3品合計5,500円の品を 4 , 400円＋消費税 でご奉仕！ 3品合計6,500円の品を 5 , 200円＋消費税 でご奉仕！

特撰
『 みはなだ 』

+2,000円ゾーン+1,000円ゾーンの
3点合計6,300円を

+2,000円ゾーン+1,000円ゾーンの
3点合計6,800円を

5,040円

定価3,300円

（＋消費税）

+2,000円ゾーン+1,000円ゾーンの
3点合計7,800円を

5,840円

（＋消費税円）

『 やなぎちゃ 』

+2,000円ゾーン+1,000円ゾーンの
3点合計8,800円を

+2,000円ゾーン+1,000円ゾーンの
3点合計10,800円を

7,040円

定価5,800円

注文番号

カ−１Ｂ LO-CRE-20(12)

味わいビーフカレー -20

注文番号

カ−２Ｂ AP-SB-20(30)

四季折々 薬用入浴剤-20

注文番号

福山製麺所の
ラーメン３種セット
「旨麺」-20

注文番号

悠−１Ａ AP-U602-01(12)

注文番号

エコロジー加湿器
ミスティガーデン２ｎｄ

悠−２Ａ SD-K･AB-30(4)

注文番号

花王 アタックＺＥＲＯギフト

茶葉を焙じてるので、
とても香ばしく 日清オイリオのコレステロール
「０」
シリーズと
苦味や渋味は少ないのが特徴です。 特選丸大豆醤油(小豆島仕立て)の詰合せです。

他の1,000円ゾーンでも
お選び頂けます

カ−４Ｃ IG-GAP-10(8)

えびせんまんさい-10 ガトーアソート -10 粋菓撰(すいかせん)-10 ガトープルポ -10

最高位十段監修 銘茶詰合せ

KUKUNA KITCHEN
メガストーン深型フライパン24㎝

東レ からっぷる バスマット

2,000円ゾーン1点お選び下さい

他の2,000円ゾーンでも
お選び頂けます

有明海の漁場で

遠赤外線で仕上げた純国産の椎茸と お湯を注ぐだけの簡単フリーズドライ！ 最初に摘み取ら
北海道日高産の昆布をお届けします ヘルシーなスープ春雨と玉子スープです

注文番号

注文番号

称−１Ｂ SD-EKB-20(30)

純国産椎茸と日高昆布

称−２Ｂ TN-FZD-20(18)

悠−３Ａ NS-MS-30NR(10)

鰹節屋のこだわり椀スープ

たまごスープ＆スープ春雨-20

一番摘み海苔「極み」-20

1,000円ゾーン 1点お選び下さい

注文番号

称−１Ｃ KW-NK-10(6)

注文番号

称−２Ｃ IG-TNB-10(8)

蜂蜜入 かすてら-10 特選 濃尾やき-10

注文番号

他の1,000円ゾーンでも
お選び頂けます
宇治抹茶で仕上げた抹茶まんと
濃厚な甘さの安納芋お芋まん。

称−３Ｃ NY-PSMA-10(6)

スイートマロン-10

称−３Ｂ TN-IH-BO(20)

注文番号

称−４Ｃ KW-OM-10(6)

抹茶まんとお芋まん-10

悠−５Ａ SD-SOT-30(5)

注文番号

コレステロール「０」オイル
＆特選丸大豆醤油詰合せ
茶師十段乃茶〔焙じ茶〕
注文番号

悠−４Ａ SD-CPS-30F(6)

３種のリプトン紅茶、
ＡＧＦドリップコーヒー、
ＡＧＦスティックコーヒーの詰合せです。

注文番号

注文番号 悠−１Ｂ LO-CD-20(24)

浪花佃史屋 国産佃煮-20

悠−１Ｃ DT-KK-15(5)

ＡＧＦコーヒー＆リプトン紅茶-20

菓のかたらい -15

安納芋のマドレーヌと、
メープルの
マドレーヌ。
丁寧に焼き上げました。

注文番号

ﾋﾟﾝｸ&ﾎﾜｲﾄ

他の2,000円ゾーンでも
お選び頂けます
「祇園きたざと」
が監修した上品で
京都らしい味付けの京茶漬けです

悠−２Ｂ LO-BD-20S(28)

