


株主の皆さまへ

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

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、
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。

本年のカタログギフトでは、商品を選ぶ”ワクワク”をより一層感じていただきたく、
取扱商品数をこれまでの2倍（47都道府県の商品を各1点から各2点）に拡充いたしました。

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、
当社の総合通販サイト「au PAY マーケット」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
 2020年6月



北海道の広大な牧場で育てられた北海道産牛のモモ肉を使用した肉の旨味を
生かしたローストビーフ。特製のソースでお召し上がりください。

コシヒカリの孫にあたる品種で、
さっぱりとしたあと味が焼き魚などの和食とよく合います。

ズワイガニは身が締まって甘味があり、素材の良さをいかした「しゃぶしゃぶ料理」
にもぴったりです。生のカニ本来の旨味と食感をお楽しみください。

青森県の大間港で水揚げされた本まぐろです。
高級本まぐろとして有名です。

●セット内容：500ｇ×2、ソース付
●賞味期間：要冷蔵で9日間●加工地：日本（モモ/北海道産）
※冷蔵便にてお届け。

●セット内容：10kg(5kg×2)●原産地：青森県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容:棒ポーション600g、だし用昆布・たれ付
●賞味期間:要冷凍で25日間●加工地：日本（ズワイガニ/ロシア・カナダ産他）
※冷凍便にてお届け。
※漁獲量により原産地等が変更になる場合がございます。

●セット内容：赤身サク180ｇ×2●賞味期間：商品到着後、お早目にお召し上がりください
●原産地：青森県※冷凍便にてお届け。
※漁獲量により原産地等が変更になる場合がございます。

北海道ローストビーフ ズワイのかにしゃぶ

青森県産つがるロマン 大間産本まぐろセット
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稲わら等を飼料として与えることで、前沢牛の特徴である鮮やかな霜降り肉を作り
出します。その肉質は柔らかくほんのりと甘味があります。

自宅で手軽に秋田の郷土料理をお楽しみいただけます。比内地鶏の旨味を凝縮
した比内地鶏スープできりたんぽ鍋や稲庭うどんをお楽しみください。

収穫時期が限られる食材を、確かな目と独自製法で仕上げた「中村家」の海宝漬。
いつもの食卓を豪華に彩り、ご飯はもちろん、お酒もすすみます。

比内地鶏は「肉の味が濃い」、「濃厚な脂の旨味がある」のが特徴です。
和風のだしで炊き込んだご飯と照焼にした比内地鶏の相性が良い小丼です。

●セット内容：モモ150g×3枚
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：岩手県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:きりたんぽ65g×24、だまこ餅×15、比内地鶏肉60g･稲庭うどん400g各
2、比内地鶏スープ付●賞味期間:常温で75日間●加工地:日本(米/秋田県産)
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。※写真はイメージです。

●セット内容：うに海宝漬120g・あわび海宝漬120g・かに海宝漬120g各2
●賞味期間：要冷凍で85日間●加工地：岩手県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:160g×10
●賞味期間:要冷凍で25日間●加工地:日本(米/国内産)
※冷凍便にてお届け。

前沢牛 ステーキ用

きりたんぽ鍋セット 比内地鶏照焼ご飯

中村家　
海宝漬三種詰合せ（二箱）

小麦・カニ
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厳しい基準をクリアし格付けされた牛肉だけに「仙台牛」の称号が与えられます。
口当たりが良く柔らかで、まろやかな風味と豊かな肉汁が特徴です。 

夏と冬の寒暖の差が米沢牛独特の旨味を造りだします。きめ細かい霜降りと脂の
良さが特徴で、豊かな香りととろけるような食感を楽しむことができます。

宮城県気仙沼産のヨシキリ鮫の胸ビレを使用しています。ふかひれ独特のとろけ
るような舌触りと、風味豊かな味わいを存分にお楽しみいただけます。

際立つ艶と粒の白さが特徴です。食べやすさと喉越しが良い粘りを持っており、
柔らかめのお米ですが粒張りもあり、食べ応えがあります。

●セット内容：肩ロース400g
●原産地：宮城県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:肩ロース450g
●賞味期間:要冷凍で25日間●原産地:山形県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：200g×4
●加工地：日本
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：10kg（5kg×2）●原産地：山形県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

