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ハム＆ソーセージ

ハム＆ソーセージ

6029 ヴァイスヴルスト150g

マジョラム風味で黒豚の本来の食感
と味わいを楽しめる焼きソーセージ
です。オイルを引かず、そのまま焼い
てお召し上がりください。

ふわふわとクリーミーにとろける食感と、素
材本来のやさしく深い味わい。本場ドイツで
は離乳食としても食べられる、新鮮で安心
の白ソーセージです。ボイルして皮を剥い
てお召し上がりください。ハニーマスタード
をつけて食べるのがおすすめです。

■賞味期限/製造日より90日

冷凍

■賞味期限/製造日より90日

無添加

無添加

無添加ブランド
『ノン・アッド』

6030 ニュールンベルガー100g

冷凍

原材料は
「黒豚・塩・香辛料」
のみ。
原材料がシンプルなだけに、
おいしく仕上げるには全てに
おいて徹底したこだわりと技術が必要です。
未来を担う子供たちに少しでも安全で安心なソーセージ
を食べてもらいたい。
その想いだけで「究極の無添加ソーセージ」
を合言葉に
長い年月をかけて作り上げました。
6140 リオナーソーセージ85g

1071 ノン・アッドウィンナー100g

きめ細かくふんわりとしたやわらかな
食感のソーセージです。小さなお子様
好みのやさしい味に仕上げています。

ふんわりとしたやわらかな食感と、無
添加ならではの素材を活かしたやさし
い味わいのウインナーです。ボイルし
てお召し上がりください。

■賞味期限/製造日より20日
と畜後(2時間以内)のまだ温か じっくり丁寧に釜炊きして作ら
く新鮮な状態の肉、
『温と体』を れた、塩本来の塩味と甘みをも
使用しています。
保水性・結着性 つ鹿児島県産のこだわりの塩を
に優れているのが特徴です。
使用しています。

冷蔵

■賞味期限/製造日より16日

素材の味を最大限に引き立た
せるため、黒豚肉と相性の良い
厳選した香辛料のみを使用して
います。

冷蔵

結着剤不使用・保存料不使用
発色剤不使用・酸化防止剤不使用

一般的なソーセージは挽いたお肉を結着させるため
リン酸塩を使用します。
ノン・アッドシリーズは『温と体 』原料を使用すること
で、肉本来の力で結着し食品添加物を一切必要としな
い究極の無添加ソーセージです。黒豚肉・塩・香辛料だ
けで仕上げた素朴な色。
これこそが無添加の証です。
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NN-3331
ノン・アッドソーセージ詰合せA

NN-3332
ノン・アッドソーセージ詰合せB

ヴァイスヴルスト150g×2、
ノン・アッドウィン
ナー100ｇ×3

ヴァイスヴルスト150g、
ノン・アッドウィンナー
100ｇ×2、
ニュールンベルガー100g×2

■賞味期限/製造日より90日

冷凍

■賞味期限/製造日より90日

冷凍
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ハム＆ソーセージ

ハム＆ソーセージ

6112 モモハム200g
黒豚モモ肉の旨みとジューシーさを閉じ
込めるため、特製タレに漬け込み九州産
山桜のチップでじっくりとスモークしま
した。脂身が少なくサッパリとした食感
をそのままお召し上がりください。
■賞味期限/製造日より70日

6111 モモハムパストラミ200g
黒胡椒のスパイシーな味と香りが楽しめ
るタイプです。お好みの厚さにスライス
してお召し上がりください。パンに挟ん
でサンドイッチもおすすめです。
■賞味期限/製造日より70日

冷蔵

冷蔵

南州農場のこだわり
本物の素材のおいしさを、最高の技で最大限に引き出すものづくり。
南州農場のハム・ソーセージは安心安全な鹿児島黒豚から作られています。
小さなお子様からお年寄りまで安心してお召し上がりいただける、
商品の数々。
どれをとっても最高といわれる品質をご提供します。

