
本格的なビーフカレーで大人も子供も大好き！
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●パンフレットに表示の価格は参考小売価格（税込）です。　
●商品パッケージは予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●パンフレットに掲載の料理写真はイメージです。　
●原料となるお肉はそれぞれ形状が異なるため、商品の形状にも多少のばらつきが発生しますが、ご了承ください。
●環境負荷の少ない、簡易包装を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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贈りものにも、ご自宅用にも。

株式会社山内本店 宝暦元年(1751年)創業。
まぼろしの味噌使用みそだれ。

BC-30 参考小売価格（税込）3,240円
●160g×15食

牛肉をとろけるまでじっくり煮込んだカレー

HM-306 参考小売価格（税込）3,240円
●まぼろしの味噌使用みそだれさば味噌煮 200g×6

まぼろしの味噌使用みそだれさば味噌煮現代の名工

「永田富浩監修」の

まぼろしの味噌を使っ
た

贅沢な一品！

フルーツの旨みを加えたソースで、
牛肉と野菜をとろけるまでじっくり煮込みました。

※左記商品パッケージは無くなり次第、通常デザインでの対応になります。
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豊かな水と緑に恵まれた国内の自社農場。

ハムづくりに最適な原料をもとめて

私たちはこの自社農場で、

健康な豚を育てることからはじめています。

手間をかけて、お肉の旨みを引き出した

こだわりのギフトハムです。

小分けパックで豊富な種類！こだわりのギフトだからおもてなしやパーティーメニューにもぴったり！

好みの厚さにカットしていただく上質の味！熟成ならではの旨みがたまらないね。

UKI-58 参考小売価格（税込）5,400円
●熟成ベーコン 51g ●熟成ももハム 60g
●熟成あらびきウインナー 70g
●白い熟成あらびきウインナー 70g
●肩ロース生ハム 40g ●熟成ビアシンケン 72g
●熟成ロースハム 60g ●熟成厚切りロースハム 62g×2

UKI-38 参考小売価格（税込）3,240円
●熟成ベーコン 51g ●熟成あらびきウインナー 70g
●白い熟成あらびきウインナー 70g ●熟成ビアシンケン 72g
●肩ロース生ハム 40g ●熟成ロースハム 60g

UKI-48 参考小売価格（税込）4,320円
●熟成ベーコン 51g ●熟成あらびきウインナー 70g
●白い熟成あらびきウインナー 70g ●熟成ももハム 60g
●肩ロース生ハム 40g ●熟成厚切りロースハム 62g×2

UKI-55 参考小売価格（税込）5,400円
●熟成ロースハム 400g ●熟成ももハム 280g

UKI-102 参考小売価格（税込）10,800円
●布巻き熟成ロースハム 580g ●布巻き熟成ももハム 550g

「大切なあの方だから

 やっぱり、このハム、贈ろう。」 商品情報ページ

※自社農場とは、国内のニッポンハムグループの農場です。

※日本ハム調べ（日経POSデータの2021年
1月から12月のデータを基に、国産豚肉原料
使用ハムギフト商品をカテゴライズして調査）



食卓を華やかに彩るローストビーフセット。

おもてなしの

メニューにもぴった
り!

柔らかくて美味しい
わ♪

DLG金賞対象品目：上級ホワイトロースハム 380g・
たれ漬け焼豚 180g・特撰ロースハム 380g、180g・
ロース生ハム 40g・スモークハム 180g

※DLGコンテストとは… ドイツの農業・食品産業の四大組織の一つといわれるドイツ農業協会により1885年の設立された世界で最も歴史と権威のあるコンテスト。
　毎年3万点以上の、世界中の食品が審査されており、食品のおいしさと高い品質が国際的に証明される、世界最高レベルの品評会です。

NH-GA 参考小売価格（税込）5,400円
●上級ホワイトロースハム 380g ●たれ漬け焼豚 180g 
●特撰ホワイト肩ロース 200g ●あらびきミートローフ 170g 
●特撰ホワイトウインナー 80g ●特撰あらびきウインナー 80g

