
制作：平成30年9月カタログ有効期限：平成30年12月26日まで

このマークの商品は有機JAS認定品です。

【ご注文方法】 2018年創健社冬ギフト（ウィンターギフト）専用注文用紙にご記入の上、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:平成30年10月22日（月）～12月14日（金）
● 商品の配送期間:平成30年11月5日（月）～12月26日（水）
● 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、11月5日（月）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。
● 掲載している太字の価格はお届け先に直接お届けする送料込みの価格となっております。（一部離島は除く）注文番号が赤色の商品は
　 店頭受け取りが可能です。No.35・36・38・51〜72の25商品は店頭受け取りの場合は各商品掲載欄の店頭受け取り価格となります。
　 ※1【注文番号27】別途送料：北海道648円（税込）、東北・沖縄216円（税込）がかかります。

● 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。

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

【ご注文方法】 2017年創健社ウインタ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:平成29年10月23日（月）～12月13日（水）
● 商品の配送期間:平成29年11月1日（水）～12月26日（火）
● 申込書の配達希望欄に配達期指定期間をご記入下さい。ご記入のない場合には、11月1日（水）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がございますのでご了承願います。
● 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。
● 掲載している太字の価格は送料込の価格となっております。（一部離島は除く）注文番号が赤色の商品は
　 店頭受け取りが可能です。店頭受け取りの場合は送料込価格の下の店頭受け取り価格となります。
　 ※１ 【注文番号　　】 別途送料：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。

01 　のし不要

02 　無地のし（紅白）

03 　無地のし（黒白）

04 　御歳暮

05 　御礼

06 　御祝

07   内祝

08   粗品

09   お年賀

10  寒中見舞

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

11月上旬

11月中旬

11月下旬

12月上旬

12月中旬

12月下旬

11月  5日～11月10日頃

11月11日～11月20日頃

11月21日～11月30日頃

12月  1日～12月10日頃

12月11日～12月20日頃

１２月２１日～１２月２6日頃

お届け期間配達指定期間

このマークの商品は有機JAS認定品です。 ※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。

〒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 カタログ有効期限：平成２９年 12 月 26 日まで

制作：平成２９年 9月

※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。

α-リノレン酸を50%以上含む「えごま一番」と、国産びん長まぐろを
原料にした「オーツナ」３種類のセットです。

えごま一番オーツナプレミアム、 べに花一番のオーツナ 各９０g（固形量70g）×４缶

商品CD：210612

Oh!ツナセット SOP-35

旬にとれたびん長まぐろを地中海の天日
塩を使用し、圧搾しぼりのえごま油とな
たね油に漬け込んだ「えごま一番オーツ
ナプレミアム」とべに花油に漬け込んだ
「べに花一番のオーツナ」のセット。

税込 4,644円（送料込）

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

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

常温

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

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。

えごま一番270g×1本、えごま一番オーツナプレミアム90g（固形量70g）×1缶、
べに花一番のオーツナ90g（固形量70g)×2缶、ノンオイルオーツナフレーク90g×1缶

商品CD：210030

えごま一番＆Oh!ツナセット SEO-30

税込 4,104円（送料込） 常温

69注文
番号 70注文

番号

71注文
番号 72注文

番号

（　　　　　　税込 3,780円）店頭受け
取り価格（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け

取り価格

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格 （　　　　　　税込 3,024円）店頭受け

取り価格

日程確認

ツナはフレークと、ファン
シータイプ（かたまり肉を
パック）を使用しています。

静岡県静岡市
缶詰工場のみなさん

おすすめポイント！

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。神奈川県横浜市

おすすめポイント！

〒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 肌寒い季節にこころ温まる贈り物。

10月22日（月）～12月14日（金）〈お申し込み期間〉

2018 Winter Gift

創健社冬ギフト
& 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。



フルーツ
fruit

あんぽ柿

奈良・和歌山産あんぽ柿70g×8個　賞味期間：常温14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です。
自然な甘みをお楽しみ下さい。

税込 3,606円（送料込）

干し柿

干し柿40g×12　賞味期間：常温14日　
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月10日〜 

商品CD：210297

夏の太陽をいっぱいに受け、農薬を最小
限に抑えた奈良県・和歌山県産のたねな
し柿（刀根柿・平核無柿）の皮を一つ一つ
丁寧にむき、寒風で干しあげました。甘
さがギュっと凝縮されています。

税込 4,428円（送料込）

ゆず巻き柿

ゆず巻き柿190g×2　賞味期間：常温1ヶ月　
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月上旬〜

商品CD：210298

ゆず皮の砂糖煮を干し柿に
巻き込んだ「ゆず巻き柿」の
2本入セット。1本あたり、
約10個以上の干し柿を
使用しています。

税込 3,888円（送料込）

農薬を地域一般の5割以下・化学肥料は使用せず、自家製堆肥で栽培して
います。多汁で香りが高く、酸味と甘味のバランスの良いりんごです。

常温

常温
常温

4注文
番号

5注文
番号

6注文
番号

ラ・フランスは別名「バターペア」とも言われ、特有の香りと果汁
たっぷりの肉質は西洋梨の最高峰です。土づくりから始まり、
除草剤・化学肥料を使用せず、枝のせん定を工夫して農薬を当地
比5割減らし、おいしいラ・フランスに仕上げています。

多汁で香りが高く、酸味と甘味に優れている富士と独特の香りを持ち、
甘味が強い王林をセットしました。

産直品

産直品

産直品

3注文
番号

山形産ラ・フランス約3kg（9〜11個）　
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間11月15日〜12月15日頃 

商品CD：210014

森谷さんのラ・フランス

税込 5,808円（送料込） 常温
着日指定
不可

産直品

奈良県五條市を中心に吉野川を挟んだ
丘陵地で栽培されています。水はけがよ
く、秋は寒暖の差が激しいため、おいしい
柿づくりに適しています。この地域の柿は
ブランドとして取り扱われ我々、パンドラ
ファームグループも環境保全型農業を目
指し、出来るだけ農薬を少なく柿を栽培を
しています。（当地比3割減）

奈良県五條市

西北さん

おすすめポイント！

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。

私たちの農園は奈良県五條市
にあり、吉野川を挟んだ丘陵地
でおいしい柿づくりに適したとこ
ろです。

奈良県・和歌山県

山崎昭夫さん

パンドラファーム工場のみなさん

あんぽ柿

干し柿

おすすめポイント！

平成10年から化学肥料を使わず、農薬を最小限に抑えた自然農法栽培をしています。野山の土や
木々のように自然に従い自然を活かしきる栽培に心掛け、健全な食べ物を供給することを常に願いなが
ら、日々取り組んでおります。土づくりは、木炭・米ぬか・ぼかし肥・貝化石等の天然資材を使用してバラ
ンスの良い、土づくりをしています。化学肥料を使用せず農薬を半分以下に抑えながら、安全で美味し
い果実づくりに労を惜しまず頑張っています。愛情一杯に育てた、ラ・フランスを山形からお届けします。 森谷さん

おすすめポイント！

青森の岩木山を中心にした地域で農薬
をなるべく使用しないように手間ひまを
かけてひとつひとつの果実に袋をかけて
栽培しています。一般ではもうほとんどの
りんごは袋かけをしない栽培ですが、丸
かじりできる安心して食べるりんごを生
産するには大事な作業です。
食味を上げるために袋も遮光性を考えて
工夫された逸品です。
農薬を限りなく使用せずに栽培しております
ので小さな斑点や見た目の悪いものがあ
りますが、安全のしるしだと思っていただけ
れば幸いです。

おすすめポイント！

弘前普及会

青森県弘前市

1注文
番号

約5kg（富士7〜10玉、王林7〜10玉）　
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間12月6日〜12月22日頃

商品CD：210122

青森りんご「富士・王林」 詰合せ 

税込 5,758円（送料込） 常温
着日指定
不可

産直品

2注文
番号

約5kg（14〜20玉）　
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間12月6日〜12月22日頃

