160199 C
〈日本橋 千疋屋総本店〉
桃詰合せ 8,856円

高崎ポーター・嬬恋ペールエール各330㎖各2、
つまブルピルスナー・つまブルＩＰＡ各330㎖、計6本

5,250円（本体 4,861円）
〈 TB-1〉嬬恋ペールエール・

つまブルピルスナー・つまブルＩＰＡ各330㎖各2、計6本

軽井沢浅間山の清らかな冷涼名水で仕込んだ､プレミアムビールのセット
です。

川場の里で育てた牛の生乳を使用した
ヨーグルト、
地ビール、
ベーコンを一箱に。
160296 Ecg
〈田園プラザ川場〉
川場村ビール・
のむヨーグルト・
ベーコン詰合せ

4,104

160261 g
〈軽井沢ブルワリー〉
THE軽井沢ビールセット

160253 g
〈軽井沢ブルワリー〉
THE軽井沢ビールセット

4,428円（本体 4,100円）
〈 G-AR〉

円
（本体 3,800円）
飲むヨーグルト900㎖×2、地ビールヴァイツェン330㎖
×3、
ベーコン120ｇ 賞味期限:冷蔵で21日

プレミアムクリア・プレミアムダーク・クリア・ダーク・
ヴァイス・軽井沢エール各330㎖瓶各1、清涼飛泉
プレミアム330㎖瓶×2

160300 Cg
〈田園プラザ川場〉
川場村ビール詰合せ

4,428円（本体 4,100円）
〈Ｇ-HX〉

プレミアムクリア・プレミアムダーク・クリア・ダーク・
ブラック・ヴァイス・アルト・軽井沢エール各350㎖
缶各1、清涼飛泉プレミアム350㎖缶×4

3,240円（本体 3,000円）
地ビールヴァイツェン330㎖×6

上州の日本酒
酒米「山田錦」の糀で造った
ノンアルコールの甘酒と純米
大吟醸のセットです。
160318 Cg
〈永井酒造〉
水芭蕉 雪ほたか
甘酒セット

4,104円

（本体 3,800円）
〈ＮＳＭ-YHA〉
水芭蕉雪ほたか
純米大吟醸・
吟醸糀甘酒
各500㎖

2010年全国酒類コンクール
でグランプリに輝いた米焼酎
を詰め合わせました。
160326 g
〈牧野酒造〉
群馬焼酎
詰合せ

3,240円

（本体 3,000円）
〈ＭＴＫ-30〉
米焼酎 竹の子
吟香粕取焼酎
大盃
各720㎖

山麓の岩清水を仕込みに用
いた「赤城山」など、群馬の
蔵元による3本の銘酒を。

上毛三山に囲まれ、良質な 新鮮で爽やかな飲み口の搾
水に恵まれた群馬が誇る銘 りたて生酒。期間限定の味
酒を飲み比べできるセット。 わいを蔵元からお届け。

160334 g
群馬銘酒
詰合せ

160342 g
群馬銘酒詰合せ

4,104円

（本体 3,800円）
〈ＧＴ-３8〉
赤城山
特別本醸造
貴娘純米吟醸
群馬泉
超特撰純米
各720㎖

5,400円

（本体 5,000円）
〈ＧＴ-５０〉
赤城山
純米吟醸
群馬泉
純米吟醸
大盃特別
純米酒
各720㎖

160350 Ecg
〈近藤酒造〉赤城山蔵元
直送詰合せ

5,195円

（本体 4,810円）
〈ＡＫ-３〉
赤城山
特別本醸造
生酒 720㎖×3
※7月１日
（月）
以降のお届け
となります。

群馬県産の旬のおいしさを大切な方へお届け
いたします。

フルーツポンチ×2、
フルーツデザート×3
（白桃・黄金
桃・ラフランス各1）

ローズ
本カタ

052329 Dg
〈モロゾフ〉
サマーロイヤルタイム

3,240

円（本体 3,000円）
〈MO-1229〉
ファンシーデザート×5、
チョコレートムース、
白いチーズケーキ
（フルーツソース付）
×2、凍らせて
シャーベッ
ト×4、
カスタードプリン
（カラメルソース付）
×2

