
3,500円~4,000円 前後のご予算に

ネスカフェ プレミアム
レギュラーソリュブルコーヒー

◆Ｎ３５－ＶＡ ◆ネスカフェゴールドブレンドオリジナル６５ｇ×１・
ゴールドブレンド雫のアロマ６５ｇ×１・ゴールドブレンドコク深め６５ｇ
×１・プレジデントオリジナル６５ｇ×１・エクセラオリジナル８０ｇ×２
◆S0481-D060-950

¥3,500(税抜)

注文番号 265

雪室珈琲ドリップセット

◆ＥＹＤ－３８ ◆雪室珈琲オリジナルドリップ・雪室珈琲ショコラド
リップ各（１０ｇ×５）×各３ ◆S0486-D100-020

¥3,800(税抜)

注文番号 266

アルプス
100％有機ジュース詰合せ

◆ＣＡＵ－４００ ◆オレンジ・アップル・グレープ（白ぶどう）・グレー
プ各２５０ｍｌ×各３ ◆S0499-D147-900

¥4,000(税抜)

注文番号 267

ドトール
コーヒー＆スイーツバラエティ

◆ＧＤ-ＤＪ ◆ドトールドリップコーヒー（クラシックブレンド）７ｇ×４、
ドトールドリップコーヒー（オリジナルブレンド）７ｇ×４、バウムクーヘ
ン約１２．５ｃｍ径×１、ミニバウムクーヘン×３、さとうきびカフェシュ
ガー×５【卵・乳・小麦】 ◆S2920-D044-750

¥4,000▶¥3,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 269

静岡銘茶 かりんとう詰合せ

◆ＭＫＬ－４０ ◆煎茶６０ｇ・深蒸し茶６０ｇ・かりがね茶５０ｇ・黒糖
かりんとう４０ｇ・十穀かりんとう４０ｇ・すりごまかりんとう４０ｇ・きな
こかりんとう４０ｇ・白みつかりんとう４０ｇ【小麦】
◆S0495-D109-780

¥4,000▶¥3,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 271

ホテルモントレ銀座
バラエティギフト

◆ＳＴＲ－Ｄ ◆低温焼きプレーンケーキ１２０ｇ×２・セイロンティー
（２ｇ×１０）・オリジナルブレンドドリップ珈琲（７ｇ×５）×各１【卵・乳・
小麦】 ◆S2908-D087-800

¥3,500▶¥2,975(税抜)
希望小売価格

注文番号 268

銘茶・銘菓詰合せ

◆ＫＨＯ－４０ ◆煎茶１２０ｇ×１・えびまめ花煎餅×５・つぶやきサ
ラダ×５・金澤カレー煎餅×５・きなこかりんとう４０ｇ×１・プレミア
ムマンゴープリン７５ｇ×２・栗ぜんざい８０ｇ×４・柚子はちみつゼ
リー７５ｇ×２【乳・小麦・えび】 ◆S2910-D111-830

¥4,000▶¥3,600(税抜)
希望小売価格

注文番号 270

静岡銘茶詰合せ

◆ＳＭＫ－４０２ ◆静岡玉露（静岡県岡部産）８０ｇ×１・静岡深蒸し
煎茶（静岡県掛川産）１００ｇ×１ ◆S2925-D062-750

¥4,000▶¥3,400(税抜)
希望小売価格

注文番号 273
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神宮司庁御用達銘茶
煎茶詰合せ

◆ＨＴ－４０ ◆煎茶１１０ｇ・煎茶１００ｇ
◆S0492-D029-920

¥4,000(税抜)

注文番号 272 15％
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

ヘルシー調味料ギフト

◆ＳＨＫ－３５ ◆日清ヘルシーベジオイル３８０ｇ×２・キッコーマン

いつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ４５０ｍｌ×１・島乃香のり佃

煮８０ｇ×１・伊賀越ゆっくり熟成しょうゆ５００ｍｌ×１・オルソン鮭ほ

ぐし３５ｇ×２・キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ４５０

ｍｌ×１【小麦】 ◆S2937-D052-770

¥3,500▶¥2,975(税抜)
希望小売価格

注文番号 274

たかはたファーム バラエティセット

◆Ｙ－０１ ◆ジャム（ラ・フランス・さくらんぼ・ブルーベリー）各１４

５ｇ×１、ドレッシング（ガーリックチーズ味・オニオンハーブ味）各１

２０ｍｌ×１、フルーツソース（フルーツミックス）２１５ｇ×１、焼肉ソース

（しょうゆ味）２１０ｇ×１、たかはたソース２１０ｇ×１【卵・乳・小麦】

◆S0503-D080-950

¥4,000(税抜)

