


1 創健社冬ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

ゆず皮の砂糖煮を干し柿に巻き込んだ
「ゆず巻き柿」の2本入セット。1本あたり、
約10個程の干し柿を使用しています。

常温

ゆず巻き柿

ゆず巻き柿190g×2　賞味期間：常温1ヶ月　
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月上旬〜

商品CD：210298

税込 3,888円（送料込）

4注文
番号

たねなし柿（刀根柿・平核無柿）を
半生状に干しあげたソフトタイプ
の干し柿です。自然な甘みをお楽
しみ下さい。

夏の太陽をいっぱいに受け、農薬を最小
限に抑えた奈良県・和歌山県産のたねな
し柿（刀根柿・平核無柿）の皮を一つ一つ
丁寧にむき、寒風で干しあげました。甘
さがギュっと凝縮されています。

柿には、甘柿と渋柿がありますが、富有柿は甘柿の一種、文字どおり、
もともと甘い柿です。肉質はかなり緻密で果汁が多いのが特長。もぎ
たての時は、しっかりとした実で、食べると「カリカリ」とした食感が
あります。少し日にちが経つと、カリッとした感触よりも、じゅわっ
とした食感に変わります。

常温

あんぽ柿

奈良・和歌山産あんぽ柿70g×8個　賞味期間：常温14日

商品CD：210295

税込 3,606円（送料込）

2注文
番号

常温

干し柿

干し柿40g×12　賞味期間：常温14日　
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月10日〜 

商品CD：210297

税込 4,428円（送料込）

3注文
番号

※ お届け時期により白い粉がふきでていない
場合があります。

おすすめポイント！

寒暖の激しい丘陵地帯で栽培した
柿は甘さもたっぷり。干しあげる際も
添加物・保存料・着色料を使用しな
いこだわりの加工をしています。

〈あんぽ柿〉

私たちの農園は奈良県五條市にあ
り、吉野川を挟んだ丘陵地でおいし
い柿づくりに適したところです。

〈干し柿〉

奈良県・和歌山県

山崎昭夫さん

原料のたねなし柿（刀根柿・平核無
柿）は硫黄燻蒸せずに生産しており
ますので、安心してお召し上がり下
さい。

〈ゆず巻き柿〉

パンドラファームグループ工場の
みなさん

おすすめポイント！

この地域の柿はブランドとして取り扱わ
れ我々、パンドラファームグループも環
境保全型農業を目指し、出来るだけ農
薬を少なく柿を栽培をしています。
（当地比2割減）

奈良県五條市

西北さん

1注文
番号

富有柿（奈良産）2L×12玉
お申し込み期間12月14日まで　お届け期間12月1日〜12月25日

商品CD：210767

富有柿

税込 6,108円（送料込） 常温

国産100％の野菜チップスです。
主原料に国内産野菜100％使用
しています。保存料・着色料・化学
調味料などは一切使用せずに仕
上げています。

国産野菜（さつま芋、紫いも、じゃがいも、にんじん、かぼちゃ、れんこん、
いんげん）のチップス　300g
賞味期間：常温4ヶ月

商品CD：210784

日本の野菜・極5注文
番号

常温税込 5,108円（送料込）

おすすめポイント！
純国産にこだわり、主原料のお野菜、揚げ油、砂
糖、食塩まですべて国内産にしています。お子様
にも安心なおやつセット。７種類のお野菜がお楽
しみいただけます。

兵庫県神戸市

横野社長

フルーツ
fruit



2

NEW

※のしはお歳暮のみ可 ※のしはお歳暮のみ可

農薬を地域一般の5割以下・化学肥料は使用せず、自家製堆肥で栽培されたりんごを
お届けします。

着日指定
不可

7注文
番号

約5kg（14〜20玉）
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間12月6日〜12月22日頃

商品CD：210121

青森りんご「富士」 

税込 5,758円（送料込） 常温
着日指定
不可

多汁で香りが高く、酸味と甘味に優れている富士と独特の香りを持ち、甘味が強い
王林をセットしました。

6注文
番号

約5kg（富士7〜10玉、王林7〜10玉）
お申し込み期間12月9日まで　お届け期間12月6日〜12月22日頃

商品CD：210122

青森りんご「富士・王林」 詰合せ 

税込 5,758円（送料込） 常温

おすすめポイント！
青森の岩木山を中心にした地域で農薬をなるべ
く使用しないように手間ひまをかけてひとつひと
つの果実に袋をかけて栽培しています。一般で
はもうほとんどのりんごは袋かけをしない栽培で
すが、丸かじりできる安心して食べるりんごを生
産するには大事な作業です。
食味を上げるために袋も遮光性を考えて工夫さ
れた逸品です。
農薬を限りなく使用せずに栽培しておりますので
小さな斑点や見た目の悪いものがありますが、安
全のしるしだと思っていただければ幸いです。

