
8

ご注文は専用申込書にてお申し込みください。

〈個人情報のお取扱いについて〉本書および専用申込書（ご贈答品お申込書）に記載された情報につきましては、当社の事業目的である流通サービス業における新商品・サービス
に関する情報のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させていただきます。なお、予め同意をいただかない限り、お客様の個人情報を上記目的
以外には利用いたしません。（注）アフターサービスにおいては、サービス会社に委託する場合には個人情報を提示することになりますので、ご了承願います。

※商品は多数ご用意しておりますが、万が一品切れの際はご了承ください。※撮影小物、食器等は商品に含まれません。商品の内容は明細をご覧ください。
※商品写真は、現物と多少異なる場合があります。お届けする商品には飾り付け、小物等は含まれておりません。
※商品のパッケージ及びラベルデザインが一部変更になる場合がございます。

下記の地域にはお届けできません。
■お届けできない地域について　●北海道／道内離島（利尻郡・礼文郡）●東京都／伊豆諸島（利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村）・小笠原諸島（小笠原村）
●長崎県／対馬市・南松浦郡・五島市・北松浦郡（小値賀町）●鹿児島県／大島郡・鹿児島郡・熊毛郡・奄美市・西之表市●沖縄県／本島を除く地域
※福島県の一部地域へのお届けはできません。ご了承ください。
※万が一カタログ有効期間中に市町村合併の対象となった場合は上記を旧呼称として参照いただき、配送の可・不可について変更の可能性がありますのでその都度お問い合わせください。
※上記以外にもお届けできない地域がある場合もございます。ご了承ください。

■お届け時のかにの荷姿 ■お届け時のおせちの荷姿

ダンボールまたは発泡スチロール
などでのお届けとなります。

カタログの掲載商品は持参包装の対応はお受け致しかねます。

荷姿は出荷元により異なります。
※「赤坂あじさい」幸せ珠手箱は
　風呂敷の梱包をしておりません。

新
年
を
祝
う
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だ
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く
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送料込み送料込み
掲載全品掲載全品

2018

重箱風呂敷外箱

お申し込み締切日

12月12日（火）まで平成29年

12月29日（金）・30日（土）

11月15日（水）～12月28日（木）前後まで

お届け期間おせち

お届け期間かに

お申し込み
締切日 平成29年12月12日（火）まで

■マーク表示について
冷凍にてお届けいたします。

包装不可凍凍
のし不可 のし・包装は省かせて

いただきます。一部地域でお届けできない場合があります。

承り期間：00/00まで
お届け期間：00/00～00/00

期間
限定

商品を承り・お届けすることのできる期間です。

お届けについて

カタログ表記内容について
■カタログの掲載商品価格は、「本体価格」と「税込」表示です。
■カタログに掲載している「税込価格」は、合計金額と異なる場合がございます。
■賞味期限は、製造後または出荷後の日数を記載しております。なお、表記されていない商品の賞味期限は、31日以上です。
■カタログの掲載商品は、のし・包装は省かせていただきますので、ご了承ください。

■おせち料理のお届け日は、平成29年12月29日（金）・30日（土）のいずれかでご指定ください。
　ご指定日がない場合、お届け先様にお断りなく12月29日（金）の指定で、お届けの手配をさせていただきますので、ご了承ください。
■かにのお届け期間は、平成29年11月15日（水）～12月28日（木）前後です。
　かにのお届け指定日は、お申し込み受付より10日以降から承ります。※お届け期間内にてご指定ください。
■お届け先様が同じでも2つ以上の商品をご注文の場合は、お届け日やお届けのタイミングが異なる場合がございます。
■「あいさつ状」や「手紙」等は、商品と同送することは出来ませんので、ご了承ください。
■お申込み後の変更・キャンセルについては、お受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。
■ご記入漏れや誤記、又は出荷元によりましては、発送に日数がかかる場合がございますので、ご了承ください。
■年末は、交通渋滞や悪天候などの影響で、予想外の遅れが発生する可能性がございますので、ご了承ください。
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一の重一の重

