
たのめーるでは、「三越のお中元 　2018　夏の贈り物」をFAXのご注文でも承ります。
当PDFファイル最後のページの専用FAXオーダーシートに必要事項をご記入いただき、ご注文ください。

 ご注文について
■「三越のお中元 　2018　夏の贈り物」ご注文承り期間について
ご注文承りは、7月26日(木)までとなります。
※一部商品は、7月10日（火）、7月25日（水）になります。

■数量限定品について
一部商品は、当初よりご注文承り数量が決まっております。
数量限定品につきましては、三越でのご用意限定数となります。
▼「三越のお中元 　2018　夏の贈り物」　数量限定品

■その他
「三越オンラインショッピング」にて開催中のキャンペーンは対象外となります。
また、三越伊勢丹グループのカード(三越 M CARD、MICARD、伊勢丹アイカード)のポイントはご利用いただけません
ので、ご了承ください。
三越伊勢丹グループの株主優待券、友の会カードもご利用いただけません。
あわせて三越伊勢丹グループのカードご利用によるポイント付加も対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ご注文後の商品の変更、キャンセルはご容赦ください。

 お届けについて
■「三越のお中元 　2018　夏の贈り物」お届けについて
商品は、最長2週間でお届けします。
※6月10日（日）までにいただいたご注文につきましては、6月25日（月）以降順次発送となります。
※8月に入ってからのお届けは承れません。
※果物など、お届け開始時期が決まっている一部商品につきましては、該当商品のお届け予定時期からの順次発送となりま

す。ご了承ください。
※ご注文が集中した際は、お届けが遅れる場合もございますので、ご了承ください。

「三越のお中元 2018 夏の贈り物」の商品は、メーカーからの直送ではなく、すべて三越からのお届けとなります。

 商品について
■食品の原産国等を表記しております
「生鮮食品」には、その産地を「○○産」と表記しています。
「加工食品」には、製造・加工した国を「○○製」と表記しています。(例：日本製、英国製など)
一部国産ブランド商品などは「日本製」の表記を省略しております。
紅茶には茶葉の産地(例：インド産)が表記されています。
「生鮮食品」とは、果物、精肉、精米などの商品、「加工食品」とは、干物、漬物、総菜、ハム、菓子、瓶缶詰などの商品のことで
す。

■賞味期間とは、商品の日持ち日数です。(賞味期間が記載されている商品について)
詰め合わせ商品の場合は、最も短い日数を記載しています。おおむね賞味期間が180日以内の商品について、保存方法と併
せて掲載しています。
記載の賞味期間は製造日からの日数です。

■商品の色
ディスプレイ画面色表現の都合上、実物と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

■品切れ
商品は充分に用意しておりますが、受付期間中でも品切れとなる場合がございます。
その際には、ご注文・お取替えをお受けできないことがありますので、ご了承ください。

■お取替え・ご返品
お取替え・ご返品はご容赦ください。
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■商品記号について　(※お中元商品リストの各商品の商品記号欄のアルファベットのこと)
商品記号 アイテム 配送便 配送不可地域 注意事項

H 生鮮品
など

フルーツ便

Y 生鮮品
など

冷凍便
冷蔵便

伊豆諸島（大島・八丈島除く）、小笠原諸
島

 包装形態について
三越は環境にやさしい企業でありつづけるために様々な活動を行っております。
省資源のため、環境にやさしい包装「エコ包装」にご協力ください。
メーカー型番の始めのアルファベット記号が、D・H・Yの商品は完全包装・完全二重包装（紙袋付）でのお届けはご容赦ください。

　　※同じお届け先様へ複数個送られる場合、一まとめにした商品に包装紙を掛けてお届けいたします。
　　※大きさが合わない商品の組み合わせの場合等、包装していない商品をダンボールに入れ、包装紙をダンボールに掛け
　　　 てお届けする場合もございます。
　　※「シール型短冊」または「短冊型のし紙」を商品に貼り、その上に包装紙を掛けます。
　　※「短冊型のし紙」は省資源のため再生紙を利用しております。

<完全包装>：お客様がご指定された場合、名入れがある場合
①商品にのし紙をかけ、②完全包装した上に配送伝票を貼って先さまへお届けいたします。

※同じお届け先さまへ複数個送られる場合、一まとめした商品に完全包装しをお届けいたします。
<ご自宅・会社に取り寄せてから、先さまに手渡しされる場合（持参用）>
①商品にのし紙をかけ、②完全包装し、　③包装紙にて二重包装、または、④箱に梱包の上、お届けいたします。
（三越手提げ紙袋をご持参用にお付けいたします。）

＜承れないサービス＞
(1)他の商品と組み合わせてのお届
け
(2)エコ包装ののしへの名入れ
(3)書状や名刺をつけてのお届け

D 生鮮品
など

冷凍便
冷蔵便

北海道：利尻郡・礼文郡、東京都：大島・
八丈島以外の伊豆諸島・小笠原諸島、島
根県：隠岐郡、長崎県：対馬市、鹿児島
県：奄美市・大島郡・鹿児島郡、沖縄県：
八重山郡・島尻郡のうち北大東村・南大東
村

＜承れないサービス＞
(1)他の商品と組み合わせてのお届
け
(2)のしへの名入れ
(3)書状や名刺をつけてのお届け
(4)完全包装でのお届け
(5)完全二重包装（紙袋付）のお届け
※完全二重包装（紙袋付）とは、お手

B 一般商品 普通便 ※日本全国にお届け
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 のし紙の種類について
「お中元」、「暑中御伺」、「無地」、「こころばかり」、「のしなし（包装のみ）」の5種類となります。

のしの種類 ご　用　途

 お中元  お中元を贈る場合

暑中御伺  お中元の時期を過ぎてから贈る場合

 無地

 こころばかり  ささやかな贈り物や、大げさでない気持ちを表す場合

 のしなし（包装のみ）  のしを付けない場合、自分用

 名入れについて
名入れは、通常便（商品記号B）で、包装形態に「完全包装」または、「完全二重包装（紙袋付）」をお選びいただいた場合のみ
の承りとなります。
1回のご注文で設定できる名称は1つとなります。他の名称を設定される場合は、ご注文を分けてください。

 その他
書状等、同封物などは承っておりませんので、ご了承ください。
外のしは承っておりませんので、ご了承ください。

　「三越のお中元 　2018　夏の贈り物」　数量限定品
下記商品は数量限定のため、ご用意できる数に限りがございます。
限定数は三越全体での数量となりますため、状況により、ご注文後、キャンセルとさせていただく場合もございます。
ご了承ください。

 年間を通して「日頃の感謝の気持ち」や「ちょっとした気持ち」
を贈りたい場合

お申込番号 メーカー型番 商　品　名
提供価格
（税込）

提供価格
（税抜）

三越限定数

568-0300 B04108300ﾁﾕｳｹﾞﾝ 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 ¥3,000 12,000セット

568-0317 B04194300ﾁﾕｳｹﾞﾝ シベール　サマーアソート ¥3,240 ¥3,000 2,500セット

460-2563 B04195300ﾁﾕｳｹﾞﾝ ユーハイム　バウムクーヘン ¥3,240 ¥3,000 6,000セット

568-0324 B04197300ﾁﾕｳｹﾞﾝ 志ま秀　えび菓子バラエティギフト ¥3,240 ¥3,000 2,000セット

460-3744 B04187300ﾁﾕｳｹﾞﾝ ロイスダール　フルーツゼリー詰合せ ¥3,240 ¥3,000 4,000セット

568-0331 D04196300ﾁﾕｳｹﾞﾝ 和楽子屋（わらしや）　生クリーム大福詰合せ ¥3,240 ¥3,000 3,000セット
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たのめーる　「三越のお中元　2018  夏の贈り物」　商品リスト
平成30年7月17日

■お中元商品　価格帯別
【3,000円未満】
【3,000円台】
【4,000円台】
【5,000円台】
【6,000円以上】

【3,000円未満】 ※PDFファイルの商品名をクリックすると、インターネットたのめーるの商品詳細画面で商品の詳しい情報が確認いただけます。

商品画像 申込番号 商品名
提供価格
（税込）

商品
記号

クール
便

限定事項等 商品説明概要 商品仕様

460-3676
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　国産フルー
ツゼリーセット

¥2,160 B

国産果実たっぷり。色とりどりの贅沢ゼ
リー。さくらんぼや、ラ　フランスなど果肉を
贅沢に使用した透明感のある、さっぱり口
どけのよいゼリーと、ピューレと果汁を使っ
た果肉食感ゼリーの詰合せ。それぞれ違っ
た食感をお楽しみいただけます。

果肉食感白桃ゼリー・果肉食感黄桃ゼリー・ラ
フランスゼリー・さくらんぼ（ナポレオン）ゼリー・
ブルーベリーゼリー・甘夏みかんゼリー各112g
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9329
ロイスダール　ロイスダールア
ソート

¥2,160 B

バターの豊かな香りとサクッとした軽い食感
が人気の「アマンドリーフ」や、見た目も味
わいも楽しい７種類のクッキーなど、ティー
タイムにぴったりの詰合せです。

アマンドリーフ×7、クッキー7種計27
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9671 なごみの米屋　彩果集 ¥2,160 B
明治３２年（１８９９年）創業の〈なごみの米
屋〉から。人気の「水羊羹」や「ゼリー」など
の詰合せです。

水羊羹（小豆・小倉・抹茶×各2）、ゼリー（枇杷・
白桃・梨・ブルーベリー×各1）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0430
志ま秀　クアトロえびチーズ
ルッソ

¥2,160 B

海老煎餅で濃厚なチーズクリームをサン
ド。芳しいトリュフを使ったフレンチ風、バル
サミコの酸味が絶妙なイタリアン風に、中
華・和風を加えた４種類のバラエティー豊か
な味わいをご堪能ください。

えびチーズサンド（コンソメ＆トリュフ・バルサミコ
＆マンゴー＆ピスタチオ・ラー油＆松の実＆中
国山椒・しょう油＆山葵＆椎茸×各4）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9855 カルピス　カルピスギフト ¥2,160 B

長年愛され続けている「カル　ピス」に、ギフ
ト限定の北海道産牛乳を使用した「カルピ
ス北海道」や、通常よりも高果汁な「リッチ
シリーズ」などを詰合せたプレミアム感の高
いギフトセットです。

カルピス・カルピス北海道・カルピスメロンリッチ・
牛乳と楽しむカルピスパイン＆マンゴー各470ml

460-3690
カゴメ　野菜ジュース紙容器詰合
せ

¥2,160 B
３０種類の野菜をブレンドした「野菜一日こ
れ一本」など、４種類の野菜飲料の詰合
せ。飲みきりサイズでお手軽に楽しめます。

野菜一日これ一本×4、野菜生活100（オリジナ
ル・エナジールーツ・フルーティーサラダ×各
4）、各200ml/紙容器

162-1703 モンカフェ　ドリップコーヒー ¥2,160 B
挽きたてのコーヒー豆の香りを逃さずパック
したコーヒーギフト。３つの香りをお楽しみ
いただけます。

コロンビア ブレンド・モカ ブレンド・キリマンジャ
ロ ブレンド各8g×各5

162-0126 ＡＧＦ　ファミリー飲料ギフト ¥2,160 B

人気のアイスコーヒーとアイスティーに、
〈ウェルチ〉の果汁１００％ジュースを詰合
せた、大人から子供までご家族でお楽しみ
いただけるギフトです。

ちょっと贅沢な珈琲店（バリスタエスプレッソ（無
糖）×1、エクストラブレンド（無糖）×2）、紅茶物
語 イングリッシュブレックファースト（無糖）・
〈ウェルチ〉グレープブレンド×各1、各900ml

568-0744
サントリー　ボスコーヒー　ラテ
ベースギフト

¥2,160 B

独自の深煎り豆をブレンドし濃縮したカフェ
ラテ用のボトルコーヒー。牛乳で割るだけで
コーヒーの旨みと香りたっぷりのカフェラテ
が完成。濃厚で深みのある味わいの「焦が
しキャラメル」など、３つのフレーバーを１本
で約１０杯分お楽しみいただけます。

ボスラテベース（無糖・甘さ控えめ×各4、焦がし
キャラメル×1、各490ml）
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たのめーる　「三越のお中元　2018  夏の贈り物」　商品リスト
平成30年7月17日

【3,000円未満】 ※PDFファイルの商品名をクリックすると、インターネットたのめーるの商品詳細画面で商品の詳しい情報が確認いただけます。

商品画像 申込番号 商品名
提供価格
（税込）

商品
記号

クール
便

限定事項等 商品説明概要 商品仕様

162-0362
島原手延素麺「寒紬繭（かんつ
みまゆ）」

¥2,160 B

寒の時期（１２月～２月）につくり、その年の
梅雨を越した新物の素麺です。原料となる
小麦粉本来の甘みと香り、手延素麺ならで
はのもちもちした食感をご賞味ください。

島原手延素麺50g×17

162-1345 林屋　「金缶海苔」詰合せ ¥2,160 B
三越伊勢丹

限定

〈林屋〉「金缶海苔」は昭和３３年（１９５８
年）の誕生以来、変わらぬ品質で親しまれ
ています。ベルギーの国際的な品質評価
機関である「モンドセレクション」において、
２０１６年度最高金賞を受賞しました。

焼海苔・味付海苔各8切5枚×各8袋
※三越伊勢丹の限定品です。

568-1727
ジュエルオリーブオイル　単一品
種エキストラバージンオリーブオ
イル３種セット

¥2,160 B

素材選びから搾油まで妥協を許さず生産さ
れたスペイン産とイタリア産の高品質エキ
ストラバージンオリーブオイル。いずれも単
一品種でつくられたもので、果実の風味や
個性をお楽しみいただけます。

アルベキーナ・ピクアル各105g/スペイン製、オリ
アローラ105g/イタリア製
※オリーブオイルはすべて日本国内で瓶に詰め
ています。

160-9725
王様堂本店　昔かきもち「海日和
山日和」

¥2,160 B

香り豊かなもち米の中に海の幸・山の幸の
風味を活かす、江戸伝統の製法でつくった
「昔かきもち」。６種類のバラエティー豊富な
詰合せです。

黒大豆・昆布・ごま・アーモンド×各9、ひじきじゃ
こ×7、海苔巻×3
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

162-1468 小豆島特選丸大豆醤油 ¥2,160 B
選び抜かれた丸大豆、丸小麦を主原料とし
て、じっくり醗酵、熟成させたもろみを搾った
本醸造醤油です。

特選丸大豆醤油500ml×5

162-1697
ジュエルスイーツカフェ　ドリップ
オンギフト　単一産地コーヒー３
種詰合せ

¥2,160 B
産地や生産者などを限定し、コーヒー豆本
来の個性的な味わいをお楽しみいただける
ギフトです。

ドリップオン（マンデリン・コロンビア・エチオピア
モカシダモ各8g×各5）

162-1659
日清　トクホオイル＆ヘルシーラ
イトギフト

¥2,160 B

特定保健用食品「ヘルシーリセッタ」と「ヘ
ルシーコレステ」、ヘルシーライトを詰合せ
ました。どんなお料理にも使える、ヘルシー
で実用的なギフトです。

ヘルシーリセッタ（特定保健用食品）・ヘルシーコ
レステ（特定保健用食品）×各1、ヘルシーライト
×2、各350g

▲ 3,000円未満の先頭へ
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たのめーる　「三越のお中元　2018  夏の贈り物」　商品リスト
平成30年7月17日

【3,000円台】 ※PDFファイルの商品名をクリックすると、インターネットたのめーるの商品詳細画面で商品の詳しい情報が確認いただけます。

商品画像 申込番号 商品名
提供価格
（税込）

商品
記号

クール
便

限定事項等 商品説明概要 商品仕様

460-2501
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　国産フルー
ツゼリーセット

¥3,240 B

国産果実たっぷり。色とりどりの贅沢ゼ
リー。さくらんぼや、ラ　フランスなど果肉を
贅沢に使用した透明感のある、さっぱり口
どけのよいゼリーと、ピューレと果汁を使っ
た果肉食感ゼリーの詰合せ。それぞれ違っ
た食感をお楽しみいただけます。

果肉食感ふじりんごゼリー・果肉食感白桃ゼ
リー・果肉食感黄桃ゼリー・果肉食感ラ フランス
ゼリー・ラ フランスゼリー・さくらんぼ（ナポレオ
ン）ゼリー・ブルーベリーゼリー・甘夏みかんゼ
リー・りんごゼリー各112g
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0232
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　カップケー
キ詰合せ

¥3,240 B

スポンジケーキとクリームチーズの美味な
出会い。希少糖を加えてしっとり焼きあげた
スポンジケーキで、濃厚なクリームチーズ
を包み込んだカップケーキ。宇治抹茶や苺
など４つのフレーバーの詰合せです。

カップケーキ（プレーン・抹茶・苺・チョコ×各3）
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9237 ロイスダール　エクセレントギフト ¥3,240 B
人気のパイ菓子「アマンドリーフ」など、バラ
エティー豊かな焼菓子と、国産果実を使用
したフルーツゼリーの詰合せです。

アマンドリーフ×4、クッキー6種計17、涼果の恵
み（みかん・白桃・ピオーネ各90g×各2）
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9244 モロゾフ　銀座プリン詰合せ ¥3,240 B

宇治〈松北園〉の石臼挽きの香り高い抹茶
を贅沢に使った宇治抹茶プリンと、〈モロゾ
フ〉自慢の豊かな味わいのカスタードプリン
を詰合せました。

銀座カスタードプリン（カラメルソース付）・宇治
抹茶プリン（あずきソース付）×各6
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9343 メリー　フルーツバラエティ ¥3,240 B

宮崎産の日向夏や山形産の白桃、夕張メ
ロンなど産地や品種を限定したみずみずし
いフルーツゼリーをはじめとしたバラエ
ティー豊かな詰合せは、夏の贈り物におす
すめです。

