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カタログ有効期限：2024 年 1月末
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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　

ドトールコーヒー･バウムクーヘンギフトセット

（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）

ごろっとナッツフィナンシェ&ゴーフレット詰合せ
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●商品内容/バウムクーヘン×5、ドトールまろやかカフェ・オ・レ13g、ドトー
ルほろにがカフェ・オ・レ7g×各3、ドリップコーヒーオリジナルブレンド(青 )
各7g×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×320×60㎜
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●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6.2g･カフェオレカロリーハーフ
5.4g･カフェオレ8.8g）×各3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜
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●商品内容/ごろっとナッツフィナンシェ(バニラ・チョコ)×各3，ゴーフレッ
ト(チョコ )×2、ほろほろクッキー(チーズ・抹茶)×各5
【卵･乳成分･小麦】
●箱サイズ/260×290×45㎜

●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 味海苔セット
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●商品内容/明太子風味海苔（8切28枚）、味海苔（8切4枚×6袋）×各3
【小麦・えび】
●箱サイズ/285×227×75㎜

美味之誉 詰合せ
���������

●商品内容/焼きのり佃煮85g×2、北海道産鮭フレーク40g、有明海産味付け
海苔（8切12枚入）、鰹削り節（薄削り）（2.g×4）、まぐろ油漬け70g×各1
【小麦･えび】
●箱サイズ/315×225×70㎜

白子味のり & 永谷園
���������

●商品内容/白子味のり(8切5枚 )､白子だし塩のり(8切5枚 )､永谷園お茶づけ
海苔4.7g､永谷園お吸いもの松茸風味2.3g×各2､白子有明味のり(8切8枚 )､マ
ルトモかつお削りぶし1.5g×各4【小麦･えび】
●箱サイズ/242×433×45㎜

九州産どんこ椎茸
���������

●商品内容/九州産原木どんこ椎茸95g
●箱サイズ/317×233×43㎜

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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ごろっとナッツフィナンシェ&ゴーフレット詰合せ
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●商品内容/バウムクーヘン×5、ドトールまろやかカフェ・オ・レ13g、ドトー
ルほろにがカフェ・オ・レ7g×各3、ドリップコーヒーオリジナルブレンド(青 )
各7g×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×320×60㎜
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●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6.2g･カフェオレカロリーハーフ
5.4g･カフェオレ8.8g）×各3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜
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●商品内容/ごろっとナッツフィナンシェ(バニラ・チョコ)×各3，ゴーフレッ
ト(チョコ )×2、ほろほろクッキー(チーズ・抹茶)×各5
【卵･乳成分･小麦】
●箱サイズ/260×290×45㎜

●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 味海苔セット
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●商品内容/明太子風味海苔（8切28枚）、味海苔（8切4枚×6袋）×各3
【小麦・えび】
●箱サイズ/285×227×75㎜

美味之誉 詰合せ
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●商品内容/焼きのり佃煮85g×2、北海道産鮭フレーク40g、有明海産味付け
海苔（8切12枚入）、鰹削り節（薄削り）（2.g×4）、まぐろ油漬け70g×各1
【小麦･えび】
●箱サイズ/315×225×70㎜

白子味のり & 永谷園
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●商品内容/白子味のり(8切5枚 )､白子だし塩のり(8切5枚 )､永谷園お茶づけ
海苔4.7g､永谷園お吸いもの松茸風味2.3g×各2､白子有明味のり(8切8枚 )､マ
ルトモかつお削りぶし1.5g×各4【小麦･えび】
●箱サイズ/242×433×45㎜

九州産どんこ椎茸
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●商品内容/九州産原木どんこ椎茸95g
●箱サイズ/317×233×43㎜

稲庭饂飩 阿部惣左エ門
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●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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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㎜

���������
キッコーマン & 調味料バラエティセット

（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）

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×2、わかめスープ（5.3g×4袋）、まる
じょう鰹節削り（1.5g×4袋）、のり玉子ふりかけ（4.5g×2袋）、有明海産味付
のり（8切8枚×2袋）、梅茶漬け（4.3g×2袋）、鮭茶漬け（4.7g×2袋）×各1【卵
･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×425×70㎜

