
大切なあの人へ
気持ち伝わる、おいしさの贈り物。

ホームページでは、アレンジレシピや、食材の豆知識
などお役立ち情報が満載です。ぜひご覧ください。

セントラルフーズ 公式Facebookページ
最新情報発信中！

このカタログの掲載商品は、一部を除き
セントラルフーズネットショップでもご注文いただけます。
但し、ネットショップでご購入の場合、別途送料がかかる商品がございます。

このカタログの掲載商品は、全て宅配便による全国配送を承っております。
カタログ掲載商品の取扱期間は2019年7月31日までとさせていただきます。
それ以降は、お取り扱いできない商品もございます。詳しくは売場係員におたずねください。

一部離島などお届けできない地域がございます。詳しくは売場係員におたずね
ください。また地域によって、お届けに時間がかかる場合がございます。何卒ご了
承くださいますようお願い申しあげます。

このカタログの掲載商品について
・

・

お客様相談室（9:00～18:00/日曜定休）

0120-919-298 東京都品川区西五反田2-15-7
ジブラルタ生命五反田ビル

セントラルフーズ

セントラルフーズ ネットショップ

セントラルフーズ Facebook
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大切なあの人へ
気持ち伝わる、おいしさの贈り物。

p.9-11

黒毛和牛ブランドの手ノ子牛（てのこぎゅう）。芳醇
な香りと良質な脂、とろけるような旨みなど、豊かな
味わいをご堪能ください。

p.12-14

ローゼンハイム こうざぶた

あんのうくろぶた・ローストブーフ・そうざい てのこぎゅう

p.3-5

高座豚（こうざぶた）は、手間と時間をかけて飼育
された神奈川名産の銘柄豚です。 甘い香りとジュ
ーシーな旨みが特徴で、精肉をはじめ、加工肉、惣
菜まで、幅広く商品を取り揃えています。

p.6-8

長きにわたって皆様に愛され続けるローゼンハイム。 
じっくりと吟味した素材を用いて、丹念に心をこめて
お作りしています。 本場ドイツで認められたハム・ソ
ーセージや惣菜を、安全・安心なおいしさをお届け
します。

Rosenheim

安納黒豚・
ローストビーフ・惣菜

手ノ子牛

高座豚

写真は
イメージです

写真は
イメージです

写真はイメージです

写真は
イメージです

安納芋で育てた安納黒豚や黒毛和牛のロースト
ビーフなどギフトにおすすめの商品を集めました。大
切なあの人の贈り物にぜひご利用ください。

写真は
イメージです
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ローゼンハイム
布巻ロースハム・
ウインナー詰合せ

EB-567 5,400円（税込）

[賞味期限 冷蔵20日]

布巻ロースハム400ｇ/荒挽ウイン
ナー80ｇ/ホワイトウインナー80ｇ/生
ハムロース70ｇ/マスタード40ｇ/ス
イートマスタード40ｇ

ローゼンハイム
焼豚詰合せ

EB-303 3,240円（税込）

焼豚280ｇ/荒挽ウインナー80ｇ/
ロースハム70g/
ボロニアソーセージ70ｇ

[賞味期限 冷蔵20日]

国産の豚肉をじっくりと漬け込み、
一本ずつ丹念に布と糸を巻きました。
しっとりとした食感で、上品な味わい
のノンスモークタイプのハムです。

金メダル受賞商品
布巻ロースハム

ドイツ農業協会（DLG）主催

加工食品の国際コンテスト受賞
布巻ボンレスハム/スモークボンレスハム
荒挽ウインナー/ベーコン/エトワール

ローゼンハイム ボンレスハム
EB-301 3,240円（税込）

ボンレスハム450ｇ

[賞味期限 冷蔵50日]

ローゼンハイム ハム詰合せ
EB-511 5,400円（税込）

布巻ロースハム400ｇ/焼豚280ｇ

[賞味期限 冷蔵50日]

EB-402 4,320円（税込）

布巻ボンレスハム350ｇ/焼豚280ｇ

[賞味期限 冷蔵50日]

ローゼンハイム ハム詰合せ ローゼンハイム ハム詰合せ
EB-1005 10,800円（税込）

[賞味期限 冷蔵50日]

布巻ロースハム520ｇ/クノブラー550ｇ
/ボンレスハム350ｇ/焼豚280ｇ

EB-83 8,640円（税込）

布巻ロースハム400ｇ/ボンレスハム
450ｇ/焼豚280ｇ

[賞味期限 冷蔵50日]

