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★マークが付いている商品は、軽減税率適用対象商品です。
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●箱入／205×315×45mm
●内容／バラのフィナンシェ(バター×2、フラボワーズ×2、抹茶×2、ショコラ×2）・
クッキー（バター×3、ショコラ×2）・フロランタン×1
●梱／1×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,780（税抜¥3,500）
モンシェール 焼菓子アソート14点入

1-1F 74669H

●箱入／305×370×45mm
●内容／バラのフィナンシェ(バター×3、フラボワーズ×3、抹茶×3、ショコラ×3）・
クッキー（バター×5、ショコラ×3）・フロランタン×3
●梱／1×1　【小麦・卵・乳】 ★

モンシェール 焼菓子アソート23点入
¥5,400（税抜¥5,000）

1-2F 74667H

本当にお届けしたいのはそんなスイーツを楽しむひととき、
優しい気持ちになれる時間。

「モンシェール」とは「私の優しい人」。

大切な人へ届けたいのは、そんな優雅で煌めく“時間” です。

本当にお届けしたいのはそんなスイーツを楽しむひととき、
優しい気持ちになれる時間。

「モンシェール」とは「私の優しい人」。

大切な人へ届けたいのは、そんな優雅で煌めく“時間” です。
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特　　集

『BRAND SWEETS』 モンシェール・GODIVA・ホテルオークラ・

WEDGWOOD・ハーゲンダッツ・ファクトリーシン・銀座千疋屋・八天堂

洋菓子・和菓子・珈琲・ジュース etc

ハム・精肉・海鮮

フリーズドライスープ・海苔・鰹節・缶詰・食用油・
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洗剤・キッチン洗剤・入浴剤 etc

サランラップ・ジップロック・キャラクター雑貨・販促品 etc

選べるカタログギフト・グルメ券
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E 56-15F

¥495（税抜¥450）
はらぺこあおむし メラミン製ボウル
●袋入／120×135×40mm
●サイズ／116×130×40mm  
●材質／メラミン樹脂　
●内容／ボウル×1
●M340　●梱／120×1

12133

❶ ❶ 申込番号
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スペックの見かた（一例）



冷凍

冷凍 冷凍

12個入

12個入

12個入10個入

12個入

5個入

BRAND  SWEETS

軽やかなラングドシャ生地で、チョコレートをサンドしたクッキー。「ミルクチョ
コレート」と「ダークチョコレート」、2種類のクッキーを詰め合わせました。
サクッとした口当たりと、風味豊かなチョコレートのハーモニーをお楽しみ
いただけます。

一つひとつにこだわりを込めたスイーツセット。長年
にわたって愛され続けているブランドスイーツならで
はのクオリティです。

常温
¥3,564
ホテルオークラ スイーツアソート15個
●箱入／269×371×55mm
●内容／ブラウニーネーブル×4・レーズンサンド×3・マドレーヌ(プレーン×2・
チョコ×2)・チョコレートケーキ×2・フルーツケーキ×2
●HOSA-25N 　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】  ★

2-2F 129363

（税抜¥3,300）

¥5,400
ハーゲンダッツ セレクトBOX
●発泡スチロール入/190×235×165mm
●内容/ミニカップ(バニラ110ml×2・グリーンティー110ml×2)・バー(バニ
ラチョコレートマカデミア)80ml×1・ラバーズアソート(バニラ70ml×2・スト
ロベリー70ml×2・クッキー＆クリーム70ml×2)×1
●HDS-1  ●梱/1×1  【小麦・卵・乳】  ★

2-4F 107958

（税抜¥5,000）
冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

冷凍

ストロベリー、プレーン、イチジク、ピスタチオ、
紫芋の5種類のフィナンシェと、4種類の
ティーバッグをセットにしました。

デザイナーが美しく仕上げたパッケージの中には良
質な素材だけを使って作り上げた焼き菓子たちが
詰まっています。

常温

●箱入／270×388×62mm
●内容／スフレフロマージュ×4・マドレーヌ×3・フィナンシェ×3・
スフレショコラ×3・スフレキャラメル×3・ガレット(バニラ)×3・
ガレット(チョコ)×3・サブレ(メープル)×3・
サブレ(アールグレイ)×2
●EX-30　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】  ★

¥4,104
ファクトリーシン エクセレント 27個

2-5F 129358

（税抜¥3,800）

定番商品を集めた、ハーゲンダッツのとっておき
セレクション。ハーゲンダッツの定番フレーバーから
とっておきの商品を集めました。
ハーゲンダッツならではの多種にわたるフレー
バーと濃厚な口当たりをお楽しみください。

沖縄・離島 配送不可
沖縄・離島 配送不可

沖縄・離島 配送不可

沖縄・離島 配送不可

沖縄・離島 配送不可

沖縄・離島 配送不可

沖縄・離島 配送不可

沖縄・離島 配送不可

8個入

常温¥3,240（税抜¥3,000）
銀座千疋屋 銀座フルーツサンド
●箱入／205×320×40mm
●内容／マスカットレーズン×5・いちご×5・柚子×5
●PGS-243  ●梱／1×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

3-1F 56563H
常温¥3,240（税抜¥3,000）

銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン
●箱入／357×260×47mm
●内容／イチゴ&ミルク×４・レモン&はちみつ×４・
メロン&ミルク×４・バナナ&チョコ×４ 計16個
●PGS-164  ●梱／1×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

3-2F 56563H
¥3,132（税抜¥2,900）
八天堂 とろけるくりーむ大福
2種10個詰合せ
●箱入／185×260×115mm
●内容／とろけるくりーむ大福カスタード×5・とろけ
るくりーむ大福つぶあんカスタード×5
●da002　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】 ★

3-9F 131363H

冷凍
9個入

¥3,596（税抜¥3,330）
八天堂 プレミアムフローズン
くりーむパン9個詰合せ
●箱入/185×260×115mm
●内容/カスタード×3・生クリーム&カスタード×3・
抹茶×1・小倉×1・チョコレート×1
●A037  ●梱/1×1  【小麦・卵・乳】  ★

3-11F 131363H

¥4,536（税抜¥4,200）
銀座千疋屋 銀座フルーツ大福
●箱入／340×210×55mm
●内容／いちご×2・白桃×2・ブルーベリー×2・
パイナップル×2 計8個
●PGS-329  ●梱／1×1  【乳】  ★ 

3-5F 56563H

常温¥3,240（税抜¥3,000）
銀座千疋屋 銀座ゼリー B
●箱入／260×235×40mm
●内容／マンゴー75g×2・キウィ75g×2・
ブルーベリー75g×2・ラ・フランス75g×1・
グレープフルーツ75g×1・さくらんぼ75g×1 計9個 
●PGS-062  ●梱／1×1  ★

3-4F 56563H

¥3,564（税抜¥3,300）
八天堂 とろけるくりーむ大福
2種12個詰合せ
●箱入／185×260×115mm
●内容／とろけるくりーむ大福カスタード×6・とろけ
るくりーむ大福つぶあんカスタード×6
●da001　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】 ★

3-10F 131363H

¥3,672（税抜¥3,400）
八天堂 
フレンチトースト5個詰合せ
●箱入／185×260×115mm
●内容／フレンチトースト×5
●104  ●梱／1×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

3-12F 131363H常温¥3,240（税抜¥3,000）
銀座千疋屋 銀座ストレートジュース
●箱入／285×200×65mm
●内容／みかん180ml×1・ぶどう180ml×1・
りんご180ml×1・グレープフルーツ180ml×1・
パイナップル180ml×2　計6本
●PGS-128　●梱／1×1　★

3-3F 56563H

¥5,400（税抜¥5,000）
銀座千疋屋 銀座プレミアムアイス
●箱入／305×225×202mm
●内容／とちおとめ120ml×2・マスカット120ml×2・
ブルーベリーチーズ120ml×2・ピーチ120ml×2・
カスタードバニラ120ml×2  計10個
●PGS-036　●梱／1×1　【卵・乳】  ★ 

3-6F 56563H

¥3,802（税抜¥3,520）
八天堂 くりーむパン・
フレンチトースト詰合せ
●箱入/185×260×115mm
●内容/カスタード×2・生クリーム&カスタード×1・
抹茶×1・小倉×1・チョコレート×1・フレンチトースト×2
●569  ●梱/1×1  【小麦・卵・乳】  ★

3-13F 131363H
¥4,471（税抜¥4,140）
八天堂 プレミアムフローズン
くりーむパン12個詰合せ
●箱入／185×260×115mm
●内容／カスタード×4・生クリーム&カスタード×2・
抹茶×2・小倉×2・チョコレート×2
●102  ●梱／1×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

3-14F 131363H

¥5,400（税抜¥5,000）
銀座千疋屋 銀座プリン詰合せ
●箱入／167×293×65mm
●内容／プレーン約95g×2・
いちごプリン約95g×2・マンゴープリン約95g×2・
ベリーチーズ約95g×2 計8個
●PGS-316  ●梱／1×1  【卵・乳】  ★ 

3-7F 56563H
常温¥5,400（税抜¥5,000）

銀座千疋屋 銀座バラエティセット
●箱入／448×380×50mm
●内容／銀座ゼリー（ラ・フランス×1・マンゴー×1・
キウィ×1・グレープフルーツ×1・ブルーベリー×1・
さくらんぼ×1）・銀座フルーツフィナンシェ
（ストロベリー×2・パイナップル×2・アップル×2・
マロン×2・バナナ＆チョコレート×2）・
銀座ヴァッフェル2種各4個（バニラ・イチゴ）
●PGS-181　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】 ★

3-8F 56563H

¥4,666（税抜¥4,320）
八天堂　プレミアムフローズンくりーむパン
瀬戸内レモン6種12個詰合せ
●箱入/185×260×115mm
●内容/くりーむパンカスタード×2・生クリーム＆
カスタード×1・抹茶×1・小倉×1・チョコレート×1・
瀬戸内レモン×６
●679  ●梱/1×1  【小麦・卵・乳】  ★

3-15F 131363H
¥4,666（税抜¥4,320）
八天堂 プレミアムフローズン くりーむパン・
シンガポールマフィン12個詰合せ
●箱入／185×260×115mm
●内容／くりーむパン（カスタード×2・生クリーム&
カスタード×1・抹茶×1・小倉×1・チョコレート×1）・
シンガポールマフィン（カスタード×2・抹茶×2・
チョコレート×2）
●352　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】  ★

3-16F 131363H

常温
¥3,996
ゴディバ クッキーアソートメント
●箱入／245×185×48mm
●内容／クッキー32枚入(ミルクチョコレート×16・ダークチョコレート×16)
●J81269　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】  ★

2-1F 129370

（税抜¥3,700）

H

H

●箱入／245×352×33mm
●内容／フィナンシェ(ストロベリー×2・ピスタチオ×2・紫芋×2・プレーン×2・
イチジク×2)・ワイルド ストロベリーティーバッグ(ファイン ストロベリー×3・
ピクニック×3・ウィークエンド モーニング×3・アールグレイ フラワーズ×3)
※フィナンシェはウェッジウッドの商品ではありません。
●WEWFT25　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】  ★

常温

¥3,564
フィナンシェ&ウェッジウッド 
ワイルド ストロベリーティーバッグセット22個

2-3F 129358

（税抜¥3,300）

H

H H
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※商品のパッケージデザイン及び仕様が変更になる可能性がございます。



●箱入／210×207×85mm
●内容／うさぎイチゴ×2・くまチョコ×2・
うさぎプレーン×1・うさぎバナナ×1・くま抹茶×1・
くまキャラメル×1
●ANM-20　●梱／8×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2.000）
アニマルドーナツ 8個

4-2F 129353H

●箱入／210×302×85mm
●内容／うさぎイチゴ×2・うさぎプレーン×2・
うさぎバナナ×2・くまチョコ×2・くま抹茶×2・
くまキャラメル×2
●ANM-30　●梱／6×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3.000）
アニマルドーナツ 12個

4-3F 129353H

●箱入／147×210×46mm
●内容／ネーブル×3・パイナップル×2・
ドライフルーツ＆ナッツ×2・ピスタチオ＆アーモンド×2
●HFNB-9　●梱／11×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥1,620（税抜¥1.500）
ホシフルーツ
ナッツとドライフルーツの
贅沢ブラウニー9個

5-1F 129353H

●箱入／195×300×59mm
●内容／ネーブル×3・パイナップル×3・
ドライフルーツ＆ナッツ×3・ピスタチオ＆アーモンド×3
●HFNB-12　●梱／8×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2.000）
ホシフルーツ
ナッツとドライフルーツの
贅沢ブラウニー12個

5-2F 129353H

●箱入／195×300×59mm
●内容／ネーブル×6・パイナップル×6・
ドライフルーツ＆ナッツ×4・ピスタチオ＆アーモンド×4
●HFNB-20　●梱／6×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3.000）
ホシフルーツ
ナッツとドライフルーツの
贅沢ブラウニー20個

5-3F 129353H

●箱入／124×124×37mm
●内容／いちごメレンゲ×5・ショートブレッド×5・
ストロベリーマーブル×2・ビスコッティープレーン×2・
五穀×2・玄米チョコ×2・パンプキン・チーズ×2
●FRCP-15　●梱／11×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥1,620（税抜¥1.500）
Forecipe
ちいさな森のクッキーS

4-4F 129353H

●箱入／123×168×37mm
●内容／いちごメレンゲ×5・ショートブレッド×5・
ストロベリーマーブル×3・紅茶×3・
ビスコッティープレーン×2・ビスコッティーココア×2
五穀×2・玄米チョコ×2・パンプキン×2・チーズ×2
●FRCP-20　●梱／8×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2.000）
Forecipe
ちいさな森のクッキーM

4-5F 129353H

●箱入／124×248×37mm
●内容／いちごメレンゲ×5・ショートブレッド×5・
ストロベリーマーブル×2・ビスコッティープレーン×2・
五穀×2・玄米チョコ×2・パンプキン×2・チーズ×2
●FRCP-30　●梱／6×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3.000）
Forecipe
ちいさな森のクッキーL

4-6F 129353H

●箱入／186×145×60mm
●内容／オリーブソルトの潮風ポテト16g×3・
メープルバターのお日様ポテト16g×2
●KOSP-10　●梱／17×1　【乳】 ★

¥1,080（税抜¥1.000）
カルビー
お日様と潮風のポテト 5袋

5-4F 129351G

●箱入／192×279×86mm
●内容／オリーブソルトの潮風ポテト16g×4・
メープルバターのお日様ポテト16g×4
●KOSP-16　●梱／11×1　【乳】 ★

¥1,728（税抜¥1,600）
カルビー
お日様と潮風のポテト 8袋

5-5F 129351G

●箱入／192×279×86mm
●内容／オリーブソルトの潮風ポテト16g×5・
メープルバターのお日様ポテト16g×5
●KOSP-20　●梱／9×1　【乳】 ★

¥2,160（税抜¥2.000）
カルビー
お日様と潮風のポテト 10袋

5-6F 129351G

森の中に伝わる不思議で幸せなレシピ。その「フォレシピ」で作ったお菓子
を食べると皆が幸せになれるという話を森に住む動物たちが聞きつけ、
いろいろなレシピを再現しました。クッキーをひとくち食べてみると、素朴で
やさしい甘さや香ばしさが口いっぱいに広がって、思わず幸せな気持ち。

真ん中から動物たちがひょっこり顔を出した焼ドーナツ。その愛嬌のある
見た目は、食べるのがもったいなくなるほど。かわいいボックスがギフトに
もぴったりです。

食感と味わいをしっかり楽しんでいただけるよう、国産じゃがいもは
厚切りに。相性の良い味の組み合わせを探し求めて、大自然が
育んだ素材にたどり着きました。大人も子供も笑顔になる。上質の
ポテトチップ体験を。

カカオの香り広がる濃厚なしっとりチョコ生地に、ホシフルーツならではの
選りすぐりのドライフルーツ、香ばしいナッツを贅沢にトッピング。4センチの
こぶりなキューブにおいしさを凝縮しました。

●箱入／205×210×47mm
●内容／うさぎイチゴ×1・うさぎプレーン×1・
くまチョコ×1・くま抹茶×1
●ANM-10　●梱／16×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥1,080（税抜¥1.000）
アニマルドーナツ 4個

4-1F 129353H
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¥2,700 （税抜¥2,500）
スーパースイーツ 
プレミアム焼菓子詰合せ
●箱入／175×290×40mm
●内容／フィナンシェ（プレーン）×3・フィナンシェ
（ショコラ）×3・マドレーヌ×2・紅茶ティーバッグ×4　
●SDS-B　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】  ★ 

7-2F 7103871038F
¥3,240 （税抜¥3,000）
スーパースイーツ 
プレミアム焼菓子詰合せ
●箱入／175×290×40mm
●内容／フィナンシェ（プレーン）×4・フィナンシェ
（ショコラ）×3・マドレーヌ×3・紅茶ティーバッグ×4　
●SDS-C　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】  ★ 

7-3F 7103871038F

¥1,620 （税抜¥1,500）
東京 ラミ・デュ・ヴァン・エノ
焼菓子詰合せ
●箱入／180×316×42mm
●内容／豆乳リング×3・生ラングドシャ×2・
カフェラングドシャ×2・ルネココ×3・
珈琲ココナッツ×4・ミニラズリン×4・
●REL-15　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】  ★ 

7-5F 7104471044G
7-1F

¥1,080（税抜¥1,000）
スーパースイーツ
プレミアム焼菓子詰合せ
●箱入／150×175×50mm
●内容／ベイクドクッキー（ショコラ）×4・ベイクドクッ
キー（シナモンシュガー）×3・紅茶ティーバック×3
●SST-T  ●梱／30×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

7103871038F

日本屈指のパティシエ辻口博啓（ツジグチ ヒロノブ）

監修スーパースイーツプレミアム焼菓子の詰合せ、

辻口シェフがお届けする、素材にこだわり、砂糖不

使用のチョコレート、健康に配慮したスイーツが人気

を得ている。

7-4F

¥1,080（税抜¥1,000）
東京 ラミ・デュ・ヴァン・エノ
焼菓子詰合せ
●箱入／180×316×42mm
●内容／豆乳リング×4・珈琲ココナッツ×5・
ルネココ×4
●REL-10  ●梱／24×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

7104471044

榎本実オーナーシェフ監修。東京ラミ・

デュ・ヴァン・エノ焼き菓子詰合せ。フレン

チの息吹を込めたスィーツを。

G

7-6F

¥2,160（税抜¥2,000）
東京 ラミ・デュ・ヴァン・エノ
焼菓子詰合せ
●箱入／255×316×42mm
●内容／豆乳リング×3・カフェラングドシャ×3・
珈琲ココナッツ×7・ルネココ×3・ミニラズリン×4・
ココアアーモンド×3・アールグレイ×2
●REL-20  ●梱／18×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

7104471044 7-7F

¥3,240（税抜¥3,000）
東京 ラミ・デュ・ヴァン・エノ
焼菓子詰合せ
●箱入／282×407×47mm
●内容／豆乳リング×8・生ラングドシャ×3・
カフェラングドシャ×3・ミニラズリン×4・ルネココ×5・
アールグレイ×5・珈琲ココナッツ×6・カロ×4
●REL-30  ●梱／12×1  【小麦・卵・乳】  ★ 

7104471044G G

6-14F

¥540（税抜¥500）
アンナの家 キルティング
●缶入／170 ×120×60mm
●内容／ココナッツチョコ×2・バタースナップ×2・
ミルクロール×5・ココナッツトフィー×5・
セイロンティー×3 5種85g
●14101   ●梱／12×0  【小麦・卵・乳】  ★ 

425253 6-15F

¥1,080（税抜¥1,000）
アンナの家 ティータイム
●缶入／240×180×65mm
●内容／ココナッツチョコ×4・バタースナップ×3・ミル
クロール×4・ココナッツトフィー×6・ランドシャダージ
リン×4・ピーナッツラングドシャ×4・キャラメルクッ
キー×3・チョコレートクッキー×4 8種200g
●14031  ●梱／8×0  【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

425253 6-16F

¥1,620（税抜¥1,500）
アンナの家 ピクニック
●缶入／300×220×65mm
●内容／ココナッツチョコ×3・バタースナップ×3・ミルク
ロール×5・ココナッツトフィー×5・ランドシャダージリン×4・
ピーナッツラングドシャ×5・キャラメルクッキー×5・チョコ
レートクッキー×5・ジャムトップラズベリー×4・ホワイトチョ
コクランチ×4・アーモンドソフト×5 11種310g
●14032  ●梱／6×0  【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

425253 6-17F

¥2,160（税抜¥2,000）
アンナの家 クッキーベーキング
●缶入／340×250×65mm
●内容／ココナッツチョコ×3・バタースナップ×4・ミルクロー
ル×10・ココナッツトフィー×5・ランドシャダージリン×4・ピー
ナッツラングドシャ×5・キャラメルクッキー×5・チョコレート
クッキー×5・ジャムトップラズベリー×5・ホワイトチョコクラン
チ×4・アーモンドソフト×6・ココナッツガレット×5 
12種430g  ●14033  ●梱／4×0  【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

425253H H H H

¥1,080（税抜¥1,000）
ちぼりチボン もえぎの60枚入
●箱入／285×250×68mm
●内容／ピーナッツセサミ×20・ココナッツストロベ
リー×20・カカオアーモンド×10・グリーンティーミル
ク×10
●11431　●梱／6×0　【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

6-7F 425156H
¥1,080（税抜¥1,000）
ちぼりチボン もえぎのアソート‐10
●箱入／285×250×60mm
●内容／ピーナッツセサミ×8・ココナッツストロベ
リー×8・カカオアーモンド×8・グリーンティーミルク×
8ダークチョコ〈キャラメルココア〉×4・ホワイトチョ
コ〈バニラアーモンド〉×4
●11437　●梱／6×0　【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

6-9F 425156H
¥1,296（税抜¥1,200）
ちぼりチボン
もえぎのショコラサンド24枚入
●箱入／285×250×60mm
●内容／ダークチョコ〈キャラメルココア〉×12・
ホワイトチョコ〈バニラアーモンド〉×12
●11434　●梱／6×0　【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

6-8F 425156H

¥1,620（税抜¥1,500）
ちぼりチボン もえぎのアソート‐15
●箱入／250×390×68mm
●内容／ピーナッツセサミ×20・ココナッツストロベリー×20・カカオアーモンド
×10・グリーンティーミルク×10・ダークチョコ〈キャラメルココア〉×5・ホワイト
チョコ〈バニラアーモンド〉×5
●11438　●梱／6×0　【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

6-10F 425156H
¥2,160（税抜¥2,000）
ちぼりチボン もえぎのアソート‐20
●箱入／270×387×80mm
●内容／ピーナッツセサミ×12・ココナッツストロベリー×12・カカオアーモンド
×12・グリーンティーミルク×12・ダークチョコ〈キャラメルココア〉×12・ホワイ
トチョコ〈バニラアーモンド〉×12
●11439　●梱／4×0　【小麦・卵・乳・落花生】  ★ 

6-11F 425156H

薄焼きのクッキーと
ゴーフレットで
チョコをサンド

¥1,620（税抜¥1,500）
赤い帽子 クッキア&ナッティア 35枚入
●箱入／370×265×60ｍｍ
●内容／クッキア（ミルクチョコ×5・抹茶チョコ×5・い
ちごチョコ×5・ダークチョコ×5）・ナッティア（バニラ
アーモンド×9・メープルココナッツ×3・キャラメルナッ
ツ×3）
●16550　●梱／6×0　【小麦・卵・乳】  ★ 

6-13F 425059H

¥540（税抜¥500）
2層バームクーヘン3個入
●箱入/120×270×25mm
●内容/2層バームクーヘン(キャラメル&ミルク×1・
抹茶&ミルク×1・ストロベリー&ミルク×1)
●HAN-05C  ●梱/40×1  【小麦・卵・乳】 ★

7-18F 73640F

¥1,620（税抜¥1,500）
Café Étoile
ドトールコーヒー&
バウムクーヘンセット
●箱入/230×260×65mm
●内容/ミルクバウムクーヘン×1・
プレーンクッキー×5・ドトールドリップコーヒー×4
●HRDB-15  ●梱/20×1  【小麦・卵・乳】 ★

創業当時から直火焙煎にこだわるドトールのおいしさを1杯ずつパッキング。バランスのとれた味わい、豊かな香りを一緒に楽しめる逸品です。

ロディのシルエットがキュートなチョコの入ったチョコインクッキーとドリップコーヒーの詰め合わせ

7-8F 118736118736E
¥2,160（税抜¥2,000）
Café Étoile
ドトールコーヒー&
バウムクーヘンセット
●箱入/230×260×65mm
●内容/ミルクバウムクーヘン×2・
プレーンクッキー×5・ドトールドリップコーヒー×4
●HRDB-20  ●梱/20×1  【小麦・卵・乳】 ★

7-9F 118736118736E
¥2,700（税抜¥2,500）
Café Étoile
ドトールコーヒー&
バウムクーヘンセット
●箱入/230×260×65mm
●内容/ミルクバウムクーヘン×2・ミニバウムクーヘ
ン(北海道生クリーム×1・ベルギーショコラ×1)・プ
レーンクッキー×5・ドトールドリップコーヒー×4・セイ
ロン紅茶ティーバッグ×4
●HRDB-25  ●梱/20×1  【小麦・卵・乳】 ★

7-10F 118736118736E
¥3,240（税抜¥3,000）
Café Étoile
ドトールコーヒー&
バウムクーヘンセット
●箱入/230×260×65mm
●内容/ミルクバウムクーヘン×2・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・宇治抹茶×1)・プレーンクッキー×5・ドトー
ルドリップコーヒー×4・セイロン紅茶ティーバッグ×4
●HRDB-30  ●梱/20×1  【小麦・卵・乳】 ★

7-11F 118736118736E

¥540（税抜¥500）
赤い帽子 エレガント
●箱入/172×122×55mm
●内容/ホワイトチョコボール×4・バニラアーモンド×2・
チョコクランチ×3・ストロベリークッキー×3　4種12個入
●16132   ●梱/12×0  【小麦・卵・乳】 ★

6-1F 425058425058H
¥918（税抜¥850）
赤い帽子 パープル
●箱入/263 ×200×43mm
●内容/ホワイトチョコボール×5・ナッツベリーハート×2・
バニラアーモンド×2・チョコクランチ×2・ミルクロール×2・
ストロベリークッキー×2・レッドハット×2　7種17個入
●16133  ●梱/8×0  【小麦・卵・乳】 ★

バラエティ豊かな
アソートクッキー

6-2F 425058425058H
¥1,080（税抜¥1,000）
赤い帽子 ブルー
●箱入/278×219×46mm
●内容/ホワイトチョコボール×5・ナッツベリーハート×2・バニラアーモ
ンド×2・チョコクランチ×3・ミルクロール×2・ストロベリークッキー×2・
キャラメルショコラサンド×2・レッドハット×2　8種20個入
●16134  ●梱/8×0  【小麦・卵・乳】 ★

6-3F 425058425058H

¥1,620（税抜¥1,500）
赤い帽子 ピンク
●箱入/329 ×259×49mm
●内容/ホワイトチョコボール×5・ナッツベリーハート×3・バニラアーモ
ンド×3・チョコクランチ×3・ミルクロール×4・ストロベリークッキー×2・
チョコクッキー×2・キャラメルショコラサンド×2・レッドハット×2・フロラ
ンタンクッキー×3・ホワイトチョコアーモンド×2　11種31個入
●16135  ●梱/6×0  【小麦・卵・乳・落花生】 ★

6-4F 425058425058H
¥3,240（税抜¥3,000）
赤い帽子 ゴールド
●箱入/361×295×71mm
●内容/ホワイトチョコボール×12・ナッツベリーハート×5・バニラアー
モンド×8・チョコクランチ×5・ミルクロール×9・ストロベリークッキー×
4・チョコクッキー×4・キャラメルショコラサンド×3・レッドハット×5・フロ
ランタンクッキー×5・ブラウニー×2・ホワイトチョコアーモンド×4　
12種66個入
●16137  ●梱/4×0  【小麦・卵・乳・落花生】 ★

6-6F 425058425058H
¥2,160（税抜¥2,000）
赤い帽子 レッド
●箱入/364×285×55mm
●内容/ホワイトチョコボール×8・ナッツベリーハート×4・バニラアーモ
ンド×3・チョコクランチ×4・ミルクロール×6・ストロベリークッキー×3・
チョコクッキー×3・キャラメルショコラサンド×2・レッドハット×3・フロラ
ンタンクッキー×4・ブラウニー×2・ホワイトチョコアーモンド×3　
12種45個入
●16136  ●梱/6×0  【小麦・卵・乳・落花生】 ★

6-5F 425058425058H

¥1,080（税抜¥1,000）
赤い帽子 クッキア32枚入
●箱入/347×223×48mm
●内容/クッキア(ミルク×8・ダーク×8・抹茶×8・
いちご×8)
●16491  ●梱/6×0  【小麦・卵・乳】 ★

6-12F 425059H

●箱入／175×190×30mm
●内容／チョコインクッキー×4・
ドリップコーヒー8g×2
●NIN-05　●梱／48×2　【小麦・卵・乳】 ★

¥540（税抜¥500）
ロディ カフェタイムセット

7-12F 74548G

●箱入／188×196×38mm
●内容／チョコインクッキー×4・
ドリップコーヒー8g×4
●NIN-07　●梱／42×2　【小麦・卵・乳】 ★

¥756（税抜¥700）
ロディ カフェタイムセット

7-13F 74548G

●箱入／190×280×38mm
●内容／チョコインクッキー×8・
ドリップコーヒー8g×4
●NIN-10　●梱／32×2　【小麦・卵・乳】 ★

¥1,080（税抜¥1,000）
ロディ カフェタイムセット

7-14F 74548G

●箱入／190×373×38mm
●内容／チョコインクッキー×12・
ドリップコーヒー8g×6
●NIN-15　●梱／24×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥1,620（税抜¥1,500）
ロディ カフェタイムセット

7-15F 74548G

●箱入／190×280×78mm
●内容／チョコインクッキー×16・
ドリップコーヒー8g×8
●NIN-20　●梱／16×2　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
ロディ カフェタイムセット

7-16F 74548G

●箱入／190×373×78mm
●内容／チョコインクッキー×24・
ドリップコーヒー8g×12
●NIN-30　●梱／12×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
ロディ カフェタイムセット

7-17F 74548G

76

食　　品 食　　品



8-11F

¥2,160（税抜¥2,000）
銀座餅 醤油味
●箱入／235×375×115mm
●内容／銀座餅 醤油味×25
●梱／4×5  【小麦】  ★ 

124250G8-10F

¥1,728（税抜¥1,600）
銀座餅 醤油味
●箱入／255×275×115mm
●内容／銀座餅 醤油味×20
●梱／6×5  【小麦】  ★ 

124250G8-9F

¥1,296（税抜¥1,200）
銀座餅 醤油味
●箱入／195×240×115mm
●内容／銀座餅 醤油味×１5
●梱／8×5  【小麦】  ★ 

124250G

8枚 15枚 20枚 25枚

8-8F

¥691（税抜¥640）
銀座餅 醤油味
●箱入／135×165×125mm
●内容／銀座餅 醤油味×８
●梱／12×5  【小麦】  ★ 

124253H

なめらかで弾力のある国産米の米粉で、直径約10㎝の大きなおせんべい生地を作りました。それをカラっと揚げて、
甘辛でコクのある醤油たれに漬けて仕上げました。ソフトでサクッとした食感が幅広い年齢層に親しまれています。

●箱入／340×350×60mm
●内容／焼きドーナツ（プレーン）×2・焼きドーナツ（ショコラ）×1・
宇治抹茶ミニバウムクーヘン×3・西尾の抹茶かりんとう70g×1・
雲丹と海老香ば焼きおかき50g×1
●SSE-20　●梱／20×1　【小麦・卵・乳・えび】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
創業慶応四年 信濃屋清風堂 セレクトスイーツセット

8-12F 118746G

創業慶応四年、岐阜県の老舗茶舗、信濃屋清風堂が厳選したスイーツのセットです。油で揚げないヘルシーな焼きドーナッツに、宇治抹茶
香るミニバウムクーヘン。雲丹パウダーをふりかけた海老おかきに、西尾の抹茶を使ったかりんとうと、和洋こだわりのスイーツをお届けします。

●箱入／340×455×70mm
●内容／焼きドーナツ（プレーン）×4・焼きドーナツ（ショコラ）×2・
宇治抹茶ミニバウムクーヘン×3・西尾の抹茶かりんとう70g×1・
雲丹と海老香ば焼きおかき50g×1
●SSE-25　●梱／16×1　【小麦・卵・乳・えび】 ★

¥2,700（税抜¥2,500）
創業慶応四年 信濃屋清風堂 セレクトスイーツセット

8-13F 118746G

●箱入／340×425×75mm
●内容／信州産100％おろしりんごジュース500ml×1・
焼きドーナツ（プレーン）×2・焼きドーナツ（ショコラ）×1・宇治
抹茶ミニバウムクーヘン×3・西尾の抹茶かりんとう
70g×1・雲丹と海老香ば焼きおかき50g×1
●SSE-30　●梱／8×1　【小麦・卵・乳・えび】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
創業慶応四年 信濃屋清風堂
セレクトスイーツセット

8-14F 118746G

●箱入／265×355×60mm
●内容／パイ饅頭35g（小豆×2・かぼちゃ×2・さつまい
も×2）・羊羹小豆65g×2・マンゴージュレ105g×2・
珈琲ゼリー105g×2
●NM-B0　●梱／8×2　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
太子庵 和（なごみ）

8-15F 42838F

●箱入／350×355×60mm
●内容／パイ饅頭35g（小豆×2・かぼちゃ×2・さつまい
も×2）・羊羹小豆65g×2・マンゴージュレ105g×3・珈琲
ゼリー105g×3・まろんゼリー65g×2
●NM-C0　●梱／6×2　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
太子庵 和（なごみ）

8-16F 42838F

●缶入／236×236×135mm
●内容／海老のり小餅12g×3・あまみつ2枚×5・
はちみつ揚1枚×10・海苔巻せん1枚×5・サラダ2枚×4・
砂糖しょうゆ2枚×5・黒大豆かき餅1枚×4・
梅小餅2．5g×6・サラダ小餅2．6g×6
●93729　●梱／4×5　【小麦・卵・えび】 ★

¥1,620（税抜¥1,500）
亀田製菓 亀田の彩めぐり九種S

9-2F 40243G

●缶入／236×236×175mm
●内容／海老のり小餅12g×5・あまみつ2枚×7・
はちみつ揚1枚×14・海苔巻せん1枚×6・サラダ2枚×6・
砂糖しょうゆ2枚×7・黒大豆かき餅1枚×6・
梅小餅2．5g×8・サラダ小餅2．6g×8
●10091　●梱／4×5　【小麦・卵・えび】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
亀田製菓 亀田の彩めぐりM

9-3F 40243G

●缶入／236×236×90mm
●内容／あられ（サラダ・醤油・チーズ・えび・梅）
計152g
●93728　●梱／4×5　【小麦・乳・えび】 ★

¥1,080（税抜¥1,000）
亀田製菓 亀田のあられ小町SS

9-4F 40238F

●缶入／236×236×130mm
●内容／あられ（サラダ・醤油・チーズ・えび・梅）
計250g
●10093　●梱／4×5　【小麦・乳・えび】 ★

¥1,620（税抜¥1,500）
亀田製菓 亀田のあられ小町S

9-5F 40238F

●缶入／236×236×135mm
●内容／あられ（サラダ・醤油・チーズ・えび・梅）
計310g
●10094　●梱／4×5　【小麦・乳・えび】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
亀田製菓 亀田のあられ小町M

9-6F 40233E

●缶入／236×236×175mm
●内容／あられ（サラダ・醤油・チーズ・えび・梅）
計415g
●10095　●梱／4×5　【小麦・乳・えび】 ★

¥2,700（税抜¥2,500）
亀田製菓 亀田のあられ小町L

9-7F 40233E

●箱入／193×173×93mm
●内容／あられ（サラダ・醤油・チーズ・海老・
梅）計72g
●10097　●梱／12×5
【小麦・乳・えび】 ★

¥540（税抜¥500）
亀田製菓 亀田のあられ小町

9-8F 40243G

●箱入／228×196×113mm
●内容／あられ（サラダ・醤油・チーズ・海老・
梅）計124g
●10098　●梱／6×5
【小麦・乳・えび】 ★

¥864（税抜¥800）
亀田製菓 亀田のあられ小町

9-9F 40233E

●箱入／193×173×93mm
●内容／海老のりあられ10個装
●10099　●梱／12×5
【小麦・卵・えび】 ★

¥540（税抜¥500）
亀田製菓 海老のりあられ

9-10F 40243G

●箱入／228×196×113mm
●内容／海老のりあられ16個装
●10100　●梱／6×5
【小麦・卵・えび】 ★

¥864（税抜¥800）
亀田製菓 海老のりあられ

9-11F 40233E

●箱入／193×173×93mm
●内容／ソフトサラダ2枚×2・手塩屋1枚×2・
揚一番1枚×5・鬼太鼓たまり1枚×2・
ぽたぽた焼2枚×2・まがりせんべい2枚×1
●10101　●梱／12×5　【小麦・卵】 ★

