


北海道の高級ブランド鮭「銀聖」
北海道産秋鮭のなかでも高級ブランド鮭です。
日高沖で獲れた個体のうち、銀色に輝く鱗を持つ「銀毛」の鮭で、
加工前の重量は3.5kg以上。鮮度保持のルールも定め、
厳しい基準をクリアしたものだけに認定シールを貼って出荷します。

大学生協オススメ品!

北海道の優れた食材や食品をみなさまにご紹介させていただくと共に、技術監修や産地交流を通じて
北海道の食にかかわる生産者の方 を々応援することを目的として作られたお奨めの商品です。三國セレクションについて

姿切身２．５ｋｇ（４分割真空）

（本体価格8,500円 消費税680円）
9,180円（送料込）税込

三國推奨
漁吉丸の銀聖新巻鮭姿

新巻鮭は塩味がきつくないので、焼き鮭やちゃんちゃん焼はもちろん、
フライ、ホイル焼き、味噌漬けなど、多彩な料理で楽しめます。
あらかじめ切り身にしてあるので、使う分だけ解凍できて
便利です。

冷凍冷凍
DW-1
商品番号

賞味期限 冷凍90日

姿切身２．５ｋｇ（４分割真空）、いくら醤油漬15０ｇ

（本体価格12,000円 消費税960円）
12,960円（送料込）税込

ご自宅で味わえる本格海鮮セット

北の海鮮小鉢（６食セット）

（本体価格5,200円 消費税416円）
冷凍冷凍冷凍冷凍

DW-9
商品番号

賞味期限 冷凍180日

5,616円（送料込）税込

ボイル北海縞えび（北海道厚岸産）300g
甘えび小鉢・ほたて小鉢・つぶ小鉢・
いか小鉢・たこ小鉢・ほっき小鉢/各70g

いくら醤油漬３００ｇ

（本体価格7,000円 消費税560円）
冷凍冷凍

DW-10
商品番号

賞味期限 冷凍90日

7,560円（送料込）税込

（本体価格5,500円 消費税440円）

DW-8
商品番号

賞味期限 冷凍90日

5,940円（送料込）税込

厚岸産
北海しまえび300g（ボイル）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

三國推奨
漁吉丸の銀聖新巻鮭姿＋
いくら醤油漬セット
銀聖新巻鮭といくら醤油漬をセットでお届け。
化学調味料不使用の醤油漬は、鮮度のよさを
生かすため醤油と日本酒のみで味付けました。

銀聖新巻鮭といくら醤油漬をセットでお届け。
化学調味料不使用の醤油漬は、鮮度のよさを
生かすため醤油と日本酒のみで味付けました。

冷凍冷凍
DW-2
商品番号

賞味期限 冷凍90日

いくら醤油漬150ｇ、北海道北のたらこ200g

（本体価格7,500円 消費税600円）
8,100円（送料込）税込

三國推奨
漁吉丸の銀聖いくら醤油漬＋北海道北のたらこ
銀聖のいくらと北海道産無着色たらこを
一度に食べられる贅沢なセットです。
銀聖のいくらと北海道産無着色たらこを
一度に食べられる贅沢なセットです。

