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京都府 舞鶴市

牛タン厚切り霜降り牛タン塩だれタン塩
300g極上焼肉
10,000円 (10,000ポイント)
牛たん厚切り肉霜降りステーキ高級牛肉焼き肉3
～4人前【容量】牛タン300g（100gずつ真空×3）
特製塩だれ50g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou10

塩タン300g（150g×2）肉のプロが贈る
塩レモン牛タン
10,000円 (10,000ポイント)
焼き肉やBBQにも人気の味付け塩タン【容量】150
g×2パック

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc39

塩タンと旨辛タンセット合計300g肉のプ
ロが贈る塩レモン旨辛牛タン
10,000円 (10,000ポイント)
焼き肉やBBQにも人気の味付け塩タンと旨辛タン
のセット【容量】塩タン150g×1、旨辛タン150g
×1

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc40

塩タンと旨辛ハラミセット合計300g肉の
プロが贈る塩レモン旨辛ハラミ
10,000円 (10,000ポイント)
焼き肉やBBQにも人気の味付け塩タンと旨辛ハラ
ミのセット【容量】塩タン150g×1、旨辛ハラミ1
50g×1

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc41

【訳あり】塩タン300g（150g×2）肉の
プロが贈る塩レモン牛タン
10,000円 (10,000ポイント)
焼き肉やBBQにも人気の味付け塩タン【容量】150
g×2パック

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc43

厳選和牛A5ランクタレ漬け焼き肉用300g

10,000円 (10,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモとバラの味付
け焼き肉用。【容量】A5ランク黒毛和牛焼肉タレ
漬け300g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha7

国産牛プルコギももバラ肉使用特製タレ
漬け600g
10,000円 (10,000ポイント)
国産牛のモモバラ肉を特製タレに漬け込んだ焼く
だけ簡単旨辛プルコギ【容量】国産牛ももバラ肉
特製プルコギタレ漬け600g（200gずつ真空×3）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou38

旨辛っ！黒毛和牛トロホルモン焼き3～4
人前タレ付600g入り
10,000円 (10,000ポイント)
秘伝のタレ付き国産黒毛和牛のホルモン焼肉【容
量】味付けホルモン(150g×4)、秘伝のタレ(100g
×1)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc14

ホルモン焼肉シマ腸中トロホルモン西京
味噌焼き600g
10,000円 (10,000ポイント)
ホルモン焼肉ホルモン焼きギフトBBQお取り寄せ
【容量】もつ600g（100g×6）、西京味だれ200ml
（100ml×2）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou9
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京都府　舞鶴市

ホルモン小腸国産牛焼肉大トロホルモン
西京味噌焼き600g
10,000円 (10,000ポイント)
ホルモン焼肉ホルモン焼きギフトBBQお取り寄せ
【容量】もつ600g（100g×6）、西京味だれ200ml
（100ml×2）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou19

国産黒毛和牛ホルモン丸腸西京味噌焼き
600g
10,000円 (10,000ポイント)
国産焼肉ホルモン焼き味付け肉BBQ牛肉お取り寄
せグルメ【容量】もつ（国産マルチョウ）600g（
100gずつ真空×6）、西京味噌だれ200ml（100ml
×2）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou41

旨辛ハラミ300g（150g×2）肉のプロが
贈る秘伝タレ漬肉
10,000円 (10,000ポイント)
焼き肉やBBQにも人気の味付け旨辛ハラミ【容量
】150g×2パック

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc42

ハラミ焼肉牛肉焼き肉特製タレ漬け900g
大人数用
10,000円 (10,000ポイント)
牛ハラミBBQ特製タレ付き焼くだけ簡単お取り寄
せグルメ【容量】特製タレ漬け牛ハラミ肉900g（
300g×3）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou14

牛カルビ焼肉サイコロステーキ特製タレ
漬け800g
10,000円 (10,000ポイント)
牛カルビBBQ特製タレ漬け焼くだけ簡単お取り寄
せグルメ【容量】特製タレ漬け牛カルビ800g（20
0g×4）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou20

【訳あり】牛タン厚切り塩だれタン塩50
0g焼肉
10,000円 (10,000ポイント)
牛たん厚切り特製塩だれ牛肉焼き肉BBQ大容量【
容量】特製塩ダレ漬牛タン500g（1パック）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou23

厳選和牛A5ランクモモステーキワサビ漬
け165g×2枚
10,000円 (10,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモを使ったわさ
び漬けのステーキ【容量】A5ランク黒毛和牛モモ
肉ステーキ165g×2枚

