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310646 美食彩 -0280G394-O.pdf-1
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松屋菓子詰合せ R

310646 美食彩 -0107G882-O.pdf-1

菓子処松屋で人気の焼菓子や和菓子を詰合せました。

松屋菓子詰合せ R
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310646 美食彩 -0111G656-O.pdf-1
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310646 美食彩 -9075G361-O.pdf-1

西山ラーメン/140g×10、醤油スープ/2食入×2、味噌スープ/2食入×2、塩スープ/2食入×1

22

【西山ラーメン（1食入）】



310646 美食彩 -5561G095-O.pdf-1
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310646 美食彩 -5568G095-O.pdf-1
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310646 美食彩 -5608G095-O.pdf-1

北海道の大自然の恵みを使ってつくられた「北海道パスタソース」と北海道産小麦粉を１００％使用した、
もちもちとした食感が特徴の「北海道平麺パスタ」をセットにしました。

北海道の清涼な水と大地で育った北海道産小麦100％
でパスタをつくりました。「もちもち」とした食感とコシの
ある歯ごたえが特徴のパスタに仕上げました。

北海道下川地域のトマトでつくったトマトジュースを独自
製法でパスタに練り込みました。「もちもち」とした食感と
コシのある歯ごたえが特徴のパスタに仕上げました。

5608G095
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310646 美食彩 -2263G747-O.pdf-1

22



310646 美食彩 -2372G440-O.pdf-1
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310646 美食彩 -8246G317-O.pdf-1

魚介も香る深い味わい、こだわり仕込みの特製醤油
タレが絶妙！魚介の旨味に大量の野菜を加え、濃厚
ながらやさしい旨味を楽しめる唯一無二の醤油ラー
メンです。
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310646 美食彩 -0121G062-O.pdf-1
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310646 美食彩 -1005G001-O.pdf-1

22



310646 美食彩 -0069G800-O.pdf-1

2種類のじゃがいもの詰合せです。

男爵
じゃがいもの代表品種「男爵」。
でんぷん質が多く「ほくほく感」が味わえます。
★オススメ料理
粉ふきいも・マッシュポテト

レッドムーン
皮は赤く、果肉は黄色いじゃがいもです。
煮崩れしにくく、甘みがあります。
★オススメ料理
肉じゃが・ポテトサラダ
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0079G786 函館スイーツセレクションR

310646 美食彩 -0079G786-O.pdf-1

トラピストの丘函館チーズタルト/６個入、
函館生チョコケーキ・函館カマンベールチーズケーキ/各1本

函館スイーツセレクションR

22

北海道産カマンベール使用
の濃厚チーズケーキと、
しっとり感がたまらない
チョコケーキ、北海道産
チーズにカスタードを練り
こみ焼き上げたソフトな
タルトが入ったギフトです。

0079G786

トラピストの丘函館チーズタルト
北海道産クリームチーズにカスタードを練
りこみ焼き上げたソフトなタルトです。

函館生チョコケーキ
チョコレートと北海道産原料でじっくりと
焼き上げ、しっとり感がたまらないチョコ
ケーキです。

函館カマンベールチーズケーキ
北海道産カマンベールを使用したしっとり
濃厚なチーズケーキです。チーズの風味が
お口いっぱいに広がります。



0131G062 干物セット

310646 美食彩 -0131G062-O.pdf-1

開き真ほっけ（北海道産）/1枚（約250g）、宗八かれい（北海道産）/1枚（約150g）、
ナメタかれい（北海道産）/1枚（約150g）

干物セット

22

北海道産の選び抜いた魚を
丁寧に干し上げました。

0131G062



3670G566 北海道産　鶏丼の具（生姜醤油味）8食セット

310646 美食彩 -3670G566-O.pdf-1

鶏丼の具（生姜醤油味）/110ｇ×8

北海道産　鶏丼の具（生姜醤油味）8食セット

22

生姜をきかせた醤油味が鶏肉
の味わいを引きたてます。

3670G566

北海道産　鶏丼の具（生姜醤油味）
北海道産の鶏もも肉を使用。生姜を利かせ
た醤油味が鶏肉の味わいを引きたてます。
完全加熱済のため、湯せんで5分程度温め
るだけで簡単にお召し上がり頂けます。



