
上州地粉うどん（１袋）
国内有数の小麦の産地である群馬県の地粉（絹の波）を
使い打ち上げました。 深い味わいと高い香り、そして絹
のようななめらかさと、コシのあるツルツルとした食感が
特徴です。
内容：460g×1袋

100
限定 

500ポイント

海軍さんのカレーセット（1セット）
海軍の街 呉市で、明治時代取り入れられた英国シチュー風
カレーのレシピを踏まえ開発された「海軍さんのカレー」と、
海の防人達が密かに愛飲していた珈琲を再現した「海軍さん
の珈琲」をお楽しみいただけるセットです。
内容：海軍さんのカレー 200g×２袋
　　 海軍さんの珈琲 ドリップパック×２袋

100
限定 

900ポイント

上州牛とこんにゃくの味噌そぼろ（1箱）
コクがあり味わい深い上州牛とこんにゃくの歯ごたえが
クセになる、ご飯にもぴったりな味噌そぼろです。
内容：180g×1箱

100
限定 

500ポイント

花豆ひとくちようかん（1箱）
浅間高原産花豆をたっぷり練り込みました。 風味豊かな
花豆の味をお楽しみください。
内容：56g×6個　　　　　　　　

100
限定 

1,000ポイント

オタフクお好み焼材料セット（1箱）
自宅で本格的な『広島お好み焼』が美味しく、楽しくできる
4人前セット！イラストでレシピがわかるので初めてでも簡単。
広島大手ソースメーカーのオタフクが素材にもこだわった
材料で、お家で本格的お好み焼をお楽しみください。
内容：1箱（4人前）

100
限定 

1,200ポイント

三陸名物 いちご煮（2缶）
三陸海岸の伝統料理、ウニとアワビのお吸い物。
三陸地方では、古くから大切なお客さまをもてなす時に
いちご煮を出したと言われています。
内容：185ｇ×2缶

50
限定 

1,100ポイント

嬬恋キャベツ煎餅（1箱）
嬬恋名産のキャベツがソース味のお煎餅になりました。
薄焼き煎餅のパリパリ感と、キャベツのほのかな甘みを、
ぜひお楽しみください。
内容：24枚×1箱

100
限定 

800ポイント

交換期間：2017年8月7日（月）～9月30日（土）
・マイページからの交換限定となります。 電話、プリポチェッカーからは交換いただけません。
・個数限定のため商品がなくなり次第終了となります。 ※商品の写真はイメージです。
・商品は約2週間ほどでご登録の送付先住所にお届けいたします（お届け日時の指定不可）。 
　※到着後10日以上経過した商品に関するお問合せには応じかねます。

新富良野プリンスホテル

函館大沼プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル

十和田プリンスホテル

岩手沼宮内カントリークラブ

雫石プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

日本新三景の1つ、北海道を代表する景勝地、大沼国定公園の自然の息
吹を感じるリゾートホテルです。四季折々の景観を眺める温泉露天風呂
や、地元食材を堪能できるレストランなどの施設が充実しております。
2017年、隣接した北海道カントリークラブでは4月に新クラブハウスが
誕生、6月にはプリンスコースをリニューアルし2コース36ホールとなり
ホテルに滞在しながら異なるプレースタイルのゴルフが楽しめます。

標高1,126ｍにある開放感たっぷりの屋根付き温泉露天風呂からは、浅
間山や本白根山など美しい山々が望めます。 四季折々の景色が美しい
高原リゾートで、くつろぎの時間をお過ごしいただけます。

北海道らしい自然がたっぷりの富良野。 夏にはラベンダーや色鮮やかな
花々が咲き誇り、ホテル敷地内では、ツリーアドベンチャーやセグウェイ
といった多彩なアクティビティーを体験できます。 冬には、世界でもトッ
プクラスのパウダースノーでスキーを思う存分楽しむことができ、オール
シーズンで楽しめるリゾートホテルです。

青森県と秋田県にまたがり、四季の変化に表情を変える十和田湖。
ロマンを秘めた八甲田の峰々と奥入瀬渓流。 この雄大な自然を満喫い
ただけるリゾートホテルです。

ホテル、ゴルフ場、ショッピングプラザなど充実の施設を有するプリンス
グランドリゾート軽井沢。 自然が織り成す季節の風景に抱かれ、軽井沢
という歴史ある避暑地に立地したリゾートホテルです。

美しく雄大な岩手山を目の前に望む素晴らしい眺望と大自然に囲まれ
た雫石プリンスホテル。 併設されているゴルフ場やスキー場でアクティ
ブにお楽しみいただくほか、庭園を眺める自慢の温泉露天風呂でゆっく
りとお過ごしいただくことも可能です。 
北東北観光の拠点としてのご利用にも最適です。

万座の大自然に抱かれるようにたたずむ万座プリンスホテル。 ホテルから望
む雄大な山々や、日本屈指の硫黄含有量を有する絶景温泉、四季折々の食材
を使い趣向を凝らした料理などゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

びわ湖畔にたたずむ、高層38階建てのホテルと国内最大級の規模を誇
るコンベンションホール「淡海」を擁し、530室の客室は全室レイク
ビュー。 風景と調和したその様は大津のシンボルともいえます。 京都駅
から大津駅まで10分と滋賀・京都の観光拠点に最適です。

空と海に囲まれたアーバンリゾートホテル。 広島市内
中心部から車で平常時約15分の好ロケーション。 地
上23階の三角柱の建物で、510室の客室から、広島
湾や国立公園などの趣向に富む瀬戸内の景観をお楽
しみいただけます。 ホテル前の桟橋からは世界遺産

「厳島神社」がある宮島まで高速船で約26分です。

日南海岸国定公園の南端のおだやかな渚にたたずむ日南海岸 南郷プリ
ンスホテル。 自然の眺望を存分に楽しみ、ゆったりとした時間をお過ご
しいただけます。

岩手山、姫神山、西岳などの山々をパノラマ状に望めるコースは、なだらかな丘陵地に
J・マイケル・ポーレット氏により設計された、ゆったりとしたレイアウトの36ホール。
大自然と調和した美しい景観に計算されたコースが挑戦意欲をかきたてます。

万座プリンスホテル

【富良野産】男爵いも＆たまねぎ1箱（10kg）
富良野産の男爵いも＆たまねぎのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,500ポイント
【富良野産】野菜セット1箱（13kg）
男爵いも、たまねぎ、かぼちゃのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,800ポイント

【富良野産】とうもろこしイエロー（10本）
フルーツのような甘いスイートコーン。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】赤肉メロン（1玉：Lサイズ）
糖度が高く日持ちの良い富良野産赤肉メロン。
朝もぎを発送いたします。
サイズ：L ※8～9月にお届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】とうもろこしホワイト（10本）
甘くて粒が白い貴重な逸品です。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,500ポイント