冷凍冷凍
DW-3
商品番号

賞味期限 冷凍90日

※写真はイメージです。

受付期間
12/17
まで
（土）

受付期間
12/17
まで
（土）

受付期間
12/17
まで
（土）

受付期間
12/17
まで
（土）

受付期間
12/17
まで
（土）

受付期間
12/17
まで
（土）

受付期間
12/17
まで
（土）

9月上旬～10月下旬にかけて、産卵のために川を遡上する前に
漁獲される鮭は身の質が良く、適度に脂がのっており新巻に適して
います。切身を真空包装しお届けします。

9月上旬～10月下旬にかけて、産卵のために川を遡上する前に
漁獲される鮭は身の質が良く、適度に脂がのっており新巻に適して
います。切身を真空包装しお届けします。

厳選された新鮮肉厚な
秋鮭を、熟練の技をもって
減塩甘塩で仕上げました。

新巻

※その年の漁状況により、受付期間中でも受付を終了する場合がございます。

いくら醤油漬（北海道産）300ｇいくら醤油漬（北海道産）300ｇ

知床産 
新巻鮭姿切身（甘塩）1.7kg 
1尾（4分割真空）

知床産 
新巻鮭姿切身（甘塩）1.7kg 
1尾（4分割真空）

（本体価格5,500円 消費税440円）（本体価格5,500円 消費税440円）

冷凍冷凍
DW-6
商品番号

賞味期限 2023年2月28日まで

5,940円（送料込）税込

知床産 
新巻鮭姿切身（甘塩）2.5kg 
1尾（4分割真空）

知床産 
新巻鮭姿切身（甘塩）2.5kg 
1尾（4分割真空）

（本体価格7,200円 消費税576円）（本体価格7,200円 消費税576円）

冷凍冷凍
DW-7
商品番号

賞味期限 2023年2月28日まで

7,776円（送料込）税込

日高産 
新巻鮭姿切身2.2kg
日高産 
新巻鮭姿切身2.2kg
１尾（14～20切）（1尾真空）１尾（14～20切）（1尾真空）

（本体価格6,200円 消費税496円）（本体価格6,200円 消費税496円）

冷凍冷凍
DW-5
商品番号

賞味期限 冷凍90日

6,696円（送料込）税込

日高産 
新巻鮭姿切身1.7kg
日高産 
新巻鮭姿切身1.7kg
１尾（12～16切）（1尾真空）１尾（12～16切）（1尾真空）

（本体価格5,500円 消費税440円）（本体価格5,500円 消費税440円）

冷凍冷凍
DW-4
商品番号

賞味期限 冷凍90日

5,940円（送料込）税込

北海道でも一部でしか獲れない希少なエビです。濃厚なコクと
甘さが特徴で、真紅の身に白い縞模様が美しい逸品です。

オホーツク海網走で水揚げされた鮭から卵を
取り出し、一番適した熟度のコクのある卵を
当社自慢の調味液に漬け込みました。

鮮度を大切にした海の幸を贅沢に味わえる海鮮小鉢です。
ごはんに乗せてミニ海鮮丼に！



北海道の冬を彩る
鍋シリーズ。
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かにの旨味を贅沢に
しゃぶしゃぶで。
かにの旨味を贅沢に
しゃぶしゃぶで。

きんきをしゃぶしゃぶで。きんきをしゃぶしゃぶで。溢れでる繊細かつ、
濃厚な北海道ならではの旨味。

※写真はイメージです。

海鮮かに鍋セット

生たらばしゃぶ鍋セット

しゃぶしゃぶ用生冷たらばがにカット（ロシア産）500g、タレ28ｇ×4

（本体価格9,000円 消費税720円）

冷凍冷凍
DW-16
商品番号

賞味期限 冷凍90日
9,720円（送料込）税込

ロシア産のたらばがにをしゃぶしゃぶ用にカットして急速冷凍しております。
冷しゃぶ、天ぷら、焼きがになど様々な料理でお楽しみください。

冷凍冷凍
DW-21
商品番号

賞味期限 冷凍90日（本体価格6,500円 消費税520円）（本体価格6,500円 消費税520円）
7,020円（送料込）（送料込）税込

石狩鍋・かに鍋・鮭うしお汁/
各280ｇ×2個

冷凍冷凍
DW-19
商品番号

賞味期限 冷凍30日

新鮮なかにと魚介類を中心
に本格的な海鮮かに鍋用に
詰合せました。

北海道を代表する郷土料理のひと
つである「石狩鍋」。北海道羅臼
（ラウス）産の秋鮭をメインにたっぷ
りの海鮮素材を詰め込みました。

北海道を代表する郷土料理のひと
つである「石狩鍋」。北海道羅臼
（ラウス）産の秋鮭をメインにたっぷ
りの海鮮素材を詰め込みました。

北海道産の魚を中心に肉と麺まで
11種類のバラエティー豊かな味を
そろえたボリュームたっぷりの鍋具
材セットです｡

秋鮭切身・たら切身（北海道産）/各
3切（各90ｇ）、鶏もも肉（北海道産）
100ｇ、ボイル帆立（北海道産）・ずわ
いがに爪・赤えび・牡蠣・もち入り巾
着・とりごぼうつみれ/各3個、焼き豆
腐6切、ラーメン110g×2玉、寄せ鍋
のたれ50ml×2袋、ラーメンスープ
（味噌）1袋（40g）