仙台牛 焼肉用

米沢牛 すき焼用
山形県
置賜産特別栽培米つや姫

ふかひれ極スープセット

小麦

宮 

城

山 

形

申込番号

C10

申込番号

C11

申込番号

C09

申込番号

C12

8

9



ジューシーな肉汁と口の中でとろける舌ざわり、肉の旨味を存分に味わえる一品です。
ヒマラヤ岩塩とお好みの焼き加減でお召し上がりください。

赤城山麓牛は、自然豊かな環境で育てられました。脂の質にもこだわり、牛肉本来の
旨味が感じられます。赤身の多いモモ肉をすき焼用にスライスしてお届けいたします。

柔らかくて美味しい福島県産豚ロースを、味噌を引いた和紙で包み味噌漬けにし
ています。フルーツを加え、さらにおいしく仕上げています。

群馬県の自然が育んだ榛名ポークです。脂の乗り具合、風味が良く、やわらかい
ロース肉をしゃぶしゃぶ用とステーキ用にカットしてお届けします。

●セット内容：リブロース370g、ヒマラヤ岩塩付
●賞味期間：要冷凍で55日間●原産地：福島県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：モモ1kg
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：群馬県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：ロース80ｇ×15(合せ味噌・合せ味噌と林檎・麹味噌と酒粕と林檎各5)
●賞味期間：要冷蔵で16日間●原産地・加工地：福島県※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：しゃぶしゃぶ用ロース600ｇ、ステーキ用ロース100ｇ×6枚
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地：群馬県
※冷凍便にてお届け。

福島牛 焼肉用

赤城山麓牛 すき焼用

エゴマ豚味噌漬詰合せ

榛名ポーク
しゃぶしゃぶ＆ステーキ用

小麦・落花生
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ツヤ・コシ・粘りのある茨城県産コシヒカリ。
豊かな風土がおいしいお米をつくりだします。

金谷ホテルの朝食で使用されている食パンにマーガリン。
伝統的な製法で作られるアップルパイ、チーズケーキをセットにしてお届けします。

良質な赤身と、脂身のバランスの良さが特徴です。美しくサシの入った常陸牛をさ
っとお湯にくぐらせれば、肉のおいしさと味わいがお口に広がります。 

ミルクのおいしさを追求したアイス。ミルクを存分に堪能していただきたいので甘さ
を抑えました。口の中でゆっくり溶かしながらお召し上がりください。

●セット内容：10kg(5kg×2)●原産地：茨城県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容：ロイヤルブレッド・チーズロード・ホテルパン・アップルパイ・チーズケー
キ・金谷ホテルマーガリン180g各1●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：肩ロース450g
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：茨城県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：110ml×17
●加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

茨城県産こしひかり常陸牛 しゃぶしゃぶ用

金谷ホテルベーカリー　
パン＆スイーツセット

千本松牧場　
生乳の味を極めた特撰アイス

小麦・卵・乳 卵・乳
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千葉県産のハマグリを生きたまま真空パックをしてボイルしました。
ハマグリの旨味エキスを逃さず、旨味を存分に味わえます。

国産有機栽培の大豆と小麦を使用して作られた有機JAS認証の醤油をはじめ、
毎日のお料理に役立つ調味料を詰め合わせました。

伊勢えびの水揚げ量全国有数の千葉県で水揚げされた伊勢えびを生きたまま
氷水で締め、急速凍結しました。お刺身でもお召し上がりいただけます。

埼玉県産の茶葉の滋味、香り、水色、全てに至るまで一切の妥協をせずにその特
徴を引き出した商品です。

●セット内容：1kg×3
●原産地：千葉県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：有機こいくちしょうゆ720ml×4、にんにく醤油210g×2、つゆ1L・丸大豆
しょうゆ1L・高麗王むらさき500ml・たまかけしょうゆ360ml・柚子醤油300ml・葉酸
しょうゆドレッシング200ml各1●加工地：日本

●セット内容：550g（3尾）
●原産地：千葉県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：90ｇ、木製スプーン付
●茶葉原産地：埼玉県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

ボイルハマグリ活〆冷凍伊勢えび

狭山茶
弓削多醤油　
しょうゆ調味料セット
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喉ごしの良い極細ストレート麺と旨味の凝縮された特製白湯スープ｡三陸産のふ
かひれを入れたふかひれ餡は、コラーゲンが溶け込み麺と良く絡みます。

横浜中華街にある四川料理「重慶飯店」の中華点心セットです。
肉まんや中華あんまん、焼餃子などをお楽しみいただけます。

銀座にある正統派和食の店「銀座 朱雀」監修のおでん詰め合わせ。
ちくわ、ゆで卵、こんにゃく、大根、昆布、しらたきの6種類の具材が入っています。

じっくり丹精こめて育てられた横濱ビーフは、上質で口の中でとろけるような
脂の味わいと、風味豊かなやわらかい肉質が特徴です。

●セット内容:醤油(麺110g・スープ30g・ふかひれ餡100g各2)×4
●賞味期間:常温で15日間●加工地:日本(料理長監修)
※生麺です。※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:重慶肉まん･中華あんまん各4、重慶焼売･焼餃子各24
●賞味期間:要冷凍で55日間●加工地:日本※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:おでん6種(ちくわ･ゆで卵･こんにゃく･大根･昆布･しらたき)420g(固形
量220g)×7
●賞味期間:常温で55日間●加工地:日本

