◆ご予算2,160円〜3,240円（税込）までの好適品◆

H3-32 ￥2,000（税込￥2,160）

京都 菊乃井 焼き菓子・紅茶詰合せ
●箱入/260×311×40mm
●内容/はんなりラング
（抹茶）
×3・はんなりラング
（蜂蜜）
×3・あわせクッキー×4・紅茶ティーバック2g×5
●ＭＳ-20 ●梱/16×1 ●71015【小麦・卵・乳】

H3-33 ￥2,000（税込￥2,160）

金澤兼六坂 ケーキギフト

●箱入/215×203×58mm ●内容/金箔ショコラ×1・能登大納言小豆×1
●KZC-20N ●梱/14×1 ●129626【小麦・卵・乳】

令和 3 年

H3-34 ￥2,000（税込￥2,160）

天然水おかきまろやかさん

●缶入/210×210×80mm ●内容/おかき個包装180g
●TM-20 ●梱/8×3 ●107710【小麦・えび】

H3-36 ￥2,000（税込￥2,160）

静岡銘茶詰合せ

●箱入/215×300×30mm ●内容/50g×16束

●箱入/144×200×75mm ●内容/やぶ北煎茶70g×2

H3-38 ￥2,500（税込￥2,700）

揖保乃糸 手延素麺 特級品
●箱入/214×220×27mm ●内容/揖保乃糸
●CZ20 ●梱/12×２ ●71428【小麦】

◆ご予算540円〜864円（税込）までの好適品◆

特級品 50g×12束

H3-37 ￥2,000（税込￥2,160）

手延べ三輪素麺

●X-20 ●梱/12×２ ●53024【小麦】

H3-35 ￥2,000（税込￥2,160）

H3-1 ￥500（税込￥540）

揖保乃糸 手延素麺 上級品
●箱入/200×75×23mm ●内容/揖保乃糸

●ST-20 ●梱/30×2 ●74110

束

H3-39 ￥3,000（税込￥3,240）

おいしさいろいろ

巨峰ゼリー＆熟果ゼリープレミアム

●箱入/293×320×75mm ●内容/粒焼きしょうゆ煎餅×8・紫いも煎餅×8・ざら
め煎餅×6・青のりしょうゆ煎餅×6・丸サラダ煎餅×4・海老しょうゆ煎餅×4
●RGA-25 ●梱/10×1 ●129614【小麦・えび】

●箱入/360×332×62mm ●内容/巨峰ゼリー52g×5・熟果ゼリー

ピーチ52g×5・
熟果ゼリー メロン52g×5・熟果ゼリー ストロベリー52g×5・熟果ゼリー オレンジ
52g×5 ●JP-30 ●梱/5×1 ●129625【乳】
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H3-40 ￥3,000（本体￥3,240）

手延べ三輪素麺

●木箱入/208×330×35mm ●内容/50g×18束
●X-30J ●梱/１0×2 ●53024【 小麦 】

H3-4 ￥500（税込￥550）

弱酸性 薬用ハンドソープセット
●箱入/55×135×165mm ●内容/弱酸性薬用ハンドソー

プ250ml×1・詰替用200ml×1
●梱/28×3 ●71731 ●日本製

●NO.763

●AZ5 ●梱/24×2 ●71428【小麦】

上級品 50g×4

H3-5 ￥700（税込￥756）

揖保乃糸 手延素麺 上級品
●箱入/215×115×25mm ●内容/揖保乃糸 上級品
50g×5束 ●AZ7 ●梱/24×2 ●71428【小麦】

H3-2 ￥500（税込￥540）

BOX熟果ゼリーアソート

●箱入/165×180×110mm ●内容/熟果ゼリーオレンジ

52g×2・熟果ゼリーストロベリー52g×1・熟果ゼリーグレー
プ52g×1・熟果ゼリーメロン52g×1・熟果ゼリーピーチ
52g×1 ●JK-6 ●梱/20×1 ●129619【乳】