フルーツスプラッシュ×5、夕張メロンゼリー・宮
崎産日向夏ゼリー・山形産白桃ゼリー・青森産
りんごゼリー×各2
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9206
フーシェ　ジュレ・トリアングル・
デ・リュクス

¥3,240 B
〈フーシェ〉の定番「ジュレ・トリアングル」
を、国内産地限定の果実だけを使用し、贅
沢に仕上げました。

ジュレ トリアングル デ リュクス（ピオーネ（岡山
県産）・白桃（山形県産）・ル レクチェ（新潟県
産）・いよかん（愛媛県産）×各2、佐藤錦（山形
県産）×1）/日本製
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9336
ダロワイヨ　マカロンラスク詰合
せ

¥3,240 B

自慢のマカロンのコックを２度焼きした斬新
なラスク。サクッとした食感に仕上げまし
た。カラフルで、バターの風味豊かな美味し
さです。

ラスク（ショコラ・フランボワーズ・カフェ・シトロン・
ヴァニーユ・テヴェール（抹茶）×各6）/日本製
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0256 国産果実ゼリー　極 ¥3,240 B

人気のある国産果実の果汁・ピューレを使
用したゼリー。粗漉しした果肉を食べている
かのような柔らかいジュレ食感と、各々の
果実の特徴を捉えた甘みや香りをご堪能く
ださい。

北海道夕張メロンゼリー×3、静岡県クラウンメ
ロンゼリー・福岡県あまおう苺ゼリー・岡山県清
水白桃ゼリー×各2、各125g
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9350 ヨックモック　セックバリエ ¥3,240 B
ロングセラー商品「シガール」に加え、夏の
季節感を楽しんでいただけるクッキー３種
のギフトセットです。

シガール×14、カカオドゥーブルオランジュ×9、
サブレオテ×8、ドゥーブルフレーズ×10
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

160-9497
上野風月堂　ゴーフルサマー
セット

¥3,240 B

１７４７年創業。〈上野風月堂〉のサマーセッ
ト。伝統銘菓「プティゴーフル」の夏期限定
味マンゴーをはじめ、爽やかなフルーツゼ
リーなどを詰合せました。

プティゴーフル（2枚入）4種計6、ゼリー×6、グレ
メアレン×3、レーズンケーキ・クリームサンドマ
ンゴー×各2、フラットバー×5
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）
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460-2624 ユーハイム　ギフトセット ¥3,240 B

日本で初めてバウムクーヘンを焼いた
〈ユーハイム〉から、しっとりやわらかな伝統
のバウムクーヘンと夏限定のゼリーなどを
アソートしました。

バウムクーヘン×5、デザートセレクション×6、
フルフトシャーレ×3
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2631 ユーハイム　ギフトセット ¥3,240 B
〈ユーハイム〉から、定番のバウムクーヘン
をはじめ、リープヘン、テーゲベックなど、バ
ラエティー豊かなセットに仕上げました。

バウムクーヘン×5、リープヘン×26、テーゲ
ベック135g
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9480 泉屋　オリジナルクッキーズ ¥3,240 B

泉屋のシンボルマークの浮輪をかたどった
クッキーに、カレンズ・レモンピール・アンゼ
リカを彩りよく飾ったリングターツをはじめ、
一つ一つ丁寧に焼きあげたクッキー１１種
類の詰合せです。

クッキー11種、計430g
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9527
アンジェリーナ　アンジェリーナセ
レクション

¥3,240 B
マロングラッセを載せたガトーモンブラン、ミ
ルクチョコで包んだマロンサンドなど、洗練
されたパリの味を表現しました。

マロンフィナンシェ・マドレーヌ・フルーツケーキ
×各2、マロンサンド×5、クッキー5種計13/日本
製
※賞味期間は常温45日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温22日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9428 本高砂屋　エコルセギフト ¥3,240 B

エコルセは生地を薄く焼きながら巻き上げ
たソフトで軽い食感のお菓子。しっかりとし
た食感の「三角」、サックとした食感の「短
冊」、ミルクチョコレートとホワイトチョコレー
トを包み込んだ「丸型」など、様々な食感、
味をお楽しみいただけます。

果汁ゼリー×8、エコルセ×20、オレンジエコル
セ・メロンエコルセ×各5、マンデルチーゲル×5
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9510 ゴンチャロフ　クールメッセージ ¥3,240 B

フルーツの爽やかさを活かした果肉入りゼ
リーや果汁入りゼリー、クリーミーな口あた
りが自慢のカスタードプリンに飛騨牛乳を
使用した牛乳プリンをバラエティー豊かに
セットしました。

フルーティングココ×4、カスタードプリン（カラメ
ルソース付）・飛騨牛乳使用牛乳プリン（牛乳プ
リン用カラメルソース付）×各2、ラフルーティア
×6
※賞味期間は常温150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温75日以上の商品をお届
けします。）

460-2587
シベール　ピースカットケーキ詰
合せ

¥3,240 B

豊かな香り、しっとり食感を楽しむ。国産小
麦を使用し、ふっくらと焼きあげたスポンジ
ケーキに、ブランデーをしみ込ませ、芳醇な
香りに仕上げました。４種のフレーバーをお
楽しみいただけます。

ブランデーケーキ（プレーン×2、レモン・チョコ・
紅茶×各3） ※全種類にアルコールを使用して
います。
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

160-9459 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 B

一粒一粒に感じる、色鮮やかな果実の美
味しさ。大切な方への贈り物。〈彩果の宝
石〉の、果実の味わいを一粒の中にギュッ
と詰めたフルーツゼリー。やさしい味わいが
特長です。

フルーツゼリー15種計81
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0263
ブールミッシュ　ガトー・ドゥ・セゾ
ン

¥3,240 B
かわいらしいサイズのゼリーと、ブールミッ
シュ人気の焼菓子の詰合せです。

果実めぐり×4、マドレーヌ×3、ミニトリュフケー
キ・ガトー シブーストミニ・フィナンシェ×各2、
ヌーヴェルガレット（バニラ×3、チョコ×2）
※賞味期間は常温45日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温22日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2600 帝国ホテル　アーモンドパイ ¥3,240 B

発酵バターを使用したパイ生地に、クラッ
シュしたアーモンドを混ぜ込み焼きあげまし
た。香ばしく焼きあげたパイの食感と発酵
バターの風味をお楽しみください。

アーモンドパイ×12
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）
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568-0270
アンリ・シャルパンティエ　アンリ・
セレクション

¥3,240 B

夏の定番商品テリーヌ型のゼリーが今年も
登場しました。涼しげなゼリーと、フィナン
シェやクッキーを詰合せたアソートは、夏の
ギフトにぴったりです。

ゼリー3種×各1、フィナンシェ×6、クッキー（プ
レーン・チョコレート×各4）
※賞味期間は常温42日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温21日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0294 彩果の宝石　プレミアムギフト ¥3,240 B

国産果実を贅沢にゼリーに閉じ込めた「プ
レミアム彩果の宝石」。愛媛県産の「キウ
イ」や長野県産の「ぶどう」など、７種類を詰
合せました。

プレミアムゼリー（トマトベリー・キウイ・蜜柑・苺・
葡萄・林檎・桃×各6）計42
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0300 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 B 数量限定

キュートな果実のフォルムのゼリーに、そ
れぞれのフルーツの味わいをギュッと閉じ
込め、歯切れのよい食感に仕上げました。
今回はブーツ、ツリー、スターのフルーツゼ
リーも登場です。

フルーツゼリー25種計70/缶入
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）
※数量限定品です。

568-0317 シベール　サマーアソート ¥3,240 B 数量限定

パイナップルなど４種類のフルーツゼリー、
人気のチーズケーキ、可愛いイルカやヒト
デのクッキーなどを、サマーサンタのパッ
ケージに詰合せました。

フルーツゼリー4種計4、チーズケーキ×2、クッ
キー5種計12/紙箱入
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）
※数量限定品です。

460-2563 ユーハイム　バウムクーヘン ¥3,240 B 数量限定

お子さまにも、大人にも愛されるドイツの伝
統菓子バウムクーヘン。プレーン、チョコ、
メイプル３種類の食べきりサイズを、個包装
でお届けします。

バウムクーヘン・バウムクーヘン（チョコレート）・
バウムクーヘン（メイプル）×各7/缶入
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）
※数量限定品です。

568-0324
志ま秀　えび菓子バラエティギフ
ト

¥3,240 B 数量限定

サマーサンタや夏モチーフがプリントされた
えびチーズサンドほか、７種類のえび菓子
を、筒型のオリジナルパッケージに詰合せ
ました。

えびぱれ・えびのだんらん・えびふわっちょ×各
2袋、海老うす焼・海老うす焼（紅）・のりえびせ
ん×各3袋、サマークリスマスえびチーズサンド
×7袋/紙箱入
※賞味期間は常温150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温75日以上の商品をお届
けします。）
※数量限定品です。

460-3744
ロイスダール　フルーツゼリー詰
合せ

¥3,240 B 数量限定

オレンジ、ピーチ、パイン、グレープ４種類
のフルーツの、果肉入りのゼリーの詰合せ
です。つるんとしたゼリーと果肉それぞれの
食感を、ご家族皆さまでお楽しみいただけ
ます。

フルーツゼリー（オレンジ・ピーチ×各4、パイン・
グレープ×各3）/紙箱入
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）
※数量限定品です。

568-0331
和楽子屋（わらしや）　生クリーム
大福詰合せ

¥3,240 D 〇 数量限定

北海道産の生クリームを使った、ひんやり
美味しい大福です。いちご、パイナップル、
ブルーベリーそれぞれの果実と生クリーム
の甘いハーモニーをお楽しみください。

生クリーム大福（いちご×4、ブルーベリー・パイ
ナップル×各3、各70g）/紙箱入
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）
※数量限定品です。

460-2129
ナポリ　イタリアンアイスデザート
詰合せ

¥3,240 D 〇
ひとつひとつ個別包装のひとくちアイス。イ
タリアンフレーバーと人気定番の詰合せで
す。

バニラ・チョコレート・ストロベリー×各10、ティラ
ミス・ブラッドオレンジ・ピスタチオ×各6、各10ml

160-9602
横濱馬車道　あいす＆もなか詰
合せ

¥3,240 D 〇

日本のアイスクリーム発祥の地「横濱」。そ
の当時の「あいすくりん」のイメージを大切
にした、さっぱりとした食感がどこか懐かし
い、カップ４種ともなか４種のレトロで素直な
味のあいすの詰合せです。

あいす（カスタード・渋皮栗・緑茶みるく・みるく大
納言各110ml×各1）、もなか（ミルク・抹茶×各
3、小豆・チョコレート×各2、各65ml）

8 ページ

https://www.tanomail.com/product/5680270/
https://www.tanomail.com/product/5680270/
https://www.tanomail.com/product/5680294/
https://www.tanomail.com/product/5680300/
https://www.tanomail.com/product/5680317/
https://www.tanomail.com/product/4602563/
https://www.tanomail.com/product/5680324/
https://www.tanomail.com/product/5680324/
https://www.tanomail.com/product/4603744/
https://www.tanomail.com/product/4603744/
https://www.tanomail.com/product/5680331/
https://www.tanomail.com/product/5680331/
https://www.tanomail.com/product/4602129/
https://www.tanomail.com/product/4602129/
https://www.tanomail.com/product/1609602/
https://www.tanomail.com/product/1609602/


たのめーる　「三越のお中元　2018  夏の贈り物」　商品リスト
平成30年7月17日

【3,000円台】 ※PDFファイルの商品名をクリックすると、インターネットたのめーるの商品詳細画面で商品の詳しい情報が確認いただけます。

商品画像 申込番号 商品名
提供価格
（税込）

商品
記号

クール
便

限定事項等 商品説明概要 商品仕様

460-2662 叶　匠壽庵　里山 ¥3,240 B

ぶどう・白桃・りんご・いよかんの４種類の
国産果実を使用した華やかで愛らしいゼ
リー「姫果実」、みずみずしい桃と寒天を
すっきりした甘さのシロップと合わせた「白
桃みつまめ」。清涼感あふれる、夏にぴった
りの和菓子のセットです。

姫果実（ぶどう・白桃・りんご・いよかん×各2）、
白桃みつまめ×2
※賞味期間は常温150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温75日以上の商品をお届
けします。）

160-9664 銀座鈴屋　氷華の泉 ¥3,240 B

いちご餡やれもん餡などが入った〈銀座鈴
屋〉の代表涼菓「葛よせ」や、爽やかな喉ご
しが楽しめる「和風ゼリー」、夏の定番「水よ
うかん」など、見た目にも涼しげな詰合せで
す。

葛よせ×4、和風ゼリー・水ようかん×各3、栗ぜ
んざい×2※賞味期間は常温120日です。（発送
時点で、賞味期限まで残り常温60日以上の商
品をお届けします。）

568-0386 日本橋菓寮　和洋菓子詰合せ ¥3,240 B
水羊羹や洋風煎餅など、バラエティー豊か
な和洋菓子をたっぷり詰合せました。

かすてらプレーン（5切入）・大漁巻25g・ざらめ丹
尺35g・あんみつ・手づくりもなか×各1、洋風煎
餅（いちご・ぶるーべりー各2枚入×各2）、水羊
羹70g・栗かのこ95g×各2
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0409
和楽子屋（わらしや）　和菓子詰
合せ

¥3,240 Y 〇

北海道の豆、沖縄の塩、有明の海苔、その
他、ずんだ、くず粉、餅粉、苺などの主原料
を国産原料にこだわり、丁寧に仕上げまし
た。

塩豆大福（こし餡）・草大福（つぶ餡）・苺餡大福
（ホイップクリーム）・葛饅頭（ずんだ餡）各2個入
×各2、磯辺餅80g×2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9688 なごみの米屋　彩果集 ¥3,240 B
明治３２年（１８９９年）創業の〈なごみの米
屋〉から。人気の「水羊羹」や「ゼリー」など
の詰合せです。

水羊羹（小豆・小倉×各3、抹茶×2）、ゼリー（枇
杷・白桃・梨・ブルーベリー×各2）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0416 京菓匠　笹屋伊織　夏の彩 ¥3,240 B

組み合わせが楽しい果実のゼリーに、お好
みの大きさに切って召しあがっていただく水
羊羹、突き出しタイプのくずきりの詰合せで
す。

果実のゼリー（アロエと桃・パイナップルとマス
カット・りんごとマンゴー×各1）、涼菓 伊織の水
羊羹（こし・抹茶・小倉×各1）、くずきり×3
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2716 榮太樓總本鋪　水羊羹詰合せ ¥3,240 B

北海道産小豆の風味とコクを活かし、滑ら
かに仕立てた水羊羹の小豆。滑らかな小
豆の風味と粒々感が楽しめる小倉。缶入り
葛櫻は他にはない独創的な商品です。

水羊羹（小豆・小倉）・葛櫻・葛小氷×各3

160-9701
京菓子處　鼓月　京菓子銘菓詰
合せ

¥3,240 B

代表菓子「千寿せんべい」と、葛餅の中に３
種の漉し餡を入れ、さっぱりと仕上げた「く
ずたま」、黒蜜と黄な粉をかけていただく
「本わらび餅」などの涼菓をセットにしまし
た。

千寿せんべい×3、夏しずく（ぶどう・いよかん・
あんみつ×各1）、くずたま（小豆・抹茶・桜葉×
各1）、本わらび餅×2
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0447
志ま秀　クアトロえびチーズ
ルッソ

¥3,240 B

海老煎餅で濃厚なチーズクリームをサン
ド。芳しいトリュフを使ったフレンチ風、バル
サミコの酸味が絶妙なイタリアン風に、中
華・和風を加えた４種類のバラエティー豊か
な味わいをご堪能ください。

えびチーズサンド（ラー油＆松の実＆中国山椒・
しょう油＆山葵＆椎茸×各4、コンソメ＆トリュフ・
バルサミコ＆マンゴー＆ピスタチオ×各8）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9794 がんこ職人　愛菓揃 ¥3,240 B

素朴で味わい深いおかきの詰合せ。しっか
りとした食感の醤油味、黒大豆入りのサラ
ダ味おかきなど、８種類の味をお楽しみくだ
さい。

おかき（ごまもち白、黒豆もち、寿巻、磯の雪、サ
ラダ黒松、もち角、磯風、風神）計510g
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）
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160-9817 志ま秀　海老の多（た）の詩（し） ¥3,240 B

小海老の姿をそのまま煎餅に焼きあげた
「小えび姿焼」や、えびせんべいでチーズク
リームをサンドした「えびチーズサンド」な
ど、風味、食感、彩り豊かな海老菓子の
数々をお楽しみいただけます。

海老菓子9種、計28袋
※賞味期間は常温150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温75日以上の商品をお届
けします。）

568-0461 葵の倉　ひとひら彩々 ¥3,240 B
一口サイズに焼きあげたあられや煎餅を袋
に詰合せしました。食べやすさが人気で
す。

ひとひら緑色袋（7個入）・ひとひら赤色袋（6個
入）×各12
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2754 葵の倉　夏の米雅楽 ¥3,240 B
瀬戸内の青のりや富山湾のほたるいか、
白えびなどおいしい素材で煎餅やおかきを
作りました。

煎餅4種、おかき5種、計40
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9756 赤坂柿山　柿山セレクト ¥3,240 B
富山県産・新大正もち米にこだわった慶長・
慶凰・かきもち、全８味の詰合せ。大切な方
への想いを伝える、上品な装いです。

慶長（醤油・しぶき海苔・胡麻・うすくち醤油×各
7）、慶凰（醤油・塩×各6）、かきもち（豆柿・昆布
×各3）
※賞味期間は常温150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温75日以上の商品をお届
けします。）

568-0478
王様堂本店　昔かきもち「海日和
山日和」

¥3,240 B

香り豊かなもち米の中に海の幸・山の幸の
風味を活かす、江戸伝統の製法でつくった
「昔かきもち」。６種類のバラエティー豊富な
詰合せです。

黒大豆・昆布・ごま・アーモンド×各14、ひじき
じゃこ×9、海苔巻×5
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

