、ロカンダ（オーガニックレスト
ラン）と修道院のアグリツーリズモの運営を行っています。

イタリア有機農業の父と呼ばれたジーノ・ジロロモーニが設立した有機農業協同組合の生産農
家と組合に認定された生産農家により栽培された原料を使用しております。
人と自然環境にとって安全で、何よりおいしい食品を作り上げたヨーロッパ有機農業の先駆者で
ある彼の思いを込めて【ジロロモーニ】ブランドとして日本では創健社がお届けしております。

有機栽培ならではの美味しさ

おすすめポイント！
ピアチェンツァ
農場は1992年からバイオダイナミック農法に
よる有機栽培を行ってきました。ここで収穫さ
れた夏の採れたてトマトを自社工場ですぐに
ピューレーに仕上げます。酸味と甘みの絶妙な
バランスの取れたピューレーをベースに有機オ
リーブオイル、有機野菜で仕上げました。
手をかけなくても温
めるだけでおいしい
パスタソースに仕上
げています。

トマト農場と工場の
管理責任者の

マルクさん

おすすめポイント！
ラウロポーリ
1909 年 創 業 の100 年
以上続くオリーブ油専
業のファミリー会社で栽
培と製造をし、1986 年
より有機栽培をいち早
く開始しました。
南イタリアの日差しを一杯に浴びて育った 
オリーブの実は、10月から12月にかけて
収穫され、同時に搾られます。

農場主の
マリオさん

ボトルを押せば、一滴から欲しい分まで出せ、かつ、開栓後も中身が空気にふれない
鮮度密封ボトルを使った醤油のセットです。

超特選むらさき生醤油210ml、一本釣り鰹かけ醤油210ml、実生ゆずかけぽん
210ml、超特選減塩醤油210ml、有機醤油濃口210ml、鮮度密封ボトル 各1本
賞味期間：常温１年

常温
商品CD：210724

チョーコー鮮度密封ボトル５本入ギフト

税込 3,240円（送料込）

71注文
番号

長崎名産の飛魚(あご)、しいたけ、昆布
の調和が美味しい「あごつゆ」 、すき焼
き、めんつゆにと様々な用途に大活躍の

「だしの素 こいいろ」 うすいろタイプ
がお好きな方におすすめ!親子丼や炊き
込みご飯、うどんにピッタリな「京風だ
しの素 うすいろ」 チョーコー No.1商
品!定番の「ゆず醤油かけぽん」 塩分を
気にされる方も安心!塩分控えめの「だ
し入りかけ醤油」 の詰合せです。

飛魚だし、濃口だしの素、京風だしの素、かけぽん、かけ醤油 各400ml×1本　賞味期間：常温１年

常温
商品CD：210809

チョーコー400ml バラエティ詰め合わせ

税込 3,564円（送料込）

70注文
番号

オレイン酸を豊富に含むべに花の種子を化学溶剤を使わず圧搾製法で搾ったこだわりの油が
です。オリーブオイルにも含まれている不飽和脂肪酸の一つオレイン酸をたっぷり（全脂肪酸中75％以上）
含んでいます。オレイン酸は熱に強く酸化安定性に優れているので、揚げ物もカラッと揚がります。また酢
などとも混ざりやすいのでサラダドレッシング、マヨネーズ、マリネなど生でもおすすめです。

※摂取する上での注意事項：
　本品は特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。1日の摂取目安を守ってください。

ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂肪を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。べに花一番高オ
レイン酸を14g摂取することでビタミンEの栄養素等表示基準値（8mg）の約60％以上摂取することができます。

栄養機能食品（ビタミンE）

SFO-25

常温

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×２　賞味期間：常温２年

商品CD：210384

　　　　　　角缶セット SFO-25

税込 3,564円（送料込）

74注文
番号

SFO-30
常温

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×2、一番しぼりのごま油150g×1
賞味期間：常温２年

