
総重量 1.1kg 3,000円（税込3,240円） 総重量 1.4kg 4,000円（税込4,320円）

C217-703（SH40N）
佐藤養助 稲庭干温飩
うどん90g×2×5、90g×1×1

総重量 1.8kg 5,000円（税込5,400円）

C217-702（SH30N）
佐藤養助 稲庭干温飩
うどん90g×2×4

C217-704（SH50N）
佐藤養助 稲庭干温飩
うどん90g×2×7、90g×1×1

★ ★ ★

C217-710（SAG-100）
佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ
うどん80g×22、醤油つゆ（ビン入）300㎖×2、
ごまみそつゆ（ビン入）300㎖×2

総重量 4.8kg 10,000円（税込10,800円）

C217-709（SAG-50）
佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ
うどん80g×10、醤油つゆ（ビン入）300㎖×1、
ごまみそつゆ（ビン入）300㎖×1

総重量 2.4kg 5,000円（税込5,400円）総重量 1.7kg 4,000円（税込4,320円）

★ ★
C217-706（SA-40P）
佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ
うどん80g×8、醤油つゆ（アルミパック入）80g×3×2

★

総重量 1.2kg 3,000円（税込3,240円）

C217-711（WY-30）
佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ
うどん80g×6、醤油つゆ（アルミパック入）80g×3×2

総重量 2.0kg 5,000円（税込5,400円）

C217-712（WY-50）
佐藤養助 稲庭干温飩詰合せ
うどん80g×11、醤油つゆ（アルミパック入）80g×3×3

C219-710（USH-50）
無限堂
稲庭うどん・素麺セット比内地鶏つゆ付
うどん180g×3、稲庭無油そうめん200g×3、
比内地鶏つゆ（ビン入）300㎖×2

総重量 3.0kg 5,000円（税込5,400円）

総重量 1.4kg 3,000円（税込3,240円）

C219-706（OCH-30）
無限堂
稲庭うどん「一念熟成」比内地鶏つゆ付
うどん80g×8、比内地鶏つゆ（アルミパック入）30㎖×4×2

★

総重量 1.5kg 3,000円（税込3,240円）

C219-711（NOL-30）
無限堂 稲庭素麺「いにしえ仕込」
稲庭無油そうめん45g×22

★
C219-714（NOH-30）
無限堂
稲庭素麺「いにしえ仕込」比内地鶏つゆ付
稲庭無油そうめん45g×17、比内地鶏つゆ（アルミパック入）30㎖×8

総重量 1.5kg 3,000円（税込3,240円）

★



総重量 1.1kg 3,000円（税込3,240円）

C218-711（PS-30）
寛文五年堂 いなにわそうめん
いなにわそうめん80g×10

★

総重量 1.5kg 3,000円（税込3,240円）

C218-705（WS-30）
寛文五年堂
いなにわ涼味麺詰合せ
いなにわ手綯うどん80g×4、いなにわそうめん80g×4、
鰹つゆ（3倍濃縮）250㎖×1

★

総重量 2.5kg 5,000円（税込5,400円）

C218-706（WS-50）
寛文五年堂
いなにわ涼味麺詰合せ
いなにわ手綯うどん80g×6、いなにわそうめん80g×6、
鰹つゆ（3倍濃縮）250㎖×1、比内地鶏つゆ（3倍濃縮）250㎖×1

★

総重量 1.5kg 3,000円（税込3,240円） 総重量 2.5kg 5,000円（税込5,400円）

C218-707（SS-30）
寛文五年堂
いなにわそうめん・つゆ詰合せ
いなにわそうめん80g×8、鰹つゆ（3倍濃縮）250㎖×1

C218-709（S-50）
寛文五年堂
いなにわそうめん・つゆ詰合せ
いなにわそうめん80g×13、鰹つゆ（3倍濃縮）250㎖×2

★ ★ C218-703（FZ-30N）
寛文五年堂
いなにわ手綯うどん・比内地鶏つゆ詰合せ
いなにわ手綯うどん130g×4、比内地鶏つゆ200g×2

総重量 1.3kg 3,000円（税込3,240円）

★

C230-701（B-30）
秋田の田舎漬 樽入 7種セット
千枚漬110g、粕漬スライス140g、しその実120g、味噌漬スライス140g、
辛子きゅうり120g、酢漬あさ舞120g、しめじ90g

