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Hot

ふっくら・つやつや・いい香り

旬な魚が目白押しのこの季節
便利グッズで美味しく調理

Hot

実りの秋の新米は、土鍋で食す！
水加減、火を弱めるタイミング、蒸らしの

秋の味覚、秋刀魚。おなかが丸く盛り上がっているのが美味しい証だそうです。

長さなど、ちょっとしたことでご飯の味は
びっくりするくらい変わります。

大きくて立派な秋刀魚は菜箸でつかむと崩れやすく、ひっくりかえすのも大変
ですよね。おさかなキャッチャーは、魚料理のために考えた先端の交差する

そんなことを発見しつつ、毎朝炊きたての
ご飯を食べれば、元気いっぱい！ですね。

カーブ形状。幅が広い形状なのでひっくり返したり盛り付けたりがラクです。

スタイリッシュな形ですが、マットで変化の
ある釉薬のため色合いや風合いが一つ一つ

オークス

異なり、温かみのある土鍋になっています。

¥2,000（税抜）

スタジオエム
土鍋

ラグー

L

¥5,800（税抜）

UCHICOOK おさかなキャッチャー

10％ OFF
¥1,800（税抜）

20％ OFF
¥4,640（税抜）

炊き込みご飯だけじゃない
土鍋の実力

天然木の木製食器
ロハスな商材で注目のお玉！

多くの食通たちが愛用するベストセラー土鍋

木のキッチンお玉で楽しくお料理♪優しい風合いの見た目で、体も心も
温かくなりますね！カレーやシチューをコトコト煮込むのにオススメ！

「かまどさん」を生み出した伊賀の「長谷園」
が、土鍋の使い方、簡単美味なレシピを紹介

Hot

木のお玉は土物の土鍋などの和陶器、ルクルーゼのようなお鍋も両方に
合います。お鍋を傷つけにくいのでお鍋も長持ちです。

します。
おいしい炊き込みご飯からワインにも合う

和雑貨系の布のランチョン、漆器の汁椀などにもピッタリですね！

おつまみ、デザートまで。新しい土鍋料理の
提案です。

籐芸

WOOD'N お玉
¥1,500（税抜）

ほっこり土鍋ごはん
伊賀焼窯元長谷園

10％ OFF
¥1,350（税抜）

¥1,300（税抜）

実際に行った気分になれる♪
読書の秋にもってこい！紅葉がテーマの書籍２冊をご紹介

さわさわもみじ
東直子 (作) 木内達郎 (絵)

心も染まる紅葉
森田敏隆 宮本孝廣／写真

¥800（税抜）

¥1,800（税抜）

例えば「秋の公園」というとどんな音が聞こえてくるのでしょう。
さわん さわん さわさわさわさわ
これは、風が吹いて金色や真っ赤に紅葉したもみじが空に飛び出している音。

いつの間にか蝉の声がしなくなり、日暮れも早くなる。
朝晩に肌寒さを感じ始めると、ちらほらと紅葉の便りが届く。

「きせつのおでかけえほん」シリーズは、歌人・東直子さんと画家・木内達郎さん
が言葉と絵で季節の風景を印象的に描き出していく作品です。

北国から、高山や高原から、秋は鮮やかな色彩とともにやってくる。
深紅に色づくイロハカエデ、黄金色のカラマツ、光を受けて輝くススキの穂。

お二人の間隔を通して、季節の空気感を絵本の中で体感できます。

燃える秋に心も染まる日本全国の紅葉名所を集めた写真集です。

木枯らしが吹いたり初霜の便りが次々と届いたりで、日に日に寒さが
増す中、穏やかで暖かな日和も現れることがあります。旧暦１０月の
異称、小春にあたることから小春日和と呼ばれています。晴れやかな
小春日和の日には、日向ぼっこが最高ですね！晩秋から初冬にかけて
の時期に差し込む日の光には、電気ストーブ３台分の温かさがあると
言われています。皆様も陽の光で息抜きしてみてはいかがですか？
Dreamia Shop は１周年記念セール開催中です！ ～11/8(火)まで！
皆様のご来場、心よりお待ちいたしております。

(担当:宮本 辻川 山本)