注文番号

悠−２Ｃ DT-GTA-15(6)

２種のガトーアソート -15

悠−３Ｂ LO-KRG-BO(40)

祇園きたざと 茶漬け-20

1,500円ゾーン 1点お選び下さい

注文番号

悠−６Ａ AP-PLC-300(16)

今治プレミアムロングパイル
フェイスタオル２枚セット

2,000円ゾーン1点お選び下さい
創業当時のままに職人が直火釜で
炊き上げたこだわりの佃煮です。

れた貴重な海苔。
３種 の 味 付 です。
注文番号

注文番号

豆乳プリン︑
黒胡麻豆乳プリン︑
柿羹︑
黒糖葛餅︑
栗かのこなど詰合せました︒

注文番号

称−５Ａ SD-SRS-25(20)

サイズ60x40cm
抗菌防臭
吸水即乾
滑り止め加工
日本製
注文番号 称−６Ａ SD-092673(24)パープル
SD-092680(24)ブラウン

黒 糖・メイ プ ル・キャ ラメル 風 味 の
ち ょっと 贅 沢 な マロンケ ー キ で す

注文番号 カ−３Ｃ KW-SU-10(6)

称−４Ａ AP-KKN-MS24DF(8)

注文番号

ついつい手が出る︑特選のあられ
とおかきの小袋を詰合せました

カ−２Ｃ DT-GTA-10(8)

注文番号

蜂 蜜を 入れてしっとりと 甘く仕 上げ
ま し た ︒食べ易 く５ 切 に カットし た
カステラが真 空 パックで２袋 入です

注文番号

称−３Ａ NS-OV-25N(5)

日清 オリーブオイルとヘルシー
オイルセット

耐摩耗性試験を100万回クリアした超強力 全国茶審査鑑定技術の最高位を取得
コーティングしたキッチンツールです。
した茶匠
「池田研 太 氏」
監 修の銘茶

コンフィチュール＆ショコラを
円形フィナンシェで仕上げました

カ−１Ｃ IG-EBM-10(8)

久保養蜂園 ハチミツジャム

カ−３Ｂ AP-UM-BO(12)

かすてら饅頭︑栗饅頭︑
クリームを
サンドした姫鏡︑餡入りのパイ小町︒

安納芋のマドレーヌと︑
メープルの
マドレーヌ︒
丁寧に焼き上げました︒

注文番号

他の2,000円ゾーンでも
お選び頂けます

48時間熟成乾燥して作ったノンフライ麺
塩・醤油・味噌 各２食が入っています

1,000円ゾーン 1点お選び下さい

ご自宅やお料理屋さんに
お届けする事もできます
めんどうな袋詰はアルが致します。

ほっと安らぐどこか懐かしい香り。一日の
終わりに、身も心も癒される入浴剤です。

いろいろな味を満載に詰め込んだ︑
軽くて美味しいえびせんべいです

・・・・・・・・・・
●法事用二合酒
400円
●おひらパン・・・・・・・・・・
350円
・・
●四十九餅・・・・・・・・・
5,000円
・・・・・・・・
・・
●四十九饅頭
5,000円

（＋消費税）

2,000円ゾーン1点お選び下さい

■営業時間/朝10時〜夜7時00分

ＴＥＬ.053-586-7611 ＦＡＸ.053-586-7613

8,640円

定価7,800円

（＋消費税円）

Ｐ＆Ｇ ボールド
柔軟剤入り液体洗剤セット

注文番号

汚れやニオイ、
洗剤残りゼロへ。
繰り返すこと
で効果がアップし、
衣類をよみがえらせます。

電気を必要としない自然気化式。通常の
水の自然蒸発の約４０倍で気化します。

（＋消費税）

定価4,800円

『 うすざくら 』

浜北区小松849-1

0120-108-815

6,240円

称−２Ａ TN-PGＦG-25X(4)

