
西京味噌ならではの上品なコクと、まろ
やかな甘みがしみこんだ魚の旨味を存分
にお楽しみいただけます。

世界の海から厳選された鮭を使用し、
伝統の製法で仕上げられたこだわりの
逸品をお届けします。

100年を超える伝統を生かした鹿児島産さ
つま揚げの特徴となっている甘さを上品に
仕上げました。原料の素材を生かした味付
けをご賞味ください。
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低温熟成無添加ひものセット〈SA-50T〉

●真鯵のひもの70g×2、れんこ鯛のひもの120g・かますのひも
の・やりいかのひもの・さば三枚おろしのひもの各70g●賞味期限：
冷凍30日 冷凍

福さ屋 無着色辛子めんたい
〈MLRMA-400〉

●無着色辛子明太子400g●賞味期限：冷凍60
日 冷凍

はたえ 北海道産たらこ使用 
博多辛子明太子〈IKH-50〉

●北海道産たらこ使用辛子明太子（無着色）
300g●賞味期限：冷凍30日 冷凍

かば田 昆布漬辛子めんたい
〈00330〉

●昆布漬辛子めんたい 330g●賞味期限：冷蔵
14日 冷蔵

やまや 辛子明太子・紅鮭詰
合せ〈38278〉

●辛子明太子 無着色180g、紅鮭70g×5●賞
味期限：冷凍30日 冷凍

福さ屋 無着色辛子めんたい
〈MMSR-230〉

●無着色辛子明太子230g●賞味期限：冷凍60
日 冷凍

博多ふくいち 
辛子明太子〈I-50〉

●辛子明太子500g●賞味期限：冷蔵10日
冷蔵

博多ふくいち 
辛子明太子〈I-30〉

●辛子明太子300g●賞味期限：冷蔵10日
冷蔵

無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

かねふく 
無着色からし明太子〈1887〉

●辛子めんたいこ400g●賞味期限：冷凍90日

冷凍

無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

博多紀久屋 
無着色辛子明太子〈KT-460G〉

●無着色辛子明太子460g●賞味期限：冷蔵14
日 冷蔵

有村屋 
本場さつま揚げ詰合せ
〈NO.31〉

●特揚げ棒天・いわし棒天×各4、ごぼう天・にんじ
ん天・枝豆天・れんこん天×各3●賞味期限：冷蔵6
日 冷蔵

有村屋 
本場さつま揚げ詰合せ
〈NO.41〉

●特揚げ棒天×10、のり巻、しそ巻、ごぼう天・にん
じん天×各5、五目揚げ・梅おはら揚げ（黄）×各2
●賞味期限：冷蔵6日 冷蔵

有村屋 本場さつま揚げ詰合せ〈NO.52〉

●特揚げ棒天×7、いわし棒天×5、ごぼう天・にんじん天×各4、五目
揚げ×2、のり巻・しそ巻×各1、枝豆天×2、梅おはら揚げ（黄）×3●賞
味期限：冷蔵6日

冷蔵

無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

山賀 のどぐろ開き
0℃熟成干し 4 尾セット〈YNR5〉

●のどぐろ開き0℃熟成干し約100g×4●賞味
期限：冷凍90日 冷凍

無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

北海道産ほっけ
〈8783〉

●ほっけ一夜干し（200g×2枚）×2●賞味期限：
冷凍90日 冷凍

漬魚詰合せ〈KHHA50（W）〉

●天然紅鮭西京味噌漬70g×2、北海道産秋鮭
西京味噌漬・北海道産秋鮭越後酒粕漬各70g×3
●賞味期限：冷凍120日 冷凍

フィヨルドスモークサーモン・
漬魚詰合せ〈HSA50（W）〉

●フィヨルドスモークサーモンスライス150g、北
海道産秋鮭西京味噌漬・北海道産秋鮭越後酒粕
漬各70g×2●賞味期限：冷凍120日 冷凍

フィヨルドスモークサーモン
スライス〈SWH30（V）〉

●フィヨルドスモークサーモンスライス150g●賞味期限：冷凍
120日

冷凍

祇園又吉 西京漬詰合せ
〈KF-SS〉

●からすがれい・さわら・金目鯛・紅鮭各70g×2
冷凍

祇園又吉  西京漬 & 海鮮漬
〈KF-CS〉

●さわら70g×2、金目鯛70g・からすがれい
70g、松前漬・たこわさび・たこ塩辛・いか塩辛各
50g●賞味期限：冷凍180日 冷凍

南海食品 月揚庵さつまあげ・
福さ屋明太子セット〈TMF-5R〉

●ごぼう天×5、上揚・野菜天×各3、れんこん揚×
2、棒天×6、福さ屋辛子めんたい180g●賞味期
限：冷蔵7日 冷蔵

着日指定不可 着日指定不可 着日指定不可 着日指定不可

本体4,000円（税込4,320円）
055001

本体5,000円（税込5,400円）
055002

 本体3,800円（税込4,104円）055003
本体5,000円（税込5,400円）
055004 本体5,000円（税込5,400円）

055005

 本体5,000円（税込5,400円）055006 本体4,000円（税込4,320円）
055007

本体5,000円（税込5,400円）
055008

 本体5,200円（税込5,616円）055009 本体4,200円（税込4,536円）
055010

本体3,100円（税込3,348円）
055011

本体5,000円（税込5,400円）
056001

本体5,000円（税込5,400円）
056002

本体4,700円（税込5,076円）
056003

本体4,000円（税込4,320円）
056004

本体3,500円（税込3,780円）
056005

本体5,000円（税込5,400円）
056006

本体5,000円（税込5,400円）
056007

本体3,200円（税込3,456円）
056008

本体5,000円（税込5,400円）
056009

本体5,000円（税込5,400円）
056010

お届け期間：6/12（土）～
お届け期間：6/12（土）～

5655
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素
麺

素
麺

●手延べ素麺50g×34

三輪そうめん小西 三輪素麺
〈BA-50〉

●手延べ素麺50g×14、手延べ素麺（トマト・カボ
チャ・オクラ）各50g×各4

三輪そうめん小西 
夏野菜をつかった三輪素麺
〈NYF-50B〉

●三輪素麺・揖保乃糸・島原素麺各50g×6

三輪そうめん小西 
めん処詰合せ〈SSM-30〉

●手延べ素麺50g×20

三輪そうめん小西 
三輪素麺 誉〈鳥居-30〉

●国産小麦粉仕込 三輪素麺50g×32

麦坐 国産小麦粉仕込
三輪素麺〈YFC-50〉

●国産小麦粉仕込 三輪素麺50g×18

麦坐 国産小麦粉仕込
三輪素麺〈YFC-30〉

●三輪素麺（ひね物）50g×36

マル勝髙田商店 
三輪の神糸

（ひね物）〈A-50N〉

●三輪素麺（ひね物）50g×28

マル勝髙田商店 
三輪の神糸

（ひね物）〈A-40N〉

●三輪素麺（白）50g×20、三輪素麺（抹茶）
50g・三輪素麺（柚子）50g・三輪素麺（梅）50g×
各4

マル勝髙田商店 
三輪素麺 四薫乃糸
〈MH-50N〉

●三輪素麺（白）50g×12、三輪素麺（抹茶）
50g・三輪素麺（柚子）50g・三輪素麺（梅）50g×
各2

マル勝髙田商店 
三輪素麺 四薫乃糸
〈MH-30N〉

●三輪素麺（ひね物）50g×20

マル勝髙田商店 
三輪の神糸

（ひね物）〈A-30N〉

●三輪素麺50g×40

マル勝髙田商店 三輪素麺
〈CN-50N〉

●三輪素麺50g×22

マル勝髙田商店 三輪素麺
〈CN-30N〉

●揖保乃糸 特級品・熟成麺・夢双・縒つむぎ・上級
品各50g×各4

手延素麺揖保乃糸
5種麺詰合せ〈FC-35〉

●揖保乃糸 特級品150g×3、冷麦200g×4、麺
つゆ（希釈用）30ml×2

手延素麺揖保乃糸バラエティ
セット〈HSM-30〉

●揖保乃糸 上級品50g×38

揖保乃糸 上級品
〈MD-50〉

●揖保乃糸 上級品50g×21

揖保乃糸 上級品
〈MD-30〉

●揖保乃糸 各50g（特級品×20、特級黄・特級し
そ青・特級しそ赤×各4）

揖保乃糸 特級色麺
〈MS-50〉

●揖保乃糸 各50g（特級品×10、特級黄・特級し
そ青・特級しそ赤×各2）

揖保乃糸 特級色麺
〈MS-30〉

●揖保乃糸 縒つむぎ（国内産小麦使用）50g×
36

揖保乃糸 縒つむぎ
（国内産小麦使用）
〈ON-50〉

●揖保乃糸 縒つむぎ（国内産小麦使用）50g×
21

揖保乃糸 縒つむぎ
（国内産小麦使用）
〈ON-30〉

●揖保乃糸 各50g（上級品×20・特級品×16）

揖保乃糸 
2種詰合せ〈MIP-50〉

●揖保乃糸 特級品50g×34

揖保乃糸 特級品
〈MA-50A〉

●揖保乃糸 特級品50g×27

揖保乃糸 特級品
〈MA-40A〉

●揖保乃糸 特級品50g×19

揖保乃糸 特級品
〈MA-30A〉

●揖保乃糸 特級古50g×30

手延素麺揖保乃糸特級古
〈HKD-50A〉

●揖保乃糸 特級古50g×17

手延素麺揖保乃糸特級古
〈HKD-30A〉

本体3,000円（税込3,240円）
057001

本体5,000円（税込5,400円）
057002

本体3,000円（税込3,240円）
057003

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体4,000円（税込4,320円）
057004

本体3,600円
（税込3,888円）

早得
7/21（水）まで 本体5,000円（税込5,400円）

057005
本体5,000円（税込5,400円）
057006

本体4,500円
（税込4,860円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
057007

