2021年冬ギフト一覧
★主原料産地は、2021年 11月17日現在の情報です。製造時の原料事情により、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
★ムソーでは、対象地域の原料または対象地域で製造しております商品は放射性物質を測定し、「セシウム134、セシウム137が各3Bq/kg未満」を
取り扱い基準としております。 (3Bq/kg未満を不検出で記載）
※原料の対象地域17都県：静岡、長野、山梨、埼玉、神奈川、東京、群馬、新潟、千葉、茨城、栃木、福島、宮城、山形、岩手、秋田、青森
※製品製造工場の対象地域4県：茨城・栃木・福島・宮城
コード

商

（申込番
号）

品

名

原材料

製造工場

1

6029

(北海道産)

船上活〆神経抜き秋鮭姿切身

秋鮭（北海道噴火湾産）、食塩

北海道

2

6030

(北海道産)

船上活〆神経抜き秋鮭刺身

秋鮭（北海道噴火湾産）

北海道

3

5855

(函館朝市船岡商店)

北洋産本紅鮭姿造り(うす塩)

本紅鮭（ロシア）、食塩

北海道

4

6003

(函館朝市船岡商店)

北洋産本紅鮭半身（うす塩）

本紅鮭（ロシア）、食塩

北海道

5

5863

(函館朝市船岡商店)

ずわいがに棒肉・特棒

ずわいがに（カナダ）

北海道

6

5866 (函館朝市船岡商店) カットたらばがに足

たらばがに（ロシア）

北海道

7

6815 (知床ジャニー) 鮭いくら醤油漬

鮭卵（北海道知床）、濃口しょうゆ、本みりん

北海道

8

6816 (知床ジャニー) 紅白 帆立貝柱セット

帆立貝（北海道)

北海道

9

5599 (函館朝市船岡商店) 子持ちぼたんえび

ぼたんえび（ロシア）

北海道

10

6034 (カネキ) 近海・無着色塩たらこ

スケソウダラの卵（北海道産）、食塩

北海道

11

6006 (福井鮮魚) 天然クエ鍋

くえ(長崎県産)

和歌山

11

6005 (福井鮮魚) クエ鍋・刺身セット

くえ(長崎県産)

和歌山

13

5631 (フェニックス) 真ふぐのタタキとチリセット（約3人前） 【マフグたたき、湯引き、ぶつ切り】マフグ（山口）

14

6007 (知床ジャニー) 鹿肉しゃぶしゃぶギフト

15

5481

16

(ムソー) 青森県産本鴨鍋セット <大>約4～5人 鴨鍋スープ［昆布だし、しょうゆ、発酵調味料、鰹節エキス、砂糖、食塩、椎茸エキス］、鴨つく
ね［鴨肉（青森県)、長ネギ、鶏卵、パン粉、馬鈴薯でん粉、生姜、食塩、砂糖］、鴨ロース肉
5482
前
（青森県)、鴨モモ肉（青森県)、（一部に卵・小麦・大豆を含む）

えぞ鹿肉（モモ)（北海道産)

山口
北海道

(ムソー) 青森県産本鴨鍋セット <小>約2～3人 鴨鍋スープ［昆布だし、しょうゆ、発酵調味料、鰹節エキス、砂糖、食塩、椎茸エキス］、鴨モモ
肉（青森県)、鴨つくね［鴨肉（青森県)、長ネギ、鶏卵、パン粉、馬鈴薯でん粉、生姜、食塩、砂
前
糖］、（一部に卵・小麦・大豆を含む）
千葉

17

5950 (別所蒲鉾) 出雲の練り物セット

【魚ぎょっと骨入りバーグ 】魚肉（日本又はニュージーランド）、玉葱（日本）、カット蒲鉾、食用
菜種油）、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、みそ（大豆を含む)、魚醤（いわし、食塩）、鰹だし、昆布だ
し、味醂
【海鮮ちぎり天】魚肉（日本又は、ニュージーランド）、イカ（日本）、帆立貝（日本）、葱、食用菜
種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤（いわし、食塩）、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂
【野菜ちぎり天】魚肉（日本又はニュージーランド）、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、人参、玉葱、ご
ぼう、砂糖、魚醤（イワシ、食塩）、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂
【出雲のちくわ磯辺揚げ】魚肉（日本、ニュージーランド）、馬鈴薯澱粉、食用菜種油、砂糖、味
醂、食塩、あおさ粉、鰹だし、魚醤（イワシ、食塩）、昆布だし
【出雲のいか天】魚肉（日本又はニュージーランド）、イカ（日本）、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、
砂糖、魚醤（イワシ、食塩）、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂
【ささがきごぼう天】魚肉（日本又はニュージーランド）、ごぼう（日本）、食用菜種油、馬鈴薯澱
粉、砂糖、魚醤（イワシ、食塩）、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂

18

5539 (北海道広尾産) 本ししゃも

ししゃも（北海道）、食塩

北海道

19

6163 (北海道産) 熟成西京味噌漬け魚セット

秋鮭（北海道）、鯖（北海道）、サンマ（北海道）、ホッケ（北海道）、鱈（北海道）、白味噌（米
（島根）、大豆（島根）、食塩、種麹））、酒粕、昆布だし（昆布（北海道））、発酵調味料、てんさ
い糖、食塩

北海道

20

5958 (オクダ) 伊賀牛 焼肉

和牛（三重県産) [部位：上ロース、上カルビ]、牛脂

21

5959 (オクダ) 伊賀牛 すき焼

和牛（三重県産) [部位：ロース、肩、ミスジ]、牛脂

5536 (秋田ﾆｭｰﾊﾞｲｵﾌｧｰﾑ) 比内地鶏きりたんぽ鍋セット

【きりたんぽ】有機うるち米(秋田県産）、食塩
【比内地鶏スープ】しょうゆ（本醸造）（国内製造）、醗酵調味料、比内地鶏ガラ、食塩、かつお
削り節、砂糖、昆布、比内地鶏肉、（一部に大豆・小麦・鶏肉を含む）
【比内地鶏肉】鶏もも肉（秋田県産）、鶏むね肉・鶏ささみ肉

22

島根

三重

秋田

コード
（申込番
号）

商

品

名

原材料

製造工場

長野

千葉

23

6064 (口福広場）飲茶バラエティーセット

【野菜たっぷり餃子12個192g】具［野菜（国産（白菜、キャベツ、にら、にんにく、しょうが））、豚
脂（国産）、粒状大豆たん白、パン粉（小麦を含む）、ばれいしょでん粉、オイスターソース（大
豆・小麦・いかを含む）、砂糖、食塩、チキンエキス、こしょう、一味唐辛子］、皮［小麦粉（小麦
（国産））、食塩］、打ち粉［ばれいしょでん粉］
【ひとくち餃子】皮［小麦粉（小麦（国産））、食塩］、具［野菜（国産（白菜、キャベツ、玉ねぎ、に
んにく、しょうが））、食肉（国産（豚肉、鶏肉））、豚脂（国産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、ば
れいしょでん粉、ごま油、砂糖、食塩、清酒、こしょう］、打ち粉［ばれいしょでん粉］
【海老ワンタン150ｇ（15個）】皮［小麦粉（小麦（国産））、でん粉、なたね油、食塩］、具［魚肉
（えび（インドネシア）、いか（ペルー、チリ））、野菜（国産（玉ねぎ、長ねぎ、しょうが））、鶏肉
（国産）、豚脂（国産）、ばれいしょでん粉、砂糖、食塩、ごま油、えびエキス、小えび粉末、チ
キンエキス、こしょう］、打ち粉［ばれいしょでん粉］／重曹
【豚まん4個480g】皮［小麦粉（小麦（国産））、砂糖、牛乳、ラード（豚肉を含む）、イースト、食
塩］、具［野菜（国産（キャベツ、たけのこ、長ねぎ、しいたけ、玉ねぎ、しょうが））、豚肉（国
産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、豚脂（国産）、砂糖、ごま油、ばれいしょでん粉、清酒、こ
しょう］、打ち粉［小麦粉（小麦（国産））］／膨張剤
【海老にらまんじゅう】具［えび（ベトナム、インドネシア）、野菜（国産（にら、長ねぎ、しょう
が））、鶏肉（国産）、砂糖、豚脂（国産）、ばれいしょでん粉、ごま油、食塩、ラード（豚肉を含
む）、酵母エキス、こしょう］、皮［小麦粉（小麦（国産））］白玉粉、ラード（豚肉を含む）、砂糖、
食塩］、打ち粉［でん粉］/重曹
【海鮮えび焼売8個】具〔えび（べトナム、インドネシア）、野菜（国産（玉ねぎ、しょうが））、豚脂
（国産）、いか（ペルー）、魚肉すり身（たら（国産）、砂糖）、鶏肉（国産）、つなぎ（でん粉）、粒
状大豆たん白、砂糖、発酵調味料、食塩、ごま油、こしょう）〕、皮〔小麦粉（小麦（国産）、食
塩〕/重曹
【肉焼売】具［豚肉（国産）、野菜（国産（玉ねぎ、長ねぎ、しょうが））、つなぎ（鶏卵、ばれいしょ
でん粉）、えび（ベトナム、インドネシア）、豚脂（国産）、砂糖、食塩、しょうゆ（大豆・小麦を含
む）、こしょう］、皮［小麦粉（小麦（国産））、食塩］