塩花まめ蜜煮（1箱）
国内産花豆使用。ふっくら美味しい、花豆の蜜煮です。
嬬恋村で花豆は「花インゲン」とも呼ばれています。
内容：250g×1箱

100
限定 

500ポイント

ほうじ茶ジャム＆ほうじ茶ラテジャム（2種セット）
滋賀県・甲賀のお茶を使用したジャムの2種セット。 今年3月
にリニューアルオープンしたブッフェレストラン「レイクビュー
ダイニング ビオナ」でも提供しております。
内容：ほうじ茶ジャム 115g×1個
　　  ほうじ茶ラテジャム 120g×1個

50
限定 

1,000ポイント
松喜屋 近江牛ビーフカレー（３袋）
明治初期、全国に近江牛の名を広めた老舗 近江松喜屋
が作った贅沢なカレー。
内容：辛口×1袋、中辛×１袋、
　　  甘口×1袋  （各200g）

50
限定 

1,400ポイント

広島ブランド認定広島こだわりの味セット（1セット）
広島ブランド認定の珍味処なかむらの人気商品「かきめし」
と「かきしぐれ」のオリジナルセット。
内容：かきめし×1箱（2人前）
　　 かきしぐれ×1箱（2人前）

50
限定 

1,800ポイント

近江米 みずかがみ（1袋）
滋賀県の豊かな自然環境に配慮して栽培したお米です。
炊き上がりはキラキラつややか。 ほどよい粘りと、まろやか
な甘み。 冷めても美味しく、お弁当やおにぎりにも最適。
内容：5kg×1袋

50
限定 

2,200ポイント

志賀高原プリンスホテル
ビッグスケールの滑りが楽しめる志賀焼額山スキー場がすぐ目の前の
志賀高原プリンスホテルは、3つの館（東館・南館・西館）がそれぞれの
趣でお客さまをお迎えいたします。

びわ湖大津プリンスホテル

グランドプリンスホテル広島

日南海岸 南郷プリンスホテル

【津軽産】りんごジャム（１個）
津軽産のりんごを使用し、果肉たっぷりで甘さ控えめ。
当ホテル朝食ブッフェにも使用しているジャムです。
内容：260g×1個

100
限定 

500ポイント

岩手名物 土川そば（1個）
岩手名物土川そばは、国内産そば100％を使用し、塩以外の添加物を
一切加えずに昔ながらの製造方法で作った蕎麦です。 
本格的な蕎麦の味をご賞味ください。
内容：600g×2束

100
限定 

1,100ポイント

【秋田真壁屋】稲庭うどんハンディーBOX（1箱）
秋田県の名産、稲庭うどん。北海道産小麦と瀬戸内海塩を
使用し、手作りした細麺はツルツル、シコシコです。
麺の喉越しをご堪能ください。
内容：めん（360g）×1個
　　 つゆ（200ml）×1個

30
限定 

1,000ポイント

【白樺堂】軽井沢タルト（1箱）
軽井沢にある老舗菓子店「白樺堂」の一押し。 アーモンド、
クルミタルトの2種類入りです。
内容：8個×1箱

30
限定 

800ポイント
信州みそ（1箱）
昔ながらの田舎風に仕込みをした自信を持ってお奨めでき
る製品です。 当ホテルでも使用しています。
内容：1kg×1箱

30
限定 

800ポイント
軽井沢メープルシロップ（1本）
軽井沢産樹液入りメープルシロップです。 ミルクや乳製品
との相性は抜群、紅茶にもおすすめです。
内容：165g×1本

30
限定 

900ポイント

ブルーベリーウィッチ（1箱）
ホテルオリジナルスイーツ。 甘さと酸味のハーモニーが絶妙
なブルーベリークリームはちょっと贅沢なおとなの味。
内容：10個×1箱

30
限定 

1,500ポイント
ホテルオリジナルジャムセット（2個）
軽井沢プリンスホテルの朝食にも使用しているホテルオリ
ジナルジャムです。 「ブルーベリー」と「りんご」の2種類。
トーストやパンケーキに乗せても良いアクセントになります。
内容：ブルーベリージャム 265g×1個
　　  りんごジャム 265g×1個

30
限定 

1,800ポイント

岩手三大麺セット（1箱）
岩手名物盛岡冷麺、じゃじゃ麺、わんこそばのセット。
岩手の名物をご賞味ください。
内容：冷麺２人前（麺・スープ付）
　　 じゃじゃ麺２人前（麺・味噌だれ付）
　　 わんこそば（麺・つゆ付）

50
限定 

900ポイント

【三陸海鮮料理 中村家】
海鮮炊き込みご飯の素 うに・帆立セット（1セット）
三陸海鮮料理『中村家』が味付けを監修した炊き込み
ご飯の素です。 岩手・三陸の味が楽しめます。
内容：500ｇ×２箱（各2合用）

50
限定 

2,500ポイント

秋田名産 きりたんぽ（1箱）
鍋はもちろん、みそつけたんぽも楽しめます。
内容：1箱2～3人前
　　 きりたんぽ（70g×3本）×2袋
　　 比内地鶏入りしょうゆたれ（50g）×1袋
　　 きりたんぽみそたれ（35g）×1袋

50
限定 

500ポイント

つしま わかさぎ筏焼（1箱）
大沼名産のわかさぎを一匹ずつ手作業で串に刺し、じっくり
焼き上げて味付けしました。 筏（いかだ）のように見えること
から「わかさぎ筏焼き」と呼ばれています。 サクサクとした
食感と香ばしい味が特徴です。
内容：筏焼き×21本、川えび×1本

50
限定 

1,000ポイント

函館 生ラーメン 4食入り（1箱）
生タイプの中細縮れ麺と、塩味（帆立風味）・味噌味（カニ
風味）の2種類のスープの相性は抜群です。 ご家庭で「函館
ラーメン」をお楽しみいただけます。
内容：塩味×2食、味噌味×2食

50
限定 

900ポイント

日向夏ジュレ（1箱）
原材料に日向夏みかんの果皮と繊維を使用しております。
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

完熟マンゴージュレ（1箱）
濃厚なマンゴーの風味が楽しめるジュレ。 
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

2017

諸国漫
遊

巡り期間限定

夏秋おすすめグルメ特集

マイページ登録会員さま限定

雪むろりんごジュース［やまのうちりんご］（1箱）
やまのうちのりんごづくりを極めた農家が作り出す、北信州
山ノ内町を代表する品種「サンふじ」。 本来冬しか味わえな
いそのままの美味しさをお届けしたく、無添加100%りんご
ジュースを貯蔵する雪むろ（天然雪を使った低温貯蔵室）から
直送いたします。
内容：180ml×6本（サンふじ100%搾汁）

150
限定 

2,500ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

やまのうち晩夏りんご［シナノドルチェ］（1箱）
信州で生まれた品種。真っ赤な色づきと甘酸っぱさが特徴。
山ノ内町の大自然の恵みを最大限に生かすことによりその
味を濃厚に表現しています。
内容：3kg（6～9玉）

