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□カタログ表示の見方
1 ページ数

3

2 ご予算

ご予算別ギフト 1,500円（税抜）まで
3 ご予算別カラー表示

〈ご予算別カラー〉
■
■
■
■

1,500円（税抜）まで ■ 2,000円（税抜）まで ■ 2,500円（税抜）まで
3,000円（税抜）まで ■ 3,500円（税抜）まで ■ 4,000円（税抜）まで
5,000円（税抜）まで ■ 6,000円（税抜）まで ■ 8,000円（税抜）まで
10,000円（税抜）まで

泉州こだわりタオル 暮らしにより添う

1 フェイスタオル2P
ご注文番号 AM1-70-7
3

1,500円（税込1,650円）

2

●材質/綿100％
●商品サイズ/約34×80㎝
●箱サイズ/150×285×70㎜●日本製

1 商品名 2 ご注文番号 3 税抜価格（税込価格）

〈ご注 文は1個から承ります。〉
「返礼品を買いたいけど1個だけなんだけど…」
もちろん大丈夫。商品のご注文は1個から承ります。お気軽にご用命下さい。
お願いとご注意
□表示されている掲載商品の価格はメーカー希望小売税抜価格です。税込価格が
（
<例>￥3,000（税込3,300円）

）
内に記載されています。

□商品によっては、販売期日中においても、
やむをえずセット内容、色、柄、価格などを変更させて頂く場合もございます。予めご了承ください。
□商品と一緒に撮られている小道具等は全てイメージです。商品には含まれません。掲載商品の色調は、実物に極力近い色で印刷しておりますが、若干
異なる場合がございます。予めご了承ください。
□期間中品切れのないように、
カタログ掲載商品は万全の準備をしておりますが、やむをえない事情により、
ご希望の期日にお届け出来ない場合がござい
ます。予めご了承ください。
□食品衛生法に基づいて食品アレルギー物質7品を表示しています。
【卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに】
□本カタログ掲載の商品写真・掲載内容等の全ての無断転載・複製・複写することを堅く禁じます。
★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。軽減税率の適用対象商品は、食品表示法に規定する食品（酒税法に規定する酒類を
除きます）
となります。
また、食品と食品以外を組み合わせた「一体資産商品」については、
メーカーセット商品税抜価格が1万円以下で、食品に係る部分の
価額の割合が3分の2以上である場合は、軽減税率の適用対象となります。
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ご予算別ギフト 1,500円（税抜）まで

〈AGF&リプトン〉珈琲･紅茶セット
ご注文番号

AM1-62-1

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/AGFちょっと贅沢な珈琲店プレミアムマイルド、
プレミアムビター各7g×
3、
オリジナルブレンド8g、
リプトンイエローラベルアルミティーバッグ2g、
ロイヤル
ブレンドアルミティーバッグ、
セイロンアルミティーバッグ各2.2g×各2
【乳】
●箱サイズ/190×300×35㎜

金澤パウンドケーキ&珈琲詰合せ
ご注文番号

AM1-66-5

カフェオレ&ドリップコーヒー
ご注文番号

AM1-65-2

1,500円（税込1,620円）★

1,500円（税込1,620円）★

神戸の珈琲の匠&クッキーセット

クーベルショコラ･AGFブレンディコーヒーセット

●商品内容/ドリップコーヒーオリジナルブレンド
（7g×2袋）
、
ドリップコーヒーマイル
ドブレンド
（7g×2袋）
、パウンドケーキ×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/185×245×50㎜

ご注文番号

AM1-65-1

1,500円（税込1,620円）★

●商 品内容/スペシャルブレンドコーヒー、キリマンジャロブレンドコーヒー各8g、
モザイククッキー、チョコアーモンドクッキー×各2、紅茶クッキー、
カフェキャラメル
クッキー、プレーンクッキー、
セサミクッキー×各3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/238×268×32㎜

●商品内容/AGFブレンディスティックカフェオレ深煎珈琲仕立て、
クリーミーカフェ
オレ各14g、抹茶オレ12g×各2、AGFブレンディドリップまろやかブレンド7g×4
【乳】
●箱サイズ/180×367×24㎜

ご注文番号

AM1-65-3

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/クーベルショコラ6切入×1、AGFブレンディコーヒー
（ドリップ式）
7g×4
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/180×200×48㎜

ご予算別ギフト 1,500円（税抜）まで
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ドリップコーヒー&クッキー&紅茶アソートギフト
ご注文番号

AM1-66-7

1,500円（税込1,620円）★

●商 品内容/キーコーヒードリップオン8g×3、アソートクッキー×6、セイロン紅茶
2.3g×12【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/160×310×50㎜

横濱浪漫 アソートギフトセット
ご注文番号

AM1-63-1

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/オレンジケーキ×2、
アッサム紅茶ティーバッグ2g×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×255×53㎜

ごろっとナッツフィナンシェ&クッキー
ご注文番号

AM1-63-6

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/ごろっとナッツフィナンシェバニラ×2、
ごろっとナッツフィナンシェショコ
ラ×1、ほろほろクッキー
（チーズ･抹茶）
×各3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×200×40㎜

ドトールコーヒー･バウムクーヘンギフトセット
ご注文番号

AM1-66-4

1,500円（税込1,620円）★

●商 品内容/ドトールインスタントスティック ロイヤルミルクティー15g、抹茶オレ
11g、
カフェラテ14g、
カフェモカ17g×各1、バウムクーヘン
（プレーン）
×3
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×225×60㎜

かりんとう詰合せ
ご注文番号

AM1-66-2

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/黒ごまかりんとう、黒糖かりんとう、牛乳かりんとう、
ピーナツかりんとう、
チョコかりんとう、キャラメルかりんとう各45g×1【乳･小麦･落花生】
●箱サイズ/235×295×55㎜
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ご予算別ギフト 1,500円（税抜）まで

讃岐うどん･信州そば
ご注文番号

AM1-64-1

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/うどん50g×8、そば50g×4【小麦･そば】
●箱サイズ/207×265×30㎜

やま磯 味付海苔&食卓セット
ご注文番号

AM1-67-4

御昆布 佃煮4品詰合せ(J-15)
ご注文番号

AM1-65-5

1,500円（税込1,620円）★

1,500円（税込1,620円）★

やま磯 味海苔卓上バラエティセット

有明海産 明太子風味&
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット

●商品内容/やま磯味付海苔
（8切32枚）
、島乃香のり佃煮80g×各1、紀州南高梅×2
【小麦･えび】
●箱サイズ/152×158×77㎜

ご注文番号

AM1-67-5

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/味付のり
（8切32枚）
、
しそ風味のり
（8切32枚）
×各1、のり茶漬け5.5g×3
【卵･小麦･えび】
●箱サイズ/140×255×73㎜

●商品内容/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/185×160×30㎜

ご注文番号

AM1-62-6

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/明太子風味味海苔
（8切32枚）
×1、味海苔
（8切5枚×6袋）
×2
【小麦･えび】
●箱サイズ/143×227×75㎜

ご予算別ギフト 1,500円（税抜）まで

紀州南高梅 梅の実り はちみつ入り梅干
ご注文番号

AM1-67-7

1,500円（税込1,620円）★
●商品内容/調味梅干し(塩分約7%)×6粒(約84g)
●箱サイズ/185×118×55㎜

美味之誉詰合せ
ご注文番号

AM1-64-3

1,500円（税込1,620円）★

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ
ご注文番号

AM1-62-5

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/北海道産鮭フレーク40g、焼きのり佃煮85g、有明海産味付け海苔
（8切
16枚入）
×各1【小麦･えび】
●箱サイズ/165×225×70㎜

●商品内容/タニタ食堂監修減塩みそ汁 あおさ、白子のり 味のり
（8切5枚）
×各2、
タ
ニタ食堂監修減塩みそ汁オクラとめかぶ、なす×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/230×215×40㎜

フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ

洋風スープ&オリーブオイルセット

ご注文番号

AM1-67-3

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
×各1、
たまごスープ6.4g×3【卵･小麦】
●箱サイズ/180×240×35㎜

ご注文番号

AM1-67-1

1,500円（税込1,620円）★

●商品内容/北海道オニオンスープ
（7g×3）
、ゴルゴンゾーラチーズとキャベツのク
リームスープ12.4g、
カマンベールチーズのオニオンスープ10.2g×各1、エキスト
ラヴァージンオリーブオイル7.3g×3【乳･小麦】
●箱サイズ/180×240×35㎜
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ご予算別ギフト 1,500円（税抜）まで

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

ギフト工房 濃縮コンパクトスマートギフト

AM1-69-5

1,500円（税込1,650円）

●商 品内容/ライオントップナノックス400g、台所用除菌ジェル250㎖、洗たく槽
クリーナーEX100g×各1
●箱サイズ/86×130×188㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

薬用入浴剤 湯･賛歌ギフト
ご注文番号

AM1-69-2

アタック&クリーンギフト
ご注文番号

AM1-69-7

1,500円（税込1,650円）

1,500円（税込1,650円）

ティアーズ オブ フローラ

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

●商品内容/薬用入浴剤(登別、草津、有馬、別府)各25g×3、箱根25g×6
●箱サイズ/260×260×50㎜●日本製

●商品内容/花王アタック
（3包）
×2、
ホイップマイルド
（台所洗剤）
250㎖、お風呂の洗
剤スプレー300㎖、洗たく槽クリーナー、抗菌ネットクリーナー×各1
●箱サイズ/84×165×190㎜●日本製、ネットクリーナー=中国製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

ご注文番号

AM1-69-1

1,500円（税込1,650円）

●商品内容/アロエ石鹸、
ローズ石鹸各70g×2、
ボディソープ(ローズ･アロエ)各250㎖×1
●箱サイズ/203×290×52㎜●日本製

ご注文番号

AM1-69-4

1,500円（税込1,650円）

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g、台所用除菌ジェル250㎖、詰替200㎖×各1
●箱サイズ/120×135×275㎜●日本製
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ご予算別ギフト 1,500円（税抜）まで

泉州こだわりタオル 暮らしにより添う
フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-70-7

1,500円（税込1,650円）
●材質/綿100％
●商品サイズ/約34×80㎝
●箱サイズ/150×285×70㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

ロイヤルシフォン フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-70-3

1,500円（税込1,650円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×80㎝
●箱サイズ/200×275×40㎜●ベトナム製

第2017-1396号

AND DAYS
（アンド デイズ）
フェイスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-70-6

1,500円（税込1,650円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約33×75㎝、
ウォッシュタオル=約33×34㎝
●箱サイズ/225×330×45㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

INDIVI カラットフェイスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-73-6

1,500円（税込1,650円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約34×75㎝、
ウォッシュタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/227×307×46㎜●日本製

第2017-1463号

今治フェイスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-70-4

1,500円（税込1,650円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約34×75㎝、
ウォッシュタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/214×313×50㎜●日本製
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ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで

神戸の珈琲の匠&クッキーセット
ご注文番号

AM1-75-3

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/スペシャルブレンドコーヒー、
オリジナルブレンドコーヒー各8g×3、紅茶
クッキー、カフェキャラメルクッキー、プレーンクッキー、セサミクッキー、モザイク
クッキー、チョコアーモンドクッキー×各4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/268×268×32㎜

金澤パウンドケーキ&珈琲詰合せ
ご注文番号

AM1-77-1

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/ドリップコーヒーオリジナルブレンド
（7g×2袋）
、
ドリップコーヒーマイル
ドブレンド
（7g×2袋）
、パウンドケーキ、
カフェオレ
（12g×4袋）
×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/185×290×50㎜

