
たのめーるでは、「三越のお歳暮 　2019　冬の贈り物」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
■「三越のお歳暮 　2019　冬の贈り物」ご注文承り期間について
ご注文承りは、12月18日(水)までとなります。
※一部商品は、11月30日（土）、12月10日（火）、12月14日（土）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。
▼「三越のお歳暮 　2019　冬の贈り物」　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MICARD＋)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ご優待カード、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
■「三越のお歳暮 　2019　冬の贈り物」お届けについて
商品は、最長2週間でお届けします。
※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。

「三越のお歳暮 2019 冬の贈り物」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　(※お歳暮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の上に
　　　 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、　さらに③クラフト紙にて二重包装、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。）

※ご注意ください
＜ご自宅届・エコ包装で複数個ご注文・（例）「御歳暮」ご用途選択の場合＞
◇商品をおまとめしてエコ包装紙を掛けて発送
◇複数個のうち１個のみにシール型短冊か短冊型のし紙を貼付して包装紙を掛けて発送
◇大きさが合わない・数が多い場合等は配送用ダンボールに入れエコ包装紙を掛けて発送
　または１個のみにシール型短冊か短冊型のし紙を貼付しダンボールに入れ包装紙を掛けて発送
※商品によって異なります。

＜承れないサービス＞
(1)D、H、Y商品との組み合
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）

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
「御歳暮」、「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

 御歳暮  お歳暮を贈る場合

 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。

　「三越のお歳暮 　2019　冬の贈り物」　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

060-3436 B04927300ｾｲﾎﾞ ＩＤ４７×ロイスダール　国産小麦のリーフパイ ¥3,240 ¥3,000 3,000セット

463-3453 B04930300ｾｲﾎﾞ ＩＤ４７×柿の種コレクション ¥3,240 ¥3,000 4,000セット

463-3460 D04885300ｾｲﾎﾞ
ＩＤ４７×寛文五年堂　いなにわ比内地鶏個食うどん
詰合せ

¥5,400 ¥5,000 4,000セット

463-3477 D04886300ｾｲﾎﾞ
ＩＤ４７×寛文五年堂　いなにわ比内地鶏個食うどん
詰合せ

¥3,240 ¥3,000 2,000セット

463-3538 B04951300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　ロイスダール　秋冬
山水図（しゅうとうさんすいず）　エクセレンスショコラ

¥5,400 ¥5,000 5,000セット

463-3545 B04954300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　浅草今半　名所江戸
百景（めいしょえどひゃっけい）　浅草金龍山（あさく
さきんりゅうざん）　牛肉佃煮詰合せ

¥3,240 ¥3,000 4,000セット

463-3552 B04953300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　モロゾフ　牡丹（ぼた
ん）に蝶（ちょう）　プレミアムチョコレートセレクション

¥3,240 ¥3,000 8,000セット

463-3569 B04948300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　山本海苔店　名所江
戸百景（めいしょえどひゃっけい）　日本橋江戸ば
し・日本橋雪晴　海苔詰合せ

¥3,240 ¥3,000 5,000セット

463-3576 B04956300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　愛国製茶　東洲斎写
楽（とうしゅうさいしゃらく）　喜多川歌麿（きたがわう
たまろ）　浮世絵　静岡銘茶詰合せ

¥3,240 ¥3,000 4,000セット

463-3583 B04952300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　赤坂柿山　四季花鳥
図巻（しきかちょうずかん）　おかき詰合せ

¥3,240 ¥3,000 4,000セット

463-3590 B04934300ｾｲﾎﾞ
奈良国立博物館　限定ギフト　本高砂屋　鹿島立神
影図（かしまだちしんえいず）　エコルセギフト

¥3,240 ¥3,000 4,000セット

463-3606 B04932300ｾｲﾎﾞ

京都国立博物館　限定ギフト　京洛　辻が花　帷子
（かたびら）　白麻地梅（しろあさじうめ）に箙文様（え
びらもんよう）　京茶漬と京野菜お吸い物最中詰合
せ

¥3,240 ¥3,000 4,500セット

463-3613 B04957300ｾｲﾎﾞ
九州国立博物館　限定ギフト　久右衛門　北野天神
縁起絵巻（きたのてんじんえんぎえまき）　お吸物詰
合せ

¥3,240 ¥3,000 5,000セット
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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

463-3620 B04958300ｾｲﾎﾞ
九州国立博物館　限定ギフト　稚加榮（ちかえ）×志
ま秀　日新除魔図（にっしんじょまず）　明太子えび
チーズサンド詰合せ

¥3,240 ¥3,000 4,000セット

463-3637 B04959300ｾｲﾎﾞ
九州国立博物館　限定ギフト　松井老舗　長崎の港
と市街図　長崎カステラ五三焼

¥3,240 ¥3,000 4,000セット

466-1096 B04190300ｾｲﾎﾞ シベール　クリスマスギフト ¥5,400 ¥5,000 3,000セット

463-3644 B04196300ｾｲﾎﾞ 資生堂パーラー　冬のアソートギフト ¥3,240 ¥3,000 6,000セット

466-1126 B04195300ｾｲﾎﾞ メリーチョコレート　スイーツミックス ¥3,240 ¥3,000 8,000セット

466-1102 B04191300ｾｲﾎﾞ ロイスダール　スイーツアソート ¥3,240 ¥3,000 7,000セット

463-3651 B04193300ｾｲﾎﾞ 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 ¥3,000 10,000セット
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たのめーる　「三越のお歳暮　2019  冬の贈り物」　商品リスト
2019年10月29日

■お歳暮商品　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

466-1232
志ま秀　クアトロえびチーズ
ルッソ

¥2,160 B

えびせんべいで濃厚なチーズをサンド。ト
リュフを使った風味豊かなフレンチ、バルサ
ミコの酸味が絶妙なイタリアン、中国山椒を
利かせたスパイシーな中華、わさび醤油で
さっぱりと仕上げた和食。お酒のお供にも
ぴったりな４種の個性的な味わいです。

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。）

168-0151 ウェルチ　ウェルチギフト ¥2,160 B
太陽をいっぱい浴びたみずみずしい果実を
搾った１００％果汁のギフト。濃厚で上質な
味わいを皆さまでお楽しみいただけます。

コンコードグレープ・アップル・オレンジ・マンゴー
ブレンド・ピンクグレープフルーツ・ホワイトグ
レープ＆レモン各160g×各3/缶

463-4245
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
詰め合わせです。

黒大豆・昆布・ごま・アーモンド×各7、ひじきじゃ
こ・海苔巻×各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。）

463-4252 ＡＧＦ　インスタントコーヒーギフト ¥2,160 B

ストレートがおすすめの「ちょっと贅沢な珈
琲店」「マキシム」のインスタントコーヒーの
詰め合わせです。気分に合わせていろいろ
な飲み方をお楽しみください。

ちょっと贅沢な珈琲店（ブラジルブレンド・キリマ
ンジャロブレンド各65g）、マキシム スペシャルブ
レンド65g

168-2124 無限堂　稲庭饂飩「ゆめ飛龍」 ¥2,160 B

伝統の技「手綯製法」から生まれる稲庭う
どん。その魅力は、細いうどんでありながら
しっかりとした歯応えにあります。この歯応
えの魅力を引き出したのが「稲庭うどん　ゆ
め飛龍」です。

稲庭うどん80g×6

565-1735 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。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。

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

060-3412
ＩＤ４７×日本橋菓寮　チョコかけ
せんべい

¥2,160 B

米どころ山形県産はえぬき・岩手県産ひと
めぼれ・新潟県産コシヒカリの玄米をさっく
りと軽く焼きあげ、片面にチョコがけ。香ば
しさと甘さが絶妙なハーモニーを奏でます。

山形県産玄米はえぬき いちごチョコ×8、岩手
県産玄米ひとめぼれ ビターチョコ・新潟県産玄
米コシヒカリ ホワイトチョコ×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。）

463-4276
三越伊勢丹　有明初摘み　御海
苔詰合せ

¥2,160 B
三越伊勢丹

限定

佐賀県で摘採された初摘み海苔を吟味し、
選び抜いた海苔だけを原料にして丁寧に
焼き上げました。

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。

060-4471
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」、油っこくない限定品種な
たねから作った「キャノーラ油ヘルシーライ
ト」を詰め合わせました。様々なお料理に
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

466-4776
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
味わいも楽しいクッキーなど、ティータイム
にぴったりの詰め合わせです。

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。）

463-4283
彩果の宝石　フルーツ＆フラ
ワーゼリーコレクション

¥2,700 B

果汁や果肉を原料に、一粒一粒丁寧に仕
上げたフルーツゼリーです。見た目にも華
やかな「花ゼリー」やそれぞれの果実をか
たどった一口サイズのゼリーを彩り豊かに
詰め合わせました。

フルーツゼリー15種計48、花ゼリー6種計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。）
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466-4783 ユーハイム　ギフトセット ¥2,700 B

ユーハイム伝統のバウムクーヘンと軽やか
なラング・ド・シャ生地を薄く焼きあげたリー
プヘンなどを詰め合わせしました。冬の贈
り物に最適です。

バウムクーヘン×5、トリアーデ×6、リープヘン
×17
※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。）

▲ 3,000円未満の先頭へ
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463-3378
ＩＤ４７×日本橋菓寮　日本の素
材・タルトアソート

¥3,240 B

福岡県産あまおうや愛媛県産の伊予柑、
国産栗など彩りも美しい４種のタルト。さら
に青森県産りんごの果肉の風味豊かな
ケーキ、甘酢っぱい瀬戸内レモンのティグ
レなど、日本各地の果実の風味が楽しめる
贅沢なセットです。

あまおうのタルト・タルトショコラいよかん・栗のタ
ルト・ゆずとりんご（青森県産）のタルト×各1、
あまおうのティグレ・瀬戸内レモンのティグレ×
各3、青森県産リンゴのケーキ・瀬戸内レモン
ケーキ×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。）

060-3436
ＩＤ４７×ロイスダール　国産小麦
のリーフパイ

¥3,240 B 数量限定品

北海道産の小麦・バターなどを使い、人気
のリーフパイを、いっそうサクサクに焼きあ
げました。ごまを練り込んだ味わいとのセッ
トです。

国産小麦のリーフパイ（プレーン×20、ごま×
10）
※賞味期間は常温70日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温35日以上の商品をお届け
します。）
※数量限定品です。

060-3443 ＩＤ４７×シベール　ギフトセット ¥3,240 B

しっとりと焼きあげたスポンジケーキで、北
海道産の生乳を使用した濃厚なクリーム
チーズを包み込んだカップケーキをはじ
め、和の素材を使った洋菓子のギフトセット
です。

カップケーキ（抹茶・きなこ×各2）、ソフトクッ
キー（抹茶・きなこ×各2）、フィナンシェ（柚子・
黒糖×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。）

463-3392
ＩＤ４７×セルフィユ軽井沢　焼菓
子詰合せ

¥3,240 B

北海道産バターたっぷりの薄焼き生地に
チョコを挟んだラングドシャは、やさしい口
どけが魅力。サクサクの食感にチョコがと
ろけるラスクとのセットです。

プレーンラングドシャ（ホワイトチョコ）・チョコラン
グドシャ（チョコ）×各5、チョコラングドシャ（いち
ご）×4、ラスク（ホワイトチョコ・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。）

463-3415
ＩＤ４７×資生堂パーラー　チーズ
ケーキ詰合せ

¥3,240 B

口に入れた瞬間、爽やかな酸味と香りが広
がる「柚子」と、まろやかでほんのりビター
な「チョコレート」。濃厚なクリームチーズと
のハーモニーをお楽しみいただける、２種
類の味わいをご用意しました。しっとりとな
めらかで贅沢なチーズケーキをご堪能くだ
さい。

チーズケーキ（柚子・チョコレート×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。）

463-3439
ＩＤ４７×赤坂柿山　北陸美味め
ぐり

¥3,240 B

人気の薄焼おかき「慶長」を北陸素材で。
富山県産の新大正もち米や白海老、金沢
の大野醤油などを使用。パリッと軽い食感
です。

慶長（金沢大野醤油×16、富山白海老・昆布・
いかいしり×各8）
※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。）

463-3453 ＩＤ４７×柿の種コレクション ¥3,240 B 数量限定品

香ばしい海老の香りが口の中に広がる三
重県産伊勢海老風味や、豆の甘みとほど
よく塩味のきいた新潟県産えだ豆風味な
ど、食べきりパックにして詰め合わせまし
た。

柿の種（チーズ風味・田子にんにく風味・えだ豆
風味・伊勢海老風味各4g×各15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。）
※数量限定品です。

463-3477
ＩＤ４７×寛文五年堂　いなにわ
比内地鶏個食うどん詰合せ

¥3,240 D ○ 数量限定品

つるんとした喉ごしの「いなにわ生うどん」
と、比内地鶏の味わいを電子レンジで手軽
に楽しめる詰め合わせ。比内地鶏の旨み
が染み出した上品なつゆが、麺の美味しさ
を際立たせます。

ねぎ香味×2、親子・焼つくね×各1、各160g
※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。）
※数量限定品です。
※二重包装はできません。

463-3484
ＩＤ４７×信玄　ほうとう風カレーう
どん３種詰合せ

¥3,240 B

モチモチとした歯ごたえ抜群のほうとう麺
に、食欲をそそるカレーつゆがとろりと絡む
カレーうどんです。富士の名水で育った銘
柄鶏「甲斐信玄鶏」をはじめ、カレーと相性
抜群のこだわり具材３種でご用意しました。
電子レンジで温めるだけの便利で美味しい
詰め合わせです。

カレーうどん（豚ひき肉・野菜・チキン×各2、各
320g）

463-3507 ＩＤ４７×二幸　ミニカレー詰合せ ¥3,240 B

鹿児島黒牛・かながわ夢ポーク・大和肉
鶏、それぞれの個性あふれる旨みを存分
に引き出したミニサイズのカレー詰め合わ
せです。

鹿児島黒牛カレー・かながわ夢ポークカレー・大
和肉鶏カレー×各2、各100g

463-3514
ＩＤ４７×フロリダスモーニング
日本の桃ストレートジュース

¥3,240 B

とろけるように甘い長野県産の黄金桃、上
品な甘みが魅力の川中島白桃、風味豊か
な国産のあかつき。飲みくらべも楽しいスト
レートジュースです。

黄金桃・川中島白桃・あかつき各500ml
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463-3545

