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

【個人情報の取り扱いに関する確認事項】

販売元：株式会社三洋堂

右記のクレジット会社が
ご利用いただけます。クレジットカード

※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 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。

お振込み、クレジットカードからお選びください。3

ご注文日から7日以降のお届け日をご指定いただけます。2 （一部商品を除く）

ご注文に際しての注意事項

「のし」について

のし不可

「のし」不可能

のし可

「のし」可能

「のし」の対応は商品によって異なります。
右記のマークで「のし」の対応ができる商品かご確認いただき、
別紙専用注文書の「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種類になります（一部商品を除く）。名入れは承れませんのでご容赦ください。

（株）三洋堂オペレーションセンター1

FAX受信確認のお問合せは 0120-57-3410
サン     ヨー      ドー

通話料
無料

通話料
無料
■受付時間 ◎月～金／10:00～18:00 ◎土・日・祝／休み ■受付時間／24時間

■受付時間 ◎月～金／10:00～17:00 ◎土・日・祝／休み
TEL.048-731-5305

繋がりにくい場合はこちら

■受付時間 ◎月～金／10:00～17:00 ◎土・日・祝／休み
※通話料はお客様ご負担になります。

※携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます。
※12/29～1/3はお休みさせていただきます。

※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。
※12/29～1/3の受付確認は1/4になります。

お
電
話

0120-39-3410
サンキュー　 サン ヨー ドー サン ヨー ドー

0120-38-3410  通信料
無料

F
A
X

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、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。

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：兼頼 昌之
酒類販売管理受講年月日：2022年9月16日
次回研修の受講期限：2025年9月15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

20歳未満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。

株式会社 三洋堂

年内お届け
ご注文締切日 商品のお届け ご注文日から7日以降で

ご指定ください

お客様サービスセンター 0120-57-3410
サン　　ヨー　   ドー

通話料
無料

■受付時間　◎月～金／10:00～17:00　◎土・日・祝／休み
ご注文以外の
お問合せは

（一部商品を除く）

お支払い

お届け

ご注文

12月20日（火）まで
（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。

※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。
※商品により、離島などのお届け先には対応できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ただし、12/30～1/7はお届けできませんのでご了承ください。（注）
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。
なお、12/21～12/28と1/4～1/5のご注文は1/12以降のお届け日をご指定ください。
（注）対象期間が異なる商品は、商品ページに記載してあります。
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ち
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め
て
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※価格は消費税＆送料込みの価格です。
媒体コード：99221003 カタログ有効期限：2023年1月31日SP220906

（一部商品を除く）
12月20日（火）まで年内お届け

ご注文締切日

商品のお届け ご注文日から7日以降で
ご指定ください（一部商品を除く）

ウインター
ギフト

お
歳
暮

2022

※12/29～1/3はお休みさせていただきます。
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◎モナリザ・ブイヨン煮込みのフレンチカレー、プレミナンス・フレンチレストランの欧風カレー、ラ カーサ ディマルコ・野
菜ごろごろイタリアンカレー、神戸精養軒・トマトベースのビーフカレー、乃木坂しん・お出汁をきかせたビーフカレー 
各200g×各1箱、レストランリューズ・果物で煮込んだビーフカレー180g×1箱◎セット箱：15×36.3×6.8cm◎
賞味期限：製造日より常温約2年　※沖縄・離島は配送不可 ※12/26～1/10のお届けはできません。

￥4,320（税込・送料込）
レストランシェフ監修 カレー6種
103-427 6箱セット

国内の名だたるレストランのシェフが監修する、個性
あふれるカレーをご自宅で食べ比べ。世界フランス
料理コンクール金賞に輝いた実績を持つプレミナンス・
川本シェフ、フレンチの巨匠ジョエル・ロブションの元、
修行を積んだリューズ・飯塚隆太シェフなど、そうそう
たる顔ぶれが提案するカレーをお楽しみください。

のし可

◎牛すじ煮込み120g×2袋、牛丼の素135g×5袋◎セット箱：17×13.5×14cm◎賞味期限：出荷
日より冷凍約60日　※沖縄・離島は配送不可 ※12/26～1/10のお届けはできません。

寺田繁監修 国産牛牛丼の素とすじ煮込み
￥5,400（税込・送料込）103-425 7袋セット

素材の味を大切にしたシェフが監修した、具
材に国産のたまねぎと牛蒡を使用した脂身少
なめの牛丼の素と、モッチリとした独特の食感
を楽しる牛すじ煮込み。ともに特製の大窯で
じっくり煮込み、芯まで沁み込ませた逸品です。

