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+Plus

【すずらん+Plus】

★マークが付いている商品は、軽減税率適用対象商品です。

今治ブランドタオル&薬用ハンドソープセット
●サイズ／ウォッシュタオル：約340×350mm
　　　　 フェイスタオル：約340×750mm
●材  質／綿100％

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
今治ブランドタオル＆薬用ハンドソープセット
●箱入／225×215×55mm
●内容／ウォッシュタオル×1・薬用ハンドソープ250ml×1
●THS-15　●梱／28×2 

22AM27-1 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
今治ブランドタオル＆薬用ハンドソープセット
●箱入／225×215×55mm
●内容／フェイスタオル×1・薬用ハンドソープ250ml×1
●THS-20　●梱／24×1 

22AM27-2 717

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
今治ブランドタオル＆薬用ハンドソープセット
●箱入／225×335×55mm　●内容／フェイスタオル×1・ウォッ
シュタオル×1・薬用ハンドソープ250ml×1
●THS-25　●梱／21×1 

22AM27-3 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
今治ブランドタオル＆薬用ハンドソープセット
●箱入／435×335×55mm　内容／フェイスタオル×2・ウォッ
シュタオル×2・薬用ハンドソープ250ml×2
●THS-50　●梱／9×2 

22AM27-6 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
今治ブランドタオル＆薬用ハンドソープセット
●箱入／225×335×55mm
●内容／フェイスタオル×2・薬用ハンドソープ250ml×1
●THS-30　●梱／21×1 

22AM27-4 717

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
今治ブランドタオル＆薬用ハンドソープセット
●箱入／225×415×55mm
●内容／フェイスタオル×2・薬用ハンドソープ250ml×2
●THS-40　●梱／12×1 

22AM27-5 717

認定番号：第2019-1235号
認定番号：第2020-566号

ふんわりやさしい肌触りで吸水性に優れた今治タオルと、薬用ハンドソープとのセットです。

【すずらん+Plus】
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¥1,620 （税抜¥1,500）
Senjudoスイーツセット
●箱入／190×270×50mm
●内容／チーズケーキ×1・ソフトチョコケーキ×1・
チョコチップクッキー×1・チェスクッキー×3
●SS-15F　●梱／24×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-1 745

¥2,160 （税抜¥2,000）
Senjudoスイーツセット
●箱入／190×345×50mm
●内容／チーズケーキ×1・ソフトチョコケーキ×2・
チョコチップクッキー×2・チェスクッキー×6
●SS-20F　●梱／20×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-2 745

¥2,700 （税抜¥2,500）
Senjudoスイーツセット
●箱入／190×345×50mm
●内容／チーズケーキ×1・ソフトチョコケーキ×4・
チョコチップクッキー×4・チェスクッキー×6
●SS-25F　●梱／16×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-3 745

¥3,240 （税抜¥3,000）
Senjudoスイーツセット
●箱入／290×345×50mm
●内容／チーズケーキ×2・ソフトチョコケーキ×2・
チョコチップクッキー×2・チェスクッキー×6
●SS-30F　●梱／12×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-4 745

¥1,080 （税抜¥1,000）
Senjudoゴーフレット+Pie
●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　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-5 745

¥1,620 （税抜¥1,500）
Senjudoゴーフレット+Pie
●箱入／185×375×40mm
●内容／チョコゴーフレット×5・バニラゴーフレット×
5・アーモンドパイ×2・ショコラスティックパイ×2
●WS-15F　●梱／32×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-6 745

¥2,160 （税抜¥2,000）
Senjudoゴーフレット+Pie
●箱入／275×255×40mm
●内容／チョコゴーフレット×5・バニラゴーフレット×
5・アーモンドパイ×4・ショコラスティックパイ×4
●WS-20F　●梱／24×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-7 745

¥2,700 （税抜¥2,500）
Senjudoゴーフレット+Pie
●箱入／275×375×40mm
●内容／チョコゴーフレット×5・バニラゴーフレット×
10・アーモンドパイ×4・ショコラスティックパイ×4
●WS-25F　●梱／16×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-8 745

¥3,240 （税抜¥3,000）
Senjudoゴーフレット+Pie
●箱入／275×375×40mm
●内容／チョコゴーフレット×5・バニラゴーフレット×10・アーモンド
パイ×4・ショコラスティックパイ×8
●WS-30F　●梱／16×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-9 745

¥4,320 （税抜¥4,000）
Senjudoゴーフレット+Pie
●箱入／280×260×80mm
●内容／チョコゴーフレット×10・バニラゴーフレット×10・アーモンド
パイ×8・ショコラスティックパイ×8
●WS-40F　●梱／12×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-10 745

¥5,400 （税抜¥5,000）
Senjudoゴーフレット+Pie
●箱入／280×380×80mm
●内容／チョコゴーフレット×10・バニラゴーフレット×20・アーモンド
パイ×8・ショコラスティックパイ×8
●WS-50F　●梱／8×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-11 745

¥2,160（税抜¥2,000）
ドトールコーヒー＆スイーツバラエティ
●箱入／210×310×55mm
●内容／ミルクバウムクーヘン×1・ドトールドリップコーヒー×4・ス
ティックシュガー×5
●FADH-BJR　●梱／24×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-8 1187

¥2,700（税抜¥2,500）
ドトールコーヒー＆スイーツバラエティ
●箱入／210×365×65mm　●内容／ミルクバウムクーヘン×1・ドトー
ルドリップコーヒー×4・ミニバウムクーヘン（北海道生クリーム）×1・ミニバ
ウムクーヘン（ベルギーショコラ）×1・ミニバウムクーヘン（宇治抹茶）×1・ス
ティックシュガー×5　●FADH-BER　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-9 1187

¥3,240（税抜¥3,000）
ドトールコーヒー＆スイーツバラエティ
●箱入／210×365×65mm
●内容／ミルクバウムクーヘン×1・宇治抹茶バウムクーヘン×1・ド
トールドリップコーヒー×4・ミニバウムクーヘン（北海道生クリーム）
×1・ミニバウムクーヘン（ベルギーショコラ）×1・ミニバウムクーヘン
（宇治抹茶）×1
●FADH-CJ　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-10 1187

¥4,320（税抜¥4,000）
ドトールコーヒー＆スイーツバラエティ
●箱入／210×465×65mm
●内容／ミルクバウムクーヘン×1・宇治抹茶バウムクーヘン×1・ド
トールドリップコーヒー×8・ミニバウムクーヘン（北海道生クリーム）
×1・ミニバウムクーヘン（ベルギーショコラ）×1・ミニバウムクーヘン
（宇治抹茶）×1
●FADH-DJ　●梱／16×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-11 1187

¥5,400（税抜¥5,000）
ドトールコーヒー＆スイーツバラエティ
●箱入／310×470×65mm
●内容／ミルクバウムクーヘン×1・宇治抹茶バウムクーヘン×1・ド
トールドリップコーヒー×10・ミニバウムクーヘン（北海道生クリー
ム）×2・ミニバウムクーヘン（ベルギーショコラ）×1・ミニバウムクー
ヘン（宇治抹茶）×1・ドライワッフル（メープル6枚入）×1
●FADH-EJ　●梱／12×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-12 1187

¥2,700（税抜¥2,500）
セレブコレクション 2層バームクーヘン＆コーヒーセット
●箱入／222×350×75mm　●内容／2層バウムクーヘン（キャ
ラメル＆ミルク）×2・2層バウムクーヘン（抹茶＆ミルク）×2・2層バウ
ムクーヘン（ストロベリー＆ミルク）×1・ドリップコーヒー×8
●BAC-25A　●梱／10×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-14 736

¥2,160（税抜¥2,000）
セレブコレクション 2層バームクーヘン＆コーヒーセット
●箱入／222×240×75mm　●内容／2層バウムクーヘン（キャ
ラメル＆ミルク）×2・2層バウムクーヘン（抹茶＆ミルク）×2・2層バウ
ムクーヘン（ストロベリー＆ミルク）×1・ドリップコーヒー×4
●BAC-20A　●梱／10×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-13 736

¥3,240（税抜¥3,000）
セレブコレクション 2層バームクーヘン＆コーヒーセット
●箱入／222×350×75mm　●内容／2層バウムクーヘン（キャ
ラメル＆ミルク）×4・2層バウムクーヘン（抹茶＆ミルク）×4・2層バウ
ムクーヘン（ストロベリー＆ミルク）×2・ドリップコーヒー×4
●BAC-30A　●梱／10×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-15 736

¥1,080（税抜¥1,000）
カフェセレクション
●箱入／220×228×25mm　●内容／キーコーヒー
ドリップ（リッチブレンド1杯分×2・モカブレンド1杯分×
2）×1・キーコーヒースティック（カフェオレ7g・カフェモ
カ7.8g）×1・キーコーヒーインスタントコーヒー
2g×2・キーコーヒークリーミーパウダー2.5g×2
●YE-10　●梱／48×2　【乳】　★

22AM1-1 745

¥1,620（税抜¥1,500）
カフェセレクション
●箱入／220×328×35mm　●内容／キーコーヒー
ドリップ（リッチブレンド1杯分×4・モカブレンド1杯分×
2）×1・キーコーヒースティック（カフェオレ7g×2・カ
フェモカ7.8g×2）×1・キーコーヒーインスタントコー
ヒー2g×3・キーコーヒークリーミーパウダー2.5g×3
●YE-15　●梱／32×2　【乳】　★

22AM1-2 745

¥2,160（税抜¥2,000）
カフェセレクション
●箱入／220×328×35mm　●内容／キーコーヒー
ドリップ（リッチブレンド1杯分×6・モカブレンド1杯分×
3）×1・キーコーヒースティック（カフェオレ7g×3・カ
フェモカ7.8g×3）×1・キーコーヒーインスタントコー
ヒー2g×3・キーコーヒークリーミーパウダー2.5g×3
●YE-20　●梱／32×1　【乳】　★

22AM1-3 745

¥2,700（税抜¥2,500）
カフェセレクション
●箱入／220×408×35mm　●内容／キーコーヒー
ドリップ（リッチブレンド1杯分×6・モカブレンド1杯分×
3）×1・キーコーヒースティック（カフェオレ7g×5・カ
フェモカ7.8g×5）×1・キーコーヒーインスタントコー
ヒー2g×4・キーコーヒークリーミーパウダー2.5g×4
●YE-25　●梱／20×2　【乳】　★

22AM1-4 745

¥3,240（税抜¥3,000）
カフェセレクション
●箱入／220×328×75mm　●内容／キーコーヒー
ドリップ（リッチブレンド1杯分×8・モカブレンド1杯分×
4）×1・キーコーヒースティック（カフェオレ7g×4・カ
フェモカ7.8g×4）×1・キーコーヒーインスタントコー
ヒー2g×6・キーコーヒークリーミーパウダー2.5g×6
●YE-30　●梱／16×2　【乳】　★

22AM1-5 745

¥4,320（税抜¥4,000）
カフェセレクション
●箱入／220×328×75mm　●内容／キーコーヒー
ドリップ（リッチブレンド1杯分×12・モカブレンド1杯分
×6）×1・キーコーヒースティック（カフェオレ7g×6・カ
フェモカ7.8g×6）×1・キーコーヒーインスタントコー
ヒー2g×6・キーコーヒークリーミーパウダー2.5g×6
●YE-40　●梱／16×1　【乳】　★

22AM1-6 745

¥5,400（税抜¥5,000）
カフェセレクション
●箱入／220×408×75mm　●内容／キーコーヒー
ドリップ（リッチブレンド1杯分×12・モカブレンド1杯分
×6）×1・キーコーヒースティック（カフェオレ7g×10・カ
フェモカ7.8g×10）×1・キーコーヒーインスタントコー
ヒー2g×8・キーコーヒークリーミーパウダー2.5g×8
●YE-50　●梱／10×2　【乳】　★

22AM1-7 745

¥1,620（税抜¥1,500）
あまおう苺バウムクーヘン＆プチフィナンシェ ギフトボックス
●箱入／202×190×50mm　●内容／あまおう苺バウムクーヘン×
1・プチフィナンシェ6個入（あまおう苺・プレーン）×1・焼きほろろクッ
キー（イチゴ）×2　●FAO-15　●梱／42×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-16 745

¥2,160（税抜¥2,000）
あまおう苺バウムクーヘン＆プチフィナンシェ ギフトボックス
●箱入／202×276×50mm　●内容／あまおう苺バウムクーヘン×
3・プチフィナンシェ6個入（あまおう苺・プレーン）×1・焼きほろろクッ
キー（イチゴ）×2　●FAO-20　●梱／28×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-17 745

¥2,700（税抜¥2,500）
あまおう苺バウムクーヘン＆プチフィナンシェ ギフトボックス
●箱入／190×308×57mm　●内容／あまおう苺バウムクーヘン×
3・プチフィナンシェ6個入（あまおう苺×2・プレーン）×1・焼きほろろクッ
キー（イチゴ）×3　●FAO-25　●梱／24×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-18 745

¥3,240（税抜¥3,000）
あまおう苺バウムクーヘン＆プチフィナンシェ ギフトボックス
●箱入／197×400×57mm　●内容／あまおう苺バウムクーヘン×
3・プチフィナンシェ6個入（あまおう苺×2・プレーン×2）×1・焼きほろろ
クッキー（イチゴ）×4　●FAO-30　●梱／18×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-19 745

¥4,320（税抜¥4,000）
あまおう苺バウムクーヘン＆プチフィナンシェ ギフトボックス
●箱入／205×280×105mm　●内容／あまおう苺バウムクーヘン×
6・プチフィナンシェ6個入（あまおう苺×2・プレーン×2）×1・焼きほろろ
クッキー（イチゴ）×4　●FAO-40　●梱／14×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-20 745

¥5,400（税抜¥5,000）
あまおう苺バウムクーヘン＆プチフィナンシェ ギフトボックス
●箱入／195×313×120mm　●内容／あまおう苺バウムクーヘン×
6・プチフィナンシェ6個入（あまおう苺×4・プレーン×2）×1・焼きほろろ
クッキー（イチゴ）×6　●FAO-50　●梱／12×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM1-21 745

¥1,080（税抜¥1,000）
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
●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・どら焼き（八女抹茶あん）×2
●DY-10CS　●梱／36×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-12 745

¥1,620（税抜¥1,500）
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
●箱入／210×200×40mm
●内容／バニラヴァッフェル×2・どら焼き(粒あ
ん）×2・どら焼き（八女抹茶あん）×3
●DY-15CS　●梱／28×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-13 745

¥2,160（税抜¥2,000）
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
●箱入／210×290×45mm
●内容／バニラヴァッフェル×2・どら焼き(粒あ
ん）×4・どら焼き（八女抹茶あん）×4
●DY-20CS　●梱／24×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-14 745

¥2,700（税抜¥2,500）
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
●箱入／210×290×45mm
●内容／バニラヴァッフェル×3・どら焼き(粒あ
ん）×5・どら焼き（八女抹茶あん）×5
●DY-25CS　●梱／24×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-15 745

¥3,240（税抜¥3,000）
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
●箱入／260×290×45mm
●内容／バニラヴァッフェル×4・どら焼き(粒あ
ん）×6・どら焼き（八女抹茶あん）×6
●DY-30CS　●梱／14×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM2-16 745

¥2,160（税抜¥2,000）
文明堂 文明堂羊羹・銘茶詰合せ
●箱入／250×195×50mm
●内容／文明堂羊羹2個（小倉・抹茶）×1・深蒸し煎茶60g×2
●BGM-20　●梱／30×1　★

22AM2-22 1299

¥3,240（税抜¥3,000）
文明堂 文明堂羊羹・銘茶詰合せ
●箱入／250×195×50mm　●内容／文明堂羊羹4個（小倉×2・
抹茶×2）×1・玉露40g×1・上煎茶60g×1
●BGS-30　●梱／30×1　★

22AM2-24 1299

¥2,700（税抜¥2,500）
文明堂 文明堂羊羹・銘茶詰合せ
●箱入／250×195×50mm　●内容／文明堂羊羹3個（小倉×2・
抹茶×1）×1・玉露40g×1・深蒸し煎茶60g×1
●BGS-25　●梱／30×1　★

22AM2-23 1299

個包装個包装個包装個包装個包装

¥1,620 （税抜¥1,500）
天然水おかきまろやかさん
●缶入／210×210×50mm
●内容／おかき個包装１００ｇ
●TM-15　●梱／12×3　【小麦・えび】　★