秋鮭切身・たら切身（北海道産）/各
3切（各90ｇ）、鶏もも肉（北海道産）
100ｇ、ボイル帆立（北海道産）・ずわ
いがに爪・赤えび・牡蠣・もち入り巾
着・とりごぼうつみれ/各3個、焼き豆
腐6切、ラーメン110g×2玉、寄せ鍋
のたれ50ml×2袋、ラーメンスープ
（味噌）1袋（40g）

秋鮭切身（北海道産）40ｇ×3切、
パーナ貝（ニュージーランド）4枚、ボ
イル帆立（北海道産）3個、ボイル
甘えび（カナダ産）6尾、かに入つみ
れ・えび入つみれ・とりごぼうつみれ/
各3個、うどん250ｇ、味噌たれ50ｇ
×2袋

生タラバ・生ズワイ（ロシア産）
320ｇ、
生ほたて片貝（北海道産）４枚、
生サケ切身（北海道産）４切、
ラーメン２玉、ダシ昆布15ｇ、
味噌ダレ80ｇ×２袋

レンジで温めるだけで、すぐに
食べられる、本格海鮮鍋の詰
合せです。一人分なのでいつ
でもお手軽にお楽しみいただ
けます。

毛がに・ほたて・えび・いくらセット
甘えび（ロシア産）400ｇ、毛がに（北海道産）約400ｇ、
ほたて貝柱（北海道産）400ｇ、醤油いくら（北海道網走産）80ｇ×2

冷凍冷凍
DW-15
商品番号

賞味期限 冷凍90日（本体価格15,000円 消費税1,200円）
16,200円（送料込）税込

北の寄せ鍋北の寄せ鍋

小樽海鮮一人鍋セット小樽海鮮一人鍋セット

冷凍冷凍
DW-20
商品番号

賞味期限 冷凍180日

冷凍冷凍
DW-17
商品番号

賞味期限 冷凍180日

（本体価格5,000円 消費税400円）
5,400円（送料込）税込

（本体価格5,000円 消費税400円）
5,400円（送料込）税込

北海道を代表する高級魚｢き
んき｣｡知床半島沖で獲れたき
んきをしゃぶしゃぶ、寄せ鍋で
お楽しみいただけるよう調理し
てお届けします。

石狩鍋石狩鍋
冷凍冷凍

DW-18
商品番号

賞味期限 冷凍30日（本体価格4,600円 消費税368円）
4,968円（送料込）税込

知床斜里産 きんきの
しゃぶしゃぶ・鍋セット
きんき（北海道斜里産）400g（切身160g、
あら240g）、ぼたんえび4尾、ボイルほたて4個、
かに入りつみれ4個、昆布15g、たれ100ｇ

（本体価格10,000円 消費税800円）
10,800円（送料込）税込

かに3種セットかに3種セット

ボイルたらばがに脚（ロシア産）800g、ボイルずわいがに姿（カナダ産）400g、
ボイル毛がに（北海道産）350g×2尾

DW-11
商品番号

（本体価格27,000円 消費税2,160円）
29,160円（送料込）税込

たらばがに、ずわいがに、毛がに、蟹といえば
この3種、食べ比べてみてください。
たらばがに、ずわいがに、毛がに、蟹といえば
この3種、食べ比べてみてください。

寒い冬を心の底から温めてくれる
北海道の鍋セレクション。
寒い冬を心の底から温めてくれる
北海道の鍋セレクション。

北海道加工（ロシア産）ずわいがに 中2尾
ボイルずわいがに（ロシア原料他）2尾（計1.2㎏）

冷凍冷凍
DW-12
商品番号

賞味期限 冷凍180日（本体価格10,000円 消費税800円）
10,800円（送料込）税込

毛がに姿（北海道産）約400ｇ×2
毛がに姿2尾

冷凍冷凍
DW-13
商品番号

賞味期限 冷凍90日

冷凍冷凍
賞味期限 冷凍90日

（本体価格10,500円 消費税840円）
11,340円（送料込）税込

北海道産 豚丼の具（醤油味）８食セット

豚丼は十勝・帯広発祥の
郷土料理。地元の人々に
愛され続け、間もなく一世
紀が経過します。北海道
の豚ロースのみを使用。
肥沃な大地で育った豚肉
を十勝名物の豚丼として
お召し上がりください。

