
Ｎｏ 分類 賞味 商品名 参考売価 予約数 説明
¥1,899

¥2,051

¥1,699

¥1,835

¥1,599

¥1,727

¥2,380

¥2,571

¥2,380

¥2,571

¥2,399

¥2,591

¥1,880

¥2,031

¥1,599

¥1,727

¥1,900

¥2,052

¥699

¥755

¥699

¥755

¥699

¥755

¥1,199

¥1,295

¥799

¥863

¥598

¥646

¥999

¥1,079

¥1,199

¥1,295

¥1,199

¥1,295

¥1,799

¥1,943

¥3,799

¥4,103

¥1,999

¥2,159

¥2,899

¥3,131

¥2,299

¥2,483

¥1,399

¥1,511

¥2,199

¥2,375

¥1,699

¥1,835

¥2,299

¥2,483

¥2,599

¥2,807

¥649

¥701

¥1,299

¥1,403

¥4,199

¥4,619

¥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、１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、
　　　１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。
※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、１月１２日（木）です。

お名前 様

お電話 　

たっぷり入ってお買い得！ オーブンで焼くと旨さ倍増！

31 KIRKLAND

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

32 KIRKLAND トイレットペーパー２枚重ね30R

ダノン 冷蔵 オイコスストロベリー12個入

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。

キッチンペーパー１２Ｒ
「カークランドのキッチンペーパーを使ったら、他のが使えなくなる」とまで言われる大人気商品です。使
い道が多いのでいつの間にかなくなってしまいます。私はもう何度買ったか覚えていません・・・。

29 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。

30

冷蔵 シーフードペスカトーレ
４～５食分

プルプルのホタテ、旨味の出る海老。両方とも大きい！イカのほどよい柔らかさ。トマトにオリーブの味
で、それらとペンネの味がマッチして、本格的なイタリア料理！電子レンジ数分で、すぐに完成！

28 リンツ
リンドールシルバーアソート

６００ｇ
コストコでも大人気のリンツのチョコレート！毎年季節限定のシルバーは、ミルク、エクストラダーク、ミ
ルク＆ホワイト、抹茶の4種類アソート♪小分けにしてプレゼントに最適です！

26 KIRKLAND 冷蔵 さば味醂干し８枚
甘さもしょっぱさも程よくてとっても食べやすいっ！やっぱりコストコのサバは脂の乗り方がいいよねぇ～
。この甘じょっぱい味付けが絶妙で、たまらん♪コストコロングセラー商品！一度お試しください♪

25 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。

24 KIRKLAND 短 シュリンプ＆ホタテチョレギサラダ
６２０ｇ

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！

23 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♪

22 KIRKLAND 短 ガーリックペッパーポーク
約１．６ｋｇ

21 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。

19 KIRKLAND 短 マドレーヌマーブル20個
ココアとチョコチップが美味しいマドレーヌマーブル！ チョコ好きさんには大満足だと思うので、ぜひお
試しください。この大きさでこのお値段はとっても嬉しいです♪

20 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！

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。

18 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！

15 KIRKLAND 短 ディナーロール３６個

17 KIRKLAND 短 パン・オ・ショコラ・AOP２４個

14 KIRKLAND 短 ホテルブレッド１本
LDLコレステロールを含有するトランス脂肪酸のあるショートニングをいれず、価格の高いバターを使っ
ているところは、さすがアメリカという感じです♪　軽くトーストすると更にバター感がアップします♪

16 KIRKLAND 短 マスカルポーネロール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！

13 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。
パリッとした食感と繊細な内層は、品質の高いクロワッサンの象徴です。

KIRKLAND

12 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（バナナナッツ）６個

ミニクロドット
ホワイト＆ヘーゼル１６個

11 KIRKLAND 短 バラエティ　マフィン
（ブルーベリー）６個

9 KIRKLAND 短
ティラミスドルチェ

35x17.5cm

10

ストロベリー
マスカルポーネケーキ1P

7 KIRKLAND 短 トリプルチーズタルト
30cmX30cm

短 バラエティ　マフィン
（パンプキン）６個

8 KIRKLAND 短

5 KIRKLAND 短

6 KIRKLAND 短

3 KIRKLAND 短 【新商品】クラシックシーザーサラダ
640g

4 KIRKLAND 短 丸型ピザ５色チーズ
直径40cm

ソースが辛いのでお好みに調節を！魚介の味付けに、チャーシューの豚肉感と、ネギと玉ねぎの風味
に韓国海苔の味が出会った、とっても美味しいまぜそば♪電子レンジで温めるだけで完成！

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！

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◎

たっぷりのレタスにグリルチキンの鶏肉の旨さ、サクサク食感で香ばしいクルトン。半熟卵の甘味があ
り、上に乗ったチーズの味とシーザーサラダドレッシングの組合せで、とっても美味しいサラダです♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【２０２３年１月２１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】ラグジュアリーバター
スワール９個

デニッシュのパン生地に、アップル、シナモン、レーズン&カスタードの3種の味がセットで、とっても美味
しい菓子パンです！3種類とも違った美味しさで、それぞれ食べきりやすいサイズで超オススメです！

2

ふわふわのスポンジ生地にイチゴ味の生クリームと、真ん中に爽やかなマスカルポーネクリームで、上
にはみずみずしい苺がたっぷり♪甘さと爽やかさを両立した、とっても美味しいケーキで超オススメ！

美味しい味付け豚肉で、期待を裏切らない美味しさです！焼いてご飯に乗せればガーリック豚丼が出
来ます♪　レタスを巻いてヘルシーに食べても良し、焼くだけでも良しの大満足間違いなしです♪

KIRKLAND 短 【新商品】チャーシュー辛まぜそば
1060g

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。

クロワッサン生地のドーナツ！クロワッサンとドーナツのいいとこどりで、甘すぎずついつい手に取ってし
まう美味しさなので食べすぎ注意！(笑)1個ずつラップで包み、ジップロックに入れれば冷凍保存もOK！

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♪

とにかくでかい！ 食べ応え十分なマフィンです！

←

メガテンＥＣ

サイトからも

ご予約できま

す♪

×

確認印


