ORDERING & SERVICES GUIDE
サマーギフトのご注文方法

□ ご注文承り方法
本カタログに記載のギフト商品のお申し込みは下記にて承ります。

1 WEB：オンラインストア受付
・オンラインストア http://store.deandeluca.co.jp/
〈お支払い方法〉 クレジットカード／代金引換／ Amazonペイメント／ Paidy

＊一部商品はクレジット決済のみ

〈ご配送料金／お届けに関して〉 全国一律540円（税込）
・クール便756円（税込） ＊ご配送先１件につき商品代金5,400円（税込）以上の場合、送料無料となります。
＊一部商品のお取り扱いがない場合がございます。詳しくは、オンラインストアにお問い合わせください。

2 店頭受付
MARKET

六本木／品川／アトレ川崎／有楽町／新宿／渋谷／恵比寿／八重洲／吉祥寺／横浜／名古屋／栄／京都／大阪／福岡／
アミュプラザ博多

〈ご配送料金／お届けに関して〉 各店にて異なります。
＊夏季につき、クール便での配送をおすすめする場合がございます。 ＊詳しくは、各店までお問い合わせください。 ＊店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。

□ 承り期間
～ 2018年8月中旬まで

□ 掲載商品についてのご注意
店舗により、一部商品をご用意できない場合がございます。また原材料の都合により商品の内容が一部異なる場合がございます。
詳しくは、各店までお問い合わせください。期間中に完売する場合もございますので、予めご了承ください。

□ 紙面掲載マークのご説明
クール便でのお届けとなります。店舗により金額が異なりますので、詳しくは各店までお問い合わせください。

オンラインストアでご注文いただくと、送料無料でお届けいたします。

お問い合わせ
商品・ご注文のお問い合わせ・ご相談は、店頭または下記までお気軽にお問い合わせください。

サマーギフト取扱店舗一覧
MARKET STORE
六本木		

03-5413-3580

新宿

03-5909-3847

吉祥寺 0422-22-1729

大阪			

06-6359-1661

品川		

03-6717-0935

渋谷

03-3477-4795

横浜

045-444-1401

京都			

075-253-0916
092-739-0207

アトレ川崎 044-276-9601

恵比寿 03-5475-5088

名古屋 052-527-8826

福岡			

有楽町		

八重洲 03-5288-8040

栄

アミュプラザ博多 092-433-5113

03-6212-0070

052-249-8838

ONLINE STORE
http://store.deandeluca.co.jp ／ Phone : 03-5771-0460（月-金）10:00-18:00

SUMMER GIFT 2018

オンラインストアでのお買い物・店舗情報は詳しくはウェブサイトへ

www.deandeluca.co.jp

ディーン＆デルーカ

サマーギフト

検索
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FRUIT & VEGETABLE
まるごと味わう、フルーツ＆ベジタブル

パーフェクトフルーツバスケット
PERFECT FRUIT BASKET

フルーツの美味しさを詰め込んだバスケット
旬を伝える贈りものを選ぶなら、迷わずこちらを。味わい、食感
を活かした旬のフルーツの美味しさを閉じこめた、毎年この時期
だけ登場するスペシャルバスケット。ジュース、ゼリー、フルー
ツポンチをオリジナルバスケットにぎゅっと詰めてお届けします。
○ジュース：マンゴー / アップル / グレープ / ピーチ 180ml×各1 ○ゼリー：シトラ
スミックス / カシス＆ブルーベリー / キウイ / トマト＆グレープフルーツ / ピーチ&
ピーチ / マンゴー &マンゴー 110g×各1 ○クラシックフルーツポンチ / サマーグ
リーンフルーツポンチ 370g×各1 ○蓋つきバスケット L×1