6106 ベーコン150ｇ
そのまま食べると脂の甘みが口いっぱい
にひろがり、焼くとスモークの香りがより
引き立つ黒豚ならではのベーコンです。
コンソメスープなどに厚切りにしたベー
コンを入れたり、ポトフに入れても美味
しく召し上がれます。
■賞味期限/製造日より70日

6022 荒挽きウィンナー120g
パリッと皮がはじけ、中からじゅわっと
肉汁があふれるジューシーなソーセー
ジ。黒豚の荒挽きの生地を羊腸に詰め、
九州産山桜チップでスモークした用途の
広いソーセージです。
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■賞味期限/製造日より70日

冷蔵

6028 荒挽きフランク150g
黒豚の旨みがジューシーにひろがる食べ
ごたえ抜群の定番ソーセージ。輪切りに
してパスタやスープの具材にすると、料
理のコクと旨みがいっそう増します。
■賞味期限/製造日より70日

冷蔵

6123 炭焼き焼豚200g
黒豚モモ肉を天然醸造醤油をベースとした
甘さを加えたタレに一昼夜漬け込み、熟練し
た職人が赤レンガ窯でじっくり丁寧に焼き上
げた深い味わいの人気商品です。
■賞味期限/製造日より70日
■アレルギー/小麦 冷蔵

冷蔵

6126
荒挽きボロニア（ノンスモーク）150g

6149
荒挽きボロニア
（スモーク）250g

黒豚の味をしっかりと感じることのでき
るノンスモークのボロニアソーセージで
す。油をひかなくても、黒豚本来の脂でパ
リッとジューシーに焼き上がります。

荒挽きの生地を九州産山桜のチップでスモークし
ました。黒豚本来の脂でパリッとジューシーに焼き
上がります。輪切りにしてローストしたり、ポトフな
どのスープに入れるとより味が引き立ちます。

■賞味期限/製造日より45日

冷蔵

■賞味期限/製造日より70日

冷蔵
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ハム＆ソーセージ

ハム＆ソーセージ

6141 ロースハム95ｇ
しつこさのない脂の甘みと、スモーキー
な香りのロースハム。サラダやパンにも
よく合い、お肉のしっとりした食感を感じ
られます。
■賞味期限/製造日より20日

冷蔵

6142 ボンレスハム120ｇ
黒豚のモモ肉を骨抜きし、まるごと使用した
女性に人気のヘルシーなハム。さっぱりとし
ながらもジューシーな食感は、加熱せずその
ままお召し上がりいただくのがおすすめです。
■賞味期限/製造日より20日

6146 コッホサラミ60ｇ

6150 オードブルパック200ｇ

黒豚の赤身肉をスパイスと塩で漬け込み、
牛肉の生地と合わせたソフトサラミです。
■賞味期限/製造日より20日

冷蔵

■賞味期限/製造日より16日

冷蔵

6128 レバーペースト100ｇ
6144 ビアシンケン85ｇ
ビアシンケンとはドイツ語で「ビールのハム」と
いう意味。黒豚の赤身角切り肉をあらかじめス
パイスと塩で漬け込み、食感の異なる2種類の生
地を一度に味わえるスライスソーセージです。
■賞味期限/製造日より20日

黒豚の赤身肉をあらかじめスパイスと共
に漬け込み荒挽きにし、細挽き生地と合
わせました。本場ドイツで定番の食べご
たえあるスライスソーセージです。
■賞味期限/製造日より20日

パプリカの彩りと風味がアクセントのや
わらかなスライスソーセージです。
野菜の苦手なお子様にもおすすめです。
■賞味期限/製造日より20日

6054 カレーヴルスト120ｇ

黒豚のレバーのみを使用し、臭みのない
まろやかな食感のぺ―ストに仕上げま
した。
レバーが苦手な方にもおすすめで
す。スマイルケア食『青』
マーク取得商品
■賞味期限/製造日より45日