写真
の品

写真はイメージです

本場ドイツで認められた多彩な味わい
35年の長きにわたって皆様に愛され続けるローゼンハイム。

じっくりと吟味した肉や香辛料を用いて、丹念に心をこめてお作りしています。

ローゼンハイム 布巻ロースハム
ER-501 5,400円（税込）

[賞味期限 冷蔵50日]

布巻ロースハム680ｇ

ローゼンハイム ハム詰合せ
EB-509 5,400円（税込）

[賞味期限 冷蔵50日]

布巻ロースハム400ｇ/ボンレスハム300ｇ

このマークの商品は、クール料金を含め配送料が無料になります。
全国無料配送の承りは2019年7月31日までとさせていただきます。
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ローゼンハイム
バラエティ詰合せ

RS-51 5,400円（税込）

[賞味期限 冷蔵20日]

細挽ウインナー120ｇ/荒挽ウイン
ナー80ｇ/ホワイトウインナー80ｇ/
ロースハム70ｇ/ビアシンケン70ｇ/ボ
ロニアソーセージ70ｇ/クノブラー70ｇ
/エトワール70ｇ/ベーコン70ｇ

ローゼンハイム
バラエティ詰合せ

RS-35 3,780円（税込）

細挽ウインナー120ｇ/荒挽ウイン
ナー80ｇ/ホワイトウインナー80ｇ/
ロースハム70ｇ/ボロニアソーセージ
70ｇ/クノブラー70ｇ

[賞味期限 冷蔵20日]
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写真はイメージです

このマークの商品は、配送料およびクール料金が商品価格に含まれております。
このマークの商品は、クール料金を含め配送料が無料になります。
全国無料配送の承りは2019年7月31日までとさせていただきます。

ローゼンハイム
生ハム・ハム詰合せ

5,400円（税込）
ハーブウインナー135ｇ/細挽ウインナー120ｇ/荒挽ウインナー80ｇ/
ホワイトウインナー80ｇ/生ハムロース70ｇ/パンチェッタ（生ベーコン）70ｇ/
ボンレスハム70ｇ/エトワール70ｇ/クノブラー70ｇ

[賞味期限 冷蔵20日]

RH-553

ローゼンハイム
生ハム・ハム詰合せ

4,320円（税込）
ハーブウインナー135ｇ/荒挽ウインナー80ｇ/ホワイトウインナー80ｇ/生ハム
ロース70ｇ/パンチェッタ（生ベーコン）70ｇ/ボンレスハム70ｇ/エトワール70ｇ

RH-443

[賞味期限 冷蔵20日]

高座豚は神奈川県旧高座郡で明治時代から飼育されてきました。一般的
な豚肉に比べ、肉質がきめ細かく柔らかで、良質な脂質を含むことが特長の
銘柄豚です。その味の良さから「かながわ名産１００選」に選ばれるほど高く
評価されており、現在では旧高座郡地域の他、横浜市、秦野市、平塚市
でも生産されております。
セントラルフーズは優れた飼育技術を持つ提携養豚家と共に「高座豚研究
会」を運営し、発育時期に応じた飼料の配合や水の改質・飼育環境・安
全性の向上など、高品質の高座豚を飼育する環境づくりや品種改良に努
めています。時間と手間を惜しまず丹念に育て上げる情熱と深い愛情が、高
座豚のおいしさを作りだしているのです。

神奈川県
旧高座郡

「かながわ名産100選」に選ばれた味わい
高座豚ものがたり

高座豚は一般的な豚に比べ、脂質を構成するパルミチン酸・オレイン酸・リノール
酸が良質です。その良質な脂質が優れた風味と甘い香りをもたらすのです。

優れた風味と甘い香りに作用する脂肪酸
おいしさ成分の比較分析

良質な脂質がおいしさのポイント

良質な脂質 優れた風味と甘い香り

26.6

23.6

パルミチン酸
113%

3.8

13.6

リノール酸
28%

43.4

38.9

オレイン酸
112%

高座豚

国産豚

脂肪酸組成［%］
※高座豚：ビューローベリタスジャパン株式会社 2017年度分析データより（旧：日本認証サービス株式会社）
※国産豚：公益財団法人日本食肉消費総合センター分析データより

旨みひろがる良質の豚肉
時間と手間をかけて、深い愛情を注ぎ育まれる高座豚。やわらかく、良質な脂質を

豊富に含むその肉質は「かながわ名産100選」に選ばれるほど、高い評価をうけています。

数値が低いほど食味が向上

ローゼンハイム
バラエティ詰合せ

RHB-41 4,320円（税込）

荒挽ウインナー80ｇ/ロースハム70ｇ/
ボンレスハム70ｇ/ベーコン70ｇ/エト
ワール70ｇ/ボロニアソーセージ70ｇ

[賞味期限 冷蔵20日]

