おいしい笑顔を創ろう
浜松ハムのギフト

2021

HEARTFULL GIFT
NATURAL＆HEALTHY

商品内容 : 静岡プレミアム
ロースハム、
静岡プレミアムももハム、
静岡プレミアムあらびき
ポークウインナー
内容量 : 約1,070ｇ
完全包装

冷蔵商品

静岡県産

送料込

❷静岡プレミアムバラエティ−セット

4,780円（税込）

商品内容 : 静岡プレミアムあらびき
ポークウインナー、
静岡プレミアムロースハムスライス、
静岡プレミアムももハムスライス、
静岡プレミアム焼豚
内容量 : 約720g
エコ包装

冷蔵商品

静岡県産

送料込

※写真のバスケットは商品には含まれておりません。

数量
期間限定

❸静岡プレミアムセレクト

4,240円（税込）

商品内容 : 静岡プレミアム匠あらびきポークウインナー、
静岡プレミアムベーコンブロック、
静岡プレミアムももハム
内容量 : 約650g
NEW

エコ包装

冷蔵商品

静岡県産

送料込

フード・アクション・
ニッポン アワード2020入賞

❹静岡プレミアム
夢咲牛ハンバーグセット
（未加熱）

5,860円（税込）

商品内容 : 静岡プレミアム
遠州夢咲牛ハンバーグ（4個）
内容量 : 約720g
完全包装

冷凍商品

「静岡プレミアムポークウインナー」は農林水産省主催の「フード・アクション・ニッポン
アワード 2020」において国産農林水産物の魅力を生かした優良な産品として入賞いたしました

静岡県産

送料込

静岡プレミアム

5,860円（税込）

地元静岡県産牛肉・豚肉への思いを商品に込めて

❶静岡プレミアムセット

﹁特選素材﹂を使用した︑
まさに 美食の競演

遠州黒豚

品種や飼育方法に工夫を重ね誕生した逸品

”

