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送料別途送料込み

華優雅 
えびせんギフト 〈EYG-B〉 
申込
番号 W20-64 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/158×267×40mm ●内容/赤えびせんべい1枚×5･え
びせん（うず巻）15g･えびせん（えび松風）15g×各1 【小麦･エビ】 
●入数/30 ●賞味期限/360日   30YYY

本体価格 ★

20%
OFF

割引
価格 ￥1,296(税込)

(税抜 ￥1,200)

HOKKORI
2020

MAISON DE FAMILLE 
洋菓子ギフト 〈MZF-D〉 
申込
番号 W20-41 税

込¥5,400 ¥5,000
●箱サイズ/220×340×70mm ●内容/バームクーヘン（プレーン
･チョコ）×各4･アイシングクッキー･デザイン皿（φ12×H2㎝、材質:
磁器）×各2 【卵･乳･小麦】 ●入数/10 ●賞味期限/150日 
  40YYY

本体価格 ★

トーラク 
ガトーシンフォニー 〈GTE-30〉 
申込
番号 W20-42 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/326×354×40mm ●内容/ジャージー牛乳プリン（カ
ラメルソース付き）61g（ソース3g）･レアチーズケーキ62g･宇治抹
茶プリン60g･ベルギーチョコレートプリン61g×各2･ミルフィーユ
×3･フィナンシェ プレーン･フィナンシェ チョコ×各2･苺のトリュフ
45g×1 【卵･乳･小麦】 ●入数/4 ●賞味期限/130日   47YYY

本体価格 ★

金澤兼六製菓 
柔らか羊羹& 
加賀棒ほうじ茶ゼリー 〈BHY-30〉 
申込
番号 W20-43 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/385×348×35mm ●内容/柔らか羊羹練り60g×8･
柔らか羊羹小倉60g･柔らか羊羹抹茶60g･加賀棒ほうじ茶ゼリー
52g×各4 ●入数/8 ●賞味期限/180日   40YYY

本体価格 ★

華優雅 
えびせんギフト 〈EYG-E〉 
申込
番号 W20-44 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/265×400×42mm ●内容/赤えびせんべい1枚×
10･えびせん（うず巻）15g･えびせん（えび松風）15g×各2 

【小麦･エビ】 ●入数/10 ●賞味期限/360日   28YYY

本体価格 ★

キーコーヒー 
インスタントミックス  
スティックバラエティギフト 〈KIM-30A〉 
申込
番号 W20-45 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/353×404×32mm ●内容/カフェ･オ･レ16.1g･レモ
ンティー15g×各8･キャラメルラテ14g･抹茶ラテ15g×各7 【乳】 
●入数/6 ●賞味期限/360日   43YYY

本体価格 ★

AGF 
コーヒーセレクションギフト 〈CA-30N〉 
申込
番号 W20-46 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/345×304×69mm ●内容/インスタントコーヒー ブ
ラジル･ブレンド65g･インスタントコーヒー スペシャル･ブレンド
65g･ハンディドリップ モカ･ブレンド5P･ハンディドリップ キリマン
ジャロ･ブレンド5P･紅茶オレ4P･ココア･オレ4P×各1･カフェオレ 
深煎珈琲仕立て4P×2 【乳】 ●入数/6 ●賞味期限/390日 
  45NYY

本体価格 ★

AGF 
「ブレンディ®」スティック ウィンター 
カフェオレコレクション 〈BW-30N〉 
申込
番号 W20-47 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/316×456×27mm ●内容/カフェオレ 深煎珈琲仕立
て14g×5･カフェオレ 深煎珈琲仕立て 甘さひかえ12g×12･紅茶
オレ11g×5･抹茶オレ12g×6･リッチ はちみつカフェオレ10g･リッ
チ ココア･オレ11g×各10 【乳】 ●入数/6 ●賞味期限/390日 
  45NYY

本体価格 ★

野村屋 
長崎手延麺 あごだしセット 〈KUH-30〉 
申込
番号 W20-49 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/220×390×50mm ●内容/手延うどん200g×4･手
延そば200g×2･あごだし10g×10 【小麦･そば】 ●入数/5 
●賞味期限/365日   40YYY

本体価格 ★

年越し 迎春セット 〈TUS-30AJ〉 
申込
番号 W20-50 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/208×380×35mm ●内容/阿波そば50g･讃岐うど
ん50g×各8･めんつゆ30㎖×4 【小麦･そば】 ●入数/10 
●賞味期限/365日   36YYY

本体価格 ★

ユーテックコーポレーション 
和麺彩時記 〈WT-30〉 
申込
番号 W20-51 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/220×440×30mm ●内容/そば100g･うどん100g
×各9 【小麦･そば】 ●入数/8 ●賞味期限/365日   48YYY

本体価格 ★

味の素&白子･アマノフーズ 〈J-30〉 
申込
番号 W20-52 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/242×357×45mm ●内容/味の素ほんだし（8g×7）
×1･白子味のり8切5枚×2･アマノフーズ減塩いつものおみそ汁

（なす）9g･アマノフーズ減塩いつものおみそ汁（なめこ）8g･永谷園
お茶づけ海苔（4.7g×3）･永谷園お吸いもの松茸風味（2.3g×3）･国
内製造韓国海苔8切6枚･ホテイ液切りいらずのしっとりツナ油漬
55g×各1 【乳･小麦･エビ】 ●入数/14 ●賞味期限/365日 
  30YYY

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

本体価格 ★

磯じまん 
佃煮詰合せ 〈RK-30〉 
申込
番号 W20-53 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/195×290×70mm ●内容/磯のり115g･昆布70g･
黒毛和牛の肉みそ90g･雪の下95g･鯛みそ105g･しいたけ90g･
刻み生姜煮95g×各1 【乳･小麦】 ●入数/4 
●賞味期限/540日   45NYY

本体価格 ★
南紀梅干 
紀州晩稲梅 〈OS30〉 
申込
番号 W20-54 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/270×210×33mm 
●内容/晩稲梅（塩分約8%）16g×16 ●入数/12 
●賞味期限/180日   48YYY

本体価格 ★

キッコーマン&味の素 
ヘルシーセット 〈AKH-50R〉 
申込
番号 W20-55 税

込¥5,400 ¥5,000
●箱サイズ/255×377×75mm ●内容/キッコーマンいつでも新
鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖×3･味の素さらさらキャノーラ油健
康プラス600g×2 【小麦】 ●入数/6 ●賞味期限/360日 
  36YYY

本体価格 ★

味の素オイル&はごろもシーフード  
バラエティギフト 〈COB-30A〉 
申込
番号 W20-56 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/269×412×61mm ●内容/味の素さらさらキャノー
ラ油健康プラス350g･コーン胚芽油350g×各2･シーチキンマイル
ドキャノーラ70g×1･宝幸 ライトツナフレークまぐろ油漬70g×2 
●入数/8 ●賞味期限/720日 
取扱期間:11月1日～12月15日   40YYY

本体価格 ★

キッコーマン いつでも新鮮& 
ヤマキバラエティギフト 〈NPE-30A〉 
申込
番号 W20-57 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/243×426×74mm ●内容/キッコーマンいつでも新
鮮料理人直伝極み（白だし･つゆ）各450㎖、ヤマキ（白だし･つゆ）各
300㎖、和の極み 綿実油350g×2 【小麦】 ●入数/5 ●賞味期限
/360日 取扱期間:11月1日～12月15日   44YYY

