
基本セット「福寿」　4,320円（No.47)

625円分

お得



単品おせちパック　商品情報

01- 02- 03- 04-

税抜価格 1,150円 税込価格 1,242円 税抜価格 1,150円 税込価格 1,242円 税抜価格 2,300円 税込価格 2,484円 税抜価格 1,525円 税込価格 1,647円

量目 150ｇ 量目 150ｇ 量目 150ｇ×2 量目 220ｇ

賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.5

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵

卵 卵 卵 小麦・卵

― ― ― 大豆

05- 06- 07- 08-

税抜価格 925円 税込価格 999円 税抜価格 1,350円 税込価格 1,458円 税抜価格 1,750円 税込価格 1,890円 税抜価格 775円 税込価格 837円

量目 160ｇ 量目 100ｇ 量目 240ｇ 量目 20ｇ

賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.3.31 賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.10

温度帯 冷蔵 温度帯 常温 温度帯 常温 温度帯 冷蔵

卵 ― ― 小麦

さけ 大豆 ― 大豆

着物の小袖に似ていることから名付けられた小ぶりの蒲鉾

で、雑煮などに使うのに最適です。グチと鱈を使いしなやか

できめ細やかな食感です。

着物の小袖に似ていることから名付けられた小ぶりの蒲鉾

で、雑煮などに使うのに最適です。グチと鱈を使いしなやか

できめ細やかな食感です。

蒲鉾の原料では高級とされるグチと鱈を使っています。弾力

ある食感が特徴です。紅はめでたさと喜びを白は神聖を表

し、紅白を一つのセットとしました。

昔から日本に伝わる伝統的な料理です。卵とすけそうだら

のすり身に蜂蜜を加え、優しい甘さに仕上げました。

～No.47 「福寿セット」がお得です～

紅小袖蒲鉾 白小袖蒲鉾 紅白小板蒲鉾セット 伊達巻

原産地

ぐち：タイ・ミャンマー

他、たら：アメリカ・フ

ランス他

原産地

ぐち：タイ・ミャンマー

他、たら：アメリカ・フ

ランス他

原産地
ぐち：ミャンマー

たら：米国・チリ

アレルゲン アレルゲン アレルゲン アレルゲン

錦玉子 黒豆-丹波黒大豆使用- 栗きんとん 田作り

原産地

さつま芋の豊かな甘さと風味をいかして仕上げました。財宝

に通ずる黄金色の餡に、勝ち運をもたらす勝ち栗の縁起物

です。

～No.47 「福寿セット」がお得です～

国産の片口鰯を苦味が出ないように炒り上げ、甘みを抑

えて仕上げました。片口いわしの干物を田んぼの肥料に

使っていた事から、豊作を願う縁起物です。

片口いわし：国産

鶏卵:国産

黄身と白身を「二色=錦」という語呂合わせから名付けられ

たと言われています。財宝に通じる錦にあやかるという意味

でもおめでたい料理です。

しわなく炊き上げたねっとりとしたおいしい黒豆です。まめまめ

しく働けることを願う縁起物です。

～No.47 「福寿セット」がお得です～

鶏卵：国産 原産地
黒大豆：国産(品

種：丹波黒黒大豆）
原産地

いもあん（さつまい

も）：国産、栗：韓

国

アレルゲン アレルゲン アレルゲン アレルゲン

原産地原産地



単品おせちパック　商品情報

09- 10- 11- 12-

税抜価格 1,750円 税込価格 1,890円 税抜価格 1,700円 税込価格 1,836円 税抜価格 1,250円 税込価格 1,350円 税抜価格 925円 税込価格 999円

量目 100ｇ 量目 60ｇ 量目 100ｇ 量目 3本

賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.30

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 常温

― 小麦・えび 小麦 小麦

さば・大豆 さば・大豆 いか・大豆 大豆

13- 14- 15- 16-

税抜価格 975円 税込価格 1,053円 税抜価格 700円 税込価格 756円 税抜価格 900円 税込価格 972円 税抜価格 950円 税込価格 1,026円

量目 1本 量目 80ｇ 量目 110ｇ 量目 100ｇ

賞味期限 2022.1.30 賞味期限 2022.1.12 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.12