二の重二の重

迎春ごちそうづくし ２段重
送料込み送料込み2人前2人前23品目23品目

迎春ごちそうづくし ３段重
送料込み送料込み3人前3人前33品目33品目

75501
商品
番号

75502
商品
番号

お正月ならではの食材をいれながら、
家族で楽しめるおせちになります。

①伊達巻 ②若桃甘露煮 ③黒豆 ④田作り ⑤焼海老 ⑥たら甘露煮 ⑦ちりめん山
椒 ⑧ばい貝旨煮 ⑨栗きんとん ⑩手まりもち ⑪数の子 ⑫紅白かまぼこ

①長崎産あじの南蛮漬 ②なると金時胡麻まぶし ③真だら子旨煮 ④にしん昆布巻 
⑤紅白なま酢 ⑥いくら醤油漬 ⑦和風チキンサラダ ⑧くるみ飴炊き ⑨ブリ照焼 ⑩筑
前煮 ⑪梅麩シロップ漬

一の重

二の重

凍凍
お重サイズ : 縦18cm×横18cm×高さ13.5cm

迎春ごちそうづくし ２段重
２段重 〈型番〉 M41-2

お重サイズ : 縦16.5cm×横16.5cm×高さ14.5cm

お正月ならではの食材をいれながら、
家族で楽しめるおせちになります。

①だし巻き玉子 ②焼海老 ③黒豆 ④栗きんとん ⑤伊達巻 ⑥紅白かまぼこ ⑦数の子 
⑧ブリ照焼 ⑨銀鮭味噌焼

①長崎産あじの南蛮漬 ②たら甘露煮 ③ばい貝旨煮 ④松麩シロップ漬 ⑤筍土佐煮 
⑥松前漬 ⑦いくら醤油漬 ⑧椎茸旨煮 ⑨竹麩シロップ漬 ⑩真だら子うま煮 ⑪鶏八幡
巻 ⑫いか黄金焼 

①金柑甘露煮 ②若桃甘露煮 ③なると金時胡麻まぶし ④和風チキンサラダ ⑤たたき
ごぼう ⑥紅白なま酢 ⑦いくら醤油漬 ⑧こはだ粟漬 ⑨田作り ⑩くるみ飴炊き ⑪梅麩シ
ロップ漬 ⑫チーズ入りベーコン巻

一の重

二の重

三の重

迎春ごちそうづくし 3段重

包装不可
のし不可

包装不可
のし不可

凍凍

75501
商品番号

75502
商品番号

3段重 〈型番〉 M41-3

承り期間：12/12まで
お届け期間：12/29・12/30

期間
限定

承り期間：12/12まで
お届け期間：12/29・12/30

期間
限定

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

数量限定
※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。

数量限定
※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。
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「赤坂あじさい」幸せ珠手箱 ぎをん 「や満文」 ３段重

京都割烹「味ま野」おせち平安３段 「祇おん江口」 葵３段重

一の重

一の重

二の重

二の重

三の重

三の重

白梅もち、紅梅もち、抹茶ブラウニーケーキ、チョコブラウニーケーキ、真だら子うま煮、中華わかめ、ふっくら鰤照焼、
牛タン入りボロニアソーセージ、椎茸旨煮、蓮根旨煮、ラム風味あんず、若桃甘露煮、枝豆ちぎり揚げ、鹿児島産黒豚昆布巻、
チーズ入りベーコン巻、たこ黄金、にしん昆布巻、あけぼの巻、紅鮭小川巻、いか黄金焼、蜜芋福餅、中華いか山菜、いか白造り松前、
黒糖ローストポーク、淡路島産玉ねぎの薩摩平天、クリーム包み、スモークローズサーモン、さんまの八丁味噌漬、伊達巻、金柑甘露煮、
なると金時胡麻まぶし、ともえ金時巻、ばい貝旨煮、たたきごぼう、味付寿高野豆腐、加賀錦よもぎ、加賀錦ピンク、木の葉南瓜旨煮、
きんとん、栗甘露煮、焼海老、友禅紅白串、笹よもぎ餅、いくら醤油漬、紅白なま酢、幸なると、味付数の子、ぶどう豆、海老のテリーヌ、
鶏肉のバジル風味テリーヌ、サラミ風スパイシーチーズ、ストロベリーオーロラ包み、羽二重奉書、帆立柚子明太、和風チキンサラダ、
にしん甘酢しそ風味、飯蛸桜漬、田作り、松葉梅、彩りくるみの甘露煮、信田巻、花こんにゃく、竹の子旨煮、あかにし生姜味串、
さつま芋甘露煮(戌)、紅白蒲鉾、にしん笹奉書、鳴門芋きんとん串、手まりもち、きんぴらつくね串、えびつくね串、海鮮サラダマリネ、
雪下人参とオレンジのケーキ、いわしの胡麻まぶし、もっちりチーズ風味新丈、豚肉のやわらか煮、松前漬、中華くらげ、ちりめん山椒、
松麩シロップ漬、竹麩シロップ漬、梅麩シロップ漬、五色豆煮、花びら餅、さつま芋レモン煮、照焼帆立、鮭塩焼、梅酢たこ

