２ ０ ２ ０年 ８ 月３ １ 日
イオンリテール株式会社

“低糖質”“添加物配慮”健康を気遣う、からだ想いのおせちや
“旅行気分”を味わえる贅沢おせちなど、計８５品目

９月１日より「２０２１年 おせち」承り開始
“非接触”ＷＥＢ承りで「ときめきポイント」が５倍
イオンリテールは９月１日（火）より、本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」にて、おせち
の承りを開始します。※１
感染症の影響で、おうちで過ごす時間が増えるなか当社は今年、ＷＥＢでの承りを強化します。
イオンのショッピングサイト「おうちでイオン イオンショップ」では注文できる品目数を昨年の
約２倍※２に増やすほか、イオンカード等で支払うと付与される「ときめきポイント」が５倍になる
キャンペーン※３も実施します。
また、健康を気遣う「低糖質 おせち二段重」や添加物配慮の「トップバリュ グリーンアイ
フリーフロム 想（そう）」、９月の早期予約限定「和洋折衷 三段重 優（ゆう）」、「おうちで
イオン イオンショップ」限定商品として“旅行気分”を味わえる金沢の郷土料理を詰めたおせち
「金茶寮 金沢迎賓館与段重」などを新たに取り揃えます。

※画像はイメージです。

【「２０２１年 おせち」承り概要】
承 り 期 間：２０２０年９月１日（火）～１２月２６日（土）※１
承 り 場 所：本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」約３６０店舗
ＷＥＢ承り：「おうちでイオン イオンショップ」「ＡＥＯＮおトク！ｅ予約」
「おうちでイオン イオンネットスーパー」各ＷＥＢ画面上
お渡し期間：２０２０年１２月２９日（火）～３１日（木）※４
商 品 数：カタログ掲載２６品目、イオンショップ限定５８品目、９月限定１品目 計８５品目
価 格 帯：本体価格５,９２６円～５０,０００円※５
※１：「おうちでイオン イオンショップ」での予約のみ、８月３１日（月）から開始となります。
承り方法ごとに締切日を設けています。詳細はカタログもしくはＷＥＢサイトをご覧ください。
※２：「おうちでイオン イオンショップ」にて、おせちを含む年末年始ご予約商品が２０１９年度の約２倍。
※３： ＷＥＢでの予約時にイオンマークの付いたカードのクレジット払いを利用いただくと、ときめきポイントが基本付与分
の５倍付与されます。
※４： 予約時に「店頭渡し」を選択いただいた場合、１２月３１日（木）もしくは１月１日（金・祝）のお渡しとなります。
※５： イオンショップ限定おせち（５８品目）も価格帯に含まれます。
「招福おせち（愛犬用）」と「ネコちゃんおせち」を除く。

【「２０２１年 おせち」カタログ掲載商品の一例】
トップバリュ 和洋三段重「集」（つどい）
３～４人前 具材：５２品目

本体価格１５,８００円＋税※６
伝統的なおせちの具材と人気の洋風具材を
織り交ぜた、家族みんなで楽しめる逸品
伝統的な和の味として、生姜と椎茸で臭みを
取った穴子で巻き上げた「穴子八幡巻」や
「数の子」「伊達巻」などを盛り込み、洋の
味として、バジルを効かせたパン粉をまぶし
焼き上げた「ムール貝の香草焼」や「ロブ
スター」「サーモンのバジルチーズ焼」など
海鮮具材を贅沢にあしらった商品です。

トップバリュ グリーンアイフリーフロム 和風おせち一段重「想」（そう）
１～２人前 具材：１８品目
本体価格８,０００円＋税※６
気になるものは入れない、いらない。
「グリーンアイフリーフロム」シリーズから
おせちが初登場。
お客さまが購入の際に気にされる添加物と
原材料のうち１０９種類に配慮しています。
「帆立塩麹焼」や「蒸し雲丹」「黄金芋の
きんとん」などを盛り込んでいます。
低糖質 おせち二段重
２～３人前 具材：３９品目

本体価格１２,０００円＋税※６
“低糖質”でありながら“十分な食べ応え”を実現
した二段重おせち
昨年和風一段重として販売した低糖質おせちを、
今年は和洋織り交ぜた二段重で販売します。洋の
お重にはお肉類を豊富に盛り合わせ食べ応えを
実現し、なおかつ１００ｇ当たりの糖質量は当社
おせちに比べ４０％オフに仕上げています。※７

