素麺

素麺

100
ポイント

プレゼント
マル勝髙田商店
三輪素麺 四薫乃糸〈MH-30N〉

手延素麺揖保乃糸特級古

〈HKD-30A〉

059001

3,000円（税込3,240円）

060001

3,000円（税込3,240円）

手延素麺揖保乃糸特級古

本体

〈HKD-50A〉

早得7/20（水）まで

059002

早 得 価 格

5,000円（税込5,400円）

本体

本体

●揖保乃糸 特級古50g×17

●揖保乃糸 特級古50g×30

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●三輪素麺（白）50g×12、三輪素麺（抹茶・柚子・
梅各50g×2）

マル勝髙田商店
三輪素麺 四薫乃糸〈MH-50N〉

060002

5,000円（税込5,400円）

本体

●三輪素麺（白）50g×20、三輪素麺（抹茶・柚子・
梅各50g×4）

50

100

プレゼント

プレゼント

ポイント

ポイント

マル勝髙田商店 三輪の神糸
〈A-30N〉
（ひね物）

50

ポイント

060003

プレゼント

揖保乃糸 特級品〈MA-30A〉

059003

3,000円（税込3,240円）

揖保乃糸 特級品〈MA-40A〉

059004

4,000円（税込4,320円）

揖保乃糸 特級品〈MA-50A〉

059005

5,000円（税込5,400円）

3,000円（税込3,240円）

揖保乃糸 2種詰合せ〈MIP-50〉

本体

059006

早得7/20（水）まで

5,000円（税込5,400円）

2,850

マル勝髙田商店 三輪の神糸
〈A-50N〉
（ひね物）

060004

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

本体

本体

本体

早 得 価 格

●揖保乃糸 特級品50g×19

●揖保乃糸 特級品50g×27

●揖保乃糸 特級品50g×34

●揖保乃糸 各50g（上級品×20・特級品×16）

●三輪素麺（ひね物）50g×20

揖保乃糸 上級品〈MD-30〉

揖保乃糸 上級品〈MD-50〉

本体3,000 円
（税込3,240円）

本体5,000 円
（税込5,400円）

本体5,000 円
（税込5,400円）

本体3,000 円
（税込3,240円）

本体5,000 円
（税込5,400円）

本体

●揖保乃糸 上級品50g×21

●揖保乃糸 上級品50g×38

●三輪素麺50g×38

●三輪素麺50g×22

●三輪素麺50g×40

●三輪素麺（ひね物）50g×28

巽製粉 麦坐 三輪素麺
小分け包装〈MT-30〉

三輪そうめん小西 三輪素麺
誉〈鳥居-30〉

三輪そうめん小西 三輪素麺

三輪そうめん小西 夏野菜を
つかった三輪素麺〈NYF-50B〉

本体

円
（税込3,078円）

早 得 価 格

4,500

本体

本体

円
（税込4,860円）

●三輪素麺（ひね物）50g×36

50

ポイント

プレゼント

揖保乃糸 特級色麺〈MS-30〉

059007

3,000円（税込3,240円）

059008

5,000円（税込5,400円）

本体

本体

●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 各50g（特級品×20、特級黄・特級し
そ青・特級しそ赤×各4）

手延素麺揖保乃糸
バラエティセット〈HSM-30〉

手延素麺揖保乃糸
5種麺詰合せ〈FC-35〉

059011

3,000円（税込3,240円）
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揖保乃糸 特級色麺〈MS-50〉

059012

3,500円（税込3,780円）

059009

揖保乃糸 縒つむぎ
〈ON-30〉
（北海道産小麦使用）

059013

3,000円（税込3,240円）

059010

揖保乃糸 縒つむぎ
〈ON-50〉
（北海道産小麦使用）

059014

5,000円（税込5,400円）

本体

本体

本体

本体

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

●揖保乃糸 特級品・熟成麺・夢双・縒つむぎ・上級
品各50g×各4

●揖保乃糸 縒つむぎ
（北海道産小麦使用）50g×
21

●揖保乃糸 縒つむぎ
（北海道産小麦使用）50g×
36

マル勝高田商店 三輪素麺
〈K-50N〉
（紙箱）

060005

060009

3,000円（税込3,240円）

マル勝髙田商店 三輪素麺

〈CN-30N〉

060006

060010

3,000円（税込3,240円）

マル勝髙田商店 三輪素麺

〈CN-50N〉

060007

〈BA-50〉

060011

5,000円（税込5,400円）

本体

本体

本体

●三輪素麺（50g×2束）
×9袋

●手延べ素麺50g×20

●手延べ素麺50g×34

マル勝髙田商店 三輪の神糸
〈A-40N〉
（ひね物）

060008

4,000円（税込4,320円）

060012

5,000円（税込5,400円）

本体

●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

60

麺

麺
三輪そうめん小西
柚子七味で食べる三輪素麺

〈YSM-30〉

061001

3,000円（税込3,240円）

061002

3,000円（税込3,240円）

なごやきしめん亭 涼味詰合せ

揖保乃糸中華麺・冷やし中華
つゆ詰合せ〈RTH-30B〉

061003

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

本体

●手延べ素麺50g×10、麺つゆ15g×6、松茸ス
ライス30g（固形10g）
・柚子七味5g

●手延べ素麺50g×9、つけ麺つゆ（濃厚合鴨・柚
子味噌）各200ml

●中華麺80g×6、中華醤スープ50g・胡麻だれ
スープ45g×各3

八百秀 半田手延半生素麺

〈HNO-30〉

061005

3,000円（税込3,240円）

本体

●半田手延半生素麺200g×5、鳴門産カットわか
め4g×3、鳴門昆布だし6g・つゆの素15ml・すだ
ち酢3ml・ねぎ×各5●賞味期限：120日

手延素麺揖保乃糸上級品・
麺つゆ〈KAT-30〉

061009

3,000円（税込3,240円）

本体
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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〉

