
東京の名所がプリントされた
クッキーです。クッキーには
カナダ産のメープルシロップ
をふんだんに使用しました。

東京の名所がプリントされた
クッキーです。クッキーには
カナダ産のメープルシロップ
をふんだんに使用しました。

ぶらり東京散歩
メープルプリントクッキー

￥1,080(税込)J16-017
■12枚入り×2箱■箱サイズ：約19.5×25×4cm

2箱セット

目で見てkawaii・食べて美味しい♪

東京限定、バナナ味の
ぷっちょです。５本入
りで、お配り用にも
とっても便利！

東京限定、バナナ味の
ぷっちょです。５本入
りで、お配り用にも
とっても便利！

ぷっち
ょ

ぷっち
ょ東京限定東京限定

東京限定ぷっちょ バナナ味
￥648(税込)J16-016 5本入り

■5本(10粒×5本)■箱サイズ：16.3×12.5×2.1cm
※パッケージデザインは変わる場合があります。

まんまるっと
東京シューラスク

￥950(税込)J16-004
■12個■箱サイズ：12×25.4×7cm

シュー生地にざらめ糖をまぶし、
こんがりと焼き上げた、カリカリ！
サクサク！の食感が楽しいチーズ
シューラスクです。

カワイイお菓子に会話も弾む♪

カリカリ！サクサク！

東京パティスリー
ケーキクランチ

￥1,080(税込)J16-003
■16個■ティラミス、チーズケーキ各８個
■箱サイズ：15.7×27×2.9cm

大人気のティラミス
とチーズケーキがク
ランチチョコになり
ました。2種類の味
を贅沢に食べ比べ♪

甘く、お洒落に、ご満悦スイーツ

東京スカイツリー®　
チーズクレープロール

東京スカイツリー®　
ベイクドショコラ

￥1,080(税込)J16-002
■20個■箱サイズ：33.1×18.5×2.3cm

甘酸っぱいチーズクリー
ムをサクサクのクレープ
生地で巻き上げました。
オシャレなパッケージも
大人気！

甘酸っぱいチーズクリー
ムをサクサクのクレープ
生地で巻き上げました。
オシャレなパッケージも
大人気！

シックで、高級感溢れるパッケ
ージが人気のベイクドショコラ。
生地にチョコレートを練り込み
低温でやわらかに焼き上げまし
た。クッキーともチョコレート
とも異なる口あたりの食感をお
楽しみください。

シックで、高級感溢れるパッケ
ージが人気のベイクドショコラ。
生地にチョコレートを練り込み
低温でやわらかに焼き上げまし
た。クッキーともチョコレート
とも異なる口あたりの食感をお
楽しみください。

ⒸTOKYO-SKYTREE

東京スカイツリー ®東京スカイツリー ®東京スカイツリー ®東京スカイツリー ® 人気No.1スポット！のおみやげ人気No.1スポット！のおみやげ

￥702(税込)
■12本■箱サイズ：14.2×21.5×4.2cm
※パッケージは変わる場合があります。

J16-001

 媒体コード：99160315　SP16-03-06　有効期限：2017年4月30日
おかげさまで創業 109 年

株式会社三洋堂
おかげさまで創業 109 年

株式会社三洋堂
※価格は消費税込の総額表示です。

Tokyo souvenirsTokyo souvenirs東京の
おみやげSHOP
東京の
おみやげSHOP
世界遺産の韮山反射炉や富岡製糸場
に、観光スポット日光のおみやげ。
思い出に華が咲くカワイイや素敵が
詰まってます！

出発前にご注文 東京観光を満喫 ご指定の場所で受け取り
らくらく
宅配♪

ご注文はこちらへ

  

FAX受信確認のお問合せは

0120-57-3410
サンヨードー

通話料
無料

A.コンビニエンスストア・郵便局にてお振り込み

B.クレジットカードでのお支払い

◎商品に同封、もしくは郵送される専用振込用紙をご利用ください。
◎郵便局からの振込手数料は、お客様のご負担にてお願いいたします。
◎ご注文者とお届け先が異なる場合には、後日請求書と振込用紙をご注文者へ郵送させていただきます。
◎到着日時が前後した場合はご容赦ください。
◎一部の商品および、ご注文の内容によってはお支払い方法を変更させていただく場合があります。

