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日本橋屋長兵衛 ☎048-940-6041

菓匠 寛永堂 ☎048-990-5015

がんこ職人／和菓子もめん弥 ☎048-988-1312

銀座 文明堂 ☎048-988-1072

＜～12月15日（火）＞
和風の2層仕立て「あんプリン」、苺とキャラメルの餡をチョコで包ん
だ「餡トリュフ」、黒豆を口当たり良い羊羮に入れた「黒豆つつみ」の
3種詰め合わせ。
◆あんプリン・餡トリュフ詰合せ
あんプリン×3、餡トリュフ（いちご×4、キャラメル×4）×2、黒豆つつみ×3

…………………………………… 3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

＜～12月15日（火）＞
和風の2層仕立て「あんプリン」、2種類の餡をチョコで包んだ「餡ト
リュフ」、黒豆を羊羮に入れた「黒豆つつみ」、クリームをサンドした
洋風せんべい「日本橋せんべい」の5種詰め合わせ。
◆あんプリン・餡トリュフ詰合せ
あんプリン×3、餡トリュフ（いちご×4、キャラメル×4）×2、苺 日本橋せん
べい×6、日本橋せんべい×6、黒豆つつみ×3

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

抹茶、和三盆の2種のクリームを挟んだ和風味のおせんべい。
◆宮乃月 （20枚入）
和三盆×10、抹茶×10

……………………………………2,916円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

寛永のときより菓子を伝えて380年変わらぬ伝統と新たなる創造
を今へと受け継ぎます。
◆銘菓撰（大）
寛永傅×10、黒豆茶羊羹×3、黒豆茶塩羊羹×3、紅羊羹×3、大納
言清澄×8、花千歳白×2、花千歳赤×2

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦）

日本の美、四季の移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）

さまざまな食感と8種の味がお楽しみいただける人気の詰め合わ
せです。
◆菓続揃 810g
豆満月（則幸作）、いかだ（繁友作）、のりもち（祥一作）、こがね角餅
（和孝作）、潮騒（茂作）、川波（進昂作）、胡麻黄金（剛作）、海老角餅
（和孝作）

……………………………………5,400円
（特定原材料：小麦、えび）

素材を吟味して黄卵を増やして焼き上げたカステラ。

◆特撰 五三カステラ 1B号（貼箱） 10切

……………………………………2,916円
（特定原材料：卵、小麦）

特撰カステラと一層一層丹念に焼き上げた
バームクーヘンの詰め合わせ。
◆特撰 五三カステラ・バームクーヘン詰合せ
五三カステラ10切、バームクーヘン×6

……………………………………4,320円
（特定原材料：卵、小麦 、乳）

約縦27.5×横43×高さ5.5㎝

約縦24×横35×高さ6㎝

約縦29.8×横22×高さ7㎝

約縦23.5×横28.5×高さ5.5㎝

約縦35.5×20.5×4.5㎝

約縦39×横30×高さ6㎝

約縦30.2×横11×高さ8㎝

予約
販売

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、小麦、落花生、そば、えび、かに、乳 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。＜特定原材料＞ 7 品目を表示しております（卵、小麦、落花生、そば、えび、かに、乳 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26×横33×高さ14㎝



約縦26.5×横34×高さ5.5㎝ 約縦36×横28×高さ5㎝

東京ひよ子 ☎048-986-0357

浅草梅園 ☎048-985-1577

約縦34×23×6.5㎝ 約縦21×横30.5×高さ10㎝

草加葵 ☎048-988-0317

茶　丸山園 ☎048-985-0391

ひよ子、サブレー、焼ぽてと、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、焼ぽてと×7

……………………………………2,960円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

大判のどら焼の皮で自慢の餡を挟みました。
◆どら焼詰合せ
つぶ餡×5、栗きんとん×5

……………………………………2,873円
（特定原材料：卵、小麦）

人気のあんみつ6個セット。ご配送承ります。
◆あんみつ詰合せ
あんみつ×6

……………………………………3,240円
（特定原材料：乳）

＜～12月31日（木）＞
葵の倉人気商品にかぼちゃとたまねぎのおかきを加えたギフトです。
◆冬の米雅楽 10種類 30袋入
かぼちゃおかき×2、たまねぎおかき×2、富山湾白えび×3、磯の香り
青のり×3、バージンオリーブオイル×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：小麦、えび、乳 ）

