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式亭は株式会社ミリエームのプロデュースによるブランドです。

季 節のお 菓 子とお 手 土 産
末富迎春干菓子

干菓子は器の中で季節や自然を表現

おまとめ発送可 ※1 常温 20日

する、日本の伝統的なお菓子です。干

限定400セット

支の焼き印が楽しい味噌合わせをはじ

3,780 円（税込） 送料別

め、うさぎと小梅の打物、千代結びの

1608

味噌合わせ×6、洲浜（松葉×6）
打物（小梅 紅・白 各2、
うさぎ×6）
千代結び（紅・緑 各3）

有平糖に松葉の洲浜と、目にも美しい

3

取り合わせです。

※11月1日〜1月14日のお届けになります。

俵屋吉富迎春御干菓子

おまとめ発送可 常温 30日
外箱寸法 ／ D21× W17× H2.5

一年の始まり、福を呼び込む意匠の御干菓子

琥珀糖：龍昇松1、旭松1、福笹1、雪輪1、紅梅1
有平糖：福結び2種
生砂糖：雪松葉1
和三盆：小判1、鯛1、松笠1、ねじり梅2種、雪輪1、
福結び1、松1、福笹2種、水仙1、椿1、北山杉1

は特に縁起が良いとされています。ささやかな

3,240 円（税込） 送料別

がらも多くの方に福を届けたい、そんな想いを

2394

御干菓子21個
（琥珀糖5、有平糖2、生砂糖1、和三盆13）

込めてお創りした迎春の御干菓子のお詰合せです。

申込
番号

申込
番号

外箱寸法 ／ D15× W15× H4

ご注文受付期間

令和4年12月14日（水）まで

（当日着の FAX、郵便およびお電話でのご注文分までといたします。）

商品お届け期間※2 [年内]令和4年 1
 2月18日
（日）
より
12月28日
（水）
までのご指定日
[年始]令和5年 1月 9日
（月）以降のご指定日
※1 迎
 春干菓子の他に おまとめ発送可 商品をご注文の場合、
ご指定がなければ同送といたします。なお、
別送をご希望の場合は、
それぞれにお届け日をご指定ください。
（但し、別途送料が必要となります。）
※2 ご
 注文の際、必ずご希望のお届け日をご記入ください。お届け指定日の記入がない場合、年内
12 月 18 日より順次お届けとさせていただきます。

2

3003

L ：36枚

3,780 円（税込） 送料別
末富 謹製

おまとめ発送可 常温 30日



外箱寸法 ／ S
 ：D24.5× W9.5× H4
M ：D22× W14× H4.5
L ：D24× W16× H5
アレルギー ／ 小麦

ふのやき

申込
番号

2,700 円（税込） 送料別

裏 千 家 お 好 み 菓 子 の「 ふ の や き 」 は、 千 利 休 の 孫

3002

M ：24枚

千宗旦手植えの『宗旦銀杏』が美しく印された麩焼き

申込
番号

1,620 円（税込） 送料別

煎餅です。ほんのりとやさしい味噌の香りと味わいを

3001

S ：12枚

L

お楽しみください。この「ふのやき」は式亭だけが販

申込
番号

M

売を許されたお菓子です。



5

迎春せんべい

常温 90日
外箱寸法 ／ D29.5× W25.5× H5.5
アレルギー ／ 小麦・卵・乳・落花生

富士山が描かれたお椀型のせんべいに、迎春

せんべい詰合せ×12

らしく鯛の形のラムネ菓子やあられをせんべいで

4,320 円（税込） 送料込

の職人が丁寧に仕上げた詰合せです。

2396

巻いた物など、創業一〇〇年の老舗『藤兵衛庵』

申込
番号

S

4

究極の宝来豆の金平糖
京都では「宝が来る豆」として、お年賀やお
祝いなどに使われている伝統の金平糖です。一
カ月以上の時間をかけて丁寧に作り上げました。
京都・百万遍にある『緑寿庵清水』の迎春に好

外のしのみ

適の一品です。

外箱寸法 ／ D11× W11× H4.5

おまとめ発送可 常温 180日

（数量限定につき品切れの際はご了承ください）

ゆうもち

120g

100g ×6

おまとめ発送可 常温 20日

味の調和をご賞味ください。


3,564 円（税込） 送料別

鶴屋𠮷信 謹製

すうっと溶けゆく和三盆糖と爽やかな柚子の風

盆糖をまぶした高雅なつまみ菓子。お口の中で

ひと口サイズの求肥に柚子の香りを込め和三

柚餅

2,883 円（税込） 送料別

2395

申込
番号

6
7

※お届けは12月からとなります。
外箱寸法 ／ D24× W25× H5

1883

申込
番号

セイロ蒸しした餅米に京都久美浜

黒豆おかき

大粒の栗を渋皮のまま、丸ごと何
産の黒豆「新丹波黒」を加え、一緒

渋皮栗甘納豆
度も蜜漬けしました。材料はシンプル
につき込んで仕上げたお餅を焼き上

葛湯と汁粉
五百年以上も前から、京都御所に
出入りを許されていた『川端道喜』。
その信頼は、一子相伝で作る菓子に
今も受け継がれています。粽で有名
な道喜さんですが、実はこの葛湯と汁
粉も、ファンが多い隠れた逸品。寒

