
ギフト包装・のしについて 商品や配送方法によって、包装形態が異なります。～ 環境保全のため、簡易包装でお届けするようつとめております ～
包装紙、送り状には

　　　　　　マークは入りません。

必ずお読みください

10月4日（火）～12月17日（土）
年内お届け

受付期間

お届け期間

クリスマスお届け 年明けお届け

11月上旬（11月5日）～12月下旬
10月4日（火）～12月10日（土）

12月20日（火）～12月24日（土）

10月4日（火）～12月27日（火）

2017年1月6日（金）以降※受付日より10日前後のお届けとなります。（一部商品除く）

お問い合わせは、ギフトセンターへ。

0120-06-3963 0570-05-3963
（携帯から※通話料有料）
お電話でのご注文は承っておりません。

（1月1日～1月3日は10：00～17：00）
10:00～19:00

ギフトセンター受付時間

※記入例

詳しい記入方法は、ローソンギフトお申込書の
【お申込みの記入例】をご覧ください。

※一部、承り期間が異なる商品もございます。
10月4日（火）～12月27日（火）

承り期間

また、下記の2点を申込書に記載の際には、ご注意ください。

必要事項をご記入の上、レジカウンターにて代金をお支払いください。

※なお、申込書は機械処理をいたします。欄外に記載のある場合は、読み取れませんのではみ出さないようにご注意ください。

※ただし、お届け時期が限られている商品もございます。
※時期指定をされない場合は、お申込みから10日前後
    （お届けは11月上旬～）でのお届けとなりますのでご注意ください。
※お届け日の指定はできません。
※上旬・下旬のどちらかの選択となり中旬は選択できません。

手 渡し・二 重 産 地 包 装簡 易 包 装 産 地 箱

こちらの位置に
のしを貼った状態

でのお届けとなります。
※通常は内のしです。

※商品によって「のし」が包装紙に
　印刷されている場合がございます。

こちらの位置に
のしを貼った状態

でのお届けとなります。
※通常は外のしです。

こちらの位置に
のしを貼った状態

でのお届けとなります。
※通常は内のしです。

商品によって貼付方法が
異なります。

（のしが箱の中に
 入る場合があります）

こちらの位置に
送り状を貼った
荷姿でのお届けと
なります。

こちらの位置に
送り状を貼った
荷姿でのお届けと
なります。

こちらの位置に
送り状を貼った
荷姿でのお届けと
なります。

こちらの位置に
送り状を貼った
荷姿でのお届けと
なります。

お手渡し
包装の
指定可能な
商品です。

お手渡しが
できるよう
二重包装にて
お届けします。

資源保護のため
簡易包装にてお届けします。

メーカー及び産地の包装紙で
包装してお届けします。

メーカー及び産地の化粧箱で
無包装にてお届けします。

カタログ内
の表示

荷  姿  例

のしについて

※のしは
　短冊のしと
　なります。

包装紙が汚れないようにクラフト紙等で保護してお届けする包装形態（お手渡し包装）
です。お届け先様に直接持参される場合に「手渡し・二重」包装をお薦めいたします。
クラフト紙の代わりにダンボールに入れてお届けする場合もございます。
※「手渡し・二重」マークのない商品は「手渡し・二重」包装ができません。

「手渡し・二重」包装について
の

込
）

額

夜　間
18時～21時頃

お手渡し
包装

指定商品
のみ

01．
02

このマークがついて
いる商品は、全て「手
渡し・二重」包装でお
送りいたします。

このマークがついている商品
は、申込書にてご指示いただ
いた場合にのみ「手渡し・二
重」包装でお送りいたします。

お申込み方法について11月上旬（11月5日～）より
お届け開始

□

左記のマークがついた商品で、
お手渡し包装をご希望の場合は、
必ず、お手渡し包装の欄に   を

チェックしてください。（ご本人様お届けの
場合でも、お手渡し包装をご希望の際には
必ずチェックしてください。）

ご希望の配達月（11 ～ 12）を
2桁でご記入ください。
11月下旬～12月下旬までご指定可能です。

1

2

ご注文は、ローソンストア100店舗にて受付。

お 申 込 み の ご 案 内

下記マークのついた商品に限り、お買い上げ1商品につき
※1月末加算10・11

ポイントはレジにご提示いただいたカードに付
与いたします。ご提示時忘れの場合は、ポイ
ント付与ができません。また、申込書にはお客様
番号を記載頂く必要はございません。申込書に記
載されていても、その番号には付与しません
のでご注意ください。

お支払いはPontaVISA他、各種クレジットカードも
ご利用いただけます。

発送について
●次の地域は生花•クール便のお届けはできません。
また、お届けが遅れる場合もありますのでご了承ください。

●上記以外の離島においても発送が遅れる場合
がございます。

賞味期限について
●記載しております消費期限・賞味期限は、製造・加工
日からの日数です。賞味期限の短い商品につきまして
は、ご注意ください。賞味期限の記載については、賞味期
限が30日以下の商品を記載しています。（一部商品除く）

カタログ表記について
●印刷の特性上、写真と実際の商品の色が異な
る場合がございます。 また、写真と実際の商品の
仕様が異なる場合がございます。

その他
●商品は十分にご用意しておりますが、万一品切れの
場合にはご容赦ください。また、やむを得ない事情
により変更や中止になる場合がございます。 
●ギフト商品と共に信書となる“あいさつ状”や“手紙”は
郵便法上同送することはできませんのでご了承ください。 

