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※お申込みハガキの有効期限は、お買い求めいただいてから6ヶ月以内となっております。 ※カタログのデザインや掲載商品の内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

こだわり九州 
いいものめぐり

こだわり九州 検索

今すぐチェック！

こだわり九州

CATALOG GIFT WINTER
2022 TO SPRING 2023

新商品も続々登場！
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定の割引商品もご
ざい

ま
す！

カタログ
有効期間

2022年 2023年

11月1日● ～5月31日●火 水

年内のお届け受付 12月14日（水）まで冬のセレクトギフト
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※消費・賞味期限は、商品が製造・加工されてからの日数であり、商品をお届けしてからの日数ではございません。 ※やむを得ず、パッケージに変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。 ※写真はイメージです。
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G-270 冷凍
コウヤマ
熊本いきなり団子
２0個セット　

プレーン、よもぎ、黒糖、紫芋、桜 各80ｇ×4個
［賞味期限：冷凍90日］

4,158円［税込 8%］

ホクホクのさつま芋とコクのある餡を特製のモチモチした生
地で包んだ素朴な郷土のお団子です。

活車海老 250g（8～12尾）
※お届け先によって、お届けできないエリアがございます
  （北海道、沖縄、離島の一部）
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餃子の王国
生餃子・太平燕セット

生餃子24個（408g）×2、
太平燕（具180g、
スープの素36g×2、春雨15g×4）×2
［賞味期限：冷凍180日］

4,266円［税込 8%］

作りたてを急速冷凍した生餃子と、具材をお鍋で一緒に煮
込むだけの熊本郷土料理太平燕セットです。G-279 常 温

JAグループ熊本
くまもとのゼリー
メロン＆デコポン

メロンゼリー、くまもとのデコポンゼリー 
各130g×6
［賞味期限：210日］

4,725円［税込 8%］

赤肉メロンのフレッシュな香りのメロンゼリーとデコポン果汁
100％（濃縮還元）を使用したデコポンゼリーです。どちらも
熊本県産の果肉がゴロゴロ入って贅沢感が味わえます。
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A-57 冷凍

アマレイ天草大王地鶏鍋セット

天草大王鶏肉 350g、天草大王スープ(濃縮) 200g、
押し包丁麺 160g、天草大王つみれ 100g、柚子胡椒 10g
［賞味期限：冷凍30日］

5,940円［税込 8%］

半世紀ぶりに復活した国内最大級の地鶏、天草大王の
水炊き鍋セットです。鍋スープは、天草大王の鶏ガラから
抽出したエキスを使用しているのでコクがあります。
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H-256 常 温
天草オリーブ園AVILO
天草スペシャルブレンドブラック＆
天草ソルトセット

エクストラバージンオリーブオイル、
天草スペシャルブレンド 82g、天草ソルト 70g
［賞味期限：730日］

3,597円［税込 8%］

天草の農園で育ち、手摘みで収穫した、柔らかくまろ
やかなバランスのいいエクストラバージンオリーブオイ
ルと、美しい天草灘の海水100％で作った「天草の
塩」をセットにしました。

G-304 冷 凍
ルコラ
九州小麦100％のベーグル10個セット
ブルーベリー、ナチュラルチーズ、プレーン、ブラックココア＆チョコ、くるみ、
抹茶＆ホワイトチョコ、ストロベリー＆クランベリー、キャラメル＆キャラメル、
エスプレッソ＆チョコ、グラノーラ
［賞味期限：冷凍60日］

3,267円［税込 8%］

ルコラオリジナルの九州産小麦粉を100％使用しました。
卵やバターを使用せず、しっとりもちもち食感のベーグルで
す。人気のブルーベリーからヘルシーなグラノーラまで、色々
な味が楽しめます。

C-43 常 温

宮川水産
熊本・天草「活」車海老
5,400円［税込 8%］

天草の活き車海老を厳選してお届けします。お刺身は甘い香りが
口いっぱいに広がり、塩焼きや天ぷらにも最適です。

自然豊かな山都町の山と畑で
育った食材をギュッと詰めました。
山都産の素材にこだわった惣
菜3種とお米に薬味2種。
すげーばあちゃんこだわりの商
品をセットしてお届けします。

H-240 冷 蔵
菅加工所
すげーばあちゃんの
おくりもの・詰合せ

唐辛子のこうじ煮 100g、生七味唐辛子 40g、キャベツのキムチ 200g、
わらびの酢の物 120g、しいたけの甘酢 120g、空郷の米 500g 各1個
［賞味期限：キャベツ3週間、わらび･しいたけ3ヶ月、こうじ煮・生七味6ヶ月］

4,671円［税込 8%］

※注文を受けてから手作りしますので、発送まで１０日ほどお時間をいただきます。
※時期によっては、商品内容が一部変更になる場合がございます。

F-153 冷凍
平家屋
にしめ万十セット
五目、いも餡 各80g×2個、キンピラごぼう、
田舎高菜、馬肉じゃが、切干大根、干し竹の子、
ひじき 各80ｇ
［賞味期限：冷凍180日］

4,860円［税込 8%］

日本の味、昔ながらの味、おふく
ろの味を子供や孫に残したいと
思いながら作られているにしめ万
十は、幅広い年齢層でお楽しみ
いただけます。

風雅 風雅詰合せ ES-25（N）
風雅巻き醤油大豆 3本×2袋、
風雅巻き醤油ピーナッツ 3本×2袋、
輝 味付のり 10切70枚、
輝 焼のり 10切70枚
［賞味期限：300日］

3,348円［税込 8%］

人気の風雅巻きと河内塩屋「輝」のりの詰合せです。
風雅巻きは有明産の若摘み焼きのりと厳選した豆を使用
した海苔菓子です。河内塩屋「輝」のりは熊本の河内漁
業協同組合・塩屋のり研究会が推奨する海苔を使用し、
風味豊かに焼き上げ味付けしました。

Ｃ-164 常温

Ｇ-309 冷 蔵
弘乳舎
九州そだち阿蘇山麓塩バタどらセット
九州そだち阿蘇山麓塩バタどら×10個
［賞味期限：冷蔵14日］

3,456円［税込 8%］

白い色としつこさが無い風味が特
徴の「弘乳舎バター」が入ったどら
焼きです。バターの塩味と餡子の
甘さがマッチし、もっちり食感の生
地がクセになるお菓子です。 Ｇ-308 常温

木村
肥後七彩 大缶
７種類 （小角餅しょうゆ、砂糖しょうゆ、
小角餅サラダ、揚げ餅えび塩、
小角餅梅ざらめ、千枚あおさサラダ、
小角餅海苔巻きしょうゆ）28袋
［賞味期限：120日］

3,969円［税込 8%］

小柄な本格派のあられを揃えました。
１袋で７つの味が楽しめるおいしさ満開の詰合せです。

D-273 冷凍

D-272 冷凍
三協畜産
本場熊本馬刺しセット
馬刺し赤身約100ｇ、フタエゴ約100ｇ、馬刺し醤油小袋10ｇ×2、
おろししょうが小袋3.5ｇ×2
［賞味期限：冷凍60日］

5,454円［税込 8%］

人気の赤身に希少部位のコ
リコリ食感のフタエゴをセット
にしました。贈り物としても大
変喜ばれます。

※在庫なくなり次第終了

数量限定
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※活き物です。お届け後すぐに
　お召し上がりください。
※本品はご注文日から7～10日ほどで
　お届けいたします。
※お届け日調整のため、メーカーより
　お届け先様へ、ご連絡差し上げる
　商品となっております。