NH-YA 参考小売価格（税込）4,320円
●特撰ロースハム 180g ●たれ漬け焼豚 180g ●スモークハム 180g
●直火焼ミートローフ 170g ●特撰ホワイトウインナー 80g ●特撰あらびきウインナー 80g

NH-SA 参考小売価格（税込）3,240円
●スモークボロニア 110g ●特撰ロースハム 180g
●ペッパーボロニア 110g ●ロース生ハム 40g ●特撰あらびきウインナー 80g×2

NH-GB 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 380g ●直火焼き焼豚 180g
●特撰ホワイト肩ロース 200g

シャウエッセンのパリッと感や旨味はそのままに、
食べ応えのある太めのサイズに仕上げたギフト限定品です。

●（ギフト限定）シャウエッセン 120g×2
●（ギフト限定）シャウエッセン ミートローフ 150g
●（ギフト限定）シャウエッセン チーズ 120g
●（ギフト限定）シャウエッセン チョリソー 120g
●シャウエッセン 2種のマスタード 40g×2

SEG-320 参考小売価格（税込）3,240円

NRB-S 参考小売価格（税込）3,240円
●ロース生ハム 40g ●直火焼ローストビーフ 185g
●ローストビーフソース 30g×2 ●特撰ホワイトウインナー 80g 
●特撰あらびきウインナー 80g

NRB-G 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 180g ●直火焼ローストビーフ 185g
●ローストビーフソース 30g×2 ●直火焼き焼豚 180g
●あらびきミートローフ 170g ●ロース生ハム 40g ●特撰ホワイトウインナー 80g×2

太めのサイズで

満足の食べ応え！
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函館カール・レイモン製品の原料肉は、
北海道産の豚肉・牛肉を使用しています。

創業1925年、肉本来のおいしさを生かし、くせのない味で
現在まで多くのファンに愛され続けています。

●アラビキソーセージ 92g ●ポークローフ 120g ●クラコウ 130g
●レモン&パセリウインナー 92g ●ハーブソーセージ 92g

参考小売価格（税込）3,240円CR-302NH
●ショルダーハム 150g ●クラコウ 130g ●ローストポーク 130g 
●ポークローフ 120g ●アラビキソーセージ 92g 
●レモン&パセリウインナー 92g

参考小売価格（税込）4,320円CR-402NH

恵まれた北海道の
自然環境で育ったから
とっても美味しいな！ 受け継がれている

手間暇かけた伝統の味！

●ロースハムスライス 54g ●生ハム 40g ●ボロニアソーセージ 62g
●ベーコンブロック 205g ●馬蹄型ソーセージ 142g
●チーズ入りソーセージ 112g ●ロングウインナー 96g ●ソフトサラミ 90g

参考小売価格（税込）5,400円YK-500  

●ロースハムスライス 54g ●生ハム 40g ●ロングウインナー 96g 
●ベーコンスライス 50g ●ソフトサラミ 90g ●馬蹄型ソーセージ 142g
●白いあらびきウインナー 112g ●チーズ入りソーセージ 112g

参考小売価格（税込）4,320円YK-400  
●ロースハムスライス 54g ●ベーコンスライス 50g 
●馬蹄型ソーセージ 142g ●生ハム 40g ●ロングウインナー 96g 
●ソフトサラミ 90g

参考小売価格（税込）3,240円YK-300  

道南の大地を悠 と々流れ、自然の宝庫と呼ばれる遊楽部川。
素材そのものの良さをいかしておいしいハムに仕上げました。
道南の大地を悠 と々流れ、自然の宝庫と呼ばれる遊楽部川。
素材そのものの良さをいかしておいしいハムに仕上げました。

道南産豚肉使用道南産豚肉使用

●ローストポーク 130g ●ハーブソーセージ 92g
●ショルダーハム 150g ●ベーコン 180g ●ポークローフ 120g 
●アラビキソーセージ 92g ●レモン&パセリウインナー 92g

参考小売価格（税込）5,400円CR-502NH
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FS-S 参考小売価格（税込）3,240円
●アイスバイン 170g ●ホワイトウインナー 112g
●ソフトサラミ 90g ●ロングウインナー 96g 