ローズ
本カタ

（本体 3,000円）
〈 YBK3AR〉
特製焼のり10袋詰
（8切5枚）
、
手巻き用焼のり3袋詰
（２切６枚）
原料原産地：海苔
（有明海）

108847 Dg
〈山本海苔店〉
のり詰合せ 5,400円

（本体 5,000円）
〈 YOT5AR〉
特製焼のり・味のり各10袋詰
（8切5枚）、手巻き用焼のり
4袋詰（２切６枚）、原料原産地：海苔（有明海）

052337 Dg
〈モロゾフ〉
サマーロイヤルタイム

5,400

円（本体 5,000円）
〈MO-1227〉
ファンシーデザート×6、
チョコレートムース×3、白い
チーズケーキ
（フルーツソース付）
×3、凍らせてシャー
ベット×4、
カスタードプリン
（カラメルソース付）
×4

◆京つけもの西利
旬 おいしく やさしく。を理念とした西利
の京つけもの。
素材の持ち味をいかした
「あっさり漬」の詰め合わせです。
104655
bcg
〈京つけもの西利〉
京のあっさり漬

3,240

円
（本体 3,000円）
〈 NAN-30 〉大根あっさり漬・大根柚子あっさり漬・
瓜あっさり漬各1/4割、茄子あっさり漬1個、
かぼちゃ
あっさり漬半割、赤しそむらさきの・ゆずの香り各47ｇ、
味すぐき・山里の香り各39ｇ 賞味期限:冷蔵で7日

160385 Ecg
〈針塚農産〉
おつけものセット

3,327円〈本体 3,080円〉

胡瓜こうじ漬×３本、
白菜こうじ漬・きゃべつこうじ漬各300ｇ、
なす漬×2本、奈良漬×1本
賞味期限：冷蔵で14日

群馬県産の旨み豊かな「もち豚」
を使いました。
160393 Edg
〈ミハマ食品〉
上州もち豚餃子
（4箱）

4,104円（本体 3,800円）
〈ＭＧ-４〉

もち豚餃子20個入箱×４ 賞味期限：冷凍で180日

160407 Ed〈ミハマ食品〉上州もち豚餃子
（2箱）2,700円（本体 2,500円）
〈ＭＧ-2〉
もち豚餃子20個入箱×2 賞味期限：冷凍で180日

※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
（平成31年4月時点）
】販売場の名称及び所在地：
（株）高崎髙島屋 高崎市旭町45、酒類販売管理者の氏名：井上真美子、
酒類販売管理研修受講年月日：平成２９年7月14日、次回研修の受講期限：平成32年7月13日、研修実施団体名：群馬県小売酒販組合連合会

店頭でも、WEBでも、本カタログ掲載商品のお中元サイトでの承り期間：2019年8月7日（水）午前10時まで

（本体 2,600円）
〈Ｔ-２６〉
打ち立て生300ｇ
・一番干し乾250ｇ各２ 計４、
濃縮めんつゆ×4
賞味期限：
（生）
常温で14日、
（乾）
常温で60日

160210
〈京都・六角 蕪村菴〉
蕪村 五・七・五

3,564

円
（本体 3,300円）
〈HIK-24P〉
蕪村 五・七・五19.5ｇ×24袋

160113 hg〈田丸屋〉
水沢うどん
（生・半生）
詰合せ 4,104円

160229
〈京都・六角 蕪村菴〉
蕪村 五・七・五

（本体 3,800円）
〈 T-38〉
打ちたて生300ｇ
・一番干し乾250ｇ各3 計６、
濃縮めんつゆ×6
賞味期限：
（生）
常温で14日、
（乾）
常温で60日

2,376

円
（本体 2,200円）
〈HIK-16P〉
蕪村 五・七・五19.5ｇ×16袋

160121 hg〈田丸屋〉
水沢うどん
（生・半生）
詰合せ 5,400円
（本体 5,000円）
〈 T-50〉
打ち立て生300ｇ
・一番干し乾250ｇ各4 計８、
濃縮めんつゆ×8
賞味期限：
（生）
常温で14日、
（乾）
常温で60日

