
とっとり・おかやま新橋館 東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス1 階 TEL 03-6280-6474

夏の贈り物2022

⬅オンラインショップはこちらから



くだもの王国おかやまから自慢の
フルーツをご紹介。
丹精に育てられた旬の味覚
をお届けします。

【岡山白桃工房】

産地直送 常 温 送料込

3玉（約1kg）

岡山県赤磐市

《超特級》清水白桃 3玉
注文番号 OK22S-01

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

産地直送 常 温 送料込
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お届時期
7月下旬

峰
高
最
の
桃

《超特級》清水白桃 5玉
注文番号 OK22S-02
5玉（約1.5kg）

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

産地直送 常 温 送料込

《超特級》清水白桃 9～10玉
注文番号 OK22S-04

9～10玉（約3kg）

※《超特級》とは一般市場の最高ランクより大玉で、形の優れた
　毎年ごくわずかしか収穫できない最上級品です。

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

産地直送 常 温 送料込

《超特級》清水白桃 6～7玉
注文番号 OK22S-03

6～7玉（約2kg）

お
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る



「岡山白桃」は岡山産の白桃の総称で、桃の収穫期は
一品種あたりわずか2週間ほど。
加納岩白桃、白鳳、白麗、瀬戸内白桃などの品種があり
7月上旬から8月下旬にかけて順に旬を迎えます。

産地直送 常 温 送料込

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

産地直送 常 温 送料込

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

5玉（約1.5kg）

産地直送 常 温 送料込

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

6～7玉（約2kg）

《超特級》岡山白桃3玉

《超特級》岡山白桃5玉

《超特級》岡山白桃6～7玉

3玉（約1kg）注文番号 OK22S-05

注文番号 OK22S-06

注文番号 OK22S-07 産地直送 常 温 送料込

【岡山白桃工房】 岡山県赤磐市

9～10玉（約3kg）
《超特級》岡山白桃9～10玉
注文番号 OK22S-08

※岡山白桃、樹熟し白桃につきましては、お届け時期により品種が変わります。品種の指定はできません。
　また、清水白桃の出荷時期（7月下旬頃）を外しての発送となります。

清水白桃の発祥の地
一宮産地の岡山白桃です。

昔ながらの優秀品種ですが、
栽培が非常に難しく今では
伝説の桃とも言われます。

産地直送 常 温 送料込

【岡山直売所ネットワーク】
岡山県岡山市

1玉約250g×5玉

太田さんグループの『大和白桃』

お届時期：7/中旬～7/下旬

注文番号 OK22S-11

産地直送 常 温 送料込

【なのはなファミリー農園】
岡山県勝田郡勝央町

樹熟し白桃

お届時期：7/中旬～8/下旬

4玉（約1.5kg）
注文番号 OK22S-09

6～8玉（約2kg）
注文番号 OK22S-10

寒暖差の大きい石生地区で完全に
樹で熟させた桃。その香りと甘さに
驚きます。
届いた時が食べごろです。糖度13度
以上の桃を詰合せ、お届けします。

産地直送 常 温 送料込

【岡山直売所ネットワーク】岡山県岡山市

5玉～6玉（約1.3kg) 7玉～8玉（約2kg)

一宮産地限定 岡山白桃

お届時期：7/下旬～8/上旬

お届時期：7/中旬～8/中旬

お届時期：7/中旬～8/中旬

お届時期：7/中旬～8/中旬

お届時期：7/中旬～8/中旬

注文番号 OK22S-12 注文番号 OK22S-13
産地直送 常 温 送料込

【岡山直売所ネットワーク】
岡山県岡山市

1玉約350g以上×3玉

《超大玉 》岡山白桃3玉

超大玉の詰め合わせです。

お届時期：7/下旬～8/上旬

注文番号 OK22S-14



お届時期
7月上旬～
8月中旬

【井頭栄果園】岡山県倉敷市

4～5玉(約1.5kg)

【井頭栄果園】岡山県倉敷市

【井頭栄果園】岡山県倉敷市

7～8玉(約2.2kg)

