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お申込店名

福山通運

支店
営業所

都道
府県

市区
郡

区町
村

お申し込み日 年　　　　 月　　　 　日

TEL （ 　　　　）　　  　　 ーー

●お電話番号・郵便番号は正確にご記入ください。

●ご依頼主とご請求先が同じ方は、こちらにチェックをしてください。 

個注文個数

代金合計 円

（合計）

●銀行振込・郵便振替共に振込手数料はお客様のご負担となります。　●お支払い方法に◯をお付けください。

銀行
振込

郵便
振替

お申し込み書
〠

ご
依
頼
主

ご住所

お名前

都道
府県

市区
郡

区町
村

会社名

お名前
ご請求先が会社の際にご記入ください。

TEL （ 　　　　）　　  　　 ーー〠ご
請
求
先
ご住所

お支払い方法

●ご購入頂いた商品に不具合等があった際は、一時的に保管をお願い致します。なお、現品を破棄
　されてしまった場合、商品の交換や返品はお受けできませんのでご了承ください。

●お届け先が北海道・沖縄の場合はプラス600円、離島については、別途追加料金になります。
●商品によっては、数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

●同一のお届け先に異なる商品をお申し込みの際は、お届け日が異なる場合がございます。●お届けは、ご注文受付後、各産地より直送いたします。
　（商品によっては、お届け迄に時間がかかる場合がございます。）
●ご依頼主様のお名前・郵便番号・ご住所・お電話番号・ご請求先・お届け先・
　ご希望の商品（商品番号・商品名・個数）をご記入ください。
●お申し込み書は、最寄りの福山通運の支店・営業所、
　及びセールスドライバーにお申し付けください。
●パンフレット掲載商品は、すべて送料・消費税込みの価格です。

味のふる里便 夏のギフト

クレジットカードでのお支払いをご希望の方は、ホームページよりご注文ください。

お
支
払
い
方
法

お申し込み方法

お客様からのご注文受付後、商品とは別に請求書を送付致します。
❶ 郵 便 振 替 の 場 合 請求書に同封のお振込用紙にてお振込ください。

❷ 銀 行 振 込 の 場 合 請求書に記載の銀行口座にお振込ください。

https://furusato.fukutsu.co.jp/●インターネットでのお申し込みは、

商品お申し込みの際のお客様情報は、当社において厳重に保管し、ご注文商品の発送、および今後各種ご案内を差し上げる際に使用させて頂きます。

         



寺岡家の国産有機丸大豆醤油蔵出し製造場

東広島支店

オススメ
東広島支店

オススメ

寺岡家の有機醤油・
調味料詰合せ

2,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

日本農林規格の厳しいオーガニック基準に沿って作られた有機JAS認定調味料3品と
瀬戸内ブランド認定調味料3品を贅沢に詰合せました。

■有機さしみ醤油、国産有
機丸大豆醤油蔵出し、有機
ゆずぽんず、かき醤油、はっ
さくぽんず、レモンぽんず各
150ml
■賞味期限：常温で製造日
より360日 

ブルーベリー 生食用 3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■600g
■賞味期限：冷蔵で7日

ブルーベリー
ジャムセット

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■200g×3
■賞味期限：常温で18ヶ月（開栓後冷蔵庫で10日程度）

ブルーベリー
ソース

2,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■500ｍｌ
■賞味期限：常温で18ヶ月（開栓後冷蔵庫で30日程度）

レモンを使用した調味料の詰合せ。広島レモンスパイス「レモ
スコ」、塩レモンオリーブオイル、塩レモン、レモンカード。食卓
でも映えるパッケージで気軽な日常使いにもおすすめ。

瀬戸内レモン農園
レモスコ入りギフトセット

3,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■レモスコクリアケース60g×1、塩レ
モンのオリーブオイル120ml×1、レモ
ンカード130g　1個、熟成藻塩レモン
120g×1
■賞味期限：常温で製造日より270日 

福山ツーリ
スト

オススメ
福山ツーリ

スト

オススメ

3,300円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■竹ちくわ・小魚天・ごぼう天・れんこん天 各２、
ししゃも卵天(七味入)・ししゃも卵天・よもぎ天 各１
■賞味期限：冷蔵で製造日より7日 

「鞆の浦」竹ちくわ
天ぷら詰合せ

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア
対象外になります。

■ 九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
■ 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重

■賞味期限：冷蔵で製造日より7日

特選手握りちくわ 大 
8個セット

3,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■賞味期限：冷蔵で製造日より7日

特選手握りちくわ 大 
12個セット

4,800円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■賞味期限：冷蔵で製造日より7日

手握りちくわ 小 
15個セット

4,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■エビ天・ガス天・イカ天
　各４個、サラダボール・平
ちくわ各１０個、ちくわ５個
■賞味期限：冷蔵で製
造日より6日 

ちくわ天ぷら詰め合わせ

4,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

潮待ちの港　
鞆の浦に伝統の味。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア
対象外になります。

■ 九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分
■ 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重

広島県は瀬戸内海沿岸「鞆の浦」
で製造した地元の品、軽く温め
てポン酢に大根おろしで召し上
がってみてください。

3,600円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■小魚天・きくらげ天・いか天・よもぎ天・
ししゃも卵天(七味入)・れんこん天　各２
■賞味期限：冷蔵で製造日より7日 

「鞆の浦」天ぷら詰合せ

ご
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用
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広島特集広島特集
ぶちうまいけぇ 食べてみんさい！！

福山港

流通センタ
ー

オススメ

福山港

流通センタ
ー

オススメ

大崎上島ブルーベリー 神峯園 西日本で初めてブルーベリーを栽培した農家です！

大崎上島の厳選し
たブルーベリーを
詰め込みました！

爽やかな香りと濃厚な果実
の感触が味わえ、食べごた
え抜群です！

ジャムとは違い、粒の形がそのまま残って
いるのでしっかりと果実の味を感じられま
す。ヨーグルトやアイスにひとさじかけるだ
けで高級スイーツの味に！

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

■ 九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分
■ 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重
■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川

01 02※写真はイメージです ※写真はイメージです
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sold-out
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sold-out



こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び
中継地域については全て配送エリア対象外になります。

■ 東北地域…青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川

■ 信越・北陸地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重
■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良

配送可能地域は商品によって
異なります。
各商品の「こちらの地域にお
届けいたします！」をご確認く
ださい。

朝採れとうもろこし
セット 4,000円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

採れたてのとうもろこしを北海道からお届けします。

■白いとうもろこし雪の妖精5本、ゴールドラッシュ5本

山形県鶴岡産 
だだちゃ豆 3,400円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■だだちゃ豆（枝豆）400ｇ×2袋
発泡スチロール保冷剤使用
届いた荷物は冷蔵庫で保管して下さい

山形県鶴岡産の「だだちゃ豆」は、代々受け継がれた
種豆を大切に育ててきた在来種の伝統野菜。通常の
枝豆とは一味もふた味も違い、茹でたときの香り、食
べた時の甘み、噛みしめるたびに旨味が広がる最高
級の枝豆です。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

■ 東北地域…宮城・山形・福島
■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
■ 信越・北陸地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重

■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
■ 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口
■ 九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

牡蠣専門店「マルイチ商店」が丁寧に手選別した広島産牡蠣を
オリーブオイルにぎゅっと漬け込みました。牡蠣の旨味が凝縮
されたような味わいです。

広島県三次産　
特選ピオーネ 5,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

上質な大粒種無しぶどうはアツイ！夏の人気者♪

■広島県三次産　特選ピオーネ2房入り（2房で800g以上） 

せとうち旅情プレミアム
のみくらべセット 3,300円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

瀬戸内産レモンとはっさく、香りがいい木頭柚子に、レ
モン果皮のエッセンスをプラスして天然水で仕上げた
爽やかな逸品です。

■レモン＆はっさくサイダー200ml×5、レモン＆ゆずサイ
ダー200ml×5
■賞味期限：常温で製造日より360日 

ＴＡＭＡＲＵ　
ちゅーちゅージュレ 2,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

老舗果物屋がひろしま産にこだわってつくった、
ちゅーちゅー飲むゼリー♪ 

■飲むゼリー　170ｇ×5個（デコポ
ン、瀬戸内レモン×各2、ぶどう×1）
■賞味期限：常温で製造日より120日 

広島県産
はちみつシリーズ 4,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■広島県産春蜜120ｇ×広島県産はちみつ飴100ｇ×広島県産夏蜜120ｇ
■賞味期限：常温で製造日より360日 

広島県産の春に採蜜した蜂蜜と広島県産の蜂蜜を使用した手作り飴と広
島県の夏場の採蜜した蜂蜜の3本セットになります。生産、製造すべて広島
県で行っております。

府中味噌　
樽詰合せ 2,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

伝統の府中味噌。職人がつくりあげた逸品。

■赤味噌（麦味噌）1㎏、中味噌（米味噌）500g、金山寺味噌（おかず味噌）500g
■賞味期限：常温で製造日より120日 

牡蠣オリーブオイル漬け 
2種セット

3,600円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■牡蠣オリーブオイル漬け200g×1、牡蠣バジルオイル漬け200g×1
■賞味期限：常温で製造日より90日 