◆長岡小嶋屋
海藻のふのりをつなぎに用いた「へぎ
そば」。
なめらかな喉ごしが自慢です。

※写真は調理・盛り付けの一例です。

160237 g
〈長岡小嶋屋〉
越の海藻
挽きそば乾麺
詰合せ

3,240円（本体3,000円）
〈ＫＳ-Ｇ３０〉

200ｇ×６

160245 g
〈長岡小嶋屋〉
越の海藻
挽きそば乾麺
詰合せ

4,536

円（本体 4,200円）
〈 KS-G42T〉
200ｇ×６、希釈つゆ40㎖×１２

www.takashimaya.co.jp/summergift

gマークのついた商品はインターネットでもお買い求めいただけます。インターネットでお買い求めの場合、お届け時期を限定させていただきます。 高島屋

一部早期に終了する場合がございます。配送料金、
ポイントサービスなど一部店舗と内容が異なります。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

160105 hg〈田丸屋〉
水沢うどん
（生・半生）
詰合せ 2,808円

一袋の中に、四季の彩りを表現した、
多彩な味が楽しめる吹季寄せを詰め
合わせました。

D：日本全国送料無料にてお届け。※一部地域でお届けできない場合がございます。B：別途クール配達料金がかかります。C・Eca・aEd：いずれも商品代金に
送料が含まれます。※一部配達除外区域あり。二重包装・抱合わせ・弔事の承りは不可。一部早期に終了する商品がございます。g：各サイトからの購入可能商品。
自家製米こうじを使用したこうじ漬を中心に風味
豊かなお漬物を取り揃えた彩り鮮やかな詰め合
わせです。
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◆京都・六角 蕪村菴

◆モロゾフ

彩り豊かなシャーベット、
フルーツゼリー
に、チーズケーキやプリンなどを詰め合
わせたサマーギフトです。

5,400

3,000

群馬県産枝豆
「湯上がり娘」
（約1.2ｋｇ）
お届け期間：
7月１日
（月）
〜１6日
（火）
の
お届けとなります。

5,400円（本体 5,000円）
〈 SFD-50〉

円
（本体 5,000円）
〈NAN-50〉
大根あっさり漬・大根柚子あっさり漬・瓜あっさり
漬各1/4割、
かぼちゃあっさり漬半割、
茄子あっさり漬2個、
白菜あっさり漬223ｇ、胡瓜あっさり漬2本、
ラブレ古漬
胡瓜きざみ135ｇ ほか4種計12点 賞味期限:冷蔵で7日

円（本体 2,777円）
群馬県産とうもろこし
「ゴールドラッシュ」
（2Lサイズ・10本・約3.5ｋｇ）
お届け期間：
7月１日
（月）
〜１6日
（火）
の
お届けとなります。

