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『十全きんちゃく茄子』を早朝に収穫しその日のうちに合成保存料、合成着色料
など一切使わず、創業200年余り野島食品伝統の技で浅漬に仕込みました。
鮮やかな紫紺の薄皮と、みずみずしい黄白色の甘みの強い果肉が特徴です。
もぎたてのさっぱりとした茄子の味わいをお楽しみください。

No.11

■賞味期限／冷蔵8日間
配達希望日は○月○日頃でお願いします。（希望日前後3日間に配達予定）
一部パッケージは変更となりますが、商品内容には変更ございません。

No.9

新潟名物のへぎそばは「ふのり（海藻）」をつなぎに使用しているため、つるつるとして
喉ごしが良く、コシが強く弾力のある歯ごたえが特徴のそばです。
厳選したそば粉に国産ふのりのみをふんだんに使用している為、鮮やかな緑色で製麺され
ています。製造法にこだわった老舗製麺会社の生麺は、乾麺とはまた違った生そばの風味
が存分に味わえる商品となっています。
うどんにはそば同様につなぎにふのりを使用しており、コシヒカリ米粉を混ぜ合わせてい
る為、モチモチとした食感が味わえるうどんになっています。
無菌真空パックを使用している為、生麺ですが賞味期限が長く、風味・おいしさが長持ち
します。
お好きなセットを選び、ご堪能下さい。

■賞味期限／冷蔵30日間・賞味期限はパッケージに記載して
おります。

越後の生へぎそば・匠うどん  （麺匠高野／新潟）越後の生へぎそば・匠うどん  （麺匠高野／新潟）

越後特産厳選伝承仕込
十全きんちゃく茄子浅漬け
（野島食品／三条）

越後特産厳選伝承仕込
十全きんちゃく茄子浅漬け
（野島食品／三条）

木曜市Aセット・Bセット木曜市Aセット・Bセット

十全きんちゃく茄子浅漬け

木曜市Ａセット1箱

木曜市Ｂセット1箱

No.10

■天候・収穫量により発送が遅れる場合があります。
■出荷期間は7月初旬から9月末までとなります。

内容／1箱（2玉入袋約140g×8袋）
価格／4,200円（送料、消費税込）

クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便

気人 画特 別 企
毎週木曜日発送
ご注文は２日前まで！

（本州地区：金曜日／北海道・四国・九州・沖縄地区：土曜日　着予定）
いい品小路の人気の旬食材の詰め合わせ。

No.13

へぎそば ■賞味期限／冷蔵30日間　茄子 ■賞味期限／冷蔵8日間

内容／越後へぎそば（ふのりつなぎ・つゆ付）4食
　　　  十全きんちゃく茄子浅漬（2玉入140g×4袋）

価格／4,300円（送料、消費税込）

枝豆 ■賞味期限／冷蔵5日間　茄子　■賞味期限／冷蔵8日間

No.12

内容／黒埼枝豆・茶豆（1kg）
　　　 十全きんちゃく茄子浅漬（2玉入140g×4袋）

価格／4,700円（送料、消費税込）
　　　 ※枝豆の種類は朝採り、黒埼茶豆・枝豆を参考にしてください

クール便クール便

内容／そば 1袋135ｇ（２食分）×４セット・つゆ 30ｇ×４袋  
価格／4,100円（送料、消費税込）

一部パッケージは変更となりますが、商品内容には変更ございません。

枝豆栽培に適した肥沃な土壌に恵まれた黒埼地区。
枝豆ブランド最高峰の『黒埼茶豆』。
朝採りした新鮮な豆をその日のうちに出荷発送致します。
生産農家の永井さんが厳選した最高品質の品だけを出荷致します。
生産量、発育状況、天候等によりご希望に添えない
場合がございます。予めご了承ください。

No.2No.1

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

No.4No.3

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

朝採り黒埼早生枝豆（6月末頃～7月中旬頃）朝採り黒埼早生枝豆（6月末頃～7月中旬頃）

朝採り黒埼湯あがり娘（7月中旬頃～7月下旬頃）朝採り黒埼湯あがり娘（7月中旬頃～7月下旬頃）

No.8No.7

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

朝採り黒埼さかな豆（9月末頃～10月上旬頃）朝採り黒埼さかな豆（9月末頃～10月上旬頃）

茶豆に匹敵する美味しさ！茶豆に匹敵する美味しさ！

No.6No.5

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

黒埼茶豆朝採り黒埼茶豆（7月末頃～9月中旬頃）
美味しさ人気No1！美味しさ人気No1！

初秋の香りがするおいしい枝豆！初秋の香りがするおいしい枝豆！

朝採り
黒埼茶豆・枝豆
（永井農園／新潟）

2017年4月21日に、農林水産省より「特定農林
水産物」として黒埼茶豆が「地域ブランド産品」
に登録されました。

枝豆1㎏は４人家族1食卓で満足いただける量かと思います。
保存は冷蔵庫で５日間は美味しく召し上がって頂けます。
（生ものですのでお早めにお召し上がり下さい）

農林水産大臣登録第29号

（ご注文・ご入金確認後、商品を発送するまでに営業日３～４日の
ご猶予を頂けますと幸いです。）

誰よりも早く枝豆を食べたい方に！誰よりも早く枝豆を食べたい方に！

そばセット（8食分/つゆ付き） 

内容／そば 1袋135ｇ（２食分）×2セット・うどん 1袋120ｇ
　　　 （２食分）×2セット・つゆ 30ｇ×４袋   

価格／4,100円（送料、消費税込）

そば・うどんセット（各４食分/つゆ付き） 
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『十全きんちゃく茄子』を早朝に収穫しその日のうちに合成保存料、合成着色料
など一切使わず、創業200年余り野島食品伝統の技で浅漬に仕込みました。
鮮やかな紫紺の薄皮と、みずみずしい黄白色の甘みの強い果肉が特徴です。
もぎたてのさっぱりとした茄子の味わいをお楽しみください。

No.11

■賞味期限／冷蔵8日間
配達希望日は○月○日頃でお願いします。（希望日前後3日間に配達予定）
一部パッケージは変更となりますが、商品内容には変更ございません。

No.9

新潟名物のへぎそばは「ふのり（海藻）」をつなぎに使用しているため、つるつるとして
喉ごしが良く、コシが強く弾力のある歯ごたえが特徴のそばです。
厳選したそば粉に国産ふのりのみをふんだんに使用している為、鮮やかな緑色で製麺され
ています。製造法にこだわった老舗製麺会社の生麺は、乾麺とはまた違った生そばの風味
が存分に味わえる商品となっています。
うどんにはそば同様につなぎにふのりを使用しており、コシヒカリ米粉を混ぜ合わせてい
る為、モチモチとした食感が味わえるうどんになっています。
無菌真空パックを使用している為、生麺ですが賞味期限が長く、風味・おいしさが長持ち
します。
お好きなセットを選び、ご堪能下さい。

■賞味期限／冷蔵30日間・賞味期限はパッケージに記載して
おります。

越後の生へぎそば・匠うどん  （麺匠高野／新潟）越後の生へぎそば・匠うどん  （麺匠高野／新潟）

越後特産厳選伝承仕込
十全きんちゃく茄子浅漬け
（野島食品／三条）

越後特産厳選伝承仕込
十全きんちゃく茄子浅漬け
（野島食品／三条）

木曜市Aセット・Bセット木曜市Aセット・Bセット

十全きんちゃく茄子浅漬け

木曜市Ａセット1箱

木曜市Ｂセット1箱

No.10

■天候・収穫量により発送が遅れる場合があります。
■出荷期間は7月初旬から9月末までとなります。

内容／1箱（2玉入袋約140g×8袋）
価格／4,200円（送料、消費税込）

クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便

気人 画特 別 企
毎週木曜日発送
ご注文は２日前まで！

（本州地区：金曜日／北海道・四国・九州・沖縄地区：土曜日　着予定）
いい品小路の人気の旬食材の詰め合わせ。

No.13

へぎそば ■賞味期限／冷蔵30日間　茄子 ■賞味期限／冷蔵8日間

内容／越後へぎそば（ふのりつなぎ・つゆ付）4食
　　　  十全きんちゃく茄子浅漬（2玉入140g×4袋）

価格／4,300円（送料、消費税込）

枝豆 ■賞味期限／冷蔵5日間　茄子　■賞味期限／冷蔵8日間

No.12

内容／黒埼枝豆・茶豆（1kg）
　　　 十全きんちゃく茄子浅漬（2玉入140g×4袋）

価格／4,700円（送料、消費税込）
　　　 ※枝豆の種類は朝採り、黒埼茶豆・枝豆を参考にしてください

クール便クール便

内容／そば 1袋135ｇ（２食分）×４セット・つゆ 30ｇ×４袋  
価格／4,100円（送料、消費税込）

一部パッケージは変更となりますが、商品内容には変更ございません。

枝豆栽培に適した肥沃な土壌に恵まれた黒埼地区。
枝豆ブランド最高峰の『黒埼茶豆』。
朝採りした新鮮な豆をその日のうちに出荷発送致します。
生産農家の永井さんが厳選した最高品質の品だけを出荷致します。
生産量、発育状況、天候等によりご希望に添えない
場合がございます。予めご了承ください。

No.2No.1

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

No.4No.3

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

朝採り黒埼早生枝豆（6月末頃～7月中旬頃）朝採り黒埼早生枝豆（6月末頃～7月中旬頃）

朝採り黒埼湯あがり娘（7月中旬頃～7月下旬頃）朝採り黒埼湯あがり娘（7月中旬頃～7月下旬頃）

No.8No.7

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

朝採り黒埼さかな豆（9月末頃～10月上旬頃）朝採り黒埼さかな豆（9月末頃～10月上旬頃）

茶豆に匹敵する美味しさ！茶豆に匹敵する美味しさ！

No.6No.5

内容／1箱（2kg入）
価格／4,300円
　　　（送料、消費税込み）

内容／1箱（1kg入）
価格／3,200円
　　　（送料、消費税込み）

黒埼茶豆朝採り黒埼茶豆（7月末頃～9月中旬頃）
美味しさ人気No1！美味しさ人気No1！

初秋の香りがするおいしい枝豆！初秋の香りがするおいしい枝豆！

朝採り
黒埼茶豆・枝豆
（永井農園／新潟）

2017年4月21日に、農林水産省より「特定農林
水産物」として黒埼茶豆が「地域ブランド産品」
に登録されました。

枝豆1㎏は４人家族1食卓で満足いただける量かと思います。
保存は冷蔵庫で５日間は美味しく召し上がって頂けます。
（生ものですのでお早めにお召し上がり下さい）

農林水産大臣登録第29号

（ご注文・ご入金確認後、商品を発送するまでに営業日３～４日の
ご猶予を頂けますと幸いです。）

誰よりも早く枝豆を食べたい方に！誰よりも早く枝豆を食べたい方に！

そばセット（8食分/つゆ付き） 

内容／そば 1袋135ｇ（２食分）×2セット・うどん 1袋120ｇ
　　　 （２食分）×2セット・つゆ 30ｇ×４袋   

価格／4,100円（送料、消費税込）

そば・うどんセット（各４食分/つゆ付き） 
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日本一の大河、信濃川の流域で「米作りは土作り」の思いで環境保全
水稲に取り組む米杜氏栽培会が丹精した新潟産こしひかりの玄米を
通年７００トン貯雪の雪室で大切に保管し鮮度を保ちます。「美味し
いお米をいつも美味しく」精米仕立てでお届け致します。

