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●全商品の賞味期限は「3ヵ月」、保存温度は「-18℃以下」、表示価格は「税込」です。●加熱してお召し上がりください。
（「放牧豚 肉味噌」を除く）●開封後は賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。●旬の食材を使用しているた
め、予告なく商品内容が変更する場合があります。●「ASC 認証」は環境に負担をかけず地域社会に配慮して操業してい
る養殖業に対する国際的な認証制度です。●「MSC 認証」は自然に繁殖して成長するスピードを考えて適切な量を獲る
など、海洋の自然環境や水産資源を守って獲られた天然水産物に関する国際的な認証制度です。●放牧豚は、抗生物質
不使用、ポストハーベストフリーで非遺伝子組み換えの飼料を与えて飼育されています。●神山鶏は、抗生物質不使用、
ポストハーベストフリーで非遺伝子組み換えの飼料を与えストレスフリーな平飼いで飼育されています。

　お客様に美味しいと喜んでいただくことを大切にし実直に「食」と向き合い取り
組まれている日本料理店「きじま」の特製惣菜です。
　原材料の一部に自然栽培野菜を使用しているほか、MSC認証・ASC認証を取
得した水産物やアニマルウェルフェア準拠の畜産物など持続可能な食材の取り
扱いにこだわり、化学調味料・保存料などの添加物も一切使用しておりません。
　厳選された素材を使用し、職人の手によって丁寧に
調理されたお惣菜を直送にてお届けいたします。

商品情報・Webから
のご注文はこちらの
QRコードからアクセス
してください。

1食入 ￥810 ／ 2食入 ￥1,491
神山鶏の親子スープ中華風

平飼い鶏「神山鶏」やたっぷりの野菜
が入った、生姜とごま油が香る中華風
スープ。
●原材料：鶏肉(モモ肉(徳島県産)、砂肝、胸肉)、
野菜(人参、長ねぎ、蓮根、椎茸、生姜)、卵、わか
め、鶏出汁(鶏ガラ、純米酒、長ねぎ、生姜、昆布)、
塩、濃口醤油、本みりん、純米酒、ごま油(一部に
小麦・卵・大豆・ごま・鶏肉を含む)

1食入 ￥810 ／ 2食入 ￥1,491
放牧豚のポトフ 白だし仕立て

やわらかく煮込まれた放牧豚に旬の根
菜野菜がたっぷり入った具だくさんの
和風ポトフ。
●原材料：豚肉(北海道産)、野菜(じゃがいも(北
海道産)、蓮根、大根、カリフラワー、人参、ごぼ
う、長ねぎ)、えんどう豆、有機白醤油、純米酒、
塩、有機砂糖、薄口醤油、胡椒(一部に小麦・大
豆・豚肉を含む)

1食入 ￥810 ／ 2食入 ￥1,491
和風トムヤムクン 魚醤仕立て

プリッとした海老 (ASC 認証 ) や春雨な
ど具がたっぷり。米酢と柑橘の酸み、辛
さも感じるスープ。
●原材料：海老(ベトナム)、野菜(たけのこ(国産)、
人参、長ねぎ、蓮根、椎茸)、昆布、春雨、海老出汁
(海老ガラ、純米酒、純米酢、魚醤、レモン汁、濃口
醤油)、ごま油、ラー油、たかのつめ(一部に小麦・
エビ・大豆・ごまを含む)

1食入 ￥519 ／ 2食入 ￥951

自然栽培じゃがいもと
放牧牛乳のポタージュ

旬のじゃがいもに放牧牛乳と鶏ガラスープ
の相性◎クリーミーで濃厚なポタージュ。
●原材料：じゃがいも(国産)、牛乳、鶏出汁(鶏ガ
ラ、純米酒、長ねぎ、生姜、昆布)、玉ねぎ、バ
ター、塩、胡椒(一部に乳・鶏肉を含む)

出し汁 360ｇ・具材 240ｇ ￥1,728
牛めし(2合分)

たっぷりのきのこと炊き上げた枕崎牛を
醤油ベースの出し汁で仕上げた炊き込み
ご飯の素。
●原材料：牛しぐれ煮(牛肉(鹿児島県産)、きのこ、
濃口醤油、有機砂糖、純米酒、鰹節)、ごぼう、生姜、
有機砂糖、濃口醤油、純米酒、塩、レモン、鰹節(一
部に小麦・大豆・牛肉を含む)

出し汁 360ｇ・具材 330ｇ ￥2,700
穴子めし(2合分)