H3-6 ￥800（税込￥864）

H3-3 ￥500（税込￥540）

おいしさいろいろ

●箱入/220×140×50mm ●内容/サラダ煎餅×4・ざらめ

煎餅×4

●RGA-5 ●梱/30×1 ●129619【小麦】

H3-7 ￥700（税込￥770）

亀田製菓 亀田のバラエティおせんべい箱

プレミアムバスギフト

●箱入/225×195×150mm ●内容/ソフトサラダ・ぽたぽ

●箱入/60×65×130mm ●内容/ビオレuボディウォッシュミ
ニボトル×1・バブ(ゆず)×1・バブ(森)×1・薬用石けん100g×1
●NO.283 ●梱/48×1 ●71731

た焼・鬼太鼓・まがりせんべい・手塩屋・揚一番
●梱/6×5 ●40226【小麦・卵】

計208g

◆ご予算1,100円（税込）までの好適品◆

H3-8 ￥1,000（税込￥1,080）

H3-9 ￥1,000（税込￥1,080）

◆ご予算1,650円（税込）までの好適品◆

H3-10 ￥1,000（税込￥1,080）

H3-20 ￥1,500（税込￥1,620）

H3-21 ￥1,500（税込￥1,620）

サマーギフトゼリー

9個サマーセット

Senjudoゴーフレット＋Pie

サマーギフトゼリー

12個サマーセット

●箱入/165×297×60mm ●内容/葡萄ゼリー52g×2・桃ゼリー52g×2・マン
ゴープリン52g×2・みかんゼリー52g×2
●TKK-10R ●梱/12×1 ●129625【乳】

●箱入/270×270×35mm ●内容/熟果ゼリーグレープ52g×3・熟果ゼリーピ
ーチ52g×3・水羊羹 練り60g×3
●FZ-10 ●梱/12×1 ●129625【乳】

●箱入/185×255×40mm ●内容/チョコゴーフレット×2・バニラゴーフレット×
3・アーモンドパイ×2・ショコラスティックパイ×2
●WS-10F ●梱/48×2 ●74510【小麦・卵・乳】

●箱入/320×270×35mm ●内容/葡萄ゼリー52g×4・桃ゼリー52g×4・マン
ゴープリン52g×2・みかんゼリー52g×2
●TKK-15R ●梱/12×1 ●129625【乳】

●箱入/320×270×35mm ●内容/熟果ゼリーストロベリー52g×4・熟果ゼリーグ
レープ52g×4・水羊羹 小倉60g×2・水羊羹 練り60g×2
●FZ-15 ●梱/12×1 ●129625【乳】

H3-11 ￥1,000（税込￥1,080）

H3-12 ￥1,000（税込￥1,080）

銀座鹿乃子 ふわっと焼まん詰合せ

どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ

●箱入/210×195×55mm

●箱入/147×194×38mm ●内容/バニラヴァッフェル×1・どら焼き(粒あん)×2・ど

(5g×4)×1

●内容/銀座鹿乃子ふわっと焼まん×2・梅こんぶ茶

●KAW-AO ●梱/30×3 ●113510【小麦・卵・乳】

ら焼き(八女抹茶あん)×2

●DY-10CS ●梱/36×2 ●74510【小麦・卵・乳】

H3-13 ￥1,000（税込￥1,080）

兼六の華

●箱入/250×250×45mm ●内容/黒糖ごまざらめ煎餅×6・えびまめ花煎餅×4・
つぶやきサラダ煎餅×4・黒ごま入り玄米煎餅×3・紫いも煎餅×3
●KRH-10R ●梱/15×1 ●129625【小麦・えび】

H3-23 ￥1,500（税込￥1,620）

H3-24 ￥1,500（税込￥1,620）

H3-22 ￥1,500（税込￥1,620）
京都 菊乃井 焼き菓子・紅茶詰合せ
●箱入/192×311×40mm
●内容/はんなりラング
（抹茶）
×2・はんなりラング
（蜂蜜）
×2・あわせクッキー×4・紅茶ティーバック2g×4
●ＭＳ-15 ●梱/20×1 ●71015【小麦・卵・乳】

