
6校

冷蔵 配送料
込み冷凍 配送料

無料
記載マークの
ご説明

冷蔵便での
ご配送となります。

冷凍便での
ご配送となります。

表示価格に配送料が
含まれています。

全国送料無料にて
お届けいたします。

※その他の商品に付きましては、送料が別途かかります。
　離島等、一部配達できない地域がございます。

※表示価格は本体価格（税抜）と税込み価格の併用表記となっております。 ※器など撮影小物は、商品に含まれておりません。 ※盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。
※生鮮食品など一部商品は、天候などの条件により商品内容が変更になる場合がございます。
※パンフレット掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。くわしくは係員におたずねください。

お届け日のご指定などは、各店サービスカウンターにてご相談ください。

［酒類の販売について］ 未成年者の飲酒は法律で禁止されています。 酒類をご注文の際は、「未成年者飲酒禁止法」によりご年齢を確認させていただきます。

お品物のお届けについて

■ギフト承り期間:7月31日（日）まで ※お申し込みは各店サービスカウンターで承っております。くわしくはサービスカウンターにてお気軽におたずねください。

■新越谷店
■大 宮 店
■川 越 店
■浦 和 店
■船 橋 店
■千 葉 店

048-988-1095
048-657-7270
049-236-3777
048-789-7591
047-460-2131
043-204-6023

■柏　　 店
■横 浜 店
■東戸塚店
■大 船 店
■川崎ｱｾ ﾘ゙ｱ店
■筑 波 店

04-7162-7261
045-450-3301
045-828-2430
0467-48-5133
044-201-7770
029-851-5701

■自由が丘店
■目 黒 店
■池 袋 店
■上 野 店
■中村橋店
■荻 窪 店

03-3718-6481
03-6408-8429
03-5949-5850
03-5826-5843
03-5987-2181
03-5347-2881

■吉祥寺パルコ店
■東小金井店
■立 川 店
■町 田 店
■アトレ恵比寿店
■国 立 店

0422-28-1511
042-382-6881
042-521-7727
042-722-5710
03-6712-2711
042-505-9861

http://www.garden.co.jp
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「
ごっつ
お
便
」は
、全
国
の
山
海
の
幸
や
名
店
の
味
な
ど
を
、贈
ら
れ
た
人
が
選
べ
る
ギ
フ
ト
で
す
。

「ごっつお便」
ご注文方法 「ごっつお便」のコースを選択

ご予算に合わせて7つのコース
の中からお選びください。

※「ごっつお便」各コースの価格には、ギフトキット代金、商品代金、商品の産地・生産地からの配送料が含まれております。 ※一部宅配便のない地域を除く、全国にお届けいたします。
※お品物のお申し込み期限は、ごっつお便券の発行日から3年後の月末日までとなります。

お申し込み
各店舗サービスカウンター
にてお申し込みを承ります。

ギフトキットが
届きます。
ご贈答先さまに
「ごっつお便券
（お申し込みはがき）」
と「カタログ」が届きます。

贈
ら
れ
た
人
が
選
べ
る
ギ
フ
ト

GBGA GC
GD GE

GS
GN

贈り主さま ご贈答先さま
商品を
申し込みます。
カタログから
ご希望の商品を
選び、お申し込み
はがき、または
インターネットで
ご注文いただきます。

商品が届きます。
ご贈答先さまのご指定
の日にお届けいたします。

GAコース［全112品］                                   5,400円■ 98 

GBコース［全81品］                                     8,640円■102 

GCコース［1品選択全83品］［2品選択全24品］10,800円■ 99 

GAコース［全112品］                                   5,400円■ 98 

GCコース［1品選択全83品］［2品選択全24品］10,800円■ 99 

GSコース［全76品］                                     3,780円 ■100 

GNコース［全52品］                                 16,200円 ■104 

GDコース［1品選択全50品］［2品選択全32品］21,600円 ■101 

GEコース［1品選択全32品］［2品選択全32品］32,400円 ■103 
※価格はすべて非課税です。

※掲載商品、掲載点数が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

掲載商品例／ Ａ-4403  「パティスリー ポタジェ」東白川村
　　　　　　　　　　  煎茶とカボチャのチーズタルト（Ｐ8）

掲載商品例／ Ａ-1301　食源探訪 岩塩仕込み 
                               ハム・ソーセージアソートセット（Ｐ10）

掲載商品例／ Ｃ-1120　銀座「鮨 水谷」水谷八郎店主監修
                               漬けまぐろ小丼（Ｐ12）

掲載商品例／ Ｃ-1301　食源探訪 伝承復刻のハム（Ｐ10）

西武・そごう

夏ギフト
ザ・ガーデン 自由が丘の

 心に響く「旬」の贈り物
２０１６



※表示価格は本体価格（税抜）と税込み価格の併用表記となっております。 ※器など撮影小物は、商品に含まれておりません。※盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。
※生鮮食品など一部商品は、天候などの条件により商品内容が変更になる場合がございます。 
※パンフレット掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。くわしくは係員におたずねください。