合鴨柚子胡椒焼、田作り煮、日向夏網笠、もみじ漬、味付いくら、いかこのわた、いか印籠焼、金柑、日の出海老
新丈、いか松笠白焼、鮑旨煮、梅甘露煮、鱈の子旨煮、黒豆煮、金箔流し、子持昆布彩和え、味付け数の子

筍有馬煮、杏子煮、柿鳴門、松茸旨煮、メープルくるみ、金柑百合根市松、百合根甘露、紫花豆、栗きんとん寄
せ、柚子入伊達巻、うに新丈、昆布扇寿飾り、雪掛けローズサーモン、サーモントラウトマリネ、鮎昆布巻、餅玉串

焼湯葉、鮎有馬煮、人参ねじり梅、穂付筍、たたき牛蒡、椎茸旨煮、根菜オランダ豆腐、黄金くわい、蓬麩、粟麩、
鰆西京焼、サーモントラウト西京焼、牛肉八幡巻、鶏塩麹焼、鰆昆布〆包み、真鯛きずし、ふぐ錦糸巻、角切り紅
白なます、日の出きぬた巻

かつお胡桃、にしん昆布巻、梅餅、伊達巻、黒豆煮、のし梅紅白串、栗きんとん、紅海老艶煮、数の子醤油漬、
紅白なます、いくら醤油漬、赤蒲鉾、白蒲鉾、牛蒡煮、エゾアワビ醤油煮、田作（片口鰯）、中華くらげ

焼き湯葉巻、椎茸煮、梅麩味付、金柑煮、筍煮、紅あずま甘露煮、蓮根山椒煮、青お多福豆煮、笹茶巾餅、
本からすみ奉書、赤魚西京焼、味付バイ貝、チキン八幡巻、紅茶鴨スモーク、若桃煮、穴子けんちん、かに信田
カスタードオーロラ包み、りんごのコンポート赤、りんごのコンポート白、長崎産鯵南蛮漬、酢蛸グレープフルーツ風味、
牛カルビ包焼、アスパラベーコン巻、鮭の塩焼、小胡瓜の柚子マリネ、鱒のマリネ、ブロッコリーブイヨン煮、紅鮭スモーク、
和風チーズかすてら、イタリアン風チキンサラダ、ブラックオリーブ、カニ風味パイ包み

一の重

一の重

おせち

二の重

二の重

三の重

三の重

ちりめん山椒、帆立柚子明太、鶴蒲鉾、丹波篠山産大粒黒豆、味付数の子、いわし梅煮、幸なると、鳴門芋きん
とん、栗甘露煮、イセエビ、若桃甘露煮、田作り、合鴨スモーク、鮭とお野菜の彩り新丈

鶏筑前煮、竹の子旨煮、細工竹の子亀旨煮、松麩シロップ漬、カニ風味団子、にしん昆布巻、よもぎ姫万頭、もっ
ちりチーズ風味新丈、味付寿高野豆腐、伊達巻、小田原紅白蒲鉾、ふっくら鰤照焼、焼海老
淡路島産玉ねぎの薩摩平天、松前漬、いくら醤油漬、合鴨と牛蒡の直火炊き、海鮮サラダマリネ、豚肉の西京
焼風味仕立、蓮根きんぴら、紅白なま酢、紅あずまお芋の羊羹、抹茶カスタードロール、牛タン入りボロニアソー
セージ、だし巻玉子

