
たのめーるでは、「三越のお中元 2017 夏の贈り物」をFAXのご注文にて承ります。
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　2017 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(水)までとなります。
※一部商品は、7月10日（月）、7月25日（火）までとなります。 

■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　2017　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 2017 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。
※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。
※6月末までにいただいたご注文につきましては、7月に入ってからの順次発送となります。
※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 2017 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。

＜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）でのお届
け
※完全二重包装（紙袋付）とは、お
手持ちで配れるよう商品を二重に包
装する形態。この形態には、ご持参
用の手提げ袋が付きます。

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
ご用途は「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  お中元の期間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、包装形態で「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
承ります。
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　2017　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

460-2105 B18803300ﾁﾕｳｹﾞﾝ 限定ギフト島善 小豆島手延素麺･つゆ詰合せ ¥3,240 ¥3,000 2,500セット

460-2471 B18824300ﾁｭｳｹﾞﾝ

【販売終了しました】東京国立博物館　限定ギフト　<
モロゾフ>　芍藥（しゃくやく）　カナアリ　プリンセレクショ
ン

¥3,240 ¥3,000 5,000セット

460-2488 B18826300ﾁﾕｳｹﾞﾝ
東京国立博物館 限定ギフト志ま秀 名所江戸百景 両
国花火 えびチーズサンド詰合せ

¥3,240 ¥3,000 5,000セット

460-2495 B18816300ﾁﾕｳｹﾞﾝ
東京国立博物館 限定ギフト 愛国製茶 風神雷神図屏
風･夏秋草図屏風 掛川煎茶･川根煎茶詰合せ

¥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

460-2099 B18802300ﾁﾕｳｹﾞﾝ 限定ギフト赤坂松葉屋 料亭の水羊羹詰合せ ¥3,780 ¥3,500 2,500セット

460-2082 B18801300ﾁﾕｳｹﾞﾝ 限定ギフト 華吸い物最中 ¥5,400 ¥5,000 5,000セット
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たのめーる　「三越のお中元　2017 夏の贈り物」　商品リスト
平成29年7月21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

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）に作り、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

160-9879 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

160-9848 カルピス 味わいカルピスギフト ¥2,160 B

甘く芳醇な風味が特徴の「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5

160-9855 カルピス カルピスギフト ¥2,160 B

乳酸菌と酵母、発酵という自然製法が生み
出す「カルピス」独自のおいしさや香りの成
分には、カラダにうれしい力があることが
判ってきています。永年愛され続けている
「カルピス」ギフトをどうぞ。

カルピス・カルピス北海道・カルピスマンゴーリッ
チ・カルピスグレープフルーツリッチ各470ml

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。

マキシム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

160-9329 ロイスダール ガトーセゾン ¥2,160 B

サクサクの歯ざわりと、やさしい甘みが特
徴。人気のパイ菓子「アマンドリーフ」など、
バリエーション豊かな味わいを詰合せまし
た。

アマンドリーフ×7、クッキー7種計27
※賞味期限は常温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。）

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×各3）、ゼリー（枇杷・白桃・
梨・ブルーベリー×各1）
※賞味期限は常温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。）

160-9725
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
※賞味期限は常温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。）

460-2761 志ま秀 クアトロえびチーズ ¥2,160 B

海老を贅沢に使って焼きあげた「えびせん
べい」で、風味豊かなチーズクリームをはさ
みこみました。旨みたっぷりのチェダーと芳
潤な香りのパルメジャーノをブレンドした
「チェダー＆パルメジャーノ」をはじめとする
４種の味わいの詰合せです。

えびチーズサンド（チェダー＆パルメジャーノ・カ
マンベール＆ブラックペッパー・クリームチーズ
＆アーモンド・ゴルゴンゾーラ＆ハニー×各4）
※賞味期限は常温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。）

162-1345 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。

460-3676
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 国産フルーツゼリー

¥2,160 B

ぷるるんと目にも涼しげなゼリーは、さくら
んぼや伊予柑、白桃など国産フルーツの果
肉を用い、希少糖と寒天で口どけよく、さっ
ぱりとした味わい。ミニカップゼリーは、凍ら
せるとシャリッと舌触りのよいシャーベットに
もなります。

山形県産さくらんぼ（ナポレオン）ゼリー・愛媛県産伊
予柑ゼリー・山形県産白桃（もちづき）ゼリー・山形県
産ラ フランスゼリー各112g、みかんゼリー57g、ラ フ
ランスゼリー・りんごゼリー各60g
※賞味期限は常温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。）

460-3683
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 抹茶 千慶の白セレクション

¥2,160 B

しっとり口どけのよいカステラ、なめらかな
舌触りのプリンとレアチーズケーキ。すべて
に酢田十段の抹茶と希少糖を用い、ほろ苦
さとキレのよい甘さの大人の味に仕上げま
した。

抹茶プリン濃厚67g・抹茶レアチーズケーキ68g
×各1、抹茶水羊羹71g×2、抹茶カステラ1切×
3
※賞味期限は常温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。）
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たのめーる　「三越のお中元　2017 夏の贈り物」　商品リスト
平成29年7月21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

460-3690 カゴメ 野菜ジュース詰合せ ¥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

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を専用ドリッパーにと
じ込め、香りを逃さずパックしました。豊か
な味と香りが楽しめるギフトセットです。

コロンビア セレクトブレンド・モカ セレクトブレン
ド・キリマンジャロセレクトブレンド各8g×各5

162-1697
ジュエルスイーツカフェ ドリップ
オンギフト

¥2,160 B

世界各地の生産者が質にこだわって育て
たコーヒー豆を精選。独自の製法でパッキ
ングした逸品です。実感できるのは、その
挽き立ての味と香り。それぞれの品種が持
つ個性の違いもお楽しみください。

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）

460-3706
ジュエルスイーツカフェ インスタ
ントコーヒーギフト

¥2,160 B

ジュエルスイーツカフェならではのレギュ
ラーコーヒーの高品質を受け継ぐ、フリーズ
ドライ・インスタントコーヒーの詰合せギフト
です。

ジュエルスイーツカフェオリジナルブレンド（マイ
ルドテイスト・エクセレントテイスト・ビターテイスト
各65g）

162-1376
ジュエルオリーブオイル エキスト
ラバージンオリーブオイルセット

¥2,160 B

素材選びから、収穫、搾油までをコントロー
ルするなど、こだわりが詰まった〈ジュエル
オリーブオイル〉シリーズ。デリケートでやさ
しい風味が特徴で、さまざまな料理の味わ
いをより一層引き立ててくれます。

アルベキーナ・オヒブランカ・レッチーノ各105g
日本製

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

460-2723
パティスリーエクラタン 和のブラ
ン･マンジェ

¥2,700 B

全国茶審査技術六段の茶師が選抜した茶
葉を使用した、濃厚でなめらかな口当たり
のブラン・マンジェです。抹茶、焙じ茶のそ
れぞれに合うトッピングで仕上げました。

抹茶のブランマンジェ（みるくソース・つぶ餡ソー
ス）・焙じ茶のブランマンジェ（黒糖蜜・きな粉）×
各3
※賞味期限は常温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。）

162-1628 ユーハイム ギフトセット ¥2,700 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×8
※賞味期限は常温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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460-2105
限定ギフト島善 小豆島手延素
麺･つゆ詰合せ

¥3,240 B
数量限定
三越限定

原料の小麦は北海道産、塩は瀬戸内産を
使用し、麺匠〈島善〉が小豆島伝統の寒仕
込みでつくりあげた手延素麺です。今回は
特別に、ごま油ではなく、希少な小豆島産
エキストラバージンオリーブオイルを１０
０％使用して味わい豊かに仕上げました。

小豆島手延素麺（北海道産小麦使用）50g×
15、かつおつゆ245ml×1（缶入）
※数量限定品です。
※三越の限定品です。

460-2129
ナポリ イタリアンアイスデザート
詰合せ

¥3,240 D ○
ひとくちで食べられるチョコボールタイプの
アイスクリームです。バニラ、チョコレートな
ど６種の味を詰合せました。

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 ○

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×2、渋皮栗・緑茶みるく・みる
く大納言×各1、各110ml）、もなか（ミルク・抹
茶・小豆・チョコレート各65ml×各2）

460-2235 佐賀唐津 ハウスみかん ¥3,240 D ○

申込期限
あり

お届け予定
あり

生産量日本一を誇る、佐賀のハウス栽培
みかん。徹底管理の下で、大切に育てられ
たハウスみかんは、甘みと酸味の絶妙なバ
ランスが特徴です。

みかん1.1㎏（15～21個）
※お申し込み期限:7月25日(火)まで
※お届け予定:6月23日頃より8月9日頃まで

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

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
て丁寧に作った一品。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

162-0331
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。

手延素麺800g（素麺×10、編み麺×6、末広麺
×1）

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）

162-0379
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）に作り、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

162-0386 島善 小豆島素麺｢はるゆたか｣ ¥3,240 B

希少な北海道産小麦「ハルユタカ」を100％
使用した素麺。小豆島ならではの風味豊か
なごま油を使うなど原料のひとつひとつに
こだわって仕上げました。

北海道産小麦使用手延素麺50g×16

460-2259
国産小麦100%使用日本四大産
地｢古(ひね)｣素麺詰合せ

¥3,240 B

吉野本葛を練り込み、弾力のある食感を生
み出した三輪素麺。播州小麦独特の風味
とモチモチ感が特徴の揖保乃糸。なめらか
な喉ごしが楽しめる小豆島素麺。さらに油
を使用せず、小麦本来の風味が活きた稲
庭素麺を加えた、熟成２年物素麺４種の夏
に嬉しいセットです。

