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※「ナショナル麻布オリジナルギフト」には輸入商品が含まれるため入荷の状況により、商品が差し替えになる場合があります。
※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。

ナショナル麻布が自信を持ってお勧めするギフトセット。
こだわりの厳選食材をお届けいたします。

ナショナル麻布が誇るイタリア食材のなかから、
厳選した逸品を詰合わせたイタリアンギフトです。
ご家庭で本格イタリアンをお楽しみください。

SELECTION

［内容］ 
●  サルトス EXVオリーブオイル 250ml    ●  イタリア シチリア島産岩塩
●  マッシャレッリ スパゲッティーニ   ●  ギアバジルペースト
●  ペッピーノ爺さんのアンチョビフィレ    ●  MUTTI トマトペースト
●  モンテベッロ フンギポルチーニ

5,900円商品コード  18S-0102

ナショナル麻布セレクション
イタリアングルメセット B

常温便 送料込み

［内容］ 
●  サルトス EXVオリーブオイル 250ml
●  イタリア シチリア島産岩塩
●  マッシャレッリ スパゲッティーニ
●  ギアバジルペースト

4,400円商品コード  18S-0101

ナショナル麻布セレクション
イタリアングルメセット A

常温便 送料込み



●  佐賀牛 肩肉 約700g（4人前）
●  すき焼き用割り下

高級和牛「佐賀牛」
すき焼き用

12,000円
商品コード  18S-0201

●  佐賀牛 サーロイン　 約800g
●  塩•胡椒

高級和牛「佐賀牛」
サーロインステーキ詰合せ

22,000円
●  佐賀牛 焼肉用肉 
   約600g

高級和牛「佐賀牛」
焼肉用詰合せ

12,000円
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4,400円商品コード  18S-0206

※「ナショナル麻布オリジナルギフト」には輸入商品が含まれるため入荷の状況により、商品が差し替えになる場合があります。
※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。

ナショナル麻布セレクション
すぐに楽しめるワインのお供ギフト

ナショナル麻布
セレクション

オリジナル
白ワイン・
スパークリング
ワインギフト

ナショナル麻布
セレクション

オリジナル
白ワイン・
スパークリング
ワインギフト

5,000円
 ●  ナショナル麻布
   ソーヴィニヨン
   ブラン
   2016
 ●  デ・ボルトリ
   750ml    　　各1本

夏にぴったりの
スパークリングワインと
ナショナル麻布オリジナル
白ワインのセット。

5,100円商品コード  18S-0205

ナショナル麻布セレクション
ワールドビールギフト
12本セット

［内容］ 
 ●  バドバー    ●  ビクトリアビター    ●  バスペールエール
 ●  クアーズ ライト    ●  モレッティ    ●  アロハビール
 ●  サミエルアダム ボストンラガー    ●  クローネンブルグ
 ●  ギネス スタウト    ●  ソル    ●  ビットブルガー 
 ●  ヒューガルデンホワイト

 ●  レイモンジョフルア カナッペパテ（サンドライトマト）
 ●  KOLUM ラトビア産燻製イワシ（スプラット）オイル漬
 ●  ラ・パンツァネーラ  ミニクロッカンティーニ・ローズマリー
 ●  オーガニックブラックオリーブ
 ●  クルスカーナ クラブパテ
　　　　　　　　　　　　　各1個