150
限定 

2,500ポイント※9月下旬以降、順次お届けいたします。



上州地粉うどん（１袋）
国内有数の小麦の産地である群馬県の地粉（絹の波）を
使い打ち上げました。 深い味わいと高い香り、そして絹
のようななめらかさと、コシのあるツルツルとした食感が
特徴です。
内容：460g×1袋

100
限定 

500ポイント

海軍さんのカレーセット（1セット）
海軍の街 呉市で、明治時代取り入れられた英国シチュー風
カレーのレシピを踏まえ開発された「海軍さんのカレー」と、
海の防人達が密かに愛飲していた珈琲を再現した「海軍さん
の珈琲」をお楽しみいただけるセットです。
内容：海軍さんのカレー 200g×２袋
　　 海軍さんの珈琲 ドリップパック×２袋

100
限定 

900ポイント

上州牛とこんにゃくの味噌そぼろ（1箱）
コクがあり味わい深い上州牛とこんにゃくの歯ごたえが
クセになる、ご飯にもぴったりな味噌そぼろです。
内容：180g×1箱

100
限定 

500ポイント

花豆ひとくちようかん（1箱）
浅間高原産花豆をたっぷり練り込みました。 風味豊かな
花豆の味をお楽しみください。
内容：56g×6個　　　　　　　　

100
限定 

1,000ポイント

オタフクお好み焼材料セット（1箱）
自宅で本格的な『広島お好み焼』が美味しく、楽しくできる
4人前セット！イラストでレシピがわかるので初めてでも簡単。
広島大手ソースメーカーのオタフクが素材にもこだわった
材料で、お家で本格的お好み焼をお楽しみください。
内容：1箱（4人前）

100
限定 

1,200ポイント

三陸名物 いちご煮（2缶）
三陸海岸の伝統料理、ウニとアワビのお吸い物。
三陸地方では、古くから大切なお客さまをもてなす時に
いちご煮を出したと言われています。
内容：185ｇ×2缶

50
限定 

1,100ポイント

嬬恋キャベツ煎餅（1箱）
嬬恋名産のキャベツがソース味のお煎餅になりました。
薄焼き煎餅のパリパリ感と、キャベツのほのかな甘みを、
ぜひお楽しみください。
内容：24枚×1箱

100
限定 

800ポイント

交換期間：2017年8月7日（月）～9月30日（土）
・マイページからの交換限定となります。 電話、プリポチェッカーからは交換いただけません。
・個数限定のため商品がなくなり次第終了となります。 ※商品の写真はイメージです。
・商品は約2週間ほどでご登録の送付先住所にお届けいたします（お届け日時の指定不可）。 
　※到着後10日以上経過した商品に関するお問合せには応じかねます。

新富良野プリンスホテル

函館大沼プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル

十和田プリンスホテル

岩手沼宮内カントリークラブ

雫石プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

日本新三景の1つ、北海道を代表する景勝地、大沼国定公園の自然の息
吹を感じるリゾートホテルです。四季折々の景観を眺める温泉露天風呂
や、地元食材を堪能できるレストランなどの施設が充実しております。
2017年、隣接した北海道カントリークラブでは4月に新クラブハウスが
誕生、6月にはプリンスコースをリニューアルし2コース36ホールとなり
ホテルに滞在しながら異なるプレースタイルのゴルフが楽しめます。

標高1,126ｍにある開放感たっぷりの屋根付き温泉露天風呂からは、浅
間山や本白根山など美しい山々が望めます。 四季折々の景色が美しい
高原リゾートで、くつろぎの時間をお過ごしいただけます。

北海道らしい自然がたっぷりの富良野。 夏にはラベンダーや色鮮やかな
花々が咲き誇り、ホテル敷地内では、ツリーアドベンチャーやセグウェイ
といった多彩なアクティビティーを体験できます。 冬には、世界でもトッ
プクラスのパウダースノーでスキーを思う存分楽しむことができ、オール
シーズンで楽しめるリゾートホテルです。

青森県と秋田県にまたがり、四季の変化に表情を変える十和田湖。
ロマンを秘めた八甲田の峰々と奥入瀬渓流。 この雄大な自然を満喫い
ただけるリゾートホテルです。

ホテル、ゴルフ場、ショッピングプラザなど充実の施設を有するプリンス
グランドリゾート軽井沢。 自然が織り成す季節の風景に抱かれ、軽井沢
という歴史ある避暑地に立地したリゾートホテルです。

美しく雄大な岩手山を目の前に望む素晴らしい眺望と大自然に囲まれ
た雫石プリンスホテル。 併設されているゴルフ場やスキー場でアクティ
ブにお楽しみいただくほか、庭園を眺める自慢の温泉露天風呂でゆっく
りとお過ごしいただくことも可能です。 
北東北観光の拠点としてのご利用にも最適です。

万座の大自然に抱かれるようにたたずむ万座プリンスホテル。 ホテルから望
む雄大な山々や、日本屈指の硫黄含有量を有する絶景温泉、四季折々の食材
を使い趣向を凝らした料理などゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

びわ湖畔にたたずむ、高層38階建てのホテルと国内最大級の規模を誇
るコンベンションホール「淡海」を擁し、530室の客室は全室レイク
ビュー。 風景と調和したその様は大津のシンボルともいえます。 京都駅
から大津駅まで10分と滋賀・京都の観光拠点に最適です。

空と海に囲まれたアーバンリゾートホテル。 広島市内
中心部から車で平常時約15分の好ロケーション。 地
上23階の三角柱の建物で、510室の客室から、広島
湾や国立公園などの趣向に富む瀬戸内の景観をお楽
しみいただけます。 ホテル前の桟橋からは世界遺産

「厳島神社」がある宮島まで高速船で約26分です。

日南海岸国定公園の南端のおだやかな渚にたたずむ日南海岸 南郷プリ
ンスホテル。 自然の眺望を存分に楽しみ、ゆったりとした時間をお過ご
しいただけます。

岩手山、姫神山、西岳などの山々をパノラマ状に望めるコースは、なだらかな丘陵地に
J・マイケル・ポーレット氏により設計された、ゆったりとしたレイアウトの36ホール。
大自然と調和した美しい景観に計算されたコースが挑戦意欲をかきたてます。

万座プリンスホテル

【富良野産】男爵いも＆たまねぎ1箱（10kg）
富良野産の男爵いも＆たまねぎのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,500ポイント
【富良野産】野菜セット1箱（13kg）
男爵いも、たまねぎ、かぼちゃのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,800ポイント

【富良野産】とうもろこしイエロー（10本）
フルーツのような甘いスイートコーン。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】赤肉メロン（1玉：Lサイズ）
糖度が高く日持ちの良い富良野産赤肉メロン。
朝もぎを発送いたします。
サイズ：L ※8～9月にお届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】とうもろこしホワイト（10本）
甘くて粒が白い貴重な逸品です。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,500ポイント