東広島支店

オススメ
東広島支店

オススメ

※写真はイメージです ※写真はイメージです
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■深燻しベーコンスライス40g、ロース生ハム50g、
ボロニアソーセージ64g、あらびきウインナー90g、
ホワイトウインナー90g、ロースハムスライス60g 
■賞味期限：冷蔵で製造日より35日 

北海道小樽工房
バラエティセット 
OTS-30

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

北海道産豚肉を使用し、北海道の工場
で培われた技術で造り上げた、こだわ
りのギフトセットです。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び
中継地域については全て配送エリア対象外になります。

■ 東北地域…青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送
エリア対象外になります。

■ 信越・北陸地域…長野
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重

■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
■ 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

■特撰ロースハム350ｇ×1、直火焼焼豚180ｇ×1、黒胡椒
ミートローフ170ｇ×1、あぶり焼ハーブローフ170ｇ×1
■賞味期限：冷蔵で製造日より80日
■7大アレルゲン：小麦、卵、乳

煌彩ハムギフト 3,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

8年連続モンドセレクション
最高金賞受賞のロースハ
ムをあしらったハムギフト
です。

■ロースハム350ｇ×1、焼豚180ｇ×1、ミートローフ200ｇ×1
■賞味期限：冷蔵で製造日より80日
■7大アレルゲン：小麦、卵、乳

うす塩仕立てハムギフト 3,400円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

贈答品に於いても、「安全、健康志向」が高まっています。身近な方へ思いやり
を込めて贈る、「おいしさ＆健康」にこだわった詰合せギフトです。＊一般のハ
ム、ソーセージと比較して、塩分（ナトリウム）カット。＊栄養機能食品（生ハム除
く）です。

■直火炙り焼豚180ｇ、ロースト
ビーフ焦がし醤油ジュレ仕立て
180ｇ、生ハムロース45ｇ、特選
炙り焼あらびきステーキ120ｇ、
特選あらびきウインナー85ｇ
■賞味期限：冷蔵で製造日より40日 

伝承献呈 ギフトセット 
GMV-42

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

守り伝えられた伝統の技を用い丹念に
造り上げました。バラエティに富んだお
いしさを詰め合わせたギフトセットです。

■モモハム　220ｇ、あらびき
ヴルスト190ｇ、直火焼きミート
ローフ180ｇ
■賞味期限：冷蔵で製造日より
55日 

鹿児島黒豚 
黒の誉ハムギフトセット 
BKC-31
3,800円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

じっくり丹念に育て上げた「豊かな旨み
ときめ細かい肉質」の鹿児島黒豚を使用
した自信作です。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び
中継地域については全て配送エリア対象外になります。

■ 九州地域…福岡
■ 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口
■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫
■ 東海地域…愛知

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア
対象外になります。

■ 東北地域…青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
■ 信越・北陸地域…新潟・富山・石川・福井

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び
中継地域については全て配送エリア対象外になります。

■ 九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
■ 中国地域…広島・山口

■荒挽ハンバーグ120ｇ×9(完熟トマトソース×3、和風
ソース×3、デミグラスソース×3)
■賞味期限：冷蔵で製造日より50日 

直火厨房荒挽ハンバーグセット

3,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

ふっくらした「厚み」でじっくりと焼きあげた、
荒挽ハンバーグのセットです。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア対象外になります。

■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重

■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

山形名物の冷やしラーメンがご
家庭で簡単に味わえる具材付き
セット。業務用専門店が作るツル
ツルとのど越しのよい細ちぢれ
麺と鰹だしの効いた特製の冷た
いスープがマッチして、暑い夏に
さっぱりといただけます。
スープは冷やしても温めてもど
ちらでも美味しくお召し上がりい
ただけます。

山形名物
冷やし生ラーメン具材付きセット 3,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■なま中華麺160ｇ×5、豚バラチャーシュー5枚、冷やしラーメン
スープ48ｇ×5、メンマ10ｇ×5
■賞味期限：冷蔵で製造日より14日 発泡スチロール保冷剤使用
届いた荷物は冷蔵庫で保管して下さい

■スモークロース92ｇ×1、ベーコン280ｇ×1、生ハム（ロース）
40ｇ×1Ｐ、ミートローフ250ｇ×1、バーベキューソーセージ
120ｇ×1、こんがり焼豚105ｇ×1 
■賞味期限：冷蔵で製造日より40日 

伝統の逸品 大山 4,700円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

人気のベーコン、香辛料のマジュラムが効いたミートローフに加え、使いやすい
生ハム（ロース）、こんがり焼豚、スモークロース、ピリッと辛口なバーベキュー
ソーセージの詰め合せです。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア
対象外になります。

■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
■ 四国地域…徳島・香川・愛媛・高知

■ 中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口

■熟成ベーコン51ｇ、熟成ももハム60ｇ、熟成あらび
きウインナー70g、白い熟成あらびきウインナー70ｇ、
肩ロース生ハム40ｇ、熟成ビアシンケン72ｇ、熟成
ロースハム60ｇ、熟成厚切りロースハム62ｇ×2
■賞味期限：冷蔵で製造日より40日 

国産プレミアム 美ノ国 UKI-58 5,400円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

ニッポンハムグループの農場
で健康な豚を育むことからはじ
めています。手間ひまをかけ、
甘み、旨みを引き出しました。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て
配送エリア対象外になります。

■ 東北地域…福島
■ 信越・北陸地域…山梨・長野

■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川

■味噌角煮170g、醤油角煮170g、
醤油しぐれ煮60g、味噌しぐれ煮60g
■賞味期限：冷蔵で製造日より50日 

こだわりの味噌・
醤油だれの和惣菜 MBS-30

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

260余年、受け継がれし山内本店の誇る伝
統の味わい『まぼろしの味噌』は、「現代の
名工」が吟味を重ね国産素材を使い中甘口
の米麦合わせ味噌に仕上げています。お味
噌の「甘味」・「旨味」が素材に溶け込み、薫
り高くまろやかな味付けに仕上がっていま
す。『九州醤油』とは、九州地方で九州独特
の製法（混合・混合醸造方式）を用いて造ら
れた、旨味・甘味のある醤油です。

※写真はイメージです ※写真はイメージです

配
送
地
域
限
定
商
品

配
送
地
域
限
定
商
品

0505 0606



“福山通運スタッフ推薦”全国各地からお届け！！
お世話になっている方や大切な人へ…　スタッフが厳選した̋イチオシ！̋の夏ギフトをご紹介します

喉越しの良さが特徴です。

ハムは７日間、ベーコンは5日間、ウインナーは
3日間じっくり熟成させ、おいしさを引き出した
特定ＪＡＳ商品とロース生ハムを詰合せました。

爽やか
信州軽井沢ギフト 3,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■熟成ロースハム６８ｇ、熟成ベーコン６８ｇ、熟成ウインナー８０ｇ、熟成ハーブウインナー８０ｇ、
ロース生ハム３０ｇ
■賞味期限：冷蔵で製造日より35日 

信州
半なまそば 2,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■めん110g×6、めんつゆ15ｍｌ×6
■賞味期限：常温で製造日より90日 

香り豊かなそば粉を使って製麺してい
ます。風味豊かな信州そばを味わうこ
とができます。めんつゆ付きです。

香り豊かなこだわりの漬物。

長久保のオリジナルギフト
味（あじわい）

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■長久保のしそ巻３０本150ｇ１袋、根菜漬２束250ｇ１袋、きゅうりの
華２束230ｇ１袋、末広漬300ｇ１袋、長ごぼう110ｇ１袋
■賞味期限：常温で製造日より90日 

氷見うどん細麺
（国内産小麦100％使用）2,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■細麺200ｇ×5
■賞味期限：常温で製造日より450日 

伝統の「手延べ」の技で油を使わずに仕上
げる氷見うどんは、つるりとしたのどごし
と餅のような粘りが特徴です。麺そのも
のが持つ旨味をどうぞご賞味ください。

こちらの地域にお届けいたします！

配送可能地域は上記の通りです。上記県内でも、離島及び中継地域については全て配送エリア
対象外になります。

■ 関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
■ 信越・北陸地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
■ 東海地域…岐阜・静岡・愛知・三重 ■ 近畿地域…滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良

プチクレープ生八ッ橋と
抹茶プチクレープ生八ッ橋セット 2,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■プチクレープ(ミルククリーム＆バナナクリーム×３、ミルククリーム＆いちごゼリー×３、ミ
ルククリーム＆チョコクリーム×３）、抹茶プチクレープ（豆乳クリーム＆カスタードクリーム×
３、豆乳クリーム＆いちごゼリー×３、豆乳クリーム＆つぶあん×３）
■賞味期限：常温で製造日より33日 

和と洋の美しさが調和した新しい味わい。クリームやゼリーを包み込んだクレープ風の
生八ッ橋。

本家 佃煮
六種詰め合わせ 3,600円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■角煮、しらす、椎茸こんぶ、花おかか、えび、あみ
■賞味期限：常温で製造日より30日 

佃煮発祥の地、佃島の老舗
『佃源 田中屋』の佃煮です。

稲庭うどん詰合せ
3,300円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■稲庭うどん１４０ｇ×４、比内地鶏つゆ30ｍｌ×６
■賞味期限：常温で製造日より365日

