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福山城 鞆の浦

宮島尾道

潮待ちの港
鞆の浦に伝統の味

特選手握りちくわ
大12個セット
4,800円
（税込・送料込）

●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）

●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）

●冷蔵で製造日より7日

麺は広島県産小麦使用、瀬戸内産のいりこ
だしパックであえて、一からだしをとる

「醤油が主役」のらぁ麺です。
※「醤油ダレ」に使用している醤油のうちの
30% と「恵みの一滴」に、杉桶三年仕込みの
国産有機本醸造醤油を使用しております。

寺岡本家醤油らぁ麺詰合せ
2,500円
（税込・送料込）

●寺岡本家醤油らぁ麺2食入り348g
　（麺100g×2）×2箱
●常温で製造日より120日

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。自然食品の香りと甘
みをお楽しみください。

上質な大粒種無しぶどうはアツイ！！
夏の人気者！！

国産はちみつギフトセット 府中味噌　樽詰合せ 広島県三次産　特選ピオーネ
3,500円
（税込・送料込）

●高原万花、里山の香（各200g）
●常温で製造日より1095日 3,300円

（税込・送料込）

●�赤味噌（麦味噌）1kg・中味噌（米
味噌）500g・金山寺味噌（おか
ず味噌）500g

●常温で製造日より120日

5,800円
（税込・送料込）

●広島県三次産　特選ピオーネ
2房入り（2房で800g 以上）

広島県産オリーブ100％の「江田島搾り」と広島県産レモンで香り付けをした
レモンオイルのセット。江田島搾りは本場イタリアのコンテストで世界1位に
輝いた高品質なエクストラバージンオリーブオイルで、穏やかな苦味と爽やか
で心地よい辛味の調和がとれた香り高さが特徴です。

安芸の島の実　江田島搾り・レモンオイルセット
6,300円
（税込・送料込）

●江田島搾り　100ml×1本、レモンオイル　100ml×1本
●【江田島搾り】常温で製造日より18ヶ月
　【レモンオイル】常温で製造日より6ヶ月

ブルーマウンテンの芳醇な香りとコクを感じられ
るプレミアムタイプのリキッドアイスコーヒー。
高級感のある澄んだ味わいです。

寿屋珈琲プレミアムアイスコーヒー　ブルーマウンテンブレンドセット
6,000円
（税込・送料込）

●�寿屋プレミアムリキッドアイスコーヒー
無糖（瓶）720ml×5

●常温で製造日より180日

やま磯  味付海苔・焼海苔詰合せ
5,600円
（税込・送料込）

●�味付のり16袋詰（8切5枚）×2、
焼のり（4切40枚）×2

●常温で製造日より720日

やまだ屋銘菓撰20個入
3,500円
（税込・送料込）

●�桐葉菓×10
　もみじ饅頭（こしあん）・つぶあんもみじ・クリー
ムもみじ・抹茶もみじ・チョコもみじ（各×2）

●常温で製造日より20日

広島特集
ぶち
うまい

けぇ 食べてみんさい！

三次市

広島市

府中市

廿日市市

福山市
こちらの地域にお届けします！

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。

中部地域…岐阜・静岡・愛知　近畿地域…三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

800商品番号

801商品番号

803商品番号

804商品番号 805商品番号 806商品番号

802商品番号

長期熟成にこだわる
伝統の府中味噌。職人
がつくりあげた逸品。

おすすめ佃煮詰合せ
3,200円
（税込・送料込）

●�青のりわかめ入り（250g）　しそ昆布（100g）　おかか生姜
（170g）　おむすび昆布（100g）　高菜風味（130g）　しそ
ひじき（100g）

●常温で製造日より180日

807商品番号

808商品番号 809商品番号

810商品番号
811商品番号

老舗こだわりの佃煮セットです。地元に愛され続ける老舗こだわりの佃煮セットです。地元に愛され続ける
懐かしい味を和の風呂敷に包み、地方へギフトとして懐かしい味を和の風呂敷に包み、地方へギフトとして
お届け。お届け。

素材を生かしたコクと旨味のある味付海苔と風味
よく焼き上げた焼海苔の詰め合わせです。

もちもち食感が人気の桐
とう

葉
よう

菓
か

とやまだ屋定番のふん
わり生地のもみじ饅頭5種類を詰め合わせました。

国産有機丸大豆醤油蔵出し製造場国産有機丸大豆醤油蔵出し製造場

江田島市

※写真はイメージです。

7/10 より発送

1 ※写真はイメージです

広
島
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集

広
島
特
集

2※写真はイメージです



紀の川市産　桃
5,700円
（税込・送料込）

●2kg

岡山県産　水蜜桃
5,800円
（税込・送料込）

●�8玉（1玉220g 以上）　　　　

7/10 より発送

山梨県産　美味しいもも
5,100円
（税込・送料込）

●�秀品（JA 規格合格品）7個〜 8個　
化粧箱　約2kg

7/20 より発送

販売期間：7/31 まで

7/20 より発送

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。

静岡県産クラウンマスクメロン
5,200円
（税込・送料込）

●1.2kg×1

6/20 より発送

糖度が平均16度前後！糖度が平均16度前後！
抜群の甘さが魅力の富良野メロンの逸品です。抜群の甘さが魅力の富良野メロンの逸品です。
お使いものに、ご自宅用に北海道を代表するお使いものに、ご自宅用に北海道を代表する
夏の味覚を是非どうぞ！夏の味覚を是非どうぞ！

富良野メロン「キングルビー」
5,600円
（税込・送料込）

●1.6kg 〜 1.8kg/1玉箱入り

販売期間：8/15 まで

7/15 より発送

愛知  JA 蒲郡市  蒲郡温室みかん12玉
3,800円
（税込・送料込）

●Mサイズ12玉

販売期間：7/31 まで

7/1 より発送

北海道産赤肉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
を再現した夕張メロンゼリーエストのセットです。

北海道産赤肉メロンと
夕張メロンゼリーエストセット
4,300円
（税込・送料込）

●�北海道産赤肉メロン約1.6kg×1、
夕張メロンゼリーエスト125g×6

販売期間：7/31 まで

7/5 より発送

日本一のさくらんぼ産地“山形”しっかりとした果肉で歯応えがあり、
酸味が少なく糖度が高い、紅秀峰をお楽しみください。

山形県産さくらんぼ　紅秀峰
5,800円
（税込・送料込）

●600g（300g×2）

鳥取県産「ねばりっこ」

山形県産　小玉スイカ

2,700円
（税込・送料込）

●約2kg（2本入・3本入・4本入のいずれか）

3,100円
（税込・送料込）

●2玉

7 月上旬より発送

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
てきた従来種の伝統野菜。通常の枝豆とは一味もふた味も違い、茹でてきた従来種の伝統野菜。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。級の枝豆です。

山形県鶴岡産　だだちゃ豆
3,400円
（税込・送料込）

●400g×2

販売期間：7/15 まで

7 月上旬より発送

会津めごいな農園で採れた純白ホワイト
コーンは果皮がプリプリとした張りがあ
り、かじるとジューシーなとうもろこし
の甘みが口に広がります。

7 月下旬より発送

812商品番号

814商品番号

816商品番号 817商品番号 818商品番号

815商品番号

819商品番号

813商品番号

Melon

Orange

Peach

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。

紀の川市産の桃を白鳳系をはじめ川中島白桃
等、品種を問わず旬の桃をお届けいたします。

甘さ、香りともに最高級の桃は、夏のギフトの
人気フルーツです。

一つ一つ丁寧に厳選したももです。光セン
サーで糖度の高い桃だけを選びました。

こちらの地域にお届けします！

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
中部地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知
近畿地域…三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良

「ねばりっこ」とは、鳥取県の園芸試験場が育成した新しい「ねばりっこ」とは、鳥取県の園芸試験場が育成した新しい
長芋です。従来の長芋よりも粘りが強く、太くて短いため長芋です。従来の長芋よりも粘りが強く、太くて短いため
折れにくく扱いやすいと好評です。折れにくく扱いやすいと好評です。
夏の低下した食欲を増進させる薬味としてご賞味ください。夏の低下した食欲を増進させる薬味としてご賞味ください。

山形県尾花沢市の盆地状の地形
が生み出す寒暖の差が甘さと
シャリシャリ感の決め手です。
冷蔵庫にも収まるサイズで嬉し
い一品！

こちらの地域にお届けします！

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
中部地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知
近畿地域…三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良

こちらの地域にお届けします！

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
中部地域…新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知

