
◎内容量：つるしこ盛岡冷麺プレミアム、つるしこ特製盛岡冷麺、ビー
ガン盛岡冷麺、トマトバジル冷麺、アボカド冷麺、特濃豆
乳冷麺、カレー冷麺　各1食（麺140g、スープ180g、各
種トッピング）　◎配送：冷凍／賞味期限：製造から冷凍
で90日　◎特定7品目：小麦、えび　◎生産地：岩手県
　

商品番号

4,298円（税込）
BM12503

送料 980円（税込）

つるつるの生麺はもちっとしていて、噛めば甘く、のど越し抜群。
化学調味料不使用のスープは出汁スープと豆乳スープがあり、
滋味がたっぷり詰まっています。それぞれのトッピングは個性豊
か。夏に食べたくなるヘルシーな冷麺セットです。つるしこ冷麺7種セット

つるつる、もっちりがクセになる。
 全部飲み干せるヘルシースープ　

文 藝 春 秋 の お 取 り 寄 せ カタログ
限定

クーポン
付き

得
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商品番号

5,616円（税込）
BM12306

◎内容： フルーツジュレ110ｇ×8本（清水白桃、黄金桃、
ニューピオーネ、マスカット、キウイ、さくらんぼ、甘夏、
りんご×各1本）
◎配送：常温
◎賞味期限：発送から常温で365日
◎特定7品目： なし　◎生産地：岡山県

送料 800円（税込）

岡山県青果物販売は、フルーツ王国・岡山県
が誇る目利きのプロ。フルーツを使った加工品を
作る際にも、出来る限り素材の味を生かすよう手
間や時間を惜しみません。フルーツジュレは、く
ちどけの良いやわらかなジュレとみずみずしいフ
ルーツを合わせた、見るのも食べるのも楽しいス
イーツです。オリジナルの三角瓶に入っていてギ
フトにも最適。

阿蘇のフルーツアイス ８種セット

国産フルーツジュレ 8本 刊文春」や「文春オンライン」、芥川賞、直木賞で知られる文藝春秋
がこれまで培ってきた「取材力」「編集力」を発揮して新しい食の通信販売を
始めました。全国に埋もれている美味しいものを掘り起こし、生産者やシェフを
はじめとする食のプロと一緒に素材や鮮度、調理法にこだわった品々を選びぬ
き、開発ストーリーや作り手の思いと共にお届けします。「文春マルシ
ェ」の商品は、どれをご注文いただいても美味しいものばかりです。

「週

クーポンのご案内
お得な

5,000円（税込）以上お買い
上げの際にご使用いただける

「500円オフクーポン」をご用
意いたしました。ぜひお得なお
買い物をお楽しみください。

＜クーポンご利用期間＞

＜クーポンご使用方法＞
2021年8月31日（火）まで（期間内１度のみ使用可、本誌以外の商品も対象)

・文春マルシェHPでご購入の場合
ご購入手続きを進めていただき、「注文最終確認」のページに「クーポンを使う」
ボタンがございます。そこをクリックし、次ページに「202105CA」とご入力ください。
・お電話でご購入の場合
お電話口にてクーポンコードをコールセンター担当までお伝えください。
クーポンコードは上記同様「202105CA」となります。

フルーツを頬張る感覚。自然の甘さがいっぱい

瑞 し々いフルーツと繊細な食感のジュレ

このカタログをご覧いただいている方限定！　

季節の醍醐味元気になる味、勢ぞろい！ この夏食べたい

商品番号

3,497円（税込）
BM00301

◎内容：スペシャルミルク、ジンジャー、いちご、抹茶、
玄米、桃、ブルーベリー、キウイ　各1個（120ml／個）
◎配送：冷凍 
◎特定7品目：卵、乳
◎生産地：熊本県　

送料 980円（税込）

店主の石橋久美子さんがアイスを作り始めたの
は、自身のお子さんに、添加物の入っていない
お菓子を食べさせてあげたかったから。味の決
め手となる牛乳は、近隣の小国町にある指定牧
場のジャージー牛乳を使用。阿蘇産のフルーツ
をたっぷり使ったアイスは、フレッシュさが違いま
す。自然の甘さがいっぱいで、素材の個性が詰
まっています。イチオシはジンジャーアイスです。

ジンジャー

いちご

キウイ

ブルーベリー

桃

商品番号

3,456円（税込）
BM07601

◎内容：汁なし担々麺（麺、スープ、肉味噌、
ターサイ、花椒、ラー油）×4食
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で60日
◎特定7品目：卵、小麦、落花生
◎生産地：東京都

送料 980円（税込）

「すごい！　煮干ラーメン」で有名な新宿の「ラ
ーメン凪（なぎ）」と文春マルシェが共同で開発
した、ここでしか味わえない限定の担々麺。何度
も試作と試食を繰り返して、麺・スープともに納
得の味に仕上がりました。付属の特製肉味噌や
ターサイもこの担々麺に合うように研究されたもの
です。辛さも痺れ具合も付属のラー油や花椒を
使ってお好みで調整できます。