厳選素材を使用した和風、洋風せんべい、おかきのセットです。
◆葵千楽 12種類 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、加賀能登
甘えび×6、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、小麦、えび、乳）

人気の茶産地のお茶を詰め合わせました。
産地の味比べが楽しめます。
◆産地茶詰合せ
静岡茶80g、八女茶80g、宇治茶80g

……………………………………3,240円

約縦16.5×横24.5×高さ4.8㎝

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
ひよ子×28

……………………………………3,694円
（特定原材料：卵、小麦）

一つずつ丁寧に人の手で結んだ、ぬくもりのこもった
お茶の詰め合わせです。
◆結　煎茶・玉露詰合せ
静岡県産深蒸し煎茶90g×2、京都府産玉露90g

……………………………………5,400円

約縦17.5×横24×高さ6㎝

送料無料キャンペーン〈対象外〉になります。

約縦31.1×横38.8×高さ6.5㎝ 約縦27×横38.5×高さ12.5㎝

クール
便



モロゾフオリジナルのおいしさを詰め合わせたギフト。
◆ロイヤルタイム
ゴールデンファンシーチョコレート×24、アルカディア140g、ファ
ヤージュ×10、ミルフィーユショコラ×8

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

モロゾフオリジナルのおいしさを詰め合わせたギフト。
◆ロイヤルタイム
ゴールデンファンシーチョコレート×32、アルカディア280g、ファ
ヤージュ×12、ミルフィーユショコラ×12

……………………………………5,400円
（特定原材料：小麦、卵、乳）

ゴーフレットをはじめ人気の焼き菓子を詰め合わせた季節限定の
ギフトセット。
◆ウィンターギフト GT-25
ゴーフレット×15、パピヨット×6、トロアシャトン×8、サピニエール×10、
パリジャン×5
※無くなり次第終了

……………………………………2,700円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

伝統の銘菓やマロングラッセなど、バラエティ豊かに取り揃えた冬
の贈り物。
◆ウィンターギフト GT-50
ゴーフレット×18、パピヨット×6、トロアシャトン×15、サピニエール×
10、リーフパイ×5、マロングラッセ×6
※無くなり次第終了

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳 ）

美味しさを求めて作り上げた贅沢なギフト。
◆ガトー・ピトレスク 16個入
マドレーヌ×5、フィナンシェ・ショコラ×2、フィナンシェ×3、ガトー・
オ・ガナッシュ×3、ガトー・ウィークエンド×3

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

人気の焼き菓子が勢揃い。バラエティ豊かなギフトです。
◆馬車道ギフト 37個入
馬車道ミルフイユ（チョコ×3、フランボワーズ×3、レモン×2、コー
ヒー×2）、幸せを呼ぶ馬車道馬蹄パイ（シュガーバター、メープル、
チーズ、ストロベリー）各2、ガトー・スフレ（いちご、バニラ、塩キャラ
メル）各3、ガトー・オ・ガナッシュ×2、ガトー・ウィークエンド×2、
フィナンシェショコラ×2、フィナンシェ×2、マドレーヌ×2

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

フランセ人気商品を集めた今だけの詰め合わせです。
◆フランセベストセレクション
フランセビスキュイ×6、果実をたのしむミルフィユ（いちご、れもん、ピスタ
チオ、ジャンドゥーヤ）各3、レモンケーキ×3
※無くなり次第終了

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

フランセ人気商品を集めた今だけの詰め合わせです。
◆フランセベストセレクション
フランセビスキュイ×10、果実をたのしむミルフィユ（いちご、れもん、ピス
タチオ、ジャンドゥーヤ）各5、レモンケーキ×5
※無くなり次第終了

