
日本橋髙島屋の日本橋髙島屋の
お歳暮ギフトに、お歳暮ギフトに、
人気の人気の33店が新登場店が新登場。。

●●1111月月88日（日（木木））551212月月2424日（月・日（月・休休））  ●●日本橋髙島屋S.C. 本館 日本橋髙島屋S.C. 本館 88階階  ばらのギフトセンター ばらのギフトセンター ※※最終日、12月24日（月・最終日、12月24日（月・休休）は午後6時閉場）は午後6時閉場。。

257010WZBg ［Ｃａｃａｏｔｉｅｒ Ｇｏｋａｎ（カカオティエ ゴカン）］
ショコラ・マドレーヌ（15個入）3,888円 賞味期限：常温で28日

コロンビア産カカオニブの香りを楽しめるマドレーヌは、
口溶けの良さとまろやかな味わいにこだわりました。

257028WZBg

［ＨＩＢＩＫＡ］
冬の詰め合わせ 18個入
（冬のケーク〈マロン〉・〈ショコラ〉 
各4、ポルボロン〈ヘーゼルナッツ〉
×4、ポルボロン〈ショコラ〉・
〈冬みかん〉 各3）5,400円 

「にっぽんの洋菓子」をテーマ
に四季折々のお菓子を手
がける新ブランド。冬だけの
味わいを詰め合わせました。

日日本橋髙島屋本橋髙島屋名産地で穫れた、みずみずしい味わいをお届け。

豊かな風味や香りが、憩いのひとときを優雅に。

粋粋なな味味わわいいギギフフトト
22018冬018冬2018冬

10月17日（水）午前10時から12月25日（火）午前10時まで
※一部早期に終了する商品がございます。※一部の商品は
10月24日（水）・11月21日（水）午前10時からの販売です。

掲載の「日本橋髙島屋 粋な味わいギフト」は
一部オンラインストアでも承ります。

高島屋お歳暮 検　索

はデビット分が含まれます。※消費または賞味期限は製造・加工日を基準に、クール便配送の商品はすべて、その他の
商品については30日以内のものを記載（一部生鮮品・アイス・アイスクリームなど一部商品を除く）しています。商品
到着後の日持ち期限は、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。※お早めにご注文いただいた
場合でも、お届け期間（一部商品を除く）をご指定いただけます。詳しくは係員におたずねください。

gマークの商品は髙島屋オンラインストアでもお買い求めいただけます。
http://www.takashimaya.co.jp/wintergift/
■「日本橋髙島屋 粋な味わいギフト」オンラインストア承り期間／
10月17日（水）午前10時から12月25日（火）午前10時まで
※一部の商品は10月24日（水）・11月21日（水）午前10時からの販売です。※一部早期に終了する商品がございます。

BHマークの商品は、クール配送料金がかかります。CEcEdマ
ークの商品は、商品代金に配送料金が含まれています。いずれも他の商品との抱き合わせ・弔事のご
用途はご容赦ください。マークのない商品は、通常の配送料金を頂戴いたします。fマークの商品の二重
包装はご容赦ください。商品により、一部配送除外地域がございます。
X・Wマークの商品は、タカシマヤプラチナデビットカードは10%（※1）、タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤ
カードは8％、タカシマヤセゾンカードは2％、タカシマヤポイントカードは1％のポイントがつきます。Fマークの
商品は、タカシマヤプラチナデビットカードは3%（※1）、その他のタカシマヤのカードは1%のポイントがつきます。
※1 デビット分（国内Visa加盟店での2%のポイント）はソニー銀行が提供しています。10%もしくは3%のポイントに

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。※写真は調理・盛り付けの一例です。器類は商品に含まれておりません。※商品パッケージが一部変更になる場合がございます。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※未成年者の飲酒は法律で禁じられております。【酒類販売管理者標識（2018年9月時点）】販売場の名称及び所在地：（株）髙島屋 日本橋店 東京都中央区日本橋2-4-1
酒類販売管理者の氏名：高玉 温子、酒類販売管理研修受講年月日：平成29年9月15日、次回研修の受講期限：平成３２年9月14日、研修実施団体名：東京小売酒販組合