〈AGF&リプトン〉珈琲･紅茶セット
ご注文番号

AM1-74-6

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/AGFちょっと贅沢な珈琲店オリジナルブレンド8g×4、プレミアムマイル
ド、プレミアムビター各7g×3、
リプトンイエローラベルアルミティーバッグ2g、ロ
イヤルブレンドアルミティーバッグ、
セイロンアルミティーバッグ各2.2g×各2【乳】
●箱サイズ/190×375×35㎜

ドリップコーヒー&クッキー&紅茶アソートギフト
ご注文番号

AM1-77-6

2,000円（税込2,160円）★

●商 品内容/キーコーヒードリップオン8g×3、アソートクッキー×6、セイロン紅茶
2.3g×10、サン･ダルフォーブルーベリージャム28g×2【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/160×310×50㎜

ドトールコーヒー･バウムクーヘンギフトセット
ご注文番号

AM1-77-5

2,000円（税込2,160円）★

●商 品内容/ドトールインスタントスティック ロイヤルミルクティー15g、抹茶オレ
11g、
カフェラテ14g、
カフェモカ17g×各1、バウムクーヘン
（プレーン）
×5
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×225×60㎜

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで
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ドトールコーヒー&スイーツバラエティ
ご注文番号

AM1-74-7

2,000円（税込2,160円）★

●商 品内容/ミルクバウムクーヘン×1、
ドトールドリップコーヒー7g×4、スティック
シュガー3g×5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×310×55㎜

カフェオレ&ドリップコーヒー
ご注文番号

AM1-77-4

パウンドケーキ&コーヒー･洋菓子セット
ご注文番号

AM1-74-4

2,000円（税込2,160円）★

2,000円（税込2,160円）★

横濱浪漫 アソートギフトセット

クーベルショコラ･AGFブレンディコーヒーセット

●商品内容/AGFブレンディスティックカフェオレ深煎珈琲仕立て、
クリーミーカフェ
オレ各14g、抹茶オレ12g×各3、AGFブレンディドリップまろやかブレンド7g×4
【乳】
●箱サイズ/257×270×24㎜

ご注文番号

AM1-74-2

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/オレンジケーキ×3、
アッサム紅茶ティーバッグ2g×5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×255×53㎜

●商品内容/パウンドケーキプレーン×1、
ドリップコーヒー7g×3、
クレームビスキュイ
（プレーン･ストロベリー）
×各2【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/193×268×55㎜

ご注文番号

AM1-77-7

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/クーベルショコラ6切入×1、AGFブレンディコーヒー
（ドリップ式）
7g×8
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/180×305×48㎜
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ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで

かりんとう･羊かん詰合せ
ご注文番号

AM1-75-5

2,000円（税込2,160円）★

●商 品内容/黒胡麻かりんとう、落花生かりんとう各45g、羊かん(抹茶･練り･小倉)
各60g×各1【小麦･落花生】
●箱サイズ/292×271×40㎜

おかき･かりんとう詰合せ
「菓撰」
ご注文番号

AM1-75-6

あられ·羊かん詰合せ
ご注文番号

AM1-76-2

2,000円（税込2,160円）★

2,000円（税込2,160円）★

神田川俊郎監修
味和心 お味噌汁･お吸い物･やくみギフト 椿

有明海産&しじみ醤油味付のり

●商品内容/かりんとう
（さつまいも･黒糖）
各40g×2、ざらめ千枚、彩りあられ、丸餅
（醤油･サラダ）
各40g×1【小麦】
●箱サイズ/225×193×98㎜

ご注文番号

AM1-76-3

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/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×各1、玉子フ
リーズドライお吸い物×4、刻み海苔0.3g、白いり胡麻1g、七味0.2g、ネギホール
0.25g×各2【卵･小麦】
●箱サイズ/200×345×40㎜

●商品内容/あられ
（海老･海苔）
各30g、羊かん
（練り･小倉）
各60g×各1、羊かん
（抹
茶）
60g×2【小麦･えび】
●箱サイズ/178×256×41㎜

ご注文番号

AM1-76-7

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/しじみ醤油味付のり
（8切8枚×3）
、有明海産味付のり
（8切8枚×3）
×各2
【小麦】
●箱サイズ/140×300×75㎜

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで

フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
ご注文番号

AM1-79-1

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
、たま
ごスープ6.4g×各2【卵･小麦】
●箱サイズ/180×345×35㎜

宇治茶詰合せ
ご注文番号

AM1-78-3

紀州南高梅 梅の実り はちみつ入り梅干
ご注文番号

AM1-78-1

2,000円（税込2,160円）★

2,000円（税込2,160円）★

静岡銘茶詰合せ

大分産原木どんこ椎茸

●商品内容/煎茶、雁が音各80g×1
●箱サイズ/175×183×81㎜

ご注文番号

AM1-78-5

2,000円（税込2,160円）★
●商品内容/やぶ北煎茶70g×2
●箱サイズ/144×200×75㎜

●商品内容/調味梅干し
（塩分約7%）
×8粒
（約112g）
●箱サイズ/250×118×55㎜

ご注文番号

AM1-79-5

2,000円（税込2,160円）★
●商品内容/大分産原木どんこ椎茸65g
●箱サイズ/260×190×50㎜
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13

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで

キッコーマン生しょうゆ&白子のり食卓詰合せ
ご注文番号

AM1-79-4

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/白子味のり
（3切5枚）
、マルトモかつおだしの素
（4g×6袋）
、永谷園お茶
漬けのり
（4.7g×2袋）
、永谷園お吸いもの松茸風味
（2.3g×2袋）
、キッコーマンしぼ
りたて生しょうゆ200㎖×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×270×70㎜

御昆布 佃煮6品詰合せ(J-20)
ご注文番号

AM1-81-6

九州産どんこ椎茸
ご注文番号

AM1-79-6

2,000円（税込2,160円）★

2,000円（税込2,160円）★

やま磯 味海苔卓上バラエティセット

今半アソートギフト

●商品内容/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/185×230×30㎜

ご注文番号

AM1-80-5

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/味付けのり
（8切32枚）
、
しそ風味のり
（8切32枚）
×各1、のり茶漬け5.5g、
のりふりかけ5g×各3【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/275×185×73㎜

●商品内容/九州産原木どんこ椎茸60g
●箱サイズ/290×200×43㎜

ご注文番号

AM1-81-1

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/伊賀越 天然醸造しょうゆ200㎖、今半 牛肉そぼろふりかけ40g、白子の
り 味のり
（8切5枚）、京都洙樂庵お茶漬けの素（宇治抹茶味5.3g･だししょう油味
5.3g×各2）
×各1【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/186×363×60㎜

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで
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やま磯 味付海苔&食卓セット
ご注文番号

AM1-78-6

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/やま磯味付海苔
（8切32枚）
、島乃香のり佃煮80g×各1、紀州南高梅、た
まごスープ6.4g×各2【卵･小麦･えび】
●箱サイズ/152×220×77㎜

香味の詰合せ
ご注文番号

AM1-78-4

美味之誉詰合せ
ご注文番号

AM1-80-2

2,000円（税込2,160円）★

2,000円（税込2,160円）★

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ

●商品内容/銘茶60g、梅70g×各1
●箱サイズ/140×200×75㎜

ご注文番号

AM1-79-3

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/有明海産味付海苔
（3切6枚）
、のり茶漬
（4.3g×2袋）
、わかめスープ
（5.3g
×2袋）
、キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450㎖×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×270×70㎜

●商品内容/北海道産鮭フレーク40g、焼きのり佃煮85g、有明海産味付け海苔
（8切
16枚入）
、鰹削り節
（薄削り）
（2.5g×4P）
×各1【小麦･えび】
●箱サイズ/165×350×70㎜

ご注文番号

AM1-76-4

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/タニタ食堂監修減塩みそ汁あおさ、
オクラとめかぶ、なす、白子のり味の
り
（8切5枚）
×各2【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/230×215×40㎜
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ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで

フリーズドライ たまごスープ&スープ春雨ギフト
ご注文番号

AM1-79-2

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/たまごスープ6.4g×3、スープ春雨
（わかめ醤油味
（14.1g×2）
、野菜スー
プ味
（13.2g×2）
、かきたま海鮮風塩味
（12.9g×2）
）
×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/205×310×55㎜

讃岐うどん･信州そば
（木箱入）
ご注文番号

AM1-80-6

調味バラエティセット
ご注文番号

AM1-81-2

2,000円（税込2,160円）★

2,000円（税込2,160円）★

海の幸ふりかけ三昧バラエティギフト

三陸産煮魚&おみそ汁･梅干しセット

●商品内容/うどん50g×8、そば50g×5【小麦･そば】
●箱サイズ/207×233×28㎜

ご注文番号

AM1-81-3

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300㎖×1、雲丹ふりかけ、海老しらす
ふりかけ各3g、鮭めんたいこふりかけ4g×各3【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/185×305×70㎜

●商品内容/ヤマサ鮮度の一滴特選しょうゆ150㎖、HOKOライトツナフレーク70g
×各1、
とろろ昆布1.5g×4、丸美屋お吸いもの2.5g×5、海老しらすふりかけ3g×3
【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/180×305×60㎜

ご注文番号

AM1-76-1

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g）
、三陸産さばのみ
そ煮、三陸産さんまの生姜煮各100g×各1、紀州南高梅×2【小麦】
●箱サイズ/179×272×37㎜

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで
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有明海産 明太子風味&
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット
ご注文番号

AM1-76-6

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/明太子風味味海苔
（8切32枚）
、味海苔
（8切5枚×6袋）
×各2【小麦･えび】
●箱サイズ/143×303×75㎜

海の恵みギフト
ご注文番号

AM1-81-7

日清オリーブオイル詰合せギフト
ご注文番号

AM1-81-5

2,000円（税込2,160円）★

2,000円（税込2,160円）★

伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ

キッコーマン&マルトモ食卓ギフト

●商品内容/味付海苔
（8切36枚）
、海老しらすふりかけ
（3g×4袋）
、鮭ほぐし50g、のり
佃煮30g×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/150×240×80㎜

ご注文番号

AM1-78-2

2,000円（税込2,160円）★

●商品内容/有明海産味付海苔
（8切8枚）
、有明海産明太子風味海苔
（8切8枚）
、天然
醸造蔵仕込み卵かけ醤油200㎖、本枯れ鰹節
（焼津産）
17g×各1【小麦･えび】
●箱サイズ/210×290×60㎜

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、マルトモ国産野菜のブイヨン
（4g×4）
×各1、白子のり味のり
（8切5枚）
×2【小麦･えび】
●箱サイズ/221×236×65㎜

ご注文番号

AM1-81-4

2,000円（税込2,160円）★

●商 品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖、マルトモ鰹節屋のおみそ汁
（なす7.4g、ほうれん草7.5g）
、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、ヤマキかつお
だしの素
（4g×2×5）
×各1【小麦】
●箱サイズ/221×236×65㎜

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで

ファミリーライフギフト
ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ご ざいます 。
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AM1-84-1

2,000円（税込2,200円）

●商品内容/アタックZERO400g、薬用ハンドソープ250㎖、詰替用200㎖×各1
●箱サイズ/100×125×225㎜●日本製

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ございます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ございます 。

四季折々 薬用入浴剤セット

アタック&クリーンギフト

AM1-84-7

ご注文番号

2,000円（税込2,200円）

AM1-84-6

2,000円（税込2,200円）

●商品内容/バブ
（ゆず･森･ラベンダー･ひのき）
×各1、薬用入浴剤
（ゆず･よもぎ･も
も･ひのき）
各25g×2
●箱サイズ/200×365×35㎜●日本製

