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（税抜）

512

1,035

1,059

1,035

1,038

1,013

478

478

417

413

252

258

268

そよかぜ （A4 ファイルタイプ）　コース一覧

U-01-001

U-01-002

U-01-003

U-01-004

U-01-005

U-01-006

U-01-007

U-01-008

U-01-009

U-01-010

U-01-011

U-01-012

U-01-013

お申込番号 コース名

3,000円(税込3,300円 )

3,500円(税込3,850円 )

4,000円(税込4,400円 )

4,500円(税込4,950円 )

5,000円(税込5,500円 )

6,000円(税込6,600円 )

9,000円(税込9,900円 )

11,000円(税込12,100円 )

16,000円(税込17,600円 )

21,000円(税込23,100円 )

26,000円(税込28,600円 )

31,000円(税込34,100円 )

51,000円(税込56,100円 )

2,800円(税込3,080円 )

3,250円(税込3,575円 )

3,700円(税込4,070円 )

4,150円(税込4,565円 )

4,600円(税込5,060円 )

5,500円(税込6,050円 )

8,200円(税込9,020円 )

10,000円(税込11,000円 )

14,500円(税込15,950円 )

19,000円(税込20,900円 )

23,500円(税込25,850円 )

28,000円(税込30,800円 )

46,000円(税込50,600円 )

価格 割引価格 掲載点数

安曇（A4 ファイルタイプ）

あ ず み

真珠（A4 ファイルタイプ）

し ん じ ゅ

葉室（A4 ファイルタイプ）

は む ろ

蛍星（A4 ファイルタイプ）

ほたるぼし

暁（A4 ファイルタイプ）

あかつき

北斗（A4 ファイルタイプ）

ほ く と

啓明（A4 ファイルタイプ）

けいめい

羽白（A4 ファイルタイプ）

は じ ろ

綺羅（A4 ファイルタイプ）

き ら

日向（A4 ファイルタイプ）

ひなた

唐臼（A4 ファイルタイプ）

か ら う す

淡路（A4 ファイルタイプ）

あ わ じ

金輪（A4 ファイルタイプ）

か な わ
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1,035 1,059

1,035 1,038

512

本体サイズ ： 31×23×2cm

箱サイズ ： 32.5×24×2.5cm

ポケットサイズ ： A4 サイズ

3,000円(税込3,300円 )

2,800円(税込3,080円 )

※A4 ファイル代を含みます

そよかぜ (A4 ファイルタイプ ) 価格一覧

3,500円(税込3,850円 )

3,250円(税込3,575円 )

4,500円(税込4,950円 )

4,150円(税込4,565円 )

5,000円(税込5,500円 )

4,600円(税込5,060円 )

4,000円(税込4,400円 )

3,700円(税込4,070円 )

引き継がれて660余年　日本一の饅頭所

京都の四季折々の風情を精妙な味
と姿に息づかせた割烹

創業昭和51年の名店

明治35年より約100年
守り続けてきた味

80203-0799
ちりめん山椒･松茸昆布（赤坂松葉屋）
  ●容量:ちりめん山椒30g×2、お茶漬け松茸昆布50g×3 

80203-0800
うなぎ昆布（ぎおん割烹なか川）
  ●容量:180g×2 

80203-0801
志ほせ饅頭（塩瀬総本家）
  ●容量:24個 

80203-0802
佃煮9品詰合せ（廣川昆布）
  ●容量:ごま昆布45g･ごまひじき45g･木耳佃煮45g･一口椎茸30g･しその実昆布45g･ひ
じき佃煮45g･かつお昆布45g･しその実わかめ45g･細切汐吹昆布18g×各1 

レザリエ_掲載商品3000 63

日本のニョッキ専門店

1つ1つ心を込めて焼きあげる洋菓子店。 良質なフレーバーだけを厳選した
フランスの紅茶

カスタードクリームにこだわった
シュークリームです。

80203-1353
ホエー豚和風ロースト(麻布十番ブラッセリートモ)
  ●容量:250ｇ

80203-0806
ゴルゴンゾーラクリームニョッキ（西洋食堂PaPa）
  ●容量:ソース130g、チーズニョッキ170g　 

80203-1255
ヴェルサイユローズ（ニナス）
  ●容量:50g×3 

80203-1422
天使のシュークリーム(lait lait lait)
  ●容量:●容量:50ｇ×10　 

レザリエ_掲載商品3000 64

1881年にフィンランドのイッタラ村でガラス工房として誕生。
北欧デザインのパイオニアとして、本質的で流行に左右されな
いデザインを追求しています。

1954年設立のダンスク社はデンマーク風という意味より
DANSKと名づけられました。北欧を中心に各国のデザイナー
達によって個性あふれるアイテムが作り出されてきました。