のし可
◎鶏からあげもも肉（調理済み）300g×4袋、柚子胡椒ソース・梅肉だれ 各40g×2袋
◎セット箱：22×28×8cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約60日　
※沖縄・離島は配送不可 ※12/26～1/10のお届けはできません。

村田明彦監修 からあげギフト（2種ソース付き）
￥5,400（税込・送料込）103-424 4袋セット

※調理例※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。ワインと黒
トリュフを使っ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。

◎ハンバーグ150g×6個、黒トリュフソース180g×1本◎セット箱：21.5×27.6×7.7cm◎賞味期限：
出荷日より冷凍約60日 ※沖縄・離島は配送不可 ※12/26～1/10のお届けはできません。

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）103-426 6個セット

※調理例※調理例

◎チーズインハンバーグ（焼成済）130g×7個、オニオン＆ペッパーソース20g×7袋◎セット箱：
16.3×28.2×9cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約60日　※沖縄・離島は配送不可 ※12/26～
1/10のお届けはできません。

坂井宏行監修
チーズインハンバーグ（特製ソース付）

￥5,400（税込・送料込）7個セット103-423
のし可

◎ローストビーフ350g×1個、特製ガーリックペッパーソース120ml×1本◎セット箱：20.8×21.2×7.2cm
◎賞味期限：出荷日より冷凍約60日　※沖縄・離島は配送不可 ※12/26～1/10のお届けはできません。

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）103-421
のし可

※調理例※調理例

◎145g×8個◎セット箱：16.3×28.2×9cm◎賞味期限：製造日より冷凍約360日　
※沖縄・離島は配送不可 ※12/26～1/10のお届けはできません。

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）103-422 8個セット

※調理例※調理例 ※調理例※調理例

※調理例※調理例 ※調理例※調理例

※調理例※調理例 ※調理例※調理例

※調理例※調理例

落合 務
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。

※調理例※調理例

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ

※調理例※調理例

レンジやトースターで簡単に食べられる、常
備食として便利な調理済みからあげ。さらに
味を楽しめるよう付けられたソースは、ピリッ
とした辛味のある柚子胡椒ソースと、さっぱ
り感を楽しめる梅肉だれの２種類です。

牛肉と豚肉と鶏肉をバランスよく配合し、独自の製
法で練ったパティを焼き上げました。ブレンドした
チーズをハンバーグの中に閉じ込めています。特製
のオニオン＆ペッパーソースをかければさらに食欲
をそそる香りが漂う、坂井シェフこだわりの逸品です。

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。

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。

季旬 鈴なり

村田 明彦
ミシュランガイド東京でも連続で一つ
星を獲得。有名老舗料理店での修行を
経て2005年に東京四谷荒木町で同
店をオープンし、本格的でありながら
柔軟な料理が老若男女に支持される。 日本料理 寺田

寺田 繁
『懐石料理 桝田』にて15年間修業し、
師匠の桝田兆史氏の薫陶を受けて腕
を磨く。2015年日本料理寺田を開業、
2017年から連続でミシュランで一つ
星を獲得。

ラ・ロシェル

坂井 宏行
言わずとしれたフレンチ界の巨匠、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。

国内有名レストランのシェフ

のし可 のし可

のし可

モナリザ

ラ カーサ ディ 
マルコ

神戸精養軒

プレミナンス

リューズ

乃木坂しん

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。
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◎130g×2箱（しお味付き）◎セット箱：26.5×36.5×5cm◎賞味
期限：出荷日より冷凍約180日 ※沖縄・離島は配送不可

味の牛たん 喜助 
職人仕込牛たん詰合せ

￥6,631（税込・送料込）103-428 2箱セット

のし可

北海道で水揚げされた紅ズワイガニをまるごと一尾
使用。かにから出る濃厚な出汁が食欲をそそります。
鍋たれには「甘えび魚醤油」を隠し味に、風味豊か
な味わいをお楽しみいただけます。

◎紅ズワイガニ姿380g、助宗鱈切身40ｇ×3切、するめいかカット
100ｇ、かに入りつみれ3個、えび入りつみれ3個、とりごぼうつみれ3
個、うどん250ｇ、えび魚醤油入たれ50m l×2袋◎セット箱：
25.6×35.6×8.9cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約30日　※沖縄・
離島は配送不可 ※12/30～1/12のお届けはできません。