8,000円（税込 8,640円）

ビタミンフルーツアソート
VITAMIN FRUIT ASSORTMENT

スムージーのように濃厚な
フルーツドリンク
ぎゅっとつまったフルーツの旨みをそのまま楽しめ
る、贅沢なドリンクアソート。スムージーのような
濃厚で滑らかな味わいと食感が楽しめます。さまざ
まなシーンで喜ばれる人気の定番ギフトです。
○アップル / グレープ / マンゴー / ピーチ 180ml×各2 8本入り

3,000円（税込 3,240円）

ベジタブルチップス コレクション
VEGETABLE CHIPS COLLECTION

野菜の形、色、風味をそのままチップスに
スライスした野菜を、気圧を下げた特殊な釜の中で低温
かつ短時間で一気にフライにし、素材本来の鮮やかな色
や香りを残し、風味を最大限に活かしたチップス。噛む
ごとに野菜の風味が感じられます。
○根菜チップス 50g×3 / ベジタブルチップス 50g×3 / グリーンベジタブルチップス 40g×3 9袋入り

3,000円（税込 3,240円）
フルーツゼリーバスケット
FRUIT JELLY BASKET

プレミアムフルーツポンチセット
PREMIUM FRUIT PUNCH SET

フルーツがきらきらと輝くフルーツポンチ
グラスに盛り付けるだけで、たっぷりのフルーツが楽しめ
る贅沢なフルーツポンチ。6種類のフルーツをさらりとした
シロップに漬けこみました。そのまま冷やして楽しむのは
もちろん、スパークリングワインで割って、夏のパーティー
にぴったりなフルーツカクテルに。
○クラシックフルーツポンチ / サマーグリーンフルーツポンチ 370g×各1

3,000円（税込 3,240円）
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「主役はフルーツ」
果実を味わうフルーツゼリー
それぞれの食感を感じられるサイズにカットし
たフルーツを、果汁やピューレを使ったゼリー
で閉じ込めた、果実×果汁の組み合わせにこだ
わった、みずみずしくとろけるような食感のフ
ルーツゼリー。
○ピーチ＆ピーチ / トマト＆グレープフルーツ / キウイ /
カシス＆ブルーベリー / シトラスミックス / マンゴー＆マ
ンゴー 110g×各1 6個入り

2,800円（税込 3,024円）
＊写真の器はイメージのため、実際のギフトには含まれておりません。
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TEA TIME SWEETS
夏のティータイムのおともに

NEW ARRIVAL

ミックスナッツ＆
ドライフルーツ ギフト缶
MIXED NUTS & DRIED FRUIT GIFT TIN

17種類のナッツと
ドライフルーツが楽しめるギフト

アメリカンミニスイーツ

焙煎職人がそれぞれのナッツに合った塩加減、焼き加
減を見極め、手作業で焙煎したナッツに、定番のレー
ズンや珍しいスターフルーツも楽しめるドライフルーツ。
ワインのお供やスナックとしておすすめのギフト。

AMERICAN MINI SWEETS

フルーツガナッシュとクッキーを
重ねたアメリカンバー

○ドライフルーツミックス / ミックスナッツ / ベリー＆チェリーミッ
クス / キャラメライズドミックスナッツ / トレイルミックス 140g×各
1 / トロピカルミックス 125g

ざっくりとした食感のクッキー生地と、濃厚なガナッ
シュのボリューム満点スイーツ。酸味のある爽やかなレ
モンや、豊かな香りのピスタチオ、香ばしいアーモンド
＆ピーカンなど、
個性豊かな7種類の味わいが楽しめます。

5,000円（税込 5,400円）

○レモン / オレンジクリーム / 苺ミルク / ピスタチオ /
アーモンド＆ブルーベリー / アーモンド＆ピーカン /
コーヒークリーム

1,600円（税込 1,728円）
各1個 7個入り

3,000円（税込 3,240円）
各2個 14個入り

サマーティーコレクション
SUMMER TEA COLLECTION

夏にぴったりの爽やかな
ティーコレクション
「エルダーフラワー＆カモミール」や、夏季限定
の
「モロッカンミント」
など爽やかなハーブティー
とDEAN & DELUCAオリジナルブレンドの紅茶
を木箱に詰めました。6つの香りを様々なシーン
でお楽しみください。
○モロッカンミント / ルイボス & ローズ / エルダーフラワー
& カモミール / ジンジャー & レモンマートル / アールグレイ
エクストラ / ディーンアンドデルーカブレンド 各2 12袋入り