会津めごい菜農園
純白ホワイトコーン
3,400円
（税込・送料込）

●5本

820商品番号

821商品番号

822商品番号

823商品番号

販売期間：8/8 まで

8 月中旬より発送

販売期間：7/15 まで

7 月下旬より発送

発泡スチロールに保冷剤を入れてお届けします。
届いた商品は冷蔵庫で保管してください。

3 4※写真はイメージです ※写真はイメージです

青　

果

青　

果

fruits
青　果

夏に食べたい瑞 し々いフルーツ

T020D90
sold-out

T020D90
sold-out

T020D90
sold-out



Premium Gift

鵜舞屋　匠のこだわり
11,000円
（税込・送料込）

●�子持ち鮎の昆布巻1本、飛騨牛のしぐれ煮（味噌味）100g、
天然小鮎のやわらか煮90g、飛騨牛と牛蒡の昆布巻1本

●常温で製造日より540日

極

使いやすいほぐし身タイプのカニ缶詰。旬の鯖のふっくらとした切り身の
水煮缶。高圧釜で一気に加熱してうまみを引き出し、骨まで食べられるほ
どやわらかくしました。

缶詰ソムリエ　サバ缶と紅ズワイガニ缶詰アソート
11,000円
（税込・送料込）

●�紅ずわいがに脚肉入りほぐし身105g×6、鯖水煮缶詰180g×2、
鯖味噌煮缶詰180g×2、鯖味付け缶詰180g×2

●常温で製造日より120日

6/15 より発送

有明海・寒の一番ちぎり「天雅の波」
10,000円
（税込・送料込）

●・焼海苔32袋詰（8切5枚）・味付海苔
32袋詰（8切5枚）

●常温で製造日より365日

稲庭うどん
11,000円
（税込・送料込）

●稲庭うどん130g×20
●常温で製造日より760日

紀州完熟の梅　信楽ツボ
10,000円
（税込・送料込）

●1.4kg
●常温で製造日より180日

ダイヤモンド褒賞受賞　野沢温泉村産コシヒカリ（精米）
7,500円
（税込・送料込）

●5kg
●到着から1ヶ月程度を目安にお召し上がり下さい

坂井宏行シェフ監修のチョコレート
ケーキとカップケーキ、オニオンスー
プ、イチゴクッキーとのアソート。

「坂井宏行」シェフ監修  チョコレートケーキアソート
5,400円
（税込・送料込）

●�坂井宏行シェフ監修のチョコレートケーキ×1本、カップケーキ（プ
レーン）×2、カップケーキ（メイプル）×2、カップケーキ（チーズ）
×2、カップケーキ（バナナ）×2、オニオンスープ（7g×3）×2、イ
チゴクッキー 30g×1

●常温で製造日より270日

ホテルオークラ　スイーツ＆コーヒーセット
5,200円
（税込・送料込）

●�レーズンサンド・フルーツケーキ・チョ
コレートケーキ・ドリップ珈琲リッチマ
イルド（8g×6袋）×各2、マドレーヌ（プ
レーン・チョコ×各2）

●常温で製造日より60日

神奈川「横浜ベイシェラトンホテル」監修　
スイートギフト　タルト・オ・フリュイ・アソルティ
5,800円
（税込・送料込）

●�マンゴーオレンジタルト×2、ベリータルト×2、チョコとチェリー
のタルト×1、フィナンシェプレーン×6、フィナンシェショコラ×
6、ココナッツクッキー×10

●常温で製造日より60日

824商品番号

825商品番号 826商品番号

827商品番号 828商品番号

830商品番号

829商品番号

831商品番号

832商品番号 833商品番号

特別なギフトを特別な人へ

五段階の熟成を経て生まれたコシとのど越しの良さが特徴の
小川の稲庭うどん。お殿様に献上していたとされる長さ、1尺3寸

（約36cm）でお届けします。

樹上で完熟した「南高梅」を、ほんのり甘口な塩分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。

佐賀・有明海で採れる最高級海苔です。厳寒の時期佐賀・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。わいをご賞味いただけます。

創業明治10年鵜舞屋の職人が選び抜いた素材を完全手づくりで炊き上げております。創業明治10年鵜舞屋の職人が選び抜いた素材を完全手づくりで炊き上げております。
保存料・食品添加物を使用することなく、素材の旨味が引き出された一品です。保存料・食品添加物を使用することなく、素材の旨味が引き出された一品です。

ホテルオークラの焼菓子とドリップ珈琲の詰合せ。しっとりとホテルオークラの焼菓子とドリップ珈琲の詰合せ。しっとりと
した焼きあがりのマドレーヌやレーズンサンドなどさまざまなした焼きあがりのマドレーヌやレーズンサンドなどさまざまな
焼菓子を取り揃えているのにも、選ぶ、味わう楽しさを届けたい焼菓子を取り揃えているのにも、選ぶ、味わう楽しさを届けたい
というおもてなしの心を感じて頂けるセットとなっています。というおもてなしの心を感じて頂けるセットとなっています。

販売期間：8/2 まで

6/15 より発送

フルーツをたっぷり使ったタルト、風
味豊かなフィナンシェ、ココナッツの
香り豊かなクッキーの詰合せです。

日本に7人
国際コンクールダイヤモンド褒賞受賞者
高橋義三氏の育てたお米です。

広島県産プレミアムはちみつ3本セット
10,000円
（税込・送料込）

●�無人島蜂蜜120g・満月の蜜120g・
桜の蜜120g

●常温で製造日より730日

広島県安芸高田市の土師ダムにて4月に採れた桜の蜜と広島県安芸高田市の土師ダムにて4月に採れた桜の蜜と
呉市尾久比島の無人島で採れた蜂蜜と満月の日に採取した呉市尾久比島の無人島で採れた蜂蜜と満月の日に採取した
大変珍しい蜂蜜の3本セットになります。大変珍しい蜂蜜の3本セットになります。

岐阜支店

飯山
営業所

5 6※写真はイメージです ※写真はイメージです
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山田養蜂場　「蜜わらび」
3,300円
（税込・送料込）

●�白わらび餅＆はちみつ（アカシア蜂蜜
スティック）、白わらび餅＆きな粉、
黒わらび餅×黒きな粉（各約68g×3）

●常温で製造日より180日

素材をそのまま生かした「白」、丹波黒大豆の煮汁を
加えた「黒」。二色の冷たいひんやりとした食感のわ
らび餅をお楽しみいただけます。

国産フルーツの美味しさを閉じ込めたシャーベットと
なめらかなヨーグルトアイスのデザート

国産果実と、その果実と相性ぴったりのはちみつを合わ
せたゼリーを入れた、常温保存で、凍らせて食べる、便利
で夏にぴったりの清涼感あるスイーツギフトです。

大文字飴本舗　ひんやりわらび詰合せ 山田養蜂場　凍らせるはちみつスイーツ
3,300円
（税込・送料込）

●�ひんやりわらび120g×6、ひんやりわらび（黒
豆煮汁入り）120g×3、きな粉12g×9

●常温で製造日より60日
3,200円
（税込・送料込）

●はちみつヨーグルト、はちみつ白桃、
はちみつレモン各4

●常温で製造日より180日

販売期間：8/2 まで

上質なわらび粉を使用した「わらび餅」と、吉野本葛を使用した
「くず餅」の食べくらべが楽しめます。

国産フルーツの果汁を100％使用した贅沢なジュレ。まるでフルーツ
を食べているかのような濃厚な甘みや爽やかな酸味が口いっぱいに広
がります。

横浜ロイヤルパークホテル監修のデザートギフト

ぷるぷると弾力のあるゼリーにフルーツそれぞれの食感を生かした
果肉を閉じ込めました。

伊予柑を最もおいしい時期に採り、じっくり熟成。そのおいしさを
まるごとパックした贅沢な夏にぴったりのゼリーです。

小ぶりで可愛いみつ豆に金箔をあしらいました。フルーツの甘みと
寒天の甘さが夏の涼味にぴったりです。

北海道羊蹄山の大雪渓から長年の年月を経て、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。

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

わらび餅とくず餅の食べくらべ 金箔みつ豆12個セット

北海道羊蹄山名水珈琲ゼリー詰合せ

よくばりデザート

3,800円
（税込・送料込）

●�わらび餅（本蕨・小豆・栗：各2個）、くず餅（本葛・黒糖：各2個）
きな粉・黒蜜：各6個、抹茶きな粉・和三盆蜜各4個

●常温で製造日より180日
3,500円
（税込・送料込）

●50g×12
●常温で製造日より90日

2,900円
（税込・送料込）

●�名水珈琲ゼリー 110g×9（シロップ12g×9、
フレッシュ 4.5ml×9）

●常温で製造日より90日

3,300円
（税込・送料込）

●�冷やしぜんさい100g×2、白桃のゼリー寄せ100g×2、沖縄県産黒糖
葛餅57g×2、和歌山県産紀州南高梅ゼリー 62g×2、青森県産りんごゼ
リー 62g×2、宇治抹茶プリン60g×3、北海道産メロン果汁使用シャー
ベット用ゼリー 62g×2、瀬戸内産レモン果汁使用シャーベット用ゼリー
62g×2、山形県産ラ・フランスゼリー 62g×2

●常温で製造日より180日

販売期間：7/29 まで 6/20 より発送
販売期間：7/24 まで 6/20 より発送

ひととえ　凍らせて食べるアイスデザート
〜国産フルーツ入り〜
3,200円
（税込・送料込）

●�青森ふじりんご＆ヨーグルト味・瀬戸内柚子檸檬＆
ヨーグルト味・福岡あまおう＆ヨーグルト味・山形ラ・
フランス＆ヨーグルト味・北海道メロン＆ヨーグルト
味　各107g×3

●常温で製造日より180日

ホシフルーツ　凍らせてもおいしい
国産フルーツジュレ　彩果しずく
3,600円
（税込・送料込）

●�島そだち（温州みかん）×3袋、瀬戸内レモン×2袋、あかつき（白桃）×3袋、
各90g

●常温で製造日より270日

煌めく夏の涼菓、国産果実ゼリー 10個詰合せセット
4,300円
（税込・送料込）

●�国産果実ゼリー　みかん180g・マスクメロン170g・黄桃180g・
りんご180g・ブルーベリー180g　各2個

●常温で製造日より90日

横浜ロイヤルパークホテル　
フルーツゼリーセレクション　RPJ-35YD
3,800円
（税込・送料込）

●�国産りんごゼリー、ミックスベリーゼリー、シトラスミックスゼリー、
片浦レモンゼリー、キウイゼリー（各125g×1）�マンゴー＆レッドグレー
プフルーツゼリー（125g×2）

