










年間 のマークのついた商品は2020年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。

使いやすい簡易ドリップコーヒーと4種類の味のクッキーで
ティータイムをお楽しみください。

神戸元町の珈琲＆クッキー

（税抜4,200円）販売価格4,536円

1595

年間

米粉を使用し、一層一層丁寧に焼き上げたバームクーヘンの
2種セット。プレーンとメープル味がお楽しみいただけます。
新鮮な卵と米粉を使用することで、ふんわり・しっとり・もっちりの食
感に仕上がりました。ボリュームもたっぷりですので、ご家族・お友
達と切り分けてお召し上がりください。

年間米粉入りバームクーヘンセット

（税抜3,150円）販売価格3,402円
3125 プレーン1個（直径13cm高さ7.9cm）、

メープル1個（直径13cm高さ7.2cm）

サラダせんべい×8枚、しょうゆせんべい×8枚、
白蜜せんべい×10枚、黒蜜せんべい×10枚、
丸大豆せんべい×10枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×4袋

しょうゆせんべい×8枚、白蜜せんべい×8枚、
黒蜜せんべい×8枚、丸大豆せんべい×8枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×4袋

（写真の品）

（写真の品） （写真の品）

稲穂の恵み

年間

3122
（税抜2,150円）

販売
価格2,322円

3123
（税抜2,650円）

販売
価格2,862円

3124 サラダせんべい×12枚、しょうゆせんべい×12枚、
白蜜せんべい×18枚、黒蜜せんべい×18枚、
丸大豆せんべい×16枚、
薄焼きサラダせんべい15ｇ×9袋

（税抜3,150円）
販売
価格3,402円

えびの磯だより
3126

3127
（税抜3,150円）

年間

（税抜2,650円）販売価格2,862円
販売
価格3,402円

わさびの刺激とほんのり甘いえびの風味を感じる「えびわさび」。軽
い塩味に磯の香りたっぷりの「えびわかめ」。胡麻の風味が口いっぱ
いに広がる「えび胡麻」。三種三様の磯の風味とパリパリと小気味
の良い軽い食感をお楽しみください。

えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　各16ｇ×4袋/
計192ｇ（16ｇ×12袋）

えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　各16ｇ×5袋/
計240ｇ（16ｇ×15袋）

えび乳小麦

越後 餅づくり 年間

（税抜2,150円）販売価格2,322円

（税抜2,650円）販売価格2,862円

あっさりとした塩味の「サラダおかき」まろやかな醤油味の「醤油お
かき」小粒のザラメをまぶした「ザラメおかき」黒海苔を巻いた「黒
海苔巻」を加えた、ぷっくりと焼きあがった形がかわいらしい４つの
味わいを是非ご賞味ください。

3128 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）
220ｇ個包装ミックス

3129 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）
330ｇ個包装ミックス

（税抜3,150円）販売価格3,402円
3130 おかき4種(サラダ・しょうゆ・ザラメ・黒海苔巻）

550ｇ個包装ミックス

小麦乳卵

小麦乳卵
小麦乳卵

（税抜3,000円）
販売
価格3,240円

五郎島金時
ミニバウムクーヘン
7516 ミニバウムクーヘン×16

今話題の北陸・金沢スイーツです。金沢市近郊で採れる五郎島金時い
もを使用し、ご家族みんなで楽しめるミニバウムを作りました。五郎島
金時のしっかりとした甘みとやわらかなバウムの食感が特徴です。

小麦乳

ブレンドコーヒー8ｇ（スペシャル）12ｇ、（キリマンジャロ・
オリジナル）×各6袋、クッキー（紅茶・モザイク・チョコアー
モンド・カフェキャラメル）×各10枚

※食品アレルギー物質7品目【小麦・蕎麦・卵・乳・落花生・えび・かに】を含む食品には、食品衛生法に基づいて表示しております。

小麦

日本に2人だけの女性日本茶鑑定士 田村千夏が選びました。日本緑茶の
発祥の地、宇治より渋みと甘みの調和した煎茶・とろっとした甘みが特徴
的な玉露。お手軽に味わえるティーバッグもセットにしてお届けします。

日本茶鑑定士が選んだお茶

0111 宇治玉露100ｇ、パーソナル深蒸し煎茶ティーバッグ３ｇ×１２Ｐ、
宇治煎茶100ｇ（写真の品）

（税抜5,800円）販売価格6,264円

年間

0110 宇治玉露100ｇ、パーソナル深蒸し煎茶ティーバッグ３ｇ×１２Ｐ

グルメ選べるギフト

（税抜4,300円）販売価格4,644円

年間

こだわりグルメを厳選した、グルメ専用の｢選べるギフトカタログ｣を用意しました。名店・老舗のグルメから産地の特産品まで美味しさ満載のラインナップです。
コース名は｢美味しい（旨い）｣の各国語を採用しました。お世話になった方、大切な方への贈り物にどうぞ。