●セット内容：肩ロース400g
●原産地：神奈川県
※冷凍便にてお届け。

銀座 朱雀　
おでん詰合せ

新広東菜 嘉禅
ふかひれらーめん「新広東菜 嘉禅」8食

重慶飯店　
中華点心セット 横濱ビーフ すき焼用
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柔らかく磯の香り豊かなあわびと、素材の旨味が引き立つ薄口醤油で
柔らかく煮上げた帆立・つぶ貝の詰め合わせです。

新潟県で大切に育まれた「越後もちぶた」。美しい艶のあるピンク色で、
白く艶がある良質の脂肪、きめが細かくやわらかいジューシーな肉質が特徴です。

麺と具材とスープが一袋に入っており、常温で保存が可能です。
電子レンジであたためるだけで甲州名物の「ほうとう」がお楽しみいただけます。

全国でも有数の米どころ、新潟魚沼。
その魚沼で、農薬や化学肥料の使用を減らして栽培されたこしひかりです。

●セット内容:殻付あわび煮貝110g×2、帆立煮貝(8粒)・つぶ煮貝90g各1
●加工地:日本(あわび/チリ産、帆立/国内産､つぶ貝/カナダ・アイルランド産)

●セット内容：ロース760g、バラ660g
●賞味期間：要冷凍で55日間●原産地：新潟県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：340g（麺90g）×18
●加工地：日本

●セット内容:8kg(2kg×4)●原産地:新潟県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

越後もちぶた しゃぶしゃぶ用

信玄
殻付あわび・煮貝詰合せ

信玄
ほうとう詰合せ

魚沼産
特別栽培米こしひかり
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鍋にさっとくぐらせ、霜降り状になったところをポン酢でさっぱりとお召し上がりください。
ブリの旨味が効いただし汁はシメまでおいしくいただけます。

「てんたかく」は富山県のオリジナル品種です。お米のかたちが崩れにくく冷めても
美味しいので、おにぎりやお寿司にもぴったりです。

甘えび、ふくらぎ、いかを白醤油ベースのたれに漬け込み、海鮮丼の具に仕上げま
した。ご家庭で簡単に海鮮づけ丼をお楽しみいただけます。

食べきりサイズの調理済みお魚惣菜です。
個包装で電子レンジにも対応しているので温めるだけでお召し上がりいただけます。

●セット内容：ぶり切身150g×4、うどん180g×2、うす切り餅200g×１、ポン酢・だし付
●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：日本（ぶり・もち米/石川県産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：10kg（5kg×2）●原産地：富山県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容：80g×12●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：石川県※冷凍便にてお届け。
※商品名にある「北陸」とは原料原産地ではなく、加工地を表すものです。※漁獲量により魚種・原
産地等が変更になる場合がございます。※シーズン途中で内容・パッケージ・加工地等が変更になる
場合がございます。

●セット内容：ぶり大根60g・ぶり照ほぐし60g・ます塩焼40g・さば塩糀焼50g・あじみ
ぞれ煮60g各4●賞味期間：要冷凍で85日間●加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

ぶりしゃぶセット

富山県産てんたかく

北陸海鮮づけ丼の具

とと屋　
お魚のおばんざい

小麦・エビ 小麦
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明治２年創業、京都の老舗牛肉専門店が選び抜いた長野県産の黒毛和牛。
きめ細やかな肉質とジューシーな味わいをお楽しみください。

そばの栽培から、製粉、製麺まで気を配って仕上げた半生そばです。
だしの効いた少し甘めのつゆがそばの味を一層引き立てます。

ロースハム・ボンレスハムのセットです。
ハム本来の風味やスモークの豊かな香りを堪能できる一品です。

旨味成分を熟成させた赤ガレイやアジの一夜干しなどの詰め合わせです。
身の甘さと上品さを是非味わってみてください。ご飯もお酒もすすみます。

●セット内容：ミックス（モモ・肩）250g、バラ250ｇ
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地：長野県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：（麺100ｇ×３、そばつゆ付）×９
●賞味期間：常温で55日間●加工地：そば/福井県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:軽井沢熟成ロースハム360g･軽井沢熟成ボンレスハム300g各2
●賞味期間:要冷蔵で45日間●加工地:日本※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：開き甘鯛200g・鯖のへしこ（2切）50ｇ各1、赤ガレイ一夜干し110ｇ・はたはた一夜干し100ｇ（3尾入）
各2、開きあじの一夜干し90ｇ×3●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地：甘鯛・赤ガレイ・はたはた/福井県、鯖/ノルウ
ェー、あじ/石川県●加工地：福井県※冷凍便にてお届け。※漁獲量により魚種･原産地等が変更になる場合がございます。

