
10：00～17：00（年中無休）

通信販売注文書に必要事項をご記入のうえ、ご投函ください。

帝国ホテル
通信販売係

0120-655044電 話

郵 便

通信販売注文書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお送りください。（当日は15：00まで、15：00以降は翌営業日の
受付となります。）受注確認のご連絡はいたしておりません。ご希望の方は注文書にFAX番号を必ずご記入ください。

24時間受付0120-655045FAX

お申し込みのご案内

◆商品のお届け
商品はお申し込みより一週間前後でお届けします。
お届け予定が大幅に遅れたり、品切れによりお届けできない場合には、ご連絡いたします。お届け時期をご指定の場合には、必ずお届け日をご記入ください。

◆配送料（消費税8％を含む）

このカタログのお申し込み期限は、2017年10月31日までです。

お申し込み・お問い合わせ先

※一般配送（常温）、クール便（冷蔵）、クール便（冷凍）は別々に梱包、発送いたしますのでそれぞれに配送料を頂戴いたします。

◎配送料無料のご案内
お届け先1件につき、一般配送（常温）、クール便（冷蔵及び冷凍）の合算金額が、1回あたり税込10,000円
（インペリアルクラブ会員の皆様は税込9,500円）を超えるご注文の場合、配送料を無料にいたします。（一部適用外の商品がございます。）

〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1
TEL03-3504-1111（代表）
http://www.imperialhotel.co.jp

帝国ホテルオンラインショップ メールマガジンのご案内

本カタログに記載されている商品の一部はインターネット
でもご購入いただけます。是非ご利用ください。

帝国ホテルより季節のおすすめ情報などを
Eメールにてお知らせします。下記QRコード
より是非ご登録ください。
※QRコードが読み取れない場合は、
　下記URLよりご登録ください。
http://www.imperialhotel.co.jp/j/
mailmagazine

◆瑕疵担保責任
商品に隠れた欠陥等があった場合、返品・交換は到着後8日以内にご連絡ください。この期間を過ぎた場合の返品・交換はご容赦願います。

か   し

◆お支払い方法
クレジットカード （1回払いでのお取扱いとさせていただきます。）
インペリアルクラブカード（UC）、UC、ダイナース、AMEX、DC、三菱UFJ二コス、VISA、JCB、セゾン、ゴールデンライオンカード、オリコ通信販売代金

（商品代金、配送料金等）は、各クレジットカード会社の会員規約に基づき、お支払いになることをご承諾の上、お申し込みください。
複数の商品をお申し込みの時は、ご請求が別になる事もございますのでご了承ください。

◆お申し込み後のキャンセル・内容変更
お申し込み後のキャンセル・内容変更につきましては、お申し込み方法により異なります。
◎電話でのお申し込み → 翌営業日の営業時間内に「お電話」でご連絡ください。
◎FAXでのお申し込み → 翌営業日の営業時間内に「お電話」でご連絡ください。
◎郵便でのお申し込み → 投函されて3日以内の営業時間内に「お電話」でご連絡ください。
上記以外の払い戻しはいたしかねますのでご了承ください。

◆個人情報の利用目的について
お客様のお名前、ご住所などの個人情報は、当社の通信販売にともなうご案内及びご注文内容の確認の連絡、商品の発送、代金の支払い、その他の
関連する事項に利用いたします。お中元・お歳暮でお申し込みの注文書は、次のシーズンに印刷してお届け致します。ご不要の場合は、ご連絡ください。 
個人情報の取り扱いにつきましては、当社ホームページに公開しておりますので、併せてご確認くださいますようお願い申し上げます。

◆返品・交換について
お届けした商品に、破損や品質の劣化がある場合を除き、返品・交換はご容赦願います。

◆商品について
限定品に限らず、売り切れとなる場合がございますので予めご了承ください。

◆アレルギー物質の表示について
原材料に含まれる特定原材料等27品目（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、 
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン）を表記しております。

帝国ホテルのホームページからもご覧いただけます。
http://shop.imperialhotel.co.jp

アドレス

帝国ホテルオンラインショップ 検索

送料区分１（常温配送） 送料無料

通常料金 東京23区：540円 その他の地域：864円

送料区分2（クール配送/冷蔵・冷凍）

全国一律：1,296円 全国一律：送料無料

◆ご指定の表書きにて熨斗掛け包装を承りま
す。（尚、熨斗掛けにお名前を入れない場合
は包装紙に熨斗を印刷した簡易包装でお
届けいたします。）

◆ご希望で手提げ袋もご用意いたします。

インペリアルクラブ、およびインペリアルクラブ グレース会員のみなさまはご優待価格でお買い求めいただけます。詳しくは各商品をご確認ください。

お申し込みは

0120-655044 10：00〜17：00（年中無休）

帝国ホテル通信販売　　   ［ 2017 年 秋号 ］

お届け期間 ： 2017.8/1〜2017.10/31

季節のご案内

季節を贈る
味覚の秋。

長野県
産

お届け ご希望のお届け日の10日前までにご注文ください。

BMS-20	 ¥ 21,600
◆	会員特別価格	 ¥ 19,440
松阪牛もも薄切り、 
仙台牛もも薄切り 各 400g 
※加工箇所及び個体差により、 
　大きさ、霜降り（脂肪交雑）等の 
　違いがありますので予めご了承ください。

