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おくって楽しい、もらってうれしい、東海ギフト。

TOKAI
GOURMET

GIFT
お中元やお歳暮はもちろん、日々のお祝いやお返し
ゴルフや野球、忘年会 /新年会など宴会の景品まで

※季節限定。無くなり次第終了。

● 表示の商品のパッケージデザイン等は写真と異なる場合がございます。

● 最低発注個数はメーカーにより異なります、お問い合わせ下さい。

● お中元・お歳暮等のし付き包装可能な商品もございます、お問い合わせ下さい。

● 納品日より14日以前までの取消・個数変更は手数料なしで賜わります。

● 納品日より13日以降の取消・個数変更は不可となりますのでご承知下さい。

● 記載の商品は、予告なく変更させて頂く場合がございます。

ご注文･お問合せは

注意事項

円（税込）3,240
クランベリーとバタークリームの
サブレサンド、ラムレーズンとマ
ダガスカルバニラのサブレサンド 
各9個

商品コード TGG018-B

明宝ハム � 本と
ポークソーセージ � 本入

円（税込）2,930
明宝ハム360ｇ×2/ポークソー
セージ300ｇ×1

商品コード TGG019-B

冷蔵

東海３県
ご飯のお供セット

円（税込）4,000
名古屋コーチンご飯だれ200g
ひつまぶしの里茶漬けの素210g
飛騨牛ご飯だれ200g
飛騨牛ぶっかけ生姜200g
松阪牛ご飯だれ200g
松阪牛にんにく肉味噌200g

商品コード TGG020-A

商品コード TGG017-B

プティジュレフレシュール
�� 本入り

サブレサンド
レーズン / クランベリー

円（税込）2,322
マスカット、ブルーベリー、マン
ゴー、ピーチ、ルビーグレープフ
ルーツ　各×２

送料

マスカット、ブルーベリー、マンゴー、ピーチ、ルビーグレープフルーツの
� 種類の果汁を使用したゼリーの詰め合わせです。

ラムレーズンとマダガスカルバニラ、クランベリーと
バタークリームをサンドした � 種のサブレの詰め合わせです。

幻のハムと言われた人気 No.� のロングセラー商品と
「ピリッ」とした食感がたまらない「ポークソーセージ」のセットです。

愛三岐の名産をご飯のお供に特化しご用意しました。

お届け先 常温

880円

1,980円

2,750円

本州･四国･九州

北海道

沖縄

1,210円

2,310円

3,080円

冷蔵･冷凍



LOGO

さんわの土産詰合せ

円（税込）3,180
国産手羽煮醤油４本入 ×２箱、
名古屋コーチン手羽煮醤油４本入
×１箱、とりめしの素 190ｇ×
１箱

商品コード TGG001-A

あいちのかおり

円/5kg（税込）2,322
単一原料米
愛知県産あいちのかおり

10kgのご準備も可能です。

商品コード TGG002-A

ご当地めんセット

商品コード TGG003-A

おみやげ詰合せ

円（税込）4,320
半生きしめん３人前 ×２、半生
みそ煮込みうどん３人前 ×２、
半生カレーきしめん３人前×１、
半生カレーきしらぁめん２人前
×２

商品コード TGG004-A

松阪牛入り煮込ハンバーグ

円（税込）5,400
松阪牛入り煮込ハンバーグ 130
ｇ×5個

冷凍 送料込
送料込

商品コード TGG005-A

松阪牛すき焼用

円（税込）10,800
松阪牛肩ロース肉400g×1

冷凍

商品コード TGG006-A

味噌おでん３個セット

円（税込）2,268
卵、大根、こんにゃく、里芋、厚
揚げ、豚モツ入り×３

商品コード TGG009-A

お漬物 おすすめセット� 品

円（税込）3,000
昆布きゅー焼きあごだし漬2本入
×1/ 茄子ぬか漬2本入×1/ 海王
キムチ200g×1/ 塩分25%OFF
羅臼昆布白菜200g×1/ ごぼう
とナッツの胡麻味噌漬70g×1

