お茶漬け最中＆
スープ春雨 A
商品番号 20S137

3,564円（税込） 3,300円（税抜）
お茶漬け最中（貝柱・梅・鮭・海老）
、スープ春雨（わかめ醤油味14.1g×2、
かきたま海鮮風塩味12.9g、野菜スープ味13.2g） 賞味期限：常温180日

日清ヘルシーリセッタ&
ヘルシーオイルギフト A

日清ヘルシーリセッタ&
ヘルシーオイルギフト B

日清ヘルシーリセッタ&
ヘルシーオイルギフト C

お茶漬け最中＆
スープ春雨 B

直江屋源兵衛のドレッシング

商品番号 20S125

商品番号 20S126

商品番号 20S127

商品番号 20S138

商品番号 20S139

ヘルシーリセッタ350g×3、
ヘルシーベジオイル350g×1、
ヘル
シーオフ350g×2 賞味期限：常温2年

ヘルシーリセッタ350g×4、
ヘルシーベジオイル350g×2、
ヘル
シーオフ350g×2 賞味期限：常温2年

ヘルシーリセッタ350g×5、
ヘルシーベジオイル350g×2、
ヘル
シーオフ350g×3 賞味期限：常温2年

お茶漬け最中（貝柱・梅・鮭・海老 各2）、スープ春雨（わかめ醤油味14.1g×2、
かきたま海鮮風塩味12.9g、野菜スープ味13.2g） 賞味期限：常温180日

源助大根ドレッシング・醤油胡麻ドレッシング 各200ml×２、
玉
ねぎドレッシング200ml×1 賞味期限：常温180日

3,564円（税込） 3,300円（税抜）
常温

化粧箱

4,644円（税込） 4,300円（税抜）

簡易

常温

簡易

常温

化粧箱

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

簡易

常温

キッコーマン生しょうゆ＆瓶詰・缶詰セット A キッコーマン生しょうゆ＆瓶詰・缶詰セット B

キッコーマン＆アマノフーズ バラエティセット

商品番号 20S128

商品番号 20S130

商品番号 20S129

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

常温

化粧箱

簡易

小麦

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml、キッコーマン塩分ひかえめ丸大
豆生しょうゆ450ml、日清ヘルシーライト600g、北海道産鮭ほぐし40g、北
海道産鯖ほぐし40g、ニッスイ貝柱ほぐし身70g、ニッスイあさりのアヒー
ジョ65g、宝幸オリーブオイルツナ70g×2 賞味期限：常温1年6ヶ月

常温

化粧箱

簡易

小麦

キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml、
アマノフーズいつも
のおみそ汁（なす9.5g、ほうれん草7g、
とうふ10g）
、伯方の塩
焼塩
（20g×2）
、
ヤマキかつおだし
（4g×10）
、
大森屋味のり
（8切
8枚×2）
、
ニッスイ焼鮭ほぐし55g 賞味期限：常温1年

常温

化粧箱

簡易

小麦・えび

ＡＧＦアイスコーヒーバラエティギフト A ＡＧＦアイスコーヒーバラエティギフト B

AGF®インスタントコーヒーバラエティギフト

商品番号 20S131

商品番号 20S133

商品番号 20S132

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

「ブレンディ」ボトルコーヒー スペシャル・ブレンド無糖 900ml
×3、ブラジ ル・ブレンド無 糖 900ml×2、
「 紅 茶 物 語 」ボトル
ティー アールグレイ無糖 900ml×1、イングリッシュブレック
ファースト無糖900ml×1 賞味期限：常温10ヶ月

常温

化粧箱

簡易

「ブレンディ」ボトルコーヒー スペシャル・ブレンド無糖 900ml
×5、ブラジ ル・ブレンド無 糖 900ml×3、
「 紅 茶 物 語 」ボトル
ティー アールグレイ無糖 900ml×2、イングリッシュブレック
ファースト無糖 900ml×2 賞味期限：常温10ヶ月

常温

化粧箱

簡易

化学調味料無添加 味ごろもだし
パックギフト

山内本店 まぼろしの味噌

商品番号 20S134

商品番号 20S135

こんぶ風味だしパック6g×14袋・万能あわせだし8ｇ×14袋・焼
きあご天然だしパック5ｇ×14袋 賞味期限：常温10ヶ月

無添加まぼろしの味噌 米麦合せ 700g×3
10ヶ月

3,240円（税込） 3,000円（税抜）
常温

化粧箱

簡易

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

常温

常温

化粧箱

簡易

化粧箱

簡易

紀州特選南高梅 スイートはちみつ梅干
商品番号 20S136
賞味期限：常温

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

380ｇ
（塩分5%） 賞味期限：常温150日

常温

化粧箱

簡易

※産地天候等の事情によりお届けが遅れたり、
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。予めご了承ください。※商品パッケージ・箱等は写真と多少異なる場合がございます。
※カタログの写真は盛り付け見本例です。食器等の小物は商品に含まれておりません。※カタログには商品の製造日より、消費・賞味期限までの日数を記載しております。お手元には、製造日より
多少日数の経過したお品物をお届けする場合がございます。商品の特性上、返品は原則としてお受けできません。※鮮度の関係で、島しょ部にはお届けできない場合もございます。※商品の品質
には万全を期しておりますが、お申し込み商品と異なる商品が届けられた場合や、配送中に破損・汚損が生じた場合はお取り替えいたしますので、商品到着後1週間以内にご連絡ください。