2,500円（税込 2,700円）

アメリカンクッキー缶
AMERICAN COOKIE TIN

見た目も食感も楽しいクッキーが
ぎっしり45枚
アメリカンクッキーの定番、アイシングクッキーに、ジャ
ムやキャラメル、ナッツやスパイスを使った形や味わい、
食感の異なる11種類のクッキーが全部で45枚。オリジナ
ルのクッキー缶に詰め込みました。
〇ジャムサンド（クランベリー / ブルーベリー）×各4 / バタースコッチ
×5 / プレーンクッキー×5 / ココアクッキー×5 / オートミールクランベ
リー×5 / キャラメルサレ×5 / アイシングハート（ピンク / イエロー）
×各2 / シナモンシュガー×5 / ドロップホワイトチョコ×4

2,800円（税込 3,024円）
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NEW ARRIVAL

水羊羹
MIZUYOUKAN

涼をよぶ、夏の和菓子
水羊羹の魅力は、みずみずしさと喉越し。噛むことなく
自然にとろけていくような滑らかな食感にこだわり、
すっきりとしながらも深い甘さに仕上げました。北海道
産小豆と京都府産宇治抹茶、
2つの味わいをお届けします。
○北海道小豆 / 宇治抹茶

1,400円（税込 1,512円）／ 105g×各2
2,500円（税込 2,700円）／ 105g×各4

4個入り
8個入り

*6 / 10 ～発売開始予定
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ラ・ヴィエイユ・フランス
ダコワーズ グラッセ

コンテ グィッチャルディーニ
ラウデミオ エキストラバージンオリーブオイル

DACQUOISE GLACÉ

LAUDEMIO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

アイスクリームが大好きなシェフが行き着いた、
あの日フランスで食べたアイスクリーム

希少なオリーブのみで作る、最高峰のオリーブオイル

フランス各地で 11 年間、修業した木村成克シェ

なフルーツソルベと、ピスタチオやラムレー

イタリア・トスカーナでオリーブオイルとワ

に下回る 23℃に設定しての超低温での搾油を

フが手掛けるパティスリー『ラ・ヴィエイユ・

ズンなどの濃厚な味わいのアイスクリームが

イン造りを営むフィレンツェでも有数の貴族

行うことで、オリーブの風味を最大限に活か

フランス』。木村シェフが修業時代にパリで出

お楽しみ頂けます。

の１つである『グィッチャルディーニ家』。イ

したオイルが出来上がります。

逢ったアイスクリームを日本でも楽しめる場

タリアで作られるオリーブオイルの中でも、

所を、
と開いたグラシエ（ソルベ・アイスクリー

特別な存在の「ラウデミオ」は、保護組合で定

ム専門店）から届く夏のデザート。ヘーゼルナッ

めた厳しい規定に基づいて作られ合格したも

ツの粉とメレンゲを焼きこんださっくりとし

のだけが名乗ることができる高品質の証です。

た軽い口当たりのフランスの伝統的な生地ダ
コワーズに、8 種類のアイスクリームをサンド
した「ダコワーズ グラッセ」。
なめらかな口溶けに仕上げた、木苺やマンゴー
などピューレをふんだんに使ったジューシー

FROM THE ROOTS
本質からのつながり
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1800 年代から続くフィレンツェのつくり手が単一畑で採れた

