
たのめーるでは、「三越のお歳暮 2016 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　2016 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(水)までとなります。
※一部商品は、12月5日（月）・15日（木）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　2016　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 2016 冬の贈り物」お届けについて
商品は、最長2週間でお届けします。
※果物など、お届け開始時期が決まっている一部商品につきましては、該当商品のお届け予定時期からの順次発送となりま
　す。ご了承ください。
※ご注文が集中した際は、お届けが遅れる場合もございますので、ご了承ください。
　「三越のお歳暮 2016 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　(※お歳暮商品リストの各商品の商品記号欄のアルファベットのこと)
商品記号 アイテム 配送便 配送不可地域 注意事項

H 生鮮品
など

フルーツ便

Y 生鮮品
など

冷凍便
冷蔵便

伊豆諸島（大島・八丈島除く）、小笠原諸
島

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

＜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　2016　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

167-9094 B18866300ｾｲﾎﾞ
【販売終了しました】東京国立博物館　限定ギフト　モ
ンカフェ＆堀口珈琲　朝顔狗子図杉戸　スペシャルティ
ドリップコーヒー

¥3,240 ¥3,000 2,000セット

167-9100 B18865300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　本高砂屋　福神宝酒宴
エコルセギフト

¥3,240 ¥3,000 5,000セット

167-9117 B18813300ｾｲﾎﾞ
【販売終了しました】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 5,000セット

167-9124 B18812300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　ロイスダール　三代目大
谷鬼次の江戸兵衛　エクセレンスショコラ

¥5,400 ¥5,000 5,000セット

167-9131 B18809300ｾｲﾎﾞ
【販売終了しました】東京国立博物館　限定ギフト　シ
ベール　市川団十郎の竹抜き五郎　ブランデーケーキ

¥3,240 ¥3,000 2,000セット

167-9148 B18811300ｾｲﾎﾞ
東京国立博物館　限定ギフト　志ま秀　冨嶽三十六景
えびチーズサンド詰合せ

¥3,240 ¥3,000 6,000セット

167-9155 B04886300ｾｲﾎﾞ シベール　クリスマスギフト ¥5,400 ¥5,000 5,000セット

167-9162 B04887300ｾｲﾎﾞ ロイスダール　スイーツアソート ¥3,240 ¥3,000 7,000セット

167-9179 B04890300ｾｲﾎﾞ 本高砂屋　クリスマスセット ¥3,240 ¥3,000 7,500セット

167-9186 B04894300ｾｲﾎﾞ 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 ¥3,000 15,000セット

167-9193 B04889300ｾｲﾎﾞ 泉屋　クッキー詰合せ ¥3,240 ¥3,000 3,000セット

167-9209 B04893300ｾｲﾎﾞ 志ま秀　えび菓子バラエティギフト ¥3,240 ¥3,000 7,000セット

167-9223 B04892300ｾｲﾎﾞ ユーハイム　バウムクーヘン ¥3,240 ¥3,000 8,000セット

168-1752 B03404300ｾｲﾎﾞ 山本海苔店　「有明海一番　撰」詰合せ ¥5,400 ¥5,000 7,000セット

168-1769 B03403300ｾｲﾎﾞ 山本海苔店　「有明海一番　撰」詰合せ ¥3,240 ¥3,000 5,000セット
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たのめーる　「三越のお歳暮　2016 冬の贈り物」　商品リスト
平成28年12月14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

565-1155 ロイスダール　ガトーセゾン ¥2,160 B

バターたっぷりのパイ生地にアーモンドスラ
イスとシュガーをまぶした「アマンドリーフ」、
ラング・ド・シャクッキーでサンドした焼菓子
など、多彩な味わいのクッキーを詰合せま
した。

アマンドリーフ×7、クッキー7種計27
※賞味期間常温70日

167-9735 志ま秀　クアトロえびチーズ ¥2,160 B
海老の風味たっぷり。楽しい、美味しい、
チーズサンドせんべい。

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）
※賞味期間常温180日

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、江戸伝統の製法で作った
「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
※賞味期間常温120日

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・キリマンジャロセレク
トブレンド・モカセレクトブレンド各8g×各5

565-1773
ＡＧＦ　プレミアムインスタントコー
ヒーバラエティギフト

¥2,160 B

さまざまな風味豊かなコーヒーをお楽しみ
いただけます。ゆったりとした寛ぎのひとと
きを演出する、バラエティーコーヒーの詰合
せです。

マキシムちょっと贅沢な珈琲店（シルキーマイル
ド・エクストラブレンド各70g）、ブレンディブラジル
ブレンド80g、マリーム155g

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

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

原料生産から搾油までを徹底的にコント
ロールし作られた、スペインとイタリアで生
産された上質なエキストラバージンオリーブ
オイルを使用。更に、品種ごとのオリーブが
持つ本来の風味をお楽しみいただくため
に、単一品種でオリーブオイルを作りまし
た。

アルベキーナ・オヒブランカ・レッチーノ各105g/
日本製

168-2056
Ｅ－ＺＥＹ　ＪＡＰＡＮ（イーゼイ
ジャパン）　抹茶「千慶の白」ベス
トセレクション

¥2,160 B

宇治抹茶「千慶の白」を贅沢に使ったバラ
エティーギフト。抹茶の豊かな風味と希少
糖のすっきりした甘みとのハーモニーをご
堪能ください。

抹茶プリン濃厚・抹茶レアチーズケーキ各67g×
各1､ショコラバー抹茶×3､抹茶カステラ・抹茶か
りんとう14g×各2
※賞味期間常温60日

565-3845 ユーハイム　ギフトセット ¥2,700 B
定番の「バウムクーヘン」など、バラエ
ティー豊かな焼菓子のアソートです。

バウムクーヘン・トリアーデ×各6、リープヘン×
17
※賞味期間常温60日

168-2087
ネスカフェ　コーヒーバラエティギ
フト

¥2,160 B
コーヒーギフトのベストセラー。人気のゴー
ルドブレンドとエクセラが入ったギフトです。

ゴールドブレンドオリジナル65g×2､エクセラオリ
ジナル80g×1

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
生産国にとどまらず、エリアまで限定するこ
とで個性的で豊かな香りや味わいが実現し
ました。毎日飲みたい上質なコーヒーです。

ドリップオン（マンデリン・コロンビア・エチオピア
モカシダモ各8g×各5)

168-2100
ＡＧＦ　パーソナルドリップコー
ヒーギフト「煎」

¥2,160 B

和菓子をより深く楽しめる気高い香り。日本
の水「軟水」で淹れることで最大限に引き出
される、澄みきった味わい。「日本のおいし
い」にこだわって生まれたこの１杯をお楽し
みください。

「煎」香醇濃味・「煎」淡麗澄味各10g×各8
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たのめーる　「三越のお歳暮　2016 冬の贈り物」　商品リスト
平成28年12月14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

168-2124 無限堂　稲庭饂飩「ゆめ飛龍」 ¥2,160 B

稲庭うどんの特徴は「滑らかな喉越し」と
「弾力のある歯応え」です。北海道産地粉
の「ゆめ飛龍」を使うことでさらに２つの特
徴が際立った麺ができあがりました。どうぞ
ご賞味ください。

稲庭うどん80g×6

168-2131 林屋　「金缶海苔」詰合せ ¥2,160 B

〈林屋〉「金缶海苔」は昭和３３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
高金賞を受賞いたしました。

焼海苔･味付海苔各8切5枚×各8袋

▲ 3,000円未満の先頭へ
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たのめーる　「三越のお歳暮　2016 冬の贈り物」　商品リスト
平成28年12月14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

167-9100
東京国立博物館　限定ギフト　本
高砂屋　福神宝酒宴（ふくじんた
からのさかもり）　エコルセギフト

¥3,240 B
数量限定

三越伊勢丹
限定

珈琲・紅茶・抹茶、３種類の風味のチョコ
レートをサクサクの生地で包み込んだエコ
ルセ。ユーモラスな「福神宝酒宴」のデザイ
ン缶が笑みを誘う、縁起のよい贈り物で
す。

エコルセ（珈琲・紅茶・抹茶各2本入×各8）
※賞味期間常温150日
※数量限定品です。
※三越伊勢丹の限定品です。

167-9148
東京国立博物館　限定ギフト　志
ま秀　冨嶽三十六景　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

香ばしい紅白のえびせんべいで濃厚な
チーズクリームをサンドし、「冨嶽三十六
景」から９点の浮世絵をあしらいました。新
作の「モツァレラ＆マロン」を加えた４種の
味わい。赤富士でお馴染みの「凱風快晴
（がいふうかいせい）」の限定缶でお届けし
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＆青のり・チェダー＆パルメジャーノ・モツァ
レラ＆マロン×各4）
※賞味期間常温180日
※数量限定品です。
※三越伊勢丹の限定品です。

167-9162 ロイスダール　スイーツアソート ¥3,240 B
数量限定

申込期限あり

リボンが付いたプレゼント箱に入ったサンタ
やトナカイたちのチョコレート、クッキー、
チョコサブレなどをオリジナルパッケージで
お届けします。

クッキー4種計17、チョコレート5種計14（缶入り）
※賞味期間常温90日
※数量限定品です。
※お申し込み期限：12月5日(月)まで

167-9179 本高砂屋　クリスマスセット ¥3,240 B
数量限定

申込期限あり

ふんわりした生地を巻きあげてチョコレート
をかけたバトンと、サクサクの生地を薄く焼
いてチョコレートで包んだショコラキャレの
セットです。

バトン（ミルクチョコ・ストロベリーチョコ×各10）、
ショコラキャレ（ミルクチョコ・ホワイトチョコ×各
8）（缶入り）
※賞味期間常温150日
※数量限定品です。
※お申し込み期限：12月5日(月)まで

167-9186 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 B
数量限定

申込期限あり

果物をかたどったキュートなゼリーに、フ
ルーツの新鮮な風味をギュッと閉じ込めま
した。２９種類の美味しさを楽しめるセットで
す。

フルーツゼリー29種計75（缶入り）
※賞味期間常温180日
※数量限定品です。
※お申し込み期限：12月5日(月)まで

167-9193 泉屋　クッキー詰合せ ¥3,240 B
数量限定

申込期限あり

創業当時からの製法でクッキーを作り続け
る〈泉屋〉から、クリスマスオーナメントをか
たどった、見ても楽しめるギフトをご用意し
ました。

クッキー13種計50（紙箱入り）
※賞味期間常温90日
※数量限定品です。
※お申し込み期限：12月5日(月)まで

167-9209
志ま秀　えび菓子バラエティギフ
ト

¥3,240 B
数量限定

申込期限あり

サンタの絵柄がプリントされたクリスマスえ
びチーズサンドをはじめとした、７種類の海
老菓子を筒型のオリジナルパッケージに詰
合せました。

えびぱれ・えびのだんらん・えびふわっちょ×各
2袋、海老うす焼・海老うす焼（紅）・のりえびせ
ん×各3袋、クリスマスえびチーズサンド×7袋
（紙箱入り）
※賞味期間常温150日
※数量限定品です。
※お申し込み期限：12月5日(月)まで

