港区

港区から子育て中の皆様を
応援する事業のご案内です

2022

5

港区エンジョイ・セレクト事業利用者の皆様へ
このカタログは港区が作成し、利用者の皆様へお送りしております。港区では子育て支援として、毎月
カタログから必要な食料品や日用品を選んでいただき、ご自宅まで無償でお届けいたします。
お申込みにあたっては、下記のお申込み方法をご確認ください。
お申込み方法

STEP

1

カタログの中からお好みのセットをお選びください。
対象世帯によってお選びできるセット数が異なります。セット数は、同封のお申込みハガキをご確認ください。
同じセットを複数お申込みすることも可能です。
ただし、産地直送コーナーについては 2セットまでです。
※お申込みは毎月１回のみで複数回に分けてのお申込みは出来ません。
※ 1セット2,500 円相当となります。

STEP

2

お申込みは下記 URL または二次元バーコードから
インターネットにてお申込みください。

インターネット環境のない方は同封のお申込みハガキでご注文ください。

※継続利用中の方は、
４月からID 及びパスワードが変更されています。はがきに記載のIDパスワードを入力してください。

お申込み期限

2022 年 5 月 25 日（水）

※ハガキの場合は 2022 年

5 月 25 日（水）までの消印有効

（期限を過ぎますと、お申込みが出来なくなりますのでご注意ください。）

https://enjoy-select.info
〔掲載品お届けについて〕
⃝商品お申込み後約 10日間前後でお届けいたします。
（産地直送品は約 2 週間前後かかります。）
⃝掲載商品はやむをえず取扱いを中止・変更する場合がございますので予めご了承ください。
※詳しくは、同封のお申込みハガキをご覧ください。

お問い合わせ先

港区エンジョイ・セレクト受付室

0120－277－663

平日正午〜午後 8 時
土・日・祝・年末年始（12月 29日〜 1月 3日）を除く

この事業は、
シャディ株式会社が港区からの委託を受けて実施しております。
【個人情報の取扱いについて】
個人情報につきましては、業務以外の目的で使用することはございません。また、
その情報は一定期間厳重に保管・管理し、
その後安全に廃棄いたします。
第三者に情報を提供・譲渡することはございません。開示・訂正・抹消をご希望の場合は、港区エンジョイ・セレクト受付室までご連絡をお願いします。

米

人気のコシヒカリ・あきたこまちを

※写真はイメージです。

ラインナップ

無洗米
新潟県産コシヒカリ4㎏

無洗米
秋田県産あきたこまち4㎏

2272-016

●無洗米新潟県産コシヒカリ2㎏×2

秋田県産あきたこまち5㎏

2272-024

商品番号：

2272-032

商品番号：
常温

●無洗米秋田県産あきたこまち 2㎏×2

※食品アレルギー物質 28 品目を含む商品にはその掲載をしています。

商品番号：
常温

●秋田県産あきたこまち 5㎏×1 袋

新潟県産コシヒカリ5㎏

2272-040

商品番号：
常温

●新潟県産コシヒカリ5㎏×1 袋

常温

おこわ・レトルトご飯・ドライフーズ

短時間で手軽に調理ができるレトルトご

はん・風味を味わえる具だくさんのフリー
ズドライを揃えてます。
※写真はイメージです。

洗米・加水・浸漬時間すべて不要！
炊飯器に入れて約 20 分の時短調理！

3 種類の
炊き込みおこわセット

国産
もち米付
1
袋 2 合セッ
ト

2272-059

ウーケの名水仕立て
富山こしひかり150g
1 ケース（3p × 8）

2272-067

2272-075

商品番号：

商品番号：

●赤飯の鉄人（早炊きもち米 350g、具入りスープ
280g、
ごま塩 1.2g）
・五目おこわ（早炊きもち米 350g、
具入りスープ 340g）
・丹波黒豆おこわ（早炊きもち米

