故人が生前
お 世 話 に なった 方 々へ
心 よ り 感 謝 と お 礼 を 込 めて 。
初 盆ご返 礼 品 と して
心 温 ま る 品 々を
豊富に揃えました。

生産物賠償保険付

初盆
新盆

2021

ご予算

良質の小麦粉･播磨地方の美味しい水･赤穂
の塩 を 使い伝 統の製 法で幾 度も 熟 成 を 重ね、
熟練の職人だけが丹精込めてつくりあげます。

コシ、舌触り、
H6-0024

揖保乃糸 上級品

1,000（税込￥1,080）★

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×8束
●箱サイズ/20.5×15×2.5cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月 【小麦】
JK-10M･･･@B5 入数/30 K391-M4800

良質の小麦粉･播磨地方の美味しい水･赤穂
の塩 を 使い伝 統の製 法で幾 度も 熟 成 を 重ね、
熟練の職人だけが丹精込めてつくりあげます。

食べ応えの三 拍 子が 特長の三 輪 素 麺

1,000 円前後

蔵で十分に熟成されちょうどよい食べ頃です。

H6-0017

手延べ三輪素麺

1,000（税込￥1,080）★

㋱税
抜¥

◆

●セット内容/そうめん
（50g）
×8束
●箱サイズ/21.5×17.5×3cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月 【小麦】
X-10･･･@B5 入数/24 K379-M4800

1,200（税込￥1,296）★

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×10束
●箱サイズ/20.5×18×2.5cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月 【小麦】
J-12M･･･@B5 入数/30 K391-M4800

そうめんと枕崎鰹ふりかけ

1,000（税込￥1,080）★

㋱税
抜¥

●セット内容/極そうめん（270g）
×1、枕崎の鰹ふりかけ
（4g×3）
×2
●箱サイズ/28.5×23×4.5cm ●賞味期間/常温10ヶ月 【小麦】
BWKS-10･･･@B4 入数/20 K005-M4600

日 本の食 卓の必 需 品 、

生しょうゆと有 明 海 産 海 苔の詰め合せ

長い時間をかけて乾燥させることにより、
のど越
しが良 く、もっちりした麺に仕 上げました。そう
めんと、
枕崎の鰹味ふりかけをを詰合せました。

H6-0045

H6-0038

揖保乃糸 上級品

H6-0066

調味料セット

H6-0059

1,000（税込￥1,080）★

㋱税
抜¥

有明海産味付のり

1,000（税込￥1,080）★

㋱税
抜¥

●セット内容/有明海産味付のり
（8切32枚）
×2
●箱サイズ/14×15×7.5cm ●賞味期間/常温1年
ANL-10･･･@B6 入数/48 K153-M4300

1

※

【小麦】

価格はメーカー希望小売価格です。 ※★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

●セット内容/マルトモかつおだしの素（4g×6袋）･キッコーマンしぼり
たて生しょうゆ
（200ml）
×各1、有明海産味付海苔
（8切8枚）
×2
●箱サイズ/20×13.5×6.5cm
●賞味期間/常温1年6ヶ月
【乳･小麦】
KBS-A･･･@A5 入数/20 K153-M4800

◆

1,000（税込￥1,080）★

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×7束、あごつゆ
（50g）
×2袋
●箱サイズ/22×20.5×2.8cm ●賞味期間/常温1年
MT-10･･･@本中 入数/20 K145-M3800

【小麦】

（税込￥1,080）★

●セット内容/讃岐そうめん（150g）
×2、讃岐うどん･讃岐細うどん（各
150g）
×各1 ●箱サイズ/24.9×18.3×2.8cm
●賞味期間/常温1年6ヶ月
【小麦】
SEFK-100R･･･@A4 入数/20 K108-M4300

H6-0116

信州そば･讃岐うどん詰合せ

1,000

㋱税
抜¥

（税込￥1,080）★

●セット内容/そば･うどん
（各50g）
×各5
●箱サイズ/20.5×18×2.5cm ●賞味期間/常温2年 【小麦･そば】
KUBM-10･･･@A5 入数/20 K385-M3800

H6-0144

キッチンセット

1,000（税込￥1,100）

●セット内容/クレラップ（22cm×10m）･ストックバッグM7枚･フリー
ザーバッグM5枚･三菱アルミホイル
（25cm×8m）
×各1
●箱サイズ/19×26.5×5cm
HKS-10･･･@半紙 入数/32 K693-M4600

