
焼鳥いなり
〈豆狸〉

1個 194円（税込）

タレと柚子胡椒がぴったり。
家飲みのおつまみにいかがでしょうか。

［販売期間］ 6/18（金）より

月見つくね
〈鶏三和〉

1パック 746円（税込）

人気の塩こうじ唐揚と、月見つくねが
セットになったお得な商品です。

三元豚ロースカツ
〈サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。〉

2個入 648円（税込）

三元豚を使用したやわらかな
ロースカツをはさんだ、ボリュー
ムたっぷりのカツサンド。

お父さんの人気おかず弁当
〈おこわ米八〉

1折 1,188円（税込）

鯖味噌焼き、厚揚げと夏野菜の肉味噌
和えなどに加え、蒸し野菜や煮物など
のお野菜も詰め合わせました。

［販売期間］ 6/18（金）より

飲茶セット
〈四陸〉

1パック 1,000円（税込）

1番人気の春巻をはじめ中華の専門店なら
ではの点心が彩りよく入ったセットです。

スタミナギョーザ
〈パオパオ〉

通常10個入→
父の日限定増量12個入 
637円（税込）

スタミナたっぷりのギョーザは
ビールのおつまみにもピッタリ!!

［販売期間］ 6/18（金）より

⑥おつまみセレクション
〈イーション〉

1パック 842円（税込）

砂肝、軟骨の唐揚げなど、イーション人気の
おつまみをセレクトして盛り合わせました。

［販売期間］ 6/19(土)より

疲れを吹き飛ばす
ボリューム満点のデリ

DELI

とろりととろける
玉子入り

柚子胡椒が
香ばしい

晩酌のお供に
ピッタリ

やわらかで
ジューシーな
ロースカツ

おつまみにもぴったりな
おかずが盛り沢山

赤羽
限定

ネットでエキナカ対応

3日間限定で
2個増量!!

軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。



2個入 600円（税込）

まるごと一粒栗と粒あんを、しっとりとした食感
と弾力がある生地ではさんだどら焼き。

初宿 栗一粒
〈千住宿 喜田家〉

6粒入 2,700円（税込）

歴代のシェフが守り続けたこだわりの
レシピでつくった、トリュフの傑作を
6種詰め合わせました。

レジェンデール トリュフ
〈ゴディバ〉

〈ラップド クレープ コロット〉
カフェラテ

1個 250円（税込）

エスプレッソ香るカフェラテクリームに、ほろ苦い
コーヒーゼリーをトッピングしました。

父の日カステラ [特１号]
〈文明堂〉

1折 1,620円（税込）

ふんわり素朴で優しい甘さのカス
テラに、お父さんへの感謝のメッセ
ージを込めました。

パパのコーヒーゼリー
〈ブールミッシュ〉

1個 680円（税込）

ほろ苦いコーヒーゼリーとクリーミーなコーヒームースに、
キャラメルガナッシュをサンドしたマカロンを添えて。

［販売期間］ 6/18(金)より

〈パティスリー銀座千疋屋〉
コーヒーセット

コーヒー×10袋 チョコ×6枚 2,160円（税込）

マイルドブレンド・スイートビターブレンド2種類の
コーヒーに、限定チョコレートがついたセット。

［アルコール香り付け程度使用］

〈モロゾフグラン トウキョウ〉
プリンパフェ（クリーミーカフェ）

1個 432円（税込）

コーヒーソースで仕立てたコーヒーミルクプリンに、チョコ
レートスポンジとホイップクリームを合わせました。

［販売期間］ 6/11(金)より

※ なくなり次第終了

お父さんを笑顔にする とっておきのスウィーツS W E E T S

チェック柄の
かわいらしい
包装紙

ドライフルーツと
チョコレートの相性抜群

洋風なスパイスで
味付け

ほんのりビターで
大人なクレープ

食べ応えもあり
お父さんも大満足

軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。

コーヒーが香る
パフェ仕立てのプリン

田ノ水ミックス
〈田ノ歩〉

8本入 378円（税込）

ビールなどお酒のおつまみ
にも最適。感謝の言葉を添
えて父の日のプレゼントに。

赤羽
限定

赤羽
限定

珈琲あんみつ
〈船橋屋〉

1個 600円（税込）

ほろ苦い珈琲寒天に特製こしあん
と黒蜜の相性抜群、意外な組み合
わせがクセになる味わい。

ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応

ありがとうセット
〈はらドーナッツ／はらロール〉

5個入 600円（税込）

色々な味のドーナッツが入っていて、家族
みんなで楽しめるドーナッツの詰め合わせ。

赤羽
限定



父の日コーヒーロール
〈ボビーユーハイム〉

1本 1,728円（税込）

コーヒークリームをコーヒー生地
で巻いた、父の日限定の大人の
味わいのロールケーキ。

［販売期間］ 6/19（土）より

〈モロゾフグラン トウキョウ〉
父の日グルノーブル

直径約14.5cm 1,620円（税込）

チョコレートスポンジで、チョコ
レートクリームとウォールナッツ
をサンドしました。

［販売期間］ 6/18（金）より
［アルコール香り付け程度使用］

〈モロゾフグラン トウキョウ〉
父の日 チョコレート
チーズケーキ（クリオロ種カカオ使用）

直径約14cm 1,080円（税込）

チョコレート風味のチーズケーキに、世界一の
チョコレートを使用したガナッシュを合わせました。

［販売期間］ 6/18（金）より

ハワイコナブレンド
コーヒーリキッド

〈やなか珈琲店〉

1本（720ml） 1,380円（税込）

ネル（布）を使用した低温（80℃）抽出
法。氷を入れたグラスでお飲みください。

ポータブルネックファン
〈ブルーノ〉

4,620円（税込）

顔に直接風が当たらないので
目の乾燥を防ぎ、首まわりに優
しい風が当たります。

ラ プリエール 
ゴルフ ミニセット

〈グリーンデリ〉

25ml 3,520円（税込）

飾ってよし、遊んでよし、
プラムリキュールのラ プ
リエールのミニボトル付
きのゴルフセット。

【父の日限定】白桃のショートケーキ
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

直径約15cm 3,800円（税込）

ふわふわのスポンジケーキに甘さ控えめのホイップ
クリームと甘酸っぱいいちごを重ねました。

［販売期間］ 6/18（金）より
ネットでエキナカ対応

タルトタタン
〈りんごとバター。〉

直径約14cm 1,404円（税込）

パイ生地の上にアーモンドクリー
ムを絞り、丁寧に煮込んだりんご
を並べて焼き上げました。

[出店・販売期間］ 6/7(月)～20(日)

きんつば 
うぐいす

〈きんつば中田屋〉

3個入 540円（税込）

えんどう豆の青 と々した美しい
色と、清 し々い味わいが楽しめ
るきんつば。

[出店・販売期間］ 6/7(月)～20(日)

感謝の気持ちを伝える 特別なケーキCAKE

父の日に贈りたい 粋なギフト
G I F T

コーヒーゼリーが
アクセント！

チョコレート
コポで黄色の
花をイメージ

甘酸っぱいいちごと
みずみずしい白桃

クリオロ種カカオ使用の
贅沢な味わい

ゴルフ好きの
お父さんに

ピッタリのギフト

香り豊かな
大粒のりんご煮

ふっくらと柔らかな
青えんどう豆

良質なハワイ
コナを30％使用

FIVE GALLERY

赤羽
限定

軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。

ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応