160-9800 京都　祇園萩月　嵯峨野 ¥3,240 B
７種類のあられを包んだ「花よせ」、小粒に
作りあげたかりんとう「花かりん」、多彩な
「えびせん」などを詰合せました。

あられ×9袋、えびせん・おつまみ・花かりん×
各6袋
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0027
サントリー　黒烏龍茶・胡麻麦茶
ギフト

¥3,240 B

脂肪の吸収を抑え、体に脂肪がつきにくく
する「黒烏龍茶」と、血圧が高めの方に適し
た「胡麻麦茶」。健康を気遣う人におすすめ
のトクホ（特定保健用食品）のセットです。

特定保健用食品/黒烏龍茶×12、胡麻麦茶×
6、各350ml

568-0485 サントリー　トクホ健康茶ギフト ¥3,240 B

伊右衛門特茶・黒烏龍茶・胡麻麦茶。サン
トリーが誇る３つのトクホ健康茶が入った、
健康を気遣う人の様々な生活シーンで楽し
んでいただけるギフトです。

特定保健用食品/伊右衛門特茶500ml×9、黒
烏龍茶・胡麻麦茶各350ml×各4

568-0492 伊藤園　カテキン健康ギフト ¥3,240 B

体脂肪やコレステロールが気になる方にお
すすめです。飲みやすさと美味しさが特徴
で、さまざまな食事に合うトクホ（特定保健
用食品）です。

特定保健用食品/カテキン緑茶・カテキンジャス
ミン茶・カテキン烏龍茶各350ml×各6

568-0515 サントリー　バラエティギフト ¥3,240 B

２種類のトクホ健康茶「黒烏龍茶」「胡麻麦
茶」と「なっちやんプレミアム１００％ジュー
ス」３種類を詰合せた、ご家族でおいしく楽
しんでいただけるバラエティーギフトです。

黒烏龍茶（特定保健用食品）・胡麻麦茶（特定保
健用食品）各350ml×各6、なっちゃんプレミアム
100（白ぶどう・りんご・オレンジ各290g×各2）/
缶、ペットボトル
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460-2297
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　日本の桃ス
トレートジュース

¥3,240 B

濃厚な甘みと芳香漂う「川中島白桃」、とろ
ける甘さの「黄金桃」、風味豊かな「あかつ
き」など、品種ごとに丁寧に搾った日本の桃
のストレートジュースです。

黄金桃・あかつき・川中島白桃各500ml

568-0539
フロリダスモーニング　国産果実
ストレートジュース

¥3,240 B

国産ぶどう（巨峰）、山形県産西洋梨（ラフ
ランス）、青森県産ふじりんごをそれぞれ旬
の時期に搾り、水や砂糖を加えない、香り
豊かなストレートジュースに仕上げました。

巨峰ぶどう・ふじりんご・西洋なし各500ml

460-2310
フロリダスモーニング　果汁１０
０％ジュース

¥3,240 B

温暖な気候と、ミネラル分を多く含んだ土壌
のフロリダ産のオレンジ、ピンクグレープフ
ルーツを旬の時期に搾汁しました。色鮮や
かなレッドグレープジュースを加えた１０
０％ジュースの７００ｍｌボトルのセットです。

オレンジ×2、ピンクグレープフルーツ・レッドグ
レープ×各1、各700ml

160-9923
カゴメ　１００％フルーツジュース
詰合せ

¥3,240 B
アップル、オレンジ、グレープなど、人気の
ジュースをバラエティー豊かに詰合せまし
た。ご家族でたっぷり楽しめます。

グレープ・ピンクグレープフルーツ・オレンジ・アッ
プル・ピーチブレンド・マンゴーブレンド・ブラッド
オレンジブレンド各160g×各4/缶

568-0560
カゴメ　国産プレミアムジュース
ギフト紙容器詰合せ

¥3,240 B

「王林」や「つがる」、「ふじ」など、国産フ
ルーツにこだわった贅沢な味わいをお楽し
みください。飲みきりサイズで、容器はすべ
て紙製です。

ふじ・王林×各4、パイン・みかん・つがる・ぶどう
×各2、各125ml/紙容器

160-9831 カルピス　味わいカルピスギフト ¥3,240 B

甘く豊潤な風味が特徴の「アルフォンソマン
ゴー」や、上品な香気が溶け込んだ「マス
カットオブアレキサンドリア」など、３つの味
をお楽しみいただけるオリジナルギフトセッ
トです。

味わいカルピス・味わいカルピスアルフォンソマ
ンゴー・味わいカルピスマスカットオブアレキサ
ンドリア各160g×各8/缶

568-0584 カルピス　カルピスギフト ¥3,240 B

長年愛され続けている「カル　ピス」に、ギフ
ト限定の北海道産牛乳を使用した「カルピ
ス北海道」や、通常よりも高果汁な「リッチ
シリーズ」などを詰合せたプレミアム感の高
いギフトセットです。

カルピス・カルピスメロンリッチ×各2、カルピス
北海道・牛乳と楽しむカルピスパイン＆マンゴー
×各1、各470ml

568-0591
トワイニング　フルーツアイス
ティー紙容器詰合せ

¥3,240 B

紅茶との相性が良い４種のフルーツ（ピー
チ・マンゴー・白ブドウ・グリーンアップル）と
紅茶をミックスしたフルーツティーです。よく
振ってからお召しあがりください。

ピーチ×6、白ブドウ・マンゴー・グリーン アップ
ル×各3、各195g/日本製/紙容器

568-0607
カゴメ　野菜生活詰合せ　地産全
消果実めぐり

¥3,240 B
「地産全消」で地域のおいしさを全国に。カ
ゴメの野菜生活限定品が一度に楽しめる
詰合せです。

沖縄フルーツミックス・北海道ベリーミックス・瀬
戸内柑橘ミックス×各6、紀州うめミックス×3、
各190g/缶

160-9992
伊藤園　野菜ジュース紙容器詰
合せ

¥3,240 B

にんじん、トマトなど３０種類の野菜を使用
した「１日分の野菜」をはじめ、４種類の野
菜飲料を取り揃えたバラエティー豊かな詰
合せです。

充実野菜緑黄色野菜ミックス×9、充実野菜緑
の野菜ミックス・1日分の野菜・充実野菜野菜と
バナナ×各6、各200ml/紙容器
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160-9985
カゴメ　野菜ジュース紙容器詰合
せ

¥3,240 B
３０種類の野菜をブレンドした「野菜一日こ
れ一本」など、４種類の野菜飲料の詰合
せ。飲みきりサイズでお手軽に楽しめます。

野菜一日これ一本×12、野菜生活100（オリジナ
ル・エナジールーツ・フルーティーサラダ×各
4）、各200ml/紙容器

568-0621
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　洋菓子×Ａ
ＧＦ　ドリップコーヒー「煎」詰合せ

¥3,240 B
国産フルーツの果肉入りゼリーと軽い食感
の焼菓子、香りと味が際立つ「煎」の詰合
せ。

甘夏みかんゼリー・白桃ゼリー・ラ フランスゼ
リー各112g×各1、塩キャラメルクッキー・オレン
ジタルト・カットケーキさくら・紫芋フィナンシェ・塩
レモンフィナンシェ×各1、煎（淡麗澄味・香醇濃
味各10g×各5）

568-0638
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　抹茶和洋菓
子×ＡＧＦ　ドリップコーヒー「煎」
詰合せ

¥3,240 B
茶師・酢田十段監修による抹茶の風味が
活きる７種の和洋菓子を「煎」と一緒にどう
ぞ。

抹茶カステラ（八女）・抹茶バウムクーヘンラスク
（八女）・抹茶えびチーズサンド（静岡）・抹茶フィ
ナンシェ（静岡）・抹茶白玉小豆ゼリー（静岡）・
抹茶水羊羹（宇治）・抹茶葛切り（八女）×各1、
煎（淡麗澄味・香醇濃味各10g×各5）

568-0645 ＡＧＦ　ドリップコーヒーギフト「煎」 ¥3,240 B

日本のやわらかな水に合わせて、独自の
焙煎技術で仕上げた珈琲「煎」。京番茶の
焙煎香を思わせる豊かな香りとすっきりとし
た後味で和菓子とも好相性。こだわり抜い
たプレミアムなギフトです。

「煎」淡麗澄味×8、「煎」香醇濃味×16、各10g

568-0652
スターバックス　オリガミパーソナ
ルドリップコーヒーギフト

¥3,240 B

コーヒー豆の美味しさを十分に引き出し、一
杯分ずつ包んでお届けする「オリガミ」。日
本の文化「折り紙」がもつ手作りのぬくもり
や精巧さをイメージして作られました。豊か
なコクと香りをお楽しみいただきたい一品で
す。

ハウスブレンド・エスプレッソロースト・ライトノー
トブレンド各10g×各5、パイクプレイスロースト
9.8g×5/日本製

568-0669
キーコーヒー　ドリップオンコー
ヒー＆サー・トーマス・リプトン
ティーバッグギフト

¥3,240 B

キーコーヒーが４０年かけて探求し、つくり
あげた「トアルコトラジャ」のドリップオンコー
ヒーに加え、１８９０年以来厳選した　茶葉
を提供し続ける〈サー・トーマス・リプトン〉の
ティーバッグ３種を詰合せました。

トラジャブレンドマイルド・トアルコトラジャ各8g×
各6/日本製、ウバ・アッサム・ダージリン各2.2g
×各10/インド・スリランカ産

568-0676
ネスカフェ　コーヒーバラエティギ
フト

¥3,240 B

微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込む
ことで、淹れたての上品な香りとコーヒー本
来の味わいを実現した「レギュラーソリュブ
ルコーヒー」のバラエティギフトです。

ゴールドブレンド×2、ゴールドブレンド香りやわ
らか・ゴールドブレンドコク深め・プレジデント×
各1、各65g

162-0164 モンカフェ　ドリップコーヒー ¥3,240 B

挽きたてのコーヒー豆の香りを逃さずパック
したコーヒーギフト。世界中の名だたる産地
から選び抜いた豆をブレンドした「コーヒー
鑑定士ブレンド」など、５つの香りをお楽し
みいただけます。

モカ ブレンド・キリマンジャロ ブレンド・ブルーマ
ウンテン ブレンド・コロンビア ブレンド各8g×各
5、コーヒー鑑定士 ブレンド7.5g×5

568-0683
ＡＧＦ　ブレンディスティックアイス
＆ホットオレギフト

¥3,240 B

豊富なバリエーションと手軽さで注目の「ブ
レンディ（Ｒ）スティック」。冷水でもさっと溶
ける技術とクリーミーな味を実現したアイス
フレーバー３種と、ホットで楽しむ定番３種
の詰合せです。

ブレンディスティック（アイスカフェオレ・アイスカ
フェオレ甘さひかえめ×各10、アイス紅茶オレ×
6、カフェオレ深煎珈琲仕立て×12、ココアオレ・
抹茶オレ×各5）

568-0690
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店イン
スタントコーヒープレミアムブラッ
クギフト

¥3,240 B

素材と製法にこだわったプレミアムインスタ
ントコーヒーのギフトセットです。深いコクと
澄んだ後味のブラックコーヒーを気分に合
わせて飲みくらべていただけます。

ちょっと贅沢な珈琲店インスタントコーヒープレミ
アムブラック（クリア＆リッチ・リフレッシュ＆ビ
ター×各2、リラックス＆マイルド×1、各70g）
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460-2419
キーコーヒー　氷温熟成珈琲リ
キッドギフト

¥3,240 B

芳醇な香りとさわやかな酸味、まろやかな
コクと甘みが調和した繊細な味わいの「トア
ルコ　トラジャ」。〈キーコーヒー〉が４０年も
の歳月をかけてつくりあげたこの代表作と、
「エチオピア　モカ」の２種類を氷温で熟成。
甘く香るまろやかな味わいを実現しました。

氷温熟成珈琲トアルコトラジャ（無糖）×2、氷温
熟成珈琲エチオピアモカ（無糖）×1、各500ml
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

460-2433
キーコーヒー　氷温熟成珈琲ド
リップオンギフト

¥3,240 B

芳潤な香りと酸味が利いたグァテマラ、上
品なアロマとほどよい酸味のアステカマウ
ンテンなど、氷温熟成が醸すコーヒー本来
の味わいをご堪能ください。

氷温熟成珈琲（グァテマラ・アステカマウンテン
×各1、エチオピアモカ×2、各8g×各6）

568-0713
キャピタル　炭火焙煎アイスコー
ヒー詰合せ

¥3,240 B

ペルーの地でコーヒー栽培をゼロから始め
た高橋克彦氏。グァテマラで真摯にコー
ヒーづくりを続けるマリア氏。２人が想いを
込めて育てた豆の個性を引き出すため、焙
煎士が紀州備長炭の火で豆と向き合い焼
きあげました。

オルキデアペルー（無糖）×2、グアテマラマヤマ
リア（無糖）×1、各1,000ml

568-0720
ハマヤ　グランデックスアイス
コーヒー＆アイスティーギフト

¥3,240 B

コーヒーティスターＨＡＭＡＹＡが自信を持っ
ておすすめするこだわりの味。味の特徴や
グレードでコーヒー鑑定士が吟味を重ねた
アイスコーヒーシリーズ。キリリと冷やした
アイスコーヒーとアイスティーを味わいなが
らくつろぎの時間をお楽しみください。

モカブレンド（無糖）・ヘイシャンブルーブレンド
（無糖）・スペシャルブレンド（無糖）各700ml×各
1、セイロンディンブラ（甘さひかえめ）1,000ml×2

460-2464
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店アイ
スコーヒーギフト

¥3,240 B

厳選したコーヒー豆を贅沢に使用し、豆の
焼き方にもこだわり仕上げた豊かなコクの
アイスコーヒーです。特長の違う３種の味わ
いを詰合せた、夏にぴったりのアイスコー
ヒーギフトです。

ちょっと贅沢な珈琲店（バリスタエスプレッソ（無
糖）×3、エクストラブレンド（無糖）・シルキーマイ
ルド（無糖）×各2、各900ml）

568-0737
タリーズ　タリーズボトル缶ブラッ
クコーヒーギフト

¥3,240 B

スペシャリティーコーヒーショップの〈タリー
ズ〉から重厚な甘みや香り、マイルドな苦味
が特長のブラックコーヒーが誕生。コーヒー
好きなあの方にギフトでしかお楽しみいた
だけない特別な味わいを。

タリーズボトル缶ブラックコーヒー390ml×12/日
本製

568-0751
サントリー　ボスコーヒー　ラテ
ベースギフト

¥3,240 B

独自の深煎り豆をブレンドし濃縮したカフェ
ラテ用のボトルコーヒー。牛乳で割るだけで
コーヒーの旨みと香りたっぷりのカフェラテ
が完成。濃厚で深みのある味わいの「焦が
しキャラメル」など、３つのフレーバーを１本
で約１０杯分お楽しみいただけます。

ボスラテベース（無糖・甘さ控えめ×各4、焦がし
キャラメル×1、各490ml）

162-0133 ＡＧＦ　ファミリー飲料ギフト ¥3,240 B

「ちょっと贅沢な珈琲店」アイスコーヒーに
加え、「紅茶物語」アイスティーと〈ウェルチ〉
果汁１００％ジュースを詰合せにしました。
大人から子供まで　家族みんなでお楽しみ
いただけます。

ちょっと贅沢な珈琲店（バリスタエスプレッソ（無
糖）×1、エクストラブレンド（無糖）×2）、紅茶物
語（アールグレイ（無糖）・イングリッシュブレック
ファースト（無糖）×各1）、〈ウェルチ〉グレープブ
レンド・オレンジ×各1、各900ml

162-0317 揖保乃糸　特級そうめん ¥3,240 B

揖保乃糸全体の約一割しか製造していな
い特級手延素麺は、極寒期に手間暇かけ
て丁寧につくった一品。夏にぴったりの、喉
ごし爽やかな贈り物です。

特級そうめん50g×20

568-0812
島原手延素麺「絲暦（いとごよ
み）」

¥3,240 B

長崎県島原の風土に育まれた、弾力、なめ
らかさ、喉ごしに優れた手延素麺。高い技
術が要求される編み麺など、美しく見た目
にもこだわった、夏の贈り物に好適な一品
です。便利な小分け包装で化粧箱に詰合
せました。

手延素麺800g（素麺×10、編み麺×6、末広麺
×1）
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162-0294
三輪素麺　山越　「蔵出し二年
物」

¥3,240 B

丹念に手延べで仕上げられた三輪素麺。
しっかりとした強いコシと歯ごたえが特徴で
す。蔵で大切に管理し、梅雨を２回越えたこ
とで独特の風味が加わります。

手延べ三輪素麺（二年物）50g×20

568-0829
揖保乃糸　手延素麺「縒つむ
ぎ」・つゆ詰合せ

¥3,240 B
国内産小麦粉だけを使用した、絹のように
輝く細さとコシが特徴。もちもちとした食感と
小麦本来の風味が味わえる素麺です。

国内産小麦粉使用手延素麺50g×10、かつおつ
ゆ245ml×2

162-0379
島原手延素麺「寒紬繭（かんつ
みまゆ）」

¥3,240 B

寒の時期（１２月～２月）につくり、その年の
梅雨を越した新物の素麺です。原料となる
小麦粉本来の甘みと香り、手延素麺ならで
はのもちもちした食感をご賞味ください。

島原手延素麺50g×26

162-0478
甚助　小豆島手延素麺「大吟穣
貴珀（きはく）」

¥3,240 B

良質な小麦の中心部のみを使った贅沢な
素麺。透き通るような美しさ、小麦本来の旨
みが引き立つ澄んだ味わいをご堪能くださ
い。美味しさを保つ３束ずつの個包装です。

手延素麺大吟穣50g×18（エージレス包装）

162-0348 揖保乃糸　色そうめん「彩流」 ¥3,240 B

熟練した職人が厳寒期に丹精を込めて作
りました。赤しそ、青しそ、黄麺の食欲そそ
る３種の色麺と、特級そうめんの詰合せで
す。

特級そうめん50g×10、色麺（赤しそ・青しそ・黄
麺各50g×各2）

162-0416
三輪素麺　山越　素麺・じゅれ詰
合せ

¥3,240 B

つるんとした口あたりと、もちもちの歯ごた
え。３つの味わいのじゅれが、風味豊かな
手延素麺とほどよく絡み合い、独特の新し
い食感をお楽しみいただけます。

手延べ三輪素麺75g×6、じゅれ（あわび・帆立・
鯛梅各70g×各2）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