東北王
子

横手
長野支

店
高岡営業

所

上田支
店

深川支
店

京都支
店

東北王
子

いわき
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全生産量の８割を占める最も
ポピュラーな上級素麺、赤帯。
夏の贈り物に重宝します。

手延素麺「揖保乃糸」
新物上級

2,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■新物上級50ｇ×16束
■賞味期限：常温で製造日より900日 

有田みかんジュース
「飲むみかん」１０本セット 3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■飲むみかん180ml×10本
■賞味期限：常温で製造日より365日

有田みかん１００％ストレート
ジュース。みかんの皮を剥いて
果肉だけを搾りました。美味し
いみかんそのまんまです。

有田みかん果汁を９１％使用した濃厚みかんジュレ。水を一滴も加えず、みかんそのま
んまの味わいを届けるため、寒天とこんにゃく粉で優しく固めました。みかん尽くしの
濃厚ジュレ。夏の涼味に最適です。

果樹園の濃厚みかん
ジュレ詰合せセット 2,800円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■果樹園の濃厚みかんジュレ120g×3、果樹園の濃厚みかんジュレ120g×3
■賞味期限：常温で製造日より180日 

半田手延べ
素麺 3,200円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■そうめん100ｇ2束×6
■賞味期限：常温で製造日より720日 

太目でコシの強さが自慢。江戸後期には時の
将軍に献上された記録もある、徳島の名産
品。ちょっと太目でコシの強さとのど越しの良
さが自慢の麺です。

切り身
だし茶漬け詰合せ 3,100円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■ふく×3、たい×2、さけ×2（各切り身1切れ、
だしつゆ10ｇ、具材2.4ｇ）
■賞味期限：常温で製造日より240日 

美味しく調味加工した魚の切身と、だしつゆが
決め手の本格茶漬けの詰合せです。ちょっと贅
沢な料亭気分のお茶漬を楽しみ下さい。

細さとコシが特長の高級素
麺、黒帯。選抜指定された
熟練製造者のみが厳寒期
にだけ製造します。お中元
にぴったりの商品です。

手延素麺「揖保乃糸」
新物特級

5,400円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■新物特級50ｇ×38束
■賞味期限：常温で製造日より900日 

素麺に金胡麻を練りこみまし
た。胡麻の香りが食欲をそそり
ます。1度食べるとくせになる
美味しさです。

手延素麺「揖保乃糸」
金胡麻

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■金胡麻70ｇ×13束
■賞味期限：常温で製造日より365日 

伝統の手延製法で作ったパスタと兵
庫県産バジルソースの詰合せです。
パスタは極細でソースがからみやす
く、ソースは新鮮な兵庫県産バジル
に、チーズやガーリックを加えて香り
豊かにコク深く仕上げました。

揖保乃糸
パスタセット

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■手延パスタ240ｇ×3包、バジルソース65ｇ×2包
■賞味期限：常温で製造日より730日 、ソース：常温で製造日より365日

佐賀神埼
乾麺セット 3,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■大麦そば200ｇｘ3、黒ごまそば360ｇｘ2、地粉そうめん
300ｇｘ2、ひやむぎ320ｇｘ2
■賞味期限：常温で製造日より黒ごまそば547日、黒ごま
そば以外730日

佐賀　神崎そうめんの人気
商品の詰め合わせセット。黒
ごまそばはごまを香ばしく
煎っています。

黒棒・みるく棒・
ファンシーケーキ 2,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■黒棒12本×２、みるく棒12本×２、ファンシーケーキ
ミルク×３、ファンシーケーキチョコ×２
■賞味期限：常温で製造日より90日 

熊本南関の地で創業６５年、変
わらぬ味で作り続けてきた橋
本製菓のお菓子の詰め合わせ
です。

屋久島
たんかんジュース 3,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■190ｇ×12
■賞味期限：常温で製造日より365日 

世界自然遺産の屋久島特産品「たんかん（みかん）」を手作業で皮向きを行い搾汁しまし
た。糖度１２度以上の果汁100％ストレートジュースです。島外では滅多に手に入らない希
少品です。

龍野営
業所

和歌山
有田

営業所

阿波池
田

営業所

下関支
店

鳥栖支
店

大牟田
営業所

鹿児島
空港

営業所
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稀少なメロン,幻のキングルビー！

富良野メロン　
キングルビー

5,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■1.6キロ～1.8キロ

北海道産赤肉メロンとシャーベリアス
夕張メロンゼリーエストセット 4,300円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■北海道産赤肉メロン約1.6Kg×1、シャーベリアス夕張メロンゼリーエスト125ｇ×6個
■賞味期限：メロンはお早めに、ゼリー：常温で製造日より180日 

北海道産の大玉メロンと夕張メロンならではの芳醇な香りと独特の風味を再現した
シャーベリアス夕張メロンゼリーエストのセットです。北海道らしい牛柄の化粧箱でお
届け致します！

静岡県産
クラウンマスクメロン 5,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■1.2㎏×1

他産地には負けない品質と伝統が自慢です。メロン一筋の生産者
が一樹一果手塩にかけた芸術品です。気品のある網目の美しさと
香り、そして甘みをお楽しみください。

長崎県産
ハウスみかん 5,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■秀品Ｍ（24個）～Ｌ（20個）化粧箱 約2.5kg（長崎県 ＪＡ島原雲仙）自然
の物なので災害・天候不順により、対応が出来ない場合がございます。

秋田県産 小玉すいか
「あきた夏丸チッチェ」 6,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■秀品4玉（1玉2kg以上）※1玉づつ包装ができるよう
専用の手提げ袋を4枚入れてあります。

ハウス栽培のみかん施肥
も有機肥料主体の栽培
で「安全」「安全」出荷にお
いても光センサーによる
選果で、品質を重視した
出荷を実施しています。 

山梨県産もも
（白鳳・白桃） 5,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■秀品（JA規格合格品）7個～8個 化粧箱 約２Ｋg （山梨県産）自然の
物なので災害・天候不順により、対応が出来ない場合がございます。 

光センサーで糖度の高い桃だけを選びました。（発送初日から
約7日間は、白鳳で対応、以降は、白桃になります）

食味の良い大玉すいか「あきた夏丸」の特性を受け継いだ小玉すいかです。小玉でか
わいらしいというコンセプトから「チッチェ」と名づけました。

宮崎完熟マンゴー 6,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■2L×2玉（約300ｇ～350ｇ）

マンゴーの名産地、宮崎から直接お届けします。

愛知 JA蒲郡市 
蒲郡温室みかん１２玉 3,600円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■Mサイズ1２玉

温室みかんの最高級ブランド『蒲郡温室みかん』。温室
で大切に育てられた高級みかんは、酸味が少なく、コク
のある味わいで、内皮は非常に薄いです。夏のフルー
ツギフトとして人気です。

山形県産 
小玉すいか 2玉 4,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■2玉

山形県尾花沢は、日本有数の豪雪地帯ですが、夏になると昼夜
の寒暖差が特に激しい地域なので、糖分をたくさん蓄え甘いス
イカに育ちます。

フルーツ

夏に食べたい

みずみずしいフルーツ
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飲料

夏に飲みたい
さっぱりドリンク

ホシフルーツ 
瀬戸内の「島そだち」
プレミアムみかんジュース

3,800円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

みかんの島「周防大島」で育てられた、糖度１２．５度以
上の温州みかん「島そだち」を使用した、みかんジュー
ス。独自の技術でゆっくり搾るため、みかんの繊維質
がのこり、生搾りのような味わいを楽しんでいただけ
ます。瀬戸内の温暖な気候が生んだ「濃くて、甘い」果
汁１００％ストレートジュースです。

■180ml×6本
■賞味期限：常温で製造日より360日 

カゴメ
フルーツジュースギフト3,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

果実の美味しさが活きている100%フルーツジュース
のベストセラー「KAGOME100CAN」の詰め合わせ。

■アップル、オレンジ、パインアップル、グレープ、ピーチブ
レンド、マンゴーブレンド、ブラッドオレン
ジブレンド 各160g×3本 
■賞味期限：常温で製造日より540日 

キリン ハイパー100 3,400円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

味わいは全部で7種類。素材のおいしさをいかした果
汁100％ジュース。バラエティ豊かなおいしさをお楽
しみいただけるギフトセットです。 

■オレンジ・アップル・パインアップル・
ホワイトグレープ・グレープ・グレープフ
ルーツ・マンゴーブレンド各190ｇ×4本
■賞味期限：常温で製造日より450日 

「銀座千疋屋」銀座
ストレートジュース ６本 3,900円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

