
2,000円前後のご予算に

ネスカフェ レギュラー
ソリュブルコーヒーギフト

◆Ｎ20-ＴＮ ◆ネスカフェゴールドブレンドオリジナル６５ｇ×１・
エクセラオリジナル８０ｇ×２ ◆S2913-D013-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 121

スターバックス オリガミ
パーソナルドリップギフト

◆ＳＢ-20Ｅ ◆スターバックスオリガミパーソナルドリップコー
ヒーハウスブレンド（１０ｇ×５）×２・エスプレッソロースト（１０ｇ×５）
×１ ◆S2912-D033-950

¥2,000(税抜)

注文番号 122

ネスカフェ ゴールドブレンド
プレミアムスティックコーヒー

◆Ｎ20-ＧＫＳ ◆ネスカフェゴールドブレンドスティックコーヒー
（コク深ラテミルク１１．５ｇ×６・コク深ラテダーク８．４ｇ×６・カロ
リーハーフ６ｇ×６・雫のアロマ６．５ｇ×６・オリジナル６．６ｇ×９）
【乳】 ◆S2913-D064-820

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 123

ＡＧＦ インスタントコーヒーギフト

◆Ｇ-20Ａ ◆マキシムちょっと贅沢な珈琲店エクストラブレ
ンド・マキシムロイヤルブレンド各７０ｇ×各１・ブレンディブラジ
ルブレンド８０ｇ×１・マリーム１５５ｇ×１【乳】 ◆S2914-D010-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

ＡＧＦ ブレンディスティックギフト

◆ＢＳＴ-20Ｃ ◆ブレンディスティックカフェオレ（深煎珈琲仕
立て１４ｇ×６・深煎珈琲仕立てミルクたっぷり１４ｇ×５・深煎珈
琲仕立て甘さひかえめ１２ｇ×５）・紅茶オレ１１ｇ×５・ココアオレ１１

ｇ×６・抹茶オレ１２ｇ×５【乳】 ◆S2914-D079-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 125

ＵＣＣ 一杯抽出型
レギュラーコーヒー「私の珈琲」

◆ＳＭＤ-20Ａ ◆マイルドブレンド7g×8・リッチブレンド7ｇ
×8◆S2344-D027-650

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

ドリップコーヒー詰合せ

◆ＵＳ-20 ◆ チョコゴーフレット×５、アーモンドパイ×１０、ＵＣＣア

ロマリッチオリジナルブレンド８ｇ×３ 【卵・乳・小麦】

◆S7647-D096-650

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 127

モンカフェ ドリップコーヒー

◆ＭＣＱ-20Ｂ ◆キリマンジャロブレンド（８ｇ×５）×１・プレミアブレ
ンド・スペシャルブレンド各（７．５ｇ×５）×各１
◆S2917-D051-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 128

小川珈琲 ドリップコーヒーギフト

◆ＯＣＩＤ-Ｃ ◆ドリップコーヒーオリジナルブレンド・ドリップコー
ヒー炭焼珈琲各８ｇ×各８ ◆S2918-D074-720

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 124 注文番号 126

注文番号 129
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ご予算に合わせたギフト選び

スーパースイーツ
焼き菓子＆紅茶詰合せ

◆ＳＢＫ-Ａ ◆ベイクドクッキー（ショコラ）×5、ベイクドクッキー（シ
ナモンシュガー）×5、紅茶ティーバッグ2ｇ×5【小麦・卵・乳】
◆S2337-D020-600

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 130

ドトールコーヒー＆
スイーツバラエティ

◆ＧＤ-ＢＪ ◆ドトールドリップコーヒー（クラシックブレンド）７ｇ×２、
ドトールドリップコーヒー（オリジナルブレンド）７ｇ×２、バウムクー
ヘン約１２．５ｃｍ径×１【卵・乳・小麦】 ◆S2920-D010-750

¥2,000▶¥1,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 131

珈琲・モロゾフ詰合せ

◆ＣＭ-20 ◆ＵＣＣ職人の珈琲芳醇な味わい９０ｇ・ＵＣＣ職人の
珈琲ほろ苦い味わい９０ｇ・モロゾフフィヤージュ１６５ｇ×各１ 【：アレ
ルゲン卵・乳・小麦・大豆】
◆S0456-D073-920