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha3

舞鶴海軍ハンバーグ10個手ごね合い挽き
ハンバーグ
10,000円 (10,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】1個130g×10個入り

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc10

大人気！A5黒毛和牛手ごねハンバーグ5
個焼くだけ簡単グルメ
10,000円 (10,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】140g×5個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc3
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京都府　舞鶴市

特製ハンバーグ食べ比べセット3種類×2
6個入り
10,000円 (10,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】【A5ランク黒毛和牛100％ハンバーグ】1
40g×2
【舞鶴海軍ハンバーグ】130g×2
【牛タンハンバーグ】130g×2

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc24

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
牛たんoliveスパイス300g（150g×2…
15,000円 (15,000ポイント)
魔法の自家製オリジナルスパイスを軽く振りかけ
た牛タン【容量】150g×2パック

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku4

厳選和牛A5ランクモモステーキワサビ漬
け165g×3枚
15,000円 (15,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモを使ったわさ
び漬けのステーキ【容量】A5ランク黒毛和牛モモ
肉ステーキ165g×3枚

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha4

自家製旨辛ダレ焼肉セットA5黒毛和味付
け肉と牛ホルモン600g3～4人前
16,000円 (16,000ポイント)
焼肉牛肉国産和牛とプロ秘伝のタレがセットにな
った焼肉【容量】A5ランク黒毛和牛焼肉(150g×2
)、中トロホルモン(150g×2)、秘伝のタレ(100g
×1)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc15

厳選和牛A5ランクタレ漬け焼き肉用600g

17,000円 (17,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモとバラの味付
け焼き肉用。【容量】A５ランク黒毛和牛焼肉タ
レ漬け600g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha8

東郷さんのビーフシチュー5人前野菜・
ミルク付
17,000円 (17,000ポイント)
海軍の町、舞鶴よりビーフシチューをお届けしま
す！【容量】5人前（野菜・ミルク付）100g×5

冷凍 時間指定

【管理番号】forest1

牛タン厚切り霜降り牛タン塩だれタン塩
600g極上焼肉
20,000円 (20,000ポイント)
牛たん厚切り肉霜降りステーキ高級牛肉焼き肉5
～6人前【容量】牛タン600g（100gずつ真空×6）
特製塩だれ100g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou11

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
牛たんoliveスパイス400g（200g×2…
20,000円 (20,000ポイント)
魔法の自家製オリジナルスパイスを軽く振りかけ
た牛タン【容量】200g×2パック

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku5

国産牛プルコギももバラ肉使用特製タレ
漬け1.2kg
20,000円 (20,000ポイント)
国産牛のモモバラ肉を特製タレに漬け込んだ焼く
だけ簡単旨辛プルコギ【容量】国産牛ももバラ肉
特製プルコギタレ漬け600g（200gずつ真空×3）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou39
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京都府　舞鶴市

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
和牛ろーすoliveスパイス250g（50g…
20,000円 (20,000ポイント)
魔法の自家製オリジナルスパイスを軽く振りかけ
たロース肉のスライス【容量】約50g×5枚

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku1

旨辛っ！黒毛和牛トロホルモン焼き1.2k
g入り6～8人前秘伝のタレ付
20,000円 (20,000ポイント)
秘伝のタレ付き国産黒毛和牛のホルモン焼肉【容
量】味付けホルモン(150g×8)、秘伝のタレ(100g
×2)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc32

ホルモン焼肉シマ腸中トロホルモン西京
味噌焼き1.2kg
20,000円 (20,000ポイント)
ホルモン焼肉ホルモン焼きギフトBBQお取り寄せ
【容量】もつ1.2kg（100g×12）、西京味だれ400
ml（100ml×4）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou8

ホルモン小腸国産牛焼肉大トロホルモン
西京味噌焼き1.2kg
20,000円 (20,000ポイント)
ホルモン焼肉ホルモン焼きギフトBBQお取り寄せ
【容量】もつ1.2kg（100g×12）、西京味だれ400
ml（100ml×4）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou18

国産黒毛和牛ホルモン丸腸西京味噌焼き
1.2kg
20,000円 (20,000ポイント)
国産焼肉ホルモン焼き味付け肉BBQ牛肉お取り寄
せグルメ【容量】もつ（国産マルチョウ）1.2kg
（100gずつ真空×12）、西京味噌だれ400ml（100
ml×4）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou42

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
手づくり用和牛ローストビーフoliv…
20,000円 (20,000ポイント)
自分で調理して作る簡単和牛のローストビーフ【
容量】250g×1パック