商品CD：210383

　　　　　　角缶セット SFO-30

税込 4,104円（送料込）

75注文
番号

SFO-40

常温
べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×3　賞味期間：常温２年

商品CD：210414

　　　　　　角缶セット SFO-40

税込 5,184円（送料込）

76注文
番号

SFO-50４

常温

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×4　賞味期間：常温２年

商品CD：210382

　　　　　　角缶セット SFO-50４

税込 6,264円（送料込）

77注文
番号

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g、金笛濃口醤油ボトル200ml、有精卵マヨネーズ300g、
喜界島粗糖500g、地中海の天日塩700g 各1個　賞味期間：常温６ヶ月

商品CD：210419

創健社 基礎調味料セット LFP-25

創健社の基礎調味料を
セットいたしました。
毎日使う調味料だから
おいしさにもこだわって
います。

税込 3,564円（送料込） 常温
商品CD：210379

創健社の人気商品カレー、ハヤシ、シチュー
のルウと顆粒だしシリーズ（和風、洋風、中華
風）をセットに致しました。
原材料にこだわり、自然な味わいが特長の
おすすめギフトです。

常温

❶ ❷

❺

❹❸
❶創健社 有機栽培 べに花一番高オレイン酸 

有機栽培されたべに花の種子を、化学溶剤を使わず低温圧搾製法で搾った有機JAS認定べに花油。
❷創健社 有精卵マヨネーズ　 

九州は大分県久住高原の豊かな環境で平飼いされたニワトリたちの大切なタマゴを使ったあっさりまろやか風味のマヨネーズ。
❸笛木醤油 金笛濃口醤油ボトル 

創業220余年の伝統的手法により、丸大豆、小麦、天日塩のみを原料とし、ゆっくりと発酵・熟成させた本醸造・天然醸造醤油。
❹創健社 喜界島粗糖　 

鹿児島県喜界島産さとうきびを100％使用し、島内の製糖工場で風味を生かした製法で仕上げました。
❺創健社 地中海の天日塩　 

南イタリアの海水を現地の伝統的な天日塩田で長時間かけて天日乾燥・結晶化した、まろやかなうまみのある塩。

❶グルメカレー　29種類のスパイスを使用した中辛タイプのカレールウ。

❷ハヤシライスルウ　ポークエキスと粉末トマトをふんだんに使用したハヤシライスルウ。

❸コーンクリームシチュー　チキンブイヨンの旨みをベースにしたコーンの風味豊かなシチュールウ。

❶ ❷

❺❹

❸

❻

一番しぼりのべに花油、パーム油、国内産小麦粉を 
使用したこだわりのルウシリーズ。 
ビーフエキス不使用。（１箱５皿分）

化学調味料などを一切加えずに素材の自然な風味を活かした使いやすい顆粒タイプのだしシリーズ。

グルメカレー115g、ハヤシライスルウ115ｇ、コーンクリームシチュー115ｇ、和風だし一番80g（8g×
10袋）、洋風だし一番80g（8g×10袋）、中華風だし一番80g（8g×10袋） 各１個　賞味期間：常温９ヶ月

創健社 基礎調味料セット LFP-28

税込 3,888円（送料込）

❹洋風だし一番　野菜とホタテの旨みを効かせた味とコク。

❺和風だし一番　かつお節、煮干、昆布の旨みを効かせた味とコク。

❻中華風だし一番　野菜とオイスターの旨みを効かせた味とコク。

72注文
番号 73注文

番号

おすすめポイント！
イゾラ・デル・ピアーノ

イタリア、ぺーザロ・ウルビーノ県イゾラ・デル・ピアーノに
生まれ、1970年〜1980年にかけて、過疎に悩むイゾラ・
デル・ピアーノの村長を務める。1974年にイゾラ・デル・
ピアーノ村で効率優先の現代農業のアンチテーゼとし
て有機農業を始める。1977年、仲間と有機農業協同組
合を設立し、代表に就任。1986年、マルケ州有機農業
者協会を共同で設立。1997年、地中海有機農業協会
(AMAB)を設立。同協会に
は現在、1万3千の有機農業
法人が加盟している。

ジーノ・ジロロモーニ
（1946〜2012）

おすすめポイント！ 神奈川県横浜市
汎用性のある調味料を集めましたので、贈り物にも最適です。

おすすめポイント！
アメリカ・メキシコ
べに花一番は昭和47年（1972年）に日本で初めて一番しぼ
り100％食用べに花油として発売いたしました。さらに平成元年

（1989年）には、高オレイン酸タイプべに花油を他社に先駆
けて発売しました。発売以来守り続けている缶容器は、中の
油を光と外の空気から守り（酸化による品質の劣化を防ぎ）フ
レッシュさを保っています。 中村社長

