
5

C202-709（大吟醸）
刈穂 大吟醸
大吟醸酒1.8ℓ

総重量 2.9kg	 4,800円（税込5,280円）

C204-709（TKJ-A）
高清水 純米1.8ℓ 2本セット
純米大吟醸、辛口純米 各1.8ℓ

総重量 6.4kg	 5,000円（税込5,500円）

C204-702（M-DZ）
高清水 大吟醸 しずく採り瑞兆
大吟醸しずく採り瑞兆720㎖

総重量 1.6kg	 5,000円（税込5,500円）

C204-706（TIR-B）
高清水 彩セット
生酛特別純米酒、大吟醸嘉兆、純米大吟醸  各720㎖

総重量 4.5kg	 5,000円（税込5,500円）

C204-701（L-DZ）
高清水 大吟醸 しずく採り瑞兆
大吟醸しずく採り瑞兆1.8ℓ

総重量 3.4kg	 10,000円（税込11,000円）

C203-701（SG-40）
太平山 彩月セット
生酛純米酒、純米大吟醸  各720㎖

総重量 2.9kg	 4,500円（税込4,950円）

C204-707（TMN-B）
高清水 まごころセット
辛口酒、大吟醸、純米酒 各720㎖

総重量 4.5kg	 3,000円（税込3,300円）

C202-712
刈穂 大吟醸のみくらべ
大吟醸、純米大吟醸  各720㎖

総重量 2.8kg	 5,200円（税込5,720円）

C203-718
一滴千両 大吟醸のみくらべ
一滴千両大吟醸、純米大吟醸  各720㎖

総重量 1.6kg	 5,900円（税込6,490円）

C203-712
秀よし 大吟醸 金瓢天馬空を駆ける
大吟醸720㎖

総重量 1.7kg	 7,800円（税込8,580円）
※二十歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています

お歳暮ギフト早期特別ご優待会
■2022年11月9日（水）～30日（水）  ■地階＝お歳暮ギフトセンター

対象
商品が55～1515%OFF%OFF

※％OFF表示は、お歳暮ギフトカタログおよび
お歳暮ギフトセンター、e.デパートでの通常
販売価格からの割引率です。

そごう・西武では、環境問題への取り組みの1つとして、日本百貨店協会が推進する「スマートラッピング」を実践しております。
「お歳暮ギフトセンター」におきましても簡易包装を推進いたしておりますので、お客さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。 ※掲載商品のお取り扱いについては数に限りがございます。お品切れの際はご容赦願います。 ※表示価格は本体価格に10％の消費税額を加えた「お
支払い総額（税込価格）」となっております。酒類を除いた飲食料品は、本体価格に8％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。ただし、レストラン、店内のテーブル、イス、カウンターでご飲食される場合は10％の消費税率となります。

営業のご案内  ■11・12月は休まず営業いたします  ■［通常］営業時間：午前10時～午後7時
※毎週金・土曜日は午後7時30分まで営業
※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。くわしくは西武秋田店のホームページをご確認ください。
西武秋田店  郵便番号010-8505 秋田市中通2丁目6番1号  電話018（832）5111大代表

［秋田市内配送料金］ 秋田市内は税込660円（3辺合計100cmまで）から、
保冷配送は税込935円（3辺合計100cmまで）からとなります。

クラブ・オン
会員限定

★：「お歳暮ギフト早期特別ご優待会」対象商品です：保冷便での配送となります保冷 ：配送料が含まれています
  ※離島の配送を除きます。

配送料
込み
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C203-703（天巧）
太平山 純米大吟醸 天巧
純米大吟醸1.8ℓ

