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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〉

風月 コース
1,000 株以上 / 5 年以上保有の方
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

2

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

〈札幌バルナバハム〉 ハム･ウインナーセット
本場ドイツの伝統技法を用いて頑なに
「本物」

を追求したハムやソーセージ。粗挽きのパリッ
とした歯ごたえで人気の
「あらびきチューリン
ガー」
をはじめ、各種ロースハムや北海道ウ
インナーなど自慢の味の詰合せです。

岩手

IWATE

〈日本の極み〉 北海海産づく
し
岩手三陸で獲れた甘くて大きいほたてに、ま

ろやかなホワイトソースとチーズのコクが絡み合
う
「ほたてグラタン」。北海道のベビーほたてと
つぶ貝、三陸のいくらを昆布と醤油ベースの
たれで漬け込んだ、磯の香りたっぷりの
「北
海ホタテ大将漬け」
をセットでお届けします。
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〈札幌バルナバハム〉

ハム･ウインナーセット
申込番号 KZ 02 - 001
パストラミ肩ロースハム・ロースハム・ボンレスハム各
30 0g、ポークウインナー20 0g×2、ビアヴルスト150g、
あらびきチューリンガー・北海道ウインナー・バジリコウ
インナー各100g、ロースシンケン40g×3
※冷蔵便にてお届け。

卵乳

〈日本の極み〉

北海海産づくし
申込番号 KZ 02 - 003
ほたてグラタン180g×4、北海ホタテ大将漬け500g
※冷凍便にてお届け。

小乳

青森

AOMORI

〈美保野グリーン牧場〉 バラエテ
ィセット
ジューシィでやわらかな肉質の
「八戸美保野
ポーク」
を青森県産大豆から作られた味噌を
使って仕上げたピリ辛の味噌たれ漬。
また肉
の旨みを生かした腸詰や、燻製をセットに。

秋田

AKITA

〈日本の極み〉 稲庭手延うどん
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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〈美保野グリーン牧場〉

バラエティセット
申込番号 KZ 02 - 002
ロース味噌たれ漬110g
（固形量75g）
×6、腸詰
（ブラック
ペッパー・バジル&オニオン）
各320g×2、五穀味鶏燻
製200g×3／豚肉・鶏肉：青森県産
※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。

〈日本の極み〉

稲庭手延うどん
申込番号 KZ 02 - 004
稲庭手延うどん160g×18

小

※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

福島

MIYAGI

〈石渡商店〉 気仙沼産吉切鮫

胸びれのふかひれスープ

FUKUSHIMA

川俣シャモ焼肉三昧セット

気仙沼産のヨシキリザメのふかひれをふん

福島県ブランド認証地鶏
「川俣シャモ」
は平
飼い鶏舎でのびのびと健康的に飼育されて
おります。シャモ肉ならではの噛み応えと鶏
肉本来のジューシィな旨みをお楽しみいただ
けます。
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だんに使った、贅沢感たっぷりの調理済み
ふかひれスープです。水で約3倍に薄めて沸
騰させ、仕上げに溶き卵を加えるだけで、1
パックにつき3〜4人分作れるので、急なおも
てなしなどにも重宝します。

〈石渡商店〉

川俣シャモ焼肉三昧セット
申込番号 KZ 02 - 007

気仙沼産吉切鮫
胸びれのふかひれスープ
申込番号 KZ 02 - 005

シャモスライス・サイコロステーキ各300g、手羽元5本、シャ
モ皮ホルモン100g／福島県産
※冷凍便にてお届け。

ふかひれスープ200g×6

小か

山形

小

群馬

YAMAGATA

〈山形の極み〉 山形牛サーロイン

酒粕味噌漬

GUNMA

〈上州ミート〉 上州牛

焼肉用

「山形牛」
の厚切りサーロイン部位を贅沢に
使用し、老舗の大吟醸酒粕と県産の米と大
豆を使って作られた味噌で漬けこみました。
コクと深みがある豊かな味わいで、ご飯や
お酒のお供にぴったり。よく火を通してお楽
しみください。

古くより畜産で有名な群馬県内で生産された
「上州牛」
は、和牛と乳牛の交雑種ながら質
が高いと認められたものにのみ許されるブ
ランド。利根川水系の豊かな水で育った風
味豊かな味わいを、たっぷり焼肉でお楽し
みください。
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〈山形の極み〉