イッタラ

ダンスク

エインズレイ

フォション

1775年英国にエインズレイ窯を創設。英国の名窯として多くの
皇族、貴族に愛され続け、丁寧なものづくりを続けています。

世界中のグルメに愛され続けるフォション。時代にフィットした
独創性からロゴやFのマークをモチーフに美しい食器が生ま
れ、至福のひと時を楽しめます。

80303-0325 グマカイタ
  ●サイズ（約）:φ9×高さ11.5cm　●素材:磁器 

80303-0326 プッカグマ
  ●サイズ（約）:φ9×12cm　●素材:ファインボーンチャイナ

80303-1566 ペアロゴ付きマグ(DANSK)  
●サイズ（約）:φ7.6×高さ10.7cm ●素材:磁器 ●容量: 300ml 

80303-0328 トッセーヒーコアペ
  ●サイズ（約）:カップφ9×高さ6cm、
ソーサーφ15.5×高さ1.5cm　●素材:磁器 

レザリエ_掲載商品3500 26

ウェッジウッドの創始者ジョサイアが追及したのは「使う食器」。
美しさと実用性を兼ね備え、毎日の食卓で楽しんでいただける
コレクションです。

1775年に開窯したデンマーク王室御用達のロイヤル コペン
ハーゲン。シンプルで優美なデザインのテーブルウェアは多く
のファンに愛されています。

ウェッジウッドクイーンズウェアコレクション

ロイヤルコペンハーゲン ビレロイ＆ボッホ

創業から260余年、世界でも歴史ある陶磁器ブランドのひと
つ。その斬新なデザインとすぐれた機能性で多くの人々を魅了
しつづけています。

リチャードジノリ

1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレンツェに誕生しまし
た。磁器製造を夢見たカルロ・ジノリ侯爵が、窯を創設したのが始
まりです。以来３世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの伝統に育
てられ、バラエティ豊かな美しい陶磁器を創り出してきました。