温度帯 常温 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵

小麦 小麦 － ―

大豆・さけ ごま・大豆 ー ―

味付け数の子 味付け子持ち昆布

子孫繁栄を願う縁起物です。上品な出し汁で数の子の旨

味が際立つ一品です。口の中で広がる食感をお楽しみ下さ

い。

「昆布」はよろコブ、「数の子」は子沢山、家族の繁栄を意

味します。「昆布」と「数の子」が合わさった「子持ち昆布」は

大変縁起の良い正月料理です。

松前漬けに子孫繁栄を願う縁起物の数の子を加えまし

た。

数の子松前漬 にしん昆布巻

アレルゲン アレルゲン

北海道産の昆布で鰊を巻きあげ、召し上がりやすい大きさ

にカットしました。喜ぶ（よろこぶ）の言葉にかけて、昆布は

正月の鏡飾りにも用いられます。

アレルゲン アレルゲン

紅鮭昆布巻 叩き酢ごぼう 紅白祝いなます 花酢れんこん

原産地
にしんの卵：

カナダ・アメリカ
原産地

にしん：ロシア

昆布：国産

北海道産の昆布で紅鮭を巻いた大ぶりの昆布巻です。喜

ぶ（よろこぶ）の言葉にかけて、昆布は正月の鏡飾りにも

用いられます。大きめの昆布巻ですのでご家庭で切って盛り

付け、召し上がり下さい。

国産の牛蒡を、豊作と一年の無事を願う祝い肴の叩き酢

ごぼうにしました。

アレルゲン

原産地
昆布：国産　　紅

鮭：米国又はロシア
原産地 牛蒡：国産

お祝いの紅白の水引に見立てたお料理です。赤みのきれ

いな金時人参を使いました

澱粉の粘りがおいしい国産の無漂白蓮根を使いました。先

の見通しが良いように願う縁起物です。

原産地 ニシンの卵:カナダ産 原産地
子持昆布：カナダ

産

アレルゲン アレルゲン アレルゲン

原産地 大根・人参：国産 原産地 蓮根：国産



単品おせちパック　商品情報

17- 18- 19- 20-

税抜価格 1,125円 税込価格 1,215円 税抜価格 1,250円 税込価格 1,350円 税抜価格 1,200円 税込価格 1,296円 税抜価格 1,375円 税込価格 1,485円

量目 125ｇ 量目 120g 量目 5粒 量目 5尾

賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.7 賞味期限 2022.1.3

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵

― 小麦 小麦 えび・小麦

― 大豆 大豆 大豆

21- 22- 23- 24-

税抜価格 1,300円 税込価格 1,404円 税抜価格 1,300円 税込価格 1,404円 税抜価格 1,450円 税込価格 1,566円 税抜価格 650円 税込価格 702円

量目 4切 量目 4切 量目 150g/PC 量目 2切

賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.30 賞味期限 2022.1.10

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 常温 温度帯 冷蔵

小麦 小麦 小麦 小麦・乳

大豆・ゼラチン 大豆・ゼラチン 大豆 大豆

菊花かぶら 赤なまこ酢

蕪は「すずな」という春の七草のひとつで、五臓の働きを良く

します。清純の白菊に無病息災を願う一品です。

日本海で採れた国産の赤なまこを酢漬けにしました。青な

まこに比べ食感が柔らかく、高級とされています。俵に似て

いる事から俵子とも呼ばれ、豊作への願いを込めた一品で

す。

北海道の噴火湾で取れた小ぶりの美味しい帆立を柔らかく

炊き上げ、生姜煮としました。

海老は腰が曲がるまで長生きすることを願った商品です。

殻のついた海老を甘煮にしました。

ほたて旨煮 祝い海老

原産地

アレルゲン アレルゲン アレルゲン アレルゲン

原産地
かぶ：国産,

唐辛子：国産

魚編に春とかいて「さわら」です。原料を遠赤外線で加熱し

ガスオーブンで焼き上げました。そのままお召上がりいただい

ても美味しく召し上がれます。

鰈特有のほろほろとした口当たりがたまりません。上質な脂

が味噌と程良く絡み合って美味しさを引き出しています。そ

のままお召上がりいただいても美味しく召し上がれます。

鱈は昔ながらの京風お節に欠かせない一品でもあります。

真鱈を使いことことじっくり炊き上げました。

アレルゲン

原産地 さわら：韓国

鰆西京焼 鰈西京焼 真鱈旨煮 にしん旨煮

なまこ：国産 原産地 帆立：国産 原産地
海老：インドネシア

（ブラックタイガー）

ふっくらとした鰊の香ばしさが、口の中で広がります。なだ万

の調理長が自ら作り上げた自信の一品です。　年越そばに

合わせて『にしん蕎麦』はいかがでしょう。

まだら：アメリカ原産地
カラスガレイ：

アイスランド
原産地

アレルゲン アレルゲン

原産地
身欠きにしん：

アメリカ

アレルゲン



単品おせちパック　商品情報

25- 26- 27- 28-

税抜価格 875円 税込価格 945円 税抜価格 1,450円 税込価格 1,566円 税抜価格 825円 税込価格 891円 税抜価格 925円 税込価格 999円

