離 れていても
会 いたい 気 持ち を
ギ フトに 詰 めて

世の中がどんなに変わっても
人と人の心の通い合いにこそ
生きる喜びが生まれます。
お世 話になったあの方へ
大 切なあの方へ
言い尽くせない
ありがとうと
会いたい気持ちを
あたたかく包んで
お届けします。
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ふるさとの味
大分の美味しいを贈る
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056
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諸国うまいもの巡り
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厳選イチオシ
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116

お好きなものを自由に選べる
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とびきりスイーツなひとときを
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P2-3

大分 の
美 味 しい を
贈 る ふ る さ との 味

豊 後の海で獲れた鱧の旨味を1 本に凝縮した「はもの皮巻」。
大 分ならではの美 味しさが詰まった「 柚こしょう蒲 鉾 」
「 姫だこ天 」
とセットでお届けします。

ご自宅で過ごす時間が増えている今、おうち時

間を豊かに彩るギフトがますます注目を集めて

います。海の幸、山の幸、どちらも豊富な大

分のふるさとの味が、これまで以上に喜ばれる

時。お世話になっているあの方へ、「大分の美

味しい」を贈りましょう。

大 分 の 美 味しいを 贈る

300

セット限り

国東
468-010-002 cCcG

ふるさとの味

国東 林田かまぼこ 海の食膳
･････････････････････････････････････････････････････････
賞味期限：冷蔵で25日

由布院

む ら た

旅館「山荘無 量塔」のコン
セプトは
「リ・クリエイト
（再
生）」。お客様に、魂の再生
をもたらす感動や喜びを提
供することを大切にしてい
ます。

季節と感動を感じていただける美味しさを。
「 感 動 の 和 だし 」をはじ め 、山 荘 無 量 塔
料 理 長の料 理 へのこだわりをカタチにした
調 味 料セット。

438-014-002 cG

由布院 山荘 無量塔ギフトセット
･････････････････････････････････････････････････････････

5,292円

無量塔の和だし15袋入、粒マスタードプレーン140g、柚子胡椒60g

│本-014│別-071│わ-027
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3,888円

はもの皮巻1本、柚こしょう蒲鉾・海老蒲鉾 各2枚入、姫だこ天3枚

300

セット限り

│本-014│別-071│わ-027

創業大正六年、大分県国東市の
「林田かまぼこ」。
「 成型」
「 焼き」
「蒸し」
「揚げ」
まで、手間のかかる
「手造り」にこだわり、代々伝えら
れてきた味を守っています。

臼杵

ふぐの本 場 臼 杵で、創 業 1 0 0 余 年を誇る
山田屋は、明治38年に
「うおん
たな」
（ 現在の大分県臼杵市浜
町）で創業。先人の教えを守り
ながら、
臼杵ふぐの素晴らしさを
伝えています。

老 舗 料 亭「 山 田 屋 」のとらふぐ料 理を存
分にお楽しみいただけるセット。食 卓に至
福のひとときをお届けします。

20

セット限り

810-010-003 bBcCcG
臼杵 山田屋 ふぐ料理セット
YFR-300･････････････････････････････････････････

32,400円

とらふぐ刺身185g、
とらふぐ皮湯引き75g、
とらふぐひれ3枚、
ぽん酢250ml、
ふ
ぐちり用あら400g、
白菜330g、椎茸55g、
とうふ160g、春菊50g、
白ねぎ85g、
だし昆布1枚、薬味
（ねぎ・もみじおろし）
、
かぼす塩
※年内のお届けは12月29日
（水）
までです。
※沖縄を除く九州、中国、四国、
近畿のみお届け。
消費期限：冷蔵で3日

別府

新鮮で活きの良い鯛を、特製の味噌
に漬け込 みました。焼いてお召し上
がりいただくと味 噌 の 香 ばしさにご
飯 が す す みます 。酒 の 肴にももって
こいの逸 品 。

ふるさとの味

234-011-003 aOcCcG
別府 割烹平家 豊の鯛一本漬
･････････････････････････････････････････････････････････
鯛
（原魚で1kg）
、味噌
（800g）※大分県産養殖
賞味期限：冷蔵で7日

5,940円 100
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大 分 の 美 味しいを 贈る

「食楽寿永〜食を楽しめば寿永
し」をモットーに、お客様ひとり
一人に美味しさと感動と満足を
提供できるお店づくりに努めて
います。

│本-014│別-071│わ-027

セット限り

由 布 院 の 有 機 栽 培 玄 蕎 麦をじっくりと挽
いて、由 布 岳 から湧き出る湯 山 水 源の水
で打った蕎 麦 。蕎 麦 本 来の風 味 、喉ごし
を存分に楽しめます。
お届け期間

11月中旬～
12月中旬

由布院

由布製麺では、麺の製造は
もちろんのこと、有機認定
を受けた農場で土起しから
刈り取りまで、全て自分たち
の手で行っています。

九州限定配送 bBcCcG
由布製麺 ゆふいん有機そばセット

701-017-003

YK-45･････････････････････････････････････････････････

賞味期限：冷蔵で20日

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

4,860円

ゆふいん産有機そば粉使用8割蕎麦220g×5、つゆ25g×12、山菜の水煮
300g、
ゆふいん産有機そばの実入りそば味噌100g
│本-014│別-071│わ-027
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ブランド豚「 桜 王 」でつくるハム・ソーセージ。
食 感 や 風 味を損なわないよう、強い香 辛 料
を使 用 せ ず 、豚 本 来 の 美 味しさを引き出し
ています。

大分

203-017-004 aNcCcG

大分県産 桜王 ハム・ソーセージセット
TS50･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

あらびきウインナー150g×2、
ロースハムスライス80g、
ベーコンスライス120g、
ボンレスハムスライス130g、
パストラミベーコンブロック200g
賞味期限：冷蔵で14日
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最 高 級 黒 毛 和 牛「 豊 後 牛 」のもも肉を使ったロース

大 分 の 美 味しいを 贈る

トビーフ。豊 後 牛ならではの、
とろけるような柔らかさ
とまろやかな旨みを堪能できる逸品です。

大分

ふるさとの味

710-016-004 bBcDcG
まるひで 豊後牛ローストビーフ
RB50･･････････････････････････････････････････････････
豊後牛ローストビーフ120g×2、
ソース×2
賞味期限：冷凍で90日

5,400円
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由 布 院で愛され 続ける老 舗 精 肉 店自慢 の
味 。溢 れ 出 す 肉 汁 が たまらない 豊 後 牛を
使ったハンバーグと、豊 後 牛ミンチカツをセッ
トでお届け。
お届け期間

由布院

12月上旬～

100

セット限り

043-011-004 aNcDcG
由布院 河原精肉店
豊後牛ミンチカツ＆ハンバーグ
UF-50･･･････････････････････････････････[写真の品]

5,400円

豊後牛ミンチカツ
（90g×2）
×3、
豊後牛ハンバーグ
（90g×2）
×3

042-013-004 aNcDcG
UF-38･････････････････････････････････ 100セット限り

4,104円

豊後牛ミンチカツ
（90g×2）
×2、
豊後牛ハンバーグ
（90g×2）
×2

004

賞味期限：冷凍で30日
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由布院

宇佐

ゴロっと大ぶりの牛 肉を生 姜と甘 辛く仕 上げた「 豊 後 牛 時 雨 煮 」を

国のからあげファンに認められた、秘 伝のたれが活きた自慢の味わ

はじめ、骨まで柔らかく仕 上げた「 鰯の梅 煮 」など、
「 草 庵 秋 桜 」の

いを、
ご自宅でお楽しみください。

看 板となる9 種の味を詰 合 せました。

808-016-005 たいこう
bBcDcG

512-011-005 aOcDcG

宇佐 からあげ太閤
からあげ用詰合せセット

KT-02･････････････････････････････････････････････････
骨なし・手羽元 各400g、手羽先350g
賞味期限：冷凍で90日

4,104円

│本-014│別-071│わ-027

由布院 草庵秋桜 からだがよろこぶ美味セット
･････････････････････････････････････････････････････

10,800円

豊後牛時雨煮200g、
いわしの梅煮180g、冠地鶏のおかず味噌150g、黒豆の
あま煮170g、山椒牛そぼろ100g、国産米300g×4、牛テールスープ・豊の軍鶏
スープ・野菜のポタージュ 各200g×2
賞味期限：冷凍で90日
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大 分 の 美 味しいを 贈る

日本 唐 揚 協 会 主 催の「からあげグランプリ」で最 高 金 賞を受 賞 。全

ふるさとの味

佐伯

大分

佐 伯で永 年 親しまれている「たかはしのコロッケ」は、一日約 1 0 0 0

レンジで加 熱 するだけで、大 分のソウルフード「 吉 野 鶏めし」
「とり

個 売れている人 気 商 品 。佐 伯 市 弥 生 特 産の生 姜を練り込んだ「 弥

天」
「来々軒から揚げ」が手軽にお楽しみいただけるセット。素朴だ

生しょうがコロッケ」は生姜の香り高い風味がたまらない逸 品です。

けど真 似できない伝 統の味が人 気です。

085-014-005 aNcDcG

812-013-005 bBcDcG

弥生たかはし コロッケセット
TK31･･････････････････････････････････････････････････

3,564円

弥生しょうがコロッケ・たかはしのコロッケ
（80g×5個入）
各2
賞味期限：冷凍で90日
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ぶんご食品 おおいたソウルフードセット
･････････････････････････････････････････････････････････
吉野鶏めし・来々軒からあげ・豊後とり天 各200g×2
賞味期限：冷凍で90日

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

5,400円
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お届け期間

12月上旬～

200

セット限り

由布院
おおいた和 牛をじっくり煮 込んだ本 格 的な味わい。地 元 大 分の食
材を使ったフランス料 理を気 楽に楽しめるお店「ラ・ヴェルヴェンヌ」
オリジナルレシピでつくるカレーです。

091-014-006 aNcDcG
トキハオリジナル
ラ

ヴ ェ ル ヴ ェ ン ヌ

La Verveine おおいた和牛カレー
V-35･･･････････････････････････････････････････････････
200g×3
賞味期限：冷凍で90日

3,780円
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由布院
日本 人がつくるショコラのお店「 t h é o m u r a t a 」より、
ピスタチオやエ

お届け期間

大 分 の 美 味しいを 贈る

スプレッソなど、素 材となる味の表 現を徹 底して追 求した5 種 類の

12月上旬～

ビーンズショコラを桐 箱に詰 合 せました。

437-018-006 cG

200
セット限り

由布院 山荘 無量塔
ビーンズショコラ5本桐箱セット
･････････････････････････････････････････････････････････

4,390円

ピスタチオショコラ・アマンドミルク・エスプレッソビーンズ・マカダミアショコラ・ヘー
ゼルナッツショコラ
賞味期限：常温で30日
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大分
「りゅうきゅう」は、元々は漁 師 が 船 上で作るまかない飯 。豊 後 水 道

ふるさとの味

のブランド魚「 関あじ」、
「かぼすブリ」を特 製の醤 油だれに漬け込
んだ、郷土の味「りゅうきゅう」をお届けします。

090-018-006 aNcDcG
トキハオリジナル りゅうきゅう詰合せ
TR-55･････････････････････････････････････････････････

5,940円

100

セット限り

関あじりゅうきゅう
（70g×2）
×2、
かぼすブリりゅうきゅう
（70g×2）
賞味期限：冷凍で30日
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お届け期間

12月上旬～

200

セット限り

由布院

大分
佐 賀 関で水 揚げされる「 関あじ」
「 関さば 」の一 夜 干しの詰 合 せ 。

山 荘 無 量 塔の手 掛ける「 B - s p e a k 」より、厳 選したクリームチーズ

脂がのって、身肉のしっかりした「 関あじ」
「 関さば」を、一 尾 ずつ手

で、アールグレイの香りを閉じ込めたチーズケーキと、晩 柑ピールの

作 業で旨みが凝 縮した一 夜 干しに仕 上げています。

ほろ苦さと爽やかさを閉じ込めたチーズケーキをセットに。

093-017-006 aNcDcG
トキハオリジナル
関さば・関あじ 一夜干しセット
SA･････････････････････････････････････････････････････ 6,480円
関あじ一夜干し×2、関さば一夜干し×2
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721-018-006 bBcDcG

B-speak チーズケーキ2種 桐箱セット
･････････････････････････････････････････････････････････
チーズケーキ
（アールグレイ・晩柑）
各230g
賞味期限：冷凍で31日

5,400円

│本-014│別-071│わ-027

竹田

大分

大 分で最も古い和 菓 子の老 舗「 但 馬 屋 」。創 業当時からの代 表 銘

「ざびえる」は、バターミルク風 味のビスケット生 地と和 風の白餡 が

菓「 三 笠 野 」をはじめ、竹田市で幼 少 期を過ごした作曲家・瀧 廉 太

マッチした南 蛮 菓 子 。同じく大 分を代 表 する銘 菓「 瑠 異 沙 」、
「豊

郎にちなんだ「 荒 城の月」など、人 気の和 菓 子を詰 合 せに。

のたちばな」、
「月さらさ」を詰合せにしました。

525-014-007 cG

245-011-007 aAcG
ざびえる本舗 大分銘菓詰合せ

竹田 但馬屋老舗 味くらべ

3,940円

賞味期限：常温で10日

さ

ZH-37････････････････････････････････････････････････

ざびえる金
（ラム酒漬刻みレーズン入り餡）
・銀
（白餡）
各12、瑠異沙×5、
月さらさ
（黒糖・チーズ）
各2、豊のたちばな×4

│本-071│別-072│わ-025

賞味期限：常温で30日

│本-012│別-072│わ-025

中津

100

セット限り

風味豊かに焼き上がったフランスパンに、
ラ
スクの味を決めるオリジナルのクリームを一

んで焼いた郷土和菓子。大きな栗がゴロン

ら焼き生 地の絶 妙な組み合わせ 。

枚一枚手仕事で塗り上げたラスクです。

と入った、
どら焼きとセットでお届け。

706-019-007

227-013-007

711-012-007

bBcDcG
菊家 ゆふいん創作菓子
ぷりんどら
PD-9･･････････････････････････････････････････････････

3,348円

ぷりんどら×9 ※年内のお届けは12月24日
（金）
までです。
賞味期限：冷凍で30日

│本-012│別-072│わ-025

aAcG
由布院ラスク
冬季限定ギフトセット
YR-030･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

ミルク・プレーン・カフェラテ・抹茶・チーズゆず胡椒・チョコ 各5枚
賞味期限：常温で50日

│本-012│別-072│わ-025

由布院

久住

クロカンは紫 芋あんをビスケット生 地で包

bBcDcG
中津菓子かねい
クロカンと大きな栗のしっとりどら

4,028円

････････････････････････････････････････････････････････
クロカン×6、大きな栗のしっとりどら×5
賞味期限：冷凍で30日

ふるさとの味

ほんのりほろ苦いカラメルソースの味 がた
まらないプリンと、ふんわりと焼き上 げたど

大 分 の 美 味しいを 贈る

由布院

由布

い

3,996円

T-30･･････････････････････････････････････････････････
三笠野・荒城の月・メヌエット・岡の雪 各4、千歳木×3
※2段重ね

る
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竹田

300

セット限り

アイスランドで1 0 0 0 年 以 上も前から食 べら

チョコでコーティングされた焼タルトに、大

日本で数 百 頭しか飼 育されていない「ガン

れている「スキール」を元にした、久 住 高

分 県 産のフルーツをトッピングしたラグジュ

ジー牛 」から搾った「ゴールデンミルク」で

原生まれのヘルシーな乳 製 品 。

アリーなタルトアイス。

作るプレミアムアイスクリーム。

807-011-007

728-012-007

九州限定配送

bBcCcG
久住高原菓房いずみや
KUJU'S スキールスタイルセット

4,160円

bBcDcG
ゆふいんここる
アイスタルトケーキ

724-017-007

4,536円

bBcDcG
ガンジー牧場 アイスクリームセット

5,400円

････････････････････････････････････････････････････････

････････････････････････････････････････････････････････

GI-3･･･････････････････････････････････････････････････

プレーン100g×3、
いちご・ブルーベリー・かぼす 各100g

アイスタルトケーキ 大分県産
（ベリーツ・ブルーベリー・キウイ）
各2
※沖縄・離島を除く全国配送

バニラ・チョコ・ストロベリー 各130ml×4 計12

賞味期限：冷蔵で15日

│本-014│別-071│わ-027
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dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

│本-014│別-071│わ-027

007

お届け期間

お届け期間

お届け期間

12月上旬～

12月上旬～

12月上旬～

1000
セット限り

セット限り

700

150-010-008 aAcG
豊かな国の豊かな味
おおいた特産品詰合せ

YA-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

つぶらなカボス・つぶらなユズ 各190g、
ざびえる5個、大分和スイーツやせうま
（黒蜜・きな粉付）
130g、
カボスあめ200g、
臼杵煎餅
（平）
2枚入り×2、豊後きの
どんこ
にら豚のたれ200ml、
ゆずこしょう
こカレー180g、大分県産椎茸小粒冬菇10g、
（辛口）
50g
賞味期限：常温で30日

│本-014│別-071│わ-027

大 分 の 美 味しいを 贈る

509-019-008 aJcG
由布院 草庵秋桜
秋と冬の野菜ピクルス詰合せ
･････････････････････････････････････････････････････････

2,600円

（レンコン・サツマイモ・ゴボウ）
・
（ダイコン・キュウリ・パプリカ）
・
（アマネギ・シイタケ）
各200g

700

セット限り

151-017-008 aAcG
豊かな国の豊かな味
おおいた特産品詰合せ

YA-40･････････････････････････････････････････････････

4,320円

つぶらなカボス・つぶらなユズ
各190g、
ざびえる5個、天日干し地粉うどん嘉市
どんこ
（カット）3g×6、豊後きのこカレー
200g、大分県産椎茸冬茹35g、国東わかめ
180g、
ひじきふりかけ40g、卵かけごはん醤油100ml、
スッポンスープ190g、
ゆ
ずこしょう
（辛口）
50g
賞味期限：常温で30日

│本-014│別-071│わ-027

510-017-008 aJcG

由布院 草庵秋桜
秋と冬のフルーツピクルス詰合せ
･････････････････････････････････････････････････････････
イチジク・ナシ・ミカン 各200g

│本-014│別-071│わ-027

2,800円

152-013-008 aAcG
豊かな国の豊かな味
おおいた特産品詰合せ

YA-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

どんこ

ざびえる5個、豊の石臼挽きそば170g、大分県産椎茸冬 茹50g、国東わかめ
（糸造り）
23g、
くろめ味噌汁9g×4、
ぶりあら煮1箱、
子持鮎姿煮
（大鮎）
1尾、
りゅ
うきゅうたれ280ml、豊後きのこカレー180g
賞味期限：常温で30日

│本-014│別-071│わ-027

508-012-008 aAcG
由布院 草庵秋桜 美味4種セット
･････････････････････････････････････････････････････････

3,780円

豊後牛時雨煮・ゆふいん麦酒角煮 各140g、豊後牛肉味噌・豊後冠地鶏味噌
各150g

│本-014│別-071│わ-027
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ふるさとの味

425-011-008
cG
やまつぼみ
504-017-008 cG

寿楽庵 大分づくし料亭の珍味セット
9124･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

豊後牛佃煮茶漬60g、関の鯛味噌90g、冠地鶏大葉のそぼろ65g

038-016-008 aAcG

竹田 華陽会 山のうまいもの 佃煮詰合せ
･････････････････････････････････････････････････････････

3,564円

ちょろぎ漬け・ふき佃煮・竹の子佃煮・きくらげ佃煮・黒豆 各80g、
しその実塩漬け
60g

│本-014│別-071│わ-027

志ぐれ椎茸 山蕾

3,240円

KOY-30････････････････････････････････[写真の品]
どんこ

椎茸佃煮
（たんざく110g×2、
小粒冬菇110g）

426-016-008 cG

KOY-50･･････････････････････････････････････････････
どんこ

椎茸佃煮
（たんざく110g×3、
小粒冬菇110g×2）

│本-014│別-071│わ-027

5,400円

│本-014│別-071│わ-027

お届け期間

11月下旬～

452-017-008 cG

宇佐院内 櫛野農園 ゆずの香り5種セット
T-1･････････････････････････････････････････････････････

2,916円

ゆずごしょう
（青）
50g、
ゆず七味28g、
ゆずぽん酢醤油・ゆず蜜 各200ml、柚子
ごしょうドレッシング205g
│本-014│別-071│わ-027
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081-019-008 aJcG
大山町農協 南高梅干し

OT-30･････････････････････････････････････････････････
南高梅干し500g

2,030円

│本-014│別-071│わ-027

754-013-008 bBcCcG
宇佐 松本漬物 自家農園栽培 高菜漬
･････････････････････････････････････････････････････････
新高菜・古高菜 各700g
賞味期限：冷蔵で15日

3,456円

│本-014│別-071│わ-027

071-013-009 aJcG
ことことや ジャム＆マーマレードのセット
Sby････････････････････････････････････････････････････

3,027円

苺香りジャム260g、
ブルーベリージャム・柚子マーマレード 各125g
賞味期限：常温で90日

│本-014│別-071│わ-027

豊後高田 油花
花の岬亜麻仁×ひまわり Super Oil
G03･･･････････････････････････････････････････････････
115g×3

4,212円

jA･･･････････････････････････････････････････････････････

4,825円

ジャム
（苺香り・ブルーベリー・キーウィ
・柚子マーマレード・無花果香り）
各125g、
林檎葡萄酒煮265g
賞味期限：常温で90日

蜂の音 純粋国産はちみつ3本セット
H2M1･････････････････････････････････････････････････
国産百花はちみつ140g×2、
国産みかんはちみつ140g

│本-014│別-071│わ-027

230-014-009 aJcG

豊後高田 油花
花の岬一番搾りオイルギフトセット
G15･･･････････････････････････････････････････････････
菜の花油・ひまわり油・亜麻仁油 各138g

│本-014│別-071│わ-027

200-018-009 aJcG

3,942円

3,888円

│本-014│別-071│わ-027

160-016-009 aJcG

鉄板kaiseki叶羽
オリジナルドレッシング

･････････････････････････････････････････････････････････

3,000円

生姜ドレッシング・フレンチマスタードドレッシング 各200ml
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大 分 の 美 味しいを 贈る

229-016-009 aJcG

070-017-009 aAcG
ことことや 季節のジャム＆デザートセット

ふるさとの味

010-014-009 aAcG

二反田醤油
おおいたの自然いっぱいドレッシング
D-D-1e･･･････････････････････････････････････････････

3,564円

大分のノンオイルドレッシング
（かぼす・ゆず・柚子胡椒・大葉）
・大分のバジルド
レッシング 各200ml

011-010-009 aAcG
二反田醤油 蔵からの贈り物
K-f-1･･･････････････････････････････････････････････････
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450-014-009 cG

竹田 エム・ナイン
とまとの里の贈り物 満足セット
･････････････････････････････････････････････････････････
トマトジュース500ml、
トマトケチャップ385g×3

3,564円

│本-014│別-071│わ-027

3,564円

かぼす醤油・柚子醤油・にんにく醤油・根昆布醤油・漁醤白だし 各200ml

023-019-009 aAcG
百膳の夢
大分県産ドレッシング＆ぽん酢
HPD-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

ドレッシング
（大分県産ねぎぽん酢・大分県産かぼすと椎茸・大分県産大葉ぽん
酢・大分県産かぼすぽん酢）
・大根おろし入りゆずぽん酢 各150ml
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080-012-009 aAcG

500-011-009 cG

大山町農協 四季の詩

むろおの会 ゆふいちごの恋ビネガー

OH-35････････････････････････････････････････････････

3,456円

柚子みつ・和風ゆずドレッシング 各200ml、
うめごしょう50g、
きのこ炊き込みご飯
の素
（2合用）
130g、南高梅干100g、
フルーツスプレッド
（ゆず・かんきつ）
各200g
│本-014│別-071│わ-027

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

･････････････････････････････････････････････････････････
いちごビネガー
（ベリーツ）
250ml×3

4,212円
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お届け期間

お届け期間

お届け期間

12月中旬～

11月中旬～
12月中旬

12月中旬～

500

2000
セット限り

セット限り

066-011-010 aAcG
大分 久能みかん

KM-30････････････････････････････････････････････････
4kg
（30～40玉前後）

3,240円

506-011-010 cG

安岐 小玉農園 安岐成久みかん
AKI-35････････････････････････････････････････････････

3,780円

40～48玉 ※天候などにより、
お届け期間が変更になる場合がございます。
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065-013-010 aAcG
佐伯 ぽんかん

OP-40････････････････････････････････････････････････
4kg
（24～30玉）
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お届け期間

お届け期間

お届け期間

12月中旬～

12月中旬～

12月中旬～

500

300

セット限り

100

セット限り

大 分 の 美 味しいを 贈る

458-015-010 cG

安岐産 ハウスしらぬいデコポン
SSP-30･･････････････････････････････････････････････
2kg
（6～9玉入）

3,240円

4,320円

セット限り

459-011-010 cG

安岐産 ハウスしらぬいデコポン
SSP-50･･････････････････････････････････････････････
3kg
（6～9玉入）
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5,400円

460-011-010 cG

安岐産 ハウスしらぬいデコポン
SSP-100･････････････････････････････････････････
5kg
（12～18玉入）
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10,800円
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お届け期間

お届け期間

お届け期間

12月上旬～

12月上旬～

12月上旬～

ふるさとの味

461-016-010 cG

462-012-010 cG

463-019-010 cG

杵築産 美娘

杵築産 美娘

杵築産 美娘

み

こ

み

MK-30････････････････････････････････････････････････
1.8kg
（6～12玉前後）

3,240円

こ

MK-50････････････････････････････････････････････････
2.3kg
（7～12玉前後）
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5,400円

5kg
（12～18玉前後）
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お届け期間

12月中旬～

12月中旬～

12月中旬～

300

1000
セット限り

セット限り

安岐産
み こ
ハウスしらぬいデコポン＆杵築産 美娘
SDM-30･･････････････････････････････････････････････ 3,240円

デコポン・美娘 各3～4玉
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10,800円

│本-014│別-071│わ-027

お届け期間

455-016-010 cG

こ

MK-100･･････････････････････････････････････････

お届け期間

セット限り

010

み

200

456-012-010 cG

安岐産
み こ
ハウスしらぬいデコポン＆杵築産 美娘
SDM-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

デコポン・美娘 各4～6玉
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457-019-010 cG
きつき三姉妹
3S-50･････････････････････････････････････････････････
デコポン3玉、
サンセレブ・美娘 各4玉

5,400円

│本-014│別-071│わ-027

…お届け日の指定・二重包装はお受けできません。お届け日までの日数をいただくことがございます。※天候などにより、お届け期間が変更になる場合がございます。

お届け期間

お届け期間

お届け期間

11月下旬～

11月下旬～
12月中旬

11月下旬～
12月中旬

300

250

セット限り

803-014-011 bBcG
国見 岸田果樹園 温故蜜柑

･････････････････････････････････････････････････････････

5,400円

3.5kg ※天候などにより、
お届け期間が変更になる場合がございます。
※北海道・沖縄・離島を除く全国配送

セット限り

485-012-011 cG

486-019-011 bcG

低温貯蔵かぼす

K-20K･････････････････････････････････････････････････
2kg
（24玉前後）
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2,160円

低温貯蔵かぼす

K-30K･････････････････････････････････････････････････
3kg
（36玉前後）
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お届け期間

お届け期間

お届け期間

12月中旬～

11月下旬～
12月中旬

11月下旬～
12月中旬

100

100

セット限り

200

セット限り

セット限り

487-015-011 bcG

KM-50････････････････････････････････････････････････

TK-25K･･･････････････････････････････････････････････

5,184円

10玉 ※天候などによりお届け期間が変更になる場合がございます。

488-011-011 bcG

粒撰 低温貯蔵かぼす
15玉
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2,700円

粒撰 低温貯蔵かぼす

TK-50K･･･････････････････････････････････････････････
30玉
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5,400円

│本-014│別-071│わ-027

※低温貯蔵かぼすとは貯蔵に適した品種を9月から10月に収穫して緑色を保ったまま低温貯蔵で保存したものです。※お届け日のご指定はご容赦ください。

お届け期間

お届け期間

12月上旬～

12月上旬～

ふるさとの味

200

500

セット限り

300

セット限り

セット限り

464-015-011 cG
ほ う り

日田梨 豊里
HL-50･････････････････････････････････････････････････
700g×5

5,400円

753-017-011 bBcG
国東 奥松農園くにさき 汐姫トマト
･････････････････････････････････････････････････････････

4,320円

1Kg
（12～20玉）
※天候などにより、
お届け期間が変更になる場合がございます。
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大 分 の 美 味しいを 贈る

九州限定配送 bBbcG
中津 おはら果樹園 マコポン

815-012-011

3,240円

092-010-011 aJcG
トキハオリジナルつぶらなギフト
TT-20･････････････････････････････････････････････････

2,160円

つぶらなカボス・つぶらなユズ・つぶらなミカン・すりすりなし 各190g×4
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200

セット限り

115-010-011 aAcG
カボスドリンクCサワー

015-016-011 aAcG

SGS-300････････････････････････････････････････････

bzc24･････････････････････････････････････････････････

280g×20

3,240円
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別府ざぼんサイダー
95ml×24

4,200円
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aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

050-016-011 aAcG
つぶらなドリンクギフト

KMYN-32････････････････････････････････････････････

3,240円

つぶらなカボス・つぶらなミカン・つぶらなユズ・すりすりなし 各190g×5
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011

お届け期間

12月上旬～

018-015-012 aAcG
宇佐 四井製麺
な が す

長洲 地粉うどんと石臼挽きそば

206-016-012 aAcG
由布院 麺セット（半生麺）

Y-30･･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

生そば・茶そば・うどん 各200g×2、麺つゆ300ml、
ゆずこしょう60g
賞味期限：常温で30日

GTS-M･･････････････････････････････････[写真の品]

3,240円

地粉うどん嘉市
（大分県産小麦使用）
200g×6、豊の石臼挽きそば
（国産石臼
挽きそば粉使用）
170g×4

019-011-012 aAcG
NUS-L････････････････････････････････････････････････

5,184円

地粉うどん嘉市
（大分県産小麦使用）
200g×10、豊の石臼挽きそば
（国産石
臼挽きそば粉使用）
170g×6
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001-015-012 aAcG

由布製麺 やせうま＆だんご汁詰合せ
SD-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

だんご汁
（麺80g・みそ35g×3）
×2、
やせうま
（麺80g・きな粉15g×3）
×2、
よもぎ
やせうま
（麺80g・きな粉15g×3）
×2、
だんご汁麺・やせうま麺 各240g

│本-014│別-071│わ-027
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お届け期間

お届け期間

11月下旬～

11月下旬～

100

セット限り

大 分 の 美 味しいを 贈る

507-016-012 cG
豊後高田 そばセット

･････････････････････････････････････････････････････････
だったん

3,564円

豊後高田そば・韃靼そば 各
（100g×2）
×2、濃縮そばつゆ30g×8
（希釈用）
賞味期限：常温で60日

･････････････････････････････････････････････････････････
焼きそば200g×5
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4,320円
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499-013-012 cCcG

別府冷麺専門店 六盛 温麺5食セット
･････････････････････････････････････････････････････････

4,100円

（麺
（生）
170g・スープ350g・牛肉チャーシュー20g・キャベツキムチ40g・ごま）
各5
※お届け日の指定はお受けできません。
消費期限：冷藏で5日
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お届け期間

12月上旬～

ふるさとの味

100

セット限り

055-018-012 aNcDcG
うを清
大分味づくし 竹筒おこわ 4本セット
UT-40･････････････････････････････････････････････････ 4,320円
クロメと別府湾ちりめん・かちえび・ハモ・鯛 各120g
賞味期限：冷凍で90日
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300

九州限定配送 bBbcCcG
宇佐 うっかり八兵衛
鶏珍・黒毛和牛入り牛すじ煮込みセット
･････････････････････････････････････････････････････････ 5,108円

762-016-012

炭火焼鶏珍味160g×3、黒毛和牛入り牛すじ煮込み450g
賞味期限：冷蔵で90日
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300

セット限り

大分 吉野食品 吉野鶏めしの素

3,024円

300g
（3合用）
×5

賞味期限：冷蔵で90日

1,944円
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味深屋 宇佐餃子詰合せ
A-USAG･･････････････････････････････････････････････

4,320円

宇佐餃子
（スタンダード・スタミナ・青じそ・柚子胡椒・極もち）
各12個入
賞味期限：冷凍で90日
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大分 吉野食品 吉野鶏めしの素
YY-3････････････････････････････････････[写真の品]

200g
（2合用）
×3

bBbcDcG

400-017-012 cCcG

200g
（2合用）
×5

YS-2･･････････････････････････････････････････････････

九州限定配送

セット限り

YY-2････････････････････････････････････[写真の品]

403-016-012 cCcG

787-019-012

300

セット限り

402-011-012 cCcG

012

700-010-012 bBcDcG
日田 想夫恋 冷凍焼きそば（調理済み）

401-013-012 cCcG
YS-3･･････････････････････････････････････････････････
300g
（3合用）
×3
賞味期限：冷蔵で90日

4,104円
2,592円
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404-012-012 cDcG

大分 吉野食品 吉野鶏めし おにぎりセット
YO-30････････････････････････････････････････････････
15個
賞味期限：冷凍で30日

3,240円
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434-019-013
cG
きんこうえん

佐伯 錦幸園 炭火鮎 子持鮎姿煮

035-017-013 aAcG
きんこうえん

SS-40･･･････････････････････････････････[写真の品]

佐伯 錦幸園 炭火鮎 やき鮎姿煮

子持鮎姿煮7尾

S-30･･･････････････････････････････････････････････････

SS-30･････････････････････････････････････････････････

やき鮎姿煮6尾
賞味期限：常温で90日

3,240円
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433-012-013 cG
子持鮎姿煮5尾
賞味期限：常温で90日

4,320円
3,240円
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432-016-013 cG
きんこうえん

佐伯 錦幸園 献上鮎
K-50･･･････････････････････････････････････････････････
子持鮎姿煮・やき鮎昆布巻 各3
賞味期限：常温で90日

5,400円
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100

セット限り

安心院すっぽんセンター
べっぴんこらーげん

BC-30･･････････････････････････････････[写真の品]
すっぽんスープ200g×6

503-010-013 cCcG
BC-45････････････････････････････････････････････････
すっぽんスープ200g×9
賞味期限：冷蔵で90日

3,240円
4,860円

756-016-013 bBcDcG
安心院すっぽんセンター
すっぽん切身セット
SP-120N･･････････････････････････[写真の品]12,960円

すっぽん切身
（300g×2、200g）
、
すっぽん鍋スープ400g×3、
ゆずごしょう50g

755-011-013 bBcDcG
SP-50N･･････････････････････････････････････････････

5,832円

すっぽん切身300g、
すっぽん鍋スープ400g、
ゆずごしょう50g
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780-014-013 bBcDcG
杵築 大分水産
杵築産 三股さんの温泉うなぎ蒲焼
MUK-72･･････････････････････････････････････････････

7,830円

うなぎ蒲焼70g×4、特製たれ30ml、
山椒4袋 ※うなぎ：大分県産養殖
賞味期限：冷凍で90日
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大 分 の 美 味しいを 贈る

502-014-013 cCcG

ふるさとの味

800-015-013 bBcDcG
カスガ水産
まぐろ漁師のまかない飯セット
･････････････････････････････････････････････････････････ 4,050円
ひゅうが丼120g×4、
ねぎとろ80g×3

賞味期限：冷凍で90日
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794-015-013 bBcDcG
豊後絆屋 大分りゅうきゅう漬丼セット
KZ-3622･････････････････････････････････････････････

5,400円

真鯛りゅうきゅう漬け・ぶりりゅうきゅう漬け・あじりゅうきゅう漬け 各80g×2、
さば
りゅうきゅう漬け70g×2、練りわさび2.5g×8
賞味期限：冷凍で30日
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788-015-013 bBcDcG

豊酵 Marin foods
直送物語 豊後りゅうきゅうバラエティ
･････････････････････････････････････････････････････････ 5,400円

りゅうきゅうぶり
（カボス風味）
・りゅうきゅう真鯛・りゅうきゅう湯布院産サーモン・りゅ
うきゅうまぐろ
（中トロ・赤身）
各80g、豊後まぐろヨコヅーナ中トロ柵100g、鯛ハラ
ス60g
賞味期限：冷凍で90日
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50

セット限り

545-015-013 bcG

太田罐詰 さざえの缶詰

214-019-013 aNcDcG
美容薬膳雑穀ご飯セット

･････････････････････････････････････････････････････････
うなぎ・豚角煮・牡蠣・穴子 各160g
賞味期限：冷凍で30日

5,400円
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801-011-013 bBcDcG

別府 割烹平家 海鮮わっぱ飯
KHW-55･････････････････････････････････････････････

5,940円

海鮮めし・まぐろステーキめし・鯛めし・穴子めし・磯めし 各110g
賞味期限：冷凍で30日
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aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

9,288円

OZ-2････････････････････････････････････[写真の品]
150g×2

546-011-013 bcG
OZ-1･･････････････････････････････････ 100セット限り
150g

4,860円
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013

005-010-014 aAcG
大分県椎茸農業協同組合
こ う こ
大分県産椎茸 香菇 優勝杯

相撲-30･･･････････････････････････････････････････････
120g

3,240円

006-017-014 aAcG
大分県椎茸農業協同組合
こ う こ
大分県産椎茸 香菇 優勝杯

相撲-40･･･････････････････････････････････････････････
165g
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200

4,320円

大 分 の 美 味しいを 贈る

大分県椎茸農業協同組合
ど ん こ
大分県産椎茸 花冬菇 誉
誉-50･･････････････････････････････････････････････････
150g

大分県椎茸農業協同組合
ど ん こ
大分県産椎茸 花冬菇 誉
誉-70･･････････････････････････････････････････････････
210g
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5,400円
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セット限り

408-018-014 cG

5,400円

相撲-50･･･････････････････････････････････････････････
220g

200

セット限り

407-011-014 cG

大分県椎茸農業協同組合
こ う こ
大分県産椎茸 香菇 優勝杯
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100

セット限り

007-013-014 aAcG

409-014-014 cG

7,560円

大分県椎茸農業協同組合
ど ん こ
大分県産椎茸 花冬菇 誉
誉-100････････････････････････････････････････････
300g

│本-014│別-071│わ-027

10,800円
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ふるさとの味

410-012-014 cG

大分県椎茸農業協同組合
こ う こ
大分県産椎茸 香菇 逸品
IP-30･･････････････････････････････････････････････････
110g

411-019-014 cG

3,240円

大分県椎茸農業協同組合
こ う こ
大分県産椎茸 香菇 逸品
IP-50･･････････････････････････････････････････････････
150g
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480-010-014 cG

竹田 姫野一郎商店 山の宝石 佃煮セット
JSN-20･･･････････････････････････････････････････････
椎茸のおふくろ煮60g、椎茸こんぶ50g 各2

2,278円
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014

412-015-014 cG

5,400円

大分県椎茸農業協同組合
こ う こ
大分県産椎茸 香菇 逸品
IP-100････････････････････････････････････････････
290g
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481-017-014 cG

竹田 姫野一郎商店 山の宝石 佃煮セット
JSN-30･･･････････････････････････････････････････････

3,358円

椎茸ちりめん・ぴり辛椎茸・豊後牛と椎茸のしぐれ煮 各50g×2

│本-014│別-071│わ-027

10,800円
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482-013-014 cG

竹田 姫野一郎商店 山の宝石 佃煮セット
JSN-50･･･････････････････････････････････････････････

5,518円

椎茸のおふくろ煮60g×2、椎茸こんぶ・椎茸ちりめん・ぴり辛椎茸・豊後牛と椎
茸のしぐれ煮 各50g×2
│本-014│別-071│わ-027

100-013-015 aAcG

ど ん こ

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸 冬菇
DO-30････････････････････････････････････････････････
120g

3,240円

101-011-015 aAcG

ど ん こ

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸 冬菇
DO-40････････････････････････････････････････････････
165g
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4,320円

102-016-015 aAcG

ど ん こ

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸 冬菇
DO-50････････････････････････････････････････････････
220g
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5,400円
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お届け期間

11月下旬～
12月中旬

300

セット限り

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸 香信
KC-30････････････････････････････････････････････････
150g

3,240円
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104-019-015 aNcCcG
大分県産 椎茸＆ちりめん詰合せ
ST-30･････････････････････････････････････････････････
どんこ

椎茸
（冬菇）
80g、別府湾ちりめん70g
賞味期限：ちりめんは冷蔵で30日

3,240円
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106-011-015 aNcCcG

大分県産 椎茸＆ちりめん＆かぼす詰合せ
STK-50･･･････････････････････････････････････････････
どんこ

5,400円

椎茸
（上冬菇）
80g、別府湾ちりめん70g、
低温貯蔵かぼす5玉×2
賞味期限：ちりめんは冷蔵で30日
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お届け期間

11月下旬～
12月中旬

大 分 の 美 味しいを 贈る

103-012-015 aAcG

ふるさとの味

105-015-015 aAcG

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸
ど ん こ
冬菇＆椎茸旨味だし
DK-30････････････････････････････････････････････････
どんこ

椎茸
（冬菇）
80g、椎茸旨味だし8g×15

3,240円

107-018-015 aAcG

476-013-015 cG

大分県産椎茸＆低温貯蔵かぼす詰合せ

竹田 姫野一郎商店 椎茸づくしセット

KS-30･････････････････････････････････････････････････
どんこ

椎茸
（冬菇）
80g、低温貯蔵かぼす5玉×2
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150

どんこ

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸 花冬菇
HD-50････････････････････････････････････････････････

5,400円
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セット限り

478-016-015 cG

どんこ

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸 花冬菇
HD-70････････････････････････････････････････････････
210g

4,320円

150

セット限り

477-011-015 cG

KT-40･････････････････････････････････････････････････

椎茸旨味だし8g×15、山のだし茶漬け
（2食入）
、椎茸めし180g、
しいたけかぼ
すぽんず・椎茸ソースかぼす 各200ml
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150

セット限り

150g

3,240円

7,560円

│本-014│別-071│わ-027

479-012-015 cG

どんこ

竹田 姫野一郎商店 大分県産椎茸 花冬菇
HD-100･･････････････････････････････････････････
300g

10,800円
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015

お届け期間

12月上旬～

060-011-016 aNcDcG

061-018-016 aNcDcG

216-011-016 aNcDcG

米水津 ヤマジン 豊後浦干し

米水津 ヤマジン 豊後浦干し

蒲江 長田商店 海風天日干し 和

AT-3･･･････････････････････････････････････････････････

AT-5･･･････････････････････････････････････････････････

よ の う づ

3,240円

鯛開き・さば開き 各1枚、
あじ開き3～4枚、
かます開き2～3枚、
あじ丸干し5～6
尾、
ピリ辛ししゃもみりん120g
※季節・漁模様により内容が変更になる場合がございます。
賞味期限：冷凍で30日
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よ の う づ

5,400円

鯛開き・さば開き 各1枚、
あじ開き3～4枚、
かます開き2～3枚、
ちりめんふりかけ
70g、
うるめ丸干し1串、
きびなごフライ160g、
ごまだし120g
※季節・漁模様により内容が変更になる場合がございます。
賞味期限：冷凍で30日
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なごみ

NT-30･････････････････････････････････････････････････

3,456円

鯛開き・さば開き 各1枚、
あじ開き3～4枚、
かます2枚、
あじみりん干し5枚、
うるめ
丸干し1串
※季節・漁模様により内容が変更になる場合がございます。
賞味期限：冷凍で30日
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大 分 の 美 味しいを 贈る

075-019-016 aNcDcG

076-015-016 aNcDcG

077-011-016 aNcDcG

米水津 髙橋水産 ひもの丸丁詰合せ

米水津 髙橋水産 ひもの丸丁詰合せ

米水津 髙橋水産 ひもの丸丁詰合せ

T-S･････････････････････････････････････････････････････

T-M････････････････････････････････････････････････････

よ の う づ

3,240円

真あじ4枚、
かます・真さば 各2枚、鯛
※季節・漁模様により内容が変更になる場合がございます。
賞味期限：冷凍で60日
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よ の う づ

4,320円

真あじ4枚、真さば・かます 各2枚、鯛、
ちりめん50g
※季節・漁模様により内容が変更になる場合がございます。
賞味期限：冷凍で60日
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よ の う づ

T-L･････････････････････････････････････････････････････

5,400円

真あじ4枚、真さば・かます・鯛 各2枚、
水カレイ一夜干し、
ちりめん50g
※季節・漁模様により内容が変更になる場合がございます。
賞味期限：冷凍で60日
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ふるさとの味

121-010-016 aNcCcG
別府湾ちりめん

3,240円

MJ-30･･･････････････････････････････････[写真の品]
100g×3

122-017-016 aNcCcG
MJ-50･････････････････････････････････････････････････
170g×3
賞味期限：冷蔵で30日

5,400円
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別府湾ちりめん＆佐伯いりこ
CE-40････････････････････････････････････････････････
ちりめん130g×2、
いりこ300g
賞味期限：冷蔵で30日

4,320円
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118-011-016 aNcCcG

797-014-016 bBcDcG

豊後創作ちりめん 佃煮詰合せ

宇佐 上野水産 大分県産 活き〆鱧カツ

BS-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

しそひじきちりめん・ちりめんあみえび 各120g、
ちりめん佃煮・ちりめんおかか煮
各150g、
しそ茎わかめちりめん160g、焼きえび佃煮75g
賞味期限：冷蔵で30日

016

119-016-016 aNcCcG
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･････････････････････････････････････････････････････････
鱧カツ20枚
（1.2kg）
賞味期限：冷凍で90日

4,536円
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120-014-016 aNcCcG

別府湾ちりめん＆佐伯いりこ＆豊後焼えび
CEE-50･･････････････････････････････････････････････
ちりめん90g×3、
いりこ200g、
焼えび100g
賞味期限：冷蔵で30日

5,400円
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798-010-016 bBcDcG
宇佐 上野水産
大分県産活き〆冷凍天然車海老
UEE-60･･････････････････････････････････････････････
400g
（8～15尾）
※天然のため、
サイズが不揃いの場合がございます。
賞味期限：冷凍で90日

6,480円
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758-019-017 bBcCcG

臼杵 三共水産 とらふぐ刺しセット（約3人前）

760-013-017 bBcCcG
臼杵 三共水産 とらふぐ唐揚げセット

FS-115･･･････････････････････････････････････････

FK-115･･･････････････････････････････････････････

12,420円

とらふぐ刺身120g
（プラ皿）
、皮30g、
身皮35g、
ふぐひれ
（ひれ酒用）
5枚、特製
カボスポン酢80ml×3、
もみじおろし、
きざみ葱
※国産養殖 ※年内のお届けは12月30日
（木）
までです。
消費期限：冷蔵で4日
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杵築 大分水産
豊後とらふぐ刺身セット（約2人前）
MFS-62･･････････････････････････････････････････････

6,696円

とらふぐ刺身70g
（陶器風プラ皿）
、
とらふぐ皮・身皮 計60g、
とらふぐ焼ひれ4g、
刺身用かぼすぽん酢30ml×2、
かぼす1玉、薬味
（ねぎ・もみじおろし）
※大分県産養殖 ※年内のお届けは12月28日
（火）
までです。
消費期限：冷蔵で5日
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とらふぐ切身・アラ
（味・衣付）
計500g、
ふぐ皮40g、
ふぐひれ
（ひれ酒用）
5枚、特
製かぼすポン酢80ml×2
※国産養殖 ※年内のお届けは12月30日
（木）
までです。
消費期限：冷蔵で4日
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779-016-017 bBcCcG
杵築 大分水産
豊後とらふぐ刺身セット（約3～4人前）
MFS-100････････････････････････････････････････ 10,800円

とらふぐ刺身130g（ 陶器風プラ皿）、
とらふぐ皮・身皮 計60g、
とらふぐ焼ひれ
4g、刺身用かぼすポン酢150ml、
かぼす2玉、薬味
（ねぎ・もみじおろし）
※大分県産養殖 ※年内のお届けは12月28日
（火）
までです。
消費期限：冷蔵で5日

│本-014│別-071│わ-027

臼杵 三共水産 とらふぐ料理セット（約3人前）
FR-160･･･････････････････････････････････････････

17,280円

とらふぐ刺身120g
（プラ皿）
、
ふぐアラ・切身 計250g、
皮30g、
身皮35g、
ふぐひ
れ
（ひれ酒用）
5枚、
特製カボスポン酢80ml×3、
もみじおろし、
きざみ葱、
だし昆布
※国産養殖 ※年内のお届けは12月30日
（木）
までです。
消費期限：冷蔵で4日
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783-013-017 bBcCcG

杵築 大分水産
くえ料理セット（約2人前）

OKR-100････････････････････････････････････････

10,800円

クエ刺身90g、
くえのアラとブツ切 計250g、鍋用ポン酢150ml、刺身用かぼす
ポン酢30ml×2、鍋用だし1袋、
もみじおろし3袋、刺身用醤油2袋、
わさび2袋、
ねぎ10g ※年内のお届けは12月28日
（火）
までです。
消費期限：冷蔵で5日
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お届け期間

12月下旬～

大 分 の 美 味しいを 贈る

778-011-017 bBcCcG

12,420円

757-012-017 bBcCcG

ふるさとの味

782-017-017 bBcCcG
杵築 大分水産
豊後とらふぐ鍋（約2人前）

OFN-62･･････････････････････････････････････････････

6,696円

とらふぐあら・ぶつ切り 計270g、
とらふぐ皮刺50g、
とらふぐ焼きひれ4g、鍋用ポ
ン酢150ml、鍋用だし1袋、
かぼす1玉、薬味
（ねぎ・もみじおろし）
※大分県産養殖 ※年内のお届けは12月28日
（火）
までです。
消費期限：冷蔵で5日

│本-014│別-071│わ-027

781-010-017 bBcCcG
杵築 大分水産
豊後とらふぐ鍋（約4人前）
OFN-100････････････････････････････････････････ 10,800円

とらふぐあら・ぶつ切り 計450g、
とらふぐ皮刺100g、
とらふぐ焼ひれ4g、鍋用ポ
ン酢150ml、
鍋用だし1袋、
かぼす2玉、薬味
（ねぎ・もみじおろし）
※大分県産養殖 ※年内のお届けは12月28日
（火）
までです。
消費期限：冷蔵で5日
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236-012-017 aNcCcG
高田魚市場
鱧かまぼこ・勝ちえびかまぼこ詰合せ
HK-300･･････････････････････････････････････････････
鱧入りかまぼこ
（赤・白）
各280g、
勝ちえびかまぼこ280g

賞味期限：冷蔵で14日

3,780円
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九州限定配送 bBcC
b
cG
別府蒲鉾 老舗蒲鉾店の天ぷらセット
B001････････････････････････････････････[写真の品]5,400円

725-013-017
792-012-017 bBcDcG
豊後絆屋 大分産車海老・鱧しゃぶセット
KZ-5006･････････････････････････････････････････････

5,400円

鱧しゃぶ用切身180g、車エビ5尾、
かぼすポン酢・だし昆布・もみじおろし
賞味期限：冷凍で30日
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799-017-017 bBcDcG
宇佐 上野水産 大分県産
はも
鱧しゃぶ鱧だんご鍋セット（約3～4人前）
UEH-75･･････････････････････････････････････････････ 8,100円
鱧切り身350g、鱧だんご20g×12、鱧ちり鍋だし汁400g×2、
かぼすポン酢
95ml×2、梅肉30g×2
賞味期限：冷凍で90日
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aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

