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310646 美食彩 -5711M001-O.pdf-1
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310646 美食彩 -5197M764-O.pdf-1
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310646 美食彩 -5193M764-O.pdf-1
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310646 美食彩 -5198M764-O.pdf-1
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310646 美食彩 -3883M569-O.pdf-1
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310646 美食彩 -1686M315-O.pdf-1

黒ぶどうを主体に白ぶどうをバランスよ
くブレンドしています。ぶどう本来の甘酸
っぱさと香りが生きたストレートジュース
です。

22



310646 美食彩 -0126M062-O.pdf-1
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310646 美食彩 -4047M834-O.pdf-1
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9018M884 十勝ハーブ牛 ローストビーフ＆コンビーフセット

310646 美食彩 -9018M884-O.pdf-1

ローストビーフ（プレーン・和風みそ）/各1個、コンビーフ（白・黒）/各2個

十勝ハーブ牛 ローストビーフ＆コンビーフセット

22

化学調味料を使用せず、十勝
ハーブ牛の美味しいモモ肉を
加工して赤身の旨味を引き出
したローストビーフと、美味
しさと安全にこだわり、化学
調味料・保存料を一切使用せ
ず“無塩せき”で作ったしっと
りした大人のコーンビーフの
セットです。

9018M884

十勝ハーブ牛と
黒胡椒で作ったコンビーフ（黒）
「十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビー
フ」に黒胡椒を追加しました。黒胡椒の香り
とピリ辛味の新感覚風味をお楽しみくだ
さい。

十勝ハーブ牛と
塩だけで作ったコンビーフ（白）
十勝ハーブ牛と塩だけで作りました。しっ
とりとしたお肉の缶詰です。

ローストビーフ
真空低温調理でじっくり仕上げ、肉本来の
旨みを活かしたジューシーなローストビー
フです。



3954M363 トンデンファームギフト　B-HA

310646 美食彩 -3954M363-O.pdf-1

荒挽ウインナー/100ｇ、ピルカウインナー/120ｇ、荒挽フランク/150ｇ、
炭火焼ベーコン（スライス）/８０ｇ、荒挽ソーセージ/70ｇ、骨付ソーセージ/180ｇ、 
スティッククラコウ/110ｇ、燻しロースハム/300ｇ、炭火焼焼牛/250ｇ

トンデンファームギフト　B-HA

22

熟練の職人がこだわりの技術で一本一本丹念に作り上げています。

3954M363

炭火焼ベーコン（スライス）
豚バラ肉を直下式炭火製法で乾燥・燻煙させ、残り火と
白樺を主体としたチップで燻して仕上げたスモークの
効いた香味豊かなベーコンです。

骨付ソーセージ
バーベキューでは欠かせない逸品ですがもちろんご
家庭でも美味しく召し上がれます。豚骨から出る旨
みが素材の美味しさを引き立てます。ガブリとワイ
ルドにお召し上がりください。

荒挽ソーセージ
豚肉を荒挽きにして、肉々しい食感に仕上げており
ます。数種類のトンデンファームオリジナルスパイ
スを効かせて腸詰めにしたソーセージです。

炭火焼焼牛
特例ダレに漬け込みじっくりと炭焼釜で焼き上げた炭火
焼焼牛。肉本来の旨みを炭火で焼き上げ、香ばしさで包み
込んだ逸品です。

荒挽ウインナー
豚肉を荒挽きにして肉々しい食感に仕上げており
ます。数種類のトンデンファームオリジナルスパイ
スを効かせて羊腸詰めにしたウインナーです。

ピルカウインナー
豚肉を荒挽きにして、肉々しい食感に仕上げました。
北海道を代表する山菜の行者ニンニクを入れて、羊
腸詰めにした香味豊かなウインナーです。

スティッククラコウ
スティッククラコウは、ソフトサラミソーセージです。袋
から取り出して、ビールのおつまみにと、お気軽にその
まま召し上がれます。白樺チップの薫香を充分お楽し
みください。

