
 

2016年 9月 27日 

 

大切な人に贈りたい こだわりの商品をラインアップ 

「2016年 セブン＆アイの冬ギフト」 
インターネットでも便利に注文できるオリジナルギフトをご提案 

 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井阪 隆一）は、

10 月 4 日（火）から、「2016 年セブン＆アイの冬ギフト」の予約受付を、全国のセブン‐イレブン、    

イトーヨーカドー、そごう・西武など、セブン＆アイグループの店舗で順次開始します。 

今冬のおすすめ商品としてセブン‐イレブンでは「近くて便利～贈り物でこころを結ぶ冬ギフト～」

をテーマに、贈り物としてのギフトだけでなく年末年始の「ごちそう」としての商品もご用意。     

イトーヨーカドーは年末・年始に喜ばれるシーンに合わせたギフトを、そごう・西武は近年脚光を浴び

ている「糀」を用いた惣菜等を取り揃え、ラインアップを充実させました。 

セブン＆アイグループ各社は、コンビニエンスストアやスーパー、百貨店等の様々な業態に加え、  

インターネットサイトも通じ、贈る方にも贈られる方にもご納得いただける厳選した商品を手軽に   

ご利用いただけます。 

各社おすすめの商品詳細につきましては、次ページ以降をご参照ください。 

 

＜＜ 「2016 年 セブン＆アイの冬ギフト」概要 ＞＞ 

◆セブン‐イレブン ◆イトーヨーカドー ◆そごう・西武 

【受 付】10 月 4 日（火） 

～12 月 21 日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★カタログのサイズを、従来の 
A4 判（210mm×297mm）から
AB 判（210mm×257mm）に  
変更し、お持ち帰り易くしました。 
掲載商品数：約 420 点 

 

【店 頭】10 月 10 日（月） 

～12 月 25 日（日） 

【ネット】10 月 5 日（水） 

～12 月 25 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲カタログ表 

カタログ裏 

 

掲載商品数：約 1,300 点 

 

【店 頭】10 月 26 日（水） 

～12 月 25 日（日） 

※店舗により会期が異なります。 

･西武池袋本店：11 月 5 日(土)～ 

･そごう横浜店：10 月 26 日(水)～ 

【ネット】10 月 12 日（水） 

      ～12 月 25 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載商品数：約 1,700 点  

 

 
◆ヨークマート【店頭】10 月 13 日（木）～12 月 25 日（日） 

▲
 



◆セブン‐イレブンの商品（一例） 

 メーカーと共同開発したこだわりのギフトや、各地の銘店から取り揃えた商品を扱っております。  

大切な方への贈り物だけでなく、年末年始の人が集まる時期に「ごちそう」としてお使いいただける  

商品もラインアップし、ギフトにおいても「近くて便利」なお店をテーマに、商品をご用意しました。 

【商 品 名】氷温熟成 神戸牛ローストビーフ 

【価 格】10,000 円（税込 10,800 円） 

【商品特長】冷凍でも冷蔵でもない、第三の    

温度域である「氷温域」で熟成する  

ことにより、肉独特の生臭さを抑えた 

ローストビーフ。 

      旨み成分も増し、柔らかい肉質を  

実現。 

・ローストビーフ 300g×1 個 

・ローストビーフソース 40g×2 個 

 

【商 品 名】日本ハム とろける濃厚 6 種チーズの

ハンバーグ 

【価 格】3,600 円（税込 3,888 円） 

【商品特長】アンガス種の牛肉を 100％使用し、  

肉の食感を残したジューシーな   

ハンバーグの中に、6 種のナチュラル

チーズソースを入れた商品。 

      こだわりのトリュフ入りデミグラス 

ソースがポイント。 

・ハンバーグ 140g×6 個 

 

【商 品 名】ヨックモッククッキーセレクション 

【価 格】3,300 円（税込 3,564 円） 

【商品特長】1969 年創業の洋菓子の銘店である 

「ヨックモック」のクッキーを詰め合

わせた商品。 

      人気の「シガール」と、本商品にしか

入っていないオリジナルのチョコレー

ト掛けクッキーの組み合わせ。 

・シガール、シガール オ テ 各 6 本 

・ビエ オゥ ショコラノワール 10 枚 

・ビエ キャラメル オゥ ショコラオレ 15 枚 

・ビエ オゥ ショコラブラン 10 枚 

 

【商 品 名】ジョエル・ロブション プレミアムアイス 

【価 格】5,000 円（税込 5,400 円） 

【商品特長】ミシュラン三ツ星に輝いた「ジョエル・

ロブション」監修のアイスセット。 

      ストロベリーにはタヒチ産バニラ、 

ショコラにはフランス産高級チョコ 

を使用。 

・ショコラ、ストロベリー各 6 本 

 



