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1

宇治茶詰合せプレミアムギフト クッキー･コーヒー･紅茶

かりんとう詰合せ　

ドリップコーヒー&クッキー&紅茶アソートギフト

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

横濱浪漫 アソートギフトセット

��������

●商品内容/キーコーヒードリップオン8g、ロイヤルウォルトンセイロン紅茶
2.2g×各10、アソートクッキー×6、サン・ダルフォーブルーベリージャム
28g×2【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/240×300×50㎜

��������

●商品内容/深蒸し煎茶、煎茶各100g×各1
●箱サイズ/175×183×81㎜

●商品内容/チェスティアクッキー×12、AGFブレンディコーヒー（ドリップ式）
7g×2、紅茶（アールグレイ･ブレックファースト･ストロベリー）2g×各4、
AGFブレンディスティック（エスプレッソオレ8.5g･カフェオレカロリーハーフ
6.1g･カフェオレ12g）×各3　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜

��������

�������� ��������

●商品内容/オレンジケーキ×6，アッサム紅茶ティーバッグ2g×5
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×370×53㎜

●商品内容/黒ごまかりんとう、黒糖かりんとう、牛乳かりんとう、ピーナツ
かりんとう、チョコかりんとう、キャラメルかりんとう各45g×2
【乳･小麦･落花生】
●箱サイズ/370×275×70㎜

有明海産海苔 明太子風味 &
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット

��������

●商品内容/明太子風味海苔（8切32枚）、味海苔（8切5枚×6袋）×各3
【小麦・えび】
●箱サイズ/285×231×75㎜

美味之誉詰合せ
��������

●商品内容/北海道産鮭フレーク40g、たらの子味付け45g、有明海産味付け海
苔（8切16枚入）鰹削り節（薄削り）（2.5g×4）×各1、焼きのり佃煮85g×2
【小麦･えび】
●箱サイズ/310×220×70㎜

ヤマサ鮮度しょうゆ&白子のり詰合せ
��������

●商品内容/ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200㎖、
白子のり味のり（8切5枚）、シーラックかつおだし（4g×3）×各1、白子の
り味のり（3切5枚）、たまごスープ×各2　【卵･小麦･えび】
●箱サイズ/255×418×68㎜

大分産原木どんこ椎茸
��������

●商品内容/大分産原木どんこ椎茸100g
●箱サイズ/320×240×55㎜

稲庭饂飩 阿部惣左エ門
��������

●商品内容/稲庭うどん60g×12【小麦】
●箱サイズ/263×361×23㎜

（税込 3,240円） （税込 2,916円）
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1

宇治茶詰合せプレミアムギフト クッキー･コーヒー･紅茶

かりんとう詰合せ　

ドリップコーヒー&クッキー&紅茶アソートギフト

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

横濱浪漫 アソートギフトセット

��������

●商品内容/キーコーヒードリップオン8g、ロイヤルウォルトンセイロン紅茶
2.2g×各10、アソートクッキー×6、サン・ダルフォーブルーベリージャム
28g×2【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/240×300×50㎜

��������

●商品内容/深蒸し煎茶、煎茶各100g×各1
●箱サイズ/175×183×81㎜

●商品内容/チェスティアクッキー×12、AGFブレンディコーヒー（ドリップ式）
7g×2、紅茶（アールグレイ･ブレックファースト･ストロベリー）2g×各4、
AGFブレンディスティック（エスプレッソオレ8.5g･カフェオレカロリーハーフ
6.1g･カフェオレ12g）×各3　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜

��������

�������� ��������

●商品内容/オレンジケーキ×6，アッサム紅茶ティーバッグ2g×5
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×370×53㎜

●商品内容/黒ごまかりんとう、黒糖かりんとう、牛乳かりんとう、ピーナツ
かりんとう、チョコかりんとう、キャラメルかりんとう各45g×2
【乳･小麦･落花生】
●箱サイズ/370×275×70㎜

有明海産海苔 明太子風味 &
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット

��������

●商品内容/明太子風味海苔（8切32枚）、味海苔（8切5枚×6袋）×各3
【小麦・えび】
●箱サイズ/285×231×75㎜

美味之誉詰合せ
��������

●商品内容/北海道産鮭フレーク40g、たらの子味付け45g、有明海産味付け海
苔（8切16枚入）鰹削り節（薄削り）（2.5g×4）×各1、焼きのり佃煮85g×2
【小麦･えび】
●箱サイズ/310×220×70㎜