●常温で製造日より180日

寒づくり伊予柑ゼリー
3,600円
（税込・送料込）

●�寒づくり伊予柑ゼリー 155g×12　スプーン付
●常温で製造日より210日

7 月上旬より発送

834商品番号 835商品番号 840商品番号

842商品番号

844商品番号

845商品番号

843商品番号

841商品番号

836商品番号 837商品番号

838商品番号

839商品番号

はちみつを使用した白と黒の2種類の
「もっちり、ぷるり」としたわらび餅に
はちみつやきな粉をかけて食べる、
新食感和涼菓。

6/15 より発送

販売期間：8/2 まで

7 8※写真はイメージです ※写真はイメージです
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和

洋

素材にこだわる上質和菓子
心もほっこり幸せに。

ワンランク上の上質洋菓子
パーティーに、手土産に。

なつかしいかりんとうの原料を、小麦からお米に変えました。
新潟県産もち粉100％使用。

雪国あられ　お米かりんとう詰合せ
2,500円
（税込・送料込）

●�甘醤油味、ごま味、生姜味、珈琲味、沖縄黒糖味　各40g×1
●常温で製造日より120日

6/10 より発送

京都の和菓子職人が、手づくり
で厳選された北海道産大納言を
宇治抹茶で風味付けした外側は
シャリッと、そして中はしっと
りとした食感の、寒天と砂糖・
水飴を煮詰め固めた「琥珀（こは
く）」という和菓子です。

京菓子司　都　宇治金時琥珀
4,300円
（税込・送料込）

●24個入
●常温で製造日より45日

6/10 より発送

看板商品「雪国あられ」と、新潟銘菓「柿の種」を中心とした詰合せ。
ご贈答用にも、ご家庭用にもたっぷり味わっていただける内容の、
米菓セットです。

雪国あられ　たねとあられ
3,000円
（税込・送料込）

●�雪国あられ（50g×2）/ 雪国あられミックス（50g×2）/ ざらめあら
れ（60g×2）/柿の種・梅味（80g×1）/柿の種・しょうゆ味（80g×1）
/柿の種・ゆず胡椒味（80g×1）

●常温で製造日より180日

6/10 より発送

わさびの刺激とほんのり甘いえびの風味を感じる
「えびわさび」。軽い塩味に磯の香りたっぷりの「え
びわかめ」。胡麻の風味が口いっぱいに広がる「えび
胡麻」。三種三様の磯の風味とパリパリと小気味良
い軽い食感をお楽しみ下さい。

えびの磯だより
3,000円
（税込・送料込）

●�えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　
各16g×6袋

● �常温で製造日より120日

国産の青のりの風味が生きた玄米おかき
と、丹波黒豆おかきの素焼き・サラダ味・
醤油味の詰合せ。

独自の枠焼き製法により、ふっくらと焼き
上げたソフト煎2種と堅焼き2種の詰め合
わせです。

個包装した昔懐かしい味のカレーせんべい
です。 もっちりとした生地の中になめらかなチーズ風クリームをたっ

ぷりと入れました。普通とは違う、パン生地のような食感はまる
でチーズケーキのようなお饅頭です。

丹波黒豆・玄米おかき 江戸煎　写楽 懐かしのカレーせんべい【缶入り】 いずもちーずけーきまんじゅう
2,200円
（税込・送料込）

●玄米素焼12袋、丹波素焼5袋、丹波
醤油5袋、丹波サラダ5袋（各2枚入り）

●常温で製造日より120日
1,700円
（税込・送料込）

●�サラダ味8枚、旨味醤油味8枚、
醤油味5枚、ねぎみそ味5枚

●常温で製造日より150日
2,700円
（税込・送料込）

●200g
●常温で製造日より120日 2,100円

（税込・送料込）

●12個入
●常温で製造日より90日

販売期間：8/5 まで

和三盆糖　烏骨鶏卵　長崎五三焼かすてら　極上1号
3,800円
（税込・送料込）

●430g（12カット）
●常温で製造日より30日

2種類のさつまいも「紅あずま」と「黄金千貫」を使ったスイートポテ
ト。さつまいも本来の味わいをいかした甘さ控えめの生地を丁寧に
焼き上げました。

北海道黄金スイートポテト
2,800円
（税込・送料込）

●15個入
●常温で製造日より90日

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。

東京凮月堂　サマーギフト
3,200円
（税込・送料込）

●�ゼリー×3、ゴーフレット×8、パピヨット×6、
パリジャン×6、お菓子の美術館×5

●常温で製造日より90日

販売期間：7/20 まで

地元大山バターのコクとアーモンドの風味が口の中にふわっと広がるうさぎ
の形のフィナンシェ。外はサクッと、中はしっとりと焼き上げました。

白ウサギフィナンシェ
2,200円
（税込・送料込）

●12個入
●常温で製造日より30日

KAnoZA 人気の焼き菓子をセットにしまし
た、人と人の縁を結ぶ KAnoZA ならではのギ
フトセットを大切な方へお届けします。

KAnoZA プレミアムギフト彩〜 irodori 〜
4,500円
（税込・送料込）

●�雲太（バームクーヘン）×1個、焼チョコクッキー×1袋（90g）、焼きチョ
コクッキーオレンジ×1袋（90g）、八重雲晴れてフィナンシェ×6個

●常温で製造日より30日

846商品番号

848商品番号

847商品番号

850商品番号 851商品番号 852商品番号 858商品番号

849商品番号

853商品番号

855商品番号 856商品番号

857商品番号

854商品番号

販売期間：7/30 まで

窯の音を聴き火の色を見極める。職人歴60年余 五代目伊藤代二が
丹精込めて焼き上げる逸品。貴重な烏骨鶏卵を使用した最上級
グレードの五三焼かすてら。焼き面表面に金粉を施しております。

9 10※写真はイメージです ※写真はイメージです
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Pasaka　極上生はちみつ（3本セット）

ナッツの蜂蜜漬け（3本セット）

Pasaka　極上生はちみつ（2本セット）

リトアニアリネン混　トートバッグ　大

リトアニアリネン混　トートバッグ　小

4,300円
（税込・送料込）

● 春の百花蜜（120g）、夏の百花蜜（120g)、秋の百花蜜
（120g）3本セット
●常温で製造日より1095日

3,300円
（税込・送料込）

●ナッツの蜂蜜漬け　105g　3本入り
●常温で製造日より200日

2,900円
（税込・送料込）

●春の百花蜜（120g）、秋の百花蜜（120g）2本セット
●常温で製造日より1095日

3,600円
（税込・送料込）

●素材：リネン55％、コットン45％
●サイズ：約35cm×47cm、肩がけ紐長さ
60cm、マチ部分約9cm

3,100円
（税込・送料込）

●素材：リネン55％、コットン45％
●サイズ：約30cm×31cm、ハンドル長さ
32cm、マチ部分約8cm

里山メンマは自社所有の竹林で採れた地元
産たけのこを使用し、無添加の鶏ガラで味付
けしています。そのため、他ではない新食感
を味わうことができ、なにより、たけのこの
風味も感じられます。

創業明治10年鵜舞屋の一番人気商品「鮎昆布巻」の煮汁を使用し、
煮豚と煮鶏を炊き上げました。鮎昆布巻の煮汁は、脂の強い食材で
あっても喧嘩することなく深い味わいを出す事が出来ます。
フードロスを削減し、「飢餓ゼロ」や「つくる責任・つかう責任」を実
現させる取組みをしております。

農福連携・自然栽培により、栽培
されたハーブで普段の食事に、
美味しい香りを添えて。

今の時代だからこそ贈りたい、コーヒーを育む
自然、産地、人で紡がれていくストーリーが詰
まったギフト。生産者を支援する取り組みとと
もに、高品質なコーヒーをお届けします。

グランマグランパの里山メンマ2個セット
（プレーン・ブラックペッパー）
2,100円
（税込・送料込）

●�プレーン80g×1、ブラックペッパー 80g×1
●常温で製造日より105日

6/20 より発送

ハーブソルト・ハーブサングリア

UCC COFFEE LOVE STORY

鵜舞屋　佃煮屋の煮豚・煮鶏詰合せ

2,900円
（税込・送料込）

●�日本酒サングリアいちご・日本酒サングリアきうい・日本酒サング
リアみかん・ハーブソルト　各2個

●常温で製造日より180日

3,600円
（税込・送料込）

●�ブラジル　エスピリトサント :10g×10袋
　ホンジュラス　ウーマンズコーヒー :10g×10袋
●常温で製造日より450日

3,700円
（税込・送料込）

●煮豚100g×3、煮鶏100g×1
●常温で製造日より120日

販売期間：7/26 まで

859

861

860

862

863

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

商品番号

リトアニア共和国　
Republic of Lithuania

面積：6.5万平方キロメートル

人口：約279.0万人
 （2020年1月：リトアニア統計局）

首都：ビリニュス（人口約54万人）
 （2020年：リトアニア統計局）

現地北欧の味を日本でお楽しみ下さい！！

トラカイ島城 ヴィリニュス大聖堂

聖アンナ教会とペルナルディン教会

リトアニア産の蜂蜜にローストした香ばしいクルミ、アーモン
ド、カシューナッツを漬け込みました。トーストやバケットに
載せたり、そのままでもお召し上がりいただけます。

酵素やビタミンがたっぷり。
リトアニアの手付かずの森や
自然保護地区で採取された希少
な天然生はちみつです。
採取時期によって風味が異なる
はちみつをお楽しみください。

肩にかけられて収納力もあり、普段のお出かけやお稽古用
バッグに最適です。内側に携帯電話や小物を入れられるポ
ケットがついています。（色・柄のご指定はできません）

小ぶりで可愛らしく、お散歩など、ちょっと持ち歩きたい
時に重宝するサイズです。（色・柄のご指定はできません）

リトアニアリネンとコットン素材で作られた
お洒落で高級感のあるプリントトートバッグです。

864商品番号

865商品番号

867商品番号

866商品番号

肩がけ
タイプ

ハンドル
タイプ

金沢東
営業所

たけのこより大きく
竹でもない、育ちすぎた
たけのこを使用して

います。

岐阜支店

金沢東
営業所

カタログのお写真にない色・柄のバッグがお届け
となる場合もございます。

カタログのお写真にない色・柄のバッグがお届け
となる場合もございます。

11 12※写真はイメージです ※写真はイメージです
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クール商品・エリア限定
PREMIUM COOL

