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惣菜
ご当地コロッケ

氷温熟成

駿河湾産桜えび入りクリーミィコロッケ
商品番号 年内

お届け 169107 年明け
お届け 169741

本体
価格3,600円（税込3,888円）
●約65g×20個

駿河湾産の桜海老を使用したクリームタイ
プのコロッケです。桜海老の風味となめらか
なベシャメルソースのミルク感がマッチする
仕立てに仕上げました。

富山県高岡名物 大仏コロッケ
商品番号 年内

お届け 169117 年明け
お届け 169745

本体
価格4,200円（税込4,536円）
●約150g×20個

コロッケの消費量が全国有数の富山県高岡
市。地元にある日本三大大仏の高岡大仏に
あやかって、長さ約14cmのジャンボサイズ
のコロッケを作りました。

レンジで簡単京都舞鶴発祥
元祖肉じゃがコロッケ

商品番号 年内
お届け 169127 年明け

お届け 169751

本体
価格4,100円（税込4,428円）
●約40g×30個

舞鶴に伝わる元祖肉じゃがのレシピで作っ
たコロッケ。ご家庭でも本格的な味を楽しめ
ます。

ハム職人おすすめのおいしいビーフカレー
商品番号 年内

お届け 169164 年明け
お届け 169789

本体
価格3,000円（税込3,240円）
●ビーフカレー約165g×10個

ヨーグルトを加え、爽やかでマイルドなカ
レーソースに仕上げた贅沢な味わいのビー
フカレーをレトルトパックでお届けします。

北海道ちゃんちゃん包み焼きセット
商品番号 年内

お届け 169166 年明け
お届け 169796

本体
価格3,300円（税込3,564円）

●鮭と野菜の包み焼き（バター醤油仕立て）
120g×3、白身魚と野菜の

120g×3

北の海の幸を包み焼きにしました。電子レン
ジでお好きな時にお召し上がりいただけます。

伊勢屋商店 大阪黒門市場伊勢屋  冬の味めぐり
商品番号 年内

お届け 169168 年明け
お届け 169800

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●千枚漬約100g、日の菜2本入×1、しば漬
ひょうたん約120g、昆布白菜約150g、べっ
たら約150g
●賞味期限：冷蔵で8日

千枚漬をはじめ冬が旬のべったら漬や日の
菜、珍しいひょうたんなどの詰合せです。

みやぶん 紀州南高梅 ハチミツ梅（無選別）1kg
商品番号 年内

お届け 169172 年明け
お届け 169810

本体
価格2,600円（税込2,808円）
●紀州南高梅1kg（塩分約8％）

紀州南高梅の大きめの梅を無選別で漬け込
み、ハチミツで味付をし、塩分約8%でまろや
かに仕上げました。

イベリコ豚背脂入り豚まん
商品番号 年内

お届け 169150 年明け
お届け 169780

本体
価格3,600円（税込3,888円）
●約40g×18個

ベジョータ脂身の甘味と旨みをこだわりの皮
で閉じ込めた豚まんです。

さんわの手羽先三種詰合せ
商品番号 年内

お届け 169157 年明け
お届け 169782

本体
価格3,500円（税込3,780円）

●若鶏手羽先塩焼き280g・若鶏手羽先唐揚
げ用300g・若鶏手羽煮醤油味4本×各1袋、
手羽先のたれ・スパイス・
胡麻×各2

地元名古屋でも人気の手羽先の唐揚
げをはじめとした三種類の詰合せです。

氷温熟成 特選お魚惣菜詰合せ
商品番号 年内

お届け 169139 年明け
お届け 169758

本体
価格4,000円（税込4,320円）

●鯵の甘酢漬け150g・銀鮭ふっくら焼き70g・黄金生姜と金目
鯛の煮付100g×各2、のどぐろしっとり煮50g
●原料原産国：あじ（日本）、銀鮭（チリ他）、のどぐろ（韓国他）、金
目鯛（ニュージーランド他）、加工地：鳥取県

