
※写真はイメージです。
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●スペシャルブレンド・トラジャブレンド・キリマン
ジェロブレンド・モカブレンド各8g×5袋×2、トアル
コトラジャ・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-50M〉

●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〉

●スペシャルブレンド7.5g・キリマンジャロブレン
ド8g×各5、モカブレンド・コロンビアブレンド8g×
各10、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-50〉

●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-30〉

●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〉

●ちょっと贅沢な珈琲店（ブラジルブレンド65g×
2・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×2、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-52N〉

●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〉

●ハンディドリップ ブラジル5袋・ハンディドリップ 
グアテマラ5袋・ハンディドリップ タンザニア5袋
×各1、ハンディドリップ エチオピア5袋×2

AGF グランデージドリップ
コーヒーギフト〈GD-30N〉

●ちょっと贅沢な珈琲店インスタントコーヒーブ
ラジルブレンド65g×1、マキシムインスタント
コーヒースペシャルブレンド65g×1、ちょっと贅
沢な珈琲店ハンディドリップ（モカブレンド5袋・キ
リマンジャロブレンド5袋）、ブレンディスティック
カフェオレ深煎珈琲仕立て4P×2、紅茶オレ4P、
ココアオレ4P

AGF  コーヒーセレクション
ギフト〈CA-30T〉

●ちょっと贅沢な珈琲店ハンディドリップ ブラジ
ルブレンド・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・グアテマラSHBブレンド各5
袋×2

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
ドリップコーヒーギフト
〈ZD-50J〉

●ちょっと贅沢な珈琲店スティックブラック ブラ
ジルブレンド・モカブレンド各2g×7、ブレンディス
ティック カフェオレ深煎珈琲仕立て14g×12、ミ
ルクたっぷり14g×10、甘さひかえめ12g×10

AGF スティックカフェオレ&
ブラックアソートギフト
〈BZT-30R〉

●ブレンディスティックカフェオレ（深煎珈琲仕立
て14g×12、深煎珈琲仕立てミルクたっぷり14g
×10、深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12g×10）、
紅茶オレ11g×5、抹茶オレ12g×5、ココアオレ
11g×6

AGF ブレンディスティック
カフェオレコレクション
〈BST-30R〉

●贅沢カフェモカ20g・贅沢ロイヤルミルク
ティー19g・贅沢カプチーノ20g・贅沢抹茶ラテ
20.5g・贅沢キャラメルマキアート20g×各4、贅
沢カフェラテ20g×6、贅沢カフェラテ甘さひかえ
め19g×4

AGF ブレンディ
カフェラトリースティック 
プレミアムギフト〈CPS-30N〉

●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ハンディドリップ ブラジ
ルブレンド 5袋×2、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・グアテマラSHBブレ
ンド各5袋

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
ドリップコーヒーギフト
〈ZD-30J〉

キーコーヒー ドリップオン
ギフト〈KDV-30M〉

●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

●大吉ブレンドドリップバッグ12g・猿田彦のコー
ヒーバッグ10g・恵比寿ブレンドドリップバッグ
12g×各10

猿田彦珈琲 
ドリップバッグ コーヒーギフト
（30個入り）〈SA-50D〉

●大吉ブレンドドリップバッグ12g・猿田彦のコー
ヒーバッグ10g・恵比寿ブレンドドリップバッグ
12g×各5

猿田彦珈琲 
ドリップバッグ コーヒーギフト
（15個入り）〈SA-30H〉

●有機珈琲（マイルドブレンド・バードフレンドリー
ブレンド・フェアトレードブレンド各10g×6杯分）

小川珈琲 有機ドリップ
コーヒーギフト〈OCYE-30〉

●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・ゴールドブレンド
香り華やぐ・プレジデント各65g×1、エクセラ80g
×3）

ネスカフェ プレミアム
レギュラーソリュブルコーヒー
ギフト〈N35-A〉

●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×2、ネスカ
フェ ゴールドブレンド コク深め65g×1、ネスカ
フェ ゴールドブレンド 香り華やぐ65g×1、ネスカ
フェ ゴールドブレンド香り華やぐ・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（7g×6）×1

ネスカフェ ゴールドブレンド
プレミアムギフト〈N30-NGB〉

●スターバックス プレミアム ミックス（カフェ ラ
テ14g・キャラメル ラテ21.5g×各6、カフェ モ
カ22g・抹茶 ラテ24g×各4）

スターバックス プレミアム 
ミックス ギフト〈SBP-30S〉

●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-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×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-30N〉

