
たのめーるでは、「三越のお歳暮 2017 冬の贈り物」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
■「三越のお歳暮　2017 冬の贈り物」ご注文承り期間について
ご注文承りは、12月21日(木)までとなります。
※一部商品は、12月5日（火）、12月10日（日）、12月15日（金）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。
▼「三越のお歳暮　2017　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)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
■「三越のお歳暮 2017 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。
※10月末までにいただいたご注文につきましては、11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。
　「三越のお歳暮 2017 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・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。
<エコ包装>：お届けさまへ直接発送する場合、ご自分で召し上がる場合（自分用）
→①②のどちらかのタイプとなります。

※同じお届け先さま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。
※「シール型短冊」または「短冊形のし紙」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>：お客様がお指定された場合、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。
<完全二重包装（紙袋付）>：ご自宅・会社に取り寄せてから、先さまに手渡しされる場合（持参用）
①商品にのし紙をかけ、②完全包装し、　③包装紙にて二重包装、または、④箱に梱包の上、お届けいたします。
（三越手提げ紙袋をご持参用にお付けいたします。）

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

D 生鮮品
など

冷凍便
冷蔵便

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

＜承れないサービス＞
(1)他の商品と組み合わせてのお届
け
(2)のしへの名入れ
(3)書状や名刺をつけてのお届け
(4)完全包装でのお届け
(5)完全二重包装（紙袋付）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「お歳暮」、「無地」、「こころばかり」、「のしなし（包装のみ）」の4種類となります。

のしの種類 ご　用　途

 お歳暮  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。

　「三越のお歳暮　2017　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

466-0860 B18801300ｾｲﾎﾞ 限定ギフト赤坂松葉屋　料亭の迎春惣菜詰合せ ¥5,400 ¥5,000 3,500セット

466-0877 B18802300ｾｲﾎﾞ 限定ギフト　雑炊最中 ¥5,400 ¥5,000 5,000セット

466-1096 B04190300ｾｲﾎﾞ 【販売終了しました】シベール　クリスマスギフト ¥5,400 ¥5,000 4,000セット

466-1102 B04191300ｾｲﾎﾞ 【販売終了しました】ロイスダール　スイーツアソート ¥3,240 ¥3,000 6,000セット

466-1119 B04194300ｾｲﾎﾞ 【販売終了しました】ヨックモック　クッキー詰合せ ¥3,240 ¥3,000 6,000セット

466-1126 B04195300ｾｲﾎﾞ 【販売終了しました】メリー　スイーツミックス ¥3,240 ¥3,000 7,000セット

466-1140 B04198300ｾｲﾎﾞ 【販売終了しました】志ま秀　えび菓子バラエティギフ ¥3,240 ¥3,000 5,000セット
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たのめーる　「三越のお歳暮　2017 冬の贈り物」　商品リスト
平成29年12月18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

海老煎餅で濃厚なチーズクリームをサン
ド。イタリア語で「贅沢」を意味する「ルッソ」
という名の詰合せは、まるで創作料理のよ
うな深い味わいをお楽しみいただけます。

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。）

565-1575
王様堂本店　昔かきもち「海日和
山日和」

¥2,160 B

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

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

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

565-3838
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）

466-1645
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店イン
スタントコーヒープレミアムブラッ
クギフト

¥2,160 B
深いコクと澄んだ後味の「プレミアムブラッ
ク」。まずはストレートで味わっていただきた
い美味しさのコーヒーギフトです。

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

168-1998
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

さまざまな料理の味を引き立て、オレイン酸
を豊富に含み健康にも良いとされるオリー
ブオイル。〈ジュエルオリーブオイル〉は、そ
の代表的な産地、スペインとイタリアで生産
された高品質なエキストラバージンオリーブ
オイルをお届けしています。

コルニカブラ・ピクアル各105g/スペイン製、オリ
アローラ105g/イタリア製

168-2131 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。

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
ぴったりの詰合せです。

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

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。

稲庭うどん80g×6
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たのめーる　「三越のお歳暮　2017 冬の贈り物」　商品リスト
平成29年12月18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

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。人気の3つの香りをお
楽しみいただけます。

コロンビアブレンド・モカブレンド・キリマンジャロ
ブレンド各8g×各5

466-4783 ユーハイム　ギフトセット ¥2,700 B
3種類の彩り豊かな小さなケーキと5種類の
薄焼きビスケットのリープヘンを詰合せまし
た。

ショコクーヘン・バウムクーヘン×各4、マロング
ラッセクーヘン×2、リープヘン×26
※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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たのめーる　「三越のお歳暮　2017 冬の贈り物」　商品リスト
平成29年12月18日

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

商品画像 申込番号 商品名
提供価格
（税込）

商品
記号

クール
便

限定事項等 商品説明概要 商品仕様

466-0891
Ｅ－ＺＥＹ（イーゼイ）　ＪＡＰＡＮ
（ジャパン）　タルトアソート

¥3,240 B

希少糖と寒天を使ってしっとりと仕上げた、
りんごやゆずなど見た目も美しい4種のタル
トをはじめ、酢田十段が監修した宇治抹茶
「千慶（せんけい）の白」を練り込んだマド
レーヌ、温州みかんのフィナンシェなど、素
材にこだわったスウィーツを多彩に詰合せ
ました。

タルト（国産りんご・国産ゆず・むらさきいも・チョ
コレート×各1）、抹茶のマドレーヌ・温州みかん
のフィナンシェ×各3、レーズンサンド・抹茶ク
リームチョコチップサンド×各2
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

466-0976
Ｅ－ＺＥＹ（イーゼイ）　ＪＡＰＡＮ
（ジャパン）　三大産地　抹茶和
洋菓子詰合せ

¥3,240 B

日本が世界に誇る三産地の抹茶を酢田十
段が特別に監修。それぞれの特徴を活かし
た10種類のスウィーツをバラエティー豊か
につくりあげました。こだわり抹茶のほろ苦
さや旨みを存分にお楽しみいただけます。