「ラーメン凪」の担々麺 汁なし４食
麺とスープに徹底的にこだわり、共同開発しました

文春マルシェ

限定商品 文春マルシェ

限定セット 

石橋久美子さん
生産者の

のし対応可

のし対応可
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商品番号商品番号

商品番号商品番号

5,184円（税込）11,000円（税込）

4,158円（税込）3,240円（税込）

BM00701BM10902

BM00204BM11201

◎内容量：鴨ロース
（合鴨肉140g、出汁90g）×2袋
◎配送：冷蔵
◎賞味期限：発送から冷蔵で14日
◎特定7品目：小麦
◎生産地：滋賀県

◎内容量：純米大吟醸酒1本/720ml
◎配送：冷蔵
◎特定7品目：なし
◎生産地：石川県

◎内容量：中華ちまき、鶏ごぼうちまき、えびちまき、
穴子ちまき、赤飯　各種3個
◎配送：冷凍
◎賞味期限：発送から冷凍で90日
◎特定7品目：乳、小麦、えび
◎生産地：福岡県

◎内容量：たんかんジュース190ｇ×12本
◎配送：常温
◎賞味期限：製造から常温で365日
◎特定7品目：なし
◎生産地：鹿児島県

送料 980円（税込）送料 980円（税込）

送料 980円（税込）送料 800円（税込）

契約農場から直送される鴨肉は大ぶりで、見る
からに新鮮。身は鮮やかな真紅で、皮目に脂が
しっかり乗っています。昆布や鰹節を使った特製
の和風だしに漬け込み、旨みをしっかり肉にしみ
込ませています。見事なロゼ色の鴨肉は臭みが
なく、噛むほどに上質な旨みが口中に広がります。
鴨の旨みが溶け込んだ漬け汁は、煮物などの調
味料としてもおすすめです。

農口尚彦氏は、能登杜氏四天王のひとりとして
吟醸酒、山廃仕込みを日本中に広めた酒造りの
名手。その最高峰がこのお酒です。爽やかな酸
味を含んだ南国のフルーツのような香りと、上品
な酸味、長く美しい余韻が特徴。食中酒として
だけでなく、ドライフルーツやクリームチーズなど
とも好相性です。木箱でお送りしますので、大切
な方への特別なギフトに。

ちまき専門店の人気アイテムを詰合せました。も
ち米や具材、笹など使用する材料を国産素材に
限定、できる限り九州産を仕入れ、ひと釜ずつ
昔ながらの製法で手作りしています。鶏ごぼう、
海老、穴子、中華、お赤飯の５種類を詰め合
わせた充実のセット。本来は蒸さなければいけな
いちまきが、電子レンジ１分半で食べられてとても
便利なので、贈り物としても喜ばれます。

屋久島で育てられた「たんかん」は、ぽんかん
とネーブルオレンジから生まれた品種。南国フル
ーツならではの高い糖度と爽やかな酸味が特徴
です。島内で搾り鮮度の高いうちにジュースにし
た、島外にはほとんど出回らない稀少品。口当た
りはややとろりとしていて、ネクターのような印象。
一度飲んだら忘れられないおいしさをぜひ大切な
あの人へ。