塩花まめ蜜煮（1箱）
国内産花豆使用。ふっくら美味しい、花豆の蜜煮です。
嬬恋村で花豆は「花インゲン」とも呼ばれています。
内容：250g×1箱

100
限定 

500ポイント

ほうじ茶ジャム＆ほうじ茶ラテジャム（2種セット）
滋賀県・甲賀のお茶を使用したジャムの2種セット。 今年3月
にリニューアルオープンしたブッフェレストラン「レイクビュー
ダイニング ビオナ」でも提供しております。
内容：ほうじ茶ジャム 115g×1個
　　  ほうじ茶ラテジャム 120g×1個

50
限定 

1,000ポイント
松喜屋 近江牛ビーフカレー（３袋）
明治初期、全国に近江牛の名を広めた老舗 近江松喜屋
が作った贅沢なカレー。
内容：辛口×1袋、中辛×１袋、
　　  甘口×1袋  （各200g）

50
限定 

1,400ポイント

広島ブランド認定広島こだわりの味セット（1セット）
広島ブランド認定の珍味処なかむらの人気商品「かきめし」
と「かきしぐれ」のオリジナルセット。
内容：かきめし×1箱（2人前）
　　 かきしぐれ×1箱（2人前）

50
限定 

1,800ポイント

近江米 みずかがみ（1袋）
滋賀県の豊かな自然環境に配慮して栽培したお米です。
炊き上がりはキラキラつややか。 ほどよい粘りと、まろやか
な甘み。 冷めても美味しく、お弁当やおにぎりにも最適。
内容：5kg×1袋

50
限定 

2,200ポイント

志賀高原プリンスホテル
ビッグスケールの滑りが楽しめる志賀焼額山スキー場がすぐ目の前の
志賀高原プリンスホテルは、3つの館（東館・南館・西館）がそれぞれの
趣でお客さまをお迎えいたします。

びわ湖大津プリンスホテル

グランドプリンスホテル広島

日南海岸 南郷プリンスホテル

【津軽産】りんごジャム（１個）
津軽産のりんごを使用し、果肉たっぷりで甘さ控えめ。
当ホテル朝食ブッフェにも使用しているジャムです。
内容：260g×1個

100
限定 

500ポイント

岩手名物 土川そば（1個）
岩手名物土川そばは、国内産そば100％を使用し、塩以外の添加物を
一切加えずに昔ながらの製造方法で作った蕎麦です。 
本格的な蕎麦の味をご賞味ください。
内容：600g×2束

100
限定 

1,100ポイント

【秋田真壁屋】稲庭うどんハンディーBOX（1箱）
秋田県の名産、稲庭うどん。北海道産小麦と瀬戸内海塩を
使用し、手作りした細麺はツルツル、シコシコです。
麺の喉越しをご堪能ください。
内容：めん（360g）×1個
　　 つゆ（200ml）×1個

30
限定 

1,000ポイント

【白樺堂】軽井沢タルト（1箱）
軽井沢にある老舗菓子店「白樺堂」の一押し。 アーモンド、
クルミタルトの2種類入りです。
内容：8個×1箱

30
限定 

800ポイント
信州みそ（1箱）
昔ながらの田舎風に仕込みをした自信を持ってお奨めでき
る製品です。 当ホテルでも使用しています。
内容：1kg×1箱

30
限定 

800ポイント
軽井沢メープルシロップ（1本）
軽井沢産樹液入りメープルシロップです。 ミルクや乳製品
との相性は抜群、紅茶にもおすすめです。
内容：165g×1本

30
限定 

900ポイント

ブルーベリーウィッチ（1箱）
ホテルオリジナルスイーツ。 甘さと酸味のハーモニーが絶妙
なブルーベリークリームはちょっと贅沢なおとなの味。
内容：10個×1箱

30
限定 

1,500ポイント
ホテルオリジナルジャムセット（2個）
軽井沢プリンスホテルの朝食にも使用しているホテルオリ
ジナルジャムです。 「ブルーベリー」と「りんご」の2種類。
トーストやパンケーキに乗せても良いアクセントになります。
内容：ブルーベリージャム 265g×1個
　　  りんごジャム 265g×1個

30
限定 

1,800ポイント

岩手三大麺セット（1箱）
岩手名物盛岡冷麺、じゃじゃ麺、わんこそばのセット。
岩手の名物をご賞味ください。
内容：冷麺２人前（麺・スープ付）
　　 じゃじゃ麺２人前（麺・味噌だれ付）
　　 わんこそば（麺・つゆ付）

50
限定 

900ポイント

【三陸海鮮料理 中村家】
海鮮炊き込みご飯の素 うに・帆立セット（1セット）
三陸海鮮料理『中村家』が味付けを監修した炊き込み
ご飯の素です。 岩手・三陸の味が楽しめます。
内容：500ｇ×２箱（各2合用）

50
限定 

2,500ポイント

秋田名産 きりたんぽ（1箱）
鍋はもちろん、みそつけたんぽも楽しめます。
内容：1箱2～3人前
　　 きりたんぽ（70g×3本）×2袋
　　 比内地鶏入りしょうゆたれ（50g）×1袋
　　 きりたんぽみそたれ（35g）×1袋

50
限定 

500ポイント

つしま わかさぎ筏焼（1箱）
大沼名産のわかさぎを一匹ずつ手作業で串に刺し、じっくり
焼き上げて味付けしました。 筏（いかだ）のように見えること
から「わかさぎ筏焼き」と呼ばれています。 サクサクとした
食感と香ばしい味が特徴です。
内容：筏焼き×21本、川えび×1本

50
限定 

1,000ポイント

函館 生ラーメン 4食入り（1箱）
生タイプの中細縮れ麺と、塩味（帆立風味）・味噌味（カニ
風味）の2種類のスープの相性は抜群です。 ご家庭で「函館
ラーメン」をお楽しみいただけます。
内容：塩味×2食、味噌味×2食

50
限定 

900ポイント

日向夏ジュレ（1箱）
原材料に日向夏みかんの果皮と繊維を使用しております。
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

完熟マンゴージュレ（1箱）
濃厚なマンゴーの風味が楽しめるジュレ。 
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

2017

諸国漫
遊

巡り期間限定

夏秋おすすめグルメ特集

マイページ登録会員さま限定

雪むろりんごジュース［やまのうちりんご］（1箱）
やまのうちのりんごづくりを極めた農家が作り出す、北信州
山ノ内町を代表する品種「サンふじ」。 本来冬しか味わえな
いそのままの美味しさをお届けしたく、無添加100%りんご
ジュースを貯蔵する雪むろ（天然雪を使った低温貯蔵室）から
直送いたします。
内容：180ml×6本（サンふじ100%搾汁）

150
限定 

2,500ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

やまのうち晩夏りんご［シナノドルチェ］（1箱）
信州で生まれた品種。真っ赤な色づきと甘酸っぱさが特徴。
山ノ内町の大自然の恵みを最大限に生かすことによりその
味を濃厚に表現しています。
内容：3kg（6～9玉）

150
限定 

2,500ポイント※9月下旬以降、順次お届けいたします。



上州地粉うどん（１袋）
国内有数の小麦の産地である群馬県の地粉（絹の波）を
使い打ち上げました。 深い味わいと高い香り、そして絹
のようななめらかさと、コシのあるツルツルとした食感が
特徴です。
内容：460g×1袋