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku7

ハラミ焼肉牛肉焼き肉特製タレ漬け1.8k
g大人数用
20,000円 (20,000ポイント)
牛ハラミBBQ特製タレ付き焼くだけ簡単お取り寄
せグルメ【容量】特製タレ漬け牛ハラミ肉1.8kg
（300g×6）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou15

【訳あり】牛タン厚切り塩だれタン塩1k
g焼肉
20,000円 (20,000ポイント)
牛たん厚切り特製塩だれ牛肉焼き肉BBQ大容量【
容量】特製塩ダレ漬牛タン1kg（2パック）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou24

牛カルビ焼肉サイコロステーキ特製タレ
漬け1.6kg
20,000円 (20,000ポイント)
牛カルビBBQ特製タレ漬け焼くだけ簡単お取り寄
せグルメ【容量】特製タレ漬け牛カルビ1.6kg（2
00g×8）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou21
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厳選和牛A5ランクモモステーキワサビ漬
け165g×4枚
20,000円 (20,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモを使ったわさ
び漬けのステーキ【容量】A5ランク黒毛和牛モモ
肉ステーキ165g×4枚

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha5

舞鶴海軍ハンバーグ20個手ごね合い挽き
ハンバーグ
20,000円 (20,000ポイント)
昭和57年創業、お肉のプロの手作り合い挽き肉の
ハンバーグ【容量】1個130g×20個入り

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc11

大人気！A5黒毛和牛手ごねハンバーグ11
個焼くだけ簡単グルメ簡易包装お…
20,000円 (20,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】140g×11個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc28

京都姫牛100％ハンバーグ5個焼くだけ簡
単グルメ
20,000円 (20,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】140g×5個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc22

大人気！A5黒毛和牛手ごねハンバーグ10
個焼くだけ簡単グルメ
20,000円 (20,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】140g×10個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc4

自家製旨辛ダレ揉みこみA5ランク黒毛和
牛焼肉セット600g3～4人前
22,000円 (22,000ポイント)
焼肉牛肉肉のプロ秘伝のタレがセットになったセ
ット【容量】A5ランク黒毛和牛焼肉(150g×4)、
秘伝のタレ(100g×1)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc13

厳選和牛A5ランクタレ漬け焼き肉用900g

25,000円 (25,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモとバラの味付
け焼き肉用。【容量】A５ランク黒毛和牛焼肉タ
レ漬け900g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha9

厳選和牛A5ランクモモステーキワサビ漬
け165g×5枚
25,000円 (25,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモを使ったわさ
び漬けのステーキ【容量】A5ランク黒毛和牛モモ
肉ステーキ165g×5枚

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha6

牛タン食べつくしセット大好評クラファ
ンで目標達成率2316％
30,000円 (30,000ポイント)
タン元ステーキ、タン中焼肉、牛タンハンバーグ
お取り寄せグルメ【容量】タン元ステーキ0.15kg
（黒トリュフ塩1個）、味付けタン中焼肉0.3kg、
新食感牛タンハンバーグ2個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc36
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牛タン中焼肉、新食感牛タンハンバーグ
セット大好評
30,000円 (30,000ポイント)
タン中焼肉、牛タンハンバーグお取り寄せグルメ
【容量】味付けタン中焼肉0.6kg
新食感牛タンハンバーグ5個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc37

牛タン厚切り霜降り牛タン塩だれタン塩
1kg極上焼肉
30,000円 (30,000ポイント)
牛たん厚切り肉霜降りステーキ高級牛肉焼き肉大
人数【容量】牛タン1kg（100gずつ真空×10）
特製塩だれ200g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou12

ワイルド牛タン元ステーキ900g（300g×
3）肉のプロが贈る厚切りタンステ…
30,000円 (30,000ポイント)
焼き肉やBBQにも人気の味付けタン元ステーキ用
。【容量】300g×3パック

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc38

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
牛たんoliveスパイス600g（200g×3…
30,000円 (30,000ポイント)
魔法の自家製オリジナルスパイスを軽く振りかけ
た牛タン【容量】200g×3パック

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku6

国産牛プルコギももバラ肉使用特製タレ
漬け1.8kg大人数用
30,000円 (30,000ポイント)
国産牛のモモバラ肉を特製タレに漬け込んだ焼く
だけ簡単旨辛プルコギ【容量】国産牛ももバラ肉
特製プルコギタレ漬け1.8g（200gずつ真空×9）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou40

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
和牛ろーすoliveスパイス400g（50g…
30,000円 (30,000ポイント)
魔法の自家製オリジナルスパイスを軽く振りかけ
たロース肉のスライス【容量】約50g×8枚

