
〈ご自宅限定〉お買得商品特別販売
2018年 お歳暮期

― 形が不揃い、サービス箱仕様などワケあり商品がお買得。―

めおすす
厳選品

このページの商品のみ包装・のし掛け承ります。

●ご自宅限定品のため、ご進物としてのご注文、お持ち帰りはできません。
●先様へのお届け・包装・のし掛けはご容赦ください。※ただし、このページの商品のみ、包装・のし掛け承ります。

各店、お歳暮期間中、お歳暮ギフトセンターにて承ります。お申し込みのご案内

カカオ分70％のハイカカオチョコレート。
薄型で食べやすく、カカオの香りが
豊かに広がります。

ボルドー地方で金賞受賞を獲得した
赤ワインのお得な詰合せ。

築地や銀座の職人に
愛された暖簾の味を、
板のり50枚と納得の
ボリュームと品質で
お届けします。

パルマ産の生ハムを便利な
小分けパックでお届けします。

創業以来の伝統
を守りながら、
カリッと香ばし
く焼き上げたク
ッキーです。

真空調理製法で仕上げたジューシーな
ローストビーフです。付属のグレイビー
ソースでお召し上がりください。

鮮度にこだわった独自の
製法と黒毛和牛肉との相
性抜群の厳選マッチング
タレにからめた大人気商
品です。

送料込み2201038
〈東和食品〉
国産 黒毛和牛タレ付焼肉用
税込5,940円（本体5,500円）〈TT-05〉
500g真空凍結パック×2（加工地:茨城県）

賞味期限:冷凍で30日

1201077
〈泉屋東京店〉
スペシャルボックス
税込3,240円（本体3,000円）〈ISB-300〉
クッキー詰合せ130g×6

賞味期限:常温で60日

送料込み
2201054

〈東和食品〉
国産 黒毛
和牛切落し
税込5,940円（本体5,500円）〈TK-04〉
500g真空凍結パック×2（加工地:茨城県）

賞味期限:冷凍で30日

送料込み2201089
〈ペック〉
プロシュート・クルード切り落とし
税込3,888円（本体3,600円）
プロシュート・クルード切り落とし80g×3

賞味期限:冷蔵で90日

送料込み2201100
〈伊藤ハム〉ローストビーフ詰合せ
税込3,996円（本体3,700円）〈RB-50J〉
ローストビーフ185g×3、グレイビーソース15g×6

北海道産の鮭をヒッコリーチップで
ほど良くスモークしたサーモンです。

送料込み2201119
〈佐藤水産〉北海道スモークサーモン
税込4,752円（本体4,400円）〈KN-806〉
北海道スモークサーモン80g（スライス）×6P

賞味期限:冷凍で180日

1201093
〈山本海苔店〉
築地魚河岸撰焼海苔
税込2,916円（本体2,700円）
板のり50枚入

1201042
〈ロイヤルリカー〉
ボルドー金賞受賞6本セット
税込5,940円（本体5,500円）〈RLTG06〉
赤ワイン×6各750㎖（フランスボルドー産）

1201026
〈メリーチョコレート〉
プレーンチョコレート
税込3,024円（本体2,800円）
プレーンチョコレート1kg（ミルク・スイー
ト・ビター）

1201069
〈ロイヤルリカー〉
ボルドー金賞受賞12本セット
税込10,800円（本体10,000円）〈RLTG12〉
赤ワイン×12各750㎖（フランスボルドー産）

1201018
〈メリーチョコレート〉
カカオ70%チョコレート
税込3,348円
（本体3,100円）
プレーンチョコレート1kg
（カカオ分70%）

青森本店=11月9日（金）～12月28日（金）：6階催事場 　八 戸 店=11月9日（金）～12月29日（土）：6階催事場
弘 前 店=11月9日（金）～12月27日（木）：3階催事場 　北 上 店=11月9日（金）～12月29日（土）：1階催事場