○杏 / マンゴー / 桃 / ラムレーズン / バニラ / 木苺 / チョ
コレート / ピスタチオ 8種×各1 8個入り

4,260円（税込 4,600円）

※送料込み

冷凍

*こちらの商品は産直品（冷凍）です。
お届けはご注文日から7日以降の順次お届けとなります。

“ラ・ヴィエイユ・フランス”
「古き懐かしきフランス」という意味の店名にも込められた、
本物のフランス伝統菓子の味を伝えたいという木村シェフがつくるお菓子は、
田舎の素朴さとパリの華やかさを持ちあわせています。

グィッチャルディーニでは、自社農園で栽培
したオリーブのみを、収穫後すぐに一族が保
有するお城の中にある搾油所で、オリーブの
酸化が始まる前に素早く搾油されます。
ラウデミオの規定である搾油温度 28℃をさら

FROM THE ROOTS
本質からのつながり

○ラウデミオ エキストラバージンオリーブオイル 500ml

4,200円（税込 4,536円）
数あるラウデミオの中から選び抜き、出逢ったグィッチャルディーニは、
収量が少なくとも単一畑にこだわり、オリーブの風味を最大限に引き出すことを第一に、
今でも伝統的な製法を守り続ける、信頼のつくり手です。
＊写真の器はイメージのため、実際のギフトには含まれておりません。
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ファットリア ビオ 北海道
イタリアンチーズアソート

ふくどめ小牧場
シャクータリーセレクション

ITALIAN CHEESE ASSORTMENT

CHARCUTERIE SELECTION

イタリアチーズ職人の技術と
北海道生乳との融合で実現した北海道イタリアンチーズ
チーズ製造における世界最高峰の歴史と技術を

「ブッラータ」は旬のフルーツとオリーブオイ

鹿児島県鹿屋市で、家族で営む『ふくどめ小牧

コンをお届けいたします。お好みの野菜やパン

持つ南イタリアの農場『ファットリア ビオ』の

ルを添えて、華やかな夏の一皿に。ギフトが届

場』
。オランダで養豚を学んだ長男 俊明さんが、

と一緒に盛り付けて、贅沢な味わいをじっくり

チーズマイスター ジョバンニ・グラツィアーノ

いたら、ぜひすぐに味わって。

自社農場で飼育した日本唯一の希少な豚種「サ

とご堪能ください。

さんが北海道へ移住し、日本のミルクを使って

ドルバック」と「幸福豚」を使用し、
ドイツのビ

最高のチーズを作ろうと、始まった『ファット

オ食肉業界を牽引する牧場『Herrmannsdorfer 』

リア ビオ 北海道』
。

で7年間ハム・ソーセージ加工の修業をし国家

鮮度にこだわり、日々
“つくりたてのチーズ”

資格であるマイスターを取得した次男 洋一さん

を北海道札幌市からフレッシュなままお届けし

〇モッツアレッラ 〇ブッラータ 〇カチョボッチャ
〇フォルマッジョ ペペロンチーノ

ています。ジョバンニさんが作る、まろやか

5,000円（税込 5,400円）

で濃厚、軽やかな甘みの「ブッラータ」と、穏
やかな塩味とフレッシュなミルク感を楽しめる

*こちらの商品は産直品です。
お届けはご注文日から5日以降のお届けとなります。

「モッツアレッラ」は他では味わえない逸品。

FROM THE ROOTS
本質からのつながり
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二世代かけて実現した、日本唯一の豚種
「サドルバック」と「幸福豚」シャクータリー

“つくりたてを、新鮮なうちに届ける”イタリアに根付く基本の考えを実現するのは、
本場イタリア職人の高い技術によるもの。鮮度が味わいを決めるフレッシュチーズだからこそ、
その違いがはっきりと感じられます。

がシャクータリーに仕上げます。
「サドルバック」と「幸福豚」を使った優しい
味わいのハム2種と生ハム、熟成期間を短くす
ることで柔らかい食感を残したサラミ、抜群の
脂身に甘みときめ細やかな肉質を味わえるベー