抹茶チーズタルト・抹茶クッキー・抹茶カステラ・
抹茶カットケーキ・抹茶ショコラかりんとう×各1、
抹茶えびチーズサンド・抹茶フィナンシェ・抹茶
バウムクーヘンラスク・抹茶ショコラバー×各2、
フォーシーズンチョコレート「SAKURA」48g（6袋）
※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。）

466-1010
Ｅ－ＺＥＹ（イーゼイ）　ＪＡＰＡＮ
（ジャパン）　味彩おかき

¥3,240 B

希少糖の上品な甘みや酢田十段の抹茶
「千慶（せんけい）の白」の旨みと香り、寒天
によるサクサクとした食感をお楽しみいただ
けるおかき6種のアソートです。

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。）

565-1223 ヨックモック　セックバリエ ¥3,240 B

バターをふんだんに使って焼きあげ、サクッ
とした口当たりが楽しい「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、〈ヨックモック〉を代表する冬限定のクッ
キーの詰合せです。

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）、カカオジャンドゥーヤ・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。）

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
リーなど様々な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。）

466-1034 泉屋　クッキーパック ¥3,240 B

昭和2年（1927年）の創業以来の味を守り続
ける〈泉屋〉。4色のアクセントが印象的なリ
ングターツをはじめ、オリジナルクッキー1
種を加えたクッキー6種を1袋ずつ包装しま
した。

クッキーパック（6個入）×18
※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。）

565-1117 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」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×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。）

565-1353 フーシェ　ショコラ　ギフト ¥3,240 B

フーシェのチョコレート詰合せです。定番の
ミルフィーユに加え、ギャルリドショコラ、ガ
レ、ショコラフルール。すべてが自慢の逸品
です。

ミルフィーユ（バニラ・ストロベリー×各3、ショコ
ラ×2）、ガレ×7、ギャルリドショコラ×9、ショコラ
フルール×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。）

466-1058
ダロワイヨ　マカロンラスク詰合
せ

¥3,240 B

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

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

466-1065 帝国ホテル　アーモンドパイ ¥3,240 B

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

アーモンドパイ×12
※賞味期間は常温90日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温45日以上の商品をお届けし
ます。）
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466-1072 北海道クリームブリュレ ¥3,240 B

北海道の新鮮な生クリームをふんだんに使
用し、生乳の香り豊かに濃厚で滑らかに仕
上げたクリームブリュレ。ほろ苦いカラメル
ソースと、甘さと苦みのバランスが絶妙なク
ラッシュ状のカラメルをかけると、なお一層
おいしさが広がります。

クリームブリュレ・クリームブリュレ生キャラメル
各105g×各4、カラメルソース5g・カラメルクラッ
シュ2g×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。）

167-9612
東京風月堂　ゴーフレットアソー
ト

¥3,240 B

伝統菓子のゴーフレットをバニラ・チョコレー
ト・ストロベリー（あまおう）・キャメルの4種
類のフレーバーで詰合せしました。歳暮限
定のアソートギフトです。

ゴーフレット（バニラ・チョコレート・ストロベリー
（あまおう）・キャラメル×各18）
※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。）

565-1094 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。）

466-1089
本高砂屋　エコルセファミリーギ
フト

¥3,240 B

ソフトな歯ざわり、軽い食感でシンプルな味
のエコルセ、コーヒーと紅茶のチョコレート
が入ったエコルセ、ミルクと抹茶チョコのショ
コラクランチタイプのオーロフィーノ、3種類
のチョコレートをコーティングしたショコラエ
コルセなどの詰合せです。

エコルセ×20、コーヒーエコルセ・紅茶エコルセ
×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。）

167-9391 ユーハイム　ギフトセット ¥3,240 B

本場ドイツの製法を受け継ぐしっとりとした
食感のバウムクーヘンをはじめ、ギフト限
定の「マロンバウムバトン」など、人気の焼
菓子をバラエティー豊かに揃えました。

バウムクーヘン×7、マロンバウムバトン×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。）

466-1157
上野風月堂　ゴーフルウインター
セット

¥3,240 B

銘菓「ゴーフル」に、冬期限定・いちごミルク
風味のプティゴーフル、パウンド生地で濃
厚なガナッシュを包み込んで焼きあげた「グ
レメアレン」などをアソートにしました。

ゴーフル×7、プティゴーフル（2枚入）4種計6、ク
リームサンド（いちご）・グレメアレン×各3、チョコ
レートシャラン×5、フラットバークッキー×4、
キャリスドールセレクション×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。）

167-9551 モロゾフ　ロイヤルタイム ¥3,240 B

人気の多彩なチョコレートや、3種類のサン
ドチョコレートが楽しめるナッツクッキーの
「ファヤージュ」など、贈り物に喜ばれるバラ
エティー豊かな詰合せです。

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45g×各1）、
ファヤージュ×9、オデット（バニラ・チョコレート
×各3）

565-1186 メリー　コーディアルギフト ¥3,240 B

口溶けのよいチョコレート、イタリア産の栗
を糖蜜の中で熟成させたマロングラッセ
や、クリームを増量しよりなめらかなおいし
さに仕上げたミルフィーユなど、バラエ
ティー豊かに詰合せました。

チョコレート×30、マロングラッセ×6、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）、ウエハース（チョコレート・アーモンド×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。）

167-9605 神戸風月堂　ゴーフルセット ¥3,240 B
人気商品ゴーフルと5種類のクッキー、デ
セールショアジ、フィナンシェ（2種）、ショコラ
クッキー（2種）の詰合せです。

ゴーフル×6、デセールショアジ×5、フィナンシェ
2種計7、ショコラクッキー2種計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。）

466-1188 ブールミッシュ　ガトー・ヴァリエ ¥3,240 B
ブールミッシュ人気の焼き菓子を詰合せた
バラエティー豊かなギフトです。

焼きシブースト×5、スフレフロマージュ×3、スフ
レショコラ・トリュフケーキ・ガトー オ マロン・マド
レーヌ×各2、フィナンシェ・ヌーヴェルガレット
（バニラ・チョコ）×各1
※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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466-1249
志ま秀　クアトロえびチーズ
ルッソ

