




洋菓子/和菓子/飲料/即席食品/調味料・バラエティ
乾物/惣菜/スープ/タオル/キッチン/ランドリー


カタログ有効期間/2022年12月31日

おもい

想 

ブラックは勿論、ミルクや砂糖ともよく合う、豊かなコクのリッチブレンド、
モカの香りを存分に引き出し、やわらかな味わいに仕上げた甘い香りの
モカブレンド、香り豊かなフリーズドライインスタントコーヒーと北海道産
生クリーム入りのクリーミーパウダーを使用し、贅沢に仕立てたカフェオレ
とカフェモカなどのキーコーヒーのセレクションセットです

キャラバンコーヒーと洋菓子の詰め合わせ
1928年創業の創業以来変わらぬ「確かな技術」と「美しさへのこだわり」が
誇りのキャラバンコーヒーと、甘さを抑え軽い食感に仕上げた馴染みのある
シュガーラスク、香ばしいココナッツの風味が広がるさくっとした軽い食感の
ココナッツラスクにベルギー産の粒状砂糖「パールシュガー」を加え、食感に
アクセントをつけた、程よい甘さのプレーンワッフル、やわらかな生地に、カリカリ
とした食感がアクセントのチョコレート風味のチョコワッフル、爽やかな甘さの
風味が心地よいレモンの香りが活きるアーモンド風味のレモンケーキのセットです

22M05-02
キャラバンコーヒー＆スイーツセレクション

22M05-01
キャラバンコーヒー＆スイーツセレクション

★ 税込1,080円

（税抜

1,000円）

★ 税込1,620円

CV-10

●箱：210×200×40mm●重量：185g●梱：40
●キャラバンコーヒードリップコーヒー10g×2、ラスク（シュガー、ココナッツ）
、レモンケーキ
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740108938●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：42×44×43cm●ケース重量：8kg

（税抜

（税抜

2,500円）

CV-15

●箱：210×290×45mm●重量：265g●梱：32
●キャラバンコーヒードリップコーヒー10g×2、ラスク（シュガー、ココナッツ）
、レモンケーキ、ワッフル（プレーン、チョコ）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740108945●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：44×60×39cm●ケース重量：9.2kg

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

CV-25

●箱：260×290×45mm●重量：380g●梱：24
●キャラバンコーヒードリップコーヒー10g×4、ラスク（シュガー×3、ココ
ナッツ×3）、レモンケーキ×2、ワッフル（プレーン、チョコ）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740108969●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：54×60×30cm●ケース重量：9.8kg

★ 税込3,240円

CV-20

●箱：210×290×45mm●重量：315g●梱：32
●キャラバンコーヒードリップコーヒー10g×4、ラスク（シュガー×2、ココ
ナッツ×2）、レモンケーキ、ワッフル（プレーン、チョコ）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740108952●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：44×60×39cm●ケース重量：10.8kg

22M05-05
キャラバンコーヒー＆スイーツセレクション

22M05-04
キャラバンコーヒー＆スイーツセレクション

★ 税込2,700円

1,500円）

22M05-03
キャラバンコーヒー＆スイーツセレクション

（税抜

3,000円）

CV-30

●箱：260×290×45mm●重量：415g●梱：24
●キャラバンコーヒードリップコーヒー10g×4、ラスク（シュガー×3、ココ
ナッツ×3）、レモンケーキ×2、ワッフル（プレーン×2、チョコ×2）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740108976●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：54×60×30cm●ケース重量：10.6kg

苦みと酸味のバランスがよく､豊かなコクとすっきりとした口当りのドリップオン
コーヒーや､砂糖不使用の果物だけを煮詰めつくられた爽やかな甘さの
ブルーベリージャムなど､おしゃれなティータイムを彩ります
家族や友達との憩いのひとときを演出します

★ 税込1,080円

パウンドケーキ＆コーヒー・洋菓子セット

22M06-03
パウンドケーキ＆コーヒー・洋菓子セット

★ 税込2,160円

★ 税込2,700円

★ 税込3,240円

2,000円）

QA-20R

（税抜

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

2,500円）

QA-25R

●箱：193×372×55mm●重量：640g●梱：18
●パウンドケーキ（プレーン）、ドリップコーヒー7g×3、クレームビスキュ
イ（プレーン×5、ストロベリー×4）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740104800●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：40×60×35cm●ケース重量：12.5kg

QA-40R

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

KC-15R

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

KC-20R

●箱：160×310×50mm●重量：320g●梱：32
●キーコーヒードリップオン8g×3、アソートクッキー×6、ロイヤルウォル
トンセイロン紅茶2.2g×12
●賞味期限：240日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740107610●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：34×64×43cm●ケース重量：11.2kg

●箱：160×310×50mm●重量：510g●梱：32
●キーコーヒ－ドリップオン8g×3、アソートクッキー×6、ロイヤルウォル
トンセイロン紅茶2.2g×10、サン・ダルフォーブルーベリージャム28g×2
●賞味期限：240日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740107627●のし：B4●生産国：日本・フランス（ジャム）
●ケースサイズ：34×64×43cm●ケース重量：17.3kg

22M07-04
ドリップコーヒー＆クッキー＆紅茶アソートギフト

22M07-05
ドリップコーヒー＆クッキー＆紅茶アソートギフト

22M07-06
ドリップコーヒー＆クッキー＆紅茶アソートギフト

（税抜

3,000円）

★ 税込5,400円

★ 税込2,700円
QA-30R

●箱：193×372×55mm●重量：770g●梱：18
●パウンドケーキ（プレーン）×2、ドリップコーヒー7g×3、クレームビス
キュイ（プレーン×2、ストロベリー×2）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740104817●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：40×60×35cm●ケース重量：14.9kg

22M06-05
パウンドケーキ＆コーヒー・洋菓子セット

●箱：305×412×55mm●重量：1,070g●梱：10
●パウンドケーキ（プレーン、ショコラ）、ドリップコーヒー7g×6、クレーム
ビスキュイ（プレーン×4、ストロベリー×4）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740104824●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：43×63×30cm●ケース重量：11.2kg

KC-10R

●箱：160×260×30mm●重量：190g●梱：48
●キーコーヒードリップオン8g×2、アソートクッキー×6、ロイヤルウォル
トンセイロン紅茶2.2g×6
●賞味期限：240日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740107603●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：50×54×27cm●ケース重量：10.2kg

（税抜

5,000円）

（税抜

2,500円）

KC-25R

●箱：240×300×50mm●重量：460g●梱：16
●キーコーヒードリップオン8g×8、アソートクッキー×6、ロイヤルウォル
トンセイロン紅茶2.2g×20
●賞味期限：240日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740107634●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：51×63×26cm●ケース重量：8.5kg