冷蔵

冷蔵

ふわっと香るカレー風味が特徴のやわ
らかいソーセージです。
カレー粉を加え
たトマトソースにディップする本場ドイ
ツの食べ方もおすすめです。
■賞味期限/製造日より70日

冷蔵

冷蔵

冷蔵

6143 ヤークトヴルスト85ｇ
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6145 パプリカリオナー85ｇ

人気の黒豚ハム・ソーセージを一度に楽
しめるパックです。南州農場のハム・ソー
セージをはじめて召し上がる方や、ホーム
パーティーなどのシーンにおすすめです。

冷蔵

6091 グローベケーゼ100ｇ
スパイスを効かせ、生地を型に流し込みオーブンで
焼き上げたソーセージです。表面を軽く焼くとスパイ
スの香りが食欲を刺激します。ステーキ風にハ二ー
マスタードを添えると肉の甘みが引き立ちます。
■賞味期限/製造日より20日

冷蔵

スパイシーサラミ
鹿児島黒豚を主原料にクミン、
ガーリッ
ク、パプリカ等の香り高い香辛料をアク
セントにピリッとスパイシーでしっかり
とした味わいに仕上げました。
■賞味期限/製造日より45日

常温

6207
羊腸(4本入り)

6208
豚腸(1本入り)

ハードタイプ。そのま
まかじってお召し上
がりください。

ソフトタイプ。お好みの
厚さにスライスしてお
召し上がりください。
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ハム＆ソーセージ 生ハム

ハム＆ソーセージ 生ハム

スライス人参でつくるフランス風サラダ

キャロット・ラペ

鹿児島黒豚生ハム

《材料》4人前
2年熟成生ハム
人参
レモン
塩
黒胡椒
オリーブオイル

熟成した芳醇な香り、
とろける脂の食感、
しっかりとした赤身の旨みは絶品。
熟練した職人の技術と鹿児島の自然のち
からが共演した他には真似できない
おいしさです。

1パック
中2本
中1/2
少々
少々
小さじ1

①人参2本をピーラーでスライスし、塩を加
え、
まんべんなく揉みこみ下味をつける。
②レモンの皮を2〜3枚程ピーラーでスライ
スし、細切りにする。
③ボールに①の人参を入れ、
レモンのしぼり
汁、オリーブオイル、②のレモン皮、黒胡
椒を加え、軽く和える。

6055 2年熟成生ハム40ｇ
黒豚モモ肉と鹿児島の海塩だけで２年以
上かけて長期熟成された南州農場を代
表する生ハムです。熟成した芳醇な香り、
とろける脂の食感、
しっかりとした赤身
の旨みをご堪能ください。
■賞味期限/製造日より45日

6099 生ハム２種盛り40ｇ
2年熟成生ハムとコッパの人気生ハム2
種類の盛り合わせです。食べ比べをしな
がらお楽しみください。
■賞味期限/製造日より45日

冷蔵

④ラップをして、冷蔵庫で30分程冷す。
⑤2年熟成生ハムを冷蔵庫から取り出し、30
分程置き、室温になじませる。
⑥冷やしておいた④のラペ（人参）適量を2
年熟成生ハムで巻いて盛り付ける。

黒毛和牛熟成生ハム
2019かごしまの新特産品コンクールで最高賞
「鹿児島県知事賞」
を受賞しました。

冷蔵

6500 黒毛和牛熟成生ハム30ｇ
6130 コッパ40ｇ

6083 パンチェッタ40ｇ

黒豚肩ロース肉を数種類のスパイスで
揉みこみ仕上げました。甘みとスパイス
のバランスのとれた生ハムです。
9

■賞味期限/製造日より45日

冷蔵

黒豚バラ肉を数種類のハーブで香り豊
かに仕上げました。黒豚特有の甘みのあ
る脂身を存分に楽しめる生ハムです。
■賞味期限/製造日より45日

冷蔵

和牛生ハムアレンジ
季節の果物に巻いて食べる
のがおすすめ！お好みの果物
に巻いて、色々な味のハーモ
ニーをお楽しみください。

南州黒牛を鹿児島県産の海塩に漬け込み、
3ヶ月熟成。透き通る脂とバラのような赤身
のコントラストが美しい生ハムです。
和牛のもつ旨みと甘み、鼻に抜ける香りの
余韻をお楽しみください。
■賞味期限/製造日より45日