旬の時期に収穫した、美味しい果物をそのまま
ぎゅっと美味しいジュースにしました。砂糖、香料な
どを加えない、ストレートタイプのジュースです。

■180ml×6（みかん×1、ぶどう×1、りんご
×1、グレープフルーツ×1、パイナップル×2）
■賞味期限：常温で製造日より365日 

WNダージリンティー

2,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

『紅茶のシャンパン』と賞賛される
マスカットフレーバー。そんな高貴
な香りが手軽にお楽しみいただけ
る逸品です。

■１L×６本
■賞味期限：常温で製造日より365日 

日東紅茶ノンアルコール
サングリア
2,800円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

芳醇なブドウ果汁に華やかなマン
ゴーとピーチの瑞々しい香り。フ
ルーティーな香りと飲みやすさで女
性に人気の飲料をノンアルコールで
手軽にお楽しみいただけます。

■１L×６本
■賞味期限：常温で製造日より270日 

ミカド珈琲 MAJOリキッド
コーヒー無糖ギフト 3,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

清らかで美味しい南アルプスの水でネルドリップ抽出
した逸品。舌触りが滑らかで、口当たりの良い味に仕
上がっております。

■MAJOリキッドコーヒー無糖1,000ml×6本
■賞味期限：常温で製造日より300日 

北海道サイダー
3,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

北海道産の野菜や果物の果汁を贅沢に50％使用した
本格的なサイダーです。糖度の高いミニトマトを使用
したスパークリングトマト。にんじんにりんご果汁を加
え飲みやすくしたスパークリングキャロットミックス。
ワイン専用種ぶどうのみを使用し酸味と甘さのバラ
ンスが絶妙なスパークリンググレープ赤と上品な甘
さが特徴のスパークリンググレープ白。りんご本来の
爽やかな甘さとすっきりとした酸味のスパークリング
アップル。新感覚のサイダーをぜひお試しください。

■スパークリングトマト、スパークリングキャロットミック
ス、スパークリンググレープ赤、スパークリンググレープ
白、スパークリングアップル各300ｍｌ×各1 計５本
■賞味期限：常温で製造日より365日 

ザ・ブレンド ＭＩＣ－３０ 3,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

ＵＣＣが永年培ってきたブレンド技術が活かされた
「ザ・ブレンド１１４スペシャル」と「ザ・ブレンド１１７スペ
シャル」。その他、特色あるアイテムを詰め合わせたバ
ラエティ豊かなセットです。

■１１４スペシャル 70g×2、１１７スペシャ
ル 70g×1、炭焼珈琲 65g×1、ブラジル
１００％ 70g×1、コロンビア１００％ 70g×1
■賞味期限：常温で製造日より1080日 

AGF ブレンディ
ポーションアソートギフト 3,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

ブレンディポーションコーヒー2種に加え、カフェで人気の
メニューや旬のフレーバーが詰め合わさった、バラエティー
あふれるアソートギフトです。

■コーヒー無糖18ｇ×9、コーヒー甘さひかえめ18ｇ×9、抹茶オレベース20ｇ×9、
甘熟苺オレベース20ｇ×9
■賞味期限：常温で製造日より300日 

青森産 安田園　
りんごジュース3本入
青森産 安田園　
りんごジュース3本入 3,400円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

慈味豊かな自然な甘みのジュースです。

■720ｍｌ×3
■賞味期限：常温で製造日より180日 

青森産 安田園　
りんごジュース6本入 5,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■720ｍｌ×6本
■賞味期限：常温で製造日より180日 

北海道羊蹄山名水
アイスコーヒー詰合せ 3,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

竹炭焙煎したコーヒー豆を北海道羊蹄山名水で抽出
したハイグレードなアイスコーヒーの詰合せです。

■竹炭焙煎コスタリカSHBブレンド、竹炭焙
煎マンデリンG-1ブレンド、竹炭焙煎キリマ
ンジャロAAブレンド、各無糖720ml×1本
■賞味期限：常温で製造日より365日 

信州りんごジュース
6種詰め合わせセット 3,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

６品種のりんごジュースの飲み比べをお楽しみいただ
けます。

■サンふじ、サンつがる、王林、秋映、シナノゴールド、シナノ
スイート　各160g×3本
■賞味期限：常温で製造日より730日 

新茶の詰め合わせ
化粧箱（袋入り）セット 2,700円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

自然の恵みを受けた静岡茶は、味・香りともご満足い
ただけます。深蒸し茶はマイルドで水色が濃く、上煎
茶は味が濃く渋みと甘みがございます。

静岡茶100％のお茶を使用いたしまして、山奥の茶
と深蒸し茶の詰め合わせでございます。二つの味を
どうぞ。

■（新茶）上煎茶 100g、深蒸し茶 100g
■賞味期限：常温で製造日より365日

新茶詰め合わせ
【高級煎茶・深むし茶】8,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

静岡茶100％の新茶で、大走り新茶の早く出ました
新茶の詰め合わせです。新茶の一番初摘みのお茶を
しようしております。

■新茶（高級煎茶） 200g、新茶（深蒸し茶） 200g
■賞味期限：常温で製造日より365日

新茶の詰め合わせ
（紙巻）セット 4,000円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■（新茶）高級煎茶 150g、（新茶）深蒸し茶 100g
■賞味期限：常温で製造日より365日

ＵＣＣ
私の贈り物

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

先様に喜ばれるバラエティ豊かなドリンクの詰め合
わせです。コーヒーと紅茶は原料や抽出方法にこだ
わり、アップルジュースは有機栽培の果汁を使用し
ています。

■私の珈琲 水出し珈琲キレのあるブレンド（無糖）
900ml×１、私の珈琲 水出し珈琲コクのあるブレンド（無
糖）900ml×１、私の珈琲 炭焼珈琲（無糖）900ml×１、私
の紅茶 アッサムティー（無糖）900ml×２、私の果実 有機
栽培果汁使用アップルジュース（果汁１００％）900ml×２
※キャップのリサイクルＢＯＸが１個入っています。
■賞味期限：常温で製造日より270日
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夏のスイーツ

見た目も涼しい
夏デザート

京都宇治 菓楽
涼々ゼリー詰合せ 3,100円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

美味しいだけでは価値はない。五感で楽しみ、思い出
を刻む京都のお菓子の歴史を繋ぐ逸品です。見た目
も涼やかに仕上げた4種のゼリー。大切なあの人へ夏
の贈り物。

■ゼリー（洋なし月、アップル金魚、ぶどう金魚、桃うさぎ）
各55ｇX3
■賞味期限：常温で製造日より120日 

自然の風味をそのまま閉じ込めたシャーベットです。
味のふる里便オリジナルで風呂敷に包んで発送しま
す。冷凍庫で凍らせてお召し上がりください。

果実の美味しさをそのままに　
～凍るどシャーベット～

2,900円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■マンゴー50ｇ×2、ピーチ50ｇ×2、ウメ50ｇ×2、ブドウ
50ｇ×2、ラズベリー50ｇ×1
■賞味期限：常温で製造日より180日 

和歌山県産の温州みかんは丸ごと、はっさくはふさ
ごと、早摘みのあら川の若桃。色とりどりのフルーツ
を優しい口当たりのジュレに閉じ込めました。

コンポートセット
（ハーフ）

3,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■コンポート まるごと温州みかん195g×1、ふさごとはっ
さく195g×1、まるごとあら川の若桃195g×1
■賞味期限：常温で製造日より180日 

ホシフルーツ フルーツ
パーラーのあんみつ 3,600円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

フルーツとぷるっとこんにゃく寒天ゼリーに、京都あん
こやの粒あんをあわせました。
ホシフルーツがお届けする、カラフルな見た目が夏ら
しい、パーラー仕立ての夏季限定あんみつです。

■5個
■賞味期限：常温で製造日より90日 

3層デザート
ジュレパフェ 2,700円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

フルーツゼリーとフルーツソースと、くずきり。更に、
ちょっとうれしい成分もプラス。重ねた３つの味わい
と、３つの食感を楽しむ、贅沢なパフェデザート。

■ラフランスミックス味 101g×3、マンゴーミックス味 
101g×3、ピーチミックス味 101g×3
■賞味期限：常温で製造日より180日 

凍らせて和風
シャーベット 菓凛 2,700円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

シャリシャリ。もちもち。京のお茶と国産フルーツの和の美味しさを詰め込んだ
日本の夏を味わうシャーベット。 

■抹茶と小豆 104g×２、ほうじ茶と黒糖 104g×２、白桃と苺 103g×２、日向夏と柚子 103g×２ 
■賞味期限：常温で製造日より180日 

涼の雫 
ゼリー詰合せ 2,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

清涼感あふれるガラス容器にチェリー、びわ、ぶどう、
ブルーベリーの4種類が色合い鮮やかなゼリーになり
ました。冷蔵庫でよく冷やして、おもてなしの一品とし
てぜひご賞味ください。

■内容量：チェリー、びわ、ぶどう、ブルーベリー各125ｇ×2個
■賞味期限：常温で製造日より180日 

彩りフルーツゼリー　
ルーチェ 2,700円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

フルーツの実と２つの食感のゼリーをやわらかジュレ
で包み込みました。カラフルできらきら輝く贅沢なフ
ルーツゼリー。

■シトラスミックス味 77g×３、グレープミックス味 77g×２、
アップルミックス味 77g×３
■賞味期限：常温で製造日より180日 

ヨーグルトムース
ギフト 2,000円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

なめらかな食感のヨーグルトムースを３種詰め合わせ
ました。冷やして頂きますとより一層美味しくお召し
上がり頂けます。

■ヨーグルトムースストロベリー 52g×6個、ヨーグ
ルトムースマンゴー 52g×6個、ヨーグルトムースプ
レーン 52g×3個
■賞味期限：常温で製造日より180日 

産地厳選フルーツの美味しさを閉じ込めた、フルー
ツシャーベットとクリーミーなヨーグルトアイス。二つ
の味わいが織り成す、爽やかな美味しさ。

凍らせて食べる
アイスデザート 3,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■青森ふじりんご＆ヨーグルト味 107g×3、信州白ぶどう＆ヨーグルト
味 107g×３、瀬戸内柚子檸檬＆ヨーグルト味 107g×３、福岡あまおう＆
ヨーグルト味 107g×３、和歌山温州みかん＆ヨーグルト味 107g×３
■賞味期限：常温で製造日より180日 

ミカド珈琲　
コーヒーゼリーギフト 3,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

みずみずしく、口どけのよい食感の中に、芳醇なコー
ヒーの香りと旨みがたっぷり凝縮されています。本格
的な味わいは、まさに「食べるコーヒー」です。

■コーヒーゼリー67g×9
■賞味期限：常温で製造日より270日 

涼しげな金魚が泳ぐゼリー、梅・栗小豆の短竹ゼリー、口どけなめらかな竹筒入り水ようかんを
詰合せた夏のひんやりギフトです。※竹筒はプラスチック製です。

京都 萬屋琳窕 
京のひんやりギフト3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■竹筒ようかん68ｇ×4、短竹ゼリー（梅85ｇ・
栗小豆90ｇ）×各1、金魚ゼリー（甘夏）55ｇ×2 
■賞味期限：常温で製造日より150日 
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宇治茶わらび餅
－抹茶とほうじ茶－ 2,700円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

宇治茶の風味広がる「もっちり ぷるり」としたわらび餅。抹茶とほうじ茶の2つの美味し
さを詰合せました。

■内容量：抹茶わらび餅 89g（抹茶きな粉 3.5g）×6、ほうじ
茶わらび餅 89g（ほうじ茶きな粉 3.5g）×6
■賞味期限：常温で製造日より180日 

「銀座千疋屋」　
銀座フルーツジュレ 5,600円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

フルーツの美味しさをギュッと閉じ込めた、ジューシーな果肉入りのゼリー
と、彩りも美しい2層のゼリーの組み合わせです。

■130ｇ×12個（マンゴー＆パッション3個、ピーチ＆グレープフルーツ
3個、シトラスミックス2個、アップル＆オレンジ2個、トマト2個）
■賞味期限：常温で製造日より240日 

北海道羊蹄山の大雪渓から長年の歳月を得て、山麓の京極町の里に湧き出た冷淡な
天然湧水で抽出したコーヒーゼリーです。寒天を溶かす液体もコーヒーの原液１００％
を使用して、今までにない弾力感のあるコーヒーゼリーがお楽しみいただけます。別添
のコーヒーフレッシュとシロップで、お好み合わせてお召し上がりできます。

北海道羊蹄山名水
珈琲ゼリー詰合せ 2,900円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■名水珈琲ゼリー110ｇX12個（シロップ12ｇX12個、フレッシュ4.5mlX12個付き）
■賞味期限：常温で製造日より90日 

京都 萬屋琳窕 
黒豆入り黒糖わらび餅 3,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

丹波産黒豆と、沖縄産黒糖を使ったわらび餅。一人
前にちょうど良いサイズで、つるんとした食感が特徴
です。きな粉をかけてお召し上がりください。 
 

■黒糖わらび餅 70g（無糖きな粉付）×9
■賞味期限：常温で製造日より180日 

よくばりデザート3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

全9種類の「和洋」のバラエティ豊かな詰合せギフトです。
夏にもらって喜ばれるデザート詰合せです。

■瀬戸内産レモン果汁使用　シャーベット用ゼリー62ｇ×2、冷やしぜんざい100ｇ×2、白
桃のゼリー寄せ100ｇ×2、沖縄県産黒糖葛餅57ｇ×2、和歌山県産南高梅ゼリー62ｇ×2、
青森県産りんごゼリー62ｇ×2、北海道産メロンゼリー62ｇ×3、グレープシャーベット用ゼ
リー62ｇ×2、マンゴーシャーベット用ゼリー62ｇ×2
■賞味期限：常温で製造日より180日

京・丹波の
「京じゅれ 甘酒」3,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

夏こそ甘酒！体に優しい甘酒を飲むジュレにしました。飲む点滴・天然サプリメント。

■京・丹波の「京じゅれ甘酒」 120g×10本（京都森の農園で
栽培された「湧水こまち」使用）
■賞味期限：常温で製造日より90日 

麺

涼しさ満点の
麺類 木箱入り 

備中手延そうめん 2.55ｋｇ 5,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

素材にこだわり、心を込めてつくりました
「がんこ親父」の懐かしの手延べ麺。

■手延そうめん2.55㎏
■賞味期限：常温で製造日より365日 

素材にこだわり、心を込め
てつくりました「がんこ親
父」の懐かしの手延べ麺。

備中
手延素麺 １ｋｇ 2,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■50g×20束
■賞味期限：常温で製造日より365日

備中
手延素麺 2ｋｇ 3,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■50g×40束
■賞味期限：常温で製造日より365日 

備中
手延素麺 3kg 5,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■50g×60束
■賞味期限：常温で製造日より365日

本場さぬきうどん 香川県産
オリーブうどんセット 2,900円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

香川県産のオリーブ葉の粉末をさぬきうどんに練り
込みました。爽やかな色あいのオリーブうどんにおす
すめの具材をセットにしました。香川県の県花・県木が
「オリーブ」です。

■オリーブめん240g×4袋、めんつゆ20ml×8袋、あげ玉（えび入り）
×4袋、かつお削り節×2袋
■賞味期限：常温で製造日より90日 

いなにわ
手造りうどん 2,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

日本三大うどんにも数えられる稲庭うどん、強いコシとつるつるとした食感が特徴で、
完成まで3日の手間ひまかけて造られる絶品うどんです。

■乾麺200g×3束
■賞味期限：常温で製造日より730日 

化粧箱入　
稲庭うどんセット 3,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

4日間熟成を繰り返しながら作られる稲庭うどんは3種類の小麦粉をブレンドし、のど
越し、風味豊かな麺に仕上げました。是非ご賞味ください。

■稲庭うどん160g×6束
■賞味期限：常温で製造日より730日 

本場さぬきうどん
冷やしぶっかけ＆涼風ざるうどんセット 2,900円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

この夏おすすめの一品。暑い夏でも食べやすい冷やし系うどんの定番「ぶっ
かけうどん」と「ざるうどん」のセット。ほんのり甘めのぶっかけつゆと、後味
すっきりのざるうどんをお楽しみいただけます。おすすめの薬味付き。

■半生めん240g×4袋、ぶっかけつゆ20ml×4袋、つけつゆ20ml×4袋、すだち果汁×2
袋、いりごま×4袋、かつお削り節×2袋、あげ玉（えび入り）×2袋
■賞味期限：常温で製造日より90日 

夏
限
定
！
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ヒライ独自の豚骨スープ
と麻油によるコクと旨
み！！スープに合う中細ス
トレート麺を使用した王
道の熊本ラーメンをご堪
能ください。

男！！
山ちゃんラーメン 2,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■麺１００ｇ×６、スープ５７ｇ×６、麻油７ｇ×６
■賞味期限：常温で製造日より45日 

7種の具材入り
本場長崎皿うどん6食 2,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

キャベツともやしで簡
単調理。7種の具材を
セットした、全て長崎の
メーカーで作った本場
長崎発皿うどんです。

■（レトルト具材280ｇ、揚げめん80ｇ、金蝶ウスターソース5.9ｇ×2）2食入り×3袋
■賞味期限：常温で製造日より180日 

もりおか冷麺 3,100円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

岩手の三大麺である盛岡冷麺です。押出製法により造り出したコシの強いめんとピ
リッと辛い特製の冷麺スープが特徴です。夏の暑さを吹き飛ばす美味しさです。 

■盛岡冷麺１５０ｇ×８、冷麺スープ３８ｇ×８、辛味の素７ｇ×８
■賞味期限：常温で製造日より90日 

北のそば 3,400円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

国産そばの中心部の更科粉を使用した更科そば、挽きぐるみを使用した藪そばに、
かつおぶしと昆布の一番だしのつゆを詰め合わせたこだわりの商品です。

■更科そば１６０g×3、藪そば１６０g×3、つゆ２００ml×2
■賞味期限：常温で製造日より60日 

八幡平やまいもそば
詰合せ 2,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

香り高い石臼挽きそば粉に山芋粉を練り込み、もちもち、つるつる食感のそば詰合せ
です。一番粉のみを使用した「更科」と贅沢にそば粉を八割使用した「八割」の2種詰合
せです。

■八幡平やまいもそば更科２００ｇ×３、八幡平やまいもそば八割２００ｇ×２、つゆ３７ｍｌ×５
■賞味期限：常温で製造日より365日 

半なま　京蕎麦　
味くらべセット 3,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

香り高い白地の蕎麦「丹波ノ霧」と力強い味と
香りの田舎風蕎麦「そば宝」の2種類の麺を
セットにしました。

■半なま丹波ノ霧90ｇ×2、半なまそば宝90ｇ×4、濃縮つゆ25ｍｌ×6
■賞味期限：常温で製造日より90日 

紀州一粒梅
「至宝」 １２粒3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

厳選した南高梅を完熟生梅の風味を引き出すため塩
分５％まで抑えたフルーティーな味わいです。一粒一
粒丁寧に個包装で仕上げました。化学調味料、保存料
不使用です。

■24０ｇ　塩分5％
■賞味期限：常温で製造日より365日 

紀州産南高梅
「白干梅」ポリ樽 2,900円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

紀州みなべ町の自家農園と契約農家から厳選した南
高梅を昔ながらの製法と粗塩だけで丹念に漬け込み
ました。足し引きなしの酸っぱい梅干です（塩分２０％）

■５００ｇ　塩分２０％
■賞味期限：常温で製造日より365日 

紀州完熟の梅　
信楽ツボ 1.4kg 10,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

樹上で完熟した紀州「南高梅」を、ほんのり甘口な塩分
約８％のうす塩味に仕上げ信楽焼のツボに詰めまし
た。木箱入りの贈り物にぴったりな逸品です。

■1.4kg
■賞味期限：常温で製造日より180日 

晩稲梅®　
36粒和紙木箱 7,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■36粒（576g）
■賞味期限：常温で製造日より180日 

晩稲梅®　
24粒和紙木箱 5,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

南高梅発祥の地、みなべの晩稲(ｵｼﾈ)地区でとれた紀
州「南高梅」の大粒サイズを一粒ずつ和紙袋に詰めま
した。ほんのり甘口の食べやすい塩分約８％の贈答用
梅干です。

■24粒（384g）
■賞味期限：常温で製造日より180日 

出雲國 仁多米
10kg 8,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

出雲國 仁多米
5kg 4,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

北信州
漬物詰め合わせ 2,400円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

３０年以上のロングセラ－商品、野沢菜漬を直火で炒めた「野沢菜茶漬」をはじめ、野
沢菜を、かつお節、生姜などで炊き上げた「野沢菜土佐煮」、細かく刻んだ野沢菜を、
さっぱりとしたしそ風味に仕上げた「しその香り野沢菜」などのお漬物や、お惣菜を詰
め合わせにしました。

■しょうゆ風味野沢菜300ｇ×1、野沢菜茶漬200ｇ×1、野沢菜土佐煮
120ｇ×1、しその香り野沢菜120ｇ×1、白うりしょうゆ漬け150ｇ×1
■賞味期限：常温で製造日より60日 

野沢菜茶漬＆
野沢菜キムチ 2,600円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

国産原料と水にこだわった野沢菜を、数ヶ月じっくり漬け込み熟成させた野沢菜漬け
を、直火で炒めた野沢菜茶漬と、ピリ辛にアレンジした野沢菜キムチをセットにしまし
た。あつあつご飯のお供に！

■野沢菜茶漬400ｇ×2本、野沢菜キムチ430ｇ×1本 
■賞味期限：常温で製造日より180日
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健康

大切な方へ

毎日の健康習慣を

国産はちみつ
ギフトセット 3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

標高５００ｍに位置する高原で収穫した「高原万花」と
「里山の香」の2本をセットに致しました。

■高原万花、里山の香（各200ｇ）
■賞味期限：常温で製造日より1095日 

宮崎県産黒糖蜜　
黒糖飴セット 4,000円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

宮崎県産のサトウキビを100％使用した黒糖を食べやすい液糖に仕上げております。
黒糖の飴の詰め合わせになります。

■宮崎県産黒糖蜜100ｇ×黒糖飴100ｇ×宮崎県産黒糖蜜100ｇ
■賞味期限：常温で製造日より360日 

カゴメ 
野菜飲料ギフト 3,400円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■野菜生活100 オリジナル 200ｍｌ、野菜一日これ一本 200ｍｌ　紙
パック×各6、野菜生活100ベリーサラダ200ｍｌ、マンゴーサラダ200
ｍｌ、 アップルサラダ200ｍｌ　紙パック×各4
■賞味期限：常温で製造日より270日 

トクホ
健康茶ギフト 3,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■伊右衛門特茶9本、黒烏龍茶4本、胡麻麦茶4本
■賞味期限：常温で製造日より240日 

サントリー 黒烏龍茶・
胡麻麦茶ギフト 3,300円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■黒烏龍茶350ml×12本、胡麻麦茶350ml×6本
■賞味期限：常温で製造日より360日 

脂肪の吸収を抑える特定保健用食品のサントリー黒烏龍茶と胡麻ペプチドを含んだ、
血圧が高めの方に適した胡麻麦茶のセットです。

早摘みグリーンオリーブが
贅沢なボスコギフト 3,300円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■ボスコオリーブオイル140g×2、ボスコエキストラバージン
オリーブオイル140g×4
■賞味期限：常温で製造日より750日 

国産有機ケール青汁 5,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■５ｇ×３０包
■賞味期限：常温で製造日より360日 

早摘みグリーンオリーブがくれる、豊かな香りと味わいを詰め合わせたギフト。

はちみつのやさしい甘さで
さっぱりとした飲み心地で、
毎日の健康・美容のために
手軽に続けやすい！クセが少なく上品な味わいのアカシア蜂蜜、フルーティーな香りと爽やかな風味が特

長のレモン蜂蜜、クセが少なく、じんわりとやさしい甘さが特長のクローバー蜂蜜。
花によって異なる風味をお楽しみいただけます！

カゴメの人気の野菜飲料を詰め合わせたバラエティセット。大切なあの方へ毎日の
健康習慣を贈ります。

“体脂肪を減らす”のを助ける伊右衛門特茶、脂肪の吸収を抑えて体に脂肪がつきに
くくする黒烏龍茶とゴマペプチドの力で、血圧低下が期待できる胡麻麦茶の3点セッ
トです。

ローヤルゼリーとは
３大栄養素であるタンパク質・炭水化物・脂質をはじめ、人の健康に不
可欠な必須アミノ酸を含む数十種類のアミノ酸を主体に各種ビタミン
やミネラルなど４０種類以上の栄養素を含んだ優れた健康素材です。

国内産有機栽培された緑黄色野菜ケール（キャベツ原
種）と植物性鉄分を豊富に含む沖縄県宮古島産スピ
ルリナ（藻類）を加えた飲みやすい青汁です。

世界の蜂蜜
3本セット 3,300円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■アカシア蜂蜜ルーマニア産200g、レモ
ン蜂蜜アルゼンチン産200g、クロー
バー蜂蜜カナダ産200g
■賞味期限：常温で製造日より2年

ローヤルゼリー
ドリンクJ2000

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■100ml×10本
■賞味期限：常温で製造日
より1年

国産蜂蜜2本セット
(ハニースプーン付き）

3,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■里山のとち蜂蜜120g、里山の百花
蜂蜜120g、ハニースプーン1本
■賞味期限：常温で製造日より2年

国内蜂蜜流通量の10%に
も満たず、また年々蜜源と
養蜂家の減少により、採蜜
量も減ってきている希少な
はちみつの詰合せ。花に
よって異なる味わいを食べ
比べていただける贅沢なギ
フトです。
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フルーツ

北海道
もっちりチーズケーキ2,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■北海道もっちりチーズケーキ９個
■賞味期限：常温で製造日より10日 

北海道
黄金スイートポテト（１５個）2,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■北海道黄金スイートポテト×15
■賞味期限：常温で製造日より90日 

北海道厚沢部産の「紅あずま」と「黄金千貫」の２種類
のさつまいもを使ったスイートポテト。さつまいも本
来の味わいを活かした甘さ控えめの生地を丁寧に焼
き上げました。食べ切りサイズを１個づつ個包装にし
ました。

「銀座千疋屋」 
銀座焼きショコラサブレ 4,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■16個（ストロベリー、オレンジ、バナ
ナ、キャラメル　各4個）
■賞味期限：常温で製造日より90日 

「銀座千疋屋」 
銀座フルーツクーヘン 3,900円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■イチゴ&ミルク、レモン&はちみつ、メロン&ミルク、バナナ&チョコ　
各４個  /計１６個
■賞味期限：常温で製造日より120日 

一層一層丁寧に焼き上げた生地と、果汁を加えて仕上げた生地の２つの味が絶妙な
ハーモニーとなっております。しっとりとした口当たりにフルーツの程よい甘さが相
まって、深い味わいが広がります。ティータイムのお供にご堪能ください。

レモンの爽やかな風味が効いた、もっちりとした食感の
食べ切りサイズのチーズケーキです。

焼き塩を使用し、チョコレートの風味を引き出したさっ
くり食感のサブレ生地にフリーズドライのフルーツを
混ぜ、焼き上げたフルーツショコラをサンドしました。

北海道
バターサブレ2,700円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■バターサブレ４５枚
■賞味期限：常温で製造日より90日 

北海道ラスク
３種詰合せ 2,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■プレーン、ショコラ、キャラメル各２枚入×各８袋（各１６枚）計４８枚
■賞味期限：常温で製造日より60日 

北海道産小麦を使ったラスク専用のパンから焼き上げた、サクサクとした食感と素材
の風味が特徴のラスクです。プレーンのバターシュガー、ショコラ、キャラメルの３つの
味をお楽しみいただけます。

ごろっとナッツ
フィナンシェ＆クッキー 3,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ×2、ショコラ×2）、ほろほろクッキー
（チーズ×4、抹茶×4）、ころろんワッフルクッキー５個入×２
■賞味期限：常温で製造日より120日 

ナッツの香ばしさが味わえるフィナンシェとクッキーを詰め合わせたギフトです。

北海道産のバターや小麦粉を使用して焼き上げた、豊
かなバターの風味とサクサクの食感が特徴のサブレ
です。

ハピネスサマーギフト2,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

北海道産の生クリームを使用のカスタードプリンに加え、
シチリア産レモンのレアチーズケーキなどこだわりのス
イーツを詰め合わせました。

■カスタードプリン61ｇ×２、シチリア
レモンのレアチーズケーキ62ｇ×２、グ
レープシャーベット61ｇ×２、マンゴー
シャーベット61g×２、白桃ゼリー61ｇ
×２、メロンゼリー61g×２
■賞味期限：常温で製造日より210日 

果実のキモチ
フルーツミニワッフル 3,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■イチゴ・マンゴー・メロン・バナナ・ブルーベリー×各4（計20）
■賞味期限：常温で製造日より90日 

東京風月堂
サマーギフト 3,100円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■ゼリー×4、ゴーフレット×10、パピ
ヨット×6、トロアシャトン×4、アソート
クッキー×4、お菓子の美術館×5
■賞味期限：常温で製造日より90日 

京都 ANDE
高級食パンとデニッシュパンセット2,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■京都大文字山酵母使用ソフト食パン（一斤)、デニッ
シュパン（ハーフ）メープル・ショコラーデ各１
■賞味期限：常温で製造日より19日 

ふっくらやわらかく歯切れ良い、口どけ抜群の美味しい食パンと、光立つ、
高級感あふれる香りと贅沢な味わいのデニッシュパン2種類のセットです。

フルーツの香りがふんわり漂う、カラフルで可愛いミニサイズのワッフルです。
バラエティ豊かな5つのフレーバーをたくさんお楽しみいただけます。

ゴーフレットなどの焼菓子とフルーツゼリーを詰め合
わせたバラエティー豊かなギフトセットです。

和三盆糖 烏骨鶏卵　
長崎五三焼きかすてら 極上1号 3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

窯の音を聴き火の色を見極め
る。職人暦６０年余　五代目伊藤
代二が丹精込めて焼き上げる逸
品。烏骨鶏卵を使用、焼き面表
面に金粉を施しております。

■430ｇ (12カット)
■賞味期限：常温で製造日より30日 

プリンアラモード 3,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■カスタードプリン70ｇ×６、キャラメル
プリン70ｇ×６
■賞味期限：常温で製造日より365日 

ほろ苦さがのこるキャラメルプリント、隠し味の塩が
効いたカスタードプリン。なめらかさとコクにこだ
わったプリンです。
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八重雲晴れて
フィナンシェ 3,600円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■22ｇ×21（個包装）※KAnoZAオリジナルギフト箱入り
■賞味期限：常温で製造日より30日 

KAnoZA　
ダックワーズギフト 4,100円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■ダックワーズチョコ×１０、ダックワーズストロベリー×１０
■賞味期限：常温で製造日より90日 

外はサクッと中はしっとりとした食感が魅力のカノザ
のダックワーズです、チョコレートとストロベリーの2
種類の味をセットにしました、大切な方への贈り物に
おすすめのカノザギフトです。

スイーツ
ファクトリー

3,200円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

■はちみつマドレーヌ×４、黄金のフィナンシェ×４、メープルナッツ
ケーキ×２、フルーツパウンドケーキ×２、ベイクドチーズケーキ×２、
ガレットブルトンヌ×３、チョコチップクッキー×６、アマンドサブレ×５
■賞味期限：常温で製造日より90日 

贅沢なひと時を華やかに彩る伝統の焼き菓子。素材
と製法にこだわり焼き上げた、愛され続ける8種の味
わいをお愉しみください。

人と人の縁を結ぶ出雲の雲、その雲のかたちに仕立
てたフィナンシェです。芳醇な木次バターと木次牛乳
を使用し、外はさっくりと焼き上げました。

大山ソフトクリーム
サンドクッキー 2,500円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■大山ソフトクリームサンドクッキー×18
■賞味期限：常温で製造日より240日 

白ウサギ
フィナンシェ 2,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■白ウサギフィナンシェ×16
■賞味期限：常温で製造日より30日 

地元大山バターのコクとアーモンドプードルの風味
が口の中にふわっと広がるフィナンシェ。外はサクッ
と、中はしっとりと焼き上げました。

鳥取県産牛乳を使用したクッキー生地に、ソフトクリー
ム風味のエアチョコをサンド。エアチョコにはコーンフ
レークを練り込み、ザクっとした食感に仕上げました。

神戸人気パティシエの
焼き菓子セット 3,600円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■神戸クーヘン×5、焼きドーナツ（プレーン・いちご×各2、抹茶×1）、芦屋フィナンシェ×5
■賞味期限：常温で製造日より40日

しっとり食感の生地にパティシエそれぞれのこだわりが感じられるバラエティ豊かな
スイーツギフトです。

日光もち　
花彩々 2,800円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

独自の枠焼き製法でふっくら仕上げた「ふっくらサラ
ダせん」「ふっくら醤油せん」をはじめとする6種類のお
せんべい3種のあられ詰め合わせです。

■ふっくらサラダせん×12、ふっくら醤油せん×12、海苔
せんべい×4、梅ざらめせん×3、ねぎ味噌せんべい×4、粒
せんべい×5、お好みあられ（3種）×15　計55枚
■賞味期限：常温で製造日より120日 

銀座
花のれん 1,700円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

いろいろな花や木の葉をかたどったお煎餅で、日本の
四季の移り変わりを感じることができます。
味付けは梅・海老・ゆず・胡麻など風味豊かな七種類の
味をお楽しみください。

■９袋
■賞味期限：常温で製造日より120日 

おひとつどうどす
詰合せ 1,700円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

海苔巻あられ、昆布あられ、砂糖あられ、胡麻千枚、塩
たがね、素焼青のりおかき、アーモンドえびせんべい、生
姜せんべいの8種類の味が1袋でお楽しみ頂けます。

■17ｇ×5
■賞味期限：常温で製造日より150日 

日光もち
花あわせ 2,000円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

独自の枠焼き製法により、ふっくらと仕上げた「ふっく
らサラダせん」「ふっくら醤油せん」の詰め合わせで
す。

■ふっくらサラダせん×14、ふっくら醤油せん×13　計27枚
■賞味期限：常温で製造日より120日 

日光もち　
花の里 2,000円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

独自の枠焼き製法により、ふっくらと仕上げた「ふっく
らサラダせん」「ふっくら醤油せん」をはじめとする4種
類のおせんべい詰め合わせです。

■ふっくらサラダせん6枚、ふっくら醤油せん6枚、海
苔せんべい4枚、ねぎ味噌せんべい4枚　計20枚
■賞味期限：常温で製造日より120日 

因幡の白うさぎ
抹茶餡 2,200円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

茶処、島根県松江市の老舗・中村茶舗の厳選した抹茶が入った抹茶餡。ふくよかで
清々しい抹茶の風味をお楽しみいただけます。

■因幡の白うさぎ抹茶餡×11
■賞味期限：常温で製造日より60日 

変り種の柿ピー
詰合せ 3,000円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

4種類の柿の種（醤油・わさび・梅・カレー）＆ピーナッツ
の個包装をアソートしております。

■650ｇ
■賞味期限：常温で製造日より150日 

因幡の白うさぎ 2,700円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

かわいいうさぎの形のお饅頭。地元の大山バターを使用した甘さ控えめのしっとりと
した生地で上品な黄身餡をやさしく包み込みました。

■因幡の白うさぎ×20
■賞味期限：常温で製造日より60日 

名古屋コーチン
カステラ（抹茶入り） 3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

希少な名古屋コーチン有精卵100％が原料です。蜂
蜜の入ったプレーンタイプと西尾抹茶入りの詰め合
わせ。上品な味わいと甘さ、しっとり感と深いコクを追
求しました。

■名古屋コーチンカステラ（10切れタイプ）270ｇ×1、名古
屋コーチンカステラ（抹茶入り）（10切れタイプ）270ｇ×1
■賞味期限：常温で出荷日より30日 

野菜チップス缶 3,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

野菜を減圧フライ製法でフライしました。（一部常圧フ
ライ）素材そのままの野菜のお味をお楽しみください。
全部で8種類入っています。そのまま食べても、トッピ
ングにもおすすめです。

■450g（さつまいも、かぼちゃ、にんじ
ん、紫いも、オクラ、ゴーヤ、れんこん、
いんげん）
■賞味期限：常温で製造日より120日 
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赤ワイン仕立ての「ビーフカレー」と「牛肉の赤ワイン煮」を
詰め合わせました。

田崎 真也セレクション
カレーセット ST-31 3,200円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　
■ビーフカレー180ｇ×3、牛肉の赤
ワイン煮180ｇ×2
■賞味期限：常温で製造日より90日 