3,000円（本体 2,777円）

160202〈日本橋 千疋屋総本店〉
フルーツデザート

104701
bcg
〈京つけもの西利〉
京のあっさり漬

160369
Bg
〈サンフレッシュ〉
群馬県産とうもろこし
「ゴールドラッシュ」

160377
Bg
〈サンフレッシュ〉
群馬県産枝豆
「湯上がり娘」

（本体 8,200円）
〈ＳＰ-82〉
山梨県産桃×7
※6月下旬以降の
お届けとなります。

108839 Dg
〈山本海苔店〉
のり詰合せ 3,240円

5

日︵水︶

160288
Ecg
〈嬬恋高原ビール〉
群馬麦酒６本セット

8

感 謝の 心 を ︑群 馬 を 代 表 す る
名 品 にのせて 贈 り ま せんか︒

創業嘉永2年。山本海苔店の職人が
厳選し、味・艶・香りのバランスを追求
しました。

ふるさと
ギフト

◆山本海苔店

創業天保5年。果物の専門店日本橋
千疋屋総本店がこだわって選び抜
いたフルーツギフトです。

2019中元
群馬の味

◆日本橋 千疋屋総本店

日︵水︶ 7
5月

160270
Ecg
〈嬬恋高原ビール〉
群馬麦酒
高崎ポーター入り
6本セット 5,424円（本体 5,022円）
〈 TB-2〉

6 階ばらのギフトセンター

嬬恋大麦を自社栽培・製麦したフルーティーな
香りのペールエールなど、
自慢の味をご用意。

深い旨みとコシが自慢のつやつや麺。
水沢うどんの元祖と言われる、
天正10年創業の名店から。

6月

お中元ギフト好適品

※7月 日
︵月︶
は午後4時閉場︒最終日は午後5時閉場︒

和・洋酒 ギフト おつまみ好適品

お中元

※消費または、賞味期限は製造・加工日を基準に記載いたしております。
（記載されていない商品〈一部生鮮品を除く〉
の賞味期限は常温で31日以上）
商品到着後の日持ち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。
また、
お持ち帰りいただけない商品もございます
（配送のみ承り）。※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。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※詳しくは売場係員におたずねください。

葛餅と風味豊かな４種の葛切り、上品な甘さの
小豆入りコーヒーゼリーなど人気の味を。
160130 g
Ai
〈鉢の木七冨久〉爽涼菓

3,672

円（本体 3,400円）
〈ＨＳR〉
本葛餅×4、
葛切りそうめん×4
（梅・黒糖・
抹茶・青リンゴ各1）
、
珈琲ぜんざい×4
賞味期限：常温で30日

160148 Aig
〈鉢の木七冨久〉珈琲ぜんざい
12個入 3,240円（本体 3,000円）
〈ＨＣ〉
珈琲ぜんざい×12
賞味期限：常温で30日

夏に涼やか、彩り豊かなゼリーに藤岡の名店〈虎屋
本店〉
の定番の味、
「鬼サブレ」
を添えて。
160156 Aig
〈虎屋本店〉涼菓詰合せ

3,240円（本体 3,000円）
〈Ｔ-３〉

鬼サブレ×12、涼菓子×10

160164 Aig
〈虎屋本店〉涼菓詰合せ

4,364円（本体 4,040円）
〈Ｔ-4〉

鬼サブレ×6、
みつ菓子×12、涼菓子×10

和三盆を使用し、
やわらかくまろやかに仕上げたぜん
ざいなど、
冷やしておいしい涼味の詰め合わせです。
160172 g
〈丸大オヲツヤ〉涼味詰合せ

3,240

円（本体 3,000円）
〈 R-2〉
もっちり黒糖ゼリー185ｇ×4、
豆かん210ｇ×2、
くずきり抹茶・
くずきりさくらみつ各150ｇ

160180 Edg
〈丸大オヲツヤ〉冷やしぜんざい
詰合せ3,672円（本体 3,400円）
〈ＨＺ-1〉
栗入り白玉ぜんざい・びわ入り
白玉ぜんざい各180ｇ各2
賞味期限：冷凍で60日

群馬の味 ふるさとギフ
ト

160415 g
〈横山製菓芳房堂〉
涼菓芳房星

3,240

160555 g
〈花山うどん〉
三種のつゆで
味わう老舗の三涼麺

円（本体 3,000円）
〈 HO-30〉
ゼリー
（栗甘納糖・小豆甘納豆・金時豆甘納豆・青えんど
う豆甘納豆・白花豆甘納豆）
各６ 賞味期限：常温で21日

160423
g
〈横山製菓芳房堂〉涼菓芳房星・
栗甘納糖初霜風情詰合せ

160598
〈高崎うどん〉
高崎うどんギフト 3,240円

3,240

円（本体 3,000円）
〈ＳＲ- 3 0 〉花 山うどん1 5 0ｇ・花 山
素麺140ｇ各3、鬼ひも川100ｇ×2、
伝承つゆ・野菜おろしつゆ各70ｇ×
3、冷製担々つゆ60ｇ×2

