
TSN-50E 参考小売価格（税込）5,400円
●陳麻婆豆腐の素（山椒付）110g
●餃子（10個）170g ●ふかひれ入りスープ 150g×２
●海老のチリソース 150g 
●えびの水晶包み（4個）100g
●海鮮翡翠焼売（4個）120g ●小籠包（6個）180g
●ココナッツ蒸し団子（4個）140g

四川料理セット

工場
直送

工場直送につき、
他の商品と抱き合わせの
ご注文はできません。

TSN-30A
点心セット

参考小売価格（税込）3,240円
●肉まん（4個）140g
●餃子（10個）170g ●海鮮翡翠焼売（4個）120g
●小籠包（6個）180g ●もち米焼売（4個）140g

TSN-40A
四川料理セット

参考小売価格（税込）4,320円
●餃子（10個）170g 
●海老のチリソース 150g
●ふかひれ入りスープ 150g×２
●陳麻婆豆腐の素（山椒付）110g
●貝柱入り焼売（4個）120g 
●もち米焼売（4個）140g

PHB-30A
参考小売価格（税込）

3,240円
●ハンバーグ（デミグラスソース）
  120g×４
●ハンバーグ（和風おろしソース） 
  120g×４

ハンバーグセット

PRBH-45A
参考小売価格（税込）

4,860円
●ローストビーフ 220g 
●ローストビーフソース 30g×2
●ハンバーグ（デミグラスソース）120g×3
●ハンバーグ（和風おろしソース）120g×3

ローストビーフ・ハンバーグセット

※詰め合わせ写真の「ローストビーフ」は断面をカットしていますが、お届けする商品は断面をカットしておりません。

工場
直送

工場直送につき、他の
商品と抱き合わせの
ご注文はできません。
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BC-30 参考小売価格（税込）3,240円
●160g×15食

牛肉をとろけるまで
じっくり煮込んだカレー

※右記商品パッケージは無くなり次第、
　通常デザインでの対応になります。

HM-306 参考小売価格（税込）3,240円
●まぼろしの味噌使用
  みそだれさば味噌煮 200g×6

まぼろしの味噌使用みそだれさば味噌煮

贈りものにも、ご自宅用にも。四川名菜ならではのこだわりの具材を
”中華おせち”でお楽しみください。

ご自宅用商品 ※ご自宅用につき、のし、包装はございません。

TP-4 参考小売価格（税込）2,214円
●1パック 115g×5パック

角煮（トンポーロー）

SE-1 参考小売価格（税込）1,810円
●1袋 351g×2袋

シャウエッセン®

Copyright © 2022  NH Foods Ltd.　無断転載禁止

●パンフレットに表示の価格は参考小売価格（税込）です。　
●商品パッケージは予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●パンフレットに掲載の料理写真はイメージです。　
●原料となるお肉はそれぞれ形状が異なるため、商品の形状にも多少のばらつきが発生しますが、ご了承ください。
●環境負荷の少ない、簡易包装を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

※大豆由来の原材料を使用しています。

TSD-MB
大豆ミート麻婆豆腐 4点セット

参考小売価格（税込）3,780円
●大豆ミート 陳麻婆豆腐の素 200g×4

TSP-30
点心・杏仁プリンセット

参考小売価格（税込）3,240円
●餃子(10個)170ｇ 
●貝柱入り焼売(4個)120ｇ 
●小籠包(6個)180ｇ ●杏仁プリンの素180g
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●ポークソーセージステーキ 110g×2
●鶏と根菜のうま煮 100g×2 ●やきとり 110g×2
●煮込みハンバーグ 115g×2

防災食アソート
エコバッグセットGL-BO 参考小売価格（税込）2,400円

●ポークソーセージステーキ 110g
●鶏と根菜のうま煮 100g ●やきとり 110g
●煮込みハンバーグ 115g

グルメレター
防災食セット 参考小売価格（税込）

4,800円

一括配送不可 一括配送不可

真空調理でじっくり加熱し「やわらかく」仕上げた、
牛サーロインの赤身部分を使用したステーキです。
真空調理でじっくり加熱し「やわらかく」仕上げた、
牛サーロインの赤身部分を使用したステーキです。