22AM2-17 1077

¥2,160 （税抜¥2,000）
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　【小麦・えび】　★

22AM2-18 1077

¥2,700 （税抜¥2,500）
天然水おかきまろやかさん
●缶入／210×210×100mm
●内容／おかき個包装２６０ｇ
●TM-25　●梱／6×3　【小麦・えび】　★

22AM2-19 1077

¥3,240 （税抜¥3,000）
天然水おかきまろやかさん
●缶入／210×210×130mm
●内容／おかき個包装３４０ｇ
●TM-30　●梱／4×3　【小麦・えび】　★

22AM2-20 1077

¥5,400 （税抜¥5,000）
天然水おかきまろやかさん
●缶入／240×240×130mm
●内容／おかき個包装５１０ｇ
●TM-50　●梱／4×3　【小麦・えび】　★

22AM2-21 1077
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¥1,620 （税抜¥1,500）
フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
●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　
【小麦・卵】　★

22AM3-14 745

¥2,700 （税抜¥2,500）
フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
●箱入／185×345×35mm　●内容／長ねぎのおみそ汁7.8ｇ×2・
ほうれん草のおみそ汁6.2ｇ×2・豚汁9.8ｇ×2・たまごスープ6.4ｇ×4
●HDN-25　●梱／30×1　【小麦・卵】　★

22AM3-16 745

¥3,240 （税抜¥3,000）
フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
●箱入／245×263×35mm　●内容／長ねぎのおみそ汁7.8ｇ×3・
ほうれん草のおみそ汁6.2ｇ×3・豚汁9.8ｇ×3・たまごスープ6.4ｇ×3
●HDN-30　●梱／30×1　【小麦・卵】　★

22AM3-17 745

¥5,400 （税抜¥5,000）
フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
●箱入／330×345×45mm　●内容／長ねぎのおみそ汁7.8ｇ×5・
ほうれん草のおみそ汁6.2ｇ×5・豚汁9.8ｇ×5・たまごスープ6.4ｇ×5
●HDN-50　●梱／12×2　【小麦・卵】　★

22AM3-18 745

¥2,160 （税抜¥2,000）

●箱入／185×345×35mm　●内容／長ねぎのおみそ汁7.8ｇ×2・
ほうれん草のおみそ汁6.2ｇ×2・豚汁9.8ｇ×2・たまごスープ6.4ｇ×2
●HDN-20　●梱／30×2　
【小麦・卵】　★

22AM3-15 745

フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ

¥1,620 （税抜¥1,500）
馳走饂飩 讃美
●箱入／305×190×45mm
●内容／讃岐うどん300ｇ×1・粉末うどんだし（8.5ｇ×4）×1・
鰹削り節（砕片）（2ｇ×4）×1
●SB-15-19　●梱／20×1　【小麦】　★

22AM3-19 1306

¥2,160 （税抜¥2,000）
馳走饂飩 讃美
●箱入／305×190×45mm
●内容／讃岐うどん300ｇ×2・粉末うどんだし（8.5ｇ×4）×1・鰹
削り節（砕片）（2ｇ×4）×1
●SB-20-19　●梱／20×1　【小麦】　★

22AM3-20 1306

¥2,700 （税抜¥2,500）
馳走饂飩 讃美
●箱入／275×255×65mm
●内容／讃岐うどん300ｇ×2・粉末うどんだし（8.5ｇ×4）×1・鰹削
り節（砕片）（2ｇ×4）×1・キッコーマン新鮮搾りたて生醤油200ｍｌ×1
●SB-25-19　●梱／16×1　【小麦】　★

22AM3-21 1306

厳選された小麦粉、清涼な水、良質な塩で作られた本場讃岐のうどんです。もちっとしていながら、コシのしっかりとした弾力ある食感をお楽しみください。

¥2,160（税抜¥2,000）
BUONO TAVOLA  
レストランビーフカレー＆味わいパスタソースセット
●箱入／170×402×40mm
●内容／レストランビーフカレー200g×2・パスタソー
ス（ナポリタン）250g×1
●BCF-BJ　●梱／20×1　【小麦】　★

22AM3-1 1187

¥2,700（税抜¥2,500）
BUONO TAVOLA  
レストランビーフカレー＆味わいパスタソースセット
●箱入／170×533×40mm
●内容／レストランビーフカレー200g×2・パスタソー
ス（ナポリタン）250g×1・パスタソース（カルボナー
ラ）250g×1
●BCF-BE　●梱／12×1　【小麦・乳】　★

22AM3-2 1187

¥3,240（税抜¥3,000）
BUONO TAVOLA  
レストランビーフカレー＆味わいパスタソースセット
●箱入／300×402×40mm
●内容／レストランビーフカレー200g×3・パスタソー
ス（ナポリタン）250g×1・パスタソース（カルボナー
ラ）250g×1・コンキリエ70g×1
●BCF-CJ　●梱／10×1　【小麦・乳】　★

22AM3-3 1187

¥5,400（税抜¥5,000）
BUONO TAVOLA  
レストランビーフカレー＆味わいパスタソースセット
●箱入／345×543×40mm　●内容／レストランビー
フカレー200g×2・スパイシービーフカレー180g×4・
パスタソース（ナポリタン）250g×1・パスタソース（カ
ルボナーラ）250g×1
●BCF-EJ　●梱／7×1　【小麦・乳】　★

22AM3-4 1187

¥1,836（税抜¥1,700）
大豆ミート キーマカレー＆淡路島玉ねぎスープセット
●箱入／180×235×25mm
●内容／大豆ミートカレー170g×2・スープ×2
●DM-17　●梱／60×1　【乳・小麦】　★

22AM3-5 483

¥2,484（税抜¥2,300）
大豆ミート キーマカレー＆淡路島玉ねぎスープセット
●箱入／180×315×25mm
●内容／大豆ミートカレー170g×3・スープ×2
●DM-23　●梱／40×1　【乳・小麦】　★

22AM3-6 483

¥3,132（税抜¥2,900）
大豆ミート キーマカレー＆淡路島玉ねぎスープセット
●箱入／180×405×25mm
●内容／大豆ミートカレー170g×4・スープ×2
●DM-29　●梱／30×1　【乳・小麦】　★

22AM3-7 483

¥3,780（税抜¥3,500）
大豆ミート キーマカレー＆淡路島玉ねぎスープセット
●箱入／180×405×25mm
●内容／大豆ミートカレー170g×5・スープ×2
●DM-35　●梱／24×1　【乳・小麦】　★

22AM3-8 483

¥1,080（税抜¥1,000）
三河の佃煮＆永谷園お吸い物セット
●箱入／160×145×15mm
●内容／こくまるあさり40g×1・お吸い物×2
●MTD-10　●梱／100×1　【小麦・乳】　★

22AM3-9 483

¥1,080（税抜¥1,000）
三河の佃煮＆永谷園お吸い物セット
●箱入／160×145×15mm
●内容／ささめまぐろ生姜炊40g×1・お吸い物×2
●MTD-11　●梱／100×1　【小麦】　★

22AM3-10 483

¥1,728（税抜¥1,600）
三河の佃煮＆永谷園お吸い物セット
●箱入／180×235×25mm
●内容／あさり生姜炊40g×1・ささめまぐろ生姜炊40g×1・お吸い
物×2
●MTD-16　●梱／80×1　★　【小麦・乳】

22AM3-11 483

¥2,376（税抜¥2,200）
三河の佃煮＆永谷園お吸い物セット
●箱入／180×235×25mm
●内容／こくまるあさり40g×1・ささめまぐろ生姜炊40g×1・ちり
めん山椒40g×1・お吸い物×2
●MTD-22　●梱／80×1　【小麦・乳】　★

22AM3-12 483

¥3,024（税抜¥2,800）
三河の佃煮＆永谷園お吸い物セット
●箱入／180×315×25mm
●内容／こくまるあさり40g×1・ささめまぐろ生姜炊40g×2・ちり
めん山椒40g×1・お吸い物×2
●MTD-28　●梱／40×1　【小麦・乳】　★

22AM3-13 483

¥5,400（税抜¥5,000）
伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ
●箱入／395×350×60mm　●内容／天然醸造蔵仕込み卵かけ
醤油200ml×1・天然醸造蔵仕込み刺し身醤油200ml×1・天然醸
造蔵仕込み丸大豆醤油200ml×1・天然醸造蔵仕込み天然醸造醤
油200ml×2・有明海産 味付海苔（8切8枚×2）×1・黄金割烹だし
パック（化学調味料無添加）4袋×1・本枯れ鰹節（焼津産）17g×1　
●GNF-EJ　●梱／8×1　【小麦・えび】　★

22AM4-5 1187

¥3,240（税抜¥3,000）
伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ
●箱入／210×350×60mm
●内容／国産焼海苔（全型4枚入）×1・天然醸造蔵仕込み卵かけ醤
油200ml×1・天然醸造蔵仕込み天然醸造醤油200ml×1・黄金割
烹だしパック（化学調味料無添加）4袋×1
●GNF-CJ　●梱／20×1　【小麦】　★

22AM4-4 1187

¥2,700（税抜¥2,500）
伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ
●箱入／210×400×60mm　●内容／有明海産 味付海苔（8切8枚）
×1・有明海産 明太子風味海苔（8切8枚）×1・天然醸造蔵仕込み卵かけ
醤油200ml×1・本枯れ鰹節（焼津産）17g×1・黄金割烹だしパック（化
学調味料無添加）×4　●GNF-BE　●梱／20×1　【小麦・えび】　★

22AM4-3 1187

¥2,160（税抜¥2,000）
伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ
●箱入／210×290×60mm　●内容／有明海産 味付海苔（8切
8枚）×1・有明海産 明太子風味海苔（8切8枚）×1・天然醸造蔵仕込
み卵かけ醤油200ml×1・本枯れ鰹節（焼津産）17g×1
●GNF-BJ　●梱／20×1　【小麦・えび】　★

22AM4-2 1187

¥1,620（税抜¥1,500）
伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ
●箱入／210×180×60mm
●内容／有明海産 味付海苔（8切8枚）×1・有明海産 明太子風味海
苔（8切8枚）×1・天然醸造蔵仕込み卵かけ醤油200ml×1
●GNF-AE　●梱／30×1　【小麦・えび】　★

22AM4-1 1187

¥2,700（税抜¥2,500）
匠風庵 レンジで簡単！松阪牛・近江牛仕込みハンバーグ
●箱入／190×387×43mm
●内容／松阪牛仕込みハンバーグ大豆ミート入り
130g（固形量80g）×1・近江牛仕込みハンバーグ
大豆ミート入り130g（固形量80g）×1・藤田珈琲ド
リップコーヒー×4
●MHF-BE　●梱／30×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM4-7 1187

¥4,320（税抜¥4,000）
匠風庵 レンジで簡単！松阪牛・近江牛仕込みハンバーグ
●箱入／190×553×43mm
●内容／松阪牛仕込みハンバーグ大豆ミート入り
130g（固形量80g）×2・近江牛仕込みハンバーグ
大豆ミート入り130g（固形量80g）×2
●MHF-DJ　●梱／14×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM4-9 1187

¥3,240（税抜¥3,000）
匠風庵 レンジで簡単！松阪牛・近江牛仕込みハンバーグ
●箱入／376×252×43mm　●内容／松阪牛仕
込みハンバーグ大豆ミート入り130g（固形量80g）
×1・近江牛仕込みハンバーグ大豆ミート入り130g
（固形量80g）×1・北海道オニオンスープ2袋×1・北
海道コーンスープ（ポタージュ）2袋×1
●MHF-CJ　●梱／24×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM4-8 1187

¥5,400（税抜¥5,000）
匠風庵 レンジで簡単！松阪牛・近江牛仕込みハンバーグ
●箱入／376×388×43mm　●内容／松阪牛仕
込みハンバーグ大豆ミート入り130g（固形量
80g）×2・近江牛仕込みハンバーグ大豆ミート入り
130g（固形量80g）×2・北海道オニオンスープ3
袋×1・北海道ポテトスープ（ポタージュ）3袋×1
●MHF-EJ　●梱／14×1　【小麦・卵・乳】　★

22AM4-10 1187

¥10,800（税抜¥10,000）
伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ
●箱入／470×410×60mm　●内容／国産焼海苔（全型4枚入）×2・黄金割烹だしパッ
ク（化学調味料無添加）×4・有明海産牡蠣醤油海苔（8切8枚）×1・エクストラバージンオ
リーブオイル115g×1・天然醸造蔵仕込み卵かけ醤油200ml×1・天然醸造蔵仕込み刺
し身醤油200ml×1・天然醸造蔵仕込み丸大豆醤油200ml×1・天然醸造蔵仕込み天然
醸造醤油200ml×2・しじみしぐれ煮佃煮55g×1・ほたて貝ひも佃煮60g×1・ふきのとう
海苔佃煮100g×1・しょうが鰹佃煮46g×1　●GNF-JJ　●梱／5×1　【小麦・えび】　★

22AM4-6 1187

¥5,400（税抜¥5,000）
匠風庵 やわらか仕込み あわび煮詰合せ
●箱入／173×400×40mm　●内容／あわび姿煮40g×1・廣川 
胡麻昆布佃煮45g×1・廣川 しその実わかめ佃煮45g×1
●YAF-EJ　●梱／30×1　【小麦】　★

22AM4-11 1187

¥8,640（税抜¥8,000）
匠風庵 やわらか仕込み あわび煮詰合せ
●箱入／173×400×40mm
●内容／あわび姿煮40g×2・廣川 胡麻昆布佃煮45g×1
●YAF-HJ　●梱／20×1　【小麦】　★

22AM4-12 1187

¥10,800（税抜¥10,000）
匠風庵 やわらか仕込み あわび煮詰合せ
●箱入／173×400×40mm　●内容／あわび姿煮40g×2・あわ
び仕込み炊き込みごはんの素220g×1
●YAF-JJ　●梱／10×1　【小麦】　★

22AM4-13 1187

¥1,620（税抜¥1,500）
祇園きたざと監修 ラーメン詰合せ
●箱入／225×215×70mm　●内容／祇園きたざと監修ラーメ
ン(昆布だししょうゆ)1食分×1・祇園きたざと監修あごだし6g×3・
祇園きたざと監修ぎおん茶漬(赤かぶ)5.5g×3
●GKR-AE　●梱／20×3　【小麦・卵・乳】　★

22AM4-14 1135

¥2,160（税抜¥2,000）
祇園きたざと監修 ラーメン詰合せ
●箱入／225×215×70mm
●内容／祇園きたざと監修ラーメン(昆布だししょうゆ)1食分×2・
祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300ml×1・とろろ昆布1.5g×2
●GKR-BO　●梱／20×3　【小麦・卵】　★

22AM4-15 1135

¥2,700（税抜¥2,500）
祇園きたざと監修 ラーメン詰合せ
●箱入／225×330×70mm　●内容／祇園きたざと監修ラーメ
ン(蟹風味味噌・帆立風味塩)各1食分×1・祇園きたざと監修本醸造
しょうゆ300ml×1・祇園きたざと監修あごだし6g×5
●GKR-BE　●梱／10×4　【小麦・卵・えび・かに】　★

22AM4-16 1135

¥3,240（税抜¥3,000）
祇園きたざと監修 ラーメン詰合せ
●箱入／225×330×70mm
●内容／祇園きたざと監修ラーメン(昆布だししょうゆ・蟹風味味噌・
帆立風味塩)各1食分×1・祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300ml×1・
祇園きたざと監修あごだし6g×3・とろろ昆布1.5g×2
●GKR-CO　●梱／10×3　【小麦・卵・えび・かに】　★

22AM4-17 1135

¥3,780（税抜¥3,500）
祇園きたざと監修 ラーメン詰合せ
●箱入／330×330×70mm
●内容／祇園きたざと監修ラーメン(昆布だししょうゆ・蟹風味味噌・
帆立風味塩)各1食分×1・祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300ml×1・
祇園きたざと監修あごだし6g×5・焼海苔8切8枚×2
●GKR-CE　●梱／10×3　【小麦・卵・えび・かに】　★