山形牛サーロイン 酒粕味噌漬
申込番号 KZ 02 - 006

サーロイン酒粕味噌漬280g
（4枚入）
／賞味期間は冷蔵で
21日／牛肉：山形県産
※冷蔵便にてお届け。
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※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

〈上州ミート〉

上州牛 焼肉用
申込番号 KZ 02 - 008
肩ロース700g／賞味期間は冷凍で30日／群馬県産
※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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茨城

IBARAKI

〈風 實〉ワインがすすむ燻製セット
か ざ み

選び抜かれた国産豚を使用し、防腐剤、
保存料等を一切使用せずに作った燻製の
セットです。薪の状態で燻煙するので、他に
はない香りがお楽しみいただけます。

千葉

CHIBA

〈ちば醤油〉 下総醤油
繊細でやわらかな香り、さらりとした口あた

りのなかに大豆の風味が生きる上品な味わ
い。創業嘉永7年の
〈ちば醤油〉
が、国産原料
だけにこだわり、
160年以上使い続けられて
いる木桶仕込みで、ゆっくり熟成したお醤油
です。
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かざみ

〈風實〉

ワインがすすむ燻製セット
申込番号 KZ 02 - 009
スモークスペアリブ5本、ロースハム500g、ベーコンブロッ
ク・ポークソーセージ各250g／賞味期間は冷蔵で21日
※冷蔵便にてお届け。

栃木

TOCHIGI

和牛ローストビーフセット

〈ちば醤油〉

下総醤油
申込番号 KZ 02 - 011
下総醤油720ml×8

小

埼玉

SAITAMA

〈鈴木園〉 狭山銘茶詰合せ

日光連山の豊かな自然が育んだ
「前日光和
牛」
を使った華やかさ満点のローストビーフ。
和牛ならではのやわらかくジューシィな旨み
はレストランやホテル、肉専門店などでも認
められる味わい。特製ソースとレホール付き。

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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和牛ローストビーフセット
申込番号 KZ 02 - 010
和牛ローストビーフ220g×2、ローストビーフソース10g×
12、レホール4.5g×6
※冷凍便にてお届け。

小

8

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

〈鈴木園〉

狭山銘茶詰合せ
申込番号 KZ 02 - 012
狭山銘茶140g×2、手づみ銘茶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

〈日本の極み〉 築地仕込の紅鮭

YAMANASHI

〈信玄〉あわび・煮貝詰合せ

目利きが選りすぐった築地入荷の紅鮭を、
塩加減を吟味し、さらに塩を馴染ませるため
マイナス１℃で24時間寝かせ、熟成させまし
た。一切れずつ真空パックでお届けします。
魚の中心部に水分が残るよう、焼き過ぎに
注意してお召しあがりください。

でやわらかく煮あげた
〈信玄〉
の
「あわび煮
貝」
と、つぶ貝、ほたての煮貝。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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〈日本の極み〉

築地仕込の紅鮭
（14切）
申込番号 KZ 02 - 013
塩紅鮭切身14切／賞味期間は冷蔵で7日／紅鮭：ロシア産
※冷蔵便にてお届け。

神奈川

KANAGAWA

〈耀 盛號〉 中華惣菜バラエテ
ィーセット
ようせいごう

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 KZ 02 - 015

（あわび煮貝・味付つぶ煮貝各90g、帆立煮貝8粒入）
×2

小

新潟

NIIGATA

特別栽培米 新潟県魚沼産 こしひかり

水餃子、小籠包、フカヒレ丼の具、マンゴー
プリンなど、中華料理の本格的な味わいが
たっぷり。横浜中華街に店を構えて70余年、
中華食材の
〈耀盛號〉
の人気商品7種を、バ
ラエティー豊かにセットしました。

農薬と化学肥料を減らし、大切に育てられ
た魚沼産こしひかり。広い作付面積を誇る
新潟県産こしひかりの中でも、特に魚沼産
はもっちりとした粘りと甘みが強いことで知
られ、不動のトップブランドとして君臨してい
ます。
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ようせいごう