農口尚彦研究所 純米大吟醸酒桐箱入

屋久島たんかんジュース 12本（ギフト箱）

伝説の杜氏が造った最高峰の日本酒を桐箱入りで

濃厚な甘みをそのままパック。屋久島以外で入手困難

離れて暮らす
ご家族へ

一湖房の鴨ロース 2袋

笹ちまき ５種15個セット
数量
限定

食通も唸る逸品。しっとり、やわらか

レンチン１分半で食べられる本格ちまきです

贈り物お世話になったあの方へ

グルメな方ほど
喜びます

日本酒好きが
感動

仲の良い
ご友人へ

のし対応可

心のこもった

野中治伸さん

安部和美さん

生産者の

生産者の

のし対応可のし対応可
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商品番号商品番号

商品番号商品番号

5,400円（税込）3,240円（税込）

3,510円（税込）3,888円（税込）

BM04401BM08501

BM12604BM10501

◎内容量：180g×6食
◎配送：常温
◎賞味期限：製造から常温で1年
◎特定7品目：乳、小麦
◎生産地：和歌山県

中
辛

中
辛

中
辛

辛
口

超
辛
口

中
辛

◎内容：カレー200g×2パック
◎配送：常温
◎賞味期限：製造から常温で2年
◎特定7品目：乳、小麦
◎生産地：岐阜県

◎内容：170g×5パック
◎配送：冷凍
◎賞味期限：発送から冷凍で30日
◎特定7品目：小麦、乳、えび、かに
◎生産地：宮城県

◎内容量：キーマ180g、レッド200g、チキン200g、
グリーン200ｇ
◎配送：常温
◎賞味期限：製造から3年
◎特定7品目：なし
◎生産地：京都府

送料 800円（税込）送料 800円（税込）

送料 980円（税込）送料 800円（税込）

ANA国際線ファーストクラスで提供されている限
定のカレーです。オニオン、唐辛子、生姜、ガ
ーリックをじっくりソテーし、スパイスやはちみつ、
バターなどと一緒に仕上げたコクのあるソースに
阿波尾鶏の旨みが融合。ANAシェフのオリジナ
ルレシピです。程よい辛さに仕上がった、空の
上で愛される逸品をぜひご自宅でお楽しみくださ
い。

高級肉料理店 ｢雪月花 銀座｣ のコースの〆と
して出していたものが評判を呼び､ 常連客用に
商品化した逸品｡ 神戸ビーフ､ 松阪牛､ 近江
牛などの銘柄和牛のA5クラスの肉がルーの中に
溶け込み､ 脂の旨みと肉のコクが豊かな味わい
を生み出しています｡ 黒毛和牛がごろごろと入っ
た旨み満点のカレー｡ 湯煎して器に移すだけで
ご自宅がレストランに。

稀少性の高さと美味しさから“幻のカニ”と呼ば
れるマルズワイガニを使って仕込んだフレンチシ
ーフードカレー。カニ殻と身を白ワインで煎ってじ
っくり丁寧にとったカニ出汁と、８種のスパイスを
合わせました。カニの中でもっとも美味しいと言わ
れるカニ爪が丸ごと２本入った贅沢な一品。レン
ジで温めるだけの簡単調理なのも人気の理由で
す。

スパイシーなアジアン風カレーです。缶詰なの
で賞味期限が長く、温めるだけでＯＫ。これから
の季節、キャンプなどでも便利です。グリーンカ
レーは青唐辛子の辛さと赤ピーマンの甘さが融
合した超辛口、レッドカレーはココナッツミルク
が効いた辛口。キーマカレーはタケノコたっぷり
でお惣菜としても楽しめます。チキンカレーは年
齢を問わず人気です。

雪月花カレー

京タケノコカレー ４種

A5銘柄和牛たっぷり！　銀座の高級焼肉店の〆カレー

辛くてスパイシー、特にタイカレー好きにおすすめ!

阿波尾鶏とマッシュルームのカレー ６個

“幻のカニ”のフレンチカレー ５袋

ANA国際線ファーストクラスのカレーをご家庭で

旨みたっぷり、カニ爪入りのリッチな海鮮カレー

厳選カレー個性的な味が勢揃い！

カニタケノコ

ビーフ チキン

暑い日こそ

のし対応可

のし対応可 のし対応可
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商品番号商品番号

商品番号 商品番号

4,244円（税込）4,400円（税込）

4,968円（税込） 5,400円（税込）

BM01702BM03706

BM05501 BM00501

◎内容：ゆり根とインカ、アスパラベーコン、
ラクレットチーズ、どろぶたメンチカツ　各3個（計12個）
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で90日
◎特定7品目：乳、小麦 
◎生産地：北海道　

◎内容：130g×4パック
◎配送：冷凍
◎賞味期限：発送から冷凍で90日
◎特定7品目：小麦、えび
◎生産地：北海道

◎内容：有機トマトと水牛のマルゲリータ、クアトロフォ
ルマッジョ、ジェノバ風のピザ、鮮やか野菜のピザ　各
１枚（直径約20㎝）　◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で30日
◎特定7品目：乳、小麦
◎生産地：千葉県

◎内容：明石鯛の漁師漬け
（固形50g、だし30g）×5袋
◎配送：冷凍
◎賞味期限：発送から冷凍で180日
◎特定7品目：小麦
◎生産地：兵庫県

送料 980円（税込）送料 980円（税込）

送料 980円（税込） 送料 980円（税込）

揚げたてが食べたい、でも家で揚げるのはちょっ
と……。そんな方のための商品です。ほとんどの
工程が手作業で、丁寧にジャガイモの皮をむき、
ミンチを捏ねて仕上げます。カラッと揚げて急速
冷凍しているので、ご家庭ではレンジとオーブン
トースターで温めるだけ。肉汁溢れるサックサク
のメンチカツと、とろけるチーズの入ったコロッケ
など4種の味をお楽しみください。

プチプチしたいくらの豊潤な旨みに濃厚な甘えび、
イカやほっき貝、さらにはアワビにホタテまで！　
北海道で長年魚の目利きをしてきた吉崎寿彦さ
んが作った贅沢な海鮮丼です。大きめのお茶碗
いっぱいのご飯に載せるとちょうどよい分量なので、
使い勝手も抜群。食べたい分だけ解凍すれば、
いつでも港町の朝市に行った時のような気分にな
れます。

