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特産松阪牛(すき焼き用)600g
価格 : 21,000円（税込）

数量

肉類 > 特産松阪牛(すき焼き用)600g

検索

農産物

肉類

飲料

生活・インテリア

工芸品・民芸品

1位

純国産 うま黒烏龍茶ティー
バッグ
680円

2位

伊勢の和紅茶(2g×20個
入)×5袋セット
2,500円

3位

夏明かり(なつあかり)
2,800円

 

特産松阪⽜(すき焼き用)600g
販売価格 21,000 円(税/⼿数料込)
★限定２０セット★
※当商品は販売受付期間を終了いたしました。

商品説明

⾁の芸術品〜超レア特産松阪⽜を限定販売
特産松阪⽜とは…松阪⽜の中でも⽣後8ヶ⽉前後の但⾺地⽅などの
兵庫県産⼦⽜を松阪⽜⽣産地域で900⽇以上⻑期肥育した松阪⽜を
特産松阪⽜としてブランド化しています。
毎年11⽉に開催される(松阪⽜最大イベント)松阪⾁⽜共進会にはこ
の特産松阪⽜だけしか出場できません。
今年で64回目を迎える歴史ある松阪⾁⽜共進会では過去に優秀賞1
席の⽜に5,000万円の⾼値がつきました。
肥育農家の多くはこの共進会を目標に匠の技と呼ばれる肥育技術や
家族同様に⽜に愛情をそそぎ約3年の間大切に育てあげます。

詳しくは松阪⽜⽣産者で組織する松阪⽜協議会ホームページをご覧
下さい。
松阪⽜協議会ホームページURLはこちらです。
http://www.matsusakaushi.jp/

特産松阪牛(すき焼き用)600g | 肉類 | | 松阪sg http://matsusaka.japan-sg.jp/shopdetail/004000000001/
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氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

エピソード
特産松阪⽜は、⻑期間1頭1頭大切に肥育することにより、きめ細か
いサシ(霜降り)と柔らかな⾁質、⽢く深みのある上品な和⽜⾹と呼
ばれる独特の⾹りや、⻑期肥育することで脂肪の溶け出す温度(融
点)が低く⾆触りが非常に良いことなどが大きな特徴です。
また、特産松阪⽜の年間の出荷頭数は250頭前後と極めて少なく、
その取引先は地元の料理店や精⾁店に限られています。
松阪⽜⽣産者が約3年間、丹精込めて育てた特産松阪⽜の逸品でご
ざいますので、是非ご賞味ください。

【注意】特産松阪⽜は、⻑期肥育により⾁の⾊が他の⾁と⽐べて濃
い赤⾊をしています。また、⾁の重なった部分では変⾊が起こりや
すくなっていますが、品質には何ら問題はありませんので、そのま
まお召し上がり下さい。

※松阪⽜発祥の地、松阪市飯南地域などでは、古くから松阪⽜肥育
のほか、上質な⽇本茶(深蒸煎茶)の⽣産が盛んであります。
今回、特産松阪⽜をご購⼊いただいた⽅に、関⻄茶品評会出品用と
して製茶しました深蒸煎茶(ティーバッグ2個⼊り×3袋)を無料でご
進呈いたしますので、『松阪茶』もご賞味ください。

商品詳細

商品名 特産松阪⽜(すき焼き用)600g

素材・原料 ⽜⾁

サイズ・重量 600g⼊

梱包済み重量 1kg

産地名 三重県

保存⽅法 4℃以下

賞味期限 5⽇

発送⽅法 冷蔵

お問い合わせ先

⽣産者 瀬古⾷品有限会社

住所 松阪市稲⽊町254-1

電話 0598-28-2428

FAX 0598-28-5450

mail info@sekofood.co.jp

代表 瀬古 清史

特産松阪牛(すき焼き用)600g | 肉類 | | 松阪sg http://matsusaka.japan-sg.jp/shopdetail/004000000001/
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よくばりセット

価格 : 3,660 円（税込）
数量

送料について

※ 那須sgでは送料は全国一律で840円(冷凍・
冷蔵でプラス210円で1050円)いただいておりま
す。 同じ住所に配送の場合、複数の商品をご
購入されても送料は変わりませんので、 よりた
くさんご購入される方がお得です！(なお、10kg
超える商品は対象外になっております) しかし、
同じ配送方法の場合のみです。 常温便の商品
と冷凍・冷蔵便のみのお取り扱い商品を一緒に
ご購入されますと、別途で料金が加算されます
ので、ご注意ください。

検索

アーティスト作品

お肉・肉加工品

加工食品

生活用品

スイーツ・お菓子

飲み物

その他

お花

野菜

調味料

1位

飲泉力 (24本セット)
5,120円

2位

ヨーグルト三昧セット
3,010円

3位

那須和牛ステーキセット
11,300円

 

お肉・肉加工品 > よくばりセット

[次の商品]

よくばりセット
販売価格 3,360円(税/⼿数料込)

セット内容

 
那須風味 豚みそ漬(冷蔵)
那須⾼原の自然に恵まれた環境で育った豚⾁と、那須産の味噌を使
用したこだわりの逸品。やわらかさと味噌の風味をご堪能くださ
い。那須ブランド認定品。
内容量:90g×3枚

那須和⽜⾁すじ煮込み(冷凍)
那須和⽜100%。昔から愛されているすじ煮込みはおふくろの味。
⽢めに仕上がっておりますので、お⼦様にもおいしく召し上がって
いただけます。お好みでお野菜を⼊れて温めてお召し上がりくださ
い。
内容量:250g

チキンポークウインナー(冷蔵)
「みなさまに喜ばれる味」を機械に頼らず⼀つ⼀つ丹念に⼿作りで
仕上げた製品です。那須⾼原の冬桜の原⽊のチップでじっくりス
モークしました。那須ブランド認定品。
内容量:250g

ソフトサラミ(冷蔵)
⾁本来のうまみを⽣かし、那須⾼原の冬桜の原⽊でじっくり燻製し
ました。増量剤は使用しておりません。那須ブランド認定品。
内容量:120g

豚タン(冷蔵)
タン独特の⾷感をお楽しみください。⽣でも⾷せますが、さっと
炙ってレモンをかけるとさらにおいしくお召し上がりいただけま
す。
内容量:75g
 

のし対応について
この商品は「のし」を付けることも可能です。 のしをご希望の場
合は、このページにて、ご希望の、のしの種類を選択後、ショッピ
ングカートへ追加してください。

選択肢以外の、のしをご希望の場合は「のし有り（その他）」を選
択して、注⽂ページ「備考」にご希望の内容を記⼊下さい。

商品詳細

商品名 那須風味 豚みそ漬(冷蔵)

よくばりセット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000002/

1 / 3 2013/12/29 12:58

http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000002/


 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

素材・原料 豚⾁、味噌

サイズ、重量 90gx3枚

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 21⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ⾁のあづまや

商品名 那須和⽜⾁すじ煮込み(冷凍)

素材・原料 那須和⽜

サイズ、重量 250g

産地名 那須町

保存⽅法 冷凍

賞味期限 40⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ㈱寿々⽊商店

商品名 チキンポークウインナー(冷凍)

素材・原料 豚⾁、鶏⾁

サイズ、重量 250g

産地名 栃⽊県ほか

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 30⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ㈲相⾺⾷品(キングハム)

商品名 ソフトサラミ(冷蔵)

素材・原料 豚⾁

サイズ、重量 120g

産地名 栃⽊県ほか

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 20⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ㈲相⾺⾷品(キングハム)

商品名 豚タン(冷蔵)

素材・原料 豚タン

サイズ、重量 75g

産地名 栃⽊県ほか

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 20⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ㈲相⾺⾷品(キングハム)

お問い合わせ先

販売者 那須未来株式会社 ふるさと物産センター
（道の駅 那須⾼原友愛の森内）

住所 栃⽊県那須郡那須町大字⾼久⼄593-8

電話 0287-78-0100

FAX 0287-74-6317

mail fbnasukogen@nasumirai.com

よくばりセット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000002/
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那須和牛ステーキセット

価格 : 11,300 円（税込）
数量

送料について

※ 那須sgでは送料は全国一律で840円(冷凍・
冷蔵でプラス210円で1050円)いただいておりま
す。 同じ住所に配送の場合、複数の商品をご
購入されても送料は変わりませんので、 よりた
くさんご購入される方がお得です！(なお、10kg
超える商品は対象外になっております) しかし、
同じ配送方法の場合のみです。 常温便の商品
と冷凍・冷蔵便のみのお取り扱い商品を一緒に
ご購入されますと、別途で料金が加算されます
ので、ご注意ください。