円

グルメ選べるギフト｢ギュゼル｣
（税抜4,000円）販売価格4,320

1513

グルメ選べるギフト｢デリシャス｣
（税抜5,000円）販売価格5,400円

1514

グルメ選べるギフト｢レッカー｣
（税抜6,000円）販売価格6,480円

1515

グルメ選べるギフト｢セボン｣
（税抜10,000円）販売価格10,800円

1516

年間

こだわりは「ふんわり・しっとり・なめらか」な生地とこだわり餡にあり
ます。まるで洋菓子を思わせるような【どら焼き専門店「花音」】の
焼きどらはちょっと贅沢な和のスイーツです。

花音の焼きどら

（税抜3,700円）販売価格3,996円

1579 丹波大納言・丹波抹茶大納言・白小豆・季節商品・他を
含む15個のアソート
※季節商品はお届け時期に応じた季節限定・他を含む
　商品がセットされます。

小麦卵

6月20日～7月31日

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

花いちごのアイス
7574 10個

甘酸っぱい苺を十字にカットし、練乳入りアイスをたっぷりと絞った
上にドライストロベリーを散りばめました。まるで花が咲いたように
華やかで気品あふれるアイスです。一粒ずつ宝石箱のような小箱に
入れてお届けいたします。 

6月20日～7月31日

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

高知たまごファミリー
たまご農場のアイスギフト
7506 たまごアイス・たまごアイスバウムラスク入り×各4(計8）

高知のたまご農家直営のお店の、「たまご本来の美味しさ」にこだわっ
て作ったアイスです。卵の風味を楽しめるカスタードアイスと、バウム
ラスクが入ったカスタードアイスの2種類をお届けいたします。

年間

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

北海道アイスクリーム
プレミアムバニラ入り
2608 プレミアムバニラ90ｍｌ×4・赤肉メロン・青肉メロン・

ハスカップ・ストロベリー　各90ｍｌ×2　計12個

北海道生乳と卵を使ったプレミアムバニラをはじめ、赤肉・青肉メロ
ンやハスカップ、ストロベリーの4種のフルーツの味も楽しめます。

乳卵

マンゴー果肉が贅沢に入ったスイーツ。あとくちの良い果肉入りのゼリー
と、濃厚なマンゴープリンの二層仕立て。フランス最優秀職人国家認定

「M.O.F.」受賞の女性天才シェフ、アンドレ・ロジェのこだわりの一品です。

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
銀座マンゴープリン

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円マンゴープリン×67583

6月20日～7月31日

6月20日～7月31日
6月20日～7月31日

乳

熊本県の契約農家が丹精込めて育てた、手のひらサイズの温州みか
んを、まるごとひとつゼリーに入れました。

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

京都 養老軒
まるごとみかんゼリー

「京の手まり唄」
まるごとみかんゼリー105ｇ×８7597

6月20日～7月31日

6月20日～7月31日

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

ドトール
氷deカフェセット
7543 氷deカフェ・オレ・氷deロイヤルミルクティー

各60g×各6（計12）

人気の「氷deカフェ・オレ」にロイヤルミルクティー味をセット。夏にう
れしいギフトです。ミルクを注ぐだけで、味わい深いアイスカフェ・オレ
とロイヤルミルクティーをお楽しみいただけます。

6月20日～7月31日

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

八天堂 ミニくりーむ大福 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

7509 カスタード・チョコ・抹茶×各6（計18）

八天堂のカスタードクリームをやわらかいお餅で包んだミニ大福です。
定番のカスタード・チョ コ ・抹茶の3つの味をご用意。みんなで楽しめる、
かわいい和スイーツです。

年間

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

「乳蔵」北海道プリンとチーズケーキセット「実」

2610 北海道プリン100g×3、カラメルソース5g×3、
チーズケーキベイクドシート×1

北海道産の生乳を使用した「乳蔵北海道プリン」と北海道産チーズを
使用し焼き入れた「チーズケーキベイクドシート」をお届けします。お好
みで添付のカラメルソースをプリンにかけてお召し上がりください。