460-2266 甚助　小豆島手延パスタ ¥3,240 B

デュラム小麦を使い、小豆島の〈甚助〉が素
麺作りの技でつくったパスタです。コクのあ
るカルボナーラソース、香りのよいバジル
ソースでお楽しみいただけます。

（プレーンパスタ80g・カルボナーラソース30g）×
4、（オリーブパスタ80g・バジルソース30g）×3

162-0430
寛文五年堂　いなにわ手綯（てな
い）うどん・そうめん詰合せ

¥3,240 B

寛文五年（１６６５年）より受けない継がれる
「手綯（てない）製法」でつくるいなにわうど
んと、独自の「ノンオイル製法」でつくるいな
にわそうめんの２種を詰合せました。

うどん×4、そうめん×5、各80g

568-0867 日本五大素麺詰合せ ¥3,240 B

日本各地の手延そうめんの中から、最も歴
史の古い三輪素麺や、人気の揖保乃糸、
ごま油を使用した小豆島素麺など、５産地
の素麺を食べ比べできる詰合せ。それぞれ
１食分づつ個箱に入っており保存にも便利
です。

手延べ素麺（三輪・揖保乃糸・島原各50g×各
4、小豆島・稲庭各50g×各3）

162-0454
自然芋（じねんじょ）そば・へぎそ
ば詰合せ

¥3,240 B

自社製粉したそば粉に自然芋粉を加え越
後の名水で練りあげた全粒自然芋そば、つ
なぎにフノリ（海藻）を使用したへぎそば、更
科一番粉を使用した更科そば、打ち立ての
生そばを手で縒りそのまま乾燥した手縒り
そばなどバラエティー豊かなおそばの詰合
せです。

全粒自然芋そば・更科そば・へぎそば各180g×
各2、手縒りそば65g×4、茶そば150g×1、そば
つゆ（濃縮）25g×10
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568-0874
創業万延元年佐藤養助　稲庭干
温飩

¥3,240 B

万延元年（１８６０年）の創業以来、変わら
ぬ手業でつくられる〈佐藤養助〉の稲庭干温
飩。優しい口あたりと、細くありながらもコシ
が強く、なめらかな喉ごしが特徴です。

稲庭干うどん110g×7

460-2273
揖保乃糸　中華麺・Ｗａｋｉｙａ監修
中華つゆ詰合せ

¥3,240 B
厳選小麦を使用した手延中華麺と脇屋友
詞氏監修の中華冷麺つゆの詰合せです。

中華麺80g×6、中華冷麺つゆ（醤油・胡麻各
195ml×各1）

162-0508
信州戸隠そば・善光寺門前そば
詰合せ

¥3,240 B
挽きたての香り高いそば粉を使用し、製麺
技能士が熟練の技を駆使した一品。善光
寺大門御高札前八幡屋の七味付きです。

善光寺門前そば×4、信州戸隠そば×2、各
190g、そばつゆ（希釈用）100ml×2、八幡屋七
味唐辛子7g×1

162-0898
二幸　無着色からし明太子（辛子
パウダー付）

¥3,240 D 〇

粒子のしっかりしたすけとうだらの卵を調味
液と唐辛子に漬けて熟成。明太子の旨みを
たっぷり楽しめます。辛子パウダーでお好
みの辛さに調整できます。保存に便利な
ジッパー袋入りです。

無着色からし明太子330g、辛子パウダー付
※賞味期間は冷蔵10日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵5日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0904 築地なが田　漬魚詰合せ ¥3,240 D 〇
脂のりのよい魚を選別し、吟味したこうじや
米味噌で、魚の風味や旨みを大切に漬け
込みました。真空パックでお届けします。

銀鮭こうじ漬・さわら西京漬×各2、アラスカ目抜
粕漬×1
※賞味期間は冷蔵10日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵5日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0966 魚勢　西京味噌漬詰合せ ¥3,240 Y 〇
京都の白味噌に４種の魚を漬け込んで、風
味豊かな味わいを持つ漬魚に仕上げまし
た。

さわら×2、銀だら・サーモントラウト・金目鯛×
各1
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0904 二幸　鮮魚粕漬詰合せ ¥3,240 D 〇

４種類の魚を新潟石本酒造の銘酒「越乃寒
梅」の酒粕で漬け込みました。風味豊か
で、まろやかな味わいの粕漬け詰合せで
す。魚切身に直接酒粕が着かないように、
一度和紙で包んだ上から酒粕を塗った小
分けパックですので、酒粕を切身から拭う
必要がありません。

赤魚・銀鮭×各2、銀だら・さわら×各1
※賞味期間は冷蔵14日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵7日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0942 二幸　スモークサーモンスライス ¥3,240 D 〇

カナダ産の紅鮭を塩蔵した後、メープル
チップで燻製して、ソフトタイプに仕上げまし
た。使いやすく小分けし、はがしやすいよう
にセパレートシートを入れました。

スモークサーモンスライス（セパレートシート）75g
×3
※賞味期間は冷蔵10日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵5日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1260 イベリコ豚　しゃぶしゃぶ用 ¥3,240 Y 〇

スペイン産「イベリコ豚」の肩ロース肉と
ロース肉の２種類を１個８０ｇの少量パック
に調整しました。保存にも大変便利な小分
けセットです。

ロース肉・肩ロース肉各80g×各3/スペイン産
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1277
鹿児島黒牛・鹿児島黒豚　小分
け焼肉セット

¥3,240 Y 〇

黒毛和牛肥育頭数日本一の産地、鹿児島
県の鹿児島黒牛と鹿児島黒豚の詰合せで
す。１個８０ｇの小分けパックになっている
ので、保存にも大変便利な小分けセットで
す。

牛バラ肉・牛もも肉・豚バラ肉・豚ロース肉各80g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）
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460-3041 ケーファー　バラエティーセット ¥3,240 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ロースハムスライス60g・ボンレスハムスライス
60g・クラカウアーリング160g×各1、ウインナー
80g×2/日本製
※賞味期間は冷蔵35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵17日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0560 ケーファー　バラエティー詰合せ ¥3,240 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ロースハムスライス×1、ウインナー×2、各80g/
日本製、プロシュート25g・ミラノサラミ45g×各1/
イタリア製
※賞味期間は冷蔵35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵17日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3102 ケーファー　アソートセット ¥3,240 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ペッパーボンレスハム280g×1、ウインナー80g
×2/日本製、マスタード25g×1/フランス製
※賞味期間は冷蔵50日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵25日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1291
ケーファー　ヨーロッパ生ハム・
サラミセット

¥3,240 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

プロシュート25g、ミラノサラミ・ナポリサラミ各
45g/イタリア製、ハモンセラーノ25g/スペイン
製、ブラックフォレストハム25g/ドイツ製
※賞味期間は冷蔵90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵45日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3072 ケーファー　ハム詰合せ ¥3,240 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ペッパーボンレスハム280g、ポークハム220g/日
本製
※賞味期間は冷蔵60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵30日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0874
鹿児島黒豚「黒の匠」ロース味噌
漬・ハンバーグ詰合せ

¥3,240 Y 〇

一貫管理された鹿児島黒豚「黒の匠」を原
料に、ジューシィなハンバーグとお肉と相性
のよい仙台味噌で味付けした味噌漬を詰
合せました。

鹿児島黒豚ロース味噌漬80g・鹿児島黒豚ハン
バーグ160g×各3
※賞味期間は冷凍180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り冷凍90日以上の商品をお届
けします。）

460-2976 鎌倉ハム富岡商会　ハム詰合せ ¥3,240 Y 〇

明治３３年（１９００年）〈鎌倉ハム富岡商
会〉創業以来の技術を受け継ぎ、伝統の製
法によるハムの美味しさを提供し続けてい
ます。

ロースハム360g、直火焼焼豚180g
※賞味期間は冷蔵55日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵27日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1376
ニッポンハム　ハム・ローストビー
フ詰合せ

¥3,240 Y 〇
長年愛され続けている「本格派吟匠」の中
からスモークハム、炭火焼ローストビーフ、
ビーフミートローフを詰合せました。

スモークハム180g、ビーフミートローフ170g、炭
火焼ローストビーフ150g、ローストビーフソース
40g
※賞味期間は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵20日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1383 上富良野牧場　ハム詰合せ ¥3,240 Y 〇

広大な北海道上富良野牧場で育てられた
豚肉を使用し、豊かな旨みときめ細かな肉
質を活かしたボンレスハムなどを詰合せま
した。

ボンレスハム290g、ペッパーポーク270g
※賞味期間は冷蔵75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵37日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1420
ローマイヤ　ハム・ソーセージ詰
合せ

¥3,240 Y 〇
日本で最初にロースハムを作ったといわれ
ている〈ローマイヤ〉より、バラエティー豊か
な商品を詰合せました。

ロースハム・ボンレスハム・ランチョンミート・ボイ
ルサラミ・ベーコン各60g、ウインナー130g
※賞味期間は冷蔵35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵17日以上の商品をお届けし
ます。）
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568-1444
伊藤ハム　ローストビーフ・ハム
詰合せ

¥3,240 Y 〇
味わい深いローストビーフをはじめ、直火
焼ローフなど、人気のラインナップをバラエ
ティー豊かに詰合せました。

ローストビーフ（もも）・燻しポークハム・直火焼
ローフ各180g、2種の和風ソース40g
※賞味期間は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵20日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0676
伊藤ハム　神戸倶楽部ハム詰合
せ

¥3,240 Y 〇

創業以来培ったハム作りの技が光るギフト
です。ノンスモークのあっさりしたロースハ
ムと、コクのある国産豚の焼豚を詰合せま
した。

ロースハム320g、国産豚焼豚230g
※賞味期間は冷蔵65日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵32日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3720 錦松梅　錦松梅　小袋 ¥3,240 B

鰹節、白胡麻、きくらげ、松の実などを醤油
と砂糖で調味した、小袋入りの佃煮風ふり
かけです。使いきりサイズの錦松梅を詰合
せにしました。

佃煮ふりかけ30g×14
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-1529 浅草今半　あさくさつぼ味 ¥3,240 B

創業明治２８年（１８９５年）の〈浅草今半〉
が、素材の味を活かしつつ、上品なうす味
に仕上げた惣菜の詰合せ。食卓に華を添
える、江戸前の粋な味わいです。

牛肉江戸前煮30g・牛肉大豆煮40g・牛肉しめじ
煮40g×各1、牛肉ごぼう煮35g・牛肉えのき煮
45g・牛肉しいたけ煮35g×各2

568-1536 浅草今半　牛肉佃煮詰合せ ¥3,240 B

牛肉佃煮の名店〈浅草今半〉から、江戸前
風に炊きあげた味自慢の詰合せ。ご飯の
お供やお弁当、お酒のおつまみとしても重
宝します。

牛肉（そぼろ・すきやき・ごぼう・しいたけ各50g）

162-1536 海老屋總本舗　若煮佃煮詰合せ ¥3,240 B

うす味でまろやかな味わいの若煮佃煮で
す。ご飯のお供や酒肴にもぴったりな、「た
らこ」「あさり」など多彩な味を詰合せまし
た。

若煮たらこ50g、若煮あさり・若煮細切昆布・若
煮しじみ・若煮あみ各60g、若煮しらす30g、茶漬
ふぶき20g
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

568-1543 大分産どんこ椎茸 ¥3,240 B

クヌギなどの原木栽培でじっくりと育てた大
分産椎茸から、肉厚なものを選び抜きまし
た。本場ならではの旨み、香り、歯ごたえで
す。

どんこ椎茸115g

460-3416 柿安　牛肉しぐれ煮詰合せ ¥3,240 B
創業１４０余年を誇る料亭〈柿安〉。秘伝の
たれと代々伝わる和食の技法から生まれ
た、伝統の味をご賞味ください。

黒毛和牛 減塩牛肉しぐれ・牛肉竹の子しぐれ
煮・牛肉蓮根しぐれ煮各50g、牛肉茸くらべ60g

162-1581
赤坂松葉屋　夏の季結（ときむ
す）び

¥3,240 B

創業以来愛される「ごぼう牛肉巻」「赤坂ゆ
ば小巻」は食べやすいハーフサイズ２本入
りになりました。もっちりとした「胡麻豆腐」
など夏におすすめの味わいです。

ごぼう牛肉巻40g・赤坂ゆば小巻45g×各2、胡
麻豆腐（白・黒・柚子各70g×各1、柚子味噌たれ
×3）

568-1574 京・料亭わらびの里　京楽味 ¥3,240 B

料亭らしい華やかな銘品の詰合せです。自
社製造にこだわり料亭の料理人が素材の
風味にこだわり、ごはんのお供にも酒の肴
にもピッタリの味わいに仕上げてました。京
都らしく山海の幸の競演をお楽しみくださ
い。

ちりめん山椒30g、焼き紅鮭43g、あさり椎茸・牛
肉おぼろ煮・たけのこ昆布・梅ひじき各60g
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）
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568-1598 久右衛門　お吸物詰合せ ¥3,240 B

ふぐ、松茸などの具材を、一枚一枚手焼き
した最中で丁寧に包み込みました。鰹節一
筋に歴史を重ねた〈久右衛門〉の本格的な
味わいをお楽しみいただけます。

お吸物（ふぐ・松茸・ほたて・ふかひれ×各2、湯
葉×1）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-1611 山本海苔店　「紅梅」詰合せ ¥3,240 B
九州有明海産の一番摘みの海苔の中か
ら、良質な海苔を選りすぐり、一枚一枚吟
味し焼きあげ「紅梅」に仕上げています。

焼海苔・味付海苔各10袋詰（8切5枚）

162-1352 林屋　「金缶海苔」詰合せ ¥3,240 B
三越伊勢丹

限定

〈林屋〉「金缶海苔」は昭和３３年（１９５８
年）の誕生以来、変わらぬ品質で親しまれ
ています。ベルギーの国際的な品質評価
機関である「モンドセレクション」において、
２０１６年度最高金賞を受賞しました。

焼海苔・味付海苔各8切5枚×各12袋
※三越伊勢丹の限定品です。

460-3348 放香堂　宇治銘茶詰合せ ¥3,240 B

清涼感のある香りと繊細で奥行きのある味
わいの京都・和束産の煎茶と、爽やかな香
りとまろやかな旨みで名高い京都・南山城
産の煎茶をお楽しみいただけます。

煎茶（京都府和束産）・煎茶（京都府南山城産）
各100g
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

162-1246 松北園　宇治玉露・煎茶詰合せ ¥3,240 B
三越伊勢丹

限定

京都・宇治で１６４５年に創業の、歴史ある
〈松北園〉。京都府産一番摘み茶葉だけを
使って丁寧につくられた伝統の宇治茶をお
届けします。

玉露「松の誉」・煎茶「緑の司」各75g
※三越伊勢丹の限定品です。

460-3331
愛国製茶　天皇杯受賞生産者の
茶

¥3,240 B

第５４回（２０１５年）農林水産祭で「天皇杯」
を受賞した、静岡県御前崎市の増田剛巳
氏が代表を務める満寿多園が監修し製造
した銘茶です。お茶本来の旨みをご堪能く
ださい。

静岡煎茶80g×2

162-1451 梅林堂　紀州梅干「梅心」 ¥3,240 B

果肉が肉厚で柔らかな紀州産の梅を選び
抜き、梅本来の風味が楽しめる、塩分と酸
味のバランスのよい味に仕上げた一品で
す。

梅干450g
※塩分約7％
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

460-3324
梅の丸長　紀州南高梅「粒より梅
貴妃」

¥3,240 B
大粒の紀州南高梅を丹念に漬け込み、塩
分約５％の薄塩味に仕上げました。一粒一
粒個包装にした、風味豊かな梅干です。

はちみつ入梅干×12
※塩分約5％
※賞味期間は常温150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温75日以上の商品をお届
けします。）

568-1659
札幌グランドホテル　和・洋・中
フリーズドライスープ詰合せ

¥3,240 B
北海道の食材にこだわり、美味しさを凝縮
したホテル監修の和洋中５種のスープを、
便利なフリーズドライでご用意しました。

北海道産知床どりの生姜スープ・北海道産ベー
コンとコーンのスープ・北海道ふらの産トマトのミ
ネストローネ・北海道産帆立貝柱の中華風スー
プ・北海道産コーンのたまごスープ かに入り×
各2

568-1673
帝国ホテル　十勝牛・日向鶏レト
ルトカレーセット

¥3,240 B

十勝牛を使用し、丹念に炒めた野菜とブイ
ヨンで煮込んだマイルドな味わいのビーフカ
レー。日向鶏を使用し、さわやかな香りのス
パイスとココナッツミルク、カシューナッツの
濃厚なコク。鶏と魚介の旨味がマッチしたタ
イ風チキンカレー。少容量の２種類のカ
レーの詰合せです。

十勝牛ビーフカレー・日向鶏チキンカレー（タイ
風）×各3、各90g
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568-1680
ホテルオークラ　レトルト冷製
スープ詰合せ

¥3,240 B
野菜の旨みを口あたり滑らかに仕上げた
夏にピッタリの冷やして美味しい冷製のレト
ルトスープです。

冷製ポテトスープ・冷製パンプキンスープ・冷製
コーンスープ・冷製トマトスープ各120g×各2

460-3256
ミツコシイセタン　ザ・フード　カ
レーセレクション

¥3,240 B
三越伊勢丹

限定

欧風、インド風、タイ風などのバラエティー
豊かなカレーを食べやすいサイズでご用意
しました。お一人さまずつ、いろいろな味を
お楽しみください。

ビーフカレー・欧風ビーフカレー・インド風チキン
カレー×各2、マイルドチキンカレー・トマトチキン
カレー・タイ風チキンカレー×各1、各90g/プル
トップ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

