
Ｃategory № Ｎame Ｐrice Ｉnformation

① ホテルアークリッシュ豊橋　牛三河カレー（6箱セット） ¥4,536 ホテルアークリッシュ豊橋プロデﾕースのレトルトカレー
賞味期限：2023年9月28日

② ホテルアークリッシュ豊橋　三河カレー（6箱セット） ¥4,320
ホテルアークリッシュ豊橋プロデﾕースのレトルトカレー
（牛三河カレー×2、豚三河カレー×2、鶏三河カレー×2）
賞味期限：牛三河カレー：2023年9月28日、豚・鶏三河カレー：2023年10月18日

③ ホテルアークリッシュ豊橋　三河カレー（4箱セット） ¥2,916
ホテルアークリッシュ豊橋プロデﾕースのレトルトカレー
（牛三河カレー×2、豚三河カレー×1、鶏三河カレー×1）
賞味期限：牛三河カレー：2023年9月28日、豚・鶏三河カレー：2023年10月18日

④ 東三河のおいしいジュース6本セット ¥2,060
豊橋産赤しそジュース（180ml）2本
田原産トマトジュース（180ml）2本
蒲郡みかんジュース（180ml）2本
賞味期限：2023年6月30日

⑤ 東三河のおいしいジャム3本セット ¥1,950
新城産ハックルベリージャム（150ｍｌ）1本
豊根村産ゆずジャム（150ml）1本
新城産いちじくジャム（150ｍｌ）1本
賞味期限：2023年6月14日

⑥ 東三河のおいしいドレッシング3本セット ¥1,850
豊根村産ゆずドレッシング（200ml）1本
新城産うめドレッシング（200ｍｌ)1本
新城産柿ドレッシング（200ml）1本
賞味期限：2023年6月14日

⑦ Ａ．Ｒ．Ｔ.　クッキー缶 ¥2,500

河合果樹園レモンクッキー×4　チェダーチーズクッキー×6 豊橋紅茶クッキー×4
エディブルフラワークッキー×3　ココアクッキー×6　フロランタン×3　ガレット×2
南山園の抹茶スノーボール×3　豊根村ブルーベリークッキー×4
缶サイズ　W124×D124×H52（mm）
賞味期限：常温にて30日間
※数量限定での販売となります
※10個以上のご注文の場合はお渡し日をご確認ください

⑧ Ａ．Ｒ．Ｔ.　フィナンシェ ¥2,160 フィナンシェ（バニラ）×5、フィナンシェ（抹茶）×5
賞味期限：常温にて30日間

⑨ Ａ．Ｒ．Ｔ.　マドレーヌ ¥2,160
マドレーヌ（ショコラ）×2、マドレーヌ（バニラ）×2、マドレーヌ（木苺）×2、
マドレーヌ（抹茶）×2、マドレーヌ（みかん）×2
賞味期限：常温にて30日間

⑩ Ａ．Ｒ．Ｔ.　バーム＆フィナンシェ ¥2,160 プティバーム×1、フィナンシェ（バニラ）×3、フィナンシェ（抹茶）×2
賞味期限：プティバーム…常温にて14日間、フィナンシェ…常温にて30日間

⑪ Ａ．Ｒ．Ｔ.　アソートクッキー ¥2,700 クッキー（紫芋・モザイク・ココナッツ・ショコラ）×1
賞味期限：常温にて50日間

⑫ 四川飯店　謝謝の点心３種セット ¥2,600
四川飯店 謝謝の おいしいぎょうざ（冷凍）12個入り×1、
四川飯店 謝謝の 春巻き（冷凍）6本入り×1
四川飯店 謝謝の 大シュウマイ（冷凍）8個入り×1

⑬ Ａ．Ｒ．Ｔ.　ギフトチケット1,000円券 ¥1,000 1,000円券をご希望の金額（組み合わせ自由）にセットいたします
ギフトボックスにてご用意いたします

⑭ ホテルアークリッシュ豊橋エグゼクティブフロア宿泊券 ¥33,600
１泊2名1室朝食付（エグゼクティブフロア・部屋タイプおまかせ）
チケット有効期限：申込日より半年間
事前予約にて承ります

⑮ レストランKEI食事券（ランチ：KUMO） ¥5,800
1枚につき1名様
フレンチコース （オードブル・スープ・メイン料理・パン・デザート・コーヒー）
チケット有効期限：申込日より１年間