注文番号 275

白子のり 詰合せ

◆ＶＮ－３５ ◆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（板のり５枚）板のり１５枚×各１ 【小麦・えび・

大豆】 ◆S2926-D077-750

¥3,500▶¥2,975(税抜)
希望小売価格

注文番号 276

はごろも シーチキンギフト

◆ＳＥＴ－４０Ｈ ◆シーチキンファンシー７５ｇ×３・シーチキンフ

レーク７０ｇ×３・素材そのままシーチキンマイルド７５ｇ×３・素材そ

のままシーチキンＬフレーク７５ｇ×３・シーチキンマイルド７０ｇ×６

◆S0526-D110-890

¥4,000(税抜)

注文番号 278

ニッスイ 紅ずわいがに缶詰・
焼鮭瓶詰詰合せ

◆ＳＤ－４０ ◆紅ずわいがにほぐし脚肉かざり・焼鮭ほぐし各６５

ｇ×各４【かに】 ◆S0527-D078-800

¥4,000(税抜)

注文番号 280

全農 どんこ椎茸

◆ＳＫ－４０Ａ ◆国内産どんこ椎茸１８０ｇ

◆S0539-D050-800

¥4,000(税抜)

注文番号 281

香味彩々

◆ＮＫ－４０Ｈ ◆大森屋味のり（８切８枚×２）×２・静岡煎茶４０

ｇ・静岡深蒸し茶４０ｇ・紀州南高梅８０ｇ（塩分約８％）・ごま昆

布４５ｇ・細切汐吹昆布１８ｇ・しその実わかめ４５ｇ【小麦・えび】

◆S2929-D092-650

¥4,000▶¥3,200(税抜)
希望小売価格

注文番号 277

あけぼの
紅ずわいがに缶詰詰合せ

◆ＡＺ－４ ◆紅ずわいがにほぐし脚肉飾り５５ｇ×８（缶切り不

要）【かに】 ◆S0527-D159-780

¥4,000(税抜)

注文番号 279

山形屋 海苔詰合せ

◆４００－ＭＳＶ ◆味付海苔１４袋詰（８切５枚）・焼海苔１４袋詰（８

切５枚）・手巻き焼海苔２袋詰（２切８枚）×各１【小麦】

◆S0532-D110-950

¥4,000(税抜)

注文番号 282
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5,000円前後のご予算に

ネスカフェ プレミアム
レギュラーソリュブルコーヒー

◆Ｎ５５－ＶＡ ◆ネスカフェゴールドブレンドオリジナル６５ｇ×２・
ゴールドブレンド雫のアロマ６５ｇ×２・ゴールドブレンドコク深め６５
ｇ×２・プレジデントオリジナル６５ｇ×１・エクセラオリジナル８０ｇ×１
◆S0481-D086-950

¥5,500(税抜)

注文番号 283

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－５０Ａ ◆マキシムハンディドリップちょっと贅沢な珈琲
店グアテマラＳＨＢブレンド・モカブレンド・コロンビアブレンド・キ
リマンジャロブレンド・ブラジルブレンド各（８ｇ×５）×各２
◆S2915-D059-820

¥5,000▶¥4,750(税抜)
希望小売価格

注文番号 284

ネスカフェ レギュラー
ソリュブルコーヒーギフト

◆Ｎ５０‐ＴＮ ◆ネスカフェゴールドブレンドオリジナル６５ｇ×１・
ゴールドブレンド雫のアロマ６５ｇ×１・ゴールドブレンドコク深め６５
ｇ×１・エクセラオリジナル８０ｇ×４・ネスレブライト１４０ｇ×１【乳】
◆S2913-D048-900

¥5,000▶¥4,750(税抜)
希望小売価格

注文番号 285

デルモンテ 100％ジュース詰合せ

◆ＫＤＦ－５０ ◆オレンジジュース・アップルジュース１６０ｇ×各１２、
パイナップルジュース・グレープフルーツジュース・グレープ
ジュース・ホワイトグレープジュース１６０ｇ×各６ ◆S0500-D110-
900

¥5,000(税抜)

注文番号 287

山田養蜂場 完熟はちみつギフト

◆42537 ◆ゆずハニードリンク３００ｍｌ（６倍希釈タイプ）、熟成ア
カシア蜂蜜２７０ｇ、トーストハニージャムストロベリー１６０ｇ、トースト
ハニージャムブルーベリー１６０ｇ、とろみ焙煎ごま１５０ｍｌ【卵・小
麦】 ◆S0502-D040-950

¥5,000(税抜)

注文番号 289

静岡茶詰合せ

◆ＳＥＮ－５０ ◆一番茶金蘭１００ｇ×１缶・一番茶緑爽１００ｇ×２缶
◆S0494-D102-850

¥5,000(税抜)