東京国立博物館　限定ギフト　浅
草今半　名所江戸百景（めいしょ
えどひゃっけい）　浅草金龍山
（あさくさきんりゅうざん）　牛肉佃
煮詰合せ

¥3,240 B 数量限定品

浅草今半×歌川広重　浅草金龍山（あさく
さきんりゅうざん）
<浅草今半>が伝統の技で国産牛肉をしっ
とりと炊きあげた「牛肉すきやき」など、人
気の牛肉佃煮を取り揃えました。風情あふ
れる浅草の名所絵が粋を添える贈り物で
す。

牛肉すきやき・牛肉そぼろ・牛肉れんこん各
60g/缶入
※数量限定品です。

463-3552

東京国立博物館　限定ギフト　モ
ロゾフ　牡丹（ぼたん）に蝶（ちょ
う）　プレミアムチョコレートセレク
ション

¥3,240 B 数量限定品

モロゾフ×葛飾北斎　牡丹に蝶
ナッツを贅沢に使い、<モロゾフ>伝統の製
法で丹念につくりあげたチョコレート。息を
呑むような繊細な花鳥画をあしらった限定
缶でお届けします。

チョコレート×34/缶入
※数量限定品です。

463-3569

東京国立博物館　限定ギフト　山
本海苔店　名所江戸百景（めい
しょえどひゃっけい）　日本橋江
戸ばし・日本橋雪晴　海苔詰合
せ

¥3,240 B 数量限定品

山本海苔店×歌川広重　名所江戸百景
海苔ひとすじ１７０年。九州有明海産の一
番摘み海苔を職人が丹念に焼きあげた焼
海苔と味付海苔です。缶には創業の地、日
本橋の当時の活気が伝わる２枚の名所絵
をあしらいました。

焼海苔・味付海苔各10袋詰（8切5枚）
※数量限定品です。

463-3576

東京国立博物館　限定ギフト　愛
国製茶　東洲斎写楽（とうしゅうさ
いしゃらく）　喜多川歌麿（きたが
わうたまろ）　浮世絵　静岡銘茶
詰合せ

¥3,240 B 数量限定品

愛国製茶×東洲斎写楽　喜多川歌麿　浮
世絵
色鮮やかで香りよくまろやかな掛川煎茶
と、さわやかな香りと渋みがほどよく調和し
た川根煎茶を、写楽と歌麿の浮世絵缶に。
江戸っ子が熱狂した美男美女を眺めなが
ら、粋なひとときをお楽しみください。

掛川煎茶・川根煎茶各100g/缶入
※数量限定品です。

463-3583
東京国立博物館　限定ギフト　赤
坂柿山　四季花鳥図巻（しきか
ちょうずかん）　おかき詰合せ

¥3,240 B 数量限定品

赤坂柿山×酒井抱一　四季花鳥図巻
枝に積もった雪を模した冬限定「ひとくち白
砂糖」、看板商品「ひとくち慶長」など人気
おかきの詰め合わせ。風情ある冬景色で
彩った限定缶入りです。

ひとくち慶長（醤油・青海苔×各8）、ひとくち海
苔巻・ひとくち白砂糖×各6、古乃端（海老・胡麻
×各6）/缶入
※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。

463-3590
奈良国立博物館　限定ギフト　本
高砂屋　鹿島立神影図（かしまだ
ちしんえいず）　エコルセギフト

¥3,240 B 数量限定品

本髙砂屋×鹿島立神影図（かしまだちしん
えいず）
「栗」「黒胡麻」に、今回特別に米粉で生地
を仕立てた「ミルクチョコ」も加えたエコル
セ。白鹿に乗る神の姿を写した縁起のよい
限定缶でお届けします。

エコルセ（栗・黒胡麻×各10、ミルクチョコ 米粉
×20）/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。

463-3606

京都国立博物館　限定ギフト　京
洛　辻が花　帷子（かたびら）　白
麻地梅（しろあさじうめ）に箙文様
（えびらもんよう）　京茶漬と京野
菜お吸い物最中詰合せ

¥3,240 B 数量限定品

京洛　辻が花×帷子（かたびら）　白麻地
梅（しろあさじうめ）に箙文様（えびらもんよ
う）
「梅に箙」をテーマにした、令和を寿ぐ限定
箱ギフト。梅型最中に京野菜と松茸・あわ
びなどを閉じ込めたお吸物、梅の京茶漬な
ど多彩な味わいをご賞味ください。

京茶漬（ちりめん山椒・梅干し・紅鮭各2食入）、
お吸物（賀茂なす（あわび入り）、壬生菜（ふぐ入
り）、聖護院かぶら（松茸入り）、金箔貼り聖護院
かぶら（壬生菜入り））/紙箱入
※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。）
※数量限定品です。

463-3613

九州国立博物館　限定ギフト　久
右衛門　北野天神縁起絵巻（き
たのてんじんえんぎえまき）　お
吸物詰合せ

¥3,240 B 数量限定品

久右衛門×北野天神縁起絵巻（きたのて
んじんえんぎえまき）
鰹節専門店ならではの美味しさを、太宰府
にまつわるデザイン缶でお届けします。お
湯を注ぐと、鰹だしの香りがふわり。金箔が
華やかな「梅」、飛翔の意味を込めた「ふか
ひれ」のお吸物です。

金箔入り梅のお吸物×2、ふかひれのお吸物×
4/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。

463-3620

九州国立博物館　限定ギフト　稚
加榮（ちかえ）×志ま秀　日新除
魔図（にっしんじょまず）　明太子
えびチーズサンド詰合せ

¥3,240 B 数量限定品

稚加榮×志ま秀　葛飾北斎　日新除魔図
（にっしんじょまず）
博多の料亭<稚加榮>の明太子を練り込ん
だチーズクリームをえび煎餅でサンド。北
斎が描いた「日を新たに魔を除く」獅子図
から、節分や節句の画をあしらい、元旦の
獅子図デザイン缶に詰め合わせました。

明太子チーズサンド・辛口明太子チーズサンド
×各10/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。

463-3637
九州国立博物館　限定ギフト　松
井老舗　長崎の港と市街図　長
崎カステラ五三焼

¥3,240 B 数量限定品

松井老舗×長崎の港と市街図
４００余年続く「松井老舗」の五三焼カステ
ラは、卵黄５・卵白３の割合で、国産蜂蜜や
水飴も加えてしっとりコク深く焼きあげた長
崎伝統の味。カステラ渡来の歴史を彷彿さ
せる古地図で缶を彩りました。

カステラ（はちみつ×2、抹茶×1、各250g）/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。

463-3644
資生堂パーラー　冬のアソートギ
フト

¥3,240 B
数量限定品
お申し込み
期限あり

定番で人気の濃厚なチーズケーキ、個性
豊かなビスキュイとサブレ、さくさくとした食
感のショコラヴィオン。　素材を吟味し、美
味しさを追求したスイーツギフトです。

チーズケーキ×4、ビスキュイ・サブレ・ショコラ
ヴィオン×各8/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。
お申し込み期限：11月30日（土）まで
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466-1126
メリーチョコレート　スイーツミック
ス

¥3,240 B
数量限定品
お申し込み
期限あり

口どけの良いチョコレートやサクッとしたミ
ルフィーユなどを詰め合わせました。サンタ
など可愛らしい限定デザインでクリスマスを
華やかに盛りあげます。

チョコレート菓子185g、ミルフィーユ（アーモンド・
ストロベリー・チョコレート×各3）/缶入
※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。）
※数量限定品です。
お申し込み期限：11月30日（土）まで

466-1102 ロイスダール　スイーツアソート ¥3,240 B
数量限定品
お申し込み
期限あり

リボンのプレゼント箱に入ったサンタやトナ
カイのチョコをはじめ、チョコサブレやクッ
キーなど、バラエティー豊かなお菓子を詰
め合わせたギフトです。

クッキー4種計17、チョコレート5種計14/缶入
※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。）
※数量限定品です。
お申し込み期限：11月30日（土）まで

463-3651 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 B
数量限定品
お申し込み
期限あり

果実やクリスマスモチーフのキュートなフォ
ルムのゼリーに、フルーツの味わいを
ギュッと閉じ込めました。芳醇でさわやかな
２５種類の美味しさが楽しめます。

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。
お申し込み期限：11月30日（土）まで

466-1218
ナポリ　イタリアンアイスデザート
詰合せ

¥3,240 D ○

イタリア産の原料を使用した３種類のフ
レーバーに、定番人気の３種類を合わせた
セットです。ティラミスやピスタチオなど風味
豊かな味がひとくちで楽しめます。

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
※二重包装はできません。

565-1117 ロイスダール　エクセレントギフト ¥3,240 B

サクサクの歯ざわりと、やさしい甘みが特
長。人気のパイ菓子「アマンドリーフ」や、
季節限定のチョコレートなど、バリエーショ
ン豊かな味わいを詰め合わせました。

アマンドリーフ×4、クッキー6種計19、マカデミア
ショコラ×6、アンジェチョコレート×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。）

463-3668
彩果の宝石　フルーツゼリーコレ
クション

¥3,240 B

多彩な果実の風味をギュッと詰めた一口サ
イズのゼリー。一粒一粒がフルーツをかた
どった愛らしいカタチは贈られた方の笑顔
を誘います。

フルーツゼリー15種計75
※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。）

565-1223 ヨックモック　セックバリエ ¥3,240 B

サクサクとした口あたりの定番商品「シガー
ル」に加え、チョコレートをコーティングした
サブレなど、ブランドを代表する美味しさを
詰め合わせにしました。

シガール×14、ブラゾンドゥショコラ（ミルク×4、
セミスィート×2）、テドゥーブルショコラオテ・ガ
レットショコラマカダミア×各8
※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。）

463-3699
ゴディバ　クッキー＆チョコレート
アソートメント

¥3,240 B

徹底した品質へのこだわりに加え、伝統と
革新が生み出す創造性に富んだ美味しさ
の数々。世界中で愛されるチョコレートブラ
ンドの心躍る多彩なスイーツをお届けしま
す。

クッキー×8/日本製、チョコレート×13/ベル
ギー製
※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。）

060-3528
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、アーモンドの風味豊かな美
味しさです。

ラスク（ショコラ・フレーズ・キャラメル・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。）

466-1157
上野風月堂　ゴーフルウインター
セット

¥3,240 B

銘菓「プティゴーフル」をはじめ、冬期限定・
いちご風味の「クリームサンド」、しっとりと
焼きあげたバウムクーヘンやパウンドケー
キなどをバラエティー豊かに詰め合わせま
した。

プティゴーフル（2枚入）4種計6、クリームサンド
（いちご）・レーズンケーキ・グレメアレン×各3、
フラットバークッキー×8、キャリスドールセレク
ション×6
※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。）

167-9360 ユーハイム　ギフトセット ¥3,240 B

ユーハイム伝統のバウムクーヘンと濃厚な
ミルクチョコレートでコーティングしたショコ
ラーデンバウムなど、個性豊かな焼菓子を
詰め合わせました。

バウムクーヘン・ショコラーデンバウム×各6、
リープヘン×17
※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。）

060-3535
アンリ・シャルパンティエ　タルト・
フロマージュ・アソート

¥3,240 B

季節のフルーツを使った風味豊かな２種類
のフルーツタルトをはじめ、繊細な味わい
の「クッキー」など、原料にもこだわった焼
菓子が楽しめるギフトです。

タルト フロマージュ2種×各2、フィナンシェ・マド
レーヌ×各4、クッキー（プレーン×4、チョコレー
ト×3）
※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。）
※賞味期間の短い商品に付、先さまにご持参さ
れる場合はご注意ください。
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565-1315 フーシェ　ミルフィーユ ¥3,240 B

パイ生地を薄く積み重ね、チョコレートで
コーティング。バニラ、キャラメル、ストロベ
リーなど６種類のクリームの味をお楽しみく
ださい。

バニラ・キャラメル・ストロベリー×各5、抹茶・オ
レンジ・ショコラ×各4/日本製
※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。）

463-3712
本髙砂屋　エコルセファミリーギ
フト

¥3,240 B

和のフレーバー（ほうじ茶・抹茶）を加えた６
種の「エコルセ」、スライスアーモンドの香
ばしさが際立つ「マンデルチーゲル」など、
繊細で個性豊かな焼菓子をお届けします。

エコルセ×20、ほうじ茶エコルセ・抹茶エコルセ
×各5、マンデルチーゲル×3、ショコラエコルセ
×24、オーロ フィーノ×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。）

060-3542
メリーチョコレート　エレガントギ
フト

¥3,240 B

口どけのよいチョコレート、イタリア産の栗
を糖蜜に漬け込みつくりあげた、ブランデー
香るマロングラッセや、さくっと楽しい食感
のミルフィーユ、クルミがアクセントのチョコ
レートブラウニーを華やかに詰め合わせま
した。

チョコレート×20、マロングラッセ・チョコレートブ
ラウニー×各4、ミルフィーユ（アーモンド・ストロ
ベリー・チョコレート×各2）、プレーンチョコレート
（ミルク・ミルクビター・ビター×各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。）

167-9551 モロゾフ　ロイヤルタイム ¥3,240 B

自家焙煎したナッツを香ばしくカリッと焼き
あげた「アルカディア」、チョコレートを絶妙
なバランスでサンドした木の葉型クッキー
「ファヤージュ」などチョコレート好きの方に
もご満足いただけるギフトです。

プレミアムチョコレートセレクション×16、アルカ
ディア（アーモンド・カシューナッツ各70g×各1）、
ファヤージュ（アーモンド＆ミルクチョコレート×
4、アーモンド＆ホワイトチョコレート・ヘーゼル＆
スイートチョコレート×各2）、ミルフィーユショコラ
×8