商品CD：210121

青森りんご「富士」 

税込 5,758円（送料込） 常温
着日指定
不可

産直品

7注文
番号

富有柿（奈良産）2L×12玉
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月1日〜12月25日頃

商品CD：210767

富有柿

税込 6,108円（送料込） 常温
産直品

山形県天童市

原料のたねなし柿（刀根柿・平
核無柿）は硫黄燻蒸せずに生産
しておりますので、安心してお召
し上がり下さい。

ゆず巻き柿

21 創健社冬ギフト&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。

※お届け時期により白い粉がふきでていない場合があります。



フルーツ
fruit

あんぽ柿

奈良・和歌山産あんぽ柿70g×8個　賞味期間：常温14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です。
自然な甘みをお楽しみ下さい。

税込 3,606円（送料込）

干し柿

干し柿40g×12　賞味期間：常温14日　
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月10日〜 

商品CD：210297

夏の太陽をいっぱいに受け、農薬を最小
限に抑えた奈良県・和歌山県産のたねな
し柿（刀根柿・平核無柿）の皮を一つ一つ
丁寧にむき、寒風で干しあげました。甘
さがギュっと凝縮されています。

税込 4,428円（送料込）

ゆず巻き柿

ゆず巻き柿190g×2　賞味期間：常温1ヶ月　
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月上旬〜

商品CD：210298

ゆず皮の砂糖煮を干し柿に
巻き込んだ「ゆず巻き柿」の
2本入セット。1本あたり、
約10個以上の干し柿を
使用しています。

税込 3,888円（送料込）

農薬を地域一般の5割以下・化学肥料は使用せず、自家製堆肥で栽培して
います。多汁で香りが高く、酸味と甘味のバランスの良いりんごです。

常温

常温
常温

4注文
番号

5注文
番号

6注文
番号

ラ・フランスは別名「バターペア」とも言われ、特有の香りと果汁
たっぷりの肉質は西洋梨の最高峰です。土づくりから始まり、
除草剤・化学肥料を使用せず、枝のせん定を工夫して農薬を当地
比5割減らし、おいしいラ・フランスに仕上げています。

多汁で香りが高く、酸味と甘味に優れている富士と独特の香りを持ち、
甘味が強い王林をセットしました。

産直品

産直品

産直品

3注文
番号

山形産ラ・フランス約3kg（9〜11個）　
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間11月15日〜12月15日頃 

商品CD：210014

森谷さんのラ・フランス

税込 5,808円（送料込） 常温
着日指定
不可

産直品

奈良県五條市を中心に吉野川を挟んだ
丘陵地で栽培されています。水はけがよ
く、秋は寒暖の差が激しいため、おいしい
柿づくりに適しています。この地域の柿は
ブランドとして取り扱われ我々、パンドラ
ファームグループも環境保全型農業を目
指し、出来るだけ農薬を少なく柿を栽培を
しています。（当地比3割減）

奈良県五條市

西北さん

おすすめポイント！

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。

私たちの農園は奈良県五條市
にあり、吉野川を挟んだ丘陵地
でおいしい柿づくりに適したとこ
ろです。

奈良県・和歌山県

山崎昭夫さん

パンドラファーム工場のみなさん

あんぽ柿

干し柿

おすすめポイント！

平成10年から化学肥料を使わず、農薬を最小限に抑えた自然農法栽培をしています。野山の土や
木々のように自然に従い自然を活かしきる栽培に心掛け、健全な食べ物を供給することを常に願いなが
ら、日々取り組んでおります。土づくりは、木炭・米ぬか・ぼかし肥・貝化石等の天然資材を使用してバラ
ンスの良い、土づくりをしています。化学肥料を使用せず農薬を半分以下に抑えながら、安全で美味し
い果実づくりに労を惜しまず頑張っています。愛情一杯に育てた、ラ・フランスを山形からお届けします。 森谷さん

おすすめポイント！

青森の岩木山を中心にした地域で農薬
をなるべく使用しないように手間ひまを
かけてひとつひとつの果実に袋をかけて
栽培しています。一般ではもうほとんどの
りんごは袋かけをしない栽培ですが、丸
かじりできる安心して食べるりんごを生
産するには大事な作業です。
食味を上げるために袋も遮光性を考えて
工夫された逸品です。
農薬を限りなく使用せずに栽培しております
ので小さな斑点や見た目の悪いものがあ
りますが、安全のしるしだと思っていただけ
れば幸いです。

おすすめポイント！

弘前普及会

青森県弘前市

1注文
番号

約5kg（富士7〜10玉、王林7〜10玉）　
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間12月6日〜12月22日頃

商品CD：210122

青森りんご「富士・王林」 詰合せ 

税込 5,758円（送料込） 常温
着日指定
不可

産直品

2注文
番号

約5kg（14〜20玉）　
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間12月6日〜12月22日頃

商品CD：210121

青森りんご「富士」 

税込 5,758円（送料込） 常温
着日指定
不可

産直品

7注文
番号

富有柿（奈良産）2L×12玉
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月1日〜12月25日頃

商品CD：210767

富有柿

税込 6,108円（送料込） 常温
産直品

山形県天童市

原料のたねなし柿（刀根柿・平
核無柿）は硫黄燻蒸せずに生産
しておりますので、安心してお召
し上がり下さい。

ゆず巻き柿

21 創健社冬ギフト&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。

※お届け時期により白い粉がふきでていない場合があります。



えりも活蒸し毛蟹 大2杯（約1kg）　賞味期間：冷凍３ヶ月

商品CD：123186

えりも産 活蒸し毛蟹

どんなに品質の良い毛蟹を使っても､
茹でるとせっかくの旨み成分が若干流れ出て
しまう上､塩味が安定しないと言われます｡
しかし､活きた毛蟹を高圧スチームで熱を
加えることにより旨み成分は閉じ込められ､
｢三大蟹の中でもっとも美味しい｣と言われる
毛蟹ならではの甘みは逃げることはなく､
カニ味噌の深い食味も繊維のシットリした
食感も失われないのです｡均等に塩をまわす
独自の技術により塩味も安定いたしました｡

税込 12,917円（送料込） 冷凍

刺身60g、ちり250g、皮30g　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210780

とらふぐ刺身・鍋セット

とらふぐの刺身とちりのセットです。
とらふぐならではの食感と旨みをご堪能ください。

税込 11,016円（送料込） 冷凍

静岡県産 金目鯛しゃぶしゃぶ 

縁
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金目鯛（静岡）（切身約200g×2、アラ約200g）　賞味期間：冷凍１ヶ月

商品CD：121834

税込 9,288円（送料込） 冷凍

特選醤油漬け[芽かぶ、スルメイカ、帆立貝、つぶ、数の子、ズワイ棒肉、
ウバ貝（ホッキ貝）、鮭卵など]３００ｇ×２　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210789

海賊の宝箱 

北海道を中心とした
新鮮な魚介類を贅沢
に使用し、特製醤油
漬けにしました。

税込 6,977円（送料込） 冷凍
ズワイガニポーション600g　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210788

ズワイガニポーション 

新鮮なズワイガニを食べ易い
ようにポーションにしました。
しゃぶしゃぶやカニステーキ
などでお楽しみ下さい。

税込 8,921円（送料込） 冷凍

国産100％の野菜チップスです。
使用している原材料は全て国内産です。
化学調味料などは一切使用せずに仕上げています。

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

商品CD：210784

日本の野菜・極

税込 5,108円（送料込） 常温

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）

商品CD：123184

京丹波のプリン詰め合わせ

税込 4,860円（送料込） 冷凍

“カフェ飯シ”チャウダーシリーズはカフェスタイルのマグカ
ップサイズ（150g）で具だくさんが特徴です。

創業1950年の麻布のタカノコーヒー。
定番のブレンドコーヒーをドリップタイプにしました。

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

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
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

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。

税込 4,860円（送料込） 常温

有機イタリアーノ35g（7g×5袋）、デカフェセレクション35g（7g×5袋） 各3箱（計30袋）　
賞味期間：常温1年

商品CD：210538

麻布タカノコーヒー ショットワンカフェ ドリップ珈琲ギフト DSH2 

税込 3,456円（送料込） 常温

マイルドブレンド35g（7g×5袋）、ジャーマンブレンド35g（7g×5袋）、有機イタリアーノ35g
（7g×5袋）、デカフェセレクション35g（7g×5袋）各2箱（計40袋）　賞味期間：常温1年