1 2冷蔵 配送料
込み冷凍 配送料

無料
記載マークの
ご説明

冷蔵便での
ご配送となります。

冷凍便での
ご配送となります。

表示価格に配送料が
含まれています。

全国送料無料にて
お届けいたします。

※その他の商品に付きましては、送料が別途かかります。
　離島等、一部配達できない地域がございます。

ガーデンセレクト・ドリンク スイーツ・ドリンク・チーズ・フリーズドライ

2016 夏ギフト _A4_p1 2016 夏ギフト _A4_p2 6校

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

アイスコーヒー用ブレンド・丸山珈琲のブレンド・季
節の深煎りブレンド各100g
総重量0.5kg

■ 09    銀座千疋屋
銀座フルーツジュレ

■ 11    柳月
夏の三方六 彩り

■ 12    丸山珈琲
アイスコーヒーギフト

■ 13   養命酒  
食べる前のうるる酢
ビューティーギフトセット

■ 10    鹿鳴館
恵みのしずく

■ 07    資生堂パーラー
ビューティープリンセス 8本セットＮ

■ 08    銀座千疋屋
銀座ゼリーＢ

■ 04    山田養蜂場
はちみつスカッシュ（ゆず）

■ 03    ガーデンセレクト
うなぎ蒲焼詰合せ

うなぎ串蒲焼100g×2、うなぎ長蒲焼130g×2　
原料原産地：静岡
総重量0.8kg

200ml×10／総重量3.6kg

ブルーベリー・いちご・オレンジ・グレープフルーツ・
クランベリー・レモン・マンゴー・ピーチ各５個、メロ
ン・ラ フランス・パイン・マスカット・グレープ・バナ
ナ・リンゴ・ラズベリー各４個／総重量0.9kg

アサイー×カシス・ゆず×レモン・アセロラ×キウイ・
ローズヒップ×ザクロ各125ml×5／総重量3.1kg

三方六の小割、三方六（抹茶・メープル）各１本
総重量0.9kg

マンゴー＆パッション・ピーチ＆グレープフルーツ各
130g×3、シトラスミックス・アップル＆オレンジ・トマ
ト各130g×2／総重量1.8kg

マンゴー・キウイ・ブルーベリー各75g×2、さくらんぼ・
グレープフルーツ・ラフランス各75g
総重量0.9kg

マンゴ with アロエ・ピーチ with ローズ・グレープフ
ルーツ with ライチ・ブラッドオレンジ with カシス
各230g×2／総重量2.1kg

山形白桃・上山市ラ フランス・秋陽（しゅうよう）・置
賜（おきたま）デラウェア各125ml×3、朝日町無袋ふ
じ125ml×6／総重量2.7kg

■ 01    ガーデンセレクト
しらす詰合せ
釜揚しらす70ｇ×2、しらす干し60ｇ×2、上干ちりめん40ｇ×2／総重量0.7kg

BP-30 本体価格3,000円（税込3,240円） PGS-062 本体価格3,000円（税込3,240円） PGS-131 本体価格5,000円（税込5,400円） GDA-30 本体価格3,000円（税込3,240円）
本体価格3,800円（税込4,104円）

本体価格4,800円（税込5,184円） 本体価格11,800円（税込12,744円）

本体価格3,200円（税込3,456円） 本体価格3,600円（税込3,888円） 本体価格3,200円（税込3,456円）

MFG  本体価格2,260円（税込2,440円）本体価格3,500円（税込3,780円）

クランベリー・ブルーベリー・ザクロ・にんじん・純ト
マト各500ml
総重量4.4kg

■ 14    順造選
健康応援セット

JH32  本体価格3,240円（税込3,500円）

味わうおみそ汁（とうふ・豚汁・焼なす・なめこ・炒め
野菜）・九州みそ（もずく汁）・瀬戸内みそ（あさり）・八
丁味噌（焼なす）・北海道みそ（かに汁）・松茸のお吸
いもの各2（計20食）／総重量6.1kg

■ 16    マルコメ
つきぢ田村監修 フリーズドライ
お味噌汁詰合せ 20食

■ 17    アマノフーズ
フリーズドライ バラエティギフト

蟹汁・揚げなす各9ｇ×4、鯛汁10ｇ×4、五種の野
菜・冷や汁の素各11ｇ×4
総重量0.8kg

M-300R  本体価格3,000円（税込3,240円）MT-35  本体価格3,500円（税込3,780円）

■ 15    花畑牧場
受賞チーズセット

十勝生カマンベール・十勝ラクレット・十勝ゴール
デンゴーダ・十勝カチョカヴァロ各80g
総重量0.47kg

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍■ 02    ガーデンセレクト
漬魚詰合せ

目抜け仙台味噌漬・銀だら京粕本漬・金目鯛京粕本漬・銀だら西京味噌本漬・
さわら西京味噌本漬 各90g／総重量1.0kg

■ 05    　
王様のプリン＆
女王のブランマンジェ
王様のプリン・
女王のブランマンジェ 各3
総重量0.9kg

■ 06    カゴメ
山形県産
プレミアム100％
フルーツジュースギフト

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み 冷蔵 配送料

込み

冷蔵 配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

遠州灘で獲れたしらす
を船上で氷漬けにし、
高鮮度のまま、舞阪の工
場で瀬戸のあらじおを
使ってそれぞれの味わ
いに仕上げました。

甘さ控えめの西京味噌、独自の
調合で味を整えた本粕、風味高
い赤味噌系の仙台味噌でそれ
ぞれ72～96時間以上しっかりと
漬け込んだ商品です。

厳選された良質な活鰻をしっかり深蒸しし、有機しょ
うゆ・有機みりん・有機砂糖でつくられた蒲焼ダレ
で、外側はこんがりと身肉はふっくらと焼き上げた江
戸前仕立ての鰻蒲焼詰合せです。