検索

アーティスト作品

お肉・肉加工品

加工食品

生活用品

スイーツ・お菓子

飲み物

その他

お花

野菜

調味料

1位

飲泉力 (24本セット)
5,120円

2位

ヨーグルト三昧セット
3,010円

3位

那須和牛ステーキセット
11,300円

 

お肉・肉加工品 > 那須和牛ステーキセット

[前の商品] [次の商品]

那須和⽜ステーキセット
販売価格 11,300円(税/⼿数料込)

セット内容

サーロイン
⽇本⼀の安全とおいしさを目指している「とちぎ和⽜」取扱指定店
です。雄大な自然の中で育てられた那須和⽜は⾹り⾼く芳醇な味わ
い。⽣産者も自信を持っておすすめします。
内容量:150g×2枚

ヒレ
⽇本⼀の安全とおいしさを目指している「とちぎ和⽜」取扱指定店
です。雄大な自然の中で育てられた那須和⽜は⾹り⾼く芳醇な味わ
い。⽣産者も自信を持っておすすめします。 
内容量:100g×2枚

モモ
霜降りならではの⾷感と⼝に広がる豊かな味は格別です。脂質はし
つこくなく那須和⽜のおいしさをご堪能いただけます。サイコロ状
にしてお届けいたします。
内容量:200g
 

のし対応について
この商品は「のし」を付けることも可能です。 のしをご希望の場
合は、このページにて、ご希望の、のしの種類を選択後、ショッピ
ングカートへ追加してください。

選択肢以外の、のしをご希望の場合は「のし有り（その他）」を選
択して、注⽂ページ「備考」にご希望の内容を記⼊下さい。

商品詳細

商品名 サーロイン

素材・原料 那須和⽜

サイズ、重量 150gx2枚

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 7⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ㈱寿々⽊商店

商品名 ヒレ

素材・原料 那須和⽜

サイズ、重量 100gx2枚

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 7⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ㈱寿々⽊商店

商品名 モモ

那須和牛ステーキセット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000003/

1 / 2 2013/12/29 12:58

http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000003/


利用規約 利用ガイド プライバシーポリシー 特定商取引に基づく表示

Copyright (c) 全国「JAPAN satisfaction guaranteed」運営協議会 All Rights Reserved.（サイト運営会社 SIIIS）

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

素材・原料 那須和⽜

サイズ、重量 200g

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 7⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ⾁のあづまや

お問い合わせ先

販売者 那須未来株式会社 ふるさと物産センター
（道の駅 那須⾼原友愛の森内）

住所 栃⽊県那須郡那須町大字⾼久⼄593-8

電話 0287-78-0100

FAX 0287-74-6317

mail fbnasukogen@nasumirai.com

那須和牛ステーキセット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000003/
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すき焼きセットA

価格 : 5,040 円（税込）
数量

送料について

※ 那須sgでは送料は全国一律で840円(冷凍・
冷蔵でプラス210円で1050円)いただいておりま
す。 同じ住所に配送の場合、複数の商品をご
購入されても送料は変わりませんので、 よりた
くさんご購入される方がお得です！(なお、10kg
超える商品は対象外になっております) しかし、
同じ配送方法の場合のみです。 常温便の商品
と冷凍・冷蔵便のみのお取り扱い商品を一緒に
ご購入されますと、別途で料金が加算されます
ので、ご注意ください。

検索

アーティスト作品

お肉・肉加工品

加工食品

生活用品

スイーツ・お菓子

飲み物

その他

お花

野菜

調味料

1位

飲泉力 (24本セット)
5,120円

2位

ヨーグルト三昧セット
3,010円

3位

那須和牛ステーキセット
11,300円

 

お肉・肉加工品 > すき焼きセットA

[前の商品] [次の商品]

すき焼きセットA
販売価格 5,040円(税/⼿数料込)

商品説明
ご家庭でもお店の味が楽しめます♪那須⾼原の朝採り野菜と那須和
⽜のとろけるような味わいが濃厚卵にからみあう！貴重な⻩⾦ゆば
との相性バツグン！笑顔こぼれる⾷卓を那須⾼原よりお届けしま
す。材料は全てそろっていますので、そのままお鍋へ。

※こちらの商品は季節の期間限定品です。

発送のタイミング
毎週⽔曜⽇14時までのご注⽂を⾦曜⽇に発送いたします

セット内容
こちらのセット内容は、2〜3⼈前の分量となります。

那須和⽜
霜降りならではの⾷感と⼝に広がる豊かな味は格別です。脂質はし
つこくなく那須和⽜のおいしさをご堪能いただけます。
内容量:300ｇ

⻩⾦ゆば（巻きゆば）
国産ダイズにこだわり、⾷の安全、安⼼をモットーにお客様に喜ん
でもらえる商品を⼿づくりしています。⽇本全国から注⽂が来る、
那須の隠れた名品です。那須ブランド認定品。
内容量:230ｇ

糸こんにゃく
自社⼯場でていねいに作っています。こんにゃく本来の独特の弾⼒
とほどよい⻭ごたえを持つアクのないこんにゃくです。
内容量:200ｇ

旬の野菜
那須町の⽣産者が丹精こめて作った、新鮮な朝採り野菜です。カッ
トしてお届けします。
内容量:30ｇ

那須⾼原自然卵 まきば
那須⾼原の恵まれた自然環境の中で飼育された若鶏の新鮮な卵で
す。ニワトリが喜ぶ環境づくりに気を配り、卵本来のおいしさを追
求！健康の証、殻が丈夫で⽩⾝が⾼く盛り上がり⻩⾝が濃く味わい
深い卵。
内容量:4個

すき焼きの割り下
おいしさを決める味だから素材にこだわりました。このセットのた
めに特別に作った⼀品です。
内容量:420g
 

のし対応について
この商品は「のし」を付けることも可能です。 のしをご希望の場
合は、このページにて、ご希望の、のしの種類を選択後、ショッピ
ングカートへ追加してください。

すき焼きセットA | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000004/

1 / 3 2013/12/29 12:59

http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000004/


選択肢以外の、のしをご希望の場合は「のし有り（その他）」を選
択して、注⽂ページ「備考」にご希望の内容を記⼊下さい。

商品詳細

商品名 那須和⽜

素材・原料 那須和⽜上モモ

サイズ、重量 300ｇ

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 5⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ⾁のあづまや

商品名 ⻩⾦ゆば（巻きゆば）

素材・原料 ダイズ

サイズ、重量 230ｇ

産地名 国産

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 4⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 稲葉商店

商品名 糸こんにゃく

素材・原料 コンニャク芋精粉、凝固剤、海草粉末

サイズ、重量 200ｇ

産地名 国産

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 90⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 大島蒟蒻店

商品名 旬の野菜

素材・原料 野菜

産地名 那須町

保存⽅法 常温

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ふれあいの郷 直売所

商品名 那須⾼原自然卵 まきば

素材・原料 鶏卵（赤⽟）

サイズ、重量 4個

産地名 栃⽊県

保存⽅法 常温

賞味期限 15⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 鈴⽊製粉㈱

商品名 すき焼きの割り下

素材・原料 本醸造醤油、砂糖、みりん、かつお節

サイズ、重量 420g

産地名 国産

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 90⽇

発送⽅法 冷蔵クール便

⽣産者 ㈱秀穂

お問い合わせ先

販売者 那須未来株式会社 ふるさと物産センター
（道の駅 那須⾼原友愛の森内）

住所 栃⽊県那須郡那須町大字⾼久⼄593-8

すき焼きセットA | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000004/
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Copyright (c) 全国「JAPAN satisfaction guaranteed」運営協議会 All Rights Reserved.（サイト運営会社 SIIIS）

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

電話 0287-78-0100

FAX 0287-74-6317

mail fbnasukogen@nasumirai.com

すき焼きセットA | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000004/
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那須風味 豚みそ漬 

価格 : 2,510 円（税込）
数量

送料について

※ 那須sgでは送料は全国一律で840円(冷凍・
冷蔵でプラス210円で1050円)いただいておりま
す。 同じ住所に配送の場合、複数の商品をご
購入されても送料は変わりませんので、 よりた
くさんご購入される方がお得です！(なお、10kg
超える商品は対象外になっております) しかし、
同じ配送方法の場合のみです。 常温便の商品
と冷凍・冷蔵便のみのお取り扱い商品を一緒に
ご購入されますと、別途で料金が加算されます
ので、ご注意ください。