80303-0321 ペアプレート
●サイズ（約）:φ27cm　●素材:硬質陶器

80303-0323
ホワイトパルメッテオーバルディッシュ
●サイズ（約）:16×27×高さ5cm　
●素材:磁器

80303-0324
マリフルールプレート
●サイズ（約）:φ27×高さ2.5cm　
●素材:硬質陶器

80303-0322 ベッキオジノリホワイトボウル
●サイズ（約）:φ16×高さ5.5cm　●素材:磁器

レザリエ_掲載商品3500 25

80403-1594
スンタ引段三みたたり折

●サイズ（約）:30×30×高さ30cm　
●素材:ポリエステル、不織布　● 式立組

80403-0391
）ズモ（トッセ枚5皿ーレカ

●サイズ（約）:φ21.5×高さ4cm　
●素材:磁器 

80403-0395
ドンタスクッブ

●サイズ（約）:24×26～46.5×高さ26cm
●素材:MDF（無塗装） ●組立式 

80403-0399
ムーレフトォフ

●サイズ（約）:29×29×厚さ3cm　
●素材:MDF、ガラス、紙　
●真四角サイズ（8.9×8.9㎝）対応 

80403-0388
）ンパャジトマヤ（計時掛

●サイズ（約）:29.5×29.5×厚さ2.5cm　
●素材:合成木材 

80403-1353
スーケチッォウ

●サイズ（約）:9.5×28×高さ7cm
●素材:樹脂　●腕時計6本収納

80403-0396
トッセルウボ

●サイズ（約）:φ12.5×高さ6.5cm　
●素材:磁器 

80403-1354
子椅座グンニイラクリ

●サイズ（約）:36×33×高さ36cm　
●素材:合皮、ウレタンフォーム、スチール
●カラー:ブラウン

80403-0389
ムーレフトォフ

●サイズ（約）:30.9×27.1×厚さ1.2cm　
●素材:ウォールナット材、ラバー材 

80403-1532
）ーリペトポ（スーベーワラフスーホ

●サイズ（約）:13.5×7×高さ12cm　
●素材:陶器 

80403-0397
クッラ段三

●サイズ（約）:15×45×高さ46cm　
●素材:MDF（無塗装） ●組立式　
●縦でも横でも使用可 

80403-0401
ンパルブーテ

●サイズ（約）:φ19×高さ12cm　
●素材:耐熱陶器　
●直火可、オーブン可、レンジ対応不可 

80403-0394
トッケンラブ

●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル

80403-0398
クッランジガマ

●サイズ（約）:40.5×13.5×高さ27cm　
●素材:合皮 

80403-1355
スラグムートス

●サイズ（約）:φ8.5×高さ21.5cm　●素材:ホウケイ酸ガラ
ス他　天気の変化によって結晶が変化します。

80403-1266
計時りくめ日ルタジデ

●サイズ（約）:23.5×16.4×厚さ4cm　
●素材:ABS 

レザリエ_掲載商品4000 33

6531-30408
て立本式ドイラス

●サイズ（約）:31～56×19.5×23cm　
●素材:天然木、中質繊維板 

80403-0411
フーリプーレグ媒触光

●サイズ（約）:φ12×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、陶器 

80403-0415
ルーツス

●サイズ（約）:30×31.5×高さ49.5cm　
●素材:ポリエステル、スチール ●折畳式

80403-0404
ーガンハルーポ

●サイズ（約）:37×37×高さ123.5cm　
●素材:天然木　●組立式 

80403-0408
ドーボドッウ

●サイズ（約）:42×23×厚さ2cm　
●素材:木 

80403-0412
クッラチルマ

●サイズ（約）:16×28×高さ14cm　
●素材:合皮 

80403-0416
クッラ納収

●サイズ（約）:17×15.3×高さ51cm　
●素材:中質繊維板　●組立式 

80403-1521
クッララレプンア

●サイズ（約）：23×28.5×高さ59.5cm ●

素材：スチール、木珠、ポリプロピレン ●カ
ラー:ブラック ●組立式  

80403-0409
クッラズーュシ付ーバカ

●サイズ（約）:30×60×高さ71cm　
●容量:約8～12足　●素材:スチールパイプ、
ポリプロピレン、不織布　●組立式 

80403-0417
ンョシック

●サイズ（約）:45×45×厚さ15cm　
●素材:ポリエステル ●カラー:ブラック

80403-0406
ンョシックズービ

●サイズ（約）:φ30×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、発泡ビーズ

80403-0410
ーラミけ掛壁

●サイズ（約）:80.5×25.8×厚さ1.5cm　
●素材:天然木、ミラー

80403-1357
スタクカ媒触光

●サイズ（約）:15×15×高さ285cm　
●素材:ポリエステル、陶器 

80403-1360
）グマ（計時波電ニミ

●サイズ（約）:φ16×高さ4.1cm
●素材:樹脂、ガラス

80403-1550
ルブーテムーカ

●サイズ（約）:45×30×高さ19cm　
●素材:合成樹脂化粧繊維板、スチール

80403-0413
子椅座グンニイラクリ階段5

●サイズ（約）:36×33×高さ36cm　
●素材:ポリエステル、ウレタンフォーム、
スチール

レザリエ_掲載商品4000 34

クアアイナ

ハンバーガー3品＋フレンチフライ（S）＋パ
ンケーキブリュレ＋ソフトドリンク3品

ハンバーガーセット
お食事券

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。 ●有効期限：発行日より6ヶ月

スタンダードラーメンから4品＋餃子2
枚＋ソフトドリンク4杯

ラーメンセット
お食事券 4名様麺屋空海

Gourmet Ticket

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。 ●有効期限：発行日より6ヶ月

●神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩15分 ●ご利用時間：10:00～21:30
（L.O21:00） ●休業日：無休

鎌倉店80503-1008

●東京都 東京メトロ「表参道駅」より徒歩1分 ●ご利用時間：10：
00～22：30（L.O22:00） ●休業日：年末年始

青山本店80503-1000

●千葉県 JR「袖ヶ浦駅」よりバス10分 ●ご利用時間：11:00～21:00
（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク木更津店80503-1009

●東京都 各線「池袋駅」より徒歩8分 ●ご利用時間：10:00～
23:00（L.O22:00） ●休業日：施設に準ずる

池袋サンシャインシティ店80503-1001

●東京都 各線「二子玉川駅」より徒歩1分 ●ご利用時間：11:00
～23:00（L.O22:00） ●休業日：施設に準ずる

二子玉川店80503-1002

●東京都りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩12分
●ご利用時間：11:00～23:00（L.O22:00） ●休業日：施設に準ずる

アクアシティお台場店80503-1003

●東京都 JR「東京駅」より徒歩2分 ●ご利用時間：月～土11:00～23:00
（L.O22:30）、日祝11:00～22:00 ●休業日：施設に準ずる

丸ビル店80503-1004

●東京都 JR「御茶ノ水駅」より徒歩10分 ●ご利用時間：10:00～
21:30（L.O21:00） ●休業日：年末年始

神田駿河台店80503-1005

●東京都 各線「五反田駅」より徒歩5分 ●ご利用時間：10:00～
22:30（L.O22:00） ●休業日：年末年始

五反田店80503-1006

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩10分 ●ご利用時間：10:00～
22:30（L.O22:00） ●休業日：年末年始

渋谷宮益坂店80503-1007

●千葉県JR「舞浜駅」南口左手すぐ ●ご利用時間：平日11:00～23:00、
土日祝10:00～23:00 ●休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店80503-1010

●埼玉県 JR「さいたま新都心駅」東口直結 ●ご利用時間：11:00～
23:00（L.O22:00） ●休業日：施設に準ずる

さいたま新都心店80503-1011

●埼玉県 西武池袋線「入間市駅」よりバス15分 ●ご利用時間：平日11:00～
21:00、土日祝11:00～22:00 ●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク入間店80503-1012

●埼玉県 武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結 ●ご利用時間：10:00
～23:00（L.O22:00） ●休業日：施設に準ずる

イオン越谷レイクタウン店80503-1013

●栃木県 JR「佐野駅」よりバス15分 ●ご利用時間：11:00～
21:00（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

佐野プレミアム・アウトレット店80503-1014

●大阪府 地下鉄各線「なんば駅」より徒歩8分　●ご利用時間：11:00
～22:30（L.O22:00） ●休業日：施設に準ずる

なんばパークス店80503-1015

●大阪府 各線「りんくうタウン駅」より徒歩6分 ●ご利用時間：11:00
～21:00（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

りんくうプレミアム・アウトレット店80503-1016

●滋賀県 JR「野洲駅」「近江八幡駅」よりバス30分 ●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク滋賀竜王店80503-1017

●大阪府 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩7分 ●ご利
用時間：10:00～20:30 ●休業日：不定休

ららぽーとEXPOCITY店80503-1018

●長野県 JR「軽井沢駅」より徒歩4分 ●ご利用時間：11:00～
19:30 ●休業日：施設に準ずる

軽井沢店80503-1019

●宮城県JR「仙台駅」より徒歩2分 ●ご利用時間：11：00～
23：00（L.O22：30） ●休業日：施設に準ずる

仙台パルコ2店80503-1020

●神奈川県江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩1分 ●ご利用時間：
10：00～21：30（L.O21：00） ●休業日：年末年始