100
限定 

500ポイント

海軍さんのカレーセット（1セット）
海軍の街 呉市で、明治時代取り入れられた英国シチュー風
カレーのレシピを踏まえ開発された「海軍さんのカレー」と、
海の防人達が密かに愛飲していた珈琲を再現した「海軍さん
の珈琲」をお楽しみいただけるセットです。
内容：海軍さんのカレー 200g×２袋
　　 海軍さんの珈琲 ドリップパック×２袋

100
限定 

900ポイント

上州牛とこんにゃくの味噌そぼろ（1箱）
コクがあり味わい深い上州牛とこんにゃくの歯ごたえが
クセになる、ご飯にもぴったりな味噌そぼろです。
内容：180g×1箱

100
限定 

500ポイント

花豆ひとくちようかん（1箱）
浅間高原産花豆をたっぷり練り込みました。 風味豊かな
花豆の味をお楽しみください。
内容：56g×6個　　　　　　　　

100
限定 

1,000ポイント

オタフクお好み焼材料セット（1箱）
自宅で本格的な『広島お好み焼』が美味しく、楽しくできる
4人前セット！イラストでレシピがわかるので初めてでも簡単。
広島大手ソースメーカーのオタフクが素材にもこだわった
材料で、お家で本格的お好み焼をお楽しみください。
内容：1箱（4人前）

100
限定 

1,200ポイント

三陸名物 いちご煮（2缶）
三陸海岸の伝統料理、ウニとアワビのお吸い物。
三陸地方では、古くから大切なお客さまをもてなす時に
いちご煮を出したと言われています。
内容：185ｇ×2缶

50
限定 

1,100ポイント

嬬恋キャベツ煎餅（1箱）
嬬恋名産のキャベツがソース味のお煎餅になりました。
薄焼き煎餅のパリパリ感と、キャベツのほのかな甘みを、
ぜひお楽しみください。
内容：24枚×1箱

100
限定 

800ポイント

交換期間：2017年8月7日（月）～9月30日（土）
・マイページからの交換限定となります。 電話、プリポチェッカーからは交換いただけません。
・個数限定のため商品がなくなり次第終了となります。 ※商品の写真はイメージです。
・商品は約2週間ほどでご登録の送付先住所にお届けいたします（お届け日時の指定不可）。 
　※到着後10日以上経過した商品に関するお問合せには応じかねます。

新富良野プリンスホテル

函館大沼プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル

十和田プリンスホテル

岩手沼宮内カントリークラブ

雫石プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

日本新三景の1つ、北海道を代表する景勝地、大沼国定公園の自然の息
吹を感じるリゾートホテルです。四季折々の景観を眺める温泉露天風呂
や、地元食材を堪能できるレストランなどの施設が充実しております。
2017年、隣接した北海道カントリークラブでは4月に新クラブハウスが
誕生、6月にはプリンスコースをリニューアルし2コース36ホールとなり
ホテルに滞在しながら異なるプレースタイルのゴルフが楽しめます。

標高1,126ｍにある開放感たっぷりの屋根付き温泉露天風呂からは、浅
間山や本白根山など美しい山々が望めます。 四季折々の景色が美しい
高原リゾートで、くつろぎの時間をお過ごしいただけます。

北海道らしい自然がたっぷりの富良野。 夏にはラベンダーや色鮮やかな
花々が咲き誇り、ホテル敷地内では、ツリーアドベンチャーやセグウェイ
といった多彩なアクティビティーを体験できます。 冬には、世界でもトッ
プクラスのパウダースノーでスキーを思う存分楽しむことができ、オール
シーズンで楽しめるリゾートホテルです。

青森県と秋田県にまたがり、四季の変化に表情を変える十和田湖。
ロマンを秘めた八甲田の峰々と奥入瀬渓流。 この雄大な自然を満喫い
ただけるリゾートホテルです。

ホテル、ゴルフ場、ショッピングプラザなど充実の施設を有するプリンス
グランドリゾート軽井沢。 自然が織り成す季節の風景に抱かれ、軽井沢
という歴史ある避暑地に立地したリゾートホテルです。

美しく雄大な岩手山を目の前に望む素晴らしい眺望と大自然に囲まれ
た雫石プリンスホテル。 併設されているゴルフ場やスキー場でアクティ
ブにお楽しみいただくほか、庭園を眺める自慢の温泉露天風呂でゆっく
りとお過ごしいただくことも可能です。 
北東北観光の拠点としてのご利用にも最適です。

万座の大自然に抱かれるようにたたずむ万座プリンスホテル。 ホテルから望
む雄大な山々や、日本屈指の硫黄含有量を有する絶景温泉、四季折々の食材
を使い趣向を凝らした料理などゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

びわ湖畔にたたずむ、高層38階建てのホテルと国内最大級の規模を誇
るコンベンションホール「淡海」を擁し、530室の客室は全室レイク
ビュー。 風景と調和したその様は大津のシンボルともいえます。 京都駅
から大津駅まで10分と滋賀・京都の観光拠点に最適です。

空と海に囲まれたアーバンリゾートホテル。 広島市内
中心部から車で平常時約15分の好ロケーション。 地
上23階の三角柱の建物で、510室の客室から、広島
湾や国立公園などの趣向に富む瀬戸内の景観をお楽
しみいただけます。 ホテル前の桟橋からは世界遺産

「厳島神社」がある宮島まで高速船で約26分です。

日南海岸国定公園の南端のおだやかな渚にたたずむ日南海岸 南郷プリ
ンスホテル。 自然の眺望を存分に楽しみ、ゆったりとした時間をお過ご
しいただけます。

岩手山、姫神山、西岳などの山々をパノラマ状に望めるコースは、なだらかな丘陵地に
J・マイケル・ポーレット氏により設計された、ゆったりとしたレイアウトの36ホール。
大自然と調和した美しい景観に計算されたコースが挑戦意欲をかきたてます。

万座プリンスホテル

【富良野産】男爵いも＆たまねぎ1箱（10kg）
富良野産の男爵いも＆たまねぎのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,500ポイント
【富良野産】野菜セット1箱（13kg）
男爵いも、たまねぎ、かぼちゃのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,800ポイント

【富良野産】とうもろこしイエロー（10本）
フルーツのような甘いスイートコーン。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】赤肉メロン（1玉：Lサイズ）
糖度が高く日持ちの良い富良野産赤肉メロン。
朝もぎを発送いたします。
サイズ：L ※8～9月にお届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】とうもろこしホワイト（10本）
甘くて粒が白い貴重な逸品です。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,500ポイント

塩花まめ蜜煮（1箱）
国内産花豆使用。ふっくら美味しい、花豆の蜜煮です。
嬬恋村で花豆は「花インゲン」とも呼ばれています。
内容：250g×1箱

100
限定 

500ポイント

ほうじ茶ジャム＆ほうじ茶ラテジャム（2種セット）
滋賀県・甲賀のお茶を使用したジャムの2種セット。 今年3月
にリニューアルオープンしたブッフェレストラン「レイクビュー
ダイニング ビオナ」でも提供しております。
内容：ほうじ茶ジャム 115g×1個
　　  ほうじ茶ラテジャム 120g×1個