●上級品50g×14、麺つゆ
（希釈用）150ml×2

三輪そうめん小西 みわのにじ

〈RMW-30〉

061006

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

揖保乃糸 特級品・
麺つゆ詰合せ〈MT-30〉

061010

3,000円（税込3,240円）

無限堂 稲庭素麺 一念熟成

〈ISI-30〉

061007

3,000円（税込3,240円）

麦坐 三輪素麺
夕張メロンゼリー詰合せ

〈DYM-30T〉

061004

3,000円（税込3,240円）

無限堂 稲庭饂飩・素麺

後文 稲庭干中華〈IH-6〉

062001

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

●三輪素麺50g×12、
夕張メロンゼリー83g×6

●（麺80g×2束・スープ42g×2ヶ）
×6箱

揖保乃糸
素麺・デザート詰合せ

〈MGR-35〉

061008

3,500円（税込3,780円）

後文 後文の稲庭うどん
詰合せ〈KUH-30〉

062005

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

●稲庭素麺45g×20

●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

●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

揖保乃糸 筒そうめんセット

渡辺製麺 一風堂博多絹ごし
ラーメンセットA〈5736〉

本体

〈YJT-35〉

061011

3,500円（税込3,780円）

本体

本体

●揖保乃糸特級品600g（50g×3束×4）、めん
つゆ
（希釈用）150ml

●縒つむぎ（北海道産小麦使用）
・熟成麺・特級品
各50g×4、
めんつゆ60ml×6

061012

3,200円（税込3,456円）

本体

●白丸170.35g・赤丸180g×各2●賞味期限：
60日
申込締切 8/1
（月） お届け期間：8/10（水）迄

50

ポイント

プレゼント
後文 稲庭うどん
国産原料全量使用〈GA-30〉

062009

3,000円（税込3,240円）

本体

●稲庭うどん国産原料全量使用150g×6

〈UST-YD〉

062002

3,000円（税込3,240円）

本体

●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・素麺つゆ

〈HIK-YE〉

062006

4,000円（税込4,320円）

〈APE-31〉

自然芋そば そば詰合せ

062003

3,100円（税込3,348円）

本体

●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
無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

国産小麦粉使用 包丁切り
さぬき半生うどん「麺の極」

〈ONB-30〉

062007

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

●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

●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

無限堂 稲庭饂飩・戸隠蕎麦

〈HMM-30〉

062010

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

包丁切りさぬき半生うどん

〈JN-30S〉

062011

3,000円（税込3,240円）

〈KJ30C〉

062004

3,000円（税込3,240円）

本体

●自然芋そば・更科そば・へぎそば各180g×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

信州そば詰合せ風乃宴〈5584〉

062008

3,000円（税込3,240円）

本体

●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
申込締切 8/1
（月） お届け期間：8/10（水）迄

兵庫 田中屋 出石そば

〈ST-651〉

062012

3,600円（税込3,888円）

本体

本体

●うどん300g・麺つゆ30ml×各7●賞味期限：
90日

●めん160g・つゆ100ml×6●賞味期限：90日
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コーヒー

コーヒー

50

50

ポイント

プレゼント

AGF ブレンディポーション
アソートギフト〈PA-30〉

063001

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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・ブレンディポーション甘熟苺オレベー
ス各20g×9

50

100

ポイント

プレゼント

AGF ファミリー飲料ギフト

〈LR-30〉

063003

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●ちょっと贅沢な珈琲店900ml（コクの余韻 無
糖×2・香りの余韻 無糖）、紅茶物語900ml（アー
ルグレイ無糖・イングリッシュブレックファースト
無糖）、ウェルチ800g（グレープ100・オレンジ
100）

ポイント

50

プレゼント

AGF ファミリー飲料ギフト

〈LR-50〉

063004

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

4,600

円
（税込4,968円）

●ちょっと贅沢な珈琲店900ml（コクの余韻無
糖・香りの余韻無糖×各3）、アールグレイ無糖・イ
ングリッシュブレックファースト無糖各900ml×
2、
ウェルチ800g（グレープ100・オレンジ100）

ポイント

プレゼント

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
アイスコーヒーギフト〈LP-30〉

063005

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●ちょっと贅沢な珈琲店900ml（コクの余韻 無
糖×4、香りの余韻 無糖×3）

ポイント

プレゼント

AGF ブレンディスティック
アイス&ホットオレギフト

〈BS-30〉

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

プレゼント

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
ゲーブルコーヒーギフト

〈ZGC-30〉

063007

3,000円（税込3,240円）

本体

● ちょっと贅 沢 な 珈 琲 店 エスプレッソ仕 立 て
1000ml（無糖×3、低糖×2）

AGF プレミアムインスタント
コーヒーギフト〈ZIC-32N〉

プレゼント

AGF インスタントコーヒー
バラエティギフト〈E-50N〉

063009

5,000円（税込5,400円）

063008

本体

本体

早 得 価 格

3,200円（税込3,456円）

●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）

早得7/20（水）まで

本体

4,500

円
（税込4,860円）

●マキシムスペシャルブレンド65g×4、ブレン
ディ70g（スペシャルテイスト×2、
マイルドテイス
ト×1）

〈N30-LG〉

064001

円
（税込3,078円）

50

ポイント

AGF ちょっと贅沢な珈琲店
アイスプレミアムギフト

〈LB-30〉

063006

本体3,000 円
（税込3,240円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●ちょっと贅沢な珈琲店アイスプレミアム500ml
（グアテマラ最上級グレード豆SHBブレンド 無糖
×2、
ブラジル最上級グレード豆＃2 100％ 無糖）

プレゼント
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〉

3,500円（税込3,780円）

本体

早 得 価 格

本体

063011

3,000円（税込3,240円）

本体
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●森彦の時間5P（森彦ブレンド×2・マイルドブレ
ンド×2・アフリカンムーンブレンド×1）

早 得 価 格

本体

円
（税込3,078円）

●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

●ネスカフェ ゴールドブレンド（甘さひかえめ・無
糖各720ml×2、
カフェインレス無糖720ml）、
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

4,500円（税込4,860円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

4,050

円
（税込4,374円）

3,000円（税込3,240円）

150
ポイント

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

プレゼント

〈N55-A〉

064005

5,500円（税込5,940円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

4,950

円
（税込5,346円）

●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×2、
ネスカフェゴール
ドブレンド 香り華やぐ・ネスカフェプレジデント各
65g×1、
ネスカフェエクセラ80g×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-30N〉

