
三和の純鶏名古屋コー
チンの弾力ある肉質と極
上の旨味を味わえる本格
水炊き鍋です。

●セット内容／名古屋コーチン肉250g､名古屋コーチ
ンつくね100g､水炊きスープ600g､ゆずポン酢200㎖､
きしめん200g ●原料産地：愛知県・岐阜県（名古屋
コーチン） ●賞味期間／冷凍で60日

冬の味覚の王様、三大か
に（毛がに、たらばかに、ず
わいがに）を豪華な鍋セット
に仕上げましました。

●セット内容／ボイル毛がにカット・ボイルずわいがに
カット・生たらばかに（爪･爪下･ナンバン･ダキ）各250g､
かに入すり身100g､ラーメン200g×2､かに鍋たれ
50g×2 ●原料産地：北海道（毛がに）、ロシア・カナダ・
アメリカ（ずわいがに）、ロシア・アメリカ・ノルウェー（たら
ばかに） ●賞味期間／冷凍で14日

贅沢なとらふくの身とアラで、
美味しさ溢れるふくちり鍋に。
風味豊かな『ふく白子豆腐』
もお楽しみください。

●セット内容／とらふぐちり250g（とらふぐ切身
100g･とらふぐアラ150g）､ふく白子豆腐130g､
ふく醤油30㎖×3､もみじおろし10g×3  ●賞味期
間／冷凍で90日

●セット内容／あんこう350g（切身･アラ各175g）､
合わせ味噌200g､冷凍うどん180g､鍋だし55g×2  
●賞味期間／冷凍で90日

水揚げ日本一を誇る下関漁港に揚った
あんこうを豪快な鍋にしました。詰め合
わせのだしや合わせ味噌でお好みの
味に仕上げてお楽しみください。

食料品 ラインナップ更新！より多彩に、より魅力的に！全品送料込み！ 

〈鶏三和〉三和の純鶏
名古屋コーチン水炊き鍋
・・・・6,500ポイント７８

〈関とら本店〉
とらふくちり詰合せ
5,400ポイント７８〈関とら本店〉

あんこう鍋うどんセット
・・・・・4,300ポイント７８

〈京都・京鴨吉膳〉
京鴨鍋セット（2～3人前）
・・・・6,500ポイント

ほどよく歯ごたえのある鴨肉
本来の旨みが楽しめます。

７８
●セット内容／ロース肉スライス250g、モモ肉スライス50g、
つみれ（8個入）×1、鍋だし500㎖ ●原料産地：日本  

〈札幌バルナバフーズ〉
三大かに鍋
・・・・9,800ポイント７８

ポイントを できる！

え ん て つポ イ ント
ショッ プ

えん
てつカードで貯まった

素敵な品々と 交換

※一部対応していない機種・アプリがございます。

QRコード

えんてつポイントショップ

Webで に注文できます！簡単



●セット内容／ボイルたらばかに脚800g､三杯酢30㎖×2､かにフォーク ●原料産地：ロシア・アメリカ・ノルウェー
（たらばかに） ●賞味期間／冷凍で14日

〈札幌バルナバフーズ〉ボイルたらばかに脚・・・・・・・・・・9,800ポイント７８
●セット内容／ボイル毛がに2尾約800g（約400g×2）､ボイルずわいがに約500g､三杯酢30㎖×2､かにフォーク 
●原料産地：北海道（毛がに）、ロシア・カナダ・アメリカ（ずわいがに） ●賞味期間／冷凍で14日

〈札幌バルナバフーズ〉ゆでがに詰合せ（毛がに&ずわいがに）9,800ポイント７８

●セット内容／ボイルずわいがにカット450g､三杯酢30㎖ 
●原料産地：ロシア・カナダ・アメリカ 
●賞味期間／冷凍で14日

〈札幌バルナバフーズ〉ボイルずわいがに
詰合せ（カット済み）
・・・・・・・・・・5,400ポイント７８

●セット内容／ボイルたらばかにカット500g､ボイル
ずわいがにカット300g ●原料産地：ロシア・アメリカ・
ノルウェー（たらばかに）、ロシア・カナダ・アメリカ（ずわい
がに） ●賞味期間／冷凍で14日