●スターバックスプレミアムソリュブルコーヒー
（ミディアムロースト、ダーク ロースト）各2.3g×
11

スターバックス プレミアム 
ソリュブル ブラック 
スティック ギフト〈SV-30S〉

●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
7g・カフェインレス7g×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7g×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2g・ゴールドブレ
ンド コク深め2g×各20・ゴールドブレンド 香り華
やぐ2g・ゴールドブレンド カフェインレス2g×各
10）

ネスカフェ  ゴールドブレンド 
プレミアムスティックブラック 
ギフト〈N30-GBK〉

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
061001

本体3,000円（税込3,240円）
061002 早得12/5（日）まで

早 得 価 格 本体2,850円
（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
061003

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円

（税込2,916円）

本体3,000円（税込3,240円）
061004

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
061005

本体5,000円（税込5,400円）
061006

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
061007

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
061008

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,900円

（税込3,132円）

本体3,200円（税込3,456円）
061009

本体5,200円（税込5,616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）
061014

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円

（税込2,916円）

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5,000円（税込5,400円）
062005

本体3,000円（税込3,240円）
062006

本体3,000円（税込3,240円）
062007

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
062008

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体3,150円

（税込3,402円）

本体3,500円（税込3,780円）
062009

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円

（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400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5,000円（税込5,400円）
062013 早得12/5（日）まで

早 得 価 格 本体2,700円
（税込2,916円）

本体3,000円（税込3,240円）
062014

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円

（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）
062015

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
100

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
100 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
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
500



63 64

飲
料

飲
料

●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・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〉

●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〉

●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〉

●守る働く乳酸菌190g×21

健康乳酸菌ギフト〈KNG3〉

●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×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〉

●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〉

●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 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〉

●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〉

本体3,000円（税込3,240円）063001
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体3,150円（税込3,402円）

本体3,500円（税込3,780円）063002
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）063003

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）063004

本体3,000円（税込3,240円）063005
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）063006

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）063007 早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）063008

本体3,000円（税込3,240円）063009

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円（税込2,916円）

本体3,000円（税込3,240円）063010

本体5,000円（税込5,400円）063011
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）063012

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）064001
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体3,000円（税込3,240円）

本体3,500円（税込3,780円）064002 早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）064003

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円（税込2,916円）

本体3,000円（税込3,240円）064004

本体5,000円（税込5,400円）064005

本体3,000円（税込3,240円）064006 本体3,000円（税込3,240円）064007

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
100

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
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
300

プレゼント
ポイント
300

プレゼント
ポイント
500
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●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〉

●エキストラバージンオリーブオイル×3・エキス
トラバージンオリーブオイルオヒブランカ×2各
130g

日清オイリオ オリーブオイル
ギフト〈OL-30〉

●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〉

●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×2、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（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〉

●さらさらキャノーラ油健康プラス350g・健康
ブレンドライトバランス350g・こめ油350g・健
康アマニブレンド油350g・一番しぼり純正ごま油
150g・オリーブオイルエクストラバージン150g
×各1

味の素 オイルセレクション
ギフト〈KV-30N〉

●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〉

●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〉

●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〉

●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 
サプリオイル&
EXVオリーブオイルギフト
〈NAB-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〉

●特撰丸大豆醤油ペットボトル360ml×3、二段熟成醤油ペットボト
ル360ml×2

正田醤油 
醤油百撰ギフト〈ENV-30〉

●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〉

●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〉

●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〉早得12/5（日）まで

早 得 価 格 本体2,850円
（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
065001

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体3,750円

（税込4,050円）

本体4,000円（税込4,320円）
065002

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,150円

（税込4,482円）

本体5,000円（税込5,400円）
065003

本体5,000円（税込5,400円）
065004

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 早得12/5（日）まで

早 得 価 格 本体2,850円
（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
065008

本体3,000円（税込3,240円）
065009 本体5,000円（税込5,400円）

065010

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
065011

本体3,000円（税込3,240円）
065012

本体5,000円（税込5,400円）
065013

本体3,000円（税込3,240円）
065014

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円

（税込2,916円）

本体3,000円（税込3,240円）
065015

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円

（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）
065016

本体3,000円（税込3,240円）066001

本体5,000円（税込5,400円）066002

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円（税込2,916円）

本体3,000円（税込3,240円）066003
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体3,600円（税込3,888円）

