
�



ファイル

そよかぜ

ファイル

ファイル



（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

1000



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 )

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



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)



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）



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



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）

ミル･ガトー スイーツセレクト〈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/ドトールドリップコーヒー7g×4、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【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×365×65㎜

● 商品内容/ミルククランチバー、ナッツとチョコのざっくりクッキー
×各8、ラングドシャ（プレーン･ショコラ）×各5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/260×290×45㎜

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ
���������

● 商品内容/かりんとう（さつまいも･黒糖）、ざらめ千枚、彩りあら
れ、丸餅（醤油･サラダ）各40g×2【小麦】
●箱サイズ/223×270×98㎜

おかき･かりんとう詰合せ「菓撰」
���������

���������

●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/お味噌汁（油あげ）×6、お味噌汁（きのこ）、豚汁×
各3【小麦】
●箱サイズ/260×345×40㎜

フリーズドライ
「お味噌汁3種の味詰合せ」

���������

● 商品内容/島の香のり佃煮80g、有明海産味付海苔（8切8枚×2
袋）、のり茶漬け（4.3g×2袋）、のり玉子ふりかけ（4.5g×2袋）、
うめ茶漬け（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㎖×各1【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×355×70㎜

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ
���������

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



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）

ごろっとナッツフィナンシェ&
ゴーフレット詰合せ

���������

● 商品内容/スペシャルブレンド（レッド×16･シルバー×8･ゴール
ド×8）各8g
●箱サイズ/260×433×78㎜

● 商品内容/ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ･ショコラ）×各2
、ゴーフレット（チョコ）×4、ほろほろクッキー（チーズ･抹茶）×
各10【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/212×292×90㎜

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ
���������

● 商品内容/もなか（小豆）×8、もなか（甘露栗･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/たまごスープ6.4g×4、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）、ニッスイさば水
煮150g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×418×68㎜

日清オイリオ 食卓バラエティセット
���������

●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500g、台所用除菌
ジェル250㎖、抗菌･消臭ソフターEX400g、詰替350g、洗たく槽
クリーナー100g×各1
●箱サイズ/150×243×280㎜●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
���������

● 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㎜

珈琲屋さんの酵素焙煎ドリップコーヒー



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）

���������

ミル･ガトー スイーツセレクト
���������

● 商品内容/スペシャルブレンド（レッド×20･シルバー×10･ゴール
ド×10）各8g
●箱サイズ/260×433×78㎜

● 商品内容/ミルククランチバー、ナッツとチョコのざっくりクッ
キー×各12、ラングドシャ（プレーン･ショコラ）×各10
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/212×292×90㎜

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/お味噌汁（油あげ）×10、お味噌汁（きのこ）、豚汁×
各5【小麦】
●箱サイズ/320×425×40㎜

フリーズドライ
「お味噌汁3種の味詰合せ」

���������

● 商品内容/たまごスープ6.4g×4、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）、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【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×497×68㎜

日清オイリオ 食卓バラエティセット
���������

● 商品内容/アタックZERO380g×3、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/120×235×225㎜●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
���������

珈琲屋さんの酵素焙煎ドリップコーヒー

● 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、ドトールドリップコーヒー7g×10、ミ
ニバウムクーヘン（北海道生クリーム）×2【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
���������



（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㎖、ヤマサ絹しょうゆ減塩200㎖、日清
ヘルシーベジオイル600g、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）、伯方の塩焼塩（20g×2
）、スープ春雨わかめ醤油味（14.1g×2）、鮭ほぐし50g、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】
●箱サイズ/285×350×100㎜

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ZERO380g×7、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/170×265×225㎜●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/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㎖×各2、キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょ
うゆ450㎖、キッコーマンいつでも新鮮料理人直伝極みつゆ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㎜

● 商品内容/P&Gアリエールジェル750g×1、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
×3、洗たく槽クリーナー100g×2
●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
���������



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。

�

各種サービス　お香典返し

②

③

④

⑤

⑥

カタログ有効期限：2024 年 1月末
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