●商品内容/花王アタック
（10包）
、花王アタック
（3包）
、ホイップマイルド
（台所洗剤）
250㎖、お風呂の洗剤スプレー300㎖、キッチンクリーナー
（20枚入）
×1、抗菌ネッ
トクリーナー×各1
●箱サイズ/115×214×190㎜●日本製、ネットクリーナー=中国製

ご注文番号

AM1-84-5

2,000円（税込2,200円）

●商品内容/P&Gアリエールジェル部屋干し用750g、抗菌部屋干しソフター400g、
詰替350g×各1
●箱サイズ/135×135×275㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ご ざいます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ご ざいます 。

ギフト工房 アリエール部屋干しギフト

ギフト工房 消臭抗菌･ボールドギフトセット
ご注文番号

AM1-84-3

2,000円（税込2,200円）

●商 品内容/P&Gボールドジェル850g、消臭抗菌ソフター400g、洗たく槽クリー
ナーEX100g×各1
●箱サイズ/135×134×275㎜●日本製

18

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2018-025号

和布小紋 フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-88-2

2,000円（税込2,200円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×75㎝
●箱サイズ/230×250×40㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

認定番号

第2018-857号

みずのわⅡ フェイスタオル2P
ご注文番号

今治いさら波 フェイスタオル2P

AM1-88-8

ご注文番号

2,000円（税込2,200円）

AM1-86-1

2,000円（税込2,200円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×75㎝
●箱サイズ/200×295×45㎜●日本製

●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×75㎝
●箱サイズ/240×290×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2019-1410号

SLOW WEEKEND フェイスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-86-6

2,000円（税込2,200円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約33×75㎝、ハンドタオル=約33×34㎝
●箱サイズ/236×287×50㎜●日本製

INDIVI カラット フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-85-6

2,000円（税込2,200円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×75㎝
●箱サイズ/227×307×46㎜●日本製

第2019-897号

19

ご予算別ギフト 2,000円（税抜）まで

泉州オーガニック バスタオル
ご注文番号

AM1-89-5

2,000円（税込2,200円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×100㎝
●箱サイズ/220×320×40㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2015-036号
第2017-121号

認定番号

今治フェイスタオル2P

舞小町さくら フェイスタオル2P
ご注文番号

今治タオルブランド商品
認定マーク

ご注文番号

AM1-88-3

AM1-88-1

2,000円（税込2,200円）

2,000円（税込2,200円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×75㎝
●箱サイズ/214×313×50㎜●日本製

●材質/綿100%
●商品サイズ/約33×75㎝
●箱サイズ/182×247×50㎜●曰本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

今治産フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-89-6

2,000円（税込2,200円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約32×75㎝
●箱サイズ/250×350×50㎜●日本製

第2018-1141号

ロイヤルシフォン バスタオル
ご注文番号

AM1-87-1

2,000円（税込2,200円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/230×340×45㎜●ベトナム製

第2017-1463号

ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで
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〈AGF&リプトン〉珈琲･紅茶セット
ご注文番号

AM1-90-4

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/AGFちょっと贅沢な珈琲店オリジナルブレンド8g×4、プレミアムマイル
ド、プレミアムビター各7g、
リプトン ロイヤルブレンドアルミティーバッグ、セイロ
ンアルミティーバッグ各2.2g×各3、
イエローラベルアルミティーバッグ2g×6【乳】
●箱サイズ/280×300×35㎜

金澤パウンドケーキ&珈琲詰合せ
ご注文番号

AM1-91-5

神戸の珈琲の匠&クッキーセット
ご注文番号

AM1-93-2

2,500円（税込2,700円）★

2,500円（税込2,700円）★

FLO プレステージュ フルーツケーキアソートセット

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ

●商品内容/ドリップコーヒーオリジナルブレンド
（7g×2袋）
、
ドリップコーヒーマイル
ドブレンド
（7g×2袋）
×各1、パウンドケーキ×2【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/185×340×50㎜

ご注文番号

AM1-90-3

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/FLOフルーツケーキ、抹茶ゴーフレット
（2枚入）
、
セイロン紅茶ティーバッ
グ
（2g×6袋）
、
イチゴクッキー30g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/200×300×50㎜

●商品内容/スペシャルブレンドコーヒー、
キリマンジャロブレンドコーヒー、
オリジナル
ブレンドコーヒー各8g、紅茶クッキー、
カフェキャラメルクッキー、プレーンクッキー、
セサミクッキー、
モザイククッキー、
チョコアーモンドクッキー×各4
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/270×295×43㎜

ご注文番号

AM1-90-5

2,500円（税込2,700円）★

●商 品内容/ミルクバウムクーヘン、ミニバウムクーヘン
（北海道生クリーム･ベル
ギーショコラ･宇治抹茶）
×各1、
ドトールドリップコーヒー7g×4、スティックシュガー
3g×5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×365×65㎜
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ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

ドトールコーヒー･バウムクーヘン･ギフトセット
ご注文番号

AM1-91-2

2,500円（税込2,700円）★

●商 品内容/ドトールインスタントスティック ロイヤルミルクティー15g、抹茶オレ
11g、
カフェラテ14g、
カフェモカ17g×各1、バウムクーヘン
（プレーン）
×3、
ドトール
ドリップコーヒーオリジナルブレンド
（青）
、
クラシックブレンド各7g×4
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×320×60㎜

澤井珈琲&天王寺クッキーセット
ご注文番号

AM1-90-6

堂島珈琲&スイーツセット
ご注文番号

AM1-90-2

2,500円（税込2,700円）★

2,500円（税込2,700円）★

セレブコレクション
2層バームクーヘン&コーヒーセット

ごろっとナッツフィナンシェ&クッキー

●商 品内容/ドリップ珈琲
（淡麗ビターブレンド）
8g×4、ミルクバウムクーヘン、ミニ
バウムクーヘン
（北海道生クリーム･ベルギーショコラ）
×各1、プレーンクッキー×5
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/230×260×65㎜

ご注文番号

AM1-91-3

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/2層バームクーヘン
（キャラメル&ミルク･抹茶&ミルク）
×各2、2層バーム
クーヘン
（ストロベリー&ミルク）
×1、
ドリップコーヒー6g×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×350×75㎜

●商品内容/堂島珈琲ドリップコーヒー8g×4、
ミルクバウムクーヘン、
メープルワッフ
ル
（6枚入）
×各1、
コーヒークッキー×3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×365×65㎜

ご注文番号

AM1-91-1

2,500円（税込2,700円）★

●商 品内容/ごろっとナッツフィナンシェバニラ×3、ごろっとナッツフィナンシェショ
コラ、ほろほろクッキー
（チーズ･抹茶）
×各2、
ころろんワッフルクッキー5個入×1
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×290×45㎜

ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

22

スイートバラエティギフト
ご注文番号

AM1-90-1

2,500円（税込2,700円）★

●商 品内容/オランダ焼×4、キャラメルコーヒーパウンドケーキ×1、セイロン紅茶
ティーバッグ2g×10袋【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×320×60㎜

パウンドケーキ&コーヒー･洋菓子セット
ご注文番号

AM1-90-7

かりんとう詰合せ
ご注文番号

AM1-91-6

2,500円（税込2,700円）★

2,500円（税込2,700円）★

越後 餅づくりD

かりんとう･あられ詰合せ

●商品内容/パウンドケーキプレーン×1、
ドリップコーヒー7g×3、
クレームビスキュイ
プレーン×5、
クレームビスキュイストロベリー×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/193×372×55㎜

ご注文番号

AM1-91-4

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/おかき4種
（サラダ、
しょうゆ、
ざらめ、黒海苔巻）
440g個包装込【小麦】
●箱サイズ/235×235×110㎜

●商品内容/黒ごまかりんとう、黒糖かりんとう、牛乳かりんとう、ピーナツかりんとう
各45g×2、チョコかりんとう、キャラメルかりんとう各45g×1【乳･小麦･落花生】
●箱サイズ/235×425×70㎜

ご注文番号

AM1-91-7

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/蜂蜜黒糖かりんとう、落花生かりんとう各45g、あられ(海老･海苔･味噌)
各30g×各1【小麦･落花生･えび】
●箱サイズ/292×271×40㎜
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ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
ご注文番号

AM1-93-7

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
×各2、
たまごスープ6.4g×4【卵･小麦】
●箱サイズ/180×345×35㎜

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ
ご注文番号

AM1-95-6

キッコーマン&マルトモ食卓ギフト
ご注文番号

AM1-94-6

2,500円（税込2,700円）★

2,500円（税込2,700円）★

キッコーマン&ミツカン 和のこだわりギフト

日清オリーブオイル詰合せギフト

●商品内容/タニタ食堂監修減塩みそ汁 あおさ、白子のり味のり
（8切5枚）
×各3、タ
ニタ食堂監修減塩みそ汁オクラとめかぶ、なす×各2【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/230×330×40㎜

ご注文番号

AM1-94-4

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖、
ミツカン味ぽん150㎖、島の
香小豆島産生のり佃煮80g×各1、
やま磯味のり
（8切6枚）
×2、永谷園お吸いもの松
茸風味2.3g×4【小麦･えび】
●箱サイズ/248×240×70㎜

●商 品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖、マルトモ鰹節屋のおみそ汁
（なす7.4g、ほうれん草7.5g）
、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、ヤマキかつお
だしの素
（4g×2×5）
、鮭茶漬け
（6g×4）
×各1【乳･小麦】
●箱サイズ/221×307×65㎜

ご注文番号

AM1-94-2

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、マルトモ国産野菜のブイヨン
（4g×4）
×各1、白子のり味のり
（8切5枚）
×4【小麦･えび】
●箱サイズ/221×307×65㎜

ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで
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三陸産煮魚&おみそ汁･梅干しセット
ご注文番号

AM1-95-4

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/三陸産鯖の味噌煮、三陸産さんまの生姜煮各100g、具材を味わうおみ
そ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g）
×各1、具材を味わうおみそ汁豚汁9.8g、紀州
南高梅×各2【小麦】
●箱サイズ/179×349×37㎜

マルコメ フリーズドライみそ汁&食卓詰合せ
ご注文番号

AM1-93-6

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/有明海産味付海苔
（8切8枚×2袋）
、
しじみ醤油味付海苔
（8切8枚×2袋）
、
のり玉子ふりかけ
（4.5g×2袋）
、鰹節削り
（2g×4袋）
、マルコメ京懐石 茄子のおみ
そ汁11.5g、豆腐のおみそ汁11g、長ねぎのおみそ汁15.7g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/250×355×70㎜

神田川俊郎監修
味和心 お味噌汁･お吸い物･やくみギフト 椿
ご注文番号

AM1-95-5

2,500円（税込2,700円）★

●商 品内容/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、刻み海苔
0.3g、白いり胡麻1g、七味0.2g、ネギホール0.25g×各2、玉子フリーズドライお吸
い物×4【卵･小麦】
●箱サイズ/200×430×40㎜

海の幸ふりかけ三昧 バラエティギフト
ご注文番号

AM1-94-5

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300㎖、
まぐろ油漬フレーク70g×各1、
雲丹ふりかけ、海老しらすふりかけ各3g、鮭めんたいこふりかけ4g×各3
【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/185×305×70㎜

やま磯 味海苔卓上バラエティセット
ご注文番号

AM1-93-3

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/味付のり
（8切32枚）
×2、
しそ風味のり
（8切32枚）
×1、のり茶漬け5.5g、
のりふりかけ5g×各3【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/275×218×73㎜
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ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