配送について カードもご利用いただけます
●複数お申込みの場合、お届け先が同一住所で
もお届け日が異なる場合がございます。予めご了
承ください。 ●同一のお届け先に異なる商品を2
点以上お申込みいただいた場合、お届け日が異
なる場合がございます。 ●一部配送できない地
域がございますのでご注意ください。●悪天候等、
やむを得ない理由で配達日が変更になる場合が
ございます。 ●青果・生鮮品は気象条件等によ
り受付期間終了を早めたり、お届けを前後させて
いただくことがございますのでご了承ください。 

当ギフトについての個人情報の利用目的について
●ギフト申込書にご記入頂きましたお客様の個人
情報は当社ギフトの配送の為に使用します。また
ローソンもしくは、その加盟店から当社ギフト・年
賀状印刷・クリスマスケーキ・おせち商品のご案
内を差上げることがございます。ご案内を希望され
ない場合はそれぞれの欄に□印をご記入ください。
当ギフトについての個人情報の管理について

●当社では、法令に基づく場合又は上記の利用目的を
達成するため必要な範囲内で業務を委託する場合を
除き、お客様の個人情報を第三者に提供いたしません。 
なお、お客様の個人情報は顧客情報管理責任者を配置
し組織的安全管理を行っています。
●個人情報の開示・訂正・利用停止等の手続き及び苦情・
お問い合わせに関しましては、お手数ですが0120-06-
3963のローソンギフトセンターまでご連絡ください。

商品の特性上、伝票発行後のキャン
セルおよび送り先の変更はお受けで
きませんので、予めご了承ください。

キャンセルについて

商品の受け取り後、お客様都合での
返品・交換はお受けできませんので
予めご了承ください。

返品・交換について

東京都 伊豆諸島（青ヶ島村、大島町、神津島村、利島村、
新島村、八丈町、御蔵島村、三宅村）、小笠原諸島

（小笠原村）
北海道 利尻郡、礼文郡、奥尻郡
鹿児島県 大島郡、鹿児島郡、奄美市、屋久島町（口永良部島）

長崎県 対馬市

沖縄県 国頭郡（伊江村、古宇利島、水納島）、うるま市（津堅
島、浜比嘉島）、島尻郡（伊是名村、伊平屋村、粟国
村、北大東村、南大東村、座間味村、渡嘉敷村、渡
名喜村、久米島）、宮古郡（多良間村）、宮古島市

（来間島、大神島）、八重山郡（与那国町、竹富町）、
石垣市、南城市（久高島）

●配達時期指定について〈配達時期ご指定の場合〉

のマークのついた
商品に限り、
お買い上げ
1商品につき

Pontaポイントプレゼント
ポイントプレゼント期間
お申込み時期
10月4日～11月30日

プレゼント予定日
1月末日

限定10・11月

ご希望配達時期

11月下旬

12月上旬

12月下旬

11月20日～11月30日

12月 1日～12月15日

12月20日～12月31日

お届け時期の目安 お申込みの期限

11月15日まで

11月30日まで

12月17日まで
＊注記……… お届け日のご指定はできませんのでご了承ください。
＊注記……… 年内お届け商品番号で番号時期指定をされない場合はお申込後10日前後でのお届

けとなります。
＊注記……… 年明け商品番号でお申込の場合は、1月6日（金）からのお届けとなります。年内での

お届けをご希望の場合は年内お届け商品番号でお申込ください。

大切なひとに、
   健やかな贈りもの。

［受付期間］
10.4（火）～12.27（火）
年内お届けは12月17日（土）迄
11月上旬よりお届け開始



写真は全てイメージです。
お手渡し包装の
指定可能な商品です。

メーカー及び産地の
化粧箱で無包装にて
お届けします。

資源保護のため
簡易包装にて
お届けします。

メーカー及び産地の
包装紙で包装して
お届けします。

お手渡しができる
よう二重包装にて
お届けします。

クール冷蔵便で
お届けします。

クール冷凍便で
お届けします。

このマークのついた商品はお買い上げ1商品につき＋100ポイントのボーナスポイントを
プレゼントします。（10、11月限定）※詳しくは「お申込みのご案内」ページをご覧ください。1

ローソンストア100クリスマス限定！福岡県産あまおうたっぷ
りの『フルーツカタラーナあまおう』とチョコベースのカタラー
ナにアーモンドとピスタチオをトッピング
した『チョコラーナ』の贅沢2本セットです！

ココア生地に、刻んだ渋皮栗入りクリームを巻きデコレー
ションしました。華やかなクリスマスのロールケーキです。

滑らかなクレームブリュレクリームをフランスの最高級ショ
コラ「ヴァローナ」社のショコラとキャラメルのムースで包み
込んだ人気のケーキです。

ローソンストア100クリスマス限定！冬の大人気のフレーバー
『濃厚ミルク』と『ショコラ』にクリスマスチョコをトッピング！
限定｢クリスマス｣プリンの詰合せセットです。

西通りプリン クリスマスカタラーナセット

受付期間12/10 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格3,685円（税込3,980円）
●あまおうカタラーナ、チョコラーナ 各約400g