ふちはカリッ、なかはモッチリ! 行列ができる店に
も負けない美味しさが評判のナポリピザは、通販
専用の特別仕立て。ご家庭で食べる時が一番
美味しくなるように３日間熟成させた生地を、イタ
リアから輸入した400℃超にもなる石窯で一枚一
枚焼きあげ急速冷凍。ご家庭では５分温めるだ
けで完成です。鮮やか野菜のピザは文春マルシ
ェ限定です。

地元の漁師が考案したこの商品は、天然の明
石鯛の旨みがのるとされる春と秋に水揚げされる
〝桜鯛〟もしくは〝紅葉鯛〟を使用。きりっとしま
った醤油味の特注たれが、鯛によく染み込んで
います。熱々のご飯に豪快に盛り付け、お好み
の量のたれをかければ、あっという間に贅沢な漬
け丼の完成。ぷりぷりの食感と明石鯛の美味しさ
をご堪能ください。

海鮮丼 ４パック

明石鯛の漁師漬け ５袋

いくら、アワビ、甘えび…北海道の目利きが選んだ海の幸

天然鯛の分厚い切身を特製醤油たれに漬け込みました

おうちで揚げないコロッケとメンチカツ ４種12個

南風堂のナポリピザ ４種

ホクホクのおいしさをレンチンですぐにいただけます！

5分でプロの味を再現！　野菜ピザはマルシェ限定

マルシェ限定の逸品ここでしか買えない贅沢な味
文春マルシェ

限定商品 

文春マルシェ

限定セット 文春マルシェ

限定商品

文春マルシェ

限定セット 

のし対応可

のし対応可

江端正志さん
生産者の

のし対応可

のし対応可
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商品番号

商品番号商品番号

4,320円（税込）

3,456円（税込）3,780円（税込）

BM01202

BM02301BM02202

◎内容：おぐに牧場のハンバーグ
（130ｇ）×5個
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で90日
◎特定7品目：卵、小麦
◎生産地：北海道

◎内容：スモークベーコン200g、
スモークソーセージ190ｇ（4本入）×2
◎配送：冷蔵
◎賞味期限：製造から冷蔵で30日
◎特定7品目：なし
◎生産地：島根県

◎内容：肉餃子（12個入り）×5パック
◎配送：冷凍
◎賞味期限：発送から冷凍で180日
◎特定7品目：小麦
◎生産地：東京都

送料 980円（税込）

送料 980円（税込）送料 980円（税込）

黒毛和牛の肥育から販売までを一貫して行っ
ている北海道・おぐに牧場の小国美仁さん。
環境と餌にこだわり努力を重ね、今では星付き
の料理店から注文が入るほどに。この牧場の
黒毛和牛には、肉質の目安となるオレイン酸
が豊富に含まれ、ハンバーグは肉 し々く引き締
まった味わい。袋ごとお湯に15分ほど入れて温
めれば完成! ソース不要の美味しさです!

青木章さんは、ガスや電気などは使用せず、
薪を燃やした熱と煙のみでベーコンやスモーク
ソーセージを作っています。２種類の薪を使い
分けながら約８時間かけて燻していく間に少し
ずつ燻製香をまとい、旨みが引き出された豚肉
は、他とは別次元の美味しさ。ベーコンは薄く
スライスして食べるとまるで生ハムのように美味。
焼くとさらに旨みが広がります。

カリッと焼けた薄皮の中には、良質な豚の肉汁
と数種類の野菜の甘さ、さらには１年以上清
酒に漬け込み熟成させた青森県産にんにくの
丸みのある旨みが見事に調和！　あとをひく美
味しさです。野菜は旬を迎える産地からその
都度取り寄せるこだわりようです。冷凍のままよ
く熱したフライパンに乗せて焼けば５分で完成!
食べたいときにすぐ食べられて便利です｡ 　

昔造り鰹のたたき ２本（小分け４袋）

信念フーズの手づくり餃子 肉餃子 12個入り５パック

一本釣りの鰹を船上凍結、鮮度と味に驚きます

商品番号

5,400円（税込）
BM02101

◎内容：かつおたたき×4袋（計600g）、
たたきたれ（80ml）×2個、塩（10g）×1袋
◎配送：冷凍
◎賞味期限：発送から冷凍で30日
◎特定7品目：小麦
◎生産地：高知県

送料 980円（税込）

封を開けた瞬間、香りの高さに心ときめき、食
べた瞬間、鰹の鮮度の良さに驚きます。太平
洋で一本釣りした鰹をそのまま船上凍結。熟
練の技で鰹の表面のみにしか火を入れず、な
かは完全に冷凍のまま。そのあと、再度一気
に冷凍するので、鰹の鮮度は船上凍結したま
ま。これが美味しさの秘密です。たたきによく
合うポン酢と、高知の塩も一緒にお届けします。