白天・れんこん天・
しいたけ天・ニラしいたけ天・チーズ天・いか天・かき揚げ天 各
2、棒天
（ごぼう入）
・ピリ辛天 各3

726-011-017

九州限定配送

bBbcCcG
4,200円

B003･･････････････････････････････････････････････････

棒天
（ごぼう入）
・ピリ辛天 各3、
白天、
れんこん天、
しいたけ天、
ニラしいたけ天、
チーズ天、
いか天、
かき揚げ天、
ごぼう天
賞味期限：冷蔵で7日

│本-014│別-071│わ-027

017

210-013-018 aNcCcG

211-011-018 aNcCcG

212-016-018 aNcCcG

由布院燻製工房 燻家 オリジナルセット

由布院燻製工房 燻家 ハムセット

由布院燻製工房 燻家 パーティグルメセット

いぶすけ

MB-35････････････････････････････････････････････････

3,780円

ベーコン
（スライス）
50g、
ホワイトソーセージ・ハーブウインナー 各90g、
スモーク
チキン
（ムネ）
100g、
カイザーステーキ
（ポーク）
30g×2
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

いぶすけ

FA-40･････････････････････････････････････････････････

4,320円

カイザーステーキ
（ポーク）
30g×2、
フライッシュケーゼポーク
（スライス）
・スモーク
チーズ 各70g、
ベーコン
（スライス）
50g、辛口ポークウインナー90g、
チキンフラ
ンク110g、
スモークチキン
（ササミ）
30g×2
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

いぶすけ

GA-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

ローストチキン110g×3、
カイザーステーキ
（ポーク）
30g×2、
ホワイトソーセージ・
オニオンウインナー 各90g、
チキンフランク110g、
ロースハム
（スライス）
50g
賞味期限：冷蔵で15日

│本-014│別-071│わ-027

大 分 の 美 味しいを 贈る

770-019-018 bBcCcG

771-015-018 bBcCcG

773-018-018 bBcCcG

由布院燻製工房 燻家 由布岳燻

由布院燻製工房 燻家 由布岳燻

由布院燻製工房 燻家 由布岳燻

いぶすけ

MB-40････････････････････････････････････････････････

4,320円

カイザーステーキ
（ポーク）30g×2、
ホワイトソーセージ・辛口ポークウインナー・
ハーブウインナー・バジルウインナー・荒挽ポークソーセージ 各90g、
スモークチキ
ン
（ササミ）
30g×2
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

いぶすけ

MB-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

ベーコン
（スライス）
50g、
フライッシュケーゼポーク
（スライス）
・スモークチーズ 各
70g、
ホワイトソーセージ・オニオンウインナー・ハーブウインナー 各90g、
チキンフ
ランク110g、
カイザーステーキ
（ポーク）
30g×2
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

いぶすけ

MA-100･･････････････････････････････････････････

10,800円

ロースハム・ベーコン 各200g、
タンスモーク
（スライス）
40g、
スモークチキン
（ム
ネ）
100g、
ソフトサラミ180g、
バジルウインナー・荒挽ポークソーセージ・オニオン
ウインナー 各90g、
カイザーステーキ
（ポーク）
30g×2
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

ふるさとの味

774-014-018 bBcCcG

766-011-018 bBcCcG

772-011-018 bBcCcG

由布院燻製工房 燻家
ジビエ＆ハム・ソーセージセット

由布院燻製工房 燻家
ジビエ＆ハム・ソーセージセット

由布院燻製工房 燻家
ハーブソーセージセット

いぶすけ

GR-35････････････････････････････････････････････････

3,780円

鹿肉ボンレスハム
（スライス）
40g、
オニオンウインナー
（鹿肉・豚肉）
・ソフトサラミ
（鹿肉・豚肉）
・ホワイトソーセージ・ハーブウインナー 各90g
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

218-014-018 aNcDcG
安心院ソーセージ
生ハム＆生ソーセージセット
AZ-32･････････････････････････････････････････････････

3,456円

ラックスハム
（生ハム）
50g×2、生ソーセージ
（プレーン・ニラ・ゆずこしょう・味一ね
ぎ）
各100g
賞味期限：冷凍で90日

018

│本-014│別-071│わ-027

いぶすけ

GR-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

鹿肉ボンレスハム
（スライス）
40g、
カイザーステーキ
（鹿肉・豚肉）
30g×2、
ソフト
サラミ
（鹿肉・豚肉）
・オニオンウインナー
（鹿肉・豚肉）
・荒挽ウインナー
（鹿肉・豚
肉）
・辛口ポークウインナー・ホワイトソーセージ 各90g
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

いぶすけ

HA-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

バジルウインナー90g×2、荒挽ポークフランク110g、
オニオンウインナー・チキン
ウインナー 各90g、
ロースハム
（スライス）
50g
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

219-010-018 aNcDcG

767-018-018 bBcCcG

安心院ソーセージ 食べ比べセット

由布院燻製工房 燻家ハンバーグセット

AZ-35･････････････････････････････････････････････････

3,780円

手ごねチキンハンバーグ40g×5、生ソーセージ
（プレーン・ニラ・味一ねぎ・ゆずこしょ
う）
各100g、手ごねメンチカツ80g×2、生ハムスライス・ベーコンスライス 各50g
賞味期限：冷凍で90日

│本-014│別-071│わ-027

いぶすけ

HC-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

ハンバーグ80g×5、
ベーコン200g、荒挽ウインナー
（チキン＆ポーク）
90g
賞味期限：冷蔵で15日

│本-014│別-071│わ-027

お届け期間

12月上旬～

300

セット限り

040-010-019 aNcCcG

久住高原 パルクラブ
ソーセージセット 久住の響

パKT-35･･････････････････････････････････････････････

3,780円

ソーセージ
（あらびき・ゴマ・バジル・
トマトピザ風味）
・ベーコン
（スライス）
各80g、
ス
モークチキン
（ブロック）
150g
賞味期限：冷蔵で20日

│本-014│別-071│わ-027

205-011-019 aNcCcG

204-013-019 aNcCcG

ゆふいん牧場 ハム・ソーセージセット

ゆふいん牧場 オリジナルセット

TY351････････････････････････････････････････････････

3,780円

あらびきウインナー・ブラックペッパーウインナー・ハーブウインナー 各80g、
ロース
ハムスライス・ベーコンスライス 各60g
賞味期限：冷蔵で14日

│本-014│別-071│わ-027

TY50･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

あらびきウインナー・ハーブウインナー・ピリ辛ウインナー 各80g、厚切りロースハ
ム・厚切りベーコン 各80g×2、
骨付フランクソーセージ2本
賞味期限：冷蔵で14日

│本-014│別-071│わ-027

300

セット限り

竹田 藤野屋 久住高原からの贈り物

775-010-019 bBcDcG
別府 東洋軒 本家とり天詰合せ

･････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････

5,400円

赤鶏の炙り焼き130g×2、
赤鶏の炭火焼き・ハーブ豚肩ロースステーキ 各120g
×2、
プレーンウインナー・スパイシーウインナー 各120g、親鶏ぼんじりたれ味付
き150g×2
賞味期限：冷凍で90日

本家とり天王500g、本家ゆずとり天王400g

│本-014│別-071│わ-027

4,123円

761-011-019 bBcDcG
中津 からあげもり山 ももからあげ
･････････････････････････････････････････････････････････
もも骨なし500g×2

│本-014│別-071│わ-027

4,158円

│本-014│別-071│わ-027

大 分 の 美 味しいを 贈る

215-015-019 aNcDcG

ふるさとの味

170-011-019 aNcCcG
竹田 丸福 円熟鶏のあみ焼き・くんせい＆
奥豊後豚のあみ焼き
M-30･･････････････････････････････････････････････････ 3,240円
円熟鶏のあみ焼き・奥豊後豚のあみ焼き 各130g×2、円熟鶏のくんせい130g
賞味期限：冷蔵で60日

│本-014│別-071│わ-027

708-011-019 bBcDcG
豊後牛 ハンバーグステーキ

FB40･･････････････････････････････････････････････････

4,320円

豊後牛ハンバーグステーキ140g×5、
ハンバーグソース25g×5
賞味期限：冷凍で30日

│本-014│別-071│わ-027

171-018-019 aNcCcG

768-014-019 bBcCcG

竹田 丸福からの贈り物

由布院燻製工房 燻家
ササミスモークセット

M-40･･････････････････････････････････････････････････

4,320円

円熟鶏のあみ焼き・奥豊後豚のあみ焼き・円熟鶏のくんせい・ずりみそ炒め・ス
モークサラダチキン・円熟鶏の炭焼き 各100g
賞味期限：冷蔵で60日

│本-014│別-071│わ-027

795-011-019 bBcDcG
日出 マインズ 絶品ハンバーグセット
ZH-4･･････････････････････････････････････････････････
絶品やわらかハンバーグ150g×4、
白ワインソース75g
賞味期限：冷凍で90日

4,559円

│本-014│別-071│わ-027

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

いぶすけ

YS-40･････････････････････････････････････････････････
ササミスモーク30g×15
賞味期限：冷蔵で30日

4,320円

│本-014│別-071│わ-027

796-018-019 bBcDcG
日出 マインズ 絶品ハンバーグセット
ZH-5･･････････････････････････････････････････････････

5,740円

絶品やわらかハンバーグ150g×6、
白ワインソース75g×2
賞味期限：冷凍で90日

│本-014│別-071│わ-027

019

111-015-020 aAcG
耶馬渓茶 式部

式部-30･･･････････････････････････････････････････････
霧みどり
（煎茶）
80g、
かぶせ茶70g

112-011-020 aAcG

3,240円

耶馬渓茶 耶馬のせせらぎ

せせらぎ-30･･･････････････････････････････････････････
かぶせ茶・霧みどり・みどり 各70g

│本-015│別-071│わ-027

大 分 の 美 味しいを 贈る

717-010-020 bBcG

耶馬渓 お茶の川谷園 銘茶詰合せ
K-30-A････････････････････････････････････････････････
上深蒸し茶 翆・上白折・焙じ茶 各70g

3,240円

110-019-020 aAcG

3,240円

耶馬渓茶 やぶきた

Y-50･･･････････････････････････････････････････････････
霧ヶ峰
（煎茶）
・霧みどり
（煎茶）
各80g、
かぶせ茶70g

│本-015│別-071│わ-027

│本-015│別-071│わ-027

718-017-020 bBcG

719-013-020 bBcG

耶馬渓 お茶の川谷園 銘茶詰合せ
K-30-B････････････････････････････････････････････････

3,240円

深蒸し茶 奏70g、粉末緑茶100g、PREMIUM緑茶ティーバッグ3g×15

│本-015│別-071│わ-027

5,400円

耶馬渓 お茶の川谷園 銘茶詰合せ
K-50･･･････････････････････････････････････････････････
極上深蒸し茶 匠・上深蒸し茶 翆・深蒸し茶 奏 各70g

│本-015│別-071│わ-027

5,400円

│本-015│別-071│わ-027

20

セット限り

ふるさとの味

025-011-020 aAcG

きつき茶

TFR-30･･･････････････････････････････････････････････
煎茶80g×2

026-018-020 aAcG

3,240円

きつき茶

薫葉-50･･･････････････････････････････････････････････
上級かぶせ煎茶・かぶせ深蒸し煎茶・深蒸し煎茶 各80g

│本-015│別-071│わ-027

181-013-020 aAcG
臼杵 野津茶 吉四六の里

（有機栽培緑茶）
【JAS認定】
PT-003･･････････････････････････
蒸し製玉緑茶160g×2

5,400円

│本-015│別-071│わ-027

020

720-011-020 bBcG

5,400円

耶馬渓 お茶の川谷園 銘茶詰合せ
K-100･････････････････････････････････････････････
極上深蒸し茶 匠70g×2、手揉み茶5g×3

│本-015│別-071│わ-027

190-012-020 aAcG
若竹園 大分県産
千歳茶・いんび茶詰合せ
若竹CV-30･････････････････････

3,240円

千歳茶
（煎茶）
・いんび茶
（玉緑茶）
各100g

│本-014│別-071│わ-027

│本-015│別-071│わ-027

470-015-020 cG

佐伯 ぶんご銘醸
こうじのあまざけ詰合せ
････････････････････････････････････

10,800円

3,240円

こうじのあまざけ
（かぼす・ゆず・プレーン）
各500ml

│本-014│別-071│わ-027

420-018-020 cG
二反田醤油 麹あまざけ
AM-3･････････････････････････････
500ml×3

3,564円

│本-014│別-071│わ-027

032-018-021 aAcG
菊家 地卵はちみつぷりん

JHP-12･･･････････････････････････････････････････････
プリン90g×12
（カラメルソース付）
賞味期限：常温で90日

031-011-021 aJcG

3,499円

│本-012│別-072│わ-025

030-015-021 aAcG

菊家 ゆふいん創作菓子 蜜衛門
MP-14････････････････････････････････････････････････
蜜衛門×14
賞味期限：常温で30日

菊家 ゆふいん創作ものがたり

2,268円

KYY-30･･････････････････････････････････････････････

│本-012│別-072│わ-025

賞味期限：常温で30日

440-019-021 cG

ざびえる本舗 ざびえる
ZA-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

金
（ラム酒漬刻みレーズン入り餡）
・銀
（白餡）
各18
（2段重ね）
賞味期限：常温で30日

416-010-021 cG

帆足本家 富春館 塩バターあずきサブレ

3,348円

ざびえる金
（ラム酒漬刻みレーズン入り餡）
・銀
（白餡）
・瑠異沙 各12
（ざびえるは
2段重ね）

442-011-021 cG

│本-012│別-072│わ-025

ZAR-21･･･････････････････････････････････････････････

4,212円

･･･････････････････････････････････････････[写真の品]
18個

415-014-021 cG

2,268円

･････････････････････････････････････････････････････････

ざびえる金
（ラム酒漬刻みレーズン入り餡）
・銀
（白餡）
各6、瑠異沙×12
（ざびえ
るは2段重ね）
賞味期限：常温で30日

│本-012│別-072│わ-025

12個

│本-012│別-072│わ-025

2,862円

│本-014│別-072│わ-025

お届け期間

12月上旬～

大 分 の 美 味しいを 贈る

441-015-021 cG
る い さ
ざびえる本舗 ざびえる＆瑠異沙
ZAR-31･････････････････････････････････[写真の品]

3,348円

豆乳バターサンド×5、
蜜衛門×10、
豆乳生ぷりん
（プレーン×3、
黒ごま×2）
、
カラ
メルソース×5

ふるさとの味

527-017-021 cG

竹田 但馬屋老舗 三笠野・荒城の月詰合せ
･････････････････････････････････････････････････････････
三笠野・荒城の月 各8
賞味期限：常温で10日

3,160円

│本-071│別-072│わ-025

430-013-021 cG

三嶋堂製菓 臼杵煎餅（平）
US-30A･･････････････････････････････････････････････
2枚入×36袋
（3段重ね）
賞味期限：常温で90日

240-011-021 aNcCcG

3,456円

│本-012│別-072│わ-025

由布院 今泉堂 Chocolat Dora
Cho-10･･･････････････････････････････････････････････
リッチチョコ・ストロベリー・柚子・抹茶・チョコ 各2
賞味期限：冷蔵で10日

50

セット限り

518-018-021 cG
御菓子司 日田とらや 丸芳露
20個

│本-012│別-072│わ-025

100

セット限り

M20･･････････････････････････････

5,400円

2,808円

賞味期限：常温で14日 │本-014│別-072│わ-027

731-013-021 bBcCcG
日田 クマガエ
こんにゃくスイーツ・アソートセット
････････････････････････････････････ 3,240円

とろ～り黒胡麻こんにゃくデザート200g×3、
かぼすのマン
ナンジュレ・ゆずのマンナンジュレ 各60g×2、
こんにゃく羊
羹200g×2

727-016-021 bBcDcG
湯布院アイスパフェ
FD3592･････････････････････････

3,500円

バニラ＆いちご＆いちごソース・バニラ＆かぼす＆かぼすソー
ス・バニラ＆ブルーベリー＆ブルーベリーソース 各90ml×2
※沖縄・離島を除く全国配送

賞味期限：冷蔵で40日 │本-014│別-071│わ-027

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

│本-014│別-071│わ-027

786-012-021 bBcDcG

アイ・アイ・ディ牧場 ブラウンスイス牛の
生乳を使ったプレミアムアイスセット
BSIG90801････････････････････ 4,811円

プレミアムミルクアイス・プレミアムバニラアイス 各90ml×4
※沖縄・離島を除く全国配送
│本-014│別-071│わ-027

021

ふんわり 焼 きたての
美 味 しさをご自 宅で

730-017-022 bBcDcG
由布院CAFÉ LA RUCHE
バラエティパンギフト
･････････････････････････････････････････････････････････

4,320円

パンドミ3枚、
デニッシュ食パン2枚、天然酵母のクロワッサン、
パンオショコラ、
カ
カオドショコラ、
アールグレイとホワイトチョコレート、
ロールパン
※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
賞味期限：冷凍で60日

優しい 甘さと香り高さ、ふ わっ、もちっ
とした 食 感 が 人 気 。 年 間７万 本 売 れ
るホテルオリジナルの マ ーブ ル パン。

775-045-022 bBcDcG

SHIROYAMA HOTEL kagoshima
フラワーパンセット
･････････････････････････････････････････････････････････ 3,888円

│本-014│別-071│わ-027

ふわっ、もちっの
幸せ食 感

カフェタイムを優雅に彩るごちそうデリ

朝 食やランチ、まったりカフェタイムにもぴったり 。自 宅でのくつろぎの時 間 を、

優 雅に美 味 し く 彩ってく れる、
こだわりのデリメニューをご案 内 。

天 然 酵 母 のクロワッサンをはじめ 、「カフェ ラ リューシュ」
お す す めのパンを１番 美 味しい 状 態 でお 届 けいたします 。

チョコレートフラワーパン・ストロベリーフラワーパン・メープルフラワーパン 各
62.5g×6
賞味期限：冷凍で20日

│本-030│別-036│わ-021

熟 成 肉の旨 味が
たまらない

氷 温 熟 成させた 「 氷 室 豚 」 のカツは、
柔らかくジューシーで旨 味 が たっぷり。
一 度 食 べたら忘 れられないカツサンド。

756-040-022 bBcDcG
氷室豚カツサンド

HBS･･･････････････････････････････････････････････････
氷室豚カツサンド
（3切×4パック）
640g
賞味期限：冷凍で90日

022

4,752円

│本-030│別-052│わ-021

11月下旬～

カットす ると現 れ る 美し い マ ーブ ル 模
様 は 、 ひとつ ひとつを 職 人 が 丹 念 に
織り上 げ た 、 手 づくりの 証 で す 。

705-020-023 bBcG
グランマーブル マーブルデニッシュ
･････････････････････････････････････････････････････････
京都三色・メイプルキャラメル 各1斤
※沖縄・離島を除く全国配送
賞味期限：常温で12日

3,456円

目にも 美 味 しい
極 上デニッシュ

お届け期間

│本-020│別-012│わ-001

焼きたてと変 わらない 味をお 届 け 。

720-021-023 bBcDcG
三日月屋 天然酵母クロワッサン
･････････････････････････････････････････････････････････

3,674円

プレーン・メープル 各2、
チョコ、
チーズ、
シナモン、
よもぎ、
紅茶、
きなこ、
ココア
※北海道・沖縄を除く全国配送
賞味期限：冷凍で28日

とりふわふわの生地と相性抜群です。何度食べて
もはっとする究極のとろけ食感をご堪能ください。

758-043-023 bBcDcG

広島 八天堂
プレミアムフローズンくりーむパン 12個詰合せ
7340009 102･････････････････････････････････････ 4,212円

ふんわりとろける
究 極のクリーム

こだわりのクリームは口にいれるとふんわりとろけ、
しっ

│本-020│別-012│わ-001

カフェタイムを優雅に彩るごちそうデリ

外はパリッと
中はモッチリ

生 地 に は 三 種 類 の 最 高 級 小 麦 をブ
レンド 。 表 面 は パリッと中 は モッチリ、

カスタード×4、生クリーム&カスタード・抹茶・小倉・チョコレート各2
賞味期限：冷凍で90日

│本-030│別-052│わ-021

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

023

ワインにもぴったり
大 人の味 わい

「 鹿 児 島 産 黒 豚のボロネーゼ」 は黒 豚
と野 菜の旨みがつまった、デミグラスソー
ス仕 立ての大 人が楽しめる味わい。

711-047-024 bBcDcG
ピエトロ 洋食セットG
洋食セットG･･･････････････････････････････････････････

5,400円

ドライトマトとフレッシュモッツァレラ200g、
シェフの休日鹿児島産黒豚のボロネー
ゼ260g、
シェフの休日絶望スパゲティ290g、洋麺屋ピエトロ糸ひきモッツァレラ
チーズのトマトソース284g、洋麺屋ピエトロ博多辛子明太子のクリームソース
280.3g
│本-030│別-036│わ-021

は 、外 がカリッと中 はもっちりの 食 感 。

805-017-024 bBcDcG
スターフーズ 宇佐産小麦使用
南の大地ピザ 5種の詰合せ
P-002･･････････････････････････････････［写真の品］
5,400円

笑 顔がこぼれる
もっちり 食 感

カフェタイムを優雅に彩るごちそうデリ

大 分 県 宇 佐 市 産 小 麦 粉を 1 0 0 % 使
用 。こだわりの ふっくら手 延 ばし 生 地

マルゲリータ・豊後鶏の炭火焼き 各260g、バジル220g、
クワトロフォルマッジ
200g、
ナスとボロネーゼ270g

804-010-024 bBcDcG
スターフーズ 宇佐産小麦使用
南の大地ピザ 人気の3種詰合せ
P-001･････････････････････････････････････････････････ 3,888円

マルゲリータ・豊後鶏の炭火焼き 各260g、
バジル220g

│本-014│別-071│わ-027

本 場ローマ風
四 角いピッツァ

ロー マ 風 の 四 角 い 形 が 特 徴 的 なアル
ターイオ の ピッツァは 、 耳 が なくピッ
ツァ全 体 に 具 材 が 盛りだくさん 。

854-050-024 bBcDcG
ピッツァアルターイオ
ローマ風四角いピザ
PIZZA-RN2･････････････････････････････････････････ 5,400円

マルゲリータ・4種のチーズピザ・マッシュルームと海老のピザ・魚介のペスカトーレ
ピザ・糸島産ナスとピリ辛サラミのピザ・自家製ソーセージとアスパラガス プチトマ
トのピザ 各2、
ピッツァビアンカ
（クラフト生地）
約14cm×12cm・ピッツァロッサ
（ト
マトソースのみ）
約14cm×12cm 各1枚 ※ピザの大きさ約14cm×7cm
賞味期限：冷凍で80日

024

│本-045│別-053│わ-031

おうちでいただく
専 門 店のスープ

具 だくさん のシチューと野 菜を楽しめ
るス ープを 詰 合 せ 。 電 子レンジ で 簡
単 に お 召し 上 がりい た だ けます 。

752-045-025 bBcDcG
スープストックトーキョー
帆立チャウダーと野菜シチューセット
SST50HC･･･････････････････････････････････････････ 5,400円

帆立のニューイングランドチャウダー180g×2、
トマトと鶏肉のシチュー・オニオン
スープ・緑の野菜と岩塩のスープ・北海道産とうもろこしと鶏肉のシチュー・ミネス
トローネ・生姜入り和風スープ 各180g 計8袋
（電子レンジ対応可）
│本-032│別-035│わ-021

食 べご たえの ある具 だくさんスープま

ル キャベ ツ、 子 供 から 大 人 まで 楽し

で 、 7 種 類 のスープをセットに 。

めるメニュー が 揃ったセット内 容 に 。

796-050-025 bBcDcG

794-058-025 bBcDcG

RF1（アール・エフ・ワン）
7つの温もり 冬のスープセット
RF-SP7･･････････････････････････････････････････････

RF1（アール・エフ・ワン）
海老グラタン＆ハンバーグ・ロールキャベツセット
RF-GHR･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

5,400円

15品目のミネストローネ・具だくさんクリームチャウダー
（味わいベーコン）
・チキンと
生姜の具だくさんスープ 各230g、
とうもろこしのポタージュ・10種野菜のグリー
ンポタージュ・小かぶのなめらかポタージュ 各180g、
オマール海老と甘海老のビ
スク170g 計7

あるソースが 決 め 手 。 初 めてなのに、
どこか 懐 かしい 味 のビーフシチュー。

704-016-025 bBcDcG
百膳の夢 名物ビーフシチューセット
HBB-4････････････････････････････････････････････････

7,020円

名物ビーフシチュー250g×2、別府湾産車海老のクリームスープ180g×2

│本-014│別-071│わ-027

│本-045│別-052│わ-031

大分中津の伝説的名店「新マシュマロ。」から、技術、
伝統、そしてコーヒーへの情熱を継承。最高級品質の
珈琲でくつろぎの時間を優雅に美味しくお過ごしください。

732-011-025 bBcG

自 宅でとっておきの
一杯 を

じっくり煮 込んだ 柔らかい 牛 肉とコクの

ビーフの旨みハンバーグ デミグラスソース180g、
ベーコン巻き やわらか煮込み
のロールキャベツ210g、
まろやか海老グラタン210g 各2

昔 ながらの
懐かしい味 わい

│本-045│別-052│わ-031

カフェタイムを優雅に彩るごちそうデリ

グラタンをはじ め 、 ハンバ ーグ 、 ロー

誰 もが笑 顔になる
食 卓の人 気 者

ほっこり 毎 日が
楽 しみになる 味

定 番 の ポタージュや チャウダ ー から、

CAFÉ LA RUCHE
由布院焙煎 珈琲豆ギフト（3種）
CO3･･･････････････････････････････････････････････････

4,320円

ジャーマンロースト・フレンチロースト・イタリアンロースト 各150g
賞味期限：常温で60日

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

│本-014│別-071│わ-027

025

中身が 個 包 装されているから、 取 引 先やご家 族
が 多 い 方にも喜んでいただきや す い 小 分 けギフ
ト。お召し上がり方も手 軽で簡 単！もらって嬉しい、
選んで楽しい人 気ギフトをご案 内いたします。

875-058-026 bBcDcG
金沢 芝寿し 笹蒸し寿し3種詰合せ
･････････････････････････････････････････････････････････
笹蒸し寿し
（ずわい蟹・鰤照焼・牛しぐれ煮）
各70g×3

4,806円

石 川 県 金 沢 の 郷 土 料 理 「 笹 寿し」。 温 めていただくと、 酢 飯
はふっくらとして、笹の香りが引き立ちます。

│本-043│別-053│わ-031

「うなぎの富 貴 」より、味わい深いうなぎ
のセイロ蒸しを贅 沢なおむすびに。

100
セット限り
小分け・少量・簡単ギフト

かぼ すぶり、 美 人 ぶり、 活きぶりと大 分
を代表する魚をりゅうきゅう丼に。

201-014-026 aOcDcG

津久見 永徳鮮魚店
旬入り 豊の活きぶり丼食べ比べセット
･････････････････････････････････････････････････････････ 3,564円
活きぶり丼・美人鰤丼・かぼすぶり丼 各70g×2

シコシコした 麺、 牛 骨 ベースのスープ、
キムチが三 位一体となる盛岡冷麺。

885-053-026 bBcDcG

782-051-026 bBcCcG

柳川 うなぎの富貴 うなむすび

ぴょんぴょん舎 盛岡冷麺セット

HFU-50･･････････････････････････････････････････････
うなむすび105g×8

│本-014│別-071│わ-027

5,400円

│本-043│別-053│わ-031

16519････････････････････････････････････････････････

4,320円

（麺150g・スープ160g・キムチ40g）
各4、
（殻付ゆで卵50g・牛味付肉20g）
各2
賞味期限：冷蔵で10日

│本-045│別-053│わ-031

タレの 染 みたご 飯 の 上に、 ふっくらした
鰻の味わい。ひとくちで虜になる旨さ。

玄 界 灘で水 揚げされる天 然 真 鯛を贅 沢
に使用。 個 食パックでお届けします。

753-051-026 bBcDcG
玄界灘産の天然真鯛 鯛茶漬け

845-051-026 bBcDcG
うなぎの幸栄 うなぎひつまぶし

･････････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････

5,400円

真鯛切身・真鯛切身金ごま 各36g×3、茶漬け用だし14g×6、
ごまだれ・唐辛子
風味醤油 各30g×3、生わさび5g×3、吉四六のり0.5g×3
賞味期限：冷凍で90日

026

とろけるふかひれ餡は、 食 べ 応え十 分。
一 度は味わってみたい有名店の味。

│本-043│別-053│わ-031

160g×4
※沖縄・離島を除く全国配送
賞味期限：冷凍で30日

5,670円

│本-043│別-052│わ-031

865-052-026 bBcG

東京・日本橋「古樹軒」ふかひれラーメン
12610kjY････････････････････････････････････････････
（生麺120g・ふかひれ餡60g・中華スープ30g）
各8

5,400円

│本-045│別-053│わ-031

もっちり食 感のショートパスタを、素 材の旨み
が溶け込んだソースで楽しむ、パスタ３種の
詰 合 せ。 ぜひ、それぞれのソースの味わい
を食 べ 比 べでお楽しみください。

797-057-027 bBcDcG

RF1（アール・エフ・ワン）
ソースの旨みと楽しむ パスタ3種セット
RF-PAST3･･････････････････････････････････････････ 5,400円

濃厚な蟹クリームソースのパスタ パッケリ215g×2、
ヤリイカとあさりのパスタ カ
サレッチェ210g×2、柔らか牛肉のラグーのパスタ パッケリ220g×2
│本-045│別-052│わ-031

一枚一 枚 丁 寧に手 焼きする、元 祖「みっ
ちゃん総 本 店 」 の味を楽しめます。

黒豚と黒毛和牛の贅沢コラボ。美味しい
ものを少しずつ手軽に楽しみたい方に。

720-054-027 bBcDcG

みっちゃん総本店 広島流お好み焼4枚セット
GG041･･･････････････････････････････････････････････
広島流お好み焼そば入
（特製ソース・青粉付）
410g×4

5,400円

│本-045│別-052│わ-031

705-012-027 bBcDcG
百膳の夢 ちょっと贅沢スープセット
HBU-4････････････････････････････････････････････････

4,644円

別府湾産車海老のクリームスープ・里芋とレンコンの潤いスープ 各180g×2

│本-014│別-071│わ-027

豊 後 牛にごぼうが 絡み、旨 味をより引き
立てる、素 材が活きた贅 沢おむすび。

868-051-027 bBcDcG

小分け・少量・簡単ギフト

大 分の食 材をふんだんに使ったスープ。
手づくりでお店のままのレシピを再 現 。

黒豚丼・和牛丼の具三昧セット
B8-42･････････････････････････････････････････････････

4,320円

宮崎県産霧島黒豚豚丼の具
（和風・蒲焼風）
・鹿児島県産黒毛和牛さつまビー
フ和牛丼の具
（和風）
各100g×4
│本-045│別-052│わ-031

霧島黒豚を使用したハンバーグ。特製デ
ミグラスソースで柔らかく煮込みました。

自宅で作ると手間がかかるグラタンと
ビーフドリアがレンジで手軽に味わえます。

763-012-027 九州限定配送 bBcDcG
クールフーズHANA
豊後おむすびバラエティ
･････････････････････････････････････････････････････････ 4,644円
豊後牛おむすび・華の鶏おむすび 各80g×3、竹皮包みしゅうまい6個入×2

│本-014│別-071│わ-027

795-054-027 bBcDcG
RF1（アール・エフ・ワン）
海老グラタン＆黒毛和牛ビーフドリア

869-058-027 bBcDcG

RF-G＆KD････････････････････････････････････････････

B8-40･････････････････････････････････････････････････

5,600円

まろやか海老グラタン210g×3、黒毛和牛のビーフドリア260g×2

│本-045│別-052│わ-031

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

宮崎県産霧島黒豚 煮込みハンバーグ

4,320円

煮込みハンバーグ
（デミグラスソース仕立て・和風おろしソース仕立て・大人の照
り焼きソース仕立て）
各120g×3
│本-045│別-052│わ-031

027

吉 野 葛を使 用した、口どけなめらかで香り高い胡 麻 豆 腐。こだ
わりの柚 子 味 噌だれや胡 麻 味 噌だれでお召し上がりください。

銚 子 以 北で水 揚 げされる国 産 サバを使 用。 手 軽に洋 風アレン
ジができるサバ缶です。オシャレなパッケージもポイント。

755-052-028 bBcG
サヴァ缶5種アソート6缶

18861････････････････････････････････････････････････

102-040-028 aAcG
とき

いろどり

赤坂松葉屋 季の彩 胡麻豆腐

4,276円

TH-30･････････････････････････････････････････････････

（オリーブオイル漬×2、
レモンバジル味・パプリカチリソース味・アクアパッツァ風・
ブラックペッパー味）
各170g

3,240円

白胡麻豆腐43g×4、柚子胡麻豆腐・金胡麻豆腐・黒胡麻豆腐・かぼちゃ胡麻
豆腐 各43g×2、柚子味噌たれ・胡麻味噌たれ 各7g×6

│本-043│別-053│わ-031

│本-030│別-036│わ-021

パンやワインにも合う瓶 入り明 太 子 。 中
辛、バジル、チーズなど 6 種 類の詰 合 せ 。

小分け・少量・簡単ギフト

お届け期間

11月中旬～

スモーク、 バジルなど、アジの 開きにひ
と味加えた５種類の味わいをセットで。

716-014-028 bBcDcG
トキハオリジナル
三宅水産 大分アジシャス6尾セット
･････････････････････････････････････････････････････････ 5,400円
バジル味×2、
スモーク味、
スパイシーカレー味、
ピリ辛七味味、
トリュフ＆ガーリック味
賞味期限：冷凍で30日

│本-014│別-071│わ-027

素 材 の 風 味を引き立 た せ た、 食 べ 切り
サイズの鍋 三種類をお楽しみください。

017-051-028 aNcCcG

739-057-028 bBcDcG

福太郎 THE MENTAI 6個セット

たん熊北店 小鍋詰合せ 柊

FTM-34･･････････････････････････････････････････････

3,720円

中辛・七味あごだし・いか・サーモントラウトいくら・バジル・チーズ 各40g
賞味期限：冷蔵で10日

TFU-KNH-60SK･･･････････････････････････････････
寄せ鍋300g×2、牛鍋300g、
蟹鍋290g

│本-042│別-053│わ-031

6,480円

│本-045│別-052│わ-031

「阿部の笹かまぼこ」
「チーズボール」
「笹
だより」など、バラエティ豊かな詰合せ。

簡単調理が嬉しいお魚惣菜の詰合せ。氷
温熟成で素材の旨みを引き出しています。

850-055-028 bBcDcG

氷温熟成 簡単便利な魚惣菜ギフト（匠）
GOS-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

（のどぐろ煮付け50g・ぶり照り焼き70g・鯵の甘酢漬け150g）
各2、黄金生姜と
金目鯛の煮付け100g
賞味期限：冷凍で60日

028

│本-043│別-053│わ-031

一 人 前のきりたんぽ 鍋が、レンジで加 熱
するだけの簡 単調理で楽しめます。

704-059-028 bBcCcG
仙台名産 阿部の笹かまぼこ詰合せ
AJ-L6･････････････････････････････････････････････････

5,400円

吟撰笹・阿部の笹かまぼこ・菜ころん 各4、笹だより・チーズボール 各6
賞味期限：冷蔵で10日

│本-043│別-053│わ-031

842-052-028 bBcDcG

秋田比内や 比内地鶏楽チンたんぽセット
･････････････････････････････････････････････････････････
比内地鶏楽チンたんぽ1人前
（370g）
×5
賞味期限：冷凍で30日

6,912円
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日本を代 表する６大ブランド、神 戸 牛、松阪牛、米沢牛、近江
牛、宮 崎 牛、仙 台 牛を、それぞれひと口ステーキ用でお届け。

呼 子 「 萬 坊 」 で不 動の人 気を誇る「いかしゅうまい」と、プリ
プリの食 感が好 評の 「 海 老しゅうまい」をセットでお届け。

746-053-029 bBcDcG
呼子 萬坊
海老・いかしゅうまいセット

EA-3･･････････････････････････････････････････････････

862-053-029 bBcDcG
山晃食品 6大ブランド和牛
食べ比べひと口ステーキ

4,878円

7001286････････････････････････････････････････

いかしゅうまい8個入×2、海老しゅうまい8個入、
たれ・からし付

10,800円

神戸牛・松阪牛・近江牛・米沢牛・宮崎牛・仙台牛 各モモ60g
（計360g）
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賞味期限：冷凍で30日

創業 1 1 0 余 年の「タルレイ
（ 小 樽 冷 蔵 ）」
が、独自のノウハウで作るジンギスカン。
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自慢 の 角 煮 がご 飯とよく合う角 煮 御 膳。
皮がもちもちの長崎ぶたまんもセットで。

853-054-029 bBcDcG

北海道「タルレイ」100年ジンギスカン

838-055-029 bBcDcG
マイスター山野井 豚ロースみそ漬け

9201186････････････････････････････････････････････

KM-51････････････････････････････････････････････････

ジンギスカン180g×4

5,400円
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豚ロースみそ漬け7枚
（計510g）
賞味期限：冷凍で45日

5,400円
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噛むほどに豊かな肉の旨味。比内地鶏の
美味しさを詰め込んだ親子丼をご家庭で。

285-056-029 aOcDcG

小分け・少量・簡単ギフト

豚ロース肉を山 野 井 独自の 味 噌ダレで
漬け込んだ、風 味 豊かなみそ漬けです。

長崎 ふくみ屋 角煮御膳・肉まん詰合せ
FU-23･････････････････････････････････････････････････

2,592円

角煮卓袱まんじゅう60g×3、長崎ぶたまん
（28g×10）
、
角煮卓袱御膳200g×2
賞味期限：冷凍で90日
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中華の名 店「四川飯 店 」 の総 料 理 長
陳建一監修の本格中華惣菜を詰合せに。

ブランドポーク「 霧 島 黒 豚 」 のロース肉
を相性の良い３種類のたれに漬けました。

841-056-029 bBcDcG
秋田比内や 親子丼セット

･････････････････････････････････････････････････････････

5,400円

（親子丼の素150g・比内地鶏がらスープ200ml）
各4、海幸塩30g
賞味期限：冷凍で30日
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866-059-029 bBcDcG

宮崎県産 霧島黒豚 ロース肉漬三昧セット
B8-58･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ロース米糀味噌漬・ロース西京漬 各80g×4、
ロース塩糀漬65g×4
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dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

085-057-029 aNcDcG
陳建一 四川名菜詰合せ

CK-51････････････････････････････････････････････････

5,400円

陳麻婆豆腐・海老のチリソース 各150g、酢豚・餃子 各170g、黒酢酢豚
110g、
ふかひれ入りスープ150g×2、
貝柱入り焼売120g
賞味期限：冷凍で90日
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029

創業 4 0 余 年のふぐ卸専門店が
毎日新 鮮なトラフグを調理して提供。
鍋で団欒

白菜などお好きな具 材を用意して本 格 的なふぐちり鍋をお楽しみ

大 分の人 気ブランド魚 「かぼすブリ」を、しゃぶしゃぶ用に切り

いただけます。ふぐひれは、熱 燗を注いで、ひれ酒でどうぞ。

身に。大 分ならではの「かぼすポン酢」で、お召し上がりください。

759-015-030 bBcCcG

791-016-030 bBcDcG

臼杵 三共水産 とらふぐチリセット
FT-115･･･････････････････････････････････････････

12,420円

とらふぐ切身・アラ 計500g、特製カボスポン酢360ml、
ふぐひれ
（ひれ酒用）
5
枚、
出し昆布 ※国産養殖 ※年内のお届けは12月30日
（木）
までです。
消費期限：冷蔵で4日

│本-014│別-071│わ-027

「あら」 で本 格 的に出汁をとる
湯 布 院 産サーモンの絶品豆乳鍋。

豊後絆屋 大分かぼすブリしゃぶセット
KZ-6064･････････････････････････････････････････････

5,400円

かぼすブリしゃぶ用切り身400g、
カボスポン酢70ml、
もみじおろし5g×4、
和風だ
しスープ250g
賞味期限：冷凍で30日
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国東の海の豊かさを堪 能できる
鱧と地だこのしゃぶしゃぶ。

魚鍋特有の骨取のお悩みを解消したサーモンに野菜をセットした豆乳鍋

国東半島でとれる鱧を丁寧に手切りした「鱧しゃぶ」と、国東自慢の

とカルパッチョやお刺身などのアレンジ料理が楽しめる特別なセットです。

身の柔らかい地だこの「たこしゃぶ」。国東の海の豊かさをご家庭で。

789-011-030 bBcDcG

702-013-030

豊酵 Marin foods
湯布院産サーモン鍋まるごと1/2セット
･････････････････････････････････････････････････････････ 8,640円

湯布院産サーモン切身600g、刺身用柵150g、
出汁用アラ半身分、人参スライ
ス8枚、椎茸4個、
カット長ネギ1本分、豆乳鍋のたれ5袋、
ゆず胡椒5袋
賞味期限：冷凍で90日

030

冬限定の美味 「かぼすブリ」を
贅 沢に味わうしゃぶしゃぶセット。
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200

セット限り

bBcDcG
国東物産 鱧と地だこのしゃぶしゃぶセット
HTS-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

鱧しゃぶ・たこしゃぶ 各200g、
かぼすポン酢160ml、
出汁パック、薬味
（梅肉・も
みじおろし・ねぎ）
賞味期限：冷凍で60日
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「おおいた豊後牛」の中でも、旨味が濃厚な肩肉を厳選。「旅亭 田
乃倉」特製の割り下で、
とろけるような豊後牛の旨さをご堪能ください。

709-018-031 bBcDcG

由布院 旅亭 田乃倉 豊後牛すき焼きセット
YT-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

豊後黒毛和牛肩肉300g、
田乃倉オリジナルすき焼き割下350ml
賞味期限：冷凍で30日
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肉本来の旨味を引き出す製法で作られた「燻家」ならではのハムや
ソーセージ 3 種と、特製のスープが入った本格的なポトフセットです。

769-010-031 bB
cCcG
いぶすけ

由布院燻製工房 燻家
あったかポトフセット

YP-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ローストポーク100g、
チキンフランク110g、
ベーコン
（スライス）
50g、荒挽ポーク
ソーセージ・ホワイトソーセージ・バジルウインナー 各90g、
ポトフスープ80g
賞味期限：冷蔵で15日
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鍋で団欒

大分の「冠地どり」を濃厚な鶏白湯スープ仕立ての鍋に仕上げまし

大分県が誇る高級地鶏 「豊のしゃも」 の切り身を最高の鮮度で真

た。しめはちゃんぽんで、スープは最後の一滴までお楽しみください。

空パック。スープづくりに欠かせない鶏ガラもセットでお届けします。

793-019-031 bBcDcG

豊後絆屋 大分冠地どり鶏白湯鍋セット
KZ-0201･････････････････････････････････････････････

4,860円

冠地どり鍋用ぶつ切360g、冠地どり肉醤つみれ240g、鶏白湯鍋スープ250g、
ちゃんぽん麺200g
賞味期限：冷凍で30日
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516-015-031 cDcG

大分県産地鶏「豊のしゃも」鍋セット
･････････････････････････････････････････････････････････
豊のしゃも切り身1kg
（200g×5）
、鶏ガラ1kg
賞味期限：冷凍で30日

5,832円
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大分県産豚「米の恵み」を、鰹だしで仕上げた特製のそばつゆでい

天然にがりだけでつくる豆腐には濃厚な旨味がたっぷり。山国の湧

ただくのが特長。肉の甘味がいっそう引き立ちます。

き水とこだわりの豆乳で、ふわとろの豆乳湯豆腐をお楽しみください。

九州限定配送 bBcCcG
豊後和食 毘沙門天 大分県産米の恵み豚の
しゃぶしゃぶと生蕎麦セット（2～3人前）
B-30･･･････････････････････････････････････････････････ 5,724円

750-018-031 bBcCcG

764-019-031

大分県産「米の恵み」豚バラ・豚ロース 各180g、田舎庵の生蕎麦125g×2、
特製そばつゆ120ml、国東産の無添加カボス胡椒
消費期限：冷蔵で3日

│本-014│別-071│わ-027

中津 手よせ豆腐 卯の花
極上豆乳湯豆腐セット

G-33･･････････････････････････････････････････････････

3,348円

絹ごし豆腐350g×2、木綿豆腐350g、卯の花豆腐専用軟水350ml、豆乳
350ml×2、柚子胡椒×4、
つけだれ180ml
消費期限：冷蔵で5日

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。
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031

たらば蟹、ずわい蟹、花咲蟹、
三種の蟹の旨味と北の味覚が一堂に。

金沢塩麹に漬けこみした能登のふぐを
まるまる１尾使った老舗料亭の鍋。

三種類の蟹と、北海道ならではの魚介類、いももちを詰合せに。特製の

金沢塩麹に漬けこみした能登のふぐは、まろやかな肉質。加賀野菜

味噌だれで、北海道の豊かな恵みを余すことなく堪能できる鍋セットです。

を使用したつみれや加賀麩も、特製のお出汁でおいしくいただけます。

896-055-032 bBcDcG
札幌蟹販 蟹鍋セット

鍋で団欒

5AN･･･････････････････････････････････････････････

15,120円

冷凍ボイルたらばがに脚400g、冷凍ボイルずわいがに脚300g、冷凍ボイル花
咲がに脚100g、紅鮭切身・ボイルほたて・いももち 各3、
つぶ貝60g、鍋用みそ
だれ400g ※かに:ロシア産
賞味期限：冷凍で90日

金沢 金城樓 能登のふぐと加賀野菜つみれの
お二人用料亭鍋セット
K-NK･･････････････････････････････････････････････ 10,800円

能登のふぐ
（金沢塩麹漬）
スライスフィーレ1尾約100g、加賀野菜つみれ・飾り
切り口しいたけ・加賀麩 各4、
白菜ロール×8、春菊約70g、
えのき茸約50g、
うど
ん100g×2、
だし汁80ml
（濃縮10倍）
、
ポン酢80ml
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噛むほどに旨味がある比内地鶏と
モチモチのきりたんぽの本格鍋セット。

和牛最高峰ブランド「松阪牛」 の
とろけるような肉質を堪能。

比内地鶏のお肉とミンチ、
「あきたこまち」で作ったきりたんぽ、ねぎ、

いまや世界レベルでその名を誇る松阪牛。脂肪分に甘みのある極

せり、ごぼう、まいたけ、鶏ガラスープまで、全てが揃ったセット内容。

上の肉質は、
とろけるように柔らかく、
旨味が口いっぱいに広がります。

840-051-032 bBcCcG
秋田比内や 比内地鶏きりたんぽ鍋
KT-60･････････････････････････････････････････････････

6,480円

きりたんぽ3本、比内地鶏カット正肉・比内地鶏鍋ミンチ・ねぎ・舞茸・ささがきごぼ
う・せり 各100g、
糸こんにゃく180g、比内地鶏ストレートスープ500g
消費期限：冷蔵で5日

032

872-059-032 bBcDcG
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757-055-032 bBcCcG
柿安本店 松阪牛しゃぶしゃぶ用
MNSA100TE･･･････････････････････････････････
松阪牛しゃぶしゃぶ用
（モモ300g、肩230g）
消費期限：冷蔵で4日

10,800円
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鰹、 昆 布をベースとした風

「白身のトロ」とも呼ばれ

宮崎県認証ブランドポーク

味 豊 かな 出 汁を使 用。 厳

るほど、 上 質な脂 が 乗っ

「 霧 島 黒 豚 」。もも肉と

選 素 材をじっくり煮 込んだ、

た魚「のどぐろ」。しゃぶ

バラ肉、 肉だんご、 生ウ

旨 味しみ出る京の逸 品をご

しゃぶ用の切り身とのどぐ

インナーを詰 め 込 んだ 具

堪能ください。

ろだしをセットで。

沢山の贅 沢ちゃんこ。

895-059-033 bBcCcG

860-050-033 bBcDcG

867-055-033 bBcDcG

京都 下鴨茶寮 京おでん

KO-50B･･････････････････････････････････････････････

5,400円

京ひろうす×4、鴨つくね・玉こんにゃく 各1P、
ゆで大根・玉子・とりつくね天 各2
入×2、
ねぎ天×2、
出汁330ml×2
賞味期限：冷蔵で14日
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のどぐろしゃぶしゃぶ鍋セット
YNS5N･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

のどぐろしゃぶしゃぶ180g、
のどぐろだし
（鍋用・希釈）
50g×2、
柚子胡椒2g×4
賞味期限：冷凍で90日

宮崎県産 霧島黒豚みそちゃんこ鍋セット
B8-54･････････････････････････････････････････････････

5,400円

もも・ばら 各80g×3、黒豚生ウインナー
（8本入）
120g、黒豚肉だんご
（7個入）
105g、
みそちゃんこ鍋スープ30g×4
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│本-045│別-052│わ-031

九州銘柄鶏「華味鳥」

博 多・中州に本 店を構え
る水たき料亭 「博多華味

鍋で団欒

福岡朝 倉の銘 柄 鶏 「 古
処鶏」でつくる水 炊きセッ

の ハラミと牛 小 腸を組 み

ト。 噛 むほどに味わい 深

合わせるのが、水 炊き料

鳥 」 の吟 味されたスープ

い古 処 鶏を、濃 厚な鶏ガ

亭 「 博 多 華 味 鳥 」 オリ

と素材の旨味。オリジナル

ラスープと共にお届け。

ジナルのもつ鍋です。

ポン酢でご賞味ください。

888-052-033 bBcDcG

725-056-033 bBcDcG

724-051-033 bBcDcG

福岡 山灯家 古処鶏水炊きセット
HSK-55･･････････････････････････････････････････････

5,940円

（手羽中・手羽元炙りぶつ切り）計200g、つみれ200g、
（モモ・ムネ角切り）計
300g、
スープ
（ストレート）
400g×3、
ゆず胡椒15g、
ポン酢100g
賞味期限：冷凍で90日

博多華味鳥 もつ鍋セット

RHM-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

もつ鍋スープ600g×2、牛小腸・華つくね各200g、鶏はらみ100g、
ちゃんぽん
麺180g、薬味
（胡麻・にんにくスライス・唐辛子）
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博多華味鳥 水たきセット

RHS-906････････････････････････････････････････････

5,400円

水たきスープ600g×2、華味鳥 切り身・華味鳥 ぶつ切り 各300g、華つくね
200g、博多ぽん酢220ml、
ちゃんぽん麺180g
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肉 質 が や わらか で 旨 味

ブランド真 鯛 「 天 草 荒 波

嬉野温泉の名物料理。と

たっぷり。黒豚に続く鹿児

鯛」のふっくらとした鯛の

ろける食感の湯豆腐の後

島の新しい「黒」として注

身を、旨 味 たっぷりの 鯛

は、真っ白になったスープ

目される「 薩 摩 黒 鴨 」を

の頭でとった出 汁で煮 込

を用いてお鍋やお雑 炊ま

堪能いただける鍋セット。

む鍋はまさに格 別です。

でお楽しみください。

887-056-033 bBcDcG

774-057-033 bBcDcG

722-057-033 bBcCcG

薩摩 黒鴨鍋セット

HNS-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

薩摩黒鴨スライス150g×2、薩摩黒鴨つみれ6個入、黒鴨鍋つゆの素300ml、
さつまいも澱粉麺120g×2
賞味期限：冷凍で90日

│本-045│別-052│わ-031

天草荒波鯛なべセット

･････････････････････････････････････････････････････････

5,400円

真鯛切り身500g、鯛かぶとスープ
（濃縮）
200g、
ゆず胡椒10g、
うどん麺180g
×2
賞味期限：冷凍で90日
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dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

