2018 年

株主優待カタログギフト

全国47都道府県
グルメ

おいしいものを集めました。

〈お問い合わせ〉

KDDI 株式会社株主優待事務局

0800 - 700 - 8887
〈発行元〉

花月 コース
100 〜 999 株 / 5 年未満保有の方
18D

うまいもの
セレクト
日本全国より選りすぐりの
グルメをお届けいたします
北は北海道、南は沖縄までの全国津々浦々を代表する
日本全国のおいしいものを揃えました。
株主の皆さまにもきっとご満足いただける
多彩なラインナップから
お気に入りの一品をお選びください。

株主 の皆さまへ

拝啓

〈アレルギー物質の表示について〉

平 素は格 別のご高 配を賜り、厚くお礼申し上げます。

食品衛生法がラベルへの表示を義務付けている、
「特定原材料7品目」
のアレルギー物質について、
商品に含まれる品目をマークで記載しております。

株主の皆さまの日ごろのご支 援に感 謝の意をこめまして、

小 ･･･小麦を含んでいる商品 そ ･･･そばを含んでいる商品

卵 ･･･卵を含んでいる商品

乳 ･･･乳を含んでいる商品

え ･･･えびを含んでいる商品

落 ･･･落花生を含んでいる商品

か ･･･かにを含んでいる商品

47 都道 府 県のグルメを自由にお選びいただける、「株主優待カタログギフト」を
お送りいたします。
なお、「株 主 優 待カタログギフト」に掲載しております商品は、
当社の物 販サービス「 au WAL LE T M a r k e t 」にてお求めいただくことも可能です。
今後も株主の皆さまのご期待に添えるよう、役職員一同努力して参りますので、
より一層のご愛 顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

KDDI 株式会社
代表取締役社長

髙橋 誠

2018 年 6 月
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しまものプロジェクトとは
当社のノウハウ・アセットを活用し、
「au
WALLET Market」での産品販売や商品
PR・販路拡大に向けた離島事業者の教
育サポートなどにより、離島地域の活
性化を応援しています。また、しまも
のプロジェクトにより販売する離島産
品には、
「しまものマルシェ」ロゴを貼
付しています。

※掲載画像は商品の一例です。
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北海道

HOKKAIDO

十勝白い牧場アイスクリーム
十勝地方の生乳と北海道産素材などにこだ

岩手

IWATE

〈前沢牛オガタ〉 前沢牛入り生ハンバーグ
肥育環境や飼料にもこだわりぬき、丹精込

わったアイスクリーム。空気の含有率を抑え
た本格派の濃厚な味わいです。豊潤な甘さ
のメロン、ほんのり甘酸っぱいハスカップ、
人気のクリームチーズなど5種類の味をお届
けします。

めて育てた
「前沢牛」
と、岩手県産の豚肉を
バランス良くあわせたハンバーグです。甘み
のある脂質、肉の旨みがジュワッと広がる
ジューシィな味わいをご家庭でどうぞ。
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十勝白い牧場アイスクリーム
申込番号 KX 02 - 001
バニラビーンズ・ハスカップ・クリームチーズ・ストロベリー・
赤肉メロン各80ml×2
※冷凍便にてお届け。

卵乳

青森

AOMORI

〈八戸美保野ポーク〉 豚ロースみがき大豆味噌たれ漬け

〈前沢牛オガタ〉

前沢牛入り生ハンバーグ
申込番号 KX 02 - 003
ハンバーグ150g×3／豚肉・牛肉：岩手県産
※冷凍便にてお届け。
※生もののため、必ず加熱してお召しあがりください。

小卵乳

秋田

AKITA

稲庭手延うどん

青森県の銘柄豚、八戸美保野ポークのロー
ス肉をぜいたくに使い、青森産味噌でピリ
辛に仕上げたたれ漬け。やわらかく深い味
わいです。

その歴史300年以上、長い歴史をもつ秋田
名物
「稲庭うどん」
です。昔ながらの伝統製
法で丹精込めて手延べした、美しい細めの
麺は透き通るようなつやがあり、なめらかで
つるつるの食感と喉ごしにコシのよさが特徴
です。
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〈八戸美保野ポーク〉

