
Ｎｏ 分類 賞味 商品名 参考売価 予約数 説明
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¥2,375
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¥2,375

¥2,399

¥2,591

¥2,899

¥3,131

¥599

¥647

¥1,299
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¥1,199

¥1,295

¥1,199

¥1,295
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¥2,399

¥2,639

¥5,499
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¥2,299

¥2,529

¥2,499

¥2,749

※1　上記ご予約商品以外で他にご予約の商品がございましたら、欄外（最下段）にご記入ください。
※2　ご予約いただいた商品は、６月１１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、
　　　６月１１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。
※3　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。）
※4　「賞味」欄が「短」のものは、賞味期限が２日間ほどの商品です。
※5　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。
※6　お申し込み店舗で、お受け取り下さいませ。　
※7　ご予約締切日は、６月２日（木）です。

お名前 様

お電話 　

マスカルポーネとストロベリーの両クリームが合わさることで、しっとりとなめらかな舌触りの濃厚なコク
甘♪ ケーキというより “甘酸っぱいいちごチーズクリーム”！ めっちゃおいしい！

とにかくでかい！ 食べ応え十分なマフィンです！

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。

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 ＲＩＣＯ
韓国製赤ちゃん用

おしりふき80シートｘ９
しばらくKIRKLAND製入荷の目途が立たなくなり、新しく発売された韓国製です。厚さや水分量が似てい
るので、代替にリピーターさんも多く使っていただいています。一度使うと良さが分かる一品です◎

30 【新商品】ウォーターテーブル１台
ビビるほど入手困難…コストコ人気すぎる水遊びアイテム！水着を着て遊ぶというより、洋服のままで
子どもが立って遊ぶことができます！大きすぎないサイズなので、ベランダでも◎

29 ガジリオン 【新商品】バブルラッシュ１台
小さなシャボン玉がものの10秒くらいで100個くらい吹き荒れ、子どもたちが勝手に走り回ったり、踊った
り、何か戦いが始まったりとハイテンション間違いなしです！これからの季節に大活躍しそう！

28 久世福商店
牛乳と混ぜるいちごミルクの素

470ml
果肉をたっぷり感じる懐かしのいちごミルクが新登場！牛乳で3倍に薄めることでコップ9杯分の本格い
ちごミルクが作れます！スイーツのトッピングに♪余計な添加物を使わず、自然なイチゴの味です♪

27 ドルファン
【新商品】ポラレッティフルーツ

40mlX60本
色料や防腐剤などは不使用の、安心して食べることができるイタリアアイスキャンディーです！冷凍して
下から押してあげると、シャーベットになってシャリシャリで美味しい！毎年お子さんに人気です♪

26 牧家 冷蔵 白いミルクプリン７５ｇＸ６
爪楊枝で穴をあけると風船が割れ、真っ白なプリンが飛び出します♪北海道産の生乳からつくった「だ
て牛乳」を使用。こだわりの牛乳の、舌触りなめらかなプリンがたまらない♪コストコレア商品です♪

25 ダノン 短 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♪

24 木村屋 短 ミニカレーパン１２個
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。

23 KIRKLAND 短 定塩銀鮭切身甘口パック
ちょうど良い塩味が、うまみをしっかり引きたてる！ 分厚い切身なので、ふっくらジューシーに仕上がり
ます。ただ焼くだけでもおいしい、便利な定番食材！ コストコで一度は買いたい食材No,1です！

22 KIRKLAND 短 【新商品】バジルチキン約1350ｇ
家族大絶賛！ バジルの風味強めでおいしいです！ 味付けチキンがたっぷり！ フライパンで加熱すれ
ばそのまま食べられて、忙しい日に大助かり！付属のペースト無しなら子ども達でも食べられます♪

21 KIRKLAND 短 【新商品】めんたいクリームペンネ
約1150ｇ

たっぷりホタテ♪電子レンジで簡単調理！たっぷりのバターに生クリーム・パルミジャーノをあわせた味
わい。明太ソースはニンニクの風味が効いて塩味があるので、Wで味わい深い♪冷凍も◎

20 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。

19 KIRKLAND 短 シュリンプ＆ホタテチョレギサラダ
シャキシャキの野菜に、プリプリの海老！　そして、なんと言っても濃厚なホタテ！　さらに赤玉ねぎと唐
辛子のピリッと感をチョレギサラダドレッシングで加え、一体感のある味にまとまっています！

18 KIRKLAND 短 チキン＆ベーコンシーザーサラダ
コストコ王道の人気商品！大きめのグリルチキンと、少し小さめのベーコンは、レタスと同量入っており
食べ応え抜群！アンチョビ入のシーザードレッシングはとても濃厚で、具材との相性ぴったりです。

17 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。汁が美味しいので、パンと合わせたり、パスタにして食べましょう♪

16 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。

15 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。

14 KIRKLAND 短 プルコギビーフ韓国風焼き肉
約１．８ｋｇ

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！

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！

12 KIRKLAND 短 パン・オ・ショコラ・AOP２４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。

11 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！

10 KIRKLAND 短 クロワッサン１２個
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。

9 KIRKLAND 短 ホテルブレッド１本
たっぷりバターでリッチテイスト。トースターで加熱すると、香ばしいバターの風味がより一層増して食欲
増進♪外はサクサク、中はふわふわ食感でクセになる～！ほんのりの甘みは、高級食パンのよう！

8 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（バナナナッツ）６個

6 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（アールグレイ）６個

7 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（ブルーベリー）６個

4 KIRKLAND 短 トリプルチーズタルト
30cmX30cm

5 KIRKLAND 短
ストロベリーマスカルポーネ

ケーキ33X17cm

3 KIRKLAND 短 パンチェッタ＆モッツァレラピザ
直径40cm

人気のピザが復活！生地はカリカリ食感で、中はフワッとしています。ソース、チーズ、パンチェッタの旨
味のマリアージュが最高。食べきれない分は、ラップに小分けして保冷バックで冷凍保管ＯＫ！

2 KIRKLAND 短 丸型クワトロチーズ
ピザ直径40cm

チーズピザがリニューアル！モッツァレラ、レッドチェダー、モントレージャック、ゴーダのコクと風味を、
ピザソースが引き立てる♪ラップに小分けして保冷バックで冷凍保管ＯＫ！子どもたちに一番人気◎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２０２２年６月１１日限定！】コストコフェア予約票　※下段の価格は参考税込価格です。

1 KIRKLAND 短 【新商品】バンビーノ
ピザ直径40cm

ピザソースにツナの旨味と塩味が良く合ってます！ その中にもコーンの甘さがしっかりあるので、なん
というかシンプルで美味しいんですよね～♪ 子供たちが大好きな味！ 冷凍も出来ます◎

←

メガテンＥＣ

サイトからも

ご予約できま

す♪

×

確認印