●セット内容/ライオンチャーミーマジカ速乾プラス
（220ml）･花王ワン
パックアタック
（3包）･花王バブ×各1
●箱サイズ/19×14.2×5.2cm
TBX-8K･･･@A5 入数/30 K693-M4800
※

1,000

㋱税
抜¥

H6-0179

ロイヤルスタイルセット

1,000（税込￥1,100）

㋱税
抜¥

◆

●セット内容/ライオンチャーミーマジカ速乾プラス
（220ml）･花王ワン
パックアタック
（3包）
･ライオン植物物語石鹸×各1、花王バブ×2
●箱サイズ/19×19.5×5.2cm
TBX-10K･･･@A5 入数/24 K693-M4800

価格はメーカー希望小売価格です。 ※★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

◆

（税込￥1,080）★

●セット内容/煎茶･かりがね
（各70g）
･ほうじ茶
（30g）
×各1
●箱サイズ/23.8×30.5×3.3cm ●賞味期間/常温1年
CY-03･･･@みの 入数/35 K203-M4600

H6-0158

廣川昆布 御昆布 佃煮3品詰合せ

1,000（税込￥1,080）★

◆

㋱税
抜¥

●セット内容/ごま昆布･山椒昆布･ひじき佃煮
（各45g）
×各1
●箱サイズ/10×23×3cm ●賞味期間/常温1年
206-10
（H-10）
･･･@B5 入数/30 K769-M3800

毎日の暮らしに役立つ洗剤のセットです。

800（税込￥880）

㋱税
抜¥

◆

H6-0120

仲井芳東園 宇治茶詰合せ

お風呂･お台所･お洗濯などで活躍する消耗
品セットです。

お風呂･お台所･お洗濯などで活躍する消耗
品セットです。

H6-0165

◆

㋱税
抜¥

●サイズ/34×75cm ●材質/綿100%
●箱サイズ/26×15.5×3cm ●日本
IHT-1001 BL･･･@A5 入数/96 K304-M2800

ロイヤルスタイルセット

◆

【小麦】

昔ながらの釜 炊き製 法でじっくりと 炊き上げ
た塩昆布･佃煮の詰合せです。

1,000（税込￥1,100）

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×9束
●箱サイズ/20.7×16.9×3.2cm ●賞味期間/常温2年
FA-10･･･@B5 入数/20 K391-M2800

毎日使えるラップやホイル･保存バッグの詰合
せです。

淡い色合いの、可憐なはなつぼみがモチーフの
タオルです。タオルの名産地である今治で丁寧
に織り上げたタオルは吸 水 性にすぐれふんわ
りしたやわらかな風合いが長続きするのが特
徴です。

H6-0137

しまなみ匠の彩 はなつぼみ フェイスタオル

1,000（税込￥1,080）★

㋱税
抜¥

日 本 緑 茶 発 祥の地 。この気 候 風 土に恵まれた
地 域で育つ宇 治 茶は、上 品な 香りと 旨み ･ 甘
み･渋みのバランスの取れた味が特徴です。

◆

●セット内容/手延そうめん（50g）
×10束 ●箱サイズ/22.3×18.2
×2.8cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月
【小麦】
FH-10･･･@本中 入数/20 K145-M4300

H6-0094

〈播州の糸〉播州そうめん

日本を代表する信州そばと讃岐うどんを詰合
せた 贅 沢な逸 品です 。歯 切れが 良 くなめらか
な喉越しの信州そばと、
コシが強くモチモチと
した 食 感の讃 岐 う どんの食べ比べをお楽しみ
ください。

1,000

㋱税
抜¥

1,000（税込￥1,080）★

◆

㋱税
抜¥

香 川 県は「 うどん県 」と呼ばれる程 、古 来より
麺づくりが盛んです。その讃 岐の地で作った 、
夏を代 表する麺 、そ うめん、うどん、細 うどん
の詰合せです。

H6-0109

麺の国 讃岐浪漫

H6-0087

島原手延そうめん

素 麺の本 場 播 州で丹 念に作 られた 、絹 糸のよ
うになめらかなそうめんです。

H6-0070

島原素麺･あごつゆセット

ご予算

小 麦の質 を 大 切にした 、手 延 が 故の舌 心 地 爽
やかな自然色のめん。

小 麦の質 を 大 切にした 、のどごし 爽 やかなめ
ん。風 味 豊かな〝あごつゆ〟をセットにした 、冷
やし素麺にぴったりの商品です。

1,000 円前後

H6-0186

液体洗剤ギフトセット

1,000（税込￥1,100）

㋱税
抜¥

●セット内容/液体洗剤
（600ml）
×1、アタック
（3P）
×2
●箱サイズ/9.5×15×21.5cm
KKC-10K･･･@本中 入数/15 K064-M4800