常温 120日

外箱寸法 ／ D24× W24× H10

げました。個包装なのでオフィスへ

島しょ不可

に栗と砂糖だけ。渋皮が栗本来の風

※この商品の消費税は10％です。

味をぎゅっと閉じ込めています。カ

外箱寸法 ／ D14× W20× H9

の贈り物にも最適。京都『鳴海屋』

常温 180日
抹茶は冷蔵庫での保存をおすすめいたします。

リッとした表面としっとりした中身、

常温 60日

の人気の一品です。

外箱寸法 ／ D21× W13× H3.5

コクのある甘さをお楽しみください。

初点セット
真新しい茶筅で点てる年初めの一
服を、心豊かにお召し上がりくださ
い。創業四五〇年『上林春松本店』の
裏千家坐忘斎家元御好の抹茶と、奈
良・高山の茶筅師『谷村丹後』の茶
筅をセットにいたしました。

い日に身も心も温まります。

おまとめ発送可 常温 60日

外箱寸法 ／ D23× W9× H5

8
9

各45g ×5
葛湯・汁粉

遠方不可 島しょ不可
ご注文受付期間 12月 9日（金）まで
商品お届け期間 12月28日（水）まで

40枚

3,672 円（税込） 送料込
2401
申込
番号

3,456 円（税込） 送料別
1701
申込
番号

4,104 円（税込） 送料込
15粒
抹茶 裏千家坐忘斎家元御好
濃茶「嘉辰の昔」20g
薄茶「五雲の白」20g
茶筅 真数穂1本

2123
申込
番号

7,150 円（税込） 送料込
1954
申込
番号

外のしのみ

京都プレミアムチーズケーキ

京都水尾ゆずチーズケーキ

京都プレミアム苺チーズケーキ

京都佐々木酒造日本酒チーズケーキ

常温 19日
外箱寸法 ／ D21.5× W26.5× H11
アレルギー ／ 小
 麦・卵・乳

』
。

遠方不可 島しょ不可 外のしのみ
※包装はできません。

A
N
D
E

デニッシュパン 四種セット

3,456 円（税込） 送料込

京都発デニッシュパンの草分け的存在の『

2397

ストロベリーデニッシュ
ショコラーデデニッシュ
抹茶大納言デニッシュ
プレーンデニッシュ 各3

中でも人気のストロベリー、ショコラーデ、抹

申込
番号

茶大納言、プレーンの四種類をセットいたしま

した。

京都生まれのチーズケーキ

11

しっとりして存在感はあるけれど重すぎない、

遠方不可 島しょ不可 外のしのみ
※包装はできません。

コクのあるチーズケーキが評判の京都『ソラアオ』
。

冷凍 30日
外箱寸法／ D15× W15× H7.5
アレルギー／小麦・卵・乳

看板商品の「京都プレミアムチーズケーキ」と、

京都プレミアムチーズケーキ
京都水尾ゆずチーズケーキ
京都プレミアム苺チーズケーキ
京都佐々木酒造日本酒チーズケーキ 各1

京都の３つの味をセットにしてお届けいたしま

4,080 円（税込） 送料込

す。かわいいパッケージのカラフルな色が、プ

2342

レゼントにぴったりです。

申込
番号

10

芦屋樂膳 玄樂おはぎ

兵庫県芦屋市に店を構える『芦屋樂膳』の抹茶、

いちご、栗のモンブランおはぎや、柚子、ピス

遠方不可 島しょ不可 外のしのみ 名入れ不可
※包装はできません。

12

種類の創作おは

冷凍 30日
外箱寸法 ／ D19× W25.5× H4.5

タチオ、丹波黒豆きな粉など

5,400 円（税込） 送料込

おはぎ( 粒あん ･ 丹波黒きな粉 ･ 宇治抹茶 ･
ゆず・抹茶モンブラン･ いちごモンブラン・
栗モンブラン･あんず ･ ショコラ・ピスタチオ・
ミックスナッツ・パンプキン) 各1
黒みつ5g ×2