◆イトーヨーカドーの商品（一例） 

年末・年始に喜ばれるシーンに合わせたギフトを多数取り揃え。ご家族・ご友人と楽しく美味しい  

ひとときを、旬の味覚と有名店のギフトでご提案いたします。また贈答用の定番ギフトも豊富にご用意  

しております。 

【商 品 名】コールド・ストーン・クリーマリー 

      プレミアムアイスキャンディ 10 本セット 

【価 格】5,000 円（税込 5,400 円） 

【商品特徴】1 つ 1 つが華やかで彩り豊かな「コールド・  

ストーン」のアイスキャンディ。“抹茶   

ミルク・アズキミルク”はセブン＆アイの  

ギフトでしか味わえない、オリジナル   

フレーバー。 

 

【商 品 名】ダロワイヨ季節のマカロン詰合せ  8 種 24 点 

【価 格】5,000 円（税込 5,400 円） 

【商品特徴】「ダロワイヨ」のマカロンはカラフルな彩り、

繊細で外は“カリッ”とした歯ざわり、中は

“しっとりふんわり”した食感を楽しめるギ

フト。イトーヨーカドー初登場。 

 

 

【商 品 名】北海道産 いくら醤油漬 

【価 格】5,500 円（税込 5,940 円） 

【商品特徴】今年の新物原料。水揚げしたいくらをより 

鮮度の良い状態で味付けしたイトー   

ヨーカドーオリジナル商品。年末、年始など

にも使いやすい個包装タイプのパッケージ。 

 

【商 品 名】鎌倉ハムステーキグリルセット 

【価 格】5,900 円（税込 6,372 円） 

【商品特徴】レストランの人気メニューであるハム   

ステーキ・ソーセージのグリルを再現。7 日

間以上熟成された“鎌倉ハム富岡商会伝統”の

ロースハムを約 10 ㎜にカットした食べ応え

あるハムステーキと 2 種のソーセージに、 

イトーヨーカドーオリジナルのビア   

ソーセージ・国産豚使用ロースハムを加えた

贅沢なセット。『ハレの日に、いつもより  

ちょっと贅沢なメニューをお届けします。 

 

【商 品 名】煎ドリップコーヒー＆一六タルト詰合せ 

【価 格】3,350 円（税込 3,618 円） 

【商品特徴】AGF「煎」と銘菓の詰合せギフト。全国各地

から珈琲と和菓子を愉しむ時間を豊かな 

ものにしてくれる和菓子を選出した企画で、

金賞グランプリした「一六 タルト」との 

コラボギフト。イトーヨーカドー限定商品。 

 

 



◆そごう・西武の商品 

 この冬、そごう・西武から贈る「糀」は、石川県金沢市大野町の発酵文化から脈々と受け継がれたも

の。白山水系の豊かな伏流水が湧き出る土地で、1911 年創業依頼、伝統的製法を守り続けているヤマト

醤油味噌の自信作です。この「糀」から、美と健康を願うオリジナルギフト商品を開発いたしました。 

 

【商 品 名】ヤマト醤油味噌 

 生玄米甘酒・糀調味料詰め合わせ 

【価 格】3,500 円（税込 3,780 円） 

【商品特徴】加賀平野産の有機米を使用して、特別に   

仕込んだ、酵素が生きた生玄米甘酒と、   

いつものお料理にプラスすれば、美味しさ  

がさらに広がる風味豊かな塩糀、コクのある

醤油糀のセットです。 

・生玄米甘酒 500ml×1 

・塩糀 120g×1、醤油糀 120g×1 

 

【商 品 名】新潟 加島屋 

      糀漬切身詰合せ 

【価 格】4,600 円（税込 4,968 円） 

【商品特長】脂の乗ったキングサーモンは醤油糀に、   

サーモントラウトは塩糀にじっくりと漬け込

み、さらに旨みを引き出しました。海の幸を

知り尽くした新潟の老舗、加島屋から。 

・キングサーモン醤油糀漬・ 

サーモントラウト塩糀漬×各 3 切 

 

【商 品 名】食源探訪 

      ホエー豚の甘酒漬け肩ロースハム 

【価 格】5,000 円（税込 5,400 円） 

【商品特長】甘酒をブレンドした独自のタレに漬け込み、

風味と甘味を加えました。ハム全体を布で 

巻き、1 本 1 本丁寧に柔らかく仕上げました。

糀で旨さを引き出すマイスターの技です。 

・ホエー豚の甘酒漬け肩ロースハム 300g×1 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 
 