豚ロースみがき大豆味噌たれ漬け
申込番号 KX 02 - 002

ロース味噌たれ漬け110g
（固形量75g）
×5／豚肉：青森県産
※冷凍便にてお届け。

小落
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稲庭手延うどん
申込番号 KX 02 - 004
手延べ干しめん160g×5

小

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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宮城

MIYAGI

〈万 石の粒〉 無着色たらこ
まんごく

捕獲した原料をすぐさま洋上加工し、原卵

福島

FUKUSHIMA

〈河京〉 喜多方ラーメンセット
飯豊山の伏流水で練りあげ熟成した
〈河京〉

の鮮度が落ちないうちに急速冷凍。あえて
昔ながらの製法である塩のみで味付けをし、
無着色を実現しました。粒立ちが良く、潮
の香りはじけるプチプチの食感をご賞味くだ
さい。

の平打ちぢれ多加水麺は、つるつるモチモ
チの食感が特徴です。コクがありすっきりと
した味わいの醤油スープが麺に絡み食べ応
え十分。具材にメンマをセットしました。
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まんごく

〈万石の粒〉

無着色たらこ
申込番号 KX 02 - 005
無着色たらこ300g／賞味期間は冷凍で30日／すけとうだ
らの卵巣：アメリカ産
※冷凍便にてお届け。

山形

YAMAGATA

〈山形の極み〉プレミアムデザートジュース

〈河京〉

喜多方ラーメンセット
申込番号 KX 02 - 007
麺120g×10、醤油スープ35g×10、メンマ50g×4

小

群馬

GUNMA

赤城牛 すき焼用

フルーツ王国・山形からおいしさをギュッと
凝縮した100％ストレートジュース。酸化防止
剤（ビタミンC）不使用で素材の繊細な風味
や香りもそのまま。まるでデザートのように楽
しむことができる新感覚のフルーツジュースで
す。

赤城山麓の中で育てられた群馬県の銘柄
「赤城牛」
は、清らかな水と豊かな自然のも
とで手塩にかけて育てられました。中でも
「モ
モ」
は肉質が均一でやわらかい赤身肉で、
昨今人気が高い部位です。使いやすいすき
焼用にカットしてお届けいたします。
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〈山形の極み〉

プレミアムデザートジュース
申込番号 KX 02 - 006

赤城牛 すき焼用
申込番号 KX 02 - 008

アップル160g×4、ラ フランス・グレープ・ピーチ各
160g×2

モモ380g／賞味期間は冷凍で30日／群馬県産
※冷凍便にてお届け。
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※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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茨城

IBARAKI

〈風 實〉スモークチーズとベーコン詰合せ
か ざ み

千葉

CHIBA

〈白子のり〉 焼のり詰合せ（上 総）
か ず さ

桜の原木でじっくりと燻煙を施し、コクと香り

江戸時代後半から約200年の歴史を持つ千
葉県ののり生産。当時よりご当地名物のひ
とつとして
「上総のり」
と呼ばれました。やや
薄めですが、コシがあり、香ばしくつややか
な焼きのりです。手巻き寿司用などにおすす
めです。
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が楽しめるスモークチーズと、長期低温熟成
した豚肉に燻煙・熱入れを施し、肉の旨み
と香りが味わえるベーコンの詰合せです。

かざみ

〈風實〉

スモークチーズとベーコン詰合せ
申込番号 KX 02 - 009
スモークチーズスライス
（プレーン・ブラックペッパー・ハー
ブ・ガーリック）各50g、ベーコン250g／賞味期間は冷蔵
で21日
※冷蔵便にてお届け。

