ビール

ビール
サントリー ザ・プレミアム・モルツ
「夢」マスターズドリーム
（無濾過）
セット

アサヒスーパードライ缶ビールセット

〈AS-3N〉

079001

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

2,850

円（税込3,135円）

●アサヒスーパードライ
（350ml×10、500ml×2）

アサヒスーパードライ缶ビールセット

〈AS-4G〉

079003

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

4,000円（税込4,400円）

本体
本体

3,600

円（税込3,960円）

●アサヒスーパードライ
（350ml×10、500ml×5）

〈BMA3S〉

アサヒスーパードライ缶ビールセット

〈AG-35〉

079002

080001

早得7/20（水）まで

3,500円（税込3,850円）

早 得 価 格

本体

●アサヒスーパードライ
（350ml×12、500ml×2）

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

2,850

円（税込3,135円）

●ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム無濾過350ml×10

アサヒスーパードライ缶ビールセット

〈AS-5N〉

079004

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

5,000円（税込5,500円）

本体
本体

4,500

円（税込4,950円）

●アサヒスーパードライ350ml×21

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
「夢」マスターズドリーム
（無濾過）
セット

アサヒビール5種セット〈AVF-3〉

079005

本体3,000 円
（税込3,300円）

〈BMA5S〉

●アサヒスーパードライ350ml×4、
アサヒスーパードライジャパン
スペシャル（富士山デザイン）
・花鳥風月・アサヒ生ビール・アサヒ生
ビール黒生各350ml×2

080002

5,000円（税込5,500円）

本体

●ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム無濾過350ml×16

50

50

ポイント
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079006

3,000円（税込3,300円）

本体

●アサヒ生ビール
（350ml×10、500ml×2）

079007

3,000円（税込3,300円）

本体

●アサヒスーパードライ
（350ml×4、500ml×2）、
アサヒ生ビール
350ml×6

アサヒスーパードライ・
アサヒ生ビールダブルセット〈MFW-5〉

079008

5,000円（税込5,500円）

本体

●アサヒスーパードライ350ml×11、
アサヒ生ビール350ml×10

アサヒスーパードライファミリーセット

〈FS-3N〉

079009

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

2,850

円（税込3,135円）

●アサヒスーパードライ
（350ml×6、500ml×2）、Welch’
s100
280g（コンコードグレープ・オレンジ・マスカット・アップル×各2）

アサヒスーパードライファミリーセット

〈FS-4N〉

079010

4,000円（税込4,400円）

本体

●アサヒスーパードライ
（350ml×8、
500ml×4）
、
Welch's100
280g
（コンコードグレープ・オレンジ×各2、
マスカット・アップル×各1）

アサヒスーパードライファミリーセット

〈FS-5N〉

079011

5,000円（税込5,500円）

本体

●アサヒスーパードライ350ml×14、Welch’
s100 280g（コン
コードグレープ・オレンジ×各4、
マスカット・アップル×各3）

080003

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

2,880

円（税込3,168円）

ポイント

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット〈BPC4S〉

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット〈BPC5S〉

080004

080005

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

4,000円（税込4,400円）

本体
本体

3,600

円（税込3,960円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

プレゼント

5,000円（税込5,500円）

本体
本体

4,700

円（税込5,170円）

●ザ・プレミアム・モルツ350ml×12

●ザ・プレミアム・モルツ350ml×15

●ザ・プレミアム・モルツ350ml×19

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
夏の限定ファミリーセット〈FC3S〉

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
夏の限定ファミリーセット〈FC4S〉

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
夏の限定ファミリーセット〈FC5S〉

080006

080007

080008

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

2,850

円（税込3,135円）

●ザ・プレミアム・モルツ
（350ml×5、醸造家の贈り物350ml×4）、
なっちゃんプレミアム100（オレンジ・りんご・白ぶどう各290g×2）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

4,000円（税込4,400円）

本体
本体

3,600

円（税込3,960円）

●ザ・プレミアム・モルツ
（350ml×6、醸造家の贈り物350ml×6）、
なっちゃん100（オレンジ・りんご・白ぶどう各290g×2）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

5,000円（税込5,500円）

本体
本体

4,500

円（税込4,950円）

●ザ・プレミアム・モルツ
（350ml×8、醸造家の贈り物350ml×6）、
なっちゃん100（オレンジ・りんご各290g×4、白ぶどう290g×3）

20
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歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
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アサヒ生ビールギフトセット〈MF-3N〉