ぎをセットしました。

13

2398

※「は
 ちみつ」が含まれています。１歳未満のお子様には与えないようお願
いいたします。

遠方不可 島しょ不可

草もち・ぼた餅

外箱寸法 ／ D30× W25× H5
アレルギー ／ 乳


大阪で一番古い餅屋の初代創業者『播磨屋七兵衛』

冷凍 30日

の伝統と技術で作った、柿の葉で包んだ甘さ控

草もち×8、ぼた餅×6

えめのぼた餅と、一口ほおばるとよもぎの香り

4,500 円（税込） 送料込

が口いっぱいに広がる草もちです。どちらも北

2310

海道産小豆の美味しさを存分に味わえます。

申込
番号

申込
番号

12

2257

5,400 円（税込） 送料込

23個入：和三盆プレーン×7、抹茶×4、
ショコラ×4、黒豆×4、大納言小豆×4

申込
番号

4,320 円（税込） 送料込

常温 45日

8個

外箱寸法 ／ 1
 1個入：D25× W20× H8.5
23個入：D37× W25× H8.5
アレルギー ／ 小麦・卵

遠方不可 島しょ不可

15

2399

常温 45日
11個入

23個入

外箱寸法 ／ D23.5× W23.5× H5.5
アレルギー ／ 小
 麦・卵・乳

ミニ神戸マロン （栗パイ）

五種類のカステラを個包装にいたしま

申込
番号

栗をまるごと一つ贅沢に栗餡に包み込み、しっ

した。和三盆、丹波黒豆、大納言小豆な

3,240 円（税込） 送料込

とりとした口当たりの良いパイ生地で焼き上げ

毎年多くの方が心待ちにしてくだ

ど、ひとつひとつの味をお楽しみいただ

2250

11個入：和三盆プレーン×3、抹茶×2、
ショコラ×2、黒豆×2、大納言小豆×2

ました。栗と栗餡とパイ生地の食感が絶妙のバ

さっているテリーヌです。ホワイト

けます。小麦は国産。添加物も使用して

申込
番号

ランスです。

チョコレート等を合わせ、抹茶本来

冷蔵 14日
外箱寸法 ／ D8.5× W24× H6
アレルギー ／ 小
 麦・卵・乳

五種のカステラ詰合せ

の旨味を一気に凝縮して香り高く焼

いません。京都・伏見『三源庵』からお

5,840 円（税込） 送料込

挽きたて抹茶の贅沢テリーヌ

き上げました。贈り物としてぜひお

400g

届けいたします。

1934

選びください。

申込
番号

14

季 節のごち そ う

鴨南蛮うどん

鴨をベースに昆布やまぐろ節から作った自家

遠方不可 島しょ不可 内のしのみ
※包装はできません。

製のうどん出汁。国産の合鴨肉や香川県で製造

冷凍 60日
外箱寸法 ／ D16.5× W31× H16
アレルギー ／ 小
 麦

したコシのあるうどんにネギもセットしました。

5,940 円（税込） 送料込

（麺200g・出汁180g・
合鴨肉35g・ネギ15g）×4

電子レンジで温めていただくだけで本格的な鴨

2400

南蛮うどんが出来上がります。

申込
番号

一湖房 謹製

17



※お届けは12月27日（火）までです。

雲丹・かに・海老

外箱寸法 ／ D26.5× W26.5× H6
アレルギー ／ 小麦・乳・えび・かに

海の幸グラタン詰合せ

冷凍 60日

福井県『天たつ』が、雲丹・かに・海老の素

ズワイガニとトマトのグラタン
越前甘えびとバジルのグラタン
雲丹とチーズのグラタン 各120g ×3

材の旨味を引き出した３種類の贅沢なグラタン

10,800 円（税込） 送料込

です。電子レンジで温めた後、オーブントース

2403

ターで焦げ目をつけると一層美味しく召し上

がっていただけます。

申込
番号

16

そぼろを里芋の生地で包み、揚げまし

国産の海の幸、山の幸を使用した滋

山の「七目」など、魚沼産もち米と

雪下にんじんやひじきを入れた具沢

料亭の鴨まんじゅう

た。出汁の効いたとろりとした餡と、

国産合鴨肉に山椒で香りをつけた

かりっと揚げたぶぶあられをかけて

2291

4,644 円（税込） 送料込

越後もちめし

申込
番号

わらびやこごみの入った「山菜」、

キングサーモンと海鮮セット

脂の乗ったキングサーモンの「塩

19

漬」と「粕漬」や、まろやかな味わ

島しょ不可

い の「 さ け 茶 漬 」。 ほ ぐ し た 明 太 子

外箱寸法 ／ D20× W13× H7
アレルギー ／ 小
 麦

の「おにぎり明太子」や海の幸たっ

冷蔵 キングサーモン塩漬・粕漬8日、
さけ茶漬30日、松前漬・おにぎり明太子22日

ぷりの「松前漬」。新潟『加島屋』の

詰合せです。
キングサーモン塩漬70g、
キングサーモン粕漬70g、さけ茶漬100g、
松前漬115g、おにぎり明太子100g

味深い味わいのちまきです。電子レ

外箱寸法 ／ D20.5× W19× H7
アレルギー ／ 小
 麦

外箱寸法 ／ D30× W19.5× H8.5
