
2209K-3000⑬

　カタログメニューの中から「お好みの商品」を1点選んでご注文いただけるギフトです。
　ご注文期限までに、インターネットまたは同封のご注文ハガキにご希望の商品番号と

商品名および必要事項をご入力・ご記入の上ご注文ください。
　なお、商品の代金および配送料等は、すべてご依頼主様より頂戴しておりますので、

あなた様のご負担は一切ございません。何卒お早めにご注文くださいますようお願い申し上げます。
［ご注意］
●資源・環境に配慮し、簡易包装で商品をお届けいたします。熨斗等の対応は出来
かねます。

●万一、諸事情によりご希望商品が品切れ・製造中止の場合は、代替商品をお送り
することがございます。また、状況により最新カタログの中から商品をお選び直
しいただく場合がございます。
●年末年始・大型連休・お盆等は休業中のため、商品の発送ができず長期間お待
ちいただく場合がございます。また、天候や交通事情などの影響で、止むを得ず
配送遅延が生じる場合がございます。

●「お届け期間」の指定がある商品の「お申込期間」間際のご注文に関しましては、
来年度のお届けとなる場合がございます。「お申込期間」後のご注文も可能です
が、長期間お待ちいただく場合がございます。

●配達日のご指定はお受けできませんので、予めご了承ください。
●離島など一部地域につきましては、冷凍・冷蔵・チルド商品のお届けが出来ない
場合がございます。

●故意または過失によってお申し込み用紙を配布したり、取得した場合は、商品と
のお引き換えはいたしかねます。

●本券の換金、お客様の都合による返品・交換はできません。

「インターネット」でのご注文方法 ※インターネットでご注文の場合も、ハガキ下部の「お客様控」は商品到着まで保管してください。

商品到着まで、10日～2週間程お待ちください。
（年末年始・大型連休・お盆等を除く）

❹商品が届く

ご注文期限（ご注文ハガキ記載）までにご
投函ください。　

❸ハガキをポストに投函

同封のご注文ハガキに商品番号やご住所
などの必要事項をご記入ください。

❷必要事項をハガキに書く

※ハガキ下部の「お客様控」を切り取り保管してください。

お好みの商品をお選びください。
❶カタログから選ぶ

「ご注文ハガキ」でのご注文方法

商品到着まで、8日～2週間程お待ちください。
（年末年始・大型連休・お盆等を除く）

❹商品が届く

上記いずれかの方法で、ご注文ハガキ記載のお客
様番号とパスワードを入力してログインしてください。

❷インターネットでログイン

画面の指示に従って、
商品番号やご住所など必要事項を入力し、ご注文
期限（ご注文ハガキ記載）までに送信してください。

❸必要事項を入力 

お好みの商品をお選びください。
また、同封のご注文ハガキをご用意ください。

❶カタログから選ぶ

ご注文方法について「インターネット」または「ご注文ハガキ」の２つの方法がございます。
※インターネットからご注文いただくと、よりスムーズにお届けできます。両方でのご注文はできません。
※ご注文ハガキが複数枚同封の場合はハガキ１枚につき１点ご注文いただけます。

【事業者の名称】　株式会社サニーフーズ
【個人情報保護管理者】　個人情報保護管理担当
Phone：03-3636-4262（平日11:00～ 16:00）／e-mail：web@sunnyfoods.co.jp
【利用目的】　商品納品、およびお問い合わせへの対応のため（氏名、住所、電話番号、年齢、メールアドレス）
【個人情報の取扱い業務の委託】　弊社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一
部を外部に委託しており、業務委託先に対してお客様の個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適
切に取扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持等によりお客様
の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施いたします。データ入力の作業について外国企
業に委託する場合があります。
【個人情報提供の任意性】　お客様が弊社に対して個人情報を提供することは任意です。ただし、個人情
報を提供されない場合には、弊社からの返信やサービスの提供ができない場合がありますので、あらかじめご
了承ください。
【個人情報の開示等の請求について】　お客様には、貴殿の開示対象個人情報の利用目的の通知、開
示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去、第三者提供の停止を要求する権利があります。
必要な場合には下記の窓口までご連絡ください。