熟成にんにくとカリッとした薄皮が決め手

おぐに牧場のハンバーグ ５個

スモークハウス白南風の燻製 ２種

湯せんで簡単、一流料理人が惚れ込む黒毛和牛

原木を燃やし、煙を操り燻す。孤高の職人がつくる唯一無二の味

「伝説のバイヤー」猪口由美のオススメ

のし対応可のし対応可

のし対応可のし対応可

文春マルシェ

限定商品 

小国美仁さん雨森俊樹さん

青木章さん地藤富敏さん

生産者の生産者の

生産者の生産者の
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商品番号 商品番号

商品番号

4,320円（税込） 5,800円（税込）

4,860円（税込）

BM05801 BM11803

BM07703

◎内容：小籠包、エビ蒸し餃子、広東風エビ入り焼売、
フカヒレ入り蒸し餃子、エビとニラ
の蒸し餃子、ヒスイ蒸し餃子 各4個
◎配送：冷凍　◎賞味期限：発送から
冷凍で90日　◎特定7品目：小麦、えび、
落花生　◎生産地：埼玉県

◎内容：国産うなぎ蒲焼 2尾、
山椒味噌30g×2、タレ15cc×2
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で90日
◎特定7品目：小麦
◎出荷地：東京都

◎内容：水餃子6種(羊肉とトマト、羊肉と玉ねぎ、羊肉と
大根、豚肉と発酵白菜、豚肉と長ネギ、豚肉とウイキョ
ウ）各5個／羊肉串10本、羊肉用スパイス
◎配送：冷凍　◎賞味期限：製造から
冷凍で27日　◎特定7品目：卵、小麦
◎生産地：東京都

送料 980円（税込） 送料 980円（税込）

送料 980円（税込）

「銀座飛雁閣」は、完全予約制の高級中国料
理店。香港の一流店から招聘した熟練の點心
師が作り出す名物の点心6種を詰め合わせました。
エビ蒸し餃子の皮はもっちり、エビはぷりぷり。
手切りした豚肉とエビの歯ごたえがたまらない広
東風エビ入り焼売に、極薄の皮で包んだ滋味溢
れる小籠包など、どれも個性的。食べたい分だ
け蒸してお召し上がりください。

「にょろ助 銀座」は、蒸さずに焼く関西式の
「地焼き」で鰻本来の旨みを大切にする鰻専門
店。店で焼いた鰻を真空パックにして冷凍。お
店の味をそのままお届けします。たれをたっぷりつ
けて焼き上げた蒲焼は、重箱からあふれんばか
りの大きさ。付属の秘伝のたれをかければお店と
同じ味。香ばしいかおりとしっかりした食感、脂
の旨さをご堪能ください。

神田「味坊」は、中国・東北地方の料理で大
人気の料理店。スパイスの効いた郷土料理の中
でも、一番のオススメがこの羊肉串と水餃子。ク
ミンが効いた羊肉串は、ビールとの相性が抜群
です。水餃子はバラエティ豊かな具材の味が特
色。豚肉と発酵白菜や長ネギ、ウイキョウなど文
春マルシェでしか買えないアイテムを加えたオリジ
ナルのセットです。

「銀座飛雁閣」の点心 ６種

「味坊」の羊肉串10本 水餃子６種30個

完全予約制中華の小籠包、ふかひれ餃子で香港気分

ビールにぴったり、中国東北料理の定番です

商品番号

5,832円（税込）
BM08103

◎内容：帝国ホテルハンバーグオニオンソース200ｇ
（固形量120g）×4食セット
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で365日
◎特定7品目：卵、乳、小麦
◎生産地：愛知県

送料 980円（税込）

日本が世界に誇る帝国ホテルが家庭用に開発し
たハンバーグ。牛肉の旨みが凝縮され、ジュー
シーでやわらかな食感です。またオニオンソース
は、帝国ホテル伝統のデミグラスソースがベー
スで、濃厚な味わい。ハンバーグの美味しさを
一層引き立てます。凍ったまま袋ごと湯煎するだ
けの簡単調理。プロが作ったワンランク上のハン
バーグでちょっと贅沢な晩餐を。

「帝国ホテル」のハンバーグオニオンソース ４箱

「にょろ助 銀座」国産うなぎ蒲焼 2尾セット

伝統に裏付けられた逸品をわが家で味わう

蒸さずに焼く関西式「地焼き」で香ばしさと脂の旨さを味わう

名店の味

帝
国
ホ
テ
ル

銀
座
飛
雁
閣

に
ょ
ろ
助 

銀
座

味
坊

ご家庭であの名物料理を再現！ 一度は食べたい

のし対応可
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商品番号商品番号

商品番号商品番号

3,348円（税込）3,564円（税込）

3,400円（税込）3,888円（税込）

BM01301BM00803

BM03801BM02405

◎内容：海老カツレツ（オリジナル味）×10枚
◎配送：冷凍
◎賞味期限：発送から冷凍で90日
◎特定7品目：卵、乳、小麦、えび
◎生産地：大分県

◎内容：即席稲庭うどん
（麺、つゆ、かきたま、ネギ、ワカメ）×6袋
◎配送：常温
◎賞味期限：製造から常温で180日
◎特定7品目：卵、乳、小麦
◎生産地：秋田県

