
＜商品一覧＞
1.　リピート続出！常に美味しいホッケ干物 2.　加賀屋御用達・選ばれしアジ干物 3.　あなたの認識を壊す　塩蔵わかめ

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 20 CAD 単価 14 CAD 単価 10 CAD

4.　ふっくら極み！アジフライ 5.　あなたを健康に　天然めかぶ・天然ぎばさ 6.　コリコリとネバネバの融合　ぎばさサザエ　

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 17 CAD 単価 各8 CAD 単価

新物入荷！

7.　価格優先！生食用ウニ！パスタなどにも最適 8.　身厚！疋田が選ぶウナギ蒲焼　湯煎対応！ 9.　芽吹き！　冷生アオサ海苔

規格 規格 規格

地名 中国産養殖 地名

単価 20 CAD 日本産天然 単価 8 CAD

10.　芽吹き！　冷昆布巻き 11.　芽吹き！　コンブ各種(秋田男鹿産) 12.　芽吹き！　天然もずく

規格 規格

地名 地名

単価 10 CAD 単価 10 CAD

備考

芽吹きシリーズに入れて欲しいとい

う声にお応えして定番メニューとし

てラインナップ致しました！
備考

味噌汁、佃煮、そのまま刻んでサラダにて、

広がる風味が堪りません！

Cは、和食店さながらの本格的な出汁取り

をした液体を-60℃で急速冷凍した商品

です。

備考

一段上の酢の物・サラダに！これ

が天然のモズクです！ポン酢や醤

油にてツルツルとお召し上がり下さ

い！

味噌汁、天ぷら、勿論そのままお

刺身にて広がる風味が堪りませ

ん！高鮮度な海苔を急速冷凍し

ております。

150g

2

120g

日本海 能登

A.　乾燥コンブ30g　10ﾄﾞﾙ

B. 二番出汁用・冷凍昆布100g　5ﾄﾞﾙ　

C.　冷凍一番出汁200g　5ﾄﾞﾙ

80　CAD

備考

解凍後そのまま生食可！最高に美味しい

という訳ではないですが、普段の食卓に花

を添えます！セレクションズでは珍しく、品

質よりも価格を優先した品です。

備考

泥臭い中国産とは異なる給餌方法・生育

環境にて。でも、やはり国産が良いという方

向けもご用意。食べ比べも面白いかも！ど

ちらとも美味しさは疋田品質ですよ。

備考

秋田名産の海藻「ぎばさ」&サザエ

のブツ切り！魚醤にて味付け済み

ですが、苦手な方は麺つゆプラス

が絶品！

100g

築地セレクションズでは珍しい中国産。　但

し、10数年セリ人時代より付き合いのある安

心出来るメーカーです。

250g　UP 100g/500ｇ

太平洋南部海域 29　CAD 静岡

在庫限り！

3尾 各100g

秋田男鹿

備考

大ホッケ使用、脂乗り、食べ応え

十分の品。①②のセットでお買い

求めの際、32ドルにてご提供致し

ます！

備考

食べ頃サイズをお得に2尾お届

け！アジ好きには嬉しい一品で

す！これぞ日本の良き文化！
備考

一段上の酢の物・サラダに！これ

が本当の海藻だと思って頂けること

間違いなし！もう通常品には戻れ

ません(笑)