¥540（税抜¥500）
亀田製菓 亀田のバラエティおせんべい箱ーS

9-12F 40243G

9-19F

¥864（税抜¥800）
亀田製菓 BIGBOX ハッピーターン
●箱入／１８０×１４８×２４０mm
●内容／ハッピーターン３２４g
●20058　●梱／12×5  ★

40233E

9-14F

¥864（税抜¥800）
亀田製菓 BIGBOX 揚一番
●箱入／１８０×１４８×２４０mm
●内容／揚一番２９７g
●20059　●梱／12×5　【小麦】  ★

40233E

9-20F

¥1,080（税抜¥1,000）
亀田製菓 ハッピーターンギフト缶
●缶入／１７６×１７６×７７mm
●内容／ハッピーターン２４枚
●10066　●梱／12×5  ★

40238F

9-15F

¥432（税抜¥400）
亀田製菓 にぎやかBOX-S
●箱入／２００×１３０×９０mm
●内容／ハッピーターン・揚一番・サラダかきもち・
醤油かきもち計１２０g　●10033
●梱／12×5　【小麦】  ★

40243G 9-16F

¥540（税抜¥500）
亀田製菓 にぎやかBOX-M
●箱入／２2０×１６０×８８mm
●内容／ハッピーターン・揚一番・サラダかきもち・
醤油かきもち計１６０g
●梱／12×5　【小麦】  ★

40243G

9-17F

¥648（税抜¥600）
亀田製菓 にぎやかBOX-R
●箱入／２６５×１８０×９５mm
●内容／ハッピーターン・揚一番・サラダかきもち・
醤油かきもち計227g
●10015　●梱／9×5　【小麦】  ★

40243G

●缶入／236×236×90mm
●内容／海老のり小餅12g×2・あまみつ2枚×3・
はちみつ揚1枚×7・海苔巻せん1枚×3・サラダ2枚×2・
砂糖しょうゆ2枚×3・黒大豆かき餅1枚×6
●93730　●梱／4×5　【小麦・卵・えび】 ★

¥1,080（税抜¥1,000）
亀田製菓 亀田の彩めぐり七種SS

9-1F 40243G

ボリュームたっぷり
お値打ち品！！

9-18F

¥540（税抜¥500）
亀田製菓 ハッピーターンBOX
●箱入／175×95×238mm
●内容／ハッピーターン190g
●10078　●梱／12×5  ★　

40243G

●箱入／228×196×113mm
●内容／ソフトサラダ2枚×3・手塩屋1枚×2・
揚一番1枚×7・鬼太鼓たまり1枚×2・
ぽたぽた焼2枚×3・まがりせんべい2枚×2
●10102　●梱／6×5　【小麦・卵】 ★

¥864（税抜¥800）
亀田製菓 亀田のバラエティおせんべい箱

9-13F 40233E

個包装

H 8-2F

¥2,160（税抜¥2,000）
御菓蔵 富山湾の幸 
おかき40袋入
●箱入／328×303×106mm
●内容／白えびかき餅1枚×20・
ほたるいかかき餅1枚×20
●10151 ●梱／6×1  【えび】  ★ 

132452

個包装

H 8-1F

御菓蔵 富山湾の幸 
おかき20袋入
●箱入／298×212×78mm
●内容／白えびかき餅1枚×10・
ほたるいかかき餅1枚×10
●10150 ●梱／12×1  【えび】  ★ 

132452

¥1,080（税抜¥1,000）

白えびかき餅
富山湾特産の白えびを加えて焼き上げた、
海の香りいっぱいの美味しいかき餅です。

ほたるいかかき餅
富山湾で水揚げされた「ほたるいか」を加え、
風味豊かなおかきに仕上げました。

H 8-7F

御菓蔵 紫の物語 50袋入
●箱入／385×297×155mm
●内容／6種類入り×50
●10004 ●梱／1×1  【小麦・卵】  ★ 

132452H
¥2,160（税抜¥2,000）

8-5F

御菓蔵 紫の物語 20袋入
●箱入／298×308×80mm
●内容／6種類入り×20
●10002 ●梱／6×1  【小麦・卵】  ★ 

132452 H 8-6F

御菓蔵 紫の物語 30袋入
●箱入／385×297×90mm
●内容／6種類入り×30
●10003 ●梱／4×1  【小麦・卵】  ★ 

132452

8-4FH
¥1,620（税抜¥1,500）
御菓蔵
紫の物語 15袋入
●箱入／288×238×80mm
●内容／6種類入り×15
●10001 ●梱／8×1  【小麦・卵】  ★ 

132452黒豆おかき
黒大豆をたっぷり焼きこんだ
香ばしい半月形おかきです。

磯波せん
香りの良い青のりと
上品な甘さを加えました。

さくらせん
ほどよい塩味に仕立てた
桃色のせんべいです。

胡麻千枚
香ばしい胡麻を加えた
醤油味の千枚あられです。

のり巻
風味の良いのりを丹念に巻いた
醤油味ののり巻きです。

黒糖サラダ
アーモンド
黒砂糖の甘さとアーモンドの
香ばしい味わいをお楽しみ下さい。

H 8-3F

御菓蔵
紫の物語 9袋入
●箱入／278×148×83mm
●内容／6種類入り×9
●10000  ●梱／12×1  【小麦・卵】  ★ 

132452

¥1,080（税抜¥1,000）

¥3,240（税抜¥3,000） ¥5,400（税抜¥5,000）

※期間中、価格・内容が変わる場合がございます。

食　　品 食　　品
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●箱入／267×477×30mm
●内容／ネスカフェゴールドブレンド大人のご褒美カフェラテ
13．4g×6・ネスカフェゴールドブレンド大人のご褒美カプチーノ
12．6g×3・ネスカフェゴールドブレンド香り華やぐ7g×6・
ネスカフェゴールドブレンドコク深め7g×9・
ネスカフェゴールドブレンド7g×9
●N20-GKS　●梱／6×0　【乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
ネスカフェ ゴールドブレンド 
プレミアムスティック コーヒーギフト

10-8F 428143G

●箱入／144×214×126mm
●内容／ネスカフェゴールドブレンド６５ｇ×2・ネスカフェエクセラ８０ｇ×4
●N30－E　●梱／6×0　★ 

¥3,240（税抜¥3,000）
ネスカフェ レギュラーソリュブル コーヒーギフト

10-9F 428136E

●箱入／144×284×126mm
●内容／ネスカフェゴールドブレンド65ｇ×2・ネスカフェゴールドブレンド香り華やぐ65ｇ×1・
ネスカフェゴールドブレンドコク深め65ｇ×1・ネスカフェエクセラ80ｇ×4
●N50-E　●梱／4×0  ★ 

¥5,400（税抜¥5,000）
ネスカフェ レギュラーソリュブル コーヒーギフト

10-10F 428136E

●箱入／366×348×23mm
●内容／プレミアムブラックエチオピア
2g×14・タンザニア2g×14・ブラックブラジ
ルブレンド2g×14・モカブレンド2g×14
●ZST－30N　●梱／6×10  ★

¥3,240（税抜¥3,000）
AGF ちょっと贅沢な珈琲店
スティックプレミアム ブラックギフト

11-16F 428241F

●箱入／199×275×58mm
●内容／ブラジル（8g×5P）×1・
エチオピア（8g×5P）×1・
タンザニア（8g×5P）×1
●GD-20N　●梱／12×10  ★ 

¥2,160（税抜¥2,000）
AGF グランデージドリップ
コーヒーギフト

11-8F 428243G

●箱入／199×442×58mm
●内容／ブラジル（8g×5P）×1・グアテマラ
（8g×5P）×1・エチオピア（8g×5P）×2・
タンザニア（8g×5P）×1
●GD-30N　●梱／6×10  ★ 

¥3,240（税抜¥3,000）
AGF グランデージドリップ
コーヒーギフト

11-9F 428243G

●箱入／316×269×27mm
●内容／ブレンディスティックカフェオレ深煎珈琲仕立て
14g×6・カフェオレ深煎珈琲仕立て甘さひかえめ
12g×5・カフェオレ深煎珈琲仕立てミルクたっぷり
14g×5、ちょっと贅沢な珈琲店スティックブラックブラジ
ルブレンド2g×7・モカブレンド2g×7
●BZT－20T　●梱／6×10　【乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
AGF スティック
カフェオレ＆ブラック アソートギフト

11-17F 428241F

●箱入／316×419×27mm
●内容／ブレンディスティックカフェオレ深煎珈琲仕立て
14g×12・カフェオレ深煎珈琲仕立て甘さひかえめ
12g×10・カフェオレ深煎珈琲仕立てミルクたっぷり
14g×10、ちょっと贅沢な珈琲店スティックブラックブラ
ジルブレンド2g×7・モカブレンド2g×7
●BZT－30R　●梱／6×10　【乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
AGF スティック
カフェオレ＆ブラック アソートギフト

11-18F 428241F

¥1,080（税抜¥1,000）
AGF ブレンディスティック
カフェオレコレクション
●箱入/192×323×30mm
●内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て14g×3・カフェオレ
深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12g×2・カフェオレ深煎
珈琲仕立てミルクたっぷり14g×3・紅茶オレ11g×3・
抹茶オレ12g×2・ココアオレ11g×3
●BST-10R  ●梱/18×10  【乳】 ★

11-19F 428238F

¥5,400（税抜¥5,000）
AGF インスタントコーヒー
バラエティギフト
●箱入／300×341×69mm
●内容／マキシムスペシャルブレンド
65g×4・ブレンディスペシャルテイスト
70g×2・マイルドテイスト70g×1
●E-50N　●梱／4×10   ★

11-2F 428236E

¥3,240（税抜¥3,000）
AGF ちょっと贅沢な珈琲店
ドリップコーヒーギフト
●箱入／381×271×58mm
●内容／ブラジルブレンド（8g×5P）×2・コロン
ビアブレンド（8g×5P）×1・モカブレンド
（8g×5P）×1・キリマンジャロブレンド（8g×5P）
×1・グアテマラSHBブレンド（8g×5P）×1
●ZD-30J　●梱／6×10  ★

11-10F 428238F
¥5,400（税抜¥5,000）
AGF ちょっと贅沢な珈琲店
ドリップコーヒーギフト
●箱入／377×442×58mm
●内容／ブラジルブレンド（8g×5P）×2・コロン
ビアブレンド（8g×5P）×2・モカブレンド
（8g×5P）×2・キリマンジャロブレンド（8g×5P）
×2・グアテマラSHBブレンド（8g×5P）×2
●ZD-50J　●梱／4×10  ★

11-11F 428238F

¥2,160（税抜¥2,000）
AGF ちょっと贅沢な珈琲店
スティックプレミアム ブラックギフト
●箱入／248×348×21mm
●内容／プレミアムブラック エチオピア2ｇ×
14・タンザニア2ｇ×7・ブラック ブラジルブレ
ンド2ｇ×14・モカブレンド2ｇ×7
●ZST-20R　●梱／6×10  ★

11-15F 428241F

¥540（税抜¥500）
AGF
スティック コーヒーギフト
●箱入／177×165×21mm
●内容／ちょっと贅沢な珈琲店スティックコー
ヒープレミアムビター7g×2・スティックコーヒー
プレミアムマイルド7g×2・スティックブラックブ
ラジルブレンド2g×4
●FST－5N　●梱／20×10　【乳】 ★

11-12F 428241F

¥1,080（税抜¥1,000）
AGF ちょっと贅沢な珈琲店
スティック プレミアムブラックギフト
●箱入／128×351×21mm
●内容／プレミアムブラックエチオピア
2g×7・プレミアムブラックタンザニア2g×7・
スティックブラックブラジルブレンド2g×7
●ZST－10N　●梱／20×10　★

11-14F 428241F
¥3,240（税抜¥3,000）
AGF スティックブラック
バラエティギフト
●箱入／366×348×21mm
●内容／マキシムスティックブラック
2g×28・ブレンディスティックブラック
2g×14・マイルドテイスト2g×14
●ESB－30T　●梱／6×10　★

11-13F 428238F

¥1,080（税抜¥1,000）
AGF グランデージ
ドリップコーヒーギフト
●箱入／183×212×22mm
●内容／ハンディドリップブラジル8g×4・ハ
ンディドリップグアテマラ8g×2
●GD－10N　●梱／20×10　★

11-7F 428243G

¥2,160（税抜¥2,000）
AGF プレミアム
インスタント コーヒーギフト
●箱入／156×261×69mm
●内容／ちょっと贅沢な珈琲店ブラジルブレ
ンド65g×1・マキシムスペシャルブレンド
65g×1・ブレンディスペシャルテイスト
70g×1
●ZIC-20N　●梱／6×10  ★ 

11-3F 428241F
¥2,700（税抜¥2,500）
AGF プレミアム
インスタント コーヒーギフト
●箱入／156×341×69mm
●内容／ちょっと贅沢な珈琲店ブラジルブレン
ド65g×1・ちょっと贅沢な珈琲店キリマンジャ
ロブレンド65g×1・マキシムスペシャルブレンド
65g×1・ブレンディスペシャルテイスト70g×1
●ZIC－25N　●梱／6×10　★

11-4F 428241F

¥3,240（税抜¥3,000）
AGF インスタントコーヒー
バラエティギフト
●箱入／305×256×69mm
●内容／ちょっと贅沢な珈琲店ブラジルブレ
ンド65g×1・モカブレンド65g×1・ブレン
ディスペシャルテイスト70g×2・ブレンディ
マイルドテイスト70g×2
●EM-30N　●梱／6×10  ★ 

11-5F 428241F
¥5,400（税抜¥5,000）
AGF インスタントコーヒー
バラエティギフト
●箱入／300×341×69mm
●内容／ちょっと贅沢な珈琲店ブラジルブレンド
65g×1・モカブレンド65g×1・マキシムスペシャ
ルブレンド65g×2・ブレンディスペシャルテイス
ト70g×2・ブレンディマイルドテイスト70g×2
●EM－50N　●梱／4×10  ★ 

11-6F 428241F

¥1,620（税抜¥1,500）
AGF ブレンディスティック 
カフェオレコレクション
●箱入/291×325×30mm
●内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て14g×4・カフェオ
レ深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12g×4・カフェオレ
深煎珈琲仕立てミルクたっぷり14g×4・紅茶オレ
11g×4・抹茶オレ12g×4・ココアオレ11g×4
●BST-15R  ●梱/12×10  【乳】 ★

11-20F 428238F
¥2,160（税抜¥2,000）
AGF ブレンディスティック 
カフェオレコレクション
●箱入/328×322×30mm
●内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て14g×6・カフェオ
レ深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12g×5・カフェオレ
深煎珈琲仕立てミルクたっぷり14g×5・紅茶オレ
11g×5・抹茶オレ12g×5・ココアオレ11g×6
●BST-20R  ●梱/6×10  【乳】 ★

11-21F 428238F
¥2,700（税抜¥2,500）
AGF ブレンディスティック
カフェオレコレクション
●箱入/316×456×27mm
●内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て14g×9・カフェオレ深煎珈
琲仕立て甘さひかえめ12g×7・カフェオレ深煎珈琲仕立てミ
ルクたっぷり14g×8・紅茶オレ11g×5・抹茶オレ12g×5・コ
コアオレ11g×6
●BST-25R  ●梱/6×10  【乳】 ★

11-22F 428238F
¥3,240（税抜¥3,000）
AGF ブレンディスティック 
カフェオレコレクション
●箱入/316×456×27mm
●内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て14g×12・カフェオレ深煎
珈琲仕立て甘さひかえめ12g×10・カフェオレ深煎珈琲仕立
てミルクたっぷり14g×10・紅茶オレ11g×5・抹茶オレ
12g×5・ココアオレ11g×6
●BST-30R  ●梱/6×10  【乳】 ★

11-23F 428238F

●箱入／149×202×31mm
●内容／スターバックスプレミアムミックス
カフェラテ14g×3・スターバックスプレミアム
ミックスキャラメルラテ21．5g×3
●SBP-10S　●梱／20×0　【乳】 ★

¥1,080（税抜¥1,000）
スターバックス
プレミアム ミックスギフト　 

10-6F 428152H

●箱入／270×307×42mm
●内容／スターバックスプレミアムミックスカフェラテ14g×6・
スターバックスプレミアムミックスキャラメルラテ21.5g×6・
スターバックスプレミアムミックス抹茶ラテ24g×4・
スターバックスプレミアムミックスカフェモカ22g×4
●ＳＢP-3０Ｓ　●梱／6×0　【乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
スターバックス プレミアム ミックスギフト　 

10-7F 428152H

●箱入／164×220×87mm
●内容／スターバックスオリガミパーソナル
ドリップコーヒーハウスブレンド（9g×5p）×1・
スターバックスオリガミパーソナルドリップ
コーヒーエスプレッソロースト（9g×5p）×1
●SB-15N　●梱／8×0　★

¥1,620（税抜¥1,500）
スターバックス オリガミ
パーソナルドリップ 
コーヒーギフト　 

10-2F 428152H

●箱入／164×319×87mm　
●内容／スターバックス オリガミ パーソナルドリップコーヒー 
ハウスブレンド（9g×5）×2・スターバックス オリガミ 
パーソナルドリップコーヒー エスプレッソロースト（9g×5）×1
●SB-20N　●梱／10×0　

¥2,160（税抜¥2,000）
スターバックス オリガミ
パーソナルドリップ コーヒーギフト　 

10-3F 428152H

●箱入／164×410×87mm
●内容／スターバックス オリガミ パーソナルドリップコーヒー 
ハウスブレンド（9g×5）×2・スターバックス オリガミ パーソナルドリップ
コーヒー エスプレッソロースト（9g×5）×1・スターバックス オリガミ 
パーソナルドリップコーヒー カフェベロナ（9g×5）×1
●SB-30N　●梱／6×0　

¥3,240（税抜¥3,000）
スターバックス オリガミ
パーソナルドリップ コーヒーギフト　 

10-4F 428152H

●箱入／305×315×87mm
●内容／スターバックス オリガミ パーソナルドリップコーヒー 
ハウスブレンド（9g×5）×2・スターバックス オリガミ パーソナルドリップ
コーヒー エスプレッソロースト（9g×5）×2・スターバックス オリガミ 
パーソナルドリップコーヒー カフェベロナ（9g×5）×2
●SB-50N　●梱／4×0　

¥5,400（税抜¥5,000）
スターバックス オリガミ
パーソナルドリップ コーヒーギフト　 

10-5F 428152H

¥1,080（税抜¥1,000）
スターバックス オリガミ 
パーソナルドリップ 
コーヒーギフト  
●箱入／132×262×36mm
●内容／スターバックス オリガミパーソナル
ドリップコーヒー ハウスブレンド（9g）×4・
スターバックス オリガミパーソナルドリップ
コーヒー エスプレッソ ロースト（9g）×2
●SB-10S　●梱／20×0

10-1F 428152H

●箱入／305×256×69mm
●内容／マキシムスペシャルブレンド
65g×2・ブレンディスペシャルテイスト
70g×2・マイルドテイスト70g×1
●E-30N　●梱／6×10  ★

¥3,240（税抜¥3,000）
AGF インスタントコーヒー
バラエティギフト

11-1F 428236E

淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを実現した、バラエティ豊かなギフト 

スターバックスのラテ系メニューを
ご自宅で簡単に楽しめる
プレミアムミックス
コーヒーギフト。

一杯分の美味しさを味わえる
ドリップタイプのスターバックスオリガミ。  
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H 13-1F

¥1,728（税抜¥1,600）
マグ＆ポット 台湾茶アソートギフト3種
●箱入／200×285×45mm
●内容／凍頂烏龍茶6包×1・東方美人茶6包×1・四季春茶6包×1
●3001　●梱／12×1  ★  　

74653

H 13-2F

¥2,160（税抜¥2,000）
マグ＆ポット 台湾茶アソートギフト4種
●箱入／200×285×45mm
●内容／凍頂烏龍茶6包×1・東方美人茶6包×1・四季春茶6包×1・
ジャスミンティー6包×1
●3002　●梱／12×1  ★  　

74653 H 13-3F

¥3,240（税抜¥3,000）
マグ＆ポット 台湾茶アソートギフト6種
●箱入／200×285×45mm
●内容／凍頂烏龍茶6包×1・東方美人茶6包×1・四季春茶6包×1・
白桃烏龍茶6包×1・苺東方美人茶6包×1・白葡萄ジャスミンティー6包×1
●3003　●梱／12×1  ★  　

74653

挽きたてのコーヒー豆とフィルターをひとつにして、香りを逃さず一杯分ずつ
丁寧にパック。カップにのせて、お湯を注ぐだけで、ドリップコーヒーならではの
芳しく、豊かな香りが立ち上ります。

¥2,160（税抜¥2,000）
カゴメすこやかファミリーギフト
●箱入／294×295×62mm
●内容／野菜生活100(オリジナル160g×3・ベリーサラダ160g×3) ・
野菜生活100（マンゴーサラダ160g×2・アップルサラダ160g×2）・
アップル160g×2・オレンジ160g×2・グレープ160g×1
●KSR-20L　●梱／4×0  ★  

13-6F 425453H

●箱入／294×348×62mm
●内容／野菜生活100（オリジナル160g×4・ベリーサラダ160g×4）・
野菜生活100（マンゴーサラダ160g×2・アップルサラダ160g×2）・
アップル160g×2・オレンジ160g×2・グレープ160g×2
●KSR-25L　●梱／4×0  ★  

¥2,700（税抜¥2,500）
カゴメすこやかファミリーギフト

13-7F 425453H

●箱入／294×454×62mm
●内容／野菜生活100（オリジナル160g×4・ベリーサラダ160g×4・
マンゴーサラダ160g×4・アップルサラダ160g×4）
アップル160g×2・オレンジ160g×2・グレープ160g×2・パイン160g×2
●KSR-30L　●梱／4×0  ★ 

¥3,240（税抜¥3,000）
カゴメすこやかファミリーギフト

13-8F 425453H

●箱入／339×346×94mm
●内容／野菜生活100（オリジナル160g×6・ベリーサラダ160g×6・
マンゴーサラダ160g×6・アップルサラダ160g×6）アップル160g×3・
オレンジ160g×3・グレープ160g×3・パイン160g×3
●KSR-50L　●梱／2×0  ★ 

¥5,400（税抜¥5,000）
カゴメすこやかファミリーギフト

13-9F 425453H

100%フルーツジュースのベストセラー「KAGOME 100CAN」と
野菜&フルーツのおいしさが人気の「野菜生活100」の詰め合わせです。

英国の気品を伝える、トワイニングのこだわりが
詰まったティーバッグギフト。有名産地の紅茶
から、世界中で広く支持されるオリジナルブレン
ドまで。

¥2,160
トワイニング
ティーバッグ ギフト コレクション
●箱入／178×294×38mm
●内容／ビンテージダージリン×4P・
ロンドンテイスト1706×4P・
トラディショナルイングリッシュブレックファスト×3P・
レディグレイシトラス×3P・
シュープリームプリンスオブウェールズ×4P・
アッサムリッチフレーバー×4P・
アールグレイクラシック×3P・
アールグレイフルーティーピーチ×3P
●TTG-20　●梱／8×5  ★ 

13-4FG
（税抜¥2,000）

42851

¥3,240
トワイニング
ティーバッグ ギフトコレクション
●箱入／255×294×38mm
●内容／ビンテージダージリン×4P・
ロンドンテイスト1706×4P・
トラディショナルイングリッシュブレックファスト×8P・
レディグレイシトラス×4P・
シュープリームプリンスオブウェールズ×8P・
アッサムリッチフレーバー×8P・
アールグレイクラシック×4P・
アールグレイフルーティーピーチ×8P
●TTG-30　●梱／6×5  ★ 

13-5F

（税抜¥3,000）

42851G

人
気
の
朝
か
ら
フ
ル
ー
ツ
を

バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
に

詰
合
せ
ま
し
た

本格台湾茶をご家庭で
お楽しみいただけます。
本格台湾茶をご家庭で
お楽しみいただけます。

¥2,160 
はごろもフーズ デザートギフト
●箱入／230×239×75mm
●内容／朝からフルーツ（みかん190g×2・
パイン190g×2・ミックス190g×2）・
朝からフルーツ（みつ豆190g×1・黄桃190g×1・
ナタデココ190g×1）
●AS-20　●梱／4×5  ★ 

13-10F

（税抜¥2,000）

425551G

¥3,240 
はごろもフーズ デザートギフト
●箱入／362×239×75mm
●内容／朝からフルーツ（みかん190g×2・
パイン190g×2・ミックス190g×2・みつ豆190g×2・
黄桃190g×2・ナタデココ190g×2・
パイミン190g×2）
●AS-30　●梱／3×5  ★ 

13-11F

（税抜¥3,000）

425551G

ブラジル
ブレンド

コロンビア
ブレンド

モカ
ブレンド

キリマン
ジャロ
ブレンド

12-16F

¥5,400（税抜¥5,000）
キーコーヒー ドリップオンギフト
●箱入／329×360×104mm
●内容／トアルコトラジャ×1・
スペシャルブレンド×2・
コロンビアブレンド×1・
トラジャブレンド×2・
モカブレンド×2・
キリマンジャロブレンド×2
●KDV-50M　●梱／6×1  ★　

428046G

12-15F

¥4,320（税抜¥4,000）
キーコーヒー ドリップオンギフト
●箱入／329×293×104mm
●内容／トアルコトラジャ×1・
トラジャブレンド×1・
スペシャルブレンド×1・
キリマンジャロブレンド×1・
モカブレンド×2・
コロンビアブレンド×2
●KDV-40M　●梱／8×1  ★　

428046G12-14F

¥3,240（税抜¥3,000）
キーコーヒー ドリップオンギフト
●箱入／330×330×75mm
●内容／トアルコトラジャ×1・
トラジャブレンド×1・
スペシャルブレンド×1・
モカブレンド×1・
キリマンジャロブレンド×1・
コロンビアブレンド×1
●KDV-30M　●梱／8×1  ★

428046G

12-13F

¥2,160（税抜¥2,000）
キーコーヒー ドリップオンギフト
●箱入／330×225×75mm
●内容／スペシャルブレンド×1・
モカブレンド×1・
キリマンジャロブレンド×1・
コロンビアブレンド×1
●KDV-20M　●梱／10×1  ★　

428046G12-12F

¥1,620（税抜¥1,500）
キーコーヒー ドリップオンギフト
●箱入／175×330×75mm
●内容／スペシャルブレンド×1・
キリマンジャロブレンド×1・
コロンビアブレンド×1
●KDV-15M　●梱／12×1  ★　

428046G

12-9F

¥2,160（税抜¥2,000）
キーコーヒー 挽きたての香りギフト
●箱入/173×295×89mm
●内容/ブラジルブレンド×1・
コロンビアブレンド×1・
ドリップオントアルコトラジャ×1
●ADA-20M  ●梱／8×1  ★

428046G

G 12-11F

¥5,400（税抜¥5,000）
キーコーヒー 挽きたての香りギフト
●箱入／334×279×89mm
●内容／ブラジルブレンド×1・
コロンビアブレンド×1・
モカブレンド×2・
キリマンジャロブレンド×2  
●ADA-50  ●梱／6×1  ★ 

42804612-10F

¥3,240（税抜¥3,000）
キーコーヒー 挽きたての香りギフト
●箱入／173×368×89mm
●内容／ブラジルブレンド×1・
コロンビアブレンド×1・
モカブレンド×1・
キリマンジャロブレンド×1
●ADA-30  ●梱／6×1  ★ 

428046G

¥5,400（税抜¥5,000）
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ
●箱入／470×325×77mm
●内容／スペシャルブレンド×１・
キリマンジャロブレンド×１・コロンビアブレンド×２・　　　
コスタリカブレンド×２・モカブレンド×２
●MCS-50　●梱／4×5  ★ 

12-8F 42851G

（税抜¥1,000） （税抜¥1,500）

（税抜¥2,000） （税抜¥2,500）

（税抜¥3,000） （税抜¥5,000）

¥3,240（税抜¥3,000）
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ
●箱入／242×405×77mm
●内容／スペシャルブレンド×１・
キリマンジャロブレンド×１・コロンビアブレンド×１・
コスタリカブレンド×１・モカブレンド×１
●MCS-30　●梱／6×5  ★ 

12-7F 42851G

F 12-1F

¥1,080
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ
●箱入／230×215×45mm
●内容／コロンビアブレンド×３・モカブレンド×３・
キリマンジャロブレンド×３
●MCU-10　●梱／12×5  ★

42839 12-2F

¥1,620
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ
●箱入／230×285×45mm
●内容／コロンビアブレンド×３・コスタリカブレンド×３・
モカブレンド×３・キリマンジャロブレンド×３
●MCU-15　●梱／8×5  ★

42839F

12-3F

¥2,160
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ
●箱入／242×243×77mm
●内容／スペシャルブレンド×５・モカブレンド×５・
・キリマンジャロブレンド×５
●MCQ-20　●梱／8×5  ★

42839F 12-4F

¥2,700
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ
●箱入／242×330×77mm
●内容／スペシャルブレンド×５・プレミアブレンド×５・
モカブレンド×５・キリマンジャロブレンド×５
●MCQ-25　●梱／6×5  ★

42839F

12-5F

¥3,240
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ
●箱入／242×405×77mm
●内容／スペシャルブレンド×５・プレミアブレンド×５・
モカブレンド×５・コロンビアブレンド×５・
キリマンジャロブレンド×５
●MCQ-30　●梱／6×5  ★

42839F 12-6F

¥5,400
モンカフェ ドリップコーヒー詰合せ 
●箱入／470×325×77mm
●内容／スペシャルブレンド×１０・プレミアブレンド×１０・
モカブレンド×５・コロンビアブレンド×５・
キリマンジャロブレンド×１０
●MCQ-50　●梱／4×5  ★

42839F
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●箱入/145×205×80mm
●内容／熟成糸巻ロースハム320g×1・
ベーコン280g×1
●SPー400　●梱／1×1　★

¥4,320（税抜¥4,000）
大山ハム 伝統の逸品 詰合せ

14-1F 51658H

●箱入/145×290×80mm
●内容／熟成糸巻ロースハム320g×1・ベーコン280g×1・焼豚310g×1
●SP-510　●梱／1×1　★

¥5,400（税抜¥5,000）
大山ハム 伝統の逸品 詰合せ

14-2F 51658H

●箱入/210×304×46mm
●内容／熟成乾塩ベーコン80g×1・生ハム40g×1・カントリーロー
スト72g×1・フライシュケーゼ80g×1・トマトとオリーブ入りソー
セージ100g×1・あらびきポークウインナー120g×1
●DLG-43G　●梱／1×1　★

¥4,320（税抜¥4,000）
大山ハム 2020年DLG金賞受賞セット

14-3F 51658H

●箱入/210×304×64mm
●内容／熟成乾塩ベーコン80g×1・生ハム40g×1・カントリーロースト72g×1・
フライシュケーゼ80g×1・チーズリヨナー90g×1・トマトとオリーブ入りソーセージ
100g×1・辛口ポチキウインナー120g×1・あらびきポークウインナー120g×1
●DLG-53G　●梱／1×1　★

¥5,400（税抜¥5,000）
大山ハム 2020年DLG金賞受賞セット

14-4F 51658H

●箱入／185×285×90mm
●内容／松阪牛スライス200g×1・神戸牛ハンバーグ130g×2・
ハンバーグソース20g×2・近江牛ローストビーフ200g×1・
ローストビーフソース20g×2
●2314　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥10,800（税抜¥10,000）
日本3大和牛 3種食べ比べセットA

14-8F 74655H

●箱入／185×285×90mm
●内容／松阪牛スライス300ｇ×1・神戸牛スライス300ｇ×1・
近江牛スライス300ｇ×1
●2307-3　●梱／1×1　 ★

¥16,200（税抜¥15,000）
日本3大和牛セット
（松阪牛・神戸牛・近江牛）
すき焼き・しゃぶしゃぶ用900ｇ

14-6F 74653H

●箱入／185×285×90mm
●内容／松阪牛スライス200ｇ×1・神戸牛スライス200ｇ×1・
近江牛スライス200ｇ×1
●2307-2　●梱／1×1　★

¥10,800（税抜¥10,000）
日本3大和牛セット
（松阪牛・神戸牛・近江牛）
すき焼き・しゃぶしゃぶ用600ｇ

14-5F 74663H

●箱入／270×305×95mm
●内容／松阪牛スライス400g×1・神戸牛ハンバーグ130g×5・
ハンバーグソース20g×5・近江牛ローストビーフ200g×2・
ローストビーフソース20g×4
●2315　●梱／1×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥21,600（税抜¥20,000）
日本3大和牛 3種食べ比べセットB

14-9F 74655H

●箱入／200×312×125mm
●内容／毛ガニ約330g・鮭切身×3・
ボイル海老約250g・パーナ片貝×5・じゃが玉×8・
味噌だれ×1
●SSF-01　●梱／1×1　
【小麦・卵・乳・えび・かに】 ★

¥8,640（税抜¥8,000）
毛ガニ鍋セット

15-2F 74661H

●箱入／200×470×120mm
●内容／ズワイガニ約40g×1・鮭切り身×3・
ボイル海老約250g×1・パーナ片貝×5・
じゃが玉×8・味噌だれ×1
●SSF-02　●梱／1×1　
【小麦・卵・乳・えび・かに】 ★

¥5,940（税抜¥5,500）
ズワイガニ鍋セット

15-1F 74663H

●箱入／150×200×20mm
●内容／鱒いくら醤油漬約250g×1
●M-04　●梱／1×1　【小麦】 ★

¥4,860（税抜¥4,500）
いくら醤油漬

15-3F 74660H

●箱入／290×405×65mm
●内容／石狩鍋約280g×2・
かに鍋約280g×2・鮭うしお汁約280g×2
●G-07　●梱／1×1　【小麦・卵・えび・かに】 ★

¥7,020（税抜¥6,500）
小樽の海鮮小鍋セット

15-5F 74660H

●箱入／290×430×115mm
●内容／開きさんま×2・ほっけ開き×2・こまい(200ｇ）×3・ししゃも（オス）×3・ししゃも（メス）×3
●H-04　●梱／1×1　★

¥5,940（税抜¥5,500）
北海道 干物セットB

15-7F 74658H

●箱入／150×150×50mm
●内容／あわび松前漬約400g×1
●SSF-03　●梱／1×1　【小麦】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
北の宝石箱 あわび松前漬

15-4F 74661H

●箱入／265×198×40mm
●内容／紅鮭切身（70g）×4・
たらこ（約100ｇ）×1・いくら醤油漬（約100ｇ）×１・
味付数の子（約110ｇ）×1
●R-03　●梱／1×1　【小麦】 ★

¥9,180（税抜¥8,500）
紅鮭＆魚卵3点セット

15-6F 74663H

●箱入／290×430×115mm
●内容／開きさんま×2・なめたがれい×1・ほっけ開き×1・こまい(200ｇ）×5・ししゃも（オス）×5
●H-03　●梱／1×1　 ★

¥7,560（税抜¥7,000）
北海道 干物セットA

15-8F 74660H

冷凍

冷凍

冷凍
冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

●箱入／185×285×90mm
●内容／松阪牛肩ロース250ｇ×1・神戸牛肩ロース250ｇ×1・
近江牛肩ロース250ｇ×1
●2307-1 　●梱／1×1　 ★

¥27,000（税抜¥25,000）
日本3大和牛セット
（松阪牛・神戸牛・近江牛）
すき焼き・しゃぶしゃぶ用 肩ロース750ｇ

14-7F 74653H

冷凍

冷凍

冷凍

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

送料込
価格です

送料込
価格です

送料込
価格です

食　　品 食　　品

1514



17-17F

¥1,620（税抜¥1,500）
マルトモ
ハレの日ギフト・
祝シリーズ
●箱入／234×276×87ｍｍ
●内容／花つや削り(2ｇ×18袋)×1・かつおだしの素
(4ｇ×16袋)×1・あごだしの素(4ｇ×16袋)×1　
●祝ー１５RS　●梱／6×5　 【乳】 ★  

428341F

17-19F

¥2,700（税抜¥2,500）
マルトモ
ハレの日ギフト・
祝シリーズ
●箱入／355×269×87ｍｍ　●内容／花つや削り(2ｇ×18袋)×
2・かつおだしの素(4ｇ×16袋)×1・あごだしの素(4ｇ×16袋)×1  
●祝－２５RS  ●梱／6×5  【乳】 ★  

428343G

17-18F

¥2,160（税抜¥2,000）
マルトモ
ハレの日ギフト・
祝シリーズ
●箱入／252×278×87ｍｍ
●内容／花つや削り(2ｇ×18袋)×2
●祝－２０RＳ  ●梱／6×5 ★  