⑯ レストランKEI食事券（ランチ：SORA） ¥8,100
1枚につき1名様
フレンチコース （オードブル・スープ・メイン料理２品・パン・デザート・コーヒー）
チケット有効期限：申込日より１年間

⑰ レストランKEI食事券（ディナー：KESHIKI） ¥12,100
1枚につき1名様
フレンチコース （オードブル・スープ・メイン料理２品・パン・デザート・コーヒー）
チケット有効期限：申込日より１年間

⑱ レストランKEI食事券（ディナー：MIKAWA） ¥18,150
1枚につき1名様
フレンチコース （オードブル２品・スープ・メイン料理２品・パン・デザート・コーヒー）
チケット有効期限：申込日より１年間

Ａ お家であったか おうどんセット ¥2,000
丸文岩瀬商店 花かつお（100ｇ）×1
金トビ志賀 田舎うどん乾麺（330ｇ）×2
イチビキ 極醸しょうゆ（150ｍｌ）×1
骨付き炙りサーモン（40ｇ）×1

Ｂ プロモンテファーム トマトソース＆パスタセット ¥3,000
ポォ～マトソース（340g）×1
バジルソース（120ｇ）×1
ペンネリガーテ（500g）×1
バルべーラ エクストラバージンオリーブオイル（250g）×1

Ｃ 東三河お気に入りティータイムセット ¥4,000

鈴木製茶 新城紅茶ティーバッグ（3ｇ×12袋）×1
Specialty coffee 蒼 ブレンドコーヒー豆（200ｇ）×1
ごとう製茶 べにふうき粉末緑茶（0.4ｇ×25袋）×1
Jam＆Marmalade Nui チョコレートジャム（130ｇ）×1
kosaji はちみつ（100ｇ）×1

Ｄ ティータイムセットＤＸ～Ｈｉｇａｓｈｉｍｉｋａｗａ～ ¥5,000

アポロコーヒーワークス オリジナルブレンド粉（12ｇ×5袋）×1
ごとう製茶 豊橋紅茶ティーバッグ（3ｇ×10袋）×1
kosaji はちみつ（100ｇ）×1
テンタソビジンジャー ジンジャーシロップ（200ｍｌ）×1
十三代目がんこ農場 イモ・メル（45ｇ）×1

（税込）

*ご注文の際は裏面のお申込書にご記入ください（未記入がある場合はご用意できない場合がありますので、全ての項目をご記入ください）

*ARC RICHEギフトコレクションFood & Sweetsの商品⑦A.R.T.クッキー缶は限定数量での販売となります。ご注文時に販売終了となっていることもございますので予めご了承くださいませ

*のしが必要な場合のみ、のし欄をご記入ください（不要な場合は空欄でお願いいたします）

*郵送の場合、お届け先不在での再配達はお客様のご負担になります（賞味期限の短い商品はご注意ください）　

*お客様のご都合による返品、交換はご容赦ください　

*悪天候や仕入状況によって商品内容の一部が変更となる場合がございます。予めご了承ください。（商品の一部差し換えなどが発生する場合は予めご案内いたします）

ARC RICHE × emCAMPUS FOOD ギフトコレクション

ARC RICHE
ギフトコレクション
Food & Sweets

ARC RICHE
ギフトコレクション

Gift Ticket

 emCAMPUS FOOD
ギフトコレクション

宅配サービスをご希望のお客さまは、別途送料（税込・1セット毎）を頂戴しています　【北海道・九州・沖縄 1500円 / その他地域 1,100円 / クール便 +250円】