◎内容：ヒレとんかつ×3袋
（1袋70g×2枚、ソース15g×2）
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で3ヶ月
◎特定7品目：卵、小麦
◎生産地：鹿児島県

◎内容：ミニとろイワシ 味付×12缶（100g／缶）
◎配送：常温
◎賞味期限：2023年7月以降
◎特定7品目：小麦
◎生産地：千葉県

送料 980円（税込）送料 800円（税込）

送料 980円（税込）送料 800円（税込）

揚げ物は好きだけど、自宅で揚げるのは面倒。
そんな方におすすめなのがこの商品。電子レン
ジで温めるだけで衣はカリカリ、中はぷりっぷりの
海老カツがいただけます。厳選したブラックタイ
ガーを、海老カツレツに最適なサイズにカット。
食べた瞬間に、海老が弾けます。しかもつなぎま
でブラックタイガー 100％なので、旨みの濃さが
違います。

秋田の手延べ麺 ｢稲庭うどん｣ は､ もっちりして
いてのど越しがよく､ 他の手延べ麺とは一線を画
す美味しさ｡ その稲庭うどんがレンチンやお湯を
かけるだけでいただけます。茹でたて食感を再
現するために小麦粉から見直し､ 2年以上かけて
今の製法にたどり着きました｡ 比内地鶏の鶏がら
出汁を効かせたスープはシンプルなのに深いコク｡
調理方法によって麺の食感の違いが楽しめます。

鹿児島のとんかつ専門店・黒かつ亭のお店の味
をご自宅で！　材料は店で使っているものと全く同
じで、１週間ほど熟成させて旨みを引き出した鹿
児島県産黒豚は、しっとりやわらか。それを包む
粗めの生パン粉のサクサク感もたまりません。揚
げたてを瞬間冷凍してお届けしますので、ご家
庭ではレンジで温めるだけ。特製ソースもお付け
します。

旬の時期に銚子港で水揚げされるマイワシのな
かでも、大きさ、脂の乗りなど自社基準をすべて
満たしたものだけを選び、刺身でも食べられるほ
ど鮮度の良い状態のまま缶詰にしました。化学調
味料などの添加物を一切使用しないのは、食材
に対する自信の表れ。骨ごと美味しく食べられる
のも人気の理由のひとつ。DHAやカルシウムが
手軽に摂れます。

簡単 稲庭うどん かき卵付き ６袋

ミニとろイワシ 12缶

茹でたてもちもち麺の美味しさを再現しました！

本当に缶詰？ 驚きの味わい、台所に常備したい青魚の煮つけ

おうちで揚げない海老カツレツ オリジナル味10個

黒豚職人「匠」ヒレとんかつ ２枚入り３袋

レンチンだけでぷりっぷりの海老カツがご家庭で

揚げなくても衣はサクサク、肉は旨みたっぷり

簡単調理食べたいときが美味しいとき

冨田正和さん

のし対応可

のし対応可

生産者の

手間をかけずに

森一郎さん阿部充さん
生産者の生産者の
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商品番号商品番号

商品番号商品番号

2,700円（税込）3,888円（税込）

3,662円（税込）3,960円（税込）

BM03002BM02801

BM03301BM00101

◎内容：そらくもポークメンチカツ
（揚げ調理済）60g×8個
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で180日
◎特定7品目：卵、乳、小麦
◎生産地：岩手県

◎内容：塩味（3枚入り）、
醤油味（3枚入り）　各3袋
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で60日
◎特定7品目：小麦
◎生産地：愛媛県

◎内容：おとうふの味噌漬け440g×2箱
◎配送：冷蔵
◎賞味期限：製造から冷蔵で90日
◎特定7品目：なし
◎生産地：熊本県

◎内容：アウグス無濾過ピルスナー500ml×6本
◎配送：冷蔵
◎賞味期限：製造から冷蔵で240日
◎アルコール度数：5.50%
◎生産地：静岡県

送料 980円（税込）送料 980円（税込）

送料 980円（税込）送料 980円（税込）

岩手の肉の目利き・府金伸治さんと文春マルシェ
のバイヤーが共同開発した自信作です。岩手の
銘柄豚・そらくもポークを粗挽きにして、全身の
力を込めて捏ね、きれいな油で揚げ急速冷凍し
ています。ご家庭ではレンジで温めた後、オー
ブントースターで表面がカリッとなるまで温めれば
揚げたてのような美味しさに。割ると中からジュー
シーな肉汁たっぷり!　