スマホアプリ「高島屋カタログスキャン」
※アプリのダウンロードはGoogle Play・App Storeより「高島屋カタログスキャン｣で検索！

10月25日（木）午前10時512月24日（月・休）午前10時まで本カタログ 掲載商品の
アプリご利用期間

gマークのついた商品画像をアプリでスキャンするだけ！検索の手間をかけずに
髙島屋オンラインストアにアクセスできます。※一部お使いの機種により読み取りづらい商品がございます。

257419WZKg

［湘南辻堂 27 
COFFEE ROASTERS］
髙島屋オリジナルブレンド
（COE’17優勝豆使用
オスカーラミレスブレンド・
COE’16優勝豆使用
ゲイシャブレンド・
COEアンヘルパズブレンド・
COEブラジルティフコ 
各100g、計400g）5,400円

世界的なコーヒーの品評会、
COE（カップ オブ エクセレンス）
大会で優勝したコーヒーなど
を使用しました。

257427WZCg

［高田酒造場］
jin jin GIN ジントニックセット
（jin jin Gin 200㎖×1、
ビーン ノルディック トニックウォーター
200㎖×3）5,400円
原産地：熊本県（ジン）、ノルウェー（トニック）

熊本県産の柑橘を使用した
クラフトジンと、本格トニック
ウォーターのセット。ご家庭で
おいしいジントニックを。

257435WZDg

［東京湾醸造］
東京あまざけ 紅白セット
（東京あまざけ750g、
東京紅糀あまざけ750g 各1本）
3,433円〈150点限り〉
醸造地：東京都

東京・芝の醸造所で仕込んだ
ノンアルコールの甘酒。スタイ
リッシュなボトルに入った紅白
仕立てです。

257443WトD hBAfg

［有光酒造場］
安芸虎 純米吟醸2本セット
（安芸虎 入河内 純米吟醸 720㎖、
安芸虎 たれ口 純米吟醸 720㎖ 
各1本）
3,624円 醸造地：高知県

高知・安芸の入河内産酒米
「吟の夢」を使用した純米
吟醸と、味がのった生の純米
吟醸をセットにしました。

257451WZEg

［サントリー］
ザ･プレミアムモルツ＆東京クラフト
ペールエール&角ハイボールセット
（ザ・プレミアムモルツ350㎖×4、
東京クラフトペールエール350㎖×4、
角ハイボール350㎖×4）
3,240円 醸造地：東京都
※オンラインストアでは
10月24日（水）午前10時から販売。

柑橘系の爽やかな香りと心地
よい苦味が魅力の「東京クラ
フト」や、人気の
「角ハイボール」
などを詰め合わ
せました。

257397FZＳf

［千疋屋総本店］
マスクメロン・天草オレンジ詰合せ
（マスクメロン1玉、天草オレンジ3個）16,200円
※お届け時期：11月中旬～12月下旬
※誠に勝手ながら、お届け日のご指定はご容赦ください。  

皮が薄く、実は柔らかでジューシーな天草オレンジと、
マスクメロンを詰め合わせました。

日本橋
髙島屋
限　定

日本橋
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限　定

日本橋
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限　定

ジャンボ梨として有名な岡山の
「あたご梨」。大玉ながら繊細な
味わいで糖度が高いのも魅力
です。
257400FホＳCGfg

［晴富］
あたご梨（あたご梨5玉）6,501円
※お届け時期：12月上旬～12月下旬
※誠に勝手ながら、
お届け日のご指定はご容赦ください。 

257001257001WWZZBBgg

［ル・ショコラ・アラン・デュカス］［ル・ショコラ・アラン・デュカス］
焼き菓子詰合せ焼き菓子詰合せ（10個入）（10個入）
（フィナンシェ・オ・グリュエ、サブレ・オ・ザマンド、（フィナンシェ・オ・グリュエ、サブレ・オ・ザマンド、
ビスキュイ・サシェ、クッキー オートミール&ショコラ、ビスキュイ・サシェ、クッキー オートミール&ショコラ、
ケーク・トゥ・ショコ 各2個 計5種ケーク・トゥ・ショコ 各2個 計5種10個10個））
5,4005,400円 円 賞味期賞味期限限：：冷暗所で3週間冷暗所で3週間

［ル・ショコラ・アラン・デュカス］が日本橋髙島屋新登場。［ル・ショコラ・アラン・デュカス］が日本橋髙島屋新登場。
ショコラの奥深さを堪能する焼菓子のアソートです。ショコラの奥深さを堪能する焼菓子のアソートです。