おすすめポイント！
長崎県長崎市
鮮度密封ボトルに入っていますので、本醸造・丸大豆醤油の色や芳醇な香り、ま
た、削りたての鰹節の風味（一本釣り鰹かけしょうゆ）、高知県産のゆず果汁の酸
味・香り（実生ゆずかけぽん）が、作りたてのまま食卓でお楽しみいただけます。 北野社長

有機栽培デュラム小麦から作られた 
ショートパスタ3種類と有機栽培トマトから作られた 

パスタソースのセットです。

NEW

NEW NEW
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厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

創健社夏ギフト&お取り寄せ

ジロロモーニ・　　　　　 おすすめセット

有機栽培デュラム小麦か
ら作られたスパゲッティ、
ショートパスタ。
有機栽培トマトか作られ
たパスタソースのセット
です。

商品CD：210616
常温

デュラム小麦有機スパゲッティ500g×２、デュラム小麦有機ペンネ250g×１、デュ
ラム小麦ファルファッレ250g×1、有機パスタソーストマト＆バジル300g×１、有
機パスタソースアラビアータ300g×１　賞味期間：常温３年

税込 4,104円（送料込）

有機パスタ＆ソースセット SGO-30064注文
番号

有機栽培デュラム小麦から作られたロングパスタ4種・有機栽培トマ
トから作られたパスタソース2種に加え、有機エキストラヴァージン
オリーブオイルのバラエティー豊かなセットです。

デュラム小麦有機スパゲッティ500g×1、デュラム小麦有機スパゲッ
トーニ500g×1、デュラム小麦有機スパゲッティーニ500g×1、デュ
ラム小麦有機リングイネ500g×1、有機パスタソーストマト＆バジル
300g×2、有機パスタソースアラビアータ300g×1、有機エキストラ
ヴァージンオリーブオイル250ml×1 　賞味期間：常温２年

常温
商品CD：210617

有機パスタ＆調味料セット SGO-500

税込 6,264円（送料込）

65注文
番号

有機栽培デュラム小麦から作られたショートパスタ2種類と
有機栽培トマトから作られたパスタソースのセットです。

商品CD：210614
常温

有機ショートパスタ＆ソースセット 
SGO-14

デュラム小麦有機ペンネ250g×1、デュラム小麦有機ファルファッレ250g
×1、有機パスタソーストマト&バジル300g×1　賞味期間：常温３年

税込 2,376円（送料込）

62注文
番号

デュラム小麦有機ペンネ250g×2、デュラム小麦有機フジッリ250g×1、デュラム
小麦有機ファルファッレ250g×1、有機パスタソーストマト&バジル300g×1、有機
パスタソースアラビアータ300g×1　賞味期間：常温３年

有機ショートパスタ&ソースセット SGO-025

税込 3,564円（送料込）

商品CD：210615

常温

63注文
番号

SSO-20

常温税込 3,024円（送料込）

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-20

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g×１、有機エキストラヴァージンオリーブ
オイル250ml×１　賞味期間：常温１年

商品CD：210397

67注文
番号

SSO-30

常温税込 4,104円（送料込）

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g×2、有機エキストラヴァージンオリーブ
オイル250ml×1　賞味期間：常温１年

商品CD：210398

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-3068注文
番号

SSO-50

常温税込 6,264円（送料込）

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g×４、有機エキストラヴァージンオリーブ
オイル250ml×1　賞味期間：常温１年

商品CD：210399

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-5069注文
番号

南イタリアの日差しを一杯に浴びて育った、数種類のオリーブの実を巧
みにブレンドして低温圧搾しぼりした「ジロロモーニ有機エキストラヴ
ァージンオリーブオイル」はフルーティーでマイルドなおいしさです。

有機エキストラヴァージンオリーブオイル250ml×2 　賞味期間：常温２年

商品CD：210611

有機オリーブオイルセット SGO-250

税込 3,564円（送料込） 常温

66注文
番号

有機栽培べに花種子を圧搾搾りした有機べに花油と、イタリア南部のオリーブ畑で有機栽培されたオリーブの実から作られた有機エ
キストラヴァージンオリーブオイルのセットです。セットする箱は環境保護に配慮したシンプルで無駄のないものにしております。