紅ズワイまるごと海鮮鍋
￥6,480（税込・送料込）103-432

のし可

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。

大正12年創業の老舗『米沢牛黄木』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：20×26×10cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約
30日 ※離島は配送不可 ※12/30～1/10のお届けはできません。

米沢牛 
すき焼き用切落とし

￥5,400（税込・送料込）103-429
のし可

※調理例※調理例※調理例※調理例

※盛り付け例※盛り付け例※盛り付け例※盛り付け例

◎A5ランク飛騨牛カタ肉250ｇ◎セット箱：23×31×5cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約30日

A5ランク飛騨牛 すき焼き用
￥6,480（税込・送料込）103-431

岐阜県の名産「飛騨牛」は、豊かな自然
の中で優れた技術をもつ生産者の手に
よって安全・安心にこだわり愛情深く育
てられた逸品です。あっさりとした味わい
が特徴の赤身肉をお届けします。

のし可

◎モモバラ350g◎セット箱：24×29×7cm◎賞味期限：製造日より冷凍約60日

近江牛 すき焼き用
￥6,912（税込・送料込）103-430

日本三大和牛の一つ近江牛は、琵琶湖
を囲む豊かな環境で育てられ、やわらか
く芳醇な香りの肉質と融点が低く口溶け
良い脂質が特徴です。モモバラの部位
は出汁がよく出ます。すき焼きなど煮込み
料理でご賞味ください。

のし可

※盛り付け例※盛り付け例※調理例※調理例

仙台仙台
牛たん牛たん

紅ズワイ
ガニ
紅ズワイ
ガニ

米沢牛米沢牛

近江牛近江牛

うなぎうなぎ

※盛り付け例※盛り付け例

小樽の小鍋セット

◎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◎賞味期限：出荷日より冷凍約
30日 ※沖縄・離島は配送不可 ※12/30～1/12のお届けはできません。

￥5,400（税込・送料込）103-434 6個セット

※盛り付け例※盛り付け例

のし可
◎鰹タタキ300ｇ×2袋、たれ・塩付き◎セット箱：26×43×9cm◎賞
味期限：出荷日より冷凍約60日 ※北海道・沖縄・離島は配送不可 
※12/30～1/11のお届けはできません。

完全ワラ焼き鰹タタキ 龍馬タタキ
￥4,300（税込・送料込）103-435 2袋セット

東沖で一本釣りされた戻り鰹を、四万十川流域の
米ワラを使って職人が丹精込めて手作業で焼き
上げる土佐の伝統製法の「完全ワラ焼き」
で仕上げました。ワラ焼きならではの風味を
お楽しみいただけます。タレに使っているゆず
と塩は、どちらも高知産です。

本格海鮮鍋の3種セット。濃厚味噌味
の石狩鍋、醤油味のかに鍋（北海道
産紅ずわいがに使用）、秋鮭とサーモン
は塩味仕立の鮭うしお汁。1パック
一人分をそのままレンジで温めるだけで、
お手軽にお召し上がりいただけます。

お吸い物
付き

お吸い物
付き

浜名湖 うなぎ長焼

◎うなぎ蒲焼約110g×2パック、たれ・山椒・お吸い物各2袋◎セット
箱：15×32×2cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約30日 ※沖縄・離島
は配送不可

￥6,200（税込・送料込）103-433 2パックセット

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。

のし可

肉と魚介

飛騨牛飛騨牛 海鮮鍋海鮮鍋 鰹鰹

「ご馳走」 の主役！！

のし可

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。
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◎きりたんぽ270g（90g×3本）、スープ300g、比内地鶏味
付け40g、乾燥野菜10g（舞茸3g/ごぼう4g/セリ3g）、フ
リーズドライ野菜（ねぎ）3g、糸こんにゃく60g◎セット箱：
18.2×13.2×13.2cm◎賞味期限：製造日より常温約90日
※沖縄・離島は配送不可 ※12/30～1/11のお届けはできません。

本場大館 きりたんぽ玉手箱
￥4,860（税込・送料込）103-441

大館市民500名の試食会を重ねて出来た本場の味のきりたんぽ。乾燥野菜
入りなので、セットの具材を10分煮込むだけの簡単調理。さらにお好みで新
鮮な野菜を加えれば、お楽しみが広がります。