100g

鳥取　境港 秋田　男鹿 秋田　男鹿

入荷待ち

備考

水揚から加工まで一度も冷凍せ

ず！油で揚げて、アツアツ、サクサ

ク！普通の物と、ふっくら感が違い

ます！

備考

花粉症の予防に良いとされていま

す。これからの季節に最適！ポン

酢や醤油にてツルツルとお召し上が

り下さい！

備考

ホッケ・アジ共に新モノ入荷！今シーズンも良い感じです　　　　　　　　

トロのようなホッケでトロホッケと

呼ばれています

1枚 2枚 150g

神奈川　小田原 静岡　沼津

A

B C



＜商品一覧＞ 端境期近い！在庫限り

13.　食べたら忘れない・赤ムツ(ノドグロ)干物 14.　朝からお疲れさまです・築地まかない明太子 15.　朝からお疲れさまです・築地まかない　桜タラコ

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 30 CAD 単価 10 CAD 単価 10 CAD

端境期近い！在庫限り

16.　深い味わい！刺身用ツブの贅沢旨煮　 17.　歯応え最高！ツブ貝刺身 18.　伝統品質！最高級品！近海・塩タラコ

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 20 CAD 単価 20 CAD 単価 16 CAD

19.　ウマい!! 日本産マサバ一夜干し　 20.　出た！銚子キンメ干物　 21.　リピーター続出！銀ザケ切身・弱塩　

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 18 CAD 単価 20 CAD 単価 19 CAD

22.　柔らか！イカ一夜干し 23.　イカ　極み大とんび　　在庫限り！ 24.　本物新漁！疋田の選ぶサケフレーク

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 20 CAD 単価 13 CAD 単価
見た目は悪いが味はウマイ！口の