“

⓳遠州黒豚セット

5,320円（税込）

商品内容 : 遠州黒豚焼豚、遠州黒豚ももハム、
遠州黒豚ポークソーセージ
内容量 : 約750g
完全包装

冷蔵商品

静岡県産

送料込

※こちらの商品はご注文頂いてからお時間がかかる場合がございます。

遠州黒豚の赤身肉と
脂身が楽しめる
しゃぶしゃぶセット

⓴遠州黒豚しゃぶしゃぶ
＆三ヶ日みかん入りポン酢セット

4,780円（税込）

商品内容 : 遠州黒豚ロース、遠州黒豚バラ、
三ヶ日みかん入りポン酢（2袋）
内容量 : 約500g
完全包装

冷凍商品

静岡県産

送料込

三ヶ日みかん入りポン酢がその旨味を際立てます。

素材本来のもつ
「旨味」
を
大切にして
仕上げています
遠州黒豚ロース味噌漬・塩麹漬セット

4,780円（税込）

商品内容 : 遠州黒豚ロース味噌漬（3枚）
、
遠州黒豚ロース塩麹漬（3枚）
内容量 : 約720g
完全包装

冷凍商品

静岡県産

送料込

赤身にはコクがあり、脂はさっぱりと
していて甘 味 のある遠 州 黒 豚 の
ロース肉を特製の味噌と塩麹に
じっくりと漬け込みました。

美味を極めた至高の逸品
〝

限定
100本
着色料・保存料を使わず、素材本来のもつ
旨味を大切にして仕上げました。

❺国産香味ロースハム（静岡県産）

6,400円（税込）

商品内容 : 国産香味ロースハム
（静岡県産）
内容量 : 約700g
完全包装

冷蔵商品

静岡県産

お肉本来の旨味と、脂身のほのかな
甘さが味わえるまろやかな食感の
ロースハムです。

❻国産ロースハム

バラ肉を丹念に巻き旨味を凝縮、
ソフトな食感も楽しめます。

❼ホワイトロール

4,240円（税込）

4,780円（税込）

商品内容 : ホワイトロール
内容量 : 約700g

商品内容 : 国産ロースハム
内容量 : 約650g
エコ包装

冷蔵商品

エコ包装

冷蔵商品

送料込

送料込

※こちらの商品はご注文頂いてからお時間がかかる場合がございます。

ロースハムとスパイシーな香辛料を
効かせた香味ポークウインナーが
2種類入った人気のセットです。

❽国産ロースハム、
国産香味ポークウインナー
（プレーン・ピリ辛）

4,240円（税込）

商品内容 : 国産ロースハム、
国産香味ポークウインナー
（プレーン・ピリ辛）
内容量 : 約600g
エコ包装

冷蔵商品

送料込
※写真はイメージです。

送料込

品
〝美食王〝

数種類の香辛料を効かせたペッパーローフとチーズ
入りのソーセージ、
ビアサラミの個性的なセット。

❾国産ペッパーローフ、国産ビアサラミ、
国産ポークソーセージ（チーズ入）

4,240円（税込）

商品内容 : 国産ペッパーローフ、国産ビアサラミ、
国産ポークソーセージ
（チーズ入）
内容量 : 約690g
エコ包装

冷蔵商品

⓫国産ロースハム、国産ペッパーローフ、
国産ビアサラミ

5,320円（税込）

商品内容 : 国産ロースハム、国産ペッパーローフ、
国産ビアサラミ
内容量 : 約860g
冷蔵商品

❿国産ロースハム、バラ焼豚

5,320円（税込）

商品内容 : 国産ロースハム、バラ焼豚
内容量 : 約750g
完全包装

冷蔵商品

送料込

送料込

おかずにもおつまみにもピッタリ、
子どもから大人まで楽しめるセット。

完全包装

定番のロースハムと秘伝のタレに漬け込んで
じっくり仕上げた焼豚のゴールデンコンビ。

送料込

家族みんなで楽しめるバラエティ豊かな人気のセット。

⓬国産ロースハム、バラ焼豚、
国産香味ポークウインナー
（プレーン・ピリ辛）

6,400円（税込）

商品内容 : 国産ロースハム、バラ焼豚、
国産香味ポークウインナー（プレーン・ピリ辛）
内容量 : 約950g
完全包装

冷蔵商品

送料込

ジ ャ ー マ ン プ レミア ム

GERMAN PREMIUM

本場ドイツが
認めた味

⓭浜ちゃんセット

4,240円（税込）

商品内容 : ベーコンブロック、
チーズ入りソーセージ、
遠州黒豚ポークソーセージ、
スタミナウインナー
内容量 : 約755g
エコ包装

冷蔵商品

送料込

※写真のバスケットは商品には含まれておりません。

⓯ジャーマンプレミアムセット

4,240円（税込）

当社オリジナルキャラクター
「浜ちゃん」が、おすすめする
セレクト商品の詰め合わせギフト

商品内容 : ローストポーク、
ブラートヴルスト、
匠あらびきポークウインナー
内容量 : 約600g
エコ包装

冷蔵商品

送料込

※写真のバスケットは商品には含まれておりません。

家族の
〝大
⓰出世大名家康くん
& 静岡プレミアムセット
⓮出世大名家康くんセット

4,780円（税込）

商品内容 : 遠州黒豚ももハム、
つるしベーコンブロック、
あらびきポークフランク、
串つきポークフランク
内容量 : 約880ｇ
エコ包装

冷蔵商品

送料込

※写真のバスケットは商品には含まれておりません。

5,320円（税込）

商品内容 : つるしベーコンブロック、
あらびきポークフランク、
串つきポークフランク、
静岡プレミアムあらびきポークウインナー、
静岡プレミアムロースハムスライス、
静岡プレミアムももハムスライス
内容量 : 約1,100ｇ
エコ包装

冷蔵商品

送料込

※写真のバスケットは商品には含まれておりません。

、

５等級、
直接仕入れ飛騨牛
飛騨牛の5等級ロース肉をすき焼き用にスライスしました。
きめこまやかな霜降りが極上の証です。

⓱飛騨牛ローススライス 5等級

9,640円（税込）

商品内容 : 飛騨牛ローススライス5等級
内容量 : 約400g
完全包装

大 好きを贈る
〝

、

冷凍商品

送料込

飛騨の
豊かな
自然が育んだ
垂涎の味
お口のなかでとろける食感と、ほど良い脂の甘味。
バランス良くサシの入った、目にもおいしい“ステーキ肉の王様”

