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」は御歳暮または御年賀の2種類です。
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）

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

年内お届け
お申込締切日

12月20日（月）まで

商品のお届け

お 歳 暮
冬 ギフ ト

包装不可
包装・のし共にできません。
のし不可

お申込後 7日以降で
ご指定ください（一部商品を除く）

※新型コロナウイルスの影響により、年末年始はご希望の着日指定ができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。

1.ご注文
通話料

0120-39-3410
サンキュー

サン

ヨー

ドー

通信料

FAX

お電話

無料

(株)三洋堂オペレーションセンター

■受付時間 ◎月〜金／10:00〜18:00 ◎土・日・祝／休み
※携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます。
※12/30・31および1/1・2・3はお休みさせていただきます。
繋がりにくい
場合はこちら

TEL.048-731-5305

※通話料はお客様ご負担になります。

■受付時間 ◎月〜金／10:00〜17:00 ◎土・日・祝／休み

無料

0120-38-3410
サン

ヨー

ドー

■受付時間／24時間

※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、土・日・祝日の受付確認は翌営業日になります。
※12/30〜1/3の受付確認は1/4になります。

FAX受信確認のお問合せは

通話料

無料

0120-57-3410
サン ヨー ドー

■受付時間 ◎月〜金／10:00〜17:00 ◎土・日・祝／休み

2.お届け

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。

（一部商品を除く）

ただし、12/30〜1/7はご指定できませんのでご了承ください。
年内お届け最終受付日は12/20、年始受付開始日は1/4になります。
（一部商品を除く）
なお、12/21〜12/29と1/4〜1/5のお申込みは1/12以降のお届け日をご指定ください。
※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。
※輸入商品は、法律により輸入元が明示されたシールが付いておりますので、
ご了承ください。

3.お支払い お振込み、クレジットカードからお選びください。
お振込み

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。

右記のクレジット会社が

クレジットカード ご利用いただけます。
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。

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。
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

【個人情報の取り扱いに関する確認事項】
●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
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
ります。●お客様の個人情報（お名前、
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。
三洋堂 管理本部 本部長
●個人情報に関するお問合せ先 個人情報保護苦情相談窓口 （株）
電話：03-3508-3410 e-mail:privacy@sanyodo-net.co.jp
販売元：株式会社三洋堂

0120-57-3410
サン ヨー

ご注文以外の
お問合せは

ドー

お客様
通話料
サービスセンター 無料
■受付時間 ◎月〜金／10:00〜17:00 ◎土・日・祝／休み

おかげさまで創業114周年

株式会社 三洋堂

商品のお届け

お申込後 7日以降で
ご指定ください（一部商品を除く）

年内お届け
お申込締切日

12月20日（月）まで

※価格は消費税＆送料込みの価格です。
おかげさまで創業114周年

株式会社 三洋堂

媒体コード：99211014

SP211001

カタログ有効期限：2021年1月31日

感 謝の気 持ち を 込めて︒

お届け時の荷姿について

大 切 な ひ とへ ︑

お申込みに際してのご注意

創業八十有余年「近江肉の廣田」が
厳選して買い付けた近江牛。焼肉用
は近江牛本来の脂の旨みが味わえ
る、サシの入った柔らかいお肉なので
口の中でとろける瞬間も楽しめます。
ハンバーグは国産素材にこだわり、職
人が一つ一つ手造りしています。溢れ
出す肉汁と絶妙な味付けは、
また食
べたくなる味わいです。

Ａ５ランク近江牛 焼肉用
＆自家特製手造りハンバーグセット

大 阪・心 斎 橋 の「 太 庵 」店 主 高 畑
均監修。
きめ細やかで口どけの良
い味わい深い神戸牛を、ゆず果汁
の酸味と濃厚なごまの香りの、特製
ごまぽん酢でお楽しみください。

高畑均監修
神戸牛しゃぶしゃぶ特製ごまぽん酢

包装不可
のし可

￥11,520（税込・送料込）

103-771

子牛から出荷までを一貫して生産し
ている農家さんより
「一頭買い」
した、
本物の最上級品「5等級」飛騨牛で
す。柔らかさ、肉の風味とともに美味
しさの条件をクリアし、貴族を示す
「サー」がついてるのも、
この部位の
みです。食べ応えのある約２５０ｇを４
枚でお届けします。