本体4,000円（税込4,320円）066004
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）066005

本体3,000円（税込3,240円）066006 早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）066007

本体3,000円（税込3,240円）066008
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麺 麺

●白丸170.35g・赤丸180g×各3、替玉100g
×2、辛子高菜250g×1●賞味期限：60日

一風堂博多絹ごし
ラーメンセットE〈5740〉

●醤油味（めん80g・スープ40g×各2）、味噌味
（めん80g・スープ47g×各2）、塩味（めん80g・
スープ39g×各2）×各2●賞味期限：180日

秋田比内地鶏らーめん
12食セット

●尾道ラーメン 麺100g・スープ55g×各8●賞
味期限：50日

阿藻珍味 尾道ラーメン
〈ARB-25〉

●中華麺80g×6、熊本とんこつラーメンスープ
40g・あごだしラーメンスープ35g×各3

揖保乃糸中華麺・つゆ詰合せ
〈RTH-30A〉

●寒干しさっぽろ純連みそ1人前（148g）・寒干
し本場札幌けやき味噌1人前（142g）・寒干し札
幌ラーメン白樺山荘味噌1人前（139g）×各2、
寒干してつや豚骨正油1人前（134g）・寒干し函
館麺や一文字塩1人前（133g）・寒干し山頭火旭
川とんこつ塩1人前（128g）・寒干し蜂屋醤油1
人前（155g）×各1●賞味期限：90日

菊水 
北海道名店寒干しラーメン
10食詰合せ〈MK-1〉

冷蔵

●（麺150g・スープ160g・キムチ40g・酢5g・ご
ま1g×各2、殻付ゆで卵50g、甘酢きゅうり30g、
牛味付肉20g）×2セット●賞味期限：冷蔵10日

ぴょんぴょん舎 盛岡冷麺
スペシャル4食セット〈SP4〉

●信州そば・讃岐うどん各50g×20

よし井 信州そば・讃岐うどん
詰合せ〈SF-50K〉

●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〉

●手延べ紅うどん50g×2、讃岐饂飩50g×3、
信州そば50g×3、松茸つゆ120g×2、麺つゆ

（15g×3袋）×2

松茸つゆで食べる麺詰合せ
〈RUS-30〉

●めん160g・つゆ100ml×各6●賞味期限：90
日

兵庫 田中屋 新そば出石そば
〈ST-671〉

●半生八割そば100g×4、半生五割そば100g
×2、ごまくるみつゆ（2倍濃縮）200ml、信州そ
ばつゆ（ストレート）200ml×2、信濃むらさきゆ
ずぽん酢200ml・そば屋の蕎麦茶120g●賞味
期限：90日

信州そば詰合せ花静〈5585〉

●自然芋そば180g・更科そば180g・へぎそば
180g×各2、全粒そば150g、鰹だしつゆ25g×
4、鴨だしつゆ46g×3、七味唐辛子10g

自然芋そば そば詰合せ
〈KJ30C〉

三輪そうめん小西 
信州そば・讃岐うどん詰合せ
〈SUT-30〉

●信州そば50g・讃岐うどん50g×各12

●半生八割そば・半生五割そば各100g×2、信
州そばつゆ（3倍濃縮）200ml・そば屋の蕎麦茶
120g●賞味期限：90日

信州そば詰合せ風乃宴〈5584〉

●稲庭切りうどん300g×6

後文 稲庭切りうどん〈KR-306〉
●半生きしめん（めん100g・めんつゆ25g・削り
ぶし1g）・半生うどん（めん100g・あじみそ50g・
かつおだし5g）×各2、うどん220g・めんつゆ
25g×各3●賞味期限：120日