乳

〈白子のり〉

焼のり詰合せ（上総）
申込番号 KX 02 - 011
焼のり
（上総）
板のり10枚×4袋／海苔：千葉県産

栃木

TOCHIGI

〈千本松牧場〉アイスクリームセット

埼玉

SAITAMA

〈鈴木園〉 狭山茶詰合せ

ふんわり軽い口あたりと濃厚でさっぱりとし
た後味。搾りたて生乳のコクと香りが際立つ
アイスクリーム。乳化剤や安定剤は使わずた
まごでなめらかな舌ざわりを実現。自慢の生
乳を使ったバニラとさわやかなりんごの2種
セットです。

はるか鎌倉時代からの歴史ある武蔵野の茶
どころ、埼玉県狭山。古くより静岡・宇治と
並び称され「色は静岡、香りは宇治よ、味
は狭山でとどめさす。
」
と謳われたさわやかな
渋みとコクの狭山茶を、明治37年創業の狭
山茶問屋〈鈴木園〉
よりお届けいたします。
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〈千本松牧場〉

アイスクリームセット
申込番号 KX 02 - 010
リンゴ110ml×4、バニラ110ml×2
※冷凍便にてお届け。

卵乳

8

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

〈鈴木園〉

狭山 煎茶詰合せ
申込番号 KX 02 - 012
上煎茶・煎茶各100g／茶葉：東京都・埼玉県産
※パッケージが変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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東京

山梨

TOKYO

〈新宿中村屋〉プチカレーセット

YAMANASHI

〈信玄〉あわび・煮貝詰合せ

中村屋オリジナルブレンドのスパイスで、彩り
豊かな野菜や豆をじっくり煮込んだ
「彩り野
菜と豆」。辛みを抑えたマイルドな
「ビーフマイ
ルド」
。コク深いおとなの味わいの
「ビーフハ
ヤシ」。女性やご年配の方にもうれしい少量
タイプです。

でやわらかく煮あげた
〈信玄〉
の
「天然あわび
煮貝」
と、味付つぶ煮貝。素材の仕入れ、
蒸し、調味とすべてにこだわり抜いた、磯の
香りと風味をお楽しみください。
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〈新宿中村屋〉

プチカレーセット
申込番号 KX 02 - 013

プチカレー
（ビーフマイルド・彩り野菜と豆）・プチハヤシ
（ビーフ）
各120g×3

小乳

甲州の歴史と風土から生まれた伝統の製法

〈信玄〉

あわび・煮貝詰合せ
申込番号 KX 02 - 015
天然あわび煮貝（3粒入）
、味付つぶ煮貝・やわらか煮貝
各60g

小

神奈川

KANAGAWA

〈耀 盛號〉 中華バラエテ
ィーセット
ようせいごう

横浜中華街に店を構えて70余年。プロの料
理人も認める本格中華食材の店〈耀盛號〉
から、旨みたっぷりのスープがはじける小籠
包、大人気の
「エビニラまん」、もちもちの皮
がおいしい
「水餃子」
の詰合せです。

新潟

NIIGATA

〈越後抄〉 稲穂の旅
米どころ新潟の誇りをかけた、伝統の技で
焼きあげるおせんべいやおかき。
〈越後抄〉
の
バラエティー豊かな詰合せです。注文を受け
てから作るため、自慢のお米の風味を落とさ
ずお届けできます。
16
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ようせいごう

〈耀盛號〉

中華バラエティーセット
申込番号 KX 02 - 014

〈越後抄〉

稲穂の旅
申込番号 KX 02 - 016

小籠包150g
（6個入）
×2、エビニラまん224g
（8個入）
×2、
水餃子240g
（15個入）
※冷凍便にてお届け。

豆入りおかき12枚、海苔しょうゆ8枚、餅つぶてサラダ6
個入×3、黒胡麻せん6枚、十二夜8本／もち米・うるち米：
国産

小乳え

小

10

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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石川