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〉

キーコーヒー アイスコーヒー
&ジュースドリンクギフト

ネスカフェ
ポーションバラエティギフト
セット〈N30-NPG〉

064006

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

50

プレゼント

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〉

063010

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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

064007

3,000円（税込3,240円）

064008

5,000円（税込5,400円）

〈LCJ-30L〉

064009

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

本体

●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）

●アイスコーヒー1L（無糖・微糖×各2）、マスカッ
ト&アップルジュース・マンゴー&パイナップルドリ
ンク各1L

UCC ドリップコーヒーギフト

UCC ザ・ブレンド
インスタントコーヒーセット

100

2,850

本体

●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・ネスカフェゴールドブレンド 香
り華やぐ・ネスカフェプレジデント各65g×1、ネス
カフェエクセラ80g×3

プレゼント

3,000円（税込3,240円）

早得7/20（水）まで

円
（税込3,618円）

50

キーコーヒー 天然水プリズマ
飲料ギフト〈TPA-30N〉

064010

3,000円（税込3,240円）

本体

●リキッドコーヒー（無糖・微糖）、アイスティー甘
さひかえめ 各250ml×6

ポイント

モンカフェドリップコーヒー
ギフト〈MCS-30〉
本体

〈N45-A〉

064002

●ネスカフェ ゴー ルドブレンド 甘さひかえめ
720ml×3、ネスカフェ ゴールドブレンド 無糖
720ml×4、
ネスカフェ ゴールドブレンド カフェ
インレス 無糖720ml×3

●ネスカフェゴールドブレンド・ネスカフェゴール
ドブレンド香り華やぐ・ネスカフェプレジデント各
65g×1、
ネスカフェエクセラ80g×3

ポイント

AGF 森彦の時間 ドリップ
コーヒーギフト〈MOP-30T〉

3,350

プレゼント

063012

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

064004

064003

早得7/20（水）まで

ポイント

〈N30-LM〉

本体3,000 円
（税込3,240円）

100
プレゼント

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

ポイント

ポイント

50

2,850

●アイス
（瀬戸内レモンオレ11.5g・宇治抹茶オレ
10g×各5）、紅茶オレ・ココアオレ各11g×6、ア
イスカフェオレ11.5g×10、
カフェオレ深煎珈琲
仕立て14g・カフェオレ深煎珈琲仕立て甘さひか
えめ12g×各6

100
ポイント

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

063002

モンカフェドリップコーヒー
ギフト〈MCS-50〉

063013

本体5,000 円
（税込5,400円）
●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各
8g×10、
コスタリカブレンド7.5g×10

スティックカフェ
バラエティギフト〈PSC-30D〉

063014

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

キーコーヒー ドリップオン
ギフト〈KDV-50M〉

064011

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

4,500

円
（税込4,860円）

●スペシャルブレンド・
トラジャブレンド・キリマン
ジャロブレンド・モカブレンド
（各8g×5）
×各2、
ト
アルコトラジャ・コロンビアブレンド
（各8g×5）

〈MAR-30RF〉

064012

〈MIC-30〉

064013

本体3,000 円
（税込3,240円）

本体

3,000円（税込3,240円）

● 六 甲 焙 煎 （ 濃 厚なコク5 P×2 、芳 醇な香り
5P）、富士焙煎（華やぐ香り5P、広がる甘み5P×
2）

●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上島珈琲
ブルーマウンテンドリンク
ギフト〈MBM-30〉

064014

3,000円（税込3,240円）

本体

●ブルーマウンテンブレンド
（無糖）500ml×2、
ブルーマウンテンNo.1ブレンド
（無糖）500ml
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飲料

飲料
カルピスギフト〈CR35〉

065002

3,500円（税込3,780円）

本体

●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

50

50

ウェルチギフト〈W35〉プレゼント

066001

カルピスギフト〈CR30〉

065001

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,240円）

本体
本体

2,850

円（税込3,078円）

●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

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〉

ポイント

ポイント

プレゼント

3,500円（税込3,780円）

本体

カルピスギフト〈CR50〉

065003

5,000円（税込5,400円）

本体

●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

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

3,150

円
（税込3,402円）

●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〈W50〉

066003

066002

本体5,000 円
（税込5,400円）
●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）

3,000円（税込3,240円）

プレゼント

ポイント

プレゼント

066006

すこやかカルピスギフト〈SC30〉
国産果実と
「カルピス」ギフト〈NC30〉

065004

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

065005

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,240円）

本体
本体

2,850

円（税込3,078円）

●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

ウェルチギフト〈W30N〉
すこやかカルピスギフト〈SC50〉

065006

5,000円（税込5,400円）

本体

●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

066005

3,000円（税込3,240円）

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

2,850

本体

早 得 価 格

●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）

●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

本体

円
（税込3,078円）

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

4,500

早 得 価 格

●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）

●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）

本体

円
（税込4,860円）

50

50

カゴメ フルーツジュース
ギフト〈FB-30N〉

066004

本体

ポイント

プレゼント

ポイント

50

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〉

カゴメ すこやかファミリー
ギフト〈KSR-30L〉

066007

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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-50L〉

066008

5,000円（税込5,400円）

本体

●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）

50

ポイント

プレゼント

カゴメ 野菜生活100
国産プレミアムギフト〈YP-30R〉

066009
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カルピスギフト〈VL30N〉

カルピスギフト〈VL35N〉

065007

065008

3,000円（税込3,240円）

本体

●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）

3,500円（税込3,780円）

本体

●カルピス4 7 0 m l×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）

本体3,000 円
（税込3,240円）

カゴメ 野菜生活100
国産プレミアムギフト〈YP-50R〉

早 得 価 格

本体

早得7/20（水）まで

健康乳酸菌ギフト〈KNG3〉

065009

3,000円（税込3,240円）

本体

●守る働く乳酸菌190g×21

カゴメ 野菜飲料バラエティ
ギフト〈KYJ-50R〉

本体

2,700

円
（税込2,916円）

●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）

066010

5,000円（税込5,400円）

●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 野菜飲料バラエティ
ギフト〈KYJ-30R〉

066011

本体3,000 円
（税込3,240円）
●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）

066012

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

4,500

円
（税込4,860円）

●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）
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飲料
日清オイリオ こめ油ギフト〈KM-30〉

