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「イオンの冬ギフト２０１５」
１ ０月１ ０日（ 土） 全 国約４ ,０ ００店舗 で承り 開始
イオンは１０月１０日（土）より、グループ２５社約４,０００店舗と、オンラインショップ
「おうちでイオン イオンショップ」で「イオンの冬ギフト２０１５」約１,６６０品目の承りを開始します。
今年の「イオンの冬ギフト」は、地域の風土が育む個性豊かな味覚の数々や、日本が世界に誇伝統の
「職人技」
「機能美」を実感いただける品々をご用意しました。
日本の古き良きものを知る「再発見」の喜び、新しいものに触れる「新発見」の楽しみを、
日本の各地で紡がれるさまざまなギフトを通して「日本〝心〟発見」としてお客さまにご提供します。

総合
カタログ

地域別カタログ(７地域)
※北海道・九州・沖縄地区でも別カタログをご用意しています。
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今年の「イオンの冬ギフト」は地域別のカタログ(７地域)をご用意。地域で食べ継がれてきた伝統の
「食」や個性豊かな「味覚」をお楽しみいただける、地元のとびっきりの品々を、ご用意しました。
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総合
カタログ

※北海道・九州・沖縄地区でも別カタログをご用意しています。

今年の「イオンの冬ギフト」は地域別のカタログ(７地域)をご用意。地域で食べ継がれてきた
伝統の「食」や個性豊かな「味覚」をお楽しみいただける、地元のとびっきりの品々をご用意し
ました。

東北地域カタログ１,２４３品目取り扱い
（うち、東北地域カタログ限定のじもの「５３品目」取り扱い）

豊かな自然と伝統の食文化。味わい深く、懐深い東北の美味。連なる山々の美しい
稜線、三方を囲む海。豊かな自然に彩られた東北地方は、食材の宝庫。その恵みを
活かして、古来から山海の幸をふんだんに取り入れた食文化が発達してきました。
伝統が紡ぐとっておきの東北の味をお届けします。
東北

山王食品

きりたんぽと比内地鶏鍋セット（3 人前）
４,６３０円（税込５,０００円）
（きりたんぽ450g、比内地鶏肉150g、スープ200ml、ネギ200g、せり50g、
ごぼう70g、舞茸70g、糸こんにゃく200g、）

きりたんぽは、秋田県・大館が誇る自慢の郷土料理です。きりたんぽは、
あきたこまちを使用しており、肉厚で煮崩れしないのが特徴。手づくり
で一本一本秋田杉の串に巻き付けて焼き上げています。

関東地域カタログ１,２３９品目取り扱い
（うち、関東地域カタログ限定のじもの「４９品目」取り扱い）

広大な関東平野を擁し、温暖な気候のもとで農産や畜産がさかんに行われてきた
関東地方。同時に、近世以降、文化の中心地として、さまざまな食の名品・銘店
が育まれてきました。そんな関東が誇る自慢の味覚の数々をお届けします。
関東

齋藤商店

あんこう鍋セット
５,０００円（税込５,４００円）
（あんこう切身 800g、だし汁 500ml、濃縮スープ 150g×2）

茨城県の最北、北茨城市。風光明媚な港町・平潟の「齋藤商店」
3 代目が作るあんこう鍋。２０１４年 築地まつりで鍋グランプリを
獲得した味わいをお楽しみいただけます。

東海地域カタログ１,２４２品目取り扱い
（うち、東海地域カタログ限定のじもの「５２品目」取り扱い）

太平洋の好漁場と自然豊かな山々に恵まれ、新鮮な魚介類と山の幸が得られる東
海地方。東海道の要所として、江戸時代から旅人も多く訪れ、独自の食文化が発
達しました。自然と歴史が育んだ東海の豊かな味わいが、あの方の冬を彩ります。
東海

飛騨牛ばら焼肉用
７,８７１円（税込８,５００円）
（飛騨牛ばら焼肉用、岐阜県産牛肉 400g）

「おいしく、安全な牛肉をお届けしたい」という想いのもと、岐阜県
の豊かな自然のなかで育んだ良質なお肉です。ばら肉は、焼くことで
脂の甘さやコクが際立ちます。そのおいしさは、まさに芸術品といえ
るほど。大切な方に贈るギフトとして、自信をもってお届けします。