428343G

17-20F

¥3,240（税抜¥3,000）
マルトモ
ハレの日ギフト・
祝シリーズ
●箱入／337×269×87ｍｍ　●内容／花つや削り(2ｇ×18袋)×
1・かつおだしの素(4ｇ×16袋)×1・あごだしの素(4ｇ×16袋)×1・フ
リーズドライスープ(卵・海藻のお吸い物×各5食)×1 ●祝－３０RＳ  
●梱／6×5  【小麦・卵・乳】 ★  

428343G

¥1,080（税抜¥1,000）
マルトモ 風雅物語
●箱入/261×117×97mm
●内容/直火焼ソフトパック(2.5g×16袋)×1
●風雅-10H  ●梱/10×5   ★

17-12F 428333E

もらって嬉しいバラエティ調味料ギフト

風味いろいろ、だしの彩り豊かに。だしの素のバラエティセット。

¥2,160（税抜¥2,000）
マルトモ バラエティギフト
●箱入/278×363×80mm
●内容/直火焼ソフトパック(2.5g×8袋)×2・万能白
だし(500ml)×1・磯じまんのり佃煮(125g)×1　
●CR-20W  ●梱/6×5  【小麦】 ★

17-8F 428333E
¥3,240（税抜¥3,000）
マルトモ バラエティギフト
●箱入/277×430×83mm
●内容/直火焼ソフトパック(2.5g×8袋)×2・枕崎
かつおつゆ(500ml)×1・磯じまんのり佃煮
(125g)×1・日清キャノーラ油(380g)×1　
●CR-30N  ●梱/5×5  【小麦】 ★

17-9F 428333E
¥4,320（税抜¥4,000）
マルトモ バラエティギフト
●箱入/277×495×83mm
●内容/直火焼ソフトパック(2.5g×8袋)×2・万能
白だし(500ml)×1・枕崎かつおつゆ(500ml)×1・
磯じまんのり佃煮(125g)×1・北海道産さばほぐし
(50g)×1・日清キャノーラ油(380g)×1
●CR-40R  ●梱/4×5  【小麦】 ★

17-10F 428333E
¥5,400（税抜¥5,000）
マルトモ バラエティギフト
●箱入/320×510×85mm
●内容/直火焼ソフトパック(2.5g×8袋)×2・枕崎かつおつゆ
(500ml)×1・磯じまんのり佃煮(125g)×1・北海道産さばほぐ
し(50g)×1・日清キャノーラ油(380g)×2・ライトツナフレーク
(70g)×1・国産野菜のブイヨン(4g×10袋)×1・直火焼だしの
素(4g×10袋)×1 ●CR-50R  ●梱/4×5  【小麦・乳】 ★

17-11F 428333E

17-13F

¥1,620（税抜¥1,500）
マルトモ 風雅物語
●箱入／277×222×100mm
●内容／直火焼ソフトパック(2.5g×16袋)×1・だしの素
(8g×10袋)×2  ●風雅-15H　●梱／6×5　【乳】  ★

428333E

¥2,160（税抜¥2,000）
永谷園 オリジナルギフトNF-20
●箱入/221×326×46mm
●内容/鮭茶漬け(5袋)×1・梅干し茶漬け(5袋)×1・梅
鰹ふりかけ(5袋)×1・鮭昆布ふりかけ(5袋)×1
●A5235  ●梱/20×1  【小麦・乳】 ★

16-9F 109538F

¥2,700（税抜¥2,500）
永谷園 オリジナルギフトNF-25
●箱入/271×326×46mm
●内容/鮭茶漬け(5袋)×1・梅干し茶漬け(5袋)×1・野
沢菜茶漬け(5袋)×1・梅鰹ふりかけ(5袋)×1・鮭昆布
ふりかけ(5袋)×1
●A5236  ●梱/20×1  【小麦・乳】 ★

16-10F 109538F

¥1,620（税抜¥1,500）
永谷園 海苔・お茶づけギフト
●箱入/255×174×60mm
●内容/焼海苔(8切5枚×14)×1・お茶づけ海苔(5
袋)×1　●N1081  ●梱/20×1  ★

16-11F 109541F
¥2,160（税抜¥2,000）
永谷園 海苔・お茶づけギフト
●箱入/255×224×60mm
●内容/焼海苔(半切6枚×3)×1・お茶づけ海苔(5袋)
×1　●N1086  ●梱/10×1  ★

16-12F 109541F
¥2,700（税抜¥2,500）
永谷園 海苔・お茶づけギフト
●箱入/250×313×60mm
●内容/焼海苔(半切6枚×3)×1・お茶づけ海苔(5袋)
×2　●N1090  ●梱/10×1  ★

16-13F 109541F

¥3,240（税抜¥3,000）
永谷園 海苔・お茶づけギフト
●箱入/250×313×60mm
●内容/焼海苔(半切6枚×3)×1・味付け海苔(8切5
枚×14)×1・お茶づけ海苔(5袋)×1
●N1095  ●梱/10×1  【小麦・えび】 ★

16-14F 109541F
¥4,320（税抜¥4,000）
永谷園 海苔・お茶づけギフト
●箱入/250×396×60mm
●内容/焼海苔(半切6枚×3)×1・焼海苔(8切5枚×
14)×1・味付け海苔(8切5枚×14)×1・お茶づけ海
苔(5袋)×1
●N1129  ●梱/10×1  【小麦・えび】 ★

16-15F 109541F
¥5,400（税抜¥5,000）
永谷園 海苔・お茶づけギフト
●箱入/250×470×60mm
●内容/焼海苔(半切6枚×3)×1・焼海苔(8切5枚×
14)×1・お茶づけ海苔(5袋)×1・味付け海苔(8切5
枚×14)×2
●N1130  ●梱/10×1  【小麦・えび】 ★

16-16F 109541F

17-1F

¥1,080（税抜¥1,000）
マルトモ 鰹節屋のこだわり椀
●箱入／253×227×35ｍｍ ●内容／なすのみそ
汁×2・ほうれん草のみそ汁×1・なめこのみそ汁×1・
たまごスープ×1・海藻のお吸い物×2 ●MS-10K　
●梱／20×5　【小麦・卵】 ★

428342G 17-2F

¥1,620（税抜¥1,500）
マルトモ 鰹節屋のこだわり椀
●箱入／367×227×35ｍｍ　●内容／なすのみ
そ汁×3・ほうれん草のみそ汁×2・なめこのみそ汁×
2・たまごスープ×2・海藻のお吸い物×2 ●MS-15K
●梱／10×5　【小麦・卵】 ★

428342G 17-3F

¥2,160（税抜¥2,000）
マルトモ 鰹節屋のこだわり椀
●箱入／303×253×49ｍm ●内容／なすのみ
そ汁×3・ほうれん草のみそ汁×3・なめこのみそ汁
×4・たまごスープ×2・海藻のお吸い物×2  
●MS-20K　●梱／10×5　【小麦・卵】  ★

428342G 17-4F

¥3,240（税抜¥3,000）
マルトモ 鰹節屋のこだわり椀
●箱入／303×367×49ｍｍ　●内容／なすのみそ
汁×4・ほうれん草のみそ汁×4・なめこのみそ汁×4・た
まごスープ×4・海藻のお吸い物×6  ●MS-30K　●梱
／10×5　【小麦・卵】 ★

428342G

※1918年創業の老舗鰹節屋がだしにこだわって作つたお味噌汁・
スープ・お吸い物のギフトセットです。

17-5F

¥1,080（税抜¥1,000）
マルトモ 
だしの素詰め合わせギフト
●箱入／310×175×40mm　●内容／直火焼だしの素
（4g×10箱）×1・いりこだしの素（4g×10箱）×1・野菜ブ
イヨン（4g×10袋）×1・あごだしの素（4g×10袋）×1　
●だし三昧-10　●梱／10×5　【小麦・乳】  ★

428331D 17-6F

¥1,620（税抜¥1,500）
マルトモ 
だしの素詰め合わせギフト
●箱入／310×257×40mm
●内容／直火焼だしの素（4g×10箱）×2・いりこだしの素（4g×10箱）
×2・野菜ブイヨン（4g×10袋）×1・あごだしの素（4g×10袋）×1
●だし三昧-15　●梱／10×5　【小麦・乳】  ★

428331D 17-7F

¥2,160（税抜¥2,000）
マルトモ 
だしの素詰め合わせギフト
●箱入／305×345×40mm　●内容／直火焼だしの素（4g×10箱）×
2・いりこだしの素（4g×10箱）×2・野菜ブイヨン（4g×10袋）×2・あごだ
しの素（4g×10袋）×2　●だし三昧-20　●梱／6×5　【小麦・乳】  ★

428331D

素材と味付けにこだわって、香り立つ美味しさをそのままパックしました。
どなたに贈っても喜ばれるフリーズドライのギフトです。

●箱入／185×245×32mm
●内容／三ツ葉と卵のスープ×2・たまごスープ×2・
わかめと油あげの味噌汁×2
●BA-6　●梱／30×1　【小麦・卵】 ★

¥1,080（税抜¥1,000）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-1F 109541F

●箱入／260×250×32mm
●内容／かきたま味噌汁赤だし仕立×3・たまご
スープ×3・わかめと油あげの味噌汁×3
●BA-9　●梱／20×1　【小麦・卵】 ★

¥1,620（税抜¥1,500）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-2F 109541F

●箱入／260×328×31mm
●内容／かきたま味噌汁赤だし仕立×3・昆布と野
菜の味噌汁×3・たまごスープ×3・わかめと油あげ
の味噌汁×3
●BA-12　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-3F 109541F

●箱入／225×295×53mm
●内容／たまごスープ×4・茄子の味噌汁×4・かき
たま味噌汁赤だし仕立×4・三ツ葉と卵のスープ×4
●BA-16　●梱／20×1　【小麦・卵】 ★

¥2,700（税抜¥2,500）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-4F 109541F

●箱入／333×278×55mm
●内容／三ツ葉と卵のスープ×4・たまごスープ×4・
きのこのお吸物ひき雲仕立×4・茄子の味噌汁×4・
昆布と野菜の味噌汁×1・とん汁×1
●BA-18　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-5F 109541F

●箱入／333×278×55mm
●内容／たまごスープ×4・きのこのお吸物ひき雲
仕立×4・とん汁×4・わかめと油あげの味噌汁×4・
昆布と野菜の味噌汁×2・真鯛のお吸物×2
●BA-20　●梱／20×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥4,320（税抜¥4,000）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-6F 109541F

●箱入／226×357×89mm
●内容／貝柱と三つ葉の雑炊×3・とりわさ風雑炊×3・昆
布と野菜の味噌汁×2・三ツ葉と卵のスープ×2・とん汁×2
●BA-12Z　●梱／10×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-7F 109541F

●箱入／220×398×79mm
●内容／貝柱と三つ葉の雑炊×3・とりわさ風雑炊×3・昆
布と野菜の味噌汁×3・三ツ葉と卵のスープ×3・たまご
スープ×3・きのこのお吸物ひき雲仕立×3・茄子の味噌
汁×3・わかめと油あげの味噌汁×3
●BA-24Z　●梱／10×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
ろくさん亭
道場六三郎 フリーズドライ ギフト

16-8F 109541F

独自製法の「直火焼ソフトパック」、
うま味が強いかつお節を使用した
かつおパックです。

永谷園の人気アイテム「お茶づけ」
「ふりかけ」を組み合わせたギフトです。

●箱入／277×257×100mm
●内容／直火焼ソフトパック（2．5g×16袋）×2
●風雅-20H　●梱／6×5　★

¥2,160（税抜¥2,000）
マルトモ 風雅物語

17-14F 428333E

●箱入／277×380×100mm
●内容／直火焼ソフトパック（2．5g×16袋）×3
●風雅-30R　●梱／6×5　★

¥3,240（税抜¥3,000）
マルトモ 風雅物語

17-15F 428333E

伝
統
を
贈
る
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つ

お
節
ギ
フ
ト
。

●箱入／276×135×87mm
●内容／花つや削りパック（2g×18袋）×1
●祝ー10RS　●梱／10×5　★

¥1,080（税抜¥1,000）
マルトモ
ハレの日ギフト・
祝シリーズ

17-16F 428343G

●箱入／269×454×87mm
●内容／花つや削りパック（2g×18袋）×2・即席みそ汁（なす×4・なめこ
×4・ほうれん草×4）×1・即席スープ（卵×5）×1・お吸い物（海藻×5）×1
●祝ー50RS　●梱／5×5　【小麦・卵】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
マルトモ
ハレの日ギフト・
祝シリーズ

17-21F 428343G

永谷園の人気アイテムを組み合わせたギフトです。お茶づけ海苔はあられの香ばしさが楽しめる定番商品です。
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厳選された海苔を選りすぐりし・本来の風味と
旨みを引き立たせた本格的な【極】のりです。

18-3F

¥5,400（税抜¥5,000）
山本山 海苔詰合せ
●箱入／265×310×85mm
●内容／焼海苔(8切×36枚)×2・
味付海苔(8切×36枚)×2・
焼海苔(板のり8枚×2袋)×1
●YN-505  ●梱／10×1  【小麦】 ★

129950G18-2F

¥3,240（税抜¥3,000）
山本山 海苔詰合せ
●箱入／265×225×85mm
●内容／焼海苔(8切×36枚)×1・
味付海苔(8切×36枚)×1・
焼海苔(板のり6枚×2袋)×1
●YN-303  ●梱／10×1  【小麦】 ★

129950G

18-15F

¥2,160（税抜¥2,000）
ニコニコのり
「極」九州有明海産海苔詰合せ
●箱入／255×250×82mm
●内容／味のり丸缶12袋詰(8切5枚)×1・
焼のり半裁缶2袋詰(2切8枚)×1
●極KN-20R  ●梱／10×3  【小麦・えび】 ★

428843

18-16F

¥3,240（税抜¥3,000）
ニコニコのり
「極」九州有明海産海苔詰合せ
●箱入／255×330×82mm
●内容／味のり丸缶12袋詰(8切5枚)×2・
焼のり半裁缶2袋詰(2切8枚)×1
●極KN-30R  ●梱／6×3  【小麦・えび】 ★

428843

18-17F

¥3,240（税抜¥3,000）
ニコニコのり 九州有明海産海苔・茶漬け・缶瓶詰合せ
●箱入／250×330×82mm
●内容／のり茶漬け缶(6.4g×8袋)×1・焼のり半裁缶2袋詰(2切8枚)×1・貝
柱ほぐし身(70g)×1・無着色鮭ほぐし瓶(52g)×1・とりそぼろ瓶(60g)×1 
●MB-30KH  ●梱／6×3  【小麦・乳】 ★

428841

艶・香・味と三拍子揃った有明海の海苔と人気の高い貝柱缶と無着色鮭ほぐし・とりそぼろ瓶のセットです。

18-1F

¥1,620（税抜¥1,500）
山本山 海苔詰合せ
●箱入／130×180×85mm
●内容／焼海苔(8切×36枚)×1・
味付海苔(8切×36枚)×1
●YN-152  ●梱／20×1  【小麦】 ★

129950G

18-5F

¥3,240（税抜¥3,000）
山本山 海苔詰合せ
●箱入／270×260×50mm
●内容／焼海苔(板のり6枚×2袋)×2
●YNL-302  ●梱／20×1 ★  

129950G
18-6F

¥3,780（税抜¥3,500）
山本山 海苔詰合せ
●箱入／265×225×85mm
●内容／焼海苔(8切×36枚)×1・
味付海苔(8切×36枚)×1・
焼海苔(板のり8枚×2袋)×1
●YN-353  ●梱／10×1  【小麦】 ★

129950G

G

G

F

19-9F

¥2,160（税抜¥2,000）
やま磯  初摘み味付海苔ギフト
●箱入／155×313×77mm
●内容／味付のり（8切32枚）×4
●YA-20R  ●梱／9×3  【小麦・えび】 ★

428438F

19-10F

¥3,240（税抜¥3,000）
やま磯 
初摘み味付海苔ギフト
●箱入／299×237×77mm
●内容／味付のり（8切32枚）×6
●YA-30R  ●梱／6 ×3   【小麦・えび】 ★

428438F

19-11F

¥2,160（税抜¥2,000）
やま磯 味ぐるめギフト
●箱入／298×278×78mm
●内容／味付のり（8切32枚）×2・しそ風味
のり（8切32枚）×2・のりふりかけ（5g×4
袋）×1・のり茶漬（5.5g×4袋）×1　●味ぐ
るめ-20R  ●梱／6×3   
【小麦・卵・乳・えび】 ★

428448G 19-12F

¥3,240（税抜¥3,000）
やま磯 味ぐるめギフト
●箱入／298×388×78mm
●内容／味付のり（8切32枚）×4・しそ風味の
り（8切32枚）×3・のりふりかけ（5g×4袋）×
1・のり茶漬（5.5g×4袋）×1
●味ぐるめ-30R  ●梱／6×3  
【小麦・卵・乳・えび】 ★

428448G

19-8F

¥1,620（税抜¥1,500）
やま磯  初摘み味付海苔ギフト
●箱入／139×225×77mm
●内容／味付のり（8切32枚）×3
●YA-15R  ●梱／10×3  【小麦・えび】 ★

428438F

18-4F

¥2,160（税抜¥2,000）
山本山 海苔詰合せ
●箱入／270×260×50mm
●内容／焼海苔(板のり8枚×1袋)×2
●YNL-202  ●梱／20×1 ★  

129950G

18-7F

¥2,160（税抜¥2,000）
白子のり 有明海産のり詰合せ
●箱入／250×230×80mm
●内容／味のり12袋詰(8切5枚)×1・焼のり2袋詰(2
切8枚)×1 ●NF-20E  ●梱／6×5  【小麦・えび】 ★

428651G 18-8F

¥3,240（税抜¥3,000）
白子のり 有明海産のり詰合せ
●箱入／240×315×80mm
●内容／味のり12袋詰(8切5枚)×1・焼のり2袋詰(2
切8枚)×1・焼のり12袋詰(8切5枚)×1
●NF-30E  ●梱／6×5  【小麦・えび】 ★

428651G

19-1F

¥1,620（税抜¥1,500）
大森屋 
舞すがた卓上のり詰合せ
●箱入／76×227×142mm
●内容／味付のり（10切50枚）×3
●NA-15N　●梱／20×5　【小麦・えび】 ★

428543G 19-2F

¥2,160（税抜¥2,000）
大森屋 
舞すがた卓上のり詰合せ
●箱入／305×176×81mm
●内容／味付のり（10切50枚）×4
●NA-20N　●梱／6×5　【小麦・えび】 ★

428543G

19-3F

¥3,240（税抜¥3,000）
大森屋 舞すがた卓上のり詰合せ
●箱入／304×255×81mm
●内容／味付のり（10切50枚）×6
●NA-30N　●梱／6×5　【小麦・えび】 ★

428543G

19-6F

¥3,240（税抜¥3,000）
大森屋 バラエティギフト
●箱入／249×419×89mm
●内容／味付のり（10切50枚）×3・緑黄野菜ふりかけ（2.5g×10
袋）×1・かつおふりかけ（2.5g×10袋）×1・のり茶漬（5.4g×8袋）×2
　●NTF-30N　●梱／6×5　【小麦・卵・乳・えび】 ★

428546G

¥4,320（税抜¥4,000）
ニコニコのり 九州有明海産海苔・茶漬け・缶瓶詰合せ
●箱入/250×410×82mm
●内容/味のり丸缶14袋詰(12切5枚)板のり5.83枚×1・無着色鮭ほぐし瓶
(52g)×1・紅ずわいがにほぐし身(55g)×1・とりそぼろ瓶(60g)×1・焼のり
半裁缶2袋詰(2切8枚)板のり8枚×1・のり茶漬け缶(6.4g×8袋)×1  
●MB-40KF  ●梱/6×3  【小麦・乳・えび・かに】 ★

18-18F 428841F

¥5,400（税抜¥5,000）
ニコニコのり 九州有明海産海苔・缶瓶詰合せ
●箱入/250×345×82mm
●内容/味のり丸缶14袋詰(12切5枚)板のり5.83枚×2・無着色鮭ほぐし瓶
(52g)×2・貝柱ほぐし身(70g)×1・紅ずわいがにほぐし身(55g)×1・とりそぼろ
瓶(60g)×2  ●MB-50KF  ●梱/6×3  【小麦・えび・かに】 ★

18-19F 428841F

¥5,400（税抜¥5,000）
大森屋 舞すがた卓上のり詰合せ
●箱入/304×407×81mm
●内容/味付のり(10切50枚)×10
●NA-50N  ●梱/6×5  【小麦・えび】 ★

19-4F 428543G

柔らかく、口溶けの良
い有明産ののり詰合
せです。

¥5,400（税抜¥5,000）
白子のり 有明海産のり詰合せ
●箱入/260×420×90mm
●内容/味のり20袋詰(8切5枚)×1・焼のり3袋詰
(板のり5枚)×1・焼のり20袋詰(8切5枚)×1
●NF-50E  ●梱/4×5  【小麦・えび】 ★

18-9F 428651G
卓上のり・ふりかけを詰
合せたバラエティギフト
です。

¥2,160（税抜¥2,000）
大森屋 バラエティギフト
●箱入/253×253×81mm
●内容/味付のり(10切50枚)×3・緑黄野菜ふりかけ
(2.5g×10袋)×1・かつおふりかけ(2.5g×10袋)×1
●NTF-20N  ●梱/6×5  【小麦・卵・乳・えび】 ★

19-5F 428546G

¥5,400（税抜¥5,000）
大森屋 バラエティギフト
●箱入/297×477×81mm
●内容/味付のり(10切50枚)×6・緑黄野菜ふりかけ(2.5g×10袋)×1・
かつおふりかけ(2.5g×10袋)×1・さけふりかけ(2.5g×10袋)×1・しらす
ふりかけ(2.5g×10袋)×1・さけ茶漬(6.4g×6袋)×1・わさび茶漬
(5.6g×6袋)×1  ●NTF-50N  ●梱/6×5  【小麦・卵・乳・えび】 ★

19-7F 428546G

食
卓
を
彩
る
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管
に
も
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し
ま
す
。

わさび味、うめ味、しょうゆ味と白子のりオリジナルのしらすを抄
込んだのり（塩味）を詰合せた味のりバラエティ詰合せです。

やわらかい初摘み海苔に有機丸大豆醤油
をはじめ天然素材たっぷりの調味で素材の
旨みをさらに引き立てました。

口どけのよい海苔に有機丸大豆醤油使用の調味で仕上げた味付海苔と三島食品
「ゆかり®」とコラボした爽やかな赤しそ風味の海苔、良質の味付海苔と香ばしい特製
調味ごまがたっぷりの海苔ふりかけ、後味さわやかな海苔茶漬の詰合せです。

●箱入／325×340×45mm
●内容／信州わさび使用わさびのり（8切5枚）×4・しら
すを抄込んだのりの塩焼き（8切5枚）×4・丸大豆醤油味
のり（8切5枚）×4・紀州梅使用うめ味のり（8切5枚）×4 
●MR-20　●梱／10×5　【小麦・えび】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
白子のり 味のりバラエティ詰合せ

18-12F 428651G

海
の
幸
を
贅
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る
、
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せ
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す
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●箱入／235×255×80mm
●内容／のり茶漬け（10袋）×1・まるずわいがにほ
ぐし肉55g×3・焼のり12袋詰（8切5枚）×1
●SN-302E　●梱／6×5　【小麦・乳・かに】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
白子のり 海苔・かに缶詰合せ

18-13F 428651G

●箱入／235×275×90mm
●内容／のり茶漬け（12袋）×1・まるずわいがにほ
ぐし肉110g×3・焼のり14袋詰（8切5枚）×1
●SN-502E　●梱／4×5　【小麦・乳・かに】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
白子のり 海苔・かに缶詰合せ

18-14F 428651G

包装･のし掛けが
できる､花結びシ
リーズ｡｢花削り｣を
メインに､5種の豊
富なバリエーション
｡白をベースに友禅
柄のパッケージが
喜ばれています｡

玉子に良く合う玉子かけ醤
油と､旨味をたっぷり含んだ
鰹そぼろを､ワンセットにした
大人気ギフト!シンプルだから
美味い｡やみつき玉子かけ
ご飯を召し上がれ!

福を招く､かわいいねこの
パッケージ｡かつお節の他
にスープとふりかけも入った
うれしいセット｡ニコニコの
福ねこはいかがですか?

お二人の末永いお幸せを紅
白のめでたい色とハートのか
たちでお祝い｡花削りとだし
ぱっくの香り豊かなおうどんで
心も体もぽかぽかです｡

自宅に持ち帰って､二度使いできる
かわいいパッケージ｡そふと削りの
他に､ふりかけ､お茶漬け､わかめ
スープが入った､バリエーション豊
かな商品ラインナップです｡

19-14F

¥1,080（税抜¥1,000）
柳屋本店 幸福うどん
●風呂敷包み／135×200×110mm
●内容／花削り3g×2袋・だしぱっく（6g×2包）×1・うどん白赤50g×各1・
梅干し×2　●KU-10  ●梱／20×1  【小麦・乳】 ★

47338F

19-16F

¥1,080（税抜¥1,000）
柳屋本店 福ねこ
●巾着入／130×150×170mm　●内容／花削り3g×6袋・のり
玉子ふりかけ4.5g×3袋・わかめスープ5.3g×3袋　●CK-10N  
●梱／24×1  【小麦・卵・乳・えび】 ★

47338F

19-15F

¥1,080（税抜¥1,000）
柳屋本店 花結び
●箱入／235×280×65mm
●内容／花削り（3g×8袋）×1・鰹そぼろ(7g×2袋)･のり玉子ふりかけ
(4.5g×2袋)・うめ茶漬(4.3g×3袋)･わかめスープ(5.3g×2袋)　
●KH-10N  ●梱／14×2  【小麦・卵・乳・えび】 ★

47338F

19-17F

¥1,080（税抜¥1,000）
柳屋本店 玉子かけ醤油と鰹そぼろセット｢You｣
●箱入／150×185×60mm　●内容／玉子かけ醤油145ml×1・鰹そ
ぼろ（7g×5袋）×1 ●TKM-10  ●梱／18×2  【小麦】 ★

47338F
19-18F

¥1,620（税抜¥1,500）
柳屋本店 花結び
●箱入／235×415×65mm
●内容／花削り（3g×8袋）×2・鰹そぼろ(7g×2袋)･のり玉子ふりかけ
(4.5g×2袋)・うめ茶漬(4.3g×3袋)･わかめスープ(5.3g×2袋)　
●KH-15C  ●梱／10×2  【小麦・卵・乳・えび】 ★

47338F

19-13F

¥1,080（税抜¥1,000）
柳屋本店 めで鯛巾着
●巾着入／170×260×60mm
●内容／そふと削り2g×4・のり玉子ふりかけ4.5g×2・のり茶漬
4.3g×2・うめ茶漬4.3g×2・わかめスープ5.3g×2
●MK-10  ●梱／24×1  【小麦・卵・乳・えび】 ★

47338F

18-10F

¥1,080（税抜¥1,000）
白子のり 味のりバラエティ詰合せ
●箱入／170×340×45mm　●内容／信州わさび使用
わさびのり8切5枚×2・しらすを抄込んだのりの塩焼き8切
5枚×2・丸大豆醤油味のり8切5枚×2・紀州梅使用うめ味
のり8切5枚×2 ●MR-10　●梱／10×5　【小麦・えび】  ★

428651G 18-11F

¥1,620（税抜¥1,500）
白子のり 味のりバラエティ詰合せ
●箱入／325×250×45mm　●内容／信州わさび使用わ
さびのり8切5枚×4・しらすを抄込んだのりの塩焼き8切5
枚×2・丸大豆醤油味のり8切5枚×4・紀州梅使用うめ味のり
8切5枚×2  ●MR-15　●梱／10×5　【小麦・えび】  ★

428651G
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¥2,160（税抜¥2,000）
味の素
えごま油&アマニ油ギフト
●箱入/207×121×55mm
●内容/えごま油180g×1・アマニ
油180g×1
●EGA-20R  ●梱/12×10   ★

20-10F 428248G
¥3,240（税抜¥3,000）
味の素
えごま油&アマニ油ギフト
●箱入/207×171×55mm
●内容/えごま油180g×1・アマニ
油180g×2
●EGA-30N  ●梱/8×10   ★

20-11F 428248G

指定農園しぼりのフルーティーなオ
リーブオイル エクストラバージンとまろ
やかな風味で調理に使いやすいマイル
ドタイプを詰め合わせたオリーブオイ
ルギフトです。おいしく健康的な食生
活をお届けできるギフトです。

¥3,240（税抜¥3,000）
味の素 オリーブオイルギフト
●箱入/221×350×65mm
●内容/オリーブオイル エクストラバージ
ン150g×3・オリーブオイル350g×2
●EVR-30J  ●梱/5×10   ★

20-12F 428248G
¥3,240（税抜¥3,000）
味の素 和洋中バラエティ調味料ギフト
●箱入/315×373×63mm
●内容/ほんだし４８ｇ×１、瀬戸のほんじお 焼き塩８０ｇ×１、
コンソメ顆粒タイプ５０ｇ×１、丸鶏がらスープ４８ｇ×１、べに
花油３５０ｇ×１、伝承のおいしさ ３種のブレンド 匠の油３５
０ｇ×１、さらさらキャノーラ油健康プラス３５０ｇ×１、オリー
ブオイル エクストラバージン１５０ｇ×１、一番しぼり 純正ご
ま油１５０ｇ×１  ●A-30T  ●梱/5×10  【小麦・乳】 ★

20-13F 428248G
¥1,080（税抜¥1,000）
味の素 〈ギフトレシピ〉
クノールスープ＆コーヒーギフト
●箱入/195×206×45mm
●内容/クノールカップスープ ギフトレシピのコーン
ポタージュ（3袋入）×１・ギフトレシピのクリーミーポ
タージュ（3袋入）×１、ブレンディカフェラトリース
ティック プレミアム 贅沢カフェラテ４Ｐ×1  ●ＫＧＣ
－ＪＴ  ●梱/12×10  【小麦・乳】 ★

20-14F 428243G

一番搾りのエクストラバージンオリー
ブオイルを詰め合わせたセットです。
　

¥3,240（税抜¥3,000）
昭和 エクストラバージンオリーブオイルセット
●箱入/210×370×55mm
●内容/エクストラバージンオリーブオイル300g×5
●EO-30  ●梱/7×5   ★

20-19F 42848G

「エクストラバージンオリーブオイル」と、「オリーブオイル」を詰め
合わせたセットです。　

¥3,240（税抜¥3,000）
昭和 オリーブオイルセット
●箱入/210×370×55mm
●内容/エクストラバージンオリーブオイル300g×2・オリーブオイル
300g×3  ●EL-30  ●梱/7×5   ★

20-20F 42848G

「エクストラバージンオリーブオイル」「オリーブオイル」「オレイ
ンリッチ」を詰め合わせたセットです。

¥3,240（税抜¥3,000）
昭和 オリーブオイル&オレインリッチセット
●箱入/210×370×55mm
●内容/エクストラバージンオリーブオイル300g×1・オリーブオイル
300g×2・オレインリッチ300g×2  ●ER-30  ●梱/7×5   ★

20-21F 42848G

20-1F

¥3,240（税抜¥3,000）
日清オイリオ ボスコオリーブオイルギフトセット
●箱入／193×334×60mm
●内容／ボスコエキストラバージンオリーブ
オイル140ｇ×4・ボスコオリーブオイル
140ｇ×２　●BG-30A  ●梱／5×0 ★

105543G

20-2F

¥5,400（税抜¥5,000）
日清オイリオ ボスコオリーブオイルギフトセット
●箱入／373×279×60mm
●内容／ボスコエキストラバージンオリーブ
オイル140ｇ×6・ボスコオリーブオイル
140ｇ×4　●BG-50A  ●梱／4×0 ★

105543G

いつもの料理の味わいを豊かにする調味料や使い勝手のよい食用油などを詰め合わせた、実用的なバラエティ調味料ギフトです。

●箱入／222×272×61mm
●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・
キャノーラ油＆コーン油健康ブレンドライトバランス
350g×1  ●LAK－15T　●梱／8×10　【乳】 ★

¥1,620（税抜¥1,500）
味の素 バラエティ調味料ギフト

20-15F 428237F

●箱入／222×302×61mm
●内容／ほんだし90g×1・瀬戸のほんじお焼き塩
150g×1・さらさらキャノーラ油健康プラス350g×1・
キャノーラ油＆コーン油健康ブレンドライトバランス
350g×1  ●LAK－20T　●梱／8×10　【乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
味の素 バラエティ調味料ギフト

20-16F 428237F

●箱入／221×423×59mm
●内容／ほんだし48g×2・瀬戸のほんじお焼き塩
80g×1・コンソメ顆粒タイプ50g×1・さらさらキャ
ノーラ油健康プラス350g×2・キャノーラ油＆コー
ン油健康ブレンドライトバランス350g×1
●LAK－30T　●梱／5×10　【小麦・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
味の素 バラエティ調味料ギフト

20-17F 428237F

●箱入／315×439×63mm
●内容／ほんだし90g×1・瀬戸のほんじお焼き塩150g×1・
コンソメ顆粒タイプ50g×1・丸鶏がらスープ48g×1・さらさ
らキャノーラ油健康プラス350g×2・キャノーラ油＆コーン
油健康ブレンドライトバランス350g×2・オリーブオイルエ
クストラバージン150g×1・一番しぼり純正ごま油150g×1 
●LAK－50T　●梱／4×10　【小麦・乳】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
味の素 バラエティ調味料ギフト

20-18F 428237F

ちょっとした贈り物や粗品に。

●箱入／195×140×25mm
●内容／磯のり10g×2・鯛みそ10g×2・山海ぶし10g×2
●IBS-5 　●梱／30×1　【小麦】 ★

¥540（税抜¥500）
磯じまん
スティック佃煮詰合せ

21-5F 428738F

●箱入／190×270×25mm
●内容／磯のり10g×4・鯛みそ10g×4・山海ぶし10g×4
●IBS-10　●梱／20×1　【小麦】 ★

¥1,080（税抜¥1,000）
磯じまん
スティック佃煮詰合せ

21-6F 428738F

●箱入／300×320×53mm
●内容／秋田鳥海山麓きゃら蕗45g・静岡焼津鰹でんぶ45g・和歌山南高梅かつお
90g・三重伊勢青さのり90g・青森牛蒡のやわらか煮55g・宮崎高菜の油炒め60g・北
海道鮭そぼろ40g・熊本天草茎わかめ75g  ●里-30　●梱／4 ×1　【小麦】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
磯じまん
日本全国うまいものめぐり

21-7F 428751G

紅ずわいがに缶詰とご飯に良くあう
瓶詰の詰め合わせです。

●箱入／174×243×74mm
●内容／紅ずわいがにほぐし身55g×2・焼鮭ほぐし
50g×2・たらこほぐし50g×2
●BK-30A　●梱／6×0　【小麦・かに】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
ニッスイ
缶詰・瓶詰ギフトセット

21-8F 428948G

●箱入／248×253×75mm
●内容／シーチキンマイルドキャノーラオイル70g×1・シー
チキンLフレークオリーブオイル70g×1・シーチキンLフ
レークひまわり油70g×1・朝からフルーツみかん
190g×1・朝からフルーツミックス190g×1・朝からフルー
ツパイミン190g×1・シャキッと！コーン190g×3
●VC-20　●梱／4×5　★

¥2,160（税抜¥2,000）
はごろもフーズ バラエティギフト

21-17F 425546G

●箱入／248×329×75mm
●内容／シーチキンマイルドキャノーラオイル70g×1・シー
チキンLフレークオリーブオイル70g×1・シーチキンLフ
レークひまわり油70g×2・朝からフルーツみかん
190g×1・朝からフルーツミックス190g×2・朝からフルー
ツパイミン190g×1・シャキッと！コーン190g×4
●VC-30　●梱／3×5　★

¥3,240（税抜¥3,000）
はごろもフーズ バラエティギフト

21-18F 425546G

素材や製法によってさまざまなおいしさが
楽しめる『シーチキン』の詰め合わせです。

¥1,620（税抜¥1,500）
はごろもフーズ シーチキンギフト
●箱入／160×250×70mm
●内容／シーチキンマイルドキャノーラオイル
70g×2・シーチキンLフレークひまわり油70g×1・ま
ぐろと天然水だけのシーチキン純70g×1・シーチキ
ンフレーク70g×1・シーチキンLフレークオリーブオ
イル70g×1　●SX-15R　●梱／6×5 ★

21-11F 425551G
¥2,160（税抜¥2,000）
はごろもフーズ シーチキンギフト
●箱入／160×325×70mm
●内容／シーチキンマイルドキャノーラオイル
70g×2・シーチキンLフレークひまわり油70g×2・ま
ぐろと天然水だけのシーチキン純70g×1・シーチキ
ンフレーク70g×1・シーチキンLフレークオリーブオ
イル70g×2　●SX-20R　●梱／6×5 ★