2

ご予算

素 麺の本 場 播 州で丹 念に作 られた 、絹 糸のよ
うになめらかなそうめんです。

80

上級品は全生産量の

約 ％を占める「 揖保乃糸 」
を

代表する歴史ある名品です。

1,500 円前後

H6-0208

〈播州の糸〉播州そうめん

1,500（税込￥1,620）★

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×14束
●箱サイズ/20.5×28×3cm ●賞味期間/常温2年
FA-15･･･@B4 入数/16 K391-M2800



コシ、舌 触り、食べ応えの三 拍 子が特 長の三 輪
素麺です。蔵で十分に熟成されちょうどよい食
べ頃です。

良質の小麦粉･播磨地方の美味しい水･赤穂の塩を使い伝統の
製法で幾度も熟成を重ね、熟練の職人だけが丹精込めてつくり
あげます。

H6-0190

揖保乃糸 上級品

H6-0215

1,500

㋱税
抜¥

【小麦】

1,500

㋱税
抜¥

（税込￥1,620）★

●セット内容/そうめん
（50g）
×12束
●箱サイズ/21.5×24×3cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月  【小麦】
X-15･･･@A4 入数/18 K379-M4300

そうめんとかつおだしの素

1,500（税込￥1,620）★

㋱税
抜¥

●セット内容/極そうめん（270g）
×2、いりごま
（10g×2）･かつおだし
の素（4g×10）
×各1
●箱サイズ/28.5×23×4.5cm ●賞味期間/常温1年 
【小麦】
BWKS-15･･･@B4 入数/10 K005-M4600

世代を問わず好まれる日本の美味しい味わい
です。

H6-0236

調味料セット

㋱税
抜¥

㋱税
抜¥

●セット内容/有明海産味付海苔（3切6枚）･マルトモかつおだしの素
（4g×6袋）･キッコーマンしぼりたて生しょうゆ（200ml）
×各1、アマノ
ほうれん草おみそ汁（7g）
×2
●箱サイズ/22.5×20×6.5cm ●賞味期間/常温1年  【乳･小麦】
KBS-B･･･@半紙 入数/16 K153-M4800

3

H6-0240

調味料セット

1,500（税込￥1,620）★

※

価格はメーカー希望小売価格です。 ※★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

家 族みんなの大 好きな揚げ物が

家 庭の団らんに一 役 買います。

長い時間をかけて乾燥させることにより、
のど
越しが良 く、もっちりした麺に仕 上げました。
そうめんと、かつおだしの素、薬味の胡麻を詰
合せました。

H6-0229

◆

手延べ三輪素麺

（税込￥1,620）★

●セット内容/そうめん
（50g）
×12束
●箱サイズ/20.5×22.5×2.5cm
●賞味期間/常温2年6ヶ月 
J-15M･･･@本中 入数/20 K391-M4800

【小麦】

1,500（税込￥1,620）★

●セット内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ（450ml）･有明海産味
付のり
（3切6枚）
･日清キャノーラ油
（400g）
×各1
●箱サイズ/22.5×20×6.5cm ●賞味期間/常温1年6ヶ月【小麦】
KS-A･･･@B5 入数/16 K153-M4800

◆

1,500（税込￥1,620）★

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×10束、あごつゆ
（50g）
×3袋
●箱サイズ/22×27.2×2.8cm ●賞味期間/常温1年 
MT-15･･･@半紙 入数/16 K145-M3300

1,500（税込￥1,620）★

【小麦】

◆

㋱税
抜¥

●セット内容/そば
（50g）
×5、
うどん
（50g）
×10
●箱サイズ/20.5×26.7×2.5cm
●賞味期間/常温2年 
KUBM-15･･･@半紙 入数/16 K385-M3800

㋱税
抜¥

●セット内容/ごま昆布･木耳佃煮･山椒昆布（各45g）･細切汐吹昆布
（18g）
×各1 ●箱サイズ/18.5×16×3cm ●賞味期間/常温1年
206-11（H-15）･･･@A5 入数/30 K769-M3300

H6-0299

※

H6-0307

食卓詰合せ

㋱税
抜¥

㋱税
抜¥

1,500（税込￥1,620）★

●セット内容/有明海産味付のり
（8切32枚）
×3
●箱サイズ/14×22×7.5cm ●賞味期間/常温1年
ANL-15･･･@本中 入数/32 K153-M4300