¥3,240 B

海老煎餅で濃厚なチーズクリームをサン
ド。イタリア語で「贅沢」を意味する「ルッソ」
という名の詰合せは、まるで創作料理のよ
うな深い味わいをお楽しみいただけます。

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。）

466-1256 日本橋菓寮　和洋菓子詰合せ ¥3,240 B
栗ぜんざいや洋風煎餅など、バラエティー
豊かな和洋菓子をたっぷり詰合せました。

かすてらプレーン（5切入）×1、洋風煎餅（いち
ご・ぶるーべりー×各3）、かりんとう（彩・黒糖×
各1袋）、ざらめ丹尺・大漁巻×各1袋、粒チョコ
アソート×12、栗ぜんざい×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。）

167-9780
京菓子處　鼓月　京菓子銘菓詰
合せ

¥3,240 B

じっくりと丁寧に焼きあげた、見た目もかわ
いい紅白のお饅頭「吉祥鯛」は年末年始の
贈り物に好適です。人気の「千寿せんべ
い」、梅の風味の爽やかな「一枝の梅」など
と一緒にお届けする、京の和菓子屋〈鼓月〉
の銘菓詰合せです。

千寿せんべい×6、一枝の梅×3、万都の葉2個
入×1、吉祥鯛（赤・白×各1）
※賞味期間は常温35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温17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）

565-1490 新宿中村屋　和洋菓子詰合せ ¥3,240 B
国産もち米と海苔、青海苔、黒豆を素材に
用いた「おこのみあられ」や、チョコレートな
どを詰合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、パウンドケーキ（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。）

167-9834 花園万頭　花園銘菓撰 ¥3,240 B

国産の小豆を柔らかく、しっとりと仕上げた
定番の「ぬれ甘なつと」や、上品な甘さの
「黒まめ甘なつと」、栗甘納豆「みめぐり」、
自慢の餡でお造りした「花園羊羹」を詰合
せました。

ぬれ甘なつと銘銘×4、黒まめ甘なつと・みめぐ
り×各2、花園羊羹（本煉・栗×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。）

466-1324
志ま秀　えびチーズフォンデュ
トリュフ

¥3,240 B

えびせんべいに温めたチーズソースをつけ
てお召しあがりいただく、まるでチーズフォ
ンデュのような海老菓子です。ソースに添
えたトリュフシーズニングで芳醇な香りもお
楽しみいただけます。

えびせんべい×20袋、チーズソース20g（トリュフ
シーズニング付）×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。）

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。）

167-9742 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。）

565-1568 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煎餅やおかきを
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。）
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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合せ。しっか
りとした食感の醤油味、黒大豆入りのサラ
ダ味おかきなど、8種類の味をお楽しみくだ
さい。

おかき（ごまもち白、黒豆もち、寿巻、磯の雪、サ
ラダ黒松、もち角、磯風、風神）計510g
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温60日以上の商品をお届けし
ます。）

565-1643 京都　祇園萩月　嵯峨野 ¥3,240 B
7種類の「あられ」、小粒に作りあげたかり
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。）

565-1551 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種の詰合せ。大切な方
への想いを伝える上品な装いです。

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

466-1348
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

国産ならではの品質にこだわった甘く芳醇
な桃のジュースをご紹介します。ストレート
果汁仕立てだからこそ味わえる、品種によ
る果実本来の風味をお楽しみください。

あかつき・黄金桃・川中島白桃各500ml

168-0182
フロリダスモーニング　果汁１０
０％ジュース

¥3,240 B

温暖な気候と、ミネラル分を多く含んだ土壌
のフロリダ産のオレンジ、ピンクグレープフ
ルーツを旬の時期に搾汁しました。色鮮や
かなレッドグレープジュースを加えた100％
ジュースの700mlボトルのセットです。

オレンジ×2、ピンクグレープフルーツ・レッドグ
レープ×各1、各700ml

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

樹上で完熟させたりんごを原料にしていま
す。甘酸っぱい味わい、爽やかなさっぱりし
た味わい、コクのある甘味の3種類のスト
レート果汁100％アップルジュースです。

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

466-1379
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。

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

168-0212
バヤリース　１００％ジュース詰
合せ

¥3,240 B
品種限定の果汁を使用した、自然な味わい
をお楽しみいただける100％果汁の詰合せ
です。

バレンシアオレンジ・ふじりんご・マスカット オブ
アレキサンドリア・イザベラグレープ×各6、リオ
レッドグレープフルーツ×3、各190g

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・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・パインアップ
ルブレンド・ホワイトグレープ＆レモン各160g×
各4

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
のままお飲みいただけるタイプの「カルピ
ス」です。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
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466-1386 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・カルピス苺リッチ×各2、カルピス北海
道・カルピスはちみつレモン×各1、各470ml

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

466-1393 伊藤園　ビタミンフルーツ詰合せ ¥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
にした詰合せです。

熟オレンジ・熟りんご・熟パイン×各4、熟ぶどう・
熟ミックス×各8、各160g

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種類を詰合せた、ご家族でおいしく楽
しんでいただけるバラエティーギフトです。

黒烏龍茶（特定保健用食品）・胡麻麦茶（特定保
健用食品）各350ml×各6、なっちゃんプレミアム
100（白ぶどう・りんご・オレンジ各290g×各2）

466-1423
カゴメ　７種の国産フルーツ
ジュース紙容器詰合せ

¥3,240 B

「王林」や「つがる」、「ふじ」など、品種にこ
だわった贅沢な味わいをお楽しみください。
飲みきりサイズで、容器はすべて紙製で
す。

ふじ×4、つがる・みかん・ぶどう・白桃・パイン・
王林×各2、各125ml

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
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100％
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

565-1964
伊藤園　野菜ジュース紙容器詰
合せ

¥3,240 B

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

充実野菜緑黄色野菜ミックス×9、充実野菜緑
の野菜ミックス・1日分の野菜・充実野菜シリア
ル×各6、各200ml

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・エナジールーツ・フルーティーサラダ×各
4）、各200ml