片瀬江ノ島店80503-1021

●福岡県地下鉄「天神駅」より徒歩4分 ●ご利用時間：11：00～
23：30（L.O23：00） ●休業日：施設に準ずる

福岡ソラリアプラザ店80503-1022

● 分1歩徒りよ」駅船大「県川奈神
●ご利用時間：11：00～22：00
●休業日：施設に準ずる

大船ルミネウィング店80503-1275

● 分5歩徒りよ」駅崎川「県川奈神
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

ダイス川崎店80503-1304

●千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

海浜幕張店80503-1277

●東京都「品川駅」より徒歩3分 ●ご利用時間：月
～金11：00～23：00、土・日・祝日11：00～15：00 ●
休業日：施設に準ずる

品川グランパサージュ店80503-1272

● 分3歩徒りよ」駅トーポレテ京東「都京東
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

ヴィーナスフォート店80503-1273

●東京都 JR「恵比寿駅」より徒歩15分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

恵比寿店80503-1274
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。 ●有効期限：発行日より6ヶ月

日本料理 
なるみ乃 薬院店

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。 ●有効期限：発行日より6ヶ月

シャルルフレンチ
ル・タンドール

月島名物もんじゃだるま

特選海鮮丼定食（特選海鮮丼・みそ汁・
小鉢・つけもの・サラダ）＋天ぷら（各2）

80503-1031
夜の定食「松」 お食事券 2名様

●福岡県 西鉄天神大牟田線「薬院駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：30～23：00
●休業日：日曜 ●ランチでのご利用も可

80503-1033
季節のランチコース お食事券 2名様
●ご利用時間：11：30～15：00（LO：14：00）
●定休日：水曜日※貸切・イベント等でご利用いただけな
い場合がございます。※季節・仕入れ状況によりメニュー
内容は変更になる場合がございます
●千葉県「成田」駅より徒歩約5分

鉄板焼3種盛り合わせ（内容おまかせ） ●内容例：もち明太子チー
ズもんじゃ、だるまくんもんじゃ（海鮮）、あんこ巻き
※月島本店および海鮮処でご利用いただけます。

80503-1278 銀だるまお食事券 2名様

●東京都 地下鉄「月島」駅より徒歩3分
●ご利用時間：月～金11：30～23：00（LO22:00）、土・日・祝
日11：00～23：00（LO22:00）
●休業日：無休
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7430-30008
せ合詰キーケドンウパ茶抹治宇

●容量：宇治抹茶パウンドケーキ1個、
宇治ほうじ茶50ｇ×1 

6430-30008
）季茶（こるしお

●容量：180g×4
※お餅は演出品です

80003-0345
トッセーレカフービ風欧とけかりふにか

●容量：かにふりかけ50ｇ×1、
欧風ビーフカレー200ｇ×1 

80003-0344
)秀豊の海山(トッセィテエラバ布昆

●容量：ちりめん鰹昆布50g、
ごまふりかけ30ｇ､昆布だし３袋、合わせだし３袋 

80003-0343
み込煮風キーソ骨軟らば豚

●容量：150ｇ×4 

80003-0342
き焼てど

●容量：170ｇ×4 

80003-0352
んどう岐讃

●容量：50ｇ×11束 

3530-30008
せ合詰んぽんゃち崎長

●容量：ちゃんぽん麺80ｇ×6
長崎ちゃんぽんスープ20ｇ×6 

80003-0351
ばそ州信

●容量：50ｇ×15束 

80003-0350
麺素原島べ延手

●容量：50ｇ×15束 

80003-0349
哉善と餅お」庵桜「寮茶

●容量：レトルト善哉180ｇ×3､乾燥餅10ｇ×3 

80003-0348
茶竜天茶銘岡静

●容量：煎茶80ｇ×2 

商品を選んだあとは、

A4 ファイルとしてお使いいただけます
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1,013

417

413 252

258 268

478

478

6,000円(税込6,600円 )

5,500円(税込6,050円 )

9,000円(税込9,900円 )

8,200円(税込9,020円 )

11,000円(税込12,100円)

10,000円(税込11,000円)

16,000円(税込17,600円)

14,500円(税込15,950円)

26,000円(税込28,600円)

23,500円(税込25,850円)

51,000円(税込56,100円)

46,000円(税込50,600円)

21,000円(税込23,100円)

19,000円(税込20,900円)

31,000円(税込34,100円)

28,000円(税込30,800円)
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80003-0335　
下仁田こんにゃく詰合せ
●容量：のどごし青180g､ゆばこんにゃく130g､
小玉こんにゃく250g､
田舎こんにゃく黒175g､みそ漬けこんにゃく230g

80003-0334
新潟県魚沼産こしひかり
●容量：1Ｋg

80003-0333
茶寮「桜庵」スイーツ胡麻豆腐
●容量：白胡麻豆腐100ｇ×2､
黒胡麻豆腐100ｇ×2､
黒蜜10ｇ×4､きなこ3ｇ×4

80003-0332
奈良吉野「吉田屋」葛餅
●容量：葛餅130g×2､くろみつきなこ
（黒蜜20g×2､きなこ10g×2、
抹茶きなこ18g×2）×1 

80003-0331
おかき4種詰合せ(みゆき堂本舗)
●容量：おかき4種（サラダ・醤油・ざらめ・黒海苔巻）
330g

80003-0330
高岡ラムネ4種詰合せ(大野屋)
●サイズ（約）:宝尽くし･貝尽くし･花尽くし
･季節もの各20ｇ
※季節ものは季節により内容が変更します。
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80003-0341　
フリーズドライ「お味噌汁･スープ詰合せ」
●容量：フリーズドライ「お味噲汁」
（ほうれん草･油あげ）×各2、
フリーズドライ「たまごスープ」
（和風･中華）×各2