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

KC-30R

●箱：240×300×50mm●重量：660g●梱：16
●キーコーヒ－ドリップオン8g×10、アソートクッキー×6、ロイヤルウォル
トンセイロン紅茶2.2g×10、サン・ダルフォーブルーベリージャム28g×2
●賞味期限：240日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740107641●のし：B4●生産国：日本・フランス（ジャム）
●ケースサイズ：51×63×26cm●ケース重量：11.7kg

★ 税込4,320円

（税抜

KC-40R

4,000円）

●箱：320×415×55mm●重量：700g●梱：16
●キーコーヒードリップオン8g×16、アソートクッキー×18、ロイヤルウォ
ルトンセイロン紅茶2.2g×12
●賞味期限：240日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740107658●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×66×48cm●ケース重量：12.5kg

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

22M06-02
パウンドケーキ＆コーヒー・洋菓子セット

（税抜

1,000円）

22M07-03
ドリップコーヒー＆クッキー＆紅茶アソートギフト

甘味をより引き立たせるため隠し味に輪島製塩謹製の輪島塩を使用し、しっとりとした食感でふんわり
美味しく焼き上げたプレーンパウンドケーキ、カスタードクリームを練り込んだしっとりとした食感が特徴の
クッキー生地でミルクとカスタードの2種類のクリームを包み込み、焼き上げたプレーンビスキュイに、
いちご果汁入りのクリームとカスタードクリームの2種のクリームをしっとりとした食感が特徴のクッキー生地で
包み丁寧に焼き上げたストロベリービスキュイとドリップコーヒーのセットです

22M06-01
パウンドケーキ＆コーヒー・洋菓子セット

●箱：193×268×55mm●重量：500g●梱：24
●パウンドケーキ（プレーン）、ドリップコーヒー7g×3、クレームビスキュ
イ（プレーン×2、ストロベリー×2）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740104794●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：41×56×35cm●ケース重量：13kg

（税抜

22M07-02
ドリップコーヒー＆クッキー＆紅茶アソートギフト

★
※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。

★
※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。

22M07-01
ドリップコーヒー＆クッキー＆紅茶アソートギフト

22M06-04
パウンドケーキ＆コーヒー・洋菓子セット

6

食 品 ／ 洋 菓 子 ・コ ー ヒ ー

食 品 ／ 洋 菓 子 ・コ ー ヒ ー

ドリップコーヒー＆クッキー
＆紅茶アソートギフト

22M07-07
ドリップコーヒー＆クッキー＆紅茶アソートギフト
QA-50R

●箱：305×412×55mm●重量：1,280g●梱：10
●パウンドケーキ（プレーン×2、ショコラ）、ドリップコーヒー7g×4、クレ
ームビスキュイ（プレーン×5、ストロベリー×5）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740104831●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：43×63×30cm●ケース重量：13.4kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

KC-50R

●箱：320×415×55mm●重量：940g●梱：16
●キーコーヒ－ドリップオン8g×20、アソートクッキー×18、ロイヤルウォル
トンセイロン紅茶2.2g×10、サン・ダルフォーブルーベリージャム28g×2
●賞味期限：240日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740107665●のし：A3●生産国：日本・フランス（ジャム）
●ケースサイズ：43×66×48cm●ケース重量：16.3kg

7

風味豊かな卵と国産小麦粉を使用し、宇治抹茶の香り高い抹茶味のバウムクーヘンと、卵と国産小麦粉を使用し、1層1層丁寧に焼き上げた
バニラ味のバウムクーヘンを、手軽で本格的な香り高いコーヒーや香り高い茶葉を見極め、さらに香りが高まるよう火入れに工夫をこらし、
みどり鮮やかな石臼挽き宇治抹茶をブレンドした煎茶ティーバックの詰め合わせをお楽しみください

22M08-02
バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット

22M08-01
バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット
（税抜

1,000円）

IKO-10CS

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

IKO-15CS

●箱：210×200×40mm●重量：265g●梱：28
●キーコーヒーオリジナルブレンド7g×3、伊右衛門抹茶入り煎茶ティー
バッグ2g×4、バウムクーヘン（抹茶×2、バニラ×2）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105449●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：43×45×31cm●ケース重量：8.4kg

22M08-03
バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット
税込2,160円

（税抜

2,000円）

★
※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。

★
※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円

●箱：147×194×38mm●重量：150g●梱：36
●キーコーヒーオリジナルブレンド7g×2、伊右衛門抹茶入り煎茶ティー
バッグ2g×4、バウムクーヘン（抹茶、バニラ）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105432●のし：A5●生産国：日本
●ケースサイズ：43×48×27cm●ケース重量：6.3kg

IKO-20CS

●箱：210×290×45mm●重量：380g●梱：24
●キーコーヒーオリジナルブレンド7g×4、伊右衛門抹茶入り煎茶ティー
バッグ2g×4、バウムクーヘン（抹茶×3、バニラ×3）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105456●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：10.3kg

ドリップコーヒー詰合せ
作りたてのおいしさ・コクのある苦味とまろやかな味わいのアロマリッチドリップコーヒーと、サックリとしたアーモンドパイや
やさしい甘さのショコラスティックパイ、上品な味わいのチョコゴーフレットの詰合せセット
ホッとしたひと時を演出します

税込2,700円

（税抜

2,500円）

IKO-25CS

●箱：210×290×45mm●重量：450g●梱：24
●キーコーヒーオリジナルブレンド7g×5、伊右衛門抹茶入り煎茶ティー
バッグ2g×4、バウムクーヘン（抹茶×4、バニラ×4）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105463●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：11.9kg

税込5,400円

（税抜

5,000円）

IKO-50CS

●箱：212×292×90mm●重量：980g●梱：12
●キーコーヒーオリジナルブレンド7g×10、伊右衛門抹茶入り煎茶ティ
ーバッグ2g×8、バウムクーヘン（抹茶×8、バニラ×8）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105036●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：12.9kg

22M08-05
バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット
税込3,240円

（税抜

3,000円）

IKO-30CS

●箱：260×290×45mm●重量：560g●梱：14
●キーコーヒーオリジナルブレンド7g×6、伊右衛門抹茶入り煎茶ティー
バッグ2g×4、バウムクーヘン（抹茶×5、バニラ×5）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105470●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：32×55×35cm●ケース重量：8.7kg

22M08-06
バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット
税込4,320円

（税抜

4,000円）

IKO-40CS

●箱：212×292×90mm●重量：820g●梱：12
●キーコーヒーオリジナルブレンド7g×8、伊右衛門抹茶入り煎茶ティー
バッグ2g×8、バウムクーヘン（抹茶×6、バニラ×6）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105029●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：11kg