167-9223 ユーハイム　バウムクーヘン ¥3,240 B
数量限定

申込期限あり

お子さまから大人の方まで人気のドイツ伝
統菓子バウムクーヘン３種類の詰合せ。食
べきりサイズを個包装して、クリスマスの
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（缶入り）
※賞味期間常温60日
※数量限定品です。
※お申し込み期限：12月5日(月)まで

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
※賞味期間常温120日

167-9254
シベール　ピースカットケーキ詰
合せ

¥3,240 B

しっとりと柔かく仕上げたスポンジケーキに
ブランデーやリキュールを浸みこませた大
人な味わい。４種のフレーバーでお楽しみく
ださい。

ブランデー×2、レモン・チョコ・紅茶×各3 ※ア
ルコールを使用しています。
※賞味期間常温120日

565-1315 フーシェ　ミルフィーユ ¥3,240 B

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

バニラ・キャラメル・ストロベリー×各5、抹茶・オ
レンジ・ショコラ×各4/日本製
※賞味期間常温120日

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
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5種計15、マカデミア
ショコラ×6、リーフパイショコラ×3、アンジェチョ
コレート×12
※賞味期間常温70日

167-9322 ロイスダール　ガトーセゾン ¥3,240 B

バターたっぷりのパイ生地にアーモンドスラ
イスとシュガーをまぶした「アマンドリーフ」、
ラング・ド・シャクッキーでサンドした焼菓子
など、多彩な味わいのクッキーを詰合せま
した。

アマンドリーフ・ティーリーフ×各9、クッキー9種
計35
※賞味期間常温70日
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565-1148
アンテノール　アンテワーズ・アマ
ンド　アソート

¥3,240 B

ベルギー産クーベルチュールチョコレートを
使用したクッキー「ショコラ・アマンド」、ケー
キのような口どけと味わいのクリームダック
ワーズ「アンテワーズ」、濃厚なコクの焦が
しバターとアーモンドを合わせ深い旨みをと
じ込めた「フィナンシェ」などの詰合せです。

アンテワーズ（キャラメルアーモンド・バニラレー
ズン×各3）、フィナンシェ・マドレーヌ×各3、ショ
コラ アマンド×6
※賞味期間常温42日

167-9346 東京會舘　プティガトー ¥3,240 B
東京會舘のフランス料理のデザートから生
まれたオリジナルのソフトタイプクッキーの
詰合せです。

クッキー14種計82
※賞味期間常温150日

565-1384 泉屋　オリジナルクッキーズ ¥3,240 B

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

クッキー11種、計430g
※賞味期間常温90日

167-9360 ユーハイム　ギフトセット ¥3,240 B
プレーンとチョコレート２種類の味が楽しめ
る定番の「バウムクーへン」など、バラエ
ティー豊かな焼菓子をアソートにしました。

バウムクーヘン×7、リープヘン×17、ショコラー
デンバウム×6
※賞味期間常温60日

167-9391 ユーハイム　ギフトセット ¥3,240 B
ギフト限定の「マロンバウムバトン」に、ユー
ハイム伝統の「バウムクーへン」など、バラ
エティ豊かな焼菓子をアソートにしました。

バウムクーヘン×7、マロンバウムバトン×6、
リープヘン×17
※賞味期間常温60日

565-1209
アンジェリーナ　アンジェリーナセ
レクション

¥3,240 B

マロンペーストを包み焼きあげたクッキー
を、ミルクチョコレートでコーティングした「マ
ロンサンドショコラ」やマロンフィナンシェな
ど、洗練されたパリの味を再現しました。

マロンフィナンシェ・マドレーヌ・フルーツケーキ
×各2、マロンサンドショコラ×5、クッキー5種計
13/日本製
※賞味期間常温45日

565-1094 彩果の宝石　バラエティギフト ¥3,240 B
〈彩果の宝石〉は、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
※賞味期間常温180日

167-9452 彩果の宝石　プレミアムギフト ¥3,240 B

フレッシュ果汁と果肉を贅沢にゼリーに閉じ
こめた「プレミアム彩果の宝石」。愛媛県産
のキウイや長野県産のぶどうなど、７種の
国産果実を原料に作りあげました。

プレミアムゼリー（トマトベリー・キウイ・蜜柑・苺・
葡萄・林檎・桃×各6）計42
※賞味期間常温180日

167-9476 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）
※賞味期間常温180日

565-3852
クローバー　フィナンシェ・クッ
キーアソート

¥3,240 B

一枚一枚丁寧に焼き上げ、こんがりサクッ
とした食感とコクのある味わいが自慢のクッ
キーと、香ばしいアーモンドとバターを使用
し、しっとり、ふっくら焼きあげたフィナンシェ
の詰合せです。

クッキー×42、フィナンシェ×6
※賞味期間常温70日

167-9490
横濱フランセ　フランセ　セレクト
ギフト

¥3,240 B

サクッとしたパイでクリームをサンドしチョコ
レートコーティングした「ミルフィユ」と、カラ
フルな焼菓子「ビスキュイフランセ」の詰合
せです。

ミルフィユ（キャラメル・ジャンドゥーヤ・ショコラ×
各7）、ビスキュイ フランセ（レモン・オレンジ・スト
ロベリー・抹茶・チョコレート・ミルク×各2）
※賞味期間常温60日

565-1247
本高砂屋　エコルセファミリーギ
フト

¥3,240 B

〈本高砂屋〉を代表する「エコルセ」をはじ
め、コーヒー豆を混ぜ込んだチョコレートを
使った「コーヒーエコルセ」やアールグレイ
（茶葉）を混ぜ込んだチョコレートを使った
「紅茶エコルセ」など、人気の味を詰合せま
した。

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
※賞味期間常温120日

565-1162 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。

ゴールデンファンシーチョコレート×24、アルカ
ディア140g、トリュフチョコレート×12、ファヤー
ジュ×9
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167-9575 モロゾフ　ウインターギフト ¥3,240 B

上質なチョコレートや芳醇なバターと味わい
深いレーズンをたっぷりと混ぜて、ていねい
に焼きあげたケーク・オ・レザンなど、〈モロ
ゾフ〉の銘菓を華やかに詰合せました。

ファンシーチョコレート×26、ミルフィーユショコラ
（ミルク・ホワイト・抹茶×各2）、ケーク オ レザン
（ナチュール・ショコラ×各3）
※賞味期間常温90日

565-1278
上野風月堂　ゴーフルウインター
セット

¥3,240 B

１７４７年創業〈上野風月堂〉より、伝統銘菓
の「ゴーフル」に、冬季限定の「いちごミルク
プティゴーフル」、アーモンドを使ったパウン
ド生地で濃厚なガナッシュチョコレートを包
み込んだ「グレメアレン」などを詰合せまし
た。

ゴーフル×5、いちごミルクプティゴーフル（2枚
入）・パリジェ・グレメアレン×各4、レーズンケー
キ・キャリスドールセレクション×各2、フラット
バークッキー×7、プロフェドール×3
※賞味期間常温120日

167-9605 神戸風月堂　ゴーフルセット ¥3,240 B
〈神戸風月堂〉の代表銘菓ゴーフルとクッ
キー、ショコラクッキー、フィナンシェの詰合
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）×7、ショコラクッキー（2種）×5
※賞味期間常温60日

167-9612 東京風月堂　ウインターギフト ¥3,240 B

伝統の銘菓ゴーフルのおいしさをそのま
ま、可愛らしいミニサイズにしたゴーフレット
をはじめ、「マロングラッセ」・「パピヨット」・
「トロアシャトン」・「サピニエール」を詰合せ
たギフトセットです。

ゴーフレット×10、パピヨット・サピニエール×各
6、トロアシャトン×15、マロングラッセ×3
※賞味期間常温90日

167-9629 ブールミッシュ　ガトー・ヴァリエ ¥3,240 B

ブールミッシュが発掘・再現した生菓子の
「シブースト」の風味そのまま焼き上げた
「焼きシブースト」とブールミッシュ定番の味
わい豊かな焼き菓子の詰合せです。

焼きシブースト×5、スフレフロマージュ×3、ト
リュフケーキ・ガトー オ マロン・スフレショコラ・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
※賞味期間常温45日

167-9636 プルミエ　白金の散歩路 ¥3,240 B
良質なフルーツを使用した、しっとりとした
味の焼き菓子や、サクサクした食感のクッ
キーをバラエティー豊かに詰合せました。

プチガトーオレンジ・バニラケーキ・マドレーヌ・フ
ルーツケーキ・キャラメルナッツタルト×各2、クッ
キー（ココナッツ・チーズ・五穀・黒糖・ストロベ
リー×各2）
※賞味期間常温60日

565-1377
横濱馬車道　あいす＆もなか詰
合せ

¥3,240 D ○ 申込期限あり

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、桜・緑茶みるく・みるく大
納言×各1、各120ml）、もなか（ミルク・抹茶・小
豆・チョコレート各65ml×各2）

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、ウエハース、ミルフィーユなど、バラエ
ティ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・バニラ・ストロベリー×各2）、ウエ
ハース（チョコレート・アーモンド×各4）
※賞味期間常温90日

167-9674 ゴンチャロフ　エミネントギフト ¥3,240 B

バラエティあふれる味わいをお楽しみいた
だける「ショコラセッション」と、焼き菓子の
バラエティーセット「プロミネントアソート」、
ロングセラーの「クリンツイ」を詰合せてゴン
チャロフの愛されるスイーツをお届けしま
す。

ショコラセッション×20、プロミネントアソート×
25、クリンツイ×12
※賞味期間常温150日

565-1414
ハーゲンダッツ　ミニカップ詰合
せ

¥3,348 D ○ 申込期限あり
人気の４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・紫いも×各2、
パンプキン×1、各110ml）/日本製
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

167-9742 志ま秀　クアトロえびチーズ ¥3,240 B
海老の風味たっぷり。楽しい、美味しい、
チーズサンドせんべい。

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）
※賞味期間常温180日

167-9766 日本橋菓寮　和洋菓子詰合せ ¥3,240 B

２種のカステラと両面焼きのさくさくとした洋
風煎餅、国産もち米を使用したあられ、甘さ
控えめの蜜を使ったかりんとうなど、さまざ
まな和洋菓子を詰合せました。

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）、かりんとう（彩・黒糖×
各1）、あられ・品川巻き×各1、チョコレート×各
1
※賞味期間常温90日

167-9780
京菓子處　鼓月　京菓子銘菓詰
合せ

¥3,240 B

鼓月オリジナルの型で、じっくり丁寧に焼き
あげた、鯛と小槌の焼き饅頭。ヴァッフェル
生地にシュガークリームを挟んだ人気の
「千寿せんべい」、粒あんを香ばしい最中種
で挟んでいただく「万都の葉」など、若い方
からご年配の方まで楽しんでいただける贈
り物です。