3,000円ゾーン1点お選び下さい

インドのシャンカール地方で収穫され
た︑
極上の風合いを持つ高級綿糸使用

+2,000円ゾーン+1,000円ゾーンの
3点合計7,300円を

称−１Ａ HM-CH-25(5)

注文番号

注文番号

抗 菌・防 臭
吸水効果も
ある東レの
セベリスを
使ってま す

『 りきゅう 』

素材から出る甘みと香辛料が程よく
マッチした中辛のビーフカレーです

ッ
ト

（＋消費税）

『 ちぐさ 』

定価4,300円

3
点
セ

5,440円

定価3,800円

日清エキストラバージンオリーブオイルと
ベジオイル、
キャノーラ油の詰合せです。

特撰

きのこや根菜︑
かぼちゃにおくらなど
様々な具材を使った和風スープです︒

『 あおたけ 』

大正八年創業の伝統と
信頼、技術で自然から
の恵みを大切に皆様の
食 卓 へ お 届 けし ま す

2,500円ゾーン1点お選び下さい
蜂蜜と果実を使った
ハチミツジャム︒
５種類の味を小瓶に
詰め込みました︒

〜20１9秋冬〜

悩まずかんたん！

法要引物

お得な

他の1,500円ゾーンでも
お選び頂けます

サクッとした食感と、上品な甘さのシューラスク。
パイとクッキーのアソート詰合せも付いています。

注文番号 悠−３Ｃ DT-SIT-15(6)

スイーツボックス -15

3品合計 6 ,0 00円の品を

4 , 2 0 0 円 ＋ 消費税 でご奉仕！

食卓応援バラエティ調味料セット

遠赤外線で仕上げた肉厚のどんこ

2,500円ゾーン1点お選び下さい

注文番号 舞−１Ｂ SD-SOD-25(20)

国産原木乾椎茸どんこ

舞−２Ｂ HM-FZD-25(12)

注文番号

たまごスープ＆スープ春雨-25

浪花佃史屋
国産佃煮-25

スイーツボックス -10

舞−３Ｃ DT-KK-10(8)

菓のかたらい -10

葵−６Ａ AP-AP6930(21)

他の2,500円ゾーンでも
お選び頂けます

2,500円ゾーン1点お選び下さい

有明海の漁場で最初に摘み取られた
貴重な海苔で、味付けは３種です。

注文番号

舞−４Ｂ LO-BD-25S(24)

ＡＧＦコーヒー＆リプトン紅茶-25

他の1,000円ゾーンでも
お選び頂けます
砂糖しょうゆ、
はちみつ揚、海苔巻せん
海老のり小餅、
あまみつ、黒大豆かき餅
だし塩の合計７種類の味が楽しめます

注文番号

舞−４Ｃ NS-HK-10(4)

亀田製菓 穂の香-10

注文番号

葵−１Ｂ SD-IH-BE(16)

「祇園きたざと」
が監修した上品で、京都 海老としらすの磯の風味豊かな
らしい味付けの京茶漬け３種類です
ふりかけと本醸造醤油の詰合せ

注文番号

一番摘み海苔
「極み」
-25

葵−２Ｂ LO-KRG-BE(20)

祇園きたざと 茶漬け-25

注文番号

葵−１Ｃ IKW-NK-15(6)

蜂蜜入 かすてら-15

注文番号 葵−２Ｃ KW-SU-15(6)

海老しらすふりかけと
本醸造しょうゆ-25

粋菓撰(すいかせん)-15

コンフィチュール＆ショコラを、
円形フィナンシェで仕上げました

注文番号

疲れた体を癒してくれる贈り物です。

葵−３Ｃ IG-GAP-15(6)

ガトープルポ -15

ＩＨ対応深型マルチパン20㎝

錦−１Ａ LO-2634-40(8)

