
特選ギフト キーコーヒー

キーコーヒー 挽きたての香りギフト

◆ADA-20B ◆ブラジルブレンド・コロンビアブレンド各１６０ｇ・ドリッ
プオンブルーマウンテンブレンド（８ｇ×５）×各１
◆S0485-D073-920

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

キーコーヒー 挽きたての香りギフト

◆ADA-30 ◆ブラジルブレンド・キリマンジェロブレンド・コロンビア
ブレンド・モカブレンド各１６０ｇ×各１ ◆S0485-D081-870

¥3,000▶¥2,550(税抜)
希望小売価格

注文番号 002

キーコーヒー 挽きたての香りギフト

◆ADA-50 ◆ブラジルブレンド・コロンビアブレンド各１６０ｇ×各１・
モカブレンド・キリマンジェロブレンド各１６０ｇ×各２
◆S0485-D090-870

¥5,000▶¥4,250(税抜)
希望小売価格

キーコーヒー
ドリップオンコーヒーギフト

◆KDV-30 ◆ブルーマウンテンブレンド・トラジャブレンド・ス
ペシャルブレンド・モカブレンド・キリマンジェロブレンド・コロン
ビアブレンド各（８ｇ×５）×各１ ◆S0485-D103-950

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 004

キーコーヒー
ドリップオンコーヒーギフト

◆KDV-40 ◆ブルーマウンテンブレンド・トラジャブレンド・ス
ペシャルブレンド・キリマンジェロブレンド各（８ｇ×５）・モカブレ
ンド・コロンビアブレンド各（８ｇ×５）×各２
◆S0485-D111-950

¥4,000▶¥3,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 005

キーコーヒー
ドリップオンコーヒーギフト

◆KDV-50 ◆ブルーマウンテンブレンド・スペシャルブレンド・
コロンビアブレンド・各（８ｇ×５）×各１・キリマンジェロブレンド・モ
カブレンド・トラジャブレンド各（８ｇ×５）×各２
◆S0485-D120-950

¥5,000▶¥4,750(税抜)
希望小売価格

注文番号 001 注文番号 003

注文番号 006
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本カタログの商品は、全て税抜表示となっております。



特選ギフト 中島大祥堂

ダンケ キュートセレクション

◆ＣＳＡ－１５ ◆オレンジケーキ１個、ミックスベリーケーキ２個、アッ
プルシュトロイゼル１個、抹茶ショコラケーキ２個、ニューヨークブラ
ウニー１個、ショコラクッキー４個、ストロベリークッキー４個、キャラメ
ルクッキー４個、塩バタークッキー４個【卵・乳・小麦】
◆S0452-D060-950

¥1,500(税抜)

ダンケ キュートセレクション

◆CSA-20 ◆オレンジケーキ２個、ミックスベリーケーキ３個、
アップルシュトロイゼル２個、抹茶ショコラケーキ３個、ニュー
ヨークブラウニー２個、ショコラクッキー３個、ストロベリークッ
キー４個、キャラメルクッキー３個、塩バタークッキー４個【卵・
乳・小麦】◆S0452-D078-950

¥2,000(税抜)

注文番号 008

ダンケ スイーツファクトリー

◆RSF-20 ◆マドレーヌ×２、ハートのガトーショコラ×２、リング
ケーキ×２、オレンジケーキ×２、ラズベリーケーキ×２、スフレ
チーズケーキ×２、チョコチップクッキープレーン×３、チョコチッ
プクッキーココア×２、リーフクッキー×３【卵・乳・小麦】
◆S0453-D090-950

¥2,000(税抜)

ダンケ スイーツファクトリー

◆RSF-30 ◆マドレーヌ×３、ハートのガトーショコラ×３、リングケー
キ×２、オレンジケーキ×３、ラズベリーケーキ×３、スフレチーズケー
キ×２、チョコチップクッキープレーン×５、チョコチップクッキーココア
×３、リーフクッキー×４【卵・乳・小麦】
◆S0453-D104-950