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

モロゾフ ☎048-987-5760

東京凮月堂 ☎048-988-1003

約縦28×横48×高さ5.1㎝

約縦26.5×横39.4×高さ5.2㎝

約縦39.5×48×5.1㎝

約縦31.5×横41×高さ6㎝

ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088

フランセ ☎048-988-1126

約縦22.5×横43×高さ4.8㎝ 約縦32.5×横44.5×高さ5.7㎝

約縦21.6×横27.6×高さ4.8㎝ 約縦28×横27.8×高さ6.5㎝



GODIVA ☎048-940-3833 送料無料キャンペーン〈対象外〉になります。

約縦18.5×横24.5×高さ4.8㎝ 約縦18.5×横23×高さ3.4㎝

パティスリーシャルドン ☎048-940-5492

約縦20×横31×高さ7㎝ 約縦20×横31×高さ7㎝＜～12月31日（木）＞
人気の焼き菓子16点の詰め合わせ。
◆焼き菓子の詰め合わせ Mセット
ふわふわマドレーヌ×3、金木犀×2、銀木犀×1、パウンドケーキ×3、
くまさんショコラ×1、マドレーヌ×2、クッキー×4

……………………………………3,220円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

＜～12月31日（木）＞
定番の焼き菓子セットに人気の菓子3点を加えました。
◆シャルドン 冬ギフト
ふわふわマドレーヌ×3、金木犀×2、銀木犀×1、パウンドケーキ×3、
ブラウニー×2、フロランタン×2、レモンケーキ×2、くまさんショコラ×1

……………………………………3,600円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

サクサク食感としっとりタイプの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、ショコラ各1）、プティワッフル×
6（プレーン、ショコラ、瀬戸内レモン各2）

……………………………………3,574円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

軽食やおやつにぴったりのかわいいプチサイズワッフル。
◆プティワッフル 24個セット
【一例】プティワッフル×24（プレーン、ショコラ、瀬戸内レモン各8）
※お味の組み換えは可能でございます。

……………………………………4,471円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

＜～2021年4月6日（火）＞
サクッとした口あたりと、風味豊かなチョコレートの
ハーモニーが楽しめるクッキーです。
◆ミルクティークッキー アソートメント（32枚入）
ミルクチョコレートクッキー×16、ミルクティークッキー×16

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

香ばしいプラリネや、口溶けまろやかなガナッシュ、ベルギーの
伝統が息づく、アートのように美しいチョコレートです。
◆ゴールド コレクション（20粒入）
チョコレート×20

……………………………………5,400円
（特定原材料：小麦、乳）

トップスのケーキをイメージしたクッキーの詰め合わせです。
◆クッキーアソート
ミルクチョコ＆くるみ×8、バニラ×8、チョコチップ×4、アールグレイ×4、
抹茶×4、レモン＆チーズ×4

……………………………………2,808円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

＜～2021年1月31日（日）＞
スイーツセレクション限定の商品と人気の焼き菓子のセットです。
◆スイーツセレクション（G）
サクサクショコラパイ×4、ツィギー・フロランタン×2、ケーク・オ・マロン×
3、ツィギー×4、カミーWB12本入×1、プリンズ×3

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

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、小麦、落花生、そば、えび、かに、乳 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。＜特定原材料＞ 7 品目を表示しております（卵、小麦、落花生、そば、えび、かに、乳 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。

ワッフルケーキの店R.L（エールエル） ☎048-990-2111

トップス ☎048-940-5339 送料無料キャンペーン〈対象外〉になります。

約縦21×横31×高さ6.3㎝ 約縦30.5×横29.8×高さ6.3㎝

約縦17×横25×高さ5㎝ 約縦30×横42×高さ6㎝



＜～12月15日（火）＞
洗練されたクリアな味、人気のビールセット。
◆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

＜～12月15日（火）＞
プティガトーとガトーロゼッタの人気商品が一つになり
ました。15種類のクッキーをお楽しみいただけます。
◆東京會舘プティガトー TK-32 15種58枚入