※内面フッ素樹脂加工、目皿も付いています。

雅和膳 海の幸詰合せ

織った後に晒しの工程が入り、不純物を洗い
落とし、更に吸水性を高めて仕上げます。

北海道産利尻昆布、直火で焼いた鰹荒本節、
肉厚な国産どんこ椎茸を詰合せました。

注文番号
注文番号

錦−４Ａ HM-MS-40(10)

日本の美味しい
「だし紀行」

比内地鶏のつゆ付きです！

葵−４Ｂ AP-SB-25(20)

四季折々 薬用入浴剤-25

他の1,500円ゾーンでも
お選び頂けます
黒糖・メイプル・キャラメル風味の
ちょっと贅沢なマロンケーキです

注文番号

葵−４Ｃ NY-PSMA-15(6)

スイートマロン-15

泉織 極吸水タオルセット

48時間熟成乾燥して作ったノンフライ麺。塩・
醤油・味噌・とんこつ 各２食が入っています。

注文番号
注文番号

錦−５Ａ HM-KM-1940(36)

新潟こしひかりと至福のお吸物

サ
イ
ズ
１
０
０
２
０
０
ｃ
ｍ
注文番号

2,500円ゾーン1点お選び下さい

葵−３Ｂ HM-JNS-BE(10)

1,500円ゾーン 1点お選び下さい

注文番号

他の2,500円ゾーンでも
お選び頂けます

注文番号

注文番号

錦−２Ｂ AP-UM-BE(8)

注文番号

福山製麺所のラーメン
４種セット
「旨麺」
-25

錦−１Ｂ HM-TH-5(20)

六義庵 稲庭うどん-25

錦−１Ｃ IG-GAP-15(6)

和フィナンシェ -15

注文番号

錦−２Ｃ IG-EBM-15(6)

えびせんまんさい-15

他の2,500円ゾーンでも
お選び頂けます
素材から出る甘みと香辛料が程よく

錦−３Ｂ TN-Y-25(12)

簡単便利な個食ギフト

1,500円ゾーン 1点お選び下さい

注文番号

錦−６Ａ AP-AP6040(16)

ふかひれスープとお味噌汁、 マッチした中辛のビーフカレーです
しっとりツナ缶の詰合せ。

いろいろな味を満載に詰め込んだ
軽くて美味しいえびせんべいです

注文番号

注文番号

1
4
0
X
2
2
0
X
折
り
返
し
2
0
c
m

注文番号 錦−３Ａ AP-APＭFA-4(8)

HM-AR-177(8)

和の素材を使ってしっとりと焼き
上げた︑
７種類のフィナンシェを
スティック状に仕上げました

注文番号

液体洗剤フレグランスギフト

※ バ スタオ ル 1 枚 、フェイスタオ ル 2 枚

かすてら饅頭︑栗饅頭︑
クリームを
サンドした姫鏡︑
餡入りのパイ小町︒

和フィナンシェ-10

豆乳プリン、
黒胡麻豆乳プリン
栗かのこなど詰合せました。

舞−２Ｃ DT-SIT-10(8)

やわらか無撚糸ＭＩＸ タオルセット

葵−５Ａ LO-NBJ-30J(6)

蜂蜜を入れてしっとりと甘く仕上げ
ました︒食べ易く５切にカットした
カステラが真空パックで３袋入です

和の素材を使ってしっとりと焼き
上げた６種類のフィナンシェです

舞−１Ｃ IG-WAF-10(8)

サクッとした食感と、
上品な甘さの
シュー生地を焼き上げたお菓子です

注文番号

葵−４Ａ SD-FR4330(24)

舞−３Ｂ LO-CD-25(20)

1,000円ゾーン 1点お選び下さい

注文番号

注文番号

サ
イ
ズ

和の鉄人 煎茶スティック＆アソート

ＡＧＦドリップ
創業当時のままに職人が直火釜で ３種のリプトン紅茶、
ＡＧＦスティックコーヒー
炊き上げたこだわりの佃煮です。 コーヒー、

お湯を注ぐだけの簡単フリーズドライ！
ヘルシーなスープ春雨と玉子スープです

注文番号

舞−６Ａ LO-SOB-25(8)

