
2017 制作＿おせちチラシ（宅配 /1-4）

詳しくは裏面をご覧ください

このチラシに掲載されている商品の代金は2018年2月2日（金）の口座引落しとなります。
1月２９日（月）〜２月２日（金）の配達時にお渡しするお届け明細書の請求欄に「年末予約おせち」
と表示してお知らせします。
※尚、都合により、引落し日がこれより遅くなる場合があります。また、すでに宅配のご利用をお
やめになっている場合はお届け明細書の発行がありませんのであらかじめご了承ください。

口 座 引 落 し 日

ご 注 意
・税込価格は本体価格に税額分を加算し、小数点以下を「切捨て」て表示しています。このため、購

入点数などによって実際の請求金額と異なることがございます。
・写真はイメージです。詰め合わせ内容は一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
・パッケージのデザイン変更などによりやむを得ず掲載写真と異なる包材でお届けする場合があります

のであらかじめご了承ください。
・主な原材料の産地はユーコープホームページでご案内しています。

掲載の商品はすべて宅配便でのお届けとなります。
お届けは各配達日の午後 3 時までを予定しております。 ※一部地域を除く。

12月30日に全国※にお届けできる商品です。このマークが付いた商品は、

全国30日 ※離島および沖縄県にはお届けできません。詳細はお問い合わせください。
コープギフトお問合せセンター 0120-810-439

このマークが付いた商品は、 12月31日に神奈川・静岡・山梨の3県のみ※にお届けする商品です。

3県31日 ※3県以外でも東京都の一部には配達可能です。
東京都大田区・世田谷区・狛江市・調布市・稲城市・町田市・多摩市・八王子市

●営業時間

フリーコール
（料金無料） 0120-810-439

お 

届 

け

 10月 2 日（月）〜11月  ５日（日）　 平日 9：00 〜18：00／土日祝 休み
 11月 ６ 日（月）〜12月31日（日）　 平日・祝日 9：00 〜20：00／土日 9：00 〜18：00
 ※新年1月1日（月・祝）から1月4日（木）は休業します。

お届けに関するお問い合せは コープギフトお問い合せセンターへ

●おうちCO-OPのおせち専用注文書で、お申し込みください。

●おせちなどの6桁注文コード商品は、おうちCO-OPのご利用金額に応じて付与される「ご利用ポイント」の対象にはなりません。

全国宅配 

▲

10月2日（月）〜12月16日（土）
3 県宅配 

▲

10月２日（月）〜12月23日（土・祝）

●インターネットでのお申し込み　※ご利用に際しては、インターネット注文eふれんずへの登録が必要です。
インターネットでもおうちCO-OPのおせちのお申し込みができます。詳しくは、 http://heart-ribbon.coop をご覧ください。

※注文書の品名は一部省略しています。 「注文番号」でご確認下さい。
　注文書は2枚複写のままお出し下さい。2枚目の預り証は、担当者がサインをしてからお返しします。

で検索してもOK。コープのギフト 検　索eふれんずにログイン後、お買物をクリックし、コープのギフトから入ります。

注 

文 

方 

法
　　　　　　 お申し込み期間

※お買物めも注文書ではお申し込みいただけません。

ご 利 用 案 内の

専用注文書　お申し込み期間 10月9日（月・祝）〜12月8日（金）

※　　　　マークと、　　　　マークの両方のマークが付いた商品がございますが、お届け日とお届
け先エリアによって注文番号が異なりますのでご注意ください。
全国30日 3県31日 ●掲載の商品はすべて宅配便でのお届けとなります。●お届けは各配達日の午後3時までを予定しております。※ 一部の地域を除く

●一部商品につきましては、締切日前に受付を終了させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

お申し込み期間 ※ 一部の地域を除く。
12月30日に全国※にお届けできる商品です。

このマークが付いた商品は、

全国30日

12月31日に神奈川・静岡・山梨の3県のみ※にお届けする商品です。3県31日
このマークが付いた商品は、

※ 3県以外でも配達が可能な地域があります。

詳しくは裏表紙のご利用案内をご覧ください。

おうちCO-OPは、  の共同事業です	

は 12月16日（土）まで 12月23日（土・祝）まで全国宅配 3県宅配

■中トロ2柵(320g)・
赤身1柵(160g)・本
まぐろたたき身(80g
×2パック)■消費期
限：解凍日当日

735574 凍 3県31日

焼津福一 
【本まぐろ詰め合せ】

（税込10,584円）
9,800円

本
体

■とらふく切身アラ230ｇ、とら
ふく刺身80ｇ、とらふく本皮刺
し30ｇ、とらふく干しヒレ4枚、日
向夏ぽん酢35ml×8パック、も
みじおろし16ｇ×4パック、乾燥
ねぎ0.5ｇ×4パック■消費期
限：解凍日含む2日間　［麦］

735582 凍 3県31日

（税込9,504円）
8,800円

本
体

■とらふく刺身180ｇ、とらふく切身アラ400ｇ、
とらふく白子100ｇ、とらふく唐揚げ200ｇ、とら
ふく身皮焼（味噌味）200ｇ、日向夏ぽん酢35
ｍｌ×8パック、もみじおろし16ｇ×4パック、乾燥
ねぎ■消費期限：解凍日含む2日間　［麦］

735591 凍 3県31日

（税込21,384円）
19,800円

本
体

素材をいかしたおいしさ広がる海の幸

福に満ちた一年を願う、ふぐ尽くし
宮崎県産の養殖履歴のしっかりとしている
とらふくを活〆後、加工しました。

宮崎県産の養殖履歴のしっかりとしている
とらふくを活〆後、加工しております。
とらふく独特の甘味と歯応えをお楽しみ下さい。
全品とらふくのみでご堪能できます。

とらふく独特の甘味と歯応え 珍味、とらふく白子つき

3種類のかにをたっぷりと 天然の本まぐろの詰め合せ
代表的なかに、たらばがに、ずわいが
に、毛がにの詰め合わせです。解凍し
てそのままお召し上がりいただけます。

天然の本まぐろの中トロ、赤身、たたき身
（ネギトロ用）を詰め合せにしました。

【とらふく刺身ちりセット】
【新春 ふくセット（宴）】

食塩相当量１セット２g以下のおせちセットです。
お正月らしいメニューを
盛り込みました。

パック入り

塩分低減

お届け品

お届け品

盛付例

12月8日(金)まで2017年
コメントを
掲載して
います。

5%OFF早期割引 10/27
（金） 
受付まで

本体価格より全品

本
体990円引き早期

割引

本
体490円引き早期

割引本
体790円引き早期

割引

盛付例

食品衛生法で定められた下記のアレルギー物質の名称が商品の原材料欄に表示されている場合
にマークでご案内しています。尚、商品原材料欄ではないところに、同じ製造工場や製造設備
で下記のアレルギー物質を含む商品を製造しているなどの記載がある場合についてはマークで
のご案内はしていません。ご利用の際は、商品の包材表示をご確認ください。

0120-473-002

卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに
［卵］ ［乳］ ［麦］ ［そ］ ［落］ ［え］ ［か］

