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お得意様各位

松山空港ビル株式会社

営業部

ご 挨 拶

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度は弊社「2021 winter Gourmet Catalog」をお手に取ってくださり、誠にありが

とうございます。

お世話になった方々へ一年の感謝の気持ちをこめて贈る年末ギフト。その大切な想いをお届け

するために、選りすぐりの品々をご用意いたしました。地元愛媛の特産品や、プレミアム感のある

ブランドグルメなど、冬に贈りたい、とっておきのギフトを取り揃えております。

この冬も是非、松山空港ビル スカイショップをご利用くださいますようお願い申し上げます。

敬 具



商品一覧

商品名
売価

（税込・送料込）
保存方法

55 AGF ｺｰﾋｰﾊﾞﾗｴﾃｨｷﾞﾌﾄ<MQZ-30N> 3,385 常温

56 AGF ｺｰﾋｰﾊﾞﾗｴﾃｨｷﾞﾌﾄ<MQZ-40N> 4,411 常温

57 AGF ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰｷﾞﾌﾄ<MQO-30N> 3,385 常温

58 AGF ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰｷﾞﾌﾄ<MQO-50N> 4,865 常温

59 UCC ﾊﾞﾗｴﾃｨｺｰﾋｰｷﾞﾌﾄ　 5,437 常温

60 ｳｨﾝﾅｰｾｯﾄ 3,920 冷蔵

61 ｽﾃｰｷﾛｰｽﾊﾑｾｯﾄ 4,720 冷蔵

62 厚切りﾍﾞｰｺﾝｾｯﾄ 3,520 冷蔵

63 むっちり豚まんｾｯﾄ 4,210 冷凍

64 松阪牛もも・肩ロースすき焼き用 10,800 冷凍

65 米沢牛すき焼き用 8,640 冷凍

66 6大ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ和牛食べくらべﾐﾆｽﾃｰｷ 10,800 冷凍

67 6大ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ和牛食べくらべﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 10,800 冷凍

68 さくらﾎﾟｰｸ ﾁｹﾞ鍋ｽｰﾌﾟｾｯﾄ 4,860 冷凍

69 ｽｷﾞﾓﾄ 名古屋ｺｰﾁﾝとあぐー豚の麻辣鍋 4,860 冷凍

70 博多もつ鍋ｾｯﾄ 5,400 冷凍

71 「下関 音」ふくちり鍋・しゃぶ鍋ｾｯﾄ 5,400 冷凍

72 広島県産 かきの土手鍋ｾｯﾄ 3,888 冷凍

73 小樽 海鮮個食鍋 5,400 冷凍

74 関とら本店 個食鍋3種ｾｯﾄ 5,400 冷凍

75 手押しじゃこ天三昧ｾｯﾄ 3,540 冷蔵

76 巻物ｾｯﾄ 7,286 冷蔵

77 蒲鉾詰合せ 4,900 冷蔵

78 すくいちりめん(木箱) 5,400 冷蔵

79 ちりめんﾊﾟｯｸ 3,600 常温

80 手押し忠八じゃこ天入かまぼこ詰合せ<SKY-333> 3,330 冷蔵

81 忠八じゃこ天入かまぼこ詰合せ<SKY-393> 3,930 冷蔵

82 おがた蒲鉾詰合せ 4,200 冷蔵

83 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｷﾞﾌﾄ 5,880 冷蔵

84 蒸ししらす食堂ｾｯﾄ 4,642 冷凍

85 釜あげしらす食堂ｾｯﾄ 4,102 冷凍

86 宇和島鯛めしと年越し逸品二人前ｾｯﾄ 6,130 冷凍

87 宇和島鯛めしの素 3食ｾｯﾄ 4,130 冷凍

88 田中屋 新そば出石そば（温用） 4,104 常温

89 信州五割半生そば つゆ付 3,240 常温

90 北海道 新巻鮭 姿切り身 7,020 冷凍

91 真鯛･霜降りあじ一夜干しｾｯﾄ 5,400 冷凍

92 愛媛のひもの詰合せ 5,400 冷凍

93 ﾎﾞｲﾙたらばがに笹切り 10,800 冷凍

94 北の懐石 彩り海鮮3種ｾｯﾄ 5,400 冷凍

95 かねふく 無着色辛子明太子 400ｇ 4,320 冷凍

96 博多紀久屋 数の子松前満杯詰め 4,320 冷凍

97 博多紀久屋 数の子松前と無着色辛子明太子 4,860 冷凍

98 三陸海宝漬中村家 海鮮漬3種詰合せ 6,264 冷凍

99 味付数の子（大折れ） 4,536 冷凍

100 ﾎﾞｲﾙｽﾞﾜｲｶﾞﾆ棒肉（折れ) 300g 4,104 冷凍

101 ﾎﾞｲﾙｽﾞﾜｲｶﾞﾆ棒肉（折れ) 500g 5,400 冷凍

102 ちりめん佃煮ｾｯﾄ 3,612 常温

103 磯じまん 国産素材詰合せ 3,029 常温

104 ﾆｯｽｲ 瓶詰ｾｯﾄ 3,207 常温

105 ﾆｯｽｲ 缶詰瓶詰ｾｯﾄ 5,151 常温

106 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ 缶詰・瓶詰詰合せ 4,293 常温

107 味の素 和洋中ﾊﾞﾗｴﾃｨ調味料ｷﾞﾌﾄ<A-30N> 3,385 常温

108 味の素 和洋中ﾊﾞﾗｴﾃｨ調味料ｷﾞﾌﾄ<A-50N> 5,266 常温

商品名
売価

（税込・送料込）
保存方法

1 ﾎｼﾌﾙｰﾂ あまおうのｸﾘｰﾑいちご大福 fuwaru 3,780 冷凍

2 ﾎｼﾌﾙｰﾂ 星のｱｲｽｸﾘｰﾑﾀﾙﾄ 5,400 冷凍

3 春摘み苺ｱｲｽ 18粒 3,564 冷凍

4 ｲﾙｸﾙｿｰﾚ 甲州生ｼﾞｪﾗｰﾄ 人気ﾌﾚｰﾊﾞｰ詰合せ 5,400 冷凍

5 銀座千疋屋 銀座ｼｮｺﾗｱｲｽ 4,860 冷凍

6 八天堂　ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾛｰｽﾞﾝくりーむﾊﾟﾝ詰合せ 3,888 冷凍