本体価格 ★

日清オイリオ 
オイルバラエティギフト 〈ARY-30〉 
申込
番号 W20-58 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/219×429×64mm ●内容/日清ヘルシーベジオイル
350g･日清キャノーラ油E350g･日清エキストラバージンオリーブ
オイル200g×各2 ●入数/6 ●賞味期限/720日 
取扱期間:11月1日～12月15日   44YYY

本体価格 ★

ゴディバ 
ゴールドコレクション 12粒入 〈201177〉 
申込
番号 W20-62 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/137×180×33mm ●内容/チョコレート×12 

【乳･小麦】 ●入数/24 ●賞味期限/製造日より210日   65NYY

本体価格 ★

モロゾフ 
ロイヤルタイム 〈MO-1209〉 
申込
番号 W20-63 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/280×480×51mm ●内容/ゴールデンファンシーチョ
コレート×24･アルカデイア（アーモンド）70g･アルカデイア（カシュ
ーナッツ）70g×各1･ファヤージュ（アーモンド&ミルクチョコレート･
アーモンド&ホワイトチョコレート）×各4･ファヤージュ（ヘーゼルナ
ッツ&スイートチョコレート）×2･ミルフィーユショコラ×8 

【卵･乳成分･小麦】 ●入数/5 ●賞味期限/225日   55NYY

本体価格 ★

上野凮月堂 
プティゴーフル 〈FPG-15N〉 
申込
番号 W20-65 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/235×300×48mm ●内容/プティゴーフル（バニラ･
ストロベリー･チョコレート）×18 【卵･乳･小麦】 ●入数/10 
●賞味期限/180日   60YYY

本体価格 ★

キーコーヒー 
ドリップオン･ 
レギュラーコーヒーギフト 〈KDV-20M〉 
申込
番号 W20-68 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/330×225×75mm ●内容/スペシャルブレンド（8g×
5袋）･モカブレンド（8g×5袋）･キリマンジェロブレンド（8g×5袋）･
コロンビアブレンド（8g×5袋）×各1 ●入数/10 
●賞味期限/540日   52YYY

本体価格 ★

AGF 
「グランデージ®」 
ドリップコーヒーギフト 〈GD-20N〉 
申込
番号 W20-69 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/199×282×63mm ●内容/ハンディドリップ ブラジ
ル5P･ハンディドリップ エチオピア5P･ハンディドリップ タンザニア
5P×各1 ●入数/12 ●賞味期限/480日   50NYY

本体価格 ★

AGF 
「ブレンディ®カフェラトリー®」 
スティック 〈CPS-20N〉 
申込
番号 W20-70 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/234×384×27mm ●内容/プレミアム 贅沢カフェモ
カ20g･プレミアム 贅沢カプチーノ20g･プレミアム 贅沢キャラメ
ルマキアート20g×各4･プレミアム 贅沢カフェラテ20g×6 【乳】 
●入数/6 ●賞味期限/750日   52NYY

本体価格 ★

神田川俊郎監修 味和心 
お味噌汁ギフト【蓮】 〈FK-C〉 
申込
番号 W20-71 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/200×345×40mm ●内容/しじみフリーズドライ味噌
汁･きのこフリーズドライ味噌汁･茄子フリーズドライ味噌汁･豚汁フ
リーズドライ味噌汁×各2 【乳･小麦】 ●入数/20 
●賞味期限/360日   40YYY

本体価格 ★

64℃ スープギフト 〈M-S15〉 
申込
番号 W20-72 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/120×210×60mm ●内容/コーンスープ17g･中華
わかめスープ3g･洋風オニオンスープ7g･欧風野菜スープ10g×各
3 【乳･小麦】 ●入数/27 ●賞味期限/360日   30YYY

本体価格 ★

ゆく年くる年 〈YKR-10〉 
申込
番号 W20-73 税

込¥1,080 ¥1,000
●箱サイズ/205×267×25mm ●内容/うどん100g･そば100g
×各2･めんつゆ8.5g×4 【小麦･そば】 
●入数/20 ●賞味期限/365日   46YYY

10%
OFF

割引
価格 ￥972(税込)

(税抜 ￥900)

本体価格 ★

よし井 
年越･迎春･招福セット 〈FNB-25〉 
申込
番号 W20-74 税

込¥2,700 ¥2,500
●箱サイズ/320×420×45mm ●内容/信州そば120g･細うどん
120g×各3･杵つき丸餅330g×1･めんつゆ30㎖×6 【小麦･そば】 
●入数/6 ●賞味期限/365日   44YYY

5%
OFF

割引
価格 ￥2,565(税込)

(税抜 ￥2,375)

本体価格 ★

やま磯 
味ぐるめギフト 〈アジグルメ-20R〉 
申込
番号 W20-75 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/298×278×78mm ●内容/味付のり8切32枚･しそ
風味のり8切32枚×各2･のり茶漬（5.5g×4袋）･のりふりかけ（5g×
4袋）×各1 【卵･乳･小麦･エビ】 ●入数/6 ●賞味期限/450日 
  50YYY

本体価格 ★

日清オイリオ 
ヘルシーオイルギフト 〈OP-20〉 
申込
番号 W20-76 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/216×306×58mm ●内容/ヘルシーキャノーラ油
350g×2･キャノーラ油ヘルシーライト350g･ヘルシーベジオイル
350g各1 ●入数/6 ●賞味期限/760日   46NYY

本体価格 ★

NEW日清& 
だしバラエティセット 〈NDA-25D〉 
申込
番号 W20-77 税

込¥2,700 ¥2,500
●箱サイズ/255×305×75mm ●内容/日清キャノーラ油380g･
日の出みりんタイプ調味料500㎖･シマヤだしの素粉末（10g×6
袋）･シマヤ焼きあごだし（8g×6袋）･白子お茶漬サラサラ鮭（5.4g×
4袋）×各1 【乳･小麦】 ●入数/10 ●賞味期限/360日   36YYY

本体価格 ★

キッコーマン& 
調味料バラエティセット 〈OMK-25〉 
申込
番号 W20-78 税

込¥2,700 ¥2,500
●箱サイズ/255×305×75mm ●内容/キッコーマンいつでも新
鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖･コーミトマトケチャップ特級300g･
日の出料理酒500㎖･昭和キャノーラ油300g×各1 【小麦】 
●入数/10 ●賞味期限/360日   36YYY

本体価格 ★

ギフト工房 
アリエール快適部屋干しギフト 〈ALD-25G〉 
申込
番号 W20-79 税

込¥2,750 ¥2,500
●箱サイズ/164×230×275mm ●内容/P&Gアリエールジェル
リビングドライ910g･P&Gアリエールジェルボール18個･P&Gアリ
エールジェルボール（詰替）18個×各1 ●入数/6   36YYY

本体価格

ライオン 
トップ  
スーパーナノックスギフト 〈LSN-15A〉 
申込
番号 W20-80 税

込¥1,650 ¥1,500
●箱サイズ/238×280×78mm ●内容/トップスーパーナノックス
400g･詰替350g･チャーミーマジカ酵素プラスグリーン220㎖･チ
ャーミーマジカ酵素プラスピンク220㎖×各1 ●入数/5   50YYY

本体価格

クリアランドリー&キッチンセット 〈KR-25D〉 
申込
番号 W20-81 税

込¥2,750 ¥2,500
●箱サイズ/132×195×226mm ●内容/花王アタック（24g×3P）
×1･花王アタック（24g×10P）×2･オレンジマイルドコンパクト270
㎖･キッチンクリーナー24枚入･ライオンリード冷凍も冷蔵も新鮮保
存バッグ（S3枚）･ネットスポンジ1P×各1 ●入数/8   36YYY