No.19
米杜氏新潟産こしひかり

魚沼でも特に評価の高い特Ａ地区の契約農家さんから直接仕入れた魚沼産こしひ
かりの玄米を通年７００トン貯雪の雪室に保管。更に凍る直前の氷温域で超低温
熟成し旨味・甘みを引き出しました。「美味しいお米をもっと美味しく」精米仕立てを
産地直送致します。

魚沼でも特に評価の高い特Ａ地区の契約農家さんから直接仕入れた魚沼産こしひ
かりの玄米を通年７００トン貯雪の雪室に保管。更に凍る直前の氷温域で超低温
熟成し旨味・甘みを引き出しました。「美味しいお米をもっと美味しく」精米仕立てを
産地直送致します。

雪蔵仕込氷温熟成
魚沼産こしひかり（吉兆楽/南魚沼）

米杜氏新潟産こしひかり
（吉兆楽/南魚沼）

有機JAS認証
魚沼産こしひかり・玄米
（魚沼わたなべ農園／小千谷）

有機JAS認証
魚沼産こしひかり・玄米
（魚沼わたなべ農園／小千谷）

渡辺 正寿 さん渡辺 正寿 さん
生産者

内容／５kg×1袋
価格／5,500円（送料、消費税込）

No.14

有機JAS認証 魚沼産こしひかり

No.15

No.16
有機JAS認証 魚沼産こしひかり玄米

エコファーマー
新潟県認定16446号

農薬や化学肥料を使わずに、農家自家製の有機質醗酵肥料を使用した、安心安全な
お米です。御注文を受けてから精米してお届け致します。
玄米（未精米）にはミネラル・ビタミン・食物繊維が豊富に含まれている為、健康・美容
に留意して玄米を召し上がっている方には特に安心安全な有機米がお薦めです。
米どころ新潟の中で、生産量が少数の有機米魚沼産こしひかりをどうぞご賞味下さい。
※品質評価・試験結果は商品HPに記載。

内容／５kg
価格／3,900円（送料、消費税込）

内容／５kg×1袋
価格／5,000円（送料、消費税込）

No.17 内容／10kg（５kg×2袋）
価格／8,300円（送料、消費税込）

内容／10kg（5kg×2袋）
価格／9,200円（送料、消費税込）

No.18
雪蔵仕込氷温熟成魚沼産こしひかり
内容／４kg（2kg×2）
価格／5,000円（送料、消費税込）

食の安全第一に！手間暇かけた有機米。

内容／プレーン・ネギ味噌・めんたいチーズ・キムチ味噌・桜エビマヨ・
　　    和風チーズ各１枚ずつ

価格／3,600円（送料、消費税込）

内容／梅肉・アボカドチーズ・ソーセージピザ・納豆ネギ・ネギ味噌・
　　    めんたいチーズ・キムチ味噌・桜エビマヨ　各1枚ずつ

価格／4,700円（送料、消費税込）

栃尾名物油揚げ
挟み油揚げ（まめ工房ぽっぽ/長岡）
伝統の製法で１枚１枚丹念に手揚げした肉厚でフワフワな栃尾名物油揚げ。 
店主が時期に合わせ選定する大豆と、名水100選に選定された同地区の水、
そこに天然にがりのみを使用し作る油揚げは、外はカリッと中はフワフワ
食感になっています。そこに様々な具材を挟み込んだ油揚げは、おつまみで
もおかずでも大満足頂ける逸品です。
定番のネギ味噌や人気№１のめんたいチーズ味など、懐かしいものから新し
い味わいのものまで取り揃えてお届けいたします。

No.23

No.24

はさみ油揚げ　6枚セット

はさみ油揚げ　８枚セット

魚沼地方で食されている
郷土料理を中心とした
お惣菜の詰め合わせセットです。

魚沼の郷土料理（丸魚魚沼水産/小千谷）

全て職人による手作りの品で、ひと品ひと品丁寧に味付
けされたお惣菜は懐かしい味わいの中にも職人のこだ
わりが詰まった商品となっています。
開封後すぐにお召し上がり頂けるセットとなっています。
新潟ふるさとの味をどうぞご堪能下さい。

郷土料理Cセット（全8パック）
内容／●棒鱈煮200ｇ×１パック
　　 　●かぐら南蛮味噌100ｇ×１パック
　　 　●ぜんまい煮150ｇ×１パック
　　 　●さば味噌煮2切×１パック
　　 　●のっぺ170ｇ×１パック
　　 　●鮭昆布巻き1本×１パック
　　 　●数の子山海漬150ｇ×１パック
　　 　●ほたて煮付100ｇ×１パック

価格／6,200円（送料、消費税込）

No.22

郷土料理Ｂセット（全7パック）
内容／●棒鱈煮200ｇ×１パック
　　 　●かぐら南蛮味噌100ｇ×１パック
　　 　●ぜんまい煮150ｇ×１パック
　　 　●さば味噌煮2切×１パック
　　 　●のっぺ170ｇ×１パック
　　 　●鮭昆布巻き1本×１パック
　　 　●数の子山海漬150ｇ×１パック

価格／5,300円（送料、消費税込）

No.21

郷土料理Ａセット（全５パック）
内容／●棒鱈煮200ｇ×１パック
　　 　●かぐら南蛮味噌100ｇ×１パック
　　 　●ぜんまい煮150ｇ×１パック
　　 　●さば味噌煮2切×１パック
　　 　●数の子山海漬150ｇ×１パック

価格／4,400円（送料、消費税込）

No.20クール便クール便

クール便クール便

■賞味期限はパッケージに記載しております。

■「冷凍」「冷蔵」をご指定下さい。ご指定がない場合は「冷凍」とさせていただきます。
　○冷凍の場合　賞味期限１か月　　○冷蔵の場合　消費期限５日間　　○各期限はパッケージに記載しております。
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日本一の大河、信濃川の流域で「米作りは土作り」の思いで環境保全
水稲に取り組む米杜氏栽培会が丹精した新潟産こしひかりの玄米を
通年７００トン貯雪の雪室で大切に保管し鮮度を保ちます。「美味し
いお米をいつも美味しく」精米仕立てでお届け致します。

No.19
米杜氏新潟産こしひかり

魚沼でも特に評価の高い特Ａ地区の契約農家さんから直接仕入れた魚沼産こしひ
かりの玄米を通年７００トン貯雪の雪室に保管。更に凍る直前の氷温域で超低温
熟成し旨味・甘みを引き出しました。「美味しいお米をもっと美味しく」精米仕立てを
産地直送致します。

魚沼でも特に評価の高い特Ａ地区の契約農家さんから直接仕入れた魚沼産こしひ
かりの玄米を通年７００トン貯雪の雪室に保管。更に凍る直前の氷温域で超低温
熟成し旨味・甘みを引き出しました。「美味しいお米をもっと美味しく」精米仕立てを
産地直送致します。

雪蔵仕込氷温熟成
魚沼産こしひかり（吉兆楽/南魚沼）

米杜氏新潟産こしひかり
（吉兆楽/南魚沼）

有機JAS認証
魚沼産こしひかり・玄米
（魚沼わたなべ農園／小千谷）

有機JAS認証
魚沼産こしひかり・玄米
（魚沼わたなべ農園／小千谷）

渡辺 正寿 さん渡辺 正寿 さん
生産者

内容／５kg×1袋
価格／5,500円（送料、消費税込）

No.14

有機JAS認証 魚沼産こしひかり

No.15

No.16
有機JAS認証 魚沼産こしひかり玄米

エコファーマー
新潟県認定16446号

農薬や化学肥料を使わずに、農家自家製の有機質醗酵肥料を使用した、安心安全な
お米です。御注文を受けてから精米してお届け致します。
玄米（未精米）にはミネラル・ビタミン・食物繊維が豊富に含まれている為、健康・美容
に留意して玄米を召し上がっている方には特に安心安全な有機米がお薦めです。
米どころ新潟の中で、生産量が少数の有機米魚沼産こしひかりをどうぞご賞味下さい。
※品質評価・試験結果は商品HPに記載。

内容／５kg
価格／3,900円（送料、消費税込）

内容／５kg×1袋
価格／5,000円（送料、消費税込）

No.17 内容／10kg（５kg×2袋）
価格／8,300円（送料、消費税込）

内容／10kg（5kg×2袋）
価格／9,200円（送料、消費税込）

No.18
雪蔵仕込氷温熟成魚沼産こしひかり
内容／４kg（2kg×2）
価格／5,000円（送料、消費税込）

食の安全第一に！手間暇かけた有機米。

内容／プレーン・ネギ味噌・めんたいチーズ・キムチ味噌・桜エビマヨ・
　　    和風チーズ各１枚ずつ

価格／3,600円（送料、消費税込）

内容／梅肉・アボカドチーズ・ソーセージピザ・納豆ネギ・ネギ味噌・
　　    めんたいチーズ・キムチ味噌・桜エビマヨ　各1枚ずつ

価格／4,700円（送料、消費税込）

栃尾名物油揚げ
挟み油揚げ（まめ工房ぽっぽ/長岡）
伝統の製法で１枚１枚丹念に手揚げした肉厚でフワフワな栃尾名物油揚げ。 
店主が時期に合わせ選定する大豆と、名水100選に選定された同地区の水、
そこに天然にがりのみを使用し作る油揚げは、外はカリッと中はフワフワ
食感になっています。そこに様々な具材を挟み込んだ油揚げは、おつまみで
もおかずでも大満足頂ける逸品です。
定番のネギ味噌や人気№１のめんたいチーズ味など、懐かしいものから新し
い味わいのものまで取り揃えてお届けいたします。

No.23

No.24

はさみ油揚げ　6枚セット

はさみ油揚げ　８枚セット

魚沼地方で食されている
郷土料理を中心とした
お惣菜の詰め合わせセットです。

魚沼の郷土料理（丸魚魚沼水産/小千谷）

全て職人による手作りの品で、ひと品ひと品丁寧に味付
けされたお惣菜は懐かしい味わいの中にも職人のこだ
わりが詰まった商品となっています。
開封後すぐにお召し上がり頂けるセットとなっています。
新潟ふるさとの味をどうぞご堪能下さい。

郷土料理Cセット（全8パック）
内容／●棒鱈煮200ｇ×１パック
　　 　●かぐら南蛮味噌100ｇ×１パック
　　 　●ぜんまい煮150ｇ×１パック
　　 　●さば味噌煮2切×１パック
　　 　●のっぺ170ｇ×１パック
　　 　●鮭昆布巻き1本×１パック
　　 　●数の子山海漬150ｇ×１パック
　　 　●ほたて煮付100ｇ×１パック

価格／6,200円（送料、消費税込）

No.22

郷土料理Ｂセット（全7パック）
内容／●棒鱈煮200ｇ×１パック
　　 　●かぐら南蛮味噌100ｇ×１パック
　　 　●ぜんまい煮150ｇ×１パック
　　 　●さば味噌煮2切×１パック
　　 　●のっぺ170ｇ×１パック
　　 　●鮭昆布巻き1本×１パック
　　 　●数の子山海漬150ｇ×１パック

価格／5,300円（送料、消費税込）

No.21

郷土料理Ａセット（全５パック）
内容／●棒鱈煮200ｇ×１パック
　　 　●かぐら南蛮味噌100ｇ×１パック
　　 　●ぜんまい煮150ｇ×１パック
　　 　●さば味噌煮2切×１パック
　　 　●数の子山海漬150ｇ×１パック