466-1249
志ま秀　クアトロえびチーズ
ルッソ

¥3,240 B

えびせんべいで濃厚なチーズをサンド。ト
リュフを使った風味豊かなフレンチ、バルサ
ミコの酸味が絶妙なイタリアン、中国山椒を
利かせたスパイシーな中華、わさび醤油で
さっぱりと仕上げた和食。お酒のお供にも
ぴったりな４種の個性的な味わいです。

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。）

565-1490 新宿中村屋　和洋菓子詰合せ ¥3,240 B

国産もち米と海苔、胡麻、黒豆を素材に用
いた「おこのみあられ」や、チョコレートなど
を詰め合わせた和洋多彩なギフトセットで
す。

おこのみあられ×4袋、カステラ×1、チョコレー
ト×12、フルーツケーキ（アップル＆レーズン・
チーズ×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。）

565-1605 がんこ職人　愛菓揃 ¥3,240 B

素朴で味わい深いおかきの詰め合わせ。
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。）

565-1537
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
詰め合わせです。

黒大豆・昆布・ごま・アーモンド×各11、ひじき
じゃこ×7、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。）

466-1287
なごみの米屋　ひとくち羊羹１８
本詰

¥3,240 B

昔から「米屋の羊羹」で親しまれている羊
羹を食べやすい大きさにした、ひとくち羊羹
です。小豆を炊きあげた餡を使用し、素材
感の豊かな栗、黒糖、抹茶をバラエティ豊
かに詰合せました。ひとくちサイズですので
お好きな時にお召しあがりいただけます。

ひとくち羊羹（煉×6、栗・小倉・黒糖・抹茶×各
3、各50g）

565-1551 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味の詰め合わせ。
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。）

565-1643 京都　祇園萩月　嵯峨野 ¥3,240 B
７種類の「あられ」、小粒につくりあげたかり
んとう「花かりん」、多彩な「えびせん」、「お
つまみ」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。）

565-1582 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。）
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463-3743
カフェ　ソラパ　ドリップコーヒー
セレクション

¥3,240 B

キャピタルがおくる、こだわりのコーヒーブ
ランド<カフェ　ソラパ>。甘い香りと良質な
酸味、高品質で希少なコロンビア産のコー
ヒー豆を使用した「エメラルドマウンテン」な
ど、コーヒー通にもおすすめの味わいを便
利なドリップタイプでお届けします。

エメラルドマウンテン×2、マンデリンルビー・キ
リマンジャロスノーベリー×各1、各10g×各5

466-1546
キーコーヒー　ドリップオンプレミ
アムギフト

¥3,240 B

<キーコーヒー>だけのプレミアムなコーヒー
「トアルコトラジャ」、ブルーマウンテン１０
０％の「ブルーマウンテンＮｏ．１」などを詰
め合わせた「ドリップオン」ギフトです。

トアルコトラジャ×2、ブルーマウンテンブレンド・
ブルーマウンテンNo.1×各1、各8g×各6

463-3767
ＡＧＦ　ブレンディスティックウィン
ターカフェオレコレクション

¥3,240 B

スティック１本をカップに入れてお湯を注ぐ
だけで手軽に専門店の味を楽しめるス
ティックギフト。冬季限定フレーバー「リッチ
ミルクカフェオレ」「リッチはちみつカフェオ
レ」「リッチココア・オレ」が加わった、冬に嬉
しい贈り物です。

カフェオレ深煎珈琲仕立て×6、紅茶オレ・抹茶
オレ×各5、リッチミルクカフェオレ×12、リッチ
はちみつカフェオレ・リッチココアオレ×各10

466-1676
ネスカフェ　ゴールドブレンド　プ
レミアムスティックギフト

¥3,240 B

味わい、香り、泡立ち、「ゴールドブレンド」
の様々な楽しみ方が１つの箱にぎっしり詰
まった、見た目も華やかでプレミアムなギフ
トセット。スティックタイプなので、一杯ずつ
飲みたい時に簡単に楽しめます。

ゴールドブレンド（濃厚カプチーノ・豊潤カフェラ
テ・カフェインレス・コク深め×各8）、ゴールドブ
レンド×16

565-1742 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

466-1539
タリーズ　タリーズコーヒードリッ
プギフト

¥3,240 B
豆本来の風味を引き出し、本格的な味わい
を手軽にお楽しみいただける<タリーズ>自
慢のドリップコーヒーギフトです。

ブラジル×10、モカ・コスタリカ×各5、各9g/日
本製

463-3774
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。

ライトノートブレンド・パイクプレイスロースト・エ
スプレッソロースト・ハウスブレンド各9g×各5/
日本製

463-3798 ＡＧＦ　インスタントコーヒーギフト ¥3,240 B

ストレートがおすすめの「ちょっと贅沢な珈
琲店」「マキシム」と、ミルクをたっぷり入れ
て深いコクのカフェオレが楽しめる「ブレン
ディ」のインスタントコーヒーの詰め合わせ
です。気分に合わせていろいろな飲み方を
お楽しみください。

ちょっと贅沢な珈琲店（ブラジルブレンド・キリマ
ンジャロブレンド各65g×各1）、マキシム スペ
シャルブレンド65g×2、ブレンディ（スペシャルテ
イスト・マイルドテイスト各70g×各1）

466-1669
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

463-3811
ネスカフェ　香味焙煎　Ｄｉｐ　Ｓｔｙｌ
ｅギフト

¥3,240 B

世界中から厳選した希少な豆の個性を最
大限に引き出す、コーヒー抽出士　粕谷哲
氏推奨の新しいコーヒーの愉しみ方。
ティーバッグのような手軽さでこだわりの一
杯をお楽しみいただけます。

香味焙煎 Dip Style（濃厚ボルカニックブラックブ
レンド・円やかジャガーハニーブレンド・鮮やか
アフリカンムーンブレンド×各9）

565-3883
トワイニング　バンホーテン　辻
利　アストリア　スティックバラエ
ティギフト

¥3,240 B

トワイニング紅茶、バンホーテンココア、辻
利抹茶ミルク、アストリアスティックコーヒー
がバラエティ豊かに入ったスティックタイプ
の簡単で便利なギフトセットです。ご家庭で
もオフィスでも、本格カフェタイムをお楽し
みいただけます。

〈アストリア〉ブルーマウンテンブレンド・深煎りカ
フェラテ×各6、モカブレンド×3、〈辻利〉お濃い
抹茶ミルク×6、ほうじ茶ミルク×3、〈バンホーテ
ン〉ココアリッチ・カフェモカ×各3、〈トワイニン
グ〉イングリッシュミルクティー×3

060-3689 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
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463-3828
伊藤園　トクホカテキン健康ギフ
ト

¥3,240 B

体脂肪や悪玉コレステロールが気になる方
におすすめの特定保健用食品のギフトで
す。さまざまな食事に合う緑茶、ジャスミン
茶、烏龍茶を詰め合わせました。

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

565-1995
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

060-3719 サントリー　伊右衛門特茶ギフト ¥3,240 B

特茶は、脂肪分解酵素を活性化させるケ
ルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減
らすのを助けるので、体脂肪が気になる方
に適しています。苦みが少なく、お食事と一
緒にも飲みやすいトクホ飲料です。

伊右衛門特茶（特定保健用食品）500ml×16

168-0168 ウェルチ　ウェルチギフト ¥3,240 B
太陽をいっぱい浴びたみずみずしい果実を
搾った１００％果汁のギフト。濃厚で上質な
味わいを皆さまでお楽しみいただけます。

コンコードグレープ×8、アップル・オレンジ・マン
ゴーブレンド・ピンクグレープフルーツ・ホワイト
グレープ＆レモン×各4、各160g/缶

168-0229
カルピス　すこやかカルピスギフ
ト

¥3,240 B

からだにうれしいすこやか素材を加えた、
そのままでお飲みいただけるタイプの「カル
ピス」です。「カルピス」とマッチした果物の
豊かな味わいと、たっぷりお楽しみいただ
けるボリューム感が魅力です。

すこやかカルピス×12、すこやかカルピス（マン
ゴー×6、いちご・白桃・バナナ×各3）、各190g/
缶

463-3835 カルピス　カルピスギフト ¥3,240 B

乳酸菌飲料「カルピス」が生まれて今年で１
００年。ギフト限定の北海道に白桃リッチ、
ホットでより一層おいしくいただける「カルピ
ス」はちみつレモン、カラダの中から強くす
る、毎日に加える「守る働く乳酸菌」をア
ソートしました。

カルピス北海道・毎日に加える守る働く乳酸菌
×各2、カルピス白桃リッチ・カルピスはちみつレ
モン×各1、各470ml、100周年記念風呂敷付

463-3842
セゾン　デュ　フリュイ　デザート
スムージー

¥3,240 B

２種類以上のフルーツを凝縮した濃厚な
ジュースとざく切りの果肉が一度に味わえ
るスムージー。デザート代わりにもぴったり
の美味しさを詰め合わせました。

マンゴー＆パッションフルーツ・ピーチ＆マスカッ
ト・ミックスベリー・キウイフルーツ＆パイナップ
ル各180g×各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。）

060-3740
伊藤園　有機果樹園１００％フ
ルーツジュース

¥3,240 B
農薬や化学肥料などに頼らず、有機果樹
園で育てた風味豊かな有機果実をジュー
スにした詰め合わせです。

有機栽培果実（グレープ・フルーツミックス・アッ
プル×各3、オレンジ×6、各190g）/缶

466-1409 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種類を詰め合わせた、ご家族でおいし
く楽しんでいただけるバラエティギフトです。

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

466-1379
フロリダスモーニング　旬しぼり
国産ストレート果汁１００％

¥3,240 B

王林りんごやラ・フランスなど５種の国産果
実を使用して仕上げたジュースの詰合せで
す。豊かな味わいと芳香をお楽しみいただ
けます。

紅玉りんご・山川みかん×各4、ラ フランス・白
桃・王林りんご×各2、各195g/缶

466-1362
青森板柳町　りんごワーク「完
熟」アップルジュースセット

¥3,240 B

甘味と酸味が調和するまで樹上で完熟さ
せ、まるかじりしたくなるような新鮮なりんご
を搾った１００％無加糖のストレートアップ
ルジュースです。３種類の味わいをお楽し
みいただけます。

オリジナルテイスト・リフレッシュテイスト×各4、
スウィートテイスト×2、各180ml

466-1430
キリン　ハイパーセレクト１００
品種限定ジュース詰合せ

¥3,240 B
コンコードグレープをはじめ、日本人の好
みに合う５つの限定された品種を果汁１０
０％のジュースにしました。

コンコードグレープ×6、バレンシアオレンジ・ふ
じりんご・ゴールデンパインアップル・マスカット
グレープ×各4、各160g/缶
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168-0199
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め合わせ
ました。皆さまでたっぷり楽しめます。

グレープ・パイン・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

463-3859
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「ふじ」など、フルーツの品種や、
製法にこだわってつくりました。国産果実を
搾った１００％ジュースの、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、王林・みかん×各3、ぶどう・不知火×
各2、各125ml/紙容器

060-3771
カゴメ　野菜生活　国産プレミア
ム紙容器詰合せ

¥3,240 B

厳選した国産野菜・果実を使用。贅沢に高
級果実を使用し、果実味豊かな味わいに
仕上げました。ギフトだけの特別な野菜生
活です。

白桃ミックス・ラ フランスミックス・メロンミックス・
さくらんぼミックス×各3、巨峰ミックス・デコポン
ミックス×各2、各125ml/紙容器

565-1940
カゴメ　野菜ジュース紙容器詰合
せ

¥3,240 B
人気の「カゴメ野菜生活」の３種と、「野菜
一日これ一本」の野菜飲料詰合せギフト。
体への思いやりをギフトに込めて。

野菜一日これ一本×12、野菜生活100（オリジナ
ル・ベリーサラダ・マンゴーサラダ×各4）、各
200ml/紙容器

565-1964
伊藤園　野菜ジュース紙容器詰
合せ

¥3,240 B

３０種類の野菜を使用した「１日分の野
菜」、国産にんじん「朱衣」のすりおろしを使
用し、ジューサーでつくったような味わいに
仕上げた「充実野菜緑黄色野菜ミックス」な
ど４種類の野菜ジュースを詰合せました。

充実野菜（緑黄色野菜ミックス×9、緑の野菜
ミックス・バナナミックス×各6）、1日分の野菜×
6、各200ml/紙容器

466-2024 イベリコ豚　しゃぶしゃぶ用 ¥3,240 Y ○

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。）
※二重包装はできません。

060-3818 ケーファー　バラエティーセット ¥3,240 Y ○

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・リヨナースライス60g・
ミートローフ180g×各1、ウインナー60g×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。）
※二重包装はできません。

466-2185 ケーファー　アソートセット ¥3,240 Y ○

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。）
※二重包装はできません。

466-2215 ケーファー　ハム詰合せ ¥3,240 Y ○

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。）
※二重包装はできません。

463-3880
ケーファー　ヨーロッパ生ハム・
サラミセット

¥3,240 Y ○

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・サラミトスカーナ
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。）
※二重包装はできません。

565-2251
ニッポンハム　国産美ノ国バラエ
ティ詰合せ

¥3,240 Y ○
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。手間暇をか
け、甘み、旨みを引き出しました。

熟成ロースハム・豚バラ肉巻きあらびきステー
キ各60g、熟成ベーコン51g、肩ロース生ハム
40g、熟成あらびきウインナー・白い熟成あらび
きウインナー各70g
※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。）
※二重包装はできません。

565-2213
ニッポンハム　ハム・ロースト
ビーフ詰合せ

¥3,240 Y ○
炭火で焼きあげ、真空調理法で仕上げた、
柔らかさと風味が特長のローストビーフを
アソートしたギフトです。

スモークハム180g、炭火焼ローストビーフ150g、
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。）
※二重包装はできません。