350g、
具入りスープ 275g）
×各 1
常温
●賞味期限：常温で200日

2272-083

商品番号：

●ウーケの名水仕立て富山こしひかり150g×
（3P×8）

常温


乳成分・小麦・牛肉・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・
ごま

麺類

マルハニチロ
海からのめぐみ
海鮮フリーズドライ詰合せ

大森屋
舞すがたバラエティ詰合せ

商品番号：

●有明海産海苔使用味付のり
（10 切 50 枚）
×4・緑黄
色野菜ふりかけ（2.5g×10 袋）
×2・かつおふりかけ・
さけふりかけ各（2.5g×10 袋）
×各 1、うめ茶漬（6.0g
常温 
×6 袋）
・わさび茶漬（5.6g×6 袋）
×各 1

●鮭切身入り石狩風みそ汁×3、帆立のお吸い物×3、
めかぶとオクラのみそ汁×5、
五種の海藻みそ汁×5
常温


卵・乳成分・小麦・えび・さけ・さば・大豆・ごま

乳成分・小麦・さけ・大豆

いつでも簡単に便利に

美味しく食べられる 麺類 各種

※写真は
イメージです。

手延素麺揖保乃糸
（ひね上級品）36 束

2272-091

商品番号：

※写真は
イメージです。

信州戸隠本十割そば詰合せ

2272-105

無限堂
稲庭饂飩＆比内地鶏つゆ

マルちゃん
赤いきつねうどん 96g × 12 食

2272-113

商品番号：

2272-121

商品番号：

商品番号：

●手延素麺揖保乃糸（ひね上級品）50g×36 束 
常温


●本十割そば 200g×2、信州戸隠そば 180g×3、そ
常温
ばつゆ（50ml×3）
×2、
そば茶（8g×5）
×2

●稲庭うどん 140g×5、
比内地鶏つゆ（30ml×4）
×2
常温


●マルちゃん 赤いきつねうどん 96g×12 食
常温
●賞味期限：常温で180日

小麦

小麦・そば・大豆

小麦・大豆・鶏肉

卵・乳成分・小麦・さば・大豆・ゼラチン

レトルトカレー・スープ

※写真はイメージです。

レトルトカレー・スープ
9 食バラエティセット

2272-156

商品番号：

● NKレモンクリームチキンカレー（180g）×1、NKトマトビーフカレー
（180g）
×1、NKジンジャーポークカレー（180g）
×1、NKじゃが豚カレー
（160g）
×1、NK 鶏キーマカレー（150g）
×1、NK 豚の角煮カレー（180g）
×1、
NKかぼちゃチャウダー
（180g）
×1、
NKコーンチャウダー
（180g）
×1、
常温
NKトマトチャウダー（180g）
×1
乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご

あたためるだけで、簡単に美味しく食べられる

お子様に人気の 各種カレーとごはんに合うおかずスープ

※写真はイメージです。

甘口カレー 8 食セット

2272-164

商品番号：

● NKレモンクリームチキンカレー（180g）×2、NK 野菜ゴロゴロカレー
（180g）
×2、NKじゃが豚カレー（160g）
×2、NK 豚の角煮カレー（180g）
×2
常温 


乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご

※食品アレルギー物質 28 品目を含む商品にはその掲載をしています。

※写真はイメージです。

野菜たっぷりスープ 10 食セット

2272-172

商品番号：

● NKコーンポタージュ
（160g）
×2、NK ふかうら雪人参ポタージュ
（160g）
×2、
NKかぼちゃチャウダー（180g）
×1、
NKコーンチャウダー（180g）
×1、
NKトマトチャウダー（180g）
×1、
NK 豚バラ大根の生姜スープ（180g）
×1、
NK 牛ごぼうと舞茸スープ（180g）
×1、
NK 柚子香る野菜スープ（180g）
×1
常温

乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ごま

調味料

※写真はイメージです。

食卓に必要な幅広い料理で使える

調味料 を取り揃えました。

※写真は
イメージです。

味香門和膳（みかどわぜん）
アマノフーズ＆キッコーマン和食詰合せ

ミカドグルメ
オリーブオイルヘルシーセット

味の素 バラエティ調味料セット

2272-237

2272-229

2272-245

商品番号：

商品番号：

●キッコーマンしぼりたて生しょうゆ 450ml、キッコーマン混ぜごはんの素
牛しぐれ
（37g×2）
、
キッコーマン混ぜごはんの素ちりめん山椒
（27g×2）
、
アマノフーズフリーズドライいつものおみそ汁（とうふ・なす・ほうれん草）
×各 2、白子のり
（8 切 5 枚）
×3、ニッスイ焼鮭ほぐし55g、ニッスイ鶏そぼ
ろ60g、
マルトモだし三昧あごだし
（4g×10）
、
マルトモだし三昧直火焼だし
常温
（4g×10）●賞味期限：常温で270日
乳成分・小麦・えび・牛肉・さけ・さば・大豆・鶏肉・ごま

商品番号：

●ほんだし48g、こんぶだし48g、瀬戸のほんじお焼き塩 80g、コンソメ顆
粒タイプ 50g、
（粉タイプ）丸鶏がらスープ 48g、
べに花油、
伝承のおいしさ
3 種のブレンド匠の油、キャノーラ油＆コーン油健康ブレンドライトバラン
ス、さらさらキャノーラ油健康プラス各 350g、オリーブオイルエクストラ
常温 
バージン、
一番しぼり純正ごま油各 150g

●シーチキンLフレークオリーブオイル 70g×2、日清エキストラバージン
オリーブ油 200g×3、ポッカサッポロじっくりコトコト
（濃厚コーンポター
ジュ・濃厚クラムチャウダー・海老の濃厚ビスク・完熟かぼちゃクリーム・粉
常温 
タイプ 3P）
×各 1 ●賞味期限：常温で270日


乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・ごま

乳成分・小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉

缶詰

※写真はイメージです。

ご家庭で定番の使い勝手の良い

シーチキン 缶詰 などを揃えてます。
※写真はイメージです。

※写真は
イメージです。

※写真は
イメージです。

ご当地めん自慢
ラーメンセット（16 食）

2272-130

商品番号：

●札幌ラーメン味噌味、喜多方ラーメンまるや醤油味、
横浜ラーメン醤油味、東京ラーメン楓家醤油味、高山
ラーメンなないろ醤油味、和歌山ラーメン豚骨醤油味、
神戸ラーメン醤油味、博多ラーメン豚骨味、各80g×各2
常温
（麺は全て乾麺）●賞味期限：常温で180日
卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン

「旨麺」
長崎ちゃんぽん（16 食）

2272-148

商品番号：

はごろも シーチキンセット

2272-202

商品番号：

バラエティセット

2272-210

商品番号：

●乾麺 80g×16、
ちゃんぽんスープ 20g×16
常温 



●オイル不使用シーチキンLフレーク70g・シーチキ
ンLフレーク70g・シーチキンフレーク70g・オイル不
使用シーチキンマイルド70g・シーチキンマイルド
常温 
70g×各 3

●シーチキンマイルドキャノーラ70g1 個・シーチキンL
フレークオリーブオイル 70g1 個・シーチキンLフレーク
ひまわり油 70g2 個・朝からフルーツみかん 190g1 個・
朝からフルーツミックス190g2 個・朝からフルーツパイ
常温
ミン190g1 個・シャキッとコーン190g4 個

乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま

大豆

もも

※写真はイメージです。

餅・梅干し

コシのある煮崩れしにくい 餅・
まろやかに食べやすい 梅干し

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

※写真は
イメージです。
※写真はイメージです。

カゴメ
野菜たっぷりスープ（9 食）

2272-180

商品番号：

ホテルオークラ スープ缶詰
詰合せ（7 缶）

2272-199

商品番号：

●（レトルト）
トマトのスープ・豆のスープ・かぼちゃの
常温 
スープ各 160g×各 3


●粒入コーンスープ 160g×3、
ベジタブルチャウダー
160g×2、
8 種の野菜ポタージュ 160g×2（全て缶切
常温
り不要）


乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン

卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉

※食品アレルギー物質 28 品目を含む商品にはその掲載をしています。

紀州産南高梅
お徳用梅干し（無選別）

魚沼黄金もち
切餅（1.8㎏）

2272-563

2272-571

商品番号：

商品番号：

●魚沼黄金もち 600g×3



常温

●梅干 600g・塩分＝約 6％※粒が不揃いであったり、
多少キズがあったりしますが、
風味は変わりません。梅
の粒の大きさによって 2 段になる場合がございます。
常温
●賞味期限：常温で180日

