


ご注文いただく際のご注意 

 

■お申込み期間 

2022 年 7 月 1 日～2022 年 12 月 31 日（消印有効） 
※詳しくは株主優待通知書に記載がございますのでご確認下さい。 
※期間を過ぎた場合は今年度の優待品の発送はございませんのでご了承ください。 

 

■注文方法 

15,000 円相当のカタログご注文の方は 

5,000 円相当のカタログ・10,000 円相当のカタログより 

それぞれ 1 商品ずつお申込み下さい。 

 

お申込みの際は 株主優待通知書内のハガキにご記入の上 

ポストへ投函してください。 

 

  



 
 
 
 
 
■掲載商品について 
 掲載商品はメーカー様の事情により、予告なく掲載終了となる場合がございます。 
 天候やメーカーの都合等によりお届けできなくなった場合、及び限定数量を超えた
場合はご希望に添えないことがございます。 
その際は事務局よりご連絡させていただきます。 

 メーカー事情により生産国・原産地が変更になる場合がございます。 
 実物と印刷に色味の差が生じる場合がございます。 
 パッケージデザインが変更になる場合がございます。 
 商品イメージを出すため小物を使用し撮影をしております。商品内容に記載されて
いない小物類は、お届けする商品に含まれておりません。 

 お酒類は、20 歳未満の方には販売（交換）いたしかねます。 
 
 
 
■発送・お届けについて 
 ご注文いただいた商品については、お届け日の日時指定は受け付けておりません。 
 商品お届けまでの期間はご注文商品毎に変わります。 
※ご注文から到着まで 1 か月程度お時間を頂く商品もございます。 
※年末年始などの大型連休は、配送に通常より時間がかかる場合がございます。 
※商品によってお届けする期間が指定されている場合がございますので、 
商品詳細をご覧ください。 

 商品は産地またはメーカー様から直送となりますが、差出人欄は「ギフトパッド」
と記載しております。差出人様のご指定は受け付けておりませんので、 

 予めご了承ください。 
 商品未着のお問い合わせは 1 月末までにご連絡頂けない場合、商品在庫の都合上
対応出来兼ねますので予めご了承ください。 

 
 
 
■交換・返品について 
 お届け商品がご注文商品と異なる場合あるいはお届け時の商品不良に関しまして
は、メーカー、産地へ商品交換の手配をいたします。 
【ひろぎんホールディングス株主優待事務局】までご連絡ください。 
到着後 7 日以上経過した優待品のお取替えはお受けできません。 

 お申込み後の商品変更・キャンセルはできません。 



肉・海鮮 ― 5000円 ―

天然紅鮭スモークサーモンと
天然銀鮭ハラスのセット

天然紅鮭スモークサーモン 70ｇパック×3
原料原産地：カナダ

天然銀鮭ハラス 300ｇパック×2
原料原産地：アラスカ

原産地：兵庫県
賞味期限：製造日より90日

国内加工、無添加で安心です。
大変貴重なカナダ産天然紅鮭スモークサーモン：自然豊かなカナダの
中でも、特に良質な漁場で育った天然紅鮭を原料としています。美し
い身色と極上の脂の旨味をご堪能いただけます。
一本釣り漁法で釣り上げた、鮮度の良いアラスカ産天然銀鮭ハラス
（塩蔵）：鮭ハラスはマグロでいうトロの部分。脂と旨味が凝縮され
ており、こんがり焼けば皮はパリッと、身はとろける美味しさです。

商品コード
HA-01

有限会社ウォルキャン･シーフード･ジャパン

スマートオイスターフレッシュ18個

兵庫県産超高圧殻付かきMサイズ 6個×3袋入り

原産地：兵庫県
賞味期限：製造日より30日
配送パターン：冷凍

超高圧処理を行っておりますので、いつでも簡単に生食用の牡蠣を
お楽しみいただけます。超高圧殻付牡蠣とは、牡蠣の香りや味はそ
のままに生食用としてお召し上がりいただける殻付牡蠣です。また
牡蠣の貝柱が外れているので、ナイフを使わずに手で簡単に殻を開
ける事が出来ます。日本全国の牡蠣を取り扱う弊社が、超高圧殻付
牡蠣でお勧めする産地がこの兵庫県産です。口に入れた時の磯の香
りとあっさりとした味の絶妙なバランスをお楽しみください。

商品コード
HA-02

クニヒロ株式会社

冷凍 冷凍

霧島黒豚しゃぶしゃぶ大皿華盛セット

霧島黒豚かたロース 200ｇ
霧島黒豚ばら 200ｇ
霧島黒豚もも 250ｇ

原産地：宮崎県
原材料の一部に豚肉を含む
賞味期限：製造日より180日

霧島黒豚（宮崎県産）のかたロース肉、ばら肉、もも肉を
約1.5mm厚にしゃぶしゃぶ用にスライス。それぞれの部位の
旨味を是非一度ご賞味下さい。

商品コード
HA-03

林兼産業株式会社

ロマンティック街道ハム詰合せセット

熟成ロースハム 54ｇ×2、熟成ベーコン 56ｇ×2
ホワイトシンケン 78ｇ、ビアシンケン 78ｇ
ブラートヴルスト 100ｇ、ヴィエナヴルスト 100ｇ
ワイルドポーク 220ｇ