海の幸詰合せ

信州ハム
爽やか信州軽井沢ハムセット

モリタ屋
信州プレミアム牛 焼肉用

越前屋　
半生越前そば

小麦・そば 小麦
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選び抜いた国産のうなぎをじっくりと焼き上げました。
しっとり柔らかなうなぎのおいしさをお楽しみください。

うなぎ割烹「一愼」の料理長が監修した名古屋の名物料理「うなぎのひつまぶし」と
オリジナルのたれで焼き上げた「蒲焼」をセットにしました。

静岡県牧之原産の茶葉を中心に茶師が選りすぐってブレンドした特上煎茶と
玉露のセットです。

選び抜いた国産の大豆を原料に、熟練の技術を持った職人が、手作業で丁寧
に一枚一枚ゆばを引き上げています。バラエティ豊かな生ゆばのお惣菜です。

●セット内容:80g×5、山椒・たれ付
●賞味期間:要冷凍で55日間●加工地:日本(うなぎ/国内産)
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:うなぎ蒲焼60g×2、刻みうなぎ50g×4、吸い地(だし)･刻みのり･わさび･タレ･
山椒付●賞味期間:要冷凍で55日間●加工地:日本(うなぎ/国内産)※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:特上煎茶(秀)150g×2、玉露120g×1
●茶葉原産地:静岡県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:たぐりゆば70g・くみあげゆば90g(ゆば70g、つゆ20g)・野菜ゆば巻き
102g・だし味うの花桜えび入り135g各4、だしふくみ湯葉130g×3●加工地:日本
※冷凍便にてお届け。

うなぎ蒲焼静岡銘茶詰合せ

一愼　
蒲焼･ひつまぶしセット 

豆やの台所　
生ゆばお惣菜詰合せ

小麦

小麦・卵・エビ小麦

静 

岡

愛 

知

申込番号

C41

申込番号

C43

申込番号

C42

申込番号

C44

24

25



代々受け継がれている昔ながらの独自製法で、今も昔も変わらぬ味を伝えています。
食卓に深みを添える一品をお召し上がりください。

肉質がきめ細かくやわらかで、とろけるような旨味が自慢の飛騨牛。
優れた生産技術が作りだす飛騨牛の味をお楽しみください。

脂肪の融点が低く、肉を口に入れると脂が溶けてまろやかな口当たりになります。
また、甘くてコクがある上品な香りが特徴です。 

周囲をぐるりと山々に囲まれた静かな都、飛騨高山。いつも変わらない、
喜んでいただくための味へのこだわり。肉本来の味をどうぞお楽しみください。

●セット内容：時雨蛤111g・中浅利120g・浅利志ぐれ煮80g・海老しぐれ50g・しらす
50g・時雨蛤64g・角煮78g・鰹の華59g・鰹昆布75g各1●加工地：日本
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：肩ロース400g
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：岐阜県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：モモ500g
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：三重県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:飛騨牛ハンバーグ100g・飛騨牛入り網脂ハンバーグ100g各5、ソース付
●賞味期間:要冷凍で30日間●加工地:日本※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

飛騨牛 しゃぶしゃぶ用

松阪牛 すき焼用
総本家新之助 貝新
時雨蛤詰合せ

キッチン飛騨　
飛騨牛&網脂のハンバーグ

小麦・エビ

小麦・卵・乳
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奈良県内の恵まれた自然環境の中で愛情を込めて飼育された大和牛。
その大和牛のモモ肉をすき焼用にスライスしてお届け致します。

琵琶湖を囲む、澄んだ水と恵まれた自然環境のもとで、優れた技術により丹精こめて
飼育される近江牛。特有の香りとやわらかさが特徴です。 

風味の良い小麦粉にこだわり、手延べ製法で作られた「手延三輪素麺 二年物」。
細いながらもモチモチとした歯ごたえ、コシの強さをお楽しみいただけます。

滋賀県産のブランド牛「近江牛」。その近江牛に白胡麻を加えた風味豊かな小
丼です。素材本来のおいしさを味わえるシンプルな味に仕上げています。

●セット内容：モモ500g
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：奈良県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：肩ロース400g
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地：滋賀県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：3.4kg（50g×68束）
●加工地：奈良県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。※写真はイメージです。