本体価格

ギフト工房 
ボールド香りのお洗濯セット 〈KBS-30JP〉 
申込
番号 W20-61 税

込¥3,300 ¥3,000
●箱サイズ/188×290×280mm ●内容/P&Gボールドジェル
850g･P&Gボールドジェル（詰替）715g･P&Gボールドジェルボー
ル18個･P&Gボールド香りのおしゃれ着洗剤500g･P&Gボールド
香りのおしゃれ着洗剤（詰替）400g×各1 ●入数/4   36YYY

本体価格

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

10%
OFF

割引
価格 ￥2,916(税込)

(税抜 ￥2,700)

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

10%
OFF

割引
価格 ￥1,944(税込)

(税抜 ￥1,800)
10%

OFF

割引
価格 ￥1,944(税込)

(税抜 ￥1,800)

井桁堂 
ガトーセレクション 中 〈152〉 
申込
番号 W20-66 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/235×325×55mm ●内容/ダックワーズ キャラメル･ダ
ックワーズ 抹茶･ダックワーズ カフェ･ダックワーズ プラリネ×各1･フ
ィナンシェ 抹茶･フィナンシェ ショコラ･フィナンシェ 紅茶･フィナンシ
ェ プレーン×各2 【卵･乳･小麦】 
●入数/6 ●賞味期限/150日   50NYY

本体価格 ★

亀田製菓 
おもちだま SS 〈18254〉 
申込
番号 W20-67 税

込¥1,080 ¥1,000
●箱サイズ/236×236×90mm ●内容/サラダ餅･しょうゆ餅･チー
ズ餅･えび餅･海苔巻餅･アソート詰め×152g 【乳･小麦･エビ】 
●入数/4 ●賞味期限/180日   46NYY

本体価格 ★

神戸浪漫 
スイーツセレクション 〈SS-30〉 
申込
番号 W20-48 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/293×423×53mm ●内容/チョコブラウニー×5･フロ
ランタンツイストパイ･チョコインクッキー･チーズスクエアパイ･ショ
コラスクエアパイ×各4･ショコラフロランタンツイストパイ×3･チョコ
ッツェル×6 【卵･乳･小麦】 ●入数/8 ●賞味期限/120日   43YYY

本体価格 ★

送料込み

送料込み

送料込み
送料込み

送料込み
送料込み

送料込み 送料込み

送料込み
送料込み

送料込み

送料込み 送料込み 送料込み

送料込み 送料込み 送料込み 送料込み

10%
OFF

割引
価格 ￥2,916(税込)

(税抜 ￥2,700)

割引
価格 ￥3,780(税込)

(税抜 ￥3,500)
30%

OFF

15%
OFF

割引
価格 ￥2,754(税込)

(税抜 ￥2,550)

5%
OFF

割引
価格 ￥3,078(税込)

(税抜 ￥2,850) 送料込み

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途 送料別途

送料別途

送料別途

送料別途 送料別途 送料別途 送料別途

送料別途 送料別途 送料別途

送料別途

送料別途 送料別途 送料別途 送料別途

10%
OFF

割引
価格 ￥972(税込)

(税抜 ￥900)

20%
OFF

割引
価格 ￥1,296(税込)

(税抜 ￥1,200)

10%
OFF

割引
価格 ￥1,944(税込)

(税抜 ￥1,800)

30%
OFF

割引
価格 ￥1,890(税込)

(税抜 ￥1,750)

30%
OFF

割引
価格 ￥1,890(税込)

(税抜 ￥1,750)

30%
OFF

割引
価格 ￥1,925(税込)

(税抜 ￥1,750)
ギフト工房 
アリエール&ジョイセット 〈AJS-40〉 
申込
番号 W20-59 税

込¥4,400 ¥4,000
●箱サイズ/172×295×280mm ●内容/P&Gアリエールジェル
750g×1･P&Gアリエールジェル（詰替）690g×2･P&Gアリエール
ジェル部屋干し用750g･P&Gアリエールジェル部屋干し用（詰替）
690g×各1･P&G除菌ジョイ175㎖×2 ●入数/3 
取扱期間:11月中旬～   42YYY

本体価格

10%
OFF

割引
価格 ￥3,960(税込)

(税抜 ￥3,600) 送料込み
ギフト工房 
抗菌除菌･アリエール& 
ジョイセット 〈SAJ-30F〉 
申込
番号 W20-60 税

込¥3,300 ¥3,000
●箱サイズ/150×248×280mm ●内容/P&Gアリエールジェル
750g･P&Gアリエールジェル（詰替）690g･抗菌･消臭ソフター
EX400g･抗菌･消臭ソフターEX（詰替）350g･P&G除菌ジョイ175
㎖･洗たく槽クリーナーEX100g×各1 ●入数/4 
取扱期間:11月中旬～   40YYY

本体価格

20%
OFF

割引
価格 ￥2,640(税込)

(税抜 ￥2,400) 送料込み

※当社では、個人情報を厳重に管理し、法律の規定による場合、お客様の許可ある場合を除き外部に提供することは一切ございませんのでご安心下さい。
送料別途の商品の送料につきましては、係員におたずね下さい。

● 配達日の指定は、出来ない商品がございます。あらかじめご了承下さい。
● 商品は、十分にご用意していますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。
　 また、やむを得ない事情により変更や中止になる場合がございます。
● 商品の色につきましては印刷物の為、現物と多少異なる場合がございます、ご了承下さい。
● イメージ写真に使用されている、器・鍋等は、お届けする商品には含まれません。
● 食品について、製造・生産日より賞味期限が90日以内の商品は、保存状態（常温・冷蔵・冷凍）と
　 賞味日数を記載しています。
● 同一住所のお届け先様に異なる商品をお申し込みいただいた場合、お届け日が異なる場合がございます。
● 青果・生鮮品は気象条件等により受付期間終了を早めたり、
    お届けを遅らせていただくことがございますのでご了承ください。
● 「あいさつ状」や「手紙」は、ギフト商品と同送することはできませんのでご了承下さい。
● ★は軽減税率の適用対象商品となります。

簡易包装での
お届けになります。

● 食品衛生法に基づいて食品アレルギー物質7品目［卵・乳・小麦・そば・落花生・
　えび・かに］を含む商品にはその表示をしています。

※沖縄・北海道・離島にお届けの場合は、
　別途送料がかかります。但し場所により　
　お届けできない場合がございますので
　係員におたずね下さい。

必ずお読み下さい

アレルギー物質の表示について

配送
形態例

※沖縄・北海道・離島にお届けの場合は、　別途送料がかかります。

ご注文は令和2年12月11日（金）
までにお願いします



ボールドジェル・ジェルボール

アリエールジェル・ボールドジェル

送料別途送料込み

華優雅 
えびせんギフト 〈EYG-B〉 
申込
番号 W20-64 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/158×267×40mm ●内容/赤えびせんべい1枚×5･え
びせん（うず巻）15g･えびせん（えび松風）15g×各1 【小麦･エビ】 
●入数/30 ●賞味期限/360日   30YYY

本体価格 ★

20%
OFF

割引
価格 ￥1,296(税込)

(税抜 ￥1,200)

HOKKORI
2020

MAISON DE FAMILLE 
洋菓子ギフト 〈MZF-D〉 
申込
番号 W20-41 税

込¥5,400 ¥5,000
●箱サイズ/220×340×70mm ●内容/バームクーヘン（プレーン
･チョコ）×各4･アイシングクッキー･デザイン皿（φ12×H2㎝、材質:
磁器）×各2 【卵･乳･小麦】 ●入数/10 ●賞味期限/150日 
  40YYY