周りのコリコリした部分です！旨味

がやみつき！そのまま焼き、揚げに

て！！

備考

ようやく納得いく品質に仕上がりまし

た！自然な風合いで素朴に美味し

い、これぞサケフレークというような感

じです！

1杯・400ｇ 1袋・約220ｇ

4-6枚

銚子 千葉　銚子 三陸

備考

伝統製法、味わい深い！サバ好きは堪

らない逸品！上記の昆布サバは脂乗り

で食べる物、これは風味で食べる物って

感じです。

備考

嬉しくなる美味さ、昔ながらの丁寧な手

加工にて美味しく仕上げました。弱塩が

キンメダイの旨味をジュワっと引き出しま

す。

備考

昔なつかしい製法にて塩鮭にしまし

た！これぞ日本の朝！焼きにムニ

エルにも幅広くご使用頂けます。

1ｐ60ｇ

太平洋海域 太平洋海域 北海道

1p5ﾄﾞﾙ、3ｐ14ﾄﾞﾙ

備考

王道中の王道！そのまま焼いてハ

フハフ！マヨネーズ＆一味唐辛子

にて！特大サイズの為、食べ応え

十分！

備考

疋田オススメの旨煮です！味わい

深い食感が病みつきに…刺身ス

ペックを贅沢に使用！ 備考

刺し身、炙り、パエリア風…ツブ貝

の旨みを楽しめる！あまり細かく切

らない方が食感を楽しめます！ 備考

今風の味付けではない道産道内加工

のスペシャル品！むしろ食べ慣れてない

人からすると苦手かも！本物を知ってい

る玄人の味わいです！

原料小型化により値下げ

一尾分・約220g(約5切) 1尾

130ｇ 100g 100ｇ

千葉　銚子 島根　五十猛 北海道

備考

貴重！最高の脂乗り、一夜干し

にてノドグロの旨みが凝縮された贅

沢な逸品です！
備考

ピリッとご飯のお供に…築地まかな

い明太子、これはウマイ！無着

色・青唐辛子＆柚子で漬け込む

特選レシピ！

備考

ご飯のお供に…市場人御用達！

特選レシピによる深みある味わ

い！隠し技の桜燻しが心地よい！

1枚 100g 100g

島根　松江 福岡 福岡

備考

C



＜商品一覧＞
25.　王様のエンガワ韓国風ユッケ 数量割引 26.　王様の塩辛　 在庫限り！ 数量割引 27.　王様の甲イカ＆ウニ＆蟹味噌 数量割引

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 単価

28.　湯煎対応！　サバ味噌煮 29.　厚切り！サワラ西京漬 30.　厚切り！銀ダラ西京漬

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

31.　釜茹！しっとり紅ズワイガニほぐし身 新モノ入荷！ 32.　厚切り赤魚 麹粕漬 33.　湯煎対応！　イワシ旨煮   

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 CAD 単価 CAD

34.　デカい！釜茹でタラバ脚　 35.　刺身用！本ズワイガニ棒ポーション 36.　ばっちり刺身用！本生！桜エビ 新モノ入荷！

規格 規格 規格

地名 地名

単価 CAD 単価
解凍後そのまま生食可！こういった商

品は生臭いと感じる品質も多いです

が、これは海老籠漁の為、鮮度感が素

晴らしいです！

備考

解凍後そのまま生食可！最高に美味しい

という訳ではないですが、容量も大きいの

で普段の食卓に花を添えます！疋田とし

ては珍しく、品質よりも価格を優先した品

です。

備考

高級赤魚を丁寧に粕漬け致しま

した！ホロっと身離れの良い食感

がたまりません！
備考

脂の乗ったイワシを自家製の味噌

に漬け込み、うま味を凝縮！素朴

なウマさが、嬉しい気持ちにさせま

す。

約1kg　4人前 1ｐ 1ｐ120ｇ

ロシア/カナダ
単価

黒潮海域

備考

身入りの良いタラバを高鮮度のまま釜

茹でしました。解凍後そのまま召し上が

れますが、少しオーブンで温めると尚美

味しい！

備考

軽くしゃぶしゃぶしてポン酢でも良い

ですし、醤油で刺身でもOKで

す！あと、フライ・天ぷらもオスス

メ！

特製味噌にて丁寧に漬け込み、

昔ながらのサバ味噌煮を再現しま

した！ほっこりします！
備考