1204041 �
〈サントリー〉ザ・プレミアムモルツ

税込 5,680円（本体5,260円）
ザ・プレミアムモルツ350㎖×24

1204033 �
〈サッポロ〉黒ラベル

税込 5,180円（本体4,797円）
黒ラベル350㎖×24

1204050 �
〈アサヒ〉スーパードライ

税込 5,180円（本体4,797円）
スーパードライ350㎖×24

1204068 �
〈キリン〉一番搾り

税込 5,180円（本体4,797円）
一番搾り350㎖×24

1204025 �
〈サッポロ〉ヱビスマイスター

税込 6,080円（本体5,630円）
ヱビスマイスター350㎖×24

1204017 �
〈サッポロ〉ヱビス

税込 5,480円（本体5,075円）
ヱビス350㎖×24

1204076 �
〈ゴールド農園〉林檎園ジュース

税込 2,700円（本体2,500円）〈K-6〉
りんごジュース紙パック1,000㎖×6

1204084 �
〈JAアオレン〉希望の雫�品種ブレンド

税込 3,080円（本体2,852円）
希望の雫品種ブレンド280㎖×24本

1204092 �
〈シャイニー〉アップルジュースねぶた缶

税込 2,980円（本体2,760円）
アップルジュースねぶた缶250g×30

1204114 �
〈シャイニー〉アップルジュース銀のねぶた缶
税込 2,980円（本体2,760円）
アップルジュース銀のねぶた缶195g×30

1204106 �
〈シャイニー〉アップルジュース金のねぶた缶
税込 2,980円（本体2,760円）
アップルジュース金のねぶた缶195g×30

1204122 �
〈シャイニー〉青森のおもてなし280㎖ PET
税込 3,180円（本体2,944円）
青森のおもてなし280㎖PET×24本

1204165 �
〈シャイニー〉スパークリングアップルジュース
税込 3,180円（本体2,944円）
スパークリングアップルジュース瓶200㎖×
24

1204130 �
〈シャイニー〉ねぶた�混濁

税込 2,280円（本体2,111円）
ねぶた 混濁1,000㎖×6

1204173 �
〈シャイニー〉スパークリングアップルジュースマイルド
税込 3,180円（本体2,944円）
スパークリングアップルジュースマイルド瓶
200㎖×24

1204149 �
〈シャイニー〉アップルジュース贅沢りんご
税込 2,380円（本体2,204円）［写真の品］
アップルジュース贅沢りんご160g×24

1204157 �
〈シャイニー〉アップルジュース贅沢りんご王林
税込 2,380円（本体2,204円）
アップルジュース贅沢りんご王林160g×24
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日本全国送料324円にてお届けいたします。 日本全国送料無料にてお届けいたします。
産地またはメーカーより直送でお届けいたします。抱き合せ・二重包装は承れません。承り期間：12月20日（木）まで

配送料金が含まれております。 冷蔵・冷凍配送にてお届けします。
※賞味期限は、製造・加工日を基準に記載いたしております。商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なりますので、あらかじめご了承くださいませ。なお、表記のされていない商品（果物は除く）の賞味期限は、90日以上でございます。
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2202034 �
〈ケイエス青果〉熟成黒にんにくお徳用箱
税込 8,000円（本体7,408円）
徳用黒にんにく500g×2袋

2202042 �
〈三崎まぐろ〉赤身切り落とし

税込 3,240円（本体3,000円）〈05B0020〉
天然目鉢まぐろ赤身切り落とし500g×2P
（原産地：太平洋・大西洋・台湾・中国、加工
地：神奈川県）

賞味期限：冷凍で10日

1203010 �
〈モンカフェ〉スペシャルブレンド�50袋

税込 3,240円（本体3,000円）
スペシャルブレンド 50袋

1203053 �
〈竹新〉素焼きミックスナッツ

税込 3,500円（本体3,240円）〈MNH-35〉
アーモンド・カシューナッツ・くるみ合計500g

1203096 �
〈南紀梅干〉紀州産南高梅�うす塩味梅干
税込 3,240円（本体3,000円）〈KB-01〉
南高梅うす塩味梅干（塩分約8%）1kg

1203177 �
〈竹新〉【理由あり】大分産未選別どんこ椎茸
税込 4,320円（本体4,000円）〈ODM-50〉
大分県産乾し椎茸（どんこ）300g

1203029 �
〈辻利〉宇治抹茶入り煎茶（スティック）

税込 1,998円（本体1,850円）
煎茶（インスタントティー）100本

1203061 �
〈竹新〉3種の無塩ナッツ＆ドライフルーツ
税込 4,320円（本体4,000円）〈NFB-50〉
無塩くるみ、無塩アーモンド、無塩カシュー
ナッツ、パイン、パパイヤ、マンゴー240g×4本