国産小麦100％三輪素麺（古）・北海道産小麦
100％小豆島素麺（古）×各5、播州小麦100％
揖保乃糸（古）×4、各50g、国産小麦100％稲庭
素麺（古）120g×1

162-0416
三輪素麺 山越 素麺･じゅれ詰合
せ

¥3,240 B

風味豊かな手延べ素麺の味わいを一層引
き立てるじゅれを添えてお届け。ほどよくか
らみ合う素麺とじゅれの、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）
※賞味期限は常温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
小豆島･甚助 吟穣仕込みの手延
パスタ

¥3,240 B

手延べならではのコシのある半生麺です。
風味豊かなソースとともに、香川県産の「に
んにくチップ」や讃岐伝統の珍味「鰆のから
すみ」などのトッピングをお楽しみいただけ
ます。

（プレーン半生スパゲティ90g、国産トマト＆バジル
ソース25g、にんにくチップ1g）×3、（オリーブ半生ス
パゲティ90g、国産アンチョビ＆ガーリックソース25g、
鰆のからすみ3g）×2、（オリーブ半生スパゲティ90g、
国産アンチョビ＆ガーリックソース25g、マナガツオの
からすみ3g）×1
※賞味期限は常温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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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）より受け継がれる「手て
綯ない製法」で作るいなにわうどんと、独自
の「ノンオイル製法」で作るいなにわそうめ
んの2種を詰合せにしました。

うどん・そうめん各80g×各5

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

460-2273
揖保乃糸 中華麺･Wakiya監修中
華つゆ詰合せ

¥3,240 B

テーブルシーンを彩る選りすぐりの名店人
気のアイテム組合せが共演。厳選小麦を
使用した手延中華麺と脇屋友詞氏監修の
中華冷麺つゆです。

中華麺80g×6、中華冷麺つゆ（醤油・胡麻各
195ml×各1）

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）

162-0508
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、一級
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

460-2297
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 日本の桃ストレートジュース

¥3,240 B

ジューシィな桃の風味を実感していただけ
るよう搾ったままのストレート果汁を使用し
た桃ジュースは、香り高く果汁をたっぷりと
含んだ「川中島白桃」、適度な酸味が一層
甘味を引き立てる「黄金桃」など、桃の素材
そのままの風味や味わいをお楽しみいただ
けます。

黄金桃・あかつき・川中島白桃各500ml

460-2310
フロリダスモーニング 果汁100%
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ボトル詰合せセット
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

160-9886 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×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

460-2334
カゴメ 7種の国産フルーツジュー
ス詰合せ

¥3,240 B
7種の厳選した国産フルーツを使用。バラエ
ティ豊かなフルーツジュースを是非お召し
あがりください。

ふじ×4、つがる・みかん・ぶどう・白桃・パイン・
王林×各2、各125ml

460-2341
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

日本人の好みに合う５つの果実の、限定さ
れた品種をひとつひとつ収穫し、果汁１０
０％のジュースにしました。深みのあるコン
コードグレープをより多くお楽しみいただけ
るセットです。

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

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

460-2365
カゴメ 野菜生活詰合せ 国産プレ
ミアム

¥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×各6、巨峰ミッ
クス・デコポンミックス×各3、各125ml

160-9831 カルピス 味わいカルピスギフト ¥3,240 B

甘く芳醇な風味が特徴の「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
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160-9862 カルピス カルピスギフト ¥3,240 B

乳酸菌と酵母、発酵という自然製法が生み
出す「カルピス」独自のおいしさや香りの成
分には、カラダにうれしい力があることが
判ってきています。永年愛され続けている
「カルピス」ギフトをどうぞ。

カルピス・カルピスマンゴーリッチ×各2、カルピ
ス北海道・カルピスグレープフルーツリッチ×各
1、各470ml

160-9985 カゴメ 野菜ジュース詰合せ ¥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

160-9992 伊藤園 野菜ジュース詰合せ ¥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・充実野菜シリア
ル×各6、各200ml

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
の特定保健用食品（トクホ）のセットです。

黒烏龍茶（特定保健用食品）×12、胡麻麦茶
（特定保健用食品）×6、各350ml

162-0041 サントリー 伊右衛門特茶ギフト ¥3,240 B

脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポ
リフェノール「ケルセチン配糖体」を含んだ
「体脂肪を減らす」のを助ける初の特定保
健用食品です。

伊右衛門特茶（特定保健用食品）500ml×16

460-2389
サントリー 特茶･特茶カフェイン
ゼロギフト

¥3,240 B
毎日おいしく続けられるトクホ「伊右衛門特
茶」と「特茶カフェインゼロ」が入った、様々
なシーンで楽しめるギフトです。

伊右衛門特茶（特定保健用食品）×12、特茶カ
フェインゼロ（特定保健用食品）×4、各500ml

162-0003 伊藤園 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
におすすめです。飲みやすく美味しい味わ
いが特徴で、さまざまな食事に合う特定保
健用食品（トクホ）です。

カテキン緑茶（特定保健用食品）・カテキンジャ
スミン茶（特定保健用食品）・カテキン烏龍茶（特
定保健用食品）各350ml×各6

460-2396 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どんな料理ともよく合
います。

黒烏龍茶（特定保健用食品）350ml×18

460-2419
キーコーヒー 氷温熟成珈琲リ
キッドギフト

¥3,240 B

素材選びからこだわった〈キーコーヒー〉の
代表作「トアルコ　トラジャ」、そして「エチオ
ピア　モカ」を氷温で熟成させたリキッドギフ
ト。氷温で熟成させることで実現した、雑味
のない、甘い香りのまろやかな味わいが特
徴です。

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
※賞味期限は常温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）

460-2457
タリーズ タリーズブラックボトル
缶ギフト

¥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
が特徴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。

タリーズブラック缶390ml×12 日本製

460-2464
AGF マキシムちょっと贅沢な珈
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。

バリスタエスプレッソ（無糖）×3、エクストラブレ
ンド（無糖）・エクストラブレンド（微糖）×各1、シ
ルキーマイルド（無糖）×2、各900ml

162-0119
トワイニング クオリティティーバッ
グ

¥3,240 B

300余年の英国紅茶の歴史とともに歩んで
きた〈トワイニング〉。産地やブレンドの特長
を活かしたティーバッグを、個性豊かに詰
合せました。

アールグレイ・レディグレイ・アッサム・セイロン・
プリンス オブ ウェールズ・ビンテージ ダージリ
ン×各10 中国・インド・スリランカ産
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162-0133 AGF ファミリー飲料ギフト ¥3,240 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。

マキシム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

162-0140
AGF マキシムちょっと贅沢な珈
琲店アイスプレミアム アイスコー
ヒーギフト

¥3,240 B

個性が際立つ最上級グレード豆をブレンド
し、素材と製法にこだわったプレミアムアイ
スコーヒーです。グラスから広がる芳醇な
香りと、コク深く澄んだ後味をお楽しみくださ
い。

タンザニア最上級グレード豆AAブレンド（無糖）
×2、グアテマラ最上級グレード豆SHBブレンド
（無糖）×1、各500ml

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を専用ドリッパーにと
じ込め、香りを逃さずパックしました。ブ
ルーマウンテンやモカなど、バラエティー豊
かな味と香りが楽しめるギフトセットです。

モカ セレクトブレンド・キリマンジャロ セレクトブ
レンド・ブルーマウンテン セレクトブレンド各8g×
各5、摘みたてプレミア ジェントルロースト7.5g×
10

460-2488
東京国立博物館 限定ギフト志ま
秀 名所江戸百景 両国花火 えび
チーズサンド詰合せ

¥3,240 B
数量限定

三越伊勢丹
限定

江戸の夏を描いた涼しげな浮世絵を、多彩
にあしらったえびチーズサンドの詰合せ。
「両国花火」のデザイン缶とともに９種類の
「名所江戸百景」をお楽しみいただけます。

大判えびチーズサンド（チェダー＆パルメジャーノ×
1）、えびチーズサンド（チェダー＆梅・チェダー＆シト
ラス・チェダー＆山葵・チェダー＆パルメジャーノ×各
4）（缶入）
※数量限定品です。
※三越伊勢丹の限定品です。
※賞味期限は常温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。）

460-2495

東京国立博物館 限定ギフト 愛
国製茶 風神雷神図屏風･夏秋草
図屏風 掛川煎茶･川根煎茶詰合
せ

¥3,240 B
数量限定

三越伊勢丹
限定

香りよくまろやかな掛川煎茶と、爽やかな
香りと渋みが程よく調和した川根煎茶。缶
には「風神雷神図屏風」と、その裏絵として
描かれた「夏秋草図屏風」をあしらいまし
た。

掛川煎茶・川根煎茶各100g（缶入）
※数量限定品です。
※三越伊勢丹の限定品です。

460-2501
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 国産フルーツゼリー

¥3,240 B

ぷるるんと目にも涼しげなゼリーは、さくら
んぼや伊予柑、白桃など国産フルーツの果
肉を用い、希少糖と寒天で口どけよく、さっ
ぱりとした味わい。ミニカップゼリーは、凍ら
せるとシャリッと舌触りのよいシャーベットに
もなります。

青森県産ふじりんごゼリー・愛媛県産甘夏みかんゼ
リー・愛媛県産伊予柑ゼリー・山形県産白桃（もちづ
き）ゼリー・山形県産ラ フランスゼリー・山形県産さく
らんぼ（ナポレオン）ゼリー各112g、みかんゼリー・白
桃ゼリー・ピオーネゼリー各57g、りんごゼリー・ラ フ
ランスゼリー各60g
※賞味期限は常温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。）