22AM4-18 1135

¥5,400（税抜¥5,000）
祇園きたざと監修 ラーメン詰合せ
●箱入／330×330×70mm　●内容／祇園きたざと監修ラーメン
(昆布だししょうゆ)1食分×2・祇園きたざと監修ラーメン(蟹風味味噌・
帆立風味塩)各1食分×1・祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300ml×1・
祇園きたざと監修あごだし（6g×3）×2・鮪油漬フレーク70g×2　
●GKR-EO　●梱／10×2　【小麦・卵・えび・かに】　★

22AM4-19 1135
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¥2,160（税抜¥2,000）
キッコーマン＆アマノフーズ食品アソート
●箱入／255×182×70mm　●内容／キッコーマ
ンしぼりたて生しょうゆ200ml×1・アマノフーズい
つものおみそ汁（なす）9.5g×1・アマノフーズいつ
ものおみそ汁（ほうれん草）7g×1・マルトモかつおソ
フト削り（1.5g×3）×1・マルトモ国産野菜のブイヨン
（4g×4）×1　●BR-20　●梱／24×2　【小麦】　★

22AM6-6 745

¥2,700（税抜¥2,500）
キッコーマン＆アマノフーズ食品アソート
●箱入／255×236×70mm　●内容／キッコーマン
しぼりたて生しょうゆ200ml×1・アマノフーズいつもの
おみそ汁（なす）9.5g×1・アマノフーズいつものおみそ
汁（ほうれん草）7g×1・マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）×1・マルトモ国産野菜のブイヨン（4g×4）×
1・スープ春雨わかめしょうゆ味（14.1g×2)×1　
●BR-25　●梱／20×2　【小麦】　★

22AM6-7 745

¥3,240（税抜¥3,000）
キッコーマン＆アマノフーズ食品アソート
●箱入／255×236×70mm　●内容／キッコーマン
しぼりたて生しょうゆ200ml×1・アマノフーズいつも
のおみそ汁（なす）9.5g×2・アマノフーズいつものお
みそ汁（ほうれん草）7g×2・マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）×1・マルトモ国産野菜のブイヨン（4g×4）
×1・淡路島フルーツ玉ねぎスープ（6.2g×3）×1　
●BR-30　●梱／20×2　【小麦】　★

22AM6-8 745

¥4,320（税抜¥4,000）
キッコーマン＆アマノフーズ食品アソート
●箱入／255×390×70mm　●内容／キッコーマンしぼりた
て生しょうゆ200ml×1・日清キャノーラ油400g×1・アマノフー
ズいつものおみそ汁（なす）9.5g×2・アマノフーズいつものお
みそ汁（ほうれん草）7g×2・マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）×1・マルトモ国産野菜のブイヨン（4g×4）×1・淡路
島フルーツ玉ねぎスープ（6.2g×3）×1・スープ春雨わかめしょう
ゆ味（14.1g×2）×1　●BR-40　●梱／12×2　【小麦】　★

22AM6-9 745

¥1,620（税抜¥1,500）
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット
●箱入／179×210×37mm　●内容／具材を味
わうおみそ汁（長ねぎ7.8g・ほうれん草6.2g)×1・
紀州南高梅×2・三陸産鯖の味噌煮100g×1
●MF-15CS　●梱／36×2　【小麦】　★

22AM5-1 745

¥2,160（税抜¥2,000）
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット
●箱入／179×272×37mm
●内容／具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g・ほ
うれん草6.2g)×1・紀州南高梅×2・三陸産鯖の味
噌煮100g×1・三陸産秋刀魚の生姜煮100g×1
●MF-20CS　●梱／28×2　【小麦】　★

22AM5-2 745

¥2,700（税抜¥2,500）
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット
●箱入／179×349×37mm　●内容／具材を
味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g・ほうれん草6.2g・
豚汁9.8g×2)×1・紀州南高梅×2・三陸産鯖の味
噌煮100g×1・三陸産秋刀魚の生姜煮100g×1
●MF-25CS　●梱／21×2　【小麦】　★

22AM5-3 745

¥3,240（税抜¥3,000）
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット
●箱入／260×272×37mm
●内容／具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g・ほ
うれん草6.2g・豚汁9.8g)×1・紀州南高梅×4・三
陸産鯖の味噌煮100g×2・三陸産秋刀魚の生姜
煮100g×1
●MF-30R　●梱／16×2　【小麦】　★

22AM5-4 745

¥5,400（税抜¥5,000）
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット
●箱入／260×465×37mm
●内容／具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×2・
ほうれん草6.2g×2・豚汁9.8g×2)×1・紀州南高
梅×3・三陸産鯖の味噌煮100g×3・三陸産秋刀
魚の生姜煮100g×3
●MF-50R　●梱／8×2　【小麦】　★

22AM5-5 745

¥3,240（税抜¥3,000）
扇珠館
●箱入／255×236×70mm
●内容／有明海産味のり（8切8枚×4）×1・北海
道産鮭ほぐし40g×1・宝幸オリーブオイルツナ
70g×1・宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×1
●XL-30U　●梱／14×2　【小麦】　★

22AM5-6 745

¥4,320（税抜¥4,000）
扇珠館
●箱入／255×390×70mm
●内容／有明海産味のり（8切8枚×4）×2・北海
道産鮭ほぐし40g×1・宝幸オリーブオイルツナ
70g×1・宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×1
●XL-40U　●梱／12×2　【小麦】　★

22AM5-7 745

¥5,400（税抜¥5,000）
扇珠館
●箱入／255×390×70mm　●内容／有明海産味
のり（8切8枚×4）×1・アマノフーズいつものおみそ
汁（なす9.5g×2・とうふ10g×2）×1・たまごスープ
6.4g×4・北海道産鮭ほぐし40g×1・宝幸オリーブオ
イルツナ70g×1・宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×1　
●XL-50U　●梱／12×2　【小麦・卵】　★

22AM5-8 745

¥8,640（税抜¥8,000）
扇珠館
●箱入／335×395×70mm　●内容／有明海産
味のり（8切8枚×4）×1・キッコーマンしぼりたて生
しょうゆ450ml×1・日清アマニ油プラス600g×1・
アマノフーズいつものおみそ汁（なす9.5g・とうふ
10g）×1・たまごスープ6.4g×2・北海道産鮭ほぐし
40g×3・北海道産鯖ほぐし40g×2　●XL-80U　
●梱／6×2　【小麦・卵】　★

22AM5-9 745

¥10,800（税抜¥10,000）
扇珠館
●箱入／335×460×70mm　●内容／有明海産
味のり（8切8枚×4）×1・キッコーマンしぼりたて生
しょうゆ450ml×1・日清アマニ油プラス600g×1・
アマノフーズいつものおみそ汁（なす9.5g×2・とう
ふ10g×2）×1・たまごスープ6.4g×4・北海道産鮭
ほぐし40g×2・北海道産鯖ほぐし40g×2・宝幸貝
柱水煮ほぐし身65g×2
●XL-100U　●梱／6×2　【小麦・卵】　★

22AM5-10 745

¥2,160（税抜¥2,000）
海の幸詰合せ
●箱入／150×240×80mm　●内容／味付の
り8切5枚×3・鮭ほぐし50g×1・海老しらすふりか
け3g×4・鮪油漬フレーク70g×1
●OY-BO　●梱／20×3　【小麦・乳・えび】　★

22AM5-11 1135

¥2,700（税抜¥2,500）
海の幸詰合せ
●箱入／185×330×70mm
●内容／味付のり8切5枚×4・とろろ昆布1.5g×4・
雲丹ふりかけ3g×3・鮭ほぐし50g×1・海老しらす
ふりかけ3g×3
●OY-BE　●梱／20×2　【小麦・卵・乳・えび】　★

22AM5-12 1135

¥3,240（税抜¥3,000）
海の幸詰合せ
●箱入／185×330×70mm
●内容／味付のり8切5枚×6・鮪油漬フレーク
70g×1・雲丹ふりかけ3g×3・鮭ほぐし50g×1・
海老しらすふりかけ3g×3
●OY-CO　●梱／20×2　【小麦・卵・乳・えび】　★

22AM5-13 1135

¥3,780（税抜¥3,500）
海の幸詰合せ
●箱入／290×235×80mm
●内容／味付のり8切5枚×6・鮪油漬フレーク
70g×1・雲丹ふりかけ3g×3・鮭ほぐし50g×1・
海老しらすふりかけ（3g×3）×2
●OY-CE　●梱／10×3　【小麦・卵・乳・えび】　★

22AM5-14 1135

¥5,400（税抜¥5,000）
海の幸詰合せ
●箱入／290×235×80mm　●内容／味付の
り8切5枚×8・貝柱水煮（ほぐしみ）35g×2・鮪油
漬フレーク70g×1・雲丹ふりかけ3g×3・鮭ほぐし
50g×1・海老しらすふりかけ3g×3
●OY-EO　●梱／10×2　【小麦・卵・乳・えび】　★

22AM5-15 1135

¥1,620（税抜¥1,500）
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット
●箱入／152×158×77mm
●内容／かね七かつおだし（4g×5）×1・島乃香の
り佃煮80g×1・北海道産鯖ほぐし40g×1
●GIJ-15R　●梱／30×2　【小麦・乳】　★

22AM5-16 745

¥2,160（税抜¥2,000）
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット
●箱入／152×220×77mm
●内容／かね七かつおだし（4g×5）×1・島乃香の
り佃煮80g×1・北海道産鯖ほぐし40g×1・白子
のり味のり(8切5枚)×2
●GIJ-20R　●梱／20×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM5-17 745

¥2,700（税抜¥2,500）
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット
●箱入／152×298×77mm　●内容／かね七
かつおだし（4g×5）×1・かね七こんぶだし
（4g×5）×1・島乃香のり佃煮80g×1・北海道産
鯖ほぐし40g×1・白子のり味のり(8切5枚)×3
●GIJ-25R　●梱／15×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM5-18 745

¥3,240（税抜¥3,000）
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット
●箱入／152×298×77mm
●内容／かね七かつおだし（4g×5）×1・島乃香の
り佃煮80g×2・北海道産鯖ほぐし40g×2・白子
のり味のり(8切5枚)×2
●GIJ-30R　●梱／15×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM5-19 745

¥5,400（税抜¥5,000）
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット
●箱入／290×298×77mm
●内容／かね七かつおだし（4g×5）×1・かね七こ
んぶだし（4g×5）×1・島乃香のり佃煮80g×2・北
海道産鯖ほぐし40g×2・白子のり味のり(8切5
枚)×4・やま磯味のり(8切32枚)×2
●GIJ-50R　●梱／10×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM5-20 745

¥2,160（税抜¥2,000）
キッコーマン生しょうゆ＆バラエティギフト
●箱入／255×236×70mm　●内容／キッコー
マンしぼりたて生しょうゆ450ml×1・わかめスープ
（3.8g×5）×1・丸美屋ふりかけ（たまご2.5g×5・さ
け2.5g×5）×1
●TN-20　●梱／20×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-1 745

¥2,700（税抜¥2,500）
キッコーマン生しょうゆ＆バラエティギフト
●箱入／255×315×70mm　●内容／キッコー
マンしぼりたて生しょうゆ450ml×1・有明海産味の
り（8切8枚×2）×1・わかめスープ（3.8g×5）×1・丸
美屋ふりかけ（たまご2.5g×5・さけ2.5g×5）×1
●TN-25　●梱／18×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-2 745

¥3,240（税抜¥3,000）
キッコーマン生しょうゆ＆バラエティギフト
●箱入／255×390×70mm　●内容／キッコー
マンしぼりたて生しょうゆ450ml×1・有明海産味
のり（8切8枚×2）×1・わかめスープ（3.8g×5）×
1・丸美屋ふりかけ（たまご2.5g×5・さけ2.5g×5）
×1・マルトモ純だしパック（3g×2×4）×1
●TN-30　●梱／16×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-3 745

¥4,320（税抜¥4,000）
キッコーマン生しょうゆ＆バラエティギフト
●箱入／255×460×70mm　●内容／キッコー
マンしぼりたて生しょうゆ450ml×1・日清ヘル
シーライト600g×1・有明海産味のり（8切8枚×
2）×1・わかめスープ（3.8g×5）×1・丸美屋ふりか
け（たまご2.5g×5・さけ2.5g×5）×1・マルトモ純
だしパック（3g×2×4）×1
●TN-40　●梱／10×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-4 745

¥5,400（税抜¥5,000）
キッコーマン生しょうゆ＆バラエティギフト
●箱入／255×460×70mm　●内容／キッコー
マンしぼりたて生しょうゆ450ml×1・日清ヘル
シーライト600g×1・有明海産味のり（8切8枚×
2）×1・わかめスープ（3.8g×5）×1・丸美屋ふりか
け（たまご2.5g×5・さけ2.5g×5）×1・北海道産
鮭ほぐし40g×1・北海道産鯖ほぐし40g×1
●TN-50　●梱／8×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-5 745
¥5,400（税抜¥5,000）
キッコーマン＆アマノフーズ食品アソート
●箱入／255×460×70mm　●内容／キッコーマンしぼり
たて生しょうゆ200ml×1・キッコーマン塩分ひかえめ丸大豆
生しょうゆ200ml×1・日清キャノーラ油400g×1・アマノ
フーズいつものおみそ汁（なす9.5g×2・ほうれん草7g×2）
×1・マルトモかつおソフト削り（1.5g×3）×1・マルトモ国産野
菜のブイヨン（4g×4）×2・淡路島フルーツ玉ねぎスープ
（6.2g×3）×1・スープ春雨わかめしょうゆ味(14.1g×2）×1
●BR-50　●梱／10×2　【小麦】　★

22AM6-10 745

¥1,620（税抜¥1,500）
日清オイリオバラエティ詰合せ
●箱入／255×175×55mm
●内容／日清キャノーラ油400g×1・丸美屋お吸
いもの（2.5g×5）×1・丸美屋洋風スープオニオ
ン風味（2.5g×5）×1
●YR-15　●梱／32×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-11 745

¥2,160（税抜¥2,000）
日清オイリオバラエティ詰合せ
●箱入／255×260×55mm　●内容／日清キャ
ノーラ油400g×1・丸美屋お吸いもの（2.5g×5）
×1・丸美屋洋風スープオニオン風味（2.5g×5）×
1・マルトモ純だしパック（3g×2×4)×1
●YR-20　●梱／24×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-12 745

¥2,700（税抜¥2,500）
日清オイリオバラエティ詰合せ
●箱入／255×340×55mm　●内容／日清キャ
ノーラ油400g×1・丸美屋お吸いもの（2.5g×5）
×1・丸美屋洋風スープオニオン風味（2.5g×5）×
1・マルトモ純だしパック（3g×2×4)×1・マルトモ
かつおソフト削り（1.5g×6）×1
●YR-25　●梱／16×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-13 745

¥3,240（税抜¥3,000）
日清オイリオバラエティ詰合せ
●箱入／255×420×55mm　●内容／日清キャ
ノーラ油400g×2・丸美屋お吸いもの（2.5g×5）
×1・丸美屋洋風スープオニオン風味（2.5g×5）×
1・マルトモ純だしパック（3g×2×4)×1・マルトモ
かつおソフト削り（1.5g×6）×1
●YR-30　●梱／14×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-14 745

¥5,400（税抜¥5,000）
日清オイリオバラエティ詰合せ
●箱入／340×420×55mm　●内容／日清キャ
ノーラ油400g×2・丸美屋お吸いもの（2.5g×5）
×1・丸美屋洋風スープオニオン風味（2.5g×5）×
1・丸美屋さけふりかけ（2.5g×5）×1・マルトモ純
だしパック（3g×2×4)×1・マルトモかつおソフト削
り（1.5g×6）×1・宝幸オリーブオイルツナ
70g×2・宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×1
●YR-50　●梱／8×2　【小麦・卵・乳】　★

22AM6-15 745

¥2,160（税抜¥2,000）
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット
●箱入／247×249×68mm　●内容／日清サ
ラダ油400g×1・やま磯味のり（8切6枚×2）×1・
かね七かつおだし（4g×5）×1・具材を味わうおみ
そ汁（長ねぎ7.8g・ほうれん草6.2g）×1
●CIH-20　●梱／24×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM6-16 745

¥2,700（税抜¥2,500）
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット
●箱入／247×330×68mm　●内容／日清サラ
ダ油400g×1・やま磯味のり（8切6枚×2）×1・か
ね七かつおだし（4g×5）×1・かね七こんぶだし
（4g×5）×1・具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g・
ほうれん草6.2g）×1・三島ゆかり（1.7g×4）×1
●CIH-25　●梱／18×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM6-17 745