注文番号 290

カゴメ
100％フルーツジュースギフト

◆ＦＢ－５０Ｗ ◆オレンジ・ピンクグレープフルーツ各１６０ｇ×各１０、
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×各５ ◆S0498-D132-950

¥5,000(税抜)

注文番号 286

伊藤園 有機果樹園

◆ＫＹＫ－５０ ◆有機オレンジ・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６ ◆S0499-D082-950

¥5,000(税抜)

注文番号 288

宇治森徳 茶匠仕込 流香

◆ＳＵＺ－５０Ａ ◆玉露８０ｇ×１缶・極仕込煎茶・本仕込煎茶各１
００ｇ×各１缶 ◆S0497-D144-710

¥5,000▶¥4,500(税抜)
希望小売価格

注文番号 291
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ご予算に合わせたギフト選び

味の素 バラエティ調味料ギフト

◆ＬＡＫ－５０Ｃ ◆ほんだし９０ｇ・丸鶏がらスープ４８ｇ・コンソメ５
０ｇ・瀬戸のほんじお焼き塩１５０ｇ・さらさらキャノーラ油健康プラ
ス３５０ｇ×２・キャノーラ油＆コーン油健康ブレンドライトバランス
３５０ｇ×２・一番しぼり焙煎ごま油１５０ｇ・オリーブオイル１５０ｇ
【乳・小麦】 ◆S2932-D050-800

¥5,000▶¥4,000(税抜)
希望小売価格

注文番号 292

ボスコ オリーブオイルギフト

◆ＢＧ－５０ ◆ボスコエキストラバージンオリーブオイル１９０ｇ×６・
ボスコオリーブオイル３３０ｇ×２ ◆S2934-D045-980

¥5,000(税抜)

注文番号 293

ヘルシー調味料ギフト

◆ＳＨＫ－５０ ◆日清ヘルシーベジオイル３８０ｇ×３、キッコーマン
いつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ４５０ｍｌ×１、島乃香のり佃
煮８０ｇ×１、宝幸紅ずわいがにほぐし身５０ｇ×３、オルソン鮭ほぐし
３５ｇ×２、キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ×１
【小麦・かに】 ◆S2937-D060-770

¥5,000▶¥4,250(税抜)
希望小売価格

注文番号 294

大分椎茸バラエティギフト
老若健美

◆ＹＳＳ５０Ｒ ◆大分産原木乾椎茸こうしん３０ｇ・椎茸ふりかけ
２５ｇ・納豆ふりかけ３０ｇ・鹿児島県枕崎産かつお削りぶし（３ｇ×
３袋）×各１・大分産原木椎茸うま煮（きざみ）６０ｇ・大分産原木
椎茸うま煮６０ｇ×各２【小麦・えび】 ◆Ｓ２９５１-Ｄ０９８-760

¥5,000▶¥4,500(税抜)
希望小売価格

注文番号 298

大分産 どんこ椎茸
天日干し仕上げ(215ｇ)

◆ＹＴ－５０ ◆どんこ椎茸２１５ｇ
◆S0539-D130-750

¥5,000▶¥4,500(税抜)
希望小売価格

注文番号 299

味わいビーフカレー

◆ＭＭＣ－５０ ◆ビーフカレーレギュラー（中辛）（２００ｇ×２）×２、
ビーフカレー欧風（中辛）２００ｇ×４【小麦】
◆S2941-D076-620

¥5,000▶¥4,000(税抜)
希望小売価格

注文番号 295

昭和＆大森屋バラエティギフト

◆ＫＢ－５０ ◆大森屋味のり（８切８枚×２）・ワダカン丸大豆しょう
ゆ３００ｍｌ・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）・マルトモかつおだしの素（４ｇ×８）・伯方の塩１００
ｇ・昭和天ぷら粉３００ｇ・ＡＧＦスティックカフェオレ深煎珈琲仕立
て（１４ｇ×４）×各１・昭和キャノーラ油３００ｇ×２【卵・乳・小麦・えび】
◆S2362-D050-600

¥5,000▶¥3,000(税抜)
希望小売価格

注文番号 297

寛文五年堂 いなにわ手綯うどん

◆Ｖ－５０ＸＸ ◆いなにわ手綯うどん１３０ｇ×９【小麦】
◆S0518-D044-920

¥5,000(税抜)

注文番号 300
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千粋 最中お吸物詰合せ

◆SS-50 ◆最中お吸物（野沢菜・まつたけ・鯛）×各５【乳・小
麦】 ◆S2943-D052-900

注文番号 296

¥5,000▶¥4,750(税抜)
希望小売価格