H6-0328



1,500（税込￥1,620）★

【小麦】

柿安本店･新之助貝新しぐれ詰合せ

1,500（税込￥1,620）★

◆

㋱税
抜¥

●セット内容/新之助貝新殿さん茶々漬（5g）･あさりしぐれ（10g）
×各
2、柿安本店料亭牛肉ごぼうしぐれ煮
（50g）
×1
●箱サイズ/23×25×3.5cm ●賞味期間/常温1年 
【小麦】
KSAE･･･@B5 入数/30 K839-M4600

●セット内容/のり玉子ふりかけ（4.5g×2袋）･わかめスープ（5.3g×2
袋）
×各1、マルトモ即席みそ汁ほうれん草（7.5g）･白子のり
（8切5枚）
×
各2 ●箱サイズ/25.5×16.5×5.5cm
●賞味期間/常温1年2ヶ月 
【卵･乳･小麦･えび】
LC-15･･･@半紙 入数/24 K153-M4300

H6-0335

しまなみ匠の彩 はなつぼみ フェイスタオル･ウォッシュタオル

1,500（税込￥1,650）

㋱税
抜¥

●サイズ/フェイスタオル:34×75cm、
ウォッシュタオル:34×35cm
●材質/綿100% ●箱サイズ/15.5×26×3cm ●日本
IHT-1501･･･@半紙 入数/96 K304-M2800

H6-0356

キッチンセット

1,500（税込￥1,650）

㋱税
抜¥

◆

●セット内容/クレラップ（22cm×10m）
×2、ジッパーバッグ（M5枚）
･ストックバッグ
（M7枚）･フリーザーバッグ
（M5枚）･三菱アルミホイル
（25cm×8m）
×各1 ●箱サイズ/14×25×9.5cm
HKS-15･･･@A4 入数/18 K693-M4800

価格はメーカー希望小売価格です。 ※★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

毎日の暮らしに役立つ洗剤のセットです。

●セット内容/ライオンチャーミーマジカ速乾プラス
（220ml）･ライオン
植物物語石鹸･洗濯機用クリーナーM×各1、花王ワンパックアタック
（3
包）
×2、花王バブ×3 ●箱サイズ/19×31.3×5.2cm
TBX-15K･･･@みの 入数/20 K693-M4800

●セット内容/讃岐そうめん･讃岐うどん･讃岐細うどん
（各150g）
×各2
●箱サイズ/25.9×25.9×3.1cm
●賞味期間/常温1年6ヶ月 
【小麦】
SEFK-150M･･･@A4 入数/10 K108-M4300

毎日使えるラップやホイル･保存バッグの詰合
せです。

1,500（税込￥1,650）

㋱税
抜¥

◆

1,500（税込￥1,620）★

◆

㋱税
抜¥

有明海産味付のり

お風呂･お台所･お洗濯などで活躍する消耗
品セットです。

H6-0349

ロイヤルスタイルセット

H6-0278

麺の国 讃岐浪漫

淡い色合いの、可憐なはなつぼみのモチーフの
タオルです。タオルの名産地である今治で丁寧
に織り上げたタオルは吸 水 性にすぐれふんわ
りしたやわらかな風合いが長続きするのが特
徴です。

◆

●セット内容/手延そうめん
（50g）
×16束
●箱サイズ/22×27.2×2.8cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月【小麦】
FH-15･･･@半紙 入数/16 K145-M4300

老舗 新之助貝新と料亭 柿安本店のしぐれを
詰合せました。新之助貝新の伝統的製法、浮か
し炊きで炊き上げたあさり時雨煮を具材に絶
品のお茶漬けと柿安本店がふんわりとやわら
かく炊き上げる「 牛 肉ごぼうしぐれ煮 」。料 亭
の味をご家庭でご賞味ください。

1,500（税込￥1,620）★

【小麦･そば】

昔ながらの釜 炊き製 法でじっくりと 炊き上げ
た塩昆布･佃煮の詰合せです。

H6-0314

廣川昆布 御昆布 佃煮4品詰合せ

1,500（税込￥1,620）★

◆

㋱税
抜¥

日本を代表する信州そばと讃岐うどんを詰合
せた 贅 沢な逸 品です 。歯 切れが 良 くなめらか
な喉越しの信州そばと、
コシが強くモチモチと
した 食 感の讃 岐 う どんの食べ比べをお楽しみ
ください。