岡山井頭白桃 4～5玉

岡山井頭白桃 6～7玉

岡山井頭白桃 7～8玉

四季自然の力にこだわる極上の珠玉

『井頭栄果園』は120年余り続く農園です。
農薬や化学肥料に頼らず、自然有機肥料を使用し、
太陽光による日焼けや害虫、風雨から桃を守る為
1玉1玉、袋掛けをしています。
愛情いっぱいに育てられた桃は、とっても甘く
ジューシーです。

桃と葡萄
の
詰合せ

当館発送 常 温 送料別

当館発送 常 温 送料別

当館発送 常 温 送料別

※お申し込みいただいた時期により、
　加納岩、白鳳、清水白桃、白麗、瀬戸
　内白桃のいずれかの白桃でお届け
　いたします。品種の特定はできません。

注文番号 OK22S-15

注文番号 OK22S-16

注文番号 OK22S-17

【井頭栄果園】岡山県倉敷市

10～11玉(約3.2kg)

岡山井頭白桃 10～11玉
当館発送 常 温 送料別注文番号 OK22S-18

6～7玉(約1.9kg)

お持ち帰り可能な桃のギフトです。夏のご挨拶の手土産にもできます。

【岡山白桃工房】

岡山白桃3玉・シャインマスカット大房1房

超特級岡山白桃・シャインマスカット大房詰合せ
産地直送 常 温 送料込

岡山県赤磐市

注文番号 OK22S-19

お届時期：7/下旬～8/中旬

※写真はイメージです。

『井頭栄果園』の商品は、
とっとり・おかやま新橋館から
発送いたします（送料別途）。
お持ち帰りも可能です。
※要事前予約（5日前）

お持ち帰り
可能商品



【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

1房（約680g）

シャインマスカット

産地直送 常 温 送料込

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市
桃太郎ぶどう

産地直送 常 温 送料込

【岡山直売所ネットワーク】岡山県岡山市

1房（約700g） 

岡本彰夫さんの『シャインマスカット』

産地直送 常 温 送料込

桃太郎ぶどうは、粒の形が
桃に似た大粒の種なし
ぶどうで皮ごと食べられ
ます。お口の中で「ポリッ」
とはじける薄い皮は食味
よく、甘く爽やかな果汁が
ほとばしります。

ぶどう名人 岡本彰夫さんがつくる
ぶどうです。糖度が高くとても
ジューシーな味わいです。

お届時期：7/下旬～8/下旬

お届時期：8/上旬～8/下旬

1房（約680g） 

お届時期：6月末頃～7/上旬

注文番号 OK22S-20 注文番号 OK22S-22

注文番号 OK22S-24

岡山県岡山市【岡山直売所ネットワーク】

吊下げ箱入り 
　1房（約400g)

ギフト箱入り 
　1房（約400g)

近藤さんの『ゴールドフィンガー』

産地直送 常 温 送料込

【岡山白桃工房】岡山県赤磐市

シャインマスカット1房（約680g）
ニューピオーネ1房(約680g) 

シャインマスカット・ニューピオーネ詰合せ

産地直送 常 温 送料込

種なしで育てるピオーネを
「ニューピオーネ」と
呼びます。コクのある芳醇
な甘みで人気のぶどう
です。シャインマスカット
と2種類の味が楽しめます。

甘くて大粒。種なし。皮ごと食べられ人気
です。糖度が18度以上と高く、酸味は少
なめ。しっかり甘い味わいです。ハリのあ
る粒のはじける食感と、たっぷりのフレッ
シュな果汁をお楽しみください。

果房の形は長円錐で、粒と粒の間はぎっしり
詰まった感じではなく、粒がぶら下がっている
ような感じです。果肉はとてもジューシーで、
酸味は少なくとても甘いブドウです。

※写真は吊下げ
 箱入りとなります。

お届時期：7/下旬～8/下旬

お届時期：7/中旬～8/上旬

注文番号 OK22S-25 注文番号 OK22S-26

岡山県岡山市【岡山直売所ネットワーク】

1房（約600g)

近藤さんの『シャインマスカット』

産地直送 常 温 送料込
お届時期：8/上旬

注文番号 OK22S-27

注文番号 OK22S-23

2房(約1.3kg)
注文番号 OK22S-21

シャインマスカット、桃太郎ぶどう、
ニューピオーネ、ゴールドフィンガー、
岡山のぶどうを集めました。

ぶどう



【果樂／KARAKU】岡山県倉敷市

おかやま白桃2個 

金の桃GIFT(KIN NO MOMO)

