
カタログ有効期限：2018年12月19日

冬のギフト冬のギフト

サーロインローストビーフサーロインローストビーフ
商品番号  1-27-0012-0059

〈内容量〉 サーロインローストビーフ 約400g×1、ソース 20g×3
〈賞味期限〉 冷凍で90日間
〈送　料〉全国送料無料

EXAモール価格  5,014円(税込)
の
し

ポイント

10

ポイント

8

2018

￥0送料無料

商品提供元／トマトCLUB

北海道ポタージュギフト

〈内容量〉 1箱（4食）×各2箱（コーンポタージュ、カボチャポタージュ）
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉北海道600円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島900円、
　　　　　  茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠山梨｠長野1,000円、
　　　　　  富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重1,200円、滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山1,300円、
　　　　　  鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口1,400円、徳島｠香川｠愛媛｠高知1,500円、
　　　　　  福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島1,600円、沖縄2,400円、離島中継料1,600円

商品番号  1-01-0016-0011
EXAモール価格  3,805円(税込)

商品提供元／有限会社 ティ・アイ・ティ

商品提供元／有限会社 ティ・アイ・ティ

特製冷凍餃子（50個入り）

〈内容量〉 17g×50個
〈賞味期限〉 冷凍で製造日より365日、出荷より180日以上
〈送　料〉全国送料無料

商品番号  1-27-0012-0125
EXAモール価格  4,286円(税込)

の
し

の
し

ポイント

10

北海道産の新鮮で風味豊かなコーンとカボチャで
美味しいポタージュができました。

誰でも簡単に、パリッとジューシーに焼けるギョーザです。

違いがはっきりとわかるサーロインローストビーフ！
一度食べたらやみつきに♪

￥0送料無料冷凍

冷凍



商品提供元／有限会社 木屋

商品番号  1-41-0006-0002 の
し

ポイント

16
の
し

ポイント

6

呼子の木屋が呼子名物いかしゅうまい、佐賀県産、長崎県産の干物を詰合せました。

呼子木屋干物詰合せ EK-2

冷凍
EXAモール価格  3,240円(税込)

商品提供元／東京かねふく

商品番号  1-13-0074-0003

〈内容量〉 800g
〈賞味期限〉 冷凍で出荷日より90日間
〈送　料〉全国一律756円、離島配送不可

の
し

ポイント

27

ボリュームたっぷり800gの切れ子です！

かねふく 無着色辛子明太子(上切れ子)800g

冷凍
EXAモール価格  5,400円(税込) ￥0送料無料

商品提供元／有限会社クロスクリエイト

北海道産小豆使用
小豆たっぷりぜんざい 15袋セット

商品番号  1-27-0005-0005

〈内容量〉 レトルトパウチ袋180g×15袋
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉全国送料無料

EXAモール価格  3,805円(税込)

ポイント

10
の
し

￥0送料無料

ポイント

25
の
し

北海道産小豆を使用の
甘さひかえめな無添加ぜんざい！

商品提供元／株式会社 貴千

福島いわきより　魚の旨みを堪能できるかまぼこ詰合せです！

貴千かまぼこ詰合せ
商品番号  1-07-0004-0001

〈内容量〉 めひかり焼かまぼこ40g×2枚、
　　　　 キンキ焼かまぼこ40g×2枚、魚さし100g×2本、
　　　　 珍味蒲鉾かに240g×1枚
　　　　 珍味蒲鉾贅沢チーズ・明太マヨ・ツナマヨ20g×各2個
〈賞味期限〉 製造日より冷蔵で9日間
〈送　料〉全国送料無料

EXAモール価格  5,000円(税込)

商品提供元／株式会社 岩本食品

紀州南高梅の中でも選りすぐりの
大きく柔らかいものだけを詰めてます。

プレミアムダイヤモンド梅 9粒

商品番号  1-30-0003-0006

〈内容量〉 9粒
〈賞味期限〉 製造日より180日間
〈送　料〉北海道・沖縄1,028円、青森・岩手・秋田617円、その他の地域514円

EXAモール価格  2,916円(税込)
〈内容量〉 あじみりん干し×3枚、かます開き×2枚、連子鯛×2枚、あじ開き×3枚、いかしゅうまい×4粒
〈賞味期限〉 冷凍で60日間
〈送　料〉｠北海道1,836円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島1,620円、茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠山梨｠長野1,296円
　　　　　　　　 富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重1,080円、
　　　　　　　　 滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山｠鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口 徳島｠香川｠愛媛｠高知972円
　　　　　　　　 福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島756円、沖縄2,376円