佐嘉平川屋 嬉野温泉名物 温泉湯豆腐
AP･････････････････････････････････････････････････････

4,000円

温泉とうふ400g×3、温泉とうふ用調理水1L、
ぽん酢150ml、
柚子胡椒40g
賞味期限：冷蔵で9日
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033

全 国 各 地の美 味しさを
お 家で楽しむ

北海 道

hokkaido

sendai

諸 国 う ま い も の 巡り

厳 選したズワイガニを使 用し、 脚 部 分で最も甘 みの 強 い 棒ポー

仙 台 牛たん焼きの名 店「たんや善 治郎」ならではのグルメギフト。

ションと、歯ごたえのある二 本 爪ポーションに仕 上げました。 食 べ

こだわりの牛たんが 内 容 量の半 分も入った、ボリュームいっぱい

やすく殻をカットしているので、包 丁や調 理ばさみも不 要です。

の牛たんシチューと牛たんカレーをセットでお届けします。

897-051-034 bBcDcG

748-056-034 bBcG

札幌蟹販 ずわい蟹しゃぶセット
12-K･･･････････････････････････････････････････････

17,280円

生冷凍ずわいがに棒ポーション・生冷凍ずわいがに二本爪ポーション 各500g、
だし用昆布20g、
かにしゃぶ用たれ175cc
※かに：ロシア産またはカナダ産またはアメリカ産
賞味期限：冷凍で90日

岩手

たんや善治郎
牛たんシチュー・カレー6個セット
R-68･･･････････････････････････････････････････････････
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石川・金沢

iwate

6,800円

牛たんシチュー・牛たんカレー中辛・牛たんキーマカレー 各300g×2
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kana zawa

三 陸の海の幸を知り尽くした中村 家より、昆 布ベースの 「 昆 布 醤

金沢の迎賓館として 120 余年の歴史を誇る「老舗料亭 金城樓」が

油 漬 」とめかぶベースの 「めかぶ醤 油 漬 」。中村 家を代 表 する

お届けする一夜干し詰合せ。高級魚 「のど黒」をはじめ、石川県

二つの味わいをセパレートタイプの容器に詰めてお届けします。

産の「かます」や国産の「いか」の一夜干しをお楽しみいただけます。

783-056-034 bBcDcG

中村家 黄金海撰漬

7966･･････････････････････････････････････････････････
340g
（昆布醤油漬・めかぶ醤油漬 各170g）
賞味期限：冷凍で90日

034

宮城・仙台

5,940円
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873-055-034 bBcDcG
金沢 金城樓
のど黒・かます・いかの一夜干し
K-I･･････････････････････････････････････････････････････

5,400円

いか
（国産）
×2・のど黒
（韓国）各100g、
かます
（石川県）
80g×2
賞味期限：冷凍で30日
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福島

石川・金沢

fukushima

kana zawa

2 種 類の小 麦 粉を独自の配 合で練り込 み 熟 成させた麺はモチモ

北 陸・金 沢の 「 芝 寿し」より、 作り立ての美 味しさを再 現 する冷

チの食 感とつるっとした喉ごしが 特 長。 麺と相 性 抜 群の醤 油 味・

凍 手まり寿 司。 洗 練された華やかさはもちろん、ひとくちサイズの

みそ味のスープをセットでお届けします。

食 べやすさ、見た目以 上の食 べ 応えも人 気の理由です。

864-056-035 bBcG

876-054-035 bBcDcG

喜多方ラーメン 10食メンマセット
KRN-35Y････････････････････････････････････････････

3,780円

麺120g×10、醤油スープ35g×6、
みそスープ41g×4、味付メンマ50g×2
賞味期限：常温で45日

･････････････････････････････････････････････････････････
あなご・海老＆玉子・のどぐろ・サーモン 各4
賞味期限：冷凍で90日

石川

tochig i

もちもちの皮は、 栃 木 県 産の小 麦 粉 「ゆめかおり」 を使 用。 具

5,400円
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ishikawa

「このわた」 は、 能 登 産ナマコの厳 選された腸（わた）をうす 塩

は栃木 県 産の豚肉 「とちぎ夢ポーク」、野 菜も国 内 産のキャベツ、

のみで仕 上げた逸 品です。ナマコの卵 巣を素 干した 「 干くちこ」

タマネギ、ニラ、ネギ、ニンニク、生 姜にこだわっています。

は、軽く炙ると芳醇な香りと味わいをお楽しみいただけます。

858-056-035 bBcDcG
宇都宮餃子「さつき」セット

1410022S19･･････････････････････････････････････

5,400円

さつき餃子20g×45、
キムチ・ゆず・青しそ 各20g×15、
タレ8g×18
賞味期限：冷凍で90日

富山
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874-051-035

20

･････････････････････････････････････････････････････････
このわた
（竹筒）
25g×2、干くちこ
（小）
1枚

11月上旬～
12月上旬

7,290円
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石川・金沢

toyama

お届け期間

セット限り

bBcDcG
能登珍味 なまこや 能登の香

賞味期限：冷凍で30日

kana zawa

日本海を代 表する味 覚といえば「ぶり」。 新 鮮なぶりの貴 重なカマ

人 気の 「 器 茶 漬け」 は、香ばしい最中を手で割り、ご飯にのせ、

と大 根を煮 込んだ 「ぶり大 根 」と、こだわりのタレでふっくら仕 上

お 茶 や お 湯 で 注ぐと簡 単においしい 佃 煮 茶 漬 けができあがりま

げた 「ぶりカマ照り焼き」 はご飯との相性が抜 群です。

す。 無 添 加ひと筋に作られる佃 煮とセットでお届けします。

859-052-035 bBcDcG

とと屋 ぶり料理食べ比べセット
1090022････････････････････････････････････････････
ぶりカマ照焼・ぶり大根 各160g×3
賞味期限：冷凍で90日

5,400円
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諸 国 う ま い も の 巡り

栃木
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金沢 芝寿し 手まり寿し16個入り

579-041-035 cG

金沢 佃の佃煮 器茶漬けと佃煮の詰合せ
K30UH･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

磯くるみ30g×2、海老くるみ・ぎんぽ白魚・魚の花 各25g×2、器茶漬け
（じゃこ
椎茸・かつお昆布・梅昆布）
各2
賞味期限：常温で50日

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。
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035

東京
石川

ishikawa

tokyo

「旬を生かし、味を守る」をモットーに、魚 介それぞれが持つ 「 鮮
度 」「 風 味 」「うま味 」を、全 国の蔵元から選び抜いた酒粕に漬

きんつばといえば、金 沢の名 高い菓 子 匠の中田屋 。 代 表 銘 菓 「き

け込んで引き出します。 名 店ならではの美味をご堪能ください。

んつば」と地 元 石川県 産の能 登 栗を贅 沢に閉じ込めた 「 毬 栗 」、

798-053-036 bBcCcG

青えんどう豆の 「うぐいす」。 季 節 限 定の味わいをお届けします。

京粕漬魚久 京粕漬詰合せ

5,400円

UG-50･････････････････････････････････［写真の品］

750-026-036 bBcG
きんつば中田屋 里いろ
･････････････････････････････････････････････････････････
いがぐり

きんつば・毬栗・うぐいす 各4
賞味期限：常温で14日

諸 国 う ま い も の 巡り

静岡

3,693円

│本-019│別-015│わ-002

京粕漬
（ぎんだら・キングサーモン・みなみかごかます・まだら・銀ひらす）
、酒粕白味
噌漬
（ぶり）

799-051-036 bBcCcG
TR-100･･･････････････････････････････････････････

賞味期限：冷蔵で7日

京都

shizuoka

牛 丼でお馴 染みの吉 野 家のあの味が焼きそばに。 吉 野 家と富 士

10,800円

京粕漬
（ぎんだら・キングサーモン・まだら 各2、
するめいか、
ほたて貝×3）
、酒粕白
味噌漬
（ぶり×2）
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kyoto

脂と赤身のバランスが 絶 妙な合 鴨ロースを、 特 製だしでいただく

宮やきそばがコラボした 「 牛 肉やきそば 」と、ご当 地やきそばの

下 鴨 茶 寮自慢 の 合 鴨なべ 。 合 鴨 つくねや 野 菜、 生 麺 （うどん）

王 様 「 富 士 宮やきそば」をセットでお届けします。

などの具 材、味の決め手となる特 製だしをセットでお届けします。

894-052-036 bBcCcG
723-053-036 bBcDcG

ご当地やきそばセット

YFM･･･････････････････････････････････････････････････

4,320円

吉野家×富士宮やきそば「牛肉やきそば」
（180g×2食）
×2袋、富士宮やきそば
（170g×2食）
×2袋
│本-045│別-052│わ-031

兵庫・芦屋

ashiya

･････････････････････････････････････････････････････

10,800円

合鴨肉400g、合鴨つみれ200g、柚子胡椒、人参、
白葱、
白菜、水菜、油揚げ、
巻湯葉、
牛蒡、
葱、
せり、
椎茸、
すだち、
菊菜、
生姜、
生麩、
だし汁360ml×3、
生麺
（うどん）
150g
※年内のお届けは12月22日
（水）
までです。※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：冷蔵で3日

京都

│本-045│別-052│わ-031

kyoto

和 牛の旨 味 が引き立 つユッケジャンスープ。 鶏ガラと香 味 野 菜 か

明 治 2 年に京 都で最 初の牛 肉 屋として創 業した 「モリタ屋 」 が

ら出汁を取ったスープは、 食 欲を刺 激 するピリ辛 風 味 。ご飯を入

目利きした、 和 牛のすき焼き。その繊 細な味わいと上 品な舌ざわ

れてクッパ風にしても美 味しくお召し上がりいただけます。

りは、まさに美 味の贅を極めた一 品です。

856-053-036 bBcDcG
ファイブミニッツ・ミーツ
黒毛和牛のユッケジャンスープ
7031417････････････････････････････････････････････ 4,320円
黒毛和牛のユッケジャンスープ180g×6
賞味期限：冷凍で30日

036

京都 下鴨茶寮 料亭の合鴨なべ

│本-045│別-053│わ-031

863-051-036 bBcDcG
京都 モリタ屋
京都産黒毛和牛モモ・肩すき焼き
MKMS-5N･･･････････････････････････････････････････
京都産黒毛和牛モモ・肩 計350g
賞味期限：冷凍で30日

5,400円

│本-045│別-052│わ-031

兵庫・神戸

kobe

奈良

nara

但 馬 牛 入りのパテを自家 製のパイ生 地で包んでオーブンで焼き上

定 番のさばとさけの柿の葉 すしに、人 気の 「あなごすし」と上 品

げた贅 沢なミートパイ。 生 地のサクサクした食 感も大きな魅 力。 温

な 「 鯛の押しすし」を詰 合 せました。 冷 凍なのでいつでもお好き

めるだけで手 軽にお召し上がりいただけます。

な数だけ美 味しく召しあがっていただけます。

857-051-037 bBcDcG

719-056-037 bBcDcG

神戸ハング 但馬牛入りミートパイ

柿の葉すし本舗たなか
押しすし・柿の葉すし詰合せ

3090021････････････････････････････････････････････

FG-01･････････････････････････････････････････････････

但馬牛入りミートパイ150g×4
賞味期限：冷凍で90日

│本-045│別-053│わ-031

押しすし
（鯛・あなご 各6）
、柿の葉すし
（さば・さけ各3）
賞味期限：冷凍で90日

福岡

ehime

5,616円

│本-043│別-053│わ-031

fukuoka

漁 獲量が少ないため幻の魚とも言われるクエ。白身の魚ながらしっ

プロの目利きが季 節の魚を厳 選 。 博 多の料 理 人が、 一 切れずつ

かりと旨みがあるのが特 長で、鍋にしても刺身にしても美 味な魚で

丁 寧に捌いた刺身の盛り合わせと、秘 伝のごまだれで漬け込んだ

す。稀 少なクエを捌いてお届けします。

漬け魚をセットにした博 多 幸 盛りが、ご家庭で手 軽に楽しめます。

861-057-037 bBcDcG
愛媛県宇和海産クエ鍋セット
NSP113･････････････････････････････････････････････
本クエ鍋500g、本クエ刺身50g、
ぽん酢40ml×3

8,640円

│本-043│別-053│わ-031

佐賀・嬉野

ureshino

750-050-037 bBcDcG
厳選盛合わせ 博多幸盛り

･････････････････････････････････････････････････････････

7,560円

ごまたい・ごまヒラマサ・ごまあじ 各80g、真鯛・ヒラマサ・炙りさわら 各5貫38g×
2、
アトランティックサーモン5貫38g、酒蒸しあわび、
いか22g、醤油5袋、生わさ
び×3
賞味期限：冷凍で90日

佐賀

│本-043│別-053│わ-031

saga

嬉 野 温 泉の名 物 温 泉 湯 豆 腐 。 温 泉 調 理 水で炊くと、とろりととろ

添加物を一切使用することなく、稀少な佐賀牛を 100％使用して塩・

ける口どけに。 老 舗 旅 館の和 食 職 人 が 創 作した特 製ごまだれで

こしょうだけで味付けしたハンバーグ。あふれる肉汁をソースの代わ

いただく、和 多 屋 別 荘自慢の湯 豆 腐です。

りにしてお召し上がりください。

824-054-037 bBcCcG

嬉野温泉 和多屋別荘 温泉湯豆腐セット
･････････････････････････････････････････････････････････

4,320円

もめん豆腐400g×3 、温泉とうふ用調理水1000ml、
ごまだれ100ml×2、薬味
（かつお削り節・おろし生姜・わけぎ）
消費期限：冷蔵で5日

│本-043│別-053│わ-031

諸 国 う ま い も の 巡り

愛媛

5,184円

843-059-037 bBcDcG
佐が家 佐賀牛ハンバーグ

SSH-50･･････････････････････････････････････････････
佐賀牛ハンバーグ
（生・冷凍）
140g×6
賞味期限：冷凍で80日

dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

5,400円
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037

阿蘇の大自然に育まれたハーブ豚
を使用。ドイツ食肉マイスター直
伝の製法でつくる、「本物の美味
しさ」を追求したベーコン・ソー
セージです。

733-059-038 bBcCcG

厳選イチオシ

阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 特選ギフト

ANT-40･･･････････････････････････････････････････

734-055-038 bBcCcG
阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 特選ギフト

4,320円

ANT-50･･･････････････････････････････････････････

炭火スモークベーコン150g、サラダチキン170g、ポリニッシュソーセージ
180g、
フランクフルト140g
賞味期限：冷蔵で30日

5,400円

炭火スモークソーセージ300g、鴨の燻製200g、ポリニッシュソーセージ
180g、炭火スモークベーコン150g
賞味期限：冷蔵で30日

│本-045│別-052│わ-031

│本-045│別-052│わ-031

生 鮮 グルメ

005-053-038 aNcCcG
湯布院の風/エッセンプレミアム
PSV-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

ロースハムスライス・モモハムスライス・ミートローフスライス 各60g、
ローフステー
キ90g、
あらびきウインナー80g×2、
あらびきフランク80g
※この商品は国産の原料肉を使用しております。
賞味期限：冷蔵で35日

│本-045│別-052│わ-031

008-052-038 aNcCcG
湯布院の風/エッセンプレミアム
EH-30M･･････････････････････････････････････････････
ロースハム300g、
ミートローフ280g
※この商品は国産の原料肉を使用しております。
賞味期限：冷蔵で85日

038

3,240円

│本-045│別-052│わ-031

006-051-038 aNcCcG
湯布院の風/エッセンプレミアム
PSV-40･･････････････････････････････････････････････

4,320円

ロースハムスライス・モモハムスライス 各60g×2、
ミートローフスライス60g、
ロー
フステーキ90g、
あらびきウインナー80g×2、
あらびきフランク80g
※この商品は国産の原料肉を使用しております。
賞味期限：冷蔵で35日
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009-059-038 aNcCcG
湯布院の風/エッセンプレミアム
EH-40････････････････････････････････････････････････

4,320円

ロースハム300g、
あらびきウインナー80g×2、
ミートローフ280g
※この商品は国産の原料肉を使用しております。
賞味期限：冷蔵で40日
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007-056-038 aNcCcG
湯布院の風/エッセンプレミアム
PSV-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

ロースハムスライス・モモハムスライス 各60g×2、
ミートローフスライス60g、
ロー
フステーキ90g、
あらびきウインナー80g×2、
あらびきフランク80g、
ミートローフ
280g ※この商品は国産の原料肉を使用しております。
賞味期限：冷蔵で35日
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010-057-038 aNcCcG
湯布院の風/エッセンプレミアム
EH-50････････････････････････････････････････････････
ロースハム・モモハム 各300g、
ミートローフ280g
※この商品は国産の原料肉を使用しております。
賞味期限：冷蔵で85日

5,400円
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阿蘇の逸品
美味しさのこだわり
創業以来、食と健康を考えた昔ながらの
製法にこだわり、世界農業遺産に認定さ
れたドイツの環境に似た南阿蘇で、添加
物を抑えたものづくりに取り組んでいます。
その製品は本場ドイツの食肉コンテスト、

033-057-039 aNcCcG

DLG 国際品質協議会で金賞を受賞する

阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 手造りハム

など、
世界が認めた自然の美味しさです。

AN-530･･････････････････････････････････････････････

5,400円

炭火スモークロースハム300g、
炭火スモークヒレハム100g、
ドイツハム370g
賞味期限：冷蔵で25日

031-054-039 aNcCcG
阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 手造りハム

AN-35････････････････････････････････････････････････

3,780円

炭火スモークベーコン170g、炭火スモークウインナー150g、
ポリニッシュソー
セージ180g、
プロシュート
（イタリア産生ハム）
40g
賞味期限：冷蔵で25日
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030-058-039 aNcCcG
阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 手造りハム

AN-410･･････････････････････････････････････････････

4,320円

炭火スモークベーコン170g、炭火スモークヒレハム100g、炭火スモークソー
セージ300g、
フランクフルト140g
賞味期限：冷蔵で25日

│本-045│別-052│わ-031
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032-050-039 aNcCcG
阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 手造りハム

AN-510･･････････････････････････････････････････････

5,400円

炭火スモークロースハム・炭火スモークソーセージ 各300g、炭火スモークベーコ
ン170g、
フランクフルト・ポリニッシュフランク 各140g
賞味期限：冷蔵で25日
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ハム

034-053-039 aNcCcG
阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 手造りハム

AN-60････････････････････････････････････････････････

6,480円

炭火スモークベーコン170g、炭火スモークソーセージ300g、炭火スモークヒレ
ハム100g、
ハーブウインナー150g、
フランクフルト140g、
ビヤーハム220g

賞味期限：冷蔵で25日

│本-045│別-052│わ-031

50

AN-80････････････････････････････････････････････････

8,640円

炭火スモークロースハム・炭火スモークソーセージ 各300g、炭火スモークベーコ
ン170g、
炭火スモークヒレハム100g、
ポリニッシュソーセージ180g、
フランクフル
ト140g
賞味期限：冷蔵で25日
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阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 特選馬刺し

SPF-60･･･････････････････････････････････････････････

6,750円
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阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 手造りハム
AN-100･･････････････････････････････････････････

10,800円

炭火スモークロースハム・炭火スモークソーセージ 各300g、炭火スモークヒレハ
ム100g、炭火スモークベーコン170g、
ポトフスープ150g、
フランクフルト140g、
ポリニッシュソーセージ180g、
ハモンセラーノ50g、
プロシュート
（イタリア産生ハ
ム）
40g
賞味期限：冷蔵で25日
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セット限り

731-056-039 bBcCcG
阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 ショルダーボンレスハム
AT-80･････････････････････････････････････････････････ 8,640円

ショルダーボンレスハム800g
賞味期限：冷蔵で30日

036-056-039 aNcCcG

50

セット限り

732-052-039 bBcDcG

賞味期限：冷凍で60日

阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 手造りハム

50

セット限り

馬刺し
（ロース）
130g×2

035-051-039 aNcCcG

│本-045│別-052│わ-031

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

730-051-039 bBcCcG
阿蘇ナチュラル・Jファーム
阿蘇の逸品 自家製ローストビーフ
ANRB-10････････････････････････････････････････
自家製ローストビーフ800g、
オリジナルスパイス50g
賞味期限：冷蔵で14日

10,800円

│本-045│別-052│わ-031

039

美ノ国
美味しさのこだわり
日本ハムのお薦めは、
「 美ノ国」です。豊
かな水と緑に恵まれた国内の自社農場で
健康な豚を育むことからはじめています。
更に、
おいしいハムをつくるために、
ひとつ
ひとつ丹念に、手間をかけて熟成させ、
お

075-051-040 aNcCcG
日本ハム
国産プレミアム 美ノ国ハム詰合せ
UK-500･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

肉の旨みを引き出しています。

熟成ロースハム400g、熟成ももハム280g
賞味期限：冷蔵で50日

076-058-040 aNcCcG
日本ハム
国産プレミアム 美ノ国バラエティ詰合せ
USP-301････････････････････････････････････････････ 3,240円

熟成ボロニア58g、生ハムオリーブ風味40g×2、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、熟成ロースハム60g
賞味期限：冷蔵で35日
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077-054-040 aNcCcG
日本ハム
国産プレミアム 美ノ国バラエティ詰合せ
USP-401････････････････････････････････････････････ 4,320円

熟成ボロニア58g、生ハムオリーブ風味40g×2、熟成ビアシンケン72g、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、熟
成ロースハム60g
賞味期限：冷蔵で35日
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078-050-040 aNcCcG
日本ハム
国産プレミアム 美ノ国バラエティ詰合せ
USP-501････････････････････････････････････････････ 5,400円

熟成ボロニア58g、生ハムオリーブ風味40g×2、熟成ももハム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、熟成ロー
スハム60g×2
賞味期限：冷蔵で35日
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ハム
079-057-040 aNcCcG
日本ハム
ハム・ローストビーフ詰合せ
NR-33････････････････････････････････････････････････ 3,240円

スモークハム180g、炭火焼ローストビーフ150g、
ローストビーフソース60g、特撰
あらびきローフ135g
賞味期限：冷蔵で40日
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スモークハム180g、炭火焼ローストビーフ150g、
ローストビーフソース60g、特撰
あらびきローフ135g、
あらびきステーキ80g、百貨店限定シャウエッセン80g
賞味期限：冷蔵で40日
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082-058-040 aNcCcG
日本ハム バラエティ詰合せ

083-054-040 aNcCcG
日本ハム バラエティ詰合せ

ND-300･･････････････････････････････････････････････

ND-400･･････････････････････････････････････････････

3,240円

スモークハム・たれ漬け焼豚 各180g、特撰あらびきローフ135g、百貨店限定
シャウエッセン80g×2
賞味期限：冷蔵で45日

040

080-055-040 aNcCcG
日本ハム
ハム・ローストビーフ詰合せ
NR-42････････････････････････････････････････････････ 4,320円
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4,320円

特撰肩ロース200g、直火焼焦がし肩ロース焼豚160g、特撰あらびきローフ
135g、百貨店限定シャウエッセン80g×2
賞味期限：冷蔵で40日
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081-051-040 aNcCcG
日本ハム
ハム・ローストビーフ詰合せ
NR-52････････････････････････････････････････････････ 5,400円

ロースハム380g、炭火焼ローストビーフ150g、
ローストビーフソース60g、
たれ漬
け焼豚180g、百貨店限定シャウエッセン80g×2
賞味期限：冷蔵で40日
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084-050-040 aNcCcG
日本ハム バラエティ詰合せ
ND-500･･････････････････････････････････････････････

5,400円

ロースハム380g、
たれ漬け焼豚180g、特撰あらびきローフ135g、生ハム40g、
百貨店限定シャウエッセン・あらびきステーキ 各80g
賞味期限：冷蔵で40日
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伝承シリーズ
美味しさのこだわり
「伝承」
は、厳選された国産豚肉のみを使用し、最高の
味わいを目指して受け継がれてきた想いと技で丹精込
めてつくり上げたこだわりのハムギフトです。
また、多彩
な味わいの商品を詰め込んだ
「伝承の響」
は桜のチッ
プで香り良くスモークしたハム・ソーセージや真空調理

829-056-041 bBcCcG

製法でジューシーさを引き出したローストビーフ、
旨みの

伊藤ハム
国産伝承 ハムスライス詰合せ

たれでやわらかく仕上げた焼豚などバラエティに富んだ
おいしさを詰合せた人気のセットです。

IDS-5M･･･････････････････････････････････････････････

賞味期限：冷蔵で30日

825-050-041 bBcCcG
伊藤ハム
伝承の響 うす塩仕上げハム詰合せ
DUS-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

うす塩仕上げ
（ロースハム320g、
あらびきヴルスト190g）
賞味期限：冷蔵で45日
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5,400円

肩ロース66g、
ボロニアソーセージ51g、
生ハム
（ロース・モモ）
各40g、
ロースハム
60g、
あらびきウインナー・ホワイトウインナー 各85g、
厚切あらびきステーキ80g

827-053-041 bBcCcG
伊藤ハム
伝承の響 うす塩仕上げハム詰合せ
DUS-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

うす塩仕上げ
（ロースハム320g、肩ロース210g、
あらびきヴルスト190g、
あらび
きウインナー85g×2）
賞味期限：冷蔵で45日
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830-054-041 bBcCcG
伊藤ハム 国産伝承 ハム詰合せ
IDM-50･･･････････････････････････････････････････････
ロースハム400g、
ももハム220g
賞味期限：冷蔵で60日

5,400円
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ハム

223-050-041 aNcCcG

224-057-041 aNcCcG

225-053-041 aNcCcG

ローストビーフ170g、
炙り焼あらびきポーク・厚切あらびきステーキ 各120g、
あら
びきウインナー85g、生ハム45g、2種の和風ソース40g

和風ローストビーフ・特選燻しポークハム 各180g、
炙り焼あらびきポーク・厚切あ
らびきステーキ 各120g、
あらびきウインナー85g、2種の和風ソース40g

特選ロースハム320g、和風ローストビーフ180g、
炙り焼あらびきポーク・厚切あ
らびきステーキ 各120g、
あらびきウインナー85g×2、
2種の和風ソース40g

伊藤ハム
伝承の響 ローストビーフバラエティ詰合せ
IJ-301･････････････････････････････････････････････････ 3,240円
賞味期限：冷蔵で35日
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220-051-041 aNcCcG
伊藤ハム
伝承の響 ハムバラエティ詰合せ
IVD-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

黒胡椒ポーク・炙り焼あらびきポーク 各120g、特選燻しポークハム180g、生ハ
ム45g、
あらびきウィンナー85g
賞味期限：冷蔵で40日
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伊藤ハム
伝承の響 ローストビーフバラエティ詰合せ
IJ-40･･････････････････････････････････････････････････ 4,320円
賞味期限：冷蔵で35日
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221-058-041 aNcCcG
伊藤ハム
伝承の響 ハムバラエティ詰合せ
IVD-40････････････････････････････････････････････････

4,320円

やわらか焼豚185g、特選燻しポークハム180g、
炙り焼あらびきポーク120g、生
ハム45g、
あらびきウインナー85g×2
賞味期限：冷蔵で40日
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aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

伊藤ハム
伝承の響 ローストビーフバラエティ詰合せ
IJ-500･････････････････････････････････････････････････ 5,400円
賞味期限：冷蔵で35日
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222-054-041 aNcCcG
伊藤ハム
伝承の響 ハムバラエティ詰合せ
IVD-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

ロースハム320g、
やわらか焼豚185g、
炙り焼あらびきポーク120g、
あらびきウイ
ンナー85g×2、生ハム45g
賞味期限：冷蔵で40日

│本-045│別-052│わ-031

041

霧島黒豚
美味しさのこだわり
肥育の環境にこだわり、餌にこだわり、仕上がる製品まで
こだわった自信作。美しいハムは質の良い確かな素材か
ら生まれます。
「霧島黒豚」
ブランドは素材の持ち味を生
かした、美味しい個性豊かな味わいです。

250-058-042 aNcCcG

銘柄やえさ、安全性に
特長やこだわりを持っ
た宮崎県産豚肉で、ブ
ランド認証をうけた商
品です。

宮崎県産霧島黒豚
プレミア熟成ハムセット

M2-54････････････････････････････････････････････････
熟成ロースハム300g、熟成ホワイトボンレスハム350g
賞味期限：冷蔵で50日

251-054-042 aNcCcG
宮崎県産霧島黒豚 加工品詰合せ
M2-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

あぶり叉焼・ローストポーク 各200g、熟成荒挽きウインナー135g
賞味期限：冷蔵で40日
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252-050-042 aNcCcG
宮崎県産霧島黒豚 ハム詰合せ
M2-51････････････････････････････････････････････････

5,400円

ローストポーク200g、
ロースハム・ホワイトボンレスハム 各350g
賞味期限：冷蔵で40日

│本-045│別-052│わ-031

5,400円
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256-056-042 aNcCcG
宮崎県産霧島黒豚 ハム詰合せ
M2-58････････････････････････････････････････････････

5,400円

ホワイトボンレスハム350g、
あぶり叉焼・ミートローフ・ローストポーク 各200g
賞味期限：冷蔵で40日
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ハム
253-057-042 aNcCcG
霧島工房 ハム詰合せ

F6-30･････････････････････････････････････････････････
ロースハム350g、焼豚300g
賞味期限：冷蔵で40日

3,240円
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255-051-042 aNcCcG
霧島工房 ハム詰合せ

F6-41･････････････････････････････････････････････････
ロースハム350g、焼豚・ボンレスハム 各300g
賞味期限：冷蔵で40日

4,320円
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257-052-042 aNcCcG
宮崎県産霧島黒豚 加工品詰合せ
M2-42････････････････････････････････････････････････

4,320円

ロースハム350g、
あぶり叉焼200g、
熟成荒挽きウインナー135g
賞味期限：冷蔵で40日
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お届け期間

11月下旬～

130

セット限り

254-053-042 aNcCcG
霧島工房 加工品詰合せ

F6-31･････････････････････････････････････････････････
スモークハム・ミートローフ 各250g、焼豚300g
賞味期限：冷蔵で40日

042

3,240円
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258-059-042 aNcCcG
霧島工房 ハム詰合せ

F6-52･････････････････････････････････････････････････

5,400円

焼豚・ボンレスハム 各300g、
ベーコン250g、
ロースハム350g
賞味期限：冷蔵で40日
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259-055-042 aNcCcG
キリシマハム 時の匠 ロースハム
TO-50･････････････････････････････････････････････････
ロースハム650g
賞味期限：冷蔵で50日

5,400円
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山﨑ハム
美味しさのこだわり
新しい味への好奇心。山﨑ハムは常に前向
きな姿勢でハムづくりを行っています。豚ロー
ス肉を昔ながらの手作業
（マニュファクチュ
ア）
で1本ずつ丁寧に布で巻き、
自然のままの
ソフトな食感をだします。桜の木でじっくり長時
間燻製してつくりあげた布巻きロースハムは、

271-055-043 aNcCcG

まさにマニュファクチュアだからこそ肉の旨さを

山﨑ハム ロースハム

引き出せた逸品です。

YS-32･････････････････････････････････････････････････
500g
賞味期限：冷蔵で35日

270-059-043 aNcCcG
山﨑ハム ハム詰合せ

YS-30･････････････････････････････････････････････････
ロースハム・ボロニア 各350g
賞味期限：冷蔵で35日

3,240円
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273-058-043 aNcCcG
山﨑ハム ハム詰合せ

YS-40･････････････････････････････････････････････････
ロースハム・ボロニア 各350g、
ボンレスハム330g
賞味期限：冷蔵で35日

4,320円

│本-045│別-052│わ-031

3,240円
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275-050-043 aNcCcG
山﨑ハム ハム詰合せ

YS-50･････････････････････････････････････････････････
カセラハム・ロースハム・ボロニア 各350g
賞味期限：冷蔵で35日

5,400円

│本-045│別-052│わ-031

ハム

272-051-043 aNcCcG
山﨑ハム ハム詰合せ

YS-37･････････････････････････････････････････････････
カセラハム180g、焼豚160g、
ウインナー110g×2
賞味期限：冷蔵で35日

3,240円
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274-054-043 aNcCcG
山﨑ハム ハム詰合せ

YS-47･････････････････････････････････････････････････

4,320円

カセラハム・ロースハム 各180g、焼豚160g、
ウインナー110g×2
賞味期限：冷蔵で35日
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276-057-043 aNcCcG
山﨑ハム ハム詰合せ

YS-57･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ロースハム・カセラハム 各180g、焼豚160g、
オールポーク ボロニアソーセージ
170g、
オールポーク ブラックペッパーソーセージ135g、
ウインナー110g×2
賞味期限：冷蔵で35日
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882-054-043 bBcCcG
山﨑ハム 布巻ロースハム

YS-100･････････････････････････････[写真の品]

881-058-043 bBcCcG
山﨑ハム ハム詰合せ

YS-58･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ロースハム・ボロニア 各350g、
カセラハム180g、焼豚160g
賞味期限：冷蔵で40日

│本-045│別-052│わ-031

884-057-043 bBcCcG

山﨑ハム ハム詰合せ

YT-101･･･････････････････････････････････････････

10,800円

布巻ロースハム×2
（計560g）
、
ベーコン×2
（計340g）
、
カセラハム・ロースハム
各350g
賞味期限：冷蔵で30日

│本-045│別-052│わ-031

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

1.7kg

10,800円

883-050-043 bBcCcG

山﨑ハム 布巻ロースハム（ハーフカット）
YS-54･････････････････････････････････････････････････
800g
賞味期限：冷蔵で30日

5,400円
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043

230-057-044 aNcCcG
マイスター山野井
炭焼き焼豚とロースハムセット
YDM-30N･･･････････････････････････････････････････ 3,240円

炭焼き焼豚170g、
ホワイトロースハム80g、燻製生ハムロース
（スライス）
25g、
燻製荒びきポーク×2 計120g
賞味期限：冷蔵で40日
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835-056-044 bBcCcG
マイスター山野井
炭焼き焼豚とスライスセット
YM-31････････････････････････････････････････････････ 3,240円

炭焼き焼豚160g、恵乃石蔵山桜ボロニアソーセージ
（スライス）
40g、燻製生ハ
ムロース
（スライス）
25g、恵乃石蔵山桜ベーコン
（スライス）
45g

賞味期限：冷蔵で45日
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231-053-044 aNcCcG
マイスター山野井
炭焼き焼豚とロースハムセット
YDM-41N･･･････････････････････････････････････････ 4,320円

炭焼き焼豚180g、
ホワイトロースハム90g、肩ロース燻製岩塩ハム
（スライス）
・
恵乃石蔵山桜ボロニアソーセージ
（スライス）
各40g、燻製生ハムロース
（スライ
ス）
30g、燻製荒びきポーク×2 計90g
賞味期限：冷蔵で40日
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836-052-044 bBcCcG
マイスター山野井
炭焼き焼豚とバラエティセット
YB-50･････････････････････････････････････････････････ 5,400円

炭焼き焼豚180g、パストラミホワイトロースハム70g、合鴨スモークブレスト
130g、燻製生ハムロース
（スライス）30g、肩ロース燻製岩塩ハム
（スライス）
40g、燻製荒びきポーク×2 計90g
賞味期限：冷蔵で45日
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232-051-044 aNcCcG
マイスター山野井
炭焼き焼豚と合鴨セット
YDM-50N･･･････････････････････････････････････････ 5,400円

炭焼き焼豚180g、合鴨スモークブレスト130g、
パストラミホワイトロースハム・ホ
ワイトロースハム 各60g、燻製生ハムロース
（スライス）
30g、燻製荒びきポーク
×2 計120g
賞味期限：冷蔵で40日
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837-059-044 bBcCcG
マイスター山野井
バラエティセット
YB-101･･･････････････････････････････････････････ 10,800円

肩ロース炭焼き焼豚・炭焼きみそ漬け焼豚 各200g、
炭焼きベーコン140g、
パス
トラミホワイトロースハム100g、合鴨スモークブレスト130g、燻製生ハムロース
（スライス）
30g、肩ロース燻製岩塩ハム
（スライス）
40g、恵乃石蔵山桜ベーコン
（スライス）
60g、燻製荒びきポーク×2 計90g
賞味期限：冷蔵で45日

│本-045│別-052│わ-031

ハム・ハンバーグ
281-050-044 aNcDcG

九州のハンバーグ・
ロールステーキ食べ比べ

KHR-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円
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282-057-044 aNcDcG

九州のハンバーグ・
ロールステーキ食べ比べ

KHR-100････････････････････････････････････････

10,800円

〈ロールステーキ〉
（黒豚100g、黒豚島安納・香春ハーブ豚・あそび豚・きなこ豚
各60g）
各2、
〈ハンバーグ〉
（あぐー豚・燻家国産牛 各100g、
あか牛・佐賀牛 各
120g）
各2
賞味期限：冷凍で60日

044

5,400円

001-058-044 aNcDcG
ヒノマルキッチン 阿蘇あか牛＆九州産
黒毛和牛ハンバーグセット
HAK-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

│本-045│別-052│わ-031
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なだ万 和風ハンバーグ

〈ロールステーキ〉
（黒豚100g、黒豚島安納・香春ハーブ豚・あそび豚・きなこ豚
各60g）、
〈 ハンバーグ〉
（あぐー豚・燻家国産牛 各100g、
あか牛・佐賀牛 各
120g）
賞味期限：冷凍で60日

775-053-044 bBcDcG

│本-045│別-052│わ-031

HB-5C････････････････････････････････････････････････

和風ハンバーグ125g×6、
ソース
（和風デミグラス・おろしぽん酢）
各50g×3

賞味期限：冷凍で30日

759-058-044 bBcDcG
柿安本店
松阪牛ハンバーグステーキセット
MO50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

松阪牛ハンバーグステーキ150g×4、
デミグラスソース
（30g×2）
×2

│本-045│別-052│わ-031

阿蘇あか牛ハンバーグ・九州産黒毛和牛ハンバーグ 各120g×4

280-054-044 aNcDcG
福岡 レストラン牛王ハンバーグ
GH-50････････････････････････････････････････････････
ハンバーグ
（ブラウンソース味・
トマトソース味）
各160g×4

5,400円

│本-045│別-052│わ-031

756-059-045 bBcCcG
柿安本店 松阪牛すき焼用

MNSU100TE･･････････････････････････････････
松阪牛すき焼用
（モモ300g、肩230g）
消費期限：冷蔵で4日

10,800円
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758-051-045 bBcCcG
柿安本店 松阪牛ステーキ用
MNST200TE･･･････････････････････････････････
松阪牛サーロイン×3
（計600g）
消費期限：冷蔵で4日

21,600円

844-055-045 bBcDcG

山㟢ハム ローストビーフセット

佐が家 A5等級佐賀牛ローストビーフ

YT-55･････････････････････････････････････････････････

賞味期限：冷凍で90日

5,400円
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SSR-100･････････････････････････････････････････

10,800円

佐賀牛ローストビーフ200g×2、
ローストビーフソース70g
賞味期限：冷凍で80日

宮崎県産霧島黒豚 しゃぶしゃぶセット（四段重）
B8-50･････････････････････････････････････････････････
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5,400円

ロース・かたロース 各150g、
もも160g、
ばら170g、
すだち入り大根おろし醤油
50g×4

│本-045│別-052│わ-031

880-051-045 bBcDcG

（ローストビーフ180g、
ジャポネソース150g）
各2

870-056-045 bBcDcG
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813-052-045 bBcDcG

お肉の専門店「あきら」豊後牛（おおいた和牛）
・
大分県産ハーブ豚 しゃぶしゃぶセット
BMS50･･･････････････････････････････････････････････ 5,400円
牛ももしゃぶしゃぶ用・ハーブ豚ロースしゃぶしゃぶ用・ハーブ豚バラしゃぶしゃぶ
用 各200g
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

精肉・ローストビーフ

283-053-045 aNcDcG
鹿児島県産黒豚ロールステーキ
KRS-30C････････････････････････････････････････････
鹿児島県産黒豚ロールステーキ60g×10

3,240円

834-051-045 bBcDcG
田崎真也セレクション
ローストビーフ＆ハンバーグセット
RHB-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

ローストビーフ200g、
クリームチーズ入りハンバーグ
（デミグラスソース・てりやき
ソース）
各77g×2、
ビーフシチュー185g×2、
グレイビーソース30g、岩塩1g
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284-051-045 aNcDcG

778-052-045 bBcDcG
なだ万 鹿児島黒豚味噌漬

BRS-50C････････････････････････････････････････････

BM-5A････････････････････････････････････････････････

5,400円

│本-045│別-052│わ-031

青森旬鮮 ほたてフライ
KF-TH････････････････････････････････････････････････
ほたてフライ400g
（20個）
※離島を除く全国配送

│本-045│別-052│わ-031

国産黒毛和牛ロールステーキ
国産黒毛和牛ロールステーキ50g×10

846-058-045 bBcDcG

鹿児島黒豚50g×5
賞味期限：冷凍で30日

5,400円

│本-045│別-052│わ-031

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

3,456円

│本-043│別-053│わ-031

847-054-045 bBcDcG
広島産 大粒のかきフライ

KF-BB････････････････････････････････････････････････
かきフライ700g
（20個）※離島を除く全国配送

3,780円

│本-043│別-053│わ-031

045

801-054-046 bBcDcG

802-050-046 bBcDcG

ももしゃぶしゃぶ用400g

もも焼肉用・バラ焼肉用 各180g

お肉の専門店「あきら」
豊後牛（おおいた和牛）ももしゃぶしゃぶ用
MG50･････････････････････････････････････････････････ 5,400円
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

お肉の専門店「あきら」
豊後牛（おおいた和牛）もも・バラ焼肉詰合せ
ML50･････････････････････････････････････････････････ 5,400円
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

803-057-046 bBcDcG

804-053-046 bBcDcG

サーロインステーキ2枚
（計180g）
、
ももしゃぶしゃぶ用250g、
ステーキソース×2

肩ロースうす切り460g

お肉の専門店「あきら」豊後牛（おおいた和牛）
サーロインステーキ・しゃぶしゃぶ詰合せ
MSS80･･･････････････････････････････････････････････ 8,640円
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

お肉の専門店「あきら」豊後牛（おおいた和牛）
肩ロースすき焼・焼肉用
MF80･････････････････････････････････････････････････ 8,640円
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

800-058-046 bBcDcG

お肉の専門店「あきら」
豊後牛（おおいた和牛）ももすき焼・焼肉用
MO50･････････････････････････････････････････････････ 5,400円

ももうす切り400g

賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

811-051-046 bBcDcG

お肉の専門店「あきら」豊後牛（おおいた和牛）
ヒレ・サーロインステーキ詰合せ
MHS20･･･････････････････････････････････････････ 21,600円

ヒレステーキ3枚
（計360g）
、
サーロインステーキ3枚
（計390g）
、
ステーキソース×6
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

精肉
810-053-046 bBcDcG

806-056-046 bBcDcG
お肉の専門店「あきら」
豊後牛（おおいた和牛）ロースうす切り
MA10･････････････････････････････････････････････
ロースうす切り450g
賞味期限：冷凍で30日

10,800円

│本-049│別-052│わ-031

805-051-046 bBcDcG
お肉の専門店「あきら」
豊後牛（おおいた和牛）焼肉詰合せ
ML80･････････････････････････････････････････････････
もも・バラ・肩ロース焼肉用 各200g
賞味期限：冷凍で30日

046

8,640円

│本-049│別-052│わ-031

807-052-046 bBcDcG

お肉の専門店「あきら」豊後牛（おおいた和牛）
サーロインステーキ・うす切り詰合せ
MD10･････････････････････････････････････････････ 10,800円

サーロインステーキ2枚
（計300g）
、肩肉うす切り250g、
ステーキソース×2
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

808-059-046 bBcDcG

お肉の専門店「あきら」豊後牛（おおいた和牛）
赤身ももステーキ・うす切りセット
MM101･･････････････････････････････････････････ 10,800円

ももステーキ4枚
（計320g）
、
ももうす切り380g
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

お肉の専門店「あきら」
豊後牛（おおいた和牛）サーロインステーキ
MB10･･･････････････････････････････[写真の品]10,800円

サーロインステーキ3枚
（計480g）
、
ステーキソース×3

812-056-046 bBcDcG
M15･･･････････････････････････････････････････････

16,200円

サーロインステーキ4枚
（計720g）
、
ステーキソース×4
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

809-055-046 bBcDcG

お肉の専門店「あきら」豊後牛（おおいた和牛）
サーロインかぼすステーキ
MC10･････････････････････････････････････････････ 10,800円

サーロインステーキ5枚
（計450g）
、
ステーキソース×5、
かぼす胡椒
賞味期限：冷凍で30日

│本-049│別-052│わ-031

707-058-047 bBcDcG
肉処きしもと
豊後黒毛和牛 ももしゃぶしゃぶ用
PBC-50･･････････････････････････････････････････････
ももしゃぶしゃぶ用400g、
しゃぶしゃぶのタレ
賞味期限：冷凍で30日

5,400円

│本-048│別-052│わ-031

709-050-047 bBcDcG

肉処きしもと
豊後黒毛和牛と九重夢ポークしゃぶしゃぶセット
KBY-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円
牛ももしゃぶしゃぶ用・豚ロースしゃぶしゃぶ用 各280g、
しゃぶしゃぶのタレ
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

708-054-047 bBcDcG
肉処きしもと
豊後黒毛和牛 肩ロースうす切りすき焼き用
PKR-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円
肩ロースうす切りすき焼き用320g
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

711-055-047 bBcDcG
肉処きしもと
九重夢ポーク 肩ロース味噌焼ステーキ
KMM-50･････････････････････････････････････････････ 5,400円
豚肩ロース90g×10

賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

710-059-047 bBcDcG
肉処きしもと
豊後黒毛和牛 もも焼肉用

PMY-50･･････････････････････････････････････････････
もも焼肉用400g
賞味期限：冷凍で30日

5,400円

│本-048│別-052│わ-031

712-051-047 bBcDcG

肉処きしもと
豊後黒毛和牛 バラエティパック詰合せ
PBT-80･･･････････････････････････････････････････････ 8,640円

肩ロースうす切り・もも焼肉用・ももサイコロステーキ・ももうす切り 各150g
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

精肉

713-058-047 bBcDcG

肉処きしもと
豊後黒毛和牛 ロース・ももステーキ詰合せ
PRM-80･･････････････････････････････････････････････ 8,640円

ロースステーキ140g×2、
ももステーキ100g×2、
ステーキソース×4
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

715-050-047 bBcDcG
肉処きしもと
豊後黒毛和牛 焼肉セット
PKB-80･･････････････････････････････････････････････ 8,640円

バラカルビ焼肉用・もも焼肉用 各300g
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

714-054-047 bBcDcG

肉処きしもと
豊後黒毛和牛 ステーキ・うす切り詰合せ
PBW-100････････････････････････････････････････ 10,800円

ロースステーキ140g×2、
ももうす切り300g、
ステーキソース×2
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

200

セット限り

716-057-047 bBcDcG
肉処きしもと
豊後黒毛和牛 ロースステーキ
PST-100･････････････････････････････････････････
ロースステーキ140g×4、
ステーキソース×4
賞味期限：冷凍で30日

10,800円

│本-048│別-052│わ-031

717-053-047 bBcDcG
肉処きしもと
豊後黒毛和牛 ヒレステーキ
PHS-100････････････････････････････････････････ 10,800円
牛ヒレステーキ90g×4、
ステーキソース×4
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

718-051-047 bBcDcG

肉処きしもと
豊後黒毛和牛 肩ロースうす切りすき焼き用
PKR-100･････････････････････････････････････････ 10,800円
肩ロースうす切りすき焼き用650g
賞味期限：冷凍で30日

│本-048│別-052│わ-031

047

050-059-048 aNcCcG

福さ屋 謹製 無着色辛子明太子
MGM-30････････････････････････
210g
（北海道産）

3,240円

051-055-048 aNcCcG

福さ屋 謹製 無着色辛子明太子
MGL-50･････････････････････････
350g
（北海道産）

5,400円

052-051-048 aNcCcG
福さ屋 辛子明太子
AM-30･･･････････････････････････
270g

3,240円

053-058-048 aNcCcG
福さ屋 辛子明太子
AL-50････････････････････････････
450g

5,400円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

054-054-048 aNcCcG

055-050-048 aNcCcG

056-057-048 aNcCcG

057-053-048 aNcDcG

福さ屋 無着色辛子明太子

福さ屋 無着色辛子明太子

無着色辛子明太子300g、
いか明太・数の子明太 各90g

無着色辛子明太子200g、醤油いくら・味付け数の子 各80g

MMH-30････････････････････････
270g

3,240円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

5,400円

福さ屋
無着色辛子明太子・和え物詰合せ
MT-50KN･･･････････････････････ 5,400円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

MLH-50･････････････････････････
450g

明太子

お届け期間

お届け期間

お届け期間

11月中旬～

11月中旬～

11月中旬～

015-059-048 aNcCcG

016-055-048 aNcCcG

福太郎 福撰無着色辛子明太子

福太郎 福撰無着色辛子明太子

FMF-30･････････････････････････
240g

3,240円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

FMF-50･････････････････････････
400g

5,400円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

福さ屋
無着色辛子明太子・いくら・数の子詰合せ
SR-50J･･････････････････････････ 5,400円
賞味期限：冷凍で60日 │本-042│別-053│わ-031

019-054-048 aNcDcG

735-051-048 bBcCcG

福撰無着色辛子明太子240g、
いわし明太4尾
※明太子の賞味期限は冷蔵で14日です。

無着色辛子明太子90g×2、無着色まろやかめんたい・無
着色紫蘇香るめんたい 各90g

福太郎
無着色辛子明太子・いわし明太セット
FHI-42･･･････････････････････････ 4,536円
賞味期限：いわし明太は冷凍で60日 │本-042│別-053│わ-031

福さ屋
無着色辛子明太子食べくらべセット
KT-40････････････････････････････ 4,320円
賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

116-051-048 aNcCcG
117-056-048 aNcCcG

鳴海屋
北海道室蘭沖産 無着色辛子明太子
NMM-30････････････････････････ 3,240円
220g

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

048

118-052-048 aNcCcG

鳴海屋
北海道室蘭沖産 無着色辛子明太子
NMM-50････････････････････････ 5,400円
380g

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

鳴海屋
無着色辛子明太あごだし味
NSS-50･･･････････ [写真の品]5,400円
450g

115-053-048 aNcCcG
NSS-30･････････････････････････
270g

3,240円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

784-052-048 bBcCcG
鳴海屋 辛子明太子詰合せ
NK-50･･･････････････････････････

5,400円

有色辛子明太子270g、
数の子明太・いか明太 各150g

賞味期限：冷蔵で10日 │本-042│別-053│わ-031

170-054-049 aNcCcG

171-050-049 aNcCcG

172-057-049 aNcCcG

やまや 美味無着色辛子明太子

やまや 美味無着色辛子明太子

やまや 美味無着色辛子明太子

173-053-049 aNcCcG

5,400円

やまや 大分西の関純米大吟醸
仕込み無着色辛子明太子
YGM-3･･･････････････････････････ 3,240円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

786-055-049 bBcCcG
やまや 九州限定
やまや 個包装明太子
無着色辛子明太子（匠のたれ付）
31384･･･････････････････････････ 3,564円
33143･･･････････････････････････ 4,320円