※お申し込み後、お届けまでに１週間前後時間がかかります。※お申し込み後、お届けまでに１週間前後時間がかかります。

※お申し込み後、お届けまでに１週間前後時間がかかります。

本体価格3,000円（税込3,240円）Y-30

本体価格3,060円（税込3,304円）H-30



2016 夏ギフト _A4_p3 2016 夏ギフト _A4_p4

フルーツ・ビール ビール・ワイン※「割引後価格」は、「メーカー希望小売価格」から割引した価格です。 ※「割引後価格」は、「メーカー希望小売価格」から割引した価格です。

6校

※表示価格は本体価格（税抜）と税込み価格の併用表記となっております。 ※器など撮影小物は、商品に含まれておりません。※盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。
※生鮮食品など一部商品は、天候などの条件により商品内容が変更になる場合がございます。 
※パンフレット掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。くわしくは係員におたずねください。

3 4冷蔵 配送料
込み冷凍 配送料

無料
記載マークの
ご説明

冷蔵便での
ご配送となります。

冷凍便での
ご配送となります。

表示価格に配送料が
含まれています。

全国送料無料にて
お届けいたします。

※その他の商品に付きましては、送料が別途かかります。
　離島等、一部配達できない地域がございます。

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

配送料
無料

※写真はイメージです。

※写真はすべてイメージです。

ヱビスビール・ヱビス〈ザ・ホップ〉2016缶・シルクヱ
ビス・ヱビスプレミアムブラック各350ml×3
総重量4.5kg

■ 25    キリン
一番搾りプレミアムセット

■ 28    サッポロビール
ヱビス4種セット
〈ザ・ホップ〉2016入り（中元期限定）

■ 30   アサヒ  
アサヒスーパードライ
缶ビールセット

■ 26    サントリー
ザ・プレミアム・モルツ ビールセット

■ 24    アサヒ
アサヒスーパードライ缶ビールセット

■ 22    岡山産
白桃

■ 20    長野産
巨峰

約450g×2／総重量1.4kg 約250g×8／総重量2.9kg

プレミアムモルツ缶350ml×12
総重量4.7kg

スーパードライ缶350ml×21
総重量8.2kg

一番搾りプレミアム瓶305ml×11
総重量6.3kg

アサヒスーパードライ缶350ml×10、500ml×2
総重量5.1kg

■ 18    山梨春日居産
桃
約230g×8／総重量2.5kg

本体価格5,500円（税込5,940円）

■ 21    大分産
ハウスみかん

Ｓサイズ約1.2kｇ／総重量1.7kg

本体価格3,600円（税込3,888円）本体価格14,000円（税込15,120円） 本体価格4,500円（税込4,860円） 本体価格8,000円（税込8,640円）

YSBH3D  本体価格3,000円（税込3,240円）

ヱビスビール・ヱビス〈ザ・ホップ〉2 016缶各
350ml×6、シルクヱビス・ヱビスプレミアムブラック各
350ml×4／総重量7.5kg

■ 29    サッポロビール
ヱビス4種セット
〈ザ・ホップ〉2016入り（中元期限定）

YSBH５DT  本体価格5,000円（税込5,400円） AS-5N  本体価格5,000円（税込5,400円）

キリン一番搾り350ml缶×6、キリン一番搾り500ml
缶×2、トロピカーナ（オレンジ・アップル・グレープ・
フルーツブレンド）各280g缶×2
総重量6.2kg

■ 31    キリン
一番搾り生ビールセット

■ 32    キリン
ファミリーセット

キリン一番搾り350ml缶×12・キリン一番搾り
500ml缶×2
総重量6.0kg

K-NFM3  本体価格3,000円（税込3,240円）K-NIS35  本体価格3,240円（税込3,500円）

マスターズドリーム瓶305ml×8
総重量4.7kg

■ 33    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

BMB3NK  本体価格3,000円（税込3,240円）

ブルゴーニュ・ピノノワール、ブルゴーニュ・シャルドネ
各750ml／総重量3.1kg

■ 34    フランス/ブルゴーニュ
ルイ・ジャド
ガーデン・オリジナルセット

ＮＬ-50  本体価格5,000円（税込5,400円）

■ 19    宮崎産
完熟マンゴー「太陽のタマゴ」

約480g×2／総重量1.3kg

※フルーツのお届けはお申し込み後、1週間前後時間がかかります。 
※7月中旬より8月中旬まで順次お届けとなります。 ※7月中旬より8月上旬まで順次お届けとなります。※7月上旬より8月中旬まで順次お届けとなります。

※7月上旬より8月中旬まで順次お届けとなります。

※7月上旬より8月上旬まで順次お届けとなります。

■ 27    サッポロビール
ヱビスビール缶セット

ヱビスビール缶350ml×12
総重量4.5kg

■ 23    サッポロビール
ヱビスビール缶セット
ヱビスビール缶350ml×20
総重量7.5kg

YE5DT  本体価格5,000円（税込5,400円）

YE3D 本体価格3,000円（税込3,240円）

冷蔵 配送料
込み

冷蔵 配送料
込み冷蔵 配送料

込み冷蔵 配送料
込み冷蔵 配送料

込み

AS-3N 本体価格3,000円（税込3,240円） K-NPI3 本体価格3,000円（税込3,240円） BPC3K 本体価格3,000円（税込3,240円）