●個人情報の取扱いについて
弊社はお客様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預かりした個人情報の取扱いについて、
下記のように管理し、保護に努めて参ります。

〒136-0071 東京都江東区亀戸2－28－2　株式会社 サニーフーズ
Phone：03-3636-4262（平日11:00 ～16:00）／ e-mail：web@sunnyfoods.co.jp
個人情報の取扱いに関する苦情・相談窓口責任者 個人情報保護管理担当  （2201） 

ご注文ハガキ下部のお客様控は
商品到着まで保管してください。お客

様控

URL giftforyou.tokyo
「商品が届かない」 「注文が可能か」 等…

3週間以上たっても商品が
届かない場合は・・・
（年末年始・大型連休・お盆等を除く）

ご注文ハガキを紛失
された場合は・・・

ご注文ハガキ記載の〈お客様番号〉
が確認できない場合は、ご注文をお
受けすることが出来ません。予めご了
承ください。

「お客様控」をご用意の上、左記の
いずれかの問い合わせ方法でご連
絡ください。info@giftforyou.jp

「よくあるお問い合わせ」は
二次元コードまたはURLから

グルメギフトお客様窓口
〈受付時間〉平日11:00～16:00

0120-323-301 ●メールでのお問い合わせの際は
・〈お客様番号〉を必ずご入力ください。
・受付時間外のお問い合わせは、翌営 
 業日以降の返信となります。

※年末年始・大型連休・お盆等を除く
※事情により受付時間が変更になる
　場合がございます

個人情報の取扱いに
関する苦情・相談窓口

ご注文サイトに
アクセスするには

B

選べるカタログギフト受注センターをクリックスマートフォンで
二次元コードからA

giftforyou.jp 検索

「検索エンジン」 または 「URL入力欄」に
以下のURLを入力しクリック

＊URL入力欄から検索の場合、ページが直接表示されます。

●内容量：
205g（2合用）×3袋（レトルトパウ
チ）

御膳味噌詰合せ
御膳味噌は甘口の米味噌で、阿
波藩主・蜂須賀公の御膳に供さ
れたことがその名の由来です。
青とうがらし野菜もろみとセット
でお届けします。

●内容量：
御膳味噌500g×2個、青とうがら
し野菜もろみ100g×1個

讃岐うどん
「うどん」といえば讃岐、讃岐と
いえば「うどん」といわれるほど、
その名は全国的にも有名です。
ツルっとしたのどごし、コシの
強さと歯切れの良さが特長です。

●内容量：
〈乾麺〉50g×14束

愛媛県産 伊予柑
愛媛県の旧国名である「伊予」
から、昭和初期に「伊予柑」と名
付けられました。濃い橙色の皮
はやや厚めですが、果肉は柔ら
かくてとてもジューシーです。

●内容量：
750g（3～4個）

しょうがごはんの素

四国地方
徳島 香川 愛媛

高知

47A-036品番

47A-238品番

47A-239品番

47A-237品番

常 温常 温 常 温

有明海は、日本有数の海苔の産
地です。多くの河川から豊富な
栄養がもたらされる地形や、養
殖方法が美味しさの理由です。

有明海苔

●内容量：
全形7枚×3袋

九州・沖縄地方
佐賀 47A-041品番

常 温●内容量：
200g×4食（レトルトパウチ）

福岡 47A-342品番

水たき料亭「博多華味鳥」料理長
が監修した九州産銘柄鶏「華味
鳥」のチキンカレーです。鶏がら
スープを隠し味に加えてコクの
ある味わいに仕上げました。

常 温

柚子こしょうセット
大分県にある柚子胡椒メーカー
が、九州産の原料を使用して丹
精込めて作りました。柚子のさ
わやかな香りに、ピリッと利いた
辛味が魅力の香辛料です。