人気のベーコン、香辛料のマジョラムが効いたミートローフに加え、
製法にこだわった生ハム（ロース）、辛口なバーべキューソーセージ、
チーズの入ったモルタデッラソーセージの詰め合わせです。

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。

一つ一つ職人が手作りで作った瀬戸内「鞆の浦」ならではの
こだわりの味を是非お試しください。

瀬戸内海沿岸の「鞆の浦」で一つ一つ
愚直に作り上げた「竹ちくわ」と「天ぷら」
の詰合せです。

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

炭焼きみそ漬け焼豚と合鴨セット

伝統の逸品　大山ハム　EG-14

北海道小樽工房バラエティセット　OTS-30

ギフト限定　シャウエッセンセット　SEG-320

ちくわ天ぷら詰め合わせ

「鞆の浦」竹ちくわ天ぷら詰め合わせ

ちくわ天ぷらセレクション

国産プレミアム　美ノ国　UKI-38

伝承献呈ギフトセット　GM-42

4,400円
（税込・送料込）

●�炭焼きみそ漬け焼豚�160g、合鴨スモー
クブレスト�130g、パストラミホワイ
トロースハム�90g、燻製生ハムロース
（スライス）�30g
●冷蔵で出荷日より45日

4,800円
（税込・送料込）

●�バーベキューソーセージ120g、ミートローフ250g、ベーコン
280g、モルタデッラ75g、生ハム（ロース）40g×2P

●冷蔵で製造日より40日

3,200円
（税込・送料込）

●深燻しベーコンスライス40g、冷式燻製ロース生ハム50g、
ボロニアソーセージ64g、あらびきウインナー 90、ホワイ
トウインナー 90g、ロースハムスライス60g

●冷蔵で製造日より35日

3,200円
（税込・送料込）

●�ギフト限定シャウエッセン120g×2、シャウエッセンミートロー
フ150g、シャウエッセンチーズ120g、シャウエッセンチョリ
ソー 120g、2種のシャウエッセンマスタード40g×2

●冷蔵で製造日より50日

3,800円
（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

●冷蔵で製造日より6日

3,300円
（税込・送料込）

●�竹ちくわ・小魚天・ごぼう天・れんこん天　各2、
からし天・よもぎ天・魚卵天　各1

●冷蔵で製造日より7日

4,000円
（税込・送料込）
●�ちくわ　5本、平ちくわ　5本、
　野菜ボール　7×2、ガス天　4、
　イカ天　4、たこちらし　180g
●冷蔵で製造日より6日

3,200円
（税込・送料込）

●�熟成ベーコン51g、熟成ビアシンケン72g、肩ロース生ハム
40g、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、熟成ロースハム60g

●冷蔵で製造日より40日

3,100円
（税込・送料込）

●�特選ロースハム180g、直火炙り焼豚
180g、特選直火焼ローフ180g、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

●冷蔵で製造日より50日

6/13 より発送

6 月中旬より発送 6 月中旬より発送
7/1 より発送

近畿地域…京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
中国地域…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

こちらの地域にお届けします！

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・和歌山
中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知

こちらの地域にお届けします！

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　関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
中部地域…山梨・長野

こちらの地域にお届けします！

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。

中部地域…岐阜・静岡・愛知　近畿地域…三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

こちらの地域にお届けします！

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。

中部地域…愛知　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　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知

こちらの地域にお届けします！

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。

販売期間：8/10 まで 7/1 より発送

販売期間：8/3 まで 6/28 より発送

販売期間：7/24 まで 6/20 より発送 販売期間：7/24 まで 6/20 より発送

販売期間：8/3 まで

6/28 より発送

東北地域…福島　関東地域…茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
中部地域…山梨・長野

こちらの地域にお届けします！

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。

中部地域…岐阜・静岡・愛知　近畿地域…三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
中国地域…鳥取・島根・岡山・広島・山口　四国地域…徳島・香川・愛媛・高知
九州地域…福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

こちらの地域にお届けします！

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。

868商品番号

869商品番号

871商品番号

870商品番号

872商品番号 873商品番号

874商品番号 875商品番号

876商品番号

シャウエッセンのパリッと感や旨味はそのままに、
食べ応えのある少し太めのサイズに仕上げました。

おいしいハムをつくるために、ひとつひとつ丹念に、手間を
かけて熟成し、お肉の旨みを引き出します。

こだわりの味噌ダレに漬け込み、1本1本炭焼き製法にて仕上げたみそ漬け焼豚と、ジューシーな口当たりのこだわりの味噌ダレに漬け込み、1本1本炭焼き製法にて仕上げたみそ漬け焼豚と、ジューシーな口当たりの
合鴨スモークブレスト、ピリッとした黒胡椒がアクセントのパストラミホワイトロースハム、冷燻と乾燥を合鴨スモークブレスト、ピリッとした黒胡椒がアクセントのパストラミホワイトロースハム、冷燻と乾燥を
繰り返して仕上げた燻製生ハムロースをセットにしました。繰り返して仕上げた燻製生ハムロースをセットにしました。

13 14※写真はイメージです ※写真はイメージです
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お世話になってる方や   大切な人へ……

福山通運スタッフ推薦 !   全国各地からのお届け
福 山 通 運福 山 通 運 福 山 通 運福 山 通 運

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

各店のおすすめ

北海道・東北

北海道・新得　半生そばセット
3,200円
（税込・送料込）

●�半生新得生そば200g×4、新得そばのつゆ500ml×1
●常温で製造日より90日

青森産　安田園　りんごジュース3本入
3,400円
（税込・送料込）

●�720ml×3本
●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）

●720ml×6本
●常温で製造日より180日

本場盛岡冷麺8食セット
3,700円
（税込・送料込）

●（本場盛岡冷麺2食スープ付　400g）×4
●常温で製造日より80日

抹茶パウンドケーキ「鶯と庭」
※風呂敷・菓子切刀剣付き
5,000円
（税込・送料込）

●抹茶のパウンドケーキ　1本、
　菓子切刀剣�「布袋国広」　1本、
　「布袋国広」デザイン風呂敷　1枚
●常温で製造日より30日

878商品番号

879商品番号 880商品番号

877商品番号

帯広支店

青森支店

岩手平泉
営業所

仙台中央
支店

881商品番号

アーモンドと贅沢フルーツケーキ　
ベイクドベリーケーキ

2,600円
（税込・送料込）

●�150g×各1本
●常温で製造日より120日

加賀志きし　うちわ煎餅
2,300円
（税込・送料込）

●12個
●常温で製造日より90日

そぼろ詰合せ4本入
3,100円
（税込・送料込）

●�のどぐろ生姜しぐれ煮75g　鯖のへしこそぼろ75g　能登牛そぼろ140g　
加賀れんこんそぼろ能登牛入り95g

●常温で製造日より150日

能登の雑炊詰合せ
2,500円
（税込・送料込）

●�能登ふぐ雑炊245g、鯛雑炊240g
●常温で製造日より270日

氷見うどん細麺（国内産小麦100％使用）
2,800円
（税込・送料込）

●細麺200g×5
●常温で製造日より450日

各店のおすすめ

関東・中部

882商品番号

883商品番号 884商品番号

885商品番号 886商品番号

金沢東
営業所

金沢東
営業所

足利
営業所

金沢東
営業所

爽やかベリー
フルーツと

チーズ、ナッツ
とフルーツの

素材をセットに
しました。

花鳥風月を描いた優しい味のうちわ型のお煎餅です。
北陸の味をそぼろに

した詰合せです。

能登七尾の料亭の〆の

雑炊を再現しました。
餅のような粘りとつるりと
した喉ごしが自慢。

慈味豊かな自
然な甘みの

あるジュースで
す。

お店で食べる本場
盛岡冷麺をご家庭で。

北海道のそば本来
の風味を

ご家庭でお楽しみ
ください。

高岡
営業所

長野支店

香り高い抹茶生地に
、ナッツと

5色の豆のアクセント
。

しっとりふっくら焼け
るガス釜を

使用して焼き上げら
れた

こだわりのパウンド
ケーキです。

15 16※写真はイメージです ※写真はイメージです
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とろコク搾り900ml　2本ギフト箱入り
4,300円
（税込・送料込）

●900ml×2
●常温で製造日より365日

各店のおすすめ

近畿・中国

果樹園のみかんジュレ9個セット

小包ラス Fu 詰め合わせ

3,800円
（税込・送料込）

●�果樹園のみかんジュレ90g×5
　果樹園のみかんジュレまるごと1個入り90g×4
●常温で製造日より180日

2,300円
（税込・送料込）

●�チョコラス Fu�18g×2、珈琲ラス Fu�20g×2、
プレーンラス Fu�20g×2

●常温で製造日より90日

プレミアムフルーツコラーゲンゼリー　4種セット
3,800円
（税込・送料込）

●�プレミアムフルーツコラーゲンゼリー岡山白桃・岡山県産マスカッ
ト・岡山県産ニューピオーネ・岡山県産ゆず＆瀬戸内レモン
　（各14g×12）
●常温で製造日より270日

切り身だし茶漬け詰合せ
3,300円
（税込・送料込）

●�ふぐ×3食、たい・さけ各2食（各切身1切れ、だしつゆ10g、
具材2.4g）

●常温で製造日より240日

奥出雲の生パスタセット
4,000円
（税込・送料込）

●奥出雲の生パスタ（スパゲッティ、リングイネ、フィットチーネ　
各100g×2食）
　パスタソース（爽やかトマトとしまね和牛ボロネーゼ、紅ズワイ
ガニのクリームソース　各130g×3袋）