千寿せんべい×6、一枝の梅（梅風味わらび餅
風くず羹）×3、万都の葉（合せ最中）2個入・吉
祥鯛（桃山）・宝小槌（桃山）×各1
※賞味期間常温35日
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565-1490 新宿中村屋　和洋菓子詰合せ ¥3,240 B

国産もち米を使用し、海苔、青海苔、黒豆
の素材を用いた「旬菓あられ」に、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。

旬菓あられ・カステラ×各1、チョコレート×12、
パウンドケーキ（フルーツ・チョコレート×各2）
※賞味期間常温90日

167-9834 花園万頭　花園銘菓撰 ¥3,240 B

北海道産の大納言小豆を柔らかく、しっとり
と仕上げた定番の商品「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」などを詰合せました。

ぬれ甘なつと銘銘×4、黒まめ甘なつと・みめぐ
り×各2、本煉羊羹・抹茶羊羹×各1
※賞味期間常温60日

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
※賞味期間常温150日

167-9889 志ま秀　えびのだんらん ¥3,240 B

小袋に７種類（えび焼あーもんど、小えび
姿焼、えび松サラダ、えびしょう油、えびふ
た焼ごま、えび桜ざらめ、えび黒ごま）の創
作海老菓子を詰めました。団欒のひと時に
好適な逸品です。

えびのだんらん×22袋
※賞味期間常温150日

565-1568 葵の倉　冬の米雅楽 ¥3,240 B
富山湾の白えびや瀬戸内の青のり、スモー
クチーズ等、美味しい素材を使いソフトに焼
きあげた煎餅・おかきの詰合せです。

煎餅4種、おかき6種、計40袋
※賞味期間常温90日

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、７種類の味をお楽しみくだ
さい。

おかき（ごまもち白、豆丹尺、寿巻、磯の雪、樹
木、もち角サラダ、白波）計530g
※賞味期間常温150日

167-9933 葵の倉　ひとひら彩々 ¥3,240 B

色とりどりのあられ、おかき、煎餅を緑袋に
７種類、赤袋に６種類詰合せました。揚げ
梅やえび桜、黒糖アーモンド等、お米の風
味や素材の持ち味を存分にお楽しみいた
だけます。一口サイズの食べやすさも人気
です。

ひとひら緑色袋（7個入）・ひとひら赤色袋（6個
入）×各12
※賞味期間常温90日

565-1537
王様堂本店　昔かきもち「海日和
山日和」

¥3,240 B

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

黒大豆・昆布・ごま・アーモンド×各14、ひじき
じゃこ×9、海苔巻×5
※賞味期間常温120日

565-1551 赤坂柿山　柿山セレクト ¥3,240 B
富山県産・新大正もち米にこだわった慶長・
慶凰・かきもち、全８味の詰合せ。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）
※賞味期間常温150日

565-1643 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」「花おつまみ」を詰合せました。

花よせ×9袋、花おつまみ・花かりん・えびせん
×各6袋
※賞味期間常温90日

565-1667
ジュエルスイーツカフェ　ドリップ
オンギフト　ハワイコナセレクショ
ン

¥3,240 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（ハワイコナ・エチオピアモカシダモ・
コロンビア・マンデリン各8g×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

168-0052 ウェッジウッド　リーフティー ¥3,240 B
朝の目覚めからアフタヌーンまで、英国の
ティータイムが楽しめる２種類の紅茶のセッ
ト。

イングリッシュ ブレックファスト140g/インド・ケニ
ア・スリランカ産、イングリッシュ アフタヌーン
125g/インド・ケニア産
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565-1704
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）

168-0083
ＡＧＦ　マキシム贅沢スティック
コーヒーギフト

¥3,240 B
カフェラテ、カフェモカなどのカフェで人気の
メニューが、お湯を注ぐだけで味わえる、
〈ＡＧＦ〉のスティックコーヒーギフトです。

スティックメニュー（贅沢カフェラテ・贅沢カプチー
ノ・贅沢カフェモカ・贅沢抹茶ラテ・贅沢紅茶ラ
テ・贅沢ウインターダークラテ・贅沢あまおうラテ
×各4）

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

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
杯分ずつ包み込んでお届けする「ＯＲＩＧＡ
ＭＩ」。豊かなコクと香りが広がります。

ハウスブレンド・エスプレッソロースト・スマトラ各
10g×各5、パイクプレイスロースト9.8g×5/日本
製

565-1780
ＡＧＦ　プレミアムインスタントコー
ヒーバラエティギフト

¥3,240 B

さまざまな風味豊かなコーヒーをお楽しみ
いただけます。ゆったりとした寛ぎのひとと
きを演出する、バラエティーコーヒーの詰合
せです。

マキシムちょっと贅沢な珈琲店（シルキーマイル
ド・エクストラブレンド・バリスタエスプレッソ各70g
×各1）、マキシムロイヤルブレンド70g×2、ブレ
ンディブラジルブレンド80g×1

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

168-0175
フロリダスモーニング　瀬戸内産
柑橘ストレートジュース

¥3,240 B

「はるみ」「清見」「ネーブルオレンジ」の３種
の１００％ジュース。それぞれの品種の特
性を活かし、香り高く、喉ごしの良い、豊か
な味わいに仕上げました。年齢を問わず幅
広くお楽しみいただけます。

はるみ・清見・ネーブルオレンジ各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

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

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、自然で安心な
１００％果汁ギフトです。

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

168-0229
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

565-1865
カゴメ　国産限定１００％フルーツ
ジュース詰合せ

¥3,240 B

国産の果実を搾った１００％ジュースです。
「王林」や「つがる」「ふじ」など贅沢な味わ
いをお楽しみください。便利な飲みきりサイ
ズの紙容器入りです。

ふじ・つがる・みかん・コンコード×各3、王林×
6、各125ml

168-0250
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
選び抜いた品種を丁寧に収穫し、果実を惜
しみなく搾った果汁１００％の贅沢な味わ
い。紙製の容器に入れてお届けします。

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3、各200ml
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565-1964 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、充実野菜完
熟バナナ＆ヨーグルトミックス・充実野菜ブルー
ベリーミックス・1日分の野菜×各6、各200ml

565-1926
カゴメ　にっぽん育ち　国産野菜
ジュース詰合せ

¥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
ジュースを詰合せました。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。便利な飲みきりサイズの紙容器入
りです。

山形とまと・富良野にんじん・十五種の野菜各
125ml×各6

565-1940 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

168-0328
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

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。

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

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」のを助ける特定保健用
食品です。

伊右衛門特茶（特定保健用食品）500ml×16

565-2619 愛媛　みかん ¥3,780 H
申込期限あり
お届け予定

あり

温暖な気候に恵まれジューシィでまろやか
な酸味とほどよい甘さのみかんです。

JAにしうわ みかん Mサイズ4㎏（40～44個）
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
※お届け予定:11月20日頃より12月25日頃まで

565-2602 山形南果連　ラ・フランス ¥3,240 H
申込期限あり
お届け予定

あり

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

南果連協同組合 ラ フランス1.6㎏（6個）
※お申し込み期限：12月5日(月)まで
※お届け予定：12月20日頃まで

565-2626 青森弘前　ふじりんご ¥3,780 H
申込期限あり
お届け予定

あり

太陽の光を十分に浴びて育ったサンふじ
は、固く締まった果肉、甘味と酸味の調和し
た風味が楽しめます。

JAつがる弘前 ふじりんご2.4㎏（8個）
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
※お届け予定:11月15日頃より順次

168-0489 ケーファー　ハム詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

ペッパーボンレスハム280g、ポークハム220g/日
本製
※賞味期間冷蔵60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2145 ケーファー　バラエティーセット ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

ロースハムスライス60g・ボンレスハムスライス
60g・クラカウアーリング160g×各1、ウインナー
80g×2/日本製
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0526
ケーファー　ワールド生ハムセッ
ト

¥3,240 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

プロシュート25g/イタリア製、ハモンセラーノ25g/
スペイン製、ジャンボンドバイヨンヌ25g/フランス
製、ブラックフォレストハム25g/ドイツ製
※賞味期間冷蔵90日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2169 ケーファー　バラエティー詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

ロースハムスライス×1、ウインナー×2、各80g/
日本製、プロシュート25g・ミラノサラミ45g×各1/
イタリア製
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
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565-2251
ニッポンハム　国産美ノ国バラエ
ティ詰合せ

¥3,240 Y ○ 申込期限あり
自社農場で飼育した原料を使用。熟成ハム
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、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、肩ロース生ハム40g
※賞味期間冷蔵36日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0632
ニッポンハム　ハムバラエティ詰
合せ

¥3,240 Y ○ 申込期限あり
長年愛され続けている「本格派吟匠」の中
からハム、焼豚、ウインナーなどをバラエ
ティー豊かに詰合せました。

スモークハム・たれ漬け焼豚・ビーフミートローフ
各180g、特撰ホワイトウインナー80g、生ハム40g
※賞味期間冷蔵50日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2237 鎌倉ハム富岡商会　ハム詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

創業１９００年の〈鎌倉ハム富岡商会〉。伝
統の技法で作られる「鎌倉ハム」は、今も変
わらぬ味と品質の高さで愛され続けていま
す。芳醇な味わいをお楽しみください。

ロースハム360g、直火焼焼豚180g
※賞味期間冷蔵45日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0670 上富良野牧場　ハム詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

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
※賞味期間冷蔵40日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0748
伊藤ハム　ローストビーフ・生ハ
ム詰合せ

¥3,240 Y ○ 申込期限あり
味わい深いローストビーフをはじめ、焼豚、
生ハムなど、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）・やわらか焼豚各180g、生
ハム45g、ローストビーフソース40g
※賞味期間冷蔵40日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2343
伊藤ハム　伝承　スライスハム詰
合せ（国産豚肉使用）

¥3,240 Y ○ 申込期限あり

まろやかな味わいのロースハムや生ハム
などが、使いやすいスライスパックに。創業
者・伊藤傳三のハム作りへの想いを込めた
ギフトです。

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
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2411 伊藤ハム　バラエティ詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり
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
※賞味期間冷蔵45日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0779
伊藤ハム　伝承　ハム詰合せ（国
産豚肉使用）

¥3,240 Y ○ 申込期限あり

国産豚肉を原料にし、創業者・伊藤傳三の
ハム作りへの想いを込めたギフトセットで
す。脂身の美味しい肩ロースとポークロー
フを詰合せました。

肩ロース250g、ポークローフ210g
※賞味期間冷蔵55日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0786 伊藤ハム　麗の輝ハム詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