460-2525
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) サマーアソート

¥3,240 B

国産果汁を使用した清涼感のあるゼリー、
甘酸っぱいジャムをのせたクッキー、和風
素材を使ったさっぱりとした甘さのクッキー
など、欲ばりな洋菓子詰合せです。

5種クッキー（和・フルーツ×各1袋）、ジャムクッ
キー（苺・みかん×各3）、フルーツゼリー（日向
夏・巨峰・黄金桃×各2）
※賞味期限は常温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。）

460-2532
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) チーズカップケーキ･ゼリー詰
合せ

¥3,240 B

宇治抹茶やいちごを用いたカップケーキ
は、マドレーヌ生地と濃厚クリームチーズ、
クッキーの３層構造。爽やかな味わいの国
産フルーツを使った、多彩なゼリーとご一
緒にお楽しみください。

チーズカップケーキ（プレーン・苺・檸檬・抹茶×
各1）、ゼリー（ピオーネ・みかん・メロン・ラ フラン
ス・白桃・りんご×各1）
※賞味期限は常温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×7、クッキー5種計16、国産果実
入りのゼリー4種計6
※賞味期限は常温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。）

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
※賞味期限は常温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。）

160-9299 モロゾフ サマーロイヤルタイム ¥3,240 B

岡山県産の清水白桃とピオーネをなめらか
な口どけのゼリーで包み込んだ国産果実
のゼリー、白いチーズケーキなど、素材の
持つ本来の美味しさを活かした涼感あふれ
るデザートを詰合せました。

ファンシーデザート×8、チョコレートムース・国
産果実のゼリー・白いチーズケーキ（ソース付）
×各2
※賞味期限は常温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。）

160-9282 メリー デザートコレクション ¥3,240 B

国産果実が入ったなめらかな喉ごしの果樹
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。

果樹園倶楽部・グレイス オブ フルーツ・北海道
カスタードプディング（カラメルソース付）×各3、
国産果汁ゼリー×6
※賞味期限は常温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。

グレイス オブ フルーツ×5、宮崎産日向夏ゼ
リー・夕張メロンゼリー・山形産白桃ゼリー・青森
産りんごゼリー×各2
※賞味期限は常温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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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）・ラ フランス（山形県
産）・いよかん（愛媛県産）×各2、佐藤錦（山形
県産）×1） 日本製
※賞味期限は常温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
※賞味期限は常温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。）

460-2556
シャーベリアスエスト 夕張メロン
ゼリー&クラウンメロンゼリー

¥3,240 B

芳醇な香りと独特の風味を再現した夕張メ
ロンゼリーと、高貴な香りと上品な甘さを再
現した静岡クラウンメロンゼリーの味の食
べ比べをお楽しみください。

夕張メロンゼリー・クラウンメロンゼリー各125g
×各5
※賞味期限は常温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。）

460-2563 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。多才なイラストレーター・
高橋常政氏が描く夏のサンタクロースの
パッケージでお届けします。

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）
※数量限定品です。
※賞味期限は常温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。）

160-9497
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、グレメアレン×
3、レーズンケーキ・マンゴービスキュイ×各2、
フラットバー×5、ゼリー×6
※賞味期限は常温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。）

460-2570 横濱フランセ 横濱プリン詰合せ ¥3,240 B
定番人気の横濱プリンカスタードと、新商品
杏仁プリンの詰合せです。

横濱プリン カスタード（カラメルソース付）×8、
横濱プリン 杏仁×4

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
※賞味期限は常温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。）

160-9480 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
※賞味期限は常温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
※賞味期限は常温45日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温23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、クリーミーな口当たりが自慢のプリ
ン。夏ならではの彩りと美味しさをバラエ
ティー豊かなセットにしました。

フルーティングココ・芳果白桃ゼリー・カスタード
プリン（カラメルソース付）×各2、ラフルーティア
×8
※賞味期限は常温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

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）
※全種類にブランデー（アルコール）を使用して
います。
※賞味期限は常温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

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徴で
す。

フルーツゼリー15種計81
※賞味期限は常温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。）

160-9381
ブールミッシュ ボン･ボワイヤー
ジュギフト

¥3,240 B
ミニサイズのトリュフケーキと宇治抹茶を
使ったトリュフケーキなどブールミッシュ人
気の焼き菓子を多彩に詰合せました。

果実めぐり×4、ミニトリュフケーキ・宇治抹茶の
ミニトリュフケーキ・マドレーヌ・フィナンシェ・スフ
レショコラ×各2、スフレフロマージュ×3、ヌー
ヴェルガレット（バニラ・チョコ×各1）
※賞味期限は常温45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。）
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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
※賞味期限は常温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。）

160-9435 本高砂屋 エコルセ ¥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。

三角×42、短冊×36、丸型（ミルクチョコ・ホワイ
トチョコ×各20）
※賞味期限は常温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。）

460-2624 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
※賞味期限は常温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、ショコクーヘン、マロングラッセ
クーヘンなど、バラエティー豊かなセットに
仕上げました。

ショコクーヘン・バウムクーヘン×各2、マロング
ラッセクーヘン×1、リープヘン×26、テーゲベッ
ク135g
※賞味期限は常温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。）

460-2648
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 水羊羹&錦玉詰合せ

¥3,240 B

みずみずしく上品な甘さの水羊羹。錦玉
は、ぷるんとした食感の和風寒天ゼリー。
抹茶を用いたプリンやレアチーズケーキ
は、ほど良いほろ苦さが特徴です。

抹茶水羊羹71g×1、こし水羊羹75g・抹茶プリン
濃厚67g・抹茶レアチーズケーキ68g×各2、錦玉
（伊予柑ゼリー・梅ゼリー×各1）
※賞味期限は常温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。）

460-2662 叶 匠壽庵 里山 ¥3,240 B

ぶどう・白桃・りんご・いよかんの４種の国
産果実を使用した、華やかで愛らしいゼ
リー「姫果実」。兵庫県丹波産の春日大納
言小豆と、沖縄県波照間産の黒糖蜜をか
けてお召し上がりいただく一口サイズの「氷
室寒天」。みずみずしい涼感溢れる菓子
を、セットにしました。

姫果実（ぶどう・白桃・りんご・いよかん×各2）、
氷室寒天×2
※賞味期限は常温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
※賞味期限は常温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。）

460-2679 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。

カステラ（プレーン・抹茶×各1）、洋風煎餅（いち
ご・ぶるーべりー×各2）、抹茶じゅれ・水羊羹各
70g×各2、黒糖かりんとう40g・あられ32g・あん
みつ110g・抹茶ぷりん110g×各1
※賞味期限は常温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。）

160-9688 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4）、ゼリー（枇杷・白桃・
梨・ブルーベリー×各2）
※賞味期限は常温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。）

460-2693 新宿中村屋 涼菓撰 ¥3,240 B

甘味処で人気の「あんみつ」や「くずきり」、
なめらかな食感の「わらび餅」、口どけのよ
い「涼味水ようかん」などを詰合せた夏にう
れしい涼菓のギフトセットです。

涼味水ようかん（小豆・小倉×各2）、くずきり黒
蜜・わらび餅・あんみつ×各1、梅ゼリー・白桃ゼ
リー×各2
※賞味期限は常温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。）

460-2709 和楽子屋 和菓子詰合せ ¥3,240 Y ○

米粉、小豆、よもぎ、海苔といった主原料は
国産にこだわり、昔ながらの製法で、甘さを
抑えた上品な味わいに仕上げました。自然
解凍でお召しあがりください。

おはぎ（つぶ餡・こし餡各1個入）・豆大福（こし餡
2個入）・苺餡大福（ホイップクリーム2個入）・葛
饅頭（ずんだ餡2個入）・草団子（つぶ餡3個入）
×各2、磯辺餅（辛口醤油2個入）×4
※賞味期限は冷凍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。）

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
※賞味期限は常温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
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460-2730
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 味彩おかき

¥3,240 B

カレー、唐辛子などの味わいや、食感もさ
まざまなバラエティー豊かなおかき詰合
せ。寒天を使用したものはサクサク食感が
後を引く美味しさです。

希少糖おかき・抹茶おかき・燻製おかき・寒天カ
レーおかき・寒天唐辛子おかき・おつまみミック
ス×各3袋
※賞味期限は常温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）
※賞味期限は常温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。）

160-9800 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。

花よせ×9袋、えびせん・花おつまみ・花かりん
×各6袋
※賞味期限は常温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袋
※賞味期限は常温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。）

160-9794 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
※賞味期限は常温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。）

460-2778 志ま秀 クアトロえびチーズ ¥3,240 B

海老を贅沢に使って焼きあげた「えびせん
べい」で、風味豊かなチーズクリームをはさ
みこみました。旨みたっぷりのチェダーと芳
潤な香りのパルメジャーノをブレンドした
「チェダー＆パルメジャーノ」をはじめとする
４種の味わいの詰合せです。

えびチーズサンド（クリームチーズ＆アーモンド・
カマンベール＆ブラックペッパー×各4、チェダー
＆パルメジャーノ・ゴルゴンゾーラ＆ハニー×各
8）
※賞味期限は常温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。）

160-9817 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
※賞味期限は常温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。）

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 ○

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高砂長寿
味噌使用のもろみダレ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
※賞味期限は冷凍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 ○

風味豊かに仕上げたロースハムと、高温で
焼きあげた焼豚をセットしました。創業当時
から受け継がれる味をご堪能いただけま
す。

ロースハム360g、直火焼焼豚180g
※賞味期限は冷蔵55日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵28日以上の商品をお届けし
ます。）