H6-0285

信州そば･讃岐うどん詰合せ

H6-0264

島原手延そうめん

香 川 県は「 うどん県 」と呼ばれる程 、古 来より
麺づくりが盛んです。その讃 岐の地で作った 、
夏を代 表する麺 、そ うめん、うどん、細 うどん
の詰合せです。

H6-0257

島原素麺･あごつゆセット

ご予算

小 麦の質 を 大 切にした 、手 延 が 故の舌 心 地 爽
やかな自然色のめん。

小 麦の質 を 大 切にした 、のどごし 爽 やかなめ
ん。風 味 豊かな〝あごつゆ〟をセットにした 、冷
やし素麺にぴったりの商品です。

1,500 円前後

H6-0360

液体洗剤ギフトセット

1,500（税込￥1,650）

㋱税
抜¥

●セット内容/液体洗剤（600ml）･液体洗剤詰替用（500ml）･アタック
（3P）
･キュキュット台所洗剤
（240ml）
×各1
●箱サイズ/12.5×16×23.5cm
KKC-15K･･･@A4 入数/9 K064-M4800

4

ご予算

コシ、舌 触り、食べ応えの三 拍 子が特 長の三 輪
素麺です。蔵で十分に熟成されちょうどよい食
べ頃です。

手延べそうめん生産量日本一

「揖保乃糸」

2,000 円前後

H6-0384

◆

手延べ三輪素麺（レシピ集付き）

2,000（税込￥2,160）★

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×16束
●箱サイズ/21.5×30×3cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月
X-20･･･@みの 入数/12 K379-M4300

【小麦】

素 麺の本 場 播 州で丹 念に作 られた 、絹 糸のよ
うになめらかなそうめんです。

手延べそうめん生産量日本一の「揖保乃糸」の中で、
最もご愛顧いただいている上級品です。

H6-0377

揖保乃糸 上級品

2,000（税込￥2,160）★

㋱税
抜¥

◆

●セット内容/そうめん
（50g）
×13束
●箱サイズ/21×25.5×3.5cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月 【小麦】
MD-20H･･･@A4 入数/10 K401-M4800

●セット内容/そうめん
（50g）
×15束
●箱サイズ/20.2×24.7×3.1cm ●賞味期間/常温2年
FP-20･･･@半紙 入数/18 K391-M2800

●セット内容/ごま昆布･椎茸昆布･角切昆布･わかめ佃煮･ひじき佃煮（各
45g）･細切汐吹昆布（18g）
×各1
●箱サイズ/18.5×23×3cm ●賞味期間/常温1年
206-12（H-20）･･･@B5 入数/15 K769-M3300

新之助貝新の伝統的製法、浮かし炊きで炊き上げたあさり時雨煮を
具材に絶品のお茶漬けと柿安本店がふんわりとやわらかく炊き上げ
る
「牛肉ごぼうしぐれ煮」。料亭の味をご家庭でご賞味ください。

H6-0410

柿安本店･新之助貝新しぐれ詰合せ

㋱税
抜¥

㋱税
抜¥

2,000（税込￥2,160）★

●セット内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ
（450ml）
×2、キッコーマンみりんタイプこってりん･キッコーマン濃いだし本つゆ
（各500ml）
×各1 ●箱サイズ/25.5×30.5×7.5cm
●賞味期間/常温1年6ヶ月
【小麦】
KAL-20･･･@みの 入数/10 K352-M4800

5

H6-0427

キッコーマン調味料セット

※

価格はメーカー希望小売価格です。 ※★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

2,000（税込￥2,160）★

◆

●セット内容/新之助貝新殿さん茶々漬（5g）･あさりしぐれ（10g）
×各
2、柿安本店料亭（牛肉ごぼうしぐれ煮･そぼろ味噌味合わせ）
（各50g）
×
各1 ●箱サイズ/23×25×3.5cm ●賞味期間/常温1年 【小麦】
KSBOS･･･@B5 入数/30 K839-M4600

老 舗 新之助貝新と

◆

㋱税
抜¥

【小麦】

料 亭 柿安本店のしぐれを

詰 合せました。

2,000（税込￥2,160）★

2,000（税込￥2,160）★

㋱税
抜¥

昔ながらの釜 炊き製 法でじっくりと 炊き上げ
た塩昆布･佃煮の詰合せです。 詰合せの中の
「 椎 茸 昆 布 」が 2 0 1 0 年 度 の「 大 阪 府 知 事
賞」を受賞しております。