●セット内容:160g×10
●賞味期間:要冷凍で25日間●加工地:日本(米/国内産)
※冷凍便にてお届け。

大和牛 すき焼用

近江牛 すき焼用 近江牛ご飯

手延三輪素麺 二年物

※各箱麺2段入です。
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和歌山県で育てられたイノブタ「イブ美豚」。
猪や豚特有の臭みが少なく、味わいはとろけるようになめらかです。

渋味と甘味の調和がとれた煎茶とまろやかでコクのある深蒸し茶の詰め合わせです。

紀州産南高梅を4種類の味に仕上げ、和紙に包みました。
まるでお菓子のようなパッケージの一粒梅をお楽しみください。

京都西京味噌の味噌ダレを使用した国産豚肉とつまみや茶漬けでお楽しみいた
だけるうなぎ昆布とゆずの香り漂う明太子のセットです。

●セット内容：あらびきウインナー110g・ホワイトウインナー110g各2、モモハムスライ
ス100g・ベーコンスライス100g・焼猪豚スライス100g・ロースハム300g各1●賞味期
間：要冷蔵で20日間●加工地：日本※冷蔵便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:煎茶100g×3、深蒸し茶100g×2
●茶葉原産地:京都府
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：400g（さらり＜塩分約3％＞・みつふる＜塩分約3％＞・ふじの＜塩分約3
％＞・こくの梅＜塩分約6％＞各5）×2
●加工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

●セット内容：豚肉西京味噌仕立て100g×3、柚子風味辛子明太子235g・うなぎ昆布180g各1●賞味
期間：要冷凍で85日間●加工地：日本（豚肉・うなぎ/国内産、スケトウダラの卵/ロシア・アメリカ産）※
冷凍便にてお届け。※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地・加工地等が変更になる場合がございます。

宇治銘茶詰合せ(木箱入)

一粒梅40個セット
イブ美豚
ハム・ウインナーセット

ぎおん割烹なか川　
京風総菜セット
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味わい深い五目舎利に豪華なネタで作った笹蒸し寿司の詰め合わせです。
レンジで温めるだけで、美味しい笹蒸し寿司の盛り合わせが出来上がります。

8種類のハーブ入り調味料で味付けし、じっくり焼きあげたローストビーフや、
自家製生地で豚ヒレを包んで焼き上げたパイなどをセットにしました。

ふっくらと焼き上げた「豚玉」やオリジナルソースが楽しめる「たこ焼」などを
詰め合わせました。お好み焼の名店「千房」の味をご家庭でお楽しみください。

人やコウノトリ、すべての生きものに幸せが訪れるように、
田んぼの生きものの命も大切にしながら栽培したお米です。ぜひご賞味ください。

●セット内容：笹蒸し寿司（あなご・うなぎ・かに・海老各8）
●加工地：日本（米/国内産）
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:ローストビーフ(モモ/オーストラリア産)300g・豚ヒレローストのパイ包み300g・鶏のス
モーク200g各1、ベーコン巻きハンバーグ140g×3、パテドカンパーニュ100g・生ハム40g各2、デミグ
ラスソース・ローストビーフソース付●賞味期間:要冷凍で80日間●加工地:日本※冷凍便にてお届け。

●セット内容:いか豚ミックス200g・豚玉200g・いか玉200g・ねぎ焼180g・もちチーズ
200g・たこ焼(8個入)各3、醤油たれ・ホワイトソース(マヨネーズ風ソース)・あおさの
り・かつお節・お好み焼ソース付●加工地:日本※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地等が変更になる場合がございます。

●セット内容：8kg（2kg×4）●原産地：兵庫県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

千房
お好み焼セット

がんこ
笹蒸し寿司詰合せ

ハング　
パーティセットセレクト

兵庫県但馬産特別栽培米
こしひかり コウノトリ育むお米

小麦・卵・乳

小麦・卵・乳

小麦・エビ・カニ
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岡山県産の清水白桃・黄金桃・マスカット、国産甘夏などの豊潤な果物をコンポー
トにしました。フルーツの美味しさが存分に楽しめます。

調合したスパイスを使い、じっくりと仕上げた2種類のカレーをセットにしました。

清水白桃やニューピオーネなど、岡山県産の豊潤な果実をすり潰し贅沢に仕上
げました。果物本来の味を大切に、彩り豊かで可愛いフルーツゼリーです。

鳥取県の境港で水揚げされた紅ズワイガニを使用した蟹ご飯です。
ほんのり生姜をきかせたご飯の上にたっぷりと紅ズワイガニをのせました。

●セット内容:清水白桃固形量200g（内容総量360g）・黄金桃固形量200g（内容総
量360g）各2、マスカット固形量200g（内容総量360g）・甘夏固形量200g（内容総量
360g）各1●加工地：日本