●内容量：
柚子こしょう（青）、柚子こしょう（赤） 
各110g

大分 47A-043品番

常 温常 温

厳選した小麦粉と地元の新鮮な
卵を使い、しっとりコクのある
味わいに仕上げた長崎かすてら
と、餡にも生地にも黒練りごま
を加えた黒ごまどら焼きのセッ
トです。

●内容量：
長崎かすてら（カット）4個、黒ごまど
ら焼き4個

長崎 47A-240品番

常 温

熊本 47A-444品番

冷 蔵

［製造地］山口県［製造地］香川県

沖縄県産の豚肉「あぐー」を食べ
やすいようにカットして、焼肉用
のたれで味付けしました。肉の
旨味が感じられる味わいです。
レタスなどで包んで、薬味と一緒
に食べるのがおすすめです。

●内容量：
110g×5個

冷 凍 冷 凍

さつま揚げ詰合せ

●内容量：
にら天・紅しょうが天 各3個入×1袋、
いわし棒天・上棒天 各4個入×1袋
/計14個

●内容量：
280g（もも肉220g・たれ60g）

宮崎 鹿児島 沖縄47A-445品番

47A-646品番

47A-347品番宮崎県産合挽き肉の
チーズ入り生ハンバーグ あぐー豚 焼肉（味付）

「杉谷本舗」長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰合せ

鹿児島みやげで定番のさつま揚
げ。弾力がでるまで石臼で練り
あげた魚のすり身で作った、風
味の違う4種類を詰合せました。

「博多華味鳥」手羽元カレー

常 温

宮崎県産黒毛和牛と宮崎県産豚
をバランス良く使用した、チーズ
入り生ハンバーグです。ふっくらと
してジューシーなハンバーグと、
とろりと溶けたチーズとの相性
は抜群です。

高知県産生姜の千切りを、小豆島
で作られた本醸造醤油と枕崎産
のかつお節で炊き込みごはんの
素に仕上げました。素朴な味付
けに生姜の風味がよく合います。

［製造地］愛媛県

お申込期間 2月10日まで お届け期間 2月上旬～2月下旬

●内容量：
〈乾麺〉70g×10食（とんこつスー
プ・調味油付）

麺は熊本県産の小麦粉を使用し
た熟成乾燥麺。じっくりと煮込ん
だ豚骨スープにマー油（調味油）
が利いた本格派です。

熟成乾燥 熊本ラーメン
（くまモンパッケージ）

［製麺地］秋田県

［製造地］宮崎県
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選べる
グルメカタログ

都道
府県

手打式 伊勢うどん

南高梅 はちみつ梅

琵琶湖で獲れたわかさぎをから
揚げ用に粉付けして急速凍結し
ました。凍ったままカラッと揚げ
て、おかずの一品として、お酒の
おつまみとしてお召し上がりく
ださい。

●内容量：
わかさぎ（加熱用・衣付き）150g×
2袋

果肉が厚くて柔らかい紀州産南
高梅を、国産はちみつでまろや
かな味わいに仕上げた農園自
慢の梅干です。口当たりもマイ
ルドなので、白いご飯はもちろ
ん、お酒の肴にもピッタリです。

●内容量：
260g（塩分約7%）
※梅干の個数は写真と異なる場合
　があります。

大山そば
鳥取県 大山町名物の大山そば
をお届けします。そばの実は地
元で収穫した玄そばを使用し、
小麦粉と塩を加えて丁寧に練り
上げました。　　　　　　　　
　　　　　　　　
●内容量：
〈乾麺〉90g×8袋、つゆ8袋