賞味期限：製造日より50日
原材料の一部に豚肉を含む

ドイツ農業協会（DLG）国際食品品質協議会金賞受賞
ドイツのハム・ソーセージ造りに学び、国産豚肉を使用し、
ドイツの塩「アルペンザルツ」で丁寧に仕込んでおります。

商品コード
HA-04

福留ハム株式会社

冷凍 冷蔵



辛子明太子「金印」400ｇ

内容量：400ｇ
1個のサイズ：縦18×横18×高6.5cm
重量：650ｇ

賞味期限：冷蔵で10日
原産地：山口県

ベーリング海で水揚げされた「たらこ」を厳選吟味し、
宮崎県産の天然ゆずをベースにした特製調味にて48時間じっ
くり漬け込み、前田海産独自の製法でさらに24時間熟成させ
て仕上げました。選び抜かれた「たらこ」のみが持つ抜群の
粒子感と上品な味わいが特長です。

商品コード
HA-05

前田海産株式会社

冷凍



グルメ ― 5000円 ―

厳選商品詰め合わせ

・焙煎ごぼう茶プレミアムブレンドごぼうのおかげ
内容量：2ｇ/包×7包入×2袋

・栄養とろけるごぼうスープ 10食分×1袋
・国産ごぼうのおこわ 320ｇ（お茶碗約3杯分）×2箱
・国産ごぼう佃煮 鰹牛蒡、山椒牛蒡各80ｇ×1袋

原材料の一部に乳、小麦、大豆、鶏肉、ゼラチンを含む
賞味期限：製造日より12か月以上

「焙煎ごぼう茶プレミアムブレンドごぼうのおかげ」は、国産の
ごぼうを皮ごと丸ごと使用。あじかん独自の特許製法により、香ば
しく飲みやすい人気の商品です。お通じ（便量）を改善する機能も
報告されています。他に、健康野菜『ごぼう』を使用した、あじか
ん厳選の商品「栄養とろけるごぼうスープ」「ごぼうのおこわ」
「ごぼうの佃煮（鰹牛蒡、山椒牛蒡）」を詰め合わせにしました。
ぜひお召し上がりください。

商品コード
HA-06

株式会社あじかん

みんなでまぜまぜスペシャルセット

広島限定お好みソース 300ｇ×１、お好みソース 300ｇ×1
焼そばソース 300ｇ×１、だしと醤油のたこ焼ソース 300ｇ×１
お好み焼こだわりセット 2人前×１
広島お好み焼こだわりセット 2人前×１
たこ焼こだわりセット4人前×１、ねぎおここだわりセット2枚分×１
キャベツ焼こだわりセット2枚分×１、チヂミこだわりセット2人前×１
とんぺい焼こだわりセット2枚分×１、山芋焼こだわりセット2枚分×１
ホットプレート用ヘラ×１

原産地：広島県 原材料の一部に乳、卵、小麦を含む
賞味期限：製造日より270日

お好み焼はもちろんチヂミやたこ焼、キャベツ焼、ねぎおこ、
とんぺい焼が簡単にできるコナモンが満載のセットです。
ホットプレート用のヘラがついているのがうれしいです。

商品コード
HA-07

オタフクソース株式会社

常温 常温

倉敷カモ井食品「おつまみ」セット

俺の贅沢 サラミ＆焼きチーズ 45ｇ×２
俺の贅沢 燻製いか＆焼きチーズ 43ｇ×２
俺の贅沢 明太＆焼きチーズ 44ｇ×２
俺の贅沢 ごろ焼き風さきいか 29ｇ×２
俺の贅沢 鶏はらみ30ｇ×２
のみとも ソフトさきいか67ｇ×２
のみとも ソフト皮付あたりめ 55ｇ×２
”ザクッ”っとまるごとお魚 45ｇ×２

原産地：岡山県 原材料の一部に小麦、卵、乳を含む
賞味期限：製造日より150日以上

江戸後期より倉敷で創業し、伝統の味を守り続けながらおい
しさを追求したカモ井食品の人気商品を揃えました。
バラエティ豊かな、おつまみのセットです。

商品コード
HA-08
申込み期間
～10月31日締切

カモ井食品工業株式会社

広島県産コシヒカリ
「牡蠣誉（カキホマレ）」

令和4年度広島県産コシヒカリ精米5kg 1袋

賞味期限：精米日より2か月
原産地：広島県

ファーム安芸高田ブランド米「牡蠣誉（カキホマレ）」
田んぼにミネラル分が豊富に含まれている牡蠣殻を粉砕した
肥料を投入することで土や水質を浄化しています。きれいな
土壌と江の川の清らかな水で育ったお米です。
安芸高田市は広島県北部に位地し標高が高く、昼夜の寒暖差
でお米の甘味と程よい粘りがあります。

