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株式会社 三洋堂
おかげさまで創業114周年

媒体コード：99210520 カタログ有効期限：2021年8月3日SP210503

※価格は消費税＆送料込みの価格です。

お届け時の荷姿について

包装不可
のし可

包装しませんが、箱にのしを付けた（または入れた）
状態で紙掛けまたは袋に入れて配送します。（送り
状などを箱に直接貼らないようにします） 

包装不可
のし不可 包装・のし共にできません。

お届け包装形態は下記の3通りになります。別紙専用注文書の「包装・のし」記入欄にご記入ください。
※「のし」はお中元のみになります。また名入れは承れません。

簡易
包装

商品を包装紙で巻き、のしを付けた上から紙掛けま
たは袋に入れて配送します。（送り状などを箱に直
接貼らないようにします） 

カタログについてのご注意とご案内
◎価格は消費税・送料込の総額表示です。◎海外輸入品が万一品切れの際は、あらかじめご
了承ください。◎製造上の都合および輸入時期により、商品デザインや内容が若干変更される
場合があります。◎カタログ掲載商品の色は印刷の再現上、若干色調が異なる場合があります。

商品の交換・返品について
◎食料品のため返品・交換はお受けできません。ただし、配送中の破損や商品不良、また異なっ
た商品が届いた場合には、お取り替えいたしますので、下記のお客様サービスセンター宛に商
品到着後8日以内にご連絡ください。

お振込み、クレジットカードからお選びください。
クレジットカード

商品に同封、もしくは郵送される専用振込用紙にて、
到着後7日以内に郵便局またはコンビニエンススト
アよりお振込みください。
※コンビニエンスストアでの振込み手数料は弊社負担
ですが、郵便局からの振込み手数料はお客様のご負担
にてお願いいたします。※販売価格には梱包配送料が
含まれております。

お振込み

無料 0120-57-3410
お客様サービスセンター

サン ヨー ドー
通話料

【受付時間】10：00～17：00　土・日・祝／休み
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下記のクレジット会社がご利用いただけます。

酒類取扱：（株）三洋堂本社 （酒類販売免許店）　〒105-0004 東京都港区新橋1-18-14
酒類販売管理者：内田 辰海
酒類販売管理受講年月日：2019年11月11日　　次回研修の受講期限：2022年10月31日     
研修実施団体名：一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
20歳未満の方への酒類の販売はしておりません。

販売元：株式会社三洋堂

●お客様のプライバシー保護のため、（株）三洋堂では顧客データを厳重管理しております。お客様の
個人情報は商品の配送等のために弊社が管理する委託先に提供する場合を除き、第三者に譲渡す
ることはございません。ただし法律に基づき公的機関より要請された場合、お客様の利益を保護するた
め、必要と判断した場合には開示する場合があります。●お客様の個人情報（お名前、ご住所、電話番
号、FAX番号、Eメールアドレス、生年月日等お申込書や契約書に記された内容）は、以下の目的のため
利用いたします。商品等の配送、代金決済、お問合せへの回答、商品カタログ、キャンペーンチラシ等の
送付、サービス・お客様への特典・会員募集等のご案内の送付、その他上記に伴う業務の実施。
●個人情報に関するお問合せ先

【個人情報の取り扱いに関する確認事項】

（株）三洋堂 管理本部 本部長　
個人情報保護苦情相談窓口　
電話：03-3508-3410　e-mail：privacy@sanyodo-net.co.jp

1
ご
注
文

【受付時間】9：00～18：00　土・日・祝／休み
電 話 通話料

無料 0120-39-3410
サンキュー  　　サン　ヨー 　ドー

※お申込締切日：2021年8月3日（火）まで

サン　ヨー 　ドー

FAX 通信料
無料 0120-38-3410

【受付時間】24時間受付
※ご注文受付の確認が必要な方はFAX番号をご注文書の所定欄にご記入ください。
※平日17時以降の受付確認は翌営業日になります。

※携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます。

お申込日から7日以降のお届け日を
ご指定いただけます。
※お盆の時期（8月中旬）はご指定いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※航空機のストや遅延など、不測の事態によりお届けが遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2
お
届
け

（一部商品を除く）

株式会社 三洋堂
おかげさまで創業114周年

国産のメロンや桃、濃厚な
マンゴーなど、こだわりのフ
ルーツを使用した新しいス
イーツ。常温保存が可能で
食べる前に凍らせるだけで
美味しいシャーベットとして
お召し上がりいただけます。