冷蔵
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ハム＆ソーセージ ギフト

ハム＆ソーセージ ギフト

先様の笑顔が溢れるギフトも充実。
本物を追求したハム・ソーセージは、
お子様からお年寄りまで、幅広い世代に愛される逸品揃いです。

NN-3335
黒豚焼豚・ウィンナー詰合せ

NN-3424
黒豚バラエティ詰合せ

炭焼き焼豚200ｇ、荒挽きウィンナー120ｇ×2
■賞味期限/製造日より70日
■アレルギー/小麦 冷蔵

炭焼き焼豚200g、
ベーコン150ｇ、荒挽きボロ
ニア
（スモーク）250ｇ
■賞味期限/製造日より70日
■アレルギー/小麦 冷蔵

NN-3423
黒豚ソーセージ詰合せ

NN-3330
黒豚ハム詰合せ

荒挽きボロニア（スモーク）250ｇ、荒挽きウィ
ンナー120ｇ、荒挽きフランク150ｇ、
カレーヴ
ルスト120ｇ、グレインマスタード40ｇ

モモハム200ｇ、モモハムパストラミ200ｇ、
炭焼き焼豚200ｇ
■賞味期限/製造日より70日
■アレルギー/小麦 冷蔵

■賞味期限/製造日より70日

NN-3421
黒豚ソーセージ詰合せ

NN-3336
黒豚焼豚詰合せ

NN-3282
黒豚バラエティ詰合せ

NN-3837
黒豚ギフト詰合せ

荒挽きウィンナー120ｇ、荒挽きフランク
150ｇ、荒挽きボロニア
（スモーク）250ｇ

炭焼き焼豚200ｇ×2
■賞味期限/製造日より70日
■アレルギー/小麦 冷蔵

ロースハム厚切り200ｇ、
ベーコン150ｇ、
モモハムパストラミ200ｇ
■賞味期限/製造日より70日

モモハム200ｇ、炭焼き焼豚200ｇ、モモハム
パストラミ200ｇ、荒挽きフランク150ｇ
■賞味期限/製造日より70日
■アレルギー/小麦 冷蔵

■賞味期限/製造日より70日
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冷蔵

冷蔵

冷蔵
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1020
炭焼き焼豚200g
(化学調味料不使用)

NN-3339
黒豚ギフト詰合せ

NN-3340
黒豚ギフト詰合せ

炭焼き焼豚200g、モモハム200g、ベーコン
150ｇ、熟成生ハム40ｇ、荒挽きウィンナー
120ｇ

ベーコン150g、荒挽きウィンナー120ｇ、ロー
スハム厚切り200ｇ、炭焼き焼豚200ｇ、モモハ
ム200ｇ、熟成生ハム40g

■賞味期限/製造日より45日
■アレルギー/小麦 冷蔵

■賞味期限/製造日より45日
■アレルギー/小麦 冷蔵

6202
絹挽きウィンナー100g
(化学調味料不使用)

6181
絹挽きフランク150g
(化学調味料不使用)

