


お申し込み・お問い合わせは、

東急吉祥寺店 地下１階 食品総合カウンターまで

０１２０-０３９-１０９〈直通〉

肉・魚・野菜など生鮮品をはじめ、デイリー食品(お米・調味料他)、
ビール・ワインなど〈ザ・グルメパントリー〉売場内の商品や

各ショップのお惣菜の配達を【お電話】でもご用命いただけます！

【お支払いについて】
・　　　　　　　　　　　　 によるクレジットカード払い

・代金引換払い

※お支払い金額は２００,０００円〈税込〉未満、お支払い回数は一括払いのみとさせていただきます。※お届け先はカードにご登録の住所のみとさせていただきます。
※ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ・年間お買い上げ額は、店頭でのお買物同様加算されます。※ポイントでのお支払いができません。

※お支払いは現金のみ※承りはご本人届けの場合のみとさせていただきます。

お電話でのご用命

１０時３０分～１２時

１２時～１４時

お届け時間

いずれかお選びいただけます

１４時３０分～１８時
１８時３０分～２１時

１８時３０分～２１時

お届け地域

武蔵野市・三鷹市・西東京市
・小金井市・杉並区の全域

練馬区の一部 (関町北、関町南、関町東、
立野町、上石神井、上石神井南町
石神井台、下石神井、石神井町)

(深大寺東町、深大寺北町、
深大寺元町、深大寺南町、緑ヶ丘)

調布市の一部

※２L 飲料６本ケースと３５０mlビール２４缶ケースは、それぞれ２ケースで１カゴとみなします。※ご自宅用途に限らせていただきます。
※除外商品：数量限定品、特別ご提供品、特別頒布品など限定商品、インターネットショッピング限定商品、商品特定ができないもの、配送できないもの。

配送
料金

・１配送につき４カゴ６０kgまで

・フリーダイヤル以外の電話代はお客様負担と
   なります。

・５カゴ以上は１カゴにつき、３０５円〈税込〉
　頂戴いたします。８１４円

※表示価格は消費税を含んだ税込価格です。 ※数量に限りがございますので、売り切れ・品切れの際はご容赦願います。
※年齢を確認のうえ、２０歳以上の方のみに酒類を販売いたしております。 ※返品・交換はご容赦願います。

お申し込みは
東急百貨店吉祥寺店 地下１階 食品[東急フードショー] 食品総合カウンターまで
電話注文サービス専門 フリーダイヤル ０１２０-０３９-１０９〈直通〉

※即日配達のご利用にはご来店のうえ、『即配くん』へのご登録が必要となります。

電話注文
・即日配達の
ご案内

７月

〈アンデルセン〉
〈サンジェルマン〉

【レシピのご紹介】アンデルセンイギリスのオープンサンド
トーストしたアンデルセンイギリスにジェノベーゼ（バジル）ソースをぬって、
プチトマトやチーズを彩りよくのせたオープンサンド。初夏のランチにどうぞ。

フレッシュクリームを使った
コクのある味と、
ほのかに香る焦がしバターの風味が
特徴の食パンです。

アンデルセンイギリス
(１/３本 )(６切 /８切 )・・・・・・・・３２４円

サンジェルマンプレミアム
(１斤 )(６切 /８切 )