ヤマサ鮮度しょうゆ&白子のり詰合せ
��������

●商品内容/ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200㎖、
白子のり味のり（8切5枚）、シーラックかつおだし（4g×3）×各1、白子の
り味のり（3切5枚）、たまごスープ×各2　【卵･小麦･えび】
●箱サイズ/255×418×68㎜

大分産原木どんこ椎茸
��������

●商品内容/大分産原木どんこ椎茸100g
●箱サイズ/320×240×55㎜

稲庭饂飩 阿部惣左エ門
��������

●商品内容/稲庭うどん60g×12【小麦】
●箱サイズ/263×361×23㎜

（税込 3,240円） （税込 2,916円）
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3 4

キッコーマン&ミツカン 和のこだわりギフト

●商品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml、ミツカン味ぽん
150ml、島の香小豆島産生のり佃煮80g、アマノフーズ減塩いつものおみそ汁（な
めこ8g、なす9g）×各1、やま磯味のり（8切6枚）×2、永谷園お吸いもの
松茸風味2.3g×4【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/245×325×70㎜

��������

●商品内容/タニタ食堂監修減塩みそ汁 あおさ、オクラとめかぶ、なす、白子
のり味のり（8切5枚）×各3【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/230×330×40㎜

��������
日清オリーブオイル詰合せギフト

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,300円） （税込 2,970円）

（税込 3,300円） （税込 2,970円） （税込 3,300円） （税込 2,970円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円）（税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円）（税込 3,240円） （税込 2,916円）

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモ国産野菜
のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け（4.7g×5）×各
1、白子のり味のり（8切5枚）×4　【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/221×386×65㎜

��������

アマノフリーズドライみそ汁&食卓詰合せ

●商品内容/アマノほうれん草おみそ汁7g×3、マルトモかつおソフト削り
（2g×4）、有明海産味付のり（8切8枚×2）、のり玉子ふりかけ（4.5g×2）、梅
茶漬け、鮭茶漬け各（6g×2）、伊賀越天然醸造しょうゆ200㎖×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/250×425×70㎜

��������
日清オイリオバラエティ詰合せ

●商品内容/日清キャノーラ油400g×2、丸美屋お吸いもの（2.5g×5）、丸美屋
洋風スープオニオン風味（2.5g×5）、マルトモ純だしパック（3g×2×4）、マル
トモかつおソフト削り（1.5g×6）×各1　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×420×55㎜

��������

キッコーマン&調味料バラエティセット

●商品内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、コーミ
トマトケチャップ特級300g、サンビシ本醸造しょうゆ500㎖、日の出料理酒
500㎖、昭和キャノーラ油300g×各1　【小麦】
●箱サイズ/255×377×75㎜

��������
ギフト工房 アリエール部屋干しギフト

●商品内容/P&Gアリエールジェル部屋干し用750g､洗たく槽クリーナー
NEO100g､抗菌部屋干しソフター400g×各1､詰替350g×2
●箱サイズ/  140×200×275㎜ ●日本製

●商品内容/バブ (ゆず･森･ラベンダー)×各2､薬用入浴剤
(ゆず･よもぎ･もも )各25g×4
●箱サイズ/  380×275×35㎜ ●日本製

アリエールジェル

三陸産煮魚&おみそ汁･梅干しセット

●商品内容/具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g豚汁9.8g）、
三陸産秋刀魚の生姜煮100g×各1、三陸産鯖の味噌煮100g×2、紀州南高梅×
4【小麦】
●箱サイズ/260×272×37㎜

��������

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g、台所用除菌ジェル250㎖、
抗菌･消臭ソフターEX400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/135×198×275㎜  ●日本製

��������

��������

��������

四季折々 薬用入浴剤セット

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ
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3 4

キッコーマン&ミツカン 和のこだわりギフト

●商品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml、ミツカン味ぽん
150ml、島の香小豆島産生のり佃煮80g、アマノフーズ減塩いつものおみそ汁（な
めこ8g、なす9g）×各1、やま磯味のり（8切6枚）×2、永谷園お吸いもの
松茸風味2.3g×4【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/245×325×70㎜