13 ページ

https://www.tanomail.com/product/1680199/
https://www.tanomail.com/product/1680199/
https://www.tanomail.com/product/4633859/
https://www.tanomail.com/product/4633859/
https://www.tanomail.com/product/0603771/
https://www.tanomail.com/product/0603771/
https://www.tanomail.com/product/5651940/
https://www.tanomail.com/product/5651940/
https://www.tanomail.com/product/5651964/
https://www.tanomail.com/product/5651964/
https://www.tanomail.com/product/4662024/
https://www.tanomail.com/product/0603818/
https://www.tanomail.com/product/4662185/
https://www.tanomail.com/product/4662215/
https://www.tanomail.com/product/4633880/
https://www.tanomail.com/product/4633880/
https://www.tanomail.com/product/5652251/
https://www.tanomail.com/product/5652251/
https://www.tanomail.com/product/5652213/
https://www.tanomail.com/product/5652213/


たのめーる　「三越のお歳暮　2019  冬の贈り物」　商品リスト
2019年10月29日

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

168-0632
ニッポンハム　ハムバラエティ詰
合せ

¥3,240 Y ○
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。手間暇をか
け、甘み、旨みを引き出しました。

スモークハム・たれ漬け焼豚各180g、直火焼
ビーフミートローフ170g、特撰ホワイトウイン
ナー80g、生ハム40g
※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。）
※二重包装はできません。

463-3910
プリマハム　匠の膳　国産スライ
ス詰合せ

¥3,240 Y ○
原材料肉にこだわり、良質な国産豚肉を使
用したスライスギフトセットです。肉質の良
さをご堪能ください。

特選ロースハム44g・特選ももハム44g・ベーコン
45g・あらびきウインナー87g×各1、特選厚切り
ももハム60g×2
※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。）
※二重包装はできません。

060-3870 北海道　上富良野　ハム詰合せ ¥3,240 Y ○

北海道・大雪山系十勝岳連峰の麓、上富
良野の大地に広がる「上富良野牧場」で育
てられた良質な豚肉を使用してハムをつく
りあげました。

ボンレスハム290g、ペッパーポーク300g
※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。）
※二重包装はできません。

463-3927
ローマイヤ　ハム・ソーセージ詰
合せ

¥3,240 Y ○

日本で最初にロースハムをつくったといわ
れている<ローマイヤ>より、ハムやウイン
ナーをはじめとした、バラエティー豊かな商
品を詰め合わせにしました。

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。）
※二重包装はできません。

565-2343
伊藤ハム　伝承　スライスハム詰
合せ（国産豚肉使用）

¥3,240 Y ○

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。

ロースハム60g、ベーコン・ボロニアソーセージ
各51g、生ハムもも40g、あらびきウインナー・あ
らびきホワイトウインナー各85g
※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。）
※二重包装はできません。

168-0915
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 ○

一貫管理された鹿児島黒豚「黒の匠」を原
料に、ジューシーなハンバーグと、お肉と相
性のよい仙台味噌で味付けした味噌漬を
詰め合わせました。

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。）
※二重包装はできません。

168-0786
伊藤ハム　神戸倶楽部ハム詰合
せ

¥3,240 Y ○

創業以来、培ったハム造りの技がひかるハ
ムギフト。ノンスモークのあっさりとしたホワ
イトロースハムに、こくのある国産豚の焼豚
を詰め合わせました。

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。）
※二重包装はできません。

060-3887
トンデンファーム　バラエティ詰合
せ

¥3,240 Y ○

直下式炭火製法で香ばしく仕上げたベーコ
ンやドイツ岩塩を使用しまろやかな風味の
生ハム、荒挽がジューシィなウインナーな
どバラエティ豊かに詰合せました。

ベーコン入ソーセージ70g、炭火焼ベーコン80g、
荒挽ウインナー100g、生ハムロース40g、ピルカ
ウインナー120g
※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。）
※二重包装はできません。

565-2442
伊藤ハム　ローストビーフ・ハム
詰合せ

¥3,240 Y ○

２種の和風ソースでお召しあがりいただく
味わい深いローストビーフをはじめ、燻し
ポークハム、直火焼ローフなど人気のライ
ンナップを詰め合わせました。

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。）
※二重包装はできません。

168-0991 魚勢　西京味噌漬詰合せ ¥3,240 Y ○

コクのあるまろやかな甘めの京都の白味
噌に漬け込んだ風味豊かな西京漬の詰合
せです。鮮魚の風味を大切に、使い勝手の
よい一切ずつの真空パックです。

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。）
※二重包装はできません。

463-3965
京洛　辻が花　レンジで魚と肉の
柚香西京漬詰合せ

¥3,240 Y ○

柚子の香りを忍ばせた自慢の調味味噌に
海の幸と豚肉を漬け込み、素材の旨みを
引き出した、芳醇でまろやかな味わいの西
京漬です。同梱の電子レンジ対応シートで
簡単にご調理いただけます。

鮭・ぶり・カラスガレイ×各1、豚ロース肉×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。）
※二重包装はできません。

168-0960
二幸　鮮魚粕漬（越乃寒梅酒粕
仕込み）

¥3,240 D ○

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。）
※二重包装はできません。
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565-2848 福さ屋　無着色辛子明太子 ¥3,240 D ○
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270g
※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。）
※二重包装はできません。

168-1004 築地なが田　漬魚詰合せ ¥3,240 D ○
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。）
※二重包装はできません。

060-3955 二幸　スモークサーモンスライス ¥3,240 Y ○

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。

紅鮭スモークスライス75g×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。）
※二重包装はできません。

060-4167
赤坂松葉屋　冬の季結（ときむ
す）び

¥3,240 B

「季（とき）を結び、旬を結ぶ」、技を尽くした
江戸前の味。手間をかけずに召しあがれ
る、おせち料理にも好適な詰め合わせで
す。

ごぼう牛肉巻40g・海老ゆば包み45g×各2、胡
麻豆腐（白・黒・柚子各43g×各1、柚子味噌た
れ×3）

463-4054 鮎家　鮎家の巻物 ¥3,240 B

一本一本職人の手によって巻かれ、じっく
りと炊きあげられる<鮎家>名物の昆布巻。
おせちの一品としてもお使いいただける伝
統の味は、この季節に好適です。

紅鮭紅葉巻・あゆ巻各190g

463-4061 京料理　美濃吉　美濃吉三昧 ¥3,240 B

ちりめん山椒をはじめ、湯葉や山蕗、昆布
の佃煮など、山海の幸をバラエティー豊か
に詰め合わせました。上品な味わいで、ご
飯のお供にぴったりです。

鶏ごぼうしぐれ煮60g、椎茸しぐれ80g、牛肉しぐ
れ煮65g、湯葉の佃煮・筍の山椒煮・きゃら蕗各
70g

463-4078
京洛　辻が花　京野菜お吸物最
中詰合せ

¥3,240 B

縁起の良い梅とハマグリをかたどった最中
に山海の幸を忍ばせ、味噌仕立てと鰹・昆
布だしのお吸物にしました。京風の上品な
お味をお湯を注ぐだけで手軽にご賞味いた
だけます。

九条ねぎ（ゆば入り）・九条ねぎ（鯛入り）・壬生
菜（ふぐ入り）×各2、賀茂なす（あわび入り）・聖
護院かぶら（松茸入り）・金箔貼り聖護院かぶら
（壬生菜入り）×各1
※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。）

060-4198 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×各2、ふかひれ×
3）
※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。）

463-4085
京・料亭わらびの里　京のお正
月

¥3,240 B

京都の料亭がつくるおせち料理の風情ある
詰め合わせ。定番の黒豆や田作りに加え、
棒鱈や鱈子蓮根の旨煮など、伝統の技を
活かした繊細な味わいをあの方へ。

にしん昆布巻2本、栗甘露煮80g、田作り照煮
25g、黒豆60g、竹の子旨煮4切、しめじ炊合せ
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。）

060-4143 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め合わせ。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（すきやき・そぼろ・ごぼう・しいたけ各50g）

463-4092 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
め合わせにしました。

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。）

168-1868 越後しめはり　貴餅「光　月」 ¥3,240 B

新潟の農家が、栽培は面倒だが旨い餅、と
自家用に栽培し続けた「しめはり」を完全復
活。腰が強く煮溶けし難く、特有の旨い香り
のある「光月」を贈り物に仕立てました。

しめはり糯「光 月」（切餅×2袋、丸餅×1袋、各
360g）
※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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463-4108
三越伊勢丹　有明初摘み　御海
苔詰合せ

¥3,240 B
三越伊勢丹

限定

有明産の初摘み海苔の中から、より優れ
た味と色つやを持つ海苔だけを厳選。熟練
の職人が一枚一枚丁寧に焼きあげていま
す。美しい光沢、ふわりとした食感、とろけ
るような口どけと風味豊かな味わいをご堪
能いただけます。

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。

565-3555 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。

466-2857
土井志ば漬本舗　京のはんなり
漬

¥3,240 D ○

新鮮野菜を上品な浅漬にした「はんなり漬」
や京名産「千枚漬」「志ば漬」など京都を代
表する人気のお漬物の詰め合わせ。奥深
い味わいをお楽しみください。

はんなり漬（大根1/4本、茄子1本、白菜200g）、
千枚漬80g×2、志ば漬・すぐききざみ・はりはり
漬各45g×各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。）

168-1875 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

168-1820 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・和束町産の煎茶と、爽やかな
香りとまろやかな旨みで名高い京都・南山
城村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。）

466-3670
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。）

060-4211
山本海苔店　おつまみ海苔詰合
せ

¥3,240 B

九州有明海産の味わい深い上質な海苔
で、いろいろな具材をサンドしました。ス
ティックタイプで食べやすく、サクサクパリ
パリの食感が人気です。

おつまみ海苔スティックタイプ（うめの味・わさび
ごまの味・おかかの味・うにの味・明太子の味各
20g）

565-3685
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

060-4242
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。やさしい口あたりと、細くありながらも
コシが強く、なめらかな喉ごしが特長です。

稲庭干うどん100g×7

565-3746 甚助　讃岐うどん「国産大吟穣」 ¥3,240 B

北海道産小麦の中心部と平釜炊きした讃
岐の海水塩を使い、丁寧に手延べしまし
た。伊吹島産の銀付きいりこのだしと、飛
魚だしのつゆが品よく風味を引き立てま
す。

手延半生うどん（北海道産小麦使用）90g×8、
いりこだしつゆ・飛魚だしつゆ各20ml×各4
※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。）

565-3760 ボスコ　オリーブオイルギフト ¥3,240 B

新鮮な早摘みグリーンオリーブの実をその
まましぼった、フルーティで豊潤な味わい
の「エキストラバージンオリーブオイル」が
入った、オリーブオイルの詰め合わせで
す。

ボスコエキストラバージンオリーブオイル190g×
3、ボスコオリーブオイル330g×2/日本製

463-4115 味の素　オリーブオイルギフト ¥3,240 B

日本の食卓にあうフルーティなエクストラ
バージンに、炒めや揚げなど調理にも使い
やすいマイルドタイプを組み合わせたオ
リーブオイルギフトです。幅広くお使いいた
だけることで、おいしくて健康な食生活をお
届けできるギフトです。

オリーブオイルエクストラバージン150g×3/スペ
イン製、オリーブオイル350g×2/日本製
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565-3739
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」を詰め合わせま
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

466-3557
ホテルオークラ　スープ缶詰詰合
せ

¥3,240 B
コーンたっぷりの粒コーンスープ、野菜の
旨みを引き出したポタージュ、クリーミーに
仕上げたチャウダーの詰め合わせです。

粒入りコーンスープ×3、8種の野菜ポタージュ・
ベジタブルチャウダー×各2、各160g/プルトップ
缶

466-3571
帝国ホテル　レトルト冷温スープ
セット

¥3,240 B

温めても冷やしても、お楽しみいただけるタ
イプのレトルトスープ。コーンの粒が入った
コーンクリームスープ、トマトの酸味がさっ
ぱりとしたトマトスープ、野菜の甘みを活か
した野菜スープの３種類を詰め合わせまし
た。

コーンクリームスープ（粒入り）・野菜スープ・トマ
トスープ各150g×各2

466-3588
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め。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。

463-4269
ロイスダール　ロイスダールア
ソート

¥3,240 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
味わいも楽しいクッキーなど、ティータイム
にぴったりの詰め合わせです。

アマンドリーフ・シナモンリーフ×各9、クッキー9
種計34
※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。）

060-4488
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。

463-4313
パティスリー　キハチ　焼菓子ギ
フト

¥3,240 B

美味しさの基本は素材選び。毎日同じ素材
と向き合い、本物の美味しさをお届けする
為に、ひとつひとつ丁寧に仕上げました。
季節のご挨拶におすすめのギフトです。

焼菓子8種計15
※賞味期間は常温30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温15日以上の商品をお届け
します。）

565-1384 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
類の詰め合わせです。

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。）

463-4337
日本橋　千疋屋総本店　ミル
フィーユ

¥3,240 B
きめ細かいパイ生地と濃厚でまろやかさ際
立つショコラで、香り高いフルーツの味わい
を閉じ込めました。

ホワイトストロベリー・スウィートブルーベリー×
各9
※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。）

463-4344 ゴンチャロフ　エミネントギフト ¥3,240 B

バラエティーあふれる味わいをお楽しみい
ただけるチョコレート菓子「ショコラセッショ
ン」と「ウエハースショコラ」など、ゴンチャロ
フの愛されるスイーツをお届けします。

ショコラセッション×20、ウエハースショコラ×
10、コルベイユ×12
※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。）

167-9476 本高砂屋　エコルセ ¥3,240 B

透けるほど薄く焼いた生地を、三角、短冊、
丸型に巻きあげました。丸型にはらせん状
にふんわり生地を焼き、内側にミルクとホ
ワイトのチョコレートを入れました。素材本
来の旨味を引き出したサクッと軽い食感の
焼菓子です。

三角×42、短冊×36、丸型（ミルクチョコ・ホワイ
トチョコ×各20）
※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。）

565-1209
アンジェリーナ　アンジェリーナセ
レクション

¥3,240 B
人気のマロンフィナンシェやマドレーヌをは
じめ、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、マロンサンドショコラ×5、クッキー5種計
13
※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。）
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463-4351 ゴディバ　クッキーアソートメント ¥3,240 B