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで 本体5,000円（税込5,400円）

057008
本体3,000円（税込3,240円）
057009

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体5,000円（税込5,400円）
057010

本体4,500円
（税込4,860円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
057011

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体5,000円（税込5,400円）
057012

本体4,500円
（税込4,860円）

早得
7/21（水）まで 本体3,000円（税込3,240円）

057013
本体3,500円（税込3,780円）
057014

本体3,000円（税込3,240円）
058002

本体3,000円（税込3,240円）
058001

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体5,000円（税込5,400円）
058003

本体3,000円（税込3,240円）
058004

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体5,000円（税込5,400円）
058005

本体4,500円
（税込4,860円）

早得
7/21（水）まで

本体4,000円（税込4,320円）
058006

本体3,600円
（税込3,888円）

早得
7/21（水）まで

本体5,000円（税込5,400円）
058007

本体4,500円
（税込4,860円）

早得
7/21（水）まで 本体3,000円（税込3,240円）

058008
本体5,000円（税込5,400円）
058009

本体3,000円（税込3,240円）
058010

本体3,000円（税込3,240円）
058011

本体5,000円（税込5,400円）
058012

本体5,000円（税込5,400円）
058013

プレゼント
ポイント
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プレゼント
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100
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100
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100
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100
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100
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100
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100
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100

プレゼント
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100

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
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200

プレゼント
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500

プレゼント
ポイント
100
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麺 麺

●稲庭うどん・国産小麦稲庭うどん・稲庭素麺各
80g×3、比内地鶏つゆ30ml×6、胡麻つゆ30g
×4

無限堂 稲庭饂飩・素麺つゆ
〈HIK-YE〉

●稲庭うどん国産原料全量使用150g×6

後文 稲庭うどん
国産原料全量使用
〈GA-30〉

●稲庭熟成黄金パスタ180g×6

後文 稲庭熟成黄金パスタ
ギフト〈SBP-6〉

●三輪素麺50g×14、信州そば・讃岐うどん各
50g×各18、麺つゆ15g×8

三種麺詰合せ〈NTM-60〉

●国産小麦稲庭うどん・稲庭うどん各80g×2、戸
隠蕎麦80g×3、比内地鶏つゆ30ml×4、そばつ
ゆ25g×3

無限堂 稲庭饂飩・戸隠蕎麦
〈HMM-30〉

●稲庭うどん100g×6、稲庭華うどん100g×
2、稲庭うどんかんざし160g

後文 後文の稲庭うどん
詰合せ〈KUH-30〉

●半生青しそそば・半生信州そば各100g×2、
信州そばつゆストレート・ごまくるみ味噌つゆ各
200ml●賞味期限：90日

渡辺製麺 信州そばふるさと便
（涼）〈5583〉

冷凍
●茶そば（めん90g・つゆ27.5g）・とろろ50g×
各6

浅草むぎとろ 
とろろ茶そばセット〈192441〉

●ごまだれきしめん（半生きしめん100g・胡麻つ
ゆ60g）・ざるうどん（半生うどん100g・めんつゆ
25g）×各2、そうめん220g・めんつゆ25g×各
3●賞味期限：120日

なごやきしめん亭 涼味詰合せ
〈APE-30〉

●稲庭素麺80g×4、稲庭うどん80g×3、比内地
鶏つゆ30ml×4、胡麻つゆ30g×3

無限堂 稲庭饂飩・素麺
〈UST-YD〉

●めん160g・つゆ100ml×各6●賞味期限：90
日

兵庫 田中屋 出石そば
〈ST-651〉

●自然芋そば・更科そば各180g×2、手縒りそば
65g×4、茶そば150g、そばつゆ25g×8

自然芋そば 
そば詰合せ〈KN30〉

●稲庭夏越手延そうめん国産原料全量使用
150g×6

後文 稲庭夏越手延
そうめん〈NSO-30〉

●稲庭素麺45g×20

無限堂 稲庭素麺 一念熟成
〈ISI-30〉

●縒つむぎ（国内産小麦使用）・熟成麺・特級品各
50g×4、めんつゆ60ml×6

揖保乃糸 
筒そうめんセット〈YJT-35〉

●揖保乃糸（金胡麻素麺70g×6・熟成麺50g×
8）

揖保乃糸金胡麻・熟成麺 
黄金結び〈GG-30〉

●揖保乃糸 特級品50g×12、麺つゆ（2倍濃縮）
150ml×2

喜多村 播州手延そうめん 
揖保乃糸・麺つゆ詰合せ
〈KHS30〉

●三輪素麺（ひね物）50g×14、麺つゆ（3倍濃
縮）150ml

マル勝髙田商店 三輪の神糸
（ひね物）・つゆ詰合せ
〈AT-30N〉

●揖保乃糸 特級品150g・半田めん165g×各
3、めんつゆ（濃縮）250ml

揖保乃糸・半田めん
詰合せ〈KY-30A〉

●揖保乃糸 上級品50g×20、フルーツゼリー
80g・水ようかん65g×各3●賞味期限：180日

揖保乃糸 素麺・デザート
詰合せ〈MGR-35〉

●三輪素麺50g×12、夕張メロンゼリー83g×6

麦坐 三輪素麺
夕張メロンゼリー詰合せ
〈DYM-30T〉

●中華麺80g×6、中華醤スープ50g・胡麻だれ
スープ45g×各3

揖保乃糸中華麺・冷やし中華
つゆ詰合せ〈RTH-30B〉

●手延べ素麺50g×9、つけ麺つゆ（濃厚合鴨・柚
子味噌）各200ml

三輪そうめん小西 こだわり
つけ麺つゆで食べる三輪素麺
〈DRSN-30〉

●手延べ素麺（白・紅しそ・トマト・生姜・よもぎ・青し
そ・ブルーベリー・紫いも）各50g×2

三輪そうめん小西 
みわのにじ〈RMW-30〉

本体3,000円（税込3,240円）
059001

本体3,000円（税込3,240円）
059002

本体3,000円（税込3,240円）
059003

本体3,000円（税込3,240円）
059004

本体3,500円（税込3,780円）
059005

本体3,000円（税込3,240円）
059006

本体3,000円（税込3,240円）
059007

本体3,000円（税込3,240円）
059008

本体3,000円（税込3,240円）
059009

本体3,500円（税込3,780円）
059010

本体3,000円（税込3,240円）
059011

本体3,000円（税込3,240円）
059012

本体3,000円（税込3,240円）
060001

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで 本体3,500円（税込3,780円）

060002
本体3,000円（税込3,240円）
060003

本体3,000円（税込3,240円）
060004

本体4,500円（税込4,860円）
060005

本体3,000円（税込3,240円）
060006

本体3,000円（税込3,240円）
060007

本体3,000円（税込3,240円）
060008

本体6,000円（税込6,480円）
060009

本体3,000円（税込3,240円）
060010

本体3,000円（税込3,240円）
060011 本体4,000円（税込4,320円）

060012プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
300



※写真はイメージです。
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●スターバックスオリガミパーソナルドリップコー
ヒーアイスコーヒー ブレンド8.5g×18