FS-Y 参考小売価格（税込）4,320円
●アイスバイン 170g ●ベーコン 205g ●ミートローフ 180g 
●ロングウインナー 96g ●ホワイトウインナー 112g

FS-G 参考小売価格（税込）5,400円
●ホワイトロースハム 400g ●ベーコン 205g ●ミートローフ 180g

2023年3月、北海道日本ハム
ファイターズの新球場を含めた
エリア、HOKKAIDO BALLPARK 
F VILLAGEが誕生します。
約32ヘクタールの広大な敷地
面積の中で、自然と共存する活
発な街づくりを目指す、まったく
新しいクリエイティブなコミュ
ニティスペースです。

「2023年に北海道日本ハムファイターズの

 新球場が誕生するよ、わくわくするね。」

北海道ボールパークFビレッジ

北海道産豚肉を使用し、 

北海道ファクトリー工場でつくった

ニッポンハム特製ハムギフトです。

北
海
道
産
豚
肉
使
用

北海道産のハムを

食べて応援するぞ！

「外食少なかったね。だったら、

 家でフレンチをね。」

本格フレンチの名店「シェ オリビエ」。

オーナーシェフのオリビエ・オドス氏監修の

素材を活かしたオリジナルメニューを

ご家庭でお楽しみいただけます。

OLV-55R
ローストビーフ、オードブル2種セット

参考小売価格（税込）5,940円
●オリビエローストビーフ 220g
●赤ワインマスタードソース 20g×2
●ケークサレ 120g ●ポークリエット 65g

OLV-102 参考小売価格（税込）10,800円
●牛ほほ肉の赤ワイン煮込み 160g×2 ●ケークサレ 120g 
●カリフラワーのスープ 150g×2 ●ポークリエット 65g

オリビエフルコースセット

OLV-520 参考小売価格（税込）5,400円
●牛ほほ肉の赤ワイン煮込み 160g×2

※写真は「OLV-102」です。

牛ほほ肉の赤ワイン煮込み 2点セット

工場
直送

1970年フランス、ボルドー生ま
れ。16歳から料理の世界に入
り、幾つものミシュラン星付きレ
ストランで働く。パリの「ラ・
トゥール・ダルジャン」でセカン
ドシェフを務め、シェフの推薦に
より2000年「ル・コルドン・ブ
ルー」の料理教授として来日。
2009年東京・市ヶ谷に「シェ 
オリビエ」をオープン。

オリビエ オドス

家庭で手軽にコース料理の
感覚を味わえるなんて、感激！
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家で手軽
に

本格中華
が

味わえる！

工場
直送

工場直送につき、他の
商品と抱き合わせの
ご注文はできません。

工場
直送

工場直送につき、他の
商品と抱き合わせの
ご注文はできません。

※大豆由来の原料を使用しています。
※中華調味料に鶏肉・豚肉由来のエキスを
　使用しています。

TSN-30A
点心セット

参考小売価格（税込）3,240円
●肉まん（4個）140g ●餃子（10個）170g
●海鮮翡翠焼売（4個）120g
●小籠包（6個）180g
●もち米焼売（4個）140g

TSD-MB
大豆ミート麻婆豆腐 4点セット

参考小売価格（税込）3,780円
●大豆ミート 陳麻婆豆腐の素 200g×4

TSN-40A
四川料理セット

参考小売価格（税込）4,320円
●餃子（10個）170g 
●海老のチリソース 150g
●ふかひれ入りスープ 150g×２
●陳麻婆豆腐の素（山椒付）110g
●貝柱入り焼売（4個）120g 
●もち米焼売（4個）140g

TSN-50E
四川料理セット

参考小売価格（税込）5,400円
●陳麻婆豆腐の素（山椒付）110g
●餃子（10個）170g 
●ふかひれ入りスープ 150g×２
●海老のチリソース 150g
●えびの水晶包み（4個）100g ●海鮮翡翠焼売（4個）120g 
●小籠包（6個）180g ●ココナッツ蒸し団子（4個）140g