565-1926
カゴメ　にっぽん育ち　国産野菜
ジュース紙容器詰合せ

¥3,240 B

山形産のトマトや富良野産のにんじんな
ど、産地・製法にこだわった国産野菜
ジュースの詰合せ。野菜本来の味わいを活
かした、贅沢な美味しさをお楽しみくださ
い。飲みきりサイズで、容器はすべて紙製
です。

山形とまと・富良野にんじん・十五種の野菜各
125ml×各6

168-0328
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×各6、巨峰ミッ
クス・デコポンミックス×各3、各125ml
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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
の特定保健用食品（トクホ）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

565-1988 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

466-1508
ジュエルスイーツカフェ　ドリップ
オンギフト　オーストラリアセレク
ション

¥3,240 B

産地や生産者などを限定し、コーヒー豆本
来の個性的な味わいをお楽しみいただける
〈ジュエルスイーツカフェ〉。このラインナップ
に「オーストラリア」が新しく仲間入りしまし
た。

ドリップオン（オーストラリア×2、コロンビア×1、
各8g×各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・グアテマラ×各5、各8g/日
本製

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100％
の「ブルーマウンテンNo．1」などを詰合せ
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

466-1553
モンカフェ　ブルーマウンテン　Ｎ
ｏ．１ブレンド＆マンデリン　グ
レード１ブレンド

¥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」と、豊かなコクのマンデ
リンを詰合せました。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・マンデリン グ
レード1ブレンド7.5g×各10

565-1759
スターバックス　オリガミパーソナ
ルドリップコーヒーギフト

¥3,240 B

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

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

466-1584 ＡＧＦ　ドリップコーヒーギフト「煎」 ¥3,240 B

2017年日本ギフト大賞「プレミアムギフト賞」
を受賞した「煎」。コーヒー本来の美味しさ
を、日本人の味覚に合う独自の焙煎技術で
実現し、和菓子との相性という意外性に着
目したことも評価されました。

「煎」淡麗澄味×8、「煎」香醇濃味×16、各10g

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

466-1621
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店イン
スタントコーヒープレミアムブラッ
クギフト

¥3,240 B
深いコクと澄んだ後味の「プレミアムブラッ
ク」。まずはストレートで味わっていただきた
い美味しさのコーヒーギフトです。

ちょっと贅沢な珈琲店インスタントコーヒー プレ
ミアムブラック（クリア＆リッチ・リフレッシュ＆ビ
ター×各2、リラックス＆マイルド×1、各70g）
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466-1652
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店ス
ティックブレンド＆ブラックコー
ヒーギフト

¥3,240 B

独自の焙煎技術で深いコクと澄んだ後味を
実現した、一杯ずつ個包装でいつでも淹れ
たてのような味わいが楽しめるスティック
コーヒーのセット。コーヒーを愉しむ大人の
ためのコーヒーギフトです。

ちょっと贅沢な珈琲店スティックコーヒー（プレミ
アムビター・プレミアムマイルド各7g×各6、キリ
マンジャロブレンド2g×20、ブラジルブレンド・モ
カブレンド各2g×各10）

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」は、この秋リニューアルし、奥
行きのある味わいとすっきりした後味を実
現しました。

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

466-1683
モンカフェ・スティック　バラエティ
ギフト

¥3,240 B

味わいを極めたモンカフェと、簡単便利なス
ティックタイプのトワイニング紅茶のインスタ
ントティーやアストリアスティックコーヒー、
バンホーテンスティックココアがお楽しみい
ただけるギフトです。

〈モンカフェ〉モカブレンド×6、コロンビアブレン
ド・キリマンジャロブレンド×各3、各8g、〈アストリ
ア〉深煎りカフェラテ・〈バンホーテン〉ココアリッ
チ・〈トワイニング〉イングリッシュミルクティー×
各5

168-0038
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

466-1713
モンカフェ　ドリップコーヒー＆ト
ワイニング　紅茶詰合せ

¥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〈モンカフェ〉ドリップコーヒーと、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〉の産地やブレンドの特長を活
かしたティーバッグを詰合せました。

モカブレンド・キリマンジャロブレンド・コロンビア
ブレンド各8g×各3、コーヒー鑑定士ブレンド7.5g
×3/日本製、トワイニングアルミティーバッグ×
32/インド・スリランカ・中国産

565-3883
トワイニング　バンホーテン　辻
利　アストリア　プレミアスティック
カフェギフト

¥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、〈辻利〉お濃い抹茶ミルク×6、
〈バンホーテン〉ココアリッチ×6、カフェモカ×3、
〈トワイニング〉イングリッシュミルクティー×6

466-2734
小豆島・甚助　国産自然薯（じね
んじょ）うどん・自然薯そば

¥3,240 B

北海道産の小麦粉・そば粉、新潟県産の自
然薯を使った風味豊かな手延べ麺。瀬戸
内のいりこや小エビ、鮪節のだしつゆでどう
ぞ。

（手延うどん70g・いりこ小エビだし60ml・かえし
25ml・かやく）×4、（手延そば70g・鮪だし60ml・
かえし25ml・ねぎ）×4

466-2758
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・うにの味・明太子の味・おかかの味各
20g）

466-2772 梅林堂　紀州梅干「梅恋心」 ¥3,240 B

丹念に漬け込んだ紀州梅に、はちみつ・り
んご酢を加え、まろやかな甘さの梅干に仕
上げました。化学調味料を使わず、梅本来
の風味を活かしています。

はちみつ入梅干×12
※塩分約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。）

168-1660 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）
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466-3472 京料理　美濃吉　美濃吉三昧 ¥3,240 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・生姜ちりめん各45g、牛肉しぐれ
煮65g、筍の山椒煮・きゃら蕗各70g、椎茸しぐれ
80g

565-3487
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。手間がかからず召しあがれ
る、おせち料理にも好適な詰合せです。