【果実工房】岡山県岡山市
プレミアムコラーゲンゼリー

自然の甘さと食感を味わっていただけるように、
皮つきのまま限りなく生に近い桃を水熱製法で丸ごと贅沢に
詰め込みました。皮のまま食べても良いし、シロップはお好みで
炭酸やスパークリングのお酒で割ったり、ヨーグルトに混ぜても
美味しく召し上がっていただけます。

芳醇でなめらか、とろけるような果肉で
桃の女王とも呼ばれる清水白桃の半割を、
清水白桃ピューレをたっぷり使用した
濃厚なゼリーで包み込んでいます。

果実は全て岡山県産を使用。
その味わいは、まるで果実を口
に含んだかのように美味しさが
口いっぱいに広がります。岡山
フルーツをピューレにし、マリン
コラーゲンペプチドを配合した
女性に嬉しいスティックゼリー
です。

当館発送 常 温 送料別 持帰り可

当館発送 常 温 送料別 持帰り可

【角南製造所】岡山県岡山市

（清水白桃・黄金桃）各360g×1 

純岡山県産果実 フルーツコンポート詰合せ
当館発送 常 温 送料別 持帰り可

【角南製造所】岡山県岡山市

（岡山白桃・ニューピオーネ・マスカットオブアレキサンドリア） 
各425g×1

岡山特産フルーツ缶詰 詰合せ

岡山特産の完熟した風味の
良い果実を厳選。
自然の味をこわさないよう
やさしい味のシラップに
漬け込みました。

当館発送 常 温
送料別 持帰り可

当館発送 常 温 送料別 持帰り可

6個入

岡山4種 

岡山3種 

注文番号 OK22S-28

【果樂／KARAKU】岡山県倉敷市

おかやま白桃・
黄金桃・浅原小町 各１

三桃物語(KIN NO MOMO)
注文番号 OK22S-29

【清風庵】
清水白桃ゼリー詰合せ
注文番号 OK22S-32

9個入

注文番号 OK22S-33

注文番号 OK22S-30

注文番号 OK22S-34

注文番号 OK22S-35

注文番号 OK22S-31

産地直送 常 温 送料込

岡山白桃,マスカットオブアレキサンドリア,ニューピオーネ,
岡山県産ゆず＆瀬戸内レモン 各(14g×12）×1

岡山白桃,マスカットオブ
アレキサンドリア,
ニューピオーネ
各(14g×12）×1 

清水白桃ゼリー150g×６ 

清水白桃ゼリー150g×9 

固形量170g×2  
内容総量370g×2

固形量170g×3  
内容総量370g×3 

岡山のももやぶどうを贅沢に
使った加工品の詰合せをご用意。

どれも大変好評です。
※7月以降の発送となります。

※7月以降の発送となります。



どれも厳選された逸品です。
贅沢な味わいが食卓を彩ります。

【石井食品】

特選千屋牛サーロイン200g×2,特選千屋牛リブロース200g×2

「和牛のルーツ」特選千屋牛ステーキ800g
注文番号 OK22S-38

【石井食品】

特選千屋牛サーロイン200g,特選千屋牛リブロース200g

「和牛のルーツ」特選千屋牛ステーキ400g
注文番号 OK22S-37

岡山県岡山市岡山県岡山市

【石井食品】

サーロインステーキ150g×2
ローススライス300g

おかやま和牛ステーキ＆すき焼きセット
注文番号 OK22S-36

岡山県岡山市

【石井食品】
津山ホルモンうどんセット2袋
注文番号 OK22S-40

岡山県岡山市
【石井食品】

おかやまピーチポーク
注文番号 OK22S-39

岡山県岡山市

国産牛ホルモン100g×2,
手打ち式冷凍うどん250g×2,
ホルモンうどんたれ100g