ジーノの三人の子どもたちは、父の遺志を継いで、それぞれが
組合の仕事を担っています。次男のジョヴァンニ（写真左手）は、
農協の組合長。長男のサムエレ（写真中央）は、オーガニック農
業を実践。娘のマリア（写真右）は、ロカンダ（オーガニックレスト
ラン）と修道院のアグリツーリズモの運営を行っています。

イタリア有機農業の父と呼ばれたジーノ・ジロロモーニが設立した有機農業協同組合の生産農
家と組合に認定された生産農家により栽培された原料を使用しております。
人と自然環境にとって安全で、何よりおいしい食品を作り上げたヨーロッパ有機農業の先駆者で
ある彼の思いを込めて【ジロロモーニ】ブランドとして日本では創健社がお届けしております。

有機栽培ならではの美味しさ

おすすめポイント！
ピアチェンツァ
農場は1992年からバイオダイナミック農法に
よる有機栽培を行ってきました。ここで収穫さ
れた夏の採れたてトマトを自社工場ですぐに
ピューレーに仕上げます。酸味と甘みの絶妙な
バランスの取れたピューレーをベースに有機オ
リーブオイル、有機野菜で仕上げました。
手をかけなくても温
めるだけでおいしい
パスタソースに仕上
げています。

トマト農場と工場の
管理責任者の

マルクさん

おすすめポイント！
ラウロポーリ
1909 年 創 業 の100 年
以上続くオリーブ油専
業のファミリー会社で栽
培と製造をし、1986 年
より有機栽培をいち早
く開始しました。
南イタリアの日差しを一杯に浴びて育った 
オリーブの実は、10月から12月にかけて
収穫され、同時に搾られます。

農場主の
マリオさん

ボトルを押せば、一滴から欲しい分まで出せ、かつ、開栓後も中身が空気にふれない
鮮度密封ボトルを使った醤油のセットです。

超特選むらさき生醤油210ml、一本釣り鰹かけ醤油210ml、実生ゆずかけぽん
210ml、超特選減塩醤油210ml、有機醤油濃口210ml、鮮度密封ボトル 各1本
賞味期間：常温１年

常温
商品CD：210724

チョーコー鮮度密封ボトル５本入ギフト

税込 3,240円（送料込）

71注文
番号

長崎名産の飛魚(あご)、しいたけ、昆布
の調和が美味しい「あごつゆ」 、すき焼
き、めんつゆにと様々な用途に大活躍の

「だしの素 こいいろ」 うすいろタイプ
がお好きな方におすすめ!親子丼や炊き
込みご飯、うどんにピッタリな「京風だ
しの素 うすいろ」 チョーコー No.1商
品!定番の「ゆず醤油かけぽん」 塩分を
気にされる方も安心!塩分控えめの「だ
し入りかけ醤油」 の詰合せです。

飛魚だし、濃口だしの素、京風だしの素、かけぽん、かけ醤油 各400ml×1本　賞味期間：常温１年

常温
商品CD：210809

チョーコー400ml バラエティ詰め合わせ

税込 3,564円（送料込）

70注文
番号

オレイン酸を豊富に含むべに花の種子を化学溶剤を使わず圧搾製法で搾ったこだわりの油が
です。オリーブオイルにも含まれている不飽和脂肪酸の一つオレイン酸をたっぷり（全脂肪酸中75％以上）
含んでいます。オレイン酸は熱に強く酸化安定性に優れているので、揚げ物もカラッと揚がります。また酢
などとも混ざりやすいのでサラダドレッシング、マヨネーズ、マリネなど生でもおすすめです。

※摂取する上での注意事項：
　本品は特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。1日の摂取目安を守ってください。

ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂肪を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。べに花一番高オ
レイン酸を14g摂取することでビタミンEの栄養素等表示基準値（8mg）の約60％以上摂取することができます。