雅和膳 詰合せ
ご注文番号

AM1-93-5

今半アソートギフト
ご注文番号

AM1-94-1

2,500円（税込2,700円）★

2,500円（税込2,700円）★

有明海産&しじみ醤油味付のり

アマノフリーズドライみそ汁&食卓詰合せ

●商品内容/焼き海苔佃煮85g、塩昆布18g、さんまの旨煮
（レトルト）
95g、さばの味
噌煮
（レトルト）
80g、たらこ
（フレーク）
40g×各1【小麦】
●箱サイズ/250×220×75㎜

ご注文番号

AM1-95-3

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/しじみ醤油味付のり
（8切8枚×3）
×2、有明海産味付のり
（8切8枚×3）
×3
【小麦】
●箱サイズ/140×380×75㎜

●商品内容/伊賀越 天然醸造しょうゆ200㎖、今半 牛肉そぼろふりかけ40g、京都洙
樂庵お茶漬けの素
（宇治抹茶味5.3g･だししょう油味5.3g×各2）
、のりたまごふりか
け
（4g×4P）
×各1、白子のり味のり
（8切5枚）
×2【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/204×392×60㎜

ご注文番号

AM1-93-4

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/有明海産味付海苔
（8切8枚×2袋）
、マルトモかつおだしの素
（8g×3袋）
、
マルトモかつおソフト削り
（2g×4袋）
、梅茶漬け･鮭茶漬け
（6g×各2袋）
×各1、アマ
ノほうれん草おみそ汁7g、
アマノとうふおみそ汁10g×各2【乳･小麦】
●箱サイズ/250×355×70㎜

ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

麺三昧
ご注文番号

AM1-92-2

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/さぬきうどん、名古屋名物きしめん各150g×3、信州そば150g×2、めん
つゆ40g×6【小麦･そば】
●箱サイズ/264×426×37㎜

市田ひろみ 宇治茶ティーバッグギフト
ご注文番号

AM1-95-1

静岡銘茶詰合せ
ご注文番号

AM1-92-1

2,500円（税込2,700円）★

2,500円（税込2,700円）★

宇治茶詰合せ

稲庭饂飩 阿部惣左エ門

●商品内容/宇治一番煎茶ティーバッグ
（2g×6）
、宇治深蒸し煎茶ティーバッグ
（2g×
6）
×各1、宇治ほうじ茶ティーバッグ
（2g×5）
×2
●箱サイズ/260×213×46㎜

ご注文番号

AM1-92-4

2,500円（税込2,700円）★
●商品内容/煎茶100g×2
●箱サイズ/175×183×81㎜

●商品内容/抹茶入り煎茶、抹茶入り玄米茶各100g×1
●箱サイズ/180×182×75㎜

ご注文番号

AM1-92-3

2,500円（税込2,700円）★
●商品内容/稲庭うどん60g×10【小麦】
●箱サイズ/263×313×23㎜
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ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

九州産どんこ椎茸
ご注文番号

AM1-92-5

大分産原木どんこ椎茸
ご注文番号

AM1-92-6

2,500円（税込2,700円）★

2,500円（税込2,700円）★

キッコーマン 生しょうゆ&和食詰合せ

有明海産 明太子風味&
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット

●商品内容/九州産原木どんこ椎茸80g
●箱サイズ/290×200×43㎜

ご注文番号

AM1-93-1

2,500円（税込2,700円）★

●商 品内容/有明海産味付海苔（3切6枚）、鰹節削り
（2g×4袋）、のり茶漬（4.3g×2
袋）
、わかめスープ
（5.3g×2袋）
、キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450㎖×
各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×355×70㎜

●商品内容/大分産原木どんこ椎茸80g
●箱サイズ/260×190×50㎜

ご注文番号

AM1-95-2

2,500円（税込2,700円）★

●商品内容/明太子風味味海苔
（8切32枚）
×2、味海苔
（8切5枚×6袋）
×3
【小麦･えび】
●箱サイズ/143×386×75㎜
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※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

ホームギフトセレクション
ご注文番号

AM1-99-6

2,500円（税込2,750円）

●商品内容/アタック抗菌EXスーパークリアジェル900g、薬用ハンドソープ250㎖×
各1、詰替用200㎖×2、台所洗剤270㎖×1
●箱サイズ/110×215×235㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

ギフト工房 濃縮コンパクトスマートギフト
ご注文番号

四季折々 薬用入浴剤セット

AM1-99-8

ご注文番号

2,500円（税込2,750円）

AM1-99-4

2,500円（税込2,750円）

●商品内容/ライオントップナノックス400g、デリケートおしゃれ着洗い360㎖、詰替
320㎖、台所用除菌ジェル250㎖、洗たく槽クリーナーEX100g×各1
●箱サイズ/147×181×200㎜●日本製

●商品内容/バブ
（森･ラベンダー･ひのき）
×各1、バブ
（ゆず）
、薬用入浴剤
（よもぎ･も
も･ひのき）
各25g×各2、薬用入浴剤
（ゆず）
25g×4
●箱サイズ/335×275×35㎜●日本製

ご注文番号

AM1-99-5

2,500円（税込2,750円）

●商品内容/アタックZERO400g、薬用ハンドソープ250㎖×各1、詰替用200㎖×3
●箱サイズ/90×180×225㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

ファミリーライフギフト

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
ご注文番号

AM1-99-1

2,500円（税込2,750円）

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g、台所用除菌ジェル250㎖、抗菌･消臭ソフ
ターEX400g、詰替350g×各1
●箱サイズ/126×202×275㎜●日本製
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ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで
※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

ギフト工房 消臭抗菌･ボールドギフトセット
ご注文番号

AM1-99-7

2,500円（税込2,750円）

●商品内容/P&Gボールドジェル850g、消臭抗菌ソフター400g、詰替350g、洗たく
槽クリーナーEX100g×各1
●箱サイズ/126×202×275㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2017-1009号
第2017-1109号

今治 きらめき フェイスタオル2P、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-101-3

泉州オーガニック バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

2,500円（税込2,750円）

AM1-100-4

2,500円（税込2,750円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約34×75㎝、ハンドタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/240×360×50㎜●日本製

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×100㎝、
フェイスタオル=約34×70㎝
●箱サイズ/250×350×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2015-036号
第2017-121号

舞小町さくら フェイスタオル2P、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-101-5

2,500円（税込2,750円）

今治タオルブランド商品
認定マーク

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約33×75㎝、
ウォッシュタオル=約33×34㎝
●箱サイズ/236×287×50㎜●日本製

認定番号

はなうらら バスタオル
ご注文番号

AM1-101-7

2,500円（税込2,750円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/230×320×45㎜●日本製

第2020-1305号
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ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

今治タオルブランド商品
認定マーク

第2012-372号

認定番号

第2019-1710号

ブルー
パープル
ピンク

ピンク

桜おり布 フェイスタオル2P、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-101-1
AM1-101-2

ピンク

ほのかいろ～梅～ バスタオル
ご注文番号

パープル

2,500円（税込2,750円）

●材質/綿100％
●商品サイズ/フェイスタオル=約33×80㎝、
ウォッシュタオル=約33×34㎝
●箱サイズ/245×245×45㎜●日本製

AM1-101-8
AM1-101-9

ピンク
ブルー

2,500円（税込2,750円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×110㎝
●箱サイズ/236×287×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

今治タオルブランド商品
認定マーク

第2015-2681号
認定番号

今治 プレミアムホテル仕様 フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-102-1

2,500円（税込2,750円）
●材質/綿100％
●商品サイズ/約33×80㎝
●箱サイズ/260×300×50㎜●日本製

今治フェイスタオル2P、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-100-2

2,500円（税込2,750円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約34×75㎝、
ウォッシュタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/250×350×50㎜●日本製

第2017-1463号
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ご予算別ギフト 2,500円（税抜）まで
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2019-897号

今治いさら波 フェイスタオル2P、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-102-4

2,500円（税込2,750円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約34×75㎝、ハンドタオル=約30×34㎝
●箱サイズ/240×290×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

認定番号

第2013-528号

今治産 バスタオル
ご注文番号

みずのわⅡ フェイスタオル2P、ウォッシュタオル

AM1-101-6

ご注文番号

2,500円（税込2,750円）

AM1-102-5

2,500円（税込2,750円）

●材質/綿100％
●商品サイズ/約60×115㎝
●箱サイズ/198×240×78㎜●日本製

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約34×75㎝、
ウォッシュタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/245×340×50㎜●日本製
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

今治 瑠璃の光 バスタオル
ご注文番号

AM1-103-1

2,500円（税込2,750円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/250×300×50㎜●日本製

第2020-857号

今治タオルブランド商品
認定マーク

第2018-1340号

認定番号

SLOW WEEKEND フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-103-7

2,500円（税込2,750円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約33×75㎝
●箱サイズ/236×287×50㎜●日本製

第2019-1410号

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

32

〈AGF&リプトン〉珈琲･紅茶セット
ご注文番号

AM1-105-6

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/AGFちょっと贅沢な珈琲店オリジナルブレンド8g×4、プレミアムマイル
ド、プレミアムビター各7g、
リプトンロイヤルブレンドアルミティーバッグ2.2g×各
3、
イエローラベルアルミティーバッグ2g、
セイロンアルミティーバッグ2.2g、
カフェ
オレ12g×各6【乳】
●箱サイズ/280×375×35㎜

金澤パウンドケーキ&珈琲詰合せ
ご注文番号

AM1-104-7

FLO プレステージュ フルーツケーキアソートセット
ご注文番号

AM1-104-5

3,000円（税込3,240円）★

3,000円（税込3,240円）★

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ

横濱浪漫 アソートギフトセット

●商 品内容/ドリップコーヒーオリジナルブレンド
（7g×2袋）、
ドリップコーヒー
マイルドブレンド
（7g×2袋）、カフェオレ
（12g×4袋）
×各1、パウンドケーキ×2
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/185×385×50㎜

ご注文番号

AM1-105-7

3,000円（税込3,240円）★

●商 品内容/ミルクバウムクーヘン、宇治抹茶バウムクーヘン、ミニバウムクーヘン
（北海道生クリーム･ベルギーショコラ･宇治抹茶）
×各1、
ドトールドリップコーヒー
7g×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×365×65㎜

●商品内容/FLOフルーツケーキ、抹茶ゴーフレット2枚入、
セイロン紅茶ティーバッグ
（2g×6袋）
、チョコクッキー、
メープルクッキー各30g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/200×300×50㎜

ご注文番号

AM1-105-3

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/オレンジケーキ×6、
アッサム紅茶ティーバッグ2g×5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×370×53㎜
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ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

米菓 穂のなごみ
ご注文番号

AM1-105-1

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/えびせんべい、
ソースせんべい各15g×3、
コーンせんべい、
うま塩せん
べい、
カレーせんべい各15g×2【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/241×411×42㎜

手作りケーキと和菓子
ご注文番号

AM1-104-2

かりんとう･あられ･羊かん詰合せ
ご注文番号

AM1-104-6

3,000円（税込3,240円）★

3,000円（税込3,240円）★

かりんとう詰合せ

越後 餅づくりE

●商品内容/手作りケーキ
（抹茶あずき）
1袋、抹茶せんべい
（2枚×5袋）
、南高梅せん
べい
（1枚×8袋）
×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×365×50㎜

ご注文番号

AM1-104-3

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/黒ごまかりんとう、黒糖かりんとう、牛乳かりんとう、
ピーナツかりんとう、
チョコかりんとう、キャラメルかりんとう各45g×2【乳･小麦･落花生】
●箱サイズ/370×275×70㎜

●商品内容/蜂蜜黒糖かりんとう、落花生かりんとう各45g、あられ(海老･海苔･味噌)
各30g、羊かん(抹茶･練り･小倉)各60g×各1【小麦･落花生･えび】
●箱サイズ/292×363×40㎜