脂の乗ったサワラを自家製の西京

味噌煮に漬け込み、美味しさを封

じ次込めました！
備考

脂の乗った銀ダラを自家製の西京

味噌煮に漬け込み、美味しさを封

じ次込めました！

価格優先商品

1ｐ約250ｇ 2切入

2切入（1尾分） 2切入 1切入　120g

宮城 宮城 宮城

備考

2尾分

日本海北部海域 宮城 青森

【数量割引あり】　　下記　㉕㉖㉗商品にて組み合わせ自由！　　　　　　　　3個36ﾄﾞﾙ　　　　　　2個28ﾄﾞﾙ

1ｐ 1ｐ 1ｐ

兵庫 小田原 兵庫

備考

黄金カレイエンガワを特製の韓国

風ピリ辛たれに漬け込んだ、旨み

の深い味わいです！歯ごたえプリプ

リ！100g前後

備考

何とアオリイカを使用した贅沢な逸

品！創業430年の老舗が受け継

ぐ伝統的な極秘レシピ！100g前

後

備考

甲イカのもっちりとした食感に、ウニ+

蟹味噌の濃厚な美味しさを追加。

人工的な着色ではない天然志向！

70g前後



＜商品一覧＞ 在庫限り！

37.　宮内庁御用達・釜揚げシラス 新モノ入荷！ 38.　ふわふわ！煮穴子開き 39.　疋田仕込み！最高級・ナメタカレイ切身

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

40.　頑固な魚屋品質！カレイ煮付け　 41.　疋田仕込み！マガレイ1枚付け 在庫限り！ 42.　プライド品質・栗きんとん　

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

43.　プライド品質・大ナス浅漬け　 在庫限り！ 44.　お得！醤油イクラ　 新モノ入荷！ 45.　プライド品質・国産とろろ 　数量割引開始！

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価

46.　神楽坂、料亭仕込み！おからの炊いたん 在庫限り！ 47.　神楽坂、料亭仕込み！銀ダラ西京 48. 希少国産品！本シシャモ一夜干し 在庫限り！

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 単価 CAD
凍ったまま、網やフライパンの上に置

いて火にかけると、焦げ目がつく頃に

は、実に芳ばしい香りが漂い、辺りを

包み込みます。

備考

神楽坂のとある料亭の隠れレシピ

を再現しました！ほっこりする美味

しさは勿論、健康的な食卓を演

出します！

備考

セレクションズにある銀ダラも十分に

美味いのですが・・やはりこれは素晴

らしいです(笑)明らかな手仕込み感

を受け取れます

備考

100ｇ 130ｇ 10尾

山形　庄内 太平洋　常磐 北海道　鵡川

漬物屋が作る浅漬けではなく、農

家が作る浅漬け。土壌作りから始

まる、こだわりの逸品。
備考

もう少し沢山食べたいという、ご希

望にお応えしてのリクエスト商品で

す！甘めの醤油で食べやすい！
備考

カナダで山芋を買って、何か水っぽい・

風味ないと思った方！日本産の大和

芋使用、便利な1人前規格、美味しい

粘りをご堪能！

長野

備考

カレイ煮付をあまり美味しいと思え

なかった人に是非食べて頂きた

い！違いが分かる品質！これが前

浜モノです！

備考

下処理(鱗取り、腹出し)済みに

て、簡単に煮付・唐揚げが食べら

れます。マガレイの旨さをそのまま

に！

備考

菓子屋が作る栗きんとんではなく、

栗屋が作る栗きんとん。魚屋は魚

にこだわり、栗屋は栗にこだわる。

本気の逸品

2本入 150ｇ前後 40g

栃木 オホーツク海域 鹿児島/千葉

備考

優しい塩加減！これぞシラスという

良品を食べて欲しい！浜での釜

茹にて美味しさを閉じ込めました！
備考

解凍後そのままお召し上がり頂け

ます！太穴子使用、難しい下処

理不要！煮穴子、天ぷらをご自

宅で簡単に！

備考

下処理(鱗取り、腹出し)済みに

て、簡単に煮付・唐揚げが食べら

れます。ナメタの旨さをそのままに！

1尾

疋田下処理済み

割烹品質

1尾250g前後

100ｇ 5尾/250ｇ

疋田下処理済み