氷温製法で仕上げたお魚惣菜ギフトです。簡単調理で本格
的なお魚のお惣菜がお召し上がりいただけます。

氷温熟成 煮魚焼魚詰合せ
商品番号 年内

お届け 169141 年明け
お届け 169769

本体
価格3,200円（税込3,456円）

70g×3切
●原料原産国：さば（ノルウェー）、かれい（ドイツ他）、銀鮭（チリ
他）、加工地：鳥取県

温めるだけで本格的なお魚惣菜がお召し上がりいただけま
す。主原料だけでなく自慢の自社特製だれも「氷温熟成」で仕
上げるこだわりの逸品です。

氷温熟成 辛子明太子（上切れ子）
商品番号 年内

お届け 169148 年明け
お届け 169776

本体
価格2,850円（税込3,078円）

●辛子明太子250g×2パック
●原料原産国：ロシア、加工地：福岡県

辛子明太子のお得用パックです。氷温熟成で素材の旨さが引
き立っています。小分けになっているため保存も便利です。

レンジで簡単よこすか海軍カレーコロッケ
商品番号 年内

お届け 169106 年明け
お届け 169735

本体
価格4,100円（税込4,428円）
●約40g×30個

20種類以上のスパイスを使ったよこすか海
軍の本格カレーコロッケがレンジで簡単に
作れます。

摂氏0℃以下で加工することで素材本来の美味しさを引き出す技術です。

おすすめ

おすすめ

おすすめ

神奈川 静 岡 富 山 京 都

浅草今半 牛肉佃煮詰合せ
商品番号 年内

お届け 173987

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●牛肉すきやき・牛肉そぼろ各約60g、牛肉ご
ぼう・牛肉しいたけ各約55g

創業は明治28年。すき焼きでおなじみの浅
草今半の人気ギフトは、木箱入り4種の牛肉
佃煮セットです。

海山の旨味
商品番号 年内

お届け 173989

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●黒豆旨煮約80g（固形約40g）、四万十川の
り約70g、竹の子山椒約45g、しその実若布・
ごま昆布各約40g、生姜しじみ約35g、子持
ち木くらげ約30g、ちりめん山椒
約20g

海と山の素材を佃煮などに。海の幸、
山の幸を存分にご賞味いただけます。

おすすめ
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添加物＆化学調味料レス
放牧豚ウインナーは、と畜後間もな
い鮮度の良い豚肉を使用し、結着剤
などの添加物や化学調味料は使わ
ずに、塩・砂糖・香辛料のみでシンプ
ルに豚肉本来の旨みが楽しめるウイ
ンナーに仕上げました。

こだわりの選定基準

「2012年北のハイグレード食品」
認定

安全安心な製造環境
安心・安全な新工場

ファーマーズファクトリーでは生後90
日をめどに放牧を開始し、放牧→と
畜から約3時間で商品化しています。
これが「おいしさ」を維持する原点と
なっています。

ファーマーズ・ファクトリーの取組み

1プロジェクト

何も足さない。

「ハム・ソーセージ」

商品番号 年内
お届け023330

北海道放牧豚 無添加ソーセージ詰合せA

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 3,500円（税込3,780円）

●ポークウインナー100g（4本入り）×1袋、ハーブソーセージ

（4本入り）×1袋、行者にんにくウインナーソーセージ100g
（4本入り）×1袋、ボロニアミニソーセージ180g（1本入り）
×1袋

商品番号 年内
お届け169186

北海道放牧豚 無添加ソーセージ詰合せB

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 4,000円（税込4,320円）

●ポークウインナー100g（4本入り）×1袋、ハーブソーセージ

（4本入り）×1袋、行者にんにくウインナーソーセージ100g
（4本入り）×1袋、骨付きソーセージ90g（3本入り）×1袋、
ボロニア厚切りソーセージ130g×1袋

北海道放牧豚 無添加ソーセージ詰合せC
商品番号 年内

お届け169187

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 5,000円（税込5,400円）

●ポークウインナー100g（4本入り）×2袋、ハーブソーセージ
100g（4本入り）×1袋、チョリソーソーセージ100g（4本入

袋、行者にんにくウインナーソーセージ100g（4本入り）×1
袋、骨付きソーセージ90g（3本入り）×1袋、レモン
ハーブウインナーソーセージ100g（4本入り）×1
袋、ボロニアミニソーセージ180g（1本入り）×1袋

北海道 ファーマーズ 無添加ソーセージ＆放牧豚しゃぶしゃぶ肉詰合せ
商品番号 年内

お届け169191

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 5,000円（税込5,400円）

●ポークウインナーソーセージ100g（4本入り）×1袋、ハーブソーセージ100g（4本入り）×1袋、

放牧豚ロースしゃぶしゃぶ肉300g

北海道 ファーマーズ 無添加ソーセージ＆放牧豚しゃぶしゃぶ肉・ステーキ肉詰合せ
商品番号 年内

お届け169192

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 7,000円（税込7,560円）

●ポークウインナーソーセージ100g（4本入り）×2袋、ハーブソーセージ100g（4本入り）×1袋、

放牧豚ロースしゃぶしゃぶ肉300g、放牧豚ロースステーキ80g×3枚

5種5袋
セット

ソーセージ5袋
しゃぶしゃぶ肉300g

セット

ソーセージ5袋
しゃぶしゃぶ肉300g

セット

ソーセージ6袋
しゃぶしゃぶ肉300g
ステーキ3枚
セット

ソーセージ6袋
しゃぶしゃぶ肉300g
ステーキ3枚
セット

6種6袋
セット

8種10袋
セット
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ファーマーズ・ファクトリーの取組み ファーマーズ・ファクトリーは様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する
ことを目指しています。ソーセージを無添加で作り上げることから端を発し、原料である豚の育て方を見直すことで安心・安
全な商品を提供できるまでになりました。