〈耀盛號〉

中華惣菜バラエティーセット
申込番号 KZ 02 - 014

水餃子240g（15個入）×2、エビニラまん224g（8個入）
、
松阪ポーク焼売216g
（8個入）
、ふかひれ丼の具150g×8、
小籠包150g（ 6個入）×2、マンゴープリン・杏仁豆腐各
100g×4
※冷凍便にてお届け。

特別栽培米
新潟県魚沼産 こしひかり
申込番号 KZ 02 - 016

小卵乳えか

特別栽培米こしひかり2kg×4／新潟県産
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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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石川

ISHIKAWA

〈加賀かきもち丸山〉 加賀ふるさとの味詰合せ
石川県産神楽もち米と白山の伏流水を原料

に、北陸の冬が作りあげる
〈加賀かきもち丸
山〉
のかきもちは、パリッとした歯触りが特徴。
同じく加賀名菓
「しばふね」
や
「じろ飴」
なども
詰合せました。
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長野

NAGANO

信州プレミアム牛 サーロインステーキ
長野県が安全性を認めた農場で育てられた
黒毛和牛の中から、県独自の厳しい味わい
の基準を満たした個体にのみ認定される
「信州プレミアム牛」。信州の冷涼で豊かな
風土とアルプスの清らかな水のもとに育った
黒毛和牛の肉質は、なめらかで口どけが良
く、やわらかで風味の良さが特徴です。
19

〈加賀かきもち丸山〉

加賀ふるさとの味詰合せ
申込番号 KZ 02 - 017

加賀かきもち10枚、加賀かきもち（醤油）10枚×2、しば
ふね12枚×2、みそせんべい16枚×2、海老振り8枚×2、
雪餅
（黒豆）
6枚×2、揚げ餅60g×2、じろ飴250g×2／も
ち米：国産

小卵え

富山

TOYAMA

〈かねみつ〉 天然魚の昆布じめ刺身
真かじき、すずき、真鯛、甘えびなど、富
山湾がもたらす豊かな海の幸を、鮮度の落
ちないうちに熟練の技で昆布じめにした
「昆
布じめ刺身」。昆布の旨みが浸透した、もっ
ちり熟成した上品な味わいです。

信州プレミアム牛 サーロインステーキ
申込番号 KZ 02 - 019
サーロインステーキ360g（2枚入）
／賞味期間は冷凍で30
日／長野県産
※冷凍便にてお届け。

福井

FUKUI

特別栽培米 福井県池田町産 こしひかり
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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〈かねみつ〉

天然魚の昆布じめ刺身
申込番号 KZ 02 - 018
真かじき昆布じめ刺身100g、すずき昆布じめ刺身・ほう
ぼう昆布じめ刺身・真鯛昆布じめ刺身・やりいか昆布じ
め刺身・ばい貝昆布じめ刺身・甘えび昆布じめ刺身各
50g／真かじき・すずき・ほうぼう・真鯛・やりいか・ば
い貝・甘えび：国産
※冷凍便にてお届け。
※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。

特別栽培米
福井県池田町産 こしひかり
申込番号 KZ 02 - 020

え

特別栽培米こしひかり5kg×2／福井県産
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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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静岡

SHIZUOKA

三重

MIE

静岡県水揚げのうまい丼セット

松阪牛 焼肉用

日本屈指の豊かな漁場、駿河湾を擁する静
岡県産の、しらす釜あげ、桜えび釜あげと、
まぐろ、かつおを贅沢な丼セットでお届けし
ます。付属のたれ、わさび、生姜をたっぷ
りのせてお召しあがりください。

世界に名だたるブランド牛
「松阪牛」
の焼肉
用です。芳潤な肉の旨みと甘みをたたえた
美しい霜降りの上カルビの、やわらかくて
ジューシィな味わいは感動的。火を通しすぎ
ないのがおすすめです。

21
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静岡県水揚げのうまい丼セット
申込番号 KZ 02 - 021
釜あげしらす・釜あげ桜えび各50g×3、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）・かつお丼の素70g（ かつお55g、
たれ15g）×各3、わさび2.5g×9、生姜2.5g×6、たれ
20ml×6／賞味期間は冷凍で30日／いわし稚魚・桜えび：
静岡県産、きはだまぐろ・びん長まぐろ・かつお：太平洋
産
（静岡県水揚げ）
※冷凍便にてお届け。