●セット内容：白ネギと牛スジのスパイシーカレー220ｇ・大山産ハーブチキンと梨のス
パイシーカレー200ｇ各8●加工地：鳥取県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：清水白桃90g・ニューピオーネ90g・マスカット90g各8、中山金桃90g×6
●加工地：岡山県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：160g×9
●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：日本（米/国内産）
※冷凍便にてお届け。

フルーツコンポート岡山産フルーツゼリー

蟹ご飯カレー2種セット

小麦・乳 カニ
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赤い宝石と呼ばれるのどぐろの身は、脂ののったしっとり感が特徴です。
トロのようなまろやかさを持つのどぐろの旨さを、ぜひお楽しみください。

「くりーむパン」の八天堂こだわりのカスタードクリームを使った口どけの良いアイスク
リーム。3種類のフレーバーをお届けします。

きぬむすめはまろやかな艶があり、口の中で一粒一粒の米粒を感じられます。
土鍋などで炊くと、さらっと炊き上がるのも特徴です。

広島県産黒毛和牛のモモ肉をステーキ用にカットしました。
黒毛和牛の旨味のある香りをお楽しみください。

●セット内容：100ｇ×8
●賞味期間：要冷凍で55日間●原産地・加工地：島根県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:カスタード78ml×9、ストロベリー78ml・抹茶78ml各7
●加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：10kg（5kg×2）
●原産地：島根県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容：モモ90g×5枚
●賞味期間：要冷凍で15日間●原産地：広島県
※冷凍便にてお届け。

のどぐろ干物セット島根県産きぬむすめ

広島県産黒毛和牛 ステーキ用
八天堂　
くりーむアイス

小麦・卵・乳
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とらふぐならではの上品な味わいと食感をお楽しみいただけます。
ふぐちり鍋は、ポン酢、もみじおろしをつけていただくのがおすすめです。

徳島県産ゆず果汁をベースに、国産純りんご酢、蜂蜜などを使用して作りました。
ゆずの香りが際立つ飲みやすい柚子酢です。

鶏肉特有の臭みが少なく、ほんのりと甘い澄んだ脂、地鶏ならではのコクと旨味が
あります。歯ごたえを残しながら、適度な柔らかさを持つのが特徴です。

はも独特の食感と甘味をご堪能いただけます。
また、おかず、おつまみの一品や丼にも使える、はもひつまぶしを詰め合わせました。

●セット内容：刺身50g、皮40g、ふぐちり250g、ふぐ醤油・もみじおろし・かぼす果汁付
●賞味期間：要冷凍で75日間●加工地：日本（ふぐ/国内産〈養殖〉）※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中でパッケージが変更になる場合がございます。

●セット内容：270ml×9
●加工地：日本（柚子果汁/徳島県産）

●セット内容：長州黒かしわミックス（モモ・ムネ）250ｇ・長州黒かしわ串（モモ・ムネ）120ｇ各4、長州黒か
しわスモーク50ｇ×2、チキンスープ付●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：山口県※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ・加工地等が変更になる場合がございます。

●セット内容：はも身200g、はも団子×6、はもひつまぶし50g×3、はもの骨・昆布付
●賞味期間：要冷凍で85日間●加工地：徳島県（はも/国内産）
※冷凍便にてお届け。

とらふぐ料理セット

のむ柚子酢（希釈タイプ）

長州黒かしわセット

はもセット
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うどんといえば讃岐。つるっとしたのど越しの良さ、モチモチとした食感が魅力です。
お好みの調理方法で、本場の味をお楽しみください。

鰹を藁焼きでたたきにしました。添付のたれでお召し上がりいただけます。
刺身とセットでお届けします。

瀬戸内海の温暖な気候風土で育まれた「オリーブ牛」。
口溶けが良く、濃厚な旨味が感じられます。脂はあっさりしているのが特徴です。

四万十川の自然豊かな流域で育った「四万十ポーク」は、高知県が誇るブランド
豚です。柔らかくコクがあり、適度な脂肪で食感が引きたちます。

●セット内容：5.6kg（100g×56束）
●加工地：香川県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:鰹たたき5～7本(合計1.5kg)・鰹刺身4本(合計750g)・たたきのたれ・た
たき丼のたれ・おろしにんにく・おろししょうが付●賞味期間:要冷凍で25日間●加工地
:高知県(鰹/北西太平洋産)※冷凍便にてお届け。