商品コード
HA-09
お届け期間
10月20日頃～

順次発送

株式会社栗本

常温 常温

数量限定／200点



サタケの非常用保存食 5年保存セット

・マジックライス
【保存食各100ｇ】白飯、五目ご飯、ドライカレー、野菜ピラフ
チャーハン、根菜ご飯、わかめご飯、青菜ご飯、梅じゃこご飯

【ミニ各50ｇ】五目ご飯、ドライカレー、わかめご飯
原産地：広島県 ※アレルギー物質28品目不使用

・長期保存パンパンデバー 各1個ずつ 原産地：和歌山県
原材料の一部に小麦、卵、乳を含む

賞味期限：製造日より5年以上

まさかの時にも美味しいご飯を！炊飯したお米を乾燥させた乾燥米
飯(アルファ化米）と、封を開けたらそのまま食べられる長期保存
パンの詰合せです。マジックライスはお湯を注いで15分、水なら60
分で美味しいご飯が完成します。調理時に注水量を変えることに
よって、ご飯と雑炊の２通りの食べ方が選べます。
ご飯とパンで全13種類、色々なお味をお楽しみいただけます。

商品コード
HA-10

サタケ・ビジネス・サポート株式会社

燻製ナッツとスモークチーズのセット

燻製ナッツ 100ｇ
燻製ピスタチオ 75ｇ
スモークチーズ 70ｇ
スモークカマンベール 120ｇ

原産地：広島県
原材料の一部に乳を含む
賞味期限：製造日より120日

職人が時間をかけてサクラのチップでじっくり燻しました。
燻製の強さとバランスにこだわった燻製好きの為のセットで
す。

商品コード
HA-11

株式会社シマヘイ

常温 冷蔵

無洗米ひろしま食べ比べセット8kg

無洗米東広島市産恋の予感 5kg×1
無洗米広島県産こしひかり 3kg×1

原材料の一部に米を含む

広島生まれのお米「恋の予感」は一粒一粒がしっかりして弾
力があり、あっさりとした飽きのこない味のお米です。東広
島市で収穫された「恋の予感」と、地元広島の土と水で育っ
た粘りと甘みの強い美味しい「こしひかり」の無洗米セット
です。お米の食協が厳選し、独自の精米技術でやさしく精米
し、洗米いらずの無洗米にした自慢の二品の食べ比べを。

商品コード
HA-12

食協株式会社

瀬戸の彩

安芸みやび合わせみそ 500ｇ×2
かきだし入りみそ 500ｇ
FD広島菜入りかきだし入りみそ汁 1食×8

原産地：広島県安芸高田市
賞味期限：製造日より180日

大正12年に創業しまもなく100年を迎える新庄みそが、自信を
持ってお勧めする商品を詰め合わせました。広島県産大豆、
国産の米・大麦と原料にこだわった「安芸みやび合わせみ
そ」、広島産かきの旨みをだしに使い、まろやかでコクのあ
るみそに仕上げた「かきだし入りみそ」など、いずれも広島
の味を堪能いただけるセットをご用意しました。

商品コード
HA-13

新庄みそ株式会社

常温 常温



釜めしの素セット

・穴子釜めしの素
国産穴子使用、2合用、具材・出汁入り

・牡蠣釜めしの素
広島県産牡蠣使用、2合用、具材・出汁入り

原産地：山口県
原材料の一部に小麦・大豆・乳成分・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む
賞味期限：製造日より1年

2022年3月に新登場、創業71年広島郷土料理専門店の名物釜飯
を自宅で簡単に味わえるレトルトに本気で挑戦。
釜飯は食材、調理法、出汁に徹底的にこだわりお店の味を再
現。穴子は自社で仕入れた国産活穴子で鮮度抜群。穴子を煮
て焼くことでふっくらと肉厚の穴子がとろける旨さ、秘伝の
甘辛いタレが穴子と良く合い何度でも食べたくなる味わい。

商品コード
HA-14

ウヅラお酢・ドレッシング
バラエティーセット

こだわりドレッシングミックス野菜・ノンオイルドレッシング
和風ごま・ごまだれ各230ml 各1本
こだわりゆず味ポン・すし酢・手いら酢三杯酢各360ml 各1本
たまねぎゆずポン酢ドレッシング 300ml 1本
くだものを漬けて飲みま酢・純玄米黒酢・手いら酢しょうゆ味
各500ml 各1本 計10本

原産地：岡山県 原材料の一部に小麦、卵を含む
賞味期限：製造日より180日

こだわり素材と美味しさを追求した野菜たっぷりのド
レッシングと人気の調味酢をバラエティー豊かに選び抜
きセットにしました。

商品コード
HA-15

常温 常温
株式会社酔心 大興産業株式会社

ひりょうやさんの
トマトジュースセット

広島県（三原市）産肥料屋さんのトマト 500ｇ×1箱
ひりょうやさんのトマトジュース 500ml×1本
（無塩・無添加）

賞味期限：出荷日より約1週間（トマト）
製造日より1年間（トマトジュース）

原産地：広島県

農業に携わる肥料屋さんがトマトを育てました。創業以来”おいし
い”にこだわり研究を重ね、有機肥料を作り続けてきた肥料屋です。
私たちはおいしさにこだわり追求してきました。見た目は鮮やかな
ピンクがかったツヤのある赤色の長円型です。コクのある甘さに加
え爽やかな食味と濃厚な旨味が後を引きます。
天然由来の魚エキスで栽培した肥料屋さんのトマトと、ひりょうや
さんのトマトジュースです。