小え

愛知

松阪牛 焼肉用
申込番号 KZ 02 - 023
バラ（上カルビ）400g／賞味期間は冷凍で30日／三重県
産
※冷凍便にてお届け。

岐阜

AICHI

〈スギモト〉 ハム詰合せ

GIFU

飛騨牛 すき焼用

明治から続く肉の専門店〈スギモト〉
が、地
元愛知の銘豚
「みかわ豚」
を使って作ったこ
だわりハム。昔ながらの製法でじっくり熟成
させた、みかわ豚本来の旨み、風味が際
立つ、しっとりとした食感のポークハムです。

「飛騨牛」
の父と謳われる肉牛「安福号」
の
血統を持ち、岐阜県内で14ヵ月以上飼育さ
れた黒毛和牛にのみ与えられる
「飛騨牛」
の
称号。そのきめ細やかでやわらかな肉質、
豊かな香りと旨みをすき焼でどうぞ。

22

24

〈スギモト〉

ハム詰合せ
申込番号 KZ 02 - 022
みかわ豚ポークハム400g、みかわ豚ロースハム・みかわ
豚ボンレスハム各330g、みかわ豚肩ロースハム280g、み
かわ豚ベーコン180g
※冷蔵便にてお届け。

14

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

飛騨牛 すき焼用
申込番号 KZ 02 - 024
肩・バラ各250g／賞味期間は冷凍で30日／岐阜県産
※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。

15

奈良

和歌山

NARA

三輪素麺

WAKAYAMA

〈日本の極み〉うめみつぼし

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。なかでも、
素麺蔵で１年以上寝かして熟成させた
「古品
（ひねもの）
」
ならではの強いコシ、繊細で豊
かな風味、一層なめらかな喉ごしをぜひご
賞味ください。

ふっくら大きな紀州南高梅を、塩分わずか
3 ％ではちみつとともに漬け 込んだ 梅 干
「うめみつぼし」
。梅の味わいを残しつつ、
はちみつの甘みを含んだやわらかな果肉。
ひと粒ごとていねいに個包装されています。

25

27

三輪素麺
申込番号 KZ 02 - 025

〈日本の極み〉

三輪素麺50g×69

うめみつぼし
申込番号 KZ 02 - 027

小

はちみつ梅
（塩分約3％）
20粒×2／梅：和歌山県産

滋賀

京都

SHIGA

〈日本の極み〉 棚田米使用鮒ずし

KYOTO

〈モリタ屋〉 国産黒毛和牛

「鮒ずし」
は、滋賀県に1000年以上昔から
伝わる発酵食品。
〈阪本屋〉独自の製法によ
り、よりクセのない味わいに仕上がっており
ます。チーズがお好きな方には特におすすめ
で、日本酒やワインのおともにも好適です。

京都で初の牛肉を扱う店として明治2年創業
の
〈モリタ屋〉
より、黒毛和牛を便利な冷凍で
お届けします。血統や脂質にこだわって丹
念に育てられた国産牛のジューシィなバラ肉
と、赤身のおいしさが楽しめるやわらかなモ
モ肉。

26

28

〈日本の極み〉

棚田米使用鮒ずし
申込番号 KZ 02 - 026
鮒ずし
（滋賀県産北船路米使用）
220g
※冷蔵便にてお届け。

16

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

焼肉用

〈モリタ屋〉

国産黒毛和牛 焼肉用
申込番号 KZ 02 - 028
バラ・モモ計600g／消費期間は冷蔵で4日／国産
※冷蔵便にてお届け。
※こちらの商品は火曜、金曜のお届け日指定はできません。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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大阪

岡山

OSAKA

〈千 房 〉お好み焼ボリ
ュームセット
ち ぼう

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
「豚玉」、あっさり醤油味の牛すじとこん
にゃく入りのねぎ焼「ねぎ焼すじこん」、女性
に人気の
「もちチーズ」
など豪華18食。