H3-25 ￥1,500（税込￥1,620）

おいしさいろいろ

天然水おかきまろやかさん

かりんとうギフト

●箱入/220×290×75mm

●缶入/210×210×50mm ●内容/おかき個包装100g

●箱入/210×230×65mm ●内容/黒かりんとう50g×1・きなこかりんとう50g×1・

●内容/サラダ煎餅×6・青のりしょうゆ煎餅×6・海老サ

ラダ煎餅×4・海老しょうゆ煎餅×4

●RGA-15 ●梱/14×1 ●129618【小麦・えび】

●TM-15 ●梱/12×3 ●107710【小麦・えび】

珈琲かりんとう50g×1

●MKT-15R ●梱/24×1 ●129610【小麦】

揖保乃糸 手延素麺 特級品

揖保乃糸 手延素麺 上級品

北海道産小麦使用 極寒三輪手延素麺

揖保乃糸 手延素麺 特級品

揖保乃糸 手延素麺 上級品

H3-28 ￥1,500（税込￥1,620）
手延べ三輪素麺

●箱入/215×115×25mm ●内容/揖保乃糸

●箱入/214×140×27mm ●内容/揖保乃糸

●箱入/215×175×30mm ●内容/そうめん50g×8

●箱入/214×140×27mm ●内容/揖保乃糸

●箱入/214×220×27mm ●内容/揖保乃糸

●箱入/215×240×30mm ●内容/50g×12束

H3-14 ￥1,000（税込￥1,080）

●CZ10 ●梱/24×2 ●71428【小麦】

特級品 50g×6束

H3-17 ￥1,000（税込￥1,080）

白子のり 味のり詰合せ

●箱入/155×233×45mm ●内容/味のり6袋詰(8切5枚)
●MB-101N ●梱/20×5 ●428629【小麦・えび】

H3-15 ￥1,000（税込￥1,080）

●AZ10 ●梱/18×2 ●71428【小麦】

上級品 50g×7束

H3-18 ￥1,000（税込￥1,080）

H3-16 ￥1,000（税込￥1,080）

●TKC-10 ●梱/24×2 ●53028【小麦】

H3-19 ￥1,000（税込￥1,100）

H3-26 ￥1,500（税込￥1,620）

●CZ15 ●梱/18×2 ●71428【小麦】

特級品 50g×8束

H3-29 ￥1,500（税込￥1,620）

H3-27 ￥1,500（税込￥1,620）

●AZ15 ●梱/12×2 ●71428【小麦】

上級品 50g×12束

H3-30 ￥1,500（税込￥1,620）

●X-15 ●梱/18×2 ●53024【小麦】

H3-31 ￥1,500（税込￥1,650）

味の素 バラエティ調味料ギフト

四季折々 薬用入浴剤セット

やま磯 味のり卓上バラエティセット

フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

クリアランドリーパワーギフト

●箱入/225×197×61mm

●箱入/200×190×35mm

●箱入/140×255×73mmm

●箱入/180×240×35mm ●内容/長ねぎのおみそ汁7.8g×1・ほうれん草のお

●箱入/100×130×235mm ●内容/トップクリアリキッド450g×1・薬用ハンド
ソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●CPG-15 ●梱/15×3 ●71710 ●日本製

●内容/ほんだし48g×1・瀬戸のほんじお焼き塩

80g×1・さらさらキャノーラ油健康プラス350g×1
●LAK-10N ●梱/12×10 ●428230【乳】
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●内容/バブ(ゆず)×1・バブ(森)×1・薬用入浴剤(ゆ

ず)(25g×2袋)×1・薬用入浴剤(よもぎ)(25g×2袋)×1
●SB-10N ●梱/48×1 ●71710 ●日本製

●内容/味付のり(8切32枚)×1・
しそ風味のり(8

切32枚)×1・のり茶漬け(5.5g×3袋)×1
●SVG-15R ●梱/20×3 ●428410【小麦・卵・えび】

みそ汁6.2g×1・豚汁9.8g×1・たまごスープ6.4g×3
●HDN-15 ●梱/36×2 ●74510【小麦・卵】
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