アレルギーに関するお問い合わせは

アレル ギ ー 物質 表示

フリーダイヤル（月〜金曜日 10 時〜17 時）  ※12月30日（土）〜1月3日（水）は休業。
（もしもしコープ）※一部商品は12月16日（土）までになります。

京都鷹ヶ峰三山を背景に
美しい庭園を持つ「千寿閣」監修の
京風おせちです。

宅配用

牛肉とごぼうしぐれ煮がおすすめの
和風おせちです。

伝統的な和食メニューに加え、
ホテルならではの
洋食メニューを取り入れた
和洋折衷おせち料理です。

【柚子伊達巻】
すり身ベースに生の柚子
ペーストを加え、職人が１
本１本手焼きで仕上げた
伊達巻です。

和風おせち料理の基本的な17品を
ひとつひとつ丁寧に詰め合わせました。

素材の風味と食感をいかし、出汁にこだわった和風おせちです。

伝統的な和風おせちに、
ビーフシチューや海老チリソースなど
洋風・中華をプラスしました。

おせちの伝統を大切に
素材の風味・食感を生かして
丁寧に仕上げた
ユーコープのオリジナルおせち。

毎年人気！

の

■お重サイズ（mm）： 198×198×49　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］

（税込16,200円）15,000円
本
体

【一の重】味付数の子・松前漬・いかと紅鮭の麹漬・梅百合根・鰆昆布〆・にしん笹包み・海老の旨煮・伊達巻・鮎土佐煮・田作り・赤蒲鉾・白蒲鉾・
黒豆・きんとん・渋皮栗甘露煮・抹茶きんとん・寿マロン・メープルくるみ・にしん親子巻

【二の重】鶏塩麴焼・金柑・にしん一口巻・梅型羊羹串・若鶏三色巻・市田柿・花餅　紅梅・こはだ粟漬・大根彩り漬・海恵漬・帆立生姜和え・真
子旨煮・焼帆立・日の出きぬた・花餅　白梅・小鯛ひしお焼・酢だこ・サーモントラウト西京焼・杏子シロップ煮

【三の重】レンコン煮・雲丹新丈・子持昆布山海和え・松笠黄金くわい・たたき牛蒡・椎茸煮・若桃の甘露煮・金時人参梅型・味付筍・抹茶麩・寿高
野・一口焼き湯葉・彩り豆腐・さつまいもレモン煮・よもぎ巾着餅

3県31日

千寿閣　【吉辰おせち　三段重】

735485 凍
736112 凍 全国30日

見た目がとても豪華！
帆立生姜和えやメープル
くるみなど、想像と違う味
が楽しめていいですね。

（山本直樹さん・こずえさん）

試食しました！

試食しました！

和洋中、いろいろ入っているの
で、家族みんなで食べられる

「ごちそう」って感じです。
（中西和美さん・均さん）

【セット内容】人参煮しめ・蓮根煮しめ・寿高野豆腐・お煮しめ・紅白なま
す・鶏のピリ辛炒め・海老マヨオーロラソース・イカチリソース・鶏と野菜
の湯葉包み・田作り・くるみ甘露煮・肉団子・鬼がら焼・子持ちわかさぎ
有馬煮・焼はまぐり・栗きんとん・丹波黒豆・小田原蒲鉾　紅・小田原
蒲鉾　白・伊達巻・数の子・にしん昆布巻・あさり浅炊き・酢たこ・海老
甘煮・ぶり照焼・サーモン味噌バター焼・鶏照焼・豚角煮・あわび旨煮

■賞味期限：2018年1月7日　［卵・乳・麦・え］

（税込13,824円）12,800円
本
体

四季亭　【特選おせち料理（パックおせち）】
735540蔵 3県31日

※お手持ちのお重を
　お使いください。
※開封後はお早めに
   お召し上がりください。

【一の重】海鮮マリネ・鳴門芋きんとん・栗甘露煮・魚卵うま
煮・酢だこ・黒豆・紅白なます・たつくり・中華くらげ・鰹やわ
らか煮・紅鮭麹漬け・味付け数の子・にしん大漁漬け
【二の重】筑前煮・蓮根煮・里芋煮・椎茸煮・伊達巻・帆立串照
り焼き・高野豆腐・たたきごぼう・昆布巻・ぶり照り焼き・若鶏八幡巻・
合鴨ロース照り焼き風・豚肉とチーズのテリーヌ・サーモンチーズ巻

【三の重】焼湯葉巻・若鶏照り焼き・紅白蒲鉾・イカの真砂和え・イカ松笠
串照り焼き・ロブスター・殻付ニシ貝磯煮・有頭海老塩焼き・鶏つくね串

■お重サイズ（mm）： 198×198×65
■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］

（税込16,200円）15,000円
本
体

玉清　【桶狭間舞御膳】
735531蔵 3県31日

【一の重】ホタテと香草のテリーヌ・
海老とアスパラのテリーヌ・キャロット
ラぺ・キスのエスカベッシュ・帆立の
グリル・青パパイヤのサラダ・お祝い
海老・タコの照焼きバルサミコ風味　レモン添え・鮭のハニーマスタードソース　ドライトマト添え

【二の重】チーズとベーコンのパイ包み・大黒本しめじのコンソメ煮・ミックスビーンズ　ブイヨ
ンマリネ・黒糖ローストポーク・添え野菜（ブロッコリー、赤・黄パプリカ）・豚のトマト煮　オリー
ブ ケーパー添え・ミックス野菜グリル・スパイスグリルチキン・インゲンブイヨン煮・ローストビー
フ　グレービーソース添え・五島軒カレーソース　グリンピース添え・紅茶鴨スモークスライス

■お重サイズ（mm）： 116×270×44
■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・落・え・か］

（税込14,040円）
13,000円
本
体

【一の重】紅鮭昆布巻・伊達巻・魚の子旨煮・若桃甘露煮・寿高野豆腐・椎茸旨煮・こんにゃく旨煮・
紅鮭白醤油焼・ままかり市松・海老芝煮・柚子オーロラ・にしん笹巻・さごしの昆布〆・金目鯛つま折
り・湯葉旨煮・梅麩・錦玉子・蛸小倉煮・数の子鼈甲漬・えび紅白奉書・紅白なます・あわび旨煮

【二の重】青梅甘露煮・渋皮付き栗金団・松前漬・ごまさつま・烏賊黄金・鶏の八幡巻・
鮎笹茶巾・金柑甘露煮・紅鮭しんじょう・鰆西京焼・手毬まんじゅう・たら旨煮・烏賊
松笠白焼・祝い海老・寿栗甘露煮・酢牛蒡・にしん粟漬・スモークサーモンローズ

【三の重】穴子八幡巻・貝雲丹和え・鶏照焼・柚子鶏つくね・田作り・白花豆・紅芋金団・柚
子くらげ・豚角煮・あかにし貝旨煮・いくら醤油漬・金箔黒豆・紅鮭いか和え・くるみ煮・ばい貝
旨煮・さつま金時・えびの錦てまり・牛肉とごぼうしぐれ煮・いか松風・焼き帆立・紅白結び餅