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 132

金沢パウンドケーキ＆珈琲詰合せ

◆ＫＺ-20 ◆私の珈琲リッチブレンド７ｇ×６・私の珈琲モカブレ
ンド７ｇ×６・マロングラッセ２個 ◆S2342-D024-650

¥2,000▶¥1,400(税抜)
希望小売価格

マロングラッセ＆コーヒーギフト

◆ＷＨ-Ｄ ◆私の珈琲リッチブレンド７ｇ×６・私の珈琲モカブレ
ンド７ｇ×６・マロングラッセ２個
◆S7646-D013-650

¥2,000▶¥1,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 134

銀座ラスク＆銀座珈琲ギフトセット

◆GＲＡ-ＢＯ ◆銀座ラスク（シナモンアップル）６枚・銀座珈琲
スペシャルブレンド（７ｇ×３）×１・アッサム紅茶ティーバッグ（２．５
ｇ×５）×１ 【アレルゲン：乳・小麦・りんご・ごま】
◆S2341-D060-650

¥2,000▶¥1,300(税抜)
希望小売価格

ウェルチ 100％果汁ギフト

◆ＷＳ20 ◆ウェルチ１００（グレープ・オレンジ・アップル・マン
ゴーブレンド）各１６０ｇ×各３・ウェルチ１００ホワイトグレープ＆レモ
ン１６０ｇ×６ ◆S2921-D024-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 136

最高位十段監修 銘茶ギフト

◆ＳＲＳ-20 ◆深むし茶６０ｇ×２袋
◆S2922-D012-800

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 137

宇治銘茶詰合せ

◆ＫＯＬ-20 ◆煎茶６０ｇ・緑茶玄米茶６０ｇ・焙じ茶（あられ入
り）６０ｇ×各１ ◆S7657-D032-650

¥2,000▶¥1,300(税抜)
希望小売価格

注文番号 133 注文番号 135

注文番号 138
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2,000円前後のご予算に

ゴーフレット＆パイセット

◆ＷＳ-20 ◆チョコゴーフレット・バニラゴーフレット×各５、アー
モンドパイ×１０ 【卵・乳・小麦・大豆】 ◆S2340-D030-600

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 139

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▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 140

ホテルモントレ銀座
バラエティギフト

◆ＳＴＲ-Ａ ◆低温焼きプレーンケーキ１２０ｇ×１・セイロンティー
（２ｇ×１０）×１【卵・乳・小麦】 ◆S2908-D052-780

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 141

スイーツ ア・ラ・カルト

◆ＳＡ-20 ◆森の旅人クッキー（カシューナッツ・くるみ）・オレ
ンジケーキ・チョコケーキ×各３・フルーツケーキ・ブランデー
ケーキ×各４【卵・乳・小麦】 ◆S2909-D032-720

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

ガトーセック（20個）

◆ＳＥＣ-20 ◆ココア風味のオレンジタルト×４、ヨーグルト風味
のブルーベリータルト×２、チーズ風味のレモンタルト×２、サンド
クッキー（アーモンド×２、セサミ×２、チーズ×２）、プチガトー（ブ

ルーベリー×２、ストロベリー×２、オレンジ×２）【卵・乳・小麦】

◆S2909-D113-850

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 143

おかき・かりんとう詰合せ「菓撰」

◆ＥＳ-ＢＯ ◆かりんとう（さつまいも）４０ｇ×２・かりんとう（黒糖）
４０ｇ×２・ざらめ千枚４０ｇ×１・彩りあられ４０ｇ×１・丸餅（醤油）４０
ｇ×１・丸餅（サラダ）４０ｇ×１【小麦】 ◆S7652-D030-650

¥2,000▶¥1,300(税抜)
希望小売価格

えびせんギフト

◆ＥＹＧ-Ｃ ◆赤えび（１枚）×５袋・えびせん（うずまき）１５ｇ×
２袋・えびせん（えび松風）１５ｇ×２袋【小麦・えび】
◆S7653-D028-650

¥2,000▶¥1,300(税抜)
希望小売価格

注文番号 145

黒糖焼き菓子詰合せ

◆ＹＫＴ-20 ◆焼きかりんとうパイ×５・焼きかりんとうゴーフ
レット・焼きかりんとうクランチ×各６ 【アレルゲン：卵・乳・小
麦・大豆】◆S2348-D030-600