アサヒスーパードライ・
アサヒ生ビールダブルセット〈MFW-3〉

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット〈BPC3S〉

プレゼント

80

ビール

ビール
サッポロ ヱビスビール缶セット〈YE3D〉

サッポロ ヱビスビール缶セット〈YE4D〉

キリン一番搾り生ビールセット〈K-IS3〉

キリン一番搾り生ビールセット〈K-IS35〉

081001

081002

082001

082002

本体

早 得 価 格

本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

2,850

円（税込3,135円）

●ヱビスビール350ml×12

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

4,000円（税込4,400円）

本体
本体

3,600

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

●ヱビスビール
（350ml×13、500ml×2）

本体5,000 円
（税込5,500円）

本体

4,500

円（税込4,950円）

●ヱビスビール350ml×20

サッポロ ヱビス季節味わい
3種セット〈YPA3D〉

サッポロ ヱビス季節味わい
3種セット〈YPA5DT〉

081005

081006

早得7/20（水）まで

81

早 得 価 格

本体

2,850

円（税込3,135円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

5,000円（税込5,500円）

本体
本体

4,500

円（税込4,950円）

本体

2,850

円（税込3,135円）

キリン一番搾り生ビールセット〈K-IS5〉

キリン 一番搾りプレミアムセット〈K-PI3〉

サッポロ ヱビスファミリーセット〈YKFM3〉

082003

082004

082005

081004

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体

早得7/20（水）まで

本体4,000 円
（税込4,400円）

本体

3,600

円（税込3,960円）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体5,000 円
（税込5,500円）

本体

4,500

円（税込4,950円）

●ヱビスビール350ml×8、つぶたっぷり贅沢みかん300g×3、キ
レートレモン155ml×4

●キリン一番搾り生ビール
（350ml×14、500ml×2）

●キリン一番搾り生ビール350ml×21

サッポロ ヱビスファミリーセット〈YKFM5〉

キリン一番搾り生ビール・一番搾り
プレミアム飲みくらべセット〈K-NIP3〉

キリン一番搾り生ビール・一番搾り
プレミアム飲みくらべセット〈K-NIP5〉

081007

082006

082007

5,000円（税込5,500円）

本体

3,000円（税込3,300円）

本体

5,000円（税込5,500円）

本体

サッポロ ヱビス5種の味わい
セット〈YPV4D〉

サッポロ ヱビス5種の味わい
セット〈YPV5DT〉

キリンファミリーセット〈K-FM3〉

081008

081009

081010

082010

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

2,850

円（税込3,135円）

●ヱビスビール350ml×4、ヱビス350ml（ザ・ホップ×2、
プレミア
ムホワイト×2、
プレミアムエール×2、
プレミアムブラック×2）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

本体

3,600

円（税込3,960円）

●ヱビスビール350ml×3、ヱビス350ml（ザ・ホップ×3、
プレミア
ムホワイト×3、
プレミアムエール×3、
プレミアムブラック×3）

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

●キリン一番搾り生ビール
（350ml×4、500ml×2）、一番搾りプレ
ミアム350ml×6

5,000円（税込5,500円）

本体
本体

4,500

円（税込4,950円）

●ヱビスビール・ヱビス ザ・ホップ各350ml×7、ヱビス プレミアム
350ml（ホワイト×2、
エール×2、
ブラック×2）

キリン 一番搾りプレミアムセット〈K-PI4〉

082009

4,000円（税込4,400円）

本体

●一番搾りプレミアム350ml×15

●キリン一番搾り生ビール350ml×8、一番搾り プレミアム350ml
×12

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

本体
本体

2,850

円（税込3,135円）

●一番搾りプレミアム350ml×12

サッポロ ヱビス5種の味わい
セット〈YPV3D〉

4,000円（税込4,400円）

円（税込3,465円）

キリン一番搾り生ビールセット〈K-IS4〉

●ヱビスビール350ml×14、つぶたっぷり贅沢みかん300g×6、
キレートレモン155ml×5

本体

3,150

●キリン一番搾り生ビール
（350ml×12、500ml×2）

●ヱビスビール350ml×6、ヱビス350ml（ザ・ホップ×8、
プレミア
ムホワイト×6）

3,000円（税込3,300円）

3,500円（税込3,850円）

●キリン一番搾り生ビール
（350ml×10、500ml×2）

●ヱビスビール350ml×4・ヱビス350ml（ザ・ホップ×4、
プレミア
ムホワイト×4）

本体

早得7/20（水）まで

2,850

円（税込3,135円）

●キリン一番搾り生ビール350ml×10、キリン ハイパー100（オ
レンジ・アップル・グレープ各190g×2）

キリン 一番搾りプレミアムセット〈K-PI5〉

082008

5,000円（税込5,500円）

本体

●一番搾りプレミアム350ml×20

キリンファミリーセット〈K-FM5〉

082011

早得7/20（水）まで

早 得 価 格

5,000円（税込5,500円）

本体
本体

4,500

円（税込4,950円）

●キリン一番搾り生ビール350ml×16、キリン ハイパー100（オ
レンジ・アップル・グレープ・マンゴーブレンド・パインアップル各190g
×2）
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3,000円（税込3,300円）