3956G363 トンデンファームギフト　FT-30B

310646 美食彩 -3956G363-O.pdf-1

荒挽ウインナー/100ｇ×2、荒挽ソーセージ/70ｇ×2、ピルカウインナー/120ｇ

トンデンファームギフト　FT-30B

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
ソーセージを詰め合わせし
ました。

3956G363

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。

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。



9016G884 十勝ハーブ牛のコンビーフ白と黒2缶

310646 美食彩 -9016G884-O.pdf-1

十勝ハーブ牛コンビーフ（白・黒）/各1缶

十勝ハーブ牛のコンビーフ白と黒2缶

22

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。

9016G884

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。



0147G788 なまらかま棒ギフト9本セット

310646 美食彩 -0147G788-O.pdf-1

なまらかま棒（いか玉ねぎ・枝豆チーズ・とうもろこし）/各60ｇ×3

なまらかま棒ギフト9本セット

22

道産素材にこだわった蒲鉾を、
食べやすいスティックにしま
した。お子様からご年配の方ま
でお楽しみ頂けます。

0147G788

なまらかま棒（いか+たまねぎ）
北海道産のぷりっとしたイカと北海道産の
甘みのある玉葱をかまぼこの生地に入れま
した。

なまらかま棒（とうもろこし）
北海道産のシャキシャキコーンをかまぼこ
に入れました。

なまらかま棒（枝豆+チーズ）
北海道産のチーズを練り込んだかまぼこ
の生地に、北海道産の枝豆を丸ごと入れま
した。



0102G788 海鮮茶漬けセット

310646 美食彩 -0102G788-O.pdf-1

海鮮茶漬け（たこ・ほたて・さけ・かに）/各75g×2

海鮮茶漬けセット

22

北海道産米のおぼろづきを
使用した海鮮茶漬け。レン
ジで温めて簡単にお召し上
がり頂けます。

0102G788

もっちりとした食感の北海道産米「おぼろづ
き」を使用し海鮮4種の素材を引き立てる味
にそれぞれ仕上げた高級お茶漬け。レンジ
で温めて簡単にお召し上がり頂けます。
塩分は控えめに作っておりますので、お好み
により塩を加えたり、わさびを入れてお召し
上がり下さい。



0111G132 三國推奨　北海道クレームブリュレ6個セット　MMC-N

310646 美食彩 -0111G132-O.pdf-1

三國推奨　
北海道クレームブリュレ

三國推奨北海道クレームブリュレ/85g×6

三國推奨　北海道クレームブリュレ6個セット　MMC-N

22

メイド・イン・北海道の
フランス料理定番スイーツ

0111G132

北海道産の生乳、砂糖、卵を使った濃厚な
クレームブリュレです。口いっぱいに広が
った甘さにアメ色に焦がした砂糖の香ばし
さがアクセントを効かせてくれます。半解
凍にてお召し上がり下さい。



0008G748 海鮮おつまみ亭　灯台つぶキムチ・わさびセット

310646 美食彩 -0008G748-O.pdf-1

灯台つぶキムチ（根室産）・灯台つぶさわび（根室産）/各120g

海鮮おつまみ亭　灯台つぶキムチ・わさびセット

22

根室産灯台つぶを使用したお酒に良く
合う海鮮おつまみセットです。お酒の
つまみとしてはもちろん、そのまま
ご飯のおかずや納豆ご飯に混ぜて海
鮮納豆ご飯としても美味しくお召し
上がりいただけます。

0008G748

【灯台つぶわさび】
北海道根室産の灯台つぶと茎わさびを和えました。

【灯台つぶキムチ】
北海道根室産の「灯台つぶ」をガツンと旨辛いタレに
漬け込んだつぶキムチ風です！
ごま油、豆味噌、コチュジャンを加え、ごま油の風味が
香るコクのある辛さに仕上げました！



0369G380 からだにやさしい北海道 無塩せきギフト ME-30

310646 美食彩 -0369G380-O.pdf-1

北海道産無塩せきグルメフランク/160g、北海道産無塩せきウインナー（プレーン）/100g、
北海道産無塩せきベーコン/80g、北海道産無塩せき生ハム/40g

からだにやさしい北海道 無塩せきギフト ME-30

22

無塩せきギフトは、発色剤や保
存料を使用しないため、自然な
色で素材の良さがダイレクト
に伝わります。

0369G380

【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。豚肉のおい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
おいしさです。

【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・酸化防止剤を使用ぜずに、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。



バスクチーズケーキとろ生ショコラ

310646 美食彩 -0128G864-O.pdf-1

バスクチーズケーキとろ生ショコラ/1個（約320g）

バスクチーズケーキとろ生ショコラ

22

クリームとろける黒焦げチーズケーキ

スペインのバスク地方で生まれた、ふわとろ食
感が不思議なチーズケーキ。クーベルチョコ
レートを練り込んだフロマージュから、カス
タードとチョコレートクリームがとろける濃厚な
味わいです。