スターバックス 
アイスコーヒースペシャル
ギフト〈SBI-30S〉

●京都 小川珈琲 炭焼珈琲1000ml（微糖×4、
無糖×6）

小川珈琲 炭焼珈琲リキッド
ギフト〈OCSU-50〉

●京都 小川珈琲 炭焼珈琲1000ml（微糖×2、
無糖×4）

小川珈琲 炭焼珈琲リキッド
ギフト〈OCSU-30〉

●トアルコトラジャ・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袋

キーコーヒー 
ドリップオン
ギフト〈KDV-30M〉

●アイスコーヒー（無糖・微糖各1000ml×2）、マ
スカット・オブ・アレキサンドリアジュース・マンゴー
&パイナップルドリンク各1000ml

キーコーヒー 
アイスコーヒー&ジュース
ドリンクギフト〈LCJ-30M〉

●水出し珈琲無糖900ml（キレのあるブレンド・コ
クのあるブレンド）・炭焼珈琲無糖900ml、アッサ
ムティー無糖・有機栽培果汁使用アップルジュー
ス果汁100％各900ml×2

UCC上島珈琲 ドリンク
バラエティギフト〈MWT-30C〉

●ザ・ブレンド 114スペシャル70g×2、炭焼珈琲
65g、ブラジル100％・コロンビア100％・117
スペシャル各70g

UCC ザ・ブレンド 
インスタントコーヒーセット
〈MIC-30〉

●エチオピア・タンザニア・ブラジルブレンド・モカ
ブレンド 各2g×14

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
スティックプレミアムブラック
ギフト〈ZST-30N〉

●ちょっと贅沢な珈琲店（ブラジルブレンド・モカブ
レンド・キリマンジャロブレンド各65g）、マキシム
スペシャルブレンド65g・ブレンディ（スペシャルテ
イスト・マイルドテイスト各70g）

AGF プレミアム
インスタント
コーヒーギフト〈ZIC-32N〉

●ちょっと贅沢な珈琲店900ml（芳醇クリア無
糖・華やかマイルド無糖×各2）、紅茶物語アール
グレイ無糖900ml×4 、ウェルチグレープ100 
800g×2

AGF ファミリー
飲料ギフト〈LR-40〉

●ちょっと贅沢な珈琲店900ml（芳醇クリア無糖
×2・華やかマイルド無糖）、紅茶物語アールグレイ
無糖900ml×2 、ウェルチグレープ100 800g
×2

AGF ファミリー
飲料ギフト〈LR-30〉

●ちょっと贅沢な珈琲店900ml（芳醇クリア無糖
×4、華やかマイルド無糖×3）

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
アイスコーヒーギフト〈LP-30〉

●ブラジル最上級グレード豆♯2 100％無糖・グ
アテマラ最上級グレード豆SHBブレンド無糖×2 
各500ml

AGF ちょっと贅沢な
珈琲店 アイス
プレミアムギフト
〈LB-30〉

●ブレンディポーションコーヒー（無糖・甘さひか
えめ各18g×9）、ブレンディポーションティー抹
茶オレベース20g・ブレンディポーションフルーツ
ティーピーチ&マンゴー18g×各9

AGF ブレンディ
ポーションアソート
ギフト〈PA-30〉

●コスタリカブレンド・スペシャルブレンド各7.5g
×5、コロンビアブレンド・モカブレンド・キリマン
ジャロブレンド各8g×5

モンカフェ ドリップコーヒー
ギフト〈MCS-30N〉

●バンホーテン ココアリッチ18g×4、カフェモカ
15g×3、辻利 抹茶ミルク17g×4、グリーンレモ
ンティー17g×3、トワイニング イングリッシュミ
ルクティー14.9g×4、アストリア ブルーマウン
テンブレンド11.3g×3、深煎りカフェラテ9.1g×
8、モカブレンド12g×4

スティックカフェ 
バラエティギフト〈PSC-30D〉

●ネスカフェ ゴールドブレンド（大人のご褒美カ
フェラテ13.4g・大人のご褒美カプチーノ12.6g
×各9）、ネスカフェ ゴールドブレンド（香り華や
ぐ7.9g・カフェインレス7.9g×各6）、ネスカフェ 
ゴールドブレンド コク深め・ネスカフェ ゴールドブ
レンド各7.9g×9

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ギフト
〈N30-GKS〉

●ネスカフェ（ゴールドブレンド65g×2、ゴールド
ブレンド香り華やぐ・ゴールドブレンドコク深め各
65g、エクセラ80g×4）

ネスカフェ 
レギュラーソリュブルコーヒー
ギフト〈N50-E〉

●ネスカフェ ゴールドブレンド ポーション コク
深め各11g（甘さひかえめ×8個・無糖×8個・贅沢
キャラメルマキアート×7個×各3、贅沢カフェモカ
×7個×2）、ネスティー ポーション アールグレイ 
甘さひかえめ12g×7個×2

ネスカフェ  
ポーションバラエティ
ギフトセット〈N30-NPG〉

●ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 無糖
900ml×12

ネスカフェ 
ゴールドブレンドアイス
コーヒーギフトセット
〈N30-LGB〉

●ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め（甘さひ
かえめ・無糖各900ml×2）、ネスカフェゴールド
ブレンド・ネスカフェゴールドブレンドコク深め各
65g

ネスカフェ
ゴールドブレンドホット&
アイスコンビネーションギフト
〈N30-LM〉

●ネスカフェ（ゴールドブレンド65g×2、エクセラ
80g×4）

ネスカフェ レギュラー
ソリュブルコーヒー
ギフト〈N30-E〉

●ネスカフェ（ゴールドブレンド65g×3、ゴールド
ブレンド コク深め65g、エクセラ80g×2）

ネスカフェ レギュラー
ソリュブルコーヒー
ギフト〈N40-E〉

●モカブレンド・キリマンジャロブレンド各8g×各
5、スペシャルブレンド7.5g・コロンビアブレンド
8g・コスタリカブレンド7.5g×各10

モンカフェ ドリップコーヒー
ギフト〈MCS-50N〉

●スターバックスオリガミパーソナルドリップコー
ヒー9g×5（ハウスブレンド・エスプレッソロースト・
カフェベロナ各×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
ギフト〈SB-50S〉

●スターバックスオリガミパーソナルドリップコー
ヒー9g×5（ハウスブレンド×2、エスプレッソロー
スト、カフェ ベロナ）

スターバックス オリガミ 
パーソナルドリップ コーヒー
ギフト〈SB-30S〉

本体3,000円（税込3,240円）
061001

本体3,000円（税込3,240円）
061002

本体5,000円（税込5,400円）
061003

本体3,000円（税込3,240円）
061004

本体3,000円（税込3,240円）
061005

本体2,700円
（税込2,916円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
061006 本体3,000円（税込3,240円）

061007

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体4,000円（税込4,320円）
061008

本体3,600円
（税込3,888円）

早得
7/21（水）まで

本体5,000円（税込5,400円）
061009

本体4,500円
（税込4,860円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
061010

本体3,000円（税込3,240円）
061011

本体3,000円（税込3,240円）
061012

本体5,000円（税込5,400円）
061013

本体3,000円（税込3,240円）
062001

本体3,000円（税込3,240円）
062002

本体3,000円（税込3,240円）
062003

本体3,000円（税込3,240円）
062004

本体2,700円
（税込2,916円）

早得
7/21（水）まで

本体4,000円（税込4,320円）
062005

本体3,600円
（税込3,888円）

早得
7/21（水）まで 本体3,200円（税込3,456円）

062006

本体3,000円（税込3,240円）
062007

本体3,000円（税込3,240円）
062009

本体3,000円（税込3,240円）
062010

本体3,000円（税込3,240円）
062011

本体3,000円（税込3,240円）
062012

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
062013

本体5,000円（税込5,400円）
062014

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
500

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
100

本体3,000円（税込3,240円）

AGF 
ブレンディスティック 
アイス&ホットオレギフト〈BS-30〉

●アイス沖縄黒糖カフェオレ11.5g・アイス夕張
メロンオレ10.6g・紅茶オレ11g・ココアオレ11g 
×各5、アイスカフェオレ11.5g×10、カフェオレ
深煎珈琲仕立て14g×12、カフェオレ深煎珈琲
仕立て甘さひかえめ12g×6

062008

プレゼント
ポイント
200
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●野菜一日これ一本・野菜生活100オリジナル・
野菜生活100ベリーサラダ各200ml×10、野
菜生活100（マンゴーサラダ・アップルサラダ各
200ml×5）