本体価格 ★

トーラク 
ガトーシンフォニー 〈GTE-30〉 
申込
番号 W20-42 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/326×354×40mm ●内容/ジャージー牛乳プリン（カ
ラメルソース付き）61g（ソース3g）･レアチーズケーキ62g･宇治抹
茶プリン60g･ベルギーチョコレートプリン61g×各2･ミルフィーユ
×3･フィナンシェ プレーン･フィナンシェ チョコ×各2･苺のトリュフ
45g×1 【卵･乳･小麦】 ●入数/4 ●賞味期限/130日   47YYY

本体価格 ★

金澤兼六製菓 
柔らか羊羹& 
加賀棒ほうじ茶ゼリー 〈BHY-30〉 
申込
番号 W20-43 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/385×348×35mm ●内容/柔らか羊羹練り60g×8･
柔らか羊羹小倉60g･柔らか羊羹抹茶60g･加賀棒ほうじ茶ゼリー
52g×各4 ●入数/8 ●賞味期限/180日   40YYY

本体価格 ★

華優雅 
えびせんギフト 〈EYG-E〉 
申込
番号 W20-44 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/265×400×42mm ●内容/赤えびせんべい1枚×
10･えびせん（うず巻）15g･えびせん（えび松風）15g×各2 

【小麦･エビ】 ●入数/10 ●賞味期限/360日   28YYY

本体価格 ★

キーコーヒー 
インスタントミックス  
スティックバラエティギフト 〈KIM-30A〉 
申込
番号 W20-45 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/353×404×32mm ●内容/カフェ･オ･レ16.1g･レモ
ンティー15g×各8･キャラメルラテ14g･抹茶ラテ15g×各7 【乳】 
●入数/6 ●賞味期限/360日   43YYY

本体価格 ★

AGF 
コーヒーセレクションギフト 〈CA-30N〉 
申込
番号 W20-46 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/345×304×69mm ●内容/インスタントコーヒー ブ
ラジル･ブレンド65g･インスタントコーヒー スペシャル･ブレンド
65g･ハンディドリップ モカ･ブレンド5P･ハンディドリップ キリマン
ジャロ･ブレンド5P･紅茶オレ4P･ココア･オレ4P×各1･カフェオレ 
深煎珈琲仕立て4P×2 【乳】 ●入数/6 ●賞味期限/390日 
  45NYY

本体価格 ★

AGF 
「ブレンディ®」スティック ウィンター 
カフェオレコレクション 〈BW-30N〉 
申込
番号 W20-47 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/316×456×27mm ●内容/カフェオレ 深煎珈琲仕立
て14g×5･カフェオレ 深煎珈琲仕立て 甘さひかえ12g×12･紅茶
オレ11g×5･抹茶オレ12g×6･リッチ はちみつカフェオレ10g･リッ
チ ココア･オレ11g×各10 【乳】 ●入数/6 ●賞味期限/390日 
  45NYY

本体価格 ★

野村屋 
長崎手延麺 あごだしセット 〈KUH-30〉 
申込
番号 W20-49 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/220×390×50mm ●内容/手延うどん200g×4･手
延そば200g×2･あごだし10g×10 【小麦･そば】 ●入数/5 
●賞味期限/365日   40YYY

本体価格 ★

年越し 迎春セット 〈TUS-30AJ〉 
申込
番号 W20-50 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/208×380×35mm ●内容/阿波そば50g･讃岐うど
ん50g×各8･めんつゆ30㎖×4 【小麦･そば】 ●入数/10 
●賞味期限/365日   36YYY

本体価格 ★

ユーテックコーポレーション 
和麺彩時記 〈WT-30〉 
申込
番号 W20-51 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/220×440×30mm ●内容/そば100g･うどん100g
×各9 【小麦･そば】 ●入数/8 ●賞味期限/365日   48YYY

本体価格 ★

味の素&白子･アマノフーズ 〈J-30〉 
申込
番号 W20-52 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/242×357×45mm ●内容/味の素ほんだし（8g×7）
×1･白子味のり8切5枚×2･アマノフーズ減塩いつものおみそ汁

（なす）9g･アマノフーズ減塩いつものおみそ汁（なめこ）8g･永谷園
お茶づけ海苔（4.7g×3）･永谷園お吸いもの松茸風味（2.3g×3）･国
内製造韓国海苔8切6枚･ホテイ液切りいらずのしっとりツナ油漬
55g×各1 【乳･小麦･エビ】 ●入数/14 ●賞味期限/365日 
  30YYY

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

本体価格 ★

磯じまん 
佃煮詰合せ 〈RK-30〉 
申込
番号 W20-53 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/195×290×70mm ●内容/磯のり115g･昆布70g･
黒毛和牛の肉みそ90g･雪の下95g･鯛みそ105g･しいたけ90g･
刻み生姜煮95g×各1 【乳･小麦】 ●入数/4 
●賞味期限/540日   45NYY

本体価格 ★
南紀梅干 
紀州晩稲梅 〈OS30〉 
申込
番号 W20-54 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/270×210×33mm 
●内容/晩稲梅（塩分約8%）16g×16 ●入数/12 
●賞味期限/180日   48YYY

本体価格 ★

キッコーマン&味の素 
ヘルシーセット 〈AKH-50R〉 
申込
番号 W20-55 税

込¥5,400 ¥5,000
●箱サイズ/255×377×75mm ●内容/キッコーマンいつでも新
鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖×3･味の素さらさらキャノーラ油健
康プラス600g×2 【小麦】 ●入数/6 ●賞味期限/360日 
  36YYY

本体価格 ★

味の素オイル&はごろもシーフード  
バラエティギフト 〈COB-30A〉 
申込
番号 W20-56 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/269×412×61mm ●内容/味の素さらさらキャノー
ラ油健康プラス350g･コーン胚芽油350g×各2･シーチキンマイル
ドキャノーラ70g×1･宝幸 ライトツナフレークまぐろ油漬70g×2 
●入数/8 ●賞味期限/720日 
取扱期間:11月1日～12月15日   40YYY

本体価格 ★

キッコーマン いつでも新鮮& 
ヤマキバラエティギフト 〈NPE-30A〉 
申込
番号 W20-57 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/243×426×74mm ●内容/キッコーマンいつでも新
鮮料理人直伝極み（白だし･つゆ）各450㎖、ヤマキ（白だし･つゆ）各
300㎖、和の極み 綿実油350g×2 【小麦】 ●入数/5 ●賞味期限
/360日 取扱期間:11月1日～12月15日   44YYY

本体価格 ★

日清オイリオ 
オイルバラエティギフト 〈ARY-30〉 
申込
番号 W20-58 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/219×429×64mm ●内容/日清ヘルシーベジオイル
350g･日清キャノーラ油E350g･日清エキストラバージンオリーブ
オイル200g×各2 ●入数/6 ●賞味期限/720日 
取扱期間:11月1日～12月15日   44YYY

本体価格 ★

ゴディバ 
ゴールドコレクション 12粒入 〈201177〉 
申込
番号 W20-62 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/137×180×33mm ●内容/チョコレート×12 

【乳･小麦】 ●入数/24 ●賞味期限/製造日より210日   65NYY

本体価格 ★

モロゾフ 
ロイヤルタイム 〈MO-1209〉 
申込
番号 W20-63 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/280×480×51mm ●内容/ゴールデンファンシーチョ
コレート×24･アルカデイア（アーモンド）70g･アルカデイア（カシュ
ーナッツ）70g×各1･ファヤージュ（アーモンド&ミルクチョコレート･
アーモンド&ホワイトチョコレート）×各4･ファヤージュ（ヘーゼルナ
ッツ&スイートチョコレート）×2･ミルフィーユショコラ×8 