商品CD：210537

麻布タカノコーヒー ショットワンカフェ ドリップ珈琲ギフト NSH 

税込 3,908円（送料込） 常温
NSH 

DSH2 

〈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。
　　　　　　　　　　 シロップは黒糖で作っています。

〈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手作りしています。

産直品

産直品

産直品

産直品 産直品

産直品

産直品 産直品

産直品産直品産直品

8注文
番号

15注文
番号 16注文

番号

17注文
番号

19注文
番号 20注文

番号 21注文
番号

9注文
番号 10注文

番号

12注文
番号

11注文
番号

13注文
番号

コーンチャウダー150g×4袋、かぼちゃチャウダー150g×2袋、
トマトチャウダー150g×2袋　計8袋　賞味期間：常温1年

商品CD：210594

カフェ飯シ チャウダー詰め合わせ

税込 4,104円（送料込） 常温
産直品

14注文
番号

純国産にこだわり、主原料
のお野菜、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。保存料・化学
調味料など一切使用せず
に仕上げています。

兵庫県神戸市
おすすめポイント！

金目鯛姿煮250gX3尾
賞味期間：冷凍３ヶ月

商品CD：210815

金目鯛姿煮セット
国産の金目鯛を無添加の調味料で煮付けました。

税込 6,696円（送料込）

冷凍

産直品

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。

長野県塩尻市
おすすめポイント！

株式会社アルプス

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。

長野県塩尻市
おすすめポイント！

中村さん

〈麻布タカノコーヒー〉
麻布タカノが創業以来
68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。

〈カフェ飯シ チャウダー〉
添加物は一切使用せず、
素材が持つ本来の美味し
さを活かし作り上げた、ク
リーミーで野菜たっぷりの
チャウダー3種セット（コー
ン・かぼちゃ・トマト）です。

東京都東麻布
おすすめポイント！

鷹野孝雄さん
一つ一つ手作りで
作りました。

京都府南丹市
おすすめポイント！

中村さんご夫婦

身肉がぎっしり詰まった
えりも産の良質な毛蟹
をぜひご賞味下さい。

北海道襟裳沖

えりも食品工場のみなさん

おすすめポイント！

〈金目鯛姿煮セット〉
国産の金目鯛をこだ

わりの調味料で煮付

けました。

〈ひもの5種12枚セット〉
5種12枚のバラエティセットです。

静岡県沼津市

おすすめポイント！

鍋に水と昆布を入れ、沸騰したら昆布を取り出します。
※金目鯛の頭、骨を入れて出汁をとります。また湯通ししてから
　入れると上品に仕上がります。身をしゃぶしゃぶ泳がせて、
　ぽん酢やごまダレ等でお召し上がりください。 橘さん

おすすめポイント！ 静岡県沼津市

株式会社札幌中一
飛口さん

＜ズワイガニポーション＞
新鮮なズワイガニの甘みを
是非ご賞味下さい。

＜海賊の宝箱＞
温かいご飯にのせて豪華な海鮮丼を
是非ご賞味下さい。

オホーツク海 北海道おすすめポイント！

一枚一枚菊の花びらに見立てて盛られた
ふぐ刺身。体の芯まで温まるふぐちり鍋。鍋
の後には御飯を入れてふぐ雑炊もお楽し
みいただけるふぐのフルコースセットです。

山口県下関市

ふぐ刺身の盛り付け作業

おすすめポイント！

横野社長

NEW NEW

NEW

橘さん

18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
産直品

3 4
※注文番号　　・　　の商品には野菜等は含まれていません。16 19

ドリンク・
  スイーツ
Drink & Sweets

海の幸・
  山の幸
Seafood & 
riches of the soil

ドリンク・
  スイーツ
Drink & Sweets

海の幸・
  山の幸
Seafood & 
riches of the soil

創健社冬ギフト&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。



えりも活蒸し毛蟹 大2杯（約1kg）　賞味期間：冷凍３ヶ月

商品CD：123186

えりも産 活蒸し毛蟹

どんなに品質の良い毛蟹を使っても､
茹でるとせっかくの旨み成分が若干流れ出て
しまう上､塩味が安定しないと言われます｡
しかし､活きた毛蟹を高圧スチームで熱を
加えることにより旨み成分は閉じ込められ､
｢三大蟹の中でもっとも美味しい｣と言われる
毛蟹ならではの甘みは逃げることはなく､
カニ味噌の深い食味も繊維のシットリした
食感も失われないのです｡均等に塩をまわす
独自の技術により塩味も安定いたしました｡

税込 12,917円（送料込） 冷凍

刺身60g、ちり250g、皮30g　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210780

とらふぐ刺身・鍋セット

とらふぐの刺身とちりのセットです。
とらふぐならではの食感と旨みをご堪能ください。

税込 11,016円（送料込） 冷凍

静岡県産 金目鯛しゃぶしゃぶ 

縁
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金目鯛（静岡）（切身約200g×2、アラ約200g）　賞味期間：冷凍１ヶ月

商品CD：121834

税込 9,288円（送料込） 冷凍

特選醤油漬け[芽かぶ、スルメイカ、帆立貝、つぶ、数の子、ズワイ棒肉、
ウバ貝（ホッキ貝）、鮭卵など]３００ｇ×２　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210789

海賊の宝箱 

北海道を中心とした
新鮮な魚介類を贅沢
に使用し、特製醤油
漬けにしました。

税込 6,977円（送料込） 冷凍
ズワイガニポーション600g　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210788

ズワイガニポーション 

新鮮なズワイガニを食べ易い
ようにポーションにしました。
しゃぶしゃぶやカニステーキ
などでお楽しみ下さい。

税込 8,921円（送料込） 冷凍

国産100％の野菜チップスです。
使用している原材料は全て国内産です。
化学調味料などは一切使用せずに仕上げています。

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

商品CD：210784

日本の野菜・極

税込 5,108円（送料込） 常温

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）

商品CD：123184

京丹波のプリン詰め合わせ

税込 4,860円（送料込） 冷凍

“カフェ飯シ”チャウダーシリーズはカフェスタイルのマグカ
ップサイズ（150g）で具だくさんが特徴です。

創業1950年の麻布のタカノコーヒー。
定番のブレンドコーヒーをドリップタイプにしました。

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

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
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

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。

税込 4,860円（送料込） 常温

有機イタリアーノ35g（7g×5袋）、デカフェセレクション35g（7g×5袋） 各3箱（計30袋）　
賞味期間：常温1年

商品CD：210538

麻布タカノコーヒー ショットワンカフェ ドリップ珈琲ギフト DSH2 

税込 3,456円（送料込） 常温

マイルドブレンド35g（7g×5袋）、ジャーマンブレンド35g（7g×5袋）、有機イタリアーノ35g
（7g×5袋）、デカフェセレクション35g（7g×5袋）各2箱（計40袋）　賞味期間：常温1年

商品CD：210537

麻布タカノコーヒー ショットワンカフェ ドリップ珈琲ギフト NSH 

税込 3,908円（送料込） 常温
NSH 

DSH2 

〈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。
　　　　　　　　　　 シロップは黒糖で作っています。

〈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手作りしています。

産直品

産直品

産直品

産直品 産直品

産直品

産直品 産直品

産直品産直品産直品

8注文
番号

15注文
番号 16注文

番号

17注文
番号

19注文
番号 20注文

番号 21注文
番号

9注文
番号 10注文

番号

12注文
番号

11注文
番号

13注文
番号

コーンチャウダー150g×4袋、かぼちゃチャウダー150g×2袋、
トマトチャウダー150g×2袋　計8袋　賞味期間：常温1年

商品CD：210594

カフェ飯シ チャウダー詰め合わせ

税込 4,104円（送料込） 常温
産直品

14注文
番号

純国産にこだわり、主原料
のお野菜、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。保存料・化学
調味料など一切使用せず
に仕上げています。