飲料

お子様から大人まで人気の美味しい 野菜ジュース各種と

スポーツドリンクをそろえています。

※写真は
イメージです。

※写真はイメージです。

カゴメ 野菜飲料
バラエティセット（24 本）

2272-253

野菜生活 100
乳酸菌 VA ＋
畑うまれのやさしいミルク
まろやかみかんミックス
（24本） まろやかソイ（24 本）

2272-555

2272-270

商品番号：

商品番号：

●野菜生活 100 オリジナル・野菜一日これ一本各
200ml×各 6・野菜生活 100（ベリーサラダ・マンゴー
常温
サラダ・アップルサラダ）各 200ml×各 4

●野菜生活 100 乳酸菌 VA＋265g×24 本


オレンジ・バナナ・もも・りんご

オレンジ・りんご

日用品

※写真はイメージです。

商品番号：
常温 

●畑うまれのやさしいミルク まろやかソイ 200ml×
常温 
24

大塚製薬
ポカリスエット（24 缶）

2272-288

商品番号：

●ポカリスエット340ml×24

常温

大豆

※写真はイメージです。

ご家庭に必要な

日用品 を各種取り揃えました。

ギフト工房
アリエール＆ジョイセット

2272-296

商品番号：

ライオン トップ
スーパーナノックスセット

2272-300

商品番号：

ライオン
キレイキレイセット

2272-318

商品番号：

西川 バスタオル・
フェイスタオルセット

2272-326

商品番号：

● P＆Gアリエールジェル 750g・P＆Gアリエールジェ
ル部屋干し用 750g・P＆Gアリエールジェル部屋干し
用（詰替用）690g×各 1、P＆Gアリエールジェル（詰
替用）690g・P＆G 除菌ジョイ175ml×各 2

●トップスーパーナノックス400g×1、
同詰替用350g
×7、チャーミーマジカ速乾プラスカラッと除菌（シトラ
スミント・クリアレモン）各 220ml×各 1

●キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 250ml×3・同詰
替用 200ml×5 ※ハンドソープ・詰替用＝医薬部外品

●バスタオル 2 枚・フェイスタオル 2 枚

ロリエ肌きれいガード
羽なし 昼 2セット夜 2セット
バスクリンきき湯

ロリエ肌きれいガード
羽つき 昼 2セット夜 2セット
バスクリンきき湯

エリス新素肌感
羽なし 昼 4 セット
バスクリンきき湯

エリス新素肌感
羽つき 昼 4 セット
バスクリンきき湯

2272-512

商品番号：

●ロリエ肌きれいガード昼用 羽なし
（28コ入×2コ）2
セット、ロリエ肌きれいガード夜用 羽なし
（10コ入×2
コ）2セット、バスクリン きき湯入浴剤 30g（計 12 包）
※医薬部外品

2272-520

商品番号：

●ロリエ肌きれいガード昼用 羽つき（20コ入×2コ）
2セット、ロリエ肌きれいガード夜用 羽つき（9コ入×2
コ）2セット、バスクリン きき湯入浴剤 30g（計 12 包）
※医薬部外品