和牛のルーツといわれる千屋牛。
適度にサシが入り、やわらかな食感と
香りが和牛本来の味を堪能できます。
非常に希少価値の高い商品です。

モチモチのうどんに染み込んだタレと
ホルモンの甘み、野菜の甘みの相性が
抜群です。

たたきにした詰合せです。

産地直送 冷凍 送料込

産地直送 冷凍 送料込産地直送 冷凍 送料込

産地直送 冷凍 送料込
産地直送 冷凍 送料込

【岡山県漁連】岡山県岡山市
瀬戸内海産 地物詰合せ 産地直送 冷凍 送料込

注文番号 OK22S-42

【岡山県漁連】岡山県岡山市
瀬戸内海産 さわらづくし 産地直送 冷凍 送料込
注文番号 OK22S-41

焼あなご90g, あなごの

×2, 鯛の旨干し2切,
ままかりの酢漬75g

鰆のたたき120ｇ,ポン酢2パック



岡山県岡山市

岡山県真庭市
岡山県赤磐市

岡山県赤磐市

ピルスナー 330ml×4,
（シュバルツ・ヴァイツェン・
雄町米ラガービール）
各330ml×2　計10本

産地直送 常 温 送料込

産地直送 常 温 送料込

産地直送 冷蔵 送料込

産地直送 冷蔵 送料込

【宮下酒造】 岡山県岡山市

クラフトジン岡山 200ml,
プレミアムトニックウォーター200ml×2

クラフトジン岡山・プレミアム
トニックウォーター詰合せ注文番号 OK22S-50

【菊池酒造】岡山県倉敷市
燦然 純米大吟醸 雄町＆
木村式奇跡のお酒 純米吟醸 雄町
注文番号 OK22S-49

注文番号 OK22S-51

燦然　純米大吟醸 雄町、
木村式奇跡のお酒 純米吟醸 雄町　
各720ml

【廣榮堂】
廣榮堂銘菓詰合せ 注文番号 OK22S-43

産地直送 常 温 送料込

（元祖きびだんご・抹茶きびだんご・白桃
きびだんご）各10個入、むらすずめ6個入、
調布6本入、きび大福8個入

【醍醐桜】
恋するジャージー ジェラート岡山セット

注文番号 OK22S-44

注文番号 OK22S-45

きびだんご3種

きび大福調布むらすずめ

とっとり・おかやま新橋館限定の岡山
銘菓詰合せ。岡山銘菓が1箱でお楽し
みいただけます。特製の大きなきびだ
んごの箱に入れてお届けいたします。
すべて個包装でお土産に最適です。
是非ご賞味ください。

恋するジャージーPremium
（ゴールデンミルク・黒文字・
今井農園のおかやま清水白桃・
ピオーネ）各120ml×2

８個入

6個入

【ゆばの奥田屋】
奥田屋のゆばセット
注文番号 OK22S-46

おさしみゆば 300g、
特選まろみつゆ 200g、
含め煮ゆば 10個、
ゆばあん 400g

産地直送 冷凍 送料込

産地直送 冷凍 送料込
産地直送 冷凍 送料込

恋するジャージーPremium
（ゴールデンミルク・緑茶・
いちご）各120ml×2

【ゆばの奥田屋】
奥田屋の
冷凍ゆば惣菜セット
注文番号 OK22S-47

ふわ玉ゆば焼売 6個×2、
ゆば屋のカリとろコロッケ 8個、
ごはんのおとも湯葉昆布 70g×3

桃太郎の祭ずし、
千屋牛すき焼き重、
国産あなごと牛しぐれ
煮弁当　
各1食

【宮下酒造】岡山県岡山市

独歩  ビールセレクション
全国酒類コンクール1位受賞

【三好野本店】岡山県岡山市
岡山名物駅弁セット
注文番号 OK22S-48



夏の贈り物

とっとり・おかやま新橋館 東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス1 階 TEL 03-6280-6474