OKAYAMA

〈角南製造所〉フルーツコンポート詰合せ
フルーツ王国・岡山の粒よりのフルーツを熟
練職人がひとつひとつていねいに手むきして
コンポートにしました。白桃の王様「清水白
桃」
をはじめ、マスカット、黄金桃など、生の
フルーツにも劣らぬ贅沢な香りと味わいです。

29

31

ちぼう

〈千房〉

お好み焼ボリュームセット
申込番号 KZ 02 - 029
いか豚ミックス・豚 玉・いか玉・もちチーズ各2 0 0g×3、
ねぎ焼180g×3、たこ焼200g
（8個入）
×3、お好み焼ソー
ス25g×15、醤油たれ10g×3、ホワイトソース10g×18、
あおさのり0.2g×18、かつお節1g×18
※冷凍便にてお届け。

小卵乳

兵庫

フルーツコンポート詰合せ
申込番号 KZ 02 - 031
清水白桃・ニューピオーネ・マスカット・黄金桃・ヤーリー
梨 各360g
（固形量200g）

鳥取

HYOGO

神戸ビーフハンバーグ
生育環境や肉質など厳しい基準をクリアした
「神戸牛」
を使った、やわらかくてジューシィ
なハンバーグ。あたためるだけで肉の旨みや、
あふれる肉汁がお楽しみいただけます。便
利な個包装でお届けします。

30

神戸ビーフハンバーグ
申込番号 KZ 02 - 030
神戸ビーフハンバーグ100g×10／賞味期間は冷凍で30日
※冷凍便にてお届け。

小卵乳

18

〈角南製造所〉

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

TOTTORI

鳥取和牛オレイン55 すき焼用
ブランド和牛の故郷ともいえる鳥取で、トップ
クラスの肉牛だけに与えられる
「鳥取和牛オレ
イン５５」。その基準のひとつが、オレイン酸
含有量55％以上。オリーブオイルの主成分で
もあるオレイン酸は、牛肉脂肪中に多く含ま
れるほど肉の風味をよくし、驚きの口どけを
実現します。A5ランクのみお届けします。
32

鳥取和牛オレイン55 すき焼用
申込番号 KZ 02 - 032
モモ400ｇ／消費期間は冷蔵で5日／鳥取県産
※冷蔵便にてお届け。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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島根

SHIMANE

〈島風便〉 隠岐・海士の海鮮玉手箱

山口

YAMAGUCHI

とらふぐ刺身・ちり鍋セット

島根県隠岐近海で獲れる魚介類を使用した
海鮮加工品をボリュームたっぷりにお届け。
CAS凍結により食品の細胞を破壊することな
く凍結するので、解凍後に獲れたて・できた
てのおいしさがいきいきと蘇ります。隠岐で
獲れた海の恵みをぜひご賞味ください。

いとらふぐを、ふぐの本場下関の職人がさば
きました。ぷりぷりの歯ごたえと濃厚な旨み、
透き通るような美しい
「ふぐ刺し」
と、ふぐを
余すところなく味わえる
「ちり鍋」
の贅沢セット
です。

33

35

隠岐・海士の海鮮玉手箱
申込番号 KZ 02 - 033
白いかラウンド200g、白いかラウンド250g、我がとこの
白いか煮付け・寒シマメ玄米粉唐揚げ各100g×2、寒シ
マメしゃきしゃき漬け100g×3、アジフライ200g×2、さざ
えご飯の素（2合炊き用）248g、海士乃塩50g／賞味期間
は冷凍で30日／白いか・しまめ・あじ：島根県産
※冷凍便にてお届け。
※メーカー都合により、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。

小

下関南風泊市場直送、朝獲れの活きの良

とらふぐ刺身・ちり鍋セット
申込番号 KZ 02 - 035
とらふぐ刺身50g、とらふぐ皮40g、とらふぐちり250g、ふ
ぐ醤油30ml×3、もみじおろし3袋、小ねぎ・柑橘類付／
消費期間は冷蔵で4日／とらふぐ
（養殖）
：国産
※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。

小

広島
せ

HIROSHIMA

ら

世 羅高原特選かすていら
広島県の世羅高原から毎朝直送で届くたま
ごを使って、膨張剤は使わずたまごの力だ
けでふっくら焼きあげた
「かすていら」。たま
ごのやさしい風味と、カステラの底に敷いた
ザラメのシャキシャキの食感をお楽しみくだ
さい。
34