カゴメ 野菜飲料バラエティ
ギフト〈KYJ-50R〉

●野菜一日これ一本・野菜生活100オリジナル各
200ml×6、野菜生活100（マンゴーサラダ・ベ
リーサラダ・アップルサラダ各200ml×4）

カゴメ 野菜飲料バラエティ
ギフト〈KYJ-30R〉

●オレンジ・グレープ・アップル・パインアップル各
160g×3、野菜生活100（オリジナル・ベリーサ
ラダ・マンゴーサラダ・アップルサラダ各160g×
6）

カゴメ すこやかファミリー
ギフト〈KSR-50L〉

●オレンジ・アップル・グレープ・パインアップル各
160g×2、野菜生活100（オリジナル・ベリーサ
ラダ・マンゴーサラダ・アップルサラダ各160g×
4）

カゴメ すこやかファミリー
ギフト〈KSR-30L〉

●野菜生活100国産プレミアム 125ml（白桃
ミックス・メロンミックス×各6、ラフランスミック
ス・さくらんぼミックス・巨峰ミックス・デコポンミッ
クス×各3）

カゴメ 野菜生活100国産
プレミアムギフト〈YP-50R〉

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

カゴメ 野菜生活100国産
プレミアムギフト〈YP-30R〉

●野菜生活100 Smoothie mix（トキ・シナノス
イート・シークヮーサー・二十世紀梨・とちおとめ・い
ちじく）各160g×3

カゴメ 野菜生活
100Smoothieギフト
〈YSG-30R〉

●オレンジ・アップル・グレープ・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×4

カゴメ フルーツジュース
ギフト〈FB-30N〉

●ウェルチ160g（コンコードグレープ・ホワイトグレープ&レモン・マ
ンゴーブレンド×各10、パインアップルブレンド・オレンジ・アップル×
各5）

ウェルチギフト〈W50〉

●ウェルチ160g（コンコードグレープ・ホワイトグレープ&レモン×
各8、オレンジ・パインアップルブレンド・マンゴーブレンド・アップル×
各4）

ウェルチギフト〈W35〉

●ウェルチ160g（ホワイトグレープ&レモン×8、オレンジ・パイン
アップルブレンド・コンコードグレープ・マンゴーブレンド・アップル×各
4）

ウェルチギフト〈W30N〉

●カルピス470ml、カルピス（北海道・国産白桃リッチ×各470ml）、
ウェルチ160g（グレープ・オレンジ・アップル×各3）

カルピスギフト〈VL30N〉

●カルピス470ml×2、カルピス（北海道・国産白桃リッチ×各
470ml）、ウェルチ160g（グレープ・オレンジ・アップル×各3）

カルピスギフト〈VL35N〉

●カルピス470ml×4、カルピス北海道470ml×2

カルピスギフト〈CN30P〉

●カルピス×2・カルピス（北海道×3・国産白桃リッチ×2・国産林檎
リッチ×2） 各470ml

カルピスギフト〈CR50〉

●カルピス×2・カルピス（北海道×2、国産白桃リッチ×2、国産林檎
リッチ×1）各470ml

カルピスギフト〈CR35〉

●カルピス×2・カルピス（北海道×1、国産白桃リッチ×2、国産林檎
リッチ×1）各470ml

カルピスギフト〈CR30〉

●すこやかカルピス×10、すこやかカルピス（マンゴー×5、いちご・
白桃・バナナ×各10）各190g

すこやかカルピスギフト〈SC50〉

●すこやかカルピス×12、すこやかカルピス（バナナ×6、いちご・マ
ンゴー・白桃×各3）各190g

すこやかカルピスギフト〈SC30〉

●あまおうとカルピス160g×6、ぶどうとカルピス・みかんとカルピ
ス各160g×8

国産果実と「カルピス」
ギフト〈NC30〉

 本体3,000円（税込3,240円）063001

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）063002

 本体5,000円（税込5,400円）063003

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）063004
 本体3,500円（税込3,780円）063005   本体4,500円（税込4,860円）早得 7/21（水）まで

 本体5,000円（税込5,400円）063006

 本体3,000円（税込3,240円）063007  本体3,000円（税込3,240円）063008  本体3,500円（税込3,780円）063009

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）064001

  本体3,380円（税込3,650円）早得 7/21（水）まで

 本体3,500円（税込3,780円）064002

 本体5,000円（税込5,400円）064003

本体3,000円（税込3,240円）
064004

本体3,000円（税込3,240円）
064005

本体2,700円
（税込2,916円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
064006

本体2,700円
（税込2,916円）

早得
7/21（水）まで 本体5,000円（税込5,400円）

064007

本体3,000円（税込3,240円）
064008

本体5,000円（税込5,400円）
064009

本体3,000円（税込3,240円）
064010

本体5,000円（税込5,400円）
064011

プレゼント
ポイント
100

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
500

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
500
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●日清ヘルシーキャノーラ油350g×3、（日清健康オイルアマニプ
ラス・日清ヘルシーベジオイル各350g、日清エキストラバージンオ
リーブオイル145g）×各2、日清ヘルシーごま香油145g

日清オイリオ オリーブオイル&
バラエティオイルギフト〈OV-50〉

●エキストラバージンオリーブオイル135g×5

エキストラバージンオリーブオイル
〈SOE-50〉

●有機栽培 エキストラバージンオリーブオイル シングル130g×3

有機栽培 エキストラバージン
オリーブオイル〈S130-30〉

●米油600g×5

米油ギフト〈BH-5〉

●日清健康オイルアマニプラス350g×2、日清ヘルシーキャノー
ラ油・日清ヘルシーベジオイル各350g、日清エキストラバージンオ
リーブオイル・日清ヘルシーごま香油各145g

日清オイリオ オリーブオイル&
バラエティオイルギフト〈OV-30〉

●ボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル140g・ヘル
シーリセッタ・日清一番搾りべに花油各350g×2

日清オイリオ ヘルシーオイル
&ボスコプレミアム
EXVオリーブオイルギフト
〈BMH-30N〉

●日清（健康オイルアマニプラス350g×2、ヘルシーベジオイル・ヘ
ルシーキャノーラ油各350g×4）

日清オイリオ アマニプラス&
ヘルシーオイルギフト〈PTP-50WN〉

●日清（健康オイルアマニプラス・ヘルシーベジオイル各350g×2、
ヘルシーキャノーラ油350g×4）

日清オイリオ アマニプラス&
ヘルシーオイルギフト〈PTP-40N〉

●日清（健康オイルアマニプラス・ヘルシーベジオイル・ヘルシーキャ
ノーラ油各350g×2）

日清オイリオ アマニプラス&
ヘルシーオイルギフト〈PTP-30N〉

●ボスコ140g（エキストラバージンオリーブオイル×6、ピュアオ
リーブオイル×4）

日清オイリオ 
ボスコオリーブオイルセット〈BG-50A〉

●ボスコ140g（エキストラバージンオリーブオイル×4、ピュアオ
リーブオイル×2）

日清オイリオ 
ボスコオリーブオイルセット〈BG-30A〉

●守る働く乳酸菌190g×21

健康乳酸菌ギフト〈KNG3〉

●守る働く乳酸菌35mlポーション×28

健康乳酸菌ポーションギフト
〈KNP3〉

●World Selection160g（ベリー&ベリーミッ
クス、パイナップル、ラ・フランスミックス×各6、ア
ルフォンソマンゴーミックス、ブラッドオレンジミッ
クス×各3）

デルモンテ 
世界の果樹園からプレミアム
飲料ギフト〈WFF-50〉

●World Selection160g（パイナップル×5、ベ
リー&ベリーミックス、アルフォンソマンゴーミッ
クス、ラ・フランスミックス×各3、ブラッドオレンジ
ミックス×2）

デルモンテ 
世界の果樹園からプレミアム
飲料ギフト〈WFF-30〉

●トロピカーナ エッセンシャルズ 330ml（マル
チビタミン・鉄分×各6、食物繊維・マルチミネラル
×各5）

トロピカーナエッセンシャルズ
セット〈KTES30C〉

●ハイパー（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）

キリンハイパー100
〈KHPU30Z〉

●World Selection（ベリー&ベリーミックス・ア
ルフォンソマンゴーミックス・ラ・フランスミックス）
各160g×4、アップル160g×8、オレンジ・パイ
ナップル・グレープ・ホワイトグレープ各160g×4