黒豚モモ肉を化学調味料不使用の醤
油をベースとした特製タレに一昼夜
漬け込み、熟練した職人が赤レンガ
窯でじっくり丁寧に焼き上げました。

化学調味料を使用せず、
き
め細かく仕上げているた
め雑味が無く優しい味わ
いのウィンナーです。

化学調味料を使用せず、きめ
細かく仕上げ、黒豚の旨みを
しっかり感じられるボリュー
ムのあるフランクです。

■賞味期限/製造日より45日
■アレルギー/小麦
冷蔵

■賞味期限/製造日より45日
冷蔵

■賞味期限/製造日より45日
冷蔵

NN-4203
鹿児島黒豚ウィンナー詰合せ

NN-4201
鹿児島黒豚焼豚ソーセージ詰合せ

絹挽きウィンナー100ｇ×5

絹挽きウィンナー100g×4、炭焼き焼豚（化
学調味料不使用）200ｇ

■賞味期限/製造日より45日

冷蔵

ハム＆ソーセージ 化学調味料不使用

ハム＆ソーセージ ギフト

化学調味料不使用

■賞味期限/製造日より45日
■アレルギー/小麦 冷蔵

NN-3428
黒豚ギフト詰合せ
炭焼き焼豚200ｇ、モモハムパストラミ200ｇ、
モモハム200ｇ、ベーコン150ｇ、熟成生ハム
40g、荒挽きボロニア（スモーク）250ｇ、荒挽
きウィンナー120ｇ
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■賞味期限/製造日より45日
■アレルギー/小麦 冷蔵

NN-3429
黒豚ギフト詰合せ
ロースハム厚切り200g、炭焼き焼豚200g、モ
モハムパストラミ200g、モモハム200g、ベー
コン150g、熟成生ハム40g、荒挽きボロニア
（スモーク）
250ｇ、
荒挽きウィンナー120ｇ×2
■賞味期限/製造日より45日
■アレルギー/小麦 冷蔵

NN-4200
鹿児島黒豚焼豚ソーセージ詰合せ
絹挽きウィンナー100g×2、炭焼き焼豚（化学
調味料不使用）200ｇ×2
■賞味期限/製造日より45日
■アレルギー/小麦 冷蔵

NN-4202
鹿児島黒豚ソーセージ詰合せ
絹挽きウィンナー100ｇ×4、絹挽きフラン
ク150ｇ×3
■賞味期限/製造日より45日

冷蔵
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加工生肉

加工生肉 しゃぶしゃぶ

黒豚の凝縮した旨みをしっかり感じる厚さにスライスしました。

ロース焼肉
2203 150g

焼肉・とんかつ

バラ焼肉
10736 200g

肩ロース焼肉
2099 200g

■賞味期限/製造日より90日

■賞味期限/製造日より90日

■賞味期限/製造日より90日

冷凍

冷凍

冷凍

モモ焼肉
2202 200g

テキカツ
10700 90g×4

■賞味期限/製造日より90日

■賞味期限/製造日より90日

冷凍

冷凍

胡椒やレモンでさっぱりと
いただくのがおすすめ！

焼肉用ともに様々な部位を
黒豚加工生肉 しゃぶしゃぶ用、
お楽しみいただけます。

バラしゃぶ

肩ロースしゃぶ

脂が甘くさっぱりとして
いて筋繊維が細かく歯切
れがやわらかです。

赤身と脂身のバランスが良
く、赤身のジューシーさと脂
の甘みを存分に味わえます。

2242 150g
10707 200g
10708 250g

10743 150g
10701 200g
10702 250g

■賞味期限/製造日より90日

■賞味期限/製造日より90日

冷凍

冷凍

ロースしゃぶ

ウデしゃぶ

モモしゃぶ

ほど良い脂で肉がやわら
かく、歯切れが良いです。

肉のやさしい甘みとしっ
かりと歯ごたえのある食
感が楽しめます。

赤身が多くジューシーで
ほど良 い 食 感 が 味 わ え
ます。

2261 200g
2276 300g
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2309 250g

2310 250g

■賞味期限/製造日より90日

■賞味期限/製造日より90日

■賞味期限/製造日より90日

冷凍

冷凍

冷凍
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黒豚を使用した加工品もバラエティ豊富に取り揃えています。