460-2990 上富良野牧場 ハム詰合せ ¥3,240 Y ○

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、生ハム45g
※賞味期限は冷蔵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。）

162-0607
ニッポンハム 国産美ノ国バラエ
ティ詰合せ

¥3,240 Y ○
自社農場で飼育した原料を使用。熟成ロー
スハムや肩ロース生ハムなど、バラエ
ティー豊かに詰合せました。

熟成ロースハム・熟成ももハム各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
※賞味期限は冷蔵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。）

460-3034
ニッポンハム ハム･ローストビー
フ詰合せ

¥3,240 Y ○
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。

特撰ロースハム180g、炭火焼ローストビーフ
150g、ローストビーフソース50g
※賞味期限は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵40日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3041 ケーファー バラエティーセット ¥3,240 Y ○
「品質の良さ」にこだわる〈ケーファー〉自慢
の詰合せです。ドイツ名門の味をお楽しみく
ださい。

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
※賞味期限は冷蔵35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。）
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162-0768 伊藤ハム バラエティ詰合せ ¥3,240 Y ○
伊藤ハム伝承の技で仕上げた「スモークハ
ム・生ハム・ウインナー」等のバラエティ豊
かな詰合せです。

スモークハム200g・あぶり焼焼鶏140g・生ハム
45g×各1、ポークウインナー100g×2
※賞味期限は冷蔵45日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵23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 ○
「品質の良さ」にこだわる〈ケーファー〉自慢
の詰合せです。ドイツ名門の味をお楽しみく
ださい。

ペッパーボンレスハム280g、ポークハム220g 日
本製
※賞味期限は冷蔵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。）

162-0683
伊藤ハム 伝承 スライスハム詰
合せ(国産豚肉使用)

¥3,240 Y ○

国産豚肉を原料とし、創業者　伊藤傳三の
ハムづくりの想いを込めたおすすめギフト
です。まろやかな味わいのロースハムや生
ハムロースなど使いやすいスライスパック
でお届けいたします。

ロースハム65g、ベーコン54g、ボロニアソーセー
ジ52g、生ハムロース45g、ポークウインナー・
ハーブ入りウインナー各85g
※賞味期限は冷蔵35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。）

162-0676
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
※賞味期限は冷蔵65日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵33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 ○
「品質の良さ」にこだわる〈ケーファー〉自慢
の詰合せです。ドイツ名門の味をお楽しみく
ださい。

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
※賞味期限は冷蔵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。）

162-0942 二幸 スモークサーモンスライス ¥3,240 D ○

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）
60g×3
※賞味期限は冷蔵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。）

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

お客さまの食への好奇心に応えるために
生まれたブランド〈ミツコシイセタン　ザ・フー
ド〉。　インド風、タイ風など多彩な味を食べ
きりサイズにしました。

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。

162-1383 オリーブオイルドレッシング ¥3,240 B

エクストラバージンオイルを贅沢に使用した
オリーブオイルドレッシングです。オリーブ
オイル特有のフルーティーな香り、爽やか
な風味を活かし、様々なテイストに仕上げ
ました。

ドレッシング（和風・にんじん・たまねぎ・ごま・バ
ルサミコ各120ml）
※賞味期限は常温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。）

162-1420
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

162-1369
ジュエルオリーブオイル エキスト
ラバージンオリーブオイルセット

¥3,240 B

素材選びから、収穫、搾油までをコントロー
ルするなど、こだわりが詰まった〈ジュエル
オリーブオイル〉シリーズ。デリケートでやさ
しい風味が特徴で、さまざまな料理の味わ
いをより一層引き立ててくれます。

アルベキーナ×2、オヒブランカ・レッチーノ・オリ
アローラ×各1、各105g 日本製

460-3317 帝国ホテル スープ缶詰詰合せ ¥3,240 B
コーン、オニオン、ミネストロン。素材の持ち
味を活かした、帝国ホテル伝統のスープを
ご家庭でお楽しみください。

ミネストロンスープ×3、コーンのクリームスー
プ・フレンチオニオンスープ×各2、各160g（プル
トップ缶）

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％
※賞味期限は常温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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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で作っ
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。

162-1451 梅林堂 紀州梅干｢梅心｣ ¥3,240 B

紀州産の完熟梅を厳選し、酸味と甘みのバ
ランスの良い塩分約7％の梅干です。その
まま食べても、ご飯のお供としてもおいしい
逸品です。

梅干500g ※塩分約7％
※賞味期限は常温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。）

460-3331
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

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
※賞味期限は常温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。）

460-3355
土井志ば漬本舗 京のはんなり
漬

¥3,240 D ○

「はんなり」とは上品で華やいだ様子を表す
京ことばです。野菜の素材を活かしあっさり
と上品に仕上げたはんなり漬など京漬物を
お楽しみください。

はんなり漬（大根ハーフ、志そ漬大根ハーフ、う
り、茄子1本）、お玉はん、志ば漬・すぐききざみ・
里のごぼう各50g
※賞味期限は冷蔵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。）

460-3362 山城屋 御海苔詰合せ｢味くらべ｣ ¥3,240 B

海苔本来の風味をお楽しみいただける炭
火焼海苔をはじめ、牡蠣だし醤油味やしじ
み醤油味など、個性あふれる味わいの海
苔を詰合せました。

炭火焼海苔×2、牡蠣だし醤油味付のり・しじみ
醤油味付のり× 各1、各8切5枚×各8袋

460-3386 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45g・牛肉大豆煮55g・牛肉しめじ
煮60g×各1、牛肉ごぼう煮50g・牛肉えのき煮
60g・牛肉しいたけ煮55g×各2

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、ゆず味噌たれ
×3）

162-1567 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

460-3393 酒悦 美味創菜 ¥3,240 B

７種類の国産野菜を漬け込んだ東京名物
の元祖・福神漬は明治時代から伝わる伝
統の味。黒酢入り豚角煮、すきやき風牛肉
しぐれ煮を合わせて親しみやすい詰合せに
なりました。

福神漬75g、のり佃煮80g、黒豆・大葉みそ各
90g、鮭茶漬30g、鶏そぼろ45g、黒酢入り豚角煮
70g、すきやき風牛肉しぐれ煮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
※賞味期限は常温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。）

460-3409 柿安 和惣楽菜詰合せ ¥3,240 B

明治4年（1871年）の創業以来、丹精込め
て料理を作り続けている料亭〈柿安〉。老舗
ならではの味わいが楽しめる「黒毛和牛す
き焼丼」や、夏にぴったりの「冷やしトマト牛
肉しぐれ」、国産のごぼうや人参を牛肉と合
わせた「まぜご飯の素」などをセットにしまし
た。

黒毛和牛すき焼丼135g、まぜご飯の素（牛肉・
人参・ごぼう）160g、冷やしトマト牛肉しぐれ60g、
磯くるみちりめん50g

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
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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。使い切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袋
※賞味期限は常温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。)

460-3430
京洛 辻が花 京野菜お吸い物最
中詰合せ

¥3,240 B

素材は京都府産の賀茂なす、聖護院かぶ
らなどを使用。フリーズドライにすることで
色、食感、風味、旨味を閉じ込めました。九
条ねぎはノーマルなお吸物、聖護院かぶら
は赤味噌と、各々吸い物の味を変え詰合
せました。お湯を注ぐだけで召しあがってい
ただけます。

聖護院かぶら（松茸入り）・壬生菜（ふぐ入り）・
九条ねぎ（鯛入り）・九条ねぎ（ゆば入り）×各2、
賀茂なす（あわび入り）×1
※賞味期限は常温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。）

460-3454
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

460-3461
ライオン トップスーパーNANOX
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

460-3478
花王 アタック抗菌EXスーパーク
リアジェルバラエティーギフト

¥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

460-3492
ライオン トップスーパーNANOX
バラエティギフト

¥3,240 B
新開発のスーパーナノ洗浄のスーパーナ
ノックスと、ほどよい香りが楽しめるソフラン
のギフトです。

液体洗剤（濃縮）450g×1、液体洗剤詰替用
360g×4、柔軟仕上剤・柔軟仕上剤詰替用×各
1 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

460-3522
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1．0㎏×1、液体洗剤詰替用770g×3、
食器用洗剤×2 日本製

460-3539
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。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×6 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

460-3577
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352g 日本製

460-3591
花王 ビオレu 泡ハンドソープギフ
ト

¥3,240 B

泡で出てくるハンドソープで、毎日の手洗い
から、ご家族皆さまの清潔習慣を応援しま
す。素肌と同じ弱酸性。うるおいを守って、
スッキリ洗いあげます。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

460-3607 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
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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

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
炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進、
だるい疲れ・肩こり・冷え症に効果がありま
す。（医薬部外品）

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

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

460-3744
ロイスダール フルーツゼリー詰
合せ

¥3,240 B

みかん、白桃、ラ　フランス、グレープ、4種
類のフルーツゼリー詰合せ。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（みかん×3、白桃・ラ フランス・
グレープ×各2）（紙箱入）
賞味期限は常温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。)

460-2099
限定ギフト赤坂松葉屋 料亭の水
羊羹詰合せ

¥3,780 B
数量限定
三越限定

料亭〈赤坂松葉屋〉が香川県産の醤油豆を
使用し、甘じょっぱいみたらし風の味わいに
仕上げた「しょうゆ豆水羊羹」。夏のコース
料理を締めくくる自慢の甘味「料亭の水羊
羹」、風味豊かな「抹茶水羊羹」との詰合せ
です。

