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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×25束

愛媛県産 伊予柑

●内容量：
1.5kg（5～9個）

［製造地］山口県

大分県産 どんこ椎茸
寒い時期にじっくりと育ち、傘が
開きはじめるころ採取した「どん
こ椎茸」を乾燥させました。香り
と歯ごたえをお楽しみください。

●内容量：
90g

海苔が最も香り高く美味しい焼
きたてを召し上がっていただき
たいので、ご注文を受けてから
焼き上げてお届けします。

しょうがごはんの素

●内容量：
205g（2合用）×5袋（レトルトパウ
チ）

［製造地］香川県

●内容量：
長崎かすてら（カット）6個、黒ごまど
ら焼き6個

焼きたて有明海苔

●内容量：
全形10枚×3袋

●内容量：
110g×8個

冷 凍

さつま揚げ詰合せ

●内容量：
特上揚・れんこん天　各2個入×1袋、
ごぼう天・にら天・紅しょうが天 各3
個入×1袋、いわし棒天・上棒天・あ
おさちぎり蒲鉾 各4個入×1袋/計
25個

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8種類を詰合せました。

九州・沖縄地方

四国地方
香川 愛媛

大分

高知

長崎

佐賀

宮崎 鹿児島 沖縄

47B-238品番

47B-339品番

47B-140品番

47B-141品番

47B-143品番

47B-036品番

無着色辛子明太子
たらこ本来のプチプチとはじけ
るような食感と旨味をいかして
調味した無着色辛子明太子。程
よい辛さでパスタやサラダなど
にもおすすめです。

●内容量：
240g
※明太子の本数は写真と異なる場合
　があります。

福岡 47B-342品番

47B-345品番

47B-846品番

47B-547品番

常 温

常 温

御膳味噌
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。
お味噌汁や煮物など様々な料理
でお召し上がりいただけます。

●内容量：
500g×4個/計2kg

徳島 47B-037品番

常 温 常 温

熊本 47B-544品番

常 温

宮崎県産合挽き肉の
チーズ入り生ハンバーグ

「杉谷本舗」長崎かすてらと
黒ごまどら焼き詰合せ

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。

冷 凍

●内容量：
280g（もも肉220g・たれ60g）×2袋

あぐー豚 焼肉（味付）
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。

冷 凍

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×15食（とんこつスー
プ・調味油付）

常 温

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

冷 蔵

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。

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。

常 温

選べる
グルメカタログ

都道
府県

2209K-7000⑭

【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） 

個人情報の取扱いに
関する苦情・相談窓口
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47B

　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。
「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

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

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。

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…

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

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。

［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。

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。

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。

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
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さくらポークしゃぶしゃぶ肉
焼津の鰹節や北海道産利尻昆
布など5つの素材を使用して仕
上げた家庭用の本格だしパック
です。風味豊かな万能だしなの
で、中身を出して調味料としても
お使いいただけます。

●内容量：
8g×10パック入×3袋

紀州産の柔らかい梅にこだわっ
た、紫蘇（しそ）の香りと爽やか
な味わいが魅力のしそ梅です。職
人の思いが一粒一粒に込められ
ています。

●内容量：
400g（梅370g、しそ30g/塩分約
8%）
※梅干の個数は写真と異なる場合
　があります。

大山そば

●内容量：
〈生麺〉200g（100g×2食）×4袋
/計8食（つゆ付）

山陰沖 干物詰合せ
山陰沖で獲れた魚にこだわった
干物の詰合せです。小ぶりながら
旨味の詰まったのどくろ丸干し
や連子鯛開き干しなど、それぞ
れの魚の美味しさをご賞味くだ
さい。