068001

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,240円）

本体
本体

2,880

円（税込3,110円）

●日清こめ油350g×6

50

ポイント

プレゼント

デルモンテ 100％果汁飲料
ギフト〈KDF-30R〉

デルモンテ 8種の果汁
飲み比べ飲料ギフト〈FW-50〉

067002

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

早得7/20（水）まで

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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

3,000円（税込3,240円）

本体

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

ポイント

本体

早 得 価 格

068002

100
プレゼント

067001

3,000円（税込3,240円）

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〉

早 得 価 格

本体

4,500

円
（税込4,860円）

●World Selection160g（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4、
アップル×8、
オレンジ・パイナップ
ル・グレープ・ホワイトグレープ×各4

デルモンテ 野菜飲料
飲み比べギフト〈VR-35〉

067003

3,500円（税込3,780円）

本体

●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

50

ポイント

デルモンテ
旅するデルモンテ
プレミアム飲料ギフト

日清オイリオ ヘルシーオイル&
生しょうゆギフト〈NK-30N〉

067004

早得7/20（水）まで

〈WTD-30〉

3,000円（税込3,240円）

068003

プレゼント

3,000円（税込3,240円）

本体

2,850

本体

早 得 価 格

●World Selection160g（ベリー&ベリーミッ
クス、アルフォンソマンゴーミックス、パイナップ
ル、
ラ・フランスミックス、
ブラッドオレンジミックス
×各2）、
オリジナルオンラインツアー招待券2枚

●日清（ヘルシーリセッタ・こめ油各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）

本体

円（税込3,078円）

日清オイリオ サプリオイル&
EXVオリーブオイルギフト〈NAB-30N〉

068004

3,000円（税込3,240円）

本体

●日清（こめ油350g×2、エキストラバージンオリーブオイル・アマ
ニ油・有機えごま油各145g）

50

068006

068007

早 得 価 格

3,000円（税込3,240円）

本体

2,850

円（税込3,078円）

●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（ヘルシーキャノーラ油350g×3、健康オイルアマニプラス・
ヘルシーベジオイル各350g×2、エキストラバージンオリーブオイ
ル145g×各2、ヘルシーごま香油145g）

プレゼント

日清オイリオ アマニプラス&
ヘルシーオイルギフト〈PTP-40N〉

本体

5,000円（税込5,400円）

本体

ポイント

日清オイリオ アマニプラス&
ヘルシーオイルギフト〈PTP-30N〉
早得7/20（水）まで

068005

50

ポイント

プレゼント

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〉

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

4,000円（税込4,320円）

本体
本体

3,850

円（税込4,158円）

●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）

100
ポイント

プレゼント

日清オイリオ アマニプラス&
ヘルシーオイルギフト〈PTP-50WN〉

068008

5,000円（税込5,400円）

本体

●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）

50

カゴメ 野菜生活
100Smoothieギフト

健康乳酸菌ポーションギフト

〈KNP3〉

067005

3,000円（税込3,240円）

本体
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●守る働く乳酸菌35mlポーション×28

〈YSG-30N〉

067006

3,000円（税込3,240円）

ポイント

トロピカーナエッセンシャルズ
セット〈KTES30C〉

067007

3,000円（税込3,240円）

プレゼント

キリンハイパー100

日清オイリオ
ボスコオリーブオイルセット〈BG-30A〉

067008

068009

早 得 価 格

〈KHPU30Z〉

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

本体

●野菜生活100 Smoothie mix（とちおとめ・
シークヮーサー・二十世紀梨・いちじく・清見・ナガノ
パープル各160g×3）

●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）

●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）

早得7/20（水）まで

3,000円（税込3,240円）

本体
本体

2,850

円（税込3,078円）

●ボスコオリーブオイル140g（エキストラバージン×4、
ピュア×2）

日清オイリオ
ボスコオリーブオイルセット〈BG-40A〉

068010

4,000円（税込4,320円）

本体

●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×4）

日清オイリオ
ボスコオリーブオイルセット〈BG-50A〉

068011

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

5,000円（税込5,400円）

本体
本体

4,500

円（税込4,860円）

●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）
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調味料

調味料

50

ポイント

プレゼント

味の素 えごま油&アマニ油
ギフト〈EGA-30N〉
味の素 こめ油&
アマニ油ギフト〈KMA-30U〉

キッコーマン いつでも新鮮
しょうゆギフトセット〈KIS-30TM〉

069001

070001

3,000円（税込3,240円）

3,000円（税込3,240円）

本体

●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）

※写真はイメージです。

070002

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

2,850

本体

早 得 価 格

●こめ油350g×3、
アマニ油180g×2

●えごま油180g、
アマニ油180g×2

本体

円
（税込3,078円）

50

ポイント

プレゼント

味の素 和洋中バラエティ
調味料ギフト〈A-30T〉

070003

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

キッコーマン いつでも新鮮
調味料ギフトセット〈KIS-50P〉

069002

早 得 価 格

5,000円（税込5,400円）

本体

●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）

50

100

プレゼント

プレゼント

キッコーマン しょうゆギフト

069003

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

キッコーマン 調味料ギフトセット

3,000円（税込3,240円）

本体
本体

2,850

円（税込3,078円）

●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

〈KSH-50〉

キッコーマン しょうゆギフト

〈KMD-40〉

069004

069005

4,000円（税込4,320円）

本体

●特選丸大豆しょうゆ1L×7、
うすくちしょうゆ1L

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

5,000円（税込5,400円）

本体
本体

4,500

円（税込4,860円）

●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

2,850

円
（税込3,078円）

●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・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・一番搾り純正ご
ま油各150g

50

ポイント

ポイント

ポイント

〈KMD-30〉

本体

プレゼント

味の素 和食を楽しむ調味料
ギフト〈TAR-30U〉

070007

3,000円（税込3,240円）

本体

●ほんだし48g×2、ほんだしこんぶだし48g・瀬
戸のほんじお焼き塩80g、
こめ油350g、さらさ
らキャノーラ油健康プラス350g×2、ヤマキ鰹だ
しつゆ・正田本醸造丸大豆生しょうゆ各360ml

