


G003

新潟の名産です。寒風につるし干しにした
大根を薄切りにし、数の子、真イカのするめ、
昆布と共に醤油・みりん・味噌のたまりで
漬け込みました。

3,100円
（税込3,348円）

本体
価格

切干たまり漬
・800g
※賞味期限／
　冷蔵20日

送料込

丸七商事株式会社 〒950-0868  新潟市東区紫竹卸新町2011番地 TEL ／025-275-7733

G002

厳選された鮭を上質な越後味噌でじっくり
漬け込みました。素材の良さが引き立つ
甘口仕立てです。

4,200円
（税込4,536円）

本体
価格

鮭のみそ漬

送料込

冷蔵冷蔵
・80g×10切入り
※賞味期限／
　冷蔵20日

Ｈ018

３月～４月に富山湾で捕獲されたほたるいかを
整列急速冷凍した生冷ほたるいかと
４月～１１月に捕獲される生冷白えびをセットにしました。
他には無い新鮮さを追求した商品です。

3,250円
（税込3,510円）

本体
価格

深海の競演２種

送料込

・ほたるいか 12尾　
・白えび 100ｇ
※賞味期限／冷凍９０日

G012 3,600円
（税込3,888円）

本体
価格

永徳 鮭詰合せ

送料込

・鮭の焼漬け3切　・鮭巻昆布2本　
・鮭のうま煮175ｇ　・鮭の酒びたし30ｇ　
※賞味期限／90日

G017 5,800円
（税込6,264円）

本体
価格

本仕込み塩引鮭 
半身姿造り

送料込

・塩引鮭の半身約1ｋｇ　※賞味期限／冷凍60日

G018 4,500円（税込4,860円）本体
価格

板蒲鉾「越乃梅」
紅白3本セット

送料込

・赤500g 2本　・白500g 1本　
※賞味期限／製造日から冷蔵20日

新潟米
お餅

お菓子
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厳しい自然と美しい風土に育まれ自然本来の
美味しさが宿った日本一と評されるお米です。
厳しい自然と美しい風土に育まれ自然本来の厳しい 来の来の

魚沼産コシヒカリ

A002

毎日食べる米だからこそ
本物の味を食卓へ

魚沼産コシヒカリ 5kg
本体価格3,300円

（税込3,564円）送料込

D007
本体
価格3,000円
（税込3,240円）

・サラダせんべい×１２枚、しょうゆせんべい×１２枚
 丸大豆せんべい×１６枚、白蜜せんべい×１８枚
 黒蜜せんべい×１８枚、うす焼サラダせんべい×９袋
 （合計：７６枚+９袋）

稲穂の恵み

送料込

※賞味期限／180日

G001 3,900円
（税込4,212円）

本体
価格

TVやメディアでも数多く取り上げられている
「サーモン塩辛」、『新潟市土産品コンクール』で
金賞受賞の「甘えび塩辛」、
新鮮ないかをこだわりの麹で
熟成させた「新潟仕込みいか塩辛」の
ロング瓶3本セットです。

三幸 塩辛三昧
・いか塩辛 220g　・甘えび塩辛 200g
・サーモン塩辛 200g　
※賞味期限／冷蔵20日

送料込

冷蔵

第１回
日本ギフト大賞
新潟賞
受賞

検索おいしい！宝庫アレルギー表示はHPでご確認ください。アレルギー表示はHPでご確認ください。

ツヤのある大きな米粒が特徴的で、
口の中で噛むほど甘さやコクを感じやすく、何より
食感が楽しみなお米です。コシヒカリとは違った
美味しさをお楽しみいただけます。

1,800円（税込1,944円）送料込本体
価格

A016

新潟県産新之助 2kg新潟県産新之助 2kg

言わずと知れた新潟のブランド米です。
豊かな自然と豊富な水に支えられ、
肥沃な新潟平野で丹精込めて作られたお米です。

2,500円（税込2,700円）送料込本体
価格

A003

新潟県産コシヒカリ 5kg新潟県産コシヒカリ 5kg

国産米を100%使用し、焼き上げました。
塩、醤油、黒豆などの原料を掛け合わせた
「せんべい」の6種詰合せです。

D032
本体
価格3,800円
（税込4,104円）

・麩まんじゅう（こしあん） 5個×２袋
・麩まんじゅう よもぎ（つぶあん） 5個×１袋

こだわりの
麩まんじゅうセット

送料込

※賞味期限／
　冷凍180日

宮村製麩所自慢の生麩を
使用し、甘味をおさえた
餡を包みました。
生麩独特な食感と、
笹の香り、
麩屋だからこその
こだわりぬいた
優しい味を是非
ご賞味ください。 D022 本体価格3,500円（税込3,780円）