検索

アーティスト作品

お肉・肉加工品

加工食品

生活用品

スイーツ・お菓子

飲み物

その他

お花

野菜

調味料

1位

飲泉力 (24本セット)
5,120円

2位

ヨーグルト三昧セット
3,010円

3位

那須和牛ステーキセット
11,300円

 

お肉・肉加工品 > 那須風味 豚みそ漬 

[前の商品] [次の商品]

那須風味 豚みそ漬
販売価格 2,510円(税/⼿数料込)

商品内容

やわらか〜くてジューシー
那須⾼原の自然に恵まれた環境で育った豚⾁と、那須産の味噌を使用
したこだわりの逸品。やわらかさと味噌の風味をご堪能ください。那
須ブランド認定品。

のし対応について
この商品は「のし」を付けることも可能です。 のしをご希望の場
合は、このページにて、ご希望の、のしの種類を選択後、ショッピ
ングカートへ追加してください。

選択肢以外の、のしをご希望の場合は「のし有り（その他）」を選
択して、注⽂ページ「備考」にご希望の内容を記⼊下さい。

商品詳細

商品名 那須風味 豚みそ漬

素材・原料 豚⾁、味噌

サイズ、重量 90g×6枚

産地名 那須町

保存⽅法 冷凍

賞味期限 180⽇

発送⽅法 冷凍

⽣産者 ⾁のあづまや

那須風味 豚みそ漬 | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000007/
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氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

お問い合わせ先

販売者 那須未来株式会社 ふるさと物産センター
（道の駅 那須⾼原友愛の森内）

住所 栃⽊県那須郡那須町大字⾼久⼄593-8

電話 0287-78-0100

FAX 0287-74-6317

mail fbnasukogen@nasumirai.com

那須風味 豚みそ漬 | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000007/
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熱いぜ！焼肉セット 

価格 : 6,360 円（税込）
数量

送料について

※ 那須sgでは送料は全国一律で840円(冷凍・
冷蔵でプラス210円で1050円)いただいておりま
す。 同じ住所に配送の場合、複数の商品をご
購入されても送料は変わりませんので、 よりた
くさんご購入される方がお得です！(なお、10kg
超える商品は対象外になっております) しかし、
同じ配送方法の場合のみです。 常温便の商品
と冷凍・冷蔵便のみのお取り扱い商品を一緒に
ご購入されますと、別途で料金が加算されます
ので、ご注意ください。

検索

アーティスト作品

お肉・肉加工品

加工食品

生活用品

スイーツ・お菓子

飲み物

その他

お花

野菜

調味料

1位

飲泉力 (24本セット)
5,120円

2位

ヨーグルト三昧セット
3,010円

3位

那須和牛ステーキセット
11,300円

 

お肉・肉加工品 > 熱いぜ！焼肉セット 

[前の商品] [次の商品]

熱いぜ！焼⾁セット
販売価格 6,360円(税/⼿数料込)
※ この商品に野菜はついておりません。

商品説明

スタミナつけて夏を楽しもう！ 
夏です！スタミナをつけて乗り切りましょう!(^^)!
那須和⽜と那須町産の豚をボリューム満点でお届けします！

のし対応について
この商品は「のし」を付けることも可能です。 のしをご希望の場
合は、このページにて、ご希望の、のしの種類を選択後、ショッピ
ングカートへ追加してください。

選択肢以外の、のしをご希望の場合は「のし有り（その他）」を選
択して、注⽂ページ「備考」にご希望の内容を記⼊下さい。

商品詳細

商品名 熱いぜ！焼⾁セット

素材・原料 那須和⽜、豚

サイズ・重量
【5⼈前】
那須和⽜カルビ400ｇ・那須和⽜300g・那須産豚⾁
300ｇ

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 5⽇

発送⽅法 冷蔵

⽣産者 ⾁のあづまや

お問い合わせ先

販売者 那須未来株式会社 ふるさと物産センター
（道の駅 那須⾼原友愛の森内）

住所 栃⽊県那須郡那須町大字⾼久⼄593-8

電話 0287-78-0100

FAX 0287-74-6317

熱いぜ！焼肉セット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000008/
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氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

mail fbnasukogen@nasumirai.com

熱いぜ！焼肉セット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000008/
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(冷蔵)肉にくセット

価格 : 5,060円（税込）

数量

のし 

送料について

※ 那須sgでは送料は全国一律で840円(冷凍・
冷蔵でプラス210円で1050円)いただいておりま
す。 同じ住所に配送の場合、複数の商品をご
購入されても送料は変わりませんので、 よりた
くさんご購入される方がお得です！(なお、10kg
超える商品は対象外になっております) しかし、
同じ配送方法の場合のみです。 常温便の商品
と冷凍・冷蔵便のみのお取り扱い商品を一緒に
ご購入されますと、別途で料金が加算されます
ので、ご注意ください。

検索

アーティスト作品

お肉・肉加工品

加工食品

生活用品

スイーツ・お菓子

飲み物

その他

お花

野菜

調味料

1位

飲泉力 (24本セット)
5,120円

2位

ヨーグルト三昧セット
3,010円

3位

那須和牛ステーキセット
11,300円

 

お肉・肉加工品 > (冷蔵)肉にくセット

[前の商品]

（冷蔵）⾁にくセット
販売価格 5,060 円 (税/⼿数料込)

商品説明

⾁派の⽅も大満⾜！
⾁好きにはたまらない♪那須⾼原のうまいっ！を集めました。自慢
の味をご自宅用に贈り物に。おすすめです！

セット内容

那須の温泉 ⿊にんにく⼊り  那須和⽜みそ
【那須のお⺟さんの味】
那須の観光と⾷と農の連携を推進する「なすとらん倶楽部」が開発
しました。地域ブランドの那須和⽜と那須の温泉⽔を使って熟成さ
せた⿊にんにく、地元のお味噌で（那須ブランド認定品の那須み
そ）作った那須のお⺟さんの味をご賞味ください。

チキンポークウインナー
「みなさまに喜ばれる味」を機械に頼らず⼀つひとつ丹念に⼿作り
で仕上げた製品です。那須⾼原の冬桜の原⽊のチップでじっくりス
モークしました。那須ブランド認定品。

リブフランク
「みなさまに喜ばれる味」を機械に頼らず⼀つひとつ丹念に⼿作り
で仕上げた製品です。那須⾼原の冬桜の原⽊のチップでじっくりス
モークしました。那須ブランド認定品。

那須風味 豚みそ漬
那須⾼原の自然に恵まれた環境で育った豚⾁と、那須産の味噌を使
用したこだわりの逸品。やわらかさと味噌の風味をご堪能くださ
い。那須ブランド認定品。

サラミ
キングハムオリジナルの、豚⾁・⽜⾁のみで作った本格的なサラミ
です。お好きなサイズにカットしてお召し上がりください。とても
⾷べごたえのある商品です。
 

送料について
※ 那須sgでは送料は全国⼀律で840円(冷凍・冷蔵でプラス210円
で1050円)いただいております。
同じ住所に配送の場合、複数の商品をご購⼊されても送料は変わり
ませんので、 よりたくさんご購⼊される⽅がお得です！(なお、
10kg超える商品は対象外になっております)
しかし、同じ配送⽅法の場合のみです。
常温便の商品と冷凍・冷蔵便のみのお取り扱い商品を⼀緒にご購⼊
されますと、別途で料⾦が加算されますので、ご注意ください。

(冷蔵)肉にくセット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000010/
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http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000010/


のし対応について
この商品は「のし」を付けることも可能です。 のしをご希望の場
合は、このページにて、ご希望の、のしの種類を選択後、ショッピ
ングカートへ追加してください。

選択肢以外の、のしをご希望の場合は「のし有り（その他）」を選
択して、注⽂ページ「備考」にご希望の内容を記⼊下さい。

商品詳細

商品名 那須の温泉 ⿊にんにく⼊り  那須和⽜みそ

素材・原料 那須和⽜、味噌、⿊にんにく、ゴマ、砂糖、みりん

サイズ、重量 130g

産地名 那須町

保存⽅法 常温

賞味期限 180⽇

発送⽅法 冷蔵

⽣産者 なすとらん倶楽部

商品名 チキンポークウインナー

素材・原料 豚⾁、鶏⾁

サイズ、重量 250ｇ

産地名 栃⽊県

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 30⽇

発送⽅法 冷蔵

⽣産者 ㈲相⾺⾷品(キングハム)

商品名 リブフランク

素材・原料 豚⾁

サイズ、重量 450g

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 30⽇

発送⽅法 冷蔵

⽣産者 ㈲相⾺⾷品(キングハム)

