
Grace Hotel selected gifts for you and for your beautiful life.
You are able to choose favorite one from our great selection.

Graceful
Azalea
グレイスフル

アザレーア



※食材の入荷状況により、一部内容が変わる場合がございます。ご了承ください。
※料理に含まれる特定原材料7品目を表示しております。この情報は特定原材料
　7品目使用の有無をご説明するもので、アレルギー症状が発症しないことを
　保証するものではありません。 ※保存方法 要冷蔵（10℃以下）
※写真はイメージです。 ※消費期限に関わらずお早めにお召し上がりください。
 お届け希望日に関して  お申込み日より14日目以降のお届け希望日をご記入
　ください。但し、年末年始（12/25～1/5）はお届けできませんのでご了承ください。
※冷蔵にてお届けいたします。
※北海道・四国・九州・沖縄及びその他離島地域へのお届けはできませんので
　ご了承ください。

※食材の入荷状況により、一部内容が変わる場合がございます。ご了承ください。
※料理に含まれる特定原材料7品目を表示しております。この情報は特定原材料
　7品目使用の有無をご説明するもので、アレルギー症状が発症しないことを
　保証するものではありません。 ※保存方法 要冷蔵（10℃以下）
※写真はイメージです。 ※消費期限に関わらずお早めにお召し上がりください。
 お届け希望日に関して  お申込み日より14日目以降のお届け希望日をご記入
　ください。但し、年末年始（12/25～1/5）はお届けできませんのでご了承ください。
※冷蔵にてお届けいたします。
※北海道・四国・九州・沖縄及びその他離島地域へのお届けはできませんので
　ご了承ください。

・消費期限 ： 製造日より2日間 ※商品に掲載させていただいております。 ※商品に掲載させていただいております。・消費期限 ： 製造日より2日間

特製オードブル 翠
申込番号 GHA01

-すい-

懐石膳こころがお届け  する特製オードブル
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【御品書】
・海老のウニ焼き  お多福豆 ・合鴨スモーク  ピクルス  
 パールオニオン ・帆立幽庵焼き  煮鮑 ・海老とウニのテリーヌ  
 割竹ウニのテリーヌ ・鰻白醤油焼き 花山椒  松茸醤油焼き 
・スモークサーモン ・鰈龍皮巻き ・鶏サフラン煮 ・蛸旨煮  
 花人参  ブロッコリー ・干し柿酢巻き ストロベリー市松 
・笹麩 ・いくら醤油漬け ・ローストビーフ  オリーブ

翠
すい

・箱サイズ外寸（mm）/縦215×横315×高さ60

海老のウニ焼き、合鴨スモーク、テリーヌや煮物など
吟味された海の幸、大地の恵みを使い、一品一品
丁寧に仕上げた“こころの味”をお楽しみください。

紫
ゆかり

冷 蔵 お届け希望日 申込番号 GHA02

【御品書】
・有頭海老  鶏チーズ袱紗焼き  山桃 ・国産牛ロースト
 グリル野菜 ・白桃羹  無花果赤ワイン煮
・鶏赤ワイン煮  シャトー人参  ブロッコリー  パリジャンポテト
・三色野菜テリーヌ ・銀鱈味噌幽庵焼き  妻の華 
・いくら醤油漬け ・鰻棒すし  花山椒 
・海老芋饅頭オランダ揚げ ・煮鮑  子持ち烏賊

・箱サイズ外寸（mm）/縦215×横315×高さ60

国産牛ローストといくら醤油漬けをメインに
魚介やお肉、野菜をバラエティ豊かに盛り付けました。
多彩な美味しさをゆっくりとご堪能いただけます。

冷 蔵 お届け希望日

特製オードブル 紫 -ゆかり-

Azalea アザレーアGraceful



新横浜グレイスホテルで優雅なひとときを。
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要予約

【ご利用方法】

①お申込み

②ご利用券お届け

新横浜グレイスホテル 
シングル宿泊ご招待

【内容】
・チェックイン 15:00～ チェックアウト 11:00
・客室 シングル 14m²

「新横浜」駅から徒歩1分、お車でのアクセスも便利。
アーバンシックな意匠と真心を込めたサービスで
お客様のかけがえのない
ひとときを彩ります。

申込番号 GHA03

※ご利用券の再発行や有効期限経過後のご利用、キャンセルは
　いたしかねます。ご了承ください。

新横浜グレイスホテルは、横浜めぐりを楽しんだり、ご旅行の
行き帰りの宿泊にも便利な好立地。スマートフォンの映像を
大きな画面でご覧いただけるミラーリングテレビを完備しております。