¥3,240（税抜¥3,000）
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット
●箱入／255×418×68mm　
●内容／日清サラダ油400g×1・やま磯味のり
（8切6枚×2）×1・かね七かつおだし（4g×5）×1・
かね七こんぶだし（4g×5）×1・具材を味わうおみ
そ汁（長ねぎ7.8g・ほうれん草6.2g）×1・三島ゆ
かり（1.7g×4）×1・マルトモかつおソフト削り
（1.5g×6）×1　
●CIH-30　●梱／12×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM6-18 745

¥3,780（税抜¥3,500）
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット
●箱入／255×418×68mm　
●内容／日清サラダ油400g×1・やま磯味のり（8
切6枚×2）×1・かね七かつおだし（4g×5）×1・かね
七こんぶだし（4g×5）×1・具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g・ほうれん草6.2g）×1・三島ゆかり
（1.7g×4）×1・三陸産カットわかめ（2g×2）×1・宝
幸オリーブオイルツナ70g×1　
●CIH-35　●梱／12×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM6-19 745

¥5,400（税抜¥5,000）
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット
●箱入／255×497×68mm　
●内容／日清サラダ油400g×1・キッコーマンし
ぼりたて生しょうゆ450ml×1・キッコーマン塩分
ひかえめ丸大豆生しょうゆ450ml×1・やま磯味
のり（8切6枚×2）×1・かね七かつおだし（4g×5）
×1・かね七こんぶだし（4g×5）×1・具材を味わう
おみそ汁（長ねぎ7.8g・ほうれん草6.2g）×1・宝
幸さば水煮190g×1　
●CIH-50　●梱／8×2　【小麦・乳・えび】　★

22AM6-20 745
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日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

桜おり布 タオルセット
●サイズ／ウォッシュタオル：330×340mm
　　　　 フェイスタオル：330×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2012-372号

¥1,650（税抜¥1,500）
桜おり布 タオルセット
●箱入／205×205×45mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IS7615 PI　●梱／32×1

22AM7-13 1193

¥2,750（税抜¥2,500）
桜おり布 タオルセット
●箱入／245×245×45mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IS7625 PI　●梱／24×1

22AM7-15 1193

¥3,300（税抜¥3,000）
桜おり布 タオルセット
●箱入／317×317×50mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IS7630 PI　●梱／18×1

22AM7-16 1193

¥4,400（税抜¥4,000）
桜おり布 タオルセット
●箱入／317×317×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IS7640 PI　●梱／18×1

22AM7-17 1193

¥5,500（税抜¥5,000）
桜おり布 タオルセット
●箱入／317×317×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IS7651 PI　●梱／18×1

22AM7-18 1193

¥2,200（税抜¥2,000）
桜おり布 タオルセット
●箱入／245×245×45mm
●内容／フェイスタオル×2
●IS7620 PI　●梱／24×1

22AM7-14 1193

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
日本名産地タオル 今治桜づつみタオルセット 
●箱入／205×245×40mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS1508401　●梱／80×1 

22AM7-1 241

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
日本名産地タオル 今治桜づつみタオルセット 
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS2508403　●梱／40×1 

22AM7-3 241

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
日本名産地タオル 今治桜づつみタオルセット 
●箱入／245×305×50mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS3008404　●梱／40×1 

22AM7-4 241

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
日本名産地タオル 今治桜づつみタオルセット 
●箱入／280×335×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS4008405　●梱／40×1 

22AM7-5 241

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
日本名産地タオル 今治桜づつみタオルセット 
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS5008406　●梱／30×1 

22AM7-6 241

日本名産地タオル 
今治桜づつみタオルセット 
●サイズ／バスタオル：600×1200mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ハンドタオル：340×350mm
●材  質／綿100％

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
日本名産地タオル 今治桜づつみタオルセット 
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TMS2008402　●梱／40×1 

22AM7-2 241

認定番号：第2020-1227号認定番号：第2020-1368号

木箱入

木箱入

木箱入

木箱入

木箱入

木箱入

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 藤すみれ 木箱入りタオルセット
●木箱入／140×220×40mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●62320　●梱／40×1 

22AM8-1 539

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 藤すみれ 木箱入りタオルセット
●木箱入／180×260×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●62330　●梱／24×1 

22AM8-3 539

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
今治 藤すみれ 木箱入りタオルセット
●木箱入／240×320×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●62340　●梱／14×2 

22AM8-4 539

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 藤すみれ 木箱入りタオルセット
●木箱入／240×320×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●62350　●梱／14×1 

22AM8-5 539

日本製

¥6,600（税抜¥6,000）
今治 藤すみれ 木箱入りタオルセット
●木箱入／300×400×90mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●62360　●梱／8×2 

22AM8-6 539

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 藤すみれ 木箱入りタオルセット
●木箱入／180×260×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●62325　●梱／24×2 

22AM8-2 539

認定番号：第2015-2254号認定番号：第2018-867号

今治 藤すみれ 木箱入りタオルセット
●サイズ／バスタオル：600×1100mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ハンドタオル：340×340mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2017-1637号

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
タオルセット 
●箱入／260×155×30 mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IFR-1501　●梱／96×1

22AM7-7 483

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
タオルセット 
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●IFR-2001　●梱／52×1

22AM7-8 483

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
タオルセット 
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IFR-2501　●梱／32×1

22AM7-9 483

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
タオルセット 
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×3
●IFR-3001　●梱／32×1

22AM7-10 483

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
タオルセット 
●箱入／300×390×40mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IFR-4001　●梱／26×1

22AM7-11 483

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
タオルセット 
●箱入／300×390×40mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IFR-5001　●梱／26×1

22AM7-12 483

タオルセット 
●サイズ／ウォッシュタオル：300×330mm
　　　　 フェイスタオル：330×750mm
　　　　 バスタオル：600×1100mm
●材  質／綿100％

¥1,100（税抜¥1,000）
しまなみ匠の彩花つぼみ フェイスタオル
●箱入／260×155×30mm
●内容／フェイスタオル×1
●IHT-1001 BL　●梱／96×1

22AM8-7 483

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
しまなみ匠の彩花つぼみ タオルセット
●箱入／155×260×30mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IHT-1501　●梱／96×1

22AM8-8 483

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
しまなみ匠の彩花つぼみ タオルセット
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●IHT-2001　●梱／52×1

22AM8-9 483

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
しまなみ匠の彩花つぼみ タオルセット
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IHT-2501　●梱／32×1

22AM8-10 483

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
しまなみ匠の彩花つぼみ タオルセット
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×3
●IHT-3001　●梱／32×1

22AM8-11 483

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
しまなみ匠の彩花つぼみ タオルセット
●箱入／300×390×40mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IHT-5001　●梱／26×1

22AM8-12 483

日本製

しまなみ匠の彩花つぼみ
●サイズ／ウォッシュタオル：340×350mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

¥1,650（税抜¥1,500）
しまなみ匠の彩 タオルセット
●箱入／155×260×30mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IMM-018　●梱／96×1

22AM8-13 483

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
しまなみ匠の彩 タオルセット
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●IMM-023　●梱／52×1

22AM8-14 483

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
しまなみ匠の彩 タオルセット
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IMM-028　●梱／32×1

22AM8-15 483

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
しまなみ匠の彩 タオルセット
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×3
●IMM-033　●梱／32×1

22AM8-16 483

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
しまなみ匠の彩 タオルセット
●箱入／300×390×40mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IMM-042　●梱／26×1

22AM8-17 483

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
しまなみ匠の彩 タオルセット
●箱入／300×390×40mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IMM-052　●梱／26×1

22AM8-18 483

日本製

しまなみ匠の彩
●サイズ／ウォッシュタオル：340×350mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％
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¥2,200（税抜¥2,000）
タオル屋さんが愛するタオル フェイスタオル
●箱入／220×220×60mm
●内容／フェイスタオル×1
●TA2120 PI 　●梱／36×1 

22AM9-1 1193

¥5,500（税抜¥5,000）
タオル屋さんが愛するタオル バスタオル
●箱入／270×270×75mm
●内容／バスタオル×1
●TA2150 PI　●梱／20×1 

22AM9-3 1193

日本製

¥7,700（税抜¥7,000）
タオル屋さんが愛するタオル ギフトセット
●箱入／270×270×75mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●TA2170　●梱／20×1 

22AM9-4 1193

日本製

¥11,000（税抜¥10,000）
タオル屋さんが愛するタオル ギフトセット
●箱入／350×350×80mm
●内容／バスタオル×2
●TA2110　●梱／8×1 

22AM9-5 1193

日本製

¥16,500（税抜¥15,000）
タオル屋さんが愛するタオル ギフトセット
●箱入／350×350×80mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×3
●TA2115　●梱／8×1 

22AM9-6 1193

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
ナチュラルアイランド 今治オリーブスクラブ　エコマーク認定タオルセット
●箱入／305×368×60mm　●内容／バスタオル（エコマーク認
定）×1・フェイスタオル（エコマーク認定）×1・フェイスタオル（オリー
ブスクラブ）×1・ハンドタオル（エコマーク認定）×2・ハンドタオル（オ
リーブスクラブ）×1　●TNI5003006　●梱／30×1 

22AM9-12 241

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
タオル屋さんが愛するタオル ギフトセット
●箱入／270×270×75mm
●内容／フェイスタオル×2
●TA2140　●梱／20×1 

22AM9-2 1193

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
ナチュラルアイランド 今治オリーブスクラブ　エコマーク認定タオルセット
●箱入／305×368×60mm　●内容／バスタオル（エコマーク認
定）×1・フェイスタオル（エコマーク認定）×1・フェイスタオル（オリー
ブスクラブ）×1・ハンドタオル（オリーブスクラブ）×1
●TNI4003005　●梱／30×1 

22AM9-11 241

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
ナチュラルアイランド 今治オリーブスクラブ　エコマーク認定タオルセット
●箱入／245×305×50mm　●内容／フェイスタオル（エコマー
ク認定）×1・フェイスタオル（オリーブスクラブ）×1・ハンドタオル（エ
コマーク認定）×1・ハンドタオル（オリーブスクラブ）×1
●TNI2503003　●梱／40×1 

22AM9-9 241

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
ナチュラルアイランド 今治オリーブスクラブ　エコマーク認定タオルセット
●箱入／245×305×50mm　●内容／バスタオル（エコマーク認
定）×1・ハンドタオル（エコマーク認定）×1・ハンドタオル（オリーブス
クラブ）×1　●TNI3003004　●梱／40×1 

22AM9-10 241

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
ナチュラルアイランド 今治オリーブスクラブ　エコマーク認定タオルセット
●箱入／245×305×50mm　●内容／フェイスタオル（エコマー
ク認定）×2・ハンドタオル（オリーブスクラブ）×1
●TNI2003002　●梱／40×1 

22AM9-8 241

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
ナチュラルアイランド 今治オリーブスクラブ　エコマーク認定タオルセット
●箱入／205×245×40mm
●内容／フェイスタオル（エコマーク認定）×1・フェイスタオル（オ
リーブスクラブ）×1
●TNI1503001　●梱／80×1 

22AM9-7 241

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
リピン やさしいタオルセット（無添加新バイオ精練加工）
●箱入／300×390×40mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IMO-K50　●梱／26×1 

22AM9-18 483

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
リピン やさしいタオルセット（無添加新バイオ精練加工）
●箱入／280×320×40mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IMO-K30　●梱／32×1 

22AM9-17 483

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
リピン やさしいバスタオル（無添加新バイオ精練加工）
●箱入／280×320×40mm
●内容／バスタオル×1
●IMO-K25　●梱／32×1 

22AM9-16 483

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
リピン やさしいタオルセット（無添加新バイオ精練加工）
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●IMO-K20　●梱／52×1 

22AM9-15 483

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
リピン やさしいタオルセット（無添加新バイオ精練加工）
●箱入／260×155×30mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IMO-K15　●梱／96×1 

22AM9-14 483

日本製

¥1,100（税抜¥1,000）
リピン やさしいフェイスタオル（無添加新バイオ精練加工）
●箱入／260×155×30mm
●内容／フェイスタオル×1
●IMO-K10　●梱／96×1 

22AM9-13 483

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
Queen's ホテルスタイルタオルセット
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TQS5007705　●梱／30×1 

22AM10-11 241

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
Queen's ホテルスタイルタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TQS2507703　●梱／40×1 

22AM10-9 241

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
Queen's ホテルスタイルタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●TQS3007704　●梱／40×1 

22AM10-10 241

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
Queen's ホテルスタイルタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TQS2007702　●梱／40×1 

22AM10-8 241

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
Queen's ホテルスタイルタオルセット
●箱入／205×245×40mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TQS1507701　●梱／80×1 

22AM10-7 241

認定番号：第2020-1003号

タオル屋さんが愛するタオル 
ギフトセット
●サイズ／バスタオル：600×1200mm
　　　　 フェイスタオル：340×800mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2019-1120号

リピン やさしいタオルセット
（無添加新バイオ精練加工）
●サイズ／バスタオル：600×1100mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ウォッシュタオル：340×300mm
●材  質／綿100％（新バイオ精練加工）

認定番号：第20２０-１３４１号

ナチュラルアイランド 今治オリーブスクラブ 
エコマーク認定タオルセット
●サイズ／バスタオル：600×1200mm
　　　　 フェイスタオル：330×750mm
　　　　 ハンドタオル：330×350mm
●材  質／綿100％

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

認定番号：第2015-2681号

今治 プレミアムホテル仕様 タオルセット 
●サイズ／ウォッシュタオル：330×350mm
　　　　 フェイスタオル：330×800mm
　　　　 バスタオル：650×1350mm
●材  質／綿100％

¥1,650（税抜¥1,500）
今治 プレミアムホテル仕様 タオルセット 
●箱入／250×170×38mm
●内容／ウォッシュタオル×2
●HP9915　●梱／50×1

22AM10-1 1193

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 プレミアムホテル仕様 タオルセット 
●箱入／300×260×50mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●HP9920　●梱／48×1

22AM10-2 1193

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 プレミアムホテル仕様 タオルセット 
●箱入／300×260×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●HP9925　●梱／48×1

22AM10-3 1193

¥4,400（税抜¥4,000）
今治 プレミアムホテル仕様 タオルセット 
●箱入／388×285×57mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●HP9940　●梱／28×1

22AM10-5 1193

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 プレミアムホテル仕様 タオルセット 
●箱入／388×285×70mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●HP9950　●梱／16×1

22AM10-6 1193

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 プレミアムホテル仕様 バスタオル
●箱入／388×285×57mm
●内容／バスタオル×1
●HP9930　●梱／28×1

22AM10-4 1193

認定番号：第2021-1417号

Queen's ホテルスタイルタオルセット
●サイズ／バスタオル：600×1200mm
　　　　 フェイスタオル：330×750mm
　　　　 ハンドタオル：330×350mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2020-961号

日本製

日本製

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
はなしずか 木箱入り  タオルセット
●木箱入／165×224×45mm
●内容／ハンドタオル×2
●HSK2220　●梱／40×1

22AM10-12 1193

木箱入

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
はなしずか 木箱入り  タオルセット
●木箱入／165×224×45mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●HSK2225　●梱／40×1

22AM10-13 1193

木箱入

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
はなしずか 木箱入り  タオルセット
●木箱入／197×244×65mm
●内容／フェイスタオル×2
●HSK2230　●梱／32×1

22AM10-14 1193

木箱入

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
はなしずか 木箱入り  タオルセット
●木箱入／197×244×65mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●HSK2240　●梱／32×1

22AM10-15 1193

木箱入

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
はなしずか 木箱入り  タオルセット
●木箱入／245×315×65mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●HSK2250　●梱／18×1

22AM10-16 1193

木箱入

日本製

¥7,700（税抜¥7,000）
はなしずか 木箱入り  タオルセット
●木箱入／245×315×65mm
●内容／バスタオル×2
●HSK2270　●梱／18×1

22AM10-17 1193

木箱入

はなしずか 木箱入り  タオルセット
●サイズ／ハンドタオル：340×340mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1100mm
●材  質／綿100％
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認定番号：第2019-1689号