兵庫県神戸市
おすすめポイント！

金目鯛姿煮250gX3尾
賞味期間：冷凍３ヶ月

商品CD：210815

金目鯛姿煮セット
国産の金目鯛を無添加の調味料で煮付けました。

税込 6,696円（送料込）

冷凍

産直品

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。

長野県塩尻市
おすすめポイント！

株式会社アルプス

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。

長野県塩尻市
おすすめポイント！

中村さん

〈麻布タカノコーヒー〉
麻布タカノが創業以来
68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。

〈カフェ飯シ チャウダー〉
添加物は一切使用せず、
素材が持つ本来の美味し
さを活かし作り上げた、ク
リーミーで野菜たっぷりの
チャウダー3種セット（コー
ン・かぼちゃ・トマト）です。

東京都東麻布
おすすめポイント！

鷹野孝雄さん
一つ一つ手作りで
作りました。

京都府南丹市
おすすめポイント！

中村さんご夫婦

身肉がぎっしり詰まった
えりも産の良質な毛蟹
をぜひご賞味下さい。

北海道襟裳沖

えりも食品工場のみなさん

おすすめポイント！

〈金目鯛姿煮セット〉
国産の金目鯛をこだ

わりの調味料で煮付

けました。

〈ひもの5種12枚セット〉
5種12枚のバラエティセットです。

静岡県沼津市

おすすめポイント！

鍋に水と昆布を入れ、沸騰したら昆布を取り出します。
※金目鯛の頭、骨を入れて出汁をとります。また湯通ししてから
　入れると上品に仕上がります。身をしゃぶしゃぶ泳がせて、
　ぽん酢やごまダレ等でお召し上がりください。 橘さん

おすすめポイント！ 静岡県沼津市

株式会社札幌中一
飛口さん

＜ズワイガニポーション＞
新鮮なズワイガニの甘みを
是非ご賞味下さい。

＜海賊の宝箱＞
温かいご飯にのせて豪華な海鮮丼を
是非ご賞味下さい。

オホーツク海 北海道おすすめポイント！

一枚一枚菊の花びらに見立てて盛られた
ふぐ刺身。体の芯まで温まるふぐちり鍋。鍋
の後には御飯を入れてふぐ雑炊もお楽し
みいただけるふぐのフルコースセットです。

山口県下関市

ふぐ刺身の盛り付け作業

おすすめポイント！

横野社長

NEW NEW

NEW

橘さん

18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
産直品

3 4
※注文番号　　・　　の商品には野菜等は含まれていません。16 19

ドリンク・
  スイーツ
Drink & Sweets

海の幸・
  山の幸
Seafood & 
riches of the soil

ドリンク・
  スイーツ
Drink & Sweets

海の幸・
  山の幸
Seafood & 
riches of the soil

創健社冬ギフト&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。



山芋そば250ｇ×4袋、自慢のふとぎり270ｇ×3袋、日本蕎麦200ｇ×3袋

商品CD：210801

年越しそばくらべ

税込 4,644円（送料込） 常温
古式とろづけ讃岐うどん250g×12袋

商品CD：210563

古式とろづけ讃岐うどん

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。

税込 4,320円（送料込） 常温

金沢錦の人気NO.1商品小あじマリネに
加え、能登で採れる能登がき、能登だこ、
日本海で水揚げされるほたるいかを、
それぞれの素材の味を活かした
人気のマリネ商品詰合せです。

小あじマリネ、能登がきマリネ、ほたるいかマリネ、能登だこマリネ 
各140g 各２パック　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210737

金沢錦 北陸 海の恵みマリネセット

税込 5,108円（送料込） 冷凍

原料卵には品質にこだわった
オホーツク海産の完熟卵を使用。
塩漬けでは、海水に漬けたたらこを
桶ごとひっくり返す“手返し”を
行います。
漬けこみ後1時間内はそれを2〜3回、 
その後は2時間おきに行って、
塩分を均等に仕上げています。

たらこ420g　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：125356

近海たらこ

税込 7,668円（送料込） 冷凍
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

オホーツク海産の粒
のすけそうだらの卵
を塩（シママース）で
締め、砂糖・羅臼昆布
だし・韓国唐辛子・柚
子で味付けしました。

税込 7,668円（送料込） 冷凍

炙りとろ鯖すし、玄海鯖すし 各1本　賞味期間：冷凍1年

商品CD：210104

ひぜん前 京すし 鯖すしセット

五島海域から対馬海峡で 
10月から翌年2月に獲れ
る寒サバを原料に佐賀の 
すし屋がつくりました。
昆布は北海道道南産の
りゅうひ昆布、しゃりは
佐賀県産ひのひかりを
使用しています。

税込 6,422円（送料込） 冷凍

有明海の熊本県産一番摘み海苔
を使用し天然の羅臼昆布、鰹節、
煮干、ほたて干貝柱等で旨みの

「だし」をとり、本味醂、種子島の
砂糖きび糖で味を調えた香味豊
かな味付のりと、食べ切りサイズ
8gの佃煮小袋が1箱10本入っ
た詰合せです。

年
明
け
う
ど
ん
に

高品質で知られる「えりも沖定置網」で漁獲された秋鮭の中から魚体が
大きく脂のりの良いオスだけを選び出し、超急速冷凍してお届けします。
甘塩仕立てです。切り身は、一切れずつ個包装になっています。

新巻鮭 姿切り身 約2.4kg　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210293

新巻鮭　姿切り身

税込 7,841円（送料込） 冷凍
時鮭 半身切り身 約1.3kg　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210790

時鮭　半身切り身

北海道えりも沖を回遊する時鮭（ときしらず）は、銀色に輝く丸々と
太った大型の若い鮭。また、筋子や白子に栄養を取られていない為脂
のりは抜群です。

税込 11,081円（送料込） 冷凍

　　　　　　　　　　　　えりも沖では威勢の良い鮭漁が最盛期を迎えております。
指折りの鮭の本場で獲れる鮭は身がしまり脂のノリが格別に違います。

冷蔵

年
越
し
そ
ば
に

産直品 産直品

産直品 産直品 産直品

産直品

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。

若干75g（2枚）×7袋　
賞味期間：冷凍6ヶ月

商品CD：210579

下関ふぐ一夜干

税込 6,372円（送料込） 冷凍
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

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。

税込 6,588円（送料込） 冷凍

数量 
限定品

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。

産直品産直品

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。

北海道近海産の
本物のししゃもです。

山口県下関市 北海道

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！ おすすめポイント！

22注文
番号

24注文
番号

26注文
番号 27注文

番号 28注文
番号

29注文
番号

味付のり（8切6枚）×2袋、梅味のり（8切6枚）×2袋、手
巻きのり（2切6枚）×2袋、のり佃煮8g×10本×2箱　
賞味期間：常温1年10ヶ月

商品CD：210805

33注文
番号 西嶋海苔 暁乃海詰合せ

税込 3,456円（送料込） 常温
産直品

32注文
番号

35注文
番号 36注文

番号

味付のり（8切6枚）×4袋、潮味のり（8切6枚）×2袋、梅
味のり（8切6枚）×2袋、焼のり（8切6枚）×2袋、手巻きの
り（2切6枚）×2袋、のり佃煮8g×10本×1箱　
賞味期間：常温1年10ヶ月

商品CD：210806

西嶋海苔 暁乃海詰合せ

税込 4,320円（送料込） 常温
産直品

33注文
番号

34注文
番号

30注文
番号

23注文
番号

25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）

3種類の海鮮が
楽しめるセットです。

つぶ茎わかめ100g、北の懐石海鮮松前漬150g、北の懐石いか
数の子110g 各2袋　計6袋　賞味期間：冷凍4ヶ月

商品CD：210820

北の懐石海鮮セット

税込 4,968円（送料込） 冷凍
じゃこ天（醤油味3枚×2・塩味3枚×2）　
賞味期間：冷凍2ヶ月　※1 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

前浜で獲れた「ほたるじゃこ」に、
塩味は明浜工場製の「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。