アレルギー ／ 小
 麦

5,616 円（税込） 送料込

お召し上がりください。お好みでわ

冷凍 30日

常温 180日

2254

5,616 円（税込） 送料込

（鴨まんじゅう・美味あん・
ぶぶあられ1袋・わさび1.5g）×4

（麺50g・濃縮出汁25ml・焼海苔1g・
花かつお2g・ごま七味0.4g）×3

申込
番号

2293

ンジで簡単調理。新潟『かまくら工

4,320 円（税込） 送料込

さびを添えて。京都『下鴨茶寮』の

2252

申込
番号

房』の自信作です。

申込
番号

一品です。

にゅうめん詰合せ

麺にお湯を注ぎ出汁をかけるだけ

で本物の「にゅうめん」に出合えま

す。国産小麦と吉野葛で作ったのど

越しの良い麺、国産鰹節と昆布から

とった出汁、国産食材のごま七味が

彩りを添えます。
『京都𠮷兆』の新し

い自慢の味です。
※写真はイメージです。葱は入っておりません。

いかめし、
しらす梅ずし、焼豚、
黒豆醤油赤飯、和牛ごぼう、山菜、
七目、ちりめん山椒 各80g ×1 計8
冷凍 90日
外箱寸法 ／ D19× W26× H7
アレルギー ／ 小
 麦

遠方不可 島しょ不可
※簡易包装でお届けいたします。

18

理を取り仕切る『辻留』。その料理は、

地鶏 丹波黒どりまん

どれも高い美意識と精神性に彩られ

地鶏ブランド「丹波黒どり」を使った

鶏まんです。ビブグルマンに５年連続掲

ています。おせち料理の一品として、

きょうとはくらくかじょうさい

と『ヤマモト』とのコラボ商品。京都産

載された中国料理店『京都伯楽家常菜』

また団欒の脇役としても最適です。

4,536 円（税込） 送料込

375g（5個）×2

九条ネギをふんだんに使い、丹波黒どり

2345

ならではの歯ごたえと黒胡椒がアクセン

トになっています。

申込
番号

計10個

冷凍 1年
外箱寸法 ／ D24× W34× H7
アレルギー ／ 小
 麦

遠方不可 島しょ不可 外のしのみ
※包装はできません。

4本入

料亭のあんかけ丼

2本入

食材は京都らしい湯葉やきのこ、海の幸をご

21

冷凍 120日
外箱寸法 ／ D27.5× W27.5× H7.8
アレルギー ／ 小
 麦・えび

用意。旨みを閉じ込めた餡は、食材の味を活か

常温 100日

すため、料理人がてまひまかけて特製出汁を掛

4食
( 湯葉×2、きのこ×1、海鮮×1）

下鴨茶寮 謹製

6,156 円（税込） 送料込

4本入：栗ふくませ280g、黒豆260g
椎茸うま煮260g、梅ちりめん190g
外箱寸法 ／ 2
 本入：D10.5× W17× H7.5
4本入：D10.5× W31× H7.5
アレルギー ／ 小麦

2390

け合わせ、丁寧に仕上げました。電子レンジで

申込
番号

12,420 円（税込） 送料込

温めるだけで絶品あんかけ丼をお召し上がりい

1922

ただけます。

申込
番号



7,344 円（税込） 送料込

2本入：栗ふくませ280g、黒豆260g

迎春の瓶詰め

1921

裏千家の出入方として、茶事の料

申込
番号

20

中から彩り麩や野菜が顔を出します。

真ん中に穴をあけてお湯を注ぐと、

類をお届けいたします。ふやき皮の

金沢『不室屋』から、人気の３種

さ。
『京とうふ藤野』の寒い夜にぴっ

ろりと豆乳が絡まって絶品の美味し

しゃぶして、お豆腐を入れたら、と

る濃厚な「豆乳鍋」。生湯葉をしゃぶ

あたためると表面にすぐ膜ができ

4,050 円（税込） 送料別

ふやき御汁 宝の麩

お味噌とお出汁の香り、お麩のもち

たりの詰合せです。

2348

もちした食感とともにお召し上がり

いただけます。

申込
番号

おすまし・加賀みそ・田舎みそ 各５
おまとめ発送可 常温 90日
外箱寸法 ／ D26× W20.5× H6
アレルギー ／ 小
 麦

外のしのみ
※お届けは年内のみとなります。

白雪かぶら鍋

23

京都ならではの生麩や、自家製の生湯葉と胡

※簡易包装でお届けいたします。

冷凍 30日
外箱寸法 ／ D19× W32.5× H5.5
アレルギー ／ 小
 麦

麻豆腐を中心に、繊細に作り上げられた色とり

島しょ不可 内のしのみ

どりの具材が華やかにお鍋の中を彩ります。昆

冷蔵 10日
外箱寸法 ／ D34× W28× H8
アレルギー ／ 小
 麦

5,940 円（税込） 送料込

布だけでひいたお出汁とかぶらの優しい甘みが

2～3人前：豆乳1kg、柚子皮入り鍋とうふ300g、
鍋とうふ500g、とうふのおだし150ml 各1
京の生ゆば×3

2164

約2人前：ごま豆腐湯葉包み、
水菜湯葉巻き、蓮根だんご、よもぎ麩、
梅麩、煮椎茸、人参湯葉巻き、
湯葉団子、粟麩、もみじ麩、葛きり
各2
太巻き湯葉×8、海老芋×4、
蕪みぞれ出汁 1000g