のし可

讃岐うどんの指折りの有名店の味を再現した
詰め合わせ商品。ギフトでもご家庭でも、お楽し
みいただける楽しいセットです。

◎1310g（８食）◎山下うどん（麺２５０ｇ、つゆ５０ml）、田村うどん（麺２５０ｇ、つゆ４０ｇ）、竹清の釜かけ
うどん（麺２５０ｇ、つゆ２５ml）、はりやうどん（麺２５０ｇ、つゆ４０ml） 各２食◎セット箱：30.5×43.5×5cm
◎賞味期限：製造日より常温約90日

讃岐銘店うどん詰合せ
￥4,104（税込・送料込）103-444 8食セット

のし可

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。

◎1300ｇ（８食）◎札幌のらーめん 吉山商店（麺110ｇ、スープ62ｇ）、喜多方ラーメン 一平（麺130ｇ、
スープ40ｇ）、東京ラーメン ひるがお（麺110ｇ、スープ46ｇ）、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◎賞味期限：製造日より常温約90日

全国銘店ラーメン詰合せ
￥4,104（税込・送料込）103-443 8食セット

※調理例※調理例

※調理例※調理例 ※調理例※調理例

※調理例※調理例

札幌のらーめん 吉山商店

東京ラーメン ひるがお 久留米モヒカンらーめん味壱家

のし可

喜多方ラーメン一平

銀たら 煮付け海鮮おこわ

西京漬 酒粕漬

たこおこわ

プレーンおこわ

牡蠣おこわ

めぬけ 煮付け

きんき 煮付け

※調理例※調理例

※調理例※調理例 ※調理例※調理例

※調理例※調理例

はりやうどん

田村うどん 竹清うどん

山下うどん

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。

※調理例※調理例※調理例※調理例

※調理例※調理例

※盛り付け例※盛り付け例 ※盛り付け例※盛り付け例

※盛り付け例※盛り付け例

※盛り付け例※盛り付け例

※盛り付け例※盛り付け例

※生野菜追加時のイメージ※生野菜追加時のイメージ

◎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
◎賞味期限：製造日より冷凍約365日

宇都宮餃子 豚嘻嘻  肉餃子・野菜餃子
￥3,780（税込・送料込）103-439

きっきとん

愛媛県で水揚げされた、いか・鯛・ハモ
を使用した海鮮しゅうまいです。レンジ
対応・少量小分けで、手軽に無駄なく
お召し上がりいただけます。

◎24個◎いか、鯛、ハモ 各4個入×2パック◎セット箱：27×40×4.7cm◎賞味
期限：出荷日より冷凍約30日　※北海道・沖縄・離島は配送不可

八幡しゅうまい詰合せ
￥4,860（税込・送料込）103-438 6パックセット

◎ハモンイベリコ4年熟成、セラーノ18ヶ月熟成生ハム、イベリコ豚
プレミアムサラミ、イベリコ豚プレミアムチョリソー 各20g×1パック
◎セット箱：27×20×13cm◎賞味期限：出荷日より冷蔵約30日

スペイン王室献上品
生ハムセット

￥5,400（税込・送料込）103-436 4パックセット

海鮮だしで炊いたプレーンの他、大粒のかき、たこ、
が入った滋味深い味わいの海鮮おこわ3種と、北の
横綱と言われる「きんき」、目がぬけるほど美味しい
「めぬけ」、高級魚の「銀たら」の大振りの煮付けを
セットにした、豪華な詰合せです。

◎おこわ（プレーン、たこ、牡蠣）各1個、煮付け（きんき、めぬけ、銀たら）
各100g×各1袋◎セット箱：23.5×32×5cm◎賞味期限：出荷日
より冷凍約180日　※沖縄・離島は配送不可

海鮮おこわと煮付け詰合せ
￥5,400（税込・送料込）103-440 6種セット

のし可

最高級のイベリコ豚の中
でもレアル・ベジョータを
使用した豪華な生ハム。
スペイン王室でも使われ
ている4年熟成の商品で
す。スペイン国内でも入
手困難な4年熟成をスペ

イン職人の手切りによって、一番おいしい状態でお
届けいたします。チーズのような味わいが特徴で
す。熟成期間によって、味の違いがわかるように白
豚セラーノの18ヶ月熟成の生ハムとイベリコ豚の
サラミ、チョリソーなどを詰め合わせました。