触れる和 青海波 木箱入り
今治タオルセット
●サイズ／バスタオル：650×1150mm
　　　　 フェイスタオル：340×800mm
　　　　 ウォッシュタオル：340×350mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2020-1465号

日本名産地タオル 
今治しおさいの織 タオルセット
●サイズ／バスタオル：600×1200mm
　　　　 フェイスタオル：330×750mm
　　　　 ハンドタオル：330×350mm
●材  質／綿100％

今治 カラーレイズ タオルセット
●サイズ／バスタオル：600×1100mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ウォッシュタオル：340×340mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2019-1962号

木箱入

木箱入

木箱入

木箱入

木箱入

木箱入

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
触れる和 青海波 木箱入り今治タオルセット
●木箱入／205×300×45mm
●内容／ウォッシュタオル×2
●FK-5020　●梱／36×1 

22AM11-1 1289

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
触れる和 青海波 木箱入り今治バスタオル
●木箱入／240×365×55mm
●内容／バスタオル×1
●FK-5030　●梱／24×1 

22AM11-3 1289

日本製

¥3,850（税抜¥3,500）
触れる和 青海波 木箱入り今治タオルセット
●木箱入／240×365×55mm
●内容／フェイスタオル×3
●FK-5035　●梱／24×1 

22AM11-4 1289

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
触れる和 青海波 木箱入り今治タオルセット
●木箱入／240×365×55mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●FK-5040　●梱／24×1 

22AM11-5 1289

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
触れる和 青海波 木箱入り今治タオルセット
●木箱入／300×405×65mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●FK-5050　●梱／14×1 

22AM11-6 1289

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
触れる和 青海波 木箱入り今治タオルセット
●木箱入／205×300×45mm
●内容／フェイスタオル×2
●FK-5025　●梱／36×1 

22AM11-2 1289

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
日本名産地タオル 今治しおさいの織 タオルセット
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS5008305　●梱／30×1 

22AM12-5 241

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
日本名産地タオル 今治しおさいの織 タオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS2508303　●梱／40×1 

22AM12-3 241

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
日本名産地タオル 今治しおさいの織 タオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS3008304　●梱／40×1 

22AM12-4 241

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
日本名産地タオル 今治しおさいの織 タオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TMS2008302　●梱／40×1 

22AM12-2 241

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
日本名産地タオル 今治しおさいの織 タオルセット
●箱入／245×205×40mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS1508301　●梱／80×1 

22AM12-1 241

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 カラーレイズ タオルセット
●箱入／290×360×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●C-20500　●梱／26×1 

22AM12-16 1208

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 カラーレイズ タオルセット
●箱入／255×340×45mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●C-20300　●梱／40×1 

22AM12-15 1208

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 カラーレイズ タオルセット
●箱入／255×340×45mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●C-20250　●梱／40×1 

22AM12-14 1208

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 カラーレイズ タオルセット
●箱入／225×330×45mm
●内容／フェイスタオル×2
●C-20200　●梱／44×1 

22AM12-13 1208

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
今治 カラーレイズ タオルセット
●箱入／225×330×45mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●C-20150　●梱／44×1 

22AM12-12 1208

日本製

¥1,100（税抜¥1,000）
今治 カラーレイズ フェイスタオル
●箱入／240×160×35mm
●内容／フェイスタオル×1
●C-20101　●梱／112×1 

22AM12-11 1208

伊予のさざ波の立つさまを
織物に見立て、丹精込めて
伝統的、今治製法で
織り上げました。

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

触れる和 伊予の漣（さざなみ） 
今治タオルセット
●サイズ／バスタオル：630×1150mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
             ウォッシュタオル：340×350mm
●材  質／綿100％

¥1,650（税抜¥1,500）
触れる和 伊予の漣（さざなみ） 今治タオルセット
●箱入／230×250×60mm
●内容／ウォッシュタオル×2
●IF-5815　●梱／32×1

22AM11-7 1289

¥2,200（税抜¥2,000）
触れる和 伊予の漣（さざなみ） 今治タオルセット
●箱入／230×250×60mm
●内容／フェイスタオル×2
●IF-5820　●梱／32×1

22AM11-8 1289

¥2,750（税抜¥2,500）
触れる和 伊予の漣（さざなみ） 今治タオルセット
●箱入／230×250×60mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IF-5825　●梱／32×1

22AM11-9 1289

¥3,300（税抜¥3,000）
触れる和 伊予の漣（さざなみ） 今治タオルセット
●箱入／280×320×60mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IF-5830　●梱／18×1

22AM11-10 1289

¥3,850（税抜¥3,500）
触れる和 伊予の漣（さざなみ） 今治タオルセット
●箱入／280×320×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IF-5835　●梱／18×1

22AM11-11 1289

¥5,500（税抜¥5,000）
触れる和 伊予の漣（さざなみ） 今治タオルセット
●箱入／320×390×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IF-5850　●梱／14×1

22AM11-12 1289

認定番号：第2015-2462号

¥1,650（税抜¥1,500）
今治プリマクラッセ タオルセット
●箱入／230×250×60mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IPC-1507　●梱／40×1

¥2,200（税抜¥2,000）
今治プリマクラッセ タオルセット
●箱入／230×250×60mm
●内容／フェイスタオル×2
●IPC-2007　●梱／40×1

¥2,750（税抜¥2,500）
今治プリマクラッセ バスタオル
●箱入／280×320×60mm
●内容／バスタオル×1
●IPC-2507　●梱／20×1

¥3,300（税抜¥3,000）
今治プリマクラッセ タオルセット
●箱入／280×320×60mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×2
●IPC-3007　●梱／20×1

¥5,500（税抜¥5,000）
今治プリマクラッセ タオルセット
●箱入／300×390×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IPC-5007　●梱／18×1 日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

認定番号：第2015-249号

今治プリマクラッセ タオルセット
●サイズ／ウォッシュタオル：340×350mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

22AM11-14 483

¥1,100（税抜¥1,000）
今治プリマクラッセ フェイスタオル
●箱入／260×155×50mm
●内容／フェイスタオル×1
●IPC-1007　●梱／56×1 日本製

22AM11-13 483

22AM11-15 483

22AM11-16 483

22AM11-17 483

22AM11-18 483

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本名産地タオル 
今治純ぼかし織りタオルセット
●サイズ／ウォッシュタオル：340×350×mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

¥1,650（税抜¥1,500）
日本名産地タオル 今治純ぼかし織りタオルセット
●箱入／205×245×40mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS1506201　●梱／80×1

22AM12-6 241

¥2,750（税抜¥2,500）
日本名産地タオル 今治純ぼかし織りタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS2506203　●梱／40×1

22AM12-8 241

¥5,500（税抜¥5,000）
日本名産地タオル 今治純ぼかし織りタオルセット
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS5006205　●梱／30×1

22AM12-10 241

¥3,300（税抜¥3,000）
日本名産地タオル 今治純ぼかし織りタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS3006204　●梱／40×1

22AM12-9 241

¥2,200（税抜¥2,000）
日本名産地タオル 今治純ぼかし織りタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TMS2006202　●梱／40×1

22AM12-7 241

認定番号：第2015-338号
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¥1,650（税抜¥1,500）
日本名産地タオル 今治純白(水素晒し)タオルセット
●箱入／205×245×40mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS1509101　●梱／80×1

22AM13-1 241

¥2,750（税抜¥2,500）
日本名産地タオル 今治純白(水素晒し)タオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS2509103　●梱／40×1

22AM13-3 241

¥3,300（税抜¥3,000）
日本名産地タオル 今治純白(水素晒し)タオルセット
●箱入／280×335×50mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●TMS3009104　●梱／40×1

22AM13-4 241

¥5,500（税抜¥5,000）
日本名産地タオル 今治純白(水素晒し)タオルセット
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS5009105　●梱／30×1

22AM13-5 241

¥2,200（税抜¥2,000）
日本名産地タオル 今治純白(水素晒し)タオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TMS2009102　●梱／40×1

22AM13-2 241

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

認定番号：第2019-1206号

日本名産地タオル 
今治純白(水素晒し)タオルセット
●サイズ／ハンドタオル：340×350mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

¥2,200（税抜¥2,000）
日本名産地タオル 今治プレミアムホワイトタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TMS2008101　●梱／40×1

22AM13-6 241

¥2,750（税抜¥2,500）
日本名産地タオル 今治プレミアムホワイトタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS2508102　●梱／40×1

22AM13-7 241

¥5,500（税抜¥5,000）
日本名産地タオル 今治プレミアムホワイトタオルセット
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TMS5008104　●梱／30×1

22AM13-9 241

¥8,800（税抜¥8,000）
日本名産地タオル 今治プレミアムホワイトタオルセット
●箱入／330×396×70mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2・ハンドタオル×2
●TMS8008105　●梱／20×1

22AM13-10 241

¥11,000（税抜¥10,000）
日本名産地タオル 今治プレミアムホワイトタオルセット
●箱入／330×396×70mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×4・ハンドタオル×2
●TMS0018106　●梱／20×1

22AM13-11 241

¥3,300（税抜¥3,000）
日本名産地タオル 今治プレミアムホワイトタオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●TMS3008103　●梱／40×1

22AM13-8 241

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

認定番号：第2017-310号

日本名産地タオル 
今治プレミアムホワイトタオルセット
●サイズ／ハンドタオル：330×340mm
　　　　 フェイスタオル：330×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

¥1,100
伊予の白波 フェイスタオル
●箱入／150×210×30mm
●内容／フェイスタオル×1
●IY2010　●梱／100×1

22AM14-1 1193

（税抜¥1,000）

¥1,650
伊予の白波 タオルセット
●箱入／182×247×50mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IY2015　●梱／54×1

22AM14-2 1193

（税抜¥1,500）

¥2,200
伊予の白波 タオルセット
●箱入／182×247×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●IY2020　●梱／54×1

22AM14-3 1193

（税抜¥2,000）

¥2,750
伊予の白波 タオルセット
●箱入／236×287×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IY2025　●梱／36×1

22AM14-4 1193

（税抜¥2,500）

¥3,300
伊予の白波 タオルセット
●箱入／236×287×50mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IY2030　●梱／36×1

22AM14-5 1193

（税抜¥3,000）

認定番号：第2015-036号

伊予の白波 タオルセット
●サイズ／ウォッシュタオル：330×350mm
　　　　 フェイスタオル：330×750mm
　　　　 バスタオル：600×1100mm
●材  質／綿100%

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製
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認定番号：第2018-1086号

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 月こよみ タオルセット
●箱入／300×380×70mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TK-1950　●梱／20×1

22AM14-11 746

¥4,400（税抜¥4,000）
今治 月こよみ タオルセット
●箱入／250×350×60mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×2
●TK-1940　●梱／30×1

22AM14-10 746

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 月こよみ バスタオル
●箱入／250×350×60mm
●内容／バスタオル×1
●TK-1930　●梱／30×1

22AM14-9 746

¥1,650（税抜¥1,500）
今治 月こよみ フェイスタオル
●箱入／275×200×40mm
●内容／フェイスタオル×1
●TK-1915　●梱／60×1

22AM14-6 746

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 月こよみ タオルセット
●箱入／230×340×45mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TK-1920　●梱／48×1

22AM14-7 746

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 月こよみ タオルセット
●箱入／230×340×45mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×2
●TK-1925　●梱／48×1

22AM14-8 746

今治 月こよみ タオルセット
●サイズ／ハンドタオル：340×350mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 綾（あや） タオルセット
●箱入／200×300×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●IMT28200　●梱／44×1

22AM14-12 1176

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 綾（あや） バスタオル
●箱入／240×360×50mm
●内容／バスタオル×1
●IMT28250　●梱／24×1

22AM14-13 1176

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 綾（あや） タオルセット
●箱入／240×360×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●IMT28300　●梱／24×1

22AM14-14 1176

¥3,850（税抜¥3,500）
今治 綾（あや） タオルセット
●箱入／240×360×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IMT28350　●梱／24×1

22AM14-15 1176

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 綾（あや） タオルセット
●箱入／300×400×60mm
●内容／バスタオル×2
●IMT28500　●梱／16×1

22AM14-16 1176

認定番号：第2014-657号

今治 綾（あや） タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

日本製

日本製

富士山染 木箱入りタオルセット
●サイズ／ハンドタオル：340×350mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1100mm
●材  質／綿100％（色糸部分：富士山染め糸使用）

¥2,200（税抜¥2,000）
富士山染め 木箱入りタオルセット
●木箱入／165×224×45mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●FJK6200　●梱／40×1

22AM13-12 1193

木箱入

¥3,300（税抜¥3,000）
富士山染め 木箱入りタオルセット
●木箱入／197×244×65mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●FJK6300　●梱／32×1

22AM13-14 1193

木箱入

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
富士山染め 木箱入りタオルセット
●木箱入／245×315×65mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●FJK6400　●梱／18×1

22AM13-15 1193

木箱入

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
富士山染め 木箱入りタオルセット
●木箱入／245×315×65mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●FJK6500　●梱／18×1

22AM13-16 1193

木箱入

日本製

¥8,250（税抜¥7,500）
富士山染め 木箱入りタオルセット
●木箱入／300×400×100mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●FJK6750　●梱／10×1

22AM13-17 1193

木箱入

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
富士山染め 木箱入りタオルセット
●木箱入／197×244×65mm
●内容／フェイスタオル×2
●FJK6250　●梱／32×1

22AM13-13 1193

木箱入
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日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
N color organic タオルセット
●箱入／175×240×45mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●NB-2115　●梱／84×1 

22AM15-8 746

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
N color organic タオルセット
●箱入／210×300×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●NB-2120　●梱／72×1 

22AM15-9 746

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
N color organic タオルセット
●箱入／240×340×60mm
●内容／フェイスタオル×3
●NB-2130　●梱／48×1 

22AM15-11 746

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
N color organic タオルセット
●箱入／240×420×70mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●NB-2150　●梱／36×1 

22AM15-12 746

N color organic タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ハンドタオル：340×350mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

日本製

¥1,100（税抜¥1,000）
N color organic フェイスタオル
●箱入／240×175×45mm
●内容／フェイスタオル×1
●NB-2110　●梱／84×1 

22AM15-7 746

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
N color organic タオルセット
●箱入／240×340×60mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●NB-2125　●梱／48×1 

22AM15-10 746

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
やさしいオーガニック タオルセット
●箱入／200×250×50mm
●内容／フェイスタオル（ガーゼ）×1・フェイスタオル（パイル）×1
●BN55200　●梱／48×1 

22AM15-13 1176

¥2,750（税抜¥2,500）
やさしいオーガニックバスタオル
●箱入／250×300×50mm
●内容／バスタオル×1
●BN55250　●梱／44×1 

22AM15-14 1176

¥3,300（税抜¥3,000）
やさしいオーガニック タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／フェイスタオル（ガーゼ）×1・フェイスタオル（パイル）×2
●BN55300　●梱／44×1 

22AM15-15 1176

¥3,850（税抜¥3,500）
やさしいオーガニック タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル（ガーゼ）×1
●BN55350　●梱／44×1 

22AM15-16 1176

¥4,400（税抜¥4,000）
やさしいオーガニック タオルセット
●箱入／250×350×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル（ガーゼ）×1・フェイスタオル
（パイル）×1　●BN55400　●梱／36×1 

22AM15-17 1176

¥5,500（税抜¥5,000）
やさしいオーガニック タオルセット
●箱入／280×430×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル（ガーゼ）×1・フェイスタオル
（パイル）×2　●BN55500　●梱／20×1 

22AM15-18 1176

やさしいオーガニック タオルセット
●サイズ／バスタオル：600×1100mm
　　　　 フェイスタオル（ガーゼ）：340×800mm
　　　　 フェイスタオル（パイル）：340×750mm
●材  質／綿100%（パイル部分：オーガニックコットン100％
　　　　 ガーゼ：ヨコ糸オーガニックコットン100％）

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
イータック【抗ウイルス加工】 今治うまれのタオルセット
●箱入／260×155×30mm
●内容／ウォッシュタオル×2
●ETK-15　●梱／96×1 

22AM16-1 483

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
イータック【抗ウイルス加工】 今治うまれのタオルセット
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●ETK-20　●梱／52×1 

22AM16-2 483

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
キレイつづくタオル
●箱入／230×340×45mm
●内容／バスタオル×1
●KK-2125　●梱／52×1 