H6-0406

廣川昆布 御昆布 佃煮6品詰合せ

H6-0398

〈播州の糸〉播州そうめん（木箱入）

2,000（税込￥2,160）★

◆

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん（50g）
×14束、あごつゆ（50g）
×4袋 ●箱サ
イズ/22×38.2×2.8cm ●賞味期間/常温1年
【小麦】
MT-20･･･@中杉 入数/12 K145-M3300

H6-0448

島原手延そうめん

2,000（税込￥2,160）★

㋱税
抜¥

●セット内容/手延そうめん（50g）
×22束 ●箱サイズ/22×36.5×
2.8cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月
【小麦】
FH-20･･･@中杉 入数/12 K145-M4000

2,000

㋱税
抜¥

（税込￥2,160）★

●セット内容/そば･うどん
（各50g）
×各10
●箱サイズ/20.5×35×2.5cm ●賞味期間/常温2年 【小麦･そば】
KUBM-20･･･@A3 入数/10 K385-M3800

挽きたてのコーヒー豆をすばやくパックし、
大 切 な 香 りをしっかり 封 じ 込 めた ドリップ
コーヒ ーで す 。お 湯 に 浸 らない 本 格 ド リッ
プ式コーヒーなので、
コーヒー本来のクリア
な味がお楽しみいただけます。モンカフェと
メープル味のワッフルクッキーを詰合せました。

H6-0497

モンカフェ クッキータイムセット

2,000（税込￥2,160）★

◆

㋱税
抜¥

●セット内容/モンカフェ ドリップコーヒースペシャルブレンド
（7.5g）･
アストリア スティックコーヒー（12g）･アーマッドティー（アールグレイ･
ダージリン）
（各2g）
×各3、
ワッフルクッキー メープル×8
●箱サイズ/23×35.5×4.5cm
●賞味期間/常温1年
【卵･乳･小麦】
MBO･･･@B4 入数/30 K839-M4300

2,000

㋱税
抜¥

H6-0505

◆

2,000

㋱税
抜¥

（税込￥2,160）★

●セット内容/煎茶（60g）･かりがね
（70g）
×各2、ほうじ茶（30g）
×1
●箱サイズ/25×37.7×4cm ●賞味期間/常温1年
CY-05-01･･･@中杉 入数/20 K203-M4600

H6-0519

味の素オリーブオイル&新鮮調味料セット

㋱税
抜¥

㋱税
抜¥

2,000（税込￥2,160）★

●セット内容/日清キャノーラ油
（380g）
×4
●箱サイズ/25.5×30.5×7.5cm ●賞味期間/常温2年
NK-20A･･･@みの 入数/10 K352-M4800

H6-0530

㋱税
抜¥

㋱税
抜¥

※

（税込￥2,160）★

H6-0480

仲井芳東園 宇治茶詰合せ

オリジナル日清キャノーラ油セット

手洗い&除菌セット

●セット内容/花王アタック
（24g×3）･キッチンクリーン
（250ml）･キッ
チンクリーナー20枚入×各1、キッチンクリーン詰替用（200ml）･ケナ
フ入り水切り袋排水口用5枚入×各2
●箱サイズ/9.5×18×19cm
U-20BR2･･･@A5 入数/10 K638-M3300

◆

●セット内容/そば
（50g）
×20
●箱サイズ/20.5×35×2.5cm ●賞味期間/常温2年 【小麦･そば】
KBM-20･･･@中杉 入数/10 K385-M3800

洗濯洗剤詰合せセット

2,000（税込￥2,200）

2,000（税込￥2,160）★

●セット内容/讃岐そうめん（75g×3束）･小豆島そうめん（150g）
×各
2、讃岐うどん･讃岐細うどん（各75g×3束）
×各1 ●箱サイズ/26.4
×37.5×3.7cm ●賞味期間/常温1年6ヶ月
【小麦】
SEFK-200R･･･@中杉 入数/10 K108-M4300

2,000（税込￥2,200）

●セット内 容 /ライオンキレイキレイ薬 用 液 体ハンドソープ（ 本 体 ）
（250ml）･P&G除菌ジョイコンパクト（175ml）･ネットスポンジ×各
1、ライオンキレイキレイ薬用液体ハンドソープ
（つめかえ用）
（200ml）
×2
●箱サイズ/6.7×20.2×19cm
KIL-20･･･@B5 入数/20 K352-M4800