★ 税込1,080円

（税抜

22M09-03
ドリップコーヒー詰合せ

22M09-02
ドリップコーヒー詰合せ

22M09-01
ドリップコーヒー詰合せ
1,000円）

★税込1,620円

US-10F

●箱：185×255×40mm●重量：190g●梱：48
●チョコゴーフレット×2、アーモンドパイ×2、ＵＣＣアロマリッチオリジナル
ブレンド8g×3
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096907●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：53×57×35cm●ケース重量：10.4kg

（税抜

1,500円）

（税抜

★税込2,160円

（税抜

2,000円）

US-20F

●箱：275×255×40mm●重量：300g●梱：24
●チョコゴーフレット×5、アーモンドパイ×4、ショコラスティックパイ×4、
ＵＣＣアロマリッチオリジナルブレンド8g×3
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096921●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：52×55×27cm●ケース重量：8.3kg

22M09-05
ドリップコーヒー詰合せ

22M09-04
ドリップコーヒー詰合せ

★税込2,700円

US-15F

●箱：275×255×40mm●重量：270g●梱：24
●チョコゴーフレット×5、アーモンドパイ×2、ショコラスティックパイ×2、
ＵＣＣアロマリッチオリジナルブレンド8g×3
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096914●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：52×55×27cm●ケース重量：7.6kg

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

22M08-04
バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット

22M08-07
バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット
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食 品 ／ 洋 菓 子 ・コ ー ヒ ー

食 品 ／ 洋 菓 子 ・コ ー ヒ ー

バウムクーヘン・コーヒー・煎茶ティ-バッグセット

2,500円）

US-25F

●箱：275×375×40mm●重量：380g●梱：16
●チョコゴーフレット×5、アーモンドパイ×4、ショコラスティックパイ×4、
ＵＣＣアロマリッチオリジナルブレンド8g×6
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096938●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：39×57×35cm●ケース重量：7kg

★税込3,240円

（税抜

3,000円）

US-30F

●箱：275×375×40mm●重量：410g●梱：16
●チョコゴーフレット×5、アーモンドパイ×4、ショコラスティックパイ×8、
ＵＣＣアロマリッチオリジナルブレンド8g×6
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096945●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：39×57×35cm●ケース重量：7.5kg
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食

食

品

品

ごろっとナッツフィナンシェ
＆クッキー

／

／

洋

洋

ココアパウダーを２種類配合したこだわりのチョコフィナンシェ、
バニラビーンズソースを練り込みしっとりと焼き上げたバニラ
フィナンシェ、それぞれにくるみ、アーモンド、ドライクランベリー
をトッピングした２種類のごろっとナッツフィナンシェ、3種の
チーズ（クリームチーズパウダー、ゴーダチーズパウダー、ゴルゴン
ゾーラチーズパウダー）を使用し、チーズ風味豊かなさっくりとした
チーズクッキーと、抹茶パウダーとフリーズドライの小豆を一緒に
練り込んだ和テイストの厚焼きの抹茶クッキーの詰め合わせです

菓

菓

子

子
22M10-01
ごろっとナッツフィナンシェ＆クッキー

★ 税込1,080円

（税抜

1,000円）

FN-10CS

●箱：147×194×38mm●重量：155g●梱：36
●ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ、ショコラ）、ほろほろクッキー（チー
ズ×2、抹茶×2）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド・くるみ)】
●JAN：4983740105364●のし：A5●生産国：日本
●ケースサイズ：43×48×27cm●ケース重量：6.5kg

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

22M10-02
ごろっとナッツフィナンシェ＆クッキー

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

FN-15CS

●箱：210×200×40mm●重量：250g●梱：28
●ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ×2、ショコラ）、ほろほろクッキー
（チーズ×3、抹茶×3）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド・くるみ)】
●JAN：4983740105371●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：43×45×31cm●ケース重量：7.9kg

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

22M10-05
ごろっとナッツフィナンシェ＆クッキー

22M10-04
ごろっとナッツフィナンシェ＆クッキー

22M10-03
ごろっとナッツフィナンシェ＆クッキー
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★
※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。

★
※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。

●ケースサイズ：41×56×35cm●ケース重量：13kg

FN-20CS

●箱：210×290×45mm●重量：350g●梱：24
●ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ×2、ショコラ）、ほろほろクッキー
（チーズ×6、抹茶×6）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド・くるみ)】
●JAN：4983740105388●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：9.5kg

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

FN-25G

●箱：210×290×45mm●重量：375g●梱：24
●ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ×3、ショコラ×3）、ほろほろクッキ
ー（チーズ×3、抹茶×3）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド・くるみ)】
●JAN：4983740108488●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：10kg

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

22M11-02
ごろっとナッツフィナンシェ＆クッキー

22M11-01
ごろっとナッツフィナンシェ＆クッキー
FN-30G

●箱：260×290×45mm●重量：460g●梱：14
●ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ×4、ショコラ×4）、ほろほろクッキ
ー（チーズ×3、抹茶×3）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド・くるみ)】
●JAN：4983740108495●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：32×55×35cm●ケース重量：7.3kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

FN-40CS

●箱：212×292×90mm●重量：760g●梱：12
●ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ×4、ショコラ×2）、ほろほろクッキ
ー（チーズ×12、抹茶×12）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド・くるみ)】
●JAN：4983740105418●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：10.3kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

FN-50G

●箱：212×292×90mm●重量：820g●梱：12
●ごろっとナッツフィナンシェ（バニラ×6、ショコラ×6）、ほろほろクッキ
ー（チーズ×6、抹茶×6）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド・くるみ)】
●JAN：4983740108501●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：11kg
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Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ

食

食

ミル・ガトー スイーツアソート

品

品

風味豊かなバニラクリームをサンドしたバニラゴーフレットや、上品な味わいに仕上げたチョコゴーフレット、
何層にも重ねたパイ生地に細かく砕いたアーモンドを挟み、サックリと焼き上げたアーモンドパイ、
チョコをサンドしたやさしい甘さのショコラスティックパイをセットしました
お菓子好きな人にも満足な詰合せです

／

／

洋

洋

チョコチップ・マカデミアナッツ入りのベイクドクッキーと
軽やかな口当たりでやさしい甘さのショコラリーフパイ、
なめらかな口当たりの生地に２種類のチョコクリームを
サンドしたラングドシャ
コーヒー、紅茶によく合う焼き菓子を詰合せました

菓

菓

子

子
★ 税込1,080円

★ 税込1,080円

1,000円）

WS-10F

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

WS-15F

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

WS-20F

●箱：275×255×40mm●重量：300g●梱：24
●ゴーフレット（チョコ×5、バニラ×5）、アーモンドパイ×4、ショコラス
ティックパイ×4
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096853●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：52×55×27cm●ケース重量：8.3kg

22M13-04
Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ

22M13-05
Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ

22M13-06
Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ

CP-10CS

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

22M12-04
ミル・ガトー スイーツアソート

22M12-03
ミル・ガトー スイーツアソート

22M12-02
ミル・ガトー スイーツアソート
CP-15CS

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

CP-20CS

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

★ 税込2,700円
CP-25CS

●箱：168×305×44mm●重量：230g●梱：24
●ベイクドクッキー×3、ショコラリーフパイ×3、ラングドシャ（プレーン×
3、ショコラ×3）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105180●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：34×54×38cm●ケース重量：6.4kg