◎１ｋｇ
（約250ｇ×４枚）
◎セット箱：23×31×9cm

福島牛

￥6,480（税込・送料込）

※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。

103-775
◎320g◎セット箱：20×27×7cm

￥5,400（税込・送料込）

エゴマ豚

良 質な霜 降りで、軟らかな肉 質は
「牛肉の傑作」
と呼ばれるほどの福
島牛と、
α-リノレン酸をたくさん含ん
だエゴマ豚の両方を味わえる贅沢
なしゃぶしゃぶセットです。

福島牛・エゴマ豚 しゃぶしゃぶセット

簡易
包装

◎180g×2箱（しお味付き）◎セット箱：26.5×36.5×5cm
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※盛り付け例

※調理例

簡易
包装

エゴマ豚
・
福島牛

仙台
牛たん
2箱セット

米沢牛 すき焼用切落とし

職 人 たち が 厳 選し た 牛 た んを、
一枚一枚丁寧に昔ながらの手ぶり
の焼き塩などで味 付け、熟 成にこ
だわって仕上げた逸品。厚切牛た
んで食べ応えがございます。サクッ
とジューシーな味わいをご堪能くだ
さい。

味の牛たん 喜助 職人仕込牛たん詰合せ

103-773

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。

包装不可
のし可

￥20,000（税込・送料込）

◎神戸牛もも肉200g×2、特製ごまぽん酢200ml◎セット箱：21.5×23×7.5cm
※沖縄・離島は配送不可 ※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。

米沢牛

飛騨牛
103-772

※調理例

103-776
※調理例

※調理例

他の商品とは別便
（冷凍）
でお届けいたします。

※調理例

包装不可
のし可

￥10,800（税込・送料込）

103-774

◎Ａ５ランク近江牛バラ又はモモ350ｇ、
自家特製手造りハンバーグ120ｇ×5個
◎セット箱：38×23×12cm
※12/26〜1/12のお届け日はご指定できません。

飛騨牛Ａ５ランク
サーロインステーキ用

神戸牛

近江牛

大 切な方 へのご贈 答に、 選りすぐりのお肉が 大 集 合 ! !

包装不可
のし不可

￥6,200（税込・送料込）

◎和牛ももしゃぶしゃぶ用200g、エゴマ豚ロースしゃぶしゃぶ用300g◎セット箱：
21×27.5×4.5cm◎日本製 ※12/28〜1/15のお届け日はご指定できません。

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。
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一 流 の 味 を 楽しむ
リューズ 飯塚 隆太

★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★★

有名シェフの
味

モルソー 秋元さくら

ジョエル・ロブション氏の系列店で経験を積
んで技を磨き、2005年『ラトリエ ドゥ ジョエ
ル・ロブション 』シェフに 就 任 。2 0 1 1 年
『 Restaurant Ryuzu 』
をオープン。フレン
チ界をけん引する実力シェフ。

2009年にソムリエでもある夫と共に目黒に
フレンチビストロ「 モルソー」をオープン。
2019年「東京ミッドタウン日比谷」に移転。
繊細で美しいフレンチが人気。

※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。

国産牛を使った濃厚な味わいのビーフシ
チュー。赤ワインを効 か せたデミグラス
ソースでじっくり煮込み、風味豊かに仕上
げました。ぷりぷりのマッシュルームと国産
牛肉のうまみが詰まった、本格フレンチの
ビーフシチューをお届けします。

赤ワインに付け込んだ希少部位の牛ほほ肉をデ
ミグラスソースでじっくり煮込み、手間ひまをかけ
て丁寧に作りました。
とろけるような牛ほほ肉の
濃厚で芳醇な味わいをお楽しみください。 お好
みでマッシュポテトや彩り野菜を添えて頂くとより
華やかなメインディッシュとなります。