◎800g（９個）◎メロン&メロン、トマト&ブラッドオレンジ、ピーチ&ピーチ各55ｍｌ×各２個、マンゴー＆パッ
ション55ｍｌ×３個◎セット箱：25.5×22.2×6.2cm　※期間限定（6月～8月） ※沖縄・離島は配送不可

銀座千疋屋 凍らせてからシャーベット
￥3,240（税込・送料込）103-764

なめらかで口当たりのやさ
しいフルーツクリームと香り
豊かな果肉を、香ばしい
クッキーでサンドした銀座
千疋屋オリジナルのフルー
ツサンド詰合せです。

果物の味をそのまま生か
し、上品でフルーティな香
りと優しい甘みのゼリー
です。

◎900g（９個）◎マンゴー、キウィ、ブルーベリー各75g×各2個、ラ・フランス、グレープフルーツ、さくら
んぼ各75g×各1個◎セット箱：26×23.5×4cm　※沖縄・離島は配送不可

銀座千疋屋 銀座ゼリー
￥3,240（税込・送料込）103-761

◎800g（16個）◎イチゴ＆ミルク、レモン＆はちみつ、メロン＆ミルク、バナナ＆チョコ各4個◎セット箱：
35.7×26×4.7cm　※沖縄・離島は配送不可

銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン
￥3,240（税込・送料込）103-762

果汁を混ぜ込みしっとり仕
上げた、彩りも美しい2層の
バウムクーヘンです。

◎620g（15個）◎マスカットレーズン、いちご、柚子各５個◎セット箱：20.5×32×4cm　
※沖縄・離島は配送不可

銀座千疋屋 銀座フルーツサンド
￥3,240（税込・送料込）103-763

簡易
包装

簡易
包装

簡易
包装

簡易
包装
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夏



※調理例※調理例

肉汁たっぷりのハンバーグは余分な調
味料は使わずに仕上げ、ワインを使った
ソースに黒トリュフを入れた風味豊かな
ソースをかければ、こだわりハンバーグを
お楽しみいただけます。

※調理例※調理例

牛肉100％の無添加ハンバーグに細
かく刻んだセロリやパセリを入れ、ブ
ラックペッパーの風味を効かせました。
香味野菜が苦手…という方でも食べ
られる、ソース不要のジューシーなハ
ンバーグです。

お取り寄せグルメ
ラ・ベットラ・ダ・オチアイ
イタリアンの巨匠・落合務がオー
ナーシェフを務める予約の取りにく
い店で有名な東京・銀座のイタリア
ンの銘店。

※調理例※調理例

岩塩と特製スパイスで味付けしたこだわりの
ローストビーフ。しっとりと柔らかい肉質で、特製
ソースをかければ、ガーリックの香ばしい味が
ローストビーフの味を引き立てます。

※調理例※調理例

しっかり焼き目をつけて中にお肉の旨み
を閉じ込めたハンバーグを、甘みが出る
まで炒めた玉ねぎとじっくり煮込んだ野
菜の酸味と甘みが溶け込んだ、こだわり
のデミグラスソースと合わせました。

◎145g×8個◎セット箱：16.3×28.2×9cm　※沖縄・離島は配送不可

坂井宏行監修 
お肉の旨みをとじこめたハンバーグ
デミグラスソース

￥5,400（税込・送料込）103-736 8個セット

ラ・ロシェル
言わずとしれた「フレンチの鉄人・坂井宏行」
がオーナーシェフをつとめる高級フレンチの
銘店。

※調理例※調理例

白ワインで肉の旨味と柔らかさを引き出
し、隠し味の味噌でコクを出した牛丼で
す。厚めにカットしたお肉と、玉ねぎの甘
みと旨味が口いっぱいに広がります。う
ま味調味料は使用せず、優しい味わい
を追求した逸品です。

◎150g×6食◎セット箱：20×29×4cm　※沖縄・離島は配送不可

吉岡英尋監修 
こっくり旨みの柔らか牛丼

￥3,888（税込・送料込）103-733 6食セット

※調理例※調理例

さば味噌バター煮は、さばと相性の良い
味噌を使用しバターでコクを引き出すこ
とで芳醇な味わいに仕上げ、さんま生姜
煮は、国産生姜のしっかりした香りがさ
んまの脂にマッチし、すっきりとお召上が
りいただけます。