AP-IMH-30(15)

人形町「今半」セレクション

錦−２Ａ

お米マイスターが厳選した新潟こしひかりと
あわび、ふかひれ、松茸の贅沢なお吸物です

ウール混 あったか敷パット

注文番号

さばの味噌煮、さんまの旨煮、塩昆布、
焼海苔佃煮、
３種の瓶詰(鮭、鱈子、鯖)

自然な暖かさで汗ムレも少なく︑抗菌消臭効果
に優れ︑衛生的で丸洗い ネ(ット使用 可)能です︒

SD-SK-25K(14)

讃岐うどんを愉しむ
贈りもの

葵−３Ａ

足もとポケット ソフトシーツ

味之庵 最中海藻スープ付き

舞−５Ａ

注文番号

和彩撰 静岡茶と海の缶詰 〔想いやり〕香る調味料ギフト
表面のパイルは、柔らかな無撚糸を使用し、
裏面はレギュラー綿を使ったタオルです。

4,000円ゾーン1点お選び下さい
注文番号

葵−２Ａ LO-SGM-6(6)

お布団にスッポリはまり︑出し入れ簡単な
足もとポケットで熱を逃がさず温かです︒

注文番号

舞−４Ａ SD-2662-25(16)

注文番号

今半牛肉そぼろふりかけ、のりたまふりかけ、白子のり、
牛肉大和、のり佃煮煮、伊賀越天然醸造しょうゆ。

殺菌＆消臭の
ハンドソープ
と詰替え用

のど黒だしと飛魚だしの最中海藻スープ︑
さけの切身が入ったお茶漬け入りです

讃岐うどん、めんつゆ、杵つき餅、とろろ昆布、 丸大豆しょうゆ､日清キャノーラ油､昆布つゆ､
カレーうどんの素。いろんな饂飩が楽しめます。 昆布のおしょうゆが入った調味料詰合せです

葵−１Ａ AP-SKM-30(20)

香りがつづく
液体洗濯洗剤
ニュービーズ

※ バ スタオ ル 1 枚 、フェイスタオ ル 1 枚

トップ洗濯洗剤＆ハンドソープ

舞−３Ａ

SD-GFN9025 ｸﾞﾚｰｼﾞｭ(20)
SD-GFN9025 ｱｲﾎﾞﾘｰ(20)

注文番号

香味あぶら、白金あぶら、胡麻ドレッシング、
胡麻和えの素、有明海苔ふりかけ、味付椎茸

5 , 600円 ＋ 消費税 でご奉仕！

3 品 合 計 8 , 0 0 0 円の品を

ガスでも電磁調理器
でも両方使えます︒
大きすぎず丁度良い
サイズの両手鍋です

注文番号

東京西川 オーガニックタオルセット

舞−１Ａ LO-CPG-25(10)

注文番号

舞−２Ａ AP-TT89250515(40)

4 , 900円 ＋ 消費税 でご奉 仕！

3,000円ゾーン1点お選び下さい
静岡茶とオリーブオイルツナ︑
旨味たっぷりの貝柱ほぐし身︒

注文番号

グランドフランセヌーベル
やわらかひざ掛け

オーガニックコットンを使った
優しい風合いのタオル生地です

汚れに強い
洗濯洗剤と
ハンドソープ
の詰合せ。

注文番号

柔らかな肌ざわりのモダンなひざ掛け
サイズ ７０ １００ｃｍ

2,500円ゾーン1点お選び下さい

3 品合計7 ,0 0 0 円の品を

注文番号

錦−４Ｂ LO-CRE-25A(8)

味わいビーフカレー -25

他の1,500円ゾーンでも
お選び頂けます

宇治抹茶で仕上げた抹茶まんと、
濃厚な甘さ
の安納芋お芋まんをお楽しみいただけます。

注文番号

錦−３Ｃ IG-TNB-15(6)

特選 濃尾やき-15

注文番号

錦−４Ｃ KW-CM-15(6)

抹茶まんとお芋まん-15