793-051-049 bBcDcG

174-051-049 aNcCcG

YBM-30･････････････････････････
300g

3,240円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

YBM-40･････････････････････････
400g

4,320円

785-059-049 bBcCcG

無着色辛子明太子330g、匠のたれ10g×3

明太子90g×4
（360g）

YBM-50･････････････････････････
500g

やまや
明太子・味付数の子セット
38301･･･････････････････････････

240g

5,400円

やまや 大分西の関純米大吟醸
仕込み無着色辛子明太子
YGM-5･･･････････････････････････ 5,400円

辛子明太子無着色180g、味付数の子240g

380g

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

068-055-049 aNcCcG

175-056-049 aNcDcG

787-051-049 bBcDcG

3,240円

069-051-049 aNcCcG
蔵出しめんたい本舗
蔵出しめんたい
M500････････････････････････････ 5,400円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：明太子は冷凍で30日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で30日 │本-042│別-053│わ-031

212-059-049 aNcCcG
トキハオリジナル
大分の味薫るめんたい
TKW-01･････････････････････････ 3,240円

213-055-049 aNcCcG
トキハオリジナル
大分の味薫るめんたい
TKW-02･････････････････････････ 5,400円

214-051-049 aNcCcG

215-058-049 aNcCcG

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

明太子

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

蔵出しめんたい本舗
蔵出しめんたい
M300････････････････････････････
300g

かぼす明太子・ゆず明太子 各120g

500g

かぼす明太子・ゆず明太子 各200g

やまや
無着色辛子明太子・いわし明太セット
YIS-30･･･････････････････････････ 3,240円
無着色辛子明太子180g、
いわし明太4尾

みなもと

博多 源 減塩無着色辛子明太子
SK-03････････････････････････････
270g
（有田焼の陶器入）

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

3,240円

やまや 明太子・紅鮭詰合せ
38278･･･････････････････････････

5,400円

辛子明太子無着色180g、
紅鮭70g×5

みなもと

博多 源 減塩無着色辛子明太子
SK-05････････････････････････････
420g
（小石原焼の陶器入）

5,400円

賞味期限：冷蔵で14日 │本-042│別-053│わ-031

049

150-053-050 aNcCcG
藤田商店 謹製 塩数の子
KFK-30･･････････････････････････
300g
（アメリカまたはカナダ産）

3,240円

賞味期限：冷蔵で90日 │本-043│別-053│わ-031

151-051-050 aNcCcG
藤田商店 謹製 塩数の子
KFK-50･･････････････････････････
500g
（アメリカまたはカナダ産）

5,400円

152-056-050 aNcCcG
藤田商店 謹製 塩数の子
KFK-100････････････････････
1kg
（アメリカまたはカナダ産）

10,800円

157-058-050 aNcDcG
藤田商店 味付数の子
FK-50････････････････････････････
400g
（アメリカまたはカナダ産）

5,400円

賞味期限：冷蔵で90日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で90日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

155-055-050 aNcDcG

156-051-050 aNcDcG

130-052-050 aNcDcG

153-052-050 aNcCcG

藤田商店 謹製 前浜産塩数の子
MK-60･････････････ [写真の品]
400g
（北海道産）

6,480円

154-059-050 aNcCcG

銀鮭・味付数の子詰合せ

MK-120･････････････････････

FSK-30･･････････････････････････

800g
（北海道産）

12,960円

賞味期限：冷蔵で90日 │本-043│別-053│わ-031

3,240円

銀鮭5切、味付数の子白醤油味200g

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

銀鮭・味付数の子詰合せ
FSK-50･･････････････････････････

5,400円

銀鮭8切、味付数の子白醤油味・辛子味 各200g

秋鮭 新巻鮭

秋･････････････････････････････････
2kg前後

3,240円

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

160-059-050 aNcDcG

131-059-050 aNcDcG

海産物

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

430-056-050 DcG
紅鮭・味付数の子詰合せ
SK-35････････････････････････････

3,780円

紅鮭・味付数の子詰合せ
SK-50････････････････････････････

5,400円

藤田商店 年の瀬バラエティ
TSB-50･･････････････････････････

5,400円

紅鮭 新巻鮭

紅･････････････････････････････････

紅鮭の切り身7切
（ロシア産）
、味付数の子白しょうゆ味・辛
子味 各200g
（オランダ産）

銀鮭寒風干し8切、辛子明太子150g、味付数の子140g、
さわら味噌漬2切

賞味期限：冷凍で90日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で90日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

204-056-050 aNcDcG

203-051-050 aNcDcG

202-053-050 aNcDcG

200-050-050 aNcDcG

HSB-50W･･････････････････････

5,400円

王子スモークサーモン・漬魚詰合せ
HS-50W････････････････････････

5,400円

フィヨルドサーモンスモークスライス150g、紅鮭さけ茶漬
60g、
いくら醤油漬50g、北海道産秋鮭西京味噌漬×2

フィヨルドサーモンスモークスライス150g、北海道産秋鮭
西京味噌漬・北海道産秋鮭越後酒粕漬 各3

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

王子スモークサーモン姿切
STH-50W･･･････････････････････

5,400円

フィヨルドサーモンスモーク姿切300g

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

1.7kg前後

6,480円

紅鮭の切り身5切（ロシア産）、味付数の子白しょうゆ味
200g
（オランダ産）

王子サーモンバラエティセット

050

431-052-050 DcG

王子サーモン天然紅鮭姿切身半身
RB-50W･････････････････････････
天然紅鮭半身750g

5,400円

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

豊かな自然で育てられた
甘みのある活車海老を、
産地より直送します。
400-051-051 cG
九州産 養殖活車海老
K-280･････････････････････････････････････････････････

5,400円

280g
（8～12尾） ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送

401-056-051 cG
K-450･････････････････････････････････････････････････

8,640円

450g
（13～20尾） ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送

402-052-051 cG
K-570･････････････････････････････････････････････

10,800円

570g
（17～25尾） ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送

403-059-051 cG
K-850･････････････････････････････････････････････

16,200円

850g
（25～38尾） ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

│本-043│別-053│わ-027

404-055-051 cG
大分県産 活さざえ
S-50･･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

1.5kg
（11～13個） ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

025-054-051 aNcDcG
国東物産「極」活〆冷凍車海老
極-5････････････････････････････････････････････････････
冷凍活〆車海老
（養殖）
400g
（13尾前後）
賞味期限：冷凍で60日

5,400円

│本-043│別-053│わ-031

【承り期間】
11月1日（月）〜12月15日（水）
【お届け期間】
12月1日（水）〜12月28日（火）

国東物産「極」活〆冷凍車海老

405-051-051 cG
九州産 活車海老・大分県産 活さざえ詰合せ

極-10･･････････････････････････････････････････････

KS-10･････････････････････････････････････････････

冷凍活〆車海老
（養殖）
800g
（25尾前後）
賞味期限：冷凍で60日

10,800円

│本-043│別-053│わ-031

767-050-051 bBcG
熊本 天草産 活車海老

A･･･････････････････････････････････････････････････････

5,940円

8～12尾
（250g）
養殖 ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

│本-043│別-053│わ-031

768-057-051 bBcG
熊本 天草産 活車海老

B･･･････････････････････････････････････････････････････

8,640円

12～16尾
（350g）
養殖 ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

771-058-051 bBcG
熊本 天草産 活伊勢海老

№1････････････････････････････････････････････････
活伊勢海老2～3尾
（500g）
※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

10,800円

│本-043│別-053│わ-031

│本-043│別-053│わ-031

772-054-051 bBcG
熊本 天草産 活伊勢海老・活車海老
№4････････････････････････････････････････････････

10,800円

活伊勢海老1～2尾
（250g）
、活車海老
（養殖）
8～12尾
（250g）
※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

│本-043│別-053│わ-031

10,800円

活車海老370g
（11～16尾）
、
活さざえ1kg
（8～10個）
※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

│本-043│別-053│わ-027

活車海老

天草産活車海老・
活伊勢海老の承りについて

026-050-051 aNcDcG

│本-043│別-053│わ-027

769-053-051 bBcG
熊本 天草産 活車海老

C･･･････････････････････････････････････････････････

10,800円

15～20尾
（460g）
養殖 ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

│本-043│別-053│わ-031

770-051-051 bBcG
熊本 天草産 活車海老

D･･･････････････････････････････････････････････････

16,200円

25～30尾
（720g）
養殖 ※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

│本-043│別-053│わ-031

773-050-051 bBcG
熊本 天草産 活伊勢海老詰合せ
№6････････････････････････････････････････････････

12,960円

活伊勢海老1尾
（200g）
、活車海老
（養殖）
8～12尾
（250g）
、
サザエ7～9個
（700g）※北海道・沖縄・離島を除く全国配送
消費期限：到着当日

│本-043│別-053│わ-031

※活車海老・活伊勢海老は商品の性質上、お届け先様へ在宅確認をとり発送させていただきますので、お届け日の指定はできません。
あらかじめご了承ください。また、天候や漁獲量により商品がなくなる場合がございます。自然天候不良等につき商品を発送できない地域もございます。

051

208-051-052 aNcDcG

207-055-052 aNcDcG

206-059-052 aNcDcG

高橋商店 漬魚詰合せ

高橋商店 漬魚詰合せ

高橋商店 漬魚詰合せ

SKM-30･････････････････････････

3,240円

SKM-40･････････････････････････

4,320円

SKM-50･････････････････････････

5,400円

高橋商店
レンジで調理煮魚・焼魚詰合せ
NY-50･･･････････････････････････ 5,400円

紅鮭粕漬・ぶり粕漬・赤魚粕漬・赤魚味噌漬 各1切、
ぶり
味噌漬×2
（レンジ対応袋入）

さわら粕漬・紅鮭粕漬・ぶり粕漬・赤魚粕漬・紅鮭味噌煮・
赤魚味噌煮 各1切、
ぶり味噌漬×2
（レンジ対応袋入）

銀だら味噌漬・
さわら味噌漬・赤魚味噌漬・紅鮭粕漬 各1切、
ぶり味噌漬・ぶり粕漬・赤魚粕漬 各2切
（レンジ対応袋入）

さわら山椒煮・赤魚生姜煮・紅鮭レモンペッパー焼・ぶりバジ
ル焼 各2
（レンジ対応袋入）

賞味期限：冷凍で90日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で90日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で90日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で90日 │本-043│別-053│わ-031

110-051-052 aNcDcG

111-058-052 aNcDcG

112-054-052 aNcDcG

777-056-052 bBcDcG

京都 辻が花
レンジで柚香西京漬
KH-40R･････････････････････････
鮭・ぶり・アラスカメヌケ・真だら 各2
※レンジ対応シート付

4,320円

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

京都 辻が花
レンジで柚香西京漬
KH-50R･････････････････････････

5,400円

京都 辻が花
柚香西京漬・松前漬・いくら醤油漬
KMD-50･････････････････････････ 5,400円

真だら×3、
鮭・ぶり 各2、
アラスカメヌケ、
カラスガレイ、
さわら
※レンジ対応シート付

西京漬（鮭、ぶり、真だら、
さわら、
アラスカメヌケ）、松前漬
（かに入り）
120g、
いくら醤油漬90g

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

なだ万 西京漬
SD-5A･･･････････････････････････

5,400円

銀鱈・金目鯛・鰆・鰤・鮭
（サーモントラウト）
・赤魚 各70g

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

海産物

80

セット限り

100-056-052 aNcDcG
玄海漬本舗
西の関大吟醸粕漬詰合せ
5D-5C･･･････････････････････････

5,400円

鮭・ぶり・さわら・金目鯛・銀ヒラス 各2切

101-052-052 aNcDcG
玄海漬本舗
西の関大吟醸粕漬詰合せ
IS-100･･･････････････････････

10,800円

鮭・さわら 各4切、金目鯛3切、銀だら・ぶり 各2切、
たらこ
200g、数の子150g

747-051-052 bBcDcG
玄海漬本舗
西の関大吟醸粕漬詰合せ
DS-50B･････････････････････････

5,400円

鮭・ぶり・さわら・銀ヒラス 各1、
さくらポーク×4

425-052-052 cDcG
うなぎの江口商店
手焼きうなぎ蒲焼詰合せ
Y-80･･････････････････････････････ 8,640円

うなぎ蒲焼2尾
（1尾140g以上）
、
たれ20g×4

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で90日 │本-043│別-053│わ-031

041-051-052 aAcG

040-053-052 aAcG

042-056-052 aAcG

060-054-052 aAcG

やまみ 粒うに詰合せ
YM-30･･･････････････････････････
粒うに
（華・干珠）
各80g

3,240円

│本-042│別-053│わ-021

052

205-052-052 aNcDcG

やまみ 粒うに詰合せ
AR-50････････････････････････････
粒うに
（華・海幸）
各110g

5,400円

│本-042│別-053│わ-021

やまみ 粒うに詰合せ
RJ-100･･････････････････････
粒うに
（海幸・寿海）
各110g

10,800円

│本-042│別-053│わ-021

やまさ 吟味粒うに
M-45･････････････････････････････
160g

4,860円

│本-042│別-053│わ-021

066-052-053 aNcDcG

065-056-053 aNcDcG

やまろ渡邉 米水津 海の恵

やまろ渡邉 米水津 黒潮の幸
WK-50･･･････････････････････････ 5,400円

よ の う づ

WU-30･･･････････････････････････

3,240円

よ の う づ

158-054-053 aNcDcG

藤田商店 関あじの味噌一本漬
FSM-50･････････････････････････

藤田商店 きつき茶干し詰合せ
KCF-50･････････････････････････

5,400円

あじ開き・かます開き 各2枚、
たい開き、
さば開き、
あじみりん
干し5枚入

あじ開き・かます開き 各2枚、
たい開き、
するめ一夜干し、
あじ
みりん干し5枚入、塩ぶり・さばフィレ塩干し・さばフィレみりん
干し 各2枚、
あじフライ・きびなごフライ 各150g

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

106-054-053 aNcDcG

105-058-053 aNcDcG

107-050-053 aNcDcG

763-055-053 bBcDcG

呼子 木屋詰合せ

W-5L･････････････････････････････

5,400円

呼子 木屋詰合せ

W-6K･････････････････････････････

5,400円

3尾
（個別真空パック）

5,400円

159-050-053 aNcDcG

呼子 木屋詰合せ

W-7L･････････････････････････････

5,400円

あじ開き4枚、
かます開き・さば開き 各3枚、
あめた開き2枚、
たい開き、
あじ丸干し・いわし丸干し 各5尾
※漁獲量により内容が変更になる場合がございます。

長崎 双葉水産 海鮮づくし詰合せ
KASS-40･･･････････････････････

4,320円

いかしゅうまい・黄金いかしゅうまい 各4粒、
あじ開き・あじみり
ん干し 各3枚、
かます開き・連子鯛・さば開き 各2枚、
いか塩
辛・ゆずいか柚子こしょう仕立て 各70g

あじみりん干し・あじ開き 各3枚、
かます開き2枚、黄金いか
しゅうまい8粒、
いかの塩辛70g、銀鮭西京漬・ぶり西京漬
各2

かます干物・ぶり醤油みりん漬・あじ干物 各2枚、連子鯛干
物、
いか入りしゅうまい×5

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

743-054-053 bBcDcG

742-058-053 bBcDcG

741-051-053 bBcDcG

762-059-053 bBcDcG

海産物

あじ開き6枚、
あじみりん干し3枚、
かます開き・さば開き・連子
鯛 各2枚

ふく太郎本部
ふくちりセット（3人前）
ち･･････････････････････････････････

5,400円

ふく太郎本部
まふく炙り刺身・ちりセット（3人前）
清ちり･････････････････････････････ 8,640円

ふく太郎本部
ふくちりセット（5人前）
GC1･･････････････････････････

10,800円

長崎 双葉水産 海鮮づくし詰合せ
B-50･･････････････････････････････

5,400円

まふくちり身・アラ 計400g、
ふく鍋だし45g×2、
ポン酢、
もみ
じおろし

まふく炙り刺身80g、
まふくちり身・アラ 計400g、
とらふく入
りうどん250g、
ふく鍋だし、
ポン酢、
もみじおろし

ふくちり
（トラフグアラ・マフグ身）
各500g 計1kg、
ひれ酒用
ヒレ5枚、
ポン酢、
もみじおろし

あじ干物・車海老
（養殖）
各4、
かます干物・ぶり醤油みりん
漬・あじみりん干し 各2枚、
連子鯛干物

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で30日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷凍で60日 │本-043│別-053│わ-031

091-057-053 aNcDcG
日高本店 ふくいろいろ

090-050-053 aNcDcG
日高本店 ふく詰合せ

092-053-053 aNcDcG
日高本店 国産ふく詰合せ

760-056-053 bBcDcG
日高本店 ふくざんまい

FT-IR･････････････････････････････

3,240円

ふくの骨なしフライ・ふく一汐 各200g、ふく白子豆腐
110g、
とらふく皮キムチ120g
│本-043│別-053│わ-031

FT-SE････････････････････････････

4,320円

ふくの唐揚げ・ふくの骨なしフライ・ふく一汐 各200g、
ふく
しゅうまい6個、
ぽん酢・もみじおろし

D-6W････････････････････････････

4,320円

ふくちり・ふく唐揚げ・ふく一汐 各150g、
ぽん酢・もみじおろ
し 各2

│本-043│別-053│わ-031

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

│本-043│別-053│わ-031

DC-SL･･･････････････････････････

5,940円

（とらふく刺身20g、
とらふく皮湯引き10g、
ポン酢、
もみじお
ろし）
×2皿、
まふくちり200g、
ぽん酢・もみじおろし 各2
│本-043│別-053│わ-031

053

765-058-054 bBcCcG

薩摩海匠「月揚庵」
さつま揚げ詰合せ
V-C0R･･･････････････････････････

3,240円

ごぼう天×6、
しそ棒天×3、上揚・れんこん揚げ 各2、野菜
天・棒天 各4
賞味期限：冷蔵で7日

│本-043│別-053│わ-031

766-054-054 bBcCcG

薩摩海匠「月揚庵」
さつま揚げ詰合せ
V-D0R･･･････････････････････････

4,320円

ごぼう天×12、上揚・
しそ棒天 各3、
れんこん揚げ×2、棒天
×5、野菜天×4

有村屋
本場さつま揚げ詰合せ
IB-0163･････････････････････････

3,996円

特揚げ棒天・いわし棒天 各4、
にんじん天・ごぼう天 各5、五
目揚げ・梅おはら揚げ
（黄）
各2、
のり巻き棒天、
しそ巻き棒天
賞味期限：冷蔵で6日

│本-043│別-053│わ-031

891-053-054 bBcCcG
有村屋
本場さつま揚げ詰合せ
THA-5105･･････････････････････

5,400円

納屋徳永屋
さつま揚げ詰合せ

TK-A･････････････････････････････

4,320円

棒天・きくらげ 各6、
ごぼう・人参 各5、生姜×4、柚子こしょう
×3 計29
賞味期限：冷蔵で6日

703-052-054 bBcCcG
仙台名産
阿部の笹かまぼこ詰合せ
AJ-84M･････････････････････････

4,500円

吟撰笹・阿部の笹かまぼこ・菜ころん 各4、笹だより・チーズ
ボール 各3

│本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で10日 │本-043│別-053│わ-031

892-051-054 bBcCcG

702-056-054 bBcCcG

長崎 五島蒲鉾詰合せ
GM-35･･･････････････････････････

3,500円

仙台名産
冬季限定 阿部の笹かまぼこ詰合せ
AJ-19S･･････････････････････････ 5,600円

吟撰笹×8、四季の笹かまぼこ かに・菜ころん・チーズボー
ル 各3、
えび焼×2

│本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で20日 │本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で10日 │本-043│別-053│わ-031

822-051-054 bBcCcG

823-058-054 bBcCcG

701-051-054 bBcCcG

705-055-054 bBcCcG

京都 大安 千枚漬

京都 大安 千枚漬

│本-043│別-053│わ-031

さつまあげ・かまぼこ・漬物

直TS-36･････････････････････････
千枚漬82g×4

3,888円

特揚げ棒天・いわし棒天 各8、
にんじん天・れんこん天・ごぼ
う天・枝豆天・梅おはら揚げ（黄）各3、五目揚げ・のり巻棒
天・
しそ巻棒天 各2

893-056-054 bBcCcG

五島一番蒲鉾小
（赤・白）
、季節の天ぷら、五島つみれ、鰯
半月天、五島ばらもん揚げ
（黒・白）

賞味期限：冷蔵で7日

賞味期限：冷蔵で6日

直TS-50･････････････････････････
千枚漬82g×6

5,400円

賞味期限：冷蔵で11日 │本-086│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で11日 │本-086│別-053│わ-031

814-059-054 bBcCcG
京都 大安
千枚漬とちいさなだいやす
直SY-35･････････････････････････
京つけもの7種類

3,780円

賞味期限：冷蔵で11日 │本-086│別-053│わ-031

054

889-059-054 bBcCcG

安岡蒲鉾
宇和島じゃこ天蒲鉾詰合せ
222･･･････････････････････････････

3,780円

宇和島じゃこ天×5、
じゃこつみれ120g、
あげ巻170g、宇
和海100g、
じゃこちくわ×2

阿部の笹かまぼこ×8、四季の笹かまぼこ かに×6、菜ころ
ん・チーズボール 各3

│本-043│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で10日 │本-043│別-053│わ-031

817-058-054 bBcCcG

818-054-054 bBcCcG

819-050-054 bBcCcG

京都 大安 味さわやか

京都 大安 味さわやか

京都 大安 味さわやか

直FF-32･････････････････････････
千枚漬82g、京つけもの5種類
賞味期限：冷蔵で9日

3,456円

│本-086│別-053│わ-031

賞味期限：冷蔵で8日

仙台名産
冬季限定 阿部の笹かまぼこ詰合せ
ADT-19S･･･････････････････････ 4,650円

直FF-40･････････････････････････
千枚漬82g×2、京つけもの6種類
賞味期限：冷蔵で9日

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

4,320円

│本-086│別-053│わ-031

直FF-50･････････････････････････
千枚漬82g×3、
京つけもの7種類
賞味期限：冷蔵で9日

5,400円

│本-086│別-053│わ-031

お届け期間

お届け期間

お届け期間

11月下旬～

11月下旬～

11月下旬～

451-053-055 bcG
大分産 デコポン

･･･････････････････････････････････････････[写真の品]

450-057-055 bcG

8玉前後

大分産 美娘オレンジ

･････････････････････････････････････････････････････････
9玉前後

5,400円

452-051-055 bcG
･････････････････････････････････････････････････････････
6玉前後

│本-009│別-052│わ-021

5,400円
3,780円

453-056-055 cG

大分産 デコポン＆美娘
･････････････････････････････････････････････････････････
デコポン・美娘 各5玉前後

│本-009│別-052│わ-021

│本-009│別-052│わ-021

お届け期間

お届け期間

お届け期間

11月下旬～

11月下旬～

11月下旬～

457-051-055 bcG

455-059-055 cG
山形産 ラ フランス

･･･････････････････････････････････････････[写真の品]
10玉前後

454-052-055 bcG
青森産 サンふじ

･････････････････････････････････････････････････････････
10玉前後

5,400円

456-055-055 bcG
･････････････････････････････････････････････････････････
6玉前後

│本-009│別-052│わ-021

5,400円
3,780円

山形産 ラ フランス＆大分産 デコポン
･･･････････････････････････････････････････[写真の品]5,400円

ラ フランス・デコポン 各5玉前後

458-058-055 bcG
･････････････････････････････････････････････････････････
ラ フランス・デコポン 各3玉前後

│本-009│別-052│わ-021

お届け期間

お届け期間

11月下旬～

11月下旬～

･････････････････････････････････････････････････････････
メロン1玉、
ラ フランス4玉前後

5,400円

･････････････････････････････････････････････････････････
メロン1玉、
デコポン4玉前後

│本-009│別-052│わ-021

5,400円

461-059-055 bcG
ラ フランス・デコポン・サンふじ詰合せ
･････････････････････････････････････････････････････････
ラ フランス・サンふじ 各4玉、
デコポン3玉

│本-009│別-052│わ-021

お届け期間

お届け期間

お届け期間

11月下旬～

11月下旬～

463-051-055 cG

富山産 干柿

･････････････････････････････････････････････････････････
12個前後

5,400円

│本-009│別-052│わ-021

静岡産 マスクメロン＆大分産 デコポン
･････････････････････････････････････････････････････
マスクメロン1玉、
デコポン4玉前後

10,800円

7,560円

│本-009│別-052│わ-021

11月下旬～
12月中旬

462-055-055 cG

フルーツ

お届け期間

460-052-055 cG
メロン＆大分産 デコポン

3,780円

│本-009│別-052│わ-021

11月下旬～

459-054-055 cG
メロン＆山形産 ラ フランス

5,400円

464-058-055 cG

静岡産 マスクメロン＆山形産 ラ フランス
･････････････････････････････････････････････････････
マスクメロン1玉、
ラ フランス4玉前後

│本-009│別-052│わ-021

二重包装はお受けできません。お届け日までの日数をいただくことがございます。※天候などにより、お届け期間が変更になる場合がございます。

10,800円

│本-009│別-052│わ-021

055

お濃茶ラングドシャ「茶の菓」は、
マールブランシュを代 表する京ス
イーツの定 番。 香り高い厳 選 茶
葉の風 味が、ホワイトチョコと好
相性。

お届け期間

12月上旬～

446-025-056 cG

京都 北山 マールブランシュ
京都北山逸品合わせM
KIL-30G･･････････････････････････････････････････････

3,240円

茶の菓×9、北山本店シェフクッキー×6、生茶の菓・やわらかないすアップルパイ 各2
賞味期限：常温で24日

│本-020│別-012│わ-001

お届け期間

12月上旬～

448-028-056 cG

厳選イチオシ

京都 北山 マールブランシュ
京都北山逸品合わせL
KIL-50G･･････････････････････････････････････････････

5,400円

茶の菓×13、北山本店シェフクッキー×9、生茶の菓×6、
やわらかないすアップ
ルパイ×3
賞味期限：常温で24日

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子

フランス発、発酵バターと高級チーズ
のブランド「ベイユヴェール」がお届
けする、モダンな焼き菓子の詰合せ。

ベルギーの高 級ブランド「ゴディバ」
のショコラティエが生み出す上質なチョ
コレートを使った焼き菓子の詰合せ。

081-027-056 aAcG
ゴディバ パティスリーアソートメント

3,240円

GPA-312･･････････････････････････････[写真の品]
ケーク×3、
カカオフィナンシェ・マドレーヌ 各4

082-023-056 aAcG
GPA-512････････････････････････････････････････････
ケーク・カカオフィナンシェ・マドレーヌ 各6

5,400円

│本-020│別-012│わ-001

056

405-027-056 cG

ベイユヴェール Nantes（ナント）
12000600･･････････････････････････････････････････

3,240円

フィナンシェ・ヴィジタンディーヌ・ギャレットフロマージュ・ギャレットブルトン 各2
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

075-027-057 aAcG
ゴディバ ゴールドコレクション
G-30･･････････････････････････････････････････････････
チョコレート×12

3,240円

│本-020│別-012│わ-001

076-023-057 aAcG
ゴディバ ゴールドコレクション

077-021-057 aAcG

ゴディバ クッキーアソートメント
GDC-301････････････････････････････････････････････
クッキー
（ミルクチョコレート・ダークチョコレート）
各16

G-50･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

チョコレート×20

5,400円

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子

079-022-057 aAcG
ゴディバ
クッキー＆チョコレートアソートメント
GCC-30･･････････････････････････････････････････････ 3,240円

080-020-057 aAcG
ゴディバ
クッキー＆チョコレートアソートメント
GCC-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

チョコレート×13、
クッキー
（ミルクチョコレート・ダークチョコレート）
各4

チョコレート×21、
クッキー
（ミルクチョコレート・ダークチョコレート）
各4

760-021-057 bBcDcG

761-028-057 bBcDcG

ゴディバ アイスギフトセット

ゴディバ アイスギフトセット

GIS-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

カップアイス125ml×9
（ベルジアンダークチョコレート・ミルクチョコレートチップ・
タンザニアダーク＆ミルクチョコレート・カカオバニラ各2、
ストロベリーチョコレート
チップ）
※沖縄・離島を除く全国配送
│本-020│別-012│わ-001

GIS-80････････････････････････････････････････････････

8,640円

カップアイス125ml×15
（ベルジアンダークチョコレート・ミルクチョコレートチップ・
タンザニアダーク＆ミルクチョコレート・カカオバニラ・ストロベリーチョコレートチッ
プ各3）
※沖縄・離島を除く全国配送
│本-020│別-012│わ-001

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

078-026-057 aAcG
ゴディバ クッキーアソートメント
GDC-501････････････････････････････････････････････

5,400円

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

│本-020│別-012│わ-001

762-024-057 bBcDcG
ゴディバ
カップアイス＆タルトグラッセギフトセット
GTT-50･･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

カップアイス125ml×5
（ベルジアンダークチョコレート・ミルクチョコレートチップ・
タンザニアダーク＆ミルクチョコレート・カカオバニラ・ストロベリーチョコレートチッ
プ）
、
タルトグラッセ×3
（ラズベリー＆ダークチョコレート・ストロベリー＆ホワイトチョ
コレート・抹茶＆ホワイトチョコレート）※沖縄・離島を除く全国配送
│本-020│別-012│わ-001

057

061-026-058 aAcG

アンリ・シャルパンティエ
タルト・フリュイ・アソート（M）
TA-40AWN･････････････････････････････････････････

4,320円

フルーツタルト4種計7、
フィナンシェ×4、
マドレーヌ×3、
クリームサンドクッキー
（プ
レーン×4、
チョコレート×3）
賞味期限：常温で42日

060-021-058 aAcG
アンリ・シャルパンティエ
タルト・フリュイ・アソート（S）
TA-30AWN･････････････････････････････････････････

062-022-058 aAcG

3,240円

フルーツタルト4種計4、
フィナンシェ・マドレーヌ 各4、
クリームサンドクッキー
（プ
レーン・チョコレート）
各3
賞味期限：常温で42日

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

アンリ・シャルパンティエ
タルト・フリュイ・アソート（L）
TA-50AWN･････････････････････････････････････････

5,400円

フルーツタルト4種計7、
フィナンシェ・マドレーヌ 各7、
クリームサンドクッキー
（プ
レーン×4、
チョコレート×3）
賞味期限：常温で42日

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子
063-029-058 aJcG

アンリ・シャルパンティエ
ガトー・キュイ・アンサンブル（SS）
EM-25････････････････････････････････････････････････

2,700円

フィナンシェ・マドレーヌ 各4、
クリームサンドクッキー
（プレーン・チョコレート）
各4、
プティ ガトー アソルティ×8
賞味期限：常温で42日

│本-020│別-012│わ-001

068-020-058 aAcG
アンリ・シャルパンティエ
ホリデーギフト・アソート

HGA-30R････････････････････････････････････････････

3,240円

フィナンシェ・フィナンシェ オ ショコラ 各3、
マドレーヌ×2、
クリームサンドクッキー
（プレーン・チョコレート）
各4、
プティ ガトー アソルティ×11
賞味期限：常温で42日

058

│本-020│別-012│わ-001

064-025-058 aAcG

アンリ・シャルパンティエ
ガトー・キュイ・アンサンブル（S）
EM-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

フィナンシェ×5、
マドレーヌ×4、
クリームサンドクッキー
（プレーン×5、
チョコレート
×4）
、
プティ ガトー アソルティ8種計10
賞味期限：常温で42日

│本-020│別-012│わ-001

066-028-058 aAcG

アンリ・シャルパンティエ
焼き栗モンブラン・アソート（M）
YM-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

フィナンシェ・マドレーヌ 各4、
焼き栗モンブラン×5、
クリームサンドクッキー
（プレー
ン・チョコレート）
各3
賞味期限：常温で42日

│本-020│別-012│わ-001

065-021-058 aAcG

アンリ・シャルパンティエ
ガトー・キュイ・アンサンブル（L）
EM-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

フィナンシェ×5、
マドレーヌ×4、
クリームサンドクッキー
（プレーン・チョコレート）
各
9、
プティ ガトー アソルティ8種計22
賞味期限：常温で42日

│本-020│別-012│わ-001

067-024-058 aAcG
アンリ・シャルパンティエ
焼き栗モンブラン・アソート（L）
YM-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

フィナンシェ・マドレーヌ 各5、焼き栗モンブラン×10、
クリームサンドクッキー
（プ
レーン・チョコレート）
各5
賞味期限：常温で42日

│本-020│別-012│わ-001

058-025-059 aAcG
シーキューブ
ディアーアソート ナッツ&フルーツウィッチ L
CAS
（NW）
-50
（I）
･･･････････････････････････････････ 5,400円

焼きティラミス・チョコサンドクッキー
（ミルク・チョコレート各3、
いちご×2）
各8、
ベ
リーウィッチ・キャラメルナッツウィッチ・芳醇チーズサブレ 各4、
ハイカカオブラウ
ニー×6
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

057-029-059 aAcG
シーキューブ
ディアーアソート ナッツ&フルーツウィッチ M
CAS
（NW）
-30
（I）
･･･････････････････････････････････ 3,240円

055-026-059 aAcG
シーキューブ
ハッピースウィートアソート M
CAS
（HS）
-30
（I）
･･･････････････････････････････････

焼きティラミス・ハイカカオブラウニー・芳醇チーズサブレ 各4、
チョコサンドクッ
キー×5
（ミルク・チョコレート各2、
いちご）
、
キャラメルナッツウィッチ・ベリーウィッチ
各2

3,240円

焼きティラミス×10、
チョコサンドクッキー×8（ミルク・チョコレート各3、
いちご×
2）
、
ハイカカオブラウニー・芳醇チーズサブレ 各3
賞味期限：常温で90日

賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子

056-022-059 aAcG
シーキューブ
ハッピースウィートアソート LL
CAS
（HS）
-50
（I）
･･･････････････････････････････････

5,400円

焼きティラミス×12、
チョコサンドクッキー×10
（ミルク・いちご各3、
チョコレート×
4）
、
ハイカカオブラウニー・芳醇チーズサブレ 各12
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

240-028-059 aAcG

ボンシャペリー ガトーアソートS
BGA-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

C.cheese・F.cheese・ショコララング
（ダーク・ミルク・ホワイト）
各2、
クローバーパ
イ×4、
チュチュタルトフレーズ×3
賞味期限：常温で45日

│本-095│別-014│わ-001

048-021-059 aAcG

049-026-059 aAcG

ロイスダール エクセレントギフト

ロイスダール エクセレントギフト

EX30･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

アマンドリーフ・マカデミアショコラ 各4、
クッキー×19
（6種）
、
リーフパイショコラ×
2、
チョコレート×12
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

242-020-059 aAcG

ボンシャペリー ガトーアソートM
BGA-40･･････････････････････････････････････････････

4,320円

C.cheese・F.cheese・チュチュタルトフレーズ・クローバーパイ 各3、
ショコララン
グ
（ダーク・ミルク・ホワイト）
各4
賞味期限：常温で45日

│本-095│別-014│わ-001

EX50･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

アマンドリーフ×7、
クッキー×27
（7種）
、
マカデミアショコラ×6、
リーフパイショコラ
×3、
チョコレート×12、
スティックチョコレート×12
（2種）
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

241-024-059 aAcG

ボンシャペリー ガトーアソートL
BGA-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

C.cheese・F.cheese・チュチュタルトフレーズ 各3、
ショコララング
（ダーク・ミル
ク・ホワイト）
各4、
クローバーパイ×5、
プレーンフィナンシェ・ショコラフィナンシェ
各2
賞味期限：常温で45日

│本-095│別-014│わ-001

059

112-021-060 aAcG
ヨックモック サンクデリス
YCD-40･･････････････････････････････････････････････

4,320円

シガール・ビエオザマンドショコラ 各12、
ビエオゥショコラオレ×18、
プランリュンヌ
×8、
バトードゥマカダミア×10
│本-020│別-012│わ-001

111-023-060 aAcG
ヨックモック サンクデリス
YCD-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

シガール・プランリュンヌ 各6、
ビエオゥショコラオレ×15、
ビエオザマンドショコラ×
10、
バトードゥマカダミア×8
│本-020│別-012│わ-001

113-026-060 aAcG
ヨックモック グランサンクデリス
YCD-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

シガール×15、
ビエオゥショコラオレ×24、
ビエオザマンドショコラ×16、
プランリュ
ンヌ×12、
バトードゥマカダミア×10
│本-020│別-012│わ-001

洋菓子
110-027-060 aJcG
ヨックモック プティサンクデリス
YCD-20･･････････････････････････････････････････････

2,160円

シガール×4、
ビエオゥショコラオレ×10、
ビエオザマンドショコラ×5、
プランリュンヌ
×3、
バトードゥマカダミア×6

114-022-060 aJcG
ヨックモック クッキーアソート
YCA-25W･･･････････････････････････････････････････

2,700円

シガール×20、
ビエオゥショコラオレ・ビエオザマンドショコラ 各12

│本-020│別-012│わ-001

116-025-060 aAcG
ヨックモック シガールアソート
YCGA-315･･････････････････････････････････････････
シガール×20、
シガールオゥショコラ×18

│本-020│別-012│わ-001

3,402円

│本-020│別-012│わ-001

275-026-060 aAcG
465-021-060 cG

ヨックモック クッキーアソート
YLB-30･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

シガール×18、
ビエオゥショコラオレ・ビエオザマンドショコラ 各20

│本-020│別-012│わ-001

060

千鳥屋 チロリアン ギフトセット

466-026-060 cG

ヨックモック クッキーアソート
YP-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

シガール×18、
ビエオゥショコラオレ×40、
ビエオザマンドショコラ×20、
プランリュ
ンヌ×14
│本-020│別-012│わ-001

3,240円

TR-30･･･････････････････････････････････[写真の品]
チロリアン
（ロング）
×28、
チロリアンハット×16

520-020-060 cG

TR-20･････････････････････････････････････････････････
チロリアン
（ロング）
×16、
チロリアンハット×12

2,160円

│本-019│別-015│わ-002

121-029-061 aAcG
メリーチョコレート エレガントギフト
ELG-Y････････････････････････････････････････････････

4,320円

チョコレート×20、
マロングラッセ・チョコレートブラウニー 各4、
ミルフィーユ
（アー
モンド・ストロベリー各4、
チョコレート×6）
、
プレーンチョコレート
（ミルク・ミルクビ
ター・ビター各4）
│本-020│別-012│わ-001

122-025-061 aAcG

メリーチョコレート エレガントギフト
ELG-G････････････････････････････････････････････････

5,400円

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

120-022-061 aAcG
メリーチョコレート エレガントギフト
ELG-S････････････････････････････････････････････････

3,240円

チョコレート×20、
マロングラッセ×4、
ミルフィーユ
（アーモンド・ストロベリー・チョコ
レート各4）
、
プレーンチョコレート
（ミルク・ミルクビター・ビター各3）
│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子

475-025-061 cG
メリーチョコレート エレガントギフト
ELG-GH･･････････････････････････････････････････････

2,700円

チョコレート×20、
ミルフィーユ
（アーモンド・ストロベリー各4、
チョコレート×6）
、
プ
レーンチョコレート
（ミルク・ミルクビター・ビター各3）

476-021-061 cG
メリーチョコレート ミルフィーユ
MF-S･･････････････････････････････････････････････････
アーモンド・ストロベリー 各7、
チョコレート×16

│本-020│別-012│わ-001

010-022-061 aAcG
ブールミッシュ ガトー・ドゥ・セゾン
YS-A･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

トリュフケーキ・ガトー オ マロン・マドレーヌ・フレンチワッフル
（プレーン・チョコレー
ト）
・いちごケーキ 各2、
フィナンシェ、
ヌーヴェルガレット
（バニラ・チョコ）
、
チョコオ
レンジケーキ×3 計18
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

3,240円

123-021-061 aAcG
メリーチョコレート ファンシーチョコレート
FC-S･･････････････････････････････････････････････････
チョコレート×80

│本-020│別-012│わ-001

011-029-061 aAcG
ブールミッシュ ガトー・ドゥ・セゾン
YS-C･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

トリュフケーキ・フィナンシェ・ヌーヴェルガレットチョコ・フレンチワッフル
（プレーン・
チョコレート）
・いちごケーキ 各3、
マドレーヌ・ヌーヴェルガレットバニラ・チョコオレ
ンジケーキ 各4、
ガトー オ マロン×2 計32
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

3,240円

│本-020│別-012│わ-001

012-025-061 aAcG
ブールミッシュ グランリュクス
BM-E･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

フィナンシェ マロン・いちごケーキ・チョコオレンジケーキ・マドレーヌ ブラウン・フィ
ナンシェピスタチオ・りんごバターケーキ・フィナンシェ・フィナンシェショコラ 各3
計24個
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

061

102-024-062 aAcG
モロゾフ ロイヤルタイム

MO-1352････････････････････････････････････････････

4,320円

ファンシーチョコレート×25、
ミルフィーユショコラ×8、
クリームクッキーズ×6、
ファ
ヤージュ×14
│本-020│別-013│わ-001

101-028-062 aAcG
モロゾフ ロイヤルタイム

MO-1353････････････････････････････････････････････

103-020-062 aAcG

3,240円

ファンシーチョコレート×25、
ミルフィーユショコラ×6、
ファヤージュ×14

│本-020│別-013│わ-001

モロゾフ ロイヤルタイム

MO-1351････････････････････････････････････････････

5,400円

ファンシーチョコレート×37、
ミルフィーユショコラ×9、
クリームクッキーズ×8、
ファ
ヤージュ×16
│本-020│別-013│わ-001

洋菓子
100-021-062 aJcG
モロゾフ ロイヤルタイム

MO-1355････････････････････････････････････････････
ファンシーチョコレート×19、
ファヤージュ×12

455-024-062 cG

2,160円

モロゾフ ロイヤルタイム
MO-1354････････････････････････････････････････････
ファンシーチョコレート×19、
オデット×6、
ファヤージュ×12

│本-020│別-013│わ-001

459-021-062 cG

モロゾフ ティーブレイク

モロゾフ ティーブレイク

MO-1043･･･････････････････････

3,240円

│本-020│別-013│わ-001

062

2,700円

モロゾフ スイートサプライズM
MO-0103････････････････････････････････････････････

MO-1042･･･････････････････････

5,400円

ファヤージュ×24、
ファヤージュリッチショコラ×12、
オデット
×24
│本-020│別-013│わ-001

3,240円

ファヤージュ×21、
オデット×10、
アルカディア
（アーモンド・カシューナッツ各70g）

│本-020│別-013│わ-001

458-023-062 cG

ファヤージュ×11、
ファヤージュリッチショコラ×10、
オデット
×15

460-028-062 cG

│本-020│別-013│わ-001

457-027-062 cG

770-027-062 bBcDcG

チョコレート×30

カップアイス
（バニラ・ストロベリー・チョコレート・宇治抹茶・カ
スタードプリン）、
グラスオショコラ
（バニラ・ストロベリー・瀬戸
内レモン・ヨーグルト風味）
各4 ※沖縄・離島を除く全国配送

モロゾフ
プレミアムチョコレートセレクション
MO-0062･･･････････････････････ 3,240円
│本-020│別-013│わ-001

モロゾフ
アイスギフトセットB
MO-3512･･･････････････････････

4,158円

│本-020│別-013│わ-001

092-029-063 aAcG
ゴンチャロフ エミネントギフトK
K-30･･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

エミネントチョコレート×24、
クッキーショコラ×8、
コルベイユ×16

│本-020│別-012│わ-001

093-025-063 aAcG
ゴンチャロフ エミネントギフトT

094-021-063 aAcG

ゴンチャロフ エミネントギフトE
E-40･･･････････････････････････････････････････････････

T-30･･･････････････････････････････････････････････････

4,320円

3,240円

ショコラセッション×20、
プロミネントアソート×24、
クリンツイ×12

│本-020│別-012│わ-001

ショコラセッション×20、
クッキーショコラ×8、
コルベイユ×16、
マロングラッセ×6

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子

090-026-063 aJcG
ゴンチャロフ エミネントギフトS
S-20･･･････････････････････････････････････････････････
ショコラセッション×30、
コルベイユ×8

2,160円

091-022-063 aJcG
ゴンチャロフ エミネントギフトJ
J-25･･･････････････････････････････････････････････････
ショコラセッション×30、
コルベイユ・クリンツイ 各10

│本-020│別-012│わ-001

2,700円

426-024-063 cG
ゴンチャロフ ショコラセッション
･････････････････････････････････････････････････････････
チョコレート×63

│本-020│別-012│わ-001

3,240円

│本-020│別-012│わ-001

お届け期間

12月上旬～

771-023-063 bBcDcG

モロゾフ 博多クリームチーズケーキ2個セット
MO-2217････････････････････････････････････････････
博多クリームチーズケーキ×2
（直径約17cm）
※沖縄・離島を除く全国配送
賞味期限：冷凍で90日 解凍後、冷蔵で4日

4,320円

│本-020│別-013│わ-001

485-020-063 bcG

486-027-063 bcG

デメル セレクション

COP-30Y････････････････････････････････････････････

3,240円

クッキー詰合せ60g、
ココスツィーゲル4枚入、
サワースティック12本入、
クライネ
クーヘン
（フィグ・ピスタチオ各2個入）
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

デメル アソートクッキー
ATC-30Y････････････････････････････････････････････
クッキー
（10種類）
285g

3,240円

│本-020│別-012│わ-001

063

029-025-064 aAcG
ユーハイム ギフトセット

SLL-40･･･････････････････････････････････････････････

4,320円

バウムクーヘン・ショコラーデンバウム 各5、
テーゲベック135g、
リープヘン×16
賞味期限：常温で60日

028-029-064 aAcG
ユーハイム ギフトセット

SLL-30･･･････････････････････････････････････････････

030-023-064 aAcG

3,240円

バウムクーヘン×6、
リープヘン×16、
ショコラーデンバウム×5
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

ユーハイム ギフトセット

SLL-50･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

バウムクーヘン・ショコラーデンバウム 各5、
アーモンド＆マカダミア ショコラサブレ
×10、
ハイデザント×20、
リープヘン×16
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子
027-022-064 aJcG
ユーハイム ギフトセット

SL-25･････････････････････････････････････････････････
バウムクーヘン×7、
ショコラーデンバウム×6
賞味期限：常温で60日

2,700円

│本-020│別-012│わ-001

140-023-064 aAcG
ボンサンク 欧集花

OU-S･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

ヴィンテージュアンジュ
（ショコラ・キャラメル各2、
フロマージュ×3）
、
ブラウニー・マ
ドレーヌ 各4、
フィナンセ
（プレーン・抹茶）
各2
賞味期限：常温で30日

064

│本-020│別-015│わ-006

031-021-064 aAcG
ユーハイム ギフトセット

TLK-30･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

バウムクーヘン×3、バウムクーヘン
（チョコレート）
×2、
リープヘン×16、
テーゲ
ベック135g
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

141-021-064 aAcG
ボンサンク 欧集花

OU-G･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ヴィンテージュアンジュ
（ショコラ・フロマージュ・キャラメル）
各3、
ブラウニー×3、
マ
ドレーヌ×6、
フィナンセ
（プレーン・チョコ各3、抹茶×2）
賞味期限：常温で30日

│本-020│別-015│わ-006

025-021-064 aAcG
カールユーハイム ギフトセット
KSA-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

バウムクーヘンシャイベン
（プレーン・プラリーネン・ショコラーデ）
各6
賞味期限：常温で45日

│本-020│別-012│わ-001

026-026-064 aAcG
カールユーハイム ギフトセット
KSA-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

バウムクーヘンシャイベン
（プレーン・プラリーネン・ショコラーデ）
各10
賞味期限：常温で45日

│本-020│別-012│わ-001

420-026-065 cG
ロクメイカン ローズパレットアソートミックス
RRP-40･･････････････････････････････････････････････

4,320円

恵みのしずく12種各2、
ローズパレット3種各6、
カフェパレット3種各4

│本-095│別-014│わ-044

020-028-065 aAcG
ロクメイカン ウインターコレクション

421-022-065 cG
ロクメイカン ローズパレットアソートミックス
RRP-50･･････････････････････････････････････････････

RWC-30･････････････････････････････････････････････

3,240円

リーフパイ
（プレーン・ミルク・ホワイト）
各3、恵みのしずく12種28入、
ローズパレッ
ト3種各2、
フィナンシェ
（プレーン・チョコ）
各2

5,400円

賞味期限：常温で60日

恵みのしずく12種28入、
ローズパレット3種各8、
カフェパレット3種各5

│本-095│別-014│わ-044

│本-095│別-014│わ-044

洋菓子

021-024-065 aAcG
ロクメイカン 恵みのしずく

001-023-065 aAcG

GDA-30･･････････････････････････････････････････････

AG30A･･･････････････････････････････････････････････

フルーツゼリー12種70入

3,240円

神戸凮月堂 ゴーフルセット

ゴーフル×6、
パレ オ ショコラ・パレ ノアール 各5、
パピヨット・紅茶パピヨット 各
9、
デセールショアジ×6

│本-095│別-014│わ-044

070-025-065 aAcG

ホリ 夕張メロンピュアゼリープレミアム
HYPJP12････････････････････････････････････････････
95g×12

3,240円

│本-020│別-012│わ-001

3,240円

003-026-065 aAcG
神戸凮月堂 ゴーフルセット

AG50A･･･････････････････････････････････････････････

│本-020│別-012│わ-001

004-022-065 aJcG
レスポワール シュマンドロワ
CD20WBN･･････････････････････････････････････････

2,160円

レスポワール×8、
ドリカポ×5、
ゴーフレール
（セミスイート）
×4、
シモサン×3、
ショコ
ラアクロケ×2
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

5,400円

ゴーフル・ゴーフル オ グーテ 各6、
パレ オ ショコラ・パレ ノアール 各5、
パピヨッ
ト・紅茶パピヨット 各9、
ゴーフルクランチ×12、
デセールショアジ×10
│本-020│別-012│わ-001

002-021-065 aAcG
レスポワール シュマンドロワ
CD30WBN･･････････････････････････････････････････

3,240円

レスポワール×16、
ドリカポ×8、
ゴーフレール
（セミスイート・ミルク）
各4、
シモサン・
ショコラアクロケ 各3
賞味期限：常温で60日

│本-020│別-012│わ-001

065

131-024-066 aAcG
フーシェ ミルフィーユ
MF-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

ミルフィーユ
（バニラ・キャラメル・ストロベリー・ヘーゼルナッツ各8、
アールグレイ・
ピスタチオ各6）
計44
│本-020│別-012│わ-001

130-028-066 aAcG
フーシェ ミルフィーユ
MF-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

ミルフィーユ
（バニラ・ストロベリー・ヘーゼルナッツ各5、
キャラメル・アールグレイ・
ピスタチオ各4）
計27
│本-020│別-012│わ-001

132-020-066 aAcG
フーシェ ラ・リュー・ド・パリ
CS-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

プチフールセック×21、
ギャルリドショコラ・ミルフィーユ 各10

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子
133-027-066 aJcG
フーシェ ラ・リュー・ド・パリ
AO-20････････････････････････････････････････････････
プチフールセック×21、
ミルフィーユ×8

2,160円

480-029-066 cG
フーシェ ラ・リュー・ド・パリ
BO-25････････････････････････････････････････････････
プチフールセック×21、
ミルフィーユ×12

│本-020│別-012│わ-001

435-023-066 cG

資生堂パーラー 菓子詰合せ
SP30N･･･････････････････････････････････････････････
ラ ガナシュ×14、
ビスキュイ×8、
チーズケーキ×6
賞味期限：常温で60日

066

035-025-066 aAcG

2,700円

│本-020│別-012│わ-001

436-021-066 cG

3,240円

│本-020│別-012│わ-001

資生堂パーラー 菓子詰合せ
SP50N･･･････････････････････････････････････････････
ラ ガナシュ×24、
ビスキュイ×16、
チーズケーキ×9
賞味期限：常温で60日

資生堂パーラー 冬の菓子詰合せ
DJ30･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

ラングドシャ・ビスキュイ・サブレ・ラ ガナシュ・ショコラヴィオン 各8
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