デルモンテ 
8種の果汁飲み比べ
飲料ギフト〈FW-50〉

●リコピンリッチ トマト飲料・リコピンリッチベジ
タブル 野菜飲料・1本に野菜1日分・野菜果実各
160g×6

デルモンテ 
野菜飲料飲み比べギフト
〈VR-35〉

●オレンジ・パイナップル各160g×8、アップル・グ
レープ・ホワイトグレープ各160g×4

デルモンテ 
100％果汁飲料
ギフト〈KDF-30R〉

●オレンジ・アップル・パイナップル各160g×4、
ホワイトグレープ160g×2、1本に野菜1日分・野
菜果実各160g×7

デルモンテ 
野菜・果実混合飲料ギフト
〈FVJ-30〉

本体3,000円（税込3,240円）
065001

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで 本体3,000円（税込3,240円）

065002
本体3,500円（税込3,780円）
065003

本体5,000円（税込5,400円）
065004

本体4,500円
（税込4,860円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
065005

本体5,000円（税込5,400円）
065006

本体3,000円（税込3,240円）
065007

本体3,000円（税込3,240円）
065008

本体3,000円（税込3,240円）
065009

本体3,000円（税込3,240円）
065010

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）066001
 本体5,000円（税込5,400円）066002

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）066003
  本体3,600円（税込3,888円）早得 7/21（水）まで

 本体4,000円（税込4,320円）066004
 本体5,000円（税込5,400円）066005

 本体3,000円（税込3,240円）066006
 本体3,000円（税込3,240円）066007  本体5,000円（税込5,400円）066008

 本体3,000円（税込3,240円）066009  本体3,000円（税込3,240円）066010  本体5,000円（税込5,400円）066011

プレゼント
ポイント
200 プレゼント

ポイント
200

プレゼント
ポイント
100

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
400

プレゼント
ポイント
500



※写真はイメージです。
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調
味
料

調
味
料

●金ごま塩だれ・金ごまぽんず各195g、金ごまド
レッシング175ml、金ごま油165g●賞味期限：
180日

金ごま調味料詰合せ〈KCR30〉

●丸大豆生しょうゆ400ml、生しょうゆ仕立て（だ
ししょうゆ・だしつゆ各400ml×2）

正田醤油 新鮮生しょうゆ
調味料ギフト〈FNV-30〉

●かき醤油のり佃煮150g、かき醤油味付のり8
切60枚×4、かき醤油600ml

アサムラサキ 朝紫かき醤油
のり佃煮セット〈KT-30〉

●かき醤油・白だしかき醤油各600ml、クルミド
レッシング・金ごまわさびドレッシング各220ml、
ごまだれ350g●賞味期限：180日

アサムラサキ 
モンドセレクション金賞5点
セット〈MS-30〉

●特選丸大豆しょうゆ・超特選丸大豆しょうゆ各1L×3、清酒風料理
酒・濃いだし本つゆ各1L

キッコーマン 
調味料ギフトセット〈KSH-50〉

●特選丸大豆しょうゆ1L×7、うすくちしょうゆ1L

キッコーマン 
しょうゆギフト〈KMD-40〉

●特選丸大豆しょうゆ1L×4、超特選丸大豆しょうゆ・うすくちしょう
ゆ各1L

キッコーマン 
しょうゆギフト〈KMD-30〉

●いつでも新鮮450ml（超特選二段熟成生しょうゆ×3、昆布だし、
鰹だし、長期熟成生しょうゆ×2）

キッコーマン いつでも新鮮 
調味料ギフトセット〈KIS-50P〉

●いつでも新鮮450ml（超特選二段熟成生しょうゆ×3・特選丸大豆
しょうゆまろやか発酵・しぼりたて生しょうゆ×各2）

キッコーマン いつでも新鮮 
しょうゆギフトセット〈KIS-30TM〉

●日清（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140g、日清

（ヘルシーごま香油・アマニ油各145g）、キッコーマン（しぼりたて
丸大豆生しょうゆ・塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ各450ml）

日清オイリオ ヘルシーオイル&
生しょうゆギフト〈NK-50〉

●日清（ヘルシーリセッタ・健康オイルアマニプラス各350g）、ボス
コエキストラバージンオリーブオイル140g・日清ヘルシーごま香油
145g・キッコーマン（しぼりたて丸大豆生しょうゆ・塩分ひかえめ丸
大豆生しょうゆ各450ml）

日清オイリオ ヘルシーオイル&
生しょうゆギフト〈NK-30〉

●日清健康オイルアマニプラス350g×2、日清エキストラバージン
オリーブオイル・日清アマニ油・日清有機えごま油各145g

日清オイリオ ヘルシー生活習慣
アマニ油&日清EXVオリーブオイル
ギフト〈NAB-30〉

●日清（ヘルシーオフ・ヘルシーベジオイル各350g×2、ヘルシー
キャノーラ油350g・エキストラバージンオリーブオイル・ヘルシーご
ま香油各145g）、無添加（あごだし・かつおだし・やさいだし各6袋・だ
しパック5袋）・釜出し吟塩1袋

日清オイリオ 
そろってうれしいオイル&調味料ギフト
〈VS-50N〉

●エキストラバージンオリーブオイル・エキストラバージンオリーブ
オイルオヒブランカ各130g、プライムオリーブドレッシング（瀬戸内
かんきつ・瀬戸内レモン・小豆島バジル各147ml）

日清オイリオ オリーブオイル&
ドレッシングギフト〈OD-30N〉

●オリーブオイル エクストラバージン（150g×4・200g×2）、オ
リーブオイル350g×2

味の素 オリーブオイルギフト〈EVR-50J〉

●オリーブオイル エクストラバージン150g×3、オリーブオイル
350g×2

味の素 オリーブオイルギフト
〈EVR-30J〉

●えごま油180g、アマニ油180g×2

味の素 えごま油&
アマニ油ギフト〈EGA-30N〉

●ほんだしこんぶだし・丸鶏がらスープ各48g、瀬戸のほんじお焼
き塩80g・コンソメ50g・ほんだし90g、べに花油・匠の油・限定な
たね使用キャノーラ油各350g、さらさらキャノーラ油健康プラス
350g・オリーブオイルエクストラバージン150g×各2

味の素 和洋中バラエティ
調味料ギフト〈A-50N〉

●ほんだし・丸鶏がらスープ各48g、瀬戸のほんじお焼き塩80g・コ
ンソメ50g、べに花油・匠の油・限定なたね使用キャノーラ油・さらさ
らキャノーラ油健康プラス各350g、オリーブオイルエクストラバー
ジン200g

味の素 和洋中バラエティ
調味料ギフト〈A-30N〉

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）067001
 本体5,000円（税込5,400円）067002

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）067003
  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）067004
  本体4,500円（税込4,860円）早得 7/21（水）まで

 本体5,000円（税込5,400円）067005

 本体3,000円（税込3,240円）067006
 本体5,000円（税込5,400円）067007

 本体3,000円（税込3,240円）067008
 本体3,000円（税込3,240円）067009  本体5,000円（税込5,400円）067010

 本体3,000円（税込3,240円）068001

 本体5,000円（税込5,400円）068002

  本体2,850円（税込3,078円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,240円）068003

  本体3,600円（税込3,888円）早得 7/21（水）まで

 本体4,000円（税込4,320円）068004
  本体4,500円（税込4,860円）早得 7/21（水）まで

 本体5,000円（税込5,400円）068005

本体3,000円（税込3,240円）
068006

本体3,000円（税込3,240円）
068007

本体3,000円（税込3,240円）
068008

本体3,000円（税込3,240円）
068009

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
500

プレゼント
ポイント
100

プレゼント
ポイント
200



無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可 無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可
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茶 米
・
惣
菜
・
乾
物

●辻本英巳作 宇治深蒸し煎茶・左口欣也作 静岡
深蒸し煎茶各100g

芳香園製茶 
生産者限定・産地
銘茶詰合せ〈CAP-302S〉

●飛騨牛ビーフカレー220g×6

飛騨牛カレーセット〈H-60C〉

●京風鶏カレー230g×6

京の鳥どころ
八起庵 
京風鶏カレー〈HK-6〉

●北海道産とうもろこしのスープ・かぼちゃのスー
プ・ミネストローネ各160g×3、京都府産聖護院
かぶらのスープ160g×2、クラムチャウダー・淡
路島産たまねぎのオニオンスープ・ボルシチスー
プ各160g