FROM THE ROOTS
本質からのつながり

〇サラミ・グリュック 100g 〇香草ベーコン 100g 〇チ
ロールシンケン 50g 〇ホーニヒシンケン 100g 〇ビアシ
ンケン 100g

5,000円（税込 5,400円）
*こちらの商品は産直品です。
お届けはご注文日から7日以降のお届けとなります。

養豚から加工まで本場のルーツを学び、修業した職人が作る、希少豚種の肉質を活かした
素直な味わいのシャクータリー。つくり手の熱い想いと人柄が美味しさを作りだしています。

＊写真の器やボード等はイメージのため、実際のギフトには含まれておりません。
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SUMMER ENTERTAINING
夏のお酒と楽しむ、アペタイザー＆グリル

ビール＆サマー BBQバッグ
BEER & SUMMER BBQ

夏の集いを盛り上げるBBQギフト
個性溢れる国内のつくり手が手掛けるBBQにおすすめのシャクータリーとビールの詰
め合わせ。ソーセージやバックリブのグリル、焼きたてのカチョカバロを無ろ過自然
発泡のベアードビールとともにお楽しみください。全てのアイテムが収まる大容量の
クーラーバッグ付き。
〇スモークソーセージ 4本（IBIZA SMOKE RESTAURANT）〇カヴァノス 3本（厚木ハム）〇ソシソン・アラ
イユ・フュメ 2本（STADT-SCHINKEN）〇無添加 ポークベイビーバックリブ 1パック（WHITE SMOKE）
〇ビール：ライジングサン ペールエール / 沼津ラガー / スルガベイ インペリアルIPA 330ml×各2（ベアード
ビール）〇粒マスタード 120g（DEAN ＆ DELUCA）〇ミックスピクルス 300g（DEAN ＆ DELUCA）〇カチョ
カバロ 500g（Fattoria Bio Hokkaido）〇クーラーバッグ ブラックL（DEAN ＆ DELUCA）
*取扱店舗：六本木、品川、名古屋、福岡、オンラインストア

15,000円（税込 16,200円）

地ビールを楽しむギフト
CRAFT BEER & CHARCUTERIE

焼きたてのシャクータリーを地ビールと
茨城のクラフトビール工房『木内酒造』のハーブが香る爽やかな酸味の「ホワ
イトエール」、アロマホップの華やかな香りの「ペールエール」とドイツで定番
のソーセージ2種類と厚切りロースハム、
ベーコンが揃った夏の“乾杯”ギフト。
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〇ビール：常陸野ホワイトエール / 常陸野ネストペール
エール 330ml×各1（木内酒造）〇ブラートブルスト 120g /
乾塩熟成ベーコン 140g / 厚切りロースハム 90g / ブラー
トブルスト ノンスモーク 白 120g（DEAN ＆ DELUCA）
*取扱店舗：六本木、品川、有楽町、名古屋、大阪、福岡、
オンラインストア

3,000円（税込 3,240円）

スモークサーモン&クリームチーズ
SMOKED SALMON & CREAM CHEESE

サーモンとクリームチーズの定番アペタイザー
デンマーク産トラウトサーモンに淡路島の藻塩をふり、桜チップ
でしっとりとスモークした甘い香りのサーモンに、爽やかな酸味
のクリームチーズ、小さい粒に風味を凝縮させたケッパーのギフ
ト。クラッカーやプンパニッケルを添えて白ワインとともに。

〇スモークサーモン 130g×2（DEAN ＆ DELUCA）
〇クリームチーズ 1パック（DEAN ＆ DELUCA）
〇ケッパー酢漬け 60g（Coelsanus）

3,500円（税込 3,780円）
＊写真の器やボードはイメージのため、実際のギフトには含まれておりません。
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ENJOY OF COOKING
「つくるたのしみ」を贈る

