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エコ包装 完全包装 二重包装 名入可①　　　　　   ：簡易包装　②　　　　　   ：全包装　③　　　　　   ：全包装　④　　　　　   ：のしにお名前記載可

Summer Gift
2019. 6/1（土）～25（火）お申込み期間

2019. 7/10（水）～25（木）お届け期間

2019

本体価格：5,000円
（税込価格：5,400円）送料込

2
鉄人 陳建一監修　
中華（4種丼）セット

内　　容：陳麻婆豆腐丼120g、
　　　　 乾焼蝦仁丼120g、
　　　　 青椒肉絲丼120g、　
　　　　 中華丼120g×各1個
賞味期限：冷凍で製造日から
　　　　 90日

鉄人・陳建一がプロデュースした中華料理をお届けします。1 津軽りんごを使用したりんごパイとベイクドチーズの詰め合わせです。

本体価格：4,000円
（税込価格：4,320円）送料込

坂井宏行監修 
津軽りんごパイと
濃厚チーズケーキ

内　   容：津軽りんごパイ4号
　　 　   （12㎝）・
　　 　   濃厚チーズケーキ
　　 　   （12㎝）×各1
賞味期限：冷凍で製造日から
　　　　 180日

推奨ギフト

冷凍

エコ包装 冷凍

エコ包装

直送品

直送品

※画像はイメージです。写真内の小物は商品に含まれません。



日本三大和牛すき焼き・
しゃぶしゃぶ用（米沢・松阪・神戸）

内　   容：米沢牛モモ１４０ｇ、松阪牛モモ１４０ｇ、神戸牛モモ１４０ｇ×各1
　　　　 牛肉／山形県産・三重県産・兵庫県産
賞味期限：冷凍（産地）出荷日から30日

本体価格：10,000円（税別）
（税込価格：10,800円）送料込

氷温熟成黒毛和牛焼肉用

内　   容：牛モモ400ｇ
　　　　 牛肉／国産　
賞味期限：冷凍（産地）出荷日から30日

本体価格：8,000円（税別）
（税込価格：8,640円）送料込

日本ハム 本格派詰合せ

内　   容：特撰ロースハム380ｇ、直火焼き焼豚180ｇ、
　　 　   特撰ボンレスハム200ｇ×各1
賞味期限：冷蔵で製造日から60日

本体価格：5,000円（税別）（税込価格：5,400円）送料込
日本ブランド牛６選ミニステーキ

内　   容：米沢牛モモ60ｇ、宮崎牛モモ60ｇ、仙台牛モモ60ｇ、
　　 　   神戸牛モモ60ｇ、松阪牛モモ60ｇ、近江牛モモ60ｇ×各1
　　 　   牛肉／山形県産・宮崎県産・宮城県産・兵庫県産・三重県産・滋賀県産
賞味期限：冷凍で出荷日から30日

本体価格：10,000円（税別）
（税込価格：10,800円）送料込

焼津一本釣り鰹の
たたき黒潮造り
内　   容：かつおのたたき黒潮造り２５０ｇ、
　　 　   黒潮造りのたれ10㎖×各2
　　 　   かつお/静岡県産
賞味期限：冷凍で出荷日から35日

本体価格：3,700円（税別）（税込価格：3,996円）送料込

神戸牛ハンバーグ４種のソース

内　   容：神戸牛ハンバーグ１００ｇ×4、
　　 　   デミグラスソース50g、クリームソース４０ｇ、　
　　 　   バジルソース４０ｇ、トマトソース４０ｇ×各1
賞味期限：冷凍で出荷日から30日

本体価格：5,000円（税別）
（税込価格：5,400円）送料込

北海道産 鮭三種食べ比べ

内　   容：鮭塩焼50g・鮭照焼50g・鮭味噌焼50g×各2
　　 　   鮭/北海道産
賞味期限：常温で出荷日から90日

本体価格：3,800円（税別）
（税込価格：4,104円）送料込

炙りまぐろ
秘伝のたれ仕込み

内　   容：炙りまぐろ秘伝のたれ仕込み400ｇ×2、
　　 　   びん長まぐろ/日本産
賞味期限：冷凍で出荷日から35日

本体価格：4,500円（税別）（税込価格：4,860円）送料込

3 氷温域で熟成し旨みを引き出した黒毛和牛モモ肉を、焼肉用でお届けします。 4 米沢牛、松阪牛、神戸牛をすき焼き・しゃぶしゃぶ用で堪能！

5 米沢牛、宮崎牛、仙台牛、神戸牛、松阪牛、近江牛のミニステーキでお楽しみください。 6 長年愛されつづけてきたハムギフトの自信作。　　

7 神戸牛ハンバーグ４種類のソースをお楽しみください。 8 丁寧に一本一本釣り上げられた鰹を船上で急速凍結しました。

9 びん長まぐろの皮目を高温で焼き上げ、まぐろの旨みを閉じ込めました。 10 北海道産の鮭を塩、醤油たれ、味噌で焼き上げました。

直送品冷凍

直送品冷蔵

直送品冷凍エコ包装 エコ包装

エコ包装

エコ包装

直送品

　　 　   