ごぼう牛肉巻40g・紅鮭昆布巻45g×各2、胡麻
豆腐（白・黒・柚子各70g×各1、ゆず味噌たれ×
3）

466-3489 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

466-3502 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
※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。）

565-3456 海老屋總本舗　若煮佃煮詰合せ ¥3,240 B

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

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

466-3533
京料理　美濃吉　お凌（しの）ぎ
飯（いい）蒸し詰合せ

¥3,240 Y ○

京都の料亭が、素材の持ち味を活かして作
りあげた、上品な味わいの蒸し飯です。懐
石料理で出させる「お凌（しの）ぎ」をイメー
ジし、食べやすい小分けにしました。

海老飯蒸し・ほたて飯蒸し・ちりめん飯蒸し各
75g×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。）

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合せです。

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

コーンの粒が入ったコーンスープ、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。3種類のスー
プは温めても冷やしてもお召しあがりいた
だけます。

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。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。

168-2001
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

さまざまな料理の味を引き立て、オレイン酸
を豊富に含み健康にも良いとされるオリー
ブオイル。〈ジュエルオリーブオイル〉は、そ
の代表的な産地、スペインとイタリアで生産
された高品質なエキストラバージンオリーブ
オイルをお届けしています。

コルニカブラ×2、ピクアル×1、各105g/スペイ
ン製、オリアローラ・レッチーノ×各1、各105g/イ
タリア製
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565-3760 ボスコ　オリーブオイルギフト ¥3,240 B

新鮮なオリーブの実をそのまま搾った、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
イルの詰合せです。

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

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」を詰合せました。さ
まざま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

466-3618 久右衛門　お吸物詰合せ ¥3,240 B

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

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

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、と自
宅用に栽培し続けた「しめはり糯」を復活。
腰が強く煮溶けし難く、特有の旨い香りの
あるお餅です。

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。）

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

466-3632
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×7

168-1943 讃岐うどん・つゆ詰合せ ¥3,240 B

その日の温度や湿度に合わせ「塩・水・打
ち」加減にこだわりました。モチッとした弾力
とツルッとした喉ごし、しっかりとしたコシが
特長の讃岐うどんをご賞味ください。

讃岐半生うどん180g×2、讃岐細打ちうどん80g
×4、かけつゆの素（11.5g×3）・うどん醤油
（20ml×3）×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。）

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

466-3656
静岡キタハイ川根銘茶　「手摘
み」

¥3,240 B

良質な茶葉の産地として知られる大井川上
流の山間地、静岡 川根地区。昼夜の寒暖
差が大きく、日照時間の短いこの地で大切
に育てられた茶葉は、コクが深く香り爽や
かな味わいが特長です。

煎茶「手摘み（霧）」100g

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。
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168-1851 林屋　「金缶海苔」詰合せ ¥3,240 B
三越伊勢丹

限定

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

焼海苔・味付海苔各8切5枚×各12袋
※三越伊勢丹の限定品です。

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。）

466-3762
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

466-3779
ライオン　トップスーパーＮＡＮＯ
Ｘギフト

¥3,240 B

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

液体洗剤（濃縮）450g×2、詰替用360g×5/日本
製

466-3786
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

466-3809
ライオン　トップハイジアギフト
セット

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

液体洗剤（濃縮）450g×2、詰替用360g×5/日本
製

466-3823 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）1.5kg×3/日本製

466-3830
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1.0kg×1、液体洗剤詰替用770g×3、
食器用洗剤×2/日本製

466-3847
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

466-3861
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
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466-3885
Ｐ＆Ｇ　アリエールジェルボール
ギフトセット

¥3,240 B

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

洗剤×1、詰替用×4、各356g/日本製

466-4707
花王　ビオレｕ　泡ハンドソープギ
フト

¥3,240 B

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

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

466-4714 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、温浴効
果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

466-4721
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
です。

ハンドソープ300ml・詰替用280ml・石けん×各2/
日本製

466-4738 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

466-4745 花王　バブ健康入浴ギフト ¥3,240 B

炭酸ガスが温浴効果を高め、湯あがり後も
温かさが持続。「さくら」や「ゆず」、「なでし
こ」などの香りも楽しめる入浴剤を詰合せま
した。

入浴剤（医薬部外品）×48錠/日本製

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のセット。
見た目にも、素材にもとことんこだわった榮
太樓自慢の贈答品。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。

黒豆400g、栗福ませ420g

▲ 3,000円台の先頭へ

16 ページ

https://www.tanomail.com/product/4663885/
https://www.tanomail.com/product/4663885/
https://www.tanomail.com/product/4664707/
https://www.tanomail.com/product/4664707/
https://www.tanomail.com/product/4664714/
https://www.tanomail.com/product/4664721/
https://www.tanomail.com/product/4664721/
https://www.tanomail.com/product/4664738/
https://www.tanomail.com/product/4664745/
https://www.tanomail.com/product/5651476/


たのめーる　「三越のお歳暮　2017 冬の贈り物」　商品リスト
平成29年12月18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

565-1230 ヨックモック　セックバリエ ¥4,320 B

バターをふんだんに使って焼きあげ、サクッ
とした口当たりが楽しい「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、〈ヨックモック〉を代表する冬限定のクッ
キーの詰合せです。

シガール×16、ブラゾンドゥショコラ（ミルク×4、
セミスィート×2）、カカオジャンドゥーヤ・ガレット
ショコラマカダミア×各10
※賞味期間は常温120日です。（発送時点で、
賞味期限まで残り常温60日以上の商品をお届
けします。）

565-1100 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。）

167-9537 モロゾフ　ロイヤルタイム ¥4,320 B

人気の多彩なチョコレートや、3種類のサン
ドチョコレートが楽しめるナッツクッキーの
「ファヤージュ」など、贈り物に喜ばれるバラ
エティー豊かな詰合せです。

プレミアムチョコレートセレクション×16、アルカ
ディア140g×1、ファヤージュ×12、オデット×10

466-1164 メリー　コーディアルギフト ¥4,320 B

口溶けのよいチョコレート、イタリア産の栗
を糖蜜の中で熟成させたマロングラッセ
や、クリームを増量しよりなめらかなおいし
さに仕上げたミルフィーユなど、バラエ
ティー豊かに詰合せました。