西通りプリン クリスマスセット

受付期間12/10 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格3,148円（税込3,400円）

●クリスマスプリン（濃厚ミルク）、クリスマ
スプリン（ショコラ）各約95g×各3個

●賞味期限：冷蔵で8日

新杵堂 ブッシュ・ド・ノエル

受付期間12/10 お届け期間12 月上旬～ 12 月下旬

本体
価格3,950円（税込4,266円）

●ブッシュ・ド・ノエル約500g×1
●賞味期限：冷凍で30日

パティスリーグレゴリー・コレ ノエルアプソリュ

受付期間12/10 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格3,800円（税込4,104円）

●約330g（径約12cm×高さ約5cm）、飾り用オーナメント、ろ
うそく別添

●賞味期限：冷凍で30日

限定品

限定品

こ
こ
で
し

か手
に入らない

ギ
フト

笑顔になれる
おいしいケーキが
揃っています。

クリ
スマ
ス当
日ケー

キを買いに行けない方にもおすすめです。

おすすめ

商品番号 年内
お届け 113106 クリスマス

お届け 169311

商品番号 年内
お届け 002553 クリスマス

お届け 169312

商品番号 年内
お届け 006638 クリスマス

お届け 169313

商品番号 年内
お届け 006669 クリスマス

お届け 169319

おすすめ

九州素材が生み出す本物の美味しさ。優
しくてどこか懐かしい味わいに仕上げた
福岡県『博多』で大人気の西通りプリン。
福岡市内でのワゴン販売から始まり、今
では関東の催事などにも出店しています。

クリスマスお届け品番での
お申込み商品は、12/20
（火）～12/24（土）の期間
にお届けします。※お届け
日の指定はできません。

クリスマスお届け



写真は全てイメージです。

表示価格で全国にお届け。
別途送料はかかりません。
印刷の特性上、写真と実際の写真とは色が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

年内
お届け

申込書受付

12/17（土）まで
クリスマス
お届け

申込書受付

12/10（土）まで
11月上旬より
 お届け開始

お申込みより

10日前後
2016 年
12/20（火）～12/24（土）まで

 お届け
 期間

 お届け
 期間

2

イタリアンの鉄人神戸シェフが監修したローストビーフ。部
位は柔らかく脂がのった肩ロースを使用。特製バルサミコ
ソースをかければローストビーフの旨みとバルサミコ酢が調
和したまろやかな味わいになります。

リストランテマッサ神戸勝彦監修
ローストビーフ バルサミコソース

受付期間 12/10 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 5,500円（税込5,940円）

●ローストビーフ約400g、バルサミコソース120㎖

ブランブリュンお薦めの、抹茶アイスやフルーツアイス等を
チョコで包んだ一口サイズのアイスボールです。

3,500円（税込3,780円）

●チョコバニラアイス、チョコチョコアイス、抹茶チョコアイス、
チョコマンゴーアイス、チョコバナナアイス×各8個（合計40個）

受付期間 12/10 受付期間 12/17

受付期間 12/10

お届け期間  ～ 12 月下旬 お届け期間  ～ 12 月下旬

お届け期間  ～ 12 月下旬

赤ワイン仕立てローストビーフ

4,500円（税込4,860円）

●モモ肉ローストビーフ約400g、ソース20g×2袋

赤ワインに漬け込んで仕上げたローストビーフ。肉の旨みと
赤ワインの風味、味のコントラストが食欲をそそります。付属
のソースで、お召し上がりください。

本体
価格

ブランブリュン アイスボールセット

※このカタログの酒類については、お酒の取扱店のみで受付しております。
※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

商品番号 年内
お届け 006756 クリスマス

お届け 169320

商品番号 年内
お届け 010559 クリスマス

お届け 175305
商品番号 年内

お届け 169082 クリスマス
お届け 175303

本体
価格

本体
価格

成城石井 フランス スパークリングワインギフト

4,300円（税込4,644円）

●ジャクリーヌ（ブリュット、ブリュットロゼ）各750㎖×各1

コニャック（ブランデー）の老舗カミュ社がプロデュースする
人気の高いスパークリングワインの辛口とロゼの2本セット
です。

商品番号 年内
お届け 175386

おすすめ



写真は全てイメージです。
お手渡し包装の
指定可能な商品です。

メーカー及び産地の
化粧箱で無包装にて
お届けします。

資源保護のため
簡易包装にて
お届けします。

メーカー及び産地の
包装紙で包装して
お届けします。

お手渡しができる
よう二重包装にて
お届けします。

クール冷蔵便で
お届けします。

クール冷凍便で
お届けします。

このマークのついた商品はお買い上げ1商品につき＋100ポイントのボーナスポイントを
プレゼントします。（10、11月限定）※詳しくは「お申込みのご案内」ページをご覧ください。3

鮭輝の半身姿切り身（山漬け）
商品番号 年内

お届け 017465 商品番号 年内
お届け 023252

本体
価格 4,000円（税込4,320円）

●約1kg（北海道産）

獲れたての鮭を大量の塩でまぶし、1本1本積み重ね、最後に重石を乗せて熟成。それも2週
間の熟成をして手間暇かけて漬け込んだ本物の山漬けです。

北海昆布巻セット

本体
価格 3,500円（税込3,780円）

●昆布巻（鮭・たらこ・ししゃも・にしん・数の子）各約150g
●加工地：北海道

北海道の昆布を使用した昆布巻です。やわらかな昆布と具材の相性が抜群です。

三輪そうめん松田 年越し 迎春セット
商品番号 年内

お届け 027056

受付期間 12/10 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 2,500円（税込2,700円）