【写真提供：熊本城総合事務所】

KumamotoKumamoto

九州各県の美味しいものを巡る特集、第七弾！九州各県の美味しいものを巡る特集、第七弾！

Kumamoto

Kumamoto

Hitoyoshi

Yatushiro
Amakusa

Aso
Kikuchi

熊本名物のいきなり団子や郷土食の馬刺しに、
天草の活き海老も…。
地元の方にオススメいただいた商品を、ぜひご堪能ください。

商品番号です。A-123 全品送料込み価格
でこだわり九州 検索詳しくは

冷凍便で
お届けします。冷 凍 冷蔵便で

お届けします。冷 蔵 常温便で
お届けします。常 温 手提げ袋

同梱可能です。（期間2022.11.1～2023.1.31） 「天草の塩」を
使用しています。新商品です。

スマホからカンタンアクセスこのマークは
ネット割 インターネットからの

お申込みで5％割引！

fea t u r e 集特

9

10

11

12

13

4

6

7 1

2

8
5

3



3 4全品送料込み価格
このマークは

でこだわり九州 検索詳しくは
ネット割 インターネットからの

お申込みで5％割引！（期間2022.11.1～2023.1.31） スマホからカンタンアクセス
商品番号です。A-123 冷凍便で

お届けします。
冷蔵便で
お届けします。冷 凍 冷 蔵 常温便で

お届けします。常 温 手提げ袋
同梱可能です。

「天草の塩」を
使用しています。新商品です。 商品の出荷地又は

加工地を表示しています。

出荷地又は加工地

※消費・賞味期限は、商品が製造・加工されてからの日数であり、商品をお届けしてからの日数ではございません。 ※やむを得ず、パッケージに変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。 ※写真はイメージです。

肉 ・ 加 工 品mea t  a n d  p r o c e s s e d  p r o d u c t s 肉 ・ 加 工 品 mea t  a n d  p r o c e s s e d  p r o d u c t s

※写真はトンネル熟成プレミアムセット（SE-Ay）です。

唐津くん煙工房
トンネル熟成プレミアムセット
（ＳＥ-Ay）

パプリカリヨナー 180g、
リヨナーステーキ
（トマト&チーズ）75g×2、
ボックヴルスト 100g、
ドイツ屋台の白い
焼きソーセージ 100g、
燻しベーコンステーキ 45g
［賞味期限：冷蔵18日］

3,240円［税込 8%］

唐津くん煙工房
トンネル熟成プレミアムセット
（ＳＵＮ-Cy）

ロースハムテキ 90g×2、
パプリカリヨナー 180g、
あらびきウインナー 100g、
ドイツ屋台の白い焼き
ソーセージ 100g、
リヨナーステーキ
（トマト&チーズ）75g×2、
燻しベーコンステーキ 45g×2
［賞味期限：冷蔵18日］

5,400円［税込 8%］

D-17 冷 蔵 佐賀 D-24 冷 蔵 佐賀

九州の銘柄豚を使用し、呼子線跡のトンネルにてゆっくりじっくり熟成。まろやかな旨みが広がります。豊かな自然に育まれた佐賀県伊万里で情熱を込めて肥育された黒毛和牛です。

松尾勝馬牧場 伊萬里牛カルビ焼肉

伊萬里牛（黒毛和牛）カルビ焼肉 220ｇ（佐賀県伊万里産）
［賞味期限：冷凍30日］

5,400円［税込 8%］

D-188 冷 凍 佐賀

大分県産の豚肉を使用した商品を、ギフトセットにしました。様 な々味が楽しめます。

みやこハム
〈豊の味都〉大分県産豚肉使用ギフト

大葉ウィンナー100g×1、かぼすウィンナー100g×1、
「豊の味都」荒挽きウィンナー80g×1、「豊の味都」ボロニアステーキ50g×2
［賞味期限：冷蔵20日］

3,240円［税込 8%］

D-259 冷 蔵 福岡

D-218 冷 蔵 熊本

長崎市内のJA長崎せいひ長崎地
区肥育牛部会員８戸のみで生産さ
れている貴重なブランド和牛です。

※仕入れ状況により、お時間を
　いただく場合がございます。 

冷 凍 長崎D-133 ネット割

東美
長崎和牛 
出島ばらいろモモ
すき焼き･しゃぶしゃぶ用

ばらいろモモすき焼き・しゃぶしゃぶ用
（2～3人前） 400g
［賞味期限：冷凍14日］

7,533円［税込 8%］

赤肉と霜降りのバランスが絶
妙、やわらかく甘みがあり、
ジューシーな霜降が多いの
が特徴です。

※仕入れ状況により、お時間を
　いただく場合がございます。

D-203

ばらいろロースステーキ180g×2枚
［賞味期限：冷凍14日］　

10,773円［税込 8%］

ハム工房赤ずきん
鶏の炭火燻製
6点セット
4,671円［税込 8%］

国産原料肉を使用し柔らかく焼き上げました。
特製の和風アップルソースをたっぷりかけてお召し上がりください。

ネット割D-216 冷 凍

田中食品産業
アップルソース
ハンバーグセット

ハンバーグ（国産原料肉使用） 
100g×8個、アップルソース 200g
［賞味期限：冷凍30日］

3,969円［税込 8%］

福岡D-215 冷 凍

田中食品産業
ひとくち肉ぎょうざ

肉餃子（10g×9）×12、タレ10g×12
［賞味期限：冷凍120日］

3,942円［税込 8%］

福岡 ネット割

鹿児島県大隅半島の南州農場で大切
に育てられた鹿児島黒豚のロース肉を、
自社独自でブレンドした味噌に漬込む
ことで、より肉の風味が増し肉の中まで
柔かく、熟成されたみそ漬けです。

南州農場
黒豚ロースみそ漬け

黒豚ロースみそ漬け
100g×4
［賞味期限：冷凍180日］

4,860円［税込 8%］

D-113 冷 凍 鹿児島

自社農場、契約農場の鹿児島産黒豚を使用。炭火でじっくり時間をかけ焼き上げた焼豚。サクラの
スモークチップと炭火で仕上げたベーコンは、まろやかな味と炭火のハーモニーをお楽しみいただけ
ます。コワダヤ独自のタレに漬込み、風味豊かに仕上げたベーコンと焼豚のセットです。

D-238 冷 蔵 鹿児島

コワダヤ
黒豚炭焼き
スモークベーコンと
黒豚炭焼き焼豚

黒豚炭焼き
スモークベーコン、
黒豚炭焼き焼豚
各200ｇ
［賞味期限：冷蔵60日］

4,671円
［税込 8%］

ミヤチク
2017DLGコンテスト
受賞セット
5,778円［税込 8%］

D-207 宮崎冷 蔵

岡垣にあるぶどうの樹で、熟練
の職人たちが手作りで作って
いるスモークセット。緑茶の成
分を飼料にして育てた鹿児島
県産のブランド豚の茶美豚や
九州産の鶏を使用。本場ドイ
ツの製法で作るスモーク類は、
熟練の塩加減と力加減が味
の決め手となっています。

ぶどうの樹
自家製スモークセット
4,482円［税込 8%］
ソーセージ 5本入、ベーコンブロック 
100g、スモークチキン 230g、ロー
スハム 100g、ジャンプラン 2本入
［賞味期限：冷蔵14日］

D-268 冷 蔵

ミヤチク
農村協働工舎
ギフトセット（F-12）
4,482円［税込 8%］

保存料、合成着色料等を使用せず、宮崎県産の豚肉を100％使用した
ソーセージとジャーキーのセットです。

冷 蔵D-106 宮崎 ネット割

九州産の新鮮な鶏肉を当店のレンガ窯で黄金色になるまでいぶした燻製は、旨み
が凝縮し炭火の香りが引き立ちます。手作りの華やかなゼリー寄せ（アスピック）も加
わった人気商品です。