50
限定 

1,000ポイント
松喜屋 近江牛ビーフカレー（３袋）
明治初期、全国に近江牛の名を広めた老舗 近江松喜屋
が作った贅沢なカレー。
内容：辛口×1袋、中辛×１袋、
　　  甘口×1袋  （各200g）

50
限定 

1,400ポイント

広島ブランド認定広島こだわりの味セット（1セット）
広島ブランド認定の珍味処なかむらの人気商品「かきめし」
と「かきしぐれ」のオリジナルセット。
内容：かきめし×1箱（2人前）
　　 かきしぐれ×1箱（2人前）

50
限定 

1,800ポイント

近江米 みずかがみ（1袋）
滋賀県の豊かな自然環境に配慮して栽培したお米です。
炊き上がりはキラキラつややか。 ほどよい粘りと、まろやか
な甘み。 冷めても美味しく、お弁当やおにぎりにも最適。
内容：5kg×1袋

50
限定 

2,200ポイント

志賀高原プリンスホテル
ビッグスケールの滑りが楽しめる志賀焼額山スキー場がすぐ目の前の
志賀高原プリンスホテルは、3つの館（東館・南館・西館）がそれぞれの
趣でお客さまをお迎えいたします。

びわ湖大津プリンスホテル

グランドプリンスホテル広島

日南海岸 南郷プリンスホテル

【津軽産】りんごジャム（１個）
津軽産のりんごを使用し、果肉たっぷりで甘さ控えめ。
当ホテル朝食ブッフェにも使用しているジャムです。
内容：260g×1個

100
限定 

500ポイント

岩手名物 土川そば（1個）
岩手名物土川そばは、国内産そば100％を使用し、塩以外の添加物を
一切加えずに昔ながらの製造方法で作った蕎麦です。 
本格的な蕎麦の味をご賞味ください。
内容：600g×2束

100
限定 

1,100ポイント

【秋田真壁屋】稲庭うどんハンディーBOX（1箱）
秋田県の名産、稲庭うどん。北海道産小麦と瀬戸内海塩を
使用し、手作りした細麺はツルツル、シコシコです。
麺の喉越しをご堪能ください。
内容：めん（360g）×1個
　　 つゆ（200ml）×1個

30
限定 

1,000ポイント

【白樺堂】軽井沢タルト（1箱）
軽井沢にある老舗菓子店「白樺堂」の一押し。 アーモンド、
クルミタルトの2種類入りです。
内容：8個×1箱

30
限定 

800ポイント
信州みそ（1箱）
昔ながらの田舎風に仕込みをした自信を持ってお奨めでき
る製品です。 当ホテルでも使用しています。
内容：1kg×1箱

30
限定 

800ポイント
軽井沢メープルシロップ（1本）
軽井沢産樹液入りメープルシロップです。 ミルクや乳製品
との相性は抜群、紅茶にもおすすめです。
内容：165g×1本

30
限定 

900ポイント

ブルーベリーウィッチ（1箱）
ホテルオリジナルスイーツ。 甘さと酸味のハーモニーが絶妙
なブルーベリークリームはちょっと贅沢なおとなの味。
内容：10個×1箱

30
限定 

1,500ポイント
ホテルオリジナルジャムセット（2個）
軽井沢プリンスホテルの朝食にも使用しているホテルオリ
ジナルジャムです。 「ブルーベリー」と「りんご」の2種類。
トーストやパンケーキに乗せても良いアクセントになります。
内容：ブルーベリージャム 265g×1個
　　  りんごジャム 265g×1個

30
限定 

1,800ポイント

岩手三大麺セット（1箱）
岩手名物盛岡冷麺、じゃじゃ麺、わんこそばのセット。
岩手の名物をご賞味ください。
内容：冷麺２人前（麺・スープ付）
　　 じゃじゃ麺２人前（麺・味噌だれ付）
　　 わんこそば（麺・つゆ付）

50
限定 

900ポイント

【三陸海鮮料理 中村家】
海鮮炊き込みご飯の素 うに・帆立セット（1セット）
三陸海鮮料理『中村家』が味付けを監修した炊き込み
ご飯の素です。 岩手・三陸の味が楽しめます。
内容：500ｇ×２箱（各2合用）

50
限定 

2,500ポイント

秋田名産 きりたんぽ（1箱）
鍋はもちろん、みそつけたんぽも楽しめます。
内容：1箱2～3人前
　　 きりたんぽ（70g×3本）×2袋
　　 比内地鶏入りしょうゆたれ（50g）×1袋
　　 きりたんぽみそたれ（35g）×1袋

50
限定 

500ポイント

つしま わかさぎ筏焼（1箱）
大沼名産のわかさぎを一匹ずつ手作業で串に刺し、じっくり
焼き上げて味付けしました。 筏（いかだ）のように見えること
から「わかさぎ筏焼き」と呼ばれています。 サクサクとした
食感と香ばしい味が特徴です。
内容：筏焼き×21本、川えび×1本

50
限定 

1,000ポイント

函館 生ラーメン 4食入り（1箱）
生タイプの中細縮れ麺と、塩味（帆立風味）・味噌味（カニ
風味）の2種類のスープの相性は抜群です。 ご家庭で「函館
ラーメン」をお楽しみいただけます。
内容：塩味×2食、味噌味×2食

50
限定 

900ポイント

日向夏ジュレ（1箱）
原材料に日向夏みかんの果皮と繊維を使用しております。
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

完熟マンゴージュレ（1箱）
濃厚なマンゴーの風味が楽しめるジュレ。 
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

2017

諸国漫
遊

巡り期間限定

夏秋おすすめグルメ特集

マイページ登録会員さま限定

雪むろりんごジュース［やまのうちりんご］（1箱）
やまのうちのりんごづくりを極めた農家が作り出す、北信州
山ノ内町を代表する品種「サンふじ」。 本来冬しか味わえな
いそのままの美味しさをお届けしたく、無添加100%りんご
ジュースを貯蔵する雪むろ（天然雪を使った低温貯蔵室）から
直送いたします。
内容：180ml×6本（サンふじ100%搾汁）

150
限定 

2,500ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

やまのうち晩夏りんご［シナノドルチェ］（1箱）
信州で生まれた品種。真っ赤な色づきと甘酸っぱさが特徴。
山ノ内町の大自然の恵みを最大限に生かすことによりその
味を濃厚に表現しています。
内容：3kg（6～9玉）

150
限定 

2,500ポイント※9月下旬以降、順次お届けいたします。



上州地粉うどん（１袋）
国内有数の小麦の産地である群馬県の地粉（絹の波）を
使い打ち上げました。 深い味わいと高い香り、そして絹
のようななめらかさと、コシのあるツルツルとした食感が
特徴です。
内容：460g×1袋