■お重サイズ（mm）： 
   257×257×53
■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　
   ［卵・乳・麦・え］

（税込21,384円）
19,800円

本
体

割烹料亭千賀　【迎春おせち料理「天寿千」】

3県31日735523 凍
736155 凍 全国30日

ご家族様で召し上がれる
ボリューム感のある
おせちです。

【一の重】いくら醤油漬・海老の姿煮・紅白かまぼこ・伊達
巻・昆布巻・栗きんとん・丹波黒種黒豆煮・たつくり・紅白
なます・くるみの甘露煮

ユーコープオリジナル
【和風おせち「祝御膳」】

■お重サイズ（mm）： 199×199×51
■消費期限：2018年1月2日　［卵・麦・え］

（税込16,200円）15,000円
本
体

【二の重】味付け数の子・海老団子・いか松笠焼・さわら柚
庵焼・酢だこ・にしん甘露煮・紅芋ごま団子・小海老甘露煮・
金柑甘露煮・若桃甘露煮・栗甘露煮

【三の重】鶏しんじょ・鶏肉二色巻・だし巻玉子・紫花豆煮・
さつま芋れもん煮・さといも煮・れんこん煮・しいたけ煮・寿
高野豆腐の含め煮・ごぼう煮・たけのこ煮・梅花にんじん煮・
青梅甘露煮

735205蔵 3県31日

「あやめ」だけの料理

組合員
モニターが 試食しました！

こだわりの逸品ユーコープオリジナル

昔からある「和」のイメー
ジながら、それぞれ具材の
味、食感がしっかりしてと
てもよいです。

（山本里美さん・正巳さん）

【一の重】いくら醤油漬・海老の姿煮・紅白かまぼこ・伊達巻・昆布巻・
栗きんとん・丹波黒種黒豆煮・たつくり・紅白なます・くるみの甘露煮

【二の重】さわら柚庵焼・味付け数の子・さといも煮・れんこん煮・
寿高野豆腐の含め煮・しいたけ煮・小海老甘露煮・ごぼう煮・たけ
のこ煮・梅花にんじん煮・鶏しんじょ・栗甘露煮・紫花豆煮・若桃甘
露煮・金柑甘露煮

【三の重】ビーフシチュー・鶏肉の香草焼マリネ・海老の柚子ソース・
鶏肉のトマト煮・サーモン燻製オイル漬・イタリアンピクルス

■お重サイズ（mm）： 199×199×51
■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］

ユーコープオリジナル　【和洋中4段「あやめ」】

（税込21,600円）20,000円
本
体

735213蔵 3県31日

【四の重】海老チリソース・酢だこの花山椒和え・黒酢の団子・鶏と蓮
根の辛味ソース・紅芋ごま団子・鶏とごぼうの棒棒鶏風

【一の重】いくら醤油漬・海老の姿煮・紅白かまぼこ・伊達巻・昆布巻・
栗きんとん・丹波黒種黒豆煮・たつくり・紅白なます・くるみの甘露煮

■お重サイズ（mm）： 199×199×51
■消費期限：2018年1月2日　［卵・麦・え］

（税込13,824円）12,800円
本
体

【二の重】味付け数の子・ほたて照焼・鶏しんじょ・にしん笹奉書・
酢だこ・さわら柚庵焼・海老団子・さといも煮・れんこん煮・しい
たけ煮・小海老甘露煮・ごぼう煮・たけのこ煮・梅花にんじん煮・
金柑甘露煮・若桃甘露煮・栗甘露煮・寿高野豆腐の含め煮

735221蔵 3県31日

ユーコープオリジナル　
【和風おせち「初春」】

ユーコープオリジナル　【和風おせち「雅」】

【セット内容】鯛入り蒲鉾（紅）・鯛入り蒲鉾（白）・伊達巻・栗きんとん・丹波黒豆・祝海老・田
作り・紅白なます・黒糖ローストポーク・いくら醤油漬・味付数の子・きんぴらごぼう肉巻・酢だこ・
紅鮭昆布巻・煮しめ（手綱こんにゃく）・煮しめ（梅人参）・煮しめ（ごぼう）

■お重サイズ（mm）： 220×220×67
■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］

（税込9,504円）8,800円
本
体

735230蔵 3県31日

736163 凍 全国30日

735566 凍 3県31日

■たらばがに800ｇ×1肩
ずわいがに3肩600g
毛ガニ400ｇ×1■消費
期限：解凍日当日　［か］

（税込17,064円）
15,800円

本
体

【かに三昧セット】

おせ
ちと

あわ
せて

ユーコープ
オリジナル

おせち

送
料
無
料

No.1昨年人気

三段和 34品目
3〜4人前 お重入り

二段和 2〜3人前28品目 お重入り

一段和 2〜3人前17品目 お重入り

三段和 3〜4人前53品目 お重入り

三段和 41品目

三段和 61品目
三段和 36品目

3〜4人前 お重入り

二段洋 21品目 2〜3人前 お重入り

本
体750円引き早期

割引

本
体1,000円引き早期

割引

本
体640円引き早期

割引

本
体440円引き早期

割引

本
体750円引き早期

割引

本
体640円引き早期

割引

本
体440円引き早期

割引

本
体750円引き早期

割引

本
体990円引き早期

割引

本
体650円引き

早期
割引

本
体750円引き早期

割引

早期割引
詳しくは裏面をご覧ください

10/27（金） 
受付まで5%OFF

本体価格より全品

飽きのこない定番の味。少人
数の家族には、ぴったりかも。

（松永千恵さん）

定番おせち料理に和・洋・中それぞれの
料理を個別包装にしました。
冷蔵でも日持ちします。

※お手持ちのお重やお皿を
　お使いください。
※開封後はお早めに
　お召し上がりください。

千賀信明
料理長

井津秋廣
料理長

千賀信明
料理長

山本庸子
総料理長

海の幸、山の幸を伝統の割烹『千賀』の
味付けにした
和風おせちです。

【にしん大漁漬け】
ほど良い酸味と厚切りにカット
した「にしん」をあわせました。

味つけがいろいろあって、
食べやすい。ふだん食べら
れないものが、オードブル
で食べられていいですね。

（中西和美さん）

【帆立生姜和え】
生のホタテヒモとヒトエグサを生姜風
味に仕上げてさっぱりとした味にしてお
り、食感も良く彩りも鮮やかな品です。

【メープルくるみ】
くるみをメープルシロップで仕上げ
て甘露煮にしています。お子様から
大人まで幅広い層の方に食べてい
ただける味です。

【雲丹新丈（しんじょう）】
２層になった新丈です。上の層は
しっとりとした食感で雲丹の風味を
生かし、下の層は里芋に味付けし、
ブロッコリーとサーモンを入れました。