総重量 3.2kg	 6,000円（税込6,600円）

C202-701（G-35）
雪の茅舎 大吟醸 花朝月夕
大吟醸酒1.8ℓ

総重量 3.6kg	 10,000円（税込11,000円）

C203-706
天寿 鳥海山Kセット
純米大吟醸鳥海山、清澄辛口本醸造鳥海山  各720㎖

総重量 2.7kg	 3,000円（税込3,300円）

C202-703（G-45）
雪の茅舎 大吟醸1.8ℓ
大吟醸1.8ℓ

総重量 3.3kg	 4,900円（税込5,390円）

C202-704
雪の茅舎 純米大吟醸1.8ℓ
純米大吟醸1.8ℓ

総重量 3.3kg	 7,000円（税込7,700円）

総重量 3.0kg	 3,300円（税込3,630円）

C201-706
飛良泉 酒のいづみ
山廃純米酒、山廃本仕込  各720㎖

C201-701（室町）
飛良泉 大吟醸 室町蔵
大吟醸1.8ℓ

総重量 3.2kg	 5,000円（税込5,500円）

C203-708
天寿 大吟醸 鳥海
大吟醸720㎖

総重量 1.5kg	 5,000円（税込5,500円）

C205-701
小坂七滝ワイナリー
赤ワインのみくらべセット
ワイングランド、小公子  各720㎖

総重量 2.9kg	 4,250円（税込4,675円）
※二十歳未満の方の飲酒は法律により禁じられています

C203-714
爛漫 純米大吟醸 美酒
純米大吟醸1.8ℓ

総重量 3.4kg	 5,000円（税込5,500円）

お歳暮ギフト早期特別ご優待会
■2022年11月9日（水）～30日（水）  ■地階＝お歳暮ギフトセンター

対象
商品が55～1515%OFF%OFF

※％OFF表示は、お歳暮ギフトカタログおよび
お歳暮ギフトセンター、e.デパートでの通常
販売価格からの割引率です。

そごう・西武では、環境問題への取り組みの1つとして、日本百貨店協会が推進する「スマートラッピング」を実践しております。
「お歳暮ギフトセンター」におきましても簡易包装を推進いたしておりますので、お客さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどのアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。 ※掲載商品のお取り扱いについては数に限りがございます。お品切れの際はご容赦願います。 ※表示価格は本体価格に10％の消費税額を加えた「お
支払い総額（税込価格）」となっております。酒類を除いた飲食料品は、本体価格に8％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。ただし、レストラン、店内のテーブル、イス、カウンターでご飲食される場合は10％の消費税率となります。

営業のご案内  ■11・12月は休まず営業いたします  ■［通常］営業時間：午前10時～午後7時
※毎週金・土曜日は午後7時30分まで営業
※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。くわしくは西武秋田店のホームページをご確認ください。
西武秋田店  郵便番号010-8505 秋田市中通2丁目6番1号  電話018（832）5111大代表

［秋田市内配送料金］ 秋田市内は税込660円（3辺合計100cmまで）から、
保冷配送は税込935円（3辺合計100cmまで）からとなります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。また、各種
催しやサービスの中止や延期、商品の入荷遅延や販売中止、価格変更が発生する場合がございます。あらか
じめご了承ください。
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	 5,400円（税込5,832円）

F208-706（HM-50）
無限堂 秋田の味「百味蔵」
タコのとんぶり梅肉和え、秋田牛と筍の旨煮、ぜんまい
ふるさと煮、いぶりがっこチーズ、甘えびの塩麹漬、かす
べ煮、比内地鶏味噌漬け炙り、ギバサ、はたはた寿し

〔賞味期限：冷凍60日〕
お届け期間：11月中旬～12月下旬

配送料
込み 冷凍 総重量 1.0kg	 5,000円（税込5,400円）

F208-705（HMR-50A）
無限堂 秋田県産吟醸漬詰合せ
さけ味噌漬け×4切、真たら味噌漬け×4切、ぶり味噌漬け×2切

〔賞味期限：冷凍60日〕

総重量 0.8kg	 3,800円（税込4,104円）

D233-702（切り700）
三浦米太郎商店 はたはた切寿し
はたはた切り寿司700g

〔賞味期限：冷蔵14日〕

保冷

	 4,250円（税込4,675円）

F206-703（SC）
秋田あくらビール 受賞BEER&ギフトセット
あきたこまちIPL×1、あきた吟醸ビール×1、なまはげIPA×1、
秋田美人のビール×2、古代米アンバー×1  各330㎖

配送料
込み 冷蔵

F206-702（K-45）
湖畔の杜ビール 全国酒類コンクール

「天涯」「天空」第1位特賞ビールセット
味わい天涯ビールR×3、味わい天空ビールR×3  各330㎖

	 5,110円（税込5,621円）配送料
込み 冷蔵

配送料
込み 冷蔵

F235-701（AMK1）
北限のとらふぐ刺身セット
天然とらふぐ刺身50g、自家製ぽん酢50g、天然とらふぐ皮
30g、天然とらふぐ身皮15g、薬味10g、とらふぐヒレ3g