味の素 和洋中バラエティ
調味料ギフト〈A-40T〉

070004

4,000円（税込4,320円）

本体

●ほんだし・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、べに花油・匠の油・キャノーラ油&コーン油
健康ブレンドライトバランス・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・一番しぼり純正ごま油各150g

味の素 和食を楽しむ調味料
ギフト〈TAR-50U〉

070008

5,000円（税込5,400円）

本体

●ほんだし・ほんだしこんぶだし各48g×2、瀬戸
のほんじお焼き塩80g×2、一番しぼり純正ごま
油150g、
こめ油350g×2、さらさらキャノーラ
油健康プラス・キャノーラ油&コーン油健康ブレン
ドライトバランス各350g、ヤマキ鰹だしつゆ・正
田本醸造丸大豆生しょうゆ各360ml

味の素 和洋中バラエティ
調味料ギフト〈A-50T〉

070005

5,000円（税込5,400円）

本体

●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・キャノーラ油&コー
ン油健康ブレンドライトバランス各350g、さら
さらキャノーラ油健康プラス350g×2、
オリーブ
オイルエクストラバージン・一番しぼり純正ごま油
150g

味の素 バラエティオイル
ギフト〈PX-50T〉

070006

5,000円（税込5,400円）

本体

●さらさらキャノーラ油健康プラス350g×4、
キャノーラ油&コーン油健康ブレンドライトバラン
ス・匠の油各350g×3

50

ポイント

プレゼント

味の素 オイルセレクション
ギフト〈KV-30U〉

070009

3,000円（税込3,240円）

味の素 テイスティ&ヘルシー
ギフト〈TH-30U〉

070010

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

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

●正田減塩しょうゆ密封ボトル400ml×2、
オリー
ブオイルエクストラバージン・一番しぼり純正ご
ま油各150g、
こめ油・ 健康アマニブレンド油各
350g

50

50

ポイント

プレゼント
島一
エキストラバージンオリーブオイル

〈SOE-30〉

069006

早得7/20（水）まで

早 得 価 格
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3,000円（税込3,240円）

本体
本体

2,850

●エキストラバージンオリーブオイル135g×3

円（税込3,078円）

ポイント

プレゼント

50

プレゼント
島一
エキストラバージンオリーブオイル

〈SOE-50〉

069007

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

5,000円（税込5,400円）

本体
本体

4,500

●エキストラバージンオリーブオイル135g×5

円（税込4,860円）

100

味の素 オリーブオイルギフト

ポイント

天草スペシャルブレンドオリーブオイル&
ソルトセット〈AT-32〉

069008

4,500円（税込4,860円）

本体

●エクストラバージンオリーブオイル 天 草スペシャルブレンド
137g・天草ソルト70g
無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

申込締切 8/1
（月） お届け期間：8/10（水）迄

ポイント

〈EVR-30J〉

プレゼント

070011

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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-50J〉

070012

5,000円（税込5,400円）

味の素 オリーブオイル&
バルサミコ酢ギフト

〈EVSV-30U〉

070013

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

●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

●内堀醸造バルサミコ酢150ml×2、
オリーブオ
イルエクストラバージン150g×3

味の素「具たっぷり味噌汁」
&「クノール」スープギフト

〈FDM-30U〉

070014

3,000円（税込3,240円）

本体

●具たっぷり味噌汁（ごろごろなす14.9g・どっさ
りほうれん草13.1g・ごろごろ豆腐13.8g・あじわ
いきのこ12.5g×各2）、
クノール（ふんわりたま
ごスープ6.8g・中華スープ5.8g×各5）

70

米・乾物・梅干・海苔

茶
芳香園製茶 八女茶詰合せ

〈YAM-302〉

071001

3,000円（税込3,240円）

本体

●八女煎茶100g×2

芳香園製茶 産地銘茶詰合せ

〈BLT-506S〉

吉兆楽 雪蔵仕込み 南魚沼産
〈015055〉
こしひかり

吉兆楽 雪蔵仕込み 魚沼産
〈015055*1〉
こしひかり

071002

072001

本体

本体

本体

本体

●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

●雪蔵仕込み南魚沼産こしひかり5kg

●雪蔵仕込み魚沼産こしひかり5kg

●雪蔵仕込み魚沼産こしひかり5kg×2

●雪蔵氷温熟成新潟産こしひかり2kg×2

5,200円（税込5,616円）

無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

5,000円（税込5,400円）

無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

072003

吉兆楽 雪蔵氷温熟成新潟産
〈150220*2〉
こしひかり

本体

5,000円（税込5,400円）

072002

吉兆楽 雪蔵仕込み 魚沼産
こしひかり〈015055*2〉

10,000円（税込10,800円）

無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

072004

3,600円（税込3,888円）

無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

50

ポイント

プレゼント

芳香園製茶 知覧銘茶詰合せ

〈TIH-302〉

071003

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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 産地品種限定
宇治銘茶詰合せ〈MRY-503〉

071004

5,000円（税込5,400円）

本体

●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

大分乾物 大分県国東半島産
どんこ椎茸〈MDM-30〉

072005

大分乾物 大分県国東半島産
どんこ椎茸〈MDM-50〉

吉兆楽 氷温熟成新潟産
コシヒカリごはん〈013426*1〉

072007

3,000円（税込3,240円）

072006

本体

本体

本体

●どんこ椎茸（原木）100g

●どんこ椎茸（原木）160g

●越後雪室屋氷温熟成新潟産コシヒカリごはん
180g×12

3,000円（税込3,240円）

5,000円（税込5,400円）

無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

吉兆楽 日本の銘柄米
食べ比べセット

072008

4,000円（税込4,320円）

本体

●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・兵庫県丹波産こしひかり・香川県産お
いでまい・熊本県産森のくまさん各300g
無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

50

ポイント

プレゼント

静岡茶の葉 直火あぶり
上蒸し煎茶〈K-30J〉

071005

071006

071007

本体3,000 円
（税込3,240円）

本体3,000 円
（税込3,240円）

本体5,000 円
（税込5,400円）

●直火あぶり上蒸し煎茶300g×3

●農家愛用茶100g×5

●宇治玉露・静岡深蒸し煎茶各100g

宇治の露製茶 宇治茶詰合せ

〈UMA-30〉

071009

3,000円（税込3,240円）
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静岡茶の葉 産直農園
農家愛用茶〈K-30B〉