ご注文番号

AM1-104-4

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/おかき4種
（サラダ、
しょうゆ、
ざらめ、黒海苔巻）
550g個包装込【小麦】
●箱サイズ/225×285×110㎜

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

おかき･かりんとう詰合せ
「菓撰」
ご注文番号

AM1-104-1

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/かりんとう
（さつまいも･黒糖）
、ざらめ千枚、彩りあられ、丸餅
（醤油･サラ
ダ）
各40g×2【小麦】
●箱サイズ/223×270×98㎜

宇治茶詰合せ
ご注文番号

AM1-106-1

掛川茶深むし茶
ご注文番号

AM1-108-5

3,000円（税込3,240円）★

3,000円（税込3,240円）★

九州産どんこ椎茸

大分産原木どんこ椎茸

●商品内容/深蒸し煎茶、煎茶各100g×1
●箱サイズ/175×183×81㎜

ご注文番号

AM1-109-7

3,000円（税込3,240円）★
●商品内容/九州産原木どんこ椎茸95g
●箱サイズ/317×233×43㎜

●商品内容/深むし茶80g×2
●箱サイズ/143×202×78㎜

ご注文番号

AM1-109-6

3,000円（税込3,240円）★
●商品内容/大分産原木どんこ椎茸100g
●箱サイズ/320×240×55㎜
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35

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

市田ひろみ 宇治茶ティーバッグギフト
ご注文番号

AM1-106-3

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/宇治一番煎茶ティーバッグ
（2g×6）
、宇治深蒸し煎茶ティーバッグ
（2g×
6）
、宇治ほうじ茶ティーバッグ
（2g×5）
、宇治玉露ティーバッグ
（2g×5）
×各1
●箱サイズ/260×213×46㎜

静岡銘茶詰合せ
ご注文番号

AM1-108-7

有明海産&しじみ醤油味付のり
ご注文番号

AM1-106-2

3,000円（税込3,240円）★

3,000円（税込3,240円）★

紀州南高梅 梅の実り はちみつ入り梅干

美味之誉 詰合せ

●商品内容/やぶ北煎茶、抹茶入り煎茶各100g×1
●箱サイズ/180×182×75㎜

ご注文番号

AM1-108-8

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/調味梅干し(塩分約7%)×12粒(約168g)
●箱サイズ/250×175×55㎜

●商品内容/しじみ醤油味付のり
（8切8枚×3）
、有明海産味付のり
（8切8枚×3）
×各3
【小麦】
●箱サイズ/295×240×80㎜

ご注文番号

AM1-107-1

3,000円（税込3,240円）★

●商 品内容/北海道産鮭フレーク40g、有明海産味付け海苔（8切16枚入）、鰹削
り節（薄削り）
（ 2.5g×4P）、たらの子味付け45g×各1、焼きのり佃煮85g×2
【小麦･えび】
●箱サイズ/310×220×70㎜

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

36

日清キャノーラ油&鮮度の一滴しょうゆ詰合せ
ご注文番号

AM1-109-4

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/日清キャノーラ油400g、ヤマサ鮮度の一滴しょうゆ150㎖、三島ゆかり
（1.7g×4）、ニチフリお吸いもの松茸味（3.3g×4）、具材を味わうおみそ汁（豚汁
9.8g、ほうれん草6.2g、長ねぎ7.8g）
、たまごスープ6.4g×各1【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×340×55㎜

フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
ご注文番号

AM1-108-4

タニタ食堂監修 減塩みそ汁･白子のり詰合せ
ご注文番号

AM1-106-6

3,000円（税込3,240円）★

3,000円（税込3,240円）★

神田川俊郎監修
味和心 お味噌汁･お吸い物･やくみギフト 椿

海の幸ふりかけ三昧バラエティギフト

●商品内容/具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
、たま
ごスープ6.4g×各3【卵･小麦】
●箱サイズ/245×263×35㎜

ご注文番号

AM1-106-7

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/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×各2、玉子フ
リーズドライお吸い物×6、刻み海苔0.3g、白いり胡麻1g、七味0.2g、ネギホール
0.25g×各4【卵･小麦】
●箱サイズ/270×350×40㎜

●商品内容/タニタ食堂監修減塩みそ汁あおさ、
オクラとめかぶ、なす、白子のり味の
り
（8切5枚）
×各3【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/230×330×40㎜

ご注文番号

AM1-107-5

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300㎖、鮭ほぐし50g×各1、雲丹ふりか
け、海老しらすふりかけ各3g、鮭めんたいこふりかけ4g、
しじみ味噌汁8g×各3
【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/240×300×75㎜

37

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

キッコーマン&マルトモ食卓ギフト
ご注文番号

AM1-107-6

3,000円（税込3,240円）★

●商 品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖、マルトモ鰹節屋のおみそ汁
（なす7.4g、ほうれん草7.5g）
、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、ヤマキかつお
だしの素
（4g×2×5）
、鮭茶漬け
（6g×4）
、
スープ春雨野菜スープ味
（13.2g×2）
×各1
【乳･小麦】
●箱サイズ/221×386×65㎜

三陸産煮魚&おみそ汁･梅干しセット
ご注文番号

AM1-106-5

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
、三陸
産鯖のみそ煮、三陸産さんまの生姜煮、三陸産いわしの甘酢煮各100g×各1、紀州
南高梅×4【小麦】
●箱サイズ/260×272×37㎜

茶蔵 味彩
ご注文番号

AM1-108-6

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/上煎茶80g、焼鮭ほぐし55g、紀州の梅70g×各1
●箱サイズ/168×175×82㎜

日清オリーブオイル詰合せギフト
ご注文番号

AM1-107-3

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、マルトモ国産野菜のブイヨン
（4g×4）
、日清サラダ油400g×各1、白子
のり味のり
（8切5枚）
×4【小麦･えび】
●箱サイズ/221×386×65㎜

今半アソートギフト
ご注文番号

AM1-107-2

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/伊賀越 天然醸造しょうゆ200㎖、今半 牛肉そぼろふりかけ40g、のりた
まごふりかけ
（4g×4P）
、島乃香のり佃煮80g、宝幸牛肉大和煮70g×各1、白子のり
味のり
（8切5枚）
×2【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/204×410×75㎜

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

38

やま磯 味海苔卓上･焼海苔バラエティセット
ご注文番号

AM1-108-3

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/味付のり
（8切32枚）
、
しそ風味のり
（8切32枚）
、焼のり2袋詰
（2切6枚）
×
各1、のり茶漬け5.5g、のりふりかけ5g×各3【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/275×300×73㎜

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ
ご注文番号

AM1-109-2

調味バラエティセット
ご注文番号

AM1-107-4

3,000円（税込3,240円）★

3,000円（税込3,240円）★

和の鉄人
「中村孝明」
監修
調味料&和のアソートギフト

マルトモ フリーズドライみそ汁&食卓詰合せ

●商 品内容/島の香のり佃煮80g、有明海産味付海苔（8切8枚×2袋）、のり茶漬け
（4.3g×2袋）、のり玉子ふりかけ
（4.5g×2袋）、
うめ茶漬け
（4.3g×2袋）、わかめ
スープ
（5.3g×2袋）
、キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450㎖×各1
【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×355×70㎜

ご注文番号

AM1-108-2

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/中村孝明監修だし醤油100㎖×2、すりごま
（8g×2袋）
、海老しらすふりか
け
（3g×3袋）
、膳工房だし三昧
（かつおだし･こんぶだし･いりこだし各6g×2袋）
×各1
【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/180×305×60㎜

●商 品内容/ヤマサ鮮度の一滴特選しょうゆ150㎖、SHOWAヘルシープレミア
300g、HOKOライトツナフレーク70g×各1、かつおだし6g、海老しらすふりかけ3g
×各3、
とろろ昆布1.5g×4、丸美屋お吸いもの2.5g×5【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/285×300×60㎜

ご注文番号

AM1-109-1

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/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）
、永谷
園お吸いもの松茸風味
（2.3g×2袋）
、鰹節削り
（1.5g×3袋）
、永谷園お茶漬けのり
（4.7g×2袋）
、永谷園あさげのおみそ汁
（7.3g×2袋）
×各1、マルトモ即席みそ汁ほ
うれん草7.5g、即席みそ汁なす7.4g×各2【乳･小麦】
●箱サイズ/250×425×70㎜
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ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

アマノフーズ&白子のり
ご注文番号

AM1-108-1

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/アマノフーズ減塩いつものおみそ汁
（なす9g、なめこ8g、ほうれん草7g）
×各2、白子味のり
（8切5枚）
×4【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/242×357×45㎜

有明海産 明太子風味&
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット
ご注文番号

AM1-106-4

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/明太子風味味海苔
（8切32枚）
、味海苔
（8切5枚×6袋）
×各3【小麦･えび】
●箱サイズ/285×231×75㎜

稲庭饂飩 阿部惣左エ門
ご注文番号

AM1-109-3

3,000円（税込3,240円）★
●商品内容/稲庭うどん60g×12【小麦】
●箱サイズ/263×361×23㎜

御昆布 佃煮9品詰合せ
（J-30）
ご注文番号

AM1-109-5

3,000円（税込3,240円）★

●商品内容/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【小麦】
●箱サイズ/280×230×30㎜

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

四季折々 薬用入浴剤セット
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AM1-113-1

3,000円（税込3,300円）

●商品内容/バブ
（ゆず･森･ラベンダー）
×各2、薬用入浴剤
（ゆず･よもぎ･もも）
各25g
×4
●箱サイズ/380×275×35㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト
ご注文番号

ギフト工房 アリエール部屋干しギフト

AM1-112-4

ご注文番号

3,000円（税込3,300円）

AM1-112-1

3,000円（税込3,300円）

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g、台所用除菌ジェル250㎖、抗菌･消臭ソフ
ターEX400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/135×198×275㎜●日本製

●商 品内容/P&Gアリエールジェル部屋干し用750g、洗たく槽クリーナーNEO
100g、抗菌部屋干しソフター400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/140×200×275㎜●日本製

ご注文番号

AM1-112-3

3,000円（税込3,300円）

●商 品内容/ライオントップスーパーNANOX400g、つめかえ用320g、ライオン
チャーミーグリーン260㎖、洗濯槽クリーナー(50g×2包入)、ハーブエキス配合入
浴料(30g×3包入)、抗菌ナイロンクリーナー×各1
●箱サイズ/120×195×230㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

クリーン･エモーションギフト

ファミリーライフギフト
ご注文番号

AM1-112-5

3,000円（税込3,300円）

●商 品内容/アタックZERO400g、詰替用360g、薬用ハンドソープ250㎖、詰替用
200㎖×各1
●箱サイズ/90×180×225㎜●日本製

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。
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ホームギフトセレクション
ご注文番号

AM1-112-7

3,000円（税込3,300円）

●商品内容/アタック抗菌EXスーパークリアジェル900g、薬用ハンドソープ250㎖×
各1、詰替用200㎖、台所洗剤270㎖×各2
●箱サイズ/125×215×235㎜●日本製

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

液体洗剤フレグランスギフトセット

ギフト工房 消臭抗菌･ボールドギフトセット

AM1-113-3

ご注文番号

3,000円（税込3,300円）

AM1-113-4

3,000円（税込3,300円）

●商品内容/ニュービーズジェル780g、詰替用680g、薬用ハンドソープ250㎖、詰替
用200㎖×各1
●箱サイズ/125×160×275㎜●日本製

●商品内容/P&Gボールドジェル850g、洗たく槽クリーナーEX100g、消臭抗菌ソフ
ター400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/135×198×275㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