¥3,000(税抜)

注文番号 010

ダンケ 黒わらび餅

◆KWA-10 ◆黒わらび餅８９ｇ （黒きな粉３．５ｇ付）６個
◆S0459-D072-950

¥1,000(税抜)

注文番号 011

ダンケ 黒わらび餅

◆KWA-20 ◆黒わらび餅８９ｇ（黒きな粉３．５ｇ付）×１２個
◆S0459-D080-950

¥2,000(税抜)

注文番号 007 注文番号 009

注文番号 012
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一番大切な人に

食べてもらいたいお菓子



蕪村庵 あられ彩々蕪村春秋

◆NSJ-ﾐﾆ ◆あられ彩々蕪村春秋×５袋※包装済み商品です。

【小麦・えび】 ◆S0466-D010-970

¥500(税抜)

蕪村庵 あられ彩々蕪村春秋

◆NSJ-E ◆あられ彩々蕪村春秋×１０袋※包装済み商品です。

【小麦・えび】 ◆S0466-D028-970

¥1,000(税抜)

注文番号 014

蕪村庵 あられ彩々蕪村春秋

◆NSJ-O あられ彩々蕪村春秋×１５袋※包装済み商品です。【小

麦・えび】 ◆S0466-D036-970

¥1,500(税抜)

蕪村庵 あられ彩々蕪村春秋

◆NSJ-S ◆あられ彩々蕪村春秋×１８袋※包装済み商品です。

●缶入【小麦・えび】 ◆S0466-D044-970

¥2,000(税抜)

注文番号 016

蕪村庵 あられ彩々蕪村春秋

◆NSJ-L ◆あられ彩々蕪村春秋×２７袋※包装済み商品です。

●缶入【小麦・えび】 ◆S0466-D052-950

¥3,000(税抜)

注文番号 017

蕪村庵 あられ彩々蕪村春秋

◆ＮＳＪ－特 ◆あられ彩々蕪村春秋×４６袋 ※包装済み商品で

す。●缶入【小麦・えび】 ◆S0466-D060-950

¥5,000(税抜)

注文番号 013 注文番号 015

注文番号 018

特選ギフト 蕪村庵
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日本の風雅を代表する三つの景物を

詠い込んだ俳句に寄せた四季の彩り

ひとくちあられ。

本カタログの商品は、全て税抜表示となっております。



特選ギフト 白子のり

白子のり 詰合せ

◆ＶＮ－２５ ◆味のり１４袋詰（８切５枚）・焼のり３袋詰（板のり５

枚）板のり１５枚×各１【小麦・えび】 ◆S0534-D112-750

¥2,500▶¥2,125(税抜)
希望小売価格

白子のり 詰合せ

◆ＶＮ－３０ ◆味のり１４袋詰（８切５枚）・焼のり１４袋詰（８切５

枚）・焼のり３袋詰（２切６枚）×各１【小麦・えび】

◆S0534-D120-750

¥3,000▶¥2,550(税抜)
希望小売価格

注文番号 020

白子のり 詰合せ

◆VN-50 ◆味のり１４袋詰（８切５枚）・焼のり１４袋詰（８切５

枚）・焼のり６袋詰（板のり５枚）板のり３０枚×各１【小麦・えび】

◆S0534-D155-750

¥5,000▶¥4,250(税抜)
希望小売価格

白子のり

佐賀産味のり卓上詰合せ

◆ＴＳ－１５Ｅ ◆味のり １０切５０枚×３【小麦・えび】

◆S2926-D018-750

¥1,500▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 022

白子のり

佐賀産味のり卓上詰合せ

◆TS-20E ◆味のり １０切５０枚×４【小麦・えび】

◆S2926-D026-750

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 023

白子のり

佐賀産味のり卓上詰合せ

◆ＴＳ－３０Ｅ ◆味のり １０切５０枚×６【小麦・えび】

◆S2926-D034-750

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 019 注文番号 021

注文番号 024
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マルトモ

鰹節屋のこだわり椀セット

◆ＭＳ－１５Ｎ ◆フリーズドライ 卵スープ５．８ｇ×６食・なすの
味噌汁８．５ｇ×２食・ほうれん草の味噌汁８．７ｇ×２食・なめこ
の味噌汁６．６ｇ×２食【卵・小麦・かに】
◆S0525-D067-800