21-12F 425551G

¥3,240（税抜¥3,000）
はごろもフーズ シーチキンギフト
●箱入／215×325×70mm
●内容／シーチキンマイルドキャノーラオイル
70g×2・シーチキンLフレークひまわり油70g×3・ま
ぐろと天然水だけのシーチキン純70g×2・シーチキ
ンフレーク70g×2・シーチキンLフレークオリーブオ
イル70g×3　●SX-30R　●梱／6×5 ★

21-13F 425551G
¥5,400（税抜¥5,000）
はごろもフーズ シーチキンギフト
●箱入／273×402×70mm
●内容／シーチキンマイルドキャノーラオイル
70g×4・シーチキンLフレークひまわり油70g×4・ま
ぐろと天然水だけのシーチキン純70g×4・シーチキ
ンフレーク70g×4・シーチキンLフレークオリーブオ
イル70g×4　●SX-50R　●梱／3×5 ★

21-14F 425551G

北海道産秋鮭ほぐしと、ご飯に良くあう瓶詰の詰め合わせです。

¥3,240 （税抜¥3,000）
ニッスイ
缶詰・瓶詰ギフトセット
●箱入／174×243×74mm
●内容／焼鮭ほぐし50g×2・たらこほぐし50g×2・まぐろ佃煮50g×1・
ほたて時雨煮50g×1
●BA-30C　●梱／6×0　【小麦】 ★

21-9F 425948Ｇ
¥5,400 （税抜¥5,000）
ニッスイ
缶詰・瓶詰ギフトセット
●箱入／260×234×78mm
●内容／焼鮭ほぐし50g×2・たらこほぐし50g×2・まぐろ佃煮50g×2・
ほたて時雨煮50g×2・紅鮭ほぐし50g×1
●BA-50C　●梱／6×0　【小麦】 ★

21-10F 425948Ｇ

¥2,160（税抜¥2,000）
はごろもフーズ バラエティサラダギフト
●箱入/190×382×47mm
●内容/シーチキンSmileオリーブオイルLフレーク
60g×2・シーチキンSmileLフレークひまわり油60g×2・
シーチキンSmileマイルドキャノーラ60g×2・サラスパ
160g×1・シャキッと!コーン190g×2
●ESD-20  ●梱/6×5  【小麦】 ★

21-15F 425548G

開封や後片付けが簡単なバラエティサラダギフトです。

¥3,240（税抜¥3,000）
はごろもフーズ バラエティサラダギフト
●箱入/268×477×47mm
●内容/シーチキンSmileオリーブオイルLフレーク60g×2・
シーチキンSmileLフレークひまわり油60g×2・シーチキン
Smileマイルドキャノーラ60g×2・シーチキンSmileマイル
ド60g×2・シャキッと!コーン190g×3・サラスパ160g×1・
サラマカ5 160g×1　●ESD-30  ●梱/5×5  【小麦】 ★

21-16F 425548G

21-4F

サバの オリーブオイル漬け6缶入
●箱入／163×209×90mm
●内容／オリーブオイル漬け×6
●0002928 ●梱／9×1  ★ 

132849G
¥2,743（税抜¥2,540）

G 21-3F

¥2,743（税抜¥2,540）
サヴァ缶 3種アソートセット6缶入
●箱入／163×209×90mm
●内容／オリーブオイル漬け×2・レモンバジル味×2・パプリ
カチリソース味×2  ●0011766 ●梱／9×1  【乳】  ★ 

132849

G 21-2F

サバの オリーブオイル漬け3缶入
●箱入／88×262×47mm
●内容／オリーブオイル漬け×3
●0009186 ●梱／12×1  ★ 

132849

¥1,339（税抜¥1,240）
G 21-1F

¥1,339（税抜¥1,240）
サヴァ缶 3種アソートセット3缶入
●箱入／88×262×47mm
●内容／オリーブオイル漬け×1・レモンバジル味×1・パプリ
カチリソース味×1 ●0011862 ●梱／12×1  【乳】  ★ 

132849

20-3F

¥1,080
日清オイリオ 
日清バラエティオイルギフトセット
●箱入／216×162×58mm
●内容／ヘルシーキャノーラ油 350ｇ×
１・ヘルシーオフ 350ｇ×１
●OP-10N　●梱／8×0  ★

105537F 20-4F

¥1,620
日清オイリオ 
日清バラエティオイルギフトセット
●箱入／216×235×58mm
●内容／ヘルシーキャノーラ油 350ｇ
×１・ヘルシーオフ 350ｇ×１・ヘルシー
ベジオイル 350ｇ×１
●OP-15N　●梱／6×0  ★

105537F

食卓に欠かせない人気の
缶詰製品を合わせました

（税抜¥1,000） （税抜¥1,500）

20-5F

¥2,160
日清オイリオ 
日清バラエティオイルギフトセット
●箱入／216×306×58mm
●内容／ヘルシーキャノーラ油 350ｇ
×2・ヘルシーオフ 350ｇ×1・ヘルシー
ベジオイル 350ｇ×1
●OP-20N　●梱／6×0  ★

105537F
（税抜¥2,000）

20-6F

¥2,700
日清オイリオ 
日清バラエティオイルギフトセット
●箱入／216×378×58mm
●内容／ヘルシーキャノーラ油 350ｇ×2・
ヘルシーオフ 350ｇ×1・ヘルシーベジオイ
ル 350ｇ×2●OP-25N　●梱／5×0  ★

105537F
（税抜¥2,500）

日清オイリオ 日清バラエティオイルギフトセット

20-9F

¥5,400

●箱入／425×378×58mm
●内容／ヘルシーキャノーラ油350ｇ×5・ヘルシー
オフ350ｇ×3・ヘルシーベジオイル350ｇ×2
●OP-50N　●梱／4×0  ★ 

105537F
（税抜¥5,000）

日清オイリオ 日清バラエティオイルギフトセット

20-8F

¥4,320

●箱入／425×306×58mm
●内容／ヘルシーキャノーラ油 350ｇ×4・ヘルシーオ
フ 350g×2・ヘルシーベジオイル 350g×2
●OP-40N　●梱／4×0  ★

105537F
（税抜¥4,000）

20-7F

¥3,240
日清オイリオ 日清バラエティオイルギフトセット
●箱入／216×449×58mm
●内容／ヘルシーキャノーラ油 350ｇ×2・ヘルシー
オフ 350ｇ×2・ヘルシーベジオイル 350ｇ×2
●OP-30N　●梱／5×0  ★

105537F
（税抜¥3,000）

朝食や間食などさまざまなシーンで、お子様から大
人まで幅広く楽しんでいただける〈ギフトレシピ〉の
「クノールカップ
スープ」と「ブレン
ディカフェラト
リー」スティック 
プレミアムのギフ
トです。

いつもの料理の味わいを豊かにする
調味料やこだわりの食用油を詰め合
わせた、どなたにも安心して贈ること
ができるバ
ラエティ調
味料ギフト
です。

ふる里の自然の味覚を日本全国から選りすぐり良
い素材を惜しまずに使った佃煮の詰め合せです。

2120

食　　品 食　　品



北は北海道、南は九州まで全国ラーメ
ン味めぐり。個性たっぷりの各地の
ラーメンをお好みに合わせてご賞味く
ださい。お鍋ひとつの簡単調理でお召
し上がりいただけます。

木箱入
23-16F

¥5,400（税抜¥5,000）
揖保乃糸 手延素麺 特級品三彩麺
●木箱入／206×305×44mm
●内容／手延素麺 特級品50g×25束・特級品抹茶50g
×2束・特級品赤50g×2束・特級品黄50g×2束　
●CXS50  ●梱／5×2  【小麦】 ★

71438F23-15F

¥3,240（税抜¥3,000）
揖保乃糸 手延素麺 特級品三彩麺
●木箱入／206×310×32mm
●内容／手延素麺 特級品50g×13束・特級品抹茶50g
×1束・特級品赤50g×1束・特級品黄50g×1束　
●CXS30  ●梱／10×2  【小麦】 ★

71438

木箱入
F

¥1,080 （税抜¥1,000）
ご当地ラーメンセット乾麺 5食
●箱入／150×270×90mm
●内容／札幌味噌味×1・米沢醤油味×1・喜多方醤油味×1・
東京醤油味×1・博多とんこつ味×1
●AMG-01　●梱／20×2　【小麦・卵】 ★

23-1F 115745G
¥1,620 （税抜¥1,500）
乾燥・全国繁盛店ラーメンセット6食
●箱入／390×215×55mm
●内容／札幌「いちまる」味噌味(麺2食・スープ付）×1・喜多
方「一平」醤油味（麺2食・スープ付）×1・博多「入船食堂」とん
こつ味（麺2食・スープ付）×1
●CLKG-02　●梱／16×2　【小麦・卵】 ★

23-2F 115745G

人気の繁盛ラーメン店の味
が、お鍋ひとつの簡単調理
でお召し上がり頂けます。各
店自慢の味をご家庭で手軽
にお楽しみ下さい。

23-4F

¥1,620（税抜¥1,500）
麺匠屋よし井の
細うどん・信州そばセット
●箱入／283×208×50mm
●内容／信州そば120ｇ×3・細うどん120ｇ×3
●FUB-15  ●梱／10×1  【小麦・そば】 ★

71026C23-3F

¥1,080（税抜¥1,000）
麺匠屋よし井の
細うどん・信州そばセット
●箱入／270×200×25mm
●内容／信州そば120ｇ×2・細うどん120ｇ×2
●FUB-10  ●梱／20×1  【小麦・そば】 ★

71026C 23-5F

¥2,160（税抜¥2,000）
麺匠屋よし井の
細うどん・信州そばセット
●箱入／290×292×42mm
●内容／抹茶そば80ｇ×4・信州そば120ｇ×2・細うどん120ｇ×2・
めんつゆ30ml×2　●FUB-20  ●梱／10×1  【小麦・そば】 ★

71026C

播州の寒暖差のある気候と清らかな水、上質な赤
穂の塩により育まれた播州手延素麺『揖保乃糸』。
赤い束紙にまかれた揖保乃糸手延素麺上級品の
詰合せギフトです。

¥3,240（税抜¥3,000）
揖保乃糸手延素麺 上級品
●木箱入/206×360×33mm
●内容/手延素麺 上級品50g×21束　●LS30C  ●梱/7×2  【小麦】 ★

23-10F 71438F
¥5,400（税抜¥5,000）
揖保乃糸手延素麺 上級品
●木箱入/206×335×44mm
●内容/手延素麺 上級品50g×38束　●LS50C  ●梱/5×2  【小麦】 ★

23-12F 71438F

黒い帯紙で巻かれた特級品は12月から翌年の2月までの極寒気に組合より
指定された熟練の工場のみで生産される手延素麺の逸品です。

黒い帯紙で巻かれた特級品は12月から翌年の2月までの極寒気に組合より指定された
熟練の工場のみで生産される手延素麺の逸品に三色の色麺を詰合せました。

¥3,240（税抜¥3,000）
揖保乃糸手延素麺 特級品
●木箱入/206×310×32mm
●内容/手延素麺 特級品50g×17束　
●LS30A  ●梱/7×2  【小麦】 ★

23-13F 71438F
¥5,400（税抜¥5,000）
揖保乃糸手延素麺 特級品
●木箱入/206×335×44mm
●内容/手延素麺 特級品50g×32束　
●LS50A  ●梱/5×2  【小麦】 ★

23-14F 71438F

誰もが大好きなハンバーグとカレーのセット。ハンバーグに使用した牛肉は松阪牛・近江牛のブランド牛にこだわり、上質な脂と旨みを楽しめます。
また、カレーには飛騨牛を使用し、コクと旨みを閉じ込めてじっくり煮込んだ飛騨牛入りカレーと、飛騨牛入りハンバーグカレーのボリューム感たっぷりのギフトです。

¥2,376（税抜¥2,200）
飛騨高山ファクトリー
松阪牛・飛騨牛仕込み ハンバーグ&カレー詰合せ
●箱入／210×400×60mm
●内容／松阪牛仕込みハンバーグ150g（固形量90g）×1・飛騨牛ビー
フカレー190g×1・飛騨牛入りハンバーグカレー190g×1　
●HBK-22　●梱／20×1　【小麦・乳】 ★

22-4F 118751G
¥3,024（税抜¥2,800）
飛騨高山ファクトリー
松阪牛・近江牛・飛騨牛仕込み ハンバーグ&カレー詰合せ
●箱入／210×400×60mm
●内容／松阪牛仕込みハンバーグ150g（固形量90g）×1・近江牛仕込みハン
バーグ150g（固形量90g）×1・飛騨牛ビーフカレー190g×1・飛騨牛入りハン
バーグカレー190g×1　●HBK-28　●梱／16×1　【小麦・乳】 ★

22-5F 118751G
¥3,780（税抜¥3,500）
飛騨高山ファクトリー
松阪牛・近江牛・飛騨牛仕込み ハンバーグ&カレー詰合せ
●箱入／210×540×60mm
●内容／松阪牛仕込みハンバーグ150g（固形量90g）×2・近江牛仕込みハンバーグ
150g（固形量90g）×1・飛騨牛ビーフカレー190g×1・飛騨牛入りハンバーグカレー
190g×1　●HBK-35　●梱／12×1　【小麦・乳】 ★

22-6F 118751G

飛騨牛の牛すじを煮込んだカレーや、こんがり焼いた鶏の照り焼きなど素材にこだわった
バラエティ豊かなどんぶり用の具ができました。お手軽でボリュームたっぷりなお家丼を
お楽しみいただけます。　　　（※今年度新商品です。）

●箱入／220×540×45mm
●内容／飛騨牛仕込み牛すじカレー丼の具180g×1・照り焼きマヨ仕立て根菜
と焦がし鶏丼の具160g×1・料亭風割り下仕立て牛すき焼き丼の具170g×1・
飛騨牛ミートソース仕立てWハンバーグ丼の具180g×1・飛騨蔵元醤油仕込
み豚角煮丼の具170g×1  ●DH-37　●梱／12×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,996（税抜¥3,700）
飛騨高山ファクトリーこだわり飛騨丼詰合せ

22-1F 118746G

●箱入／400×345×60mm
●内容／飛騨牛仕込み牛すじカレー丼の具180g×2・照り焼きマヨ仕立て根菜
と焦がし鶏丼の具160g×1・料亭風割り下仕立て牛すき焼き丼の具170g×1・
飛騨牛ミートソース仕立てWハンバーグ丼の具180g×1・飛騨蔵元醤油仕込
み豚角煮丼の具170g×1  ●DH-44　●梱／8×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥4,752（税抜¥4,400）
飛騨高山ファクトリー
こだわり飛騨丼詰合せ

22-2F 118746G

●箱入／400×410×60mm
●内容／飛騨牛仕込み牛すじカレー丼の具180g×2・照り焼きマヨ仕立て根菜
と焦がし鶏丼の具160g×2・飛騨蔵元醤油仕込み豚角煮丼の具170g×2・料
亭風割り下仕立て牛すき焼き丼の具170g×1・飛騨牛ミートソース仕立てWハ
ンバーグ丼の具180g×1  ●DH-55　●梱／6×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥5,940（税抜¥5,500）
飛騨高山ファクトリー
こだわり飛騨丼詰合せ

22-3F 118746G

ひとつひとつ丁寧に造り上げたオリジナルドレッシング。
それぞれ個性豊かな特長があり、サラダ以外にもさまざ
まなお料理で活躍します。普段のドレッシングとは一味
も二味も違う革新的なドレッシングが誕生しました。

●箱入／210×170×55mm
●内容／イタリアントマトのイタリアンドレッシング
120ml×1・瀬戸内花藻塩仕立てノンオイル塩レモン
ドレッシング120ml×1・特選醤油仕立てノンオイル
白だしドレッシング120ml×1
●ID-3　●梱／20×1　【小麦】 ★

¥1,620（税抜¥1,500）
飛騨高山ファクトリー
食菜味 すこやかドレッシングギフト

22-7F 118753H

●箱入／225×240×55mm
●内容／甘味噌仕立て木の実ドレッシング
120ml×1・2種のイタリア産チーズ仕立てシーザー
サラダドレッシング120ml×1・瀬戸内花藻塩仕立て
ノンオイル塩レモンドレッシング120ml×1・イタリア
ントマトのイタリアンドレッシング120ml×1
●ID-4　●梱／16×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
飛騨高山ファクトリー
食菜味 すこやかドレッシングギフト

22-8F 118753H

●箱入／225×290×55mm
●内容／イタリアントマトのイタリアンドレッシング
120ml×1・甘味噌仕立て木の実ドレッシング120ml×1・
信州林檎仕立て胡麻ドレッシング120ml×1・特選醤油仕立
てノンオイル白だしドレッシング120ml×1・2種のイタリア
産チーズ仕立てシーザーサラダドレッシング120ml×1
●ID-5　●梱／10×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,700（税抜¥2,500）
飛騨高山ファクトリー
食菜味 すこやかドレッシングギフト

22-9F 118753H

●箱入／225×340×55mm
●内容／イタリアントマトのイタリアンドレッシング120ml×1・甘
味噌仕立て木の実ドレッシング120ml×1・信州林檎仕立て胡麻ド
レッシング120ml×1・特選醤油仕立てノンオイル白だしドレッシ
ング120ml×1・2種のイタリア産チーズ仕立てシーザーサラダド
レッシング120ml×1・瀬戸内花藻塩仕立てノンオイル塩レモンド
レッシング120ml×1 ●ID-6　●梱／10×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
飛騨高山ファクトリー
食菜味 すこやかドレッシングギフト

22-10F 118753H

●箱入／292×329×53mm
●内容／コーンスープ150g×1・ミネストローネ150g×1・スパ
ゲティ300g×1・パスタソース（カルボナーラ）140g×1・パスタ
ソース（茄子のミートソース）140g×1 ●HSP-20　●梱／14×1
【小麦・卵・乳】 ★

¥2,160（税抜¥2,000）
美食ファクトリー
こだわりスープとパスタバラエティ

22-11F 118746G

●箱入／292×378×53mm
●内容／コーンスープ150g×1・ミネストローネ150g×1・スパゲ
ティ300g×2・パスタソース（カルボナーラ）140g×1・パスタソース
（茄子のミートソース）140g×1 ●HSP-25　
●梱／12×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥2,700（税抜¥2,500）
美食ファクトリー
こだわりスープとパスタバラエティ

22-12F 118746G

●箱入／292×449×53mm
●内容／コーンスープ150g×1・ミネスト
ローネ150g×1・スパゲティ300g×2・パス
タソース（カルボナーラ）140g×1・パスタ
ソース（茄子のミートソース）140g×1・エク
ストラバージンオリーブオイル115g×1  ●
HSP-30　●梱／8×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
美食ファクトリー
こだわりスープとパスタバラエティ

22-13F 118746G

●箱入／292×540×53mm
●内容／コーンスープ150g×1・ミネストローネ150g×1・スパ
ゲティ300g×2・パスタソース140g（カルボナーラ×1・茄子の
ミートソース×1・ナポリタン×1・きのこのクリームソース×1）・エク
ストラバージンオリーブオイル115g×1  ●HSP-40　
●梱／5×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥4,320（税抜¥4,000）
美食ファクトリー こだわりスープとパスタバラエティ

22-14F 118746G

●箱入／413×486×53mm
●内容／コーンスープ150g×1・ミネストローネ150g×1・
クラムチャウダー150g×1・スパゲティ300g×2・ファル
ファーレ70g×1・コンキリエ70g×1・パスタソース140g
（カルボナーラ×1・茄子のミートソース×1・ナポリタン×1・き
のこのクリームソース×1）・エクストラバージンオリーブオイ
ル185g×1 ●HSP-50　●梱／4×1　【小麦・卵・乳】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
美食ファクトリー
こだわりスープとパスタバラエティ

22-15F 118746G

お醤油、油、ぽん酢など、毎日の食卓に欠かせない調味料。そんな基本の調味料
をセレクトしたギフトセットです。炒め物醤油は炒め物にピッタリで、これ一本で
味が決まると人気のお醤油です。

●箱入／250×245×65mm
●内容／炒め物醤油200ml×1・瀬戸内レモ
ンぽん酢150ml×1・米油185g×1・白だし
150ml×1・調理ソルト50g×1
●RIH-30　●梱／8×1　【小麦】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
美食ファクトリー 厳選こだわり調味料ギフト

22-16F 118746G

●箱入／250×360×65mm
●内容／煮物醤油200ml×1・炒め物醤油200ml×1・瀬戸
内レモンぽん酢150ml×1・エクストラバージンオリーブオ
イル185g×1・米油185g×1・白だし150ml×1・調理ソル
ト50g×1  ●RIH-40　●梱／5×1　【小麦】 ★

¥4,320（税抜¥4,000）
美食ファクトリー 厳選こだわり調味料ギフト

22-17F 118746G

●箱入／250×425×65mm
●内容／煮物醤油200ml×1・炒め物醤油200ml×1・瀬戸内レ
モンぽん酢150ml×1・エクストラバージンオリーブオイル
185g×1・米油185g×1・白だし150ml×1・調理ソルト50g×2・
焼き肉のタレ260g×1 ●RIH-50　●梱／4×1　【小麦】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
美食ファクトリー 厳選こだわり調味料ギフト

22-18F 118746G

日本3大銘牛の松阪牛と近江牛と飛騨牛を使用した焼き
ハンバーグは、それぞれの肉の旨みを食べくらべしていただ
けます。軽くフライパンで焼いて、セットになったオーガニッ
クトマトケチャップを付けていただくのがおすすめです。

●箱入／190×473×50mm
●内容／松阪牛仕込み焼きハンバーグ110g×1・近江
牛仕込み焼きハンバーグ110g×1・飛騨牛仕込み焼き
ハンバーグ110g×1・オーガニックトマトケチャップ
10g×5 ●HRYH-25　●梱／26×1　【小麦・乳】 ★

¥2,700（税抜¥2,500）
匠や本舗 松阪牛・近江牛・飛騨牛 銘牛仕込み焼きハンバーグ詰合せ

22-19F 118739F

●箱入／190×609×50mm
●内容／松阪牛仕込み焼きハンバーグ110g×2・近江
牛仕込み焼きハンバーグ110g×1・飛騨牛仕込み焼き
ハンバーグ110g×1・オーガニックトマトケチャップ
10g×5 ●HRYH-30　●梱／18×1　【小麦・乳】 ★

¥3,240（税抜¥3,000）
匠や本舗 松阪牛・近江牛・飛騨牛 銘牛仕込み焼きハンバーグ詰合せ

22-20F 118739F

●箱入／390×438×50mm
●内容／松阪牛仕込み焼きハンバーグ110g×2・近江
牛仕込み焼きハンバーグ110g×2・飛騨牛仕込み焼き
ハンバーグ110g×3・オーガニックトマトケチャップ
10g×7 ●HRYH-50　●梱／10×1　【小麦・乳】 ★

¥5,400（税抜¥5,000）
匠や本舗 松阪牛・近江牛・飛騨牛 銘牛仕込み焼きハンバーグ詰合せ

22-21F 118739F

信州は黒姫山の麓、豊かな自然に囲まれた地で丁寧に作り上げた信州そば・細うどんの詰合せ。

F 23-6F

¥540
揖保乃糸 手延素麺 上級品
●箱入／200×75×23mm
●内容／手延素麺 上級品50g×4束
●AZ5　●梱／24×2　【小麦】　★

71437 F 23-7F

¥1,080
揖保乃糸 手延素麺 上級品
●箱入／214×140×27mm
●内容／手延素麺 上級品50g×7束
●AZ10　●梱／18×2　【小麦】　★

71437

木箱入
F 23-8F

¥2,160
揖保乃糸 手延素麺 上級品
●木箱入／206×255×32mm
●内容／手延素麺 上級品50g×13束
●LS20C　●梱／10×2　【小麦】　★

71438

木箱入
F 23-9F

¥2,700
揖保乃糸 手延素麺 上級品
●木箱入／206×310×32mm
●内容／手延素麺 上級品50g×17束
●LS25C　●梱／8×2　【小麦】　★

71438

揖保乃糸 手延素麺 上級品

23-11F

¥4,320

●木箱入／206×305×44mm
●内容／手延素麺 上級品50g×29束　●LS40C　●梱／5×2 【小麦】  ★ 

71438F
木 箱 入

木 箱 入 木 箱 入

木 箱 入木 箱 入

（税抜¥500） （税抜¥1,000） （税抜¥2,000）

（税抜¥4,000）

（税抜¥2,500）
野菜がたっぷり入ったミネストローネや、つ
ぶつぶコーンが入ったコーンスープをメイ
ンに、パスタやパスタソースと組み合わせ
ました。スープとパスタを一緒にお楽しみ
いただけるバラエティな洋食ギフトです。

2322

食　　品 食　　品



今治謹製 雲母唐長 唐長文様タオル
●サイズ／コンパクトバスタオル:500×1000mm・
             ロングフェイスタオル:340×900mm
●材  質／綿100%

木箱入

認定番号：第2018-948号

木箱入り今治タオル「今治
謹製」と約400年の歴史を
持つ唐紙屋唐長の次世代を
担うブランド「雲母唐長」の
コラボレーション商品です。
縁起の良い唐長文様を紋織
（ジャガード織）で表現した、
贈り物にぴったりのタオル
です。

日本製

木 箱 入
日本製

E 25-9F

¥2,200（税抜¥2,000）

●木箱入／300×205×70mm
●内容／ロングフェイスタオル×1
●KK79020BE　●梱／24×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様ロングフェイスタオル

E 25-10F

¥3,300（税抜¥3,000）

●木箱入／300×205×70mm
●内容／コンパクトバスタオル×1
●KK79030BE　●梱／24×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様コンパクトバスタオル

E 25-11F

¥4,400（税抜¥4,000）

●木箱入／350×250×80mm
●内容／ロングフェイスタオル×2
●KK79040　●梱／16×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様タオルセット

E 25-12F

¥5,500（税抜¥5,000）

●木箱入／350×250×80mm
●内容／コンパクトバスタオル×1・ロング
フェイスタオル×1
●KK79050BE　●梱／16×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様タオルセット

E 25-13F

¥7,700（税抜¥7,000）

●木箱入／300×400×100mm
●内容／コンパクトバスタオル×1・ロング
フェイスタオル×2
●KK79070　●梱／8×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様タオルセット

E 25-14F

¥11,000（税抜¥10,000）

●木箱入／300×400×100mm
●内容／コンパクトバスタオル×2・ロング
フェイスタオル×2
●KK79100　●梱／8×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様タオルセット

E 25-15F

¥16,500（税抜¥15,000）

●木箱入／330×425×140mm
●内容／コンパクトバスタオル×3・ロング
フェイスタオル×3
●KK79150　●梱／6×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様タオルセット

E 25-16F

¥22,000（税抜¥20,000）

●木箱入／330×425×140mm
●内容／コンパクトバスタオル×4・ロング
フェイスタオル×4
●KK79200　●梱／6×1

119336

今治謹製 雲母唐長
唐長文様タオルセット

特別な晒しをほどこすことで不純物を限りなく取り除き、綿本来の吸水性を引き出しまし
た。上質感のある木箱に納めた純白のタオルはどのようなシーンでも喜ばれる一品です。

25-3F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治謹製 白織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●内容／ウォッシュタオル×1・バスタオル×1
●SR3039　●梱／16×1

119336 25-4F

¥3,850（税抜¥3,500）
今治謹製 白織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●内容／フェイスタオル×1・バスタオル×1
●SR3539　●梱／16×1

119336

25-7F

¥7,700（税抜¥7,000）
今治謹製 白織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×100mm
●内容／フェイスタオル×2・バスタオル×2
●SR7039　●梱／8×1

119336 25-8F

¥9,900（税抜¥9,000）
今治謹製 白織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×100mm
●内容／フェイスタオル×4・バスタオル×2
●SR9039　●梱／8×1

11933625-6F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治謹製 白織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●内容／バスタオル×2
●SR5039　●梱／16×1

11933625-5F

¥4,400（税抜¥4,000）
今治謹製 白織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●内容／ウォッシュタオル×1・フェイスタオル×1・
バスタオル×1●SR4039　●梱／16×1

119336

25-1F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治謹製 白織タオル タオルセット
●木箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●SR2039　●梱／24×1

119336 25-2F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治謹製 白織タオル バスタオル
●木箱入／220×280×50mm
●内容／バスタオル×1
●SR2539　●梱／24×1

119336

認定番号：第2014-301号

E

E E E

E

E

E E

日本製

木 箱 入 木 箱 入

24-21F

¥16,500（税抜¥15,000）
今治謹製 紋織タオルケット2枚組
●木箱入／498×377×162mm
●サイズ／1500×1900mm
●材質／綿100%　●内容／タオルケット×2
●IM15039　●梱／4×1

119333

今治の職人が丹精を込めて
織り上げたタオルケットを
高級感ある木箱に入れました。  

24-20F

¥8,800（税抜¥8,000）
今治謹製 紋織タオルケット
●木箱入／420×330×120mm
●サイズ／1500×1900mm
●材質／綿100%　●内容／タオルケット×1
●IM8038　●梱／8×1

119333E E

今治謹製 紋織タオル 
タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1100mm
　　　　 フェイスタオル:335×750mm
　　　　 ウォッシュタオル:335×310mm
●材  質／綿100% 木箱入

E 24-1F

¥1,100（税抜¥1,000）
今治謹製 
紋織タオル フェイスタオル 
●木箱入／160×240×35mm
●内容／フェイスタオル×1　●IM7710BL/
IM7710BE/IM7710PI　●梱／56×1

24-2F 24-3F 119334 E 24-4F

¥1,650（税抜¥1,500）
今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IM7715BL/IM7715PI　●梱／32×1

24-5F 119334 E 24-6F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●IM7720BL/IM7720PI　●梱／32×1

24-7F 119334

日本製

E 24-8F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●IM7725BL/IM7725PI　●梱／32×1

24-9F 119334 E 24-10F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IM7730BL/IM7730PI　●梱／16×1

24-11F 119334 E 24-12F

¥3,850（税抜¥3,500）
今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IM7735BL/IM7735PI　●梱／16×1

24-13F 119334

E 24-14F

¥4,400（税抜¥4,000）
今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●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　●IM7740BL/IM7740PI　●梱／16×1

24-15F 119334 E 24-16F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×60mm
●内容／バスタオル×2
●IM7750BL/IM7750PI　●梱／16×1

24-17F 119334 E 24-18F

¥8,800（税抜¥8,000）
今治謹製 
紋織タオル 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×2・ウォッ
シュタオル×2　●IM7780　●梱／8×1

119334 E 24-19F

今治謹製 
紋織タオル タオルセット
●木箱入／300×400×100mm
●内容／バスタオル×3・フェイスタオル×2・ウォッ
シュタオル×1　●IM7711　●梱／8×1

119334

¥11,000（税抜¥10,000）
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日本製

認定番号：第2019-607号

2524
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認定番号：第2018-2689号

（税抜¥3,000）

E 26-1F

¥3,300
今治小町 
フェルガナ甘撚りタイプ 深木箱入りタオルセット
●木箱入／185×290×100mm
●材質／綿100％（フェルガナ糸使用）
●内容／フェイスタオル×2　●TIK3003701　●梱／16×1

24133

（税抜¥4,000）

E 26-3F

¥4,400
今治小町 
フェルガナ甘撚りタイプ 深木箱入りタオルセット
●木箱入／185×290×100mm
●材質／綿100％（フェルガナ糸使用）
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1　●TIK4003703　●梱／16×1

24133

（税抜¥5,000）

E 26-4F

¥5,500
今治小町 
フェルガナ甘撚りタイプ 深木箱入りタオルセット
●木箱入／246×344×110mm
●材質／綿100％（フェルガナ糸使用）　●内容／バスタオル×1・フェイスタオ
ル×1　●TIK5003704　●梱／12×1

24133

（税抜¥3,500）

E 26-2F

¥3,850
今治小町 
フェルガナ甘撚りタイプ 深木箱入り バスタオル
●木箱入／185×290×100mm
●材質／綿100％（フェルガナ糸使用）
●内容／バスタオル×1　●TIK3503702　●梱／16×1

24133

（税抜¥7,000）

E 26-5F

¥7,700
今治小町 
フェルガナ甘撚りタイプ 深木箱入りタオルセット
●木箱入／246×344×110mm　
●材質／綿100％（フェルガナ糸使用）　●内容／バスタオル×1・フェイスタオ
ル×2・ハンドタオル×1　●TIK7003705　●梱／12×1

24133

（税抜¥10,000）

E 26-6F

¥11,000
今治小町 
フェルガナ甘撚りタイプ 深木箱入りタオルセット
●木箱入／306×410×120mm　
●材質／綿100％（フェルガナ糸使用）　●内容／バスタオル×2・フェイスタ
オル×2　●TIK0013706　●梱／8×1

24133

●サイズ／バスタオル:600×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 ハンドタオル:340×350mm
●材  質／綿100％（フェルガナ糸使用）

木箱入 日本製

日本製

今治小町 フェルガナ甘撚りタイプ 
深木箱入りタオルセット

¥3,300（税抜¥3,000）
今治小町　
ゆめ織タオル 木箱入りセット
●木箱入／185×290×100mm
●内容／フェイスタオル×2
●TIK3003601　●梱／16×1

先染タオルの産地として有名な今治で織り上げたじゃガードタ
オル。ふんわり感があり、エレガントな色使いとゴージャスな
オーナメント柄が高級感を演出。優しい柔らかさが特長のタオ
ルセット。豪華な深木箱入り。

26-7F 24133E

¥3,850（税抜¥3,500）
今治小町　
ゆめ織タオル 木箱入りバスタオル
●木箱入／185×290×100mm
●内容／バスタオル×1
●TIK3503602GR　●梱／16×1

26-8F 24133E

¥4,400（税抜¥4,000）
今治小町　
ゆめ織タオル 木箱入りセット
●木箱入／185×290×100mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●TIK4003603　●梱／16×1

26-9F 24133E

¥5,500（税抜¥5,000）
今治小町　
ゆめ織タオル 木箱入りセット
●木箱入／246×344×110mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●TIK5003604　●梱／12×1

26-10F 24133E

¥7,700（税抜¥7,000）
今治小町　
ゆめ織タオル 木箱入りセット
●木箱入／246×344×110mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●TIK7003605　●梱／12×1

26-11F 24133E

¥11,000（税抜¥10,000）
今治小町　
ゆめ織タオル 木箱入りセット
●木箱入／306×410×120mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2
●TIK0013606　●梱／8×1

26-12F 24133E

今治小町 ゆめ織タオル 
木箱入りセット

認定番号：第2018-1003号
日本製

今治フェイスタオル365 タオルセット
●サイズ／フェイスタオル:330×750mm
●材  質／綿100%

日本製
日本製

吸水性の良いフェイスタオルは使い勝
手よく、大変便利なもの。そんな今治の
フェイスタオルだけのギフトセット。 認定番号：第2020-1340号

E 26-13F 26-14F 26-15F
¥550（税抜¥500）

●箱入／260×120×30mm
●内容／フェイスタオル×1
●TQS0503201（B/P/W）　
●梱／100×1

24136

今治フェイスタオル365
フェイスタオル

¥1,100（税抜¥1,000）

●箱入／245×155×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●TQS1003202（P/B）　　●梱／100×1

24136

今治フェイスタオル365
フェイスタオル2枚組

E 26-18F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／220×280×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●TQS1503203　●梱／60×1

24136

今治フェイスタオル365
フェイスタオル3枚組

E 26-19F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×4
●TQS2003204　●梱／40×1

24136

今治フェイスタオル365
フェイスタオル4枚組

E 26-20F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／280×335×50mm
●内容／フェイスタオル×5
●TQS2503205　●梱／40×1

24136

今治フェイスタオル365
フェイスタオル5枚組

（ピンク）

（ピンク）
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E 26-16F 26-17F
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認定番号：第2013-163号

¥2,200 （税抜¥2,000）
今治極選 魔法の糸 フェイスタオル（国産木箱入）
●木箱入／220×280×55mm
●内容／フェイスタオル×1　
●MOK-020　●梱／36×1

27-7F 48333E

¥4,400 （税抜¥4,000）
今治極選 魔法の糸 タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／290×390×55mm
●内容／フェイスタオル×2　
●MOK-040　●梱／20×1

27-8F 48333E

¥5,500 （税抜¥5,000）
今治極選 魔法の糸 バスタオル（国産木箱入）
●木箱入／290×390×55mm
●内容／バスタオル×1　
●MOK-050　●梱／20×1

27-9F 48333E

¥7,700 （税抜¥7,000）
今治極選 魔法の糸 タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／300×430×98mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1　
●MOK-070　●梱／8×1

27-10F 48333E

¥9,900 （税抜¥9,000）
今治極選 魔法の糸 タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／300×430×98mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2　
●MOK-090　●梱／8×1

27-11F 48333E

今治極選 魔法の糸
タオルセット（国産木箱入）
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
●材  質／綿100%

木箱入
日本製

認定番号：第2019-139号

オーガニックボーテ 
シアバター配合 今治タオルセット
●サイズ／バスタオル:400×1200mm
　　　　 フェイスタオル:250×800mm
　　　　 ゲストタオル:250×350mm
●材  質／綿100%（パイル部分:オーガニックコットン）