●箱：272×252×44mm●重量：295g●梱：16
●ベイクドクッキー×4、ショコラリーフパイ×3、ラングドシャ（プレーン×
6、ショコラ×3）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105197●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：31×55×38cm●ケース重量：5.6kg

●箱：268×342×44mm●重量：370g●梱：16
●ベイクドクッキー×4、ショコラリーフパイ×5、ラングドシャ（プレーン×
6、ショコラ×6）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105203●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×57×38cm●ケース重量：6.9kg

22M12-05
ミル・ガトー スイーツアソート

22M12-06
ミル・ガトー スイーツアソート

22M12-07
ミル・ガトー スイーツアソート

（税抜

3,000円）

CP-30CS

●箱：292×368×44mm●重量：440g●梱：12
●ベイクドクッキー×7、ショコラリーフパイ×6、ラングドシャ（プレーン×
8、ショコラ×4）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105210●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：40×63×30cm●ケース重量：6.3kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

CP-40

●箱：274×254×90mm●重量：660g●梱：8
●ベイクドクッキー×8、ショコラリーフパイ×6、ラングドシャ（プレーン×
12、ショコラ×6）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740100956●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：31×55×38cm●ケース重量：6.1kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

（税抜

2,500円）

WS-25F

●箱：275×375×40mm●重量：400g●梱：16
●ゴーフレット（チョコ×5、バニラ×10）、アーモンドパイ×4、ショコラス
ティックパイ×4
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096860●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：39×57×35cm●ケース重量：7.3kg

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

WS-30F

●箱：275×375×40mm●重量：430g●梱：16
●ゴーフレット（チョコ×5、バニラ×10）、アーモンドパイ×4、ショコラス
ティックパイ×8
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096877●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：39×57×35cm●ケース重量：7.8kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

WS-40F

●箱：280×260×80mm●重量：650g●梱：12
●ゴーフレット（チョコ×10、バニラ×10）、アーモンドパイ×8、ショコラ
スティックパイ×8
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096884●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：52×55×27cm●ケース重量：8.9kg

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

●箱：185×375×40mm●重量：270g●梱：32
●ゴーフレット（チョコ×5、バニラ×5）、アーモンドパイ×2、ショコラス
ティックパイ×2
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096846●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：38×76×35cm●ケース重量：9.8kg

●箱：168×284×38mm●重量：175g●梱：32
●ベイクドクッキー×2、ショコラリーフパイ×2、ラングドシャ（プレーン×
2、ショコラ×2）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105173●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：37×61×34cm●ケース重量：6.3kg

★ 税込3,240円
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（税抜

1,000円）

●箱：185×255×40mm●重量：190g●梱：48
●ゴーフレット（チョコ×2、バニラ×3）、アーモンドパイ×2、ショコラス
ティックパイ×2
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096839●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：53×57×35cm●ケース重量：10.4kg

★
※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。

★
※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。

22M12-01
ミル・ガトー スイーツアソート

（税抜

22M13-03
Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ

22M13-02
Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ

22M13-01
Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ

22M13-07
Ｓｅｎｊｕｄｏゴーフレット+Ｐｉｅ
CP-50CS

●箱：270×344×90mm●重量：820g●梱：8
●ベイクドクッキー×8、ショコラリーフパイ×10、ラングドシャ（プレーン×
12、ショコラ×12）
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆)】
●JAN：4983740105227●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×57×38cm●ケース重量：7.6kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

WS-50F

●箱：280×380×80mm●重量：890g●梱：8
●ゴーフレット（チョコ×10、バニラ×20）、アーモンドパイ×8、ショコラ
スティックパイ×8
●賞味期限：180日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740096891●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：39×57×35cm●ケース重量：8kg
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食 品 ／ 洋 菓 子 ・タ オ ル

食

Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツ+今治タオルセット
Ｓｅｎｊｕｄｏこだわりのスイーツと、高品質タオルの代名詞とされる今治タオルを組合せたギフト
今治タオルは、独自の品質基準を満たした商品のみに認定されています

品
／
洋

22M15-01
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツ+今治タオルセット
税込3,300円

3,000円）

SS-30TF

菓
子

第2010-665号

★
※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。

★
※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。

Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツセット
高級感があるホール型でキメ細かな生地が特徴の、あっさりとした味わいのしっとりふわふわのチーズケーキと、
程よい甘さのソフトチョコケーキやサクサクした食感のクッキーにチョコチップとアーモンドスライスを練り込みました
チョコチップクッキーなどを詰め合わせました。

22M15-03
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツ+今治タオルセット

22M15-02
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツ+今治タオルセット

22M14-01
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツセット

★ 税込1,620円

（税抜

22M14-03
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツセット

22M14-02
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツセット
1,500円）

SS-15F

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

SS-20F

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

●箱：190×345×50mm●重量：470g●梱：20
●チーズケーキ、ソフトチョコケーキ×2、クッキー（チョコチップ×2、
チェス×6）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097027●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×40×51cm●ケース重量：10.3kg

●箱：190×345×50mm●重量：530g●梱：16
●チーズケーキ、ソフトチョコケーキ×4、クッキー（チョコチップ×4、
チェス×6）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097034●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×40×41cm●ケース重量：9.4kg

22M14-04
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツセット

22M14-05
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツセット

22M14-06
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツセット

3,000円）

SS-30F

●箱：290×345×50mm●重量：740g●梱：12
●チーズケーキ×2、ソフトチョコケーキ×2、クッキー（チョコチップ×2、
チェス×6）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097041●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×59×31cm●ケース重量：9.8kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

SS-40F

●箱：190×345×98mm●重量：930g●梱：10
●チーズケーキ×2、ソフトチョコケーキ×4、クッキー（チョコチップ×4、
チェス×12）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097058●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×40×51cm●ケース重量：10.2kg

★ 税込5,400円

（税抜

4,000円）

SS-40TF

税込5,500円

（税抜

5,000円）

税込8,800円

SS-50TCS

●箱：190×345×105mm●重量：800g●梱：10
●チーズケーキ、ソフトチョコケーキ×4、クッキー（チョコチップ×4、
チェス×6）、フェイスタオル（約34×75cm・綿100%）×2、ウォッ
シュタオル（約34×35cm・綿100%）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740105777●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×40×51cm●ケース重量：9kg

（税抜

8,000円）

SS-80TF

●箱：290×345×105mm●重量：1,340g●梱：6
●チーズケーキ×2、ソフトチョコケーキ×2、クッキー（チョコチップ×2、
チェス×6）、フェイスタオル（約34×75cm・綿100%）×4、ウォッシュタ
オル（約34×35cm・綿100%）×2
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097102●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×59×31cm●ケース重量：8.8kg

