
創刊号

お申し込み期間
2018年3月31日 迄

これからの季節は家族をテーマにした記念日が目白押し。
家族や夫婦など大切な人に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

感謝の気持ちと共に、特別なごちそうを

山形牛の中でも最高の肉質とされるサーロ
インを贅沢に使って、ローストビーフにしまし
た。表面をしっかりと焼いてから加熱調理
をしているので肉の旨みが逃げず、濃厚で
ジューシィな味わいです。

やわらかくて濃厚な
サーロインを贅沢に使用

日本の極み 博多辛子めんたいこ詰合せ

内容量：辛子めんたいこ（大吟醸仕込・柚子風
味）各225g ／賞味期間は冷蔵で12日／すけ
とうだらの卵巣：アメリカ産／ハコサイズ：約22×
15×4cm
※冷蔵便にてお届け。
簡易包装  のし

商品番号 01LS-003
税込価格 5,400 円

「大吟醸仕込」は福岡で一番古い酒蔵「大賀酒造」の大吟醸酒、北海道産羅臼昆
布などをブレンドした独自の調味液に漬け込んで熟成。「柚子風味」は九州産の生ゆ
ずを加えてじっくり漬け込んだもので、さわやかな味わいが魅力です。

選び抜いた真子を風味豊かな味わいに
山形県産の酒造好適米「美山錦」を使用し55％まで精米し、小さな仕込み量で、じっ
くり低温発酵させた、ていねいな造りをしています。甘酸っぱく、青リンゴやイチゴを
想わせるフルーティな香りの純米吟醸酒です。

米、水、技が醸す自慢の銘酒

「日本の極み・山形の極み」とは…？
日本各地の農畜産物・加工品を「安心・安全であること」「高品質であること」「大量生産ではなく旬をとらえた希少価値があるもの」という
視点で厳選した「日本の極み」。また、全国有数の果樹生産県の山形県には、米、畜産物、またそれらを使った加工品などおいしいもの
がたくさんあります。それらを「日本の極み」同様の視点で厳選し、「山形の極み」としてお届けいたします。

山形の極み
山形牛 サーロインローストビーフ

内容量：サーロインローストビーフ200g／賞味期
間は冷凍で30日／ハコサイズ：約13×18×8cm
※冷凍便にてお届け。

商品番号 01LS-001
税込価格 10,800 円

※20歳以上の年齢であることを
確認できない場合には酒類を販売
しません。

日頃の感謝への贈り物
いい夫婦の日・勤労感謝の日・お歳暮にも

山形の極み
東の麓酒造 純米吟醸生詰
熊野のめぐみ

内容量：純米吟醸生詰 熊野のめぐみ
720ml ／米：国産／ハコサイズ：約
12×33×14cm
原材料：米・米麹／アルコール度数：
17度／日本酒度：－5（甘口）
※冷蔵便にてお届け。
包装  のし

商品番号 01LS-002
税込価格 5,400 円

数量限定

［冷蔵便］［冷凍便］に関しては1商品あたり配送料として864円（税込）かかります。［常温便］に関しては1商品あたり配送料として648円（税込）かかります。
包装  メーカー等の指定の包装紙でお届け。　 簡易包装  簡易包装でお届け。　 のし  のしをお付けできます。　（株）ISEKIトータルライフサービスが商品をご紹介、リンベル（株）がご注文受付・商品発送・ご請求などを行っております。　



日本各地から「極み」の美味をお届け

オススメ

濃縮還元による加工や酸化防止剤（ビタミンC）の使用
を避けることで、フルーツ本来のおいしさをそのままを
活かしました。濃厚でヘルシーな味わいと、デザートの
ように楽しめる、特別感のあるフレッシュジュースです。

デザート感覚のフルーツジュース

山形の極み プレミアムデザート
ジュース 20缶入

内容量：アップル160g×8、ラ フラン
ス・グレープ・ピーチ各160g×4／ハ
コサイズ：約31×39×6cm
包装  のし

商品番号 01LS-007
税込価格 5,400 円

山形県産の牛乳、新鮮な卵黄、生クリーム、砂糖を使
用しており、添加物は一切使っておりません。さっぱり
としたおいしさに、どこか懐かしい味が楽しめるセット。

食べ比べたい贅沢なフレーバー

山形の極み
プレミアムアイスミックス 14個セット

内容量：ミルク・りんご・ら ふらんす・
もも・ぶどう各80ml×2、バニラ・つ
や姫・いちごミルク・チョコレート各
80ml ／ハコサイズ：約３１×１７×
１２cm ※冷凍便にてお届け。
卵 乳  のし