MCC 
朝のスープ
シリーズ
ギフト
〈SG-30B〉

●100時間かけたビーフカレー200g×3、100
年前のビーフカレー・100時間かけたスパイシー
チキンカレー各200g×2

MCC 
神戸カレー
ギフト
〈CG-30F〉

●華味鳥カレー200g・手羽元カレー200g・粗挽
きキーマカレー160g×各3

博多華味鳥
カレーセット〈HCS-9A〉

●名古屋コーチンカレー・秀麗豚カレー各200g
×2●賞味期限：90日

名古屋コーチン&
秀麗豚カレーセット〈258〉

●雪蔵仕込み魚沼産こしひかり5kg×2

吉兆楽 雪蔵仕込み魚沼産
こしひかり 〈015055*2〉

●雪蔵仕込み南魚沼産こしひかり5kg

吉兆楽 雪蔵仕込み 
南魚沼産こしひかり〈015055〉

●雪蔵氷温熟成魚沼産こしひかり2kg×2

吉兆楽 雪蔵氷温熟成魚沼産
こしひかり〈150121*2〉

●雪蔵氷温熟成新潟産こしひかり2kg×2

吉兆楽 雪蔵氷温熟成新潟産
こしひかり〈150220*2〉

●南魚沼産こしひかり・北海道産ゆめぴりか・山形
県産つや姫・兵庫県産こしひかり・香川県産おいで
まい・熊本県産森のくまさん各300g

吉兆楽 日本の銘柄米 
食べ比べセット

●越後雪室屋氷温熟成新潟産コシヒカリごはん
180g×12

吉兆楽 氷温熟成新潟産
コシヒカリごはん〈013426*1〉

●農家愛用茶100g×5

静岡茶の葉 
産直農園 農家愛用茶〈K-30B〉

●直火あぶり上蒸し煎茶300g×3

静岡茶の葉 直火あぶり 
上蒸し煎茶〈K-30J〉

●宇治煎茶・抹茶入り煎茶・深むし茶 各110g

伊右衛門 銘茶詰合せ〈EM-50〉

●抹茶入煎茶・深むし茶 各110g

伊右衛門 銘茶詰合せ〈EM-30〉

●八女星野かぶせ茶・八女星野深蒸し茶・八女星
野煎茶各90g×1

親和園 八女星野茶銘茶
詰合せ〈ST-50〉

●伊右衛門ティーバッグ（ほうじ茶・煎茶・茎茶 各
2g×10）

伊右衛門 
宇治茶ティーバッグギフト
〈EH-3A〉

●煎茶 まろやか仕立て110g・煎茶 香り仕立て
110g・ほうじ茶 浅炒り仕立て50g

宇治の露製茶 
宇治茶詰合せ〈UMA-30〉

●知覧茶（ゆたかみどり品種・さえみどり品種各
100g）

芳香園製茶 
知覧銘茶詰合せ
〈TIH-302〉

●宇治深蒸し煎茶（南山城産やぶきた品種）・宇治
玉露（宇治田原産ごこう品種）・宇治煎茶（和束産
おくみどり品種）各80g

芳香園製茶 産地品種限定
宇治銘茶詰合せ〈MRY-503〉

●宇治玉露・静岡深蒸し煎茶各100g

芳香園製茶 農林水産大臣賞
受賞茶師監修銘茶〈YPG-502〉

●宇治煎茶・宇治深蒸し煎茶・嬉野玉緑茶・八女煎
茶・伊勢深蒸し煎茶・掛川深蒸し煎茶各70g

芳香園製茶 
産地銘茶詰合せ〈BLT-506S〉

国内産どんこ椎茸〈MSK-30〉

●国内産どんこ椎茸105g

国内産どんこ椎茸〈MSK-50〉

●国内産どんこ椎茸185g

本体3,000円（税込3,240円）
069001

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで 本体5,000円（税込5,400円）

069002

本体5,000円（税込5,400円）
069003 本体5,000円（税込5,400円）

069004

本体3,000円（税込3,240円）
069005

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
069006

本体3,500円（税込3,780円）
069007 本体5,000円（税込5,400円）

069008

本体3,000円（税込3,240円）
069009

本体5,000円（税込5,400円）
069010

本体3,000円（税込3,240円）
069011

本体3,000円（税込3,240円）
069012

本体3,000円（税込3,240円）
070001

本体4,000円（税込4,320円）
070002

本体3,685円（税込3,979円）
070003

本体4,600円（税込4,968円）
070004

本体5,200円（税込5,616円）
070005

本体10,000円（税込10,800円）
070006

本体3,900円（税込4,212円）
070007

本体4,000円（税込4,320円）
070008

本体3,000円（税込3,240円）
070009

本体5,000円（税込5,400円）
070010

本体3,000円（税込3,240円）
070011 本体3,000円（税込3,240円）

070012

本体3,500円（税込3,780円）
070013

本体6,667円（税込7,200円）
070014

プレゼント
ポイント
200

プレゼント
ポイント
200



71 72

瓶
詰
・
缶
詰

海
苔

●味付のり10切50枚×3、緑黄野菜ふりかけ・か
つおふりかけ各2.5g×10袋、のり茶漬5.4g×8
袋×2

大森屋 
卓上のり・お茶漬・ふりかけ
詰合せ〈NTF-30N〉

●味付海苔・焼海苔各12袋詰（8切 5枚）、手巻き
焼海苔4袋詰（2切 7枚）

山形屋海苔店 海苔詰合せ
〈500-MSVN〉

●味付海苔・焼海苔各12袋詰（8切 5枚）、手巻き
焼海苔2袋詰（2切 7枚）

山形屋海苔店 海苔詰合せ
〈400-MSVN〉

●味付海苔・焼海苔各12袋詰（8切 5枚）、手巻き
焼海苔2袋詰（2切 7枚）

山形屋海苔店 海苔詰合せ
〈300-MSVN〉

●味付のり10切50枚×10

大森屋 舞すがた味のり卓上
詰合せ〈NA-50N〉

●味付のり10切50枚×6

大森屋 舞すがた味のり卓上
詰合せ〈NA-30N〉

●味のり27袋詰（8切5枚）・焼のり12袋詰（8切
5枚）×各2

白子 焼のり・味のり詰合せ
ギフト〈AKA-501〉

●味のり12袋詰（8切5枚）、焼のり2袋詰（2切8
枚）、焼のり12袋詰（8切5枚）

白子 有明海産のり詰合せ
ギフト〈NF-30E〉

●のり茶漬け12袋、まるずわいがにほぐし肉
110g×3、焼のり14袋詰（8切5枚）

白子 のり・かに缶
詰合せギフト
〈SN-502E〉

●のり茶漬け10袋、まるずわいがにほぐし肉55g
×3、焼のり12袋詰（8切5枚）

白子 のり・かに缶
詰合せギフト
〈SN-302E〉

●味のり20袋詰（8切5枚）、焼のり3袋詰（板の
り5枚）、焼のり20袋詰（8切5枚）

白子 のり詰合せ
ギフト〈SA-50E〉

●味のり12袋詰（8切5枚）、焼のり2袋詰（2切8
枚）、焼のり12袋詰（8切5枚）

白子 のり詰合せ
ギフト〈SA-30E〉

●味付のり 3切26枚×3、手巻焼のり 2切8枚2
袋

やま磯 
味付海苔・手巻焼海苔詰合せ
〈潮-40N〉

●味付のり 3切26枚×2、手巻焼のり 2切8枚2
袋

やま磯 味付海苔・手巻焼海苔
詰合せ〈潮-30N〉

●味付け海苔 7切6枚×15袋、海苔つくだ煮 
110g×2

木村海苔 ARIAKE 
PREMIUM〈F-30〉

●味のり丸缶14袋詰（12切5枚）×2、焼のり半
裁缶2袋詰（2切8枚）

ニコニコのり 
ニコニコのり海苔詰合せ
セット〈AGS-30〉

●紅ずわいがにほぐし脚肉かざり50g×2、さけ
水煮100g、焼鮭ほぐし55g・たらこほぐし50g×
各2、まぐろ佃煮50g・ほたて時雨煮50g

日本水産 缶詰・びん詰ギフト
〈BK-50〉

●紅ずわいがにほぐし身55g・焼鮭ほぐし55g・た
らこほぐし50g×各2

日本水産 缶詰・びん詰ギフト
〈BK-30〉

●焼鮭ほぐし55g・たらこほぐし50g・まぐろ佃
煮50g・ほたて時雨煮50g×各2、紅鮭ほぐし身
50g

日本水産 びん詰ギフト
〈BA-50B〉

●焼鮭ほぐし55g・たらこほぐし50g×各2、まぐ
ろ佃煮・ほたて時雨煮各50g

日本水産 びん詰ギフト
〈BA-30B〉

●贅沢雲丹ふりかけ・贅沢焼えびふりかけ各4g×
4、のり茶漬け6g×6、味付のり（10切50枚）×
2、梅しそのり（8切6枚）×4

浦島海苔
海苔・ふりかけ・茶漬け詰合せ 
味わい御膳〈KH-30〉

●山陰かにのり135g・秋田きゃらぶき70g・高知
しょうが煮130g・伊勢磯のり135g・志摩あらめ
70g・北海さけ55g・函館昆布95g・紀州山海ぶし
135g・鹿児島青さのり135g・焼津かつおでんぶ
60g・瀬戸ちりめん55g・信州雪の下135g×各1