軽やかなラングドシャ生地で、チョコレート
をサンドしたクッキー。「ミルクチョコレート」
と「ダークチョコレート」２つの味わいを１６
枚ずつ洗練されたゴールドとブラウンのギ
フト缶に詰め合わせました。

クッキー（ミルクチョコレート・ダークチョコレート
×各16）
※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。）

463-4375
シーキューブ　ハッピースウィー
トアソート

¥3,240 B

焼きティラミスは、北海道産マスカルポーネ
チーズをたっぷり使用し、香りの豊かさと、
しっとりほろ苦い味わいが特長。デンマーク
産カマンベールを生地に練りこんで２度焼
きしたチーズクッキーは、カマンベールの塩
気もあり、ワインのおつまみとしてもお召し
がりいただけます。

焼きティラミス・チーズクッキー・ミルクラングド
シャ×各10
※賞味期間は常温52日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温26日以上の商品をお届け
します。）

463-4399
烏鶏庵　烏骨鶏かすていら・バー
ムクーヘン詰合せ

¥3,240 B
石川県内にある直営農場で飼育されてい
る烏骨鶏卵を使用したかすていらとバーム
クーヘンの詰め合わせです。

烏骨鶏かすていら×6、烏骨鶏バームクーヘン
×5
※賞味期間は常温30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温15日以上の商品をお届け
します。）

565-1568 葵の倉　冬の米雅楽 ¥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せんべいやおか
きを作りました。

煎餅4種、おかき6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。）

463-4443
カルピス　カルピス１００周年限
定ギフト

¥3,240 B

カルピスの発売１００周年を記念し、初代水
玉包装をモデルにした復刻版デザインボト
ルが登場。ギフト限定の新しい味わい「カ
ルピス＆お酢」との詰め合わせです。

カルピス復刻デザインボトル×2、カルピス＆国
産純りんご酢・カルピス＆国産純玄米黒酢×各
1、各470ml、100周年記念風呂敷付

463-4450 サントリー　黒烏龍茶ギフト ¥3,240 B

脂肪の吸収を抑え、体に脂肪がつきにくく
なるトクホ黒烏龍茶。苦味・渋みも少なく
スッキリとした後口でさまざまな料理に合い
ます。

黒烏龍茶（特定保健用食品）350ml×18

060-3610
モンカフェ　ブルーマウンテンＮ
Ｏ．１＆ブルーウンテンセレクト

¥3,240 B

上品な香りとバランスのとれた味わいのブ
ルーマウンテンの中でも、最高級豆を使用
した「ＮＯ．１ブレンド」をセットにした詰め合
わせです。上質な味わいが贈る方の気持
ちを伝えます。

ブルーマウンテン NO.1ブレンド・ブルーマウンテ
ン セレクトブレンド各8g×各10

463-4498
ハマヤ　グランデックスパーソナ
ルドリップコーヒーギフト

¥3,240 B

ジャマイカブルーマウンテン、グァテマラ、コ
ロンビア、ブラジルの４カ国の豆をストレー
トコーヒーで。手軽で簡単に本格的なコー
ヒーが楽しめるドリップタイプのレギュラー
コーヒーです。

ブラジルコンフィアンサ・コロンビアサンタクラウ
ディア×各2、ブルーマウンテン・グアテマラブ
ルーアヤルサ×各1、各8g×各5

060-3641
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店 ド
リップコーヒーギフト

¥3,240 B

厳選した認証農園豆を使用した香り豊かな
コーヒーが織り成す、ギフトだけの贅沢な
詰め合わせです。深いコクと芳醇な香り、
澄んだ後味が特長のドリップコーヒーが手
軽にお楽しみいただけます。

ブラジルブレンド×2、コロンビアブレンド・グアテ
マラSHBブレンド・キリマンジャロブレンド・モカブ
レンド×各1、各8g×各5

463-4146 花王　アタックＺＥＲＯギフト ¥3,300 B

新開発の洗浄基剤バイオＩＯＳが汚れだけ
に素早く吸着し、落ちにくい汚れ・生乾きの
ニオイ・洗剤残りをゼロへ。まっさらな衣類
に近づく「ゼロ洗浄」で毎日のお洗濯を気
持ちよく。

液体洗剤（濃縮）400g×1、詰替用360g×5/日
本製

463-4153
花王　アタックＺＥＲＯバラエティ
ギフト

¥3,300 B

ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生乾き臭・洗
剤残りゼロへ。洗うほど衣類がよみがえる
アタックＺＥＲＯと食器用洗剤キュキュットが
入ったセットです。

液体洗剤（濃縮）400g×1、液体洗剤詰替用
360g×3、食器用洗剤×3/日本製

463-4177
ライオン　トップスーパーＮＡＮＯ
Ｘギフト　冨嶽三十六景

¥3,300 B

繊維一本一本の汚れをナノレベルまで分
解する「スーパーナノックス」。葛飾北斎の
「冨嶽三十六景」の５つの絵柄を上部・側
面に配した、特別なギフトボックスでお届け
します。

液体洗剤（濃縮）450g×2、詰替用360g×5/日
本製
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463-4290
Ｐ＆Ｇ　アリエールイオンパワー
ジェル＆ジェルボール部屋干し
セット

¥3,300 B

アリエール・ファブリーズ・レノアの共同開
発による消臭テクノロジーでニオイの元を
しっかり洗浄、生乾き臭ゼロへ。部屋干し
用イオンパワージェルは、抗菌成分配合で
す。
さらに部屋干しのしつこいニオイを徹底消
臭。

液体洗剤910g×1、液体洗剤詰替用720g×2、
洗剤・洗剤詰替用各18個入×各1

463-4306
Ｐ＆Ｇ　ボールドジェル＆ジェル
ボールセット

¥3,300 B

着ている間もイヤなニオイを消臭してより
香る。さらにディープクレンジング処方でセ
ンイの奥からしっかりキレイに！レノア本格
消臭成分配合の柔軟剤入り洗濯洗剤で
す。ジェルボールは３層立体構造。洗剤の
有効成分を別々に閉じ込め、「ふんわりハ
リアップ成分」を配合。

液体洗剤850g×1、液体洗剤詰替用715g×2、
洗剤・洗剤詰替用各18個入×各1

565-1476 榮太樓總本鋪　甘味福ませ ¥3,672 B

北海道産の黒豆に大粒揃いの栗、旬の素
材の旨味をそのまま手間ひまかけてふくよ
かに煮含めました。おせちのお供として、
本格仕立ての黒豆や大粒の栗を手軽にお
召し上がりたい方へおすすめです。

黒豆400g、栗福ませ420g

565-2558
南州農場　鹿児島黒豚　山吹味
噌漬

¥3,780 Y ○

きめ細かい繊維と、やわらかい歯切れのよ
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。）
※二重包装はできません。

463-4016 鹿児島小田口屋　さつまあげ ¥3,780 D ○
豆腐や山芋を用いてやわらかな食感に仕
上げた多彩なさつまあげの詰め合わせで
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・パプリカ天・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。）
※二重包装はできません。

060-4105 愛媛西宇和　みかん ¥3,780 H

お申し込み
期限あり

お届け予定
あり

温暖な気候に恵まれジューシーでまろやか
な酸味とほどよい甘さのみかんです。

みかん3kg（24～35個）
お申し込み期限：12月14日（土）まで
お届け予定：11月20日頃より12月24日頃まで
※二重包装はできません。

466-1775 青森・長野　サンふじ ¥3,780 H
お届け予定

あり

太陽の光を十分に浴びたサンふじは、甘酸
の調和した濃厚な味覚と、シャキッとした食
感が楽しめます。

サンふじ3kg（10～12個）/青森県または長野県
産
お届け予定：11月20日頃より順次
※二重包装はできません。

060-4112 山形　ラ・フランス ¥3,780 H

お申し込み
期限あり

お届け予定
あり

食べ頃になると柔らかく追熟して甘みが強
くなり、とろけるような舌触りと特有の香り
が満喫できる代表的な洋梨です。ひ

ラ フランス1.6kg（6個）
お申し込み期限：12月10日（火）まで
お届け予定：11月10日頃より12月20日頃まで
※二重包装はできません。

463-3736 小布施堂　栗鹿ノ子ミニ ¥3,996 B

栗と砂糖だけで練った栗餡に、栗の実を丸
ごといれた、栗だけの栗きんとん。芳醇な
栗の香りをお楽しみいただけます。小分け
できるミニサイズの詰合せです。

栗鹿ノ子ミニ80g×8

▲ 3,000円台の先頭へ
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たのめーる　「三越のお歳暮　2019  冬の贈り物」　商品リスト
2019年10月29日

【4,000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

060-4082
京とうふ藤野　豆富百選豆乳鍋
セット

¥4,320 D ○

京都の人気店が国産大豆で仕立てた濃厚
な豆乳鍋。外はしっかり中はふんわりの京
とうふなど、大豆の醍醐味がご堪能いただ
ける詰め合わせです。

豆乳1kg・豆富百選京とうふ300g・柚子皮入り鍋
とうふ300g・おざぶ揚げ（1枚入）・よもぎ麩（1本
入）・とうふのおだし150ml・柚子七味12g×各1、
豆富百選くみあげ湯葉80g×2（3～4人前）
※消費期間は冷蔵5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。）
※消費期間が短い商品です。
※二重包装はできません。

463-3750
カフェ　ソラパ　ドリップコーヒー
セレクション

¥4,320 B

キャピタルがおくる、こだわりのコーヒーブ
ランド<カフェ　ソラパ>。甘い香りと良質な
酸味、高品質で希少なコロンビア産のコー
ヒー豆を使用した「エメラルドマウンテン」な
ど、コーヒー通にもおすすめの味わいを便
利なドリップタイプでお届けします。

エメラルドマウンテン・マンデリンルビー・キリマ
ンジャロスノーベリー×各2、各10g×各5

463-4467 モンカフェ　ドリップコーヒー ¥4,320 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。

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・ブルーマウンテン ブレンド各8g×各
5、コーヒー鑑定士 ブレンド7.5g×10

▲ 4,000円台の先頭へ
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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

060-4228
山本海苔店　おつまみ海苔詰合
せ

¥5,184 B

九州有明海産の味わい深い上質な海苔
で、いろいろな具材をサンドしました。ス
ティックタイプで食べやすく、サクサクパリ
パリの食感が人気です。

おつまみ海苔スティックタイプ（うめの味・わさび
ごまの味・おかかの味×各2、うにの味・明太子
の味×各1、各20g）

463-3385
ＩＤ４７×日本橋菓寮　日本の素
材・タルトアソート

¥5,400 B

福岡県産あまおうや愛媛県産の伊予柑、
国産栗など彩りも美しい４種のタルト。さら
に青森県産りんごの果肉の風味豊かな
ケーキ、甘酢っぱい瀬戸内レモンのティグ
レなど、日本各地の果実の風味が楽しめる
贅沢なセットです。

あまおうのタルト・タルトショコラいよかん・栗のタ
ルト・ゆずとりんご（青森県産）のタルト×各2、
あまおうのティグレ・瀬戸内レモンのティグレ×
各3、青森県産リンゴのケーキ・瀬戸内レモン
ケーキ×各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。）

060-3450 ＩＤ４７×シベール　ギフトセット ¥5,400 B

しっとりと焼きあげたスポンジケーキで、北
海道産の生乳を使用した濃厚なクリーム
チーズを包み込んだカップケーキをはじ
め、和の素材を使った洋菓子のギフトセット
です。

カップケーキ（抹茶・きなこ×各3）、ソフトクッ
キー（抹茶・きなこ×各4）、フィナンシェ（柚子・
黒糖×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。）

463-3408
ＩＤ４７×セルフィユ軽井沢　焼菓
子詰合せ

¥5,400 B

北海道産バターたっぷりの薄焼き生地に
チョコを挟んだラングドシャは、やさしい口
どけが魅力。サクサクの食感にチョコがと
ろけるラスクとのセットです。

プレーンラングドシャ（ホワイトチョコ）×8、チョコ
ラングドシャ（チョコ・いちご×各8）、ラスク（ホワ
イトチョコ・チョコ×各9）
※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。）

463-3422
ＩＤ４７×資生堂パーラー　チーズ
ケーキ詰合せ

¥5,400 B

口に入れた瞬間、爽やかな酸味と香りが広
がる「柚子」と、まろやかでほんのりビター
な「チョコレート」。濃厚なクリームチーズと
のハーモニーをお楽しみいただける、２種
類の味わいをご用意しました。しっとりとな
めらかで贅沢なチーズケーキをご堪能くだ
さい。

チーズケーキ（柚子・チョコレート×各9）
※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。）

463-3446
ＩＤ４７×赤坂柿山　北陸美味め
ぐり

¥5,400 B

人気の薄焼おかき「慶長」を北陸素材で。
富山県産の新大正もち米や白海老、金沢
の大野醤油などを使用。パリッと軽い食感
です。

慶長（金沢大野醤油×24、富山白海老・昆布・
いかいしり×各12）
※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。）

463-3460
ＩＤ４７×寛文五年堂　いなにわ
比内地鶏個食うどん詰合せ

¥5,400 D ○ 数量限定品

つるんとした喉ごしの「いなにわ生うどん」
と、比内地鶏の味わいを電子レンジで手軽
に楽しめる詰め合わせ。比内地鶏の旨み
が染み出した上品なつゆが、麺の美味しさ
を際立たせます。

ねぎ香味・親子・焼つくね×各2、各160g
※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。）
※数量限定品です。
※二重包装はできません。

463-3491
ＩＤ４７×信玄　ほうとう風カレーう
どん３種詰合せ

¥5,400 B

モチモチとした歯ごたえ抜群のほうとう麺
に、食欲をそそるカレーつゆがとろりと絡む
カレーうどんです。富士の名水で育った銘
柄鶏「甲斐信玄鶏」をはじめ、カレーと相性
抜群のこだわり具材３種でご用意しました。
電子レンジで温めるだけの便利で美味しい
詰め合わせです。