●阿波そば50g×7束、讃岐うどん50g×7
束、めんつゆ30㎖×4袋

と、本場讃岐のコシが強く喉越しの良いう
どんとめんつゆの詰合せです。

いくら醤油漬
商品番号 年内

お届け 029008 年明け
お届け 171393

本体
価格 4,500円（税込4,860円）

●300g
●原料原産国：日本（北海道）

根室産のいくら醤油漬をボリュームたっぷ
り300gお届けします。

本体
価格 5,000円（税込5,400円）

●塩数の子（特大）約500g（12～13本）
●原料原産国：アメリカ、加工地：北海道

米国（アラスカ州）産の鮮度の良い抱卵ニシ
ンを一尾ずつ冷凍して腹だしされた数の子
です。

商品番号 年内
お届け 029134 年明け

お届け 171399

商品番号 年内
お届け 032331

昆布巻＆数の子松前漬

本体
価格 4,000円（税込4,320円）

●昆布巻（鮭・にしん・たらこ）各約150g、数
の子松前漬約240g
●数の子原料原産国：ドイツ他、加工地：北海道
●賞味期限：冷蔵で30日

北海道産の昆布を使用した昆布巻と数の
子がたっぷり入った数の子松前漬とのセッ
トです。

ウエダ 博多辛子めんたいこ（無着色） 
商品番号 年内

お届け 033063 年明け
お届け 171401

本体
価格 4,000円（税込4,320円）

●辛子めんたい約360g
●原料原産国：ロシアまたはアメリカ、加工
地：福岡県
●賞味期限：冷凍で30日

昔ながらの製法でひとはら、ひとはら手作業
でつくります。ピリッとした辛さが好評です。

豪快かに松前漬
商品番号 年内

お届け 034260 年明け
お届け 171402

本体
価格 4,000円（税込4,320円）

●約300g×2個
●かに原料原産国：日本、
　加工地：北海道

日本産の紅ずわいがにを15％以上使用し
たかに松前漬のセットです。

お買い得切れたらこ
商品番号 年内

お届け 035444 年明け
お届け 173823

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●約500g
●原料原産国：アメリカ

モンドセレクション金賞を5年連続受賞し
たたらこの切れたらこです。

年末年始

受付期間 12/10 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬 受付期間 12/10 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

受付期間 12/10 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

おすすめ

商品番号 年内
お届け 032725 年明け

お届け 171400
やまや 無着色辛子明太子

本体
価格 4,100円（税込4,428円）

●無着色辛子明太子360g×1〈原料原産国：
ロシアまたはアメリカ、加工地：福岡県〉
●賞味期限：冷蔵で14日

創業以来の調味液に168時間漬け込んだ
辛子明太子です。



写真は全てイメージです。

表示価格で全国にお届け。
別途送料はかかりません。
印刷の特性上、写真と実際の写真とは色が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

年内
お届け
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4

お雑煮やさん ご当地雑煮食べ比べセット（5食）
商品番号 年内

お届け 061005 年明け
お届け 173824

本体
価格3,600円（税込3,888円）
30g、ホウレンソウフリーズドライ）

全国の個性的なご当地雑煮をご自宅で食べ比べできるお正月エンターテイメント。レトルト
で常温保存が可能、レンジで温めるだけ。ご高齢世帯にも、都心で働くおひとり暮らしの方に
もぴったりです！

麩金 お吸物最中 15個入
商品番号 年内

お届け 065266 年明け
お届け 173825

本体
価格3,333円（税込3,600円）

●みそ汁10g、おすまし汁5g、たまごスープ8g×各3個、もずく汁6g、野菜コンソメスープ8g、きの
こスープ8g×各2個

お椀の中に最中を割り入れ、熱湯を注げばお吸い物の出来上がりです。

紅ズワイまるごと海鮮鍋
商品番号 年内

お届け 066891 年明け
お届け 173826

本体
価格5,000円（税込5,400円）

●ゆで紅ずわいがに（姿）約380g×1杯、かに入つみれ3個、え
び入つみれ3個、鶏ごぼう入つみれ3個、するめいか約100g、
助宗鱈切身約40g×3切れ、うどん250g×1玉、鍋たれ（えび
魚醤油入り）50㎖×2袋
●原料原産国：かに（日本）、するめ
いか・助宗鱈（日本）、加工地：日本
●賞味期限：冷凍で30日

北海道稚内港で水揚げされた新鮮な紅ズワイガニをまるご
と一杯使用した海鮮鍋セットです。 豪快かに鍋セット

商品番号 年内
お届け 070561 年明け

お届け 173828

本体
価格5,000円（税込5,400円）

●生たらばがにカット100g、ボイルたらばがにカット100g、生
ずわいがにむき身100g、ボイルずわいがにカット150g、かに
身入りかに内子つみれ各5個、冷凍うどん250g、たれ50g×2
●かに原料原産国：ロシア、加工地：北海道

様々なかにを使用した鍋セット。思う存分にかにをご堪能く
ださい。

ふくちりセット
商品番号 年内

お届け 070613 年明け
お届け 173829

本体
価格5,000円（税込5,400円）

●まふくちり身・アラ400g、ふく鍋だし45g×2、ポン酢35g×
3、モミジオロシ16g
●マフグ原料原産国：日本
●賞味期限：冷凍で30日

旨味たっぷりで奥深い味わいの国産ふくちり。ちり鍋の後の
残ったダシで作る雑炊もお楽しみください。

京野菜かね正 聖護院かぶらのみぞれ鍋
商品番号 年内

お届け 070910

受付期間12/10 お届け期間11 月下旬～12 月下旬

本体
価格6,500円（税込7,020円）

●3～4人前。聖護院かぶら、菊菜、水菜、ねぎ、鍋用豆腐、割烹つゆ、鶏肉（300g）、うめ生麩（1
袋）、鶏つくね（200g）
●消費期限：冷蔵で3日

降り積もる雪のようなみぞれ鍋。すりおろしたかぶらにより柔らかい甘みとだしの風味が増します。

海鮮トマト鍋セット
商品番号 年内

お届け 071007 年明け
お届け 173830

本体
価格5,000円（税込5,400円）

●助宗鱈切身約40g×4切、生冷たらばがにカット約150g、するめいか約100g、ボイル帆立約
20g×3個、ボイル甘えび約9g×6尾、かに入りつみれ約20g×3個、平打ちパスタ200g、トマト
鍋たれ250㎖×2袋
●原料原産国：かに（ロシア）、甘エビ（カナダ）、助宗鱈・するめいか・帆立（日本）、加工地：日本
●賞味期限：冷凍で30日