価格／4,400円（送料、消費税込）

No.20クール便クール便

クール便クール便

■賞味期限はパッケージに記載しております。

■「冷凍」「冷蔵」をご指定下さい。ご指定がない場合は「冷凍」とさせていただきます。
　○冷凍の場合　賞味期限１か月　　○冷蔵の場合　消費期限５日間　　○各期限はパッケージに記載しております。
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熟×旨 長岡ポークの米麹漬
（丸七食品/長岡）

越後長岡のブランド豚「長岡ポーク」を長岡の老舗蔵
元吉乃川の作る純米麹あまざけ「朝麹」で漬け込みま
した。
味付けはシンプルに、「塩麴漬」は塩のみ、「味噌漬」は
純米酒と味噌のみですがあまざけに漬けることで、
塩気は旨味を際立たせ、味噌はコクが際立ちます。
また、タンパク質が旨味へと変化する為、お肉の柔ら
かさが更に増し、より一層美味しさが伝わる仕上が
りとなっております。 

No.25

内容／塩麴漬・味噌漬　各３枚ずつ

価格／4,600円（送料、消費税込）

熟×旨　長岡ポークの米麹漬　6枚セット

No.26

内容／塩麴漬・味噌漬　各４枚ずつ

価格／5,700円（送料、消費税込）

熟×旨　長岡ポークの米麹漬　8枚セット

長岡ポーク ハム＆ソーセージセット
（丸七食品/長岡）

越後長岡のブランド豚「長岡ポーク」を使用したハム・
ソーセージの詰め合わせです。
本場ドイツでの研修を積んだ生産者が、その伝統の手
法を守り作る商品は全てに於いて美しさにまでこだわ
りを持ち作られた逸品です。
山桜で燻らす芳醇な香りづけや、旨味を引き立てるスパ
イスは直接ドイツより選別して仕入れるなど、細かな部
分にまでこだわり尽くされています。
熟成された長岡ポークの数々の品をどうぞご賞味くだ
さい。

No.27

内容／ロースハムスライス50g・ベーコンスライス70g
　　　 ボンレスハムスライス70g・あらびきウィンナー300g
　　　 ポークフランクフルト180g・ポークジャーキー20g

価格／3,900円（送料、消費税込）

長岡ポーク ハム＆ソーセージセット黒箱

No.28

内容／ロースハムブロック300g・ベーコンブロック300g
　　　 ボンレスハムスライス70g・あらびきウィンナー300g
　　　 ポークフランクフルト180g・ポークジャーキー20g

価格／5,700円（送料、消費税込）

長岡ポーク ハム＆ソーセージセット白箱

No.30 焼肉ギフト
内容／焼肉用肩ロース　400ｇ
価格／12,000円（送料、消費税込）

No.29
内容／サーロインステーキ　200ｇ２枚

価格／16,000円（送料、消費税込）

ステーキギフト

毎月限定数各20セットまで

黒毛和牛 村上牛（やま信/村上）
新潟を代表する高級ブランド牛。
新潟県内で飼育された黒毛和牛で格付等級A-3・B-3
以上を「にいがた和牛」と呼び、その中でも新潟県村上
市・関川村・胎内市で飼育され、かつ格付等級がA-4・
B-4以上のみを『村上牛』と呼んでいます。
良質な素牛から育てる村上牛の肉質は柔らかく光沢が
ありサシ（脂肪）が霜降り状に入り極上な味わいとなっ
ています。
またサシの入り具合により味わいが変わる為、えさやそ
の配合、土壌の肥育環境までの全てを研究し丹精込め
て育てられています。
発送には本物の証【個体識別番号】を同封し発送してお
ります。
希少性の高い『村上牛』をぜひご堪能下さい。

クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便

No.31

■賞味期限／冷凍60日間・期限はパッケージに記載しております。

No.32
鮭ギフトＢセット

■賞味期限／冷凍60日間・期限はパッケージに記載しております。

村上名産 鮭ギフト（マルト鮮魚/村上）
新潟県村上市の特産品「塩引鮭」と同村上地域の老舗味噌屋の味噌で漬け込んだ
「鮭の味噌漬」のセットです。「塩引鮭」の工程はシンプルな分、長年の経験と
勘が味を左右します。鮭を知り尽くした鮮魚店が厳選した鮭のみを使い作る名産
品「塩引鮭」の味はもちろん「味噌漬」の塩梅も抜群の逸品となっております。
そこへ鮮魚店が厳選した人気の「たらの子」と「ハタハタ醤油干し」をセットに
致しました。 
お好きなセットをお選びください。

鮭ギフトＡセット
内容／塩引鮭1切×4P・鮭の味噌漬け1切×4P

価格／5,100円（送料、消費税込）

内容／たらの子250g×1・ハタハタ醤油干し×2P
　　 　塩引鮭1切×3P・鮭の味噌漬け1切×2P

価格／6,200円（送料、消費税込）

■賞味期限はパッケージに記載しております。

■賞味期限はパッケージに記載しております。
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熟×旨 長岡ポークの米麹漬
（丸七食品/長岡）

越後長岡のブランド豚「長岡ポーク」を長岡の老舗蔵
元吉乃川の作る純米麹あまざけ「朝麹」で漬け込みま
した。
味付けはシンプルに、「塩麴漬」は塩のみ、「味噌漬」は
純米酒と味噌のみですがあまざけに漬けることで、
塩気は旨味を際立たせ、味噌はコクが際立ちます。
また、タンパク質が旨味へと変化する為、お肉の柔ら
かさが更に増し、より一層美味しさが伝わる仕上が
りとなっております。 

No.25

内容／塩麴漬・味噌漬　各３枚ずつ

価格／4,600円（送料、消費税込）

熟×旨　長岡ポークの米麹漬　6枚セット

No.26

内容／塩麴漬・味噌漬　各４枚ずつ

価格／5,700円（送料、消費税込）

熟×旨　長岡ポークの米麹漬　8枚セット

長岡ポーク ハム＆ソーセージセット
（丸七食品/長岡）

越後長岡のブランド豚「長岡ポーク」を使用したハム・
ソーセージの詰め合わせです。
本場ドイツでの研修を積んだ生産者が、その伝統の手
法を守り作る商品は全てに於いて美しさにまでこだわ
りを持ち作られた逸品です。
山桜で燻らす芳醇な香りづけや、旨味を引き立てるスパ
イスは直接ドイツより選別して仕入れるなど、細かな部
分にまでこだわり尽くされています。
熟成された長岡ポークの数々の品をどうぞご賞味くだ
さい。

No.27

内容／ロースハムスライス50g・ベーコンスライス70g
　　　 ボンレスハムスライス70g・あらびきウィンナー300g
　　　 ポークフランクフルト180g・ポークジャーキー20g

価格／3,900円（送料、消費税込）

長岡ポーク ハム＆ソーセージセット黒箱

No.28

内容／ロースハムブロック300g・ベーコンブロック300g
　　　 ボンレスハムスライス70g・あらびきウィンナー300g
　　　 ポークフランクフルト180g・ポークジャーキー20g

価格／5,700円（送料、消費税込）

長岡ポーク ハム＆ソーセージセット白箱

No.30 焼肉ギフト
内容／焼肉用肩ロース　400ｇ
価格／12,000円（送料、消費税込）

No.29
内容／サーロインステーキ　200ｇ２枚

価格／16,000円（送料、消費税込）

ステーキギフト

毎月限定数各20セットまで

黒毛和牛 村上牛（やま信/村上）
新潟を代表する高級ブランド牛。
新潟県内で飼育された黒毛和牛で格付等級A-3・B-3
以上を「にいがた和牛」と呼び、その中でも新潟県村上
市・関川村・胎内市で飼育され、かつ格付等級がA-4・
B-4以上のみを『村上牛』と呼んでいます。
良質な素牛から育てる村上牛の肉質は柔らかく光沢が
ありサシ（脂肪）が霜降り状に入り極上な味わいとなっ
ています。
またサシの入り具合により味わいが変わる為、えさやそ
の配合、土壌の肥育環境までの全てを研究し丹精込め
て育てられています。
発送には本物の証【個体識別番号】を同封し発送してお
ります。
希少性の高い『村上牛』をぜひご堪能下さい。

クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便

No.31

■賞味期限／冷凍60日間・期限はパッケージに記載しております。

No.32
鮭ギフトＢセット

■賞味期限／冷凍60日間・期限はパッケージに記載しております。

村上名産 鮭ギフト（マルト鮮魚/村上）
新潟県村上市の特産品「塩引鮭」と同村上地域の老舗味噌屋の味噌で漬け込んだ
「鮭の味噌漬」のセットです。「塩引鮭」の工程はシンプルな分、長年の経験と
勘が味を左右します。鮭を知り尽くした鮮魚店が厳選した鮭のみを使い作る名産
品「塩引鮭」の味はもちろん「味噌漬」の塩梅も抜群の逸品となっております。
そこへ鮮魚店が厳選した人気の「たらの子」と「ハタハタ醤油干し」をセットに
致しました。 
お好きなセットをお選びください。

鮭ギフトＡセット
内容／塩引鮭1切×4P・鮭の味噌漬け1切×4P

価格／5,100円（送料、消費税込）

内容／たらの子250g×1・ハタハタ醤油干し×2P
　　 　塩引鮭1切×3P・鮭の味噌漬け1切×2P

価格／6,200円（送料、消費税込）

■賞味期限はパッケージに記載しております。

■賞味期限はパッケージに記載しております。
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クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便魚の生ハム（シーサイド・ファクトリー／佐渡）

No.35
魚の生ハム スライスセット
内容／マグロ・ふぐ・鮭・シイラ 各25ｇ

価格／4,200円
　　　 （送料、消費税込）

No.37
魚の生ハム ブロックセット
内容／マグロ80ｇ・シイラ100ｇ
　　 　鮭100ｇ・ふぐ60ｇ・たこの足60ｇ

価格／9,200円
　　　 （送料、消費税込）

No.36
魚の生ハム 詰め合わせセット
内容／スライス：マグロ・シイラ　各25ｇ
　　 　ブロック：鮭100ｇ　ふぐ60ｇ

価格／5,200円
　　　 （送料、消費税込）

佐渡、新潟近海で獲れた天然の新鮮な魚を完全無添加の生ハムにしました。
丁寧に低温で燻らした生ハムは、お刺身とは一味違う香りと風味が口の中に広が
ります。
そのまま食べるもよし、料理に合わせアクセントにするもよし。『魚の生ハム』とい
う、新しい食文化をお楽しみください。
スライスは解凍後そのままお召し上がれます。ブロックはお好みの厚さにカット後
お召し上がりください。

No.33 No.34
一夜干いか
内容／1箱6枚
　　　（サイズ：胴体約20㎝＋足）

価格／4,700円
　　　（送料、消費税込）

丸干いか
内容／1箱500g
価格／3,400円
　　　（送料、消費税込）

佐渡ヶ島から直送！佐渡ヶ島から直送！

佐渡名産 丸干いか・一夜干いか
（佐藤漁業／佐渡）

やなぎの発酵ギフト（栁醸造／長岡）

丸干いかは小型の「真いか」を無添加で捌かずに、そのまま冷風乾燥した半乾状
態のものです。捌かない分、肝が残り塩辛にも似た味わいがご堪能頂けます。 
一夜干いかは新鮮で肉厚な「真いか」を開き、佐渡沖の深海300ｍの海洋深層
水に仕込み、生干し乾燥したものです。身は柔らかく、焼き・揚げどちらも美味しく
召し上がっていただけます。 
同じ「真いか」ですがそれぞれ味わいが違い、共にいかの味わいを存分に召し上
がって頂けます。
佐渡の名産品をどうぞご堪能下さい。