青森県弘前市

弘前普及会

米国ワシントン州、スペインカタルーニャ州、両政
府認証の有機果実が原料です。現地で搾汁された果
汁を原液のまま輸入し、日本にて有機食品製造認定
工場の株式会社アルプスにて充填された無添加の
有機ストレートジュースです。

オーガニックぐれいぷじゅうすコンコード、オーガニックぐれいぷじゅうすナイアガラ、オーガニックあっ
ぷるじゅうす各160g×4缶、オーガニックオレンジじゅうす160g×3缶　賞味期間：常温1年6ヶ月

商品CD：210542

オーガニックジュースセット 160Ｙ-3008注文
番号

常温税込 4,860円（送料込）

おすすめポイント！
長野県塩尻市
有機でありながら味の糖度が
高くおいしいジュースです。

株式会社　アルプス 長野県産の果物を使用したス
トレートジュースの詰め合わ
せです。5種それぞれのおいし
さをお楽しみ下さい。

信州ぶどうコンコードジュース160g×4缶、信州ぶどうナイアガラジュース160g×4缶、信州巨峰ジュース
160g×4缶、信州りんごジュース160g×3缶、信州ももジュース160g×3缶　賞味期間：常温1年６ヶ月

商品CD：210519

アルプスストレートジュースセット MCG-3409注文
番号

常温税込 5,400円（送料込）

おすすめポイント！
長野県塩尻市
ぶどう作り50年の中村さん、
「他の作物も同じですが、
手をかけた分だけ実はおいし
くなります。作物は生産者に
楽をさせてくれません」と、一
房一房手作
業で世話をし
ながら話して
くれました。 中村さん

信州ぶどうゼリー・コンコード80g×2、信州ぶどうゼリー・ナイ
アガラ80g×3、信州りんごゼリー80g×2、信州ももゼリー
80g×3、西洋なしゼリー80g×2 賞味期間：常温1年

商品CD：210799

信州フルーツゼリーセット ＮＺ-150

信州産5種類の果汁が主原料のフルーツゼリー。
果実味豊かな寒天ゼリーの風味と舌触りをお楽
しみください。

11注文
番号

常温税込 2,916円（送料込）

長野で主原料のぶどうをつくっ
ています。

長野県塩尻市

上野勝生さん

おすすめポイント！

フルーツから抽出するペクチンに、国産
果汁をたっぷり加えて仕上げました。着
色料不使用。

東京都葛飾区

　三裕製菓株式会社　井上製造部長

おすすめポイント！

税込 3,200円（送料込）

いちご・レモン・りんご・
ぶどうの一口ゼリー 4種
ミックス。国産果汁とフ
ルーツ由来のペクチンが
原料。近頃よく見るペク
チンゼリーですが、果汁
感はNo.1。特にレモンに
違いがはっきりでます。

いちごゼリー・レモンゼリー・りんごゼリー・ぶどうゼリー
（４種合計430g・個包装込み）　賞味期間：常温3ヶ月

商品CD：210852

果実の宝石箱10注文
番号

常温

レモン

いちご

ぶどう

りんご



3 創健社冬ギフト&お取り寄せ
厳選した美味しく安心の逸品をお届けします。

ＫＩ－３０

まろやかさと自然の香りが生きている「金笛醤油」、旨み成分はそのままで、食塩のみ
を50％カットした「金笛減塩醤油」、「金笛醤油」をベースにかつお節、昆布、椎茸のだ
しを使った四季を通してお料理にお使いいただける「春夏秋冬のだしの素」のセット。

金笛濃口醤油600ml×2本、金笛春夏秋冬のだしの素600ml
×1本、金笛減塩醤油600ml×1本
賞味期間：常温１年

商品CD：210472

金笛セット ＫＩ－３０

税込 4,104円（送料込）

18注文
番号

常温

ＫＡ－３０

笛木醤油の人気商品を取り揃えた金笛バラエティギ
フトセット。

同社人気No.1
ギフトセット

金笛春夏秋冬のうすいろだしの素500ml、金笛胡麻ドレッシ
ング390ml、金笛濃口醤油600ml、金笛春夏秋冬のだしの
素500ml 各1本　
賞味期間：常温６ヶ月

