
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２０２１年８月２１日限定！】コストコフェア予約票　　　　　　　

Ｎｏ 分類 賞味 商品名 売価 予約数 説明

¥1,880

¥2,031

¥1,880

¥2,031

¥1,800

¥1,944

¥1,580

¥1,707

¥499

¥539

¥499

¥539

¥499

¥539

¥1,199

¥1,295

¥1,080

¥1,167

¥598

¥646

¥899

¥971

¥1,199

¥1,295

¥1,099

¥1,187

¥499

¥539

¥3,399

¥3,671

¥1,699

¥1,835

¥1,199

¥1,295

¥2,299

¥2,483

¥2,199

¥2,375

¥1,899

¥2,051

¥2,799

¥3,023

¥1,799

¥1,943

¥1,599

¥1,727

¥1,699

¥1,835

¥599

¥647

¥599

¥647

¥1,599

¥1,727

¥1,199

¥1,295

¥880

¥951

¥1,499

¥1,619

¥2,999

¥3,299

¥2,399

¥2,639

33

※1　ご予約いただいた商品は、８月２１日（土）のみのお引き取りとさせていただきます。賞味期限の大変短い商品もあるため、
　　　８月２１日（土）に受け取られない場合、翌日以降に販売させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※2　商品内容、容量、価格は変更になってしまう場合がございます。予めご容赦ください。（コストコさんでの相場によるためです。）
※3　「賞味」欄が「短」のものは、賞味期限が２日間ほどの商品です。
※4　お申し込み締切日以降のキャンセルは、お受け致しかねます。
※5　お申し込み店舗で、お受け取り下さいませ。　
※6　ご予約締切日は、８月１２日（木）です。

お名前 様

お電話 　

32 KIRKLAND トイレットペーパー２枚重ね30R
一般的なトイレットペーパーは、ウォシュレット後に使うとすぐに破れがちですが、バスティッシュならしっ
かり水分も吸収するし、破れずに快適に使えます。トイレットペーパーとしてだけではもったいないかも。

31 アベンヌウォーター
（フランス製化粧水）300mlX3

実はコストコはアベンヌ化粧水がとっても安いんです！ 肌のうるおいバリアを保つスプレータイプ。肌の
熱さをスーッと抑え、たっぷりのうるおいを補給します。紫外線が気になるこの時期に！

30 コストコ グリーンシードレスグレープ１．８ｋｇ
「また絶対買ってきてね！」と子どもたちに言われるこの種なしぶどう。皮ごと食べられ、食感はシャキ
シャキ、酸味がほとんどなく甘みが爽やかで、食べ始めるとついつい止まらなくなってしまいます♪

29 宗家
（チョンカ） 冷蔵 特選白菜キムチ１．２ｋｇ

真っ赤な見た目とは裏腹に、辛くありません。まろやかな酸味と辛すぎず、かといって甘すぎない絶妙な
味付けです。

28 ダノン 冷蔵 オイコスストロベリー12個入
甘酸っぱくてフルーティーなストロベリーのソースと、クリームチーズケーキのようなヨーグルト。濃厚な
ヨーグルトですから、小腹もしっかりと満たすことができます。毎日食べても飽きません♪

27 KIRKLAND 冷蔵 辛子明太子（切子込）
５００ｇ

ご飯にのせてもよし、パスタに混ぜてもよし、卵焼きに入れてもよし。毎日の食卓で大活躍すること間違
いなし！ 大きくて味も良し！コスパ最強の食材です♪

26 木村屋 短 ミニカレーパン
冷えたままだと表面の油がシットリ、パン生地の中にも浸透してコッテリですが、焼くと歯切れよくカリカ
リサクサクに、ふわっと、中身のカレーも香辛料の風味豊かになり、何倍も美味しくなります。

25 木村屋 短 パンケーキメープル＆マーガリン
１２個

吸い付くようなしっとり感と生地のキメ細かさ！　甘さがくどくなく、食後のお腹いっぱいの状態でもつい
つい食べれちゃう絶妙なサイズがおやつにピッタリです。食べ過ぎ注意！！

24 KIRKLAND 短 【新商品】アップルパイ１Ｐ
期間限定で復活！ホームメイドスタイルアップルパイはほっぺが落ちる美味しさ！リンゴは噛まなくても
いいほど柔らかく、切った果実もトロトロで、サックサクのパイ生地にあって美味しいです！

23 KIRKLAND 短 【新商品】キャラメルフラン１Ｐ
コストコで不定期販売される巨大なカスタードプディング♪たまご感たっぷりで濃厚なのにベタ甘ではな
く、どこか懐かしさのある甘香ばしさ。カラメルソースのほろ苦さが相性抜群です！冷凍も出来ます◎

22 KIRKLAND 短 【新商品】セビーチェ７００ｇ
海老とサーモン&マンゴーの個性派マリネ♪ 中南米の料理で、爽やかな酸味とたっぷり玉ねぎがクセ
になる！ 人気のコストコサーモンの切身に大きなエビ！ 色鮮やかな具材で見た目もとっても華やか！