商品コード
HA-16

かき醤油味付のり6本・
かき醤油味付のりふりかけ3本入

板のり6.75枚分8切54枚×6本
ふりかけ 50ｇ×3本

原産地：日本
原材料の一部に小麦、えび、乳を含む
賞味期限：製造日より300日

広島牡蠣の濃厚な旨味と風味、ふわっとやさしい食感と
口どけの良さが人気のマルヒャクの看板商品「かき醤油
味付のり」と、かき醤油味付のりと風味豊かな胡麻を絶
妙のバランスで配合した人気の「かき醤油味付のりふり
かけ」のセットです。

商品コード
HA-17

常温 常温
大成農材株式会社 広島海苔株式会社

お届け期間
11月末～

順次出荷



北前亭詰合せ

くるみ小女子 140ｇ、SD大金ごまひじきしそ風味 135ｇ
カープちりめん：広島菜、昆布、穴子各50ｇ
ローストちりめんお徳用袋 70ｇ
べっぴんナッツ 40ｇ、フルーツくるみ 75ｇ 各１個

原産地：広島県
原材料の一部に小麦、乳、かに、大豆、くるみ、ごま、
アーモンド、カシューナッツを含む
賞味期限：製造日より60日
1786年創業の福利物産【北前亭】より、伝統と美味しさをお
届けいたします。温かいごはんに、おにぎりにと大活躍の広
島菜ちりめんをはじめ、くるみ小女子、金ごまひじきしそ風
味など人気の佃煮を詰合せました。カリッとローストし燻製
した、塩分不使用のべっぴんナッツは料理のアレンジも広が
ります。

商品コード
HA-18

熟うまっ塩麹ハンバーグ

12食（ハンバーグ120ｇ×12） 計1,440ｇ

原産地：広島県
原材料の一部に卵、小麦、乳を含む
賞味期限：製造日より90日

牛ひき肉を塩麹に漬け、牛肉の旨みを凝縮したジュー
シーなハンバーグ。糀に含まれる酵素の力で、ふっくら
と柔らかく焼き上がります。焼いている途中に縦にしっ
かり膨らんでいくのがわかります。塩麹も国産米のみを
使用した贅沢な逸品です。ぜひ、お召し上がりください。

商品コード
HA-19

常温 冷凍
株式会社ますやみそ福利物産株式会社

三島食品オリジナルギフトセット

・オリジナルギフトFURIKAKE
UME FURIKAKE 2.0ｇ×10袋
SETOFUMI FURIKAKE 2.0ｇ×10袋
IWASHI FURIAKE 2.5ｇ×10袋、GOMA FURIKAKE 2.5ｇ×10袋
YUKARI FURIKAKE 2.0ｇ×10袋
賞味期限：製造日より279日
原材料の一部に小麦、乳を含む

・赤しそドリンクYUKARI TM（希釈タイプ） 900ml×1本
賞味期限：製造日より365日

オリジナルギフトFURIKAKEは、5種類の1食用ふりかけをおしゃれなパッ
ケージ缶に詰合せたギフト商品です。ふりかけは自社が長年お取り組み
させていただいている学校給食でもご使用いただいており、安全・安
心・おいしさをお届けいたします。
赤しそドリンクYUKARI TMは赤しその生葉から抽出した「赤しそエキス」
を使用した希釈タイプの清涼飲料水です。「赤しそジュース」や「お酒
の割材」など、鮮やかな赤紫色と爽やかな香りをお楽しみいただけます。

商品コード
HA-20

瀬戸内の詰め合わせ

レモスコ 60ｇ、レモンバター 130ｇ（卵、乳）
はちみつレモネード 220ｇ、鳥皮みそ煮 130ｇ（小麦、乳）
牡蠣のオイル漬け自家製醤油味 120ｇ（小麦）
牡蠣のオイル漬けレモスコ味 120ｇ
瀬戸内パスタレモンカルボナーラ 125ｇ（小麦、卵、乳）
瀬戸内パスタ海老と帆立のトマトクリーム 130ｇ（小麦、乳、
えび、かに）
各1個 ※原材料の一部に（）内の成分を含む

原産地：日本、他 賞味期限：製造日より180日

牡蠣のオイル漬けや瀬戸内の食材を使ったパスタソース、
瀬戸内レモンを使ったバターやレモネードの素など。瀬
戸内を満喫できる全8点の詰め合わせです。

商品コード
HA-21

常温
ヤマトフーズ株式会社三島食品株式会社

常温



広島菜カレー詰合せ

・広島菜カレー 170ｇ×7
賞味期限：製造日より240日

・ぱりぱり広島菜 100ｇ×1
賞味期限：製造日より120日

原産地：広島県
原材料の一部にえび、小麦、乳を含む

広島菜漬の旨みがとけ込んだスパイシーな本格カレー。日本三大漬
菜の一つ「広島菜」。古くから漬物として食べられている広島の名
産品です。広島菜漬のペーストがとけ込んだ「広島菜CURRY」は漬
物ならではの風味が旨みとなって味に深みを出しています。広島菜
に合わせて調合したスパイスが豊かに香る本格カレーです。
※製品中に広島菜漬が12％含まれています。

