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◆内容(数量)：牛肉（リブロース 250ｇ、モモ 250g）
◆アレルゲン（特定原材料）：牛肉
◆郵送方法：冷凍便 ◆賞味期限：冷凍30日

1.熊本県産 阿蘇 あか牛 すきしゃぶ食べ比べセット

10,000円税込/送料込 商品コード:001

*写真はイメージです

熊本県産 阿蘇あか牛
すきしゃぶ食べ比べセット

食べ応え抜群！
贅沢あか牛 リブロース・モモ 各250ｇ

あか牛（褐毛和種）は

全国の和牛肉流通量の3％程しか市場に

流通しておらず、大変に希少な牛肉です。

阿蘇の草原で育てられた

脂肪分の少ない赤身本来の味を

ご堪能ください。



◆内容(数量)：あか牛ローストビーフ 300g、ソース 20g×2個
◆アレルゲン（特定原材料）：牛肉、原料の一部に小麦を含む

◆郵送方法：冷凍便 ◆賞味期限：冷凍30日

３.熊本県産 阿蘇 あか牛ローストビーフ

5,000円税込/送料込 商品コード:003

*写真はイメージです

熊本県産 阿蘇あか牛
ハンバーグ

◆内容(数量)：あか牛ハンバーグ 120g×6個
◆アレルゲン（特定原材料）：乳、小麦、牛肉、大豆

◆郵送方法：冷凍便 ◆賞味期限：冷凍30日

２.熊本県産 阿蘇 あか牛ハンバーグ

5,000円税込/送料込 商品コード:002

*写真はイメージです

熊本県産 阿蘇あか牛
ローストビーフ

熊本和牛「あか牛」を１００％使用。
和牛本来の肉の旨さを十分に味わうことが出来るこだわりの
ハンバーグです。職人が一つひとつ手作りで美味しくなるよう、
心を込めて製造しております。是非ご賞味ください。

ボリューム満点！贅沢に厚切りで。
阿蘇の雄大な自然に育まれ、元気に育った
熊本特産の『あか牛』。そのモモ肉を使い、
あか牛の旨味を味わっていただくために特別な
レシピで作り上げた、
自慢のローストビーフです。



創業明治21年
松江の老舗旅館「皆美館」

「鯛めし」2人前セット

◆アレルゲン（特定原材料）：卵、小麦
◆郵送方法：冷凍便
◆賞味期限：冷凍90日

４.創業明治21年 松江の老舗旅館「皆美館」の「鯛めし」2人前セット

5,000円税込/送料込 商品コード:004

*写真はイメージです

松平不昧公好み。皆美家伝。秘伝出汁で食す、湖都の鯛めし。

「鯛めし」の美味しさの秘訣は出汁
「鯛めし」はあっさりしていて、腹にもたれないのが魅力です。
その秘密は、ご飯にかける出汁にあり、この出汁が「鯛めし」の命です。
秘伝として伝わる出汁の作り方は、カツオの本節をベースに味をだし、
うすくちしょうゆ、みりん、酒を使って味付けします。
それでいて、カツオのにおいを感じさせず、しょうゆの色を残しません。
しょうゆは、松江市内のしょうゆ会社に特注しているものを使用。
出汁の色は無色に近いものとなっています。

国産鯛の上身を贅沢に使用
鯛の身のそぼろは、1.5キロから2キロ級の

国産鯛の上身（刺身にする部分）をそぐように
包丁を入れて湯がきます。火が通ったところで、

これを湯せんでいりながらそぼろにします。
出汁の風味を生かすため、鯛には味をつけないのが特徴です。

●鯛めしの具 110ｇ（鯛、 白身、 黄身、 大根おろし、
わさび、 海苔、 乾燥ねぎ ）各2

●家伝だし（200ml）×2

おもてなしの伝統を今に引き継ぐ
皆美館は、明治二十一年創業の老舗旅館です。

城下町松江の宍道湖畔に佇み、
多くの文人墨客に愛されてきました。

「客のこころになりて亭主せよ」という社訓のもと、創業の女将から
おもてなしの心を引き継いでいます。

― 松江の老舗旅館「皆美館」―



◆アレルゲン（特定原材料）：卵、小麦、かに

◆郵送方法：冷凍便 ◆賞味期限：冷凍30日

６. 松江皆美館 山陰の海鮮蒸し寿司 （季節限定）

5,800円税込/送料込 商品コード:006

*写真はイメージです

◆アレルゲン（特定原材料）：卵、小麦、えび

◆郵送方法：冷凍便 ◆賞味期限：冷凍30日

５.皆美のいろどり飯 6食セット

5,800円税込/送料込 商品コード:005

*写真はイメージです

季節限定
山陰の海鮮蒸し寿司

代々伝わる秘伝の出汁で炊き上げたご飯に、山陰の食材を合わせた自慢の逸品。

皆美のいろどり飯
６種セット

島根県・松江市で130年続く老舗旅館 「皆美館」。
創業から受け継がれてきた、おもてなしの伝統を守りながら、
ご家庭にもその心と雄大な山陰の幸をご家庭にお届けします。