お申込み後、ご利用券をお届けいたします。
お届けまでに2～3週間お時間をいただく場合が
ございます。

③施設へご予約

※希望のお日にちが空いていない場合もございますので、予め
　ご了承ください。

ご利用券到着後、ご利用券に記載の施設へご予約
ください。

④ご利用

※ご利用券有効期限：発行日より6カ月
※年末年始、ゴールデンウイーク、年末年始、お盆期間、
　特別営業日等はご利用いただけませんので、ご了承ください。
　その他ご不明な点はご予約時にご確認ください。
※所在地等は9ページをご覧ください。

ご利用券をお持ちになりご利用ください。

-昼の懐石コース-

和食の伝統と新しい技法による進化を
融合させた四季の豊かさを感じる
日本料理でおもてなし。
お集まりにも安心な個室を完備しております。

要予約

日本料理「ぎん」
ランチ2名様ご招待

【料理】
季節の月替わり懐石料理（計5品）

【時間】
11：00～15：00（14：00 LO）
定休日 月曜日（但し、祝祭日は除く）

【ご予約・お問い合わせ】
045-474-5861
11：00～20：00（月曜日は11：00～18：00）

※食材の仕入れ状況により一部内容・品数が
　変わる場合がございます。

※写真はイメージです。

※年末年始、ゴールデンウイーク、お盆期間、
　特別営業日等はご利用いただけませんので、
　ご了承ください。
　その他ご不明な点はご予約時にご確認ください。

申込番号 GHA04

四季の彩りを映した日本料理。

ランチには、味だけではなく、美しい飾り付けで目でも楽しめる季節
感あふれる月替わりの懐石コースをご用意。大切な方とご一緒に、
五感で味わう贅沢なひとときをお過ごしください。

【ご利用方法】

①お申込み

②ご利用券お届け

※ご利用券の再発行や有効期限経過後のご利用、キャンセルは
　いたしかねます。ご了承ください。

お申込み後、ご利用券をお届けいたします。
お届けまでに2～3週間お時間をいただく場合が
ございます。

③施設へご予約

※希望のお日にちが空いていない場合もございますので、予め
　ご了承ください。

ご利用券到着後、ご利用券に記載の施設へご予約
ください。

④ご利用

※ご利用券有効期限：発行日より6カ月
※最新情報は公式HPもしくは施設までお問い合わせください。
※所在地等は9ページをご覧ください。

ご利用券をお持ちになりご利用ください。

（素泊まり）

Azalea アザレーアGraceful



※写真はイメージです。
※色味のご相談の際は下記のお電話番号へご連絡ください。

心華やぐお花をインテリアに
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・サイズ 縦 約25cm 横 約25cm

BOXアレンジメント（生花）
申込番号 GHA06

花瓶を使わずそのまま飾れるBOXアレンジメントは、
近年非常に人気が高く、おすすめの商品です。
バラ・ガーベラ・カーネーション等、季節のお花で
ご用意いたします。

・サイズ 横 約15cm 高さ 約20cm

プリザーブドフラワー
申込番号 GHA08

生花よりも長く楽しめてお手入れが不要なため、
インテリアアイテムとして選ばれることも多い商品です。

※写真はイメージです。
※初冬から春にかけて入荷が見込めない時期がございます。

※写真はイメージです。
※プリザーブドフラワーは生花加工品です。
※高温多湿、直射日光は避けてください。
※色味のご相談の際は5ページ下部に記載のお電話番号へご連絡ください。

・サイズ 高さ 約30～40cm

観葉植物ガジュマル（大）
申込番号 GHA07

「多幸の木」とも呼ばれるガジュマルは、神秘的で独特なフォルム
から癒しのグリーンとしてとても人気のある観葉植物です。
太い幹と、まるく厚みがある葉は、生命力を感じさせ、その独特の
樹形は、他の観葉植物に比べて味のあるインテリアになります。