税込 4,266円（送料込） 冷凍
産直品 産直品 産直品

お正月の食卓を彩るおすす
めの3点セットです。

北海道函館市

中水食品工業のみなさん

おすすめポイント！

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。

愛媛県八幡浜

鳥津 康孝さん

おすすめポイント！

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。

鹿児島県指宿市

河野 宣弘さん

おすすめポイント！

北海道えりも沖 鮭漁の漁師さん

おすすめポイント！ 　　　　　　　　　　　　漁獲後、超急速冷凍していますので、解凍
後は新鮮そのもの。脂のりの良い、天然高級鮭を是非、ご賞味下さい。

おすすめポイント！
31注文

番号

1979年創業以来、できるだ
け金沢の食材を使用し、素
材の旨味を大切にひとつひ
とつ手作りを
しています。

石川県金沢市

金沢錦 佃さん

おすすめポイント！

株式会社
イリイチ食品
高井 彰（あきら）さん

＜明太子＞
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。

＜たらこ＞
たらこの品質や気温、湿度などの状態
変化を人の感覚で確認し、1つ1つの
商品に思い（美味しさ）を考え、製造し
ております。

オホーツク海おすすめポイント！

さばとご飯の面がほぼ1対1となっており食べ
ごたえがありますので是非ご用命下さい。

佐賀県佐賀市

菱岡社長

おすすめポイント！

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。

香川県高松市

合田哲平さん

おすすめポイント！

それぞれのお好みに
合わせて年越しにお
召し上がりください。

新潟県上越市

生産工場のみなさん

おすすめポイント！

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
。

NEW

NEW

日本蕎麦 山芋そば

自慢のふとぎり

株式会社
札幌中一
中陳さん

だしの素材は、添加物を一切含まず、海苔の
美味しさを引きたてる味であることを前提に選
びました。もちろん、その素材同士がバランス
良く調和することも大事な条件です。

熊本県玉名市

西嶋社長

こだわりの自然だしをつくる 西嶋副社長

おすすめポイント！

（　　　　　　税込 3,780円）店頭受け
取り価格 （　　　　　　税込 3,456円）店頭受け

取り価格

5 6
※注文番号の赤い商品は店頭での受け取りが可能です。店頭受け取り価格は太字の送料込価格の右、カッコ内の価格となります。

創健社冬ギフト&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。



山芋そば250ｇ×4袋、自慢のふとぎり270ｇ×3袋、日本蕎麦200ｇ×3袋

商品CD：210801

年越しそばくらべ

税込 4,644円（送料込） 常温
古式とろづけ讃岐うどん250g×12袋

商品CD：210563

古式とろづけ讃岐うどん

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。

税込 4,320円（送料込） 常温

金沢錦の人気NO.1商品小あじマリネに
加え、能登で採れる能登がき、能登だこ、
日本海で水揚げされるほたるいかを、
それぞれの素材の味を活かした
人気のマリネ商品詰合せです。

小あじマリネ、能登がきマリネ、ほたるいかマリネ、能登だこマリネ 
各140g 各２パック　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210737

金沢錦 北陸 海の恵みマリネセット

税込 5,108円（送料込） 冷凍

原料卵には品質にこだわった
オホーツク海産の完熟卵を使用。
塩漬けでは、海水に漬けたたらこを
桶ごとひっくり返す“手返し”を
行います。
漬けこみ後1時間内はそれを2〜3回、 
その後は2時間おきに行って、
塩分を均等に仕上げています。

たらこ420g　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：125356

近海たらこ

税込 7,668円（送料込） 冷凍
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

オホーツク海産の粒
のすけそうだらの卵
を塩（シママース）で
締め、砂糖・羅臼昆布
だし・韓国唐辛子・柚
子で味付けしました。

税込 7,668円（送料込） 冷凍

炙りとろ鯖すし、玄海鯖すし 各1本　賞味期間：冷凍1年

商品CD：210104

ひぜん前 京すし 鯖すしセット

五島海域から対馬海峡で 
10月から翌年2月に獲れ
る寒サバを原料に佐賀の 
すし屋がつくりました。
昆布は北海道道南産の
りゅうひ昆布、しゃりは
佐賀県産ひのひかりを
使用しています。

税込 6,422円（送料込） 冷凍

有明海の熊本県産一番摘み海苔
を使用し天然の羅臼昆布、鰹節、
煮干、ほたて干貝柱等で旨みの

「だし」をとり、本味醂、種子島の
砂糖きび糖で味を調えた香味豊
かな味付のりと、食べ切りサイズ
8gの佃煮小袋が1箱10本入っ
た詰合せです。

年
明
け
う
ど
ん
に

高品質で知られる「えりも沖定置網」で漁獲された秋鮭の中から魚体が
大きく脂のりの良いオスだけを選び出し、超急速冷凍してお届けします。
甘塩仕立てです。切り身は、一切れずつ個包装になっています。

新巻鮭 姿切り身 約2.4kg　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210293

新巻鮭　姿切り身

税込 7,841円（送料込） 冷凍
時鮭 半身切り身 約1.3kg　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210790

時鮭　半身切り身

北海道えりも沖を回遊する時鮭（ときしらず）は、銀色に輝く丸々と
太った大型の若い鮭。また、筋子や白子に栄養を取られていない為脂
のりは抜群です。

税込 11,081円（送料込） 冷凍

　　　　　　　　　　　　えりも沖では威勢の良い鮭漁が最盛期を迎えております。
指折りの鮭の本場で獲れる鮭は身がしまり脂のノリが格別に違います。

冷蔵

年
越
し
そ
ば
に

産直品 産直品

産直品 産直品 産直品

産直品

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。

若干75g（2枚）×7袋　
賞味期間：冷凍6ヶ月

商品CD：210579

下関ふぐ一夜干

税込 6,372円（送料込） 冷凍
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

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。

税込 6,588円（送料込） 冷凍

数量 
限定品

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。

産直品産直品

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。

北海道近海産の
本物のししゃもです。

山口県下関市 北海道

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！ おすすめポイント！

22注文
番号

24注文
番号

26注文
番号 27注文

番号 28注文
番号

29注文
番号

味付のり（8切6枚）×2袋、梅味のり（8切6枚）×2袋、手
巻きのり（2切6枚）×2袋、のり佃煮8g×10本×2箱　
賞味期間：常温1年10ヶ月

商品CD：210805

33注文
番号 西嶋海苔 暁乃海詰合せ

税込 3,456円（送料込） 常温
産直品

32注文
番号

35注文
番号 36注文

番号

味付のり（8切6枚）×4袋、潮味のり（8切6枚）×2袋、梅
味のり（8切6枚）×2袋、焼のり（8切6枚）×2袋、手巻きの
り（2切6枚）×2袋、のり佃煮8g×10本×1箱　
賞味期間：常温1年10ヶ月

商品CD：210806

西嶋海苔 暁乃海詰合せ

税込 4,320円（送料込） 常温
産直品

33注文
番号

34注文
番号

30注文
番号

23注文
番号

25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）

3種類の海鮮が
楽しめるセットです。

つぶ茎わかめ100g、北の懐石海鮮松前漬150g、北の懐石いか
数の子110g 各2袋　計6袋　賞味期間：冷凍4ヶ月

商品CD：210820

北の懐石海鮮セット

税込 4,968円（送料込） 冷凍
じゃこ天（醤油味3枚×2・塩味3枚×2）　
賞味期間：冷凍2ヶ月　※1 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

前浜で獲れた「ほたるじゃこ」に、
塩味は明浜工場製の「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。

税込 4,266円（送料込） 冷凍
産直品 産直品 産直品

お正月の食卓を彩るおすす
めの3点セットです。

北海道函館市

中水食品工業のみなさん

おすすめポイント！

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。

愛媛県八幡浜

鳥津 康孝さん

おすすめポイント！

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。

鹿児島県指宿市

河野 宣弘さん

おすすめポイント！

北海道えりも沖 鮭漁の漁師さん

おすすめポイント！ 　　　　　　　　　　　　漁獲後、超急速冷凍していますので、解凍
後は新鮮そのもの。脂のりの良い、天然高級鮭を是非、ご賞味下さい。

おすすめポイント！
31注文

番号

1979年創業以来、できるだ
け金沢の食材を使用し、素
材の旨味を大切にひとつひ
とつ手作りを
しています。

石川県金沢市

金沢錦 佃さん

おすすめポイント！

株式会社
イリイチ食品
高井 彰（あきら）さん

＜明太子＞
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。

＜たらこ＞
たらこの品質や気温、湿度などの状態
変化を人の感覚で確認し、1つ1つの
商品に思い（美味しさ）を考え、製造し
ております。

オホーツク海おすすめポイント！

さばとご飯の面がほぼ1対1となっており食べ
ごたえがありますので是非ご用命下さい。

佐賀県佐賀市

菱岡社長

おすすめポイント！

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。

香川県高松市

合田哲平さん

おすすめポイント！

それぞれのお好みに
合わせて年越しにお
召し上がりください。

新潟県上越市

生産工場のみなさん

おすすめポイント！

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
。

NEW

NEW

日本蕎麦 山芋そば

自慢のふとぎり

株式会社
札幌中一
中陳さん

だしの素材は、添加物を一切含まず、海苔の
美味しさを引きたてる味であることを前提に選
びました。もちろん、その素材同士がバランス
良く調和することも大事な条件です。