ラム肉の3つの
部位を食べ比
べできる生ラム
の3種セット。醤
油ベースのオリ
ジナルの生ラム
のたれでお楽し
みいただけます。

生ラム 食べ比べセットR
生ラム肩ロース200ｇ、生ラムショルダー300ｇ、
ラムフレンチラック2本（計140ｇ前後）（各オーストラリア
またはニュージーランド産）、生ラムのたれ210ｇ

生ラム肩ロース200ｇ、生ラムショルダー300ｇ、
ラムフレンチラック2本（計140ｇ前後）（各オーストラリア
またはニュージーランド産）、生ラムのたれ210ｇ

（本体価格5,200円 消費税416円）
5,616円（送料込）税込 冷凍冷凍

DW-22
商品番号

賞味期限 冷凍90日

豚丼の具（醤油味）130ｇ×8、タレ（醤油味）10ｇ×8

（本体価格3,900円 消費税312円）
4,212円（送料込）税込 冷凍冷凍

DW-23
商品番号

賞味期限 冷凍180日

毛がに・いくらセット

冷凍冷凍
DW-14
商品番号

賞味期限 冷凍90日（本体価格8,000円 消費税640円）
8,640円（送料込）税込

毛がに（北海道産）約400g、いくら醤油漬（北海道網走産）100g

好漁場であるロシア、マガダン州沿岸の北
オホーツク地区で初夏に漁獲された、大型
で鮮度の良いずわいがにを活のまま北海道
に搬入。北海道の職人が原料をしっかり見
極めた後、茹で上げ、急速凍結しました。

好漁場であるロシア、マガダン州沿岸の北
オホーツク地区で初夏に漁獲された、大型
で鮮度の良いずわいがにを活のまま北海道
に搬入。北海道の職人が原料をしっかり見
極めた後、茹で上げ、急速凍結しました。

お刺身で楽しめる甘えび、
みそが詰まった新鮮な毛
がに、甘さが自慢のほたて
など、醤油いくらも入った
人気のセットです。

お刺身で楽しめる甘えび、
みそが詰まった新鮮な毛
がに、甘さが自慢のほたて
など、醤油いくらも入った
人気のセットです。

オホーツク海で水揚げされ
た新鮮な毛がにをボイル処
理し急速冷凍しました。甘い
身とみその美味しさをお届
けします。

オホーツク海で水揚げされ
た新鮮な毛がにをボイル処
理し急速冷凍しました。甘い
身とみその美味しさをお届
けします。

人気のある毛がにといくらの
組み合わせです。
人気のある毛がにといくらの
組み合わせです。

十
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丼



半解凍にて
お召し上がり
ください。

三國推奨
北海道クレームブリュレ・ミルクブリュレセット

冷凍冷凍
DW-29
商品番号

賞味期限 冷凍120日

８５ｇ×各３個

（本体価格3,000円 消費税240円）
3,240円（送料込）税込

富良野小麦の手焼きワッフル10個入
ワッフル（プレーン・チョコレート・抹茶・ごま・ココナッツ）各2個

（本体価格3,000円 消費税240円）
3,240円（送料込）税込

※写真はイメージです。

北海道最大のフルーツ王国「余市」から
お届けする甘くてシャキシャキのふじりんご
北海道最大のフルーツ王国「余市」から
お届けする甘くてシャキシャキのふじりんご

※りんごは収穫状況により受付期間を早めさせていただく場合がございます。 
※発送日、着日の指定はできません。 ※「蜜」の有無については個体差があります。

16～20玉

（本体価格4,400円 消費税352円）
4,752円（送料込）税込

DW-33
商品番号 発送

期間
12月2日（金）
頃から順次

常温常温

余市産 りんご（ふじ）５ｋｇ
ふじ・王林 各8～10玉

（本体価格4,400円 消費税352円）
4,752円（送料込）税込

DW-34
商品番号 発送

期間
12月2日（金）
頃から順次

常温常温

余市産 ２種のりんごセット ５ｋｇ

人気
NO.1

大

学生
協グルメ 口の中でとろける生まれ変わった「牛とろ」。お好みで、生卵や半熟卵との相性も抜群！北海道の大学生協で教授や学生に大人気!!

