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人・自然・歴史が紡ぐ三重「美し国」の贈り物など約２,０００品目

５/１４(土)「イオンの夏ギフト２０１６」全国４,１００店舗で承り開始
イオンは５月１４日（土）より、グループ２５社、約４,１００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「イオンの夏ギフト２０１６」約２,０００品目の承りを開始します。
今年の特集は、人・自然・歴史が紡ぐ三重「美し国」の贈り物。深い歴史や文化に彩られた三重の魅力
をお届けします。また、イオンは全国各地の地域の皆さまと、地域産品の保護・保存・ブランド化を進め
ています。これらの活動から生まれた「フードアルチザン（食の匠）」の商品をはじめ、地元のとびっき
りの商品「じもののギフト」を全国のお客さまにご提供します。

人・自然・歴史が紡ぐ三重「美し国」の贈り物

厳選
１ 【総合カタログ】

～豊かな自然の恵みと深い歴史が息づく三重～
日本人の“心のふるさと”として尊ばれてきた「伊勢神宮」、世界遺産「熊野古
道」といったかけがえのない歴史文化。伊勢海老などの魚介をはじめとした豊富な
山海の恵み。自然と共生しながら伝統を守り伝えてきた「海女」文化に代表される
独自の知恵と技術。
雄大な緑の山々と美しいリアス式海岸の海を抱く三重県は、古来より「美し国（う
ましくに）」と称され、人々を惹きつけてきました。
この夏、三重が誇る美しさやおいしさを、贈り物にギュッと詰め込んで。この地
に創業し、この地とともに歩んできたイオンが時代を超えて愛され続ける『三重の
魅力』をお届けします。

【表紙原画】
吉田賢治「海の宙（うみのちゅう）」
白い磯着姿の海女は、海ではなく宇宙をたゆたう女性をイメージした理想像。志摩で海女の美しさに魅せられ２０年以上も
海女を描き続ける吉田賢治氏の記念碑的な作品に、三重を愛するイオンの想いを託しました。

厳選
２

地域別カタログ

地域：東北・関東・東海・北陸甲信越・近畿・山陰山陽・四国 ※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。

地元のとびっきりをお選びいただける地域別カタログをご用意。そこでしか味わえない個性豊かな味覚を
通して、地域の魅力を届けたい、地域をもっと元気にしたいイオンの「じもの」のギフトです。

厳選
３

【別冊カタログ】
ワインギフト

【別冊カタログ】
おうちのギフト

入手困難と言われる伝説の
シャンパーニュ「Ｒ．ラルー」
（限定数２４本）やマスター
ソムリエ高野豊氏が厳選す
る世界の銘醸ワインをご用
意しました。

日本のビール職人たちのこ
だわりが結晶した「日本のク
ラフトビール」をはじめ、ご
自宅でたのしめる逸品をご
用意しました。
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厳選
１

人・自然・歴史が紡ぐ三重「美し国」の贈り物
～豊かな自然の恵みと深い歴史が息づく三重～

プリプリとした食感、口に広がる甘み。伊勢志摩の海で育まれた宝物。

三水フーズ

三重県産伊勢海老（加熱済み）２尾
伊勢志摩産伊勢海老（加熱済み）２尾（１尾３００〜４００ｇ）

本価格 ９,８００円（税込１０,５８４円）
その優れた味わいはもとより、堂々たる姿形にも価値のある縁起物とし
て、古くから尊ばれてきた「伊勢海老」。伊勢志摩地域の豊かな海で育っ
た伊勢海老を活け〆し、スチーム加工してお届けします。口の中ではじ
けるようなプリプリの食感と上品な甘みは、まさに海の宝物と呼ぶにふ
さわしい風格。頭はお味噌汁にして、だしのうま味をご堪能いただけま
す。網から１尾ずつ丁寧に手作業で外された伊勢海老は、加工直前まで
生きているので鮮度抜群です。
鮮度、大きさともに優れた尾鷲の真鯛をお刺身で、塩焼きで。

尾鷲物産

三重県尾鷲産 活け〆真鯛（養殖）刺身用２尾
本体価格 ６,９００円（税込７,４５２円）
真鯛２尾（ウロコ＋エラ腹取）

三重県尾鷲産 活け〆真鯛（養殖）刺身用セット
本体価格 ７,９００円（税込８,５３２円）
※こちらの商品は、７月２０日（水）までの
真鯛１尾（ウロコ＋エラ腹取）
、真鯛スキンレスフィーレ２

承りとなります。

熊野灘に面した魚介の宝庫、尾鷲地域で養殖された大型で食べごたえのある真鯛をお届けします。お
刺身や塩焼きで、その上品な味わいをご堪能いただけます。

愛着とともに増していく質感。現代に映える、伝統の伊勢木綿

伊勢木綿トートバッグと銘菓 関の戸
本体価格 ９,８００円（税込１０,５８４円）
伊勢木綿トートバッグ（奥行き約１５×横３７×高さ２２㎝、持ち手高さ約１２ｃｍ、
組成＝綿１００％）
、伊勢木綿ハンカチ（約４１×４５ｃｍ、組成=綿１００％）
、
銘菓「関の戸」１０個（桐箱入り、箱サイズ:約１４.５×２５×５ｃｍ、材質:桐）

