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イオン北海道株式会社 

 

 

北海道の美味を贈ろう 

５月９日(土)｢イオンの夏ギフト｣承り開始 

ご自宅からネットで注文！全国へお届けします 

 
イオン北海道株式会社は、５月９日（土)より道内の「イオン」「マックスバリュ」「ザ・ビッグ」

など 125店舗およびイオン北海道のインターネットショップ「ｅショップ」でイオンの夏ギフトの承

りを開始します。 

今年の夏ギフトも、イオングループが全国各地のおいしさと楽しさを提供するギフト「イオン夏ギ

フト 2020」に加え、“北海道の夏の美味”を厳選した北海道限定のギフト「じもののギフト 北海道」

をご用意しました。一例として、北海道のうまいものを知り尽くすバイヤーたちが、自信をもってオ

ススメする“バイヤー厳選夏のイチオシギフト”からは、函館で 70年以上の歴史をもつトナミ食品

工業から函館産の新鮮ないかを低温加工した「いかそーめん」や、北海道のご当地グルメ「ジンギス

カン」、「知床牛の焼肉セット」など北海道の夏を満喫できる美味 20種類を集めました。人気の特集

“北海道スイーツ”からは、べつかい乳業興社の新商品「プレミアムミルクリッチ」や人気の「べつ

かいのアイスクリーム屋さん」、札幌スイーツセルクルの「手作りシュークリームセット」など、北

海道の素材を活かした商品 12種類を取り揃えました。 

また、毎年好評いただいております北の妃メロンやふらのメロン、夕張メロンなど、みずみずしい

甘さの北の果実“メロンギフト”を 70品目と豊富に取り揃えております。 

 

 

 

北海道全域の産地を訪ね歩き、「うまいもの」を知り尽くすイオン北海道バイヤー陣が、自信をもっ

てオススメする北海道の美味を厳選してお届けします。 

 

 

～函館産の新鮮ないかを低温加工。 

旬のおいしさをお届けします。～ 
 

函館で 70年以上の歴史を持つトナミ食品工業。1983

年に冷凍のいかそーめんを初めて開発しました。函館

産のいかを新鮮なまま加工し超急速冷凍。2.8mm の細

さに切り揃えたいかそーめんは、お皿の柄が透けて見

える透明感で、歯ごたえやうま味もしっかり保たれて

います。また、北海道産のミズダコを３mm の薄さに

スライスしたたこ刺しは口の中でとろける柔らかさ。

お子さまやご高齢の方にも食べやすいと人気です。 

 

トナミ食品工業  いかそーめん（５人前）   トナミ食品工業  いかそーめん・たこ刺しセット 

本体価格 3,700円（税込 3,996円）      本体価格 3,500円（税込 3,780 円） 

 

 
 

 

 

 

 

 

バイヤー厳選 夏のイチオシギフト 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

※このほか、「いかそーめん（10人前）」本体価格 6,500円（税込 7,020円）をご用意しております。 

（内容：函館産いかそーめん 50ｇ×5、たれ 35ｇ×5、 

生姜 3.5ｇ×5） 

 

函 

館 

（内容：函館産いかそーめん 100ｇ、たれ 35ｇ×2、生姜 3.5ｇ 

×2、たこ（北海道産原料）200ｇ、たれ 15ｇ×4） 

 



 

～豪快に焼いて夏を満喫！バーベキューや焼肉におすすめのお肉セット。～ 

 肉の山本  ジンギスカン＆焼きそばセット 

本体価格 2,210円（税込 2,386.80 円） 
 

(内容：味付ラム（原料肉オーストラリア又はニュージーランド産)100ｇ・ 

蒸し麺 200ｇ各 3、たれ 170ｇ、賞味期間：冷凍にて 20日間） 

 

「ジンギスカン＆焼きそばセット」はオリジナルのタレに漬け  

込んだ味付ラムと相性の良い太麺の焼きそば、しょうが風味の  

かけダレをセットにしました。 

 

 

～365日牛と向き合い、大切に育てたここでしか生み出せない和牛。～ 

 北海道産 知床牛ステーキ＆ばら焼肉セット 

本体価格 8,800円（税込 9,504 円） 
(内容：北海道産黒毛和牛サーロインステーキ用・ばら焼肉用各 200ｇ） 

 