本体

早 得 価 格

円（税込3,960円）

サッポロ ヱビスビール缶セット〈YE5DT〉

081003

早得7/20（水）まで

3,000円（税込3,300円）

本体
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焼酎・洋酒

日本酒・ワイン
賀茂鶴酒造 大吟醸
特製ゴールド賀茂鶴〈GK-B2〉

083002

5,000円（税込5,500円）

本体

●大吟醸特製ゴールド賀茂鶴720ml×2

月桂冠 大吟醸飲みくらべ
3本詰セット〈7GCD-50〉

083001

本体5,000 円
（税込5,500円）
●雄町純米大吟醸・山田錦大吟醸・五百万石純米
大吟醸 各720ml

越後お福正宗 越後爽涼酒
3本詰合せ〈OSS-3XA〉

083006

83

●越後お福正宗 爽麗越の吟醸・純米酒・越後の冷
酒生貯蔵酒各720ml

083007

4,000円（税込4,400円）

083004

3,000円（税込3,300円）

本体

●しぼりたて・大吟醸・純米各720ml

玉乃光 純米吟醸
蔵元直送ギフト〈KNI-38〉

083008

3,800円（税込4,180円）

5,000円（税込5,500円）

●特上大魔王 芋36°600ml

菊正宗
夏の飲み比べセット〈キクHB30〉

小正醸造 鹿児島限定
いも焼酎3本セット〈YKA-34〉

井上酒造 百助
飲みくらべセット

本体3,000 円
（税込3,300円）

本体3,400 円
（税込3,740円）

本体

●生もと樽酒・生もと大吟醸生貯蔵酒・生もと生貯
蔵酒各720ml

● 薩 摩 屋 敷・薩 摩 剣 士・篤 姫 の 想ひ 各 芋 2 5 °
900ml

●百助高精白 麦25°
・初代百助 麦25°
・百助濃香
麦25°各720ml

083005

越の誉 大吟醸生酒宅配セット

083009

5,500円（税込6,050円）

●越の誉 大吟醸生酒720ml×3●賞味期限：冷
蔵180日
冷蔵

二重・全包装不可

無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

50

フランスボルドー金賞受賞
赤ワイン2本セット〈ES-30D〉

083010

3,000円（税込3,300円）

083011

3,000円（税込3,300円）

本体

早得7/20（水）まで

2,880

本体

早 得 価 格

●シャトー ラリー タゴ 2019・シャトー ピレバー
ル 2019 各750ml

●シャトー ピエール ルーセル 2020・シャトー
ギルボ プレザンス 2018 各750ml

本体

円
（税込3,168円）

二重・全包装不可

櫻の郷酒造 無月 雅

井上酒造 神武 琥珀

本体3,000 円
（税込3,300円）

本体3,000 円
（税込3,300円）

●無月雅麦40°720ml

●神武琥珀麦25°720ml

084005

084006

正春酒造 甕壺 黒正春
黒麹仕込 1．
8L

084007

5,000円（税込5,500円）

本体

●本格芋焼酎 黒正春 甕入25°1.8L柄杓付
無地・中元短冊のしのみ可

名入れ不可

二重・全包装不可

084004

3,500円（税込3,850円）

薩州濵田屋 本格梅酒
なゝこ梅酒

084008

5,000円（税込5,500円）

本体

●本格梅酒17°720ml

50

ポイント

ポイント

プレゼント

フランスボルドー金賞受賞
赤白ワイン2本セット〈ES-30E〉

084003

〈KDN-55〉
本体

名入れ不可

3,850円（税込4,235円）

●甕貯蔵兼重本格芋焼酎25°720ml×2

●純米大吟醸原酒・大吟醸生貯蔵酒・純米大吟醸
酒各720ml

●玉乃光 純米吟醸720ml（祝100％・蔵元直送
なまざけ）●賞味期限：冷蔵180日
冷蔵
無地・中元短冊のしのみ可

084002
本体

本体

二重・全包装不可

4,300円（税込4,730円）

濵田酒造 特上大魔王

本体

●純米大吟醸備前雄町100％・純米吟醸なまざ
け各720ml●賞味期限：冷蔵180日
冷蔵
名入れ不可

084001

本体

本体

無地・中元短冊のしのみ可

薩州濵田屋 兼重芋2本セット

083003

プレゼント

イタリア赤白ワイン2本セット

〈ES-30C〉

フランスボルドー金賞受賞
赤ワイン木箱入3本セット〈ES-50〉

083013

5,000円（税込5,500円）

083012

本体

本体

早 得 価 格

3,000円（税込3,300円）

●ポレッティトレッビアーノロマーニャビアンコ・
ポレッティサンジョヴェーゼロマーニャロッソ各
750ml

早得7/20（水）まで

本体

4,900

円
（税込5,390円）

●シャトー カンティヤック 2019・シャトー ドーリ
ベイ 2019・シャトー ド リー 2019各750ml

バランタインマスターズ

〈YBMSTN〉

ジェントルマンジャック

〈GJ-G〉

084009

3,350円（税込3,685円）

084010

5,000円（税込5,500円）

本体

早得7/20（水）まで

4,980

本体

早 得 価 格

●ジェントルマンジャック40°750ml

●バランタインマスターズ40°700ml

本体

円
（税込5,478円）

バランタイン17年
トリビュートリリース〈YB17T〉

084011

10,000円（税込11,000円）

本体

●バランタイン17年トリビュートリリース 48°
700ml
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3,333円（税込3,666円）

本体

玉乃光 純米吟醸
蔵元直送ギフト〈KTO-40〉

月桂冠 美酒飲みくらべ
3本詰セット〈7GC-30〉

辰馬本家酒造 黒松白鹿
「夏ざかり」セット〈KM-50〉
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