商品番号 01LS-008
税込価格 5,400 円

山形の極み
レーズンサンド 10個入

内容量：レーズンサンド10個／賞味
期間は冷蔵で20日／ハコサイズ：約
19×20×5cm ※冷蔵便にてお届け。
小 卵 乳

商品番号 01LS-009
税込価格 3,240 円

素朴で飽きのこないクッキー生地に、ラムレーズン入り
の北海道産発酵バタークリームをサンド。プチプチとし
た食感のレーズンは、保存料を一切使わない山形県
置賜産のデラウェアを使用したものです。

山形産デラウェアと発酵バターの融和

「きときと」とは、富山の方言で〝新鮮な〟という意味。〝天然のいけす〟ともいわれ
る富山湾には、立山連峰からの雪解け水や雨水が流れ込むため、餌となるプラン
クトンが多く繁殖します。中でも氷見はその地形から絶好の漁場といわれています。
ここで穫れた魚介を沖合の船上で即時に氷水でしめ鮮度をキープ。一夜干しや
魚醤干しに、氷見ぶりを西京漬や粕漬けにしました。

日本の極み
富山湾きときと味便り

内容量：かます開き・さば一夜干し×各
1枚、氷見ぶり西京漬け・氷見ぶり粕
漬け×各1切、ニギス丸干し5尾／か
ます・さば・ぶり・ニギス：富山県産／ハ
コサイズ：約33×42×7cm
※冷凍便にてお届け。
包装  のし

商品番号 01LS-004
税込価格 5,400 円

日本の極み 築地仕込の紅鮭

内容量：塩紅鮭切身7切／賞味期間は冷蔵で7
日／紅鮭：ロシア産／ハコサイズ：約21×26×
5cm ※冷蔵便にてお届け。
包装  のし

商品番号 01LS-005
税込価格 5,400 円

山形の極み 米沢牛モモ・肩 味噌粕漬

内容量：モモ・肩計500g（5枚入）／賞味期間
は冷蔵で14日／牛肉：山形県産／ハコサイズ：
約21×27×7cm　※冷蔵便にてお届け。
包装  のし

商品番号 01LS-006
税込価格 16,200 円

目利きが選りすぐった築地入荷の紅鮭を、塩加減を吟味し、さらに塩を馴染ませるた
めマイナス１℃で24時間寝かせ、熟成させました。一切れずつ真空パックでお届けし
ます。魚の中心部に水分が残るよう、焼き過ぎに注意してお召しあがりください。

酒粕には酒造りの好適米「美山錦」で純米酒を搾った際の酒粕を。味噌には「花角
味噌醸造」がつくる山形県産のお米と大豆でできた麹味噌を使っています。芳醇な酒
粕、大豆の旨みと米麹のまろやかな味わいが、米沢牛に溶け込みます。

手軽な真空パックで焼くだけでコクと旨み 厳選素材で漬け込んだ歴史ある米沢牛

※生産事情により、ご希望日に
お届け出来ない場合がございます。

天然のいけすからぷりぷりの干物を

〈アレルギーマーク〉          食物アレルギー物質7品目（小麦・そば・卵・乳・落花生・えび・かに）を含む食品はマークで表示しています。



理由があるから選ばれる、価値ある名品

多機能プレーヤー

サイズ（約）：幅32.5×奥行29×高さ
19.5cm／重量（約）：3.8kg ／材質：
MDF合板、ABS樹脂／レコード（EP
/SP/LP）・カセット・CD・SD・USBプ
レーヤー、AM/FMラジオ、AC100V－
22.5W、電源コード1.7m（コイン型
電池1個使用（テスト用付属））／付
属品：リモコン、ドーナッツ盤用アダプ
タ、レコード盤用フェルトマット、交換用
レコード針×1／中国製／ハコサイ
ズ：約35×33×24cm

商品番号 01LS-012
税込価格 21,600 円

ワイヤレス耳元スピーカー

サイズ（約）：幅17×奥行17.5×高さ
4.5ｃｍ／重量（約）：33g ／材質：
ABS、PP、シリコンラバー、ナイロン／
耳元スピーカー(受信機)＝連続使
用時間 約5時間、充電時間 最大3
時間、送信機＝ACアダプター　通
信距離 約10m、充電時の消費電力
0.75W／付属品：ＡＣアダプター、電
源ケーブル1.8ｍ、充電ケーブル、変
換ケーブル／中国製／ハコサイズ：
約19×23×5cm
包装  のし