3〜4人前 お重入り

和 1〜2人前10品目 お重無し

【セット内容】海老の艶煮・安納芋栗きんとん・筑前煮・鶏肉のおろし煮・さつま芋の甘煮・
昆布巻・黒豆煮・さわらの甘酢漬・紅白なます・たつくり

■賞味期限：2018年1月5日   ［麦・え］

（税込5,400円）
5,000円

本
体

石井食品【塩分配慮おせち「まごころ」】

本
体250円引き早期

割引

735558蔵 3県31日

五島軒　【洋風おせち】

3県31日735507 凍
736139 凍 全国30日

【一の重】渋皮付き栗金団・紅白なます・湯葉旨煮・梅麩・金箔
黒豆・祝い海老・あかにし貝旨煮・いくら醤油漬・烏賊松笠白焼・
えびの錦てまり・鮎笹茶巾・あわび旨煮・数の子鼈甲漬・手毬餅

【二の重】鶏照焼・柚子鶏つくね・紅鮭昆布巻・伊達巻・田作
り・白花豆・スモークサーモンローズ・松前漬・貝雲丹和え・焼
き帆立・紅芋金団・柚子くらげ・紅白結び餅・さごしの昆布〆

【三の重】錦玉子・蛸小倉煮・寿高野豆腐・椎茸旨煮・若桃甘
露煮・こんにゃく旨煮・紅鮭白醤油焼・ままかり市松・柚子オーロ
ラ・牛肉とごぼうしぐれ煮・酢牛蒡・えび紅白奉書・魚の子旨煮

（税込14,904円）
13,800円

本
体

割烹料亭千賀　【迎春おせち料理「吉寿千」】

3県31日735515 凍
736147 凍 全国30日

本
体690円引き早期

割引
■お重サイズ（mm）： 195×195×53
■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　
   ［卵・乳・麦・え］

【一の重】ブリ照焼・帆立ひも松前・鮭西京焼・菜の花
辛子和え・柚子伊達巻・松笠いか・田作り・手まりもち・
丹波産黒豆・若桃甘露煮・紅梅もち・白梅もち・葉付金柑・
海老艶焼・花こんにゃく赤・花こんにゃく白・紅白梅松葉

【二の重】栗きんとん・鮎土佐和え・味付数の子・さんま黄
金漬・うぐいす豆・海鮮チーズサラダ・カニのリエット・若鶏
八幡巻・蟹爪蒸し焼・かつおくるみ・海鮮市松・梅麩甘煮

【三の重】ホワイトパストラミ・鳴門巻チーズ・合鴨燻製・里芋松
葉串・干しあんず・市松蒲鉾・鰊マスタード・叩き牛蒡・にしん昆
布巻・柚子くらげ・いくら醤油漬・笹巻みたらし餅・椎茸煮・バイ貝
旨煮・紅白なます・蛸梅酢・こはだ粟漬・梅ちらしもち・梅麩甘煮

■お重サイズ（mm）：197×197×52
■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　

［卵・乳・麦・え・か］

（税込16,200円）
15,000円
本
体

奥城崎シーサイドホテル 【和洋おせち三段】

3県31日735493 凍
736121 凍 全国30日

老舗洋食店監修のお手軽オードブル洋風おせち。

三段和洋 47品目 お重入り3〜4人前

お重入り4〜5人前

組合員モニターが

四段和洋中 37品目 お重入り3〜4人前

3〜4人前30品目 お重無し和洋中

濃すぎず、小さな子どもからご高
齢の方まで好まれる味です。

（鵜澤直子さん・斉藤浩子さん）

海老が大きくて、辛すぎずおいしい。
（中西和美さん・均さん）

海老チリソース

鶏肉がやわらかく、
子どもが好きそうな味だと思います。

（山本直樹さん・こずえさん）

鶏肉のトマト煮

国産牛なのでうれしい。
ワインの味がしてGood！

（山本里美さん・正巳さん）

ビーフシチュー

身がふっくらしていて、柚子の風味が香
り、さっぱり食べられます。

（山本直樹さん・こずえさん）

さわら柚庵焼
（祝御膳・初春・あやめ）

栗本来のやさしい色あいで、
甘さもちょうどよい感じ。

（松永千恵さん・絵美里さん）

栗きんとん
（祝御膳・初春・あやめ）

煮物
（祝御膳・初春・あやめ）
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■お重サイズ（mm）： 152×152×40
■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え］

（税込10,584円）
9,800円本

体

東京正直屋【和洋中おせち 三段重 吉祥】

3県31日735396 凍
736074 凍 全国30日

リーズナブルな価格帯で和洋中を
お楽しみいただけます。
縁起物の他に、
甘味を加えて
幅広い層の方に
喜んでいただけます。

和洋中 三段 2〜3人前38品目 お重入り

本
体490円引き早期

割引

少量ずつの盛りつけで、味つけもしっか
り。見た目にも楽しめて、お正月にぴっ
たりだと思います。（斉藤浩子さん）

【鮭香草焼】
丁寧に焼き上げた鮭の柔
らかさと、口に入れたとき
の香草（バジル・タイム）の
香りをお楽しみください。

【一の重】飯蛸酢漬・杏甘露煮・伊達巻・昆布巻・蒲鉾 ( 紅 )・蒲鉾 ( 白 )・田作り・花餅手毬・有
頭海老・鶏筑波巻・六方里芋煮・椎茸煮・割烹おくら・花こんにゃく煮・穂先筍煮・梅麩煮・黒豆

【二の重】わかさぎ野菜マリネ・オレンジグラッセ・葉付金柑・チョコレートブラウニー・
ローストビーフ ( 味付 )・海老煮・鮭香草焼・ブロッコリー・パリジャンキャロット・
スモークサーモンマリネブラックオリーブ添え・グリルチキントマトソース掛け

【三の重】肉団子・錦糸焼売・胡麻ポテト・胡桃甘露煮・海老のチリソース・海鮮
中華帆立和・広東チャーシュー・金団餡・ミニマロン・ホワイトチキン胡麻ソース掛け

■お重サイズ（mm）： 142×207×46
■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え］

（税込12,960円）
12,000円本
体

京都鴨川畔「佐々木」 　【和風おせち】

3県31日735400 凍
736082 凍 全国30日

【一の重】紅白蒲鉾・味付け数の子・帆立旨煮・黒糖金箔ゼリー・
葉付金柑甘煮・笹団子・伊達巻・錦玉子・松笠いか・黒豆がん
も含め煮・お祝い海老・バイ貝旨煮・穴子八幡巻・サーモントラウ
ト黄身焼・一口昆布巻・手まり麩
【二の重】スモークチキンのマリネ・パストラミポーク・栗甘露煮・
黒豆・鱈旨煮・金時人参入り生酢・いくら・たたきごぼう・海老紅
白巻・帆立ひも中華風・田作り・胡麻甘藷・こんにゃく餅（はっさ
くあん）・こんにゃく餅（抹茶あん）・梅羊羹松葉串
【三の重】寿高野含め煮・蓮根煮〆・椎茸旨煮・の巻ほうれん草・
梅型こんにゃく・ごぼう煮〆・すり身揚巻・筍煮〆・だし巻・豚角煮・
あい鴨旨煮・湯葉茶巾・茶福豆・白花豆・海鮮市松・鰹くるみ・
紅白松葉串・松麩・梅型人参