糖度の高いトマトで作った専用たれに、海鮮素材を入れて洋風に仕上げました。

鍋物
あったか

おすすめ

食
べ

   

比
べ

食
べ

   

比
べ

煮
雑
地
当
ご

煮
雑

お届け期間12 月上旬～

おすすめ

※こちらの商品はお届
けに2週間程度かか
る場合がございます。

※こちらの商品はお届けに2週間
程度かかる場合がございます。

※こちらの商品は、消費期限が短い為、ご注文の際はご注意ください。
※こちらの商品は、毎週金曜日に発送します。



写真は全てイメージです。
お手渡し包装の
指定可能な商品です。

メーカー及び産地の
化粧箱で無包装にて
お届けします。

資源保護のため
簡易包装にて
お届けします。

メーカー及び産地の
包装紙で包装して
お届けします。

お手渡しができる
よう二重包装にて
お届けします。

クール冷蔵便で
お届けします。

クール冷凍便で
お届けします。

このマークのついた商品はお買い上げ1商品につき＋100ポイントのボーナスポイントを
プレゼントします。（10、11月限定）※詳しくは「お申込みのご案内」ページをご覧ください。5

フレグランス コフレ
商品番号 年内

お届け073718 年明けお届け173831

本体
価格2,800円（税込3,024円）

●フレグランス内容量：27㎖
●中国製

ソラフラワー（植物の皮で作った造花）とペーパーフラワーを敷き詰めたボックスと、それに香
りづけをしたりルームスプレーとしても使えるフレグランスミストを付けたギフトセットです。

商品番号 年内
お届け073871 年明けお届け173832

本体
価格

シャリテローズ バスペタル
商品番号 年内

お届け074440 年明けお届け173833

1,900円（税込2,052円）

●内容量：計約60g（約6～8回分）
●本品「約8～10g」に対してお湯約200ℓが目安です。
●中国製

バラの形に整えたバスペタルをブラックボックスに詰め込んだバスギフト。繊細な色使いと
ローズをイメージした香りがバスタイムを華やかにします。勢いよくお湯を注げば、ほのかに
香る泡風呂が楽しめます。