カレーうどん（豚ひき肉×4、野菜・チキン×各
3、各320g）

463-3521
ＩＤ４７×フロリダスモーニング
日本の桃ストレートジュース

¥5,400 B

とろけるように甘い長野県産の黄金桃、上
品な甘みが魅力の川中島白桃、風味豊か
な国産のあかつき。飲みくらべも楽しいスト
レートジュースです。

黄金桃・川中島白桃×各2、あかつき×1、各
500ml

463-3538

東京国立博物館　限定ギフト　ロ
イスダール　秋冬山水図（しゅう
とうさんすいず）　エクセレンス
ショコラ

¥5,400 B 数量限定品

ロイスダール×雪舟（せっしゅう）　秋冬山
水図（しゅうとうさんすいず）
研ぎ澄まされた幻想的な水墨画の限定缶
に、バラエティー豊かなチョコレートを詰め
合わせました。ヨーロッパの伝統製法によ
る<ロイスダール>自慢の美味しさをご賞味
ください。

チョコレート・カードチョコレート×各16/缶入
※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。）
※数量限定品です。

466-1096 シベール　クリスマスギフト ¥5,400 B

数量限定品
お申し込み
期限あり

お届け予定
あり

サンタクロースやブーツ、プレゼントラッピン
グの中には、クッキーやチョコ、チーズケー
キなどがいっぱい。ツリーに飾っても楽しめ
る可愛いオーナメントスイーツを、サンタの
イラストの真っ赤な缶でお届けします。

クッキー4種計12、チョコレート6種計18、チーズ
ケーキ×4/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。
お申し込み期限：11月30日（土）まで
お届け予定：12月1日頃より順次
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たのめーる　「三越のお歳暮　2019  冬の贈り物」　商品リスト
2019年10月29日

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

060-3573
パティスリー　キハチ　アイス＆
ソルベ

¥5,400 D ○
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
※二重包装はできません。

060-3580
ハーゲンダッツ　アイスクリーム
詰合せ

¥5,400 D ○
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・メルティーメー
プル＆クッキー各110ml×各2）、バー（バニラ
チョコレートマカデミア80ml×2）、マルチパック
（カフェ モーメント3種各75ml×各2）/日本製
※二重包装はできません。

565-1124 ロイスダール　エクセレントギフト ¥5,400 B

サクサクの歯ざわりと、やさしい甘みが特
長。人気のパイ菓子「アマンドリーフ」や、
季節限定のチョコレートなど、バリエーショ
ン豊かな味わいを詰め合わせました。

アマンドリーフ×7、クッキー7種計27、マカデミア
ショコラ×9、アンジェチョコレート×12、スティッ
クチョコレート2種計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。）

463-3675
彩果の宝石　フルーツゼリーコレ
クション

¥5,400 B

多彩な果実の風味をギュッと詰めた一口サ
イズのゼリー。一粒一粒がフルーツをかた
どった愛らしいカタチは贈られた方の笑顔
を誘います。

フルーツゼリー28種計84、花ゼリー6種計6、
ハーブゼリー5種計10
※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。）

463-3682 ヨックモック　セックバリエ ¥5,400 B

サクサクとした口あたりの定番商品「シガー
ル」に加え、チョコレートをコーティングした
サブレなど、ブランドを代表する美味しさを
詰め合わせにしました。

シガール×21、ブラゾンドゥショコラ（ミルク×6、
セミスィート×3）、テドゥーブルショコラオテ×
12、ガレットショコラマカダミア×14
※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。）

463-3705
ゴディバ　クッキー＆チョコレート
アソートメント

¥5,400 B

徹底した品質へのこだわりに加え、伝統と
革新が生み出す創造性に富んだ美味しさ
の数々。世界中で愛されるチョコレートブラ
ンドの心躍る多彩なスイーツをお届けしま
す。

クッキー×8/日本製、チョコレート×21/ベル
ギー製
※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。）

463-3729
本髙砂屋　エコルセファミリーギ
フト

¥5,400 B

和のフレーバー（ほうじ茶・抹茶）を加えた６
種の「エコルセ」、スライスアーモンドの香
ばしさが際立つ「マンデルチーゲル」など、
繊細で個性豊かな焼菓子をお届けします。

エコルセ×36、紅茶エコルセ・ほうじ茶エコルセ・
抹茶エコルセ×各5、マンデルチーゲル×6、
ショコラエコルセ×36、オーロ フィーノ×15
※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。）

565-1193
メリーチョコレート　エレガントギ
フト

¥5,400 B

口どけのよいチョコレート、イタリア産の栗
を糖蜜に漬け込みつくりあげた、ブランデー
香るマロングラッセや、さくっと楽しい食感
のミルフィーユ、クルミがアクセントのチョコ
レートブラウニーを華やかに詰め合わせま
した。

チョコレート×40、マロングラッセ・チョコレートブ
ラウニー×各5、ミルフィーユ（アーモンド・ストロ
ベリー・チョコレート×各3）、プレーンチョコレート
（ミルクビター・ビター×各4、ミルク×8）
※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。）

565-1179 モロゾフ　ロイヤルタイム ¥5,400 B

自家焙煎したナッツを香ばしくカリッと焼き
あげた「アルカディア」、チョコレートを絶妙
なバランスでサンドした木の葉型クッキー
「ファヤージュ」などチョコレート好きの方に
もご満足いただけるギフトです。

プレミアムチョコレートセレクション×22、アルカ
ディア180g×1、ファヤージュ・ミルフィーユショコ
ラ×各12

167-9735
志ま秀　クアトロえびチーズ
ルッソ

¥5,400 B

えびせんべいで濃厚なチーズをサンド。ト
リュフを使った風味豊かなフレンチ、バルサ
ミコの酸味が絶妙なイタリアン、中国山椒を
利かせたスパイシーな中華、わさび醤油で
さっぱりと仕上げた和食。お酒のお供にも
ぴったりな４種の個性的な味わいです。

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7、コンソメ＆ト
リュフ・バルサミコ＆マンゴー＆ピスタチオ×各
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。）

565-1506 新宿中村屋　和洋菓子詰合せ ¥5,400 B

国産もち米と海苔、胡麻、黒豆を素材に用
いた「おこのみあられ」や、チョコレートなど
を詰め合わせた和洋多彩なギフトセットで
す。

おこのみあられ×6袋、カステラ（プレーン・黒糖
×各1）、フルーツケーキ（アップル＆レーズン・
チーズ×各3）、チョコレート×12、マロングラッセ
×5
※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。）

167-9971 赤坂柿山　柿山セレクト ¥5,400 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味の詰め合わせ。
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
14）、慶凰（醤油・塩×各7）、かきもち（豆柿・昆
布×各4）
※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。）
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565-1650 京都　祇園萩月　嵯峨野 ¥5,400 B
７種類の「あられ」、小粒につくりあげたかり
んとう「花かりん」、多彩な「えびせん」、「お
つまみ」を詰合せました。

あられ×15袋、えびせん・おつまみ・花かりん×
各10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。）

167-9865 志ま秀　海老の多（た）の詩（し） ¥5,400 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13種、計48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。）

463-3781
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

¥5,400 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。

ライトノートブレンド・パイクプレイスロースト・エ
スプレッソロースト・スマトラ（各9g×各5）×各1、
ハウスブレンド（9g×5）×2/日本製

463-3804 ＡＧＦ　インスタントコーヒーギフト ¥5,400 B

ストレートがおすすめの「ちょっと贅沢な珈
琲店」「マキシム」と、ミルクをたっぷり入れ
て深いコクのカフェオレが楽しめる「ブレン
ディ」のインスタントコーヒーの詰め合わせ
です。気分に合わせていろいろな飲み方を
お楽しみください。

ちょっと贅沢な珈琲店（ブラジルブレンド×2、モ
カブレンド・キリマンジャロブレンド×各1、各
65g）、マキシム スペシャルブレンド65g×1、ブレ
ンディ（スペシャルテイスト×2、マイルドテイスト
×1、各70g）

565-2008
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

060-3733 ウェルチ　ウェルチギフト ¥5,400 B
太陽をいっぱい浴びたみずみずしい果実を
搾った１００％果汁のギフト。濃厚で上質な
味わいを皆さまでお楽しみいただけます。

コンコードグレープ・アップル・ホワイトグレープ
＆レモン×各10、オレンジ・マンゴーブレンド・ピ
ンクグレープフルーツ×各5、各160g/缶

060-3757
フロリダスモーニング　旬しぼり
国産ストレート果汁１００％

¥5,400 B

王林りんごやラ・フランスなど５種の国産果
実を使用して仕上げたジュースの詰合せで
す。豊かな味わいと芳香をお楽しみいただ
けます。

白桃×6、ラ フランス・王林りんご・山川みかん
×各4、紅玉りんご×3、各195g/缶

060-3764
青森板柳町　りんごワーク「完
熟」アップルジュースセット

¥5,400 B

甘味と酸味が調和するまで樹上で完熟さ
せ、まるかじりしたくなるような新鮮なりんご
を搾った１００％無加糖のストレートアップ
ルジュースです。３種類の味わいをお楽し
みいただけます。

オリジナルテイスト×1、スウィートテイスト・リフ
レッシュテイスト×各2、各720ml

463-3866
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「ふじ」など、フルーツの品種や、
製法にこだわってつくりました。国産果実を
搾った１００％ジュースの、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。

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

168-0823 神戸牛　すき焼・焼肉用 ¥5,400 Y ○

「神戸牛」の称号は兵庫県内で生産される
但馬牛の中で、品質基準を満たす牛だけ
が得ることができます。赤身の旨みと脂肪
の甘みの見事な調和をご堪能ください。

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。）
※二重包装はできません。

168-0847 松阪牛　すき焼・焼肉用 ¥5,400 Y ○

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、甘みのある味わ
いが楽しめます。

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。）
※二重包装はできません。

466-1980 山形県産山形牛　すき焼用 ¥5,400 Y ○

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、とろけるような柔らかさ
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。）
※二重包装はできません。

23 ページ

https://www.tanomail.com/product/5651650/
https://www.tanomail.com/product/1679865/
https://www.tanomail.com/product/4633781/
https://www.tanomail.com/product/4633781/
https://www.tanomail.com/product/4633804/
https://www.tanomail.com/product/5652008/
https://www.tanomail.com/product/5652008/
https://www.tanomail.com/product/0603733/
https://www.tanomail.com/product/0603757/
https://www.tanomail.com/product/0603757/
https://www.tanomail.com/product/0603764/
https://www.tanomail.com/product/0603764/
https://www.tanomail.com/product/4633866/
https://www.tanomail.com/product/4633866/
https://www.tanomail.com/product/1680823/
https://www.tanomail.com/product/1680847/
https://www.tanomail.com/product/4661980/


たのめーる　「三越のお歳暮　2019  冬の贈り物」　商品リスト
2019年10月29日

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

466-2000
米沢牛黄木（おおき）　米沢牛
すき焼用

¥5,400 Y ○

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といたしました。
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。）
※二重包装はできません。

168-0892
長野県産信州牛・蓼科豚　うす
切りセット

¥5,400 Y ○

日本の屋根信州の清流とさわやかな大自
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。）
※二重包装はできません。

168-0908
松阪牛・神戸牛　小分けすき焼
用

¥5,400 Y ○

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。

松阪牛肩肉・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。）
※二重包装はできません。

060-3825 ケーファー　バラエティーセット ¥5,400 Y ○

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・リヨナースライス60g・ペッパーボンレスハム
280g・ミートローフ180g×各1、ウインナー60g×
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。）
※二重包装はできません。

466-2222 ケーファー　ハム詰合せ ¥5,400 Y ○

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・ローストボンレスハム各
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。）
※二重包装はできません。

466-2062 松阪牛　焼きハンバーグ ¥5,400 Y ○

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。）
※二重包装はできません。

466-2079
ローマイヤ　黒毛和牛・黒豚ハン
バーグ

¥5,400 Y ○

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楽し
めます。

合挽ハンバーグ130g×8
※二重包装はできません。

463-3897
東京Ｘ豚　ロース肉みそ漬詰合
せ

¥5,400 Y ○
話題の東京Ｘ豚のロース肉を２種類の味噌
に漬け込みました、焼くだけ簡単調理でお
召しあがりいただけます。

みそ漬・もろみみそ漬各100g×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。）
※二重包装はできません。

168-0625
ニッポンハム　国産美ノ国バラエ
ティ詰合せ

¥5,400 Y ○
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。手間暇をか
け、甘み、旨みを引き出しました。

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、豚バラ肉巻
きあらびきステーキ60g×2、熟成ロースハム60g
×3
※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。）
※二重包装はできません。

466-2246
ニッポンハム　ハム・ロースト
ビーフ詰合せ

¥5,400 Y ○
炭火で焼きあげ、真空調理法で仕上げた、
柔らかさと風味が特長のローストビーフを
アソートしたギフトです。

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・特撰ポークウインナー各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。）
※二重包装はできません。

463-3903
ニッポンハム　国産美ノ国ハム
詰合せ

¥5,400 Y ○
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。手間暇をか
け、甘み、旨みを引き出しました。

熟成ロースハム400g、熟成ももハム280g
※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。）
※二重包装はできません。
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168-0694 北海道　上富良野　ハム詰合せ ¥5,400 Y ○

北海道・上富良野産の良質な豚肉を使用
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３種を詰め合わせまし
た。

ロースハム・ペッパーポーク・ショルダーハム各
300g
※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。）
※二重包装はできません。

466-2307
伊藤ハム　伝承　スライスハム詰
合せ（国産豚肉使用）

¥5,400 Y ○

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。

あらびきウインナー85g×2、ベーコン51g・ロース
ハム60g・肩ロース66g・ボロニアソーセージ51g・
生ハムロース40g・大判ももハム80g・あらびきホ
ワイトウインナー85g・生ハムもも40g×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。）
※二重包装はできません。