冷蔵



の
し

商品提供元／有限会社 クロスクリエイト

商品番号  1-27-0005-0018

〈内容量〉 24個(40g×3個入り×8袋)
〈賞味期限〉 冷凍で製造日より60日間
〈送　料〉北海道・沖縄1,131円、その他の地域617円、離島配送不可

EXAモール価格  3,291円(税込)

ポイント

11

贅沢な素材をこだわりの皮で閉じ込めた究極の豚まん。

イベリコ豚背脂入り豚まん

冷凍

の
し

商品提供元／有限会社 ティ・アイ・ティ

商品番号  1-27-0012-0179

〈内容量〉 ポークウインナー、ハーブソーセージ、
　　　　 粗挽きウインナーソーセージ、 行者にんにくウインナーソーセージ、
　　　　 チョリソーソーセージ  1袋100g（4本入り）×5種類
〈賞味期限〉 冷凍で製造日より180日間
〈送　料〉全国送料無料

EXAモール価格  3,780円(税込)

ポイント

5

北海道 放牧豚 無添加ソーセージ詰合せ
計5種類 5袋セットです。

北海道 放牧豚 無添加ソーセージ詰合せ 計5種類　5袋セット

冷凍

商品提供元／中谷物産株式会社 播州堂本舗

商品番号  1-28-0004-0056 の
し

ポイント

10

昔から漢方として広く利用されて来たクマ笹を練り込んだうどんです。
熟成されたうどん・笹うどんでお楽しみください！

奥播州・笹うどん・熟成うどん（12食詰め合わせギフト）

〈内容量〉 笹うどん6食・熟成うどん6食（だし付き）　3人前×4袋入
〈賞味期限〉 製造日から60日間（半生タイプ）
〈送　料〉｠北海道｠沖縄1,296円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島972円
　　　　　　 茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠富山｠石川｠福井 山梨｠長野｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重
　　　　　　 鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口 徳島 香川｠愛媛｠高知｠福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島756円、
　　　　　　 滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山648円

EXAモール価格  3,888円(税込)

商品提供元／高砂食品株式会社

商品番号  1-02-0002-0003 の
し

ポイント

5

つるつるモチモチでコシがあるしっかり麺。
北海道日高産昆布を使用したスープが絶品の旨味です！！

なべ焼うどん

〈内容量〉 200g×8食分（麺、液体スープ、粉末スープ、天ぷら、七味唐辛子）
〈賞味期限〉 製造日より常温100日間(未開封)
〈送　料〉｠沖縄1,337円、離島中継料1,337円、
             その他の地域送料無料

EXAモール価格  2,036円(税込)

商品提供元／株式会社 半澤鶏卵

1箱でいろんなおいしさを思う存分味わってください。

『スモッち』よくばりセット
商品番号  1-03-0001-0003

〈賞味期限〉 スモッち:製造日より21日、温泉卵:製造日より14日、
　　　　　　赤がら:採卵日より14日
〈送　料〉北海道1,188円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島｠茨城｠栃木
　　　　　群馬｠埼玉｠千葉 東京｠神奈川 新潟｠山梨｠長野864円、
　　　　　富山｠石川 福井 岐阜｠静岡｠愛知｠三重｠滋賀｠京都｠大阪｠兵庫
　　　　　奈良 和歌山972円、
　　　　　鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口1,296円、
　　　　　徳島｠香川｠愛媛｠高知1,404円、
　　　　　福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島1,512円、
　　　　　沖縄1,728円、離島配送不可

EXAモール価格  3,681円(税込)
の
し

〈内容量〉 
スモッち×15個、温泉卵×10個+万一破損した場合の備えとして
2個を同包しています。温泉卵のタレ×12個。
出羽の郷名水赤がら×20個＋万一破損した場合の備えとして3個
を同包しています。

ポイント

9 冷蔵

￥0送料無料
沖縄除く

￥0送料無料



ポイント

13
の
し

商品提供元／鹿児島ますや

鹿児島県産黒豚です。旨み・甘みが強く、やわらかいとろけるような食感が特徴です。

黒豚しゃぶしゃぶセット

商品番号  1-46-0010-0029

〈内容量〉 黒豚しゃぶしゃぶ用（ロース）200g、黒豚しゃぶしゃぶ用（バラ）200ｇ、
             黒豚しゃぶしゃぶ用（モモ）200ｇ、かけぽん170mL（1本）
〈賞味期限〉 冷凍で120日間
〈送　料〉全国送料無料