●内容量：
にぎす丸干し5尾、あじみりん干し4
尾、のどくろ（アカムツ）丸干し3尾、
あじ（マアジ）開き干し・えてかれい干
し 各2尾、連子鯛開き干し1尾

冷 凍

●内容量：
200g×6食（レトルトパウチ）

●内容量：
もも肉400g

冷 凍

冷 凍

手延べ三輪素麺

●内容量：
〈乾麺〉50g×21束

岡山白桃シャーベットゼリー

●内容量：
80g×9個

●内容量：
〈乾麺〉70g×2食入×6箱/計12
食（醤油スープ付）

尾道ラーメン「満麺亭」

ほうとうセット（ゆで野菜付）

植物性の飼料を与えて愛情を
込めて肥育した、さくらポークの
しゃぶしゃぶ用もも肉をお届け
します。さくら色のきめ細やか
な肉質をご賞味ください。

岡山県産の白桃をシロップ漬け
にして熟成させた後、ていねい
に裏ごしした口あたりなめらか
なゼリーです。そのままでも、凍
らせてシャーベットにしてもお召
し上がりいただけます。

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。

国産の牛すじを、濃厚でコクの
ある豆味噌でじっくりと煮込ん
だ牛すじどて煮をお届けしま
す。温めるだけですぐに食べら
れます。

●内容量：
〈生麺〉200g、みそ50g、ゆでカット野
菜150g（南瓜・ジャガイモ・人参・ゴボ
ウ）/2人前×3袋

静岡銘茶

●内容量：
上煎茶140g×2缶

牛すじ どて煮

●内容量：
150ｇ×4袋

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

兵庫 奈良

岡山 広島 山口

山梨 静岡 愛知47B-113品番

●内容量：
200g×5食（レトルトパウチ）

神奈川 47B-320品番

47B-021品番

47B-122品番

47B-426品番

47B-327品番

47B-228品番

47B-031品番

47B-532品番

47B-333品番

47B-334品番

47B-235品番

47B-124品番

47B-230品番

常 温

常 温

常 温常 温

常 温

常 温常 温

「新宿割烹中嶋」監修の、常温で
保管できる風味の違う3種類の
煮魚セットです。国産の魚を使い
骨までやわらかく煮付けたので、
お子様からお年寄りまで美味し
くお召し上がりいただけます。

●内容量：
さばの味噌煮4切、いわしの赤味
噌煮・あじの生姜煮 各2尾

東京 47B-518品番

常 温

岐阜 47B-223品番

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。

南高梅 うす塩味しそ梅干

「祇園さゝ 木」だし

●内容量：
140g（ハンバーグ90g・ソース50g）
×3個

大阪 47B-429品番

福井 47B-309品番
長野 「生冷凍」信州十割そば

国産のそば粉を100%使用した
生そばを、茹でずにそのまま冷
凍にしてお届けします。ご家庭
で本格的な十割そばとそば湯
がお楽しみいただけます。

●内容量：
〈生麺〉260g（130g×2食）×3袋
/計6食

冷 凍

47B-012品番

新潟 47B-211品番

●内容量：
3kg

新潟県のお米の三大産地であ
る岩船産の、粘り・艶・旨味が三
拍子揃ったブランド「コシヒカ
リ」をお届けします。しっかりし
た歯ごたえが特長のお米です。

常 温

富山
「麺家いろは」監修の富山ブラッ
ク黒醤油ラーメンは、真っ黒な
スープでありながら、意外とあっ
さりとした味わいがクセになる
と人気です。

●内容量：
〈乾麺〉70g×2食（スープ付）×6箱
/計12食

「麺家いろは」
富山ブラック黒醤油ラーメン

常 温

石川

●内容量：
200g（くるま麩・ちくわ・大根・しら
たき・だしつゆ）×8個

47B-210品番特別栽培米
新潟県岩船産 コシヒカリ

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「新宿割烹中嶋」煮魚

［製麺地］秋田県

常 温

「リーガロイヤルホテル」
グリルビーフハンバーグ

北海道
北海道帯広市の食堂で、当時貴
重な豚肉を庶民が食べやすいよ
うにと考えられた豚丼。北海道産
の豚ロース肉を甘辛いたれに漬
けてありますので、焼いてご飯に
のせれば完成です。