栄養機能食品（ビタミンE）

SFO-25

常温

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×２　賞味期間：常温２年

商品CD：210384

　　　　　　角缶セット SFO-25

税込 3,564円（送料込）

74注文
番号

SFO-30
常温

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×2、一番しぼりのごま油150g×1
賞味期間：常温２年

商品CD：210383

　　　　　　角缶セット SFO-30

税込 4,104円（送料込）

75注文
番号

SFO-40

常温
べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×3　賞味期間：常温２年

商品CD：210414

　　　　　　角缶セット SFO-40

税込 5,184円（送料込）

76注文
番号

SFO-50４

常温

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×4　賞味期間：常温２年

商品CD：210382

　　　　　　角缶セット SFO-50４

税込 6,264円（送料込）

77注文
番号

有機栽培べに花一番高オレイン酸500g、金笛濃口醤油ボトル200ml、有精卵マヨネーズ300g、
喜界島粗糖500g、地中海の天日塩700g 各1個　賞味期間：常温６ヶ月

商品CD：210419

創健社 基礎調味料セット LFP-25

創健社の基礎調味料を
セットいたしました。
毎日使う調味料だから
おいしさにもこだわって
います。

税込 3,564円（送料込） 常温
商品CD：210379

創健社の人気商品カレー、ハヤシ、シチュー
のルウと顆粒だしシリーズ（和風、洋風、中華
風）をセットに致しました。
原材料にこだわり、自然な味わいが特長の
おすすめギフトです。

常温

❶ ❷

❺

❹❸
❶創健社 有機栽培 べに花一番高オレイン酸 

有機栽培されたべに花の種子を、化学溶剤を使わず低温圧搾製法で搾った有機JAS認定べに花油。
❷創健社 有精卵マヨネーズ　 

九州は大分県久住高原の豊かな環境で平飼いされたニワトリたちの大切なタマゴを使ったあっさりまろやか風味のマヨネーズ。
❸笛木醤油 金笛濃口醤油ボトル 

創業220余年の伝統的手法により、丸大豆、小麦、天日塩のみを原料とし、ゆっくりと発酵・熟成させた本醸造・天然醸造醤油。
❹創健社 喜界島粗糖　 

鹿児島県喜界島産さとうきびを100％使用し、島内の製糖工場で風味を生かした製法で仕上げました。
❺創健社 地中海の天日塩　 

南イタリアの海水を現地の伝統的な天日塩田で長時間かけて天日乾燥・結晶化した、まろやかなうまみのある塩。

❶グルメカレー　29種類のスパイスを使用した中辛タイプのカレールウ。

❷ハヤシライスルウ　ポークエキスと粉末トマトをふんだんに使用したハヤシライスルウ。

❸コーンクリームシチュー　チキンブイヨンの旨みをベースにしたコーンの風味豊かなシチュールウ。

❶ ❷

❺❹

❸

❻

一番しぼりのべに花油、パーム油、国内産小麦粉を 
使用したこだわりのルウシリーズ。 
ビーフエキス不使用。（１箱５皿分）

化学調味料などを一切加えずに素材の自然な風味を活かした使いやすい顆粒タイプのだしシリーズ。

グルメカレー115g、ハヤシライスルウ115ｇ、コーンクリームシチュー115ｇ、和風だし一番80g（8g×
10袋）、洋風だし一番80g（8g×10袋）、中華風だし一番80g（8g×10袋） 各１個　賞味期間：常温９ヶ月

創健社 基礎調味料セット LFP-28

税込 3,888円（送料込）

❹洋風だし一番　野菜とホタテの旨みを効かせた味とコク。

❺和風だし一番　かつお節、煮干、昆布の旨みを効かせた味とコク。

❻中華風だし一番　野菜とオイスターの旨みを効かせた味とコク。

72注文
番号 73注文

番号

おすすめポイント！
イゾラ・デル・ピアーノ

イタリア、ぺーザロ・ウルビーノ県イゾラ・デル・ピアーノに
生まれ、1970年〜1980年にかけて、過疎に悩むイゾラ・
デル・ピアーノの村長を務める。1974年にイゾラ・デル・
ピアーノ村で効率優先の現代農業のアンチテーゼとし
て有機農業を始める。1977年、仲間と有機農業協同組
合を設立し、代表に就任。1986年、マルケ州有機農業
者協会を共同で設立。1997年、地中海有機農業協会
(AMAB)を設立。同協会に
は現在、1万3千の有機農業
法人が加盟している。