EXAモール価格  5,400円(税込)

商品提供元／アークス物流サポート株式会社

商品番号  1-13-0084-0019 の
し

ポイント

14

本場下関のふぐの一押しセットです。

下関の味 ふぐ料理セット

〈内容量〉 （とらふぐ刺身20g・とらふぐ皮10g）×2枚、ゴマフグ唐揚げ200g、ポン酢12g×2、もみじおろし3g×2
〈賞味期限〉 冷凍で製造日より90日間
〈送　料〉｠北海道2,160円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島1,566円、
　　　　　　　  茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠山梨｠長野1,242円、
　　　　　　　  富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重1,134円、滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山｠徳島｠香川｠愛媛｠高知1,026円、
　　　　　　　  鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口864円、福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島810円、沖縄1,512円

EXAモール価格  5,142円(税込)

商品提供元／有限会社 クロスクリエイト

商品番号  1-27-0005-0016
の
し

ポイント

14

和牛の霜降りよりしつこくないのが特長で
深い風味を味わうことができます。

イベリコ豚焼肉セット

〈内容量〉 カタロース約150g、
            カルビ約150g×2
〈賞味期限〉 冷凍で製造日より60日間
〈送　料〉｠北海道｠沖縄1,131円、その他の地域617円、離島配送不可

イメージです。

EXAモール価格  4,320円(税込)

食べ応えバッチリ！
身入り90％以上のデカタラバガニ足が登場！
見た目も味も衝撃的！

￥0送料無料
沖縄除く

一つ一つ手作りで、濃厚な旨味が口の中いっぱいに広がります。

商品提供元／有限会社 クロスクリエイト

商品番号  1-27-0005-0033

〈内容量〉 80g×15枚（5枚入×3P）
〈賞味期限〉 冷凍で製造日より180日間
〈送　料〉｠北海道｠沖縄1,131円、その他の地域617円、離島配送不可

EXAモール価格  3,949円(税込)

イベリコ豚100％ハンバーグ

冷凍
冷凍

冷凍

の
し

商品提供元／有限会社 道産ネットミツハシ

商品番号  1-01-0028-0023

〈内容量〉 800g（ロシア産）
〈賞味期限〉 冷凍で90日
〈送　料〉沖縄3,000円、その他の地域送料無料

EXAモール価格  8,800円(税込)

ポイント

２３
特大タラバガニ足 800g

冷凍

￥0送料無料

の
し

ポイント

11 冷凍

イメージです。



北海の幸を贅沢に使った豪華なおせちです。

◆ご注文の受付は2018年12月10日(月)までとなります。
◆お届けは、12月30日か31日のお届けとなります。（日時指定はできません。）

流氷市場北海道のおせち6.5寸2段重
商品番号  1-01-0026-0022
EXAモール価格  14,040円(税込)
〈内容量〉 2段重 全24品
【壱の重】 13品
サーモンとアスパラの和えもの26g、栗きんとん40g、帆立の和え物26g、北海道産たこやわらか煮26g、
北海道産ほたてつつみ昆布2個、ずわいがに爪2本、北海道産北海しまえび3尾、笹巻つくね2本、
北海道産鮭香味焼2切、伊達巻3切、味付け数の子3本、北海道産棒だら煮2切、北海道産ローズサーモン1ヶ
【弐の重】 11品
紅ずわいがに爪のふわふわ蒸し2個、サーモン奉書串2ヶ、さんま酢漬け2切、手まり餅2ヶ、
紅白なます（いくら入）55g、北海道産黒豆煮40g、水晶梅串1ヶ、北海道産ほたてふっくら焼き4個、
サーモンマリネ60g、北海道産いくら醤油漬60g、数の子松前漬60g

おせち4商品共通
〈賞味期限〉 冷凍で2019年1月31日まで　　〈保存方法〉 冷凍(－18℃以下)にて保存。
〈送料〉 北海道1,231円、青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島1,393円、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・新潟・長野1,501円、富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重1,609円、
　　　　滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山1,717円、鳥取・島根・岡山・広島・山口1,825円、香川・徳島・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島1,933円、沖縄2,473円