【卵･乳成分･小麦】 ●入数/5 ●賞味期限/225日   55NYY

本体価格 ★

上野凮月堂 
プティゴーフル 〈FPG-15N〉 
申込
番号 W20-65 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/235×300×48mm ●内容/プティゴーフル（バニラ･
ストロベリー･チョコレート）×18 【卵･乳･小麦】 ●入数/10 
●賞味期限/180日   60YYY

本体価格 ★

キーコーヒー 
ドリップオン･ 
レギュラーコーヒーギフト 〈KDV-20M〉 
申込
番号 W20-68 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/330×225×75mm ●内容/スペシャルブレンド（8g×
5袋）･モカブレンド（8g×5袋）･キリマンジェロブレンド（8g×5袋）･
コロンビアブレンド（8g×5袋）×各1 ●入数/10 
●賞味期限/540日   52YYY

本体価格 ★

AGF 
「グランデージ®」 
ドリップコーヒーギフト 〈GD-20N〉 
申込
番号 W20-69 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/199×282×63mm ●内容/ハンディドリップ ブラジ
ル5P･ハンディドリップ エチオピア5P･ハンディドリップ タンザニア
5P×各1 ●入数/12 ●賞味期限/480日   50NYY

本体価格 ★

AGF 
「ブレンディ®カフェラトリー®」 
スティック 〈CPS-20N〉 
申込
番号 W20-70 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/234×384×27mm ●内容/プレミアム 贅沢カフェモ
カ20g･プレミアム 贅沢カプチーノ20g･プレミアム 贅沢キャラメ
ルマキアート20g×各4･プレミアム 贅沢カフェラテ20g×6 【乳】 
●入数/6 ●賞味期限/750日   52NYY

本体価格 ★

神田川俊郎監修 味和心 
お味噌汁ギフト【蓮】 〈FK-C〉 
申込
番号 W20-71 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/200×345×40mm ●内容/しじみフリーズドライ味噌
汁･きのこフリーズドライ味噌汁･茄子フリーズドライ味噌汁･豚汁フ
リーズドライ味噌汁×各2 【乳･小麦】 ●入数/20 
●賞味期限/360日   40YYY

本体価格 ★

64℃ スープギフト 〈M-S15〉 
申込
番号 W20-72 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/120×210×60mm ●内容/コーンスープ17g･中華
わかめスープ3g･洋風オニオンスープ7g･欧風野菜スープ10g×各
3 【乳･小麦】 ●入数/27 ●賞味期限/360日   30YYY

本体価格 ★

ゆく年くる年 〈YKR-10〉 
申込
番号 W20-73 税

込¥1,080 ¥1,000
●箱サイズ/205×267×25mm ●内容/うどん100g･そば100g
×各2･めんつゆ8.5g×4 【小麦･そば】 
●入数/20 ●賞味期限/365日   46YYY

10%
OFF

割引
価格 ￥972(税込)

(税抜 ￥900)

本体価格 ★

よし井 
年越･迎春･招福セット 〈FNB-25〉 
申込
番号 W20-74 税

込¥2,700 ¥2,500
●箱サイズ/320×420×45mm ●内容/信州そば120g･細うどん
120g×各3･杵つき丸餅330g×1･めんつゆ30㎖×6 【小麦･そば】 
●入数/6 ●賞味期限/365日   44YYY

5%
OFF

割引
価格 ￥2,565(税込)

(税抜 ￥2,375)

本体価格 ★

やま磯 
味ぐるめギフト 〈アジグルメ-20R〉 
申込
番号 W20-75 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/298×278×78mm ●内容/味付のり8切32枚･しそ
風味のり8切32枚×各2･のり茶漬（5.5g×4袋）･のりふりかけ（5g×
4袋）×各1 【卵･乳･小麦･エビ】 ●入数/6 ●賞味期限/450日 
  50YYY

本体価格 ★

日清オイリオ 
ヘルシーオイルギフト 〈OP-20〉 
申込
番号 W20-76 税

込¥2,160 ¥2,000
●箱サイズ/216×306×58mm ●内容/ヘルシーキャノーラ油
350g×2･キャノーラ油ヘルシーライト350g･ヘルシーベジオイル
350g各1 ●入数/6 ●賞味期限/760日   46NYY

本体価格 ★

NEW日清& 
だしバラエティセット 〈NDA-25D〉 
申込
番号 W20-77 税

込¥2,700 ¥2,500
●箱サイズ/255×305×75mm ●内容/日清キャノーラ油380g･
日の出みりんタイプ調味料500㎖･シマヤだしの素粉末（10g×6
袋）･シマヤ焼きあごだし（8g×6袋）･白子お茶漬サラサラ鮭（5.4g×
4袋）×各1 【乳･小麦】 ●入数/10 ●賞味期限/360日   36YYY

本体価格 ★

キッコーマン& 
調味料バラエティセット 〈OMK-25〉 
申込
番号 W20-78 税

込¥2,700 ¥2,500
●箱サイズ/255×305×75mm ●内容/キッコーマンいつでも新
鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖･コーミトマトケチャップ特級300g･
日の出料理酒500㎖･昭和キャノーラ油300g×各1 【小麦】 
●入数/10 ●賞味期限/360日   36YYY

本体価格 ★

ギフト工房 
アリエール快適部屋干しギフト 〈ALD-25G〉 
申込
番号 W20-79 税

込¥2,750 ¥2,500
●箱サイズ/164×230×275mm ●内容/P&Gアリエールジェル
リビングドライ910g･P&Gアリエールジェルボール18個･P&Gアリ
エールジェルボール（詰替）18個×各1 ●入数/6   36YYY

本体価格

ライオン 
トップ  
スーパーナノックスギフト 〈LSN-15A〉 
申込
番号 W20-80 税

込¥1,650 ¥1,500
●箱サイズ/238×280×78mm ●内容/トップスーパーナノックス
400g･詰替350g･チャーミーマジカ酵素プラスグリーン220㎖･チ
ャーミーマジカ酵素プラスピンク220㎖×各1 ●入数/5   50YYY

本体価格

クリアランドリー&キッチンセット 〈KR-25D〉 
申込
番号 W20-81 税

込¥2,750 ¥2,500
●箱サイズ/132×195×226mm ●内容/花王アタック（24g×3P）
×1･花王アタック（24g×10P）×2･オレンジマイルドコンパクト270
㎖･キッチンクリーナー24枚入･ライオンリード冷凍も冷蔵も新鮮保
存バッグ（S3枚）･ネットスポンジ1P×各1 ●入数/8   36YYY

本体価格

ギフト工房 
ボールド香りのお洗濯セット 〈KBS-30JP〉 
申込
番号 W20-61 税

込¥3,300 ¥3,000
●箱サイズ/188×290×280mm ●内容/P&Gボールドジェル
850g･P&Gボールドジェル（詰替）715g･P&Gボールドジェルボー
ル18個･P&Gボールド香りのおしゃれ着洗剤500g･P&Gボールド
香りのおしゃれ着洗剤（詰替）400g×各1 ●入数/4   36YYY

本体価格

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

10%
OFF

割引
価格 ￥2,916(税込)

(税抜 ￥2,700)

20%
OFF

割引
価格 ￥2,592(税込)

(税抜 ￥2,400)

10%
OFF

割引
価格 ￥1,944(税込)

(税抜 ￥1,800)
10%

OFF

割引
価格 ￥1,944(税込)

(税抜 ￥1,800)