とても上品。すりおろしたかぶらを白雪に見立

4,320 円（税込） 送料込

申込
番号

てた、精進料理『泉仙』の冬の名物鍋です。

2251

豆乳湯葉しゃぶ鍋

申込
番号

22

バーグと、濃厚な自家製デミグラス

した柔らかくて旨味たっぷりのハン

三重県産豚肉を１対１の割合で使用

「舌で味わう芸術品」とまで言われ

こころよい酸味と歯切れの良さは

こだわったお店としてつとに有名。

る『京都なり田』は「すぐき」に

※写真はイメージです。飾り付けの野菜、
クリームは入っておりません。

鴨汁そば麹漬け・ざるそば 各2人前
そば150g ×4、鴨汁用つゆ180ml ×2、
（鴨肉4枚・白ねぎ3切）×2、
ざるそば用つゆ2人前90ml ×2

申込
番号

2255

280g ×4

5,400 円（税込） 送料込

松阪牛入りハンバーグシチュー

ソースでシチューを作りました。こ

るほど。冬の京漬物とともにお楽

』が、松阪牛と

の美味しさはパンに付けて最後まで

しみください。

京 都『

食べたくなるほどです。

鴨汁そば とざるそば

国産、石臼挽き、手打ちにこだわ

る京都『そば料理よしむら』
。北海道

産小麦粉との二八蕎麦を瞬間冷凍し

5,340 円（税込） 送料込

ているので打ち立てのような風味と

2312

味わい。近江鴨をそば麹で漬け込み、

旨みを引き出した鴨汁も絶品です。

申込
番号

W
H
A
T
ʼ
S

冷凍 30日

冷凍 30日

外箱寸法 ／ D30× W18× H8
アレルギー ／ 小
 麦・卵・乳

外箱寸法 ／ D24× W32× H9.5
アレルギー ／ 小
 麦・そば

遠方不可 島しょ不可

遠方不可 島しょ不可 外のしのみ
※簡易包装でお届けいたします。

2135

6,500 円（税込） 送料込

4人前：にしん棒焚き（2本入）×2、
半生そば120g ×4、だし300ml ×4、七味×4
冷蔵 30日
外箱寸法 ／ D30.5× W22× H9
アレルギー ／ 小
 麦・そば

内のしのみ

※簡易包装でお届けいたします。

ご注文受付期間 12月9日（金）まで ／ 商品お届け期間 11月1日（火）から12月20日（火）まで

25

申込
番号

2242

すぐきと京漬物

申込
番号

上賀茂神社の社家町に店を構え

にしんそば

京都・麺料理店『権太呂』の、素

材の旨味が生きた「黄金のだし」

と、あっさり甘く煮た身欠きにし

んは、年越しそばに、寒い日の一

杯に、喜ばれる一品です。

※写真はイメージです。葱は入っておりません。

5,400 円（税込） 送料込

すぐき250g、千枚漬120g、
赤かぶスライス105g、からし漬140g、
ちりめんすぐき110g

冷蔵 すぐき8日、千枚漬6日、赤かぶ
スライス6日、からし漬22日、ちりめんすぐき60日
外箱寸法 ／ D22.5× W15× H6.5
アレルギー ／ 小
 麦
※お届けは12月1日からとなります。