直送品冷凍

名入可

完全包装

エコ包装

二重包装

名入可

直送品冷凍

完全包装

エコ包装

二重包装

名入可

直送品冷凍

完全包装

エコ包装

二重包装

直送品冷凍

名入可

完全包装

エコ包装

二重包装

※画像はイメージです。写真内の小物は商品に含まれません。
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長野産
朝取巨峰
本体価格：5,000円（税別）
（税込価格：5,400円）送料込
内　   容：巨峰約１.５㎏（３～４房） 
　　 　   巨峰／長野県産
食べごろの目安:冷蔵で5日以内
お届け期間：７月１０日～７月25日

11 北海道産の蝦夷あわびの松前漬と山海漬をセットにしました。 12 赤肉、青肉2色のメロンの甘さ、香りをお楽しみください。

13 早朝収穫された巨峰は、甘さ・水気たっぷりです。 14 樹成り完熟を待って収穫した完熟品です。濃厚な甘味お楽しみください。

15 完熟りんご100％の非濃縮還元りんごジュ－ス。りんご本来の甘さと酸味が楽しめます。 16 バラエティ豊かな和風デザートの詰め合わせです。

 17 東京日本橋「たいめいけん」3代目茂出木シェフ監修のこだわりギフトです。 18 まるでケーキみたいな食感。ふわふわな生地にあんこを詰めてみました。

19 素麺作りの歴史ある島原地方で製麺。手延べの美味しさを味わって下さい。 20 豚骨と鶏ガラスープに魚介のだしを合わせ、背油を加えた深みのある醤油ラーメン。

宮崎産　
完熟マンゴ－
本体価格：7,000円（税別）
（税込価格：7,560円）送料込
内　   容：マンゴー約400g×2玉 マンゴー／宮崎県産
食べごろの目安:冷蔵で3～5日以内
糖度12～15度／等級 秀
期　   間：7月10日～7月25日

完熟りんご100%ジュース
「おらほのりんご」
本体価格：5,000円（税別）
（税込価格：5,400円）送料込
内　   容：りんごジュ－ス1L×6
　　 　   りんご/山形県産
賞味期限：常温で製造日より150日

デザートギフトうららか
本体価格：3,500円（税別）
（税込価格：3,780円）送料込
水羊羹 小倉60g×各4、水羊羹 練り60g、
水羊羹 抹茶60g×各2、冷やし栗ぜんざい80g×2、
蜂蜜入り柚子ぜりぃ75g、
プレミアムマンゴープリン75g×各2、
豆乳ぷりん青りんご＆アロエ52g、
豆乳ぷりんプレーン52g、豆乳ぷりんみかん52g×各2
賞味期限：常温で製造日より180日

東京日本橋「たいめいけん」
プレミアム焼菓子ギフト
本体価格：3,000円（税別）
（税込価格：3,240円）送料込

内　   容：フィナンシェ（フランボワーズ）×5、
　　　　 フィナンシェ（オレンジショコラ）×4、
　　　　 紅茶ティーバッグ2ｇ×5
賞味期限：常温で製造日より180日

花音の三種の焼きどら
12個詰め合わせ
本体価格：3,000円（税別）
（税込価格：3,240円）送料込
内　   容：白小豆・丹波大納言・抹茶×各4
賞味期限：常温で製造日より12日

手延べ島原素麺
日本の誉
本体価格：3,200円（税別）
（税込価格：3,456円）送料込
内　   容：素麺50g×32
賞味期限:常温で製造日から3年

広島尾道ラーメン
本体価格：5,000円（税別）
（税込価格：5,400円）送料込
内　   容：麺80ｇ、スープ40.5ｇ×各15
賞味期限：常温で製造日から180日

商品の性質上、収穫が遅れる場合がございます。
その場合は、ご依頼主様にご連絡申し上げます。

商品の性質上、収穫が遅れる場合がございます。
その場合は、ご依頼主様にご連絡申し上げます。

蝦夷あわび
松前漬・山海漬
本体価格：4,800円（税別）
（税込価格：5,184円）送料込
内　   容：あわび松前漬け150g、
　　 　   あわび山海漬150g×各1
　　 　   あわび／北海道産
賞味期限：冷凍で出荷日から90日

北海道産
デュエットメロン
本体価格：5,000円（税別）
（税込価格：5,400円）送料込

直送品冷凍エコ包装

直送品冷蔵エコ包装

直送品エコ包装

エコ包装 直送品

直送品完全包装

直送品冷蔵エコ包装

内　   容：青肉メロン約1.5kg、赤肉メロン約1.5kg ×各1
　　 　   メロン／北海道産
食べごろの目安：常温で5日以内
お届け期間：７月20日～7月25日
商品の性質上、収穫が遅れる場合がございます。
その場合は、ご依頼主様にご連絡申し上げます。

　　 　   

完全包装 名入可二重包装

完全包装 名入可二重包装

直送品エコ包装

直送品エコ包装

エコ包装 完全包装 二重包装 名入可：簡易包装 　　　　　　：全包装 　　　　　　：全包装 　　　　　　：のしにお名前記載可
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名入可 名入可