昨年に引き続き、今年もシュブラン家・ランポン家のおいしいボジョレー・ヌーヴォーをご用意できることになりました。
５月下旬の遅い霜の被害を受けたワイン醸造地がある中、シュブラン家のワインは被害をまぬがれた幸運な一品となります。
ぜひ、貴重な味をお楽しみください！

① ボジョレー・ヌーヴォー

②ボジョレー･ヴィラージュ・ヌーヴォー
定価：3,800 円（税抜）

定価：3,500 円（税抜）

※単品販売はいたしません

生産者：シュブラン家
ボジョレー地区の南部で、5 世代前
からぶどうを栽培。
醸造は昔ながらの 25℃を超えない
低温で仕上げます。
きれいな酸味とミネラル感を
楽しめるフルーティな仕上がり。

生産者：ランポン家
ボジョレー地区の北、レニエ村にて
手の届く範囲で丁寧にぶどうを栽培。
瓶詰め前の濾過をおこなわず、
優しく滋味あふれる味わいが特徴。

Ａ ①ボジョレー・ヌーヴォー
定価：3,500 円（税抜）

Dreamia
特別割引

15％OFF

◆ 1 本からご注文承ります ・ 2 本以上で送料無料！

Ｂ ボジョレー飲み比べ２本セット
①ボジョレー・ヌーヴォー
②ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー

飲み比べセットは完売しました！
先行予約 15％OFF
２本セット 定価 7,300 円（税抜）

飲み比べセットご購入の方にプレゼント！
お魚のパテ グリーンペッパージュレ

先着順
数量限定

土佐湾のお魚の味を引き立てるために
野菜とだしのうまみを組み合わせた
極上の一品。
バゲットにのせて召しあがれ♪
のせればおしゃれなおつまみに♪

特別割引予約：１０／１８（火）まで

◆ 送料無料でお届けいたします
クリナップキッチンタウン東京内セレクトショップ Dreamia 東京にて
ご予約を承ります。
お申し込みお待ちいたしております。

ボジョレー・ヌーヴォー2016申込書 ＜FAX：03-3342-7751＞
クリナップキッチンタウン東京 Dreamia東京 宛
（
請
ご求
依書
頼送
主付
先
）

ご住所

申込日

年

月

日

フリガナ

-

お名前：

TEL：

商品名

単価（税抜）

A

①ボジョレー・ヌーヴォー 2016

2,975

B

飲み比べセット
・①ボジョレー・ヌーヴォー2016
・②ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー2016

6,205

数量

金額（税抜）

円

円

飲み比べセットは完売しました！

引
き
渡
し

円

円

１． 来店引き取り ※解禁日の11月17日（木）以降のお渡しとなります
引き取り時にショップのレジにてお支払いいただきますようお願いします
2． ご郵送

※解禁日の11月17日（木）AM指定配送となります
あらかじめ、ご請求書に記載した指定の銀行口座へご入金をお願い致します
（ご請求書の送付時期：11月上旬頃 ※Ｗｅｂメールにて送付いたします）

※ご請求書送付先と異なる場合のみご記入下さい。複数本ご注文のお客様は備考欄に配送するワインをご指定下さい。

ご住所

-

お
届
け
先

ギ
フ
ト

フリガナ
お名前：
TEL：

１．
2．
3．
4．

ラッピング なし
無料 ラッピング
有料 化粧箱ラッピング （1本用：200円 2本用：250円）
有料 風呂敷ラッピング （風呂敷代：400円）

備考欄

※2カ所以上送付先がある場合、ご記入下さい。（送料は送り先が1ヶ所につき2本以上お買上げの場合、無料となります。通常送料：600円（税抜）

ご住所

-

お
届
け
先

ギ
フ
ト

フリガナ
お名前：
TEL：

１．
2．
3．
4．

ラッピング なし
無料 ラッピング
有料 化粧箱ラッピング （1本用：200円 2本用：250円）
有料 風呂敷ラッピング （風呂敷代：400円）

備考欄

【問い合わせ先】
クリナップキッチンタウン東京 Dreamia東京
担当：宮本 友紀子・辻川 有美子・山本 毬奈
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビルディング２号館１階
TEL：03-3342-7775 FAX：03-3342-7751
定休日：水曜日(祝日含)、年末年始、ＧＷ／営業時間：10:00～17:00

商品合計（税抜）

円

送料（税抜）

円

ラッピング（税抜）

円

消費税（８％）

円

合 計

円