466-2055
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 ○

一貫管理された鹿児島黒豚「黒の匠」を原
料に、ジューシーなハンバーグと、お肉と相
性のよい仙台味噌で味付けした味噌漬を
詰め合わせました。

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。）
※二重包装はできません。

466-2314
伊藤ハム　神戸倶楽部ハム・
ローストビーフ詰合せ

¥5,400 Y ○

創業以来培ったハムづくりの技が光るギフ
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
め合わせました。

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。）
※二重包装はできません。

060-3900
米久　ローストビーフ・ハンバー
グ詰合せ

¥5,400 Y ○

直火で香ばしく焼きあげたジューシィなロー
ストビーフに、ハンバーグをセットにしまし
た。和風のシャリアピンソースがハンバー
グの味を引き立てます。

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。）
※二重包装はできません。

463-3934
ニッポンハム　小分けロースト
ビーフ

¥5,400 Y ○
小分けされたローストビーフの詰め合わせ
です。

直火焼ローストビーフ100g・ローストビーフソー
ス20g×各6
※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。）
※二重包装はできません。

060-3917
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 ○
黒毛和種を使用したローストビーフをスライ
スし、使い切りタイプに仕上げました。オー
ドブル・サラダ等、汎用性の高い商品です。

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。）
※二重包装はできません。

565-2770
三越伊勢丹　新巻鮭姿切り（山
漬）

¥5,400 D ○
三越伊勢丹

限定

良質な秋鮭が水揚げされることで知られる
北海道・日高沖から釧路沖に及ぶ海域。そ
の漁場で獲れた秋鮭の中でも、特に身が
美味な「銀毛」と呼ばれるオスの秋鮭を厳
選。これを北海道伝統製法の「山漬け」に
し、余分な水分を抜いてから「寒風干し」で
深い旨みを引き出しました。

新巻鮭姿切1.4kg
※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。）
※三越伊勢丹の限定品です。
※二重包装はできません。

565-2787
三越伊勢丹　秋鮭切身・いくら醤
油漬詰合せ

¥5,400 Y ○
三越伊勢丹

限定

良質な秋鮭が水揚げされることで知られる
北海道・日高沖から釧路沖に及ぶ海域。そ
の漁場で獲れた秋鮭の中でも、特に身が
美味な「銀毛」と呼ばれるオスの秋鮭を厳
選し、甘塩味に仕上げた銀毛の秋鮭にいく
ら醤油漬を詰め合わせました。

秋鮭切身（甘塩味）×6、北海道産いくら醤油漬
150g×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。）
※三越伊勢丹の限定品です。
※二重包装はできません。

168-1219
三越伊勢丹　秋鮭切身・味付数
の子詰合せ

¥5,400 Y ○
三越伊勢丹

限定

良質な秋鮭が水揚げされることで知られる
北海道・日高沖から釧路沖に及ぶ海域。そ
の漁場で獲れた秋鮭の中でも、特に身が
美味な「銀毛」と呼ばれるオスの秋鮭を厳
選し、甘塩味に仕上げた銀毛の秋鮭に味
付数の子を詰め合わせました。

秋鮭切身（甘塩味）×6、味付数の子180g×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。）
※三越伊勢丹の限定品です。
※二重包装はできません。

565-2756 三越伊勢丹　塩数の子 ¥5,400 B
三越伊勢丹

限定

最良の鰊が獲れるといわれるカナダ・バン
クーバー沖で水揚げされた鰊の卵だけを
使用しました。現地で素早く卵を取り出して
塩蔵し、北海道の加工場で品質やサイズを
選別。こうして丁寧に仕上げた数の子は、
黄金色で一粒一粒の結びつきが強く、はじ
けるような歯ごたえです。

塩数の子420g（210g×2）
※賞味期間は常温75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温37日以上の商品をお届け
します。）
※三越伊勢丹の限定品です。
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565-2763
三越伊勢丹　味付数の子（小分
け）

¥5,400 Y ○
三越伊勢丹

限定

カナダ・バンクーバー沖で漁獲された新鮮
なニシンを使用して、醤油ベースの調味液
で鰹節風味の上品な味付けに仕上げた味
付数の子です。食感の良い歯ごたえのある
数の子をお楽しみ頂けます。味付済みで、
食べやすい小サイズ数の子の小分けタイ
プですので大変便利です。

味付数の子45g×9
※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。）
※三越伊勢丹の限定品です。
※二重包装はできません。

463-3941
三越伊勢丹　数の子松前漬・味
付子持昆布（小分け）

¥5,400 Y ○
三越伊勢丹

限定

歯ごたえのあるカナダ産の数の子を使用し
た子持昆布と松前漬の詰合せ。醤油ベー
スの調味液で鰹節風味の上品な味付けに
仕上げた味付子持昆布と国産のイカと昆
布で歯ごたえの良い数の子を和えた数の
子松前漬をご賞味ください。

数の子松前漬45g×6、味付子持昆布40g×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。）
※三越伊勢丹の限定品です。
※二重包装はできません。

463-3958
三越　アラスカ産たらばがに缶詰
（料理用）

¥5,400 B
三越伊勢丹

限定

肉厚で食感の良いアラスカ産の原料のみ
を使用しました。サラダや炒飯など、お料理
に使いやすいよう、フレークを中心に爪肉
や脚肉を詰めました。

アラスカ産たらばがに（料理用）55g×2/プルトッ
プ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

168-0984 魚勢　西京味噌漬詰合せ ¥5,400 Y ○

コクのあるまろやかな甘めの京都の白味
噌に漬け込んだ風味豊かな西京漬の詰合
せです。鮮魚の風味を大切に、使い勝手の
よい一切ずつの真空パックです。

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。）
※二重包装はできません。

060-3993
魚勢　吟醸粕・西京味噌漬魚詰
合せ

¥5,400 Y ○
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。）
※二重包装はできません。

463-3972
二幸　味付数の子・いくら醤油漬
詰合せ

¥5,400 Y ○

アメリカ産鰊の卵から完熟で粒よりのもの
を厳選し、醤油ベースの調味液で鰹節風味
の上品な味わいとコリコリした食感がお楽
しみ頂ける「味付数の子」、特製調味液に
漬込みマイルドな味わいに仕上げた「いくら
醤油漬」をセットにしました。

味付数の子150g、いくら醤油漬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。）
※二重包装はできません。

463-3989
二幸　紅鮭切身・いくら醤油漬詰
合せ

¥5,400 Y ○

脂がのったロシア産紅鮭を甘塩味にした
「紅鮭切身」に、北海道産秋鮭の卵を独自
の調味液で漬込み、マイルドな味わいに仕
上げた「いくら醤油漬」を詰め合わせまし
た。

紅鮭切身（甘塩味）×5、北海道産いくら醤油漬
150g×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。）
※二重包装はできません。

060-3931 福さ屋　魚卵セット ¥5,400 Y ○

粒子感のあるたらこを、福さ屋独自の魚醤
と唐辛子調味液にじっくり漬け込んだ無着
色辛子明太子に、マイルドな味わいのいく
ら醤油漬・コリコリとした食感の味付数の子
を詰合せました。

無着色辛子明太子200g、いくら醤油漬・味付数
の子各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。）
※二重包装はできません。

565-2831 福さ屋　無着色辛子明太子 ¥5,400 D ○
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。）
※二重包装はできません。

463-3996 三代目むら上　浜名湖産鰻蒲焼 ¥5,400 Y ○

「浜名湖産活鰻」にこだわり、炭火で丁寧に
焼きあげた鰻蒲焼です。江戸焼ならでは
の、ふっくらとした柔らかな身と炭火の香ば
しさをご堪能ください。

浜名湖産鰻蒲焼80g・タレ・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。）
※二重包装はできません。

565-2923
王子サーモン　サーモン味覚セッ
ト

¥5,400 Y ○

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・北海道産いくら
醤油漬50g×各1、秋鮭西京味噌漬・秋鮭粕漬
×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。）
※二重包装はできません。

565-3395 北海道産　干もの詰合せ ¥5,400 Y ○

北海道産の鮮魚のみを原料に使用し、干
ものにする事で更に味を凝縮して仕上げま
した。北海道の海の味覚を存分にお楽しみ
いただけるセットです。

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。）
※二重包装はできません。
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168-1080 奥能登はまの　一夜干の里 ¥5,400 Y ○
日本海で水揚げされた魚を使用し、能登の
粗塩、能登海洋深層水で仕込んだ一夜干
しの詰め合わせです。

真鯛・するめいか×各1、真あじ・赤かれい・かま
す×各2、しろさばふぐ×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。）
※二重包装はできません。

466-2642
阿部蒲鉾店　阿部の笹かまぼこ
詰合せ

¥5,400 D ○

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め合わせ。食感
もよく魚の旨みが存分に引き出された笹蒲
鉾は、軽く炙ると香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。）
※二重包装はできません。

463-4009 鹿児島小田口屋　さつまあげ ¥5,400 D ○
豆腐や山芋を用いてやわらかな食感に仕
上げた多彩なさつまあげの詰め合わせで
す。

お豆腐つけあげ×6、実えんどうチーズ天・パプ
リカ天×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。）
※二重包装はできません。

463-4023
ヤマモト食品　海鮮ぶっかけ丼
の具

¥5,400 Y ○

粘りのある昆布に米こうじを加えた醬油漬
と、旨味が凝縮されたズワイガニのほぐし
身をベースに、いくら醬油漬・ホタテ・うに・
数の子・ズワイガニ棒肉をトッピングした海
鮮ぶっかけ丼の具をご堪能ください。

海鮮ぶっかけ丼の具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。）
※二重包装はできません。

463-4030 北海食品　海鮮松前漬詰合せ ¥5,400 Y ○

パリパリ食感の数の子と北海道産するめ
いか、粘りが強い昆布を特製の醤油だれで
丹念に漬け込んだ松前漬をベースに「数の
子松前漬」、「かに松前漬」、「サーモン松前
漬」の３種類を詰め合わせました。

かに松前漬・サーモン松前漬・数の子松前漬各
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。）
※二重包装はできません。

060-4075 一膳海鮮丼ぶりセット ¥5,400 Y ○

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（赤ムツ）丼各125g
※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。）
※二重包装はできません。

463-4047 松阪牛・海鮮押し寿司セット ¥5,400 Y ○

肉の芸術品として世界でも高く評価される
松阪牛、清流で育った良質のうなぎ、香ば
しく焼きあげたサバを押し寿司に仕上げま
した。

松阪牛ステーキ寿司・木曽三川うなぎ寿司×各
2、松阪牛そぼろ寿司×1、各120g、国産焼きサ
バ寿司130g×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。）
※二重包装はできません。

466-2840 海鮮わっぱ飯詰合せ ¥5,400 Y ○

たらば蟹、きちじ（きんき）、うに、帆立、そ
れぞれの具材を味付け盛り付けたわっぱ
飯の詰め合わせです。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・う
にわっぱ飯・帆立わっぱ飯各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。）
※二重包装はできません。

168-1295 佐藤水産　石狩鍋 ¥5,400 Y ○

鮭の魚醤を加えた味噌スープとともに、石
狩近海で水揚げされた生鮭、ほたてとずわ
いがになどの海の幸が詰まった、本格的な
石狩鍋のセットです。

生鮭切身（北海道産）3切（計240g）、ボイル帆立
（北海道産）×4、蟹みそ入かに団子×6、ボイル
ずわいがに脚カット（カナダ産）200g×1、鍋用
ラーメン80g×2、濃縮みそだれ（鮭魚醤入）80g
×2（2～3人前）
※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。）
※二重包装はできません。

168-1349 きりたんぽ鍋 ¥5,400 D ○

秋田のブランド米「あきたこまち」でつくった
きりたんぽを、秋田産の野菜や比内地鶏と
ともに秋田の味が詰まったお鍋でお楽しみ
いただけます。

比内地鶏300g×1、きりたんぽ90g×6、比内地
鶏つみれ90g・比内地鶏スープ400ml・野菜セット
（舞茸、せり、長葱、ごぼう）・糸こんにゃく200g×
各1（3～4人前）
※消費期間は冷蔵5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。）
※消費期間が短い商品です。
※二重包装はできません。

060-4099
京料理　美濃吉　冬の料亭小鍋
詰合せ

¥5,400 Y ○

身の締まった鯛とやわらかい聖護院大根
の出合いが楽しめるお鍋など、京の老舗の
美味しさが、お一人さま用の小鍋でお召し
あがりいただけます。

鯛と聖護院大根の柚子あんかけ鍋250g・ぶりの
みぞれ出し鍋350g・九条ねぎの合鴨入つくね小
鍋350g×各2（1人前×6）
※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。）
※二重包装はできません。
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168-1370 うす家　個食鍋セット ¥5,400 Y ○

海鮮鍋、地鶏鍋、なべ焼きうどんと、３種類
の味を取り揃えました。鍋に入れて温める
だけで、<うす家>自慢の鍋がご満喫いただ
けます。

瀬戸内海鮮鍋580g・瀬戸内地鶏鍋540g・えび天
なべ焼きうどん685g×各2（1人前×6）
※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。）
※二重包装はできません。

168-1387 博多華味鳥　水たきセット ¥5,400 Y ○

水たき料亭<博多華味鳥>が独自の飼料と
飼育環境で育てた銘柄鶏「華味鳥」。その
歯ごたえと旨みに富んだ味わいがご堪能
いただけます。

水たきスープ600g・華味鳥（九州産）切身300g×
各2、華つくね200g×1、ちゃんぽん麺180g×2、
ゆずこしょう30g×1（3～4人前）
※二重包装はできません。

168-1332 ふく太郎本部　ふぐちりセット ¥5,400 Y ○

国産のとらふぐとまふぐがたっぷりと入った
「ふぐちり鍋」。ぷりっとしたふぐの美味しさ
を引き立てるポン酢ともみじおろし、ひれ酒
用のヒレも詰め合わせました。

ふぐちり（アラ：とらふぐ150g/国産・養殖、身：ま
ふぐ250g/国産）、ポン酢35g×3、もみじおろし
16g×1、ひれ酒用ヒレ3枚（2～3人前）
※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。）
※二重包装はできません。

