
おせちのご予約&お渡し このパンフレットからご希望の品物をお選びください。

■ご予約承り期間：12月25日（日）まで
■お渡し日：12月31日（土） 午前11時～午後5時
■承り・お渡し場所：「ザ・ガーデン 自由が丘」各店サービスカウンター
※数量に限りがございますので、お早めにお申し込みください。
※お渡しは、ご予約いただきました店舗のサービスカウンターとさせていただきます。
※重箱の寸法（フタを除く）は若干変更になる場合もございますので大きさの参考としてご覧ください。
※商品により、多少の内容変更とお渡し時間の遅れもございますのでご了承ください。
※写真に掲載されている食器と小物は含まれません。
※アレルギー特定原材料7品目につきましては、係員までお問い合わせください。
●写真はイメージ及び盛り付け例です。●商品の内容が一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●表示価格は本体価格（税抜）と税込価格の併用表記となっております。

※おせちの配送につきましては、各店にお問い合わせください。
※配送地域:茨城県、山梨県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都（離島除く）。
※配送の時間指定はお受けできません。

●お取扱い店舗
03-3718-6481
03-6408-8429
03-5949-5850
03-5826-5843
03-5347-2881
0422-28-1511
042-382-6881
042-521-7727
03-5987-2181
03-3634-0681
0427-22-5710
03-6712-2711
042-505-9861

自由が丘店
目　黒　店
池　袋　店
上　野　店
荻　窪　店
吉祥寺パルコ店
東小金井店
立　川　店
中 村 橋 店
錦 糸 町 店
町　田　店
アトレ恵比寿店
国 立 店

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

048-657-7270
04-2991-1040
048-988-1095
049-236-3777
048-789-7591
047-460-2131
047-403-7191
043-204-6023
045-450-3301
045-828-2430
0467-48-5133
044-201-7770
029-851-5701

大　宮　店
所 沢 店
新 越 谷 店
川 越 店
浦 和 店
船 橋 店
津 田 沼 店
千 葉 店
横 浜 店
東 戸 塚 店
大 船 店
川崎アゼリア店
筑 波 店

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

53美々卯 うどんすき（3人前）
本体価格11,112円（税込12,000円）
54美々卯 うどんすき（2人前）
本体価格7,408円（税込8,000円）

※写真は2人前のイメージです。

■お持ち帰りのみ承ります。
■ご予約受付：12月20日（火）まで
■お渡し日：12月31日（土）午前11時～午後5時

 ※写真はイメージ及び盛り付け例です。2016

配送料込み

全国配送（離島など一部地域を除く）承ります。

HACCPに認定された衛生的な工場で熟練の
職人により作り上げられます。－196℃で瞬間冷凍
するため、解凍してもドリップが出ず、風味、栄養も
そのままのみずみずしいふぐが味わえます。

とらふく刺し身とまふく炙り刺身の食べ比べ、
ひれ酒やちり鍋もお楽しみください。

大阪・堺で200年続いた老舗料亭「耳卯楼」を大正13年
に先代平太郎が麺類専門店として改めたのが現在の
「美々卯」です。かつお節を2時間かけてひいた出汁と自家
製麺の太打ちのうどん。新鮮な山海の幸との妙味をここ
ろゆくまでお楽しみください。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

56

55

52上野 東天紅
中華おせち三段重
（3段／縦22.5×横22.5×高19.0cm
［蓋含む］）

本体価格33,000円（税込35,640円）

伝統の東天紅の
味をそのままに、
中華ならではの
おせち料理を
お楽しみ
いただけます。

50謝朋殿 中華おせち三段重
　フカヒレスープ付（器は含まれません） 
   （3段／縦24.1×横24.1×高16.8cm）
本体価格26,000円
　　　 （税込28,080円）

51謝朋殿 
　中華おせち
　一段
　  （1段／縦24.1×
　  横24.1×高5.6cm）

本体価格10,000円
　　　  （税込10,800円）

創業1967年、上海料理をベースに広東・四川・北京などの地方料理を融合
させた中国料理店。四季折々の素材本来の旨味や滋味を引き出した味を
追求しています。

49銀座ローマイヤ 
　洋風おせち一段
（1段／縦32.7×横25.1
×高5.8cm）

本体価格10,000円
　　　 （税込10,800円）

48銀座ローマイヤ 洋風おせち二段重
（2段／縦25.1×横25.1×高10.5cm）

本体価格20,000円（税込21,600円）

1921年（大正10年）、創業者のアウグスト・ローマイヤが
日本で初めてロースハムをつくりだして以来、その本物
追及の伝統は変わることなく受け継がれ、熟練の技で
豊かなあじわいを生み出しています。

