
松坂牛 すきやき肉
肩ロース肉・もも肉 各250g/計500g

ゆでずわいがに
３杯（計1.5kg）
※不漁やご注文時期によりお待ち頂く場合がございます。

宮崎牛 希少部位 焼肉セット
サーロイン・ロース・三角バラ・イチボ・ランプ・
友三角 各50g/計300g（ヒマラヤ岩塩付） ゆでずわいがに1杯（500g）、

いくら醤油漬け40g×2

九州産黒豚バラエティーセット
［餃子］20g×10個入り×3パック/計30個 ［生姜焼
き丼の具］100g（肩ロース肉80g・たれ20g）×3袋
[甘味噌漬け]100g(もも肉80g・たれ20g)×3袋

宮崎牛と九州産黒豚
角切りステーキ食べくらべ

「祇園さゝ 木」 西京漬け
銀鮭70g×6切、銀だら70g×3切/計9切

紅鮭のヒマラヤ岩塩漬けと
いくら醤油漬け
紅鮭のヒマラヤ岩塩漬け70g×7切、
いくら醤油漬け50g×１個

南高梅 梅干セット
はちみつ梅550g（塩分約7%）、うす塩味しそ
梅干し400g（梅370g、しそ30g/塩分約8%）

ゆでずわいがにと
いくら醤油漬け

ローストビーフと牛生ハム
オーストラリア産牛ローストビーフ250g（ソース付き）、
国産黒毛和牛生ハム40g×7袋

米沢牛 焼肉
もも肉・ばら肉 各200g／計400g（焼肉のたれ付き）

九州産 うなぎの蒲焼
長焼き2尾／計380g（たれ・山椒付き）

ポイントを貯めてギフトに交換！

快適 空の旅で行く

北海道旅行
または

沖縄旅行

※往復航空券、ご宿泊、朝食付きのプランになります。
　空港からホテルまでの交通費は含まれておりません。
※2、3、7、8月およびGW、年末年始、一部週末はご利用できません。
※日程変更、グレードアップ等はお客様のご負担となります。
　追加料金でカスタマイズも可能ですので直接専用窓口にお問い
　合わせください。
※ご不明な点は、右記の専用窓口にてお問い合わせください。
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ゆったり 癒し空間
日帰り温泉プラン

北海道・沖縄旅行、日帰り温泉プランの、
申し込み後のお問い合わせは

※交通費は含まれておりません。※施設利用（昼食付き）プランになります。※上記の施設から一つお選びいただけます。※ご利用除外日が
ございます。※ご宿泊または施設ご利用日の変更はお客様のご負担となります。※ご不明な点は下記専用窓口にてお問い合わせください。

※　　　　   をご利用のお客様に限ります。

【ペア 昼食付き】

以下の８箇所からお選びいただけます。

福　島 陽日の郷 あづま館3
栃　木 鬼怒川温泉ホテル4
神奈川 箱根 パークス吉野5

新　潟 大観荘 せなみの湯2

愛　知 天空海遊の宿 末広6
京　都 橋立ベイホテル

TEL.0463-23-5166

広　島 グランドプリンスホテル広島
7
8

北海道

京 都六本木

祝いの宿 登別グランドホテル1

03

全63商品

温泉とお食事で、
日常から離れた「癒やしの時間」を
ご満喫ください。
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NYで絶大なる人気を誇るステーキハウスが日本上陸
BENJAMIN STEAK HOUSE02
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PREMIUM GIFT ご利用

規　約

■プレミアムギフトのお申し込みはWEBのみで承ります。
■ギフトは交換されるお客様ご本人にのみ郵送でお届けいたします。
■予告なく商品の内容を変更する場合がございます。
■本カタログは定期的に刷新されます。

専用窓口

スペシャルコースご招待1組（２名様） スペシャルコースご招待1組（２名様） 
（ウェルカムシャンパン付）（ウェルカムシャンパン付）

BENJAMIN STEAKHOUSEは、個室と熟成庫を完備。
米国農務省認定 熟成プライムビーフを楽しめるコースをご用意いたしました。
これまでニューヨークでしか提供できなかった「忘れられない至福の体験」を、
是非六本木・京都でお楽しみください。

BENJAMIN STEAKHOUSEは、個室と熟成庫を完備。
米国農務省認定 熟成プライムビーフを楽しめるコースをご用意いたしました。
これまでニューヨークでしか提供できなかった「忘れられない至福の体験」を、
是非六本木・京都でお楽しみください。

◆別途お飲物の代金は頂戴しております。
◆ご予約状況によりご希望の日時に添えない場合がございます。
◆別途お飲物の代金は頂戴しております。
◆ご予約状況によりご希望の日時に添えない場合がございます。

フォームよりお申込み後、ご招待券をお送りします。
ご希望の店舗にお電話をして頂き、招待券利用の
旨を伝え、ご予約をお願いいたします。

フォームよりお申込み後、ご招待券をお送りします。
ご希望の店舗にお電話をして頂き、招待券利用の
旨を伝え、ご予約をお願いいたします。

【2021年10月改編】

[宮崎牛角切り]もも肉300g、[九州産黒豚角切り]
ばら肉・かた肉 各150g/計300g(各種ヒマラヤ岩塩付)