縁 起の良い七 福 神を先 様 へ 。サクッと軽い口
あたりです。

（本体 3,000円）
〈Ａ-９Ｔ〉半生麺
（太）
330ｇ×３、
乾麺
（極細）
200g×４、
JAたかさきのめんつゆ1ℓ

甘納豆専門店から人気の品を。
ふっくらとした栗甘納糖や甘納
豆を包んだみずみずしいゼリー菓子など、
自慢の甘味をご用意
しました。

3,564円（本体 3,300円）

〈U-15〉
うめ糖15個
※６月下旬からの販売となります。
賞味期限：常温で14日

160440 g〈幸煎餅〉 160458 g〈幸煎餅〉
銀座七福神
七福神あられ（化粧缶入）

3,240円（本体 3,000円）

3,240円（本体 3,000円）

〈ＡＣ-２〉
七福神あられ７種
（えび、 〈ＣＡ-５〉
青のり、
しそ、バター、唐がらし、 銀座七福神×２１袋
チーズ、
カレー）380ｇ

5,400

160725 Bg〈竹紫亭〉
群馬県産上州牛
焼肉・すき焼き用詰合せ

円（本体5,000円）
〈Ａ-５０Ｘ〉
中橋義雄ポークハム800ｇ
賞味期限：冷蔵で45日

3,456

160431 g
〈横山製菓芳房堂〉
うめ糖詰合せ

柔らかな黒豚と、風味豊かな「上州牛」。群馬の自然
が育んだ旨さをご堪能いただけます。

160695 Ecg
〈ＪＡ高崎ハム〉中橋義雄ポークハム

円（本体 3,200円）
〈 H09-HA9〉
栗甘納糖初霜風情×9、
ゼリー
（小豆甘納豆・金時豆
甘納豆・白花豆甘納豆）
各3 賞味期限：常温で14日

160563 g
〈花山うどん〉老舗の伝承
つゆ・つけカレー詰合せ

コシのあるうどん、喉ごしの良い素麺、幅約５㎝の 3,564円
〈 OU-6C〉
「鬼ひも川」。
自信作3品を厳選素材の3種のつゆで。 （本体 3,300円）

花山うどん・鬼ひも川各100ｇ各3、
伝
承つゆ70ｇ×4、
つけカレー180ｇ×2

高崎市産の小麦・地粉そばを100%使用した「そう
めんとそばのセット」
と、
「うどんのセット」に、
それぞれ
「JAたかさき」のオリジナルめんつゆをつけて。

160601 g
〈高崎うどん〉
たかさき
涼風麺類セット 3,294円

（本体 3,050円）
〈ＡＳ-３０
ｔ
ｓ〉
高崎
そうめん美味涼風200ｇ×5、高崎
浜川そば200ｇ×4、
ＪＡたかさきの
めんつゆ1ℓ

※写真は調理・盛り付けの一例です。

国内産豚肉に
こだわり、素材の旨みをいかして作りあげた風味
豊かな
〈JA高崎ハム〉
のおすすめギフト３品。

160709 Ecg
〈ＪＡ高崎ハム〉群馬県産
尾瀬ポーク特級ロースハム

6,480円（本体 6,000円）
〈 TZ-600〉

尾瀬ポーク特級ロースハム600ｇ 賞味期限：冷蔵で45日

160717 Edg
〈ＪＡ高崎ハム〉上州豚肉ローストポーク

3,240円（本体 3,000円）
〈 TX-322〉

上州豚肉ローストポーク430ｇ 賞味期限：冷凍で180日

群馬県産の上州牛と上州和牛のモモ肉を使ったロースト
ビーフはドイツ伝来のレシピで丁寧に手作りしました。

5,400円（本体 5,000円）
〈ＪＳＫ-５０〉

肩ロース・肩各２５０ｇ 計５００ｇ 消費期限：冷蔵で4日

160733 Bg〈竹紫亭〉
群馬県産黒豚ロースしゃぶしゃぶ用

4,860

円（本体 4,500円）
〈ＢＳ-４５〉
７００ｇ 消費期限：冷蔵で4日

160741 Bg〈竹紫亭〉
群馬県産 黒豚ロース切身味噌漬

4,860円（本体 4,500円）
〈 CB-1〉

１００ｇ×６ 消費期限：冷蔵で4日

160750 Edg 160768 Edg
〈赤城屋〉
上州牛モモ肉の 〈赤城屋〉和牛モモ肉と
ローストビーフ 5,400円 上州牛モモ肉のロースト
（本体 5,000円）
〈 AGＲＯ50〉
ビーフ2個セット 8,640円

ローストビーフ400g、
ローストビーフ （本体 8,000円）
〈 AGSR80〉
ソース20ｇ×4、
レホール
（西洋わさ 和牛モモ肉・上州牛モモ肉ロースト
び）
3g×4 賞味期限：冷凍で30日
ビーフ各300ｇ 賞味期限：冷凍で30日

160571 g
〈館林うどん〉
玉練・麺つゆ詰合せ

3,240

円〈本体 3,000円〉
〈Ｓ30T〉
館林うどん玉練・館林ひや
むぎ玉練・館林そうめん玉練各１５０ｇ
各４、麺つゆ120ｇ、
ごま汁180g

長坂牧場の搾りたての生乳など、
素材にこだわった
バラエティー豊かなジェラートセット。

160466 Edg
〈みるく工房タンポポ〉牧場ジェラートセット

3,672円（本体 3,400円）
〈ＴＰ-８〉

ジェラート×８
（ブルーベリー・クリームチーズ・海のジェラート・みるく
・いちご
みるく
・チョコチップ・ラムレーズン・ヨーグルト）
各120㎖

160474 Edg
〈みるく工房タンポポ〉牧場ジェラートセット

4,644円（本体 4,300円）
〈ＴＰ-12〉

ジェラート×12（ブルーベリー・クリームチーズ・海のジェラート・みるく・いちごみるく・チョコ
チップ・ラムレーズン・ヨーグルト・キャラメルみるく・ココア・抹茶・黒胡麻）各120㎖

伊香保麓のプリン専門店から、
とろける舌触りと素
材を生かした味わいをさまざまに。
160482 Ecg
〈プリン専門店クレヨン〉
プリン8個入ギフト

3,240円

（本体 3,000円）
カスタード・プレミアム
カスタード・塩バニラ・
抹茶・チョコレート・
マンゴー・カシス・
濃厚ミルク各95ｇ 消費期限：冷蔵で4日

160644 Cg
〈麦挽屋今助〉
半生うどん
「ふじ娘」詰合せ

ひんやり冷たいプリンのような濃厚なカスタードの
アイス。
とろける食感がお口の中で広がります。

2016年・2017年・2018年
モンドセレクション
最高金賞受賞
3,240円（本体 3,000円）

160490 Edg
〈プリン専門店クレヨン〉
カタラーナ
６個入ギフト

〈Ｉ
Ｆ-３０Ａ〉
半生うどん330ｇ×６

160580 g
〈館林うどん〉
玉練詰合せ
（桐箱入）

3,240円

（本体 3,000円）
カタラーナ80ｇ×6
賞味期限：
冷凍で90日

小麦､塩､水だけで作りあげた館林うどんの最高 5,400円（本体 5,000円）
級「玉練」は、美しい艶となめらかな喉ごし､コシの 〈Ｓ50〉館林うどん玉練・館林ひやむぎ
玉練・館林そうめん玉練各１５０ｇ各8
強さが自慢です。

群馬県産小麦の持つ旨みを引き出し、昔ながらの
味となめらかな口当たりに仕上げました。

「和豚もちぶた」を100％使用したハムやウインナー、 ぐるぐる巻いたウインナーなど､バーベキューで人気
の詰め合わせやポークステーキを。
精肉。素材のおいしさが口いっぱいに広がります。

赤城牛の魅力を凝縮したハンバーグと、
ご当地
レトルトカレーランキング全国３位受賞のカレー。

160784 Ecg
160776 Ecg
〈ぐろーばる〉バラエティ詰合せ 160792 Edg 160806 Ecg
〈ぐろーばる〉ジャパンフード
セット 5,081円（本体 4,704円） 〈とんとん広場〉福豚工房 〈とんとん広場〉福豚工房
セレクション金賞セット
〈ＴＧ-４９〉
ロースハムスライス90ｇ、ベーコン
5,400円（本体 5,000円） スライス・ボイルドサラミスライス・角ボンレス 豚テキ・塩麹漬けセット ぐるぐるウインナーギフト

160814 Edg 160822 g
〈赤城牛のとりやま〉赤城牛
〈赤城牛のとりやま〉赤城牛
焼き上げハンバーグ6個詰合せ ビーフカレー8個詰合せ

〈TG-50S〉和豚もちぶたしゃぶしゃぶ用
ハムスライス各120ｇ、チリフランク・モーニ
ロース・バラ各450ｇ、ロースハムスライス90ｇ、 ングウインナー各180ｇ、ホットスティック70ｇ
ベーコンスライス120ｇ 消費期限：冷蔵で5日
賞味期限：冷蔵で10日