燻しロースハム
豚ロース肉を独自のスパイスで味付けし、トンデンファ
ーム熟練の職人が直下式炭火製法で加熱・燻煙しまし
た。しっとりとした食感のロースハムです。

荒挽フランク
豚肉を荒挽にして数種類のトンデンファームオリジ
ナルスパイスを効かせた豚腸詰めフランクです。



7675M001 三國監修　黒毛和牛ディナー詰め合わせセット

310646 美食彩 -7675M001-O.pdf-1

三國監修北海道黒毛和牛カリー・三國監修北海道黒毛和牛ストロガノフ・
三國監修北海道黒毛和牛ハヤシ/各200ｇ×3、三國監修北海道黒毛和牛シチュー/250ｇ×2

三國監修　黒毛和牛ディナー詰め合わせセット

22

肉の旨さと柔らかさに定評が
ある北海道の和牛ブランド
「ふらの和牛」。そのビーフを
使用したレトルトを詰め合わ
せました。

7675M001

三國監修　北海道黒毛和牛ハヤシ
ふらの和牛を使用し、トマトの酸味と赤ワイ
ンの香るハヤシソースに仕上げました。

三國監修　
北海道黒毛和牛ストロガノフ
ふらの和牛を使用し、マイルドなクリーム感
の中にサワークリームを加え、甘みと酸味、肉
の風味がマッチしたソースに仕上げました。

三國監修　北海道黒毛和牛シチュー
ふらの和牛の旨味と柔らかさを最大限に引
き出すルーと、食感を重視するためビーフや
北海道産じゃがいもの大きさにもこだわり
ました。

三國監修　北海道黒毛和牛カリー
ふらの和牛の良さを生かすため、旨さと辛さ
のバランスにこだわった本格カレーです。



8116M019 地元民の一夜干し5点セットM

310646 美食彩 -8116M019-O.pdf-1

真ホッケ（羅臼産）/1枚（300～350g）、真イカ（北海道産）/2枚入（400～450g）、
サクラマス（北海道産）/1枚（400～500g）、ナメタカレイ（オホーツク海産）/1枚（250～350g）、
キンキ（オホーツク海産）/1枚（350～400g）

地元民の一夜干し5点セットM

22

北海道の鯛と言われる祝い
の高級魚「キンキ」を含むオ
ホーツク海で水揚げされた
贅沢な一夜干しの詰合せで
す。

8116M019



0367M380 からだにやさしい北海道 無塩せきギフト　MEB-100

310646 美食彩 -0367M380-O.pdf-1

無塩せきウインナー（チーズ・プレーン・バジリコ）/各100ｇ×2、ローストポーク/200ｇ×2、
バルナバのたれ/60ｇ×2、無塩せきグルメフランク/160ｇ×2、無塩せきベーコン/80ｇ、
無塩せき生ハム/40ｇ、無塩せき農家のベーコン/170ｇ

からだにやさしい北海道 無塩せきギフト　MEB-100

22

0367M380

発色剤や保存料を使用せず、昔ながらのシンプルな製法から素朴で上品な味わいをお楽しみ下さい。
北海道産無塩せき農家のベーコン
北海道産豚バラ肉に塩などをすり込む昔ながらの
乾塩法と呼ばれる手間暇のかかる製法で調味し、
乾燥・熱処理し、外面を黒く仕上げました。

北海道産無塩せきグルメフランク
発色剤を使用しない無塩せきのフランクフルトソーセー
ジです。豚肉の美味しさを引き出す香辛料を選び、創業
以来の製法で仕上げたシンプルな美味しさです。

北海道産無塩せきベーコン
ベーコン類に一般的に使用される添加物の発色剤・保存
料・着色料・酸化防止剤を使用せずに、塩・砂糖・香辛料
のみを使用し仕上げたベーコンです。

北海道産無塩せきウインナー バジリコ
ソーセージ類に一般的に使用される添加物を使用せず
に、塩・砂糖・香辛料のみを使用し仕上げました。素材の
美味しさとバジルの風味が調和した無塩せきのウイン
ナーソーセージです。

北海道産無塩せき生ハム
北海道産の豚ロース肉に羅臼の海洋深層水を
用いた塩（ラウシップ）をすり込み、約3ヶ月間熟
成させました。

北海道産無塩せきウインナー プレーン
ソーセージ類に一般的に使用される添加物を使
用せずに、塩・砂糖・香辛料のみを使用し仕上げ
たソーセージです。

北海道産無塩せきウインナー チーズ
ソーセージ類に一般的に使用される添加物を使
用せずに、塩・砂糖・香辛料のみを使用し仕上げ
たソーセージにチーズを加えました。

北海道産ローストポーク
北海道産の豚肩肉に羅臼の海洋深層水を用い
た塩（ラウシップ）をすり込み、ひとつひとつ丹念
に表面を焼き上げました。



0135M062 漬け魚セットM

310646 美食彩 -0135M062-O.pdf-1

帆立貝柱麹漬（北海道産）・帆立貝柱西京漬（北海道産）/各200ｇ、秋鮭糀漬（北海道産）・
秋鮭味噌漬（北海道産）/各70g×3、銀鮭西京漬（チリ産）・銀鮭糀漬（チリ産）・
銀鱈西京漬（アメリカ産）・紅鮭西京漬（ロシア産）/各70g×2