しょうゆ豆水羊羹・料亭の水羊羹・抹茶水羊羹
各53g×各4（缶入）
※数量限定品です。
※三越の限定品です。
※賞味期限は常温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。）

460-2891 角煮三昧ギフトセット ¥3,780 Y ○
しょうゆ風味、味噌風味の豚角煮と、角煮
めしの素をセットにしました。

豚角煮110g・豚角煮（味噌風味）110g・角煮めし
の素155g×各2
※賞味期限は冷凍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。）

162-0867
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、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
※賞味期限は冷凍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 ○

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
※賞味期限は冷凍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。）

460-2945 ロールキャベツ詰合せ ¥3,780 Y ○

やわらかなキャベツで具材を巻き込んだ、
お肉の旨みたっぷりのロールキャベツで
す。デミグラス、クリーム、トマト、コンソメ。
４種のソースでご賞味ください。

ロールキャベツ（トマトソース・コンソメソース・ク
リームソース・デミグラスソース各120g×各2）
※賞味期限は冷凍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。）

460-3188 北海道産 少量海鮮丼詰合せ ¥3,780 Y ○

いくらやほたて、秋鮭など、北海道自慢の
味が勢揃い。多彩な海の幸をご飯に盛付
けてお手軽に北海道産の海鮮丼をお楽し
みいただけます。

漬け秋鮭・いくら醤油漬×各2、たこ・ほたて貝柱
×各1、各40g、たれ・きざみ海苔×各6
※賞味期限は冷凍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。）

460-3201 鹿児島小田口屋 さつまあげ ¥3,780 D ○

独自の製造法により、数種類の魚肉をブレ
ンドしさかな独自の旨味を引き出します。豆
腐と山芋などを用いソフトな食感と、灰持酒
（薩摩地酒）などを使用することにより風味
豊かに仕上げました。

つけあげ・しそ天・かつお節天×各4、インゲンひ
ら天・かぼちゃ天・えびチーズ揚げ・きびなご天・
梅のりさつま・ごぼう天・れんこん天×各3
※賞味期限は冷蔵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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162-1574 京･料亭わらびの里 料亭一膳 ¥3,780 B

料亭の職人が伝承の技を駆使して調理し
た、ちらしや炊き込みごはん。多彩な味を
電子レンジで温めるだけで手軽にお楽しみ
いただけます。

かにめし・鯛ごはん・松茸ごはん・ひじきごはん・
ちらし寿司・ちりめんごはん各80g×各2
※賞味期限は常温75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温38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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160-9572 メリー ジェラート詰合せ ¥4,320 D ○

カカオの香り高いチョコレート、優しい甘さ
のバニラ、ほろ苦く深いコクを感じるエスプ
レッソ、芳醇なラム酒が香るラムレーズン、
アルフォンソマンゴーのピューレでまろやか
に仕立てたマンゴーなど、選ぶのが楽しい5
種類の味わい豊かなジェラートを集めまし
た。

ジェラート（バニラ×3、チョコレート・エスプレッ
ソ・ラムレーズン・マンゴー×各2、各90ml）

160-9619 モロゾフ フローズンギフト ¥4,320 D ○

カップアイス、ミニアイス、バーアイスなど、
バラエティー豊かに詰合せた夏のスウィー
ツです。

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・イチゴ・マンゴー・宇治抹茶各
85ml×各1）、グラスオショコラ×20

162-0355 揖保乃糸 色そうめん｢彩流｣ ¥4,320 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×14、色麺（赤しそ・青しそ・黄
麺各50g×各3）

460-2358
キリン ハイパーセレクト100 品種
限定ジュース詰合せ

¥4,320 B

日本人の好みに合う５つの果実の、限定さ
れた品種をひとつひとつ収穫し、果汁１０
０％のジュースにしました。深みのあるコン
コードグレープをより多くお楽しみいただけ
るセットです。

バレンシアオレンジ×10、ふじりんご・コンコード
グレープ・ゴールデンパインアップル・マスカット
グレープ×各5、各160g

160-9466 彩果の宝石 バラエティギフト ¥4,320 B

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徴で
す。

フルーツゼリー19種計101
※賞味期限は常温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。）

460-2969 鎌倉ハム富岡商会 ハム詰合せ ¥4,320 Y ○

風味豊かに仕上げたロースハムと、高温で
焼きあげた焼豚などをセットしました。創業
当時から受け継がれる味をご堪能いただけ
ます。

ロースハム360g、直火焼焼豚180g、あらびき
ミートローフ200g
※賞味期限は冷蔵55日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵28日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3003 上富良野牧場 ハム詰合せ ¥4,320 Y ○

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270g
※賞味期限は冷蔵75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵38日以上の商品をお届けし
ます。）

460-3065
伊藤ハム ハム･ローストビーフバ
ラエティ詰合せ

¥4,320 Y ○

味わい深いローストビーフをはじめ、あらび
きミートローフ、スモークハムなど、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）180g、あらびきミートロー
フ・スモークハム各200g、ポークウインナー・ホ
ワイトウインナー各100g、2種の和風ソース40g
※賞味期限は冷蔵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。）

460-3164 焼魚詰合せ ¥4,320 Y ○

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・キングサーモン粕漬焼・紅鮭味
噌漬焼・さわら味噌漬焼各50g×各2
※賞味期限は冷凍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。）

460-3218
人形町 浜の院 江戸甘味噌仕立
て浜町漬

¥4,320 Y ○

吟味した魚介を独自の調味液と風味豊か
な江戸甘味噌一切れずつ丁寧に漬込みま
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をお楽しみく
ださい。

からすがれい・ぶり・銀ひらす×各2、銀鮭・紅鮭
×各1
※賞味期限は冷凍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。）

460-3294
日清 トクホオイル&べに花油ギフ
ト

¥4,320 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）×各2、べに花油×4、
各350g

▲ 4,000円台の先頭へ
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460-2877 伊達の牛たん詰合せ ¥5,184 Y ○

焼いて楽しむ味付け牛たん塩味とみそ味、
桜のチップで燻煙した香味豊かな牛たんス
モークの詰合せです。

牛たん塩仕込み200g、牛たん味噌仕込み135g、
牛たんスモークスライス130g（牛たんはニュー
ジーランドまたはポーランド産 他）

460-2082 限定ギフト 華吸い物最中 ¥5,400 B
数量限定
三越限定

「華ひらく」のストーンモチーフをかたどった
最中種の中には、「華ひらく」をイメージした
色鮮やかな麩を忍ばせました。あわび・菜
の花・ふし麺が入った風味豊かなフリーズド
ライのいりこだしをお碗に入れ、最中を割っ
て麩をのせ、お湯を注いでお召しあがりくだ
さい。

華吸い物最中×8（缶入）
※数量限定品です。
※三越の限定品です。

460-2112
パティスリーエクラタン バラエ
ティアイスギフト

¥5,400 D ○

ティラミス、チョコボール、ジェラートボール
のアイスをそれぞれ２種類のフレーバーで
ご用意。いろいろなアイスの美味しさがお
楽しみいただけます。多才なイラストレー
ター・高橋常政氏が描く夏のサンタクロース
のパッケージでお届けします。

ティラミスアイス（プレーン・苺×各2）、チョコアイ
スボール（バニラ・抹茶×各10）、ジェラートアイ
スボール（マンゴー・ピーチ×各10）（紙箱入）

460-2136
ナポリ イタリアンアイスデザート
詰合せ

¥5,400 D ○

ひとくちで食べられるチョコボールタイプの
アイスクリームです。バニラ、チョコレートな
ど６種の味を詰合せました。

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

460-2143
ナポリ フルーツシャーベット詰合
せ

¥5,400 D ○

彩り豊かなフルーツを使った、涼味あふれ
るシャーベット。フルーツの中をくり抜き、外
側の皮を容器に見立てて食べきりサイズの
シャーベットに仕上げました。見た目も美し
く、フルーティーな香りと風味をお楽しみい
ただけます。

シャーベット（温州みかん・ふじりんご・白桃1／2
×各2、グレープフルーツ1／2・マスクメロン1／8
×各1）

160-9565 スルー さがほのか苺あいす ¥5,400 D ○

新鮮な苺の芯を丁寧にくり抜いて、相性の
良い練乳と生クリームを使ったアイスクリー
ムを絞りいれました。ご家庭でのデザート
に、贈り物に喜ばれます。

さがほのか苺あいす（練乳・苺みるく×各14）

460-2150
パティスリー キハチ 日々旬感ア
イス詰合せ

¥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種類の味をお愉しみください。

黒胡麻はちみつ・いちごと牛乳×各3、たまご味
カスタード・お煎茶とカスタード・オレンジマン
ゴー・ブルーベリーとクリームチーズ×各2、各
120ml

160-9589 ハーゲンダッツ ミニカップ詰合せ ¥5,400 D ○

人気の5種の詰合せ。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・グリーンティー
×各3、ストロベリーカスタードタルト・マカデミア
ナッツ×各2、各110ml） 日本製

162-0188 山梨春日居 桃 ¥5,400 D ○

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
1.5kg（5～6個）
※お申し込み期限:7月25日(火)まで
※お届け予定:6月29日頃より8月5日頃まで

460-2167
山梨 桃&岡山 マスカットオブアレ
キサンドリア

¥5,400 D ○

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、強いマスカッ
トの芳香と美しい緑黄色が特長の岡山県
産マスカットオブアレキサンドリアとのセット
です。

山梨県産 桃1㎏（4個）、岡山県産 マスカットオ
ブアレキサンドリア450g（1房）
※お申し込み期限:7月25日(火)まで
※お届け予定:6月30日頃より8月5日頃まで