80003-0340　
伊賀越 醤油セット
●容量：天然醸造しょうゆ1ℓ×2、丸大豆しょうゆ1ℓ

80003-0339　
柚子こしょう詰合せ
●容量：青・赤 各110ｇ

80003-0338
お茶漬け･有明海産　味付海苔詰合せ
●容量:味付海苔（8切24枚）×2、
梅茶漬け（7g×4袋）
･鮭茶漬け（7g×4袋）×各1

80003-0337　
紀州はちみつ梅
●容量：梅干し300ｇ ●塩分8％
※写真はイメージです。
実際の容量は異なります。

80003-0336
有明海産味付海苔
●容量:味付海苔（8切24枚）×4

80603-0257 トッセプンラマロア
●サイズ（約）:11.5×8.5×厚さ7cm、オイル各10ml　●素材:磁器　●AC100V-10W　
●ラベンダー、ペパーミント、グレープフルーツ、ベルガモットの香り

80603-0258 ）ィテリォクーワパツンラプ（トッセルオタクッニガーオ
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェイスタオル34×80cm　
●素材:綿 

80603-0260 トッセルオタ治今
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm×1、フェイスタオル34×75cm×2、
ウォッシュタオル34×35cm×2　●素材:綿100% 

80603-0262 トッセルオタントッコクッニガーオ治今
●サイズ（約）:バスタオル60×100cm･フェイスタオル34×70cm･
ウォッシュタオル34×34cm×各2　●素材:綿100% 

80603-0941
）ムコステ（ーナーリク玉毛

●サイズ（約）:本体17×5.9×10.4ｃｍ ● 脂樹:材素 ●5
段階風合いガード ●静電気防止剤配合

80603-0940
トッセアケィデボテリカ

（カンパニードプロバンス）
●容量（約）:リキッドソープ500ml、
ボディバーム150ｍｌ、固形ソープ360ｇ
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80603-0264
ーャジーサッマトーシ

）ドーバンイツ（
●サイズ（約）:5×47×高さ90cm　
●素材:ポリエステル、
ウレタンスポンジ、ABS　
●AC100V-8W･コード2.5m 

80603-0265
）タニタ（ーカッェチスレブ

●サイズ（約）:1.9×3×高さ12cm　
●素材:樹脂　●6段階判定 

80603-0263
サイクロンスティック型クリーナー

）ドーバンイツ（
●サイズ（約）:22.5×15.5×高さ102cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-270W･コード4.5m　
●すき間ノズル、すき間ノズルホルダー付 

80603-0942
&トッェウスレドーコ

ドライクリーナー（ツインバード）
●サイズ（約）:11.5×41×高さ13.5cm　
●素材:樹脂、ゴム ●AC100V-5W･コード1.8m　
●充電台･吸水ノズル･すき間ノズル･すき間ブラシ付 

80603-0268
ーガンハルオタスバ

●サイズ（約）:16×72×高さ82cm　
●素材:スチール、天然木、シリコーン
●組立式 

-30608 0 768
プッモ転回

●サイズ（約）:バケツ42×30×高さ28cm、
モップφ34.5×長さ92.5～124.5cm　
●素材:スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、
アルミパイプ、ナイロン、マイクロファイバー
●組立式 
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80703-0241 んとふ根羽プイターュニ
  ●サイズ（約）:150×210cm　
● %01ンウダ、%09ーザェフ）ータンセ（、ルテスエリポ）ドイサ（:材素

80703-0243 ）ルガーリ（布毛ーヤイマーュニ&ドッパ敷
  ●サイズ（約）:敷パッド100×205cm、毛布140×190cm　
● 、%02綿･%08ルテスエリポ）裏（、%001ルテスエリポ）表（ドッパ敷:材素
（詰め物）ポリエステル100%、毛布ポリエステル100% 

80703-0244 んとふけ掛ーアボ
  ●サイズ（約）:140×200cm　●素材:ポリエステル100% 

80703-0245 団布肌混ルーウ
  ●サイズ（約）:140×190cm　
● %05ルテスエリポ･%05毛羊）物め詰（、%001綿）地側（:材素

80703-0246 布毛綿州泉
  ●サイズ（約）:140×200cm　●素材:綿100%　●カラー:アイボリー

80703-0916 ）ルベーヌセンラフンラグ（トッケルブャシッォウ
  ●サイズ（約）:150×200cm　
● %001ルテスエリポ:材素 ●カラー:グレージュ
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80703-0247 トッパ敷グンビーカ調ントーム
  ●サイズ（約）:205×100cm　●素材:ポリエステル100%　●抗菌防臭加工 

80703-0248 ）ドンライハ･ュシッィテリブ（トッパ敷かたっあ
  ●サイズ（約）:100×200cm×2　●素材:ポリエステル100% 

80703-0249 布毛ルーウ
  ●サイズ（約）:140×200cm　
● %001ルテスエリポ）糸テタ（、%001ルーウ））分部布毛（糸コヨ（:材素

80703-0250 布毛
  ●サイズ（約）:140×200cm　●素材:毛羽部分ポリエステル100% 

80703-0917 P2トスベムーホ
  ●サイズ：（約）身丈70cm、肩幅40cm、胸囲100cm
●素材：アクリル、ポリエステル

80703-0252 トッパ敷&トッケトルキ感冷
  ●サイズ（約）:キルトケット140×190cm、敷パット100×205cm　
●素材:キルトケット（表･中綿）ポリエステル100%、
（衿･裏）ポリエステル75%ナイロン25%、