商品番号 01LS-013
税込価格 16,200 円

ボルドー赤白ワインセット

各750ml ／ハコサイズ：約20×
34×9cm※5月1日～ 9月30日は
冷蔵便でのお届けになります。

商品番号 01LS-010
税込価格 10,800 円

ソーヴィニヨン・ブラン
ミディアムボディ
甘○○○●○辛
8～10℃
前菜、魚介料理

レ・リオン・ド・ラ・ルヴィエール（白）
ぶどう品種
ボディ
飲み口
適温
合う料理

カベルネ・ソーヴィニヨン
メルロ
フルボディ
甘○○○○●辛
16 ～18℃
ローストビーフ

レ・リオン・ド・ラ・ルヴィエール（赤）
ぶどう品種

ボディ
飲み口
適温
合う料理
包装  のし

◀レコードプレーヤー
・EP/SP/LP盤の再生が可能
・回転数33/45/78切替有り
・ドーナッツ盤のアダプタ有り

レコード・カセットテープが聴けるコンパクトな一体型ス
テレオ。なつかしのレコード名曲も聴けるので思い出の
レコードをお持ちの方にお勧めです。また、外部出力で
よりダイナミックなサウンドも楽しめます。

懐かしい音源をかんたん再生

◀カセットテープ
・ノーマルポジションの
　カセットテープ再生専用
・再生/早送り/取出し操作
・カセット挿入→自動再生

◀リモコン
CDやUSB/SDなどデ
ジタル音源の再生に
使用できるリモコン付き

テレビの画面は見えるのに、音声が聞こえにくい。そん
な人にうれしいワイヤレス耳元スピーカーです。まさにテ
レビの音声を着て歩ける感覚。もうボリュームを大きくし
すぎてしまう心配もありません。家事をしながらテレビの
音を聞きたい人にも喜ばれています。

テレビの音声が
耳元ではっきり聞こえます

▲首にかけるだけ。テレビの音声がはっきりと聞こえて、耳をふさがない
ので会話もできます。そのまま移動しても音を着ている感覚です。

耳を塞がないから便利。会話もできます。

◀分かりやすいケー
ブル接続で操作が
簡単。

淡いグリーンを帯びたクリスタルに輝く白は、
芳醇な長い余韻が続きます。深いガーネット色
の美しい赤は、フランボワーズ等の赤系果実
やバニラの芳しい香りに、溌剌とした酸と絹の
ように繊細なタンニンが魅力です。

宝石のようにピュアで優雅

▲華麗な18世紀ネオクラシック様式の邸宅
（文化財）を有し、７００年以上続くシャトー
から自慢の紅白ワインをお届け。

歴史のあるシャトー

これ1台でマルチに再生 !

サイズ（約）：外径21×高さ20cm（蓋
含む）／満水容量1.75L ／材質：耐
熱陶器／付属品：レシピ／ 4合まで
炊飯可（最適3合）／日本製／ハコ
サイズ：約25×25×26cm
〈電子レンジ可〉 包装  のし

本格かまどご飯釜

商品番号 01LS-011
税込価格 16,200 円

「釜」と、周囲を取り巻く「かまど」の二重構造で、大火力を蓄熱し、消火後も蓄え
た熱で上下左右からお米全体を熱で包み込み、丸く重みのあるフタが自重で圧をか
けて、おいしく炊きあげてくれます。難しい火加減は一切いらず、加熱時間もわず
か約10分でいいので経済的。甘くてモチモチ、おこげも香ばしい炊きたてご飯は、
まさに感動モノのおいしさ！ 赤飯・炊き込みご飯など、幅広いメニューも楽しめます。

内釜とかまどの二重構造で、
ご飯好きも唸らせる「かまど炊き」の味

▶「釜」と周囲を
取り巻く「かまど」の
二重構造

釜で熱を蓄熱し、均一熱でふっくら
炊きあげる、外側から内側へ熱を
伝える復熱効果。

かまどと釜の間の空間でも蓄熱する。

碗型のふたで結露落下を防ぎ、
ふっくらご飯に。

かまどで熱を逃さず大蓄熱を釜へ
伝える復熱効果。

均一加熱炊きでムラがない、だから美味しい！

※20歳以上の年齢であることを確認できない場合には
酒類を販売しません。
※お届けするワインのヴィンテージやラベルデザインが変更になる場合がございます。
予めご了承ください。 ※敷板・お米は含まれません。