2プロジェクト

放牧豚って？
太陽と自然の力をかりる

大自然のストレスフリーな環境の中
で豚を放牧することで、赤身の「う
まみ成分（ペプチド）」が多い美味
しい豚肉になります。
又、脂身には不飽和脂肪酸が多いこ
とで酸化や劣化が
少なく、コクやまろ
やかさが高いと分
析されています。

おいしさと安全を求めて
北の大地でのびのびと放牧し健康的
に育てています。自由に豚舎と放牧
地を出入りしながらすくすくと成長し
ます。一般の豚よりも1ヵ月以上長く
肥育することと、放牧地で自由に動き
回れることで歯ごたえ
と旨みのあるおいし
い豚肉に仕上がり
ます。

放牧にこだわるワケ。それが、こだわり

「北海道放牧豚」

有名シェフとの
コラボによる
デリカ製造も
行ってます！

第一弾はイタリアン
放牧豚と北海道食材を中
心 にしたイタリア料 理 店

「テルツィーナ」とのコラボ
レーション。マルゲリータや
ポテト＆マヨネーズなど、
放牧豚の旨味を引き出した
商品も展開しております。

「トラットリア・テルツィーナ」
北海道食材を中心にしたイタリア料理店

「トラットリア・テルツィーナ」
堀川シェフ

生産者：
中島 道義さん

北海道札幌「テルツィーナ」堀川シェフ監修 
ファーマーズ自家製 ピザ3種4枚詰合せ

商品番号 年内
お届け 169194

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 3,500円（税込3,780円）

●マルゲリータピザ170g×2枚、きのこのホワイトクリームピ
ザ190g×1枚、ポテマヨ＆ベーコンピザ200g×1枚
●賞味期限：冷凍で30日

北海道札幌「テルツィーナ」堀川シェフ監修  
ファーマーズ自家製 ピザ3種6枚詰合せ

商品番号 年内
お届け 169195

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 5,000円（税込5,400円）

●マルゲリータピザ170g×2枚、きのこのホワイトクリームピ
ザ190g×2枚、ポテマヨ＆ベーコンピザ200g×2枚
●賞味期限：冷凍で30日

北海道 ファーマーズ ファミリーセット（ソーセージ＆ピザ＆放牧豚詰合せ）
商品番号 年内

お届け 169204

本体
価格 10,000円（税込10,800円）

●ポークウインナーソーセージ100g（4本入り）×2袋、ハーブソーセージ100g

ア厚切りソーセージ130g×1袋、マルゲリータピザ170g×1枚、きのこのホワ
イトクリームピザ190g×1枚、放牧豚ロース
しゃぶしゃぶ肉400g、放牧豚ロースステー
キ80g×3枚
●賞味期限：冷凍で30日

北海道 ファーマーズ 無添加ソーセージ＆自家製ピザ詰合せ
商品番号 年内

お届け 169197

●ポークウインナーソーセージ100g（4本入り）×1袋、ハーブソーセージ100g

リータピザ170g×1枚、きのこのホワイトクリームピザ190g×1枚
●賞味期限：冷凍で30日

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

本体
価格 3,500円（税込3,780円）

ピザ3種4枚
セット

ピザ3種4枚
セット

ソーセージ3袋、
ピザ2枚
セット

ソーセージ3袋、
ピザ2枚
セット

ピザ3種6枚
セット

ピザ3種6枚
セット

ソーセージ6袋
ピザ2枚

しゃぶしゃぶ肉400g、
ステーキ3枚
セット

ソーセージ6袋
ピザ2枚

しゃぶしゃぶ肉400g、
ステーキ3枚
セット

お届け期間  ～ 12 月下旬受付期間 12/17
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青果青果 青果品は商品の特性上、配達時期指定をされた場合を含め、お届け
を前後させていただく場合がございます。