●山陰のどぐろ飯（120ｇ）
●海鮮飯（120ｇ）
●島根和牛しぐれ煮飯(120g) ※各2個ずつ

日本海の幸を蒸し寿司にし、-30度で急速冷凍。老舗料亭の味をご自宅でどうぞ。

●かに蒸し寿司（120ｇ）
●のどぐろ蒸し寿司（120ｇ）
●バイ貝蒸し寿司(120g) ※各2個ずつ

時期によりバイ貝はつぶ貝に変わる場合がございます。



◆内容(数量)：ひみ寒ぶりかま一夜干し 約200~250ｇ程（2ケ）
のどぐろ一夜干し 約120～180ｇ程（2尾）

◆配送方法：冷凍便 ◆賞味期限：９０日

８. 贅沢食べ比べひみ寒ぶりかま＆のどぐろ一夜干しギフト

8,660円税込/送料込 商品コード:008

◆内容(数量)：ひみ寒ぶりしゃぶしゃぶ用 200ｇ×2皿（1皿は1～2人前）、
出汁用昆布3ｇ×2枚、柚子ぽん酢120ml×1本

◆配送方法：冷凍便 ◆賞味期限：９０日

７. 松本魚問屋 ひみ寒ぶりしゃぶ

10,820円税込/送料込 商品コード:007

*写真はイメージです

― 氷見が誇る、ブランド鰤を贅沢にしゃぶしゃぶで ―

ひみ寒ぶりしゃぶ

【松本魚問屋・ひみ寒ぶりしゃぶ】
天然のいけすと言われる日本海富山湾。
その中でも氷見漁港は言わずと知れた漁獲量ナンバーワンの漁港。
その漁港で百余年。氷見トップクラスの卸問屋の冬の一押し商品です。

水揚げ当日に血抜き処理をし、丁寧に仕上げたものを瞬間凍結。
産地直送にてお届けいたします。
厚切りに仕上げたひみ寒ぶりは繊維が細かく、脂のサシが入った状態です。
お湯にくぐらせ、ぽん酢に絡め口に含めばとけるような食感と、きれの良い脂、
天然ならではの力強い風味を感じられます。

セット内容イメージ

贅沢食べ比べ
ひみ寒ぶりかま＆のどぐろ一夜干し

― 北陸を代表する高級魚の自家製一夜干しギフト ―

ぎゅっと旨味が凝縮した自家製の一夜干しです。
ブランド鰤『ひみ寒ぶり』のかまと、能登沖『のどぐろ』を贅沢に。
たっぷりの大根おろしに、ぽん酢を絡めてお召し上がりください。
カリッとした皮目の下には、たっぷり脂の乗ったふわふわの身がたっぷり！
北陸代表の二大高級魚は年齢を問わずに喜ばれます。

*写真はイメージです



江戸前仕立て

オーガニックうなぎ～山田の粋～

*写真はイメージです

*写真はイメージです

鮮度と色目にこだわった

高級珍味からすみセット

１０. 高級珍味 からすみセット 7,000円税込/送料込 商品コード:010

◆内容(数量)：からすみ（A級品）化粧箱入り(片腹) 約90g /スライス 12g /パウダー 20g （宮崎産・鹿児島加工）
◆原材料：ぼらの卵（国産）、食塩、砂糖

(本品は、小麦、卵、乳成分、えび、かに、大豆、いか、さけ、さば、リンゴを含む共通の設備で製造しています。)
◆郵送方法：冷凍便

べっこう色に染まった山田水産特製のからすみ。
宮崎産の沖ボラの卵巣を塩漬し、丁寧に天日干しては、裏返す作業を繰り返し仕上げました。
海の旨味をギュッと凝縮したからすみは、なめらかな舌ざわりと旨味が溢れる逸品です。