小麦乳卵

小麦乳卵

6月20日～7月31日

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

白バラ牛乳使用
牧場のなめらかプリン
7507 プリン83ｇ・カラメルソース5g×各7

鳥取、大山乳業農協の「白バラ牛乳」を使いました。ミルクのコクと、とろ
けるような口どけを楽しめるプリンです。カラメルソースをかけるとまた
違ったおいしさです。

乳卵6月20日～7月31日

（税抜3,200円）
販売
価格3,456円

京都萬屋琳窕
京の水ようかん 丹波の小筒
7508 68ｇ×6

丹波大納言小豆を使用し、上品な甘さに仕上げました。口溶けがとても
なめらか、見た目も爽やかな竹筒入り水ようかんです。※竹筒はプラス
チック製です。

小麦乳卵

6月20日～7月31日

（税抜3,900円）
販売
価格4,212円

イーベルの猫祭り
ベルギーチョコレートグラシエ
7572 ミルクショコラ・ダークショコラ各100ml×各3、

ストロベリーショコラ・ホワイトショコラ各100ml×各2（計10）

ベルギー産クーベルチュールで作る、ミルク・ダーク・ストロベリー・ホワ
イトの4種類のこだわりチョコレートアイス。2001年マンダリン・ナポレ
オン大会で優勝し、世界的に活躍するベルギー出身のチョコレート職
人、ヨリス・バンヘー監修です。

6月20日～7月31日

乳 冷凍 冷凍

乳卵 冷凍
冷凍

※こちらの商品は、のし無し もしくは 短冊のし(お中元)のみの受付となります。短冊のしの会社名・個人名の名入れはできません。
　全て簡易包装でのお届けです。ご注文いただいてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。

乳ネスカフェレギュラーソリュブル
コーヒーギフト No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0305 ゴールドブレンド（約６５ｇ）・ゴールドブレンド香りやわらか（約６５ｇ）・
ゴールドブレンドコク深め（約６５ｇ）・ネスレブライト（約１４０ｇ）×
各１個、エクセラ（約８０ｇ）×４個

アリエール＆プレミアム
ソフターセット No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0304 アリエールスピードプラス（約３60ｇ）・ハーブリッチソフター（約６００ｍｌ）・
ハーブリッチ食器用洗剤（約25０ｍｌ）・ハーブリッチ食器用洗剤詰替
（約22０ｍｌ）×各１個、ハーブリッチソフター詰替（約５００ｍｌ）×３個、
アリエールスピードプラス詰替（約３20ｇ）×2個

6p 7p



年間 のマークのついた商品は2020年3月末までお取扱い可能です。 販売価格は宅配料・消費税込み価格です。
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（税抜4,200円）販売価格4,536円

1595

年間
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達と切り分けてお召し上がりください。
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グルメ選べるギフト｢ギュゼル｣
（税抜4,000円）販売価格4,320

1513

グルメ選べるギフト｢デリシャス｣
（税抜5,000円）販売価格5,400円

1514

グルメ選べるギフト｢レッカー｣
（税抜6,000円）販売価格6,480円

1515

グルメ選べるギフト｢セボン｣
（税抜10,000円）販売価格10,800円

1516

年間

こだわりは「ふんわり・しっとり・なめらか」な生地とこだわり餡にあり
ます。まるで洋菓子を思わせるような【どら焼き専門店「花音」】の
焼きどらはちょっと贅沢な和のスイーツです。

花音の焼きどら

（税抜3,700円）販売価格3,996円

1579 丹波大納言・丹波抹茶大納言・白小豆・季節商品・他を
含む15個のアソート
※季節商品はお届け時期に応じた季節限定・他を含む
　商品がセットされます。

小麦卵

6月20日～7月31日

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

花いちごのアイス
7574 10個

甘酸っぱい苺を十字にカットし、練乳入りアイスをたっぷりと絞った
上にドライストロベリーを散りばめました。まるで花が咲いたように
華やかで気品あふれるアイスです。一粒ずつ宝石箱のような小箱に
入れてお届けいたします。 

6月20日～7月31日

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

高知たまごファミリー
たまご農場のアイスギフト
7506 たまごアイス・たまごアイスバウムラスク入り×各4(計8）

高知のたまご農家直営のお店の、「たまご本来の美味しさ」にこだわっ
て作ったアイスです。卵の風味を楽しめるカスタードアイスと、バウム
ラスクが入ったカスタードアイスの2種類をお届けいたします。

