
北欧の森のジャムをどうぞ

How to order
お申込み方法

●注文書以外の用紙でも必要事項をご記入いただければ結構です。●ご注文は、FAXの他にEメール、郵便でも承ります。
●商品の配送は約1週間。但し、繁忙期はお届けに時間のかかることも予想されますので、お早めにお申込みください。
●請求書は後日発送いたします。お支払い方法は、銀行振込か郵便振替にてお願いいたします。
●FAX注文の場合、必ず確認のFAXを致します。3営業日以内に返信がない場合、お問い合わせください。

〒106-0046 東京都港区元麻布 3-10-22 麻布長岡ハイツ 201

TEL: 03-3408-4778   FAX:03-3408-4761  E-mail: mail@aquavitjapan.com
http://www.aquavitjapan.com　　　　 営業時間 月～金 10：00-18：00土日祝 休

北欧食品・雑貨専門店
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（キリトリ）

受付締切り11月29日（金）
早割 X'mas & Winter Gift

クリスマスハム 
XG8001 冷蔵 予約制北欧のクリスマスのメイン料理

クリスマスハムは、スウェーデンではユールシンケ、フィンランドではヨウルキンクと言い、
北欧のクリスマスディナーに欠かせないメインディッシュです。
クリーンな環境で丹精込めて飼育されたデンマークの豚もも肉を使用し、約3週間かけて
塩漬け・熟成させています。クローブを刺し、特製マスタードのクラストを付け、
オーブンでじっくり焼き上げていくのが北欧流です。

Julskinka（スウェーデン）・Joulkinkku（フィンランド）
※クリスマス時期のお届けとなります。

●クリスマスハム 約１kg　
●レシピ付

送料込・本体価格 6,000円
　　　　　　　　　　→ 4,980円
   　　　　　　　　 　　　　　　　　　  （税込 5,378円）

● 森のラズベリージャム　● ストロベリージャム
● ビルベリージャム  　　  各 320ｇ

JG022 北欧ジャムセット J

送料込・本体価格 4,500円
（税込4,860円）

送料込・本体価格 4,500円
（税込4,860円）

新商品のラズベリー、ストロベリーと
定番のビルベリーのセットです。

果実の味わいをそのままに。とびっきり美味しい北欧のジャム

● 森のラズベリージャム　
● ビルベリージャム  　　 各 320ｇ

JG024 北欧ジャムセット L

送料込・本体価格 3,400円
（税込3,672円）

北欧の森を感じるラズベリーとビルベリーの
ジャムセット。贈り物にもたいへん喜ばれます。 

● オレンジマーマレード  320ｇ　 ● クイーンジャム  330ｇ
● リンゴンベリージャム  320ｇ

JG023 北欧ジャムセット K

爽やかなオレンジマーマレード、ラズベリー・ビルベリーを
ミックスしたクイーンジャム、北欧のベリーの代表格、
リンゴンベリーのジャムのセット。

KRAVとは
スウェーデンでエコロジー
認証を受けた生産者によっ
て有機栽培された製品に
のみ与えられる認定です。



年末年始、大切な方への贈り物やパーティーに。 北欧のごちそうでおもてなし。

新鮮サーモンを食卓にお届けします。

＊年末の最終出荷日は12月26日（木）となります。ご指定日いただければ、年末年始、ご希望日にお届け可能です。

●半身 約1kg
SG001

SG071 SG072スモークサーモンホール
冷凍

送料込・本体価格 11,000円→ 9,000円（税込 9,720円）
●約180g×2

SG070
フレッシュサーモン(バックロイン）

冷蔵

送料込・本体価格 5,000円
　　→ 4,300円（税込 4,644円）

●半身 約700g
SG005

スモークサーモン（スライス）
冷凍

送料込・本体価格 8,000円→ 7,200円（税込 7,776円）

●ボイル甘えび 500g  　　　　　　　　
●ニシンマリネ（マスタード） 200g
●ニシンマリネ（ディルオニオン） 200g

送料込・本体価格 5,500円→ 5,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税込 5,400円）