2022

オンラインショップはこちらから➡



夏の代名詞すいか。
ちょっと贅沢な鳥取のすいかを

集めました。

【鳥取中央農業協同組合】

お届時期：6/下旬～7/中旬

がぶりこ（琴浦町産）

産地直送 常 温 送料込

秀3L 1玉　約7～8kg
注文番号 TO22S-01

【鳥取中央農業協同組合】

お届時期：6/下旬～7/中旬
倉吉すいか 産地直送 常 温 送料込

秀3L 1玉　約7～8kg
注文番号 TO22S-02

黒い皮に真っ赤な中身。種はほとんどないので
ガブリガブリと食べられます。
とにかく甘いすいかです。

お届時期：6/末～7/中旬

【鳥取中央農業協同組合】

秀3L 1玉　約7～8kg 

極実すいか（倉吉市産） 

薄皮、甘み、シャリ感とソフトな食感が特徴です。
一般的なすいかはかんぴょうなどを台木として
接ぎ木して育てますが、極実すいかは、すいか
本来の味と食感を極めるために、すいか台木に
すいかを接ぎ木して栽培しています。

産地直送 常 温 送料込

注文番号 TO22S-03

太陽をいっぱい浴びて大きく育ったすいか。
贈り物にふさわしい厳選されたすいかを
お届けします。

大玉で歯触りが良く、シャリ感があり、平均糖
度12度以上の高糖度。
内側と外側の糖度差が少なく皮際までおいし
く味わえます。



【鳥取西部農業協同組合】

お届時期：6/下旬～7/上旬

タカミメロン（大山町産）

【泊綜合食品】

,辛リピ,酢黒（,2×g05 酢甘
塩,はちみつレモン）各50g×1

美人らっきょう詰合せ
鳥取県鳥取市

砂丘らっきょう漬はこの鳥取砂丘に広がる契約農家さんのらっきょう畑で
ていねいに育てられています。
厳選された鳥取県産らっきょうを100%原料にし、合成保存料、漂白剤は
一切使用していません。

鳥取砂丘に隣接する砂地で栽培
されたらっきょうです。さっぱりと
した味と色が白くシャリっとした
歯ざわりが自慢です。

大玉で食べ応えバッチリ！
果肉はややかためで日持
ちが良く、ジューシーで、さ
わやかな香りが特徴の
メロンです。

らっきょうにはビタミンB1の
吸収を助ける働きがあるア
リシンが多く含まれていて、
ビタミンB1が豊富な食材と
らっきょうを合わせて摂るこ
とで、疲れがたまりにくい体
質をつくる効果があると考
えられ、健康志向の方から
も大変注目されています。

産地直送 常 温 送料込

【JA鳥取いなば】

砂丘らっきょう（甘酢） 200g×6

砂丘らっきょう漬詰合せ
産地直送 常 温 送料込

5L×3玉　約5kg

産地直送 常 温 送料込

注文番号 TO22S-04
4L×4玉　約5kg
注文番号 TO22S-05

注文番号 TO22S-08

【田畑商店】
梨＆らっきょうドレッシング・
梨フルーツらっきょうディップ詰合せ

鳥取県鳥取市

産地直送 常 温 送料込

注文番号 TO22S-09

注文番号 TO22S-06

【JA鳥取いなば】

砂丘らっきょう（甘酢） 130g×2,
(ピリ辛,たまり)各130g×1

砂丘らっきょう漬詰合せ（バラエティ ミニパック）
注文番号 TO22S-07

日本海のミネラルたっぷりな潮風と

大山山麓の肥沃な土壌に育まれた

大地の恵をお届けします。

各205ml×1、梨フルーツらっきょうディップ（わさび入りタルタルソー
ス 150g×1・トマト＆バジルソース165g×1・ラディッシュ＆カレー
ソース160g×1）

当館発送 常 温 送料別 持帰り可



当館発送 常 温 送料別 持帰り可

【寿製菓】

6個入り

二十世紀梨ゼリー  感動です。
鳥取県米子市

鳥取の名産品、二十世紀梨を丸ごととじ込めた
涼やかなゼリー。
ぷるんとした口当たりに角切りの果肉感と
ジューシーな果汁感が広がる、まさに「感動」の
味わいです。
かわいい梨の形の容器で、贈り物にもぴったりの
爽やかスイーツです。

注文番号 TO22S-10

当館発送 常 温 送料別 持帰り可

【MY HONEY】

ナッツの蜂蜜漬け200g×2 

ナッツの蜂蜜漬け 詰合せ
鳥取県東伯郡北栄町

注文番号 TO22S-13

ナッツと蜂蜜の栄養が一度に取れる『ナッツの
蜂蜜漬け』。ミネラル豊富なナッツは気になる
年齢、美容の面で
も注目されている
食材で、モデルの
間食としても有名
です。毎日の美容
と健康、朝のヨー
グルトと合わせて
毎日の健康にも。