チョコレート×41、マロングラッセ×6、ミルフィー
ユ（アーモンド・ストロベリー×各3、チョコレート
×2）、ウエハース（チョコレート・アーモンド×各
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。）

466-3663 松北園　宇治玉露・煎茶詰合せ ¥4,320 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「松の嶺」・煎茶「松北」各90g
※三越伊勢丹の限定品です。

▲ 4,000円台の先頭へ
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466-2765
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）

466-0860
限定ギフト赤坂松葉屋　料亭の
迎春惣菜詰合せ

¥5,400 B
数量限定
三越限定

黒毛和牛で松茸を、北海道産厚葉昆布で
紅鮭を、ゆばで高野豆腐をそれぞれ美しく
巻きあげ、香川県の醤油をベースに上品な
味付けで仕上げました。新年の食卓にふさ
わしい「黒豆煮」「栗甘露煮」もセットにしま
した。一品一品に、〈赤坂松葉屋〉の見事な
技が息づく詰合せです。

黒毛和牛 松茸牛肉巻・紅鮭昆布巻各1本、赤坂
ゆば小巻60g、黒豆煮50g、栗甘露煮40g/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。
※三越の限定品です。

466-0877 限定ギフト　雑炊最中 ¥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、あられ・麩・きざみのり
を。塩と柚子でほんのり味付けしたフリーズ
ドライのごはん・あわび・菜の花をお椀に入
れ、最中の中身をのせ、あつあつのお湯を
注ぎ入れ、ほっこり温まる特別な味わいを
ご堪能ください。

雑炊最中×8/缶入
※数量限定品です。
※三越の限定品です。

466-0907
Ｅ－ＺＥＹ（イーゼイ）　ＪＡＰＡＮ
（ジャパン）　タルトアソート

¥5,400 B

希少糖と寒天を使ってしっとりと仕上げた、
りんごやゆずなど見た目も美しい4種のタル
トをはじめ、酢田十段が監修した宇治抹茶
「千慶（せんけい）の白」を練り込んだマド
レーヌ、温州みかんのフィナンシェなど、素
材にこだわったスウィーツを多彩に詰合せ
ました。

タルト（国産りんご・国産ゆず・むらさきいも・チョ
コレート×各2）、抹茶のマドレーヌ・温州みかん
のフィナンシェ×各3、レーズンサンド・抹茶ク
リームチョコチップサンド×各4
※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。）

466-0983
Ｅ－ＺＥＹ（イーゼイ）　ＪＡＰＡＮ
（ジャパン）　三大産地　抹茶和
洋菓子詰合せ

¥5,400 B

日本が世界に誇る三産地の抹茶を酢田十
段が特別に監修。それぞれの特徴を活かし
た10種類のスウィーツをバラエティー豊か
につくりあげました。こだわり抹茶のほろ苦
さや旨みを存分にお楽しみいただけます。

抹茶えびチーズサンド・抹茶クッキー・抹茶チー
ズタルト・抹茶フィナンシェ・抹茶カットケーキ・抹
茶バウムクーヘンラスク×各2、抹茶カステラ・
抹茶ショコラかりんとう・抹茶ショコラバー×各3、
フォーシーズンチョコレート「SAKURA」48g（6袋）
×2
※賞味期間は常温60日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温30日以上の商品をお届けし
ます。）

466-1003
Ｅ－ＺＥＹ（イーゼイ）　ＪＡＰＡＮ
（ジャパン）　ウインターギフト

¥5,400 B

苺とみかんのジャムクッキーに、国産バ
ターや抹茶を活かしたパイなど、希少糖で
すっきりとした甘さに仕上げた洋菓子を多
彩に詰合せました。

5種クッキー（和・フルーツ×各2袋）、ショコラマド
レーヌ×4、フルーツパウンド×3、ジャムクッ
キー（苺×4、みかん×5）、パイ（ショコラ×8、プ
レーン・抹茶×各4）
※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。）

466-1027
Ｅ－ＺＥＹ（イーゼイ）　ＪＡＰＡＮ
（ジャパン）　味彩おかき

¥5,400 B

希少糖の上品な甘みや酢田十段の抹茶
「千慶（せんけい）の白」の旨みと香り、寒天
によるサクサクとした食感をお楽しみいただ
けるおかき6種のアソートです。

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。）

565-1322 フーシェ　ミルフィーユ ¥5,400 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
リーなど様々な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・ヘーゼル×各
6、アールグレイ・抹茶・オレンジ・ショコラ×各5/
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。）

466-1041 泉屋　クッキーパック ¥5,400 B

昭和2年（1927年）の創業以来の味を守り続
ける〈泉屋〉。4色のアクセントが印象的なリ
ングターツをはじめ、オリジナルクッキー1
種を加えたクッキー6種を1袋ずつ包装しま
した。

クッキーパック（6個入）×30
※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。）

565-1124 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」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、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。）
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565-1247
本高砂屋　エコルセファミリーギ
フト

¥5,400 B

ソフトな歯ざわり、軽い食感でシンプルな味
のエコルセ、コーヒーと紅茶のチョコレート
が入ったエコルセ、ミルクと抹茶チョコのショ
コラクランチタイプのオーロフィーノ、3種類
のチョコレートをコーティングしたショコラエ
コルセなどの詰合せです。

エコルセ×40、コーヒーエコルセ・紅茶エコルセ
×各10、マンデルチーゲル・ココチーゲル×各
4、ショコラエコルセ×24、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。）

167-9407 ユーハイム　ギフトセット ¥5,400 B

本場ドイツの製法を受け継ぐしっとりとした
食感のバウムクーヘンをはじめ、ギフト限
定の「マロンバウムバトン」など、人気の焼
菓子をバラエティー豊かに揃えました。

バウムクーヘン・バウムクーヘン（チョコレート）・
マロンバウムバトン×各6、ハイデザント×20、
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。）