……………………………3,456円
（特定原材料：卵、小麦、乳）

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。
◆ドリップコーヒーセット
マイルドカルディ10P×2、イタリアンロースト10P×2、
有機バードフレンドリーブレンド10P×1、ノエル8P×1

……………………………3,314円

柑橘系と黄色のフルーツの繊
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
白、辛口、発泡、750ml

…………4,379円

＜11月12日(木)～12月25日(金)予定＞
人気の商品を詰め合わせました。朝食にも夕食にも
先様の食のシーンを賑やかに演出します。
◆おおかわ干物詰合せ -彩-
真あじ（長崎県産）×2枚、紅鮭（アメリカ産）×2切、
のどぐろ連刺（国内産）×1連、真ほっけ（北海道産）×1、
しらす干（和歌山県産）×1（50g）

……………………………3,996円
（特定原材料：えび、かに）

＜11月12日(木)～12月25日（金）予定＞
甘さと旨味のバランスのとれた味付けで素材の味を
引き立たせています。オリジナルの西京味噌を使用し
た本漬の4種の魚を楽しめるセットです。
◆旨味西京漬詰合せ
さわら西京漬×2切、銀だら西京漬×2切、銀鮭西京漬
×2切、メロかま西京漬×2切

……………………………5,184円
（特定原材料：小麦）

お客様の希望に沿った詰め合わせをお作り
いたします。
◆果実園ギフトA
【一例】洋梨×1、りんご×1、和梨×1、柿×1、マンゴー×1

……………………………3,294円
※内容や価格は仕入れ状況により異なります。

お客様の希望に沿った豪華な詰め合わせをお作り
いたします。
◆果実園ギフトB 
【一例】シャインマスカット×1、りんご×2、和梨×1、
柿×1、洋梨×1

……………………………6,156円
※内容や価格は仕入れ状況により異なります。

＜～12月20日（日）＞
旬のりんごギフトセット。
◆りんご詰め合せ
りんご約5kg

……………………………5,724円
※入荷状況により商品の提供が難しい場合がございます。

＜～12月10日（木）＞
旬の果物食べ比べセット。
◆りんご・梨セット
りんご×3、梨×3

……………………………3,996円
※入荷状況により商品の提供が難しい場合がございます。

ノエルのみ
冬季限定

※画像はイメージです。

※一部対象外店舗がございます

ザ・ガーデン自由が丘 ☎048-988-1095 カルディコーヒーファーム ☎048-961-3132

御漬物の丸越 ☎048-988-3013 大川水産 ☎048-985-0392

澤光青果 ☎048-986-0045 果実園　リーベル 048-985-5005

●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 ●クール便も無料配送です。詳しくは店頭係員におたずねください。
関東・南東北・信越対象エリア 対象商品 1点につき2,500円（税込）以上

11月1日（日）▶12月31日（木）

送料無料キャンペーン開 催!送料無料キャンペーン開 催!

約縦28.7×横37.3×高さ11.3㎝
約縦45×横26×高さ7㎝ 約縦23×横28.5×高さ5㎝

約縦9×横9×高さ32.5㎝

お好きな品を選んで詰め合わせできます。
◆奈良漬の詰合せ 3点詰め
【一例】名古屋名産守口漬、うり奈良漬（吟醸）、うり奈良漬

……………………3,240～4,360円

冬におすすめ当店人気の品6点詰め合わせ。
◆冬の浅漬物語
ごぼうとナッツの胡麻味噌漬(70g)、塩分25%OFF羅臼昆
布白菜(200g)、こぼれ海鮮海王キムチ(200g)、べったら漬
×１、てるてる小かぶの醤油漬×１、京都西京味噌漬くり
いむちーず（ハーフ）×１

……………………………5,184円
（特定原材料：小麦、えび）

約縦26×横17×高さ4㎝ 約縦31.5×横24×高さ10.5㎝

約縦30×横20×高さ8㎝ 約縦47×横37×高さ10.5㎝

※＜　　＞ 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。 

クール
便

クール
便

クール
便

約縦32×横22×高さ12㎝ 約縦36×横26×高さ12㎝

クール
便

クール
便