ラムの肩ロースをスライスし、醤油ベースのオリジ
ナルタレに漬け込んだ味付ラムです。事前に味付
け処理をしておりますので、焼くだけですぐお召し
上がりいただける手軽さが魅力です。野菜との相
性も抜群で、タレと絡めながら焼くのがポイントで
す。また、ホットプレートで調理される場合は、袋の
中に残ったタレを絡めながら、最後に焼きうどんを
お召し上がりになるのがお勧めです。

◎味付羊肉300g×4袋◎セット箱：22×27.5×10.5cm◎賞味期
限：製造日より冷凍約300日　※沖縄・離島は配送不可

味付特上 
ラムジンギスカンセット

￥6,300（税込・送料込）103-437 4袋セット

のし可

のし可

のし可

◎ぶり西京漬×２個、ぶり酒粕漬×２個、さけ西京漬×１個、さけ酒
粕漬×１個、さわら西京漬×１個、さわら酒粕漬×１個◎セット箱：
40×29×4cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約90日 ※12/30～1/11のお届けはできません。

西京漬・酒粕漬セット
￥6,264（税込・送料込）103-442 8切セット

石川県金沢市「金澤北珍 肴の匠」から厳選されたこだわり漬魚セット。3種
類の魚を、西京漬と酒粕漬の2種類の味で48時間以上かけてじっくり漬け
込んだ食べ応えのあるセットです。

※調理例※調理例 ※調理例※調理例

ちょっとだけ
食べたい時

あると便利な軽食ギフト

のし可

御歳暮可・
御年賀不可

ご注文締切日:12月15日（木）

のし可

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。
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◎ダイヤ漬、ねぶた松前漬、ねぶた漬 各250g×1箱◎セット箱：
20.5×28.2×4.2cm◎賞味期限：［ダイヤ漬］出荷日より冷蔵
約30日［ねぶた松前漬・ねぶた漬］出荷日より冷蔵約45日 
※沖縄・離島は配送不可 ※12/29～1/7のお届けはできません。

おつな味づくしセット
￥5,562（税込・送料込）103-446 3箱セット

※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、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パック◎セット箱：25.5×25.6×7cm◎賞味期限：
出荷日より冷蔵約30日  ※沖縄・離島は配送不可 ※年始
の出荷・お届けはできません。

日本ハム 本格派ギフト
￥4,800（税込・送料込）103-449

のし可

御歳暮可・
御年賀不可

ご注文締切日:12月15日（木）
お届け開始日:11月21日（月）

和歌山県産柑橘１００％のストレートジュースのギフトセット。
独自の搾汁機を用いることによって、柑橘の果肉部分のみを
搾ることに成功。柑橘の本当においしい部分だけを搾って
できた、ピュアな味わいをお楽しみください。

◎180ml×10本◎みかん6本、きよみ、不知火、はっさく、あまなつ各1本◎セット箱：29×32.5×6.5cm◎賞味期限：製造
日より常温約360日 ※沖縄・離島は配送不可

伊藤農園 100％ピュアジュース180ml詰合せ
￥4,450（税込・送料込）103-450 10本セット

のし可

プリッと大きく濃厚な旨みが特長の、広島の殻付き牡蠣を厳
選し「ガンガン焼き」用の缶に入れてお届けします。強火で
牡蠣の入った缶を熱し、缶蓋の穴から湯気が出てきてから
5分程度で加熱終了。数分蒸らせばお召し上がりいただけます。

◎冷凍殻付牡蠣2.5㎏（約15～20個）、軍手1枚、牡蠣ナイフ、レシピ◎セット
箱：25×25×10cm◎賞味期限：到着後、冷凍保管のうえ約1ヶ月　
※北海道・離島は配送不可 ※12/29～1/11のお届けはできません。年内のお
届けを希望される場合は12/8までにご注文ください。

オレのガンガン焼き
（冷凍殻付牡蠣）

￥7,020（税込・送料込）103-445
のし可

のし可

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。

◎165g×2箱◎1箱：15.5×11×2.4cm◎賞味期限：冷蔵約14日 
※沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/7のお届けはできません。

かば田 
昆布漬辛子めんたい 斬れモノ

￥3,996（税込・送料込）103-448 2箱セット

のし不可

ラフランスの中でも糖度14度以上・2Lサイズの
ラフランスのみが「スーパーラフランス」と呼ば
れます。厳選した園地で収穫され、また厳しい
審査を通過した商品です。