中華の鉄人 陳建一プロデュースのもと、

オリジナルの味を忠実に再現。ご家庭で、

手軽にお楽しみいただけます。

シェフのこだわりを活かした

レストランの味をご家庭で

お楽しみいただけます。

PHB-30A
参考小売価格（税込）

3,240円
●ハンバーグ（デミグラスソース）120g×４
●ハンバーグ（和風おろしソース）120g×４

ハンバーグセット

PRBH-45A
参考小売価格（税込）

4,860円
●ローストビーフ 220g 
●ローストビーフソース 30g×2
●ハンバーグ（デミグラスソース）120g×3
●ハンバーグ（和風おろしソース）120g×3

ローストビーフ・ハンバーグセット

※詰め合わせ写真の「ローストビーフ」は断面をカットして
　いますが、お届けする商品は断面をカットしておりません。

柔らかくてジューシ
ー!

みんな大満足の味
だね
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2022年6⽉吉⽇
様

　拝啓、時下ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。⽇頃から⽇本ハム製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
　この度、ご案内のパンフレットをお届けさせて頂きますので、是⾮、⽇本ハム製品のご⽤命を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

売上の⼀部は、北海道社会福祉協議会を通じて、道内の社会福祉事業の為に寄付します。

★★ ★★
参考⼩売価格(税込) 納品価格(税込) 割引率 参考⼩売価格(税込) 納品価格(税込) 割引率

¥5,400 ¥4,590 15% ¥3,240 ¥2,754 15%
¥10,800 ¥9,180 15% ¥4,320 ¥3,672 15%

¥5,400 ¥4,590 15%

★★ 30% ★★

参考⼩売価格(税込) 納品価格(税込) 割引率 参考⼩売価格(税込) 納品価格(税込) 割引率
¥5,400 ¥3,780 30% ¥3,240 ¥2,268 30%
¥3,240 ¥2,268 30% ¥4,320 ¥3,024 30%
¥4,320 ¥3,024 30% ¥5,400 ¥3,780 30%
¥5,400 ¥3,780 30% ¥3,240 ¥2,268 30%
¥3,240 ¥2,268 30% ¥4,320 ¥3,024 30%
¥5,400 ¥3,780 30% ¥5,400 ¥3,780 30%
¥3,240 ¥2,268 30% ¥3,240 ¥2,268 30%
¥3,240 ¥2,268 30% ¥3,240 ¥2,268 30%
¥4,320 ¥3,024 30%
¥5,400 ¥3,780 30%

★★ ★★
参考⼩売価格(税込) 納品価格(税込) 割引率 参考⼩売価格(税込) 納品価格(税込) 割引率

¥5,940 ¥4,871 18% ¥3,240 ¥2,657 18%
¥5,400 ¥4,428 18% ¥4,320 ¥3,542 18%
¥10,800 ¥8,856 18% ¥5,400 ¥4,428 18%
¥3,240 ¥2,657 18% ¥3,780 ¥3,100 18%
¥4,860 ¥3,985 18%

★ 配送料⾦
◆お申込み⽅法 お申込み⽤紙に、ご依頼主様・お届け先様、郵便番号、ご住所、お名前、電話番号

及び商品名（記号）、個数、短冊シールのし等の必要事項をご記⼊下さい。
☆ご注⽂　ＦＡＸ⇒⽇本ハムマーケティング㈱　０１１－６８６－４２０１

◆申込受付期間 2022年6⽉13⽇(⽉)〜2022年7⽉29⽇(⾦) 迄
◆お届け期間 2022年6⽉30⽇(⽊)〜 2022年8⽉13⽇(⼟)
◆お届け迄について ご注⽂より7⽇〜10⽇程を要します。
◆お⽀払い⽅法 商品お届の時は、商品と発送明細が届きます。

後⽇請求書を郵送させて頂きますので、銀⾏、郵便局等の指定先で振り込みにてお⽀払いを
お願い致します。

◆商品発送後の お届け先様が転居先不明等で配達出来ない場合は、ご依頼主様へ返送させて頂きますので
　ご対応について ご了承下さい。

商品の性質上、お客様のご都合によるお取替え、返品はお受け出来ませんのでご了承下さい。
◆お問合わせ先 ⽇本ハムマーケティング(株)札幌営業所迄(9:00〜17:00まで)　　※⼟・⽇・祝⽇を除く。