460-3287
ミツコシイセタン　ザ・フード　和
惣菜缶詰詰合せ

¥3,240 B
三越伊勢丹

限定

良質な国産食材の旨みを引き出し、手詰め
で仕上げた和惣菜缶詰。多彩な味がセット
になった、うれしい食べきりサイズです。

ぜんまい炒め煮45g、たけのこ土佐煮55g、筑前
煮・ひじき炒め煮各65g、五目豆ひじき入り70g、
かぼちゃのいとこ煮・昆布と帆立炊き合わせ各
80g、鮭だいこん90g、そぼろ大根100g/プルトッ
プ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

162-1420
日清　トクホオイル＆べに花油ギ
フト

¥3,240 B

特定保健用食品「ヘルシーリセッタ」と「ヘ
ルシーコレステ」、ビタミンＥを豊富に含む
栄養機能食品「べに花油」を詰合せました。
どんなお料理にも使える、ヘルシーで実用
的なギフトです。

ヘルシーリセッタ（特定保健用食品）・ヘルシーコ
レステ（特定保健用食品）・べに花油各350g×各
2

568-1710
ジュエルオリーブオイル　単一品
種エキストラバージンオリーブオ
イル４種セット

¥3,240 B

素材選びから搾油まで妥協を許さず生産さ
れたスペイン産とイタリア産の高品質エキ
ストラバージンオリーブオイル。いずれも単
一品種でつくられたもので、果実の風味や
個性をお楽しみいただけます。

アルベキーナ×1、ピクアル×2、各105g/スペイ
ン製、オリアローラ・レッチーノ各105g×各1/イタ
リア製
※オリーブオイルはすべて日本国内で瓶に詰め
ています。

460-3454
花王　ウルトラアタックＮｅｏ　プレ
ミアムギフト

¥3,240 B

洗濯時間の短いスピードコースで標準コー
スと同等の洗いあがりです。毎日のお洗濯
を素敵な香りで包み込みます。ギフト限定
の特別な香りでお届けします。

液体洗剤（濃縮）400g・詰替用320g×各3/日本
製

568-1734
ライオン　トップスーパーＮＡＮＯ
Ｘギフト

¥3,240 B

繊維にからみついて落ちにくかった汚れ
を、目に見えないナノレベルにまで分解して
落とします。さわやかなクリスタルソープの
香りです。

液体洗剤（濃縮）450g×2、詰替用360g×5/日
本製

568-1741
花王　アタックＮｅｏ抗菌ＥＸ　Ｗパ
ワーギフト

¥3,240 B

漂白剤配合。すすぎ１回、少しの量で確か
な洗浄力柔軟剤の香り引き立つ微香性で
す。部屋干しや残り湯洗濯でもお使いいた
だけます。

液体洗剤（濃縮）400g×1、詰替用320g×6/日
本製

568-1758
ライオン　トップハイジアギフト
セット

¥3,240 B
ハイジアの洗うたびに高まる抗菌効果がさ
らに進化。プレミアム抗菌の防臭力を備え
た確かな洗浄力を提供するギフトです。

液体洗剤（濃縮）450g×2、詰替用360g×5/日
本製

460-3515 花王　アタックプレミアムギフト ¥3,240 B
高活性バイオ酵素の働きで、繊維の汚れと
ニオイをしっかりと落とします。ギフト限定の
ロイヤルホワイトソープの香りです。

洗剤（粉）1.5㎏×3/日本製
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568-1772
Ｐ＆Ｇ　アリエールイオンパワー
ジェルセット

¥3,240 B
毎日のお洗濯をもっと快適に。浸透性の高
いジェルにより、少ない泡で高い洗浄力を
発揮します。

液体洗剤910g×1、液体洗剤詰替用720g×3、
食器用洗剤×2/日本製

568-1789
花王　アタック抗菌ＥＸ　スーパー
クリアジェルギフト

¥3,240 B

暮らしを清潔に。抗菌タイプの液体洗剤ギ
フト。抗菌効果のある液体のアタックと漂白
剤、衣料用消臭剤が入ったセットです。部
屋干しにもお勧めです。

液体洗剤900g×1、液体洗剤詰替用810g×3、
漂白剤・消臭剤×各1/日本製

460-3553
花王　ウルトラアタックＮｅｏ　プレ
ミアムバラエティギフト

¥3,240 B

洗濯時間の短いスピードコースで標準コー
スと同等の洗いあがりで、ギフト限定の特
別な香りの洗剤と食器用洗剤の詰合せで
す。

液体洗剤（濃縮）400g×2、液体洗剤詰替用
320g×3、食器用洗剤×3/日本製

568-1802
Ｐ＆Ｇ　アリエールジェルボール
ギフトセット

¥3,240 B

洗濯槽にポンと入れるだけで優れた洗浄力
を発揮する「アリエール」のジェルボールで
す。カップでの計量が不要のため、日々の
お洗濯の手間を軽減します。

洗剤×1、詰替用×4、各356g/日本製

460-3591
花王　ビオレｕ　泡ハンドソープギ
フト

¥3,240 B

素肌と同じ弱酸性の、泡で出てくるハンド
ソープ。うるおいを守って、すっきり洗いあ
げます。ありがとうの気持ちと、すこやかな
毎日への想いをこめて。

医薬部外品/泡ハンドソープ250ml×1、詰替用
450ml×2/日本製、泡ハンドソープ（フルーツの
香り）250ml×1、詰替用（フルーツの香り）450ml
×2/タイ製

568-1826 バスクリン　きき湯ギフト ¥3,240 B

温泉科学プロジェクトから開発された入浴
剤「きき湯」。ブリケットという独特の形状
で、お湯に入れると発泡し、有効成分がす
ばやく溶け込み温浴効果を高めます。６つ
のタイプで疲れなどの諸症状を和らげま
す。

入浴剤（医薬部外品）×24包/日本製

568-1833
ライオン　キレイキレイギフトセッ
ト

¥3,240 B
殺菌効果のあるキレイキレイハンドソープと
詰替用のセットです。

医薬部外品/薬用泡ハンドソープ250ml×3、詰
替用200ml×5/日本製

460-3621 バスクリン　日本の名湯ギフト ¥3,240 B
日本各地の温泉の泉質を科学して生まれ
た薬用入浴剤です。

入浴剤（医薬部外品）×30包/日本製

460-3638 花王　バブ夏の健康入浴ギフト ¥3,240 B

「涼やかミントの香り」「新緑こだちの香り」
は、クール感覚でひんやりさわやか。炭酸
ガスが温浴効果を高めて、暑い時期の疲
れた身体をいたわります。

入浴剤（医薬部外品）×48錠/日本製

460-3645
オーセンティックエレガンス　ボ
ディソープセット

¥3,240 B

グリセリン（保湿成分）をベースに、「エクス
トラヴァージンオリーブオイル「」ミルクラクト
フェリン」「ローズヒップオイル」「ローヤルゼ
リー」の４種類の保湿成分を贅沢に配合。
豊かな泡がお肌のうるおいを保ちます。

石けん×8、ボディソープ600ml×2/日本製
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460-3652 ハーバルロジック　ソープセット ¥3,240 B

ハーブのエッセンシャルオイルを配合したリ
ラクシングソープ。ボディソープは保湿成分
のローズマリーと香り成分のローズウッドの
ブレンド。ソープは「ローズマリー」などの３
種類のセットです。

石けん×4、ボディソープ300ml×2/日本製

460-3614
ハーバルメヌエット　ハンドソープ
ギフト

¥3,240 B
エッセンシャルオイル配合のハーバルアロ
マが香る、心地よいウォッシュケアのセッ
ト。

ハンドソープ300ml・詰替用280ml・石けん×各2/
日本製

568-0775 山梨　桃 ¥3,780 D 〇

申込期限
あり

お届け予定
あり

日本一の生産量を誇る山梨県産で、瑞々し
く甘い美味しさが特長の桃をお届けします。

JAフルーツ山梨 桃1.3㎏（5～6個）
※お申し込み期限:7月25日（水）まで
※お届け予定:6月29日頃より8月5日頃まで

568-1130 鹿児島小田口屋　さつまあげ ¥3,780 D 〇
豆腐や山芋を用いて柔らかな食感に仕上
げた多彩なさつまあげの詰合せです。

お豆腐つけあげ×4、れんこん天・野菜天・イン
ゲン平天・実えんどうチーズ天・さつま芋天・きび
なご天・じゃこ青ねぎ天・サーモンさつま・海老さ
つま×各3
※賞味期間は冷蔵8日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵4日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1161 松阪牛・海鮮押し寿司セット ¥3,780 Y 〇
夏にうれしい食材で楽しめる押し寿司の
セットです。

松阪牛ステーキ寿司・松阪牛そぼろ寿司・木曽
三川うなぎ寿司各120g、国産焼きサバ寿司130g
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0867
南州農場　鹿児島黒豚　山吹味
噌漬

¥3,780 Y 〇

きめ細かい繊維と、柔らかい歯切れの良
さ、旨み成分を多く含む鹿児島黒豚の肉
質。その旨みをさらに引き出すよう、一枚一
枚丹念に漬け込みました。

黒豚ロース味噌漬100g×5
※賞味期間は冷凍180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り冷凍90日以上の商品をお届
けします。）

460-2914 松阪牛丼ぶりセット ¥3,780 Y 〇

松阪牛を使用した、お茶碗１杯分の少量丼
ぶり。ステーキ丼、牛めし丼、そぼろ丼の３
種類を味わえます。電子レンジで温めるだ
けでお召しあがりいただけます。

ステーキ丼・牛めし丼各120g×各1、そぼろ丼
135g×2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1499
プリマハム　黒撰　鹿児島県産
黒豚ハム詰合せ

¥3,780 Y 〇
おいしい豚肉の代名詞「鹿児島県産黒豚」
を原料肉とし、その特長である肉の旨みを
生かしたままハムを仕上ました。

特選ももハム300g、焼豚230g（黒豚は鹿児島県
産）
※賞味期間は冷蔵90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵45日以上の商品をお届けし
ます。）

▲ 3,000円台の先頭へ
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160-9466 彩果の宝石　バラエティギフト ¥4,320 B

一粒一粒に感じる、色鮮やかな果実の美
味しさ。大切な方への贈り物。〈彩果の宝
石〉の、果実の味わいを一粒の中にギュッ
と詰めたフルーツゼリー。やさしい味わいが
特長です。

フルーツゼリー19種計101
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0348 モロゾフ　アイスギフトセット ¥4,320 D 〇

モロゾフの人気のアイスクリームを詰合せ
ました。一口サイズのグラスオショコラ１６
個、アイスバー４個、ギフト限定のカップア
イス５個のバラエティー豊かなセットです。

カップアイス（バニラ・ストロベリー・チョコレート・
宇治抹茶・カスタードプリン各100ml×各1）、アイ
スバー（コーヒー85ml・フルーツ75ml×各1、マン
ゴー85ml×2）、グラスオショコラ×16

568-0805 揖保乃糸　特級そうめん ¥4,320 B

揖保乃糸全体の約一割しか製造していな
い特級手延素麺は、極寒期に手間暇かけ
て丁寧につくった一品。夏にぴったりの、喉
ごし爽やかな贈り物です。

特級そうめん50g×28

460-3218
人形町　浜の院　江戸甘味噌仕
立て浜町漬

¥4,320 Y 〇

吟味した魚介を独自の調味液と風味豊か
な江戸甘味噌で丁寧に漬け込みました。江
戸甘味噌の豊かな香りと魚介の旨みが調
和した、贅沢な美味しさです。

さわら・銀鮭・銀ひらす・からすがれい×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1000 二幸　鮮魚西京漬詰合せ ¥4,320 Y 〇
脂ののった鮮魚を京都の白味噌で漬け込
んだ上品な味わいの西京漬詰合せ。風味
を大切に真空パックで個包装しました。

銀だら・金目鯛×各2、銀鮭・紅鮭×各1
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1031 焼魚詰合せ ¥4,320 Y 〇
湯せんや電子レンジで温めるだけで、味噌
漬、粕漬などの焼魚をご自宅で手軽にお召
しあがりいただけます。

銀だら粕漬焼・銀鮭粕漬焼・紅鮭味噌漬焼・さわ
ら味噌漬焼各50g×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1352
上富良野産豚肉使用　西京白味
噌漬

¥4,320 Y 〇

素材にこだわった豚ロース肉を、京都伝統
の西京白みそを使用した味噌ダレで風味
豊かに漬込みました。香ばしい香りがおい
しさを引き立てます。

上富良野産豚肉ロース西京白味噌漬100g×8
※賞味期間は冷凍90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍45日以上の商品をお届けし
ます。）

▲ 4,000円台の先頭へ
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460-2518
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　国産フルー
ツゼリーセット

¥5,400 B

国産果実たっぷり。色とりどりの贅沢ゼ
リー。さくらんぼや、ラ　フランスなど果肉を
贅沢に使用した透明感のある、さっぱり口
どけのよいゼリーと、ピューレと果汁を使っ
た果肉食感ゼリーの詰合せ。それぞれ違っ
た食感をお楽しみいただけます。

果肉食感ふじりんごゼリー・果肉食感ラ フランス
ゼリー・ラ フランスゼリー・さくらんぼ（ナポレオ
ン）ゼリー・甘夏みかんゼリー・りんごゼリー×各
2、果肉食感白桃ゼリー・果肉食感黄桃ゼリー・
ブルーベリーゼリー×各1、各112g
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0249
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　カップケー
キ詰合せ

¥5,400 B

スポンジケーキとクリームチーズの美味な
出会い。希少糖を加えてしっとり焼きあげた
スポンジケーキで、濃厚なクリームチーズ
を包み込んだカップケーキ。宇治抹茶や苺
など４つのフレーバーの詰合せです。

カップケーキ（プレーン・抹茶・苺・チョコ×各5）
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9268 ロイスダール　エクセレントギフト ¥5,400 B
人気のパイ菓子「アマンドリーフ」など、バラ
エティー豊かな焼菓子と、国産果実を使用
したフルーツゼリーの詰合せです。

アマンドリーフ×6、クッキー7種計27、涼果の恵
み（みかん×4、白桃・ピオーネ×各2、各120g）
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9312 メリー　デザートコレクション ¥5,400 B

喉ごしなめらかな国産果実の果樹園倶楽
部、北海道産の牛乳を使用したやさしい味
わいのカスタードプディング、ひんやりとろ
けるソルベなど、夏にぴったりの涼やかな
デザートを詰合せました。

国産果実の果樹園倶楽部・フルーツスプラッ
シュ・ソルベ オ フリュイ・北海道カスタードプディ
ング（カラメルソース付）×各4、国産果汁ゼリー
×8
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9367 ヨックモック　セックバリエ ¥5,400 B
ロングセラー商品「シガール」に加え、夏の
季節感を楽しんでいただけるクッキー３種
のギフトセットです。

シガール×21、カカオドゥーブルオランジュ・
ドゥーブルフレーズ×各18、サブレオテ×12
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

460-2594
シベール　ピースカットケーキ詰
合せ

¥5,400 B

豊かな香り、しっとり食感を楽しむ。国産小
麦を使用し、ふっくらと焼きあげたスポンジ
ケーキに、ブランデーをしみ込ませ、芳醇な
香りに仕上げました。４種のフレーバーをお
楽しみいただけます。

ブランデーケーキ（プレーン×6、レモン・チョコ・
紅茶×各4）
※全種類にアルコールを使用しています。
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

568-0287
アンリ・シャルパンティエ　アンリ・
セレクション

¥5,400 B

夏の定番商品テリーヌ型のゼリーが今年も
登場しました。涼しげなゼリーと、フィナン
シェやクッキーを詰合せたアソートは、夏の
ギフトにぴったりです。

ゼリー6種×各1、フィナンシェ×6、クッキー（プ
レーン・チョコレート×各3）、ひと口サイズ焼菓
子×10
※賞味期間は常温42日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温21日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2136
ナポリ　イタリアンアイスデザート
詰合せ

¥5,400 D 〇
ひとつひとつ個別包装のひとくちアイス。イ
タリアンフレーバーと人気定番の詰合せで
す。

バニラ・チョコレート・ストロベリー×各22、ティラ
ミス・ブラッドオレンジ・ピスタチオ×各10、各
10ml

568-0355 ダロワイヨ　アイス・ソルベ詰合せ ¥5,400 D 〇
パリのレシピで作られた味わい豊かなグラ
ス（アイスクリーム）とソルベ（シャーベット）
の詰合せ。

アイス（ヴァニーユ・ショコラ×各3、抹茶・カフェ
×各2）、ソルベ（いちご×2）、各90ml/日本製

568-0362
パティスリー　キハチ　アイス＆ソ
ルベ

¥5,400 D 〇
パティスリー　キハチのアイスは、なめらか
な口どけで口の中いっぱいに広がる幸せな
味わい。６種類の味をお楽しみください。

ストロベリー＆ミルク・カスタード×各3、キャラメ
ル＆シブスト・抹茶＆ミルク・チョコレート・オレン
ジマンゴー×各2、各110ml
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568-0379
ハーゲンダッツ　ミニカップ詰合
せ

¥5,400 D 〇
人気のアイスの詰合せ。ハーゲンダッツを
召しあがったときの至福の瞬間「ハーゲン
ダッツ・モーメント」をお楽しみください。

ミニカップ（バニラ・ストロベリー×各2、ストロベ
リーホワイトチョコレート・ダブルチーズケーキ×
各1、各110ml）、マルチパック（クラシックコレク
ション・デザートセレクション各75ml×各6）/日本
製

160-9695 銀座鈴屋　氷華の泉 ¥5,400 B

いちご餡やれもん餡などが入った〈銀座鈴
屋〉の代表涼菓「葛よせ」や、爽やかな喉ご
しが楽しめる「和風ゼリー」、夏の定番「水よ
うかん」など、見た目にも涼しげな詰合せで
す。