日本製

日本製

オーガニックコットンに
シアバターを配合した人にも
環境にもやさしい今治タオルです。

ワンランク上の白いタオルの贈り物。さわって実感できるクオリ
ティの高さ。世界初の特殊糸を使用し、洗濯するたびに柔らかな
風合いが続くので赤ちゃんから大人まで幅広く喜ばれます。贈
り物に最適な高級感のある国産木箱に入れてお届けします。

E 27-12F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／150×220×75mm
●内容／ゲストタオル×2
●63215　●梱／32×1

53934

オーガニックボーテ
シアバター配合 今治タオルセット

E 27-13F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／150×220×75mm
●内容／フェイスタオル×１・ゲストタオル×1
●63220　●梱／32×1

53934

オーガニックボーテ
シアバター配合 今治タオルセット

E 27-14F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／150×220×75mm
●内容／フェイスタオル×2
●63225　●梱／32×1

53934

オーガニックボーテ
シアバター配合 今治タオルセット

E 27-15F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／220×300×75mm
●内容／バスタオル×1
●63230　●梱／16×1

53934

オーガニックボーテ
シアバター配合 今治バスタオル

E 27-16F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／220×300×75mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●63240　●梱／16×1

53934

オーガニックボーテ
シアバター配合 今治タオルセット

E 27-17F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／220×300×75mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ゲストタオル×1
●63250　●梱／16×1

53934

オーガニックボーテ
シアバター配合 今治タオルセット

●サイズ／バスタオル：600×1200mm
　　　　 フェイスタオル：340×800mm
　　　　 ハンドタオル：340×350mm
●材質／綿100%

27-1F

¥1,650（税抜¥1,500）
今治謹製 さくら紋織 フェイスタオル
●木箱入／197×244×68mm　
●内容／フェイスタオル×1
●SM2215　●梱／32×1

119333E

27-2F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治謹製 さくら紋織 タオルセット
●木箱入／197×244×68mm　
●内容／ウォッシュタオル×2
●SM2220　●梱／32×1

119333E

27-3F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治謹製 さくら紋織 タオルセット
●木箱入／197×244×68mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●SM2225　●梱／32×1

119333E

27-4F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治謹製 さくら紋織 タオルセット
●木箱入／205×300×70mm　
●内容／フェイスタオル×2
●SM2230　●梱／24×1

119333E

27-5F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治謹製 さくら紋織 タオルセット
●木箱入／250×350×80mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●SM2250　●梱／16×1

119333E

27-6F

¥7,700（税抜¥7,000）
今治謹製 さくら紋織 タオルセット
●木箱入／300×400×100mm　
●内容／バスタオル×2
●SM2270　●梱／8×1

119333E

認定番号：第2021-1458号

今治謹製 さくら紋織 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% 日本製

日本製木 箱 入

大人気商品「今治謹製 さくら
紋織」がリニューアル！桜の花
から採った染料で染め、さく
らの紋様をあしらった美しい
今治産タオルです。

2726
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28-1F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治殿堂 今治タオルセット
●箱入／250×260×80mm　
●内容／ハンドタオル×2
●62630　●梱／12×1

53933E

28-2F

¥4,400（税抜¥4,000）
今治殿堂 今治タオルセット
●箱入／250×260×80mm　
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●62640　●梱／12×1

53933E

28-3F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治殿堂 今治タオルセット
●箱入／250×260×80mm　
●内容／フェイスタオル×2
●62650　●梱／12×1

53933E

28-4F

¥6,600（税抜¥6,000）
今治殿堂 今治タオルセット
●箱入／300×340×80mm　
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●62660　●梱／6×1

53933E

28-5F

¥11,000（税抜¥10,000）
今治殿堂 今治タオルセット
●箱入／300×340×80mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●62610　●梱／6×1

53933E

今治殿堂 今治タオルセット
●サイズ／ハンドタオル:340×340mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 バスタオル：500×1100mm
●材  質／綿100%

日本製

29-1F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 木箱入り空気のタオルセット
●木箱入／230×230×60mm　
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●AR-2125　●梱／54×1

74641F

29-2F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 木箱入り空気のタオルセット
●木箱入／230×230×60mm　
●内容／フェイスタオル×2
●AR-2130　●梱／54×1

74641F

29-3F

¥4,400（税抜¥4,000）
今治 木箱入り空気のタオルセット
●木箱入／300×300×70mm　
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●AR-2140　●梱／24×1

74641F

29-4F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 木箱入り空気のタオルセット
●木箱入／350×350×70mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●AR-2150　●梱／18×1

74641F

29-5F

¥7,700（税抜¥7,000）
今治 木箱入り空気のタオルセット
●木箱入／400×400×70mm　
●内容／バスタオル×2
●AR-2170　●梱／12×1

74641F

今治 木箱入り空気のタオルセット
●サイズ／ハンドタオル:340×350mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100% 日本製

日本製木 箱 入

29-6F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 スウィートハピネスタオルセット
●箱入／230×340×45mm　
●内容／フェイスタオル×2
●SH-1820　●梱／52×1

74620B

29-7F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 スウィートハピネスタオルセット
●箱入／230×340×45mm　
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●SH-1825　●梱／52×1

74620B

29-8F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 スウィートハピネスタオルセット
●箱入／250×350×60mm　
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●SH-1830　●梱／40×1

74620B

29-9F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 スウィートハピネスタオルセット
●箱入／300×380×70mm　
●内容／バスタオル×2
●SH-1850　●梱／30×1

74620B

今治スウィートハピネスタオルセット
●サイズ／ハンドタオル:340×350mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100%

日本製

日本製

29-10F

¥1,650（税抜¥1,500）
今治 やさしい
オーガニックコットンのタオル
●箱入／210×320×50mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●OG1504　●梱／36×1

109131D

29-11F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 やさしい
オーガニックコットンのタオル
●箱入／240×330×60mm　
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●OG2504　●梱／28×1

109131D

29-12F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 やさしい
オーガニックコットンのタオル
●箱入／240×330×60mm　
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×2
●OG3004　●梱／28×1

109131D

29-13F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 やさしい
オーガニックコットンのタオル
●箱入／270×370×75mm　
●内容／バスタオル×１・フェイスタオル×１・ウォッシュタオル×３
●OG5004　●梱／16×1

109131D

今治 やさしい
オーガニックコットンのタオル
●サイズ／フェイスタオル:330×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
　　　　 ウォッシュタオル：330×350mm
●材  質／綿100% 日本製

日本製

28-6F

¥3,300（税抜¥3,000）
生コットン木箱入り今治タオルセット
●木箱入／300×400×60mm　
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●60830　●梱／18×1

53933E

28-7F

¥4,400（税抜¥4,000）
生コットン木箱入り今治タオルセット
●木箱入／300×400×60mm　
●内容／フェイスタオル×2
●60840　●梱／18×1

53933E

28-10F

¥11,000（税抜¥10,000）
生コットン木箱入り今治タオルセット
●木箱入／340×480×100mm　
●内容／バスタオル×2
●60810　●梱／6×1

53933E

28-8F

¥5,500（税抜¥5,000）
生コットン木箱入り今治バスタオル
●木箱入／300×400×60mm　
●内容／バスタオル×1
●60850　●梱／18×1

53933E

28-9F

¥7,700（税抜¥7,000）
生コットン木箱入り今治タオルセット
●木箱入／340×480×100mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●60870　●梱／6×1

53933E

生コットン木箱入り今治タオルセット
●サイズ／ハンドタオル:340×350mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100% 日本製

日本製日本製 木 箱 入

28-11F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 シフィールタオルセット
●箱入／225×330×45mm　
●内容／フェイスタオル×2
●C-53204　●梱／44×1

120820B

28-12F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 シフィールタオルセット
●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-53254　●梱／40×1

120820B

28-13F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 シフィールタオルセット
●箱入／255×340×45mm　
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●C-53304　●梱／40×1

120820B

28-14F

¥4,400（税抜¥4,000）
今治 シフィールタオルセット
●箱入／290×360×50mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●C-53414　●梱／26×1

120820B

今治 シフィールタオルセット
●サイズ／フェイスタオル:340×750mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
　　　　 ウォッシュタオル：340×340mm
●材  質／綿100%

日本製

日本製

認定番号：第2018-1304号 認定番号：第2015-1194号

認定番号：第2019-2134号

認定番号：第2015-2638-01号
認定番号：第2016-146-01号

認定番号：第2017-701号 認定番号：第2014-1633号
認定番号：第2014-1634号

こだわりぬいた素材と秘伝の製法で作られた
プレミアムギフトです。

スイーツのようなふんわり&とろける触感のタオルです。
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認定番号：第2014-1610号

日本の伝統・小紋柄とラメの
ラインでさりげなく彩られた
シンプルなタオル。一見、白無
地に見える面にも模様が施さ
れており、和の美しさを伝えま
す。どんな場にもなじむので、
使いやすいタオルです。

和布小紋タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×750mm
●材  質／綿100%

30-6F

¥5,500（税抜¥5,000）
和布小紋 タオルセット
●箱入／300×390×60mm　●内容／バスタオル×2・フェイスタオ
ル×2　●WFK-050　●梱／18×1

48333E

30-4F

¥3,300（税抜¥3,000）
和布小紋 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×2　●WFK-030 PU　●梱／20×1

48333E

30-2F

¥2,200（税抜¥2,000）
和布小紋 バスタオル
●箱入／230×250×60mm　●内容／バスタオル×1
●WFK-020 PU　●梱／40×1

48333E

30-1F

¥1,650（税抜¥1,500）
和布小紋 タオルセット
●箱入／230×250×60mm　●内容／フェイスタオル×2
●WFK-015　●梱／40×1

48333E

30-3F

¥2,750（税抜¥2,500）
和布小紋 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　●WFK-025 PU　●梱／20×1

48333E

30-5F

¥4,400（税抜¥4,000）
和布小紋 タオルセット
●箱入／300×390×60mm　●内容／バスタオル×2
●WFK-040　●梱／18×1

48333E

日本製
日本製

30-9F

¥2,750（税抜¥2,500）
しまなみ匠の彩 祝七宝 
タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／220×280×55mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●KHK-025　●梱／36×1

48333

しまなみ匠の彩 祝七宝 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:340×300mm
●材  質／綿100%

木箱入

認定番号：第2013-163号

30-12F

¥5,500（税抜¥5,000）
しまなみ匠の彩 祝七宝 
タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／290×390×55mm
●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
●KHK-050　●梱／20×1

48333E

30-11F

¥4,400（税抜¥4,000）
しまなみ匠の彩 祝七宝 
タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／290×390×55mm
●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
●KHK-040　●梱／20×1

48333E

30-10F

¥3,300（税抜¥3,000）
しまなみ匠の彩 祝七宝 
タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／220×280×55mm
●内容／フェイスタオル×3
●KHK-030　●梱／36×1

48333E

E

30-7F

¥1,650（税抜¥1,500）
しまなみ匠の彩 祝七宝 
タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／140×210×65mm
●内容／フェイスタオル×1、ウォッシュタオル×1
●KHK-015　●梱／60×1

48333E

30-8F

¥2,200（税抜¥2,000）
しまなみ匠の彩 祝七宝 
タオルセット（国産木箱入）
●木箱入／220×280×55mm
●内容／フェイスタオル×2
●KHK-020　●梱／36×1

48333E

日本製

31-2F31-1F

¥1,650（税抜¥1,500）
今治ふわふわ手まり 
今治無撚糸フェイスタオル
●箱入／230×250×60mm　
●内容／フェイスタオル×1
●IFT-0015GR/YE　●梱／40×1

48327D

31-3F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治ふわふわ手まり 
今治無撚糸タオルセット
●箱入／280×320×60mm　
●内容／フェイスタオル×2
●IFT-0030　●梱／20×1

48327D

31-5F31-4F

¥3,850（税抜¥3,500）
今治ふわふわ手まり 
今治無撚糸バスタオル
●箱入／280×320×60mm　
●内容／バスタオル×1
●IFT-0035BL/PI　●梱／20×1

48327D

31-7F31-6F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治ふわふわ手まり 
今治無撚糸タオルセット
●箱入／300×390×60mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IFT-0050BL/PI　●梱／18×1

48327D

今治ふわふわ手まり
今治無撚糸フェイスタオル
●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

30-13F

¥1,650（税抜¥1,500）
木箱入り今治桜の結び
オーガニックフェイスタオル
●木箱入／230×230×60mm　
●内容／フェイスタオル×2
●BSR-2015　●梱／54×1

74628D

30-14F

¥2,750（税抜¥2,500）
木箱入り今治桜の結び
オーガニックタオルセット
●木箱入／230×230×60mm　
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●BSR-2025　●梱／54×1

74628D

30-15F

¥3,300（税抜¥3,000）
木箱入り今治桜の結び
オーガニックバスタオル
●木箱入／300×300×70mm　
●内容／バスタオル×1
●BSR-2030　●梱／24×1

74628D

30-16F

¥5,500（税抜¥5,000）
木箱入り今治桜の結び
オーガニックタオルセット
●木箱入／350×350×70mm　
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×2
●BSR-2050　●梱／18×1

74628D

30-17F

¥8,800（税抜¥8,000）
木箱入り今治桜の結び
オーガニックタオルセット
●木箱入／400×400×70mm　
●内容／バスタオル×2・ハンドタオル×2
●BSR-2080　●梱／12×1

74628D

認定番号：第2016-1430号 認定番号：第2017-766号 認定番号：第2013-163号 認定番号：第2020-1227号

木箱入り今治桜の結び
オーガニックタオルセット
●サイズ／ハンドタオル:340×350mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 バスタオル：600×1200mm
●材  質／綿100% 日本製

日本製木 箱 入

31-8F

¥2,475（税抜¥2,250）
今治 プリマクラッセタオルセット
●箱入／250×340×50mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●IAS-2251　●梱／28×1

48333E

31-9F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 プリマクラッセタオルセット
●箱入／270×400×50mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×2
●IAS-3001　●梱／22×1

48333E

31-10F

¥5,500（税抜¥5,00）
今治 プリマクラッセタオルセット
●箱入／300×450×70mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IAS-5001　●梱／12×1

48333E

31-11F

¥11,000（税抜¥10,000）
今治 プリマクラッセタオルセット
●箱入／440×450×80mm　
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2
●IAS-10001　●梱／8×1

48333E

今治 プリマクラッセ
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
　　　　 ウォッシュタオル：340×350mm
●材  質／綿100%

日本製

31-12F

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

48320B

31-13F

¥2,750（税抜¥2,500）
FIO REGALO 今治タオルセット
●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

48320B

31-14F

¥3,850（税抜¥3,500）
FIO REGALO 今治タオルセット
●箱入／280×320×40mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IFR-3501　●梱／32×1

48320B

31-15F

¥4,400（税抜¥4,000）
FIO REGALO 今治タオルセット
●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

48320B

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

日本製
日本製 日本製

（ピンク）（ブルー）

（イエロー）（グリーン）

（ピンク）（ブルー）

グリーン イエロー

ブルー ピンク

ブルー ピンク
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認定番号：第2019-1566号

今治きらら  
日本製タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1150mm
　　　　 フェイスタオル:340×750mm
　　　　 ハンドタオル:340×340mm
●材  質／綿100%

木箱入 日本製

日本製

今治の受け継がれ
る職人技が光るふっ
くら心地よい上品な
タオルセットです。

E 32-1F

¥1,650（税抜¥1,500）

●木箱入／190×260×44mm
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●63515　●梱／40×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-2F

¥2,200（税抜¥2,000）

●木箱入／190×260×44mm
●内容／フェイスタオル×2
●63520　●梱／40×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-3F

¥2,750（税抜¥2,500）

●木箱入／260×380×44mm
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●63525　●梱／20×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-4F

¥3,300（税抜¥3,000）

●木箱入／260×380×44mm
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●63530　●梱／20×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-5F

¥4,400（税抜¥4,000）

●木箱入／260×380×44mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ハンド
タオル×1　●63540　●梱／20×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-6F

¥5,500（税抜¥5,000）

●木箱入／260×380×88mm
●内容／バスタオル×2
●63550　●梱／10×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-7F

¥6,600（税抜¥6,000）

●木箱入／260×380×88mm
●内容／バスタオル×2・ハンドタオル×2
●63560　●梱／10×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-8F

¥8,800（税抜¥8,000）

●木箱入／260×380×88mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×3
●63580　●梱／10×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

E 32-9F

¥11,000（税抜¥10,000）

●木箱入／300×440×100mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×4・ハンド
タオル×2　●63501　●梱／6×1

53934

今治きらら 日本製 タオルセット

認定番号：第2020-625号

触れる和 さくら日和（宴）  
木箱入り今治タオルセット
●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:340×350mm
●材  質／綿100%

木箱入 日本製

日本製

古来より日本人に愛されてきた桜の花をイ
メージして織り上げたタオルです。上質な
今治タオルを木箱にいれて贈ります。

毎日使うものだから、ふわ
ふわの肌ざわりを感じた
い・・・。そんなタオルを甘
撚りでふっくらシンプルに
仕立てました。

B 33-1F

¥2,200（税抜¥2,000）

●木箱入／205×300×45mm
●内容／ウォッシュタオル×2
●FK-7020　●梱／36×1

128920

触れる和 さくら日和（宴） 木箱入り今治タオルセット

B 33-2F

¥2,750（税抜¥2,500）

●木箱入／205×300×45mm
●内容／フェイスタオル×2
●FK-7025　●梱／36×1

128920

触れる和 さくら日和（宴） 木箱入り今治タオルセット

B 33-3F

¥3,300（税抜¥3,000）

●木箱入／205×300×45mm
●内容／バスタオル×1
●FK-7030　●梱／36×1

128920

触れる和 さくら日和（宴） 木箱入り今治バスタオル

B 33-4F

¥4,400（税抜¥4,000）

●木箱入／240×365×55mm
●内容／バスタオル×1・
ウォッシュタオル×1
●FK-7040　●梱／24×1

128920

触れる和 さくら日和（宴） 木箱入り今治タオルセット

B 33-5F

¥5,500（税抜¥5,000）

●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-7050　●梱／14×1

128920

触れる和 さくら日和（宴） 木箱入り今治タオルセット

B 33-6F

¥6,600（税抜¥6,000）

●木箱入／300×405×65mm
●内容／バスタオル×2
●FK-7060　●梱／14×1

128920

触れる和 さくら日和（宴） 木箱入り今治タオルセット

B 33-7F

¥8,800（税抜¥8,000）

●木箱入／300×405×65mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2
●FK-7080　●梱／14×1

128920

触れる和 さくら日和（宴） 木箱入り今治タオルセット

今治タオルブランド
フェアリーソフト タオルセット
●サイズ／バスタオル:650×1150mm
　　　　 フェイスタオル:340×750mm
　　　　 ウォッシュタオル:340×380mm
●材  質／綿100%（コットンUSA使用）

日本製

日本製

上質なコットンUSAマーク糸を使い、愛らしいグラデー
ションを表現しております。安心・安全で柔らかく吸水性
の高いタオルです。

認定番号：第2020-798号

B 33-14F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／210×300×50mm
●内容／ウォッシュタオル×2
●IB-8715　●梱／36×1

128920

今治タオルブランド
フェアリーソフト タオルセット

B 33-15F

¥2,200（税抜¥2,200）

●箱入／210×300×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●IB-8720　●梱／36×1

128920

今治タオルブランド
フェアリーソフト タオルセット

B 33-16F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／210×300×50mm
●内容／バスタオル×1
●IB-8725　●梱／36×1

128920

今治タオルブランド
フェアリーソフト バスタオル

B 33-17F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／245×345×60mm
●内容／フェイスタオル×3
●IB-8730　●梱／21×1

128920

今治タオルブランド
フェアリーソフト タオルセット

B 33-18F

¥3,850（税抜¥3,500）

●箱入／245×345×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●IB-8735　●梱／21×1

128920

今治タオルブランド
フェアリーソフト タオルセット

32-10F

¥1,650（税抜¥1,500）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／150×220×40mm　
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●66415　●梱／56×1

53934E

32-11F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／190×260×44mm　
●内容／フェイスタオル×2
●66420　●梱／40×1

53934E 32-12F

¥2,750（税抜¥2,500）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／190×260×44mm　
●内容／フェイスタオル×2・ハンドタオル×1
●66425　●梱／40×1

53934E

32-13F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／260×380×44mm　
●内容／バスタオル×1・ハンドタオル×1
●66430　●梱／20×1

53934E

32-15F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／260×380×44mm　
●内容／バスタオル×2
●66450　●梱／20×1

53934E 32-16F

¥6,600（税抜¥6,000）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／260×380×88mm　
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×1
●66460　●梱／10×1

53934E

32-17F

¥8,800（税抜¥8,000）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／260×380×88mm　
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×3
●66480　●梱／10×1

53934E 32-18F

¥11,000（税抜¥10,000）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／260×380×88mm　
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×4・ハンド
タオル×2　●66401　●梱／10×1

53934E

32-14F

¥4,400（税抜¥4,000）
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製 
木箱入りタオルセット
●木箱入／260×380×44mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ハンド
タオル×1　●66440　●梱／20×1

53934E

今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-日本製　
愛媛今治 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：340×300mm
●材  質／綿100% 日本製

日本製木 箱 入

日々の暮らしをふわりと包み込んでくれるような、
淡くやさしい色合いの今治タオル。やわらかく淡い
色と伝統柄から上品さが漂い、パイルのやさしい
肌触りをふわりと感じる穏やかな日々を贈ります。
繊細にあしらった縁起の良い「麻の葉模様」は、成
長を願う柄として古くから愛され続けています。

認定番号：第2020-720号

33-8F

¥1,650（税抜¥1,500）
エンジェルソフト 今治タオルセット
●箱入／220×280×50mm　
●内容／ウォッシュタオル×2
●ND-8216　●梱／36×1

128920B

33-9F

¥2,200（税抜¥2,000）
エンジェルソフト 今治タオルセット
●箱入／220×280×50mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●ND-8221　●梱／36×1

128920B

33-10F

¥2,750（税抜¥2,500）
エンジェルソフト 今治タオルセット
●箱入／250×320×50mm　
●内容／フェイスタオル×2
●ND-8226　●梱／24×1

128920B

33-11F

¥3,300（税抜¥3,000）
エンジェルソフト 今治バスタオル
●箱入／250×320×50mm　
●内容／バスタオル×1
●ND-8231　●梱／24×1

128920B

33-12F

¥4,400（税抜¥4,000）
エンジェルソフト 今治タオルセット
●箱入／280×350×50mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×１
●ND-8241　●梱／20×1

128920B

33-13F

¥5,500（税抜¥5,000）
エンジェルソフト 今治タオルセット
●箱入／310×380×55mm　
●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
●ND-8251　●梱／16×1

128920B

エンジェルソフト 今治タオルセット
●サイズ／バスタオル:650×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 ウォッシュタオル：340×370mm
●材  質／綿100%

日本製

日本製

認定番号：第2018-872号

3332

繊　　維 繊　　維



（グリーン） （パープル）

（グリーン） （パープル）

今治謹製 
極上タオル タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
●材  質／綿100%

木箱入

34-9F

¥15,400（税抜¥14,000）
今治謹製 極上タオル タオルセット(木箱入り)
●木箱入／425×330×140mm
●内容／フェイスタオル×2・バスタオル×2
●GK14057　●梱／6×1

119336E34-8F

¥11,000（税抜¥10,000）
今治謹製 極上タオル タオルセット(木箱入り)
●木箱入／390×330×120mm
●内容／バスタオル×2
●GK10056　●梱／8×1

119336E

34-7F

¥9,900（税抜¥9,000）
今治謹製 極上タオル タオルセット(木箱入り)
●木箱入／390×330×120mm
●内容／フェイスタオル×2・バスタオル×1
●GK9055　●梱／8×1

119336E

34-4F

¥5,500（税抜¥5,000）
今治謹製 極上タオル バスタオル(木箱入り)
●木箱入／300×250×120mm
●内容／バスタオル×1
●GK5053GR/GK5053PU　●梱／12×1

34-5F 119336

パープルグリーン

E

34-6F

¥7,700（税抜¥7,000）
今治謹製 極上タオル タオルセット(木箱入り)
●木箱入／390×330×120mm
●内容／フェイスタオル×1・バスタオル×1
●GK7054　●梱／8×1

119336E

34-3F

¥4,400（税抜¥4,000）
今治謹製 極上タオル タオルセット(木箱入り)
●木箱入／300×250×120mm
●内容／フェイスタオル×2
●GK4052　●梱／12×1

119336E

34-1F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治謹製 極上タオル フェイスタオル(木箱入り)
●木箱入／300×125×120mm
●内容／フェイスタオル×1
●GK2051GR/GK2051PU　●梱／24×1

34-2F 119336

パープルグリーン

E日本製

日本製

E 34-10F

¥550（税抜¥500）

●箱入／260×120×30mm
●内容／フェイスタオル×1
●TNI0503501　●梱／100×1

24136

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック フェイスタオル
(エコマーク認定）

E 34-11F

¥1,100（税抜¥1,000）

●箱入／205×245×40mm
●内容／フェイスタオル×2
●TNI1003502　●梱／80×1

24136

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック タオルセット
(エコマーク認定）

E 34-12F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／245×305×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●TNI1503503　●梱／40×1

24136

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック タオルセット
(エコマーク認定）

E 34-13F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／245×305×50mm
●内容／バスタオル×1
●TNI2003504　●梱／40×1

24136

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック バスタオル
(エコマーク認定）

E 34-14F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／245×305×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●TNI2503505　●梱／40×1

24136

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック タオルセット
(エコマーク認定）

E 34-15F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／280×335×50mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●TNI3003506　●梱／40×1

24136

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック タオルセット
(エコマーク認定）

E 34-16F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／305×368×60mm
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2
●TNI5003507　●梱／30×1

24136

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック タオルセット
(エコマーク認定）

ナチュラル アイランド
泉州オーガニック タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1100mm
　　　　 フェイスタオル:290×750mm
●材  質／綿100%（オーガニック糸使用）

日本製

日本製

3年以上化学肥料をしていない畑で無農薬にて栽培され、専門の認証
機関で認められた有機栽培綿を使用したタオルです。生まれたままの
コットンに最も近い天然繊維で環境保護にも役立っています。このタオ
ルは、精錬、染色、仕上げに天然酵素を使用しているため、SDGsの目
標にも沿った、人と環境に優しいタオルになっているといえます。
・インドの契約農家で採れる高級綿糸を使用　
・オーガニックGOTS認定の糸
・ツヤのある高級コーマ糸使用　
・風力、太陽光グリーンエネルギーを使用して生産

35-2F35-1F

¥2,200（税抜¥2,000）
プリマロゼッタ タオルセット
●箱入／205×300×60mm　
●内容／フェイスタオル×2
●PR-1820-PG/YN　●梱／48×1

74633E

35-4F35-3F

¥3,300（税抜¥3,000）
プリマロゼッタ タオルセット
●箱入／285×285×70mm　
●内容／フェイスタオル×3
●PR-1830-YGN/PBY　●梱／36×1

74633E

35-6F

¥5,500（税抜¥5,000）
プリマロゼッタ タオルセット
●箱入／290×375×70mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2・ミニハ
ンカチ×1　●PR-1850　●梱／30×1

74633E

35-5F

¥4,400（税抜¥4,000）
プリマロゼッタ タオルセット
●箱入／285×285×70mm　
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1・ミニハ
ンカチ×1　●PR-1840　●梱／36×1

74633E

35-7F

¥8,800（税抜¥8,000）
プリマロゼッタ タオルセット
●箱入／290×375×70mm　
●内容／バスタオル×2・フェイスタオル×2・ミニハ
ンカチ×2　●PR-1880　●梱／30×1

74633E

プリマロゼッタ タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 ミニハンカチ：250×250mm
●材  質／綿100%

35-8F

¥2,200（税抜¥2,000）
Nカラーオーガニックタオルセット
●箱入／210×300×50mm　
●内容／フェイスタオル×2
●NB-2120　●梱／72×1

74620B 35-9F

¥2,750（税抜¥2,500）
Nカラーオーガニックタオルセット
●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

74620B

35-10F

¥3,300（税抜¥3,000）
Nカラーオーガニックタオルセット
●箱入／240×340×60mm　
●内容／フェイスタオル×3
●NB-2130　●梱／48×1

74620B 35-11F

¥5,500（税抜¥5,000）
Nカラーオーガニックタオルセット
●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

74620B

Nカラーオーガニックタオルセット
●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

日本製

35-16F

¥550（税抜¥500）
今治ジャガード タオルハンカチ
●箱入／135×135×10mm　
●内容／タオルハンカチ×1
●ISM-05M-PK/IJM-05-PA　●梱／160×1

35-17F 74633E

今治ジャガード タオルハンカチ
●サイズ／タオルハンカチ:250×250mm
●材  質／綿100% 日本製

日本製

35-13F35-12F

¥550（税抜¥500）
プリマロゼッタ タオルハンカチ
●箱入／130×130×15mm　
●内容／タオルハンカチ×1
●RB-05-PI/YE/BL/WH　●梱／120×1

E

プリマロゼッタ タオルハンカチ
●サイズ／タオルハンカチ:250×250mm
●材  質／綿100%

PBYYGN

YNPG

（YGN）

（PG） （YN）

（PBY）

認定番号：第2016-1836号

ピンク イエロー

35-15F35-14F
ブルー ホワイト さくら フォークロア

（ブルー）（ピンク）

（さくら）

（フォークロア）

（イエロー） （ホワイト）

74633

3534

繊　　維 繊　　維



ジルスチュアート（エレガンスフルール）
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
             フェイスタオル:340×750mm
             ウォッシュタオル:340×350mm
●材  質／本体：綿100%、刺繍部分：ポリエステル100％

ビームスデザイン（ラインバンダナ）
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
             フェイスタオル:340×800mm
             ウォッシュタオル:340×350mm
●材  質／本体：綿100%、刺繍部分：ポリエステル100％

36-7F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／285×310×90mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2　
●58-3189500　●梱／12×1

104436

ジルスチュアート タオルセット

E36-6F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／285×310×90mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1　
●58-3189400　●梱／12×1

104436

ジルスチュアート タオルセット

E36-5F

¥3,850（税抜¥3,500）

●箱入／285×310×90mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1　
●58-3189350　●梱／12×1

104436

ジルスチュアート タオルセット

E

36-4F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／220×255×90mm
●内容／バスタオル×1
●58-3189300　●梱／18×1

104436

ジルスチュアート バスタオル

E

36-1F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／185×210×90mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●58-3189150　●梱／24×1

104436

ジルスチュアート タオルセット

E

36-3F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／220×255×90mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●58-3189250　●梱／18×1

104436

ジルスチュアート タオルセット

E36-2F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／185×110×90mm
●内容／フェイスタオル×2　
●58-3189200　●梱／24×1

104436

ジルスチュアート タオルセット

E

37-1F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／220×310×50mm
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●58-3109150　●梱／36×1

37-2F 104436

ビームスデザイン タオルセット

E
ベージュ ネイビー

37-3F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／220×310×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●58-3109200　●梱／36×1

37-4F 104436

ビームスデザイン タオルセット

E
ベージュ ネイビー

37-5F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／255×360×50mm
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●58-3109250　●梱／21×1

37-6F 104436

ビームスデザイン タオルセット

E
ベージュ ネイビー

37-7F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／255×360×50mm
●内容／バスタオル×1
●58-3109300　●梱／21×1

37-8F 104436

ビームスデザイン バスタオル

E
ベージュ ネイビー

37-9F

¥3,850（税抜¥3,500）

●箱入／255×360×50mm
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●58-3109350　●梱／21×1

37-10F 104436

ビームスデザイン タオルセット

E
ベージュ ネイビー

37-11F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／305×410×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×1
●58-3109400　●梱／16×1

37-12F 104436

ビームスデザイン タオルセット

E
ベージュ ネイビー

37-13F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／305×410×60mm
●内容／バスタオル×1・フェイスタオル×2
●58-3109500　●梱／16×1

37-14F 104436

ビームスデザイン タオルセット

E
ベージュ ネイビー

（ベージュ）

（ベージュ）（ベージュ）

（ベージュ）（ベージュ）

（ベージュ）

（ネイビー）

（ネイビー）

（ネイビー）（ベージュ）

（ネイビー）

（ネイビー）（ネイビー）

（ネイビー）

3736

繊　　維 繊　　維



URBAN RESEARCHは、フレキシブルに今の空気をモノやカ
ルチャーに乗せて伝える“SPECIALITY SHOP”です。
「DESIGN YOUR LIFE STYLE」をコンセプトに、様々な都市
をリサーチし、カジュアルテイストをベースに、世界中からデ
イリーウェアやドレスに加え、コスメや植物といったライフ
スタイル雑貨までをセレクトしています。

アーバンリサーチ タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×850mm
　　　　 ウォッシュタオル:290×290mm
●材  質／綿100%（パイル部分:オーガニックコットン100%）

日本製

日本製

（ブルー）

（ブルー） （ブルー）

（ローズ）

（ローズ） （ローズ）

（ローズ）

（レッド）

（ブルー）

（ブルー）

（レッド）

38-1F

¥1,100（税抜¥1,000）
アーバンリサーチ フェイスタオル
●箱入／240×167×30mm
●内容／フェイスタオル×1
●UR2110　●梱／60×1

38-2F 119338

レッドブルー

（レッド）
（キナリ）

（キナリ） （キナリ）

（キナリ）
（レッド）（レッド）

F

38-5F

¥2,200（税抜¥2,000）
アーバンリサーチ タオルセット
●箱入／230×305×50mm
●内容／フェイスタオル×2
●UR2120　●梱／40×1

38-6F 119338

レッドブルー

F

38-9F

¥3,300（税抜¥3,000）
アーバンリサーチ タオルセット
●箱入／230×305×50mm
●内容／フェイスタオル×3
●UR2130　●梱／20×1

119338F 38-12F

¥5,500（税抜¥5,000）
アーバンリサーチ タオルセット
●箱入／285×375×60mm
●内容／バスタオル×2
●UR2150　●梱／20×1

119338F

38-3F

¥1,650（税抜¥1,500）
アーバンリサーチ タオルセット
●箱入／230×305×50mm
●内容／ウォッシュタオル×1・フェイスタオル×1
●UR2115　●梱／40×1

38-4F 119338

レッドブルー

F 38-7F

¥2,750（税抜¥2,500）
アーバンリサーチ タオルセット
●箱入／230×305×50mm
●内容／ウォッシュタオル×1・フェイスタオル×2
●UR2125　●梱／40×1

38-8F 119338

レッドブルー

F

38-10F

¥3,850（税抜¥3,500）
アーバンリサーチ タオルセット
●箱入／285×375×60mm
●内容／フェイスタオル×1・バスタオル×1
●UR2135　●梱／20×1

38-11F 119338

レッドブルー

F

39-1F

¥1,650（税抜¥1,500）
ジャーナルスタンダードファニチャー　
今治タオルセット
●箱入／200×275×40mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●FJS-1555　●梱／40×1

42437F 39-2F

¥2,200（税抜¥2,000）
ジャーナルスタンダードファニチャー　
今治タオルセット
●箱入／248×298×50mm　
●内容／フェイスタオル×2
●FJS-2055　●梱／40×1

42437F

39-3F

¥2,750（税抜¥2,500）
ジャーナルスタンダードファニチャー　
今治タオルセット
●箱入／248×298×50mm　　
●内容／フェイスタオル×2・ウォッシュタオル×1
●FJS-2555　●梱／40×1

42437F 39-4F

¥3,300（税抜¥3,000）
ジャーナルスタンダードファニチャー　
今治タオルセット
●箱入／248×298×50mm　　
●内容／バスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●FJS-3055　●梱／40×1

42437F 39-5F

¥4,400（税抜¥4,000）
ジャーナルスタンダードファニチャー　
今治タオルセット
●箱入／270×360×55mm　
●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
●FJS-4055　●梱／20×1

42437F

ジャーナルスタンダードファニチャー 
今治タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
　　　　 ウォッシュタオル：340×350mm
●材  質／綿100%

日本製
日本製

39-8F

¥5,060（税抜¥4,600）
テネリータ 今治産超甘撚り
オーガニックコットンタオルセット
●箱入／230×310×30mm　
●内容／フェイスタオル×1・ハンドタオル×1
●TM-4A6 RO/K　●梱／14×1

39-9F 74650G

39-10F

¥6,160（税抜¥5,600）
テネリータ 今治産超甘撚り
オーガニックコットンタオルセット
●箱入／270×360×50mm　
●内容／フェイスタオル×2
●TM-5A6 RO/K　●梱／10×1

39-11F 74650G 39-12F

¥9,240（税抜¥8,400）
テネリータ 今治産超甘撚り
オーガニックコットンタオルセット
●箱入／320×420×50mm　
●内容／バスタオルショート×1・フェイスタオル×1
●TM-8A4 RO/K　●梱／5×1