年間

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

北海道アイスクリーム
プレミアムバニラ入り
2608 プレミアムバニラ90ｍｌ×4・赤肉メロン・青肉メロン・

ハスカップ・ストロベリー　各90ｍｌ×2　計12個

北海道生乳と卵を使ったプレミアムバニラをはじめ、赤肉・青肉メロ
ンやハスカップ、ストロベリーの4種のフルーツの味も楽しめます。

乳卵

マンゴー果肉が贅沢に入ったスイーツ。あとくちの良い果肉入りのゼリー
と、濃厚なマンゴープリンの二層仕立て。フランス最優秀職人国家認定

「M.O.F.」受賞の女性天才シェフ、アンドレ・ロジェのこだわりの一品です。

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
銀座マンゴープリン

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円マンゴープリン×67583

6月20日～7月31日

6月20日～7月31日
6月20日～7月31日

乳

熊本県の契約農家が丹精込めて育てた、手のひらサイズの温州みか
んを、まるごとひとつゼリーに入れました。

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

京都 養老軒
まるごとみかんゼリー

「京の手まり唄」
まるごとみかんゼリー105ｇ×８7597

6月20日～7月31日

6月20日～7月31日

（税抜3,800円）
販売
価格4,104円

ドトール
氷deカフェセット
7543 氷deカフェ・オレ・氷deロイヤルミルクティー

各60g×各6（計12）

人気の「氷deカフェ・オレ」にロイヤルミルクティー味をセット。夏にう
れしいギフトです。ミルクを注ぐだけで、味わい深いアイスカフェ・オレ
とロイヤルミルクティーをお楽しみいただけます。

6月20日～7月31日

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

八天堂 ミニくりーむ大福 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

7509 カスタード・チョコ・抹茶×各6（計18）

八天堂のカスタードクリームをやわらかいお餅で包んだミニ大福です。
定番のカスタード・チョ コ ・抹茶の3つの味をご用意。みんなで楽しめる、
かわいい和スイーツです。

年間

（税抜3,500円）
販売
価格3,780円

「乳蔵」北海道プリンとチーズケーキセット「実」

2610 北海道プリン100g×3、カラメルソース5g×3、
チーズケーキベイクドシート×1

北海道産の生乳を使用した「乳蔵北海道プリン」と北海道産チーズを
使用し焼き入れた「チーズケーキベイクドシート」をお届けします。お好
みで添付のカラメルソースをプリンにかけてお召し上がりください。

小麦乳卵

小麦乳卵

6月20日～7月31日

（税抜3,600円）
販売
価格3,888円

白バラ牛乳使用
牧場のなめらかプリン
7507 プリン83ｇ・カラメルソース5g×各7

鳥取、大山乳業農協の「白バラ牛乳」を使いました。ミルクのコクと、とろ
けるような口どけを楽しめるプリンです。カラメルソースをかけるとまた
違ったおいしさです。

乳卵6月20日～7月31日

（税抜3,200円）
販売
価格3,456円

京都萬屋琳窕
京の水ようかん 丹波の小筒
7508 68ｇ×6

丹波大納言小豆を使用し、上品な甘さに仕上げました。口溶けがとても
なめらか、見た目も爽やかな竹筒入り水ようかんです。※竹筒はプラス
チック製です。

小麦乳卵

6月20日～7月31日

（税抜3,900円）
販売
価格4,212円

イーベルの猫祭り
ベルギーチョコレートグラシエ
7572 ミルクショコラ・ダークショコラ各100ml×各3、

ストロベリーショコラ・ホワイトショコラ各100ml×各2（計10）

ベルギー産クーベルチュールで作る、ミルク・ダーク・ストロベリー・ホワ
イトの4種類のこだわりチョコレートアイス。2001年マンダリン・ナポレ
オン大会で優勝し、世界的に活躍するベルギー出身のチョコレート職
人、ヨリス・バンヘー監修です。

6月20日～7月31日

乳 冷凍 冷凍

乳卵 冷凍
冷凍

※こちらの商品は、のし無し もしくは 短冊のし(お中元)のみの受付となります。短冊のしの会社名・個人名の名入れはできません。
　全て簡易包装でのお届けです。ご注文いただいてからお届けまで1週間から10日ほどかかります。

乳ネスカフェレギュラーソリュブル
コーヒーギフト No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0305 ゴールドブレンド（約６５ｇ）・ゴールドブレンド香りやわらか（約６５ｇ）・
ゴールドブレンドコク深め（約６５ｇ）・ネスレブライト（約１４０ｇ）×
各１個、エクセラ（約８０ｇ）×４個

アリエール＆プレミアム
ソフターセット No50

（税抜5,000円）販売価格5,400円

0304 アリエールスピードプラス（約３60ｇ）・ハーブリッチソフター（約６００ｍｌ）・
ハーブリッチ食器用洗剤（約25０ｍｌ）・ハーブリッチ食器用洗剤詰替
（約22０ｍｌ）×各１個、ハーブリッチソフター詰替（約５００ｍｌ）×３個、
アリエールスピードプラス詰替（約３20ｇ）×2個
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