
伊藤ハム 伝承〈DKB-45〉
・特選ホワイトロースハム（350g）
・特選ホワイトももハム
（220g）
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4,000$ 税込価格

4.320.00円

伊藤ハム 伝承〈DKS-35〉
・特選ロースハム（60g）・特選深燻しベーコン（51g）
・生ハムロース（40g）・特選肩ロース（66g）
・特選あらびきウインナー（110g）
・特選あらびきホワイトウインナー（110g）
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

伊藤ハム 伝承〈DKS-55〉
・生ハムもも(40g)・特選深燻しベーコン(51g)
・特選ももハム(64g)・特選肩ロース(66g)
・特選あらびきウインナー(110g)
・特選あらびきホワイトウインナー(110g)
・生ハムロース(40g)・特選ロースハム(60g×3)
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5,000$ 税込価格

5,400.00円

伊藤ハム 伝承〈DKS-45〉
・特選肩ロース(66g)・特選ももハム(64g)
・特選深燻しベーコン(51g)・生ハムロース(40g)
・特選あらびきウインナー(110g)
・特選あらびきホワイトウインナー(110g)
・特選ロースハム
(60g×2)
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4,000$ 税込価格

4,320.00円

伊藤ハム 伝承〈DKB-501〉
・特選ロースハム(400g)・特選ももハム(300g)
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5,000$ 税込価格

5,400.00円

日本ハム

国産プレミアム 美ノ国〈UKI-58〉
・熟成ベーコン（51g）・熟成ももハム（60g）
・熟成あらびきウインナー（70g）
・白い熟成あらびきウインナー（70g）
・肩ロース生ハム（40g）・熟成ビアシンケン（72g）
・熟成ロースハム（60g）・熟成厚切りロースハム（62g×2）
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5,000$ 税込価格

5,400.00円

日本ハム

国産プレミアム 美ノ国〈UKI-48〉
・熟成ベーコン(51g)
・熟成あらびきウインナー・白い熟成あらびきウインナー(各70g)
・肩ロース生ハム(40g)・熟成ももハム(60g)
・熟成厚切りロースハム(62g×2)
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4,000$ 税込価格

4,320.00円

伊藤ハム

黒の誉 鹿児島黒豚〈BKC-31〉
・ももハム(220g)・あらびきヴルスト(190g)
・直火焼ミートローフ(180g)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

日本ハム

国産プレミアム 美ノ国〈UKI-38〉
・熟成ベーコン(51g)・熟成あらびきウインナー(70g)
・白い熟成あらびきウインナー(70g)
・熟成ビアシンケン(72g)・肩ロース生ハム(40g)
・熟成ロースハム
(60g)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

日本ハム

国産プレミアム 美ノ国〈UKI-56〉
・熟成ロースハム(400g)・直火焼き焼豚(210g)
・熟成網焼きミートローフ(180g)
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5,000$ 税込価格

5,400.00円

伊藤ハム

伝承献呈 うす塩仕上げ〈GMU-55〉
・特選ロースハム(320g)・特選ももハム(230g)
・特選あらびきヴルスト(190g)
・特選あらびきウインナー(85g×2)
・特選燻ベーコン(180g)・特選肩ロース(210g)
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5,000$ 税込価格

5,400.00円

日本ハム やさしさ志向
無塩せきギフト〈ME-403〉
・無塩せきロース(380g)
・無塩せき焼豚(200g)
・無塩せきミートローフ(200g)
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4,000$ 税込価格

4,320.00円

伊藤ハム 伝承献呈
うす塩仕上げ〈GMU-35〉
・特選ロースハム(320g)
・特選ももハム(230g)
・特選あらびきヴルスト(190g)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

日本ハム やさしさ志向
無塩せきギフト〈ME-304〉
・無塩せき焼豚(200g)
・無塩せきベーコン(200g)
・無塩せきあらびきウインナー(70g×2)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

伊藤ハム 伝承献呈
うす塩仕上げ〈GMU-45〉
・特選ロースハム（320g）・炙り焼豚（180g）
・特選あらびきヴルスト（190g）
・特選燻ベーコン（180g）
・特選あらびきウインナー（85g×2）
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4,000$ 税込価格

4,320.00円

日本ハム 本格派〈NRB-778〉
・特撰ホワイト肩ロース(200g)・直火焼ローストビーフ(200g)
・ローストビーフソース(30g×2)
・たれ漬け焼豚(180g)、スモークハム(180g)
・あらびきミートローフ(170g)・特撰ホワイトウインナー(80g)
・特撰ホワイト

ウインナー(80g)
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5,000$ 税込価格

5,400.00円

日本ハム 本格派〈NRB-618〉
・スモークハム(180g)・直火焼ローストビーフ(200g)
・ローストビーフソース(30g×2)・ロース生ハム(40g)
・あらびきミートローフ(170g)・特撰ホワイトウインナー(80g)
・特撰あらびき

ウインナー(80g)
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4,000$ 税込価格

4,320.00円

日本ハム 本格派〈NH-665〉
・たれ漬け焼豚(180g)・特撰ホワイトロースハム(380g)
・スモークハム(180g)・直火焼ミートローフ(170g)
・ロース生ハム(40g)・特撰ホワイトウインナー(80g)
・特撰あらびき

ウインナー(80g)