168-1363
かごしま黒豚しゃぶしゃぶ・肉だ
んごセット

¥5,400 Y ○

独特の旨みときめ細かな繊維をもつ「かご
しま黒豚」。しゃぶしゃぶで満喫した後は、
旨みの増したスープで肉だんごがご堪能い
ただけます。

ロース肉・バラ肉各250g、肉だんご（12個）
360g、ゆずだれ200ml（3～4人前）
※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。）
※二重包装はできません。

466-3465 浅草今半　牛肉佃煮詰合せ ¥5,400 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め合わせ。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（すきやき・そぼろ・やわらか煮・しめじ・ご
ぼう・れんこん・まいたけ各50g）

466-3687
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。）

168-1929
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

466-3564
ホテルオークラ　スープ缶詰詰合
せ

¥5,400 B
コーンたっぷりの粒コーンスープ、野菜の
旨みを引き出したポタージュ、クリーミーに
仕上げたチャウダーの詰め合わせです。

粒入りコーンスープ・8種の野菜ポタージュ・ベジ
タブルチャウダー各160g×各4/プルトップ缶

463-4122
帝国ホテル　レトルト冷温スー
プ・カレーセット

¥5,400 B

温めても冷やしても、お楽しみいただけるタ
イプのレトルトスープ、コーンの粒が入った
コーンクリームスープ、トマトの酸味がさっ
ぱりとしたトマトスープ、野菜の甘みを活か
した野菜スープ、帝国ホテル自慢のビーフ
カレーの4種類を詰め合わせました。

コーンクリームスープ（粒入り）・野菜スープ・トマ
トスープ各150g×各2、ビーフカレー180g×2

060-4280
ミツコシイセタン　ザ・フード　和
惣菜缶詰詰合せ

¥5,400 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め。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。

筑前煮65g・ひじき炒め煮65g・昆布と帆立炊き
合わせ80g×各1、ぜんまい炒め煮45g・たけの
こ土佐煮55g・五目豆ひじき入り70g・かぼちゃの
いとこ煮80g・鮭だいこん90g・そぼろ大根100g×
各2/プルトップ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

466-1805 愛媛西宇和　みかん ¥5,400 H

お申し込み
期限あり

お届け予定
あり

温暖な気候に恵まれジューシーでまろやか
な酸味とほどよい甘さのみかんです。

みかん5kg（40～55個）
お申し込み期限：12月14日（土）まで
お届け予定：11月20日頃より12月24日頃まで
※二重包装はできません。

565-2589 福岡　あまおう苺 ¥5,400 D ○
お届け予定

あり

福岡県が誇る「あまおう」は大きさ、甘さ、
色つやのすべてを兼ね備えた果実。濃厚
な甘みとさわやかな酸味のバランスが優れ
ています。

あまおう苺210g（9～11粒）×2
お届け予定：12月5日頃より順次
※二重包装はできません。
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466-1843 愛媛　紅まどんな ¥5,400 H

お申し込み
期限あり

お届け予定
あり

濃い紅色の果皮は薄くなめらかで、ゼリー
のようにプルプルとしたやわらかでジュー
シーな果肉は、穏やかな酸味と充分な甘さ
が特長です。

紅まどんな1.4kg（7～8個）
お申し込み期限：12月10日（火）まで
お届け予定：12月1日頃より12月20日頃まで
※二重包装はできません。

463-4139 旬のフルーツ詰合せ ¥5,400 H

お申し込み
期限あり

お届け予定
あり

果実のなり口に凸（でこ）が表れやすいユ
ニークな果形のデコポン、袋を掛けず太陽
の光を充分に浴びさせて育てる「無袋栽
培」で作られたサンふじ、とろけるような舌
触りと特有の香りが満喫できるラ・フランス
と、冬を代表する旬のフルーツ３種の詰め
合わせです。

デコポン800g（3個）/熊本県または鹿児島県
産、サンふじ800g（3個）/青森県産、ラ フランス
800g（3個）/山形県産
お申し込み期限：12月10日（火）まで
お届け予定：12月10日頃より12月20日頃まで
※二重包装はできません。

466-1850 青森　蜜入サンふじ ¥5,400 H
お届け予定

あり
青森県産の蜜入りサンふじ。濃厚な味覚
と、シャキッとした食感をお楽しみください。

サンふじ3kg（10～12個）
お届け予定：12月2日頃より順次
※二重包装はできません。

060-4495
ミツコシイセタン　ザ・フード　カ
レーセレクション

¥5,400 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・マイルドチキンカレー×各3、トマトチキ
ンカレー・タイ風チキンカレー×各2、各90g/プル
トップ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

463-4320
パティスリー　キハチ　焼菓子ギ
フト

¥5,400 B

美味しさの基本は素材選び。毎日同じ素材
と向き合い、本物の美味しさをお届けする
為に、ひとつひとつ丁寧に仕上げました。
季節のご挨拶におすすめのギフトです。

焼菓子10種計32
※賞味期間は常温30日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温15日以上の商品をお届け
します。）

167-9681 ゴンチャロフ　エミネントギフト ¥5,400 B

バラエティーあふれる味わいをお楽しみい
ただけるチョコレート菓子「ショコラセッショ
ン」と「ウエハースシィコラ」。焼き菓子のバ
ラエティセット「プロミネントアソート」とロン
グセラーの焼き菓子「クリンツイ」など、ゴン
チャロフの愛されるスイーツをお届けしま
す。

ショコラセッション×30、ウエハースショコラ×
10、プロミネントアソート×18、ラブストーン×32
（計144g）、クリンツイ×7
※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。）

565-1216
アンジェリーナ　アンジェリーナセ
レクション

¥5,400 B
人気のマロンフィナンシェやマドレーヌをは
じめ、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・フルーツケーキ×各4、マド
レーヌ×5、マロンサンドショコラ×7、クッキー5
種計13
※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。）

463-4368 ゴディバ　クッキーアソートメント ¥5,400 B

軽やかなラングドシャ生地で、チョコレート
をサンドしたクッキー。「ミルクチョコレート」
と「ダークチョコレート」2つの味わいを20枚
ずつ洗練されたゴールドとブラウンのギフト
缶に詰め合わせました。

クッキー（ミルクチョコレート・ダークチョコレート
×各20）、サブレノア×15
※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。）

463-4382
シーキューブ　ハッピースウィー
トアソート

¥5,400 B

焼きティラミスは、北海道産マスカルポーネ
チーズをたっぷり使用し、香りの豊かさと、
しっとりほろ苦い味わいが特長。デンマーク
産カマンベールを生地に練りこんで２度焼
きしたチーズクッキーは、カマンベールの塩
気もあり、ワインのおつまみとしてもお召し
がりいただけます。

焼きティラミス・チーズクッキー・ミルクラングド
シャ×各12、チョコサンドクッキー3種計15
※賞味期間は常温52日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温26日以上の商品をお届け
します。）

565-1544
王様堂本店　昔かきもち「海日和
山日和」

¥5,400 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
詰め合わせです。

黒大豆・昆布・ごま・アーモンド×各20、ひじき
じゃこ×12、海苔巻×8
※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。）

565-1599 葵の倉　葵千楽 ¥5,400 B
富山湾の白えびや瀬戸内の青のり、ス
モークチーズ等の美味しい素材を使ってソ
フトに焼き上げました。

煎餅3種、おかき9種、計80
※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。）

463-4436
カゴメ　野菜生活　国産プレミア
ム紙容器詰合せ

¥5,400 B

国産素材にこだわり、厳選した高級果実を
たっぷり使用した、「野菜生活１００」ブラン
ドの最高峰。素材本来のおいしさを贅沢に
引き出した、ギフトならではの濃厚な味わ
いです。

白桃ミックス・メロンミックス×各6、ラ フランス
ミックス・巨峰ミックス・デコポンミックス・さくらん
ぼミックス×各3、各125ml/紙容器
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たのめーる　「三越のお歳暮　2019  冬の贈り物」　商品リスト
2019年10月29日

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

466-1461
カゴメ　野菜ジュース紙容器詰合
せ

¥5,400 B
人気の「カゴメ野菜生活」の３種と、「野菜
一日これ一本」の野菜飲料詰合せギフト。
体への思いやりをギフトに込めて。

野菜一日これ一本×20、野菜生活100（オリジナ
ル×10、ベリーサラダ・マンゴーサラダ×各5）、
各200ml/紙容器

466-1614 モンカフェ　ドリップコーヒー ¥5,400 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 ブレンド各8g×各
10、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×
10

463-4474
モンカフェ　ブルーマウンテンＮ
Ｏ．１＆ブルーウンテンセレクト

¥5,400 B

上品な香りとバランスのとれた味わいのブ
ルーマウンテンの中でも、最高級豆を使用
した「ＮＯ．１ブレンド」をセットにした詰め合
わせです。上質な味わいが贈る方の気持
ちを伝えます。

ブルーマウンテン NO.1ブレンド8g×20、ブルー
マウンテン セレクトブレンド8g×10

463-4481
ネスカフェ　コーヒーバラエティギ
フト

¥5,400 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人気の「ネスカ
フェ　ゴールドブレンド」や、「ネスカフェ　プ
レジデント」など、豊かな「ネスカフェ」のバ
ラエティがお楽しみいただける、プレミアム
なギフトです。

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

060-3658
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店 ド
リップコーヒーギフト

¥5,400 B

厳選した認証農園豆を使用した香り豊かな
コーヒーが織り成す、ギフトだけの贅沢な
詰め合わせです。深いコクと芳醇な香り、
澄んだ後味が特長のドリップコーヒーが手
軽にお楽しみいただけます。

グアテマラSHBブレンド・コロンビアブレンド・キリ
マンジャロブレンド・モカブレンド・ブラジルブレン
ド×各2、各8g×各5

463-4160
花王　アタックＺＥＲＯバラエティ
ギフト

¥5,500 B

ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生乾き臭・洗
剤残りゼロへ。洗うほど衣類がよみがえる
アタックＺＥＲＯと食器用洗剤キュキュットが
入ったセットです。

液体洗剤（濃縮）400g×2、液体洗剤詰替用
360g×5、食器用洗剤×5/日本製

463-4184
ライオン　トップスーパーＮＡＮＯ
Ｘギフト　冨嶽三十六景

¥5,500 B

繊維一本一本の汚れをナノレベルまで分
解する「スーパーナノックス」。葛飾北斎の
「冨嶽三十六景」の５つの絵柄を上部・側
面に配した、特別なギフトボックスでお届け
します。

液体洗剤（濃縮）450g×3、詰替用360g×8/日
本製

▲ 5,000円台の先頭へ
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たのめーる　「三越のお歳暮　2019  冬の贈り物」　商品リスト
2019年10月29日

【6,000円以上】 ※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

060-4051
桑鰻会（そうまんかい）　木曽三
川うなぎ長蒲焼

¥8,640 Y ○

木曽三川の伏流水で大切に育てられた、う
なぎを使用して、関東風にふっくらとした食
感の鰻蒲焼に焼きああげました。湯煎する
だけで美味しい鰻蒲焼がお召しがりいただ
けます。

鰻（三重県または愛知県産）長蒲焼120g・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。）
※二重包装はできません。

168-1318 佐藤水産　たらば＆ずわい蟹鍋 ¥8,640 Y ○

たらばがに、ずわいがにをメインに、かに
団子やほたても入った詰め合わせ。かにの
旨みがよく出た塩味のスープまでご堪能く
ださい。

ボイルたらばがに笹切りカット（ロシア産）270g・
ボイルずわいがに脚カット（カナダ産）300g×各
1、ボイル帆立（北海道産）×4、蟹みそ入かに団
子×6、鍋用ラーメン80g×2、濃縮鮭だし塩鍋の
たれ55g×3（2～3人前）
※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。）
※二重包装はできません。

168-0854 松阪牛　すき焼・焼肉用 ¥10,800 Y ○

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、甘みのある味わ
いが楽しめます。

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。）
※二重包装はできません。

466-1928
松阪牛　サーロイン肉ステーキ
用

¥10,800 D ○

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。）
※消費期間が短い商品です。
※二重包装はできません。

463-3873
オーシャンファーム　松阪牛　も
も肉すき焼き・焼肉用

¥10,800 D ○

きめ細かな霜降り、やわらかな肉質、とろ
けるような脂のまろやかさで、日本のブラン
ド牛として名高い松阪牛。<オーシャン
ファーム>では買い付けから出荷までこだ
わり、食べ頃でお届けするので、松阪牛が
本来持つ旨みと、繊細で力強い味わいを
堪能していただけます。

もも肉580g
※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。）
※消費期間が短い商品です。
※二重包装はできません。

466-2352
松阪牛備長炭炭火焼ロースト
ビーフ

¥10,800 Y ○
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。）
※二重包装はできません。

060-3986
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ぶりの
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
詰めと肩肉を中心とした食べごたえのある
缶詰めの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。

168-1356 佐藤水産　たらばがに鍋 ¥10,800 Y ○

かにの王様たらばがにをご満喫いただける
詰め合わせです。鮭の魚醤をベースにした
スープは、締めのラーメンともよく合いま
す。

ボイルたらばがに脚カット（ロシア産）500g×1、
ボイル帆立（北海道産）×4、蟹みそ入かに団子
×6、鍋用ラーメン80g×2、鮭醤油入醤油だし
スープ58g×4（2～3人前）
※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。）
※二重包装はできません。

▲ 6,000円以上の先頭へ

▲ お歳暮商品の先頭へ
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※詳細なお届け時期の選択をご希望の場合は、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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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）
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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）
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※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。

専用オーダーシート

法人様向け 三越のお歳暮 2019冬の贈り物 
ご注文承り期間
12月18日（水）まで
※�一部商品11月30日（土）、�
12月10日（火）、12月14日（土）まで

2019　年　　　　　月　　　　　日

弊社使用欄 FAXはこちら FAX 0120-881-047

※三越のお歳暮専用の注文としてご使用ください。

□12月以降のお届け希望
上記にチェックが無い場合は、
最長2週間で、11/10頃より
順次発送開始いたします。

■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

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。
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号
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