徳島

TOKUSHIMA

〈吟月〉 伊勢海老一夜干し
徳島の料亭
〈吟月〉
の料理長が長年の経験
を活かして作りあげた、天然伊勢海老の干
物です。伊勢海老は、3つの海流が合流す
る恵まれた徳島の漁場で水揚げされたもの
を使用。香り、甘み、旨みが存分に引き出
され、凝縮したおいしさです。贅沢な伊勢
海老の味をご家庭でお楽しみください。
36

〈吟月〉

世羅高原特選かすていら
申込番号 KZ 02 - 034

伊勢海老一夜干し
申込番号 KZ 02 - 036

かすていら280g×5

伊勢海老一夜干し
（ハーフ）
半身2切／伊勢海老：徳島県産
※冷凍便にてお届け。

小卵

え

20

※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。

21

香川

KAGAWA

オリーブ牛 焼肉用
「オリーブ牛」
は、讃岐牛銘柄推進協議会が
定めるオリーブ飼料を同協議会が定める給
与期間・給与量で育てられた香川県産黒毛
和牛のこと。オリーブに豊富に含まれるオレ
イン酸と抗酸化成分により、
コクがありさっぱり
とした肉質、黒毛和牛ならではの贅沢な味
わいをお試しください。

愛媛

EHIME

〈ロンガ・フーズ〉ステ
ィッククレープセット
オリジナルのレシピで焼きあげたこだわりの
生地に、クリームとソースを加えて急速冷凍
しています。できたてのクレープを凍らせるこ
とによって、おいしさをそのまま保ったクレー
プをお届けします。

39

37

〈ロンガ・フーズ〉

オリーブ牛 焼肉用
申込番号 KZ 02 - 037
モモ650g／賞味期間は冷凍で30日／香川県産
※冷凍便にてお届け。

高知

スティッククレープセット
申込番号 KZ 02 - 039
チョコレート･ストロベリー･ブルーベリー･バナナキャラメル
･ホワイトチョコクランチ各70g×5
※冷凍便にてお届け。

小卵乳

福岡

KOCHI

〈道水中谷水産〉 黒潮本まぐろセット

FUKUOKA

〈日本の極み〉 博多辛子めんたいこ詰合せ

日本近海で獲れた鮮度のよい生餌のみを与
えて約2年間大事に育てあげた本まぐろ。リ
キッド凍結により急速冷凍した状態でお届け
することで、鮮度を保ちドリップを抑えます。
刺身でいただくのはもちろん、丼物や煮焼
きなどでもおいしくお召しあがりいただけ
ます。

ベーリング海で水揚げされた、
すけとうだらの
真子と呼ばれるたらこをオリジナル調味液に
じっくり漬け込みました。
漬けだれのベースに
大吟醸酒を使った贅沢な
「大吟醸仕込」
と、
ゆずの香りさわやかな
「柚子風味」
の詰合せ
です。

38

40

〈道水中谷水産〉

黒潮本まぐろセット
申込番号 KZ 02 - 038

黒潮本まぐろ赤身・黒潮本まぐろ中とろ・黒潮本まぐろ大
とろ各150g（1冊）
／賞味期間は冷凍で30日／本まぐろ
（養
殖）
：高知県産
※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。

〈日本の極み〉

博多辛子めんたいこ詰合せ
申込番号 KZ 02 - 040
辛子めんたいこ
（大吟醸仕込・柚子風味）
各225g×2／賞
味期間は冷蔵で12日／すけとうだらの卵巣：アメリカ産
※冷蔵便にてお届け。

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。
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佐賀

長崎

SAGA

NAGASAKI

佐賀牛 すき焼用

〈五島牧場〉 五島牧場詰合せ

だ空気の中で育てられる佐賀牛。甘みがあ
りコクのある味わいが特徴です。すき焼用に
スライスしてお届けします。

佐賀県の穏やかな気候とおいしい水、澄ん

豚の飼育方法からこだわり、食品添加物は
一切使わずに、砂糖（ミネラルシュガー）
・塩
（天日塩）・天然香辛料などで味つけしてい
るので、豚肉本来の旨みが堪能できます。