ギフト工房 抗菌消臭EXギフト
ご注文番号

AM1-113-5

3,000円（税込3,300円）

●商品内容/花王アタック抗菌EX900g、洗たく槽クリーナーEX100g、抗菌ソフター
EX400g×各1、詰替350g×2
●箱サイズ/140×227×235㎜●日本製

ELLE MAISON ボディソープセット
ご注文番号

AM1-113-7

3,000円（税込3,300円）

●商品内容/ボディソープ
（ホワイトブーケ）
400㎖×2、ボディソープ
（ブルーマリン･
ブライトローズ）
各400㎖×1
●箱サイズ/225×315×55㎜●日本製

ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで
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今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2019-1778号

糸物語 バスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-115-1

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×110㎝、
ウォッシュタオル=約34×34㎝
●箱サイズ/260×345×40㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

舞小町さくら バスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

認定番号

第2015-036号
第2017-121号

今治産フェイスタオル3P

AM1-115-2

ご注文番号

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×110㎝、
ウォッシュタオル=約33×34㎝
●箱サイズ/236×287×50㎜●日本製

AM1-116-4

3,000円（税込3,300円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約32×75㎝
●箱サイズ/250×350×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

今治タオルブランド商品
認定マーク

第2018-025号
認定番号

和布小紋 フェイスタオル3P
ご注文番号

AM1-116-8

3,000円（税込3,300円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×75㎝
●箱サイズ/280×320×40㎜●日本製

第2018-1141号

今治 きらめき バスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-115-3

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、ハンドタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/240×360×50㎜●日本製

第2017-1009号
第2017-1109号
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ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2019-1710号

ブルー
ピンク

ほのかいろ～梅～バスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-116-1
AM1-116-2

ピンク
ブルー

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×110㎝、ハンドタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/236×287×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

ピンク

桜おり布 バスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-117-4
AM1-117-5

ピンク
パープル

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
ウォッシュタオル=約33×34㎝
●箱サイズ/317×317×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2012-372号

第2017-1225号
第2017-1098号

パープル

今治山水 フェイスタオル2P、ハンドタオル2P
ご注文番号

AM1-116-5

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/フェイスタオル=約34×75㎝、ハンドタオル=約34×34㎝
●箱サイズ/250×300×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

ホテルタイプ 究極の美 プレミアム
フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-114-5

3,000円（税込3,300円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約33×80㎝
●箱サイズ/246×360×55㎜●日本製

今治産 フェイスタオル3P
ご注文番号

AM1-116-6

3,000円（税込3,300円）
●材質/綿100％
●商品サイズ/約32×75㎝
●箱サイズ/238×330×88㎜●日本製

第2013-528号
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ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2018-2194号

今治ジェンヌ エコリーフ フェイスタオル3P
ご注文番号

AM1-117-1

3,000円（税込3,300円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約33×80㎝
●箱サイズ/240×330×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

泉州オーガニック バスタオル、フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-117-6

今治バスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

3,000円（税込3,300円）

AM1-116-7

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×100㎝、
フェイスタオル=約34×70㎝
●箱サイズ/250×350×50㎜●日本製

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
ウォッシュタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/250×350×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

SLOW WEEKEND コンパクトバスタオル
ご注文番号

AM1-117-2

3,000円（税込3,300円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約47×103㎝
●箱サイズ/236×287×50㎜●日本製

第2017-1463号

第2019-1410号

泉州こだわりタオル 暮らしにより添う
フェイスタオル4P
ご注文番号

AM1-117-8

3,000円（税込3,300円）
●材質/綿100％
●商品サイズ/約34×80㎝
●箱サイズ/205×385×85㎜●日本製
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ご予算別ギフト 3,000円（税抜）まで
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2020-1150号

伊予の花笑み バスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-119-1

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
ウォッシュタオル=約34×36㎝
●箱サイズ/240×330×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2015-2681号

今治 プレミアムホテル仕様 バスタオル
ご注文番号

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2019-897号

今治いさら波 フェイスタオル3P

AM1-115-5

ご注文番号

3,000円（税込3,300円）

AM1-116-3

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/約65×135㎝
●箱サイズ/285×388×57㎜●日本製

●材質/綿100%
●商品サイズ/約34×75㎝
●箱サイズ/250×350×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

Queen's今治ホテルスタイル
バスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-118-4

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、ハンドタオル=約34×35㎝
●箱サイズ/245×305×50㎜●日本製

第2020-961号

ロイヤルシフォン
バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-119-2

3,000円（税込3,300円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×80㎝、ハンドタオ
ル=約34×35㎝
●箱サイズ/250×350×60㎜●ベトナム製

ご予算別ギフト 3,500円（税抜）まで

46

横濱浪漫 アソートギフトセット
ご注文番号

AM1-120-3

3,500円（税込3,780円）★

●商品内容/オレンジケーキ×6、チョコクッキー50g×1、
アッサム紅茶ティーバッグ2g
×4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/222×370×53㎜

FLO プレステージュ フルーツケーキアソートセット
ご注文番号

AM1-120-4

日清キャノーラ油&鮮度の一滴しょうゆ詰合せ
ご注文番号

AM1-120-1

3,500円（税込3,780円）★

3,500円（税込3,780円）★

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

日清オリーブオイル詰合せギフト

●商品内容/FLOフルーツケーキ、セイロン紅茶ティーバッグ
（2g×6袋）
、抹茶ゴーフ
レット
（4枚入）
×各1、横濱浪漫ミルクプリン65g×3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/203×320×60㎜

ご注文番号

AM1-120-6

3,500円（税込3,780円）★

●商 品内容/有明海産味付海苔（3切6枚）、鰹節削り
（2g×4袋）、のり茶漬（4.3g×2
袋）
、わかめスープ
（5.3g×2袋）
、キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450㎖、
日清ヘルシーベジオイル600g×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×425×70㎜

●商品内容/日清キャノーラ油400g、ヤマサ鮮度の一滴しょうゆ150㎖、三島ゆかり
（1.7g×4）
、ニチフリお吸い物
（松茸味
（3.3g×4）
、鯛味
（3.8g×4）
）
、具材を味わう
おみそ汁
（豚汁9.8g、ほうれん草6.2g、長ねぎ7.8g）
、たまごスープ6.4g×各1
【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/255×420×55㎜

ご注文番号

AM1-120-2

3,500円（税込3,780円）★

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、マルトモ国産野菜のブイヨン
（4g×4）
、日清サラダ油400g、具材を味
わうおみそ汁
（ほうれん草6.2g、長ねぎ7.8g）
、宝幸オリーブオイルツナ70g×各1、
白子のり味のり
（8切5枚）
×2【小麦･えび】
●箱サイズ/221×386×65㎜
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ご予算別ギフト 3,500円（税抜）まで

キッコーマン&マルトモ食卓ギフト
ご注文番号

AM1-120-5

3,500円（税込3,780円）★

●商 品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、ヤマキかつおだしの素
（4g×2×5）
、鮭茶漬け
（6g×4）
、淡路島フルー
ツ玉ねぎスープ
（6.2g×3）
×各1、マルトモ鰹節屋のおみそ汁
（なす7.4g、ほうれん
草7.5g）
×各2【乳･小麦】
●箱サイズ/221×386×65㎜

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

アタック&バラエティセット
ご注文番号

AM1-121-8

3,500円（税込3,850円）

●商 品内容/花王アタック3X880g、重曹クリーナースプレー、キッチンクリーン各
250㎖、詰替え200㎖、
メッシュクリーナー×各1、洗濯槽クリーナー350㎖×2
●箱サイズ/105×250×245㎜●日本製、
メッシュクリーナー=中国製

今治タオルブランド商品
認定マーク

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号
認定番号

今治 きらめき バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-123-2

3,500円（税込3,850円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝
●箱サイズ/240×360×50㎜●日本製

第2017-1009号
第2017-1109号

和布小紋 バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-122-3

3,500円（税込3,850円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝
●箱サイズ/280×320×40㎜●日本製

第2018-025号

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

ご予算別ギフト 3,500円（税抜）まで

第2018-1141号

今治産バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-122-2

3,500円（税込3,850円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×115㎝、
フェイスタオル=約32×75㎝
●箱サイズ/280×390×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2020-984号

欧州紀行 バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-123-1

3,500円（税込3,850円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×100㎝、
フェイスタオル=約34×70㎝
●箱サイズ/225×325×45㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

今治ジェンヌ エコリーフ
バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-122-5

3,500円（税込3,850円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約33×80㎝
●箱サイズ/270×370×75㎜●日本製

第2018-2194号

ホテルタイプ 究極の美 プレミアム バスタオル
ご注文番号

AM1-122-6

3,500円（税込3,850円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/246×360×55㎜●日本製
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ご予算別ギフト 3,500円（税抜）まで

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

ナチュラルフェイス
エコロジーガーゼパイルバスタオル、
フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-122-4

3,500円（税込3,850円）

●商品内容/バスタオル、
フェイスタオル
（ガーゼ･ガーゼパイル）
×各1
●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×80㎝
●箱サイズ/210×320×50㎜●日本製

第2018-1340号

今治 瑠璃の光 バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-122-1

3,500円（税込3,850円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝
●箱サイズ/250×350×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

ポケット足ポカパットシーツ
ご注文番号

AM1-123-5

3,500円（税込3,850円）
●材質/ポリエステル100%
●商品サイズ/約100×205㎝
●箱サイズ/345×270×90㎜●中国製

第2019-833号

わた しぐれ ふかふか バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-123-3

3,500円（税込3,850円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×110㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝
●箱サイズ/225×325×45㎜●日本製

ご予算別ギフト 4,000円（税抜）まで
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FLO プレステージュ フルーツケーキアソートセット
ご注文番号

AM1-125-1

4,000円（税込4,320円）★

●商品内容/FLOフルーツケーキ、チョコクッキー、
メープルクッキー各30g×各1、抹
茶ゴーフレット2枚入×2、横濱浪漫ミルクプリン65g×3【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/320×290×60㎜

ドトールコーヒー&スイーツバラエティ
ご注文番号

AM1-124-7

パウンドケーキ&コーヒー･洋菓子セット
ご注文番号

AM1-124-1

4,000円（税込4,320円）★

4,000円（税込4,320円）★

茶蔵 味彩

宇治茶詰合せ

●商 品内容/ミルクバウムクーヘン、宇治抹茶バウムクーヘン、ミニバウムクーヘン
（北海道生クリーム･ベルギーショコラ･宇治抹茶）
×各1、
ドトールドリップコーヒー
7g×8【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/210×465×65㎜

ご注文番号

AM1-125-7

4,000円（税込4,320円）★

●商品内容/深蒸し茶80g×2、焼鮭ほぐし55g、紀州の梅70g×各1
●箱サイズ/169×258×82㎜

●商 品内容/パウンドケーキ
（プレーン･ショコラ）
×各1、
ドリップコーヒー7g×6、ク
レームビスキュイ
（プレーン･ストロベリー）
×各4【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/305×412×55㎜

ご注文番号

AM1-125-6

4,000円（税込4,320円）★
●商品内容/深蒸し煎茶100g×1、煎茶100g×2
●箱サイズ/177×283×88㎜
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ご予算別ギフト 4,000円（税抜）まで

神田川俊郎監修
味和心 お味噌汁･お吸い物･やくみギフト 椿
ご注文番号

AM1-124-3

4,000円（税込4,320円）★

●商品内容/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×各2、玉子フ
リーズドライお吸い物×8、刻み海苔0.3g、白いり胡麻1g、七味0.2g、ネギホール
0.25g×各4【卵･小麦】
●箱サイズ/200×345×80㎜