商品番号 年内
お届け075818 年明けお届け173834

商品番号 年内
お届け077191 年明けお届け173836

銀座 レ ロジェ 
エギュスキロール クリームパルフェ

商品番号 年内
お届け078998

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格4,000円（税込4,320円）

●チョコ＆ミックスフルーツ・チョコ＆ミックスナッツ・バニラ＆
ミックスベリー・バニラ＆トロピカルフルーツ×各2個（計8個）

口どけのよいバニラとチョコ2種類のクリームに、素材感あふ
れるフルーツとミックスナッツを贅沢にトッピングしました。

テオブロマ アイス＆ショコラケーキセット
商品番号 年内

お届け079784 年明けお届け174004

本体
価格4,000円（税込4,320円）

●キャラメルチョコレートグラッセ70㎖×6個、ケイクショコラ
×1個

テオブロマオーナーシェフ土屋公二氏監修。カカオの風味
豊かなチョコレートアイスとケーキのセットです。

奈良吉野 
商品番号 年内

お届け084509 年明けお届け173868

本体
価格5,000円（税込5,400円）

創業明治15年の老舗

松阪牛すき焼き用
商品番号 年内

お届け085379 年明けお届け173872

本体
価格8,000円（税込8,640円）

●松阪牛モモ肩ロース300g
●賞味期限：冷凍で30日

黒毛和牛の最高峰、肉の芸術品と称される松阪牛。A-4以
上証明書付きでお届けします。

商品番号 年内
お届け087080 年明けお届け173874

伊賀牛すき焼き用

本体
価格7,000円（税込7,560円）

●伊賀牛ウデ（肩肉）350g
●賞味期限：冷凍で30日

三重県産黒毛和牛「伊賀牛」は肉の横綱と称されています。
未経産の雌牛にこだわった伊賀牛を証明書付きでお届けし
ます。

おすすめ

おすすめ

一年頑張った自分やあの人にも

〈ミュゲフローラルの香り〉 〈ティーローズの香り〉

〈グロスローズ〉 〈タイディローズ〉

〈ロマンスローズ〉

気品ある
ローズの香り

さわやかな
ローズの香り

しっとり妖艶な
ローズの香り

鹿児島黒豚しゃぶしゃぶセット500g

本体
価格6,000円（税込6,480円）

●黒豚肩ロース250g、黒豚バラ250g、しゃぶしゃぶタレ約
180㎖

上品な味わいでありながら味に深みがある『鹿児島黒豚』の
肩ロースとバラ肉が各250g入ったしゃぶしゃぶセットです。

商品番号 年内
お届け087497 年明けお届け173879

ご褒美の逸品
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雑貨・セレクトギフト

ブロッサム BCコース
●総ページ数352ページ、総掲載点数910点（雑貨775点、

食品120点、旅行・体験15点）

商品番号 年内
お届け 169006 年明け

お届け 173919

本体
価格 3,600円（税込3,888円）

910点
総掲載点数

ブロッサム BEコース
●総ページ数360ページ、総掲載点数925点（雑貨765点、

食品150点、旅行・体験10点）

商品番号 年内
お届け 169012 年明け

お届け 173957

本体
価格 4,600円（税込4,968円）

925点
総掲載点数

ブロッサム BHコース
●総ページ数326ページ、総掲載点数885点（雑貨745点、

食品125点、旅行・体験15点）

商品番号 年内
お届け 169015 年明け

お届け 173963

本体
価格 10,600円（税込11,448円）

885点
総掲載点数

ブロッサム BFコース
●総ページ数376ページ、総掲載点数1,000点（雑貨835点、

食品150点、旅行・体験15点）

商品番号 年内
お届け 169014 年明け

お届け 173960

本体
価格 5,600円（税込6,048円）

1.000点
総掲載点数

※このカタログギフトシステムは、日本国内の発送に限ります。
※生鮮食品は、生産地等の状況によりお届けできない地域もございますので、予めご了承ください。

ギフト工房 アリエール＆ボールド＆ジョイセット
商品番号 年内

お届け 173923

受付期間 12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格 2,500円（税込2,700円）

●P＆Gアリエールジェル約1.0kg×1、P＆G
ボールドジェル約850g×1、P＆Gボールド
ジェル（詰替）約715g×1、P＆G除菌ジョ
イ約200㎖×1

P＆Gの人気液体洗濯洗剤アリエール・
ボールドと、台所洗剤ジョイを詰合せたギ
フトセットです。液体洗剤はドラム式洗濯
機にもおすすめです。

花王 アタックセット
商品番号 年内

お届け 173926

受付期間 12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格 2,250円（税込2,430円）

●アタック高浸透バイオジェル約900g×1、
アタック高浸透バイオジェルつめかえ用約
810g×3

液体洗剤のアタックを詰合せました。喜ん
で使っていただける贈りものです。

花王 バブ プレミアムアロマギフト
商品番号 年内

お届け 173951

受付期間 12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格 2,852円（税込3,080円）

●バブクラシックジャスミンの香り・バブピー
チブロッサムの香り・バブフレッシュデイ
ジーの香り・バブスイートコスモスの香り・
バブマグノリアブーケの香り・バブマンダリ
ンバニラの香り 各8錠

アロマの香りに包まれるギフト限定の特別
な香りのコレクションです。

ナノ洗浄クリア洗剤ギフト
商品番号 年内

お届け 087547 年明け
お届け 173882

メーカー希望本体価格

3,000 円

●ライオントップクリアリキッド450g×1個、
ライオントップクリアリキッド詰め替え用
400g×2個、ライオントップスーパーナノッ
クス300g×1個、ライオンチャーミーマジ
カスプラッシュオレンジの香り230㎖×1
個、洗濯機用クリーナーM×1個

白より進んだクリアな洗い上がり「ライオン
トップクリアリキッド」の入った洗剤セット。

10%
OFF!

本体価格

2,700円（税込2,916円）

フレグランス ランドリーギフトセット
商品番号 年内

お届け 087646 年明け
お届け 173905

メーカー希望本体価格

3,000 円

●ボールド850g×1個、ボールド詰め替え用
715g×1個、ソフター：400㎖×1個、ソフ
ター詰め替え用350㎖×1個、薬用ハンド
ソープ250㎖×1個、薬用ハンドソープ詰め
替え用200㎖×1個、台所洗剤270㎖×1個

※パッケージのデザインが変更になる場合が
ございます。

かわいいピンク色のジェルで毎日のお洗濯
を楽しくしてくれるボールドが入った、暮ら
しに香りを届けるギフトセットです。

10%
OFF!

本体価格

2,700円（税込2,916円）

炭酸 薬用入浴剤セット
商品番号 年内

お届け 087748 年明け
お届け 173909

メーカー希望本体価格

3,000 円

●バブ（ゆず）×4、バブ（森）×4、バブ（ラベ
ンダー）×4、バブ（ひのき）×4、薬用入浴剤

（ゆず）25g×2包、薬用入浴剤（よもぎ）
25g×2包、薬用入浴剤（もも）25g×2包、
薬用入浴剤（ひのき）25g×2包

炭酸ガスが温浴効果を高めて血行を促進
するバブと、薬用入浴剤のセットです。

10%
OFF!

本体価格

2,700円（税込2,916円）

四季折  々薬用入浴剤セット
商品番号 年内

お届け 168989 年明け
お届け 173912

メーカー希望本体価格

2,500 円

●バブ（ゆず）×3、バブ（森）×2、薬用入浴剤
（ゆず）25g×2包×2、薬用入浴剤（ひの
き）25g×2包×1、薬用入浴剤（もも）25g
×2包×2

炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進す
るバブが入った入浴剤セットです。

10%
OFF!

本体価格

2,250円（税込2,430円）

ELLE MAISON ボディソープセット
商品番号 年内

お届け 168994 年明け
お届け 173917

メーカー希望本体価格

2,500 円

●ボディソープ（ローズマリー・タイム・カモ
ミール）450㎖×各1本

快適な生活を楽しむためのELLE MAISON
が贈る爽やかなボディケアギフトです。

10%
OFF!