磯じまん 
日本全国うまいもの
めぐり〈新里-50A〉

●志摩あらめ70g・秋田きゃらぶき70g・高知しょ
うが煮130g・伊勢磯のり135g・鹿児島青さのり
135g・北海さけ55g・信州雪の下135g・紀州山
海ぶし135g×各1

磯じまん 
日本全国うまいもの
めぐり〈新里-30A〉

●鯛みそ130g・くきわかめ85g・牛肉ごぼう
60g・福神漬125g・海苔佃煮125g・帆立ふくめ
煮115g

酒悦 日本の味探幸〈NR-30〉

●鯛みそ105g・のり佃煮125g・福神漬90g・く
きわかめ80g・鶏そぼろ50g・鰹ひじき45g・牛肉
ごぼう60g・梅かつお90g・たらこ昆布50g・高菜
大根漬65g・大葉みそ105g・黒豆105g・えのき
だけ90g・ぶどう豆105g

酒悦 山海探幸
〈KM-50〉

●鯛みそ105g・のり佃煮125g・福神漬90g・く
きわかめ80g・鰹ひじき45g・梅かつお90g・たら
こ昆布50g・大葉みそ105g・高菜大根漬65g・鶏
そぼろ50g・ぶどう豆105g

酒悦 山海探幸〈KM-35〉

●鯛みそ105g・のり佃煮125g・福神漬90g・く
きわかめ80g・鰹ひじき45g・梅かつお90g・たら
こ昆布50g・高菜大根漬65g・ぶどう豆105g

酒悦 山海探幸
〈KM-30〉

●わかめの松前漬95g・鯛みそ110g・福神漬
90g・わかめ入りのり佃煮100g・えのきだけ
95g・黒豆105g・くきわかめ80g・鮭ほぐし45g・
もろみきゅうり100g・金時豆105g

酒悦 酒寿〈YA-30〉

●減塩（紅鮭・椎茸ふくめ煮・あさり時雨煮・たらこ
昆布・焼たらこ入り高菜ちりめん各60g、牛肉ごぼ
う65g）

酒悦 
減塩佃煮・惣菜詰合せ〈AG-35〉

●紅鮭茶漬（具材18g、お茶漬けの素3.3g）×
2、たらこ昆布茶漬（具材15g、お茶漬けの素
3.3g）、きゃらぶき茶漬（具材15g、お茶漬けの
素3.3g）、金目鯛茶漬（具材18g、お茶漬けの素
3.3g）、高菜ちりめん茶漬（具材15g、お茶漬け
の素3.3g）

酒悦 
冷やし茶漬ごのみ〈CA-30〉

●柚子風味くきわかめ・山椒香る牛肉ごぼう・生姜
入り高菜ちりめん・しそ香るたらこ昆布各60g・唐
辛子入りきゃらぶき50g・レモン風味帆立ふくめ
煮100g

酒悦 
夏の佃煮・惣菜詰合せ〈BH-30〉

本体3,000円（税込3,240円）
071001 本体3,000円（税込3,240円）

071002

本体3,500円（税込3,780円）
071003

本体3,000円（税込3,240円）
071004 本体3,000円（税込3,240円）

071005

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで 本体3,500円（税込3,780円）

071006
本体5,000円（税込5,400円）
071007

本体3,000円（税込3,240円）
071008 本体5,000円（税込5,400円）

071010

本体3,000円（税込3,240円）
071011

本体3,000円（税込3,240円）
071012

本体3,000円（税込3,240円）
071009

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体5,000円（税込5,400円）
071013

本体3,000円（税込3,240円）
071014

本体5,000円（税込5,400円）
071015

本体3,000円（税込3,240円）
072001

本体3,000円（税込3,240円）
072002

本体3,000円（税込3,240円）
072003

本体4,000円（税込4,320円）
072004

本体5,000円（税込5,400円）
072006

本体3,000円（税込3,240円）
072007

本体5,000円（税込5,400円）
072008

本体4,600円
（税込4,968円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
072005

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
072009

本体5,000円（税込5,400円）
072010

本体3,000円（税込3,240円）
072011

本体5,000円（税込5,400円）
072012

本体3,000円（税込3,240円）
072013

本体4,000円（税込4,320円）
072014

本体5,000円（税込5,400円）
072015

本体3,000円（税込3,240円）
072016

プレゼント
ポイント
100

プレゼント
ポイント
100

プレゼント
ポイント
500

プレゼント
ポイント
500

プレゼント
ポイント
100

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
500



北海道クリームブリュレ
〈CB-8B〉

●クリームブリュレ72g・クリームブリュレキャラメ
ル74g×各4、カラメルソース5g・カラメルクラッ
シュ2g×各8●賞味期限：180日

セゾン デュ フリュイ 
凍らせて国産果実
シャーベット〈SS-30S〉

●北海道産メロン・山梨産白桃・福岡産あまおう・
宮崎産日向夏各74g×3●賞味期限：180日

セゾン デュ フリュイ 
国産果実の
ひとくちゼリー〈SAK-30〉

●青森産ふじりんご・和歌山産白桃・愛媛産温州
みかん・宮崎産マンゴー各11g×9、北海道産メロ
ン・山形産ラ・フランス・福岡産あまおう各11g×8

河内駿河屋 風さらさ〈CA-30〉

●わらびもち81g（本蕨・栗・小豆）、水ようかん
78g（小豆×2、抹茶、栗）、小豆くずもち63g（純、
桜、抹茶）、栗かのこ60g、くずもち83g（純、桜、
抹茶）、水まんじゅう120g（小豆・抹茶×各2）●賞
味期限：180日

クールジュレ〈CG-30〉

●ジュレ75g（オレンジ・パイナップル・白桃・洋梨×
各2）、ゼリー140g（白桃×2、パイン&みかん）、
ゼリー135g（マンゴー・ブラッドオレンジ&オレン
ジ・葡萄×各2）

ガトーセック32個
〈SEG-30〉

●ロシアケーキ（マカロンストロベリー×3、ミルク
チョコ・リッチビター×各2）、サンドクッキー（ココア
×3、バニラ・セサミ×各2）、ソフトガトー（ココア&
オレンジ・ヨーグルト&ブルーベリー・チーズ&レモ
ン×各2）、プチガトー（ストロベリー・ブルーベリー・
オレンジ×各4）●賞味期限：180日

ハピネスサマーギフト〈HS-30〉

●カスタードプリン61g×4、ベルギーチョコレー
トプリン・ゼリー（白桃・メロン・オレンジ）・マンゴー
シャーベット各61g×2、グレープシャーベット
62g・シチリアレモンのレアチーズケーキ62g・宇
治抹茶プリン60g×各2

北海道レアチーズケーキ
〈CK-8SB〉

●レアチーズケーキ73g×8、マンゴーソース・ラ
ズベリーソース各100g●賞味期限：180日

井村屋 涼水彩〈RS-30〉

●水ようかん70g（煉×4、小倉・抹茶×各2）、白桃
ゼリー62g×4、蜜柑ゼリー・葡萄ゼリー各62g・あ
ずきとうふ85g・くずもち92g・フルーツみつまめ
ゼリー140g×各2

河内駿河屋 涼きらら〈RK-30〉

●わらびもち81g（本蕨×4、小豆・栗×各2）、水
ようかん60g（小豆・茶×各2）、白桃ゼリー70g×
2、甘夏ゼリー70g、小豆くずもち63g（純、抹茶、
桜）、寒天ぜんざい小豆120g●賞味期限：180
日

夕張メロンゼリーエスト
〈KW-9〉

●夕張メロンゼリー125g×9

Merci Doux. 
デザートガーデン〈DG-D0〉

●ジュレ110g（ピーチ・マンゴー・グレープ・アップ
ル）、ゼリー140g（びわ・ピーチ・みかん×各2）、フ
ルーツ水羊羹85g（もも・ぶどう・りんご・パイン×各
2）●賞味期限：180日

夕張メロンゼリー&
フルーツゼリーコレクション
〈YF-12〉

●夕張メロンゼリー90g×6、パインゼリー・白桃
ゼリー・ラ・フランスゼリー各90g×2●賞味期限：
180日

金澤兼六製菓 
サマーギフトゼリー〈TKK-30R〉

●桃ゼリー・葡萄ゼリー各52g×5、水羊羹（小倉・
練り）各60g×3、北海道赤肉メロンゼリー・北海
道青肉メロンゼリー各52g×2●賞味期限：180
日

井村屋 マイギフト
〈MG-30〉

●水ようかん83g（煉×4、抹茶・小倉×各2）、フ
ルーツゼリー（オレンジ76g・グレープ76g・ピー
チ77g×各2）、プリン（カスタード79.5g×4、チョ
コレート74g×2）