酸味のあるさっぱりした味が牛とろにマッチしていて
お寿司ご飯をイメージさせます。わさび醤油以外の
味を楽しみたい方へオススメです。

一枚一枚丁寧に
手焼きで仕上げ
る北海道上富良
野町産の小麦香
る「 本 格 ベ ル
ギーワッフル」
です。

おいものスイーツセットR 岩瀬牧場　
王様のショコラ＆ベリーレアチーズセットじゃがバタースイートポテト・すぃーとぽてと各2個、

じゃがバタータルト4個、あげいも3個

（本体価格3,200円 消費税256円）
3,456円（送料込）税込

王様のショコラ300g×1個、ベリーベリーレアチーズ120ml×2個

DW-32
商品番号

賞味期限 冷凍30日（本体価格4,200円 消費税336円）
4,536円（送料込）税込

芳醇な香りの濃厚
なガトーショコラと
ふんわりとろけるク
リームの2層のケー
キの「王様のショコ
ラ」とフルーティー
で爽やかなヨーグ
ルトの酸味が効い
た「ベリーベリーレ
アチーズケーキ」の
セットです。

牛とろフレーク牛とろフレーク

稚内中央水産 
流氷市場の北海道おせち
稚内中央水産 
流氷市場の北海道おせち

冷凍冷凍
DW-25
商品番号 賞味

期限
解凍前
2023年1月31日まで

（本体価格14,000円 消費税1,120円）
15,120円（送料込）税込

【壱之重 13品】サーモンとアスパラの和えもの/26g、
北海道産たこやわらか煮/26g、北海道産たらこと細切り昆布煮/26g、
帆立の和え物/26g、味付け数の子/3本、北海道産棒だら煮/2切、
北海道産ローズサーモン/1個、北海道産ほたてうま煮/4個、
北海道産甘えび酒蒸し/3尾、北海道産紅ずわいがに爪/2本、
笹巻つくね/2本、北海道産鮭香味焼/2切、伊達巻/3切
【弐之重 11品】紅ずわいがに爪のふわふわ蒸し/2個、ぶり照り焼き/2切、
メープルくるみ/20g、手まり餅/2個、サーモンマリネ/60g、
北海道産いくら醤油漬/60g、北海道産ほたてつつみ昆布/2個、
北海道産黒豆煮/50g、水晶梅串/1個、
紅白なます（北海道昆布乗せ）/50g、数の子松前漬/60g

ワインももハム130g、オニオンフランク180g、
じゃがバターソー180g、ワイン生ハムロース35g

（本体価格3,000円 消費税240円）
3,240円（送料込）税込

「北の国から」
北海道物語ハム・ソーセージ詰合Ａ
「北の国から」
北海道物語ハム・ソーセージ詰合Ａ

冷蔵冷蔵
DW-26
商品番号

賞味期限 冷蔵60日

（本体価格4,000円 消費税320円）
4,320円（送料込）税込

冷蔵冷蔵
DW-27
商品番号

賞味期限 冷蔵60日

ワイン生ハムロース３５ｇ、ワインももハム１３０ｇ、オニオンフランク１８０ｇ、
じゃがバターソー１８０ｇ、骨付きフランク１５０ｇ、ソフトサラミ７５ｇ

「北の国から」
北海道物語ハム・ソーセージ詰合B
「北の国から」
北海道物語ハム・ソーセージ詰合B

（本体価格5,000円 消費税400円）
5,400円（送料込）税込

冷蔵冷蔵
DW-28
商品番号

賞味期限 冷蔵60日

生ハムもも６５ｇ、ワインももハム１３０ｇ、オニオンフランク１８０ｇ、じゃがバターソー１８０ｇ、
骨付きフランク１５０ｇ、チーズ入りウインナー７５ｇ、ソフトサラミ７５ｇ

「北の国から」
北海道物語ハム・ソーセージ詰合C
「北の国から」
北海道物語ハム・ソーセージ詰合C

必ずお読みください

要冷凍（－18度以下）で
保存してください。保存方法

※おせちは冷凍でお届け致しておりま
す。冷蔵または常温（暖房のないところ）
で24時間程度で解凍します。解凍後、さ
らに室温（約20度）の場所で1～2時間
程度置いていただくことにより一層美味
しく召し上がれます。盛りつけ済みとなっ
ておりますので、そのままお召し上がりく
ださい。解凍後はお早めにお召し上がり
ください。※天候、交通状況により、遅れ
る場合があります。お届け先様の住所
不明やご不在が続いた場合、品質管理
上処分させていただく場合がございま
す。再発送の場合は別途料金をいただ
く場合がございますのでご了承ください。
※沖縄県、離島への発送はお受けで
きません。