商品CD：210489

金笛調味料詰め合わせ ＫＡ－３０

税込 4,104円（送料込）

19注文
番号

常温

ＳＤ－３３

金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX2本　賞味期間：常温１年

商品CD：210553

金笛だしの素セット 
ＳＤ－２２

税込 3,240円（送料込）

本醸造醤油「金笛醤油」に、かつお節、昆布、椎茸の
だしをたっぷり使った贅沢な万能だしの素です。

ＳＤ－２２

16注文
番号

常温
金笛春夏秋冬のだしの素1ℓX3本　賞味期間：常温１年

商品CD：210554

金笛だしの素セット 
ＳＤ－３３

税込 4,428円（送料込）

17注文
番号

常温

笛木醤油＆麺

山芋そば250ｇ×4袋、自慢のふとぎり270ｇ×3袋、日本蕎麦200ｇ×3袋　賞味期間：常温1年

商品CD：210801

年越しそばくらべ

税込 4,644円（送料込）
古式とろづけ讃岐うどん250g×12袋　賞味期間：常温1年3ヶ月

商品CD：210563

古式とろづけ讃岐うどん

麺を一度水にさらして熟成させ、瀬戸内の浜風で4日間自然干
しすることで、独特の風味と味わいを作り出すとろづけ製法で
つくりました。讃岐の地粉（讃岐の夢）、讃岐の塩を使い作り上
げた最高級讃岐うどんです。

税込 4,320円（送料込）

年
明
け
う
ど
ん
に

国産のそば粉を使用した3種のそばを
セット致しました。

日本蕎麦 山芋そば

自慢のふとぎり

20注文
番号 21注文

番号

おすすめポイント！

合田哲平さん

天日干しにこだわり、4日から
1週間じっくりと乾燥させて
効率よりも味を大切にして
います。熟成した麦の香り
のする味をお楽しみ下さい。

香川県高松市
おすすめポイント！

それぞれのお好みに
合わせて年越しにお召
し上がりください。

新潟県上越市

自然芋そば工場の
みなさん

常温 常温

NEW

年
越
し
そ
ば
に

創業1950年の麻布のタカノコ
ーヒー。定番ブレンドコーヒーを
ドリップタイプにしました。業務
用で培われた技術を生かしたコ
ーヒーを是非、ご賞味ください。

マイルドブレンド7gx10、ジャーマンブレンド7gx10、有機
イタリアーノ7gx10　 賞味期間:常温1年

商品CD：210538

ショットワンドリップ珈琲ギフト SH212注文
番号

SH2

常温税込 3,456円（送料込）

マイルドブレンド7gx20、ジャーマンブレンド7gx10、有機
イタリアーノ7gx10 賞味期間:常温1年

商品CD：210537

ショットワンドリップ珈琲ギフト NSH13注文
番号

NSH

常温税込 3,908円（送料込）

おすすめポイント！
麻布タカノが創業以来69年に渡って業務用
コーヒーとして培ってきたノウハウを「安心・
安全」とともにお届けします。

東京都・麻布

鷹野孝雄さん

〈牛乳たっぷりプリン〉 丹波高原牧場の新鮮な牛乳で手作りしました。
〈宇治抹茶プリン〉 京都の宇治抹茶を使っています。
〈ミルクココアプリン〉 丹波高原の新鮮な牛乳で作りました。

美山の牛乳たっぷりプリン120g×4個、宇治抹茶プリン120g×3個、ミ
ルクココアプリン120g×3個　賞味期間：冷凍1ヶ月（解凍後要冷蔵4日）

商品CD：123184

京丹波のプリン詰め合わせ15注文
番号

税込 4,860円（送料込） 冷凍

おすすめポイント！

一つ一つ手作りで作りました。
京都府南丹市

中村さんご夫妻

おすすめポイント！
埼玉県川島町
創業230年、伝統の
技が作り出す混じり
気のないコクと風味
豊かな醤油の味をお
楽しみ下さい。

12代目 笛木吉五郎社長

バターやマジパン（アーモンド粉とビー
トグラニュー糖で作ったもの）を使用。
さらに風味としっとり感が増しました。

税込 4,400円（送料込）
バームクーヘン（高さ約4cm 直径13cm）２個　賞味期間：常温45日

商品CD：210853

リッチなバームクーヘン14注文
番号

常温

おすすめポイント！

卵、バター、マジ
パンを贅沢に使
い、ひと巻き、ひ
と巻き丁寧に焼
き上げました。

東京都足立区

サンネモト株式会社
製造工場のみなさん

コーヒー＆スイーツ
Coffee ＆ Sweets

寛政元年（1789年）創業以来、小麦の産
地埼玉で伝統的手法を守り続けて230
年。豊かな自然の中で丸大豆、小麦、天日
塩のみを原料とし、大きな杉桶でゆっく
り醗酵・熟成させた金
笛醤油が自然に醸し
出す豊かな香りとコ
クは、一切の添加物を
必要としないまさに
本物の醤油です。



