
人気のオリジナル調味料セット
発売以来、大人気の「へうげ味噌」と「へうげ生醤」。さらに「へう
げめんつゆ」、本格塩麹「なごみしお麹」、山海の天然だし 25 種類を
ブレンドした「イイお嫁さんの素」をセット（へうげめんつゆには、
だしに「イイお嫁さんの素」を使用しています）。徹底的にこだわり
抜いた、まほろばのオリジナル商品ギフトです。

●へうげ味噌（700 ｇ）  × 1　●へうげ生醤× 1　 ●へうげめんつゆ  × 1 　
●なごみしお麹  × 1 　●イイお嫁さんの素× 1

5,980円（税込）

4,390円（税込）

Gift
2014

NATURAL & OGANIC 

                 まほろば

ギフトセット

自然の恵みと　    

健康への想いが 　

いっぱい詰まった　

まほろばのギフトです。

ありがとうの感謝を込めて、

あの方へ…。

※数量・商品等、お好みに合わせて変更できます。

MAHOROBA S
ELECTION

お好みで
詰め合わせ
できます。

2014  Mahoroba Gif Selection

M1

M2
こだわりの塩と砂糖セット
まほろばが 0-1 テストでブレンドした、こだわりの
塩と砂糖。全国で発売され、共に人気を博しています。

●一二三（ひふみ）糖  × 2　●七五三（なごみ）塩  × 1  
●七五三塩 焼き塩 × 1 



北海道産・特選昆布セット
北海道各地の名産昆布を集めたまほろばオリジ
ナルセットです。

●天然利尻昆布（生産者：島田 勉 150 ｇ）
●襟裳昆布（生産者：安孫子 貢 200 ｇ）
●貝殻昆布（生産者：吉田 良夫・早煮用 150 ｇ）おすすめ

2,890円（税込）

M5

共働学舎の農場チーズセット
全日本チーズコンテストはじめ、世界コンクール「山のチーズオリンピック」
でも金賞受賞の工房、共働学舎新得農場で作られた特選チーズセットです。

●プチ・プレジール × 1   ●ラクレット（180g） × 1   ●レラ・ヘ・ミンタル
（150g） × 1   ●笹ゆき × 1   ●コバン × 1   ●フロマージュブラン × 1  

 ●ホエイジャム（小） × 1

最高品質の有機オリーブオイル「ロレンツォ」
バルベーラ社が取り扱うオイルの中でも最高級クラスの高品質なオイル
◆世界的なオーガニック展覧会ビオファで最優秀賞など、数々の受賞歴
を誇ります。◆辛口＆フルボディーの No.1、またはピリッとした辛味
とリッチな風味のNo.3 から、いずれかをお選び下さい。

●有機エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル
　ロレンツォ No.1　または、　ロレンツォ No.3　いずれか 1 本

4,600円（税込）3,500円（税込）

M8
M7

まほろばオリジナル調味料「イイお嫁さんの素」
山海の滋味をてんこ盛り！　選りすぐった 25 種類の天然だしと七五三塩
が織り成す、今まで経験した事がなかったUMAMI の競演。まほろばが創っ
た、極めつけのだしミックス、ここにあり！

●イイお嫁さんの素（20g × 2 入）× 3 袋

M3

興農ファームのこだわり加工品セット
健康に育った興農ファームのおいしいお肉で作った、無添加の手造り加工品です。

●行者にんにく入りウインナー 6本　●手造り生ハンバーグ 2個入× 2　
●ビーフコロッケ 3個入　●メンチカツ 3個入　●ローストビーフ 10枚前後

3,600円（税込）

3,980円（税込）

M6

直送

直送

※送料別途

※送料別途

道東・希少昆布セット
国後・択捉島を目の前にした納沙布貝殻沖や根室沖の厳しい海
域での昆布漁。あつば・猫足昆布で濃い出汁を取り、なが昆布
では早煮料理が出来るなど、コンパクトな 3種類で料理のエッ
センスが詰まっている。

●歯舞産なが昆布（早煮昆布）70 ｇ　●根室産あつば昆布
( 根昆布 )100g　●根室産ねこあし昆布 100g　

1,580円（税込）

M4

※チーズセットは 12/15
までの受注となります。

（1 本入り）



M12

M10

宇治有機茶＆昆布茶ギフトセット
有機のお茶屋さんとして日本屈指のひしわ園さんがセレク
トしたギフトセットです。

●宇治有機緑茶抹茶入り 80 ｇ   ●宇治有機ほうじ茶 100 ｇ   
●宇治有機抹茶入り玄米茶 150 ｇ   ●無添加根昆布茶 50 ｇ   
●無添加梅昆布茶 40 ｇ 2,700円（税込）