1203100 �
〈南紀梅干〉紀州産南高梅�はちみつ梅

税込 3,240円（本体3,000円）〈KB-02〉
南高梅はちみつ梅（塩分約5%）1kg

1203142 �
〈佐藤清治製麺〉白石温麺徳用箱

税込 5,000円（本体4,630円）〈D-48〉
㊕白石温麺（100g×4）×10

1203134 �
〈寛文五年堂〉いなにわ手綯うどん切れはし麺詰合せ
税込 3,100円（本体2,870円）〈K-5〉
いなにわ手綯うどん 切れはし麺400g×5

1203185 �
芋焼酎�南九州人気銘柄詰合せ
税込 3,780円（本体3,500円）〈KKA-30〉
黒伊佐錦 25°芋・黒島美人 25°芋・三岳 25°芋
各900㎖

1203070 �
〈明治屋〉牛肉大和煮

税込 3,381円（本体3,130円）
155g×6

1203088 �
〈アマノ〉いつもの味噌汁詰合せ

税込 3,456円（本体3,200円）
赤だし（なめこ）・なす・野菜・あおさ各10

1203118 �
〈磯千両〉味付のり・焼のり詰合せ

税込 3,456円（本体3,200円）〈M6〉
味付のり・焼のり各8切108枚×3本（丸容器
（大入）35%増量品）

1203150 �
〈揖保乃糸〉おたのしみせっと

税込 5,400円（本体5,000円）〈KBS-3〉
手延そうめん 揖保乃糸 上級品250g×3、手
延中華麺 龍の夢240g×3、手延うどん 揖保
乃糸 聖300g×3、手延パスタ 龍の夢240g×3

1203193 �
〈クレスマン〉紅白ワイン6本セット

税込 6,804円（本体6,300円）〈KSU-6〉
シャルドネ（白）、ヴィオニエ（白）、ソーヴィニョ
ンブラン（白）、カベルネソーヴィニョン（赤）、
メルロー（赤）、シラー（赤）各750㎖

1203045 �
〈花王〉ヘルシア緑茶うまみ贅沢仕立て

税込 4,158円（本体3,850円）
ヘルシア緑茶うまみ贅沢仕立て500㎖×24本

1203037 �
〈花王〉ヘルシア緑茶スリムボトル

税込 4,158円（本体3,850円）
ヘルシア緑茶スリムボトル350㎖×24本

1203126 �
〈白子〉チャック付姿焼金10枚�5帖パック
税込 2,160円（本体2,000円）
板のり10枚×5袋

1203169 �
〈無限堂〉稲庭饂飩（徳用）

税込 2,808円（本体2,600円）
稲庭うどん400g×4袋

1203207 �
〈三国ワイン〉金賞受賞ワイン6本セット

税込 7,560円（本体7,000円）
シャトー ピュイ・ド・ギラント、シャトーオー・コ
ルミエ、クロズリー・サン・ヴァンサン、シャトー 
レ・フェルモントー、セニュール・ド・ラ・トゥー
ル、シャトー リュッサン各750㎖

2202050 �
〈博多ふくいち〉辛子明太子（上切れ）

税込 3,564円（本体3,300円）〈IK-45〉
辛子明太子450g（原材料原産地：アメリカま
たはロシア） 賞味期限：冷蔵で10日

2202018 �
〈青森県特別栽培農産物認証〉弘前市�サンふじりんごご家庭用
税込 4,800円（本体4,445円）
32～36個入約10kg

出荷可能期間：12月1日（土）より

2202093 �
数の子松前漬（バラ折れ）800g
税込 4,644円（本体4,300円）
200g×4 賞味期限：冷凍で180日

出荷可能期間：12月27日（木）まで

2202174 �
〈味の牛たん㐂助〉牛たん切り落とし詰合せ
税込 4,320円（本体4,000円）〈KK-3〉
牛たん切り落とし しお味180g入×3
※アメリカ産牛たん使用〈〈限定100セット〉〉
（加工地：宮城県） 賞味期限：冷凍で180日

2202069 �
〈福さ屋〉無着色辛子明太子�上切れ子

税込 3,780円（本体3,500円）〈APF500g〉
無着色辛子明太子 上切れ子500g

賞味期限：冷凍で90日

2202026 �
〈弘果物流〉青森県産家庭用サンふじ・王林詰合せ5kg
税込 3,456円（本体3,200円）〈5250〉
家庭消費用サンふじ7～10個、王林7～10個
出荷可能期間：11月15日（木）～12月27日（木）まで