ISHIKAWA

〈村上〉 和菓子詰合せ
熟練の職人が吟味を重ねた北海道産小豆

長野

NAGANO
と が く し

信州戸 隠そば詰合せ
良質のそば粉に山芋粉と真布のりをつなぎ

を3日間かけて炊きあげた、自慢のあんで作
る
「きんつば」。濃厚なきなこあんを求肥で
包み、胡麻をたっぷりまぶした、香ばしい
味わいの銘菓「垣穂」
。人気の定番菓子詰
合せです。

に使い、なめらかさとコシを加えた
「自然芋
そば」
と、切り方で食感の違いを楽しめる
「信
州戸隠そば」
の太切りと細切り。製麺技能士
の資格を有する職人が作りだす自慢の味を
どうぞ。
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〈村上〉

和菓子詰合せ
申込番号 KX 02 - 017
きんつば10個、垣穂11個
※パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承
ください。

小乳

信州戸隠そば詰合せ
申込番号 KX 02 - 019
そば細切り250g×2、太切り250g×3、自然芋そば300g、
つゆ50ml×6

小そ

富山

TOYAMA

福井

FUKUI

立山名水豚 味噌漬け

福井県 池田町産 特別栽培米 こしひかり

北アルプス立山の清らかな水で育てられた、
富山のブランド豚
「立山名水豚」。肉そのも
のの味がしっかりと味わえる濃い旨みの豚
肉に、味噌の深い風味がこっくりと溶け込ん
で、やわらかく香ばしい香りに箸が進みます。

のどかな農村風景を今に残す林業と農業の
町、福井県池田町からお届けする、特別栽
培米
「こしひかり」
です。しっかりした粒ともち
もちの食感に、甘み、香り、風味をバランス
良く兼ね備えた福井自慢のお米です。
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立山名水豚 味噌漬け
申込番号 KX 02 - 018
豚肉味噌漬け500g
（5枚入）
／賞味期間は冷凍で30日／
豚肉：富山県産
※冷凍便にてお届け。

12

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

福井県 池田町産
特別栽培米 こしひかり
申込番号 KX 02 - 020
特別栽培米こしひかり3kg／福井県産

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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静岡

SHIZUOKA

静岡県産 まぐろ丼の素
静 岡 県で 水 揚げされた
「きはだまぐろ」
と

「びん長まぐろ」
をそれぞれたれに漬け込ん
だ、海鮮丼の素セットで旬のまぐろを堪能。
解凍してごはんにのせるだけのかんたん調
理、お茶碗1杯分にぴったりの食べきりパッ
クです。

三重

MIE

〈スギモト〉 松阪牛生ハム
松阪牛を贅沢な生ハムにしました。芳潤な
肉の旨みが凝縮された、しっとりやわらかな
食感に、とろけるような深い味わいが広がり
ます。美しい鮮紅色に絶妙なサシが入って、
ピリッとスパイスのきいた味わいです。
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静岡県産 まぐろ丼の素
申込番号 KX 02 - 021
まぐろ丼の素70g（きはだまぐろ55g、たれ15g）・びん長
丼の素70g（ びん長まぐろ55g、たれ15g）×各2、わさび
2.5g×4／賞味期間は冷凍で30日／きはだまぐろ・びん長
まぐろ：太平洋産
（静岡県水揚げ）
※冷凍便にてお届け。

小

愛知
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〈スギモト〉

松阪牛生ハム
申込番号 KX 02 - 023
松阪牛生ハム50g×2／賞味期間は冷蔵で30日
※冷蔵便にてお届け。

岐阜

AICHI

GIFU

〈スギモト〉 ハム詰合せ

〈内堀醸造〉お酢セット

明治から続く肉の専門店〈スギモト〉
が、昔
ながらの製法でじっくり熟成させた、豚肉本
来の旨みや風味が際立つロースハムとボン
レスハム。まずは、分厚く切ってハムステー
キにして肉のおいしさをお楽しみください。