商品提供元／ハイランド北海道

ポイント

50
の
し 冷凍

流氷市場北海道のおせち5寸3段重
商品番号  1-01-0026-0021
EXAモール価格  12,960円(税込)
〈内容量〉 3段重 全27品
【壱の重】 9品
ずわいがに爪2本、北海道産ほたてつつみ昆布2個、ぶり照り焼き2切、にしん甘露煮3切、ローズサーモン1ヶ、
北海道産つぶ甘露煮50g、たらこと細切り昆布煮14g、数の子松前漬30g、紅白なます（いくら入）20g
【弐の重】 9品
伊達巻2切、鮭香味焼2切、棒だら煮2切、北海しまえび2尾、南瓜松1個、さんま酢漬け2切、ほたてふっくら焼き2個、
イカのうに和え26g、牛蒡土佐煮20g
【参の重】 9品
エビとほうれん草の二色のテリーヌ4切、黒豆30g、数の子3切、栗きんとん40g、いくら醤油漬20g、
サーモンチーズロール3切、エゾ鹿肉旨煮26g、サーモンマリネ26g、たこやわらか煮20g

ポイント

46
の
し 冷凍

の
し 冷凍

の
し 冷凍

流氷市場北海道のおせち6.5寸3段重
商品番号  1-01-0026-0023
EXAモール価格  21,600円(税込)
〈内容量〉 3段重 全33品
【壱の重】 11品
味付け数の子4本、笹巻つくね2本、北海道産にしん甘露煮3切、北海道産棒だら煮2切、北海道産ローズサーモン1ヶ、
北海道産北海しまえび4尾、たらばがに切り足150g、サーモンとアスパラの和えもの26g、
北海道産いかのうに和え26g、帆立の和え物26g、北海道産エゾ鹿肉旨煮26g
【弐の重】 12品
紅ずわいがに爪のふわふわ蒸し2個、北海道産煮あわび1ヶ、完熟金柑1ヶ、紅白なます（いくら入）55g、
北海道産黒豆煮40g、水晶梅串1ヶ、北海道産たらこと細切り昆布煮40g、ぶり照り焼き2切、手まり餅2ヶ、
さんま酢漬け2切、北海道産ほたてつつみ昆布2個、ずわいがに爪2本
【参の重】 10品
北海道産クリームチーズのはちみつ和え40g、伊達巻3切、日の出きぬた2切、北海道産ほたてふっくら焼き2個、
栗きんとん80g、北海道産いくら醤油漬60g、数の子松前漬60g、北海道産たこやわらか煮50g、
サーモンマリネ60g、北海道産つぶ甘露煮50g
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流氷市場北海道のおせち6.5寸4段重
商品番号  1-01-0026-0024
EXAモール価格  25,920円(税込)
〈内容量〉 4段重 全38品
【壱の重】 11品
たらばがに切り足150g、北海道産にしん甘露煮3切、北海道産ソフトほたて貝柱燻製3ヶ、北海道産北海しまえび4尾、
味付け数の子4本、北海道産ほたてふっくら焼き3個、手まり餅2ヶ、北海道産サーモンチーズロール3切、
帆立の和え物26g、北海道産いかのうに和え26g、サーモンとアスパラの和えもの26g
【弐の重】 10品
北海道産つぶ甘露煮60g、ずわいがに爪2本、鶏肉のごぼう巻き梅肉和え3切、
北海道産クリームチーズのはちみつ和え40g、北海道産黒豆煮40g、水晶梅串1ヶ、栗きんとん80g、
北海道産ほたてつつみ昆布3個、紅白なます（いくら入）55g、北海道産たらこと細切り昆布煮40g
【参の重】 8品
紅ずわいがに爪のふわふわ蒸し2個、北海道産煮あわび1ヶ、完熟金柑1ヶ、北海道産エゾ鹿肉旨煮60g、
北海道産いくら醤油漬60g、ローズサーモン1ヶ、筑前煮90g、紅ずわいがに甲羅グラタン1ヶ
【与の重】 9品
サーモン奉書串2ヶ、北海道産松笠いかゆず風味3切、笹巻つくね2本、伊達巻3切、北海道産棒だら煮50g、
ロブスター1尾、サーモンマリネ60g、北海道産たこやわらか煮50g、数の子松前漬60g
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EXAモール商品の申込み方法
クレジットカード利用可

コンビニ決済利用可

コンビニ決済利用可

0120-985-000 携帯電話の方はこちらから
03-6757-8892

受付時間　9：00～ 21：00〈年中無休〉
固定電話からの受付に限ります。(03～ IP 電話含む)
※携帯電話・非通知・公衆電話・IP電話 (050～)から の受付はできません。