7 愛媛みかん 贈答用 約3kg 4,860 常温

8 愛媛みかん 贈答用 約5kg 5,400 常温

9 愛媛みかん ﾊﾞﾗ詰め 約3kg 3,780 常温

10 愛媛みかん ﾊﾞﾗ詰め 約5kg 4,860 常温

11 媛まどんな 贈答用 Aｾｯﾄ 4,860 常温

12 媛まどんな 贈答用 Bｾｯﾄ 5,940 常温

13 媛まどんな ﾊﾞﾗ詰め 約2kg 4,320 常温

14 媛まどんな ﾊﾞﾗ詰め 約3kg 5,400 常温

15 しまなみみかんｼﾞｭｰｽ＆愛媛みかん 3,780 常温

16 しまなみみかんｼﾞｭｰｽ 12本 4,860 常温

17 しまなみ太陽だより 12本 5,400 常温

18 瀬戸内しまなみ柑橘物語 缶詰ﾐｯｸｽ6缶入 4,242 常温

19 まどんなのよろこびﾌﾟﾚｰﾝﾊｰﾌ 2本ｾｯﾄ 4,210 常温

20 いーよかんしかしない 2,104 常温

21 みかんﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ 12個ｾｯﾄ 3,100 常温

22 みかんﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ詰合せ 3,500 常温

23 奥伊予の栗菓子ｾｯﾄ 4,360 常温

24 栗きんとん 12個入 3,940 常温

25 ｶﾙﾋﾞｰ お日様と潮風のﾎﾟﾃﾄ 10袋 3,024 常温

26 兼六の華<KRH-20R> 2,484 常温

27 兼六の華<KRH-30R> 3,207 常温

28 もち麦せんべい 36枚入 3,700 常温

29 亀田製菓 おもちだまＭ 2,285 常温

30 亀田製菓 おもちだまＸ 3,207 常温

31 京都 都製餡 北海道小豆ぜんざいｾｯﾄ 3,564 常温

32 ひと切れ一六ﾀﾙﾄ 10個入 2,104 常温

33 ひと切れ一六ﾀﾙﾄ 20個入 3,508 常温

34 御栗ﾀﾙﾄ 2本入 4,308 常温

35 栗 どら焼 3,888 常温

36 山田屋まんじゅう 化粧箱 20個入 3,292 常温

37 山田屋まんじゅう 化粧箱 30個入 4,480 常温

38 山田屋まんじゅう･きらｾｯﾄ 3,940 常温

39 ﾄﾞｰﾑｸｰﾍﾝ詰合せ 10個(ｼｮｺﾗ入) 3,724 常温

40 瀬戸内だより 3,990 常温

41 ﾗｸﾞﾉｵ ﾁｰｽﾞｹｰｷｷﾞﾌﾄ 16個 4,104 冷凍

42 みれい菓 ﾊﾞｽｸﾁｰｽﾞｹｰｷｾｯﾄ 3,996 冷凍

43 北海道ﾗｽｸ冬のｾｯﾄ 3,780 常温

44 神戸ﾌﾗﾝﾂ×ﾎｼﾌﾙｰﾂ ｼｮｺﾗｻﾌﾞﾚ＆焼き菓子ｾｯﾄ 3,456 常温

45 ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ ｸｯｷｰｱｿｰﾄﾒﾝﾄ 32枚入 3,996 常温

46 ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ ｸｯｷｰｱｿｰﾄﾒﾝﾄ 55枚入 6,156 常温

47 KAHISAKAN 小樽珈琲専門店のｷｬﾗﾒﾙｼｮｺﾗｻﾝﾄﾞ 3,564 常温

48 ｸﾞﾗﾝﾏ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ焼菓子ｷﾞﾌﾄ 14個 3,029 常温

49 ﾌｨﾅﾝｼｪ＆ｳｪｯｼﾞｳｯﾄﾞ ﾜｲﾙﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｾｯﾄ 22個 3,564 常温

50 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ｽｲｰﾂｱｿｰﾄ 15個 3,564 常温

51 うずしおﾊﾟｲ 30枚入 3,672 常温

52 紅まどんなﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ 3個入 4,024 常温

53 ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰ ﾄﾞﾘｯﾌﾟ＆ｽﾃｨｯｸｾｯﾄ 3,029 常温

54 ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰ ﾄﾞﾘｯﾌﾟｺｰﾋｰｱｿｰﾄ 3,207 常温



もち粉とうるち粉をブレンドしたやわらかく伸びのあ
る大福で、ホイップクリームと福岡県産あまおうを
1粒包み込みました。やわらかいお餅の食感とい
ちごの酸味、やさしい甘さのクリームが1つになった
味わいのバランスをお楽しみください。

Winter Sweets

まっ赤な苺のまん中に、相性のよい練乳味のアイスクリームをしぼり込みました。
苺の酸味とコクのあるアイスの甘みをお楽しみください。

無包装

春摘み苺アイス 18粒
3,564円

18粒
冷凍540日
ご注文締切：12/12

ホシフルーツ
あまおうのクリームいちご大福fuwaru
3,780円

8個
冷凍90日
ご注文締切：12/12

簡易包装

簡易包装

ホシフルーツ
星のアイスクリームタルト
5,400円

ベリータルト(ストロベリーアイス&スト
ロベリー)・抹茶タルト(抹茶アイス&
栗小豆)・チョコバナナタルト(チョコ
アイス&チョコバナナ)・マンゴータルト
(バニラアイス&マンゴー)×各2個
計8個
冷凍
ご注文締切：12/12

ふんわりお餅と
なめらかクリームの
あまおう大福。

タルトと一緒に食べるフルーツたっぷりのアイスタルト。

サクサクのタルト生地にミルク感たっぷりの本格アイスクリーム。色鮮やかなフルーツを
あふれんばかりに盛り込んだアイスクリームタルトです。

すっきりさわやかなおいしさ、口溶けリッチなひとくちアイス。



口溶けなめらかなチョコアイスに、香り豊かなフルーツやナッツを加えた銀座千疋屋
オリジナルのショコラアイス。

程良い甘さとコク深い味わいを。

熟した果実をそのまま食べているような味わいの生ジェラート。ミルクタイプ
は八ヶ岳の搾りたて生乳を使用。原材料の本来の風味を味わえる、どれ
も濃厚で味わい深いジェラートです。そして、そのジェラートを層にして作ら
れるパフェ(ピスタランポーネ)もこだわりの逸品です。

どれも山梨の豊かな素材を活かし
「生」の味のおいしさを表現しました。

甲州生ジェラート（ミルク90ml×4個、巨峰・白桃 各90ml×2個)、ドポチェーナ
（ピスタランポーネ120ml×2個） 計10個
冷凍
ご注文締切：12/12

イルクルソーレ
甲州生ジェラート 人気フレーバー詰合せ
5,400円 簡易包装

簡易包装

無包装

銀座千疋屋
銀座ショコラアイス
4,860円

ホワイトチョコ(ストロベリー・レーズン)・
ミルクチョコ(オレンジ・ライムレーズンアーモンド
・ピスタチオ)各90ml×2個 計10個
冷凍
ご注文締切：12/12
※洋酒を使用しています。お子様やお酒に弱い方はご注意ください。

八天堂
プレミアムフローズンくりーむパン詰合せ
3,888円

(カスタード・チョコレート・ストロベリー・あんバター)
各2個 計8個
冷凍90日
ご注文締切：12/12

驚きのふんわり。究極にやさしい、くりーむパン。

こだわりのクリームは、口にいれるとふんわりとろけます。クリームと相性抜群の、
しっとりふんわりの生地が絶妙です。あたためて食べる冬季限定のあんバターと
定番3種類の詰合せです。
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乃万青果

愛媛のみかん専門店『のま果樹園』
がお届けする愛媛みかん。
11月8日～12月上旬のお届けは、
外皮や房が薄く、食味のよい、早生
みかんです。コクがあって、甘味と酸
味のバランスも絶妙です。12月中
旬～のお届けは、甘味がのって、
しっかりとした濃い甘さとコクがある、
温州みかん（中生みかん）です。
お歳暮の定番ギフトとして毎年たく
さんの方に喜ばれています。

愛媛みかん 贈答用 約3kg
4,860円

愛媛みかん(手詰め) L・M玉中心
約3kg(21～33個程度)
風通しのよい常温または冷蔵庫で保
管し、お早めにお召し上がりください。
ご注文期間：11/8～12/17

愛媛みかん 贈答用 約5kg
5,400円

愛媛みかん(手詰め) L・M玉中心
約5kg(35～54個程度)
風通しのよい常温または冷蔵庫で保
管し、お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 11/8～12/17

愛媛みかん バラ詰め 約3kg
3,780円

愛媛みかん(バラ詰め) M・S玉混合
約3kg(31～44個程度)
風通しのよい常温または冷蔵庫で保
管し、お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 11/8～12/17

愛媛みかん バラ詰め 約5kg
4,860円

愛媛みかん(バラ詰め) M・S玉混合
約5kg(52～72個程度)
風通しのよい常温または冷蔵庫で保
管し、お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 11/8～12/17

媛まどんな 贈答用 Aセット
4,860円

媛まどんな(手詰め) 3L～L玉
5～8個前後
風通しのよい常温または冷蔵庫で保管し、
お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 12/6～12/17

媛まどんな 贈答用 Bセット
5,940円

媛まどんな(手詰め) 3L～L玉
8～12個前後
風通しのよい常温または冷蔵庫で保管し、
お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 12/6～12/17

紅色でまんまるな果実はずっしり重く、触れるだけで弾けてしまいそう。
果肉はとてもやわらかく、果汁もたっぷりなので、口の中でゼリーのようにとろけます。
極上の食感と上品な香りは衝撃的な美味しさです。