ジーノ・ジロロモーニ
（1946〜2012）

おすすめポイント！ 神奈川県横浜市
汎用性のある調味料を集めましたので、贈り物にも最適です。

おすすめポイント！
アメリカ・メキシコ
べに花一番は昭和47年（1972年）に日本で初めて一番しぼ
り100％食用べに花油として発売いたしました。さらに平成元年

（1989年）には、高オレイン酸タイプべに花油を他社に先駆
けて発売しました。発売以来守り続けている缶容器は、中の
油を光と外の空気から守り（酸化による品質の劣化を防ぎ）フ
レッシュさを保っています。 中村社長

おすすめポイント！
長崎県長崎市
鮮度密封ボトルに入っていますので、本醸造・丸大豆醤油の色や芳醇な香り、ま
た、削りたての鰹節の風味（一本釣り鰹かけしょうゆ）、高知県産のゆず果汁の酸
味・香り（実生ゆずかけぽん）が、作りたてのまま食卓でお楽しみいただけます。 北野社長

有機栽培デュラム小麦から作られた 
ショートパスタ3種類と有機栽培トマトから作られた 

パスタソースのセットです。

NEW

NEW NEW



制作：2019年4月カタログ有効期限：2019年8月31日まで

【ご注文方法】 2019年創健社サマーギフト専用申込書にご記入の上、販売店にご注文下さい。
枠内に必ず詳細をご記入願います。ご記入漏れのあった場合お届けが遅くなることがございます。
ご注文前に必ずご確認をお願いします。
● お申込み期間:2019年5月20日（月）～8月16日（金）
● 商品の配送期間:2019年6月4日（火）～8月30日（金）
● 申込書の配達希望欄に配達希望指定期間をご記入下さい。ご記入のない場合には、6月4日（火）以降、
　 随時お届けとなります。（ただし、期間限定品は除く）
● 配達指定期間は、お申込み日から10日以上先の期間をご指定下さい。
● 天候などによりやむなく出荷が遅れる場合や、欠品となる場合がございますのでご了承ください。
● 産直品のお申込み期間は、天候により変更する場合がございます。予めご了承下さい。

このマークの商品は有機JAS認定品です。

販売店名

【「のし」の選択について】
「のし」をご希望の場合は、ご注文の「のし」希望欄に「のし」の種類をお選びの上、番号をご記入下さい。
ご記入がない場合はのし無しとさせていただきます。
尚、名入れにつきましては対応できませんので予めご了承下さい。

ギ
フ
ト
ご
注
文
方
法
、配
送
に
つ
い
て

08   粗品

09   暑中見舞

10   残暑見舞

11   志

12   御供

13   快気祝

指定番号　 のし種類 指定番号　 のし種類

6月上旬

6月中旬

6月下旬

7月上旬

7月中旬

7月下旬

8月上旬

8月中旬

8月下旬

6月  4日～6月10日頃

6月11日～6月20日頃

6月21日～6月30日頃

7月  1日～7月10日頃

7月11日～7月20日頃

7月21日～7月31日頃

8月  1日～8月10日頃

8月11日～8月20日頃

8月21日～8月31日頃

お届け期間配達指定期間

01 　のし不要

02 無地のし（紅白）

03 無地のし（黒白）

04 お中元

05 　御礼

06 　御祝

07   内祝

※表示価格の税込価格は、1円未満の端数を切り上げております。　
※お客様からお預かりする個人情報については、適切な管理と維持に努めます。　
※環境保護のため、簡易包装にご協力願います。※一部の写真は調理例またはイメージです。

※１【注文番号3】送料として北海道216円（税込）、東北324円（税込）、関東・信越・北陸432円（税込）、 
　　関西・中国648円（税込）、四国・九州756円（税込）、沖縄1,500円（税込）が別途かかります。
※２【注文番号33】送料として北海道648円（税込）、東北・沖縄216円（税込）が別途かかります。