41

43

〈五島牧場〉

佐賀牛 すき焼用
申込番号 KZ 02 - 041
肩ロース450g／消費期間は冷蔵で4日／佐賀県産
※冷蔵便にてお届け。
※こちらの商品は火曜、金曜のお届け日指定はできません。

大分

五島牧場詰合せ
申込番号 KZ 02 - 043
ロースハム220g、
ポークハム
（ビアシンケン）
300g、あらび
きウィンナー160g、
ランチョンミートソーセージ200g、
チー
ズウインナー160g、
豚肉角煮100g
※冷凍便にてお届け。

小乳

宮崎

OITA

〈豊後美食工房 絆屋〉 海鮮たたき＆名物りゅうきゅう漬セット
大分県が誇る海の幸を
「たたき」
と
「りゅうきゅ
う漬け」
でお届けします。大分県と九州近海
産の魚をていねいに捌き、旨みたっぷりの
たたきに仕上げてお皿に盛りつけました。
りゅ
うきゅう漬けは、大分県産の魚を独自の醤
油だれで漬け込んだ大分の郷土料理で、ご
飯にのせて丼ぶりにしてもおすすめです。
42

MIYAZAKI

宮崎牛 焼肉用
肉質等級や血統に厳しい条件があり、それ
らをクリアすることで初めてその名を誇れる
「宮崎牛」。質の高い脂はさっぱりしていてし
つこさが無く、ジューシィな味わいが口いっ
ぱいに広がります。

44

〈豊後美食工房 絆屋〉

海鮮たたき＆名物りゅうきゅう漬セット
申込番号 KZ 02 - 042

真鯛たたき・かんぱちたたき・しめさば各120g、ポン酢
15g×3、もみじおろし3g×3、真鯛りゅうきゅう漬け・ぶりりゅ
うきゅう漬け各80g×4、ねりわさび2g×8／賞味期間は冷
凍で30日／真鯛・かんぱち・ぶり：大分県産、さば：九州産
※冷凍便にてお届け。

小

24

※本ページの掲載商品に小物は含まれません。

宮崎牛 焼肉用
申込番号 KZ 02 - 044
肩ロース・モモ計550g／賞味期間は冷凍で30日／宮崎県産
※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。

25

熊本

KUMAMOTO

沖縄

OKINAWA

熊本県産 森のくまさん

あぐー豚 しゃぶしゃぶ用

かつて夏目漱石が熊本を
「森の都熊本」
と表
現したことから、森の都・熊本産のお米とし
て名付けられた
「森のくまさん」。ヒノヒカリと
コシヒカリを両親に持つ、もっちりとした粘り
がおいしいお米です。

さっぱりとした脂身とまろやかな食感が特徴
の、琉球在来種のブランドポーク
「あぐー豚」。
ぽん酢やごまだれで、あっさりとした味わい
をお楽しみいただけるしゃぶしゃぶ用でお届
けします。

45
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熊本県産 森のくまさん
申込番号 KZ 02 - 045
森のくまさん5kg×2／熊本県産

鹿児島

あぐー豚 しゃぶしゃぶ用
申込番号 KZ 02 - 047
ロース・肩ロース・モモ・バラ各350g、ぽん酢・ごまだれ
各170g×2／賞味期間は冷凍で30日／豚肉：沖縄県産
※冷凍便にてお届け。

小乳

KAGOSHIMA

当 社 サ ービスのご 紹 介

〈有村屋〉さつま揚げ詰合せ

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。

東シナ海で獲れたエソを使用した魚肉に、
地元の地酒を練り込んで菜種油で揚げた、
ふっくら香ばしく、ほんのり甘いさつま揚
げ。何も付けずそのままはもちろん、わさび
醤油やからしマヨネーズなども良く合います。

46

※auポイントは、
1.2P →1円
（auショップでは1P→1円）

〈有村屋〉

さつま揚げ詰合せ
申込番号 KZ 02 - 046
特上棒天・小魚棒天・にんじん天・ごぼう天・枝豆天 ×
各10個、五目揚げ・いも天・梅おはら揚げ×各6個、のり
巻・しそ巻×各4個／賞味期間は冷蔵で6日
※冷蔵便にてお届け。

小卵乳
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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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