4
※注文番号　　・　　の商品には野菜等は含まれていません。24 25

どんなに品質の良い毛蟹を使っても､茹でる
とせっかくの旨み成分が若干流れ出てしま
う上､塩味が安定しないと言われます｡しか
し､活きた毛蟹を高圧スチームで熱を加える
ことにより旨み成分は閉じ込められ､｢三大
蟹の中でもっとも美味しい｣と言われる毛蟹
ならではの甘みは逃げることはなく､カニ味
噌の深い食味も繊維のシットリした食感も
失われないのです｡均等に塩をまわす独自の
技術により塩味も安定いたしました｡

商品CD：210815
冷凍税込 6,696円（送料込）

26注文
番号

金目鯛姿煮約250g（たれ込）×3　賞味期間：冷凍３ヶ月

金目鯛姿煮セット
国産の金目鯛を無添加のたれで漬け込みました。

税込 4,644円（送料込）
あじの開き×3枚、のどぐろの開き×3枚、カレイ干×1枚 計7枚　
賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210835

どんちっち干物3種詰合せ

冷凍

28注文
番号

全国でも特に重要と定められた「特定第三種漁港」の一
港である「島根県・浜田港」でつくる干物セットです。日
本海の荒波で育った脂がのった「あじ」、高級魚として知
られる白身のトロ「のどぐろ」、日本トップクラスの塩干
製造数を誇る「カレイ」をセットにしてお届けします。

えりも活蒸し毛蟹 大2杯（約1kg）　賞味期間：冷凍３ヶ月

商品CD：123186

えりも産 活蒸し毛蟹

冷凍

22注文
番号

税込13,900円（送料込）

税込 5,940円（送料込）

国
産
の
選
り
す
ぐ
り
の
干
物
を

セ
ッ
ト
に
し
ま
し
た
。

27注文
番号

国産あじ干物3枚、国産金目鯛干物2枚、国産いか干物1枚、
国産いわし醤油干3枚、国産さば醤油干片身3枚 計12枚　
賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210816

ひもの５種12枚セット

冷凍

おすすめポイント！
北海道襟裳沖
身肉がぎっしり詰まったえりも
産の良質な毛蟹をぜひご賞
味下さい。

えりも食品の工場のみなさん

刺身60g、ちり250g、皮30g　賞味期間：冷凍2ヶ月

商品CD：210780

とらふぐ刺身・鍋セット

とらふぐの刺身とちりのセットです。
とらふぐならではの食感と旨みをご堪能ください。

冷凍

24注文
番号

ズワイガニポーション600g　賞味期間：冷凍3ヶ月

商品CD：210788

ズワイガニポーション 

新鮮なズワイガニを食べ易いようにポーションにしました。
しゃぶしゃぶやカニステーキなどでお楽しみ下さい。

税込 9,100円（送料込） 冷凍

23注文
番号

税込11,016円（送料込）

おすすめポイント！
オホーツク海
新鮮なズワイ
ガニの甘みを
是非ご賞味下
さい。

株式会社札幌中一
飛口さん

おすすめポイント！
一枚一枚菊の花びらに見立
てて盛られたふぐ刺身。体の
芯まで温まるふぐちり鍋。鍋
の後には御飯を入れてふぐ
雑炊もお楽しみいただけるふ
ぐのフルコースセットです。

山口県下関市

ふぐ刺身の盛り付け作業

静岡県産 金目鯛しゃぶしゃぶ 

縁
起
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
金

目
鯛
で
す
。身
は
柔
ら
か
く
脂
が

あ
る
の
で
ほ
ろ
っ
と
濃
厚
な
旨

味
、甘
味
が
あ
り
ま
す
。ご
家
庭

で
簡
単
に
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
が
楽

し
め
ま
す
。

金目鯛（静岡）（切身約200g×2、アラ約200g）　賞味期間：冷凍１ヶ月

商品CD：121834
冷凍税込 9,288円（送料込）

25注文
番号

おすすめポイント！

鍋に水と昆布を入れ、沸騰したら昆布を取り出します。
※金目鯛の頭、骨を入れて出汁をとります。湯通ししてから入れると上品に仕上が
ります。身をしゃぶしゃぶ泳がせて、ぽん酢やごまダレ等でお召し上がりください。
お好みで、お野菜と一緒に。

静岡県沼津市

橘さん
5種12枚のバラエティセットです。

〈ひもの５種12枚セット〉
国産の金目鯛をこだわりの調味料で煮付けました。

〈金目鯛姿煮セット〉

〈静岡県産 金目鯛しゃぶしゃぶ〉 

おすすめポイント！
島根県浜田市
浜田港を代表する三魚「あ
じ」、「のどぐろ」、「カレイ」
の干物をお届けします。

株式会社シーライフ
河上専務

海の幸
Seafood


