●内容量：
160g（ロース肉120g・たれ40g）
×3袋

冷 凍

冷 凍

冷 凍

青森 青森県産 サンふじりんご

山形
数ある西洋梨の中でもラ・フラン
スはその豊かな香り、濃厚な甘
み、なめらかな舌触りが特長で
す。食べ頃になりましたら冷蔵庫
で冷やしてお召し上がりください。

●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×12食（醤油スープ
付）

帯広の味 豚丼

山形県産 ラ・フランス 喜多方“生”ラーメン 窯出しチーズケーキと
ガトーショコラ

北海道・東北地方

47B-101品番

47B-302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〉160g×5袋

秋田稲庭うどん47B-103品番
岩手

岩手の大自然の恵みを受けな
がら、大切に育てられた岩手県
産豚は、きめの細かい柔らかな
肉質が特長です。しゃぶしゃぶ
用にスライスしてお届けします。

●内容量：
もも肉200g×2/計400g

岩手県産豚 しゃぶしゃぶ肉47B-304品番

47B-205品番

47B-107品番

常 温

常 温

常 温

宮城
大豆と米の旨味がいきた、スッキ
リした味わいの仙台味噌です。食
感と香りをお楽しみいただける、
粒々感のある「あらごし」タイプ
に仕上げています。

●内容量：
500ｇ×4個/計2kg

仙台味噌47B-006品番

常 温

茨城 47B-316品番

常 温 常 温

つくば茜鶏鍋セット
筑波山の麓で、飼料にこだわり大
切に育てられたつくば茜鶏を鍋
用のセットにしました。切身とつく
ね、水餃子やうどんもセットに
なっています。季節の野菜など
を加えてお召し上がりください。

●内容量：
つくば茜鶏切身（もも肉・むね肉）
240g、鶏つくね6個、水餃子15g
×10個、うどん200g（ぽん酢付）

栃木 47B-415品番

常 温

群馬 47B-414品番

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。

草加煎餅

●内容量：
28枚

埼玉 47B-317品番

常 温

千葉県多古産 コシヒカリ

●内容量：
3.5kg

千葉 47B-419品番

常 温

関東地方

［製造地］兵庫県

［製造地］大阪府

［製造地］静岡県または岡山県

［製造地］千葉県

［製造地］大阪府

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。

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。

割烹旅館「寿美礼」監修
ふく雑炊スープ

●内容量：
300g×6袋

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。

常 温

冷 凍

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。

常 温

山梨県の郷土料理ほうとう。茹で
たカボチャや人参、ゴボウなどが
セットされているので、味噌仕立
ての汁で煮込むだけで手軽にお
召し上がりいただけます。

●内容量：
2kg（7～8個）

常 温

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。

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
プのチーズケーキと、チョコレー
トの濃厚な味わいが魅力のガ
トーショコラをお楽しみください。

●内容量：
ベイクドチーズケーキ1個（直径
17cm）、ガトーショコラ1個（直径
11.5cm）

福井県産 いちほまれ

●内容量：
3kg

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。

●内容量：
ガトーショコラ10個、チーズケーキ
5個/計15個

「ヌベール」ガトーショコラ
＆チーズケーキ

常 温

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。

「リーガロイヤルホテル（大阪）」
シェフ監修のハンバーグをお届
けします。柔らかい食感のビー
フハンバーグに、じっくり煮込ん
だデミグラスソースを合わせま
した。温めるだけでお召し上が
りいただけます。

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。

神戸「牛乃匠」 ビーフカレー

常 温

お申込期間 12月10日まで お届け期間 11月下旬～12月下旬

お申込期間 11月30日まで お届け期間 11月下旬～12月中旬

●内容量：
2.5kg

群馬県産コシヒカリ「雪ほたか」

常 温

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。

※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。

47B-208品番

［製麺地］秋田県

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。

金沢駅前おでん

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。

47B-325品番
わかさぎの唐揚げ

●内容量：
わかさぎ（加熱用・衣付き）150g×
4袋