銘店の味 ハム・ソーセージ ※「割引後価格」は、「メーカー希望小売価格」から割引した価格です。

2016 夏ギフト _A4_p5 2016 夏ギフト _A4_p6 6校

※表示価格は本体価格（税抜）と税込み価格の併用表記となっております。 ※器など撮影小物は、商品に含まれておりません。※盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。
※生鮮食品など一部商品は、天候などの条件により商品内容が変更になる場合がございます。 
※パンフレット掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。くわしくは係員におたずねください。

5 6冷蔵 配送料
込み冷凍 配送料

無料
記載マークの
ご説明

冷蔵便での
ご配送となります。

冷凍便での
ご配送となります。

表示価格に配送料が
含まれています。

全国送料無料にて
お届けいたします。

※その他の商品に付きましては、送料が別途かかります。
　離島等、一部配達できない地域がございます。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

■ 43    揖保乃糸
金胡麻素麺

■  48    セブンゴールド
金のハム２点詰合せ

金のロースハム340g、金のモモハム390g
総重量0.8kg

揖保乃糸金胡麻素麺70g×13／総重量1.2kg

本体価格5,000円（税込5,400円）本体価格3,000円（税込3,240円）

■ 49    セブンゴールド
金のハムバラエティ
６点詰合せ

金のウインナー（スモーク・ライトスモーク）各160g、金
のロースハム340g、金のモモハム75g×2、金のロー
スハム60g／総重量0.9kg

本体価格5,000円（税込5,400円）

冷蔵

冷蔵 冷蔵

■ 44    鎌倉ハム富岡商会　
鎌倉ハムギフトセット

■ 39    ハマヤ
高知鰹群家（完全藁焼き）
龍馬たたき　　

■  40    魚六商店
明石 焼きあなご

スパイシーポーク200g、焼豚230g
総重量0.6kg

有頭焼あなご4尾 約200g×2串（韓国産）、穴子のタレ3本、しお1袋
総重量0.8kg

かつおたたき(国産）2節 約700g、ゆずポン酢、黒潮
の天日塩
総重量2.0㎏

本体価格5,800円（税込6,264円）本体価格5,800円（税込6,264円）

■ 45    鎌倉ハム富岡商会
老舗の味ギフトセット

樽仕込ロースハム400g、特選ももハム290g
総重量0.8kg

■ 41    京都やま六
西京漬詰合せ１０切

さわら（韓国）60g×2、紅鮭（ロシア）65g×2、銀ひらす
（ニュージーランド）・めぬけ（ドイツ）・はまち（国産）各
70g×各2／総重量1.6kg

本体価格5,800円（税込6,264円）

■ 42    なだ万　
西京漬詰合せ
鰆・鰤各70g×2、金目鯛70g／総重量0.8kg

SI-45A 本体価格4,500円（税込4,860円）

■ 35   濱登久  
鱧寿司と懐石3人前
鱧寿司×6切、海老銀杏清涼寄せ・冬瓜海老餡掛各
125g×3、胡麻豆腐（蟹・雲丹・鯛）各1、蕪のあちゃら
×3
総重量2.0kg

Ｓ-16-7  本体価格7,000円（税込7,560円）

■ 36   京都錦小路 桝俉  
京味菜彩
浅瓜・ごまだれ昆布漬・浅漬胡瓜・美人なす・おらが
漬・刻みすぐき各55g
総重量1.2kg

KCS-30  本体価格3,000円（税込3,240円）

■ 37   京・わらびの里  
料亭一膳
ちりめんごはん・ひじきごはん・ちらし寿司・肉そぼろ
ご飯・たこめし・赤飯各80g×2
総重量1.7kg

OT-30  本体価格3,000円（税込3,240円） S-36  

■ 38   下鴨茶寮  
彩りちりめん
梅ちりめん・白ちりめん・ごまちりめん各50g
総重量0.35kg

本体価格3,600円（税込3,888円）

10％
OFF

10％
OFF

10％
OFF

本体価格3,000円（税込3,240円）KAS-31Ｎ

     2,700円（税込2,916円）割引後
価格

本体
価格

本体価格5,500円（税込5,940円）KAS-510

     4,950円（税込5,346円）割引後
価格

本体
価格

冷凍

配送料
込み

配送料
込み

冷凍 配送料
込み 冷凍 配送料

込み 冷凍 配送料
込み

冷蔵 配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

■ 47    マイスター山野井
国内産豚肉使用
ドイツご当地グルメソーセージセット
ブラートヴルスト・バイスヴルスト・ウインナー・カ
リーヴルスト・プェルツァー・ニュルンベルガー各
40g×2／総重量0.8kg

本体価格4,000円（税込4,320円）

■ 46    鎌倉ハム富岡商会　
鎌倉ハムバラエティギフトセット
熟成ロースハムステーキ68g×3、熟成ロースハム
68g、ビアソーセージ75g、熟成あらびきウインナー
90g、熟成ほそびきウインナー90g
総重量0.8kg