大ぶりの穴子をふっくら焼き上げ具にし
た贅沢な炊き込みご飯の素。
●原材料：穴子(国産)、ごぼう、本みりん、有機白
醤油、塩、鰹節(一部に小麦・大豆を含む)

出し汁 320ｇ・具材 230ｇ ￥1,296
たこめし(2合分)

蛸の旨みと香りが凝縮した炊き込みご
飯の素。
●原材料：たこ(国産)、有機砂糖、濃口醤油、純
米酒、生姜、塩、わかめ、鰹節(一部に小麦・大豆
を含む)

出し汁 360ｇ・具材390ｇ ￥1,728
かしわめし(2合分)

平飼い鶏「神山鶏」の旨みがご飯にじん
わり染み込んだ、素朴で滋味深い味わい
の五目ご飯の素。
●原材料：鶏チャーシュー(鶏肉(徳島県産)、濃口醤
油、純米酒、有機砂糖、本みりん)、野菜(人参(国産)、
こんにゃく、ごぼう、椎茸)、えんどう豆、油揚げ、鶏出
汁(鶏ガラ、純米酒、長ねぎ、生姜、昆布)、濃口醤油、
本みりん、有機砂糖(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)

新商品

その他

日本料理店「きじま」

特製お惣菜

出し汁 560g・具材 100g  ￥1,491

宮城県産 銀鮭五目
炊き込みご飯（2合分）

ASC認証の銀鮭と肥料・農薬不使用野
菜や有機栽培野菜がたっぷり入った
炊き込みご飯の素。

￥7,300
バラエティセットA

○セット内容：天然まぐろカマ煮つ
け（3個）／放牧豚肉味噌（200g）
／神山鶏 手羽黒酢煮（5本）／チ
ーズ入りきじまポテト（4個）／自家
製いかしゅうまい(4個)／放牧豚の
ポトフ白だし仕立て（1袋）／自然
栽培じゃがいもと放牧牛乳のポタ
ージュ（1袋）／牛めし（2合分）

￥4,800
バラエティセットB

天然まぐろカマ煮つけ（2個）
／放牧豚 肉味噌（100g）／
自家製いかしゅうまい（4個）
／放牧豚のポトフ白だし仕
立て（1袋）／自然栽培じゃ
がいもと放牧牛乳のポター
ジュ（1袋）／岡山県産 かき
めし（2合分） 

￥2,801
バラエティセットC

天然まぐろカマ煮つけ（2個）
／神山鶏 手羽黒酢煮（5本）
／放牧豚 肉味噌（100g）／
神山鶏の親子スープ 中華風
（1袋）

海老(ASC認証)の出し汁とプリプリの海
老・昆布の佃煮の炊き込みご飯の素。

出し汁 360g・具材 180g  ￥1,599

海老と昆布の
炊き込みご飯（2合分）

出し汁 360g・具材 100g ￥1,707

岡山県産
かきめし（2合分）

岡山県産の生牡蠣(MSC認証)をふん
だんに使用した贅沢なかきめしの素。

 ￥2,679
天然まぐろ カマ煮つけ

脂のり抜群の天然まぐろのカマをきじ
ま特製の煮つけだれで仕上げました。

3個

さわら 煮つけ

旬のおすすめ天然魚をきじま特製の
煮つけだれでふっくらと上品に仕上
げました。

￥1,0591切

￥843
チーズ入り きじまポテト

自然栽培のじゃがいもとたっぷりの
チーズが入った生地でとろけるチーズ
を包みました。揚げたてをお召し上が
りください。

4個 ￥1,815
自家製いかしゅうまい

ふっくらジューシーでしっかりと素材
の味が活かされているいかしゅうま
い。蒸してお召し上がりください。

8個

 ￥1,707
放牧豚 角煮

北海道産放牧豚のばら肉を秘伝のレ
シピでやわらかく炊き上げました。

2個 ￥1,059
神山鶏 手羽黒酢煮

平飼い鶏「神山鶏」の手羽を旨みたっ
ぷりの玄米黒酢だれでジューシーに炊
き上げました。

5本￥951
放牧豚 肉味噌

肥料・農薬不使用の生姜が豊かに香る
万能の肉味噌。ごはんのお供やおつま
み、麺料理などにおすすめ。

200g

季節
限定

季節
限定

※炊き込みご飯の素にお米は付きません。

※バラエティセットは簡易包装でお届けします。



○ご登録の電話番号○ご登録の氏名

○ご希望のお届け日 　　　　月　　  　  日　　　   曜日　※ご注文締切：お届け日の7日前17時

ご送付枚数
ご送付用紙が2枚以上
の際ご記入ください。

枚中枚目/

○ご希望のお届け時間帯
午前        /        14-16時        /        16-18時        /        18-20時        /        19-21時
※ご希望のお届け時間帯に○をつけてください。
※東北・中国・四国の一部地域で、14時以降や18時以降に時間指定が制限される場合があります。　

