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310646 美食彩 -5574U095-O.pdf-1
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310646 美食彩 -3279U540-O.pdf-1
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310646 美食彩 -0074U819-O.pdf-1
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プリンinカステラ＆氷点下プリン＆マドレーヌ

310646 美食彩 -3952U257-O.pdf-1

プリンinカステラ＆氷点下プリン＆マドレーヌ
北海道産生乳を使った
ふくよかで深い味わい。
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310646 美食彩 -3706U592-O.pdf-1
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310646 美食彩 -3898U569-O.pdf-1
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310646 美食彩 -2360U519-O.pdf-1

2種類のケーキとクッキーシュー
の贅沢なセット。
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310646 美食彩 -0004U826-O.pdf-1
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310646 美食彩 -3447U372-O.pdf-1
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310646 美食彩 -5586U764-O.pdf-1
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310646 美食彩 -0004U896-O.pdf-1
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310646 美食彩 -2650U747-O.pdf-1

22



2369U432 たっぷり白どら2種・スイートポテトセット

310646 美食彩 -2369U432-O.pdf-1

北海道スイートポテト/1本(300g)、たっぷり生白どら×2個、
たっぷり白どら苺北海道レアチーズ×2個

たっぷり白どら2種・スイートポテトセット

22

バターの風味豊かな自家製
スイートポテトとふんわり
食感のクリームをたっぷり
と挟んだ2種類の白いどら
焼きの贅沢なセットです。

2369U432

北海道スイートポテト
焼芋から一つ一つ丹念に作り上げたしっと
り生地に、バターの風味豊かな自家製スイ
ートポテトです。本物の皮の上のカスタード
クリームが美味しさのアクセントに。

たっぷり白どら苺北海道レアチーズ
北海道産クリームチーズ使用のふんわり食
感の苺レアチーズをたっぷりと挟んだ白い
どら焼きです。

たっぷり生白どら
北海道しゅまり小豆で作る粒あんホイップ
をたっぷりと挟んだ白いどら焼きです。



0042U787 ゆめちからラーメン詰め合わせ16食セット

310646 美食彩 -0042U787-O.pdf-1

ゆめちから生ラーメン/（140g×２）×8袋、二段仕込み醤油スープ/55ｇ×6、
北海道醸造合わせ味噌スープ/54ｇ×6、五島灘の塩スープ/33ｇ×4

ゆめちからラーメン詰め合わせ16食セット

22

北海道十勝で収穫された超強
力粉「ゆめちから小麦」を100％
で練り上げました。オリジナ
ルスープでお召し上がりくだ
さい。

0042U787

ゆめちから生ラーメン（2食入）
北海道十勝で採れた超強力粉「ゆめちから
小麦」100％で練り上げた麺は自慢の強い
コシとモチモチした食感が特徴です。

五島灘の塩スープ
長崎県のミネラル豊富な海水から作られ
た天然塩と、九州産の赤玉ねぎの香ばしさ
香るスープに仕上げました。

北海道醸造合わせ味噌スープ
2種類の北海道産味噌をブレンド。じっく
り炒めた北海道産の香味野菜で味わい深
いスープに仕上げました。

二段仕込み醤油スープ
一度仕込んだ醤油にもう一度麹を加え、熟
成させた旨みたっぷりの二段仕込み本格
醸造醤油です。



0043U787 北海道そば・うどん　12食セット

310646 美食彩 -0043U787-O.pdf-1

北竜産北早生そば・富良野産牡丹そば/各（120g×2）×2袋、
チホク会小麦生うどん/280g×2袋、めんつゆ（化学調味料不使用）/30ｇ×12

北海道そば・うどん　12食セット

22

北海道産素材にこだわった
そばとうどんのセットです。

0043U787

北竜産北早生そば
北海道北竜町ひまわりそば部会が育てた
石臼一本挽きのそば粉を使用。そばの香り
が高く、喉越しが良いのが特徴です。

めんつゆ（化学調味料不使用）
厳選された鰹を使用し、素材の風味をいか
しためんつゆです。

原料に北海道産小麦のきたほなみを使用。
噛むほどに広がる優しい甘みをご堪能下
さい。

富良野産牡丹そば
富良野井上農産が栽培した石臼挽き牡丹
蕎麦を使用。味・香りが際立つ牡丹そばで
す。

チホク会小麦生うどん



9017U884 十勝ハーブ牛のコンビーフ白と黒3缶

310646 美食彩 -9017U884-O.pdf-1

十勝ハーブ牛コンビーフ白/2缶、十勝ハーブ牛コンビーフ黒/1缶

十勝ハーブ牛のコンビーフ白と黒3缶

22

9017U884

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。

十勝ハーブ牛のスネとネッ
クのみを原料にした希少な
コンビーフです。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”で作りまし
た。ジューシーでしっとり
した大人のコンビーフをお
楽しみください。