冷蔵

本体価格4,500円（税込4,860円）KBS-401

     4,050円（税込4,374円）割引後
価格

本体
価格

配送料
込み冷蔵 配送料

込み

冷蔵 配送料
込み 冷蔵 配送料

込み

※　　、　　、　　はお申し込み後、お届けまでに１週間前後時間がかかります。■ 41 ■ 40 ■ 39 

一本釣りで水揚げ後、「土佐の伝統製法」四万十
産の稲ワラで表面を焼き上げ、急速冷凍しました。 脂がのった旬の穴子を職人が丁寧に手開きにし、関西風に焼き上げました。

京都の老舗「本田味噌」の西京味噌に清酒、魚
醤などを加えてさらに練り上げた味噌床にじっ
くりと漬け込みました。

※　　、　　はお申し込み後、お届けまでに2週間前後時間がかかります。■ 49 ■ 48 



7 8冷蔵 配送料
込み冷凍 配送料

無料
記載マークの
ご説明

冷蔵便での
ご配送となります。

冷凍便での
ご配送となります。

表示価格に配送料が
含まれています。

全国送料無料にて
お届けいたします。

※その他の商品に付きましては、送料が別途かかります。
　離島等、一部配達できない地域がございます。

※表示価格は本体価格（税抜）と税込み価格の併用表記となっております。 ※器など撮影小物は、商品に含まれておりません。※盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。
※生鮮食品など一部商品は、天候などの条件により商品内容が変更になる場合がございます。 
※パンフレット掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。くわしくは係員におたずねください。

30％～10％OFF特別ご優待ギフト ※「割引後価格」は、「メーカー希望小売価格」から割引した価格です。

2016 夏ギフト _A4_p7 2016 夏ギフト _A4_p8 6校

冷蔵 配送料
込み

冷蔵 配送料
込み

冷蔵 配送料
込み 冷蔵 配送料

込み

冷蔵 配送料
込み 冷蔵 配送料

込み 冷蔵 配送料
込み

■ 67   大橋亭
国産豚ロースみそ漬
詰合せ

30％OFF

15％OFF

15％OFF

15％OFF

10％OFF

■ 61   日清
オリーブオイル&
バラエティオイルギフト

■ 73    宇治香園
宇治茶詰合せ

■ 68   大橋亭
近江牛焼肉用
詰合せ

■ 64   伊藤ハム
トンデンファーム
バラエティ詰合せ

■ 69   大橋亭
近江牛すき焼用
詰合せ

■ 72   キッコーマン
しょうゆ・万上本みりんギフト

■ 70   日本ハム
美ノ国ギフト6点詰合せ

■ 71   日本ハム
美ノ国ギフト２点詰合せ

■ 50   
島原手延素麺
北海道産小麦ゆめちから100％

■ 65   伊藤ハム
トンデンファーム
バラエティ詰合せ

■ 52   　　　
ＡＧＦブレンディ＆ドトール
バラエティギフト

■ 54     
調味料バラエティギフト

■ 55   
真正麺 揖保乃糸手延素麺・
讃岐うどん詰合せ

■ 56   　　
ヤマキ＆マルホン
和調味料バラエティギフト

■ 53    
オリーブオイル
バラエティギフト

■ 58   日清　 
トクホオイル＆
ヘルシーライトギフト

■ 62   伊藤ハム
神戸味倶楽部
ローストビーフ詰合せ

■ 63   伊藤ハム
神戸味倶楽部
ローストビーフ詰合せ

■ 51   　　　
カルピス＆ブレンディ＆ゼリー
バラエティギフト

■ 59   日清
ボスコオリーブオイル&
ヘルシーリセッタ・日清べに花油ギフト

■ 60   日清
オリーブオイル&
バラエティオイルギフト

手延素麺1,600g（北海道産小麦ゆめちから100％
使用）
総重量2.1kg

生ハムロース40g、炭火焼ベーコン（スライス）80g×2、
骨付ソーセージ180g、ベーコン入ソーセージ70g、荒挽
ウインナー100g
総重量0.8kg

ブレンディスティック（カフェオレ12g・紅茶オレ11g）各
4p×2、ブレンディティーハート（ホワイト＆ピーチ・レモン＆レ
モングラス各7．5g）各6p、ユニカフェポーションコーヒー（加
糖20g×3p×2・無糖18g×3p）、ドトールインスタントスティッ
ク（カフェオレ13g・ミルクティー15g）各4p／総重量1.2kg

和の極み綿実油200g×3、コーン胚芽油200g×2、マ
ルホン胡麻香油150g×2、天然醸造醤油200ml×2、
ヤマキだし（かつお4g×12・いりこ4g×14）
総重量3.0kg

日清ヘルシーごま香油145g、ボスコエキストラバー
ジンオリーブオイル145g×2、日清ヘルシーベジオイ
ル・日清さらっと軽～いオリーブオイル各350g×2、
日清ヘルシーキャノーラ油350g×3／総重量4.0kg

うすくちしょうゆ・芳醇本みりん 各1L、特選丸大豆
しょうゆ 1L×4
総重量7.6kg

滋賀産近江牛ばら焼肉用600g
総重量0.9kg

滋賀産近江牛肩ロースすき焼用350g
総重量0.6kg

宇治玉露80g、宇治深蒸し煎茶・宇治煎茶 各90g
総重量0.9kg

肩ロース生ハム40ｇ、熟成ベーコン51ｇ、熟成ももハ
ム・熟成ロースハム各60ｇ、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110ｇ
総重量0.76kg