036-021-066 aAcG

5,400円

│本-020│別-012│わ-001

資生堂パーラー 冬の菓子詰合せ
DJ50･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ラングドシャ×14、
ラ ガナシュ・ビスキュイ 各16、
サブレ・ショコラヴィオン 各8
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

050-024-067 aAcG

本髙砂屋 エコルセ ファミリーギフト
AF30･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

エコルセ×20、焙じ茶エコルセ・抹茶エコルセ 各5、
マンデルチーゲル×3、
ショコ
ラエコルセ×24、
オーロフィーノ×6
│本-020│別-012│わ-001

415-022-067 cG

本髙砂屋 エコルセ ファミリーギフト
AL20･･････････････････････････････････････････････････
エコルセ・ショコラエコルセ 各20、
マンデルチーゲル×6

2,160円

051-020-067 aAcG

本髙砂屋 エコルセ ファミリーギフト
AF50･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

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

│本-020│別-012│わ-001

052-027-067 aAcG
本髙砂屋 エコルセ

E30････････････････････････････････････････････････････

3,240円

三角3枚×14包、短冊2枚×18包、丸型
（ミルクチョコ）
2本×10包、丸型
（ホワイ
トチョコ）
2本×10包

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

洋菓子

265-020-067 aAcG
泉屋スペシャルクッキーズ

A-300･････････････････････････････････････････････････
クッキー10種440g

賞味期限：常温で90日

3,240円

430-021-067 cG

アントステラ ステラズセレクト（M）
E-30M････････････････････････････････････････････････

3,240円

チョコレートチップ・アーモンドチョコチップ・オールドファッションシュガー・苺りんぐ・
紅茶・ヨーグルト 各4、
ダブルチョコナッツ・キャラメルカスタード 各3、
セサミ×5
計35枚

│本-019│別-012│わ-001

431-028-067 cG

アントステラ ステラズセレクト（L）
E-50L･････････････････････････････････････････････････

5,400円

チョコレートチップ×10、
アーモンドチョコチップ・オールドファッションシュガー 各
9、苺りんぐ・紅茶・ヨーグルト・ダブルチョコナッツ・キャラメルカスタード・セサミ 各
5 計58枚

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

410-020-067 cG

412-023-067 cG

日本橋 千疋屋総本店 ミルフィーユ

日本橋 千疋屋総本店 ピュアフルーツジェリー

3,240円

730-025-067 bBcDcG
日本橋 千疋屋総本店
アイスクリーム・シャーベット詰合せ
SIG-50････････････････････････････････････････････････ 5,400円

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

SMF-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

スウィートブルーベリー・ホワイトストロベリー・柚子抹茶 各6
賞味期限：常温で90日

│本-020│別-012│わ-001

PFJ-30･･･････････････････････････････････････････････

白桃・ピオーネ 各2、
ふじりんご、
ラフランス、
さくらんぼ、伊予柑

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

アイスクリーム
（バナナ・バニラ）
、
シャーベット
（りんご・グレープ各2、
オレンジ・パイ
ナップル・レモン）
、
バナナアイスクッキーサンド ※沖縄・離島を除く全国配送

067

「俵屋あるところに雲龍あり」と称
えられる銘菓「雲龍」。小倉餡と
村 雨 餡を一 本 一 本 丁 寧に手で巻
きあげ、 雲 間を飛 翔する龍 の 荘
厳で雄々しい様が表現されていま
す。

お届け期間

12月上旬～

535-028-068 cG

俵屋吉富 京銘菓「雲龍」詰合せ
T-3A･･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

雲龍
（半棹）
、干支菓子「虎千里」、福豆×4、
ふきよせ
「萬年」
賞味期限：常温で25日

│本-019│別-015│わ-002

お届け期間

12月上旬～

厳選イチオシ

536-024-068 cG

俵屋吉富 京銘菓「雲龍」詰合せ
T-5A･･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

雲龍
（本棹）
、福豆×4、干支栗羊羹
（半棹）
、
干支菓子「虎千里」、柚子ぼうろ
賞味期限：常温で25日

│本-019│別-015│わ-002

和菓子

「 両 口 屋 是 清 」 は、 創 業1634年
（寛永11年）の名古屋を代表する
老 舗 菓 子メーカー。 四 季 折々の
自然の姿や日本文化を伝える技に
より、世界に誇る和菓子作りを続
けています。

お届け期間

11月中旬～

515-027-068 cG

両口屋是清 東風の便り
GW30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

干支羊羹、
おときき山
（白あん・抹茶あん各2）
、
よも山×4、旅まくら×10、志なの
路×8
賞味期限：常温で21日

│本-019│別-015│わ-046

お届け期間

11月中旬～

517-021-068 cG

516-023-068 cG

両口屋是清 銘菓詰合せ
M30･･･････････････････････････････････････････････････
よも山×10、旅まくら・志なの路 各14
賞味期限：常温で21日

068

3,240円

│本-019│別-015│わ-046

両口屋是清 東風の便り
GW50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

干支羊羹、
をちこち、
おときき山
（白あん・抹茶あん各4）
、
よも山×8、旅まくら・志な
の路 各12
賞味期限：常温で21日

│本-019│別-015│わ-046

宗家 源吉兆庵では、自然の恵み
「 果 実 」をまるごと生かし、 素 材
が持つおいしさや美しさを味わっ
ていただけるよう、 季 節ならでは
の果実菓子を創りだしています。

527-025-069 cG

宗家 源 吉兆庵 果実撰 冬
KF-35････････････････････････････

3,780円

福渡せんべい 苺×5、
ゴールデンキウイの果×3、御前栗・と
こよ 各2、
粋甘粛
賞味期限：常温で30日 │本-080│別-015│わ-002

528-021-069 cG

宗家 源 吉兆庵 果実撰 冬

5,400円

福渡せんべい 苺×6、
ゴールデンキウイの果×4、御前栗×
3、
とこよ・粋甘粛 各2、
賞味期限：常温で30日 │本-080│別-015│わ-002

530-026-069 cG

宗家 源 吉兆庵 福渡せんべい

宗家 源 吉兆庵 豊実仙

FS-30････････････････････････････
福渡せんべい×21

3,240円

賞味期限：常温で80日 │本-080│別-015│わ-002

KH-50･･･････････････････････････
豊実仙×6

5,400円

賞味期限：常温で90日 │本-080│別-015│わ-002

525-022-069 cG

宗家 源 吉兆庵
あんとろり・野の苺詰合せ
KE-30････････････････････････････

3,240円

あんとろり・彩苺・栗かのこ 各2、野の苺
（4個入）

賞味期限：常温で60日 │本-080│別-015│わ-002

笹 屋 伊 織 の 創 業 は 1716 年。 京
都御所や神社仏閣、茶道お家元
のご用 命に勤めて 300 余 年 の歴
史を重ね、 豊かな京 都の四 季を
味わえる和菓子作りを研鑽し続け
ています。

526-029-069 cG

和菓子

529-028-069 cG

厳選イチオシ

KF-50････････････････････････････

宗家 源 吉兆庵
あんとろり・野の苺詰合せ
KE-50････････････････････････････

5,400円

あんとろり×3、彩苺×4、栗かのこ×2、野の苺
（4個入）
、栗
グラッセ
（4個入）
賞味期限：常温で60日 │本-080│別-015│わ-002

500-021-069 cG

笹屋伊織 京銘菓詰合せ
SK-30A･････････････････････････

3,240円

おきあがりこぼし・獅子舞 各3、
胡麻鼓・干支菓
（寅）
各4

賞味期限：常温で40日 │本-019│別-015│わ-002

501-026-069 cG

笹屋伊織 京銘菓詰合せ
SK-50A･････････････････････････

5,400円

初春、
おきあがりこぼし×6、獅子舞×3、干支菓
（寅）
・胡麻
鼓 各4
賞味期限：常温で40日 │本-019│別-015│わ-002

069

780-022-070 bBcG
鈴懸 すずのね

553-026-070 cG

菓匠 清閑院 栗しぐれ詰合せ
SKT-30･･･････････････････････････････
栗しぐれ×8、華ときわ×4、栗ごろも×3
賞味期限：常温で30日

和菓子
554-022-070 cG

菓匠 清閑院 栗しぐれ詰合せ
SKT-50･･･････････････････････････････････････････････
栗しぐれ×8、華ときわ・栗ごろも・あん乃餅 栗きんとん 各4
賞味期限：常温で30日

5,400円

│本-081│別-014│わ-043

290-025-070 aAcG

菓匠 清閑院 蜜柑ぜりぃ 柑香露
SKR-38･･････････････････････････････････････････････
蜜柑ぜりぃ 柑香露×6
賞味期限：常温で90日

070

4,104円

│本-081│別-014│わ-043

3,240円

4,233円

SUZU1･････････････････[写真の品]
かの実
（黒豆・黒豆煎り茶・栗）
、鈴乃最中おてづめ×4

781-029-070 bBcG
SUZU2･･･････････････････････････････

5,637円

かの実
（黒豆・黒豆煎り茶 各2、栗）
、鈴乃最中おてづめ×5

│本-081│別-014│わ-043

賞味期限：常温で30日

│本-019│別-015│わ-002

お届け期間

お届け期間

12月上旬～

12月上旬～

545-023-070 cG

548-022-070 cG

鶴屋吉信 名菓撰（雅）
TMB-30･･････････････････････････････････････････････
京観世・鶴屋吉信ようかん 各3、柚餅、寶ぶくろ×4
賞味期限：常温で22日

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

叶 匠壽庵 冬ハレ

KF-30･････････････････････････････････････････････････
あも、栗山家・深山守 各2、
季折×3
賞味期限：常温で26日

お届け期間

お届け期間

12月上旬～

12月上旬～

546-021-070 cG

│本-019│別-015│わ-002

549-029-070 cG

鶴屋吉信 名菓撰（雅）
TMB-50･･････････････････････････････････････････････
京観世×6、柚餅×2、寶ぶくろ・鶴屋吉信ようかん 各5
賞味期限：常温で22日

3,240円

5,400円

│本-019│別-015│わ-002

叶 匠壽庵 冬ハレ

KF-50･････････････････････････････････････････････････
あも、栗山家・深山守・閼伽井
（黒蜜きなこ）
各4、
季折×3
賞味期限：常温で26日

5,400円

│本-019│別-015│わ-002

559-024-071 cG
坂角総本舖 ゆかり

BY30･･････････････････････････････････････････････････
ゆかり×33
賞味期限：常温で60日

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

558-028-071 cG
坂角総本舖 ゆかり

560-022-071 cG
坂角総本舖 ゆかり

BY50･･････････････････････････････････････････････････
ゆかり×56
賞味期限：常温で60日

BY20･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ゆかり×24
賞味期限：常温で60日

2,160円

│本-019│別-015│わ-002

│本-019│別-015│わ-002

和菓子

561-029-071 cG

562-025-071 cG

坂角総本舖 きそひ

BK20･･････････････････････････････････････････････････
ゆかり×12、姫ゆかり×6、海老焼のり×4
賞味期限：常温で60日

2,160円

│本-019│別-015│わ-002

280-021-071 aAcG
榮太樓總本鋪 甘味福ませ

TF30･･････････････････････････････････････････････････
黒豆400g、栗福ませ200g、金柑185g

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

563-021-071 cG

坂角総本舖 きそひ

BK30･･････････････････････････････････････････････････
ゆかり×20、姫ゆかり×6、海老焼のり×8
賞味期限：常温で60日

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

281-026-071 aAcG
榮太樓總本鋪 甘味福ませ

F50････････････････････････････････････････････････････
黒豆・高原花豆 各400g、栗福ませ420g

5,400円

│本-019│別-015│わ-002

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

坂角総本舖 きそひ

BK50･･････････････････････････････････････････････････
ゆかり×35、姫ゆかり×8、海老焼のり×14
賞味期限：常温で60日

5,400円

│本-019│別-015│わ-002

282-022-071 aAcG
榮太樓總本鋪 ひとくち練羊羹
Y2･･････････････････････････････････････････････････････

3,240円

小豆・白小豆 各4、黒糖・抹茶・ほうじ茶・梅しそ・百花蜂蜜 各2

│本-019│別-015│わ-002

071

261-025-072 aAcG
新宿中村屋 和洋菓子詰合せ
WY40･････････････････････････････････････････････････

4,320円

カステラ
（プレーン・抹茶）
各5切、
フィナンシェ8個入、
おこのみあられ6袋、
ショコ
ラーデ12個入
賞味期限：常温で90日

260-029-072 aAcG
新宿中村屋 和洋菓子詰合せ
WY30･････････････････････････････････････････････････

262-021-072 aAcG

3,240円

カステラ10切、
フィナンシェ6個入、
おこのみあられ4袋、
ショコラーデ12個入
賞味期限：常温で90日

│本-019│別-015│わ-002

新宿中村屋 和洋菓子詰合せ
WY50･････････････････････････････････････････････････

和菓子

お届け期間

お届け期間

12月上旬～

307-025-072 aAcG
銀座鈴屋 花紋様甘納豆

NHSB-3･･････････････････････････････････････････････

3,240円

栗甘納糖×4、渋皮付栗甘納糖×3、大納言・うぐいす・大福豆・虎豆 計240g
賞味期限：常温で30日

│本-019│別-015│わ-002

309-028-072 aAcG
銀座鈴屋 花紋様甘納豆

NHSB-5･･････････････････････････････････････････････
栗甘納糖×12、大納言・うぐいす・大福豆・虎豆 計360g
賞味期限：常温で30日

5,400円

│本-019│別-015│わ-002

5,400円

カステラ
（プレーン・抹茶）
各5切、
フィナンシェ8個入、
おこのみあられ6袋、
マロン
グラッセ5個入、
ショコラーデ12個入
賞味期限：常温で90日

12月上旬～

│本-019│別-015│わ-002

│本-019│別-015│わ-002

263-028-072 aAcG
新宿中村屋 花手毬ギフト缶

RHTG30･････････････････････････････････････････････
お好みあられ26袋
賞味期限：常温で90日

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

272-027-072 aAcG
志ま秀 クアトロえびチーズ

270-024-072 aAcG
志ま秀 海老の多の詩

GV-30････････････････････････････････････････････････
海老菓子×28

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

072

271-020-072 aAcG
志ま秀 海老の多の詩

GV-50････････････････････････････････････････････････
海老菓子×48

5,400円

│本-019│別-015│わ-002

3,240円

QU-30･･････････････････････････････････[写真の品]
チェダー・カマンベール＆ブラックペッパー 各4、
ブルーチーズ＆ハニー・モッツァレ
ラ＆バジル 各8

273-023-072 aAcG
QU-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

チェダー・カマンベール＆ブラックペッパー 各7、
ブルーチーズ＆ハニー・モッツァレ
ラ＆バジル 各14
│本-019│別-015│わ-002

320-021-073 aJcG
嵯峨野松風 嵯峨乃撰

ST-20･････････････････････････････････････････････････
栗ぜんざい・柿羹・栗かのこ 各2、栗饅頭×3

2,160円

│本-019│別-015│わ-002

321-028-073 aAcG
嵯峨野松風 嵯峨乃撰

571-024-073 cG
嵯峨野松風 嵯峨乃撰

ST-25･････････････････････････････････････････････････
栗饅頭・栗かのこ・黒豆饅頭 各3、栗ぜんざい×2

ST-30･････････････････････････････････････････････････

2,700円

栗ぜんざい・柿羹・栗かのこ 各2、
栗饅頭・黒豆饅頭 各4

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

│本-019│別-015│わ-002

和菓子

570-028-073 cG

尾張松風屋 味好み姿煎詰合せ
AT-20･････････････････････････････････････････････････

2,160円

味好み
（海老・いか・れんこん）
各2、海老姿焼き×3、
いか姿焼き×2

322-024-073 aAcG
尾張松風屋 味好み姿煎詰合せ
AT-30･････････････････････････････････････････････････

│本-019│別-015│わ-002

252-026-073 aJcG
えくぼ屋 ぐるめ探訪 冬小路
TGY-20F･････････････････････････････････････････････
あられ2種各10 計20

2,160円

│本-019│別-015│わ-002

3,240円

味好み
（海老・いか・れんこん）
各4、海老姿焼き・いか姿焼き・たこ唐揚げ 各2

253-022-073 aJcG
えくぼ屋 今様菓撰 おかき詰合せ
MK-20････････････････････････････････････････････････
おかき・煎餅5種 計30

│本-019│別-015│わ-002

251-021-073 aAcG
えくぼ屋 冬めぐり おかき詰合せ
HG-30F･･････････････････････････････････････････････
あられ・おかき5種 計38

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

2,160円

│本-019│別-015│わ-002

250-023-073 aAcG
えくぼ屋 今様菓撰 おかき詰合せ
MK-30････････････････････････････････････････････････
おかき・煎餅6種 計46

3,240円

│本-019│別-015│わ-002

073

315-028-074 aAcG
がんこ職人 愛菓揃
GA-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

おかき8種
（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
│本-019│別-015│わ-002

568-023-074 cG
がんこ職人 はな咲くさく
HS-20････････････････････････････････････････････････
おかき・あられ・せんべいの小袋詰合せ
（3種類）
計24

2,160円

317-020-074 aAcG
がんこ職人 はな咲くさく
HS-30････････････････････････････････････････････････
おかき・あられ・せんべいの小袋詰合せ
（3種類）
計36

│本-019│別-015│わ-002

3,240円

316-024-074 aAcG
がんこ職人 愛菓揃
GA-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

おかき8種
（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

│本-019│別-015│わ-002

│本-019│別-015│わ-002

和菓子
255-025-074 aAcG
都あられ 味うたげ

1/3A･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

草加せんべい×11、豆おかき×5、都巻×6、塩丹×14、砂糖おかき×12、
げんこ
つサラダ×15、
のり小丸×4 計67

567-027-074 cG
がんこ職人 菓続揃
BC-20････････････････････････････････････････････････

│本-019│別-015│わ-002

507-024-074 cG
FB-20･････････････････････････････････････････････････

2,160円

醤油大豆・醤油ピーナッツ 各3本×2、
わさび大豆・醤油カシューナッツ・塩ピー
ナッツ・醤油そら豆 各3本 合計24本入
│本-019│別-015│わ-002

HS-50････････････････････････････････････････････････
おかき・あられ・せんべいの小袋詰合せ
（3種類）
計60

│本-019│別-015│わ-002

325-023-074 aAcG

風雅巻き 詰合せ

074

2,160円

おかき8種
（豆満月・いかだ・のりもち・こがね角餅・潮騒・川波・胡麻黄金・海老角
餅）
計325g

569-021-074 cG
がんこ職人 はな咲くさく

風雅巻き 詰合せ

FB-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

醤油大豆・醤油ピーナッツ・醤油カシューナッツ・塩ピーナッツ・醤油そら豆 各3本
×2、醤油アーモンド・わさび大豆 各3本 合計36本入
│本-019│別-015│わ-002

5,400円

│本-019│別-015│わ-002

326-021-074 aAcG
風雅巻き 詰合せ

FB-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

醤油大豆・醤油ピーナッツ・醤油カシューナッツ 各3本×4、
わさび大豆・塩ピー
ナッツ・醤油そら豆・醤油アーモンド 各3本×2 合計60本入
│本-019│別-015│わ-002

540-021-075 cG

福砂屋 カステラ1号 2本入

･･･････････････････････････････････････････[写真の品]
カステラ1号
（580g）
×2

3,780円

542-024-075 cG

福砂屋 カステラ1号 3本入
･････････････････････････････････････････････････････････
カステラ1号
（580g）
×3
賞味期限：常温で14日

510-025-075 cG

文明堂総本店 銘菓の彩 冬のギフトセット
B3T････････････････････････････････････････････････････
カステラ
（0.6号）
、
カステラ巻・三笠山 各6
賞味期限：常温で10日

3,153円

│本-019│別-015│わ-002

5,670円

│本-019│別-015│わ-002

285-021-075 aAcG
満果惣 豊楽郷

MHF-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

吟芳焼
（あごだし醤油・海老・
しお 各3、青のり・香みカレー・梅ざらめ 各2）
、吹寄
せ・遊山楽 各2、海匠焼
（海老・帆立 各9、
ふきよせ×2）
賞味期限：常温で90日

│本-019│別-015│わ-002

541-028-075 cG

福砂屋 詰合せ 3本入
･････････････････････････････････････････････････････････

3,564円

カステラ0.6号
（360g）
×2、
オランダケーキ0.6号
（350g）
賞味期限：常温で14日

│本-019│別-015│わ-002

550-027-075 cG
満果惣 豊楽郷

MHF-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

吟芳焼
（あごだし醤油・海老・
しお・青のり・香みカレー・梅ざらめ 各5）
、吹寄せ・遊
山楽 各5、海匠焼
（海老・帆立 各6、
ふきよせ×5）
賞味期限：常温で90日

│本-019│別-015│わ-002

和菓子

300-020-075 aJcG
京都・六角 蕪村菴 蕪村花菓撰
KS-20･････････････････････････････････････････････････

2,160円

蕪村あられ春秋・青磯のかほり・花満月 各3、
のたりのたり×6、
えび名月×5、
つら
ね詩60g
賞味期限：常温で90日

│本-019│別-015│わ-002

304-026-075 aJcG

京都・六角 蕪村菴
京・洛中 吹季寄せ「蕪村 五・七・五」
HIK-16P･････････････････････････････････････････････
吹季寄せ
「蕪村 五・七・五」
×16袋
賞味期限：常温で90日

2,376円

│本-019│別-015│わ-002

301-027-075 aAcG
京都・六角 蕪村菴 蕪村花菓撰
KS-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

蕪村あられ春秋・青磯のかほり・花満月・えび名月 各6、
のたりのたり×7、
つらね
詩95g
賞味期限：常温で90日

│本-019│別-015│わ-002

302-023-075 aAcG
京都・六角 蕪村菴 蕪村花菓撰
KS-50･････････････････････････････････････････････････

賞味期限：常温で90日

│本-019│別-015│わ-002

303-021-075 aAcG

505-021-075 cG

京都・六角 蕪村菴 蕪村三佳撰

小布施堂 栗の小径詰合せ

YS-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

蕪村あられ春秋・蕪村あられ春秋 京の梅・蕪村五・七・五 各6袋
賞味期限：常温で90日

│本-019│別-015│わ-002

5,400円

蕪村あられ春秋×15、青磯のかほり×8、花満月×6、
のたりのたり・えび名月 各
10、
つらね詩95g

4008･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

栗鹿ノ子ミニ80g×3、栗羊羹ミニ3本入×2、
楽雁ミニ8枚入

│本-019│別-015│わ-002

075

104-027-076 aAcG

モロゾフ クリスマスロイヤルタイム
MO-1952････････････････････････････････････････････

3,240円

クリスマスファンシーチョコレート×16、
クランチチョコレート×12、
ファヤージュ×
8、
オデット×18
│本-020│別-013│わ-001

承り期間

承り期間

12月15日

12月15日

まで

456-020-076 cG

モロゾフ クリスマスロイヤルタイム
MO-1091････････････････････････････････････････････

2,160円

クリスマスファンシーチョコレート×16、
クランチチョコレート×8、
オデット×12

まで

467-022-076 cG
ヨックモック ホリデーシーズンアソート
YHD-20･･････････････････････････････････････････････

2,160円

シガール・ビエオゥショコラオレ・ビエオザマンドショコラ 各6、
シガールオゥショコラ・
プランリュンヌ 各4

│本-020│別-013│わ-001

115-029-076 aAcG
ヨックモック ホリデーシーズンアソート
YHD-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

シガール×6、
ビエオゥショコラオレ・ビエオザマンドショコラ・プランリュンヌ 各12、
シガールオゥショコラ×4

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

クリスマススイーツ

095-028-076 aAcG
ゴンチャロフ クリスマスギフト
XG-30･･････････････････････････････････[写真の品]

124-028-076 aAcG
メリーチョコレート クリスマスギフト
MXG-S･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

クリスマスファンシーチョコレート×24、
チョコレート52g、
チョコレート菓子45g、
ミ
ルフィーユ
（アーモンド・ストロベリー 各2、
チョコレート×4）
、星型クランチチョコ
レート×4

3,240円

クリスマスエミネントチョコレート×15、
チョコレート＆クッキー缶、
クッキーアソート
缶、
チョコレートミックス缶、
プレーンチョコレート缶

425-028-076 cG

ゴンチャロフ クリスマスアソートギフト
XAG-20･･････････････････････････････････････････････

2,160円

プレーンチョコレート34g、
チョコレート菓子×7、焼菓子×22

│本-020│別-012│わ-001

096-024-076 aAcG
ゴンチャロフ クリスマスギフト
XG-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

クリスマスエミネントチョコレート×15、
チョコレート＆クッキー缶、
クッキーアソート
缶、
チョコレートミックス缶、
プレーンチョコレート缶、
クリスマスコルベイユ×16、
ク
リスマストリュフィン×10

│本-020│別-012│わ-001

│本-020│別-012│わ-001

276-022-076 aAcG
032-026-076 aAcG

ユーハイム クリスマスギフトセット
XPC-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

バウムクーヘン×4、
ドイチェスハウス×10、
クリスマスゲベック60g×2、
クリスマス
リヒト×9
賞味期限：常温で60日

076

│本-020│別-012│わ-001

266-027-076 AccG
泉屋クリスマスギフトセット

ICG････････････････････････････････････････････････････

3,780円

クリスマスマイクッキー
（7種37g）
×6、型ヌキサンタプリント
（台紙付）
、名刺サイ
ズサンタプリント×2、
クリスマス型クッキー8種類各1、
サボイ
（チョコ掛け）
×2、
ス
ペシャルクッキーズ3種類 計6枚
賞味期限：常温で60日

│本-019│別-012│わ-001

千鳥屋 クリスマスチロリアンギフトセット

3,240円

TX-30･･･････････････････････････････････[写真の品]

クリスマスチロリアン ロング
（バニラ×14、
ストロベリー・チョコレート各13）

522-023-076 cG
TX-20･････････････････････････････････････････････････

2,160円

クリスマスチロリアン ロング
（バニラ・ストロベリー各9、
チョコレート×8）

│本-019│別-015│わ-002

715-042-077 bBcDcG
ナポリ ラ・ナポリ アイス詰合せ

716-049-077 bBcDcG
ナポリ イタリアンクローネ詰合せ

NL-B･･････････････････････････････････････････････････

IK-40N････････････････････････････････････････････････

5,400円

濃厚クリーミーバニラ100ml×3、甘熟ストロベリー・マカデミア＆クッキー・シチリ
アピスタチオ 各100ml×2、
チョコレート＆クッキー・アップルキャラメリゼ 各100ml
※沖縄・離島を除く全国配送

4,320円

バニラ・チョコレート・ストロベリー・ピスタチオ・ブラッドオレンジ・シチリアの塩
各10ml×8
※沖縄・離島を除く全国配送

│本-030│別-052│わ-021

│本-030│別-052│わ-021

725-048-077 bBcDcG
新宿高野 アイス＆シャーベット
54577････････････････････････････････････････････････

5,400円

アイスクリーム
（バニラ・チョコレート・ダージリン）
・シャーベット
（ストロベリー・グレー
プ・オレンジ）
各100ml×2
※沖縄・離島を除く全国配送
│本-030│別-052│わ-021

お届け期間

11月下旬～

755-044-077 bBcDcG
京都センチュリーホテル
アイスクリームギフト

AH-CA3･･････････････････････････････････････････････
バニラ・チョコレート・抹茶・マンゴー 各100ml×2 計8
※沖縄・離島を除く全国配送

3,240円

711-020-077 bBcDcG

700-029-077 bBcDcG

しまなみドルチェ ジェラートギフト

ピエール マルコリーニ アイス6個入り

DC-37････････････････････････････････････････････････

3,996円

瀬戸田のデコみかんミルク・瀬戸田のレモンミルク・尾道の桃ミルク・マンゴーミル
ク・チョコレート・伯方の塩・バニラ・いちごミルク・抹茶・尾道のイチジク・クリーム
チーズ・ブルーベリー 各120ml 計12個 ※沖縄・離島を除く全国配送

│本-030│別-052│わ-021

│本-020│別-012│わ-001

PM-ICE･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

アイスクリーム
（チョコレート・バニラ・キャラメル・アールグレイティ
・カフェオレ）
、
ア
イスミルク
（アーモンドミルク）各110ml
※沖縄・離島を除く全国配送
│本-020│別-012│わ-001

アイスクリーム

730-041-077 bBcDcG
スルー 苺の宝石箱
S-3･････････････････････････････････････････････････････
苺アイス
（練乳）
×18
※沖縄・離島を除く全国配送

3,240円

731-048-077 bBcDcG
ハーゲンダッツ バラエティセット
HD-5V････････････････････････････････････････････････

5,400円

ミニカップ
（バニラ×2、
グリーンティー・ラムレーズン）
各110ml、
クランチバーバニ
ラチョコレートマカデミア80ml×2、
アソートボックス ラバーズアソート
（バニラ・ス
トロベリー・クッキー＆クリーム 各70ml×2）※沖縄・離島を除く全国配送

│本-030│別-052│わ-021
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733-040-077 bBcDcG
銀座千疋屋 プレミアムアイス
PGS-036････････････････････････････････････････････

5,400円

カスタードバニラ・とちおとめ・マスカット・ピーチ・ブルーベリーチーズ 各120ml×2
※沖縄・離島を除く全国配送
│本-030│別-052│わ-021

アイスクリーム
承りについて
※配達指定日はお受けできま
せん。
※二重包装・袋付けはお受け
できません。

744-042-077 bBcDcG

749-044-077 bBcDcG

阿蘇小国 ジャージーアイスセット

ハニーローザ アイスクリーム

IS-2････････････････････････････････････････････････････

HPH-37･･････････････････････････････････････････････

バニラ・抹茶・チョコ・ミルク 各130ml×2
※沖縄・離島を除く全国配送

4,536円

│本-030│別-052│わ-021

120ml×6
（幻のすももハニーローザ使用）
※北海道・沖縄・離島を除く全国配送

3,996円

※「簡易のし」での対応となり
ます。
※お届け先様の電話番号が
必要です。

│本-030│別-052│わ-021

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

077

すき焼きの名店「浅草今半」。
牛 鍋の味を家 庭でも手 軽に味わ
いたいとの声に応えて生まれたの
が、 看 板 商 品 である牛 肉 佃 煮。
多くの人たちに愛され続けている
伝統の味です。

厳選イチオシ

275-042-078 aAcG

浅草今半 牛肉佃煮詰合せ「あさくさの味」
N-30･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

牛肉すきやき・牛肉しめじ・牛肉ごぼう 各60g、牛肉しいたけ70g

│本-030│別-036│わ-021

276-049-078 aAcG

浅草今半 牛肉佃煮詰合せ「あさくさの味」
N-50･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

牛肉すきやき・牛肉れんこん・牛肉ごぼう・牛肉まいたけ 各60g、牛肉やわらか煮・
牛肉しいたけ 各70g
│本-030│別-036│わ-021

グロサリー

樹 上で完 熟させた濃 厚で甘 酸っぱい「サンふじ」と、
スッキリした甘味と酸味がジューシーな「大紅栄」。
特に「大紅栄」は、青森で数名の生産者しか作ってい
ない稀少な品種です。

お届け期間

12月上旬～
12月中旬

400

セット限り

700-045-078 bBcG

青森りんごワーク
「完熟」サンふじ&大紅栄

RW-FD50････････････････････････････････････････････
サンふじ6玉、大紅栄2～3玉

5,400円

│本-030│別-052│わ-021

078

鰹 節 専 門 店である林 久 右 衛 門 商
店。「鯛茶漬け」は、鯛をかたど
った手焼きの最中で包んだかやくと
「だしジュレ」を合せて食す、 遊
び心と美味しさが詰まった創作茶
漬けです。

久右衛門 鯛茶漬け詰合せ
XC30H･･･････････････････････････････････････････････
鯛茶漬け×4、鯛茶漬け梅入り×2 計6

461-040-079 cG

3,240円

久右衛門 鯛茶漬け詰合せ
XCS50･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

鯛茶漬け・鯛茶漬け梅入り 各4、鯛茶漬け鮭入り×2 計10

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

グロサリー

創業以来愛される巻物は、一本ずつ手巻きして作り上
げる技を尽くした江 戸 前の味。 手 間をかけずにお召し
上がりいただけて、おせち料理にも好適な詰合せです。

100-048-079 aAcG

101-044-079 aAcG

赤坂 松葉屋 冬の季結び

赤坂 松葉屋 冬の季結び

ときむす

AC-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

ごぼう牛肉巻40g×2入、
にしん昆布巻90g、胡麻豆腐（白・黒・柚子 各43g、
柚子味噌たれ7g×3）

厳選イチオシ

460-044-079 cG

ときむす

AC-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

ごぼう牛肉巻40g×2入、紅鮭昆布巻・にしん昆布巻 各90g、豚の角煮120g、
胡麻豆腐
（白・黒・柚子 各43g、柚子味噌たれ7g×3）
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dcbBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。
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079

標高108m、豊かな自然に囲まれた城山の頂きに佇む
SHIROYAMA HOTEL kagoshima。刻々と表情を変える
桜島、煌めく夜景などの絶景のもと、地元鹿児島の厳選された
食材と匠の技から生み出される逸品をご堪能いただけます。

773-042-080 bBcDcG

772-046-080 bBcDcG

770-043-080 bBcDG

鯛切り身40g×3、濃縮出汁
（希釈用）
・胡麻ペースト・生おろしわさび・小粒あら
れ・刻みのり・葱

ローストビーフ・焼豚 各200g、
ローストビーフソース20g×2

黒豚肉
（バラ・ロース・肩ロース）
各150g、本枯れ黄金だし240g、
ごまだれ・黒酢
だれ 各100g

SHIROYAMA HOTEL kagoshima
真鯛潮茶漬セット
･････････････････････････････････････････････････････････ 6,804円

SHIROYAMA HOTEL kagoshima
鹿児島黒毛牛ローストビーフ・焼豚セット
･････････････････････････････････････････････････････････ 7,884円

│本-030│別-036│わ-021
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SHIROYAMA HOTEL kagoshima
ホテルオリジナル黒豚しゃぶしゃぶ
･････････････････････････････････････････････････････････ 7,884円
賞味期限：冷凍で30日
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ホテルの味

帝国ホテルは1890年に「日本の迎賓館」
として開業し、2020
年11月に130周年を迎えた日本を代表するホテル。
その「おも
てなしの心」
「伝統の味」を生み出してきた本格的な味わい
は、現在も多くのお客様から愛されています。

400-041-080 cG

帝国ホテル スープセット（缶詰）
IHM-30A･････････････････････････････････････････････

3,240円

ミネストロンスープ160g×3缶、
コーンのクリームスープ・フレンチオニオンスープ 各160g×2缶 計7缶

│本-032│別-035│わ-021

705-047-080 bBcDcG
帝国ホテル アイスクリーム詰合せ
IGM-50･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

ストロベリー・バニラ・抹茶・チョコレート・小倉 各120ml×2個 計5種10個
※沖縄・離島を除く全国配送
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080

402-044-080 cG

帝国ホテル 十勝牛・日向鶏カレーセット
TRC-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

十勝牛ビーフカレー・日向鶏チキンカレー
（タイ風）
各90g×3箱 計6箱

│本-032│別-035│わ-021

401-048-080 cG

帝国ホテル スープセット（缶詰）
IHM-50A･････････････････････････････････････････････

5,400円

ミネストロンスープ・パンプキンスープ 各160g×4缶、
コーンのクリームスープ・フレンチオニオンスープ 各160g×2缶 計12缶

│本-032│別-035│わ-021

「世界をもてなすホテル」をスローガンに1962年開業したホテ
ルオークラ。和と親切の精神を築き、料理・サービスなどに心
がけて数々の賓客をお迎えしています。
オークラならではの味
わいをご家庭で気軽にお召し上がりいただけます。

525-049-081 cG

ホテル オークラ スープ缶詰合せ
HO-30A･･････････････････････････････････････････････

3,240円

粒入りコーンスープ160g×3、8種の野菜ポタージュ・ベジタブルチャウダー
各160g×2
│本-032│別-036│わ-021

526-045-081 cG

527-041-081 cG

ホテル オークラ スープ缶詰合せ
HO-50A･･････････････････････････････････････････････

5,400円

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×4

766-046-081 bBcDG

ホテル オークラ
レトルトスープ＆カレー詰合せ
ORS-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

コーンスープ・パンプキンスープ・安納芋のスープ・ビーフカレー 各150g×2

│本-032│別-036│わ-021
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ホテル オークラ
グラタン＆ドリア詰合せ

GD-50YA････････････････････････････････････････････

5,400円

ポテトグラタン135g×2、
シュリンプマカロニグラタン120g×2、
ビーフドリア・チキ
ンドリア 各135g×2 ※沖縄・離島を除く全国配送
賞味期限：冷凍で90日
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ホテルの味

1964年東京オリンピックに訪れる方々を迎える為開業したホ
テルニューオータニ。伝統と革新の両立による「新日本型国
際都市ホテル」
としてお客様をお迎えしています。半世紀以
上の歴史で培われた王道の味をご賞味ください。

234-044-081 aAcG

ホテルニューオータニ スープセット
AOR-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

つぶ入りコーンスープ165g×4、
パンプキンクリームスープ・10種野菜のクリーム
スープ 各160g×2
│本-032│別-035│わ-021

235-040-081 aAcG

ホテルニューオータニ スープセット
AOR-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

つぶ入りコーンスープ165g×4、野菜のチャウダー165g×2、
パンプキンクリーム
スープ・10種野菜のクリームスープ・オニオンスープ 各160g×2
│本-032│別-035│わ-021

236-047-081 aAcG

ホテルニューオータニ ビーフカレーセット
RBC-30･･････････････････････････････････････････････
ビーフカレー180g×4

3,240円

│本-032│別-035│わ-021
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238-041-081 aAcG

ホテルニューオータニ ナボナ＆バウムクーヘンセット
NBS-30･･････････････････････････････････････････････
ニューオータニナボナ×5、
バウムクーヘン×6
賞味期限：常温で60日

3,240円

│本-032│別-035│わ-021

081

490-040-082 cG

モンカフェ セレクトシリーズ
MCK-20･･････････････････････････････････････････････

217-042-082 aAcG

2,160円

モカシダモブレンド・キリマンジャロAAブレンド・グァテマラSHBブレンド 各5袋

│本-032│別-035│わ-021

215-041-082 aAcG

モンカフェ
ブルーマウンテン№1＆セレクト
MCB-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

ブルーマウンテン№1ブレンド・ブルーマウンテン セレクト ブレンド 各5袋×2

│本-032│別-035│わ-021

モンカフェ セレクトシリーズ

MCK-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

コロンビアスプレモブレンド・モカシダモブレンド・キリマンジャロAAブレンド・ブルー
マウンテンセレクトブレンド・グァテマラSHBブレンド 各5袋
│本-032│別-035│わ-021

216-046-082 aAcG

モンカフェ
ブルーマウンテン№1＆セレクト
MCB-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

ブルーマウンテン№1ブレンド5袋×4、
ブルーマウンテン セレクト ブレンド5袋×2
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218-049-082 aAcG
モンカフェ セレクトシリーズ

MCK-40･･････････････････････････････････････････････

4,320円

コロンビアスプレモブレンド・モカシダモブレンド・キリマンジャロAAブレンド・ブルー
マウンテンセレクトブレンド 各5袋、
グァテマラSHBブレンド5袋×2
│本-032│別-035│わ-021

219-045-082 aAcG
モンカフェ セレクトシリーズ
MCK-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

コロンビアスプレモブレンド・ブルーマウンテンセレクトブレンド 各5袋、
モカシダモ
ブレンド・キリマンジャロAAブレンド・グァテマラSHBブレンド 各5袋×2
│本-032│別-035│わ-021

コーヒー
220-043-082 aAcG

モンカフェ＆スティックバラエティギフト
MAS-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

〈モンカフェ〉
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・コスタリカブ
レンド 各3袋、
〈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本

│本-032│別-035│わ-021

221-041-082 aAcG

モンカフェ＆スティックバラエティギフト
MAS-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

〈モンカフェ〉
コロンビアブレンド・キリマンジャロブレンド 各3袋、
モカブレンド・コス
タリカブレンド 各3袋×2、
〈トワイニング〉
イングリッシュミルクティー5本、
〈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 各5本×2

│本-032│別-035│わ-021

222-046-082 aAcG

モンカフェ＆トワイニング コーヒー・紅茶ギフト
TMS-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

〈モンカフェ〉
ドリップコーヒー
（モカブレンド・キリマンジャロブレンド・コスタリカブレン
ド・コロンビアブレンド）
各3袋、
〈トワイニング〉
ティーバッグ
（ビンテージダージリン・
アッサム リッチフレーバー・シュープリームプリンスオブウェールズ・レディグレイシト
ラス各3袋、
トラディショナルイングリッシュブレックファスト・アールグレイクラシック
各3袋×2）
│本-032│別-035│わ-021

354-041-082 aAcG
スターバックス
オリガミパーソナルドリップコーヒー
560-049-082 cG
スターバックス
オリガミパーソナルドリップコーヒー

352-047-082 aAcG
スターバックス
オリガミパーソナルドリップコーヒー

SBX-20N････････････････････････････････････････････

SBX-30N････････････････････････････････････････････

2,160円

エスプレッソロースト・ハウスブレンド・ライトノートブレンド 各5袋

│本-032│別-035│わ-021

082

3,240円

ハウスブレンド・エスプレッソロースト・パイクプレイスロースト・ライトノートブレンド
各5袋
│本-032│別-035│わ-021

5,400円

SBX-50N･･････････････････････････････[写真の品]

ハウスブレンド5袋×2、
エスプレッソロースト・パイクプレイスロースト・カフェベロ
ナ・ライトノートブレンド 各5袋

353-043-082 aAcG
SBX-40N････････････････････････････････････････････

4,320円

ハウスブレンド・エスプレッソロースト・カフェベロナ・パイクプレイスロースト・ライト
ノートブレンド 各5袋
│本-032│別-035│わ-021

307-041-083 aAcG

AGF
「グランデージ」
ドリップコーヒーギフト
GD-30N･･････････････････････････････････････････････ 3,240円
エチオピア5袋×2、
ブラジル・グアテマラ・タンザニア 各5袋

320-048-083 aAcG
キーコーヒー
DOトアルコトラジャ＆ブルーマウンテン
DTB-30C････････････････････････････････････････････ 3,240円

ブルーマウンテン№1ブレンド・
トアルコトラジャ 各6袋×2

│本-032│別-035│わ-021

306-045-083 aAcG

AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・
コーヒープレミアムドリップ アソートギフト
ZPD-30T･････････････････････････････････････････････ 3,240円

〈ちょっと贅沢な珈琲店〉
レギュラー・コーヒープレミアムドリップ
（東京クリアテイス
ト×12、東北コクゆたかブレンド・東海喫茶店のモーニングブレンド・九州まろやか
ブレンド各4）
│本-032│別-035│わ-021

│本-032│別-035│わ-021

127-043-083 aAcG

ホテルオークラ
オリジナルドリップコーヒー

HO-30M･････････････････････････････････････････････
リッチマイルド・リッチボディ
・リッチビター 各6袋

3,240円

│本-032│別-035│わ-021

321-044-083 aAcG
キーコーヒー
DOトアルコトラジャ＆ブルーマウンテン
DTB-50C････････････････････････････････････････････ 5,400円

ブルーマウンテン№1ブレンド・
トアルコトラジャ 各6袋×3

│本-032│別-035│わ-021

128-041-083 aAcG

ホテルオークラ
オリジナルドリップコーヒー

HO-50M･････････････････････････････････････････････
リッチマイルド7袋×2、
リッチボディ
・リッチビター 各7袋

5,400円

│本-032│別-035│わ-021

コーヒー

335-045-083 aAcG
UCC インスタントコーヒーセット
MIC-30･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

〈ザ・ブレンド〉
114スペシャル70g×2、117スペシャル・ブラジル100％・コロンビ
ア100％ 各70g、炭焼珈琲65g
│本-032│別-035│わ-021

336-041-083 aAcG
UCC インスタントコーヒーセット
MIC-50･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

〈ザ・ブレンド〉
114スペシャル70g×2、117スペシャル・コロンビア100％・ブラジ
ル100％ 各70g、炭焼珈琲65g×2、
エスプレッソロースト65g
│本-032│別-035│わ-021

350-044-083 aAcG
ネスカフェ プレミアム
レギュラーソリュブルコーヒーギフトセット
N30-S････････････････････････････････････････････････ 3,240円

ゴールドブレンド
（オリジナル×2、
香り華やぐ・コク深め）
・ネスカフェプレジデント
（オ
リジナル）
各65g
│本-032│別-035│わ-021

351-040-083 aAcG
ネスカフェ プレミアム
レギュラーソリュブルコーヒーギフトセット
N50-S････････････････････････････････････････････････ 5,400円

ゴールドブレンド
（オリジナル・香り華やぐ各2、
コク深め）
・ネスカフェプレジデント
（オリジナル・マイルド）
各65g
│本-032│別-035│わ-021

300-047-083 aAcG

AGF
プレミアムインスタントコーヒーギフト
ZIX-30R･･････････････････････････････････････････････ 3,240円

〈ちょっと贅沢な珈琲店〉
ブラジルブレンド・モカブレンド 各65g、
〈マキシム〉
スペ
シャルブレンド65g×3、
〈ブレンディ〉
スペシャルテイスト70g
│本-032│別-035│わ-021

301-043-083 aAcG

AGF
プレミアムインスタントコーヒーギフト
ZIX-50R･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

〈ちょっと贅沢な珈琲店〉
ブラジルブレンド・キリマンジャロブレンド・モカブレンド 各
65g、
〈マキシム〉
スペシャルブレンド65g×4、
〈ブレンディ〉
スペシャルテイスト70g
│本-032│別-035│わ-021

083

322-040-084 aAcG
キーコーヒー
トラジャ＆氷温 レギュラーコーヒーギフト
TBR-30R･････････････････････････････････････････････ 3,240円

トアルコトラジャ・
トラジャブレンドフレンチ・氷温熟成珈琲
（エチオピアモカ・マンデ
リンブレンド）
各90g
│本-032│別-035│わ-021

122-041-084 aAcG
キョーワズ
ブルーマウンテン・モカコーヒー
KR-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

ブルーマウンテン
（マイルドブレンド・エンリッチブレンド）
・モカブレンド 各100g

│本-032│別-035│わ-021

323-047-084 aAcG
キーコーヒー
トラジャ＆氷温 レギュラーコーヒーギフト
TBR-50R･････････････････････････････････････････････ 5,400円

トアルコトラジャ90g×3、
トラジャブレンドフレンチ・氷温熟成珈琲
（エチオピアモ
カ・マンデリンブレンド）
各90g
│本-032│別-035│わ-021

123-048-084 aAcG
キョーワズ
ブルーマウンテンコーヒー
KR-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ブルーマウンテン
（エンリッチブレンド・マイルドブレンド）
各100g×2

│本-032│別-035│わ-021

555-045-084 cG
小川珈琲 有機ドリップコーヒーギフト
OCYE-30････････････････････････････････････････････

3,240円

有機ドリップマイルドブレンド・有機ドリップバードフレンドリーブレンド・有機ドリップ
フェアトレードブレンド 各10g×6
│本-032│別-035│わ-021

303-046-084 aAcG

AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」
スティックプレミアムブラックギフト
ZST-30N･････････････････････････････････････････････

3,240円

〈ちょっと贅沢な珈琲店〉
プレミアムブラック エチオピア・プレミアムブラック タン
ザニア・ブラジルブレンド・モカブレンド 各14
│本-032│別-035│わ-021

コーヒー
304-042-084 aAcG

AGF「ブレンディ カフェラトリー」
スティックプレミアムギフト
CPS-30N････････････････････････････････････････････

3,240円

AGF「ブレンディ」スティック
ウィンターカフェオレコレクション
BW-30N･････････････････････････････････････････････

3,240円

〈ブレンディ カフェラトリー〉
贅沢ロイヤルミルクティー・贅沢カプチーノ・贅沢抹茶
ラテ・贅沢キャラメルマキアート・贅沢カフェラテ甘さひかえめ・贅沢カフェモカ 各
4、贅沢カフェラテ×6

〈ブレンディ〉
カフェオレ深煎珈琲仕立て・紅茶オレ 各6、
カフェオレ深煎珈琲仕
立て 甘さひかえめ×12、
リッチミルクカフェオレ・リッチココアオレ 各10

│本-032│別-035│わ-021

│本-032│別-035│わ-021

223-042-084 aAcG

アストリア プレミアスティックコーヒー
ASK-30B････････････････････････････････････････････

3,240円

ブルーマウンテンブレンド・モカブレンド・キリマンジャロブレンド・ブラジルブレンド・
コロンビアブレンド 各6

│本-032│別-035│わ-021

084

302-041-084 aAcG

224-049-084 aAcG
スティック バラエティギフト
PSC-30D････････････････････････････････････････････

3,240円

〈アストリア〉
ブルーマウンテンブレンド・
〈辻利〉
グリーンレモンティー・
〈バンホーテ
ン〉
カフェモカ 各3、
〈アストリア〉
モカブレンド・
〈辻利〉
抹茶ミルク・
〈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4、
〈アストリア〉
深煎りカ
フェラテ×8
│本-032│別-035│わ-021

305-049-084 aAcG

AGF「ブレンディ」スティック
ウィンターカフェオレコレクション
BW-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

〈ブレンディ〉
ココアオレ・紅茶オレ 各6、抹茶オレ・カフェオレ深煎珈琲仕立て・カ
フェオレ深煎珈琲仕立て 甘さひかえめ・リッチミルクカフェオレ・リッチココアオレ
各12
│本-032│別-035│わ-021

225-045-084 aAcG
スティック バラエティギフト
PSC-50D････････････････････････････････････････････

5,400円

〈辻利〉
グリーンレモンティー・
〈バンホーテン〉
カフェモカ 各4、
〈 バンホーテン〉
コ
コアリッチ・
〈辻利〉
抹茶ミルク 各5、
〈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・
〈トワイニング〉
イングリッシュミルクティー 各8、
〈アストリア〉
モカブレ
ンド×9
│本-032│別-035│わ-021

360-041-085 aAcG
カゴメ 野菜生活100スムージーギフト
YSG30R･････････････････････････････････････････････

3,240円

野菜生活100スムージー
（とちおとめミックス・
トキミックス・シナノスイートミックス・
シークヮーサーミックス･二十世紀梨ミックス・いちじくミックス）
各160g×3
│本-030│別-036│わ-021

553-042-085 cG
カゴメ 野菜生活ギフト 国産プレミアム
YP20R･･･････････････････････････････････････････････

2,160円

野菜生活100
（白桃ミックス・ラフランスミックス・メロンミックス・さくらんぼミックス・
デコポンミックス各2）
各125ml
│本-030│別-036│わ-021

362-042-085 aAcG
カゴメ 国産プレミアムジュースギフト
KT30L････････････････････････････････････････････････

3,240円

ふじ125ml×6、
みかん・王林 各125ml×3、
ぶどう・
しらぬい 各125ml×2

│本-030│別-036│わ-021

361-046-085 aAcG
カゴメ 野菜生活ギフト 国産プレミアム
YP30R･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

野菜生活100
（白桃ミックス・ラフランスミックス・メロンミックス・さくらんぼミックス
各3、巨峰ミックス・デコポンミックス各2）
各125ml
│本-030│別-036│わ-021

363-049-085 aAcG
カゴメ 国産プレミアムジュースギフト
KT50L････････････････････････････････････････････････

5,400円

王林125ml×6、
パイン・みかん・ふじ・つがる・ぶどう・白桃 各125ml×3

│本-030│別-036│わ-021

365-041-085 aAcG
カゴメ フルーツジュースギフト
FB30N･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