芳香園製茶
農林水産大臣賞受賞
茶師監修銘茶〈YPG-502〉

伊右衛門 宇治茶ティーバッグ
ギフト〈EH-3A〉

071010

3,500円（税込3,780円）

本体

本体

●煎茶（まろやか仕立て・香り仕立て各110g）、
ほ
うじ茶 浅炒り仕立て50g

●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 銘茶詰合せ〈EM-30〉

071011

3,000円（税込3,240円）

芳香園製茶 生産者限定・
産地銘茶詰合せ〈CAP-302S〉

071008

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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

伊右衛門 銘茶詰合せ〈EM-50〉

071012

5,000円（税込5,400円）

本体

本体

●抹茶入煎茶・深むし茶 各110g

●宇治煎茶・抹茶入り煎茶・深むし茶 各110g

紀州産南高梅 くずれ梅
（はちみつ味）

072009

3,240円（税込3,499円）

本体

●紀州産南高梅 はちみつ味800g（塩分約8％）
●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

浦島海苔 御海苔詰合せ
有明海産〈AHP-30〉

072013

3,000円（税込3,240円）

マルヤマ食品 紀州一粒梅
「至宝」12粒〈1310103〉

072010

3,500円（税込3,780円）

本体

●紀州一粒梅「至宝」240g（塩分約5％）
無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

浦島海苔 御海苔詰合せ
有明海産〈AHP-40〉

072014

4,000円（税込4,320円）

本体

本体

●味付のり8切6枚・梅しそのり8切6枚・焼のり8
切6枚×各8袋

●味付のり8切6枚×16袋、梅しそのり8切6枚・
焼のり8切6枚×各8袋

いなみの里梅園 HaNa.12W

072011

3,240円（税込3,499円）

いなみの里梅園 梅さんさん
（桐箱入り）12粒

072012

3,200円（税込3,456円）

本体

本体

●紀州産南高梅 桃風味240g（塩分約5％）●賞
味期限：180日

●紀州産南高梅 はちみつ味240g（塩分約8％）
●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

日本海水 オードブル海苔

〈SYD-30〉

072015

3,000円（税込3,240円）

本体

●ピスタチオ海苔・バジルソルト海苔・アーモンド
海苔・カシューナッツ海苔・チーズ海苔 各10切20
枚

無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

浦島海苔
海苔・ふりかけ・茶漬け詰合せ
味わい御膳〈KH-40〉

072016

4,000円（税込4,320円）

本体

●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・焼のり各10切
50枚、あごだし味付のり
（10切50枚）
×2、梅し
そのり
（8切6枚）
×4

72

瓶詰・缶詰

海苔
ポイント

プレゼント
白子 のり・かに缶
詰合せギフト〈SN-302E〉

073001

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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）

50

150

100

プレゼント

ポイント

プレゼント
白子 のり・かに缶
詰合せギフト〈SN-502E〉

073002

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

4,500

円
（税込4,860円）

● のり茶 漬け1 2 袋 、まるずわいがにほぐし肉
110g×3、焼のり14袋詰（8切5枚）

50

ポイント

酒悦 減塩佃煮・惣菜詰合せ

白子 のり詰合せギフト

〈AG-35〉

〈SA-30E〉

073003

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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）

074001

3,500円（税込3,780円）

白子 のり詰合せギフト

本体

〈SA-50E〉

早得7/20（水）まで

073004

早 得 価 格

5,000円（税込5,400円）

本体

本体

3,350

円
（税込3,618円）

●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）

●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）

ポイント

プレゼント

酒悦 夏の佃煮・惣菜詰合せ

〈BH-30〉

074002

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

50

ニコニコのり 有明の旬 海苔・
茶漬け・瓶詰・カニ缶詰合せ

〈MB-40KF〉

073005

4,000円（税込4,320円）

本体

● 味 のり1 4 袋 詰（ 1 2 切 5 枚 ）、無 着 色 鮭ほぐ
し52g、紅ずわいがにほぐし身55g、鶏そぼろ
60g、焼のり半裁2袋詰（2切8枚）、のり茶漬け
6.4g×8

ニコニコのり 有明の旬 海苔・
瓶詰・貝柱缶・カニ缶詰合せ

〈MB-50KF〉

073006

5,000円（税込5,400円）

本体

●味のり14袋詰（12切5枚）、無着色鮭ほぐし
52g×各2、貝柱ほぐし身70g、紅ずわいがにほぐ
し身55g、鶏そぼろ60g×2

酒悦 山海探幸〈KM-30〉
白子 焼のり・味のり詰合せ
ギフト〈AKA-501〉

白子 有明海産のり詰合せ
ギフト〈NF-30E〉

本体5,000 円
（税込5,400円）

本体3,000 円
（税込3,240円）

●味のり27袋詰（8切5枚）
・焼のり12袋詰（8切
5枚）
×各2

●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）

073007

073008

074003

本体3,000 円
（税込3,240円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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