24

遠方不可 島しょ不可 外のしのみ
※包装はできません。

う な ぎ 蒲 焼 食べ比べセット

外箱寸法 ／ D10.5× W22× H5.5
アレルギー ／ 小
 麦

愛知県『うなぎのしろむら』から、三河一色産

各3

冷凍 90日

のうなぎを存分に楽しめるセットをお届けいた

27

各3

刻み鰻蒲焼
約70g・山椒

します。活うなぎから職人が丁寧にさばき、串

外箱寸法 ／ 5
 種：D31.5× W22.5× H3
7種：D37× W24× H4
アレルギー ／ 小麦

鰻蒲焼カット
約50g・山椒付たれ

打ちし、炭火でふっくらと焼き上げました。た

常温 60日

10,800 円（税込） 送料込

れは、愛知県産の醤油・みりんと、和三盆を使

7種：木の芽煮83g、葉とうがらし83g、
山椒こぶ83g、山椒じゃこ48g、ごま昆布83g、
深山しぐれ83g、味しめじ90g

2304

用。一食ずつにカットした蒲焼と、ひつまぶし

5,400 円（税込） 送料込

申込
番号

用の刻み蒲焼を各３食分詰合せにいたしました。

2347

京くらま辻井 謹製

申込
番号

京佃煮 詰合せ

5種：木の芽煮83g、葉とうがらし83g、
山椒こぶ83g、蕗しぐれ83g、山椒じゃこ48g

味の決め手は香り高い山椒です。山椒とじゃ

3,780 円（税込） 送料込

こを合わせた「山椒じゃこ」や、昆布と木の芽

2346

を炊き上げた「木の芽煮」など、どれも昔なが

申込
番号

7種

らの味わいです。



5種

26

式 亭の定 番 商 品

2,592 円（税込） 送料別

※写真は10月～翌年2月末までの商品です。
3月～9月末には色が変わります。

千本玉壽軒 謹製

おまとめ発送可 常温 30日
外箱寸法 ／ 12個入：D16.5× W13.5× H2.5
24個入：D16.5× W26.5× H2.5
アレルギー ／ 卵

まるさんかくしかく

2392

24個入：○△□ 各8

〇△ □

申込
番号

四季のうつろいや人の心のありようを「〇△⃞」

1,296 円（税込） 送料別

の形に託して、一口サイズのお菓子にしました。

2391

12個入：○△□ 各4

和三盆糖と卵白を使ってお口の中でシュワッと

申込
番号

12 個入

とろける食感で、パステルカラーの可愛らしい

24 個入

お菓子です。



式亭のふきよせ

29

いちょう

外のしのみ
※11月10日～12月28日のお届けになります。

かりんとう、輪切奉天、クッキー、そばぼう

外箱寸法 ／ D21.5× W7.5× H5.5
アレルギー ／ 小
 麦・卵・乳・そば

ろ、昆布、野菜チップス…そして銀杏形の生砂糖

常温 出荷日より約45日
（45日以上残っているものをお届けします）

です。甘味と塩味の組み合わせをお楽しみいた

おまとめ発送可

をアクセントにした、色とりどりの「ふきよせ」

140g

だけます。

1,296 円（税込） 送料別

（数量限定につき品切れの際はご了承ください）

2351

※「は
 ちみつ」が含まれています。１歳未満のお子様には与えないようお願
いいたします。

申込
番号

※ひとつずつ色の表情が違います。一色のものもございます。

28

ひょうかとう

氷菓糖

M ：500g

上質の砂糖と寒天を使い、外は

1088

シャリシャリ、中はしっとりと作

申込
番号

り上げた、サイコロのような琥珀

S ：280g

菓子です。秋冬の季節には、柿・

俵屋吉富 謹製

1087

ニッキ・柚子の三色三様の風味が

楽しめる琥珀糖です。



申込
番号

1,728 円（税込） 送料別
2,808 円（税込） 送料別

おまとめ発送可 常温 25日
外箱寸法 ／ S
 ：D11× W11× H3.5
M ：D15.5× W15.5× H3.5
※写真は10月～翌年2月末までの商品です。
3月～9月末には色と味が変わります。