熟成ロースハム400ｇ、熟成ももハム280ｇ
総重量0.68kg

ヘルシーリセッタ・ヘルシーコレステ・日清キャノー
ラ油ヘルシーライト 各350g×2
総重量2.5kg

ヘルシーリセッタ・日清べに花油 各350g×2、ボスコ
エキストラバージンオリーブオイル145g×2
総重量2.4kg

揖保乃糸素麺（上級品）900g、讃岐うどん800g
総重量2.0kg

キッコーマンしょうゆ（しぼりたて生・塩分ひかえめ
丸大豆生・味わいリッチ減塩）各200ml、キッコーマ
ン本つゆ500ml×2、うちのごはん混ぜごはんの素
（牛しぐれ・かにめし）各37g×2、日清（キャノーラ油
Ｅ・ヘルシーオフ×2）各380ml／総重量4.1kg

日清オリーブオイルエキストラライト380g×2、オリー
ブオイル（エキストラバージン380g×2・ピュア150g）、
宝幸（オリーブオイルツナ70g・オリーブオイルサー
ディン100g）各2／総重量2.8kg

ボスコエキストラバージンオリーブオイル・日清ヘル
シーごま香油各145g、日清ヘルシーキャノーラ油・日
清ヘルシーベジオイル各350g、日清さらっと軽～いオ
リーブオイル350g×2／総重量2.0kg

カルピス470ml×2、ブレンディボトルコーヒー（無
糖・微糖）各900ml、デルモンテ100％ジュース（マン
ゴーミックス・グレープ＆クランベリー）各500ml、杉
本屋ゼリー（コーヒー×2・マスカットティー・ピーチ
ティー×2）各58g／総重量5.7kg

生ハムロース40g、炭火焼ベーコン（スライス）80g、
骨付ソーセージ180g、ベーコン入ソーセージ70g×2
総重量0.6kg

ロースハム320g、ローストビーフもも170g、ソース40g、
焼豚180g
総重量0.9kg

ローストビーフもも170g、ソース40g、肩ロース210g、
焼豚180g、ポークウインナー85g×2
総重量1.0kg

国産豚ロースみそ漬100ｇ×5
総重量0.7kg

YTK-50 本体価格5,000円（税込5,400円） TKS-501 本体価格5,000円（税込5,400円）NES-35L 本体価格3,500円（税込3,780円） MBR-50Y 本体価格5,000円（税込5,400円）

本体価格4,000円（税込4,320円） MSM-35 本体価格3,500円（税込3,780円） CBI-35N 本体価格3,500円（税込3,780円）

BP-30 本体価格3,000円（税込3,240円） M-501 本体価格5,000円（税込5,400円）

OMY-100F 本体価格10,000円（税込10,800円）

TKS-401 本体価格4,000円（税込4,320円）YMA-40L 本体価格4,000円（税込4,320円）

BM-30 本体価格3,000円（税込3,240円） OV-30 本体価格3,000円（税込3,240円）

ISK-50 本体価格5,000円（税込5,400円） ISK-501 本体価格5,000円（税込5,400円）

OBM-40 本体価格4,000円（税込4,320円）

OV-50 本体価格5,000円（税込5,400円）

ＯＭ-102F 本体価格10,000円（税込10,800円）

KMS-30H 本体価格3,000円（税込3,240円）UKI３5 本体価格3,000円（税込3,240円） UKI55 本体価格5,000円（税込5,400円）

■ 66   伊藤ハム
神戸味倶楽部
ハム詰合せ
肩ロース210g、焼豚180g、生ハム45g
総重量0.6kg

ISK-40 本体価格4,000円（税込4,320円）

     3,500円（税込3,780円）割引後
価格

     2,800円（税込3,024円）割引後
価格

     2,550円（税込2,754円）割引後
価格      2,550円（税込2,754円）割引後

価格      2,550円（税込2,754円）割引後
価格      4,250円（税込4,590円）割引後

価格      2,700円（税込2,916円）割引後
価格      4,500円（税込4,860円）割引後

価格     2,550円（税込2,754円）割引後
価格      4,250円（税込4,590円）割引後

価格

     2,450円（税込2,646円）割引後
価格      2,450円（税込2,646円）割引後

価格      3,400円（税込3,672円）割引後
価格      3,400円（税込3,672円）割引後

価格      8,500円（税込9,180円）割引後
価格      8,500円（税込9,180円）割引後

価格

     2,800円（税込3,024円）割引後
価格      2,450円（税込2,646円）割引後

価格      3,500円（税込3,780円）割引後
価格      4,250円（税込4,590円）割引後

価格      4,250円（税込4,590円）割引後
価格      3,400円（税込3,672円）割引後

価格      4,250円（税込4,590円）割引後
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

WAU-40L

■ 57   味の素
バラエティオイルギフト

限定なたね使用キャノーラ油350ｇ×3、キャノーラ
油＆コーン油 健康ブレンドライトバランス350ｇ×
3、さらさらキャノーラ油健康プラス350ｇ×4
総重量4.2kg