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku2

ホルモン焼肉シマ腸中トロホルモン西京
味噌焼き1.8kg
30,000円 (30,000ポイント)
ホルモン焼肉ホルモン焼きギフトBBQお取り寄せ
【容量】もつ1.8kg（100g×18）、西京味だれ600
ml（100ml×6）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou7

ホルモン小腸国産牛焼肉大トロホルモン
西京味噌焼き1.8kg
30,000円 (30,000ポイント)
ホルモン焼肉ホルモン焼きギフトBBQお取り寄せ
【容量】もつ1.8kg（100g×18）、西京味だれ600
ml（100ml×6）※5倍希釈

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou17

国産黒毛和牛ホルモン丸腸西京味噌焼き
1.8kg大人数用
30,000円 (30,000ポイント)
国産焼肉ホルモン焼き味付け肉BBQ牛肉お取り寄
せグルメ【容量】もつ（国産マルチョウ）1.8kg
（100gずつ真空×18）、西京味噌だれ600ml（100
ml×6）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou43
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【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
手づくり用和牛ローストビーフoliv…
30,000円 (30,000ポイント)
自分で調理して作る簡単和牛のローストビーフ【
容量】250g×2パック

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku8

ハラミ焼肉牛肉焼き肉特製タレ漬け3kg
大人数用
30,000円 (30,000ポイント)
牛ハラミBBQ特製タレ付き焼くだけ簡単お取り寄
せグルメ【容量】特製タレ漬け牛ハラミ肉3kg（3
00g×10）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou16

【訳あり】牛タン厚切り塩だれタン塩1.
5kg焼肉
30,000円 (30,000ポイント)
牛たん厚切り特製塩だれ牛肉焼き肉BBQ大容量【
容量】特製塩ダレ漬牛タン1.5kg（3パック）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou25

牛カルビ焼肉サイコロステーキ特製タレ
漬け2.4kg
30,000円 (30,000ポイント)
牛カルビBBQ特製タレ漬け焼くだけ簡単お取り寄
せグルメ【容量】特製タレ漬け牛カルビ2.4kg（2
00g×12）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou22

大人気！A5黒毛和牛手ごねハンバーグ15
個焼くだけ簡単グルメ
30,000円 (30,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】140g×15個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc5

自家製旨辛ダレ焼肉セットA5黒毛和味付
け肉と牛ホルモン1.2kg6～8人前
32,000円 (32,000ポイント)
焼肉牛肉国産和牛とプロ秘伝のタレがセットにな
った焼肉【容量】A5ランク黒毛和牛焼肉(150g×4
)、中トロホルモン(150g×4)、秘伝のタレ(100g
×2)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc33

厳選和牛A5ランクタレ漬け焼き肉用1.2k
g大人数用
35,000円 (35,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモとバラの味付
け焼き肉用。【容量】A５ランク黒毛和牛焼肉タ
レ漬け1.2kg

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha10

舞鶴焼肉＆ホルモンうどんセット（3～4
人前）創業昭和30年八島丹山
35,000円 (35,000ポイント)
舞鶴で66年の老舗！厳選4種の焼肉と名物ホルモ
ンうどん【容量】3～4人前
・上カルビ:200g
・上バラ:200g
・特選ハラミ:200g

冷蔵 日指定 時間指定

【管理番号】niyama5

特製肉祭り5種セットローストビーフハ
ンバーグパンチェッタ焼豚煮豚
35,000円 (35,000ポイント)
贅沢国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグル
メ【容量】ローストビーフ(300g)、ハンバーグ(2
個)、焼豚(350g)、煮豚(300g)、パンチェッタ(30
0g)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc12
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京都姫牛100％ハンバーグ10個焼くだけ
簡単グルメ
40,000円 (40,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】140g×10個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc23

自家製旨辛ダレ揉みこみA5ランク黒毛和
牛焼肉セット1.2kg6～8人前
44,000円 (44,000ポイント)
焼肉牛肉肉のプロ秘伝のタレがセットになったセ
ット【容量】A5ランク黒毛和牛焼肉(150g×8)、
秘伝のタレ(100g×2)

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc31

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
手づくり用和牛ローストビーフoliv…
50,000円 (50,000ポイント)
自分で調理して作る簡単和牛のローストビーフ【
容量】300g×3パック

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku9

牛タン厚切り霜降り牛タン塩だれタン塩
2kg極上焼肉
60,000円 (60,000ポイント)
牛たん厚切り肉霜降りステーキ高級牛肉焼き肉大
人数【容量】牛タン2kg（100gずつ真空×20）
特製塩だれ400g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou13