≪セット内容≫

①からすみ片腹（A級品）化粧箱入り
約90ｇ

②からすみスライス／12ｇ
③からすみパウダー／20ｇ

※宮崎産／鹿児島加工

◆内容(数量)：うなぎ カット1食分×5個、添付タレ 5個
◆アレルゲン（特定原材料）：小麦、大豆
◆郵送方法：冷凍便

９. 江戸前仕立て オーガニックうなぎ ～山田の粋～

8,300円税込/送料込 商品コード:009

安心農業株式会社認証の
「オーガニックうなぎ」をお手軽に！

鰻、醤油、みりん、砂糖。全てがオーガニック。
イチから山田水産で育てた無投薬国産うなぎ。

昔ながらに仕上げた究極の鰻蒲焼。
※安心農業株式会社認証

×５個セット



1１.おうちで道東・釧路居酒屋のソウルフード得々セット

◆アレルギー特定原材料： 卵、小麦、えび
◆郵送方法：冷凍便

*写真はイメージです

4,950円税込/送料込商品コード:012

カレーラーメンの発祥の地、北海道室蘭より
名物「室蘭カレーラーメン」が前号に引き続き登場。

こだわりの麺は、深層海洋水と道産小麦を使用した特注のたまご麺。
スープは手間暇を惜しまず、牛骨・豚骨・香味野菜などを

10時間以上もかけて煮込み、そこにカツオと昆布のだしを合わせ、
11種類のカレースパイスと飴色になるまで炒めた玉葱、

フルーツで甘みとコクをプラス。
レトルトとは思えないほどの深みと、複雑かつ絶妙なバランスの

カレースープに仕上がりました。

◆内容(数量)：室蘭名物6食セット(1食あたり270g/めん120gスープ150g）
◆アレルギー特定原材料：卵、乳、小麦
◆郵送方法：通常便

1２. 名物 室蘭カレーラーメン

*写真はイメージです

オホーツクの山海の恵みを
おうち居酒屋で楽しもう♪
コロナ禍で居酒屋に行くことも難しくなり早1年半。

道東・釧路ソウルフードで
おうち居酒屋を楽しもう！！

●【釧路産高級魚+地酒酒粕】
目抜き福司粕漬け炙り焼き

●【釧路産高級魚】肉厚!!ばばかれいの煮付け
●【白糠ブランド】白糠産タコの柔らか煮
●【釧路ソウル】釧路ソウルフードスパカツ
●【釧路ソウル】釧路発祥炙りザンタレ
※上記1つずつのセットとなります。

7,800円税込/送料込 商品コード:011



13.『おうち麺』のシマダヤ

家庭用めんの老舗“シマダヤ”が提供する家庭用長持ち麺
セット！鍋ひとつで誰でも簡単！常温約100日間保存

可能な本格麺♪バラエティ豊かなオリジナルセットです。
買い置きに！非常食用に！備えあれば憂いなし！

4,290円税込/送料込商品コード:013
◆アレルギー特定原材料： 小麦
◆郵送方法：通常便

*写真はイメージです

●たぬきうどん（５食）
●和風カレーうどん（５食）
●讃岐うどん（５食）
●焼うどん（３食入×２袋）

世界中にもほとんどない！ブレンドなし！
自社ブランド豚1種類だけで作りあげた、こだわりの品。

小さなお子様からご年配の方がいらっしゃるご家庭も大満足！
ギフトとしても大変喜ばれています。

◆内容(数量)：ローストハム(200g)/ベーコン(200g)/ギフト用ポークウインナー
（あらびきウィンナー、ホワイトウィンナー、ピザウィンナー各56g）

◆アレルギー特定原材料：なし
◆郵送方法：冷蔵便

商品コード:014

5,610円税込/送料込

*写真はイメージです

アジア初の快挙
「最優秀ゴールド賞」連続受賞

世界最高品質をめざし、
ドイツ農業協会の国際食品品競技会に
長きにわたり挑戦。 2011年秋に
アジア初の「最優秀ゴールド賞」を受賞。
その後2012、2013年と3年連続受賞し
その品質が世界に認められました。