葛よせ×5、和風ゼリー・水ようかん×各6、栗ぜ
んざい×3
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

568-0393 日本橋菓寮　和洋菓子詰合せ ¥5,400 B
水羊羹や洋風煎餅など、バラエティー豊か
な和洋菓子をたっぷり詰合せました。

かすてらプレーン（5切入）・大漁巻25g・ざらめ丹
尺35g・あんみつ・手づくりもなか×各1、抹茶くず
餅・水羊羹70g×各2、洋風煎餅（いちご・ぶるー
べりー各2枚入×各3）、栗かのこ95g×4
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）

160-9718
京菓子處　鼓月　京菓子銘菓詰
合せ

¥5,400 B

代表菓子「千寿せんべい」と、葛餅の中に３
種の漉し餡を入れ、さっぱりと仕上げた「く
ずたま」、黒蜜と黄な粉をかけていただく
「本わらび餅」などの涼菓をセットにしまし
た。

千寿せんべい×8、夏しずく（ぶどう・いよかん・
あんみつ×各1）、くずたま（小豆・抹茶・桜葉×
各1）、水羊羹（小豆×3、抹茶×2）、本わらび餅
×2
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0454 がんこ職人　愛菓揃 ¥5,400 B

素朴で味わい深いおかきの詰合せ。しっか
りとした食感の醤油味、黒大豆入りのサラ
ダ味おかきなど、８種類の味をお楽しみくだ
さい。

おかき（ごまもち白、黒豆もち、寿巻、磯の雪、サ
ラダ黒松、もち角、磯風、風神）計780g
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

162-0034
サントリー　黒烏龍茶・胡麻麦茶
ギフト

¥5,400 B

脂肪の吸収を抑え、体に脂肪がつきにくく
する「黒烏龍茶」と、血圧が高めの方に適し
た「胡麻麦茶」。健康を気遣う人におすすめ
のトクホ（特定保健用食品）のセットです。

特定保健用食品/黒烏龍茶×20、胡麻麦茶×
10、各350ml

568-0508 伊藤園　カテキン健康ギフト ¥5,400 B

体脂肪やコレステロールが気になる方にお
すすめです。飲みやすさと美味しさが特徴
で、さまざまな食事に合うトクホ（特定保健
用食品）です。

特定保健用食品/カテキン緑茶・カテキンジャス
ミン茶・カテキン烏龍茶各350ml×各10

460-2303
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　日本の桃ス
トレートジュース

¥5,400 B

濃厚な甘みと芳香漂う「川中島白桃」、とろ
ける甘さの「黄金桃」、風味豊かな「あかつ
き」など、品種ごとに丁寧に搾った日本の桃
のストレートジュースです。

白桃×2、黄金桃・川中島白桃・あかつき×各1、
各500ml

568-0522
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ　日本の桃
ジュース＆ゼリー

¥5,400 B
大きめの果肉入りや、ピューレタイプの果
肉食感の桃ゼリーと国産白桃ジュース。甘
く芳醇な国産桃の食べくらべをどうぞ。

和歌山県産 あらかわの桃ゼリー（ピューレ）・岡
山県産 黄金桃ゼリー（ピューレ）・岡山県産 清
水白桃ゼリー（果肉入り）・岡山県産白鳳ゼリー
（ピューレ）各85g×各1、国産白桃ジュース
500ml×2
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

160-9930
カゴメ　１００％フルーツジュース
詰合せ

¥5,400 B
アップル、オレンジ、グレープなど、人気の
ジュースをバラエティー豊かに詰合せまし
た。ご家族でたっぷり楽しめます。

オレンジ・ピンクグレープフルーツ×各10、アップ
ル・グレープ・ピーチブレンド・マンゴーブレンド・
ブラッドオレンジブレンド×各5、各160g/缶
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568-0577
カゴメ　国産プレミアムジュース
ギフト紙容器詰合せ

¥5,400 B

「王林」や「つがる」、「ふじ」など、国産フ
ルーツにこだわった贅沢な味わいをお楽し
みください。飲みきりサイズで、容器はすべ
て紙製です。

ふじ×6、パイン・みかん・王林・つがる・ぶどう・
秋陽×各3、各125ml/紙容器

568-0614
カゴメ　野菜ジュース紙容器詰合
せ

¥5,400 B
３０種類の野菜をブレンドした「野菜一日こ
れ一本」など、４種類の野菜飲料の詰合
せ。飲みきりサイズでお手軽に楽しめます。

野菜一日これ一本×20、野菜生活100（オリジナ
ル×10、エナジールーツ・フルーティーサラダ×
各5）、各200ml/紙容器

568-0706
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店イン
スタントコーヒープレミアムブラッ
クギフト

¥5,400 B

素材と製法にこだわったプレミアムインスタ
ントコーヒーのギフトセットです。深いコクと
澄んだ後味のブラックコーヒーを気分に合
わせて飲みくらべていただけます。

ちょっと贅沢な珈琲店インスタントコーヒープレミ
アムブラック（クリア＆リッチ×4、リフレッシュ＆
ビター×2、リラックス＆マイルド×1、各70g）

460-2426
キーコーヒー　氷温熟成珈琲リ
キッドギフト

¥5,400 B

芳醇な香りとさわやかな酸味、まろやかな
コクと甘みが調和した繊細な味わい「トアル
コ　トラジャ」。〈キーコーヒー〉が４０年もの
歳月をかけてつくりあげたこの代表作と、
「エチオピア　モカ」の２種類を氷温で熟成。
甘く香るまろやかな味わいを実現しました。

氷温熟成珈琲トアルコトラジャ（無糖）×3、氷温
熟成珈琲エチオピアモカ（無糖）×2、各500ml
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0768 ＡＧＦ　ファミリー飲料ギフト ¥5,400 B

「ちょっと贅沢な珈琲店」アイスコーヒーに
加え、「紅茶物語」アイスティーと〈ウェルチ〉
果汁１００％ジュースを詰合せにしました。
大人から子供まで　家族みんなでお楽しみ
いただけます。

ちょっと贅沢な珈琲店（バリスタエスプレッソ（無
糖）・シルキーマイルド（無糖）×各2、エクストラ
ブレンド（無糖）×3）、紅茶物語（アールグレイ
（無糖）×2、イングリッシュブレックファースト（無
糖）×1）、〈ウェルチ〉グレープブレンド・オレンジ
×各1、各900ml

162-0188 山梨春日居　桃 ¥5,400 D 〇

申込期限
あり

お届け予定
あり

したたる果汁、あふれる芳香、口いっぱい
に広がる甘さ。果物王国・山梨の自然が育
んだ自慢の桃です。

山梨県産 JAフルーツ山梨 春日居支所 桃1.3㎏
（5～6個）
※お申し込み期限:7月25日（水）まで
※お届け予定:6月29日頃より8月5日頃まで

568-0782 山梨　桃 ¥5,400 D 〇

申込期限
あり

お届け予定
あり

日本一の生産量を誇る山梨県産で、瑞々し
く甘い美味しさが特長の桃をお届けします。

JAフルーツ山梨 桃1.8㎏（7～8個）
※お申し込み期限:7月25日（水）まで
※お届け予定:6月29日頃より8月5日頃まで

162-0232 山梨　桃＆宮崎　完熟マンゴー ¥5,400 D 〇

申込期限
あり

お届け予定
あり

豊かな香りと、果汁をたっぷりと含みなめら
かな果肉、上品な甘さの山梨の桃と、宮崎
の温暖な気候の中で育まれた濃厚な甘み
のマンゴーを詰合せました。

山梨県産 桃1㎏（4個）、宮崎県産 完熟マンゴー
300g（1個）
※お申し込み期限:7月25日（水）まで
※お届け予定:6月30日頃より7月20日頃まで

460-2174
山梨　桃＆愛媛・佐賀　ハウスみ
かん

¥5,400 D 〇

申込期限
あり

お届け予定
あり

日本一の生産量を誇る山梨県産で、瑞々し
く甘い美味しさが特長の桃と、きめ細やか
な栽培管理の行き届いた温室で育てた愛
媛県産ハウスみかんとのセットです。

山梨県産 桃1㎏（4個）、愛媛県産または佐賀県
産 ハウスみかん1kg（12〜15個）
※お申し込み期限:7月25日（水）まで
※お届け予定:6月30日頃より8月5日頃まで

162-0218 サン・フルーツ　フルーツゼリー ¥5,400 D 〇

申込期限
あり

お届け予定
あり

フルーツを丸ごと器に仕立てた、見た目も
ジューシーなゼリーです。フルーツ本来の
風味を最大限に生かし、口あたりのよいな
めらかな柔らかさに仕上げました。

果肉入りグレープフルーツゼリー（ルビー）×4、
果肉入りオレンジゼリー・レモンゼリー×各2
※消費期間は冷蔵4日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵2日以上の商品をお届けし
ます。）
※お申し込み期限:7月25日（水）まで
※お届け予定:6月25日頃より順次
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162-0324 揖保乃糸　特級そうめん ¥5,400 B

揖保乃糸全体の約一割しか製造していな
い特級手延素麺は、極寒期に手間暇かけ
て丁寧につくった一品。夏にぴったりの、喉
ごし爽やかな贈り物です。

特級そうめん50g×36

162-0461
甚助　小豆島手延素麺「大吟穣
貴珀（きはく）」

¥5,400 B

良質な小麦の中心部のみを使った贅沢な
素麺。透き通るような美しさ、小麦本来の旨
みが引き立つ澄んだ味わいをご堪能くださ
い。美味しさを保つ３束ずつの個包装です。

手延素麺大吟穣50g×30（エージレス包装）

568-0836 揖保乃糸　色そうめん「彩流」 ¥5,400 B

熟練した職人が厳寒期に丹精を込めて作
りました。赤しそ、青しそ、黄麺の食欲そそ
る３種の色麺と、特級そうめんの詰合せで
す。

特級そうめん50g×20、色麺（赤しそ・青しそ・黄
麺各50g×各4）

568-0843
三輪素麺　山越　素麺・じゅれ詰
合せ

¥5,400 B

つるんとした口あたりと、もちもちの歯ごた
え。３つの味わいのじゅれが、風味豊かな
手延素麺とほどよく絡み合い、独特の新し
い食感をお楽しみいただけます。

手延べ三輪素麺75g×12、じゅれ（あわび×4、
帆立・鯛梅×各2、各70g）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-0850 甚助　小豆島手延パスタ ¥5,400 B

デュラム小麦を使い、小豆島の〈甚助〉が素
麺作りの技でつくったパスタです。コクのあ
るカルボナーラソース、香りのよいバジル
ソースでお楽しみいただけます。

（プレーンパスタ80g・カルボナーラソース30g）×
6、（オリーブパスタ80g・バジルソース30g）×6

162-0447
創業万延元年佐藤養助　稲庭干
温飩

¥5,400 B

万延元年（１８６０年）の創業以来、変わら
ぬ手業でつくられる〈佐藤養助〉の稲庭干温
飩。優しい口あたりと、細くありながらもコシ
が強く、なめらかな喉ごしが特徴です。

稲庭干うどん110g×12

460-2280
揖保乃糸　中華麺・Ｗａｋｉｙａ監修
中華つゆ詰合せ

¥5,400 B
厳選小麦を使用した手延中華麺と脇屋友
詞氏監修の中華冷麺つゆの詰合せです。

中華麺80g×16、中華冷麺つゆ（醤油・胡麻各
195ml×各1）

162-0515
信州戸隠そば・善光寺門前そば
詰合せ

¥5,400 B
挽きたての香り高いそば粉を使用し、製麺
技能士が熟練の技を駆使した一品。善光
寺大門御高札前八幡屋の七味付きです。

善光寺門前そば×4、信州戸隠そば×3、各
190g、本十割そば200g×1、そばつゆ（希釈用）
100ml×4、きざみ海苔10g×1、八幡屋七味唐辛
子7g×2

568-0881
魚勢　吟醸粕・西京味噌漬魚詰
合せ

¥5,400 Y 〇
粕漬は新潟の吟醸酒粕に、西京漬は京都
の白味噌に５種の魚を漬け込んで、風味豊
かな味わいを持つ漬魚に仕上げました。

銀鮭西京漬・銀だら粕漬・さわら西京漬・赤魚粕
漬・秋鮭西京漬×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0898
人形町　浜の院　江戸甘味噌仕
立て浜町漬

¥5,400 Y 〇

吟味した魚介を独自の調味液と風味豊か
な江戸甘味噌で丁寧に漬け込みました。江
戸甘味噌の豊かな香りと魚介の旨みが調
和した、贅沢な美味しさです。

銀鮭×4、さわら・銀ひらす・からすがれい×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）
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162-0928 福さ屋　無着色辛子明太子 ¥5,400 D 〇
唐辛子を独自にブレンドした調味液に魚醤
を加え、たらこをじっくりと漬け込みました。
辛さの中にも旨みが広がる一品です。

無着色辛子明太子450g
※賞味期間は冷蔵14日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵7日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0911 築地なが田　漬魚詰合せ ¥5,400 D 〇
脂のりのよい魚を選別し、吟味したこうじや
米味噌で、魚の風味や旨みを大切に漬け
込みました。真空パックでお届けします。

銀鮭こうじ漬・からすがれい西京漬・さわら西京
漬・ぶり味噌漬×各2
※賞味期間は冷蔵10日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵5日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0928
福さ屋　無着色辛子明太子・漬
魚詰合せ

¥5,400 Y 〇

福さ屋独自の魚醤を加えた香辛調味液に
じっくり漬け込んだ、旨み豊かな無着色辛
子明太子に、しっかりとした切身の銀鱈と
赤魚を使用した風味豊かな西京漬（石野味
噌の白味噌使用）と酒粕漬（越乃寒梅酒粕
使用）を詰合せました。ご飯のお供に、酒の
肴にと重宝するセットです。

無着色辛子明太子230g×1、銀だら西京漬・赤
魚粕漬×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0881 二幸　西京漬・うなぎ蒲焼 ¥5,400 Y 〇
京都の白味噌で漬け込んだ上品な味わい
の西京漬に、国産の鰻を関東風にふっくら
と焼きあげた鰻蒲焼を詰合せました。

西京漬（銀鮭・さわら×各2）、うなぎ蒲焼（うなぎ
は国内産）80g×2（たれ・山椒付）
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0935 奥能登はまの　漬魚詰合せ ¥5,400 Y 〇
日本海で獲れた魚を使い、味噌、みりん、
酒粕に漬け込みました。焼いてお召しあが
りください。

鯛七味みりん漬・ぶり粕漬×各3、さわら西京
漬・さわらもろみ味噌漬×各2、各80g
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0942 二幸　紅鮭切身・魚卵詰合せ ¥5,400 Y 〇
中塩味に仕上げた紅鮭切身と、旨み豊か
で粒子感のある明太子やたらこを詰合せま
した。

紅鮭切身（中塩味）×5、辛子明太子・たら子各
150g×各1
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0959 魚勢　西京味噌漬詰合せ ¥5,400 Y 〇
京都の白味噌に４種の魚を漬け込んで、風
味豊かな味わいを持つ漬魚に仕上げまし
た。

さわら×4、銀だら・サーモントラウト・金目鯛×
各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0973 王子　サーモン味覚セット ¥5,400 Y 〇

風味豊かなスモークサーモン、まろやかな
コクのある西京味噌漬、ご飯のお供にぴっ
たりのいくら醤油漬など、サーモンの味わ
いをご堪能いただけます。

スモークサーモンスライス80g・いくら醤油漬60g
×各1、時鮭西京味噌漬・時鮭赤穂の塩漬×各
2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-0997 二幸　鮮魚粕漬詰合せ ¥5,400 D 〇

５種類の魚を新潟石本酒造の銘酒「越乃寒
梅」の酒粕で漬け込みました。風味豊か
で、まろやかな味わいの粕漬け詰合せで
す。魚切身に直接酒粕が着かないように、
一度和紙で包んだ上から酒粕を塗った小
分けパックですので、酒粕を切身から拭う
必要がありません。

赤魚・銀だら・銀鮭・さわら・紅鮭×各2
※賞味期間は冷蔵14日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵7日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1017 二幸　鮮魚西京漬詰合せ ¥5,400 Y 〇
脂ののった鮮魚を京都の白味噌で漬け込
んだ上品な味わいの西京漬詰合せ。風味
を大切に真空パックで個包装しました。

銀だら・金目鯛・さわら×各2、銀鮭・紅鮭×各1
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）
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568-1024 北海道産　塩麹漬秋鮭 ¥5,400 Y 〇

本品の新巻鮭は北海道（道東）で漁獲され
た銀毛と呼ばれる脂ののったオス鮭だけを
厳選。良質な秋鮭切身を新潟コシヒカリを
使用した塩麹で漬込み、旨み豊かな塩麹
漬秋鮭切身に仕上げました。切身は１切れ
ずつの真空パックですので、保存も大変便
利です。

秋鮭切身塩麹漬×14
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3225
二幸　辛子明太子・レンジ対応焼
魚詰合せ

¥5,400 Y 〇

粒子のしっかりした助宗鱈の卵を、特製調
味液に漬け込んで仕上げたプチプチした食
感の無着色辛子明太子と、レンジで加熱す
るだけで簡単に４種類の西京焼きがお楽し
みいただける、魚卵と西京焼き切身の便利
な詰合せです。

西京焼（銀だら・銀鮭・さわら・紅鮭×各1）、無着
色辛子明太子150g×2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0935
酒悦　レンジでお手軽　焼魚詰合
せ

¥5,400 Y 〇

レンジで温めるだけで、簡単便利にご利用
いただけます。一切れずつパックされてい
ますので、保存にも便利です。粕漬、西京
焼と２種類のお味が楽しめます。

紅鮭粕漬・真鱈粕漬・さわら西京漬・ぶり西京漬
×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1062 高知県産うなぎ蒲焼 ¥5,400 Y 〇