※のし、包装は
　ございません。

YS-40
●YOURSOUP 国産帆立の
  クラムチャウダー 180g×2
●YOURSOUP 牛ほほ肉の
  赤ワイン煮 180g×2
●YOURSOUP 3種の豆のグリーンポタージュ
  180g×2

YOURSOUPセット

CFS-40
●やわらかサーロインステーキ
  100g×2
●YOURSOUP オマール海老のビスク 180g×2

やわらか
サーロインステーキ＆
YOURSOUPセット

参考小売価格（税込）4,320円

参考小売価格（税込）4,320円

CF-45N
●やわらかサーロインステーキ
  100g×4

やわらか
サーロイン
ステーキ

参考小売価格（税込）4,860円
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※日本ハム調べ（日経POSデータの2021年
1月から12月のデータを基に、国産豚肉原料
使用ハムギフト商品をカテゴライズして調査）

UKI-38 参考小売価格（税込）3,240円
●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

UKI-48 参考小売価格（税込）4,320円
●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 
●熟成ももハム 60g ●肩ロース生ハム 40g 
●熟成厚切りロースハム 62g×2

UK-SG 参考小売価格（税込）3,240円
●豚ばら肉巻きあらびきステーキ 60g×2
●白いあらびきソーセージ 86g
●あらびきソーセージ 86g 
●厚切りベーコン 60g×2

UKS-350 参考小売価格（税込）3,240円
●白い熟成ロースハム 400g

UKI-55 参考小売価格（税込）5,400円
●熟成ロースハム 400g
●熟成ももハム 280g

UKI-102 参考小売価格（税込）10,800円
●布巻き熟成ロースハム 580g 
●布巻き熟成ももハム 550g

ME-304 参考小売価格（税込）3,240円
●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

ME-505 参考小売価格（税込）5,400円
●無塩せきロース 380g
●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

MBS-30J 参考小売価格（税込）3,240円
●醤油 しぐれ煮 60g ●味噌 しぐれ煮 60g
●味噌 角煮 170g（1本） ●豚肉と野菜の味噌仕立て 100g
●鶏肉とこんにゃくのこく旨煮 130g

MBS-50J 参考小売価格（税込）5,400円
●味噌 角煮 170g（1本）×2 ●味噌 しぐれ煮 60g
●醤油 角煮 170g（1本） ●牛肉と野菜の醤油仕立て 100g
●豚肉と野菜の味噌仕立て 100g

みんなの食卓 やさしさ志向 無塩せき みんなの食卓 やさしさ志向 無塩せき

SEG-320 参考小売価格（税込）3,240円
●（ギフト限定）シャウエッセン 120g×2
●（ギフト限定）シャウエッセン ミートローフ 150g
●（ギフト限定）シャウエッセン チーズ 120g
●（ギフト限定）シャウエッセン チョリソー 120g
●2種のシャウエッセンマスタード 40g×2

ギフト限定 シャウエッセン

SEG-400 参考小売価格（税込）4,320円
●（ギフト限定）シャウエッセン 120g
●（ギフト限定）シャウエッセン チーズ 120g
●（ギフト限定）シャウエッセン チョリソー 120g
●（ギフト限定）シャウエッセン ミートローフ 150g
●（ギフト限定）ぐるぐる巻いたシャウエッセン 140g×2
●2種のシャウエッセンマスタード 40g×2

ギフト限定 シャウエッセン

NH-GA 参考小売価格（税込）5,400円
●上級ホワイトロースハム 380g ●たれ漬け焼豚 180g 
●特撰ホワイト肩ロース 200g ●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

本格派

NRB-S 参考小売価格（税込）3,240円
●ロース生ハム 40g ●直火焼ローストビーフ 185g
●ローストビーフソース 50g ●特撰ホワイトウインナー 80g 
●特撰あらびきウインナー 80g