本体価格

2,250円（税込2,430円）



写真は全てイメージです。
お手渡し包装の
指定可能な商品です。

メーカー及び産地の
化粧箱で無包装にて
お届けします。

資源保護のため
簡易包装にて
お届けします。

メーカー及び産地の
包装紙で包装して
お届けします。

お手渡しができる
よう二重包装にて
お届けします。

クール冷蔵便で
お届けします。

クール冷凍便で
お届けします。

このマークのついた商品はお買い上げ1商品につき＋100ポイントのボーナスポイントを
プレゼントします。（10、11月限定）※詳しくは「お申込みのご案内」ページをご覧ください。7

髙島屋の商品は
髙島屋の包装紙
（内のし短冊）で
お届けします。

お届け形態

髙

屋
島

暮
歳
お
の

スモークハウス ファイン 
金賞受賞ハム・ソーセージセット

商品番号 年内
お届け 169638

本体
価格 3,500円（税込3,780円）

●ベーコン90g、ロースハム70g、フライシュ
ケーゼ90g、ソーセージ5種135g（ウイン
ナー、あらびき、ガーリック、チョリソー、トス
カーナ×各1）

●賞味期限：冷蔵で14日

2005年～2016年の間でドイツの国際食
肉コンテストで金賞を受賞した化学調味
料・防腐剤等不使用のセットです。

アディナのBio Soup 3種セット
商品番号 年内

お届け 169637 年明け
お届け 173965

本体
価格 2,700円（税込2,916円）

●有機オニオンスープ、有機ビーツスープ、有機
キャロット＆パンプキン
スープ各190g×各2

北海道在住の料理家「横山アディナ」監修
の北海道産有機野菜を使ったスープセット
です。化学調味料不使用。

総合農舎山形村 短角牛レトルトセット
商品番号 年内

お届け 169639 年明け
お届け 173971

本体
価格 3,800円（税込4,104円）

●いわて短角牛厚切りビーフシチュー220g、
いわて短角牛ごはんの素210g、
いわて短角牛すじ肉ごろごろカ
レー180g×各1

短角牛を山ぶどうソースで煮込んだビーフ
シチューを始め、短角牛のうまみを丸ごと
味わえるセットです。

無茶々園 ストレートジュースセット
商品番号 年内

お届け 169640 年明け
お届け 173984

本体
価格 2,700円（税込2,916円）

●みかん伊予柑ジュース、ポンカ
ンジュース、ジューシーフルーツ
ジュース各720㎖×各1

旬の時期に丸ごと搾り、果汁だけを瓶に詰
めた果汁100%のストレートジュースです。

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

ヨックモック エクセレントデリス YTH-30Ｗ
商品番号 年内

お届け 169026

受付期間 12/15 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●シガール、シガールショコラノワール×各6、ガ
レットオテ、カカオカラメル×各8、サブレカフェ
オザマンド×9

シガールをはじめサブレやクッキーなど5種類
の味を詰合せたこの時期限定のギフトです。

叶匠寿庵 季節詰合せ（山寿果） ＫＹ-30
商品番号 年内

お届け 169027

受付期間 12/15 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●あも×1、栗山家、あかい（黒蜜きなこ）×各
2、花呼福（黒豆）×3、和
三盆餡ぷでぃんぐ×2

●賞味期限：常温で26日

叶匠寿庵の代表銘菓「あも」が入った季節
限定のギフトです。

100％ストレートジュース
商品番号 年内

お届け 169028

受付期間 12/15 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●みかん500㎖×2 、りんご、ぶどう、はくとう
各500㎖×各1※髙島屋
限定

自然なおいしさを追求して搾った、果汁
100％の贅沢なストレートジュースです。

受付期間 12/15 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

商品番号 年内
お届け 169029

鮎家 鮎家の巻物

●あゆ巻190g、たら子ゆば
巻75g、黒豆煮80g×各1

鮎を北海道産の昆布で巻いた琵琶湖名物「あ
ゆ巻」をはじめ、上品な味わいの巻物です。

会
る
守
を
地
大



写真は全てイメージです。

表示価格で全国にお届け。
別途送料はかかりません。
印刷の特性上、写真と実際の写真とは色が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

年内
お届け

申込書受付

12/17（土）まで
11月上旬より
 お届け開始

お申込みより

10日前後
 お届け
 期間

年明け
お届け

申込書受付

10/4（火）～12/27（火）まで
2017年
1月6日以降

 お届け
 期間
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成城石井の商品
（P.8）は成城石井
の包装紙でお届け
します。