商品名 那須風味 豚みそ漬

素材・原料 豚⾁、味噌

サイズ、重量 90g×3枚

産地名 那須町

保存⽅法 冷蔵

賞味期限 21⽇

発送⽅法 冷蔵

⽣産者 ⾁のあづまや

商品名 サラミ

素材・原料 豚⾁、⽜⾁

サイズ、重量 300g

産地名 国産

保存⽅法 常温

賞味期限 90⽇

発送⽅法 冷蔵

⽣産者 ㈲相⾺⾷品(キングハム)

お問い合わせ先

販売者 那須未来株式会社 ふるさと物産センター
（道の駅 那須⾼原友愛の森内）

住所 栃⽊県那須郡那須町大字⾼久⼄593-8

電話 0287-78-0100

FAX 0287-74-6317

mail fbnasukogen@nasumirai.com

(冷蔵)肉にくセット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000010/

2 / 3 2013/12/29 12:59
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氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

(冷蔵)肉にくセット | お肉・肉加工品 | | 那須sg http://nasu.japan-sg.jp/shopdetail/001000000010/
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お歳暮ギフトセット

価格 : 2,500円（税込）
数量

セット 

肉類 > お歳暮ギフトセット

検索

農産物

肉類

加工食品

菓子

飲料

生活・インテリア

ファッション

工芸品・民芸品

お米

1位

お歳暮ギフトセット
2,500円

2位

農家自慢のお米(新米) 5kg
2,000円

 

お歳暮ギフトセット
販売価格
Aセット 5,000 円 Bセット 4,000 円
Cセット 3,800 円 Dセット 3,500 円
Eセット 2,500 円 Fセット 2,500 円
(税/⼿数料込)
※本商品はすべて代引きのみの取り扱いとなります。
代引き時のカード決済も可能ですが、⼿数料はお客様負担となりま
す。
※注⽂の受付期間は12⽉20⽇までとなっており、また合わせまして配
送業務は12⽉25⽇までとなります。

商品説明

私たちの取り扱う⽜⾁はブランド⽜ではありません。
でも安⼼・安全にお答えするシステムがあります！

■Aセット 国産⽜(冷凍)ステーキセット 5,000円

交雑種(F1)ヒレ160g×2枚
国産⽜サーロイン180g×2枚
ステーキソース付

■Bセット 国産⽜(冷凍)すき焼きセット 4,000円

ロース(400g)
モモ(400g)  (合計800g)

■Cセット 国産⽜(冷凍)ローストビーフセット 3,800円
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約300g×3個(タレ6個付)

(⼿作り商品の為、多少ドリップ(⾁汁)がでる場合がありますが、
品質には影響ございません。)

■Dセット (冷凍)⽜太郎セット 3,500円

ワイン味(350g×2パック)
和風味(350g×2パック)
味噌味(350g×2パック)

■Eセット 国産⽜(冷凍)もつ鍋セット 2,500円

⽜ホルモン(150g×4パック)
スープ(味噌/100g×2パック)
   (塩しょうゆ/100g×2パック)

■Fセット 国産加⼯品セット(冷凍) 2,500円
 
ゼンカイミートならではの自信作！
・⼿作りハンバーグ 160g×2パック
・スタミナ丼の具 140g×2パック
・ウインナー 5本⼊×1パック
・ペッパービーフ 約200g×1パック
・カッパくん 180g×1パック

エピソード

私たちは、九州産の「ハーブ⽜」「ハーブ⽜交雑種」「開拓
⽜」を取り扱っています。

詳しくはこちら をどうぞ

■⾷の安全を追及しています

私たちは、「衛⽣管理こそが会社の大切な商品である」という意識
を全社員で共有しようと、2003年10⽉に、JQA(⽇本品質保証機
構)のISO9001－HACCPシステムの認証を取得しました。

■BSEの検査対象と検査施

BSE検査対象(48か⽉齢超)をゼンカイミート㈱の敷地内にある熊本
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 氏名 : 評点 :

県のBSE検査質で検査しています。

■安⼼はつくった⼈の顔が⾒えることです
 

私たちの取り扱っている⽜⾁は、全国開拓農業協同組合連合会傘下
の会員の九州各県の⽜たちです。各県農協の指導により、約150⼾
の⽣産者が、安⼼でおいしい⽜⾁づくりに励んでいます。
 

■ 健康な⽜を育てる飼養体系の3要素

・薬や注射に頼らないために、⽜が病気にならないように予防に努
めています。
・餌に抗⽣物質を添加していません。
・成⻑ホルモンは、⼀切使用していません。

■おいしさの3要素を追求しています

⽜⾁のおいしさは何かと尋ねると、皆さん「柔らかさ」と答えま
す。
しかし、 ⽜⾁の風味、⾷欲をそそる⾹りをかもしだすのは、脂肪の
質です。
⽜⾁自体の旨み、⽢さを出すのは適度なビタミンAです。
⽜⾁の新鮮さがジューシーにつながります。

■⼿頃な価格を実現しています

⿊⽑和⽜と違って、「国産⽜」なので⼿頃な価格帯です。⾁じゃ
が、野菜炒め、カレー、シチュー用が、300円/100g台です。誕⽣
⽇やお客様のおもてなし、大事な記念⽇にチョッピリ贅沢したい時
など、サーロインステーキで、600円/100g台です。
私たちは、おいしい⽜⾁を⼿頃な価格でお届けします。

配送について
（株）ヤマト運輸で発送させていただきます。送料は以下の料⾦と
なります。
◆九州〜近畿地⽅:750円
◆中部〜東北地⽅:1,000円
◆北海道・離島:1,350円
※代引き⼿数料無料
※お届け先(1ヶ所につき)10,000円を越えた場合は送料無料

商品詳細

商品名 お歳暮ギフトセット

素材・原料 ⽜⾁

サイズ・重量

■Aセット 国産⽜(冷凍)ステーキセット
交雑種(F1)ヒレ160g×2枚
国産⽜サーロイン180g×2枚
ステーキソース付

■Bセット 国産⽜(冷凍)すき焼きセット
ロース(400g)
モモ(400g)  (合計800g)

■Cセット 国産⽜(冷凍)ローストビーフセッ
ト
約300g×3個(タレ6個付)

■Dセット (冷凍)⽜太郎セット
ワイン味(350g×2パック)
和風味(350g×2パック)
味噌味(350g×2パック)

■Eセット 国産⽜(冷凍)もつ鍋セット
⽜ホルモン(150g×4パック)
スープ(味噌/100g×2パック)
(塩しょうゆ/100g×2パック)

■Fセット 国産加⼯品セット(冷凍)
・⼿作りハンバーグ 160g×2パック
・スタミナ丼の具 140g×2パック
・ウインナー 5本⼊×1パック
・ペッパービーフ 約200g×1パック
・カッパくん 180g×1パック

産地名 錦町

保存⽅法 冷凍

賞味期限 製造⽇より半年(6ヶ⽉)

発送⽅法 冷凍

お問い合わせ先

⽣産者 ゼンカイミート株式会社

住所 熊本県球磨郡錦町大字⻄字花⽴62番

電話 0966-38-1500

FAX 0699-38-0429

mail info@zenkaimeat.jp
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コメントする 内容 :

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。
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熊谷精肉店 高田の味3点セット
販売価格 2,500円(税込/手数料込み)
愛され続けて35年！

陸前高田でホルモンを販売し続けて35年。これまで地元に愛され続けた熊谷
精肉店のホルモン、通称「くまホル」と、肉質とたれにこだわり続けるラム肉の

セットをみなさんの食卓へ！

愛されるづける3つの理由！

1.陸前高田のホルモンは昔から「赤もの」とよばれるレバー、タン、ハツが入っ
ている田舎ホルモンです。

2.タレには八木澤商店の味噌や、米崎りんごなど地元の食材にこだわっていま
す。

3 肉質のよさのこだわった「うまい」ラムを厳選！

一度食べれば「やみつき」になること間違いなし！

店主のおすすめレシピ！（ホルモン）

ホルモンは、そのまま炒めて野菜を加えてもよし！丼にしてもよし！ですが、 お
ススメは、炭火で焼いたホルモンを千切りキャベツにのせて、ウスターソースを

かけて食べるのが一番おススメ！

今回の陸前高田sgのページ作成には、岩手県出身の大学生にご協力いただ
き作成しました。

11 1,219

熊谷精肉店 高田の味3点セット

価格 : 2,500円（税込）

数量

検索

加工食品

スイーツ・お菓子

工芸品・民芸品

ギフト

飲み物

海産物

その他

農作物

肉類

1位

奇跡の一本松ピンバッジ
735円

2位

三陸潮の香りお試しセット
3,000円

3位

熊谷精肉店 高田の味3点セッ
ト
2,500円

 