●掲載価格は消費税込の総額表示です。
●カタログ掲載商品の色は印刷の再現上、若干色調が異なる場合があります。

ご注意と
お願い

【個人情報の取り扱いに関する確認事項】
● 。んせまりあはとこるす供提に者三第き除を合場るす供提に先託委るす理管が社弊に為の等送配の品商は報情人個の様客お。すまりおてし理管重厳をターデ客顧はで堂洋三）株（、めたの護保ーシバイラプの様客お
　ただし法律に基づき公的機関より要請された場合、お客様の利益を保護するため、必要と判断した場合には開示する場合があります。
●お客様の個人情報（お名前、ご住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス、生年月日等お申込書や契約書に記された内容）は、以下の目的のため利用いたします。
商品等の配送、代金決済、お問合せへの回答、商品カタログ、キャンペーンチラシ等の送付、サービス・お客様への特典・会員募集等のご案内の送付、その他上記に伴う業務の実施。
●個人情報に関するお問合せ先
個人情報保護苦情相談窓口　電話：03-3508-3410　e-mail：privacy@sanyodo-net.co.jp

●交換・返品は事前にご連絡のうえ、商品到着後8日以内にお願いいたします。
●配送中に破損したり、異なった商品が届いた場合には、商品到着後8日以内に右記「お客様サービスセ
ンター」までご連絡ください。至急お取り替えいたします。
●ご注文違いやお気に召さないなど、お客様の都合による交換・返品の送料はお客様のご負担とさせていた
だきます。

お客様サービスセンター

0120-57-3410
サン　ヨー　  ドーご注文以外の

お問合せは

　

通話料
無料

■受付時間　●月～金／10:00～17:00　●土・日・祝／11:00～16:00

TEL.048-731-5306繋がりにくい
場合はこちら

■受付時間 ◎月～金/10:00～17:00 
                 ◎土・日・祝/11:00～16:00
 ※ 通話料はお客様ご負担になります。

0120-39-3410
サンキュー　      サン　 ヨ ー   ドー

通話料
無料

話
電
お

■受付時間／9:00～21:00 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※12/30・31および1/1・2・3はお休みさせていただきます。

0120-38-3410
サン　 ヨー　　ドー

■受付時間／ 24時間
※ご注文受付の確認が必要な方はFAX番号をご注文書の所定欄にご記入ください。
※平日17時以降、土・日・祝日16時以降の受付確認は翌営業日になります。

通信料
無料

F
A
X

お届け先１カ所につき梱包送料 全国一律ご希望の日にお届け
◎年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などの期間や、交通事情、天候及び天災地変によりお届けが前後する場合がありますので、予めご了承ください。

お支払い方法

お届け・送料

972円972円 (税込)

右記のクレジットカード会社がご利用いただけます。

コンビニエンスストアでの振込手数料は弊社が負担いたします

(株)三洋堂オペレーションセンター

専用振込用紙到着後7日以内にお降込みください。

インターネット

http://www.isanyodo.com「お土産　三洋堂」で検索
◀QRコードからも
   アクセスできます。

■12個■箱サイズ：22×18×4cm
※パッケージデザインは変わる場合があります。

おみやげの心配がないので、
ご旅行を満喫できます。
帰りの荷物も増えないので、

ラクラクです♪

ステップステップ22
出発前にカタログでお好きな
お土産をお選びください。
簡単に注文できるので
時間が節約できます。

ステップステップ１１
ご指定の場所にご希望の
日にお届けします。

ステップステップ33 身軽に帰宅身軽に帰宅手軽に注文手軽に注文

出発前 帰宅後

ご旅行を満喫ご旅行を満喫

旅行中
DELIVERY

おみやげ予約宅配システムおみやげ予約宅配システム なら…

注文書コード
※注文書をお持ちの方は右下の８桁の番号を入力してください。
※注文書のご優待特典はインターネットサービスとは併用できません。
※ご優待特典はご注文時と自動配信メールには反映いたしません。
ご注文内容を確認後、 改めて特典が適用された内容でご注文確認メールをお送りいたします。
■注文書コードについて詳しくはこちら ( 別タブまたは別ウインドウで開きます )

インターネットでのご注文について
所定の欄に注文書コードを入力してください。

注文書コード記載箇所
注文書コードは、カタログ同封の注文書右下に記載しております。

お買い物カゴの中の「注文書コード」入力欄



さっくりサクサクとした、ここ
ちよさが広がるお菓子です。パ
ッケージの「見ざる、聞かざる、
言わざる」のお猿さんのデザイ
ンもキュートです。
日光
ベイクド・オ・ショコラ