総重量 1.7kg 3,000円（税込3,240円）

総重量 1.2kg 3,465円（税込3,743円）総重量 2.6kg 3,000円（税込3,240円）  3,600円（税込3,888円）

F213-701（こまち匠5）
大潟村 こまちファームリー
匠の米5kg
匠の米あきたこまち5kg

C218-701（UTA-30N）
寛文五年堂 いなにわ手綯うどん
いなにわ手綯うどん140g×6

総重量 1.2kg 3,000円（税込3,240円）

★

総重量 2.2kg 5,000円（税込5,400円）

C218-702（UTA-50N）
寛文五年堂 いなにわ手綯うどん
いなにわ手綯うどん140g×10

★

配送料
込み

D213-703（KO335）
納豆専門店 二代目福治郎
納豆詰合せ こまちセット
鶴の子×1、鈴丸×3、光黒×1、秘伝×1、大袖振り×1、
挽き割り×1、男鹿半島の塩×1、みそたまり×1
〔納豆の賞味期限：冷蔵10日〕 

保冷

D215-701（A-1）
安藤醸造 味噌・醤油ギフトセット
家伝つぶみそ800g、蔵歳月800g、家伝醤油100㎖、
生醤油100㎖

保冷



※未成年者の飲酒は法律により禁じられています

C203-703（天巧）
太平山 純米大吟醸 天巧
純米大吟醸酒1.8ℓ

総重量 3.2kg 5,400円（税込5,832円）

C202-704（KB-1）
雪の茅舎 レギュラーセット
山廃本醸造酒、純米吟醸酒  各720㎖

総重量 2.9kg 3,000円（税込3,240円）

C202-706（KB-3）
雪の茅舎 ベストセット
山廃純米酒、純米吟醸酒、山廃純米吟醸酒  各720㎖

C202-701（G-35）
雪の茅舎 大吟醸 花朝月夕
大吟醸酒1.8ℓ

総重量 4.5kg 5,000円（税込5,400円） 総重量 3.6kg 10,000円（税込10,800円）

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

総重量 2.9kg 4,000円（税込4,320円）

総重量 3.0kg 3,300円（税込3,564円）

C201-701（SI-Ⅱ）
飛良泉 酒のいづみ（原酒）
本醸造原酒、山廃純米酒  各720㎖

C201-711
飛良泉 秋田夢美蔵 純米大吟醸
純米大吟醸酒720㎖

総重量 1.5kg 3,500円（税込3,780円）

C203-712
秀よし 大吟醸無調整原酒
大吟醸無調整原酒720㎖

総重量 1.5kg 3,000円（税込3,240円）

C203-704（天寿C）
天寿 酒ごころCセット
ベゴニア純米酒、清澄辛口本醸造鳥海山、
本醸造あきたこまち  各720㎖

総重量 4.0kg 3,000円（税込3,240円）

C202-720
刈穂 大吟醸のみくらべ
大吟醸酒、純米大吟醸酒  各720㎖

総重量 2.8kg 5,200円（税込5,616円）

C202-715
雪の茅舎･福小町 大吟醸セット
雪の茅舎 大吟醸、福小町 大吟醸秋田酒こまち仕込み  
各720㎖

総重量 2.8kg 5,300円（税込5,724円）

C203-707
天寿 大吟醸 鳥海
大吟醸酒720㎖

総重量 1.5kg 5,000円（税込5,400円）



総重量 3.8kg 5,000円（税込5,400円）

C201-709（YH-50）
飛良泉・佐藤養助セット
山廃純米酒720㎖×1、稲庭干温飩80g×7、
つゆ300㎖×2（醤油・胡麻  各1）

※未成年者の飲酒は法律により禁じられています

C206-706（KAT-B）
高清水 かたらいセット
大吟醸和兆、生酛特別純米酒  各720㎖

総重量 2.9kg 5,000円（税込5,400円） 総重量 2.7kg 3,032円（税込3,275円）

C204-702
稲庭うどん焼酎 佐藤養助
ブラックストーンセット
25度稲庭うどん焼酎･佐藤養助、41度ブラックストーン720㎖×各1

C206-712（TJD-B）
高清水 大吟醸・純米大吟醸セット
大吟醸酒、純米大吟醸酒  各720㎖

総重量 2.9kg 3,000円（税込3,240円）

C230-703（AK28）
癒しほんのり秋田のきもちセット
こまちがゆ280g×4、比内地鶏ぞうすい250g×3

総重量 2.6kg 2,800円（税込3,024円）

C213-705（AMK1）
北限のふぐ雑炊セット
ふぐ雑炊250g×6

総重量 2.0kg 3,500円（税込3,780円）

総重量 1.6kg 3,100円（税込3,348円）

C207-707（GSG-8T）
秋田味商 ぎばさ蕎麦 比内地鶏つゆ付き詰合せ
ぎばさ蕎麦200g×4、比内地鶏つゆ40g×4、
塩スープ57g×2、醤油スープ50g×2

C231-701（M50）
安田のつくだ煮  詰合せ
いかあられ100g、わかさぎ80g、こごり80g、ちりめん80g、
こえび90g、胡桃フィッシュ90g

総重量 0.8kg 5,000円（税込5,400円）

C231-703（F30-8）
安田のつくだ煮  詰合せ
いかあられ30g、わかさぎ30g、ししゃもきくらげ40g、ふき40g、
胡桃フィッシュ30g、あみ40g、こごり40g、こえび40g