井桁堂 
ガトーセレクション 中 〈152〉 
申込
番号 W20-66 税

込¥1,620 ¥1,500
●箱サイズ/235×325×55mm ●内容/ダックワーズ キャラメル･ダ
ックワーズ 抹茶･ダックワーズ カフェ･ダックワーズ プラリネ×各1･フ
ィナンシェ 抹茶･フィナンシェ ショコラ･フィナンシェ 紅茶･フィナンシ
ェ プレーン×各2 【卵･乳･小麦】 
●入数/6 ●賞味期限/150日   50NYY

本体価格 ★

亀田製菓 
おもちだま SS 〈18254〉 
申込
番号 W20-67 税

込¥1,080 ¥1,000
●箱サイズ/236×236×90mm ●内容/サラダ餅･しょうゆ餅･チー
ズ餅･えび餅･海苔巻餅･アソート詰め×152g 【乳･小麦･エビ】 
●入数/4 ●賞味期限/180日   46NYY

本体価格 ★

神戸浪漫 
スイーツセレクション 〈SS-30〉 
申込
番号 W20-48 税

込¥3,240 ¥3,000
●箱サイズ/293×423×53mm ●内容/チョコブラウニー×5･フロ
ランタンツイストパイ･チョコインクッキー･チーズスクエアパイ･ショ
コラスクエアパイ×各4･ショコラフロランタンツイストパイ×3･チョコ
ッツェル×6 【卵･乳･小麦】 ●入数/8 ●賞味期限/120日   43YYY

本体価格 ★

送料込み

送料込み

送料込み
送料込み

送料込み
送料込み

送料込み 送料込み

送料込み
送料込み

送料込み

送料込み 送料込み 送料込み

送料込み 送料込み 送料込み 送料込み

10%
OFF

割引
価格 ￥2,916(税込)

(税抜 ￥2,700)

割引
価格 ￥3,780(税込)

(税抜 ￥3,500)
30%

OFF

15%
OFF

割引
価格 ￥2,754(税込)

(税抜 ￥2,550)

5%
OFF

割引
価格 ￥3,078(税込)

(税抜 ￥2,850) 送料込み

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途

送料別途 送料別途

送料別途

送料別途

送料別途 送料別途 送料別途 送料別途

送料別途 送料別途 送料別途

送料別途

送料別途 送料別途 送料別途 送料別途

10%
OFF

割引
価格 ￥972(税込)

(税抜 ￥900)

20%
OFF

割引
価格 ￥1,296(税込)

(税抜 ￥1,200)

10%
OFF

割引
価格 ￥1,944(税込)

(税抜 ￥1,800)

30%
OFF

割引
価格 ￥1,890(税込)

(税抜 ￥1,750)

30%
OFF

割引
価格 ￥1,890(税込)

(税抜 ￥1,750)

30%
OFF

割引
価格 ￥1,925(税込)

(税抜 ￥1,750)
ギフト工房 
アリエール&ジョイセット 〈AJS-40〉 
申込
番号 W20-59 税

込¥4,400 ¥4,000
●箱サイズ/172×295×280mm ●内容/P&Gアリエールジェル
750g×1･P&Gアリエールジェル（詰替）690g×2･P&Gアリエール
ジェル部屋干し用750g･P&Gアリエールジェル部屋干し用（詰替）
690g×各1･P&G除菌ジョイ175㎖×2 ●入数/3 
取扱期間:11月中旬～   42YYY

本体価格

10%
OFF

割引
価格 ￥3,960(税込)

(税抜 ￥3,600) 送料込み
ギフト工房 
抗菌除菌･アリエール& 
ジョイセット 〈SAJ-30F〉 
申込
番号 W20-60 税

込¥3,300 ¥3,000
●箱サイズ/150×248×280mm ●内容/P&Gアリエールジェル
750g･P&Gアリエールジェル（詰替）690g･抗菌･消臭ソフター
EX400g･抗菌･消臭ソフターEX（詰替）350g･P&G除菌ジョイ175
㎖･洗たく槽クリーナーEX100g×各1 ●入数/4 
取扱期間:11月中旬～   40YYY

本体価格

20%
OFF

割引
価格 ￥2,640(税込)

(税抜 ￥2,400) 送料込み

※当社では、個人情報を厳重に管理し、法律の規定による場合、お客様の許可ある場合を除き外部に提供することは一切ございませんのでご安心下さい。
送料別途の商品の送料につきましては、係員におたずね下さい。

● 配達日の指定は、出来ない商品がございます。あらかじめご了承下さい。
● 商品は、十分にご用意していますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。
　 また、やむを得ない事情により変更や中止になる場合がございます。
● 商品の色につきましては印刷物の為、現物と多少異なる場合がございます、ご了承下さい。
● イメージ写真に使用されている、器・鍋等は、お届けする商品には含まれません。
● 食品について、製造・生産日より賞味期限が90日以内の商品は、保存状態（常温・冷蔵・冷凍）と
　 賞味日数を記載しています。
● 同一住所のお届け先様に異なる商品をお申し込みいただいた場合、お届け日が異なる場合がございます。
● 青果・生鮮品は気象条件等により受付期間終了を早めたり、
    お届けを遅らせていただくことがございますのでご了承ください。
● 「あいさつ状」や「手紙」は、ギフト商品と同送することはできませんのでご了承下さい。
● ★は軽減税率の適用対象商品となります。

簡易包装での
お届けになります。

● 食品衛生法に基づいて食品アレルギー物質7品目［卵・乳・小麦・そば・落花生・
　えび・かに］を含む商品にはその表示をしています。

※沖縄・北海道・離島にお届けの場合は、
　別途送料がかかります。但し場所により　
　お届けできない場合がございますので
　係員におたずね下さい。

必ずお読み下さい

アレルギー物質の表示について

配送
形態例

※沖縄・北海道・離島にお届けの場合は、　別途送料がかかります。



HOKKORI 2020

送料込み
ギフト

海
鮮
キ
ム
チ
鍋

軍
鶏
す
き
鍋

ぶ
り
し
ゃ
ぶ
鍋

最
優
秀
大
賞
鍋

つ
み
れ
鍋
と
海
鮮
お
こ
わ

も
つ
鍋

海
鮮
鍋

丸大食品 煌彩 ハムギフト 〈KK 303〉 冷蔵

申込
番号 W20-26 税

込¥3,240 ¥3,000
●内容/特級スモークハム200g･あぶり焼焼豚180g･黒胡椒ミートローフ170g×各1 

【卵･乳･小麦】 ●賞味期限/冷蔵で80日   60NYY

本体価格 ★

ニッポンハム 華 〈HNA-30〉 冷蔵

申込
番号 W20-27 税

込¥3,240 ¥3,000
●内容/ロースハム 380g･直火焼き焼豚 180g･スモークハム 180g×各1 

【卵･乳･小麦】 ●賞味期限/冷蔵で55日 取扱期間:11月20日～12月20日   65NYY

本体価格 ★

ニッポンハム 本格派 〈NH-456〉 冷蔵

申込
番号 W20-28 税

込¥4,320 ¥4,000
●内容/特撰ロースハム 180g･たれ漬け焼豚 180g･スモークハム 180g･特撰ホワイ
トウインナー 80g･あらびきミートローフ 170g･特撰あらびきウインナー 80g×各1 
【乳･小麦】 ●賞味期限/冷蔵で45日 取扱期間:11月20日～12月20日   60NYY