100
限定 

500ポイント

海軍さんのカレーセット（1セット）
海軍の街 呉市で、明治時代取り入れられた英国シチュー風
カレーのレシピを踏まえ開発された「海軍さんのカレー」と、
海の防人達が密かに愛飲していた珈琲を再現した「海軍さん
の珈琲」をお楽しみいただけるセットです。
内容：海軍さんのカレー 200g×２袋
　　 海軍さんの珈琲 ドリップパック×２袋

100
限定 

900ポイント

上州牛とこんにゃくの味噌そぼろ（1箱）
コクがあり味わい深い上州牛とこんにゃくの歯ごたえが
クセになる、ご飯にもぴったりな味噌そぼろです。
内容：180g×1箱

100
限定 

500ポイント

花豆ひとくちようかん（1箱）
浅間高原産花豆をたっぷり練り込みました。 風味豊かな
花豆の味をお楽しみください。
内容：56g×6個　　　　　　　　

100
限定 

1,000ポイント

オタフクお好み焼材料セット（1箱）
自宅で本格的な『広島お好み焼』が美味しく、楽しくできる
4人前セット！イラストでレシピがわかるので初めてでも簡単。
広島大手ソースメーカーのオタフクが素材にもこだわった
材料で、お家で本格的お好み焼をお楽しみください。
内容：1箱（4人前）

100
限定 

1,200ポイント

三陸名物 いちご煮（2缶）
三陸海岸の伝統料理、ウニとアワビのお吸い物。
三陸地方では、古くから大切なお客さまをもてなす時に
いちご煮を出したと言われています。
内容：185ｇ×2缶

50
限定 

1,100ポイント

嬬恋キャベツ煎餅（1箱）
嬬恋名産のキャベツがソース味のお煎餅になりました。
薄焼き煎餅のパリパリ感と、キャベツのほのかな甘みを、
ぜひお楽しみください。
内容：24枚×1箱

100
限定 

800ポイント

交換期間：2017年8月7日（月）～9月30日（土）
・マイページからの交換限定となります。 電話、プリポチェッカーからは交換いただけません。
・個数限定のため商品がなくなり次第終了となります。 ※商品の写真はイメージです。
・商品は約2週間ほどでご登録の送付先住所にお届けいたします（お届け日時の指定不可）。 
　※到着後10日以上経過した商品に関するお問合せには応じかねます。

新富良野プリンスホテル

函館大沼プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル

十和田プリンスホテル

岩手沼宮内カントリークラブ

雫石プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

日本新三景の1つ、北海道を代表する景勝地、大沼国定公園の自然の息
吹を感じるリゾートホテルです。四季折々の景観を眺める温泉露天風呂
や、地元食材を堪能できるレストランなどの施設が充実しております。
2017年、隣接した北海道カントリークラブでは4月に新クラブハウスが
誕生、6月にはプリンスコースをリニューアルし2コース36ホールとなり
ホテルに滞在しながら異なるプレースタイルのゴルフが楽しめます。

標高1,126ｍにある開放感たっぷりの屋根付き温泉露天風呂からは、浅
間山や本白根山など美しい山々が望めます。 四季折々の景色が美しい
高原リゾートで、くつろぎの時間をお過ごしいただけます。

北海道らしい自然がたっぷりの富良野。 夏にはラベンダーや色鮮やかな
花々が咲き誇り、ホテル敷地内では、ツリーアドベンチャーやセグウェイ
といった多彩なアクティビティーを体験できます。 冬には、世界でもトッ
プクラスのパウダースノーでスキーを思う存分楽しむことができ、オール
シーズンで楽しめるリゾートホテルです。

青森県と秋田県にまたがり、四季の変化に表情を変える十和田湖。
ロマンを秘めた八甲田の峰々と奥入瀬渓流。 この雄大な自然を満喫い
ただけるリゾートホテルです。

ホテル、ゴルフ場、ショッピングプラザなど充実の施設を有するプリンス
グランドリゾート軽井沢。 自然が織り成す季節の風景に抱かれ、軽井沢
という歴史ある避暑地に立地したリゾートホテルです。

美しく雄大な岩手山を目の前に望む素晴らしい眺望と大自然に囲まれ
た雫石プリンスホテル。 併設されているゴルフ場やスキー場でアクティ
ブにお楽しみいただくほか、庭園を眺める自慢の温泉露天風呂でゆっく
りとお過ごしいただくことも可能です。 
北東北観光の拠点としてのご利用にも最適です。

万座の大自然に抱かれるようにたたずむ万座プリンスホテル。 ホテルから望
む雄大な山々や、日本屈指の硫黄含有量を有する絶景温泉、四季折々の食材
を使い趣向を凝らした料理などゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

びわ湖畔にたたずむ、高層38階建てのホテルと国内最大級の規模を誇
るコンベンションホール「淡海」を擁し、530室の客室は全室レイク
ビュー。 風景と調和したその様は大津のシンボルともいえます。 京都駅
から大津駅まで10分と滋賀・京都の観光拠点に最適です。

空と海に囲まれたアーバンリゾートホテル。 広島市内
中心部から車で平常時約15分の好ロケーション。 地
上23階の三角柱の建物で、510室の客室から、広島
湾や国立公園などの趣向に富む瀬戸内の景観をお楽
しみいただけます。 ホテル前の桟橋からは世界遺産

「厳島神社」がある宮島まで高速船で約26分です。

日南海岸国定公園の南端のおだやかな渚にたたずむ日南海岸 南郷プリ
ンスホテル。 自然の眺望を存分に楽しみ、ゆったりとした時間をお過ご
しいただけます。

岩手山、姫神山、西岳などの山々をパノラマ状に望めるコースは、なだらかな丘陵地に
J・マイケル・ポーレット氏により設計された、ゆったりとしたレイアウトの36ホール。
大自然と調和した美しい景観に計算されたコースが挑戦意欲をかきたてます。

万座プリンスホテル

【富良野産】男爵いも＆たまねぎ1箱（10kg）
富良野産の男爵いも＆たまねぎのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,500ポイント
【富良野産】野菜セット1箱（13kg）
男爵いも、たまねぎ、かぼちゃのセットです。

※10月より、順次お届けいたします。

30
限定 

1,800ポイント

【富良野産】とうもろこしイエロー（10本）
フルーツのような甘いスイートコーン。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】赤肉メロン（1玉：Lサイズ）
糖度が高く日持ちの良い富良野産赤肉メロン。
朝もぎを発送いたします。
サイズ：L ※8～9月にお届けいたします。