創菓 京づる 
フルーティギフト〈FI-30〉

●ジュレ65g（ピーチ・マンゴー・ラフランス×各
1）、白桃ゼリー・甘夏ゼリー・ぶどうゼリー70g×各
2、フルーツゼリー110g（アップル・チェリー・パイ
ン×各1）、葛ゼリー70g（ぶどう・みかん・りんご×
各1）●賞味期限：180日

無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

京都 養老軒 京のカンカンあられ
〈YJ-KAR〉

●伊勢海老・イカホタテバター・黒豆・ごぼう・じゃがバター・たまねぎチ
キン・わさび×各10（計70、149g）●賞味期限：90日

創菓 京づる 花風流〈HF-30〉

●ゼリー（白桃・甘夏ゼリー各70g×2）、水ようか
ん（小豆・茶各60g×2）、わらびもち本蕨81g・葛
ゼリーぶどう70g×各2、わらびもち（栗・小豆各
81g）、葛ゼリー（みかん・りんご各70g）、小豆く
ずもち（桜・抹茶各60g）●賞味期限：180日

中央軒煎餅 
花色しおん夏〈30T〉

●藤紫、薄紅×各12袋●賞味期限：120日

豆政 京ごのみ 豆づくし
〈KM-S〉

●味の旅40g・わさびピーナッツ50g・五色豆
60g・万歳豆60g・宴40g・七味道楽45g・カレー
ビンズ45g・豆三昧40g・黒糖ピーナッツ45g
●賞味期限：90日
無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

豆政 京のお豆腐ぷりん・
わらび餅詰合せ〈PW-M〉

●京のお豆腐ぷりん胡麻85g・柚子85g・抹茶
95g・京の風流わらび餅白89g・抹茶89g×各2
●賞味期限：90日
無地・中元短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

日光もち 花彩 〈々06910〉

●ふっくらサラダせん・ふっくら醤油せん×各12、
海苔せんべい×4、梅ざらめせん×3、ねぎ味噌せ
んべい×4、粒せんべい×5、お好みあられ（3種）
15枚×1●賞味期限：120日 ※内のし不可

 本体3,000円（税込3,240円）073001

 本体3,050円（税込3,294円）073002
お届け期間：6/12（土）～

本体3,000円（税込3,240円）
073003

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで

本体3,000円（税込3,240円）
073004

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで 本体3,000円（税込3,240円）

073005
本体3,000円（税込3,240円）
073006

本体3,000円（税込3,240円）
073007

本体3,000円（税込3,240円）
073008

本体3,000円（税込3,240円）
073009

本体3,200円（税込3,456円）
073010

本体3,000円（税込3,240円）
074001

本体3,000円（税込3,240円）
074002

本体3,000円（税込3,240円）
074003

本体4,000円（税込4,320円）
074004

本体3,000円（税込3,240円）
074005 本体3,000円（税込3,240円）

074006
本体3,000円（税込3,240円）
074007

本体2,850円
（税込3,078円）

早得
7/21（水）まで 本体3,500円（税込3,780円）

074008

本体3,000円（税込3,240円）
074009

本体3,000円（税込3,240円）
074010

本体3,000円（税込3,240円）
074011

本体3,000円（税込3,240円）
074012

プレゼント
ポイント
100

73 74

和
・
洋
菓
子

和
・
洋
菓
子



75 76

洗
剤

洗
剤

●きき湯 30g（マグネシウム炭酸湯・ カリウム芒硝炭酸湯×各8、ク
レイ重曹炭酸湯・食塩炭酸湯・ミョウバン炭酸湯・カルシウム炭酸湯×
各6）

バスクリン きき湯オリジナルギフトセット
〈KKY-50C〉

●ホワイトセレクト上品な白い花束の香り85g×18

花王 ホワイトセレクト〈KWS-30〉

●ホワイトセレクト上品な白い花束の香り85g×12

花王 ホワイトセレクト〈KWS-20〉

●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
850ml、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600ml×5、ジョイコンパクトバレンシアオレンジの香り本体
190ml、ジョイコンパクトバレンシアオレンジの香り詰替440ml×2

P&G ボールド香りのギフトセット
〈PGCB-50A〉

●トップスーパーNANOX（本体400g×2、詰替350g×9）

ライオン トップ
スーパーナノックスギフト〈LSN-50A〉

●トップスーパーNANOX（本体400g、詰替350g×6）

ライオン トップ
スーパーナノックスギフト〈LSN-30A〉

●アリエールバイオサイエンスジェルボール本体17個、アリエール
バイオサイエンスジェルボール詰替16個×5、除菌ジョイコンパクト
175ml×3

P&G アリエールジェルボール
ギフトセット〈PGJA-50A〉

●アリエールバイオサイエンスジェル本体750g、アリエールバイ
オサイエンスジェル詰替690g×7

P&G アリエール液体洗剤セット
〈PGLA-50A〉

●アリエールバイオサイエンスジェル本体750g、アリエールバイ
オサイエンスジェル詰替690g×4

P&G アリエール液体洗剤セット
〈PGLA-30A〉

●アリエールバイオサイエンスジェル本体750g、アリエールバイオ
サイエンスジェル詰替690g×5、除菌ジョイコンパクト175ml×3

P&G アリエール液体洗剤セット
〈PGCG-50A〉

●アリエールバイオサイエンスジェル本体750g、アリエールバイオ
サイエンスジェル詰替690g×4、除菌ジョイコンパクト175ml×2

P&G アリエール液体洗剤セット
〈PGCG-40A〉

●アリエールバイオサイエンスジェル本体750g、アリエールバイオ
サイエンスジェル詰替690g×2、除菌ジョイコンパクト175ml×3

P&G アリエール液体洗剤セット
〈PGCG-30A〉

●アタック3X本体880g×1、アタック3X詰替690g×6、キュキュッ
トクリア除菌本体240ml・バスマジックリンスーパークリーン香りが
残らないタイプ本体380ml×各2

花王 アタック3Xギフト〈K・AI-50〉

●アタック抗菌EXスーパークリアジェル（本体900g、詰替810g
×6）、キュキュットクリア除菌本体240ml×2、バスマジックリンスー
パークリーン香りが残らないタイプ本体380ml×2

花王 アタック抗菌EX
スーパークリアジェルギフト〈KAK50〉

●アタック抗菌EXスーパークリアジェル（本体900g、詰替810g×
3）、キュキュットクリア除菌本体240ml、バスマジックリンスーパー
クリーン香りが残らないタイプ本体380ml

花王 アタック抗菌EX
スーパークリアジェルギフト〈KAK30〉

●アタック3X本体880g×1、アタック3X詰替690g×3、キュキュッ
トクリア除菌本体240ml・バスマジックリンスーパークリーン香りが
残らないタイプ本体380ml×各1

花王 アタック3Xギフト〈K・AI-30〉

●アタック1.5kg×5

花王 アタックギフト〈KA-50〉

●アタック1.5kg×3

花王 アタックギフト〈KA-30〉

●アタックZERO（本体400g×2、詰替360g×8）

花王 アタックZEROギフト〈K・AB-50〉

●アタックZERO（本体400g×2、詰替360g×6）

花王 アタックZEROギフト〈K・AB-40〉

●アタックZERO（本体400g、詰替360g×5）

花王 アタックZEROギフト
〈K・AB-30〉

 本体3,000円（税込3,300円）075001

 本体4,000円（税込4,400円）075002

 本体5,000円（税込5,500円）075003

 本体3,000円（税込3,300円）075004  本体5,000円（税込5,500円）075005
 本体3,000円（税込3,300円）075006

 本体3,000円（税込3,300円）075007  本体5,000円（税込5,500円）075008  本体5,000円（税込5,500円）075009

  本体2,850円（税込3,135円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,300円）076001
 本体4,000円（税込4,400円）076002   本体4,500円（税込4,950円）早得 7/21（水）まで

 本体5,000円（税込5,500円）076003

  本体2,850円（税込3,135円）早得 7/21（水）まで

 本体3,000円（税込3,300円）076004
  本体4,500円（税込4,950円）早得 7/21（水）まで

 本体5,000円（税込5,500円）076005  本体5,000円（税込5,500円）076006

 本体3,000円（税込3,300円）076007  本体5,000円（税込5,500円）076008

 本体5,000円（税込5,500円）076009

 本体2,200円（税込2,420円）076010  本体3,000円（税込3,300円）076011
 本体5,000円（税込5,500円）076012
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