100

酒悦 山海探幸〈KM-35〉

074004

3,500円（税込3,780円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

3,350

円
（税込3,618円）

●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

ポイント

プレゼント

酒悦 山海探幸〈KM-50〉

074005

5,000円（税込5,400円）

本体

●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

50

ポイント

50

ニコニコのり 有明の旬
焼海苔・味海苔詰合せ

〈有明の旬-30R〉

073009

3,000円（税込3,240円）

本体

●味のり14袋詰（12切5枚）
×2、焼のり半裁2袋
詰（2切8枚）

山形屋海苔店
シールド乳酸菌入り味付海苔
5種詰合せ〈TR-300〉

073013

3,000円（税込3,240円）

本体

73

●味付海苔8切 28枚×2、焦がし醤油味付海苔・
辛口味付海苔・わさび味海苔・昆布だし塩味海苔各
8切 28枚

大森屋 舞すがた味のり卓上
詰合せ〈NA-30N〉

073010

3,000円（税込3,240円）

大森屋 舞すがた味のり卓上
詰合せ〈NA-50N〉

073011

5,000円（税込5,400円）

大森屋 卓上のり・お茶漬・
ふりかけ詰合せ〈NTF-30N〉

073012

3,000円（税込3,240円）

ポイント

プレゼント

酒悦 日本の味探幸〈NR-30〉

074007

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

本体

本体

●味付のり10切50枚×6

●味付のり10切50枚×10

●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

●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

山形屋海苔店 海苔詰合せ

山形屋海苔店 海苔詰合せ

山形屋海苔店 海苔詰合せ

日本水産 缶詰・びん詰ギフト

〈300-MSVN〉

073014

3,000円（税込3,240円）

〈400-MSVN〉

073015

4,000円（税込4,320円）

〈500-MSVN〉

073016

5,000円（税込5,400円）

〈BK-30A〉

074011

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

本体

本体

●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）

●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）

●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）

●紅ずわいがにほぐし身55g・焼鮭ほぐし・たらこ
ほぐし各50g×2

酒悦 酒寿〈YA-30〉

074008

50

ポイント

プレゼント

3,000円（税込3,240円）

プレゼント
磯じまん
日本全国うまいものめぐり〈里-30〉

074009

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

2,850

本体

早 得 価 格

●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

●伊勢青さのり・南高梅かつお各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

日本水産 缶詰・びん詰ギフト

〈BK-50A〉

074012

5,000円（税込5,400円）

本体

●紅ずわいがにほぐし脚肉かざり60g×3、焼鮭
ほぐし・たらこほぐし各50g×2、まぐろ佃煮・ほた
て時雨煮各50g

本体

円
（税込3,078円）

日本水産 びん詰ギフト

〈BA-30C〉

074013

3,000円（税込3,240円）

ポイント

プレゼント

酒悦 冷やし茶漬ごのみ

〈CA-30〉

074006

3,000円（税込3,240円）

本体

●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）

100
ポイント

プレゼント

磯じまん
日本全国うまいものめぐり〈里-50〉

074010

5,000円（税込5,400円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

4,500

円
（税込4,860円）

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

日本水産 びん詰ギフト

〈BA-50C〉

074014

5,000円（税込5,400円）

本体

本体

●焼鮭ほぐし・たらこほぐし各50g×2、まぐろ佃
煮・ほたて時雨煮各50g

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

74

和・洋菓子

和・洋菓子

100
ポイント

京都 養老軒
京のカンカンあられ〈YJ-YKA〉

075001

3,000円（税込3,240円）

中央軒煎餅
花色しおん夏〈30T〉

本体

●伊勢海老・イカホタテバター・黒豆・じゃがバター・
わさび・海苔巻き・アーモンド（サラダ味）
×各10
●賞味期限：90日
無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

3,000円（税込3,240円）

●藤紫、薄紅×各12袋●賞味期限：120日

50

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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

4,000円（税込4,320円）

本体

●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

●濃厚ジュレ105g（マンゴー×4、
ピーチ・ぶどう
×各2）、ゼリー140g（あんず・ピーチ・みかん×
各2）、ゼリー105g（チェリー・ピーチ・ぶどう・パイ
ン）●賞味期限：180日

50

075004

3,000円（税込3,240円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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）

〈SJ-30〉

076003

本体3,000 円
（税込3,240円）
●白桃ジュレ110g×7、ジュレ
（ラフランス・マン
ゴー各110g×4）●賞味期限：180日

076004

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

河内駿河屋 風さらさ〈CA-30〉

075005

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

河内駿河屋 風さらさ〈CA-50〉

075006

5,000円（税込5,400円）

本体

●わらび餅81g（本蕨・小豆・栗）、
くずもち83g
（純・桜・抹茶）、長竹くず餅・長竹わらび餅各68g
×2、水まんじゅう120g（小豆×3、抹茶×2）、栗
かのこ110g×6●賞味期限：180日

北辰フーズ 夕張メロンゼリー
エスト〈KW-9〉

076005

本体3,000 円
（税込3,240円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,700

円
（税込2,916円）

●夕張メロンゼリー125g×9

076006

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●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）

円
（税込3,078円）

150
ポイント

プレゼント

プレゼント

井村屋 クールジュレ〈CG-30〉

2,850

●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

50

プレゼント

本体

河内駿河屋 爽やかジュレ

ポイント

井村屋 マイギフト〈MG-30〉

3,000円（税込3,240円）

076002

ポイント

プレゼント

075003

Merci Doux.
デザートガーデン〈DGA-D0〉

076001

本体3,000 円
（税込3,240円）

本体

二重・全包装不可

ポイント

本体

〈CK-8SB〉

075002

申込締切 8/1
（月） お届け期間：8/10（水）迄

井村屋 涼水彩〈RS-30〉

北辰フーズ
北海道レアチーズケーキ

プレゼント
金澤兼六製菓
サマーギフトゼリー〈TKK-30R〉

創菓 京づる
フルーティギフト〈FI-30〉

金澤兼六製菓 巨峰ゼリー&
熟果ゼリープレミアム〈JP-30〉

076008

3,000円（税込3,240円）

076007

本体

本体

早得7/20（水）まで

3,000円（税込3,240円）

●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

早 得 価 格

本体

2,850

円
（税込3,078円）

●巨峰ゼリー52g×5、熟果ゼリー52g（ピーチ・
メロン・ストロベリー・オレンジ×各5）●賞味期限：
180日

150
ポイント

プレゼント

50

ポイント

プレゼント

Taishian 果実の奏〈KKA-C0〉

075007

3,000円（税込3,240円）

本体

75

●濃厚ジュレ105g（ピーチ・グレープ×各2）、ゼ
リー105g（チェリー・パイン×各2）、一口ゼリー
38g（ぶどう・梅×各2）、
フルーツ水羊羹85g（も
も・ぶどう×各2、
りんご・パイン）
●賞味期限：180日

河内駿河屋 涼きらら〈RK-30〉

075008

3,000円（税込3,240円）

創菓 京づる きらめき庵

〈KR-30〉

075009

3,000円（税込3,240円）

本体

本体

●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

●葛ゼリー70g（ぶどう・みかん・りんご×各1）、寒
天ぜんざい120g（小豆・栗×各1）、水ようかん
78g（粒×2、栗・茶×各1）、白桃ゼリー・甘夏ゼリー
70g×各1、
くずもち83g（純・桜×各1）、
わらび餅
81g（本蕨×2、小豆×1）●賞味期限：180日