なごやきしめん亭 暖味詰合せ
〈APY-30〉

●うどん300g・味付油揚げ10g・天かす5g×各
4、麺つゆ15ml×8、かつお節3g×2●賞味期限：
120日

国産小麦粉使用 包丁切り
さぬき半生うどん「麺の極」
〈ONB-30〉

●半田手延半生うどん300g×5、鳴門産カットわ
かめ4g×3、つゆの素15ml×8、だしの素10g×
4●賞味期限：90日

八百秀 半田手延半生うどん
〈HN-30〉

●稲庭うどん一念熟成80g×7、比内地鶏つゆ
30ml×4、胡麻つゆ30g×3

無限堂 稲庭饂飩・つゆ詰合せ
〈OCH-YD〉

●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〉

●讃岐うどん100g×12

島一 讃岐うどん 瀬戸の宴
〈SUK-30〉

●揖保乃糸 手延うどん100g×10

揖保乃糸 手延うどん〈TU-30〉

●うどん100g・そば100g×各8、麺つゆ×16

麺匠庵 ゆく年くる年
〈YKR-50K〉

●国産原料全量使用（稲庭うどん150g・稲庭まっ
さらそば180g×各4）

後文 国産 いなにわ 
ゆくそばくるうどん〈YK-30〉

●信州そば200g、手延べうどん（白）50g・手延
べうどん（赤）50g×各2、麺つゆ15g×6、黒豆
50g・栗甘露煮50g・昆布巻85g・まる餅（赤2個
入り）60g・まる餅（白2個入り）60g

年越し・迎春ギフト〈AOS-40B〉

●信州そば160g×3、抹茶そば80g×4、杵つ
き餅330g×2、にしん姿甘露煮×2、めんつゆ
150ml×2

よし井 年越・迎春・招福セット
〈FNA-50〉

●信州そば160g×6、杵つきもち330g×1、め
んつゆ30ml×2

よし井 年越・迎春・招福セット
〈FNB-30〉

揖保乃糸 にゅう麺〈NY-30〉

●にゅう麺40g・にゅうめんスープ13g・かやく
4.1g×各6●賞味期限：180日

本体3,000円（税込3,240円）
067001

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円

（税込2,916円）

本体3,000円（税込3,240円）
067002

本体5,000円（税込5,400円）
067003

本体3,500円（税込3,780円）
067004

本体3,000円（税込3,240円）
067005

本体3,000円（税込3,240円）
067006

本体5,000円（税込5,400円）
067008

本体4,600円（税込4,968円）
067009 本体3,000円（税込3,240円）

067010

本体3,000円（税込3,240円）
067007

本体3,000円（税込3,240円）
067011

本体3,100円（税込3,348円）
067012

本体4,000円（税込4,320円）
067013

本体5,200円（税込5,616円）
067014

本体3,000円（税込3,240円）
068001

本体5,000円（税込5,400円）
068002

本体4,000円（税込4,320円）
068003

本体3,000円（税込3,240円）
068004

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

本体3,000円（税込3,240円）
068010

本体3,000円（税込3,240円）
068011

本体3,000円（税込3,240円）
068012 本体3,000円（税込3,240円）

068013

本体3,000円（税込3,240円）
068014
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茶
・
カ
レ
ー

米
・
梅
干
・
乾
物

冷凍●飛騨牛ハンバーグ145g×5

吉田ハム 飛騨牛ハンバーグ
5個〈HGB-50〉

●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〉

●八女星野かぶせ茶・八女星野深蒸し茶・八女星
野煎茶各90g

親和園 八女星野茶銘茶
詰合せ〈ST-50〉

●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〉

●農家愛用茶100g×5

静岡茶の葉 産直農園 
農家愛用茶〈K-30B〉

●掛川茶（緑茶）100g×2

静岡茶の葉 限定茶園 掛川茶
〈K-30C〉

●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〉

●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〉

●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〉

●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〉

●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〉

●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〉

●180g×6

ラ・ロシェル坂井宏行監修 
フレンチシェフの
深みビーフカレー

●国内産どんこ椎茸185g

兼貞物産 国内産どんこ椎茸
〈MSK-50〉

●国内産どんこ椎茸105g

国内産どんこ椎茸〈MSK-30〉

●完熟南高梅ゼリー85g×3 梅の実入りゼリー
90g×3 紀州一粒梅「至宝」20g×4（塩分5％）

マルヤマ食品 紀州梅と
梅ゼリー「奏果」343
〈1330103〉

●しそ漬梅干（塩分約13％）・はちみつ漬梅干（塩
分8％）各250g●賞味期限：180日

紀州みなべの南高梅 
梅干セット〈SHU500〉

●紀州一粒梅「至宝」400g（粒：20g） 塩分5％

マルヤマ食品 紀州一粒梅
「至宝」20粒〈1310203〉

●紀州産南高梅 はちみつ味240g（12粒）（塩
分約8％）●賞味期限：180日

いなみの里梅園 梅さんさん
（桐箱入り）12粒

●紀州南高梅 はちみつ味900g（塩分約8％）
●賞味期限：180日

いなみの里梅園 
熊野古道を訪ねて

（はちみつ入）〈ISB-50〉

●紀州産南高梅 はちみつ味450g（塩分約8％）
●賞味期限：180日

いなみの里梅園 
熊野古道を訪ねて

（はちみつ入）〈ISB-30〉

●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〉

●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300g・北海道産ゆめぴり
か300g・山形県産つや姫300g・兵庫県丹波産こ
しひかり300g・香川県産おいでまい300g・熊本
県産森のくまさん300g×各1