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、コクのある鹿児島黒豚の焼豚を詰合
せました。

ロースハム320g、鹿児島黒豚焼豚190g
※賞味期間冷蔵65日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0915
鹿児島黒豚「黒の匠」ロース味噌
漬・ハンバーグ詰合せ

¥3,240 Y ○ 申込期限あり

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
※賞味期間冷凍180日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2558
南州農場　鹿児島黒豚　山吹味
噌漬

¥3,780 Y ○ 申込期限あり

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

黒豚ロース味噌漬100g×5
※賞味期間冷凍180日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0960
二幸　鮮魚粕漬（越乃寒梅酒粕
仕込み）

¥3,240 D ○ 申込期限あり

４種類の魚を新潟石本酒造の銘酒「越乃寒
梅」の酒粕で漬け込みました。風味豊か
で、まろやかな味わいの粕漬け詰合せで
す。魚切身に直接酒粕が着かないように一
度和紙で包んだ上から酒粕を塗った小分
けパックですので酒粕を切身から拭う必要
がありません。

赤魚・銀鮭×各2、銀だら・さわら×各1
※賞味期間冷蔵14日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0991 魚勢　西京味噌漬詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり
京都の白味噌に４種の魚を漬け込み、風味
豊かな味わいを持つ漬魚に仕上げました。

銀だら×2、サーモントラウト・金目鯛・さわら×
各1
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
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168-1004 築地なが田　漬魚詰合せ ¥3,240 D ○ 申込期限あり
脂のりのよい魚を選別し、吟味したこうじや
米味噌で、魚の風味や旨みを大切に漬け
込みました。真空パックでお届けします。

銀鮭こうじ漬・さわら西京漬×各2、アラスカ目抜
粕漬×1
※賞味期間冷蔵10日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1073 けんかま　土佐魚菜市場 ¥3,240 D ○ 申込期限あり

高知県のブランド鶏「土佐ジロー」の卵が３
個入った土佐ジロー有精卵入り大丸や、土
佐の皿鉢料理に欠かせない変り天や手握
り竹輪、じゃこ天等、郷土色豊かな蒲鉾の
セットです。

土佐ジロー有精卵入りジロー巻、手押し蒲鉾土
佐ジロー鶏卵、変り天青しそ、変り天生姜、変り
天ごぼう、変り天ごま、変り天いか、手握り竹輪
明太子、手握り竹輪ねぎ、味付きコーヤ巻、じゃ
こ天・宗田節天各3枚入
※賞味期間冷蔵8日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2817 二幸　塩数の子 ¥3,240 B

肉厚で歯ざわりのよいアメリカ・シトカ産鰊
の完熟卵のみを使用しました。品質、サイ
ズなどを選別し、一本一本丁寧に詰めて仕
上げた良質な塩数の子は、確かな歯ざわり
と「パリッ」とした食感がお楽しみいただけま
す。

塩数の子300g
※賞味期間常温75日

565-2848 福さ屋　無着色辛子明太子 ¥3,240 D ○ 申込期限あり
唐辛子を独自にブレンドした調味液に魚醤
を加え、たらこをじっくりと漬け込みました。
辛さの中にも旨みが広がる一品です。

無着色辛子明太子270g
※賞味期間冷蔵14日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2855 二幸　味付数の子 ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

食感の良い数の子を白醤油ベースの調味
液で味付けした上品な味わいの味付数の
子です。酒の肴に、お寿司のネタにも良く
合います。

味付数の子270g
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2930 二幸　スモークサーモンスライス ¥3,240 D ○ 申込期限あり

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
※賞味期間冷蔵10日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1462 浅草今半　あさくさつぼ味 ¥3,240 B

創業明治２８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

168-1509
奥能登はまの　お魚一汐（ひとし
お）干し詰合せ

¥3,240 Y ○ 申込期限あり

日本海で獲れた魚を切身にし、奥能登の海
洋深層水と塩で漬け込み、一汐（ひとしお）
干しにしました。潮の香り豊かな一品をご
賞味ください。

真鯛・ぶり各80g×各2、真さば・するめいか各
60g×各2
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1516 中辰　瀬戸内しらす詰合せ ¥3,240 Y ○ 申込期限あり

瀬戸内海で獲れたしらすを「釜あげしら
す」、「梅しらす」に仕上げました。そのまま
でももちろん、丼や卵焼、酢の物とさまざま
なお料理にご利用いただけます。

釜あげしらす（25g×2）・梅しらす（25g×2）×各4
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1547 一膳お碗（鰻蒲焼・牛丼の具） ¥3,780 Y ○ 申込期限あり

湯せんするだけで、本格的な味わいがお楽
しみいただける便利な丼の具セット。ご飯に
のせても、お酒のおつまみとしてもおすす
めです。

国産鰻蒲焼（たれ・山椒付）35g×2、黒毛和牛牛
丼の具100g×3
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1561 あわび雑炊最中 ¥3,240 B

最中の中に刻んだあわびと菜の花や柚子
が入った、香り豊かな一品。お湯を注ぐだ
けで簡単にあつあつのあわび雑炊をお楽し
みいただけます。

あわび雑炊最中×9

168-1578 小豆島簡単手延にゅう麺 ¥3,240 B

小豆島産の手延素麺を冬でも温かくお召し
あがりいただける、にゅう麺に仕立てまし
た。鯛や豚汁など、６種類の味わいが楽し
めます。

鯛にゅう麺・ゆばにゅう麺・豚汁にゅう麺・ふんわ
り卵にゅう麺・きつねにゅう麺・梅にゅう麺
※賞味期間常温180日

168-1615 柿安　和惣楽菜詰合せ ¥3,240 B

牛鍋屋の伝統が活きる「黒毛和牛すき焼
丼」や、オリーブオイルやくるみで仕上げた
「牛肉しぐれ　エクストラバージンオリーブオ
イル仕立て」など、すぐにお召しあがりいた
だける和惣菜を詰合せました。

黒毛和牛すき焼丼135g、牛肉しぐれ エクストラ
バージンオリーブオイル仕立て50g、帆立うすだ
き・竹の子旨煮各60g、そぼろ味噌味あわせ
100g
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565-3432
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％
※賞味期間常温150日

565-3449 梅林堂　紀州梅干「梅心」 ¥3,240 B
果肉が肉厚で柔らかな紀州産の梅を選び
抜き、梅本来の風味が楽しめる、塩分と酸
味のバランスのよい味に仕上げました。

梅干500g
※塩分約7％
※賞味期間常温180日

565-3425 錦松梅　有田焼容器入（新柄） ¥3,240 B

材料には、厳選された鰹節をはじめ、白胡
麻、椎茸、きくらげ、松の実などの山海の素
材を使用して、しっとりとした独特の風味を
つくりあげたふりかけの逸品です。

佃煮ふりかけ110g×2
※賞味期間常温90日

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、酒肴にも重宝します。

牛肉（そぼろ・すきやき・ごぼう・しいたけ各50g）

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
※賞味期間常温120日

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）

168-1714 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

565-3500 久右衛門　お吸物詰合せ ¥3,240 B

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

お吸物（ふぐ・松茸・ほたて×各2、ふかひれ×
3）
※賞味期間常温180日

168-1769
山本海苔店　「有明海一番　撰」
詰合せ

¥3,240 B 数量限定
１０，０００枚に約３枚、稀少な海苔「佐賀海
苔有明海一番」です。

焼海苔・味付海苔各10袋詰（8切5枚)
※数量限定品です。

168-1776 山本山　海苔詰合せ ¥3,240 B

１６９０年創業の〈山本山〉が選びぬいた、と
ろけるような口当たりと風味豊かな味わい
が特徴の有明海産海苔「にほんばし」。ご
家庭で使いやすい焼海苔と手巻焼海苔の
セットです。

焼海苔11袋詰（8切5枚）、手巻焼海苔2袋詰（2
切6枚）

168-1783 山形屋海苔店　「紫薫」詰合せ ¥3,240 B

色、艶、薫りを満たした良質な海苔を〈山形
屋海苔店〉伝統の技で丁寧に焼きあげまし
た。創業２５０余年の海苔専門店による、海
苔の詰合せです。

焼海苔・味付海苔各8切8枚×各6袋

168-1790
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

168-1820 放香堂　宇治銘茶詰合せ ¥3,240 B

天保年間創業〈放香堂〉の宇治銘茶詰合せ
です。清涼感のある香りと繊細で奥行きの
ある味わいの京都・和束産の煎茶と、爽や
かな香りとまろやかな旨みで名高い京都・
南山城産の煎茶をお楽しみいただけます。

煎茶（京都府和束産）・煎茶（京都府南山城産）
各100g
※賞味期間常温180日
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168-1851 林屋　「金缶海苔」詰合せ ¥3,240 B

〈林屋〉「金缶海苔」は昭和３３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
高金賞を受賞いたしました。

焼海苔・味付海苔各8切5枚×各12袋

168-1868 越後しめはり　貴餅「光　月」 ¥3,240 B

農家が、栽培は面倒だが旨い、と自家用に
栽培し続けた新潟の希少糯米「しめはり」を
完全復活。腰が強く煮溶けし難く、特有の
旨い香りのある御餅「光月」を寿ぎの贈り物
に。

しめはり糯「光 月」（丸餅×1、切餅×2、各
360g）
※賞味期間常温90日

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

565-3722 三越　カレーセレクション ¥3,240 B 三越限定
欧風、タイ風、インド風などの多彩なカレー
を食べやすいサイズでご用意しました。

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
※三越の限定品です。

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

168-1936 年越しそば・年明けうどん詰合せ ¥3,240 B

無塩仕込の信州そばと、職人が「塩加減・
水加減・打ち加減」にこだわって作りあげ
た、モチッとツルッと、コシのある讃岐うどん
を詰合せました。寿命・家運をのばし、一年
の苦労・厄払いを絶つことを願うそばと、年
の初めに食べ一年の幸せと長寿を願ううど
んのセットです。

讃岐半生うどん180g×4、信州戸隠蕎麦240g×
2
※賞味期間常温90日

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
特徴の、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
※賞味期間常温90日

565-3753 オリーブオイルドレッシング ¥3,240 B

ギリシャ製のエクストラバージンオリーブオ
イルを贅沢に使用したドレッシングの詰合
せ。「和風」「ごま」「バルサミコ」など風味を
活かした５種を取り揃えました。

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）
※賞味期間常温180日

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

565-3777
寛文五年堂　いなにわ手綯（てな
い）うどん

¥3,240 B
秋田の気候と風土、手綯の技から生まれた
美しい麺。なめらかな喉ごし、歴史に裏打ち
された味わいをご堪能ください。

いなにわ手綯うどん80g×10

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

原料生産から搾油までを徹底的にコント
ロールし作られた、スペインとイタリアで生
産された上質なエキストラバージンオリーブ
オイルを使用。更に、品種ごとのオリーブが
持つ本来の風味をお楽しみいただくため
に、単一品種でオリーブオイルを作りまし
た。