お申込日

①ご依頼主さま

日中の連絡先

都道
府県

ご注意

②お届け先さま

日中の連絡先

都道
府県

商品番号 商品名
金額

（単価）
数量

のし
（不要の場合空欄）

のし上  □お歳暮　□その他　（　　　　     　　     　） 　□無地 のし下

来館渡し

配送希望日 配送希望時間帯　 □なし　□午前（10-12時）　□昼間（12-15時）　□午後（15-18時）

手提げ袋
（不要の場合空欄）

ART手提げ袋（中）
330×300×100（ｍｍ）

220円（税込）
　　　　枚

無地手提げ袋
350×390×135（ｍｍ）

10円（税込）
　　　枚

ART手提げ袋（小）
※A.R.Tクッキー缶のみ

110円（税込）
　　　枚

備考

③お届け先さま

日中の連絡先

都道
府県

商品番号 商品名
金額

（単価）
数量

のし
（不要の場合空欄）

のし上  □お歳暮　□その他　（　　　　     　　     　） 　□無地 のし下

来館渡し

配送希望日 配送希望時間帯　 □なし　□午前（10-12時）　□昼間（12-15時）　□午後（15-18時）

手提げ袋
（不要の場合空欄）

ART手提げ袋（中）
330×300×100（ｍｍ）

220円（税込）
　　　　枚

無地手提げ袋
350×390×135（ｍｍ）

10円（税込）
　　　枚

ART手提げ袋（小）
※A.R.Tクッキー缶のみ

110円（税込）
　　　枚

備考

□現金 □クレジット 　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　）　　

□ご請求

送料 配送サービスをご希望のお客さまは、別途送料（税込・1商品毎）を頂戴しています　【北海道・九州・沖縄 1,500円 / その他地域 1,100円 / クール便 +250円】

<個人情報の取り扱いについて>

□名入れ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　)　 □不要

□名入れ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　)　 □不要

□あり（　　　　　　月　　　　　日　　　　時　）　※　※3Fブライダルサロンにお越しください
□なし ※なしの場合は下段配送希望日/時間帯をご記入くださ+C2い

□なし　　□あり（　　　　　　月　　　　　日　）　

□あり（　　　　　　月　　　　　日　　　　時　）　※　※3Fブライダルサロンにお越しください
□なし ※なしの場合は下段配送希望日/時間帯をご記入ください

お問い合わせ
ホテルアークリッシュ豊橋　宴会予約　/　豊橋市駅前大通1-55

Ｔｅｌ.0532-51-1120　（10：00-18：00）　/　Fax.0532-51-1121
営業担当者　　　

商品のお申込みの際にお客様よりいただきました個人情報につきましては、商品発送及び贈り主様への発送などの弊社の業務以外の目的で使用することはございません。
またその情報は一定期間厳重に保管・管理し、その後安全に破棄いたします。商品の梱包発送やデータ入力及びメーカー直送で業務委託を行う場合がございますが、
個人情報保護契約を締結した適切な業者に委託し、適切な管理を行ないます。第三者に情報を提供・譲渡する事はございません。
開示・訂正抹消をご希望の場合は（0532-51-1120　宴会予約）までご連絡をお願いいたします。

お渡し希望日
（お申込日より
14日目以降）

④お支払方法 領収証
□要（宛名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□不要
　ご請求先名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合計金額
（商品＋袋）

※配送の場合は別途送料
※商品・のしに関するご要望はこちらへご記入ください

□なし　　□あり（　　　　　　月　　　　　日　）　

お渡し希望日
（お申込日より
14日目以降）

※商品・のしに関するご要望はこちらへご記入ください

お名前

□ご依頼主さまと同じ
電話番号 　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

合計金額
（商品＋袋）

※配送の場合は別途送料

ご住所

□ご依頼主さまと同じ　　〒　　　　　　　-

　
※アパート・マンションの場合は部屋番号まで正確にご記入ください

お名前

□ご依頼主さまと同じ
電話番号 　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

ご住所

□ご依頼主さまと同じ　　〒　　　　　　　-

　
※アパート・マンションの場合は部屋番号まで正確にご記入ください

ご住所

〒　　　　　　　-

　
※アパート・マンションの場合は部屋番号まで正確にご記入ください

・未記入がある場合はご用意できない場合がありますので、全ての項目をご記入ください

お渡し希望日がある場合は、お申込日より14日目以降をご指定ください
・のしが必要な場合のみ、のし欄をご記入ください（不要な場合は空欄でお願いいたします）
・お届け先不在での再配達はお客様のご負担になります（賞味期限の短い商品はご注意ください）
・お客様のご都合による返品、交換はご容赦ください