%001ルテスエリポ）綿中･裏（、%52ンロイナ%57ルテスエリポ）表（トッパ敷
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80803-0342
神戸牛モモミニステーキ420ｇ
●容量：モモミニステーキ420ｇ

80803-0343　
鹿児島県産黒豚しゃぶしゃぶ
●容量:豚カタロース･豚バラ･豚ロース各500g

80803-0344
神戸ポーク焼肉用
●容量:豚カタロース･豚バラ･豚ロース各500g

80803-0341　
米沢牛ステーキ300ｇ
●容量：牛ロース300ｇ
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80803-0345　
北海道グルメセット
●容量：北海道産牛ローストビーフ200ｇ×2本､ロー
ストビーフソース20ｇ×2袋､北海道産牛ハンバーグ
120ｇ×５個､ハンバーグソース20ｇ×5袋､羊蹄山ミ
ートコロッケ60ｇ×10個

80803-0346　
ソーセージセット
●容量:ロースハムスライス/ベーコンスライス各70g
×1､ソーセージスライス（ボロニア･ハーヴ）各60g×
2､ウィンナー（粗挽･バジル･行者ニンニク）各100g
×2､ウィンナー（チーズ）100g×1

80803-0347　
イベリコ豚グルメセット
●容量:焼肉･しゃぶしゃぶ用バラ各600g×1､コロッ
ケ80g×8　

80803-0348　
洋食セット
●容量:ボルシチ風トマトスープ180ｇ×6､煮込みハ
ンバーグ120ｇ×6､ビーフハヤシ180ｇ×6､生パス
タ110ｇ×4､きのこクリーム130ｇ×2､蒸し鶏ときの
このソース130ｇ×2､ラスクプレーン20ｇ×2､ラスク
キャラメル20ｇ×2

3020-30908
トッセ点8ンチッキ

● い（mc03長全）し返イラフ（mc3.3さ深×31×81）器き焼子玉（:）約（ズイサ
82φ）ンパイラフ型深（mc6さ深×42φ）鍋焼きす（mc7さ深×42φ）鍋めた
満）んかや（mc8さ深×61φ）器し蒸段二（mc62φ）鍋らぷ天（mc8さ深×

水容量1.5ℓ ●素材:アルミ･ステンレス･強化ガラス･ベークライス･フッ素加工
･IH可 

2020-30908
鍋力圧ーバレチッタンワ底層3

  ●サイズ（約）:26×35×高さ24.5cm ●素材:ステンレス鋼 

9910-30908
トッポプッリドーヒーコ

  ●サイズ（約）:満水1.1ℓ（適正容量0.9ℓ）
●素材:ステンレス

0020-30908
包丁セット（濃州孫六作）
  ●サイズ（約）:三徳29cm、菜切29cm、出刃28cm、刺身32cm
●素材:高炭素刃物鋼、天然木 
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80903-0205 キッチンツールセット（来栖けい）
●サイズ（約）:フライパンφ20×高さ5cm、φ26×高さ5.8cm、玉子焼13×
18×高さ3.2cm、片手鍋φ16×高さ7.8cm、両手鍋φ20×高さ9.6cm、
シリコンスチーマー15×25.3×高さ9cm、スライサー8.2×22.7×高さ
7.1cm、お玉全長28.5cm、ターナー全長31.5cm 
●素材:アルミ、樹脂、強化ガラス ●IH可

80903-0207　
回転石窯ピザ＆ロースター
●サイズ（約）:34.3×37.8×20.4ｃｍ ●素材:鋼板・セラミック
●プレート・ディッシュパン・ピザパドル×２・レシピブック付

80903-0206　
ホームベーカリー（ツインバード）
●サイズ（約）:33×23×高さ33cm ●素材:樹脂、合金 
●AC100V-480W･コード1.2m ●お手軽お試しミックス付

80903-0209
サイフォン式コーヒーメーカー（ツインバード）
●サイズ（約）:18×25.5×高さ32.5ｃｍ
●素材:樹脂、亜鉛合金、耐熱ガラス ●AC100V-400W･電源コード1.4m
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81203－００47　
カラーレザー2WAYバッグ（マラント）
●サイズ(約):20×28(最大33)×マチ(上)9c(下)15m
●素材:牛革

81203－００46　
レディス財布
●サイズ(約):10×19.5×厚さ2cm
●素材:(表面)オストリッチ、(内側)牛革、(裏地)合成皮革

81203－００45　
本真珠ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.6×0.9cm
●素材:アコヤ真珠、ダイヤモンド0.02ct、
プラチナ900、プラチナ850

81103-0165　
シルク(毛羽部分)&綿毛布2枚セット
●サイズ（約）：140×200cm×2●素材：よこ糸(毛羽部分)白地：シルク
100%・カラー地：綿100%、たて糸：ポリエステル100%

81103-0166　
抗菌防臭加工ワッフルケット2枚（銀の糸）
●サイズ（約）:140×200cm 
●素材:綿100%（スリット糸:ミューファン使用）

81103-0164　
羽毛肌掛けふとん2枚組（ダックス）
●サイズ（約）:150×210cm 
● ーザェフ･ンウダ）物め詰（、ルテスエリポ）地側（:材素
●カラー:ピンク、ベージュ