〈札幌バルナバフーズ〉ボイルたらばかに･
ずわいがに詰合せ（カット済み）
・・・・・・・・・9,800ポイント７８ ●セット内容／ボイルたらばかに脚カット250g､ボイル

ずわいがに400g（1尾）､ボイル毛がに400g（1尾） 
●原料産地：ロシア（たらばかに）、ロシア・カナダ
（ずわいがに）、北海道・ロシア（毛がに） ●賞味期間／
冷凍で30日

〈藤井水産〉かに三昧
・・・・・・・・・9,800ポイント７８

●セット内容／ゆでずわいがに姿500g 
●原料産地：ロシア・カナダ・アメリカ 
●賞味期間／冷凍で60日

ゆでずわいがに姿
・・・・・・・・・5,400ポイント７８

●セット内容／あわび姿煮80g×2 
●原料産地：チリ ●賞味期間／冷蔵で60日

〈かいや〉あわび姿煮
・・・・・・6,500ポイント７９

●セット内容／本まぐろ中トロ・赤身各100g×2 
●原料産地：日本・スペイン・モロッコ ●賞味期間／冷凍で10日

天然本まぐろ 中トロ・赤身
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000ポイント７８

●セット内容／とらふぐ刺身40g､とらふぐ皮30g､ふぐ
しんじょう（とらふぐ皮入り）40g×2､とらふぐだし入り
味噌100g､とらふぐ塩辛60g､ふくポン酢10g×2､もみじ
おろし10g×2 ●賞味期間／冷凍で90日

〈関とら本店〉
とらふぐ刺身とふぐしんじょうセット
・・・・・・・・・5,400ポイント７８ ●セット内容／辛子明太子240g  

●賞味期間／冷蔵で14日

〈まつ本〉伝承極味 辛子明太子
・・・・・・・・・4,300ポイント７９

●セット内容／いくら醤油漬け･味付け数の子各110g 
●原料産地：北海道（いくら）、アメリカ・カナダ（にしん
の卵） ●賞味期間／冷凍で60日

〈鮭匠ふじい〉いくら・数の子
・・・・・・・・・5,400ポイント７８

●セット内容／うなぎ蒲焼切身5枚（計250g）､たれ
15g×5､山椒×5 ●賞味期間／冷凍で30日

〈鰻楽〉うなぎ蒲焼切身小分け
・・・・・・6,500ポイント７８

その豪快な姿と濃厚なうま味から“キングクラブ”と呼ばれる本たらばかに。年々漁
獲量が減り、希少性の高さでも王様といわれています。

濃厚な旨みのかに味噌と締まった肉が自慢の毛がにと、繊細な甘みのずわいがにの
詰合せです。塩茹でしておりますので解凍後、そのままお召し上がりいただけます。

この冬の時期に旬をむかえる、ずわい
がにを食べやすくカットしてお届けします。
旬の味わいをお楽しみください。

“かにの王様”と呼ばれる本たらばかにと
独特の甘みのずわいがにをカット加工を
施してお届けします。

身入りの良いずわいがにを選別して茹
で上げました。かに味噌と脚肉の風味と
旨みをお楽しみください。

食べやすくカットした、たらばかにの脚と
身とミソの両方を楽しめる、ずわいがに・
毛がにの詰合せです。

“海の黒いダイヤモンド”と呼ばれる天然の本まぐろは、
甘みがあり、深いコクを味わえます。切りたての本まぐろ
をおろしたてのわさび醤油でご賞味ください。

あわびを一粒まるごと煮貝に仕立てました。食べ応えの
ある食感とそれに負けないあわびの旨味が特徴です。

宮崎県、鹿児島県の熟練した養鰻家たちの手で大切に
育てられた良質なうなぎを、素材の味を十分に生かし
ながら炭火を使い、丹念に焼き上げました。

下関の調理師が１枚１枚丹念に盛り付けた、身が固く
しまり、独特の歯ごたえと旨味を楽しめるふぐ刺に
お椀物のふぐしんじょうをセットにしました。

北海道近海で獲れる新鮮な秋鮭のいくらは、甘口仕
立ての醤油で味付け。食感豊かな数の子は薄味仕
立てのだし醤油で漬けました。

食卓を華やかに彩る 海の幸

冬の味覚の王様 かに特集



●セット内容／肩肉400g ●賞味期間／冷凍で30日

松阪牛 すき焼用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,800ポイント７８
●セット内容／もも肉250g ●賞味期間／冷凍で30日