〔消費期限：冷蔵4日〕
承り終了：12月16日（金）、お届け期間：12月28日（水）まで

	 8,400円（税込9,072円）

F233-705
レストラン ルセット ハンバーグギフト
ふんわり味噌デミグラスハンバーグ150g×2、
シャリアピンハンバーグ150g×２

〔賞味期限：冷凍180日 解凍後冷蔵7日〕

	 3,500円（税込3,780円）配送料
込み 冷凍

F237-704
牛玄亭 本格グルメセット
デミグラスソース煮込みハンバーグ230g×2、トマトソース煮
込みハンバーグ310g×2、特製ビーフシチュー200g×2

〔賞味期限：冷凍30日 解凍後冷蔵2日〕
牛肉：国内産黒毛和牛、豚肉：横手市産銘柄豚あっぷるとん

	 5,400円（税込5,832円）配送料
込み 冷凍

F209-704
あきた六次会
火
ぴるないどり

内鶏（比内地鶏）スモークと林檎のしずく
火内鶏（比内地鶏）燻製ロール×250g、火内鶏（比内地鶏）
のスモークレバー30g×3、きになる林檎のしずく120g

〔賞味期限：冷蔵30日〕

	 3,888円（税込4,199円）配送料
込み 冷蔵

初登場
F209-705
あきた六次会
火
ぴ る な い ど り

内鶏（比内地鶏）の鶏すきセット
火内鶏(比内地鶏)スライス130g×2、吉田きのこ工房の舞茸100g、長ネギ
スライス70g、火内鶏(比内地鶏)の鶏だんご7個入100g、鶏すきタレ360㎖

〔賞味期限：冷凍180日 解凍後冷蔵2日〕

	 4,000円（税込4,320円）配送料
込み 冷凍

初登場
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	 5,100円（税込5,508円）

F224-703（SB-20）
秋田県食肉流通公社
秋田牛のローストビーフセット
秋田牛ローストビーフ200g、ローストビーフソース20g×2

〔賞味期限：冷凍60日 解凍後冷蔵2日〕

配送料
込み 冷凍

	 4,500円（税込4,860円）

F224-701（SB-4）
高原ハム 比内地鶏味噌漬
比内地鶏味噌漬200g×2

〔賞味期限：冷凍60日 解凍後冷蔵2日〕

配送料
込み 冷凍 	 5,600円（税込6,048円）

F224-702（SB-5）
高原ハム ギフトセット
ウインナー、荒挽ウインナー、ピリ辛ウインナー 各110g、ボロ
ニア200g、比内地鶏ペッパースライス、比内地鶏炙り焼スラ
イス 各60g、ベーコンスライス、ロースハムスライス  各100g

〔賞味期限：冷蔵25日〕

配送料
込み 冷蔵

	 3,000円（税込3,240円）

F225-702（SD-33）
秋田 田園ハム ギフト
スモークソーセージ150g、ウインナー80g、荒挽ウインナー80g、
チョリソー80g、豚はらみくんせい60g

〔賞味期限：冷蔵40日〕

配送料
込み 冷蔵 	 4,000円（税込4,320円）

F225-704（SD-42）
秋田 田園ハム ギフト
煮豚250g、ウインナー80g、荒挽ウインナー80g、
ボロニアソーセージ200g、豚はらみくんせい60g

〔賞味期限：冷蔵40日〕
国産豚肉

配送料
込み 冷蔵 	 5,000円（税込5,400円）

F225-706（SD-51）
秋田 田園ハム ギフト
ロースハム250g、ウインナー80g、荒挽ウインナー80g、
煮豚250g

〔賞味期限：冷蔵40日〕
国産豚肉

配送料
込み 冷蔵

総重量 1.1kg	 4,800円（税込5,184円）

C233-705（はたはた三昧）
三浦米太郎商店 秋田はたはた三昧
ハタハタ飯の素（2合炊き）、炙りハタハタ麹漬け60g、
塩漬けハタハタの燻製20g、はたはたおいる漬け95g、
ハタハタの豆板醤米糀仕立て80g、ぶりこんふぃ105g

F214-703
土田牧場 ソーセージ・ヨーグルトセット
ジャージー＆ポークソーセージ約180g×1、やきやきポーク約370g
×1、ジャージーヨーグルト900㎖×1、生菌ヨーグルト900㎖×1

〔賞味期限：冷蔵14日〕

	 5,800円（税込6,264円）配送料
込み 冷蔵

F236-701
ポルミート うま～いけるセット
進化系サラミハンターソーセージBOX160g、ベーコンブロック
400g、ビアマイスター156g、ライムホワイト156g、フロマージュ
156g、いぶりがっこソーセージ175g  各１