※乃万青果送料：北海道･沖縄は、送料全てプラス1,000円

しまなみみかんジュース 12本
4,860円

しまなみみかんジュース 500ml×12本
常温1年間(※開封後は、必ず冷蔵庫で保管し、
お早めにお召し上がりください。)

搾った果汁をビンに詰めただけの、完全無添加、
果汁100％のストレートみかんジュースです。
手搾りに近いこだわりの製法で、丁寧に搾ったスト
レートジュースは、まるでミカンそのものを飲んでいる
かのよう。そんな「飲むミカン」をお届けします。

愛媛のみかん専門店『のま果樹園』がお届けする
柑橘ジュースセットです。愛媛県産の6種類の柑橘
をそのままジュースにしました。水一滴すら加えない、
搾った果汁をビンに詰めただけの、完全無添加、
果汁100％のストレートジュースです。柑橘王国
「愛媛」を丸ごと味わえる贈り物として、全国のお客
様に喜ばれています。しまなみみかんジュース＆愛媛みかん

3,780円

しまなみみかんジュース 500ml×2本
愛媛みかん(手詰め) M9個またはS12個
【ジュース】常温1年間(※開封後は、必ず冷蔵
庫で保管し、お早めにお召し上がりください。)
【みかん】風通しのよい常温または冷蔵庫で保管
し、お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 11/8～12/17

しまなみ太陽だより 12本
5,400円

ストレートジュース 500ml×12本(みかん、あま
なつ、河内晩柑、清見タンゴール、デコタンゴール、
いよかん 計6種)×各2
常温1年間(※開封後は、必ず冷蔵庫で保管
し、お早めにお召し上がりください。)

媛まどんな バラ詰め 約3kg
5,400円

媛まどんな(バラ詰め) 2L～M玉中心
約3kg(10～22個程度)
風通しのよい常温または冷蔵庫で保管し、
お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 12/13～12/17

媛まどんな バラ詰め 約2kg
4,320円

媛まどんな(バラ詰め) 2L～M玉中心
約2kg(6～15個程度)
風通しのよい常温または冷蔵庫で保管し、
お早めにお召し上がりください。
ご注文期間： 12/13～12/17

手搾りに近いこだわりの製法で、丁寧に搾った
ストレートジュースは、まるでミカンそのものを飲ん
でいるみたい。そんな「飲むみかん」と愛媛みかん
の詰め合わせギフトです。



いーよかんしかしない
2,104円

いーよかんしかしない×10個
常温21日

柑橘王国愛媛から
自慢の柑橘缶詰の詰め合わせ。

生果に近い味・食感をご堪能いただくため、通常の缶詰より
シロップの糖度は低め。もぎたてを食べているようなフレッシュ
感をお楽しみください。

しっとりとした食感の
伊予柑蜜漬けマドレーヌ。

まどんなのよろこびプレーンハーフ 2本セット
4,210円

「紅まどんな」パウンドケーキ×2本
常温40日

一六

瀬戸内しまなみ柑橘物語
缶詰ミックス 6缶入
4,242円

八朔缶詰295g×2、甘夏缶詰295g×2、
伊予柑缶詰295g×2
常温3年

爽やかな香りが広がる、
紅まどんなのパウンドケーキ。

愛媛県のブランドオレンジ「紅まどんな」を使ったパウンドケーキ
です。ケーキ上部には、紅まどんなのみずみずしい果肉スライス
を敷き並べ、生地にもたっぷりのピューレを練り込んでいるため、
口いっぱいに紅まどんなの爽やかな香りが広がります。しっとりし
た食感と上品な甘さ、シンプルで洗練された味わいです。
食べる前に冷蔵庫でよく冷やしていただくと、より生地が締まり、
まるで濃厚なチーズケーキを食べているかのようです。

卵や砂糖などを合わせた生地に、細かく刻んだ伊予柑蜜漬
け果皮（愛媛県産）を混ぜて焼き上げたマドレーヌです。
伊予柑濃縮果汁（愛媛県産）を入れ、しっとりとした食感
に仕上げました。

※画像は八朔缶詰です。

ｸﾞﾘｯﾌﾟｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ



みかんバウムクーヘン12個セット
3,100円

みかんバウムクーヘン(直径約7cm)×12個
常温180日

ふわっとみかんが優しく香る、やわらかくふんわりとした軽い食感のバウムクーヘン
に仕上げました。冷蔵庫(お急ぎの場合は冷凍庫でもOK)で冷やしていただくと、
しっとりとした食感がお楽しみいただけます。

愛媛産みかん果汁を生地に練り込んだバウムクーヘン。

栗きんとん 12個入
3,940円

栗きんとん×12個
常温5日

蒸した和栗の実に少しの砂糖を加え、茶巾しぼりにしました。
原材料は栗と砂糖のみの完全無添加の栗きんとんです。

日本有数の栗産地「城川」から贈る、甘みを増した栗のギフト。

想われ栗
渋皮付城川和栗のブランデー漬けを丸ごと1個、
上品な白あんと共に包み込みました。

想い栗
城川和栗の甘露煮を丸ごと1個、
上品な白あんと共に包み込みました。

修斗

城川ﾌｧｸﾄﾘｰ

みかんバウムクーヘン詰合せ
3,500円

みかんバウムクーヘン(直径約7cm)×8個
チョコみかんバウム(直径約7cm)×4個
【みかんバウム】常温180日
【チョコみかんバウム】冷暗所(18℃以下)90日

栗処「奥伊予城川町」から送る和栗のお菓子詰め合わせです。

ふわっとみかんが優しく香る軽い食感のバウムクーヘンに仕上げました。やわらかく
ふんわりと焼き上げたバウムクーヘンのうち、４個には甘さ控えめのチョコレートを
かけ、ギフトボックスに詰め込みました。

奥伊予の栗菓子セット
4,360円

想い栗(甘露煮入り焼き饅頭)×3個、
想われ栗(渋皮煮入り焼き饅頭)×3個、
みのりの秋菓(和栗ブランデー漬け5個入)
×1袋、
和栗とはちみつのちっちゃい「ようかん」55g
×4個
常温21日



3,207円10
％
OFF

兼六の華〈KRH-30R〉

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

黒ごま入り玄米煎餅・紫いも煎餅×各14
枚、えびまめ花煎餅×12枚、黒糖ごまざら
め煎餅×9枚、金澤カレー煎餅・つぶやきサ
ラダ煎餅×各6枚 計61枚
常温120日 ご注文締切：12/12

完全包装完全包装

メープルの甘い香りに、バターのやさしい塩味が合わさった、
上品な味わいの「お日様ポテト」と、オリーブオイル&ロレー
ヌ岩塩がポテトのおいしさを繊細に引き立てている「潮風
ポテト」。
※フランス産ロレーヌ岩塩100％使用(食塩中)

完全包装

カルビー お日様と潮風のポテト 10袋
3,024円

オリーブソルトの潮風ポテト16g・メープルバターの
お日様ポテト16g×各5袋
常温180日
ご注文締切：12/12

兼六の華〈KRH-20R〉
2,484円

金澤カレー煎餅・えびまめ花煎餅×各10
枚、黒糖ごまざらめ煎餅×8枚、黒ごま入り
玄米煎餅・紫いも煎餅・つぶやきサラダ煎
餅×各5枚 計43枚
常温120日
ご注文締切：12/12



もち麦せんべい 36枚入
3,700円

36枚入
常温120日

亀田製菓 おもちだまM

メーカー希望小売価格2,000円+送料300円の品

サラダ餅、しょうゆ餅、チーズ餅、えび餅、
海苔巻餅 計310g
常温180日
ご注文締切：12/12

2,285円8
％
OFF

亀田製菓 おもちだまＸ

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

サラダ餅、しょうゆ餅、チーズ餅、えび餅、
海苔巻餅 計438g
常温180日
ご注文締切：12/12

簡易包装

3,207円10
％
OFF

簡易包装

四国は道後平野で栽培されたもち麦と国産うるち米で、ふっくらと炊き上がった麦ごは
んが懐かしの香ばしいお煎餅になりました。味付けには、オーガニック認定の有機栽培
丸大豆醤油に酵母エキス、昆布エキス、鰹エキス、椎茸エキスと自然素材にて調味し
た安心、安全の無添加仕上げです。遺伝子組み換え品は一切不使用です。