・新潟ルレクチェケーキ 5個　・越乃ショコラ 5個　※賞味期限／60日

モンレーヴ 新潟ルレクチェケーキ＆
越乃ショコラ10個入

送料込

D027 本体
価格1,600円（税込1,728円）

送料込
D027 本体

価格2,800円（税込3,024円）
送料込 D031 本体

価格4,800円（税込5,184円）
送料込

新潟産ルレクチェのシロップ漬けを生地に練り込んだ「ルレクチェケーキ」、ベルギー産
ベルコラーデ社製のチョコレートを使用し、吉乃川の吟醸酒とコ
ラボしたガトーショコラの詰合せです。

※賞味期限／冷凍90日
各種130mlタイプ（ジャージークリーム×2･バニラ×2･チョコ×2
ストロベリー×2･抹茶×2･ゴマ×2）

ハートフルランド 
アイスセット１２個入

D030 本体
価格3,120円（税込3,370円）

送料込
※賞味期限／冷凍90日

各種130mlタイプ（ジャージークリーム×1･バニラ×1･チョコ×1
ストロベリー×1･抹茶×1･ゴマ×1）

ハートフルランド 
アイスセット6個入1,600円（税込1,728円）本体価格D026

５個入

2,650円（税込2,862円）本体価格
10個入

秋鮭を白焼きにし、醤油ダレに漬けた「鮭の焼漬」、
北海道産の上級昆布で巻き、醤油味で煮込んだ「鮭巻昆布」、
醤油・砂糖等で煮込んだ「鮭のうま煮」、塩を施し村上地域
特有の低温多湿な冬の寒風から半年間干し上げた
「鮭の酒びたし」を詰め合わせに
しました。

魚沼産こがね米は、丹念に育てあげられた
高品質のブランドもち米です。
お餅は、肌目が細かくねばりと
コシがある美味しいお餅です。

魚沼産こがね米は、丹念に育てあげられた
高品質のブランドもち米です。
お餅は、肌目が細かくねばりと
コシがある美味しいお餅です。

A010 送料込

・800g×2袋・800g×2袋
※賞味期限／常温365日※賞味期限／常温365日 3,000円

（税込3,240円）

魚沼産100％
生切餅
魚沼産100％
生切餅

本体価格

新潟魚沼地方は有名な「コシヒカリ」の
産地であり、そこで収穫される
「こがねもち」は品質が高く、
格別の味としてご賞味いただけます。

新潟魚沼地方は有名な「コシヒカリ」の
産地であり、そこで収穫される
「こがねもち」は品質が高く、
格別の味としてご賞味いただけます。

A018

・魚沼産コシヒカリ2kg×1袋　
・魚沼産100％生切餅800g×1袋
・魚沼産コシヒカリ2kg×1袋　
・魚沼産100％生切餅800g×1袋

魚沼産
米・餅ギフトセット
魚沼産
米・餅ギフトセット

送料込3,000円（税込3,240円）本体
価格

新潟県産水稲もち米の中でも高品質の黄金もちを
使用し、草もちは天然よもぎと一緒に搗きあげ、
香り豊かです。豆もちは国産黒豆、
沖縄産の塩で風味を豊かに仕上げました。

A011
送料込

・きりもち360g（8枚）×2袋　
・草もち270g（6枚）×2袋
・豆もち450g×2袋

・きりもち360g（8枚）×2袋　
・草もち270g（6枚）×2袋
・豆もち450g×2袋 ※賞味期限／常温240日※賞味期限／常温240日

3,800円
（税込4,104円）

餅詰合せギフト

本体価格

定番
ギフト

送料込

小川軒の流れを汲むレーズンクッキーです。アーモンドの香ばしさ、レーズンのほの
かな酸味、バタークリームのコクとハーモニーをお楽しみ下さい。

さっぱりとした味わいのパティシエ自慢の一品です。

ラ・プランタン 
レーズンクッキーギフトセット
・63g×10個　※賞味期限／10日

アンレミュー 匠檸檬（レモンケーキ）
※賞味期限／21日

アンレミュー 新潟恵みの実 
（村上紅茶ケーキ）

村上紅茶、米粉使用のナッツ入りケーキです。

・村上紅茶ケーキ5個入　※賞味期限／21日

冷凍

冷凍

冷凍

『また食べたい』と思って頂ける
商品を作りました。
美味しさの感動を味わって頂ける商品です。

冷凍

冷凍

板蒲鉾「越乃海」大板１本５００ｇ、赤２本白１本の３本セットです。
お祝い事や贈り物に喜ばれております。リテーナ成型技術により、保存料
不使用ながら、保存性に優れた蒲鉾なのでお子様も安心して贈られます。
板わさ、オードブル、サラダ、うどん、お蕎麦、ラーメン、チャーハン、
ピザの具材など、使い方はバリエーション豊富。送って喜ばれる一品です。
保存料は使用しておりませんので、開封後は
なるべくお早めにお召し上がりください。

雄の秋鮭と塩のみを原料に昔ながらの手作業で塩を施した後、
新潟県村上地域特有の低温多湿な冬の季節風に晒し､旨味の凝縮･
熟成を促すことで､他にはない旨味と独特な風味を生み出します｡
食べやすく半身を切身にし姿造りにしてあります｡

冷蔵

限定販売

◎予約締切12月25日 ◎お届けは12月29日まで