39-13F 74650G

39-6F

¥3,080（税抜¥2,800）
テネリータ 今治産超甘撚り
オーガニックコットンフェイスタオル
●箱入／230×310×30mm　
●内容／フェイスタオル×1
●TM-2A8 RO/K　●梱／14×1

39-7F 74650G

テネリータ 今治産超甘撚り
オーガニックコットンタオルセット
●サイズ／バスタオルショート:600×1100mm
　　　　 フェイスタオル:400×800mm
　　　　 ハンドタオル：400×400mm
●材  質／綿100％／オーガニックコットン100％ 日本製 日本製

認定番号：第2019-1175号

キナリローズ

キナリローズ キナリローズ

キナリローズ

3938

繊　　維 繊　　維



¥2,750

アンダーアーマー  
タオルセット
●サイズ／バスタオル:600×1200mm
             スポーツタオル:340×1000mm
　　　　 フェイスタオル:340×800mm
●材  質／綿100%

日本製

日本製

40-1F 40-2F

¥2,200（税抜¥2,000） （税抜¥2,500）

●箱入／130×210×50mm
●内容／フェイスタオル×1
●UA-020　●梱／60×1

アンダーアーマー フェイスタオル

40-4F 40-5F

●箱入／130×270×60mm
●内容／スポーツタオル×1
●UA-025　●梱／48×1

48338

アンダーアーマー スポーツタオル

40-6F40-3F 48338

ピンク ブルー グレー ピンク ブルー グレー

（ピンク） （ピンク）

（ブルー）

（ピンク）

（ブルー） （ブルー）
（グレー）

（ピンク）
（ブルー）

（グレー）

（グレー）

アメリカ・メリーランド州ボルチモアに本社を置くスポーツブランド「ア
ンダーアーマー」。アスリートが持てる能力を最大限に発揮できるよう飽
くなき追求を積み重ねてきた“パフォーマンスアスレチックブランド”。ブ
ランド名は「セカンドスキン(第二の皮膚)」のように身体に密着するとい
う特徴的なウェアを、ユニフォームの下(=Under)に着用する「アスリート
が戦うための鎧(よろい=Armour)」としたことに由来する。認定番号 第2020-1293号認定番号 第2020-1293号

F

40-9F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／260×280×75mm
●内容／バスタオル×1
●UA-050　●梱／20×1

40-10F

アンダーアーマー バスタオル

ピンク ブルー グレー

40-11F 48338F

F

40-7F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／260×280×75mm
●内容／フェイスタオル×2
●UA-040　●梱／20×1

40-8F 48338

アンダーアーマー タオルセット

ブルーピンク

F

以前のデザインを変更し、トレンドのビックロゴを大胆に
表現し仕上げたスポーツタオルになります。

PUMA タオルセット 
●サイズ／スポーツタオル:310×1100mm
             ハンドタオル:310×310mm
●材  質／綿100%

（グレー）

（レッド） （レッド）

（グレー）
（グレー）

（レッド）

40-12F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／175×235×65mm
●内容／スポーツタオル×1　●PU2715　●梱／40×1

PUMA スポーツタオル

グレー レッド

40-13F 119338F 40-14F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／175×235×65mm　●内容／スポーツタオル×1・ハン
ドタオル×1　●PU2720　●梱／40×1

40-15F 119338

PUMA タオルセット

グレー レッド

F 40-16F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／197×280×69mm●内容／スポーツタオル×1・ハンド
タオル×2　●PU2725　●梱／28×1

40-17F 119338

PUMA タオルセット

グレー レッド

F

40-18F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／197×280×69mm
●内容／スポーツタオル×2　●PU2730　●梱／28×1

119338

PUMA タオルセット

F 40-19F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／235×326×70mm　●内容／スポーツタオル×2・ハン
ドタオル×2　●PU2740　●梱／20×1

119338

PUMA タオルセット

F 40-20F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／235×326×70mm　●内容／スポーツタオル×3・ハン
ドタオル×1　●PU2750　●梱／20×1

119338

PUMA タオルセット

F

（ピンク）

（グレー）

（ブルー） （ピンク） （イエロー）

ロディ タオルセット 
●サイズ／フェイスタオル:340×800mm
             タオルハンカチ:250×250mm
●材  質／綿100%

F 41-3F 41-4F 41-5F

●箱入／260×160×45mm
●内容／フェイスタオル×1
●RD-710　●梱／56×1

48338

ロディ フェイスタオル

ピンク イエローブルー

¥1,100（税抜¥1,000）

F 41-6F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／210×300×50mm
●内容／フェイスタオル×1・
タオルハンカチ×1
●RD-715　●梱／36×1

48338

ロディ タオルセット

F 41-7F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／210×300×50mm
●内容／フェイスタオル×1・
タオルハンカチ×2
●RD-720　●梱／36×1

48338

ロディ タオルセット

F 41-8F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／260×320×50mm
●内容／フェイスタオル×2・
タオルハンカチ×1
●RD-725　●梱／28×1

48338

ロディ タオルセット

F 41-9F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／260×320×50mm
●内容／フェイスタオル×2・タオルハンカチ×2
●RD-730　●梱／28×1

48338

ロディ タオルセット

イタリア生まれの乗り物のおも
ちゃ、ロディ。大人でも持ちたくな
る可愛いタオルに！ふわふわのパ
イル地のタオルとシャーリングの
タオル。どちらも思わず触れたくな
る贈り物におすすめです！

F 41-1F 41-2F

¥550（税抜¥500）

●箱入／160×115×35mm
●内容／タオルハンカチ×1
●RD-705　●梱／80×1

48338

ロディ タオルハンカチ

グレーピンク

うるおいを守るミルク成分
とスクワラン配合で、しっ
とりなめらかに洗い上げる
牛乳石鹼の「カウブランド
赤箱」と、タオルの名産地・
今治で丁寧に作られたやわ
らかなワッフルタオルとの
ギフトセットです。

F 41-16F

●箱入／192×70×70mm
●内容／タオルハンカチ×1
●GS2210　●梱／60×1

119338

牛乳石鹸（赤箱）タオルハンカチ
¥1,100（税抜¥1,000）

F 41-17F

●箱入／175×235×65mm　●材質／泡立てネット ヒモ:アクリル、
ネット:ポリエチレン　●内容／フェイスタオル×1・　石鹸100g×1・泡立
てネット×1　●GS2215　●梱／40×1

119338

牛乳石鹸（赤箱） タオル&牛乳石鹸セット
¥1,650（税抜¥1,500）

F 41-18F

●箱入／175×235×65mm　●材質／泡立てネット ヒモ:アクリル、
ネット:ポリエチレン　●内容／フェイスタオル×1・タオルハンカチ×1・石
鹸100g×1・泡立てネット×1　●GS2220　●梱／40×1

119338

牛乳石鹸（赤箱） タオル&牛乳石鹸セット
¥2,200（税抜¥2,000）

F 41-19F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／197×280×69mm　●材質／泡立てネット ヒモ:アクリル、
ネット:ポリエチレン　●内容／フェイスタオル×2・石鹸100g×2・泡立て
ネット×1　●GS2225　●梱／28×1

119338

牛乳石鹸（赤箱） タオル&牛乳石鹸セット

F 41-20F

●箱入／197×280×69mm　●材質／泡立てネット ヒモ:アクリル、
ネット:ポリエチレン　●内容／フェイスタオル×2・タオルハンカチ×1・石
鹸100g×2・泡立てネット×1　●GS2230　●梱／28×1

119338

牛乳石鹸（赤箱）タオル&牛乳石鹸セット
¥3,300（税抜¥3,000）

牛乳石鹸（赤箱） 
タオルセット
●サイズ／フェイスタオル:310×750mm
　　　　 タオルハンカチ:310×310mm
●材  質／綿100%

日本製

日本製

41-10F

¥330（税抜¥300）
ミルキー やわらかマイクロタオルハンカチ
●袋入／205×135mm　
●内容／タオルハンカチ×1
●PK1030　●梱／100×1

119338F

41-11F

¥1,100（税抜¥1,000）
ミルキー やわらかマイクロタオルセット
●箱入／90×220×85mm　
●内容／ウォッシュタオル×2
●PK4100　●梱／40×1

119338F

41-12F

¥1,650（税抜¥1,500）
ミルキー やわらかマイクロタオルセット
●箱入／90×220×85mm　
●内容／ウォッシュタオル×3
●PK4150　●梱／24×1

119338F

41-13F

¥2,200（税抜¥2,000）
ミルキー やわらかマイクロタオルセット
●箱入／125×230×110mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×２
●PK4200　●梱／20×1

119338F

41-14F

¥2,750（税抜¥2,500）
ミルキー やわらかマイクロタオルセット
●箱入／125×230×110mm　
●内容／フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×3
●PK4250　●梱／20×1

119338F

41-15F

¥3,300（税抜¥3,000）
ミルキー やわらかマイクロフード付バスポンチョ
●箱入／125×230×110mm　
●内容／フード付ポンチョ×1
●PK3005　●梱／20×1

119338F

ミルキー やわらかマイクロタオルセット
●サイズ／タオルハンカチ:約200×200mm
　　　　 フェイスタオル:約340×800mm
　　　　 ウォッシュタオル：約340×360mm
　　　　 フード付バスポンチョ：約500×1000mm
●材  質／本体：ポリエステル92％、ナイロン8％
　　　　 バイアステープ：ポリエステル100％

4140

繊　　維 繊　　維



Ｇ 42-1F

¥1,100（税抜¥1,000）

●箱入／183×74×278mm
●内容／アリエール×1・除菌ジョイコンパクト×1
●PGCG-A　●梱／10×10

44848

P&G アリエール液体洗剤ギフト

日本製

Ｇ 42-2F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／144×136×277mm
●内容／アリエールジェル×1・アリエール詰替×1
●PGCG-B　●梱／6×10

44848

P&G アリエール液体洗剤ギフト

日本製

Ｇ 42-3F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／177×136×282mm
●内容／アリエールジェル×1・アリエール詰替×2
●PGCG-C　●梱／4×10

44848

P&G アリエール液体洗剤ギフト

日本製

Ｇ 42-4F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／192×143×282mm
●内容／アリエールジェル×1・アリエール詰替×
1・除菌ジョイコンパクト×3
●PGCG-25A　●梱／3×10

44848

P&G アリエール液体洗剤ギフト

日本製

Ｇ 42-5F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／216×143×282mm
●内容／アリエールジェル×1・アリエール詰替×
2・除菌ジョイコンパクト×3
●PGCG-30A　●梱／4×10

44848

P&G アリエール液体洗剤ギフト

日本製

Ｇ 42-6F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／276×163×282mm
●内容／アリエールジェル×1・アリエール詰替×
4・除菌ジョイコンパクト×2
●PGCG-40A　●梱／2×10

44848

P&G アリエール液体洗剤ギフト

日本製

Ｇ 42-7F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／276×173×282mm
●内容／アリエールジェル×1・アリエール詰替×
5・除菌ジョイコンパクト×3
●PGCG-50A　●梱／2×10

44848

P&G アリエール液体洗剤ギフト

日本製

Ｆ 42-15F

¥550（税抜¥500）
ジョイ らくらくキッチンセット
●箱入／170×106×52mm
●内容／除菌ジョイコンパクト×1・コップ洗いスポ
ンジ×1
●CBRK-5B　●梱／40×3

44840 Ｆ 42-16F

¥880（税抜¥800）
ジョイ らくらくキッチンセット
●箱入／204×186×53mm
●内容／除菌ジョイコンパクト×1・コップ洗いスポ
ンジ×1・らくらく吸水キッチンクロス×1
●CBRK-8B　●梱／30×3

44840 Ｆ 42-17F

¥1,100（税抜¥1,000）
ジョイ らくらくキッチンセット
●箱入／255×186×53mm
●内容／除菌ジョイコンパクト×1・オレンジジョイコ
ンパクト×1・コップ洗いスポンジ×1・らくらく吸水
キッチンクロス×1　●CBRK-10B　●梱／20×3

44840

Ｇ 43-1F

¥1,100（税抜¥1,000）

●箱入／130×238×83mm
●内容／トップスーパーNANOX400g×1・トップ
スーパーNANOX詰替用350g×1
●LSN-10A　●梱／10×10

44848

ライオン トップ ナノックスギフト

日本製

Ｇ 43-2F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／280×238×78mm　●内容／トップスーパー
NANOX400g×1・トップスーパーNANOX詰替用350g×1・
CHARMY Magica 酵素+（プラス）フレッシュグリーンアップルの香
り220ml×1・CHARMY　Magica 酵素+（プラス）フレッシュピン
クベリーの香り220ｍｌ×1　●LSN-15A　●梱／5×10

44848

ライオン トップ ナノックスギフト

日本製
日本製

Ｇ 43-3F

¥2,200（税抜¥2,000）

●箱入／175×241×96mm
●内容／トップスーパーNANOX400g×1・トップ
スーパーNANOX詰替用350g×3
●LSN-20A　●梱／6×10

44848

ライオン トップ ナノックスギフト

Ｇ 43-4F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／190×242×98mm
●内容／トップスーパーNANOX400g×1・トップ
スーパーNANOX詰替用350g×4
●LSN-25A　●梱／4×10

44848

ライオン トップ ナノックスギフト

日本製

Ｇ 43-5F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／212×242×121mm
●内容／トップスーパーNANOX400g×1・トップ
スーパーNANOX詰替用350g×6
●LSN-30A　●梱／4×10

44848

ライオン トップ ナノックスギフト

日本製

Ｇ 43-6F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／257×242×126mm
●内容／トップスーパーNANOX400g×1・トップ
スーパーNANOX詰替用350g×8
●LSN-40A　●梱／3×10

44848

ライオン トップ ナノックスギフト

日本製

Ｇ 43-7F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／271×242×145mm
●内容／トップスーパーNANOX400g×2・トップ
スーパーNANOX詰替用350g×9
●LSN-50A　●梱／3×10

44848

ライオン トップ ナノックスギフト

日本製

G 43-14F

¥1,100（税抜¥1,000）

●箱入／230×181×68mm　●内容／キレイキレ
イ薬用泡ハンドソープ250ml×1・キレイキレイ薬用泡
ハンドソープ詰替用200ml×1・キレイキレイ除菌
ウェットシートノンアルコールタイプ10枚×1
●LKG-10V　●梱／12×10

44848

ライオン キレイキレイギフトセット

日本製

G 43-15F

¥1,650（税抜¥1,500）

●箱入／292×181×68mm　●内容／キレイキレ
イ薬用泡ハンドソープ250ml×1・キレイキレイ薬用泡
ハンドソープ詰替用200ml×2・キレイキレイ除菌
ウェットシートノンアルコールタイプ10枚×2
●LKG-15V　●梱／12×10

44848

ライオン キレイキレイギフトセット

日本製

D 43-8F

¥1,650
ギフト工房 抗菌除菌・アリエール＆ジョイセット
●箱入／135×120×275mm　
●内容／P&Gアリエールジェル750g×1・P&G
除菌ジョイ175ml×1・洗たく槽クリーナー
EX100g×1　
●SAJ-15F　●梱／12×6

44831

日本製

（税抜¥1,500）

D 43-9F

¥2,200
ギフト工房 抗菌除菌・アリエール＆ジョイセット
●箱入／202×126×275mm　●内容／P&G
アリエールジェル750g×1・P&G除菌ジョイ
175ml×1・抗菌･消臭ソフターEX400g×1・抗
菌･消臭ソフターEX詰替350g×1
●SAJ-20F　●梱／8×6

44831

日本製

（税抜¥2,000）

日本製

D 43-10F

¥2,750
ギフト工房 抗菌除菌・アリエール＆ジョイセット
●箱入／198×135×275mm　●内容／P&G
アリエールジェル750g×1・抗菌･消臭ソフター
EX400g×1・抗菌･消臭ソフターEX詰替
350g×1・P&G除菌ジョイ175ml×2・洗たく槽
クリーナーEX100g×1　
●SAJ-25F　●梱／6×6

44831

（税抜¥2,500）

日本製

D 43-11F

¥3,300
ギフト工房 抗菌除菌・アリエール＆ジョイセット
●箱入／248×150×280mm　●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・抗菌･消臭ソフターEX400g×1・
抗菌･消臭ソフターEX詰替350g×1・P&G除菌
ジョイ175ml×1・洗たく槽クリーナーEX100g×1
●SAJ-30F　●梱／4×6

44831

（税抜¥3,000）

43-12F

¥4,400
ギフト工房 抗菌除菌・アリエール＆ジョイセット
●箱入／248×192×280mm　●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・抗菌・消臭
ソフターＥＸ400g×1・抗菌・消臭ソフターＥＸ詰替350g×1・
P&G除菌ジョイ175ml×1・洗たく槽クリーナーEX100g×2　
●SAJ-40F　●梱／4×6

44831D
（税抜¥4,000）

43-13F

¥5,500
ギフト工房 抗菌除菌・アリエール＆ジョイセット
●箱入／270×206×280mm　●内容／P&Gアリエールジェ
ル750g×2・P&Gアリエールジェル詰替690g×2・抗菌・消臭
ソフターＥＸ400g×1・抗菌・消臭ソフターＥＸ詰替350g×1・
P&G除菌ジョイ175ml×1・洗たく槽クリーナーEX100g×2　
●SAJ-50F　●梱／3×6

44831D
（税抜¥5,000）

G 42-8F

¥3,300（税抜¥3,000）
P&G アリエールジェルボール ギフトセット
●箱入／250×138×264mm
●内容／アリエールジェルボール4D×4・除菌ジョイコンパクト×1
●PGJA-30B　●梱／4×10

44844

日本製

G 42-9F

¥5,500（税抜¥5,000）
P&G アリエールジェルボール ギフトセット
●箱入／264×196×264mm
●内容／アリエールジェルボール4D×6・除菌ジョイコンパクト×3
●PGJA-50B　●梱／2×10

44844

日本製

Ｆ 42-10F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／216×143×282mm　●内容／ボール
ドジェル×1・ボールドジェル詰替×2・オレンジジョ
イコンパクト×2・オレンジジョイコンパクト詰替×1
●PGCB-30A　●梱／4×10

44837

P&G ボールド香りのギフトセット

日本製

Ｆ 42-11F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／276×163×282mm　●内容／ボール
ドジェル×1・ボールドジェル詰替×3・オレンジジョ
イコンパクト×3・オレンジジョイコンパクト詰替×1
●PGCB-40A　●梱／2×10

44837

P&G ボールド香りのギフトセット

日本製

Ｆ 42-12F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／311×183×282mm　●内容／ボール
ドジェル×1・ボールドジェル詰替×5・オレンジジョ
イコンパクト×1・オレンジジョイコンパクト詰替×2
●PGCB-50A　●梱／2×10

44837

P&G ボールド香りのギフトセット

日本製

Ｆ 42-13F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／266×143×282mm
●内容／ボールドジェル×1・
ボールドジェル詰替×4
●PGLB-30A　●梱／3×10

44837

P&G ボールド液体洗剤セット

日本製

Ｆ 42-14F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／286×203×282mm
●内容／ボールドジェル×1・
ボールドジェル詰替×7
●PGLB-50A　●梱／2×10

44837

P&G ボールド液体洗剤セット

日本製

日本製

43-16F

¥2,200（税抜¥2,000）
ライオン キレイキレイ ギフトセット
●箱入／220×74×360mm
●内容／キレイキレイ薬用泡ハンドソープ本体
250ml×2・キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめ
かえ用200ml×3
●LKG-20Y　●梱／4×10

44848G

日本製

43-17F

¥3,300（税抜¥3,000）
ライオン キレイキレイ ギフトセット
●箱入／314×74×361mm
●内容／キレイキレイ薬用泡ハンドソープ本体
250ml×3・キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめ
かえ用200ml×5
●LKG-30Y　●梱／4×10

44848G

4342

洗　　剤 洗　　剤



F 44-14F

¥1,650（税抜¥1,500）
お洗濯エコギフト
　　●箱入／165×80×230mm　●内容／花王アタックゼロ400g×1・
花王アタックゼロ（詰替用）360g×1・食器用スポンジ×1
●ZE-15　●梱／20×5

117538 F 44-15F

¥2,200（税抜¥2,000）
お洗濯エコギフト
　　●箱入／165×80×230mm　●内容／花王アタックゼロ400g×1・
花王アタックゼロ（詰替用）360g×2・食器用スポンジ×1
●ZE-20　●梱／16×5

117538 E 44-16F

¥2,750（税抜¥2,500）
お洗濯エコギフト
　　●箱入／240×115×230mm　●内容／花王アタックゼロ400g×1・
花王アタックゼロ（詰替用）360g×2・花王キュキュット240ml×1・食器
用スポンジ×1　●ZE-25　●梱／12×5

117536

E 44-17F

¥3,300（税抜¥3,000）
お洗濯エコギフト
　　●箱入／240×115×230mm　●内容／花王アタックゼロ
400g×1・花王アタックゼロ（詰替用）360g×3・花王キュ
キュット240ml×1・食器用スポンジ×1
●ZE-30　●梱／12×5

117536 E 44-18F

¥5,500（税抜¥5,000）
お洗濯エコギフト
　　●箱入／350×115×230mm　●内容／花王アタッ
クゼロ400g×1・花王アタックゼロ（詰替用）360g×6・
花王キュキュット240ml×1・食器用スポンジ×1
●ZE-50　●梱／6×5

117536

日本製

44-5F

¥5,500（税抜¥5,000）
スマート セレクション
●箱入／155×245×215mm
●内容／アタックZEROワンハンドタイプ400g×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×3・台所洗剤250ml×2
●KSS-50　●梱／4×2

71738F

日本製

44-4F

¥4,400（税抜¥4,000）
スマート セレクション
●箱入／140×210×215mm
●内容／アタックZEROワンハンドタイプ400g×1・アタッ
クZERO詰替用360g×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×2
●KSS-40　●梱／5×2

71738F

日本製

44-3F

¥3,300（税抜¥3,000）
スマート セレクション
●箱入／135×180×215mm ●内容／アタックZEROワンハンドタ
イプ400g×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×2・台所洗剤250ml×1
●KSS-30　●梱／7×2

71738F

日本製

44-2F

¥2,750（税抜¥2,500）
スマート セレクション
●箱入／90×180×215mm ●内容／アタックZEROワンハンドタイ
プ400g×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
●KSS-25　●梱／10×2

71738F

日本製

44-1F

¥2,200（税抜¥2,000）
スマート セレクション
●箱入／100×185×215mm
●内容／アタックZEROワンハンドタイプ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・台所洗剤250ml×1
●KSS-20　●梱／10×2

71738F

¥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 日本製

44-6F 71720B
¥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 日本製

44-7F 71720B
¥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 日本製

44-8F 71720B
¥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 日本製

44-9F 71720B

¥4,400（税抜¥4,000）
ファミリーライフギフト
●箱入／130×160×225mm
●内容／アタックZERO400g×1・アタックZERO
詰替用360g×2・薬用ハンドソープ250ml×1・薬
用ハンドソープ詰替用200ml×1
●FM-40　●梱／8×2 日本製

44-10F 71720B
¥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 日本製

44-11F 71720B
¥8,800（税抜¥8,000）
ファミリーライフギフト
●箱入／160×210×225mm
●内容／アタックZERO400g×1・アタックZERO
詰替用360g×5・薬用ハンドソープ250ml×1・薬
用ハンドソープ詰替用200ml×3
●FM-80　●梱／4×2 日本製

44-12F 71720B
¥11,000（税抜¥10,000）
ファミリーライフギフト
●箱入／165×260×225mm
●内容／アタックZERO400g×1・アタックZERO
詰替用360g×7・薬用ハンドソープ250ml×1・薬
用ハンドソープ詰替用200ml×3
●FM-100　●梱／4×2 日本製

44-13F 71720B

45-8F

¥1,650
白さが光るランドリーギフト
●箱入／170×140×245mm
●内容／アタック抗菌EXスーパークリアジェル
900g×1・キュキュット240ml×1・食器用スポン
ジ×1
●EA-15K　●梱／12×5

117529D
（税抜¥1,500）

45-9F

¥2,200
白さが光るランドリーギフト
●箱入／170×140×245mm　●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・ファミリーコ
ンパクトフレッシュ270ml×1・食器用スポンジ×1　
●EA-20　●梱／12×5

117529D
（税抜¥2,000）

45-10F

¥2,750
白さが光るランドリーギフト
●箱入／220×150×235mm　●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・
キュキュット240ml×2・食器用スポンジ×1
●EA-25　●梱／6×5

117529D
（税抜¥2,500）

45-11F

¥3,300
白さが光るランドリーギフト
●箱入／220×150×235mm　●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・
キュキュット240ml×1・食器用スポンジ×1
●EA-30　●梱／6×5

117529D
（税抜¥3,000）

D 45-12F

¥4,400
白さが光るランドリーギフト
●箱入／315×180×235mm　
●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×4・食器用スポンジ×1　
●EA-40　●梱／4×5

117529

（税抜¥4,000）

45-13F

¥5,500
白さが光るランドリーギフト
●箱入／315×180×235mm　●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×5・
キュキュット240ml×1・食器用スポンジ×1
●EA-50　●梱／4×5

117529D
（税抜¥5,000）

45-14F

¥8,800
白さが光るランドリーギフト

117529

●箱入／345×260×245mm
●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×8・キュキュット240ml×2
●EA-80　●梱／2×5

D

日本製

（税抜¥8,000）

45-15F

¥11,000
白さが光るランドリーギフト

117529

●箱入／345×260×245mm
●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×11・キュキュット240ml×3
●EA-100　●梱／2×5

D

日本製

（税抜¥10,000）

¥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 日本製

45-1F 71720B
¥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 日本製

45-2F 71720B
¥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 日本製

45-3F 71720B
¥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 日本製

45-4F 71720B

¥8,800（税抜¥8,000）
ホームランドリーギフト
●箱入／170×315×235mm
●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×4・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×3・台所洗剤250ml×1  
●HG-80　●梱／3×2 日本製

45-6F 71720B
¥11,000（税抜¥10,000）
ホームランドリーギフト
●箱入／225×300×235mm
●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×6・薬用ハンドソープ
250ml×1・薬用ハンドソープ詰替用200ml×3・台所洗剤250ml×1  
●HG-100　●梱／2×3 日本製

45-7F 71720B
¥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 日本製

45-5F 71720B

¥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 日本製

45-16F 71720B
¥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 日本製

45-17F 71720B
¥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 日本製

45-18F 71720B

¥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 日本製

45-19F 71720B
¥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 日本製

45-20F 71720B

4544

洗　　剤 洗　　剤



BOTANIST ギフトセット
●サイズ／コンパクトバスタオル:340×1000mm
　　　　 フェイスタオル:290×750mm
　　　　 ハンドタオル:290×290mm
●材  質／綿100%
　　　　（パイル部:オーガニックコットン100%）

日本製
日本製

F 46-1F

¥2,750（税抜¥2,500）

●箱入／220×220×80mm
●内容／ハンドタオル×1・フェイスタオル×1・ハン
ドクリーム30g×1　●BOT1025　●梱／18×1

119338

BOTANIST ギフトセット

F 46-2F

¥3,300（税抜¥3,000）

●箱入／220×220×80mm
●内容／コンパクトバスタオル×1・ボディソープ
490ml×1　●BOT1030　●梱／18×1

119338

BOTANIST ギフトセット

F 46-3F

¥3,850（税抜¥3,500）

●箱入／220×220×80mm ●内容／コンパク
トバスタオル×1・フェイスタオル×1・ボディソープ
490ml×1　●BOT1035　●梱／18×1

119338

BOTANIST ギフトセット

F 46-4F

¥4,400（税抜¥4,000）

●箱入／300×300×85mm
●内容／コンパクトバスタオル×1・フェイスタオル×1・バスケアセット
（シャンプー45ml×1・トリートメント45g×1・ボディーソープ
45ml×1）　●BOT1040　●梱／14×1

119338

BOTANIST 
ギフトセット

F 46-5F

¥5,500（税抜¥5,000）

●箱入／300×300×85mm
●内容／コンパクトバスタオル×1・ハンドタオル×1・ハンドクリーム
30g×1・バスケアセット（シャンプー45ml×1・トリートメント45g×1・
ボディーソープ45ml×1）　●BOT1050　●梱／14×1

119338

BOTANIST 
ギフトセット

F 46-6F

¥7,700（税抜¥7,000）

●箱入／300×300×85mm
●内容／コンパクトバスタオル×2・フェイスタオル×1・シャンプー
490ml×1・トリートメント490g×1
●BOT1070　●梱／10×1

119338

BOTANIST 
ギフトセット

フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●サイズ／タオルハンカチ:250×250mm
　　　　 マイクロファイバークロス:250×250mm
●材  質／タオルハンカチ: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%

コンビニエコバッグ・エコバッグ
●サイズ／コンビニエコバッグ:275×290mm、エコバッグ:530×400mm 
●材  質／ポリエステル100%（再生ポリエステル使用）

F 47-7F

¥770（税抜¥700）
コンビニエコバッグ
●箱入／155×95×35mm
●内容／コンビニエコバッグ×１
●FRE-7　●梱／80×1

48338

F 47-9F

¥1,320（税抜¥1,200）
エコバッグ
●箱入／145×170×35mm
●内容／エコバッグ×１
●FRE-12　●梱／50×1

48338

Ｆ 47-8F

¥1,100（税抜¥1,000）
フロッシュ洗剤＆コンビニエコバッグ
●箱入／145×170×35mm ●内容／コンビニ
エコバッグ×１・フロッシュ洗剤100ml×1
●FRE-10　●梱／50×1

48338

Ｆ 47-10F

¥1,650（税抜¥1,500）
フロッシュ洗剤＆エコバッグ
●箱入／155×245×40mm
●内容／エコバッグ×１・フロッシュ洗剤100ml×1
●FRE-15　●梱／40×1

48338

Ｆ 47-11F

¥1,980（税抜¥1,800）
フロッシュ洗剤＆エコバッグ
●箱入／155×245×40mm
●内容／エコバッグ×１・フロッシュ洗剤100ml×2
●FRE-18　●梱／40×1

48338 Ｆ 47-12F

¥2,750（税抜¥2,500）
フロッシュ洗剤＆エコバッグ
●箱入／155×320×40mm　
●内容／エコバッグ×１・コンビニエコバッグ×１・フ
ロッシュ洗剤100ml×2　
●FRE-25　●梱／24×1

48338

47-3F

¥2,750（税抜¥2,500）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×360×56mm　●内容／フロッシュ
アロエヴェラ500ml×1・フロッシュブラッドオレンジ
300ml×1・スポンジ×1・タオルハンカチ×1・マイクロ
ファイバークロス×1  ●FRS-525D　●梱／15×1

48338F

47-2F

¥2,200（税抜¥2,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×360×56mm
●内容／フロッシュ500ml×1・スポンジ×1・タオ
ルハンカチ×1・マイクロファイバークロス×2  
●FRS-520 GR　●梱／15×1

48338F47-1F

¥1,650（税抜¥1,500）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×240×56mm
●内容／フロッシュ500ml×1・スポンジ×1・タオ
ルハンカチ×1
●FRS-515 GR　●梱／24×1

48338F

47-4F

¥3,300（税抜¥3,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×510×56mm　●内容／フロッシュ
アロエヴェラ500ml×1・フロッシュブラッドオレンジ
300ml×1・スポンジ×1・タオルハンカチ×2・マイクロ
ファイバークロス×2  ●FRS-530D　●梱／12×1

48338F

47-5F

¥4,400（税抜¥4,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×510×56mm　●内容／フロッシュ
アロエヴェラ500ml×1・フロッシュブラッドオレンジ
300ml×2・スポンジ×1・タオルハンカチ×2・マイク
ロファイバークロス×1  ●FRS-540D　●梱／6×1

48338F 47-6F

¥5,500（税抜¥5,000）
フロッシュ キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×510×56mm　●内容／フロッシュ
アロエヴェラ500ml×1・フロッシュブラッドオレンジ
300ml×2・スポンジ×1・タオルハンカチ×3・マイク
ロファイバークロス×2  ●FRS-550D　●梱／6×1

48338F

46-9F

¥3,300（税抜¥3,000）
今治オ－ガニックボ－テ 
今治タオルとアメニティセット
●箱入／220×300×75mm　●内容／フェイス
タオル×1・ゲストタオル×1・ハンドクリ－ム30g×1・
石けん35g×1 ●65230　●梱／16×1

53934E46-7F

¥1,650（税抜¥1,500）
今治オ－ガニックボ－テ 
今治タオルとハンドクリームのセット
●箱入／150×220×75mm
●内容／ゲストタオル×1・ハンドクリ－ム30g×1
●65215　●梱／32×1

53934E 46-8F

¥2,200（税抜¥2,000）
今治オ－ガニックボ－テ 
今治タオルとハンドクリームのセット
●箱入／150×220×75mm  ●内容／フェイス
タオル×1・ハンドクリ－ム30g×1
●65220　●梱／32×1

53934E

今治オーガニックボーテ タオルセット
●サイズ／フェイスタオル:250×800mm
　　　　 ゲストタオル:250×350mm
●材  質／綿100％（パイル部分:オーガニックコットン）

日本製

日本製

46-10F

¥1,650（税抜¥1,500）
ウタマロ 石鹸・キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×240×56mm
●内容／ウタマロ石鹸133g×1・ウタマロキッチ
ン300ml×1・マイクロファイバークロス×2
●UTA-155　●梱／24×1

48338F 46-11F

¥2,200（税抜¥2,000）
ウタマロ 石鹸・キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×360×56mm
●内容／ウタマロ石鹸133g×1・ウタマロキッチ
ン300ml×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
●UTA-205　●梱／15×1

48338F

46-12F

¥2,750（税抜¥2,500）
ウタマロ 石鹸・キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×360×56mm
●内容／ウタマロ石鹸133g×2・ウタマロキッチ
ン300ml×1・マイクロファイバークロス×1・今治
フェイスタオル×1
●UTA-255　●梱／15×1

48338F 46-13F

¥3,300（税抜¥3,000）
ウタマロ 石鹸・キッチン洗剤ギフト
●箱入／225×510×56mm
●内容／ウタマロ石鹸133g×1・ウタマロキッチ
ン300ml×2・マイクロファイバークロス×1・今治
ウォッシュタオル×2
●UTA-305　●梱／12×1

48338F

46-14F

¥1,650（税抜¥1,500）
キッチンソープギフト
●箱入／225×240×56mm
●内容／マジカオレンジ220ml×1・マジカ除菌プ
ラス220ml×1・スポンジ×1・マイクロファイバー
クロス×2
●MAG-156　●梱／24×1

48333E 46-15F

¥2,200（税抜¥2,000）
キッチンソープギフト
●箱入／225×240×56mm
●内容／マジカオレンジ220ml×1・マジカ除菌プ
ラス220ml×1・スポンジ×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
●MAG-206　●梱／24×1

48333E

46-16F

¥2,750（税抜¥2,500）
キッチンソープギフト
●箱入／225×360×56mm
●内容／マジカオレンジ220ml×1・マジカ除菌プ
ラス220ml×1・スポンジ×1・マイクロファイバー
クロス×2・今治ウォッシュタオル×2
●MAG-256　●梱／15×1

48333E 46-17F

¥3,300（税抜¥3,000）
キッチンソープギフト
●箱入／225×360×56mm ●内容／マジカオ
レンジ220ml×1・マジカ除菌プラス220ml×1・
スポンジ×1・マイクロファイバークロス×2・今治
フェイスタオル×1・今治ウォッシュタオル×1
●MAG-306　●梱／15×1

48333E

認定番号：第2018-619号

認定番号：第2019-139号

ウタマロ 石鹸・キッチン洗剤ギフト
●サイズ／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／マイクロファイバークロス:ポリエステル80％・ナイロン20％、タオル:綿100％

認定番号：第2018-619号

キッチンソープギフト
●サイズ／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／マイクロファイバークロス:ポリエステル80％・ナイロン20％、タオル:綿100％

47-15F

¥3,300（税抜¥3,000）
ハンドソープギフト
●箱入／190×290×65mm　●内容／ヤシノミ
キッチン泡ハンドソープ250ml×1・ヤシノミキッチ
ン泡ハンドソープ詰替220ml×1・ウォッシュタオル
×1・マスク×5　●YHS-30　●梱／15×1

48338F

47-13F

¥2,200（税抜¥2,000）
ハンドソープギフト
●箱入／190×200×65mm
●内容／ヤシノミキッチン泡ハンドソープ250ml×1・
ウォッシュタオル×1・マスク×5
●YHS-20　●梱／18×1

48338F 47-14F

¥2,750（税抜¥2,500）
ハンドソープギフト
●箱入／190×200×65mm
●内容／ヤシノミキッチン泡ハンドソープ250ml×1・
ウォッシュタオル×2・マスク×5
●YHS-25　●梱／18×1

48338F

ハンドソープギフト
●サイズ／ウォッシュタオル:340×300mm、
　　　　 マスク:160×90mm
●材  質／ウォッシュタオル:綿100％（抗ウイルス加工）