ひと切れ一六タルト 10個入
2,104円

柚子×10個
常温37日

ひと切れ一六タルト 20個入
3,508円

柚子×20個
常温37日

栗 どら焼
3,888円

栗どら焼×8個
常温14日

北海道産小豆を贅沢に使い、鈴鹿山系の伏流水で
手間ひまかけて仕上げました。

京都 都製餡
北海道小豆ぜんざいセット
3,564円

170g×6個
常温120日
ご注文締切：12/12

簡易包装

愛媛県産の柚子と皮むき小豆餡を使用し、きめ細かいソフトなスポンジで
巻いたお菓子です。スポンジの表面にはグラニュー糖をまぶしています。

爽やかな柚子の風味と、やさしい甘さのこしあんが
口いっぱいに広がります。

日本三大栗の愛媛県中山産の「一粒栗」を使用した、
秋限定の栗どら焼き。

愛媛県産1級栗を丸々一粒入れた贅沢などら焼の8個セット。
甘さは控えめで、上品な味わいに仕上げました。

御栗タルト 2本入
4,308円

御栗タルト(11切れ)×2本
常温45日

ふっくらとした小豆の香りがなんとも上品。丸もち入りで本格的なぜんざいを
お楽しみいただけます。

上品な味わい

和すいーつ

大粒栗をまるごと餡で包んだ、食べやすい一切れサイズ。

ロールケーキのように柚子餡を巻いた四国銘菓「タルト」。しっとりやわらかなカス
テラ生地に、大粒栗を一粒ずつ並べて巻き上げたワンランク上の贅沢な一品で
す。口に入れると栗の味わいがふわっと豊かに広がり、柚子餡がさらにおいしさを
引き立てます。



ドームクーヘン詰合せ 10個(ショコラ入)
3,724円

プレーン×3、抹茶×3、ショコラ×4
常温70日

山田屋自慢のこしあんをバームクーヘンで包んだプレーン、抹茶バームクーヘンで
包んだ抹茶、抹茶をチョコレートで包んだショコラ、3種詰合せ。

創業慶応3年より150有余年。北海道十勝産小豆だけを使用したなめらかな
こし餡を薄皮で包んだ山田屋まんじゅうと自慢のこし餡と四国カルストの湧水で
作り上げた冷やししるこ「きら」の詰合せ。

山田屋まんじゅう 化粧箱 20個入
3,292円

山田屋まんじゅう×20個入
常温45日

山田屋まんじゅう 化粧箱 30個入
4,480円

山田屋まんじゅう×30個入
常温45日

山田屋まんじゅう･きらセット
3,940円

山田屋まんじゅう×15個入、名水しるこ「きら」
150g×3袋
常温45日

創業慶応3年より150有余年。北海道十勝産小豆だけを使用したなめらかな
こし餡を薄皮で包んだ「ほど良い甘さ」が特徴の一口サイズのおまんじゅう。
あらたまった席から、お土産まで、幅広くご利用いただける和菓子です。



オーストラリア産のクリームチーズを使い、ふんわりソフトに焼きあげた半生タイプ
のはんじゅくチーズケーキとクリーミーなチーズケーキにレモンマーマレードをとじ込
めて焼きあげたレモンチーズケーキの2種類の詰合せです。

ラグノオ
チーズケーキギフト 16個
4,104円

はんじゅくチーズケーキ×10個、
レモンチーズケーキ×6個
冷凍210日
ご注文締切：12/12

完全包装

さわやかな2種類のチーズケーキ。

焦げた部分の香ばしさと、チーズの濃厚さがクセになる味わい。純生クリームと、
北海道産クリームチーズ、そしてオーストラリア産クリームチーズをバランスよくブレ
ンドしています。

スペイン・バスク地方で生まれた
ふわとろ食感チーズケーキ。

CHOCOLATE＆CHEESE

瀬戸内だより
3,990円

ベビー母恵夢×8個、
ベビー母恵夢(冬のショコラ)×4個、
ベビー母恵夢(ベイクドチーズ)×4個、
生母恵夢×10個
常温20日

レモンマーマレード入り

はんじゅくチーズケーキ

レモンチーズケーキ

芳醇なコクと豊かな香りが特徴の
ベルギー産チョコレートを使用したベビー母恵夢。

新食感の「生母恵夢」を加え、
人気のベビー母恵夢が入った詰合せです。

簡易包装

みれい菓
バスクチーズケーキセット
3,996円

バスクチーズケーキ・バスクチーズケーキ
(チョコ)×各3個
冷凍90日
ご注文締切：12/12



ショコラの味わい・食感の隅々にまでこだわった焼菓子に、爽やかなフルーツの
酸味を活かした、贅沢なギフトです。

神戸フランツ×ホシフルーツのコラボ企画で贈る
贅沢なショコラ×フルーツのアソートギフト。

ゴディバ
クッキーアソートメント 32枚入
3,996円

クッキー(ミルクチョコレート・ダークチョコレート
×各16枚)
常温100日
ご注文締切：12/12

ゴディバ
クッキーアソートメント 55枚入
6,156円

クッキー(ミルクチョコレート・ダークチョコレート
×各20枚、サブレノア×15枚)
常温100日
ご注文締切：12/12

完全包装

完全包装

完全包装神戸フランツ×ホシフルーツ
ショコラサブレ&焼き菓子セット
3,456円

ショコラサブレ(ミルク&清見オレンジ・ホワイト
&苺×各2個)、苺フィナンシェ×3個、苺ト
リュフケーキ×2個 計9個
常温40日
ご注文締切：12/12

簡易包装

丁寧に焼きあげた自慢のパンから生まれたラスク。

パン生地にキャラメルを練り込んだキャラメル味、チョコをコーティングした
ミルクチョコとホワイトチョコの3つの味をお楽しみください。

北海道ラスク冬のセット
3,780円

キャラメル2枚入×7袋、 ミ
ルクチョコ・ホワイトチョコ×各11枚
常温60日
ご注文締切：12/12

選び抜かれた素材と、ゴディバならではの
チョコレートの味わいを大切にしたクッキー。

軽やかなラングドシャ生地で、チョコレートをサンドしたクッキー。サクッとした口あたりと、
風味豊かなチョコレートのハーモニーをお楽しみいただけます。

COLLECTION



女性に人気のプラムを丸々一粒のせたプラムタルトを
はじめとする４種類のサクサクとした食感のタルトと、
しっとりと丁寧に焼き上げたケーキを食べやすくカットした
４種類のカットケーキをお楽しみ頂けます。

体にやさしい自然な甘味や風味を追求する
グランマのこだわりスイーツです。

小樽で焙煎した
珈琲の香り際立つ
贅沢なキャラメルショコラサンド。

チョコレートの中にキャラメルを閉じ
込め、珈琲香るサクサクのクッキー
生地でサンドしました。クッキー生地
には、珈琲づくりに適した気温・小
樽で焙煎した珈琲豆を使用。クッ
キーを割った間から、とろりと溶け出
すキャラメルと、くちどけのよいチョコ
レートがあわさって、贅沢な味わいを
演出します。

グランマ
プレミアム焼菓子ギフト 14個

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

タルト(スイートポテト・プラム・キャラメル
ナッツ・フルーツ×各1個)、カットケーキ
(マーブル・抹茶×各3個、オレンジ・フ
ルーツ×各2個)
常温40日 ご注文締切：12/12

3,029円15
％
OFF

簡易包装

KAHISAKAN
小樽珈琲専門店の
キャラメルショコラサンド
3,564円

20個入
常温60日
ご注文締切：12/12

完全包装

TEA TIME
至福のひととき。

完全包装

フィナンシェ&ウェッジウッド
ワイルドストロベリーティーバッ
グセット 22個
3,564円

フィナンシェ(ストロベリー・ピスタチオ・紫
芋・プレーン・イチジク×各2個)、ワイルド
ストロベリーティーバッグ（ファインストロベ
リー・ピクニック・ウィークエンドモーニング・
アールグレイフラワーズ×各3袋）
常温60日
ご注文締切：12/12