なすび亭
静岡・東伊豆の「つるやホテル」、神奈川・鎌倉
の懐石料理「山椒洞」など、名店を渡り歩き足跡
を残してきた和食界の期待の星・吉岡英尋氏が
2000年、29歳で東京・恵比寿に開店。

※調理例※調理例

常温で保存できる生フェットチーネと、麺にしっかり
絡まる味わい豊かなパスタソースをセット。トマトや
ほうれん草を練り込んだ生パスタが、食卓をカラフ
ルに彩ります。

◎生パスタ80g（トマト、ほうれん草、ノーマル)×各1袋、ソース140g（渡り蟹のトマトクリームソース、完熟
トマトとツナのソース・カルボナーラ)×各1個◎セット箱：16×31×4.8cm　※沖縄・離島は配送不可

片岡宏之監修 
カラフル生パスタギフト

￥3,780（税込・送料込）103-737

※盛り付け例※盛り付け例

優しい味わいを目指し、香料不使用で
作りました。常温商品ですので保管場
所にも困りません。凍らせてシャーベット
としても、冷やしてゼリーとしても美味しく
お召し上がりいただけます。

◎マンゴー、ピンクグレープフルーツ、ゆず、ぶどう×各2個◎セット箱：16×31×4.8cm　
※沖縄・離島は配送不可

片岡宏之監修
フルーツシャーベットゼリー

￥3,240（税込・送料込）103-738 8個セット

リストランテ アルポルト
イタリア料理の巨匠である父・片岡護が営む
西麻布の銘店。2代目の片岡宏之シェフはメ
ディア出演や料理教室など幅広く活躍中。

有名シェフ監修

◎150g×6個、黒トリュフソース180g×1本◎セット箱：21.5×27.6×7.7cm　※沖縄・離島は配送不可

落合務監修 
牛肉100％のハンバーグ（黒トリュフソース）

￥5,400（税込・送料込）103-731 6個セット
◎150g×8個◎セット箱：21.5×27.6×7.7cm　※沖縄・離島は配送不可

落合務監修
香味野菜と牛肉のハンバーグ

￥5,400（税込・送料込）103-732 8個セット

◎さばの味噌バター煮110g×4パック、さんまの生姜煮130g×2パック◎セット箱：20×29×4cm　
※沖縄・離島は配送不可

吉岡英尋監修
便利な常温煮魚2種セット

￥3,240（税込・送料込）103-734 6パックセット

◎ローストビーフ400g、特製ガーリックペッパーソース120ml◎セット箱：20.5×19.7×8cm　
※沖縄・離島は配送不可

坂井宏行監修 
こだわりのローストビーフと
特製ガーリックペッパーソース

￥5,400（税込・送料込）103-735
包装不可
のし可

包装不可
のし可

包装不可
のし可

包装不可
のし可

包装不可
のし可

包装不可
のし可

包装不可
のし可 包装不可

のし可

2 3※表示価格は消費税・送料込みの金額です。　※商品のパッケージは予告なく変更になる場合があります。 他の商品とは別便（冷凍）でお届けいたします。 他の商品とは別便（冷蔵）でお届けいたします。 他の商品とは別便でお届けいたします。



大正12年創業の老舗・黄木が選び抜い
た米沢牛をすき焼きに適した切落としに
しました。米沢牛の旨みと深い味わい
を、お好みの調理方法でお楽しみいた
だけます。

◎320g◎セット箱：20×27×7cm

米沢牛 すき焼用切落とし
￥5,400（税込・送料込）103-739

※調理例※調理例

杜の都、仙台で育まれた味覚「牛たん」。そ
の美味しさを知り尽くした肉専門店〈スエヒ
ロ〉で人気の３人前と、１人前にテールスー
プ付きの２種セットです。絶妙な塩加減と本
場ならではの味わいをご堪能ください。

〈３人前〉◎400g×1箱◎箱サイズ：24×16.5×5.5cm
〈１人前〉◎120g（牛テールスープ付き）×1箱◎箱サイズ:24×16×4cm 

牛たん生 塩味２種セット
￥6,800（税込・送料込）107-741

※イメージ※イメージ

軽井沢にお店を構えるドイツ料理店「キッツビュール」は、世界で最も権威があ
ると言われる加工食品のコンテスト「ドイツ農業協会コンテスト」で受賞したハム
やソーセージを中心に販売しています。世界が認めた味をお試しください。