¥2,000▶¥1,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 146

せんべいの館

◆ＳＧＡ-20 ◆サラダ×７枚・青のりサラダ×７枚・黒糖ごまざら
め×８枚・紫いも×８枚 【アレルゲン：小麦・大豆・ごま】
◆S2347-D026-650

¥2,000▶¥1,300(税抜)
希望小売価格

注文番号 142 注文番号 144

注文番号 147
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ご予算に合わせたギフト選び

日清ヘルシーオイル
バラエティギフト

◆OP-20 ◆ヘルシーキャノーラ油３５０ｇ×２、ヘルシーラ

イト３５０ｇ×１、ヘルシーベジオイル３５０ｇ×１

◆S2935-D050-820

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 148

味の素 オイルギフト

◆ＬＰＫ-20Ｃ ◆さらさらキャノーラ油健康プラス３５０ｇ×２・

伝承のおいしさ３種のブレンド匠の油３５０ｇ×２

◆S0510-D094-800

¥2,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 149

ボスコ オリーブオイルギフト

◆ＢＧ-20 ◆ボスコエキストラバージンオリーブオイル１９０
ｇ×２・ボスコエキストラバージンオリーブオイル１４５ｇ×２

◆S0507-D026-900

¥2,000▶¥1,900(税抜)
希望小売価格

注文番号 150

日清オイリオ＆シーフード
バラエティギフト

◆ＮＮＭ-20Ｅ ◆日清キャノーラ油Ｅ３８０ｇ・宝幸紅ずわい
がにほぐし身５０ｇ・ニッスイ焼鮭ほぐし５５ｇ・キッコーマン
いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ２００ｍｌ×各１【小麦・か
に】 ◆S2936-D080-780

¥2,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

調味料セット

◆KFZ-20 ◆キッコーマンしぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ×
１・日清サラダ油４００ｇ×１・日清キャノーラ油４００ｇ×１・
ヤマサ新味しょうゆ５００ｍｌ×１ 【小麦・大豆】

◆S2936-D064-800

¥2,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 152

ヘルシー調味料ギフト

◆ＳＨＫ-20 ◆日清ヘルシーベジオイル３８０ｇ×１、キッ
コーマンいつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ２００ｍｌ×
１、島乃香のり佃煮８０ｇ×２、島乃香しそのり８０ｇ×１、
伊賀越天然醸造しょうゆ２００ｍｌ×１【小麦】

◆S2937-D028-770

¥2,000▶¥1,700(税抜)
希望小売価格

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 154

キッコーマン しぼりたて
生しょうゆ詰合せギフト

◆ＭＬ-20 ◆キッコーマンしぼりたて生しょうゆ２００ｍｌ・宝幸
ライトツナ７０ｇ・マルトモかつおソフト削り（１．５ｇ×４）・マル
トモ純だしパック（３ｇ×２×３） 【小麦・さば・大豆】
◆S2358-D010-600

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 155

特選和美彩

◆ＴＫＭ-20 ◆日清ヘルシーベジオイル３８０ｇ・キッコーマ
ンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ２００ｍｌ×各１、ヤマ
キかつおだし（４ｇ×１０）×２ 【小麦・大豆】

◆S2356-D017-600

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 151 注文番号 153
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2,000円前後のご予算に

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１０
ｇ・なす９．５ｇ）、味わうおみそ汁（白みそ１１．５ｇ・なめこ９
ｇ・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】◆S2942-D021-900

¥2,000(税抜)

注文番号 157

アマノフーズ＆永谷園食卓セット

◆ＢＳ-20 ◆有明海産味付のり（３切６枚）・マルトモかつおだ
しの素（８ｇ×３袋）・永谷園お茶づけ海苔（６．３ｇ×３袋）×
各１、アマノほうれん草おみそ汁７ｇ×３ 【乳・小麦・さば・大
豆】◆S2354-D057-600

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 158

大森屋 舞すがた卓上詰合せ

◆ＮＡＳ-20 ◆有明海産味付のり（１０切５５枚）×４【小麦・

えび】◆S2927-D049-800

¥2,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 159

有明海産＆しじみ醤油味付のり

◆ＳＡ-20Ｃ ◆しじみ醤油味付のり（８切４０枚）・有明海産
味付のり（８切４０枚）×各２【小麦】◆S2928-D010-670

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

白子のり 詰合せ

◆ＶＮ-20 ◆味のり１４袋詰（８切５枚）・焼のり３袋詰（２切
６枚）×各１【小麦・えび】◆S2926-D042-750

¥2,000▶¥1,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 161

大森屋 個包装ギフト

◆ＡＦ-20 ◆有明海産味付のり（８切８枚）×４個・有明海
産焼のり（８切８枚）×４個・有明海産かき醤油味付のり（８
切８枚）×４個・有明海産しじみ醤油味付のり（８切８枚）×
４個 【小麦・えび】◆S2927-D014-780