有明海産&しじみ醤油味付のり
ご注文番号

AM1-124-2

4,000円（税込4,320円）★

●商品内容/しじみ醤油味付のり
（8切8枚×3）
、有明海産味付けのり
（8切8枚×3）
×各4
【小麦】
●箱サイズ/295×310×80㎜

今半アソートギフト
ご注文番号

AM1-124-4

4,000円（税込4,320円）★

●商品内容/今半牛肉そぼろふりかけ40g、伊賀越天然醸造しょうゆ200㎖、今半牛
玉子丼の素1P
（17g）
、京都洙樂庵お茶漬けの素
（宇治抹茶味5.3g･だししょう油味
5.3g×各2）
、のりたまごふりかけ
（4g×4P）
、宝幸牛肉大和煮70g×各1、白子のり
味のり
（8切5枚）
×2【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/285×416×60㎜

美味之誉詰合せ
ご注文番号

AM1-125-5

4,000円（税込4,320円）★

●商品内容/鮭フレーク40g、焼きのり佃煮85g、たらの子味付け45g×各1、有明海産
味付け海苔
（8切16枚入）
、鰹削り節
（薄削り）
（2.5g×4）
×各2【小麦･えび】
●箱サイズ/320×370×80㎜

ご予算別ギフト 4,000円（税抜）まで

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

クリーン･エモーションギフト
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AM1-127-3

4,000円（税込4,400円）

●商品内容/ライオントップスーパーNANOX400g×1、つめかえ用320g×2、ライ
オンチャーミーグリーン260㎖、キッチン除菌クリーナー(24枚入)、抗菌ナイロンク
リーナー×各1、洗濯槽クリーナー(50g×2包入)×2
●箱サイズ/155×195×210㎜●日本製

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

ギフト工房 濃縮コンパクトスマートギフト

ギフト工房 アリエール抗菌除菌ギフト

AM1-127-6

ご注文番号

4,000円（税込4,400円）

AM1-127-8

4,000円（税込4,400円）

●商品内容/ライオントップナノックス400g、詰替320g、台所用除菌ジェル250㎖、
デリケートおしゃれ着洗い360㎖×各1、詰替320㎖、洗たく槽クリーナーEX100g
×各2
●箱サイズ/188×256×228㎜●日本製

●商品内容/P&Gアリエールジェル750g、詰替690g、台所用除菌ジェル250㎖、詰
替200㎖、抗菌･消臭ソフターEX400g、詰替350g×各1
●箱サイズ/156×243×280㎜●日本製

ご注文番号

AM1-127-1

4,000円（税込4,400円）

●商品内容/P&Gボールドジェル850g、詰替620g、消臭抗菌ソフター400g×各1、
詰替350g、洗たく槽クリーナーEX100g×各2
●箱サイズ/156×243×280㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

ギフト工房 消臭抗菌･ボールドギフトセット

ファミリーライフギフト
ご注文番号

AM1-127-4

4,000円（税込4,400円）

●商品内容/アタックZERO400g×1、詰替用360g×2、薬用ハンドソープ250㎖、詰
替用200㎖×各1
●箱サイズ/130×160×225㎜●日本製
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ご予算別ギフト 4,000円（税抜）まで
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2019-897号

今治いさら波
バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-128-4

4,000円（税込4,400円）
今治タオルブランド商品
認定マーク

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝、ハンドタオ
ル=約30×34㎝
●箱サイズ/250×350×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2012-372号

認定番号

第2015-2681号

パープル
ピンク

桜おり布
バスタオル、フェイスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-129-4
AM1-129-5

ピンク

今治 プレミアムホテル仕様
バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-128-1

4,000円（税込4,400円）

パープル

4,000円（税込4,400円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約33×80㎝、
ウォッシュ
タオル=約33×34㎝
●箱サイズ/317×317×50㎜●日本製

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約65×135㎝、
フェイスタオル=約33×80㎝
●箱サイズ/285×388×57㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2017-1009号
第2017-1109号

今治 きらめき
バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-130-4

4,000円（税込4,400円）

今治タオルブランド商品
認定マーク

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝、ハンドタオ
ル=約34×35㎝
●箱サイズ/300×400×60㎜●日本製

認定番号

第2017-1463号

今治バスタオル、フェイスタオル、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-128-7

4,000円（税込4,400円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝、
ウォッシュ
タオル=約34×35㎝
●箱サイズ/265×377×50㎜●日本製

ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

横濱浪漫 アソートギフトセット
ご注文番号

AM1-133-2

5,000円（税込5,400円）★

●商品内容/オレンジケーキ×10、チョコクッキー50g×1、アッサム紅茶ティーバッグ
2g×5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/313×370×53㎜

FLO プレステージュ フルーツケーキアソートセット
ご注文番号

AM1-133-5

静岡銘茶詰合せ
ご注文番号

AM1-135-6

5,000円（税込5,400円）★

5,000円（税込5,400円）★

パウンドケーキ&コーヒー･洋菓子セット

掛川茶深むし茶

●商品内容/FLOフルーツケーキ×1、抹茶ゴーフレット4枚入×2、横濱浪漫ミルクプ
リン65g×6【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/320×290×60㎜

ご注文番号

AM1-133-4

5,000円（税込5,400円）★

●商 品内容/パウンドケーキプレーン×2、パウンドケーキショコラ×1、
ドリップコー
ヒー7g×4、
クレームビスキュイ
（プレーン･ストロベリー）
×各5【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/305×412×55㎜

●商品内容/一番摘み煎茶100g×1、
やぶ北煎茶100g×2
●箱サイズ/180×265×75㎜

ご注文番号

AM1-132-2

5,000円（税込5,400円）★
●商品内容/深むし茶100g×2
●箱サイズ/164×200×80㎜

54

55

ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

茶蔵 味彩
ご注文番号

AM1-132-3

宇治茶詰合せ
ご注文番号

AM1-135-5

5,000円（税込5,400円）★

5,000円（税込5,400円）★

紀州南高梅 梅の実り はちみつ入り梅干

有明海産&しじみ醤油味付のり

●商品内容/玉露、上煎茶各80g、焼鮭ほぐし55g、紀州の梅70g×各1
●箱サイズ/169×258×82㎜

ご注文番号

AM1-134-7

5,000円（税込5,400円）★

●商品内容/調味梅干し(塩分約7%)×20粒(約280g)
●箱サイズ/310×230×55㎜

●商品内容/玉露100g×1、煎茶100g×2
●箱サイズ/177×283×88㎜

ご注文番号

AM1-134-6

5,000円（税込5,400円）★

●商品内容/しじみ醤油味付のり
（8切8枚×3）
、有明海産味付のり
（8切8枚×3）
×各5
【小麦】
●箱サイズ/295×380×80㎜

ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

日清オリーブオイル詰合せギフト
ご注文番号

AM1-133-7

キッコーマン&マルトモ食卓ギフト
ご注文番号

AM1-134-1

5,000円（税込5,400円）★

5,000円（税込5,400円）★

三陸産煮魚&おみそ汁･梅干しセット

調味バラエティセット

●商品内容/日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、マルトモ国産野菜のブイヨン
（4g×4）
、日清サラダ油400g、三陸産さ
ばのみそ煮100g、宝幸さばの水煮190g×各1、宝幸オリーブオイルツナ70g×2、
白子のり味のり
（8切5枚）
×4【小麦･えび】
●箱サイズ/325×391×65㎜

ご注文番号

AM1-134-4

5,000円（税込5,400円）★

●商 品内容/三陸産鯖の味噌煮、三陸産さんまの生姜煮、三陸産いわしの甘酢煮各
100g、具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
×各2、紀
州南高梅×3【小麦】
●箱サイズ/260×465×37㎜
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●商品内容/キッコーマンしぼりたて生しょうゆ、キッコーマン塩分ひかえめ丸大豆生
しょうゆ各200㎖、マルトモ鰹節屋のおみそ汁
（なす7.4g、ほうれん草7.5g）
、マル
トモかつおソフト削り
（1.5g×3）
、ヤマキかつおだしの素
（4g×2×5）
、鮭茶漬け
（6g
×4）
、スープ春雨野菜スープ味
（13.2g×2）
×各1、北海道産焼鮭の切り身40g×2
【乳･小麦】
●箱サイズ/325×391×65㎜

ご注文番号

AM1-133-6

5,000円（税込5,400円）★

●商 品内容/ヤマサ鮮度の一滴特選しょうゆ150㎖、SHOWAヘルシープレミア
300g、HOKOライトツナフレーク70g×各1、かつおだし6g、海老しらすふりかけ
3g、マルハニチロまぐろ油漬フレーク70g×各3、
とろろ昆布1.5g×4、丸美屋お吸
いもの2.5g×5【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/285×390×60㎜
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ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

海の幸ふりかけ三昧バラエティギフト
ご注文番号

AM1-134-2

5,000円（税込5,400円）★

今半アソートギフト
ご注文番号

AM1-133-1

5,000円（税込5,400円）★

●商品内容/祇園きたざと監修本醸造しょうゆ300㎖、味付海苔
（8切36枚）
×各1、雲
丹ふりかけ、海老しらすふりかけ各3g、鮭めんたいこふりかけ4g、
しじみ味噌汁8g×
各3、ふかひれスープ缶85g、すりごま8g×各2【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/240×385×75㎜

●商 品内容/伊賀越 天然醸造しょうゆ200㎖、白子のり 味のり
（8切5枚）、京都洙
樂庵お茶漬けの素
（宇治抹茶味5.3g･だししょう油味5.3g×各2）
、今半 牛玉子丼
の素1P（17g）
×各1、今半 牛肉そぼろふりかけ40g、宝幸牛肉大和煮70g×各2
【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/273×420×60㎜

九州産どんこ椎茸

大分産原木どんこ椎茸

ご注文番号

AM1-135-4

5,000円（税込5,400円）★
●商品内容/九州産原木どんこ椎茸170g
●箱サイズ/375×286×47㎜

ご注文番号

AM1-135-7

5,000円（税込5,400円）★
●商品内容/大分産原木どんこ椎茸170g
●箱サイズ/370×295×60㎜

ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

神田川俊郎監修
味和心 お味噌汁･お吸い物･やくみギフト 椿
ご注文番号

AM1-134-5

5,000円（税込5,400円）★

●商 品内容/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、刻み海苔
0.3g、白いり胡麻1g、七味0.2g、ネギホール0.25g×各4、玉子フリーズドライお吸
い物×8【卵･小麦】
●箱サイズ/200×430×80㎜

やま磯 味海苔卓上･焼海苔バラエティセット
ご注文番号

AM1-135-1

5,000円（税込5,400円）★

●商品内容/味付のり
（8切32枚）
、
しそ風味のり
（8切32枚）
、のり茶漬け5.5g、のりふ
りかけ5g×各3、焼のり2袋詰
（2切6枚）
×1【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/275×452×73㎜
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フリーズドライ おみそ汁&たまごスープ
ご注文番号

AM1-132-4

5,000円（税込5,400円）★

●商品内容/具材を味わうおみそ汁
（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g、豚汁9.8g）
、たま
ごスープ6.4g×各5【卵･小麦】
●箱サイズ/330×345×45㎜

和の鉄人
「中村孝明」
監修
調味料&和のアソートギフト
ご注文番号

AM1-132-7

5,000円（税込5,400円）★

●商品内容/中村孝明監修だし醤油、中村孝明監修コチュジャンポン酢各100㎖×2、
大森屋味付海苔
（8切8枚×2袋）
、旅館のおみそ汁
（9g×3袋）
、
とろろ昆布
（1.5g×4
袋）
、海老しらすふりかけ
（3g×3袋）
×各1【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/285×300×60㎜
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ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ご ざいます 。