木曽川の清水にうるおう山間の地で創業よ
り140余年の
〈内堀醸造〉
。自社精米した米
を伝統技術で香り豊かに仕上げた
「美濃特
選本作り米酢」
とぽん酢、すし酢。酸味が
やわらかで飲みやすいと人気の
「臨醐山黒
酢」
のセットです。
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〈スギモト〉

ハム詰合せ
申込番号 KX 02 - 022

〈内堀醸造〉

お酢セット
申込番号 KX 02 - 024

ロースハム330g、ディナーボンレス240g
※冷蔵便にてお届け。

臨醐山黒酢・美濃特選すし酢・美濃特選本造り米酢各
360ml、美濃特選味付ぽん酢360ml×2

乳

小

14

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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奈良

和歌山

NARA

う

め

か

の

WAKAYAMA
ん

〈三輪素麺〉 三輪の白糸

梅 花音

素麺発祥の地といわれる三輪地方で、1300
年以上の歴史を持つ三輪素麺。
〈麦坐〉
の
「三輪の白糸」
は、風味と弾力にすぐれた独
自ブレンドの小麦粉を使って、三輪伝統の
技法を受け継ぎ、丹精込めて仕上げた手延
べ素麺です。

とともに漬け込んだ梅干「梅花音」。梅その
ものの味わいを残しつつ、ほのかな甘みを
含んだやわらかな果肉。フルーティで程よい
酸味がお茶漬けにぴったりです。塩分は約5
パーセント。

25

27

日本一の誉れ高き紀州南高梅を、はちみつ

〈三輪素麺〉

三輪の白糸
申込番号 KX 02 - 025

梅花音
申込番号

三輪素麺50g×16

小

KX 02 -027

はちみつ梅
（塩分約5%）
450g／梅：和歌山県産

滋賀

京都

SHIGA

〈かねきち〉 近江牛

すき焼用

鈴鹿山脈を源流とする三つの河にうるおう豊
かな大地で育った
「近江牛」。大切に育てた
近江牛は、きめ細かくやわらかな繊維と美し
い肉質が特徴です。口の中でとろけるような
牛肉の醍醐味をすき焼でお楽しみください。

KYOTO

〈京都・東山茶寮〉 宇治抹茶のプリンとロールケーキ
宇治茶の老舗
「堀井七茗園」
の石臼挽き抹
茶を使った
〈東山茶寮〉
の和洋菓子。北海
道産小豆を炊きあげたあんと、抹茶みつで
いただく
「宇治抹茶プリン」
と、抹茶の風味
豊かに上品な甘さの
「抹茶ロールケーキ」
の
詰合せです。
28

26

〈かねきち〉

近江牛 すき焼用
申込番号 KX 02 - 026
肩・バラ計200g／賞味期間は冷凍で30日／滋賀県産
※冷凍便にてお届け。
※お届けは2018年10月31日まで。

16

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

〈京都・東山茶寮〉

宇治抹茶のプリンとロールケーキセット
申込番号 KX 02 - 028
宇治抹茶プリン95g×3、抹茶みつ15g、抹茶ロールケー
キ1本
（約15cm）
／賞味期間は冷凍で14日
※冷凍便にてお届け。

小卵乳

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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大阪

岡山

OSAKA

〈千房〉お好み焼セット
1973年創業のお好み焼の名店〈千房〉
の味

をご家庭で。ふっくらと焼きあげた定番人気
のお好み焼
「豚玉」
、とろ〜りとろけるチーズ
とお餅が女性やお子さまに大人気の
「もち
チーズ」
のセットです。
29

OKAYAMA

〈福井堂〉 和菓子詰合せ
創業明治4年、菓匠福井堂は長い歩みの中

で培われた歴史･伝統･文化を宝として受け
継ぎ、菓子ひとつひとつに職人の技と心を映
して製造しています。備前焼の故郷、備前
で長く親しまれる人気の和菓子をご賞味くだ
さい。
31