¥1,500▶¥1,350(税抜)
希望小売価格

マルトモ

鰹節屋のこだわり椀セット

◆MS-20N ◆フリーズドライ（卵スープ５．８ｇ・なすの味噌汁８．
５ｇ・ほうれん草の味噌汁８．７ｇ・なめこの味噌汁６．６ｇ）×各４
食（二段重ね）【卵・小麦・かに】 ◆S0525-D075-780

¥2,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 026

マルトモ

鰹節屋のこだわり椀セット

◆ＭＳ－３０Ｎ ◆フリーズドライ（卵スープ５．８ｇ・なすの味噌汁８．
５ｇ・ほうれん草の味噌汁８．７ｇ・なめこの味噌汁６．６ｇ）×各６食
（二段重ね）【卵・小麦・かに】 ◆S0525-D083-780

¥3,000▶¥2,700(税抜)
希望小売価格

マルトモ バラエティギフト

◆ＣＲ－３０Ｎ ◆直火焼ソフトパック（２．５ｇ×８袋）×２・日清キャ
ノーラ油３８０ｇ・枕崎かつおつゆ５００ｍｌ・磯じまんのり佃煮１２５ｇ
×各１【小麦】 ◆S2930-D082-720

¥3,000▶¥2,250(税抜)
希望小売価格

注文番号 028

マルトモ バラエティギフト

◆ＣＲ－４０Ｎ ◆直火焼ソフトパック（２．５ｇ×８袋）・磯じまんのり
佃煮１２５ｇ×各２・日清キャノーラ油３８０ｇ・枕崎かつおつゆ５００
ｍｌ・万能白だし５００ｍｌ×各１【小麦】
◆S2930-D090-720

¥4,000▶¥3,000(税抜)
希望小売価格

注文番号 029

マルトモ バラエティギフト

◆ＣＲ－５０Ｎ ◆直火焼ソフトパック（２．５ｇ×８袋）・日清キャノー
ラ油３８０ｇ・磯じまんのり佃煮１２５ｇ×各２・直火焼だしの素（４ｇ×１
０袋）・国産野菜ブイヨン（４ｇ×１０袋）・枕崎かつおつゆ５００ｍｌ・ラ
イトツナフレーク７０ｇ×各１【乳・小麦】 ◆S2930-D104-720

¥5,000▶¥3,750(税抜)
希望小売価格

注文番号 025 注文番号 027

注文番号 030

10％
OFF

10％
OFF

10％
OFF

25％
OFF

25％
OFF

25％
OFF

特選ギフト マルトモ
7

本物のかつお節に

こだわる

ギフトセット

本カタログの商品は、全て税抜表示となっております。



アマノフーズ

フリーズドライバラエティギフト

◆Ｍ－１００Ｒ ◆いつものおみそ汁（ほうれん草７ｇ・とうふ１０ｇ・なす９．
５ｇ）、味わうおみそ汁（白みそ１１．５ｇ・なめこ９ｇ・焼なす９．５ｇ・豚汁
１５ｇ）、たまごスープ７ｇ×各１（計８食）【卵・乳・小麦・かに】
◆S0524-D010-880