丸干いかは小型の「真いか」を無添加で捌かずに、そのまま冷風乾燥した半乾状
態のものです。捌かない分、肝が残り塩辛にも似た味わいがご堪能頂けます。 
一夜干いかは新鮮で肉厚な「真いか」を開き、佐渡沖の深海300ｍの海洋深層
水に仕込み、生干し乾燥したものです。身は柔らかく、焼き・揚げどちらも美味しく
召し上がっていただけます。 
同じ「真いか」ですがそれぞれ味わいが違い、共にいかの味わいを存分に召し上
がって頂けます。
佐渡の名産品をどうぞご堪能下さい。

新潟ならではの味わいと見た目にまでこだわりが詰まった発酵
食品の贈り物。
『キャベツの重ね漬』は、色とりどりの７種の野菜をミルフィーユの
様に重ね漬けたお漬物。
見た目も味も、他の漬物では見かけることが無い、サラダ感覚で
召し上がれる、新感覚のお漬物です。
『ピクルス』は、地酒・白ワインビネガー・各種スパイスをバランス
よくブレンドしたピクルス液に長岡野菜を中心に新潟県産の野菜
を彩りよく漬け込んでいます。
『クリームチーズのみそ漬』は、栁醸造人気の玄米味噌でクリーム
チーズを漬け込んでいます。
丁寧にみそが染み込むように作られており、発酵食品同士の相性
の良さが、さらに奥深い味わいを生む仕上がりとなっています。
すべての商品が普段のお食事時やお酒の一時をより一層彩って
頂ける逸品となっています。

新潟ならではの味わいと見た目にまでこだわりが詰まった発酵
食品の贈り物。
『キャベツの重ね漬』は、色とりどりの７種の野菜をミルフィーユの
様に重ね漬けたお漬物。
見た目も味も、他の漬物では見かけることが無い、サラダ感覚で
召し上がれる、新感覚のお漬物です。
『ピクルス』は、地酒・白ワインビネガー・各種スパイスをバランス
よくブレンドしたピクルス液に長岡野菜を中心に新潟県産の野菜
を彩りよく漬け込んでいます。
『クリームチーズのみそ漬』は、栁醸造人気の玄米味噌でクリーム
チーズを漬け込んでいます。
丁寧にみそが染み込むように作られており、発酵食品同士の相性
の良さが、さらに奥深い味わいを生む仕上がりとなっています。
すべての商品が普段のお食事時やお酒の一時をより一層彩って
頂ける逸品となっています。

約
20㎝

魚沼天恵菇　山のあわび（小玉屋/南魚沼）

No.41
お刺身セット
内容／魚沼天恵菇のお刺身・山椒漬け・ガーリックとハーブのマリネ・
　　　 神楽南蛮味噌・魚沼ブレンド塩

価格／6,200円（送料、消費税込）

大きく肉厚で旨味成分が通常の椎茸よりも3倍あるプレミアム椎茸【天恵菇】。
認定された職人のみ作ることが出来、栽培の難しさから全国には10軒ほどしか栽培されて
いません。
他の椎茸とは異なり、その大きさや食感は海の高級食材アワビの様です。
「神楽南蛮味噌」「山椒漬け」「ガーリックとハーブのマリネ」の3種で味付けしたものを『山
のあわび』とし、カットしてそのままお召し上がり頂ける〈お刺身〉旨味を凝縮させた〈魚沼ブ
レンド塩 〉３種に加工してお届けいたします。

No.40

内容／山椒漬け・ガーリックとハーブのマリネ・神楽南蛮味噌

価格／4,100円（送料、消費税込）

３種セット

No.38
やなぎの発酵　Aセット
内容／キャベツの重ね漬
　　　 クリームチーズのみそ漬35ｇ
　　 　長岡花火カクテルピクルス70ｇ　各1つずつ

価格／3,400円
　　　（送料、消費税込）

No.39
やなぎの発酵　Bセット
内容／クリームチーズのみそ漬35ｇ
　　　 長岡花火カクテルピクルス70ｇ
　　　 スティックピクルス80ｇ
　　　 雪国きのこピクルス80ｇ 各１つずつ

価格／4,000円
　　　（送料、消費税込）

■賞味期限はパッケージに記載しております。■賞味期限はパッケージに記載しております。

■賞味期限はパッケージに記載しております。 ■賞味期限はパッケージに記載しております。
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クール便クール便

クール便クール便

クール便クール便魚の生ハム（シーサイド・ファクトリー／佐渡）

No.35
魚の生ハム スライスセット
内容／マグロ・ふぐ・鮭・シイラ 各25ｇ

価格／4,200円
　　　 （送料、消費税込）

No.37
魚の生ハム ブロックセット
内容／マグロ80ｇ・シイラ100ｇ
　　 　鮭100ｇ・ふぐ60ｇ・たこの足60ｇ

価格／9,200円
　　　 （送料、消費税込）

No.36
魚の生ハム 詰め合わせセット
内容／スライス：マグロ・シイラ　各25ｇ
　　 　ブロック：鮭100ｇ　ふぐ60ｇ

価格／5,200円
　　　 （送料、消費税込）

佐渡、新潟近海で獲れた天然の新鮮な魚を完全無添加の生ハムにしました。
丁寧に低温で燻らした生ハムは、お刺身とは一味違う香りと風味が口の中に広が
ります。
そのまま食べるもよし、料理に合わせアクセントにするもよし。『魚の生ハム』とい
う、新しい食文化をお楽しみください。
スライスは解凍後そのままお召し上がれます。ブロックはお好みの厚さにカット後
お召し上がりください。

No.33 No.34
一夜干いか
内容／1箱6枚
　　　（サイズ：胴体約20㎝＋足）

価格／4,700円
　　　（送料、消費税込）

丸干いか
内容／1箱500g
価格／3,400円
　　　（送料、消費税込）

佐渡ヶ島から直送！佐渡ヶ島から直送！

佐渡名産 丸干いか・一夜干いか
（佐藤漁業／佐渡）

やなぎの発酵ギフト（栁醸造／長岡）

丸干いかは小型の「真いか」を無添加で捌かずに、そのまま冷風乾燥した半乾状
態のものです。捌かない分、肝が残り塩辛にも似た味わいがご堪能頂けます。 
一夜干いかは新鮮で肉厚な「真いか」を開き、佐渡沖の深海300ｍの海洋深層
水に仕込み、生干し乾燥したものです。身は柔らかく、焼き・揚げどちらも美味しく
召し上がっていただけます。 
同じ「真いか」ですがそれぞれ味わいが違い、共にいかの味わいを存分に召し上
がって頂けます。
佐渡の名産品をどうぞご堪能下さい。

丸干いかは小型の「真いか」を無添加で捌かずに、そのまま冷風乾燥した半乾状
態のものです。捌かない分、肝が残り塩辛にも似た味わいがご堪能頂けます。 
一夜干いかは新鮮で肉厚な「真いか」を開き、佐渡沖の深海300ｍの海洋深層
水に仕込み、生干し乾燥したものです。身は柔らかく、焼き・揚げどちらも美味しく
召し上がっていただけます。 
同じ「真いか」ですがそれぞれ味わいが違い、共にいかの味わいを存分に召し上
がって頂けます。
佐渡の名産品をどうぞご堪能下さい。

新潟ならではの味わいと見た目にまでこだわりが詰まった発酵
食品の贈り物。
『キャベツの重ね漬』は、色とりどりの７種の野菜をミルフィーユの
様に重ね漬けたお漬物。
見た目も味も、他の漬物では見かけることが無い、サラダ感覚で
召し上がれる、新感覚のお漬物です。
『ピクルス』は、地酒・白ワインビネガー・各種スパイスをバランス
よくブレンドしたピクルス液に長岡野菜を中心に新潟県産の野菜
を彩りよく漬け込んでいます。
『クリームチーズのみそ漬』は、栁醸造人気の玄米味噌でクリーム
チーズを漬け込んでいます。
丁寧にみそが染み込むように作られており、発酵食品同士の相性
の良さが、さらに奥深い味わいを生む仕上がりとなっています。
すべての商品が普段のお食事時やお酒の一時をより一層彩って
頂ける逸品となっています。

新潟ならではの味わいと見た目にまでこだわりが詰まった発酵
食品の贈り物。
『キャベツの重ね漬』は、色とりどりの７種の野菜をミルフィーユの
様に重ね漬けたお漬物。
見た目も味も、他の漬物では見かけることが無い、サラダ感覚で
召し上がれる、新感覚のお漬物です。
『ピクルス』は、地酒・白ワインビネガー・各種スパイスをバランス
よくブレンドしたピクルス液に長岡野菜を中心に新潟県産の野菜
を彩りよく漬け込んでいます。
『クリームチーズのみそ漬』は、栁醸造人気の玄米味噌でクリーム
チーズを漬け込んでいます。
丁寧にみそが染み込むように作られており、発酵食品同士の相性
の良さが、さらに奥深い味わいを生む仕上がりとなっています。
すべての商品が普段のお食事時やお酒の一時をより一層彩って
頂ける逸品となっています。

約
20㎝

魚沼天恵菇　山のあわび（小玉屋/南魚沼）

No.41
お刺身セット
内容／魚沼天恵菇のお刺身・山椒漬け・ガーリックとハーブのマリネ・
　　　 神楽南蛮味噌・魚沼ブレンド塩

価格／6,200円（送料、消費税込）

大きく肉厚で旨味成分が通常の椎茸よりも3倍あるプレミアム椎茸【天恵菇】。
認定された職人のみ作ることが出来、栽培の難しさから全国には10軒ほどしか栽培されて
いません。
他の椎茸とは異なり、その大きさや食感は海の高級食材アワビの様です。
「神楽南蛮味噌」「山椒漬け」「ガーリックとハーブのマリネ」の3種で味付けしたものを『山
のあわび』とし、カットしてそのままお召し上がり頂ける〈お刺身〉旨味を凝縮させた〈魚沼ブ
レンド塩 〉３種に加工してお届けいたします。

No.40

内容／山椒漬け・ガーリックとハーブのマリネ・神楽南蛮味噌

価格／4,100円（送料、消費税込）

３種セット

No.38
やなぎの発酵　Aセット
内容／キャベツの重ね漬
　　　 クリームチーズのみそ漬35ｇ
　　 　長岡花火カクテルピクルス70ｇ　各1つずつ

価格／3,400円
　　　（送料、消費税込）

No.39
やなぎの発酵　Bセット
内容／クリームチーズのみそ漬35ｇ
　　　 長岡花火カクテルピクルス70ｇ
　　　 スティックピクルス80ｇ
　　　 雪国きのこピクルス80ｇ 各１つずつ

価格／4,000円
　　　（送料、消費税込）

■賞味期限はパッケージに記載しております。■賞味期限はパッケージに記載しております。

■賞味期限はパッケージに記載しております。 ■賞味期限はパッケージに記載しております。
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クール便クール便

内容／枝豆・雪下ニンジン・
　　　 魚沼わさび（各200ml）

価格／2,800円（送料、消費税込）

内容／越後姫・越の梅・ル・レクチェ（各200ml）

価格／3,000円（送料、消費税込）

下記より5本お選びください。
内容／枝豆・雪下ニンジン・魚沼わさび・越後姫・
　　　 越の梅・ル・レクチェ（各200ml）

価格／4,400円（送料、消費税込）

内容／枝豆・雪下ニンジン・魚沼わさび・越後姫・
　　　 越の梅・ル・レクチェ（各200ml）

価格／4,800円（送料、消費税込）

合成保存料・合成着色料、無添加の非加熱製法ドレッシング。

八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）

新潟老舗八百屋が厳選した、県産野菜と果物で作ったドレッシング。 
こだわりの素材一つ一つをそれぞれ本来の色・香・味で存分に味わえるように、非加熱製
法で仕上げました。サラダ以外にも肉料理やデザート等にかけてお召し上がり頂けます。
お好きなセットをお選びください。