〔賞味期限：冷蔵21日〕

	 5,000円（税込5,400円）配送料
込み 冷蔵

D209-701（SE1）
嶋田ハム おすすめセット
ドイツポークソーセージ240g、あらびき比内地鶏ソーセージ
120g、ボロニアソーセージ100g、熟成スモークロースハム70g、
熟成スモークベーコン80g  各１

〔賞味期限：冷蔵20日〕

総重量 0.7kg	 3,000円（税込3,240円）保冷

D209-702（SE2）
嶋田ハム 比内地鶏三昧セット
あらびき比内地鶏ソーセージ120g×2、スモーク秋田比
内地鶏56g×１、比内地鶏と豚肉のハンバーグステーキ
130g×4、比内地鶏カレー200g×2

〔賞味期限：冷蔵15日〕

総重量 1.5kg	 5,000円（税込5,400円）保冷

総重量 0.8kg	 3,300円（税込3,564円）

C235-704（AMK1）
秋田まるごと加工 秋田ふぐ詰め合わせセット
秋田ふぐオイル漬け（プレーン）75g、秋田ふぐオイル漬け（ゆ
ずこしょう七味）75g、秋田ふぐ白子ムース75g

初登場
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	 29,000円（税込31,320円）配送料
込み 冷凍

F237-701
牛玄亭 極み肉三段重 特製木箱入
一の重（すき焼き用）国内産黒毛和牛サーロイン60g×5、二の
重（焼肉用）国内産黒毛和牛希少部位4種80g×4、三の重（ス
テーキ用）国内産黒毛和牛サーロイン200g、国内産黒毛和牛
シャトーブリアン160g×2

〔賞味期限：冷凍30日 解凍後冷蔵2日〕

	 4,800円（税込5,184円）配送料
込み 冷凍

F237-702
牛玄亭 十豚ロース3種の味わいセット
自家製味噌豚ロース200g×2、国産生姜たっぷり豚ロース
200g×2、香味山椒オイル漬け豚ロース200g×2

〔賞味期限：冷凍30日 解凍後冷蔵2日〕
横手産銘柄豚「十豚」使用

配送料
込み 冷蔵

F228-701（ANW-100）
デイリーミート
秋田県産秋田錦牛肩すき焼き用詰合せ
秋田県産秋田錦牛肩すき焼き用600g、すき焼わりした369g

〔消費期限：冷蔵4日〕　産地：秋田県
お届け期間：11月中旬～12月下旬

	 10,000円（税込10,800円）

	 6,000円（税込6,480円）

F227-703（AYY-1）
かまくらミート
秋田由利牛肩ロースすき焼用
秋田由利牛肩ロース350g

〔消費期限：冷蔵5日〕　産地：秋田県

配送料
込み 冷蔵 	 7,900円（税込8,532円）

F227-711（AYG-１）
かまくらミート
秋田由利牛サーロインごちそうすき焼用
秋田由利牛サーロイン350g

〔消費期限：冷蔵5日〕　産地：秋田県

配送料
込み 冷蔵 	 10,000円（税込10,800円）

F228-705（AS-100）
デイリーミート 秋田県産秋田錦牛
サーロインステーキ詰合せ
秋田県産秋田錦牛サーロインステーキ150g×3

〔消費期限：冷蔵4日〕　産地：秋田県
お届け期間：11月中旬～12月下旬

配送料
込み 冷蔵

	 5,200円（税込5,616円）

F227-705（AYS-1）
かまくらミート
秋田由利牛モモしゃぶしゃぶ用
秋田由利牛モモしゃぶしゃぶ用350g

〔消費期限：冷蔵5日〕　産地：秋田県

配送料
込み 冷蔵

F207-707（HG-4S）
秋田味商 比内地鶏塩焼き詰合せ
味付け正肉（もも・むね）135g×2、味付けぼんじり135g、
味付け砂肝135g  鶏肉：秋田県産

〔賞味期限：冷凍120日 解凍後冷蔵2日〕

	 5,400円（税込5,832円）配送料
込み 冷凍

F207-709（HGY-50S）
秋田味商 比内地鶏の焼肉
比内地鶏正肉200g×3、たれ80g×3

〔賞味期限：冷凍120日 解凍後冷蔵2日〕

	 5,200円（税込5,616円）配送料
込み 冷凍

F208-710（GG-5）
無限堂 あきた餃子詰合せ
あきた餃子（25g×12入）×5袋

〔賞味期限：冷凍180日〕
お届け期間：11月中旬～12月下旬

	 5,000円（税込5,400円）配送料
込み 冷凍

初登場
初登場
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	 4,800円（税込5,184円）配送料
込み 冷凍