※イメージ※イメージ

きめ細やかでやわらかい肉質、美しい霜
降りと口のなかでとろける芳醇な香りと
味わいの「飛騨牛」。A5等級のモモ肉
をしゃぶしゃぶ用にしてお届けします。

※イメージ※イメージ

使用するお肉は松阪牛100%のこ
だわりのハンバーグです。特製レシ
ピで一つ一つ丁寧に手作りしたハ
ンバーグは、肉汁たっぷりのとろけ
る食感が自慢のプレミアムな逸品
です。

◎ミュンヘナーヴァイスヴルスト260g（4本）、プェルツァー
160g（4本）、シュヴァインツヴルスト160g（4本）、味自慢
ベーコン300g（1ブロック）◎セット箱：約23.2×19×9cm 
※商品は手作りの為、グラムが若干異なりますが、あらか
じめご了承ください。

キッツビュール 
ソーセージ・ベーコンセット

￥8,900（税込・送料込）103-744

※イメージ※イメージ

長年愛され続けてきた自信作です。優れた
品質「特撰」をアソートしたハムギフトをお届
けします。

◎スモークボロニア110g、特撰ロースハム180g(両端カッ
ト)、ペッパーボロニア110g、ロース生ハム40g、特撰あらび
きウインナー80g×2◎セット箱：25.5×25.6×8cm

日本ハム 本格派ギフト
￥5,184（税込・送料込）103-745

※イメージ※イメージ

北海道道南産豚肉を使用し、素材そのもの
の良さをいかしておいしいハムに仕上げま
した。

◎ロースハムスライス54g、ベーコンスライス50g、馬蹄型
ソーセージ142g、生ハム40g、ロングウインナー96g、ソフト
サラミ90g◎セット箱：23×29×8cm

日本ハム 
八雲ユーラップギフト

￥5,184（税込・送料込）103-746

※調理例※調理例

スペインの高級食材の「イベリコ豚」を使用した
しゃぶしゃぶのセットです。最高級レアル・ベ
ジョータ使用を使用しております。部位は一番味
が分かるバラ肉と肩ロースをしゃぶしゃぶの薄
さ・1.8ｍｍにスライスしています。

◎イベリコ豚バラ肉300ｇ、イベリコ豚肩ロース150ｇ、和風だし144g◎セット箱：21×28×11cm
◎スペイン製（加工地:日本）

イベリコ豚しゃぶしゃぶ和風だしセット
￥5,400（税込・送料込）103-747

※調理例※調理例

エゴマ入りの餌で育てた福島名産のエゴマ豚。
熟成されたやわらかいロース肉を一枚一枚、味
噌を引いた和紙で丁寧に包み込みました。フルー
ツを加えたことでさらにまろやかになりました。

◎合せ味噌、酒粕りんご、りんご合せ味噌 80g×各2枚◎セット箱：25×38.5×5cm

極熟 エゴマ豚香味和紙包みセット
￥4,980（税込・送料込）103-748 6枚セット

松阪牛100%
プレミアムハンバーグ

厳選お肉コー
ナー

包装不可
のし不可

『所さんお届けモノです！』
でも紹介されました。

『所さんお届けモノです！』
でも紹介されました。

簡易
包装

簡易
包装

◎150g×5個◎セット箱：22.5×16.5×4.5cm

￥6,480（税込・送料込）107-742 5個セット

簡易
包装

簡易
包装

◎ミュンヘナーヴァイスヴルスト260g（4本）、デプレチー
ナー160g（4本）、オリジナルウィンナー160g（4本）、シュ
ヴァインツヴルスト1 6 0 g（ 4 本）◎セット箱：約
23.2×19×9cm ※商品は手作りの為、グラムが若干異
なりますが、あらかじめご了承ください。