日本橋店
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新登場

日本橋店
お歳暮ギフト

新登場

日本橋店
お歳暮ギフト

新登場

日本橋
髙島屋
限　定

賞味期限：常温で30日
※店頭・オンラインストア
ともに11月21日（水）
から販売。

日本橋髙島屋

粋な味わいギフト
●11月8日（木）512月24日（月・休） ●日本橋髙島屋S.C. 本館 8階 ばらのギフトセンター ※最終日、12月24日（月・休）は午後6時閉場。

日本橋髙島屋の
お歳暮ギフトに、
人気の3店が新登場。

257001WZBg

［ル・ショコラ・アラン・デュカス］
焼き菓子詰合せ（10個入）
（フィナンシェ・オ・グリュエ、サブレ・オ・ザマンド、
ビスキュイ・サシェ、クッキー オートミール&ショコラ、
ケーク・トゥ・ショコ 各2個 計5種10個）
5,400円 賞味期限：冷暗所で3週間

［ル・ショコラ・アラン・デュカス］が日本橋髙島屋新登場。
ショコラの奥深さを堪能する焼菓子のアソートです。



「東京ブランド」の洋菓子をセレクト。どの味わいもトップクラス。
さくっとしたクッキーと口溶けの良い
チョコレート、2つの異なる食感の
マリアージュを楽しめます。

257079WZBg

［パティスリーイソザキ］
ISOZAKIギフト
（ガレット、緑、カラメルフィグ、ケーク
・オ・フリュイ、サワークリームマドレーヌ、
マドレーヌショコラ、フィナンシェ、
ギモーヴ・フランボワーズ、
バニラクッキー、チョコクッキー、
MISOサブレ 各2 計22個）
5,001円 
賞味期限：
常温で30日

日本橋浜町の工房で職人が
ひとつひとつ手作りで仕上げ
た焼菓子の詰合せです。

257087XZBg

［シュークリー］
シュークリー セレクトギフト
（ケークショコラ×1、ディアマン×1、
ディアマンショコラ×1、
プレオール×2、リーフパイ×2、
フィナンシェ×2、メープルの卵×2、
マドレーヌ×2、ブラウニー×2、
フルーツケーキ×2 計17個）
5,730円
賞味期限：
常温で20日

日本橋人形町に本店を構える
人気スウィーツ店。バラエティー
豊かな焼菓子のアソートを
どうぞ。

日本橋髙島屋限定品の「カトルカール抹茶」を
はじめ、彩り豊かに詰め合わせました。

257109WトBBAg

［レストランキャンティ］
チェリージア詰合せ
（チェリージア×6、メープル×4、
アールグレイ×4 計14個）
4,040円 
賞味期限：冷暗所で60日

髙島屋限定のアールグレイを
入れた［レストラン キャンティ］
人気のチェリージア詰合せです。

257117XZBg

［ミホ・シェフ・
ショコラティエ］
生ショコラ ダミエ
（ミルクチョコレート8個、
ビターチョコレート8個、計16個） 
5,800円 
賞味期限：冷暗所で10日
※オンラインストアでは
11月21日（水）午前10時から販売。

注文を受けてから斉藤美穂シェフ
自身がすべて手作業で作る、
本格的な生チョコレートです。

国産のしまなみレモンを使ったケーキや
髙島屋限定のケーク オ マロンなどが入った特別なアソートです。

フランス洋菓子界の第一人者と
しても知られる［オーボンヴュータン］

の河田勝彦シェフ（写真中央）。長男の河田
薫氏（写真左）が洋菓子を、次男の河田
力也氏（写真右）が惣菜を手がけています。
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257060XZBg

［西洋菓子 しろたえ］
しろたえ冬のおすすめギフト 
（パウンドケーキ×2、ガトーオランジュ×2、フィナンシェ×2、マドレーヌ×4、チョコマドレーヌ×2、
ココナッツマカロン×1、マカロンノワ×1、ジンジャークッキー〈レモン・チョコ〉各1、カトルカール
抹茶×2 計18個）3,860円 賞味期限：冷暗所で14日

257036WZBg

［オーボンヴュータン］
レ・ドゥスー・ドゥ・フランス
（ドフィノワ×4、ヴィジタン
ディーヌ×2、ペイザンヌ×
2、ピエモンテ×2、カレア
ルザシアン×2、ガレットブ
ルトンヌ×2、ガトーブルトン
×2 計16個）
4,947円
賞味期限：常温で14日