熊本県玉名市

西嶋社長

こだわりの自然だしをつくる 西嶋副社長

おすすめポイント！

（　　　　　　税込 3,780円）店頭受け
取り価格 （　　　　　　税込 3,456円）店頭受け

取り価格

5 6
※注文番号の赤い商品は店頭での受け取りが可能です。店頭受け取り価格は太字の送料込価格の右、カッコ内の価格となります。

創健社冬ギフト&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。



黒豚のしゃぶしゃぶは、甘み・旨みが
強く、柔らかいのが特徴です。
餃子は、国産野菜と餡の半分以上が黒
豚のお肉ですので、一口ほおばると、
しっかりとした肉の旨み、甘みと野菜
の香りが味わえます。

平田牧場三元豚ロールステーキギフト  

平田牧場三元豚ロールステーキ75ｇ×8個、とんしゃぶのたれ50ml×2　賞味期間：冷凍１年

商品CD：210522

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。

税込 4,860円（送料込） 冷凍

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。

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。

平牧三元豚ハンバーグギフト HS10-6 平牧三元豚ハンバーグ＆ロールステーキギフト HS10-8

コラーゲン入りこめ育ち平牧三元豚ハンバーグ120g×6個　賞味期間：冷凍1年 コラーゲン入りこめ育ち平牧三元豚ハンバーグ120g×4個、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

商品CD：210807 商品CD：210808

税込 4,536円（送料込） 税込 5,400円（送料込）

バラ肉200g×１、肩ロース肉200g×１、餃子12個入×２　賞味期間：冷凍4ヶ月

商品CD：123168

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶ＋ぎょうざ

冷凍税込 6,937円（送料込）

税込 9,936円（送料込）

税込 4,428円（送料込）

牛肉（山形）もも80g×６枚　賞味期間：冷凍1ヶ月

商品CD：210778

国産黒毛和牛 

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。

冷凍

平田牧場三元豚ローススライス300g×1、平田牧場三元豚バラスライス250g×1、
平田牧場コラーゲン入りとびうおのだし50ml×4、きざみ昆布10g×2　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210569

平田牧場三元豚ロース・バラしゃぶしゃぶ
ギフトJHS15

ロース肉のおいしさと、バラ肉の脂のおいしさが味わえるギフトです。

冷凍

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。

程よく脂ののった「サシ」と
呼ばれる霜降りと赤身の
バランスは、山形の厳しい
自然環境が作るものです。
十分に御堪能いただける
ように 300gを２パックで
御用意いたしました。

税込 15,077円（送料込）
牛肉（山形）肩ロース300g×2　賞味期間：冷凍1ヶ月

商品CD：127506

山形牛すき焼き用セット  

冷凍

税込 6,048円（送料込）
平田牧場金華豚ローススライス200g×1、平田牧場三元豚ローススライス300g×1、
平田牧場三元豚バラスライス250g×1平田牧場コラーゲン入りとびうおのだし50ml×4、
きざみ昆布10g×2、　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210833

平田牧場 金華豚・三元豚の 
ロース合い盛りしゃぶしゃぶギフトJHS23

冷凍

愛媛産牛肉を100％使用した無塩せき手作りコンビーフ。
発色剤（亜硝酸ナトリウム）を使用せず（塩せき工程を
行わず）肉本来の食感・風味を活かしました。

愛媛産牛コンビーフ 80g×6缶

商品CD：210735

愛媛のコンビーフセット

税込 6,696円（送料込） 常温

産直品

産直品

産直品

産直品

産直品

産直品 産直品

産直品

甘みとコクに富んだ白身(脂)をもつ、上質な味わいが
特徴の平田牧場金華豚と肉のキメが細かく心地よい
歯ごたえが特徴の平田牧場三元豚の二つの美味しさ
が一度に楽しめる、合い盛りギフトです。

38注文
番号

37注文
番号

39注文
番号

40注文
番号

41注文
番号

42注文
番号

43注文
番号

45注文
番号 46注文

番号

炊き立てのご飯によくあう、
絶品・豚丼ギフト。化学調味料を
使用しておりませんので、小さ
なお子様にも安心してお召し上
がりいただけます。

調理済 平田牧場 炙り豚丼セット

平田牧場金華豚炙り豚丼130ｇ、平田牧場三元豚炙り豚丼130ｇ 各4袋　
賞味期間：冷蔵1ヶ月

商品CD：210636

税込 4,752円（送料込） 冷蔵 冷蔵

冷蔵

産直品

47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。

三元豚肩ロース味噌漬けギフト FJHM-S05

三元豚特製肩ロース味噌漬け112gX5枚　
賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210817

税込 4,374円（送料込）
産直品

49注文
番号

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。

極みハム＆荒挽きフランクギフト EXT18-2

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、極みロースハム55g、極みベーコン70g、極み生ハム（無塩せき）55g 各1個　
賞味期間：冷蔵15日

商品CD：210819

税込 4,806円（送料込）
産直品

50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。

三元豚ロースステーキギフト JOH-S06

平田牧場三元豚ロースステーキ用100gX6枚、藻塩10gX2個　
賞味期間：冷蔵7日

商品CD：210818

税込 4,860円（送料込）
産直品

48注文
番号

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袋　賞味期間：冷蔵1ヶ月

調理済 平田牧場三元豚 ハンバーグセット
商品CD：210630

税込 4,644円（送料込） 冷蔵
産直品

44注文
番号

冷凍 冷凍

冷凍

NEW

NEW

NEW

NEW

（　　　　　　税込 5,832 円）店頭受け
取り価格

7 8

安心・安全への
こだわり

現在では、大変希少となった
在来種に限りなく近い鹿児島県
産黒豚を使用しています。

鹿児島県
姶良市
福別府 浩さん

おすすめポイント！

牛肉を塩（伯方の塩）・喜界島粗糖で
2晩以上漬け込んだ肉を蒸煮してから
手作業で丁寧に繊維までほぐします。

愛媛県
西予市
缶詰工場の
みなさん

おすすめポイント！

山形県酒田市 大商金山牧場
おすすめポイント！

手の温度でも溶けてしまうほど上質で繊細な脂
です。半解凍で調理することをお薦めします。

＜山形牛すき焼き用セット ＞

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。

＜国産黒毛和牛 ＞

山形県酒田市
おすすめポイント！

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。

生産者 阿部一道さん
加工工場 梅津公映さん

※注文番号　　〜　　の商品には野菜等は含まれていません。41 42

創健社冬ギフト&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。



黒豚のしゃぶしゃぶは、甘み・旨みが
強く、柔らかいのが特徴です。
餃子は、国産野菜と餡の半分以上が黒
豚のお肉ですので、一口ほおばると、
しっかりとした肉の旨み、甘みと野菜
の香りが味わえます。

平田牧場三元豚ロールステーキギフト  

平田牧場三元豚ロールステーキ75ｇ×8個、とんしゃぶのたれ50ml×2　賞味期間：冷凍１年

商品CD：210522

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。

税込 4,860円（送料込） 冷凍

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。

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。

平牧三元豚ハンバーグギフト HS10-6 平牧三元豚ハンバーグ＆ロールステーキギフト HS10-8

コラーゲン入りこめ育ち平牧三元豚ハンバーグ120g×6個　賞味期間：冷凍1年 コラーゲン入りこめ育ち平牧三元豚ハンバーグ120g×4個、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