世界のビールを飲み比べ。
世界11ヵ国から、おすすめの
ビールを集めたギフトセットです。

手軽に楽しめる、ワインとの相性抜群の
食材をセレクトしました。

商品コード
18S-0204

商品コード  18S-0202 商品コード  18S-0203

「佐賀牛」は、佐賀県産黒毛和牛の最高ブランド。
柔らかい赤身の中にきめ細やかに風味ただよう

脂肪が入った見事な霜降り。
佐賀県特有の穏やかな気候と美味しい水、

澄み切った空気で育った最高級の味をご堪能下さい。

常温便 送料込み

常温便 送料込み

冷蔵便 送料込み

冷蔵便 送料込み

冷蔵便 送料込み

冷蔵便 送料込み



※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。

旬彩セット A

旨辛福セット
5,263円

［内容］ 純米        720ml 1本 
　　   　本醸造     720ml 2本

商品コード  18S-0309

いろどり福セット

5,220円
［内容］ 純米吟醸 300ml 2本 
　　   　純米酒     300ml 2本
　　   　本醸造     300ml 2本

商品コード  18S-0310

4,896円
［内容］ 純米吟醸 720ml 1本 
　　   　純米酒     720ml 1本

商品コード  18S-0307

旬彩セット B
6,084円

［内容］ 純米吟醸 720ml 1本 
　　   　純米酒     720ml 2本

商品コード  18S-0308

創業、元和元年。雪深い秋田湯沢、名水百選の地で伝承の古式を頑なに守り、 丹念に仕込み続けて四百年。 
寒造りにこだわる伝統の味を、 蔵元直送でお届けいたします。

秋田・湯沢 木村酒造
創業 元和元年（1615年）

秋田・湯沢 木村酒造
創業 元和元年（1615年）

良質な酒造好適米を、贅沢に磨き上げ醸した純米吟醸。
芳醇で飲み飽きしない辛口系の純米酒の飲み比べセットです。

純米吟醸から本醸造までの香味の違いをお楽しみいただける、
3種6本入りの飲み比べセットです。18S-0301

商品コード

純米大吟醸 福小町   ［桐箱入り］
● 1.8L

11,700円 18S-0302
商品コード

● 720ml

6,300円

最高級酒米の山田錦を40%に精米。ふくよかな香りの純米大吟醸。

18S-0303
商品コード

大吟醸 福小町   ［桐箱入り］
● 1.8L

11,182円 18S-0304
商品コード

● 720ml

6,300円

最高級酒米の山田錦を40%に精米。華やかな吟醸香で、数々の受賞歴。

18S-0305
商品コード

純米吟醸 福小町
● 1.8L

4,140円 18S-0306
商品コード

● 720ml

2,520円

香味のバランスが良好。フルーティーで滑らかな味わい。
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飲み飽きしない、辛口タイプの純米酒。
旨辛の調和のとれた、本醸造。酒通に嬉しい、
2種3本セットです。

常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み



たまご

昆布巻

かつお

海苔巻

チーズ

カレー

当店伝統の狸のかたちに焼き上げた、
一口煎餅です。柚子・ごま・ざらめ・抹茶・
海苔の５種類の風味を食べやすく一袋
に詰めています。
（一袋・８枚入）

麻布十番
たぬき煎餅

※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。

●写真は54包入です

他抜（たぬき）の名に思いを込めて、伝
統の技で一枚一枚ていねいに焼き上げ
た、正統派手焼き煎餅の逸品です。

商品コード  18S-0406

商品コード  18S-0407

お煎餅とチーズがあっさりとして、淡白で上品な味のハ
ーモニーを奏でます。軽い塩味の煎餅で、チーズ、チー
ズのり巻き・カレー・たまご・かつお・かつお昆布の
６種類の風味を詰め合わせています。

6,300円 ● 126枚入

チーズサンド
たぬ吉 
72枚入 / 126枚入

4,140円 ● 72枚入

● 賞味期限 / 60日

狸めぐり 
20包入

3,060円
● 賞味期限 / 60日

わらべ狸 22包入
4,140円

● 賞味期限 / 90日

商品コード  18S-0404
たぬき煎餅 25枚入

4,140円
● 賞味期限 / 90日

商品コード  18S-0405
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東京、 麻布十番「たぬき煎餅」。
創業1928年、 頑なに伝統の技を守り、素材を吟味して丁寧に
つくられたお煎餅です。手間をかけ丹念に焼き上げた老舗の
味わいをお届けいたします。

18S-0401
商品コード

34包入

4,140円
● 賞味期限 / 60日

18S-0402
商品コード

54包入

6,300円
● 賞味期限 / 60日

18S-0403
商品コード

常温便 送料込み

常温便 送料込み常温便 送料込み 常温便 送料込み

常温便 送料込み 常温便 送料込み



広尾で人気の高かったパティスリー「ラ・プレシューズ」※1の
オーナーパティシエ山川隆弘さんがオープンした
フランス菓子とパンのお店「ル・ミリュウ 鎌倉山」。
2017年5月より、山川隆弘さんから、所沢『エミール』、
千歳烏山『ユウササゲ（オープニングスタッフ・スーシェフ）』、
浜田山『ヴォワザン』など豊富な経験を持つ片桐甫さんが
引き継ぎシェフを務めています。
鎌倉山の緑を見おろす解放感あふれるカフェも、
2017年9月よりリニューアルオープンし、
ケーキやパンはもちろんマカロン、ショコラなど
種類を豊富に取り揃えています。
※1  広尾店は2013年閉店

［内容］
 ●  マドレーヌ    ●  フィナンシェ    ●  リーフパイ
 ●  シトロンサブレ    ●  ショコラ
各3個  計15個入り
● 賞味期限 / 出荷日より14日