ＴＥＬ　　０１１－６８８－４１８６
◆包装形態 弊社は、環境負荷の少ない、簡易包装(シュリンク包装)を実施しています。

皆様のご理解とご協⼒をお願い致します

◆個⼈情報に関して 贈答主様とお届け先様の個⼈情報は当ギフトのお届け、問合せ業務及び次回ギフト期における
ご購⼊履歴のご案内に利⽤させて頂きます。
弊社の個⼈情報保護に関する取り組みはWebページに掲載しております。

2022年 ⽇本ハムお中元ギフト特別販売のご案内【北海道の社会福祉事業応援商品】

国産プレミアム美ノ国　15%割引商品 《送料 全国無料》
商品名 商品名

国産プレミアム
美ノ国

(うつくしのくに)

UKI-55 国産プレミアム
美ノ国

(うつくしのくに)

UKI-38
UKI-102 UKI-48

UKI-58

特別価格最⼤ 割引商品　《送料 全国⼀律760円》
商品名 商品名

本格派

NH-GB 北海道
⼋雲

ユーラップ

YK-300
NH-SA YK-400
NH-YA YK-500
NH-GA 北海道

⽇本ハム
ファイターズ

FS-S
NRB-S FS-Y
NRB-G FS-G

シャウエッセン SEG-320
ご⾃宅⽤商品

BC-30
函館

カール・
レイモン

CR-302NH HM-306
CR-402NH
CR-502NH

⼯場から直接お届け商品　18%割引商品　《送料 全国無料》
商品名 商品名

シェ オリビエ
OLV-55R

陳 建⼀
四川名菜

TSN-30A
OLV-520

お届け先1軒に対して全国⼀律 760円(税込)　※美ノ国シリーズ、⼯場直送商品は除く

 https://www.nipponham.co.jp/privacy

TSN-40A
OLV-102 TSN-50E

プレミアム
⼯房

PHB-30A ⼤⾖ミート TSD-MB
PRBH-45A



お申込み　ＦＡＸ番号　⇒　０１１－６８６－４２０１ ⽇本ハムマーケティング㈱ ⾏き

ご注⽂⽇　2022年　　　　　⽉　　　　　⽇
注⽂書
摘要欄

お客様ご登録名

様
郵便番号
ご住所

お名前

お電話
郵便番号 個数
ご住所

お名前

お電話
郵便番号 個数
ご住所

お名前

お電話
郵便番号 個数
ご住所

お名前

お電話
郵便番号 個数
ご住所

お名前

お電話
郵便番号 個数
ご住所

お名前

お電話

総個数 (商品代+送料）
合計 円

お中元　ＧＩＦＴ　２０２２　申込み書

お客様番号 ご希望お届け時期〔○で囲んでご記⼊下さい〕

ご
依
頼
主

贈答宅配料
全国⼀律 760円(税込)
 ※美ノ国、⼯場直送商品は除く

お
届
け
先
①

品　　名 弊社記⼊欄
配送料

760円

短冊シールのし

お中元　 無地　 不要

お
届
け
先
②

品　　名 弊社記⼊欄
配送料

760円

短冊シールのし

お中元　 無地　 不要

お
届
け
先
➂

品　　名 弊社記⼊欄
配送料

760円

短冊シールのし

お中元　 無地　 不要

お
届
け
先
④

品　　名 弊社記⼊欄
配送料

760円

短冊シールのし

お中元　 無地　 不要

お
届
け
先
⑤

品　　名 弊社記⼊欄
配送料

760円

短冊シールのし

お中元　 無地　 不要

弊社取扱部署
社会福祉
協議会①

営業担当

2960 ⾼井
〒 006-0012 札幌市⼿稲区富丘2条2丁⽬10-1

7⽉初旬 7⽉中旬 7⽉下旬 8⽉初旬
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