No.42

No.43

No.45

No.44

■賞味期限はパッケージに記載しております。

果物３本セット

野菜３本セット
選べる５本ギフトBOXセット

野菜・果物６本セット

創業百年以上の老舗味噌屋が守り継いだ杉桶と伝統の醸造方法を守り
作る越後味噌。
風味豊かな味わいは県内外の多くの料亭・専門店で認められ愛用され
ている逸品です。
醤油はそれぞれに製造法を変え、スッキリとして様々な料理と調和す
る１本と、うまみ成分を多く含んださしみ醤油の２本。
杉桶で熟成された風味抜群の味噌はもちろん、漬け替えを行い食材の
芯まで風味を染み込ませた、昔ながらのしょっぱい味噌漬けはご飯の
お供に最高の組み合わせです。
伝統の味わいをどうぞご堪能下さい。

蔵出し味噌・醤油セット
内容／特選みそ1kg×２袋
　　  さしみ醤油1ℓ×１本
　　  醤油１ℓ×１本
　　  味噌漬け小袋200g×１袋（大根、なす、きゅうり）
価格／4,500円（送料、消費税込）

No.46

味噌漬三昧セット
内容／味噌漬け７品目詰め合わせ　各１袋
　　　（大根 200g、なす 200g、きゅうり 200g、しょうが 150g、
  　　　昆布 100g、しその実 150g、ごぼう 100g）

価格／5,300円（送料、消費税込）

No.47

■賞味期限はパッケージに記載しております。

老舗 越後味噌（扇弥商店/月潟）

新潟県立海洋高等学校の生徒が糸魚川の鮭を最後まで活用する事を目的
とし開発された魚醤が『最後の一滴』です。一般的な魚醤のイメージを
覆す、生臭さのないスッキリとした後味が特徴です。
その『最後の一滴』に加え、新潟県産の甘えび・にぎす・ぶりの魚醤も
それぞれに特徴を持ち、また『最後の一滴』を使用したぽん酢、めんつ
ゆ、ドレッシングも様々な料理に調和し、飽きの来ない何度も使いたく
なる万能調味料セットとなっております。
ご自宅用にもおすすめの逸品です。

新潟県立海洋高等学校の生徒が糸魚川の鮭を最後まで活用する事を目的
とし開発された魚醤が『最後の一滴』です。一般的な魚醤のイメージを
覆す、生臭さのないスッキリとした後味が特徴です。
その『最後の一滴』に加え、新潟県産の甘えび・にぎす・ぶりの魚醤も
それぞれに特徴を持ち、また『最後の一滴』を使用したぽん酢、めんつ
ゆ、ドレッシングも様々な料理に調和し、飽きの来ない何度も使いたく
なる万能調味料セットとなっております。
ご自宅用にもおすすめの逸品です。

最後の一滴（能水商店/能生）

No.48
内容／最後の一滴 魚醤５本セット
　　　 最後の一滴100㎖・最後の一滴 甘口100㎖・甘えびの魚醤100㎖・
　　　 にぎすの魚醤100㎖・ぶりの魚醤100㎖

価格／5,800円（送料、消費税込）
No.49
内容／最後の一滴　調味料セット
　　　 うおぽん180㎖・うおつゆ180㎖・うおどれ180㎖

価格／3,000円（送料、消費税込）
No.50
内容／最後の一滴　全種セット
　　　 最後の一滴100㎖・最後の一滴 甘口100㎖・甘えびの魚醤100㎖・
　　　 にぎすの魚醤100㎖・ぶりの魚醤100㎖
　　　 うおぽん180㎖・うおつゆ180㎖・うおどれ180㎖

価格／8,000円（送料、消費税込）

高級だし
「あご」とはトビウオの別名です。トビウオは九州北部を中心に比較
的暖かい海に生息しており、商品は名産地平戸産からの特別出品とな
っております。
魚体に脂がのる前の９月から11月にかけて幼魚を捕獲し、１匹１匹
手作業で串刺しの後に丁寧にじっくり炭火で焼き上げ、その後天日干
しを行う手間ひまかけた逸品です。
生臭みが少なく、あっさりとした上品な「焼あごだし」は様々な料理
の味を引き立たせます。通常とは違う高級だしをどうぞご堪能くださ
い。

「あご」とはトビウオの別名です。トビウオは九州北部を中心に比較
的暖かい海に生息しており、商品は名産地平戸産からの特別出品とな
っております。
魚体に脂がのる前の９月から11月にかけて幼魚を捕獲し、１匹１匹
手作業で串刺しの後に丁寧にじっくり炭火で焼き上げ、その後天日干
しを行う手間ひまかけた逸品です。
生臭みが少なく、あっさりとした上品な「焼あごだし」は様々な料理
の味を引き立たせます。通常とは違う高級だしをどうぞご堪能くださ
い。

焼あご（篠崎海産物店/長崎）

No.52

No.51

高級だし 焼あご
内容／1箱（1kg入）
価格／7,000円（送料、消費税込）

高級だし 焼あご
内容／1箱（2kg入）
価格／12,000円（送料、消費税込）

名産地・平戸産の
特別出品

焼きあげたアゴは3～4日天日干します。
ウマミが増します。

■賞味期限はパッケージに記載しております。
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クール便クール便

内容／枝豆・雪下ニンジン・
　　　 魚沼わさび（各200ml）

価格／2,800円（送料、消費税込）

内容／越後姫・越の梅・ル・レクチェ（各200ml）

価格／3,000円（送料、消費税込）

下記より5本お選びください。
内容／枝豆・雪下ニンジン・魚沼わさび・越後姫・
　　　 越の梅・ル・レクチェ（各200ml）

価格／4,400円（送料、消費税込）

内容／枝豆・雪下ニンジン・魚沼わさび・越後姫・
　　　 越の梅・ル・レクチェ（各200ml）

価格／4,800円（送料、消費税込）

合成保存料・合成着色料、無添加の非加熱製法ドレッシング。

八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）八百屋 半吾兵衛ドレッシング（野島食品/三条）

新潟老舗八百屋が厳選した、県産野菜と果物で作ったドレッシング。 
こだわりの素材一つ一つをそれぞれ本来の色・香・味で存分に味わえるように、非加熱製
法で仕上げました。サラダ以外にも肉料理やデザート等にかけてお召し上がり頂けます。
お好きなセットをお選びください。

No.42

No.43

No.45

No.44

■賞味期限はパッケージに記載しております。

果物３本セット

野菜３本セット
選べる５本ギフトBOXセット

野菜・果物６本セット

創業百年以上の老舗味噌屋が守り継いだ杉桶と伝統の醸造方法を守り
作る越後味噌。
風味豊かな味わいは県内外の多くの料亭・専門店で認められ愛用され
ている逸品です。
醤油はそれぞれに製造法を変え、スッキリとして様々な料理と調和す
る１本と、うまみ成分を多く含んださしみ醤油の２本。
杉桶で熟成された風味抜群の味噌はもちろん、漬け替えを行い食材の
芯まで風味を染み込ませた、昔ながらのしょっぱい味噌漬けはご飯の
お供に最高の組み合わせです。
伝統の味わいをどうぞご堪能下さい。

蔵出し味噌・醤油セット
内容／特選みそ1kg×２袋
　　  さしみ醤油1ℓ×１本
　　  醤油１ℓ×１本
　　  味噌漬け小袋200g×１袋（大根、なす、きゅうり）
価格／4,500円（送料、消費税込）

No.46

味噌漬三昧セット
内容／味噌漬け７品目詰め合わせ　各１袋
　　　（大根 200g、なす 200g、きゅうり 200g、しょうが 150g、
  　　　昆布 100g、しその実 150g、ごぼう 100g）

価格／5,300円（送料、消費税込）

No.47

■賞味期限はパッケージに記載しております。

老舗 越後味噌（扇弥商店/月潟）

新潟県立海洋高等学校の生徒が糸魚川の鮭を最後まで活用する事を目的
とし開発された魚醤が『最後の一滴』です。一般的な魚醤のイメージを
覆す、生臭さのないスッキリとした後味が特徴です。
その『最後の一滴』に加え、新潟県産の甘えび・にぎす・ぶりの魚醤も
それぞれに特徴を持ち、また『最後の一滴』を使用したぽん酢、めんつ
ゆ、ドレッシングも様々な料理に調和し、飽きの来ない何度も使いたく
なる万能調味料セットとなっております。
ご自宅用にもおすすめの逸品です。

新潟県立海洋高等学校の生徒が糸魚川の鮭を最後まで活用する事を目的
とし開発された魚醤が『最後の一滴』です。一般的な魚醤のイメージを
覆す、生臭さのないスッキリとした後味が特徴です。
その『最後の一滴』に加え、新潟県産の甘えび・にぎす・ぶりの魚醤も
それぞれに特徴を持ち、また『最後の一滴』を使用したぽん酢、めんつ
ゆ、ドレッシングも様々な料理に調和し、飽きの来ない何度も使いたく
なる万能調味料セットとなっております。
ご自宅用にもおすすめの逸品です。

最後の一滴（能水商店/能生）

No.48
内容／最後の一滴 魚醤５本セット
　　　 最後の一滴100㎖・最後の一滴 甘口100㎖・甘えびの魚醤100㎖・
　　　 にぎすの魚醤100㎖・ぶりの魚醤100㎖

価格／5,800円（送料、消費税込）
No.49
内容／最後の一滴　調味料セット
　　　 うおぽん180㎖・うおつゆ180㎖・うおどれ180㎖

価格／3,000円（送料、消費税込）
No.50
内容／最後の一滴　全種セット
　　　 最後の一滴100㎖・最後の一滴 甘口100㎖・甘えびの魚醤100㎖・
　　　 にぎすの魚醤100㎖・ぶりの魚醤100㎖
　　　 うおぽん180㎖・うおつゆ180㎖・うおどれ180㎖

価格／8,000円（送料、消費税込）

高級だし
「あご」とはトビウオの別名です。トビウオは九州北部を中心に比較
的暖かい海に生息しており、商品は名産地平戸産からの特別出品とな
っております。
魚体に脂がのる前の９月から11月にかけて幼魚を捕獲し、１匹１匹
手作業で串刺しの後に丁寧にじっくり炭火で焼き上げ、その後天日干
しを行う手間ひまかけた逸品です。
生臭みが少なく、あっさりとした上品な「焼あごだし」は様々な料理
の味を引き立たせます。通常とは違う高級だしをどうぞご堪能くださ
い。

「あご」とはトビウオの別名です。トビウオは九州北部を中心に比較
的暖かい海に生息しており、商品は名産地平戸産からの特別出品とな
っております。
魚体に脂がのる前の９月から11月にかけて幼魚を捕獲し、１匹１匹
手作業で串刺しの後に丁寧にじっくり炭火で焼き上げ、その後天日干
しを行う手間ひまかけた逸品です。
生臭みが少なく、あっさりとした上品な「焼あごだし」は様々な料理
の味を引き立たせます。通常とは違う高級だしをどうぞご堪能くださ
い。