一の重

二の重

三の重

一の重二の重

三の重

送料込み送料込み
4～5人前4～5人前88品目88品目

送料込み送料込み
3人前3人前52品目52品目

送料込み送料込み
3人前3人前50品目50品目

送料込み送料込み
3人前3人前39品目39品目

005
商品
番号 005番号ダミー 006

商品
番号 006番号ダミー

75503
商品
番号

75505
商品
番号

75504
商品
番号

75506
商品
番号

料亭の味 人々を魅了してやまない、名店の味で新年を迎える贅沢。

家族で食卓を囲み、圧巻の大きさと豪華さに
笑顔がこぼれるおせち料理です。
盛り込み食材アイテムは、末広がりの88品
おせちの伝統料理をはじめ、
デザートも充実させました。

「赤坂あじさい」監修。
すし屋、割烹、料亭、などで修行後、
1995年に開業。平成24年5月赤坂で
リニューアルオープンしました。
人気のコースに加え、山形の魚屋で生
まれ育った店主が、山形の素材を使っ
て作る一品料理や備長炭で焼く旬の
魚や新鮮な野菜もお楽しみ頂けます。

おせち和二段、洋オードブル一段の三段重です。
和段は伝統を大切に、
洋段はオードブルとしてお召し上がり下さい。

京都岡崎の地で創業100年の
京料理「味ま野」監修和洋折衷おせち。
季節は大切にといっても、
季節も毎年同じではなく旬
も素材も変化するものです。
お料理も伝統的なものを盛
りつけるだけでは、満足してはいただけません。
「味ま野」は新たな趣向を加えながら、多彩な京
料理をおもてなしいたします。

京都を知り、京都を愛す江口大将の創る料理は
伝統を活かしつつ、新しい感覚・アイデアを
取り入れた京料理の本髄です。
新年から幸せが訪れて欲しいと願いを込めて作りました。

本格割烹の「祇おん江口」監修おせち。
伝統の京都割烹料理を職人技と心
つくしのお料理を季節と共に最上の
味わいをお楽しみ頂いております。
食材も店主みずから厳選した天然も
のにこだわり、食材だけでなく調理法
や盛り付けに至るまで、品格を大切にした正
統派割烹料理をお楽しみいただけます。

祝い海老や黒豆、数の子といった、
伝統的な祝肴を中心に、
季節の素材にこだわる祇園の名店が
お届けする京風おせち。

京都祇園の割烹「や満文」監修。
京懐石料理を専門とし、
夏は「鱧料理」、冬は「ふぐ」、
季節の旬の食材にこだわる名店です。
厳選した食材を使った会席を
お楽しみいただけます。

お重サイズ : 縦53.7cm×横46.8cm×高さ6.4cm

「赤坂あじさい」
幸せ珠手箱

おせち〈型番〉 M41-1

75503
商品番号

承り期間：12/12まで
お届け期間：12/29・12/30

期間
限定

凍凍 包装不可
のし不可

お重サイズ : 縦19.5cm×横19.5cm×高さ18.0cm

京都割烹「味ま野」
おせち平安３段

3段重 〈型番〉 M41-4

75504
商品番号

承り期間：12/12まで
お届け期間：12/29・12/30

期間
限定

凍凍 包装不可
のし不可

お重サイズ : 縦19.5cm×横19.5cm×高さ18.5cm

「祇おん江口」　
葵３段重

3段重 〈型番〉 M41-8

75506
商品番号

承り期間：12/12まで
お届け期間：12/29・12/30

期間
限定

凍凍 包装不可
のし不可

3段重 〈型番〉 M41-6

ぎをん 「や満文」
３段重75505

商品番号

お重サイズ : 縦18cm×横18cm×高さ18.5cm

承り期間：12/12まで
お届け期間：12/29・12/30

期間
限定

凍凍 包装不可
のし不可

数量限定
※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。 数量限定

※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。

数量限定
※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。

数量限定
※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。