量目 100ｇ 量目 6個 量目 8個 量目 85g

賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵

小麦 小麦 小麦 小麦

大豆 さば・大豆 さば・大豆 さば・大豆

29- 30- 31- 32-

税抜価格 650円 税込価格 702円 税抜価格 550円 税込価格 594円 税抜価格 800円 税込価格 864円 税抜価格 1,350円 税込価格 1,458円

量目 100g 量目 100g 量目 80g 量目 120g

賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵

小麦 小麦 小麦 小麦

さば・大豆 大豆 大豆 大豆

鱈子と昆布の旨煮 松笠くわい 里芋旨煮（ゆず風味） 竹の子旨煮

初雪の後に獲れだすから魚偏に雪と書いて「たら」と呼ばせ

る冬にふさわしい魚です。真鱈の卵と北海道で獲れた昆布

を炊き上げました。

原産地 里芋：中国産 原産地 竹の子水煮：国産

アレルゲン アレルゲン アレルゲン アレルゲン

芽が出ることから「芽出度い」料理の定番となっている慈姑

（くわい）を煮物にしました。

親芋の周りに小芋が沢山出来ることから子宝に恵まれる

という縁起物です。柚子の香りが新鮮な味わいになってい

ます。

天を目指してまっすぐに伸びる筍に運気上昇を願っていま

す。国産の筍を柔らかく炊き上げました。

ごぼう旨煮 人参旨煮

原産地
たらこ：国産

昆布：国産
原産地 くわい：中国産

結び昆布旨煮 椎茸旨煮

「細く長く生きる」に通じる縁起物です。国産のごぼうを柔ら

かく炊き上げました。

人参の赤は「夜明け」に通じる色で、新年のお祝いにふさわし

い煮物です。国産の人参を柔らかく炊き上げました。

アレルゲン アレルゲン

原産地 ごぼう：国産 原産地 人参：国産 原産地原産地 昆布：国産

喜びをしっかり結んで「縁結び」にも通じる縁起の良い煮

物です。国産の昆布を柔らかく炊き上げました。

アレルゲン アレルゲン

椎茸の旨味を存分に引き出した煮物です。国産の椎茸を

美味しく炊き上げました。

椎茸：国産



単品おせちパック　商品情報

33- 34- 35- 36-

税抜価格 1,000円 税込価格 1,080円 税抜価格 725円 税込価格 783円 税抜価格 2,350円 税込価格 2,538円 税抜価格 2,350円 2,538円

量目 180g 量目 100g 量目 200g 200g

賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.10 2022.1.10

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 冷蔵

小麦 小麦 ― ―

大豆 さば・大豆 大豆 大豆

37- 38- 39- 40-

税抜価格 1,500円 税込価格 1,620円 税抜価格 800円 税込価格 864円 税抜価格 800円 税込価格 864円 税抜価格 1,000円 1,080円