焼あご（篠崎海産物店/長崎）

No.52

No.51

高級だし 焼あご
内容／1箱（1kg入）
価格／7,000円（送料、消費税込）

高級だし 焼あご
内容／1箱（2kg入）
価格／12,000円（送料、消費税込）

名産地・平戸産の
特別出品

焼きあげたアゴは3～4日天日干します。
ウマミが増します。

■賞味期限はパッケージに記載しております。
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新潟県内での消費が多く、県外では見かけることが少ない幻のフルーツ越後姫。
湿温度管理を徹底し、収穫量を減らしてでも一粒一粒丁寧に育て上げる完熟イチゴ。
そんな苺を一年中味わい楽しんで頂ける様に、様々な加工品をご用意致しました。

高品質な苺の味わいを消さぬ様、選りすぐりの素材と掛け合わせた味わいは
はちみつ・バター・ソースのどれをとっても”苺風味”ではなく
”苺の味”にこだわって製造した生産者の気持ちと成果が
しっかり伝わる逸品となっています。

新潟県内での消費が多く、県外では見かけることが少ない幻のフルーツ越後姫。
湿温度管理を徹底し、収穫量を減らしてでも一粒一粒丁寧に育て上げる完熟イチゴ。
そんな苺を一年中味わい楽しんで頂ける様に、様々な加工品をご用意致しました。

高品質な苺の味わいを消さぬ様、選りすぐりの素材と掛け合わせた味わいは
はちみつ・バター・ソースのどれをとっても”苺風味”ではなく
”苺の味”にこだわって製造した生産者の気持ちと成果が
しっかり伝わる逸品となっています。

（苺の花ことば/大潟）いちごギフト（苺の花ことば/大潟）

（吉乃川/長岡）蔵元の麹あまざけ　朝麹（吉乃川/長岡）
あさこうじあさこうじ

砂糖も添加物も一切使用せず、麹由来のやさしい甘みが美味しい『朝麹』。他の
麹あまざけとは一線を画する、さらさらした口当たりとすっきりとした味わいは
類を見ません。吉乃川の麹あまざけ『朝麹』は、県産米を原料に、酒造りで長年
培った製法でつくった米麹だけを使用した麹あまざけです。
ブドウ糖やミネラル・ビタミンを豊富に含み、「飲む点滴」とも言われるほど栄
養価の高い麹あまざけは、眠っている間に失ったエネルギーを素早く補給し、朝
の目覚めにやさしい元気を与えてくれます。そのため『朝麹』は忙しい朝でも手
軽に飲むことができるように、飲みきりサイズに仕上げています。ノンアルコー
ルのため、お子様からお年寄りまで、どなたでもお召し上がり頂けます。
簡単に始められる健康習慣をこの『朝麹』で始めてみてはいかがでしょうか。
ご自宅用・ご贈答用、どちらでご利用いただいても満足いただける逸品です。

砂糖も添加物も一切使用せず、麹由来のやさしい甘みが美味しい『朝麹』。他の
麹あまざけとは一線を画する、さらさらした口当たりとすっきりとした味わいは
類を見ません。吉乃川の麹あまざけ『朝麹』は、県産米を原料に、酒造りで長年
培った製法でつくった米麹だけを使用した麹あまざけです。
ブドウ糖やミネラル・ビタミンを豊富に含み、「飲む点滴」とも言われるほど栄
養価の高い麹あまざけは、眠っている間に失ったエネルギーを素早く補給し、朝
の目覚めにやさしい元気を与えてくれます。そのため『朝麹』は忙しい朝でも手
軽に飲むことができるように、飲みきりサイズに仕上げています。ノンアルコー
ルのため、お子様からお年寄りまで、どなたでもお召し上がり頂けます。
簡単に始められる健康習慣をこの『朝麹』で始めてみてはいかがでしょうか。
ご自宅用・ご贈答用、どちらでご利用いただいても満足いただける逸品です。

昔ながらの製法でたっぷりとあんこを詰めて
一つ一つ丁寧に包み上げています。笹の香りも
さることながら、たっぷりとヨモギを練りこんで
いるので、笹を開いた瞬間からヨモギの香りが広がります。 
もち米を笹で三角形に包み上げる「ちまき」は、きなこを付けて食べることが新潟
では定番とされています。 
笹だんごとちまきは共に長い歴史を持ち、新潟を代表する銘菓として、一年を通し
て喜ばれる逸品となっております。 

昔ながらの製法でたっぷりとあんこを詰めて
一つ一つ丁寧に包み上げています。笹の香りも
さることながら、たっぷりとヨモギを練りこんで
いるので、笹を開いた瞬間からヨモギの香りが広がります。 
もち米を笹で三角形に包み上げる「ちまき」は、きなこを付けて食べることが新潟
では定番とされています。 
笹だんごとちまきは共に長い歴史を持ち、新潟を代表する銘菓として、一年を通し
て喜ばれる逸品となっております。 

No.68

No.57
くろ羊かん　２本
内容／くろ羊かん 約430ｇ×2本

価格／4,100円
　　　 （送料、消費税込）

No.58
くろ羊かん　ミニ
内容／くろ羊かん 約55ｇ×9個

価格／4,000円
　　　 （送料、消費税込）

No.59
くろ羊かん・網代焼
ハーフセット
内容／くろ羊かんハーフ 約215ｇ×2本 
　　　 網代焼 40ｇ×2袋

価格／3,000円
　　　 （送料、消費税込）

No.60
くろ羊かん・網代焼セット 
内容／くろ羊かん 約430ｇ×2本 
　　 　網代焼 90ｇ×4袋

価格／5,000円
　　　 （送料、消費税込）

No.61
網代焼　12袋
内容／網代焼 120ｇ×12袋

価格／3,900円
　　　 （送料、消費税込）

No.62
網代焼　食べ比べセット
内容／網代焼プレーン 90ｇ
　　　 コシヒカリ 80ｇ
　　 　チョイ辛 80ｇ
　　 　こしいぶき 75ｇ　 各２袋ずつ

価格／3,200円
　　　 （送料、消費税込）

No.63

くろ羊かん・網代焼
食べ比べセット
内容／羊かん くろ羊かんハーフ
　　　　　　  カカオ羊かんハーフ
　　　　　　  ラムレーズン羊かんハーフ
　　　　　　　　　　　　  各 約215ｇ
　　 　網代焼　プレーン
　　 　　　　　コシヒカリ
　　 　　　　　チョイ辛　   各 約45ｇ

価格／4,600円
　　　 （送料、消費税込）

No.64

苺ソース＆バター
内容／苺ソース120ｇ・苺バター115ｇ
　　　 各1瓶ずつ

価格／3,000円（送料、消費税込）

No.65

苺はちみつ＆バター
内容／苺はちみつ120ｇ・苺バター115ｇ
　　　 各1瓶ずつ

価格／3,900円（送料、消費税込）

No.66

苺はちみつセット
内容／苺はちみつ120ｇ・苺バター115ｇ・苺チョコナッツ
　　　 はちみつ100ｇ・苺ポップナッツはちみつ100ｇ

価格／5,900円（送料、消費税込）

朝麹

朝麹
内容／200g×30本入
価格／7,800円（送料、消費税込）

創業470年余りの酒蔵『吉乃川』が仕込んだ麹あまざけ。

No.55 新潟名物 笹だんご
内容／笹だんご30個入
価格／4,800円（送料、消費税込）

No.53 新潟名物 笹だんご
内容／笹だんご10個入
価格／2,400円（送料、消費税込）
No.54 新潟名物 笹だんご
内容／笹だんご20個入
価格／3,900円（送料、消費税込）

No.56 笹だんご・ちまきセット
内容／笹だんご・ちまき各10個入・きな粉2袋つき
価格／3,900円（送料、消費税込）

老舗菓子店が一子相伝で作り出す銘菓ギフト『名題　くろ羊かん』は沖縄産黒糖・北海
道産小豆と糸寒天を手作業で練り上げ、昔ながらの『舟』と呼ばれる金型に流し、切り
方、包み方の全てに於いて丁寧に作り上げることにより美しく光沢あふれる羊羹に仕上
がっています。味わいはさることながら、空気に触れ熟成することで黒蜜が溢れ、日が経
つにつれ食感や舌触りの変化が楽しめる逸品となっています。
『網代焼』は明治40年に開発され、日本初の機械づくり米菓とし、その礎を築いた歴史
ある逸品です。
風味豊かなお米と海老粉を用いた香ばしい醤油味の小魚型お煎餅。軽い食感と素朴
な味わいは、飽きが来ず、食べ出したら止まらない味わいです。
様々な味のバリエーションも魅力であり、お茶うけだけではなく、ビール・洋酒・コーヒー
など様々な一時をお楽しみ頂ける逸品となっております。　

老舗菓子店が一子相伝で作り出す銘菓ギフト『名題　くろ羊かん』は沖縄産黒糖・北海
道産小豆と糸寒天を手作業で練り上げ、昔ながらの『舟』と呼ばれる金型に流し、切り
方、包み方の全てに於いて丁寧に作り上げることにより美しく光沢あふれる羊羹に仕上
がっています。味わいはさることながら、空気に触れ熟成することで黒蜜が溢れ、日が経
つにつれ食感や舌触りの変化が楽しめる逸品となっています。
『網代焼』は明治40年に開発され、日本初の機械づくり米菓とし、その礎を築いた歴史
ある逸品です。
風味豊かなお米と海老粉を用いた香ばしい醤油味の小魚型お煎餅。軽い食感と素朴
な味わいは、飽きが来ず、食べ出したら止まらない味わいです。
様々な味のバリエーションも魅力であり、お茶うけだけではなく、ビール・洋酒・コーヒー
など様々な一時をお楽しみ頂ける逸品となっております。　

■「つぶあん」・「こしあん」をご指定下さい。
　指定がない場合は「つぶあん」とさせていただきます。
■消費期限はパッケージに記載しております。
※生菓子であり、蒸かしてからの出荷となりますのでお早めにお召し上がりください。

新潟名物
笹だんご・ちまき
（花福/新潟）

No.67
内容／200g×12本入
価格／3,900円（送料、消費税込）

（新野屋/柏崎）くろ羊かん・網代焼（新野屋/柏崎）

■賞味期限はパッケージに記載しております。
■賞味期限はパッケージに記載しております。

■賞味期限はパッケージに記載しております。

クール便クール便
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新潟県内での消費が多く、県外では見かけることが少ない幻のフルーツ越後姫。
湿温度管理を徹底し、収穫量を減らしてでも一粒一粒丁寧に育て上げる完熟イチゴ。
そんな苺を一年中味わい楽しんで頂ける様に、様々な加工品をご用意致しました。

高品質な苺の味わいを消さぬ様、選りすぐりの素材と掛け合わせた味わいは
はちみつ・バター・ソースのどれをとっても”苺風味”ではなく
”苺の味”にこだわって製造した生産者の気持ちと成果が
しっかり伝わる逸品となっています。

新潟県内での消費が多く、県外では見かけることが少ない幻のフルーツ越後姫。
湿温度管理を徹底し、収穫量を減らしてでも一粒一粒丁寧に育て上げる完熟イチゴ。
そんな苺を一年中味わい楽しんで頂ける様に、様々な加工品をご用意致しました。

高品質な苺の味わいを消さぬ様、選りすぐりの素材と掛け合わせた味わいは
はちみつ・バター・ソースのどれをとっても”苺風味”ではなく
”苺の味”にこだわって製造した生産者の気持ちと成果が
しっかり伝わる逸品となっています。