SS-25F

●箱：190×270×50mm●重量：380g●梱：24
●チーズケーキ、ソフトチョコケーキ、クッキー（チョコチップ、チェス
×3）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097010●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：40×56×32cm●ケース重量：10kg

（税抜

（税抜

●箱：190×345×105mm●重量：740g●梱：10
●チーズケーキ、ソフトチョコケーキ×2、クッキー（チョコチップ×2、
チェス×6）、フェイスタオル（約34×75cm・綿100%）×2
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097089●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×40×51cm●ケース重量：8.2kg

22M15-04
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツ+今治タオルセット

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

税込4,400円

★ 税込3,240円
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（税抜

●箱：190×270×105mm●重量：570g●梱：12
●チーズケーキ、ソフトチョコケーキ、クッキー（チョコチップ、チェス
×3）、フェイスタオル（約34×75cm・綿100%）、ウォッシュタオル
（約34×35cm・綿100%）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097072●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：40×56×32cm●ケース重量：7.7kg

22M15-05
Ｓｅｎｊｕｄｏスイーツ+今治タオルセット
5,000円）

SS-50CS

●箱：190×345×98mm●重量：1,040g●梱：10
●チーズケーキ×2、ソフトチョコケーキ×8、クッキー（チョコチップ×8、
チェス×12）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740105586●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×40×51cm●ケース重量：11.3kg

税込11,000 円 （税抜 10,000 円）

SS-100TF

●箱：290×345×158mm●重量：1,720g●梱：4
●チーズケーキ×2、ソフトチョコケーキ×2、クッキー（チョコチップ×2、
チェス×6）、バスタオル（約60×120cm・綿100%）、フェイスタオル（約
34×75cm・綿100％）×4、ウォッシュタオル（約34×35cm・綿100%）
●賞味期限：90日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・アーモンド)】
●JAN：4983740097119●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：37×59×31cm●ケース重量：7.7kg
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小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
食

食

どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ

味わい深い小豆パイ、バニラヴァッフェル、豆菓子が楽しめるセット
豆菓子は竹炭、きなこ、抹茶ミルクの３種類の味でコーティングしています

品

品

／

／

和

和

一口サイズのどら焼きとヴァッフェルの詰合せ
もっちりとした生地のどら焼きは食べやすく、粒あんと八女抹茶あんの
２種類の味をお楽しみいただけます
バターを使用し、さっくりと焼き上げた歯ごたえのよいプレーン生地に、
やさしく香るバニラクリーム挟んだバニヴァッフェル
おもてなしのお茶うけにぴったりのセットをお届けします

22M17-02
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ

22M17-01
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
（税抜

1,000円）

DW-10CS

（税抜

1,500円）

DW-15CS

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

DW-20CS

22M17-04
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ

22M17-05
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ

22M17-06
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ

22M16-01
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ

★ 税込1,080円

（税抜

1,000円）

DY-10CS

●箱：147×194×38mm●重量：180g●梱：36
●バニラヴァッフェル、どら焼き(粒あん×2、八女抹茶あん×2）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・やまいも)】
●JAN：4983740105289●のし：A5●生産国：日本
●ケースサイズ：43×48×27cm●ケース重量：7.4kg

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

DW-25CS

●箱：197×400×57mm●重量：520g●梱：12
●小豆パイ×3、バニラヴァッフェル×3、豆菓子（竹炭豆×2、きなこ豆
×2、抹茶ミルク豆×2）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105265●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×43×38cm●ケース重量：7.2kg

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

DW-30CS

●箱：197×400×57mm●重量：570g●梱：12
●小豆パイ×3、バニラヴァッフェル×3、豆菓子（竹炭豆×3、きなこ豆
×3、抹茶ミルク豆×3）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105272●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×43×38cm●ケース重量：7.8kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

DW-50K

●箱：197×400×117mm●重量：1,130g●梱：6
●小豆パイ×6、バニラヴァッフェル×6、豆菓子（竹炭豆×4、きなこ豆
×4、抹茶ミルク豆×4）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740100963●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×43×38cm●ケース重量：7.6kg

和菓撰 和菓子詰合せ
22M16-02
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

22M16-03
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
DY-15CS

●箱：210×200×40mm●重量：275g●梱：28
●バニラヴァッフェル×2、どら焼き(粒あん×2、八女抹茶あん×3）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・やまいも)】
●JAN：4983740105296●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：43×45×31cm●ケース重量：8.6kg

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

22M16-04
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
DY-20CS

●箱：210×290×45mm●重量：385g●梱：24
●バニラヴァッフェル×2、どら焼き(粒あん×4、八女抹茶あん×4）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・やまいも)】
●JAN：4983740105302●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：10.4kg

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

DY-25CS

●箱：210×290×45mm●重量：460g●梱：24
●バニラヴァッフェル×3、どら焼き(粒あん×5、八女抹茶あん×5）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・やまいも)】
●JAN：4983740105319●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：12.2kg

★ 税込2,160円

（税抜

22M16-05
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

22M16-06
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
DY-30CS

●箱：260×290×45mm●重量：555g●梱：14
●バニラヴァッフェル×4、どら焼き(粒あん×6、八女抹茶あん×6）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・やまいも)】
●JAN：4983740105326●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：32×55×35cm●ケース重量：8.6kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

22M16-07
どら焼き＆ヴァッフェル 詰合せ
DY-40

●箱：212×292×90mm●重量：830g●梱：12
●バニラヴァッフェル×4、どら焼き(粒あん×8、八女抹茶あん×8）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・やまいも)】
●JAN：4983740104886●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：11.1kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

DY-50

●箱：212×292×90mm●重量：980g●梱：12
●バニラヴァッフェル×6、どら焼き(粒あん×10、八女抹茶あん×10）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵･乳･小麦(大豆・やまいも)】
●JAN：4983740104893●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×61×30cm●ケース重量：12.9kg

22M17-09
和菓撰 和菓子詰合せ

22M17-08
和菓撰 和菓子詰合せ

22M17-07
和菓撰 和菓子詰合せ
2,000円）

TJS-20CS

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

TJS-25CS

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

TJS-30CS

●箱：250×312×50mm●重量：550g●梱：14
●黒糖かりんとう35ｇ×2、ピーナッツかりんとう30g×2、ミルクまんじゅう
×4、ひとくち羊羹30ｇ×2
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105609●のし：みの●生産国：日本
●ケースサイズ：35×53×38cm●ケース重量：8.6kg

●箱：250×365×50mm●重量：790g●梱：14
●黒糖かりんとう35ｇ×2、ピーナッツかりんとう30g×2、ミルクまんじゅう
×4、ひとくち羊羹30ｇ×2、カップ羊羹（小倉60ｇ×2、本練60ｇ）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105616●のし：中杉●生産国：日本
●ケースサイズ：40×53×38cm●ケース重量：12.1kg