※画像は全てイメージです。
※６：軽減税率（８％）対象商品となります。税込価格は小数点以下が切り捨てになり、単品で購入した際の価格となります。
※７：糖質を抑えたおせちです。（１００ｇ当たりの糖質量が当社の一般的なおせち（例：「吉春」）に比べて４０％オフ）
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【イオンショップ限定 お取り寄せおせちの一例】
金茶寮 金沢迎賓館与段重
４～５人前 本体価格 ５０,０００円＋税※６
“おうちにいながら旅行気分”
“巣ごもり贅沢”需要に応える豪華四段重
イオンショップのお取り寄せおせちのなか
でも最上級のおせちです。金沢の郷土料理
「治部煮」や「かぶら寿し」、こだわりの
祝 い肴など の具材 を盛り 込み、 お うちに
い ながら旅 行や贅 沢気分 が味わえ る よう
新たに用意した商品です。
和洋中三段重「福」（ふく）
４～５人前 本体価格 １５,８００円＋税※６
“この値段でこんなに盛りだくさん！”
ボリュームとコスパ重視の和洋三段重
イオンショップ限定の人気商品です。具材は
５４品目を４切れずつ盛り込んだ大満足の
ボリュームで「伊達巻」「数の子」「海老の
チリソース」など、和洋中盛り込んだメニュー
は“飽きのこない”ラインアップに仕上げて
います。
※画像は全てイメージです。

【９月限定 お買得おせちのご紹介】
和洋折衷三段重「優」（ゆう）
２～３人前 本体価格８,５００円＋税※６
９月のみの限定販売にすることで“特価”を
実現した、節約需要に応える三段重
出費を抑えながら年末年始の雰囲気を味わ
える“懐に優しいプライス”のおせちです。
４０品目の具材のうち１３品目を洋風
メニューとし“伝統的なおせち料理が苦手”
と いうお子 さまや 若い世 代も食べ やすい
おせちに仕上げています。
※画像はイメージです。
※６：軽減税率（８％）対象商品となります。税込価格は小数点以下が切り捨てになり、単品で購入した際の価格となります。
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【ＷＥＢ予約でポイント５倍、お買得なキャンペーンのご紹介】
イオンリテールはおせちの承りに際しても非接触での予約を推進しています。ＷＥＢで予約
いただいた際、イオンマークのついたカードのクレジット払いご利用で付与される「ときめき
ポイント」が基本の５倍となるキャンペーン※を実施します。

※ＷＥＢでの予約時にイオンマークのついたカードのクレジット払いを利用いただくと、ときめきポイントが
基本付与分の５倍付与されます。
※ＷＥＢでの予約方法は下記３つです。