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

飯塚隆太監修
国産牛のビーフシチュー

秋元さくら監修
牛ほほ肉の赤ワイン煮込み

ラ・ロシェル
坂井シェフが38歳でオーナーシェフと
してフレンチレストラン
『ラ・ロシェル』
を
南青山にオープン。現在は福岡店、
山王店と3店舗を展開中。

坂井 宏行
伝 説の番 組『 料 理
の鉄人』
に出演する
など、言わずとしれた
フレンチ界の巨匠。

※調理例

※調理例

包装不可
のし可

￥5,400（税込・送料込）

103-777

◎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
※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。

103-780

※沖縄・離島は配送不可

包装不可
のし可

4箱セット

￥5,400（税込・送料込）

◎220g×4箱◎セット箱：19×28×6.5cm
※沖縄・離島は配送不可 ※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。

103-781

包装不可
のし可

2袋セット

￥5,400（税込・送料込）

◎150g×2袋◎セット箱：17.5×20.5×7.5cm
※沖縄・離島は配送不可 ※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ 落合 務

日本料理寺田 寺田 繁

東京・銀座『ラ・ベットラ・ダ・オチアイ』
のオーナーシェフ。現・日本イタリア料
理協会名誉会長を務めるほか、数々
の賞を受賞するなど、
日本のイタリア
料理界をけん引する第一人者。

大阪市心斎橋の「懐石料理 桝田」にて15年間修
業し、2015年「日本料理 寺田」
を開業、2017年か
ら4年連続ミシュランで一つ星評価。こだわりの数寄
屋造りのお店で、四季折々の旬食を提供。

※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。

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

103-778

8個セット

楠野 大
包装不可
のし可

￥5,400（税込・送料込）

◎145g×8個◎セット箱：16.3×28.2×9cm
※沖縄・離島は配送不可 ※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。
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キャベツと豚肉の甘みがスープと絡まりあう、
スープで楽しむロールキャベツです。
スープはトマトベースのミネストローネと、
コクのあるクリームスープの2種類です。
湯せんで食べられ、食卓に彩を添えます。
ラ・ロシェル 入 社 後 、
坂井さんの「懐石フレ
ンチ 」を継 承しつつ 、
自らの 持ち味を発 揮
した 料 理を創 作 。
2 0 1 7 年 にはラ・ロ
シェル山 王 店の料 理
長に就任。

楠野大監修
スープdeロールキャベツ

103-779

※調理例

包装不可
のし可

￥4,536（税込・送料込）

◎ロールキャベツ100g×4個、
ミネストローネ・クリームスープ各150g×2袋◎セット箱：22×28.8×8cm
※沖縄・離島は配送不可 ※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。

※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。

※調理例

肉汁たっぷりのハンバーグは余分なうま味
調味料は使わずに仕上げました。
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。

国産の牛すじをじっくり下茹でし、すじ肉の
モッチリとした独特の食感を楽しめます。特
製の大窯でじっくり煮込み、
しっかりと味を
沁み込ませた逸品です。

落合務監修
牛肉100％のハンバーグ（黒トリュフソース）

103-782

6個セット

包装不可
のし可

￥5,400（税込・送料込）

◎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 ※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。

他の商品とは別便
（冷凍）
でお届けいたします。

寺田繁監修
国産牛すじ煮込み

103-783

包装不可
のし可

6袋セット

￥5,400（税込・送料込）

◎120g×6袋◎セット箱：20×29×4cm
※沖縄・離島は配送不可 ※12/25〜1/7のお届け日はご指定できません。

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。
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パックのままレンジで温めるだけですぐにお愉しみいただけ
る本格海鮮鍋を3種セットでお届けします。濃厚な味噌味が
特徴の石狩鍋、北海道産紅ずわいがにを使用した醤油味
のかに鍋、秋鮭とサーモンを使用した塩味仕立の鮭うしお
汁。1パック一人分なので、いつでもお手軽にお召し上がり
いただけます。

人 気の美 味が 勢 揃い

ごちそうグルメ
選び抜いた米沢牛を便利なすき
焼鍋のセットにしました。
「米沢牛
黄木」の直営レストランで使用す
る伝 統の味 噌だれが米 沢 牛の
美味しさを更に引き立たせます。
ガスコンロやIHで温めるだけで
お召し上がりいただけます。
おおき