¥2,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

一番摘み有明海産海苔「味万葉」

◆ＹＮ-ＢＯ ◆味付海苔（８切８枚×３）×１袋・かき醤油海苔
（８切８枚×３）×１袋・しお海苔（８切８枚×３）×１袋・梅し
そ海苔（８切８枚×３）×１袋【小麦・えび】

◆S2928-D070-700

¥2,000▶¥1,500(税抜)
希望小売価格

注文番号 163

大森屋 ふりかけ・お茶漬詰合せ

◆Ｍ-20 ◆緑黄野菜ふりかけ２．５ｇ×７袋・さけふりかけ２．
５ｇ×７袋・かつおふりかけ２．５ｇ×７袋・しらすふりかけ２．
５ｇ×７袋・のり茶漬５．３ｇ×５袋・うめ茶漬４．９ｇ×５袋

【卵・乳・小麦・えび】◆S2930-D023-800

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 164
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手提げバラエティセット

◆ＨＫ-ＤＳ ◆匠庵 かつおミニパック（１．５ｇ×６袋）・ヤマ
サしょうゆ５００ｍｌ・白子おにぎり味のり（３切５枚）・日清サ
ラダ油４００ｇ・日の出極料理酒エレガント５００ｍｌ・シマヤだ
しの素粉末ミニタイプ（５ｇ×１０袋）・磯じまんのり佃煮（１１
ｇ×３袋）・ＵＣＣＤｉｐＩｎまろやかなブレンド（８ｇ×４）×各１
【小麦・えび】 ◆S2931-D046-730

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 165 20％
OFF

本カタログの商品は、全て税抜表示となっております。



ご予算に合わせたギフト選び

マルハニチロ 茶漬・
海苔・瓶詰詰合せ

◆ＳＯＫ-20Ｋ ◆生海苔鮭茶漬（５．６ｇ×８）×１・卓上有明
産味付のり（１０切７０枚）×１・鮭ほぐし４５ｇ×１【小麦・え
び】 ◆S2944-D059-780

¥2,000▶¥1,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 166

あけぼの紅ずわいがに
缶詰詰合せ

◆ＡＺ-2 ◆紅ずわいがにほぐし脚肉飾り５５ｇ×４（缶切り不
要）【かに】◆S2945-D012-780

¥2,000▶¥1,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 167

雅和膳 詰合せ

◆1571-20 ◆焼き海苔佃煮９５ｇ×１・たらこフレーク３０ｇ
×１・さんまの旨煮（レトルト）９５ｇ×１・さばの味噌煮（レト
ルト）８０ｇ×１【小麦・さば・大豆】◆S2361-D029-600

¥2,000▶¥1,300(税抜)
希望小売価格

注文番号 168

宝幸 紅ずわいがに＆
京和風バラエティギフト

◆ＨＫＯ-20Ｂ ◆宝幸紅ずわいがにほぐし身５０ｇ×２、オル
ソン鮭ほぐし３５ｇ・京都洙樂庵昆布だし（８ｇ×４）×各１
【小麦・かに・さけ・大豆】◆S2359-D024-600

¥2,000▶¥1,400(税抜)
希望小売価格

小豆島佃煮詰合せ

◆ＳＳ-20Ｙ ◆しじみ生姜３０ｇ・しば漬きくらげ４５ｇ・角切昆
布３０ｇ・ふき山椒２７ｇ・しそ若布４０ｇ・岩のり入り５０ｇ×各
１【小麦】◆S7691-D028-650

¥2,000▶¥1,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 170

廣川昆布 御昆布６品詰合せ

◆Ｊ-20 ◆ごま昆布45ｇ・椎茸昆布45ｇ・角切昆布45ｇ・わか

め佃煮45ｇ・ひじき佃煮45ｇ・細切汐吹昆布18ｇ×各1

◆S2335-D036-650

¥2,000▶¥1,400(税抜)
希望小売価格

日本の美味詰合せ

◆ＳＳ20◆大分産原木乾椎茸こうしん３５ｇ・北海道産野菜
昆布４０ｇ×各１◆S2336-D016-650

¥2,000▶¥1,300(税抜)
希望小売価格

注文番号 172

大分椎茸バラエティギフト
御心づくし

◆ＩＣ20 ◆大分産原木乾椎茸こうしん２０ｇ・海苔お吸物（７．

４ｇ×２袋）・大分産原木椎茸うま煮６０ｇ【小麦】

◆S2951-D012-790

¥2,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 173

大分産どんこ椎茸（60ｇ）

◆ＨＴ-20 ◆ どんこ椎茸６０ｇ◆S7693-D012-650

¥2,000▶¥1,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 169 注文番号 171

注文番号 174
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