22M17-10
和菓撰 和菓子詰合せ

22M17-11
和菓撰 和菓子詰合せ

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

TJS-40CS

●箱：250×466×50mm●重量：1,000g●梱：12
●黒糖かりんとう35ｇ×4、ピーナッツかりんとう30g×4、ミルクまんじゅう
×4、ひとくち羊羹30ｇ×2、カップ羊羹（小倉60ｇ×2、本練60ｇ）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105623●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：50×53×33cm●ケース重量：13.2kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

サクサクッとした食感に仕上げた２種類のかりんとうや、乳菓生地にしっとりとしたミルクあんを包み込んだおまんじゅう、食べきりサイズのひとくち羊羹を詰合せしました
いずれも食べきりサイズで小腹を満たしてくれます

★
※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。

★
※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。

●箱：308×190×57mm●重量：370g●梱：18
●小豆パイ×2、バニラヴァッフェル×2、豆菓子（竹炭豆×2、きなこ豆
×2、抹茶ミルク豆×2）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105258●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：34×60×38cm●ケース重量：7.6kg

子

子

●箱：202×276×50mm●重量：320g●梱：24
●小豆パイ、バニラヴァッフェル×2、豆菓子（竹炭豆×2、きなこ豆×
2、抹茶ミルク豆）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105241●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：44×59×33cm●ケース重量：8.8kg

●箱：250×240×50mm●重量：450g●梱：24
●黒糖かりんとう35ｇ×2、ピーナッツかりんとう30g×2、ミルクまんじゅう
×2、ひとくち羊羹30ｇ×2
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105593●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：51×53×33cm●ケース重量：12kg
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★ 税込1,620円

●箱：202×190×50mm●重量：220g●梱：36
●小豆パイ、バニラヴァッフェル、豆菓子（竹炭豆、きなこ豆、抹茶ミル
ク豆）
●賞味期限：100日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105234●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：44×60×33cm●ケース重量：9.1kg

菓

菓

★ 税込1,080円

22M17-03
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ

TJS-50CS

●箱：250×466×50mm●重量：1,130g●梱：12
●黒糖かりんとう35ｇ×4、ピーナッツかりんとう30g×4、ミルクまんじゅう
×6、ひとくち羊羹30ｇ×4、カップ羊羹（小倉60ｇ×2、本練60ｇ）
●賞味期限：120日●アレルゲン【卵・乳・小麦・落花生（大豆）】
●JAN：4983740105630●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：50×53×33cm●ケース重量：14.5kg

17

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

CIH-20

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

しょうゆの酸化を防ぐ鮮度ボトルでおいしさ長持ち。 開封後も常温保存で90日間酸化を防いでしょうゆの鮮度を保つ二重構造のソフトボトルで、
押しながら一滴ずつ調節して使えるので、卓上に置いて、料理の「つけ」「かけ」に便利なヤマサしょうゆと白子のりの詰め合わせです

22M18-03
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

22M18-02
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット
CIH-25

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

CIH-30

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

22M19-03
ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ

22M19-02
ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ

22M19-01
ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ
IT-15

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

IT-20

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

IT-25

●箱：247×164×68mm●重量：500g●梱：30
●ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、白子のり味のり（3切5枚)、シーラックかつ
おだし（4g×3）
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆）】
●JAN：4983740107429●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：51×51×36cm●ケース重量：15.8kg

●箱：247×249×68mm●重量：590g●梱：24
●ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、白子のり味のり（3切5枚)、白子のり味のり
（8切5枚)、シーラックかつおだし（4g×3）、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉･ゼラチン･ごま）】
●JAN：4983740107436●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：51×52×43cm●ケース重量：15kg

●箱：247×330×68mm●重量：710g●梱：18
●ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、白子のり味のり（3切5枚)×2、白子のり味
のり（8切5枚)、シーラックかつおだし（4g×3）、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉･ゼラチン･ごま）】
●JAN：4983740107443●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：34×75×43cm●ケース重量：13.6kg

22M18-04
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

22M18-05
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

22M18-06
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

22M19-04
ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ

22M19-05
ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ

22M19-06
ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ

★ 税込3,780円

（税抜

3,500円）

CIH-35

●箱：255×418×68mm●重量：1,050g●梱：12
●日清サラダ油400g、やま磯味のり（8切6枚×2）、かね七かつおだし
（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g、ほうれん草6.2g）、三島ゆかり（1.7g×4）、三陸産カットわかめ（2g
×2）、宝幸オリーブオイルツナ70g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび(大豆・ゼラチン)】
●JAN：4983740107528●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×52×43cm●ケース重量：13.4kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

CIH-40

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

CIH-50

●箱：255×418×68mm●重量：1,730g●梱：12
●日清サラダ油400g、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml、やま磯
味のり（8切6枚×2）、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g
×5）、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g）、宝幸さば
水煮190g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび(大豆・さば・ゼラチン)】
●JAN：4983740107535●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×52×43cm●ケース重量：21.5kg

●箱：255×497×68mm●重量：2,400g●梱：8
●日清サラダ油400g、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、やま磯味のり（8切6枚×
2）、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、具材を味
わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g）、宝幸さば水煮190g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび(大豆・さば・ゼラチン)】
●JAN：4983740107542●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：52×51×29cm●ケース重量：20kg

22M18-07
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

22M18-08
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

（税抜

7,000円）

CIH-70

●箱：338×418×68mm●重量：2,500g●梱：6
●日清サラダ油400g、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml、やま磯
味のり（8切6枚×2）、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g
×5）、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g）、宝幸さば
水煮190g、宝幸さば梅じそ風味190g×2、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g
×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび(大豆・さば・ゼラチン)】
●JAN：4983740107559●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×35×43cm●ケース重量：15.8kg

★ 税込 10,800 円 （税抜 10,000 円）

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

IT-30

●箱：255×418×68mm●重量：1,030g●梱：12
●ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200ml、白子のり
味のり（3切5枚)×2、白子のり味のり（8切5枚)、シーラックかつおだし（4g
×3）、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉･ゼラチン･ごま）】
●JAN：4983740107450●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×52×43cm●ケース重量：13.5kg

★ 税込3,780円

（税抜

3,500円）

IT-35

●箱：255×418×68mm●重量：1,390g●梱：12
●ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、日清ヘルシーベジオイル600g、白子のり
味のり（3切5枚)×2、白子のり味のり（8切5枚)、シーラックかつおだし（4g
×3）、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉･ゼラチン･ごま）】
●JAN：4983740107467●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×52×43cm●ケース重量：17.5kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