S

M

M ：有平糖10個×2、煎餅2種×各10

外箱寸法 ／ M
 ：D19× W20× H4
L ：D19× W25× H4
アレルギー ／ 小麦

31

おまとめ発送可 常温 120日
M

L

外箱寸法 ／ S
 ：D25.5× W8.5× H4.5
M ：D25.5× W16.5× H4.5
アレルギー ／ 卵

よじょうざんしん

おまとめ発送可 常温 20日

余情残心 （大徳寺納豆菓）

2,700 円（税込） 送料別

申込
番号

大徳寺納豆の味と香りを添えた、お菓子の詰合せです。

2191

L ：煎餅12枚、琥珀糖12枚

有平糖は昔ながらの製法で作られているので、しっと

1,404 円（税込） 送料別

S ：有平糖10個、煎餅2種×各5

りと柔らか。月の意匠をほどこした麩焼き煎餅ととも

3,888 円（税込） 送料別

2190

M

に、お茶会や心静かなひとときにどうぞ。

ほうえん

1028

方円

申込
番号

M ：煎餅12枚、琥珀糖6枚
申込
番号

裏千家十五代家元夫人 故 千登三子様

のお好み菓子として作られました。五

穀（米・豆・粟・黍・麦）で作られた

麩焼き煎餅と、さわやかな甘さの琥珀

2,808 円（税込） 送料別

鶴屋𠮷信 謹製

1027

糖の組み合わせです。



申込
番号

S

30

大徳寺納豆まんじゅう
大徳寺納豆を練り込んだこしあんを、もちも
ちした生地で包んだおまんじゅうです。ほのか
に香る大徳寺納豆の風味と、こしあんのしっと

常温 20日

りした甘さとのバランスが、奥深い味わいです。

しづか

15個

だける大きさです。

おまとめ発送可 常温 40日

外箱寸法 ／ D14× W7.5× H5.5

外のしのみ

感じさせます。ふた口ほどでお召し上がりいた

たりと上品な甘みは、どこか懐かしい味わいを

るみを入れたお菓子です。さっくりとした口当

北海道産の小豆と和三盆糖を使用した餡にく

閑 （くるみ入りあんだま）

3,996 円（税込） 送料込
8個

32
33

外箱寸法 ／ D32× W20.5× H4.5
アレルギー ／ 小
 麦・卵・乳
※11月1日からの発送となります。

2349

申込
番号

1,080 円（税込） 送料別
2296
申込
番号

M ：24個

大納言琥珀

2356

じっくりと炊き上げた良質の北

申込
番号

海道産大納言小豆を琥珀でやわら

S ：12個

かく包み込みました。大粒揃いの

2355

大納言、そのふくよかな味と食感

をご賞味ください。

申込
番号

1,080 円（税込） 送料別
2,160 円（税込） 送料別

おまとめ発送可 常温 45日
外箱寸法 ／ S
 ：D17.5× W12× H2
M ：D23.5× W17.5× H2

S

M

M ：24個

2,160 円（税込） 送料別

S ：12個
申込
番号

おまとめ発送可 常温 45日

2071

M ：24個

外箱寸法 ／ S
 ：D17.5× W12× H2
M ：D23.5× W17.5× H2

1,080 円（税込） 送料別
2,160 円（税込） 送料別

おまとめ発送可 常温 60日
S
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2070

M

外箱寸法 ／ S
 ：D17.5× W12× H2
M ：D23.5× W17.5× H2

柚子琥珀

2354

申込
番号

果汁を含んだ透明感のある琥珀に柚子の果皮

申込
番号

1,080 円（税込） 送料別

が美しいお菓子です。さっぱりとした風味をお

2353

S ：12個

M

楽しみください。様々な用途にお使いいただけ

ます。

宇治金時琥珀

柔らかく炊き上げた大粒の北海

道産大納言小豆を、宇治抹茶で風

味づけした琥珀の中に閉じ込めま

した。小豆の甘さと抹茶がほどよ

く調和して、日本茶にも珈琲にも

合う一品です。

S
申込
番号

34

はなしっぽう

花七宝
小さな箱の中はきらきらとお花が咲いている
ようです。砂糖と水飴、卵白をメレンゲ状にし、

外のしのみ

色とりどりのゼリーを散りばめました。見た目

しっとりとしたカステラ生地を

おまとめ発送可 常温 60日

も楽しく、季節を問わないお菓子です。

ロールケーキのように巻きました。国

ロールカステラ

一口食べれば、昔懐かしいプリン

産の小麦粉だけを使用し、宇治抹茶

京乃昔プリン
の味が口の中に広がります。素朴な

と丹波大納言小豆、栗など素材にも

ア・ラ・モード」の出来上がりです。

外箱寸法 ／ D14× W9.5× H2.5
アレルギー ／ 卵


遠方不可 島しょ不可

1,080 円（税込） 送料別
常温 45日

12個

外箱寸法 ／ D20.5× W21× H8
アレルギー ／ 小
 麦・卵

2276

申込
番号

栗ロールカステラ
抹茶ロールカステラ 各1

36
37

3,564 円（税込） 送料込
2096
申込
番号

卵の味としっかりとしたカラメルシ

おまとめ発送可 常温 180日

ロップ。アイスクリームやホイップク

外箱寸法 ／ D35× W26.5× H3.5
アレルギー ／ 卵
 ・乳

こだわりました。

68g ×12

リームを添えれば、あの「プリン・

3,000 円（税込） 送料別
2074

申込
番号

2402

3,240 円（税込） 送料別

M ：450g
お求めやすいサイズと価格に変更しました。
おまとめ発送可 常温 90日
外箱寸法 ／ S
 ：D24× W24× H7
M ：D24× W24× H11
アレルギー ／ えび