キッツビュール 
ソーセージセット

￥6,800（税込・送料込）103-743

●ミュンヘナーヴァイスヴルスト 2009ドイツ農業協会コンテスト金賞
　豚肉だけで作ったミュンヘン名物の白ソーセージです。
●デプレチーナー 2005ドイツ農業協会コンテスト銀賞
　パプリカをベースとしたソフトサラミタイプのソーセージです。
●オリジナルウィンナー
　豚肉のみで作られた絹挽きソーセージ。シンプルな味付けはお子様からご年配の方まで好評です。
●シュヴァインツヴルスト
　ドイツの屋台で売っているサッパリとした粗挽きのソーセージです。
●プェルツァー 2007ドイツ農業協会コンテスト金賞
　オリジナルウィンナーと同様の生地に粗挽きの豚肉とハーブを混ぜたソーセージです。
●味自慢ベーコン
　豚バラ肉をドイツ製法で仕上げた特製ベーコンです。

包装不可
のし不可

包装不可
のし不可

◎220g◎セット箱：23×31×5cm

飛騨牛 しゃぶしゃぶ
￥5,400（税込・送料込）103-740

包装不可
のし可

簡易
包装

簡易
包装

お届け開始日:6月28日（月） お届け開始日:6月28日（月）

3人前
（400g）

1人前
（テールスープ付き）

4 5※表示価格は消費税・送料込みの金額です。　※商品のパッケージは予告なく変更になる場合があります。 他の商品とは別便（冷凍）でお届けいたします。 他の商品とは別便（冷蔵）でお届けいたします。 他の商品とは別便でお届けいたします。



ふっくら艶やかなめんたいの昆布漬はデリケートで、切れ
たり、ちぎれたりすることがあります。昆布漬めんたいの旨
味そのままのお徳な切れ子は食べ応え満点です。

バラエティーコー
ナー

まるで果実そのもののような美味しさと香り。ラ・フランス（洋梨）生産日本一
の果樹王国山形・天童から特産品のラ・フランスと桃を使ったアイスクリーム
をお届けします。

￥3,240（税込・送料込）

福岡県産あまおう苺を贅沢に使った３種類のフ
レーバーを詰め合わせたセットです。いちご好き
の方におすすめのセットです。

◎100ｍｌ×6個◎あまおう苺みるく、あまおう苺シャーベット、あまおう苺クリームチーズ各2個◎セット
箱：16.8×24×17.3cm

ふくち☆リッチジェラート
あまおうセット

￥4,104（税込・送料込）103-755 6個セット

◎葛餅130g×1、柚子葛餅130g×2、柿わらび餅130g×2、葛ごまどうふ125g×1、葛湯30g×4
（プレーン、小豆、生姜、抹茶 各1）、きな粉10g×1、黒糖蜜20g×1、花小町5個入り×2袋◎セット
箱:24×24.7×3.8cm

𠮷田屋くず餅セット
￥5,600（税込・送料込）103-757 セット

スターバックスのコーヒーギフト
セット。調和のとれた味わいの
「ハウスブレンド」、キャラメルの
ような濃厚な風味の「エスプ
レッソロースト」、ローストの甘い
風味と深みのある味わいの「カ
フェ ベロナ®」の3種類入り。自
宅やオフィスなどで手軽に本格
的な味と香りが楽しめます。

◎ハウス ブレンド 45g（9g×5袋）×2箱、エスプレッソ ロースト、カフェ ベロナ® 45g（9g×5袋）×各
1箱◎セット箱：16×41×8.7cm

スターバックス 
オリガミ パーソナルドリップ コーヒーギフト

￥3,888（税込・送料込）103-758 セット

奈良県産本葛にこだわる、明治
15年創業「𠮷田屋」のギフト
セットです。𠮷田屋で人気の6
商品を詰め合わせていますの
で、いろいろな味わいをお楽し
みいただけます。

プレミアムな感動を贈るTHE軽井沢ビールの8種類を、世界的な日本画家・
千住博画伯と軽井沢千住博美術館の協力を得た名画を冠にしたプレミア
ムラベルでお届けします。

葛飾北斎の「凱風快晴」
（赤富士）をラベルにし
た、無農薬栽培の有機
原料を使用したオーガ
ニックビール。スッキリ飲
み易いオーガニックピル
スナーで、マスカットを思
わせるほのかな香りと、
ふくよかでバランスのよ
い苦味を是非ご堪能くだ
さい。