京料理の基本だしを大切にした和食に
料理長の技が
光ります。

●写真はイメージです。詰め合わせ内容は一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
●パッケージのデザイン変更などによりやむを得ず掲載写真と異なる包材でお届けする場合がありますのであらかじめご了承ください。このマークがついた商品は、12月30日（土）に全国にお届けできる商品です。※�一部の商品を除く（詳しくはご利用案内をご覧ください）。全国30日 このマークがついた商品は、12月31日（日）に神奈川・静岡・山梨の3県のみにお届けできる商品です。※�3県以外でも配達が可能な地域があります。（詳しくはご利用案内をご覧ください）。3県31日 今回より登場の

新規取扱い商品です
冷蔵状態で
お届けします蔵冷凍状態で

お届けします凍 税込価格は本体価格に税額分を加算し、小数点以下を「切捨て」て表示しています。
このため、購入点数などによって実際の請求金額と異なることがございます。

横浜中華街の老舗「東園」
揚井忠明総料理長監修の
中華おせちです。

横浜中華街の味を
ご家庭で楽しめます。

（税込11,880円）11,000円本
体

■お重サイズ（mm）：137×195×53　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］
【一の重】きんとん・渋皮栗甘露煮・海
老の旨煮・よもぎ巾着餅・梅型羊羹串・
黒豆金箔・いかと紅鮭の麹漬・味付いく
ら・メープルくるみ・伊達巻・紅蒲鉾・
白蒲鉾・松前漬・味付数の子・田作り

【二の重】フラワーパストラミ・若桃の甘露煮・蟹とかぼちゃのテリーヌ・ホタテ
と香草のテリーヌ・合鴨テリーヌ・スイーツキューブマンゴ・スイーツキューブ紅白
ミルク・スイーツキューブ紫芋・たこのバジルソース・鶏塩麹焼・ぷちぷり海老サ
ラダ・焼帆立・真子旨煮・フィッシュボール・杏子シロップ煮・ライプオリーブ・
スタフドオリーブ・レーズン入りバターパン・チェリー入りバターパン・干柿ロール

【三の重】サーモントラウト香草焼き・コンソメゼリー
キューブ・たたき牛蒡・椎茸煮・焼筍・にしん一
口巻・てまり湯葉・烏賊黄金焼・小鯛西京焼・
つぶ貝松前・帆立たら子うに和え・金時人参梅型・
梅百合根・大根彩り漬・こはだ粟漬

736058 凍
735370 凍

全国30日
3県31日

　園ぷらむ　【和洋おせち　三段】

【一の重】祝海老・田作薄味・栗甘露煮・黒豆ふくませ・伊達巻・手ま
り和菓子・いか白焼き・若桃シロップ漬

【二の重】紅白生酢・射こみ高野豆腐・南天いくら・昆布巻・生椎茸ふ
くませ煮・酢蛸・葉付金柑・寿鶴人参味付け・菓子くるみ・豚の角煮
【三の重】味付数の子・丸たたき牛蒡・魚卵の煮物・鱈のうま煮・紅
白蒲鉾・紅鮭昆布巻・てり焼き帆立・銀鮭味噌焼き・紅梅餅

■お重サイズ（mm）： 148×148×43
■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え］

（税込12,960円）
12,000円本

体

野村佃煮【ミニ三段重】

3県31日735418 凍
736091 凍 全国30日

（税込11,880円）11,000円本
体

■お重サイズ（mm）：180×180×45　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］
【一の重】わかさぎ野菜マリネ・オレンジグラッセ・ドライフルーツパパイヤ・葉付金柑・
若桃甘露煮 (シロップ漬 )・苺ロールケーキ・ローストビーフ (タレ付 )・海老煮 (レモ
ンスライス )・鮭香草焼・大根フランボワーズ・スモークサーモンマリネオリーブ添え・
グリルチキントマトソース掛け・チーズダイスマヨ ( 紅ズワイフレーク )

【二の重】中華なますクコの実添え・胡麻ポテト・錦糸
焼売・胡桃甘露煮・中華クラゲ・杏甘露煮・黒糖仕
込バラチャーシュー・蛤山椒時雨煮・らっきょうワイン漬・
海老のチリソース・ホワイトチキン胡麻ソース掛け

東京正直屋
【洋・中おせち二段重「優美」】

（税込8,640円）8,000円本
体

デリカファクトリー十勝【北海道産彩りオードブル】

■お重サイズ（mm）：210×380×55　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え］
【セット内容】さつま芋とりんごのきんとん・鱈のチリソース和え・帆立素焼き・焼き豚・鮭ザンギ・スモークサーモンマリネ・手羽元やわらか煮・つぶとエリンギの
ガーリックバター・インカのめざめチーズ焼き・たこ錦糸しゅうまい・北海しま海老・たこのやわらか煮・南瓜の焼きプリン・アイナメフリッター・チキンチーズロール

3県31日735345 凍
736023 凍 全国30日

（税込12,960円）
12,000円本

体

■お重サイズ（mm）：195×252×52 ■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え］
【セット内容】蛸やわらか煮・黒豆金箔のせ・鮭マリネ・焼帆立串・豚角煮・紅白なます・のどぐろ甘酢漬・いくら醤油漬・ごぼう西京漬・牛
肉と牛蒡のしぐれ煮・車海老艶煮・若桃甘露煮・椎茸煮・ブリ照焼・帆立ひも松前・友禅紅白串・若鶏八幡巻・伊達巻・昆布巻・田作り

　【主原料国産おせち「寿」】

京都美先の和風、
銀座ポルトファーロの洋風、
銀座枸杞の実の中華の
和洋中おせちです。

洋風と中華の組み合わせで
華やかに盛り込んだおせちです。

年末のパーティー、年始の食卓にも合う彩り良い
洋風メニューをバラエティ豊かに盛り付けました。

主原料は北海道産。
山海の幸の素材をいかしたオードブル。

新年を心地よく迎えていただくため、
主原料国産にこだわり一段重を仕上げました。

ローズホテル横浜がつくる伝統的フレンチを
ベースにした洋風おせちです。

ローズホテル横浜がつくる伝統的フレンチを
ベースにした洋風おせちです。

おせち料理をお手軽に楽しんでいただけるよう、
少量ずつ盛り込みました。

素材にこだわった和風のおせちを
一段に一人前ずつ盛り付けました。

色 な々味を少しずつ楽しめる、バラエティ豊かな
オードブルおせちです。

和風・洋風・中華と
それぞれ違う色のお重に
盛り付けました。
バラエティに富んだ
おせちです。

五の重並列三段重の重箱に
お正月の祝膳にふさわしく
華やかに盛り付けました。

京都市内を流れる鴨川のほとりにある
京都料亭監修おせちです。

品数豊富で
お手頃価格の
ミニおせち。
少人数の方に
おすすめです。

家族が一堂に集う
お正月にふさわしい、
重厚感溢れる華やかな
おせちです。

（税込10,800円）10,000円本
体

■お重サイズ（mm）： 140×140×50×2段/ 140×280×50×1段　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］

