
ギフトセレクション

1988年冬、シルスマリアで誕生したひと
粒の生チョコレート。わたしたちは、生チョ
コ発祥の店としての誇りを胸に生チョコ
の新しい可能性を追求していきます。

スコーンを中心として、素材と手作りにこだ
わった焼き菓子を横浜の工場で15年以上
作り続けています。

  6,048 円（本体価格 5,600 円）4042商品番号

ラ・マーレ・ド・チャヤ
ゼリー焼菓子詰合25個入 〈PZGE‐25〉

●マドレーヌシトロン×3、ダクワーズ・フロランタン×各2、エン（プ
レーン、ショコラ）×各6、三層ゼリー（ピーチ・パイン）×各2、三層ゼ
リー（ぶどう・マンゴー）×各1●賞味期限：60日

  3,888 円（本体価格 3,600 円）4043商品番号

ラ・マーレ・ド・チャヤ
ゼリー焼菓子詰合14個入 〈PZGE‐14〉

●マドレーヌシトロン・ダクワーズ・フロランタン・メープルマロン×各
1、エン（プレーン・ショコラ）×各3、三層ゼリー（ピーチ・パイン・ぶどう・
マンゴー）×各1●賞味期限：60日

1972年の創業当時からパティスリー ラ・マーレ・ド・チャ
ヤは素材の本来の風味を大切にし、ケーキなどの生菓
子、焼菓子を作り続けています。

羽床総本店 恵（めぐみ）

●めかじき味噌漬・粕漬、本さわら西京漬×各３切
●賞味期限：冷凍30日

  
5,400 円（本体価格 5,000 円）

4029商品番号

冷凍

羽床総本店 彩（いろどり）

●特上かじき味噌漬・粕漬、本さわら西京漬、銀ダ
ラ西京漬、キングサーモン粕漬×各1切
●賞味期限：冷凍30日

  
4,320 円（本体価格 4,000 円）

4030商品番号

冷凍

羽床総本店 肴（さかな）

●めかじき味噌漬、本さわら西京漬×各３切
●賞味期限：冷凍30日

  
3,672 円（本体価格 3,400 円）

4031商品番号

冷凍

もとまちユニオンで人気のワインのセット
とオリジナルジャムの詰合せセットです。

1971年に横浜で創業以来、変わらぬ美
味しさを匠の技と噓をつかない素材で
横浜からお届けします。

イタリア・
ヴェネト
赤白ワイン
２本セット〈C〉

●カバネーロ、ガルガネガ各750ml

  
4,860 円（本体価格 4,500 円）

4037商品番号

プチ・フルール 横浜物語〈YM〉

●マドレーヌ、フィナンシェ、フルーツケーキ、フロ
ランタン、ミックスクッキー×各3、リーフパイ（プ
レーン・紅茶×各2）●賞味期限：60日

  
4,256 円（本体価格 3,940 円）

4039商品番号

もとまちユニオン
オリジナルジャムセット〈5879〉

●ストロベリージャム・マーマーレード各450g、
ブルーベリージャム410g

  
3,564 円（本体価格 3,300 円）

4038商品番号

プチ・フルール W-JELLY 〈WJ-9〉

●グァバ＆あまおう苺・キウイ＆青りんご・マンゴー
＆パッションフルーツ各80g×2、パイナップル＆
りんご・ブラッドオレンジ＆ルビーグレープフルー
ツ・ブルーベリー＆ラズベリー各80g×1●賞味期
限：180日

  
3,996 円（本体価格 3,700 円）

4041商品番号

よこすか海軍カレーとは、明治41年の海
軍割烹術参考書の「カレイライス」レシピ
を基に現代風に再現したカレーです。

インターコンチネンタルホテルグループ
日本初出店のホテルとして1991年に誕
生。

江ノ電鎌倉駅の名物、駿河屋本舗鎌倉
コロッケの昔ながらの味わいをお届けし
ます。

創業大正12年日本有数のまぐろ漁港
三浦三崎から、職人の「手造り」を貫き、
独自に調合した味噌や粕により素材の
旨味を最大限に引き出しています。

駿河屋本舗
レンジでカンタン
鎌倉コロッケ詰合せ〈SGH-2〉

●レンジでカンタン鎌倉コロッケ225g×2、レ
ンジでカンタン鎌倉カレーコロッケ225g×1、
レンジでカンタン鎌倉黄金メンチ200g×2

  
3,888 円（本体価格 3,600 円）

4035商品番号

神奈川
「小田原みのや吉兵衛」
蒲鉾詰合せ〈RB-382〉

●笹かまぼこ（プレーン）27g×3、謹製蒲鉾（白）
210g、金印いかの塩から（元祖糀入）180g、大
吟醸わさび漬30g●賞味期限：冷蔵12日

  
3,240 円（本体価格 3,000 円）

4032商品番号

ヤチヨ よこすか海軍カレー
人気店セット

●魚藍亭 よこすか海軍カレー、カレー本舗 
よこすか海軍カレー、ウッドアイランド よこす
か海軍カレー各200ｇ×2

  
4,266 円（本体価格 3,950 円）

4034商品番号

名入れ不可 二重包装不可 全包装不可

ヨコハマ グランド
ICホテルカレー＆シチュー
セット〈YGA〉

●ヨコハマ グランドインターコンチネンタル
ホテル ビーフカレー180g×3、ヨコハマ グ
ランドインターコンチネンタルホテル ビーフ
シチュー200g×3

  
5,184 円（本体価格 4,800 円）

4033商品番号

名入れ不可 二重包装不可

横濱スコーンクラブ
横濱プレミアムチーズケーキ
３個入りセット

●横濱プレミアムチーズケーキ×2、果実の
プレミアムチーズケーキ×1各270g●賞味
期限：冷凍30日

  
4,752 円（本体価格 4,400 円）

4044商品番号

名入れ不可 二重包装不可
全包装不可

名入れ不可 二重包装不可
全包装不可 冷凍

名入れ不可 二重包装不可
全包装不可 冷蔵

●公園通りの石畳シルスミルク・宇治抹茶生
チョコレート各20粒●賞味期限：冷蔵24日

  
4,428 円（本体価格 4,100 円）

4045商品番号

シルスマリア
生チョコレート２種詰合せ
〈SILS-1〉

イタリア・
ヴェネト
赤ワイン
２本セット〈B〉

●コルヴィーナ・ヴェロネーゼ、カバネーロ各
750ml

  
4,860 円（本体価格 4,500 円）

4036商品番号

プチ・フルール
湘南グリーンレモンケーキ＆
パイ〈GLCP16〉

●湘南（グリーンレモンケーキ×10、グリーンレ
モンパイ×6）●賞味期限：90日

  
3,996 円（本体価格 3,700 円）

4040商品番号

全包装不可全包装不可

名入れ不可

全包装不可

三崎

小田原

横須賀

横浜

鎌倉

小田原みのや吉兵衛は、
およそ450年前の戦国時
代に神奈川県・小田原の
地で創業。今でもその伝統
の技と味を継承し続けて
いる老舗かまぼこ店です。

横浜

葉山

平塚横浜

冷凍

横浜
元町

名入れ不可 二重包装不可
全包装不可 冷蔵
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