日本橋
髙島屋
限定

257044WトエBCfg

［オーボンヴュータン］
パテ・ド・カンパーニュ
（豚肉とレバーの田舎風パテ×1
約750g）6,750円
賞味期限：冷蔵で8日

2 3

257052WトエBCfg

［オーボンヴュータン］
ソーセージ詰合せ（粗挽きソーセージ、
ハーブ入粗挽きソーセージ、
スモークソーセージ 3種各2本、
計6本
〈ソーセージ1本当たり
約15×2.5㎝〉）
3,359円〈100点限り〉
賞味期限：冷蔵で10日
※お届けは承り日より10日後以降とさせていただきます。 

257095XOBg

［MAGIE DU CHOCOLAT
（マジドゥショコラ）］
マジドカカオ詰合せ
（マジドカカオ〈アーモンドクランチ・
ミルクピスターシュ・ビターオレンジ・
メープルウォルナッツ・ミルクキャラメル・
コーヒーブレンド・ラムレーズン・
宇治抹茶 各1〉計8個）
3,540円 
賞味期限：常温で30日間

257125WOBg

［パティスリー1904］
しまなみレモンケーキとケークオマロン
（しまなみレモンケーキ4個、ケーク オ マロン、
ガレットオランジェ〈スイート〉、
ガレットオランジェ〈ホワイト〉、
マドレーヌ、フィナンシェ、
フィナンシェショコラ、ケーク オ オランジェ各1 
計11個）
4,480円 賞味期限：常温で21日



人気店のスウィーツなど、テーブルに華やかな彩りを。 長く愛される老舗の銘菓など、選りすぐりの美味ばかり。

257133WZB

［ゴディバ］バームクーヘン オ ショコラ（１個）3,780円

溶かしたダークチョコレート入りの生地を丁寧に焼き上げ、
ミルクチョコレートで包んだ風味豊かなおいしさです。

257141WZBg

［モロゾフ エクラ］ファヤージュ
（アーモンド＆抹茶チョコレート、アーモンド＆ホワイトチョコレート、ヘーゼル＆ミルクチョコレート、
ヘーゼル＆スイートチョコレート各9枚）3,240円

香ばしいスライスナッツ入りのクッキーで、
様 な々テイストのチョコレートをサンドしました。

257168WZBg

［グマイナー］
テーゲベック（ビスケット40個入）3,240円

257176WZGg

［多々楽達屋］
【日本橋髙島屋限定】ドライフルーツセット
（白いちじく200g、12種ミックス140g〈いちじく・あんず・ぶどう・カランツ・パイン・洋梨・桃・マンゴー・なつめ・
インカベリー・りんご・キウイ〉、レーズン&ベリー200g〈グリーンレーズン・サンマスカットレーズン・ぶどう・黒房
すぐり・バーベリー〉、香ばし麦のグラノーラココナッツベリー180ｇ〈クランベリー・カシューナッツ・大麦・
黒房すぐり・ぶどう・ココナッツ・アーモンド・ワイルドブルーベリー〉、ヨーグルト用ミックス160g〈パイン・
グリーンレーズン・マンゴー・巨峰・あんず・黒房すぐり・クコの実〉）5,400円

人気のドライフルーツやグラノーラの詰合せ。ヨーグルト
や紅茶に入れたりワインのお供にもぴったりです。

257184WZGg

［nuts tokyo］ナッツとドライフルーツ詰合せ
（nuts tokyo mix100g、フレーバーナッツ
〈アールグレイ・スモーククルミ・カリーココナッツ・キャラメルバナナ〉
各50ｇ、季節の限定フレーバーナッツ50g、
ドライフルーツmix100g）5,400円 賞味期限：常温で21日
※写真はイメージです。季節の限定フレーバーナッツは時期により内容が変わる場合がございます。

さまざまな栄養素を含みヘルシーな「ナッツ」の専門店。
フレーバーナッツやドライフルーツのアソートです。

257192WZA

［叶匠壽庵］道明寺煎餅 おこんめ2缶セット
（道明寺煎餅 おこんめ〈16枚、粒あん１個〉、
道明寺煎餅おこんめ（サンド）〈抹茶6枚、きな粉3枚〉各1、計２缶）3,564円