736040 凍
735361 凍

全国30日
3県31日

京都美先　【福寿和風三の重二段】

■お重サイズ（mm）： 268×250×46　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］

（税込17,064円）15,800円本
体

横浜中華街「東園」　　【中華おせち二段】

【二の重】ごまポテト・中華風焼帆立・合鴨スモーク・肉団子・焼き目入り蟹爪・ローストポーク 黒糖風味・花餅　桃・豚角煮風・ふかひれ姿煮
【一の重】カシューナッツ飴炊き・焼栗ブランデー漬・中華風帆立和え・いか松笠　白焼・鮑の姿煮・数の子紹興酒漬け・酢豚・筍含め煮・有頭エビチリソース

世界のVIPをもてなす
老舗ホテルの技が光る
豪華和洋中おせち。

（税込21,600円）20,000円本
体

■お重サイズ（mm）： 171×171×50 ■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］
【一の重】鮭の西京焼き・田作り・紅白かまぼこ・
練りきんとん・栗の甘露煮・黒豆煮・紅白なま
す　日向夏風味・味付いくら・伊達巻・金柑甘
露煮・お祝い海老・若桃甘煮・一口昆布巻き

【二の重】ホタテと香草のテリーヌ・帆立の燻製グリル・ブロッコリー　ブイヨン
煮・海老と海藻のテリーヌ・紅茶鴨スモークスライス・グリーンライプオリーブ・ロー
ズサーモントラウト　レモン添え・ローストビーフ　グレービーソース添え・セサミガ
ランティン・きのこのマリネ・ポークリエット　ピスタチオ ブラックペッパー添え

【三の重】赤魚の南蛮漬け・タコの旨煮・いかのチリソー
ス・海老のチリソース・チャーシュー・豚肉の中国黒豆
ソース・クルミの飴炊き・鶏肉の黒酢ソース・インゲン・
煮あわび・青ザーサイ・中華くらげ　花型人参添え

735965 凍
735256 凍

全国30日
3県31日

ホテルオークラ　【和洋中おせち】

（税込21,600円）20,000円本
体

■お重サイズ（mm）：140×140×49×4段/ 140×280×49×1段 　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］
【空の重】いくら醤油漬・ぶりの子煮・巻湯葉煮びたし・まだこ柔煮・
菜の花福良漬・有平かまぼこ・しろひらす西京焼・松笠いか・浜汐
えび・合鴨味噌漬・梅花人参旨煮・身欠きにしん昆布巻・竹の子
土佐煮・笹巾着麩・くるみのかつお和え・ローストビーフ（ソース付）

【雪の重】酢漬かじき昆布〆・牛旬菜巻・ほたて貝ふくませ煮・〆
このしろ・数の子美味漬・小川巻・えびときびなごの手綱寿司

【花の重】金箔黒豆・紅白なます・田作り・えび椎
茸・栗きんとん（甘露栗 2 個）・裏白椎茸

735981 凍
735281 凍

全国30日
3県31日

銀の森　【招福　五の重】

【月の重】伊達巻・鶏照焼・彩り湯葉包み・いんげ
ん・こんにゃく旨煮・金柑シロップ漬・若桃甘露煮

【星の重】かに新丈・白身魚の龍皮巻・雲丹とアオサ
の新丈・さば金紙巻・フルーツチーズ・彩りきぬた巻

（税込6,480円）6,000円本
体

京菜味のむら　【おせち「花籠一段」】

■お重サイズ（mm）：径216×55　■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え］
【セット内容】黒豆・梅餅・金時人参入り生酢・いくら・伊達巻・紅白蒲鉾・黄金にしん・鮭昆布なると巻・穴子八幡巻・あい鴨つくね串・
松笠いか・田作り・お祝い海老・さごしのおぼろ包み・だし巻・ローストポーク・赤魚西京焼・数の子・笹団子・栗甘露煮・黒豆がんも含め
煮・六角里芋煮・手綱こんにゃく・寿高野含め煮・椎茸旨煮・ごぼう煮〆・筍煮〆・手まり麩・梅型人参・若桃甘露煮・葉付金柑甘煮

3県31日735329 凍
736007 凍 全国30日

【一の重】イベリコ豚ローストポーク・彩り野菜のミックスピクルス・豚角煮・
ロブスターのテルミドール・若桃の甘露煮 ジャムソース入りフルーツゼリー・
二種類のチーズと海老のテリーヌ・花豆のブランデー煮 金粉飾り

【二の重】ごぼうのスイートピクルス 赤ワイン風味・ハムと野菜のゼリー寄せ・
海老と彩野菜のマリネ・釜茹で 炙り焼き豚（焼豚のたれ付）・紅鮭のスモー
ク オレンジ添え・和牛ローストビーフ（ローストビーフソース付）・白身魚のエ
スカベッシュ・伊達鶏のバジルオイルソース煮・有頭海老のスモーク 松葉
梅飾り・洋風栗きんとん

■お重サイズ（mm）： 251×251×42×2段
■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］

（税込21,600円）
20,000円本

体

銀座ローマイヤ　【洋風おせち二段重】
735426 蔵 3県31日

【一の重】牛ロース肉のグリエ　ジャポネ－ズ風　蒸し野菜添え・里芋のコンフィ
黒胡椒の香り・チキンロールの林檎煮　林檎クリームと黒豆添え・渋皮マロンの
グラッセ・仔羊のポシェとクスクス　ローズマリーの香り・ピペラードと二種のオリー
ブ・オマール海老 鮑をあしらったライスサラダ・あられを纏ったカマンベールチーズ・
胡桃パンとドライフルーツ二種・白身魚のムース　蟹と法蓮草の二層仕立て

【二の重】白身魚と野菜のパイ包み焼き・マグレ鴨の軽い赤ワイン煮　セロリラ
ブのムースリーヌ添え・彩り野菜のピクルス・フォアグラのフラン　甘酸っぱいフ
ランボワーズソース・鱈のブランダードとスモークサーモン　紫蘇のアクセント・
柚子マスタードを添えた相模豚のパテ　ソーシソン仕立て　シュークルート添え・
帆立のブランマンジェ・蟹爪の香味フライ・有頭海老のアメリカ風

■お重サイズ（mm）： 240×240×58　
■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え・か］

（税込32,400円）
30,000円本

体

ローズホテル横浜　【洋食二段おせち】
735451 蔵 3県31日

■お重サイズ（mm）： 295×295×60　■消費期限：2018年1月2日　［卵・麦・え・か］

（税込32,400円）30,000円本
体3県31日735477 蔵

重慶飯店　【中華二段おせち】

【二の重】有頭海老の塩味・柚子釜（タラの酢の物）・椎茸の旨煮・栗の甘露煮・青桃の甘露煮・穴子のピリ辛甘酢漬け・クルミの飴炊き・
数の子の黄金漬け・マンガリッア豚のチャーシュー・黒胡麻の水晶笹巻き・豚肉の角煮・タコの山椒煮

【一の重】クラゲの冷菜・あわびの醤油煮・つぶ貝の醤油煮・海老のチリソース・紀州うめどりの野菜巻き・かぶの甘酢・胡瓜の甘酢・ホタ
テの香味煮込み・フカヒレ添え白身魚の錦糸団子・牛肉の香り辛し煮