ザ イタリアン コンディメント
THE ITALIAN CONDIMENT

前菜からメインディッシュまで、
このひと箱におまかせ
イタリアにルーツをもつDEAN & DELUCAがオイル、
ソルト、ソース、アペタイザー、様々な食材からおすす
めのアイテムだけを厳選した自慢のイタリアンコレク
ション。料理好きな方へおすすめのギフトです。
○シチリアングリーンオリーブの塩水漬け 300g ○エキストラバージ
ンオリーブオイル 500ml ○トリュフソルト 100g ○パキーノ産トマト
のパスタソース 300g ○グリルドアーティチョークのオイル漬け 300g

NEW ARRIVAL

トラディショナルイタリアン
コンディメント“リグーリア”

10,000円（税込 10,800円）

TRADITIONAL ITALIAN CONDIMENT “LIGULIA”

リグーリアの食材で作る夏のおもてなし
地中海性気候ならではの食材が豊富に育つイタリア・リグーリアから、夏
の食卓にぴったりなギフトが登場。タジャスカ種のオリーブペーストはズッ
キーニやアスパラに絡めて手軽な前菜に、レモンの風味いっぱいのオイル
は香り豊かなパスタに、ジェノベーゼは魚のグリルのソースにして。
○レモンオリーブオイル 250ml（NICOLO POLLA）○ショートパスタ クロシェッティ 500g
（PASTIFICIO ALTA VALLE SCRIVIA）○タジャスカオリーブペースト 130g（LA GALLINARA）
○ジェノベーゼペースト 130g（LA GALLINARA）○バスケット付き

5,000円（税込 5,400円）

パーフェクトパスタボックス
PERFECT PASTA BOX

シェアして楽しむ、ボリュームパスタセット
このひと箱でイタリアを代表するトマトパスタやジェノベーゼ、ペペロンチー
ノの3種類のパスタを楽しめます。料理好きからビギナーの方まで、贈る相手を
選ばず、ストックしておくと急なホームパーティーなどに重宝するギフトです。
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イタリアンパスタボックス“パキーノトマト”
ITALIAN PASTA BOX PACHINO TOMATO

2種類のトマトの凝縮された旨味を味わうパスタ
フルーツのように凝縮された甘みが特徴のシチリア・パキーノ産のトマトを
ふんだんに使ったソースに、旨みの詰まったセミドライトマトを加えたパス
タソース。たっぷりの夏野菜と一緒に絡めて夏のひと皿に。

○パスタ：スパゲッティーニ 500g / フジッリ 500g（RUMMO）○セミドライトマト 130g ○ジェノ
ベーゼペースト 130g ○アマトリチャーナ 350g（LA REINESE）○アーリオオーリオペペロンチーノ
30g（DEAN & DELUCA）

○パキーノ産トマトのパスタソース 300g ○スパゲッティーニ 500g ○エキストラバージンオリー
ブオイル 100ml

4,000円（税込 4,320円）

3,000円（税込 3,240円）

NEW ARRIVAL

スープコレクションボックス
SOUP COLLECTION BOX

一皿で満足できるご馳走スープ
DEAN & DELUCA のレシピをもとに、伝統的なスタイルを大
切にし素材の旨みを引き出した、調理いらずのスープシリーズ。
夏季限定のローステッドコーンスープ、冷製で楽しめるグリー
ンビーンズスープなど4種類の詰め合わせ。

○ミネストローネ / クラムチャウダー / グリーンビーンズ /
ローステッドコーン 150g
（1食）
×各1

3,000円（税込 3,240円）

＊写真の器はイメージのため、実際のギフトには含まれておりません。

12

JAPANESE FINE FOOD
日本各地の美味いもの

NEW ARRIVAL

桐生うどん ひもかわ
モッチリ、ツルンとした
食感の幅広うどん
清流・桐生川の水を利用して時間をかけて熟成し、
一本一本包丁で切った古式手造りの群馬・桐生名
物「ひもかわ」と、岩手『佐々長醸造』のつゆと
東京『丸山海苔』の極細きざみ海苔の詰め合わせ。
〇ひもかわ 180g×3（藤屋第一支店）〇老舗のつゆ 200ml（佐々
長醸造）〇こんとび きぬ糸 8g（丸山海苔）