（苺の花ことば/大潟）いちごギフト（苺の花ことば/大潟）

（吉乃川/長岡）蔵元の麹あまざけ　朝麹（吉乃川/長岡）
あさこうじあさこうじ

砂糖も添加物も一切使用せず、麹由来のやさしい甘みが美味しい『朝麹』。他の
麹あまざけとは一線を画する、さらさらした口当たりとすっきりとした味わいは
類を見ません。吉乃川の麹あまざけ『朝麹』は、県産米を原料に、酒造りで長年
培った製法でつくった米麹だけを使用した麹あまざけです。
ブドウ糖やミネラル・ビタミンを豊富に含み、「飲む点滴」とも言われるほど栄
養価の高い麹あまざけは、眠っている間に失ったエネルギーを素早く補給し、朝
の目覚めにやさしい元気を与えてくれます。そのため『朝麹』は忙しい朝でも手
軽に飲むことができるように、飲みきりサイズに仕上げています。ノンアルコー
ルのため、お子様からお年寄りまで、どなたでもお召し上がり頂けます。
簡単に始められる健康習慣をこの『朝麹』で始めてみてはいかがでしょうか。
ご自宅用・ご贈答用、どちらでご利用いただいても満足いただける逸品です。

砂糖も添加物も一切使用せず、麹由来のやさしい甘みが美味しい『朝麹』。他の
麹あまざけとは一線を画する、さらさらした口当たりとすっきりとした味わいは
類を見ません。吉乃川の麹あまざけ『朝麹』は、県産米を原料に、酒造りで長年
培った製法でつくった米麹だけを使用した麹あまざけです。
ブドウ糖やミネラル・ビタミンを豊富に含み、「飲む点滴」とも言われるほど栄
養価の高い麹あまざけは、眠っている間に失ったエネルギーを素早く補給し、朝
の目覚めにやさしい元気を与えてくれます。そのため『朝麹』は忙しい朝でも手
軽に飲むことができるように、飲みきりサイズに仕上げています。ノンアルコー
ルのため、お子様からお年寄りまで、どなたでもお召し上がり頂けます。
簡単に始められる健康習慣をこの『朝麹』で始めてみてはいかがでしょうか。
ご自宅用・ご贈答用、どちらでご利用いただいても満足いただける逸品です。

昔ながらの製法でたっぷりとあんこを詰めて
一つ一つ丁寧に包み上げています。笹の香りも
さることながら、たっぷりとヨモギを練りこんで
いるので、笹を開いた瞬間からヨモギの香りが広がります。 
もち米を笹で三角形に包み上げる「ちまき」は、きなこを付けて食べることが新潟
では定番とされています。 
笹だんごとちまきは共に長い歴史を持ち、新潟を代表する銘菓として、一年を通し
て喜ばれる逸品となっております。 

昔ながらの製法でたっぷりとあんこを詰めて
一つ一つ丁寧に包み上げています。笹の香りも
さることながら、たっぷりとヨモギを練りこんで
いるので、笹を開いた瞬間からヨモギの香りが広がります。 
もち米を笹で三角形に包み上げる「ちまき」は、きなこを付けて食べることが新潟
では定番とされています。 
笹だんごとちまきは共に長い歴史を持ち、新潟を代表する銘菓として、一年を通し
て喜ばれる逸品となっております。 

No.68

No.57
くろ羊かん　２本
内容／くろ羊かん 約430ｇ×2本

価格／4,100円
　　　 （送料、消費税込）

No.58
くろ羊かん　ミニ
内容／くろ羊かん 約55ｇ×9個

価格／4,000円
　　　 （送料、消費税込）

No.59
くろ羊かん・網代焼
ハーフセット
内容／くろ羊かんハーフ 約215ｇ×2本 
　　　 網代焼 40ｇ×2袋

価格／3,000円
　　　 （送料、消費税込）

No.60
くろ羊かん・網代焼セット 
内容／くろ羊かん 約430ｇ×2本 
　　 　網代焼 90ｇ×4袋

価格／5,000円
　　　 （送料、消費税込）

No.61
網代焼　12袋
内容／網代焼 120ｇ×12袋

価格／3,900円
　　　 （送料、消費税込）

No.62
網代焼　食べ比べセット
内容／網代焼プレーン 90ｇ
　　　 コシヒカリ 80ｇ
　　 　チョイ辛 80ｇ
　　 　こしいぶき 75ｇ　 各２袋ずつ

価格／3,200円
　　　 （送料、消費税込）

No.63

くろ羊かん・網代焼
食べ比べセット
内容／羊かん くろ羊かんハーフ
　　　　　　  カカオ羊かんハーフ
　　　　　　  ラムレーズン羊かんハーフ
　　　　　　　　　　　　  各 約215ｇ
　　 　網代焼　プレーン
　　 　　　　　コシヒカリ
　　 　　　　　チョイ辛　   各 約45ｇ

価格／4,600円
　　　 （送料、消費税込）

No.64

苺ソース＆バター
内容／苺ソース120ｇ・苺バター115ｇ
　　　 各1瓶ずつ

価格／3,000円（送料、消費税込）

No.65

苺はちみつ＆バター
内容／苺はちみつ120ｇ・苺バター115ｇ
　　　 各1瓶ずつ

価格／3,900円（送料、消費税込）

No.66

苺はちみつセット
内容／苺はちみつ120ｇ・苺バター115ｇ・苺チョコナッツ
　　　 はちみつ100ｇ・苺ポップナッツはちみつ100ｇ

価格／5,900円（送料、消費税込）

朝麹

朝麹
内容／200g×30本入
価格／7,800円（送料、消費税込）

創業470年余りの酒蔵『吉乃川』が仕込んだ麹あまざけ。

No.55 新潟名物 笹だんご
内容／笹だんご30個入
価格／4,800円（送料、消費税込）

No.53 新潟名物 笹だんご
内容／笹だんご10個入
価格／2,400円（送料、消費税込）
No.54 新潟名物 笹だんご
内容／笹だんご20個入
価格／3,900円（送料、消費税込）

No.56 笹だんご・ちまきセット
内容／笹だんご・ちまき各10個入・きな粉2袋つき
価格／3,900円（送料、消費税込）

老舗菓子店が一子相伝で作り出す銘菓ギフト『名題　くろ羊かん』は沖縄産黒糖・北海
道産小豆と糸寒天を手作業で練り上げ、昔ながらの『舟』と呼ばれる金型に流し、切り
方、包み方の全てに於いて丁寧に作り上げることにより美しく光沢あふれる羊羹に仕上
がっています。味わいはさることながら、空気に触れ熟成することで黒蜜が溢れ、日が経
つにつれ食感や舌触りの変化が楽しめる逸品となっています。
『網代焼』は明治40年に開発され、日本初の機械づくり米菓とし、その礎を築いた歴史
ある逸品です。
風味豊かなお米と海老粉を用いた香ばしい醤油味の小魚型お煎餅。軽い食感と素朴
な味わいは、飽きが来ず、食べ出したら止まらない味わいです。
様々な味のバリエーションも魅力であり、お茶うけだけではなく、ビール・洋酒・コーヒー
など様々な一時をお楽しみ頂ける逸品となっております。　

老舗菓子店が一子相伝で作り出す銘菓ギフト『名題　くろ羊かん』は沖縄産黒糖・北海
道産小豆と糸寒天を手作業で練り上げ、昔ながらの『舟』と呼ばれる金型に流し、切り
方、包み方の全てに於いて丁寧に作り上げることにより美しく光沢あふれる羊羹に仕上
がっています。味わいはさることながら、空気に触れ熟成することで黒蜜が溢れ、日が経
つにつれ食感や舌触りの変化が楽しめる逸品となっています。
『網代焼』は明治40年に開発され、日本初の機械づくり米菓とし、その礎を築いた歴史
ある逸品です。
風味豊かなお米と海老粉を用いた香ばしい醤油味の小魚型お煎餅。軽い食感と素朴
な味わいは、飽きが来ず、食べ出したら止まらない味わいです。
様々な味のバリエーションも魅力であり、お茶うけだけではなく、ビール・洋酒・コーヒー
など様々な一時をお楽しみ頂ける逸品となっております。　

■「つぶあん」・「こしあん」をご指定下さい。
　指定がない場合は「つぶあん」とさせていただきます。
■消費期限はパッケージに記載しております。
※生菓子であり、蒸かしてからの出荷となりますのでお早めにお召し上がりください。

新潟名物
笹だんご・ちまき
（花福/新潟）

No.67
内容／200g×12本入
価格／3,900円（送料、消費税込）

（新野屋/柏崎）くろ羊かん・網代焼（新野屋/柏崎）

■賞味期限はパッケージに記載しております。
■賞味期限はパッケージに記載しております。

■賞味期限はパッケージに記載しております。

クール便クール便
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発送時期カレンダー 

朝採り黒埼早生枝豆
朝採り黒埼湯あがり娘
朝採り黒埼茶豆
朝採りさかな豆
黄金桃
黄貴妃
ゴールデンピーチ
幸水
あきづき
南水
新高

月品種

枝豆

桃

梨

７月６月
上旬 中旬 下旬下旬

８月
上旬 中旬 下旬

９月
上旬 中旬 下旬

10月
上旬 中旬 下旬

黄金桃
黄貴妃

ゴールデンピーチ
幸　　　水

朝採り黒埼早生枝豆
朝採り黒埼湯あがり娘

朝採りさかな豆
朝採り黒埼茶豆

南　　　水
あきづき

新　　　高

配達指定日がある場合は下記カレンダーの出荷時期・品種を参考にご注文下さい。なお、発育状況によりご希望に添えない場合があります。その際は再度ご検討の連絡をさせて頂きます。予めご了承の上ご注文をお願い致します。

〒950-8572新潟市中央区八千代2-3-1（NST社屋内）

同封の「電信振込依頼書」をご利用ください。 
（新潟県内住所の方のみ同封・赤色用紙）  
第四北越銀行本店 普通1018787
カ・エヌ・エス・ティ・エンタープライズ
（振込手数料はご負担願います。）

商品到着時、現金にて【商品価格＋代引
手数料】を配送業者にお支払い下さい。

㈱NSTエンタープライズ

■商品の価格はすべて送料・消費税込みです。
　（ただし、沖縄県のみ1商品につき別途遠距離送料1,000円をいただきます。）
■お申込み後、予約商品を除き約2週間以内に産地からヤマト便でお届けし
ます。　（季節、天候によって出荷時期が変更になる場合があります。）
■希望配達日の記入が無い場合、商品発送は弊社に一任願います。
■ご注文に変更、訂正が無い場合は、お客様へのご連絡は差し控えさせて
頂いております。一部配達不能地域へのお届けの際にはご連絡させて頂
きます。
■配達中に生じた汚損、破損等による返品、交換等は商品到着後7日以内
にご連絡下さい。
■お客様の都合による商品のキャンセル及び返品は商品の性質上お受けし
かねますので、ご了承下さい。

「いい品小路」のホームページから24時間受
付ご注文頂けます。また、NSTのホームペー
ジからもアクセス出来ます。

振込の場合：商品代金の入金確認後、商品の準備・発送へと進みます。
お急ぎの方はお早めにご入金ください。 
代金引換・後払いの場合：一度に複数の商品をご注文頂いた際には、１
回目のご請求にまとめさせて頂きます。ご了承ください。 
クレジット決済の場合：安全管理の為、インターネット注文のみとさせて
頂きます。 
カード決済は各会社規約に基づき、口座から自動振替させて頂きます。
お支払いは一括でお願い致します。 

受付／平日10:00～12：00、13：00～16：00

後払い

代金引換
（コレクト）

 ・ 商品到着後、（株）ネットプロテクションズから郵送される請求書で、発行から
14日以内にお支払い下さい。なお、代金債権は同社へ譲渡されます。ご利用
限度額は他社での利用分も含め累計残高が55,000円（税込）迄となります。

