
お土産に 贈り物に

KKR HOTEL HAKATA
上記商品詳細や 
そのほかの商品は
QRコードでアクセス！

ご予約
問合せ ��� ������������ ( 代表 )

冷凍クール送料込

※写真はすべてイメージです　※事前告知なくセット内容を変更する場合がございます
※商品により発送元が異なります　個別配送となるため商品到着まで 10 日前後要する場合がございます（一括配送は承れません）
※写真はすべてイメージです　※事前告知なくセット内容を変更する場合がございます
※商品により発送元が異なります　個別配送となるため商品到着まで 10 日前後要する場合がございます（一括配送は承れません）
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話題
SNSで

限定

限定

辛子明太子珍味詰合せ 「糸島食堂」海鮮丼詰合せ

福岡土産の大定番 !! ４種の珍味と
博多の味をお楽しみください

いま福岡で話題の「糸島食堂」の
ダイナミック海鮮丼が
ご自宅でお楽しみいただけます

無着色辛子明太子 200g
いか明太 90g / 数の子明太 90g
貝柱粕漬 90g / たこわさび 90g

サーモン丼 2食
クロマグロ丼 2食
海鮮丼 2食 

KKRホテル博多逸品セット 薄造り＆鍋 ふぐ堪能セット大人気！博多もつ鍋セット

かしわ飯の素 / 手羽先明太
いわし明太 / 博多長浜ラーメン

とらふぐ刺し 160g / あら / 皮 / 身皮
だし昆布 / ホテル特製ポン酢 / 一夜干し

スープ / 牛小腸 200g / 鶏はらみ 100g
つくね 200g / ちゃんぽん麺 / 薬味

産地直送とれたて鮮魚セット

とれたて新鮮 !! 季節の魚介の詰合せ !!
※下処理はしておりませんのでご注意ください
※鮮度維持のため九州内のみの発送となります

厳選旬魚の一夜干しセット

その時期旬の魚を料理長が厳選し
4～ 5種類詰合せた「季節を楽しむ」セットです

こだわり味付け！絶品漬魚セット

鯵、鰆といった旬魚を、みりん干しや
粕漬けでお届けします。酒の肴にも。

佐賀牛　  サーロインステーキ

ステーキの王様サーロインステーキ！
ご自宅での少し贅沢な時間にどうぞ

200g

九州味巡りラーメンセット

ご自宅で九州旅しませんか？九州 7県の
ご当地ラーメンを２食ずつセットにしました

藤田チェリー豆総本店
　　 ホテルオリジナルセット

ここでしか買えない !! チェリー豆･うに豆や
かす巻･長崎カステラなどの詰合せです

A5

14食

21A-chinmi55 21A-ito110

21A-ippin50 han-fugu17621A-motsu65

21A-sen110 21A-s-sta65

21A-ichi60

こちらの商品のお問合せは
販売課 (092-521-1433) まで



個人情報取り扱い
について

TEL
9:00-18:00   問合せ･ご注文受付

通信欄

ご記入いただいた個人情報は ご予約の管理を行うに当たって使用するものであり それ以外の目的で使用することはございません　詳しい個人情報の取り扱いについては 当ホテル公式HP「個人情報保護方針」をご覧ください

092-521-1361KKR HOTEL HAKATA
810-0022 福岡市中央区薬院 4-21-1

お振込み先 ◎みずほ銀行
◎福岡銀行

福岡支店　普通預金　口座番号
薬院支店　普通預金　口座番号

1296002
1041585

口座名義 国家公務員共済組合連合会
福岡共済会館 (ｺｸｷｮｳﾚﾝ）

※お振込み手数料は お客様ご負担をお願い致します
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お申し込みより 10 日後以降をご指定ください
ご指定なしであれば最短発送いたします
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り
主
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申込日 年　　　　　月　　　　　日  （ 　　　　　）
※ボールペン、 サインペン等で、 楷書で丁寧にご記入ください
※読み取りが難しい場合 ご注文を正しく承れない場合がございます

FAXお申込み専用

������������
24 時間ご利用いただけます

博多。 よかとこ。 よかグルメ。

～ 2021 秋味セレクション ～専用注文書
◆送り主様のご自宅のほか、 ご指定のお届け先への配達も承ります
◆ご注文は、 FAX もしくはお電話 （092-521-1361 〈9:00-18:00〉） にて承ります
◆お支払いは、 お振込みならびに現金書留 （全額共通利用券の場合簡易書留 可）

ご案内