55ふく太郎本部 ふく料理ホームコース
（3人前／縦46.0×横37.5×高13.5cm）
商品内容：とらふく刺身70ｇ、とらふく皮40ｇ、まふく炙り
刺身80ｇ、ふくちり320ｇ（アラ：とらふく・身：まふく各160ｇ）、
とらふく入りうどん250ｇ、ひれ酒用ヒレ３枚、ポン酢150ｍｌ、
もみじおろし16ｇ、塩5ｇ、カボス果汁2ｍｌ×4、乾燥ねぎ

本体価格15,000円（税込16,200円）

56ふく太郎本部 とらふく刺身セット
（3人前／縦38.2×横33.8×高7.0cm）
商品内容：とらふく刺身90ｇ、とらふく皮40ｇ、ひれ酒用
ヒレ3枚、ポン酢35ｇ×3、もみじおろし16ｇ、乾燥ねぎ
※刺身皿のデザインは変わる場合がございます。

本体価格10,000円（税込10,800円）

長崎又は熊本・山口県で育てられたとらふくを
厳選しました。

■配送のみ承ります。 
■ご予約受付：12月20日（火）まで
■お届け日：12月27日（火）～2017年
　1月5日（木）まで日付指定にて承ります。

洋風・中華おせち

冷凍
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年越し・迎春の味
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ザ・ガーデン自由が丘がおすすめするおせち
老舗・料亭のおせち

2京都野村 
　京都のおばあちゃんのおせち三段重
　 （3段／縦21.0×横21.0×高15.9cm）本体価格20,000円（税込21,600円）

1京都野村
京都のおばあちゃんのおせちミニ三段重
（3段／縦15.0×横15.0×高15.9cm）本体価格12,000円（税込12,960円）

3越後｠魚伊
和風おせち三段重
（3段／縦21.0×横21.0×高16.5cm）

本体価格25,000円（税込27,000円）

4越後 魚伊 
　和風おせち二段重
（2段／縦21.0×横21.0×
高11.0cm）

本体価格15,000円
　　　 （税込16,200円）

7東京正直屋
和風おせち
二段重
（2段／縦19.5×横19.5×
高10.8cm）

本体価格12,000円
          （税込12,960円）

京都のおばあちゃんの味を受け継いだ「重詰めおせち料理」。
京都の伝統を守り、上品で豊かに仕立てたおせち。
素材の味をいかしながら丁寧に仕上げました。

ご好評いただいているザ・ガーデンおすすめおせち。
北海道産のいくら、鮭、昆布巻きなど、一品一品の
素材を吟味した海の幸をふんだんに盛り込んだ
色鮮やかなおせちをお楽しみください。

6東京正直屋
和風おせち
三段重
（3段／縦20.1×横20.1×高16.5cm）

本体価格20,000円（税込21,600円）

和食の伝統・文化を継承して90余年。
料理人が丹精込めて作り上げたおせち料理。
どこか懐かしい味わいのおせちです。
合成着色料は
使用しておりません。

13金沢 金茶寮
おせち料理
「八寸角一段重」
（1段／縦26.7×横26.7×高5.0cm）

本体価格15,000円
　　　 （税込16,200円）

きんちゃりょう

14金沢 金茶寮 
おせち料理「玉手箱」
（2段／縦14.3×横18.9×高9.6cm）

本体価格15,000円（税込16,200円）

きんちゃりょう

12金沢 金茶寮
おせち料理「宝尽くし」（4段7桝／縦11.0×横22.0×高6.0cm×1枡、
縦11.0×横11.0×高5.0cm×6枡）本体価格26,000円（税込28,080円）