金剛閣の米沢牛すき焼鍋

103-784

4個セット

簡易
包装

包装不可
のし可

小樽の小鍋セット

￥10,800（税込・送料込）

103-787

◎赤身すき焼鍋約380g×2、霜降りすき焼鍋約380g×2
◎セット箱：37.5×41×7.2cm

※調理例

￥5,400（税込・送料込）

6個セット

◎石狩鍋280ｇ×2個、
かに鍋280ｇ×2個、鮭うしお汁280ｇ×2個◎１パック：
13×13×5.5cm◎セット箱：29×40.5×6.5cm

※盛り付け例

※調理例

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。

北海道産の帆立を使用しています。
アスパラやとうもろこし、バターが
入っておりますので、お好みでお醤油をたらしてグリル等で焼いていた
だくと、
プリプリの食感をお楽しみいただけます。

お吸い物
付き

帆立バター焼きセット

103-785

包装不可
のし可

7枚セット

◎100g×7枚◎セット箱：25.6×35.6×7.3cm

浜名湖 うなぎ長焼

103-788

￥5,680（税込・送料込）

※盛り付け例

簡易
包装

2パックセット

◎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

石川県産ぶり西京焼

※調理例

￥6,200（税込・送料込）

『所さんお届けモノです！』
でも紹介されました。

金沢の台所、近江町市場の中にある老
舗の焼魚専門店「のざき」がお届けす
るこだわりの焼魚セットです。
※調理例
※盛り付け例

※調理例
※調理例

※盛り付け例

石川県産ぶり酒粕焼

金沢近江町市場 のざきの焼魚 厳選セット

103-786

6切セット

簡易
包装

￥5,940（税込・送料込）

◎石川県産ぶり西京焼、石川県産ぶり酒粕焼、銀さけ西京焼、銀さけ酒粕焼、
さわら西京焼、
さわ
ら酒粕焼 各１切◎セット箱：29×25×7cm

6

※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。

美しい姿と、他種のエビを凌駕するおいしさで、不動の人気をほこる車海
老。本場熊本天草産、豊かな自然環境で育まれた新鮮な車海老を活〆し
急速冷凍しました。塩焼き・ボイルでお召し上がりください独特の香りと甘さ
が絶品です。

天草産車海老 活〆生冷凍

103-789

2袋セット

◎250g
（6〜10尾）
×2袋◎セット箱：34×25×7cm

簡易
包装

￥8,500（税込・送料込）

他の商品とは別便
（冷凍）
でお届けいたします。

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。

エゴマ豚 極熟 香味和紙包みセット

103-790

6枚セット

包装不可
のし不可

￥4,980（税込・送料込）

◎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
※12/28〜1/15のお届け日はご指定できません。

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。
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とっておきがみつかる

バラエティー
コーナー
※イメージ

※イメージ

※盛り付け例

※盛り付け例

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碾きそば
の詰合わせ。素材を生かした味と香り豊かな逸品です。

遠州喜泉庵 手折り銘茶そば・石臼碾そば

103-791

8袋セット

￥3,780（税込・送料込）

簡易
包装

※調理例

※調理例
久留米モヒカンらーめん味壱家

※調理例

※調理例

鎌倉ハム富岡商会
特選ハム２本詰め

￥4,800（税込・送料込）

103-797

◎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：25.5×25.6×7cm

包装不可
のし不可

￥6,480（税込・送料込）

◎特選ホワイトロースハム380ｇ、特選ももハム
（ホワイト）
320ｇ◎セット箱：14.9×19.7×8cm

お届け開始日:11月20日
（土）

お届け開始日:11月20日
（土）

循環型農業で
育てたパイナップル

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。

横浜家系ラーメン侍

高山ラーメン桔梗屋

明治33年、鎌倉ハム富岡商会が設立されて
から100年以上経った現在も、伝統の技術と
味わいを、鎌倉の地で守り続けています。

包装不可
のし不可

日本ハム 本格派ギフト

103-796

◎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

喜多方ラーメン一平

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。

やえやまファームはパイ
ナップルジュースの搾りか
すから豚の飼料を作り、
そ
の飼料で育てた豚の糞尿
で作った堆肥をパイナップ
ル栽培に利用。畜産と農
業をリンクさせ、島内で完
結できる、循環型農業に
取り組んでいます。

