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 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：村田紀敏）は、

5 月 9 日（月）から、「2016 年 セブン&アイの夏ギフト」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、ヨークマートで順次開始します。 

今年も各社のこだわり商品として、セブン-イレブンは、“上質な「涼」を贈る”をテーマに『王様の

プリン＆女王のブランマンジェ』や『銀座鈴屋涼菓詰合せ』など夏に最適な贈物を取り揃えました。ま

た、イトーヨーカドーは、初の取り組みとして、アイス専門店『コールド・ストーン・クリーマリー』

のアイスキャンディセットなどをイトーヨーカドー限定で取り揃え、そごう・西武は、食のルーツを探

り“素材・製法”にこだわったオリジナルブランド『食源探訪』において「はちみつ」をクローズアッ

プ。健康志向の高まる現代に合わせ、素材を通して「はちみつ」の新しい楽しみ方をご提案いたします。 

また、グループ共通商品として、『揖保乃糸 金胡麻素麺』や『山田養蜂場 はちみつスカッシュ   

（ゆず）』などのセブン＆アイグループ限定の価値ある商品を、コンビニ、スーパー、百貨店など、セ

ブン&アイグループ各店で手軽にお贈りいただけます。各社商品の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&アイの夏ギフト」概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

素材や製法にこだわったセブン&アイのオリジナルギフトが一層充実 

「2016 年 セブン&アイの夏ギフト」 
グループ各社で日本各地の逸品をご注文下さい！ 

 

 

【受付期間】  

  セブン-イレブン  5 月 9 日(月)～8 月 20 日(土) 

  イトーヨーカドー 5 月 9 日(月)～8 月 8 日(月) 

  そごう・西武   5 月 24 日(火)～7 月 19 日(火) [西武池袋本店] 

           5 月 25 日(水)～7 月 25 日(月) [そごう横浜店] 

           ※店舗によって期間が異なります  

  ヨークマート   5 月 12 日(木)～8 月 8 日(月) 

 

「2016年 セブン-イレブンの夏ギフト」カタログ 



 

 

 

■グループ共通商品について 

メーカーと共同開発したセブン＆アイグループオリジナルのギフトです。日本各地の銘店から選りす

ぐりの夏にぴったりの商品を取り揃えました。品質にこだわった本格的な味わいと利用シーンに合わせ

て選べるバラエティ豊かなラインアップで、夏ギフトの新しい楽しみ方をご提案いたします。 

 

 
 
 
 

 ◇商品の一例 

【商 品 名】 揖保乃糸 金胡麻素麺 

  【価 格】 3,000 円（税込 3,240 円） 

         （70g×13） 

 

  【商品特長】 西暦 1400 年代より約 600 年以上の歴史がある 

「揖保乃糸」。 

その歴史上初めて麺からオリジナルに 

拘り誕生した唯一無二の 7&i オリジナル商品です 

風味豊かな金胡麻を練り込んだ 

胡麻の香りを感じる夏に最適な喉ごしの 

もちもちとした新しい感覚が特長です。 

※セブン＆アイグループ限定商品 

 

 

【商 品 名】 セブンゴールド金のハムバラエティ６点詰合せ 

  【価 格】 5,000 円（税込 5,400 円） 

         （金のウインナー〈スモーク、ライトスモーク〉各 160g、 

           金のロースハム〈340g､60g〉、金のモモハム〈75g×2〉） 

 

【商品特長】 最高の味と食感を追求した、「セブンゴールド」の 

       金のハムバラエティギフトです。 

通常は販売していないロングウインナーと 

厚切りハムにブロックハムを組み合わせた 

人気商品です。 

※セブン＆アイグループ限定商品 

 

 

【商 品 名】 山田養蜂場 はちみつスカッシュ（ゆず） 

  【価 格】 3,200 円（税込 3,456 円） 

         （200ml×10 本） 

 