〒104-0042  東京都中央区入船 1-1-26 永井ビル4F
TEL.03-6757-8900  FAX.03-6757-8897

●商品のお届けについて
左記の手続きでお申込み、かつ商品代金の入金を会社が確認した後、（ク
レジットの場合は決済手続き完了後）5営業日以内に商品を発送いたします。
◆お歳暮等の、のし希望のご注文は、12月1日以降の発送となります。
◆のしを付けない通常のご注文は、5営業日以内に発送となります。
●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、関連するアフターサービス、当
社および関連会社の商品・サービスに関する情報、エージェントの登録・委
託・管理、その他付随する情報の提供のみに使用します。
詳しくはホームページ(http://www.exa11.co.jp/)をご確認ください。
個人情報に関しては当社お客様相談室(03-6757-8901)までお問い合
わせください。(個人情報責任者 担当取締役)
●返品・交換等
お届けした商品に、品質不良・汚損・数量不足等があった場合
・商品到着後7日以内に、お客様相談室までご連絡ください。（不良品等の
送料は当社が負担いたします。)
・なお、生鮮食料品の返品および交換はできません。

詳しくは、ショッピングサイトの「お問い合わせフォーム」からご連
絡いただくか、お客様相談室（03-6757-8901 平日9時から17
時）までご連絡ください。

ＥＸＡモール注文書をご使用ください。

https://examall.jp https://examall.jp/m
携帯はこちらから

クレジットカード利用可 24時間受付

24時間受付

インターネット・携帯電話から検索していただけます！

【ログイン方法】
初めてログインする方はログイン IDに「エージェントID」、
パスワードには「生年月日(西暦)8ケタ」をご入力ください。

ＥＸＡモール

03-6757-8897

フリーダイヤル

FAX

インターネット

商品提供元／まっかなほんと

りんごジュース1L 3本入
商品番号  1-02-0003-0039
EXAモール価格  4,320円(税込)
〈内容量〉 1L×3本
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉 沖縄1,542円、離島中継料1,028円、
             その他の地域送料無料
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の
し

￥0送料無料
沖縄除く

国際会議にも採用された
ストレート果汁100%の
リンゴジュースです！

商品提供元／有限会社 プロテア・ジャパン

商品番号  1-31-0002-0010

〈内容量〉 マイルドブレンドコーヒー200g×1・グァテマラコーヒー200g×1・ドリップバッグ5袋
〈賞味期限〉 製造日より180日間
〈送　料〉北海道｠青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島822円、
　　　　　　  茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠富山｠石川｠福井 山梨｠長野｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重｠滋賀｠京都
　　　　　　  大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山 鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口｠徳島｠香川 愛媛｠高知｠福岡｠佐賀｠長崎 熊本｠大分｠宮崎
　　　　　　  鹿児島617円、
　　　　　　  沖縄1,851円、離島中継料822円

EXAモール価格  3,600円(税込)

の
し
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コーヒーの極限を追求したブラザーズ・コーヒー各種詰め合わせセット

ブラザーズ・コーヒー詰め合わせセット

商品提供元／株式会社古賀製茶本舗

商品番号  1-40-0005-0001

〈内容量〉 特上煎茶100ｇ×5袋
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉｠北海道｠沖縄1,193円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島1,080円、
　　　　　　　 茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠富山｠石川｠福井 山梨｠長野｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重864円、
　　　　　　　 滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山｠徳島｠香川｠愛媛｠高知648円、
　　　　　　　 鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口｠福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎 鹿児島432円、離島中継料102円

EXAモール価格  4,320円(税込)

の
し
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創業文政二年の老舗がお届けする福岡の八女茶！

八女茶特上煎茶詰合せ

商品提供元／株式会社 升喜

商品番号  1-13-0117-0005

〈内容量〉 720mL×2本
〈送　料〉｠北海道1,028円、
　　　　　　　青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島｠茨城｠栃木｠群馬｠埼玉 千葉 東京｠神奈川｠新潟｠山梨｠長野514円
　　　　　　　富山｠石川｠福井720円、岐阜｠静岡｠愛知｠三重822円、滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山925円
　　　　　　　鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口1,131円、徳島｠香川｠愛媛｠高知1,234円、
　　　　　　　福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島1,337円、沖縄1,440円

EXAモール価格  2,571円(税込)

の
し
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濵田家人気商品のセットです。
一番人気の大吟醸、二番人気の特別純米を
お楽しみください。

「濱田」大吟・純米セット
 720mL×2本
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