東美
長崎和牛
出島ばらいろロース
ステーキ

国産豚肉を100％使用し、カリッとした薄皮の中にジューシーな
具材を包みこみました。小分けパックで便利です。

炭火手羽元のくんせい（2本）、
炭火手羽先のくんせい（2本）、
炭火砂肝のくんせい（5個入）、
炭火鶏ムネのハム（約200ｇ）、
鶏ささみとパプリカのアスピッ
ク（約95ｇ）
［賞味期限：冷蔵14日］

冷 凍 長崎

D-271 冷凍
ヨコオフーズ
みつせ鶏白湯スープキット
もも肉スライス200g、肉だんご180g、スープ33g×2、
ごま油1.5g×2、国産6種鍋用野菜420g
［賞味期限：冷凍180日］

3,375円［税込 8%］

九州産ブランド鶏「みつせ鶏」使用の約10分煮込む
だけでできる、国産野菜付きのスープキットです。

佐賀

宮崎のブランド黒毛和牛である「宮崎牛（4等級
以上）」を贅沢に使用し、コクと旨みのある中辛
カレーと、JA高千穂地区のトマトを使用し、酸味
の効いたヘルシーなカレーがセットになりました。

D-264 常 温 宮崎
宮崎経済連直販
宮崎牛カレー・
トマトカレーセット

宮崎牛カレー、
トマトカレー 各180g×3個
［賞味期限：1年］

3,942円［税込 8%］

世界で最も古い最大規模の品質競技会(DLG)
で受賞したもののみを詰合わせたセットです。 

粗挽きウインナー　90g、ビアフルト・
チーズ 90g、ボロニアソーセージ140g、
MPベーコン 140g、
ポークジャーキー 20g
［賞味期限：冷蔵14日］

フライッシュケーゼ240ｇ、ボロニアソー
セージ140ｇ、ベリーロール140ｇ、粗挽
きウィンナー90ｇ、ビアフルトチーズ90ｇ
［賞味期限：冷蔵14日］
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ネット割 インターネットからの

お申込みで5％割引！（期間2022.11.1～2023.1.31） スマホからカンタンアクセス
商品番号です。A-123 冷凍便で

お届けします。
冷蔵便で
お届けします。冷 凍 冷 蔵 常温便で

お届けします。常 温 手提げ袋
同梱可能です。

「天草の塩」を
使用しています。新商品です。 商品の出荷地又は

加工地を表示しています。

出荷地又は加工地
5 6

※消費・賞味期限は、商品が製造・加工されてからの日数であり、商品をお届けしてからの日数ではございません。 ※やむを得ず、パッケージに変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。 ※写真はイメージです。
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本格的な「長崎おでん」を手軽に味わえる詰合せ。ア
ゴ（飛魚）ベースのだしに、長崎の蒲鉾やその他具材
も入っています。

長崎

［賞味期限：冷蔵30日］

C-76 冷 蔵

杉永蒲鉾
レンジで簡単長崎おでん詰合せ

長崎おでんセット（いわし竜眼、あげだし、
いわし半月、ごぼう天、竹輪、すりみ巾着、
大根、こんにゃく）×3袋、ゆず胡椒

4,050円［税込 8%］

白身魚の板付け蒲鉾、旨味が凝縮している竹輪、赤身魚を
主原料に作ったイワシのすぼ巻き、伊達巻の詰合せです。

［賞味期限：特板、長崎ちくわ冷蔵７日、その他冷蔵20日］

C-93 冷 蔵
川虎かまぼこ
おせち詰合せ

特板（赤）、特板（白）、長崎ちくわ（特竹）、
いわしのすぼ巻、伊達巻4,698円［税込 8%］

長崎

ますだ製麺
五島手延べうどん
しま御膳（木箱入）
3,321円［税込 8%］

5,481円［税込 8%］

ネット割

うどん100g×10束
［賞味期限：1年］

茹で上げの冴えた黄色味と光沢の良さ、舌触りの良い
喉ごしは、思わず麺通がうなずく上品仕上げです。

ネット割
ますだ製麺
五島手延べうどん
（スープ付）（紙箱入）

うどん200g×7袋、スープ10g×15袋
［賞味期限：1年］

4,077円［税込 8%］

長崎F-12 常 温

良質の小麦粉と島に自生する藪椿の実から取れる椿油を
使用し、伝統の製法で作られています。

F-24 常 温 長崎

ネット割

農林水産大臣賞受賞

F-145 常 温 宮崎

※在庫なくなり次第終了

椎葉屋
九州山蕎麦
世界農業遺産５種

そば 100ｇ×5P、そばつゆ 150ｇ
［賞味期限：180日］

3,969円［税込 8%］

数量限定

世界農業遺産に登録されている宮崎県の高千穂郷・椎
葉山地域の5町村の特産品を蕎麦に練り込みました。ベー
スとなっているのは、伝統的な野焼きの農法で作られた椎
葉村の有機蕎麦。そこに高千穂町のお米、五ヶ瀬町の釜
炒り茶、諸塚村の椎茸、日之影町のゆずが加わった唯一
無二のローカル蕎麦です。

博多あごおとし本来の旨味、辛味に加え、香り高いゆず風味、
芳醇な日本酒仕込みが少量ずつ、バラエティ豊かにお楽しみ
いただけます。

Ｃ-161
博多まるきた水産
無着色辛子明太子
博多あごおとし 味くらべ
無着色辛子明太子、無着色辛子明太子（ゆず）、
無着色辛子明太子（日本酒仕込） 各90ｇ×1
［賞味期限：冷蔵10日］

4,158円［税込 8%］

福岡

長崎県で水揚げされた新鮮なあじ・さば・ぶりを使用し、簡
単調理の海鮮丼ぶりの素をつくりました。解凍してそのまま酒
の肴やご飯に乗せて海鮮丼としても美味しく召し上がれます。

C-139 冷 凍
日本遠洋旋網漁業協同組合
松浦港の海鮮丼ぶりセット

天然あじ丼 80ｇ、胡麻さば 80ｇ、
天然ぶり丼 80ｇ 各2パック
［賞味期限：冷凍180日］

3,672円［税込 8%］

長崎

独自の調味液でじっくり低温で熟成させた、
博多に伝わる昔ながらの味を
再現した辛子明太子です。

ネット割

ネット割

博多の味本舗
辛子明太子
（低温熟成・無着色）500ｇ

辛子明太子（無着色） 500g
［賞味期限：冷凍2ヶ月（解凍後、冷蔵10日）］

4,779円［税込 8%］

C-106 冷 凍 福岡冷 凍

福岡

試行錯誤を重ね作り出した、醤油とみりんが基本の甘辛
いたれにじっくり漬け込み、軽く干し、旨味を凝縮させたこ
だわりの味です。ほんのり甘く、脂がのった
柔らかな身が特徴の銀だらみりんです。

福岡C-156 冷 凍
博多まるきた水産
銀だらみりん
銀だらみりん干し 6枚
［賞味期限：冷凍60日］

4,968円［税込 8%］

※写真は
　3袋入りです。

江口さんのうなぎは、
脂が程よくのり、繊細
で弾力のある柔らか
な肉質です。是非、ご
堪能ください。

C-23

冷 凍

うなぎの江口商店
うなぎの蒲焼（箱入）

うなぎの蒲焼真空パック 約120g×2、タレ 20g×2
［賞味期限：冷凍6ヶ月（解凍後、冷蔵5日）］

7,803円［税込 8%］

福岡

2袋

C-24

うなぎの蒲焼真空パック 約120g×3、タレ 20g×3
［賞味期限：冷凍6ヶ月（解凍後、冷蔵5日）］

11,664円［税込 8%］3袋

外はプリプリとした
食感、中はゴロゴロ
入ったイカの食感が
楽しめるしゅうまいです。

C-155 冷 凍
かねすえキッチン
彩色いかしゅうまい
（5種セット）

明太子いかしゅうまい、海藻しゅうまい、えびしゅうまい、
綿糸いかしゅうまい、いかしゅうまい 各25g×6個
［賞味期限：冷凍180日］

3,591円［税込 8%］

佐賀

小判天やニラ天などさつま揚げの定番6種を真空タイプにして
詰合せました。さつま揚げはお料理の具材などにもオススメです。

小判天、ごぼう天、ニラ天、飛魚天、
人参天 各3枚・玉ねぎ天×6枚
［賞味期限：冷蔵30日］

C-137 冷 蔵 鹿児島
薩摩家
さつま揚げ真空ギフト
3,240円［税込 8%］

太陽で干し上げた天日干しと、京都吟醸白味噌と地元酒
蔵“太閤”の酒粕などでつくった味噌床に漬けこんだ「吟醸
白味噌漬け」。化学調味料を一切使用せず、体にやさしい
商品に仕上げています。程よい甘さが特徴です。