F237-703
牛玄亭 もつ鍋ギフト4人前 〆の支那そば付
国産牛小腸400g×1、白湯スープ（4倍濃縮）300g、支那
そば120g×2、コチュジャン25g×4、車麩5g×2

〔賞味期限：冷凍30日 解凍後冷蔵2日〕

F240-702（濱-３）
料亭濱乃家 きりたんぽ鍋3人前
きりたんぽ×6、比内地鶏225g、せり120g、ねぎ240g、ごぼう
200g、舞茸75g、春雨210g、スープ600㎖、鳥海自然水1000㎖

〔消費期限：冷蔵3日〕
承り終了：12月16日（金）、お届け期間：12月28日（水）まで

	 10,300円（税込11,124円）配送料
込み 冷蔵

F234-703（T5）
タンポヤ林 きりたんぽセット5人前
きりたんぽ×15、比内地鶏正肉400g、せり150g、ねぎ300g、
ごぼう200g、舞茸100g、糸こんにゃく170g、比内地鶏つゆ300㎖

〔消費期限：冷蔵5日〕
承り終了：12月16日（金）、お届け期間：12月28日（水）まで

	 10,500円（税込11,340円）配送料
込み 冷蔵

F234-705（比-3）
お多福 比内地鶏きりたんぽセット3人前
きりたんぽ×3、比内地鶏225g、せり90g、ねぎ160g、ごぼう160g、
舞茸80g、糸こんにゃく150g、漬物2種、比内地鶏ガラスープ380g×3

〔消費期限：冷蔵3日〕
承り終了：12月16日（金）、お届け期間：12月28日（水）まで

	 8,000円（税込8,640円）配送料
込み 冷蔵

F234-708
秋田比内や 比内地鶏 きりたんぽ鍋セット3～4人前
きりたんぽ×6、比内地鶏カット正肉200g、比内地鶏ミンチ100g、比内地
鶏きんかん200g、せり100g、ねぎ200g、ささがきごぼう100g、舞茸100g、
糸こんにゃく180g、鍋っこしょうゆ200㎖、比内地鶏ガラスープ1000㎖

〔消費期限：冷蔵5日〕
承り終了：12月14日（水）、お届け期間：12月27日（火）まで

	 6,100円（税込6,588円）配送料
込み 冷蔵

F234-704（KR-01）
無限堂 きりたんぽ鍋セット3人前
きりたんぽ6本、比内地鶏正肉100g×2、モツ30g×2、せり90g、ねぎ130g、
ごぼう70g、舞茸100g、糸こんにゃく150g、比内地鶏濃縮スープ360㎖×2

〔消費期限：冷蔵4日〕
承り終了：12月16日（金）、お届け期間：12月28日（水）まで

	 8,450円（税込9,126円）配送料
込み 冷蔵

F207-706（HP-MTI）
秋田味商 比内地鶏の水炊きセット
比内地鶏肉200g×2、比内地鶏つみれ150g、比内地鶏
白湯スープ1000㎖、ポン酢200g  鶏肉：秋田県産

〔賞味期限：冷凍60日〕

	 6,000円（税込6,480円）配送料
込み 冷凍

C207-701（GSG-8TS）
秋田味商
ぎばさ蕎麦 比内地鶏と鰹のつゆ付 8食詰合せ
2人前（めん200g、比内地鶏つゆ50g×2）×4

総重量 1.6kg	 3,200円（税込3,456円）

初登場

	 5,000円（税込5,400円）

F238-709
日本料理たかむら×羽田市場
海鮮寄せ鍋セット3人前
ホタテ貝×3、鮭切り身×3、真鱈切り身×3、はまぐり×3、
むき牡蠣×3、ワタリガニ3片、有頭エビ×3、たかむら黄金
だし（炭火焼きあご）2包

〔賞味期限：冷凍30日〕

	 4,000円（税込4,320円）

F238-705（TMDG30）
日本料理たかむら
黄金だし3種セット
黄金だし（8g×10入）1袋、あご入り黄金だし（8g×10入）
1袋、おいしい野菜の黄金だし（8g×10入）1袋

配送料
込み

調理例

配送料
込み 冷凍

初登場