2種類（抹茶、きな粉）のチョコクリームをサンドしたタイプと、粒あんをディップして
楽しむプレーンタイプの詰合せです。

257206WホACg ［老松］京彩菓詰合せ
（御題羊羹 月の光×1、栗松風×1、栗餅×2）6,156円
※お届け時期：12月1日（土）以降。※誠に勝手ながら、お届け日のご指定はご容赦ください。
賞味期限：常温で20日 

季節限定の「御題羊羹 月の光」や髙島屋限定の
「栗松風」など個性豊かな味わいをセットに。

257214WZBg

［文明堂 東京］
逸品カステラ１Ｂ号
（1本〈約485g〉）3,780円 
賞味期限：常温で14日
※オンラインストアでは10月24日（水）午前10時からの販売。

しっとりした口当たりと上品な甘み
が楽しめるカステラ。木箱には
日本橋髙島屋の店舗イラストを
デザインしました。

257222WZA

［小桜］
《日本橋髙島屋限定》きさかた ゆめじ（細口）
（小分け16袋入）2,376円

細かい小枝のような形に、
胡麻風味の甘みがたまらな
い。小桜を代表する「ゆめじ
（細口）」を食べ切りサイズ
のセットにしました。

257230WZAg

［銀座 菊廼舎］
登録商標 冨貴寄 
開運薔薇ギフト
（登録商標 冨貴寄 開運干支缶210g、
髙島屋オリジナル 永遠の薔薇230g）4,860円

［堂島ロール］で培ったロールケーキづくりのこだわりを
詰め込んだアイスデザート。
多彩なフレーバーをお楽しみください。
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257150WフBEdAfg

［パティスリー モンシェール］堂島アイスロール カラフルコレクション8個入
（堂島アイスロール：プレーン×2、チョコ、ベリー、フルーツミックス、ロイヤルミルクティ、ストロベリー、
抹茶あずき 各1、計7種8個）4,968円

ドイツの伝統的な焼菓子を詰め合わせました。
可愛らしい見た目と多彩な味わいをお楽しみ
いただけます。

小さくて可愛らしい江戸和菓子が約30種類も。
日本橋髙島屋限定の「永遠の薔薇」は期間限定の
ピンク色です。
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伝統の味からご当地グルメまで、こだわりを満たすバラエティー。

257257WトTHAg

［中村家］三陸海宝漬
（三陸海宝漬170ｇ×2） 3,981円 賞味期限：冷凍で90日
※12月30日（日）・31日（月）のお届けのご指定はご容赦ください。

三陸産のアワビをはじめ、イクラやメカブなどを
贅沢に盛り込んだ「三陸海宝漬」。
便利なセパレートタイプです。

257265WハXEcCfg

［日本橋玉ゐ］ふっくら煮あなご・佃煮の詰合せ
（あなご〈国産・40ｇ×3〉×2パック、つめだれ〈10ｇ×3〉×2パック、
あなごの佃煮100ｇ）6,480円 賞味期限：冷蔵で7日

257273WトXBCfg

［日本橋 小洞天］小洞天 ギフトセット
（ポークシュウマイ×10、カニシュウマイ×４、吊るし焼豚×１、
にくまん・あんまん×各２）5,400円 賞味期限：冷蔵で6日

日本橋で70余年続く［日本橋 小洞天］オリジナルのシュウマイを
はじめ、おすすめのおいしさを贅沢に詰め合わせました。

257281WホＸEFＥfg

［亀戸升本］亀戸大根あさり鍋セット（2～3人前）
（鍋つゆ750㎖、あさり〈北海道厚岸産〉400ｇ、白菜200ｇ、
太鼓橋うどん2枚、亀戸大根1本、椎茸3個、にんじん3個、
油揚げ1枚、えのき茸50ｇ、長ねぎ4個、ごぼう35ｇ、亀辛麹15ｇ）
5,400円 消費期限：冷蔵で2日
※配送に際し、お届け先に在宅確認の連絡をさせていただきます。
あらかじめご了承ください。
※お届け時期：12月22日（土）まで。※配達除外区域：北海道・九州・離島

老舗料理屋［亀戸升本
本店］の看板メニューを
ギフトに。江戸伝統野菜
「亀戸大根」をいかした
昔ながらの味わいです。

257290WホWEdAfg

［レストランMURA］特選燻製スモーク詰合せ
（紅鮭のスモークサーモン80ｇ、鰤の炙りソフトスモーク100g、
北海道産帆立貝のソフトスモーク130g、
サクラ鱒のスモークサーモン100g）10,800円 
賞味期限：冷凍で180日
※誠に勝手ながら、お届け日のご指定はご容赦ください。