優雅なティータイムに
定番の焼菓子をご一緒に。

ストロベリー、プレーン、イチジク、ピスタチオ、
紫芋の5種類のフィナンシェと、4種類の
ティーバッグをセットにしました。



来島海峡の渦潮の形をかたどった「うずしおパイ」はご当地今治ならではのお菓子。
層の間に織り込まれた荒きざみのアーモンドが焦がしパイの香ばしさをいっそう引き立てます。

瀬戸内の名所、
来島海峡の渦潮をかたどった
風味豊かな焦がしパイ。

うずしおパイ 30枚入
3,672円

うずしおパイ×30枚
常温25日

紅まどんなマーマレード 3個入
4,024円

110ｇ×3個
常温6ヶ月

果皮だけでなく果肉も入っているため、
紅まどんなを丸ごと味わえます。酸
味・甘味が絶妙なテイスト。甘さ控え
めの糖度55℃で仕上げているため
粘度は少し弱め。トーストは勿論、
ヨーグルト等へのソース、夏はソーダ
割、冬は紅茶又はお湯割りでお楽し
みいただけます。

愛媛県のブランドオレンジ
紅まどんなを丸ごと使い、
甘さ控えめの
マーマレードに仕上げました。

ホテルオークラ
スイーツアソート 15個
3,564円

ブラウニーネーブル×4個、レーズンサンド
×3個、マドレーヌ(プレーン・チョコ)・チョコ
レートケーキ・フルーツケーキ×各2個
常温60日
ご注文締切：12/12

完全包装

おもてなしの心を詰めた、
ホテルメイドのクオリティ。

一つひとつにこだわりを込めたスイーツセット。長年にわたって愛され続けている
ブランドスイーツならではのクオリティです。



3,207円10
％
OFF

ドトールコーヒー
ドリップコーヒーアソート

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

ドリップコーヒー(オリジナルブレンド・クラシックブレンド
各7g×5P) 各3
常温360日
ご注文締切：12/12

3,385円5
％
OFF

AGF コーヒーバラエティギフト
〈MQZ-30N〉

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

ブレンディインスタントコーヒー(スペシャルテイスト・
マイルドテイスト各70g)、ちょっと贅沢な珈琲店
ハンディドリップ(ブラジルブレンド・モカブレンド各
5P)、ブレンディスティック(カフェオレ深煎珈琲仕
立て4本×2、紅茶オレ・ココアオレ各4本)
常温330日
ご注文締切：12/12

4,411円5
％
OFF

AGF コーヒーバラエティギフト
〈MQZ-40N〉

メーカー希望小売価格4,000円+送料300円の品

マキシムインスタントコーヒースペシャルブレンド65g、
ブレンディインスタントコーヒースペシャルテイスト70g、
ちょっと贅沢な珈琲店ハンディドリップ(ブラジルブレ
ンド5P×2、コロンビアブレンド・キリマンジャロブレン
ド各5P)、ブレンディスティック(カフェオレ深煎珈琲
仕立て・紅茶オレ・ココアオレ各4本)
常温330日
ご注文締切：12/12

3,385円5
％
OFF

AGF インスタントコーヒーギフト
〈MQO-30N〉

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

ちょっと贅沢な珈琲店インスタントコーヒー(ブラジル
ブレンド・キリマンジャロブレンド)各65g×1、ブレン
ディインスタントコーヒー(スペシャルテイスト、マイル
ドテイスト)各70g×2
常温1080日
ご注文締切：12/12

5,437円5
％
OFF

UCC バラエティコーヒーギフト

メーカー希望小売価格5,000円+送料300円の品

(ドリップコーヒー)六甲焙煎濃厚なコク・六甲焙煎
芳醇な香り・富士焙煎華やぐ香り・富士焙煎広
がる甘み(各8g×5P)×2、(インスタントコーヒー)
ザ・ブレンド114スペシャル、ザ・ブレンド117スペ
シャル各40g×1、炭焼珈琲35g×1
常温450日
ご注文締切：12/12

4,865円15
％
OFF

AGF インスタントコーヒーギフト
〈MQO-50N〉

メーカー希望小売価格5,000円+送料300円の品

ちょっと贅沢な珈琲店インスタントコーヒー(ブラジル
ブレンド・キリマンジャロブレンド)各65g×1、マキシ
ムインスタントコーヒー(スペシャルブレンド)65g×2、
ブレンディインスタントコーヒー(スペシャルテイスト、マ
イルドテイスト)各70g×2
常温1110日
ご注文締切：12/12

簡易包装

簡易包装簡易包装簡易包装

簡易包装

簡易包装

簡易包装

3,029円15
％
OFF

ドトールコーヒー
ドリップ＆スティックセット

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

ドリップパック(まろやかブレンド5P×2､深煎りブレンド5P×1)､インスタン
トスティック(ココア17g･ミルクティー15g･カフェオレ13g×各7本)
常温360日
ご注文締切：12/12

日々をちょっと楽しくしてくれる
ドトールのインスタント・ドリップの詰合せ。



お子様に人気のウィンナーの詰め合わせ
です。

食べ応えのある分厚いロースハムと
人気の城川ベーコンとウィンナーです。

人気のベーコンを食べ応えのある厚切りに
しました。それぞれの味をお楽しみください。

SMOKED HAM  GIFT

ウィンナーセット
3,920円

あら挽きウィンナー(5本入)、ペッパーウィンナー
(5本入)、チーズウィンナー(3本入)、ジャンボフ
ランクフルト(2本入)、ボイル･ド･あら挽きウィン
ナー(5本入)
冷蔵21日

ステーキロースハムセット
4,720円

ステーキロースハム(200g)、城川ベーコンミニ
(180g)、白いベーコンミニ(180g)、あら挽き
ウィンナー(5本入)
冷蔵28日

厚切りベーコンセット
3,520円

厚切り城川ベーコン(80g)、厚切り城川七味
ベーコン(80g)、厚切り城川ガーリックベーコン
(80g)、厚切り城川ショルダーベーコン(80g)
冷蔵35日

生地、具、全ての材料にこだわりました。もっちりとした生地は国産
小麦。城川自然牧場が厳選した愛媛県産豚肉。生姜焼き風味の
具材も国内産。作り方にもこだわって、今までの「豚まん」のイメージ
を変えた逸品です。

むっちり豚まんセット
4,210円

豚まん(2個入)×6袋
冷凍90日



ヘルシーな赤身のもも肉と脂が程よく交差
した肩ロース肉を黒毛和牛の中でも代表
的な松阪牛でご用意いたしました。2つの
部位の食べくらべをお楽しみいただけるすき
焼き肉です。

2

つ
の
部
位
の
食
べ
く
ら
べ
を
楽
し
め
る
す
き
焼
き
肉
。

松阪牛もも･肩ロースすき焼き用
10,800円

もも・肩ロース 計400g
冷凍30日
ご注文締切：12/12

米沢牛すき焼き用
8,640円

もも250g、肩200g
冷凍30日
ご注文締切：12/12

米
沢
牛
の
深
い
味
わ
い
と
旨
み
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

米沢牛黄木が肉質・旨みにこだわり選び
抜いた米沢牛の肩肉ともも肉をすき焼き
用としました。赤身ならではの味わいと旨
みをお楽しみいただける一品です。

老
舗
「
米
沢
牛
黄
木(

お
お
き)

」
が
選
び
抜
い
た

簡易包装

簡易包装



6大ブランド和牛食べくらべミニステーキ
10,800円

もも(神戸牛・松阪牛・米沢牛・近江牛・宮崎牛・仙台牛)
各60g
冷凍30日
ご注文締切：12/12

良質な身の締まりと
脂肪ののりの良さ

やわらかさ、味わい、
素晴らしい色合い

脂肪と赤身の
絶妙なバランス

脂肪が肉に細かく
入り込んで濃厚な旨み

“肉の芸術品”
と言われる

最も歴史のある
ブランド和牛

ブ
ラ
ン
ド
和
牛
6

選
を
贅
沢
に
食
べ
く
ら
べ
。

簡易包装

簡易包装

濃厚な旨みの神戸牛、“肉の芸術品”と言われる松阪牛、身の締まりと脂肪ののりの良い米沢牛、
最も歴史のあるブランド和牛の近江牛、やわらかい食感が特長の宮崎牛、脂肪と赤身の絶妙な
バランスの仙台牛、それぞれの味わいを贅沢に堪能できます。