イオンショップ おせち

検索

【早得企画のご紹介】
また、早期予約の特典として、１２月７日（月）までに
予約いただくと一部商品が５％割引となる「早得割引」
を実施します。

【「２０２１年 おせち」カタログ掲載商品】※５
（カタログ掲載）２６品目
商品

段数 タイプ

本体価格＋税※６

トップバリュ セレクト 和風三段重「極」（きわみ）

３

和

３５,０００円＋税

トップバリュ セレクト 和風一段重「撰」（せん）

１

和

１０,０００円＋税

トップバリュ 和風三段重「慶」（よろこび）

３

和

１０,０００円＋税

トップバリュ 和風一段重「結」（むすび）

１

和

６,０００円＋税

トップバリュ セレクト 和洋三段重「集」（つどい）

３

和洋

１５,８００円＋税

トップバリュ 「洋風オードブル」

１

洋

１０,０００円＋税

１

和・添加
物配慮

４

和

トップバリュ グリーンアイフリーフロム
和風おせち一段重「想」（そう）
十月亭 和風四段重「皇麗」（こうれい）

4

８,０００円＋税
３８,０００円＋税

新商品

〇

〇

商品

本体価格＋税※６

段数

タイプ

３

和風

２７,０００円＋税

おもてなし和洋二段重「迎華」（げいか）

２

和洋

２７,５００円＋税

十月亭 和風三段重「春麗」（しゅんれい）

３

和洋

１５,８００円＋税

味遊心 和洋一段重「奉賀」（ほうが）

１

和洋

１０,０００円＋税

祇園「や満文」 和洋一段重「寿」（ことぶき）

１

和洋

６,０００円＋税

割烹料亭千賀 迎春おせち料理
三段重「慶運」（けいうん）

芝濱膳 和洋中おせち三段重「五萬福」（ごまんぷく） ３

和洋中

１５,８００円＋税

和洋中三段重「吉春」（きっしゅん）

３

和洋中

１０,０００円＋税

ビストロオードブル

２

オードブル

２０,０００円＋税

洋風オードブル「煌」きらめき

１

オードブル

１５,８００円＋税

お肉をあじわうオードブル

１

オードブル

１０,０００円＋税

伊藤ハム 洋風オードブルセット

１

オードブル

６,０００円＋税

１

オードブル

６,０００円＋税

紀文 おせち詰合せ ディズニー 二段重

２

キャラクター

１０,０００円＋税

低糖質 おせち二段重※７

２

低糖質

１２,０００円＋税

ふくなお やわらかおせち重セット※８

１

和

「賛否両論」 和惣菜セット

石井食品 食物アレルギー配慮※９おせち

３

「のぞみ」三段重

食物アレル
ギー配慮

新商品

〇

８,５００円＋税
１４,５００円＋税

コミフデリ 招福おせち（愛犬用）

１

ペット
用

３,５００円＋税

コミフデリ ネコちゃんおせち

１

ペット
用

２,５００円＋税

※５：おせちカタログに記載しているおせちのリストとなります。イオンショップ限定販売商品５８品目ならびに９月限定の
和洋折衷三段重「優」の情報は、下記サイトより確認いただけます。
おせち特設サイト https://www.aeonshop.com/shop/pages/osechi.aspx
※６：リストに掲載の商品はペット用のおせち（税率１０％）を除き、軽減税率（８％）対象商品となります。税込価格は
小数点以下が切り捨てになり、単品で購入した際の価格となります。
※７：糖質を抑えたおせちです。〈１００ｇ当たりの糖質量が当社の一般的なおせち（例：「吉春」）に比べて４０％オフ〉
※８：食べやすさに配慮した食品である「ユニバーサルデザインフード」の区分２（歯ぐきでつぶせる）に分類されている
やわらかい具材を使用した和風おせちです。
※９：食物アレルギーの特定原材料７品目に配慮しています。
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ご参考
【イオンショップ限定「年末年始のご馳走」※１予約商品の一例】
イオンショップでは、お取り寄せグルメとして年末年始用にごちそう商品を取り揃えます。
旅行や大人数での食事機会が減るなか、自宅でごちそうを楽しむ、遠方の家族に贈答するといった
ニーズにお応えします。
ロシアで水揚げされたずわいがにを食べやすく
カットし、棒の殻を半分むいた状態でお届け
します。お鍋やバター焼きなど、幅広い料理で
お楽しみいただけます。正味重量は１.８ｋｇ
と超大容量です。冷凍のままお届けするため、
家族そろってお楽しみいただくほか、その日に
食べる分だけ解凍してお使いいただけます。
ずわいがにカット（生／ボイル）
１パック 本体価格１０,０００円＋税※２

幻の高級魚といわれる１尾１５ｋｇ以上の
“天然のクエ”をお鍋用に加工しています。
専門の漁師でさえ月に何本も獲れないことが
多いことから“幻の魚”として珍重され、また
その美しい白身が奏でる上品な味わいは“白身魚
の最高峰”と賞されています。

天然クエ鍋セット
１パック 本体価格１０,０００円＋税※２

朱色の魚体に、濃厚ながら上品な味わいの身を
つ け た 「 き ん き 」 を 、贅 沢 に し ゃ ぶ し ゃ ぶ で
お召し上がりいただけるセットです。
オホーツク海に面した北海道・知床斜里産のもの
を用意しています。
鍋にくぐらせることで脂がほどよく溶け、より
いっそう豊かな味わいをお楽しみいただけます。
知床斜里産 きんきのしゃぶしゃぶ
１パック 本体価格７,０００円＋税※２
※掲載画像は全てイメージです。

※１：イオンショップ限定「年末年始のご馳走」の予約承りは、９月上旬開始予定です。
※２：軽減税率（８％）対象商品となります。
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