きんちゃりょう

加賀百万石・前田家の元家老の
家系である横山男爵の別邸を
譲り受け、昭和八年に創業。
以来「一客一亭」のおもてなしの
心を受け継ぐ料亭です。

8東京正直屋 和洋おせち「栄寿」
　二段重 雑煮付
　 （2段／縦16.7×横16.7×高9.6cm）

本体価格10,000円（税込10,800円）
冷凍 配送料込み

全国配送（離島など一部
地域を除く）承ります。

■配送のみ承ります。 
■ご予約受付：
　12月20日（火）まで
■お届け日：12月29日（木）・
　30日（金）のいずれか
　日付指定にて承ります。

日本料理

9日本料理 なだ万 
　おせち二段重詰
（2段／縦22.0×横25.3×高11.0cm）

本体価格65,000円（税込70,200円）

11日本料理 なだ万
和風おせち
一段重詰
（1段／縦17.7×横23.3
×高6.2cm）

本体価格20,000円
　　　 （税込21,600円）

15銀座 花蝶
　和洋おせち二段重
　 （2段／縦20.0×横29.6×高11.0cm）本体価格25,000円（税込27,000円）

東京銀座の老舗料亭を新しい形に
生まれ変わらせたレストラン。
和をベースに、フレンチや
イタリアンの技法や
素材を取り入れた
スタイリッシュな
料理が人気です。

天保元年（1830年）創業。
代々受け継がれてきた伝統を
守りながらも、時代の流れに
合わせた味を追求し続けております。

10日本料理 なだ万
和風おせち二段重詰
（2段／縦14.8×横29.5×高12.0cm）

本体価格36,000円
　　　 （税込38,880円）

5越後 魚伊 
　和風おせち二段重
（2段／縦13.0×横36.0×高10.0cm）

本体価格18,500円（税込19,980円）

新登場

新登場

1 2



27京・料亭わらびの里
和風料亭おせち
三段重（3段／縦18.8×
横18.8×高15.0cm）

本体価格20,000円
          （税込21,600円）

28京・料亭わらびの里
和洋料亭おせち
ニ段重（2段／縦20.3×
横20.3×高10.8cm）

本体価格16,000円
          （税込17,280円）

29京・料亭わらびの里
和風料亭おせち個食
（2折／縦15.0×横15.0×高5.1cm×2折）

本体価格11,000円
          （税込11,880円）

26京料理 たん熊北店
和風二段
（2段／縦17.0×横17.0×高12.0cm）

本体価格15,000円（税込16,200円）

くまきたみせ

京都・洛東の牛尾山の
麓に静かに佇む
「わらびの里」。
四季折々の旬の食材が
お楽しみいただけます。

20京料理 濱登久 和洋三段重
　 （3段／縦21.5× 横21.5×高18.6cm）

本体価格20,000円
（税込21,600円）

はまとく

21京料理 濱登久
　和ニ段重
　 （2段／縦21.5×横21.5×
　  高12.4cm） 

　  本体価格15,000円
　　　　　（税込16,200円）

はまとく

新登場

新登場

22町家割烹 美先 和風おせち二段重
　 （2段／縦19.5×横19.5×高10.4cm）本体価格20,000円（税込21,600円）

京都柳馬場通に佇む「美先」は風情ある
町家割烹。だしをたっぷりと含ませた
薄味で、彩り豊かです。京は西、洛西は御室妙心寺近くに純和風な

館を構え、創業以来源氏物語絵巻を基調と
した器と料理で京の伝統を今に伝えています。

昭和三年、曳き船で名高い高瀬川の
ほとりで創業した「たん熊北店」。
季節の素材とおもてなしの心を
大切に、つねに精進を重ねています。新登場

18京都 下鴨茶寮
　和風おせち三段重
（3段／縦21.0×横21.0×高15.1cm）

本体価格37,000円（税込39,960円）

16京都 下鴨茶寮
　和風おせち三段重
（3段／縦22.1×横22.1×高16.7cm）

本体価格50,000円
　　　 （税込54,000円）

17京都 下鴨茶寮
　和風おせち二段重
（2段／縦21.0×横21.0×
高10.1cm）

本体価格26,000円
          （税込28,080円）

19京都 下鴨茶寮
　和風おせち三客セット
（3客／縦16.5×横16.5×高13.8cm）

本体価格18,000円
　　　 （税込19,440円）

茶懐石と京料理の神髄を
伝え続ける老舗料亭。
雅な盛り付けや
繊細な味わいの料理に
京懐石の心が見られます。

京都に生まれ、80余年。
素材の持ち味を生かした
京のおばんざいを使った
おせちをお届けします。

24京都野村 
　和洋弐段重 「初音」
（2段／縦14.5×横29.5×高12.2cm）

本体価格18,000円（税込19,440円）

23京都野村 「慶賀」
　｠（4段／縦19.0×横19.0×
　  高20.5cm）

本体価格25,000円（税込27,000円）

京都 野村

京都 老舗・料亭のおせち

31京都 舞 和風二段重（2段／縦19.5×横19.5×高10.0cm）
本体価格12,000円（税込12,960円）

京都駅前に店を構える料理店。
京都を訪れる人に、ひと時のくつろぎを
提供しています。

30京都 舞 和風三段重（3段／縦19.5×横19.5×高15.0cm）
　　本体価格18,000円（税込19,440円）

25京料理 たん熊北店
和風二段重
（2段／縦20.0×横20.0×高12.0cm）

本体価格25,000円（税込27,000円）

くまきたみせ

3 4



43シェフコラボ 
　和洋中おせち三段重
　 （3段／縦19.4×横19.4×高16.5cm）

本体価格27,500円（税込29,700円）

34クチネッタ
　ユギーノ 
　和洋おせち料理三段重（3段／縦13.7×横25.5×
　  高15.0cm）本体価格13,000円（税込14,040円）

44リストランテ アルポルト 
　洋風オードブルおせち 
　一段（1段／縦19.9×横26.1×
　  高5.0cm）本体価格12,000円
　　　　　　　　　（税込12,960円）