22AM16-14 746

日本製

¥3,850（税抜¥3,500）
キレイつづくタオル
●箱入／250×350×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●KK-2135　●梱／40×1 

22AM16-15 746

日本製

¥4,950（税抜¥4,500）
キレイつづくタオル
●箱入／250×350×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●KK-2145　●梱／40×1 

22AM16-16 746

日本製

¥6,050（税抜¥5,500）
キレイつづくタオル
●箱入／300×380×70mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×3
●KK-2155　●梱／30×1 

22AM16-17 746

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
抗ウイルス加工タオルセット
●箱入／200×250×50mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●SKV56150　●梱／48×1 

22AM16-7 1176

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
抗ウイルス加工タオルセット
●箱入／200×250×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●SKV56200　●梱／48×1 

22AM16-8 1176

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
抗ウイルス加工タオルセット
●箱入／200×250×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●SKV56250　●梱／48×1 

22AM16-9 1176

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
抗ウイルス加工タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×2
●SKV56300　●梱／44×1 

22AM16-10 1176

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
抗ウイルス加工タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／フェイスタオル×3・ハンドタオル×2
●SKV56400　●梱／44×1 

22AM16-11 1176

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
抗ウイルス加工タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／フェイスタオル×4・ハンドタオル×2
●SKV56500　●梱／44×1 

22AM16-12 1176

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
イータック【抗ウイルス加工】 今治うまれのタオルセット
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×2
●ETK-40　●梱／32×1 

22AM16-5 483

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
イータック【抗ウイルス加工】 今治うまれのタオルセット
●箱入／300×390×40mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●ETK-50　●梱／26×1 

22AM16-6 483

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
イータック【抗ウイルス加工】 今治うまれのタオルセット
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●ETK-25　●梱／52×1 

22AM16-3 483

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
イータック【抗ウイルス加工】 今治うまれのバスタオル
●箱入／280×320×40mm
●内容／バスタオル×1
●ETK-30　●梱／32×1 

22AM16-4 483

イータック【抗ウイルス加工】 今治うまれのタオルセット
●サイズ／ウォッシュタオル：340×300mm
　　　　 フェイスタオル：340×７50mm
　　　　 バスタオル：600×1100mm
●材  質／綿100％（Etak®抗ウイルス加工）

抗ウイルス加工タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ハンドタオル：290×290mm
●材  質／綿100％

キレイつづくタオル
●サイズ／フェイスタオル：340×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200m
●材  質／綿90％・アクリル10％

¥2,200（税抜¥2,000）
キレイつづくタオル
●箱入／200×275×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●KK-2120　●梱／72×1 

22AM16-13 746

日本製

イータック加工した製品は
ウイルス・細菌を抑制する効果があり
小さなお子様も安心して
お使いいただけます。

ウイルス・臭いを
99%以上吸収・分離。
繊維に付いたウイルスや
細菌を抑制します。

抗菌剤のマイナスイオンが菌表面に働きかけ
多くの菌種を除去することで臭いを防ぎます。

日本製

¥550（税抜¥500）
和たおる謹製 綿花のさと 泉州フェイスタオル
●箱入／240×140×30mm
●内容／フェイスタオル×1
●JK-6505 BE　●梱／120×1

22AM15-1 1289

日本製

¥1,100（税抜¥1,000）
和たおる謹製 綿花のさと 泉州タオルセット
●箱入／170×235×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●JK-6510　●梱／72×1

22AM15-2 1289

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
和たおる謹製 綿花のさと 泉州タオルセット
●箱入／210×300×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●JK-6515　●梱／36×1

22AM15-3 1289

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
和たおる謹製 綿花のさと 泉州バスタオル
●箱入／245×345×60mm
●内容／バスタオル×1
●JK-6520 BE　●梱／21×1

22AM15-4 1289

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
和たおる謹製 綿花のさと 泉州タオルセット
●箱入／245×345×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●JK-6525　●梱／21×1

22AM15-5 1289

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
和たおる謹製 綿花のさと 泉州タオルセット
●箱入／270×400×65mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●JK-6530　●梱／16×1

22AM15-6 1289

和たおる謹製 綿花のさと 泉州タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％
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●箱入／400×400×63mm　●内容／大判バスタオル×1・フェ
イスタオル×2・ロングフェイスタオル×1　
●ZT-2180　●梱／14×1 

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

泉州+ecoタオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×800mm
　　　　 スリムバスタオル：340×1200mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

¥1,650（税抜¥1,500）
泉州+ecoタオルセット
●箱入／210×300×50mm
●内容／スリムバスタオル×1・フェイスタオル×1
●PE-1615　●梱／72×1

22AM17-1 746

¥2,200（税抜¥2,000）
泉州+ecoタオルセット
●箱入／240×340×60mm
●内容／スリムバスタオル×1・フェイスタオル×2
●PE-1620　●梱／48×1

22AM17-2 746

¥2,750（税抜¥2,500）
泉州+ecoタオルセット
●箱入／240×340×60mm
●内容／スリムバスタオル×2・フェイスタオル×1
●PE-1625　●梱／48×1

22AM17-3 746

¥3,300（税抜¥3,000）
泉州+ecoタオルセット
●箱入／240×420×70mm
●内容／スリムバスタオル×2・フェイスタオル×2
●PE-1630　●梱／36×1

22AM17-4 746

¥4,400（税抜¥4,000）
泉州+ecoタオルセット
●箱入／240×420×70mm
●内容／バスタオル×1・スリムバスタオル×1・フェイスタオル×2
●PE-1640　●梱／36×1

22AM17-5 746

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
泉州+ecoタオルセット
●箱入／300×520×70mm
●内容／バスタオル×1・スリムバスタオル×2・フェイスタオル×2
●PE-1650　●梱／24×1

22AM17-6 746

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
＆forest スリムバスタオル
●箱入／175×240×45mm
●内容／スリムバスタオル×1
●FR-2015-PK　●梱／84×1 

22AM17-7 746

¥2,200（税抜¥2,000）
＆forest タオルセット
●箱入／205×235×60mm
●内容／フェイスタオル×2
●FR-2020　●梱／56×1 

22AM17-8 746

¥2,750（税抜¥2,500）
＆forest タオルセット
●箱入／205×300×60mm
●内容／スリムバスタオル×1・フェイスタオル×1
●FR-2025　●梱／48×1 

22AM17-9 746

¥3,300（税抜¥3,000）
＆forest タオルセット
●箱入／205×300×60mm
●内容／フェイスタオル×3
●FR-2030　●梱／48×1 

22AM17-10 746

¥4,400（税抜¥4,000）
＆forest タオルセット
●箱入／285×285×70mm
●内容／スリムバスタオル×2・フェイスタオル×1
●FR-2040　●梱／36×1 

22AM17-11 746

¥5,500（税抜¥5,000）
＆forest タオルセット
●箱入／290×375×70mm
●内容／スリムバスタオル×2・フェイスタオル×2
●FR-2050　●梱／30×1 

22AM17-12 746

＆forest タオルセット
●サイズ／スリムバスタオル：340×1100mm
　　　　 フェイスタオル：340×800mm
●材  質／パイル部分：モダール50％・綿50％
　　　　 グランド部分：綿100％

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

泉織 極吸水タオルセット（高吸水プレミアム）
●サイズ／フェイスタオル：330×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

¥8,800（税抜¥8,000）
泉織 極吸水タオルセット（高吸水プレミアム）
●箱入／300×520×70mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2
●KM-1980　●梱／24×1

22AM17-18 746

¥4,400（税抜¥4,000）
泉織 極吸水タオルセット（高吸水プレミアム）
●箱入／240×420×70mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●KM-1940　●梱／36×1

22AM17-15 746

¥5,500（税抜¥5,000）
泉織 極吸水タオルセット（高吸水プレミアム）
●箱入／240×420×70mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●KM-1950　●梱／36×1

22AM17-16 746

¥6,600（税抜¥6,000）
泉織 極吸水タオルセット（高吸水プレミアム）
●箱入／240×420×70mm
●内容／バスタオル×2
●KM-1960　●梱／36×1

22AM17-17 746

¥2,200（税抜¥2,000）
泉織 極吸水タオルセット（高吸水プレミアム）
●箱入／240×260×60mm
●内容／フェイスタオル×2
●KM-1920　●梱／60×1

22AM17-13 746

¥3,300（税抜¥3,000）
泉織 極吸水タオルセット（高吸水プレミアム）
●箱入／240×340×60mm
●内容／フェイスタオル×3
●KM-1930　●梱／48×1

22AM17-14 746

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
四重ガーゼ 泉州こだわりタオルセット
●箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TN-6220　●梱／36×1 

22AM18-1 1289

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
四重ガーゼ 泉州こだわりタオルセット
●箱入／250×320×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●TN-6230　●梱／24×1 

22AM18-2 1289

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
グラデーション 泉州こだわりタオルセット
●箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●TN-6020　●梱／36×1 

22AM18-3 1289

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
グラデーション 泉州こだわりタオルセット
●箱入／250×320×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●TN-6030　●梱／24×1 

22AM18-4 1289

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
シャーベット 泉州こだわりタオルセット
●箱入／280×350×50mm
●内容／フェイスタオル×4
●TN-6140　●梱／20×1 

22AM18-6 1289

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
シャーベット 泉州こだわりタオルセット
●箱入／250×320×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●TN-6130　●梱／24×1 

22AM18-5 1289

日本製

¥3,850（税抜¥3,500）
-厚みへのこだわり-贅沢タオルセット
●箱入／300×300×63mm
●内容／フェイスタオル×1・ロングフェイスタオル×2
●ZT-2135　●梱／28×1 

22AM18-14 746

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
-厚みへのこだわり-贅沢タオルセット
●箱入／300×300×63mm
●内容／フェイスタオル×2・ロングフェイスタオル×1
●ZT-2140　●梱／28×1 

22AM18-15 746

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
-厚みへのこだわり-贅沢タオルセット
●箱入／350×350×63mm
●内容／大判バスタオル×1・ロングフェイスタオル×1
●ZT-2150　●梱／20×1 

22AM18-16 746

日本製

¥6,600（税抜¥6,000）
-厚みへのこだわり-贅沢タオルセット
●箱入／350×350×63mm
●内容／大判バスタオル×1・ロングフェイスタオル×2
●ZT-2160　●梱／20×1 

22AM18-17 746

日本製

¥8,800（税抜¥8,000）
-厚みへのこだわり-贅沢タオルセット

22AM18-18 746

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
-厚みへのこだわり-贅沢タオルセット
●箱入／300×300×63mm
●内容／フェイスタオル×1・ロングフェイスタオル×1
●ZT-2125　●梱／28×1 

22AM18-13 746

-厚みへのこだわり-贅沢タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：330×860mm
　　　　 ロングフェイスタオル：330×900mm
　　　　 大判バスタオル：700×1400mm
●材  質／綿100％

irodori-oriタオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm　
●材  質／綿100％

¥1,650（税抜¥1,500）
irodori-oriタオルセット
●箱入／200×275×40mm
●内容／フェイスタオル×3
●IR-1715　●梱／72×1

22AM18-7 746

¥2,200（税抜¥2,000）
irodori-oriタオルセット
●箱入／230×340×45mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IR-1720　●梱／52×1

22AM18-8 746

¥2,750（税抜¥2,500）
irodori-oriタオルセット
●箱入／250×350×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●IR-1725　●梱／40×1

22AM18-9 746

¥3,300（税抜¥3,000）
irodori-oriタオルセット
●箱入／250×350×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×3
●IR-1730　●梱／40×1

22AM18-10 746

¥5,500（税抜¥5,000）
irodori-oriタオルセット
●箱入／300×380×70mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×4
●IR-1750　●梱／30×1

22AM18-12 746

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
irodori-oriタオルセット
●箱入／300×380×70mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2
●IR-1740　●梱／30×1

22AM18-11 746

日本製

四重ガーゼ 泉州こだわりタオルセット
●サイズ／フェイスタオル：350×850mm
●材  質／綿100％（横糸：無撚糸）

シャーベット 泉州こだわりタオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×800mm
●材  質／綿100％

グラデーション 泉州こだわりタオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×850mm
●材  質／綿100％

たおる職人

中沢織物
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日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
今治×泉州 波の音タオルセット
●箱入／205×245×40mm
●内容／フェイスタオル（泉州）×1・ハンドタオル（今治）×1
●TMS1508501　●梱／80×1 

22AM19-1 241

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
今治×泉州 波の音タオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル（今治）×1・フェイスタオル（泉州）×1
●TMS2008502　●梱／40×1 

22AM19-2 241

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
今治×泉州 波の音タオルセット
●箱入／245×305×50mm　●内容／フェイスタオル（今治）×
1・フェイスタオル（泉州）×1・ハンドタオル（泉州）×1
●TMS2508503　●梱／40×1 

22AM19-3 241

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
今治×泉州 波の音タオルセット
●箱入／245×305×50mm　●内容／フェイスタオル（今治）×1・フェ
イスタオル（泉州）×1・ハンドタオル（今治）×1・ハンドタオル（泉州）×1
●TMS3008504　●梱／40×1 

22AM19-4 241

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
今治×泉州 波の音タオルセット
●箱入／305×368×60mm　●内容／バスタオル（今治）×1・
フェイスタオル（泉州）×2・ハンドタオル（今治）×1
●TMS5008505　●梱／30×1 

22AM19-5 241

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
国産タオルセット
●箱入／200×250×50mm
●内容／今治産フェイスタオル×1・泉州フェイスタオル×1
●IBS17200　●梱／48×1 

22AM19-6 1176

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
国産タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／今治産フェイスタオル×2・泉州ハンドタオル×1
●IBS17250　●梱／44×1 

22AM19-7 1176

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
国産タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／今治産バスタオル×1・泉州ハンドタオル×1
●IBS17300　●梱／44×1 

22AM19-8 1176

日本製

¥3,850（税抜¥3,500）
国産タオルセット
●箱入／250×300×50mm
●内容／今治産バスタオル×1・泉州フェイスタオル×1
●IBS17350　●梱／44×1 

22AM19-9 1176

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
国産タオルセット
●箱入／250×350×50mm　●内容／今治産バスタオル×1・今
治産フェイスタオル×1・泉州ハンドタオル×1
●IBS17400　●梱／36×1 

22AM19-10 1176

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
国産タオルセット
●箱入／250×350×50mm　●内容／今治産バスタオル×1・今治
産フェイスタオル×1・泉州フェイスタオル×1・泉州ハンドタオル×1
●IBS17500　●梱／36×1 

22AM19-11 1176

日本製

¥550（税抜¥500）
ジャポネスタイルフェイスタオル
●箱入／250×150×30mm
●内容／フェイスタオル（泉州）×1
●JS-2105　●梱／100×1 

22AM19-12 746

日本製

¥1,100（税抜¥1,000）
ジャポネスタイルタオルセット（今治＆泉州）
●箱入／240×176×38mm
●内容／フェイスタオル（今治）×1・フェイスタオル（泉州）×1
●JS-2110　●梱／84×1 

22AM19-13 746

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
ジャポネスタイルタオルセット（今治＆泉州）
●箱入／200×275×40mm
●内容／フェイスタオル（今治）×1・フェイスタオル（泉州）×2
●JS-2115　●梱／72×1 

22AM19-14 746

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
ジャポネスタイルタオルセット（今治＆泉州）
●箱入／230×340×45mm　●内容／フェイスタオル（今治）×1・
スリムバスタオル（泉州）×1・フェイスタオル（泉州）×1
●JS-2120　●梱／52×1 

22AM19-15 746

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
ジャポネスタイルタオルセット（今治＆泉州）
●箱入／230×340×45mm　●内容／フェイスタオル（今治）×2・
スリムバスタオル（泉州）×1・フェイスタオル（泉州）×1
●JS-2125　●梱／52×1 

22AM19-16 746

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
ジャポネスタイルタオルセット（今治＆泉州）
●箱入／230×340×45mm
●内容／バスタオル（今治）×1・フェイスタオル（泉州）×1
●JS-2130　●梱／52×1 

22AM19-17 746

今治×泉州 波の音タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ハンドタオル：340×350mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2013-614号

ジャポネスタイルタオルセット（今治＆泉州）
●サイズ／フェイスタオル（今治）：340×750mm
　　　　 フェイスタオル（泉州）：290×750mm
　　　　 スリムバスタオル（泉州）：340×1000mm
　　　　 バスタオル（今治）:600×1200mm
●材  質／綿100％

