
3,000円前後のご予算に

AGF インスタントコーヒー

◆G-30A ◆マキシムちょっと贅沢な珈琲店シルキーマイルド・エ
クストラブレンド・バリスタエスプレッソ・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】 ◆S0482-D031-900

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 211

ＵＣＣ
スペシャルコーヒーギフト

◆ＭＵ‐Ｂ ◆ＵＣＣアロマリッチコクのあるブレンド（８ｇ×４）×２・ＵＣＣ
アロマリッチあまい香りのブレンド（８ｇ×４）×２・ＵＣＣアロマリッチキリ
マンジャロブレンド（８ｇ×４）×２ ◆S２３４４‐D108‐600

¥3,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 212

ＡＧＦ マキシムちょっと贅沢な
珈琲店ドリップコーヒーギフト

◆ＲＤＳ－３０Ａ ◆マキシムハンディドリップちょっと贅沢な珈琲店コ
ロンビアブレンド（８ｇ×５）×２・グアテマラＳＨＢブレンド・モカブレン
ド・キリマンジャロブレンド・ブラジルブレンド各（８ｇ×５）×各１
◆S2915-D040-850

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 213

スターバックス
オリガミパーソナルドリップギフト

◆ＳＢ－３０Ｅ ◆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・スターバックスオリガミパーソナルド
リップコーヒー（エスプレッソロースト・カフェベロナ）各（１０ｇ×５）×各
１ ◆S2912-D041-950

¥3,000(税抜)

注文番号 215

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

◆Ｎ３０－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×９・コク深ラテダーク８．４ｇ×９・カフェインレス
６．５ｇ×６・カロリーハーフ６ｇ×６・雫のアロマ６．５ｇ×９・オリジナル６．
６ｇ×９）【乳】 ◆S2913-D072-820

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 217

ＡＧＦ マキシムスティック
ブラック＆メニューギフト

◆ＳＨＡ－３０Ａ ◆マキシムスティックメニュー贅沢カフェラテ・贅
沢カフェモカ・贅沢カプチーノ・贅沢キャラメルマキアート各２０ｇ×
各６・マキシム２ｇ×１８【乳】 ◆S0483-D020-900

¥3,000(税抜)

注文番号 218

ＵＣＣ ドリップコーヒーギフト

◆ＳＡＲ－ＳＤ３０Ａ ◆旅カフェ東京ブレンド・神戸ブレンド各（８ｇ×
５）×各２・博多ブレンド（８ｇ×５）×１・仙台ブレンド（７ｇ×５）×１
◆S2916-D098-800

¥3,000▶¥2,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 214

モンカフェ ドリップコーヒー

◆ＭＣＱ－３０Ｂ ◆モカブレンド・キリマンジャロブレンド・コロンビアブ
レンド各（８ｇ×５）×各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-D078-900

¥3,000▶¥2,840(税抜)
希望小売価格

注文番号 216

ＵＣＣ
有機栽培コーヒー＆紅茶ギフト

◆ＭＤＴ－３０ＨＳ ◆カフェアットホームセレクション（オーガニック
コーヒーコロンビア・オーガニックコーヒーメキシコ）各（８ｇ×４）×２・
カフェアットホームセレクション（オーガニックティーダージリン・オー
ガニックティーオリジナルブレンド）各（３ｇ×５）×１
◆S0487-D050-920

¥3,000(税抜)

注文番号 219
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ご予算に合わせたギフト選び

カゴメ 野菜生活ギフト
〈国産プレミアム〉

◆ＹＰ－３０ ◆野菜生活１００ 国産プレミアム（白桃ミックス、ラ・
フランスミックス）各１２５ｍｌ（紙製容器）×各６、野菜生活１００ 国
産プレミアム（巨峰ミックス、デコポンミックス）各１２５ｍｌ（紙製容
器）×各３ ◆S0498-D019-880

¥3,000(税抜)

注文番号 220

カルピス ギフトセット

◆ＣＮ３０Ｐ ◆カルピス４７０ｍｌ×４・カルピス北海道４７０ｍｌ×２【乳】
◆S0499-D040-970

¥3,000(税抜)
希望小売価格

注文番号 221

伊藤園 有機果樹園

◆ＫＹＫ－３０ ◆有機オレンジ１９０ｇ×６・有機アップル・有機フル
ーツミックス・有機グレープ各１９０ｇ×各３ ◆S0499-D074-950

¥3,000(税抜)

注文番号 222

デルモンテ 100％ジュース詰合せ

◆ＤＪ－３０ ◆オレンジジュース・アップルジュース各１６０ｇ×各８、
パイナップルジュース・グレープジュース・ホワイトグレープジュ
ース各１６０ｇ×各４ ◆S2921-D067-900