15００－30218
）ンセーラルエ（チッオウアペ

●サイズ（約）：φ4.1×厚み0.6cm 全長２４cm φ3.7×厚み0.6cm
●素材：ステンレススティール、牛革 ●カラー：ブラウン

05００－30218
トンダンペービル

●サイズ(約):(ペンダント)1×横1cm、(チェーン)全長40cm
●素材:ルビー4石、10金ホワイトゴールド

94００－30218
布財

  ●サイズ（約）:10×15×厚さ2.5cm ●素材：オーストリッチ ●カラー：ワイン
●ベロホック式開閉、札入2、ホック式小銭入、カード入5、ポケット3

）井尾紀（チッォウ&グッバ84００－30218
  ●本体サイズ（約）:バッグ25×30×マチ10cm、ポーチ11×19×マチ6cm、財布9×
19×厚さ2cm、時計2.9×2.4×厚さ0.6、腕回り14～18cm●素材:麻、牛革、ナイロ
ン真鍮（金メッキ）●バッグ/ カブセフタ式、ポケット内1、ポーチ/ ファスナー式、財布/ 
札入2、ポケット2、カード入12 ●カラー:バッグ / ベージュ、時計ベルト/ダークブラウン
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H-05-005

H-05-005

H-05-006

H-05-007

H-05-008

税込3,300( )円

税込5,500( )円

税込11,000( )円

税込16,500( )円

税込3,036( )円

税込5,016( )円

税込9,966( )円

税込14,916( )円

税込3,300( )円 税込3,036( )円

（税抜）

うにめし
容量：うにめしの素445g（2合用）

7619-077

ふくめし（日高本店）
容量：ふくめしの素（野菜スープ）300g、フグ切身 1切れ×2

7619-079 かにちらし寿司（萩・井上）
容量：かにちらし寿司の素190g（2合用）×2 

7619-080

鯛めし
容量：鯛めしの素（鯛切り身（カマ））1切、鯛めしの素（調味液）150g（2合用）小麦小麦

小麦 小麦
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H-05-006

H-05-007

H-05-008

税込5,500( )円 税込5,016( )円

税込16,500( )円 税込14,916( )円

146

税込11,000( )円 税込9,966( )円

104

7649-829
坦々海鮮鍋2～3人前
●

 卵･小麦・かに・えび 

〈 〉

7649-833　
沼津の干物セット
●
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ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

（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 3,300円） （税込 2,970円）

FLO プレステージュ 
フルーツケーキアソートセット〈AGF&リプトン〉 珈琲･紅茶セット

��������

●商品内容/AGFちょっと贅沢な珈琲店 オリジナルブレンド8g×4、プ
レミアムマイルド、プレミアムビター各7g、リプトン ロイヤルブレン
ドアルミティーバッグ2.2g×各3、イエローラベルアルミティーバッグ
2g、セイロンアルミティーバッグ2.2g、カフェオレ12g×各6【乳】
●箱サイズ/280×375×35㎜

●商品内容/ミルクバウムクーヘン、宇治抹茶バウムクーヘン、ミニ
バウムクーヘン（北海道生クリーム･ベルギーショコラ･宇治抹茶）
×各1、ドトールドリップコーヒー7g×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×365×65㎜

●商品内容/FLOフルーツケーキ、抹茶ゴーフレット（2枚入）、セイロ
ン紅茶ティーバッグ（2g×6袋）、チョコクッキー、メープルクッキー
各30g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/200×300×50㎜

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ
��������

●商品内容/おかき4種 (サラダ、しょうゆ、ざらめ、黒海苔巻) 550g
【小麦】
●箱サイズ/225×285×110㎜

越後 餅づくりE
��������

��������

●商品内容/やぶ北煎茶、抹茶入り煎茶各100g×1
●箱サイズ/180×182×75㎜

静岡銘茶詰合せ
��������

●商品内容/ヤマサ絹しょうゆ450ml、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、か
ね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、伯方の塩焼
塩（20g×2）、三陸産カットわかめ（2g×2）×各1【乳･小麦】
●箱サイズ/255×315×70㎜

ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト
��������

●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）、たまごスープ6.4g×各3【卵･小麦】
●箱サイズ/245×263×35㎜

フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
��������

●商品内容/アタックZERO400g、詰替用360g、薬用ハンドソープ250㎖
、詰替用200㎖×各1
●箱サイズ/90×180×225㎜　●日本製

ファミリーライフギフト
��������

●商品内容/しじみ醤油味付のリ（8切8枚×3）、有明海産味付のり（8
切8枚×3）×各3【小麦】
●箱サイズ/295×240×80㎜

有明海産&しじみ醤油味付のり
��������
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ご予算別ギフト 4,000円（税抜）まで

（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）

（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）

FLO プレステージュ 
フルーツケーキアソートセット

��������

●商品内容/キーコーヒードリップオン8g×16、アソートクッキー×18
、ロイヤルウォルトンセイロン紅茶2.2g×12【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/320×415×55㎜

●商品内容/FLOフルーツケーキ、チョコクッキー、メープルクッキー
各30ｇ×各1、抹茶ゴーフレット（2枚入）×2、横浜浪漫ミルクプリン
65g×3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/320×290×60㎜