認定番号：第2014-206号認定番号：第2020-1661号

国産タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ハンドタオル：290×290mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100％

¥1,650（税抜¥1,500）
スフレ ドゥー 無撚糸タオルセット
●箱入／182×247×50mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●SF2215　●梱／54×1 

22AM20-1 1193

¥2,200（税抜¥2,000）
スフレ ドゥー 無撚糸タオルセット
●箱入／182×247×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●SF2220　●梱／54×1 

22AM20-2 1193

¥2,750（税抜¥2,500）
スフレ ドゥー 無撚糸タオルセット
●箱入／236×287×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●SF2225　●梱／36×1 

22AM20-3 1193

¥3,300（税抜¥3,000）
スフレ ドゥー 無撚糸タオルセット
●箱入／236×287×50mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●SF2230　●梱／36×1 

22AM20-4 1193

¥4,400（税抜¥4,000）
スフレ ドゥー 無撚糸タオルセット
●箱入／245×350×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●SF2240　●梱／24×1 

22AM20-5 1193

¥5,500（税抜¥5,000）
スフレ ドゥー 無撚糸タオルセット
●箱入／245×350×50mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1・フェイスタオル×2
●SF2250　●梱／24×1 

22AM20-6 1193

¥1,650（税抜¥1,500）
フルテクト【抗ウイルス加工】 マスク＆フェイスタオル
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×1・マスク×6
●FTK-015　●梱／52×1 

22AM20-7 483

¥2,200（税抜¥2,000）
フルテクト【抗ウイルス加工】 マスク＆フェイスタオル
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×1・マスク×12
●FTK-020　●梱／52×1 

22AM20-8 483

¥2,750（税抜¥2,500）
フルテクト【抗ウイルス加工】 マスク＆フェイスタオル
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×2・マスク×6
●FTK-025　●梱／52×1 

22AM20-9 483

¥3,300（税抜¥3,000）
フルテクト【抗ウイルス加工】 マスク＆フェイスタオル
●箱入／230×250×40mm
●内容／フェイスタオル×2・マスク×12
●FTK-030　●梱／52×1 

22AM20-10 483

¥4,400（税抜¥4,000）
フルテクト【抗ウイルス加工】 マスク＆フェイスタオル
●箱入／280×320×40mm
●内容／フェイスタオル×3・マスク×12
●FTK-040　●梱／32×1 

22AM20-11 483

¥5,500（税抜¥5,000）
フルテクト【抗ウイルス加工】 マスク＆フェイスタオル
●箱入／280×320×60mm
●内容／フェイスタオル×4・マスク×12
●FTK-050　●梱／20×1 

22AM20-12 483

スフレ ドゥー 無撚糸タオルセット
●サイズ／フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ハンドタオル：340×350mm
　　　　 バスタオル：600×1100mm
●材  質／綿100％

フルテクト【抗ウイルス加工】 マスク＆フェイスタオル
●サイズ／フェイスタオル：340×750mm
●材  質／綿100％（フルテクト® 抗ウイルス加工）

フルテクトの抗ウイルス加工タオルは
繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。
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¥1,100（税抜¥1,000）
カンサイ ヤマモト メゾン タオルセット
●箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル（プリント）×2
●TKM1002801　●梱／60×1 

22AM21-1 241

¥1,650（税抜¥1,500）
カンサイ ヤマモト メゾン タオルセット
●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル（プリント）×2・フェイスタオル（カラー）×1
●TKM1502802　●梱／40×1 

22AM21-2 241

¥2,200（税抜¥2,000）
カンサイ ヤマモト メゾン バスタオル
●箱入／305×245×50mm
●内容／バスタオル（プリント）×1
●TKM2002803　●梱／40×1 

22AM21-3 241

¥2,750（税抜¥2,500）
カンサイ ヤマモト メゾン タオルセット
●箱入／280×335×50mm
●内容／バスタオル（プリント）×1・フェイスタオル（カラー）×1
●TKM2502804　●梱／40×1 

22AM21-4 241

¥3,300（税抜¥3,000）
カンサイ ヤマモト メゾン タオルセット
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル（プリント）×1・フェイスタオル（プリント）×1・
フェイスタオル（カラー）×1　●TKM3002805　●梱／30×1 

22AM21-5 241

¥5,500（税抜¥5,000）
カンサイ ヤマモト メゾン タオルセット
●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル（プリント）×1・フェイスタオル（プリント）×4・
フェイスタオル（カラー）×2　●TKM5002806　●梱／30×1 

22AM21-6 241

カンサイ ヤマモト メゾン タオルセット
●サイズ／バスタオル（プリント）：600×1100mm
　　　　 フェイスタオル（プリント）：290×750mm
　　　　 フェイスタオル（カラー）：290×750mm
●材  質／綿100％

¥1,100（税抜¥1,000）
prima rosette using by LIBERTY FABRICS
●箱入／185×200×60mm
●内容／フェイスタオル×1
●PRB-2010-BL　●梱／90×1 

22AM21-7 746

¥2,200（税抜¥2,000）
prima rosette using by LIBERTY FABRICS
●箱入／230×230×70mm
●内容／フェイスタオル×2
●PRB-2020　●梱／60×1 

22AM21-8 746

¥2,750（税抜¥2,500）
prima rosette using by LIBERTY FABRICS
●箱入／230×230×70mm
●内容／フェイスタオル×2・ミニハンカチ×1
●PRB-2025　●梱／60×1 

22AM21-9 746

¥3,300（税抜¥3,000）
prima rosette using by LIBERTY FABRICS
●箱入／240×305×70mm
●内容／フェイスタオル×3
●PRB-2030　●梱／36×1 

22AM21-10 746

¥4,400（税抜¥4,000）
prima rosette using by LIBERTY FABRICS
●箱入／240×305×70mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ミニハンカチ×1
●PRB-2040　●梱／36×1 

22AM21-11 746

¥5,500（税抜¥5,000）
prima rosette using by LIBERTY FABRICS

22AM21-12 746

prima rosette using by LIBERTY FABRICS
●サイズ／バスタオル：600×1200mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 ミニハンカチ：250×250mm
●材  質／綿100％

ナポレオンクラブ ホテル仕様タオルセット
●サイズ／ハンドタオル：340×350mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1100mm
●材  質／綿100％

¥1,100（税抜¥1,000）
ナポレオンクラブ ホテル仕様タオルセット
●箱入／170×250×38mm
●内容／ハンドタオル×２
●NAP5510　●梱／64×1

22AM21-13 1193

¥1,650（税抜¥1,500）
ナポレオンクラブ ホテル仕様タオルセット
●箱入／260×300×50mm
●内容／フェイスタオル×２
●NAP5515　●梱／48×1

22AM21-14 1193

¥2,200（税抜¥2,000）
ナポレオンクラブ ホテル仕様タオルセット
●箱入／260×300×50mm
●内容／ハンドタオル×１・フェイスタオル×２
●NAP5520　●梱／48×1

22AM21-15 1193

¥2,750（税抜¥2,500）
ナポレオンクラブ ホテル仕様タオルセット
●箱入／260×300×50mm
●内容／バスタオル×１・フェイスタオル×１
●NAP5525　●梱／48×1

22AM21-16 1193

¥3,300（税抜¥3,000）
ナポレオンクラブ ホテル仕様タオルセット
●箱入／285×388×57mm
●内容／バスタオル×１・フェイスタオル×2
●NAP5530　●梱／28×1

22AM21-17 1193

¥5,500（税抜¥5,000）
ナポレオンクラブ ホテル仕様タオルセット

22AM21-18 1193

日本製

認定番号：第2017-1486号
認定番号：第2017-1487号

認定番号：第2015‐671号

¥22,000（税抜¥20,000）
今治纏布（いまばりてんぷ） 
今治産ジャガードタオルケット2枚組
●箱入／470×320×130mm
●サイズ／タオルケット：1400×1900mm
●材質／綿100％　●内容／タオルケット×2
●TP20181　●梱／6×1

22AM22-4 1193

日本製

¥11,000（税抜¥10,000）
今治プリマクラッセ タオルケット
●箱入／450×350×80mm
●サイズ／タオルケット：1400×1900mm
●材質／綿100%　●内容／タオルケット×1
●IPT-10007　●梱／9×1

22AM22-1 483

日本製

¥16,500（税抜¥15,000）
今治プリマクラッセ タオルケット2枚組
●箱入／560×360×120mm
●サイズ／タオルケット：1400×1900mm
●材質／綿100%　●内容／タオルケット×2
●IPT-15007　●梱／5×1

22AM22-2 483

relax  real  refine
R. Feel

¥5,500（税抜¥5,000）
アールフィール あったか敷パッド
●箱入／360×440×80mm
●サイズ／敷パッド：1000×2000mm　●材質／
表・裏：ポリエステル100%・詰め物：ポリエステル
100%・約0.2kg　●内容／あったか敷パッド×1
●RF27050　●梱／16×1 

22AM22-13 1176

¥8,800（税抜¥8,000）
アールフィール あったかフランネル敷パッド
●箱入／380×580×140mm　●サイズ／フラ
ンネル敷パッド：1000×2050mm　●材質／表：
ポリエステル100%・裏：ポリエステル100%・詰
め物：ポリエステル100%・約0.4kg（増量わた）
●内容／フランネル敷パッド×1
●RF27080　●梱／12×1 

22AM22-14 1176

¥11,000（税抜¥10,000）
アールフィール あったかフランネルわた入毛布
●箱入／380×580×160mm　●サイズ／フ
ランネルわた入毛布：1400×1900mm　●材
質／表：ポリエステル100%・衿・裏：ポリエステル
100%・詰め物：ポリエステル100%・約0.3kg
●内容／フランネルわた入毛布×1
●RF27100　●梱／8×1 

22AM22-15 1176

¥11,000（税抜¥10,000）
アールフィール あったか敷パッド2枚組
●箱入／380×580×140mm
●サイズ／敷パッド：1000×2000mm　●材質／
表・裏：ポリエステル100%・詰め物：ポリエステル
100%・約0.2kg　●内容／あったか敷パッド×2
●RF27110　●梱／10×1 

22AM22-16 1176

¥5,500（税抜¥5,000）
ノルディックスタイル マイヤータオルケット
●箱入／460×310×80mm　●サイズ／マイ
ヤータオルケット：1400×1850mm　●材質／
パイル：ポリエステル80％・綿20％・グランド：ポリエ
ステル100％　●内容／マイヤータオルケット×1
●NSR77050　●梱／20×1 

22AM22-17 1176

日本製

¥16,500（税抜¥15,000）
今治纏布（いまばりてんぷ） 
今治産ジャガードタオルケット
●箱入／470×320×80mm
●サイズ／タオルケット：1400×1900mm
●材質／綿100％　●内容／タオルケット×1
●TP15181 BL　●梱／10×1 

22AM22-3 1193

¥5,500（税抜¥5,000）
クールエレガント 接触冷感敷パッド
●箱入／460×310×80mm
●サイズ／敷パッド：1000×2050mm
●材質／表：ポリエステル80%・ナイロン20%・裏：ポ
リエステル100%・中綿：ポリエステル100%（約
0.2kg）四隅ゴム付き　●内容／敷パッド×1
●COL37050-BL　●梱／12×1 

22AM22-5 1176

¥8,800（税抜¥8,000）
クールエレガント 接触冷感キルトケット
●箱入／460×310×110mm
●サイズ／キルトケット：1400×1900mm
●材質／表：ポリエステル80%・ナイロン20%・裏：ポ
リエステル80％・ナイロン20％・中綿：ポリエステル
100%（約0.2kg）　●内容／キルトケット×1
●COL37080-BL　●梱／12×1 

22AM22-6 1176

¥11,000（税抜¥10,000）
クールエレガント 接触冷感敷パッド2枚組
●箱入／580×380×140mm
●サイズ／敷パッド：1000×2050mm
●材質／表：ポリエステル80%・ナイロン20%・裏：ポ
リエステル100%・中綿：ポリエステル100%（約
0.2kg）四隅ゴム付き　●内容／敷パッド×2
●COL37100　●梱／10×1 

22AM22-7 1176

¥13,200（税抜¥12,000）
クールエレガント 接触冷感キルトケット＆敷パッド
●箱入／580×380×140mm
●サイズ／キルトケット：1400×1900mm・敷パッド：
1000×2050mm　●材質／【キルトケット】表：ポリ
エステル80%・ナイロン20%・裏：ポリエステル80％・
ナイロン20％・中綿：ポリエステル100%（約0.2kg）
【敷パッド】表：ポリエステル80%・ナイロン20%・裏：ポ
リエステル100%・中綿：ポリエステル100%（約
0.2kg）四隅ゴム付き　●内容／キルトケット×1・敷
パッド×1　●COL37120-BL　●梱／10×1 

22AM22-8 1176

¥11,000（税抜¥10,000）
ソフトボア ハーフケット2枚組
●箱入／360×440×80mm
●サイズ／ハーフケット：1000×1400mm
●材質／ポリエステル100%
●内容／ハーフケット×2
●FFB23100　●梱／10×1 

22AM22-12 1176

¥4,400（税抜¥4,000）
ソフトボア ひざ掛け
●箱入／250×350×50mm
●サイズ／ひざ掛け：700×1000mm
●材質／ポリエステル100%
●内容／ひざ掛け×1
●FFB23040-IV　●梱／36×1 

22AM22-9 1176

¥5,500（税抜¥5,000）
ソフトボア ハーフケット
●箱入／280×430×50mm
●サイズ／ハーフケット：1000×1400mm
●材質／ポリエステル100%
●内容／ハーフケット×1
●FFB23050-IV　●梱／16×1 

22AM22-10 1176

¥8,800（税抜¥8,000）
ソフトボア 毛布
●箱入／360×440×80mm
●サイズ／毛布：1400×2000mm
●材質／ポリエステル100%
●内容／毛布×1
●FFB23080-IV　●梱／12×1 

22AM22-11 1176

¥11,000（税抜¥10,000）
ノルディックスタイル マイヤータオルケット2枚組
●箱入／460×310×110mm　●サイズ／マイ
ヤータオルケット：1400×1850mm　●材質／パ
イル：ポリエステル８０％・綿２０％・　グランド：ポリエ
ステル１００％　●内容／マイヤータオルケット×2
●NSR77100　●梱／10×1 

22AM22-18 1176

¥11,000（税抜¥10,000）
はなしずか 木箱入りシルク混綿毛布（毛羽部分）
●木箱入／490×225×145mm　●サイズ／綿毛
布：1400×2000mm　●材質／よこ糸（毛羽部分）：
綿85％・シルク15％・たて糸：ポリエステル100%・ヘ
ム：ポリエステル100％　●内容／綿毛布×1
●KH10055　●梱／8×1 

22AM22-19 1193

木箱入

¥16,500（税抜¥15,000）
はなしずか 木箱入りシルク混綿毛布（毛羽部分）
●木箱入／490×225×145mm　●サイズ／
綿毛布：1400×2000mm　●材質／よこ糸（毛
羽部分）：綿70％・シルク30％・たて糸：ポリエステ
ル100%　●内容／綿毛布×1
●KH15055　●梱／8×1 

22AM22-20 1193

木箱入

2221



¥1,650（税抜¥1,500）
ローラ アシュレイ 
ボタニカルボディウォッシュセット
●箱入／230×260×55mm　●内容／ボディウォッシュ（ローズペタル）500ml×1・
ボディウォッシュ詰替用（ローズペタル）380ml×1 
●LAB-15　●梱／12×3 

22AM23-1 717

¥2,200（税抜¥2,000）
ローラ アシュレイ 
ボタニカルボディウォッシュセット
●箱入／230×410×55mm　●内容／ボディウォッシュ（ローズペタル）500ml×1・
ボディウォッシュ詰替用（ローズペタル）380ml×1・ボディウォッシュ詰替用（カントリーガーデン）380ml×1
●LAB-20　●梱／10×3 

22AM23-2 717

¥2,750（税抜¥2,500）
ローラ アシュレイ 
ボタニカルボディウォッシュセット
●箱入／230×355×55mm　●内容／ボディウォッシュ（ローズペタル）500ml×1・
ボディウォッシュ（カントリーガーデン）500ml×1・ボディウォッシュ詰替用（ローズペタル）380ml×1　
●LAB-25　●梱／8×3 