※調理例

宇都宮餃子会正会員の確かな味が光る餃
子。栃木県産豚肉、にら、国産野菜を使用
した肉餃子と、野菜餃子の食べ比べをお楽
しみください。
また、豚嘻嘻オリジナルの餃
子タレをお付けしています。

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。

全国銘店ラーメン詰合せ

103-792

8食セット

簡易
包装

とん

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

き っき

包装不可
のし不可

宇都宮餃子 豚嘻嘻 肉餃子・野菜餃子

￥3,780（税込・送料込）

◎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

103-793
◎肉餃子、野菜餃子 20個入各１箱、豚きっきオリジナルタレ付き
◎セット箱22.5×17×17.5cm

￥3,780（税込・送料込）

103-798

石垣島・やえやまファームの循環型農業で育てら
れた完熟パイナップルを、
グループ工場で丸ごと
絞った濃厚なパイナップルジュースです。

簡易
包装

￥4,010（税込・送料込）

セット

石垣島産 パイン100％ジュース

◎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：16.4×41×8.7cm

103-799

こちらの商品は お届け開始日:11月10日
（水） お届け最終日:12月24日
（金）になります。
※お届け日はお申込日より12日以降をご指定ください。
（ 12/25以降のお届け日はご指定できません。）

2本セット

◎900ml×2本◎セット箱：32.5×19×8.5cm

包装不可
のし可

￥6,200（税込・送料込）

イタリアとスペインのオーガニック金賞ワインの飲み比べ

スペイン
イベリコ・セラーノ食べ比べセット

103-795

包装不可
のし可

￥5,300（税込・送料込）

〈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。

※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。

辛

甘

重

軽

辛

甘

オーガニック金賞ワイン6本セット

103-800

6本セット

重

軽

簡易
包装

辛

⑥オールドハンズ･ロブレ･オーガニック
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￥4,320（税込・送料込）

ハモン セラーノ

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。

⑤エスパナチュレ･ベルデホ･オーガニック

103-794
◎330g◎19.4×14×2.4cm

包装不可
のし可

※ハモン セラーノ調理例

④エスパナチュレ･テンプラニーリョ･オーガニック

かば田 無着色昆布漬辛子めんたい

※調理例

③ミラル･ビアンコ･オーガニック

大正10年（1921年）
に漬物屋として創業した「かば田」こ
だわりの明太子です。ひと粒ひと粒がお口の中ではじけ
る、粒がしっかりとして味わい深い完熟子と成熟子にこだ
わりました。形がふっくら整っているものをたらこ本来のや
さしい色合いを生かした昆布漬に仕上げました。

②ネロ･ダヴォラ･シチリア･オーガニック

※盛り付け例

① ピノグリージョ･デッレ･ヴェネツィエ･オーガニック

ハモン イベリコ

※ハモン イベリコ調理例

甘

重

軽

￥8,600（税込・送料込）

◎①DOCヴェネト
（イタリア／白） ②DOCシチリア
（イタリア／赤） ③IGPシチリア
（イタリア／白） ④IGPカス
ティーリャ
（スペイン／赤）⑤IGPカスティーリャ
（スペイン／白）⑥DOイェクラ
（スペイン／赤）
［共通］
◎750㎖
◎12〜14度 ※ワインのビンテージやセット内容が変わる場合があります。

他の商品とは別便
（冷凍）
でお届けいたします。

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。

THE 軽井沢ビール 飲み比べセット

103-801

簡易
包装

￥3,960（税込・送料込）

◎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、冬紀行プレミアム、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

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。
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癒される美 味しさ

スイーツ・お菓子

なめらかでくちどけの良いこだわりのアイスクリーム。
ご家庭で手軽にお楽しみいただけるカップタイプです。

サクッとしたタルト生 地と、
アーモンドプードルで焼き上
げた生 地に、
カスタード風
味クリームと、 色とりどりの
フルーツをトッピングした、
「 銀 座 千 疋 屋 」オリジナル
のフルーツタルトです。

