
晴れやかな新年の始まりを和洋折衷でお楽しみください。
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監　修
株式会社あさくま／商品開発 顧問

倉田 栄示
帝国ホテル、赤坂東急ホテル、
新宿京王プラザホテルに従事。
その後フランス パリ、コートダ
ジュールにて研鑽を積む。

和洋の匠が監修

和・洋・洋 三段重和・洋・洋 三段重

和・洋 二段重和・洋 二段重

全国配送料無料／税込価格

￥30,000￥30,000
特選
参段

全国配送料無料／税込価格

￥20,000￥20,000
和洋
弐段



お申し込み方法お申し込み方法

送料
無料

一段あたり：縦19.5cm  横19.5cm  高さ5.5cm

平成29年1月31日　（冷凍保存の場合）

解凍後はお早めにお召しあがり下さい

冷凍でお届け

寸 法

賞味期限

消費期限

発送形態

￥20,000税込価格
〈 送料込み 〉

伊勢海老 ..........................  1尾
焼き合鴨 ..........................  3切
手まり餅 ...........................  1個
市松錦糸 ..........................  3個
紅蒲鉾 ..............................  2個
白蒲鉾 .............................   2個
伊達巻 ..............................  3個
田作り ............................... 12g
白胡麻 ................................. 2g
カシューナッツ飴炊き ......  20g
黒豆 ..................................  50g
赤ちょろぎ ......................... 12g
栗甘露煮 ..........................  2個
いくら醤油漬け.................. 27g
あわび（40g） ....................  1個

合鴨のパストラミ .............  4個
有頭海老 ..........................  3尾
マンゴーキューブ ..............  40g
プルーン ...........................  1個
若桃 ..................................  1個
プチ小海老のテリーヌ ...... 3個
野菜のアスピック .............. 3個
ラタトゥイユ ......................  50g
ローストビーフ ..................  4枚
白身魚のエスカベッシュ ...... 1個

一の段 二の段

￥30,000税込価格
〈 送料込み 〉

三の段

伊勢海老 ..........................  1尾
焼き合鴨 ..........................  3切
手まり餅 ...........................  1個
市松錦糸 ..........................  3個
紅蒲鉾 ..............................  2個
白蒲鉾 .............................   2個
伊達巻 ..............................  3個
田作り ............................... 12g
白胡麻 ................................. 2g
カシューナッツ飴炊き ......  20g
黒豆 ..................................  50g
赤ちょろぎ ......................... 12g
栗甘露煮 ..........................  2個
いくら醤油漬け.................. 27g
あわび（40g） ....................  1個

オレンジピール .................  20g
若桃 ..................................  1個 
金柑甘露煮 ......................  1個
北海道産ハーブロール .....  3個
カシューナッツポーク .......  4個
スモーク帆立 ...................  3個 
ブロッコリー .....................  1個
ライプオリーブ ..................  1個
スモークサーモンローズ .... 1個
ケッパー ...........................  3個
ビーフパストラミ ...............  3個
南瓜のサラダ ....................  60g
ラムレーズン .....................  3個
ハンジー ........................... 4個
ハーブチキンチーズキッシュ ...  4個

合鴨のパストラミ .............  4個
有頭海老 ..........................  3尾
マンゴーキューブ ..............  40g
プルーン ...........................  1個
若桃 ..................................  1個

プチ小海老のテリーヌ .....  3個
野菜のアスピック .............  3個
ラタトゥイユ ......................  50g
ローストビーフ ..................  4枚
白身魚のエスカベッシュ ....  1個

一の段 二の段

あさくまグループ各店舗でお申し込み頂けます。
お申込書にご記入いただき、あさくま各店舗にお持ちください。

●受付締切：平成28年12月22日（木）　　●お届け日：平成28年12月30日（金）
●お支払方法：あさくまグループ各店舗にて、現金、クレジットカードまたは商品代金引換でお支払下さい。

※天候上の理由等で遅配となる場合が
ございますので予めご了承願います。

☎ 052-800-7781
〈 商品その他に関するお問い合わせ 〉

AM 9:00～PM 5:00（平日）
受付時間

ご予約はお早めにおねがい致します

数量限定

あさくまオリジナル
和・洋二段重

あさくまオリジナル
和・洋・洋三段重和洋

弐段
特選
参段