ご 注 意
ください

和歌山和歌山

青 森青 森

福 岡山 形 鹿児島

和歌山県産 有田みかん銀箱5kg
商品番号 年内

お届け 170645 年明け
お届け 170711

お届け期間11 月下旬～

本体
価格 3,450円（税込3,726円）

●和歌山県産有田みかん S・SSサイズ 5kg
みかん産地、和歌山県有田地方で太陽をいっぱい浴びた小粒で甘みたっぷりのみかんです。

青森県産 サンふじ+王林2.5kg
商品番号 年内

お届け 170650

甘味系の中でも人気の高い2品種を詰合
せました。産直ならではの鮮度をお楽しみ
ください。

本体
価格 3,300円（税込3,564円）

●青森県産サンふじりんご、王林りんご（光セ
ンサーで糖度13度以上選果）計
2.5kg（2品種合わせて9～10
個）

青森県産 「完熟」葉とらずふじりんご
商品番号 年内

お届け 170657

本体
価格 3,250円（税込3,510円）

●糖度14度以上青森県産ふじり
んご3kg（8～11個）

葉を取らずに大事に育て、その葉が太陽の
光をいっぱいに受けて、美味しさがりんごに
集まった葉とらずふじりんごです。

福岡県産 博多あまおう
商品番号 年内

お届け 170702

本体
価格 4,150円（税込4,482円）

●博多あまおうDXサイズ約285g 
（6～12粒）×2

食べごたえのある大粒サイズで色つやが良
く、ジューシーな甘味と酸味が特徴のイチ
ゴです。

種子島甘蜜芋「みつ姫」
商品番号 年内

お届け 170706

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●鹿児島県種子島産安納芋2kg
（M・Lサイズ込み）

焼き芋にすると一般のさつまいもの約2
倍、40度の糖度があり、ねっとりとした食
感と蜜が出てくるのが特徴です。

山形 ラ・フランス
商品番号 年内

お届け 170700

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

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●ラ・フランス【山形県産】2kg（8
玉）

日本で最も人気の高い洋ナシです。甘味の
中にほんのりとした酸味があり、果汁たっ
ぷりな果肉はとろけるような口当たりです。

富有柿
商品番号 年内

お届け 170694

受付期間 12/17 お届け期間12 月上旬～ 12 月下旬

本体
価格 2,778円（税込3,000円）

●富有柿【奈良県または福
岡県産】1.4kg（6玉）

完全甘柿の代表品種です。形はふっくらと
丸みがあり、果皮はオレンジ色です。果肉は
柔らかく果汁も多く、甘味が強いのが特徴
です。

りんご＆みかん＆ラ・フランス
詰合せ

商品番号 年内
お届け 170661

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

本体
価格 3,241円（税込3,500円）

●サンふじりんご【青森県または長野県産】
750g（3玉）、有田みかん【和歌
山県産】1.2kg、ラ・フランス【山
形県産】500g（2玉）

冬の果物を代表する「りんご」「みかん」
「ラ・フランス」の詰合せをお手頃価格にて
お送りします。

冬のフルーツバラエティセット
商品番号 年内

お届け 170681

受付期間 12/17 お届け期間12 月上旬～ 12 月下旬

本体
価格 5,370円（税込5,800円）

●サンふじりんご【青森県または長野県産】
500g（2玉）、王林りんご【青森県または長
野県産】500g（2玉）、ル・レクチェ【新潟県
産】660g（2玉）、富有柿【福岡県または奈
良県産】400g（2玉）、グレープフルーツ【ア
メリカ産】800g（2玉）、有田みか
ん【和歌山県産】1kg

彩り豊かな冬の果物をバラエティに詰合せ
しました。色んな果物を召し上がりたい方
に喜ばれる一品です。

和歌山 有田みかん
商品番号 年内

お届け 169173

受付期間 12/17 お届け期間12 月上旬～ 12 月下旬

本体
価格 2,778円（税込3,000円）

●有田みかん【和歌山県産】3kg

日本のみかんの名産地として有名な和歌山有田地区。温暖な気候と山の傾斜を利用した園
地は、みかん作りに適しています。冬に欠かせない果物です。
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エリア・飲料系エリア・飲料系

商品番号 年内
お届け 169238 年明け

お届け 170172

本体
価格5,000円（税込5,400円）

●サバ、赤魚、鰆、鰤各60g×各2切れ

（日本）、加工地：京都府

和食の名店の西京焼き詰合せ。シンプルながらも味わい深
文久元年創業「平宗」 柿の葉ずし・棒ずし詰合せ

商品番号 年内
お届け 169240 年明け

お届け 170179

本体
価格5,000円（税込5,400円）

し約300g×1、巻ずし約290g×1

創業150年の老舗「平宗」。伝統の柿の葉ずしがご自宅でお
召し上がり頂けます。

近畿おすすめセレクションギフト

セゾンファクトリー 果汁と飲む酢詰合せ
商品番号 年内

お届け 173990

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●飲料（アルフォンソマンゴードリンク・ブラッ
ドオレンジジュース）各350g、飲
む酢（柘榴黒酢・オレンジ＋蜜柑
黒酢）各200㎖