￥648(税込)J16-015
■18枚■箱サイズ：21.6×29.5×3.1cm

みんなで
食べるのに
最適！

富岡製糸場
プリントクッキー

￥540(税込)J16-014
■14枚■箱サイズ：23×21.7×3.2cm

パッケージには世界遺
産の富岡製糸場をイメ
ージしたデザインが、
クッキーには富岡市の
キャラクター｢かわい
いお富ちゃん｣がプリ
ントされています。

合成保存料・着色料は使用せず、大粒のあ
さりをやわらかく、うす味に、生姜の風味
をいかし、あっさりと炊き上げた体おもい
の優しい味わいです。

合成保存料・着色料は使用せず、大粒のあ
さりをやわらかく、うす味に、生姜の風味
をいかし、あっさりと炊き上げた体おもい
の優しい味わいです。

羽田大谷の若炊あさり 佃煮
￥1,080(税込)J16-013

■200g ■1袋サイズ：19.5cm×12.9cm

2009年～2015年、7年連続モンドセレクション金賞・
国際最高品質賞を受賞している世界が認めた佃煮です。世界が認めた

日本の佃煮
アレンジ料理紹介
｢簡単あさりご飯｣
炊き上がったご飯に
混ぜるだけで美味しく
いただけます。

｢若炊あさりの簡単パスタ｣
ゆでたパスタに、あさり
の佃煮を加えるだけで、
お手軽簡単にあさりパス
タが出来上がります。

大江戸 味百景・三昧
￥1,080(税込)J16-012 2種セット

細かく刻んだ割干し大根に生姜と昆布を加えた大江戸
味百景と薄皮を残して風味を活かした若採り里ごぼう
の大江戸三昧です。どちらも厳選された国産の材料で
作られています。

江戸の味を今に伝える漬け物２種セット江戸の味を今に伝える漬け物２種セット

■大江戸味百景150g■大江戸三昧130g
■箱サイズ：18×13.5×2cm

江戸の風情漂う　粋なおみやげ江戸の風情漂う　粋なおみやげ

しっとりとした生地のなかには、上品な甘さ
のこしあんがたっぷり。下町の人情味あふれ
るおみやげとして、お子様からご年配の方ま
で喜んでいただける人気の商品です。

人 形焼 不動
の
人気

東京
銘菓

たっぷり
15個入り
たっぷり
15個入り

七福神万寿 人形焼

￥1,080(税込)J16-011
■15個■箱サイズ：26.2×19.2×3.7cm

粋粋

韮山反射炉 チョコサンド

■14個■箱サイズ：26×8.1×3.cm

￥680(税込)J16-010

日本で唯一現存する反射炉｢韮山反射炉｣は、2015年、「明治
日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世
界遺産登録されました。鉄枠をイメージさせるデザインのチ
ョコウエハースです。

みんな大好き♪
  バナナのお菓子
みんな大好き♪
  バナナのお菓子

バナナの香り漂うスポ
ンジカステラにココア
パウダーをふりかけ、
ティラミス風味に仕上
げました。

東京ティラミス
バナナケーキ

￥1,080(税込)J16-009
■10個■箱サイズ：29.5×19×4cm

東京
パンケーキラングドシャ

￥1,080(税込)J16-008
■14枚■箱サイズ：19.5×21.4×3cm

メープルの香りたっぷりのサ
クサクのクッキーにホワイト
チョコレートをサンドしたパ
ンケーキ風味のラングドシャ
です。あまぁ～い香りがお口
いっぱいに広がります。

メープルの香りたっぷりのサ
クサクのクッキーにホワイト
チョコレートをサンドしたパ
ンケーキ風味のラングドシャ
です。あまぁ～い香りがお口
いっぱいに広がります。

マカロン型のサンドク
ッキーです。イチゴ、
チーズ、ショコラ、３
種の味を詰め合わせま
した。

マカロン型のサンドク
ッキーです。イチゴ、
チーズ、ショコラ、３
種の味を詰め合わせま
した。

東京まるころ
サンドクッキー

￥1,080(税込)J16-007
■15個■イチゴ、チーズ、ショコラ各5個
■箱サイズ：21.5×34.4×2.4cm

東京名所をコロンとつなぐ
おみやげ

東京名所をコロンとつなぐ
おみやげ

サクサクとしたタルト生地に滑ら
かなミルクチョコとホワイトチョ
コを乗せた上品なお菓子です。

プレーンとココア、二種類の味を楽しめるサクサク
食感のクレープロールクッキーです。

東京銀座 クレープル
￥650(税込)J16-005

■14本■箱サイズ：24×20.1×3.5cm

東京チョコレートタルト
￥864(税込)J16-006

■10個■ミルクチョコ、ホワイトチョコ各5個
■箱サイズ：24×22×4.8cm

話題のスポット＆人気のおみやげならコレ！話題のスポット＆人気のおみやげならコレ！話題のスポット＆人気のおみやげならコレ！話題のスポット＆人気のおみやげならコレ！

～世界遺産に認定され、更に注目度の高まるスポットから、
人気のおみやげをご案内いたします～
～世界遺産に認定され、更に注目度の高まるスポットから、
人気のおみやげをご案内いたします～世界遺産のおみやげ世界遺産のおみやげ