価格はメーカー希望小売価格です。 ※★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

2,000（税込￥2,160）★

●セット内容/日清キャノーラ油（600g）･キッコーマンいつでも新鮮し
ぼりたて生しょうゆ（450ml）･味の素オリーブオイルピュア（200g）
×
各1 ●箱サイズ/25.5×23×7.5cm
●賞味期間/常温1年6ヶ月
【小麦】
KOK-20R･･･@半紙 入数/10 K352-M4800

H6-0547

淡い色合いの、可憐なはなつぼみのモチー
フのタオルです。タオルの名産地である今
治で丁寧に織り上げたタオルは吸水性に
すぐれふんわりしたやわらかな風 合いが
長続きするのが特徴です。

H6-0526

H6-0476

信州そば

◆

㋱税
抜¥

日 本 緑 茶 発 祥の地 。この気 候 風 土に恵まれた
地 域で育つ宇 治 茶は、上 品な 香りと 旨み ･ 甘
み･渋みのバランスの取れた味が特徴です。

◆

H6-0455

麺の国 讃岐浪漫

挽きたてのそ ば粉 を 使 用 し 、そ ば本 来の風 味
を大切にしました。コシのある歯切れとなめら
かな喉越しをお楽しみください。

日本を代表する信州そばと讃岐うどんを詰合
せた 贅 沢な逸 品です 。歯 切れが 良 くなめらか
な喉越しの信州そばと、
コシが強くモチモチと
した 食 感の讃 岐 う どんの食べ比べをお楽しみ
ください。

H6-0469

信州そば･讃岐うどん詰合せ

◆

香 川 県は「 うどん県 」と呼ばれる程 、古 来より
麺づくりが盛んです。その讃 岐の地で作った 、
夏を代 表する麺 、そ うめん、うどん、細 うどん
の詰合せです。

H6-0434

島原素麺･あごつゆセット

ご予算

小 麦の質 を 大 切にした 、手 延 が 故の舌 心 地 爽
やかな自然色のめん。

小 麦の質 を 大 切にした 、のどごし 爽 やかなめ
ん。風 味 豊かな〝あごつゆ〟をセットした 、冷や
し素麺にぴったりの商品です。

2,000 円前後

しまなみ匠の彩 はなつぼみ フェイスタオル2P

2,000（税込￥2,200）

㋱税
抜¥

●サイズ/34×75cm
●材質/綿100% ●箱サイズ/23×25×4cm ●日本
IHT-2001･･･@半紙 入数/52 K304-M2800
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ご予算

2,500（税込￥2,700）★

◆

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×17束
●箱サイズ/21×31.5×3.5cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月 【小麦】
MD-25H･･･@みの 入数/8 K401-M4800

H6-0568

3,000（税込￥3,240）★

㋱税
抜¥

●セット内容/そうめん
（50g）
×21束
●箱サイズ/21×38×3.5cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月
MD-30H･･･@中杉 入数/8 K401-M4800

●セット内容/うどん
（50g）
×20
●箱サイズ/21×35.5×3.3cm ●賞味期間/常温2年
KUM-25K･･･@A4 入数/6 K385-M3800

【小麦】

もちっとした食感なのに強いコシ、本場讃岐の
うどん他、
美味しさを詰合せました。

H6-0618

【小麦】

●セット内容/そうめん
（50g）
×29束
●箱サイズ/21×30.5×5cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月
MD-40H･･･@B4 入数/6 K401-M4800

3,000

◆

（税込￥3,240）★

●セット内容/そば
（50g）
×10、
うどん
（50g）
×15
●箱サイズ/21×42.7×3.3cm ●賞味期間/常温2年 【小麦･そば】
KUBM-30K･･･@中杉 入数/6 K385-M3800

H6-0625

H6-0604

揖保乃糸 上級品

5,000

㋱税
抜¥

調味料ギフトセット

㋱税
抜¥

㋱税
抜¥

㋱税
抜¥

◆

●セット内容/ごまひじき･木耳佃煮･山椒昆布･しその実昆布･松茸昆布･
しその実わかめ
（各45g）
×各1
●箱サイズ/18.5×23×3cm ●賞味期間/常温1年
【小麦】
206-13（H-25）･･･@B5 入数/15 K769-M3300

※

2,500（税込￥2,700）★

●セット内容/日清サラダ油（400g）･大森屋味のり
（8切8枚×2）･伯方
の塩焼塩（20g×2）
･梅茶漬け
（6g×4）
×各1
●箱サイズ/25.5×34×5.5cm
●賞味期間/常温1年2ヶ月
【乳･小麦･えび】
NH-25R･･･@中杉 入数/10 K638-M3300