※牛とろフレークは加工品
　（生ハム製法＝非加熱食肉製品）です。

※写真は20玉の物です。

（本体価格5,740円 消費税460円）
6,200円（送料込）税込

DW-35
商品番号

賞味期限 冷凍30日

牛とろフレーク
牛とろ丼用専用タレセット

180g×2個、牛とろ丼専用タレ20g×5袋入・2袋

冷凍冷凍

DW-36
商品番号

賞味期限 冷凍30日
冷凍冷凍

180g×2個

（本体価格5,352円 消費税428円）
5,780円（送料込）税込

牛とろフレーク

受付期間
12/4
まで
（日）

6.5寸2段重 全24品/2～3人前

冷凍冷凍
DW-24
商品番号 賞味

期限
解凍前
2023年1月31日まで（本体価格22,000円 消費税1,760円）

23,760円（送料込）税込

【壱之重 11品】 味付け数の子/4本、笹巻つくね/2本、
北海道産にしん甘露煮/2切、北海道産棒だら煮/3切、
北海道ローズサーモン/1個、北海道産北海しまえび/4尾、
ずわいがに甲羅盛り/1個、サーモンとアスパラの和えもの/26g、
市松錦糸巻/2個、帆立の和え物/26g、北海道産エゾ鹿肉旨煮/26g
【弐之重 12品】北海道産煮あわび/1個、完熟金柑/1個、紅ずわいがに爪のふわふわ蒸し/2個、
北海道産つぶ甘露煮/50g、北海道産黒豆煮/40g、水晶梅串/1個、抹茶の栗きんとん/80g、
ぶり照り焼き/2切、手まり餅/2個、メープルくるみ/20g、北海道産ほたてつつみ昆布/2個、
海老とウニのテリーヌ/2本
【参之重 11品】ずわいがに爪/2本、北海道産ほたてうま煮/2個、日の出きぬた/2切、
伊達巻/3切、北海道産たこやわらか煮/50g、北海道産いくら醤油漬/60g、
数の子松前漬/60g、しの湯葉、梅麩/2個、紅白なます（北海道昆布乗せ）/55g、
北海道産たらこと細切り昆布煮/40g

6.5寸3段重 全34品/3～4人前
大きさ/19.5×19.5×5cm×3段

大きさ/19.5×19.5×5cm×2段

12/10（土）まで
おせち
受付期間

12/29・30・31
お届け期間

北海道の雪景色をイメージした
ミルクの風味豊かな白いブリュレと、
濃厚な味わいのクレームブリュレ。

※解凍後はお早めにお召し上がりください。
※着日指定はできません。

※解凍後はお早めにお召し上がりください。 ※着日指定はできません。

北海道産発酵
バターを使用し
たおいものス
イーツと油で揚
げたあげいもの
詰合せです。

DW-30
商品番号

賞味期限 常温21日
常温常温

冷凍冷凍
DW-31
商品番号

賞味期限 常温45日
常温常温

●ワインももハム/ワイン生ハムロース/北海道産豚肉使用。ワインで、豊かな旨みと芳醇な香りに仕上げました。
●オニオンフランク/北海道産豚肉・鶏肉使用。ほのかな甘みのたまねぎを原料に加え肉の旨みをよりいっそうひきたてました。
●じゃがバターソー/北海道産鶏肉・豚肉使用。北海道産じゃがいもの甘みとバターの旨みを練りこんで仕上げました。
●骨付きフランク/北海道産豚肉使用。オホーツク海の塩で、豚肉の旨みをよりいっそうひきたてた逸品です。
●生ハムもも/ソフトサラミ/北海道産豚肉使用。　●チーズ入りウインナー/北海道産豚肉使用。プロセスチーズを入れた味わいあるウインナーです。

北海道産原料肉と
北海道産の素材を活かした
自然味豊かなギフトとなりました。

北海道産原料肉と
北海道産の素材を活かした
自然味豊かなギフトとなりました。