460-2174
山梨 桃&愛媛･佐賀 ハウスみか
ん

¥5,400 D ○

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 みかん900g（12～15個）
※お申し込み期限:7月25日(火)まで
※お届け予定:6月30日頃より8月5日頃まで

162-0263 北海道 レッドメロン&山梨 桃 ¥5,400 D ○

申込期限
あり

お届け予定
あり

豊かな甘みと、鮮やかなオレンジ色の果
肉、夏の北海道を代表する赤肉メロンと、
豊かな香りと、果汁をたっぷりと含みなめら
かな果肉、上品な甘さの桃を詰合せまし
た。

北海道産 レッドメロン1.3kg（1個）、山梨県産 桃
1kg（4個）
※お申し込み期限:7月25日(火)まで
※お届け予定:7月5日頃より8月5日頃まで

460-2228 佐賀唐津 ハウスみかん ¥5,400 D ○

申込期限
あり

お届け予定
あり

生産量日本一を誇る、佐賀のハウス栽培
みかん。徹底管理の下で、大切に育てられ
たハウスみかんは、甘みと酸味の絶妙なバ
ランスが特徴です。

みかん2.4㎏（25～32個）
※お申し込み期限:7月25日(火)まで
※お届け予定:6月23日頃より8月9日頃まで
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162-0201 岡山 ニューピオーネ ¥5,400 D ○
お届け予定

あり

溢れる果汁と芳醇な味わい。大粒で甘く香
り豊かなニューピオーネ。岡山県を代表す
るぶどうをお楽しみください。

岡山県産 ニューピオーネ750g（2房）
※お届け予定:6月25日頃より順次

460-2242 北海道 レッドメロン ¥5,400 H
お届け予定

あり

濃いオレンジ色の果肉と、甘みが強く
ジューシーでなめらかな肉質が特長の北海
道産レッドメロンです。

北海道産 レッドメロン2.6㎏（2個）
※お届け予定:7月5日頃より順次

162-0270
揖保乃糸 手延素麺｢特級･大古
(おおひね)｣･つゆ詰合せ

¥5,400 B
2度梅雨越しさせて熟成した「大古」は、コシ
の強さと風味の良さが格別。ストレートタイ
プのめんつゆをセットにしてお届けします。

特級「大古」50g×24、めんつゆ（化学調味料不
使用）245ml×1

162-0300 三輪素麺 山越 ｢蔵出し二年物｣ ¥5,400 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×36

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
て丁寧に作った一品。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

162-0393 島善 小豆島素麺｢はるゆたか｣ ¥5,400 B

希少な北海道産小麦「ハルユタカ」を100％
使用した素麺。小豆島ならではの風味豊か
なごま油を使うなど原料のひとつひとつに
こだわって仕上げました。

北海道産小麦使用手延素麺50g×28

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
手業で作られる〈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

テーブルシーンを彩る選りすぐりの名店人
気のアイテム組合せが共演。厳選小麦を
使用した手延中華麺と脇屋友詞氏監修の
中華冷麺つゆです。

中華麺80g×16、中華冷麺つゆ（醤油・胡麻各
195ml×各1）

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）

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、一級
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

460-2303
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 日本の桃ストレートジュース

¥5,400 B

ジューシィな桃の風味を実感していただけ
るよう搾ったままのストレート果汁を使用し
た桃ジュースは、香り高く果汁をたっぷりと
含んだ「川中島白桃」、適度な酸味が一層
甘味を引き立てる「黄金桃」など、桃の素材
そのままの風味や味わいをお楽しみいただ
けます。

白桃×2、黄金桃・川中島白桃・あかつき×各
1、各500ml

460-2327
フロリダスモーニング 果汁100%
ジュース

¥5,400 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ボトル詰合せセット
です。

オレンジ・ピンクグレープフルーツ×各2、レッド
グレープ・マンゴー×各1、各700ml

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
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460-2372 伊藤園 野菜ジュース詰合せ ¥5,400 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・1日分の野菜×
各16、充実野菜緑の野菜ミックス・充実野菜シリ
アル×各8、各200ml

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
の特定保健用食品（トクホ）のセットです。

黒烏龍茶（特定保健用食品）×20、胡麻麦茶
（特定保健用食品）×10、各350ml

460-2402 サントリー 黒烏龍茶ギフト ¥5,400 B

脂肪の吸収を抑え、体に脂肪がつきにくく
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どんな料理ともよく合
います。

黒烏龍茶（特定保健用食品）350ml×30

460-2426
キーコーヒー 氷温熟成珈琲リ
キッドギフト

¥5,400 B

素材選びからこだわった〈キーコーヒー〉の
代表作「トアルコ　トラジャ」、そして「エチオ
ピア　モカ」を氷温で熟成させたリキッドギフ
ト。氷温で熟成させることで実現した、雑味
のない、甘い香りのまろやかな味わいが特
徴です。

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
※賞味期限は常温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。）

460-2440
キーコーヒー 氷温熟成珈琲ド
リップオンギフト

¥5,400 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・
エチオピアモカ×各2、各8g×各6）

162-0157
AGF マキシムちょっと贅沢な珈
琲店アイスプレミアム アイスコー
ヒーギフト

¥5,400 B

産地豆の中でも最上級グレード豆を厳選使
用したプレミアムアイスコーヒーです。産地
豆の特徴的な香りと味の深み、雑味なく
すっきりと澄んだ味わいをお楽しみくださ
い。

タンザニア最上級グレード豆AAブレンド（無糖）
×3、グアテマラ最上級グレード豆SHBブレンド
（無糖）×2、各500ml

162-0171 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を専用ドリッパーにと
じ込め、香りを逃さずパックしました。ブ
ルーマウンテンやモカなど、バラエティー豊
かな味と香りが楽しめるギフトセットです。

コロンビア セレクトブレンド・モカ セレクトブレン
ド・キリマンジャロセレクトブレンド・ブルーマウン
テン セレクトブレンド各8g×各5、摘みたてプレミ
ア ジェントルロースト7.5g×20

460-2518
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 国産フルーツゼリー

¥5,400 B

ぷるるんと目にも涼しげなゼリーは、さくら
んぼや伊予柑、白桃など国産フルーツの果
肉を用い、希少糖と寒天で口どけよく、さっ
ぱりとした味わい。ミニカップゼリーは、凍ら
せるとシャリッと舌触りのよいシャーベットに
もなります。

青森県産ふじりんごゼリー・愛媛県産甘夏みかんゼ
リー×各1、愛媛県産伊予柑ゼリー・山形県産白桃
（もちづき）ゼリー・山形県産ラ フランスゼリー・山形
県産さくらんぼ（ナポレオン）ゼリー×各2、各112g、
みかんゼリー57g・りんごゼリー60g×各2、メロンゼ
リー・ラ フランスゼリー各60g×各1、ピオーネゼリー・
白桃ゼリー各57g×各1
※賞味期限は常温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。）

460-2549
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) チーズカップケーキ･ゼリー詰
合せ

¥5,400 B

宇治抹茶やいちごを用いたカップケーキ
は、マドレーヌ生地と濃厚クリームチーズ、
クッキーの３層構造。爽やかな味わいの国
産フルーツを使った、多彩なゼリーとご一
緒にお楽しみください。

チーズカップケーキ（プレーン・抹茶×各2、苺・
檸檬×各1）、ゼリー（ピオーネ・みかん・メロン・
ラ フランス・白桃・りんご×各2）
※賞味期限は常温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×7、クッキー7種計27、国産果実
入りのゼリー4種計9
※賞味期限は常温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。）

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
※賞味期限は常温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。）

160-9534
アンジェリーナ アンジェリーナセ
レクション

¥5,400 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・フルーツケーキ×各4、マド
レーヌ×5、マロンサンド×7、クッキー5種計13
日本製
※賞味期限は常温45日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温23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

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） ※全種類にブランデー（アルコー
ル）を使用しています。
※賞味期限は常温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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460-2617 彩果の宝石 バラエティギフト ¥5,400 B

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徴で
す。

フルーツゼリー38種計106
※賞味期限は常温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。）

460-2655
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 水羊羹&錦玉詰合せ

¥5,400 B

みずみずしく上品な甘さの水羊羹。錦玉
は、ぷるんとした食感の和風寒天ゼリー。
抹茶を用いたプリンやレアチーズケーキ
は、ほど良いほろ苦さが特徴です。

抹茶水羊羹71g・こし水羊羹75g×各3、抹茶プリ
ン濃厚67g×4、抹茶レアチーズケーキ68g×2、
錦玉（伊予柑ゼリー×2、梅ゼリー×1）
※賞味期限は常温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。）

160-9695 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
※賞味期限は常温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。）

460-2686 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。

カステラ（プレーン・抹茶×各1）、洋風煎餅（いちご・
ぶるーべりー×各3）、抹茶じゅれ70g×3、水羊羹70g
×4、抹茶くずもち110g×2、黒糖かりんとう40g・あら
れ32g・あんみつ110g・抹茶ぷりん110g・手づくりもな
か・品川巻き27g×各1
※賞味期限は常温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。）

460-2747
E-ZEY(イーゼイ) JAPAN(ジャパ
ン) 味彩おかき

¥5,400 B

カレー、唐辛子などの味わいや、食感もさ
まざまなバラエティー豊かなおかき詰合
せ。寒天を使用したものはサクサク食感が
後を引く美味しさです。

希少糖おかき・抹茶おかき・寒天唐辛子おかき・
おつまみミックス×各6袋、燻製おかき・寒天カ
レーおかき×各3袋
※賞味期限は常温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。）