出雲そば
島根県の出雲地方で食べられ
る郷土料理の出雲そばは、そば
の実を石臼で皮ごと挽いた色
の濃い麺が特長です。

●内容量：
〈生麺〉200g×3袋

●内容量：
〈ゆで麺〉250g×2食入×3袋/計6
食（たれ付）

桃太郎カレーセット

●内容量：
ビーフカレー（甘口）180g×2食、
ビーフカレー（中辛）200g×2食/
計4食（レトルトパウチ）

尾道ラーメン「満麺亭」

●内容量：
〈乾麺〉70g×2食入×4箱/計8食
（醤油スープ付）

●内容量：
300g×4袋

お伊勢参りで訪れる参拝客にも
人気の伊勢うどんは、もちもち
の柔らかい極太麺に、たまり醤
油に出汁を加えた濃いめのタレ
をかけて食べるのが特長です。

昭和17年創業の「割烹旅館 寿美
礼（すみれ）」で愛される味を再
現。ふくちり鍋のようにじっくり
煮込んだ旨味たっぷりのスープ
で作る雑炊は格別です。

中部地方

近畿地方

中国地方

三重 滋賀 京都

和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口

フレンチの鉄人としても名高い
坂井宏行シェフ監修のチョコ
レートブラウニー。フランス産
チョコレートを100％使用した、
贅沢な大人の味わいをお楽しみ
ください。

●内容量：
1個

東京 47A-318品番

●内容量：
200g×3食（レトルトパウチ）

横浜にあるイタリアンレストラ
ンのオーナーシェフであるマル
コ・パオロ・モリナーリが監修し
た、野菜の旨味とトマトの酸味
がバランスの良い仕上がりのカ
レーです。

神奈川 47A-220品番

名古屋名物のきしめんは、薄め
に平打ちした幅広麺が特長で
す。温かいめんつゆはもちろん、
カレーをかけたり、味噌煮込み
にしたりとお好みでお召し上が
りください。

手延べきしめん

●内容量：
〈乾麺〉200g×4袋/計8食

愛知 47A-122品番

47A-425品番

47A-
品番

●内容量：
〈乾麺〉５０ｇ×１3束

四季のはっきりした三輪の自然・
風土をいかして作られた三輪素
麺は、口当たりなめらかにしてコ
シが強く、ゆでた後ものびにくい
のが特長の素麺です。

奈良 47A-128品番

47A-031品番

47A-132品番

47A-133品番

47A-234品番

47A-035品番

47A-224品番

47A-130品番

※カタログの写真はイメージです。内容量に記載されていない食器や食材は含まれておりません。 ※商品の仕様・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。 ※印刷物のため実物とは色合いが異なる場合があります。

●内容量：
1個（直径13cm）

526

常 温

常 温

常 温

常 温

常 温

常 温 常 温 常 温常 温 常 温

京割烹店「祇園さゝ木」が監修
した、宇治抹茶の香り豊かなバウ
ムクーヘンをお届けします。高温
で焼き上げることで表面はサ
クッと、中はしっとりとした食感
をお楽しみいただけます。

割烹旅館「寿美礼」監修
ふく雑炊スープ

新潟県産 こしひかり

●内容量：
2kg

日本を代表するブランド米「新
潟県産こしひかり」。米どころ新
潟県の豊かな自然環境で育ま
れました。粘り、つや、香りが優れ
たお米です。

新潟 47A-011品番

常 温

独特の強いコシと粘り、餅のよ
うな食感と風味。麺そのものが
持つ旨味が自慢のうどんです。
冬は温かく、夏は冷たくして一
年中ご賞味いただけます。

氷見うどん

●内容量：
〈乾麺〉細めん200g×3袋

富山 47A-008品番

常 温

石川
金沢駅前のおでん屋の味をイ
メージした電子レンジ調理用
カップ入りおでんです。くるま麩
を含む4種類の具材と、隠し味に
能登の魚醤「いかいしる」を使っ
ただしを合わせました。