パインアップル・グレープ・ピーチブレンド・マンゴーブレンド・ブラッドオレンジブレン
ド・アップル・オレンジ 各160g×4
│本-030│別-036│わ-021

飲料

135-046-085 aAcG
伊藤園 野菜飲料詰合せギフト
TY-30H･･････････････････････････････････････････････

3,240円

充実緑黄×9、緑の野菜ミックス×6、1日分の野菜×12 各200ml

│本-030│別-036│わ-021

330-043-085 aAcG
デルモンテ 100％果汁飲料ギフト
KDF-30R････････････････････････････････････････････

3,240円

アップル・グレープ・ホワイトグレープ 各160g×4、
オレンジ・パイナップル160g×8
│本-030│別-036│わ-021

136-042-085 aAcG

伊藤園 有機果樹園詰合せギフト
KYK-30A････････････････････････････････････････････

3,240円

オーガニックジュース
（オレンジ×6、
アップル・ミックス・グレープ各3）
各190g

│本-030│別-036│わ-021

364-045-085 aAcG
カゴメ 野菜飲料バラエティギフト
KYJ30R･･････････････････････････････････････････････

3,240円

野菜一日これ一本・野菜生活100オリジナル 各200ml×6、野菜生活100
（ベ
リーサラダ・マンゴーサラダ・アップルサラダ）
各200ml×4
│本-030│別-036│わ-021

331-041-085 aAcG

332-046-085 aAcG

World Selection
（ベリー＆ベリーミックス・アルフォンソマンゴーミックス・ラ フラン
スミックス 各3、
パイナップル×5、
ブラッドオレンジミックス×2）
各160g

World Selection
（ベリー＆ベリーミックス・パイナップル・ラ フランスミックス 各
6、
アルフォンソマンゴーミックス・ブラッドオレンジミックス 各3）
各160g

デルモンテ
世界の果樹園からプレミアム飲料ギフト
WFF-30･･････････････････････････････････････････････ 3,240円
│本-030│別-036│わ-021

デルモンテ
世界の果樹園からプレミアム飲料ギフト
WFF-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円
│本-030│別-036│わ-021

085

551-041-086 cG
カルピス健康乳酸菌ギフト
KNG2･････････････････････････････････････････････････
守る働く乳酸菌190g×14

2,160円

│本-030│別-036│わ-021

550-043-086 cG
カルピス ギフト
CN20P･･･････････････････････････････････････････････
カルピス470ml×3、
カルピス北海道470ml
（希釈用）

2,160円

│本-030│別-036│わ-021

317-047-086 aAcG
カルピス健康乳酸菌ギフト
KNG3･････････････････････････････････････････････････
守る働く乳酸菌190g×21

3,240円

316-040-086 aAcG
カルピス 健康乳酸菌ポーションギフト
KNP3･････････････････････････････････････････････････
守る働く乳酸菌ポーション容器35ml×28

│本-030│別-036│わ-021

314-048-086 aAcG
カルピス ギフト
CR30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

カルピス・カルピス国産白桃リッチ 各470ml×2、
カルピス北海道・カルピス国産
林檎リッチ 各470ml
│本-030│別-036│わ-021

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

315-044-086 aAcG
すこやかカルピスギフト

SCH-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

すこやかカルピス190g×12、
すこやかカルピスマンゴー190g×6、
すこやかカル
ピス
（白桃・バナナ・いちご）
各190g×3
│本-030│別-036│わ-021

飲料
001-041-086 aAcG

青森 りんごワーク アップルジュースセット
RW-30MSEH･･･････････････････････････････････････

3,240円

青森 りんごワーク アップルジュースセット
RW-50MSEH･･･････････････････････････････････････

5,400円

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

オリジナルテイスト180ml×8、
リフレッシュテイスト・スウィートテイスト 各180ml×4

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

440-043-086 bcG

甘夏ローヤル フルーツセレクション
KF-A･･････････････････････････････････････････････････

2,592円

甘夏ローヤル・日向夏ローヤル・りんご・
トロピカルフルーツ 各185g×3、
マンゴ－
ブレンド185g×6
│本-030│別-036│わ-021

086

002-046-086 aAcG

125-040-086 aAcG

甘夏ローヤル フルーツセレクション
KF-B･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

甘夏ローヤル・りんご・
トロピカルフルーツ 各185g×6、
日向夏ローヤル・マンゴ－
ブレンド 各185g×3
│本-030│別-036│わ-021

313-041-086 aAcG
ウェルチ 100％果汁ギフト
W30N･････････････････････････････････････････････････

3,240円

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・パインアップルブレンド
各160g×4、
ホワイトグレープ＆レモン160g×8
│本-030│別-036│わ-021

240-044-086 aAcG

柑橘王国 飲む酢＆生姜 3本セット
NS-30TY････････････････････････････････････････････

3,240円

飲む酢
（大分かぼす）
・生姜ドリンク
（大分かぼす・ブラッドオレンジ）
各200ml

│本-030│別-036│わ-021

185-043-087 aAcG
ウェッジウッド
ワイルド ストロベリー ティーバッグ
WSN-30TB･････････････････････････････････････････

3,240円

ティーバッグ
（ファイン ストロベリー・ピクニック・アール グレイ フラワーズ・ウィーク
エンド モーニング）
各12
│本-032│別-035│わ-021

485-047-087 cG
マリアージュ フレール 紅茶の贈り物
GS-1C････････････････････････････････････････････････
マルコ ポーロ・セイロン ラトナピュラ 各50g

3,240円

│本-032│別-035│わ-021

186-041-087 aAcG
ウェッジウッド
シグニチャー リーフティー
NWT30･･･････････････････････････････････････････････
イングリッシュブレックファスト・アールグレイ 各100g

3,240円

187-046-087 aAcG
ウェッジウッド
シグニチャー ティーバッグ
WB50･････････････････････････････････････････････････

│本-032│別-035│わ-021

486-043-087 cG
マリアージュ フレール 紅茶の贈り物
GS-7･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

マルコ ポーロ・ダージリン プリンストン・アールグレイ フレンチ ブルー 各50g

5,400円

マハラジャダージリン×30、
イングリッシュブレックファスト・アールグレイ・ウェッジ
ウッド オリジナル 各15
│本-032│別-035│わ-021

410-047-087 cG
フォション ココア詰合せ
FCD-301････････････････････････････････････････････
ココア
（ビター）
20g×12、
ココア
（ミルク）
30g×6

│本-032│別-035│わ-021

3,240円

│本-032│別-035│わ-021

紅茶・飲料

230-049-087 aAcG

エディアール フルーツドリンクセット
HFJ30A･･････････････････････････････････････････････

3,240円

マンゴードリンク・ブルーベリー＆カシスドリンク・ピーチジュース 各250ml×2

│本-032│別-035│わ-021

097-047-087 aAcG
フロリダスモーニング
旬しぼり・国産ストレート果汁100％
SHN30Y･････････････････････････････････････････････

3,240円

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

│本-030│別-036│わ-021

231-045-087 aAcG

エディアール フルーツドリンクセット
HFJ50A･･････････････････････････････････････････････

5,400円

マンゴードリンク250ml×4、
ブルーベリー＆カシスドリンク・ピーチジュース 各
250ml×3

411-043-087 cG
フォション ココア・ティーバッグ詰合せ
FTCD-503･･････････････････････････････････････････

│本-032│別-035│わ-021

098-043-087 aAcG
フロリダスモーニング
旬しぼり・国産ストレート果汁100％
SHN50A･････････････････････････････････････････････

5,400円

王林りんご・ラフランス・山川みかん 各195g×4、白桃195g×6、紅玉りんご
195g×3
│本-030│別-036│わ-021

5,400円

ティーバッグ
（アップル・フォションモーニング・ソワール ド フランス・セイロン
B.O.P.アールグレイ）
各2g×3、
ココア
（ミルク）
30g×6、
ココア
（ビター）
20g×9
※パッケージが変更になる場合がございます。
│本-032│別-035│わ-021

545-041-087 cG
コダマ健康食品 醗酵カシス・生姜セット
JKS-407･････････････････････････････････････････････
醗酵カシス飲料・醗酵生姜飲料 各565ml

4,395円

│本-037│別-036│わ-011

087

075-043-088 aAcG
若竹園 八女・嬉野茶詰合せ

若竹G-30････････････････････････････････････････････
八女茶・嬉野茶 各100g

3,240円

078-042-088 aAcG

若竹園 有機栽培 八女・知覧茶詰合せ
若竹C-30････････････････････････････････････････････
有機栽培
（八女茶・知覧茶）
各110g

│本-029│別-037│わ-024

076-041-088 aAcG
若竹園 嬉野・知覧茶詰合せ

若竹K-30･････････････････････････････････････････････
嬉野茶・知覧茶 各80g

3,240円

3,240円

079-049-088 aAcG
若竹園 八女・知覧茶詰合せ

若竹Y-30･････････････････････････････････････････････
八女茶・知覧茶 各110g

│本-029│別-037│わ-024

077-046-088 aAcG
若竹園 八女・知覧茶詰合せ

若竹K-40･････････････････････････････････････････････
八女星野村煎茶・知覧茶 各80g

│本-029│別-037│わ-024

4,320円

3,240円

│本-029│別-037│わ-024

081-043-088 aAcG
若竹園 八女茶詰合せ

若竹J-50A･･･････････････････････････････････････････
八女星野村
（有機栽培茶・深蒸かぶせ茶）
各110g

│本-029│別-037│わ-024

5,400円

│本-029│別-037│わ-024

銘茶
083-046-088 aAcG
若竹園 日本茶伝来

栄西-40･･･････････････････････････････････････････････
八女星野村煎茶100g×2、嬉野玉緑茶100g

4,320円

080-047-088 aAcG
若竹園 茶師名人 知覧茶

若竹CS-50･･････････････････････････････････････････

│本-029│別-037│わ-024

082-041-088 aAcG
若竹園 八女茶詰合せ

WHO-50･････････････････････････････････････････････
八女星野村煎茶・奥八女煎茶 各90g

5,400円

│本-029│別-037│わ-024

088

5,400円

茶審査技術十段 池田研太選
（知覧煎茶・知覧深むし煎茶）
各80g

086-045-088 aAcG
若竹園 有機栽培茶詰合せ

天木土-50････････････････････････････････････････････
有機栽培
（八女茶×2、知覧茶）
各100g

│本-029│別-037│わ-024

085-049-088 aAcG

若竹園 八女・嬉野・知覧茶詰合せ
若竹K-80･････････････････････････････････････････････
知覧茶・八女茶・嬉野茶 各110g

8,640円

│本-029│別-037│わ-024

5,400円

│本-029│別-037│わ-024

084-042-088 aAcG
若竹園 八女茶詰合せ

若竹H-100･･････････････････････････････････････
八女玉露・八女煎茶 各80g

10,800円

│本-029│別-037│わ-024

福寿園
美味しさのこだわり

むせいこじん

「無 声呼人」
とは、徳のある人のところに
は、呼ばれなくとも人が集まるという意味
で、古くから福寿園に伝わる家訓です。
福寿園では、代々が築いた茶づくりの伝統

090-042-089 aAcG

の技を生かしながら、常に新しい技術を取

京都 福寿園 宇治茶詰合せ「京洛茶座」

り入れ、時代にふさわしい新たなティーライ

MG-30A･･････････････････････････････････････････････

フを創造しています。

かぶせ茶
（朝露）
・煎茶
（銀閣）
各80g

3,240円

│本-029│別-035│わ-021

091-049-089 aAcG

京都 福寿園 宇治茶詰合せ「京洛茶座」
MG-40A･･････････････････････････････････････････････
かぶせ茶
（朝露）
・煎茶
（銀閣）
各110g

4,320円

426-040-089 acG

京都 福寿園 宇治銘茶詰合せ「四君子」
四君子-300･･････････････････････････････････････････

3,240円

創作銘茶
（碾茶入煎茶）
80g、宇治煎茶四君子
（竹）
100g

│本-029│別-035│わ-021

094-048-089 AcG

京都 福寿園 宇治銘茶詰合せ「四君子」
四君子-500A････････････････････････････････････････
宇治煎茶四君子
（蘭・菊）
各100g

│本-029│別-035│わ-021

5,400円

│本-029│別-035│わ-021

銘茶

425-044-089 cG

京都 福寿園 有名産地茶詰合せ「茶処探訪」
N3-50N･･････････････････････････････････････････････
宇治煎茶85g、八女煎茶・薩摩煎茶 各80g

5,400円

092-045-089 aAcG
福寿園 宇治銘茶詰合せ

UM-50T･･････････････････････････････････････････････
宇治玉露・宇治煎茶 各95g

│本-029│別-035│わ-021

469-041-089 cG

サントリー トクホ健康茶ギフト
FJV30････････････････････････････････････････････････

3,240円

伊右衛門特茶500ml×9、黒烏龍茶・胡麻麦茶 各350ml×4

│本-030│別-036│わ-021

5,400円

093-041-089 aAcG

京都 福寿園 宇治名匠茶詰合せ
FM-100･･････････････････････････････････････････
宇治玉露・宇治煎茶 各145g

│本-029│別-035│わ-021

470-041-089 cG

サントリー 伊右衛門特茶セット
FJW30･･･････････････････････････････････････････････
伊右衛門特茶500ml×16

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

10,800円

│本-029│別-035│わ-021

260-045-089 aAcG
マルボシ酢 黒酢ロイヤル
KUR-50･･････････････････････････････････････････････
黒酢ロイヤル700ml
（5倍希釈）

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

089

久右衛門
美味しさのこだわり
時代は変わっても本物の味をお届けした
い。久右衛門の百三十余年に渡る伝統
は、明日を見つめてきた｢今日｣の積み重ね
です。鹿児島・枕崎で水揚げされた鰹にこ

266-043-090 aAcG

だわり、独自で培ってきた鰹の旨味を最大

久右衛門 本格和風だし お吸物詰合せ

限に生かす技で、今もなお古くからの製法

ZG30J････････････････････････････････････････････････

で本物の味を守り続けています。

3,240円

本格和風だし お吸物
（のどぐろ・ふかひれ・ふぐ・ほたて 各2、
かに）

│本-030│別-036│わ-021

269-042-090 aAcG

久右衛門 和風だし スープ詰合せ
VPG30･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

玉葱スープ×6、十三穀スープ・とまとスープ・昆布スープ 各3

│本-030│別-036│わ-021

267-041-090 aAcG

久右衛門 本格和風だし お吸物詰合せ
ZG40J････････････････････････････････････････････････

4,320円

本格和風だし お吸物
（かに・のどぐろ・ふかひれ各2、
ふぐ・ほたて各3）

│本-030│別-036│わ-021

268-046-090 aAcG

久右衛門 本格和風だし お吸物詰合せ
ZG50J････････････････････････････････････････････････

5,400円

本格和風だし お吸物
（かに・のどぐろ・ふかひれ各2、
ふぐ・ほたて・たい各3）

│本-030│別-036│わ-021

お吸物・鰹節
270-040-090 aAcG

040-045-090 aAcG

久右衛門 和風だし スープ詰合せ

京佃煮 野村 京のにぎわい

VPG50･･･････････････････････････････････････････････
玉葱スープ・十三穀スープ・とまとスープ・昆布スープ 各6

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

126-047-090 aAcG

041-041-090 aAcG

茶良さろん 播州しらべ

京佃煮 野村 京のにぎわい

BR-30F･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

味ごぼう120g、
しいたけ昆布130g、
あさり煮40g、
ひじきちりめん70g、
ピリ辛こ
んにゃくごぼう80g、
しめじ蕗60g
│本-030│別-036│わ-021

090

S-30･･･････････････････････････････････････････････････

ちりめん山椒40g、山椒こんぶ70g、
しば漬きくらげ・蕗しぐれ 各50g、
しそ昆布・
茸茶漬 各60g

S-50･･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

ちりめん山椒70g、山椒こんぶ95g、葉唐がらし・蕗しぐれ・
しば漬きくらげ・
しじみ
時雨 各50g、
しそ昆布・茸茶漬 各60g
│本-030│別-036│わ-021

140-041-090 aAcG

にんべん
本枯鰹節フレッシュパックゴールド詰合せ
FG300C･････････････････････････････････････････････ 3,240円

本枯鰹節血合い抜き
（糸削り・ソフト削り各2.5g×14袋）

│本-030│別-036│わ-021

141-046-090 aAcG

にんべん
本枯鰹節フレッシュパックゴールド詰合せ
FG500C･････････････････････････････････････････････ 5,400円

本枯鰹節血合い抜き
（糸削り・ソフト削り各2.5g×22袋）

│本-030│別-036│わ-021

久光家
美味しさのこだわり
おいしい和食のブランドとして、昆布巻、佃
煮、お吸物などを手がける薩摩久光家。
昆 布 巻は、北 海 道 産の昆 布を使 用し、
一本一本手作業で巻き、特製のたれで

150-045-091 aAcG

じっくり炊き上げたあとに、
もう一度熟成

久光家 昆布巻詰合せ

だれに漬け込みます。たっぷりと味がしみ

KM-30････････････････････････････････････････････････

込み、
やわらかく仕上げた逸品です。

黒豚昆布巻・紅鮭昆布巻 各200g

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

155-047-091 aAcG
久光家 昆布巻・佃煮詰合せ

KMB-30･･････････････････････････････････････････････
帆立昆布巻200g、和牛しぐれ煮・きくらげ佃煮 各60g

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

152-048-091 aAcG
久光家 昆布巻詰合せ

KM-40････････････････････････････････････････････････
鯖昆布巻・黒豚昆布巻・紅鮭昆布巻 各200g

4,320円

│本-030│別-036│わ-021

151-041-091 aAcG
久光家 昆布巻詰合せ

KM-50････････････････････････････････････････････････
黒豚昆布巻・和牛昆布巻・紅鮭昆布巻 各200g

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

昆布巻・佃煮

157-041-091 aAcG
久光家 昆布巻・佃煮詰合せ

KMB-35･･････････････････････････････････････････････

3,780円

帆立昆布巻・鯖昆布巻 各200g、
きくらげ佃煮60g、
かつお角煮100g

│本-030│別-036│わ-021

153-044-091 aAcG
久光家 佃煮・しぐれ煮詰合せ
KBN-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

156-043-091 aAcG
久光家 昆布巻・佃煮詰合せ

KMB-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

帆立昆布巻・紅鮭昆布巻・鯖昆布巻 各200g、
きくらげ佃煮60g、
かつお角煮
100g
│本-030│別-036│わ-021

154-040-091 aAcG
久光家 佃煮・しぐれ煮詰合せ
KBN-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

018-041-091 aAcG
柿安本店 料亭しぐれ煮詰合せ
GA30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

牛肉ごぼうしぐれ煮・牛肉茸くらべ・帆立うすだき 各50g、竹の子旨煮60g、
そぼ
ろ味噌味あわせ100g
│本-030│別-036│わ-021

019-046-091 aAcG
柿安本店 料亭しぐれ煮詰合せ
GA50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

和牛しぐれ煮・きくらげ佃煮 各60g、
しそひじき・くき若布 各70g、
あさりしぐれ煮
50g

和牛しぐれ煮・黒豚しぐれ煮・きくらげ佃煮 各60g、
しそ昆布・
しそひじき・くき若布
各70g、
あさりしぐれ煮50g、
かつお角煮100g

減塩 牛肉しぐれ・牛肉ごぼうしぐれ煮・牛肉茸くらべ・くるみ牛肉うま味炊き・帆立
うすだき・減塩 鰹こんぶ・
くるみとちりめん旨味炊き 各50g

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021
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091

辻が花
美味しさのこだわり
京都・河原町三条に本店を構える辻が花。
お吸物のこだわりは京野菜と最中種。原料
をフリーズドライ加工し、
旨味を閉じ込めまし
た。お湯を注ぐだけで、見た目にも彩り豊か

160-040-092 aAcG

な梅型や蛤型の最中とともに上品で飽き

京都 辻が花 京野菜のお吸物最中詰合せ

のこない味わいをお手軽にお楽しみいただ

MS-30R･･････････････････････････････････････････････

けます。

3,240円

九条ねぎ
（鯛入・ゆば入）
・聖護院かぶら
（松茸入）
・壬生菜
（ふぐ入）
各2、
賀茂なす
（あわび入）
賞味期限：常温で90日

│本-030│別-036│わ-021

163-041-092 aAcG

京都 辻が花 お茶漬・お吸物最中詰合せ

161-047-092 aAcG

京都 辻が花 京野菜のお吸物最中詰合せ
MS-40R･･････････････････････････････････････････････

4,320円

九条ねぎ
（鯛入・ゆば入）
各3、
聖護院かぶら
（松茸入）
・壬生菜
（ふぐ入）
・賀茂なす
（あわび入）
各2
賞味期限：常温で90日

│本-030│別-036│わ-021

162-043-092 aAcG

京都 辻が花 京野菜のお吸物最中詰合せ
MS-50R･･････････････････････････････････････････････

5,400円

九条ねぎ
（鯛入・ゆば入）
・聖護院かぶら
（松茸入）
・壬生菜
（ふぐ入）
・賀茂なす
（あ
わび入）
各3
賞味期限：常温で90日

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

GH-80･･････････････････････････････････[写真の品]

お茶漬
（紅鮭・昆布・梅 各2）
、
お吸物
（九条ねぎ
（ゆば入×2、鯛入）
）

164-046-092 aAcG
GH-85････････････････････････････････････････････････

5,400円

お茶漬
（紅鮭×3、昆布・鯛・梅 各2）
、
お吸物
（九条ねぎ
（ゆば入、
鯛入）
各3）
賞味期限：常温で90日

│本-030│別-036│わ-021

お吸物・佃煮
015-040-092 aJcG
錦松梅 有田焼容器入（新柄）
SA･････････････････････････････････････････････････････
佃煮ふりかけ100g×2
※こちらの商品は軽減税率対象外です。

3,300円

016-047-092 aJcG
錦松梅 錦松梅の小袋

VN30･････････････････････････････････････････････････
佃煮ふりかけ30g×14

│本-030│別-036│わ-021

327-042-092 aAcG
磯じまん 佃煮詰合せ

RK-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

しいたけ・黒毛和牛の肉みそ 各90g、雪の下・刻み生姜煮 各95g、鯛みそ
105g、磯のり115g、昆布70g

│本-030│別-036│わ-021

092

3,240円

557-048-092 cG

磯じまん 日本全国うまいものめぐり
里-30･･････････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

328-049-092 aAcG
磯じまん 佃煮詰合せ

RK-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

しいたけ・黒毛和牛の肉みそ 各90g、雪の下・刻み生姜煮 各95g、鯛みそ
105g、
磯のり115g×2、昆布70g、山海ぶし115g、赤貝65g

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

秋田鳥海山麓きゃら蕗・静岡焼津鰹でんぶ 各45g、
和歌山南高梅かつお・三重
伊勢青さのり 各90g、青森牛蒡のやわらか煮55g、宮崎高菜の油炒め60g、北
海道鮭そぼろ40g、熊本天草茎わかめ75g
│本-030│別-036│わ-021

558-044-092 cG

磯じまん 日本全国うまいものめぐり
里-50･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

秋田鳥海山麓きゃら蕗・静岡焼津鰹でんぶ 各45g、
京都九条ねぎ味噌・和歌山
南高梅かつお・三重伊勢青さのり・鳥取境港蟹のり 各90g、青森牛蒡のやわら
か煮・茨城蓮根の柚子風味・徳島阿波尾鶏のしぐれ煮・北海道帆立甘辛煮 各
55g、宮崎高菜の油炒め60g、
瀬戸内ちりめん山椒40g
│本-030│別-036│わ-021

067-040-093 aAcG
トキハ特撰海苔 薫梅
AMA-30･･････････････････････････････････････････････
味海苔8切5枚14袋×2、焼海苔2切8枚2袋

3,240円

068-047-093 aAcG
トキハ特撰海苔 薫梅
AA-30･････････････････････････････････････････････････
味海苔8切5枚20袋×2

│本-030│別-036│わ-021

455-040-093 cG

桃太郎海苔 一番摘み海苔 磯の香
E-20･･･････････････････････････････････････････････････
味海苔6切6枚12袋

2,160円

3,240円

069-043-093 aAcG
トキハ特撰海苔 薫梅
AGA-50･･････････････････････････････････････････････
味海苔8切5枚20袋×2、焼海苔全型5枚3袋

│本-030│別-036│わ-021

065-048-093 aAcG

桃太郎海苔 一番摘み海苔 磯の香
E-30･･･････････････････････････････････････････････････
味海苔6切6枚18袋

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

066-044-093 aAcG

桃太郎海苔 磯の香＆かぼす海苔
EK-30･････････････････････････････････････････････････
味海苔・焼海苔・かぼす海苔 各6切6枚6袋

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

海苔

070-041-093 aAcG
桃太郎海苔 厳選初摘み

A-30･･･････････････････････････････････････････････････
味海苔・焼海苔 各8切5枚16袋

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

310-042-093 aAcG

白子のり のりとカニ缶 詰合せギフト
SN-302E････････････････････････････････････････････

3,240円

のり茶漬10袋、
まるずわいがにほぐし肉55g×3、焼のり12袋
（8切5枚）

│本-030│別-036│わ-021

071-048-093 aAcG
桃太郎海苔 厳選初摘み

A-50･･･････････････････････････････････････････････････
味海苔・焼海苔 各8切5枚16袋、焼海苔2切8枚2袋

5,400円

415-049-093 cG

三國屋 味のり・焼のり詰合せ
旭Y-30････････････････････････････････････････････････
味付海苔8切56枚×4、焼海苔8切56枚×2

│本-030│別-036│わ-021

311-049-093 aAcG

白子のり のりとカニ缶 詰合せギフト
SN-502E････････････････････････････････････････････

5,400円

のり茶漬12袋、
まるずわいがにほぐし肉110g×3、焼のり14袋
（8切5枚）

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

416-045-093 cG

三國屋 味のり・焼のり詰合せ
旭Y-50････････････････････････････････････････････････
味付海苔8切56枚×6、焼海苔8切56枚×4

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

093

050-040-094 aAcG
山本山 バラエティ海苔詰合せ
F-30N･････････････････････････････････････････････････

3,240円

味付海苔・焼海苔・風味海苔
（青じそ・わさび・うめ・ゆず）
各8切24枚

053-041-094 aAcG
山本山 バラエティ海苔詰合せ
F-40N･････････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

052-043-094 aAcG
山本山「あさくさ」海苔詰合せ
S-50･･･････････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各12袋詰
（8切5枚）

5,400円

4,320円

味付海苔・焼海苔 各8切24枚×2、風味海苔
（青じそ・わさび・うめ・ゆず）
各8切
24枚

054-046-094 aAcG
山本山 バラエティ海苔詰合せ
F-50N･････････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

056-049-094 aAcG
山本山「あさくさ」海苔詰合せ
S-70･･･････････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各16袋詰
（8切5枚）

│本-030│別-036│わ-021

7,560円

5,400円

味付海苔・焼海苔・風味海苔
（青じそ・わさび）
各8切24枚×2、風味海苔
（うめ・
ゆず）
各8切24枚
│本-030│別-036│わ-021

057-045-094 aAcG
山本山「あさくさ」海苔詰合せ
SL-100･･･････････････････････････････････････････

10,800円

味付海苔・焼海苔 各16袋詰
（8切5枚）
、
手巻き焼海苔3袋詰
（半切6枚）

│本-030│別-036│わ-021
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海苔
448-044-094 cG

山本海苔店「梅の花」詰合せ

051-047-094 aAcG
山本山 海苔詰合せ

Y-30･･･････････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各12袋詰
（8切5枚）

3,240円

055-042-094 aAcG
山本山 海苔詰合せ

Y-50･･･････････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各20袋詰
（8切5枚）

│本-030│別-036│わ-021

200-042-094 aAcG
山本海苔店「紅梅」詰合せ

YKP3AR･････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各10袋詰
（8切5枚）

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

094

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

201-049-094 aAcG
山本海苔店「紅梅」詰合せ

YKP5AR･････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各18袋詰
（8切5枚）

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

YUP5AR･･･････････････････････････････[写真の品]
味付海苔・焼海苔 各12袋詰
（8切5枚）

449-040-094 cG
YUP10AR･･･････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各28袋詰
（8切5枚）

5,400円

10,800円

│本-030│別-036│わ-021

202-045-094 aAcG

山本海苔店 梅の蕾・おつまみ海苔詰合せ
TBV5A･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

味付海苔・焼海苔 各10袋詰
（8切5枚）
、
おつまみ海苔
（うめの味・わさびごまの
味・おかかの味・焼えびの味）
各20g
│本-030│別-036│わ-021

145-041-095 aAcG
山形屋 海苔・海苔佃煮詰合せ
300-MTN････････････････････････････････････････････

3,240円

149-047-095 aAcG

山形屋「惣8」海苔・海苔佃煮詰合せ
400-RTB･････････････････････････････････････････････

4,320円

146-048-095 aAcG

山形屋「惣8」海苔・海苔佃煮・お吸物詰合せ
500-RVN････････････････････････････････････････････

5,400円

味付海苔・焼海苔 各12袋詰
（8切5枚）
、海苔佃煮・椎茸海苔佃煮・ひじき海苔
佃煮 各60g

味付海苔・焼海苔 各12袋詰
（8切5枚）
、海苔佃煮・椎茸海苔佃煮・ひじき海苔
佃煮 各60g

味付海苔・焼海苔 各12袋詰
（8切5枚）
、海苔佃煮・椎茸海苔佃煮・ひじき海苔
佃煮 各60g、海苔入り海藻と梅のお吸物・海苔入りたまごのお吸物 各4袋

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

148-040-095 aAcG
山形屋「紫薫」海苔詰合せ

147-044-095 aAcG
山形屋「紫薫」海苔詰合せ

300-GFN････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各6袋8切6枚

3,240円

1000-GB･･･････････････････････････[写真の品]
味付海苔・焼海苔 各26袋詰
（8切5枚）

10,800円

445-045-095 cG
500-GB･･････････････････････････････････････････････
味付海苔・焼海苔 各12袋詰
（8切5枚）

│本-030│別-036│わ-021

5,400円

008-044-095 aAcG
浦島海苔 彩り香味海苔詰合せ
NIK-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

味のり・焼のり 各8切48枚、梅のり・金ごま塩のり・赤穂の塩のり・鮭のり 各8切
30枚

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

海苔

060-046-095 aAcG

磯千両 四万十川産青のり付味付のり詰合せ
A6-30N･･････････････････････････････････････････････

3,240円

四万十川産青のり付味付のり8切40枚×4、
本わさび葉付味付のり8切40枚×2

062-049-095 aAcG

磯千両 バラエティ味付のり詰合せ
B8-40･････････････････････････････････････････････････

味付のり
（四万十川産青のり付8切40枚×2、
かき風味・本わさび葉付・あまだ
れ・かつお節付・醤油味・姫ひじきの塩付 各8切40枚）

│本-030│別-036│わ-021

020-044-095 aAcG

通宝 海苔職人の百年ふりかけ詰合せ
NF30･････････････････････････････････････････････････
焼海苔・味海苔 各8切80枚、
ふりかけ鰹120g

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

4,320円

061-042-095 aAcG

磯千両 四万十川産青のり付 味付のり詰合せ
A10-50A･････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

021-040-095 aAcG
通宝 貴薫

貴薫30C･････････････････････････････････････････････

3,240円

焼海苔・味付海苔 各3袋詰
（6切6枚）
、梅味海苔・塩海苔 各6袋詰
（6切6枚）
│本-030│別-036│わ-021

5,400円

四万十川産青のり付味付のり8切40枚×6、本わさび葉付味付のり・醤油味味
付のり 各8切40枚×2
│本-030│別-036│わ-021

022-047-095 aAcG
通宝 貴薫

貴薫50C･････････････････････････････････････････････

5,400円

味付海苔12袋詰
（6切6枚）
、
焼海苔・梅味海苔・塩海苔 各6袋詰
（6切6枚）

│本-030│別-036│わ-021

095

110-043-096 aAcG

111-041-096 aAcG

藤井養蜂場 純粋蜂蜜詰合せ

藤井養蜂場 北海道産はちみつ詰合せ

AB-30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

アカシア蜂蜜
（ブルガリア産）
・純粋蜂蜜
（国産、
ミャンマー産）
各450g

HF-50･････････････････････････････････････････････････
はちみつ
（国産）
450g×2

│本-030│別-036│わ-021

037-044-096 aAcG

近藤養蜂場 近藤はちみつセレクト
KJC3･･････････････････････････････････････････････････
国産百花蜂蜜・カナダ産純粋蜂蜜 各450g

3,240円

5,400円

112-046-096 aAcG

藤井養蜂場 高麗人蔘蜂蜜漬・
生ローヤルゼリー添加蜂蜜詰合せ
KN-50････････････････････････････････････････････････
高麗人蔘蜂蜜漬・生ローヤルゼリー添加蜂蜜 各750g

│本-030│別-036│わ-021

114-049-096 aAcG
藤井養蜂場 はちみつ詰合せ

FK-34･････････････････････････････････････････････････
はちみつ
（国産）
180g×2、
リンゴはちみつ
（国産）
180g

│本-030│別-036│わ-021

3,672円

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

113-042-096 aAcG

藤井養蜂場 はちみつドリンク詰合せ
FH-30･････････････････････････････････････････････････
はちみつドリンク
（柚子・梅・生姜）
各300ml
（3倍希釈）

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

はちみつ・梅干
038-040-096 aAcG

近藤養蜂場 たっぷり美味しい蜂蜜セット
KVL3･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

ベトナム産ライチ蜂蜜・生ローヤルゼリー添加蜂蜜（ベトナム産ライチ蜂蜜）各
700g

035-041-096 aAcG
近藤養蜂場 国産蜂蜜セット

KCF5･････････････････････････････････････････････････
国産百花蜂蜜450g×2

│本-030│別-036│わ-021

520-047-096 cG

紀州薬師梅 和尚の薬膳梅干
薬師梅「華」粒選り二種詰合せ
YH-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

紀州南高薬膳梅干
（うすしお味8粒、
はちみつ味4粒）
（塩分約8％、無添加：合成保存料・着色料・化学調味料）

│本-030│別-036│わ-021

096

5,400円

441-041-096 cG

南高梅発祥農園 紀州高田果園 絹梅
OK4-A12････････････････････････････････････････････
絹梅
（アカシア蜂蜜入り梅干し）
×12 ※塩分約8%

│本-030│別-036│わ-021

521-043-096 cG

紀州薬師梅 和尚の薬膳梅干
薬師梅「華」粒選り二種詰合せ
YH-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

紀州南高薬膳梅干
（うすしお味・はちみつ味）
各10粒
（塩分約8％、無添加：合成保存料・着色料・化学調味料）

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

442-046-096 cG
南高梅発祥農園 紀州高田果園 絹梅
OK4-A20････････････････････････････････････････････
絹梅
（アカシア蜂蜜入り梅干し）
×20
※塩分約8%

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

116-041-097 aAcG

即席手延べ温っか麺・そば詰合せ
KSS-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

（温っか麺55g・あごだしスープ10g・
ドライしいたけ1g）
×3、
（そば55g・あごだし
スープ10g・
ドライしいたけ1g）
×3

005-045-097 aAcG
池利 三輪うどん詰合せ

AL-300･･･････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

207-047-097 aAcG

年越しそば・年明けうどん詰合せ
SKO30･･･････････････････････････････････････････････
讃岐半生うどん180g×4、信州戸隠蕎麦240g×2
賞味期限：常温で90日

3,240円

3,240円

和風だしカレーうどん×2、柚子香る鯛うどん、
あんかけ湯葉うどん、南高梅うどん、
とろろ昆布うどん
（各うどん60g・具材）

006-041-097 aAcG
池利 三輪うどん詰合せ

AL-500･･･････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

045-047-097 aAcG

麦坐 信州そば・讃岐うどん詰合せ
MX-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

信州そば170g×3、国産小麦使用讃岐うどん180g×2、鰹めんつゆ
（30g×2）
×3

│本-030│別-036│わ-021

5,400円

柚子香る鯛うどん・あんかけ湯葉うどん・南高梅うどん・とろろ昆布うどん・和風だし
カレーうどん 各2
（各うどん60g・具材）
│本-030│別-036│わ-021

046-043-097 aAcG

麦坐 信州そば・讃岐うどん詰合せ
MX-50････････････････････････････････････････････････

5,400円

信州そば・信州更科そば 各170g×4、
国産小麦使用讃岐うどん180g×2、
鰹めん
つゆ
（30g×2）
×5

│本-030│別-036│わ-021
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うどん

208-043-097 aAcG
小豆島 簡単手延にゅう麺

NOD30･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

鯛にゅう麺、蟹にゅう麺、
ゆばにゅう麺、豚汁にゅう麺、
ふんわり卵にゅう麺

209-041-097 aAcG
小豆島 簡単手延にゅう麺

NOD50･･･････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

129-046-097 aAcG
寛文五年堂

て な い

いなにわ手綯うどん・つゆ詰合せ
G-30N････････････････････････････････････････････････
いなにわ手綯うどん80g×7、鰹つゆ250ml

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

5,400円

鯛にゅう麺、蟹にゅう麺、
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、磯天にゅう麺

297-046-097 aAcG
う ど ん

佐藤養助 稲庭干温飩
MC-30････････････････････････････････････････････････
100g×7束

│本-030│別-036│わ-021

130-044-097 aAcG
寛文五年堂

│本-030│別-036│わ-021

298-042-097 aAcG
う ど ん

て な い

いなにわ手綯うどん・つゆ詰合せ
G-50N････････････････････････････････････････････････
いなにわ手綯うどん80g×12、鰹つゆ250ml×2

3,240円

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

佐藤養助 稲庭干温飩
MC-50････････････････････････････････････････････････
100g×13束

5,400円

│本-030│別-036│わ-021
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マーゼルマーゼル
美味しさのこだわり
さまざまな大地の恵みを混ぜ合わせる
（マー
ゼル）
ことで、
ライフスタイルに輝きプラス
（マーゼル）
する。それが Maazel Maazel

105-041-098 aAcG
マーゼルマーゼル
野菜34種＆米麹 スープ6種6個セット
MM-035E-6P･･････････････････････････････････････ 3,240円

の想い。スープは、34種類もの純国産野
菜を独自に混ぜ合わせた
「マーゼルペース
ト」
を使用し、
さらに日本の伝統発酵食材

たっぷりキノコのポタージュ・とうもろこしの贅沢ポタージュ・エビとトマトの濃厚スー
プ・アスパラガスと玉葱のポタージュ・とろ～り濃厚かぼちゃのスープ・白ネギと生
姜の煮込みスープ 各180g

「米こうじ」
をプラスしています。

│本-030│別-036│わ-021

751-049-098 bBcDcG
スープストックトーキョー
冬のポタージュセット
SST50PS･･･････････････････････････････････････････ 5,400円

（オマール海老のビスク×2、
とうもろこしとさつま芋のスープ・北海道産かぼちゃの
スープ・オニオンクリームポタージュ・牡蠣のポタージュ・鶏のポタージュ・きのことさ
つま芋のポタージュ）
各180g 計8袋
（電子レンジ対応可）

750-042-098 bBcDcG
スープストックトーキョー
人気のスープセット
SST50NQ･･･････････････････････････････････････････ 5,400円

（オマール海老のビスク・東京ボルシチ・とうもろこしとさつま芋のスープ・北海道産
かぼちゃのスープ・緑の野菜と岩塩のスープ・オニオンスープ・ミネストローネ・東京
参鶏湯）
各180g 計8袋
（電子レンジ対応可）

│本-032│別-035│わ-021

106-046-098 aAcG
マーゼルマーゼル
野菜34種＆米麹 スープ9種9個セット
MM-050MD-9P････････････････････････････････････ 5,400円

九州を食べるミネストローネ・ふっくらミヤギシロメ大豆と黒ごま豆乳スープ・潮風
育ちの垢田トマトとトラフグのスープ・たっぷり蓮根とゆずのポタージュ・蓮根とほう
れん草のグリーンポタージュ・たっぷりキノコのポタージュ・とうもろこしの贅沢ポ
タージュ・エビとトマトの濃厚スープ・アスパラガスと玉葱のポタージュ 各180g

│本-032│別-035│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

スープ・ヨーグルト
173-045-098 aAcG

北海道スープギフトセット32食
HS-30C･･････････････････････････････････････････････

3,240円

海老クリームスープ・コーンスープ・アスパラスープ・札幌黄玉ねぎスープ・かぼ
ちゃスープ・オニオンスープ・チーズコーンスープ・インカのめざめポタージュ 各4袋
×1箱

119-040-098 aAcG
MCC 朝のスープセット

SG-30B･･････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

366-048-098 aAcG
カゴメ 野菜だしのポタージュギフト
DP30･････････････････････････････････････････････････

3,240円

とうもろこしのポタージュ・
トマトのポタージュ・かぼちゃのポタージュ 各140g×3

│本-030│別-036│わ-021
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3,240円

北海道産とうもろこしのスープ・ミネストローネ・北海道産かぼちゃのスープ 各
160g×3、京都府産聖護院かぶらのスープ160g×2、
クラムチャウダー・淡路島
産たまねぎのオニオンスープ・ボルシチスープ 各160g

010-049-098 aAcG

札幌グランドホテル スープセット
SCN-30･･････････････････････････････････････････････

│本-030│別-036│わ-021

740-047-098 bBcCcG
のむヨーグルト 伊都物語

45･･････････････････････････････････････････････････････

4,200円

のむヨーグルト
（オリジナル×6、
プレーン・博多あまおう各4）
各150ml
賞味期限：冷蔵で14日

│本-030│別-036│わ-021

3,240円

コーンスープ160g×3、
オニオンスープ・パンプキンスープ 各160g×2

│本-032│別-035│わ-021

743-046-098 bBcCcG
阿蘇小国 ジャージーヨーグルトセット
YS-2･･････････････････････････････････････････････････

4,320円

ジャージーのむヨーグルト900ml×2、
ジャージークリーミーヨーグルト110g×8
賞味期限：冷蔵で24日

│本-030│別-052│わ-021

325-041-099 aAcG

あけぼの 金線べにずわいがに詰合せ
KB-50A･･････････････････････････････････････････････
金線べにずわいがに125g×3

5,400円

467-049-099 cG

ニッスイ かに缶詰 詰合せ
BH-50････････････････････････････････････････････････
紅ずわいがにほぐし身100g×6

│本-030│別-036│わ-021

175-048-099 aAcG
ニッスイ 瓶詰 詰合せ

BA-30B･･････････････････････････････････････････････

3,240円

焼鮭ほぐし55g×2、
たらこほぐし50g×2、
まぐろ佃煮・ほたて時雨煮 各50g

468-045-099 cG

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

176-044-099 aAcG
ニッスイ 瓶詰 詰合せ

BA-50B･･････････････････････････････････････････････

5,400円

焼鮭ほぐし55g×2、
たらこほぐし・まぐろ佃煮・ほたて時雨煮 各50g×2、紅ざけほ
ぐし50g

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

ニッスイ たらばがに缶詰 詰合せ
NA-100B････････････････････････････････････････

10,800円

紅ずわいがにほぐし脚肉かざり100g×2、
たらばがに115g

│本-030│別-036│わ-021

177-040-099 aAcG
ニッスイ かに缶・瓶詰 詰合せ
BK-50･････････････････････････････････････････････････

5,400円

紅ずわいがにほぐし肉（脚肉かざり）50g×2、焼鮭ほぐし55g×2、
たらこほぐし
50g×2、
まぐろ佃煮・ほたて時雨煮 各50g、
さけ水煮100g
│本-030│別-036│わ-021

かに缶・レトルト食品

037-028-099 aAcG
資生堂パーラー カレー詰合せ
CRN33･･･････････････････････････････････････････････

3,564円

ビーフカレー・野菜カレー 各200g×2、
ポークカレー・チキンカレー 各200g

038-024-099 aAcG
資生堂パーラー カレー詰合せ
CRN55･･･････････････････････････････････････････････

にんべん
至福の一椀 おみそ汁・お吸物詰合せ
FDG32･･･････････････････････････････････････････････

3,456円

おみそ汁
（わかめ×4、焼なす・豆腐 ねぎ・豚汁・赤だしなめこ汁各2）
、
お吸物
（ふ
わっと玉子・ねばり野菜各2）
計16個
│本-030│別-036│わ-021

ニッスイ かに缶・ふかひれスープセット
FS-50A･･･････････････････････････････････････････････

5,400円

ビーフカレー・辛口ビーフカレー・野菜カレー・チキンカレー・ポークカレー 各200g
×2

紅ずわいがにほぐし肉
（脚肉かざり）
50g×2、
貝柱ほぐし身70g、
ふかひれスープ
285g×4

│本-020│別-035│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

│本-020│別-035│わ-021

142-042-099 aAcG

5,940円

178-047-099 aAcG

430-048-099 cG

012-041-099 aAcG

なだ万 和風スープ
SP-35C･･････････････････････････････････････････････

3,780円

かぼちゃ・渡り蟹・繊維野菜・甘えび・10種の野菜・とうもろこし 各130g

│本-030│別-036│わ-021

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

はなのみ 日本の果実フルーツジャム＆
柚子・ジンジャーの詰合せ
YJ-30･････････････････････････････････････････････････ 3,240円

日本の果実フルーツジャム
（長野のブルーベリー・長野のいちご・長野のりんご）
各160g、国産のジンジャーシロップ漬け185g、
国産の柚子茶 175g
│本-030│別-036│わ-021
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ボスコ
美味しさのこだわり
早摘みグリーンオリーブは、旬の食材を新
鮮なままいただくような、
かけがえのない喜
びにあふれています。繊細なオリーブを丁

370-045-100 aAcG

寧に摘み、丁寧に洗い、丁寧に搾る。全て

ボスコ
プレミアムエキストラバージンオリーブオイルギフト
BGH-30･･････････････････････････････････････････････ 3,240円

の工程に注がれる熟練の技が BOSCO
のフレッシュでフルーティな香り、芳醇な味
わいを生みだしています。

ボスコプレミアムEXVオリーブオイル140g×2、
ボスコEXVオリーブオイル140g
×4
│本-030│別-036│わ-021

374-040-100 aAcG

Olivad'OilliO
エキストラバージンオリーブオイルギフト
OL-30･････････････････････････････････････････････････ 3,240円

Olivad'OilliO EXVオリーブオイル130g×3、Olivad'OilliO EXVオリーブオヒブ
ランカ130g×2
│本-030│別-036│わ-021

377-041-100 aAcG
早摘みグリーンオリーブが贅沢なボスコギフト
BG-40A･･････････････････････････････････････････････

4,320円

ボスコEXVオリーブオイル・ボスコオリーブオイル 各140g×4

│本-030│別-036│わ-021

371-041-100 aAcG

ボスコ
プレミアムエキストラバージンオリーブオイルギフト
BGH-50･･････････････････････････････････････････････ 5,400円

ボスコプレミアムEXVオリーブオイル140g×3、
ボスコEXVオリーブオイル140g
×7
│本-030│別-036│わ-021

食油
375-047-100 aAcG

Olivad'OilliO
エキストラバージンオリーブオイルギフト
OL-50･････････････････････････････････････････････････ 5,400円
Olivad'OilliO EXVオリーブオイル・Olivad'OilliO EXVオリーブオヒブランカ 各
130g×4
│本-030│別-036│わ-021

562-041-100 cG
日清 一番搾りべに花油＆
ヘルシーオイルギフト
BPH-20A････････････････････････････････････････････

2,160円

アマニプラス350g×2、
ヘルシーリセッタ・一番搾りべに花油 各350g

│本-030│別-036│わ-021
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372-048-100 aAcG

Olivad'OilliO
EXVオリーブオイル＆ドレッシング
OD-30N･･････････････････････････････････････････････

3,240円

Olivad'OilliO EXVオリーブオイル・Olivad'OilliO EXVオリーブオヒブランカ
各130g、
オリーブドレッシング
（瀬戸内レモン・小豆島バジル・瀬戸内かんきつ）
各147ml
│本-030│別-036│わ-021

379-042-100 aAcG
日清 一番搾りべに花油＆
ヘルシーオイルギフト
BPH-30A････････････････････････････････････････････

3,240円

アマニプラス・ヘルシーリセッタ・一番搾りべに花油 各350g×2

│本-030│別-036│わ-021

373-044-100 aAcG

Olivad'OilliO
EXVオリーブオイル＆ドレッシング
OD-50N･･････････････････････････････････････････････

5,400円

Olivad'OilliO EXVオリーブオイル・Olivad'OilliO EXVオリーブオヒブランカ
各130g×2、
オリーブドレッシング
（瀬戸内レモン×2・小豆島バジル・瀬戸内か
んきつ）
各147ml
│本-030│別-036│わ-021

381-047-100 aAcG
日清 一番搾りべに花油＆
ヘルシーオイルギフト

5,400円

BPH-50A･･････････････････････････････[写真の品]

アマニプラス350g×2、
ヘルシーリセッタ350g×3、
一番搾りべに花油350g×5

380-040-100 aAcG
BPH-40A････････････････････････････････････････････

4,320円

アマニプラス・ヘルシーリセッタ 各350g×2、
一番搾りべに花油350g×4

│本-030│別-036│わ-021

ケータック
美味しさのこだわり
チリ産グレープシードオイルはアンデス山麓
の豊かな自然の中で栽培されたぶどう種子を
100% 原料とし、栄養価を熱で壊さないよう
丁寧に時間をかけて低温で搾りました。
（コー

250-041-101 aAcG

ルドプレス製法）

ケータック グレープシードオイルセット

上品な風味とおいしさはパンやサラダはもちろ

K-30･･･････････････････････････････････････････････････

ん、普段のお料理でお楽しみいただけます。

3,240円

グレープシードオイル460g×2、
香味グレープシードオイル110g

│本-030│別-036│わ-021

251-046-101 aAcG

252-042-101 aAcG

ケータック グレープシードオイルセット

ケータック プレミアムオイルセット

K-50･･･････････････････････････････････････････････････

5,400円

グレープシードオイル460g×3、香味グレープシードオイル110g×2

│本-030│別-036│わ-021

OKB-38･･････････････････････････････････････････････

3,294円

グレープシードオイル460g、香味グレープシードオイル110g、
チリ産エキストラ
バージンオリーブオイル230g
│本-030│別-036│わ-021

253-049-101 aAcG

エキストラバージンオリーブオイル
「サンチャゴ」
OO-40････････････････････････････････････････････････
チリ産エキストラバージンオリーブオイル230g×3

4,320円

│本-030│別-036│わ-021

食油

340-049-101 aAcG

味の素 和・洋・中バラエティ調味料ギフト
A-30N････････････････････････････････････････････････

3,240円

ほんだし・丸鶏がらスープ 各48g、瀬戸のほんじお焼き塩80g、
コンソメ50g、
べ
に花油・匠の油・なたね使用キャノーラ油・キャノーラ油健康プラス 各350g、
オ
リーブオイル エクストラバージン200g
│本-030│別-036│わ-021

344-044-101 aAcG
味の素 バラエティオイルギフト
PX-30C･･････････････････････････････････････････････

3,240円

なたね使用キャノーラ油・キャノーラ油＆コーン油健康ブレンドライトバランス・さらさ
らキャノーラ油健康プラス 各350g×2
│本-030│別-036│わ-021

341-045-101 aAcG

味の素 和・洋・中バラエティ調味料ギフト
A-40N････････････････････････････････････････････････

4,320円

ほんだし・ほんだしこんぶだし・丸鶏がらスープ 各48g、瀬戸のほんじお焼き塩
80g、
コンソメ50g、
べに花油・匠の油・キャノーラ油・さらさらキャノーラ油健康プラ
ス 各350g、
オリーブオイル エクストラバージン150g×2
│本-030│別-036│わ-021