総重量 0.5kg 3,000円（税込3,240円）

C207-706（A-1）
秋田味商 比内地鶏カレー・スープ詰合せ
比内地鶏カレー200g×2、比内地鶏ハヤシ200g×1、
コンソメスープ8袋×2、和風スープ8袋×1

総重量 1.4kg 3,200円（税込3,456円）

C206-702（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 4,985円（税込5,384円）

C206-703（M-DW）
高清水 大吟醸 和兆
大吟醸和兆720㎖

総重量 1.5kg 3,485円（税込3,764円）

新



2017お中元ギフト  西武秋田店の配送システム・カタログ掲載マークについて

※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。
営業のご案内  ■6～8月は休まず営業いたします

■営業時間：午前9時30分～午後7時  ※毎週金・土曜日は午後7時30分まで営業
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］ 秋田市内は一律税込368円、保冷配送は税込627円となります。
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。
「お中元ギフトセンター」におきましても簡易包装を推進致しておりますので、お客さまのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

※　　   このマークの商品は、保冷便での配送となります。　※　  このマークの商品は西武秋田店初登場のおすすめ品です。
※　  このマークの商品は、配送料が含まれております。但し、離島の配送を除かせていただきます。
※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。
※★このマークの商品は「お中元ギフト早期特別ご優待会」対象商品です。
※「お中元ギフト早期特別ご優待会」　会期：2017年6月8日（木）～30日（金）　会場：地階＝お中元ギフトセンター
　クラブ･オンカード会員さま限定で対象商品を本体価格から5～15%OFFでご優待いたします。
※%OFF表示は、お中元ギフトカタログでの通常販売価格からの割引率です。

保冷 新
配送料
込み

 5,000円（税込5,400円）

F228-713（DP-50）
デイリーミート
秋田県産 八幡平ポークロース味噌漬
秋田県産八幡平豚肉ロース80g×6
〔賞味期限：冷蔵10日〕　産地：秋田県
お届け期間：7月上旬～8月中旬

配送料
込み 冷蔵

 6,600円（税込7,128円）

F227-701（AYK-1）
かまくらミート
秋田由利牛肩ロース焼肉350g入り
秋田由利牛肩ロース焼肉350g
〔消費期限：冷蔵4日〕　産地：秋田県

配送料
込み 冷蔵

 5,000円（税込5,400円）

F224-705（K-502）
秋田 高原ハムギフト
ウインナー120g、荒挽ウインナー120g、辛口ウインナー
120g、ペッパーウインナー120g、ベーコンスライス100g、
ローススライス100g、比内地鶏ペッパースライス60g、
比内地鶏炙りスライス60g
〔賞味期限：冷蔵30日〕

配送料
込み 冷蔵

 8,700円（税込9,396円）

F227-709（AYT-1）
かまくらミート
秋田由利牛サーロインステーキ
秋田由利牛サーロインステーキ180g×2
〔消費期限：冷蔵4日〕　産地：秋田県

配送料
込み 冷蔵

 3,000円（税込3,240円）

F225-702（SD-31）
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80g
〔賞味期限：冷蔵30日〕

配送料
込み 冷蔵

F222-702（B-2）
秋田県産 秋田美人メロン2個入れ
秋田美人メロン×2

 総重量 2.8kg 3,800円（税込4,104円）

7月中旬～ 8月初旬のお届けとなります。
※日付指定はご遠慮ください。
※写真はイメージです。

配送料
込み

総重量 0.9kg 3,000円（税込3,240円）

D209-702（SH-A）
嶋田ハム ハム・ソーセージ詰合せ
ポークソーセージ260g×1、チキンフランク150g×1、
比内地鶏ソーセージ150g×1、ボロニアソーセージ100g×1、
スモークベーコン100g×1
〔賞味期限：冷蔵20日〕

保冷

総重量 0.7kg 5,000円（税込5,400円）

D228-712（ANW-50）
デイリーミート
秋田県産 秋田錦牛肩ロースすき焼き用詰合せ
秋田錦牛肩ロースすきやき用300g、すき焼き割り下369g
〔消費期限：冷蔵4日〕　産地：秋田県
お届け期間：7月上旬～8月中旬

保冷

F222-701（AMA-2）
秋田県産 アールスメロン秋田甘えんぼ
アールスメロン秋田甘えんぼ×2

 総重量 3.5kg 5,800円（税込6,264円）配送料
込み

7月下旬～ 8月上旬のお届けとなります。
※日付指定はご遠慮ください。
※写真はイメージです。

表紙のイメージ写真は「日本料理たかむら
比内地鶏味噌漬け F207-701（TKM-50）」です。

このカタログの商品は、e.デパートおよび
通信販売での承りはいたしておりません。

e