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

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。
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

565-3746 甚助　讃岐うどん「国産大吟穣」 ¥3,240 B

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

手延半生うどん（北海道産小麦使用）90g×8、
いりこだしつゆ（かけ用）・飛魚だしつゆ（つけ用）
各20ml×各4
※賞味期間常温120日
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565-3869
資生堂パーラー　冬の菓子詰合
せ

¥3,240 B

ティータイムを美味しく演出する、バラエ
ティーに富んだ季節限定のギフトです。香り
高く食感豊かなチョコレート菓子や個性あ
ふれる焼き菓子を詰合せました。

ラ ガナシュ・ショコラヴィオン・ビスキュイ・サブレ
×各8､ラングドシャ オ フロマージュ・ラングド
シャ オ ショコラ×各4
※賞味期間常温90日

▲ 3,000円台の先頭へ
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565-1100 彩果の宝石　バラエティギフト ¥4,320 B
〈彩果の宝石〉は、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
※賞味期間常温180日

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。

ゴールデンファンシーチョコレート×32、アルカ
ディア140g、トリュフチョコレート・ファヤージュ×
各12

565-1933
カゴメ　にっぽん育ち　国産野菜
ジュース詰合せ

¥4,860 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
ジュースを詰合せました。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。便利な飲みきりサイズの紙容器入
りです。

山形とまと・富良野にんじん・十五種の野菜各
125ml×各9

168-0472 愛媛西宇和　真穴共選みかん ¥4,860 H
申込期限あり
お届け予定

あり

温暖な気候の中、太陽の陽ざしをいっぱい
に浴びて育った真穴みかん。皮の薄さと甘
さが特徴。果肉を包むじょうのう（薄皮）は、
口の中でとろけ、甘さと程良い酸味が広が
ります。

JAにしうわ 真穴共選みかん Mサイズ3㎏（30～
35個）
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
※お届け予定：11月20日頃より12月25日頃まで

168-0564 ケーファー　バラエティー詰合せ ¥4,320 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

ロースハムスライス・ボンレスハムスライス×各
1、ウインナー×3、各80g/日本製、プロシュート
25g・ミラノサラミ45g×各1/イタリア製
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2282
ニッポンハム　国産美ノ国バラエ
ティ詰合せ

¥4,320 Y ○ 申込期限あり
自社農場で飼育した原料を使用。熟成ハム
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、肩ロース生ハム
40g・熟成ももハム60g・熟成あらびきウインナー
110g・白い熟成あらびきウインナー110g×各1
※賞味期間冷蔵36日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0618
ニッポンハム　ハムバラエティ詰
合せ

¥4,320 Y ○ 申込期限あり
長年愛され続けている「本格派吟匠」の中
からハム、焼豚、ウインナーなどをバラエ
ティー豊かに詰合せました。

特撰肩ロース200g、たれ漬け焼豚・直火焼ミート
ローフ各180g、生ハム40g、特撰ポークウイン
ナー80g
※賞味期間冷蔵50日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0687 上富良野牧場　ハム詰合せ ¥4,320 Y ○ 申込期限あり

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
※賞味期間冷蔵75日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0724
伊藤ハム　伝承　スライスハム詰
合せ（国産豚肉使用）

¥4,320 Y ○ 申込期限あり

まろやかな味わいのロースハムや生ハム
などが、使いやすいスライスパックに。創業
者・伊藤傳三のハム作りへの想いを込めた
ギフトです。

ロースハム65g・肩ロース66g・ベーコン54g・ボロ
ニアソーセージ52g・生ハムロース45g・ハーブ入
りウインナー85g×各1、ポークウインナー85g×
2
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0809
ローマイヤ　ハム・ソーセージ詰
合せ

¥4,320 Y ○ 申込期限あり
日本で最初にロースハムを作ったと言われ
ている〈ローマイヤ〉より、バラエティー豊か
な商品を詰合せました。

ロースハム・ボンレスハム・モルタデラ・ランチョ
ンミート各60g、生ハム55g、粗挽きウインナー
120g、ウインナー130g
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2886
二幸　紅鮭切身・味付数の子詰
合せ

¥4,860 Y ○ 申込期限あり

中塩味に仕上げた紅鮭切身と、白醤油
ベースの調味液で上品な味わいに仕上げ
た味付数の子の詰合せです。ご飯のお供
に、酒の肴にと活躍するセットです。

紅鮭切身（中塩味）×5、味付数の子200g
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

▲ 4,000円台の先頭へ
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167-9124

東京国立博物館　限定ギフト　ロ
イスダール　三代目大谷鬼次（さ
んだいめおおたにおにじ）の江戸
兵衛（えどべえ）　エクセレンス
ショコラ

¥5,400 B
数量限定

三越伊勢丹
限定

謎多き絵師として知られる東洲斎写楽。代
表的な４点の役者絵で包んだカードチョコ
レートを、見た目も華やかな粒チョコレート
とともに限定缶に詰合せました。

チョコレート・カードチョコレート×各16
※賞味期間常温90日
※数量限定品です。
※三越伊勢丹の限定品です。

167-9155 シベール　クリスマスギフト ¥5,400 B

数量限定
申込期限あり
お届け予定

あり

可愛いサンタやスノーマンなど、ツリーの
オーナメントとしても楽しめるお菓子を赤い
缶にいっぱい詰めてお届けします。

クッキー4種計12、チョコレート6種計14､キャン
ディ×8、チーズケーキ×4（缶入り）
※賞味期間常温60日
※数量限定品です。
※お申し込み期限：12月5日(月)まで
※お届け予定：12月1日頃より順次

565-1230 ヨックモック　セックバリエ ¥5,400 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×21、ブラゾンドゥショコラ（ミルク×6、
セミスィート×3）、カカオジャンドゥーヤ×12、ガ
レットショコラマカダミア×14
※賞味期間常温120日

167-9261
シベール　ピースカットケーキ詰
合せ

¥5,400 B

しっとりと柔かく仕上げたスポンジケーキに
ブランデーやリキュールを浸みこませた大
人な味わい。４種のフレーバーでお楽しみく
ださい。

ブランデー×6、レモン・チョコ・紅茶×各4 ※ア
ルコールを使用しています。
※賞味期間常温120日

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６種類のクリームの味をお楽しみく
ださい。

バニラ・キャラメル・ストロベリー・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
※賞味期間常温120日

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
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・アンジェチョコレート×各12、クッ
キー8種計32、巻きシガー×4、マカデミアショコ
ラ・カードチョコレート×各6、リーフパイショコラ
×3
※賞味期間常温70日

167-9377 ユーハイム　ギフトセット ¥5,400 B
プレーンとチョコレート２種類の味が楽しめ
る定番の「バウムクーへン」など、バラエ
ティー豊かな焼菓子をアソートにしました。

バウムクーヘン・ショコラーデンバウム×各6、ラ
インゴールド×15、ハイデザント×20、リープヘ
ン×17
※賞味期間常温60日

167-9407 ユーハイム　ギフトセット ¥5,400 B
ギフト限定の「マロンバウムバトン」に、ユー
ハイム伝統の「バウムクーへン」など、バラ
エティ豊かな焼菓子をアソートにしました。

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
※賞味期間常温60日

565-1216
アンジェリーナ　アンジェリーナセ
レクション

¥5,400 B

マロンペーストを包み焼きあげたクッキー
を、ミルクチョコレートでコーティングした「マ
ロンサンドショコラ」やマロンフィナンシェな
ど、洗練されたパリの味を再現しました。

マロンフィナンシェ・フルーツケーキ×各4、マド
レーヌ×5、マロンサンドショコラ×7、クッキー5
種計13/日本製
※賞味期間常温45日

167-9469 彩果の宝石　プレミアムギフト ¥5,400 B

フレッシュ果汁と果肉を贅沢にゼリーに閉じ
こめた「プレミアム彩果の宝石」。愛媛県産
のキウイや長野県産のぶどうなど、７種の
国産果実を原料に作りあげました。

プレミアムゼリー（トマトベリー・キウイ・蜜柑・苺・
葡萄・林檎・桃×各10）計70
※賞味期間常温180日

565-1254
本髙砂屋　エコルセファミリーギ
フト

¥5,400 B

〈本高砂屋〉を代表する「エコルセ」をはじ
め、コーヒー豆を混ぜ込んだチョコレートを
使った「コーヒーエコルセ」やアールグレイ
（茶葉）を混ぜ込んだチョコレートを使った
「紅茶エコルセ」など、人気の味を詰合せま
した。

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
※賞味期間常温120日

167-9551 モロゾフ　ウインターギフト ¥5,400 B

上質なチョコレートや芳醇なバターと味わい
深いレーズンをたっぷりと混ぜて、ていねい
に焼きあげたケーク・オ・レザンなど、〈モロ
ゾフ〉の銘菓を華やかに詰合せました。

ファンシーチョコレート×40、ミルフィーユショコラ
（ミルク・ホワイト・抹茶×各3）、ケーク オ レザン
（ナチュール・ショコラ×各6）
※賞味期間常温90日

565-1285
上野風月堂　ゴーフルウインター
セット

¥5,400 B

１７４７年創業〈上野風月堂〉より、伝統銘菓
の「ゴーフル」に、冬季限定の「いちごミルク
プティゴーフル」、アーモンドを使ったパウン
ド生地で濃厚なガナッシュチョコレートを包
み込んだ「グレメアレン」などを詰合せまし
た。

ゴーフル・いちごミルクプティゴーフル（2枚入）・
パリジェ×各6、レーズンケーキ・チョコレートシャ
ラン・マロングラッセ×各4、グレメアレン×8、フ
ラットバークッキー×5、キャリスドールセレクショ
ン×2
※賞味期間常温120日
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565-1193 メリー　コーディアルギフト ¥5,400 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、ウエハース、ミルフィーユなど、バラエ
ティ豊かに詰合せました。

チョコレート×41、マロングラッセ×9、ミルフィー
ユ（アーモンド・バニラ・ストロベリー×各3）、ウエ
ハース（チョコレート・アーモンド×各6）
※賞味期間常温90日

167-9681 ゴンチャロフ　エミネントギフト ¥5,400 B

チョコレートの詰合せ「ショコラセッション」と
「マロングラッセ」。焼き菓子のバラエティー
セット「プロミネントアソート」と薄焼きクッ
キー「クリンツイ」。マカデミアナッツをのせ
たサクサク食感のチョコレート菓子「クッ
キーショコラ」を詰合せた冬のギフトセットで
す。

ショコラセッション×30、マロングラッセ×6、プロ
ミネントアソート×19、クッキーショコラ×5、クリ
ンツイ×7
※賞味期間常温150日

565-1407
ハーゲンダッツ　ミニカップ詰合
せ

¥5,400 D ○ 申込期限あり
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、紫いも・パンプキン×各2、各110ml）/日
本製
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