【商品特長】 人口甘味料・香料不使用で 
はちみつだけのやさしい甘さと、 

皮ごと搾った愛媛県産ゆずのみずみずしい 

香り広がるスカッシュです。 

蜂蜜専門店の「山田養蜂場」だからこそ 

できる本物の味わいです。 

※セブン＆アイグループ限定商品 

 

 



 

 

 

■セブン-イレブンの商品について 

“上質な『涼』を贈る”をテーマに日本の夏にぴったりの涼菓から、全国の有名菓子店から選りすぐっ

た和洋菓子、日本各地から選りすぐりのご馳走などセブン‐イレブンのギフトを取り揃えました。優れた

技術を持つメーカーと共同開発した自慢の涼菓や、贈る相手に喜ばれるご馳走のラインナップに注目です。 
 
  

 ◇商品の一例 

  【商 品 名】 王様のプリン＆女王のブランマンジェ 

  【価 格】 3,600 円（税込 3,888 円） 

         （王様のプリン、女王のブランマンジェ×各 3） 

 

  【商品特長】 くちどけと風味を追求した「王様のプリン」に 

マルコナ種アーモンドを使用したアーモンド 

風味のミルクデザート。 

「女王のブランマンジェ」が新登場。 

絵本の様な外装と可愛らしいキャラクターを 

使用したファミリー層にもおすすめの商品です。 

※セブン＆アイグループ限定商品 

 

 

 

【商 品 名】 銀座鈴屋涼菓詰合せ 12 個入 

  【価 格】 3,000 円（税込 3,240 円） 

         （葛よせ 80ｇ〈あずき、金柑×各 2、抹茶、梅〉、 

           和風ゼリー93ｇ〈マンゴー、白桃、ぶどう〉、 

           水ようかん 73ｇ〈こし×2、抹茶〉） 

 

  【商品特長】 今年で発売 20 周年を迎える、甘納豆専門店 

「銀座鈴屋」の夏期限定ギフトセットです。 

喉ごしが心地よい果汁入りゼリーは彩りも美しい 

夏にぴったりな涼味、夏季限定の葛よせは涼やかな 

葛に浮かぶ四つの餡の香りをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

【商 品 名】 マイスター山野井 ソース＆シーズニング 

フレーバーソーセージセット 
 

  【価 格】 3,800 円（税込 4,104 円） 

         （フレーバーソーセージ、〈チョリソー、チーズ、カレー〉 

各 65g×2、ソース〈ハニーマスタード、クリーミー旨みだし、 

デミグラス×各 2〉、シーズニング〈焼きチーズ、ガーリックバター、 

焦がしにんにく醤油×各 2〉、専用の袋×6） 

           

【商品特長】 マイスター山野井と共同開発したひとくちタイプの 

       フレーバーソーセージ。 

       温めたソーセージとソースを専用の袋に入れ軽く 

       振り絡め、シーズニングをかけて食べる夏のおつまみに 

         ぴったりの商品。 

         ※セブン＆アイグループ限定商品 



 

 

 

■イトーヨーカドーの商品について 

 “素材・製法・匠の技”にこだわった、日本全国各地から選りすぐったイトーヨーカドーオリジナル  

ギフトが勢揃いしました。いつものギフトとちょっと違う、大切な人に贈る夏にぴったりな     

スペシャルなギフトを多数取り揃え、今年はイトーヨーカドーでしか買えない「コールド・ストーン・

クリーマリー」のアイスキャンディセットをご用意しております。 
 

 ◇商品の一例 

  【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 

  【価 格】 5,000 円（税込 5,400 円） 

         （10 種 各 1 本セット） 
 

  【商品特長】 アイス専門店「コールド・ストーン・クリーマリー」の 

アイスキャンディセットです。 

         イトーヨーカドー限定の 

『キウイフルーツキャンディ』を含む、 

10 種 10 品のセットはイトーヨーカドーでしか 

お求めになれないセットです。 

バラエティ感のあるアイスで、大きめのフルーツや 

チョコレートをトッピングしております。 

 