〈千房〉

お好み焼セット
申込番号 KX 02 - 029
お好み焼
（豚玉・もちチーズ）
各200g×2、お好み焼ソース
25g×4、ホワイトソース10g×4、あおさのり0.2g×4、か
つお節1g×4
※冷凍便にてお届け。

小卵乳

兵庫

〈福井堂〉

和菓子詰合せ
申込番号 KX 02 - 031
福あわせ･小倉パイ･吉備うらじゃ×各5個

小卵乳

鳥取

HYOGO

〈ほてる ISAGO 神戸〉ビーフカレー
神戸布引の山のふもとに60余年の歴史を刻
む
〈ほてる I S AG O 神 戸〉監 修のビーフカ
レーです。旨みとコクがおいしさの決めての
おもてなしにふさわしいホテルカレーをご堪能
ください。

30

〈ほてる ISAGO 神戸〉

ビーフカレー
申込番号 KX 02 - 030

TOTTORI

〈田畑商店〉 梨 ＆らっき
ょうドレッシング 3 種セット
乳酸菌飲料を混ぜた梨ソースに漬け込んだ
らっきょうをソースと共にミキサーで粉砕し、
エキストラバージンオリーブオイルを加えまし
た。らっきょうの臭味は全く無く、果実の旨
みを感じられるドレッシング。夏野菜をおいし
くたっぷり食べられるヘルシードレッシングの
セットです。
32

〈田畑商店〉

梨＆らっきょうドレッシング3種セット
申込番号 KX 02 - 032

ビーフカレー200g×5

旨塩仕立て205ml、白味噌仕立て・醤油仕立て各205ml×2

小乳

小乳

18

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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島根

SHIMANE

一夜干しセット
島根県西部の浜田漁港で水揚げされた、
白身のとろとも呼ばれる高級魚「のどぐろ」
（あかむつ）
に、真あじ、むしかれいを、地
元の塩「浜守の塩」
と赤穂の天塩を使って干
物に加工。ふっくらジューシィな味わいをご
堪能ください。
33

山口

YAMAGUCHI

〈瀬戸内ジャムズガーデン〉 3

数量限定 400セット

種の瀬戸内柑橘マーマレードセット

瀬戸内で栽培された柑橘を使い、それぞれ

の特徴を活かして作ったマーマレードの3本
セットです。砂糖は種子島産の化学精製さ
れていない
「洗双糖」
を使用。ヨーグルトや
ケーキなどのトッピングはもちろん、炭酸で
割ってマーマレードソーダにしてもおすすめで
す。オリーブオイル、塩、マーマレードをお好
みで混ぜ、ドレッシングにしても。チーズとも
相性抜群です。
35

一夜干しセット
申込番号 KX 02 - 033
のどぐろ（赤むつ）・真あじ×各2尾、むしかれい1尾／消
費期間は冷蔵で4日／真あじ・赤むつ・むしかれい：島根
県産
※冷蔵便にてお届け。
※こちらの商品は月曜、火曜のお届け日指定はできません。

広島

HIROSHIMA

〈瀬戸内ジャムズガーデン〉

3種の瀬戸内柑橘マーマレードセット
申込番号 KX 02 - 035
瀬戸内みかんドルチェマーマレード・島の完熟でこぽんと
ネーブルのマーマレード・樹上完熟すだいだい島のマーマ
レード各115g
※メーカー都合等により、お届け時期が遅くなる場合がご
ざいます。
予めご了承いただけますよう、
お願いいたします。

徳島

TOKUSHIMA

尾道ラーメン

阿波尾鶏ムネ燻製

煮干を隠し味とし、豚脂が浮いた醤油ベー
スのスープと熟成されたコシのある平打麺が
特徴です。あっさりとした芳醇な味わいが、
数多くの人々に愛され続けるおいしさです。
ご当地ならではの伝承の味をご賞味くださ
い。