近江牛すき焼・しゃぶしゃぶ用6,500ポイント７８

●セット内容／もも肉250g 
●賞味期間／冷凍で30日

鹿児島県産黒毛和牛 すき焼用
・・・・・・4,300ポイント７８

●セット内容／肉まん（60g×3）×2､黒胡麻あんまん
60g×3､シュウマイ30g×8､えび蒸し餃子･ひすい餃子
各20g×4､小籠包30g×5 ●賞味期間／冷凍で30日

〈聘珍樓〉飲茶詰合せ
・・・・・・・5,400ポイント７８

●セット内容／北海道産牛霜降りハンバーグ
150g×6、おろしソース15g×6 ●賞味期間／冷凍で90日

〈肉の山本〉北海道産牛
霜降りハンバーグ6個セット
・・・・・・6,500ポイント７８

●セット内容／ごぼう天25g×3､しそ天20g×3､野菜
天25g×3､かぼちゃ天25g×3､れんこん天30g×3､つけ
あげ20g×6､サーモンさつま25g×3､えび挟み揚げ
35g×3 ●原料産地：日本・アメリカほか ●賞味期間
／冷蔵で8日

〈小田口屋〉彩りさつま揚げ
・・・・・・・・4,300ポイント７９

●セット内容／本十割生そば110g×6､そばつゆ
100㎖、八幡屋七味唐辛子14g ●原料産地：日本・
北米（そば粉） ●賞味期間／常温で90日

〈信州戸隠そば〉信州 本十割生そば
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900ポイント０

●セット内容／札幌味噌味・小樽塩味・秋田比内地鶏醤油味・米沢醤
油味・喜多方醤油味・尾道醤油味・博多とんこつ味各2､熊本｢もっこす
亭｣とんこつ味 ●原料産地：カナダ・アメリカほか（小麦） ●賞味期間／
常温で180日

ご当地ラーメン食べくらべセット15食
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900ポイント０

●セット内容／相模豚バラ焼肉用450g 
●賞味期間／冷凍で30日

相模豚 焼肉用
・・・・・・4,300ポイント７８

●セット内容／味付ラムロース200g×2 
●原料産地：オーストラリア・ニュージーランド
●賞味期間／冷凍で120日

北海道ジンギスカン味付セット
・・・・・5,400ポイント７８

●セット内容／サーロインローストビーフ1kg 
●原料産地：アメリカ ●賞味期間／冷凍で365日 

〈銀座４丁目スエヒロ〉 
サーロインローストビーフ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000ポイント７８