吉兆楽 日本の銘柄米 
食べ比べセット

●雪蔵仕込み南魚沼産こしひかり5kg×1

吉兆楽 雪蔵仕込み 
南魚沼産こしひかり〈015055〉

●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〉

●雪蔵仕込み魚沼産こしひかり5kg×1

吉兆楽 雪蔵仕込み 
魚沼産こしひかり〈015055*1〉

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
069001

●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〉

本体5,000円（税込5,400円）
069002

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240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3,000円（税込3,240円）
069006

本体5,000円（税込5,400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3,000円（税込3,240円）
069010

本体3,000円（税込3,240円）
069011

本体5,000円（税込5,400円）
069012

本体3,600円（税込3,888円）
069013

本体3,900円（税込4,212円）
069014

本体5,741円（税込6,200円）
069015

本体5,000円（税込5,400円）
070001

本体10,000円（税込10,800円）
070002

本体5,200円（税込5,616円）
070003

本体4,000円（税込4,320円）
070004

本体3,600円（税込3,888円）
070005

本体4,600円（税込4,968円）
070006

本体3,000円（税込3,240円）
070007

本体3,240円（税込3,499円）
070008

本体5,000円（税込5,400円）
070009

本体3,200円（税込3,456円）
070010

本体5,500円（税込5,940円）
070011

本体3,000円（税込3,240円）
070012

本体3,800円（税込4,104円）
070013

本体3,000円（税込3,240円）
070014

本体5,000円（税込5,400円）
070015

プレゼント
ポイント
100

プレゼント
ポイント
100



7 1 7 2

瓶
詰
・
缶
詰

海
苔

●紅ずわいがにほぐし脚肉かざり50g×2、さけ
水煮100g×1、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×
各1

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
×1

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×各1

日本水産 びん詰ギフト
〈BA-30B〉

●にしん昆布巻200g・たらこ昆布巻200g・紅鮭
昆布巻195g・帆立昆布巻195g×各1●賞味期
限：180日

くらこんホールディングス 
無添加昆布巻セット〈KM-50〉

●にしん昆布巻200g・さけ昆布巻190g・しいた
け昆布80g・しめじ昆布80g×各1●賞味期限：
180日

くらこんホールディングス 
無添加昆布巻・佃煮セット
〈KK-30〉

●伊勢青さのり90g・南高梅かつお90g・境港蟹
のり90g・九条ねぎ味噌90g・ちりめん山椒40g・
鳥海山麓きゃら蕗45g・焼津鰹でんぶ45g・帆立
甘辛煮55g・阿波尾鶏のしぐれ煮55g・高菜の油
炒め60g・牛蒡のやわらか煮55g・蓮根の柚子風
味55g

磯じまん 
日本全国うまいものめぐり
〈里-50〉

●伊勢青さのり90g・南高梅かつお90g・鳥海
山麓きゃら蕗45g・鮭そぼろ40g・焼津鰹でんぶ
45g・天草茎わかめ75g・高菜の油炒め60g・牛
蒡のやわらか煮55g

磯じまん 
日本全国うまいものめぐり
〈里-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〉

●わかめの松前漬70g・たたきごぼう70g・たらこ
昆布60g・黒豆100g×各1、紅鮭昆布巻110g・
にしん昆布巻110g×各2

酒悦 昆布巻・佃煮・惣菜詰合せ
〈GW-50〉

●わかめの松前漬70g・たたきごぼう70g・たらこ
昆布60g・黒豆100g・紅鮭昆布巻110g・にしん
昆布巻110g×各1

酒悦 昆布巻・佃煮・惣菜詰合せ
〈GW-35〉

●牛肉ごぼう55g・鮭ほぐし55g・あさり時雨煮
50g・鰹華けずり35g・柚子風味くきわかめ60g・
きゃらぶき55g×各1

酒悦 味祭〈RP-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〉

●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〉

●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〉

●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〉

●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）・焼
のり（10切50枚）・あごだし味付のり（10切50
枚）×各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-50〉