商品CD：210807 商品CD：210808

税込 4,536円（送料込） 税込 5,400円（送料込）

バラ肉200g×１、肩ロース肉200g×１、餃子12個入×２　賞味期間：冷凍4ヶ月

商品CD：123168

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶ＋ぎょうざ

冷凍税込 6,937円（送料込）

税込 9,936円（送料込）

税込 4,428円（送料込）

牛肉（山形）もも80g×６枚　賞味期間：冷凍1ヶ月

商品CD：210778

国産黒毛和牛 

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。

冷凍

平田牧場三元豚ローススライス300g×1、平田牧場三元豚バラスライス250g×1、
平田牧場コラーゲン入りとびうおのだし50ml×4、きざみ昆布10g×2　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210569

平田牧場三元豚ロース・バラしゃぶしゃぶ
ギフトJHS15

ロース肉のおいしさと、バラ肉の脂のおいしさが味わえるギフトです。

冷凍

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。

程よく脂ののった「サシ」と
呼ばれる霜降りと赤身の
バランスは、山形の厳しい
自然環境が作るものです。
十分に御堪能いただける
ように 300gを２パックで
御用意いたしました。

税込 15,077円（送料込）
牛肉（山形）肩ロース300g×2　賞味期間：冷凍1ヶ月

商品CD：127506

山形牛すき焼き用セット  

冷凍

税込 6,048円（送料込）
平田牧場金華豚ローススライス200g×1、平田牧場三元豚ローススライス300g×1、
平田牧場三元豚バラスライス250g×1平田牧場コラーゲン入りとびうおのだし50ml×4、
きざみ昆布10g×2、　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210833

平田牧場 金華豚・三元豚の 
ロース合い盛りしゃぶしゃぶギフトJHS23

冷凍

愛媛産牛肉を100％使用した無塩せき手作りコンビーフ。
発色剤（亜硝酸ナトリウム）を使用せず（塩せき工程を
行わず）肉本来の食感・風味を活かしました。

愛媛産牛コンビーフ 80g×6缶

商品CD：210735

愛媛のコンビーフセット

税込 6,696円（送料込） 常温

産直品

産直品

産直品

産直品

産直品

産直品 産直品

産直品

甘みとコクに富んだ白身(脂)をもつ、上質な味わいが
特徴の平田牧場金華豚と肉のキメが細かく心地よい
歯ごたえが特徴の平田牧場三元豚の二つの美味しさ
が一度に楽しめる、合い盛りギフトです。

38注文
番号

37注文
番号

39注文
番号

40注文
番号

41注文
番号

42注文
番号

43注文
番号

45注文
番号 46注文

番号

炊き立てのご飯によくあう、
絶品・豚丼ギフト。化学調味料を
使用しておりませんので、小さ
なお子様にも安心してお召し上
がりいただけます。

調理済 平田牧場 炙り豚丼セット

平田牧場金華豚炙り豚丼130ｇ、平田牧場三元豚炙り豚丼130ｇ 各4袋　
賞味期間：冷蔵1ヶ月

商品CD：210636

税込 4,752円（送料込） 冷蔵 冷蔵

冷蔵

産直品

47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。

三元豚肩ロース味噌漬けギフト FJHM-S05

三元豚特製肩ロース味噌漬け112gX5枚　
賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210817

税込 4,374円（送料込）
産直品

49注文
番号

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。

極みハム＆荒挽きフランクギフト EXT18-2

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、極みロースハム55g、極みベーコン70g、極み生ハム（無塩せき）55g 各1個　
賞味期間：冷蔵15日

商品CD：210819

税込 4,806円（送料込）
産直品

50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。

三元豚ロースステーキギフト JOH-S06

平田牧場三元豚ロースステーキ用100gX6枚、藻塩10gX2個　
賞味期間：冷蔵7日

商品CD：210818

税込 4,860円（送料込）
産直品

48注文
番号

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袋　賞味期間：冷蔵1ヶ月

調理済 平田牧場三元豚 ハンバーグセット
商品CD：210630

税込 4,644円（送料込） 冷蔵
産直品

44注文
番号

冷凍 冷凍

冷凍

NEW

NEW

NEW

NEW

（　　　　　　税込 5,832 円）店頭受け
取り価格

7 8

安心・安全への
こだわり

現在では、大変希少となった
在来種に限りなく近い鹿児島県
産黒豚を使用しています。

鹿児島県
姶良市
福別府 浩さん

おすすめポイント！

牛肉を塩（伯方の塩）・喜界島粗糖で
2晩以上漬け込んだ肉を蒸煮してから
手作業で丁寧に繊維までほぐします。

愛媛県
西予市
缶詰工場の
みなさん

おすすめポイント！

山形県酒田市 大商金山牧場
おすすめポイント！

手の温度でも溶けてしまうほど上質で繊細な脂
です。半解凍で調理することをお薦めします。

＜山形牛すき焼き用セット ＞

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。

＜国産黒毛和牛 ＞

山形県酒田市
おすすめポイント！

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。

生産者 阿部一道さん
加工工場 梅津公映さん

※注文番号　　〜　　の商品には野菜等は含まれていません。41 42

創健社冬ギフト&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。



SFO-25

9 10

ジロロモーニ・　　　　　 おすすめセット

※注文番号の赤い商品は店頭での受け取りが可能です。店頭受け取り価格は太字の送料込価格の右、カッコ内の価格となります。

ＳＤ－３３

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 4,320円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,376円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,564円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

調味料
Seasoning

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229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。

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX2本

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

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX3本

商品CD：210554

金笛だしの素セット  ＳＤ－３３

税込 4,428円（送料込） 常温

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。

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。

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

商品CD：210614

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。

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。

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

商品CD：210489

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） 常温

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

商品CD：210472

金笛セット ＫＩ－３０

税込 4,104円（送料込） 常温

金笛再仕込醤油600ml×3本

商品CD：210492

金笛再仕込醤油セット Ｎ－３３

厳選した丸大豆、小麦をじっくり醗酵熟成させた金笛生醤油を再度、麹を加えじっくり
醗酵熟成させた大変贅沢な生醤油です。

税込 4,428円（送料込） 常温

常温

常温

常温

常温

常温

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

商品CD：210724

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。

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）（　　　　　　税込 2,376円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 1,512円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 5,400円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,160円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 5,400円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格

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

商品CD：210383

　　　　　　角缶セット SFO-30

税込 4,104円（送料込）

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×4

商品CD：210382

　　　　　　角缶セット SFO-50４

税込 6,264円（送料込）

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×２

商品CD：210384

　　　　　　角缶セット SFO-25

税込 3,564円（送料込）

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×3

商品CD：210414

　　　　　　角缶セット SFO-40

税込 5,184円（送料込）

SFO-30

SFO-40

SFO-50４

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）

有機栽培デュラム小麦から作られたショートパスタ4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。

有機エキストラヴァージンオリーブオイル250ml×2

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

常温

常温

常温

税込 2,376円（送料込）

税込 3,024円（送料込）

税込 4,104円（送料込）
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　　　　　　 ＆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

商品CD：210397

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

商品CD：210398

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-30

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

商品CD：210399

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-50

SSO-20 SSO-30

SSO-50

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、全粒粉デュラム小麦有機ペンネ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

有機パスタ＆ソースセット SGO-30

商品CD：210391
常温税込 4,104円（送料込）

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。
有機栽培トマトから
作られたパスタソー
スのセットです。

常温
デュラム小麦有機スパゲッティ500g×１、全粒粉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

商品CD：210413

有機パスタ＆調味料セット SGO-50A

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。

税込 6,264円（送料込）

デュラム小麦有機ペンネ250g×1、全粒粉デュラム小麦有機
ペンネ250g×1、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

商品CD：210418

有機ショートパスタ&ソースセット SGO-25

税込 3,564円（送料込）

常温

ＳＤ－２２

ＫＩ－３０

Ｎ－３３

ＫＡ－３０

同社人気No.1
ギフトセット

52注文
番号

51注文
番号

53注文
番号

55注文
番号

54注文
番号

56注文
番号

57注文
番号

58注文
番号

59注文
番号

60注文
番号

61注文
番号

63注文
番号

62注文
番号

64注文
番号

65注文
番号

66注文
番号

67注文
番号

68注文
番号

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,564円）店頭受け
取り価格

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。

ピアチェンツァ

おすすめポイント！

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。

ラウロポーリ
農場主のマリオさん

おすすめポイント！

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。

長崎県長崎市 北野社長
おすすめポイント！

創業229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。

埼玉県川島町
12代目 笛木吉五郎社長

おすすめポイント！

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！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