14. ハム・ベーコン・ウィンナー4種ギフトセット



17. イタリア直送 チーズセット（4種）

9,000円税込/送料込 商品コード:017

16. Hawaiian Host パラダイスコレクションマカデミアナッツチョコレート３種類セット

4,000円税込/送料込 商品コード:016

15. Hawaiian Queen Coffee（15個入）

4,400円税込/送料込 商品コード:015

Hawaiian Queen Coffee 
カップオンギフト

コナ・コーヒーフェスティバル
カッピングコンテスト優勝農園作

「レガリア」「レガシー」「ヘリテージ」
各５個ずつ入った人気のカップオンギフトセットです。

*写真はイメージです

Hawaiian Host
パラダイスコレクション

マカダミアナッツチョコ詰合せ

ハワイの素材を生かした、パンコーテッドマカデミアナッツ
チョコレート「ココナッツ」「ハワイアンハニー」「コナ
コーヒー」の人気３種類をセット。マカデミアナッツと

ハワイの豊かな素材を楽しめる、魅力的なマカデミアナッツ
チョコレートは、自分へのご褒美やギフトにおすすめです。

イタリア直送 Cheese set

●ペコリーノカット90ｇ●ゴルゴンゾーラカット90g
●タレッジョ90g各1個●パルミジャーノレッジャーノ20g×5個

特有の香りは控えめでマイルドな味わいのタレッジョ、
長期熟成させた深みのあるパルミジャーノ・レッジャーノ

などの4種を、おすすめのワインとどうぞ。

*写真はイメージです

老舗ブランドから新ラインナップ登場♪

◆内容(数量)：マカデミアナッツチョコレート トーステッドココ
ナッツ、ハワイアンハニー、コナコーヒー 各113g×各1個
◆アレルギー特定原材料： 乳
◆郵送方法：通常便

◆アレルギー特定原材料： 乳
◆郵送方法：冷蔵便（直送品の為、お届けに日数がかかります。 ）
◆賞味期限：冷蔵約13日

◆アレルギー特定原材料：
◆郵送方法：通常便

*写真はイメージです

ワインの名脇役



21. 見波亭 冷スイーツセット
（Minamiteiフロマージュ＆南総ロール） 4,500円税込/送料込 商品コード:021

◆内容(数量)：Minamiteiフロマージュ（直径:約12cm×高さ:4cm程度）×1個
南総ロール 苺（直径：約6cm×長さ：約26.5cm）×1個 ※手作りのため多少の誤差が生じます。どうか予めご了承ください。

◆アレルギー特定原材料：Minamiteiフロマージュ：卵・牛乳・小麦
南総ロール 苺：卵・牛乳・小麦・りんご

◆郵送方法：冷凍便

南総ロール

Minamitei
フロマージュ

*写真はイメージです

《Minamiteiフロマージュ》

北海道のマスカルポーネとフランス産クリームチーズを使用した、
ミルクムースとベイクドチーズの２層がとろける味わい。

下地とトップのクラムに、代表商品である『のこぎり山バウムクーヘン』を使用。
シルクのような口どけを実現しました。

20. 杉野森農園 葉とらずりんご100 （1リットル x 6本入）

A.1リットル 3本入 2,400円税込/送料込 商品コード:019

B. 1リットル 6本入 3,700円税込/送料込 商品コード:020

◆アレルギー特定原材料：りんご
◆郵送方法：通常便

*写真はイメージです

《南総ロール》

リッチなバタークリームと南房総の旬の果実を、
見波亭の看板商品「やわらかバウムクーヘン」を使って包みました。

南房総で採れた真っ赤なイチゴはピューレ仕立て。
旬のフレーバーをお楽しみください！

「葉とらずりんご１００」
りんごの養分は太陽から葉に吸収され、

果実へ行き生かされます。
葉をとらずに太陽の恵みを

１００%りんごジュースにしました。

18. 柏屋薄皮饅頭 10個入（こしあん又はつぶあん）

2,300円税込/送料込 商品コード:018
◆内容(数量)：柏屋薄皮饅頭（10個入） こしあん 又は つぶあん
◆アレルギー特定原材料：小豆・砂糖・小麦粉 ※本品製造工場で卵・乳製品を含む商品を製造しております。