ローゼンハイム
バラエティ詰合せ

RH-541 5,400円（税込）

[賞味期限 冷蔵20日]

ロースハム100g×2/ハーブウイン
ナー 135g/荒挽ウインナー80ｇ/ホワ
イトウインナー80g/スイートマスタード 
40g/オリーブオイル（アルベキーナ）・
オリーブオイル（オレンジ）各40ml



7 このマークの商品は、配送料およびクール料金が商品価格に含まれております。 8アレルギー物質（特定原材料）が含まれる商品にはマークを表記しております。 ＊蕎麦・落花生・えび・かに は含まれておりません。小麦 卵 乳成分
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高座豚 ハム・ソーセージ詰合せ
KZ-46A 4,320円（税込）

荒挽ウインナー80ｇ/ホワイトウインナー80ｇ/ロースハム70ｇ/
ボンレスハム70ｇ/ベーコン70ｇ/ポークソーセージ70ｇ

[賞味期限 冷蔵20日]

高座豚 ハム・ウインナー詰合せ
KZ-45A 4,320円（税込）

KOZAヴルスト（スモーク）140ｇ/KOZAヴルスト（ハーブ）140ｇ
/KOZAヴルスト（チョリソー）140ｇ/ロースハム70ｇ/ベーコン
70ｇ/ポークソーセージ70ｇ

[賞味期限 冷蔵20日]

KZ-353A 3,780円（税込）

チーズローフ300ｇ/荒挽ウインナー80ｇ/ベーコン70ｇ/
ポークソーセージ70ｇ

高座豚 バラエティ詰合せ

[賞味期限 冷蔵20日]

高座豚 ハム詰合せ
KZ-57A 5,400円（税込）

布巻ボンレスハム350ｇ/焼豚300ｇ

[賞味期限 冷蔵50日]

高座豚 バラエティ詰合せ
KZ-53A 5,400円（税込）

焼豚300ｇ/骨付ハム300ｇ(骨付で仕上げ後に骨抜
き)/荒挽ウインナー80ｇ×2

[賞味期限 冷蔵20日]

高座豚 ハム・ウインナー詰合せ
KZ-72B 7,560円（税込）

布巻ボンレスハム350ｇ/焼豚300ｇ/チーズローフ300ｇ/
荒挽ウインナー80ｇ×2

[賞味期限 冷蔵20日]

高座豚 バラエティ詰合せ
KZ-48A 4,320円（税込）

焼豚300ｇ/ボンレスハム70ｇ/ベーコン70ｇ

[賞味期限 冷蔵20日]

高座豚 ハム詰合せ
KZ-41A 4,320円（税込）

布巻ボンレスハム350ｇ/チーズローフ300ｇ

[賞味期限 冷蔵50日]

神奈川県産 高座豚 味噌漬詰合せ
PKZ-539A 5,400円（税込）

ロース赤味噌漬・ロース塩麹漬・ロース粒味噌漬各70g×3

高座豚 スライスロール詰合せ
PKZ-512A 5,400円（税込）

スライスロール約80ｇ×6/高座豚生ウイン
ナー（約40ｇ×4本）×2/おろしソース15ｇ×6

[賞味期限 冷凍90日] [賞味期限 冷凍180日]

写真は
イメージです

写真は
イメージです

神奈川県産 高座豚 焼肉・しゃぶしゃぶセット
P-500C 5,400円（税込）

しゃぶしゃぶ用（モモ肉250ｇ/バラ肉200ｇ/肩ロース肉150ｇ）/
焼肉用（モモ肉250ｇ/バラ肉200ｇ/肩ロース肉150ｇ）/しゃぶ
しゃぶのたれ（ぽん酢）40ｇ×3/焼肉のたれ50ｇ×3

[賞味期限 冷凍90日]



9 このマークの商品は、配送料およびクール料金が商品価格に含まれております。 10アレルギー物質（特定原材料）が含まれる商品にはマークを表記しております。 ＊蕎麦・落花生・えび・かに は含まれておりません。小麦 卵 乳成分

ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ R

oast beef
安
納
黒
豚

　