四万十川で獲れた稚魚を、高知県内の養
殖場で約１年かけて、じっくりと大切に育て
上げた養殖うなぎです。急激に太らせない
高知県産の養殖方法で、身の引き締まった
うなぎに育っています。独自のタレでこんが
り焼きあげ、食べやすい大きさにカットしま
した。

うなぎ蒲焼×3（計200g）、たれ・山椒×各3
※賞味期間は冷凍180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り冷凍90日以上の商品をお届
けします。）

568-1086
佐藤水産　潮合（しおあい）大瓶
３本詰合せ

¥5,400 Y 〇

佐藤水産の人気の珍味を大瓶３本にて詰
合せました。脂ののった紅鮭を焼きあげた
後丁寧に手でほぐした紅鮭荒ほぐし、贈答
用の数の子をふんだんに使用した贅沢な
ひとくち数の子松前、鮭といくらを醤油に漬
けたとろけるような味わいが楽しめる鮭ルイ
ベ漬の詰合せです。

紅鮭荒ほぐし170g、ひとくち数の子松前・鮭ルイ
ベ漬各230g
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3133 中村家　海宝漬詰合せ ¥5,400 Y 〇

三陸の海の幸を漬け込んだ〈中村家〉の食
べ切りサイズの海宝漬の詰合せです。あわ
び、うに、ほたての贅沢な旨みをご堪能くだ
さい。

あわび海宝漬・うに海宝漬・ほたて海宝漬各50g
×各2
※賞味期間は冷凍90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍45日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0973 奥能登はまの　一夜干の里 ¥5,400 Y 〇

日本海で獲れた魚を能登の海洋深層水と
塩で味付けし、一夜干しにしました。素材か
ら調味料までこだわって作った一夜干しの
詰合せです。

真鯛・するめいか・鯖×各1、真あじ・赤かれい・
かます・しろさばふぐ×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1109 北海道産　干もの詰合せ ¥5,400 Y 〇

北海道産の鮮魚のみを原料に使用して干
ものに味を凝縮して仕上げました。北海道
の海の味覚をお楽しみいただけるセットで
す。焼いてご飯のお供に、ほぐしてお茶漬
けに、お酒の肴にと重宝される一品です。

ほっけ・宗八かれい・さんま・ひめだら3枚入×各
2、するめいか×1
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1116
熊本県産活〆冷凍車海老（養
殖）

¥5,400 Y 〇

熊本県天草で自然に近い環境の中、丹精
込めて育てた養殖車海老を活け〆にしまし
た。塩焼きや天ぷらでぷりぷりの食感と旨
みをお楽しみください。

活〆冷凍車海老300g（14～16尾）
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1123 鹿児島小田口屋　さつまあげ ¥5,400 D 〇
豆腐や山芋を用いて柔らかな食感に仕上
げた多彩なさつまあげの詰合せです。

お豆腐つけあげ×6、実えんどうチーズ天・サー
モンさつま×各5、れんこん天・しいたけ天・イン
ゲン平天・さつま芋天・きびなご天・じゃこ青ねぎ
天・海老さつま×各4
※賞味期間は冷蔵8日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵4日以上の商品をお届けし
ます。）
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568-1147
阿部蒲鉾店　阿部の笹かまぼこ
詰合せ

¥5,400 D 〇

素材にこだわり熟練職人が研鑽を重ねつく
りあげた自慢の蒲鉾の詰合せ。食感もよ
く、魚の旨みが存分に引き出された笹蒲鉾
は、軽く炙ると芳ばしい香りが食欲をそそり
ます。

阿部の笹かまぼこ吟撰笹60g・阿部の笹かまぼ
こ50g・笹だより25g×各5、菜ころん40g・チーズ
ボール25g×各8
※賞味期間は冷蔵10日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵5日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1154 一膳海鮮丼ぶりセット ¥5,400 Y 〇

紅ずわい蟹や鰻、鯛などを使用したお茶碗
一杯分の少量海鮮丼ぶり。電子レンジで温
めるだけで、数種類の海鮮丼がお手軽に
お楽しみいただけます。

うなとろ丼（うなぎは国産）・蟹めし丼・うなぎ蒲焼
丼（うなぎは国産）各135g、鮭いくら丼・炙り鯛め
し丼・炙りのどぐろ赤むつ丼各125g

460-3157 海鮮わっぱ飯詰合せ ¥5,400 Y 〇

たらば蟹、きちじ（きんき）、あわび、うなぎ、
それぞれの具材を味付け彩りよく盛り付け
た、わっぱ飯の詰合せです。個食タイプな
ので、食べたいときに電子レンジで加熱す
るだけの簡単調理も魅力です。

たらば蟹わっぱ飯・きちじ（きんき）わっぱ飯・あ
わびわっぱ飯・うなぎわっぱ飯（うなぎは国産）
各180g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1178
四季舎　かに海鮮ぶっかけ丼の
具

¥5,400 Y 〇

北海道で獲れた真昆布のやわらかい若芽
を細切りにして、鮭魚醤を使ったタレに漬け
込み、ズワイガニのほぐし身と棒肉、ほた
て・いくら・うにをトッピング。海の幸を簡単
に楽しめる彩り豊かな個食パックの海鮮丼
の具です。

かに海鮮ぶっかけ丼の具（ズワイガニ、味付け
昆布、ほたて、うに、いくら）90g×6
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0799 神戸牛　すき焼・焼肉用 ¥5,400 Y 〇

兵庫県内で生産される但馬牛の中で、一定
の品質基準を満たす選りすぐりの牛だけが
「神戸牛」の称号を得ることができます。赤
身の持つ美味しさと脂肪の旨みが溶けあ
う、神戸牛をぜひご堪能ください。

肩ロース肉・肩肉計270g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2839
長野県産信州牛・蓼科豚　うす
切りセット

¥5,400 Y 〇

日本の屋根信州の清流と爽やかな大自然
のもと高原の牧場で丹精込めて育てられた
「信州牛」と「蓼科豚」の２種類の味がお楽
しみいただける、うす切り肉のセットです。

牛肩ロース肉・豚ロース肉各300g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0829 信州牛　すき焼・焼肉用 ¥5,400 D 〇
日本の屋根信州の清流と大自然のもと高
原牧場で丹精込めて飼育された「信州牛」
の肩肉・肩ロース肉の薄切り肉です。

肩ロース肉・肩肉計350g
※消費期間は冷蔵4日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵2日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1215 宮崎牛　すき焼用 ¥5,400 Y 〇

第１１回全国和牛能力共進会（和牛のオリ
ンピック）で最高位を受賞した宮崎牛。そん
な日本一の宮崎牛をすき焼きに最適な厚さ
にスライスしました。脂のあまみと肉の旨味
を存分に堪能いただけます。

もも肉・肩肉計300g
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0782 松阪牛　焼肉・すき焼用 ¥5,400 Y 〇

長期肥育の中で、選り抜きの飼料と行き届
いた管理から生まれる肉の芸術品「松阪
牛」。霜降りがきめ細かく、甘みのある風味
が楽しめます。

肩ロース肉・肩肉計250g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1239 山形県産山形牛　すき焼用 ¥5,400 Y 〇

山形牛の美味しさの秘密には、北国の気
候風土があるといわれています。のびのび
と育った山形牛は、柔らかさとまろやかな
口あたりが特徴です。

肩ロース肉300g
※賞味期間は冷凍90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍45日以上の商品をお届けし
ます。）
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568-1246
米沢牛黄木（おおき）　米沢牛
すき焼用

¥5,400 Y 〇

創業大正１２年の老舗〈米沢牛黄木〉が、牛
枝肉市場で一頭単位の目利きをして選び
抜いた米沢牛を、すき焼用にしました。赤
身の肩肉ともも肉のコクと旨みをお楽しみ
いただけます。

肩肉・もも肉計300g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0850
松阪牛・神戸牛　小分けすき焼
用

¥5,400 Y 〇

三大銘柄牛の中でも有名な「松阪牛」「神
戸牛」を食べ切り８０ｇサイズのすき焼用に
小分けしました。２種類の肉の味がお楽し
みいただけます。

松阪牛もも肉・神戸牛肩肉各80g×各2
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3058 ケーファー　バラエティーセット ¥5,400 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ロースハムスライス60g・ボンレスハムスライス
60g・ペッパーボンレスハム280g・クラカウアーリ
ング160g×各1、ウインナー80g×2/日本製
※賞味期間は冷蔵35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵17日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0591 ケーファー　バラエティー詰合せ ¥5,400 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ロースハムスライス・ウインナー×各2、ボンレス
ハムスライス×1、各80g、レーゲンスブルガー
170g×1/日本製、プロシュート25g・ミラノサラミ
45g×各1/イタリア製
※賞味期間は冷蔵35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵17日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3096 ケーファー　アソートセット ¥5,400 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ペッパーボンレスハム280g・ローストボンレスハ
ム300g×各1、ウインナー80g×3/日本製、マス
タード25g×1/フランス製
※賞味期間は冷蔵50日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵25日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1307 ケーファー　ハム詰合せ ¥5,400 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

ペッパーボンレスハム280g、ローストボンレスハ
ム300g、ポークハム220g/日本製
※賞味期間は冷蔵60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1314
ケーファー　ヨーロッパ生ハム・
サラミセット

¥5,400 Y 〇

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンにポール＆エ
ルゼ・ケーファー夫妻が開いた小さな食料
品店が〈ケーファー〉の始まり。以来、新鮮
さと品質のよさを信条とする高級食料品店
として、今日に至るまで世界中のグルメの
支持を集めています。

プロシュート25g、ミラノサラミ・ナポリサラミ・パル
マサラミ各45g/イタリア製、ハモンセラーノ25g/
スペイン製、ブラックフォレストハム25g/ドイツ
製、ガンダハム25g/ベルギー製、シュロッセシン
ケン25g/オーストリア製
※賞味期間は冷蔵90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵45日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1321
鹿児島黒豚「黒の匠」ロース味噌
漬・ハンバーグ詰合せ

¥5,400 Y 〇

一貫管理された鹿児島黒豚「黒の匠」を原
料に、ジューシィなハンバーグとお肉と相性
のよい仙台味噌で味付けした味噌漬を詰
合せました。

鹿児島黒豚ロース味噌漬80g・鹿児島黒豚ハン
バーグ160g×各5
※賞味期間は冷凍180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り冷凍90日以上の商品をお届
けします。）

460-2853 松阪牛　焼きハンバーグ ¥5,400 Y 〇

日本３大銘柄牛でも有名な「松阪牛」を１０
０％使用した、２種類のお味がお楽しみい
ただけるハンバーグセットです。調理済な
ので温めるだけで簡単にお召しあがりいた
だけます。

焼きハンバーグ120g・デミソースハンバーグ
180g×各3
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1338
鹿児島県産恵味の黒豚　ロース
生姜焼用

¥5,400 Y 〇

「恵味の黒豚」は生産から飼育、カットまで
一貫して生産されています。さつまいもを配
合した飼料を与えたこだわりの豚ロース肉
を香り豊かな、生姜焼きのたれにからめま
した。

ロース生姜焼用100g×8※賞味期間は冷凍90
日です。（発送時点で、賞味期限まで残り冷凍
45日以上の商品をお届けします。）
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568-1345 少量グラタン詰合せ ¥5,400 Y 〇

トマトソースのグラタンをはじめ、３種のグラ
タンをご用意しました。レンジで温めるだけ
で、チーズがとろとろに溶けたあつあつの
美味しさがお楽しみいただけます。

エビのグラタン・トマトソースのグラタン・ニョッキ
のグラタン各150g×各3
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2860
ローマイヤ　黒毛和牛・黒豚ハン
バーグ

¥5,400 Y 〇

九州産黒毛和牛＆黒豚を贅沢に使用し
た、ローマイヤレストランシェフ監修のハン
バーグです。レストランの味を、ご家庭で気
軽にお楽しみいただけます。

合挽ハンバーグ130g×8

460-2907
南州農場　鹿児島黒豚　山吹味
噌漬

¥5,400 Y 〇

きめ細かい繊維と、柔らかい歯切れの良
さ、旨み成分を多く含む鹿児島黒豚の肉
質。その旨みをさらに引き出すよう、一枚一
枚丹念に漬け込みました。

黒豚ロース味噌漬100g×8
※賞味期間は冷凍180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り冷凍90日以上の商品をお届
けします。）

460-3027
ニッポンハム　国産美ノ国バラエ
ティ詰合せ

¥5,400 Y 〇

国際認証（ＳＱＦ）を取得したニッポンハムグ
ループの農場で健康な豚を育むことから始
めています。手間ひまをかけ、甘み、旨み
を引き出しました。

熟成厚切りロースハム62g・豚バラ肉巻きあらび
きステーキ60g×各2、熟成ロースハム60g・熟成
ベーコン51g・熟成ビアシンケン72g・肩ロース生
ハム40g・熟成あらびきウインナー70g・白い熟成
あらびきウインナー70g×各1
※賞味期間は冷蔵36日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵18日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2983
鎌倉ハム富岡商会　ロースト
ビーフ詰合せ

¥5,400 Y 〇

独自の調味液で味付けしスモークして仕上
げたロースハムと、炭火で焼きあげ真空調
理製法で仕上げた、やわらかさと風味があ
るローストビーフのセットです。

ロースハム360g、炭火焼ローストビーフ200g、
ローストビーフソース60g
※賞味期間は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵20日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1369
ニッポンハム　ハム・ローストビー
フ詰合せ

¥5,400 Y 〇
長年愛され続けている「本格派吟匠」の中
からロースハム、炭火焼ローストビーフ、焼
豚などをバラエティー豊かに詰合せました。

上級ロースハム380g、炭火焼ローストビーフ
150g、たれ漬け焼豚180g、特撰ホワイトウイン
ナー80g、生ハム40g、ローストビーフソース40g
※賞味期間は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵20日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1390 上富良野牧場　ハム詰合せ ¥5,400 Y 〇

広大な北海道上富良野牧場で育てられた
豚肉を使用し、豊かな旨みときめ細かな肉
質を活かしたロースハムなどを詰合せまし
た。

ロースハム330g、ボンレスハム290g
※賞味期間は冷蔵75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵37日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3010 上富良野牧場　ハム詰合せ ¥5,400 Y 〇

広大な北海道上富良野牧場で育てられた
豚肉を使用し、豊かな旨みときめ細かな肉
質を活かしたロースハムなどを詰合せまし
た。

ロースハム330g、ペッパーポーク・ショルダーハ
ム各270g
※賞味期間は冷蔵75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵37日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1406 ローマイヤ　ロースハム ¥5,400 Y 〇
日本で最初にロースハムを作ったと言われ
ている〈ローマイヤ〉のロースハムです。

ロースハム590g
※賞味期間は冷蔵45日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵22日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1413
ローマイヤ　ハム・炙り焼豚詰合
せ

¥5,400 Y 〇
日本で最初にロースハムを作ったと言われ
ている〈ローマイヤ〉より、人気の３種の商
品を詰合せました。

ロースハム330g、ボンレスハム・炙り焼豚各
250g
※賞味期間は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵20日以上の商品をお届けし
ます。）
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568-1437
伊藤ハム　伝承　スライスハム詰
合せ（国産豚肉使用）

¥5,400 Y 〇

まろやかな味わいのロースハムや生ハム
などが、使いやすいスライスパックに。創業
者・伊藤傳三氏のハムづくりへの想いを込
めたギフトです。

厚切ロースハム63g×2、ベーコン51g・肩ロース
66g・ももハム64g・ボロニアソーセージ42g・生ハ
ムロース45g・あらびきウインナー85g・あらびき
ホワイトウインナー85g・生ハムもも50g×各1
※賞味期間は冷蔵35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵17日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1451
伊藤ハム　神戸倶楽部ハム・
ローストビーフ詰合せ

¥5,400 Y 〇

創業以来培ったハム作りの技が光るギフト
です。ノンスモークのあっさりしたロースハ
ムと、やわらかく、旨みの濃い肩ロースを詰
合せました。

ロースハム320g、国産牛ローストビーフ（もも）
185g、肩ロース210g、ローストビーフソース40g
※賞味期間は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵20日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0720
伊藤ハム　神戸倶楽部ハム・
ローストビーフ詰合せ

¥5,400 Y 〇

創業以来培ったハム作りの技が光るギフト
です。国産牛を原料にしたローストビーフ
と、旨みの濃い肩ロース、直火で香ばしく仕
上げたミートローフなどを詰合せました。

国産牛ローストビーフ（もも）185g・肩ロース
210g・直火焼ミートローフ180g・ローストビーフ
ソース40g×各1、国産豚ウインナー85g×2
※賞味期間は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵20日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1468
鎌倉ハム富岡商会　ロースト
ビーフ

¥5,400 Y 〇
牛もも肉の本来の旨みを閉じ込めました。
ジューシィに仕上げたローストビーフをご堪
能　ください。

鎌倉焼ローストビーフ470g、ローストビーフソー
ス60g
※賞味期間は冷凍150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り冷凍75日以上の商品をお届
けします。）

568-1475
伊藤ハム　赤城山麓牛ロースト
ビーフワイン仕立て

¥5,400 Y 〇

赤城山の麓で育った牛のもも肉を焼きあ
げ、ワイン風味に仕上げたローストビーフで
す。柔らかな食感とジューシィな旨みを存分
にお楽しみください。

ローストビーフ350g、ローストビーフソース40g

568-1482
ローマイヤ　国産黒毛和牛ロー
ストビーフスライス

¥5,400 Y 〇

ジューシィな肉の旨みをお手軽に、ロースト
ビーフをスライスしました。独自の製法で表
面を焼きあいただげ、肉の旨みをぎゅっと
閉じ込めたジューシィなローストビーフで
す。ほど良い厚さにスライスしてありますの
で、お手軽にお楽しみいただけます。

国産黒毛和牛ローストビーフスライス55g・ロー
ストビーフソース20g×各3
※賞味期間は冷凍90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍45日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1505
米久　ローストビーフ・ハンバー
グ詰合せ