お名前

電話番号 　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

ARC RICHE × emCAMPUS FOOD
ギフトコレクション《2022お歳暮》

※2022年12月20日まで有効

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日お申込書 



お申込日

①ご依頼主さま

日中の連絡先

都道
府県

ご注意

②お届け先さま

日中の連絡先

都道
府県

商品番号 商品名
金額

（単価）
数量

のし
（不要の場合空欄）

のし上  □お歳暮　□その他　（　　　　     　　     　） 　□無地 のし下

店頭渡し

配送希望日 配送希望時間帯　 □なし　□午前（10-12時）　□昼間（12-15時）　□午後（15-18時）

手提げ袋
（不要の場合空欄）

無地手提げ袋
350×390×135（ｍｍ）

10円（税込）
　　　　枚

ART手提げ袋（中）
330×300×100（ｍｍ）

220円（税込）
　　　枚

ART手提げ袋（小）
※A.R.Tクッキー缶のみ

110円（税込）
　　　枚

備考

③お届け先さま

日中の連絡先

都道
府県

商品番号 商品名
金額

（単価）
数量

のし
（不要の場合空欄）

のし上  □お歳暮　□その他　（　　　　     　　     　） 　□無地 のし下

店頭渡し

配送希望日 配送希望時間帯　 □なし　□午前（10-12時）　□昼間（12-15時）　□午後（15-18時）

手提げ袋
（不要の場合空欄）

無地手提げ袋
350×390×135（ｍｍ）

10円（税込）
　　　　枚

ART手提げ袋（中）
330×300×100（ｍｍ）

220円（税込）
　　　枚

ART手提げ袋（小）
※A.R.Tクッキー缶のみ

110円（税込）
　　　枚

備考

□現金 □クレジット 　　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　）　　

□ご請求

送料 宅配サービスをご希望のお客さまは、別途送料（税込・1商品毎）を頂戴しています　【北海道・九州・沖縄 1,500円 / その他地域 1,100円 / クール便 +250円】

<個人情報の取り扱いについて>

□名入れ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　)　 □不要

□名入れ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　)　 □不要

□なし　　□あり（　　　　　　月　　　　　日　）　

□あり（　　　　　　月　　　　　日　　　　時　）　※　１F emCAMPUS FOODにお越しください
□なし ※なしの場合は下段配送希望日/時間帯をご記入ください

□ご依頼主さまと同じ　　〒　　　　　　　-

　
※アパート・マンションの場合は部屋番号まで正確にご記入ください

※商品・のしに関するご要望はこちらへご記入ください

ARC RICHE × emCAMPUS FOOD
ギフトコレクション《2022お歳暮》

※2022年12月20日まで有効

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

お渡し希望日
（お申込日より
14日目以降）

合計金額
（商品＋袋）

※配送の場合は別途送料

　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

ご住所

〒　　　　　　　-

　
※アパート・マンションの場合は部屋番号まで正確にご記入ください

・未記入がある場合はご用意できない場合がありますので、全ての項目をご記入ください

お渡し希望日がある場合は、お申込日より14日目以降をご指定ください
・のしが必要な場合のみ、のし欄をご記入ください（不要な場合は空欄でお願いいたします）
・お届け先不在での再配達はお客様のご負担になります（賞味期限の短い商品はご注意ください）
・お客様のご都合による返品、交換はご容赦ください

お名前

電話番号 　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

ご住所

□ご依頼主さまと同じ　　〒　　　　　　　-

　
※アパート・マンションの場合は部屋番号まで正確にご記入ください

お名前

□ご依頼主さまと同じ
電話番号 　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

商品のお申込みの際にお客様よりいただきました個人情報につきましては、商品発送及び贈り主様への発送などの弊社の業務以外の目的で使用することはございません。
またその情報は一定期間厳重に保管・管理し、その後安全に破棄いたします。商品の梱包発送やデータ入力及びメーカー直送で業務委託を行う場合がございますが、
個人情報保護契約を締結した適切な業者に委託し、適切な管理を行ないます。第三者に情報を提供・譲渡する事はございません。
開示・訂正抹消をご希望の場合は（0532-26-5520　emCAMPUS FOOD ）までご連絡をお願いいたします。

合計金額
（商品＋袋）

※配送の場合は別途送料
※商品・のしに関するご要望はこちらへご記入ください

④お支払方法 領収証
□要（宛名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□不要
　ご請求先名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お問い合わせ
emCAMPUS FOOD   /  豊橋市駅前大通2-81　emCAMPUS EAST １F

Ｔｅｌ.0532-26-5520　（11：00-20：00）  /  Fax.0532-26-5548 営業担当者　　　

お渡し希望日
（お申込日より
14日目以降）

お名前

□ご依頼主さまと同じ
電話番号 　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

ご住所

□あり（　　　　　　月　　　　　日　　　　時　）　※　１F emCAMPUS FOODにお越しください
□なし ※なしの場合は下段配送希望日/時間帯をご記入ください

□なし　　□あり（　　　　　　月　　　　　日　）　

お申込書 
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