【2023年2月以降発送】焼肉きらく特製
和牛ろーすoliveスパイス800g（50g…
60,000円 (60,000ポイント)
魔法の自家製オリジナルスパイスを軽く振りかけ
たロース肉のスライス【容量】約50g×16枚

冷凍 旬指定 時間指定

【管理番号】kiraku3

【訳あり】牛タン厚切り塩だれタン塩3k
g焼肉
60,000円 (60,000ポイント)
牛たん厚切り特製塩だれ牛肉焼き肉BBQ大容量【
容量】特製塩ダレ漬牛タン3kg（6パック）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】kou44

高級部位使用A5黒毛和牛ローストビーフ
ハネシタとシャトーブリアン
100,000円 (100,000ポイント)
黒毛和牛の希少部位を丁寧にじっくり調理した贅
沢セット【容量】厳選和牛ハネシタのローストビ
ーフ300g
厳選和牛シャトーブリアンのローストビーフ300g
ローストビーフソース付き

冷凍 時間指定

【管理番号】abc8

手作りパンチェッタ300g自家製煮豚300g
食べ比べセット
10,000円 (10,000ポイント)
国産おつまみ酒飲みに試してもらいたい肉セット
【容量】手作りパンチェッタ厚切りスライス300g
（7ｍｍ幅スライス）
自家製焼豚1本（約300g）タレ付き

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc6

黒毛和牛のローストビーフ300gとハンバ
ーグ5個食べ比べセット
25,000円 (25,000ポイント)
黒毛和牛贅沢人気のお肉屋さんが作る和牛セット
【容量】厳選和牛ローストビーフ約300g（ソース
付き）、黒毛和牛ハンバーグ140g×5個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc9
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ジビエ鹿肉お試しセットモモロースミン
チ
14,000円 (14,000ポイント)
鹿肉が本来持っている滋味深い旨味、是非一度ご
賞味ください。【容量】鹿肉ロース約200g、鹿肉
もも約300g、鹿肉ミンチ約300g

冷凍 日指定

【管理番号】kan4

ジビエ(鹿肉)+寒山拾得の加工品セット

40,000円 (40,000ポイント)
滋養たっぷりの鹿肉３種類と加工品４種類セット
【容量】内容量
鹿ロース300g/鹿モモ400g/鹿ミンチ500g
鹿肉辣油HOT・MILD/万願寺唐辛子の発酵アチャー
ル/練り和がらし

冷凍 日指定

【管理番号】kan2

お肉屋さん自家製特上Bigメンチカツ6個
冷凍
10,000円 (10,000ポイント)
お肉屋さん自家製、人気の大きな贅沢メンチカツ
6個入り。【容量】約90g×6個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc35

お肉屋さん自家製特上刻み牛カツ12個冷
凍
10,000円 (10,000ポイント)
お肉屋さん自家製、人気の贅沢牛カツ12個入り。
【容量】約40g×12個

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc34

焼豚2個700gギフトやお歳暮・お中元に
喜ばれます
10,000円 (10,000ポイント)
肉国産昭和57年創業手作り惣菜お取り寄せグルメ
【容量】2本入り約700g

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc1

焼豚350g煮豚300g食べ比べセット

10,000円 (10,000ポイント)
国産おつまみお肉屋さんの特製お取り寄せグルメ
セット【容量】手作り焼豚1本（約350g）
手作り煮豚1本（約300g）

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】abc7

厳選和牛A5ランクモモローストビーフ30
0g
12,000円 (12,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモを使ったロー
ストビーフ【容量】A5黒毛和牛ローストビーフ（
モモ）300g、ローストビーフソース1個、塩、わ
さび

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha1

厳選和牛A5ランクモモローストビーフ60
0g
23,000円 (23,000ポイント)
A5ランクの厳選した黒毛和牛のモモを使ったロー
ストビーフ【容量】A5黒毛和牛ローストビーフ（
モモ）300g×2本、ローストビーフソース2個、塩
、わさび

冷凍 日指定 時間指定

【管理番号】iroha2

【定期便】まいづる肉の定期便ハンバー
グホルモン西京味噌焼き焼き豚煮豚
30,000円 (30,000ポイント)
人気のハンバーグやホルモン焼き、是非食べても
らいたい焼豚煮豚が届きます【容量】１回目発送
：A5ランク黒毛和牛ハンバーグ５個/ABCフーズサ
ービス
２回目発送：ホルモン西京味噌焼き600g/幸福亭

冷凍 定期 時間指定

【管理番号】houko-teiki_niku1


