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御歳暮についての豆知識を紹介します

Ａ．11 月中の早期予約でお届けの指定ができます。

お歳暮

祝事ではないので大半の方は 12 月に入ってからの順次出荷で送り出しを
しています。もちろん早く送りたい方は 11 月中の指定も出来ます。

当店人気
ランキング
１位 ハムギフト
２位 ビール・お酒
３位 油・調味料

先方様の好みがわからない そんな時に…

Ｑ．先方が喪中の場合はどうなるの？

４位 産地直送便

Ａ．先方が喪中の場合はどうしたらいいのかという質問を受ける

５位 デザート・菓子

贈り物選びに迷ったらカタログギフトが便利です。

６位 コーヒー・紅茶

プロがおすすめする逸品や産地、旬にこだわった数々の品を掲載
コースは

味・銘楽（めいらく） ￥3,675 コース
味・雅宴（がえん） ￥4,725 コース
味・粋彩（すいさい） ￥5,775 コース など

７位 洗剤・入浴剤
８位 グルメ
アズユーライク
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⇒

ことがありますがお歳暮は例年通り贈ってもかまいませんが、
不幸なことがあった直後は避け四十九日が過ぎた後など少し
時間を空けましょう。
年末迫っての忌明けなら、松の内が過ぎて 1/15～2/4 ぐらいの間
に寒中見舞いとして送っても良いでしょう。

お歳暮に
「グルメアズユーライク」人気急上昇
中
どんなものを贈れば喜んでくれるの？

⇒

歳暮は古くは分家した者も、嫁に行った者も盆は魂祭り暮は氏神迎えといって
親元でするものとされ、その時に農作物や魚など祝い肴として年神様に差し
出す為にもっていったのがはじまりだそうです。
時期的には、12 月初旬から 12 月 20 日頃までに先方へ届くように贈るのが
一般的です。
当店でも 11 月の早期予約で 12 月入ってからの贈り出しというお客様が非常に
増えてきました。
割引特典もありお得ですよ。

Ｑ．早期予約で注文したらいつ届くの？

味・至極（しごく）￥11,025 コース

カタログギフトでお好きな品を選んでいただくのもこの冬おすすめ！

９位 のり・かつお節
・お茶漬け海苔

お歳暮 早期割引実施中！11 月 30 日（月）まで

10 位 缶詰・佃煮

１２月５日（土）サラダ館感謝デー

わくわくドキドキの
企画満載！

ささもと な お こ
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いっかん だ たか よし

名前：一貫田剛由
一言：夏はビール、
これからは食欲の秋と
ダイエット中の私にとって
は要注意の季節です。
医者からも「10 キロは痩せ
なさい」と厳しく言われて
いるので何とか誘惑に負
けずにダイエット続けま
す。

い っ か ん だ み か

名前： 一貫田美架
一言：３キロ痩せた
体をキープしたい
けれど何を食べて
もおいしい季節。

体重を量るのが怖
い今日この頃です。

す ず き か ず え

名前：鈴木一枝
一言：我が家は娘はトラン
ペット、夫はピアノとギターを
演奏します。音楽の話に
なると私だけ付いていけない。
カラオケに行ってもプロの夫や
娘には敵わないけど私も歌う
ことは大好き。
夫のピアノに合せて特訓中!?

名前： 笹本直子
一言： 庭に花を植
えようと探してい
ますがどんな花が
いいか迷って中々決
まりません。
最近、駐車場のあち
こちから勝手にミ
ントが育ってきてび
っくりしました！

サラダ館

津名東店

〒656-2224

兵庫県淡路市大谷９４９－１
TEL：0799-64-1888
FAX：0799-64-1880

水いらず・手間いらずで炊き込みご飯がプロの味！鉄人シリーズ

暮らしの中のお付き合い
【お祝い編】
Ｑ．出産祝いを贈るタイミングは？
Ａ．生後１週間~1 ヶ月の間に贈るようにしましょう。
また訪問する際は赤ちゃんやお母さんが疲れないよう早めに済ませるよう
配慮することも忘れずに。

【内祝編】
【赤飯】

Ｑ．出産内祝を贈るタイミングは？

【山菜きのこおこわ】

【中華おこわ】

【五目ご飯】

Ａ．生まれてから「1 ヶ月頃がベスト。お宮参りの前後がだいたい目安です。

メール会員様募集中！
Ｑ．どれくらいのものを贈ったらいいの？

ケータイのメールでお得な情報のお知らせをはじめました。
今ご登録いただくと店頭で５００円クーポン券をプレゼント！

Ａ．金額は頂いたお祝いの半分程度のものを。
せっかく贈るのだから品物選びもひと工夫。
独身の
友人へ
既婚の
友人へ

親世代へ

親戚・
ご年配の方に

子供がいる友人は子供の年齢に合わせた実用的な物を。
大家族には食料品がおすすめです。
家族の人数や好みを確かめて。目の肥えた世代なので
一流品などでもＯＫでしょう。
迷った時は無理をせず、誰でも使える一般的なアイテムを
選んでみてはどうでしょうか。カタログギフトで好きな物を
選んでもらうのがおすすめです。
せ
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【登録は…】店頭、又は saradakan@r.sarada.mobi へ空メール

日用品ならワンランク上のものを。量の多いものよりも、
質の良い物の詰合せの方が喜ばれるようです。

ど と し こ

名前： 瀬戸敏子
一言：県道バイパス
（コスモス街道）沿道の
コスモスが今は盛り
と咲いてとてもきれい
です。
もうすぐ近くの山々も
紅葉で色づくでしょう
ね!!

ＱＲコードから登 録 も⇒

サラダ館の

おせち

ご予 約 承 ります。
【早期予約】

２大
特典

12 月
20 日（日）
まで

早期予約で
高級祝箸５膳入
プレゼント
１１月３０日（月）まで

しま い よ し こ

名前： 島居嘉子
一言：公休日に友人と映画を見て来ました。
タイトルは BALLAD（バラッド）
主人公の子供とその両親が戦国時代にタイムスリップをして
活躍する話です。久々の映画に笑ったり泣いたりして感動！
知っていましたか？毎月 16 日が映画の日で毎週火曜日がレディースデ
ー。1800 円の入場料が 1000 円に割引ですよ。
これを利用して楽しい休日を過ごしてみませんか？
私は知らずに損をしてましたが…。

【編集後記】
早いものでサラダ館通信を発刊して今回で４回目
です。今年最後の発刊となります。
回を重ねる度に「サラダ館通信読んだよ」と言って
いただくお客様が増え、中にはスタッフの写真を
見て本人にお声を掛けてくれるお客様もいらっしゃ
います。この通信を通してサラダ館を身近に感じて
いただけたらとてもうれしく思います。
これからもスタッフ一同、お客様にお役に立って
喜んで頂ける情報をお届けしたいと思っておりま
すのでぜひ来年も楽しみにして下さい。

５％割引

社長 一貫田 剛由

す な だ ひ で こ

名前：砂田秀子
一言：食欲の秋。
お米も新米、くだもの
も色々。
ついつい口に…。
我が家のみかんも
色づいておいしくなっ
てきました。

おおはた

名前：大畠
趣味： 収入減の割に携帯
電話代が家計を圧迫してい
ます。子供だけで月に２万円
ほどかかっています。
米の収入に対してもコンバ
インの修理代、農機店への支
払もあります。