商品コード
HA-22

アヲハタ
まるごと果実バラエティ９本セット

まるごと果実 いちご・いちじく各255ｇ
あんず・オレンジ・白桃・マンゴー・ブルーベリー・
りんご・クランベリー各250ｇ

賞味期限：製造日含め12か月

好きなフルーツをいつでも好きな時に。そんな想いを実現し
たのが、「アヲハタ まるごと果実」です。さわやかでフ
ルーティーな香り、ごろっとした果肉、口いっぱいに広がる
みずみずしさが特長のフルーツスプレッドです。パンやヨー
グルト、デザート、暑い季節はシャーベットやドリンクでも
お楽しみいただけます。

商品コード
HA-23

常温
アヲハタ株式会社株式会社山豊

常温



麺類 ― 5000円 ―

ラーメン我馬8食+辛子高菜2袋セット

【赤うま】麺 100ｇ・スープ 60ｇ・こがしにんにくオイ
ル 5ｇ・辛みそ 3ｇ
【白うま】麺 100ｇ・スープ 60ｇ・すりごま 0.5ｇ
※1箱2食入り計4箱（8食入り）

【辛子高菜】高菜 150ｇ×2袋

原産地：日本
原材料の一部にそば、乳、卵、えびを含む
賞味期限：製造日より90日
【赤うま】特製辛味噌と自家製香油が絡みあう奥深い味わいと
コクが自慢！我馬一番人気のラーメンです。
【白うま】守りながら、変わり続ける原点の味。我馬の定番商
品！
【辛子高菜】じっくりと寝かせた国産高菜漬けに、旨みの濃い
唐辛子と風味豊かな胡麻油を絡めた「我馬」人気の辛子高菜！

商品コード
HA-24

株式会社アースフード

広島流お好み焼そば入4枚セット

お好み焼：そば入 410ｇ×4枚
(特製ソース・青粉付き）

原産地：広島県
原材料の一部に小麦、卵、えびを含む
賞味期限：製造日より365日

広島のソウルフードとして半世紀以上愛されている「広島流
お好み焼」。その生みの親でもある『みっちゃん』こと井畝
満夫が手掛けた冷凍お好み焼です。原材料にこだわって一枚
一枚丁寧に手焼きしています。当店自慢の特製ソースをかけ
てお召し上がりください。

商品コード
HA-25

株式会社ISE広島育ち

冷凍常温

手延べざるうどん

ざるうどん 220ｇ×15袋入り

賞味期限：製造日より2年
原産地：岡山県
原材料の一部に小麦を含む

茹で時間たった４分で手間いらず。つるっとした喉越しと独
特のもっちり触感で夏一番の人気商品。冷たく冷やしてお召
し上がりください。

商品コード
HA-26

かも川手延素麺株式会社

手延五色そうめん雅び蔵出し

内容量：1,600ｇ
白 50ｇ×28束
抹茶・梅・みかん・もち麦各50ｇ×1束

サイズ：縦20.7×横30.5×高さ4.7cm

賞味期限：2023年10月
原産地：愛媛県
原材料の一部に小麦を含む

製麺から一年以上じっくりとねかせ白・抹茶・梅・みかん・
もち麦の古（ひね）物そうめんの詰合せです。熟成された
（ひね）物そうめんは風味豊かでコシが強く、味わい深い麺
になります。

商品コード
HA-27

五色そうめん株式会社

常温 常温



らぁ麺・調味料セット

らぁ麺２食用（100ｇ×２）×3袋
卵にかけるお醤油 150ml×2本
恵みの一滴 150ml×1本

原産地：広島県
原材料の一部に小麦を含む
賞味期限：製造日より4か月

醤油屋が本気で作った醤油が主役のらぁ麺です。
醤油のこだわり国産有機大豆、小麦を使用し杉桶にて3年以上
熟成発酵させた国産有機蔵出し醤油を使用、麺は地元広島産
の小麦粉を使用してつくっております。だしへのこだわりも
多く地元産瀬戸内いりこを使用したこだわりが詰まったらぁ
麺です。

商品コード
HA-28

寺岡有機醸造株式会社

常温



スイーツ ― 5000円 ―

ベイクドスイーツセット

瀬戸田レモンクッキー、チョコチップクッキー
フィナンシェ、バウムクーヘン、マドレーヌ
マドレーヌショコラ、パウンドケーキ
デンマークケーキ2種
各2枚 合計18枚

原産地：広島県
原材料の一部に乳、卵、小麦を含む
賞味期限：製造日より20～40日
アンデルセン人気の焼き菓子を9種類詰合せました。ひろくん
クッキー（瀬戸田レモンクッキー）1枚、瀬戸田レモン
クッキー1枚、チョコチップクッキー2枚、フィナンシェ2個、
バウムクーヘン2個、マドレーヌ2個、マドレーヌショコラ2個、
パウンドケーキ2個、デンマークケーキ2種）コーヒー、紅茶
と一緒にヒュッゲなひとときをお過ごしください。

商品コード
HA-29

株式会社アンデルセン

ちゅうちゅうゼリー12個セット

温州みかん、伊予柑、カラマンダリン、はれひめ
清見タンゴール、河内晩柑
175ｇ各2個 計12個

賞味期限：製造日より90日
原産地：愛媛県

愛媛県産柑橘果汁を贅沢に使用。例えば温州みかんのゼリー
であれば果実約12玉分の果汁を使用。まるで果実をそのまま
食べているかのような濃厚な味わいです。
香料、保存料、着色料不使用。