コールド・ストーン・クリーマリー
プレミアムアイスクリーム

103-802

6個セット

包装不可
のし可

￥4,536（税込・送料込）

◎約700g◎直径：約15cm◎セット箱：18×18×12cm

ブラックココアクレープ

ティラミス

コーヒーゼリー

パイ

ティラミス

栗

りんご

ちぃず

苺

しょこら

抹茶

オレンジ

クッキー&クリーム

ミルクティー

おむすびケーキセット

103-803

簡易
包装

10個セット

￥6,600（税込・送料込）

◎10個◎ティラミス、栗、
りんご、ちぃず、苺、
しょこら、抹茶、オレンジ、
クッキー&クリー
ム、
ミルクティー 各1個◎セット箱：23×19×10cm

こちらの商品は お届け開始日:11月10日
（水） お届け最終日:12月24日
（金）になります。
※お届け日はお申込日より12日以降をご指定ください。
（ 12/25以降のお届け日はご指定できません。）

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。

杏仁の風味爽やかなエッグタルトです。
トース
ターで温めるとサクっとした生地がおいしいエッ
グタルトに、冷蔵庫で解凍すると冷たいスイーツ
として、2通りにお楽しみいただけます。

チャイデリカ 杏仁エッグタルト

103-804

12個セット

◎
（35g×6個）
×2袋 計12個◎セット箱：15.5×25.5×8.5cm
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ふくち☆リッチジェラート
あまおうセット
￥5,400（税込・送料込）

※北海道・沖縄・離島は配送不可

※沖縄・離島は配送不可

見た目はおむすび、
なのに中身はケーキのユニークなスイーツ。
ワン
ハンドで食べられるお手軽サイズです。
ティラミス、栗、苺など、豊富な
バリエーションをお楽しみいただけるセットです。

マスカルポーネクリーム

簡易
包装

￥4,320（税込・送料込）

103-806

◎約3ｋｇ
（6個）◎マンゴストロベリークリーム・ミルクストロベリー、ベリーベ
リーショートケーキ、
チョコレートブラウニー、
キャラメルアーモンド、
ミルク抹茶
各１個◎セット箱：25×34×18.5cm ※沖縄・離島は配送不可

ココアスポンジ

包装不可
のし可

銀座千疋屋 銀座タルト
（フルーツ）

103-805

6個セット

簡易
包装

銀座千疋屋
銀座フルーツクーヘン

じっくり香り豊かなラム酒に漬けたレーズン
を、上品な甘さのクリームと一緒に、厚めの
クッキーにサンドしました。
簡易
包装

￥3,240（税込・送料込）

103-807

◎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

サクサクのパイ生地に風味豊かなクリームを挟み、
チョコレートでコーティングした「銀座千疋屋」オリジ
ナルのミルフィーユです。

￥4,104（税込・送料込）

◎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：17.3×24×13.7cm

※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。

果汁を混ぜ込みしっとり仕上げた、
彩も美しい2層のバウムクーヘンです。

銀座千疋屋 銀座ミルフィーユ

103-809

簡易
包装

￥3,240（税込・送料込）

◎約500g（ 15個）◎プラリネ、
メロン、
ストロベリー各5個◎セット箱：
23×38.5×5cm ※沖縄・離島は配送不可

他の商品とは別便
（冷凍）
でお届けいたします。

銀座千疋屋
銀座レーズンサンド

簡易
包装

￥3,240（税込・送料込）

103-808
◎約650g
（15個）
◎セット箱：20.5×32×4cm

※沖縄・離島は配送不可

フルーティなゼリーと、果汁入りの生地に果肉をトッ
ピングしたオリジナルフィナンシェ、
ざっくりとした食感
のクッキーにクリームをサンドしたヴァッフェル。バラ
エティに富んだ詰め合わせです。

銀座千疋屋 銀座バラエティセット

103-810

簡易
包装

￥5,400（税込・送料込）

◎約1.5ｋｇ◎銀座ゼリー6種各1個（ラ・フランス、
マンゴー、
キウィ、
グレープフルーツ、
ブルーベリー、
さ
くらんぼ）銀座フルーツフィナンシェ5種各2個（ストロベリー、パイナップル、
アップル、
マロン、バナナ＆
チョコレート）
銀座ヴァッフェル2種各4個
（バニラ、
イチゴ）
入り◎セット箱：44.8×38×5cm
※沖縄・離島は配送不可

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。 11