⓲飛騨牛サーロインステーキ 5等級

15,040円（税込）

商品内容 : 飛騨牛サーロインステーキ5等級
内容量 : 約600g
完全包装

冷凍商品

送料込

安全・安心・おいしい、
真に「喜ばれる味」づくりを目指して
近年でこそ「食」の安全・安心が厳しく問われるようになりましたが、弊社では創業以来「安全・安心」な製品づくりに取り
組んでまいりました。総合食肉卸売業として、仕入から製造・加工、卸売から小売までを行うという一貫体制は、
「安全・安心」
にこだわる弊社ならではの強みであると自負しています。浜北工場では、
ハム、
ソーセージ、
ベーコン等の食肉加工品の製造を
行っています。工場内では毎日、製品の品質検査を抜き打ちで行っているほか、24時間体制での冷蔵庫の温度管理、各
工程の衛生状況・安全性などを総合的にチェックする衛生・安全パトロールをはじめとして、
さまざまな弊社独自の厳しい品質
管理を実施しています。
もちろん「おいしさ」の追求にも余念はなく、特にギフト商品については、効率を度外視しても昔ながらの製法を採用する
など、毎年「浜松ハムのギフト」
を楽しみにしてくださるお客様の思いにお応えできるよう、真に「喜ばれる味づくり」に努めて
います。
個人情報の
取扱いについて

お客様の個人情報は、
お客様の同意なしに業務委託以外の第三者に開示提供することはありません。弊社は皆様の個人情報を適切、
厳重に管理し情報の紛失、
漏洩などが発生しないように、
予防ならびに安全対策を講じております。
また継続的改善に努めて参ります。

NEW

完全包装

エコ包装

冷蔵商品

冷凍商品

静岡県産

送料込

新商品

完全包装商品

エコ包装商品

冷蔵保存商品

冷凍保存商品

静岡県産

送料込

※完全包装…包装用紙で完全に商品を包装いたします。 ※エコ包装…省資源の為、
化粧箱に簡易包装をいたします。

浜ちゃんは浜松ハムの新人営業マンで

出世大名家康くんとは、2011年に江戸幕府の初代将軍である

松ハムブランド作りを目指して、おいしい

ウナギ、羽織の紋はみかん、袴はピアノ柄と浜松の特産品をあ

す。ニクめない性格だって言われます。浜

徳川家康をモチーフとして誕生したキャラクター。
ちょんまげは

ハム作りやお肉を勉強中です。

しらっています。
「ゆるキャラ®グランプリ2015」では、過去最多
の約700万ポイントを獲得し念願のグランプリとなりました。

SUFFAとは、
ドイツ食肉加工協会が主催
する、世界の最高峰に位置する食肉加工

「飛騨牛」
とは岐阜県内で14ヵ月以上肥育された黒毛和種で、

品のコンテストです。本場ドイツのマイ

スターをはじめ、世界各国のハム職人た

ちが目標としているコンテストです。

DLGコンテストとは、
ドイツ農業組合が

主催する加工食品の品質を競う大会で

す。加工食品に関するコンテストで最も
古く、
ヨーロッパで権威のある代表的な
競技とされています。

www.hamaham.co.jp

日本食肉格付協会の牛枝肉格付において、肉質等級５等級・

岐阜県産

４等級・３等級に認定された牛肉のみに与えられる銘柄です。

最上級品
［5等級］ 弊社では専任の担当者が現地へ直接買い付けに出向き、最上
級品である５等級の飛騨牛を厳選しています。こうした確実

な仕入れルートの確立により、つねに安定した品質と量を確
保することができます。さらに、浜松および近郊の地域では飛
騨牛を販売している店舗が限られていることもあり、美食家の

方への贈り物として、毎年、多くのご注文をいただき、
ご好評を
得ています。

浜ちゃんの
8629日記
毎日更新中！
浜松ハム

検索

浜松ハム株式会社
□本
社／ 浜松市北区東三方町178-2
□ 流通センター／ 浜松市東区上新屋町148
□ 浜 北 工 場／ 浜松市浜北区新原2991-1

TEL.053-438-1186㈹ FAX.053-438-2765
TEL.053-465-5747㈹ FAX.053-465-5740
TEL.053-585-2286㈹ FAX.053-585-0886

※浜松ハム株式会社 浜北工場は、2017年 食品マネジメント規格である
「ISO22000」の認証を受けました。

浜松ハムの直営店
□ 浜松泉町店／ 浜松市中区泉1丁目6-1
MEGAドン・キホーテUNY浜松泉町店内
□ 浜 北 店／ 浜松市浜北区貴布祢1200 プレ葉ウォーク浜北内
□ 大 仁 店／ 伊豆の国市吉田字九十分１５３−1 アピタ大仁内

TEL.053-474-0467
TEL.053-585-2911
TEL.0558-76-8330

※製造、
配送の関係上、
宅配の期日指定ができない場合がございますので御了承ください。 ※商品パッケージは予告なしに変更する場合があります。
※遠隔地等一部配送できない地域がございますので御了承ください。 ※調理写真は盛りつけ例です。