345-040-101 aAcG
味の素 オリーブオイル＆
プレミアサラダオイルギフト

PS-30N･･････････････････････････････････････････････

342-041-101 aAcG

味の素 和・洋・中バラエティ調味料ギフト
A-50N････････････････････････････････････････････････

5,400円

ほんだし90g、
ほんだしこんぶだし・丸鶏がらスープ 各48g、瀬戸のほんじお焼き
塩80g、
コンソメ50g、
べに花油・匠の油・キャノーラ油 各350g、
さらさらキャノー
ラ油健康プラス350g×2、
オリーブオイル エクストラバージン150g×2
│本-030│別-036│わ-021

343-048-101 aAcG
味の素 オリーブオイルギフト

3,240円

オリーブオイルエクストラバージン150g×2、
プレミアサラダオイル・べに花油 各
350g×2
│本-030│別-036│わ-021

EVR-30J･････････････････････････････････････････････

3,240円

オリーブオイルエクストラバージン150g×3、
オリーブオイル350g×2

│本-030│別-036│わ-021
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お届け期間

11月上旬～
12月中旬

031-046-102 aAcG

032-042-102 aAcG

関根の胡麻油

関根の胡麻油

SK-30･････････････････････････････････････････････････
関根の胡麻油190g×3

3,240円

│本-030│別-036│わ-021

025-046-102 aAcG
フンドーキン 春夏秋冬の里ギフト
FT-30M･･････････････････････････････････････････････

3,240円

あまくておいしい醤油・ゴールデン紫・白だし・甘口ごまぽん酢 各720ml、
ドレッシ
ング
（和風・胡麻）
各180ml、生きてるあわせみそ750g
│本-030│別-036│わ-021

SK-50･････････････････････････････････････････････････
関根の胡麻油190g×5

5,400円

│本-030│別-036│わ-021

026-042-102 aAcG
フンドーキン 調味料セット
FG-30CMA･････････････････････････････････････････

3,240円

ゴールデン紫甘口・白だし・甘口ごまぽん酢・あまくちさしみ醤油 各720ml、
生きて
るあわせみそ750g×2
│本-030│別-036│わ-021

450-049-102 cG

天草スペシャルブレンド
ブラック＆レッドペッパーセット
KR-45･････････････････････････････････････････････････

4,860円

エクストラバージンオリーブオイル天草スペシャルブレンドブラック137g、
レッド
ペッパーエクストラバージンオリーブオイル82g
│本-030│別-036│わ-021

027-049-102 aAcG
フンドーキン 日本の味・伝統の味
FSW-M･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

吉野杉樽天然醸造醤油・かつおしょうゆ 各720ml、
木樽熟成麦味噌1kg

│本-030│別-036│わ-021

調味料
192-041-102 aAcG
フジジン 豊のめぐみ
FBS-30･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

かつお醤油・特選初茜・白だし 各1L、
無添加あわせ味噌750g、
かぼすぽん酢・さ
しみ醤油 各300ml
│本-030│別-036│わ-021

423-041-102 cG
フジジン 醤油・味噌詰合せ
FMS-20･･････････････････････････････････････････････

2,160円

特選初茜1L×2、無添加あわせ味噌750g、かぼすぽん酢・さしみ醤油 各
300ml
│本-030│別-036│わ-021

102

193-046-102 aAcG
フジジン ゆふいんの森ドレッシング
YDS-30･･････････････････････････････････････････････

3,240円

028-045-102 aAcG
フンドーキン ハートギフト
FGX-S････････････････････････････････････････････････

5,400円

ドレッシング
（和風オイル1/2カット・おろしかぼす風味各2、和風・金ごま焙煎）
各
280ml

吉野杉樽天然醸造醤油500ml×2、木樽熟成麦味噌・合せ味噌 各1kg、
九州
ドレッシング
（かぼすに日向夏・柚子こしょう・たまねぎに黒酢）
各270ml

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

194-042-102 aAcG
フジジン 国産素材ギフト
FKS-30･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

国産素材丸大豆醤油1L×2、国産素材あわせ味噌750g×2

│本-030│別-036│わ-021

171-042-102 aAcG
キッコーマンギフトセット
KIS-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

新鮮しぼりたて生しょうゆ450ml×2、
新鮮極みつゆ・新鮮極み白だし 各450ml、
しぼりたて生ぽんず360ｍｌ×2、
新鮮旨み広がるだししょうゆ330ml×2
│本-030│別-036│わ-021

糸島正キ
美味しさのこだわり
新鮮な糸島野菜を丸ごと詰め込んだ、身
体に優しいドレッシングです。特長は、野菜
を皮ごと
「すりおろす」
ことで増える酵素。
非加熱製法により、通常の約3倍もの酵

480-045-103 cG

素を取り入れられるドレッシングに仕上げて

糸島野菜を食べる生ドレッシングセット

います。サラダはもちろん、様々な料理にお

HII-32･････････････････････････････････････････････････

使いいただけます。

玉葱・人参・大根大葉 各255g
賞味期限：常温で90日

206-040-103 aAcG
オリーブオイルドレッシング
IRT30S･･･････････････････････････････････････････････

3,240円

ドレッシング
（和風・にんじん・オリーブ・ごま・たまねぎ）
各120ml

131-040-103 aAcG
フンドーダイ
九州野菜ドレッシング詰合せ
DR-30････････････････････････････････････････････････

3,240円

ドレッシング
（不知火・レモン・たまねぎ・バジル・シーザー）
各150ml

│本-030│別-036│わ-021

3,420円

│本-030│別-036│わ-021

443-042-103 cG
セゾンファクトリー
セゾンセレクション30WR
SFVR-30WR････････････････････････････････････････

3,240円

飲む酢マスカット200ml、
リッチスタイルドレッシングにんじん240ml、
リッチスタイ
ルジャムいちご70g、
フルーツソースブルーベリー200g、
りんごジュース350g

│本-030│別-036│わ-021

│本-030│別-036│わ-021

調味料・米

180-041-103 aAcG
味の兵四郎 だしセット

GTV･･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

あご入兵四郎だし9g×13、
あご入減塩だし9g×10、野菜の旨みだし9g×12

181-048-103 aAcG

味の兵四郎 HAKUだし2種セット
HAKU GT････････････････････････････････････････････

3,240円

あご入兵四郎だし9g×13、
あご入減塩だし9g×10、箔だし200ml

│本-030│別-036│わ-021

412-058-103 cG

豊のくに棚田百選の米詰合せ
TDM-35･･････････････････････････････････････････････

3,780円

大分県玖珠 山浦早水棚田かけ干しひとめぼれ・大分県別府 内成棚田ひのひ
かり 各2.8kg

│本-030│別-036│わ-021

│本-035│別-071│わ-021

410-055-103 cG

新潟米特選詰合せ（3本入）

3,240円

SPN-30････････････････････････････････[写真の品]

720-046-103 bBcDcG
皇朝 横浜中華街 よくばりセット

745-049-103 bBcDcG
鹿児島県産金の桜黒豚入り餃子

KCYK･････････････････････････････････････････････････

KSKG-40････････････････････････････････････････････

3,996円

肉まん・チャーシューまん・黒胡麻まん 各5、黒豚生餃子・エビシウマイ 各15
賞味期限：冷凍で30日

│本-030│別-036│わ-021

餃子
（15g×12）
×4、
（タレ10g、
ラー油1g）
×4
賞味期限：冷凍で30日

4,104円

│本-030│別-036│わ-021

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

新潟県十日町産魚沼こしひかり900g×2、特別栽培米新潟県産こしひかり900g

411-051-103 cG

新潟米特選詰合せ（5本入）
SPN-50･･････････････････････････････････････････････

5,400円

新潟県十日町産魚沼こしひかり900g×3、特別栽培米新潟県産こしひかり
900g×2
│本-035│別-071│わ-021
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厳選イチオシ

「吉四六」は麦焼酎二階堂をさら
にじっくりと寝かせて熟 成させた
焼 酎。コルクで 栓をすることで、
壺の中でも熟成が進みます。

リカー
「いいちこ」の頂 点に立つ「いい
ちこフラスコボトル」。高精白、低
温 発 酵、 全 麹 造り、 技 のすべて
を傾けて造られる麦焼酎です。

450-030-104 cG

二階堂酒造
吉四六つぼ・吉四六の故郷
KF･････････････････････････････････

4,308円

麦焼酎25度720ml、麦焼酎20度900ml×2、
グラス2個付

452-033-104 cG
二階堂酒造
吉四六つぼ・豊後路

4,441円

三和酒類
いいちこフラスコ・スペシャルセット
FSp･･･････････････････････････････ 5,657円

│本-025│別-028│わ-015

│本-025│別-028│わ-015

KB････････････････････････････････
麦焼酎25度720ml×2

│本-025│別-028│わ-015

480-037-104 cG

麦焼酎30度720ml×2

60

セット限り

451-037-104 cG
二階堂酒造
吉四六バラエティ
KYB･･････････････････････････････

二階堂酒造
あきら

6,789円

麦焼酎30度720ml、麦焼酎25度720ml×2、
グラス2個付
│本-025│別-028│わ-015

104

453-031-104 cG
六代目 暹

AK-6･････････････････････････････
麦焼酎40度720ml

5,500円

482-031-104 cG

三和酒類
いいちこオリジナルギフト
NISV･････････････････････････････

4,400円

麦焼酎25度720ml×2、麦焼酎20度720ml

│本-025│別-028│わ-015

※ 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の販売はいたしません。

│本-025│別-028│わ-015

481-033-104 cG

三和酒類
「酒の杜から」

IZN-30･･･････････････････････････

3,300円

麦焼酎25度900ml×2、
麦焼酎20度900ml

│本-025│別-028│わ-015

455-032-105 cG

八鹿酒造 干支ボトル（本格麦焼酎）
･････････････････････････････････････････････････････････
樫樽貯蔵麦焼酎25度500ml

2,750円

│本-025│別-028│わ-015

2022 年の干 支「 寅 」をあしらっ
た縁起の良い「干支ボトル」。吟
醸香よりも日本酒本来の旨味を極
めた、深くふくよかな味わいです。

（やや辛口）

（やや辛口）

425-036-105 cG

八鹿酒造 干支ボトル（日本酒）
･････････････････････････････････････････････････････････
純米大吟醸酒500ml

八鹿酒造 干支ボトルセット

2,750円

･････････････････････････････････････････････････････････
純米大吟醸酒・樫樽貯蔵麦焼酎25度 各500ml

│本-024│別-028│わ-014

│本-024│別-028│わ-014

100

お届け期間

（やや辛口）

11月中旬～

（やや甘口）

（やや辛口）

422-037-105 cG

421-030-105 cG

419-036-105 cG

八鹿酒造 純米大吟醸「源」

八鹿酒造 寿セット

2,310円

八鹿酒造 純米大吟醸「金」
WHITE BOTTLE 2021ver
WB2021････････････････････････ 3,080円

│本-024│別-028│わ-014

│本-024│別-028│わ-014

八鹿酒造 祝酒 金箔入
Y-20･･････････････････････････････
金箔入清酒1.8L

リカー

セット限り

418-031-105 cG

5,500円

厳選イチオシ

424-031-105 cG

純米大吟醸酒720ml

YG････････････････････････････････
純米大吟醸酒1.8L

（やや辛口） （やや辛口） （甘口）

6,050円

YK-30････････････････････････････

3,460円

吟醸酒・特別純米酒・にごり酒 各720ml

│本-024│別-028│わ-014

│本-024│別-028│わ-014

お届け期間

11月中旬～

（やや辛口）（やや辛口）

420-034-105 cG
八鹿酒造 寿セット
YK-40････････････････････････････

4,600円

八鹿ラベル
（上撰）
・寿ラベル
（上撰）
各1.8L

│本-024│別-028│わ-014

（甘口）

（中口）

423-033-105 cG

八鹿酒造
スパークリング酒NIJI2本セット
YSP-1･･･････････････････････････ 6,600円
八鹿スパークリングNIJI 720ml×2、
ストッパー付

│本-024│別-028│わ-014

（辛口）

442-038-105 cG
ぶんご銘醸
佐伯飛翔 純米大吟醸
SHD-30･････････････････････････
純米大吟醸酒 720ml

3,300円

│本-024│別-028│わ-014

430-031-105 cG
三和酒類 吟醸和香牡丹 秘宝
GWH-18････････････････････････
吟醸酒1.8L

3,127円

│本-024│別-028│わ-014

105

（やや甘口）

（やや辛口）

410-039-106 cG

萱島酒造 西の関 特撰 金箔入
NKP-3･･･････････････････････････
特別本醸造酒
（金箔入）
1.8L

3,700円

（甘口）

（やや甘口）

（中口）

萱島酒造
西の関 くにさき物語（冬）

よみす

大吟醸酒720ml
（木箱入）

（中口）

（中口）

414-034-106 cG

3,740円

│本-024│別-028│わ-014

│本-024│別-028│わ-014

NKS-3T･････････････････････････

416-037-106 cG

吟醸酒1.8L
（木箱入）

大吟醸酒1.8L
（木箱入）

│本-024│別-028│わ-014

西の関
六郷満山開山 千三百年セット
････････････････････････････････････ 4,299円

にごり酒・特別本醸造酒・手造り純米酒 各720ml

（辛口）

411-035-106 cG

萱島酒造 西の関 大吟醸「嘉」 萱島酒造 西の関 吟醸酒「関」 萱島酒造 西の関 大吟醸「福壽屋」
NY-5･････････････････････････････ 5,500円
NS-50･･･････････････････････････ 5,500円
NF-100･･････････････････････ 11,000円

│本-024│別-028│わ-014

413-038-106 cG

（やや辛口）

415-030-106 cG

特別純米酒 唐草・特別本醸造酒 千三百年の祈り 各720ml

│本-024│別-028│わ-014

（やや甘口） （やや辛口）

412-031-106 cG

萱島酒造
西の関 美吟純米・淡美セット
NJT-4W･････････････････････････ 4,800円
特別本醸造酒・純米吟醸酒 各720ml

│本-024│別-028│わ-014

（やや辛口）（やや甘口）

417-033-106 cG
西の関 鬼神・福神セット
ON-5W･･････････････････････････

6,000円

鬼神
（特別本醸造）
、
福神
（特別純米酒）
各1800ml

│本-024│別-028│わ-014
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清酒
（やや辛口）

433-039-106 cG

（辛口）

（やや辛口）

432-032-106 cG

3,300円

久家本店
さち
し ず く
銘酒純米吟醸「幸の一滴」
K-SATI･･･････････････････････････ 5,500円

│本-024│別-028│わ-014
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一の井手 豪華金箔入
GOKA-30･･･････････････････････
上撰金箔入1.8L

純米吟醸酒1.8L
（木箱入）

（中口）

（中口）

431-036-106 cG

405-035-106 cG

久家本店 大吟醸「慶」

浜嶋酒造 鷹来屋 本醸造セット

DAI-KEI･････････････････････
大吟醸酒1.8L
（木箱入）

12,100円

HDT-50･････････････････････････

5,720円

特別本醸造酒・うまくち本醸造酒 各1.8L

│本-024│別-028│わ-014

│本-024│別-028│わ-014

お届け期間

11月中旬～

（やや辛口）

（やや辛口）

434-035-106 cG
老松酒造 純米吟醸原酒 山水
JGG･･････････････････････････････
純米吟醸原酒1.8L

3,300円

│本-024│別-028│わ-014

106

435-031-106 cG

老松酒造
大吟醸 豪華まぼろしの酒
MG-D････････････････････････････
大吟醸酒1.8L
（木箱入）

5,500円

（やや辛口）（やや辛口）

407-038-106 cG

倉光酒造
全国酒類コンクール1位入賞酒セット
KS-1･････････････････････････････ 5,029円
特別純米酒・純米吟醸酒 各720ml

│本-024│別-028│わ-014

※ 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の販売はいたしません。

│本-024│別-028│わ-014

（やや甘口）

（中口）

（中口）

437-034-106 cG

トキハオリジナル
大分地酒蔵めぐり
OJK-50･･････････････････････････
純米酒720ml×3

5,500円

│本-024│別-028│わ-014

（中口）

（やや辛口）

402-036-107 cG

トキハオリジナル
豊の国銘酒セット

TNK-40･････････････････････････

（辛口）

4,074円

手造り純米酒・本醸造酒・山廃特別純米酒 各720ml

（中口）

（辛口）

（やや辛口）

436-038-107 cG

トキハオリジナル
地酒蔵特別純米のみくらべ
TJ-40････････････････････････････

4,400円

〈老松酒造〉
山水 特別純米酒・
〈萱島酒造〉
福寿屋 特別
純米酒・
〈久家本店〉
一の井手 特別純米酒 各720ml

│本-024│別-028│わ-014

（やや甘口） （やや甘口）

401-031-107 cG

光武酒造
のみくらべ2本セット
SB-Q･････････････････････････････
特別本醸造酒・純米酒 各720ml

│本-024│別-028│わ-014

3,410円

（やや甘口）

400-033-107 cG
光武酒造 純米大吟醸 光武
････････････････････････････････････
純米大吟醸酒1.8L

│本-024│別-028│わ-014

5,940円

│本-024│別-028│わ-014

60

セット限り

（辛口）

（やや辛口） （辛口）

443-034-107 cG

八海山
純米大吟醸・大吟醸セット

426-032-107 cG

朝日酒造

てんらい

4,510円

朝日山 天籟 越淡麗 純米大吟醸
････････････････････････････････････ 5,500円

│本-024│別-028│わ-014

│本-024│別-028│わ-014

････････････････････････････････････
純米大吟醸酒・大吟醸酒 各720ml

60

セット限り

（中口）

（中口）

（中口）

449-032-107 cG

トキハオリジナル
東北地酒セット（冬）

（中口）

（中口）

448-036-107 cG

4,950円

│本-024│別-028│わ-014
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TU-45････････････････････････････

（辛口）

438-030-107 cG

松竹梅
吟醸・金箔純米干支セット

純米大吟醸原酒720ml

（やや辛口）

（辛口）

････････････････････････････････････

6,600円

久保田
（萬寿・碧寿・紅寿・千寿・百寿）
各300ml

････････････････････････････････････
純米大吟醸酒1.8L

│本-024│別-028│わ-014

8,921円

│本-024│別-028│わ-014

60

セット限り

444-030-107
cG
だっさい

旭酒造 獺祭
純米大吟醸 磨き二割三分
D23SS･･････････････････････････

5,830円

純米大吟醸磨き二割三分720ml
（木箱入）

445-037-107
cG
だっさい

旭酒造 獺祭
純米大吟醸 磨き二割三分
D23･･････････････････････････

│本-024│別-028│わ-014

（辛口）

（中口）

11,440円

純米大吟醸磨き二割三分1.8L
（木箱入）

│本-024│別-028│わ-014

（辛口）

（やや辛口）

440-035-107 cG

441-031-107 cG

超特撰純米大吟醸酒・特撰純金箔入純米酒 各1.8L

本醸造酒純金箔入・大吟醸酒 各1.8L

本醸造酒純金箔入・純米大吟醸酒 各1.8L

4,400円

│本-024│別-028│わ-014

│本-024│別-028│わ-014

特撰吟醸酒・特撰純金箔入純米酒干支ラベル 各1.8L

朝日酒造 久保田 萬寿

439-037-107 cG

松竹梅
純米大吟醸・金箔純米セット
JD-RKA･････････････････････････ 5,500円

GI-RKS･･････････････････････････

朝日酒造 久保田5本セット

セット限り

白牡丹
純米大吟醸原酒 万年蔵杜氏鹿島正
････････････････････････････････････ 5,500円

〈雪の茅舎〉
山廃純
〈出羽桜〉
純米酒・
〈大七〉
純米生 ・
米酒 各720ml

427-039-107 cG

150

セット限り

（やや辛口）

428-035-107 cG

清酒

60

純米大吟醸酒720ml
（桐箱入）

（やや辛口）
（やや辛口）
（やや辛口）
（辛口） （辛口）

月桂冠
大吟醸・本醸造純金箔入セット
DK-40･･･････････････････････････ 4,400円
│本-024│別-028│わ-014

月桂冠
純米大吟醸・本醸造純金箔入セット
JDK-50･･････････････････････････ 5,500円
│本-024│別-028│わ-014
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484-032-108 cG
トキハオリジナル
三和酒類 いいちこ匠セット
FUS-40･･････････････････････････････････････････････
麦焼酎30度・麦焼酎25度 各720ml

472-034-108 cG
トキハオリジナル 三大酒蔵 焼酎自慢

4,400円

SJ-30･････････････････････････････････････････････････
麦焼酎25度720ml、麦焼酎20度900ml×2

│本-025│別-028│わ-015

「いいちこ」の頂 点に立つ麦 焼 酎「フラ

3,457円

│本-025│別-028│わ-015

スコボトル」と民 芸 風 の 容 器 の 民 陶 型
「くろびん」のオリジナルセットです。
澄んだ香り、ゆたかなコクと深みの「フラ
スコボトル」
とやわらかな口当たりの「くろ
びん」の極められたうまさをお楽しみくだ
さい。

483-036-108 cG
トキハオリジナル
三和酒類 いいちこプレミアムセット
FK-50･･･････････････････････････････････････5,238円
麦焼酎30度・麦焼酎25度 各720ml

│本-025│別-028│わ-015

487-031-108 cG
トキハオリジナル
トキハオリジナル 大分地焼酎「むぎ三昧」
大分こだわり・芋焼酎のみくらべ
OKI-40････････････････････････････････････････････････ 4,400円
MG-30････････････････････････････････････････････････ 3,300円
486-035-108 cG

芋焼酎25度720ml×3

麦焼酎20度900ml×3

│本-025│別-028│わ-015

│本-025│別-028│わ-015

焼酎
488-038-108 cG
トキハオリジナル
大分麦焼酎 長期貯蔵個性派のみくらべ
OK-48････････････････････････････････････････････････ 5,029円
麦焼酎25度720ml×3

489-034-108 cG
トキハオリジナル
大分むぎ焼酎のみくらべ
大分-46･･･････････････････････････････････････････････
麦焼酎20度900ml×5

│本-025│別-028│わ-015

永く眠り続けた原酒は、甘味を増し、驚くほどま

5,148円

│本-025│別-028│わ-015

ろやかで風味豊かな「むぎ焼酎」になっていま
した。
ストレートで味わうのも良し、炭酸で割ってハイ
ボールもおすすめです。
かんいまいおう

目的に向けて困難をものとも
「敢 為邁往」とは、
せず、自ら決心してまっしぐらに突き進んでいく
こと。
メーカーの情熱が感じられる逸品です。

491-039-108
cG
かんいまいおう

ぶんご銘醸 敢為邁往原酒 20年古酒
BKM-50････････････････････････････････････
麦焼酎20年古酒41度720ml

5,500円

│本-025│別-028│わ-015

492-035-108
cG
かんいまいおう

ぶんご銘醸 敢為邁往 20年古酒
BKM-30･･････････････････････････････････････････････
麦焼酎20年古酒25度720ml

3,300円

│本-025│別-028│わ-015
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※ 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の販売はいたしません。

460-036-108 cG

井上酒造 百助のみくらべ
IMM-3･････････････････････････････････････････････････
麦焼酎25度720ml×3

3,850円

│本-025│別-028│わ-015

457-035-109 cG

八鹿酒造 銀座のすずめ琥珀・影武者セット
KK-09JR･････････････････････････････････････････････
芋焼酎24度750ml、麦焼酎25度720ml

3,300円

456-039-109 cG

八鹿酒造 銀座のすずめ のみくらべ
KBW2･････････････････････････････････････････････････
麦焼酎25度720ml×3

│本-025│別-028│わ-015

3,850円

│本-025│別-028│わ-015

〈魔界への誘い〉
口に含むと黒 麹 特 有の香りを持ちなが
らも香り味わいのまろやかさが特長の本
格芋焼酎です。
（ 19年連続金賞受賞）
〈麦焼酎 舞いごごちブルーボトル〉
麹 歩 合を上 げ 長 期 低 温 発 酵させてつ
くった軽やかな味わいとフルーティな芳
香の麦焼酎です。
（ 14年連続金賞受賞）

466-034-109 cG
490-032-109 cG

485-039-109 cG
老松酒造 芋焼酎一剣 のみくらべ
OIS････････････････････････････････････････････････････
芋焼酎25度900ml×3

3,740円

トキハオリジナル
本坊酒造 貴匠蔵限定芋のみくらべ
HK-50････････････････････････････････････････････････
芋焼酎25度720ml×3

│本-025│別-028│わ-015

5,500円

光武酒造
モンドセレクション金賞受賞焼酎セット
S-D･････････････････････････････････････････3,142円
麦焼酎・芋焼酎 各25度720ml

│本-025│別-028│わ-015

│本-025│別-028│わ-015

焼酎

464-031-109 cG
さつま無双 極の黒・紫芋セット
BP-2･･････････････････････････････････････････････････
芋焼酎25度720ml×2

3,300円

469-033-109 cG
高千穂酒造 降臨の雫

･････････････････････････････････････････････････････････
麦焼酎33度720ml

│本-025│別-028│わ-015

3,667円

│本-025│別-028│わ-015

減圧蒸留法により原料本来の旨味を残
しながら、飲 みや すさ実 現した麦 焼 酎
「 黒 麹 高 千 穂 」、原 料の特 性を生 か す
酵母菌を使い、低温発酵でゆっくり旨味
を引き出した麦 焼 酎「白麹 高 千 穂 」、芋
特 有のまろやかさと２種 類の麹 菌 が 醸
した香ばしさとキレを有する芋 焼 酎「 芋
製高千穂」、
３種ののみくらべです。

473-030-109 cG

トキハオリジナル こだわり焼酎セット
KSS･･･････････････････････････････････････････････････
芋焼酎・とうもろこし焼酎・麦焼酎 各25度720ml

4,809円

│本-025│別-028│わ-015

468-037-109 cG

462-039-109 cG

出水酒造 鶴之國（五年古酒）
･････････････････････････････････････････････････････････
芋焼酎25度720ml
（木箱入）

高千穂酒造 郷 焼酎のみくらべセット

5,079円

TG-3･･･････････････････････････････････････
麦焼酎25度900ml×2、
芋焼酎25度900ml

4,070円

│本-025│別-028│わ-015
│本-025│別-028│わ-015
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スーパードライ ジャパンスペシャルのこだわり
麦芽

ホップ

スーパードライジャパ
ンスペシャルのコア
価 値である国産原 料
100％にこだわった歳
暮ギフト限定の商品で
す。奥深い味わいと洗
練されたうまさを楽し
める冬にぴったりの贈
り物です。

572-039-110 cG

アサヒ スーパードライ
ジャパンスペシャル冬限定トリプルセット
JHP-3･････････････････････････････････････････････････ 3,300円
缶ビール350ml×12

米

│本-026│別-029│わ-016

576-034-110 cG

577-030-110 cG

アサヒ スーパードライ4種セット

アサヒ スーパードライ4種セット

AHP-3････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×10・500ml×2

3,300円

573-035-110 cG

AHP-5････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×20
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

5,500円

アサヒ スーパードライ
ジャパンスペシャル冬限定トリプルセット
JHP-5･････････････････････････････････････････････････ 5,500円
缶ビール350ml×20
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

│本-026│別-029│わ-016

ビール
565-032-110 cG

アサヒ スーパードライ缶ビールセット
AS-3N････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×10・500ml×2

3,300円

566-039-110 cG

アサヒ スーパードライ缶ビールセット
AS-4G････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×10・500ml×5

│本-026│別-029│わ-016

568-031-110 cG

アサヒ スーパードライファミリーセット
FS-3N････････････････････････････････････････････････

3,300円

缶ビール350ml×6・500ml×2、果汁100％缶ジュース各種280g×8

│本-026│別-029│わ-016
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4,400円

567-035-110 cG

アサヒ スーパードライ缶ビールセット
AS-5N
（S）
･･･････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×21
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

569-038-110 cG

アサヒ スーパードライファミリーセット
FS-4N････････････････････････････････････････････････

4,400円

缶ビール350ml×8・500ml×4、果汁100％缶ジュース各種280g×6

│本-026│別-029│わ-016

※ 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の販売はいたしません。

5,500円

│本-026│別-029│わ-016

570-036-110 cG

アサヒ スーパードライファミリーセット
FS-5N････････････････････････････････････････････････

5,500円

缶ビール350ml×14、果汁100％缶ジュース各種280g×14
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

一番搾りプレミアムのこだわり
厳選した第一等品東北産ホップをふんだんに使用。調和のと
れた「深く豊かな味わい」を実現しています。麦の美味しい
ところだけを丁寧に搾った一番搾り製法で麦本来のうまみが
感じられます。

548-030-111 cG
キリン 一番搾り4種飲みくらべセット
東北産
ホップ

麦芽

K-IPFT3･･････････････････････････････････････････････

しずく

缶ビール350ml×10・500ml×2

3,300円

│本-026│別-029│わ-016

546-038-111 cG
キリン ファミリーセット
K-FM3････････････････････････････････････････････････

3,300円

缶ビール350ml×10、果汁100％缶ジュース各種190g×6

547-034-111 cG
キリン ファミリーセット
K-FM5････････････････････････････････････････････････

5,500円

缶ビール350ml×16、果汁100％缶ジュース各種190g×10
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

549-037-111 cG
キリン 一番搾り4種飲みくらべセット
K-IPFT5･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×20
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

5,500円

│本-026│別-029│わ-016

ビール

543-039-111 cG
キリン 一番搾りプレミアムセット

544-035-111 cG
キリン 一番搾りプレミアムセット

K-PI3･･････････････････････････････････････････････････

K-PI4･･････････････････････････････････････････････････

缶ビール350ml×12

3,300円

缶ビール350ml×15

│本-026│別-029│わ-016

4,400円

541-036-111 cG
キリン 一番搾り生ビールセット

K-IS3･･････････････････････････････････････････････････

K-IS4･･････････････････････････････････････････････････

3,300円

│本-026│別-029│わ-016

K-PI5･･････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×20
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

540-031-111 cG
キリン 一番搾り生ビールセット
缶ビール350ml×10・500ml×2

545-031-111 cG
キリン 一番搾りプレミアムセット

缶ビール350ml×14・500ml×2

4,400円

│本-026│別-029│わ-016

5,500円

│本-026│別-029│わ-016

542-032-111 cG
キリン 一番搾り生ビールセット
K-IS5･･････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×21
（たて詰め）

5,500円

│本-026│別-029│わ-016
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ヱビスのこだわり
誕生130年を迎えたヱビスの豊かに香る深いコクは、
「 麦芽
100％でつくること」
「ホップの正統派、ハラタウ・
トラディションを
使用すること」
「通常の1.5倍 ※1長期間熟成すること」にこだわ
り、大分・日田の良質な水を使用することから生まれています。※2

537-039-112 cG

サッポロ ヱビス3種の味わいセット
ホップ

YOA3D･･･････････････････････････････････････････････

水

缶ビール350ml×12

※1：サッポロ社比 ※2：日田工場製造品

3,300円

│本-026│別-029│わ-016

533-033-112 cG

サッポロ ヱビス5種の味わいセット
YOR3D･･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×12

3,300円

534-031-112 cG

サッポロ ヱビス5種の味わいセット
YOR4D･･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×15

│本-026│別-029│わ-016

4,400円

535-036-112 cG

サッポロ ヱビス5種の味わいセット
YOR5DT･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×20
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

5,500円

│本-026│別-029│わ-016

ビール
528-031-112 cG

サッポロ ヱビス缶ビールセット
YE3D･････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×12

3,300円

529-036-112 cG

サッポロ ヱビス缶ビールセット
YE4D･････････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×13・500ml×2

│本-026│別-029│わ-016

536-032-112 cG

サッポロ ヱビスファミリーセット
YKFM3･･･････････････････････････････････････････････

3,300円

缶ビール350ml×8、
瓶ジュース155ml×4、缶ジュース300g×3
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016
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4,400円

530-034-112 cG

サッポロ ヱビス缶ビールセット
YE5DT･･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×20
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

531-030-112 cG

サッポロ ヱビスマイスター瓶セット
YMB3D･･････････････････････････････････････････････
瓶ビール305ml×10

3,300円

│本-026│別-029│わ-016

※ 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の販売はいたしません。

5,500円

│本-026│別-029│わ-016

532-037-112 cG

サッポロ ヱビスマイスター瓶セット
YMB5D･･････････････････････････････････････････････
瓶ビール305ml×17

5,500円

│本-026│別-029│わ-016

ザ・プレミアム・モルツのこだわり
ビールのうまさは泡に出る。本当に良い
素材、丁寧なつくりかた、
すべての条件が
揃っている
「ザ・プレミアム・モルツ」。
きめ細
かくクリーミーな泡は生み出せない。
それが
「神泡」。ザ・プレミアム・モルツは、
そう呼

518-034-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
マスターズドリームセット

べるまでの理想の泡にたどり着きました。

BMC3P･･････････････････････････････････････････････

泡

缶ビール350ml×10
（たて詰め）

3,300円

│本-026│別-029│わ-016

525-030-113 cG

520-039-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
冬の限定ファミリーセット

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
マスターズドリームトリプルセット

FB3S･･････････････････････････････････････････････････

TMA3S･･･････････････････････････････････････････････

3,300円

缶ビール350ml×4・500ml×4、果汁100％缶ジュース各種290g×6

缶ビール350ml×10
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

3,300円

519-030-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
マスターズドリームセット
BMC5P･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×16
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

5,500円

│本-026│別-029│わ-016

ビール

522-031-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ「華」
冬の限定5種セット
VB3S･････････････････････････････････････････････････ 3,300円
缶ビール350ml×12
（たて詰め）

523-038-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ「華」
冬の限定5種セット
VB4S･････････････････････････････････････････････････ 4,400円

缶ビール350ml×15
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

515-035-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
缶ビールセット
BPC3S･･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×12
（たて詰め）

3,300円

│本-026│別-029│わ-016

524-034-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ「華」
冬の限定5種セット
VB5S･････････････････････････････････････････････････ 5,500円

缶ビール350ml×19
（たて詰め）

│本-026│別-029│わ-016

516-031-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
缶ビールセット
BPC4S･･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×15
（たて詰め）

4,400円

│本-026│別-029│わ-016
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517-038-113 cG

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
缶ビールセット
BPC5S･･･････････････････････････････････････････････
缶ビール350ml×19
（たて詰め）

5,500円

│本-026│別-029│わ-016
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（やや重口）

（やや重口）

赤：シャトーオーリオ2019
プルーンなどの果実やスミレの香りに、
白トリュ
フやスパイスなど複雑な風味が調和。2020年
ボルドーコンクール・ジルベール＆ガイヤール金
賞受賞
赤：シャトーラベルト2018
ミントのような爽やかさを併せ持った若さあふれ
る香り。
スッキリと滑らかな飲み口。
さりげないタ
ンニンが心地よく、
いつまでも呑み続けられそう
な味わい。2019年ボルドーコンクール・ジルベー
ル＆ガイヤール金賞受賞

（辛口）

（重口）

白：
シャトー クードレ ブラン2019
桃やカシスの香りと深い味わいが楽しめるしっ
かりした味わいが特長の白ワイン。2020年ジル
ベール＆ガイヤール、
2020年チャレンジインター
ナショナルデュバン共に金賞受賞
赤：
シャトー サン クリストフ2016
芳醇な香り、酸味と果実味のバランスがよく、
ま
とまりのある味わいです。2018年チャレンジイン
ターナショナルデュバン、
フェミナリーゼコンクー
ル、
ヴィナリス インターナショナル各金賞受賞

（重口）

「ワインの王」バローロを生む
銘醸ワイン産地、
ピエモンテ州を
代表する名門ワイナリー
「マルケージ・ディ
・バローロ」。
熟した果実の芳醇な香りが特長、
骨格は大変しっかりとし、
チーズや赤身肉と相性抜群の赤ワインです。
豪華な木箱入りです。

505-031-114 cG
フランス
ボルドー金賞受賞 赤ワインセット

506-036-114 cG
507-032-114 cG
フランス
イタリア〈マルケージ・ディ・バローロ〉
ボルドーダブル金賞受賞 赤白ワインセット バローロ（木箱入）
RJ40P････････････････････････････････････････････････ 4,400円
KS50･･････････････････････････････････････････････････ 5,500円
IMBB100････････････････････････････････････････ 11,000円
赤：
シャトー オーリオ2019
赤：
シャトー ラベルト2018 各750ml

白：
シャトー クードレ ブラン2019
赤：
シャトー サン クリストフ2016 各750ml

│本-023│別-030│わ-017

ワイン・トキハオリジナル

560-030-114 cG
トキハオリジナル 缶ビールプレミアムセット

赤：バローロ デル コムーネ ディ バローロ 750ml

│本-023│別-030│わ-017

3,565円

│本-023│別-030│わ-017

561-037-114 cG
トキハオリジナル 缶ビールプレミアムセット

5,600円

TO-30･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

TO-50･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

缶ビール350ml×12

缶ビール350ml×19

│本-026│別-029│わ-016

│本-026│別-029│わ-016
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セット限り

562-033-114 cG
トキハオリジナル 大分むぎ焼酎 二階堂＆缶ビールセット

3,630円

NB-33････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
缶ビール250ml×3・350ml×6、麦焼酎20度900ml

496-030-114 cG

いいちこ下町のハイボールセット

│本-026│別-029│わ-016
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3,300円

SHB-2S･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
（ハイボール×10、
ハイボールGOLDEN BLEND×5）
各350ml

※ 20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の販売はいたしません。

│本-023│別-030│わ-017

（辛口）

（中口）

580-031-115 cG

（やや重口）

（やや重口）

581-038-115 cG

ニコラセレクション
フランス赤白ワインセット
NS30A･･･････････････････････････････････････････････

3,300円

白：ラ セレクションド ニコラ ソーヴィニヨンブラン
赤：ラ セレクションド ニコラ カベルネソーヴィニヨン 各750ml

ニコラセレクション
ボルドー金賞受賞赤ワインセット
NSK30A･････････････････････････････････････････････
赤：
シャトー ラフォレ
赤：
シャトー ボービュイッソン 各750ml

│本-027│別-030│わ-017

（やや重口）

ニコラセレクション
フランス ボルドー赤ワイン
NS50AES･･･････････････････････････････････････････
赤：ラ ミッション サンテルム 750ml

（中口）

584-037-115 cG

5,500円

NSK50A･････････････････････････････････････････････
赤：
シャトー サントマロティーヌ
赤：
シャトー オー ベルトン 各750ml

5,500円

│本-027│別-030│わ-017

（辛口）

（中口）

585-033-115 cG

ニコラセレクション
ボルドー赤白ワインセット
NS50A･･･････････････････････････････････････････････
白：グラン レゼルブ ボルドーブラン
赤：グラン レゼルブ ボルドー ルージュ 各750ml

│本-027│別-030│わ-017

（やや重口）

ニコラセレクション
ボルドー金賞受賞赤ワインセット

│本-027│別-030│わ-017

（辛口）

583-030-115 cG

3,300円

（やや重口）

582-034-115 cG

5,500円

ニコラセレクション
スパークリングワイン＆赤ワインセット
NS50AS･････････････････････････････････････････････ 5,500円

白泡：ヴィッタリア ヴィーノ スプマンテ ブリュット
赤：バロンド ブラサック 各750ml

│本-027│別-030│わ-017

│本-027│別-030│わ-017

ワイン

（中口）

（辛口）

586-031-115 cG

（中口）

ニコラセレクション
南フランスワイン3本セット
NSK50G･････････････････････････････････････････････

5,500円

白：テール ブルン シャルドネ
赤：
ド サン ジャック カベルネソーヴィニヨン、赤：
ド サン ジャック メルロー 各750ml

（辛口）

ニコラセレクション
ブルゴーニュ赤白ワインセット
NS50B･･･････････････････････････････････････････････
白：カーヴ デ オートコート アリゴテ
赤：カーヴ デ オートコート マコンルージュ 各750ml

│本-027│別-030│わ-017

（辛口）

（やや重口）

589-039-115 cG

ニコラセレクション
ボルドー赤白ワインセット
NS100A･････････････････････････････････････････
白：
シャトー ビュサック ブラン
赤：
シャトー ビュサック ルージュ 各750ml

（中口）

587-036-115 cG

5,500円

（辛口）

（やや重口）

│本-027│別-030│わ-017

ニコラセレクション
ブルゴーニュ赤白ワインセット
NS100B･････････････････････････････････････････

11,000円

白：
ドメーヌド ラグランジュメナール ブルゴーニュブラン
赤：カーヴ デ オートコート オートコートド ニュイ ルージュ 各750ml

│本-027│別-030│わ-017

（やや重口）

ニコラセレクション
ボルドー赤白ワインセット
NS70A･･･････････････････････････････････････････････
白：
シャトー オー レイノーアントゥルドメール
赤：
シャトー ボウルデュー 各750ml

│本-027│別-030│わ-017

590-037-115 cG

11,000円

（辛口）

588-032-115 cG

7,700円

│本-027│別-030│わ-017

（辛口）

（やや重口）

591-033-115 cG

ニコラセレクション
ボルドーワイン赤白セット
NS150A･････････････････････････････････････････
白：
シャトー オー ラグランジュ ブラン
赤：
シャトー オー ラグランジュ ルージュ 各750ml

16,500円

│本-027│別-030│わ-017
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■承り期間：
12月22日（水）まで
※ カタログギフトに限ります。

8,800

11,000

5,500
819-018

821-012

820-016

22,000

11,000
823-015

22,000

824-011

822-019

選べるギフト便

「選べるギフト便」
カタログは商品券・金券・各種ギフト券便
（県内 税込550円・県外 税込715円）
にて承ります。
※一般商品との同時配送、
代金引換および商品の二重包装はご容赦ください。
※こちらの商品は軽減税率対象外です。 ※
「選べるギフト便」
カタログの返品はご容赦ください。

産地やメーカーより直接お送りいたします。
・

コースの商品としてもお選びいただけます。

お届け期間

お届け期間

11月下旬～
1月中旬

11月下旬～

836-011-116 bBcG

832-014-116 bBcG

847-011-116 bBcDcG 838-012-116 bBcCcG
〈福岡〉福智ブランドファクトリー
〈静岡〉三ヶ日産 アルギットみかん 〈長野〉北信濃 サンふじ
〈和歌山〉紀和農園「あんぽ柿」
ふくち☆リッチジェラート
FAL-3kgY A-24 ･････････････ 5,400円
DSF-50 A-23 ･･･････････････ 5,400円
GS10-01 A-21 ･････････････ 5,400円
ANP-12 A-22 ･･･････････････ 5,400円
約3kg
（S～Lサイズ）
（静岡県産）
※天候等により出荷期間が変更する場合があります。
※作柄により早期終売の場合があります。
※沖縄・離島を除く全国配送

サンふじ
（秀）
5kg
（16～18玉）
（長野県産）
※天候等により出荷期間が変更する場合があります。
※作柄により早期終売の場合があります。

│本-017│別-056│わ-028
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│本-017│別-056│わ-028

カタラーナ・あまおう苺みるく
・あまおう苺シャーベット・いちじく
の赤ワイン煮・黒豆きなこ・抹茶きなこ・あまおう苺クリーム
チーズ・豆香洞福智ブレンド珈琲・あまおう苺ビターショコラ・
バニラホワイトショコラ 各100ml
│本-017│別-056│わ-028

あんぽ柿720g
（12個入）

賞味期限：冷蔵で30日 │本-017│別-056│わ-028

837-016-117 bBcG 844-012-117 bBcDcG
〈新潟〉ゆのたに
〈東京〉ラ・ロシェル坂井宏行監修
雪の下 にんじんジュース
「ローストビーフと特製ガーリックペッパーソース」
N-2N A-20 ･･･････････････････ 5,400円
P17001091 A-02 ･････････ 5,400円
雪の下にんじんジュース1000ml×3

│本-017│別-056│わ-028

833-010-117 bBcDcG

829-013-117 bBcDcG
国産黒毛和牛と鹿児島県産
〈鹿児島〉南州農場
黒豚のロールステーキセット 「黒豚しゃぶしゃぶセット」
KKRS-50 A-05 ･････････････ 5,400円
NNF-3453B A-03 ･････････ 5,400円

ローストビーフ400g、特製ガーリックペッパーソース120ml

国産黒毛和牛ロールステーキ50g×6、鹿児島県産黒豚
ロールステーキ60g×6

黒豚
（バラ×2・肩ロース）
各200g
（鹿児島県産）
、
ポン酢醤
油50g×4

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

│本-017│別-056│わ-028

賞味期限：冷凍で90日 │本-017│別-056│わ-028

で

0

黒毛和牛モモまたは肩スライス300g
（佐賀県伊万里産）

大分県産原形ロースハムスライス・ベーコンスライス 各
75g、大分県産生ハムスライス55g、大分県産ボロニアソー
セージ300g、大葉ウインナー・かぼすウインナー 各100g、
九州産赤鶏炭火焼95g×2

マルゲリータ175g×2、
ジェノベーゼ160g、粉雪サラミ
45g、乾塩仕込み生ハムコッパ
（スペイン風）
30g、
ボックヴ
ルスト100g、
ドイツサラミスライス20g

賞味期限：冷蔵で25日 │本-017│別-056│わ-028

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

│本-017│別-056│わ-028

841-013-117 bBcDcG 843-016-117 bBcDcG 846-015-117 bBcDcG
〈北海道〉
〈長崎〉若宮水産
〈石川〉金沢料亭金茶寮
蝦夷あわび・いくら・帆立松前漬 「有明海産芝エビグラタン」 「冷凍茶碗蒸しの素」
090203N2 A-11 ･･･････････ 5,400円
ikg A-07 ･･････････････････････ 5,400円
9200107 TYA-12 A-16 ･ 5,400円

831-018-117 bBcDcG

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

蝦夷あわび・いくら・帆立松前漬400g

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

芝エビグラタン200g×6

茶碗蒸しの素160g×12袋

賞味期限：冷凍で90日 │本-017│別-056│わ-028

│本-017│別-056│わ-028

うなぎ蒲焼
（切身）
5枚
（計250g）
、
たれ・山椒 各5
※九州産養殖

選べるギフト便

す。

827-010-117 bBcDcG 830-011-117 bBcCcG 826-014-117 bBcDcG 842-011-117 bBcDcG
〈佐賀〉松尾勝馬牧場
〈福岡〉みやこハム
〈佐賀〉唐津くん煙工房
〈宮崎〉鰻楽
「伊萬里牛うす切り」
「オリジナルアソートセット」 「トンネル熟成ハムとナポリ風ピザのパーティーセット」 「九州産うなぎ蒲焼切身」
TMK-50R A-04 ･････････････ 5,400円
MV-550 A-01 ･･･････････････ 5,400円
KPH-CN A-06 ･･････････････ 5,400円
QC5/250N A-12 ･･････････ 5,400円

北の豪快 海鮮丼の具
5a A-15 ･･･････････････････････

5,400円

海鮮丼の具
（ボタンエビ・ずわいがに爪・ずわい蟹ほぐし身・
う
に・いくら醤油・帆立・
トラウトサーモン・錦糸玉子・菜の花）
計
100g×2
賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

848-018-117 bBcDcG

825-018-117 bBcDcG 839-019-117 bBcDcG 845-019-117 bBcDcG
〈福岡〉博多 華の宴
ファイブミニッツ・ミーツ
〈東京〉リストランテマッサ監修
「ワイン漬辛子明太子」
「お肉de家バルセット」
「3種のこだわりナポリ風ピッツア」
A-13 ･････････････ 5,400円
AST-50S A-14 ･････････････ 5,400円
7031384 A-09 ･････････････ 5,400円
P17001347 A-08 ･････････ 5,400円

氷温熟成
煮魚・焼魚ギフトセット
NYG-100

（ぶりの照り焼き70g・さばの味噌煮55g・紅鮭の塩焼き
60g・黄金生姜と金目鯛の煮付け100g・のどぐろの煮付け
50g）
各2
賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

中辛・中辛
（柚子風味）
計450g
（樽入）

賞味期限：冷蔵で12日 │本-017│別-056│わ-028

神戸牛ローストビーフ50g、
オニオンソース40g、神戸ポーク
ベーコン100g、神戸ポークあらびきウインナー80g、神戸
ポークベーコンと兵庫県産バジルで作ったジェノベーゼピザ
220g、神戸ポーク生ハム50g

黒トリュフとチーズのピッツア185g×2、
赤ワイン風味のボロ
ネーゼピッツア204g×2、粗濾しトマトのマルゲリータ205g
×2 計6

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

835-013-117 bBcDcG 834-017-117
bBcG 840-017-117 bBcDcG 828-017-117 bBcG
お お き
〈兵庫〉神戸南京町 大同行謹製 〈山形〉黄木
〈兵庫〉神戸元町 伊藤グリル 〈新潟〉
「一口餃子セット」
「煮込みハンバーグ」
天水田 棚田米こしひかり
「米沢牛ビーフカレー」
A-18
A-17
A-10
DDI-50N
･･････････････ 5,400円
YBK-50N
･････････････ 5,400円
8033018
･････････････ 5,400円
OKE-0501NU A-19 ･･･････ 5,400円
一口餃子
（7g×30個入）
×3、
ポン酢たれ10g×6

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

米沢牛ビーフカレー220g×5

│本-017│別-056│わ-028

煮込みハンバーグ200g
（固形量120g）
×4

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

天水田棚田米新潟県産こしひかり5kg

│本-017│別-056│わ-028
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産地やメーカーより
直接お送りいたします。
・

コースの商品としてもお選びいただけます。

865-011-118 bBcG
静岡産クラウンマスクメロン
KM-100N2 C-21 ･･･････

10,800円

クラウンマスクメロン1.3kg×2玉
（静岡県産）
※沖縄・離島を除く全国配送

│本-017│別-056│わ-028

お届け期間

お届け期間

12月中旬～
1月下旬

11月下旬～
1月下旬

864-013-118 bBcG

853-011-118 bBcG 861-014-118 bBcDcG
〈長野〉北信濃
銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
冬美箱
「サンふじ・王林詰合せ」
「プレミアムアイスギフト」
FW-2 C-22 ･･･････････････ 10,800円
DFO-100 C-23 ･････････ 10,800円
A-GPPK C-24 ･･･････････ 10,800円

クラウンマスクメロン1.3kg
（1玉）
、苺250g×2
（品種:とちお
とめ、
ゆめのか、
かおりの、紅ほっぺ、他のいずれか）
、
ハウス
でこぽん1kg
（4玉）
※沖縄・離島を除く全国配送
※天候等により出荷期間が変更になる場合があります。
※作柄により早期終売の場合があります。
│本-017│別-056│わ-028

サンふじ・王林 計8kg
（各10～12玉）
（長野県産）
※天候等により出荷期間が変更になる場合があります。
※作柄により早期終売の場合があります。

チョコ＆ミックスフルーツ・バニラ＆ミックスベリー・バニラ＆トロ
ピカルフルーツ・チョコ＆ミックスナッツ 各50ml×3、
ダブル
ベリー・ストロベリー・マンゴーサンデー・マンゴーパフェ・バニ
ラ＆ブルーベリー・バニラ＆ストロベリー・チョコオレンジ・チョ
コバナナ・洋梨パフェ・洋梨サンデー・キャラメル＆クランチ
各105ml ※離島を除く全国配送

│本-017│別-056│わ-028

│本-017│別-056│わ-028

選べるギフト便
858-013-118 bB
cDcG 869-015-118 bBcDcG 868-019-118 bBcDcG 863-017-118 bBcDcG
お お き
〈山形〉米沢牛黄木
山晃食品
山晃食品
〈岐阜〉JAひだ
「米沢牛ローストビーフ」
「神戸牛ハンバーグ3種のソース」 「6大ブランド和牛食ベ比ベミニステーキ」 「飛騨牛肩ロースすき焼用」
YRB100 C-02 ･･････････ 10,800円
7037052 C-08 ･････････ 10,800円
7000951 C-03 ･････････ 10,800円
HKS-100NR C-05 ･････ 10,800円
ローストビーフ
（モモ）
300g、和風ソース20g×4