量目 150g 量目 250g 量目 250g 1000ｇ

賞味期限 2022.1.5 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.1.3 製造日より60日

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 常温

小麦・卵・かに 小麦・卵 小麦・卵・乳 えび・小麦・卵

大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン 大豆 大豆・魚介類 大豆・やまいも

合鴨燻製 合鴨ペッパーお煮しめ ふき旨煮（実山椒入）

税込価格

量目

賞味期限

温度帯

原産地蕗：国産

国産の蕗を使い美味しく炊き上げました。緑の蕗が春らし

さを感じる一品です。実山椒の香りと辛さをお楽しみ下さ

い。

合鴨の胸肉を燻製にし、旨味を凝縮しました。身が柔ら

かく、お子様からご年配の方までお楽しみ頂ける人気の

一品です。

牛蒡、人参：国産 原産地

アレルゲン アレルゲンアレルゲン アレルゲン

原産地

国産の素材を使い美味しく炊き上げました。椎茸、こん

にゃく、人参、筍、ごぼう、蓮根と栄養バランスのよい煮物

です。

厚焼き玉子 だし巻き玉子

原産地 合鴨肉：タイ

黒豚の角煮（鹿児島県産黒豚使用）

原産地 鶏卵：国産豚肉：鹿児島県産 原産地 鶏卵：国産

甘さを抑え、鰹だしをきかせた味に仕上げました。なめらか

な口当たりが好評です。

個々の具材の味を活かす、鰹節に昆布が香る『だし』が

たっぷり入っておりますので、締めにうどんや雑炊等にもお

すすめです。

具材：大根・蒟蒻・卵・結び白滝・昆布、海老真丈・

魚真丈・ごぼう巻

量目

賞味期限

アレルゲン

原産地
国産および

国内加工

卓袱料理の一つで、なだ万でも古くから受け継がれてきた

伝統料理です。鹿児島県産の黒豚を使いました。とろけ

る脂身がたまりません。必ず温めてお召し上がり下さい。

【温め方】袋のまま90℃前後のお湯で約8分温めてくださ

い。

ほんのり上品な甘さにだしを加え、しっとり焼上げました。お

子様にも好評です。

アレルゲン
アレルゲ

ン
アレルゲン

原産地

温度帯

おでん

合鴨肉：タイ

合鴨燻製の表面に黒胡椒の粒を塗り、ピリッとした口当

たりが評判です。

税込価格



単品おせちパック　商品情報

41- 42- 43- 44-

税抜価格 400円 税込価格 432円 税抜価格 400円 税込価格 432円 税抜価格 2,200円 税込価格 2,376円 税抜価格 1,100円 税込価格 1,188円

量目 100g 量目 100g 量目 お問合せください 量目 蕎麦：130ｇ×2袋

賞味期限 製造より120日 賞味期限 製造より120日 賞味期限 2022.1.3 賞味期限 2022.01.03

温度帯 常温 温度帯 常温 温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵

小麦 小麦 小麦 そば・小麦

ごま・さけ・大豆 ごま・さけ・大豆 鶏肉・大豆・さば さば・牛肉・豚肉・大豆

45- 46- 47-

税抜価格 9,250円 税込価格 9,990円 税抜価格 17,250円 税込価格 18,630円 税抜価格 4,000円 税込価格 4,320円

量目 量目 量目

賞味期限 2022.01.03 賞味期限 2022.01.03 賞味期限

温度帯 冷蔵 温度帯 冷蔵 温度帯

小麦・卵 小麦・卵 小麦・卵

大豆・さば かに・えび・大豆・ さば・鶏肉・豚肉・ゼラチン 大豆

白胡麻豆腐

アレルゲン

食感は胡麻を丹念にすり鉢でにいた時にうまれる粘りと風

味を再現しております。添付のたれ（だし醤油）と共にご

賞味ください。

吉野本葛使用

アレルゲン

人気の黒豆・伊達巻・栗きんとんのセット。基本3種をお得

にお買い求めいただけます。

約13%引・625円分お得です。

「寿」セットに追加8品目：にしん昆布巻・里芋旨煮・ごぼ

う旨煮・人参旨煮・祝い海老・鰆西京焼・合鴨燻製・黒

豚の角煮

約13%引・2575円分お得です。

アレルゲン

・紅小袖蒲鉾・白小袖蒲鉾・伊達巻・黒豆・栗きんとん・

田作り・味付け数の子・紅白祝いなます

約10％引・1100円分お得です

原産地 国内製造

8品目詰め合せ「寿」

原産地 国内製造

原産地 お問い合わせください

原産地

年越しそば

アレルゲン

原産地
蕎麦粉：国産、

醤油：国内製造

国産そば粉の信州そばを使用。長野県茅野市のおいしい

水で作られた、なめらかな舌触りをお楽しみください。（2

名様分）

お問い合わせください

アレルゲン

里芋、椎茸、人参、

鶏肉：国産

 餅：国産

お問い合わせください

16品目詰め合せ「舞」 基本三品セット「福寿」

手軽になだ万の味をお楽しみいただけます。野菜や鶏肉は

加熱調理済みです。お鍋に入れて温めるだけでお召上が

りいただけます。（2名様分）

各項目をご参照ください

アレルゲン

原産地原産地

アレルゲン

雑煮セット黒胡麻豆腐

食感は胡麻を丹念にすり鉢でにいた時にうまれる粘りと風

味を再現しております。添付のたれ（だし醤油）と共にご

賞味ください。

吉野本葛使用