古来より、水と土に恵まれた温暖な伊勢平野で織物文化が育まれてきた伊勢の国。中でも、やわらか
さとしなやかさが特徴で、江戸期に入り広く普及した伝統的な織物が「伊勢木綿」です。現在、日本
で唯一の織元である「臼井織布」では、明治時代の導入から１００年を超えた今も現役で稼働する力
織機（りきしょっき）が、小気味良い動作で多彩な伊勢木綿を織り上げています。機械織りとはいえ、
織機の傍らには絶えず熟練の織り子が付き添って見守り、時に調整を行うという手仕事がその品質と
風合いの要です。
溌剌とした印象のトートバッグは、長い年月をかけて継承されてきた伝統の色柄を現代の機能的な
アイテムへと落とし込んだ、日常で使ってこそ映える一品。寛永年間より続く三重銘菓、こしあんを
求肥皮で包み和三盆をまぶした「関の戸」とのセットでお届けします。
ずらりと並ぶおよそ４０台の力織機。昔ながらの織機は、やわらかく繊
細な糸を扱うことができるのが特徴です。
2

厳選
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地域別カタログ

地域：東北・関東・東海・北陸甲信越・近畿・山陰山陽・四国 ※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。
うーめん

宮城の「白石温麺」
佐藤清治製麺 白石温麺詰合せ
本体価格 ３,０００円（税込３,２４０円）
白石温麺（５０ｇ×５）×６

油を一切使わずにつくる長さ約９cm のそうめん
タイプの麺です。ざるで冷たくさっぱりと、お味噌汁
やけんちん汁の具としてもおいしく召し上がれます。
合計１,２９５品目
明治１６年創業の佐藤清治製麺は、白石温麺製造の老舗です。良質の原料を使い、その日の天候や気温、
湿度などを見ながら職人の技で塩水の加減や練り、乾燥時間などを調整して製造しています。

にぎわい東北 つなげよう、ふるさとのチカラ
東日本大震災から５年。東北の復興に、自立・成長の歩みを。イオンは東北の元
気を日本中、世界中につないでいくあたらしい応援のカタチ「にぎわい東北」を
はじめます。伝統が紡ぐとっておきの東北の味を、この夏、大切な方へ贈りいた
だけます。

関東の「味噌漬け」
豚肉ロース関東ご当地
味噌漬け食べくらべセット
本体価格 ２,８００円（税込３,０２４円）
豚肉ロース３種類の味噌漬け各１７０ｇ×３
国産豚ロース肉を濃厚な味が特徴の秩父味噌、トロッ
とした甘みのある江戸甘味噌、神奈川を代表する地方
グルメ「相模のとん漬け」と３種類の味付けをしました。
合計１,２９３品目

愛知の「麺三昧」
なごやきしめん亭
涼味詰合せ
本体価格 ４,６３０円（税込５,０００円）
そうめん２２０ｇ×６、きしめん１００ｇ×３、うどん１００ｇ×３、
胡麻つゆ６０ｇ×３、めんつゆ２５ｇ×９

平打ちのきしめんに胡麻だれがからむ「胡麻だれきしめん」
をはじめ、ざるうどん、そうめんを詰合せました。

合計１,２９５品目

安曇野の「とろける生大福」
お茶元みはら胡蝶庵
とろける生大福４種アソート
本体価格 ３,０５６円（税込３,３００円）
とろける生大福２０（抹茶５、苺５、ブルーベリー５、黒豆５）

お口の中でもっちり大福の皮とクリームがとろけます。
お好みにより、半解凍のアイス感覚で、完全解凍のとろける
食感で、お召し上がり方いろいろ。どれも素材の味がしっか
合計１,２８９品目 りと生きています。
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大阪の「うなぎ」
魚伊
炭火焼き うなぎ蒲焼
本体価格 ６,５００円（税込７,０２０円）
真空炭火焼きうなぎ蒲焼２尾（徳島県産原料） 計２８０ｇ
ボトルたれ３０ｇ×２、山椒小袋２

関西特有の「地焼き」による蒲焼。表面はパリッと香ばしく、

合計１,２８１品目 中身はふっくらとした食感が特徴です。

瀬戸内の「かき」
クニヒロ
瀬戸内産殻付かき あきえもん（生食用）
本体価格 ５,０００円（税込５,４００円）
殻付かき（生食用・冷凍）１０

瀬戸内育ちのかきを豪快な殻付きで。開けやすく加工してあり、
生食用ですから、そのままオードブルとして召し上がれます。

合計１,２９０品目

宇和島の「ぶり＆愛鯛」
愛媛県漁業協同組合連合会
戸島一番ぶりと愛鯛のギフトセット
本体価格 ５,０００円（税込５,４００円）
愛媛産愛鯛（養殖・冷凍）スライス（１０切れ）３、
愛媛県産戸島一番ぶり（養殖・冷凍）スライス（８切れ）３、
戸島亭のぶり丼のたれ、鯛めしのたれ３