���������
フリーズドライ 具材味わうおみそ汁 & たまごスープ

●商品内容/たまごスープ6.4g×6､具材を味わうおみそ汁(長ねぎ7.8g､ほうれ
ん草6.2g)×各3【卵･小麦】
●箱サイズ/245×263×35㎜
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●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
400㎖、日の出割烹みりんタイプ400㎖×各1　【小麦】
●箱サイズ/255×377×75㎜
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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プラス690g､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

アリエールジェル

ヤマサ鮮度しょうゆ & 白子のり詰合せ

●商品内容/白子のり味のり（3切5枚･8切5枚）、たまごスープ×各2、ヤマ
サ鮮度しょうゆ200㎖、シーラックかつおだし（4g×3）×各1【卵･小麦･えび】
●箱サイズ/247×330×68㎜

●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
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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
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四季折  々薬用入浴剤セット

日清オイリオ 食卓バラエティセット

（税込 3,240円） （税込 2,916円）

●商品内容/たまごスープ6.4g×2､日清サラダ油400g､有明海産味のり(8切8
枚×2)､かね七かつおだし(4g×5)､かね七こんぶだし(4g×5)､マルトモかつおパッ
ク(0.7g×3)×各1　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/247×330×68㎜
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●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㎜

���������

（税込 3,240円） （税込 2,916円）

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ



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㎜
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キッコーマン & 調味料バラエティセット

（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）

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×2、わかめスープ（5.3g×4袋）、まる
じょう鰹節削り（1.5g×4袋）、のり玉子ふりかけ（4.5g×2袋）、有明海産味付
のり（8切8枚×2袋）、梅茶漬け（4.3g×2袋）、鮭茶漬け（4.7g×2袋）×各1【卵
･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×425×70㎜
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フリーズドライ 具材味わうおみそ汁 & たまごスープ

●商品内容/たまごスープ6.4g×6､具材を味わうおみそ汁(長ねぎ7.8g､ほうれ
ん草6.2g)×各3【卵･小麦】
●箱サイズ/245×263×35㎜
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●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
400㎖、日の出割烹みりんタイプ400㎖×各1　【小麦】
●箱サイズ/255×377×75㎜
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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プラス690g､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

アリエールジェル

ヤマサ鮮度しょうゆ & 白子のり詰合せ

●商品内容/白子のり味のり（3切5枚･8切5枚）、たまごスープ×各2、ヤマ
サ鮮度しょうゆ200㎖、シーラックかつおだし（4g×3）×各1【卵･小麦･えび】
●箱サイズ/247×330×68㎜

●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

���������

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
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四季折  々薬用入浴剤セット

日清オイリオ 食卓バラエティセット

（税込 3,240円） （税込 2,916円）

●商品内容/たまごスープ6.4g×2､日清サラダ油400g､有明海産味のり(8切8
枚×2)､かね七かつおだし(4g×5)､かね七こんぶだし(4g×5)､マルトモかつおパッ
ク(0.7g×3)×各1　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/247×330×68㎜
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●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㎜
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（税込 3,240円） （税込 2,916円）

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ
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ヤマサ鮮度しょうゆ & 白子のり詰合せ

（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）
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●商品内容/白子のり味のり（3切5枚･8切5枚）､たまごスープ×各2､ヤマ
サ鮮度しょうゆ200㎖､ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200㎖､シーラックかつおだし
（4g×3）×各1【卵･小麦･えび】
●箱サイズ/255×418×68㎜
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カップケーキ&ウェッジウッド ティーバッグギフトセット

●商品内容/ウェッジウッド ワイルド ストロベリー ティーバッグ(アールグレ
イフラワーズ･ファインストロベリー)各2g×5､アールコーヒーカップケーキプ
レーン×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/250×370×53㎜
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キッコーマン & 調味料バラエティセット

●商品内容/コーミトマトケチャップ特級300g×2､キッコーマンいつでも新鮮
しぼりたて生しょうゆ450㎖､サンビシ本醸造しょうゆ500㎖､日の出割烹みり
んタイプ400㎖､日の出料理酒400㎖×各1【小麦】
●箱サイズ/255×453×75㎜
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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 )､のり茶漬 (4.3g×2袋 )､わかめスープ
(5.3g×2袋 )､鰹節削り (2g×4袋 )､キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ
450㎖､日清キャノーラ油400g×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×425×70㎜
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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6.2g･カフェオレカロリーハーフ
5.4g･カフェオレ8.8g）×各3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜
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美味之誉 詰合せ