167-9759 志ま秀　クアトロえびチーズ ¥5,400 B
海老の風味たっぷり。楽しい、美味しい、
チーズサンドせんべい。

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7、チェダー
＆パルメジャーノ・ゴルゴンゾーラ＆ハニー×各
14）
※賞味期間常温180日

167-9773 日本橋菓寮　和洋菓子詰合せ ¥5,400 B

２種のカステラと両面焼きのさくさくとした洋
風煎餅、国産もち米を使用したあられ、甘さ
控えめの蜜を使ったかりんとうなど、さまざ
まな和洋菓子を詰合せました。

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）、かりんとう（彩・黒糖×
各1）、あられ・品川巻き×各1、ヴァッフェル（バ
ニラ・抹茶×各2）、マロングラッセ×3、チョコ
レート×12
※賞味期間常温90日

565-1452
京菓子處　鼓月　京菓子銘菓詰
合せ

¥5,400 B

鼓月オリジナルの型で、じっくり丁寧に焼き
あげた、鯛と小槌の焼き饅頭。ヴァッフェル
生地にシュガークリームを挟んだ人気の
「千寿せんべい」、粒あんを香ばしい最中種
で挟んでいただく「万都の葉」など、若い方
からご年配の方まで楽しんでいただける贈
り物です。

千寿せんべい×14、一枝の梅（梅風味わらび餅
風くず羹）×3、万都の葉（合せ最中）2個入・吉
祥鯛（桃山）・宝小槌（桃山）×各1、華（桃山）×
6
※賞味期間常温35日

565-1506 新宿中村屋　和洋菓子詰合せ ¥5,400 B

国産もち米を使用し、海苔、青海苔、黒豆
の素材を用いた「旬菓あられ」に、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。

旬菓あられ1号・旬菓あられ2号×各1、カステラ
（プレーン・黒糖×各1）、パウンドケーキ（フルー
ツ・チョコレート×各3）、チョコレート×12、マロン
グラッセ×5
※賞味期間常温90日

565-1513 花園万頭　花園銘菓撰 ¥5,400 B

北海道産の大納言小豆を柔らかく、しっとり
と仕上げた定番の商品「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」などを詰合せました。

ぬれ甘なつと銘銘×6、黒まめ甘なつと・みめぐ
り×各3、本煉羊羹・抹茶羊羹×各3
※賞味期間常温60日

167-9865 志ま秀　海老の多（た）の詩（し） ¥5,400 B

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

海老菓子13種、計48袋
※賞味期間常温150日

565-1544
王様堂本店　昔かきもち「海日和
山日和」

¥5,400 B

香り豊かなもち米の中に海の幸・山の幸の
風味を活かす、江戸伝統の製法で作った
「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24、ひじき
じゃこ×14、海苔巻×10
※賞味期間常温120日

167-9971 赤坂柿山　柿山セレクト ¥5,400 B
富山県産・新大正もち米にこだわった慶長・
慶凰・かきもち、全８味の詰合せ。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）
※賞味期間常温150日

565-1650 京都　祇園萩月　嵯峨野 ¥5,400 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」「花おつまみ」を詰合せました。

花よせ×15袋、花おつまみ・花かりん・えびせん
×各10袋
※賞味期間常温90日

565-1674
ジュエルスイーツカフェ　ドリップ
オンギフト　ハワイコナセレクショ
ン

¥5,400 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（ハワイコナ・エチオピアモカシダモ
×各2、マンデリン・コロンビア×各1、各8g×各
5）
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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
杯分ずつ包み込んでお届けする「ＯＲＩＧＡ
ＭＩ」。豊かなコクと香りが広がります。

ハウスブレンド・スマトラ（各10g×各5）×各2、エ
スプレッソロースト（10g×5）・パイクプレイスロー
スト（9.8g×5）×各1/日本製

565-1872
カゴメ　国産限定１００％フルーツ
ジュース詰合せ

¥5,400 B

国産の果実を搾った１００％ジュースです。
「王林」や「つがる」「ふじ」など贅沢な味わ
いをお楽しみください。便利な飲みきりサイ
ズの紙容器入りです。

つがる・みかん・コンコード×各4、王林・ふじ×
各8、各125ml

565-1919
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
選び抜いた品種を丁寧に収穫し、果実を惜
しみなく搾った果汁１００％の贅沢な味わ
い。紙製の容器に入れてお届けします。

バレンシアオレンジ・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200ml×各6

565-1971 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、充実野菜完熟バナナ＆ヨーグルトミックス・
充実野菜ブルーベリーミックス×各8、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。

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

168-0380 愛媛　みかん ¥5,400 H
申込期限あり
お届け予定

あり

温暖な気候に恵まれジューシィでまろやか
な酸味とほどよい甘さのみかんです。

JAにしうわ みかん Lサイズ4㎏（30～36個）
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
※お届け予定:11月20日頃より12月25日頃まで

565-2640 新潟羽茂　ル　レクチェ ¥5,400 H
申込期限あり
お届け予定

あり

芳醇な香りと、柔らかくジューシィな果肉が
魅力の西洋梨。とろけるような食感と上品
な味ゆえに「西洋梨の貴婦人」と形容され
ています。

JA羽茂 ル レクチェ2㎏（5～6個）
※お申し込み期限：12月5日(月)まで
※お届け予定:11月25日頃より12月15日頃まで

565-2657 ウインターフルーツセット ¥5,400 H
申込期限あり
お届け予定

あり

甘みと酸味の調和したふじりんごと、とろけ
るような舌触りと特有の香りが魅力のラ・フ
ランス、上品な甘みが楽しめる富有柿、甘
みが強く柔らかな酸味が特徴のみかん、冬
を代表する果物を詰合せました。

ラ フランス800g（3個）/山形県産、ふじりんご
900g（3個）/長野県産、富有柿800g（3個）/福岡
県産、みかん1．1㎏（12個）/佐賀県産
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
※お届け予定:11月20日頃より12月25日頃まで

565-2633 愛媛　みかん＆長野　ふじりんご ¥5,400 H
申込期限あり
お届け予定

あり

みずみずしい愛媛みかんと、シャキッとした
歯ごたえが人気の、長野県産ふじりんごの
詰合せです。

みかん2.2㎏（24個）、りんご1.6㎏（6個）
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
※お届け予定:11月20日頃より12月25日頃まで

168-0496 ケーファー　ハム詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

ペッパーボンレスハム280g、ローストボンレスハ
ム300g、ポークハム220g/日本製
※賞味期間冷蔵60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2152 ケーファー　バラエティーセット ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

ロースハムスライス60g・ボンレスハムスライス
60g・ペッパーボンレスハム280g・クラカウアーリ
ング160g×各1、ウインナー80g×2/日本製
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2176 ケーファー　バラエティー詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

１９３０年、ドイツ・ミュンヘンで開かれた小さ
な食料品店がケーファー社の始まり。本物
を知る世界の美食家たちから高い評価を受
ける理由は、創業当時からこだわり続ける
「新鮮さ」と「品質の良さ」。ドイツの名門
〈ケーファー〉から、本格的な美味しさをお
届けします。

ロースハムスライス・ウインナー×各2、ボンレス
ハムスライス×1、各80g、レーゲンスブルガー
170g×1/日本製、プロシュート25g・ミラノサラミ
45g×各1/イタリア製
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0601
ニッポンハム　ハムバラエティ詰
合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり
長年愛され続けている「本格派吟匠」の中
からハム、焼豚、ウインナーなどをバラエ
ティー豊かに詰合せました。

特撰ロースハム380g、たれ漬け焼豚・直火焼
ミートローフ各180g、生ハム40g、特撰ポークウ
インナー・特撰ホワイトウインナー各80g
※賞味期間冷蔵50日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
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168-0625
ニッポンハム　国産美ノ国バラエ
ティ詰合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり
自社農場で飼育した原料を使用。熟成ハム
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×4、熟成ロースハム
60g・熟成ももハム60g・肩ロース生ハム40g・白
い熟成あらびきウインナー110g・熟成ビアシンケ
ン72g×各1
※賞味期間冷蔵36日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2220
ニッポンハム　ハム・ローストビー
フ詰合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

スモーク仕上げのロースハム、牛もも肉を
炭火焼し真空調理したローストビーフ、ホワ
イトウインナーなどをセットしたバラエティー
豊かな詰合せです。

上級ロースハム380g、炭火焼ローストビーフ
150g、たれ漬け焼豚180g、特撰ホワイトウイン
ナー80g、生ハム40g、2種のローストビーフソー
ス60g
※賞味期間冷蔵40日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2190 鎌倉ハム富岡商会　ハム詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

創業１９００年の〈鎌倉ハム富岡商会〉。伝
統の技法で作られる「鎌倉ハム」は、今も変
わらぬ味と品質の高さで愛され続けていま
す。芳醇な味わいをお楽しみください。

ロースハム360g、直火焼焼豚180g、肩ロース
230g
※賞味期間冷蔵45日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0694 上富良野牧場　ハム詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

ロースハム330g、ペッパーポーク・ショルダーハ
ム各270g
※賞味期間冷蔵75日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2350
伊藤ハム　伝承　スライスハム詰
合せ（国産豚肉使用）

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

まろやかな味わいのロースハムや生ハム
などが、使いやすいスライスパックに。創業
者・伊藤傳三のハム作りへの想いを込めた
ギフトです。

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※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2442
伊藤ハム　ハム・ローストビーフ
バラエティ詰合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり
味わい深いローストビーフをはじめ、肩ロー
ス、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。

肩ロース210g、ローストビーフ（もも）・やわらか
焼豚各180g、あらびきミートローフ200g、ポーク
ウインナー100g、ローストビーフソース40g
※賞味期間冷蔵40日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0793
伊藤ハム　麗の輝ハム・ロースト
ビーフ詰合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

柔らかくあっさりした食感で人気のロースハ
ムや、国産牛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
贅沢に詰合せました。

ロースハム320g、国産牛ローストビーフ（もも）
185g、肩ロース210g、ローストビーフソース40g
※賞味期間冷蔵40日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0816
ローマイヤ　ハム・炙り焼豚詰合
せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり
日本で最初にロースハムを作ったと言われ
ている〈ローマイヤ〉より、人気の商品を詰
合せました。

ロースハム330g、ボンレスハム・炙り焼豚各
250g
※賞味期間冷蔵35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0823 神戸牛　すき焼・焼肉用 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

肩ロース肉・肩肉計270g
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0847 松阪牛　焼肉・すき焼用 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

肩ロース肉・肩肉計250g
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0878 山形県産山形牛　すき焼用 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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
りが特徴です。

肩ロース肉300g
※賞味期間冷凍90日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0892
長野県産信州牛・蓼科豚　うす
切りセット

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

信州は太古の昔から畜産の盛んな国でし
た、日本の屋根とも言われている清流や山
脈に仕切られた自然に囲まれた環境の中
で育てられた信州牛・蓼科豚の薄切りセット
です、２種類のお味がお楽しみいただけま
す