ネット割

シーボーン昭徳
昭徳の天日干しひものと
吟醸白味噌漬け

あじ開き天日干し 80ｇ、さば片身天日干し 120ｇ 各2枚、
連子鯛開き天日干し 180ｇ×1枚、ぶり吟醸白味噌漬け 90ｇ、
さば吟醸白味噌漬け 90ｇ、真鯛吟醸白味噌漬け 80ｇ 各1切
［賞味期限：冷凍30日］

4,455円［税込 8%］

C-149 佐賀冷 凍

ますだ製麺
五島手延べうどん 
地獄炊きセット

F-01 常 温 長崎

《地獄だき》
大勢で鍋を囲む醍醐味。素朴
でありながら麺通好みの一品と
賞せられ、その味は今もなお幻
のうどんと珍重されています。

C-86 冷 凍
ふくます水産
大分・豊後産
とらふぐ刺身セット

とらふぐ刺身 25g×2、とらふぐ皮 10g×2、
ぽん酢 10g×2、もみじおろし 2g×2、ねぎ
［賞味期限：冷凍30日］

5,400円［税込 8%］

豊後産の新鮮なとらふぐを職人技
で一枚一枚丁寧に盛り付けました。

福岡

F-150 常 温
アツカコミュニケーションズ
天草ちゃんぽん
ギフトセット
天草ちゃんぽん 麺100g、スープ45ｇ 各8個
［賞味期限：90日］

3,888円［税込 8%］

日本最大級の地鶏「天草大王」の鶏ガラを使用したコ
ク旨スープと、天草ちゃんぽんならではのもちもち太麺に
はミネラルたっぷりの「天草の塩」を練り込みました。
天草にこだわった商品です。

熊本

辛子明太子を加えたピリ辛松前漬を昆布・数の子・イカで仕
上げ、博多風にアレンジし、ほたて貝柱と数の子を加えました。

C-94 冷 凍

博多紀久屋
ほたて・数の子明太松前
ほたて明太松前、
数の子明太松前 各250g
［賞味期限：冷凍90日］

4,536円［税込 8%］

うどん 200g×8袋、
スープ 10g×10袋、
ふし麺 80g、
地獄だきつゆ 360ml、
うどんすくい 1本
［賞味期限：1年］
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調 味 料 s e a s o n i n g鍋 物 ・ 他h o t  p o t  a n d  o t h e r s

冬の厳寒期に少しずつ時間をかけ成長した
肉厚どんこ椎茸です。

国産大豆にこだわり、九州・福岡で製油いた
しました。あっさりとした軽い食感が特徴であ
り、炒めもの、天ぷらはもちろん、ドレッシングとし
て使用できます。

ネット割

マルナカ・フーズ
大分産どんこギフト（TD-30D）
大分産どんこ 125g
［賞味期限：1年］

3,942円［税込 8%］

E-26 常 温 大分 H-08
理研農産化工
国産大豆油ギフトセット
国産大豆油 500g×5本
［賞味期限：360日］

3,240円［税込 8%］

常 温 福岡

1箱

ギフトセットＣ

2,889円［税込 8%］H-198

極上職人のうまかだし （8g×30包）、
天草の塩（さらさら） 200g

5箱セット 12,339円［税込 8%］H-198A

1箱

ギフトセットG

3,267円［税込 8%］H-232

極上職人のうまかだし
（8ｇ×30包）、
ジャポネケチャップ 300g、
天草の塩（しっとり） 200ｇ

5箱セット
5箱セット13,932円［税込 8%］H-232A

福岡

2,050円［税込 8%］H-22 1袋

4,860円［税込 8%］H-14 3袋

8,196円［税込 8%］H-67 6袋
8g×30包/袋
［賞味期限：製造より1年（常温）］

常 温

のし対応が必要な場合のみ
1箱ずつ箱に入ります。（箱代は無料です）

福岡常 温

ネット割

● 5箱セットは、お届け先1ヶ所に配送となります。 
● 1箱でもご購入出来ます。

当社サイト1番人気の「極上職人うまかだし」と、
全て「天草の塩」使用商品 のオリジナルギフトセットです

天草の塩

香信
椎茸

枯れ鯖節

鰹本枯れ節
利尻昆布

うるめ
鰯節

焼き
あご節

1箱

ギフトセットE

3,483円［税込 8%］H-228

極上職人のうまかだし （8ｇ×30包）、
ジャポネケチャップ 300g、
オリーブオイルごまドレッシング 180ml

5箱セット 15,228円［税込 8%］H-228A

1箱

ぱぱっとうまかだし
ギフトセットA

3,861円［税込 8%］H-259

ぱぱっとうまかだし 60g、極上職人うまかだし（8g×30包）、
天草の塩（しっとり）200ｇ、ジャポネケチャップ300g

16,902円［税込 8%］H-259A

極上 職人のうまかだし（減塩）
ギフトセットJ
極上職人のうまかだし 減塩タイプ （8g×12包）、
天草の塩(しっとり) 200g

1箱 1,998円［税込 8%］H-244
5箱セット 8,856円［税込 8%］H-244A

生産から加工まで、素材を活かした職人こだ
わりのドレッシング。刺身、ステーキ、サラダ等
様 な々お料理にお使いいただけます。わさびの
ツンとした風味を閉じ込めた逸品です。

多良岳
わさびドレッシング3本セット
多良岳わさびドレッシング280ml×3
［賞味期限：360日］

3,537円［税込 8%］

常 温H-246 佐賀

九電産業

極上 
職人のうまかだし
ギフトセット

「極上職人のうまかだし 減塩タイプ」に、原料となる「天草
の塩」のしっとりタイプをセットにしたオリジナルのギフトで
す。うまかだしの味わいを残しながら、50％減塩しました。

A-65 冷凍
英楽
夢創鶏トマト鍋セット
トマト鍋スープ 600g、もも肉 300g、
手羽元 6本、つくね団子 300g
［賞味期限：冷凍365日］

5,400円［税込 8%］

鶏がらをじっくりと煮込み、宮崎県産の
ミニトマトとあわせたオリジナルスープで
す。鶏の旨味がしっかり楽しめるセット
です。

南給
鹿児島黒豚豪華四段重
しゃぶしゃぶセット
11,313円［税込 8%］

A-64 冷凍 鹿児島

黒豚肩ロース、黒豚下ロース、
黒豚バラ、黒豚モモ 各300ｇ
黒豚つくね 100g、しゃぶしゃぶのたれ 180ml
［賞味期限：冷凍180日］
※申込締切：～12/14（水）
※お届け期間：11/13（日）～12/26（月）

ネット割D-181 冷 凍 長崎
チャイデリカ
長崎焼小籠包・
海老焼小籠包ミックスセット
長崎焼小籠包（豚肉）330g（10個入）、海老焼小籠包
（エビ）330g（10個入）