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

神戸牛ハンバーグ100g×9、
ソース
（デミグラス50g、
クリー
ム・バジル各40g）
各3

神戸牛・松阪牛・近江牛・米沢牛・宮崎牛・仙台牛 各モモ
60g
（計360g）

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

飛騨牛肩ロース肉520g

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

857-017-118 bBcCcG 854-018-118 bBcDcG 851-019-118 bBcDcG 849-014-118 bBcDcG
〈兵庫〉三田屋総本家
〈鹿児島〉ますや
宮崎牛・
〈佐賀〉松尾勝馬牧場
「ハム詰合せ」
「黒豚しゃぶしゃぶ＆黒豚餃子セット」 お米豚ローススライスセット 「伊萬里牛ロースステーキ」
KS-100N C-06 ･････････ 10,800円
KMG-100 C-01 ･････････ 10,800円
2751 C-07 ･･･････････････ 10,800円
TRS-100R C-04 ････････ 10,800円
ロースハム
（ブロック）
360g、
モモハム
（ブロック）
・ペッパー
ハム
（ブロック） 各330g、
チューリンガーウインナー・ブラ
ボーウインナー 各160g、
ドレッシング200ml
賞味期限：冷蔵で30日 │本-017│別-056│わ-028
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黒豚ローススライス・黒豚モモスライス・黒豚バラスライス 各
200g×2、黒豚餃子12ヶ入、
ポン酢170ml、
ごまだれ200ml
│本-017│別-056│わ-028

宮崎牛ローススライス300g、
お米豚ローススライス500g

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

黒毛和牛ロースステーキ200g×2
（佐賀県伊万里産）

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

お届け期間

11月下旬～

871-011-119 bBcDcG
〈宮崎〉鰻楽「九州産うなぎ蒲焼」
QN3/480N C-15 ･･･････････････････････････
うなぎ蒲焼
（長焼）
3尾
（計480g）
、
たれ・山椒 各3
※九州産養殖
賞味期限：冷凍で30日

10,800円

│本-017│別-056│わ-028

856-010-119 bBcDcG
四陸「人気の中華五種セット」
NC-15 C-12 ･･････････････････････････････････

10,800円

エビチリソース・野菜たっぷり八宝菜・青椒牛肉絲・鶏とカシューナッツ 各150g
×3 、酢豚170g×3

│本-017│別-056│わ-028

867-012-119 bBcDcG
ボイルたらばがに笹切り

866-016-119 bBcG

TCBS070 C-18 ･････････････････････････････

KK-100 C-17 ･････････････････････････････････

10,800円

ボイルたらばがに笹切り700g、
かに酢20g×2※たらばがに:ロシア・アメリカ産ほか
賞味期限：冷凍で60日

│本-017│別-056│わ-028

862-010-119 bBcCcG
〈大分〉大分水産「豊後とらふぐ刺身」
MTS-100N C-16 ････････････････････････････

10,800円

とらふぐ刺身
（プラ皿）
95g、
とらふぐ皮・身皮60g、
とらふぐ焼きひれ4g、
かぼすポ
ン酢
（刺身用）
150ml、
かぼす1玉、薬味
（ねぎ・もみじおろし）
※とらふぐ：大分県
産養殖

消費期限：冷蔵で5日

│本-017│別-056│わ-028

九州産 活車海老

10,800円

450g
（13～18尾）
※九州産養殖 ※活き物のため、
お早めにお召し上がりください
消費期限：到着当日

│本-017│別-056│わ-028

855-014-119 bBcDcG
ダニエルさんのフィンガーフード＆スイーツ
DS10 C-11 ･･･････････････････････････････････

10,800円

サーモンのタルタル・白身魚のロール・パプリカムース＆平目のハーブ漬け添え・バ
ジリコサーモン巻き・仔牛の西洋わさび添え・海老のズッキーニ包み・ロブスターと
地鶏のポプリ・森のきのこのテリーヌ・レアチーズケーキブルーベリーソース・フラン
ボワーズムース・マンゴーのパンナコッタ・苺のティラミス・スイートポテト・チョコレー
トナッツ・洋酒のパウンドケーキ・栗＆黒豆＆抹茶のホイップ 各2 計16種32個
賞味期限：冷凍で90日

│本-017│別-056│わ-028

選べるギフト便

859-011-119 bBcDcG
〈福岡〉福さ屋「無着色辛子めんたい」
MAPSR-800
（800g） C-20 ･･･････････････
無着色辛子明太子 800g
（400g×2）
※すけとうだらの卵巣：ロシアまたはアメリカ産
賞味期限：冷凍で90日

10,800円

│本-017│別-056│わ-028

850-012-119 bBcDcG
北海道チキンドリア＆ピザセット
450022 C-09 ････････････････････････････････

10,800円

チキンドリア110g×4、
マルゲリータピザ220g×2、
シーフードピザ×2・ミックスベ
ジタブルピザ 各210g
賞味期限：冷凍で90日

│本-017│別-056│わ-028

852-015-119 bBcDcG

10,800円

870-013-119 bBcDcG
〈東京〉日本橋 たいめいけん
「ビーフシチュー」
TBS-100N C-10 ････････････････････････････ 10,800円

│本-017│別-056│わ-028

│本-017│別-056│わ-028

かにすき鍋
KS-100N C-19 ･･････････････････････････････

生ずわい蟹脚カット300g（ロシア・カナダ・アメリカ・ノルウェー産）、生たらば蟹
ポーション180g
（ロシア・アメリカ・ノルウェー産）
、
かに入すり身100g、
タレ15ml
×6、昆布
賞味期限：冷凍で30日

872-016-119 bBcDcG
〈東京〉赤坂四川飯店
陳建一監修「本格中華10種セット」
9200060 C-13 ･･････････････････････････････ 10,800円

餃子
（6個入）
120g×3、手包み肉まん
（2個入）
240g・坦々麺セット326g 各2、
ふっくら五目炒飯200g×4、小籠包
（4個入）
140g、酢豚・本格八宝菜・本格四
川麻婆豆腐・乾焼蝦仁
（エビチリソース）各150g、杏仁豆腐500g
賞味期限：冷凍で90日

│本-017│別-056│わ-028

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

ビーフシチュー200g×5

860-018-119 bBcG
美味特選米こしひかりセット
BB-100Y C-14 ･･････････････････････････････

10,800円

新潟県魚沼産こしひかり・新潟県産こしひかり・長野県産こしひかり・島根県産こ
しひかり・山口県産こしひかり 各2kg
（計10kg）
│本-017│別-056│わ-028
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お届け期間

11月下旬～
1月中旬

産地やメーカーより
直接お送りいたします。
881-015-120 bBcG

コースの商品としてもお選びいただけます。

静岡県産みかんと静岡三ヶ日産
アルギット栽培みかん
TABE-3.3 B-07 ･････････････ 8,640円

アルギットみかん・静岡県産みかん 各3kg
（S・M・Lサイズの
いずれか）※沖縄・離島を除く全国配送
※天候等により出荷期間が変更する場合があります。
※作柄により早期終売の場合があります。
│本-017│別-056│わ-028

お届け期間

11月下旬～

bBcDcG
876-011-120 bBcG 883-018-120 bBcDcG 880-019-120 bBcCcG 878-014-120
お お き
〈長野〉北信濃
〈兵庫〉ほてるISAGO神戸
〈岐阜〉JAひだ
〈山形〉黄木
「サンふじ（特秀）」
「但馬牛ローストビーフ」
「飛騨牛モモ焼肉用」
「黄木のハンバーグセット」
DSF-80 B-08 ･･･････････････ 8,640円
8036000 B-01 ･････････････ 8,640円
2HMY2-80N B-02 ････････ 8,640円
OH80N B-03 ････････････････ 8,640円
サンふじ
（特秀）
6kg
（16～20玉）
（長野県産）
※天候等により出荷期間が変更する場合があります。
※作柄により早期終売の場合があります。

│本-017│別-056│わ-028

但馬牛ローストビーフ250g、和風ソース30g×2

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

飛騨牛モモ焼肉用530g

消費期限：冷蔵で6日

黒毛和牛入りデミグラスハンバーグ140g×6、黒毛和牛入
りハンバーグ
（イタリアン・和風）各140g×4

│本-017│別-056│わ-028

選べるギフト便

お届け期間

11月下旬～

877-018-120 bBcDcG 873-012-120 bBcDcG 885-010-120 bBcDcG
〈長崎〉ふくみ屋
〈佐賀〉松尾勝馬牧場
陳建一監修 四川名菜
しっぽく
「伊萬里牛肩ロースしゃぶしゃぶ」 「中華惣菜セット」
「角煮・卓袱詰合せ」
FS-80NF B-05 ･････････････ 8,640円
TRB-80R B-04 ･････････････ 8,640円
CSK-83 B-06 ･･･････････････ 8,640円
角煮卓袱まんじゅう60g×10、卓袱角煮55g×5、
角煮卓袱
御膳200g×4

賞味期限：冷凍で90日 │本-017│別-056│わ-028

黒毛和牛肩ロースしゃぶしゃぶ400g

陳麻婆豆腐・海老のチリソース・黒酢酢豚 各150g、
ふかひ
れ入りスープ150g×4、餃子
（たれ付10個入）
170g、海鮮
翡翠焼売
（4個入）
120g、小籠包
（6個入）
180g、
もち米焼
売
（4個入）
140g

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

│本-017│別-056│わ-028

884-014-120 bBcDcG 875-015-120 bBcDcG
〈大分〉豊後絆屋
〈北海道〉かに匠
「大分かぼすブリしゃぶセット」 ずわいがにしゃぶしゃぶ
KZ-6077 B-11 ･･････････････ 8,640円
ZS-R1 B-12 ･････････････････ 8,640円

879-010-120 bBcG

かぼすブリしゃぶ用切身300g×2、
かぼすポン酢70ml×2、
もみじおろし5g×8、
だし昆布2枚
賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

120

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

ずわいがに棒肉ポーション500g（16～28本）、
かにしゃぶ用タレ
90g、
だし用昆布10g
※ずわいがに：ロシアまたはアメリカまたはカナダまたはラトビア産
│本-017│別-056│わ-028

人気ブランド米詰合せ
HY-80Y B-10 ･･･････････････

8,640円

北海道産ゆめぴりか・山形県産つや姫（特別栽培米）各
2kg×2
│本-017│別-056│わ-028

882-011-120 bBcG
九州産 活車海老
KK-80 B-13 ･････････････････

8,640円

340g
（9～14尾）
※九州産養殖 ※活き物のため、
お早めにお召し上がりくだ
さい
消費期限：到着当日

│本-017│別-056│わ-028

874-019-120 bBcG
〈秋田〉天水田あきたこまち
MTA-80N2U B-09 ････････

8,640円

秋田県産天水田あきたこまち5kg×2

│本-017│別-056│わ-028

産地やメーカーより
直接お送りいたします。
コースの商品としてもお選びいただけます。

892-017-121 bBcG
〈静岡〉クラウンマスクメロン
KM-200N D-12 ･････････

21,600円

クラウンマスクメロン1.3kg×4玉
（静岡県産）
※沖縄・離島を除く全国配送

│本-017│別-056│わ-028

お届け期間

12月上旬～
1月下旬

893-013-121 bBcG
季節の果物詰合せ
KKF-200 D-13 ･･････････

21,600円

クラウンマスクメロン1.2kg×2玉
（静岡県産）
、
サンふじ5玉
（長野または青森または秋田または岩手県産）
、ハウスでこ
ぽん4玉
（熊本または大分または佐賀県産）
、
みかん2kg
（静
岡県産）※沖縄・離島を除く全国配送
※天候等により出荷期間が変更する場合があります。
※作柄により早期終売の場合があります。
│本-017│別-056│わ-028

895-016-121 bBcDcG 897-019-121 bBcDcG
〈北海道〉ボイル毛がに姿
〈愛媛〉宇和海産クエ鍋セット
KHB453 D-08 ･･････････

21,600円

ボイル毛がに姿450g×3
（北海道産）

NSP248 D-06 ･･････････

21,600円

本クエ鍋500g×2、本クエ刺身50g×4、
ぽん酢40ml×8

賞味期限：冷凍で60日 │本-017│別-056│わ-028

│本-017│別-056│わ-028

894-011-121 bBcDcG
愛知県産うなぎ蒲焼
K20-2021 D-07 ････････

21,600円

鰻蒲焼250g×4、
タレ・山椒 各4
※愛知県産養殖
※沖縄・離島を除く全国配送

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

選べるギフト便

cDcG
889-016-121 bBcG 896-012-121 bBcDcG 891-010-121 bBcCcG 888-011-121 bB
おおき
〈山梨〉信玄食品
〈和歌山〉きた川牛侍
〈岐阜〉JAひだ
〈山形〉米沢牛黄木
「あわび尽くし詰合せ」
「熊野牛焼肉セット」
「飛騨牛ヒレステーキ用」
「米沢牛サーロインステーキ」
RH-200 D-09 ･･･････････ 21,600円
RM4040 D-02 ･･････････ 21,600円
HFST-200N2 D-03 ･･･ 21,600円
YSS200N19 D-04 ････ 21,600円
天然あわびステーキ×2
（計140g）
、
あわびのオイスターソー
ス煮80g、
あわび雑炊最中×4食、
あわびめしの素（70g×
2）
×2、天然小粒あわび煮貝50g×2、殻付き天然あわびの
姿煮
（肝付）
│本-017│別-056│わ-028

肩ロース・モモ肉 各400g

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

887-013-121 bBcDcG 898-015-121 bBcDcG 886-017-121 bBcDcG
〈佐賀・熊本〉佐賀牛ロースステーキと 〈東京〉赤坂四川飯店 陳建一監修 〈佐賀〉松尾勝馬牧場
熊本あか牛サイコロステーキセット
「本格中華豪華10種セット」
「伊萬里牛特選詰合せ」
SAT-200 D-05 ･･････････ 21,600円
9201232（CKB-4）x2 D-11 ･･･21,600円
TIT-200R D-01 ･････････ 21,600円

890-014-121 bBcG

賞味期限：冷凍で90日 │本-017│別-056│わ-028

（餃子（6個入）120g×3、手包み肉まん
（2個入）240g・
坦々麺セット326g 各2、
ふっくら五目炒飯200g×4、
小籠包
（4個入）
140g、酢豚・本格八宝菜・本格四川麻婆豆腐・乾
焼蝦仁
（エビチリソース）各150g、杏仁豆腐500g）
各2
賞味期限：冷凍で90日 │本-017│別-056│わ-028

消費期限：冷蔵で6日

米沢牛サーロインステーキ4枚
（計640g）

│本-017│別-056│わ-028

佐賀牛ロースステーキ3枚
（計600g）
、熊本あか牛モモサイ
コロステーキ600g

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

飛騨牛ヒレステーキ×4枚
（計500g）

黒毛和牛ロースステーキ2枚
（計500g）
、肩ローススライス
500g
（佐賀県伊万里産）

賞味期限：冷凍で30日 │本-017│別-056│わ-028

aBこのマークの商品の承りは12月18日（土）までとさせていただきます。

米どころ
こしひかり 食べくらべセット
FF-200Y D-10 ･･････････ 21,600円

新潟県魚沼産こしひかり
（桑原さん）
5kg×2、島根県産こし
ひかり・山口県産こしひかり 各5kg

│本-017│別-056│わ-028
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グルメカタログ

RINGBELL GOURMET
リンベルグルメ

11

グルメセレクション
多くの人に愛される名店の美味の数々を取り揃えました

コース

本-585│別-265

選ばれた銘店の味を、
カタログギフトで贈りませんか。
〜お好きなグルメ 1 点をお選びいただけるギフト〜
● 贈られた先様が、豊富なメニューの中からお好きな商品をご自由にお選びいただけます。
● 贈る方のありがとうの気持ちと贈られる方の選べる楽しさがひとつになったギフトシステムです。

米沢牛

カタログギフト

老舗・銘店グルメ
掲載のカタログに
選ぶ喜びあふれる
人気の11コース
003-565-122 cG

004-561-122 cG

005-568-122 cG

4,400 円

4,950 円

5,500 円

サターン

商品点数 約

380

ダイアナ

点

007-560-122 cG

商品点数 約

190

米沢牛

006-564-122 cG

アイリス

点

商品点数 約

330

ジュピター

6,600 円
点

商品点数 約

400

点

008-567-122 cG

009-563-122 cG

010-561-122 cG

フォナックス

ビーナス

トリトン

アポロ

9,900 円

12,100 円

17,600 円

23,100 円

飛騨牛

商品点数 約 190 点

011-568-122 cG

商品点数 約

山形牛

ビアンカ

28,600 円
商品点数 約 140 点

320

商品点数 約 180 点

点

012-564-122 cG

神戸牛

マーキュリー

34,100 円
商品点数 約 120 点

商品点数 約 160 点

013-560-122 cG

ヘリオス

56,100 円
商品点数 約 100 点

※カタログのデザインや掲載商品の内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

カタログギフトご注文から商品お届けまでの流れ

1

ご依頼主様
コースを
お選びください

贈り先様やご予算に応じて、
ご希望のコースをお選びください。
※表示価格には、
システム料
（商品の宅配
料等）
が含まれています。

2

ご指定の場所に
「カタログギフト」を
お届けします

ご用途に合わせて、のし掛けも承ります。
※カタログ本体の個別発送料は別途頂戴
いたします。

3

贈り先様
お好きな商品を
お選びいただけます

カタログからお好みの1点を選び、商品引き換え用
はがきにご記入のうえ、お申し込みいただきます。
※カタログ掲載商品のお申し込みには期限がござい
ます。お申し込み期限は、はがきに記載しています。

※カタログギフトは、トキハ宅配便にて承ります。送料は133ページのトキハ配送料金をご覧ください。
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4

商品を
お届けします

お選びいただいた商品は約 2 週間
でご指定の場所までお届けします。
※配送は国内に限ります。
※商品は環境に配慮した、簡易包
装でお届けさせていただきます。

グルメカタログ

全国“47 都道府県”
のおいしい
グルメを掲載しています！
誰よりも地元を良く知る地方新聞社が自ら、地元の本当の良さが伝わる商品だ
けを厳選して紹介する〈47CLUB〉。知られざるグルメがバラエティ豊かにラ
インナップ。各地の“本当においしいもの”をご家庭でお楽しみください。
本-585│別-265

森

075-566-123 cG
（もり）コース

3,850

◆ 掲載点数 約

円

130 点

地方の技わざ手間暇かけた
モノたちを集めました。

路

「技」と「手間暇」が注がれた

076-562-123 cG
（みち）コース

「人」や「モノ」の魅力を伝え、
お客様に産地直送で

北海道新聞社
〈カネサン佐藤水産〉海鮮詰合せ

お届けしていきます。

5,500

◆ 掲載点数 約

郷

140 点

077-569-123 cG
（さと）コース

北日本新聞社
〈グランマルシェ タケダ〉
氷見和牛サーロインステーキ

新日本海新聞社
〈鮮魚屋 マルワフーズ渡辺水産〉
山陰干物セット

沖縄タイムス社
〈瑞泉酒造〉
飲み比べセット

円

11,000

◆ 掲載点数 約

円

120 点

※カタログのデザインや掲載商品の内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

カタログギフト

グルメカタログ

古来より続く独自の文化に育まれた、
九州七県の
“うまかもん”を凝縮した「九州七つ星ギフト」。
北海道を代表する海鮮から、肉、野菜、スイーツ、加工品まで
充実のラインナップでお届けする「北海道七つ星ギフト」。
2 冊のカタログからお好きな商品をおひとつお選びいただけます。
本-585│別-265

3 つのコースから選べます
4,000 円 /5,000 円 /10,000 円の
3 つのコースをご用意しました。
用途にあわせてお選びいただけます。
電子ブックでカタログの内容を
ご確認いただけます。

065-560-123 cG

［ひなた］＆［ピリカ］

4,400円

電子ブック一例
［ひだまり］
QR コード▶

（システム料込み）

〈掲載点数〉 ひなた：約 100 点
ピリカ：約 110 点

066-567-123 cG

［ひだまり］＆［カムイ］

5,500円

（システム料込み）

〈掲載点数〉ひだまり：約 100 点
カムイ：約 110 点

067-563-123 cG

［ひざかり］＆［ヌプリ］

11,000円

（システム料込み）

〈掲載点数〉ひざかり：約 50 点
ヌプリ：約 50 点

※カタログのデザインや掲載商品の内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
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お歳暮に選べるグルメカタログギフト

美味しいものを頬張ったときの幸 せ感。そんなかけがえのない瞬 間を大 切な人に贈りたい。
たくさんの笑 顔のために、とっておきの味を選りすぐりました。
本-585│別-265

021-563-124 cG

アリーグル
選 べ る ギ フト ベ ス ト グ ル メ

カタログラインナップ

4,400 円
掲載点数：約 280 点

022-561-124 cG

023-566-124 cG

024-562-124 cG

モーベル

ヴィユメン

ボードイエル

カタログギフト

4,950 円
掲載点数：約 195 点

5,500 円
掲載点数：約 270 点

6,600 円
掲載点数：約 355 点

025-569-124 cG

026-565-124 cG

027-561-124 cG

アレジア

セルヴァンテス

ボーヴォー

7,700 円
掲載点数：約 210 点

9,900 円
掲載点数：約 260 点

12,100 円
掲載点数：約 300 点

028-568-124 cG

029-564-124 cG

030-562-124 cG

ルクーブ

オルデネ

ピレネー

14,300 円
掲載点数：約 150 点

17,600 円
掲載点数：約 205 点

23,100 円
掲載点数：約 185 点

031-569-124 cG

032-565-124 cG

033-561-124 cG

ナヴィエ

ベルティエ

サンジェルマン

28,600 円
掲載点数：約 135 点
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ご予算に合わせて選べる 13 コース。
バラエティ豊かなラインナップから
お選び いただけます。

34,100 円
掲載点数：約 130 点

56,100 円
掲載点数：約 105 点

雄大な自然に恵まれた九州には、数々の名産品、ご当地グルメ、郷土料
理が存在します。そんな九州７県の“旨いモノ”を贅沢に取り揃えました。
個性豊かな九州 7 県の魅力を存分に味わえる一冊になっております。
本-585│別-265

ご予 算に合わせて選 べる

2 つのコースをご用意しております。

080-561-125 cG

081-566-125 cG

KF-10

KF-16

5,500 円

11,000 円

掲載商品数： 約 35 点

掲載商品数： 約 35 点

創刊以来六十余年、一貫して“夢と美溢れる”世界を提案する『家庭画報』
からグルメカタログが誕生しました。贈り物にふさわしい美味とは何かを
本-585

ご予算に合わせて選 べる

追い求め、全国から選りすぐったこだわりの品がラインナップされています。

4 つのコースをご用意しております。
083-569-125 cG

やまぶき

あさぎ

6,600 円

12,100 円

掲載商品数： 約 95 点

掲載商品数： 約 90 点

084-565-125 cG

085-561-125 cG

わかなえ

すおう

17,600 円
掲載商品数： 約 90 点

カタログギフト

082-562-125 cG

23,100 円
掲載商品数： 約 90 点

本-585

DEAN & DELUCA の商品・世界観を丸ごと一冊に詰め込んだギフトカタログ。
食のセレクトショップならではの、美味しいものがいっぱいです。

ご予算に合わせて選べる

3 つのコースをご用意しております。

045-561-125 cG

4,180 円
掲載商品数： 約 91 点

046-566-125 cG

6,380 円
掲載商品数： 約 95 点

047-562-125 cG

11,880 円
掲載商品数： 約 82 点
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012-531-126 aJcG
アタックZEROギフト

KAB-20･･････････････････････････････････････････････
アタックZERO 本体400g・詰替用360g×3

2,200円

013-536-126 aJcG
アタックZEROギフト

KAB-25･･････････････････････････････････････････････
アタックZERO 本体400g・詰替用360g×4

│本-582│別-265│わ-340

014-532-126 aAcG
アタックZEROギフト

KAB-30･･････････････････････････････････････････････
アタックZERO 本体400g・詰替用360g×5

3,300円

│本-582│別-265│わ-340

015-539-126 aAcG
アタックZEROギフト

KAB-40･･････････････････････････････････････････････
アタックZERO 本体400g×2・詰替用360g×6

4,400円

│本-582│別-265│わ-340

2,750円

│本-582│別-265│わ-340

016-535-126 aAcG
アタックZEROギフト

KAB-50･･････････････････････････････････････････････
アタックZERO 本体400g×2・詰替用360g×8

5,500円

│本-582│別-265│わ-340

洗剤
005-533-126 aAcG

002-534-126 aJcG

アタックZEROワンハンドギフト

アタックZEROワンハンドギフト

2,750円

KAN-25････････････････････････････････[写真の品]
アタックZEROワンハンド 本体400g・詰替用360g×3

001-538-126 aJcG
KAN-20･･････････････････････････････････････････････
アタックZEROワンハンド 本体400g・詰替用360g×2

2,200円

│本-582│別-265│わ-340

021-539-126 aJcG

アタック抗菌EXスーパークリアジェルギフト
KAK-25･･････････････････････････････････････････････

2,750円

アタック抗菌EXスーパークリアジェル 本体900g・詰替用810g×3、
バスマジッ
クリンスーパークリーン香りが残らないタイプ380ml
│本-582│別-265│わ-340
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003-530-126 aAcG

アタックZEROワンハンドギフト
KAN-30･･････････････････････････････････････････････
アタックZEROワンハンド 本体400g・詰替用360g×4

3,300円

│本-582│別-265│わ-340

022-535-126 aAcG

アタック抗菌EXスーパークリアジェルギフト
KAK-30･･････････････････････････････････････････････

3,300円

アタック抗菌EXスーパークリアジェル 本体900g・詰替用810g×3、
キュキュット
クリア除菌240m l、バスマジックリンスーパークリーン香りが残らないタイプ
380ml
│本-582│別-265│わ-340

5,500円

KAN-50････････････････････････････････[写真の品]

アタックZEROワンハンド 本体400g×2・詰替用360g×7

004-537-126 aAcG
KAN-40･･････････････････････････････････････････････

4,400円

アタックZEROワンハンド 本体400g×2・詰替用360g×5

│本-582│別-265│わ-340

023-531-126 aAcG

アタック抗菌EXスーパークリアジェルギフト
KAK-50･･････････････････････････････････････････････

5,500円

アタック抗菌EXスーパークリアジェル 本体900g・詰替用810g×6、
キュキュット
クリア除菌240ml×2、バスマジックリンスーパークリーン香りが残らないタイプ
380ml×2
│本-582│別-265│わ-340

020-532-127 aAcG

アタックZEROバラエティギフト

5,500円

KAV-50････････････････････････････････[写真の品]

017-531-127 aJcG

アタックZEROバラエティギフト
KAV-25･･････････････････････････････････････････････

2,750円

アタックZERO 本体400g・詰替用360g×2、
キュキュット
（オレンジの香り・ピン
クグレープフルーツの香り・クリア除菌）
各240ml

018-538-127 aAcG

アタックZEROバラエティギフト
KAV-30･･････････････････････････････････････････････

3,300円

アタックZERO 本体400g・詰替用360g×3、
キュキュット
（オレンジの香り・ピン
クグレープフルーツの香り・クリア除菌）
各240ml

│本-582│別-265│わ-340

アタックZERO 本体400g×2・詰替用360g×5、
キュキュット
（オレンジの香り・ピ
ンクグレープフルーツの香り）
各240ml×2、
キュキュットクリア除菌240ml

019-534-127 aAcG
KAV-40･･････････････････････････････････････････････

4,400円

アタックZERO 本体400g×2・詰替用360g×4、
キュキュット
（オレンジの香り・ピ
ンクグレープフルーツの香り・クリア除菌）
各240ml

│本-582│別-265│わ-340

│本-582│別-265│わ-340

009-539-127 aAcG
アタック3Xギフト

5,500円

KAI-50･･････････････････････････････････[写真の品]

006-531-127 aJcG
アタック3Xギフト

KAI-25････････････････････････････････････････････････

2,750円

アタック3X 本体880g・詰替用690g×3、
キュキュットクリア除菌240ml

007-536-127 aAcG
アタック3Xギフト

KAI-30････････････････････････････････････････････････

3,300円

アタック3X 本体880g・詰替用690g×3、
キュキュットクリア除菌240ml、
バスマ
ジックリンスーパークリーン香りが残らないタイプ380ml

│本-582│別-265│わ-340

アタック3X 本体880g・詰替用690g×6、
キュキュットクリア除菌240ml×2、
バ
スマジックリンスーパークリーン香りが残らないタイプ380ml×2

008-532-127 aAcG
KAI-40････････････････････････････････････････････････

4,400円

アタック3X 本体880g・詰替用690g×4、
キュキュットクリア除菌240ml×2、
バ
スマジックリンスーパークリーン香りが残らないタイプ380ml×2

│本-582│別-265│わ-340

│本-582│別-265│わ-340

洗剤

011-533-127 aAcG
アタック プレミアムギフト

KAO-50････････････････････････････････[写真の品]
アタックプレミアム1.5kg×5

5,500円

010-537-127 aAcG
KAO-30･･････････････････････････････････････････････
アタックプレミアム1.5kg×3

3,300円

│本-582│別-265│わ-340

024-538-127 aJcG
ビオレu 泡ハンドソープギフト
KBH-20･･････････････････････････････････････････････
泡ハンドソープ 本体250ml・詰替用450ml×3

2,200円

│本-582│別-265│わ-340

028-533-127 aAcG
花王 バブ 健康入浴ギフト

KB-30･････････････････････････････････････････････････
ゆず・森・さくら・ひのき・紅梅・なでしこ 各8錠

3,300円

│本-582│別-265│わ-340

027-537-127 aAcG

花王 ホワイトセレクト ソープギフト
KWS-30････････････････････････････････[写真の品]
上品な白い花束の香り85g×18

3,300円

026-530-127 aJcG
KWS-20･･････････････････････････････････････････････
上品な白い花束の香り85g×12

2,200円

│本-582│別-265│わ-340

025-534-127 aAcG
ビオレu 泡ハンドソープギフト
KBH-30･･････････････････････････････････････････････

3,300円

泡ハンドソープ 本体250ml・詰替用450ml×2、
フルーツの香り 本体250ml・
詰替用450ml×2
│本-582│別-265│わ-340

029-531-127 aAcG
花王 バブ 健康入浴ギフト

KB-50･････････････････････････････････････････････････
ゆず・森・さくら・なでしこ 各8錠×2、
ひのき・紅梅 各8錠

5,500円

│本-582│別-265│わ-340
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ビジネス

紳士靴
030-538-128 aJcG
トップ スーパーナノックスギフト
富嶽三十六景
LHO-20S････････････････････････････････････････････
トップ スーパーナノックス 本体400g・詰替用350g×3

2,200円

031-534-128 aAcG
トップ スーパーナノックスギフト
富嶽三十六景
LHO-30S････････････････････････････････････････････

│本-582│別-265│わ-340

033-537-128 aAcG

トップ スーパーナノックスギフト
富嶽三十六景

5,500円

LHO-50S･･････････････････････････････[写真の品]

トップ スーパーナノックス 本体400g×3・詰替用350g×8

032-530-128 aAcG
LHO-40S････････････････････････････････････････････

4,400円

トップ スーパーナノックス 本体400g×2・詰替用350g×7

│本-582│別-265│わ-340

LHO-80V････････････････････････････････････････････

8,800円

トップ スーパーナノックス 本体400g×3・詰替用350g×9、
ソフラン プレミアム
消臭
（フローラルアロマの香り・アロマソープの香り・フレッシュグリーンアロマの香
り）
各550ml、
チャーミーマジカ酵素プラス
（フルーティオレンジの香り・フレッシュ
グリーンアップルの香り・フレッシュピンクベリーの香り）
各220ml

洗剤・ハンドソープ・入浴剤

039-535-128 aJcG

香りつづくトップ 抗菌plusギフト

キレイキレイギフトセット

LKT-30･･･････････････････････････････････････････････

3,300円

│本-582│別-265│わ-340

LKG-20Y･････････････････････････････････････････････

2,200円

薬用泡ハンドソープポンプ 本体250ml×2・詰替用200ml×3

040-533-128 aAcG

香りつづくトップ 抗菌plusギフト

キレイキレイギフトセット

5,500円

香りつづく
トップ 抗菌plusシャイニーローズ 本体850g・詰替用720g×4、
アク
ロンフローラルブーケの香り450ml、
ソフランプレミアム消臭
（アロマソープの香
り・フローラルアロマの香り）
各550ml、
チャーミーマジカ酵素プラス
（フルーティオ
レンジの香り・フレッシュグリーンアップルの香り・フレッシュピンクベリーの香り）
各
220ml
│本-582│別-265│わ-340

036-536-128 aAcG
トップ スーパーナノックスギフト
ダブルセレクション

5,500円

LTN-50A･･･････････････････････････････[写真の品]

トップ スーパーナノックス ニオイ専用 本体400g×2・詰替用350g×4、
トップ
スーパーナノックス 本体400g・詰替用350g×4

035-531-128 aAcG
LTN-30A･････････････････････････････････････････････

LKG-30Y･････････････････････････････････････････････

3,300円

薬用泡ハンドソープポンプ 本体250ml×3・詰替用200ml×5

│本-582│別-265│わ-340

3,300円

トップ スーパーナノックス ニオイ専用 本体400g・詰替用350g×3、
トップスー
パーナノックス 本体400g・詰替用350g×2
│本-582│別-265│わ-340

041-531-128 aAcG

別府温泉 湯の花エキス配合
ヤングビーナス 別府の湯・にごり湯ギフト
SG-3M････････････････････････････････････････････････ 4,125円

湯の花エキス 別府の湯
（60g×8袋）
×2、
湯の花エキス にごり湯
（50g×8袋）

│本-582│別-265│わ-340

038-539-128 aAcG

LKT-50･･･････････････････････････････････････････････

│本-582│別-265│わ-340

│本-582│別-265│わ-340

037-532-128 aAcG

香りつづく
トップ 抗菌plusシャイニーローズ 本体850g・詰替用720g×3、
チャー
ミーマジカ酵素プラス
（フルーティオレンジの香り・フレッシュグリーンアップルの香
り・フレッシュピンクベリーの香り）
各220ml

128

034-533-128 aAcG
トップ スーパーナノックスギフト
富嶽三十六景

3,300円

トップ スーパーナノックス 本体400g×2・詰替用350g×5

│本-582│別-265│わ-340

042-536-128 aAcG
別府温泉 湯の花エキス配合
薬用入浴剤 湯躍 円筒ギフト
YY-35･････････････････････････････････････････････････
緑光・月白・春霞 各60g×3

3,850円

│本-582│別-265│わ-340

必要足

Men’s Dress Socks
ビジネスシーンで必須の履き心地のよい
紳士靴下のセットをご用意しました。
必要足数に応じて、
お選びいただけます。

004-413-129 cG
ダックス 紳士靴下2足セット
DK20･････････････････････････････････････････････････
綿100％

2,200円

005-411-129 cG
ダックス 紳士靴下3足セット
DK30･････････････････････････････････････････････････
綿100％

│本-464│別-242│わ-194

ポロ ラルフローレン 紳士靴下2足セット
PL20･･････････････････････････････････････････････････
綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン

2,200円

│本-464│別-242│わ-194

008-419-129 cG

ポロ ラルフローレン 紳士靴下3足セット
PL30･･････････････････････････････････････････････････
綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン

│本-464│別-242

001-414-129 cG

アラミス ワイシャツ生地
･････････････････････････････････････････････････････

3,300円

11,000円
│本-431

3,300円

│本-464│別-242│わ-194

009-415-129 cG
ダックス 紳士靴下5足セット
DK50･････････････････････････････････････････････････
綿100％

5,500円

│本-464│別-242

002-410-129 cG

お仕立て券付/福岡・熊本・宮崎・鹿児島・大分の指定百貨店

DK305･･･････････････････････････････････････････････
毛・ナイロン・カシミヤ

アクアスキュータム ワイシャツ生地
･････････････････････････････････････････････････････

16,500円

お仕立て券付/福岡・熊本・宮崎・鹿児島・大分の指定百貨店

│本-431

紳士靴下・オーダーメイドシャツ生地

007-412-129 cG

3,300円

006-416-129 cG
ダックス 紳士靴下3足セット

│本-464│別-242

003-417-129 cG
ミラ・ショーン ワイシャツ生地
･････････････････････････････････････････････････････

22,000円

お仕立て券付/福岡・熊本・宮崎・鹿児島・大分の指定百貨店

│本-431
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009-660-130 cG
トキハ グリーンガーデン プリザーブドフラワー
･･･････････････････････････････････････････[写真の品]5,500円
006-661-130 cG
･････････････････････････････････････････････････････ 11,000円
※手作りのため、花色や内容が多少異なる場合がございます。

538-019-130 cG

539-015-130 cG

野田麗花園 シクラメン（赤）
･････････････････････････････････････････････････････

11,000円

※花色が多少異なる場合がございます。※九州地区のみ配送。

│本-633│別-025

004-669-130 cG
トキハ グリーンガーデン シクラメン

フラワーギフト

5,500円

･･･････････････････････････････････････････[写真の品]

007-668-130 cG
･････････････････････････････････････････････････････････

8,800円

※花色が多少異なる場合がございます。※九州地区のみ配送。

11,000円

･･･････････････････････････････････････[写真の品]

531-014-130 cG

･････････････････････････････････････････････････････････

8,800円

※花色が多少異なる場合がございます。※九州地区のみ配送。

16,500円

･･･････････････････････････････････････[写真の品]

533-017-130 cG
･････････････････････････････････････････････････････

11,000円

※花色が多少異なる場合がございます。※九州地区のみ配送。

│本-016

･･･････････････････････････････････････[写真の品]

001-661-130 cG

535-011-130 cG

33,000円

│本-016

野田麗花園 シンビジューム

･･･････････････････････････････････････[写真の品]

│本-633│別-025
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野田麗花園 シクラメン

536-016-130 cG

※花付が多少異なる場合がございます。※大分県内のみ配送。

14,850円

※花色が多少異なる場合がございます。※九州地区のみ配送。

534-013-130 cG

530-018-130 cG

002-666-130 cG
トキハ グリーンガーデン コチョウラン

･････････････････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････

│本-016

│本-633│別-025

22,000円

野田麗花園 ミニ胡蝶蘭（リップ赤）

野田麗花園 胡蝶蘭（白）

･････････････････････････････････････････････････････

│本-016

16,500円

537-012-130 cG

22,000円

･････････････････････････････････････････････････････

※花付が多少異なる場合がございます。※大分県内のみ配送。

│本-016

野田麗花園 胡蝶蘭（ピンク）

25,300円

※花色・花付が多少異なる場合がございます。※大分県内のみ配送。

│本-016

トキハ商 品 券

多彩な品揃えの中からお好きなものを自由に選んでショッピング。
そんな楽しさを、さりげなくお届けするトキハの商品券。

001-813-131

商品券

本-910

002-811-131

商品券

（1,000円券3枚入）

003-816-131

（1,000円券5枚入）

ご利用いただける店舗

商品券

005-819-131

商品券

別-910 わ-910

006-815-131

商品券

別-910 わ-910

別-910 わ-910

30,000円

（1,000円券30枚綴り） 本-910

●トキハ（本店・別府店・わさだ店・中津サテライト）

別-910 わ-910

20,000円

（1,000円券20枚綴り） 本-910

5,000円

本-910

10,000円

（1,000円券10枚綴り） 本-910

別-910 わ-910

3,000円

本-910

商品券

004-812-131

1,000円

別-910 わ-910

トキハの商品券は、100,000円綴りまで
ご用意しております。

007-811-131

商品券

50,000円

（1,000円券50枚綴り） 本-910

別-910 わ-910

008-818-131

商品券

100,000円

（2,000円券50枚綴り） 本-910

別-910 わ-910

※券代に対する消費税は頂戴いたしません。
※上記以外の種類については係員にお尋ね
ください。

●トキハインダストリー（全店）

※環境保全活動推進のため、
商品券は専用の封筒にお入れいたします。
尚、
専用ギフト箱をご希望の場合は、
別途料金がかかります。

全国 百 貨 店 共 通 商 品 券

全国約500店舗の百貨店でご利用いただける商品券です。

011-819-131

商品券

本-910

012-815-131

商品券

（1,000円券3枚入）

013-811-131

（1,000円券5枚入）

県内でご利用いただける店舗

商品券

015-814-131

商品券

別-910 わ-910

20,000円

（1,000円券10枚綴り2冊入） 本-910

別-910 わ-910

016- 810-131

5,000円

本-910

10,000円

（1,000円券10枚綴り） 本-910

別-910 わ-910

3,000円

本-910

商品券

014-818-131

1,000円

商品券

別-910 わ-910

30,000円

（1,000円券10枚綴り3冊入） 本-910

別-910 わ-910

別-910 わ-910

017- 817-131

商品券

50,000円

（1,000円券10枚綴り5冊入） 本-910

別-910 わ-910

018-813-131

商品券

100,000円

（1,000円券10枚綴り10冊入）本-910

別-910 わ-910

※券代に対する消費税は頂戴いたしません。
※ご利用店一覧をご用意しております。
詳しくは係員にお尋ねください。

●トキハ（本店・別府店・わさだ店・中津サテライト）※トキハインダストリー（全店）でのご利用はできません。

※環境保全活動推進のため、
商品券は専用の封筒にお入れいたします。
尚、
専用ギフト箱をご希望の場合は、
別途料金がかかります。

百貨 店ギフトカード

カードの色と、金額を選んでご購入。

百貨店ギフトカードは、3色5種類の金額からお選びいただけます。

商品券・ギフトカード・各種ギフト券

贈り主様

百貨店ギフトカードは、｢カードタイプの商品券」です。全国約200店舗の取り扱い百貨店でご利用いただけます。

021-814-131 031-811-131 百貨店ギフトカード 024-813-131 034-819-131 百貨店ギフトカード
(白)
(黒)
026-816-131

各

(赤)

※カラーは3色からお選びいただけます。

5,000円

(白)

029-815-131

(黒)

各

(赤)

本-915 別-915 わ-915

30,000円

本-915 別-915 わ-915

022-810-131 032-816-131 百貨店ギフトカード 025-811-131 035-815-131 百貨店ギフトカード
(白)

027-812-131

(黒)

各

(赤)

10,000円

(白)

030-813-131

(黒)

(赤)

本-915 別-915 わ-915

023-817-131 033-812-131 百貨店ギフトカード
(白)

※カードに金額は表示されません。金額を記載した
レシートを同封いたします。

県内でご利用いただける店舗

028-819-131
(赤)

ワコールギフト券
（ワコール商品のみ）
（1枚）

101-818-131

図書カード
（1枚）

102-814-131

図書カード
（1枚）

103-667-131

こども商品券
（おもちゃ券1枚）

各

20,000円

本-915 別-915 わ-915

50,000円

本-915 別-915 わ-915

※ご利用の有効期限はございません。
※ギフトカードの残金を換金することはできません。
※ギフトカードを紛失、盗難、改ざんされた場合は、
残高の返金や再発行はできません。
※商品券、
ギフトカード、印紙、切手など、
ご利用いただけない商品・売場がございます。
※ご利用店一覧をご用意しております。詳しくは係員にお尋ねください。

●トキハ（本店・別府店・わさだ店・中津サテライト）※トキハインダストリー（全店）でのご利用はできません。

各種ギフト券

001-236-131

(黒)

各

500円
本-265

別-379

001-821-131

（大瓶633ml×2本）

500円
本-782

1,000円

本-611

ハーゲンダッツ
845円 アイス券
本-792

別-031 わ-019

002-828-131

ビール共通
ギフト券

（缶ビール350ml×2缶）

本-782

500円

004-820-131

ビール共通
ギフト券

003-824-131

清酒上撰券
（1.8L×1本）

トキハでご利用いただける店舗・売場 ●トキハ（本店・別府店・わさだ店）の該当売場

（ハーゲンダッツ商品のみ）

740円
本-792

別-031 わ-019

本-792

別-031 わ-019

005-827-131

544円

500円

お米ギフト券
（1kg）

本-792 別-031 わ-019

006-823-131

花とみどりの
2,270円 ギフト券
本-792 わ-019

（1枚）

1,000円
本-792

※ギフトサロンでのご利用はできません。

にて承ります。
※商品券・各種ギフト券は、
商品券・金券・各種ギフト券便
（県内 550円・県外 715円）
※商品券・ギフトカード・各種ギフト券は、
他の商品との同送も承ります
（但し一部商品を除く）
。
詳しくは133ページのトキハ配送料金表をご覧ください。
※商品券・各種ギフト券類のご購入の際には消費税がかかりません。
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2021年 トキハのお歳暮
お歳暮 承りのご案内

各店・各階

ギフトサロンのご案内

11月1日（月）から

承ります。

店

別府店
わさだ店

TEL 097‐538‐1111〈内線

本店5階

お歳暮ギフトセンターのご案内
本

■総合ギフトサロンのご案内
〈 贈りもののお品選びなど、専属のギフトアドバイザーがお手伝いいたします。〉

11月25日（木）〜12月25日（土）
地下1階催し場 11月 1 日
（月）〜12月25日
（土）
1階センター広場 11月18日
（木）〜12月25日
（土）
8階催し場

（中央通り5丁目）

※店休日・営業時間はトキハ各店に準じます。詳しくはトキハホームページにてご確認ください。

お申込書･カタログ･同封物について

FAX097‐538‐1529

2581〉

●「トキハ商品券」
「 全国百貨店共通商品券」
「 各種ギフト券」やカタログギフトもご用意
しております。お気軽にご相談ください。

■別府店・わさだ店ギフトサロンのご案内

ほか
※お取り扱い商品
（カタログギフト・石けん・洗剤・寝具・タオル）

TEL 0977‐23‐1111〈内線

別府店2階

FAX0977‐26‐3104

3225〉

●商品券
（1階）
・食品
（地下1階）
は各売場にて承ります。お気軽にご相談ください。

外商事業部直通

TEL 097 - 538 - 1181 10：00〜18：00
FAX 097 - 534 - 3617 24時間受付

2330 〉
097‐586‐1111〈 内線 2329
FAX097‐542‐7386

受付時間

わさだ店3階 TEL

●商品券
（3階）
・食品
（1階）
は各売場にて承ります。お気軽にご相談ください。

お歳暮カタログの見かた
お届け期間

12月上旬〜

いただける

206-016-012 aAcG
由布院 麺セット（半生麺）

Y-30 ･･････････････････････････････････････････････････

3,240円

生そば・茶そば・うどん 各200g×2、麺つゆ300ml、
ゆずこしょう60g
賞味期限：常温で30日

│本-014│別-071│わ-027

全国送料一律
440 円

12月27日
（月）
まで
全国どこでも送料一律440円

全国送料一律
660 円

12月27日
（月）
まで
全国どこでも送料一律660円

県内送料一律
440 円

12月27日
（月）
まで
大分県内に限り送料一律440円

県内送料一律
660 円

12月27日
（月）
まで
大分県内に限り送料一律660円

上記のマークのない商品については、
トキハ宅配便ほか送料がかかります。

送料は商品代金に含まれます。

12月18日
（土）
まで

11月25日
（木）
より、順次発送いたします。
※青果物などお届け期間のある商品を除く
下

◎お届け日付指定◎ご進物用としてのご自宅配送（二重包装・袋同送）
◎完全包装◎「平のし」での承り◎お持ち帰り◎他の商品との抱合せ
◎仏事のご用途◎同送（挨拶状・写真など）
●「簡易包装」
「ごあいさつのし」
「短冊のし」
「メーカー包装」のみの承りになります。
●お届けの際には、必ずお届け先様の電話番号のご記入が必要です。
●商品は 1 商品 1 伝票でのお届けになります。
●産地の天候状況・交通状況などにより、承り期間・お届け期間が変更になる場合がございます。
●一部離島など、お届けできない地域がございます。
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お届け日の指定・二重包装はお受けできません。
お届け日までの日数をいただくことがございます。
天候等によりお届け時期が変更になる場合がございます。

133ページ

の配送料金（税込）

※この表は2021年11月1日現在のものです。変更になる場合があります。

大分県内便（大分県内同一料金で承ります。）

します。〉

配送地域

81〉

もご用意

大分県
全域

扱い便

トキハ宅配便

クール便

三辺の和
重量

160cm、25kg以下
税込30万円以下

※複数個口の場合も1個1伝票となります

料金

638円

商品券・金券・
各種ギフト券便

金券同送便

120cm
15kg以下

160cm
25kg以下

全国送料一律
440円商品

60cm以下

913円

913円

715円

550円

県外便

25〉

配送地域

さい。

29
30

扱い便

トキハ宅配便

三辺の和
重量

160cm、25kg以下
税込30万円以下

クール便
120cm
15kg以下

※複数個口の場合も1個1伝票となります

902円

1,177円

1,452円

1,727円

1,045円

1,320円

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀

1,056円

1,331円

中部・北陸

愛知・岐阜・静岡・三重・福井・石川・富山

1,276円

1,551円

関東・信越

東京・神奈川・千葉・埼玉・栃木・茨城・
群馬・山梨・長野・新潟

1,408円

1,683円

福島・山形・秋田・宮城・岩手・青森

1,507円

1,782円

北海道

1,958円

2,233円

〉

。

九州

福岡・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島

沖縄

沖縄（一部地域を除く）

中国

山口・広島・島根・岡山・鳥取

四国

愛媛・香川・徳島・高知

近畿

東北
北海道

※商品券・金券・各種ギフト券便は一般商品・クール商品との抱合せはできません。

はお届けできません。
配送承り注意事項 ※クール便は小笠原諸島、伊豆諸島（大島・八丈島は除く）

商品券・金券・各種ギフト券便
大分県内
県

外

550円
715円

配送料金表

※通常引き受け可能金額は税込30万円以下となります。

金券同送便
（商品券・各種金券類+一般商品の同送便）
※商品合計金額 税込30万円以下
※一部お受けできない品目がございます。
（下記参照）

※商品券・各種
ギフト券など
※三辺の和60cm以下

トキハ宅配便料金
+275円

〈配送をお受けできない品目〉
①冷蔵・冷凍商品 ②ビンや陶器に入った酒類・水など ③お客様お持ち込み品
④現金・写真・封をしたお手紙や貴重品 ⑤高額品など時価の商品で代品のないもの
※詳しくは係員にお尋ねください。

配送承り時のお願い
①温度帯が異なる場合
。

。
。
ます。

②送料込み商品とそれ以外

●お届け先様の郵便番号、
住所、
電話番号を正しくご記入ください。
●商品の抱合せについては、以下の場合はお受けできません。

例

I C

例

B A

I D

C D

B D

③その他、清酒などのビン類商品とクール商品（冷蔵・冷凍）
ほか
※詳しくは係員にお尋ねください。

オンラインショップ
「トキネット」でご注文

トキハは環境保全活動を推進しています。
森林資源保護のため、
「エコ包装」
「ごあいさつのし」
または、
「短冊のし」
を使用しております。
ご協力をお願いいたします。

承り期間：11月1日
（月）
〜12月25日
（土）
午前11時まで
ごあいさつのし

いただける

〈写真はごあいさつのし・エコ包装の一例です。〉

スマホ用QRコード

※商品券・各種ギフト券など、一部お取り扱いのない商品がございます。

JQA-EM6628

短冊のし
私共トキハグループは、
環境マネジメントシステムISO１４００１の認証を取得しています。
「循環型社会の形成」
に貢献するため、地道に且つ継続的に環境保全に取り組んでまいります。
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