牛肩ロース肉・豚ロース肉各300g
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0908
松阪牛・神戸牛　小分けすき焼
用

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

松阪牛もも肉・神戸牛肩肉各80g×各2
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
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168-0922
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 ○ 申込期限あり

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
※賞味期間冷凍180日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2541
南州農場　鹿児島黒豚　山吹味
噌漬

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

黒豚ロース味噌漬100g×8
※賞味期間冷凍180日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2572
鎌倉ハム富岡商会　ロースト
ビーフ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり
伝統の製法で牛もも肉の本来の旨みを閉
じ込めました。ジューシィに仕上げたロース
トビーフをご堪能ください。

ローストビーフ470g、ローストビーフソース110g
※賞味期間冷凍90日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-3296
二幸　鮮魚粕漬（越乃寒梅酒粕
仕込み）

¥5,400 D ○ 申込期限あり

６種類の魚を新潟石本酒造の銘酒「越乃寒
梅」の酒粕で漬け込みました。風味豊か
で、まろやかな味わいの粕漬け詰合せで
す。魚切身に直接酒粕が着かないように一
度和紙で包んだ上から酒粕を塗った小分
けパックですので酒粕を切身から拭う必要
がありません。

赤魚・銀だら・銀鮭・さわら×各2、紅鮭・時鮭×
各1
※賞味期間冷蔵14日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0984 魚勢　西京味噌漬詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
京都の白味噌に４種の魚を漬け込み、風味
豊かな味わいを持つ漬魚に仕上げました。

銀だら×4、サーモントラウト・金目鯛・さわら×
各2
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-3333
魚勢　吟醸粕・西京味噌漬魚詰
合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり
粕漬は新潟の吟醸酒粕に、西京漬は京都
の白味噌に５種の魚を漬け込み、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
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1028
酒悦　レンジでお手軽　焼魚詰合
せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

レンジで温めるだけで、簡単便利にご利用
いただけます。１切れずつパックされていま
すので、保存にも便利です。粕漬、西京
漬、味噌漬と、いろいろな味が楽しめます。

紅鮭粕漬・さわら西京焼・ぶり西京漬×各2、銀
鱈粕漬・さば味噌漬×各1
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1035 海鮮わっぱ飯詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

毛蟹、たらば蟹、きちじ（きんき）、あわび、
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。

毛蟹わっぱ飯・たらば蟹わっぱ飯・きちじ（きん
き）わっぱ飯・あわびわっぱ飯各180g
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-3340 二幸　西京漬・うなぎ蒲焼 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
京都の白味噌で漬け込んだ上品な味わい
の西京漬に国産の鰻を関東風にふっくらと
焼きあげた鰻蒲焼を詰合せました。

西京漬（銀鮭・さわら×各2）、うなぎ蒲焼（うなぎ
は国内産）80g×2（たれ・山椒付）
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-3302 二幸　鮮魚西京漬詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
脂ののった鮮魚を京都の白味噌で漬け込
んだ上品な味わいの西京漬詰合せ。風味
を大切に真空パックで個包装しました。

銀だら・金目鯛・さわら×各2、銀鮭・紅鮭×各1
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1066 鹿児島小田口屋　さつまあげ ¥5,400 D ○ 申込期限あり

数種の魚肉をブレンドすることで旨みを引
き出し、つなぎには豆腐や山芋を用いるこ
とで、柔らかな食感に。薩摩地酒で風味豊
かに仕上げた鹿児島さつま揚げです。

つけあげ・しそ天×各6、安納芋の黒ごま薩摩×
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
※賞味期間冷蔵8日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1080 奥能登はまの　一夜干の里 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

石川県奥能登で水揚げされた鮮度のよい
魚を使用し、能登の粗塩、能登海洋深層水
仕込みなど、奥能登にこだわった一夜干の
詰合せです。

真鯛・するめいか×各1、真あじ・赤かれい・かま
す×各2、しろさばふぐ×4
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2756 三越　塩数の子 ¥5,400 B 三越限定

最良の鰊が獲れるといわれるカナダ・バン
クーバーの沖合で漁獲された鰊の卵だけを
使用。現地で卵を取り出し塩蔵し北海道の
加工場へ。ここで品質やサイズを選別し丁
寧に仕上げました。黄金色で一粒一粒の粘
着が強く、弾力ある歯ごたえをご賞味くださ
い。

塩数の子420g（210g×2）
※賞味期間常温75日
※三越の限定品です。
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565-2763 三越　味付数の子（小分け） ¥5,400 Y ○
三越限定

申込期限あり

最良の鰊が獲れるといわれるカナダ・バン
クーバーの沖合で漁獲された鰊の卵だけを
使用。現地で卵を取り出し塩蔵し北海道の
加工場へ。ここで品質やサイズを選別し丁
寧に仕上げました。黄金色で一粒一粒の粘
着が強く、弾力ある歯ごたえをご賞味くださ
い。

味付数の子45g×9
※賞味期間冷凍60日
※三越の限定品です。
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2770 三越　新巻鮭姿切り（山漬） ¥5,400 D ○
三越限定

申込期限あり

日高沖から釧路沖にかけての海域で獲れ
た秋鮭の中でも特に美味な身で定評のあ
る「銀毛」と呼ばれるオスの秋鮭を選別。こ
れを塩と鮭を交互に高く積みあげる北海道
の伝統製法「山漬け」にし、たっぷりの塩で
余分な水分を抜いてから、「寒風干し」で深
い旨みを引き出しました。

新巻鮭姿切1.7㎏
※賞味期間冷蔵14日
※三越の限定品です。
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2787
三越　秋鮭切身・いくら醤油漬詰
合せ

¥5,400 Y ○
三越限定

申込期限あり

日高沖から釧路沖にかけての海域で獲れ
た秋鮭の中でも特に美味な身で定評のあ
る「銀毛」と呼ばれるオスの秋鮭を選別。そ
の銀毛の秋鮭を甘塩味にし、いくら醤油漬
との詰合せにしました。

秋鮭切身（甘塩味）×7切、いくら醤油漬220g
※賞味期間冷凍60日
※三越の限定品です。
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2824 二幸　塩数の子 ¥5,400 B

肉厚で歯ざわりのよいアメリカ・シトカ産鰊
の完熟卵のみを使用しました。品質、サイ
ズなどを選別し、一本一本丁寧に詰めて仕
上げた良質な塩数の子は、確かな歯ざわり
と「パリッ」とした食感がお楽しみいただけま
す。

塩数の子500g
※賞味期間常温75日

565-2831 福さ屋　無着色辛子明太子 ¥5,400 D ○ 申込期限あり
唐辛子を独自にブレンドした調味液に魚醤
を加え、たらこをじっくりと漬け込みました。
辛さの中にも旨みが広がる一品です。

無着色辛子明太子450g
※賞味期間冷蔵14日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1219
三越　秋鮭切身・味付数の子詰
合せ

¥5,400 Y ○
三越限定

申込期限あり

甘塩味に仕上げた秋鮭切身と、白醤油
ベースの調味液で上品な味わいに仕上げ
た味付数の子の詰合せです。ご飯のお供
に、酒の肴にと活躍するセットです。

秋鮭切身（甘塩味）×7切、味付数の子180g
※賞味期間冷凍60日
※三越の限定品です。
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2879 二幸　魚卵三昧 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

アメリカ産鰊の卵を、白醤油で上品な味付
けに仕上げた食感のよい味付数の子と、北
海道産の鮭卵をマイルドな味付けで醤油漬
にしたいくら醤油漬に、旨み豊かで粒子感
のある明太子を詰合せました。年末年始向
けセットです。

いくら醤油漬85g・辛子明太子150g×各1、味付
数の子60g×2
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2893 二幸　紅鮭切身・魚卵詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
中塩味に仕上げた紅鮭切身と、旨み豊か
で粒子感のある明太子やたらこを詰合せま
した。

紅鮭切身（中塩味）×5、辛子明太子・たら子各
150g
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1257 二幸　鮭親子詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

北海道産秋鮭を中塩味に調整した「秋鮭切
身」と３種類のチップで燻製し風味豊かに仕
上げた「秋鮭スモークスライス」に秋鮭の卵
をマイルドな味付けで醤油漬にした「いくら
醤油漬」を詰合せました。北海道の秋の味
覚「秋鮭」を存分にお楽しみいただけるセッ
トです。

秋鮭切身（中塩味）×8、秋鮭スモーク100g、いく
ら醤油漬160g
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1271 幸乃家　鮭と魚卵の詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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３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×各2、いくら醤油漬
60g・味付数の子60g・無着色辛子明太子70g×
各1
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

565-2923 王子　サーモン味覚セット ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

スモークサーモンスライス100g、時鮭西京味噌
漬・時鮭赤穂の塩漬×各2、いくら醤油漬60g
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1295 佐藤水産　石狩鍋 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

ボイルずわいがに脚カット（カナダまたはアメリカ
産）230g×1、生鮭切身（北海道産）80g×3、か
にみそ入かに団子×6、ボイルほたて（北海道
産）×4、鍋用ラーメン80g×2、石狩鍋のたれ（鮭
魚入）80g×2（2～3人前）
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1332 ふく太郎本部　ふぐちりセット ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

国産のとらふぐとまふぐがたっぷりと入った
「ふぐちり鍋」。ぷりっとしたふぐの美味しさ
を引き立てるポン酢ともみじおろしも詰合せ
ました。

ふぐちり（アラ：とらふぐ150g/国産・養殖、身：ま
ふぐ250g/国産）、ポン酢35g×3、もみじおろし
16g×1（2～3人前）
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
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168-1349 きりたんぽ鍋 ¥5,400 D ○ 申込期限あり

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

比内地鶏300g×1、きりたんぽ90g×6、比内地
鶏つみれ90g・比内地鶏スープ400ml・野菜セット
（舞茸、せり、長葱、ごぼう）・糸こんにゃく200g×
各1（3～4人前）
※消費期間冷蔵5日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1363
かごしま黒豚しゃぶしゃぶ・肉だ
んごセット

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

ロース肉・バラ肉各250g、肉だんご（12個）
360g、ゆずだれ200ml（3～4人前）
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1370 うす家　個食鍋セット ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

瀬戸内海鮮鍋580g・瀬戸内地鶏鍋540g・えび天
なべ焼きうどん685g×各2（1人前×6）
※賞味期間冷凍90日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1387 博多華味鳥　水たきセット ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

水たきスープ600g・華味鳥（九州産）切身300g×
各2、華つくね200g×1、ちゃんぽん麺180g×2、
ゆずこしょう30g×1（3～4人前）
※賞味期間冷凍180日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1394
うどん本陣山田家　讃岐うどんす
き