割烹品質

1切入250g前後

静岡・愛知・三重 日本海北部海域 岩手　久慈

備考

1缶

銚子 岩手　釜石



＜商品一覧＞
49.　あか牛ブランド　和牛サーロイン　 在庫限り！ 50.　特製！清流の山葵ふりかけ 在庫限り！ 51.　特製！清流の山葵と天塩 在庫限り！

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 単価

52.　地魚もてなし！ほっこりマダイ切身煮付 53.　地魚もてなし！しっとりマダイ切身干物 54.　地魚もてなし！ふっくらマダイ切身西京漬け

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

在庫限り！

55.　地魚もてなし！おいしいマダイ胡麻茶漬け 56.　地魚もてなし！タイしゃぶお刺身　2-3人前 57.　厳選！茅乃舎のポン酢

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 CAD 単価 CAD

58.　原点回帰！昔ながらの藁納豆 在庫限り！ 59.　金華〆サバ 皮目をバーナーで炙ると、さらにレベルUP 60.　名店シリーズ！宮崎和牛リブロース

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価

備考

普通の納豆は、メーカーが“化学培養”した納

豆菌を使い、パック内で発酵させ製造される。

「藁納豆」とは、稲藁に付着している「天然

菌」のパワーを活かして作る“本来の納豆”のこ

となんです。

備考

三陸沖のマサバ使用、脂乗りと酢

加減がベストマッチ！酢〆ってこん

なに美味しいんだと思って頂ける品

です！

備考

在庫サイズについてはご確認下さ

いませ。コロ・カット共に冷凍真空

パックにてお届けい致します。

マダイ刺身と出汁胡麻が入った便

利な個装規格！解凍後、お湯・

お茶を注いで簡単にお召し上がり

頂けます！

備考

通常刺身としても、しゃぶしゃぶ用

にしても間違いなく美味しい品質

のマダイを贅沢に使用致しました！
備考

定評ブランド、香りと食感が味わえるぽん酢で

す。普通のぽん酢と違い、液が濁っているの

は、おいしい「つぶ」がたっぷり入り、かつお粉と

刻み昆布に、さっぱりとした大根おろしを加えま

した。

70ｇ 2枚*約80g/枚

50g 冷凍250ｇ 200ml

沼津 沼津 福岡

備考

カット1-1.5 lb・コロ6lb前後

水戸 宮城　金華沖 宮崎

備考

便利な個包装仕様！1切を丁寧

に真空パックしました！しっとりと染

みる煮汁が堪らない！
備考

便利な個包装仕様！1切を丁寧

に真空パックしました！刺身品質

を干物にするという贅沢品！
備考

便利な個包装仕様！1切を丁寧

に真空パックしました！刺身品質

を漬け魚にするという贅沢品！

全て在庫限り！　　下記52-54の商品にて組み合わせ自由！

1切入・100g 1切入・100g 1切入・100g

沼津 沼津 沼津

コロ3-4 lb・カット0.5-1 lb 1ｐ 1ｐ

熊本　おおつか牧場 静岡 静岡

備考

在庫サイズについてはご確認下さ

いませ。コロ・カット共に冷凍真空

パックにてお届けい致します。
備考

ピリッとした山葵に風味豊かな胡麻、アオサ

等を加えて味に奥行きを出しました。 風味

豊かな海苔が味の深みを増していて、つい

つい後を引く美味しさです。

備考

ピリッとした山葵に甘味ある天日干の天塩

を加えました。 付ける食べものの深みを引

き出し、思わずどんなものに使ってしまいたく

なります。



＜商品一覧＞
61.　鮨屋仕込み！疋田の刺身　”季節の鮮魚系” 62. 鮨屋仕込み！疋田の刺身　”キングサーモン” 63.　鮨屋仕込み！疋田の刺身  ”大粒ホタテ国産”

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

64.　鮨屋仕込み！疋田の刺身”コハダ” 65.　鮨屋仕込み！疋田の刺身”天然ブリ中落ち” 66. 鮨屋仕込み！疋田の刺身”数の子””