送料込み 冷凍

BMS-30	 ¥ 32,400
◆	会員特別価格	 ¥ 29,160
松阪牛肩ロース薄切り400ｇ、 
松阪牛サーロインステーキ用 340g（2 枚） 
※加工箇所及び個体差により、 
　大きさ、霜降り（脂肪交雑）等の 
　違いがありますので予めご了承ください。

送料込み 冷凍

BMF-30	 ¥ 32,400
◆	会員特別価格	 ¥ 29,160
松阪牛もも薄切り400g、 
松阪牛フィレステーキ用 240g（2 枚） 
※加工箇所及び個体差により、 
　大きさ、霜降り（脂肪交雑）等の 
　違いがありますので予めご了承ください。

送料込み 冷凍

松阪牛・仙台牛
もも薄切りセット

BMS-22	 ¥ 23,760
◆	会員特別価格	 ¥ 21,384
松阪牛肩ロース薄切り、 
仙台牛肩ロース薄切り 各 400g 
※加工箇所及び個体差により、 
　大きさ、霜降り（脂肪交雑）等の 
　違いがありますので予めご了承ください。

送料込み 冷凍

松阪牛・仙台牛
肩ロース薄切りセット

松阪牛もも薄切り・
フィレステーキ用セット

松阪牛肩ロース薄切り・ 
サーロインステーキ用セット

2個 	CM-200	 ¥ 21,600
◆	会員特別価格	 ¥ 19,440

送料込み

1個 	CM-100	 ¥ 10,800
◆	会員特別価格	 ¥ 9,720
※ご希望のお届け日の10日前までにご注文ください。 
※熨斗掛けも承ります。

徹底した温度、
湿度管理されたメロンです。

クラウンメロン

静岡県
産

木箱
入り

お届け期間
2017.10/3〜
2017.10/31

静岡県
産

HT-150	 ¥ 16,200
◆	会員特別価格	 ¥ 14,580
約2kg、7〜9玉 ※ご希望のお届け日の10日前までに
ご注文ください。 ※熨斗掛けも承ります。

送料込み 冷蔵

肉質が緻密で種も
ほとんどない甘柿です。

浜北 
次郎柿

お届け期間
2017.9/12〜
2017.9/30

おすすめ商品帝国ホテル通信販売　秋 号
味覚の秋を満喫する、
フルーツと和牛肉を
ご用意しました。

シャインマスカット
甘みが強く、控えめな酸味。
しまりのある果肉は果汁が
豊富で、マスカットの芳香をもつ。

南水梨
糖度が高くて甘みが強く、
酸味は少ない。果汁が
豊富でジューシーな甘み。

ナガノパープル
甘みが強く、
おだやかな酸味。
香りもよく、
豊かな風味。

実りの秋をイメージして、皮ごと食べられる
ぶどうと、しっかりとした歯ざわりの梨を
詰め合わせました。

フルーツ盛り合わせ（秋）

FA-90	 ¥ 9,720
◆	会員特別価格	 ¥ 8,748
ナガノパープル約 500g 1 房、シャインマスカット約 500g 1 房、南水梨 3 個 
※ご希望のお届け日の 10日前までにご注文ください。 
※熨斗掛けも承ります。 送料込み 冷蔵

季節の贈り物
ハロウィン限定商品
家族で集う、帝国ホテルのおすすめギフト
秋号特別レトルトセット
オンラインショップのご案内

秋号おすすめ商品
フルーツ・和牛肉

※掲載の写真はすべてイメージです。
※表示価格は、消費税（8％）が含まれます。
※配送料について、詳しくは背表紙のお申し込みのご案内をご覧ください。

送料区分１（常温配送） 送料区分2（クール配送/冷蔵・冷凍） 送料無料

通常料金 東京23区 ： 540円 その他の地域 ： 864円 全国一律 ： 1,296円 全国一律 ： 送料無料



オンラインショップのご案内
帝国ホテルオンラインショップでは、ホテルメイドの 
焼菓子やカタログに掲載していない商品もご用意しております。 
時間や場所を問わずご利用いただけます。

SP-80	 ¥ 8,640
◆	会員特別価格	 ¥ 7,776
ハッシュドビーフ 4箱、 
英国風ビーフカレー 4箱、 
コーンクリームスープ（粒入り） 4箱、 
トマトスープ 2箱、野菜スープ 2箱 計16箱入	
特定原材料等	
【乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご】	
※熨斗掛けは承っておりませんので	
　ご了承ください。簡易箱でお届けいたします。	