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

讃岐うどんの専門店〈うどん本陣山田家〉
の自慢のうどんに、香り豊かな「特製だし」
と、香川県産「オリーブ豚」や徳島県産の地
鶏「阿波尾鶏」など豪華な食材を詰合せま
した。

冷凍うどん（香川県産小麦使用）200g・うどんすきの
だし80g・足赤えび（徳島県産）・しいたけ・人参×各
2、豚ロース（香川県産オリーブ豚）60g・鶏肉（徳島県
産阿波尾鶏）80g・真鯛（瀬戸内海産）60g×各1、鶏だ
ん（徳島県産阿波尾鶏使用）・白菜ロール（白菜・春
菊）・ねぎ×各4（2人前）
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1400 二幸　数の子松前漬（小分け） ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

食感、風味ともに優れた数の子を、国産の
いかと昆布を使った調味液に漬け込みまし
た。いかの甘みと昆布の旨みが数の子によ
く絡んだ上品な味付けです。

数の子松前漬45g×9
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1417 ずわいがに甲羅盛りセット ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
甘味のあるずわいがにの身をほぐし、かに
味噌と絡めて、甲羅の中に旨みをぎっしりと
詰め込んだ贅沢な一品です。

ずわいがに甲羅盛り（かに）×4、ずわいがに甲
羅盛り（いくら）×3、各70g
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1424 中村家　海宝漬詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

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

あわび海宝漬・うに海宝漬・ほたて海宝漬各50g
×各2
※賞味期間冷凍90日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1431 赤坂松葉屋　迎春の巻物詰合せ ¥5,400 B
山海の幸をゆば、昆布、牛肉で巻きあげま
した。お正月にもぴったりな黒豆や栗の甘
露煮と一緒にどうぞ。

ごぼう牛肉巻・紅鮭昆布巻・たけのこ牛肉巻・明
太子昆布巻各1本、赤坂ゆば小巻・かにゆば小
巻各45g、黒豆40g、栗甘露煮50g、松茸煮びたし
15g
※賞味期間常温180日

168-1448 酒悦　昆布巻・惣菜詰合せ ¥5,400 B
昆布巻、栗甘露煮など、おせちにも好適な
惣菜をバラエティー豊かに詰合せました。

昆布巻紅鮭・昆布巻にしん・牛肉ごぼう各65g、
椎茸ふくめ煮45g、たらこ昆布60g、栗甘露煮固
形量40g（総量70g）、黒蜜入り黒豆固形量50g
（総量85g）、きゃらぶき55g、帆立貝柱30g
※賞味期間常温180日

168-1455
京料理　美濃吉　お凌（しの）ぎ
飯蒸（いいむ）し詰合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

京都の料亭が、素材の持ち味を大切に作り
あげた、あっさりとした味わいの蒸し飯。懐
石料理で出される「お凌（しの）ぎ」をイメー
ジし、手頃な量に仕上げ、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
※賞味期間冷凍180日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1479 焼魚詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
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
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1486 にんべん　煮魚詰合せ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
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
※お申し込み期限：12月15日(木）まで
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168-1523 小分けローストビーフ ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

柔らかい牛もも肉の表面にこんがりと焼き
目をつけ、風味が逃げないように仕上げま
した。肉に旨みが凝縮したローストビーフを
ご堪能ください。

ローストビーフ100g・ローストビーフソース20g×
各6
※賞味期間冷凍180日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1530 国産　うなぎ蒲焼 ¥5,400 Y ○ 申込期限あり
湯せんするだけで美味しく召しあがれる鰻
蒲焼きの少量パック。自慢のタレでふっくら
焼きあげた蒲焼きをぜひご賞味ください。

国産鰻蒲焼（たれ・山椒付）50g×5
※賞味期間冷凍60日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1554
うどん本陣山田家　讃岐うどんす
き　３種の鍋詰合せ

¥5,400 Y ○ 申込期限あり

真鯛（瀬戸内海産）や海老を香り高い出汁
でいただく「うどんすき」、白味噌仕立ての
「味噌ちゃんこ」、肉の旨みが食欲をそそる
「すき焼うどん」。３種の味をご賞味くださ
い。

うどんすき600g・味噌ちゃんこ600g・すき焼うど
ん550g×各2
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1585
京・料亭わらびの里　料亭の彩り
個鍋

¥5,400 D ○ 申込期限あり

出汁をきかせて一つ一つ丁寧に仕上げた
食べきりサイズのお鍋です。オリジナルの
蟹すき鍋のほか、料亭の味わいが電子レ
ンジで温めるだけでご賞味いただけます。

蟹すき鍋190g・みぞれ鍋220g・ゆば鍋240g×各
2
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1592 日本料理　一乃松　鍋セット ¥5,400 Y ○ 申込期限あり

レンジで簡単調理の「すきやき鍋」「海鮮
鍋」「鶏そば鍋」の詰合せです。若狭牛やず
わいがに、越前そばなど、選りすぐりの美
味をどうぞ。

すきやき鍋・海鮮鍋・鶏そば鍋×各2
※賞味期間冷凍35日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1608 柿安　和惣楽菜詰合せ ¥5,400 B

牛鍋屋の伝統が活きる「黒毛和牛すき焼
丼」や、オリーブオイルやくるみで仕上げた
「牛肉しぐれ　エクストラバージンオリーブオ
イル仕立て」に「磯くるみちりめん」など、す
ぐにお召しあがりいただける和惣菜を詰合
せました。

黒毛和牛すき焼丼135g、牛肉しぐれ エクストラ
バージンオリーブオイル仕立て・磯くるみちりめ
ん各50g、牛肉ゆず胡椒しぐれ・牛肉茸くらべ・帆
立うすだき各60g、そぼろ味噌味あわせ100g

565-3494
赤坂松葉屋　冬の季結（ときむ
す）び

¥5,400 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・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）、松茸土瓶蒸し60g×3

168-1721 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

565-3517 久右衛門　お吸物詰合せ ¥5,400 B

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

お吸物（ふぐ・松茸・ほたて・たい・ふかひれ×各
3）
※賞味期間常温180日

168-1752
山本海苔店　「有明海一番　撰」
詰合せ

¥5,400 B 数量限定
１０，０００枚に約３枚、稀少な海苔「佐賀海
苔有明海一番」です。

焼海苔・味付海苔各15袋詰（8切5枚）
※数量限定品です。

168-1806
愛国製茶　天皇杯受賞生産者の
茶

¥5,400 B

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

静岡煎茶140g×2

168-1844 放香堂　宇治銘茶詰合せ ¥5,400 B

天保年間創業〈放香堂〉の宇治銘茶詰合せ
です。京都・宇治田原産の玉露と、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。

玉露（京都府宇治田原産）・煎茶（京都府南山城
産）各100g
※賞味期間常温180日

168-1882 大分産どんこ椎茸 ¥5,400 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205g
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168-1905 三越　カレーセレクション ¥5,400 B 三越限定
欧風、タイ風、インド風などの多彩なカレー
を食べやすいサイズでご用意しました。

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
※三越の限定品です。

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

168-2025
日清　トクホオイル＆べに花油ギ
フト

¥5,400 B

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

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

168-2049 甚助　讃岐うどん「国産大吟穣」 ¥5,400 B

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

手延半生うどん（北海道産小麦使用）90g×12、
いりこだしつゆ（かけ用）・飛魚だしつゆ（つけ用）
各20ml×各6
※賞味期間常温120日

▲ 5,000円台の先頭へ
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565-2596 静岡　マスクメロン ¥6,480 H 申込期限あり
温暖な気候と日照時間が長い恵まれた自
然条件のなかで丹精込めて育てた、甘く香
り高いマスクメロンです。

マスクメロン1.2㎏（1個）
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0830 神戸牛　すき焼・焼肉用 ¥8,640 Y ○ 申込期限あり

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

肩ロース肉400g
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1318 佐藤水産　たらば＆ずわい蟹鍋 ¥8,640 Y ○ 申込期限あり
たらばがに、ずわいがにをメインに、かに団
子や帆立も入った詰合せ。かにの旨みがよ
く出た塩味のスープまでご堪能ください。

ボイルたらばがに笹切りカット（ロシアまたはノル
ウェーまたはアメリカ産）300g・ボイルずわいがに脚
カット（カナダまたはアメリカ産）400g×各1、ボイルほ
たて（北海道産）×4、かにみそ入かに団子25g×6、
鍋用ラーメン80g×2、濃縮塩だしスープ55g×3（2～3
人前）
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-0854 松阪牛　焼肉・すき焼用 ¥10,800 Y ○ 申込期限あり

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

肩ロース肉・肩肉計520g
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1134 三越　たらばがに缶詰 ¥10,800 B 三越限定

たらばがにの中でも、格別な風味を誇るア
ラスカ産を使用した三越のたらばがに缶
詰。開けやすいプルトップ缶の上段には
「一番脚肉」と「二番・三番脚肉」を飾り、下
段には肩肉を中心とした固形肉を詰めまし
た。肉厚で、味も歯ごたえも充分な堂々た
る美味しさです。

たらばがに105g×2/プルトップ缶
※三越の限定品です。

168-1356 佐藤水産　たらばがに鍋 ¥10,800 Y ○ 申込期限あり
かにの王様たらばがにをご満喫いただける
詰合せです。鮭の魚醤をベースにしたスー
プは、締めのラーメンともよく合います。

ボイルたらば脚カット（ロシア産）700g×1、かに
みそ入かに団子×6、ボイルほたて（北海道産）
×4、鍋用ラーメン80g×2、濃縮醤油だしスープ
58g×4（2～3人前）
※賞味期間冷凍30日
※お申し込み期限：12月15日(木）まで

168-1141 三越　たらばがに缶詰 ¥16,200 B 三越限定

たらばがにの中でも、格別な風味を誇るア
ラスカ産を使用した三越のたらばがに缶
詰。開けやすいプルトップ缶の上段には
「一番脚肉」と「二番・三番脚肉」を飾り、下
段には肩肉を中心とした固形肉を詰めまし
た。肉厚で、味も歯ごたえも充分な堂々た
る美味しさです。

たらばがに105g×3/プルトップ缶
※三越の限定品です。

▲ 6,000円以上の先頭へ

▲ 商品リストの先頭へ
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※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。

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 □お歳暮　□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）
□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）
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
３

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 □お歳暮　□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。

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

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

専用オーダーシート

法人様向け 三越のお歳暮 2016冬の贈り物
ご注文承り期間：10月25日（火）〜12月21日（水）まで（商品記号Bの商品）

12月15日（木）まで（商品記号Bを除く商品）

平成　 　年　 　月　 　日

弊社使用欄

FAXはこちら FAX 0120-881-047

個人情報の取り扱い・利用目的につきましては、本カタログP.1271・P.1272に記載されています。
内容をご確認いただき、ご同意の上、FAXにてお送りください。

個人情報の取り扱いについて 社員コード ※弊社記入欄 通
し
番
号
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