● 沖縄本島を除く離島等は一部別途送料がかかります。
　 また、お届けできない地域がありますのでご了承下さい。

〈店頭受取可能商品〉
下記商品は店頭でのお受け取りが可能です。価格は直送でのお届けと異なり、下記の価格となります。　※のし、包装は対応しておりません。

掲載ページ 掲載ページ店頭受取価格注文番号 注文番号店頭受取価格商品CD

醗酵カシスセット 税込 4,104円 
（本体 3,800円）

P318 210363

税込 1,620円 
（本体 1,500円）

P4トコゼリーギフト ８個入21 160738

税込 3,186円 
（本体 2,950円）

P4トコゼリーギフト 1６個入22 160739

税込 3,564円 
（本体 3,300円）

P4オーガニック 水羊かん詰め合わせ26 210578

税込 2,279円 
（本体 2,110円）

P4珈琲ゼリーと苺の杏仁どうふと 
あま酒ジュレ詰め合わせギフト20 210797

税込 2,916円 
（本体 2,700円）

P7チョーコーまぜるめんつゆギフト45 210846

税込 3,780円 
（本体 3,500円）

P7国産そば三昧46 210801

税込 2,236円 
（本体 2,070円）

P7島原手のべ素麺 一本気 1.3kg41 140221

税込 3,354円 
（本体 3,105円）

P7島原手のべ素麺 一本気 2kg42 140251

税込 3,240円 
（本体 3,000円）

金笛調味料詰め合わせ KA－30 P748 210489

税込 3,240円 
（本体 3,000円）

金笛セット KI－30 P747 210472

税込 2,376円 
（本体 2,200円）

金笛だしの素セット SD－22 P749 210553

税込 3,564円 
（本体 3,300円）

金笛だしの素セット SD－33 P750 210554

税込 3,456円 
（本体 3,200円）

古式とろづけ讃岐うどん P744 210563

税込 4,536円 
（本体 4,200円）

三輪そうめん P743 210810

商品CD

税込 3,240円 
（本体 3,000円）64 有機パスタ＆ソースセット SGO-300 P9210616

税込 5,400円 
（本体 5,000円）

P969 210399

税込 3,240円 
（本体 3,000円）

P968 210398

税込 2,160円 
（本体 2,000円）

P967 210397

税込 5,400円 
（本体 5,000円）

べに花一番角缶セット SFO-504 P1077 210382

税込 5,400円 
（本体 5,000円）

有機パスタ＆調味料セット SGO-500 P965 210617

税込 2,700円 
（本体 2,500円）

P963 210615

税込 2,700円 
（本体 2,500円）

有機オリーブオイルセット SGO-250 P966 210611

税込 1,512円 
（本体 1,400円）

P962 210614

税込 3,024円 
（本体 2,800円）

創健社 基礎調味料セット LFP-28 P1073 210379

税込 2,700円 
（本体 2,500円）

創健社 基礎調味料セット LFP-25 P1072 210419

税込 3,240円 
（本体 3,000円）

べに花一番角缶セット SFO-30 P1075 210383

税込 2,700円 
（本体 2,500円）

べに花一番角缶セット SFO-25 P1074 210384

税込 4,320円 
（本体 4,000円）

べに花一番角缶セット SFO-40 P1076 210414

税込 2,376円 
（本体 2,200円）

P1071 210724

税込 2,700円 
（本体 2,500円）

P1070 210809

税込 2,333円 
（本体 2,160円）

P419 210043珈琲ゼリーと苺の杏仁どうふの 
詰め合わせ

有機ショートパスタ＆ 
ソースセット SGO-14

有機べに花一番＆オリーブセット 
SSO-20
有機べに花一番＆オリーブセット 
SSO-30
有機べに花一番＆オリーブセット 
SSO-50
チョーコー400ml 
バラエティ詰め合わせ
チョーコー鮮度密封ボトル 
５本入ギフト

有機ショートパスタ＆ 
ソースセット SGO-025

〒221-8741横浜市神奈川区片倉2-37-11
お客様相談室（土・日・祝日を除く9：00～17：00）
TEL 0120-101702
http://www.sokensha.co.jp
横浜支店・大阪支店・名古屋支店・福岡営業所

www.facebook.com/LOVEFOODPEACE
［ 創健社 ］LOVE > FOOD > PEACEファンコミュニティ
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