162-0799 神戸牛 すき焼き･焼肉用 ¥5,400 Y ○

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
※賞味期限は冷凍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 ○

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
※賞味期限は冷蔵4日です。（商品の発送時点
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。）

162-0850 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。

松阪牛もも肉・神戸牛肩肉各80g×各2
※賞味期限は冷凍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。）

162-0782 松阪牛 焼肉･すき焼用 ¥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、甘みのある風味
が楽しめます。

肩ロース肉・肩肉計250g
※賞味期限は冷凍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。）

162-0812 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。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
りが特徴です。

肩ロース肉300g
※賞味期限は冷凍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。）

460-2839
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
※賞味期限は冷凍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。）

460-2846
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、ジューシィなハンバーグと高砂長寿
味噌使用のもろみダレ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
※賞味期限は冷凍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 ○

日本3大銘柄牛でも有名な「松阪牛」を
100％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
※賞味期限は冷凍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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460-2860
ローマイヤ 黒毛和牛･黒豚ハン
バーグ

¥5,400 Y ○

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

460-2884
二幸 東京Ｘ豚 豚丼の具･角煮
セット

¥5,400 Y ○

東京都が独自のカリキュラムで肥育した銘
柄豚「東京Ｘ豚」を、角煮、豚丼の具2種類
の詰合せにしました。調理済みなので温め
るだけで簡単にお召しあがりいただけま
す。

豚丼の具150g×3、角煮150g×2
※賞味期限は冷凍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。）

460-2907
南州農場 鹿児島黒豚 山吹味噌
漬

¥5,400 Y ○

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
※賞味期限は冷凍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。）

460-2921 松阪牛丼ぶりセット ¥5,400 Y ○

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120g・牛めし丼120g・そぼろ丼135g
×各2
※賞味期限は冷凍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。）

460-2938 ロールキャベツ詰合せ ¥5,400 Y ○

やわらかなキャベツで具材を巻き込んだ、
お肉の旨みたっぷりのロールキャベツで
す。デミグラス、クリーム、トマト、コンソメ。
４種のソースでご賞味ください。

ロールキャベツ（トマトソース・コンソメソース・ク
リームソース・デミグラスソース各120g×各3）
※賞味期限は冷凍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。）

460-2952 鎌倉ハム富岡商会 ハム詰合せ ¥5,400 Y ○

風味豊かに仕上げたロースハムと肩ロー
ス、高温で焼きあげた焼豚をセットしまし
た。創業当時から受け継がれる味をご堪能
いただけます。

ロースハム360g、直火焼焼豚180g、肩ロース
230g
※賞味期限は冷蔵55日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵28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 ○

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
※賞味期限は冷蔵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。）

460-3010 上富良野牧場 ハム詰合せ ¥5,400 Y ○

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
※賞味期限は冷蔵75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵38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 ○

自社農場で飼育した原料を使用。熟成厚
切りロースハムや肩ロース生ハムなど、バ
ラエティー豊かに詰合せました。

熟成厚切りロースハム62g×3、豚バラ肉巻きあらび
きステーキ60g×2、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
※賞味期限は冷蔵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。）

162-0669
ニッポンハム 国産美ノ国ハム詰
合せ

¥5,400 Y ○

日本ハムグループの国産自社農場で育て
た豚肉を原料に手間をかけて熟成し、お肉
の旨みを引き出したロースハムとももハム
の詰合せです。

熟成ロースハム400g、熟成ももハム280g
※賞味期限は冷蔵55日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵28日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0652
ニッポンハム ハム･ローストビー
フ詰合せ

¥5,400 Y ○

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50g
※賞味期限は冷蔵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。）

162-0775
伊藤ハム ハム･ローストビーフバ
ラエティ詰合せ

¥5,400 Y ○

味わい深いローストビーフをはじめ、ロース
ハム、あらびきミートローフなど、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。

ロースハム320g、ローストビーフ（もも）180g、あ
らびきミートローフ200g、ポークウインナー100g、
生ハム45g、2種の和風ソース40g
※賞味期限は冷蔵40日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵40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 ○

「品質の良さ」にこだわる〈ケーファー〉自慢
の詰合せです。ドイツ名門の味をお楽しみく
ださい。

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
※賞味期限は冷蔵35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。）
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460-3089
伊藤ハム 伝承 スライスハム詰
合せ(国産豚肉使用)

¥5,400 Y ○

国産豚肉を原料とし、創業者　伊藤傳三の
ハムづくりの想いを込めたおすすめギフト
です。まろやかな味わいのロースハムや生
ハムロースなど使いやすいスライスパック
でお届けいたします。

厚切ロースハム63g×3、ベーコン54g・肩ロース
66g・ももハム64g・ボロニアソーセージ52g・生ハ
ムロース45g・ポークウインナー85g・ハーブ入り
ウインナー85g×各1
※賞味期限は冷蔵35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵16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 ○

「品質の良さ」にこだわる〈ケーファー〉自慢
の詰合せです。ドイツ名門の味をお楽しみく
ださい。

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
※賞味期限は冷蔵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。）

162-0706
伊藤ハム 神戸倶楽部ハム･ロー
ストビーフ詰合せ

¥5,400 Y ○

やわらかくあっさりとした食感で人気のロー
スハムや、国産牛のもも肉を真空調理製法
でジューシィに仕上げたローストビーフなど
を詰合せたご馳走ギフトです。

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
※賞味期限は冷蔵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。）

460-3126
三代目むら上 鰻寿司･浜名湖産
鰻蒲焼詰合せ

¥5,400 Y ○

東京・大井町の鰻専門店〈三代目むら上〉。
寿司飯に関東風蒲焼をのせた「鰻寿司」と
浜名湖産「鰻蒲焼」の２種を、電子レンジで
加熱するだけで味わえるように仕上げまし
た。

鰻蒲焼90g×2、鰻屋の鰻寿司150g×1、たれ・
山椒・吸い物×各3
※賞味期限は冷凍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。）

162-1611 新橋ての字 国産うなぎ蒲焼 ¥5,400 Y ○

創業文政十年（1827年）の鰻料理の老舗
が、国産うなぎを丁寧に焼きあげました。
パックのまま温めるだけで、相伝の旨さが
お楽しみいただけます。

国産鰻蒲焼70g・吸物3.7g・たれ15ml・山椒0.1g
×各3
※賞味期限は冷凍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。）

460-3133 中村家 海宝漬詰合せ ¥5,400 Y ○

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
※賞味期限は冷凍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。）

460-3140 佐藤水産 潮合(しおあい)詰合せ ¥5,400 Y ○

鮭専門店ならではの熟練の職人技で、鮭
醤油入りの特製ダレに鮭ルイベといくらを
漬け込んで仕上げた「鮭ルイベ漬」をはじ
め、脂ののった甘塩紅鮭をこんがり焼き、
ざっくりと荒ほぐしで仕上げた「紅鮭荒ほぐ
し」など、ご飯のお供に酒の肴に重宝する
詰合せです。

紅鮭荒ほぐし60g、いくら入鮭ルイベ漬・いくら醤
油漬・塩辛職人各110g
※賞味期限は冷凍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。）

460-3157 海鮮わっぱ飯詰合せ ¥5,400 Y ○

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・うなぎわっぱ飯各180g
※賞味期限は冷凍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。）

162-1147 焼魚詰合せ ¥5,400 Y ○

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。

国産鰻蒲焼（たれ・山椒付）40g×2、銀だら粕漬
焼・キングサーモン粕漬焼・紅鮭味噌漬焼・さわ
ら味噌漬焼各50g×各2
※賞味期限は冷凍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。）

460-3171 北海道産 少量海鮮丼詰合せ ¥5,400 Y ○

いくらやほたて、秋鮭など、北海道自慢の
味が勢揃い。多彩な海の幸をご飯に盛付
けてお手軽に北海道産の海鮮丼をお楽し
みいただけます。

漬け秋鮭×3、いくら醤油漬・たこ×各2、真いか
（するめいか）・ほたて貝柱×各1、各40g、たれ・
きざみ海苔×各9
※賞味期限は冷凍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。）

460-3195 鹿児島小田口屋 さつまあげ ¥5,400 D ○

独自の製造法により、数種類の魚肉をブレ
ンドしさかな独自の旨味を引き出します。豆
腐と山芋などを用いソフトな食感と、灰持酒
（薩摩地酒）などを使用することにより風味
豊かに仕上げました。

つけあげ・しそ天×各6、インゲンひら天×4、かぼ
ちゃ天・かつお節天・しいたけ天・じゃこ青ねぎ天・ご
ぼう天・梅のりさつま・れんこん天・たこ生姜天・きび
なご天・えびチーズ揚げ×各3
※賞味期限は冷蔵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。）

162-0911
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・金目鯛
粕漬・秋鮭西京漬×各2
※賞味期限は冷凍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 ○

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）
※賞味期限は冷凍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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460-3225
二幸 辛子明太子･レンジ対応焼
魚詰合せ

¥5,400 Y ○

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
の辛子明太子と、レンジするだけで銀だら、
銀鮭、紅鮭、さわらの西京焼がお楽しみい
ただける便利で美味しい詰合せです。どち
の商品もご飯のお供に、酒の肴に大変重
宝する一品です。

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
※賞味期限は冷凍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。）

460-3232
味の浜藤 漬魚笹巻(西京･粕･こ
うじ)

¥5,400 Y ○

京都の白味噌に丹念に漬込んだ「西京
漬」、国内産の米こうじに漬込んだ「こうじ
漬」、踏込粕にはちみつを加えた漬床に漬
込んだ「粕漬」、味の浜藤の漬ける技を存
分に生かした３種類の味が楽しめる詰合せ
です。

銀ざけ西京漬・鰆西京漬・銀ひらすこうじ漬・真
鱈粕漬×各2
※賞味期限は冷凍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。）

162-0973 奥能登はまの 一夜干の里 ¥5,400 Y ○

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・さば×各1、真あじ・赤かれ
い・かます・しろさばふぐ×各2
※賞味期限は冷凍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。）

460-3249 幸乃家 鮭と魚卵の詰合せ ¥5,400 Y ○

脂のりがよく中塩味に調整した２種類の塩
鮭切身に、軽い薫りのスモークサーモンと
粒よりで食感のよい２種類の魚卵を詰合せ
ました。

紅鮭切身（中塩味）×3、時鮭切身（中塩味）・ス
モークサーモンスライス40g・無着色辛子明太子
70g×各2、いくら醤油漬60g×1
※賞味期限は冷凍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。）

460-3263
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

お客さまの食への好奇心に応えるために
生まれたブランド〈ミツコシイセタン　ザ・フー
ド〉。　インド風、タイ風など多彩な味を食べ
きりサイズにしました。

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。

162-1291 あけぼの 水産缶詰詰合せ ¥5,400 B

和・洋・中様々な料理の素材として重宝さ
れる水産缶詰のバラエティセットです。使い
勝手のよい小型缶詰。長期保存も可能で
す。

紅ずわいがに脚肉飾り75g・ライトミートファン
シー107g・さけ水煮105g×各4

460-3300
ジュエルオリーブオイル エキスト
ラバージンオリーブオイルセット

¥5,400 B

素材選びから、収穫、搾油までをコントロー
ルするなど、こだわりが詰まった〈ジュエル
オリーブオイル〉シリーズ。デリケートでやさ
しい風味が特徴で、さまざまな料理の味わ
いをより一層引き立ててくれます。

アルベキーナ・オヒブランカ・レッチーノ・オリア
ローラ各105g× 各2 日本製

162-1260 帝国ホテル スープ缶詰詰合せ ¥5,400 B
コーン、オニオン、ミネストロン、パンプキ
ン。素材の持ち味を活かした、帝国ホテル
伝統のスープをご家庭でお楽しみください。

ミネストロンスープ・パンプキンスープ×各4、
コーンのクリームスープ・フレンチオニオンスー
プ×各2、各160g（プルトップ缶）

162-1338 山本海苔店 海苔詰合せ ¥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12袋詰（8切5枚）、手巻き用
焼海苔5袋詰（2切6枚）

460-3379 山城屋 御海苔詰合せ｢味くらべ｣ ¥5,400 B

海苔本来の風味をお楽しみいただける炭
火焼海苔をはじめ、牡蠣だし醤油味やしじ
み醤油味など、個性あふれる味わいの海
苔を詰合せました。

炭火焼海苔×3、牡蠣だし醤油味付のり・しじみ
醤油味付のり×各1、各8切5枚×各8袋、わさび
味付のり8切5枚×10袋

162-1543 京料理 美濃吉 美濃吉三昧 ¥5,400 B

ちりめん山椒や牛肉しぐれ煮、きゃら蕗な
ど、山海の幸をバランスよく詰合せました。
上品な味わいで、ご飯のお供にも好適で
す。

ちりめん山椒・湯葉ちりめん・柚子ちりめん・生
姜ちりめん各45g、若鮎の甘露煮50g、しじみ山
椒煮60g、牛肉しぐれ煮65g、筍の山椒煮・きゃら
蕗各70g、椎茸しぐれ80g

460-3423 京･料亭わらびの里 料亭一膳 ¥5,400 B

料亭の職人が伝承の技を駆使して調理し
た、ちらしや炊き込みごはん。多彩な味を
電子レンジで温めるだけで手軽にお楽しみ
いただけます。

あわびごはん80g×3、鮭ごはん・松茸ごはん・
穴子ごはん・ちりめんごはん・ちらし寿司・ひじき
ごはん各80g×各2
※賞味期限は常温75日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温38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。使い切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袋
※賞味期限は常温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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460-3447
京洛 辻が花 京野菜お吸い物最
中詰合せ

¥5,400 B

素材は京都府産の賀茂なす、聖護院かぶ
らなどを使用。フリーズドライにすることで
色、食感、風味、旨味を閉じ込めました。九
条ねぎはノーマルなお吸物、聖護院かぶら
は赤味噌と、各々吸い物の味を変え詰合
せました。お湯を注ぐだけで召しあがってい
ただけます。

聖護院かぶら（松茸入り）・壬生菜（ふぐ入り）・
賀茂なす（あわび入り）・九条ねぎ（鯛入り）・九
条ねぎ（ゆば入り）×各3
※賞味期限は常温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。）

460-3485
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

460-3508
花王 アタック抗菌EXスーパーク
リアジェルバラエティーギフト

¥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

460-3546
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

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

460-3584
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352g 日本製

460-3669 ハーバルロジック ソープセット ¥5,400 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×9、ボディソープ300ml×3 日本製

▲ 5,000円台の先頭へ
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460-2792
松阪牛･神戸牛 小分けステーキ
用

¥6,480 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
※賞味期限は冷凍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 ○

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
1.7kg（5～6個）
※お申し込み期限:7月25日(火)まで
※お届け予定:6月29日頃より8月5日頃まで

460-3713 浜名湖産 うなぎ長蒲焼 ¥8,100 Y ○

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（静岡県浜名湖産）長蒲焼120g・たれ・山椒×
各3
※賞味期限は冷凍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 ○

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
※賞味期限は冷凍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。)

162-0638
ニッポンハム 国産美ノ国ハム詰
合せ

¥8,640 Y ○

日本ハムグループの国産自社農場で育て
た豚肉を原料に手間をかけて熟成し、お肉
の旨みを引き出したロースハム、肩ロー
ス、ももハムの詰合せです。

熟成ロースハム400g、熟成肩ロース・熟成もも
ハム各280g
※賞味期限は冷蔵55日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り冷蔵28日以上の商品をお届けし
ます。）

162-0287
揖保乃糸 手延素麺｢特級･大古
(おおひね)｣･つゆ詰合せ

¥10,800 B
2度梅雨越しさせて熟成した「大古」は、コシ
の強さと風味の良さが格別。ストレートタイ
プのめんつゆをセットにしてお届けします。

特級「大古」50g×48、めんつゆ（化学調味料不
使用）245ml×2

162-0805 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
※消費期間冷蔵4日（発送時点で、消費期限ま
で残り冷蔵2日以上の商品をお届けします。）

460-2808
山形県産山形牛 サーロイン肉ス
テーキ用

¥10,800 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
※賞味期限は冷凍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 ○

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
※賞味期限は冷凍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。）

460-2822 山形県産山形牛 すき焼用 ¥10,800 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。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
りが特徴です。

肩ロース肉600g
※賞味期限は冷凍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。）

460-3119 浜名湖産 うなぎ長蒲焼 ¥10,800 Y ○

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（静岡県浜名湖産）長蒲焼120g・たれ・山椒×
各4
※※賞味期限は冷凍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。）

460-3270 三越 たらばがに缶詰 ¥10,800 B
三越伊勢丹

限定

吟味した素材を使用したたらばがに缶詰で
す。一番脚肉や肩肉などの固形肉やフレー
クを詰めた味も食べ応えも満足の一品で
す。

たらばがに105g×2（プルトップ缶）
※三越伊勢丹の限定品です。

▲ 6,000円以上の先頭へ

▲ お中元商品リストの先頭へ

27 ページ

https://www.tanomail.com/product/4602792/
https://www.tanomail.com/product/4602792/
https://www.tanomail.com/product/1620195/
https://www.tanomail.com/product/4603713/
https://www.tanomail.com/product/4602785/
https://www.tanomail.com/product/1620638/
https://www.tanomail.com/product/1620638/
https://www.tanomail.com/product/1620287/
https://www.tanomail.com/product/1620287/
https://www.tanomail.com/product/1620805/
https://www.tanomail.com/product/4602808/
https://www.tanomail.com/product/4602808/
https://www.tanomail.com/product/4602815/
https://www.tanomail.com/product/4602822/
https://www.tanomail.com/product/4603119/
https://www.tanomail.com/product/4603270/


ご注文
担当者名

のし印刷　表書き下段記入欄（エコ包装は名入れできません。）

様
送
り
主
様

住　

所

氏
名
Ｔ
Ｅ
Ｌ

名
　
称

貴　　社　　名

 フリガナ  フリガナ

〒 フリガナ

お客様コード（必須）

ご　注　文　日

FAX番号
※ハイフンなしでご記入ください。

ご登録電話番号
※ハイフンなしでご記入ください。

表書き下段　（例）さわやか商事　佐藤真一

数字
アルファベット
カタカナ・ハイフン
（25文字以内）

お客様用
発注管理番号
記入欄

（　　　　）
※送り主様の欄は必ずご記入ください。こちらは差出人の方のお名前をご記入ください。

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。
※6月末までにいただいたご注文につきましては、7月に入ってからの順次発送となります。
※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 2017夏の贈り物」の商品は、メーカーからの直送ではなく、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。 http://www.tanomail.com/

個

様

（　　　　）

商品名

包装
形態

のし
印刷

お申込
番号

お
届
け
先
様
１

住　

所

数
量

氏
名

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〒

 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　□無地のし
  □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。

個

様

（　　　　）

商品名

包装
形態

のし
印刷

お申込
番号

お
届
け
先
様
２

住　

所

数
量

氏
名

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〒

 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）
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