※小物は商品に含まれません。

［冷蔵便］［冷凍便］に関しては1商品あたり配送料として864円（税込）かかります。［常温便］に関しては1商品あたり配送料として648円（税込）かかります。
包装  メーカー等の指定の包装紙でお届け。　 簡易包装  簡易包装でお届け。　 のし  のしをお付けできます。　（株）ISEKIトータルライフサービスが商品をご紹介、リンベル（株）がご注文受付・商品発送・ご請求などを行っております。　



お申し込み方法

■お支払い方法

●クレジットカード1回払い
・お支払い期限は各クレジットカード会社の締日となります。
　（請求書は、クレジットカード会社からの明細に記載をさせていただきます。）
・一括払いのみのお支払いになります。
・海外発行のクレジットカードはご利用できません。
・商品によりご請求のタイミングが異なる場合がございます。

●コンビニ・銀行振込　後払い

・お客様の手元に商品を出荷した後に代金をお支払い頂く決済方法です。 商品出荷後、商品とは別に払込票を
　郵送いたしますので、お近くのコンビニエンスストア・銀行にてお支払いください。
・後払い手数料 432円（税込）
・銀行振込の場合の手数料はお客様負担となります。また、振込先の口座番号はお取引ごとに毎回異なりますので、
　請求書に記載された口座番号をご確認ください。
・お支払い期限 請求書発行から14日以内にお支払いください。お支払い期限は請求書にも記載しております。

○ご注意
・ ご利用にあたり審査がございます。審査結果によってはご利用いただけない場合がございますので、その場合には
　別のお支払方法へ 変更をお願いします。
・ 「GMO後払い」はGMOペイメントサービス株式会社が提供するサービスです。 
　当社はGMOペイメントサービス株式会社に対しサービスの範囲内で個人情報を提供し、 代金債権を譲渡します。
・ ご利用限度額はGMO後払い累計で、54,000円（税込）です。
・ 商品のお届け先が「運送会社留め」「郵便局留め」、また「学校」「病院」 「ホテル」など一時滞在となる場合は、
　後払いをご利用いただけません。商品の転送サービスもご利用いただけません。
・ お届け日が複数の場合、請求書の到着が先行する場合がございます。予めご了承ください。

ご利用可能なカード 一覧

■お願いとお知らせ

・ 商品写真は実物と色調の差が生じる場合がございます。また調理・盛付け例はイメージです。数量など実物と異なる
  場合があります。商品内容として記載されていない小道具類は、お届けする商品には含まれておりません。
・ メーカー事情により、新商品、新パッケージ、価格改定になる場合があります。
・ 万が一、品切れ、出荷遅れが発生した場合は、お電話にてご連絡いたします。
・ 未成年者への酒類の販売はいたしておりません。酒類ご注文の場合はご依頼主様の年齢をお伺いしております。
　20歳以上の年齢であることを確認できない場合には販売いたしません。予めご了承ください。
・ 確実に商品をお届けさせていただくために、お届け先の電話番号は必ずご記入ください。お届け先の電話番号が
　不明な場合にはご注文をお受けできない場合がございます。

■商品のお届け

●お届け期間
・通常商品は、ご注文受付日より10日前後でお届けいたします。
（ご指定日がある場合は除きます。お届け日をご指定いただく場合、ご注文受付日より10日目以降のご指定日でお届けいたします。）
・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の間のご注文はお届けがご希望より1週間ほど遅れる場合がございます。

●送料
・ 常温便の商品は1ヵ所あたり648円（税込）の送料をいただきます。
・ 冷蔵便・冷凍便の商品はクール便でのお届けとなるため、1商品あたり864円（税込）の送料をいただきます。
・ 1ヵ所に複数の商品を送る場合、商品毎に別配送でのお届けとなるため、別途648円（税込）または、
　864円（税込）の送料をいただきます。
・同一商品を同じ住所へ複数個お届けの場合は、1個分の送料でお届けいたします。
・ 同じ住所でも「お届け希望日時のご指定」「お届け先のお名前」が異なる場合は、別々でのお届けとなりますので、
　それぞれに送料がかかります。