24

5657 (千葉産直) 鉄板焼き八甲鴨ハンバーグセット

鴨肉（青森県）、玉ねぎ（国産）、パン粉[小麦（国産）、生イースト、食塩]、鶏卵、食塩、こしょ
う、ナツメグ

25

5491 (北海道産) 塩数の子

にしんの卵（北海道産）、食塩

北海道

26

6024 (道南伝統食品) 献上昆布ギフト<木箱>

真昆布（北海道南茅部産)

北海道

27

6056 (千葉産直) だしを味わう本格「鴨せいろ」

めん（そば粉）、そばつゆ［鴨ロース肉（青森県）、しょうゆ（大豆、小麦、食塩）、本みりん（もち
米、米焼酎、米こうじ）、砂糖（鹿児島県喜界島）、ゆず果汁（九州）、鴨ガラだし（鴨ガラ（青森
県）、ネギ、生姜）、かつお枯れ節（鹿児島県）、天然真昆布（北海道函館）］

千葉

28

6186 (本田商店) 出雲縁結びそば詰合せ

【めん】そば粉（そば（北海道））、小麦粉（小麦（北海道））、食塩
【有機めんつゆ】有機醤油（有機大豆（日本）、有機小麦（日本）、食塩）、有機米発酵調味料、
かつお削りぶし、昆布（北海道）、乾椎茸

島根

5661 (信州ハム) グリーンマークハムギフト Ｇ-322

【糸巻きロースハム】豚ロース肉（輸入)、糖類（粉末水あめ、砂糖）、食塩、乳たん白、酵母エ
キス、香辛料、（一部に乳成分・豚肉を含む）
【肩ロースチャーシュー】豚肩ロース肉（輸入）、しょうゆ、砂糖、みりん、でん粉、清酒、食酢、
（一部に小麦・豚肉・大豆を含む）

5528 (信州ハム) グリーンマークハムギフト Ｇ-440

【糸巻きロースハム】豚ロース肉（輸入)、糖類（粉末水あめ、砂糖）、食塩、乳たん白、酵母エ
キス、香辛料
【肩ロースチャーシュー】豚肩ロース肉（輸入）、醤油、砂糖、みりん、でん粉、清酒、食酢
【あらびきポークウィンナー】豚肉（輸入）、豚脂肪、還元水あめ、食塩、水あめ、大豆たん白、
ポークエキス、酵母エキス、たまねぎエキス、醸造酢、マッシュルームエキス、コラーゲン、香
辛料／貝カルシウム、香辛料抽出物

29

30

長野

31

5662 (信州ハム) グリーンマークハムギフト Ｇ-550

【糸巻きロースハム】豚ロース肉（輸入)、粉末水あめ、砂糖、食塩、乳たん白、酵母エキス、香
辛料
【肩ロースチャーシュー】豚肩ロース肉（輸入）、醤油、砂糖、みりん、でん粉、清酒、食酢
【ミートローフ】豚肉（輸入）、豚脂肪、鶏肉、還元水あめ、大豆たん白、食塩、水あめ、酵母エ
キス、たん白加水分解物、しょうゆ、コラーゲン、緑茶、香辛料、魚介エキス、醸造酢、たまね
ぎエキス/ 貝カルシウム、香辛料抽出物
【あらびきポークウィンナー】豚肉（輸入）、豚脂肪、還元水あめ、食塩、水あめ、大豆たん白、
ポークエキス、酵母エキス、たまねぎエキス、醸造酢、マッシュルームエキス、コラーゲン、香
辛料／貝カルシウム、香辛料抽出物

32

5573 (聖食品) 高野山ごま豆腐詰合せ

【高野山金ごま豆腐】洗いごま（国内製造)、甘藷でん粉、いりごま、本葛
【高野山ごま豆腐白】ごま（輸入）、甘藷でん粉、いりごま、本葛
【高野山ごま豆腐黒】洗いごま（国内製造）、甘藷でん粉、いりごま、本葛

大阪

33

5935 (ムソー) 有機・梅干しギフト 500g

34

5572 (ムソー) 有機・梅干しギフト 1kg

有機梅（奈良県産)、食塩、漬け原材料（有機梅酢、有機しそ（奈良県産))