商品コード
HA-30

株式会社オレンジフーズ

常温 常温

ひとつぶのマスカット6個セット×2箱

ひとつぶのマスカット 6個セット×2箱

原産地：広島県
賞味期限：製造日より9日

ぶどうの女王と呼ばれる高級マスカット・オブ・アレキサン
ドリアを生のまま求肥で手包み。一粒一粒職人が手作業で
作っています。夏の限定商品として毎年好評の一品です。

商品コード
HA-31

株式会社共楽堂

味楽郷

清水白桃ぜりぃ×2個、織部錦×4個
福渡せんべい×3個、本練りようかん×1本

原材料の一部に乳成分、卵、小麦を含む
賞味期限：製造日より40日

きざみ栗入りのさつま芋あんとこしあんを包んだしっとりと
した焼饅頭「織部錦」。香ばしい洋風せんべいに、なめらか
なクリームを挟んだ「福渡せんべい」。小豆の風味を引き立
てた小倉羊羹「本練りようかん」。上品にとろける口あたり
にこだわり仕上げた、清水白桃を味わい尽くせる果実ぜりぃ
「清水白桃ぜりぃ」の詰合せです。

商品コード
HA-32

株式会社宗家源吉兆庵

常温 常温

受注期間
～8月20日締切



八天堂オリジナルセット

【1箱目】カスタード×4、生クリーム＆カスタード×2
抹茶×2、チョコレート×2

【2箱目】小倉×2、瀬戸内レモン×4

原産地：広島県
原材料の一部に小麦、乳、卵、大豆を含む
賞味期限：製造日より冷凍で90日

何度食べても”はっ”とする、とろけ食感をご堪能いただける
くりーむパン。八天堂のクリームに『瀬戸内レモン』の
フレーバーを加えました。さっぱりとしたフルーツのジャム
に、くちどけのいい冷たいくりーむパンは相性抜群です。
定番の5種類のくりーむパンも入った6種12個詰合せ。

商品コード
HA-33

株式会社八天堂

スティックケーキ24本入り箱

バター・抹茶・チョコレート各8本

原産地：広島県
原材料の一部に乳、卵、小麦を含む
賞味期限：製造日より45日

広島県産の米粉と、芳醇な焦がしバター、アーモンドをふん
だんに使ったリッチな味わい、そのなかでも人気のバター、
抹茶、チョコレート、の３種類を8本ずつ詰合せました。
モンドセレクション最高金賞を2019,2020,2021年と3年連続
受賞した商品です。

商品コード
HA-34

株式会社ボストン

常温冷凍

やまだ屋ギフトセット

・もみじファミリー 20個入
もみじ饅頭（こしあん）、つぶあん、クリーム、
チョコ、抹茶各4個

・もみじ饅頭（こしあん）10個入
・桐葉菓 6個入

賞味期限：製造日翌日より20日
原産地：日本
原材料の一部に小麦、乳、卵を含む
何度も水にさらし灰汁など不純物を取り除き、 舌ざわりのな
めらかな食感に仕上げた、やまだ屋自慢のこしあん（さらし
あん）をはじめ、バラエティー豊かなもみじ饅頭の詰合せ・
もみじファミリーや、もち粉100%の生地で焼き上げた上品で
あっさりした味わいの、一番人気・桐葉菓（とうようか）を
お届けします。

商品コード
HA-35

株式会社やまだ屋

常温



ドリンク ― 5000円 ―

ドリップコーヒーセット

グァテマラ・アンティグア 10ｇ
パナマ・バルマウンテン 10ｇ
陰干珈琲ブラジル・ブルボン 10ｇ
ビルカマウンテン 10ｇ
コロンビア・ブルボン・ティピカ 10ｇ
有機栽培コーヒー 9ｇ
各7パック

原産地：広島県 賞味期限：製造日より547日
有機栽培・高級な銘柄ばかりのドリップコーヒーギフトです。
世界の厳選コーヒーをお楽しみください。

商品コード
HA-36

株式会社セイコー珈琲

のむ酢バラエティセット

のむ檸檬酢（3倍濃縮タイプ）270ml
のむ柚子酢（3倍濃縮タイプ）270ml
のむ生姜酢（3倍濃縮タイプ）270ml 各1本
賞味期限：製造日より1年

のむブルーベリー酢パークリング 200ml
のむ檸檬酢パークリング 200ml 各1本
賞味期限：製造日より1年6か月

原産地：広島県・島根県
国産純りんご酢、蜂蜜などを使用し、天然水とで造った風味豊かで
飲みやすい、3倍濃縮タイプの「のむ酢」と、「のむ酢」を親しみ
やすい炭酸飲料にした、「酢パークリング」の詰め合わせです。
「のむ酢」はいずれもお水や炭酸割は勿論、牛乳割やお湯で割りで
も美味しお召し上がりいただけるほか、お料理やデザート作りにも
幅広く活用いただけます。「酢パークリング」は冷やしてそのまま
美味しくお飲みいただけます。