◎330ml×6本◎5度◎ビール　※グラスは付きません。

有機農法 富士ビール
￥3,630（税込・送料込）103-760 6本セット

2020年の餃子購入額が日本一になった「浜松餃子」。
野菜をたっぷり入れ、皮はもちもちと作られた餃子を
もやしと一緒に食べるのが浜松流。

◎15個×2パック◎化粧袋：19×30×4cm　※もやしは同封されません。

浜松ぎょうざ30個入り
￥3,240（税込・送料込）103-751

※盛り付け例※盛り付け例

うなぎの本場・浜名湖で丁寧に育てられた
うなぎの蒲焼です。食べやすいように一人
前ずつパックしました。解凍した後、軽くあぶ
り焼きしていただくと香ばしい焼きたての香
りがお楽しみいただけます。

浜名湖 うなぎ長焼

◎165g×2箱◎1箱：15.5×11×2.4cm

かば田 
昆布漬辛子めんたい 斬れモノ

￥3,996（税込・送料込）103-749 2箱セット

包装不可
のし不可

◎うなぎ蒲焼110g×2パック、たれ・山椒・お吸い物各2袋◎セット箱：15×32×2cm

￥6,200（税込・送料込）103-750 2パックセット

お吸い物
付き

お吸い物
付き

※調理例※調理例

スペインの代表ブランド、カンポフリオ社。イベリコ豚のハモンイベリコと、白豚
のハモンセラーノのセットになります。

ハモン セラーノ

ハモン イベリコ※ハモン イベリコ調理例※ハモン イベリコ調理例

※ハモン セラーノ調理例※ハモン セラーノ調理例

全国を代表するご当地有名ラーメン店の味を
再現。４種類の味を食べ比べできる贅沢なギフ
トセットです。

◎1314ｇ（８食）◎喜多方ラーメン 一平（麺１３０ｇ、スープ４０ｇ）、横浜家系ラーメン 侍（麺１３０ｇ、スー
プ５５ｇ）、高山ラーメン 桔梗屋（麺１１０ｇ、スープ４０ｇ）、久留米モヒカンらーめん味壱家（麺110g、スー
プ32g、薬味だれ10g）×各２食◎セット箱：30.5×43.5×5cm

全国銘店ラーメン詰合せ
￥3,780（税込・送料込）103-752 8食セット

静岡産の抹茶を贅沢に練り込み、丹念に仕上
げた本格茶そばとじっくりと丹念に打ち上げた
石臼挽きそばの詰合わせ。素材を生かした味
と香り豊かな逸品です。

※調理例※調理例

※調理例※調理例 ※調理例※調理例

※調理例※調理例

喜多方ラーメン一平 横浜家系ラーメン侍

高山ラーメン桔梗屋 久留米モヒカンらーめん味壱家

簡易
包装簡易

包装

※調理例※調理例

簡易
包装

簡易
包装

〈ハモン イベリコ〉◎約45g×3パック〈ハモン セラーノ〉◎約45g×3パック◎セット箱:26×15×10cm
◎スペイン製　※輸入時期によりパッケージが変わる場合があります。

スペイン
イベリコ・セラーノ食べ比べセット

￥5,300（税込・送料込）103-753

※盛り付け例※盛り付け例 ※盛り付け例※盛り付け例

◎石臼碾きそば（めん90g、調味31g）、手折り銘茶そば（めん90g、調味31g）×各4袋◎セット箱：
21×35×9.5cm

遠州喜泉庵
手折り銘茶そば・石臼碾そば

￥3,780（税込・送料込）103-754 8袋セット

簡易
包装

◎90ml×6個◎ラ・ラフランスアイスミルク、白桃アイスクリーム各3個◎セット箱：18×28×16cm

ラ・フランス&白桃アイス
103-756 6個セット

包装不可
のし可

包装不可
のし可

簡易
包装

◎330ml瓶×2本（クリア、ダーク各1本）、350ml缶×6本（プレミアムクリア、プレミアムダーク、清涼
飛泉プレミアム、白ビール（ヴァイス）、赤ビール（アルト）、軽井沢エール（エクセラン）各1本）◎5.0～
5.5度◎セット箱：28.7×36.8×7cm◎ビール

THE 軽井沢ビール 飲み比べセット
￥3,960（税込・送料込）103-759

簡易
包装

簡易
包装

簡易
包装

6 7※表示価格は消費税・送料込みの金額です。　※商品のパッケージは予告なく変更になる場合があります。 他の商品とは別便（冷凍）でお届けいたします。 他の商品とは別便（冷蔵）でお届けいたします。 他の商品とは別便でお届けいたします。