博多華味鳥 料亭の
とり雑炊・親子丼セット 2,900円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

水たき料亭「博多華味鳥」の鶏の旨味が凝縮したスー
プで食べる雑炊とお店のランチで人気な親子丼を九
州産銘柄鶏「華味鳥」とオリジナル「八穀御飯」を使用
した、電子レンジで温めるだけセットです。

■料亭のとり雑炊 210ｇ×2、料亭の親子丼 180ｇ×2
■賞味期限：常温で製造日より365日 

賛否両論ギフト
WA-3A

3,500円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

東京・恵比寿　賛否両論　笠原将弘監修 
バラエティ豊かな和のギフトセットです。

■牛肉椎茸しぐれ煮55ｇ、牛肉蓮根しぐれ煮55ｇ、牛肉牛
蒡しぐれ煮55ｇ、牛角煮100ｇ、黒豚角煮100ｇ
■賞味期限：常温で製造日より100日

山陰沖で捕れた5種類のお魚のセット
骨まで食べれる魚の干物

3,800円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

山陰沖で獲れた新鮮な魚を加工。独自の製法で魚本
来の美味しさを引き出しました。頭から骨まで丸ごと
食べられます。（高温・高圧調理）保存料、着色料、化学
調味料不使用。

■エテガレイ2枚、開き鯵2枚、沖キス 130ｇ、
無頭のどぐろ 70ｇ、無頭ハタハタ 70ｇ
■賞味期限：常温で製造日より270日

博多香味あごだし＆
博多あご入りふりだし

2,700円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

長崎県産焼きあごが丸々1尾入ったあごだし。本格的な出汁が出来上がる濃縮タイ
プ。厳選した6種類の天然原料(長崎県産焼きあご、焼津産本枯れ鰹節、利尻産天然昆
布、熊本産うるめ鰯、焼津産本枯れ鯖節、宮崎県産香信椎茸)を使用したこだわりの和
風だし。

■博多香味あごだし400ml、博多あご入りふりだし13包入(104ｇ)
■賞味期限：常温で製造日より博多香味あごだし：300日、博多あご入りふりだし：540日 

賛否両論ギフト
WA-35R

3,800円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

東京・恵比寿　賛否両論　笠原将弘監修
常温・レンジ対応の手軽に楽しめるおかずセットです。

■月見つくね195ｇ、牛すき煮120ｇ、豚角煮
130ｇ、牛カリー170ｇ、牛すじ煮込み100ｇ、
ビーフシチュー185ｇ
■賞味期限：常温で製造日より90日 

四万十の
味詰合せ 3,300円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

四万十川産の青さのりをカットせず、形をそのまま残した食感の良い「川のり佃煮」、小さくて柔らかい川えびを丸ごと煮
込んで、四万十産の柚子の香りを加えた「川えび佃煮」、四万十川の伏流水で育った鮎を焼き上げてフレーク状にしたも
のを、麦味噌ベースで煮込んだ「鮎みそ」と、3種類の味の川のり佃煮（醤油味、鰹入り、青しその実入り）の詰合せです。
少しづつ味を楽しめるようにミニボトルに入れました。（全6種類/各2個）

■川のり佃煮（40g）×2、川えび佃煮（15g）×2、鮎みそ（40g）×2、川のり佃煮（醤油味・40g）×
2、川のり佃煮（鰹入り・40g）×2、川のり佃煮（青しその実入り・40g）×2
■賞味期限：常温で製造日より365日 

ビーフジャーキー
セット 2,400円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

食べやすくソフトタイプに仕上げたステイックジャー
キーです。和風テリヤキ味とビールとの相性抜群の黒
胡椒味。

■ビーフジャーキーテリヤキ７５ｇ×２、
ビーフジャーキー黒胡椒７５ｇ×１
■賞味期限：常温で製造日より180日

信玄食品
あわび煮貝（殻付・肝付）5,800円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

チリ産のあかねあわびを甲州名産あわび煮貝の秘伝のタレでやわらかく煮上げまし
た。お好みの厚さにスライスしてお召し上がり下さい。

■２ヶ合計１７０ｇ
■賞味期限：常温で製造日より240日 

冷製スープ 
8食セット 2,600円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

暑い夏にピッタリな、冷やしても楽しめる野菜スープ4種類をセットにしました。

■(ごぼうスープ160g、黒豆黒胡麻豆乳スープ160g、グリンピースと枝豆のスープ
160g、じゃがいものクリーミースープ160g)×各2個
■賞味期限：常温で製造日より365日 
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年間
商品

ギフト工房 抗菌除菌・
アリエール＆ジョイセット 3,400円 （税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

抗菌のアリエールと除菌のジョイが入ったクリーン
ライフギフトです。食卓用除菌クリーナーは、食卓ま
わりをティッシュでサッとひとふき！手軽に菌・汚れを
スッキリ落とします。

■Ｐ＆Ｇアリエールジェル９１０ｇ×１、Ｐ＆Ｇアリエールジェル
（詰替）７２０ｇ×１、Ｐ＆Ｇ除菌ジョイ１９０ｍｌ×２、食卓用除菌ク
リーナー２６０ｍｌ×１、食卓用除菌クリー
ナー（詰替）２５０ｍｌ×１　【化粧箱入】

「衣類よみがえる」ゼロ洗浄へ、 汚れ・ニオイ・洗剤残り　ゼロへ。

海苔・鰹節・梅茶漬け
詰合せ 5,000円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

有明海及び瀬戸内海の優良産地より、色・艶が優れた海苔のみを使用した美味しい海
苔。焼津産の高級かつお本削り。味わい深い梅のお茶漬けをセットにしました。

■焼海苔・味付海苔各32袋詰(8切5枚)、かつお本削り3g×4、梅茶漬け5g×4
■賞味期限：常温で製造日より365日 

有明海・寒の一番ちぎり
「天雅の波」

10,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

佐賀・有明海で採れる最高級海苔です。厳寒の時期に採れる初摘みのみを使用して
おりますので、口の中で溶けるような柔らかさと、海苔本来の贅沢な味わいをご賞味
いただけます。

■焼海苔32袋詰(8切5枚)、味付海苔32袋詰(8切5枚)
■賞味期限：常温で製造日より365日 

花王 アタックＺＥＲＯ
ギフト B 3,300円

（税込・送料込）（税込・送料込）（税込・送料込）

■アタックＺＥＲＯ本体400g×1、
アタックＺＥＲＯ詰替用360g×5

花王 アタックＺＥＲＯ
ギフト A 5,500円

（税込・送料込）（税込・送料込）（税込・送料込）

■アタックＺＥＲＯ本体400g×2、
アタックＺＥＲＯ詰替用360g×8

Z63
商品番号 

■内容量：500mℓ×24本
2,400円（税込・送料込）
福の水

Z64
商品番号 

■内容量：軟水（2ℓ×6本）
2,700円（税込・送料込）
まつばら源泉

Z53
商品番号 

■内容量：白竜水C 軟水（20ℓ）
2,000円（税込・送料込）
白竜水C

P56
商品番号 

■内容量：0.5ℓ×24本
2,400円（税込・送料込）
緑茶

P57
商品番号 

■内容量：0.5ℓ×24本
2,400円（税込・送料込）
ほうじ茶

Z92
商品番号 

■内容量：190g×30缶
3,000円（税込・送料込）
ブラックコーヒー

Z93
商品番号 

■内容量：190g×30缶
3,000円（税込・送料込）
ブレンドコーヒー

Z10
商品番号 

■内容量：170ｇ
4,300円（税込・送料込）

大分県産
乾ししいたけ 
170ｇ

Z04
商品番号 

■内容量：24食
5,400円（税込・送料込）

フリーズドライ
バラエティ

Z03
商品番号 

■内容量：20食
3,500円（税込・送料込）

みそ汁、お吸い物
セット

ギフトセット

お茶漬け最中＆
スープ春雨

4,000円
（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

貝柱の旨味・コクが濃縮された上品な味わいの貝柱茶漬けや、梅と塩でシンプルに味付けした梅茶漬けなど、簡単かつ
美味しくお召し上がりいただけるセットです。

■スープ春雨（わかめ醤油味）×2、お茶漬け最中(貝柱・梅・
鮭・海老)・スープ春雨(かきたま海鮮風塩味・野菜スープ味)
×各1
■賞味期限：常温で製造日より180日 

角煮家こじま
角煮 4,600円

（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

長年継ぎ足しながら旨味を深めた「角煮のたれ」で
じっくりと煮込んだ豚角煮。製造過程で生じた形状不
良の角煮を詰め合わせたお買い得品です。

■角煮55ｇ×14
■賞味期限：常温で製造日より90日 

有明海苔&
特選ふりかけセット 3,500円（税込・送料込）　（税込・送料込）　（税込・送料込）　

日本海で白身のトロといわれる「のどぐろ」と、極上の海の幸「かに」の風味を贅沢にふ
りかけにしました。有明海苔との詰合せです。

■有明海苔（12切×5枚入×8袋）×2、のどぐろ煮付け風味ふりかけ50ｇ×1、かにふりかけ50ｇ×1
■賞味期限：常温で製造日より365日 
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