お届け形態

成城石井自家製 プレミアムチーズケーキギフト
商品番号 年内

お届け 169083 年明け
お届け 173993

本体
価格

●プレミアムチーズケーキ、クアトロフォルマッジォ各約18cm
×各1
●賞味期限：冷凍で30日

プレミアムチーズケーキと、4種のチーズを使用した濃厚な
クアトロフォルマッジォのローソン限定セットです。

成城石井自家製 ドイツメダル受賞
ハム・ソーセージギフト

商品番号 年内
お届け 169087 年明け

お届け 169667

本体
価格3,800円（税込4,104円）

●ポークウィンナー180g、レッドチェダーチー
ズウィンナー180g、ベーコンブロック200g、
ロースハムスライス90g×各1
●賞味期限：冷蔵で10日

国産フレッシュ豚肉を使用しアルプスの岩塩
で仕上げたソーセージなど、ドイツのコンテス
トで受賞した商品の詰合せです。

本体
価格2,800円（税込3,024円）

本体
価格3,200円（税込3,456円）

成城石井desica 焼き菓子詰合せ
年明け
お届け 169660商品番号 年内

お届け 169084

●和三盆ポルボローネ120g×2、アーモンドフ
ロランタン7個×1、サブレココ115g×1、ク
ロッカンショコラ55g×1

成城石井の職人たちがレシピを開発した「成城
石井desica」シリーズから、人気のポルボロー
ネなどを詰合せました。

本体
価格2,800円（税込3,024円）

成城石井 ツイストチョコ
アソートギフト

商品番号 年内
お届け 169085 年明け

お届け 169661

●チョコレート500g（約36粒：ミルク、キャラメ
ル、マカダミア）

口どけまろやかなクリームフィリング入りチョ
コレート3種の詰合せです。

本体
価格3,300円（税込3,564円）

成城石井 スープ＆ミー スープギフト
商品番号 年内

お届け 169086 年明け
お届け 169666

●ミネストローネ、クラムチャウダー各200g×各
2、紅ずわい蟹のビスク、ボル
シチ各200g×各1

クラムチャウダー、ミネストローネ、紅ずわい
蟹のビスク、具材のごろごろ感が楽しめるボル
シチの詰合せです。

井
石
城
成

暮
歳
お
の



写真は全てイメージです。
お手渡し包装の
指定可能な商品です。

メーカー及び産地の
化粧箱で無包装にて
お届けします。

資源保護のため
簡易包装にて
お届けします。

メーカー及び産地の
包装紙で包装して
お届けします。

お手渡しができる
よう二重包装にて
お届けします。

クール冷蔵便で
お届けします。

クール冷凍便で
お届けします。

このマークのついた商品はお買い上げ1商品につき＋100ポイントのボーナスポイントを
プレゼントします。（10、11月限定）※詳しくは「お申込みのご案内」ページをご覧ください。9

スイーツ

おすすめ

いけだ屋 草加せんべい・あられ詰合せ
商品番号 年内

お届け 169100 年明け
お届け 169673

本体
価格2,300円（税込2,484円）

●草加せんべい（醤油、海苔巻き、白砂糖、ざらめ）×各5、あられ（たがね、吹雪、ミックス、品川各
35g×各1）

粉雪をイメージした白砂糖やザラメをまぶした吹雪といった、冬らしい商品の詰合せです。

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

白×黒対決

濃厚バニラ もちもちアイス
商品番号 年内

お届け 169090 年明け
お届け 169644

本体
価格3,500円（税込3,780円）

80㎖×4個、もちもちアイス

十勝橋本牧場の稀少価値のブラウンスイス
の生乳を使用したプレミアムアイスにきな粉

ウェスティン都ホテル京都 
クーベルチュールチョコアイス

商品番号 年内
お届け 169091

本体
価格4,000円（税込4,320円）

●クーベルチュールチョコ110㎖×4個、ナッ
ツ＆クリーム・オレンジ＆ク
リーム各105㎖×2個（計
8個）

クーベルチュールチョコを使い、濃厚なチョ
コレートアイスを作りました。

ガレー プレミアムアイスクリームセット
商品番号 年内

お届け 169092 年明け
お届け 169645

本体
価格4,000円（税込4,320円）

●ホワイトチョコレートバ
ニラ、ミルクチョコレート、
キャラメルチョコレート各
100㎖×4個（計12個）

ベルギー王室ご用達・チョコレートブランド、
ジャン・ガレー監修のチョコレートアイスク
リームの詰合せです。

本体
価格

山田牧場  芳醇レアチーズケーキ
商品番号 年内

お届け 169093 年明け
お届け 169647

3,000円（税込3,240円）

●芳醇レアチーズケーキ 5号
（直径約15cm）×1

●賞味期限：冷凍で30日

山田牧場こだわりの「本物の牛乳」から作った
レアチーズケーキ。濃厚な口どけのレアチーズ
に苺ソースとブルーベリーをサンドしました。

ラ・ファミーユ まっ黒チーズケーキ苺ミルク
商品番号 年内

お届け 169094 年明け
お届け 169648

本体
価格2,600円（税込2,808円）
●直径約14cm×1個

苺風味のベイクドチーズとミルクムースの二
層で仕上げ、ブラックココアサブレで包んだ
濃厚なチーズケーキです。

ブラウンスイス乳いちごミルクプリン
商品番号 年内

お届け 169095 年明け
お届け 169649

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●いちごミルクプリン80㎖×6個
●賞味期限：冷凍で30日

稀少価値の十勝橋本牧場のブラウンスイ
スの生乳を使用したミルクプリンにいちご
ピューレをかけました。

十勝四角いチーズケーキ＆ガトーショコラ
商品番号 年内

お届け 169096 年明け
お届け 169651

本体
価格3,300円（税込3,564円）

●ベイクドチーズケーキ約120g、ニューヨークタ
イプチーズケーキ約120g、
レアチーズケーキ約120g、
ガトーショコラ約120g×各1

十勝産の生クリームと北海道産のクリーム
チーズをふんだんに使用しました。濃厚な
チーズケーキとガトーショコラのセットです。

神戸メリケンパークオリエン
タルホテル 神戸ミルフィーユ

商品番号 年内
お届け 169097

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●アーモンド・パッションフルーツ・フ
ランボワーズ×各4個（計12個）

何層にも重ねたパイ生地にナッツやフルー
ツのクリームをサンドし、チョコでコーティン
グ。チョコとクリームのなめらかな口
どけをお楽しみください。

シェフ・アサヤマ洋菓子工房 
ベルギーワッフルギフト

商品番号 年内
お届け 169098

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●プレーン×5個、チョコ・メープル×
各4個（計13個）

外は香ばしく、中はふんわり生地のベルギー
ワッフルです。プレーン、メープル、チョコと、
食べやすく仕上げています。

越前海鮮倶楽部 

商品番号 年内
お届け 169101 年明け

お届け 169674

本体
価格3,000円（税込3,240円）

海の幸を素材そのままに焼き上げました。冬らしさを加えた8種類の海鮮せんべいが入った
詰合せです。

おすすめ

おすすめ

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

花いちごのバラエティアイス（博多あまおう）
商品番号 年内

お届け 169089

本体
価格4,000円（税込4,320円）

●練乳アイス・イチゴアイス・
マンゴーアイス×各4個（計
12個）

花のように開いた苺（博多あまおう）の中に、
3種類のアイスを絞り、苺のフリーズドライを
トッピング。彩りも味わいも華やかなアイス
デザートです。

受付期間12/17 受付期間12/17お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬


