
口当たりすっきり、夏にぴったりの焼菓子詰め合わせ。
◆夏の馬車道ギフト 24個入
湘南ゴールドミルフィユ×3、ブルーベリーミルフィーユ×3、塩レモンスフレ
×6、柚子スフレ×6、幸せを呼ぶ馬車道馬蹄パイ 苺×3、幸せを呼ぶ馬車道
馬蹄パイ シュガーバター×3

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

フルーツたっぷりのジュレが入った焼菓子詰め合わせ。
◆カドー・デテ 14個入
湘南ゴールドジュレ×2、蔵熟みかんジュレ×2、ブルーベリージュレ×2、キウイフ
ルーツジュレ×2、湘南ゴールドミルフィユ×3、ブルーベリーミルフィユ×3

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

約 縦29×横43×高さ5cm 約 縦25.7×横24.6×高さ4.2cm

澤光青果 ☎048-986-0045

柑橘系と黄色フルーツの繊細な香り。世界中のトップレストラン、
ソムリエに認められるスパークリングワインです。
◆フランス ポール・グール ブリュット・レゼルヴ
 （発泡/白/辛口750ml）

……………………………………4,379円

手軽に本格的なコーヒーの香りと味を楽しめる
ドリップコーヒーセットです。
◆ドリップコーヒーセット
・ ギフトBOX （207円）
・ マイルドカルディ（10個入 448円）×2
・ イタリアンロースト（10個入 486円）×1 
・ 有機バードフレンドリーブレンド（10個入 594円）×1 
・ ウォータードリップコーヒー（4個入 448円）×1【夏季限定】

……………………………………2,631円

約 縦28.7×横37.3×高さ11.3cm

※写真はイメージです。

＜～8月31日（月）＞
洗練されたクリアな味。人気のビールセットです。
◆アサヒ スーパードライ　缶ビールギフトセット
350ml×10缶、500ml×2缶

……………………………………3,300円

爽やかな香りと甘さを抑えたレモンの風味をお楽しみいただけます。
◆レモンケーキ 12個入

……………………………………2,592円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

さくさく食感としっとり食感の2種類のワッフルが楽しめます。
◆コロコロワッフル＆プティワッフルセット
コロコロワッフル×3（プレーン、メープル、ストロベリー）、プティワッフル×6
（プレーン、ショコラ、瀬戸内レモン 各2）

……………………………………2,775円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

＜～8月31日（月）＞
ザ・ガーデンいち押しのワインの詰め合わせです。
◆ペイドック  フォンタネル おすすめ赤ワイン3本セット
Aペイドック  ピノノワール  750ml
Bペイドック  カベルネソーヴィニヨン  750ml
Cペイドック  メルロー  750ml

……………………………………3,900円

個性の異なる4つのミルフィユを詰め合わせました。
◆果実をたのしむミルフィユ
　果実をたのしむ詰合せ 24個入
ミルフィユ（いちご、れもん、ピスタチオ、ジャンドゥーヤ 各6）

……………………………………3,240円
（特定原材料：乳、小麦）

しっとり生地にざくざくとしたシュガーの食感がアクセント。
◆プティワッフル24個セット
プレーン、ショコラ、瀬戸内レモン 各8

……………………………………3,380円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

●1F食品対象店にて1点につき2,500円（税込）以上のお買上げで、上記の地域に限り無料で配送いたします。 ●複数店舗の商品の合算、同送はいたしかねます。
●除外店舗・一部除外商品もございます。また、一部全国無料配送のお店もございます。詳しくは各店でおたずねください。

東京都（離島含む）、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、宮城、山形、福島、新潟、長野 ●冷蔵便も無料配送です。詳しくは店頭係員におたずねください。

アレルギー表示について ＜特定原材料＞ 7 品目を表示しております（卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かに の表示が食品衛生法で義務付けられています）。アレルギーをお持ちの方は店頭で詳細を必ずご確認ください。

フランセ ☎048-988-1126

ワッフル・ケーキの店R.L（エール・エル） ☎048-990-2111

御漬物の丸越 ☎048-988-3013

カルディコーヒーファーム ☎048-961-3132

ザ・ガーデン自由が丘 ☎048-988-1095

大川水産 ☎048-985-0392

＜～8月31日（月）＞
縁起の良い「飛梅」を一つひとつ個包装にしました。
◆飛好梅（ひよしうめ） 15粒入 
飛梅個包装×15

……………………………5,400円
（特定原材料：小麦）

＜～8月31日（月）＞
縁起の良い「飛梅」を個包装にしました。
◆飛好梅（ひよしうめ） 10粒入 
飛梅個包装×10

……………………………3,780円
（特定原材料：小麦）

＜6月15日（月）～8月31日（月）＞
人気の定番商品を集めました。自社工房で丁寧に
仕上げました。
◆おおかわ干物詰合せ 「彩」
真あじ開き（長崎県産）×3枚、銀鮭中辛（チリ産・養殖）
×2切、いさき（国内産）×1枚、金華さば味醂干し（宮城産）
×1枚、しらす干し（和歌山県産）

……………………………3,780円
（特定原材料：小麦、えび、かに）

＜6月15日（月）～8月31日（月）＞
各地の「おいしい」と暑い夏にむけて、スタミナ満点の
うなぎ蒲焼も入りました。
◆おおかわ干物詰合せ 「極」
どんちっち真あじ（島根県産）×4枚、のどぐろ（山口県産）
×1枚、あゆ（国内産）×1枚、うなぎ（鹿児島県産）×1串、
うなぎたれ×1個

……………………………6,480円
（特定原材料：小麦）

約 縦30×横40×高さ7㎝

こだわりのグレープジュースと、果実たっぷりゼリーの
うれしいセット。
◆ジュース ゼリーセット
グレープジュース×1、ゼリー×9

……………………………3,500円

約 縦30×横45×高さ30㎝

旬の果物詰め合わせ！ お好みで内容変更も可能です。
◆果物詰合せ
メロン×1、季節の果物×7

……………………………5,000円
※入荷状況により商品の変更がございます。
※配送の場合は、箱のみの対応となります。かご盛りでの
　配送は、承りかねますのでご了承くださいませ。

果実園　リーベル ☎048-985-5005

季節のフルーツをまとめたセットです。
◆果実園ギフトB
一例）　宮崎マンゴー×1、清見×2、ブラッドオレンジ×1、
日向夏×2、サンフジ×1
…………………………3,500円～
※内容や価格は時季により異なります。

季節のフルーツをまとめたセットです。
◆果実園ギフトA
一例）　清見×2、ブラッドオレンジ×1、日向夏×2、サン
フジ×1
…………………………2,500円～
※内容や価格は時季により異なります。

A B C

関東・南東北・信越 1点につき2,500円（税込）以上対象
エリア

対象
商品

約 縦9×横9×高さ32.5cm

夏季配送の場合、
スパークリングは冷蔵便を
オススメしています。

6月15日（月） ▶ 8月15日（土）夏ギフト夏ギフト

※一部対象外店舗がございます
送料無料キャンペーン開 催!

約 縦22×横32×高さ6.3cm 約 縦29.8×横30.5×高さ6.3cm

約 縦25.4×横32.6×高さ4.6cm 約 縦22.6×横21.4×高さ3cm

冷蔵便 冷蔵便

冷凍便 冷凍便

冷蔵便 冷蔵便

約 縦25.0×横12.0×高さ5.5cm 約 縦25.0×横18.0×高さ5.5㎝

約 縦22×横32×高さ12cm 約 縦26×横36×高さ12cm

約 縦33×横27×高さ9㎝約 縦45×横26×高さ7㎝

＊5,400円（税込）で全国送料無料

 ＊カタログギフトのみ全国送料無料

約 縦30

写真はイメージです。写真はイメージです。

※お味の組み替えも
　可能です。

※＜　　＞ は販売期間です。販売期間は店舗により異なり、予告なく変更となる場合がご
ざいます。予めご了承ください。※掲載写真はイメージで、実際と異なる場合がございます。
※表示価格は税込み価格です。 ★各種クレジットカードおよびJCB・DC・UFJ・VISA・
UC・日本信販・ダイナースクラブ（ロイヤルチェック）のギフトカード・東武百貨店および
東武ストアの商品券もご利用いただけます。（飲食・食品店のみ、ジェフグルメカードも
ご利用いただけます。） ★全国百貨店共通商品券はご利用できません。※商品売り切
れの場合は、ご容赦ください。 

ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088

SUMMER GIFT2020
SPECIAL BOOKLET
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夏ギフト

詳しくは、裏面を
ご覧ください。

送料無料
キャンペーン
開 催!



日本橋屋長兵衛 ☎048-940-6041

銀座文明堂 ☎048-988-1072

＜6月中旬～8月上旬＞
夏祭りの情景をテーマにパチパチ飴がはじけるフルーツゼリー
花火玉が入った詰め合わせ。
◆夏祭り詰合せ
金魚すくい3入×1、ラムネゼリー×3、花火玉（パチパチ飴付き）×2

……………………………………3,240円
（特定原材料：乳）

＜6月中旬～8月上旬＞
涼やかに縁日にちなんだゼリー、シャーベットの詰め合わせ。
◆にほんばし縁日詰合せ
朝顔7入×1、ほおずき市3入×2、西瓜ゼリー×4

……………………………………5,400円
（特定原材料：乳）

オシャレで個性的なデザート。
自然の味わいを大切にしたゼリーの詰め合わせです。
◆れいれい果
トールカップ×2、フルーツみつ豆羹×3、和カップ×3

……………………………………3,024円
（特定原材料：乳）

日本の美、四季のうつろいを表現した、おかき、お煎餅を
小袋に詰め合わせました。
◆はな咲くさく36袋入
＜花＞（ぴり辛小粒×2、サラダ丹尺、こしょう煎、姫さくら、さくら、松葉 各1）×12
＜水＞（羽衣、小菊、鬼小僧、海老丹尺、豊年、おにぎり 各1）×12
＜緑＞（岩しぐれ、からし丹、たがね揚、江戸美人、小粒抹茶 各1）×12

…………………………………… 3,240円
（特定原材料：小麦、えび）

＜～8月末 予定＞
素材にこだわった和洋折衷の水菓子詰め合わせ。
◆涼菓あわせ
水羊かん×4、ゼリー×3、プリン×6

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、乳）

＜～8月末 予定＞
特撰カステラと水羊かんの夏限定の詰め合わせ。
◆特撰五三カステラ・涼菓詰合せ 1号
カステラ1B号×1、水羊かん×4

……………………………………3,996円
（特定原材料：卵、小麦）

バーバパパファミリーの可愛いどら焼です。
◆バーバパパ×浅草梅園どら焼詰合せ 9個入
つぶ餡×6、栗きんとん×3

……………………………………2,603円
（特定原材料：卵、小麦）

4種類のデザート詰め合わせ。
◆サマーロイヤルタイム
ファンシーデザート×6、凍らせてシャーベット×4、白いチーズケーキ×2、
カスタードプリン×2

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、乳）

＜～8月31日（月）＞
オシャレな果肉入りビン詰めゼリーです。6種類の味を詰め合わせています。
◆グランブテイユ 6本入
ピンクグァバ＆ピーチ×1、グレープフルーツ＆オレンジ×1、パッションフルーツ
＆マンゴー×1、青りんご＆ラフランス×1、ライチ＆チェリー×1、ぶどう＆ブルー
ベリー×1

……………………………………2,650円
※在庫状況により、ご用意できかねる種類もあります。

4種類のデザート詰め合わせ。
◆サマーロイヤルタイム
ファンシーデザート×9、凍らせてシャーベット×4、白いチーズケーキ×3、
カスタードプリン×4

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、乳）

＜～8月31日（月）＞
ゼリー、シャーベット、焼菓子を詰めたオリジナルギフトです。
◆サマーギフト
グランブテイユ×3、氷の雫×4、マドレーヌ×2、フィナンシェ×1、
プールドネージュ×1、くまさんショコラ×1

……………………………………3,600円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

本格的なお味の一口サイズの羊羹です。
◆一口羊羹16本入
本煉×8、小倉×4、抹茶×4

……………………………………3,996円

＜～9月初旬＞
瑞々しく香ばしい水羊羹。小豆のくっきりした甘さに黒豆茶の清々しい
風味が重なります。
◆黒豆茶やわらぎ羹 9本入

……………………………………3,456円

丹波産の黒豆と小豆を寒天で寄せた口あたりの良い涼しげなお品です。
◆冷菓 KN-1 12個入
大納言寒天よせ×3、黒豆寒天よせ×3

……………………………………3,240円

ひよ子、サブレー、焼ぽてとの3種類の詰め合わせです。
◆ひよ子ギフト詰合せ
ひよ子×8、サブレー×8、焼きぽてと×7

……………………………………2,960円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

日本の美味しいかたちと変わらない伝統の味を大切な方へ。
◆ひよ子 28個入
ひよ子×28

……………………………………3,694円
（特定原材料：卵、小麦）

夏のデザートと人気の焼菓子を詰め合わせた季節限定の贈り物。
◆サマーギフト TF-25
クールデザート×4、デザートジュレ×3、ゴーフレット×8、パピヨット×4、
リーフパイ×3