黒毛和牛・紅鮭・ホタテ＆わかめの包み蒸し

国産ふくちりセット
ふくちり360g（シロサバフグ切身160g、
トラフグアラ200g）、つみれ80g、白子豆
腐130g、醤油・もみじおろし 各3袋

「祇園さゝ 木」牛すき煮丼
190g×5食

無着色辛子明太子
400g

ゆでずわいがに
1杯(500g）
※不漁やご注文時期により
  お待ち頂く場合がございます。

九州産黒豚 角切りステーキ
ばら肉・かた肉 各150g/計300g
（ヒマラヤ岩塩付き）

北海道 十勝牛しぐれ
90g×3瓶

信州十割そばとわかさぎと
小海老の唐揚げ
［生麺］260g（130g×２食）×２袋／計４食、
わかさぎ唐揚げ・小海老唐揚げ（加熱用・衣付き）各150g

九州産黒豚甘味噌漬け
100g（もも肉80g・たれ20g）×４袋

2種のカレーセット
ビーフカレー（中辛口）・ベジタブルポークカレー（甘口）
各200g×４食/計8食（レトルトパウチ）

宮崎牛 角切りステーキ
もも肉240g(ヒマラヤ岩塩付)

喜多方“生”ラーメン
［生麺］120g×10食（醤油味スープ付き）

さつま揚げ詰め合せ
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

黒豚 餃子と甘味噌漬け
［餃子］20g×10個入×2パック/計20個
［甘味噌漬け］100g(もも肉80g,たれ20g）×4袋

つくば茜鶏鍋セット
つくば茜鶏切身(もも肉・むね肉)240g・
鶏つくね6個 各２袋、水餃子１５g×10個、
うどん200g×２玉、白ぽん酢150ml×２本

黒豚餃子
20g×10個入×4パック/計40個

国産ポーク焼肉（味付）
100g×4袋

北海道産 片貝ホタテ
7枚

南高梅 はちみつ梅
550g（塩分約7%）

島原手延べそうめん（長期熟成）
［乾麺］50g×20束

国産ポーク生ハンバーグ
100g×2個×4袋/計8個

牛すじ どて煮
150g×４袋

静岡銘茶
上煎茶 140g×2缶

ビールに合うソーセージ
プレーン・ガーリック各90g×2袋、
ハーブ90g×1袋/計5袋

紅鮭のヒマラヤ岩塩漬け
70g×5切

有明産 海苔
全形7枚×4袋

新潟 和惣菜セット
のっぺ150g×2袋、竹の子と鶏肉のきんぴら・
切昆布煮・ずいき炒め煮・もつ煮 各150g×１袋

北海道産コーンたっぷりコロッケ
40g×3個入り×6袋/計18個
※写真はコロッケ活用イメージです。

「ヌベール」焼き菓子セット
マドレーヌ6個（プレーン・メロン・イチゴ各
2個）、フィナンシェ・オレンジケーキ各２個

秋田稲庭うどん
［乾麺］180g×5袋

有機珈琲
ドリップバッグ10g×12袋

諸国ラーメンセット
［乾麺］北海道函館（塩味）・仙台（味噌味）・喜多方（醤油味）
岐阜高山（醤油味）・博多（とんこつ味）各2食/計10食

北海道産牛サーロインたれ仕込み
130g（たれ30g入り）×3袋

すぐれ屋のハム２種セット
銀だら・銀鮭 各70g×3切/計6切

銘柄牛ステーキ食べくらべ
松坂牛もも肉・宮崎牛もも肉・くまもと
あか牛もも肉 各80g（ヒラマヤ岩塩付）

宮崎県産黒毛和牛生ハンバーグと
国産合挽き生ハンバーグ
宮崎県産黒毛和牛生ハンバーグ100g×3個、
国産合挽き生ハンバーグ100g×2個入×3袋/計9個

黒毛和牛すき焼き風包み蒸し135g個×2個、
紅鮭切身包み蒸し135g×2個、ホタテ＆わかめ包み
蒸し155g×2個/計6個

九州産黒豚生姜焼き丼の具
100g（肩ロース肉80g・たれ20g）×４袋

山陰沖 干物詰め合わせ
のどくろ(アカムツ)丸干し6尾、にぎす丸干し5尾、
のどくろ（アカムツ）開き味噌漬・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

宮崎牛 角切りステーキ
もも肉300g（ヒマラヤ岩塩付き）優（特上煎茶）140g×2缶

数の子松前漬け
100g×7袋

国産ポーク焼肉（味付）と
ソーセージセット
［国産ポーク焼肉］100g×4袋、［ソーセージ］プレーン
・ガーリック 各90g×2袋、ハーブ90g×1袋/計5袋

黒毛和牛と黒豚のすきやき肉
[黒毛和牛]ばら肉 200g
[黒豚]ロース肉・もも肉 各100g/計200g

静岡銘茶

「祇園さゝ 木」西京漬け

芋なっとう・金時蜜芋なっとう 各150g×
3袋、紫芋なっとう150g×2袋/計8袋

茨城県産 薩摩芋使用
お芋の甘なっとう詰め合わせ

五三焼かすてら580g×1本、長崎カス
テラ（カット）5個、黒ごまどら焼き5個

「杉谷本舗」
五三焼かすてら詰合せ ホワイトロースハム380g、

ペッパーボンレスハム280g 山形県産はえぬき３kg、山形県産コシヒ
カリ3kg

ご注文をお受けしてから精米して発送しますので、
お届けまでに時間がかかる場合があります。

～精米仕立て～
山形県産はえぬきとコシヒカリ
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「新宿割烹中嶋」3種のお吸い物
甘えび・真ふぐ・舞たけ 各4個/計12個