●内容量：
200g（くるま麩・ちくわ・大根・しら
たき・だしつゆ）×5個

石川 47A-210品番

常 温

金沢駅前おでん

●内容量：
ガトーショコラ・チーズケーキ各5個
/計10個

岐阜 47A-123品番

日本有数のお茶処静岡県で生
産され、蒸し時間を長めにした
深蒸し製法が特長の静岡茶。濃
い緑の水色、とろりとした甘い口
当たりをお楽しみください。

静岡銘茶

●内容量：
煎茶80g×3袋

静岡 47A-121品番

常 温

“二度づけ禁止”で有名な、大
阪・新世界「串かつだるま」の名
物ソースを牛すじカレーに加え
ました。コクと深みのある味わ
いをお楽しみください。

●内容量：
200g×3食（レトルトパウチ）

「祇園さゝ 木」
抹茶バウムクーヘン 大阪 47A-129品番

常 温

神戸で牛を極めた匠が営む創作
焼肉店のオリジナルカレーです。
まろやかで舌触りが良く、とろけ
るような旨味が口いっぱいに広
がります。

●内容量：
200g×4食（レトルトパウチ）

神戸「牛乃匠」 ビーフカレー兵庫 47A-127品番

常 温

［製造地］大阪府

［製造地］大阪府

［製麺地］岡山県

［製麺地］秋田県

［製造地］千葉県

［製麺地］鳥取県

「串かつだるま」二度づけ禁止
串かつソースカレー

北海道
熱湯を注ぐだけでできる粉末タ
イプのコーンスープとオニオン
スープ。ご家庭やオフィスでい
つでも手軽にお召し上がりいた
だけます。

青森 青森県産 サンふじりんご北海道 スープ詰合せ
全国でも有数のりんごの産地･青
森県で、太陽の光をいっぱいに浴
びて育てられたサンふじりんご。
瑞 し々くシャキシャキとした食感で
人気です。

●内容量：
1.5kg（6個）

福島
喜多方ラーメンの特長ともいえ
る平打ちちぢれ麺は、ツルツルと
してコシがあり醤油スープとの相
性が抜群です。蔵のまち“喜多方”
より本場の味をお届けします。

●内容量：
〈生麺〉120g×8食（醤油スープ付）

喜多方“生”ラーメン

北海道・東北地方

関東地方

47A-201品番

47A-302品番

山形
コシヒカリのような粘りの強さと、
ササニシキのようなあっさりとし
た食感が特長。くせが無く、冷め
ても食味が落ちにくいのでお弁
当やおにぎりにぴったりです。

●内容量：
2kg
※ご注文をお受けしてから精米して
　発送いたしますので、お届けまでに
　時間がかかる場合があります。

47A-005品番

47A-007品番

常 温 常 温

常 温 常 温

茨城
茨城県産のさつま芋を昔ながら
の直火釜炊きで、一釜一釜丁寧
に作りました。焼き芋にすること
が多い金時蜜芋と、鮮やかな色
の紫芋、定番のさつま芋の3種
セットです。