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。

アメリカ・メキシコ 中村社長おすすめポイント！

イゾラ・デル・ピアーノ

トマト農場と
工場の
管理責任者の
マルクさん

創健社冬ギフト&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。

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。 

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格（　　　　　　税込 5,400円）店頭受け

取り価格
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※注文番号の赤い商品は店頭での受け取りが可能です。店頭受け取り価格は太字の送料込価格の右、カッコ内の価格となります。

ＳＤ－３３

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 4,320円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,376円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,564円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

調味料
Seasoning

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229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。

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX2本

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

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX3本

商品CD：210554

金笛だしの素セット  ＳＤ－３３

税込 4,428円（送料込） 常温

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。

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。

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

商品CD：210614

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。

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。

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

商品CD：210489

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） 常温

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

商品CD：210472

金笛セット ＫＩ－３０

税込 4,104円（送料込） 常温

金笛再仕込醤油600ml×3本

商品CD：210492

金笛再仕込醤油セット Ｎ－３３

厳選した丸大豆、小麦をじっくり醗酵熟成させた金笛生醤油を再度、麹を加えじっくり
醗酵熟成させた大変贅沢な生醤油です。

税込 4,428円（送料込） 常温

常温

常温

常温

常温

常温

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

商品CD：210724

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。

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）（　　　　　　税込 2,376円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 1,512円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 5,400円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,160円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 5,400円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格

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

商品CD：210383

　　　　　　角缶セット SFO-30

税込 4,104円（送料込）

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×4

商品CD：210382

　　　　　　角缶セット SFO-50４

税込 6,264円（送料込）

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×２

商品CD：210384

　　　　　　角缶セット SFO-25

税込 3,564円（送料込）

べに花一番高オレイン酸（角缶）825g×3

商品CD：210414

　　　　　　角缶セット SFO-40

税込 5,184円（送料込）

SFO-30

SFO-40

SFO-50４

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）

有機栽培デュラム小麦から作られたショートパスタ4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。

有機エキストラヴァージンオリーブオイル250ml×2

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

常温

常温

常温

税込 2,376円（送料込）

税込 3,024円（送料込）

税込 4,104円（送料込）
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　　　　　　 ＆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

商品CD：210397

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

商品CD：210398

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-30

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

商品CD：210399

有機　　　　　　 ＆オリーブセット SSO-50

SSO-20 SSO-30

SSO-50

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、全粒粉デュラム小麦有機ペンネ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

有機パスタ＆ソースセット SGO-30

商品CD：210391
常温税込 4,104円（送料込）

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。
有機栽培トマトから
作られたパスタソー
スのセットです。

常温
デュラム小麦有機スパゲッティ500g×１、全粒粉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

商品CD：210413

有機パスタ＆調味料セット SGO-50A

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。

税込 6,264円（送料込）

デュラム小麦有機ペンネ250g×1、全粒粉デュラム小麦有機
ペンネ250g×1、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

商品CD：210418

有機ショートパスタ&ソースセット SGO-25

税込 3,564円（送料込）

常温

ＳＤ－２２

ＫＩ－３０

Ｎ－３３

ＫＡ－３０

同社人気No.1
ギフトセット

52注文
番号

51注文
番号

53注文
番号

55注文
番号

54注文
番号

56注文
番号

57注文
番号

58注文
番号

59注文
番号

60注文
番号

61注文
番号

63注文
番号

62注文
番号

64注文
番号

65注文
番号

66注文
番号

67注文
番号

68注文
番号

（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け
取り価格

（　　　　　　税込 3,564円）店頭受け
取り価格

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。

ピアチェンツァ

おすすめポイント！

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。

ラウロポーリ
農場主のマリオさん

おすすめポイント！

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。

長崎県長崎市 北野社長
おすすめポイント！

創業229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。

埼玉県川島町
12代目 笛木吉五郎社長

おすすめポイント！

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！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

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。

アメリカ・メキシコ 中村社長おすすめポイント！

イゾラ・デル・ピアーノ

トマト農場と
工場の
管理責任者の
マルクさん

創健社冬ギフト&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。

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。 

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格（　　　　　　税込 5,400円）店頭受け

取り価格



制作：平成30年9月カタログ有効期限：平成30年12月26日まで

このマークの商品は有機JAS認定品です。

【ご注文方法】 2018年創健社冬ギフト（ウィンターギフト）専用注文用紙にご記入の上、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:平成30年10月22日（月）～12月14日（金）
● 商品の配送期間:平成30年11月5日（月）～12月26日（水）
● 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、11月5日（月）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。
● 掲載している太字の価格はお届け先に直接お届けする送料込みの価格となっております。（一部離島は除く）注文番号が赤色の商品は
　 店頭受け取りが可能です。No.35・36・38・51〜72の25商品は店頭受け取りの場合は各商品掲載欄の店頭受け取り価格となります。
　 ※1【注文番号27】別途送料：北海道648円（税込）、東北・沖縄216円（税込）がかかります。

● 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。

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

【ご注文方法】 2017年創健社ウインタ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:平成29年10月23日（月）～12月13日（水）
● 商品の配送期間:平成29年11月1日（水）～12月26日（火）
● 申込書の配達希望欄に配達期指定期間をご記入下さい。ご記入のない場合には、11月1日（水）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がございますのでご了承願います。
● 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。
● 掲載している太字の価格は送料込の価格となっております。（一部離島は除く）注文番号が赤色の商品は
　 店頭受け取りが可能です。店頭受け取りの場合は送料込価格の下の店頭受け取り価格となります。
　 ※１ 【注文番号　　】 別途送料：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。

01 　のし不要

02 　無地のし（紅白）

03 　無地のし（黒白）

04 　御歳暮

05 　御礼

06 　御祝

07   内祝

08   粗品

09   お年賀

10  寒中見舞

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

11月上旬

11月中旬

11月下旬

12月上旬

12月中旬

12月下旬

11月  5日～11月10日頃

11月11日～11月20日頃

11月21日～11月30日頃

12月  1日～12月10日頃

12月11日～12月20日頃

１２月２１日～１２月２6日頃

お届け期間配達指定期間

このマークの商品は有機JAS認定品です。 ※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。

〒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 カタログ有効期限：平成２９年 12 月 26 日まで

制作：平成２９年 9月

※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。

α-リノレン酸を50%以上含む「えごま一番」と、国産びん長まぐろを
原料にした「オーツナ」３種類のセットです。

えごま一番オーツナプレミアム、 べに花一番のオーツナ 各９０g（固形量70g）×４缶

商品CD：210612

Oh!ツナセット SOP-35

旬にとれたびん長まぐろを地中海の天日
塩を使用し、圧搾しぼりのえごま油とな
たね油に漬け込んだ「えごま一番オーツ
ナプレミアム」とべに花油に漬け込んだ
「べに花一番のオーツナ」のセット。

税込 4,644円（送料込）

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

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

常温

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

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。

えごま一番270g×1本、えごま一番オーツナプレミアム90g（固形量70g）×1缶、
べに花一番のオーツナ90g（固形量70g)×2缶、ノンオイルオーツナフレーク90g×1缶

商品CD：210030

えごま一番＆Oh!ツナセット SEO-30

税込 4,104円（送料込） 常温

69注文
番号 70注文

番号

71注文
番号 72注文

番号

（　　　　　　税込 3,780円）店頭受け
取り価格（　　　　　　税込 3,240円）店頭受け

取り価格

（　　　　　　税込 2,700円）店頭受け
取り価格 （　　　　　　税込 3,024円）店頭受け

取り価格

日程確認

ツナはフレークと、ファン
シータイプ（かたまり肉を
パック）を使用しています。

静岡県静岡市
缶詰工場のみなさん

おすすめポイント！

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。神奈川県横浜市

おすすめポイント！

〒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 肌寒い季節にこころ温まる贈り物。

10月22日（月）～12月14日（金）〈お申し込み期間〉

2018 Winter Gift

創健社冬ギフト
& 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。