奈良

35

5970 (みえぎょれん) 桑名産・特選焼海苔 3缶

36

6055 (みえぎょれん) 桑名産・特選焼海苔 6缶

焼きのり（三重）

三重

コード

商

（申込番
号）

品

名

原材料

製造工場

長崎

37

6057 (チョーコー) 醤油バラエティセット

【超特選むらさき】小麦（カナダ)、大豆、食塩、米
【こいいろ】しょうゆ（小麦・大豆を含む)（国内製造)、砂糖、みりん、食塩、かつお節、こんぶエ
キス、魚貝エキス、酵母エキス
【京風うすいろ】しょうゆ（小麦・大豆を含む)（国内製造)、砂糖、みりん、かつお節、食塩、こん
ぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス
【ゆず醤油かけぽん】しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造)、醸造酢、砂糖、ゆず果汁、みり
ん、魚貝エキス、酵母エキス
【だし入りかけ醤油】しょうゆ（小麦・大豆を含む)（国内製造、みりん、砂糖、かつお節、醸造
酢、魚貝エキス、食塩、こんぶエキス、酵母エキス

38

5526 (古果園) 有機・有田みかん

有機みかん（和歌山）

39

5591 (山梨県産) 甲州百目柿 眠りひめ 2kg

柿（山梨）

山梨

40

6136 (さんさんファーム) ラ・フランス約 3kg

洋梨（長野）

長野

41

6097 (さんさんファーム) りんご（サンふじ）約3kg

りんご（長野）

長野

42

6033 (三源庵) 金箔カステラセット

【金箔カステラ】鶏卵（国産)、砂糖、小麦粉、水飴／着色料（金箔)（一部に卵・小麦を含む)
【抹茶金箔カステラ】鶏卵（国産)、砂糖、小麦粉、水飴、みりん、抹茶／着色料（金箔)（一部に
卵・小麦を含む)

京都

6004 (seed)フリルチーズケーキ

【プレーン】クリームチーズ（国内製造)、生クリーム、卵、砂糖（粗糖)、牛乳、米粉、バター、甘
酒、有機レモン果汁、食塩、（一部に卵・乳成分を含む)
【抹茶】クリームチーズ（国内製造)、生クリーム、卵、砂糖（粗糖)、牛乳、米粉、抹茶、バター、
甘酒、有機レモン果汁、食塩、、（一部に卵・乳成分を含む)
【チョコマーブル】クリームチーズ（国内製造)、生クリーム、卵、砂糖（粗糖)、牛乳、有機チョコ
レート、米粉、バター、甘酒、有機レモン果汁、食塩、、（一部に卵・乳成分を含む)
【レモン】クリームチーズ（国内製造)、生クリーム、卵、レモンピール、砂糖（粗糖)、牛乳、米
粉、バター、甘酒、有機レモン果汁、食塩、、（一部に卵・乳成分を含む)

大阪

44

6031 (とさやま) 生姜フィナンシェ＆柚子マドレーヌセット

【生姜フィナンシェ】冷凍卵白（卵白、塩）（国内製造)、砂糖（てんさい（北海道産））、バター、
アーモンドプードル、小麦粉、生姜、（一部に卵・乳成分・小麦・アーモンドを含む)
【ゆずマドレーヌ】卵（高知県産)、バター、砂糖（てんさい（北海道産））、小麦粉、アーモンド
プードル、ゆず皮、はちみつ／膨張剤、（一部に卵・乳成分・小麦・アーモンドを含む)

高知

45

5598 (粟新) 厳選香味煎菓

麦芽水飴(国内製造)、砂糖、うるち米（国内産）、もち米（国内産）、黒砂糖、生姜、胡麻ペース
ト、黒胡麻、柚子

大阪

46

6180 (吉野の里) あんぽ柿

柿（奈良、和歌山）

奈良

47

5530 (吉野の里) 柿彩

干し柿：たねなし柿（奈良、和歌山)
ゆず巻柿：柿（奈良、和歌山) 、ゆず（奈良、和歌山)、砂糖（甜菜糖）

奈良

48

6071 (アリモト) 山田錦せんべいギフト

うるち米（国産山田錦）、米油、塩（海水（伊豆大島））、昆布粉末（昆布（北海道））、鰹節粉

兵庫

5660 (廣八堂) くず湯詰合せ

【白糖】本葛粉（国内製造）、砂糖、麦芽糖
【小豆】本葛粉（国内製造）、砂糖（国内製造)、麦芽糖（国内製造)、晒あん（小豆）
【生姜】本葛粉（国内製造）、砂糖、麦芽糖、生姜粉末
【柚子】本葛粉（国内製造）、砂糖、麦芽糖、柚子粉末
【抹茶】本葛粉（国内製造）、砂糖、麦芽糖、抹茶
【桜の花塩漬】桜花（国産）、食塩、梅酢