本体価格 ★

伊藤ハム 黒の誉 ギフト 〈TOC-31K〉 冷蔵

申込
番号 W20-29 税

込¥3,240 ¥3,000
●内容/あらびきウインナー85g×2･あらびきヴルスト190g･直火焼ミートローフ180g×各1 

【乳･小麦】 ●賞味期限/冷蔵で55日 取扱期間:11月25日～12月22日   64NYY

本体価格 ★

伊藤ハム 
伝承献呈 ジュレ仕立てローストビーフギフト 〈GJ-30〉 冷蔵

申込
番号 W20-30 税

込¥3,240 ¥3,000
●内容/ローストビーフ焦がし醤油のジュレ仕立て180g･ローストビーフゆず風味ジュ
レ仕立て180g×各1 【小麦】 （日本（原料肉は海外産）） 
●賞味期限/冷蔵で40日 取扱期間:11月25日～12月22日   64NYY

本体価格 ★

賛否両論 こだわりの豚角煮ギフト 〈WA-36〉 冷凍

申込
番号 W20-31 税

込¥3,780 ¥3,500
●内容/豚角煮だし仕立て280g･豚角煮香味醤油仕立て280g･豚角煮味噌仕立て280g
×各1 【卵･乳･小麦】 （日本（原料肉は海外産）） ●賞味期限/冷凍で365日 
取扱期間:11月25日～12月22日   64NYY

本体価格 ★

田崎真也 オードブルセレクション 〈YO-45〉 冷凍

申込
番号 W20-32 税

込¥4,320 ¥4,000
●内容/ローストビーフ（もも）200g･グレイビーソース（ドイツ岩塩付き）31g･ビーフシ
チュー185g･オマール海老のビスク150g･生ハムスライス45g×各1･デミグラスソー
スハンバーグ 120g･デミグラスソースチーズ入りハンバーグ 120g×各2 

【卵･乳･小麦･エビ】 （日本（原料肉は海外産）） ●賞味期限/冷凍で365日 
取扱期間:11月25日～12月22日   64NYY

本体価格 ★

奈良 あすか燻製工房 ギフトセット 〈ASK-SA70CF〉 冷凍

申込
番号 W20-33 税

込¥7,560 ¥7,000
●内容/粗挽きソーセージ5本･バジルソーセージ5本･ふんわり豆乳ソーセージ5本･パ
ストラミチキン･無添加ベーコン（スライス）5枚×各1 【卵】 ●賞味期限/冷凍で出荷日
から90日 ※北海道･沖縄･離島は別途送料発生します。  58NYY

本体価格 ★

三重 松阪牛 モモステーキ 〈1630605〉 冷凍

申込
番号 W20-34 税

込¥10,800 ¥10,000
●内容/380g（95g×4枚） ●賞味期限/冷凍で30日   55NYY

本体価格 ★
神戸牛 すき焼き肩ロース 〈KSKR400〉 冷凍

申込
番号 W20-35 税

込¥10,800 ¥10,000
●内容/神戸牛肩ロース400g ●賞味期限/冷凍で30日   60NYY

本体価格 ★

千興ファーム 
馬刺しとたたきセット 〈0370025〉 冷凍

申込
番号 W20-36 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/鮮馬刺し赤身ブロック 100g･タタキブロック100g･鮮馬刺し
タレ50㎖･千興ポン酢おろし20g（馬肉:フランス産） 【小麦･カニ】 
●賞味期限/冷凍で90日   62NYY

本体価格 ★

北海道 スープカレーセット 〈OKS-A26〉 冷凍

申込
番号 W20-37 税

込¥5,940 ¥5,500
●内容/スープカレー 【シーフード】300g･スープカレー【チキン】300g×各2 

【小麦･エビ】 ●賞味期限/冷凍で出荷日から30日 
※沖縄･離島は別途送料発生します。  60NYY

本体価格 ★

沖縄そば&ソーキそば 〈5100001〉 
申込
番号 W20-38 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/半生沖縄そば110g･味付け三枚肉･濃縮そばだし･島唐辛子泡盛漬け×各2･半
生ソーキそば110g･味付けソーキ肉･濃縮そばだし･島唐辛子泡盛漬け×各4 

【卵･乳･小麦】 ●賞味期限/常温で90日   58NYN

本体価格 ★

福岡 「さかえや」 手羽先明太･餃子セット 〈4930005〉 冷凍

申込
番号 W20-39 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/手羽先明太子10本入り･手羽先餃子10本入り×各1 

【卵･乳･小麦】 ●賞味期限/冷凍で180日   61NYY

本体価格 ★

北海道 海鮮キムチ鍋 〈0080178〉 冷凍

申込
番号 W20-01 税

込¥4,320 ¥4,000
●内容/白菜キムチ100g･油揚げ×各2･ボイル海老×6･ボイル帆立･かに入つみれ×各
3･ツボ抜きいか100g･冷凍生ラーメン80g×各1･たれ（濃縮:キムチ仕立て）30g×3 

【卵･小麦･エビ･カニ】 ●賞味期限/冷凍で30日   58NYY

本体価格 ★

創業明治12年「鳥市商店」 
川俣シャモ 軍鶏すき鍋 〈KSS-50N〉 冷凍

申込
番号 W20-02 税

込¥6,156 ¥5,700
●内容/川俣シャモももスライス300g･川俣シャモむね挽肉120g･川俣シャモ脂30g･
すき焼きのタレ200㎖･出汁スープ300g×各1 【小麦】 （川俣シャモ：福島県産） 
●賞味期限/冷凍で365日   65NNN

本体価格 ★

博多八粋堂もつ鍋とやまや明太子詰合せ 〈3567-50〉 冷凍

申込
番号 W20-03 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/博多やまや明太子（切子入）150g･博多もつ鍋 2人前 醤油味（牛もつ200g･ス
ープ100g･ちゃんぽん麺150g･にんにく･唐辛子）×各1 【乳･小麦】 
●賞味期限/冷蔵で14日   59NYY

本体価格 ★
天然ぶりしゃぶ鍋 〈SA-BSN〉 冷凍

申込
番号 W20-04 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/ぶりしゃぶしゃぶ用切身250g･ぽん酢150㎖･あごだし150㎖×各1 【小麦】 

（ぶり：国産） ●賞味期限/冷凍で30日   65NYN

本体価格 ★

紅ずわいまるごと海鮮鍋 〈OKS-A136-2〉 冷凍

申込
番号 W20-05 税

込¥5,940 ¥5,500
●内容/ボイル紅ズワイガニ（姿）380g･するめいかカット100g･うどん250g×各1･助
宗鱈切身40g･かに入りつみれ･えび入つみれ･とりごぼうつみれ×各3･えび魚醤入たれ
50㎖×2 【卵･乳･小麦･エビ･カニ】 ●賞味期限/冷凍で出荷日から30日 
※沖縄･離島は別途送料発生します。  58NYY

本体価格 ★

北海道海産 
2018年 札幌市中央卸売市場 最優秀大賞鍋 

〈W007-06〉 冷凍

申込
番号 W20-06 税

込¥6,804 ¥6,300
●内容/ほたて貝･牡蠣×各3･赤エビ･かにつみれ･焼豆腐･油揚げ×各6･辛子明太子
10g×12･いか6切･秋鮭3切･助宗鱈3切･ラーメン200g･ごま寄せ鍋たれ200g×各1 

【卵･小麦･エビ･カニ】 ●賞味期限/冷凍で90日   65NYN

本体価格 ★
つみれ鍋と海鮮おこわ詰合せ 〈OKS-A98〉 冷凍

申込
番号 W20-07 税

込¥5,184 ¥4,800
●内容/つみれ鍋280g･海鮮おこわ170g×各2 【卵･小麦･エビ･カニ】 
●賞味期限/冷凍で出荷日から30日 ※沖縄･離島は別途送料発生します。  60NYY