22AM23-3 717

¥4,400（税抜¥4,000）
ローラ アシュレイ 
ボタニカルボディウォッシュセット
●箱入／230×600×55mm  ●内容／ボディウォッシュ（ローズペタル）500ml×1・ボディウォッシュ（カントリー
ガーデン）500ml×1・ボディウォッシュ（フレッシュシトラス）500ml×1・ボディウォッシュ詰替用（ローズペタル）
380ml×1・ボディウォッシュ詰替用（カントリーガーデン）380ml×1  
●LAB-40　●梱／5×3 

22AM23-5 717

¥5,500（税抜¥5,000）
ローラ アシュレイ 
ボタニカルボディウォッシュセット
●箱入／445×355×55mm　●内容／ボディウォッシュ（ローズペ
タル）500ml×2・ボディウォッシュ（カントリーガーデン）500ml×1・
ボディウォッシュ（フレッシュシトラス）500ml×1・ボディウォッシュ詰
替用（ローズペタル）380ml×1・ボディウォッシュ詰替用（カントリー
ガーデン）380ml×1  ●LAB-50　●梱／4×3 

22AM23-6 717

日本製

日本製

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
ローラ アシュレイ 
ボタニカルボディウォッシュセット
●箱入／230×500×55mm　●内容／ボディウォッシュ（ローズペタル）500ml×1・
ボディウォッシュ（カントリーガーデン）500ml×1・ボディウォッシュ詰替用（ローズペタル）380ml×1・
ボディウォッシュ詰替用（カントリーガーデン）380ml×1  
●LAB-30　●梱／6×3 

22AM23-4 717

日本製

日本製

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
ELLE MAISON ボディソープセット
●箱入／225×295×55mm　●内容／ボディソープ（ホワイト
ブーケ）400ml×1・ボディソープ（ブライトローズ）400ml×1・ボ
ディソープ詰替用（ホワイトブーケ）320ml×1
●ELL-20　●梱／10×3

22AM23-8 717

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
ELLE MAISON ボディソープセット
●箱入／225×425×55mm
●内容／ボディソープ（ホワイトブーケ）400ml×1・ボディソープ（ブ
ルーマリン）400ml×1・ボディソープ詰替用（ホワイトブーケ）
320ml×1・ボディソープ詰替用（ブルーマリン）320ml×1
●ELL-25　●梱／8×3

22AM23-9 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
ELLE MAISON ボディソープセット
●箱入／225×315×55mm
●内容／ボディソープ（ホワイトブーケ）400ml×2・ボディソープ（ブ
ルーマリン）400ml×1・ボディソープ（ブライトローズ）400ml×1
●ELL-30　●梱／8×2

22AM23-10 717

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
ELLE MAISON ボディソープセット
●箱入／225×580×55mm　●内容／ボディソープ（ホワイトブーケ）400ml×2・ボディソープ（ブルーマリ
ン）400ml×1・ボディソープ（ブライトローズ）400ml×1・ボディソープ詰替用（ホワイトブーケ）320ml×1・ボ
ディソープ詰替用（ブルーマリン）320ml×1
●ELL-40　●梱／5×3

22AM23-11 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
ELLE MAISON ボディソープセット
●箱入／435×425×55mm　●内容／ボディソープ（ホワイト
ブーケ）400ml×2・ボディソープ（ブルーマリン）400ml×1・ボディ
ソープ（ブライトローズ）400ml×1・ボディソープ詰替用（ホワイト
ブーケ）320ml×2・ボディソープ詰替用（ブルーマリン）320ml×2
●ELL-50　●梱／4×3

22AM23-12 717

日本製

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
ELLE MAISON ボディソープセット
●箱入／225×165×55mm　●内容／ボディソープ（ホワイト
ブーケ）400ml×1・ボディソープ（ブルーマリン）400ml×1
●ELL-15　●梱／15×3

22AM23-7 717

¥1,100（税抜¥1,000）
ミッフイー ソープギフト
●箱入／180×220×55mm　●内容／薬用ハンドソープ250ml×1・
薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●MFF-10　●梱／24×2

22AM24-1 717

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
ミッフイー ソープギフト
●箱入／180×345×55mm　●内容／薬用ハンドソープ250ml×1・
薬用ハンドソープ詰替用200ml×2
●MFF-15　●梱／15×3

22AM24-2 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
ミッフイー ソープギフト
●箱入／235×320×65mm
●内容／ボディソープ（カモミール）500ml×1・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●MFF-20N　●梱／14×2

22AM24-3 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
四季折々 薬用入浴剤セット
●箱入／200×365×35mm　●内容／バブ（ゆず）×1・バブ（森）×
1・バブ（ラベンダー）×1・バブ（ひのき）×1・薬用入浴剤（ゆず）
（25g×2袋）×1・薬用入浴剤（よもぎ)（25g×2袋）×1・薬用入浴剤
（もも)（25g×2袋）×1・薬用入浴剤（ひのき)（25g×2袋）×1
●SB-20N　●梱／30×1

22AM24-12 717

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
四季折々 薬用入浴剤セット
●箱入／335×275×35mm　●内容／バブ（ゆず）×2・バブ（森）×
1・バブ（ラベンダー）×1・バブ（ひのき）×1・薬用入浴剤（ゆず）
（25g×2袋）×2・薬用入浴剤（よもぎ)（25g×2袋）×1・薬用入浴剤
（もも)（25g×2袋）×1・薬用入浴剤（ひのき)（25g×2袋）×1
●SB-25N　●梱／20×1

22AM24-13 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
四季折々 薬用入浴剤セット
●箱入／380×275×35mm　●内容／バブ（ゆず）×2・バブ（森）×
2・バブ（ラベンダー）×2・薬用入浴剤（ゆず）（25g×2袋）×2・薬用入
浴剤（よもぎ)（25g×2袋）×2・薬用入浴剤（もも)（25g×2袋）×2
●SB-30N　●梱／18×1

22AM24-14 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
四季折々 薬用入浴剤セット
●箱入／245×365×70mm　●内容／バブ（ゆず）×4・バブ（森）×
4・バブ（ラベンダー）×4・バブ（ひのき）×4・薬用入浴剤（ゆず）
（25g×2袋）×2・薬用入浴剤（よもぎ)（25g×2袋）×2・薬用入浴剤
（もも)（25g×2袋）×2・薬用入浴剤（ひのき)（25g×2袋）×2
●SB-50N　●梱／12×1

22AM24-15 717

日本製

¥1,100（税抜¥1,000）
四季折々 薬用入浴剤セット
●箱入／200×190×35mm
●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

22AM24-10 717

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
四季折々 薬用入浴剤セット
●箱入／200×275×35mm　●内容／バブ（ゆず）×1・バブ（森）×
1・バブ（ラベンダー）×1・薬用入浴剤（ゆず）（25g×2袋）×1・薬用入
浴剤（よもぎ)（25g×2袋）×1・薬用入浴剤（もも)（25g×2袋）×1
●SB-15N　●梱／36×1

22AM24-11 717

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／155×245×40mm
●内容／フロッシュミニ（100ml）×1・スポンジ×1・巾着×1
●FRS-G15　●梱／40×1

22AM24-4 483

¥2,200（税抜¥2,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／155×245×40mm
●内容／フロッシュミニ（100ml）×1・スポンジ×1・巾着×1・マイク
ロファイバークロス×2
●FRS-G20　●梱／40×1

22AM24-5 483

¥2,750（税抜¥2,500）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／155×320×40mm
●内容／フロッシュミニ（100ml）×2・スポンジ×1・巾着×1・マイク
ロファイバークロス×2
●FRS-G25　●梱／24×1

22AM24-6 483

¥3,300（税抜¥3,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／155×320×40mm
●内容／フロッシュミニ（100ml）×3・スポンジ×1・巾着×1・マイク
ロファイバークロス×1
●FRS-G30　●梱／24×1

22AM24-7 483

¥4,400（税抜¥4,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／300×260×40mm
●内容／フロッシュミニ（100ml）×3・スポンジ×1・巾着×1・マイク
ロファイバークロス×1・今治フェイスタオル×1
●FRS-G40　●梱／20×1

22AM24-8 483

¥5,500（税抜¥5,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／300×260×40mm
●内容／フロッシュミニ（100ml）×4・スポンジ×1・巾着×1・マイク
ロファイバークロス×2・今治ウォッシュタオル×1
●FRS-G50　●梱／20×1

22AM24-9 483

フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●サイズ／巾着：175×260mm、マイクロファイバークロス：250×250mm
　　　　 フェイスタオル：340×750mm、ウォッシュタオル：340×300mm
●材  質／巾着：綿100％、マイクロファイバークロス：ポリエステル80％、ナイロン20％
　　　　 フェイスタオル：綿100％、ウォッシュタオル：綿100％
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¥2,200（税抜¥2,000）
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
●箱入／135×135×275mm　●内容／P＆Gアリエールジェル
750g×1・台所用除菌ジェル250ml×1・抗菌・消臭ソフター
EX400g×1　●GPS-20C　●梱／8×6

22AM25-1 448

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
●箱入／126×202×275mm　●内容／P＆Gアリエールジェル
750g×1・台所用除菌ジェル250ml×1・抗菌・消臭ソフター
EX400g×1・抗菌・消臭ソフターEX詰替350g×1
●GPS-25C　●梱／6×6

22AM25-2 448

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
●箱入／135×198×275mm　●内容／P＆Gアリエールジェル
750g×1・台所用除菌ジェル250ml×1・抗菌・消臭ソフター
EX400g×1・抗菌・消臭ソフターEX詰替350g×2
●GPS-30C　●梱／6×6

22AM25-3 448

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
●箱入／156×243×280mm ●内容／P＆Gアリエールジェル750g×1・
P＆Gアリエールジェル詰替690g×1・台所用除菌ジェル250ml×1・台所用
除菌ジェル詰替200ml×1・抗菌・消臭ソフターEX400g×1・抗菌・消臭ソフ
ターEX詰替350g×1 ●GPS-40C　●梱／4×6

22AM25-4 448

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
●箱入／200×248×280mm　●内容／P＆Gアリエールジェル
750g×1・P＆Gアリエールジェル詰替690g×2・台所用除菌ジェル
250ml×1・台所用除菌ジェル詰替200ml×1・抗菌・消臭ソフター
EX400g×1・抗菌・消臭ソフターEX詰替350g×2  
●GPS-50C　●梱／4×6

22AM25-5 448

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
ファミリーライフギフト
●箱入／90×180×225mm
●内容／アタックZERO400g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用
ハンドソープ詰替用200ml×3
●FM-25　●梱／9×3

22AM25-8 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
ファミリーライフギフト
●箱入／135×180×225mm
●内容／アタックZERO400g×1・アタックZERO詰替用360g×3・
薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●FM-50　●梱／6×2

22AM25-10 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
ファミリーライフギフト
●箱入／90×180×225mm
●内容／アタックZERO400g×1・アタックZERO詰替用360g×1・
薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●FM-30　●梱／9×2

22AM25-9 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
ファミリーライフギフト
●箱入／100×125×225mm
●内容／アタックZERO400g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用
ハンドソープ詰替用200ml×1
●FM-20　●梱／15×2

22AM25-7 717

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
液体洗剤フレグランスギフトセット
●箱入／125×160×275mm
●内容／ニュービーズジェル780g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・
薬用ハンドソープ詰替用200ml×2・台所洗剤270ml×1
●BJ-25　●梱／8×3

22AM26-2 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
液体洗剤フレグランスギフトセット
●箱入／125×160×275mm　●内容／ニュービーズジェル
780g×1・ニュービーズジェル詰替用680g×1・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●BJ-30　●梱／6×3

22AM26-3 717

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
液体洗剤フレグランスギフトセット
●箱入／120×235×275mm　
●内容／ニュービーズジェル780g×1・ニュービーズジェル詰替用
680g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2・台所洗剤270ml×2　
●BJ-40　●梱／4×3

22AM26-4 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
液体洗剤フレグランスギフトセット
●箱入／175×210×275mm　
●内容／ニュービーズジェル780g×1・ニュービーズジェル詰替用
680g×2・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2・台所洗剤270ml×2
●BJ-50　●梱／4×3

22AM26-5 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
液体洗剤フレグランスギフトセット
●箱入／120×125×275mm
●内容／ニュービーズジェル780g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・
台所洗剤270ml×1
●BJ-20　●梱／9×3

22AM26-1 717

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
ファミリーライフギフト
●箱入／75×130×190mm
●内容／アタックZERO7P×1・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用
ハンドソープ詰替用200ml×1
●FM-15　●梱／24×2

22AM25-6 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
ホームランドリーギフト
●箱入／100×185×235mm
●内容／アタック抗菌ＥＸスーパークリアジェル900g×1・薬用ハン
ドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●HG-20　●梱／9×3

22AM25-11 717

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
ホームランドリーギフト
●箱入／125×165×235mm
●内容／アタック抗菌ＥＸスーパークリアジェル900g×1・薬用ハン
ドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×2
●HG-25　●梱／8×3

22AM25-12 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
ホームランドリーギフト
●箱入／110×215×235mm　●内容／アタック抗菌ＥＸスー
パークリアジェル900g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハン
ドソープ詰替用200ml×2・台所洗剤250ml×1
●HG-30　●梱／6×3

22AM25-13 717

日本製

¥4,400（税抜¥4,000）
ホームランドリーギフト
●箱入／150×220×235mm　●内容／アタック抗菌ＥＸスー
パークリアジェル900g×1・アタック抗菌ＥＸスーパークリアジェル
詰替用770g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰
替用200ml×2・台所洗剤250ml×1
●HG-40　●梱／5×3

22AM25-14 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
ホームランドリーギフト
●箱入／155×245×235mm　●内容／アタック抗菌ＥＸスー
パークリアジェル900g×1・アタック抗菌ＥＸスーパークリアジェル
詰替用770g×2・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰
替用200ml×2・台所洗剤250ml×1
●HG-50　●梱／4×3

22AM25-15 717

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
スーパークリアギフト
●箱入／90×105×190mm
●内容／トップスーパーナノックス(3P)×2・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●LSC-15　●梱／24×2

22AM26-6 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
スーパークリアギフト
●箱入／90×130×190mm
●内容／トップスーパーナノックス400g×1・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×1
●LSC-20　●梱／15×2

22AM26-7 717

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
スーパークリアギフト
●箱入／110×165×195mm
●内容／トップスーパーナノックス400g×1・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×3
●LSC-25　●梱／10×2

22AM26-8 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
スーパークリアギフト
●箱入／90×180×225mm
●内容／トップスーパーナノックス400g×1・トップスーパーナノッ
クス詰替用320g×1・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソー
プ詰替用200ml×1
●LSC-30　●梱／10×2

22AM26-9 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
スーパークリアギフト
●箱入／135×180×225mm
●内容／トップスーパーナノックス400g×1・トップスーパーナノッ
クス詰替用320g×3・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソー
プ詰替用200ml×1
●LSC-50　●梱／7×2

22AM26-10 717

日本製

¥2,200（税抜¥2,000）
クリアランドリーパワーギフト
●箱入／100×130×235mm
●内容／トップクリアリキッド450g×1・トップクリアリキッド詰替用
400g×1・薬用ハンドソープ250ml×1  
●CPG-20　●梱／12×2

22AM26-12 717

日本製

¥1,650（税抜¥1,500）
クリアランドリーパワーギフト
●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

22AM26-11 717

日本製

¥2,750（税抜¥2,500）
クリアランドリーパワーギフト
●箱入／100×185×235mm　●内容／トップクリアリキッド
450g×1・トップクリアリキッド詰替用400g×1・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×2
●CPG-25　●梱／10×2

22AM26-13 717

日本製

¥3,300（税抜¥3,000）
クリアランドリーパワーギフト
●箱入／100×185×235mm
●内容／トップクリアリキッド450g×1・トップクリアリキッド詰替用
400g×2・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用
200ml×1
●CPG-30　●梱／8×2

22AM26-14 717

日本製

¥5,500（税抜¥5,000）
クリアランドリーパワーギフト
●箱入／155×185×235mm
●内容／トップクリアリキッド450g×1・トップクリアリキッド詰替用
400g×4・薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2
●CPG-50　●梱／4×3

22AM26-15 717

日本製
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