A
nnou kurobuta

このマークの商品は、クール料金を含め配送料が無料になります。
全国無料配送の承りは2019年7月31日までとさせていただきます。

ローゼンハイム
ローストビーフ・ハム詰合せ

山形県西置賜郡（旧米沢藩手ノ子地

方）で一頭一頭丹念に育てられた手ノ

子牛は、セントラルフーズが自信を持っ

ておすすめする黒毛和牛のブランドで

す。その手ノ子牛の旨みをギュッと凝縮

し、ローストビーフに仕上げました。とって

おきの一品を大切なあの方へ。

〈精肉あづま〉山形県産

手ノ子牛ローストビーフ
9,040円（税込）

手ノ子牛ローストビーフ400ｇ（モモ肉）/ソース110ｇ/レフォール40ｇ

FTS-831A

[賞味期限 冷蔵15日]

ローゼンハイム
ローストビーフ・生ハム詰合せ

EB-720 7,560円（税込）

国産牛ローストビーフ（モモ肉）300g/生ハムロース70g×2/
ソース110g/わさび100g

[賞味期限 冷蔵15日]

7,560円（税込）
国産牛ローストビーフ（モモ肉）300ｇ/ボンレスハム70ｇ/
エトワール70ｇ/クノブラー70ｇ/ソース110ｇ/レフォール40ｇ

[賞味期限 冷蔵15日]

EB-700

ローゼンハイム
ローストビーフ・ハム詰合せ

10,800円（税込）
国産牛ローストビーフ（モモ肉）300ｇ/布巻ロースハム380ｇ/荒挽ウインナー80ｇ/
ベーコン70ｇ/エトワール70ｇ/ソース110ｇ/レフォール40ｇ

EB-1010

[賞味期限 冷蔵15日]

安納黒豚

ローストビーフ

〈精肉あづま〉

安納黒豚 味噌漬・塩麹詰合せ
5,400円（税込）

安納黒豚ロース赤味噌漬70g×3/安納黒豚ロース塩麹漬70g×2

PAN-50A

[賞味期限 冷凍180日]

〈精肉あづま〉

安納黒豚 しゃぶしゃぶセット
5,400円（税込）

しゃぶしゃぶ用600g（ロース肉・バラ肉・モモ肉各100g×2）/
しゃぶしゃぶのたれ（ポン酢）40g×6

PAN-60A

[賞味期限 冷凍90日]

〈精肉あづま〉

安納黒豚 焼豚詰合せ
5,400円（税込）

安納黒豚焼豚280g/安納黒豚ボンレスハム280g

AN-50A

[賞味期限 冷蔵50日]

〈精肉あづま〉

安納黒豚 焼豚詰合せ
4,320円（税込）

安納黒豚焼豚280g/安納黒豚荒挽ウインナー80g×2

AN-40A

[賞味期限 冷蔵20日]
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写真はイメージです

惣菜

〈ローゼンハイム〉

カレー・シチュー
詰合せ

4,320円（税込）
チキンカレー・グラーシュ各200g/
ビーフシチュー・タンシチュー・ビーフカレー各180g

RH-480B

[賞味期限 冷蔵50日]

〈ローゼンハイム〉

カレー・シチュー詰合せ
5,400円（税込）

チキンカレー200ｇ×2/ビーフシチュー180ｇ×2/
ビーフカレー180ｇ×2

RH-580B

[賞味期限 冷蔵50日]
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江戸時代より黒毛和牛の名産地として知られる山形県西置賜郡（旧米沢
藩手ノ子地方）。夏は非常に暑く、冬は豪雪の降る盆地特有の気候が、上
質な肉質を持つ手ノ子牛の故郷です。今から約４０数年前、この地で優れ
た飼育技術を持つ生産農家が東北地方で最初の生産者団体「手ノ子
牛研究会」を結成しました。
セントラルフーズは「手ノ子牛研究会」に所属する経験豊富な生産農家と
共に、手ノ子牛の品質向上に向けて研究を重ねています。生産農家では穀
物を中心とした自家配合飼料を使用し、牛の健康や、飼育環境に気を配り
ながら、一頭一頭を最高の状態に育て上げています。

生産農家と力を合わせて
手ノ子牛ものがたり

他の黒毛和牛に比べ、手ノ子牛にはとりわけ多くのオレイン酸が含まれています。オ
レイン酸は、牛肉独特の香りと呼ばれる「和牛香」をつくる大切な成分。ほんのりと
甘い、食欲をそそるその香りが、手ノ子牛のおいしさを決定づけています。