��������

●商品内容/タニタ食堂監修減塩みそ汁 あおさ、オクラとめかぶ、なす、白子
のり味のり（8切5枚）×各3【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/230×330×40㎜

��������
日清オリーブオイル詰合せギフト

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,300円） （税込 2,970円）

（税込 3,300円） （税込 2,970円） （税込 3,300円） （税込 2,970円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円）（税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円） （税込 3,240円） （税込 2,916円）

（税込 3,240円） （税込 2,916円）（税込 3,240円） （税込 2,916円）

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモ国産野菜
のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け（4.7g×5）×各
1、白子のり味のり（8切5枚）×4　【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/221×386×65㎜

��������

アマノフリーズドライみそ汁&食卓詰合せ

●商品内容/アマノほうれん草おみそ汁7g×3、マルトモかつおソフト削り
（2g×4）、有明海産味付のり（8切8枚×2）、のり玉子ふりかけ（4.5g×2）、梅
茶漬け、鮭茶漬け各（6g×2）、伊賀越天然醸造しょうゆ200㎖×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/250×425×70㎜

��������
日清オイリオバラエティ詰合せ

●商品内容/日清キャノーラ油400g×2、丸美屋お吸いもの（2.5g×5）、丸美屋
洋風スープオニオン風味（2.5g×5）、マルトモ純だしパック（3g×2×4）、マル
トモかつおソフト削り（1.5g×6）×各1　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×420×55㎜

��������

キッコーマン&調味料バラエティセット

●商品内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、コーミ
トマトケチャップ特級300g、サンビシ本醸造しょうゆ500㎖、日の出料理酒
500㎖、昭和キャノーラ油300g×各1　【小麦】
●箱サイズ/255×377×75㎜

��������
ギフト工房 アリエール部屋干しギフト

●商品内容/P&Gアリエールジェル部屋干し用750g､洗たく槽クリーナー
NEO100g､抗菌部屋干しソフター400g×各1､詰替350g×2
●箱サイズ/  140×200×275㎜ ●日本製

●商品内容/バブ (ゆず･森･ラベンダー)×各2､薬用入浴剤
(ゆず･よもぎ･もも )各25g×4
●箱サイズ/  380×275×35㎜ ●日本製

アリエールジェル

三陸産煮魚&おみそ汁･梅干しセット

●商品内容/具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g豚汁9.8g）、
三陸産秋刀魚の生姜煮100g×各1、三陸産鯖の味噌煮100g×2、紀州南高梅×
4【小麦】
●箱サイズ/260×272×37㎜

��������

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g、台所用除菌ジェル250㎖、
抗菌･消臭ソフターEX400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/135×198×275㎜  ●日本製

��������

��������

��������

四季折々 薬用入浴剤セット

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ
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5 6

日清オリーブオイル詰合せギフト

（税込 3,780円） （税込 3,402円） （税込 4,320円） （税込 3,888円）

（税込 4,320円） （税込 3,888円）

（税込 4,320円） （税込 3,888円） （税込 4,320円） （税込 3,888円）

（税込 4,400円） （税込 3,960円）

��������

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g､マルトモかつおモ
国産野菜のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け
（4.7g×5）×各1、白子のり味のり（8切5枚）、宝幸オリーブオイルツナ
70g×各2
【乳･小麦･えび】

��������
横濱浪漫 アソートギフトセット

●商品内容/オレンジケーキ×6、チョコクッキー50g×1、アッサム紅茶ティー
バッグ2g×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×370×53㎜

��������

日清オイリオバラエティ詰合せ

●商品内容/日清キャノーラ油400ｇ×2、丸美屋お吸いもの（2.5×5）、丸美屋
洋風スープオニオン風味（2.5g×5）、丸美屋さけふりかけ（2.5g×5）、マルトモ
純だしパック（3g×2×4）、宝幸オリーブオイルツナ70g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×420×55㎜

��������
キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

●商品内容/有明海産味付海苔（3切6枚）、鰹節削り（2g×4袋）、のり茶漬
（4.3g×2袋）、わかめスープ（5.3g×2袋）、キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょ
うゆ450㎖、日清ヘルシーベジオイル600g×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×425×70㎜