¥1,000▶¥950(税抜)
希望小売価格

アマノフーズ

フリーズドライバラエティギフト

◆Ｍ－２００Ｒ ◆いつものおみそ汁（ほうれん草７ｇ・とうふ１０ｇ・なす
９．５ｇ）、味わうおみそ汁（白みそ１１．５ｇ・なめこ９ｇ・焼なす９．５ｇ・豚
汁１５ｇ）、たまごスープ７ｇ×各２（２段重ね）計１６食【卵・乳・小麦・か
に】 ◆S0524-D028-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 032

アマノフーズ

フリーズドライバラエティギフト

◆Ｍ－３００Ｒ ◆味わうおみそ汁（とうふ・豚汁・焼なす・なめこ・炒
め野菜）・九州みそ（もずく汁）・瀬戸内みそ（あさり）・八丁味噌
（焼なす）・北海道みそ（かに汁）・松茸のお吸いもの各２（２段重
ね）計２０食【卵・乳・小麦・かに】 ◆S0524-D036-880

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

アマノフーズ＆キッコーマン

◆Ｆ－２５ ◆アマノフーズ味わうおみそ汁（なめこ、豚汁）×各１・い
つものおみそ汁（なす、野菜）×各２・キッコーマンしぼりたて生しょ
うゆ２００ｍｌ×１・小豆島産生のり佃煮８０ｇ×１【乳・小麦・かに】
◆S0524-D125-780

¥2,500▶¥2,000(税抜)
希望小売価格

注文番号 034

アマノフーズ＆キッコーマン

◆Ｆ－３０ ◆アマノフーズ味わうおみそ汁（焼なす・なめこ・豚汁）
×各２・キッコーマンしぼりたて生しょうゆ２００ｍｌ×１・宝幸焼鮭ほぐし
５２ｇ×１【乳・小麦・かに】 ◆S0524-D133-780

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 035

アマノフーズ＆キッコーマン

◆Ｆ－５０ ◆アマノフーズ味わうおみそ汁（焼なす・なめこ・豚汁）
×各３・キッコーマンしぼりたて生しょうゆ２００ｍｌ×１・宝幸焼鮭ほぐし
５２ｇ×２・小豆島産生のり佃煮８０ｇ×１・紀州梅岩のり入り佃煮８０ｇ
×１【乳・小麦・かに】 ◆S0524-D141-780

¥5,000▶¥4,000(税抜)
希望小売価格

注文番号 031 注文番号 033

注文番号 03620％
OFF

20％
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20％
OFF

特選ギフト アマノフーズ
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フリーズドライの

具材たっぷりのお味噌汁



特選ギフト 日清オイリオ

日清 オリーブオイル＆
バラエティオイルギフト

◆ＯＶ－１５ ◆ヘルシーキャノーラ油３５０ｇ×１・ヘルシーベジオイ
ル３５０ｇ×１・ボスコエキストラバージンオリーブオイル１４５ｇ×１
◆S0507-D069-900

¥1,500▶¥1,425(税抜)
希望小売価格

日清 オリーブオイル＆
バラエティオイルギフト

◆ＯＶ－２０ ◆ヘルシーキャノーラ油３５０ｇ×１・ヘルシーベジオ
イル３５０ｇ×１・ボスコエキストラバージンオリーブオイル１４５ｇ×
２◆S0507-D077-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 038

日清 ヘルシーオイル＆
ボスコオリーブオイルギフト

◆ＢＭ－３０ ◆ヘルシーリセッタ３５０ｇ×２・べに花油３５０ｇ×２・
ボスコエキストラバージンオリーブオイル１４５ｇ×２
◆S0507-D085-860

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

日清 ヘルシーオイル＆
ボスコオリーブオイルギフト

◆ＢＭ－５０ ◆ヘルシーリセッタ３５０ｇ×４・べに花油３５０ｇ×３・
ボスコエキストラバージンオリーブオイル１４５ｇ×３
◆S0507-D107-860

¥5,000▶¥4,750(税抜)
希望小売価格

注文番号 040

日清 ヘルシーオイル＆
キッコーマン生しょうゆギフト

◆ＮＫ－３０ ◆健康オイルアマニプラス３５０ｇ・ヘルシーリセッタ
３５０ｇ・ボスコエキストラバージンオリーブオイル１４５ｇ・ヘルシー
ごま香油１４５ｇ・キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ４５０ｍｌ・
キッコーマン塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ４５０ｍｌ×各１【小麦】
◆S0508-D049-950