●内容量：
芋なっとう150g×2袋、紫芋なっと
う・金時蜜芋なっとう 各150g×1
袋/計4袋

47A-116品番

常 温

常 温

常 温

●内容量：
コーンスープ・オニオンスープ各4
袋入×1箱/計2箱×2セット

常 温

茨城県産 薩摩芋使用
お芋の甘なっとう詰合せ 窯出しチーズケーキ

「ヌベール」ガトーショコラ
＆チーズケーキ

神奈川「ラカーサディマルコ」
野菜ごろごろイタリアンカレー

「ラ・ロシェル」
大人の濃厚ブラウニー

わかさぎの唐揚げ

栃木

常 温

群馬

●内容量：
1.5kg

群馬県産コシヒカリ「雪ほたか」47A-314品番
埼玉

埼玉県草加市の名物で、昔なが
らの素朴な味で親しまれている
草加煎餅。堅焼きならではのパ
リッとした食感と、醤油の香ばし
い風味をお楽しみください。

●内容量：
16枚

草加煎餅47A-217品番

常 温

千葉 千葉県多古産 コシヒカリ47A-319品番

●内容量：
2kg

千葉県の北東部・九十九里浜に
程近い多古町で作られたコシヒ
カリです。もっちりとした粘りと甘
味があり、噛むほどにお米の旨
味が広がります。

常 温

～精米仕立て～ 山形県産 はえぬき

岩手
じゃじゃ麺は平たい麺にねぎや
きゅうりなどのトッピングを加え、
甘辛い味噌だれを絡めて食べ
る岩手県盛岡市のつゆなし麺
料理です。

岩手 盛岡じゃじゃ麺47A-204品番

●内容量：
〈半生麺〉120g・みそだれ45g 各2
食入×2袋/計4食

宮城
気仙沼産のふかひれを使用し
た「ふかひれスープ」です。電子
レンジで袋のまま温められるの
で、手軽にお召し上がりいただ
けます。

●内容量：
180g×3食

気仙沼産 ふかひれスープ47A-206品番
秋田

秋田県の南部、豊かな自然の恵
みをうける奥羽山脈の裾野でつ
くられている稲庭うどん。特長で
あるなめらかな舌ざわり、のど
ごしの良さとコシの強さをぜひ
ご賞味ください。

●内容量：
〈乾麺〉80g×6袋

秋田稲庭うどん47A-203品番

常 温

常 温

常 温

山梨の郷土料理ほうとう。味噌
仕立ての汁に、幅広の麺とかぼ
ちゃや季節の野菜を加えて煮込
むことで、麺から出るとろみが
加わり味に深みが増します。ア
ツアツをお召し上がりください。

ほうとうセット

●内容量：
〈半生麺〉220g×4袋、みそ80g×
4袋

山梨 47A-213品番
福井県産 いちほまれ

●内容量：
2kg

福井 47A-209品番

常 温

「日本一（いち）美味しい、誉れ
（ほまれ）高きお米」となってほ
しいという思いが込められた
「いちほまれ」。口に広がる優し
い甘さが特長です。

信州そば

●内容量：
〈乾麺〉50ｇ×24束

細く長く伸びる事から縁起物と
して食されてきた蕎麦。風味豊
かな味わいと、つるりとしたの
どごしをお楽しみください。

長野 47A-012品番

常 温

［製麺地］岩手県奥州市

広島県福山市にある「満麺亭」
は、“笑顔になれる、おいしいらー
めん”で人気のお店。濃厚でコク
のある醤油スープと平打ち麺の
絶妙な味わいをご家庭でどうぞ。

手延べ三輪素麺

栃木県宇都宮市にあるスイーツ
ショップの、口当たりなめらかで
チーズの香り広がるベイクドタ
イプのチーズケーキです。しっと
り感を出すために湯せん焼きで
仕上げています。

●内容量：
1個（直径17cm）

47A-515品番

常 温

常 温

冷 凍

ブライダル用の焼き菓子が華や
かで美味しいと定評のある「ヌ
ベール」より、食べやすく個包装
されたベイクドタイプのチーズ
ケーキと、濃厚なガトーショコラ
をお届けします。

［製造地］大阪府

［製造地］千葉県

岡山県産の桃ピューレを隠し味
に使用したビーフカレー2種セッ
トです。意外な組み合わせに思
えますが、やさしい甘さが加わる
事で食べやすく仕上がりました。

お申込期間 12月10日まで お届け期間 11月下旬～12月下旬

群馬県・川場村産コシヒカリ「雪
ほたか」。武尊山（ほたかやま）か
ら沸き出る清らかな雪解け水と
昼夜の寒暖差がうまい米を育み
ました。噛むほどに広がる甘みを
ご賞味ください。

※商品の特性上、日持ちのしない商品
　です。あらかじめご了承ください。