（税込7,560円）
7,000円本

体

■お重サイズ（mm）：217×320×50 ■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］
【セット内容】合鴨のテリーヌ・モルタデラソーセージ・海老とアスパラのテリーヌ・豆サラダ（イタリアンドレッシング）・チキンサラダ（カレー
マヨネーズソース）・グリル野菜のトマト煮・カクテルシュリンプ・アボカドのディップソース・合鴨スモークオレンジ添え・合鴨スモーク（黒
胡椒味）・ローストビーフ（ローストビーフソース付）・スタッフドオリーブ・紅鮭スモーク・チーズ（ハーフカット）・生ハム（ロース）・カジキ
のスイートチリソース・若桃の甘露煮・さつまいものサラダ・人参のスイートラペ・ローストアーモンド・抹茶風味のケーキ・ガトーショコラ

銀座ローマイヤ　【オードブル】

No.2昨年人気

四段和 52品目 お重入り

洋中 二段 24品目
2〜3人前 お重入り

三段和洋中 36品目

一段×２和 2〜3人前24品目 お重入り

和洋 五の重 3〜4人前42品目 お重入り

一段和 1〜2人前31品目 お重入り

一段和 2〜3人前20品目 お重入り一段和洋中 3〜4人前15品目 お重入り
一段洋 4人前22品目 お重入り

三段和 2人前40品目 お重入り 和洋 三段 2〜3人前50品目 お重入り

三段和 2〜3人前27品目 お重入り三段和 2〜3人前50品目 お重入り

【セット内容】紅鮭のスモーク　オレンジ添え・若桃の甘露
煮 ジャムソース入りフルーツゼリー・海老と彩野菜のマリネ・
二種類のチーズと海老のテリーヌ・豪州産ローストビーフ（ロー
ストビーフソース付）・花豆のブランデー煮 金粉飾り・ごぼう
のスイートピクルス 赤ワイン風味・ハムと野菜のゼリー寄せ・
ローストポーク・伊達鶏のバジルオイルソース煮・豚角煮・
有頭海老のスモーク 松葉梅飾り・洋風栗きんとん

■お重サイズ（mm）： 251×327×42
■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］

（税込10,800円）
10,000円本

体

銀座ローマイヤ　【洋風おせち一段重】
735434 蔵 3県31日

一段洋 4人前13品目 お重入り
二段中 3〜4人前18品目 お重入り

二段中 3〜4人前22品目 お重入り

【セット内容】有頭海老のアメリカ風・あられを纏ったカマン
ベールチーズ・胡桃パンとドライフルーツ二種・真鯛と蛸の
パプリカマリネ・彩り野菜のピクルス・マグレ鴨の軽い赤ワ
イン煮　セロリラブのムースリーヌ添え・牛ロース肉のグリ
エ　ジャポネ－ズ風・里芋のコンフィ黒胡椒の香り・オマー
ル海老 鮑をあしらったライスサラダ・鱈のブランダードとス
モークサーモン　紫蘇のアクセント・柚子マスタードを添え
た相模豚のパテ　ソーシソン仕立て　シュークルート添え

■お重サイズ（mm）： 240×240×58
■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］

（税込17,064円）
15,800円本

体

ローズホテル横浜　【洋食一段おせち】
735469 蔵 3県31日

一段洋 2〜3人前11品目 お重入り二段洋 3〜4人前19品目 お重入り

本
体1,000円引き早期

割引
本
体500円引き早期

割引
本
体550円引き早期

割引

（税込11,880円）11,000円本
体

■お重サイズ（mm）：137×195×53 ■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え］
【一の重】松前漬・味付数の子・扇昆布・
渋皮栗甘露煮・きんとん・くるみ甘露煮・伊
達巻・赤蒲鉾・白蒲鉾・こはだ粟漬・紅白
なます日向夏風味・小鯛西京焼・よもぎ巾
着餅・海老の旨煮・黒豆・梅百合根

【二の重】紅芋きんとん・金柑百合根市松・金ごま角煮・
若鳥三色巻・杏子シロップ煮・味付筍寿羽子板・真い
か雲丹明太・ふく刺し昆布・帆立たらこ雲丹和え・つぶ
貝松前・がんもとインゲンの煮付・梅型羊羹串・鶏醤油
焼・花餅　紅梅・花餅　白梅

【三の重】真子旨煮・にしん一口巻・焼帆立・
黄金くわい松笠・田作り・小松菜と揚げの煮物・
根菜オランダ豆腐・手まり湯葉・トラウトサーモン
西京焼・若桃の甘露煮・金柑・たたき牛蒡・椎
茸煮・金時人参梅型・鰆昆布〆・磯貝照焼串

736066 凍
735388 凍

全国30日
3県31日

清修庵　【和風おせち三段】

京都嵐山「嵐山清修庵」
監修の和風おせちです。
ふぐや帆立を使った
和え物がお勧めです。

三段和 2〜3人前47品目 お重入り

本
体550円引き早期

割引

本
体600円引き早期

割引

本
体790円引き

早期
割引

本
体1,500円引き早期

割引

本
体600円引き早期

割引

本
体1,000円引き早期

割引 本
体500円引き

早期
割引

（税込21,600円）20,000円本
体

■お重サイズ（mm）：204×204×55 ■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］
【一の重】栗きんとん・一口昆布巻・鰹の角煮・
伊達巻・かまぼこ赤・かまぼこ白・梅麩・海老姿煮・
田作り・紅白なます・梅人参煮・鯛の粕漬焼・花
がんも赤・花がんも黄・イクラ醤油漬・黒豆の煮豆

【二の重】カニ爪・タラのトマトバジル焼・菜の花サラダ・ロー
ズスモークサーモントラウト・彩野菜のカポナータ・合鴨ロー
ス・グリーンオリーブ・タコのマリネ・海老のテリーヌ・ブロッ
コリー・ローストビーフ・生ハム・鶏肉とキノコのテリーヌ

【三の重】青ザーサイ・中華クラゲ・トンポウ
ロウ・海老のチリソース・アワビの醤油煮・酢
豚・松笠烏賊の塩麹焼・手毬団子（枝豆）・
棒棒鶏・椎茸煮・金柑甘露煮・若桃甘露煮

735973 凍
735264 凍

全国30日
3県31日

【和洋中　饗宴】 本
体1,000円引き早期

割引
（税込21,600円）20,000円本

体

■お重サイズ（mm）：228×228×56　■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］
【一の重】味付け数の子・イカの真砂和え・にしん大漁漬け・
鳴門芋きんとん・栗甘露煮・黒豆・紅白なます・魚卵うま煮・
筑前煮・蓮根煮・里芋煮・市松紅白蒲鉾・穂先筍煮・昆
布巻・たつくり・有頭海老塩焼き・たたきごぼう・鰹やわらか煮・
ぶり照り焼き・串刺しニシ貝生姜風味・高野豆腐・伊達巻