イメージ
巻きのし短冊 巻きのし短冊

巻きのし短冊 外のし包装紙 クラフト紙 クラフト紙

イメージ

※包装形態（お届け荷姿）は、発送元（産地）ごとに異なります。※いずれも包装紙、梱包箱の上に直接お届け伝票を貼付いたしますので予めご了承ください。

※お申し込みは各ゴルフ場の受付フロントで承ります。
※お届け希望日がある場合はお申し込みの際申し込み用紙に記入をしてください。お届け希望日に遅れる可能性がある商品がございます。
　商品情報をご確認ください。 
※商品本体価格に送料は含まれております。 
※お届けは、日本国内に限ります。一部離島にはお届けできない場合があります。商品到着後の日持ち期間は、発送お届け日数により異なります。
※お申し込み後のキャンセルは、お申し込み日から5営業日以内でお願い申し上げます。
※お客様の個人情報は、パシフィックゴルフマネージメント株式会社が定める個人情報保護方針に基づいて厳重に管理されます。
　詳細につきましては、PGMホームページ内の「個人情報保護と取扱いについて」をご参照ください。
　http://www.pacificgolf.co.jp/privacypolicy/index.asp
　お客様の個人情報は、ギフト商品の発送を目的として業務委託先に開示・提供する場合がございます。
※キャンセルや掲載商品などのお問い合わせは、０３-４４１３-８５１０　月曜日～金曜日 9：00～18：00（祝日を除く）

販売元
パシフィックゴルフマネ－ジメント株式会社　
〒110-0015　東京都台東区東上野1丁目14番 7号　アイエムタワ－ 

全国に親しまれている南高梅です。夏の食卓を彩るお漬物、冷やして美味しいお漬物を詰合せにしました。

朝夕の寒暖差などの良質米生産の条件が揃った石川県のコシヒカリ。 和の食材が光る食品セットです。

21

大森屋味のり＆香味彩々

内　   容：大森屋味のり（8切8枚×2）×2、
　　 　   静岡煎茶40ｇ、静岡深蒸し茶40g×各1、
　　 　   紀州南高梅80g（塩分約8%）、
　　 　   ごま昆布45g×2、細切汐吹昆布18g
賞味期限：常温で製造日から1年

22
河村屋 夏のお漬物セット

内　   容：玉ねぎのお漬物さらさら姫/お醤油味・レモン味×各1
　　       （賞味期限：常温で製造日から60日）、
　　       大江戸しば漬135ｇ（賞味期限：常温で製造日から50日）、
　　       シチリア産新漬オリーブ120ｇ
　　      （賞味期限：常温で製造日から40日）、
　　       いぶりがっこ（沢庵）220ｇ
　　       （賞味期限：常温で製造日から180日）、
　　       若桃の甘露煮×8（賞味期限：常温で製造日から170日）

23 24

紀州南高梅
つぶれ梅
本体価格：2,300円（税別）
（税込価格：2,484円）送料込
内　   容：約750g（塩分6％）
　　 　   はちみつ風味種あり
　　 　   梅干し／和歌山産
賞味期限：常温で製造日から180日

雪蔵仕込み
石川県珠洲産こしひかり
本体価格：10,000円（税別）
（税込価格：10,800円）送料込
内　   容：米5Kg×2
　　　　 米／石川県産

本体価格：5,000円（税別）
（税込価格：5,400円）送料込

本体価格：3,100円（税別）
（税込価格：3,348円）送料込

エコ包装

完全包装 名入可二重包装 直送品

二重包装完全包装

二重包装完全包装

名入可

ギフト商品の包装形態などのご案内について
エコ包装

二重包装 二重包装

完全包装 二重包装 名入可

エコ包装 完全包装

商品によりお届けする際の包装形態が異なります。カタログ内に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表記しております。
のしは「お中元」となります。商品により「短冊のし」「のし紙」になります。

のしなし（包装のみ）も可です。あらかじめ包装形態をご確認のうえお申し込みください。

❶ 　　　　 環境にやさしいエコ包装となります。

❹ 　　　　（外のし）

商品箱の形状により貼付方法が異なります。箱の中に入る場合もございます。

❷ 　　　　 商品全体を包装します。

❸ 　　　　（内のし）

+ + +

「短冊のし」「のし紙」に「お中元」と記載、商品箱に貼付してお届けします。

包装紙の上に配送用の梱包（クラフト紙まはた箱）をしたものです
●内のし：包装紙の内側にのしがつきます。（「のし」は短冊のし、もしくは正のし 名入れ可）　
●外のし：包装紙の外側にのしがつきます。（「のし」は正のし 名入れ可）　ご自宅にお届け後、お遣い物にされる場合は二重包装をお勧めします。

Love Life. Love Golf. ゴルフは、もっと、素晴らしい。

直送品

直送品

業務委託先
株式会社 ワイ・ヨット 

※画像はイメージです。写真内の小物は商品に含まれません。