カタログ有効期限2021年10月末とさせていただきます。

インターネットで！
スマホで！

郵便で！
同封の注文封筒をご利用
下さい。（切手は不要です）
同封注文用紙にご記入ください。

「いい品小路」受注センター

ファクシミリで！

電話で！

●商品のお届け

●お申込み方法●お支払い方法

コンビニ 郵便局銀行

【後払い手数料】
 330円

【代引手数料】
 330円

フジテレビ系列　NST新潟総合テレビグループ

銀行振込

郵便振込

ゆうちょ銀行

クレジット
カード決済

電子決済
（Paypay）

　当社はお申込みの際にご記入いただいたお客様の氏名・住所・電話番号
等の個人情報について、お客様とのご連絡および商品の配送のために利用
させていただくほか、宣伝印刷物の送付等、営業案内のため利用させていた
だくことがあります。

個人情報の取り扱いについて

TEL.025-242-3663

FAX.025-255-5066

https://www.iishinakouji.com

24時間受付

発売元
お問い合わせ

025-243-0252
025-255-5066

新潟の梨は信濃川や阿賀野川が創った肥沃な土地で育つため、大玉で柔らかい梨が特
徴です。３品種とも特徴が違いますので、それぞれにお楽しみいただけます。旬の時期
にお届け致します。
お好みの品種をお選びください。

No.44

No.72

No.71 梨（大玉系）5kg

黄桃２kg

黄桃３kg

梨（大玉系）10kg

●幸水／甘みが強く、やわらかい肉質の日本を代表する人気No.1の和梨。
●あきづき／新高より少し小さい大玉品種。酸味が幸水より少なく甘みが際立つ梨。
●南水／糖度が他の梨より高く、果汁を多く含んだ長期保存可能な梨。(冷蔵：約2か月)
●新高／新潟と高知の掛け合わせ品種。大玉品種で果汁たっぷり甘みたっぷりの梨。

No.69

No.70

4,000円（送料、消費税込み）

栽培方法、肥料にこだわり抜き、新潟特有の風土で育てた生産量が希少な黄桃。固い品
種で缶詰のイメージが強い黄桃ですが、品種開発により柔らかくジューシーな甘みが溢
れる黄桃になっています。出荷時期により品種が異なりますので、お好みの品種をお選び
下さい。旬の時期にお届け致します。

●黄金桃／糖度が高く甘い中にさわやかな酸味が広がるマンゴーのような品種。
●黄貴妃／黄金桃よりは果肉は固めですが、酸味が少なく深い甘みが感じられる品種。
●ゴールデンピーチ／黄金桃と似た食感・甘味が味わえる、黄桃の最終出荷品種。

5,600円（送料、消費税込み）

内容／１箱２㎏（6個入）
価格／

内容／１箱３㎏（9～11個入）
価格／

内容／１箱５㎏（幸水・南水10～12個入）（あきづき・新高6～8個入）
価格／4,200円（送料、消費税込み）

内容／１箱10㎏（幸水・南水20～24個入）（あきづき・新高12～16個入）
価格／6,400円（送料、消費税込み）

配達指定日がある場合は右側ページ『発送時期カレンダー』を参考にご注文下さい。なお、発育状況によりご希望に添えない場合があります。
その際は再度ご検討の連絡をさせて頂きます。予めご了承の上ご注文をお願い致します。

新潟の黄桃（三次郎農園/三条）新潟の黄桃（三次郎農園/三条）

新潟の梨（捧青果園／加茂）新潟の梨（捧青果園／加茂）

新潟の季節を味わう贅沢果実！

インターネット「いい品小路」HPよりご注文頂き手続
きをお願い致します。

同封の「払込取扱票」をご利用ください。 
また、同用紙は各郵便局にあります。（青色用紙）

ゆうちょ銀行ぱるる 記号11240 番号16186921カ)エヌ
・エス・ティ・エンタープライズ
■他銀行からゆうちょ銀行への振込は、店名一二八店
　普1618692（振込手数料はご負担願います。）

インターネット「いい品小路」HPよりご注文頂き手続
きをお願い致します。

数量限定のためお早めにご注文ください。

郵便口座（青色）00670-4-15399
（振込手数料はご負担願います。）
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発送時期カレンダー 

朝採り黒埼早生枝豆
朝採り黒埼湯あがり娘
朝採り黒埼茶豆
朝採りさかな豆
黄金桃
黄貴妃
ゴールデンピーチ
幸水
あきづき
南水
新高

月品種

枝豆

桃

梨

７月６月
上旬 中旬 下旬下旬

８月
上旬 中旬 下旬

９月
上旬 中旬 下旬

10月
上旬 中旬 下旬

黄金桃
黄貴妃

ゴールデンピーチ
幸　　　水

朝採り黒埼早生枝豆
朝採り黒埼湯あがり娘

朝採りさかな豆
朝採り黒埼茶豆

南　　　水
あきづき

新　　　高

配達指定日がある場合は下記カレンダーの出荷時期・品種を参考にご注文下さい。なお、発育状況によりご希望に添えない場合があります。その際は再度ご検討の連絡をさせて頂きます。予めご了承の上ご注文をお願い致します。

〒950-8572新潟市中央区八千代2-3-1（NST社屋内）

同封の「電信振込依頼書」をご利用ください。 
（新潟県内住所の方のみ同封・赤色用紙）  
第四北越銀行本店 普通1018787
カ・エヌ・エス・ティ・エンタープライズ
（振込手数料はご負担願います。）

商品到着時、現金にて【商品価格＋代引
手数料】を配送業者にお支払い下さい。

㈱NSTエンタープライズ

■商品の価格はすべて送料・消費税込みです。
　（ただし、沖縄県のみ1商品につき別途遠距離送料1,000円をいただきます。）
■お申込み後、予約商品を除き約2週間以内に産地からヤマト便でお届けし
ます。　（季節、天候によって出荷時期が変更になる場合があります。）
■希望配達日の記入が無い場合、商品発送は弊社に一任願います。
■ご注文に変更、訂正が無い場合は、お客様へのご連絡は差し控えさせて
頂いております。一部配達不能地域へのお届けの際にはご連絡させて頂
きます。
■配達中に生じた汚損、破損等による返品、交換等は商品到着後7日以内
にご連絡下さい。
■お客様の都合による商品のキャンセル及び返品は商品の性質上お受けし
かねますので、ご了承下さい。

「いい品小路」のホームページから24時間受
付ご注文頂けます。また、NSTのホームペー
ジからもアクセス出来ます。

振込の場合：商品代金の入金確認後、商品の準備・発送へと進みます。
お急ぎの方はお早めにご入金ください。 
代金引換・後払いの場合：一度に複数の商品をご注文頂いた際には、１
回目のご請求にまとめさせて頂きます。ご了承ください。 
クレジット決済の場合：安全管理の為、インターネット注文のみとさせて
頂きます。 
カード決済は各会社規約に基づき、口座から自動振替させて頂きます。
お支払いは一括でお願い致します。 

受付／平日10:00～12：00、13：00～16：00

後払い

代金引換
（コレクト）

 ・ 商品到着後、（株）ネットプロテクションズから郵送される請求書で、発行から
14日以内にお支払い下さい。なお、代金債権は同社へ譲渡されます。ご利用
限度額は他社での利用分も含め累計残高が55,000円（税込）迄となります。

カタログ有効期限2021年10月末とさせていただきます。

インターネットで！
スマホで！

郵便で！
同封の注文封筒をご利用
下さい。（切手は不要です）
同封注文用紙にご記入ください。

「いい品小路」受注センター

ファクシミリで！

電話で！

●商品のお届け

●お申込み方法●お支払い方法

コンビニ 郵便局銀行

【後払い手数料】
 330円

【代引手数料】
 330円

フジテレビ系列　NST新潟総合テレビグループ

銀行振込

郵便振込

ゆうちょ銀行

クレジット
カード決済

電子決済
（Paypay）

　当社はお申込みの際にご記入いただいたお客様の氏名・住所・電話番号
等の個人情報について、お客様とのご連絡および商品の配送のために利用
させていただくほか、宣伝印刷物の送付等、営業案内のため利用させていた
だくことがあります。

個人情報の取り扱いについて

TEL.025-242-3663

FAX.025-255-5066

https://www.iishinakouji.com

24時間受付

発売元
お問い合わせ

025-243-0252
025-255-5066

新潟の梨は信濃川や阿賀野川が創った肥沃な土地で育つため、大玉で柔らかい梨が特
徴です。３品種とも特徴が違いますので、それぞれにお楽しみいただけます。旬の時期
にお届け致します。
お好みの品種をお選びください。

No.44

No.72

No.71 梨（大玉系）5kg

黄桃２kg

黄桃３kg

梨（大玉系）10kg

●幸水／甘みが強く、やわらかい肉質の日本を代表する人気No.1の和梨。
●あきづき／新高より少し小さい大玉品種。酸味が幸水より少なく甘みが際立つ梨。
●南水／糖度が他の梨より高く、果汁を多く含んだ長期保存可能な梨。(冷蔵：約2か月)
●新高／新潟と高知の掛け合わせ品種。大玉品種で果汁たっぷり甘みたっぷりの梨。

No.69

No.70

4,000円（送料、消費税込み）

栽培方法、肥料にこだわり抜き、新潟特有の風土で育てた生産量が希少な黄桃。固い品
種で缶詰のイメージが強い黄桃ですが、品種開発により柔らかくジューシーな甘みが溢
れる黄桃になっています。出荷時期により品種が異なりますので、お好みの品種をお選び
下さい。旬の時期にお届け致します。

●黄金桃／糖度が高く甘い中にさわやかな酸味が広がるマンゴーのような品種。
●黄貴妃／黄金桃よりは果肉は固めですが、酸味が少なく深い甘みが感じられる品種。
●ゴールデンピーチ／黄金桃と似た食感・甘味が味わえる、黄桃の最終出荷品種。

5,600円（送料、消費税込み）

内容／１箱２㎏（6個入）
価格／

内容／１箱３㎏（9～11個入）
価格／

内容／１箱５㎏（幸水・南水10～12個入）（あきづき・新高6～8個入）
価格／4,200円（送料、消費税込み）

内容／１箱10㎏（幸水・南水20～24個入）（あきづき・新高12～16個入）
価格／6,400円（送料、消費税込み）

配達指定日がある場合は右側ページ『発送時期カレンダー』を参考にご注文下さい。なお、発育状況によりご希望に添えない場合があります。
その際は再度ご検討の連絡をさせて頂きます。予めご了承の上ご注文をお願い致します。

新潟の黄桃（三次郎農園/三条）新潟の黄桃（三次郎農園/三条）

新潟の梨（捧青果園／加茂）新潟の梨（捧青果園／加茂）

新潟の季節を味わう贅沢果実！

インターネット「いい品小路」HPよりご注文頂き手続
きをお願い致します。

同封の「払込取扱票」をご利用ください。 
また、同用紙は各郵便局にあります。（青色用紙）

ゆうちょ銀行ぱるる 記号11240 番号16186921カ)エヌ
・エス・ティ・エンタープライズ
■他銀行からゆうちょ銀行への振込は、店名一二八店
　普1618692（振込手数料はご負担願います。）

インターネット「いい品小路」HPよりご注文頂き手続
きをお願い致します。

数量限定のためお早めにご注文ください。

郵便口座（青色）00670-4-15399
（振込手数料はご負担願います。）
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