3,601

4,320

3,951

円（本体 3,334円）
円（本体 4,000円）
〈ＧＲＷ-４〉
円（本体 3,658円）
〈Ｍ-ＫＴ-3〉豚テキ・塩麹漬け各100ｇ ぐるぐるウィンナー250ｇ、熟成ベーコン400ｇ、 〈ＴＴ7951〉
１5０ｇ×６
各3 賞味期限：冷凍で60日
骨付フランク160ｇ 賞味期限：冷蔵で30日
賞味期限：冷凍で90日

3,480

円（本体 3,222円）
〈TT7706〉中辛・辛口各200ｇ
各3、甘口200ｇ×2

創 業 から約 1 4 0 年 。醤 油 づくりの原 点を大 切に
丸大豆をじっくり仕込んだ本醸造醤油など。
160610 g
〈正田醤油〉醤油百撰

3,240

円（本体 3,000円）
〈 EＮＶ-30〉
特撰丸大豆しょうゆ360㎖×3、二段熟成しょうゆ
360㎖×2

160628 g
〈正田醤油〉醤油百撰

本場ドイツで修行を積んだ職人が、真心をこめて
作りあげたハムとソーセージです。

5,400

円（本体 5,000円）
〈 ENA-50〉
特撰丸大豆しょうゆ360㎖×3、二段熟成しょうゆ
360㎖×2、
秋田蔵元味噌600ｇ×2

杵つき餅で十勝産の生クリームとこしあんを包みま
した。12種の味をセットで。

160504
Edg
〈丸田屋総本店〉
生クリーム大福詰合せ

4,126円（本体 3,820円）

生クリーム大福×12
（バニラ・いちご・抹茶・コーヒー・
黒ごま・ブルーベリー・カスタード・
ミルク・オレンジ・ミルクティー・
メロン・レモン各1）
賞味期限：冷凍で60日

りんごをまるごと1 個 使用した焼 菓 子と、自家 製の クリアで濃厚な風味のアイスコーヒーと、
深い味わいを
りんごジュース。
楽しめる無糖タイプの金粉入りコーヒーゼリーを。
160512 Cg
160539 g
〈珈琲哲學〉愛す珈琲と
〈原田農園〉
はらだのくーへん
珈琲ジュレのギフト
【トリオ】
２個セット 3,101円（本体 2,871円）
〈ＨＫ〉
はらだのくーへん×２
賞味期限：常温で21日

160520 Cg
〈原田農園〉
自家製果汁100%
りんごじゅうす３本セット

3,101

円（本体 2,871円）
〈ＨＪ〉
りんごじゅうす720㎖×３

3,780円（本体 3,500円）
〈 IJ-3〉

リキッドコーヒー無糖1,000㎖、
コーヒーゼリー70ｇ×8

160547 g
〈珈琲哲學〉愛す珈琲と
珈琲ジュレのギフト
【クインテット】

5,184

円（本体 4,800円）
〈 IJ-5〉
リキッドコーヒー無糖1,000㎖×3、
コーヒーゼリー70ｇ×8

D：日本全国送料無料にてお届け。※一部地域でお届けできない場合がございます。BH：別途クール配達料金がかかります。
C・Ec・
a aEd：いずれも商品代金に送料が含まれます。※一部配達除外区域あり。二重包装・抱合わせ・弔事の承りは不可。 g：各サイトからの購入可能商品。

創業232年。
木桶仕込みの天然醸造にこだわる醤油 定 番のみそおでん、夏にぴったりのさしみこんにゃく
蔵。
伝統の国産丸大豆醤油ほか、
自慢の味をセッ
トで。 など群馬県産こんにゃくを多彩に。
160652 Cg
〈岡直三郎商店〉調味料詰合せ