●常温で製造日より180日

半田手延べそうめん
3,200円
（税込・送料込）

●100g（2束×6）
●常温で製造日より2年

あとりえ市　なると金時
「スイートポテト＆芋きんつば」詰合せ

あとりえ市　なると金時
スイートポテト

3,300円
（税込・送料込）

●�なると金時スイートポテト×8　
芋きんつば×6

●常温で製造日より45日
3,200円
（税込・送料込）

●16個入
●常温で製造日より45日

明太えびせんべい　60枚入　〜桐箱〜
4,500円
（税込・送料込）

●博多明太えびせんべい　60枚
●常温で製造日より90日

各店のおすすめ

九州

うすやき黒棒詰合せセット
3,200円
（税込・送料込）

●�うすやき黒棒4個、シナモン味2個、ピリ辛味2個
●常温で製造日より150日

関の茶漬けセット
3,000円
（税込・送料込）

●�佐賀関関たいくろめ茶漬け　佐賀関関さばくろめ茶漬け　
佐賀関関あじくろめ茶漬け

●常温で製造日より180日
6/15 より発送

黒糖ドーナツ棒とデコポンゼリーセット
2,800円
（税込・送料込）

●�黒糖ドーナツ棒16本×1箱、デコポンゼリー 100g×6個
●常温で製造日より120日

販売期間：7/30 まで

887商品番号

888商品番号

889商品番号 890商品番号

891商品番号
892商品番号

896商品番号

895商品番号

奈良支店

徳島支店

福山ＦＣ

下関支店 出雲支店

岡山東
支店

阿波池田
営業所

福岡南
営業所

大牟田
営業所

897商品番号

898商品番号

899商品番号

大分支店

熊本支店

そのまま食べてもおいしい
観音山みかんを搾りました。
原材料はみかんだけの
ストレートジュースです。

もらっても贈っても嬉しい！
岡山果実が楽しめるフルーツ
コラーゲンゼリーセット。

和歌山有
田

営業所

有田みかん果汁たっ
ぷり使用！

夏の涼味に最適！

しまね和牛を使用したボロネー
ゼ

と紅ズワイガニをふんだんに使
用

したクリームソースのセットで
す。

お手軽に楽しめる
料亭気分の魚介系
だし茶漬けです。

徳島県ならではの素材を使用した
お菓子の詰め合わせです。

太目で腰の
強さが自慢

うるち米を使用し
て焼き上げた

明太えびせんべい
。

黒棒を薄く焼き上げパリッとした
新食感に仕上げました。

佐賀関ブランドである魚の
味と香りをご堪能下さい。

デコポンゼリーはJAあしきた

とコラボした商品で子供から

大人まで大人気です。

894商品番号

893商品番号

各店のおすすめ

四国

和歌山
支店

お麩で作ったサク
サク

かる〜い『ラスFu
』
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広島名物の歯ごたえがよく噛めば噛むほど味わい深い
ホルモン揚げとイカ天・のり天を各種セットにしました。

広島名物おつまみセット
3,500円
（税込・送料込）

●�せんじ肉40g、スパイシーせんじ肉40g、せんじ肉砂
ずり40g、せんじ肉豚ハラミ黒胡椒40g、せんじ肉に
んにく風味40g、せんじ肉とうがらし味40g、せんじ
肉ハツうま塩40g、瀬戸内れもん味いか天25g、のり
天瀬戸内オリーブ＆ワインビネガー味20g、のり天チー
ズ味25g、かっぱえびせん＆瀬戸内れもん味いか天ミッ
クス30g、かっぱえびせん＆梅と赤しそ香るのり天ミッ
クス28g　各1個

●常温で製造日より120日

伊勢エビやあおさ、伊勢茶など5種類の伊勢志摩
地方の特産品を使用した豆菓子です。
おつまみや御茶請けに楽しんで頂けます。

伊勢　幸の豆
2,400円
（税込・送料込）

●�伊勢海老豆12g・伊勢あおさ豆12g・伊勢醤油
豆10g・真珠豆15g・伊勢茶豆15g×各5袋

●常温で製造日より150日

ウチ呑み・ちょっとした集まりなどに
最適な商品です。アルコールのお供に
どうぞ！！

伊藤ハム
おつまみドライセット
2,400円
（税込・送料込）

●�おつまみドライ132g×3/
辛っ！おつまみドライ132g
×2

●常温で製造日より90日

販売期間：8/3 まで 6/28 より発送

ウィスキーやハイボールにおすすめの商品を
セレクトした3種の缶つまと日本酒に相性の
よい3種をセレクトした缶つまをセットしま
した。

缶つま SELECTION
おつまみセット
3,300円
（税込・送料込）

●�缶つま Smoke　鮭ハラス50g、缶つ
ま Smoke　貝柱50g、缶つま Smoke　
うずら卵25g、缶つま Smoke　たこ
50g、缶つま　日本海獲り　ほたるい
かの沖漬風70g、缶つま　鹿児島県産　
赤鶏さつま炭火焼45g

●常温で製造日より1090日

『海人の藻塩味』と、焼き上げた後に仕上げに
かける油に“かどやのごま油”を使用した、エ
ビとごま油を使用した香ばしい香りが口いっ
ぱいに広がる『かどやのごま油味』の2種類。

カルビー　
かっぱえびせん匠海2種詰合せ
4,100円
（税込・送料込）

●�海人の藻塩味・かどやのごま油味×各
25枚

●常温で製造日より120日

素材の良さを十二分に堪能できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お酒のおつまみにぴったりです。

おつまみセット
2,500円
（税込・送料込）

●�かしわ炭火焼き40g×1・ぼんじり塩焼き40g
×1・砂肝炭火焼50g×1・鹿児島県産炭火焼
100g×2・手羽煮300g×1

●常温で製造日より120日

販売期間：8/27 まで 6/13 より発送

販売期間：8/2 まで 6/15 より発送

プロのバーテンダー監修のもと、材料・配合・味・香り・グラスに注い
だときの容量までこだわって商品化しました。生姜と数種類の香辛料を
じっくりと時間をかけて煮出して作られた味をお楽しみください。

n.e.o プロフェッショナル
ジンジャーエール　ギフト

3,300円
（税込・送料込）

●95ml×16本
●常温で製造日より540日

お風呂あがりに、そんな時にぴったりな湯あがり堂サイダー
飲み口は爽やかで、柑橘系のさっぱりとした味

湯あがり堂サイダーギフト
3,300円
（税込・送料込）

●95ml×24本
●常温で製造日より540日

美容と健康にうれしいローヤルゼリー配合
人工甘味料、香料、着色料不使用なので後味すっきり！

山田養蜂場　ハニードリンク3種詰合せ
3,200円
（税込・送料込）

●�ゆず＆はちみつ　りんご＆はちみつ　かぼす＆はちみつ　
各195g×5本

●常温で製造日より180日

ポリフェノール、ビタミン、ミネラル、またアレルギーの抑制を助ける
リノレン酸を含んだ赤紫蘇から作りました。ストレートタイプのスッ
キリとしたドリンクです。

しそドリンク赤紫蘇3本セット
3,100円
（税込・送料込）

●600ml×3本
●常温で製造日より360日

900商品番号

902商品番号

905商品番号

903商品番号 904商品番号

901商品番号

California Win�
カリフォルニアナパワイン

お酒は20歳になってから。この商品は20歳未満の方へは販売できません。

カリフォルニアワインの中心地として有名な「ナパバレー」から
厳選された高品質のワインをお届けします。
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商品番号

Z20 白・赤 2本セット価格　
（税込・送料込）

9,000円

906商品番号 907商品番号

908商品番号 909商品番号
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長野県産のりんご・プルーン・ももを使用した果汁100％ジュースセッ
トです。りんごそのままの甘さと香り、プルーンの爽やかな甘酸っぱ
さ、ももの芳醇な香りと甘さをお楽しみください。

信州くだものジュース RPM
3,900円
（税込・送料込）

●りんご・プルーン・もも（各6本×3）
●常温で製造日より540日

屋久島特産品「たんかん」の果汁100％ストレートジュースと南国特産
「パッションフルーツ」の10％果汁入り飲料の詰め合わせです。

屋久島からの贈り物（ミックス）
3,300円
（税込・送料込）

●たんかんジュース：190ｇ×８本
　パッションドリンク：190ｇ×４本
●常温で製造日より365日

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「KAGOME 100CAN」の詰め合わせです。

カゴメ　フルーツジュースギフト
3,000円
（税込・送料込）

●�オレンジ・グレープ・アップル・パインアップル・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

●常温で製造日より540日

国産素材にこだわり、厳選した果実を使用した「野菜生活」ブランド。
素材本来のおいしさを引き出した、ギフトならではの味わいです。

カゴメ　国産プレミアムギフト
3,600円
（税込・送料込）

●�野菜生活100国産プレミアム（白桃ミックス×3・メロンミックス×3・さ
くらんぼミックス×3・ラ・フランスミックス×3・巨峰ミックス×2・
デコポンミックス×2）各125ml

●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）

●�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

●常温で製造日より450日

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。氷を入れたグラスに注ぐだけで、まろやかでコクのある
本格的なアイスコーヒーがお楽しみいただけます。

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）

●�MAJOリキッドコーヒー無糖1000ml×6本
●常温で製造日より300日

ドトールコーヒー　リキッドコーヒー詰合せ
3,300円
（税込・送料込）

●�アイスコーヒー無糖1000ml×3本、炭焼アイスコー
ヒー無糖1000ml×2本

●常温で製造日より270日

販売期間：8/2 まで 6/15 より発送

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。

ザ・ブレンド
3,500円
（税込・送料込）
●�114スペシャル　70g×2本、117スペ
シャル　70g×1本、炭焼珈琲　65g×1
本、ブラジル100％　70g×1本、コロ
ンビア100％　70g×1本