味噌漬け

黒豚味噌漬け

1553
生姜焼き 100ｇ

2569
生ハンバーグ 100ｇ

1221
黒豚餃子 11ｇ×14個

生姜がきいた味付けでご
飯や野菜によく合います。

黒豚肉をソテーオニオン
と卵でやさしい味に仕上
げました。

黒豚の旨みが凝縮した一
口サイズの餃子です。

■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/小麦 冷凍

味噌は国産原料にこだわった香りを引き出す三倍糀味噌を使用し、
黒豚肉を漬け込みました。
味噌の香りと黒豚肉の旨みをしっかりと味わえます。
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2555
ロース味噌漬け60ｇ

2566
ロース味噌漬け100ｇ

2546
カルビ味噌漬け140ｇ

■賞味期限/製造日より180日

■賞味期限/製造日より180日

■賞味期限/製造日より180日

冷凍

冷凍

冷凍

1227
ウデモモ味噌漬け100ｇ

1226
ウデモモ味噌漬け200ｇ

■賞味期限/製造日より180日

■賞味期限/製造日より180日

冷凍

冷凍

■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/卵･乳・小麦 冷凍

調味生肉・調理食品

調味生肉

黒豚 調味生肉・調理食品

■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/小麦・乳 冷凍

2066
黒豚角煮 170ｇ

2262
豚味噌 150ｇ

1163
炭焼きポーク 200ｇ

醤油ベースで甘辛く味付
け、ジューシーでとろける
食感に仕上げました。

黒豚の粗めのミンチを、独
自にブレンドした甘辛い味
噌に加えて仕上げました。

特製のタレで味付けし、炭
火でじっくり香ばしく焼き
上げました。

■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷蔵

■賞味期限/製造日より90日
常温

■賞味期限/製造日より60日
■アレルギー/小麦 冷蔵

2131
とんこつ味噌煮レトルト250ｇ

2065
黒豚角煮レトルト 200ｇ

1225
濃艶カレー 200ｇ

軟骨をゼラチン質になる
まで煮込みました。鹿児島
の郷土料理のひとつです。

醤油ベースで甘辛く味付
け、ジューシーでとろける
食感に仕上げました。

やわらかく煮込んだ黒豚肉
がたくさん入った、ほど良
い辛さの欧風カレーです。

■賞味期限/製造日より360日
常温

■賞味期限/製造日より360日
■アレルギー/小麦 常温

■賞味期限/製造日より2年
■アレルギー/小麦・乳 常温
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しゃぶしゃぶ・バラエティ ギフト

しゃぶしゃぶ・バラエティ ギフト

NNF-3131
黒豚すき焼きセット

NNF-3323
黒豚焼肉セット

黒豚ロースしゃぶ200g、
黒豚肩ロースしゃぶ250g

黒 豚 バ ラ 焼 肉 用 2 0 0ｇ、黒 豚 モ モ 焼 肉 用
200ｇ、黒豚ロース焼肉用150ｇ

■賞味期限/製造日より90日

■賞味期限/製造日より90日

NNF-3236
黒豚しゃぶテキセット

黒豚テキカツ（90g×4枚）×2

黒豚テキカツ
（90g×4枚）
、
黒豚肩ロースしゃぶ
200ｇ、
黒豚バラしゃぶ200ｇ、
ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

冷凍

NNF-3456
黒豚味噌漬けしゃぶしゃぶセット

黒豚豚味噌150g、
黒豚肩ロースしゃぶ200ｇ、
黒豚バラしゃぶ250ｇ、ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚ロース味噌漬け60g×3、黒豚肩ロース
しゃぶ200ｇ、黒豚バラしゃぶ200ｇ、ポン酢
50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

冷凍

NNF-3317
黒豚ロースステーキセット
■賞味期限/製造日より90日
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冷凍

NNF-3542
黒豚しゃぶしゃぶ豚味噌セット

NNF-3740
黒豚しゃぶしゃぶ・味噌漬けセット
黒豚肩ロースしゃぶ150ｇ×2、黒豚バラしゃ
ぶ150ｇ×2、ポン酢50g×4、黒豚ロース味噌
漬け100ｇ×5
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍
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NNF-4554
黒豚ロース味噌漬けセット