鳥津さんは、愛媛の港町に店を構えるじゃこ天
職人です。このじゃこ天は保存料や着色料、化
学調味料などの添加物を使用せず、魚と塩、醤
油のみで製造し、一番搾りの菜種油でからりと揚
げています。オーブントースターで温め、少しふ
っくらしたじゃこ天をほお張れば、じゃこ天の概念
を覆す美味しさに驚きます。温かい麺類に乗せて
も美味。つゆに深みが生まれます。

豆腐の味噌漬けは熊本の特産品、平家の落人
が保存食として造ったとされています。厳選した
堅豆腐を特注のもろみ味噌に漬け込み、３カ月
以上かけてじっくり熟成。ほんのり甘いもろみの
味がしみ込んだ豆腐はまるでナチュラルチーズ
のような食感。もろみの甘さが染みていて日本酒
はもちろん、白いご飯とも相性抜群です。もろみ
はキュウリにのせて。すべて残さずいただけます。

量より質の少量生産主義で、「美味しさ」「品
質」に徹底的にこだわっています。高品質麦芽
と、ファインホップを富士山麓の地下天然水で仕
込み、低温で長期熟成。ピルスナーならではの
軽やかさを保ちつつ、複雑な旨みとコクがありま
す。のど越しはもちろん、それ以上にコクを追求
していますので、一口目から最後の一滴まで美味
しさが続きます。

鳥津さんのじゃこ天 ２種６袋

アウグス無濾過ピルスナー ６本

まずは10回噛んでください。大ヒット商品です！　

暑い日に極上の１杯！　うまさと品質を追求した限定品です

のし対応可

そらくもポークの揚げてるメンチ ８個

おとうふの味噌漬け ２箱

粗挽きのミンチは肉汁たっぷり！　ビールをさそう

まるでチーズのような食感。日本酒に合う隠れた名品

酒の肴酒飲みの気持ちはわかっています

のし対応可のし対応可

のし対応可

府金伸治さん

岡ムツミさん

鳥津康孝さん
生産者の

生産者の

生産者の

おまかせください、
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商品番号商品番号

商品番号商品番号

3,250円（税込）2,560円（税込）

5,400円（税込）3,024円（税込）

BM02901BM07103

BM04301BM11602

◎内容：訳あり渋皮栗の甘納豆140g×4袋
◎配送：常温
◎賞味期限：製造から常温で60日
◎特定7品目：なし
◎生産地：京都府

◎内容：ロールケーキ1本（16cm・400g）
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で30日
◎特定7品目：卵、乳 
◎生産地：熊本県

◎内容：国産「極」巣みつ310g
◎配送：常温
◎賞味期限：製造から常温で2年
◎特定7品目：なし
◎生産地：福岡県

◎内容：ガトーフロマージュ×1　400g（直径12cm）、
ゲランドの塩（2g）×1
◎配送：冷凍
◎賞味期限：製造から冷凍で30日
◎特定7品目：乳、卵
◎生産地：北海道

送料 800円（税込）送料 980円（税込）

送料 800円（税込）送料 980円（税込）

渋皮を残した栗を煮て、蜜に何度も漬け込むこと
で上品な甘納豆に仕上げました。栗の芯までし
っかりかつ甘すぎないように蜜をしみ込ませるため、
糖度の違う蜜に３日間漬け込んでいます。カリッと
した食感が歯に心地よく、しっとりとした栗の風味
が口いっぱいに広がります。小ぶりだったり、割
れたり欠けたりした栗をお徳用袋でお届けします。

熊本県産の米粉を使い、時間をかけてしっかりと
捏ねた生地は甘さ控えめで、焼くとふわっふわに！
その生地で巻き上げるクリームは、地元の鶏卵と、
近隣の牧場から運ばれてくる新鮮な牛乳で作ら
れ、他では味わえない美味しさ。驚くほどふわふ
わの生地とコクがありながらも軽やかなクリームは、
年齢を問わずスイーツ好きな方に人気です。

この巣みつはミツバチが本能的に濃度を感じ取
り蓋をしたもので、自然そのままの味。しかも一
般的な巣みつと違い、小分けした巣箱に蜜を集
めさせているので断面から酸化することもなく、濃
度、味、鮮度ともに「極」と呼ぶにふさわしい逸
品です。断面をスプーンですくって口に運べば
濃厚な甘さが口いっぱいに広がります。贈り物に
も最適です。

2020年にオープンし、今年発売の世界的グルメ
ガイドブックにも掲載された函館の「メゾン フジ
ヤ」。本品は、メゾン フジヤを代表するスイーツ。
北海道産生クリームや高品質なクリームチーズを
使用し、藤谷シェフならではの洗練された味わい
に仕上げられています。重厚感のある味わいを
楽しんだ後は、同封のゲランドの塩でぜひ“味
変”をお楽しみください。