¥3,000▶¥2,980(税抜)
希望小売価格

注文番号 041

日清 ヘルシーオイル＆
キッコーマン生しょうゆギフト

◆ＮＫ－５０ ◆日清アマニ油１４５ｇ×１・健康オイルアマニプラス
３５０ｇ×２・ヘルシーリセッタ３５０ｇ×３・ボスコエキストラバージン
オリーブオイル１４５ｇ・ヘルシーごま香油１４５ｇ・キッコーマンしぼ
りたて丸大豆生しょうゆ４５０ｍｌ・キッコーマン塩分ひかえめ丸
大豆生しょうゆ４５０ｍｌ×各１【小麦】◆S0508-D057-880

¥5,000▶¥4,980(税抜)
希望小売価格

注文番号 037 注文番号 039

注文番号 042

9

健康とおいしさを詰め合わせた

ギフトセット

本カタログの商品は、全て税抜表示となっております。



キッコーマン いつでも新鮮ギフト

◆ＫＩＳー１５ ◆旨み豊かな昆布しょうゆ・塩分ひかえめ丸大豆

生しょうゆ・しぼりたて生しょうゆ・おさしみ生しょうゆ・しぼりた

てうすくち生しょうゆ・削りたて鰹節香るしょうゆ各２００ｍｌ×各１

【小麦】◆S0512-D038-000

¥1,500(税抜)

注文番号 046

キッコーマン いつでも新鮮ギフト

◆ＫＩＳ－２０ ◆しぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ・塩分控えめ丸大豆

生しょうゆ４５０ｍｌ・丸大豆生しょうゆ４５０ｍｌ×各２【小麦】

◆S0512-D054-000

¥2,000(税抜)

注文番号 047

キッコーマン いつでも新鮮ギフト

◆ＫＩＳ－３０Ｓ ◆しぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ×４・超特選二段熟

成生しょうゆ４５０ｍｌ×３【小麦】 ◆S0512-D070-000

¥3,000(税抜)

注文番号 048

キッコーマン生しょうゆ＆
バラエティギフト

◆ＴＵ－２５ ◆キッコーマンしぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ・マルトモ

純だしパック（３ｇ×２×４）・マルトモかつおソフト削り（１．５ｇ×６）・

伯方の塩１００ｇ・有明産味のり（８切８枚×２）×各１【小麦】

◆S2358-D079-600

¥2,500▶¥1,750(税抜)
希望小売価格

キッコーマン生しょうゆ＆
バラエティギフト

◆ＴＵ－３０ ◆キッコーマンしぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ・マルトモ

純だしパック（３ｇ×２×４）・伯方の塩１００ｇ・有明産味のり（８切８

枚×４）・梅茶漬け（６ｇ×４）×各１【乳・小麦】

◆S2358-D087-600

¥3,000▶¥2,100(税抜)
希望小売価格

注文番号 044

キッコーマン生しょうゆ＆
バラエティギフト

◆ＴＵ－５０ ◆キッコーマンしぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ・マルトモ

純だしパック（３ｇ×２×４）・マルトモかつおソフト削り（１．５ｇ×６）・

伯方の塩１００ｇ・梅茶漬け（６ｇ×４）×各１・ニッスイ紅ずわいがに

ほぐし脚肉入５５ｇ×３【乳・小麦・かに】 ◆S2358-D109-600

¥5,000▶¥3,500(税抜)
希望小売価格

注文番号 043 注文番号 045
30％

OFF
30％

OFF

30％

OFF

特選ギフト キッコーマン
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新しいおいしさの贈り物。

いつでも新鮮ギフトセット