フルーツ王国山梨の完熟フルーツで作ら
れた今までにないタイプのフリーズドライ
フルーツは、サクッと軽いエアリー食感な
のに濃厚でジューシー。旬の果実の美味
しさが、そのまま“ギュ”っと閉じ込められ
ています。

◎約1.5kg（6玉）◎1箱：28×19×11cm　※離島は配送不可

山形県産 スーパーラフランス
￥3,456（税込・送料込）103-455 6玉セット

◎シャインマスカット18g、完熟もも10g、黒ぶどう18g◎セット箱：20.3×9×7cm◎賞味期限：製造
日より常温約360日　※北海道・沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/7のお届けはできません。

エアリーフルーツ3種ギフトセット
￥4,978（税込・送料込）103-456 3瓶セット

※盛り付け例※盛り付け例

大ぶりの数の子が見栄えのする「ダイヤ漬」、数の子がたっぷりの「ねぶた
松前漬」、青森県民の愛する郷土の味「ねぶた漬」がセットになった、お酒
にもご飯にも期待が高まる味づくしです。

※盛り付け例※盛り付け例 ※盛り付け例※盛り付け例 ※盛り付け例※盛り付け例

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。

◎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：28.5×36.5×7cm
◎ビール◎賞味期限：製造日より約270日

THE 軽井沢ビール 飲み比べセット
￥4,320（税込・送料込）103-451

のし可

北海道各地のおいしい素材８種をギュッと詰
め込んだ、飲んで“ほっこり”のスープセットです。ご当地で好まれる味わいを追求した香り高いド

リップコーヒーを、飲み比べて楽しめるアソート
ギフトです。

◎東京クリアテイスト8g×12袋、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8g×4袋◎セッ
ト箱：39.5×21.9×4.8cm◎賞味期限：製造日より常温約390日
※年内お届けは12/27まで、年始の出荷・お届けはできません。

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 
プレミアムドリップアソートギフト

￥3,996（税込・送料込）103-452

厳選した国産野菜や高級果実を贅沢に使用して仕
上げた、豊かな味わいのギフト限定野菜生活です。

◎野菜生活100国産プレミアム（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本、デコポンミックス、
巨峰ミックス各2本）×各125ml◎セット箱：32×30.8×5.8cm
◎賞味期限：製造日より常温約540日 ※年内お届けは12/27まで、
年始の出荷・お届けはできません。

カゴメ 野菜生活100
国産プレミアムギフト紙容器

￥4,320（税込・送料込）103-454

お届け期間 11月中旬～12月下旬
ご注文締切日:12月9日（金）

ダイヤ漬

◎缶明太子 油漬け85g×3缶、めんツナかんかん（プレミアム、辛口、レギュラー）
各90g×3缶◎セット箱：25×15.5×6.7cm◎賞味期限：製造日より常温約3年

ふくや めんかんセット
￥4,320（税込・送料込）103-447 6缶セット

明太子を上質な綿実油に漬け、プチプチと美味しい新食感の
「缶明太子」と、明太子の漬け込み液をなじませた明太子味の
ツナ缶「めんツナかんかん」3種。〈ふくや〉の新しいカタチです。

缶明太子 めんツナかんかんねぶた松前漬 ねぶた漬

※盛り付け例※盛り付け例

のし可

のし可

フルーツ系
さわやか

◎コーンスープ、アスパラスープ、かぼちゃスープ、チーズコーンスー
プ各16.5g×4袋、オニオンスープ、札幌黄玉ねぎスープ各7g×4
袋、インカのめざめポタージュ20g×4袋、サーモンクリームスープ
17.2g×4袋 各1箱◎セット箱：42.6×28.7×5.7cm◎賞味期
限：製造日より常温約360日 ※年内お届けは12/27まで、年始
の出荷・お届けはできません。

北海大和 
北海道スープギフトセット

￥3,942（税込・送料込）103-453

ご注文締切日:12月15日（木）

※お届け日の指定はできません。

ご注文締切日:12月15日（木） ご注文締切日:12月15日（木）

のし可

御歳暮可・
御年賀不可

のし可

御歳暮可・
御年賀不可

のし可

御歳暮可・
御年賀不可

のし可

御歳暮可・
御年賀不可

8 9※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。
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◎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◎賞味
期限：なし　※沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/11のお届けはできません。