毎日おいしくオシャレにお召しあがりい
ただきたい黒酢入り「飲む酢」と濃厚なデ
ザートドリンクのセットです。

スターバックス オリガミ
商品番号 年内

お届け 173992

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格5,000円（税込5,400円）

●ハウスブレンド・エスプレッソ
ロースト・カフェベロナ各（約
10g×5）×2

ハウスブレンド、エスプレッソロースト、カ
フェベロナの3種のドリップコーヒーのセッ
トです。

利休園 

商品番号 年内
お届け 175308

受付期間12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

本体
価格2,704円（税込2,920円）

日本茶の礎とされる宇治で創案された青

本体
価格3,000円（税込3,240円）

商品番号 年内
お届け 169241 年明け

お届け 170180
カルピス カルピスギフトＣＲＷ30
●カルピス、カルピス白桃リッチ各470㎖×各

2、カルピス北海道、カルピスはちみつレモ
ン各470㎖×各1

商品番号 年内
お届け 169249 年明け

お届け 170184
大正製薬 リポビタンD 20本セット

本体
価格3,000円（税込3,240円）

●リポビタンD 100㎖×10本×2

商品番号 年内
お届け 169248 年明け

お届け 170183

本体
価格4,080円（税込4,406円）

サントリー 伊右衛門特茶500㎖ 24本セット
●伊右衛門特茶500㎖×24
※パッケージが変更になる場合があります。

商品番号 年内
お届け 169247 年明け

お届け 170182

本体
価格3,456円（税込3,732円）

サントリー 黒烏龍茶350㎖24本セット
●黒烏龍茶350㎖×24

おすすめ

指定医薬部外品



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。15

ハム

●ローストビーフ（もも）200g、トリュフ仕立
てソース100㎖×各1、鉄板焼きハンバー
グ、チーズ入りハンバーグ各120g×各2、
トリュフ仕立てデミグラス
ソース100㎖×1