82

4,000$ 税込価格

4,320.00円

伊藤ハム 伝承献呈〈GMF-60〉
・特選ロースハム(360g)
・ローストビーフ焦がし醤油ジュレ仕立て(180g)
・直火炙り焼豚(180g)・特選厚切あらびきステーキ(120g)
・特選直火焼ローフ(180g)
・特選炙り焼あらびき
ステーキ(120g)
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5,000$ 税込価格

5,400.00円

伊藤ハム 伝承献呈〈GM-59〉
・特選ロースハム(360g)・直火炙り焼豚(180g)
・特選炙り焼あらびきステーキ(120g)
・特選直火焼ローフ(180g)・特選厚切あらびきステーキ(120g)
・特選あらびきホワイトウインナー(85g)
・特選あらびき

ウインナー(85g)
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4,000$ 税込価格

4,320.00円

伊藤ハム 伝承献呈〈DMF-50〉
・直火炙り焼豚（180g）・特選ロースハム（180g）
・特選深燻しベーコン（180g）・特選直火焼ローフ（180g）
・特選炙り焼あらびきステーキ（120g）
・特選あらびきウインナー（85g）
・特選あらびきホワイト
  ウインナー（85g）
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

伊藤ハム 賛否両論〈WR-40〉
・ローストビーフ(もも)(210g)・ローストポーク(280g)
・ローストビーフソース和風ゆず風味(30g×2)
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4,000$ 税込価格

4,320.00円

伊藤ハム 賛否両論〈WN-28〉
・笠原流生姜焼(150g×2)
・三種の味噌焼(150g×2)
・金山寺味噌漬(150g×2)
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2,800$ 税込価格

3,024.00円

伊藤ハム 賛否両論〈WA-30〉
・牛しぐれ煮ごぼう(55g)・鶏の野菜巻山椒風味(160g)
・つくねの蕪みぞれ仕立て(200g)・鶏の照焼き(160g)
・豚ロースの醤油煮込み(70g)・豚ばらの味噌煮込み(70g)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

伊藤ハム 賛否両論〈WA-36〉
・豚角煮だし仕立て(280g)
・豚角煮香味醤油仕立て(280g)
・豚角煮味噌仕立て(280g)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

丸大食品

煌彩ローストビーフギフト
〈MRT-455〉
・ローストビーフ(モモ)(200g)・特撰藻塩ロースハム(200g)
・直火焼焼豚(180g)・あぶり焼ハーブローフ(170g)
・生ハム肩ロース(36g)・トリュフ仕立てソース(100ml)
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3,500$ 税込価格

3,780.00円

伊藤ハム

田崎真也セレクション〈YO-40〉
・ローストビーフ（もも）（200g）
・グレイビーソース
（グレイビーソース（30g）・ドイツ産岩塩（1g））
・生ハムスライス（45g）
・デミグラスソースハンバーグ（120g×3）
・デミグラスソースチーズ入りハンバーグ（120g×3）
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

丸大食品

煌彩ローストビーフギフト
〈MRT-473〉
・ローストビーフ(モモ)(200g)
・特撰ホワイト肩ロース(200g)
・直火焼焼豚(180g)
・トリュフ仕立てソース(100ml)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

伊藤ハム

田崎真也セレクション〈YOP-40〉
・生ハムスライス（45g）
・ピザマルゲリータスペシャリテ（300g）
・ピザ4種のチーズスペシャリテ（291g）
・オマール海老のビスク（150g×2）
・デミグラスソースハンバーグ（120g×2）
・デミグラスソースチーズ入りハンバーグ（120g×2）
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3,800$ 税込価格

4,104.00円

丸大食品 煌彩ギフト〈MV-507〉
・特撰ホワイト肩ロース(200g)・直火焼焼豚(180g)
・あぶり焼ハーブローフ(170g)・厚切りステーキ(110g)
・グリルローフ(110g)・ペッパーボロニア(110g)
・特撰ポークウインナー(プレーン)(82g)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

プリマハム 匠伝説〈TL-537〉
・匠伝説しっとり焼豚(185g)・匠伝説上級ロースハム(200g)
・匠伝説スモークローフ(180g)・匠伝説ペッパーローフ(180g)
・匠伝説スモークハム(200g)・匠伝説絹びきウインナー(86g)
・匠伝説あらびきウインナー(86g)
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2,500$ 税込価格

2,700.00円

日本ハム 

シャウエッセンギフト〈SEG-320〉
(ギフト限定)・シャウエッセン(120g)
・シャウエッセンミートローフ(150g)
・シャウエッセン(120g)・とろける4種チーズ(120g)
・焙煎ホットチリ(120g)・シャウエッセンマスタード
(マイルド40g・ホット40g)
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3,000$ 税込価格

3,240.00円

プリマハム 匠伝説〈TL-509〉
・匠伝説特選ホワイトロースハム(250g)
・匠伝説しっとり焼豚(185g)・匠伝説スモークローフ(180g)
・匠伝説ペッパーローフ(180g)・匠伝説生ハムロース(36g)
・匠伝説絹びきウインナー(86g×2)
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2,500$ 税込価格

2,700.00円
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このマークの商品は、お届け日をご指定いただけます。
配達希望日の1週間前までお申し込みください。 カタログ掲載商品 全国無料配送このマークの商品は産地や

工場より直送となります。
このマークの商品は
要冷蔵商品です。

このマークの商品は
要冷凍商品です。

このマークの商品は枠内の
期日までにご予約ください。

こちらの商品をお買上げいただきますと、通常ポイントに
更にポイントプラスさせていただきます。（8月31日まで）
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