※写真はイメージです。
※色味のご相談の際は5ページ下部に記載のお電話番号へご連絡ください。

・サイズ 高さ 約50cm

胡蝶蘭（ミディ）
申込番号 GHA05

華やかな見た目ともちの良さから、
インテリアとしても人気のお花です。
「幸福が飛んでくる」という花言葉も
ご自宅を飾る花にふさわしく、
さまざまなシーンでお使いいただけます。

【お問い合わせ】
045-474-9515
（新横浜グレイスホテル料飲サービス課）
9：30～17：30（定休日／土曜・日曜）
※フラワーインテリアはお届けまで2～3週間お時間を
　いただく場合がございます。



『日本の名湯百選』に選ばれた日光湯元温泉、
100％源泉掛け流しの大露天岩風呂でゆったりと。

要予約 サウナ露天風呂 駐車場無料

【内容】
・1組２名様デイユース利用日帰り入浴ペアでご招待
・タオル付(おひとり様フェイスタオル、
 バスタオル各１枚ずつ）
・お休み処として和洋室(禁煙）をご用意

申込番号 GHA09

奥日光でゆっくりと日頃の疲れを癒してみませんか？  喧騒を忘れ、
四季と雄大な自然に囲まれながら心身をぜひ労ってみてください。

【受付および利用時間】
チェックイン 15：00～  チェックアウト 22：00

四季折々の雄大な自然の眺めと名湯の  ぬくもりに心身ともにやすらいで。
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奥日光 森のホテル デイユース利用
日帰り温泉 ペアご招待

日光国立公園の雄大な自然に抱かれた日光湯元温泉に
位置する「奥日光 森のホテル」。奥日光随一の規模を誇る
大露天岩風呂は100％源泉掛け流しで、源泉は空気に
触れるとエメラルド色から乳白色に変わる「にごり湯」と
して親しまれています。奥日光の四季と温泉の寛ぎをどう
ぞご堪能ください。 

【温泉について】
100%源泉掛け流しの日光湯元温泉は、「日本の名湯百選」に選ばれるほどで、にごり湯として
親しまれています。また「三大美人の湯」の基準を満たしており、硫黄泉成分のほかにも硫酸
塩泉・炭酸水素塩泉・メタケイ酸も含んでおり、シミやそばかすなど角質に作用する効果があります。
【泉質】
含硫黄 - カルシウム・ナトリウム - 硫酸塩・炭酸水素塩泉（硫化水素型）
【効能】
きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症、筋肉や関節
の慢性的な痛み、またはこわばりを伴う病気など

【ご利用方法】
①お申込み

②ご利用券お届け

※ご利用券の再発行や有効期限経過後のご利用、キャンセルは
　いたしかねます。ご了承ください。

お申込み後、ご利用券をお届けいたします。
お届けまでに2～3週間お時間をいただく場合が
ございます。

③施設へご予約

※希望のお日にちが空いていない場合もございますので、予め
　ご了承ください。

ご利用券到着後、ご利用券に記載の施設へご予約
ください。

④ご利用

※ご利用券有効期限：発行日より6カ月
※最新情報は公式HPもしくは施設までお問い合わせください。
※所在地等は9ページをご覧ください。

ご利用券をお持ちになりご利用ください。
※年末年始、ゴールデンウイーク、お盆期間はご利用いただけませんので、ご了承ください。
※団体貸切等によりご利用いただけない日がございます。
※お車でお越しのお客様は11月～4月の期間、スタッドレスタイヤの装着をお願いしております。
　(国道120号線・金精道路冬季閉鎖）
　その他ご不明な点はご予約時にご確認ください。

Azalea アザレーアGraceful



ふりがな

お名前

ご住所

お電話番号

商品名

お届け希望日
年　　　　　　月　　　　　　日

申込番号

カタログ名

商品お申込みはがき

〒        -

（　　　　　　　） -

カタログ到着日から180日間有効

No. 000001

お申込み期限

お届け希望日 と記載のある商品をご希望の方は、ご記入ください。

【アクセス】
電車:「東武日光駅」から「東武バス湯元温泉」終点 下車 徒歩3分
車:清滝IC～国道120号日光湯元温泉方面へ約45分

Tel. 0288-62-2338
栃木県日光市湯元もみの木通り
チェックイン 15：00～／チェックアウト 11：00
デイユースご利用の場合 チェックイン 15：00～／チェックアウト 22：00

新横浜グレイスホテル
Tel. 045-474-5111
神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-15
【アクセス】
「新横浜駅」 徒歩1分
平面・立体駐車場完備
チェックイン 15：00～／チェックアウト 11：00