●セット内容：肩ロース400ｇ
●賞味期間：要冷凍で85日間●原産地：香川県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:ロース1.2kg
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地：高知県
※冷凍便にてお届け。

讃岐うどん

鰹たたき・刺身セット

オリーブ牛 すき焼用

四万十ポーク しゃぶしゃぶ用

※各箱麺2段入です。
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2019年
モンドセレクション
最高金賞受賞

程よくサシが入り、肉色が濃い甘とろ豚。
柔らかな赤身と臭みの少ない脂身のおいしさをお召し上がりください。

特製調味液に漬け込んだ、まろやかななかにも上品な辛味のある風味豊かで
優しい味わいの辛子明太子です。

愛媛県宇和島でこだわり抜いて育てたブランド真鯛「鯛一郎クン」です。
お刺身や塩焼き、アラ煮など真鯛を存分にお楽しみいただけます。

玄界灘で水揚げされた、天然の真鯛を開き加工し、
低温熟成乾燥で干し上げたこだわりの一夜干しです。

●セット内容：ミックス(肩・ロース・モモ・バラ)1.2kg
●賞味期間：要冷凍で15日間●原産地：愛媛県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容:500g×2
●賞味期間:要冷凍で55日間●加工地:福岡県(スケトウダラの卵/アメリカ・ロシア産)
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：皮無ロイン半身260g、皮付フィーレ半身330g、アラ1尾分
●賞味期間：要冷凍で30日間●原産地・加工地：愛媛県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：140g×9
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地・加工地：日本
※冷凍便にてお届け。

甘とろ豚 焼肉用

博多ふくいち
博多ふくいちの辛子明太子

鯛一郎クン
真鯛詰合せ

玄界灘 天然真鯛一夜干し
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柔らかい肉質と甘味のある豊かな風味。
サシの入りが細かく口に入れれば、とろけてしまうほどの柔らかさをお楽しみください。

あじをみりんに漬け込み干しあげたあじみりん、丸干ししたうるめいわし、
開き加工した真鯛・かさご・太刀魚などの干物の詰め合わせです。

日本茶の中では珍しい独特の丸みを帯びた茶葉の形状から玉緑茶とよばれ、
爽やかな香りで旨味が強くお茶本来の素朴な味わいが感じられます。 

大分県の大自然の中で約2年の歳月をかけて生まれた原木どんこ椎茸です。
昔も今も変わらぬ味と香りをお届けします。

●セット内容：ミックス（肩ロース・モモ）450g
●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地：佐賀県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：真鯛200g・かさご150g・太刀魚150g・うるめ丸干し25cm串（10～15尾）各
1、かます90g・真あじ90g各2、あじみりん25g×4●賞味期間：要冷凍で25日間●原産地・加
工地：大分県※冷凍便にてお届け。※漁獲量により魚種･原産地等が変更になる場合がございます。

●セット内容：玉緑茶360g×2
●茶葉原産地：佐賀県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容：140g×2
●原産地：大分県
※シーズン途中で内容・パッケージ・原産地等が変更になる場合がございます。

佐賀牛 すき焼用

干物詰合せ

嬉野銘茶詰合せ

大分産どんこ椎茸
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コシが強く、シコシコした食感となめらかな舌ざわりが特徴。
夏はキュッと冷やして、冬は温かく…季節を問わずお召し上がりいただけます。

宮崎の自然と太陽が育んだ芳醇な味。 
宮崎牛の最大の特徴は、その肉質と霜降りの良さにあります。

水揚げされた魚をすり身にして、カラッと香ばしく揚げた昔ながらの一品です。
噛みしめれば、魚の旨味が口いっぱいに広がります。

職人が丁寧にさばき、こだわりのタレと炭火で素材の味を充分にいかしながら、
丹念にじっくりと香ばしく焼き上げました。

●セット内容：4.4kg（50g×88束）
●加工地：長崎県
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

●セット内容:サーロイン200g×2枚
●賞味期間:要冷凍で55日間●原産地:宮崎県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：はも天（100g×2枚）・いか天（100g×2枚）各4、あご天（100g×2枚）・い
わし天（100g×2枚）各2●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：長崎県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：520g（4尾）、たれ・さんしょう付
●賞味期間：要冷凍で25日間●加工地：宮崎県（うなぎ/国内産）
※冷凍便にてお届け。

島原手延そうめん

宮崎牛 ステーキ用

長崎かんぼこ

鰻楽
うなぎ蒲焼

※各箱麺2段入です。
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「森のくまさん」には、「緑豊かな森の都の熊本で生産された米」という意味が込
められています。冷めてももっちり食感が持続します。