四季折々 薬用入浴剤セット

AM1-138-1

5,000円（税込5,500円）

●商品内容/バブ
（ゆず·森･ラベンダー･ひのき）
、薬用入浴剤
（ゆず･よもぎ･もも·ひの
き）
各25g×各4
●箱サイズ/245×365×70㎜●日本製

AM1-138-6

ご注文番号

5,000円（税込5,500円）

5,000円（税込5,500円）

●商品内容/P&Gボールドジェル850g×1、詰替620g×2、消臭抗菌ソフター400g×
1、詰替350g、洗たく槽クリーナーEX100g×各2
●箱サイズ/200×248×280㎜●日本製

ゼロ洗浄バラエティ洗剤セット
ご注文番号

AM1-138-8

5,000円（税込5,500円）

●商品内容/クリームクレンザー、花王アタックゼロ各400g×1、詰替360g×2、ライ
オンチャーミーグリーン260㎖、
ライオンリード冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグS3枚、
オレンジジェルハンドソープ200㎖、洗濯槽クリーナー5錠×各1
●箱サイズ/145×165×240㎜●日本製、新鮮保存バッグ=タイ製

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ご ざいます 。

AM1-138-3

●商品内容/P&Gアリエールジェル部屋干し用750g×1、詰替690g×2、洗たく槽ク
リーナーNEO100g、抗菌部屋干しソフター400g×各1、詰替350g×3
●箱サイズ/200×248×280㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ご ざいます 。

ご注文番号

AM1-138-5

5,000円（税込5,500円）

●商品内容/花王アタック抗菌EX900g×1、詰替770g×2、抗菌ソフターEX400g×1、
詰替350g×3、洗たく槽クリーナーEX100g×1
●箱サイズ/188×309×236㎜●日本製

ギフト工房 消臭抗菌･ボールドギフトセット

ギフト工房 アリエール部屋干しギフト

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ございます 。

ご注文番号

※ 内 容 、デザイン等 変 更になる 場 合 が ございます 。

ギフト工房 抗菌消臭EXギフト
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ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで

ホテルタイプ 究極の美 プレミアム
バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-140-1

5,000円（税込5,500円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約33×80㎝
●箱サイズ/276×386×58㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

今治 プレミアムホテル仕様
バスタオル、フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-141-4

5,000円（税込5,500円）

●材質/綿100％
●商品サイズ/バスタオル=約65×135㎝、
フェイスタオル=約33×80㎝
●箱サイズ/285×388×70㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2015-2681号

第2017-1009号
第2017-1109号

今治 きらめき
バスタオル、フェイスタオル2P、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-139-1

5,000円（税込5,500円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝、ハンドタオ
ル=約34×35㎝
●箱サイズ/300×400×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

泉州オーガニック
バスタオル2P、フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-141-5

5,000円（税込5,500円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル＝約60×100㎝、
フェイスタオル＝約34×70㎝
●箱サイズ/280×380×50㎜●日本製

第2018-025号

和布小紋
バスタオル、フェイスタオル2P、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-142-3

5,000円（税込5,500円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝、
ウォッシュ
タオル=約34×35㎝
●箱サイズ/300×390×40㎜●日本製
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ご予算別ギフト 5,000円（税抜）まで
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2018-2194号

今治ジェンヌ エコリーフ バスタオル2P
ご注文番号

AM1-140-3

5,000円（税込5,500円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/270×370×75㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2017-1463号

今治バスタオル、
フェイスタオル2P、ウォッシュタオル
ご注文番号

AM1-139-5

ご注文番号

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝、
ウォッシュ
タオル=約34×35㎝
●箱サイズ/265×377×50㎜●日本製

第2018-1340号

AM1-139-7

5,000円（税込5,500円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝、ハンドタオ
ル=約34×35㎝
●箱サイズ/280×430×50㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

認定番号

第2015-036号
第2017-121号

舞小町さくら
バスタオル、フェイスタオル2P、ウォッシュタオル

AM1-141-2

5,000円（税込5,500円）

認定番号

今治 瑠璃の光
バスタオル、フェイスタオル2P、ハンドタオル

5,000円（税込5,500円）

ご注文番号

今治タオルブランド商品
認定マーク

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×110㎝、
フェイスタオル=約33×75㎝、
ウォッシュ
タオル=約33×34㎝
●箱サイズ/245×350×50㎜●日本製

今治産 バスタオル2P
ご注文番号

AM1-140-6

5,000円（税込5,500円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×115㎝
●箱サイズ/238×330×88㎜●日本製

第2013-528号

ご予算別ギフト 6,000円（税抜）まで
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フリーズドライスープ&みそ汁セット
ご注文番号

AM1-149-3

6,000円（税込6,480円）★

●商品内容/たまごスープ
（和風･中華）
×各4、ふかひれスープ缶85g×3、牛鍋味ふり
かけ
（5g×3袋）
、
しじみ味噌汁
（8g×3袋）
、海老しらすふりかけ
（3g×4袋）
×各1
【卵･乳･小麦･えび】
●箱サイズ/250×370×55㎜
今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

味付のり･缶詰セット
ご注文番号

AM1-149-2

6,000円（税込6,480円）★

●商 品内容/味付のり
（8切8枚×4袋）
×1、ふかひれスープ缶85g×4、まぐろ油漬フ
レーク70g×2【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/270×350×60㎜

第2014-711号

今治純日本 バスタオル、フェイスタオル2P
ご注文番号

AM1-149-4

6,000円（税込6,600円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約34×75㎝
●箱サイズ/285×380×60㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号 第2015-201号
（起毛バスタオル）

和乃逸品 極みタオル おぼろフェイスタオル2P、
エアーかおるフェイスタオル
ご注文番号

AM1-148-6

6,000円（税込6,600円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約32×85㎝
●箱サイズ/330×390×60㎜●日本製

シルク&起毛 プレミアムバスタオル2P
ご注文番号

AM1-149-5

6,000円（税込6,600円）

●材質/バスタオル
（シルク）
=綿100%
（シルクプロテイン加工）
、バスタオル
（起毛）
=
綿100%
（起毛加工）
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/276×386×58㎜●日本製
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ご予算別ギフト 7,000円（税抜）
〜8,000円（税抜）まで

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

タオル屋さんが愛するタオル
今治産バスタオル、フェイスタオル
ご注文番号

AM1-150-2

7,000円（税込7,700円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル約34×80㎝
●箱サイズ/270×270×75㎜●日本製

泉州逸品 二重織ガーゼケット
ご注文番号

AM1-152-6

8,000円（税込8,800円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約140×200㎝
●箱サイズ/400×210×125㎜●日本製

第2020-1003号

調味料バラエティギフト
ご注文番号

AM1-150-4

7,000円（税込7,560円）★

●商品内容/ヤマサ絹しょうゆ450㎖、ヤマサ絹しょうゆ減塩200㎖、日清ヘルシーラ
イト600g、マルトモかつおだしの素
（4g×8）
、三陸産カットわかめ
（2g×2）
、三島ゆ
かり
（1.7g×4）
、昭和天ぷら粉300g、北海道産鮭ほぐし40g、ニッスイ貝柱ほぐし身
70g×各1、宝幸オリーブオイルツナ70g×2【卵･乳･小麦】
●箱サイズ/335×390×70㎜

和乃逸品 極みタオル おぼろバスタオル、
エアーかおるフェイスタオル、ハンドタオル
ご注文番号

AM1-152-4

8,000円（税込8,800円）

●材質/綿100%
●商品サイズ/バスタオル=約60×120㎝、
フェイスタオル=約32×85㎝、ハンドタオ
ル=約14×32㎝
●箱サイズ/330×390×60㎜●日本製

ご予算別ギフト 7,000円（税抜）
〜8,000円（税抜）まで

ご注文番号

アタック&バラエティセット
ご注文番号

AM1-151-2

●商品内容/花王アタック3X880g×1、詰替え690g×4、洗濯槽クリーナー350㎖、
キッチンクリーン250㎖×各1、詰替え200㎖、重曹クリーナースプレー250㎖、
メッ
シュクリーナー×各2
●箱サイズ/215×245×275㎜●日本製、
メッシュクリーナー＝中国製

●商品内容/中村孝明監修だし醤油、中村孝明監修コチュジャンポン酢各100㎖×2、
大森屋味付のり
（8切8枚×2袋）
×1、ふかひれスープ缶85g×3、紀州梅干し1粒×6
【乳･小麦･えび】
●箱サイズ/285×390×60㎜

AM1-151-4

8,000円（税込8,800円）

●商 品内容/ライオントップスーパーナノックス400g×1、詰替320g×6、ライオン
チャーミーグリーン260㎖、ライオンリード冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグS3枚、
オレ
ンジジェルハンドソープ200㎖、
クリームクレンザー400g、除菌キッチンクリーナー
24枚×各1
●箱サイズ/160×250×245㎜●日本製、保存バッグ＝タイ製

今治タオルブランド商品
認定マーク

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

ご注文番号

AM1-151-5

8,000円（税込8,800円）

8,000円（税込8,640円）★

ナノ洗浄バラエティ洗剤セット

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ございます 。

和の鉄人
「中村孝明」
監修
調味料&和のアソートギフト
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認定番号

第2015-975号

オーガニックコットン使用 今治製
バスタオル2P、フェイスタオル2P、ウォッシュタオル2P
ご注文番号

AM1-152-2

8,000円（税込8,800円）

●材質/綿100%
（パイル部=オーガニックコットン使用）
●商品サイズ/バスタオル=約60×100㎝、
フェイスタオル=約34×70㎝、
ウォッシュ
タオル=約34×34㎝
●箱サイズ/285×380×60㎜●日本製
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ご予算別ギフト 10,000円（税抜）まで

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

静岡銘茶 香雅伝承
ご注文番号

タオル屋さんが愛するタオル 今治産バスタオル2P

AM1-165-3

ご注文番号

10,000円（税込10,800円）★

AM1-156-5

10,000円（税込11,000円）

●商品内容/玉露120g×1、特上煎茶(秀)150g×2
●箱サイズ/170×280×84㎜

●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/350×350×80㎜●日本製

※ 内 容 、デザイン等 変 更 となる 場 合 が ご ざいます 。

ホームギフトセレクション
ご注文番号

AM1-165-6

10,000円（税込11,000円）

●商品内容/アタック抗菌EXスーパークリアジェル900g×1、詰替用770g×6、薬用
ハンドソープ250㎖×1、詰替用200㎖×3、台所洗剤270㎖×2
●箱サイズ/225×300×235㎜●日本製

第2020-1003号

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

第2017-1397号

グランフランセヌーベル モダンバスタオル2P
ご注文番号

AM1-156-2

10,000円（税込11,000円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×120㎝
●箱サイズ/355×335×80㎜●日本製

ご予算別ギフト 10,000円（税抜）まで
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泉州逸品 五重織ガーゼケット
ご注文番号

AM1-158-6

10,000円（税込11,000円）

●材質/側地
（1･5層）
=綿100%、中身
（2･3･4層）
=綿100%
●商品サイズ/約140×200㎝
●箱サイズ/400×210×125㎜●日本製

今治タオルブランド商品
認定マーク

認定番号

洗える合掛けふとん
ご注文番号

AM1-158-3

10,000円（税込11,000円）

●材質/側地=ポリエステル100%、詰物=ポリエステル100%
●商品サイズ/約150×210㎝
●箱サイズ/415×175×150㎜●中国製

ロイヤルリッチ
スイートルームタイプ バスタオル2P
ご注文番号

AM1-156-3

10,000円（税込11,000円）
●材質/綿100%
●商品サイズ/約60×130㎝
●箱サイズ/350×350×80㎜●日本製

第2019-1470号

カタログ有効期限：2022 年 1 月末日