●北海道産鮭フレーク40g､焼きのり佃煮85g､まぐろ油漬け70g×各1､有明海
産味付け海苔(8切12枚入 )､鰹削り節 (薄削り )(2g×4)×各2【小麦･えび】
●箱サイズ/320×370×80㎜

���������

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､昭和ヘルシープレミアキャノーラ油300g､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 )×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/245×407×70㎜

���������
ファミリーライフギフト

●商品内容/アタックZERO380g×2､台所洗剤250㎖､薬用ハンドソープ250㎖
×各1､詰替用200㎖×3
●箱サイズ/130×160×225㎜  ●日本製

���������

Senjudo ゴーフレット＋パイ

●商品内容/チョコゴーフレット×10､バニラゴーフレット×10､アーモンドパ
イ×8､ショコラスティックパイ×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/280×260×80㎜

���������

●商品内容/ バウムクーヘン､ドトールまろやかカフェ･オ･レ13g､ドトールほろ
にがカフェ･オ･レ7g×各3､ドトールドリップコーヒークラシックブレンド､ド
トールドリップコーヒーオリジナルブレンド（青）各7g×4､ドトールコーヒー
オリジナルブレンド7g×8　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/290×320×60㎜

ドトールコーヒー･バウムクーヘンギフトセット

（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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ヤマサ鮮度しょうゆ & 白子のり詰合せ

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

���������
カップケーキ&ウェッジウッド ティーバッグギフトセット

●商品内容/ウェッジウッド ワイルド ストロベリー ティーバッグ(アールグレ
イフラワーズ･ファインストロベリー)各2g×5､アールコーヒーカップケーキプ
レーン×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/250×370×53㎜

���������

キッコーマン & 調味料バラエティセット

●商品内容/コーミトマトケチャップ特級300g×2､キッコーマンいつでも新鮮
しぼりたて生しょうゆ450㎖､サンビシ本醸造しょうゆ500㎖､日の出割烹みり
んタイプ400㎖､日の出料理酒400㎖×各1【小麦】
●箱サイズ/255×453×75㎜

���������
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 )､のり茶漬 (4.3g×2袋 )､わかめスープ
(5.3g×2袋 )､鰹節削り (2g×4袋 )､キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ
450㎖､日清キャノーラ油400g×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6.2g･カフェオレカロリーハーフ
5.4g･カフェオレ8.8g）×各3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×325×80㎜

���������

美味之誉 詰合せ

●北海道産鮭フレーク40g､焼きのり佃煮85g､まぐろ油漬け70g×各1､有明海
産味付け海苔(8切12枚入 )､鰹削り節 (薄削り )(2g×4)×各2【小麦･えび】
●箱サイズ/320×370×80㎜

���������

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､昭和ヘルシープレミアキャノーラ油300g､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 )×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/245×407×70㎜

���������
ファミリーライフギフト

●商品内容/アタックZERO380g×2､台所洗剤250㎖､薬用ハンドソープ250㎖
×各1､詰替用200㎖×3
●箱サイズ/130×160×225㎜  ●日本製

���������

Senjudo ゴーフレット＋パイ

●商品内容/チョコゴーフレット×10､バニラゴーフレット×10､アーモンドパ
イ×8､ショコラスティックパイ×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/280×260×80㎜

���������

●商品内容/ バウムクーヘン､ドトールまろやかカフェ･オ･レ13g､ドトールほろ
にがカフェ･オ･レ7g×各3､ドトールドリップコーヒークラシックブレンド､ド
トールドリップコーヒーオリジナルブレンド（青）各7g×4､ドトールコーヒー
オリジナルブレンド7g×8　【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/290×320×60㎜

ドトールコーヒー･バウムクーヘンギフトセット

（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）

���������
ドトールコーヒー･バウムクーヘンギフトセット

●商品内容/バウムクーヘン×9､ドトールまろやかカフェ･オ･レ13g､ドトール
ほろにがカフェ･オ･レ7g×各3､ドトールドリップコーヒークラシックブレンド
､ドトールドリップコーヒーオリジナルブレンド(青 )各7g×4､ドトールドリッ
プコーヒーオリジナルブレンド7g×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/334×320×60㎜