3,699円［税込 8%］
［賞味期限：冷凍180日］

［賞味期限：6ヶ月］

華尚 華尚オリジナルセット
3,672円［税込 8%］

E-47 常 温 福岡

手作りの生地を30時間以
上熟成させ、石窯で焼い
たナポリ風ピザは、トマト
ソースやチーズにこだわっ
た本格的な味わいを楽し
めます。また、本場ドイツの
ハムやソーセージは、トッピ
ングやオードブルとしてもお
召し上がりいただけます。

D-267 冷 凍 佐賀

唐津くん煙工房
トンネル熟成ハムとナポリ風ピザの
パーティセット
5,400円［税込 8%］

［賞味期限：冷凍60日］

ローマで愛されている四角い切り売り
ピッツァの店。生地や素材にこだわり
冷凍とは思えないほどのサクッモチッ
の魔法の生地をお楽しみください。

福岡J-9 冷 凍

宮崎

ピッツァ アル ターイオ
ローマの四角いピッツアセット
3,872円［税込 8%］

［賞味期限：冷凍90日］

ネット割

厳選した国産牛の旨みたっぷりな白モ
ツと、博多老舗の醸造元で造った特製
スープのセットです。
A-38 冷 凍

博多の味本舗
厳選国産牛！博多もつ鍋セット
5,346円［税込 8%］

福岡

トリゼンフーズ
博多華味鳥水たきセット
5,400円［税込 8%］

A-50 冷 凍 福岡

［賞味期限：365日］

自社で養鶏している九州産銘柄鶏「華味鳥」を使用した4種の御
飯セット。食べたい時に、電子レンジで温めるだけで簡単にお召し
あがりいただけます。

北九州市「小倉」自慢のたけのこ食材や郷土料
理「ぬか炊き」をセットにした詰め合わせです。

冷 凍 福岡F-134
トリゼンフーズ
華味鳥 鶏めし彩りセット
4,104円［税込 8%］

ネット割

九電工
オリーブ

華味鳥 炭火かしわごはん、華味鳥 かしわごはん、華味鳥 鶏そぼろ寿司、
華味鳥 明太高菜ごはん 各125g×2個

ピッツァマルゲリータ 4種のチーズ、ベーコンと玉葱のアマトリ
チャーナ風、マッシュルームと海老～スモークチーズ～、魚介のペス
カトーレ、自家製ミートソースのラザニア風、ピリ辛サラミと茄子 
約14cmx7cm 各1枚 

マルゲリータ 175g×2、ジェノベー
ゼ 160g、粉雪サラミ 45g、乾塩仕
込み生ハムコッパ（スペイン風） 
30g、ポックヴルスト 100g、ドイツ
サラミスライス 20g 
※ピザの直径：約20㎝

鹿児島黒豚のバラと肩ロース、モモ、下
ロースのしゃぶしゃぶ用のお肉とつくね
を詰め合わせにしました。

鯖ぬか炊き（オリーブぬか床仕込み）2切、合馬筍ごはんの素2合用 160ｇ、
割干昆布 200ｇ、うま煮しぐれ 150ｇ、唐辛子味噌 100ｇ

［賞味期限：冷凍90日］

ふくみ屋
長崎ギフト詰合せ
角煮卓袱まんじゅう 60g×3、
長崎豚まん 26g×8、長崎しゅうまい 35g×6

3,240円［税込 8%］

D-250 冷 凍 長崎

ヨコオフーズ
みつせ鶏九州すき焼き
もも肉スライス200g×2、
つくね200g、たれ50g×2
［賞味期限：冷凍180日］

3,510円［税込 8%］

九州産ブランド鶏「みつせ鶏」使用。コク
と旨味が深いみつせ鶏の美味しさを生
かす、上品な味わいの鶏すき焼きです。

Ａ-63 冷凍 佐賀

華味鳥の肉質は程よい歯応えがあり、鶏
特有の臭いを抑えあっさりとした味わいで
す。｢水たき料亭 博多華味鳥｣のスープと
素材がご家庭でお楽しみいただけます。

期間限定
※申込締切：～3/21（火）
※お届け期間：～4/2（日）

期間限定

リニューアル

賞味期限

極上職人のうまかだし
ぱぱっとうまかだし
極上職人のうまかだし減塩タイプ 　  
オリーブオイルごまドレッシング
ジャポネケチャップ  

…………………1年
……………………1年

……1年
………1年

…………………10ケ月

国産牛白モツ 300g、
もつ鍋スープ4倍希釈 250g、
チャンポン麺 200g×2、
ニンニクスライス 2g、唐辛子 2g、
黄金のだしぽん酢 200cc
［賞味期限：冷凍6ヶ月］

水たきスープ 600ｇ×2、華味鳥 切り身300ｇ、
華味鳥 ぶつ切り 300ｇ、華つくね200ｇ、
ちゃんぽん麺 180ｇ、博多ぽん酢220ml
［賞味期限：冷凍180日］

九電産業

ご家庭でも本格的な
味わいを楽しめます。
国産の七素材を使用!!

※単品販売となりますので
　手提げ袋、ネット割引はございません。

極上 職人の
うまかだし
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※消費・賞味期限は、商品が製造・加工されてからの日数であり、商品をお届けしてからの日数ではございません。 ※やむを得ず、パッケージに変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。 ※写真はイメージです。

ス イ ー ツ ス イ ー ツ sw e e t s

ネット割

国産小麦など選び抜いた材料にこだわり、卵は「卵黄5：卵
白3」で焼き上げた濃厚でしっとりした五三焼です。食べや
すくカットしました。

ネット割

G-281 常 温
長崎県食品販売
長崎かすてら
五三焼セット
（はちみつ・抹茶・塩）

はちみつカステラ、抹茶カステラ、
塩カステラ各5切  ［賞味期限：1ヶ月］　

4,131円［税込 8%］

長崎

sw e e t s

もち米とうるちのもっちりとした食感の生地で、やさしい甘さの
粒あんをつつみました。ひとつひとつ丁寧に焼き上げた手作
りの味です。

G-58 冷 凍

かさの家
梅ヶ枝餅（20個入）
20個入（10個入×2箱）
［賞味期限：冷凍180日］

3,402円［税込 8%］

福岡

有明産の若摘み焼きのりと厳選した豆を使用した海苔菓
子です。吟味した豆やあられを１本１本心を込めて手巻きし
ました。お茶うけ、おつまみに海苔と豆が織り成す絶妙な味
をお楽しみください。

G-260 常 温
風雅
風雅巻き詰合せ 
風雅巻き/醤油大豆3本×3、
醤油ピーナッツ3本×3、
醤油カシューナッツ3本×2、
塩ピーナッツ3本×2、
わさび大豆3本×2、（合計36本）
［賞味期限：300日］

3,969円［税込 8%］

熊本

ネット割

料亭の卵ぷりん 108ｇ、黒みつ 8ｇ 各6個
［賞味期限：冷凍240日］

水たき料亭 博多華味鳥でも人気の卵ぷりんは、「華味卵」
という卵を使っています。「華味卵」は甘みと強いコクが特徴
の卵です。黒みつをかけてお召しあがりください。

トリゼンフーズ
博多華味鳥 
料亭の卵ぷりん
3,591円［税込 8%］

G-275 冷 凍 福岡

G-291 冷 凍
セイカ食品
鹿児島名物
南国白くま＆モナカ
詰合せセット
3,780円［税込 8%］

鹿児島

鹿児島名物南国白くま 180ml×5個、
南国白くまモナカ 120ml×6個

【配達不可能地域】
北海道地区：利尻郡・礼文郡　東京地区：伊豆諸島・小笠原諸島
鹿児島地区：大島郡喜界町・大島郡与論町・鹿児島郡（十島村・三島村）
沖縄地区：石垣市・宮古島市・宮古郡・八重山郡・島尻郡久米島町・
島尻郡北大東島・島尻郡南大東島