21 KIRKLAND 短 【新商品】鶏肉カシューナッツ炒め
約１．７ｋｇ

フライパンで焼くだけ！白米が進むコストコ人気の新商品惣菜！味のついた鶏肉と野菜にカシューナッ
ツがセットになってます♪そのままジップロックで冷凍OK！忙しい時に便利な美味しい逸品です！

20 KIRKLAND 短 【新商品】シーフードペスカトーレ約
1500g

コストコ新作デリ！　シーフードペスカトーレはトマトソースで煮込んだ魚介の旨味たっぷりのパスタ！
蓋を取って電子レンジで加熱（500Wで5分）すれば本格パスタの出来上がり♪

18 KIRKLAND 短 シーフードアヒージョ約１ｋｇ
アヒージョは、ローズマリーとガーリックの香りを効かせたオリーブオイルで、魚介類やきのこ等の食材
を煮込んだスペイン料理です。塩気が強い感じですが、パンやパスタソースと相性抜群です！

19 KIRKLAND 短 シュリンプカクテル５３５ｇ
コストコ初めてさんにぜひ食べてほしい一品です！　肉厚なプリプリ海老にピリッとアクセントのトマト
ソース♪　きっとクセになること請け合いですよ！　そのままでお召し上がり頂けます。

16 KIRKLAND 短 ハイローラー(B.L.T)
２１個

増量しました♪ 冷蔵庫に入れて保管する際には、水分が出ますので、下にキッチンペーパーを引いた
状態で保存することをおすすめします。オーブントースターなどでこんがり焼くのもおすすめです。

17 KIRKLAND 短 メキシカンサラダラップ５本
少し焦げ目がついたフラワートルティアに沢山の鶏肉と共にたっぷりのスライスした野菜がぐるっと巻か
れています。直径はおよそ4センチ、長さは15センチくらいです。

14 KIRKLAND 短 バラエティベーグル（チーズ）６個
復活しました！　１個で１１０ｇの、巨大なベーグルです。１個だけでもすごく食べ応えがあります。消費
期限が製造日から３日とかなり短いので、やはり冷凍保存がオススメです。

15 KIRKLAND 短 プルコギビーフ韓国風焼き肉
約１．５ｋｇ

コストコ不動の人気商品！ 薄切り牛肉と玉ねぎにプルコギソースがクセになります！

12 KIRKLAND 短 パン・オ・ショコラ・サヴール２４個
ミニパン・オ・ショコラに、フランス産の発酵バターを使用して、さらに美味しくなりました！　そのままの
状態よりも、少しだけ温めた方が発酵バターの豊かな風味を感じられるのでオススメです。

13 KIRKLAND 短 ラグジュアリーミニクロワッサン２０
個

噛めば噛むほど生地にたっぷり使われているバターの風味やほどよい甘さ・塩気をジュワジュワ感じる
ことができます。まるでバターの風味を味わうためのパン！

10 KIRKLAND 短 ディナーロール３６個 たっぷり入ってお買い得！ オーブンで焼くと旨さ倍増！

11 KIRKLAND 短 マスカルポーネディナーロール
３６個

見た目はディナーロールとほぼ同じですが、外側はサクサクしていて食べるとモッチモチ！しっとりした
食感が楽しめ、その上マスカルポーネチーズと発酵バターのコクと旨味も感じられます！

8 KIRKLAND 短 ミニクロドット

9 KIRKLAND 短 クロワッサン１２個

7 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（バナナクランブル）６個

5 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（チョコチップ）６個

とにかくでかい！ 食べ応え十分なマフィンです！6 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（ブルーベリー）６個

コストコ大人気の超巨大ボリューム！ 冷凍できて小サイズで保存がコストコ通です！
容器の形状が細長くなって、取り出しやすくなりました♪

4 KIRKLAND 短 トリプルチーズタルト
27cmX27cm

甘すぎず濃厚で、見た目とは裏腹に意外とあっさりと食べられます。
ほどよい甘味とほんのりとした酸味、そしてクリーミーなチーズの風味がしっかり感じられます。

KIRKLAND 短 丸型ピザパンチェッタ＆モッツァレラ
直径40cm

パンチェッタはほどよく調和しており、コッテリしていません。トマトの酸味が残っているのが良いアクセ
ントになっていて、この酸味のおかげでさらに食が進んでサクサク食べることができます。

3 KIRKLAND 短 ティラミスドルチェ33cmX17cm

サイズは、直径6cmX厚み3cm。シュガー・ホワイト・ココアの3種類。生地がサックリ軽くて食べやすい！
ちょっとしたおやつやコーヒーのお供にも便利♪ 見た目が可愛いのでコストコおすそ分けにも◎

素材を厳選し、時間をかけて生地を捏ね上げ、発酵することで独特の食感・甘味・香りが生まれました。
パリッとした食感、繊細な内層は品質の高いクロワッサンの象徴です。

1 KIRKLAND 短 丸型５色チーズピザ直径40cm
香ばしいチーズがびろーんと伸びます。これでもか！ というくらいチーズがふんだんに使われていて豪
華！ チーズの層が厚くて、弾力があります。

2

←

メガテンＥＣ

サイトからも

ご予約できま

す♪

×

確認印

※下段の価格は参考税込価格です。