���������
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6.2g･カフェオレカロリーハーフ
5.4g･カフェオレ8.8g）×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（小豆）×10、もなか（甘露栗･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㎜

���������
贅沢フリーズドライとふかひれスープ

●白子のり(8切5枚 )×6、あわび入お吸い物4g×2､ふかひれスープ､紅ずわい
がにスープ各160g､松茸のお吸い物4.2g､北海道産鮭茶漬け(4g×2袋 )､本枯れ節
削り節(2g×2袋 )×各1【卵･乳･小麦･えび･かに】
●箱サイズ/290×463×42㎜

���������
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500g×2､洗たく槽クリーナー
100g､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/200×248×280㎜　●日本製

���������
キッコーマン生しょうゆ & 和食詰合せ

●有明海産味付海苔(8切8枚×2袋 )､島の香のり佃煮､島の香しそのり佃煮各
80g､のり茶漬､うめ茶漬(各4.3g×2袋 )､わかめスープ(5.3g×2袋 )､のり玉子ふ
りかけ(4.5g×2袋)､鰹節削り(1.5g×4袋)､キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょ
うゆ450㎖､日清キャノーラ油400g×各1【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×510×70㎜
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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）

���������
ドトールコーヒー･バウムクーヘンギフトセット

●商品内容/バウムクーヘン×9､ドトールまろやかカフェ･オ･レ13g､ドトール
ほろにがカフェ･オ･レ7g×各3､ドトールドリップコーヒークラシックブレンド
､ドトールドリップコーヒーオリジナルブレンド(青 )各7g×4､ドトールドリッ
プコーヒーオリジナルブレンド7g×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/334×320×60㎜

���������
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6.2g･カフェオレカロリーハーフ
5.4g･カフェオレ8.8g）×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（小豆）×10、もなか（甘露栗･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㎜

���������
贅沢フリーズドライとふかひれスープ

●白子のり(8切5枚 )×6、あわび入お吸い物4g×2､ふかひれスープ､紅ずわい
がにスープ各160g､松茸のお吸い物4.2g､北海道産鮭茶漬け(4g×2袋 )､本枯れ節
削り節(2g×2袋 )×各1【卵･乳･小麦･えび･かに】
●箱サイズ/290×463×42㎜

���������
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500g×2､洗たく槽クリーナー
100g､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/200×248×280㎜　●日本製

���������
キッコーマン生しょうゆ & 和食詰合せ

●有明海産味付海苔(8切8枚×2袋 )､島の香のり佃煮､島の香しそのり佃煮各
80g､のり茶漬､うめ茶漬(各4.3g×2袋 )､わかめスープ(5.3g×2袋 )､のり玉子ふ
りかけ(4.5g×2袋)､鰹節削り(1.5g×4袋)､キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょ
うゆ450㎖､日清キャノーラ油400g×各1【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×510×70㎜
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���������
スープ・みそ汁バラエティ

●商品内容/アタックZERO380g×5､台所洗剤250㎖､薬用ハンドソープ250㎖
×各1､詰替用200㎖×3
●箱サイズ/175×210×225㎜●日本製

●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）、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】
●箱サイズ/285×350×100㎜

���������
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/洗たく槽クリーナー100g､P&Gアリエールジェル750g×各2､詰
替500g×4､台所用除菌ジェル250㎖､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

���������
スーパークリアギフト

●商品内容/トップスーパーナノックス400g×1､詰替用320g×8､薬用ハンド
ソープ250㎖×1､詰替用200㎖×2
●箱サイズ/165×260×225㎜　●日本製

日清オイリオ 食卓バラエティセット

（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 10,800円） （税込 9,720円）

���������
ファミリーライフギフト

���������
贅沢フリーズドライとふかひれスープ

●商品内容/あわび入お吸い物4g､松茸のお吸い物4.2g×各4､紅ずわいがにほ
ぐし身55g､白子のり (8切5枚 )×各3､ふかひれスープ160g､ふかひれスープ
5.5g×各2､紅ずわいがにスープ160g×1【卵･乳･小麦･えび･かに】
●箱サイズ/290×463×42㎜