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ
��������

●商品内容/もなか（北海道小豆・甘露栗・安納芋・八女茶）×各4
●箱サイズ/250×373×45㎜

風雅甘々もなか詰合せ
��������

��������

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

宇治茶詰合せ
��������

●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200ml
、日清ヘルシーベジオイル600g、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/255×497×68㎜

ヤマサ鮮度しょうゆ&白子のり詰合せ
��������

●商品内容/バブ（ゆず・森・ラベンダー・ひのき）×各2、薬用入浴
剤（ゆず･よもぎ･もも･ひのき）各25g×4
●箱サイズ/380×365×35㎜●日本製

四季折々 薬用入浴剤セット
��������

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g、詰替690g、台所用除菌ジェル
250㎖、詰替200㎖、抗菌･消臭ソフターEX400g、詰替350g×各1
●箱サイズ/156×243×280㎜　●日本製

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
��������

●商品内容/しじみ醤油味付のリ（8切8枚×3）、有明海産味付のり
（8切8枚×3）×各4【小麦】
●箱サイズ/295×310×80㎜

有明海産&しじみ醤油味付のり
��������

ドリップコーヒー&クッキー&紅茶
アソートギフト

●商品内容/ミルクバウムクーヘン、宇治抹茶バウムクーヘン、ミニ
バウムクーヘン（北海道生クリーム･ベルギーショコラ･宇治抹茶）
×各1、ドトールドリップコーヒー7g×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×465×65㎜
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ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

（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）

��������

FLO プレステージュ 
フルーツケーキアソートセット

��������

●商品内容/キーコーヒードリップオン8g×20、アソートクッキー×18、ロイ
ヤルウォルトンセイロン紅茶2.2g×10、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/320×415×55㎜

●商品内容/FLOフルーツケーキ×1、抹茶ゴーフレット（4枚入）×2、横浜
浪漫ミルクプリン65g×6【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/320×290×60㎜

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ
�������� ��������

●商品内容/一番摘み煎茶100g×1、やぶ北煎茶100g×2
●箱サイズ/180×265×75㎜

静岡銘茶詰合せ

●商品内容/ヤマサ絹しょうゆ450ml、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、日
清ヘルシーライト600g、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶ
だし（4g×5）、伯方の塩焼塩（20g×2）、三陸産カットわかめ
（2g×2）、北海道産鮭ほぐし40g×各1【乳･小麦】
●箱サイズ/255×390×70㎜

ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト
��������

●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）、たまごスープ6.4g×各5【卵･小麦】
●箱サイズ/330×345×45㎜

フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
��������

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360g×3、薬用ハンドソー
プ250㎖、詰替用200㎖×各1
●箱サイズ/135×180×225㎜　●日本製

ファミリーライフギフト
��������

●商品内容/しじみ醤油味付のリ（8切8枚×3）、有明海産味付のり（8切8
枚×3）×各5【小麦】
●箱サイズ/295×380×80㎜

有明海産&しじみ醤油味付のり
��������

ドリップコーヒー&クッキー&紅茶
アソートギフト

●商品内容/ミルクバウムクーヘン、宇治抹茶バウムクーヘン、ミニバウム
クーヘン（ベルギーショコラ･宇治抹茶）、ドライワッフル（メープ
ル6枚入）×各1、ミニバウムクーヘン（北海道生クリーム）×2、ドトール
ドリップコーヒー7g×10【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/310×470×65㎜

●商品内容せんべい（えび・コーン・ソース・カレー・うま塩）各15g×4
【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/340×411×42㎜

米菓 穂のなごみ
��������

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai164275342133_P9.pdf   1   2022/01/21   17:23:42



（税込 7,560円） （税込 6,804円） （税込 7,560円） （税込 8,640円）

（税込 10,800円） （税込 9,720円） （税込 11,000円） （税込 9,900円）

ご予算別ギフト 10,000円（税抜）まで

3

7,000 7,0006,300 （税込 6,804円）6,300

（税込 8,800円）8,000 （税込 7,920円）7,200

8,000 （税込 7,776 円）7,200

スープ･みそ汁バラエティ
��������

��������

●商品内容/ヤマサ絹しょうゆ450㎖、絹しょうゆ減塩200㎖、日清ヘル
シーライト600g、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし
（4g×5）、三陸産カットわかめ（2g×2）、スープ春雨わかめ醤油味
（14.1g×2）、北海道産鮭ほぐし40g、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×各1
、宝幸オリーブオイルツナ70g×2【乳･小麦】
●箱サイズ/335×395×70㎜

●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】

キッコーマン&調味料バラエティセット
�������� ��������

●商品内容/玉露120g×1、徳上煎茶（秀）150g×2
●箱サイズ/170×280×84㎜

静岡銘茶 香雅伝承

●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

ファミリーライフギフト
��������

ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

●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450ml、
キッコーマンいつでも新鮮料理人直伝極みつゆ450ml、キッコーマン
いつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ450ml、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/P&Gアリエールジェル750g×1、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×3
●箱サイズ/238×280×280㎜　●日本製

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
��������
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6

また近年は、ＷＥＢからのご注文が大変多くなっており、 おすすめの方法となります。

①ＷＥＢ……弊社ホームページにございます専用フォームより、 「注文お申込みリスト」 と

　　　　　　　　「のし ・ 挨拶状記入表」 を添付の上、 送信頂く事でご注文が可能です。

　　　　　　　　最下部に記載のＵＲＬをご参照下さい。

3

各種サービス　お香典返し

②

③

④

⑤

⑥

カタログ有効期限：2023 年 1月末
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