北海道産 知床牛もも・ばら焼肉用 

本体価格 6,500円（税込 7,020 円） 
(内容：北海道産黒毛和牛もも焼肉用・ばら焼肉用各 200ｇ） 

 

知床牛となる黒毛和牛を約 1,000 頭飼育する大橋牧場。「牛たち 

と目を合わせれば健康状態がわかる」というほど一頭一頭を大切 

に育てています。牛の主食となる草は北海道産のものに限定し、配合飼料も大橋牧場独自のものを使用。 

飲水には藻琴山の湧き水「銀嶺水」を与えています。丁寧に手をかけ、こだわりを重ねてつくられる 

知床牛は、肉そのものにしっかりと味があり、サシと赤身とのバランスが絶妙。脂にもコクとうま味が 

のり、余韻までお楽しみいただけます。 

 

 

～かみふらの産の豚肉を北海道工場で丁寧に加工。 

肉本来の味を活かした人気商品の詰合せです。～ 
 

原料となる豚肉は上富良野町にある、かみふらの牧場で生産。 

「健康に育った豚はおいしい」という信念のもと育てられた「か 

みふらのポーク」は脂肪のつき方が滑らかで風味の良さが特徴 

です。十勝・清水町の北海道工場では、商品ごとに調味料やス 

パイスをオリジナルで調合。シンプルながら繊細な味つけで、 

素材のうま味を引き出しました。生ハムや、粗挽きこしょうを 

きかせたペパーポークハムはビールやワインのおつまみとして 

もおすすめです。 

 

プリマハム  ふらのギフトセット       プリマハム  ふらのギフトセット 

本体価格 4,500円（税込 4,860 円）        本体価格 5,500 円（税込 5,940 円） 
※送料 500 円（税込 550円）              ※送料 500円（税込 550円） 
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※掲載写真はすべてイメージです。 

(内容：ホワイトロースハム 300

ｇ・ベーコンスライス 70ｇ、

生ハム 45ｇ、骨付きソーセー

ジ 130ｇ×2、あらびきウイン

ナー・ホワイトウインナー各

130ｇ) 

(内容：ホワイトロースハム 300

ｇ・ペパーポークハム 270ｇ、

骨付きソーセージ 130ｇ×2、

あらびきウインナー・ホワイト

ウインナー各 130ｇ、生ハム 45

ｇ、ベーコンスライス 70ｇ) 

※このほか、「ふらのギフトセット」本体価格 3,300円(税込 3,564円)をご用意しております。 



 

 

この夏におすすめしたい、こだわりの北海道スイーツを集めました。長く親しまれる定番やこだわり

の新登場スイーツ、ひんやり冷たい夏のおやつまで、北海道の素材を活かしたおいしさがいっぱいで

す。 
 

～生クリームの風味が贅沢に広がる新商品「プレミアムミルクリッチ」登場！～ 

べつかい乳業興社 
べつかいのアイスクリーム屋さんプレミアムミルクリッチ   べつかいのアイスクリーム屋さん 

本体価格 5,200円（税込 5,616 円）              本体価格 3,600円（税込 3,888 円） 
（内容：べつかいプレミアムミルクリッチ 120ml×12）    （内容：バニラ 120ｍｌ×4、抹茶・ストロベリー・） 

                            チョコレート・コーヒー各 120ml×2） 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

～自分でクリームをしぼって仕上げるリッチで濃密なシュークリーム。～ 

札幌スイーツセルクル 手作りシュークリームセット 

本体価格 4,700円（税込 5,076円） 
 

(内容：シュー皮 9個、カスタードクリーム（白色・黄色）各 250ｇ) 

 

 

 

 

 

 

 

「じもののギフト北海道」。毎年人気のオススメ商品の一例！ 

毎年好評いただいております北の妃メロンやふらのメロン、夕張メロンなど、みずみずしい甘

さの北の果実“メロンギフト”を 70品目と豊富に取り揃えております。 

 