伊藤ハム 伝承の輝 MVV-351
●スモークハム200g、生ハムロース45g、直火

焼ポークローフ215g、ベイクドローフ200g、
ポークウインナー
100g×各1

商品番号 年内
お届け 169250

本体
価格 2,700円（税込2,916円）

商品番号 年内
お届け 169252

本体
価格 2,700円（税込2,916円）

伊藤ハム 伝承の輝 MVC-301
●肩ロース210g、スモークハム200g、直火

焼ポークローフ215g×各1

商品番号 年内
お届け 169270

本体
価格 3,980円（税込4,298円）

日本ハム 本格派バラエティギフト RT-500
●本格派上級ホワイトロースハム380g、たれ

漬け焼豚180g、本格派あらびきミートロー

80g×各1、生ハム
27g×2

本体
価格 2,700円（税込2,916円）

商品番号 年内
お届け 169255

日本ハム 本格派ギフトセット NLA-30
●本格派上級ホワイトロースハム380g、たれ

漬け焼豚180g、本格派スモークハム180g
×各1

商品番号 年内
お届け 169274

本体
価格 5,000円（税込5,400円）

日本ハム 美ノ国バラエティギフト UKI-57
●熟成ベーコン51g、熟成ビアシンケン72g、

肩ロース生ハム40g×各1、熟成厚切りロー
スハム62g×5、白い熟成あらびきウイン
ナー110g、熟成あらびきウインナー110g
×各1

本体
価格 2,700円（税込2,916円）

丸大食品 煌彩ハムギフト MV-455

ぶり焼ハーブローフ180g、黒胡椒ミートロー
フ180g、生ハムロース48g×各1

商品番号 年内
お届け 169278

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

商品番号 年内
お届け 169279

丸大食品 ローストビーフディナーセット

本体
価格 2,694円（税込2,910円）

丸大食品 うす塩仕立て MTU-353
●うす塩焼豚180g、うす塩ロースハム

350g、うす塩ミートローフ200g×各1

商品番号 年内
お届け 169280

商品番号 年内
お届け 169281

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

丸大食品 王覇 バラエティギフト MO-300
●熟成ロースハム50g×2、ワイン仕立ての生

ハム肩ロース50g、熟成ボンレスハム55g、
熟成ベーコン50g、熟成ポークウインナー 

（プレーン、ハーブ） 
各114g×各1

本体
価格 2,700円（税込2,916円）

本体
価格3,200円（税込3,456円）

プリマハム 匠の膳ギフト TZ-41
●特選ロースハム350g、焼豚280g×各1

本体
価格 3,600円（税込3,888円）

商品番号 年内
お届け 169253

本体
価格 3,600円（税込3,888円）

伊藤ハム 伝承の輝 MVV-401
●ホワイト肩ロース210g、スパイシーポーク 

200g、直火焼豚200g、ベイクドローフ
200g、ポークウイン
ナー100g×各1

商品番号 年内
お届け 169283

商品番号 年内
お届け 169284

プリマハム 匠伝説ギフト ＴL-450
●スモークローフ200g、特選ホワイトロー

スハム360g、焼豚200g、ペッパーローフ
185g、生ハムロー
ス72g×各1

商品番号 年内
お届け 169282

プリマハム 匠の膳ギフト TZS-301
●ハーブウインナー115g、ベーコン60g、特選

ロースハム58g、あらびきウインナー115g、
特選ももハム58g
×各1

商品番号 年内
お届け 169254

伊藤ハム 黒の誉 BKC-501

本体
価格 5,000円（税込5,400円）

●ロースハム340g、焼豚190g、ミートローフ
190g×各1

プリマハム 匠逸品ギフト ＫＡ-353
商品番号 年内

お届け 169286

本体
価格 3,150円（税込3,402円）

●ロースハム250g、ペッパーローフ185g、
スモークローフ200g、荒びきウインナー
86g、絹びきウイン
ナー86g×各1

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬

受付期間 12/17 お届け期間11 月下旬～ 12 月下旬

商品番号 年内
お届け 169273

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

日本ハム 美ノ国バラエティギフト UKI-31
●熟成ベーコン51g、肩ロース生ハム40g、熟

成ビアシンケン72g、熟成ロースハム60g、
白い熟成あらびきウインナー70g、熟成あ
らびきウインナー
70g×各1
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お買い得

カゴメ フルーツ＋野菜飲料ギフト
商品番号 年内

お届け 169288 年明け
お届け 170187

メーカー希望小売価格

3,000円

●野菜生活100（紫の野菜、黄の野菜）各160g
×各3、野菜生活100 160g×3、ピンクグレー
プフルーツ160g×6、グレープ、オレンジ、アップ
ル各160g×各4

本体価格

2,700円（税込2,916円）

カルピス すこやかカルピスギフトB
商品番号 年内

お届け 169290 年明け
お届け 170725

●すこやかカルピス190g×12、すこやかカルピスバ
ナナ190g×6、すこやかカルピス（いちご、マンゴー、
白桃）各190g×各3

メーカー希望小売価格

3,000円

本体価格

2,700円（税込2,916円）

アサヒ ウェルチギフト
商品番号 年内

お届け 169292 年明け
お届け 170727

●ウェルチ（コンコードグレープ、オレンジ、アップ
ル、ピンクグレープフルーツ、マンゴーブレンド）
各160g×各4、ウェルチホワイトグレープ＆レ
モン160g×8

メーカー希望小売価格

3,000円

本体価格

2,700円（税込2,916円）

キリン オリジナルお茶セット
商品番号 年内

お届け 169298 年明け
お届け

メーカー希望小売価格

3,000円

●午後の紅茶おいしい無糖、午後の紅茶スト
レートティー、午後の紅茶ミルクティー、午
後の紅茶レモンティー各185g×各6、生茶
185g×12

本体価格

2,700円（税込2,916円）

170735

10%
OFF!

ＡＧＦ インスタントコーヒー Ｅ-30Ａ
商品番号 年内

お届け 169299 年明け
お届け 170741

●ブレンディスペシャルテイスト70g×3、ブ
レンディマイルドテイスト70g、マキシムス
ペシャルブレンド65g、 
マリーム140g×各1

本体価格
メーカー希望小売価格

3,000円 2,700円（税込2,916円）

10%
OFF!

ＡＧＦ スティックカフェオレコレクション
商品番号 年内

お届け 169305 年明け
お届け 170759

スティック（紅茶オレ11g×5、ココア・オレ11g
×6、抹茶オレ12g×5）

メーカー希望小売価格

3,000円

本体価格

2,700円（税込2,916円）

10%
OFF!

トーラク ティータイムセレクション
商品番号 年内

お届け 169306 年明け
お届け 170769

●カスタードプリン61g×5、レアチーズケー
キ62g×2、バウムクーヘン、ホワイトチョコ
レートラスク、プチタルト（ストロベリー、オレ
ンジ、ブルーベリー）×各2、チョコレート×
12

メーカー希望小売価格

3,000円

本体価格

2,700円（税込2,916円）

10%
OFF!