銘柄牛の中でも人気の高い松阪牛。きめ細かなサシと甘く深みのある香り、なめ
らかな舌ざわりが魅力です。

三大和牛の1つとされている近江牛。霜降り度合いが高く、芳醇な香りと柔らかさに
特徴があり、とろけるような美味しさは、全国で高い評価を受けています。

牛肉の最高部位のひとつ“サーロイン”を低温真空調理
しました。豊かな旨味の詰まったローストビーフをご賞味
ください。

創業明治17年、横浜中華街の老舗〈聘珍樓〉。素材
の持ち味を最大限に活かし、さっぱりと仕上げたこだ
わりの逸品です。

北海道産牛肉を使い丁寧に手ごねされた手作りハンバーグ。
表面を霜降りの北海道産牛肩ロース肉で包んでいる
ので、ジューシーなハンバーグに焼き上げることができます。

北は北海道、南は九州まで全国ラーメン味めぐり。
個性たっぷりの各地のラーメンをお好みに合わせて
ご賞味ください。

秘伝の非熱処理製法で、打ちたての風味がいきる
半生タイプの十割そば。驚くほどの香味としっかりと
した喉ごしで、そばそのものの旨みが味わえます。

豆腐や山芋などを練り込みソフトに仕上げました。
また薩摩地酒を隠し味に摺り上げたほんのり甘い
さつま揚げです。

恵まれた環境の中で育てられた「鹿児島県産黒毛和牛」。
豊かな自然が生み出す、程よい脂質の旨み、赤身の
柔らかさを是非、ご賞味ください。

神奈川のブランド豚“相模豚”は、豊かな自然の中できめ
細かい管理をして育てています。肉質はしっかりとして
いながら柔らかく、歯ごたえの良い弾力が自慢です。

羊肉の焼肉料理ジンギスカンの味付セットです。北海道
の郷土料理として知られ、低脂肪肉料理としても人気
が高まっています。

全国の厳選品をお届け 肉特集

充実のアイテム数 銘店の味



餡と最中皮を別々に包装
した手作り最中です。出来
立ての香ばしさをお楽しみください。

まずは、えんてつカードネット会員にご登録を！

1 2

えんてつカード ネット会員登録

えんてつカードネット会員の
新規登録ページへ

えんてつカードをご用意していただき、「ネット
会員新規登録」ページにてメールアドレス・
生年月日・電話番号・パスワード・お客様番号
（　　　　  ）をご入力いただければ登録OK!お客様のカード
表面に記載の番号

※既にネット会員に登
録済みのえんてつカード
での重複登録はできま
せん。
※えんてつカードネット
会員規約をご確認のう
え、ご登録お願いします。

のご利用まで

ネット会員登録方法

抹茶フィナンシェ、レーズン
サンド、餡と最中皮を別 に々
包装した手作り最中のお詰め合わせです。

●セット内容／ナポリタン（一口サイズショコラミルク）・ブラウニーオリジン・
ケイクフリュイ×各3､ブラウニープラリネ・ブラウニーショコラ・ブラウニーピス
タチオ×各1、ペカンショコラ（和三盆･ショコラ･キャラメル）各35g ●賞味期
間／常温で30日

職人の手作りに徹したフランスの伝
統的なドゥミセック（半生菓子）と
フールセック（クッキー）、一口サイズ
板ショコラ、ペカンショコラの詰め合
わせです。

鹿児島県種子島産の安納芋
“みつ姫”を使用し、蜜のような甘
さを活かすため、黒糖で風味
豊かにキャラメリゼしました。

種子島甘蜜芋『みつ姫』のブリュレプリン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,750ポイント７８
●セット内容／ブリュレプリン250g×2  ●賞味期間／冷凍で180日 

国産の冷凍いちごと北海道産の生クリームを柔らかな求肥
生地で包みました。

大福や饅頭を食べ易い小ぶり
の大きさに仕立てました。お好き
な分だけ解凍してお召し上がり頂
けます。

〈和楽子屋〉 ｢冷凍｣和菓子アソートセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,300ポイント７８
●セット内容／塩豆大福（こしあん）・草大福（つぶあん）・葛饅頭（ずんだ餡）・
いちご餡クリーム大福各50g×2、磯辺餅80g×2 ●賞味期間／冷凍で60日

すでに、えんてつカードネット会員の方はこちらから えんてつポイントショップ

人気こだわりスウィーツも！

●セット内容／生クリーム大福（苺・ブルーベリー）各70g×5 ●賞味期間／冷凍で60日

〈和楽〉果実の生クリーム大福（苺･ブルーベリー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400ポイント７８

〈メゾン ショーダン〉焼き菓子アソート B
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900ポイント０

●セット内容／お手作り最中（つぶあん･こしあん）×各4､抹茶
フィナンシェ×2､レーズンサンド×3 ●賞味期間／常温で60日

〈塩瀬総本家〉 抹茶フィナンシェ･
レーズンサンド･最中詰合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,900ポイント０

●セット内容／お手作り最中（つぶあん･こしあん）×各5 
●賞味期間／常温で60日

〈塩瀬総本家〉 
袖ヶ浦最中 10個入
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,350ポイント０

※えんてつポイントショップに関するお問合せは、TEL.053（457）5256［直通］まで

※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。※ご注文日から14日後以降の配達日指定が可能です。ただし、12月23日（日）61月12日（土）の配達日のご指定はお受けできません、予めご了承ください。