��������

プレミアムギフト クッキー･コーヒー･紅茶

●商品内容/チェスティアクッキー×12、AGFブレンディコーヒー（ドリップ式）
7g×14、紅茶（アールグレイ･ブレックファースト･ストロベリー）2g×各1、
AGFブレンディスティック（エスプレッソオレ8.5g･カフェオレカロリーハーフ
6.1g･カフェオレ12g）×各3　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜

��������

美味之誉詰合せ

●商品内容/鮭フレーク40g、焼きのり佃煮85g、たらの子味付け45g×各1、
有明海産味付け海苔（8切16枚入）、鰹削り節（薄削り）（2.5g×4）×各2
【小麦･えび】
●箱サイズ/320×370×80㎜

��������

キッコーマン&調味料バラエティセット

●商品内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、コーミ
トマトケチャップ特級300g、日の出割烹みりんタイプ400㎖、日の出料理酒
500㎖、サンビシ本醸造しょうゆ500㎖、日清キャノーラ油600g×各1【小麦】
●箱サイズ/255×453×75㎜

��������
ファミリーライフギフト

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360ｇ×2、薬用ハンドソープ250㎖、
詰替用200㎖×各1
●箱サイズ/130×160×225㎜  ●日本製

��������

ごろっとナッツフィナンシェ&クッキー

●商品内容/ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ）×4、ごろっとナッツフィ
ナンシェ（ショコラ）×2、ほろほろクッキー（チーズ･抹茶）×各12
【卵･乳･小麦】●箱サイズ/212×292×90㎜

��������

● 商品内容/FLOフルーツケーキ、セイロン紅茶ティーバッグ（2g×6
袋）、抹茶ゴーフレット（4枚入）×各1、横濱浪漫ミルクプリン65g×3
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×320×60㎜

ＦＬＯ プレステージュフルーツケーキアソートセット

（税込 3,780円） （税込 3,402円） （税込 3,780円） （税込 3,402円）

（税込 3,780円） （税込 3,402円） （税込 3,780円） （税込 3,402円）
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日清オリーブオイル詰合せギフト

（税込 3,780円） （税込 3,402円） （税込 4,320円） （税込 3,888円）

（税込 4,320円） （税込 3,888円）

（税込 4,320円） （税込 3,888円） （税込 4,320円） （税込 3,888円）

（税込 4,400円） （税込 3,960円）

��������

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g､マルトモかつおモ
国産野菜のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け
（4.7g×5）×各1、白子のり味のり（8切5枚）、宝幸オリーブオイルツナ
70g×各2
【乳･小麦･えび】

��������
横濱浪漫 アソートギフトセット

●商品内容/オレンジケーキ×6、チョコクッキー50g×1、アッサム紅茶ティー
バッグ2g×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×370×53㎜

��������

日清オイリオバラエティ詰合せ

●商品内容/日清キャノーラ油400ｇ×2、丸美屋お吸いもの（2.5×5）、丸美屋
洋風スープオニオン風味（2.5g×5）、丸美屋さけふりかけ（2.5g×5）、マルトモ
純だしパック（3g×2×4）、宝幸オリーブオイルツナ70g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×420×55㎜

��������
キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

●商品内容/有明海産味付海苔（3切6枚）、鰹節削り（2g×4袋）、のり茶漬
（4.3g×2袋）、わかめスープ（5.3g×2袋）、キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょ
うゆ450㎖、日清ヘルシーベジオイル600g×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×425×70㎜

��������

プレミアムギフト クッキー･コーヒー･紅茶

●商品内容/チェスティアクッキー×12、AGFブレンディコーヒー（ドリップ式）
7g×14、紅茶（アールグレイ･ブレックファースト･ストロベリー）2g×各1、
AGFブレンディスティック（エスプレッソオレ8.5g･カフェオレカロリーハーフ
6.1g･カフェオレ12g）×各3　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜

��������

美味之誉詰合せ

●商品内容/鮭フレーク40g、焼きのり佃煮85g、たらの子味付け45g×各1、
有明海産味付け海苔（8切16枚入）、鰹削り節（薄削り）（2.5g×4）×各2
【小麦･えび】
●箱サイズ/320×370×80㎜