47-16F

¥3,850（税抜¥3,500）
ハンドソープギフト
●箱入／190×290×65mm　●内容／ヤシノミ
キッチン泡ハンドソープ250ml×1・ヤシノミキッチ
ン泡ハンドソープ詰替220ml×1・ウォッシュタオル
×2・マスク×5　●YHS-35　●梱／15×1

48338F

日本製

日本製

日本製 日本製

日本製 日本製

4746

洗　　剤 洗　　剤



B 48-1F

¥1,100（税抜¥1,000）
ミッフィー 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

71720

日本製

B 48-2F

¥1,650（税抜¥1,500）
ミッフィー 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

71720

日本製

世界中で愛され続けているミッフィーのかわいい薬用ハンドソープのセットです。

ロディ ハンドソープ＆タオルセット
●サイズ／
●材　質／

フェイスタオル：約300×750mｍ、ウォッシュタオル：約300×300mm
綿100%

世界に愛されるロディの
　　　　　　キッチン洗剤詰合せギフト

日本製

48-4F

¥330（税抜¥300）
ロディ キッチン洗剤（箱入）
●箱入／48×57×185mm
●内容／食器洗剤本体250ml×1
●R-CY  ●梱／30×5  

74538F 48-5F

¥550（税抜¥500）
ロディ キッチン洗剤詰合せギフト
●箱入／205×170×55mm  ●内容／食器洗
剤本体250ml×1・メッシュクリーナー×1
●R-05Y  ●梱／36×3  

74538F

48-6F

¥880（税抜¥800）
ロディ キッチン洗剤詰合せギフト
●箱入／205×258×55mm
●内容／食器洗剤本体250ml×1・
食器洗剤詰替200ml×1・メッシュクリーナー×1
●R-08Y  ●梱／24×3  

74538F 48-7F

¥1,100（税抜¥1,000）
ロディ キッチン洗剤詰合せギフト
●箱入／205×375×55mm
●内容／食器洗剤詰替200ml×２・
食器洗剤本体250ml×1・メッシュクリーナー×１
●R-10Y  ●梱／24×2  

74538F

48-8F

¥1,100（税抜¥1,000）
ロディ ハンドソープ＆タオルセット
●箱入／216×187×65mm
●内容／フルーツ石鹸70g×1・弱酸性ハンド
ソープ200ｍｌ×1・ウォッシュタオル×1
●R-10F  ●梱／24×2  

74538F

（税抜¥2,000）

48-10F

¥2,200
ロディ ハンドソープ＆タオルセット
●箱入／214×364×65mm
●内容／フルーツ石鹸70g×1・弱酸性ハンド
ソープ200ｍｌ×1・弱酸性ハンドソープ詰替
190ｍｌ×1・ウォッシュタオル×2
●R-20F  ●梱／12×2  

74538F 48-11F

¥2,750（税抜¥2,500）
ロディ ハンドソープ＆タオルセット
●箱入／214×364×65mm
●内容／フルーツ石鹸70g×1・弱酸性ハンド
ソープ200ｍｌ×1・弱酸性ハンドソープ詰替190
ｍｌ×1・ウォッシュタオル×1・フェイスタオル×1
●R-25F  ●梱／12×2

74538F

48-9F

¥1,650（税抜¥1,500）
ロディ ハンドソープ＆タオルセット
●箱入／214×277×65mm  ●内容／フルー
ツ石鹸70g×1・弱酸性ハンドソープ200ｍｌ×1・
弱酸性ハンドソープ詰替190ｍｌ×1・ウォッシュ
タオル×1  ●R-15F  ●梱／18×2  

74538F

日本製

F
¥770（税抜¥700）
はらぺこあおむし キッチン洗剤セット
●箱入／205×170×55mm
●内容／食器洗剤本体250ｍｌ×1・食器洗剤詰替
200ｍｌ×1
●H-07AS  ●梱／24×3  

48-12F 74538

¥880（税抜¥800）
はらぺこあおむし キッチン洗剤タオルセット
●箱入／205×170×55mm
●内容／食器洗剤本体250ｍｌ×1・
ウォッシュタオル×1
●H-08AS  ●梱／24×3  

48-13F 74538F
¥1,100（税抜¥1,000）
はらぺこあおむし キッチン洗剤タオルセット
●箱入／205×258×55mm
●内容／食器洗剤本体250ｍｌ×1・
食器洗剤詰替200ｍl×1・ウォッシュタオル×1
●H-10AS  ●梱／18×3  

48-14F 74538F
¥1,650（税抜¥1,500）
はらぺこあおむし キッチン洗剤タオルセット
●箱入／205×258×55mm
●内容／食器洗剤本体250ｍｌ×1・食器洗剤詰替
200ｍｌ×1・フェイスタオル×1
●H-15AS  ●梱／18×2  

48-15F 74538F
¥2,200（税抜¥2,000）
はらぺこあおむし キッチン洗剤タオルセット
●箱入／205×345×55mm
●内容／食器洗剤本体250ｍｌ×1・食器洗剤詰替
200ｍｌ×1・フェイスタオル×1・ウォッシュタオル×1
●H-20AS  ●梱／12×2  

48-16F 74538F

はらぺこあおむし タオル各種
●サイズ／

●材　質／

フェイスタオル：約340×750mm
ウォッシュタオル：約340×350mm
綿100％

E 49-1F

¥550（税抜¥500）
炭酸 薬用入浴剤セット
●箱入／35×90×180mm
●内容／バブ(ゆず)×1・バブ(森)×1・薬
用入浴剤(ゆず）（25g×2袋)×1
●BKK-05　●梱／90×1

71733

日本製

E 49-7F

¥5,500（税抜¥5,000）
炭酸 薬用入浴剤セット
●箱入／285×360×70mm　
●内容／バブ（ゆず）×6・バブ（森）×6・
バブ（ラベンダー）×6・バブ（ひのき）×
6・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
●BKK-50　●梱／8×1

71733

日本製

（税抜¥1,000）

E 49-2F

¥1,100
炭酸 薬用入浴剤セット
●箱入／240×190×35mm
●内容／バブ(ゆず)×2・バブ(森)×2・薬
用入浴剤(ゆず)(25g×2袋)×1・薬用入
浴剤(よもぎ)(25g×2袋)×1
●BKK-10　●梱／40×1

71733

日本製

（税抜¥1,500）

49-3F

¥1,650
炭酸 薬用入浴剤セット
●箱入／240×275×35mm　
●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)×1・薬用入浴剤(よもぎ)
(25g×2袋)×1・薬用入浴剤(もも)
(25g×2袋)×1
●BKK-15　●梱／20×2

71733E

日本製

（税抜¥2,000）

49-4F

¥2,200
炭酸 薬用入浴剤セット
●箱入／240×360×35mm　
●内容／バブ(ゆず)×2・バブ(森)×2・バ
ブ(ラベンダー)×2・バブ（ひのき）×2・
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
●BKK-20　●梱／18×1

71733E

日本製

（税抜¥2,500）

E 49-5F

¥2,750
炭酸 薬用入浴剤セット
●箱入／290×365×35mm　
●内容／バブ(ゆず)×3・バブ(森)×3・バ
ブ(ラベンダー)×3・バブ(ひのき)×3・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
●BKK-25　●梱／16×1

71733

日本製

（税抜¥3,000）

日本製

49-6F

¥3,300
炭酸 薬用入浴剤セット
●箱入／335×365×35mm　
●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）×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　
●BKK-30　●梱／10×2

71733E

F 49-9F

¥275（税抜¥250）
弱酸性  薬用ハンドソープ
●箱入／35×65×160mm
●内容／弱酸性薬用ハンドソープ
125ml×1
●NO.191　●梱／70×2

71738

日本製

F 49-10F

¥330（税抜¥300）
弱酸性  薬用ハンドソープ
●箱入／55×75×145mm
●内容／弱酸性薬用ハンドソープ
250ml×1
●NO.762　●梱／40×3

71738

日本製

F 49-11F

¥550（税抜¥500）
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
●NO.763　●梱／28×3

71738

日本製

F 49-14F

¥770（税抜¥700）
プレミアムバスギフト
●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

71738

C 49-20F

¥165（税抜¥150）
クリンクル セスキ 電子レンジ・冷蔵庫クリーナー20枚
●PP袋入／110×210×45mm
●材質／レーヨン・ポリエステル　●内容
／電子レンジ・冷蔵庫クリーナー20枚
●LD-603　●梱／30×5

62723

日本製

C 49-19F

¥165（税抜¥150）
クリンクル セスキ・オレンジ IH・ガスコンロクリーナー20枚
●PP袋入／110×210×45mm　
●材質／レーヨン・ポリエステル　●内容
／IH・ガスコンロクリーナー20枚　
●LD-604　●梱／30×5

62723

日本製

C 49-18F

¥165（税抜¥150）
サニーテックス サニーおでかけウェットティッシュ（３０枚）２Ｐ
●PP袋入／8５×1５０×62mm　●サイズ／シートサイ
ズ：２００×１５０mm・1個サイズ：８５×１５０×６5mm　
●材質／不織布　●内容／サニーおでかけウェットティッ
シュ（３０枚）×２  ●Ｍ-３１　●梱／２０×１０

62726

日本製

A 49-21F

¥770（税抜¥700）
携帯用カイロ ホット驚く １０袋入
●ポリ袋入／１５０×２４０×５０mm　
●材質／ナイロンスパン　●内容／カ
イロ（１０袋）×1　●梱／２４×３

70409

日本製

A 49-22F

¥770（税抜¥700）
カイロ 貼るホット驚く １０袋入
●ポリ袋入／１４０×２３０×４５mm　
●材質／ナイロンスパン　●内容／カ
イロ（１０袋）×1　●梱／２４×３

70412

日本製

C 49-23F

¥550（税抜¥500）
カイロ 貼るくつ下用サンホッカ－ ５袋入
●ポリ袋入／130×200×15mm　
●材質／ナイロンスパン　●内容／カ
イロ（5袋）×1　●梱／２４×３

70423

日本製

48-3F

¥2,200（税抜¥2,000）
ミッフィー ソープギフト
●箱入／180×475×55mm
●内容／薬用ハンドソープ250ml×1・薬用ハンド
ソープ詰替用200ml×3
●MFF-20N　●梱／14×2

71720B

日本製

49-8F

¥440（税抜¥400）
ミッフィー 薬用ハンドソープ
●箱入／50×75×155mm
●内容／薬用ハンドソープ250ml×1
●NO.130　●梱／45×2

71738F

日本製

49-12F

¥550（税抜¥500）
コンパクトプレミアムギフト
●箱入／55×80×135mm
●内容／トップスーパーナノックス（1P）
×2・薬用ハンドソープ250ml×1
●NO.148　●梱／45×2

71733E 49-13F

¥770（税抜¥700）
コンパクトプレミアムギフト
●箱入／80×105×185mm
●内容／トップスーパーナノックス（1P）
×1・薬用ハンドソープ250ml×1・台所
洗剤250ml×1
●NO.170　●梱／24×2

71733E

日本製
日本製

49-15F

¥880（税抜¥800）
洗剤プレミアムギフト
●箱入／60×125×185mm
●内容／アタックZERO（1P）×2・薬用
ハンドソープ250ml×1・台所洗剤
250ml×1
●NO.186　●梱／21×2

71733E

日本製

49-16F

¥880（税抜¥800）
コンパクトクリーンギフト
●箱入／70×90×185mm
●内容／キレイキレイ薬用ハンドソープ
ミニボトル×1・キレイキレイ除菌ウェッ
トシート アルコールタイプ1P×1・台所
洗剤250ml×1
●NO.190　●梱／30×2

71738F

日本製

49-17F

¥132（税抜¥120）
キッチンクリーナー24枚
●PP袋入／300×485×230mm  ●サイズ／シートサ
イズ:160×250mm・1個サイズ:100×180×45mm 
●材質／パルプ  ●内容／キッチンクリーナー24枚 
●O-3　●梱／50×10

62721B

日本製

4948

洗　　剤 洗　　剤



（シーミネラルズ）

（シーミネラルズ）

（シーミネラルズ）

（シーミネラルズ）

（ピンクグレープフルーツ）

（ピンクグレープフルーツ）

（ピンクグレープフルーツ）

（アメジスト）

（ローズクォーツ）

（アメジスト）

（ローズクォーツ）

（ピンクグレープフルーツ）

50-1F

¥1,100（税抜¥1,000）
バスクリン きき湯オリジナルギフトセット
●箱入／272×197×19mm　●内容／きき湯 マグネシウ
ム炭酸湯30g×2・きき湯 カリウム芒硝炭酸湯30g×2・きき
湯 クレイ重曹炭酸湯30g×1・きき湯 食塩炭酸湯×1・きき湯 
ミョウバン炭酸湯30g×1・きき湯 カルシウム炭酸湯30g×1
●KKY-10C　●梱／32×3

44838Ｆ 50-2F

¥1,650（税抜¥1,500）
バスクリン きき湯オリジナルギフトセット
●箱入／294×224×31mm　●内容／きき湯 マグネシウ
ム炭酸湯30g×2・きき湯 カリウム芒硝炭酸湯30g×2・きき
湯 クレイ重曹炭酸湯30g×2・きき湯 食塩炭酸湯×2・きき湯 
ミョウバン炭酸湯30g×2・きき湯 カルシウム炭酸湯30g×2
●KKY-15C　●梱／16×3

44838Ｆ

50-3F

¥2,200（税抜¥2,000）
バスクリン きき湯オリジナルギフトセット
●箱入／385×224×31mm
●内容／きき湯 マグネシウム炭酸湯30g×4・きき湯 カリウム芒硝炭酸
湯30g×4・きき湯 クレイ重曹炭酸湯30g×2・きき湯 食塩炭酸湯×2・
きき湯 ミョウバン炭酸湯30g×2・きき湯 カルシウム炭酸湯30g×2
●KKY-20C　●梱／14×3

44838Ｆ 50-4F

¥3,300（税抜¥3,000）
バスクリン きき湯オリジナルギフトセット
●箱入／385×327×33mm
●内容／きき湯 マグネシウム炭酸湯30g×4・きき湯 カリウム芒硝炭酸
湯30g×4・きき湯 クレイ重曹炭酸湯30g×4・きき湯 食塩炭酸湯×4・
きき湯 ミョウバン炭酸湯30g×4・きき湯 カルシウム炭酸湯30g×4
●KKY-30C　●梱／8×3

44838Ｆ 50-5F

¥5,500（税抜¥5,000）
バスクリン きき湯オリジナルギフトセット
●箱入／476×327×33mm
●内容／きき湯マグネシウム炭酸湯30g×8・きき湯カリウム芒硝炭酸湯
30g×8・きき湯クレイ重曹炭酸湯30g×6・きき湯食塩炭酸湯30g×6・
きき湯ミョウバン炭酸湯30g×6・きき湯カルシウム炭酸湯30g×6
●KKY-50C　●梱／6×3

44838Ｆ

日本製

日本製 日本製 日本製

日本製

50-6F

¥550（税抜¥500）
牛乳石鹸 ミルキィフレッシュセット
●箱入／95×24×272mm
●内容／石鹸80g×5　●MF-5　●梱／24×3

44840Ｆ

日本製

50-7F

¥1,100（税抜¥1,000）
牛乳石鹸 ミルキィフレッシュセット
●箱入／219×28×291mm
●内容／石鹸80g×10　●MF-10　●梱／16×3

44840Ｆ

日本製

50-8F

¥1,650（税抜¥1,500）
牛乳石鹸 ミルキィフレッシュセット
●箱入／323×28×289mm
●内容／石鹸80g×15　●MF-15　●梱／10×3

44840Ｆ

日本製

50-9F

¥2,200（税抜¥2,000）
牛乳石鹸 ミルキィフレッシュセット
●箱入／425×28×289mm
●内容／石鹸80g×20　●MF-20　●梱／6×3

44840Ｆ

日本製

50-14F

¥1,100
牛乳石鹸 ゴールドソープセット
●箱入／211×46×242mm
●内容／石鹸80g×8　●AG-10M　●梱／10×3

44830Ｄ
（税抜¥1,000）

日本製

50-15F

¥1,650（税抜¥1,500）
牛乳石鹸 ゴールドソープセット
●箱入／305×46×242mm
●内容／石鹸80g×12　●AG-15M　●梱／10×3

44830Ｄ

日本製

50-17F

¥2,750（税抜¥2,500）
牛乳石鹸 ゴールドソープセット
●箱入／396×47×295mm
●内容／石鹸80g×20　●AG-25M　●梱／5×3

44830Ｄ

日本製

50-16F

¥2,200（税抜¥2,000）
牛乳石鹸 ゴールドソープセット
●箱入／396×47×242mm
●内容／石鹸80g×16　●AG-20M　●梱／5×3

44830Ｄ

日本製

50-10F

¥1,100（税抜¥1,000）
牛乳石鹸 カウブランドセレクトギフトセット
●箱入／250×184×47mm　●内容／石鹸85g×4・ボディソープ
300ml×1　●CB-10　●梱／10×3

44833E

日本製

50-11F

¥1,650（税抜¥1,500）
牛乳石鹸 カウブランドセレクトギフトセット
●箱入／218×198×70mm　●内容／石鹸85g×4・ボディソープ
550ml×1　●CB-15　●梱／8×3

44833E

日本製

50-12F

¥2,200（税抜¥2,000）
牛乳石鹸 カウブランドセレクトギフトセット
●箱入／214×290×71mm　●内容／石鹸85g×8・ボディソープ
550ml×1　●CB-20　●梱／6×3

44833E

日本製

50-13F

¥2,750（税抜¥2,500）
牛乳石鹸 カウブランドセレクトギフトセット
●箱入／214×292×71mm　●内容／石鹸85g×4・ボディソープ
550ml×2　●CB-25　●梱／6×3

44833E

日本製

ローラ アシュレイは、1953年にロンドンで誕生した英国のブランドです。オリジナルテキス
タイルを中心に活動的な現代女性のライフスタイルに合わせた様々なデザインのレディス
ウェアと、オーダーメイドカーテンやソファをはじめ、心地よいくつろぎのお部屋作りを提案
するほか、ギフトに最適な陶器や小物などを展開しています。

¥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 日本製

51-14F 71720B
¥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 日本製

51-15F 71720B
¥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 
日本製

51-16F 71720B

¥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 日本製

51-17F 71720B
¥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 日本製

51-18F 71720B
¥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 日本製

51-19F 71720B

51-2F 74646

ピンクグレープフルーツシーミネラルズ

¥2,200（税抜¥2,000）
メソッド ソープセット
●箱入／210×210×85mm
●内容／メソッドハンドソープ354ml×1・ハンド
タオル×2
●MT-2020-SM/PG　●梱／30×1

51-1FG 51-4F 74646

ピンクグレープフルーツシーミネラルズ

¥2,750（税抜¥2,500）
メソッド ソープセット
●箱入／210×297×85mm
●内容／メソッドハンドソープ354ml×1・ハンド
タオル×3
●MT-2025-SM/PG　●梱／20×1

51-3FG

51-6F 74646

ピンクグレープフルーツシーミネラルズ

¥3,300（税抜¥3,000）
メソッド ソープセット
●箱入／210×297×85mm
●内容／メソッドハンドソープ354ml×2・ハンド
タオル×2
●MT-2030-SM/PG　●梱／20×1

51-5FG

51-11F 74637

ローズクォーツアメジスト

¥3,520（税抜¥3,200）
宝石石鹸セット
●箱入／141×225×45mm
●内容／宝石石鹸114g×1・タオルハンカチ×1
●SG-2232-A/R　●梱／50×1

51-10FF 51-13F 74639

ローズクォーツアメジスト

¥4,620（税抜¥4,200）
宝石石鹸セット
●箱入／141×225×45mm
●内容／宝石石鹸114g×1・キューブソープ
45g×3・タオルハンカチ×1
●SG-2242-A/R　●梱／30×1

51-12FF
¥1,980（税抜¥1,800）
キューブソープセット
●箱入／112×110×44mm
●内容／キューブソープ45g×3・タオルハンカチ
×1
●SG-2218　●梱／50×1

51-9F 74630D

メソッド ソープセット
●サイズ／ハンドタオル:340×350mm
●材  質／綿100％

51-8F 74646

ピンクグレープフルーツシーミネラルズ

¥3,850（税抜¥3,500）
メソッド ソープセット
●箱入／210×297×85mm
●内容／メソッドハンドソープ354ml×2・ハンド
タオル×3
●MT-2035-SM/PG　●梱／20×1

51-7FG

キューブソープセット・宝石石鹸セット
●サイズ／タオルハンカチ:250×250mm
●材  質／綿100％

5150

洗　　剤 洗　　剤



52-3F

¥440（税抜¥400）
サランラップ バラエティギフト4
●箱入／80×244×54mm
●内容／サランラップ(22cm×20m)×1・ジップロックフリーザー
バッグM(189×177mm)5枚入×1
●SVG4B　●梱／24×3

15543G 52-4F

¥550（税抜¥500）
サランラップ バラエティギフト5
●箱入／80×320×54mm
●内容／サランラップ(30cm×20m)×1・ジップロックフリーザー
バッグL(273×268mm)5枚入×1
●SVG5B　●梱／24×3

15543G 52-5F

¥880（税抜¥800）
サランラップ バラエティギフト8
●箱入／115×319×53mm  ●内容／サランラップ(30cm×20m)×1・
ジップロックフリーザーバッグL(273×268mm)5枚入×1・ジップロッ
クイージージッパーL(279×268mm)3枚入×1
●SVG8B　●梱／20×3

15543G

52-7F

¥1,650（税抜¥1,500）
サランラップ バラエティギフト15
●箱入／211×321×69mm  
●内容／サランラップ(30cm×20m)×1・サランラップ(15cm×20m)×1・
ジップロックフリーザーバッグM（189×177mm)18枚入×1・ジップロック
スクリューロック300ml(118×118×58mm)1個入×1・クッキングシート
L(30cm×5m)×1
●SVG15C　●梱／12×3

15543G 52-8F

¥2,200（税抜¥2,000）
サランラップ バラエティギフト20
●箱入／305×401×68mm  
●内容／サランラップ(30cm×20m)×1・サランラップ(22cm×20m)×1・
ジップロックフリーザーバッグM(189×177mm)18枚入×1・ジップロックフ
リーザーバッグL(273×268mm)12枚入×1・ジップロックスクリューロック
300ml(118×118×58mm)1個入×2・クッキングシートL(30cm×5m)×1
●SVG20D　●梱／8×3

15543G
¥1,100 （税抜¥1,000）
サランラップ バラエティギフト10
●箱入／186×317×50mm
●内容／サランラップ(30cm×10m)×1・
サランラップ(22cm×20m)×1・
ジップロックフリーザーバッグL(273×268mm)
5枚入×1・クッキングシートL(30cm×2.5m)×1
●SVG10B　●梱／18×3

52-6F 15543G

52-1F

¥220（税抜¥200）
サランラップ ノベルティ 30cm×10m
●箱入／43×316×42mm
●内容／サランラップ(30cm×10m)×1
●梱／60×10

15531D

日本製

52-2F

¥231（税抜¥210）
サランラップ ノベルティ 22cm×15m
●箱入／43×242×42mm
●内容／サランラップ(22cm×15m)×1
●梱／60×10

15530D

日本製

¥660（税抜¥600）
旭化成 キッチンギフト6
●箱入／47×130×197mm  ●内容／ジップロッ
クフリーザーバッグM（189×177mm）5枚入り×
1・フロッシュ食器用洗剤アロエヴェラ300ml×1
●AKG6　●梱／20×3

52-9F 15543G
¥880（税抜¥800）
旭化成 キッチンギフト8
●箱入／52×154×244mm  ●内容／サランラッ
プ（22cm×20m）×1・ジップロックフリーザーバッ
グM（189×177mm）5枚入り×1・フロッシュ食器
用洗剤アロエヴェラ300ml×1
●AKG8　●梱／12×3

52-10F 15543G

300ml
300ml

53-1F

¥99（税抜¥90）
ジップロック フリーザーバッグ L・M 各1枚 袋入り
●ポリ袋入／80×280mm
●内容／フリーザーバッグL(273×268mm)×1枚・フリーザーバッグ
M(189×177mm)×1枚
●材質／ポリエチレン100%　●梱／100×10

15542G 53-3F

¥132（税抜¥120）
ジップロック フリーザーバッグ M5枚 PP袋入り
●ポリ袋入／125×190mm
●内容／フリーザーバッグM(189×177mm)×5枚
●材質／ポリエチレン100%　
●梱／100×10

15543G

53-6F

¥154（税抜¥140）
ジップロック フリーザーバッグ M 5枚 箱入り
●箱入／50×193×30mm
●内容／フリーザーバッグM(189×177mm)×5枚
●材質／ポリエチレン100%　●梱／100×10

15541F

53-10F

¥231（税抜¥210）
ジップロックコンテナー 長方形480ml 1個入り
●箱入／162×122×60mm  ●内容／コンテナー
長方形480ml（117×156×53mm）×1個
●材質／ポリプロピレン100%  ●梱／50×10

15538F

53-8F

¥176（税抜¥160）
ジップロック フリーザーバッグ L 5枚 箱入り
●箱入／50×285×30mm
●内容／フリーザーバッグL(273×268mm)×5枚
●材質／ポリエチレン100%　●梱／100×10

15541F

53-4F

¥110（税抜¥100）
ジップロック フリーザーバッグ M 3枚 箱入り
●箱入／50×193×30mm
●内容／フリーザーバッグM(189×177mm)×3枚
●材質／ポリエチレン100%　●梱／100×10

15546G

53-9F

¥198（税抜¥180）
ジップロックコンテナー 正方形 130ml 2個入
●箱入／82×82×112mm　●内容／コンテナー正
方形130ml(80×80×53mm)×2個
●材質／ポリプロピレン100%　●梱／50×10

15537F

53-12F

¥484（税抜¥440）
ジップロックコンテナー 長方形アソート2個セット
●箱入／162×122×96mm  ●内容／コンテナー
長方形480ml（117×156×53mm）×1個・コンテ
ナー長方形820ml（117×156×83mm）×1個
●材質／ポリプロピレン100%　●梱／50×10

15534E

53-11F

¥330（税抜¥300）
ジップロックコンテナー アソート 3個セット
●箱入／162×162×62mm  ●内容／コンテナー
正方形130ml(80×80×53mm)×2個・長方形
300ml(80×156×53mm)×1個
●材質／ポリプロピレン100%　●梱／50×10

15536E

53-14F

¥220（税抜¥200）
ジップロック スクリューロック 473ml 1個入り
●箱入／119×119×86mm  ●内容／スクリュー
ロック473ml(118×118×80mm)×1個
●材質／ポリプロピレン100%　●梱／24×10

15540F

53-13F

¥187（税抜¥170）
ジップロック スクリューロック 300ml 1個入り
●箱入／118×118×64mm  ●内容／スクリュー
ロック300ml(118×118×58mm)×1個
●材質／ポリプロピレン100%　●梱／50×10

15537F

53-17F

¥275（税抜¥250）
ジップロックスタイル ストレージバッグ XL2枚 箱入り
●箱入/20×350×60mm  ●内容/ジップロックス
タイル ストレージバッグ XL2枚 箱入り
●材質／ポリエチレン100%　●梱/50×10

15539F

53-16F

¥220（税抜¥200）
クックパー クッキングシート 30cm×2.5m
●箱入／41×311×41mm  ●内容／クックパークッ
キングシート（30cm×2.5m）×1
●材質／シリコーン樹脂加工耐油紙  ●梱／50×10

15536E

¥110（税抜¥100）
ジップロック フリーザーバッグ M3枚 PP袋入り
●ポリ袋入／110×190×mm
●内容／フリーザーバッグM（189×177mm）×3枚
●材質／ポリエチレン100%　
●梱／100×10

53-2F 15544 G

53-15F

¥275（税抜¥250）
ジップロック コンテナー
ごはん保存容器 一膳用 1個入
●箱入／160×121×45mm
●内容／ジップロックコンテナーごはん保存容器
一膳用（156×117×37mm）×1個
●材質／ポリプロピレン　●梱／50×10

15538F

手肌にやさしい、環境にもやさしい、世界ブランドの食器用洗剤です。

¥330 （税抜¥300）
フロッシュ食器用洗剤 100ml
アロエヴェラ
●箱入／54×35×143mm
●内容／フロッシュ食器用洗剤アロエヴェラ100ml×1
●梱／50×5

53-18F 15433E
¥330 （税抜¥300）
フロッシュ食器用洗剤 100ml
ブラッドオレンジ
●箱入／54×35×143mm
●内容／フロッシュ食器用洗剤ブラッドオレンジ100ml×1
●梱／50×5

53-19F 15433E
¥330 （税抜¥300）
フロッシュ食器用洗剤 100ml
重曹プラス
●箱入／54×35×143mm
●内容／フロッシュ食器用洗剤重曹プラス100ml×1
●梱／50×5

53-20F 15433E
¥880 （税抜¥800）
フロッシュ食器用洗剤 100ml 3本セット
●箱入／160×34×143mm
●内容／フロッシュ食器用洗剤アロエヴェラ100ml×1・
フロッシュ食器用洗剤ブラッドオレンジ100ml×1・
フロッシュ食器用洗剤重曹プラス100ml×1
●梱／20×5

3つのフロッシュを使い比べられる
お得な3本
セットです。

53-21F 15433E

アロエヴェラ ブラッド
オレンジ 重曹プラス

アロエヴェラ ブラッドオレンジ重曹プラス

¥132（税抜¥120）
ジップロック イージージッパー M3枚 箱入り
●箱入／50×220×33mm
●内容／イージージッパーM（177×200mm）×3枚
●材質／ポリエチレン　●梱／100×10

53-5F 15539F

¥165 （税抜¥150）

ジップロック イージージッパー L3枚 箱入り
●箱入／50×290×33mm
●内容／イージージッパーL（279×268mm）×3枚
●材質／ポリエチレン　●梱／100×10

53-7F 15537F

5352

雑　　貨 雑　　貨



55-1F
ミッキーフェイス

55-2F
クラシックプーカラー

55-3F
SNOOPY

日本製

日本製

日本製

55-4F
キキ水彩

55-6F
ムーミンフォレスト

55-8F
ミッキーフェイス

日本製

55-12F
トトロ水彩

55-9F
クラシックプーカラー

55-10F
SNOOPY

55-11F
キキ水彩

55-7F
リサ・ラーソン

55-14F
リサ・ラーソン

55-13F
ムーミンフォレスト

55-15F
ミッキーフェイス

55-16F
クラシックプーカラー

55-17F
SNOOPY

55-18F
キキ水彩

日本製

55-19F
トトロ水彩

55-21F
リサ・ラーソン

55-20F
ムーミンフォレスト

冷凍食品の保存から電子レンジ加熱まで出来る便利な
フードコンテナとおしぼりのギフトセットです。

¥1,100（税抜¥1,000）
キャラクターフードコンテナギフトセット
●箱入／215×190×60mm
●サイズ／容器大：119×178×55mm・
容器小:86×133×54mm・おしぼり：280×320mm
●材質／容器大・容器小：ポリプロビレン・シリコン樹脂・おしぼり：綿100%
●内容／容器小240ml×1・容器大500ml×1・おしぼり×1
●SET926 ●SET919 ●SET913 ●SET912 ●SET929
●SET937 ●SET999　●梱／40×2

55-4F

55-6F 12133

55-3F55-1FE

55-5F

55-2F
ミッキーフェイス キキ水彩クラシックプーカラー

トトロ水彩

SNOOPY

ムーミンフォレスト

¥1,650（税抜¥1,500）
キャラクターフードコンテナギフトセット
●箱入／250×290×60mm
●サイズ／容器大：119×178×55mm・
容器中:99×153×55mm・おしぼり：280×320mm
●材質／容器大・容器中：ポリプロビレン・シリコン樹脂・おしぼり：綿100%
●内容／容器大500ml×2・容器中300ml×1・おしぼり×1
●SET915 ●SET938 ●SET920 ●SET917 ●SET930
●SET927 ●SET997　●梱／30×1

55-11F

55-13F 12133

55-10F55-8FE

55-12F

55-9F
ミッキーフェイス キキ水彩クラシックプーカラー

トトロ水彩

SNOOPY

ムーミンフォレスト

¥2,200（税抜¥2,000）
キャラクターフードコンテナギフトセット
●箱入／250×405×60mm
●サイズ／容器大：178×119×55mm・容器中:99×153×55mm・
容器小:86×133×54mm・おしぼり：280×320mm
●材質／容器大・容器中・容器小：ポリプロビレン・シリコン樹脂・おしぼり：綿100%
●内容／容器大500ml×2・容器小240ml×2・容器中300ml×1・おしぼり×1
●SET939 ●SET921 ●SET918 ●SET916 ●SET931
●SET928 ●SET998　●梱／24×1

55-18F

55-20F 12133

55-17F55-15FE

55-19F

55-16F
ミッキーフェイス キキ水彩クラシックプーカラー

トトロ水彩

SNOOPY

ムーミンフォレスト

55-7F
リサ・ラーソン

55-14F
リサ・ラーソン

55-21F
リサ・ラーソン

D 54-4F

¥990（税抜¥900）
ポケマグ真空二重マグボトル120ML（アイボリー）
●箱入／50×50×146mm ●サイズ／本体:φ45×136mm  
●材質／18-8ステンレス・ステンレス・PP・シリコーン  
●内容／マグボトル×1 ●PM12-I  ●梱／40×2

121428

¥3,520（税抜¥3,200）
アルミメスティン1000ml
●箱入／130×200×70mm
●サイズ／129×197×66mm  
●材質／本体･フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm・止具･ハンド
ル:ステンレス・ハンドルカバー:PVC・表面加工:アルマイト加工
●内容／アルミメスティン×1　●AFTM10M　●梱／24×1

E 54-15F 54-16F
グリーン イエロー

54-17F 12133

レッド

¥3,300（税抜¥3,000）
アルミメスティン800ml
●箱入／125×190×65mm
●サイズ／122×182×61mm  
●材質／本体･フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm・止具･ハンド
ル:ステンレス・ハンドルカバー:PVC・表面加工:アルマイト加工
●内容／アルミメスティン×1　●AFTM8M　●梱／32×1

E 54-12F 54-13F
グリーン イエロー

54-14F 12133

レッド

¥3,080（税抜¥2,800）
アルミメスティン600ml
●箱入／110×170×60mm
●サイズ／108×167×55mm  
●材質／本体･フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm・止具･ハンド
ル:ステンレス・ハンドルカバー:PVC・表面加工:アルマイト加工
●内容／アルミメスティン×1　●AFTM6M　●梱／48×1

E 54-9F 54-10F
グリーン イエロー

54-11F 12133

レッド

D 54-1F 54-2F

¥990
ココカフェ真空二重マグ300ML
●箱入／62×62×203mm　●サイズ／本体：φ59×194mm
●材質／18-8ステンレス・ステンレス・PP・シリコーン  
●内容／マグボトル×1　●ネイビー CC-30N/ホワイト CC-30W/レッド CC-30R　●梱／30×2

54-3F 121431

（税抜¥900）

E 54-18F

¥3,850
2WAYスキレット
●箱入／205×200×55mm　
●サイズ／（フタを含む・ハンドル含まず）：175×200×40mm・
ハンドル取り付け：200×320×40mm　
●材質／本体・フタ：鋳鉄、ハンドル：フェノール樹脂・ステンレス鋼　
●内容／2WAYスキレット×1　●INFW16　●梱／6×2

12133

（税抜¥3,500）

（グリーン）

（グリーン）（グリーン）

（イエロー）

（イエロー） （イエロー）

（レッド）

（レッド） （レッド）

日本製

55-5F
トトロ水彩

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

D 54-7F

¥1,650（税抜¥1,500）
ピックドア ペットボトルホルダー
●箱入／92×101×195mm　●サイズ／本体:φ85×184mm ●材質／内ビン:18-8ステンレス・胴部:ス
テンレス（粉体塗装）・フタ:ポリプロピレン･TPE・ポーチ:ポリエステル･合成ゴム　
●内容／ペットボトルホルダー×1・ポーチ×1　●アイボリー PIC-01I/カーキー PIC-01K　●梱／24×2

54-8F 121430

カーキアイボリー

D 54-5F

¥1,650（税抜¥1,500）
ココカフェ蓋付き真空二重マグカップ300ml
●箱入／95×120×110mm　●サイズ／本体：90×120×100mm  
●材質／内ビン:18-8ステンレス・胴部:ステンレス・フタ･取っ手:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム　
●内容／マグカップ×1　●ネイビー CC-19/ホワイト CC-20　●梱／36×1