北陸甲信越地域カタログ１,２４４品目取り扱い
（うち、北陸甲信越地域カタログ限定のじもの「５４品目」取り扱い）

地の利を活かした多彩な魚介をはじめ、野菜、加工品など、美食にあふれる北陸
地方。 そして、豊かな山・海・高原を擁し、その特色が食文化にも反映された
甲信越地方。各県の魅力と個性が光る、とびきりの味わいをお届けします。
北陸甲信越

かくし甲斐路 生ほうとう詰合せ
３,０００円（税込３,２４０円）
（生ほうとう 300g×4、かぼちゃ粉入り生ほうとう 300g、味噌 100g×5）

平安時代に中国から伝えられ、かつては武田軍の陣中食だったといわ
れるほうとう。山梨県で古くから愛されてきた郷土料理です。国産小
麦粉を塩も使わず水だけで練り上げた麺は、小麦粉の風味をそのまま
に昔ながらの素朴な味わいがご堪能いただけます。

近畿地域カタログ１,２３７品目取り扱い
（うち、近畿地域カタログ限定のじもの「４７品目」取り扱い）

飛鳥から平安京など日本の重要な歴史が刻まれ、伝統的な食の世界を今に伝える近畿
地方。一方、現在でも西日本の経済・文化の中核として、新しい食文化を生み続けて
います。そんな近畿地方ならではの魅力あふれる味わいを集めました。
近畿

瀬戸内うまいものセット
５,０００円（税込５,４００円）
（鯛めしの素 3 合用、明石だこやわらか煮 70g、かきのやわらか煮 60g、いかなごくぎ煮 250g、明石だこの唐揚げ用 200g）

明石鯛を使った浜の伝統料理である「鯛めしの素」、よく肥え、噛む
ほどに甘みが出てくる明石だこを使った明石だこの「やわらか煮」と
「唐揚げ」。瀬戸内で育ったかきをふっくらとやわらかく炊き上げた
「かきのやわらか煮」など、瀬戸内の魅力をお届けします。

山陰山陽地域カタログ１,２３８品目取り扱い
（うち、山陰山陽地域カタログ限定のじもの「４８品目」取り扱い）

素朴な自然が残る山陰と、穏やかな気候の山陽。2 つから成る山陰山陽地方の奥深い
食の世界。日本海と瀬戸内海に囲まれ、食材も豊富なこの地では、数多くの名物が生
まれてきました山陰山陽地方の食の醍醐味をお届けします。
山陰山陽
クニヒロ

広島県産大粒冷凍かきのかき土手鍋とかきめし素セット
３,６８０円（税込３,９７４円）
（広島産冷凍かき 160g×4、牡蠣の土手鍋ミソ 200g×2、かきめしの素 150g×2）

広島を代表する冬の味覚、かき。日本一の生産量を誇る広島のかきの
中でも大粒を選りぬき、うま味を引き立てる「土手鍋ミソ」と「かき
めしの素」をセットにしました。広島のおいしさをお届けします。

四国地域カタログ１,２３９品目取り扱い
（うち、四国地域カタログ限定のじもの「４９品目」取り扱い）

瀬戸内海と太平洋に四方を囲まれ、温暖な気候に恵まれた四国地方は、新鮮な食
材が豊富。それらの食材を活かして、４県それぞれに郷土色豊かな特産品が生ま
れました。全国に名を馳せる四国の味をお届けします。
四国

包丁切りさぬき半生うどん詰合せ
２,６６７円（税込２,８８０円）
（うどん 300g×3、釜あげうどん 250g×4、めんつゆ 15ml×14）

讃岐の「うどん」コシが強いさぬきうどんと、大人気のホカホカ
釜あげうどん。それぞれ半生タイプを詰合せました。ふたつの違
いをお楽しみいただけます。

北の大地の贈り物
北の大地が育むすぐれた味覚や伝統の一品。五感で味わう旅ギフトも、
「コト」の贈り物としてご提案します。

「コトギフト」

北の大地の温泉旅ギフト

（定山渓温泉 洞爺湖温泉 湯の川温泉 登別温泉

十勝川温泉 阿寒湖温泉

ウトロ温泉）

【宿泊期間】２０１６年１月１１日（月）～ ３月１８日（金）

雄大な自然に抱かれた温泉にほっこり癒され、旬の味覚に舌鼓。
イオンが厳選した７か所の温泉宿からお好きな 1 か所をお選びいただき、
観光タクシーとセットでお楽しみいただく旅ギフトです。
「お好きな温泉宿のペアご宿泊券（７か所より）」+「観光タクシー４時間チャーター」