��������

キッコーマン&調味料バラエティセット

●商品内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、コーミ
トマトケチャップ特級300g、日の出割烹みりんタイプ400㎖、日の出料理酒
500㎖、サンビシ本醸造しょうゆ500㎖、日清キャノーラ油600g×各1【小麦】
●箱サイズ/255×453×75㎜

��������
ファミリーライフギフト

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360ｇ×2、薬用ハンドソープ250㎖、
詰替用200㎖×各1
●箱サイズ/130×160×225㎜  ●日本製

��������

ごろっとナッツフィナンシェ&クッキー

●商品内容/ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ）×4、ごろっとナッツフィ
ナンシェ（ショコラ）×2、ほろほろクッキー（チーズ･抹茶）×各12
【卵･乳･小麦】●箱サイズ/212×292×90㎜

��������

● 商品内容/FLOフルーツケーキ、セイロン紅茶ティーバッグ（2g×6
袋）、抹茶ゴーフレット（4枚入）×各1、横濱浪漫ミルクプリン65g×3
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×320×60㎜

ＦＬＯ プレステージュフルーツケーキアソートセット

（税込 3,780円） （税込 3,402円） （税込 3,780円） （税込 3,402円）

（税込 3,780円） （税込 3,402円） （税込 3,780円） （税込 3,402円）
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（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,500円） （税込 4,950円）

��������
横濱浪漫 アソートギフトセット

●商品内容/オレンジケーキ×10、チョコクッキー50ｇ×1、アッサム紅茶ティー
バッグ2g×5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/313×370×53㎜

��������
プレミアムギフト　クッキー･コーヒー･紅茶

●商品内容/チェスティアクッキー×15、AGFブレンディコーヒー（ドリップ式）
7g×14、紅茶（アールグレイ･ブレックファースト･ストロベリー）2g×各2、
AGFブレンディスティック（エスプレッソオレ8.5g･カフェオレカロリーハーフ
6.1g･カフェオレ12g）×各6　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜

��������
風雅甘々もなか詰合せ

●商品内容/もなか（北海道小豆・甘露栗・安納芋・八女茶）×各5
●箱サイズ/295×375×45㎜

��������
九州産どんこ椎茸

●商品内容/九州産原木どんこ椎茸170g
●箱サイズ/375×286×47㎜

��������
日清オリーブオイル詰合せギフト

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145ｇ、ヤマサ特選しょう
ゆ360㎖、マルトモ国産野菜のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、
海苔茶漬け（4.7g×5）、スープ春雨（わかめ醤油味14.1g、かきたま海鮮風塩味
12.9g）×各1、白子のり味のり（8切5枚）、宝幸オリーブオイルツナ70g×各
2　【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/325×391×65㎜

��������
やま磯 味海苔卓上･焼海苔バラエティセット

●商品内容 /味付のり（8切32枚）、しそ風味のり（8切32枚）、のり茶漬け
5.5ｇ、のりふりかけ5g×各3、焼のり2袋詰（2切6枚）×1　【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ /275×452×73㎜

��������
宇治茶詰合せ

●商品内容/玉露100ｇ×1、煎茶100ｇ×2
●箱サイズ/177×283×88㎜

��������
キッコーマン&ミツカン 和のこだわりギフト

●商品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖、ミツカン味ぽん150㎖、
島の香小豆島産生のり佃煮80g、アマノフーズ減塩いつものおみそ汁（なす9g、
なめこ8g）×各1、やま磯味のり（8切6枚）、昭和ヘルシープレミアキャノー
ラ油300g×各2、永谷園お吸いもの松茸風味2.3g×4【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/245×483×72㎜

��������
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/P＆Gアリエールジェル750g×1、詰替690ｇ×2、台所用除菌ジェ
ル250㎖、詰替200㎖、抗菌･消臭ソフターEX400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/200×248×280㎜　●日本製

��������
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット

●商品内容/具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
×各2、三陸産鯖の味噌煮、三陸産秋刀魚の生姜煮各100g、紀州南高梅×各3
【小麦】
●箱サイズ/260×465×37㎜
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（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,400円） （税込 4,860円）