・・・・・・・・・・３８９円

※写真はイメージです。

■地下１階 中島水産・尚太郎

■地下１階 精肉あづま■地下１階 ザ・グルメパントリー

■地下１階 ハヤシフルーツ

２０２２年

※調理例

            電話注文
お届けサービスのご案内



お申し込み・お問い合わせは、

東急吉祥寺店 地下１階 食品総合カウンターまで ０１２０-０３９-１０９〈直通〉

レンジで簡単  金目鯛西京焼
(１パック )・・・・・・・１,４００円

〈味の浜藤〉伝統の白味噌に丁寧に
漬け込んだ金目鯛を焼き上げ、
真空パックにしました。レンジで手軽に
お楽しみいただけます。

串打ちから焼きまで一本、一本丁寧に
仕上げる職人の味。品質と鮮度に
こだわった素材を使用したやきとりです。

黒毛和牛を秘伝のタレで丁寧に
炊き上げ、ご飯は奥出雲・仁多米を
使用。さらに美味しくなった看板
商品をぜひご賞味ください。

レンジで簡単 かれい西京焼 １パック

７５０円
９７０円

１パックレンジで簡単  さわら西京焼

レンジで簡単  紅鮭塩焼 ７５０円１パック

長州鶏湯葉唐揚げと彩り野菜の黒酢あん

とうふしゅうまい・かにしゅうまい

豆腐ハンバーグ
４１１円
８６４円
各１,３８３円

湯葉と長州鶏の和風あん ３７８円１袋

１袋

ミニ５個入

１箱、１０個入

〈ピエトロ〉シェフの休日 蟹と蟹みそのトマトソース

〈餃子 白金瓦房〉おもてなし水餃子

１,２９６円
１,３６１円

１箱

１袋・約１２個

１４１円
１０８円

１３０円

ほうれん草とベーコンとチーズのキッシュ

蒸し鶏とねぎ・ザーサイのサラダ

牛タン塩とふたご焼肉のＷ弁当

鹿児島県産 ほれぼれ

黒毛和牛 浅草今半牛肉ひつまぶし

１個

１折

１袋、８０ｇ

１箱・２０５ｇ

１パック、約１００ｇ

４５４円

４４３円

１,０８０円

２,９１６円

１折

１,７２８円

１,２９６円

日南鶏
ねぎ間串、モモ肉串、レバー串
( たれ / 塩 )・・・・・各１６２円

〈ＥＣＲＵ( エクリュ )〉

〈大阪焼肉・ホルモン ふたご〉

〈まい泉〉

〈柿安ダイニング〉

〈山本海苔店〉

〈維新號〉

〈味の浜藤〉

〈梅の花〉 〈ザ・グルメパントリー〉

〈地鶏屋〉

〈伊豆榮〉

ヒレかつサンド
(1箱、６切入 )・・・８４３円

特製ヒレかつ
(１枚 )・・・・・・８００円

メンチかつ
(１個 )・・・・・各１９５円

長崎県産 アジフライ
(１枚 )・・・・・各２２７円

黒毛和牛 牛めし
(１折 )･･･１,３０１円

海苔を楽しむ味噌汁
・スープ

肉まん
(１個 )・・・各５８４円

あんまん
(１個 )・・・・・５８４円

ポークシューマイ
(８個入 )・・・・８６４円

〈伊豆榮〉
うなぎ蒲焼
(1串、150ｇ)・・・・・・・・・・・・３,６７２円
(1串、100ｇ)・・・・・・・・・・・・２,７００円

〈ローゼンハイム〉
チキンステーキ ( ハーブ＆ガーリック )
(１枚 )・・・・・・・・・・・・・・・４８６円

〈梅の花〉
紀州梅とネバネバ野菜の冷やし素麺
(1個 )・・・・・・・・・・・・・・５９４円

創業江戸中期より語り継がれた江戸の味。
熟練の職人が焼き上げたうなぎ蒲焼です。

鶏モモ肉を白ワインにバジルやにんにくを
利かせたオリジナルのソースに漬け込み
ました。香り高い風味が食欲を掻き立てます。

紀州梅、オクラ、山芋など 8 種の具材が
入ったヘルシーでボリュームのある商品です。
※毎週 月・水・金・土 曜日限定販売です。

※調理例

〈伊藤園〉

※写真はイメージです。

※写真は
イメージです。

※写真は
イメージです。

今月のおすすめ！

荒挽きのビーフハンバーグに、ビーフブイヨンで
甘みと旨味のバランスが整ったオニオンソースを
かけ、彩りの良い付け合わせを盛り合わせました。

ローストビーフ２種盛り合わせ

ロールキャベツ

１パック

１パック

１個

５９４円

1,２９６円

４８６円

五目おこわ １００ｇ ２５０円

〈銀座ハゲ天〉

〈たごさく〉 〈ローゼンハイム〉

ビーフ１００％ハンバーグ
～フォン仕立てオニオンソース～

(１パック)・・・・・・５９４円

赤飯
(１００ｇ)・・・・２５０円

極うま牛肉おこわ
(１００ｇ)・・・・・３２０円

ビーフ１００% ハンバーグ
～フォン仕立てデミソース～

※写真はイメージです。

三種かき揚
海老 ( 大 )

さつま芋

レンコン
かぼちゃ

いんげん

得もり天丼

１個 ４８６円
１個

１個

１個

１個

１個

１折

３７８円

１５２円

１４１円
１４１円

１４１円

７０１円

※盛り付け例

※写真はイメージです。 ※写真は
イメージです。

ご飯にかけるだけで、〈梅の花〉の湯葉が
入った中華丼がお手軽にお召し上がり
いただけます。

　　  中華湯葉あん
(１袋 )・・・・・・・・・・３７８円

冷凍

〈梅の花〉で人気の豆腐ハンバーグを
三種類の豆とトマトソースで
味わい深く煮込みました。

こだわりの冷凍食品

※写真はイメージです。

国産鶏 ひな皮 ( たれ / 塩 )

国内産 つくね串 ( たれ )

モモ肉唐揚げ ( 醤油 / 塩 )

１本

１本

１個

うなぎ弁当

(１袋 )・・・・・・・・・・４３２円

冷凍          三種の豆のトマト煮込み
豆腐ハンバーグ

職人による手のばし生地の窯焼きナポリピザ。
モッツァレラチーズとグラナパダーノ、
ジューシーなトマト、香りのよいバジルは
食欲をそそる組み合わせです。

　　  〈ワイパー (ピザレボ )〉
極マルゲリータ
(１枚 )・・・・・・・・・・７５６円

冷凍

マカロニのうえにエビとホタテとカニを
のせて、手作りのベシャメルソースを
使ったクリーミーな海鮮グラタンです。

冷凍

(１個・２５０ｇ)・・・・・・１,３２９円

　　　〈ライフメイト〉
海鮮ドリア

※調理例 ※調理例

※写真は
　イメージです。

※写真は
イメージです。

※写真は
イメージです。

海苔が主役の芳醇な香りの
味噌汁とスープです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

(揚げなす×２・豚汁・かにだし・中華風たまご 各1食)

(５食入 )・・・・１,０８０円