簡易

小麦・卵・乳・えび

ニッスイ缶詰＆アマノフーズ詰合せ A

ニッスイ缶詰＆アマノフーズ詰合せ B

商品番号 20S140

商品番号 20S141

アマノフーズいつものおみそ汁（なす9.5g、
ほうれん草7g、
とう
ふ10g 各2）
、
ニッスイ紅ずわいがに脚肉入わたりがにブレンド
缶詰55g×3 賞味期限：常温1年

アマノフーズいつものおみそ汁（なす9.5g、
ほうれん草7g、
とう
ふ10g 各2）
、
ニッスイ紅ずわいがに脚肉入わたりがにブレンド
缶詰55g×6 賞味期限：常温1年

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

常温

化粧箱

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

簡易

かに

常温

化粧箱

簡易

かに

やま磯 初摘み味付海苔ギフト A

やま磯 初摘み味付海苔ギフト B

商品番号 20S143

商品番号 20S144

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

初摘み味付のり
（8切32枚）
×6 賞味期限：常温1年3ヶ月

常温

化粧箱

簡易

小麦・えび

小麦・卵・乳

簡易

小麦・卵

丸大豆醤油 直江屋源兵衛
商品番号 20S142

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

1L×６ 賞味期限：常温1年6ヶ月

常温

化粧箱

簡易

小麦

湯布院長寿畑 サラダ油のはいっ
ちょらんドレッシング
商品番号 20S145

青じそドレッシング・かぼすドレッシング・ごまドレッシング・ゆず
ドレッシング 各310ml×1 賞味期限：常温1年

常温

化粧箱

完全

山内本店

わさびふりかけ3.6g×5袋×1箱、シーチキンLフレークひまわり油70g×1缶、
シーチキンLフレークオリーブオイル70g×1缶、シーチキンマイルドキャノー
ラオイル70g×1缶、鮭わかめ混ぜご飯3.2g×5袋×1箱、梅かつおふりかけ
4.7g×8袋×1本、アーベストフーズ味付高菜130g×1瓶、アーベストフーズ
のり佃煮145g×1瓶、
しそわかめ混ぜご飯3.2g×5袋×1箱、焼のり3切6枚×
2袋×1箱、若菜混ぜご飯3.2g×8袋×1本 賞味期限：常温1年6ヶ月

常温

化粧箱

簡易

冷凍

クール冷凍便にてお届けします。

ダン
ボール

産地のダンボールに入れてお届けします。 木箱 木製の箱に入れてお届けします。 簡易 簡易包装でお届けします。

冷蔵

小麦・えび

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

梅かつおふりかけ4.7g×8袋×1本、
アーベストフーズ味付高菜
130g×1瓶、
アーベストフーズのり佃煮145g×1瓶、
しそわかめ
混ぜご飯3.2g×5袋×1箱、
焼のり3切6枚×2袋×1箱、
若菜混ぜ
ご飯3.2g×8袋×1本 賞味期限：常温1年6ヶ月

簡易

簡易

商品番号 20S147

3,564円（税込） 3,300円（税抜）

化粧箱

化粧箱

化粧箱

小麦

バラエティギフト和彩館 B

商品番号 20S146

常温

初摘み味付のり
（8切32枚）
×10 賞味期限：常温1年3ヶ月

常温

常温

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

バラエティギフト和彩館 A

4,104円（税込） 3,800円（税抜）

小麦

「マキシム®」
インスタントコーヒー スペシャル・ブレンド65g×4、
「ブレンディ®」インスタントコーヒー スペシャル・テイスト70g
×2、
「ブレンディ®」
インスタントコーヒー マイルド・テイスト70g
×1 賞味期限：常温3年1ヶ月

化粧箱

3,240円（税込） 3,000円（税抜）

調味料・惣菜

調味料・惣菜

キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml、
キッコーマン塩分ひ
かえめ丸大豆生しょうゆ450ml、
北海道産鮭ほぐし40g、
ニッス
イ貝柱ほぐし身70g、
宝幸オリーブオイルツナ70g 賞味期限：
常温1年6ヶ月

3,564円（税込） 3,300円（税抜）
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化粧箱

5,724円（税込） 5,300円（税抜）

小麦・卵・乳

特選調味詰合せ

商品番号 20S148

4,320円（税込） 4,000円（税抜）
無添加まぼろしの味噌 米麦合せ 500ｇ×2、超特撰 純搾り
200ml ×1、
たまごかけ醤油 200ml ×1、
つゆ名人 200ml ×
1、
名工ぽん酢 200ml ×1 賞味期限：常温１０ヶ月

常温

化粧箱

簡易

クール冷蔵便にてお届けします。 常温 常温便にてお届けします。 化粧箱 化粧箱に入れてお届けします。
完全

※アレルギーの特定原材料7品目が含まれているものについて
「小麦・卵・乳・そば・落花生・えび・かに」
と表記しております。

小麦

発泡

発泡スチロールに入れてお届けします。

メーカー又は産地の包装紙でお届けします。 無包装 伝票を直接貼った無包装でお届けします。
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