筑豊地方の福智町生まれ。小倉
辻利茶舗謹製の抹茶や福岡県
産あまおう苺、いちじくのとよみつ
ひめなど福岡ならではの素材を
使い、無香料・無着色で仕上げ
たこだわりのご当地ジェラートです。

練乳の風味、甘さに調和するフ
ルーツ等をトッピングした個食タイ
プの南国白くまと、モナカの上にイ
チゴソースとパインダイスをトッピン
グした、白くまモナカのセットです。

福智ブランドファクトリー
ふくち☆リッチジェラート
6個セット
3,780円［税込 8%］

G-298 冷 凍 福岡

九州産生乳100％のバターを贅
沢に使ったクッキーに、焦がしキャ
ラメリクリームと、キャラメリゼしたク
ルミをたっぷりサンドしました。

G-301 常 温

石村萬盛堂 祝うてサンド
祝うてサンド ８個
［賞味期限：30日］

2,781円［税込 8%］

福岡

福岡G-286 冷 蔵

西通りプリン
冬限定プリンセット 

西通りプリンの味の原点とな
る「ポシェ」、甘さと苦さが一
体となりクセになるおいしさ
の「ショコラ」、冬限定のベ
リーチーズのセットです。

期間限定

※申込締切：～12/14（水）
※お届け期間：～12/23（金）

ポシェ（カラメルソース付）、
ショコラ、ベリーチーズ
各85g×2個
［賞味期限：冷蔵13日］

3,402円［税込 8%］

※申込締切：～12/14（水）
※お届け期間：～12月下旬
※在庫なくなり次第終了

G-299 冷 蔵 宮崎

5種類の柑橘を独自にブレンドし
たストレート果汁を94％使用し、
濃厚なゼリーにしました。甘味だけ
でなく、酸味・風味の絶妙なバラン
スとソフトな口当たりのゼリーです。

G-294 常 温
山下果樹園
果樹園のゼリーセット

まるごとぎゅーっとゼリー 100g×8
［賞味期限：180日］

3,942円［税込 8%］

熊本

［賞味期限：１年］

まんてん
ごまサブレバラエティセット
3,240円［税込 0%］

ごまがたっぷり、ヘルシーで優し
い甘味が特徴のごまサブレの4
種類詰合せセットです。

常 温G-306 佐賀

第10回チームシェフコンクール最高賞受賞の
栗ームバターサンドといちごのバターサンド、
日向夏のバターサンド、ミルクバターサンド、
ショコラバターサンドの詰め合わせセットです。

ごまサブレ(6枚入)×4、ごまサブレ生姜風味(6枚入)×2、ごまサブレシナモ
ン風味(6枚入)×2、ごまサブレ宇治抹茶味(4枚入) ×2

【配達不可能地域】
北海道地区：利尻郡・礼文郡　東京地区：伊豆諸島・小笠原諸島
鹿児島地区：大島郡喜界町・大島郡与論町・鹿児島郡（十島村・三島村）
沖縄地区：石垣市・宮古島市・宮古郡・八重山郡・島尻郡久米島町・
島尻郡北大東島・島尻郡南大東島

カタラーナ、あまおう苺み
るく、あまおう苺シャー
ベット、いちじくの赤ワイ
ン煮、黒豆きなこ、抹茶き
なこ　各100ml

［賞味期限：冷蔵10日］

椎葉屋
宮崎バターサンド

栗ームバターサンド、
いちごバターサンド、
日向夏バターサンド、
ミルクバターサンド、
ショコラバターサンド　
各４０ｇ×2個

3,780円［税込 8%］
数量限定 期間限定

※申込締切：～12/14（水）　※お届け期間：11/22（火）～12/25（日）

鹿児島の直営農場で育てたさつまいもを
使用した、ひんやりなめらか、とろ～りとろ
けるさつまいもスイーツです。

G-307 冷 凍

フェスティバロ
唐芋レアケーキセット

唐芋レアケーキ（ラブリー、ストロベリー、カプレス）
各1箱5個入
［賞味期限：冷凍35日］

4,482円［税込 8%］

鹿児島

※申込締切：～12/14（水）
※お届け期間：～12/26（月）

G-288 冷 凍

スーパープレミアム（バニラ・いちご・
チョコ・抹茶）各120ml×1個、
天草の塩　120ml×2個
［賞味期限：冷凍１年］

熊本

期間限定3,591円［税込 8%］

ついんスター
熊本物語6個セット（冬）

［賞味期限：冷凍１年］

G-257 冷 凍 熊本

期間限定5,400円［税込 8%］

ついんスター
熊本物語１１個セット（冬）

【配達不可能地域】
北海道地区：利尻郡・礼文郡　東京地区：伊豆諸島・小笠原諸島　鹿児島地区：大島郡喜界町・大島郡与論町・鹿児島郡（十島村・三島村）
沖縄地区：石垣市・宮古島市・宮古郡・八重山郡・島尻郡久米島町・島尻郡北大東島・島尻郡南大東島

期間限定

スーパープレミアムアイス（バニラ・いちご・
抹茶・チョコ）、マスクメロン＆ミックスフルーツ、
クリームチーズデコポン、天草の塩、米香、
ピーチミルクティ、キャラメルりんご、
きなこ黒蜜 各120ml

リニューアル
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●20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳未満の方への酒類の販売はいたしませんのでご了承ください。
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フ ル ー ツ ・ ド リ ン ク お 酒 l i q u o r

オアシス珈琲独自の特許製法で、生豆をきれいに洗浄し
ています。雑味・えぐみのないコーヒー本来のクリアな味を、ド
リップバッグで手軽にお楽しみいただけるギフトセットです。

ネット割

オアシス珈琲
きれいなコーヒー
ドリップバッグギフトセット
4,482円［税込 8%］

［賞味期限：1年］

ドリップバッグ９種 （樹上完熟ブラジルブレンド・カリブ海ブレンド）各3
袋、（樹上完熟キリマンジャロ・オアシスブレンド・クィーンブレンド・グァ
テマラ・モカブレンド・スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド）各6袋

お茶処八女で茶の育成から製茶・仕上まで一貫して行っ
ている井手製茶工場の煎茶詰合せです。「元気な茶樹を
育てることが、美味しいお茶を作ること」という信念のもと
育てた茶畑は、1996年と2007年に農林水産大臣賞を受
賞。茶葉の良さを最大限にひきだすため蒸しを控えて
作った煎茶は、香り高く、バランスのよい味わいです。

I-10

3,861円［税込 8%］

ネット割福岡常 温

井手製茶工場 八女茶

煎茶100g×3袋入 　［賞味期限：1年］

2013年、食品のミシュランガイドと称される国際味覚審査
機構主催、優秀味覚賞で最高賞の三ツ星を牛乳ともども
ダブルで受賞。日本初の世界の名だたるレストランのシェ
たちが美味いと認めた味です。

3,888円［税込 8%］

I-141 熊本冷 蔵

阿部牧場
のむヨーグルト 10本セット

のむヨーグルト２００mｌ×10　［賞味期限：製造より冷蔵15日］
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f e a t u r ed r i n k