商品コード  18S-0502

ル・ミリュウ鎌倉山 

焼き菓子詰合せ 15個入
4,658円

商品コード  18S-0503
● 5個入

ル・ミリュウ 鎌倉山 

マカロン

2,560円
［内容］ マカロン 5個
● 賞味期限 / 出荷日より7日

［内容］
 ●  マドレーヌ    ●  フィナンシェ    ●  くるみと黒糖クッキー
 ●  ケーク オ フリュイ　　　　　　各5個  計20個入り
● 賞味期限 / 出荷日より14日

商品コード  18S-0501

ル・ミリュウ鎌倉山 

焼き菓子詰合せ 20個入
6,084円

常温便 送料込み

常温便 送料込み

商品コード  18S-0504
プチケーキA

2,873円● 8個入

商品コード  18S-0505 3,650円● 12個入

［内容］ プチフロマージュ8 個 / 12個
● 賞味期限 / 出荷日より7日

冷蔵便 送料込み

商品コード  18S-0506
プチケーキB

3,046円● 8個入

商品コード  18S-0507 3,910円● 12個入

［内容］ プチフロマージュ4個 / 6個　パタートドゥース 4個 / 6個
● 賞味期限 / 出荷日より7日 冷蔵便 送料込み

商品コード  18S-0510
プチケーキD

3,002円● 8個入

商品コード  18S-0511 3,845円● 12個入

［内容］ プチフロマージュ4個 / 6個　パタートドゥース 2個 / 3個
　　  　モワルーショコラ 2個 / 3個
● 賞味期限 / 出荷日より7日 冷蔵便 送料込み

冷蔵便 送料込み

商品コード  18S-0508
プチケーキC

2,959円● 8個入

商品コード  18S-0509 3,780円● 12個入

［内容］ プチフロマージュ4個 / 6個　モワルーショコラ 4個 / 6個
● 賞味期限 / 出荷日より7日

冷蔵便 送料込み

※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。
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●写真はプチケーキD（8個入）です



ガレットプレーン、アールグレイ＆4種の赤い果実の紅茶、
ストロベリージャムがセットになりました。

商品コード  18S-0601

商品コード  18S-0603

パスタ＆パスタソースセット

4,900円
［内容］  ●  プレーンパスタ 250g×1箱
　　　   ●  トマトソースプロヴァンス 270g×1個
　　　   ●  トマトソースバジル 270g×1個

商品コード  18S-0605

紅茶＆ジャムセット

4,500円
［内容］  ●  ジャム（ブルーベリー）245g×1個
　　　   ●  紅茶（4種の赤い果実）125g×1個

プレーンパスタ1箱とトマトソースプロヴァンス、バジ
ルが各1瓶ずつのセットです。トマトソースを使ったレ
シピが封入されています。

商品コード  18S-0604

プチコフレ
ブルー

3,900円
［内容］ 
 ●  ガレット（プレーン）×18枚
 ●  ジャム（ストロベリー）42g×1個
 ●  紅茶（アールグレイ、4種の赤い果実）各25g

プティット・グルマンディーズ 4,400円
［内容］  ●  ガレット（プレーン、アールグレイ、塩バターキャラメル）各6枚 計18枚
　　　   ●  紅茶（ブレックファスト）25g×1個
　　　   ●  ジャム（ストロベリー）150g×1個

ガレット＆ティーバッグセット

4,400円

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
［内容］  ●  ガレット（プレーン）×36枚
　　　   ●  4種のティーバッグ
　　　 　  アールグレイ、ブレックファスト
　　　 　  アップル、メランジュ・フリュリ

各2袋 計8袋

※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。
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「ル・コルドン・ブルー」は、
パリ、ロンドン、東京をはじめ、
世界20カ国以上で
フランス料理/菓子/パンの
学校を展開し、その伝統と技術を
継承・指導しています。
1895年の創立以来、フランスの
料理芸術を伝える文化大使としても
高い評価を受けています。

商品コード
18S-0602

常温便 送料込み 常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み

人気のフランス・ブルターニュ地方の伝統的な焼き菓子ガレットとしっかりした
味わいでミルクティーにおすすめのブレックファスト紅茶。
さらにル・コルドン・ブルー初となる日本製造（信州産フルーツ使用）の
ジャムをセットにしました。