     4,250円（税込4,590円）割引後
価格

本体
価格

本体価格5,000円（税込5,400円）PX-50N

配送料
込み冷凍 配送料

込み冷凍 配送料
込み冷凍



9 10冷蔵 配送料
込み冷凍 配送料

無料
記載マークの
ご説明

冷蔵便での
ご配送となります。

冷凍便での
ご配送となります。

表示価格に配送料が
含まれています。

全国送料無料にて
お届けいたします。

※その他の商品に付きましては、送料が別途かかります。
　離島等、一部配達できない地域がございます。

※表示価格は本体価格（税抜）と税込み価格の併用表記となっております。 ※器など撮影小物は、商品に含まれておりません。※盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。
※生鮮食品など一部商品は、天候などの条件により商品内容が変更になる場合がございます。 
※パンフレット掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。くわしくは係員におたずねください。

10％～5％OFF特別ご優待ギフト ※「割引後価格」は、「メーカー希望小売価格」から割引した価格です。

2016 夏ギフト _A4_p9 2016 夏ギフト _A4_p10 6校

10％OFF

5％OFF

5％OFF

■ 85   揖保乃糸
「国内産小麦粉使用素麵」
詰合せ

■ 74   UCC
バラエティドリンクギフト

■ 76   AGF
アソートコーヒー
バラエティギフト

■ 77     　
カゴメ野菜生活100＆
伊藤園＆ゼリーギフト

■ 82   揖保乃糸　 
手延そうめん
揖保乃糸特級品

■ 88   アサヒ飲料
ウェルチ７種の100％
果汁ギフト

■ 89   ＡＧＦ
ファミリー飲料ギフト

■ 75   UCC　
ゴールドスペシャル 
六甲焙煎ドリップギフト

■ 83   揖保乃糸
手延そうめん
揖保乃糸特級品

■ 84   揖保乃糸
「国内産小麦粉使用素麵」
詰合せ

水出し珈琲（無糖）・炭焼珈琲（無糖）・有機栽培珈琲
豆使用アイスコーヒー（無糖）各900ml、有機栽培紅
茶葉使用アイスティー（無糖）・有機栽培果汁使用
アップルジュース（果汁100％） 各900ml×2
総重量6.7kg

マキシムリッチ･ロースト65ｇ×2、ブレンディブラジル･
ブレンド40ｇ、ブレンディ贅沢カフェオレ190ｇ、ブレン
ディ贅沢紅茶オレ195ｇ、ブレンディココア90ｇ、ブレ
ンディティーシリーズ新茶人煎茶48ｇ
総重量2.2kg

手延そうめん揖保乃糸｢縒つむぎ｣50g×15、揖保乃
糸手延｢太づくり｣素麵80g×12束                                                                                                                                              
総重量2.3kg

手延そうめん揖保乃糸「特級品」50ｇ×18
総重量1.2kg

手延そうめん揖保乃糸「特級品」50ｇ×35
総重量2.1kg

カゴメ野菜生活100（オリジナル×4・エナジールーツ
×2・フルーティーサラダ×2）各200ml、伊藤園1日分
の野菜200ml×8、杉本屋ベジタブルゼリー（野菜×
2・紫の野菜・黄の野菜×2）各58g
総重量4.4kg

手延そうめん揖保乃糸｢縒つむぎ｣50g×8、揖保乃
糸手延｢太づくり｣素麵80g×7                                                                                                                                                                 
総重量1.2kg

ゴールドスペシャル六甲焙煎 芳ばしいブラジルブレ
ンド・華やぐモカブレンド・甘み広がるコロンビアブ
レンド （各8ｇ×5p）各2
総重量0.9kg

「Welch’s」（コンコードグレープ100・アップル100・マン
ゴーブレンド100・ピンクグレープフルーツ100・パイン
アップルブレンド100 各160g缶×5、オレンジ100・ホワ
イトグレープ&レモン100 各160g缶×10）
総重量8.8kg

ちょっと贅沢な珈琲店エクストラ･ブレンド（無糖・微糖） 各900ｍｌ、
ちょっと贅沢な珈琲店バリスタエスプレッソ無糖・ちょっと贅沢な珈琲
店シルキーマイルド無糖・紅茶物語アールグレイ無糖・紅茶物語イン
グリッシュブレックファースト無糖 各900ｍｌ×2、「Welch’s®」100オレ
ンジ・「Welch’s®」100グレープブレンド 各900ｍｌ／総重量11.8kg

MDP-30 本体価格3,000円（税込3,240円） MF-30A 本体価格3,000円（税込3,240円） KGM-25 本体価格2,500円（税込2,700円）

TS-30 本体価格3,000円（税込3,240円）

MAR-30GSR 本体価格3,000円（税込3,240円）

TS-50 本体価格5,000円（税込5,400円） FY-30 本体価格3,000円（税込3,240円）

W50 本体価格5,000円（税込5,400円） LR-50 本体価格5,000円（税込5,400円）

FY-50 本体価格5,000円（税込5,400円）

     2,700円（税込2,916円）割引後
価格

     2,850円（税込3,078円）割引後
価格      4,750円（税込5,130円）割引後

価格      2,850円（税込3,078円）割引後
価格      4,750円（税込5,130円）割引後

価格

     2,700円（税込2,916円）割引後
価格      2,700円（税込2,916円）割引後

価格      2,250円（税込2,430円）割引後
価格      4,750円（税込5,130円）割引後

価格      4,750円（税込5,130円）割引後
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