［賞味期限：365日］

I-37
福田農場
デコポンジュース10本セット

デコポンまるごとしぼり 180ml×10本
5,022円［税込 8%］

九州の温暖な気候が育んだデコポンを自社工場で丁寧
に搾りました。濃厚な酸味のバランスが絶妙なストレート
100%のジュースです。

雲仙と有明海を望む最高の場所で安全と美味しさにこ
だわり栽培しています。強く濃厚な甘さの中に懐かしい爽
やかな後味のする芳香な果実です。

熊本常 温

キーコーヒー
ドリップオンギフト
3,564円［税込 8%］

［賞味期限：540日］

I-88 福岡常 温

“挽き立ての香り”と格別なおいしさをお届けするプレミア
ムドリップコーヒーです。

黒麹をベースに白麹をブレンド
したまろやかな味わいの限定商

品の本格芋焼酎と、白麹仕込みの
スッキリとした味わいの芋本来の旨
み、甘みの残った無濾過本格芋焼酎
の飲み比べセットです。

6

姫泉酒造
姫泉こだわり本格
芋焼酎セット
本格芋焼酎 無濾過御幣限定黒ラベル 
25度 900ml
本格芋焼酎 無濾過御幣 25度 900ml

3,949円［税込 10%］

常 温B-123 宮崎

個 性 あ ふ れ る

九州の地酒

※申込締切：～2/21（火）　
※お届け期間：11月中旬～2月下旬

N-12
ファームオリンピア
熊本県産特別栽培
温州みかん

温州みかん 3kg
［賞味期限：お早目にお召し上がりください。］

3,888円［税込 8%］
期間限定

福岡I-113 常 温熊本常 温

軽やかな香りとキレの良い風味を引き
出した純米吟醸酒と、スッキリとした辛

口で爽やかな酸味の純米酒のセットです。

B-148 常 温
喜多屋
寒山水のみくらべセット

純米吟醸 寒山水 55%磨き 14度以上15度未満 720ml、
純米酒 寒山水 65%磨き 14度以上15度未満 720ml
［賞味期限：1年］

3,982円［税込 10%］

福岡

1

※申込締切：～12/14（水）　
※お届け期間：～12月下旬

期間限定

モンドセレクション金
賞受賞の麦焼酎「舞

ここちブルーボトル」と同じく
金賞受賞の芋焼酎「魔界へ
の誘い」のセットです。

3

B-62
光武酒造場
2021
モンドセレクション
金賞受賞酒
（焼酎）セット
芋焼酎 魔界への誘い 25度 720ml、
麦焼酎 舞ここちブルーボトル 25度 
720ml

3,850円［税込 10%］

常 温 佐賀

2

福岡B-113 常 温

喜多屋 大吟醸 極醸 喜多屋
大吟醸 極醸 喜多屋 16度以上17度未満 720ｍｌ
5,995円［税込 10%］
［賞味期限：1年］

IWC（インターナショナル・ワイ
ン・チャレンジ）2013日本酒部

門583銘柄の中で最優秀賞（第1位）
「チャンピオン・サケ」に選ばれた、喜
多屋自慢の1品です。

福岡B-164 常 温

光酒造 
太宰府さんの
おいしい梅酒
2本セット

太宰府さんのおいしい梅酒 12度 
720ml×2

4,268円［税込 10%］

9 本格麦焼酎「博多小
女郎」の原酒に、地元

福岡近郊で採れた南高梅を
じっくりと漬け込み、奥深い濃
厚な味わいを積み重ねた、
懐かしくとろみのある手仕込
み梅酒です。

赤い月珈琲
赤い月珈琲ドリップパック15個セット
4,374円［税込 8%］
［賞味期限：1年］

常 温I-143 熊本

新月ブレンド、満月ブレンド、三日月ブレンド  各５パック(計15パック)

市場流通量の少ない最高品質のスペシャルティコーヒー豆
のみを熊本・天草で焙煎。心地よいスモーキーな香りと力
強い口当たりの中に優しい苦みの新月ブレンド、柔らかな
口当たりの満月ブレンド、ほのかに甘さがあり酸味を引き立
てている三日月ブレンドのオリジナルブレンドセットです。

ネット割

宮崎I-112 常 温

宮崎県農協果汁
宮崎採れ100％詰合せ

濃いにんじん125ｍｌ×16本、日向夏100％（ストレート）125ｍｌ×8本
［賞味期限：6ヶ月］

4,482円［税込 8%］

宮崎県産の原材料にこだわった100％ドリンクの詰合せ
セットです。にんじんが本来持つ味を損なわない製法を活
かした「濃いにんじん」と、日向夏独特の芳香と爽やかな酸
味が特徴の「日向夏100％」ジュースをお楽しみください。

5

7

B-157 冷 蔵 宮崎

日南麦酒
クラフトビール6種セット

木崎浜ペールエール、坂元棚田エール、
ベルジャンホワイト、パネユズエール、
梅ヶ浜HOP BURST、恋ヶ浦IPA  各1本
［賞味期限：冷蔵6ヶ月］

4,697円［税込 10%］

木崎浜ペールエール、
坂元棚田エール(セゾンス

タイル)、ベルジャンホワイト、パネユ
ズエール、梅ヶ浜HOP BURST、
恋ヶ浦IPAの6本セットです。

出水酒造
出水の焼酎2本セット
（出水に舞姫と赤鶴）
4,708円［税込 10%］

白麹と黒麹をブレンドし
スッキリとした味わいが

特徴の出水に舞姫と、昔ながら
の木樽蒸留器で丁寧に蒸留
し、木樽の落ち着いた香りが特
徴の赤鶴がセットになりました。

8

B-162 常 温 鹿児島

出水に舞姫　25度 720ml、
赤鶴 25度 720ml

宮崎

キャンベル・アーリー 2022、
キャンブルスコ・レッド各750ml  

B-160
都農ワイン
フルーティーキャンベル
ギフトセット
4,785円［税込 10%］

常 温

都農ワイン人気No1のイチゴのよ
うな甘くフルーティーな香りと爽や

かな酸味が魅力のロゼワインと、イチゴ
のような甘い香りとシュワシュワの泡が魅
力的な幸せを呼ぶスパークリングワイン
のセットです。

長崎県農協直販
長崎県産ストレートみかん
長崎県産ストレートみかん 200ml×18本
［賞味期限：6ヶ月］

3,294円［税込 8%］

明るい太陽の光と豊かな自然に恵まれた長崎県産うん
しゅうみかんを100％使用した、まろやかな味が自慢のス
トレートジュースです。

常 温I-149 長崎

スペシャルブレンド・モカブレンド・キリ
マンジャロブレンド・コロンビアブレン
ド・トアルコトラジャ・トラジャブレンド
各（8g×5袋）×1箱

白麹 黄金千貫と黒麹 紅はるかの
原酒をブレンドし、白麹のシャープ

さと黒麹の濃厚さが味わえる焼酎です。

4

B-149
軸屋酒造 Gonsuke
本格芋焼酎 Gonsuke25度 720ml
2,145円［税込 10%］

常 温 鹿児島

可愛い
パンダラベル♪

※簡易包装でのお届けとなります。



ご自宅用
お手軽ギフト

＆

13 14商品販売部
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号 電気ビル北館

※消費・賞味期限は、商品が製造・加工されてからの日数であり、商品をお届けしてからの日数ではございません。 ※やむを得ず、パッケージに変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。 ※写真はイメージです。

お ま と め 品 ● 5箱セットは、お届け先1ヶ所に配送となります。 
● 1箱でもご購入出来ます。

まとめてお届け、
送料がお得に！

全品送料込み価格

商品番号です。A-123 冷凍便で
お届けします。

冷蔵便で
お届けします。冷 凍 冷 蔵 常温便で

お届けします。常 温 手提げ袋
同梱可能です。

「天草の塩」を
使用しています。新商品です。 商品の出荷地又は

加工地を表示しています。

出荷地又は加工地

ご自宅でも楽しめる商品や
自分へのご褒美の特集ページもございます。
ぜひ、ご覧ください！！

G-210 G-210A

ボンサンク
ヴィンテージアンジュ12個入り

アンジュショコラ×4、アンジュフロマージュ×8

2,997円［税込 8%］ 12,906円［税込 8%］1箱 5箱セット

ラム酒が香るしっとりリッチな
チョコレートケーキと、コクのあ
るチーズの酸味とレモンの爽
やかな香りが広がるチーズ
ケーキの詰合せです。

［賞味期限：60日］
福岡常 温

C-134 C-134A

風雅
河内塩屋のり2本セット

河内塩屋塩のり（8切80枚）×2本

2,538円［税込 8%］ 10,746円［税込 8%］1箱

｢美味しい海苔づくり｣にこだわ
り、厳選した海苔種を太陽と有
明海の恵みにより育んだ、風
味、美味しさに自信をもってお
すすめする初摘み海苔限定の
逸品です。「天草の塩」使用。