●常温で製造日より1080日

販売期間：7/26 まで

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）

●�ポーションコーヒー無糖18g×9、ポーションコーヒー甘さひかえめ
18g×9、ポーションティー抹茶オレベース20g×9、ポーション甘
熟苺オレベース20g×9

●常温で製造日より300日

静岡茶100％のお茶を使用いたしまして、高級煎茶と深蒸し茶の
詰め合わせです。二つの味をどうぞ。

新茶の詰め合わせ（紙缶）セット
4,000円
（税込・送料込）

●�新茶高級煎茶・新茶深蒸し茶（各150g）
●常温で製造日より365日

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。

新茶の詰め合わせ（袋入り）セット
2,700円
（税込・送料込）

●�新茶上煎茶・新茶深蒸し茶（各100g）
●常温で製造日より365日

Ju i c e Co f fe e

Tea

定番のアイスコーヒーとしっかりとした味わいの炭焼
アイスコーヒーを詰め合わせたリキッドコーヒーのギ
フトセットです。

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。

910商品番号

911商品番号 912商品番号

913商品番号 914商品番号

915商品番号 916商品番号

917商品番号

918商品番号

919商品番号 920商品番号

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。

6/10 より発送

6/10 より発送6/10 より発送
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水でふくらむ「吸水土のう」です。浸水後約90秒で、約10kg・高さ
14cm の“土のう”が完成します。大雨や洪水による家屋の浸水対策に
ご使用ください。

「安心という贈り物」強力なゲルマット
がガッチリ貼り付き揺れに対応

「大切な方への思いやり」超強力粘着。
分離できるから移動もらくらく！

工場や野外現場など過酷な暑さの
中、懸命に働く肉体労働者向け
０カロリー熱中症対策飲料

萩原工業　ウォーターバスター（吸水バッグ）
9,000円
（税込・送料込）

●�約700g×7袋入
●吸水前（サイズ：53cm×34cm×0.25cm　重量：約100g）
●吸水後（サイズ：約52cm×34cm×14cm　重量：約10kg）

今までのブルーシート以上の安全性を追求し、当社ブルーシートに防
炎加工をプラスしました。本製品は防炎加工により、火がつきにくく、
自己消火性によって火に接しても燃え広がりにくくなっています。も
しもの災害時、二次災害を防ぐための防災備蓄用品としても是非お役
立て下さい。

萩原工業　#2500　防炎ブルーシート（匠シリーズ）　
3.6×5.4

産業廃棄物処理される生産ロスのブルーシートをトートバッグへアッ
プサイクルしました。地震や豪雨で被災した家屋から人々の命を守る
ため、野外で長期間使用できるように設計されたシートが、バックの耐
久性にも活かされています。

萩原工業　BRIDGE SETOUCHI
ブルーシードバッグ　M

ケンユー　この箱がトイレに！！緊急トイレセットⅡ

5,300円
（税込・送料込）

●�寸法：巾45cm×高さ26cm×マチ15cm　素材：ポリエチレン
●�少量の生産ロスから製作しているため、数に限りがあります。

3,000円
（税込・送料込）

●便器本体（便器+ふた）�1個、便凝固剤（殺菌剤・消臭剤入）�10包、蓄便
袋　5枚、密封袋（チャック付）�5枚、水溶性ティッシュ　2個

未来工業　ピタ7 耐震マット

未来工業　ピタ7 ストッパー P

サントリー　ダカラ PRO

3,000円
（税込・送料込）

●1パック「4個入」

3,100円
（税込・送料込）

●1セット「2個」

3,400円
（税込・送料込）

●500ml×24本入
●常温で製造日より365日

手延素麺揖保乃糸のひねもの（古物）は、管理された倉庫で1年寝かせた
素麺です。備蓄用食料としてもどうぞ。

手延素麺　揖保乃糸　ひね上級9kg
13,500円
（税込・送料込）

●ひね上級品50g×180束
●常温で製造日より900日

非常食でも美味しくパンが食べたい。アンデのパンは柔らかく美味し
さそのまま。

ANDE　デニッシュ缶　3種6缶セット
3,400円
（税込・送料込）

●�デニッシュ缶　3種（プレーン・メープル・ショコラーデ）各2個
●常温で製造日より540日

5,200円
（税込・送料込）

●�公益財団法人　日本防炎協会の防炎機能試験合格の防炎ラベル付き（認定
番号：AFE-33-0085）　素材：ポリエチレン　重量：約2.5kg
　サイズ：3.6m×5.4m

116商品番号921商品番号

923商品番号

922商品番号

927商品番号

928商品番号

929商品番号

925商品番号

926商品番号

従来のブルーシート
（防炎加工なし）
接炎後15秒

防炎ブルーシート
接炎後30秒

組立簡単、頑丈で、大・小便利用可能な携帯簡易トイレセットです。こ
の箱が便器となり車内等の狭い空間でも座って利用できるコンパクト
設計です。5回分の便凝固剤・蓄便袋等がセットされておりチャック付
きの密封袋、水溶性ティッシュもついていて安心です。

924商品番号

熱中症対策
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手延そうめん（3kg）
5,200円
（税込・送料込）

●手延そうめん3kg
●常温で製造日より365日

手延そうめん（2kg）
3,800円
（税込・送料込）

●手延そうめん2kg
●常温で製造日より365日

手延そうめん（1kg）
2,800円
（税込・送料込）

●手延そうめん1kg
●常温で製造日より365日

木箱入り手延そうめん（2.55kg）
5,500円
（税込・送料込）

●手延そうめん2.55kg
●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。

手延日本そば（1.2kg）
3,500円
（税込・送料込）

●�手 延日本そば300g×4　
そばつゆ12食分

●常温で製造日より365日

手延日本そば（1.8kg）
4,500円
（税込・送料込）

●�手 延日本そば300g×6　
そばつゆ18食分

●常温で製造日より365日

三輪素麺の細さで決まっている全4等級（誉・瑞垣・緒環・神杉）を
食べ比べ出来るように詰合わせました。それぞれ違う食感・のど越
しをご堪能下さい。

三輪素麺　四種麺食べ比べ
3,000円
（税込・送料込）

●�手延べ素麺（誉・瑞垣・緒環・神杉）各50g×4
●常温で製造日より720日

島原の伝統技術で単一等級製麺技能士が大切に作りました。
美味しい水と厳選した小麦粉を使用した手延そうめんです。

島原手延素麺　雲仙の白糸
3,300円
（税込・送料込）

●手延そうめん　50g×40束　計2kg
●常温で製造日より730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。一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　KG-30
3,200円
（税込・送料込）