漬け魚セットM

22

厳選した魚を一枚一枚丁寧
な作業で加工し、魚の余計
な水分を抜き、味を染み込
ませました。

0135M062



3705M224 五島軒カレー5缶&洋菓子6箱セット

310646 美食彩 -3705M224-O.pdf-1

五島軒カレー5缶&洋菓子6箱セット

22

創業140余年『函館老舗レストラン五島軒』の伝統の味わい

3705M224

ソーフケーキ
初代料理長五島英吉が、故郷長崎のカステラを手本に作り
上げたとされ、そのレシピが今も語り継がれるスイーツ。

ベルギーチョコレートブラウニー
ベルギーチョコレートケーキの味わいを焼
き菓子で楽しめるよう職人が丁寧に焼き
上げ濃厚な味を楽しめる逸品。

バターサブレ
バターの風味濃厚な、サブレタイプのクッ
キー。

レジャニー
アーモンドプードルを使ったクッキー生地にラム酒入りの
チョコレートをサンドしたシナモン香るケーキ。

ポルボローネ
幸せの日を祝う縁起物としてヨーロッパに
伝わるホロホロとした食感の伝統的なクッ
キー。

函館サンドケーキ
ラム酒で香りづけした濃厚なホワイトチョ
コを伝統の堅焼き生地でサンドした、五島
軒の白壁をイメージしたケーキ。

ソーフケーキ/1個入、レジャニー・函館サンドケーキ・ベルギーチョコレートブラウニー/各3個入、
バターサブレ/20枚入、ポルボローネ/10粒入、イギリス風ビーフカレー中辛/2缶、フランス風
ビーフカレー甘口・インド風チキンカレー辛口・メモリアルリッチ鴨カレー甘口/各1缶

本場インド風のスパイシーな味と辛さのチ
キンカレー。

インド風チキンカレー辛口

生クリームを入れ、マイルドに仕上げたビー
フカレー。

フランス風ビーフカレー甘口

コクのある本格派。伝統の味のビーフカレー。

イギリス風ビーフカレー中辛

材料を吟味し鴨ロース肉を贅沢に使った伝
統の逸品。

メモリアルリッチ鴨カレー甘口



0159M062 毛がに・ほたて・いくらセットM

310646 美食彩 -0159M062-O.pdf-1

ボイル毛がに（北海道産）/1尾（350g）、ホタテ貝柱（北海道産）/300g、
いくら醬油味（北海道産）/100g

毛がに・ほたて・いくらセットM

22

かにの中でも味が濃厚な毛が
に、北海道で獲れた甘みがあり
ぷりっぷりなホタテ、特殊製法
で生臭さを取り除き、秘伝のた
れでコクがあり切れのいい風味
に仕上げたいくらを詰め合わせ
ました。

0159M062



0235M144 一夜干しセット(寿)

310646 美食彩 -0235M144-O.pdf-1

キンキ/1枚、ほっけ/1枚、桜ます/1枚、宗八/2枚、なめた/1枚

一夜干しセット(寿)
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0235M144



3387M543 北海道産熟成牛　ももステーキ用 720ｇ

310646 美食彩 -3387M543-O.pdf-1

北海道産熟成もも/180ｇ×4

北海道産熟成牛　ももステーキ用 720ｇ

22

旨味と柔らかい肉質がプラス
された赤身のもも肉をステーキ
でご堪能ください。

3387M543



4407M178 北海道の恵み！竜宮の賄い海鮮スープカレー4個セット

310646 美食彩 -4407M178-O.pdf-1

北海道の恵み!竜宮の賄い海鮮スープカレー/(500g×2)×2個

北海道の恵み！竜宮の賄い海鮮スープカレー4個セット

22

北海道といえばの海老、イカ、ホタテ、
あさりなどがゴロッと入った海鮮
カレー！辛さは中辛の2番。道産野菜に
4,000匹の甘海老からとったえび出汁
を贅沢に使用した奥芝商店といえば
のおくおく海老スープで作りました!

4407M178