送料区分１

秋号限定価格
（通常価格10,800円）

焼き栗のタルトインペリアル	
ホテルクッキー、	
インペリアル	
グラン・レゼルバ〈赤〉

9 月 19 日の敬老の日や、七五三シーズンに、
帝国ホテルのお菓子を贈りませんか？

備蓄品としても便利な 
レトルト商品を特別価格で 
ご案内いたします。

秋号特別
レトルトセット

FV-45	 ¥ 4,860
◆	会員特別価格	 ¥ 4,374
マンゴー、マスカット、ブルーベリー 各1本入 
各265ml 

送料区分１

フルーツビネガー詰合せ

※1本ずつ箱に入れてご配送いたします。

FVM-13	 ¥ 1,404
◆	会員特別価格	 ¥ 1,264
3倍希釈、 265ml  
※アルコール（洋酒）を 
　使用しています。

送料区分１

マスカット
FVM-12	 ¥ 1,296
◆	会員特別価格	 ¥ 1,167
2倍希釈、 265ml 
※はちみつを使用しています。 
　1歳未満の乳児には与えないでください。

送料区分１

マンゴー ブルーベリー
FVB-17	 ¥ 1,836
◆	会員特別価格	 ¥ 1,653
2倍希釈、 265ml 
※はちみつを使用しています。 
　1歳未満の乳児には与えないでください。

送料区分１

素材のおいしさが詰まった
爽やかなドリンクタイプのお酢です。
お水や炭酸水などで薄めて
お召し上がりください。　

フルーツビネガー

200g×4箱 	IHR-52	 ¥ 5,616
◆	会員特別価格	 ¥ 5,055
特定原材料等【卵、乳、小麦、牛肉、大豆】

送料区分2 冷凍

ジューシーなハンバーグに、
濃厚なオニオンソースを合わせました。

ハンバーグオニオンソース

製造：西川産業株式会社 
※配送料1,080円 ※スリープワークスは会員割引対象外です。 
※スリープワークス商品は受注製造となります。約2〜3週間でお届けいたします。

ピロ（枕）
50×80cm	 ¥ 25,920
ダウン50％／フェザー 50% 
※客室に設置しております2種類（ソフト・ハードタイプ）のうち 
　ソフトタイプのご用意です。

ピロケース（枕カバー）
55×110cm	 ¥ 16,200
エジプト綿 100％

やさしい肌触りに、
心おきなく
全身をゆだねる幸せ。

http://shop.imperialhotel.co.jp

アドレス

帝国ホテルオンラインショップ

帝国ホテルのホームページからもご覧いただけます。

検 索

家族で集う、帝国ホテルの

おすすめギフト

SB-30	 ¥ 3,240
◆	会員特別価格	 ¥ 2,916
プレーン＆マカダミアナッツ 4個、 
チョコレート＆オレンジ、キャラメル＆アーモンド、 
ストロベリー＆クランベリー、 
レモン＆アーモンド 各3個 計16個入 
特定原材料等【卵、乳、小麦、オレンジ、大豆】 
※アルコール（洋酒）を使用しております。

240個限定送料区分１

SB-20	 ¥ 2,160
◆	会員特別価格	 ¥ 1,944
プレーン＆マカダミアナッツ、 
チョコレート＆オレンジ、キャラメル＆アーモンド、
ストロベリー＆クランベリー、 
レモン＆アーモンド 各2個 計10個入 
特定原材料等【卵、乳、小麦、オレンジ、大豆】 
※アルコール（洋酒）を使用しております。

240個限定送料区分１

新商品

食べやすいスティック型のバウムクーヘンです。
相性のよいナッツやドライフルーツをはさみました。

スティックバウム詰合せ

かぼちゃの風味豊かな
クッキーです。

口どけのよい
プレート型のチョコレートです。

プレートチョコレート（ハロウィンパッケージ）
TA-10H2	 ¥ 1,080
◆	会員特別価格	 ¥ 972
プレート（ミルク） 18枚 特定原材料等【乳、大豆】

送料区分１ 120セット限定

TA-6H2	 ¥ 648
◆	会員特別価格	 ¥ 584
プレート（ミルク） 9枚 特定原材料等【乳、大豆】

送料区分１ 200セット限定

ハロウィン限定商品
HAPPY HALLOWEEN

ハロウィン限定の可愛らしい
デザインが描かれた商品を
ご用意いたしました。
パーティーシーンや、
プレゼントにご利用ください。

お届け期間
2017.10/1〜
2017.10/31

お届け期間
2017.9/1〜
2017.10/31

C-4H	 ¥ 432
◆	会員特別価格	 ¥ 389
かぼちゃ4枚入 
特定原材料等【卵、乳、小麦】

送料区分１ 200セット限定

C-13H	 ¥ 1,404
◆	会員特別価格	 ¥ 1,264
かぼちゃ12枚、チョコレート12枚 計24枚入 
特定原材料等【卵、乳、小麦、くるみ、大豆】

送料区分１ 40セット限定

クッキー詰合せ（ハロウィンパッケージ）

※掲載の写真はすべてイメージです。
※表示価格は、消費税（8％）が含まれます。
※配送料について、詳しくは背表紙のお申し込みのご案内をご覧ください。
※パッケージは予告なく変更する場合がございます。

送料区分１（常温配送） 送料区分2（クール配送/冷蔵・冷凍） 送料無料

通常料金 東京23区 ： 540円 その他の地域 ： 864円 全国一律 ： 1,296円 全国一律 ： 送料無料