自然豊かな環境にある養殖場で育った車海老をお届けします。
お刺身はもちろん、塩焼きや天ぷらなどの料理でお召し上がりいただけます。

肉質は赤身が多く、旨味とやわらかさを兼ね備えており、和牛本来の香りと味が特徴です。
赤身肉の旨さ、ほどよい脂肪をお楽しみいただけます。

黒豚ロース肉を独自にブレンドした味噌に漬け込むことで、より肉の風味が増し、
中まで柔らかい一品に仕上がりました。

●セット内容:10kg(5kg×2)●原産地:熊本県
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がございます。※天候不順等により、やむを得ず
産地の変更やご注文の受付中止、商品の変更をさせていただく場合がございます。

●セット内容：300ｇ×3
●賞味期間：要冷凍で55日間●原産地：鹿児島県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：モモ500g
●原産地：熊本県
※冷凍便にてお届け。

●セット内容：100g×10枚
●賞味期間：要冷凍で90日間●原産地・加工地：鹿児島県※冷凍便にてお届け。
※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。

熊本県産森のくまさん

活き〆冷凍車海老

くまもとあか牛 ミニステーキ用

南州農場
黒豚ロース味噌漬詰合せ

エビ

熊 

本

鹿
児
島

申込番号

C89

申込番号

C91

申込番号

C90

申込番号

C92

48

49



豚肉が入った沖縄そばと、骨付き肉が入ったソーキそばのセット。
和風だしのあっさりとした味わいです。

沖縄県石垣市及び八重山郡内で生産された黒毛和牛です。
八重山諸島での地産地消のほか、全国にも出荷されています。

●セット内容：沖縄そば（麺110ｇ×2、味付三枚肉・島唐辛子泡盛漬・濃縮そばだし付）×2、ソ－キそば（麺
110ｇ×2、味付ソ－キ肉・島唐辛子泡盛漬・濃縮そばだし付）×4●賞味期間：常温で55日間●加工地：沖縄県
※半生麺です。※シーズン途中で内容・パッケージ等が変更になる場合がございます。※写真はイ
メージです。

●セット内容：モモ110g×3枚
●賞味期間：要冷凍で15日間●原産地：沖縄県
※冷凍便にてお届け。

沖縄そば＆ソーキそば石垣牛 ステーキ用

株主の皆さまにも当社のサステナビリティ活動にご参加頂けるよう「寄付」コンテ
ンツをご用意いたしました。こちらをご選択いただきますと、 相当額を「キボウのカ
ケハシ」で支援する社会貢献活動団体へ寄付させていただきます。
「キボウのカケハシ」は、社会に役立つ活動を行う人たちとその活動を支援した
い人たちを、auスマートフォン等でつなぐ常設のきずなサイトです。また、大規模
災害等の発生時には、本サイトを通じて、救援金等の募金活動も行っています。

キボウのカケハシ

本商品をご選択頂く際のご注意
・寄付先は「キボウのカケハシ」掲載の団体とし、KDDIに一任とさせて頂きます。
・必要経費を除いた金額を、KDDI名義にて、寄付先団体に一括寄付致します。
・寄付先およびKDDIからの領収書、その他の寄付を証する書面等は発行致しませんのでご了承ください。
・KDDI（株）及び（株）ハーモニックよりお礼状をお送りさせていただきます。

http://kakehashi.kddi.com/

寄付先の一例

東北被災地に緑の森を！
（緑の募金：国土緑化推進機構）

国土緑化推進機構では、 被災地の復興のため、 使途限定募金
を受け付け、 東日本大震災被災地の海岸防災林等の森林整備
や市街地周辺の緑化などによる復興支援を行っています。

難病と闘う子どもたちの夢のお手伝い
（メイク•ア・ウィッシュオブジャパン）

難病と闘う子どもたちにも、夢をかなえる素晴らしさを知ってほしい、ワクワクしたり
ドキドキしたり、心を弾ませてほしい一「メイク ・ ア ・ウィッシュ」は、そんな子どもた
ちの夢を実現するために、準備・資金・労力など、さまざまな面でサポートしています。

〈寄付〉
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	バインダー7
	520030781(028029)-4
	520030781(030031)-4
	520030781(032033)-4
	520030781(034035)-4
	520030781(036037)-4
	520030781(038039)-4
	520030781(040041)-4
	520030781(042043)-4
	520030781(044045)-4
	520030781(046047)-4
	520030781(048049)-4
	520030781(050051)-4
	520030781(H04)-4