※食品アレルギー物質 28 品目を含む商品にはその掲載をしています。

2272-539

商品番号：

●エリス新素肌感昼用羽なし28 枚×2P 4セット、
バス
クリン きき湯入浴剤 30g（計 12 包）※医薬部外品


2272-547

商品番号：

●エリス新素肌感昼用羽つき22 枚×2P 4セット、バ
スクリン きき湯入浴剤 30g（計 12 包）※医薬部外品


産地直送品に
ついては

産地直送品は

2セットしか

各メーカーより直接

お申し込みできません。
ご注意下さい。

ご自宅にお届けします。

※写真はイメージです。

国産牛
切落し 500g

冷凍

牛肉

豚ロース金山寺味噌漬け 5 袋セット

2272-610

商品番号：

2272-350

商品番号：

●とろ鯖煮付け×1、鮭の西京焼×1、鮭の照焼×1、サーモンのグリル
冷凍
マスタード風味×1、
鯖のマリナーラソース×1日

●とろ鯖煮付け×3、
鮭の西京焼×2

小麦・さけ・さば・大豆・りんご・魚介類

小麦・さけ・さば・大豆・魚介類

北海道トンデンファーム
バラエティセット

伊藤ハム 田崎真也セレクション
至福の洋食セット

2272-377

2272-385

商品番号：

●炭火焼ベーコン（スライス）80g、荒挽ウインナー 100g×2、ピルカ
冷蔵 
ウインナー 120g ●賞味期限：冷蔵で35日

●ローストビーフ（もも）200g、トリュフ入りグレイビーソース30g、デ
ミグラスソースハンバーグ 120g×3、デミグラスソースチーズ入りハ
冷凍
ンバーグ 120g×3、
生ハムスライス45g

豚肉

卵・乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

米どり
ももからあげ（2kg）

米久 国産鶏肉・国産豚肉入り
黒酢たれ肉だんご

2272-598

静岡ご当地グルメ
「浜松餃子」
（45 個）

2272-407

商品番号：

2272-415

商品番号：
冷凍

卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉

冷凍 

※写真はイメージです。

商品番号：
冷凍 

小麦・大豆・豚肉・ごま・りんご

オイシックス
旬の野菜セット

魚匠えびす 和の取り合わせ

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

●米どり  ももからあげ 1kg×2

魚匠えびす 和洋詰合せセット

2272-342

2272-334

●豚ロース金山寺味噌漬け200g×5

※写真はイメージです。

商品番号：

商品番号：

●国産牛切落し500g

●賞味期限：出荷日より冷凍で30日

※写真はイメージです。

●黒酢たれ肉だんご 300g×4

商品番号：
冷凍

卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま

●浜松餃子（20g×15）
×3（計 45 個）
、たれ（10ml×2）
×3 ●賞味期
冷凍
限：冷凍で60日
小麦・大豆・豚肉・りんご・ごま

※写真はイメージです。

2272-369

商品番号：

●旨みと甘みがぎゅっと！小ぶりな玉ねぎ（北海道産）400g、南アルプスの水で育てた サラダほうれん草（山梨
県産）90g、みつトマト（千葉県産）1パック（130g）、味いちばん！ミニ大根（熊本県産）1本、ボストンレタス（サラ
ダ菜 広島県産）1パック、きゅうり（千葉県産）2本、たつやのにんじん（熊本県産）400g、100日熟成！じゃがいも
冷蔵
はるか（北海道産）300g  ※農産物の為、天候生育状況により商品変更の場合がございます。
【持ちもどりお預かり期間について】ご不在の際の持ちもどりお預かり期間は3日までです。そ
れ以上のお預かりは出来かねますので予めご了承下さい。
【商品の品質について】Oisixの野菜は栽培期間中農薬を使用しない、もしくは使用を最低限にしているため、病
気や害虫のためにへたが一部枯れていたり、しおれている場合がありますが、食味上問題ありません。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

ミニハンバーグ（2kg）

金谷ホテルベーカリー パンセット

2272-628

2272-580

商品番号：

●ミニハンバーグ１ｋｇ×２
（１袋につき約３１個～３３個入）

乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉

※食品アレルギー物質 28 品目を含む商品にはその掲載をしています。

商品番号：
冷凍

●ロイヤルブレッド×1、バターロール×8、ブラウンロール×8、焙煎玄
冷凍
米ロール×8 ●賞味期限：冷凍で30日
卵・ 乳 成 分・ 小 麦・ 豚 肉