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

ワサビ漬け在庫限り！

67. 復活！プライド品質・冷凍ネギトロ　数量割引！ 68. 　良品！ワサビ小大＆本格ワサビ漬け小 69. ほくほく、ほわほわ　屋久島・トビ魚すり身

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 1ｐ単価 単価 CAD

70. 旨味凝縮！素朴なサンマ一夜干し 71.　郷土愛！身欠ニシン半干し 72.　味わい深い！薄造りタコ刺身

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 単価 CAD
意外と皆さん発注されませんが、こ

れ疋田オススメですよ！味わい深

い食感が病みつきに…ポン酢がオ

ススメ＾＾

離島の郷土料理！軽く調味済み

の為、野菜等の材料を入れるだ

け！さつま揚げ、つみれ汁！地味

だけどウマイ！

2尾入 1枚 250g・約4人前

銚子 北海道 北海道

備考

粗めの食感でマグロ本来の味が楽

しめる仕様です！セリ人として自信

を持ってオススメ！一線を画す品

質！

備考

魚をウマく食べて頂きたい！魚のプ

ロが送る！一回分サイズ5gもご用

意！本わさび原料のワサビ漬けも

最高です！

備考

備考

脂で食べるサンマではなく、サンマ

本来の旨味で食べるサンマです！

絶妙な塩加減が手仕込みのなせ

る業ですね！

備考

職人が手仕込みで仕上げます。

栄養素がたっぷり詰まっています。

江戸時代から北の海産物の代表

格です。

備考

ご家庭用に鮨屋仕事を施しました！

昔ながらの塩分脱水・酢〆を行い、

解凍後、もう切り付けして頂くだけで

す！

備考

とにかく色変わりの早い魚です。食べ

る寸前の解凍をお願い致します。黒

変化した場合、甘辛く煮る事でブリ

照でもいけます。

備考

セレクションズに入れて欲しいという

声にお応えして、定番メニューとし

てラインナップ致しました！仕込み

済みです！

100ｇ

大

大50g  小5g

冷凍真空1パック

中落ち、端肉、正肉込み

冷凍120ｇ前後 180g

江戸前・博多前 日本海 北海道

備考

400ｇ

太平洋 静岡 屋久島

冷凍真空1パック 冷凍真空1パック 冷凍6玉前後

日本産　地魚 スウェーデン 北海道

備考

ご家庭用に熟成・脱水・炙り等の

鮨屋仕事を施しました！解凍後、

切り付けして頂くだけです！
備考

ご家庭用に熟成・脱水・炙り等の

鮨屋仕事を施しました！解凍後、

切り付けして頂くだけです！
備考

ご家庭用に熟成・脱水・炙り等の

鮨屋仕事を施しました！解凍後、

切り付けして頂くだけです！

小



＜商品一覧＞
73.　百貨店御用達！王様のカラスミ 74.　湯煎対応！　天然ブリ照焼 75.　特鮮！疋田目利き　板蒲鉾

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 CAD 単価 CAD

76.　厳選！築地目利き　瓜・奈良漬け 77.　厳選！築地目利き　焼生姜の佃煮 78.　厳選！築地目利き　壺漬け(別名 山川漬け、沢庵)

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

在庫確認

79.　厳選！築地目利き　長芋紫蘇漬け 80.　待望！伝統製法の100％本葛粉 81.厳選！大粒・紀州南高梅(塩漬け)

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 単価 CAD

82.厳選！大粒・紀州南高梅(はちみつ漬け) 83.　厳選！疋田目利き　無添加出汁パック 84.　厳選！疋田目利き　無添加海苔(青飛)