新横浜グレイスホテルのお花屋さん
Tel. 045-474-9515
【営業時間】
平日・祝日：10：30～18：00
【お問い合わせ】
平日：9：30～17：30
定休日：土曜日／日曜日

（料飲サービス課）

奥日光 森のホテル

神奈川県横浜市港北区篠原町3043-1

日本料理ぎん
Tel. 045-474-5861
【受付時間】11：00～20：00（月曜は11：00～18：00）
新横浜グレイスホテル地下1F
【営業時間】ランチ  11：00～15：00（14：00 LO）

平日・土 17：00～22：00（21：00 LO）
日・祝　 17：00～21：30（20：30 LO）

懐石膳こころ
Tel. 045-433-0700
kokoro-shinyokohama@gracehotel.jp

※ディナータイムに関しては事前予約のみの営業となります。
※営業時間は状況により変更する場合がございます。

ディナー（

各施設情報
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お申込みはがき 記入例

グレイスフル  アザレーア

GHA01

特製オードブル 翠

2022 4 1

144      0051

東京都大田区西蒲田8-2-12

  03 　　3735　  3101

山田 太郎

ヤマダ　タロウ

宿泊・お食事のご予約方法 お知らせ

商品お申込み方法

お申込みはがきを無くされてお困りの方は

『郵便』でお申込み
お申込みはがきに必要事項をご記入の上、ご郵送ください。

※カタログギフトには申込期限がございます。お申込みはがきに記載された期限を過ぎて
　しまいますと無効になります。
※商品のお届けはご希望日より前後する場合がございますので予めご了承ください。

お申込みはがきを紛失された場合、下記の①～⑤までの必要事項をご確認の上、お問い合わせください。
お問い合わせは下記のいずれかの方法でお願いいたします。

①カタログをお受け取りになられた年月日
②送り主のお名前
③このカタログのコース名
④お名前・ご住所・ご連絡先電話番号
⑤ご希望商品の申込番号・商品名

①ＦＡＸ 左記①～⑤の必要事項をご記入の上、お送りください。

②郵便はがき 左記①～⑤の必要事項をご記入の上、下記宛にご郵送ください。
〒144-0051 
東京都大田区西蒲田7-50-12 株式会社 くらしの友 商事本部購買部 宛

ＦＡＸ受付番号 03-3737-2033

ＦＡＸ番号 03-3737-2033
『カタログ』は商品到着まで、必ず保管してください。

※商品のお届けは日本国内に限らせていただきます。 
※商品と印刷物に色味の差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※万一、ご希望商品が品切れ、製造中止の場合は、同等以上の代替商品を
　お送りすることがあります。また、状況により、カタログの中から別商品を
　お選び直しいただく場合もございます。
※生産国・原産地・パッケージ等は変更になる場合がございます。 
※体験施設はメンテナンス等により予告なくご利用いただけない場合が
　ございます。

【個人情報の取り扱いについて】
お客様の個人情報は慎重にお取り扱いし、商品発送に関わる業務やこの
カタログの送り主様への発送報告など以外には使用いたしません。詳しくは
『くらしの友』並びに『新横浜グレイスホテル』ホームぺージの『個人情報保護
方針』等をご参照ください。

くらしの友 
https://www.kurashinotomo.jp/privacy/

新横浜グレイスホテル 
https://gracehotel.jp/information/privacy.html

①お申込み

お願い

お問い合わせ方法必要事項

②ご利用券お届け

※ご利用券の再発行や有効期限経過後のご利用、キャンセルはいたしかねます。
ご了承ください。

お申込み後、ご利用券をお届けいたします。
お届けまでに2～3週間お時間をいただく場合がございます。

③施設へご予約

※希望のお日にちが空いていない場合もございますので、予めご了承ください。
ご利用券到着後、ご利用券に記載の施設へご予約ください。

④ご利用

※ご利用券有効期限：発行日より6カ月
※最新情報は公式HPもしくは各施設までお問い合わせください。

ご利用券をお持ちになりご利用ください。

A

『ＦＡＸ』でお申込み
お申込みはがきに必要事項をご記入の上、下記のFAX番号へ
お送りください。
※ＦＡＸ送信の際は、送信面・送信方向にご注意ください。
※ＦＡＸ番号をお間違えのないようにお送りください。

B