●味付のり 3切26枚×4、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-50N〉

●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〉

本体3,500円（税込3,780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5,000円（税込5,400円）
071004

本体3,000円（税込3,240円）
071005

本体3,000円（税込3,240円）
071006

本体3,500円（税込3,780円）
071007

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円

（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）
071008

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
071009

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体4,500円

（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）
071010

本体3,000円（税込3,240円）
071011

本体5,000円（税込5,400円）
071012

本体3,000円（税込3,240円）
071013

本体5,000円（税込5,400円）
071014

本体3,000円（税込3,240円）
071015 本体5,000円（税込5,400円）

071016

本体3,000円（税込3,240円）
072001

本体3,000円（税込3,240円）
072002

本体5,000円（税込5,400円）
072003 本体5,000円（税込5,400円）

072004

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円

（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）
072005

本体5,000円（税込5,400円）
072006

本体5,000円（税込5,400円）
072007

本体3,000円（税込3,240円）
072008

本体3,000円（税込3,240円）
072009

本体4,000円（税込4,320円）
072010

本体5,000円（税込5,400円）
072011

本体3,000円（税込3,240円）
072012

本体3,000円（税込3,240円）
072013 早得12/5（日）まで

早 得 価 格 本体4,500円
（税込4,860円）

本体5,000円（税込5,400円）
072014

本体3,000円（税込3,240円）
072015

本体5,000円（税込5,400円）
072016

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
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
200

プレゼント
ポイント
500



無地・歳暮短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

無地・歳暮短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可 無地・歳暮短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

無地・歳暮短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

無地・歳暮短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

※内のし不可

無地・歳暮短冊のしのみ可 名入れ不可 二重・全包装不可

7 3 7 4

和
菓
子

洋
菓
子

●あまからせん2枚・黒豆醤油せん1枚・黒豆せんべい1枚×各16、
海苔巻おかき1枚×8、豆おかき1枚×23●賞味期限：150日

岩塚製菓 新潟物語〈I-40〉

●焼き芋饅頭35g・みるく饅頭35g・羊羹小豆65g×各3、羊羹抹茶
65g×2、一口羊羹小豆38g×4、一口羊羹うめ38g・マンゴージュレ
105g・栗かのこ65g×各2、まろんゼリー65g・珈琲ゼリー105g×
各1●賞味期限：150日

太子庵 いと御菓子〈IO-D0〉

●パイ饅頭（小豆・かぼちゃ・さつまいも）35g×各2、羊羹小豆65g×
2、一口羊羹（抹茶・柚子）38g×各2、栗かのこ65g×2、あられ（香ば
し醤油・旨塩）14g×各2●賞味期限：150日

太子庵 御菓子の集い〈OTA-C0〉

●桃山まんじゅう25g・栗まんじゅう28g・手づくり最中小豆54g・手
づくり最中栗54g×各3、ようかん60g（小豆・栗・抹茶×各1）、姫鏡
バニラ・姫鏡苺各25g×2、姫鏡抹茶・姫鏡栗各25g×1●賞味期限：
120日

河内駿河屋 いにしえの香〈IK-30〉

●姫鏡 栗25g・ようかん栗60g・栗まんじゅう28g×各4、パイ小町 
くり28g・寒天栗ぜんざい120g・栗かのこ80g×各2●賞味期限：
120日

河内駿河屋 栗だより〈MD-30〉

●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

豆政 京ごのみ 豆づくし〈KM-S〉

●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、醤油あら
れ・胡麻あられ×各6、海苔あられ×3●賞味期限：120日