（税込 5,400円） （税込 4,860円） （税込 5,500円） （税込 4,950円）

��������
横濱浪漫 アソートギフトセット

●商品内容/オレンジケーキ×10、チョコクッキー50ｇ×1、アッサム紅茶ティー
バッグ2g×5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/313×370×53㎜

��������
プレミアムギフト　クッキー･コーヒー･紅茶

●商品内容/チェスティアクッキー×15、AGFブレンディコーヒー（ドリップ式）
7g×14、紅茶（アールグレイ･ブレックファースト･ストロベリー）2g×各2、
AGFブレンディスティック（エスプレッソオレ8.5g･カフェオレカロリーハーフ
6.1g･カフェオレ12g）×各6　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜

��������
風雅甘々もなか詰合せ

●商品内容/もなか（北海道小豆・甘露栗・安納芋・八女茶）×各5
●箱サイズ/295×375×45㎜

��������
九州産どんこ椎茸

●商品内容/九州産原木どんこ椎茸170g
●箱サイズ/375×286×47㎜

��������
日清オリーブオイル詰合せギフト

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145ｇ、ヤマサ特選しょう
ゆ360㎖、マルトモ国産野菜のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、
海苔茶漬け（4.7g×5）、スープ春雨（わかめ醤油味14.1g、かきたま海鮮風塩味
12.9g）×各1、白子のり味のり（8切5枚）、宝幸オリーブオイルツナ70g×各
2　【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/325×391×65㎜

��������
やま磯 味海苔卓上･焼海苔バラエティセット

●商品内容 /味付のり（8切32枚）、しそ風味のり（8切32枚）、のり茶漬け
5.5ｇ、のりふりかけ5g×各3、焼のり2袋詰（2切6枚）×1　【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ /275×452×73㎜

��������
宇治茶詰合せ

●商品内容/玉露100ｇ×1、煎茶100ｇ×2
●箱サイズ/177×283×88㎜

��������
キッコーマン&ミツカン 和のこだわりギフト

●商品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖、ミツカン味ぽん150㎖、
島の香小豆島産生のり佃煮80g、アマノフーズ減塩いつものおみそ汁（なす9g、
なめこ8g）×各1、やま磯味のり（8切6枚）、昭和ヘルシープレミアキャノー
ラ油300g×各2、永谷園お吸いもの松茸風味2.3g×4【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/245×483×72㎜

��������
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/P＆Gアリエールジェル750g×1、詰替690ｇ×2、台所用除菌ジェ
ル250㎖、詰替200㎖、抗菌･消臭ソフターEX400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/200×248×280㎜　●日本製

��������
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット

●商品内容/具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
×各2、三陸産鯖の味噌煮、三陸産秋刀魚の生姜煮各100g、紀州南高梅×各3
【小麦】
●箱サイズ/260×465×37㎜
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��������
スープ･みそ汁バラエティ

��������
キッコーマン&調味料バラエティセット

��������
静岡銘茶 香雅伝承

●商品内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450ml、伊賀越
天然蔵のつゆ500ml、日清キャノーラ油380g、日の出割烹みりんタイプ
400ml、イカリソースウスター500ml、日の出料理酒500ml×各1、コーミト
マトケチャップ特級300g、サンビシ本醸造しょうゆ500ml×各2【小麦】
●箱サイズ/482×380×69㎜

●商品内容/しじみ汁（4食入）、野菜のみそ汁（4食入）、かつおふりかけ（3
食入）、フルーツ玉ねぎスープ（4食入）×各1、フリーズドライ（たまごスー
プ･きのこスープ･オニオンスープ･ふかひれスープ･かき卵のみそ汁･ほうれん
草のみそ汁･ごぼうのみそ汁･松茸入りお吸いもの）×各2
【卵･乳･小麦】

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360g×5、薬用ハンドソープ250
㎖×1、詰替用200㎖×3
●箱サイズ/160×210×225㎜●日本製

●商品内容/特上煎茶（秀）150g×2、上煎茶（香）140g×1
●箱サイズ/170×280×84㎜

��������
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g×2、詰替690g×4、台所用除菌ジェ
ル250㎖、詰替200㎖、抗菌･消臭ソフターEX400g×各1、詰替350g×5
●箱サイズ/206×405×280㎜　●日本製