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 224

最高位十段監修 銘茶ギフト

◆ＳＲＳ－３０ ◆深むし茶・雁ヶ音・煎茶各７０ｇ×各１袋
◆S2922-D039-800

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 226

静岡茶テトラパック詰合せ
「ＳＡＴＳＵＫＩ」

◆ＡＺＰ－３０ ◆玉露（２．２ｇ×１）×８・煎茶・深蒸し茶・玄米茶抹
茶入り各（２．２ｇ×１）×各４・焙じ茶（２ｇ×１）×４
◆S2922-D080-830

¥3,000▶¥2,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 227

ウェルチ 100％果汁ギフト

◆ＷＳ３０ ◆ウェルチ１００（グレープ・アップル・マンゴーブレンド）
各１６０ｇ×各４・ウェルチ１００（ホワイトグレープ＆レモン・オレンジ）
各１６０ｇ×各８ ◆S2921-D032-900

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 223

長野県産
果汁１００％ジュース詰合せ

◆ＨＭ－８ ◆りんご（ふじ）、ぶどう（巨峰）、桃、ラ・フランス各
２００ｍｌ×各２ ◆S0501-D087-950

¥3,000(税抜)

注文番号 225

宇治森徳
茶匠仕込 流香

◆ＳＵＺ－３０Ａ ◆極仕込煎茶・香仕込煎茶・仕込煎茶各８０ｇ×
各１缶 ◆S2923-D060-710

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 228
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3,000円前後のご予算に

アマンド焼き菓子詰合せ

◆ＡＬＭ－３０ ◆バウムクーヘン（プレーン・チョコ×各４）・スイート
ポテトクッキー×６・クッキー（ポテト＆ゴーダチーズ・アーモンド＆
チェダーチーズ×各４）・カスタードプリン６５ｇ・カラメルソース６
ｇ×各２【卵・乳・小麦】 ◆S2908-D044-920

¥3,000(税抜)

注文番号 229

スイーツ ア・ラ・カルト

◆ＳＡ－３０ ◆森の旅人クッキー（カシューナッツ・くるみ）・プレミ
アムフルーツケーキ・プレミアムオレンジケーキ・オレンジケーキ・
チョコケーキ・フルーツケーキ×各３・ブランデーケーキ×４・おぐら
パイ×４・マロンパイ×３【卵・乳・小麦】 ◆S2909-D059-720

¥3,000▶¥2,250(税抜)
希望小売価格

注文番号 230

Ａｎｄスイーツセレクション

◆ＡＮＤ－３０Ｂ ◆ドーナツサブレ×６・プチマドレーヌ×５・スイートク
リーム・スイートチョコクランチ×各４・ブルーベリークリームサンド・
ショコラミルフィーユ・ショコラダックワーズ×各３【卵・乳・小麦】
◆S2910-D065-910

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 231

井桁堂 和フィナンシェ 特大

◆39 ◆フィナンシェ（柚子、小豆、抹茶、黒糖）×各２個、（きな
こ、ざらめ、ごま）×各４個【卵・乳・小麦】 ◆S0462-D120-890

¥3,000(税抜)

注文番号 233

まえだ 丹波黒種黒豆おかき 絆

◆Ｋ－３０ ◆丹波黒種黒大豆おかき（サラダ味・海老味）×各１８
枚●缶入【えび】 ◆S0469-D027-880

¥3,000(税抜)

注文番号 235

森白製菓 花包味

◆132 ◆（アーモンドあられ、えびあられ、えび明太子あられ、梅
あられ、ごぼうあられ、チーズカレーあられ、いかマヨネーズあられ）
×１袋、海苔巻きあられ×４袋、たまりあられ×５袋【卵・乳・小麦・え
びかに】 ◆S0469-D132-990

¥3,000(税抜)

注文番号 236

マネケン

ワッフルギフトセット(21個)

◆２１ＰＣＧ ◆ベルギーワッフル１２個・ココアワッフル９個※包装済
み商品です。【卵・乳・小麦】 ◆S0451-D101-000

¥3,000(税抜)

注文番号 232

奈良祥楽 大和し美し

オリーブなあられ10箱詰合せ

◆ー ◆えび風味２５ｇ×３、あっさり塩味２５ｇ×３、昆布入り２５ｇ×
２、こつぶ丸２５ｇ×２【小麦・えび】 ◆S0465-D064-940

¥3,000(税抜)

注文番号 234

不思議の国のアリス

スイーツセット

◆ＴＭＡ－３０ ◆スティックパイ×４・マーブルクッキー（ココア×３・ス
トロベリー×４）・紅茶クッキー×６・オレンジケーキ・フルーツタルト×
各２・チョコブラウニー・キャラメルナッツタルト【卵・乳・小麦】
◆S0471-D102-900