本体価格 ★

北海道産 いくら･ほたてセット 〈W009-05〉 冷凍

申込
番号 W20-08 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/いくら醤油漬100g･冷凍ほたて貝柱250g×各1 【小麦】 （北海道） 
●賞味期限/冷凍で90日   61NYN

本体価格 ★

ボイルズワイガニ姿 〈3440456〉 冷凍

申込
番号 W20-09 税

込¥10,800 ¥10,000
●内容/450g×3 【カニ】 ●賞味期限/冷凍で60日   60NYY

本体価格 ★
北海道産 海鮮5種詰合せ 〈W012-04〉 冷凍

申込
番号 W20-10 税

込¥5,940 ¥5,500
●内容/いくら醤油漬60g･冷凍ほたて貝柱150g･甘えび100g･秋鮭ルイベスライス
90g･お刺身だこ60g×各1 【小麦･エビ】 （北海道） ●賞味期限/冷凍で90日   61NYN

本体価格 ★

まるとも海産 
紀州湯浅 釜揚しらす600g（木箱入り） 〈MTK-KSK506〉 冷凍

申込
番号 W20-11 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/釜揚げしらす600g×1 ●賞味期限/冷凍で出荷日から30日 
※北海道･沖縄･離島は別途送料発生します。  55NYY

本体価格 ★

GRAND COCO フォンダンショコラアソート 〈GC-C8〉 
申込
番号 W20-12 税

込¥4,428 ¥4,100
●内容/フォンダンショコラ（ビター）約80g･フォンダンショコラ（ストロベリー）約80g･
フォンダンショコラ（抹茶）約80g･フォンダンショコラ（キャラメル）約80g×各2 

【卵･乳･小麦】 ●賞味期限/常温で30日 取扱期間:11月1日～ 
※離島は配送不可です。  65NYY

本体価格 ★

表参道「カフェ･ル･ポミエ」 ケーキセット 〈CAF30〉 冷凍

申込
番号 W20-13 税

込¥3,240 ¥3,000
●内容/チョコレートケーキ 直径約11㎝･ベリーズチーズケーキ 直径約11㎝×各1 

【卵･乳･小麦】 ●賞味期限/冷凍で90日   65NYN

本体価格 ★

ハッピーパーティーセット 〈2780-50〉 冷凍

申込
番号 W20-14 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/ミックスピザ･クラムチャウダー×各1･北海道産牛ハンバーグ×2･ウーピーパイ

（マンハッタンスイートチョコレート･カスタードクリーム）×各1 【卵･乳･小麦】 ●賞味期
限/冷凍で30日   50NYY

本体価格 ★

銀座千疋屋 銀座バラエティセット 〈PGS-181〉 
申込
番号 W20-15 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/銀座ゼリー（ラ フランス･マンゴー･キウィ･グレープフルーツ･ブルーベリー･さくら
んぼ）×各1･銀座フルーツフィナンシェ（ストロベリー･パイナップル･アップル･マロン･バナ
ナ&チョコレート）×各2･銀座ヴァッフェル（バニラ･イチゴ）×各4 【卵･乳･小麦】 ●賞味期限
/常温で90日 ※沖縄･離島は配送不可です。  66NYY

本体価格 ★

京都･「上林春松監修」 
抹茶ロールケーキ&抹茶タルトセット 〈070051N〉 冷凍

申込
番号 W20-16 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/抹茶ロールケーキ270g･抹茶タルト180g×各1 

【卵･乳･小麦】 ●賞味期限/冷凍で365日   65NYY

本体価格 ★

北海道･「シロマルカフェ」 
白玉スイーツ 6個セット 〈SMC33〉 冷凍

申込
番号 W20-17 税

込¥3,780 ¥3,500
●内容/白玉クリームぜんざい（粒あん）･みたらし団子×各3 

【乳･小麦】 ●賞味期限/冷凍で60日   65NYY

本体価格 ★

ハーゲンダッツ 
スーパープレミアムアイスセット 〈HD-5PW1〉 冷凍

申込
番号 W20-18 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/ミニカップ（バニラ）110㎖･ミニカップ（グリーンティー）110㎖×各2･バー（バ
ニラチョコレートマカデミア）80㎖･デザートテーブル（アフォガート･パンナコッタ&スト
ロベリー･ショコラタルト 各70㎖×2個）×各1 【卵･乳･小麦】 取扱期間:11月1日～
※離島は配送不可です。  65NYY

本体価格 ★

ガレー チョコレートアイス パルフェ 6個 〈GL-P〉 冷凍

申込
番号 W20-19 税

込¥4,320 ¥4,000
●内容/キャラメル110㎖･ミックスベリー110㎖･マシュマロチョコ110㎖×各2 

【卵･乳】 ※離島は配送不可です。  65NYY

本体価格 ★

「乳蔵」 北海道アイスクリーム  
（プレミアムバニラ入） 〈110004〉 冷凍

申込
番号 W20-21 税

込¥4,104 ¥3,800
●内容/プレミアムバニラ90㎖×4･北海道赤肉メロン90㎖･北海道青肉メロン90㎖･
ハスカップ90㎖･ストロベリー90㎖×各2 【卵･乳】   65NYY

本体価格 ★

鹿児島 
南国白くまDXマンゴー詰合せ 〈1940002〉 冷凍

申込
番号 W20-20 税

込¥4,536 ¥4,200
●内容/南国白くまDX 270㎖･南国白くまDX（マンゴー）270㎖×各4 【乳】   60NYY

本体価格 ★

岐阜産 富有柿 〈FGK-45〉 
申込
番号 W20-24 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/富有柿14～16玉×1 （岐阜県産） 取扱期間:11月中旬～12月中旬  63NYY

本体価格 ★

りんご2種&ラ･フランス
&みかん詰合せ （B） 

〈BF-2012245〉 
申込
番号 W20-25
税
込¥5,400 ¥5,000
●内容/サンふじりんご3玉（約750g）･
王林りんご3玉（約750g）･ラ･フランス
3玉（約750g）･有田みかん約1kg （青森
県･山形県･和歌山県･岩手県） 
●賞味期限/常温で約4～5日 
取扱期間:11月下旬～12月25日 
※北海道･沖縄･離島は別途送料発生し
ます。  60NYY

本体価格 ★

山形県産 
ラ･フランス（2Lサイズ4個）
&ふじりんご（2Lサイズ3個）
2kg 〈LA-25G〉 
申込
番号 W20-22
税
込¥2,700 ¥2,500
●内容/ラ･フランス2L×4･ふじりんご
2L×3 （山形県） ●賞味期限/常温で5日 
  60NYY

本体価格 ★

味自慢「ブランドみかん」 
味の食べ比べ （A） 

〈BF-2012104〉 
申込
番号 W20-23
税
込¥7,128 ¥6,600
●内容/有田田村みかん約1.2kg･西宇
和姫美月みかん約1.2kg･西海味っ子み
かん約1.2kg （和歌山県･愛媛県･長崎
県） ●賞味期限/常温で約4～5日 
取扱期間:11月下旬～12月25日 
※北海道･沖縄･離島は別途送料発生し
ます。  60NYY

本体価格 ★
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北海道鹿児島

九州海鮮たたきセット 〈KZ-9258N〉 冷凍

申込
番号 W20-40 税

込¥5,400 ¥5,000
●内容/真鯛たたき120g･かんぱちたたき120g･しめさばたたき120g×各1･ポン酢15g･
もみじおろし3g×各3 【小麦】 （真鯛･かんぱち：大分県･養殖/さば：長崎･福岡･大分県） 
●賞味期限/冷凍で30日   67NYY

本体価格 ★
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※沖縄・北海道・離島にお届けの場合は、別途送料がかかります。