東京・西麻布の人気
イタリア料理店
「アルポルト」。片岡シェフ
監修のイタリアン風おせち
をお楽しみください。

世界の来賓をおもてなしするホテルオークラ。和食の心と
洋食の華やかさを併せ持つ豪華な素材を詰め合わせた
おせち料理です。

愛知県の三河三谷温泉にある割烹料亭。「一客一亭」の
おもてなしの心と四季折々の
料亭料理が評判です。

38割烹料亭 千賀 
　「彩華千」三段重
　 （3段／縦25.7×
　  横25.7×高15.0cm）
　　本体価格20,000円
　　　　   （税込21,600円）

37割烹料亭 千賀 
　「舞千」
　個食おせち
　（一人前×2折）
     （2折／縦16.1×横21.4×
　  高9.4cm）
　　本体価格9,800円
　　　　 （税込10,584円）

36浅草 鮒忠 
　雅の膳 
　和風おせち一段
　  （1段／縦25.5×
　   横13.5×高7.0cm）

　　本体価格8,000円
　　　　  （税込8,640円）

35浅草 鮒忠 花の膳 和洋おせち二段重
　  （2段／縦19.6×横19.6×高13.5cm）本体価格10,000円（税込10,800円）

41日本橋弁松総本店 
　和一段
（1段／縦24.5×横24.5×
 高6.2cm）

本体価格11,000円
　　　 （税込11,880円）

1850年創業の日本最初の折詰料理専門店。
江戸時代からの名物たこの桜煮や玉子焼など、
甘辛で濃い味付
の伝統的な
おせちです。

素材選びから、彩りの美しさ、
美味しさ、すべてにこだわった
上質な三段重です。

彩り豊かで華やかな江戸風味弁当と
ちらし寿司の店として古くからお客様に
親しまれています。江戸っ子好みの味付け
ながら塩分は控えめ。下町ならではの
小粋でいなせな味わいです。

40神田明神下 みやび
　江戸風味おせちミニ三段重
（3段／縦15.0×横15.0×高15.0cm）

本体価格13,000円
           （税込14,040円）

39神田明神下 みやび 江戸風味おせち二段重
（2段／縦21.0×横21.0×高10.0cm）本体価格20,000円（税込21,600円）

新商品

新登場

レストラン・ホテルのおせち各地の銘店おせち

46ホテルオークラ
和洋中おせち 三段重
（3段／縦17.1×横17.1×高15.0cm）

本体価格20,000円
          （税込21,600円）

新商品

新登場

新商品 新商品

粋と味にこだわる浅草で創業70余年。
鶏料理、うなぎ料理を中心に、味一筋に打ち込んできた
浅草の銘店です。

45赤坂璃宮 
　中華おせち 一段
　  （1段／縦19.9×横26.1×
　  高5.0cm）
     本体価格12,000円
　　　　　（税込12,960円）

47函館 五島軒
　洋風おせち 
　二段重
　 （2段／縦11.6×横27.0
　  ×高8.8cm）

　  本体価格13,000円
　　　　　（税込14,040円）

創業1879年（明治12年）、美味求心の想いを受け継ぎ、
今年で138年目を迎える老舗の洋食レストランです。

新商品

新登場

32石川 月うさぎの里 加賀兎郷 和洋三段重
（3段／縦21.0×横21.0×高15.0cm）本体価格24,000円（税込25,920円）

33石川 月うさぎの里 加賀兎郷 和洋二段重
（2段／縦21.0×横21.0×高10.0cm）本体価格16,000円（税込17,280円）

石川県加賀市に構える月うさぎの里、加賀兎郷。
大昔うさぎに助けられたという伝説が残る
土地の、うさぎと触れ合える場所にて、お客様に
くつろぎの時間を提供している料理屋です。

とごう

イタリアの郷土料理をベースとした
愛知県岡崎市にある本格イタリアン
レストランの彩り豊かなおせちです。

日本の四季折々の食材に
目を向けて、「医食同源」を
うたう広東料理に活かした、
赤坂璃宮。譚シェフ監修の
おせちをご堪能ください。

42セブンプレミアム
   おせち三段重（3～4人前）
〈お雑煮（切りもち4切・つゆ）・丹波篠山産黒豆付〉

（3段／縦18.5×横18.5×高17.5 cm）本体価格30,000円（税込32,400円）
■お持ち帰りのみ承ります。

和・洋・中 有名シェフコラボレーションおせち
「新宿割烹中嶋」の中嶋貞治氏、「リストランテ アルポルト」の
片岡護氏、「szechwan restaurant 陳」の菰田欣也氏の
3シェフがコラボレーションして作った
バラエティー豊かな和洋中おせちです。
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