���������

●商品内容/日清サラダ油400g､有明海産味のり (8切 8枚×2)､かね七かつお
だし､かね七こんぶだし (各4g×5)､ニッスイさば水煮150g､キッコーマンしぼ
りたて生しょうゆ450㎖×各1､宝幸貝柱水煮ほぐし身65g､たまごスープ
6.4g×各2､ニッスイ紅ずわいがにほぐし身55g×3【卵･乳･小麦･かに】
●箱サイズ/338×418×68㎜

���������
キッコーマン & 調味料バラエティセット

●商品内容/サンビシ本醸造しょうゆ500㎖×3、コーミトマトケチャップ特
級300g×2、キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、日清キャ
ノーラ油380g、日の出料理酒400㎖、日の出割烹みりんタイプ400㎖、イカリソー
スウスター500㎖×各1【小麦】
●箱サイズ/482×380×69㎜

（税込 6,480円） （税込 5,832 円）

���������
贅沢フリーズドライとふかひれスープ

●商品内容/あわび入お吸い物4g､松茸のお吸い物4.2g×各2､ふかひれスープ
､紅ずわいがにスープ各160g､海老みそ汁(7.5g×3袋 )､北海道産鮭茶漬け
(4g×3袋 )×各1､白子のり (8切5枚 )×6【卵･乳･小麦･えび･かに】
●箱サイズ/290×463×42㎜

（税込 6,480円） （税込 5,832 円）
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���������
スープ・みそ汁バラエティ

●商品内容/アタックZERO380g×5､台所洗剤250㎖､薬用ハンドソープ250㎖
×各1､詰替用200㎖×3
●箱サイズ/175×210×225㎜●日本製

●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）、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】
●箱サイズ/285×350×100㎜

���������
ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/洗たく槽クリーナー100g､P&Gアリエールジェル750g×各2､詰
替500g×4､台所用除菌ジェル250㎖､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

���������
スーパークリアギフト

●商品内容/トップスーパーナノックス400g×1､詰替用320g×8､薬用ハンド
ソープ250㎖×1､詰替用200㎖×2
●箱サイズ/165×260×225㎜　●日本製

日清オイリオ 食卓バラエティセット

（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 10,800円） （税込 9,720円）

���������
ファミリーライフギフト

���������
贅沢フリーズドライとふかひれスープ

●商品内容/あわび入お吸い物4g､松茸のお吸い物4.2g×各4､紅ずわいがにほ
ぐし身55g､白子のり (8切5枚 )×各3､ふかひれスープ160g､ふかひれスープ
5.5g×各2､紅ずわいがにスープ160g×1【卵･乳･小麦･えび･かに】
●箱サイズ/290×463×42㎜

���������

●商品内容/日清サラダ油400g､有明海産味のり (8切 8枚×2)､かね七かつお
だし､かね七こんぶだし (各4g×5)､ニッスイさば水煮150g､キッコーマンしぼ
りたて生しょうゆ450㎖×各1､宝幸貝柱水煮ほぐし身65g､たまごスープ
6.4g×各2､ニッスイ紅ずわいがにほぐし身55g×3【卵･乳･小麦･かに】
●箱サイズ/338×418×68㎜

���������
キッコーマン & 調味料バラエティセット

●商品内容/サンビシ本醸造しょうゆ500㎖×3、コーミトマトケチャップ特
級300g×2、キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、日清キャ
ノーラ油380g、日の出料理酒400㎖、日の出割烹みりんタイプ400㎖、イカリソー
スウスター500㎖×各1【小麦】
●箱サイズ/482×380×69㎜

（税込 6,480円） （税込 5,832 円）

���������
贅沢フリーズドライとふかひれスープ

●商品内容/あわび入お吸い物4g､松茸のお吸い物4.2g×各2､ふかひれスープ
､紅ずわいがにスープ各160g､海老みそ汁(7.5g×3袋 )､北海道産鮭茶漬け
(4g×3袋 )×各1､白子のり (8切5枚 )×6【卵･乳･小麦･えび･かに】
●箱サイズ/290×463×42㎜

（税込 6,480円） （税込 5,832 円）
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