大森屋 味付海苔詰合せ ＮＡS-30
商品番号 年内

お届け 174058 年明け
お届け 170794

メーカー希望小売価格

3,000円

●味付のり10切55枚×6
本体価格

2,700円（税込2,916円）

10%
OFF!

白子のり 有明海産のり詰合せギフトNF-30E
商品番号 年内

お届け 174059 年明け
お届け 170795

メーカー希望小売価格

3,000円

●味のり8切5枚×12、焼のり2切8枚×2、焼
のり8切5枚×12

本体価格

2,700円（税込2,916円）

10%
OFF!

ニッスイ かに缶・びん詰セット
商品番号 年内

お届け 174060 年明け
お届け 170797

●紅ずわいがにほぐし脚肉飾り65g×2、焼さけほ
ぐし65g、たらこほぐし60g、まぐろ佃煮60g、ほ
たて時雨煮55g×各1

メーカー希望小売価格

3,000円

本体価格

2,700円（税込2,916円）

10%
OFF!

メーカー希望本体価格

2,778円

ＵＣＣ インスタントコーヒーギフト
商品番号 年内

お届け 169308 年明け
お届け 170792

●ブラジル、ザ・ブレンド117スペシャル、ザ・
ブレンド114スペシャル、コロンビア各70g
×各1、炭焼珈琲、エスプレッソロースト各
65g×各1（計6本）

本体価格

2,500円（税込2,700円）

10%
OFF!

メーカー希望本体価格

2,500円

宝屋本店 味の宝箱 
商品番号 年内

お届け 169309 年明け
お届け 170811

本体価格

2,250円（税込2,430円）

10%
OFF!

10%
OFF!

10%
OFF!

10%
OFF!

10%
OFF!

10%
OFF!

10%
OFF!

10%
OFF!

日清べに花油＆ヘルシーオイルギフト
商品番号 年内

お届け 169310 年明け
お届け 170814

メーカー希望本体価格

3,000円

●日清べに花油350g×2、ヘルシーキャノー
ラ油350g×2、ヘルシーベジオイル350g
×2

本体価格

2,700円（税込2,916円）

昭和産業 SHOWAバラエテ
ィオイルセットRB-30

商品番号 年内
お届け 174061 年明け

お届け 170815

メーカー希望本体価格

3,000円

●一番搾り高オレイン酸べに花油300g×1、
ヘルシープレミア300g×2、キャノーラ油
400g×3

本体価格

2,700円（税込2,916円）

亀田製菓 亀田のおかきおせんべい
商品番号 年内

お届け 174062 年明け
お届け 170817

メーカー希望本体価格

3,000円

●ぽたぽた焼：2枚×6個装、将角醤油：9個装、
将角サラダ：9個装、鰹だし海苔巻：8個装、
海老かきもち：6個装、豆かきもち：6個装、
青海苔かきもち：6個装《小麦・えび》