産地直送 冷凍 送料込

鳥取県東伯郡琴浦町
【大山乳業農業協同組合】

ロールケーキ264g,
チーズケーキ（ラムレーズン入り）188g

大山 ティータイムギフト
注文番号 TO22S-11

実りの収穫祭（12個セット）
【大山乳業農業協同組合】
鳥取県東伯郡琴浦町

産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-15

【大山乳業農業協同組合】
まきばのみるく畑（8個セット）

鳥取県東伯郡琴浦町

産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-14

産地直送 常 温 送料込

鳥取県東伯郡琴浦町
【大山乳業農業協同組合】

大山ばうむ×1,大山マドレーヌ×3,
みるくまんじゅう×5

大山 焼菓子詰合せ
注文番号 TO22S-12

『ふんわり』感と
『しっとり』感に
こだわったバウ
ムクーヘンと
みるく風味豊か
なマドレーヌ、
なめらかでしっ
とりとしたみるく
まんじゅうの
詰合せです。

鳥取のフルーツやミルクが
爽やかスイーツに

夏の贈り物に好評です。

（ミルク・抹茶・ラムレーズン）各110ml×2，
（いちご・ブルーベリー＆クリームチーズ・
黒蜜きな粉紅茶）各95ml×2

・ズーチムーリク＆ーリベールブ・ごちい（,2×lm011 クルミ
黒蜜きなこ紅茶）各95ml各×2



ヘルシー志向の方には
日本海の新鮮な魚はいかが。
ご飯の一品としてはもちろん
おつまみにも喜ばれる商品も
ご用意いたしました。

※内容が多少変更の場合があります。

※内容が多少変更の場合があります。

【大 海】鳥取県境港市
境港 前浜干物セット ５種20尾

産地直送 冷凍 送料込

注文番号 TO22S-18

【がじゅまる】鳥取県米子市

ノドグロ×1,アジ×1,
イカ×3,カレイ×1

鳥取 大漁干物おまかせセット
産地直送 冷凍 送料込

お届時期：7月～
注文番号 TO22S-17

【がじゅまる】鳥取県米子市

特大ノドグロ×1,エテガレイ×1,
アジ×1,ハタハタ×5,剣先
白イカ×2,スルメイカ×1

鳥取・境港 特大のどぐろ入り干物セット

産地直送 冷凍 送料込

注文番号 TO22S-16

【ダイマツ】 鳥取県米子市

（銀ひらす70g・
さば100g・金目
鯛60g）各×2

氷温熟成 西京漬け詰合せ（6切）
産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-21

【ダイマツ】 鳥取県米子市

氷温熟成 西京漬け詰合せ（10切）
産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-22

（鰆・銀鮭・銀ひらす・真鱈）各70g×2,金目鯛60g×2

【ダイマツ】 鳥取県米子市

氷温熟成 煮魚・焼き魚詰合せ（彩）
産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-19

ぶりの照り焼き90g,紅鮭の塩焼き60g

【ダイマツ】 鳥取県米子市

氷温熟成 煮魚・焼き魚詰合せ（縁）
産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-20

（ぶりの照り焼き・さば

黄金生姜と金目鯛の
煮付け100g,紅鮭の
塩焼き60g）各×2

昔から「寒」の時期に作った
ものは、「健康に良い、美味
しい、さらに腐らない」等と
言われています。氷温®は、
この寒の時期の”おいしい”
を、年間を通じてつくること
のできる技術です。「氷温®
」で保存をすると、食品は風
味や鮮度を保ち、更に熟成
によりうま味が増し、おいし
くなります。

塩サバ半身（約120ｇ～140ｇ）、
エテカレイ（約90ｇ～105ｇ）、
開のどぐろ（約60～70ｇ）、
開アジ（約60ｇ～70ｇ）、
ハタハタ（約33ｇ～40ｇ）各×4



素材の良さが違います。ステーキセットや
ハンバーグなど、どれも

こだわりの逸品は喜ばれること
間違い無しです。

【あかまる牛肉店】鳥取県倉吉市
鳥取和牛ヒレステーキセット 産地直送 冷凍 送料込

注文番号 TO22S-23

鳥取和牛
ヒレステーキ150g×2

【あかまる牛肉店】鳥取県倉吉市
鳥取和牛希少部位のミニステーキセット

産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-24

4～5枚(ロース・モモ・ウデステーキ)

【ホクニチ】鳥取県米子市
＜大山物語＞大山豚ロース

産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-29

漬け120g×3

【アベ鳥取堂】鳥取県鳥取市
かに甲羅飯 ３個セット
化粧箱入り

産地直送 冷凍 送料込

注文番号 TO22S-30

かに甲羅飯×3

【ホクニチ】鳥取県米子市
＜大山物語＞大山豚手造りロールステーキ

産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-27

【ホクニチ】鳥取県米子市
＜大山物語＞鳥取和牛×大山豚
　　　　　　手造りハンバーグ

産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-28

大山豚手造り
ロールステーキ80g×10

鳥取和牛×大山豚手造りハンバーグ100g×8

1頭の牛からわずかしか取れない
希少部位のステーキセットです。
それぞれのお肉の霜降りや赤身の
具合による味の違いをお楽しみ
ください。

【Ties】鳥取県米子市

産地直送 冷凍 送料込注文番号 TO22S-25

大山そばの実 
和風ハンバーグ 
150g×6

大山そばの実 和風ハンバーグ（鳥取和牛使用）詰合せ

【Ties】鳥取県米子市

産地直送 冷凍 送料込

注文番号 TO22S-26

大山鶏親子丼 200g×6

大山鶏親子丼詰合せ



鳥取県米子市

産地直送 冷蔵 送料込

素材にこだわり職人さんが造りあげた
伝統の味をお届けします。

【大山ハム】鳥取県米子市

ももハム 200g,
熟成乾塩ベーコン 200g

伝統の逸品大山2種詰合せ

【大山ハム】鳥取県米子市

熟成糸巻きロースハム 320g,

伝統の逸品大山3種詰合せ

【大山ハム】鳥取県米子市

2020年 DLG金賞受賞セットA

産地直送 冷蔵 送料込

産地直送 冷蔵 送料込

産地直送 冷蔵 送料込

産地直送 冷蔵 送料込

注文番号 TO22S-33

注文番号 TO22S-34

注文番号 TO22S-31

【大山ハム】
2020年 DLG金賞受賞セットB
注文番号 TO22S-32

【久米桜麦酒】

ピルスナー・ヴァイツェン・
ペールエール・スタウト 各330ml×2  計８本

大山Gビール詰合せ
鳥取県西伯郡伯耆町

【千代むすび酒造】
千代むすび ベストセラーセット

鳥取県境港市

大山の伏流水を使ったこだわりのビール

注文番号 TO22S-37

注文番号 TO22S-36

【松井酒造】

700ml

マツイピュアモルトウィスキー倉吉12年
鳥取県倉吉市

当館発送 常 温 送料別 持帰り可

注文番号 TO22S-35

ピルスナー：ホップのきいた爽快な
香味の淡色ビール。ヴァイツェン：小
麦麦芽を使って、苦味がたいへん弱
く、口当たりの良さとフルーティな香
りが特徴です。ペールエール：ホップ
によるフルーティーな香味が特徴の
淡色ビール。甘みに心地よい苦味が
調和された味わいです。 スタウト：数

コレートを思わせる香りや、フルーテ
ィな香りが特徴の黒ビール。

熟成乾塩ベーコン80g,カントリー
ロースト72g、トマトとオリーブ入
りソーセージ100g,
生ハム（肩ロース）40g,
あらびきポークウィンナー120g

熟成乾塩ベーコン80g,あらび
きポークウィンナー120g,チーズ
リヨナー90g、トマトとオリーブ入
りソーセージ100g、
生ハム（肩ロース）40g×2,
カントリーロースト72g

産地直送 常 温 送料込
純米吟醸　強力50 , 特別純米 　各720ml 

ナッツやアーモンドの香りとどっしり
とした麦芽香が口いっぱいに広がり、
程よいバニラやレーズン・ほのかな
スモーキーさも感じられ、甘さ・ビター
・酸味のバランスが際立つ年代物。