6大ブランド和牛食べくらべローストビーフ
10,800円

ローストビーフ(神戸牛・松阪牛・米沢牛・近江牛・宮崎牛・
仙台牛)各50g、オニオンソース40g×6個
冷凍30日
ご注文締切：12/12



国産小腸のみを使用した博多名物本格も
つ鍋です。醤油ベースの濃縮スープが、もつ
のぷりっと弾ける食感と野菜の後をひく旨さ
を引き出します。

さくらポーク チゲ鍋スープセット
4,860円

さくらポークバラスライス200g、さくらポーク
ローススライス200g、ラーメン200g×2、チ
ゲ鍋スープの素300ml
冷凍30日
ご注文締切：12/12

三重県産さくらポークは肉の旨みが味わえ
るバラ肉と上質のロース肉でご用意しまし
た。白菜や豆腐など、お好みの野菜を入
れてお楽しみください。締めのラーメンまで
満腹感も得られる鍋セットです。

博多もつ鍋セット
5,400円

国産牛小腸120g×3袋、自家製濃縮も
つ鍋スープ180g、ちゃんぽん麺150g×2
袋、乾燥にんにく10g、唐辛子5g
冷凍90日
ご注文締切：12/12

スギモト 名古屋コーチンとあぐー豚の麻辣鍋
4,860円

名古屋コーチン切り身200g、あぐー豚バラ肉スライス300g、
麻辣スープ600g、きしめん200g
冷凍30日
ご注文締切：12/12

簡易包装

簡易包装

しびれるように辛いスープに名古屋コーチンとあぐー豚のやさしい甘みが融和し
て極上の鍋になります。お好みの野菜を入れてお召しあがりいただいた後は、
きしめんで締めるのがスギモト流です。

簡易包装



食べ応えのある定番の切り身に加え、しゃぶしゃぶ用のスライス、ふく入りつみれ
もセットにしました。ふぐスープで作る2種類のふくのお鍋をお楽しみください。

下関の鍋「ふくちり」。
天然ふぐのおいしさを2種類の楽しみ方で。

「下関 音」ふくちり鍋・しゃぶ鍋セット
5,400円

ふく切り身300g、ふくスライス150g、
ふく入りつみれ10個、ふぐスープ500g、 ぽ
ん酢30ml×3袋、もみじおろし5g×3袋
冷凍30日
ご注文締切：12/12

コク深い味噌で味わう広島かきのぷりぷり食感。

旬の獲れたてを急速冷凍した広島県産かきと土手鍋用味噌をセットにして
お届けします。身が締まって味が濃厚な広島かきは、コクがあって甘めの土
手鍋に相性ぴったりです。

広島県産 かきの土手鍋セット
3,888円

広島県産かき400g、うどん230g×2、
土手鍋用みそ150g
冷凍180日
ご注文締切：12/12

ふくの本場下関の料理人のレシピを完全再現。
冷凍のまま温めるだけの簡単調理。

【とらふくちり鍋】北海道産昆布出汁にとらふくの切り身とつみれ、野菜
をセットにしました。ポン酢につけてお召しあがりください。
【真ふく寄せ鍋】国産素材50種からとった出汁使用の醤油ベーススー
プに真ふくの切り身とふくつみれ、野菜をセットにしました。ゆずの香りも
漂います。そのままお召しあがりください。
【あんこう味噌鍋】北海道産昆布出汁を使用した、あん肝入味噌
ベースのスープにあんこう切り身とあんこうつみれ、野菜をセットしました。
あん肝風味の深い味わいです。そのままお召しあがりください。

小樽 海鮮個食鍋
5,400円

(かに鍋・石狩鍋・鮭うしお汁)
各280g×2個
冷凍90日
ご注文締切：12/12

レンジで温めるだけ！
北海道3種の海鮮鍋を食べくらべ！

北海道産の秋鮭やほたて貝を使った北海道を代表する郷土料理
「石狩鍋」、北海道産紅ズワイガニをふんだんに使用した「かに鍋」、
北海道産秋鮭とサーモントラウトを使い出汁の風味を味わえる「鮭
うしお汁」。3種類の味をお楽しみください。

レ
ン
ジ
で
温
め
る
だ
け
で
す
ぐ
に
食
べ
ら
れ
る

1

人
前
の
海
鮮
鍋
セ
ッ
ト
。

簡易包装

簡易包装

簡易包装

簡易包装

関とら本店 個食鍋3種セット
5,400円

とらふくちり鍋300g、ふくポン酢10g、
もみじおろし10g、真ふく寄せ鍋300g、
あんこう味噌鍋300g
冷凍90日
ご注文締切：12/12



手押しじゃこ天三昧セット
3,540円

職人の手押しじゃこ天×2枚、職人
の手押し鯵天×2枚、職人の手押
しみ天×2枚、磯釣り×2本
【じゃこ天】冷蔵7日
【かまぼこ】冷蔵10日

職人が１枚ずつ丁寧に揚げた3種のじゃこ天と、新鮮な白身魚で作った
無でん粉蒲鉾、どれも宇和島を代表する逸品です。

すくいちりめん(木箱)
5,400円

150g×2
冷蔵30日

ちりめんパック
3,600円

10g×32
常温90日

職人こだわりの逸品、
島原の味をご堪能下さい。

特殊パックで、新鮮そのまま。

巻物セット
7,286円

宇和島じゃこ天×10枚、手握りちくわ×3本、磯釣り×2本、ミニ揚巻×2本、
ミニ錦(赤･青)×各1本
【じゃこ天】冷蔵7日
【かまぼこ】冷蔵10日

宇和島名産の「宇和島じゃこ天」「蒲鉾」「手握りちくわ」と、新登場で使いやす
くなった「巻蒲鉾」を盛り込んだ、先様に喜ばれるギフトです。

宇和島名産の「宇和島じゃこ天」「蒲鉾」「ちくわ」を詰合せたシンプルな
お手軽ギフトです。

蒲鉾詰合せ
4,900円

磯釣り×3本、手握りちくわ×2本、宇和島じゃこ天×10枚
【じゃこ天】冷蔵7日
【かまぼこ】冷蔵10日

愛媛県で獲れたちりめんをたっぷりとご賞味いただける商品です。宇和島地方
に残る伝統的漁法で、夜間集魚灯に集まるじゃこを手網ですくい獲り、生きた
まま船内水槽に入れそのまま釜湯でする為、ちりめんの鮮度が高く、歯ごたえ
や味が深いのが特徴です。

瀬戸内海「ちりめんじゃこ」の新鮮さをのがさぬよう特殊パックしておりますので、
常温で３ヶ月、その美味しさを保ち、少量パックで無駄なくご賞味いただけます。



手押し忠八じゃこ天入かまぼこ詰合せ
<SKY-333>
3,330円

手押し忠八3枚入×2、伊予の香蒲鉾(紅)×1、伊予の
香蒲鉾(白)×1、伊予のちくわ50g×2、化粧箱×1
冷蔵12日

松山空港限定商品「手押し忠八じゃこ天3枚入」と、
かまぼこ･ちくわを詰合せしました。

忠八じゃこ天入かまぼこ詰合せ
<SKY-393>
3,930円

手押し忠八3枚入×2、伊予の香蒲鉾(紅)×1、
伊予の香蒲鉾(白)×1、伊予のちくわ50g×2、
手巻きあげ巻230g×1、化粧箱×1
冷蔵12日

松山空港限定商品「手押し忠八じゃこ天3枚入」と、
大人気の手巻きあげ巻をセットにした、おがた一押し
セットです。

おがた蒲鉾詰合せ
4,200円

ふわかまたこわかめ焼100g×1、伊予のちくわ
50g×2、じゃこ天和紙5枚入×1、伊予の香蒲
鉾(紅)×1、伊予の香蒲鉾(白)×1、手巻きあげ
巻230g×1、化粧箱×1
冷蔵14日