○ご住所　　〒

○お届け先様のお名前 ○お届け先様のお電話番号

○お届け先 □ ご登録のご住所　　    □ その他のご住所（以下にご記入をお願いします）

日本料理店「きじま」特製お惣菜 直送専門
注文用紙

税込価格 数量内容量商品名

TEL：043-440-8566
(10：00～17：00  土曜留守番電話対応 )
ナチュラル・ハーモニーの宅配  お客様サポート  行

ご注文は
こちらから

24 時間受付 FAX：043-440-8577

※商品合計金額① 小   計

※右表参照② 送   料

（ヤマト運輸冷凍便）

メーカー直送のため、締切後のご変更・キャンセル
は一切お受け出来ません。予めご了承ください。

●送料について

中国・四国 ¥1,518（税込）
その他の地域 ¥1,298（税込）

北海道・九州 ¥1,738（税込）

¥

¥合計金額①+②

¥1,738
（北海道・九州）

¥1,518
（中国・四国）

¥1,298
（その他の地域）

¥2,068
（沖縄）

沖縄 ¥2,068（税込）

岡山県産 かきめし（2合分）

天然まぐろ カマ煮つけ

さわら 煮つけ

放牧豚 肉味噌

放牧豚 角煮

神山鶏 手羽黒酢煮

チーズ入り きじまポテト

自家製いかしゅうまい

宮崎県産 銀鮭
五目炊き込みご飯（2合分）

海老と昆布の
炊き込みご飯（2合分）神山鶏の親子スープ中華風（1食入）

神山鶏の親子スープ中華風（2食入）

税込価格 数量内容量商品名

自然栽培じゃがいもと
放牧牛乳のポタージュ（1食入）

自然栽培じゃがいもと
放牧牛乳のポタージュ（2食入）

放牧豚のポトフ 白だし仕立て（1食入）

放牧豚のポトフ 白だし仕立て（2食入）

和風トムヤムクン 魚醤仕立て（1食入）

和風トムヤムクン 魚醤仕立て（2食入）

1袋

2袋

1袋

2袋

1袋

2袋

1袋

2袋

3個

1切

200g

2個

5本

4個

8個牛めし（2合分）

穴子めし（2合分）

たこめし（2合分）

かしわめし（2合分）

810円

1,491円

810円

1,491円

810円

1,491円

519円

951円

1,491円

1,728円

2,700円

1,296円

1,728円

バラエティ
セットA

バラエティ
セットB

バラエティ
セットC

出し汁 560g
具材 100g
※米は付きません。

出し汁 360ｇ
具材 180ｇ
※米は付きません。

出し汁 360g
具材 100g
※米は付きません。

出し汁 360ｇ
具材 240ｇ
※米は付きません。

出し汁 360ｇ
具材 330ｇ
※米は付きません。

出し汁 320ｇ
具材 230ｇ
※米は付きません。

出し汁 360ｇ
具材 390ｇ
※米は付きません。

1,707円

2,679円

1,059円

951円

1,707円

1,059円

843円

1,815円

7,300円

1,599円

2,801円

4,800円

定期宅配とは別日での
お届けも可能です。

天然まぐろカマ煮つけ（2個）／放牧豚 肉味噌（
100g）／自家製いかしゅうまい（4個）／放牧
豚のポトフ白だし仕立て（1袋）／自然栽培じゃ
がいもと放牧牛乳のポタージュ（1袋）／岡山
県産 かきめし（2合分） ※米は付きません。

天然まぐろカマ煮つけ（2個）／神山鶏 手羽
黒酢煮（5本）／放牧豚 肉味噌（100g）／
神山鶏の親子スープ 中華風（1袋）

天然まぐろカマ煮つけ（3個）／放牧豚肉味噌
（200g）／神山鶏 手羽黒酢煮（5本）／チーズ
入りきじまポテト（4個）／自家製いかしゅうま
い(4個)／放牧豚のポトフ白だし仕立て（1袋）
／自然栽培じゃがいもと放牧牛乳のポタージュ
（1袋）／牛めし（2合分） ※米は付きません。