肉類 > 熊谷精肉店 高田の味3点セット
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内容量
味付きホルモン味噌味500g、味付きホルモン塩320g、ラム300g、タ
レ100g

商品詳細

素材・原料
国産内蔵、オーストラリア産ラム肩ロース、小麦、しょ
うゆ、りんご、酒、さとう、唐辛子、大豆、米、塩

サイズ・重量
味付けホルモン味噌味500g、味付けホルモン塩
320g、ラム300g、タレ100g

産地名 国産（ホルモン）、オーストラリア（ラム）

保存方法 冷蔵または冷凍

賞味期限 冷蔵（10日) 冷凍（2ヶ月）

発送方法 クール（冷蔵）

生産者 熊谷精肉店

住所
〒029-2206
陸前高田市米崎町字高畑94-8相野菜果樹方

電話 0129-55-2669

FAX 0129-55-2669

代表者 熊谷益雄

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。
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0 0

タマシャモ物語第1章

価格 : 3,200円（税込）

数量

検索

農産物

肉類

加工食品

菓子

飲料

1位

弓削多醤油小瓶バラエティセッ
ト
3,150円

2位

さかど葉酸たまご
1,500円

3位

菓子恋さかど(坂戸sg限定セッ
ト)
4,210円

 

肉類 > タマシャモ物語第1章

タマシャモ物語第1章
販売価格
3パックセット 3,200 円(税/⼿数料込)

商品説明

武蔵野の育んだ⼀級品
彩の国地鶏タマシャモは武蔵野が育んだ⼀級品で、飼料にこだわ
り、軍鶏のうまさを追求した⾼級⾁用鶏。真空パックにし⻑期保存
を可能にした。

※本商品は、クレジットカード決済のみの取り扱いとさせていただ
きます。

エピソード
坂⼾市内の放し飼い養鶏場で⽣産者が飼料、飼育環境、肥育期間に
こだわって集荷

商品詳細
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氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

商品名 タマシャモ物語第1章

素材・原料 地鶏⾁、岩塩、ブラックペッパー、酒

サイズ・重量 240g

産地名 坂⼾市

保存⽅法 -15°

賞味期限 3ヵ⽉

発送⽅法 クール宅急便

お問い合わせ先

⽣産者 尾島⼀正

住所 坂⼾市⽚柳1771

電話 049-284-3979
（午後5時〜午後9時まで、⽕曜定休）

FAX 049-284-3979

mail ugj66417@nifty.com

代表 尾島⼀正
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黒豚の味噌漬け
販売価格 4,000円(税/手数料込)

豚肉特有の臭みが無く、脂身に甘さが残る黒豚肉を当店オリジナルの長期熟

成味噌につけこみました。

フライパンで焼くだけで簡単に調理できます。柔らかで歯切れも抜群。是非ご賞

味ください。

 

内容量
黒豚肉100gx6枚入り

商品詳細

素材・原料 黒豚・味噌

サイズ・重量 黒豚肉100gx6枚入り

産地名 薩摩川内市

保存方法 冷凍

賞味期限 冷凍にて3ヶ月

発送方法 冷凍

生産者 ㈱薩摩八重ファーム

住所 鹿児島県薩摩川内市入来町副田5898

電話 0996-44-3800

FAX 0996-44-2086

0 0

黒豚の味噌漬け

価格 : 4,000円（税込）

数量

検索

海産物

お肉・肉加工品

加工食品

スイーツ・お菓子

飲み物

工芸品・民芸品

ギフト

その他

1位

手づくり煎餅のセット (きびせ
ん・香味彩々・市比野せんべ
い)
2,100円

2位

アオサらーめん4食セット
1,200円

 

お肉・肉加工品 > 黒豚の味噌漬け

[次の商品]
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mail mikakutei@po3.synapse.ne.jp

代表取締役 満園 克義

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。
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黒豚バラエティセット
販売価格 4,200円(税/手数料込)

雄大な自然の中で、健やかに育った黒豚肉を、生産者からお客様へお届け

いたします。

味噌漬け・ウインナー・ソーセージ・焼き豚をセットにしました。

内容量
味噌漬け100gx3枚、ウインナー100gx2パック、ソーセージ100g、焼き豚180g

商品詳細

素材・原料 黒豚・味噌

サイズ・重量
味噌漬け100gx3枚、ウインナー100gx2パック、
ソーセージ100g、焼き豚180g

産地名 薩摩川内市

保存方法 冷凍

賞味期限 冷凍にて3ヶ月

発送方法 冷凍

生産者 ㈱薩摩八重ファーム

住所 鹿児島県薩摩川内市入来町副田5898

電話 0996-44-3800

FAX 0996-44-2086

0 0

黒豚バラエティセット

価格 : 4,200円（税込）

数量

検索

海産物

お肉・肉加工品

加工食品

スイーツ・お菓子

飲み物

工芸品・民芸品

ギフト

その他

1位

手づくり煎餅のセット (きびせ
ん・香味彩々・市比野せんべ
い)
2,100円

2位

アオサらーめん4食セット
1,200円

 

お肉・肉加工品 > 黒豚バラエティセット

[前の商品] [次の商品]
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代表取締役 満園 克義

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。
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黒豚ロース味噌漬けと黒豚ウインナー詰め合わせ
販売価格 3,000円(税/手数料込)

入来町の八重山で元気に育った、鹿児
島黒豚の味噌漬けと黒豚のウインナー
の詰め合わせです。

㈱薩摩八重ファームの皆さん

 
 
内容量
味噌漬け100g 3枚、ウインナー110g 2パック

 
商品詳細

素材・原料 黒豚・味噌

サイズ・重量 味噌漬け100gx3枚、ウインナー100gx2パック

産地名 薩摩川内市

保存方法 冷凍

賞味期限 冷凍にて3ヶ月

発送方法 冷凍

生産者 ㈱薩摩八重ファーム

住所 鹿児島県薩摩川内市入来町副田5898

電話 0996-44-3800

FAX 0996-44-2086

mail mikakutei@po3.synapse.ne.jp

代表取締役 満園 克義

0

0

黒豚ロース味噌漬けと黒豚ウインナー詰め合わ
せ

価格 : 3,000円（税込）

数量

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

検索

海産物

お肉・肉加工品

加工食品

スイーツ・お菓子

飲み物

工芸品・民芸品

ギフト

その他

1位

手づくり煎餅のセット (きびせ
ん・香味彩々・市比野せんべ
い)
2,100円

2位

アオサらーめん4食セット
1,200円

 

お肉・肉加工品 > 黒豚ロース味噌漬けと黒豚ウインナー詰め合わせ

[前の商品] [次の商品]

黒豚ロース味噌漬けと黒豚ウインナー詰め合わせ | お肉・肉加工品... http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000003

1 / 2 2013/12/29 13:03

http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000003
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入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

黒豚ロース味噌漬けと黒豚ウインナー詰め合わせ | お肉・肉加工品... http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000003

2 / 2 2013/12/29 13:03

http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000003
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黒豚焼肉セット
販売価格 3,000円(税/手数料込)

4～5人前の焼肉用スライスのセットになります。ご自宅で、かごしま黒豚の美味
しさをお楽しみください。

内容量

黒豚ロース肉400g・黒豚バラ肉400g

商品詳細

素材・原料 黒豚・味噌

サイズ・重量 黒豚ロース肉400g・黒豚バラ肉400g

産地名 薩摩川内市

保存方法 冷凍

賞味期限 冷凍にて3ヶ月

発送方法 冷凍

生産者 ㈱薩摩八重ファーム

住所 鹿児島県薩摩川内市入来町副田5898

電話 0996-44-3800

FAX 0996-44-2086

mail mikakutei@po3.synapse.ne.jp

代表取締役 満園 克義

0

0

黒豚焼肉セット

価格 : 3,000円（税込）

数量

検索

海産物

お肉・肉加工品

加工食品

スイーツ・お菓子

飲み物

工芸品・民芸品

ギフト

その他

1位

手づくり煎餅のセット (きびせ
ん・香味彩々・市比野せんべ
い)
2,100円

2位

アオサらーめん4食セット
1,200円

 

お肉・肉加工品 > 黒豚焼肉セット

[前の商品] [次の商品]

黒豚焼肉セット | お肉・肉加工品 | | 薩摩川内sg http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000004

1 / 2 2013/12/29 13:03

http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000004
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コメントする
 

氏名 : 評点 :

内容 :

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

黒豚焼肉セット | お肉・肉加工品 | | 薩摩川内sg http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000004