●お届けについて
・一部の地域・離島には、冷蔵・冷凍商品のお届けができません。
・お届け先が長期不在・転居先不明などお届けできない場合は、ご依頼主様へご連絡の上、転送させていただく場合がございます。

●返品・交換
・ 商品発送後のキャンセル・変更はお受けできません。
・ 食品に関しては、商品の性質上、お客様都合による返品、交換はお受けできません。
・ 食品以外については、商品到着から8日以内なら商品の返品・交換ができます。
・ お客様のご都合による返品・交換の場合、返送料・再発送料はお客様のご負担になります。
・ 商品が万が一ご注文と異なっている場合や、不良品・配送中の事故によりお届け時に商品に傷みや破損があった
  場合は、弊社負担にて商品をお取替えいたします。（代替商品のお届け時にその場で引き替え、または着払いにて
  ご返送ください。）

●賞味期間
・ 食品の賞味期間は、製造または加工・出荷日を基準にしております。30日以内のものをカタログに記載しております。

月～土
10：00～17：00（日曜祝日・年末年始をのぞく）0120-937-733

■電話でのお申し込み及びお問い合わせ

24時間受付（土･日曜、祝日も受け付けております）0120-097-412
■FAXでのお申し込み

（お電話もしくはFAXでのお申し込みとなります）

お申し込み書

《お届け先さま》

《お支払い方法》

お申し込み日　　　　年　　月　　日

フリガナ

都 道
府 県

市 区
郡

お名前

ご住所

ご 自 宅
お電話番号 （　　  ）

日中の
ご連絡先 （　　  ）

ご自宅FAX （　　  ）

20

会員
番号

カード
有効期限

カード
の名義月

姓 名
年

後払いか、クレジットカード払いをお選びください。

※お届け先の電話番号は必ずご記入ください。 ※お届け先住所は、都道府県から正確に、またマンション・アパートの場合は部屋番号まで正確にお書きください。 
※ご依頼主様のご自宅へお届けの場合、ご住所欄に「自宅」とご記入ください。※お届け希望日はご注文受付日より10日目以降の日付をご記入ください。

《ご依頼主さま》

○上記商品代の他に、常温648円（税込）  ・冷凍冷蔵864円（税込）の配送料を別途申し受けます。

※ご利用限度額は、税、手数料を含み54,000円までとなります。
□後払い （手数料税込み432円）

※お支払い回数は1回払いとさせて頂きます。
□クレジットカード払い

※3件以上のお申し込みは、コピーして頂くか、
右記URLからもダウンロードできます。 http://www.iseki-tls.co.jp/

（　　  ）

申込番号

商品名
（コース名）

お名前

金  額 円
様

個 電話番号

ご住所

お届け希望日

（　　  ）

申込番号

商品名
（コース名）

お名前

金  額 円
様

個 電話番号

ご住所

（　　  ）

申込番号

商品名
（コース名）

お名前

金  額 円
様

個 電話番号

ご住所

お届け希望日

お届け希望日

のし上 □御礼　□御祝　□御歳暮　□無地　□その他（　　　　　）

のし下

〈のし紙〉ご希望の場合は、のし上をお選びいただき、のし下をご記入ください。
のしは蝶結びになります。商品によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

この方向に用紙をセット
0120-097-412（24時間受付）ファックス

〈個人情報の取り扱いについて〉商品の申込みの際にお客さまよりいただきました個人情報につきましては、商
品発送及び贈り主さまへの発送報告などの、弊社の業務以外の目的で使用することはございません。またその
情報は一定期間厳重に保管・管理し、その後安全に廃棄いたします。商品の梱包配送やデータ入力、及び
産地直送・メーカー直送で業務委託を行う場合がございますが、個人情報保護契約を締結した適切な業者に
委託し、適切な管理を行います。第三者に情報を提供・譲渡することはございません。開示・訂正・抹消を
ご希望の場合はフリーダイヤル（0120-937-733）までご連絡をお願いいたします。

〈商品販売主〉

「ISEKIトータルライフサービス通販事務局」

〈発行者〉リンベル株式会社

酒類販売管理者標識

販売場の名称及び所在地 リンベル株式会社　東京都中央区日本橋３-13 - 6
酒類販売管理者の氏名 小林　良
酒類販売管理研修受講年月日 2017年6月7日
次回研修の受講期限 2020年6月6日
研修実施団体名 （一社）日本ボランタリーチェーン協会