佐世保市柚木農園産ブ
ルーベリーを100%使用して
います。大切に育てられた国
産ブルーベリーと、とろ～りク
リームをやわらかなお餅に包
みました。

有明海で採れる若摘み海
苔は、甘み・色艶・とろけるよ
うな柔らかさがある最高峰
の海苔です。この若摘み海
苔を磯の風味豊かに焼き上
げ、上品に味付けした人気
の味付のりを詰め合わせま
した。

［賞味期限：9ヶ月］
熊本常 温

5箱セット

味付のり　６切６枚×20袋

Ｃ-163 Ｃ-163A

風雅
味付若摘み20P 

2,889円［税込 8%］ 11,610円［税込 8%］1箱

熊本常 温

5箱セット
［［賞味期限：700日］

大分県久住山麓で平飼いで
育てられている赤鶏の地卵と
はちみつを使った、濃厚でな
めらかなプリンです。

プリン90g×6、ソース7g×6

G-265 G-265A

菊家
地卵はちみつぷりん6個入り

2,403円［税込 8%］ 10,206円［税込 8%］1箱
［賞味期限：3ヶ月］

大分常 温

5箱セット

ドリップバッグ12種（オアシスブレンド・モカブレンド・
クィーンブレンド・スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド・
グァテマラ・樹上完熟キリマンジャロ・ホンジュラス・
エチオピアモカ・マンデリン・カリブ海ブレンド・
樹上完熟ブラジルブレンド） 各2袋

I-145 I-145A

オアシス珈琲
きれいなコーヒードリップバッグ
ギフトセット（24袋）

2,322円［税込 8%］ 9,990円［税込 8%］1箱

オアシス珈琲独自の特許製法で、コーヒーの原
料の生豆をきれいに洗浄しています。雑味・えぐ
みの無いコーヒー本来のクリアな味わいです。
12種類の中からその時の気分に合わせて選ん
でお楽しみいただけます。

［賞味期限：1年］

ネット割
福岡常 温

5箱セット

クリーム大福 30g×9個

G-122 G-122A

堀内フルーツファーム
完熟ブルーベリーあいあいの雫の
クリーム大福

1,377円［税込 8%］ 5,886円［税込 8%］1箱

［賞味期限：3ヶ月］
長崎常 温

5箱セット

■商品のご注文について

■商品の価格について

お申込み方法は、下記よりお選びください。

カタログ内の価格には、消費税、送料が含まれています。
こちらのマークの記載がある商品は、インターネットからお申込みいただきますと
5％割引になる商品です。 （期間2022年11月1日（火）～2023年1月31日（火））

■ご注文の受付・配送について

■のし・包装について
FAX及びお電話でお申込みの場合
商品到着後に別途、請求書をご依頼主さまに送付いたします。

■お支払いについて

■銀行振込…下記の振込先にお振り込みください。
　　　　　　振り込み手数料はお客さまのご負担となります。

■郵便払込…現金でお支払いの場合は、
送金手数料はお客さまのご負担となります。

　ゆうちょ口座からのお支払いの場合は、手数料はかかりません。

〈振 込 先〉 福岡銀行　渡辺通支店　普通 1568894
［口座名義］ 九電産業株式会社

九電生協組合会員さまは、九電生協控除（給与1回払い、OB組合員は
生協JCBカード払い）が選択いただけます。

■のしの種類および包装の仕様は、
各メーカーによって異なりますの
で、ご指定がある場合は、お問い合
わせください。

■年内にお届けをご希望の場合は、12月14日（水）までにご注文をお願いいたします。
■12月15日（木）～1月3日（火）のご注文は、1月11日（水）以降の配送となる場合がございますので予めご了承ください。
■誠に勝手ながら、年末年始（12/29-1/3）、土日祝日はお休みをいただきます。
■商品はお申込書が弊社に到着後、約１週間～１０日前後でお届けいたします。
　・お届け地域により配送日数が異なりますのでお早目にご注文をお願いいたします。
　・お歳暮の配達ピーク時は、交通状況や天候により、配達時間帯のご希望に添えない場合がございます。
　・一部地域・離島などによっては、ご指定日にお届けができない場合がございますので予めご了承ください。

■お問合せのお電話・メールの返信は翌営業日に対応させていただきます。

■商品の返品交換について
■商品の品質には万全の注意を払っておりますが、商品不良・配送中の破損が発生した場合や、お申込み内容と異なる商品が届いた場合は、商品
到着後７日以内に下記連絡先までお申し出ください。商品の交換または、代金を返金いたします。
　なお、返品・交換を行う場合の返送料金につきましては、弊社負担とさせていただきます。
■お客さまの事由によるご返品・交換は商品（食品）の性質上、受付出来かねますので予めご了承ください。
　※インターネットでお買い上げの商品のご返品の場合には、一旦商品代金をお引き落し後、振込による返金となる場合がございます。

※個人情報の取り扱いについては外部流出を防ぐため、管理責任者を置き、適切かつ厳重な管理を行います。
※商品の配送・代金の決済および法律や条例の適用を受ける場合や法的効力のある要求が第三者からある場合を除き、お客さまの同意がないかぎり、個人情報を第三者に開示することはありません。
※九電産業（株）からお客さまにご案内、最新情報などをお伝えするため、また、ご意見収集のアンケート、懸賞、販促活動のために、ダイレクトメール等のお知らせをお送りすることがあります。

個人情報の
取り扱い

0120-66-9393
kodawari-q@kyudensangyo.co.jp 営業時間/10：00～17：00

              ［土日祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く］

こだわり九州 いいものめぐり メールアドレス［連絡先］
Mail

FAXでのお申込み
添付のご注文用紙に必要事項をご記入の上、
下記にFAXしてください。

お電話でのお申込み・お問合せ

通話料無料 0120-66-9393FAX 092-713-9918
以下のフリーダイヤルへお電話ください。
平日 10：00～17：00（土日祝日は除きます）

インターネットでのお申込み

QRコード

※インターネットご注文のみ、クレジットカード払い・AmazonPay・Paypay及びNP後払い（大手コンビニ/銀行/郵便局）
　にてお支払い頂けます。詳しくは「こだわり九州 いいものめぐり」HPをご覧ください。
こだわり九州 検索

WEB

FAX TEL

お申込みについてのご案内

ネット割

通話料無料

商品と持参用手提げ袋を同梱可能
です。ご入り用の場合は、注文書に
必要数をご記入ください。

■ マークの商品について



K-200 K-201 K-202

※お申込みハガキの有効期限は、お買い求めいただいてから6ヶ月以内となっております。 ※カタログのデザインや掲載商品の内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

こだわり九州 
いいものめぐり

こだわり九州 検索

今すぐチェック！

こだわり九州

CATALOG GIFT WINTER
2022 TO SPRING 2023

新商品も続々登場！

ネ
ッ
ト
限

定の割引商品もご
ざい

ま
す！

カタログ
有効期間

2022年 2023年

11月1日● ～5月31日●火 水

年内のお届け受付 12月14日（水）まで冬のセレクトギフト