サクラ鱒や帆立貝、炙って
香ばしく仕上げた鰤など、
自慢のスモークメニューを
髙島屋限定のセットに。 ［ブレジュ］

257303WホX
EdAfg

ふかひれの姿煮込み（150g×3個）
16,200円賞味期限：冷凍で90日
ほかに 257311WホXEdAfg

ふかひれの姿煮込み（150g×２個）
1０,８00円賞味期限：冷凍で90日

高級食材ヨシキリザメの
胸びれを丸ごと煮込んだ贅沢
な一品。特製のソースが深い
味わいを醸し出します。

257320WZTg

［浅草今半］復刻版佃煮詰合せ
（すきやき佃煮・そぼろ佃煮 各60ｇ×２）4,536円

257338WZGg

［佐藤養助］稲庭干温飩「伝承 八代目」
（稲庭干うどん〈100g×2〉×5袋）8,640円〈80点限り〉

八代目自らが、現代の名工である父、七代・佐藤養助から
伝承した秘伝の製法で作り上げた一品です。

257346WトXhBCfg ［ベジテリア］
人気のスープ詰め合わせセット（10パック）
（北海道産かぼちゃのポタージュ・10種野菜のグリーンポタージュ 各2、
１食分の野菜が摂れる！15品目のトマトスープ・１食分の野菜が摂れる！ベジブロススープ
各3 計10パック）5,041円 賞味期限：冷蔵で14日
※12月9日（日）までの承りとなります。お届け期間：12月18日（火）まで。

「きれいなカラダ、飲む野菜」をキーワードに開発した、
野菜をたっぷり使った人気スープの詰合せです。

257354WZGg

［山星島﨑］ゆず逸品
（ゆず果汁濃縮ドリンク500㎖、ゆずぽん酢500㎖、ゆず七味23g、
ゆずみそ150g、ゆずこしょう50g、ゆずしぼり150㎖）5,400円

爽やかな香りが広がるゆず果汁ドリンクや、ゆずの食感
も楽しめるみそなど、風味豊かな6品をひと箱に。

257362WトWHAfg

［丸赤］冬ひもの・西京漬詰合せ
（銀だら西京漬2切、真あじ3枚、寒サバ1枚、かれい2枚、
ししゃもオス5尾）5,400円 賞味期限：冷凍で20日

素材の鮮度に徹底してこだわり、オリジナルの製法で
一夜干しに。丁寧に干しあげられ、旨味がぎゅっと
閉じ込められています。 257389WZMg

［山本海苔店］
日本橋店「重要文化財記念商品」焼海苔・味附海苔詰合せ
（焼海苔・味附海苔×各22袋詰〈8切5枚〉）3,240円
※オンラインストアでは10月24日（水）午前10時からの販売。 

有明海産の焼海苔・味附海苔を、日本橋髙島屋柄の
缶に詰めました。香ばしさと甘み、海苔のもつおいしさを
お楽しみいただける一品です。

257370WZMg

［山本山］
日本橋デザイン缶焼海苔・味付海苔詰合せ
（焼海苔〈8切40枚〉・味付海苔〈8切40枚〉×各2缶）
3,240円

有明海産の焼海苔と、特製のタレで作った味付海苔
の詰合せです。日本橋をデザインしたオリジナルの缶に
お入れしました。

※写真はイメージです。

有明海
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257249XホXEcAfg

［千駄木腰塚］コンビーフ＆ベリーハムセット
（自家製コンビーフ400ｇ、ベリーハム500ｇ 化粧箱入）5,660円 
賞味期限：冷蔵で30日 ※誠に勝手ながら、お届け日のご指定はご容赦ください。

素材本来の味わいを大切に、熟練の職人がすべて手造り。
自家製コンビーフとベリーハムの人気セットです。

昭和20年代に人気だった「牛肉の佃煮」を復刻。
すきやき、そぼろの2品をセットにしました。
ご飯が進む甘辛い味わいです。

連日行列のできる、あなご専門店の看板商品。国産
あなごにこだわり、江戸前寿司職人が丁寧に仕上げた
こだわりの詰め合わせです。