苦味や辛味がほとんどなく、
最もマイルドなくせのないオリーブオイル。

※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。

オリーブオイル
「オロ・デル・デシエルト」
3本セット

［内容］アルベキーナ
ピクアル
クパージュ
100ml×3  化粧箱付

商品コード  18S-0705

6,300円

オリーブオイル
「オロ・デル・デシエルト」
2本セット

［内容］ピクアル
クパージュ
250ml×2  化粧箱付

商品コード  18S-0706

7,900円

アルベキーナ

［内容］ 250ml  透明アクリル箱付

商品コード  18S-0701 4,400円

フルーティでこくのある深い味、苦味と辛味は中程度。

ピクアル 

［内容］ 250ml  透明アクリル箱付

商品コード  18S-0702 4,400円

程よい苦味とかすかにスパイシー、
スッキリとした後味。

クパージュ
ブレンドオイル
(アルベキーナ・オヒブランカ・ピクアル)

［内容］ 250ml  透明アクリル箱付

商品コード  18S-0703 4,400円

3年連続最優秀賞 受賞　
2018年特別オリーブオイルソムリエ賞受賞
品質にこだわり完全無農薬な立地で栽培されたオリーブの実は、
量産よりも風味を優先させるため、"伝統的な手摘み"で丁寧に収穫されています。
無傷のまま鮮度抜群な状態で、4時間以内に低温圧搾された、
世界でも稀有な酸度0.1％の新鮮なオーガニックのオリーブオイルです。

オリーブオイル 「オロ・デル・デシエルト」

「OLIVE JAPAN 2018 国際オリーブオイルコンテスト」は、日本で開催される国際規模のオリーブオイルコンテストです。
世界でも有数の国際オリーブオイルコンテストとして、主要生産地から選りすぐりのオリーブオイルが出品され、その品質を競いました。
この世界中のソムリエ達によって審査されたコンテストで「オロ・デル・デシエルト」が最優秀賞を3年連続（2015～2017）で受賞致しました。

常温便 送料込み

常温便 送料込み 常温便 送料込み

常温便 送料込み
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オリーブオイル
「オロ・デル・デシエルト」 2本セット オリジナル台付

［内容］

オリーブの木で出来たトレー付
オリジナルボックス付

アルベキーナ
ピクアル
250ml×2

商品コード  18S-0704 10,700円
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※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。

歴史と文化を誇る街横浜。その横浜に生まれ、
横浜に育ったキャラバンコーヒー。
1928年創業以来の変わらぬポリシーを
「横濱元町キャラバンコーヒー」シリーズで表現しました。

商品コード  18S-0801

ドリパックコーヒー

4,140円
［内容］
 ● ゴールデンキャメル
　　　　×2箱（10パック）
 ● 元町ブレンド
　　　　×2箱（10パック）
 ● ミカドヤブレンド
　　　　×2箱（10パック）

商品コード  18S-0802

レギュラーコーヒー

4,140円
［内容］
 ● ゴールデンキャメル×1缶（160g）
 ● 元町ブレンド×1缶（160g）
 ● ミカドヤブレンド×1缶（160g）

商品コード  18S-0803

プレミアムリキッドコーヒー
無糖2本セット

3,060円
［内容］
 ● カサブランカ×1本（900ml）
 ● マウントハーゲン×1本（900ml）

商品コード  18S-0805
有機コーヒー

3,924円
［内容］
 ● 有機コーヒー無糖×5本（1,000ml×5本）

商品コード  18S-0804

プレミアムリキッドコーヒー
&ゼリー

4,140円
［内容］
 ● カサブランカ×1本（900ml）
 ● マウントハーゲン×1本（900ml）
 ● カサブランカゼリー×3個（115g×3個）

常温便 送料込み 常温便 送料込み

常温便 送料込み

常温便 送料込み常温便 送料込み



※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。
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［内容］ 
ミルクチョコ&ナッツ×4個、ホワイトチョコ&ナッツ×3個（計7個）

ハワイで人気のチョコメーカー「ハワイアンホ
ースト」のマカデミアナッツチョコをイメージ
したアイスクリームです。陽気なハワイアンデ
ザートが、ご自宅でお楽しみいただけます。

商品コード  18S-0901

ハワイアンホースト

マカデミアナッツチョコアイス

5,400円4,320円
［内容］ 
バニラ・チョコレート各100ml×各5個、
抹茶・マンゴー各100ml×各4個（計18個）

商品コード  18S-0902

京都センチュリーホテル

アイスクリームギフト

素材の風味を引き立てる、フルーツシュガー
（果糖）を使った4種類のホテルアイスクリー
ムです。古都京都で1928年に開業の
歴史を持つ京都センチュリーホテル監修。

素材の風味を引き立てる、フルーツシュガー
（果糖）を使った4種類のホテルアイスクリー
ムです。古都京都で1928年に開業の
歴史を持つ京都センチュリーホテル監修。