本体価格

2,700円（税込2,916円）

金澤兼六製菓 兼六の華KRH-30
商品番号 年内

お届け 174063 年明け
お届け 170822

メーカー希望本体価格

3,000円

●黒糖ごまざらめ9枚、黒五14枚、紫いも14

12枚、つぶやきサラダ6枚
本体価格

2,700円（税込2,916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。17

酒類 ビール系

アサヒ 

商品番号 年内
お届け 170835 年明け

お届け 170896

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

仕立て350㎖×12

商品番号 年内
お届け 170837 年明け

お届け 170913

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

アサヒ ドライプレミアムセット
●ドライプレミアム豊醸

350㎖×12

商品番号 年内
お届け 170838 年明け

お届け 170914

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

アサヒ スーパードライセットA
●スーパードライ350㎖×10、  

スーパードライ500㎖×2

商品番号 年内
お届け 170849 年明け

お届け 170922

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

アサヒ スーパードライ ファミリーセット
●スーパードライ350㎖×6、スーパードライ500㎖×2、バヤ

リース100（オレンジ、ふじりんご、マスカット・オブ・アレキサ
ンドリア、マンゴーブレンド）各280g×各2

商品番号 年内
お届け 170840 年明け

お届け 170916

本体
価格 5,000円（税込5,400円）

アサヒ スーパードライセットC
●スーパードライ350㎖×21

キリン 一番搾りプレミアムセット
商品番号 年内

お届け 170855

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●一番搾りプレミアム305㎖×11

※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。

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

商品番号 年内
お届け 170862 年明け

お届け 170927
キリン 一番搾り生ビールセットA
●一番搾り350㎖×10、 

一番搾り500㎖×2

サッポロ ヱビス 和の芳醇セット
商品番号 年内

お届け 170863 年明け
お届け 170932

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

●ヱビス和の芳醇 
350㎖×12

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

商品番号 年内
お届け 170864 年明け

お届け 170934
サッポロ ヱビスビールセットA
●ヱビスビール 

350㎖×12

商品番号 年内
お届け 170865 年明け

お届け 170939

本体
価格 3,000円（税込3,240円）

サントリー ザ・プレミアム・モルツセットA
●ザ・プレミアム・モルツ

350㎖×12

商品番号 年内
お届け 170866 年明け

お届け 170940

本体
価格 3,300円（税込3,564円）

プレミアムビール飲みくらべセットA
●アサヒドライプレミアム豊醸、サントリーザ・プ

レミアム・モルツ、サッポロヱ
ビスビール各350㎖×各4

プレミアムビールセット

受付期間 12/17 お届け期間  ～ 12 月下旬



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

18

酒類 ※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。

京 都

商品番号 年内
お届け 170867 年明け

お届け 170942

本体
価格4,520円（税込4,882円）

宝酒造 

麗辛口）各1800㎖×各1

京 都 兵 庫

商品番号 年内
お届け 170870 年明け

お届け 170944

本体
価格3,510円（税込3,791円）

月桂冠 吟醸酒金箔入セット

吟醸純金箔入（淡麗辛口）各720㎖×各1

商品番号 年内
お届け 170871 年明け

お届け 170945

本体
価格3,450円（税込3,726円）

白鶴酒造 新・典雅ゴールドセット

中口）各720㎖×各1

商品番号 年内
お届け 170872 年明け

お届け 170947
新潟銘醸 越の寒中梅 金・銀セット

本体
価格3,100円（税込3,348円）

●越の寒中梅銀ラベル純米酒（淡麗辛口）、越の寒中梅金ラベ
ル純米吟醸（淡麗辛口）各720㎖×各1

新 潟

商品番号 年内
お届け 170880 年明け

お届け 170951
大吟醸 飲み比べセット
●銀嶺月山純米大吟醸（淡麗辛口）、英勲純米

大吟醸（淡麗辛口）、幻の瀧純米大吟醸（淡
麗辛口）、白龍越後育ち純米大吟醸（淡麗辛
口）、加賀纏純米大吟醸（淡麗辛口）、あさ開
純米大吟醸（淡麗辛口）
各300㎖×各1
本体
価格3,330円（税込3,596円） 本体

価格3,230円（税込3,488円）

商品番号 年内
お届け 170881 年明け

お届け 170954
地酒飲み比べセット
●山猿特別純米酒（芳醇旨口）、高清水純米生貯

辛口）、本醸造美酒ぼっけぇ武蔵（淡麗辛口）、
羅生門純米吟醸（やや淡
麗中口）各300㎖×各1

麦 大 分

本体
価格3,200円（税込3,456円）

商品番号 年内
お届け 170878 年明け

お届け 170949
八鹿酒造 銀座のすずめ秘蔵・琥珀セット
●銀座のすずめ琥珀（麦）、銀座のすずめ秘蔵の一滴（麦）各

720㎖×各1

鹿児島

商品番号 年内
お届け 170884 年明け

お届け 170959

本体
価格3,500円（税込3,780円）

宝酒造 

商品番号 年内
お届け 170885 年明け

お届け 170961

本体
価格3,600円（税込3,888円）

焼酎飲みくらべセット
●黒伊佐錦（芋）25度、大分麦焼酎二階堂25

度、黒霧島（芋）20度各900㎖×各1

芋 麦

芋

本体
価格5,000円（税込5,400円）

田苑酒造 五百年蔵プレミアムセット
商品番号 年内

お届け 170892 年明け
お届け 171381

●五百年蔵プレミアム白（芋）25度、 
五百年蔵プレミアム黒（芋）25度 
各720㎖×各1

柔らかな風味の「五百年蔵プレミアム黒」と、華やかな風味の
「五百年蔵プレミアム白」のセットです。

鹿児島

商品番号 年内
お届け 170893 年明け

お届け 171384

本体
価格4,200円（税込4,536円）

三和酒類 iichiko SUPER USA HITAセット
●iichiko SUPER USA（麦）30度、iichiko  

SUPER HITA（麦）30度各720㎖×各1

麦 大 分

商品番号 年内
お届け 170894 年明け

お届け 171390

本体
価格3,200円（税込3,456円）

フランス金賞受賞紅白ワインセット
●シャトーボーリュー2014、 

シャトーガリガ2014各750㎖×各1

甘
の
芋
赤、
と
り
香
の
木
う
漂
に
か
の
ほ

芋



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

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 ）く除品商部一（。すまいてし載記を品商の

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
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。