IT-40

●箱：255×497×68mm●重量：1,720g●梱：8
●ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200ml、日清ヘル
シーベジオイル600g、白子のり味のり（3切5枚)×2、白子のり味のり（8
切5枚)、シーラックかつおだし（4g×3）、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉･ゼラチン･ごま）】
●JAN：4983740107474●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：52×51×29cm●ケース重量：14.5kg

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

●箱：255×418×68mm●重量：965g●梱：12
●日清サラダ油400g、やま磯味のり（8切6枚×2）、かね七かつおだし
（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g、ほうれん草6.2g）、三島ゆかり（1.7g×4）、マルトモかつおソフト削
り（1.5g×6）
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび(大豆・ゼラチン)】
●JAN：4983740107511●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×52×43cm●ケース重量：12.4kg

★
※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。

★
※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。

●箱：247×249×68mm●重量：740g●梱：24
●日清サラダ油400g、やま磯味のり（8切6枚×2）、かね七かつおだし
（4g×5）、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g）
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび(大豆・ゼラチン)】
●JAN：4983740107498●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：51×52×43cm●ケース重量：18.5kg

●箱：247×330×68mm●重量：875g●梱：18
●日清サラダ油400g、やま磯味のり（8切6枚×2）、かね七かつおだし
（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g、ほうれん草6.2g）、三島ゆかり（1.7g×4）
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび(大豆・ゼラチン)】
●JAN：4983740107504●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：34×75×43cm●ケース重量：16.5kg

★ 税込7,560円
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ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ

遠赤外線で丁寧に焼き上げた海苔に、有機丸大豆醤油や鰹節、えび、昆布を使用したたれで調味したコクと旨味のある味付海苔に、
国産のかつお節に昆布、椎茸を加え、旨味の三大要素をバランス良く配合したスティックタイプの使い切りのかつおだし、
国産の昆布粉末やかつお節をバランスよく配合したこんぶだし、食卓を取り囲むバラエティセットです

22M18-01
日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

食 品 ／ 調 味 料 ・バ ラ エテ ィ

食 品 ／ 調 味 料 ・バ ラ エテ ィ

日清オイリオ＆やま磯 食卓バラエティセット

22M19-07
ヤマサ鮮度しょうゆ＆白子のり詰合せ
CIH-100

●箱：338×418×68mm●重量：2,350g●梱：6
●日清サラダ油400g、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml、やま磯
味のり（8切6枚×2）、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g
×5）、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g）、宝幸さば
水煮190g、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×2、ニッスイ紅ずわいがにほぐし
身55g×3
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦･乳・えび･かに(大豆・さば・ゼラチン)】
●JAN：4983740107566●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：43×35×43cm●ケース重量：14.9kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

IT-50

●箱：255×497×68mm●重量：1,815g●梱：8
●ヤマサ鮮度しょうゆ200ml、ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200ml、日清ヘル
シーベジオイル600g、白子のり味のり（3切5枚)、白子のり味のり（8切5
枚)×3、シーラックかつおだし（4g×3）、たまごスープ6.4g×2、宝幸貝
柱水煮ほぐし身65g
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉･ゼラチン･ごま）】
●JAN：4983740107481●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：52×51×29cm●ケース重量：15.4kg
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ヤマサの絹しょうゆはうまみをしっかり引き出し、4つの麹（こうじ）が織りなす絶妙ブレンド。「生（なま）しょうゆ」のやわらかさと重ね仕込み
製法の「火入れしょうゆ」のコクのある味を合わせ持つ、絶妙なバランスのブレンドしょうゆ、国産のかつお節の豊かなうま味を引き出した
かつおだしに、国産昆布の上品な風味を生かしたこんぶだし、「にがり」を程よく残し、海水中の成分をいかして作った風味のあるおいしい
お塩の「伯方の塩」を適温で焼いた焼き塩など毎日の食卓へお届けする調味料バラエティギフトです

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

KI-15

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

KI-20

●箱：255×182×70mm●重量：590g●梱：24
●ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こ
んぶだし（4g×5）、伯方の塩焼塩（20g×2）
●賞味期限：540日●アレルゲン【乳・小麦（大豆）】
●JAN：4983740108884●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：38×53×43cm●ケース重量：14.9kg

22M24-03
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

22M24-04
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

（税抜

2,500円）

KI-25

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

KI-30

●箱：255×236×70mm●重量：1,200g●梱：14
●ヤマサ絹しょうゆ450ml、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、かね七かつお
だし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、伯方の塩焼塩（20g×2）
●賞味期限：540日●アレルゲン【乳・小麦（大豆）】
●JAN：4983740107283●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：27×48×50cm●ケース重量：17.5kg

●箱：255×315×70mm●重量：1,290g●梱：14
●ヤマサ絹しょうゆ450ml、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、かね七かつお
だし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、伯方の塩焼塩（20g×2）、
三陸産カットわかめ（2g×2）
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦（大豆）】
●JAN：4983740107290●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：33×53×51cm●ケース重量：18.9kg

22M24-05
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

22M24-06
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

（税抜

5,000円）

KI-50

●箱：255×390×70mm●重量：2,200g●梱：8
●ヤマサ絹しょうゆ450ml、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、日清ヘルシー
ライト600g、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、伯
方の塩焼塩（20g×2）、三陸産カットわかめ（2g×2）、北海道産鮭ほぐ
し40g
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦（大豆・さけ）】
●JAN：4983740107306●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：41×53×30cm●ケース重量：18.5kg

★ 税込7,560円

（税抜

7,000円）

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

●箱：255×182×70mm●重量：545g●梱：24
●ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こ
んぶだし（4g×5）
●賞味期限：540日●アレルゲン【乳・小麦（大豆）】
●JAN：4983740108877●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：38×53×43cm●ケース重量：13.8kg

★ 税込2,700円

★
※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。

★
※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。

22M24-02
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

22M24-01
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

★ 税込5,400円
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食 品 ／ 調 味 料 ・バ ラ エテ ィ

食 品 ／ 調 味 料 ・バ ラ エテ ィ

ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

22M24-07
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト
KI-70

●箱：335×395×70mm●重量：2,560g●梱：6
●ヤマサ絹しょうゆ450ml、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml、日清ヘルシー
ライト600g、かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、三
陸産カットわかめ（2g×2）、スープ春雨わかめ醤油味（14.1g×2）、北
海道産鮭ほぐし40g、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g、宝幸オリーブオイルツ
ナ70ｇ×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦（大豆・さけ・鶏肉・ごま）】
●JAN：4983740107313●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：35×41×43cm●ケース重量：16.1kg

★ 税込9,720円

（税抜

9,000円）

KI-90

●箱：335×460×70mm●重量：3,340g●梱：4
●ヤマサ絹しょうゆ450ml×2、日清ヘルシーライト600g、かね七かつお
だし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、三陸産カットわかめ（2g×2）
、スープ春雨わかめ醤油味（14.1g×2）、北海道産鮭ほぐし40g、北海
道産鯖ほぐし40g、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×2、宝幸オリーブオイル
ツナ70g、ニッスイさば水煮150g
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦（大豆・さけ・さば・鶏肉・ごま）】
●JAN：4983740107320●のし：大杉●生産国：日本、ベトナム（さば水煮）
●ケースサイズ：35×48×30cm●ケース重量：14kg