3,240

円（本体 3,000円）
〈 KTP-30〉
国産丸大豆しょうゆ・忠兵衛のめんつゆ各500㎖、
ポン酢の涙300㎖

160660 Cg
〈岡直三郎商店〉国産丸大豆しょうゆ
詰合せ 3,240円（本体 3,000円）
〈 KM-30〉
国産丸大豆しょうゆ500㎖×3

160636 Cg
〈こんにゃくパーク〉
十二単衣の味
こんにゃく詰合せ

3,240

円〈本体 3,000円〉
〈JS-30〉
3色みそおでん
（320ｇ）
、
おさしみこん にゃく青 のり2 P
（320ｇ）、玉こんだんご
（140ｇ）、
糖質0麺
（醤油ラーメン・味噌ラー
メン・ソース焼きそば）
各140ｇ、
こん
にゃくチップスバーベキュー50ｇ

神 津 牧 場で育ったジャージー牛の新 鮮な牛 乳を
使った、
こだわりのおいしさをアソート。

160679 Ecg〈神津牧場〉
乳製品詰合せ
（夏）5,400円

（本体 5,000円）
〈KT-10〉
缶入りバター225g、
チェダー
チーズ・ゴーダチーズ各約100g、
飲むヨーグルト900㎖
×2、
はちみつバター100ｇ 賞味期限：冷蔵で14日

160687 Ecg〈神津牧場〉
プチ牧場セット 3,240円

（本体 3,000円）
〈 KT-2〉
ジャージー瓶バター・
チェダーチーズ・ゴーダチーズ各約100ｇ、
飲むヨーグルト150㎖×8 賞味期限：冷蔵で14日

※消費または、賞味期限は製造・加工日を基準に記載いたしております。
（記載されていない商品
（一部生鮮品を除く）
の賞味期限は常温で31日以上）
商品到着後の日持ち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。
また、
お持ち帰りいただけない商品もございます
（配送のみ承り）
。※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。※価格表示のない小物等はコーディネート用です。※写真は調理・盛り付けの一例です。

160830 Ecg
〈ミート工房かわば〉川場村ハム・ソー
詰合せ 4,200円（本体 3,888円）
〈ＴＲ−2〉

厚切りロースハム160ｇ、
フランクフルト・ホワイトソーセージ・チョリソー・
クロイタボックブルスト・ラオフブルスト各150ｇ 賞味期限：冷蔵で16日

160849 Ecg
〈ミート工房かわば〉川場村ハム・ソー
金賞・銀賞セット 3,400円（本体 3,148円）

〈ＴＲ-1〉スモークハム80ｇ×２、
ベーコンスライス120ｇ、
フランク
フルト・ラオフブルスト各１５０ｇ、
オリジナルマスタード川場風25ｇ 賞味期限：冷蔵で16日

160857 Edg
〈ミート工房かわば〉川場村ライブの山賊焼
〈ＴＳ−3〉
パーティセット 4,601円（本体 4,260円）
ライブの山賊焼セット260ｇ×6 賞味期限：冷凍で90日

水上の水と風、天然海水塩で造られた生ハムのハ
モンセラーノ
「はもんみなかみ」は、群馬県産ぐんま
麦豚肉を使用した長期熟成生ハムです。

液漬け製法で旨みを引き出した「ホワイトロース
ハム」
と、香辛料がきいた「パストラミ」をセット。

160881
Ecg
160865 Ecg 160873 Ecg 〈冨士ハム〉
高崎髙島屋限定
〈育風堂精肉店〉
長期熟 〈育風堂精肉店〉
長期熟
白と黒のハムセット
成生ハムとワインに合うお 成生ハムとウインナー・
8,316円
つまみセット 5,000円
ベーコンセット 3,980円
（本体 4,629円）
（本体 3,685円）
はもんみなかみミニ原木200ｇ、ロースハム・
はもんみなかみ50ｇ、ゲルダーレンダー200ｇ、ベー
和牛コンビーフ各97ｇ、
レバーペースト140ｇ コンスライス・ロースハム各97ｇ、チョリソー200ｇ
賞味期限：冷蔵で20日
賞味期限：冷蔵で20日

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※詳しくは売場係員におたずねください。

（本体 7,700円）
〈ＦＴ-04〉
ホワイトロース700ｇ、
パストラミ600ｇ
賞味期限：冷蔵で50日