福岡

6076

【バニラ】有機豆乳（大豆を含む）（国内製造）、有機砂糖、有機デキストリン、有機紅花油（有
機紅花（アメリカ））、バニラビーンズ
【チョコ】有機豆乳（大豆を含む）（国内製造）、有機砂糖、有機ココアパウダー（有機カカオ豆
（南米他））、有機デキストリン、有機紅花油（有機紅花（アメリカ））
【抹茶】有機豆乳（大豆を含む）（国内製造）、有機砂糖、有機抹茶（奈良、京都、三重、宮崎
等)、有機デキストリン、有機紅花油 （有機紅花（アメリカ））
【ストロベリー】有機豆乳（大豆を含む）（国内製造）、有機いちご果肉（有機いちご（トルコ)）、
有機砂糖、有機デキストリン、有機紅花油（有機紅花（アメリカ））、有機レモン果汁（有機レモ
ン（イタリア)）

千葉

【バニラ】クリーム（生乳（島根））、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（生乳（北海道））、砂糖（甜菜（北
海道））、卵黄（島根）／バニラ香料
【抹茶あずき】クリーム（生乳（島根））、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（生乳（北海道））、砂糖（甜
菜（北海道））、あずき甘納豆、卵黄（島根）、抹茶
【ストロベリー】クリーム（生乳（島根））、脱脂濃縮乳（生乳（北海道））、いちごソース（いちご、
砂糖）、生乳（島根）、砂糖（甜菜（北海道））、卵黄（島根）
【ビターチョコ】クリーム（生乳（島根））、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（生乳（北海道））、砂糖（甜
菜（北海道））、ココア（アフリカ、東南ｱｼﾞｱ）、卵黄（島根）／バニラ香料
【ブルーベリー】クリーム（生乳（島根））、脱脂濃縮乳（生乳（北海道））、ブルーベリーソース
（ブルーベリー、砂糖）、生乳（島根）、砂糖、卵黄（島根）

島根

43

49

50

51

6008

(むそう)

SOYジェラート｢Mine!」8個

(木次) スーパープレミアムアイスクリーム「VANAGA」8個

52

5582

(木次) スーパープレミアムアイスクリーム「VANAGA」12個

53

5578

(アルプス)

ストレートジュース詰合せ 12缶

54

5577

(アルプス)

ストレートジュース詰合せ 18缶

巨峰：ぶどう（長野）
ナイアガラ：ぶどう（長野）
コンコード：ぶどう（長野）
りんご：りんご（長野）
もも：もも（長野）／酸化防止剤（ビタミンＣ）

和歌山

コード

商

（申込番
号）

品

名

原材料

製造工場

長野

55

5579

(アルプス)

フルーツゼリー詰合せ 12個

【もも】もも果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻／クエン酸、クエン酸Na、香
料、酸化防止剤（ビタミンＣ）
【ぶどう（ナイアガラ）】ぶどう果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻／クエン酸、
クエン酸Na、香料
【りんご】りんご果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻／クエン酸、クエン酸Na、
香料
【ぶどう（コンコード）】ぶどう果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻／クエン酸、ク
エン酸Na、香料
【洋なし】西洋なし果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻／クエン酸、クエン酸
Na、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

56

5914

(アルプス)

ストレートジュース&フルーツゼリー

※ストレートジュースギフト、フルーツゼリーギフト参照

57

5915

(アルプス)

58

6821

有機ジュース詰合せ

(久保養蜂園)

ジャム・ハチミツセット

ぐれいぷ（コンコード）：有機ぶどう（アメリカワシントン州）
ぐれいぷ（ナイアガラ）：有機ぶどう（アメリカワシントン州）
あっぷる：有機りんご（アメリカワシントン州）
【有機ストロベリージャム】有機ストロベリー（トルコ）、有機砂糖／ゲル化剤（ペクチン)、クエン
酸
【有機ブルーベリージャム】有機ブルーベリー（カナダ）、有機砂糖／ゲル化剤（ペクチン)、ク
エン酸
【オーガニック蜂蜜】 ハチミツ（ブルガリア）

大阪