¥3,000(税抜)

注文番号 237
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味の素 オイルギフト

◆ＬＰＫ－３０Ｃ ◆さらさらキャノーラ油健康プラス３５０ｇ×４・伝
承のおいしさ３種のブレンド匠の油３５０ｇ×２
◆S2933-D049-800

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 238

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
◆S2934-D070-860

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 239

日清 ヘルシーオイルギフト

◆PTP-30 ◆べに花油３５０ｇ×２・ヘルシーキャノーラ油３５０ｇ
×２・ヘルシーベジオイル３５０ｇ×２ ◆S2935-D076-800

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 240

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４５０ｍ
ｌ・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】 ◆S2935-D025-950

¥3,000(税抜)

注文番号 242

キッコーマン
生しょうゆ＆和食詰合せ

◆ＮＢＬ－３０ ◆キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ４５０ｍ
ｌ・有明海産味付海苔（３切６枚）・のり茶漬け（４．３ｇ×２袋）・わ
かめスープ（５．３ｇ×２袋）・鰹節削り（１．５ｇ×６袋）・日清サラダ
油４００ｇ×各１【乳・小麦・えび】 ◆S2357-D030-600

¥3,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 244

昭和＆大森屋バラエティギフト

◆ＫＢ－３０ ◆大森屋味のり（８切８枚×２）・マルトモ純だしパッ
ク（３ｇ×２×３）・マルトモかつおソフト削り（１．５ｇ×４）・伯方の塩１０
０ｇ×各１・昭和キャノーラ油３００ｇ×２【小麦・えび】
◆S2362-D033-600

¥3,000▶¥1,950(税抜)
希望小売価格

注文番号 245

ボスコ オリーブオイルギフト

◆ＢＧ－３０Ｎ ◆ボスコエキストラバージンオリーブオイル１９０ｇ
×３・ボスコオリーブオイル３３０ｇ×２ ◆S2934-D029-980

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 241

調味料セレクトギフト

◆ＧＥ－３０ ◆日清キャノーラ油４００ｇ・キッコーマンしぼりたて
生しょうゆ２００ｍｌ・永谷園お茶づけ海苔（４．７ｇ×３）・伯方の塩
焼塩（２０ｇ×２）・ヤマサ天ぷら専科（５０ｍｌ×２）・宝幸ライトツナ７
０ｇ 【小麦・大豆】 ◆S7662-D027-600

¥3,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 243

キッコーマン
しぼりたて生しょうゆ詰合せギフト

◆ＭＬ－３０ ◆キッコーマンしぼりたて生しょうゆ２００ｍｌ・日清サ
ラダ油４００ｇ・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）・ニッスイ紅ずわい
がにほぐし脚肉入５５ｇ【小麦・かに】 ◆S2358-D036-600

¥3,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 246
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ご予算に合わせたギフト選び



3,000円前後のご予算に

大森屋 舞すがた海苔セット

◆ＭＳ－３０Ａ ◆味のり中角缶（８切５枚×３４袋）・焼のり半裁缶

（２切２０枚）×各１ 【小麦・えび・大豆】 ◆S0536-D018-900

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 247

有明海産＆しじみ醤油味付のり

◆ＳＡ－３０Ｃ ◆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３【小麦】 ◆S2928-D037-670

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 248

廣川昆布
味匠 釜炊き佃煮8品詰合せ

◆208－02 ◆しその実昆布・木耳佃煮・わかめ佃煮・しめじ

昆布各４５ｇ・一口椎茸・角切汐吹昆布各３０ｇ・ちりめん山椒

２５ｇ・かつお昆布１８ｇ×各１【小麦】 ◆S2948-D038-740

¥3,000▶¥2,550(税抜)
希望小売価格

注文番号 249

雅和膳 詰合せ

◆1573－30 ◆焼き海苔佃煮９５ｇ×１・梅しそ味佃煮９５ｇ×１・た

らこフレーク３０ｇ×１・北海道鮭フレーク５０ｇ×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】

◆S2361-D045-600

¥3,000▶¥1,950(税抜)
希望小売価格

注文番号 251

安田の佃煮 小豆島佃煮 島の音

◆ＳＤＹ－３０ ◆日高昆布（金ごま入り）１００ｇ・鳴門わかめ１００

ｇ・芋つる佃煮１００ｇ・わかめうま煮１００ｇ・焼のり佃煮梅しそ味１

００ｇ・梅ひじき１００ｇ・味わいメンマ６５ｇ×各１【小麦】

◆S2948-D098-730

¥3,000▶¥2,250(税抜)
希望小売価格

注文番号 253

磯じまん 和の瓶詰めセット

◆Ｗ－３０Ａ ◆昆布７０ｇ・磯のり・かにのり各１１５ｇ・雪の下・刻

み生姜煮各９５ｇ・鯛みそ１０５ｇ・しいたけ９０ｇ×各１【小麦・か

に】 ◆S2949-D018-740

¥3,000▶¥2,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 254

小倉屋山本 えびすめ詰合せ

◆ＡＬ－３０ ◆えびすめ４５ｇ×２・ちりめん山椒３０ｇ・極細切りか

つお昆布６０ｇ・山海の味６０ｇ・細切りごま昆布６０ｇ×各１【小

麦】 ◆S0529-D070-000

¥3,000(税抜)