565-1285
上野風月堂　ゴーフルウインター
セット

¥5,400 B

銘菓「ゴーフル」に、冬期限定・いちごミルク
風味のプティゴーフル、パウンド生地で濃
厚なガナッシュを包み込んで焼きあげた「グ
レメアレン」などをアソートにしました。

ゴーフル×6、プティゴーフル（2枚入）4種計8、ク
リームサンド（いちご）・グレメアレン・マロング
ラッセ・キャリスドールセレクション×各4、チョコ
レートシャラン×8、パリジェ・フラットバークッ
キー×各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。）

167-9735
志ま秀　クアトロえびチーズ
ルッソ

¥5,400 B

海老煎餅で濃厚なチーズクリームをサン
ド。イタリア語で「贅沢」を意味する「ルッソ」
という名の詰合せは、まるで創作料理のよ
うな深い味わいをお楽しみいただけます。

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。）

466-1263 日本橋菓寮　和洋菓子詰合せ ¥5,400 B
栗ぜんざいや洋風煎餅など、バラエティー
豊かな和洋菓子をたっぷり詰合せました。

かすてらプレーン（5切入）×1、ヴァッフェル（バ
ニラ・抹茶×各2）、洋風煎餅（いちご・ぶるーべ
りー×各3）、かりんとう（彩・黒糖×各1袋）、ざら
め丹尺・大漁巻×各1袋、粒チョコアソート×12、
栗ぜんざい×2、マロングラッセ×3
※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。）

565-1452
京菓子處　鼓月　京菓子銘菓詰
合せ

¥5,400 B

じっくりと丁寧に焼きあげた、見た目もかわ
いい紅白のお饅頭「吉祥鯛」は年末年始の
贈り物に好適です。人気の「千寿せんべ
い」、梅の風味の爽やかな「一枝の梅」など
と一緒にお届けする、京の和菓子屋〈鼓月〉
の銘菓詰合せです。

千寿せんべい×14、一枝の梅×3、万都の葉2
個入×1、吉祥鯛（赤・白×各1）、華×6
※賞味期間は常温35日です。（発送時点で、賞
味期限まで残り常温17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、青海苔、黒豆を素材に
用いた「おこのみあられ」や、チョコレートな
どを詰合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）、パウンドケーキ（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。）

565-1513 花園万頭　花園銘菓撰 ¥5,400 B

国産の小豆を柔らかく、しっとりと仕上げた
定番の「ぬれ甘なつと」や、上品な甘さの
「黒まめ甘なつと」、栗甘納豆「みめぐり」、
自慢の餡でお造りした「花園羊羹」を詰合
せました。

ぬれ甘なつと銘銘×6、黒まめ甘なつと×3、一
粒渋皮くりなつと・みめぐり×各2、花園羊羹（本
煉・栗×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。）

565-1612 がんこ職人　愛菓揃 ¥5,400 B

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

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

565-1650 京都　祇園萩月　嵯峨野 ¥5,400 B
7種類の「あられ」、小粒に作りあげたかり
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。）
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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種の詰合せ。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
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。）

466-1355
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

国産ならではの品質にこだわった甘く芳醇
な桃のジュースをご紹介します。ストレート
果汁仕立てだからこそ味わえる、品種によ
る果実本来の風味をお楽しみください。

白桃×2、黄金桃・川中島白桃・あかつき×各1、
各500ml

466-1416
カゴメ　７種の国産フルーツ
ジュース紙容器詰合せ

¥5,400 B

「王林」や「つがる」、「ふじ」など、品種にこ
だわった贅沢な味わいをお楽しみください。
飲みきりサイズで、容器はすべて紙製で
す。

つがる・みかん・ぶどう・王林・白桃・パイン×各
3、ふじ×6、各125ml

466-1447
キリン　ハイパーセレクト１００
品種限定ジュース詰合せ

¥5,400 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100％
のジュースにしました。

バレンシアオレンジ・ふじりんご×各8、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7、各160g

466-1454
伊藤園　野菜ジュース紙容器詰
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

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、エナジールーツ・フルーティーサラダ×
各5）、各200ml

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
の特定保健用食品（トクホ）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

466-1515
ジュエルスイーツカフェ　ドリップ
オンギフト　オーストラリアセレク
ション

¥5,400 B

産地や生産者などを限定し、コーヒー豆本
来の個性的な味わいをお楽しみいただける
〈ジュエルスイーツカフェ〉。このラインナップ
に「オーストラリア」が新しく仲間入りしまし
た。

ドリップオン（オーストラリア×3、エチオピアモカ
シダモ・マンデリン・コロンビア×各1、各8g×各
5）

565-1766
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。

ハウスブレンド（10g×5）×2、エスプレッソロース
ト・スマトラ・ライトノートブレンド（各10g×各5）×
各1、パイクプレイスロースト（9.8g×5）×1/日本
製

466-1591 ＡＧＦ　ドリップコーヒーギフト「煎」 ¥5,400 B

2017年日本ギフト大賞「プレミアムギフト賞」
を受賞した「煎」。コーヒー本来の美味しさ
を、日本人の味覚に合う独自の焙煎技術で
実現し、和菓子との相性という意外性に着
目したことも評価されました。

「煎」淡麗澄味・「煎」香醇濃味各10g×各20
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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、他1種7.5g×10

565-1728
ＡＧＦ　ちょっと贅沢な珈琲店イン
スタントコーヒープレミアムブラッ
クギフト

¥5,400 B
深いコクと澄んだ後味の「プレミアムブラッ
ク」。まずはストレートで味わっていただきた
い美味しさのコーヒーギフトです。

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

466-1706
トワイニング　クオリティ　ティー
バッグ

¥5,400 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・プリンス オブ ウェールズ・ビン
テージ ダージリン×各21、レディグレイ・アッサ
ム・セイロン×各14