【二の重】酢豚・タコと山菜の中華和え・海鮮中
華帆立ひも・帆立の中華風味焼き・豚バラチャー
シュー・中華くらげ・海老チリソース・合鴨ロース照
り焼き風・若鶏照り焼き・中華肉団子・豚角煮・イ
カ黄金焼き・ごま団子・鶏つくね串・完熟金柑

【三の重】海鮮マリネ・海老の錦ロール・若草チーズ和え・スモー
クチーズ・紅鮭麹漬け・チーズウインナーベーコン巻・タコのバジ
ルソース・ローズサーモン・彩り野菜のマリネ・サーモンチーズ巻・
スモークラムラック・ビーフパストラミ・ローストポーク・豚肉とチー
ズのテリーヌ・合鴨のフロマージュ・リンゴと豆腐のパイ包み

玉清　【招福萬来】
735272蔵 3県31日

本
体1,000円引き早期

割引
本
体1,000円引き早期

割引

本
体300円引き早期

割引
玉清　【宝船】

■お重サイズ（mm）：167×257×53　■消費期限：2018年1月2日　［卵・乳・麦・え］
【セット内容】味付け数の子・鱈のうま煮・黒豆・栗甘露煮・イカの真砂和え・魚卵うま煮・にしん大漁漬け・紅白
なます・たつくり・有頭海老塩焼き・サーモン西京焼き・市松紅白蒲鉾・サーモンチーズ巻・串刺しニシ貝生姜風味・
鶏つくね串・海老の錦ロール・筑前煮・蓮根煮・伊達巻・高野豆腐・里芋煮・椎茸煮・昆布巻・焼湯葉巻

735311蔵 3県31日
（税込6,264円）5,800円本

体

本
体290円引き早期

割引
石井食品　【和風おせち　華　二段重】

■お重サイズ（mm）：167×167×51　■消費期限：2018年1月2日　［卵・麦・え］
【セット内容】のし鶏・鶏しんじょ・海老団子・黒豆煮 (クロダマル）・花餅紅梅（生菓子）・れんこん煮・ごぼう煮・どんこ椎茸煮・さ
つま芋の甘煮・さといも煮・長芋の長寿煮（ゆず風味）・こんにゃく煮・梅花にんじん煮・海老の姿煮・伊達巻・紅白かまぼこ・若桃
甘露煮・栗きんとん・ぶり照焼・昆布巻・味付け数の子・かぶのあちゃら漬（かぶの甘酢漬）・金柑甘露煮・寿高野豆腐の含め煮

735302蔵 3県31日
本
体500円引き早期

割引
本
体550円引き早期

割引

本
体350円引き早期

割引
本
体400円引き早期

割引
本
体600円引き早期

割引

本
体790円引き

早期
割引

本
体1,500円引き早期

割引

坂ノ上茂樹
料理長

美先　新宿店
白澤和則料理長

銀座ポルトファーロ
星合 創シェフ

銀座枸杞の実
王料理長

【たつくり】
水飴を絡めず、よ
く炒ってサラサラ
に仕上げてます。

（税込10,800円）10,000円本
体

3県31日735353 凍
736031 凍 全国30日

美先 新宿店
料理長 白澤和則氏

鶴の形をした人参など、京都のお店ら
しく飾りつけがかわいらしい。高野豆
腐の煮物は見た目もよく、オススメ！！

（松永千恵さん・絵美里さん）

一段和 24品目
1〜2人前 お重入り

【筑前煮】
味付けは薄味で、それぞれに食
感が残るように炊き上げました。

佐々木
山本料理長

いろいろなものが入って
いてGood。ガトーショコ
ラは別腹に。しっとりして
いて、気に入りました。

（山本里美さん）

【ごぼう西京漬】
国産の牛蒡を一口サイズに
カットし、特製の西京味噌に
漬込みました。

國領清貴
洋食調理部長

國領清貴
洋食調理部長

735299 凍 3県31日

736015 凍
735337 凍

全国30日
3県31日

和洋中 三段 41品目
お重入り

3県31日735442 凍

（税込32,400円）30,000円本
体

735957 凍
735248 凍

全国30日
3県31日

京菜味のむら　【おせち「朱雀」四段】 本
体1,500円引き早期

割引

■お重サイズ（mm）： 210×210×50 ■消費期限：解凍後冷蔵で2日間　［卵・乳・麦・え・か］
【一の重】小鯛の笹漬・小鮎甘露煮・松笠いか
白焼・笹麩饅頭・お祝い海老・田作り・寿蒲鉾・
鰤西京焼・甘鯛西京焼・葉付金柑甘煮

【二の重】からすみ・龍皮巻・金時人参入り生酢・あわび
旨煮・豚肉八幡巻・湯葉団子串・紅白スモークローズ・蟹
爪・数の子・松茸旨煮・お祝い松葉串・若桃甘露煮

【三の重】たこ梅酢漬・鮭小川巻・黒豆・紅鶴羊羹・白鶴羊羹・
伊達巻・鮭昆布なると巻・いくら・栗甘露煮・渋皮栗甘露煮・豚
角煮・飛騨牛しぐれ煮・梅甘露煮・花百合根・お祝いかざり串

【四の重】寿高野含め煮・すり身揚巻・椎茸旨煮・手綱こんにゃく・
射込ごぼう鰻・筍煮〆・栗きんとん・梅餅・ちりめん山椒・あい鴨山
椒焼・鱈旨煮・湯葉にしん笹奉書・磯黄金・手まり麩・梅型人参

【一の重】黒豆の煮豆・
伊達巻・紅白なます・田作
り・海 老 姿 煮・数の子・
梅人参煮・椎茸煮・鮭の
西京漬焼・栗きんとん

【二の重】芝海老入り団子・蛸
のやわらか煮・一口昆布巻・牛
しぐれの笹包み・のし梅・カニ爪・
松笠烏賊の塩麹焼・筍土佐煮・
若桃甘露煮・豚肉の角煮

【三の重】青梅甘露煮・インゲン豆の胡麻和え・合鴨ロース・鶏
肉とキノコのテリーヌ・梅麩・菜の花含め煮・ローズスモークサー
モントラウト・鶏肉の山椒焼・金柑甘露煮・鯛の粕漬焼・鰤の照
焼・帆立の炙り焼・イクラ醤油漬・寿高野の含め煮・信田巻・
鯛の錦糸巻・かまぼこ赤・かまぼこ白・くるみ飴炊き・鯛の南蛮漬

和牛ローストビーフ、特製ベシャメルソースでつくったテルミドール等、
肉と魚介の種類豊富な洋惣菜に洋風栗きんとん等のデザートを彩り良く盛り付けました。

ローストビーフ、伊達鶏のバジルオイルソース煮、紅鮭のスモーク等の
洋惣菜から、洋風栗きんとんといったデザートを
全１3品彩り良く盛り付けました。

お重入り3〜4人前3〜4人前

三段和洋中 53品目 お重入り3〜4人前

二段洋 4人前17品目 お重入り

京都　園の和洋創作料理の名店「　園ぷらむ」監修の
和洋折衷おせちです。
京都　園の和洋創作料理の名店「　園ぷらむ」監修の
和洋折衷おせちです。

3〜4人前