オレイン酸（脂肪酸中の構成比）
おいしさ成分の比較分析

奥深い味わいの秘密は豊富なオレイン酸

50%
手ノ子牛

43%
国産牛（交雑種）

45%
黒毛和牛

脂肪酸組成［%］
※2018年 ビューローベリタスジャパン株式会社 分析データより（ 旧：日本認証サービス株式会社）

精肉
一頭一頭に気を配り、体調を崩すことのないように愛情を込めて育て上げた手ノ子牛。

芳醇な香りと良質な脂、とろけるような旨みをご堪能ください。

山形県
旧米沢藩
手ノ子地方

手ノ子牛は全頭の放射性物質検査を実施済

＊香り・甘味に作用

41%
国産牛（乳牛）

黒毛和牛の

手ノ子牛[登録商標番号 1205862 品種 黒毛和牛]

〈精肉あづま〉

安納黒豚ハンバーグ詰合せ
4,320円（税込）

ハンバーグ100ｇ×4/おろしソース15ｇ×4

PAN-40A 3,240円（税込）
ハンバーグ100ｇ×4/おろしソース15ｇ×4

PKZ-34A

神奈川県産

高座豚ハンバーグ詰合せ

[賞味期限 冷凍90日][賞味期限 冷凍90日]

Dressed meat



13 このマークの商品は、配送料およびクール料金が商品価格に含まれております。 14

精
肉 Seiniku

精
肉 Seiniku

FT-905A 9,720円（税込）

[消費期限 冷蔵5日]

モモ肉焼肉用400ｇ

〈精肉あづま〉山形県産 
手ノ子牛 モモ焼肉用

※承り期間 7月15日（月）まで
※出荷期間 7月1日（月）から7月20日（土）まで出荷

〈精肉あづま〉国内産

黒毛和牛 サーロインステーキ用
FW-1003A 10,800円（税込）

[賞味期限 冷凍14日]

サーロインステーキ用肉400ｇ（約200ｇ×2）

写真はイメージです

写真はイメージです

写真はイメージです

すき焼き

〈精肉あづま〉三重県産 
松阪牛 モモ・肩すき焼用

FM-1204A 12,960円（税込）

[消費期限 冷蔵5日]
モモ肉すき焼用300ｇ/肩肉すき焼用250ｇ

※承り期間 7月15日（月）まで
※出荷期間 7月1日（月）から7月20日（土）まで出荷

〈精肉あづま〉山形県産 
手ノ子牛 肩・肩ロースすき焼用

FT-1002A 10,800円（税込）

[消費期限 冷蔵5日]
肩肉すき焼用260ｇ/肩ロース肉すき焼用200ｇ

※承り期間 7月15日（月）まで
※出荷期間 7月1日（月）から7月20日（土）まで出荷

写真はイメージです 写真はイメージです

写真はイメージです

〈精肉あづま〉国内産

黒毛和牛 肩ロースすき焼用
FW-1001A 10,800円（税込）

肩ロース肉すき焼用560ｇ

[賞味期限 冷凍14日]

〈精肉あづま〉国内産

黒毛和牛 肩ロースすき焼用
FW-501A 5,400円（税込）

肩ロース肉すき焼用280ｇ

[賞味期限 冷凍14日]

写真はイメージです

写真はイメージです 写真はイメージです

〈精肉あづま〉山形県産

手ノ子牛 ロースすき焼用
FT-1601A 17,280円（税込）

[消費期限 冷蔵5日]ロース肉すき焼用650ｇ

FT-1101A 11,880円（税込）
[消費期限 冷蔵5日]ロース肉すき焼用400ｇ

※承り期間 7月15日（月）まで
※出荷期間 7月1日（月）から7月20日（土）まで出荷

写真
の品

〈精肉あづま〉山形県産

手ノ子牛 サーロインステーキ用

FT-1603A 17,280円（税込）

[消費期限 冷蔵5日]

サーロインステーキ用肉510ｇ（約170ｇ×3）

・3枚入

※承り期間 7月15日（月）まで
※出荷期間 7月1日（月）から7月20日（土）まで出荷

FT-1103A 11,880円（税込）

・2枚入

[消費期限 冷蔵5日]

サーロインステーキ用肉320ｇ（約160ｇ×2）

写真
の品

アレルギー物質（特定原材料）が含まれる商品にはマークを表記しております。 ＊蕎麦・落花生・えび・かに は含まれておりません。小麦 卵 乳成分

焼肉
ステーキ・

〈精肉あづま〉国内産

黒毛和牛 ロースすき焼用
FW-801A 8,640円（税込）

ロース肉すき焼用380ｇ

[賞味期限 冷凍14日]