商品コード
HA-37

センナリ株式会社

常温 常温

チチヤスギフトセット

・しっかり鉄分×9本
品名：清涼飲料水 内容量：125ml
賞味期限：製造日より270日
原材料の一部に乳成分、大豆を含む 生産地：日本

・チー坊タオルハンカチ＆ガーゼハンカチ（赤・青）
各2枚 サイズ：縦25×横25cm

・チー坊ランチトートバッグ×1点
サイズ：高さ20×横幅30×底マチ10×持ち手30cm
生産地：パキスタン（印刷：日本）

・しっかり鉄分 125ml
成人女性１日不足分の鉄分4mgを配合した栄養機能食品です。

・チー坊タオルハンカチ
チー坊の笑顔と後ろ姿を同時に楽しめる今治産のハンカチです。

・チー坊ガーゼハンカチ
チチヤスヨーグルトをモチーフにした柔らかく肌に優しいハンカチです。

・チー坊ランチトートバッグ
お弁当や水筒を持ち運ぶのにぴったりなサイズです。

商品コード
HA-38

チチヤス株式会社

植物乳酸菌発酵エキス
「マイ・フローラ」1weekボトル×4本セット

内容量：1weekボトル（700ml）×4本で28日分
商品サイズ：幅7.3×奥行7.3×高さ23.5cm、重量790ｇ
原材料：にんじん汁、セロリ汁、イソマルトオリゴ糖

梨果汁、乳、醸造エキス末
保存方法：冷蔵10℃以下

原産地：広島県
原材料の一部に乳を含む
賞味期限：製造日より40日

一般的なヨーグルトや乳酸菌飲料が、主に乳（牛乳や脱脂粉乳な
ど）を動物乳酸菌で発酵させているのに対し、「マイ・フローラ」
は、野菜（にんじんの絞り汁など）を生命力の強い植物乳酸菌で発
酵させています。にんじんのやさしい甘さに乳酸菌が醸しだす芳香
と酸味がマッチしたさわやかな味は、牛乳やヨーグルトが苦手な方
にもおすすめです。発酵による風味の変化を楽しめる「生きている
ジュース」です。

商品コード
HA-39

野村乳業株式会社

常温 冷蔵



濃い旬搾りみかん
ジャムマーマレードセット

・濃い旬搾りみかん 700ml×3
賞味期限：製造日より6か月

・ジャム・マーマレ－ド 280ｇ×3
花いちじく・レモン・ネーブル各1本
賞味期限：製造日より1年

瀬戸内の温暖な気候が育んだ温州みかんを旬の時期に搾り、
旨味のもととなる果肉の成分を多く残した、より濃厚な
ストレートジュースと、国産原料のみを使用し、甘さ控えめ
風味豊かなジャム、マーマレードのセットです。

商品コード
HA-40

株式会社丸松

常温

お酒 ― 5000円 ―

延寿・朱泉本仕込 2本セット

・純米大吟醸 延寿
原材料：米、米こうじ 原料米：山田錦
アルコール分：16度 精米歩合：50％

・純米吟醸 朱泉本仕込
原材料：米、米こうじ 原料米：広島八反・中生新千本
アルコール分：16％ 精米歩合：58％

720ml×2本

原産地：広島県
【延寿】蔵元より北へ約6kmにある圃場で栽培された酒米『山田錦』を清ら
かな酒都･西条の伏流水と広島杜氏伝承の技で醸した純米大吟醸酒です。
穏やかな香りと透明感のある優しい米の甘み、フレッシュな酸味が程よく調
和しています。
【朱泉本仕込】日本酒本来が持つ旨味を残すため、炭素を使った濾過をして
いないため、淡い黄金色をしています｡
ふくよかな旨味とコク、爽やかなキレを持った純米吟醸酒です｡

商品コード
HA-41

賀茂泉酒造株式会社

賀茂鶴蔵元限定セット

・純米大吟醸 広系酒三十三号
原材料：米（国産）、米こうじ（国産米） 原料米：広系酒33号100％
アルコ－ル分：16度以上17度未満 精米歩合：50％

・特別本醸造 蔵出し原酒
原材料：米（国産）、米こうじ（国産米）、醸造アルコール
原料米：酒造好適米100％
アルコ－ル分：18度以上19度未満 精米歩合：60％

容量：720ml×2本 サイズ：20.6×10.2×31.5cm 重量：3.1kg
原産地：広島県 賞味期限：製造日より1年

ひろぎんHD様株主優待オリジナル蔵元限定セットです。
■純米大吟醸広系酒三十三号【蔵元限定酒】
酒米「広系酒三十三号」を精米歩合50％まで磨き醸した果実のよう
な香りの純米大吟醸。
■特別本醸造蔵出し原酒【蔵元限定酒】
穏やかな香りとまろやかな旨みが特長。辛口の味わいの中に旨さの
ある特別本醸造原酒。

商品コード
HA-42

賀茂鶴酒造株式会社

常温 常温

アルコール アルコール



SAKURAO GIN ORIGINAL・
戸河内ウイスキー各1本

・SAKURAO GIN ORIGINAL
アルコール分：47度

・戸河内ウイスキー
アルコール分：40度

各700ml

原産地：広島県
賞味期限：製造日より2年

広島が育んだフレッシュな柑橘類など9種類のボタニカルと、
伝統的なジンに使用される4種類のボタニカルを使用した柑橘の
香りと伝統的なジンの風味が融合したアロマが特徴のクラフト
ジンと、特徴の異なるグレーンウイスキーと適度なピート香と
柔らかな甘みを持つモルトウイスキーをブレンドした、ライト
な味わいの中に力強さを感じさせるウイスキーのセットです。