2,500円（税込 2,700円）

漁師の炊き込みごはん
夏の魚介を味わう炊き込みごはん
来島海峡で獲れる地魚を中心に旨味を引き出した加工品を作る
『愛媛海産』。夏にも美味しい来島海峡の「鯛」と旬を迎える「鱧」、
琵琶湖湖畔の養殖「鮎」の炊き込みごはんの素。炊飯器で船上
の漁師が食べる様な贅沢ご飯をお楽しみ頂けます。
〇鯛めし / 鱧めし / 鮎めし 2合炊き×各1（愛媛海産）

3,500円（税込 3,780円）

夏の冷やしそうめん

ご飯のおとも 日本の美味六選

細さとコシが際立つ肥後の手延べ素麺

日本各地の素材を活かしたご飯のお供

麺舗ゆきやぎの職人が手掛ける極細と太麺の素麺。
わずか18秒で茹であがる極細は、繊細な歯ごたえが
特徴。麺つゆは福岡県糸島市の醤油蔵が作るいりこ
だし、薬味は大分の青柚子胡椒と勝ちえびラー油で
九州の夏の味わいが楽しめます。

北海道から九州までのご当地のご飯のお供の詰め合
わせ。伝統的な製法を守るつくり手の逸品ばかりを
選びました。ご飯のお供はもちろん、お茶漬けや冷
やし麺の薬味として、夏の食卓も盛り上げます。
〇紅鮭ほぐし身 90g（丸亀）〇ちりめん山椒 40g（津乃吉）〇飛
驒和牛しぐれ 100g（天領食品）〇羽田大谷の若炊あさり 180g（大
谷政吉商店）〇梅びしお 120g（不動農園）〇こだわりなめ茸
200g（小林農園）

〇青柚子胡椒 60g（かぼす本家）〇肥後手延 ゆきやぎ（細・太）5
束×各2（麵舗ゆきやぎ）〇勝ちえびラー油 85g（上野水産）〇い
りこ だしつゆ 250ml（ミツル醬油）

5,000円（税込 5,400円）

5,000円（税込 5,400円）

NEW ARRIVAL

こんぶ処永楽 おかず昆布 六選
昆布本来の自然な“旨味”を味わう
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NEW ARRIVAL

不動農園 紀州南高梅

本田商店 出雲そばづくし

三種類の梅の味くらべ

島根の奥出雲のこだわりそば

昆布食文化の継承に取り組む『苦楽園こんぶ処永楽』
。
北海道道南産の天然真昆布を使用した汐昆布を中心に、
合成保存料、合成着色料無添加の昆布ふりかけ、汐吹き
昆布、
おぼろ昆布、
昆布佃煮の6種類を詰め合わせました。

土づくりから見直し、栽培、収穫、漬け
込み、天日干し、味付けと一貫した作業
を貫く『不動農園』。木熟して自然に落ち
た完熟梅のみを使用。
「はちみつ」
「こんぶ」
「うす塩」3種類の味をお楽しみ下さい。

昔ながらの製法で蕎麦の実を丸ごと挽いた香
り高い「出雲そば」と、茶、梅、柚子の繊細
な風味が味わえる3種類の蕎麦の詰め合わせ。
特製つゆとお好みの薬味を添えてお召し上が
り下さい。

〇山椒入り塩昆布 / 花まつば / 中白おぼろ / だしふりこん / ふりこん /
まつば 20g×各1 6袋入り（こんぶ処永楽）

〇はちみつ梅 / うす塩味梅 / こんぶ梅 各4個 12個
入り（不動農園）

〇出雲そば 100g×2 / 茶そば 100ｇ / ゆずそば 100ｇ/ 梅
そば 100ｇ/ 濃縮つゆ 40ml×5（本田商店）

2,500円（税込 2,700円）

2,500円（税込 2,700円）

2,500円（税込 2,700円）
＊写真の器はイメージのため、実際のギフトには含まれておりません。
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