愛媛県の特に南予地方のお祝いごと等に欠かせ
ない「手巻きあげ巻」をはじめ、弊社独自製法の
「ふわかまたこわかめ焼」等おがたの、お薦めを詰
合せいたしました。

プレミアムギフト
5,880円

伊予のじゃこちくわ50g×1、伊予のちくわ50g×1、
御蒲鉾(紅)160g×1、御蒲鉾(白)160g×1、
手巻きあげ巻230g×1、カステラ蒲鉾ハーフ
100g×1、手押しごぼう入じゃこ天3枚入×1、手
押しじゃこ天3枚入×1、手押し白天3枚入×1、
ふわかまたこわかめ焼100g×1、化粧箱×1
冷蔵12日

大切な人へ、おがたの想いをこめたお薦めセットです。

釜あげしらす食堂セット
4,102円

釜あげしらす100g(個包装タイ
プ)×6、のりごま0.4g×10、たれ
200g
冷凍90日

網元自慢の美味しい釜あげしらすのセットです。
こだわりの海の宝物をご賞味ください。『しらす食堂』のしらす丼がご家庭でも
お楽しみいただけます。

蒸ししらす食堂セット
4,642円

蒸ししらす100g(個包装タ
イプ)×6、のりごま0.4g×10、
たれ200g
冷凍90日

鮮度が命のしらすを高温のスチームで一気に蒸し上げました。蒸すことにより、
しらす本来の風味が残り旨味が凝縮された、まさにしらすを超えたしらすです。

潮の香りを添えて「海の恵み」を贈ります。

しらす丼が味わえる、便利なセット。



宇和島鯛めしと
年越し逸品二人前セット
6,130円

宇和島鯛めしの素1食分(鯛スライス
60g、タレ100g、海藻、薬味)×2袋、
肉ごぼうそば1食分(そば、つゆ、肉ご
ぼう、薬味)×2袋、ぶり照り焼き1切
れ入×2袋
冷凍90日

「宇和島鯛めし」は、少し甘めの醬油だしに卵を入れたタレに鯛の刺身を
絡ませ、ほっこりと温かいご飯にかけて食べる、愛媛県南予地方の「漁師め
し」がもととなった代表的な郷土料理です。さらに、年越しには欠かせない
蕎麦に人気の肉ごぼうを添えた「肉ごぼうそば」と、酒の肴にもご飯のお供
にもなる地元宇和島産の獲れたてブリを使った「ぶりの照り焼き」をセットに
しました。老舗料理屋の味をご家庭で手軽に味わっていただける商品で、
年末のご贈答に大変喜ばれる内容になっています。

宇和島鯛めしの素 ３食セット
4,130円

宇和島鯛めしの素1食分(鯛スライス60g、
タレ100g、海藻、薬味)×3袋
冷凍90日

田中屋 新そば出石そば(温用)
4,104円

半なまそば160g×6、かけ用つゆ
30ml×12
常温90日
ご注文締切：12/12

関西屈指のそば処、
本場の味をぜひ。

300年の歴史を誇る出石そば。豊かな香り
と甘みは、とれたての新そばならではです。
かつおとさばの風味がきいたつゆ付です。

信州五割半生そば つゆ付
3,240円

五割半生そば100g×10袋、濃縮そばつ
ゆ35.4g×10袋
常温90日
ご注文締切：12/12

本場信州そばをご家庭で。

生そばに近い食感を持ちながら、賞味期限
が長く常温で保存ができる五割半生そばは、
小分けになっており短時間で簡単に調理で
きます。そば粉と小麦粉を同割で仕上げて
おり、そばの風味とのど越しの良さが感じられ
ます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

簡易包装

簡易包装

年末年始のごちそう

「宇和島鯛めし」は、鯛の刺身をタレに絡ませ温かいご飯にかけて食べる、愛媛県
南予地方の代表的な郷土料理です。商品の中には、鯛のスライス、かどや特製の
タレ、海藻、薬味がすべて入っており、温かいご飯と生卵をご用意頂くだけで、ご家庭
でも本場の味を手軽に味わっていただくことができます。解凍するだけで、手間もかか
りませんので少人数の方には、特に喜ばれる商品になっています。



調理しやすい、姿切り身タイプ。

ボイルたらばがに笹切り
10,800円

ボイルたらばがに笹切り700g、
蟹酢×2袋
冷凍60日
ご注文締切：12/12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

簡易包装

無包装

愛媛のひもの詰合せ
5,400円

あじ×2枚、かます×2枚、鯛×2枚、ちりめん
50g×2、うるめ丸干し50g×2
冷凍30日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

真鯛･霜降りあじ一夜干しセット
5,400円

真鯛×2、養殖あじ×3
冷凍30日

ジューシーで風味豊かプリプリ食感。

獲れたて鮮度抜群の「たらばがに」をすぐにボイルしました。
食べやすくカットしてありますので解凍してそのままでも、
鍋料理などの具材としてもお楽しみいただけます。

素材のうまさをぎゅっと詰め込んだ薄塩仕立ての逸品。

新鮮な愛媛の地魚にこだわり、素材の持ち味を生かした
塩干詰合せ。和食メニューに欠かせない海の幸。

愛媛の地魚を毎日の食卓に。

9～11月に北海道沿岸で定置網漁法で
水揚げされた秋鮭を厳選し、甘塩に仕上
げた銀毛の新巻鮭です。

北海道 新巻鮭 姿切り身
7,020円

姿切り身1.8kg(真空)
冷凍60日
ご注文締切：12/12

愛媛県の県魚でもある真鯛と脂のりのよい霜降りあじのセット。薄塩仕立てで、
干すことにより素材の旨みが一層引き立つ逸品です。



新鮮な海の幸を贅沢に使用した三種の肴。

北の懐石 彩り海鮮3種セット
5,400円

サーモンいくら漬120g、数の子いくら120g、
箱館海鮮松前漬150g
冷凍120日
ご注文締切：12/12

いくらを絡めた「数の子いくら」、塩こうじを加えてコクを出した「サーモンいくら漬」、国産の
スルメと昆布の松前漬に数の子のバラ子を加え、ずわいがに、帆立貝、いくらをのせた
「箱館海鮮松前漬」のセットです。

かねふく
無着色辛子明太子 400g
4,320円

無着色明太子400g(8～10本)
冷凍90日
ご注文締切：12/12

じっくりと二度漬けされた
無着色辛子明太子。

素材にこだわり無着色に仕上げた辛子
明太子。じっくりと二度漬けすることで、
旨みと辛味を丁寧に染み込ませました。

簡易包装

簡易包装



三陸海宝漬中村家
海鮮漬3種詰合せ
6,264円

(岩手丸・黄金海寿漬・ふかひれ松前漬)
各60g×2個
冷凍90日 ご注文締切：12/12

博多紀久屋
数の子松前満杯詰め
4,320円

70g×8袋
冷凍90日
ご注文締切：12/12

簡易包装

保存にも便利な小分けタイプ。

食感の良い数の子を昆布・いかと醤油だれにじっくりと漬込んだ数の子松前。

おめでたい時期に味わいたい、博多紀久屋の上品な食感。

三陸海宝漬中村家こだわりの海鮮漬セット。

昆布醤油漬・めかぶ醤油漬・松前漬の3種のベースにそれぞれ海鮮をトッピング
した小分けパック。素材に、味にこだわった品々をご堪能ください。

歯ざわりの良い食感の味付数の子。

味付した数の子ですので、そのままお召しあがりいただけます。

しっかり身が詰まって食べごたえ十分。

甘みのあるズワイガニの脚肉です。可食部分が多いむき身ですので食べごたえ十分。
解凍するだけでお召しあがりいただけます。

ボイルズワイガニ棒肉(折れ) 500g
5,400円

500g
冷凍90日
ご注文締切：12/12

簡易包装

ボイルズワイガニ棒肉(折れ) 300g
4,104円

300g
冷凍90日
ご注文締切：12/12

簡易包装

無包装

ぴりっとした辛さに、味わい深さを楽しめる博多の味 辛子明太子と、数の子を
たっぷりと使い、昆布・いかを特製醤油だれに漬込んだ松前の詰合せです。

博多紀久屋
数の子松前と無着色辛子明太子
4,860円

数の子松前250g、無着色辛子明太子240g
冷凍90日
ご注文締切：12/12

簡易包装

味付数の子(大折れ)
4,536円

味付数の子(大折れ)400g
冷凍180日
ご注文締切：12/12

簡易包装

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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磯じまん 国産素材詰合せ