■ 92   日清
アマニ油ギフトセット

日清健康オイルアマニプラス350g×2、日清アマニ
油145g×2／総重量1.4kg

AMA-30 本体価格3,000円（税込3,240円）
     2,850円（税込3,078円）割引後

価格
本体
価格

■ 78 
北海道プレミアムゼリー

■ 79   井村屋
涼水彩

■ 80   カゴメ
カゴメ野菜生活 
地産全消果実めぐり

■ 81   デルモンテ
100％果汁飲料ギフト

野菜生活100沖縄フルーツミックス・野菜生活100
北海道ベリーミックス・野菜生活100紀州うめミック
ス・野菜生活100瀬戸内柑橘ミックス 各190ｇ×６
総重量5.7kg

オレンジジュース・アップルジュース 各160ｇ×12、パ
イナップルジュース・グレープフルーツジュース・グ
レープジュース・ホワイトグレープジュース 各160ｇ×6
総重量9.7kg

水ようかん（煉）70ｇ×4、水ようかん（抹茶）70ｇ×2、
水ようかん（小倉）70ｇ×2、蜜柑ゼリー62ｇ×2、白桃
ゼリー62ｇ×4、葡萄ゼリー62ｇ×2、くずもち78ｇ×2、
あずきとうふ85ｇ×2、フルーツみつ豆ゼリー140ｇ×2
総重量2.3kg

北海道ゼリー（メロン×6・ぶどう×4）各130ｇ
総重量1.8kg

本体価格3,000円（税込3,240円） RS-30 本体価格3,000円（税込3,240円） YK-35 本体価格3,500円（税込3,780円） KDF-50 本体価格5,000円（税込5,400円）
     2,700円（税込2,916円）割引後

価格      2,700円（税込2,916円）割引後
価格      3,150円（税込3,402円）割引後

価格      4,500円（税込4,860円）割引後
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

本体
価格

HPJ-30

■ 97   金市商店
国産蜂蜜2種セット

国産あかしあ蜂蜜・国産北海道蜂蜜 各230ｇ
総重量0.9kg

AH2-35 本体価格3,500円（税込3,780円）

■ 96   ニッスイ
水産缶詰
バラエティーギフト
紅ずわいがにほぐし脚肉飾り65ｇ×3、紅ずわいがに
のオリーブオイル煮55ｇ×2、帆立貝柱水煮70ｇ×2、 
あさりのアヒージョ65ｇ×2／総重量1.1kg
AM-50 本体価格5,000円（税込5,400円）

     4,750円（税込5,130円）割引後
価格      3,325円（税込3,591円）割引後

価格
本体
価格

本体
価格

■ 94   酒悦
減塩佃煮・惣菜詰合せ

■ 95    
白子のりとカニ缶詰合せ

減塩紅鮭・減塩椎茸ふくめ煮・減塩あさり時雨煮・
減塩たらこ昆布・減塩焼たらこ入り高菜ちりめん　
各60ｇ、減塩牛肉ごぼう65ｇ／総重量0.6kg

のり茶漬け10袋、焼のり8切5枚14袋、紅ずわいがに
ほぐし肉70ｇ×3
総重量0.9kg

AG-35 本体価格3,500円（税込3,780円） SMN30AN 本体価格3,000円（税込3,240円）
     3,325円（税込3,591円）割引後

価格      2,850円（税込3,078円）割引後
価格

本体
価格

本体
価格

■ 93   キッコーマン
有機しょうゆギフト

特選有機しょうゆ750ｍｌ×6
総重量5.5kg

KOR-30 本体価格3,000円（税込3,240円）
     2,850円（税込3,078円）割引後

価格
本体
価格

■ 90   アサヒ飲料
カルピスギフト

■ 91   味の素
健康バラエティ
調味料ギフト
お塩控えめのほんだし48ｇ、丸鶏がらスープ（塩分ひかえ
め）48ｇ、やさしお80ｇ、パルスイート36ｇ、健康サララ350
ｇ×2、さらさらキャノーラ油健康プラス350ｇ、キャノーラ油
＆コーン油 健康ブレンド ライトバランス350ｇ、味の素オ
リーブオイルエクストラバージン150ｇ／総重量2.4kg

カルピス・カルピス白桃リッチ 各470ml×2、カルピス
北海道・カルピスグレープフルーツリッチ 各470ml
総重量4.0kg

SA-40N 本体価格4,000円（税込4,320円）CR30 本体価格3,000円（税込3,240円）
     2,850円（税込3,078円）割引後

価格      3,800円（税込4,104円）割引後
価格

本体
価格

本体
価格

■ 87   キーコーヒー
ドリップオンギフト

■ 86   キーコーヒー
氷温熟成 水出し珈琲＆
ドリップオンギフト

トアルコトラジャ・トラジャブレンド・スペシャルブレン
ド・キリマンジェロブレンド 各5ｐ、マイルドブレンド・エ
クセレントブレンド 各5ｐ×2
総重量1.0kg

ドリップオン氷温熟成珈琲プレミアムブレンド（8ｇ×
5ｐ）×2、ドリップオン氷温熟成珈琲グァテマラ（8ｇ
×5ｐ）、水出し珈琲氷温熟成珈琲（35ｇ×2ｐ）×3
総重量0.8kg

HWP-30 本体価格3,000円（税込3,240円） KDB-40T 本体価格4,000円（税込4,320円）
     2,850円（税込3,078円）割引後

価格      3,800円（税込4,104円）割引後
価格

本体
価格

本体
価格

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み

配送料
込み