えびせん

申込
番号

2,160 円（税込） 送料別

海老を練り込んだ生地に、丸ごと一匹海老を

2034

S ：250g

入れたお煎餅です。海老の風味と絶妙の塩加減
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申込
番号

で、ついつい手が伸びてしまいます。飽きのこ

名入れ不可

M

ない素朴な味わい。式亭のロングセラー商品です。

冷凍 90日
外箱寸法 ／ D15× W21× H10
アレルギー ／ 小麦・えび

水ぎょうざ

水ぎょうざ40個、たれ1本

長年愛されている水ぎょうざ。皮はブレンドした小

5,184 円（税込） 送料込

麦粉から手作りしています。黄ニラや豚肉、干し海老

2277

などを入れ、一口ごとにコクのある肉汁が広がります。

申込
番号

S
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年内お届けご希望の場合
●ご注文承り

お申し込み方法

令和4年12月16日（金）到着分

年末年始

● お届け

令和4年12月28日（水）まで

休業のお知らせ

令和4年12月28日（水）〜令和5年1月5日（木）

商品によりましては、年末年始にお届けできない場合がありますので、詳細については
お問合わせください。

お支払い方法
お支払いは4つの方法からお選びいただけます。

＊はじめてのご購入の方はクレジットカード・代金引換又はご入金確認後のお取扱いとなります。

1 コンビニエンスストアでのお支払い

「明細書・払込取扱票」をお送りしますので、1週間以内に最寄りのコンビニエンス
ストアでお支払いください。尚、手数料は弊社にて負担いたします。

2 郵便局（窓口及び ATM）でのお支払い

「明細書・払込取扱票」をお送りしますので、1週間以内に最寄りの郵便局でお支払
いください。尚、現金でお支払いの場合は、手数料はお客様負担となります。

■

VISA、JCB、アメックス、マスターがご利用になれます。
お支払い回数は一括払いのみのお取扱いとなります。

4 銀行振込

お送りします「明細書・払込取扱票」に振込先口座番号を記載しておりますので、

ご確認の上直接お振り込みください。尚、手数料はお客様負担となります。

5 代金引換払い

送り状に商品代金と送料・代引き手数料の合計金額が記載されていますので配達
員に現金又はカードでお支払いください。
※ 送料込 の表記がある商品にはご利用になれません。
※先様送りのみの場合はご利用になれません。

FAX

式亭 ご注文専用 FAX

0120-504-033

郵便

カタログに同封された注文書に必要事項をご記入のうえ、

返信用封筒に入れてポストに投函してください。切手不要です。

3

電話

受付時間 10:00から16:00まで（土・日・祝・年末年始を除く）
※お電話がつながりにくい場合がございます。

なるべくFAX・郵便にてご注文ください。

TEL

0120-351-088

※ご注文用紙はホームページから
ダウンロードできます。印刷してご利用ください。

ミリエーム

検索

のしについて
のし掛けが必要な場合は《内のし》
《外のし》
をご指定ください。

商品のお届け・送料について

※11月中にご注文の「お歳暮のし」のご指定がある場合、ご指示がなければ12月に入っ
てからのお届けとなります。

着日指定される場合

ご注文日から10日以上先の着日を指定してください。
（期間限定品は、お届け期間内でご指定ください）

おまとめ発送可 送料別 表記の商品
■

交換・返品について

■

賞味期限は、商品の製造日から未開封状態でおいしく召し上がれる日にちの目安を
記載しています。消費期限は、表示日までにお召し上がりください。

転居・住所不明

贈答品でお届けできなかった場合（住所不明・長期不在など）
、原則としてご依頼主
様へお届けいたします。

TEL

0120-351-088

受付時間 10 : 00から16 : 00まで（土・日・祝・年末年始を除く）

〔カタログ有効期限〕令和5年1月31日
（期間限定・通年取扱商品を除く）

商品代金に送料は含まれておりません。
	単品でも複数まとめていただいても全国一律〔一箇所につき〕880円（税込）の
送料でお届けいたします。
	代金引換の場合は全国一律〔一箇所につき〕1,320円（ 税込 ）
（ 送料・代引き
手数料込）です。

送料込 表記の商品
■

賞味期限について

全てヤマト運輸にてお届けいたします。

ご注文後、約1週間から10日でお届けいたします。
（期間限定品は除く）

その他

お問合せ窓口

FAX

2

■

万が一、汚損や破損がある商品が届いた場合、お手数ですが商品到着後速やかに
ご一報ください。
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1

カタログに同封された注文書に必要事項をご記入のうえ、

下記の注文専用 FAXフリーダイヤルをご利用ください。

クレジットカード情報は、担当よりお電話で伺いますので
ご連絡先をご記入ください。

※ご指定がない場合は、基本は内のしとさせていただきます。

3 クレジットカード
■

ご注文は3つの方法からお選びいただけます。

■
■

 品代金に送料と消費税が含まれております。
商
同一箇所に複数発送する場合でも、商品1個に対し送料がそれぞれにかかります。
同時に複数種類の商品をご注文いただいた場合、別々の日にお届けになること
があります。

おまとめ発送可 の商品と 送料込 の商品を一緒に買われた場合、商品が別々の便で届くことがあります。

手さげ袋について

常温商品のみ、手さげ袋が必要な時は同送いたします。

消費税について
「初点セット」
（ 9P）と 送料別 表記の「送料」
「 代引き手数料」については10％、その他
の商品については8％の消費税になります。
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烏丸通

堀川通
北大路通

紫明通

裏千家学園

茶道資料館

式亭（ミリエーム）
小川通

上御霊前通

裏千家 今日庵

寺之内通
今出川通

式亭オンラインショップでも一部の商品を販売しています

カタログ有効期限

令和5年1月31日まで

式

亭

TEL 0120-351-088
〒602-0006

株式会社 ミリエーム

FAX 0120-504 -033

京都市上京区小川通寺之内上る2丁目禅昌院町648-1

式亭

検索