適度な歯ごたえと噛むごとに濃厚なコクと旨
みがあふれる、徳島産ブランド地鶏「阿波尾
鶏」
のムネ肉を使ったスモークです。サラダ
やサンドウィッチ、パスタなど、深い香りと滋
味豊かな味わいをお楽しみください。

34

36

尾道ラーメン
申込番号 KX 02 - 034
尾道ラーメン
（生麺120g×2、スープ48g×2）
×5／賞味期
間は常温で30日

小え

20

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※受付は先着順となります。お申し込み多数の際は、ご希望に添えない場合がございます。
万一、ご希望に添えない場合は、事務局から改めて優待品をお選びいただくご案内をさせていただきます。

阿波尾鶏ムネ燻製
申込番号 KX 02 - 036
阿波尾鶏ムネスモーク200g×2／賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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香川

KAGAWA

さ ん しゅうなかのごおり

讃 州 中 郡讃岐うどん

愛媛

EHIME

〈宇和島屋〉 彩りじゃこ天詰合せ
う わ じ ま

原料に地粉小麦「さぬきの夢」
を絶妙ブレン
ド、讃岐が誇るうどん職人の技による本物志
向の讃岐うどん
「讃州中郡」。コシと弾力を
引き出すため、生地を3段階に分けて50時
間も寝かせた手間暇かけた味わいです。

じゃこ天は、愛媛県宇和島を代表する郷土
料理で、宇和海で獲れた小魚を、骨ごと皮
付きのまますり身にして油で揚げたもの。保
存料・化学調味料・増量剤や、
でんぷん・卵
白・冷凍すり身不使用で、鮮度の良い愛
媛県産の魚だけで練り、旨みたっぷりです。

37

39

〈宇和島屋〉

讃州中郡讃岐うどん
申込番号 KX 02 - 037
半生うどん100g×8、つゆ200ml

小

高知

彩りじゃこ天詰合せ
申込番号 KX 02 - 039
彩じゃこ天3枚入×2、彩ごぼう天・彩れんこん天×各5枚
入／賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。

福岡

KOCHI

四万十鶏 焼肉セット

FUKUOKA

〈ウエダ〉 真あじとれんこ鯛の干物詰合せ

温暖で緑豊かな山里で、木酢、海藻、よも
ぎなどを配合した飼料でのびのび育てられた
「四万十鶏」。鶏独特のくさみがなく、ほどよ
い歯ごたえとやさしい甘 みが 特 徴のヘル
シーな鶏肉です。ジューシィな味わいを焼肉
でお楽しみください。

九州近海で獲れた真あじとれんこ鯛を、薄
塩味の一夜干しにしました。両面をきつね
色に焼きあげてお召しあがりください。

38

40

〈ウエダ〉

真あじとれんこ鯛の干物詰合せ
申込番号 KX 02 - 040

四万十鶏 焼肉セット
申込番号 KX 02 - 038
モモ・ムネ各300g／賞味期間は冷凍で30日／高知県産
※冷凍便にてお届け。

22

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

真あじの干物2尾、真あじの丸干し4尾、真あじのみりん
干し4枚、れんこ鯛の干物1尾／賞味期間は冷蔵で7日／
真あじ・れんこ鯛
（黄鯛）
：国産
※冷蔵便にてお届け。
※天候や水揚げの状況により、お届け日が変更になる場
合がございます。予めご了承ください。

小

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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佐賀

長崎

SAGA

〈唐津くん煙工房〉 ハム・ソーセージセット

NAGASAKI

〈杉谷本舗〉 生どら詰合せ

呼子線跡のトンネルを再利用した省エネ型
熟成庫で作られる
〈唐津くん煙工房〉
のハム
やソーセージ。香りが良く、コクと深みのあ
る味わいのバラエティー豊かなセットです。

北海道産小豆を使った
「小倉」、白あんに
宇治抹茶を施した
「抹茶」
、フルーティな
「い
ちご」
、
「みかん」
の味にホイップクリームを混
ぜ合わせ、しっとりきめ細やかな皮で包んだ
4種類の生どらをお楽しみください。