注文番号 250

美味之誉 詰合せ

◆1563－30 ◆紅ずわいがにフレーク５０ｇ×１・北海道産鮭フ

レーク５０ｇ×２・焼きのり佃煮９５ｇ×１・有明海産味付け海苔（８

切８枚入×２）×１・鰹削り節（２．５ｇ×４）×１【小麦・えび・かに】

◆S2366-D047-600

¥3,000▶¥1,800(税抜)
希望小売価格

注文番号 252

直火釜炊き佃煮8品詰合せ

◆5－423 ◆ごま昆布・椎茸昆布・松茸昆布・しめじ昆布・

山椒昆布・ちりめん昆布各５０ｇ・細切汐吹昆布・かつお昆布

各２０ｇ×各１【小麦】 ◆S2948-D070-800

¥3,000▶¥2,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 255
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ご予算に合わせたギフト選び

あけぼの
紅ずわいがに缶詰詰合せ

◆AZ-3 ◆紅ずわいがにほぐし脚肉飾り５５ｇ×６（缶切り不
要）【かに】 ◆S2945-D020-780

¥3,000▶¥2,550(税抜)
希望小売価格

注文番号 256

ホニホ蟹缶＆鮭瓶詰合せ

◆ＫＢ－３０Ｎ ◆ホニホ紅ずわいがにほぐし身６５ｇ×２オリジナ
ル焼鮭ほぐし６０ｇ×４【かに】 ◆S2945-D071-720

¥3,000▶¥2,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 257

マルハニチロ 卓上味付海苔・
瓶詰・かに缶詰詰合せ

◆ＴＮ－３０Ｋ ◆卓上海苔有明産味付海苔（１０切７０枚）×２・
まるずわいがにほぐしみ７５ｇ×２・鮭ほぐし・鶏そぼろ各４５ｇ×
各１【小麦・えび・かに】 ◆S2944-D105-850

¥3,000▶¥2,840(税抜)
希望小売価格

注文番号 258

彩食健美

◆ＡＫ－３０ＢＢ ◆讃岐うどん２００ｇ×３・梅干６０ｇ×１・かつおだし
の素４ｇ×１０・麺の友（麺つゆ１５ｍｌ×２・乾燥野菜０．２ｇ×８・いり
胡麻１０ｇ×１）・かつお節３ｇ×２・味付け椎茸６０ｇ×１【小麦】
◆S2946-D086-700

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 260

千粋 最中お吸物詰合せ

◆ＳＳ－３０ ◆最中お吸物（野沢菜・まつたけ・鯛）×各３【乳・
小麦】 ◆S2943-D044-900

¥3,000▶¥2,850(税抜)
希望小売価格

注文番号 262

ＪＡ和歌山農協連 紀州南高梅
個包装梅干(木箱入)

◆2165484 ◆甘口はちみつ梅干６粒・うす塩味梅干６粒●塩
分＝甘口はちみつ梅干：約６％・うす塩味梅干：約６％
◆S2949-D042-620

¥3,000▶¥2,100(税抜)
希望小売価格

注文番号 263

寛文五年堂 いなにわ手綯うどん

◆Ｖ－３０ＸＸ ◆いなにわ手綯うどん１３０ｇ×５【小麦】
◆S2946-D019-920

¥3,000(税抜)

注文番号 259
世界チャンピオン 自信のパスタソース

こだわりのパスタセット

◆ＧＰＡ－ＣＪ ◆スパゲティ１５０ｇ×２・パスタソース（黒トリュフの
クリームソース）１４０ｇ×１・パスタソース（ナポリタン）１４０ｇ×１・マ
カロニ（コンキリエ）７０ｇ×２・パスタソルト５０ｇ×２【乳・小麦】
◆S2947-D031-730

¥3,000▶¥2,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 261

全農 どんこ椎茸

◆ＳＫ－３０Ａ ◆国内産どんこ椎茸１２５ｇ
◆S2950-D083-800

¥3,000▶¥2,700(税抜)
希望小売価格

注文番号 264
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