3952U363 トンデンファームギフト　B-RB

310646 美食彩 -3952U363-O.pdf-1

荒挽ウインナー/100ｇ、ピルカウインナー/120ｇ、炭火焼ベーコン（スライス）/80ｇ、
荒挽ソーセージ/70ｇ、スティッククラコウ/110ｇ、 骨付ソーセージ/180ｇ、
生ハムロース（スライス）/40ｇ

トンデンファームギフト　B-RB

22

トンデンファームこだわりの直下式炭火製法で燻したベーコン・ソーセージを詰め合わせしました。

3952U363

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。

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。

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。

豚ロース肉をドイツ岩塩にて塩漬けし、低温でじっくりとスモ
ークしました。スモークの香りが口に広がる生ハムです。

生ハムロース（スライス）

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。

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。

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。



2351U436 ホッケ一夜干しスティック

310646 美食彩 -2351U436-O.pdf-1

ホッケスティック（北海道産）/5本入り×5

ホッケ一夜干しスティック

22

食べやすく調理しやすい、
ほっけ一夜干しスティック
です。調理も簡単！通常の魚
焼き器ではもちろん、フライ
パンやホットプレートでも
調理可能です。

2351U436

マヨネーズをつけて食べたり、バターで炒
めてお醤油をつけてバター醤油にしてもお
いしいです。



0236U144 鮭いくら親子漬け(2個入り)

310646 美食彩 -0236U144-O.pdf-1

鮭いくら親子漬（知床産）/180g×2

鮭いくら親子漬け(2個入り)

22

鮭のルイベをブロック状に
カットしたものを鮭いくらと
オリジナルの調味液で漬け
合わせました。

0236U144



3672U592 室蘭うずらのすうぷかれー4食セット

310646 美食彩 -3672U592-O.pdf-1

室蘭うずらのすうぷかれー（ポーク）/2食、室蘭うずらのすうぷかれー（チキン・ホタテ）/各1食

室蘭うずらのすうぷかれー4食セット

22

北海道の素材にこだわった、ちょっぴり贅沢なスープカレー

3672U592

無投薬飼育のうずら農家室蘭うずら園がつくる北海道のおいしさがギュギュっと詰まったすうぷかれー。自慢のうずら卵がおいしさを際立てます。



3425U231 麺精　MS-320

310646 美食彩 -3425U231-O.pdf-1

北海道オホーツクの塩ラーメン・北海道オホーツクの味噌ラーメン・
北海道毛がに味ラーメン味噌・北海道帆立味ラーメン醤油/各1食×2セット

麺精　MS-320

22

オホーツク海水が流れ込む
サロマ湖よりくみ上げた海水を
100％原料に使用したオホーツク
の塩や自社製造の味噌など、原料に
こだわった乾燥ラーメンのセット。

3425U231

【北海道オホーツクの塩ラーメン】

【北海道毛がに味ラーメン味噌】

【北海道帆立味ラーメン醤油】

【北海道オホーツクの味噌ラーメン】

TV番組にて紹介されて以来の人気商品。
自社製造した塩をスープと麺に使用した
透き通るようなスープともっちりとした麺
のこだわりの塩ラーメン。

創業当社からの木樽で3年天然熟成を重
ねた、道産原料のみの自社製味噌を100％
使用した味噌ラーメンです。

毛がにと言えば北海道。北海道産小麦を60％
使用した麺に、自社製造の道産オホーツクの塩、
毛がに粉末を練り込み、スープにもカニエキス
を入れることで贅沢な一味に仕上げました。

自社製造の道産オホーツクの塩とほたて貝
柱粉末を北海道産小麦60％の麺に練り込
み、贅沢な麺に仕上げ、スープにはホタテエ
キスを入れた帆立貝柱味ラーメンです。



6005U474 ジンジャーエール＆ジュース飲み比べギフト FGTA-08

310646 美食彩 -6005U474-O.pdf-1

北海道ジンジャーエール(ベーシック）/200ml×2、北海道ジンジャーエール(アップル・ミント）/
各200ml、ミニトマトボトル・アップルボトル/各80ml×2

ジンジャーエール＆ジュース飲み比べギフト FGTA-08

北海道産素材を使用したジュース
に、すっきりジンジャーエール3種
を詰め合わせました。

6005U474

22

【北海道ジンジャーエール(ベーシック）】
北海道産生姜使用の無濾過タイプの本格ジンジャー
エール。

【北海道ジンジャーエール（アップル）】
北海道産生姜のジンジャーエール。キリッとしたしょう
がの辛味と甘酸っぱいアップルの香りをお楽しみくだ
さい。

【北海道ジンジャーエール（ミント）】
北海道産生姜のジンジャーエール。爽やかなミント
のフレーバーをお楽しみください。

【ミニトマトボトル】
糖度も高くコクもうまみもたっぷりの飲み切りサ
イズのミニトマトボトルです。今までにない味わい
のトマトジュースをお楽しみください。

【アップルボトル】
北海道産のりんご(ハックナイン・ふじ)を100％使
用した、酸味と甘味がいっぱい詰まったストレート
ジュースです。