41

43

〈唐津くん煙工房〉

ハム・ソーセージセット
申込番号 KX 02 - 041
パプリカリヨナー180g、ドイツ屋台の白いソーセージ・ボッ
クヴルスト各100g、リヨナステーキ
（トマト&チーズ）
75g×
2、燻しベーコンステーキ45g／賞味期間は冷蔵で18日
※冷蔵便にてお届け。

乳

〈杉谷本舗〉

生どら詰合せ
申込番号 KX 02 - 043
小倉生どら・抹茶生どら各65g×5、いちご生どら・みかん
生どら各65g×4／賞味期間は冷蔵で7日
※冷蔵便にてお届け。

小卵乳

大分

宮崎

OITA

〈デリカフーズ大塚〉 大分名物豊後とり天

MIYAZAKI

〈ヤマエ食品〉 高千穂峡つゆ

大分名物「とり天」
は、豊後の国・大分の庶
民料理として根付いている鶏肉の天ぷらで
す。一口大の鶏肉に独自の下味をつけ、や
わらかい衣で包み揚げました。電子レンジ
で温めるだけの簡単調理も人気の秘訣で
す。

選び抜かれた風味原料を九州南部霧島山
系の伏流水を使ってたっぷりとだしをとりまし
た。はちみつ入りで濃厚ながらすっきりとし
た味のストレートつゆです。つけ麺用や天つ
ゆ、冷奴、丼など、あらゆる料理にご活用く
ださい。

42

44

〈デリカフーズ大塚〉

大分名物豊後とり天
申込番号 KX 02 - 042
とり天500g
※冷凍便にてお届け。

小

24

〈ヤマエ食品〉

高千穂峡つゆ
申込番号 KX 02 - 044
かつお味うまくち・しいたけ味・あごだし各500ml×2

小

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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熊本

KUMAMOTO

あか牛ハンバーグ

沖縄

OKINAWA

〈ぬちまーす〉 沖縄の海塩

なく、和牛本来の香りと味が特徴の熊本の
あか牛を100％使用した、
こだわりのハンバー
グです。お肉のプロが何度も試作を重ね、
納得のいく味に仕上がりました。

ジューシィでやわらかいのに余分な脂肪が少

世界10カ国以上で特許取得した世界初の
製塩法により、海水のミネラルバランスをその
まま閉じこめたミネラル海塩。さらさらとした
パウダー状で、微量ミネラルを多く含む体に
良い塩です。まろやかで旨みのある海洋成
分が料理に深い味わいを与えてくれます。

45

47

あか牛ハンバーグ
申込番号 KX 02 - 045
あか牛ハンバーグ120g×5／賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。

小乳

ぬちまーす

〈ぬちまーす〉

沖縄の海塩 ぬちまーす
申込番号 KX 02 - 047
ぬちまーす250g×2、ぬちまーす111g

鹿児島

KAGOSHIMA

当 社 サ ービスのご 紹 介

黒豚味噌のステーキ

本誌「2018 年株主優待カタログギフト」の掲載商品は、
当社サービス「au WALLET Market」でお求めいただくこともできます。

使用しているかごしま黒豚は、食べた時の
歯切れが良くやわらか。脂部分に十分な旨
みがありながら、さっぱりとした味わいが特
徴です。こだわりの味噌に漬け込むことで、
肉質はさらにやわらかく、黒豚特有の甘み
と味噌の風合いが抜群にマッチします。電子
レンジで温めるだけでお召しあがりいただけ
ます。
46
※auポイントは、
1.2P →1円
（auショップでは1P→1円）

黒豚味噌のステーキ
申込番号 KX 02 - 046
黒豚味噌のステーキ90g×3／賞味期間は冷蔵で30日／
豚肉：鹿児島県産
※冷蔵便にてお届け。
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