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 CAD 単価 CAD

85.　厳選！疋田目利き　無添加海苔(松) 86.　小イワシ和風グラッセ 在庫限り！ 87.　厳選！茅乃舎オニオンスープ

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 CAD 単価 CAD

手巻き寿司・おにぎりにも最適です

福岡

備考

素材を生かす淡い甘味、主張し過ぎな

い風味感、海苔を使い分ける贅沢、

知ってしまうある意味大変！協賛価格

中！

備考

素材を生かす品質です！夏場の

脂乗りが少ない原料を使用し、甘

辛い和風グラッセ(甘露煮)にしま

した。

備考

野菜だしに4種の茸、炒めた玉葱

などを加えた満足感たっぷりのスー

プ。コクと深みのある味わいです。

お試し用1個包装パックもご用意致しました。2ﾄﾞﾙ/袋 素材に強い味がある物を巻きたい時には85.をお薦め致します

全型30枚 1ｐ100ｇ

限定数量入荷

1袋4食入

有明 瀬戸内

備考

菓子屋が作る梅ではなく、梅農園が作

る、こだわりです。魚屋が惚れた品質、

甘酸っぱい程良い風味が堪りません。 備考

独自レシピ！あご節、かつお節、う

るめ節、真昆布にて風味を出し

た、保存料・化学調味料を一切

使わない本物！

備考

最高峰、最高品質の青飛！1口入

れたら分かります！海苔をあまり意

識していなかった方、海苔にはこだわ

る方、是非とも！

お試し用の1個包装パックも

ご用意あります。2.5ﾄﾞﾙ/袋

180ｇ前後 1p(30袋) 全型30枚

和歌山 九州 有明

入荷待ち

備考

明治34年創業、漬物老舗とのタ

イアップにより実現！紫蘇の風味と

梅酢の相性が絶妙な逸品です。
備考

原生山地の葛根100％！厳寒

期に地下水を使い晒した無漂

白。伝統的な寒晒し製法による

滑らかな舌触り！

備考

明治34年創業、漬物老舗との協力に

より実現！旨味を最大限引き出す、減

塩仕様です。大粒で梅の王様に相応

しい！

150ｇ前後 1ｐ100ｇ 130ｇ前後

千葉・鹿児島 近畿・九州 和歌山

宮崎

備考

明治34年創業、漬物老舗との協

力により実現です！酒粕を贅沢に

使い、1本ずつ手仕込みをした逸品

です。

備考

明治34年創業、漬物老舗との協

力により実現しました！生姜の爽や

かな辛みと鰹出汁の風味で食用が

増します！

備考

明治34年創業、漬物老舗との協力に

より実現！良質の1本モノから理想的

を再現、手仕込みの風味が素晴らし

い！

原料にこだわり、生鮮便にて輸入

致します。良い食感と味わい深さ、

無着色にこだわる為、白にしており

ます。

150g前後 70g前後 200g前後

徳島 高知・熊本

備考

都内百貨店で販売されている上等品

です。手間を惜しまず、塩と天日のみで

丁寧に３週間かけて干し上げます！ 備考

湯煎で美味しく召し上がれる時短

シリーズ。産地は国産です。完全

骨取りですので、食べやすい便利

パックです。

備考

1本

築地セレクションズでは珍しい中国加工。

但し、10数年セリ人時代より付き合いのある

安心出来るメーカーです。

5切

基本は白

　要望次第にて赤も可

1ｐ　250g前後

江戸前 日本海産/中国加工 小田原



＜商品一覧＞ 在庫限り！

88.　超特大！天然シータイガー 新モノ入荷！ 89.　勿体ないを無くそう！寒風干し小エビ 90.　とにかくうまい！魚河岸シジミ汁

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 CAD 単価 単価 CAD

91.　復活！塩サケハラス 92.　カルシウム補給！冷凍ワカサギ 新モノ入荷！ 93.　築地洋食亭！大判カニクリーミーコロッケ

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 単価

94.　昆布漬け・塩サバ　 95.　最高の出汁！鮮魚お頭！ 限定在庫！ 96.　刺身用を贅沢に！無添加ブリカマ！　

規格 規格 規格

地名 地名 地名

単価 単価 単価

97.　これぞ日本！昔ながらの塩昆布 在庫確認

規格

地名

単価

100ｇ

瀬戸内

備考

懐かしいこの感じ、おやつにも料理

にもちょっと使える、ちょうど良い商

品です。瀬戸内産にて昆布も身

厚です。

1カマ

アイスランド 日本産　地魚 瀬戸内
入荷待ち 入荷待ち

2枚入真空パック

約170ｇ×2枚

頭を一つずつ丁寧に

真空パック

1ｐ

備考

寒流域の大サバを使用、昆布漬

けをし、まろやかに仕上げました！

新物入荷ですが、今期、漁模様

が不安定です…

備考

生食用の魚だから出来る超高品質

のお頭です！味噌汁に、煮付に、焼

き物に最適です！リクエスト多数！ 備考

間違いないウマさ！鮮度の良いモ

ノから選り抜きで製品化しており、

照焼、焼き物に最適です。

備考

入荷待ち

備考

刺身スペックのサケ腹須(ハラス)を

丁寧に塩漬けしました！良い脂乗

りと風味が楽しめす！
備考

食べやすいワカサギを丸ごと急速

冷凍！唐揚げ、マリネ、甘露煮に

おススメ！バラ冷凍で取り出しらく

ちんです！

備考

あーこれはウマイの来てしまいまし

た・・疋田も懐かしい築地洋食亭

の味！カニ・牛乳..最高のバランス

です！

1本・3本・6本 1ｐ200ｇ 1P(80g×6個入)

三陸 東北 山陰

海老を超えた海老！

１尾 1ｐ100ｇ

備考

信州赤系粒みそとシジミの風味あふ

れる組み合わせ！セリ人時代から仲

の良い女将さん監修の逸品！これ

は納得する品質！限定数量入荷

3食入

東シナ海 黒潮海域 築地

超ド級のサイズ感！見たらびっく

り！食べてもびっくり！エビフライ・

焼エビに！どう食べても最高で

す！

備考

持続的な漁業生産において混獲

魚も投棄することなく大切に取り扱

うという姿勢を大切にしています。