NNF-3536
黒豚生姜焼きセット

NNF-3278
黒豚バラエティセット

黒豚ロース味噌漬け100ｇ×5

黒豚ロース味噌漬け60ｇ×10

黒豚生姜焼き用100ｇ×6
■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚ロース味噌漬け60g×2、黒豚生姜焼き用
100ｇ×2、黒豚生ハンバーグ100ｇ×2
■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/卵･乳・小麦 冷凍

NNF-3326
カルビ味噌漬けと生姜焼きセット

NNF-3507
黒豚バラエティセット

黒豚生姜焼き用100ｇ×3、黒豚カルビ味噌漬
け140ｇ×2
■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚ロース味噌漬け100g×2、黒豚カルビ味
噌漬け140ｇ×2、黒豚生姜焼き用100ｇ×2
■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/小麦 冷凍

NNF-3912
黒豚生姜焼き味噌漬けセット

NNF-3450
黒豚バラエティセット

黒豚生姜焼き用100ｇ×4、
黒豚ロース味噌漬け100ｇ×3
■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚ロース味噌漬け60g×3、黒豚生姜焼き用
100ｇ×2、黒豚生ハンバーグ100ｇ×3
■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/卵･乳・小麦 冷凍

■賞味期限/製造日より180日

冷凍

■賞味期限/製造日より180日

冷凍

NNF-3606
黒豚ロース味噌漬けセット

味噌漬け・バラエティ ギフト

味噌漬け・バラエティ ギフト

NNF-4556
黒豚ロース味噌漬けセット

黒豚ロース味噌漬け100ｇ×10
■賞味期限/製造日より180日

冷凍

NNF-3815
黒豚カルビ味噌漬けセット
黒豚カルビ味噌漬け140ｇ×4
■賞味期限/製造日より180日

冷凍

NNF-3454
黒豚味噌漬けセット
黒豚ウデモモ味噌漬け100ｇ×4
■賞味期限/製造日より180日

NNF-3812
黒豚味噌漬け切り落しセット

NNF-3508
黒豚ハンバーグセット

黒豚ウデモモ味噌漬け200g×5

黒豚生ハンバーグ100ｇ×8
■賞味期限/製造日より180日
■アレルギー/卵･乳・小麦 冷凍

■賞味期限/製造日より180日
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冷凍

冷凍
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しゃぶしゃぶ ギフト

しゃぶしゃぶ ギフト

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶ
やわらかく脂がさっぱりしていて確かな肉質と旨味がある南州農場の黒豚肉。
肩ロース肉やバラ肉など、先様のお好みに合わせて詰め合わせました。
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NNF-3453
黒豚しゃぶしゃぶセット

NNF-3230
黒豚しゃぶしゃぶセット

黒豚肩ロースしゃぶ200ｇ、黒豚バラしゃぶ
200ｇ×2、ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚ロースしゃぶ200ｇ、黒豚ロースしゃぶ
150ｇ×2、ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

NNF-3234
黒豚しゃぶしゃぶセット

NNF-3231
黒豚しゃぶしゃぶセット

黒豚肩ロースしゃぶ200g、黒豚バラしゃぶ
200g、ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚肩ロースしゃぶ150g×2、黒豚バラしゃ
ぶ150g×2、
ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

NNF-3224
黒豚しゃぶしゃぶセット

NNF-3241
黒豚しゃぶしゃぶセット

NNF-3226
黒豚しゃぶしゃぶセット

NNF-3228
黒豚ロースしゃぶしゃぶセット

黒豚肩ロースしゃぶ250g、黒豚バラしゃぶ
250g、ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚肩ロースしゃぶ250g×2、黒豚バラしゃ
ぶ250g×2、
ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚ロースしゃぶ200g、黒豚肩ロースしゃぶ
200g、黒豚バラしゃぶ200g、
ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍

黒豚ロースしゃぶ200ｇ×4、ポン酢50g×4
■賞味期限/製造日より90日
■アレルギー/小麦 冷凍
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