30
限定 

2,300ポイント

【富良野産】とうもろこしホワイト（10本）
甘くて粒が白い貴重な逸品です。
サイズ：2L
※8月下旬より、順次お届けいたします。

30
限定 

2,500ポイント

塩花まめ蜜煮（1箱）
国内産花豆使用。ふっくら美味しい、花豆の蜜煮です。
嬬恋村で花豆は「花インゲン」とも呼ばれています。
内容：250g×1箱

100
限定 

500ポイント

ほうじ茶ジャム＆ほうじ茶ラテジャム（2種セット）
滋賀県・甲賀のお茶を使用したジャムの2種セット。 今年3月
にリニューアルオープンしたブッフェレストラン「レイクビュー
ダイニング ビオナ」でも提供しております。
内容：ほうじ茶ジャム 115g×1個
　　  ほうじ茶ラテジャム 120g×1個

50
限定 

1,000ポイント
松喜屋 近江牛ビーフカレー（３袋）
明治初期、全国に近江牛の名を広めた老舗 近江松喜屋
が作った贅沢なカレー。
内容：辛口×1袋、中辛×１袋、
　　  甘口×1袋  （各200g）

50
限定 

1,400ポイント

広島ブランド認定広島こだわりの味セット（1セット）
広島ブランド認定の珍味処なかむらの人気商品「かきめし」
と「かきしぐれ」のオリジナルセット。
内容：かきめし×1箱（2人前）
　　 かきしぐれ×1箱（2人前）

50
限定 

1,800ポイント

近江米 みずかがみ（1袋）
滋賀県の豊かな自然環境に配慮して栽培したお米です。
炊き上がりはキラキラつややか。 ほどよい粘りと、まろやか
な甘み。 冷めても美味しく、お弁当やおにぎりにも最適。
内容：5kg×1袋

50
限定 

2,200ポイント

志賀高原プリンスホテル
ビッグスケールの滑りが楽しめる志賀焼額山スキー場がすぐ目の前の
志賀高原プリンスホテルは、3つの館（東館・南館・西館）がそれぞれの
趣でお客さまをお迎えいたします。

びわ湖大津プリンスホテル

グランドプリンスホテル広島

日南海岸 南郷プリンスホテル

【津軽産】りんごジャム（１個）
津軽産のりんごを使用し、果肉たっぷりで甘さ控えめ。
当ホテル朝食ブッフェにも使用しているジャムです。
内容：260g×1個

100
限定 

500ポイント

岩手名物 土川そば（1個）
岩手名物土川そばは、国内産そば100％を使用し、塩以外の添加物を
一切加えずに昔ながらの製造方法で作った蕎麦です。 
本格的な蕎麦の味をご賞味ください。
内容：600g×2束

100
限定 

1,100ポイント

【秋田真壁屋】稲庭うどんハンディーBOX（1箱）
秋田県の名産、稲庭うどん。北海道産小麦と瀬戸内海塩を
使用し、手作りした細麺はツルツル、シコシコです。
麺の喉越しをご堪能ください。
内容：めん（360g）×1個
　　 つゆ（200ml）×1個

30
限定 

1,000ポイント

【白樺堂】軽井沢タルト（1箱）
軽井沢にある老舗菓子店「白樺堂」の一押し。 アーモンド、
クルミタルトの2種類入りです。
内容：8個×1箱

30
限定 

800ポイント
信州みそ（1箱）
昔ながらの田舎風に仕込みをした自信を持ってお奨めでき
る製品です。 当ホテルでも使用しています。
内容：1kg×1箱

30
限定 

800ポイント
軽井沢メープルシロップ（1本）
軽井沢産樹液入りメープルシロップです。 ミルクや乳製品
との相性は抜群、紅茶にもおすすめです。
内容：165g×1本

30
限定 

900ポイント

ブルーベリーウィッチ（1箱）
ホテルオリジナルスイーツ。 甘さと酸味のハーモニーが絶妙
なブルーベリークリームはちょっと贅沢なおとなの味。
内容：10個×1箱

30
限定 

1,500ポイント
ホテルオリジナルジャムセット（2個）
軽井沢プリンスホテルの朝食にも使用しているホテルオリ
ジナルジャムです。 「ブルーベリー」と「りんご」の2種類。
トーストやパンケーキに乗せても良いアクセントになります。
内容：ブルーベリージャム 265g×1個
　　  りんごジャム 265g×1個

30
限定 

1,800ポイント

岩手三大麺セット（1箱）
岩手名物盛岡冷麺、じゃじゃ麺、わんこそばのセット。
岩手の名物をご賞味ください。
内容：冷麺２人前（麺・スープ付）
　　 じゃじゃ麺２人前（麺・味噌だれ付）
　　 わんこそば（麺・つゆ付）

50
限定 

900ポイント

【三陸海鮮料理 中村家】
海鮮炊き込みご飯の素 うに・帆立セット（1セット）
三陸海鮮料理『中村家』が味付けを監修した炊き込み
ご飯の素です。 岩手・三陸の味が楽しめます。
内容：500ｇ×２箱（各2合用）

50
限定 

2,500ポイント

秋田名産 きりたんぽ（1箱）
鍋はもちろん、みそつけたんぽも楽しめます。
内容：1箱2～3人前
　　 きりたんぽ（70g×3本）×2袋
　　 比内地鶏入りしょうゆたれ（50g）×1袋
　　 きりたんぽみそたれ（35g）×1袋

50
限定 

500ポイント

つしま わかさぎ筏焼（1箱）
大沼名産のわかさぎを一匹ずつ手作業で串に刺し、じっくり
焼き上げて味付けしました。 筏（いかだ）のように見えること
から「わかさぎ筏焼き」と呼ばれています。 サクサクとした
食感と香ばしい味が特徴です。
内容：筏焼き×21本、川えび×1本

50
限定 

1,000ポイント

函館 生ラーメン 4食入り（1箱）
生タイプの中細縮れ麺と、塩味（帆立風味）・味噌味（カニ
風味）の2種類のスープの相性は抜群です。 ご家庭で「函館
ラーメン」をお楽しみいただけます。
内容：塩味×2食、味噌味×2食

50
限定 

900ポイント

日向夏ジュレ（1箱）
原材料に日向夏みかんの果皮と繊維を使用しております。
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

完熟マンゴージュレ（1箱）
濃厚なマンゴーの風味が楽しめるジュレ。 
冷やしてさらにおいしくお召しあがりいただけます。
内容：1箱（4個入）

50
限定 

900ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

2017
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マイページ登録会員さま限定

雪むろりんごジュース［やまのうちりんご］（1箱）
やまのうちのりんごづくりを極めた農家が作り出す、北信州
山ノ内町を代表する品種「サンふじ」。 本来冬しか味わえな
いそのままの美味しさをお届けしたく、無添加100%りんご
ジュースを貯蔵する雪むろ（天然雪を使った低温貯蔵室）から
直送いたします。
内容：180ml×6本（サンふじ100%搾汁）

150
限定 

2,500ポイント※9月上旬以降、順次お届けいたします。

やまのうち晩夏りんご［シナノドルチェ］（1箱）
信州で生まれた品種。真っ赤な色づきと甘酸っぱさが特徴。
山ノ内町の大自然の恵みを最大限に生かすことによりその
味を濃厚に表現しています。
内容：3kg（6～9玉）

150
限定 

2,500ポイント※9月下旬以降、順次お届けいたします。