送料込・本体価格 5,500円
　　        → 5,000円
　　　　　　　　　　（税込 5,400円）

送料込・本体価格 5,500円→ 5,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税込 5,400円）

●スモークサーモン 100g　　　　　　　
●ボイル甘えび 500g 
●ニシンマリネ（ディルオニオン） 200g

北欧オードブルセット A
冷凍

北緯63度のフレイヤ島周辺で獲れたてのサーモンを
2時間以内に加工し、0℃で保存後空輸。獲れたての味わいを
ご自宅でお楽しみいただけます。捕獲後0～4℃で保存の場合、
製造から14日間はお召し上がりいただけます。
鮮度をぜひ味わっていただきたい、ノルウェー自慢のサーモンです。

美味しいスモークサーモンといえばこれ
鮮度の高いノルウェーサーモンを現地にて加工。こだわりのワンフローズン。
正統派のスモークサーモンです。ホールの半身は、この時期だけの特別商品。
お好みの厚さにカットして、たっぷりお楽しみいただけます。
一度に召し上がらない場合は、小分けにして冷凍保存して下さい。

美味しい北欧の海の幸を
お手軽にテーブルへ。
グリーンランド沖で獲れたての甘えびを船の上で
ボイルした、北欧人の大好物。
そのまま解凍して皮を剥いて召し上がって下さい。
ニシンマリネのマスタード、ディルオニオンは、
甘味と酸味のバランスが絶妙です。
カンタンに絶品オードブルが出来上がる
とても便利な商品です。

ノルウェーを代表するチーズのセット。

高タンパク低脂肪で話題のアイスランドラム。
アイスランドのラムは、他品種と交配のない純血種。アイスランドの古代種と言われる乳歯の
生える前の羊を68℃で低温調理しています。穀物飼料ではなく、自然のハーブや草で
育てているので健康的で栄養価の高い肉質で、贈り物やパーティーに大活躍の新商品です。

個性豊かな味わいをお楽しみいただけます。

話題になるソーセージセット。
珍しいアイスランドラムのソーセージと素朴な味わいの
デンマークポークソーセージのセット。
ソーセージの食べ比べも楽しい。
グルメな方への贈り物にも喜ばれるセットです。数量限定品

数量限定品

数量限定品

北欧チーズセット A
●リダーチーズ 約200g
●ゴートチーズ 250g　　
●ヤールスバーグチーズ 約200g

送料込・本体価格 6,800円
　　        　　　→ 6,000円
　　　　　　　　　　　　　　（税込 6,480円）

●リダーチーズ 約200g　●ゴートチーズ 250g　　
●ヤールスバーグチーズ 約200g
●ヴィンテージノルベジア 約320g

CH014 冷蔵
北欧チーズセット B
CH015 冷蔵

※掲載画像は全てイメージです

北欧オードブルセット B
冷凍 数量限定品

送料込・本体価格 6,300円→ 5,300円（税込 5,724円）
●ラム・ハーブロール　約600ｇ　　　　

MG024

MG026 アイスランドラム・ハーブロール(ローズマリー、マジョラム入り）
冷凍 数量限定品

送料込・本体価格 4,500円→ 3,800円（税込 4,104円）
●ラム・ハーブロール　約300ｇ　　　　

MG025
 アイスランドラム・ハーブロール ハーフ(ローズマリー、マジョラム入り）

冷凍 数量限定品

送料込・本体価格 4,200円
　　　　　　　→ 3,800円（税込 4,104円）

●アイスランドラムソーセージ   約200g
●デンマークポークソーセージ  約350g　　　　　　　

北欧ソーセージセット
冷凍 数量限定品

  お届け予定日　
　12月14日（土）前後
【注意】航空便の都合により
遅れることがあります。

＊冷蔵便の為、到着後すぐに
　お召し上がりください。

★季節限定!! おすすめ品!!

予約制
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