本格派

国産 プレミアム 美ノ国国産 プレミアム 美ノ国北海道 知床農場 美ノ国

国産 プレミアム 美ノ国

国産 プレミアム 美ノ国

国産 プレミアム 美ノ国 国産 プレミアム 美ノ国

NRB-G 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 180g ●直火焼ローストビーフ 185g
●ローストビーフソース 50g ●直火焼き焼豚 180g
●あらびきミートローフ 170g ●ロース生ハム 40g 
●特撰ホワイトウインナー 80g×2

本格派

まぼろしの味噌とは…
260余年、受け継がれし山内本店の誇る伝統
の味わい。「現代の名工」永田富浩が吟味を重
ね国産素材を使い仕上げた、中甘口の米麦合
わせ味噌です。お味噌の
「甘味」「旨味」が素材に
溶け込み、薫り高
くまろやかな
味付けです。 「現代の名工」永田富浩

UKI-58 参考小売価格（税込）5,400円
●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

［美ノ国ブランドサイト］に
より詳しい説明があります

豊かな水と緑に恵まれた国内の自社農場。

ハムづくりに最適な原料をもとめて

私たちは自社農場で、

健康な豚を育むことからはじめています。

手間ひまをかけて、お肉の甘み、旨みを

引き出しました、こだわりのハムギフトです。

「ぐるぐる巻いたシャウエッセン」が入った
見た目にも楽しいギフト。シャウエッセンの
パリッと感や旨味はそのままに、食べ応えのある
少し太めのサイズに仕上げたギフト限定品です。

※無塩せき製法とは漬け込み時、亜硝酸ナトリウムなど発色剤を使用しない製法です。

食物アレルゲン７品目を持ち込まない専用工場で製造した、
無塩せき製法でお肉本来の色合いと風味に仕上げました。

DLG金賞対象品目：
上級ホワイトロースハム 380g・
たれ漬け焼豚 180g
特撰ロースハム 380g、180g・
ロース生ハム 40g・
スモークハム 180g

R O S É  L A B E L は、
ワインとのマリアージュをかなえる
ちょっと贅沢なコレクションです。

※自社農場とは、国内のニッポンハムグループの農場です。

RL-Y 参考小売価格（税込）4,860円
●国産 デコレ・生ハム［クラシック］40g
●国産 デコレ・生ハム［オリーブオイル仕上げ］40g 
●国産 豚スネ肉の白ワイン仕立て 170g
●国産 豚スネ肉の赤ワイン仕立て 170g 
●国産 デコレ・ビアシンケン 72g 
●国産 デコレ・ボロニア 58g

ロゼレーベル

NH-GB 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 380g 
●直火焼き焼豚 180g
●特撰ホワイト肩ロース 200g

本格派

NH-YA 参考小売価格（税込）4,320円
●特撰ロースハム 180g ●たれ漬け焼豚 180g 
●スモークハム 180g ●直火焼ミートローフ 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

本格派

NH-SA 参考小売価格（税込）3,240円
●スモークボロニア 110g ●特撰ロースハム 180g
●ペッパーボロニア 110g ●ロース生ハム 40g
●特撰あらびきウインナー 80g×2

本格派

RL-N 参考小売価格（税込）2,916円
●国産 デコレ・生ハム［クラシック］40g×2
●国産 デコレ・生ハム［オリーブオイル仕上げ］40g×2
●国産 デコレ・ビアシンケン 72g
●国産 デコレ・ボロニア 58g

ロゼレーベル

※DLGコンテストとは… ドイツの農業・食品産業の四大組織の一つといわ
れるドイツ農業協会により1885年の設立された世界で最も歴史と権威の
あるコンテスト。毎年3万点以上の、世界中の食品が審査されており、食品の
おいしさと高い品質が国際的に証明される、世界最高レベルの品評会です。

まぼろしの味噌と九州醤油で作る和惣菜 まぼろしの味噌と九州醤油で作る和惣菜
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