1 組２名さま

６５,０００円（税込７０,２００円）

日本が世界に誇る伝統の文化や品質。その価値を再発見するギフトをお届します。

長谷園
かまどさん 2 合炊き＆新潟・山形・北海道 お米食べくらべセット
８,５００円（税込９,１８０円）
かまどさん（2 合）、お米食べくらべセット（新潟/こしひかり・山形/つや姫・北海道/ゆめぴりか）各 2 合、しゃもじ、陶製敷板

1300 年とも言われる歴史を有する「伊賀焼」は、三重県伊
賀市が誇る伝統的工芸品です。原料となるのは「古琵琶湖層」
と呼ばれる４００万年前の地層から採れる良質な土。高温で焼
成することで多くの気孔ができる粗土の生地は、遠赤外線効果
で食材の芯までじっくりと熱を伝え、蓄熱力の高さでうま味を
引き出すという特徴があります。
伊賀焼の伝統と職人の創意工夫から生まれた炊飯土鍋は、火
加減いらずで吹きこぼれもなく、かまど炊きのようにふっくら
としたごはんが炊き上がるすぐれた一品。三種の銘柄米とのセ
ットで、ほっこりおいしいひとときをお届けします。
イオンの冬ギフト２０１５年承りについて
承り期間：１０月１０日（土）～１２月２４日（木）まで
承り店舗：グループ２５社、約４,０００店舗（※一部取り扱いの無い店舗があります）
全国の「イオン」
「イオンスーパーセンター」「ザ・ビッグ」「マックスバリュ」「KOHYO」
「マルナカ」「ピーコックストア」
「ミニストップ」「サンデー」
「ジョイ」
Ｗ Ｅ Ｂ：オンラインショップ「おうちでイオン イオンショップ」
冬ギフトページ https://www.aeonshop.com/oseibo/
※早得について
承り期間：１０月１０日（土）～１２月８日（火）
対象商品：カタログ掲載商品のうち８０７品目
割引：対象商品 税込価格から１０％割引

別冊
カタログ

ワインの女王ボルドーワインやマスターソムリエ高野 豊氏
が厳選する世界の上質ワインを、ご用意しました。

シャトー・ムートン・ロートシルト ２０１１ （限定４８本）
（赤/フルボディ） 750ml

６８,０００円（税込７３,４４０円）

ワインの魅力をじっくり極めたい。そんな大切な方へのギフトに。または特別な日の
自分へのギフトに。シャトー・ムートン・ロートシルトをご用意しました。
第１級５大シャトーの中でも、ひときわ豪奢で芳醇なワインとして知られています。
冬ギフト別冊 ワインギフトカタログ承りについて
承り期間：１０月１０日（土）～１２月２４日（木）まで
承り店舗：グループ２１社、約１,６５０店舗※一部取り扱いの無い店舗があります。
全国の「イオン」
「イオンスーパーセンター」「ザ・ビッグ」「マックスバリュ」「KOHYO」
「マルナカ」「ピーコックストア」

別冊

おうちのギフト

じものの幸箱

カタログ
地域の美味や大容量のお買い得品、年末年始
の家族が集まるシーンを彩る品々をご用意
しました。
「じものの幸箱」では個性豊かな
６つの地域（東北・関東・東海・北陸甲信越・
近畿・中四国）の名産品をご用意。お好きな
地域の名産品から３点を自由に選べ、選ぶ楽
しみも合わせてご提案します。

幸箱
３,７１３円（税込４,０１０円）各幸箱共通価格
（みちのく幸箱、かんとう幸箱、かいどう幸箱、ほくりく・しなの幸箱、きない幸箱、さいごく幸箱）

別冊 おうちのギフト
承り期間：１０月１０日（土）～１２月２４日（木）まで
承り店舗：グループ２１社、１,６９０店舗（※一部取り扱いの無い店舗があります）
全国の「イオン」
「イオンスーパーセンター」「ザ・ビッグ」「マックスバリュ」「KOHYO」
「マルナカ」「ピーコックストア」
※早得について
承り期間：１０月１０日（土）～１２月８日（火）
割引：対象商品 税込価格から１０％割引