日新製菓 日光もち本舗 花彩 〈々06910〉

●のり巻あられ×8枚、ざらめ×6枚、黒豆入りおかき×6枚、丸サラダ
×4枚、海老サラダ×4枚、海老しょうゆ×4枚●賞味期限：180日

金澤兼六製菓 おいしさいろいろ
〈RGA-30〉

●知多の彩り（えんじ）2袋、知多の彩り（こがね）3袋、のりおどり6
袋・海老おどり6袋・桜おどり6袋●賞味期限：150日

かなん堂 知多の彩り詰合せ〈2P A〉

●藤紫・薄紅×各12袋●賞味期限：120日

中央軒煎餅 花色しおん冬
〈30N〉

●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

京都 養老軒 
京のカンカンあられ〈YJ-KB〉

●クリームチーズカステラ・レアクリームチーズケーキ×各8●賞味
期限：120日

井村屋 
クリームチーズデザートギフト
〈CR-30〉

●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

北海道レアチーズケーキ〈CK-8SB〉

●オレンジマドレーヌ×3個、ストロベリーショコラケーキ×4個、ピス
タチオフィナンシェ×3個、ブラウニー×4個、ブラウンシュガーパウン
ドケーキ×2個、アーモンドキャラメルケーキ×2個、チョコチップクッ
キー×5個、レモンクッキー×5個●賞味期限：120日

ひととえ スイーツファクトリー〈SFC-30〉

●ショコラ×4、キャラメル・フロマージュ×各8、フレーズ×4●賞味期
限：150日

井桁堂 タルトセレクション 特大〈164〉
●ダックワーズキャラメル・ダックワーズ抹茶×各2、ダックワーズカ
フェ・ダックワーズプラリネ×各4、フィナンシェ抹茶・フィナンシェショ
コラ×各2、フィナンシェ紅茶・フィナンシェプレーン×各4●賞味期
限：150日

井桁堂 ガトーセレクション 特大〈154〉

●スティックケーキ プレーン×4、スティックケーキ チョコ・スティック
ケーキ レモンティ・スティックケーキ チーズ×各2、スティッックケー
キ ラズベリー×4、スティックケーキ ブルーベリー×2、スティックケ-
キ ピスタチオ×4●賞味期限：150日

井桁堂 スティックケーキギフト 特大〈74〉

●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

中山製菓 ガトーセック32個〈SEG-30〉

●パウンドケーキ（はちみつ27g×2、小倉29g・栗29g×各1）、パイ
まんじゅう（あずき28g×2、さつまいも28g・栗28g×各1）、欧風せ
んべい（バニラ25g×2、苺25g・抹茶25g）・バニラプリン65g・キャ
ラメルプリン65g・寒天ぜんざい（小豆120g・栗120g×各1）●賞
味期限：120日

創菓 京づる 匠の庵〈TI-30〉

●和風ぷりん豆乳70g・和風ぷりん黒ごま70g・和風ぷりん小豆
70g×各4●賞味期限：180日

北海道和風ぷりん（豆乳仕立て）
〈HWP-12〉

●メープル・チョコレート・チョコチップ×各7●賞味期限：90日

イーペルの猫祭り 
ベルギーミニワッフル〈YJ-BW〉本体3,000円（税込3,240円）

073001

本体3,000円（税込3,240円）
073002

本体3,200円（税込3,456円）073003
本体3,000円（税込3,240円）073004

本体3,000円（税込3,240円）073005

本体3,200円（税込3,456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4,000円（税込4,320円）073010 早得12/5（日）まで

早 得 価 格 本体3,600円（税込3,888円）

本体4,000円（税込4,320円）073011

●ブラウニー（ネーブル）×4、レーズンサンド×3、マドレーヌ（プレー
ン）・マドレーヌ（チョコ）・フルーツケーキ・チョコレートケーキ×各2
●賞味期限：60日

ホテルオークラ
スイーツアソート〈HOSA-25N〉

本体3,300円（税込3,564円）074001
本体3,000円（税込3,240円）074002

早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）074003
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,850円（税込3,078円）

本体3,000円（税込3,240円）074004
早得12/5（日）まで
早 得 価 格 本体2,700円（税込2,916円）

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3,000円（税込3,240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
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●アタック1.5kg×5

花王 アタックギフト〈KA-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1.5kg×3

花王 アタックギフト〈KA-30〉
●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×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、詰替360g×5）

花王 アタックZEROギフト〈K・AB-30〉

●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〉

●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×1、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・ジョイコンパクトバレンシアオレンジの香り本
体190ml×各2、ジョイコンパクトバレンシアオレンジの香り詰替
440ml×1

P&G 
ボールド香りのギフトセット
〈PGCB-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×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〉

本体3,000円（税込3,300円）075001

本体5,000円（税込5,500円）075002 本体4,000円（税込4,400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3,000円（税込3,300円）076001 本体4,000円（税込4,400円）076002 本体5,000円（税込5,500円）076003

本体3,000円（税込3,300円）076004 本体5,000円（税込5,500円）076005

本体3,000円（税込3,300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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