［内容］ 
チョコプリンパフェ×6個
● 賞味期限 / 製造日より冷凍120日

濃厚なチョコレートとくるみのコンビネー
ションは、まさにTOP'Sの十八番！ファンも
うなる一品に仕上がりました。手作りチョ
コケーキで有名なTOP'S監修。

商品コード  18S-0903

トップス 

チョコプリンパフェ

4,100円

［内容］ 
・いちご＆ミルク・ダブルクリーム・抹茶ミルク＆十勝小豆・野いちご＆さくらんぼ
・ミルク＆ビターショコラ・ショコラ＆バナナ＆マカダミアナッツ・ブルーベリー＆カシス
・マンゴー＆瀬戸内レモン・いちごと3種のベリー・岡山白桃  各1個
● 賞味期限 / 製造日より冷凍1年

濃厚果肉ソース「コンフィチュール」や小豆やショコラ等10種類の素材としっ
とりクリームとの組み合わせを、ふんわりもちもちワッフル生地でサンドしまし
た。ワッフル専門店のバラエティ豊かなワッフルセットをお届けします。

商品コード  18S-0905

ワッフル・ワッフル 
10個バラエティセット

3,240円
3,456円

［内容］ 
ミニバウムクーヘン×16個

商品コード  18S-0906

五郎島金時

ミニバウムクーヘン

金沢市近郊で採れる五郎島金時いもを使用
し、ご家族みんなで楽しめるミニバウムを作
りました。五郎島金時のしっかりとした甘みと
やわらかなバウムの食感が特徴です。

［内容］ 
甘酒クリームチーズとゆず×4個、ティラミス×4個、みたらし胡桃×4個（計12個）

和と洋の素材をミックスした
創作もちアイス。

商品コード  18S-0904

MOCHIMOREギフトセット

4,500円

冷凍便 送料込み 冷凍便 送料込み

冷凍便 送料込み 冷凍便 送料込み

冷凍便 送料込み 常温便 送料込み
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3,238円
［内容］ 180ml×8本
● 賞味期限 / 製造日より1年

商品コード  18S-1006

伊藤農園

100%ピュアジュース

和歌山県産無添加ストレートジュース。味が濃
くのどごしスッキリ。みかん・きよみ・はっさく
はモンドセレクション最高金賞受賞。
世界が認めた味をぜひご賞味ください。

3,240円3,240円
［内容］ 
稲庭うどん270g×3袋、比内地鶏つゆ×9袋
● 賞味期限 / 出荷日より常温180日

商品コード  18S-1002

「工房六義庵」   秋田稲庭うどん
（比内地鶏つゆ付 木箱入り） 

豊かな自然の恵みをうける奥羽山脈の裾野で永きにわたり守り継がれてきた稲庭
うどんに、相性の良い比内地鶏からダシを取った醤油味のつゆをセットにしました。
稲庭うどんの特長である、なめらかな舌ざわりとコシの強さを
ぜひご賞味ください。

※料金はすべて税込です。  ※写真はイメージです。

［内容］ 
ボロニア140g、プレーン90g×2袋 、ハーブ・ガーリック 各90g
● 賞味期限 / 製造日より冷蔵30日

宮崎市内を流れる大淀川を眺め、美しい風景を楽しみながら食す、レストラ
ン「大淀河畔 みやちく」が監修した4種のソーセージセットをお届けします。

商品コード  18S-1001

宮崎「大淀河畔 みやちく」

ソーセージセット

3,240円

3,600円
［内容］ 100g×4本
● 賞味期限 / 製造日より1年

商品コード  18S-1004

やまぐち
フルーツビネガーセット

山口の老舗醸造メーカーが作る、山口産のみかん、梨、りんご、ブルーベリー
のフルーツビネガー。

［内容］ 
・くずきり×4・わらび餅×1個
● 賞味期限 / 製造日より常温75日

宇治抹茶100％わらび餅に、宇治石臼挽き抹茶の抹茶きなこ付き。京くずき
りは顆粒抹茶蜜を使用することで、清涼感あふれる新鮮挽きたて抹茶風味を
再現しました。

商品コード  18S-1005

京わらび餅＆
京くずきり茶彩果（憩い）

3,800円

3,800円
［内容］ パスタ×6袋、イカ墨ソース
● 賞味期限 / 出荷日より常温180日

商品コード  18S-1003

手延べパスタ・
バターソースセット

安心して口にできる面を追求した形がオーガニックの小麦を原料とした有機
JAS認定の麺です。農薬や化学調味料を使わない食べ物は体にやさしいの
はもちろん、大地にもやさしいエコな麺です。

常温便 送料込み 常温便 送料込み

常温便 送料込み 常温便 送料込み

冷蔵便 送料込み 常温便 送料込み