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

(山海ぶし・磯のり・かにのり)各115g×1、
刻み生姜煮90g×1、山椒入り昆布75g×1、
さけ40g×1、雪の下 えのき茸味付85g×1
常温540日
ご注文締切：12/12

3,029円15
％
OFF

ニッスイ 瓶詰セット

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

焼鮭ほぐし55g×2、たらこほぐし50g×2、
まぐろ佃煮50g×1、ほたて時雨煮50g×1
常温720日
ご注文締切：12/12

3,207円10
％
OFF

ニッスイ 缶詰瓶詰セット

メーカー希望小売価格5,000円+送料300円の品

紅ずわいがにほぐし脚肉飾り50g×2、さけ水煮
100g×1、焼鮭ほぐし55g×2、たらこほぐし
50g×2、まぐろ佃煮50g×1、ほたて時雨煮
50g×1
常温720日
ご注文締切：12/12

5,151円10
％
OFF

マルハニチロ 缶詰・瓶詰詰合せ

メーカー希望小売価格5,000円+送料300円の品

まるずわいがにほぐしみ75g×3、鮭ほぐし
45g×1、鶏そぼろ45g×1、鰹昆布45g×2
常温540日
ご注文締切：12/12

4,293円25
％
OFF

味の素 和洋中バラエティ調味料ギフト
〈A-50N〉

メーカー希望小売価格5,000円+送料300円の品

ほんだし90g×1、(ほんだしこんぶだし・丸鶏がら
スープ)各48g×1、味の素KKコンソメ顆粒タイプ
50g×1、瀬戸のほんじお焼き塩80g×1、
AJINOMOTO(べに花油・伝承のおいしさ3種の
ブレンド匠の油・限定なたね使用キャノーラ油)各
350g×1、AJINOMOTO さらさらキャノーラ油健
康プラス350g×2、AJINOMOTO オリーブオイル
エクストラバージン150g×2
常温570日
ご注文締切：12/12

5,266円8
％
OFF

味の素 和洋中バラエティ調味料ギフト
〈A-30N〉

メーカー希望小売価格3,000円+送料300円の品

(ほんだし・丸鶏がらスープ)各48g×1、味の素KK
コンソメ顆粒タイプ50g×1、瀬戸のほんじお焼き
塩80g×1、AJINOMOTO(べに花油・伝承のお
いしさ 3種のブレンド 匠の油・限定なたね使用
キャノーラ油・さらさらキャノーラ油健康プラス)各
350g×1、AJINOMOTO オリーブオイル エクスト
ラバージン200g×1
常温570日
ご注文締切：12/12

3,385円5
％
OFF

簡易包装 簡易包装 簡易包装

簡易包装
簡易包装 簡易包装

※画像は山椒ちりめんです。

ちりめん佃煮セット
3,612円

昆布ちりめん100g、明太ちりめん100g、
山椒ちりめん100g、わかめちりめん100g、
わさびちりめん100g、ゆずちりめん100g
常温180日

佐田岬の味を詰め込んだ
佃煮のセットです。

佐田岬でとれた新鮮なちりめんを、それぞれの
具材に合った炊き方で丁寧に仕上げました。
おつまみやご飯のお供に最適です。



電話番号　（　　　　　　　）　　　　　　　　　-　　

フリガナ

電話番号　（　　　　）　　　　-　　

フリガナ

番号 数量

電話番号　（　　　　）　　　　-　　

フリガナ

番号 数量

電話番号　（　　　　）　　　　-　　

フリガナ

番号 数量

　までにお支払いくださいますようお願い申し上げます。

通信欄

※申し訳ありませんが、お振込手数料はご負担下さい。

金額

のし形式 日付指定 備考

あり　　　　　　　　　なし

お
振
込
先

伊予銀行 本店営業部
普通預金 1546116

松山空港ビル株式会社
ﾏﾂﾔﾏｸｳｺｳﾋﾞﾙ(ｶ

③
お
届
け
先

住所

〒　　　　　-

氏名

ご
注
文
商
品

商品名

ご
注
文
商
品

金額

のし形式 日付指定 備考

あり　　　　　　　　　なし

商品名

②
お
届
け
先

住所

〒　　　　　-

氏名

〒　　　　　-

氏名

ご
注
文
商
品

のし形式 備考

あり　　　　　　　　　なし

商品名 金額

日付指定

◆お支払いにつきましては、ご注文書を承り後、金額を確認のうえ請求書をお送り致しますので、お振込期限

ご注文書

ご
依
頼
主
様

御社名

住所

〒　　　　　-

氏名
※こちらの氏名がのしに表記されます(会社名・役職等必要な場合はご記入ください)

お支払い方法 個人支払　　　　　　　　　　　　　会社支払

松山空港ビル㈱
mab_skyshop@matsuyama-airport.co.jp

①
お
届
け
先

住所

松 山 空 港 ビ ル
お 歳 暮 ギ フ ト

【ご注文方法】

②お届け先様の情報をご記
入ください。

①ご依頼主様の情報をご記
入ください。

③お届け品の商品番号・商
品名・金額・数量・のしの形
式・ご希望の到着日をご記入
ください。
※商品番号は「商品一覧」を
ご覧ください。
※「のし」でお歳暮以外の用
途がある場合は「備考」欄にご
記入ください。

④メールの送信
必要事項をご記入後、下記
宛先までご注文書をお送りくだ
さい。
メール：
mab_skyshop@matsuya
ma-airport.co.jp

⑤お支払い
ご注文書の到着後、当社から
請求書を発行いたしますので、
お振込期限までに商品代金を
指定の振込先へお支払いくだ
さい。
※ご注文内容の確認のため、
担当者よりご連絡させていただ
く場合がございます。
※お振込期限までにお支払い
が確認できない場合は、ご注
文を取り消させていただく場合
がございます。
※恐れ入りますがお振込手数
料はご負担ください。

⑥商品発送
入金が確認でき次第、商品の
発送手続きをさせていただきま
す。



【包装紙及び梱包形態について】

※カタログ内で簡易包装、完全包装、無包装の記載をしている商品についての詳細です。
※商品により、包装形態および柄が異なる場合があります。
※パッケージのデザインは変更になる場合がございます。

商品に包装紙を帯状に巻きつけた状態でお届
けします。

包装紙で商品全体をつつむ包装でお届けしま
す。

化粧箱、発泡スチロール箱等でお届けします。

【カタログ有効期限】 2021年12月17日(金)

簡易包装

無包装

上記梱包形態を記載している商品の中で、クール便の商品については、次の地
域にはお届けできません。ご了承ください。
北海道利尻郡、北海道礼文郡、伊豆諸島（大島・八丈島を除く）、小笠原村（小笠原諸島）、
長崎県対馬市、鹿児島県奄美市、鹿児島県大島郡、沖縄県島尻郡北大東村、沖縄県島尻郡
南大東村、沖縄県八重山郡 など

【おことわり】

・全商品送料込みの金額です。
・特別割引価格を設定している商品がございます。
・商品によっては、ご注文期間がカタログ有効期限と異なる場合がございます。
・果物等で収穫時期等の都合上、出荷時期が限定されている商品がございます。※各商品に記載
しております注意事項をよくお確かめの上ご注文ください。
・天災等やむを得ない事情によりお届けが遅れる、またはお届けできない場合がございます。
・商品によっては、一部お届けできない地域がございます。
・冷蔵・冷凍表記の商品は、クール便でお届けします。

完全包装