◆郵送方法：常温 ◆賞味期限：製造日より8日間

厳選された小豆と、柏屋の技術と職人の技から、
柏屋のおいしい餡は生まれます。
※冷凍保存（3週間）ができます。

【こしあん】

上品でなめらか、口どけのよさと
さらっとした甘味が特徴。

【つぶあん】

甘さひかえめで小豆本来の素朴な
風味。ふっくらとしたつぶの食感が
楽しめます。

19. 杉野森農園 葉とらずりんご100 （1リットル x 3本入）

解凍の目安は約2週間でお早めに召し上がり頂き、再冷凍はしないでください。



*写真はイメージです

生食パンのご注文は
WEBでも可能です♪

22. PURE HERB HONEY ３種セット

4,500円税込/送料込 商品コード:022

23. 堀田農園 トマトジャム２種セット 3,500円税込/送料込 商品コード:023

黄色いトマトジャム
桃太郎ゴールドと

ミニトマトのイエローミニを使用。

赤いトマトジャム
ミニトマトの千果と

大玉トマトのファーストトマトを使用。

てんさい糖を使ったジャムです♪

販売日・販売箇所は次ページをご確認ください。

（ライチ・オウギ・ゴジベリー）



おとぎ話 販売店舗一覧

cocochiyo café

炭火焼き生食パンの店
OTOGI NA MARCHE
＃パンとミルクと、ときどきマルシェ

あじる亭 Annesso

株式会社
エス・ティ・エス

（共同運営会社）

株式会社
ワールドプランニングオフィス

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-20-6 石原ビル1階
TEL:03-6457-8114
販売日：毎週木曜日／11：00～18：00

〒170-0002
東京都豊島区巣鴨1-6-6
Ryozan Park LOUNGE
TEL:03-3354-9995
販売日：毎週 金・日曜日／10：30～17：00

※除外日あり
instagramにて情報発信中！

〒107-0052
東京都港区赤坂3-16-11
東海赤坂ビル1階
TEL：050-5268-9853
販売日：毎週木曜日／12：00～21：00

〒101-0048
東京都千代田区神田司町2-19-4
MIVビル1階
TEL：03-6275-0666
販売日：毎週金曜日／11：30～15：30

（8/20より期間限定販売）

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-28-3
TSG御苑ビル5階
TEL:03-3354-9995
販売日：毎週木曜日／10：00～18：00

新型コロナウイルス感染症の影響により、
予告なく店舗の休業や、営業時間が変更となる場合がございます。

詳細は各販売店舗へお問い合わせ下さい。

夢みる生食パン 公式ホームページにて
事前予約も受付しております。

https://otogibanashi.jp



お申込みガイド

03-3354-9996

◼申込方法 別紙、申込書をご記入頂きましてFAX・メールにてお送り下さい。 または専用WEBサイトよりお申込み下さい。

生産状況によってはご用意できない商品や時間がかかる商品がございます。その場合は速やかにご連絡申し上げ、既に

代金をお振込み済の場合は、ご返金させて頂きます。（新型コロナウイルスの影響で、製造に時間がかかる場合や、売

切れ次第取り扱いが終了となる商品も予想されます。予めご理解の程、宜しくお願い致します。）

◼商品について

入金確認後、約1週間程でお届け致します。ご指定がある場合は、申込書へご記入下さい。商品毎のお届けとなります為、

お届け日数が各々異なる場合がございます。

各商品の説明箇所に郵送方法及びついて明示しておりますのでご確認下さい。ご不明な場合はお気軽にお問合せ下さい。

お申込書受領後に、㈱ワールドプランニングオフィスよりご請求書をお送り致します。お振込み確認後に商品の発送手

続きを行います。尚、お支払方法は銀行振込のみとさせて頂きます。

※クレジットカードでの決済をご希望のお客様は、WEBショップよりご購入をお願い致します。

◼お支払いについて

お届け商品がお申し込み内容と異なっていたり、汚損、破損があった場合、未開封・未使用の商品に限り、お取替え・
ご返品いたします。商品到着後7日以内に弊社へご連絡をお願いいたします。
尚、次の商品は、返品・交換は原則としてお受けできませんので、予めご了承ください。

＊１度ご使用になった商品 ＊食料品、冷凍/冷蔵商品 ＊お客様のご都合で不在が続き、商品が劣化した場合。

また、商品受け取りの際、お客様のご都合による受け取りの拒否等が、弊社への連絡なしに行われた場合、その際に発
生した往復の送料・梱包資材などの手数料・商品代金などをご請求させていただく場合がございますので、ご注意くだ
さい。

◼返品・交換について

◼お届けについて

株式会社ワールドプランニングオフィス

〒160-0022

東京都新宿区新宿1-28-3 TSG御苑ビル5F

平日：10:00～18:00 土日祝休み

TEL:03-3354-9995market@wpo-net.co.jp
メール

FAX

◼送料について

商品代金に含まれる送料は、お届け先が関東地域となります。その他地域への送料は、お問合せください。