澄んだ空気と冷涼な気候に恵まれた富良野で、  気品ある爽やかな香りと甘みの強さ、 

丹精こめて育てたメロンです。     美しいネットが特徴のメロンです。 

富良野産 ＪＡふらの 

ふらのメロン 優品（ラベンダー柄箱） 
本体価格 3,980円（税込 4,298.40 円） 
(内容：2Ｌサイズ、優品(赤肉)、2個(1個 1.6kg)、 

ラベンダー柄箱入) 

 

 

 

 

 

 

 

「手作りシュークリームセット」はフレンチの

技法を応用してつくり上げた他にはない味わい

です。可能な限り脱水させることで、さかさま

にしても落ちないほどのクリームに。ほんのり

塩気のきいた生地との相性をお楽しみいただけ

ます。 

 

ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＳＷＥＥＴＳ‐北海道スイーツ- 

 

生乳生産量日本一の町・別海町。この夏誕生する新商品「プ

レミアムミルクリッチ」は、別海町産の良質な生乳と、さ

らにその生乳から自社製造した生クリームを贅沢に使用。

まるで生クリームを食べているような濃厚でリッチな風味

がお口いっぱいに広がります。「べつかいのアイスクリーム

屋さん」は、生乳のおいしさを引き出す５つのフレーバー

を詰合わせたロングセラーの人気商品です。 

 

※掲載写真はすべてイメージです。 

北海道産 

北の妃メロン 秀品（木箱入） 

本体価格 7,800円（税込 8,424 円） 
(内容：3Ｌサイズ、秀品(赤肉)、2個(1個 2.0kg)、 

木箱入) 

 



【「イオンの夏ギフト」販売概要について】 

承り期間：５月９日（土）～８月８日（土）  

早得承り期間：５月９日（土）～７月 11日（土） 

対象商品がカタログ表示本体価格から１０％ＯＦＦでご購入いただけます。 

承り店舗：道内の「イオン」「イオンスーパーセンター」「マックスバリュ」「ザ・ビッグ」 

「いちまる」「フードセンター」125店舗 

▽イオン北海道のインターネットショップ「ｅショップ」 

（URL）https://es.aeon-hokkaido.jp/eshop/ 

品 目 数：「じもののギフト 北海道」（北海道版）677 品目（内、早得対象商品：243品目） 

「イオン夏ギフト 2020」（全国共通版）1,277 品目（内、早得対象商品：822品目） 
※承り期間、お届け期間は、商品によって異なります。 

 

 

【ボーナスポイントプレゼントキャンペーン】 

５月９日（土）～８月８日（土）までの期間中にボーナスポイントの

マークのついた商品をお買上げの際、各種イオンカードクレジット払

い、電子マネーＷＡＯＮのお支払いで通常ポイントにプラスされます。 

※「じもののギフト北海道」対象商品 201品目 

 

 

【イオン北海道のインターネットショップ「ｅショップ」の概要について】 

イオン北海道のインターネットショップ「ｅショップ」では、商品の閲覧からご注文、お支払いま

で、スマートフォン・タブレット・パソコンにて全国各地からご利用いただけます。お支払い方法は、

「クレジット決済」「銀行振込」からのご選択が可能です。 

ギフトカタログ「イオン夏ギフト 2020」（全国版）、「じもののギフト 北海道」（北海道版）に掲載

の商品を始めとする、約 2,200品目をお取扱いしております。 
 

 

 

※酒ギフトなど、一部お取扱いのない 

商品がございます。 

 

※お客さま感謝デーなどの割引や各種 

キャンペーンの対象外とさせていただ 

きます。 

 

※電子マネーＷＡＯＮはご利用いただけ 

ません。 

 

※「ｅショップ」での承りは、５月９日

（土）９時～８月８日（土）23時 59分  

まで。 

早得承り期間は、５月９日（土）９時 

～７月 11日（土）23時 59分までとな 

ります。 

 

※「銀行振込」のご選択は、５月９日（土）  

～７月 30日（木）17時 00分まで、 

但し、７月３日（金）17時 00分～ 

７月 12日（日）９時 30分は一時休止  

とさせていただきます。 

 

https://es.aeon-hokkaido.jp/eshop/