466-1720
モンカフェ　ドリップコーヒー＆ト
ワイニング　紅茶詰合せ

¥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〈モンカフェ〉ドリップコーヒーと、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〉の産地やブレンドの特長を活
かしたティーバッグを詰合せました。

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3、コーヒー鑑定士ブレンド7.5g
×6/日本製、トワイニングアルミティーバッグ×
60/インド・スリランカ・中国産

466-1744
トワイニング　バンホーテン　辻
利　アストリア　プレミアスティック
カフェギフト

¥5,400 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、〈辻利〉お濃い抹茶ミルク×6、
〈バンホーテン〉ココアリッチ×6、カフェモカ×3、
〈トワイニング〉イングリッシュミルクティー×6

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付きが強く、弾ける
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。

466-2741
小豆島・甚助　国産自然薯（じね
んじょ）うどん・自然薯そば

¥5,400 B

北海道産の小麦粉・そば粉、新潟県産の自
然薯を使った風味豊かな手延べ麺。瀬戸
内のいりこや小エビ、鮪節のだしつゆでどう
ぞ。

（手延うどん70g・いりこ小エビだし60ml・かえし
25ml・かやく）×9、（手延そば70g・鮪だし60ml・
かえし25ml・ねぎ）×6

466-2789 梅林堂　紀州梅干「梅恋心」 ¥5,400 B

丹念に漬け込んだ紀州梅に、はちみつ・り
んご酢を加え、まろやかな甘さの梅干に仕
上げました。化学調味料を使わず、梅本来
の風味を活かしています。

はちみつ入梅干×20
※塩分約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。）

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（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）

466-3496 にんべん　煮魚詰合せ ¥5,400 Y ○
にんべんの鰹枯節だしで丁寧に仕上げた
煮魚の詰合せ。湯せんするだけで、風味豊
かな煮魚がお召しあがりいただけます。

さば味噌煮・かれい煮付け×各3、金目鯛煮付
け・ぶり煮付け×各2、各80g

21 ページ

https://www.tanomail.com/product/4661614/
https://www.tanomail.com/product/5651728/
https://www.tanomail.com/product/5651728/
https://www.tanomail.com/product/5651728/
https://www.tanomail.com/product/4661706/
https://www.tanomail.com/product/4661706/
https://www.tanomail.com/product/4661720/
https://www.tanomail.com/product/4661720/
https://www.tanomail.com/product/4661744/
https://www.tanomail.com/product/4661744/
https://www.tanomail.com/product/4661744/
https://www.tanomail.com/product/5652756/
https://www.tanomail.com/product/4662741/
https://www.tanomail.com/product/4662741/
https://www.tanomail.com/product/4662789/
https://www.tanomail.com/product/4663465/
https://www.tanomail.com/product/4663496/


たのめーる　「三越のお歳暮　2017 冬の贈り物」　商品リスト
平成29年12月18日

【5,000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

466-4790 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。

かにめし80g×3、鮭ごはん・鯛ごはん・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。）

466-3519 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
※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。）

466-3526 海老屋總本舗　若煮佃煮詰合せ ¥5,400 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65g、若煮ほたて55g、若煮松茸昆布
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40g、茶漬ふぶき25g※
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。）

466-3540
京料理　美濃吉　お凌（しの）ぎ
飯（いい）蒸し詰合せ

¥5,400 Y ○

京都の料亭が、素材の持ち味を活かして作
りあげた、上品な味わいの蒸し飯です。懐
石料理で出させる「お凌（しの）ぎ」をイメー
ジし、食べやすい小分けにしました。

海老飯蒸し・ほたて飯蒸し・牛肉飯蒸し・鯛飯蒸
し・ちりめん飯蒸し各75g×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。）

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合せです。

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

466-3595 ボスコ　オリーブオイルギフト ¥5,400 B

新鮮なオリーブの実をそのまま搾った、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
イルの詰合せです。

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

466-3601 日本料理なだ万　和風スープ ¥5,400 B

かぼちゃ、渡り蟹、繊維野菜のそれぞれの
味わいに、鰹や昆布の旨みを加えたポター
ジュ仕立ての和風スープです。温めても冷
やしても美味しくお召しあがりいただけま
す。

かぼちゃ・渡り蟹・繊維野菜各130g×各3

466-3625 越後しめはり　貴餅「光　月」 ¥5,400 B

新潟の農家が、栽培は面倒だが旨い、と自
宅用に栽培し続けた「しめはり糯」を復活。
腰が強く煮溶けし難く、特有の旨い香りの
あるお餅です。

しめはり糯「光 月」（切餅×3袋、丸餅×2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。）

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

466-3649
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
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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。）

466-3793
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

466-3816
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

466-3854
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

466-3878
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

466-3892
Ｐ＆Ｇ　アリエールジェルボール
ギフトセット

¥5,400 B

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

洗剤×1、詰替用×7、各356g/日本製

▲ 5,000円台の先頭へ
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168-1134 三越　たらばがに缶詰 ¥10,800 B
三越伊勢丹

限定

その堂々たる姿と味の良さで「キングオブク
ラブ」と呼ばれるたらばがに。その中でも肉
厚で食感も美味しさも格別なアラスカ産や、
ロシア産のたらばがにを使用しています。
上段には「一番脚肉」と「二番・三番脚肉」
を、下段には肩肉を中心に固形肉とフレー
クを並べました。

たらばがに105g×2/プルトップ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

168-1141 三越　たらばがに缶詰 ¥16,200 B
三越伊勢丹

限定

その堂々たる姿と味の良さで「キングオブク
ラブ」と呼ばれるたらばがに。その中でも肉
厚で食感も美味しさも格別なアラスカ産や、
ロシア産のたらばがにを使用しています。
上段には「一番脚肉」と「二番・三番脚肉」
を、下段には肩肉を中心に固形肉とフレー
クを並べました。

たらばがに105g×3/プルトップ缶
※三越伊勢丹の限定品です。

▲ お歳暮商品の先頭へ
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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）
●のしの有無 □お歳暮　□無地のし　□こころばかり
  □のしなし（包装のみ）
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