2 / 2 2013/12/29 13:03

http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000004
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鹿児島県産やき鶏定番セット
販売価格 3,150円(税/手数料込)

安心とおいしさのヒミツ

朝締めの鶏肉を仕入れ
独自の製造工程により食材の鮮度を保ったまま製品をお届け
厳格な衛生管理システムにより、生産ラインでの食製品の安心・安全
を徹底
 
JAチキン 国産若どり

コンセプト 産地・生産者・飼育方法などを明確にした若どりです。

国産若どりの商品仕様

生産産地
鹿児島県内の契約農場、および直営農場で 飼育(県
産表示可能)しています。

飼養管理

ア. 素ひな
鹿児島くみあいチキンフーズ(株) の種鶏場・ふ化場、
および契約種鶏場とふ化場で生産しています。

イ. 給与飼料
(1)JA グループの飼料工場より、生産農場へ供給して
います。 ※飼料試験の為、一部他社の飼料を使用す
ることがあります。
(2)成長のステージに合わせた飼料を給与していま
す。

処理施設
ISO9001の認証を取得した鹿児島くみあい チキン
フーズ(株)の処理場で処理・加工しています。

生産情報
解体7品目に固有ロットNo.を表記し、インターネット上
で生産情報の詳細を開示しています。

品質管理
処理から配送まで徹底した衛生管理、工程管理に取
組んでいます。

召し上がり方
解凍後、フライパン、ホットプレート、グリルなどで焼いて下さい。タレ
か塩をつけて両面きつね色になるまで焼き、中までしっかり火を通し
てお召し上がりください。

内容量
1本40g/25本セット(鹿児島県産鶏もも串 10本/鹿児島県産鶏かわ
串 5本/鹿児島県産つくね串 5本/鹿児島県産鶏ねぎま串 5本)

商品詳細

素材・原料 鹿児島県産鶏もも串 10本／鹿児島県産鶏かわ串 5

0 1

鹿児島県産やき鶏定番セット

価格 : 3,150円（税込）

数量

検索

海産物

お肉・肉加工品

加工食品

スイーツ・お菓子

飲み物

工芸品・民芸品

ギフト

その他

1位

手づくり煎餅のセット (きびせ
ん・香味彩々・市比野せんべ
い)
2,100円

2位

アオサらーめん4食セット
1,200円

 

お肉・肉加工品 > 鹿児島県産やき鶏定番セット

[前の商品]

鹿児島県産やき鶏定番セット | お肉・肉加工品 | | 薩摩川内sg http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000005/

1 / 2 2013/12/29 13:03

http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000005/


利用規約 利用ガイド プライバシーポリシー 特定商取引に基づく表示

Copyright (c) 全国「JAPAN satisfaction guaranteed」運営協議会 All Rights Reserved.（サイト運営会社 SIIIS）

本／鹿児島県産つくね串 5本／鹿児島県産鶏ねぎま
串 5本

サイズ・重量 1本40g

産地名 鹿児島県産

保存方法 冷凍

賞味期限 冷凍で30日

発送方法 冷凍(未加熱の状態で冷凍してお届け致します)

生産者 鹿児島食品株式会社

住所 薩摩川内市永利町1554-1

電話 0996-29-4147

FAX 0996-29-4148

mail kagoshimafood-1@canvas.ocn.ne.jp

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

鹿児島県産やき鶏定番セット | お肉・肉加工品 | | 薩摩川内sg http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000005/

2 / 2 2013/12/29 13:03

mailto:kagoshimafood-1@canvas.ocn.ne.jp
http://satsumasendai.japan-sg.jp/shopdetail/002000000005/
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イノシシ肉のスライス

価格 : 4,620円（税込）

数量

検索

刃物

農産物

肉類

加工食品

菓子

飲料

生活・インテリア

ファッション

1位

「関ろーる」と「さんやほうけー
き」のセット
2,400円

2位

イノシシ肉のスライス
4,620円

3位

円空さといも
4,200円

 

肉類 > イノシシ肉のスライス

[次の商品]

イノシシ⾁のスライス
販売価格 4,620 円(税/⼿数料込)

商品説明

⾥⼭の味（イノシシは脂が命）
名⼈と⾔われる猟師、ハンターの皆さんが冬の狩猟時期のみに捕獲
された脂が多く臭いの少ないイノシシを-60°で急速冷凍。ロー
ス、もも、バラの各部位の味が楽しめます。

エピソード
焼⾁は塩コショウで⾷べるのが1番。（猟師の簡単レシピ⼊り）

商品詳細

商品名 イノシシ⾁のスライス

素材・原料 シシ⾁

サイズ・重量 1kg (ロース 200g､もも 400g､バラ 400g)

産地名 岐⾩県関市

保存⽅法 冷凍（-18°）

賞味期限 6か⽉

発送⽅法 冷凍

お問い合わせ先

⽣産者 マタギの⿃獣⾷⾁加⼯センター

住所 関市東志摩861-1

イノシシ肉のスライス | 肉類 | | 関sg http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000001/

1 / 2 2013/12/29 13:03

http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000001/
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氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

電話 0575-23-7565

FAX 0575-24-7373

mail matagi.mk@docomo.ne.jp

代表 ⼩林 光男 

問い合わせ先 ⼩林 光男
090-7434-4403

イノシシ肉のスライス | 肉類 | | 関sg http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000001/

2 / 2 2013/12/29 13:03

mailto:matagi.mk@docomo.ne.jp
http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000001/
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猪ちゃん、鹿ちゃん （ピリ辛風味）

価格 : 4,620円（税込）

数量

検索

刃物

農産物

肉類

加工食品

菓子

飲料

生活・インテリア

ファッション

1位

「関ろーる」と「さんやほうけー
き」のセット
2,400円

2位

イノシシ肉のスライス
4,620円

3位

円空さといも
4,200円

 

肉類 > 猪ちゃん、鹿ちゃん （ピリ辛風味）

[前の商品] [次の商品]

猪ちゃん、⿅ちゃん（ピリ⾟風味）
販売価格 4,620 円(税込/⼿数料込)

商品説明

メディアに紹介された絶品の味（秘伝のピリ⾟タレに5⽇間漬込
み）
焼⾁、丼物、揚物、カレー煮物、鍋など多彩な料理に利用できま
す。（レシピ⼊り）

商品詳細

商品名 猪ちゃん、⿅ちゃん （ピリ⾟風味）

素材・原料 イノシシ⾁、⿅⾁

サイズ・重量 猪ちゃん 250g×3､⿅ちゃん250g×3 計1.5kg

産地名 岐⾩県関市

保存⽅法 冷凍（-18°）

賞味期限 6か⽉

発送⽅法 冷凍

お問い合わせ先

⽣産者 マタギの⿃獣⾷⾁加⼯センター

住所 関市東志摩861-1

電話 0575-23-7565

FAX 0575-24-7373

mail matagi.mk@docomo.ne.jp

代表 ⼩林 光男

問合せ先 ⼩林 光男
090-7434-4403

猪ちゃん、鹿ちゃん （ピリ辛風味） | 肉類 | | 関sg http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000002/

1 / 2 2013/12/29 13:04

mailto:matagi.mk@docomo.ne.jp
http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000002/
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氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

猪ちゃん、鹿ちゃん （ピリ辛風味） | 肉類 | | 関sg http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000002/

2 / 2 2013/12/29 13:04

http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000002/
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鹿肉ブロック

価格 : 4,620円（税込）

数量

 氏名 : 評点 :

コメントする

検索

刃物

農産物

肉類

加工食品

菓子

飲料

生活・インテリア

ファッション

1位

「関ろーる」と「さんやほうけー
き」のセット
2,400円

2位

イノシシ肉のスライス
4,620円

3位

円空さといも
4,200円

 

肉類 > 鹿肉ブロック

[前の商品]

⿅⾁ブロック
販売価格 4,620 円(税/⼿数料込)

商品説明

⿅⾁は健康⾷
⼀番おいしいのは2歳まで。脂肪分、コレステロールが少なく、タ
ンパク質が多い。カロリーは⽜⾁の4分の1、豚⾁の2分の1以下、
鉄分は⽜⾁の7倍、豚⾁の10倍。DHAも多く含まれる。

エピソード
調理は強⽕でミディアムレア位で。⽕を通し過ぎると固くなりま
す。(レシピ⼊り)

商品詳細

商品名 ⿅⾁ブロック

素材・原料 ⿅⾁

サイズ・重量 ロース 約200g、もも約800g 総重量 1.1kg

産地名 岐⾩県関市

保存⽅法 冷凍(-18°)