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

￥4,536（税込・送料込）103-459 6個セット
◎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◎賞味期限：製造日より常温約120日　
※沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/11のお届けはできません。

銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン
￥3,564（税込・送料込）103-464

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。

のし可

アーモンドプードルで焼き上げたサクッとしたタルト生地に、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。

◎約700g◎直径：約15cm◎セット箱：18×18×12cm◎賞味期限：出荷日より冷凍約30日　
※沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/11のお届けはできません。

銀座千疋屋 銀座タルト（フルーツ）
￥5,400（税込・送料込）103-462

フランス産ゲランド塩入りのベイクドチーズ風アイスクリームに
アーモンドクランチを混ぜ込み、４種類のフルーツソースを
合わせた、華やかなパルフェアイス。

◎約3kg◎ストロベリー、メロン、マンゴー、ブルーベリー 各2個◎セット
箱：24×18.5×16.5cm◎賞味期限：なし　
※沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/11のお届けはできません。

銀座千疋屋 銀座フルーツチーズアイス
￥6,480（税込・送料込）103-463 8個セット

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。

のし可

八天堂定番のくりーむパンに加えて、この季節限定
の『マロン』『あんバター』を詰め合わせました。季
節限定のフレーバーをぜひご堪能ください。

◎10個◎カスタード、マロン、あんバター 各2個、生クリーム＆カスタード、抹茶、小倉、チョコ
レート 各1個◎セット箱：18.5×26×11.5cm◎賞味期限：製造日より冷凍約180日

八天堂 冬限定 ほっこりくりーむパン
￥4,104（税込・送料込）103-457 10個セット

のし可

のし可

口どけなめらかなチョコアイスに、香り豊かなフルーツや
ナッツを加えた〈銀座千疋屋〉オリジナルの「銀座ショコラ
アイス」と、発売から変わらぬ製法で蜜漬けし豆芯まで
しっとりと甘みを含ませた〈花園万頭〉の代表銘菓「ぬれ
甘なつと」を５種のアイスに入れた「ぬれ甘なつとアイス」
との特選コラボアイスです。

◎約3kg（10個）◎銀座千疋屋ショコラアイス ホワイトチョコ（ストロベリー、レーズン）、
ミルクチョコ（オレンジ、ラムレーズンアーモンド、ピスタチオ） 各１個、
花園万頭ぬれ甘なつとアイス（バニラ・抹茶・小倉・黒糖・
きなこ黒蜜）各１個◎セット箱：24×19×17cm
◎賞味期限：なし　
※沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/11のお届けはできません。

銀座千疋屋 × 花園万頭 
特選アイス詰合せ

￥5,400（税込・送料込）103-461 10個セット

◎バームクーヘン約260g、くりーむパン（カスタード×2個、生クリーム＆カスタード、抹茶、小倉、
チョコレート 各1個）◎セット箱：18.5×26×11.5cm◎賞味期限：製造日より冷凍約90日

八天堂 
バームクーヘン・定番くりーむパン詰合せ

￥4,665（税込・送料込）103-458 2種7個セット

◎36本◎セット箱：17.2×24.3×7.8ｃｍ◎賞味期限：製造日より約90日 ※12/28～1/7のお届け
はできません。年内のお届けを希望される場合は12/15までにご注文ください。

東京凬月堂 パピヨット
￥2,860（税込・送料込）103-460

さっくりまろやかな食感のラングドシャを、くる
くるとおしゃれに巻いたパピヨット。フレッシュ
バターと卵白を使用し、まろやかな味わいに
仕上げています。

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。

◎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◎賞味期限：製造
日より常温約90日　※沖縄・離島は配送不可 ※12/28～1/11のお届けはできません。

銀座千疋屋 銀座ミルフィーユ
￥3,564（税込・送料込）103-465

のし可

縁起の良い贈り物として愛されるバームクーヘン
が可愛いハート形に焼きあがりました。ふんわり
優しいカスタード味のバームクーヘンと、八天堂定番
のくりーむパン5種類をお楽しみいただけます。

のし可

のし可

八天堂の
『定番くりーむパン』が入った
楽しい詰合せセット2つをご案内。

定番くりーむパン

バームクーヘン

ほっこり
しあわせ味

かわいい
愛され味

定番くりーむパン

季節限定くりーむパン

のし可

あまい誘惑 SWEETS Sweets

のし可

10 11※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。
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