��������
ファミリーライフギフト

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360g×7、薬用ハンドソープ250
㎖×1、詰替用200㎖×3
●箱サイズ/165×260×225㎜　●日本製

スープ･みそ汁バラエティ

（税込 8,640円） （税込 7,776円）

（税込 10,800円） （税込 9,720円）9,00010,000

（税込 11,000円） （税込 9,900円） （税込 11,000円） （税込 9,900円）（税込 8,800円） （税込 7,920円）

（税込 6,480円） （税込 5,832 円） （税込 6,480円） （税込 5,832 円） （税込 10,800円） （税込 9,720円）

��������
ファミリーライフギフト

��������
こだわりバラエティセット

●商品内容/島乃香のり佃煮80g、宝幸焼鮭ほぐし52g、はごろもシーチキン
マイルド140g×各4【小麦】
●箱サイズ/168×261×200㎜

��������

●商品内容/スしじみ汁（4食入）、野菜のみそ汁（4食入）、かつおふりかけ
（3食入）、フルーツ玉ねぎスープ（4食入）、フリーズドライ（たまごスープ･
きのこスープ･かき卵のみそ汁･ほうれん草のみそ汁）×各2、フリーズドライ
（オニオンスープ･ふかひれスープ･ごぼうのみそ汁･松茸入りお吸いもの）×
各3
【卵･乳･小麦】
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��������
スープ･みそ汁バラエティ

��������
キッコーマン&調味料バラエティセット

��������
静岡銘茶 香雅伝承

●商品内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450ml、伊賀越
天然蔵のつゆ500ml、日清キャノーラ油380g、日の出割烹みりんタイプ
400ml、イカリソースウスター500ml、日の出料理酒500ml×各1、コーミト
マトケチャップ特級300g、サンビシ本醸造しょうゆ500ml×各2【小麦】
●箱サイズ/482×380×69㎜

●商品内容/しじみ汁（4食入）、野菜のみそ汁（4食入）、かつおふりかけ（3
食入）、フルーツ玉ねぎスープ（4食入）×各1、フリーズドライ（たまごスー
プ･きのこスープ･オニオンスープ･ふかひれスープ･かき卵のみそ汁･ほうれん
草のみそ汁･ごぼうのみそ汁･松茸入りお吸いもの）×各2
【卵･乳･小麦】

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360g×5、薬用ハンドソープ250
㎖×1、詰替用200㎖×3
●箱サイズ/160×210×225㎜●日本製

●商品内容/特上煎茶（秀）150g×2、上煎茶（香）140g×1
●箱サイズ/170×280×84㎜

��������
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g×2、詰替690g×4、台所用除菌ジェ
ル250㎖、詰替200㎖、抗菌･消臭ソフターEX400g×各1、詰替350g×5
●箱サイズ/206×405×280㎜　●日本製

��������
ファミリーライフギフト

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360g×7、薬用ハンドソープ250
㎖×1、詰替用200㎖×3
●箱サイズ/165×260×225㎜　●日本製

スープ･みそ汁バラエティ

（税込 8,640円） （税込 7,776円）

（税込 10,800円） （税込 9,720円）9,00010,000

（税込 11,000円） （税込 9,900円） （税込 11,000円） （税込 9,900円）（税込 8,800円） （税込 7,920円）

（税込 6,480円） （税込 5,832 円） （税込 6,480円） （税込 5,832 円） （税込 10,800円） （税込 9,720円）

��������
ファミリーライフギフト

��������
こだわりバラエティセット

●商品内容/島乃香のり佃煮80g、宝幸焼鮭ほぐし52g、はごろもシーチキン
マイルド140g×各4【小麦】
●箱サイズ/168×261×200㎜

��������

●商品内容/スしじみ汁（4食入）、野菜のみそ汁（4食入）、かつおふりかけ
（3食入）、フルーツ玉ねぎスープ（4食入）、フリーズドライ（たまごスープ･
きのこスープ･かき卵のみそ汁･ほうれん草のみそ汁）×各2、フリーズドライ
（オニオンスープ･ふかひれスープ･ごぼうのみそ汁･松茸入りお吸いもの）×
各3
【卵･乳･小麦】
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