¥5,400 Y 〇

直火で表面を焼いた後に真空調理でうま味
を閉じ込めたローストビーフと、牛肉と豚肉
のおいしさがギュッと詰まった肉厚なハン
バーグをセットにしました。ハンバーグは付
属の和風シャリアピンソースでお召しあがり
ください。

直火焼ローストビーフ160g・ローストビーフソー
ス25g×各2、ハンバーグ130g・和風シャリアピン
ソース40g×各4
※賞味期間は冷凍180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り冷凍90日以上の商品をお届
けします。）

460-3737 錦松梅　錦松梅　小袋 ¥5,400 B

鰹節、白胡麻、きくらげ、松の実などを醤油
と砂糖で調味した、小袋入りの佃煮風ふり
かけです。使いきりサイズの錦松梅を詰合
せにしました。

佃煮ふりかけ30g×24
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-1550 柿安　牛肉しぐれ煮詰合せ ¥5,400 B
創業１４０余年を誇る料亭〈柿安〉。秘伝の
たれと代々伝わる和食の技法から生まれ
た、伝統の味をご賞味ください。

黒毛和牛 減塩牛肉しぐれ・牛肉貝柱しぐれ煮・
牛肉竹の子しぐれ煮・牛肉なめ茸しぐれ煮・牛肉
蓮根しぐれ煮・牛肉蕗しぐれ煮各50g

568-1567
赤坂松葉屋　夏の季結（ときむ
す）び

¥5,400 B

創業以来愛される「ごぼう牛肉巻」「赤坂ゆ
ば小巻」は食べやすいハーフサイズ２本入
りになりました。もっちりとした「胡麻豆腐」
など夏におすすめの味わいです。

ごぼう牛肉巻40g・赤坂ゆば小巻45g×各2、胡
麻豆腐（白・黒・柚子各70g×各1、柚子味噌たれ
×3）、とんとろり120g×1、ゼリー寄せ松茸土瓶
蒸し60g×3
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568-1581 京・料亭わらびの里　京楽味 ¥5,400 B

料亭らしい華やかな銘品の詰合せです。自
社製造にこだわり料亭の料理人が素材の
風味にこだわり、ごはんのお供にも酒の肴
にもピッタリの味わいに仕上げてました。京
都らしく山海の幸の競演をお楽しみくださ
い。

ちりめん山椒30g、焼き紅鮭43g、ちりめんくぎ煮
45g、あさり椎茸・牛肉おぼろ煮・たけのこ昆布・
梅ひじき各60g、手選りちりめん山椒40g、海老
しょうが50g
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-1604 久右衛門　お吸物詰合せ ¥5,400 B

ふぐ、松茸などの具材を、一枚一枚手焼き
した最中で丁寧に包み込みました。鰹節一
筋に歴史を重ねた〈久右衛門〉の本格的な
味わいをお楽しみいただけます。

お吸物（ふぐ・松茸・ほたて・たい×各3、ふかひ
れ×2、湯葉×1）
※賞味期間は常温180日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温90日以上の商品をお届
けします。）

568-1628 山本海苔店　「紅梅」詰合せ ¥5,400 B
九州有明海産の一番摘みの海苔の中か
ら、良質な海苔を選りすぐり、一枚一枚吟
味し焼きあげ「紅梅」に仕上げています。

焼海苔・味付海苔各18袋詰（8切5枚）

568-1635
愛国製茶　天皇杯受賞生産者の
茶

¥5,400 B

第５４回（２０１５年）農林水産祭で「天皇杯」
を受賞した、静岡県御前崎市の増田剛巳
氏が代表を務める満寿多園が監修し製造
した銘茶です。お茶本来の旨みをご堪能く
ださい。

静岡煎茶140g×2

568-1642
梅の丸長　紀州南高梅「粒より梅
貴妃」

¥5,400 B
大粒の紀州南高梅を丹念に漬け込み、塩
分約５％の薄塩味に仕上げました。一粒一
粒個包装にした、風味豊かな梅干です。

はちみつ入梅干×20
※塩分約5％
※賞味期間は常温150日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温75日以上の商品をお届
けします。）

568-1666
札幌グランドホテル　和・洋・中
フリーズドライスープ詰合せ

¥5,400 B
北海道の食材にこだわり、美味しさを凝縮
したホテル監修の和洋中５種のスープを、
便利なフリーズドライでご用意しました。

北海道産知床どりの生姜スープ・北海道産帆立
貝柱の中華風スープ×各4、北海道産ベーコン
とコーンのスープ・北海道産コーンのたまごスー
プ かに入り×各3、北海道ふらの産トマトのミネ
ストローネ×2

568-1703
日清　トクホオイル＆べに花油ギ
フト

¥5,400 B

特定保健用食品「ヘルシーリセッタ」と「ヘ
ルシーコレステ」、ビタミンＥを豊富に含む
栄養機能食品「べに花油」を詰合せました。
どんなお料理にも使える、ヘルシーで実用
的なギフトです。

ヘルシーリセッタ（特定保健用食品）×3、ヘル
シーコレステ（特定保健用食品）×2、べに花油
×5、各350g

460-3485
花王　ウルトラアタックＮｅｏ　プレ
ミアムギフト

¥5,400 B

洗濯時間の短いスピードコースで標準コー
スと同等の洗いあがりです。毎日のお洗濯
を素敵な香りで包み込みます。ギフト限定
の特別な香りでお届けします。

液体洗剤（濃縮）400g×4、詰替用320g×7/日
本製

568-1765
花王　アタックＮｅｏ抗菌ＥＸ　Ｗパ
ワーギフト

¥5,400 B

漂白剤配合。少しの量で確かな洗浄力。清
涼感のあるシトラスグリーンの香りが特徴
です。部屋干しや残り湯洗濯でもお使いい
ただけます。

液体洗剤（濃縮）400g×1、詰替用320g×11/日
本製

568-1796
花王　アタック抗菌ＥＸ　スーパー
クリアジェルギフト

¥5,400 B

暮らしを清潔に。抗菌タイプの液体洗剤ギ
フト。抗菌効果のある液体のアタックと漂白
剤、衣料用消臭剤が入ったセットです。部
屋干しにもお勧めです。

液体洗剤900g×1、液体洗剤詰替用810g×6、
漂白剤・漂白剤詰替用・消臭剤×各1/日本製
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460-3560
花王　ウルトラアタックＮｅｏ　プレ
ミアムバラエティギフト

¥5,400 B

洗濯時間の短いスピードコースで標準コー
スと同等の洗いあがりで、ギフト限定の特
別な香りの洗剤と食器用洗剤の詰合せで
す。

液体洗剤（濃縮）400g×4、液体洗剤詰替用
320g×6、食器用洗剤×3/日本製

568-1819
Ｐ＆Ｇ　アリエールジェルボール
ギフトセット

¥5,400 B

洗濯槽にポンと入れるだけで優れた洗浄力
を発揮する「アリエール」のジェルボールで
す。カップでの計量が不要のため、日々の
お洗濯の手間を軽減します。

洗剤×1、詰替用×7、各356g/日本製

568-1079 国産　うなぎ蒲焼 ¥5,940 Y 〇

国産の鰻を関東風にふっくらとした鰻蒲焼
に仕上げて、少量ずつの小分けパックに仕
立てました。少し食べたいときに食べたい
分だけ湯煎するだけでふっくらとした鰻蒲焼
きがお召しあがりいただけます。

国産鰻蒲焼（たれ・山椒付）50g×5
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

▲ 5,000円台の先頭へ
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162-0836 松阪牛　味噌漬 ¥6,480 Y 〇

銘柄牛「松阪牛」の赤身肉を京風西京味噌
に１枚づつ漬込みました。西京味噌の風味
と柔らかな松阪牛がお楽しみいただけま
す。

もも肉味噌漬60g×5
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2792
松阪牛・神戸牛　小分けステー
キ用

¥6,480 Y 〇

三大銘柄牛の中でも有名な「松阪牛」「神戸
牛」を食べ切り８０ｇサイズのステーキ用に
小分けしました。２種類の肉の味がお楽し
みいただけます。

松阪牛もも肉・神戸牛もも肉各80g×各2
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0195 山梨春日居　桃 ¥7,560 D 〇

申込期限
あり

お届け予定
あり

したたる果汁、あふれる芳香、口いっぱい
に広がる甘さ。果物王国・山梨の自然が育
んだ自慢の桃です。

山梨県産 JAフルーツ山梨 春日居支所 桃1.6㎏
（5～6個）
※お申し込み期限:7月25日（水）まで
※お届け予定:6月29日頃より8月5日頃まで

568-0980 王子　サーモン味覚セット ¥8,640 Y 〇

風味豊かなスモークサーモン、まろやかな
コクのある西京味噌漬、ご飯のお供にぴっ
たりのいくら醤油漬など、サーモンの味わ
いをご堪能いただけます。

スモークサーモンスライス120g・いくら醤油漬60g
×各1、時鮭西京味噌漬・時鮭赤穂の塩漬×各
3
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2785 神戸牛　すき焼・焼肉用 ¥8,640 Y 〇

兵庫県内で生産される但馬牛の中で、一定
の品質基準を満たす選りすぐりの牛だけが
「神戸牛」の称号を得ることができます。赤
身の持つ美味しさと脂肪の旨みが溶けあ
う、神戸牛をぜひご堪能ください。

肩ロース肉400g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1055 浜名湖産　うなぎ長蒲焼 ¥9,720 Y 〇

浜名湖産の鰻を白焼きから一貫生産し、
ふっくらと関東風に焼きあげました。たれつ
けと焼きを繰り返し、香ばしくたれの染み込
んだ仕上がりです。

鰻（静岡県産）長蒲焼130g・たれ・山椒×各3
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1093 天然本まぐろ ¥10,800 D 〇
天然本マグロの大トロ、中トロ、赤身３種類
の部位をセットにしました。それぞれの部位
の美味しさの食べ比べを楽しんでください。

本まぐろ大トロ90g、本まぐろ中トロ・本まぐろ赤
身各200g（スペインまたはモロッコ産）
※賞味期間は冷凍10日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍5日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1185 神戸牛　すき焼・焼肉用 ¥10,800 D 〇

兵庫県内で生産される但馬牛の中で、一定
の品質基準を満たす選りすぐりの牛だけが
「神戸牛」の称号を得ることができます。赤
身の持つ美味しさと脂肪の旨みが溶けあ
う、神戸牛をぜひご堪能ください。

ロース肉・肩ロース肉計400g
※賞味期間は冷蔵4日です。（発送時点で、賞味
期限まで残り冷蔵2日以上の商品をお届けしま
す。）

568-1192 かど萬　近江牛　すき焼・焼肉用 ¥10,800 D 〇
老舗〈大津かど萬〉の近江牛の薄切りの詰
合せです。すき焼や焼肉でお召しあがりく
ださい。

もも肉・肩ロース肉・肩肉計560g
※賞味期間は冷蔵4日です。（発送時点で、賞味
期限まで残り冷蔵2日以上の商品をお届けしま
す。）

162-0805
松阪牛　サーロイン肉ステーキ
用

¥10,800 D 〇

選び抜いた仔牛を手塩にかけて肥育した
「松阪牛」の霜降りサーロインステーキ用。
柔らかな肉質と濃厚な味わいがお楽しみい
ただけます。

サーロイン肉（2枚切）360g
※消費期間は冷蔵4日です。（発送時点で、賞味
期限まで残り冷蔵2日以上の商品をお届けしま
す。）
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460-2808
山形県産山形牛　サーロイン肉
ステーキ用

¥10,800 Y 〇

山形牛の美味しさの秘密には、北国の気候
風土があると言われています。澄んだ空気
と清らかな水に恵まれ、のびのびと育った
山形牛は、柔らかさとまろやかな口あたり
が特長です。

サーロイン肉（2枚切）360g
※賞味期間は冷凍90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍45日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1222 山形県産山形牛　すき焼用 ¥10,800 Y 〇

山形牛の美味しさの秘密には、北国の気候
風土があるといわれています。のびのびと
育った山形牛は、柔らかさとまろやかな口
あたりが特徴です。

肩ロース肉600g
※賞味期間は冷凍90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍45日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2815 松阪牛　焼肉・すき焼用 ¥10,800 Y 〇

長期肥育の中で、選り抜きの飼料と行き届
いた管理から生まれる肉の芸術品「松阪
牛」。霜降りがきめ細かく、甘みのある風味
が楽しめます。

肩ロース肉・肩肉計520g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1253
米沢牛黄木（おおき）　米沢牛
すき焼用

¥10,800 Y 〇

創業大正１２年の老舗〈米沢牛黄木〉が、牛
枝肉市場で一頭単位の目利きをして選び
抜いた米沢牛を、すき焼用にしました。赤
身の肩肉ともも肉のコクと旨みをお楽しみ
いただけます。

肩肉・もも肉・ロース肉計500g
※賞味期間は冷凍30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍15日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1284
京都総本家　肉の大橋亭　近江
牛　小分けギフト

¥10,800 Y 〇

創業明治２７年、京都の老舗「総本家　肉
の大橋亭」が厳しい目利きで選び抜いた近
江牛を、うす切りや焼肉用、切り落しにしま
した。それぞれが小分けパックになっており
使い勝手も良い詰合せです。

肩肉70g・バラ焼肉用60g・もも焼肉用60g・切落し
100g×各2
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1512
松阪牛備長炭炭火焼ロースト
ビーフ

¥10,800 Y 〇
銘柄牛「松阪牛」を備長炭炭火で１本１本丁
寧に焼きあげました。肉質の柔らかな松阪
牛と炭火焼の風味をお楽しみください。

ローストビーフ×2（計370g）、ローストビーフソー
ス110g×1
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1697
三越　アラスカ産たらばがに缶詰
詰合せ

¥10,800 B
三越伊勢丹

限定

徹底した資源管理の下で獲れた大振りの
アラスカ産たらばがにを使用しました。一番
脚肉や肩肉などを詰めたバランスのよい缶
詰と肩肉を中心とした食べごたえのある缶
詰の２種類をセットにしました。

アラスカ産たらばがに105g、アラスカ産たらばが
に（肩肉・固形肉）100g/プルトップ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

568-1048 浜名湖産　うなぎ長蒲焼 ¥12,960 Y 〇

浜名湖産の鰻を白焼きから一貫生産し、
ふっくらと関東風に焼きあげました。たれつ
けと焼きを繰り返し、香ばしくたれの染み込
んだ仕上がりです。

鰻（静岡県産）長蒲焼130g・たれ・山椒×各4
※賞味期間は冷凍60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷凍30日以上の商品をお届けし
ます。）

568-1208 神戸牛　ロース肉ステーキ用 ¥12,960 D 〇

兵庫県内で生産される但馬牛の中で、一定
の品質基準を満たす選りすぐりの牛だけが
「神戸牛」の称号を得ることができます。赤
身の持つ美味しさと脂肪の旨みが溶けあ
う、神戸牛をぜひご堪能ください。

ロース肉（2枚切）400g
※消費期間は冷蔵4日です。（発送時点で、賞味
期限まで残り冷蔵2日以上の商品をお届けしま
す。）

▲ 6,000円以上の先頭へ

▲ お中元商品の先頭へ
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※ご注文が集中した際は、お届けが遅れる場合もございますので、ご了承ください。「三越のお中元 2018夏の贈り物」の商品は、全て三越からのお届けとなります。
※お届け先様の欄が未記入の場合は、ご登録住所・ご注文担当者様へお届けとさせていただきます。
※お届け先が10ヵ所以上になる場合はたのめーるインフォメーション（TEL：0120-570-184）まで別途お問い合わせください。
※2週間以降のお届けをご希望の場合は、インターネットたのめーるからご注文ください。 https://www.tanomail.com/
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 フリガナ

商品記号Bの商品をお選びの場合、包装形態がお選びいただけます。
（その他の商品は、すべてエコ包装のみの承りとなります）
□エコ包装 □完全包装 □ご持参用二重包装（紙袋付）
●のしの有無 □お中元　□暑中御伺　□無地
  □こころばかり　□のしなし（包装のみ）
商品記号Bの商品で「のしなし（包装のみ）」以外は、表書き下段に名入
れが可能です。（エコ包装を除く。）下記の表書き下段にご記入ください。
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 フリガナ

商品記号Bの商品をお選びの場合、包装形態がお選びいただけます。
（その他の商品は、すべてエコ包装のみの承りとなります）
□エコ包装 □完全包装 □ご持参用二重包装（紙袋付）
●のしの有無 □お中元　□暑中御伺　□無地
  □こころばかり　□のしなし（包装のみ）
商品記号Bの商品で「のしなし（包装のみ）」以外は、表書き下段に名入
れが可能です。（エコ包装を除く。）下記の表書き下段にご記入ください。
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 フリガナ

商品記号Bの商品をお選びの場合、包装形態がお選びいただけます。
（その他の商品は、すべてエコ包装のみの承りとなります）
□エコ包装 □完全包装 □ご持参用二重包装（紙袋付）
●のしの有無 □お中元　□暑中御伺　□無地
  □こころばかり　□のしなし（包装のみ）
商品記号Bの商品で「のしなし（包装のみ）」以外は、表書き下段に名入
れが可能です。（エコ包装を除く。）下記の表書き下段にご記入ください。

※表書き下段に「ロゴマーク」および「指定文字」は入れられません。※書体は選べません。

■たのめーるインフォメーション　■オーダーメイド専用  TEL　　0120-570-184

専用オーダーシート
法人様向け 三越のお中元 2018夏の贈り物 ご注文承り期間7月26日（木）まで

平成　　　　年　　　　月　　　　　日

弊社使用欄 FAXはこちら FAX 0120-881-047

※専用FAXオーダーシートでは、三越のお中元商品以外のご注文はお受けできません。

個人情報の取り扱い・利用目的につきましては、カタログ本誌P.1279・P.1280に記載されています。
内容をご確認いただき、ご同意の上、FAXにてお送りください。

個人情報の取り扱いについて 社員コード ※弊社記入欄 通
し
番
号
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