合計１,２８９品目 愛媛を代表するブランド養殖魚「愛鯛」と「戸島一番ぶり」を
豪快にかき込める丼と鯛めしのセットにしました。

【
「イオンの夏ギフト２０１６」承りについて】
１．承り期間：５月１４日（土）～８月８日（月）
２．承り店舗：◆グループ２５社 約４,１００店舗
「イオン」
「イオンスタイル」
「マックスバリュ」「マルナカ」
「山陽マルナカ」
「ピーコックストア」
「ＫＯＨＹＯ」
「ミニストップ」「サンデー」
「イオンスーパーセンター」「ザ・ビッグ」など
◆オンラインショップ「おうちでイオン イオンショップ」
（https://www.aeonshop.com/summergift/）
※一部取扱いの無い店舗があります。
※掲載写真はイメージです。
※「ミニストップ」は一部の商品のみ取り扱いとなります。
３．取扱い品目：１,２３６品目（総合共通カタログ）・３８０品目（地域カタログ）
３１３品目（ＷＥＢ限定）
【早得について 対象商品がカタログ表示価格（税込）から１０％ＯＦＦ】
１．承り期間：５月１４日（土）～７月１０日（日）
２．対象商品：カタログ掲載商品のうち９８７品目
３．割引：対象商品１０％ＯＦＦ
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別冊カタログ「ワインギフト・おうちのギフト」
入手困難と言われる伝説のシャンパーニュ
「Ｒ．ラルー」
（限定数２４本）

キュヴェ・ルネ・ラルー １９９９
（白泡/辛口）７５０ｍｌ

本体価格 ２３,８００円（税込 ２５,７０４円）

ワインギフト
カタログ
合計３７品目

１８２７年創業の老舗メゾン「Ｇ．Ｈ．マム」
。メゾンの象徴でもある、赤いリボン
のラベルが目印のコルドン・ルージュは、Ｆ１の表彰式や映画カサブランカにも登場
したシャンパーニュとして有名です。そのマムが誇る最上級キュヴェがこの「Ｒ.ラ
ルー」
。長年同社の経営に手腕を発揮した名士ルネ・ラルーへのオマージュとして造
られるプレステージ・キュヴェで、自社所有のグラン・クリュ畑の中でも最も古く、
優れた１２の区画の中からさらに７つの区画の葡萄を厳選。偉大な年にのみリリース
され、今回ご紹介する１９９９年は、非常に高い評価を得ています。熟成感とフレッ
シュさを併せ持つ、その気品溢れる味わいは、まさに至福。シャンパーニュの奥深い
魅力を垣間見せてくれます。
醸造所の数だけ存在する、多様な製法と個性的な味わいが魅力の
「クラフトビール」。北から南まで、日本のビール職人たちのこだわりが結晶
したおいしさを、この夏、お届けします。

ＳＯＣブルーイング
ノースアイランド ビールセット
ピルスナー、ブラウンエール、スタウト、ヴァイツェン、
ＩＰＡ、コリアンダーブラック各３３０ｍｌ

おうちのギフト
カタログ

本体価格 ３,２２０円（税込３,４７７円）

合計１０１品目
【
「イオンの夏ギフト別冊カタログワイン・おうちのギフト２０１６」承りについて】
１．承り期間：５月１４日（土）～８月８日（月）
２．承り店舗：下記店舗及び、オンラインショップ「おうちでイオン イオンショップ」
（https://www.aeonshop.com/summergift/）
◆ワインギフトカタログ：グループ２２社 約１,８００店舗
「イオン」
「イオンスタイル」「マックスバリュ」「マルナカ」
「山陽マルナカ」
「ピーコックストア」
「ＫＯＨＹＯ」
「イオンスーパーセンター」「ザ・ビッグ」など
◆おうちのギフトカタログ：グループ２４社約１,９００店舗
「イオン」
「イオンスタイル」
「マックスバリュ」「マルナカ」
「山陽マルナカ」
「ピーコックストア」
「ＫＯＨＹＯ」
「イオンスーパーセンター」「ザ・ビッグ」「サンデー」など
※一部取扱いの無い店舗があります
※掲載写真はイメージです

３．カタログ掲載品目：ワインギフトカタログ
３７品目
おうちのギフトカタログ１０１品目
【早得について 対象商品がカタログ表示価格（税込）から１０％ＯＦＦ】
１．承り期間：５月１４日（土）～７月１０日（日）
２．対象商品：カタログ掲載商品のうち１７品目（おうちのギフトのみ）
３．割引：対象商品１０％ＯＦＦ
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