ふかふかロールケーキ

「メゾン フジヤ」のガトーフロマージュ

ふんわり生地と軽やかクリームは新鮮素材だからこそ

気鋭のフレンチシェフのスイーツ。塩で味変が楽しめる

のし対応可

渋皮栗の甘納豆 訳ありお徳用 ４袋

国産「極」巣みつ

スイーツ部門で一番人気！　上品な甘さをお得にたっぷり

プロポリス豊富な自然の恵み。自分へのご褒美にも、ご贈答にも

スイーツ洗練された上品な甘さが自慢です！

のし対応可

ご褒美に

藤谷圭介シェフ
生産者の
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商品のご注文について
（お電話でも注文できます）

お支払いについて
お電話でのご注文の場合、お支払いは❷代金引換（代引）のみ承ります。ご利用履歴によっては、弊社の規定基準によりお支
払い方法の変更等をお願いする場合があります。
❶クレジットカード
代金は各カード会社規約に基づき、ご契約のお支払日にご指定の金融機関から自動振り替えとなります。お支払い回数は1回
払いで承ります。また、ご本人様名義以外のカードのご利用はできません。
❷代金引換（代引）
商品をお届けした配送会社に現金でお支払いください。別途代引き手数料がかかります。1回の代金引換金額が30万円（税
込）までの場合ご利用いただけます。ギフトでのお届けにはご利用になれません。詳しくは「文春マルシェ」サイト内のご利用ガイド
をご確認ください。
❸楽天ペイ
楽天ペイとは、楽天会員の方が楽天グループ以外のサイトでも「簡単」「あんしん」「お得」に、お支払いをすることができるサー
ビスです。お支払い額に応じて楽天ポイントを貯めることも、使うこともできます。
❹送料について
出荷元につき配送先1件ごとに各商品に記してある送料を頂戴します。同一の出荷元から複数商品を１つのお届け先へまとめ
て配送する場合、送料のご負担は1配送分のみとなります。詳しくは「文春マルシェ」サイト内のご利用ガイドをご確認ください。
商品のお届けについて
特記のない商品は、ご注文から10日ほどでお届けします。配送の都合により文春マルシェ配送センターから出荷する商品と、産
地倉庫から直接配送する商品を同梱することはできません。商品は品切れする場合がありますのでお早めにご注文ください。
交換・返品について
商品が不良の場合、配送途中事故などで破損･損傷が生じた場合、注文いただいたものと異なる商品が届けられた場合「交
換」をお受けします。お客様都合による返品･返金はお受けできません。予めご了承ください。
※弊社が別途認める商品不良や誤配送商品の場合、メールにて文春マルシェ通販運営事務局へ連絡後、商品到着後7日以
内にご返送ください。ご連絡がない場合および、8日以上経過した場合は返品を受け付けることができませんのでご注意くださ
い。
※弊社との合意なしに、一方的に着払い等でお送りいただいてもお受け取り出来ませんのでご了承ください。
ご贈答の承り
冷凍・冷蔵品および一部商品は贈答包装ができません。詳しくはお問い合わせください。
賞味期限について
このご案内に表示している賞味期限は、商品の製造日または発送からの日数を示します。表示日数にはお届けに必要な日数も
含まれておりますので、この期間の短い商品をご注文の際はご注意ください。
個人情報の取り扱いについて
お客様の個人情報は厳重に管理・保管し適切に取り扱います。ご注文の際にお知らせ、ご記入いただきましたお名前・ご住所な
どの個人情報は、ご注文商品の配送やお問い合わせの際のご連絡、弊社からのカタログや他社情報を含む情報等のご送付、
商品開発のためのアンケートのお願い、およびお取引に関する与信管理、ご利用代金の回収管理などに利用させていただきま
す。個人情報にはお客様ご本人の個人情報に加えて、ご家族の個人情報やお届け先の個人情報、お友達紹介キャンペーンな
どでご紹介いただいた方の個人情報など、お客様を通して間接的に取得した個人情報も含まれます。お客様の個人情報はお
客様ご自身の意思で、またご紹介いただく方の個人情報はその方のご同意に基づいてご提供いただくようお願い致します。ただ
しご提供いただけない情報がある場合、ご利用になれないサービスもありますのでご了承ください。
株式会社ハーモニック　〒955-8567　新潟県三条市北入蔵3-10-20
※調理例・盛り付け例の写真には、お品物に含まれていないものもございます。
※商品価格、内容等は諸事情により変更させていただく場合がございます。
※文春マルシェでは特定原材料として右記7品目を明記しています。　小麦、卵、乳、えび、かに、そば、落花生

○お客様との通話は、ご注文やお問い合わせの内容に間違いが生じないように
録音させていただいております。ご了承ください。

運営会社／文春マルシェ通販運営事務局（株式会社 ハーモニック）　

shop.bunshun.jp/store

受付時間／10：00～17：300120-636-700
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