豆政 京のお豆腐ぷりん・
わらび餅詰合せ〈PW-M〉

075010

3,400円（税込3,672円）

本体

●京のお豆腐ぷりん（胡麻・柚子各86g、抹茶
83g×2）、京の風流わらび餅（白95g×2、抹茶
92g）●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

北辰フーズ 夕張メロンゼリー
&クラウンメロンゼリー
食べ比べセット〈NEO-YC〉

076009

3,000円（税込3,240円）

北辰フーズ 夕張メロンゼリー
&フルーツゼリーコレクション

〈YF-12〉

076010

3,000円（税込3,240円）

本体

早得7/20（水）まで

2,700

本体

早 得 価 格

●夕張メロンゼリー・クラウンメロンゼリー各90g
×6

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

本体

円
（税込2,916円）

中山製菓 ガトーセック32個

金澤兼六製菓 バラエティ
デザートギフト〈TUB-40〉

076011

本体

〈SEG-30〉

3,000円（税込3,240円）

本体

●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

076012

4,000円（税込4,320円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

3,800

円
（税込4,104円）

●水羊羹60g（小倉×4、練り・抹茶×各2）、冷やし
栗ぜんざい80g・蜂蜜入り柚子ぜりぃ75g・プレミ
アムマンゴープリン75g×各2、加賀棒ほうじ茶ゼ
リー52g×6●賞味期限：180日
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洗剤

洗剤
花王 アタックZEROギフト

〈K・AB-30〉

077001

3,000円（税込3,300円）

本体

●アタックZERO（本体400g、詰替360g×5）

P&G ボールドジェルボール
ギフトセット〈PGJB-30B〉

花王 アタックZEROギフト

〈K・AB-40〉

077002

078001

4,000円（税込4,400円）

3,000円（税込3,300円）

P&G ボールドジェルボール
ギフトセット〈PGJB-40B〉

078002

4,000円（税込4,400円）

本体

本体

本体

●アタックZERO（本体400g×2、詰替360g×
6）

●ボールドジェルボール4D本体12個×4、
ジョイ
コンパクトオレンジ190ml×1

●ボールドジェルボール4D本体12個×5、
ジョイ
コンパクトオレンジ190ml×2

100
ポイント

花王 アタックZEROギフト

〈K・AB-50〉

077003

花王 アタック3Xギフト

〈K・AI-30〉

077005

3,000円（税込3,300円）

花王 アタック3Xギフト

〈K・AI-50〉

077006

5,000円（税込5,500円）

●ボールドジェルボール4D本体12個×6、
ジョイ
コンパクトオレンジ190ml×3

〈KAK30〉

077007

3,000円（税込3,300円）

●アタック3X（本体880g、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

●アタック3X（本体880g、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

●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

5,000円（税込5,500円）

本体
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●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

〈KWS-20〉

077010

本体

2,100円（税込2,310円）

●ホワイトセレクト上品な白い花束の香り85g×
12

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

●アタックプレミアム
（900g）
×1、
アタックプレミ
アムつめかえパック
（810g）
×4

花王 ホワイトセレクト

〈KWS-30〉

077011

3,000円（税込3,300円）

本体

●ホワイトセレクト上品な白い花束の香り85g×
18

100

50

ポイント

花王 アタックプレミアム
ギフト〈KAO-50〉

077008

5,000円（税込5,500円）

本体

●アタックプレミアム（本体900g×2・つめかえ
パック810g×7）

バスクリン きき湯オリジナル
ギフトセット〈KKY-50C〉

077012

5,000円（税込5,500円）

本体

●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）

P&G アリエール プレゼント
液体洗剤セット〈PGCG-30A〉

078005

3,000円（税込3,300円）

P&G アリエール
液体洗剤セット〈PGCG-40A〉

078006

4,000円（税込4,400円）

ポイント

P&G アリエール プレゼント
液体洗剤セット〈PGCG-50A〉

078007

5,000円（税込5,500円）

本体

本体

本体

● アリエ ー ル バイオ サ イエンスジェル（ 本 体
750g、詰替690g×2）、除菌ジョイコンパクト
175ml×3

● アリエ ー ル バイオ サ イエンスジェル（ 本 体
750g、詰替690g×4）、除菌ジョイコンパクト
175ml×2

● アリエ ー ル バイオ サ イエンスジェル（ 本 体
750g、詰替690g×5）、除菌ジョイコンパクト
175ml×3

100

50

ポイント

P&G アリエール プレゼント
液体洗剤セット〈PGLA-30A〉

078009

3,000円（税込3,300円）

ポイント

P&G アリエール プレゼント
液体洗剤セット〈PGLA-50A〉

078010

5,000円（税込5,500円）

3,000円（税込3,300円）

本体

●アタックZERO（本体400g×2、詰替360g×
8）

花王 アタック抗菌EX
スーパークリアジェルギフト

078004

078003

本体5,000 円
（税込5,500円）

本体

花王 ホワイトセレクト

077004

本体3,000 円
（税込3,300円）

本体

077009

P&G ボールドジェルボール
ギフトセット〈PGJB-50B〉

本体5,000 円
（税込5,500円）

本体

〈KAK50〉

花王 アタックプレミアム
ギフト〈KAO-30〉

プレゼント
P&G ボールド
香りのギフトセット〈PGCB-30A〉

100
ポイント

プレゼント

P&G ボールド
香りのギフトセット〈PGCB-50A〉

078008

5,000円（税込5,500円）

本体

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

50

100

プレゼント

プレゼント

ポイント

ポイント

ライオン トップ
スーパーナノックスギフト

〈LSN-30A〉

078011

3,000円（税込3,300円）

ライオン トップ
スーパーナノックスギフト

〈LSN-50A〉

078012

5,000円（税込5,500円）

本体

本体

本体

本体

● アリエ ー ル バイオ サ イエンスジェル（ 本 体
750g、詰替690g×4）

● アリエ ー ル バイオ サ イエンスジェル（ 本 体
750g、詰替690g×7）

●トップスーパーNANOX（本体400g、詰替
350g×6）

●トップスーパーNANOX（本体400g×2、詰替
350g×9）
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