【商 品 名】 「顔が見えるお魚。」 鹿児島県うなぎ長蒲焼 4 尾 

  【価 格】  9,200 円（税込 9,936 円） 

          （長蒲焼約 118g×4〔原料原産地名・加工地名：鹿児島県〕、 

タレ付山椒×4） 
 

  【商品特長】 温泉の観光地で知られる鹿児島県指宿の自然を 

         活かし、温泉水で養殖されたうなぎです。 

         水質・水温、健康状態など生産者の細やかな 

         管理で育てられたうなぎは、脂ののった 

         柔らかく繊細な身が特長です。 

 

【商 品 名】 三輪素麺 緒環(おだまき) 

古品(ひね)・つゆ詰合せ 

  【価 格】 6,000 円（税込 6,480 円） 

         （手延三輪素麺緒環古品 50g×22、麺つゆ 150ml×2） 
 

  【商品特長】 日本の手延素麺発祥の地、奈良県三輪で 

熟練生産者が伝統技法により糸のように 

細いながらも弾力のある麺に仕立てました。 

一年以上寝かし、古品(ひね)にすることにより、 

コシの強さと喉越しの良さに磨きをかけた逸品です。 

 

 ◇早期特典のお知らせ 

 

 

 

 

 

イトーヨーカドーカタログ商品の左記のマークは 10%早期割引対象商品と
なります。 実施期間：5 月 9 日(月)～7 月 8 日(金) 

ネット通販限定！「nanaco ポイント」プレゼント(ネットスーパー除く)  

実施期間：5 月 9 日(月)～6 月 19 日(日)⇒nanaco ポイント 10 倍 

            6 月 20 日(月)以降⇒nanaco ポイント  5 倍 



 

 

 

■そごう・西武の商品について 

 食のルーツを探り､素材・製法にこだわり、 マーチャンダイザーが生産者と一体となって作り上

げた食のプライベートブランド「食源探訪」から、「はちみつ」をクローズアップ。健康志向の高まる

現代に合わせ、夏はちみつ、アカシアはちみつ、ソバはちみつの 3種類の素材を通して、「はちみつ」

の新しい楽しみ方をご提案いたします。そのほか、「ごっつお便」が選んだ「“お取り寄せ”日本のうま

いもの」など豊富にご用意しました。 
  
 

 ◇商品の一例 

  【商 品 名】 食源探訪 はちみつ ポーションアソート 

  【価 格】 5,500 円（税込 5,940 円） 

         （12 種類・各 50g） 

 

  【商品特長】 夏はちみつ、アカシアはちみつ、ソバはちみつに、 

相性の良いレモンやナッツなどを合わせました。 

小分けのポーションサイズなので、毎日の様々な 

お料理に、手軽に使いきりでお楽しみいただけます。 

お中元カタログ、ホームページには、はちみつを 

使用したおすすめレシピを掲載いたします。 

 

 

【商 品 名】 ヒデ・ヤマモト 国産蒸し黒あわびと 

       夏はちみつを使った 2 種のソース 

  【価 格】 10,800 円（税込 11,664 円） 

         (あわび[国産]110g＜煮汁込み 160ｇ＞、 

シンガポール風ソース 40g、 

パプリカソース 40g、 

コリアンダー&バジルオイル 10g) 

[賞味期限冷凍 30 日解凍後冷蔵 1 日] 

 

  【商品特長】 柔らかく蒸したあわびに良く合う個性あふれる 

2 つのソース。夏はちみつに甜麺醤、パクチー 

などを合わせました。国内外のラグジュアリー 

ホテルの総料理長を歴任した、山本秀正シェフ 

が監修しました。 

 

 

【商 品 名】 マリオジェラテリア 

はちみつジェラートセット 

  【価 格】 5,000 円（税込 5,400 円） 

         （はちみつレモンミルク、ハニーハイビスカスティー、 

           ハニーキャラメル、キウイはちみつ各 110ml×各 2) 

 

【商品特長】 アカシアはちみつと手作りジェラートの 

       コンビネーション。果実やキャラメルなど、 

       はちみつに合う素材をジェラートに。ソース 

       にもはちみつを使いました。 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 