M9
寺田本家の無濾過五人娘大吟醸セット
昔ながらの手造りにこだわり、無農薬米を生もと造りで丁寧に仕
込んだふくよかで芳醇なお酒です。

●五人娘純米大吟醸　720ml × 1   ●五人娘純米吟醸　720ml × 1

5,400円（税込）

自然派オーガニックワインセット
イタリア政府認定の有機ワイン。ハーブのようなアロマが心
地良いカベルネとフルーティーな味わいのソアーヴェのセッ
トです。

●サルトーリ　カベルネ・ヴェネト赤　720ml × 1
●サルトーリ　ソアーヴェ白　720ml × 1 2,400円（税込）

特選ビールセット
世界 3大ビール品評会で前人未到の 8年連続金賞受賞「よな
よなエール」をはじめ、まほろばのこだわりビールを詰め合
わせました。（ご希望の銘柄に変更可能です）

●よなよなエール× 4 本   ●信州燦燦 OG ビール× 4 本   
●有機農法ビール× 4 本 3,400円（税込）

M11

お好みで

詰め合わせ

できます。

お申込みは、まほろば各店まで（TEL) 本店：011-665-6624　厚別店：011-894-5551



まほろば手塩・北洋紅鮭、時鮭（1 尾セット）
北洋カムチャッカ千島沖で漁獲された脂の乗った若紅鮭と時鮭を、海陸の特性を活かし
たモンゴル岩塩（天日湖塩）と豪州天日塩（海水塩）を使い、40 年鮭一筋に生きた札
幌中央卸売市場随一の目利き加藤信也が、秘伝の縦塩製法により 3％の甘塩で仕込んだ、
正に手塩にかけた逸品です。すぐ使える切り身パックですので、ご贈答に最適です。

●紅鮭切り身（真空× 1…鮭半身分）●時鮭切り身（真空× 1…鮭半身分）

まほろば手塩・紅鮭（半身）
●紅鮭切り身（真空× 1…鮭半身分）

まほろば手塩・時鮭（半身）
●時鮭切り身（真空× 1…鮭半身分）

6,900円（税込）

3,700円（税込）

3,200円（税込）

M13

M14

M15

まほろば

オリジナル

商品

蒙古天日湖塩
＆

豪州天日海塩
使用

※半身は発泡ケース入りとなります。

※パッケージは変更となる場合がございます



北海道産　無添加たらこ
北海道近海で漁獲されたたらの子を平釜造りのシママースの塩だけで漬け込
み、無添加・無着色のたらこに仕上げました。北の美味しいグルメを安心して
お楽しみいただけます。

●塩たらこ（すけとうだらの卵（北海道産）、食塩）　
　300 ｇ化粧箱入り

無漂白・無整形  原卵数の子「テストロー」
鰊船団に先駆けて試験操業船が魚卵の成熟度を調べるため漁獲し採取した原
卵を、そのまま船底の塩水槽に漬け込んだ、一般には流通しない貴重な数の
子です。曲がりや変形は、ノンフローズン（無冷凍）のため。生の証です。

●塩数の子（鰊の卵（カナダ産）、食塩）　
　500 ｇ入り

3,200円（税込）

2,680円（税込）

M16

M17

なんと「へうげ生醤」使用！
まほろばオリジナル「いくら醤油漬」
北海道近海で漁獲された新鮮な鮭のいくらを、へうげ生醤や五人娘など、
まほろば特選の調味料で贅沢に味付けした逸品です。

●鮭いくら（鮭の卵（北海道沖）、へうげ生醤、五人娘、有機三河本みりん、
三河白だし、七五三塩、有機ゆず果汁、根昆布だし、一二三糖、有機レ
モン果汁）　250 ｇ化粧箱入り

3,500円（税込）

M18

※ 250 ｇ× 2個入り　7,000 円も承ります。

お申込みは、まほろば各店まで（TEL) 本店：011-665-6624　厚別店：011-894-5551

まほろば
オリジナル
商品



4,900円（税込）

9,700円（税込）



お申込みは、まほろば各店まで（TEL) 本店：011-665-6624　厚別店：011-894-5551

5,600円（税込）

3,700円（税込）

5,400円（税込）



5,400円（税込）

9,500円（税込）



お申込みは、まほろば各店まで（TEL) 本店：011-665-6624　厚別店：011-894-5551

7,400円（税込）

4,600円（税込）

4,700円（税込）



まほろば特選海産セット
まほろばで販売している人気の冷凍海産物をギフトセットにしました。

●特大根ぼっけ   ●米米さんま   ●鮨屋のしめさば   ●塩時鮭 3 切   ●塩紅鮭 3 切   
●無着色たらこ   ●無着色明太子…各 1 パック

（その他お好みで詰め合わせいただけます） 3,600円（税込）

M19

3,100円（税込）

4,100円（税込）



お申込みは、まほろば各店まで（TEL) 本店：011-665-6624　厚別店：011-894-5551

5,500円（税込）4,100円（税込）3,300円（税込）



お申込みは、まほろば各店まで（TEL) 本店：011-665-6624　厚別店：011-894-5551

M20