……………………………………2,700円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

フルーツ果汁のおいしさをそのまま生かしたジューシーなゼリーと、
人気の焼菓子を詰め合わせた夏のギフトセットです。
◆サマーギフト TF-50
クールデザート×6、デザートジュレ×6、ゴーフレット×18、パピヨット×6、
リーフパイ×6、パリジャン×12

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

＜～8月15日（土）＞
夏にぴったりなサッパリ味のトマトおかきを詰め合わせた限定セット。
◆夏の米雅楽9種30袋
トマトおかき×4、富山湾 白えび×3、磯の香り青のり×3、オリーブオイル×3、黒糖
アーモンド×4、スモークチーズ×4、サワークリームオニオン×3、草加ふくみせん 
醤油×3、草加ふくみせん サラダ×3

……………………………………2,700円
（特定原材料：卵、乳、小麦、えび）

人気のオリーブオイル煎や白えびのおかきが入った和＆洋風味セット。
◆葵千楽 12種80袋入
富山湾 白えび×6、磯の香り青のり×6、富山湾 ほたるいか×6、甘えび×6、
駿河湾 桜えび×6、青さのり×6、バージンオリーブオイル×6、スイートバジル×6、
サワークリームオニオン×6、スモークチーズ×10、黒糖アーモンド×10、アーモン
ドミモレット×6

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、乳、小麦、えび）

約 縦17.5×横18×高さ9.5㎝

約 縦31.1×横38.8×高さ6.5cm

定番の静岡茶と埼玉県の狭山茶が入った詰め合わせです。
◆産地茶詰め合せ
静岡茶80g、 狭山茶90g

……………………………………2,700円

水出しでも淹れられる静岡深蒸し茶。手軽に食べられるカットのりの詰め合わせです。
◆煎茶・焼のり詰め合せ
静岡茶80g×2、焼のり（カット1/8サイズ）

……………………………………3,510円

約 縦21×横18×高8cm約 縦16×横25×高さ5cm

約 縦27×横14×高さ5.5cm約 縦33.5×横23×高さ7cm

浅草梅園 ☎048-985-1577

モロゾフ ☎048-987-5760

パティスリーシャルドン ☎048-940-5492

菓匠 寛永堂 ☎048-990-5015

東京ひよ子 ☎048-986-0357

東京凮月堂 ☎048-988-1003

草加葵 ☎048-988-0317

アレルギー表示について ＜特定原材料＞ 7 品目を表示しております（卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かに の表示が食品衛生法で義務付けられています）。アレルギーをお持ちの方は店頭で詳細を必ずご確認ください。

約 縦18×横25×高さ12㎝

＜～9月1日（火）＞
なめらかなショコラムースと色鮮やかなジュレを詰め合わせました。
◆ムースショコラ エ ジュレ 10個入
ムース×6、ジュレ×4

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

上質なチョコレートを使った焼菓子を詰め合わせました。
◆パティスリーアソートメント 11個入

…………………………………… 3,240円
（特定原材料：卵、乳、小麦）

約 縦18×横30×高さ5cm

ゴディバ ☎048-940-3833茶　丸山園 ☎048-985-0391 送料無料〈対象外〉になります。

支給

約 縦39×横29.8×高さ6.4㎝約 縦24.5×横27×高さ6.2㎝ 約 縦27×横38.5×高さ12.5cm

約 縦26.5×横34×高さ5.5cm 約 縦36×横28×高さ5cm

約 縦27×横36.4×高さ4.7㎝ 約 縦30.3×横46.8×高さ6.2㎝

箱の形状が
変更になり
ます。

約 縦33×横24×高さ4.5㎝

約 縦28.2×横38.4×高さ6.7㎝ 約 縦30.2×横20×高さ8㎝

約 縦20×横30×高さ7㎝

約 縦27.5×横46.0×高さ4.5cm 約 縦38.0×横46.0×高さ4.5cm
約 縦19.6×横29.8×高さ7.0cm 約 縦26.5×横31.7×高さ5.3cm

約 縦17×横29×高さ8cm

8/15まで ＊3,000円（税込）以上で静岡、北東北 ＊5,000円（税込）以上で全国送料無料

6/22~8/16 ＊5,400円（税込）で全国送料無料

がんこ職人職人・和菓子もめん弥 ☎048-988-1312