※沖縄・北海道・離島の場合は別途400円かかります

※沖縄・北海道・離島の場合は別途400円かかります

華やかな香りに、なめらかな味と酸味が
心地良く、ふくよかな味わいが広がる代
表作。少し冷やしてどうぞ。

ふくよかな香りと華やかな吟醸香が特徴。
洋菓子系の甘味に加えて、コクのある味
わい。冷やまたは常温でどうぞ。

純米吟醸強力50

特別純米



ご家庭用
お得セット

【岡山直売所ネットワーク】岡山県岡山市

岡山県岡山市

鳥取県米子市

岡山県岡山市

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

お届時期：7/上旬～8月上旬 お届時期：7/上旬～8月上旬

（ご自宅用）岡山白桃小玉
【岡山直売所ネットワーク】

1玉 250g以上 3玉 

（ご自宅用）岡山白桃3玉

【はせい】

お得うす板 約90ｇ,うずらのたまごの
磯部揚げ 6個,たまねぎ天 約100ｇ,
ほたて天 約100ｇ,かきあげごぼう天
約85ｇ,ねぎしょうが天 約85ｇ

はせい  自家用6種詰合せ

【泊綜合食品】

（甘酢・ピリ辛）各80g×3,黒酢 80g×2

砂丘らっきょう自家用詰合せ
【大山ハム】
2022年 夏の福袋 お手軽セット

【かろや】
かろや  食べきりちくわ詰合せ

■ カタログ掲載商品の注意事項とお願い ■
お届けまでに1～2週間程度のお時間をいただく場合がござい
ます。お手数ですが日時に余裕を持ってお申し込みください。

・お届け時期は、天候や諸条件等の変化により、多少前後する場合
  がございます。
・お届け日、時間の指定が承れない商品もございます。詳しくは
  スタッフまでお問い合わせください。
・生鮮品（農水畜産物）は収穫時期と量に限りがあるため、なくなり
  次第販売を終了させていただきます。
・お申し込み及びお会計は、とっとり・おかやま新橋館の店頭及び
  公式オンライン通販ショップにて承っております。
・熨斗紙等をご希望のお客様は、お気軽にお申し付けください。

東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス1 階
とっとり・おかやま新橋館 TEL 03-6280-6474

産地直送

冷 蔵

送料込

冷 凍

当館発送

常 温

送料別

持帰り可

＜表示について＞
産地より直送でお届けいたします 宅配便又は ゆうパック

当館より発送いたします。 クール便（冷蔵）

クール便（冷凍）送料が別途かかります。

店頭に在庫をご用意しております
※ただし事前予約が必要な商品もございます。

表示価格に送料が含まれて
います。

産地直送 常 温 送料込 産地直送 常 温 送料込

産地直送 冷蔵 送料込

注文番号 JK22S-01

注文番号 JK22S-03

注文番号 JK22S-05

注文番号 JK22S-04

注文番号 JK22S-02

注文番号 JK22S-06

5～7玉 約1.3kg 簡易箱

（あらびきポークウィンナー214g,熟成
糸巻きロースハム320g,生ハム
《ロース》40g,ミートローフ250g,
モルタッデラ75g,ベーコン80g）各×1

（とうふ竹輪・とうふのやき・
鯛ちくわ・あご竹輪）各50g×3

当館発送 冷 蔵 送料別 持帰り可

産地直送 冷蔵 送料込

※注文締切：7/15
※7/28～8/3にお店での
　お渡し又は発送にな
　ります。

こちらの商品は全て、自家用のお得なセットの為、のしの指定、包装はご容赦ください。

※写真提供：岡山県観光連盟、鳥取県

カタログ有効期限：2022年6月1日～2022年8月20日

産地直送 常 温 送料込

とっとり・おかやま公式オンライン通販ショップでもお買い物いただけます。https://toriokashop.official.ec/

※ただし北海道は600円、沖縄は900円が別途
　かかります。また冷凍・冷蔵品の場合はクー
　ル代としてプラス220円頂戴します。

※桃、葡萄などの青果物につきましては
　沖縄・離島への配送は、天候等の影響
　によりご迷惑をおかけする場合がある
　ため、お断りしております。