2202107 �
〈陸前高田地域振興〉3種の海鮮松前漬
税込 4,266円（本体3,950円）〈RT-KM395〉
逸品三昧80g×2、ふかひれ蟹松前83g・いくら蟹
松前86g各1（スルメイカ・昆布/北海道、あわび・ふ
かひれ・いくら/国内産、数の子/ロシア、ズワイガニ
/カナダ・アメリカ他） 賞味期限：冷凍で150日

出荷可能期間：12月29日（土）まで

2202182 �
〈伊藤ハム〉ハンバーグセット

税込 3,629円（本体3,360円）〈OHB42〉
クリームチーズ入りハンバーグ（デミグラス
ソース・てりやきソース）各77g各5

2202077 �
訳ありほたて貝柱800g
税込 4,644円（本体4,300円）
400g×2 賞味期限：冷凍で180日

出荷可能期間：12月27日（木）まで

2202158 �
〈志場商店〉京生麩田楽・笹巻きまんじゅうセット（白味噌付）
税込 3,980円（本体3,685円）
無添加あわ麩（4カット）・無添加よもぎ麩（4
カット）・古代生麩柚子（4カット）各1、笹巻麩
（4個入）×1、白味噌×1

出荷可能期間：12月25日（火）まで

2202190 �
北海道産不揃いウインナー1kg
税込 4,968円（本体4,600円）
250g×4 賞味期限：冷凍で90日

出荷可能期間：12月27日（木）まで

2202085 �
味付数の子（折れ）750g
税込 4,860円（本体4,500円）
250g×3 賞味期限：冷凍で60日

出荷可能期間：12月27日（木）まで

2202123 �
〈佐藤水産〉蟹味噌入り蟹グラタン

税込 4,266円（本体3,950円）〈FKO-582〉
蟹味噌入り蟹グラタン140g×5

賞味期限：冷凍で60日

2202166 �
〈神戸�串乃家〉串揚げ個包装セット

税込 4,860円（本体4,500円）〈N・AHM〉
串揚げ（海老・きす・鶏つくね・ミートローフ・
鳴門金時・れんこん・ポークロール・鶏ささみ
各1串）×4パック、8種32串、ソース30g×4

賞味期限：冷凍で90日

2202204 �
〈京都フードパック〉京丹波高原豚氷温熟成豚ロース西京白味噌漬
税込 4,968円（本体4,600円）
京丹波高原豚氷温熟成豚ロース西京白味
噌漬・京丹波高原豚氷温熟成豚肩ロース西
京白味噌漬各100g×4枚

賞味期限：冷凍で180日

2202131 �
〈桶狭間フーズ〉一刻魁堂の冷凍生ギョーザ2箱セット
税込 3,456円（本体3,200円）
30個入×2

出荷可能期間：12月25日（火）まで

2202140 �
〈桶狭間フーズ〉一刻魁堂�冷凍生ギョーザと肩ロース焼き豚セット
税込 3,840円（本体3,556円）
一刻魁堂 冷凍生ギョーザ30個入×1、肩ロー
ス焼き豚400g×1 賞味期限：冷凍で180日

出荷可能期間：12月25日（火）まで

2202115 �
〈陸前高田地域振興〉ボイルずわいがに棒肉
税込 5,184円（本体4,800円）〈RT-45〉
ボイルずわいがに棒肉（アメリカまたはカナダ
またはロシアまたはノルウェー産、加工地：イ
ンドネシア）400g

出荷可能期間：12月29日（土）まで
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産地またはメーカーより直送でお届けいたします。抱き合せ・二重包装は承れません。承り期間：12月20日（木）まで
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配送料金が含まれております。 冷蔵・冷凍配送にてお届けします。
※承り期間・発送期間が記載されている商品については、期間内であっても、天候などにより、品切れ、または販売中止になる場合もございますのでご了承ください。

※賞味期限は、製造・加工日を基準に記載いたしております。商品到着後の日持ち期間は、配送日数などにより異なりますので、あらかじめご了承くださいませ。なお、表記のされていない商品（果物は除く）の賞味期限は、90日以上でございます。

日本全国送料324円にてお届けいたします。 日本全国送料無料にてお届けいたします。