●金胡麻70g×13束
●常温で製造日より365日

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 特級品　
ST-50
5,400円
（税込・送料込）

●特級品50g×38束
●常温で製造日より900日

手延素麺 揖保乃糸 特級品　
ST-30
3,000円
（税込・送料込）

●特級品50g×20束
●常温で製造日より900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。

信州半なまそば
2,500円
（税込・送料込）

●めん110g×6　めんつゆ15ml×6
●常温で製造日より90日

五段階の熟成を経て生まれたコシとのど越し
の良さが特徴の小川の稲庭うどんとお出汁が
香る食品添加物・保存料無添加の小川の麺つ
ゆの詰合せです。

稲庭うどん・お出汁が香る麺つゆセット
3,300円
（税込・送料込）

●�稲庭うどん90g×6　麺つゆ20ml×6
●常温で製造日より365日

創業明治30年　伝統の味　藤麺
モチモチした食感がお楽しみいただける半生うどんです。
かけ・ぶっかけ・ざる・釜あげなど何でもできる希釈つ
ゆ付きです。

さぬき半生うどん
2,500円
（税込・送料込）

●うどん300g×5袋・麺つゆ15ml×10
●常温で製造日より90日

千年以上もの昔から伝わる「五島手延うどん」。厳選した小麦粉と五島の美味しい
水や塩などの素材を「椿油」をつけながら、丸く、細く延ばしてつくりあげます。

五島手延べうどん・あごだしスープ詰合せ　6人前
2,200円
（税込・送料込）

●�五島手延べうどん240g×2　無添加あごだしスープ10g×6
●常温で製造日より365日

奈良県
（三輪素麺）

兵庫県
（揖保乃糸）

兵庫県
（揖保乃糸）

長崎県
（島原素麺）

長野県
（信州そば）

長崎県
（五島うどん）

秋田県
（稲庭うどん）

930商品番号

931商品番号

932商品番号

936商品番号

933商品番号

934商品番号

935商品番号

937商品番号 941商品番号

938商品番号

939商品番号

940商品番号

942商品番号

943商品番号 944商品番号

島原手延そうめん
認証

香川県
（讃岐うどん）

新庄
営業所

長野支店

さぬき
営業所
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麺　

類

麺　

類

noodles
麺　類

涼しさ満点の麺類



人気うどん店「つるとんたん」の
味わい深い出汁とうどんのセッ
ト。お店の味をそのままお届け
します。

（つるとんたん）半生かけつゆのおうどん・
カレー・クリームのおうどん　六人前
5,800円
（税込・送料込）

●�半生うどん300g×3、かけつゆ300ml×2、カレーのおだし
250g×2、クリームのおだし250g×2

●常温で製造日より45日

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
2,200円
（税込・送料込）

●�麺100g×6、スープ57g×6、麻油7g×6
●常温で製造日より45日

豚骨ラーメン発祥の地と言われる久留米。その久留米で
超人気店「大砲ラーメン」を是非全国のご家庭で。

福岡　久留米大砲ラーメン
3,800円
（税込・送料込）

●麺110g×8・スープ54g×8
●常温で製造日より60日

皿うどんは具材たっぷりの一品です。ですが調理の際、使用する具材に
困る人も。なので長崎のメーカーで作った具材をセットしました。

7種の具材入り本場長崎皿うどん
2,300円
（税込・送料込）

●�1袋2食入り371.8g【レトルト具材280g、揚げめん80g、金蝶ウスターソー
ス5.9g×2】×3

●常温で製造日より180日

パスタ発祥の地イタリアより、それに合
うオリーブオイル、ソースをご用意いた
しました。イタリアの味をご堪能下さい。

イタリアパスタセット
4,800円
（税込・送料込）

●�オリーブオイル�250ml/ ショートパスタ�500g/ パスタソース（ジェノ
ベーゼ�130g）/ パスタソース（ミックスベジタブル�130g）

● �【オリーブオイル】常温で製造日より18ヶ月【ショートパスタ】常温で製造
日より36ヶ月【パスタソース2種類】常温で製造日より36ヶ月

6/15 より発送

みんなの食欲をがっつり満たす約1.5人前
がっつり辛口で満足、がっつり甘口でみんな笑顔

福山通運　がっつりカレーセット
2,400円
（税込・送料込）

●辛口292g×2　甘口292g×2
●常温で製造日より730日

ホテルの味を追求した『がっつりプレミアムカ
レー』濃厚で深みのあるカレーが出来ました。

福山通運　がっつりプレミアムカレー
3,300円
（税込・送料込）

●�がっつりプレミアムカレー 180g×6
●常温で製造日より730日

神戸牛・松阪牛ビーフカレー　詰合せ
3,300円
（税込・送料込）

●神戸牛ビーフカレー（中辛）180g×2、
松阪牛ビーフカレー（中辛）180g×2

●常温で製造日より720日

令和の里「太宰府天満宮」おひざ元より。カレー専門店オリジナルカ
レー！長期保存もでき忙しい時などに便利な商品です。可愛い絵馬柄
と新商品カレーネーズの詰め合わせです。

日本を代表する2大和牛（神戸牛・松阪牛）のビーフカレーです。
肉がトロトロに溶けるまで野菜と一緒にじっくりと煮込んだ
ビーフカレーは、肉の旨味がカレー全体に溶け込んで、コクとま
ろやかな味わいに仕上がりました。

“MO 〜”HITO GANBARI 
ビーフカレー BOX ＆カレーネーズセット
3,500円
（税込・送料込）

●�“MO〜”HITO�GANBARIビーフカレー170g×7・カレーネーズ160g×3
●ビーフカレー：常温で製造日より700日
　カレーネーズ：常温で製造日より90日

フルーツの旨みを加えたソースで、牛肉と野菜をとろけるまで
じっくり煮込みました。

牛肉をとろけるまでじっくり煮込んだカレー　BC-30
3,200円
（税込・送料込）

●160g×15
●常温で製造日より366日

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ギフト
3,500円
（税込・送料込）

●�ビーフカレー 200g×3、牛肉の赤ワイン煮
200g×3

●常温で製造日より90日

販売期間：8/3 まで

6/28 より発送

販売期間：7/24 まで 6/20 より発送

販売期間：8/10 まで

W15　H20 ㎜

945商品番号

946商品番号

947商品番号

948商品番号 949商品番号

950商品番号

951商品番号

952商品番号 953商品番号

954商品番号 955商品番号

上記商品パッケージは無くなり次第、通常デザインでの対応になります。
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curry
カレー

スパイスで夏バテ撃退



広島県産のオーガニック生姜と瀬戸内レモン、甜菜糖だけで作ったジンジャーシロップ。じっくり煮出し
て、生姜の味を引き出すよう仕上げました。炭酸水で割ってジンジャーエールとしてはもちろん、ハイボー
ルやヨーグルト、パンケーキなどにもお使い下さい。ご自分のご褒美に、お世話になったあの方にも広島の
味をご賞味ください。

ジンジャーシロップ
2本セット
3,100円
（税込・送料込）

●�200ml×2
●常温で製造日より120日

957商品番号

956商品番号

プレミアムフルーツビネガーミックス2本セット
3,900円
（税込・送料込）

●�プレミアムフルーツビネガー　信州りんごの酢ふじ　500ml
　プレミアムフルーツビネガー　有機ぶどうの酢　500ml
● �常温で製造日より365日

果汁を自社で発酵させて造った果実酢に、果汁を加えた飲みやすい商品です。香料、甘味料不使用

ぎふ下呂
営業所

中部
営業部

宮崎県産ブルーベリージャム2本セット
3,400円
（税込・送料込）

●100g×2
●常温で製造日より360日

お味噌汁、すまし汁に最適

宍道湖しじみ個食詰合せ
3,500円
（税込・送料込）

●50g×15
●常温で製造日より365日 販売期間：7/30 まで

北海道産の「もみじ玉ねぎ」をたっぷり
使用した旨みと健康の機能性ドレッシ
ングです

「北海道玉ねぎドレッシング5本セット」箱入
5,400円
（税込・送料込）

●�オリジナル・とうもろこし・甘エビ・山わさび・柚子　
各200ml×5

●常温で製造日より10ヶ月

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

日清オイリオ　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）

●�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

●常温で製造日より750日

販売期間：8/2 まで

6/15 より発送

油っこくない「日清キャノーラ油ヘルシーオフ」と「日清ヘルシーキャ
ノーラ油」、時間がたってもおいしい「日清ヘルシーベジオイル」の詰め
合わせ。

日清ヘルシーオイルギフト
3,300円
（税込・送料込）

●�ヘルシーキャノーラ油350g×2、ヘルシーオフ350g×2、ヘルシーベジ
オイル350g×2

●常温で製造日より730日

6/10 より発送

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。

はちみつから生まれたツンとした刺激の少ないマイルドなはちみつ酢を
使用し、りんご果汁を加え仕上げた毎日美味しく続けられるお酢ドリン
クです。機能性表示食品です。

カゴメ　野菜飲料ギフト山田養蜂場　はちみつ酢とりんごのドリンクギフト
3,400円
（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200ml、アップルサラダ200ml　
紙パック×各4

●常温で製造日より270日

3,300円
（税込・送料込）

●はちみつバーモントドリンク　125ml×12
●常温で製造日より365日

6/10 より発送

サントリー　トクホ健康茶ギフト
3,300円
（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
●常温で製造日より240日

6/10 より発送

サントリー　黒烏龍茶・胡麻麦茶ギフト
3,300円
（税込・送料込）

●�黒烏龍茶350ml×12本、胡麻麦茶350ml×6本
●常温で製造日より360日

6/10 より発送

958商品番号 959商品番号

960商品番号

961商品番号

964商品番号963商品番号

962商品番号

965商品番号 966商品番号

“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“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胡麻ペプチドの力で、血圧低下が脂肪がつきにくくする黒烏龍茶と胡麻ペプチドの力で、血圧低下が
期待できる胡麻麦茶の3点セットです。期待できる胡麻麦茶の3点セットです。

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。

宮崎県国富町のブルーベリー農園で摘み取ったブルーベリーを宮崎県国富町のブルーベリー農園で摘み取ったブルーベリーを
ジャムにしました。貴重な国産ブルーベリージャムになります無ジャムにしました。貴重な国産ブルーベリージャムになります無
農薬栽培になります。最近ブルーベリーのアントシアニンは抗酸農薬栽培になります。最近ブルーベリーのアントシアニンは抗酸
化作用で注目度が上がっております。化作用で注目度が上がっております。

「命のビザ」モニュメント

杉原千畝記念館

岐阜県八百津町名産

29 30※写真はイメージです ※写真はイメージです
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康
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康

health
健　康

大切な方へ 毎日の健康習慣を



出雲國こしひかり　仁多米5kg 出雲國こしひかり　仁多米10kg
4,500円
（税込・送料込）

●5kg　ケース入り
●到着から1ヶ月程度を目安に
お召し上がり下さい

8,500円
（税込・送料込）

●10kg　ケース入り
●到着から1ヶ月程度を目安に
お召し上がり下さい

卓上焼海苔・味付海苔セット 北海道産　鮭の三種詰合せ
3,000円
（税込・送料込）

●�焼海苔8切40枚（板のり5枚）×3・味付海苔
8切40枚（板のり5枚）×3

●常温で製造日より365日
3,200円
（税込・送料込）

●�鮭切り身（塩焼き・みそ焼き・照り焼き）40g×各3切（計9切）
●常温で製造日より330日

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しました。

野沢菜茶漬＆野沢菜キムチ
2,600円
（税込・送料込）

●�野沢菜茶漬400g×2本、野沢菜キムチ
430g×1本

●常温で製造日より180日

北信州　漬物詰め合わせ
2,400円
（税込・送料込）

●�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

●常温で製造日より60日

晩稲梅®24粒和紙木箱
5,000円
（税込・送料込）

●24粒（384g）
●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）

●36粒（576g）
●常温で製造日より180日

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
昔ながらの製法で粗塩だけで丹念に漬け込みました。（塩分
20％）

紀州産南高梅「白干梅」
2,900円
（税込・送料込）

●ポリ樽500g
●常温で製造日より365日

紀州一粒梅「至宝」12粒
3,500円
（税込・送料込）

●240g（粒 /20g）
●常温で製造日より365日

夏も冬もギフトで人気の一品です。素材の良さを際立たせた
上品な仕上がりのスープです。

日比谷松本楼　えんどう豆・かぼちゃ・
コーンクリーム三種のスープセット
3,000円
（税込・送料込）

●�えんどう豆のスープ160g×2個、かぼちゃのスープ
160g×2個、コーンクリームスープ160g×2個

●常温で製造日より720日

希少な名古屋コーチン卵を原料としたフリーズドライタイプの
スープです。優しい味わいの和風スープです。

名古屋コーチンたまごスープ（20食）
3,400円
（税込・送料込）

●�7g×20
●常温で出荷日より180日

ねぎ農家の贈り物セット
2,700円
（税込・送料込）

●�糸島ねぎ油47g×1　糸島ねぎラー油47g×1　糸島葉ねぎの食べる
万能旨味つーぷ（乾燥スープ）6.6g×3

●常温で製造日より180日

北海道・道南地方の食文化に根ざした伝統食材いかめし。
新鮮ないかに北海道産のお米を詰め込み甘塩っぽく煮込みました。

いかのふる里　函館駅弁　いかめし
2,900円
（税込・送料込）

●2尾入り×3
●常温で製造日より240日

6/15 より発送

967商品番号 968商品番号

977商品番号 978商品番号

969商品番号

970商品番号 971商品番号 972商品番号

979商品番号

975商品番号

976商品番号

980商品番号974商品番号973商品番号

籾のまま低温貯蔵し、出荷直前に籾すり精米
してお届けする、産地直送の仁多郡産コシヒ
カリ100％のお米です。

南高梅発祥の地、みなべ晩
オ シ ネ

稲地区でとれた紀州「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。

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」などのお漬物やお総菜を詰め合わせにしました。菜」などのお漬物やお総菜を詰め合わせにしました。

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、
フルーティーな味わいに仕上げました。一粒一粒、和紙で個包装しました。
化学調味料、保存料不使用です。（塩分5％）

兵庫県瀬戸内海産の色・艶が優れた海苔を使用。歯切れサクサク
の焼海苔と美味しい自家製ダシを使用した味付海苔です。

北海道の厳寒の地で育ち、魚本来の旨味が凝縮した逸品です。風味を最北海道の厳寒の地で育ち、魚本来の旨味が凝縮した逸品です。風味を最
大限に生かすために絶妙の塩加減で焼き上げた「鮭塩焼き」と、甘さが大限に生かすために絶妙の塩加減で焼き上げた「鮭塩焼き」と、甘さが
食欲をそそる「鮭照り焼き」、コクとまろやかな味わいが特徴の「鮭みそ食欲をそそる「鮭照り焼き」、コクとまろやかな味わいが特徴の「鮭みそ
焼き」を食べやすいように切り身に仕上げました。焼き」を食べやすいように切り身に仕上げました。

大切に育てた糸島葉ねぎを手軽に美味しく味わって頂きたいとの大切に育てた糸島葉ねぎを手軽に美味しく味わって頂きたいとの
想いから作った「糸島ねぎ油」・「糸島ねぎラー油」・「糸島葉ねぎの想いから作った「糸島ねぎ油」・「糸島ねぎラー油」・「糸島葉ねぎの
食べる万能旨味つーぷ」はそれぞれの相性が抜群で、「つー食べる万能旨味つーぷ」はそれぞれの相性が抜群で、「つーぷぷ」は」は
つゆとしてもそのままスープでもパスタソースにもなり、ねぎ油をつゆとしてもそのままスープでもパスタソースにもなり、ねぎ油を
かけると更に旨味が UP します。かけると更に旨味が UP します。

販売期間：8/10 まで
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各地の逸品を夏のギフト に



令和3年産　南魚沼産こしひかり　5kg（精米）
4,300円
（税込・送料込）

●5kg×1
●到着から1ヶ月程度を目安にお召し上がり下さい 販売期間：8/5 まで

おかずの定番しぐれ煮３種と、牛ばら肉を醤油たれで煮込んで仕上げ
た牛角煮、隠し味に鷹の爪を加えた黒豚角煮をセットした、バラエティ
豊かな和のギフトセットです。

賛否両論ギフト

±0　補助翼扇風機　DC ファン　Y620（ミントグリーン） ±0　空気清浄機　X020（ホワイト）

3,800円
（税込・送料込）

●�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、黒豚角煮100g、牛角
煮100g

●常温で製造日より100日

19,800円
（税込・送料込）

●商品サイズ：H820×W354×D310mm
●商品重量：約5.2kg
●付属品：リモコン、テスト用ボタン電池、アダプター

17,600円
（税込・送料込）

●商品サイズ：約H404×W431×D132mm
●商品重量：約4.8kg
●付属品：HEPAフィルター

販売期間：8/3 まで

6/28 より発送

信玄食品　あわび煮貝（殻付・肝付）
6,500円
（税込・送料込）

●2ヶ合計170g
●常温で製造日より240日

角煮家こじま　角煮
4,600円
（税込・送料込）

●角煮55g×14
●常温で製造日より90日

夜明け前の瀬戸内海に広がり今治を幻想的に
包み込む霧をイメージに伝統紋様である波柄
に織り上げたタオルです。銀糸のステッチが
上品さを漂わせます。

今治いさら波タオルギフト
4,400円
（税込・送料込）

●�ハンドタオル（34×30cm）×1　�
�フェイスタオル（34×75cm）×1　
�バスタオル（60×120cm）×1

6/15 より発送

ライオンの高濃度スーパー NANOX
（ナノックス）のギフトセットです。
ボリューム感があり、特別な贈答品として
おすすめです。

トップ　スーパーナノックスセット
3,600円
（税込・送料込）

●�トップ�スーパーNANOX　本体400g
×1、トップスーパーNANOX�詰替
用350g×6

6/10 より発送

P＆G メーカー正規品です。

P＆G　
ボールド香りのギフトセット
3,300円
（税込・送料込）

●�ボールドジェルアロマティックフロー
ラル＆サボンの香り　本体850g×1、
ボールドジェルアロマティックフロー
ラル＆サボンの香り　詰替600g×2、
ジョイコンパクトバレンシアオレンジ
の香り　本体190ml×2、ジョイコン
パクトバレンシアオレンジの香り　詰
替440ml×1

販売期間：8/2 まで

6/15 より発送

W15　H20 ㎜

真上にも向くためサーキュレーターとしてもご使用可能。
「補助翼付きの羽根」だから効率よく遠くまで送風。
DCモードだからできる省エネで豊富な風。

自動、静音、標準、急速、花粉の5つの運転モードと便利な1・2・4時
間の切タイマー搭載。フィルターはHEPAタイプを採用、ウィルスも
抑制します。

981商品番号

983商品番号

985商品番号 986商品番号

987商品番号

984商品番号

982商品番号

米どころ新潟が誇るブランド米「魚沼コシヒカリ」の発祥の地『南魚
沼』。豊富な雪解け水と、先人達から引き継がれた生産者の努力が育ん
だこの『南魚沼産こしひかり』をどうぞご賞味ください。

チリ産のあかねあわびを甲州名物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。

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。

988商品番号 989商品番号

Z63
商品番号 

2,700円（税込・送料込）
福の水

■内容量：500mℓ×24本

Z03
商品番号 

Z04
商品番号 

5,400円
（税込・送料込）

フリーズドライ
バラエティ

■内容量：22食

3,500円
（税込・送料込）

みそ汁、
お吸い物セット

■内容量：20食

Z10
商品番号 

4,300円（税込・送料込）
大分県産
乾ししいたけ 170ｇ

■内容量：170ｇ

Z11
商品番号 

5,400円（税込・送料込）
大分県産 
乾ししいたけ 220ｇ

■内容量：220ｇ

P56
商品番号 

2,400円（税込・送料込）
緑茶

■内容量：500mℓ×24本

P57
商品番号 

2,400円（税込・送料込）
ほうじ茶

■内容量：500mℓ×24本

Z92
商品番号 

3,000円（税込・送料込）
ブラックコーヒー

■内容量：190g×30缶

Z93
商品番号 

3,000円（税込・送料込）
ブレンドコーヒー

■内容量：190g×30缶

Z64
商品番号 

2,700円（税込・送料込）
まつばら源泉

■内容量：軟水（2ℓ×6本）

Z12
商品番号 

やまだ屋もみじ饅頭
（こしあん）20個入 Z13

商品番号 

日比谷松本楼　
ビーフカレーと
ハヤシビーフセット

Z15
商品番号 

3,500円（税込・送料込）

ペーパータオル　
エクリュホワイト 
中判

3,000円（税込・送料込）
■内容量：もみじ饅頭（こしあん）20個
■賞味期限：常温で製造日より30日

4,200円（税込・送料込）
■内容量：ハイカラビーフカレー200ｇ、
ハイカラハヤシビーフ200ｇ各3個入り
■賞味期限：常温で製造日より７３０日

■パック入数：２００枚、ケース入数：３０パック、
原料：再生紙１００％、シートサイズ：２２０ｍｍ×
２３０ｍｍ

Z16
商品番号 

3,800円（税込・送料込）

ペーパータオル　
エクリュ
抗菌プラス

■パック入数：２００枚、ケース入数：３０パック、
原料：再生紙１００％、シートサイズ：２２０ｍｍ×
２３０ｍｍ

Z88
商品番号 

2,800円（税込・送料込）
宅配エコワンタッチ
コアレス（ダブル）

■内容量：6ロール4パック
入り105mm幅65m巻き

Z98
商品番号 

3,060円（税込・送料込）
吸水シャワリン

■内容量：（ダブル114mm
幅25m巻×12R）×8

Z99
商品番号 

3,060円（税込・送料込）
薔薇のおもてなし

■内容量：（ダブル114mm
幅25m巻×12R）×8

年間商品

Giftset

33 34※写真はイメージです ※写真はイメージです
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日本の暑い夏を乗り切る！



年齢

※酒類をご購入される場合は必ず年齢の記入をお願い致します。法律により、20歳未満の方には酒類を販売いたしません。

●20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

歳

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。

・ 販売場の名称及び所在地 ： 東京都江東区越中島3-6-15　福山通運株式会社
・ 酒類販売管理者の氏名 ： 矢川博史
・ 酒類販売管理研修受講年月日 ： 令和3年12月8日 

・ 次回研修の受講期限 ： 令和6年12月8日
・ 研修実施団体名 ： 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会

酒類販売管理者