H6-0650

廣川昆布 御昆布 佃煮9品詰合せ

3,000（税込￥3,240）★

㋱税
抜¥

昔ながらの釜 炊き製 法でじっくりと 炊き上げ
た塩昆布･佃煮の詰合せです。 詰合せの中の
「しその実わかめ」が2 0 1 4 年 度の「 大 阪 府
知事賞」を受賞しております。

2,500（税込￥2,700）★

㋱税
抜¥

昔ながらの釜 炊き製 法でじっくりと 炊き上げ
た塩昆布･佃煮の詰合せです。 詰合せの中の
「しその実わかめ」が2 0 1 4 年 度の「 大 阪 府
知事賞」を受賞しております。

H6-0646

廣川昆布 御昆布 佃煮6品詰合せ

◆

●セット内容/ごま昆布･ごまひじき･木耳佃煮･しその実昆布･ひじき佃煮
･しその実わかめ
（各45g）
･一口椎茸
（30g）
･かつお昆布･細切汐吹昆布
（各18g）
×各1
●箱サイズ/28×23×3cm ●賞味期間/常温1年
【小麦】
206-14（H-30）
･･･@半紙 入数/10 K769-M3300

価格はメーカー希望小売価格です。 ※★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

◆

【小麦】

H6-0639

調味料ギフトセット

●セット内容/いりごま
（10g×2）･かつおだしの素（4g×10）･日高昆
布（15g）
×各1、讃岐うどん（200g）･枕崎の鰹ふりかけ（4g×3）
×各
2 ●箱サイズ/28.5×33×4.5cm
●賞味期間/常温10ヶ月
【小麦】
BWSS-30･･･@A3 入数/10 K005-M4600

【小麦】

（税込￥5,400）★

●セット内容/そうめん
（50g）
×38束
●箱サイズ/21×34×5.5cm ●賞味期間/常温2年6ヶ月
MD-50H･･･@A3 入数/5 K401-M4800

讃岐うどん詰合せ

3,000（税込￥3,240）★
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H6-0596

信州そば･讃岐うどん詰合せ
㋱税
抜¥

（税込￥2,700）★

4,000（税込￥4,320）★

◆

㋱税
抜¥

手 延べそ うめん生 産 量 日 本一の「 揖 保 乃 糸 」の
中で、
最もご愛顧いただいている上級品です。

2,500

㋱税
抜¥

◆

H6-0575

揖保乃糸 上級品

日本を代表する信州そばと讃岐うどんを詰合
せた 贅 沢な逸 品です 。歯 切れが 良 くなめらか
な喉越しの信州そばと、
コシが強くモチモチと
した 食 感の讃 岐 う どんの食べ比べをお楽しみ
ください。

麺処の讃岐地方で仕上げられた美味しいうど
んです。滑らかなのどごしと艶やかな食感、そ
してしっかりとしたコシの強さが特徴です。

H6-0589

讃岐うどん

◆

揖保乃糸 上級品

手 延べそ うめん生 産 量 日 本一の「 揖 保 乃 糸 」の
中で、最もご愛顧いただいている上級品です。

H6-0554

揖保乃糸 上級品

手 延べそ うめん生 産 量 日 本一の「 揖 保 乃 糸 」の
中で、最もご愛顧いただいている上級品です。

手 延べそ うめん生 産 量 日 本一の「 揖 保 乃 糸 」の
中で、最もご愛顧いただいている上級品です。

2,500 円前後〜

3,000（税込￥3,240）★

●セット内容/日清サラダ油
（400g）
･伯方の塩焼塩
（20g×2）
･梅茶漬け
（6g×4）･ヤマキあごだし
（4g×2×6）
×各1、ヤマキかつおだし
（4g×2
×5）
×2 ●箱サイズ/25.5×34×5.5cm
●賞味期間/常温1年2ヶ月
【乳･小麦】
NH-30R･･･@中杉 入数/10 K638-M2800

H6-0667

洗濯洗剤詰合せセット

2,500（税込￥2,750）

㋱税
抜¥

●セット内容/キッチンクリーン
（250ml）･キッチンクリーナー20枚入･
メッシュクリーナー×各1、花王アタック
（24g×3）･キッチンクリーン詰
替用
（200ml）
･ケナフ入り水切り袋排水口用5枚入×各2
●箱サイズ/9.5×18×19cm
U-25BR2･･･@A5 入数/10 K638-M3300