賞味期限 6か⽉

発送⽅法 冷凍

お問い合わせ先

⽣産者 マタギの⿃獣⾷⾁加⼯センター

住所 関市東志摩861－1

電話 0575-23-7565

FAX 0575-24-7373

mail matagi.mk@docomo.ne.jp

代表 ⼩林 光男

問合せ先 ⼩林 光男
090-7434-4403

鹿肉ブロック | 肉類 | | 関sg http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000003/

1 / 2 2013/12/29 13:04

mailto:matagi.mk@docomo.ne.jp
http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000003/
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内容 :

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

鹿肉ブロック | 肉類 | | 関sg http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000003/

2 / 2 2013/12/29 13:04

http://seki.japan-sg.jp/shopdetail/003000000003/
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黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg

価格 : 10,200円（税込）

数量

のし 

検索

お肉・肉加工品

お米

スイーツ・お菓子

工芸品・民芸品

加工食品

生活雑貨

生活家電

調味料

ビューティー

1位

黒田庄和牛ロースすきやき用
1kg
10,200円

2位

杉原紙カレンダー
3,740円

3位

とりめしの具セット
2,850円

 

お肉・肉加工品 > 黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg

[前の商品] [次の商品]

⿊⽥庄和⽜ロースすきやき用 1kg
販売価格 10,200 円(税/⼿数料込)

商品説明

神⼾ビーフの産地⿊⽥庄の指定農家から直仕⼊れ
当店では⿊⽥庄の指定農家から1頭もしくは半頭単位で血統書付き
で⿊⽥庄和⽜を直接仕⼊れし、ご贈答用等には血統書のコピーを添
えて販売しております。

※画像はイメージです。

エピソード
当店の⿊⽥庄和⽜は指定農家が1頭1頭丹精を込めて⾁質を良くす
る為にモーツアルトの⾳楽を聞かせたり⿊⽥庄で育った稲わら等の
安⼼安全なエサを与えて育てられています。

黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg | お肉・肉加工品 | | 多可sg http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/

1 / 3 2013/12/29 13:04

http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/


 氏名 : 評点 :

商品詳細

商品名 ⿊⽥庄和⽜ロースすきやき用 1kg

素材・原料 ⽜⾁

サイズ・重量 1kg

梱包済み重量 1.5kgまで

産地名 ⿊⽥庄町

保存⽅法 3℃以下で保存して下さい。

賞味期限 商品到着より3⽇以内にお召し上がりください。

発送⽅法 クール便にて発送

お問い合わせ先

⽣産者 ⾁の多栄

住所 多可郡多可町

電話 0795-32-4252

FAX 0795-32-4259

mail taei@gaia.eonet.ne.jp

代表 藤井寿⼀

問合せ先 藤井寿⼀
電話番号 0795-32-4252

黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg | お肉・肉加工品 | | 多可sg http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/

2 / 3 2013/12/29 13:04

mailto:taei@gaia.eonet.ne.jp
http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/
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内容 :

レビュー件数：1件

評価 2013/12/07  戸田善規さん

1件～1件 (全 1件)

お歳暮は絶対に黒田庄和牛が喜ばれます。すきやき用の血統書付きのお肉です。私も贈答用に使っています。自

信を持ってお奨めします。血統書のコピーも同封されます。多可町の自慢の逸品です。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg | お肉・肉加工品 | | 多可sg http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/

3 / 3 2013/12/29 13:04
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0 32

黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg

価格 : 10,200円（税込）

数量

のし 

検索

お肉・肉加工品

お米

スイーツ・お菓子

工芸品・民芸品

加工食品

生活雑貨

生活家電

調味料

ビューティー

1位

黒田庄和牛ロースすきやき用
1kg
10,200円

2位

杉原紙カレンダー
3,740円

3位

とりめしの具セット
2,850円

 

お肉・肉加工品 > 黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg

[前の商品] [次の商品]

⿊⽥庄和⽜ロースすきやき用 1kg
販売価格 10,200 円(税/⼿数料込)

商品説明

神⼾ビーフの産地⿊⽥庄の指定農家から直仕⼊れ
当店では⿊⽥庄の指定農家から1頭もしくは半頭単位で血統書付き
で⿊⽥庄和⽜を直接仕⼊れし、ご贈答用等には血統書のコピーを添
えて販売しております。

※画像はイメージです。

エピソード
当店の⿊⽥庄和⽜は指定農家が1頭1頭丹精を込めて⾁質を良くす
る為にモーツアルトの⾳楽を聞かせたり⿊⽥庄で育った稲わら等の
安⼼安全なエサを与えて育てられています。

黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg | お肉・肉加工品 | | 多可sg http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/

1 / 3 2013/12/29 13:04

http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/


 氏名 : 評点 :

商品詳細

商品名 ⿊⽥庄和⽜ロースすきやき用 1kg

素材・原料 ⽜⾁

サイズ・重量 1kg

梱包済み重量 1.5kgまで

産地名 ⿊⽥庄町

保存⽅法 3℃以下で保存して下さい。

賞味期限 商品到着より3⽇以内にお召し上がりください。

発送⽅法 クール便にて発送

お問い合わせ先

⽣産者 ⾁の多栄

住所 多可郡多可町

電話 0795-32-4252

FAX 0795-32-4259

mail taei@gaia.eonet.ne.jp

代表 藤井寿⼀

問合せ先 藤井寿⼀
電話番号 0795-32-4252

黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg | お肉・肉加工品 | | 多可sg http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/

2 / 3 2013/12/29 13:04

mailto:taei@gaia.eonet.ne.jp
http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/


利用規約 利用ガイド プライバシーポリシー 特定商取引に基づく表示

Copyright (c) 全国「JAPAN satisfaction guaranteed」運営協議会 All Rights Reserved.（サイト運営会社 SIIIS）

内容 :

レビュー件数：1件

評価 2013/12/07  戸田善規さん

1件～1件 (全 1件)

お歳暮は絶対に黒田庄和牛が喜ばれます。すきやき用の血統書付きのお肉です。私も贈答用に使っています。自

信を持ってお奨めします。血統書のコピーも同封されます。多可町の自慢の逸品です。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

黒田庄和牛ロースすきやき用 1kg | お肉・肉加工品 | | 多可sg http://taka.japan-sg.jp/shopdetail/000000000055/
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5セット限定
松阪屋佐賀牛極上グルメセット
販売価格 10500円(税／手数料込)
1日5セットしか出せない超限定商品です!!

セット内容

1.佐賀牛サーロインステーキ200g
全国トップクラスの高品質牛肉である佐賀牛。

サーロインは牛肉の中では最高の肉質とされ、

牛肉の中で唯一「サー」の称号を与えられた部位です。

やわらかく甘みがあり、ジューシーな霜降り肉のステーキを

最高品質の佐賀牛でいただけます。

2.松阪屋極上幻ハンバーグ200g(×2個)
松阪屋の肉職人が、遠方で暮らしている孫のために年に2回、
春の誕生日と冬のクリスマスプレゼントにと材料に糸目を付けず

作り出したハンバーグがその原型。

たまたまそれを見つけ、どうしても食べたいといった常連のお客さんに

「孫のために作ったものだから、誰にもいわないで」と少し分けたところ、

口コミでその噂が広まり熱望に応える形で商品化されました。

特選黒毛和牛販売・焼肉専門店の当店が作るこのハンバーグは、

高級黒毛和牛100％使用した贅沢な逸品です。
さらに、材料に使用する卵は、製造直前に地元・佐賀県武雄市の養鶏場から

新鮮で良質なものだけを厳選して仕入れたもの。

また玉葱は、全国２位の生産量を誇る佐賀県の中でもその７割を生産する

佐賀県白石町より仕入れた新鮮なもの。

この素材を使い、その殆ど全てを手作業だけで仕上げました。

あまりに仕込みに手間を要するため、製造は年に数回。

それも極一部の常連のお客様だけに提供されていた、

まさに極上かつ幻のハンバーグです。

化学調味料や食品添加物、保存料などは使用しておりません。

3.佐賀牛テールブイヨンスープ150cc(×2個)
贅沢にも佐賀牛のテール（尻尾）を使った、究極のテールスープです。

48時間を掛けて仕込まれるこのスープは、佐賀牛のテールに加え、
玉葱・人参・セロリ・にんにく・白ねぎなど、多種多様な野菜を

イオン活性水で煮込んだもの。

佐賀牛肉のゼラチン質が溶け出し、野菜のエキスと相まって

極上の味を醸し出します。

また灰汁抜きだけでも数時間を掛け、

0 1

松阪屋極上グルメセット

価格 : 10,500円（税込）

数量

検索

野菜・米

雑貨・日用品

企画

茶類

加工食品

お菓子

陶器

ドライハーブ

肉類

1位

松阪屋極上グルメセット
10,500円

2位

武雄いのしし満喫セット
3,000円

3位

ごぼうレモングラス茶 2個セッ
ト
2,400円

 