商品コード TGG011-A

みそ串かつセット

円（税込）2,450
豚ロース串かつ35g×15/ みそ
だれ50g×3

冷凍

冷蔵

商品コード TGG013-B

うなぎ蒲焼 � 尾セット

円（税込）7,150
愛知三河産 うなぎ蒲焼　有頭腹
開き　約 160ｇ×２（たれ、山
椒付き）

商品コード TGG015-A

うみゃ～たれセット

円（税込）2,200
焼肉無双こってり 360ｇ、お肉
がやわらかくなるつけ込みだれ
350ｇ、味塩コショウ 120ｇ、
どて煮のみそたれ 300ｇ、もや
しだれ手羽塩風味たれ220ｇ

商品コード TGG010-A

飛好梅

円（税込）3,780
飛好梅10粒入×1

賞味期限：常温180日（製造日より）

商品コード TGG012-A

みそかつセット

円（税込）3,100
豚ロース100g×2/ 豚ヒレ30g
×4/ みそだれ50g×4

冷凍

商品コード TGG014-B

こうたの丸ごと幸田桃

円（税込）4,860
桃の瓶詰め×2

※８月～６月までの取扱となります。

円（税込）3,240
SUGAKIYAラーメン４食箱入り
×1/ 八丁味噌煮込うどん４食箱
入り×1/ 岐阜タンメン２食箱入
り×1/ 麺屋はなび監修台湾まぜ
そば２食箱入り×1

※20個以上のご注文に限ります。

商品コード TGG016-A商品コード TGG007-A

有明海産海苔詰合せ

円（税込）5,400
有明海産味付けのり
(8切200枚)×3

商品コード TGG008-A

本会席

円（税込）3,240
鮭茶漬、貝柱茶漬、鱧茶漬、しぐ
れ茶漬各 ×2、牛しぐれ 60ｇ、
ちりめん山椒25ｇ

人気ラーメン店の味などを、ご家庭で
お手軽に楽しめるご当地めんセットです。

スギモトのオリジナルデミグラスソースがハンバーグに
しみ込み、深い味わいを楽しんでいただけます。

矢場とん創業当時からある人気商品の串かつギフト。
ご家庭で本格的な串かつがお楽しみいただけます。

電子レンジ約 � 分で矢場とんのとんかつを再現 !
温めるだけですぐ召し上がれます！

お漬物日本一決定戦でグランプリを受賞した、ごぼうと
ナッツの胡麻味噌漬をはじめ、人気商品５品の詰合せです。

明治 �� 年創業 きしめんの老舗が人気商品を詰合せにしました
紀州産の特に大粒の梅「飛梅」を使用した
旨味と柔らかい口あたりが特徴の甘口の梅干です。

旬が短い桃を種付き･皮付きで丸ごと長期保存。
生に近いとろけるような食感を年中味わえます。

行列が絶えない産地の専門店の味をご自宅で口当たりが柔らかく､ほのかに甘みのある
有明海産の海苔を風味よく焼き上げた一品です｡

新鮮なのりの香り、贅沢な生仕立ての具材、
絶妙な味わいに仕上げた本格的なお茶漬けです。

「牛肉の芸術品」と称されている、まろやかな脂の
旨みとジューシーな味わいをお楽しみいただけます。

豆腐処くすむらの厚揚げ他、計 � 種の国産おでん種と、
� 年熟成の八丁味噌と極上鰹だしが「しみうま」のおでんセット。

八丁味噌を使用した焼き肉のたれ、名古屋名物どて煮の
たれなど、名古屋を味わう調味料の詰合せです。

大粒で食べごたえがあり、香るように芳醇な味。
苗作りから収穫まで愛情たっぷりに育てた自慢のお米です。

名古屋コーチン手羽煮の醤油味、とりめしの素など
人気３種をお召し上がりいただける詰合せです。

送料込冷凍
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