商品コード
HA-43

株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー

白牡丹純米大吟醸・
純米サンフレカップ詰め合わせ

・白牡丹 純米大吟醸 720ml瓶1本
原材料：米（国産）、米こうじ（国産米） 原料米：千本錦100％
アルコール分：17度 精米歩合：38％

・白牡丹 純米サンフレカップ 200ml2本セット×3セット
原材料：米（国産）、米こうじ（国産米）
原料米：広島県産米100％
アルコール分：14度 精米歩合：70％

原産地：広島県
賞味期限：製造日より365日

純米大吟醸：広島の酒造好適米『千本錦』を38％まで丁寧に精米し
ました。ゆっくり丁寧に醗酵させることにより醸し出された純米大
吟醸は華やかな香りとまろやかな味わいが調和した、珠玉の逸品。
純米サンフレカップ：地元サッカーチーム『サンフレッチェ広島』
とのコラボレーションで生まれたカップ酒。白牡丹の日本酒らしく
甘みがありながらすっきりとした味わいを追求した純米酒。

商品コード
HA-44

白牡丹酒造株式会社

常温 常温

アルコール アルコール

お届け期間
9月1日～
順次発送

TOMOEワイン・
やまなみドリンク3本セット

・ワイン：750ml×2本
賞味期限：なし

・やまなみドリンク：720ml×1本
賞味期限：製造日より2年

※ワインの種類が変更となる可能性があります。

原産地：広島県三次市

「TOMOEマスカット・ベーリーA」は、ライトボディで鮮やかなルビー色に
フルーティなアロマ。フレッシュな酸味とわずかな渋みを醸します。
「TOMOEデラウェア」は、薄緑色がかった明るい黄色、採れたての果実を
思わせるフレッシュな香り、ジューシーで爽やかな酸味がバランスよくまと
まった味わい。
「やまなみドリンク赤」は、ぶどうのフルーティな味わいがギュッと詰まっ
た濃縮清涼飲料。2倍に薄めてお召し上がりください。お酒で割ってカクテ
ルで、また炭酸水や牛乳で割るなど幅広くお愉しみいただけます。

商品コード
HA-45

株式会社広島三次ワイナリー

千福大吟醸王者 720ml

原材料：米（国産）、
米麹（国産米）醸造アルコール

酵母：広島吟醸等
精米歩合：40％
アルコール度数17.0％、容量720ml

原産地：広島県
賞味期限：製造日より1年

『王者』の名にふさわしい、極上の味わいを追求しました。
杜氏が素材や仕込にこだわり、時間をかけて丁寧に醸した大
吟醸です。【受賞歴：IWC2022シルバーメダル受賞、ワイン
グラスで
おいしい日本酒アワード2020金賞受賞、モンドセレクション
2020金賞受賞酒】

商品コード
HA-46

株式会社三宅本店

冷蔵 常温

アルコール アルコール



雑貨 ― 5000円 ―

サンフレッチェ広島ホームゲーム招待券
（バックスタンド自由シート）

サンフレッチェ広島主管の対象ホームゲーム
（7月～10月の期間中にエディオンスタジアム広島で開催
されるJ1リーグ戦）にてご利用いただける、
バックスタンド自由シート（大人）の引換券4枚セット。
本券では入場できませんので、券面をご確認いただき
チケットにお引替えのうえご利用ください。

商品コード
HA-47

株式会社サンフレッチェ広島

ピロークッション・レクタ

約50×27×10cm
約1.05kg

原産地：岡山県

岡山県倉敷市の自社工場で生まれた、マシュマロのように柔らかい新素材
「ソフティル」はもっちりとした弾力感で、優しく体を支えてくれます。肌
に触れるものだから、いつも清潔に安心してお使いいただけるようにウォッ
シャブル機能に加え、抗菌加工を施しています。また、クッション素材にあ
りがちなパイプ同士の接触音を軽減し、より快適な使い心地を追求しました。
そんな「ソフティル」がたっぷり詰まったふわもちピロークッション・レク
タはまるごと洗えるのでお手入れ簡単。おやすみ用の枕としてはもちろんの
こと、腰当てとして、足枕としてなど、いろんな場面で大活躍。

商品コード
HA-48

萩原株式会社

常温 常温

申込み期間
～10月15日締切

カープグッズ5,000円セット

野球帽シニア、Carp防水バッグ、
スカイジェットバルーンタオル（準備ＯＫ？）

原産地：広島県

商品コード
HA-49

広島東洋カープ

フェルガナタオルセット

FERGHANA（フェルガナ）
・バスタオル（60×120cm）ホワイト 1枚
・フェイスタオル（34×85cm）ライトピンク 1枚
・ウォッシュタオ（34×35cm）ライトブルー 1枚

原産地：愛媛県

こころ整う くらし彩る

中央アジア・フェルガナ盆地で栽培された長綿を甘撚りにし、
やわらかさと吸水性のあるタオルに仕上げました。

商品コード
HA-50

村上パイル株式会社

常温 常温

定番の観戦グッズをはじめ、日常使いもできるグッズも盛り
込んだカープグッズの詰め合わせ。野球観戦や日常生活など
いろいろな形で楽しんでもらえる、カープが好きな方にはお
すすめの商品です。

数量限定／30点
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