54-6F 121428

ホワイトネイビー

（アイボリー）

（ホワイト）

（ネイビー）

（ネイビー） （ホワイト） （レッド）

（カーキー）

ネイビー ホワイト レッド

5554

雑　　貨 雑　　貨
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¥2,420（税抜¥2,200）
ウェットティッシュポケット付ランチバッグ
●袋入／230×340×30mm　●サイズ／130×320×225mm  
●材質／＜バッグ＞表地･裏地･ゴムベルト:ポリエステル・中材:発泡
綿・持ち手:ポリプロピレン、＜ウェットティッシュフタ＞本体･止具:ポリ
プロピレン・パッキン･バネ:シリコーンゴム・使用抗菌剤の種類:無機
抗菌剤　●内容／ランチバッグ×1　●KCLBP1　●梱／32×1

E 56-1F 56-2F
ミッキーマウス くまのプーさん

56-3F 12133

ムーミン

¥2,200（税抜¥2,000）
ステンレスタンブラー 300ml
●箱入／75×75×140mm
●サイズ／φ72×136mm  
●材質／本体内側･外側:ステンレス鋼・底板:熱可塑性エラストマー
●内容／タンブラー×1　●STB3N　●梱／48×1

E 56-10F 56-11F
千と千尋の神隠し SNOOPY

12133

¥2,420（税抜¥2,200）
となりのトトロ ステンレスタンブラー 400ml
●箱入／90×90×155mm
●サイズ／φ80×147mm  
●材質／本体内側･外側:ステンレス鋼・底板:熱可塑性エラストマー
●内容／タンブラー×1　●STB4N　●梱／36×1

E 56-12F 12133

¥1,540（税抜¥1,400）
マスクストッカー
●袋入／120×220×133mm
●サイズ／本体:118×218×135mm 
●材質／本体･受け皿:ポリプロピレン・底板:ポリエチレン・バネ:ス
テンレス　●内容／マスクストッカー×1
●MKST1NAG　●梱／24×2

E 56-4F 56-5F
ミッキーマウス くまのプーさん

56-6F 12136

SNOOPY

¥3,300（税抜¥3,000）
ステンレス卓上ポット 600ml
●箱入／110×140×175mm　●サイズ／109×150×164mm 
●材質／内びん:ステンレス鋼・胴部:ステンレス鋼（アクリル樹脂塗
装）・フタ･ハンドル･底部:ポリプロピレン・レバー:ABS樹脂・パッキン:
シリコーンゴム　●内容／卓上ポット×1　●VSP6　●梱／24×1

E 56-7F 56-8F
SNOOPY ムーミン

56-9F 12133

すみっコぐらし

E 56-17F

¥3,300（税抜¥3,000）
はらぺこあおむし 超軽量両手ストローステンレスマグボトル 240ml
●箱入／85×115×160mm　●サイズ／70×120×155mm  
●材質／内びん･口がね:ステンレス鋼・胴部:ステンレス鋼（アクリ
ル樹脂塗装）・キャップ･フタ･ハンドル:ポリプロピレン・ストロー･飲
み口･パッキン:シリコーン・底カバー:エラストマー樹脂
●内容／マグボトル×1　●STWM3　●梱／24×1

12133

E 56-13F

¥660（税抜¥600）
はらぺこあおむし メラミン製マグコップ 230ml
●袋入／80×110×70mm
●サイズ／78×107×67mm  
●材質／メラミン樹脂　●内容／マグコップ×1
●M310　●梱／120×1

12133 E 56-14F

¥462（税抜¥420）
はらぺこあおむし メラミン製茶碗 240ml
●袋入／110×110×50mm
●サイズ／φ105×48mm  
●材質／メラミン樹脂　●内容／茶碗×1
●M320　●梱／120×1

12133

E 56-15F

¥495（税抜¥450）
はらぺこあおむし メラミン製ボウル
●袋入／120×135×40mm
●サイズ／116×130×40mm  
●材質／メラミン樹脂　●内容／ボウル×1
●M340　●梱／120×1

12133 E 56-16F

¥1,045（税抜¥950）
はらぺこあおむし メラミン製ランチプレート 750ml
●袋入／200×265×40mm
●サイズ／195×260×40mm  
●材質／メラミン樹脂　●内容／ランチプレート×1
●M370　●梱／60×1

12133

（SNOOPY）（すみっコぐらし）（SNOOPY）

（ミッキーマウス）

（ミッフイー） （ミッキーマウス）（くまのプーさん） （くまのプーさん）（ハローキティ） （ハローキティ） （ドラえもん） （魔女の宅急便）（ポケットモンスター）

（ミッキーマウス）

（くまのプーさん）（くまのプーさん） （ムーミン） （SNOOPY）

（ムーミン） （千と千尋の神隠し）

（ねこっと）

（ディノサウルス）

¥3,520（税抜¥3,200）
ベビーカステラメーカー
●箱入／400×150×50mm
●サイズ／357×140×44mm  
●材質／本体:アルミニウム合金・ハンドル:フェノール樹脂･ステン
レス・表面加工:（内側･外側）フッ素樹脂塗装
●内容／ベビーカステラメーカー×1
●ALOCT1　●梱／18×1

E 57-1F 57-2F
ミッフィー ハローキティ

57-3F 12136

くまのプーさん

¥330（税抜¥300）
抗菌ウエットシート用フタ
●袋入／90×130×15mm
●サイズ／78×108×14mm
●材質／本体･止具:ポリプロピレン・パッキン･バネ:
シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
●内容／抗菌ウエットシート用フタ×1
●WTL1AG　●梱／240×1

E 57-13F 57-14F
ねこっと ディノサウルス

12133

¥1,430（税抜¥1,300）
ダイカットストローボトル ディノサウルス 420ml
●袋入／80×100×20mm
●サイズ／75×90×190mm  
●材質／本体･押しボタン:飽和ポリエステル樹脂・
フタ･キャップ･ベルト･ベルト止具:ポリプロピレン・
つの･パッキン･飲み口:シリコーンゴム・ストロー:ポ
リエチレン　●内容／ダイカットストローボトル×1
●PSHC4DK　●梱／72×1

E 57-10F 12133

¥3,300（税抜¥3,000）
離乳食調理セット
●箱入／100×120×200mm　●サイズ／本体:120×
200×93mm　●材質／フタ･おろし･裏ごし枠･スプーン
･すり鉢･本体容器:ポリプロピレン・すべり止め:シリコーン
ゴム・裏ごし網:ステンレス・保冷剤:(外装)PVC･(ジェル)高
吸水性ポリマー・防腐剤･水･グリセリン　●内容／フタ・お
ろしプレート・裏ごしプレート・すり鉢・本体容器・スプーン・保
冷剤（各1個）　●CLBACS1　●梱／24×1

E 57-12F 12133

¥3,520（税抜¥3,200）
アルミホットケーキメーカー
●箱入／400×155×45mm
●サイズ／360×145×39mm  
●材質／本体:アルミニウム合金・ハンドル:フェノール樹脂･ステン
レス・表面加工:（内側･外側）フッ素樹脂塗装
●内容／ホットケーキメーカー×1
●ALHOC1　●梱／18×1

E 57-4F 57-5F
ミッキーマウス くまのプーさん

57-6F 12136

ポケットモンスター

¥3,520（税抜¥3,200）
アルミ製ホットサンドパン
●箱入／400×150×40mm
●サイズ／357×140×35mm  
●材質／本体:アルミニウム合金・ハンドル:フェノール樹脂･ステン
レス・表面加工:（内側･外側）フッ素樹脂塗装
●内容／ホットサンドパン×1
●ALHOS1　●梱／18×1

E 57-7F 57-8F
ハローキティ ドラえもん

57-9F 12136

魔女の宅急便

E 57-11F

電子レンジスチームご飯メーカー
●箱入／160×165×140mm　●サイズ／電子レ
ンジスチームご飯メーカー：152×182×130mm
●材質／ポリプロピレン（耐熱温度140度）
●MWMR1　●梱／24×2

12133

日本製

¥1,760（税抜¥1,600）

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

ケース単位
出荷

5756

雑　　貨 雑　　貨



Ｄ 58-1F

¥77（税抜¥70）

●袋入／70×5×90mm
●サイズ／40×40×5mm　●材質／バイオマス
樹脂・ネオジウム磁石　●内容／エコストッパー
(丸)×1　●5104　●梱／1200×1

19428

エコストッパー（丸）

日本製

Ｄ 58-2F

¥143（税抜¥130）

●袋入／50×2×160mm
●サイズ／160×40×2mm　●材質／PS樹脂
●内容／PR定規ホワイト15cm×1
●525-10　●梱／600×1

19428

PR定規ホワイト15cm

Ｄ 58-3F

¥143（税抜¥130）

●箱入／45×17×85mm
●サイズ／40×68×4mm　●材質／ABS樹脂・
スチール　●内容／アケル君×1（機能:ペットボト
ルオープナー・プルトップオープナー・袋開封機能）
●582-16　●梱／800×1

19428

アケル君

日本製

Ｄ 58-4F

¥154（税抜¥140）

●箱添付／25×10×130mm
●サイズ／125×22×7mm　●材質／バイオマ
ス樹脂・磁石　●内容／エコマグネバーM×1
●5107-22　●梱／800×1

19428

エコマグネバーM

Ｄ 58-5F

¥165（税抜¥150）

●箱入／40×30×68mm
●サイズ／65×35×28mm ●材質／バイオマス
樹脂・マグネット　●内容／エコオーバルクリップ×1
●528-22　●梱／800×1

19428

エコオーバルクリップ

Ｄ 58-6F

¥198（税抜¥180）

●袋入／50×2.6×310mm
●サイズ／310×44×2.6mm　●材質／PS樹脂
●内容／PR定規ホワイト30cm×1
●527-10　●梱／500×1

19428

PR定規ホワイト30cm

Ｄ 58-7F

¥198（税抜¥180）

●箱添付／21×21×132mm
●サイズ／13×13×130mm　●材質／ABS樹脂
●内容／ライト付ボールペン　ハンディー×1（機能:
LEDライト・ボールペン）　●1104　●梱／600×1

19428

ライト付ボールペン ハンディー

Ｄ 58-8F

¥220（税抜¥200）

●箱入／35×10×115mm
●サイズ／110×32×6mm　●材質／PS樹脂・
ネオジウム磁石　●内容／クリスタルバーM×1
●5105-22　●梱／600×1

19428

クリスタルバーM

Ｄ 58-9F

¥308（税抜¥280）

●箱添付／20×20×145mm　●サイズ／13×13×
137mm　●材質／ABS樹脂　●内容／ライト付タッチ
＆ペン ホールド×1（機能:LEDライト・ボールペン・タッチ
ペン・スマホスタンド機能）　●1106　●梱／400×1

19428

ライト付タッチ＆ペン ホールド

Ｄ 58-11F

¥418（税抜¥380）

●箱入／42×29×60mm
●サイズ／57×21×38mm　●材質／ABS樹脂
●内容／ミニ歩数計 ある歩×゚1（機能:歩数計）、LRボタン
電池×1使用（モニター用内蔵）　●686　●梱／200×1

19428

ミニ歩数計 ある歩゜

Ｄ 58-12F

¥429（税抜¥390）

●箱入／117×20×158mm
●サイズ／115×156×19mm　●材質／再生紙、他　●内容
／ノート型メモ・付箋（小）×5・付箋（大）×1・ボールペン・12cm
直定規・小物収納ポケット　●5135-22　●梱／100×3

19428

エコメモキャリーDX

Ｄ 58-13F

¥528（税抜¥480）

●箱入／91×26×145mm
●サイズ／142×90×25mm　●材質／紙、
HIPS樹脂　●内容／付箋（小）約150枚×5・付箋
（大）約150枚×1　●5139-22　●梱／100×2

19428

付箋セット#48

Ｄ 58-14F

¥550（税抜¥500）

●箱入／65×65×100mm　●サイズ／57×57×
95mm　●材質／ABS樹脂　●内容／LEDランタン
トーチ ハンドプル×1（機能:LEDランタン・LEDトーチ）、
単3電池×3使用（別売）　●5144　●梱／160×1

19428

LEDランタントーチ ハンドプル

Ｄ 58-15F

¥550（税抜¥500）

●箱入／47×11×100mm　
●サイズ／91×38×8mm 　●材質／ABS樹脂
●内容／ルミナスルーペ×1（機能:ルーペ・懐中ラ
イト・ルーペ用ライト）　●5127　●梱／200×1

19428

ルミナスルーペ

Ｄ 58-16F

¥660（税抜¥600）

●箱入／82×62×198mm
●サイズ／192×75×58mm　●材質／PP樹脂
●内容／2WAYLEDライト ひかるん×1（機能:懐中
ライト・スタンドライト）　●6160　●梱／120×2

19428

2WAYLEDライト ひかるん

Ｄ 58-17F

¥748（税抜¥680）

●箱入／93×93×93mm
●サイズ／90×90×90mm　●材質／紙、他
●内容／ブロックメモ・付箋（小）×5・付箋（大）×1・
ペンスタンド　●5134　●梱／60×2

19428

エコメモボックスDX

Ｄ 58-18F

¥880（税抜¥800）

●箱入／103×49×160mm
●サイズ／153×38×100mm　●材質／ABS
樹脂　●内容／カークデスクスタンド×1（機能:時
計・アラーム・フォトフレーム93×46mm・ペンスタ
ンド）　●610-22　●梱／90×2

19428

カークデスクスタンド

Ｄ 58-19F

¥968（税抜¥880）

●箱入／110×90×90mm
●サイズ／102×82×79mm　●材質／ABS樹脂
●内容／ステップデスクスタンド×1、CR2025ボタ
ン電池×1使用（モニター用内蔵）（機能:時計・ア
ラーム・温度計・カレンダー・カウントダウンタイ
マー・ペンスタンド）　●6138　●梱／80×2

19428

ステップデスクスタンド

Ｄ 58-20F

¥990（税抜¥900）

●箱入／153×28×148mm
●サイズ／142×63×139mm　●材質／ABS樹脂・ガ
ラス　●内容／フォトクロックフレンド×1（機能:時計・カレ
ンダー・フォトフレーム95×123mm・ペンスタンド）、単
４電池×1使用（別売）　●6103-16　●梱／80×2

19428

フォトクロックフレンド

Ｄ 59-1F

¥1,100（税抜¥1,000）

●箱入／190×50×190mm
●サイズ／180×43×180mm ●材質／ABS樹
脂、ガラス　●内容／ワイドフォトクロックサーモ×
1（機能:時計・アラーム・温度計・湿度計・フォトフレー
ム102×148mm）、単3電池×1使用（別売）　
●6114　●梱／52×2

19428

ワイドフォトクロックサーモ

Ｄ 59-2F

¥1,100（税抜¥1,000）

●箱入／90×92×117mm
●サイズ／79×80×108mm ●材質／ABS樹脂
●内容／キューブデスクスタンド×1（機能:時計・ア
ラーム・カレンダー・温度計・カウントダウンタイ
マー・ペンスタンド）、単3電池×2使用（別売）
●661-14　●梱／80×1

19428

キューブデスクスタンド

Ｄ 59-3F

¥1,210（税抜¥1,100）

●箱入／160×60×90mm
●サイズ／150×50×80mm ●材質／ABS樹脂
●内容／オーバルデスクスタンド×1（機能:時計・ア
ラーム・カレンダー・温度計・カウントダウンタイ
マー・ペンスタンド）、単４電池×2使用（別売）
●662-22　●梱／80×1

19428

オーバルデスクスタンド

Ｄ 59-4F

¥1,320（税抜¥1,200）

●箱入／75×64×142mm
●サイズ／66×55×134mm ●材質／ABS樹脂
●内容／トリプルネオンカレンダークロック×1（機
能:時計・アラーム・カレンダー・温度計・カウントダウ
ンタイマー・イルミネーション）、単４電池×3使用
（別売）　●663-22　●梱／100×1

19428

トリプルネオンカレンダークロック

D 59-5F

¥1,430
ウェザーインフォクロック
●箱入／85×48×147mm　●サイズ／本体：80×40×
140mm　●材質／ABS樹脂　●内容／ウェザーイン
フォクロック×1・単4電池×2使用（別売）（機能:時計・ア
ラーム・温度計・湿度計・天気予報・気温変化グラフ・カレン
ダー・バックライト）　●6115-22　●梱／60×2

19428 バックライトが
つきます

Ｄ 59-12F

¥2,200
デジタル電波クロックフォトスタンド メニモ
●箱入／170×49×155mm　●サイズ／本体：160×
40×144mm　●材質／ABS樹脂　●内容／デジタル
電波クロックフォトスタンド×1・単4電池×2使用（別売）
（機能:電波時計・アラーム・カレンダー・フォトフレーム
102×152mm）　●6172-22　●梱／48×1

19428

¥385（税抜¥350）
吊り下げ2WAYライト
●箱入／52×45×127mm　●サイズ／本体：45×
36×110mm　●材質／HIPS樹脂　●内容／本体
×1・単3電池×2使用（別売）（機能:ライト・ランタン・
吊り下げフック）　●5146　●梱／240×1

D 58-10F 19428

（税抜¥1,300）

Ｄ 59-8F

¥1,650
カラーウェザーインフォクロック
●箱入／85×48×147mm　●サイズ／本体：80×40×
140mm　●材質／ABS樹脂　●内容／カラーウェザー
インフォクロック×1・単4電池×2使用（別売）（機能:時計・
アラーム・温度計・湿度計・天気予報・カレンダー・バックライ
ト・音振動センサー）　●6168　●梱／60×1

19428

（税抜¥1,500）

Ｄ 59-7F

¥1,650
ラウンドランタントーチ
●箱入／90×90×150mm
●サイズ／本体：85×90×140mm　
●材質／ABS樹脂　●内容／ラウンドランタン
トーチ×1・単3電池×3使用（別売）　
●6143　●梱／50×1

19428

（税抜¥1,500）¥1,650（税抜¥1,500）
ホワイトラウンドクロック
●箱入／145×43×78mm　●サイズ／本体：
142×30×70mm　●材質／ABS樹脂　●内容
／本体×1・単4電池×2使用（別売）（機能:時計・ア
ラーム・スヌーズ・カレンダー・温度計・湿度計・バック
ライト）　●6177　●梱／60×1

D 59-6F 19428

Ｄ 59-9F

¥1,980
2USBポート付ワイヤレス充電器 アスタブ
●箱入／155×35×155mm
●サイズ／本体：95×100×120mm
●材質／ABS樹脂・PC　●内容／ワイヤレス充電
器（USBポート×2付）×1・USBケーブル×1 
●6169　●梱／50×1

19428

（税抜¥1,800）

Ｄ 59-11F

¥2,200
BIGスクリーンマルチクロック ルクファ
●箱入／203×25×142mm
●サイズ／本体：198×18×138mm
●材質／ABS樹脂　●内容／マルチクロック×1・単
4電池×2使用（別売）（機能:時計・アラーム・カレン
ダー・温度計・タイマー）　●6173　●梱／40×1

19428

（税抜¥2,000） （税抜¥2,000）¥2,200（税抜¥2,000）
ペンホルダー付ワイヤレス充電器
●箱入／155×90×118mm
●サイズ／本体：150×75×115mm
●材質／ABS樹脂　●内容／本体×1・USBコード
×1（機能:ワイヤレス充電5V1A・USBポート
5V1A・ペンホルダー）　●6178　●梱／45×1

D 59-10F 19428

Ｄ 59-13F

¥2,200
ライト付モバイルバッテリー ウィズ
●箱入／80×28×140mm
●サイズ／本体：105×20×20mm
●材質／ABS樹脂　●内容／2,000mAhモバイ
ルバッテリー（LEDライト付き）×1・USBコード×1
●6134　●梱／40×1

19428

（税抜¥2,000）

Ｄ 59-14F

¥2,200
FMマルチステーション
●箱入／60×60×178mm　●サイズ／本体：168×50×
50mm　●材質／ABS樹脂　●内容／FMマルチステーション
×1・単3電池×3使用（別売）・CR2032ボタン電池使用（モニ
ター用内蔵）（機能:時計・アラーム・カレンダー・バックライト・温度
計・FMラジオ（ワイドFM対応）・ライト） ●6144　●梱／40×1

19428

（税抜¥2,000）

D 59-15F

¥2,750
モバイルバッテリー 5000
●箱入／92×19×161mm　●サイズ／本体：
68×120×9mm　●材質／ABS樹脂　●内容／
5,000mAh充電器（5V2A）×1・USBコード×1・
iPhone用アダプター（内蔵）×1・USB type-Cア
ダプター（付属）×1　●6189　●梱／40×1

19428

（税抜¥2,500） ¥2,750（税抜¥2,500）
アロマ対応加湿器（イルミネーション機能付）
●箱入／115×115×115mm　●サイズ／本体：110×110×
110mm　●材質／ABS樹脂・PP樹脂　●内容／本体×1・
USBコード×1・給水スポンジ（交換用）×1・電源USB方式（機
能:アロマ対応加湿器・イルミネーション機能・消し忘れ防止機能
(2時間で自動停止)）　●6179　●梱／36×1

D 59-16F 19428

ブルートゥーススピーカー＆モバイルバッテリー

D 59-20F

¥5,500

●箱入／73×160×53mm　
●サイズ／本体:123×31×31mm　●材質／ア
ルミニウム　●内容／4,000mAh充電器（機能:
モバイルバッテリー・ブルートゥース対応スピー
カー・LEDライト）×1・USBコード×1　
●6152　●梱／20×1

19428

（税抜¥5,000）¥3,300（税抜¥3,000）
ワイヤレス室外温湿度計付クロック
●箱入／105×30×245mm　●サイズ／本体：165×21×
98mm　●材質／ABS樹脂　●内容／本体×1・温湿度計器×
1・USBコード×1・電源USB方式・単4電池×4使用（別売）（機
能:時計・アラーム・スヌーズ・カレンダー・室内温湿度計・室外温
湿度計・快適度表示(室内)・バックライト・タッチスクリーン）　
●6181　●梱／28×1

D 59-17F 19428

¥3,300（税抜¥3,000）
ワイヤレス充電機能付クロック
●箱入／180×100×89mm　●サイズ／本体：170×83×
72mm　●材質／ABS樹脂・MDF（中質繊維版）　●内容／
本体×1・USBコード×1・電源USB方式・単4電池×3使用（別
売）・CR2032ボタン電池×1（モニター用内蔵）（機能:ワイヤ
レス充電5V1A・時計・温度計・カレンダー・アラーム3個・音振
動センサー）　●6180　●梱／30×1

D 59-18F 19428

¥3,850（税抜¥3,500）
ワイヤレス充電機能付卓上ライト
●箱入／105×55×405mm
●サイズ／本体：100×395×50mm
●材質／ABS樹脂　●内容／本体×1・USBコード
×1（機能:ライト・ワイヤレス充電5V1A・USB
ポート5V1A）
●6182　●梱／24×1

D 59-19F 19428

このページはケース単位での出荷となります このページはケース単位での出荷となります

（オレンジ）

（ブルー）

（グリーン）

※色指定不可
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カタログギフト

60-1F

¥3,080（税抜¥2,800）

デュオ
●内容／228ページ　約550アイテム
（内グルメ 約110点）

商品価格2,200円(税抜2,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-2F

¥3,630（税抜¥3,300）

フォルテ
●内容／348ページ　約1,050アイテム
（内グルメ 約200点）

商品価格2,750円(税抜2,500円)+システム料880円(税抜800円)

60-3F

¥4,180（税抜¥3,800）

ギャロップ
●内容／396ページ　約1,260アイテム
（内グルメ 約270点）

商品価格3,300円(税抜3,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-4F

¥4,730（税抜¥4,300）

ジャズ
●内容／340ページ　約950アイテム
（内グルメ 約200点）

商品価格3,850円(税抜3,500円)+システム料880円(税抜800円)

60-5F

¥5,280（税抜¥4,800）

カルテット
●内容／396ページ　約1,280アイテム
（内グルメ 約270点）

商品価格4,400円(税抜4,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-6F

¥6,380（税抜¥5,800）

ビオラ
●内容／396ページ　約1,390アイテム
（内グルメ 約290点）

商品価格5,500円(税抜5,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-7F

¥9,680（税抜¥8,800）

シンフォニー
●内容／300ページ　約700アイテム
（内グルメ 約200点）

商品価格8,800円(税抜8,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-8F

¥11,880（税抜¥10,800）

ノクターン
●内容／300ページ　約730アイテム
（内グルメ 約210点）

商品価格11,000円(税抜10,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-9F

¥14,080（税抜¥12,800）

ボレロ
●内容／244ページ　約490アイテム
（内グルメ 約150点）

商品価格13,200円(税抜12,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-10F

¥17,380（税抜¥15,800）

ポロネーズ
●内容／284ページ　約1,160アイテム
（内グルメ 約200点）

商品価格16,500円(税抜15,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-11F

¥22,880（税抜¥20,800）

アンサンブル
●内容／284ページ　約730アイテム
（内グルメ 約190点）

商品価格22,000円(税抜20,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-12F

¥28,380（税抜¥25,800）

アレグロ
●内容／244ページ　約530アイテム
（内グルメ 約140点）

商品価格27,500円(税抜25,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-13F

¥33,880（税抜¥30,800）

カンタータ
●内容／244ページ　約520アイテム
（内グルメ 約110点）

商品価格33,000円(税抜30,000円)+システム料880円(税抜800円)

60-14F

¥55,880（税抜¥50,800）

オルケスター
●内容／244ページ　約590アイテム
（内グルメ 約180点）

商品価格55,000円(税抜50,000円)+システム料880円(税抜800円)

61-1F

¥3,300（税抜¥3,000）
菜花（なばな）
●内容／100ページ　約100アイテム

61-2F

¥4,400（税抜¥4,000）
石蕗（つわぶき）
●内容／100ページ　約100アイテム

61-3F

¥5,500（税抜¥5,000）
紅花（べにばな）
●内容／100ページ　約100アイテム

61-4F

¥8,800（税抜¥8,000）
片栗（かたくり）
●内容／100ページ　約100アイテム

61-5F

¥11,000（税抜¥10,000）
銀杏（いちょう）
●内容／100ページ　約100アイテム

61-6F

¥16,500（税抜¥15,000）
榛（はしばみ）
●内容／100ページ　約100アイテム

61-7F

¥22,000（税抜¥20,000）
李（すもも）
●内容／100ページ　約100アイテム

61-8F

¥33,000（税抜¥30,000）
亜麻（あま）
●内容／100ページ　約100アイテム

美味百撰カタログギフト
写真・文字が大きくて読みやすく選びやすいマガジンスタイルの大型誌面が人気。
ご年配からファミリーまでどんな方にも選ぶ喜びをお届けします。

生産者が職人の情熱と技術が生み出す本物の味わいはもちろん食の安心、安全も徹底追及。
100の美味を厳選掲載した食通も納得の一冊です。

6160

カタログギフト カタログギフト



uluao
選べるギフト[ウルアオ]

ご予算に合わせて選べる多彩なラインナップをご用意。
目的やシーンに応じてお好みのコースをお選びください。

SAYU
選べるギフト[サユウ]

バリエーションに富んだ、魅力的な
品揃えと選ぶ楽しさを重視したカタログ。
ライフスタイルを彩るとっておきの
ギフトが揃います。

※表示価格には､システム料金(商品の宅配料等)が
　含まれています。

※カタログ本体の個別配送料は
　別途頂戴いたします。

※カタログ掲載商品のお申し込みには期限がございます。
　お申し込み期限は､ハガキに記載しています｡
　(お申し込み期限を過ぎた場合は無効になります。)

贈 り 先 様贈 り 主 様

コースをお選び下さい。
ご予算に応じてお選びください。

ご指定の場所に
｢選べるギフト｣を
お届けします

ご用途に応じて､
のし掛け等も承ります。

お好きな商品を
お選びいただきます。

選べるギフトの中からお好みの1点
お選びいただき､商品引き替え用ハ
ガキに記入のうえ､ご投函ください。

※配送は国内に限ﾘます｡商品は環境に配慮した､
　簡易包装でお届けさせていただきます。

商品をお届けします。

お選びいただいた商品は､約2週間
ほどでご指定の場所までお届けい
たします。

ご注文方法 アフターフォローも万全です。商品の未着･お取り換えなどのお問い合わせ･こ要望は､コールセンターがきめ細かく対応します。

62-2F

¥3,080（税抜¥2,800）
ミルドレッド
●内容／224ページ　約475アイテム

62-1F

¥2,530（税抜¥2,300）
アウレリアーナ
●内容／112ページ　約190アイテム

62-3F

¥3,630（税抜¥3,300）
フロレンツィア
●内容／320ページ　約580アイテム

62-4F

¥4,180（税抜¥3,800）
ハリエット
●内容／360ページ　約750アイテム

62-5F

¥4,730（税抜¥4,300）
ユーフェミア
●内容／296ページ　約505アイテム

62-6F

¥5,280（税抜¥4,800）
バジーリア
●内容／344ページ　約670アイテム

62-7F

¥6,380（税抜¥5,800）
イヴェット
●内容／376ページ　約755アイテム

62-8F

¥7,480（税抜¥6,800）
ヴィクトワール
●内容／296ページ　約465アイテム

62-10F

¥9,680（税抜¥8,800）
ザグーアン
●内容／312ページ　約585アイテム

62-11F

¥11,880（税抜¥10,800）
ポントカサステ
●内容／312ページ　約615アイテム

62-13F

¥17,380（税抜¥15,800）
ヘッセニア
●内容／232ページ　約380アイテム

62-12F

¥14,080（税抜¥12,800）
アルシノエ
●内容／200ページ　約270アイテム

62-14F

¥22,880（税抜¥20,800）
ガステルガチェ
●内容／192ページ　約305アイテム

62-15F

¥28,380（税抜¥25,800）
ドミツィアナ
●内容／176ページ　約230アイテム

62-16F

¥33,880（税抜¥30,800）
カテレイネ
●内容／176ページ　約225アイテム

62-17F

¥55,880（税抜¥50,800）
マルヴィナ
●内容／144ページ　約150アイテム

63-2F

¥3,080（税抜¥2,800）
みずがき
●内容／224ページ　約475アイテム

63-1F

¥2,530（税抜¥2,300）
うすくも
●内容／112ページ　約190アイテム

63-3F

¥3,630（税抜¥3,300）
びゃくぐん
●内容／320ページ　約580アイテム

63-4F

¥4,180（税抜¥3,800）
せきばん
●内容／360ページ　約750アイテム

63-5F

¥4,730（税抜¥4,300）
さびせいじ
●内容／296ページ　約505アイテム

63-6F

¥5,280（税抜¥4,800）
ゆうおう
●内容／344ページ　約670アイテム

63-7F

¥6,380（税抜¥5,800）
こんあい
●内容／376ページ　約755アイテム

63-8F

¥7,480（税抜¥6,800）
うすべに
●内容／296ページ　約465アイテム

63-10F

¥9,680（税抜¥8,800）
べにとび
●内容／312ページ　約585アイテム

63-9F

¥8,580（税抜¥7,800）
しおう
●内容／280ページ　約405アイテム

63-12F

¥14,080（税抜¥12,800）
はなもえぎ
●内容／200ページ　約270アイテム

63-11F

¥11,880（税抜¥10,800）
うらはやなぎ
●内容／312ページ　約615アイテム

63-13F

¥17,380（税抜¥15,800）
やまばと
●内容／232ページ　約380アイテム

63-14F

¥22,880（税抜¥20,800）
こがれこう
●内容／192ページ　約305アイテム

63-15F

¥28,380（税抜¥25,800）
はなろくしょう
●内容／176ページ　約230アイテム

63-16F

¥33,880（税抜¥30,800）
ときあさぎ
●内容／176ページ　約225アイテム

63-17F

¥55,880（税抜¥50,800）
うすぐんじょう
●内容／144ページ　約150アイテム

62-9F

¥8,580（税抜¥7,800）
ベンゲラ
●内容／280ページ　約405アイテム

カタログ表紙や、名称、商品ラインナップはリニューアルすることがございます。
これに伴い、掲載商品や商品数、カタログのページ数も変動することがございます。

カタログ表紙や、名称、商品ラインナップはリニューアル
することがございます。これに伴い、掲載商品や商品数、
カタログのページ数も変動することがございます。

商品価格1,650円（税抜1,500円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格2,750円（税抜2,500円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格3,300円（税抜3,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格3,850円（税抜3,500円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格4,400円（税抜4,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格5,500円（税抜5,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格6,600円（税抜6,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格7,700円（税抜7,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格8,800円（税抜8,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格11,000円（税抜10,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格13,200円（税抜12,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格16,500円（税抜15,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格22,000円（税抜20,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格27,500円（税抜25,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格33,000円（税抜30,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格55,000円（税抜50,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格27,500円（税抜25,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格33,000円（税抜30,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格55,000円（税抜50,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格13,200円（税抜12,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格16,500円（税抜15,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格22,000円（税抜20,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格7,700円（税抜7,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格8,800円（税抜8,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格11,000円（税抜10,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格4,400円（税抜4,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格5,500円（税抜5,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格6,600円（税抜6,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格2,750円（税抜2,500円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格3,300円（税抜3,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格3,850円（税抜3,500円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格2,200円（税抜2,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格1,650円（税抜1,500円）＋
システム料880円（税抜800円）

商品価格2,200円（税抜2,000円）＋
システム料880円（税抜800円）

6362
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さまざまな用途にご利用できるギフト券です。
各地より取り寄せた美味しいグルメの数々から､お好きな品を一点自由にお選びいただけます。
定番商品の他､旬の時期にお届けする期間限定品や､地域の特産品を集めました。
先様がお好みの品をご自由にお選びいただけますので､贈り主様は品選びにあれこれと悩む必要がございません｡

先様にご自分で選んでいただくシステムです｡
先様は贈られたコースの中の商品からお好きな品を1点選び､
専用ハガキに商品番号とお届け先を記入し投函するだけでOK｡
先様には一切ご負担はございません。
※メーカーの都合により商品内容や品目数を変更させていただく場合がございます。

65-1F

¥4,400（税抜¥4,000）
グルメギフト券 SB コース
●内容／アイテム数：約31

65-2F

¥5,500（税抜¥5,000）
グルメギフト券 SH コース
●内容／アイテム数：約29

65-5F

¥12,100（税抜¥11,000）
グルメギフト券 SE コース
●内容／アイテム数：約31

65-6F

¥17,600（税抜¥16,000）
グルメギフト券 SW コース
●内容／アイテム数：約26

65-7F

¥23,100（税抜¥21,000）
グルメギフト券 SL コース
●内容／アイテム数：約24

65-8F

¥28,600（税抜¥26,000）
グルメギフト券 SQ コース
●内容／アイテム数：約13

65-9F

¥34,100（税抜¥31,000）
グルメギフト券 SR コース
●内容／アイテム数：約14

65-10F

¥56,100（税抜¥51,000）
グルメギフト券 SX コース
●内容／アイテム数：約13

65-3F

¥6,600（税抜¥6,000）
グルメギフト券 SC コース
●内容／アイテム数：約29

65-4F

¥8,800（税抜¥8,000）
グルメギフト券 SD コース
●内容／アイテム数：約28

案内状、ギフトメニュー、注文ハガキ、個人情報保護シール

商品価格3,300円（税抜3,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格4,400円（税抜4,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格11,000円（税抜10,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格27,500円（税抜25,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格33,000円（税抜30,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格55,000円（税抜50,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格16,500円（税抜15,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格22,000円（税抜20,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格5,500円（税抜5,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

商品価格7,700円（税抜7,000円）＋
システム料1,100円（税抜1,000円）

Sweets

Simple Choice シンプル　チョイス   ー選べるギフトー

64-1F

¥1,100（税抜¥1,000） システム料込
アラン
●内容／カタログ11点（WEB約100点）

64-2F

¥1,650（税抜¥1,500） システム料込
ブリテン
●内容／カタログ11点（WEB約100点）

64-3F

¥2,200（税抜¥2,000） システム料込
ケイマン
●内容／カタログ11点（WEB約100点）

64-4F

¥2,750（税抜¥2,500） システム料込
デイビーズ
●内容／カタログ11点（WEB約100点）

64-5F

¥3,300（税抜¥3,000） システム料込
エウア
●内容／カタログ11点（WEB約100点）

Bath
 set

C
offee

T
ow

el

お茶漬け

雪蔵米

Pasta

C
urry

Mask
＆
Case

自然の雪を利用した雪蔵で保
管したみずみずしいコシヒカリ

くつろぎタイムにぴったりな
コーヒーと粉末茶のセット

お湯をかけて、手軽に楽しめる
味わい深い茶漬けのもと

※写真はイメージです。

日本製マスクとお出かけに便利な
抗菌マスクケースのセット

今治製のふんわり
高品質タオル

野菜のコクが溶け込んだビーフ
カレーと玉ねぎスープのセット

カリッと香ばしいかりんとうと
やさしい味わいの豆菓子。

さぬきの麺づくりの技術を生か
した国産のもちもち生パスタ

登別、草津、紀伊。日本の名湯に
旅をする気分を味わえる入浴剤

約10,000ヵ所の施設が格安メンバー料金でご
利用いただける優待サービスを、期間内ご利
用できます。※WEBからのお申込のみ
（ハガキ不可）

低価格の
予算に最適!

ご予算に合わせて
コースをお選び
いただけます！
（システム料込価格）
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