肉類 > 松阪屋極上グルメセット

[次の商品]

松阪屋極上グルメセット | 肉類 | | 武雄sg http://takeo.japan-sg.jp/shopdetail/004000000001

1 / 2 2013/12/29 13:04
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さらに脂抜きを行うためカロリーは控えめ。

お客さまには「これは、栄養満点の美容スープ、健康スープだ」との

評判もいただいております。

風邪を引かれた方、体調がすぐれない方、

また野菜嫌いのお子様やこれからの季節は受験生のお夜食にも

お勧めしたいスープです。

4.こだわり生ハム100g
当店のコースメニューの前菜としてお召し上がりいただいております。

肉職人が豚の旨み、柔らかさ、塩加減に徹底的にこだわり抜いた

生ハムです。前菜にとどまらず、ちょっと豪華なお酒のつまみに、

サラダにいかがでしょうか。

商品詳細

佐賀牛サーロイン
ステーキ

一枚（200g）

松阪屋極上幻ハン
バーグ

200g×2個

佐賀牛テールブイ
ヨンスープ

150cc×2個

こだわり生ハム 100g

保存方法
冷凍(商品は全て冷凍した状態で発送させていただき
ます)

賞味期限 商品に記載のとおり

佐賀牛とは

全国に１５０程ある「○○牛」といった牛の銘柄の中でも
全国トップクラスの高品質の牛肉です。

ＪＡグループ佐賀管内で飼育された黒毛和種で

（社）日本食肉格付協会の定める最高の肉質である

「５」等級および「４」等級の脂肪交雑ＢＭＳ値「№７」以上を
佐賀牛と呼びます。

柔らかい赤身の中に柔らかな赤身の中に、きめ細かく脂肪が入った

見事な霜降り肉は、ステーキによし、しゃぶしゃぶにも良し。

この甘くてこくのある味は、佐賀県特有の穏やかな気候とおいしい水、

澄んだ空気のたまものです。

ショップ紹介

松阪屋【佐賀牛取扱認定店】特選黒毛和牛販売・焼肉専門店

〒843-0024 佐賀県武雄市武雄町富岡8550-1

©2014 Google -

地図データ ©2014 Google, ZENRIN -
大きな地図で見る

松阪屋ホームページ

松阪屋Facebookページ

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

松阪屋極上グルメセット | 肉類 | | 武雄sg http://takeo.japan-sg.jp/shopdetail/004000000001
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武雄いのしし肉おためしセット
販売価格2,000円（税／手数料込）

九州北部に位置する武雄市の美しく豊かな環境で育った猪肉は

肉質が良く、上品な香りが特徴です。

また1頭1頭捕獲するため大量に出回ることのない、
希少な肉であるといえます。

全国の有名料理店から武雄牡丹のご注文を頂いています

武雄市の獣肉加工処理施設「やまんくじら」では、

捕獲からとめさし、解体、熟成、精肉までを徹底的に指導管理しています。

そのため今まで加工処理の悪さ（血抜・熟成技術）や

保存の悪さ（冷凍技術）から来ていた、

「肉のくさみ」がほとんどありません。

コクのある野性的な獣肉本来の香りを楽しんでいただけるため、

全国の有名料理店様より「武雄牡丹」のご注文を頂いています。

ぜひ国産ジビエである「武雄牡丹」の上品な香りをお楽しみください。

ぼたん肉について

ぼたん肉の栄養的な効果は古くから知られ、

江戸中期の図説百科事典「和漢三才図会」によれば

「肌膚を補い五臓を益す」とあります。

食べると体が温まって元気が出るため、

猪をたべることは「薬食い」と呼ばれていました。

近畿以西では「風邪をひいたら猪をたべろ」と言われたそうですが、

疲れをとり体内の活性化に役立つ猪は、

ストレスの多い現代人をサポートするお肉といえます。

ご注意

猪肉の脂肪は口どけがよく、

強い直火で焼くとすぐにすべて溶けだしてしまいます。

中火でよく焼いてお召し上がりください。

猪肉は必ず完全に火を通してお召し上がりください。

セット内容

•バラ肉150g
•ソーセージ3本
•味付け肉（みそ味）120g（肉100g、タレ20g）
•味付け肉（カレー味）120g（肉100g、タレ20g）

本商品はすべて冷凍の状態で発送いたします。

ショップ紹介

(株)武雄地域鳥獣加工処理センター
佐賀県武雄市山内町大字鳥海9267番2
0954-45-2700

0

0

武雄いのしし肉おためしセット 

価格 : 2,000円（税込）

数量

 

氏名 : 評点 :

内容 : コメントする

検索

野菜・米

雑貨・日用品

企画

茶類

加工食品

お菓子

陶器

ドライハーブ

肉類

1位

松阪屋極上グルメセット
10,500円

2位

武雄いのしし満喫セット
3,000円

3位

ごぼうレモングラス茶 2個セッ
ト
2,400円

 

肉類 > 武雄いのしし肉おためしセット 

[前の商品] [次の商品]

武雄いのしし肉おためしセット | 肉類 | | 武雄sg http://takeo.japan-sg.jp/shopdetail/004000000005/

1 / 2 2013/12/29 13:05
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入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。

武雄いのしし肉おためしセット | 肉類 | | 武雄sg http://takeo.japan-sg.jp/shopdetail/004000000005/
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武雄いのしし肉満喫セット
販売価格3,000円（税／手数料込）
大好評につき、イノシシセット第２弾！

九州北部に位置する武雄市の美しく豊かな環境で育った猪肉は

肉質が良く、上品な香りが特徴です。

また1頭1頭捕獲するため大量に出回ることのない、
希少な肉であるといえます。

全国の有名料理店から武雄牡丹のご注文を頂いています

武雄市の獣肉加工処理施設「やまんくじら」では、

捕獲からとめさし、解体、熟成、精肉までを徹底的に指導管理しています。

そのため今まで加工処理の悪さ（血抜・熟成技術）や

保存の悪さ（冷凍技術）から来ていた、

「肉のくさみ」がほとんどありません。

コクのある野性的な獣肉本来の香りを楽しんでいただけるため、

全国の有名料理店様より「武雄牡丹」のご注文を頂いています。

ぜひ国産ジビエである「武雄牡丹」の上品な香りをお楽しみください。

ぼたん肉について

ぼたん肉の栄養的な効果は古くから知られ、

江戸中期の図説百科事典「和漢三才図会」によれば

「肌膚を補い五臓を益す」とあります。

食べると体が温まって元気が出るため、

猪をたべることは「薬食い」と呼ばれていました。

近畿以西では「風邪をひいたら猪をたべろ」と言われたそうですが、

疲れをとり体内の活性化に役立つ猪は、

ストレスの多い現代人をサポートするお肉といえます。

ご注意

猪肉の脂肪は口どけがよく、

強い直火で焼くとすぐにすべて溶けだしてしまいます。

中火でよく焼いてお召し上がりください。

猪肉は必ず完全に火を通してお召し上がりください。

セット内容

•バラ肉150g
•ソーセージ5本
•味付け肉（みそ味）120g（肉100g、タレ20g）
•味付け肉（カレー味）120g（肉100g、タレ20g）
•ハンバーグ（2個）
•いのししジャーキー（1袋100g）

本商品はすべて冷凍の状態で発送いたします。

ショップ紹介

(株)武雄地域鳥獣加工処理センター
佐賀県武雄市山内町大字鳥海9267番2
0954-45-2700

0 208

武雄いのしし満喫セット

価格 : 3,000円（税込）

数量

 氏名 : 評点 :

検索

野菜・米

雑貨・日用品

企画

茶類

加工食品

お菓子

陶器

ドライハーブ

肉類

1位

松阪屋極上グルメセット
10,500円

2位

武雄いのしし満喫セット
3,000円

3位

ごぼうレモングラス茶 2個セッ
ト
2,400円
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利用規約 利用ガイド プライバシーポリシー 特定商取引に基づく表示

Copyright (c) 全国「JAPAN satisfaction guaranteed」運営協議会 All Rights Reserved.（サイト運営会社 SIIIS）

コメントする

内容 :

入力された顧客評価がありません。

投稿いただいた内容は承認後の表示となります。
投稿内容はお客様の声としてFacebookページ、ウェブサイト等にて転載させていただく場合がございます。
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