★ 税込10,800円

（税抜 10,000 円）

22M25-03
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

22M25-02
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

22M25-01
ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト
KI-100

●箱：335×460×70mm●重量：3,600g●梱：4
●ヤマサ絹しょうゆ450ml×2、日清ヘルシーライト600g、かね七かつお
だし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、三陸産カットわかめ（2g×2）
、北海道産鮭ほぐし40g、北海道産鯖ほぐし40g、宝幸貝柱水煮ほぐし
身65g×3、宝幸オリーブオイルツナ70g、ニッスイさば水煮150g、ニッ
スイさば味付150g
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦（大豆・さけ・さば）】
●JAN：4983740107337●のし：大杉●生産国：日本、ベトナム（さば水煮）
●ケースサイズ：35×48×30cm●ケース重量：15.1kg

★ 税込12,960円

（税抜 12,000 円）

KI-120

●箱：335×460×70mm●重量：4,500g●梱：4
●ヤマサ絹しょうゆ450ml×2、日清ヘルシーライト600g×2、北海道産
鮭ほぐし40g×2、北海道産鯖ほぐし40g、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×
2、ニッスイ紅ずわいがにほぐし身55g、宝幸オリーブオイルツナ70g×3
、ニッスイさば水煮150g、ニッスイさば味付150g
●賞味期限：540日●アレルゲン【小麦・かに（大豆･さけ・さば）】
●JAN：4983740107344●のし：大杉●生産国：日本、ベトナム（さば水煮）
●ケースサイズ：35×48×30cm●ケース重量：18.7kg

★ 税込16,200円

（税抜 15,000 円）

KI-150

●箱：335×460×70mm●重量：4,280g●梱：4
●ヤマサ絹しょうゆ450ml、日清アマニ油プラス600g、北海道産鮭ほぐ
し40g×3、北海道産鯖ほぐし40g×3、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×2
、ニッスイ紅ずわいがにほぐし身55g×3、宝幸オリーブオイルツナ70g×
3、ニッスイさば水煮150g、ニッスイさば味付150g×2
●賞味期限：540日●アレルゲン【小麦・かに（大豆･さけ・さば）】
●JAN：4983740107351●のし：大杉●生産国：日本、ベトナム（さば水煮）
●ケースサイズ：35×48×30cm●ケース重量：17.8kg
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大森屋秘伝のピリ辛の味付けが食欲をそそる味付のりと本場紀州産南高梅の果肉たっぷりの最高グレードを使い、塩分を従来よりカットしはちみつを加えた甘口で
食べやすい梅干し、独自の「直火釜炊き製法」にてじっくりと炊き上げた２種類の佃煮、煮るとすぐに柔らかくなり、コクのある味わいから煮物や昆布巻き等の惣菜用
として最適な本場北海道産の日高昆布など納得の詰合せです

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

NK-25

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

NK-30G

★ 税込3,780円

（税抜

3,500円）

NK-35F

●箱：250×375×50mm●重量：535g●梱：16
●大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、紀
州南高梅80g（塩分約8%）、北海道産日高昆布25g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆・りんご）】
●JAN：4983740107856●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：39×52×42cm●ケース重量：9.4kg

●箱：250×375×50mm●重量：640g●梱：16
●大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、紀
州南高梅80g（塩分約8%）、ごま昆布45g×2、細切汐吹昆布18g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097461●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：39×52×42cm●ケース重量：11.2kg

22M27-04
香味彩々

22M27-05
香味彩々

22M27-06
香味彩々

健康維持に大切で、酸化に強いオレイン酸が約７０％、しかもコレステロールゼロ、フルーティーな香りとまろやかな味わいでくせがなく、苦味・辛味も少ないので、いつもの油に
代えていろいろな料理に使える１００％のエキストラバージンオリーブオイルと、こだわりの6種の国産野菜をまるごと使用した野菜エキスの入ったブイヨンなどのバラエティギフト

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

NK-40F

●箱：250×520×50mm●重量：770g●梱：12
●大森屋味のり（8切8枚×2）×2、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、
紀州南高梅80g（塩分約8%）、ごま昆布45g×2、細切汐吹昆布18g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097478●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：53×53×31cm●ケース重量：10kg

（税抜

2,000円）

OL-20R

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

5,000円）

NK-50G

★ 税込6,480円

（税抜

6,000円）

NK-60G

●箱：250×520×50mm●重量：1,010g●梱：12
●大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、紀州
南高梅80g（塩分約8%）、北海道産日高昆布25g、ごま昆布45ｇ×2、
細切汐吹昆布18g、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×2、宝幸オリーブオイ
ルツナ70g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆・ごま・りんご）】
●JAN：4983740107870●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：53×53×31cm●ケース重量：12.8kg

OL-25R

●箱：221×307×65mm●重量：730g●梱：16
●日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモ国産野菜のブ
イヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け（4.7g×5）、
白子のり味のり（8切5枚）×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆・鶏肉）】
●JAN：4983740107917●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：46×63×28cm●ケース重量：13.5kg

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

OL-30R

●箱：221×386×65mm●重量：810g●梱：12
●日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモ国産野菜のブ
イヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け（4.7g×5）、
白子のり味のり（8切5枚）×4
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆・鶏肉）】
●JAN：4983740107924●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：40×46×41cm●ケース重量：11.2kg

22M27-07
香味彩々

★ 税込8,640円

（税抜

8,000円）

NK-80G

●箱：250×520×50mm●重量：1,230g●梱：12
●大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、紀州
南高梅80g（塩分約8%）、ごま昆布45g×2、細切汐吹昆布18g、ニッス
イ紅ずわいがにほぐし身55g×2、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×2、宝幸
オリーブオイルツナ70g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび・かに（大豆・ごま・りんご）】
●JAN：4983740107887●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：53×53×31cm●ケース重量：15.6kg

★ 税込3,780円

（税抜

3,500円）

22M26-05
日清オリーブオイル詰合せギフト
OL-35R

●箱：221×386×65mm●重量：970g●梱：12
●日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモ国産野菜のブ
イヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け（4.7g×5）、
白子のり味のり（8切5枚）×2、宝幸オリーブオイルツナ70g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆・鶏肉）】
●JAN：4983740107931●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：40×46×41cm●ケース重量：12.5kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

★ 税込2,160円

●箱：221×236×65mm●重量：650g●梱：24
●日清エキストラバージンオリーブオイル145g、マルトモ国産野菜のブ
イヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、海苔茶漬け（4.7g×5）
●賞味期限：360日●アレルゲン【乳・小麦（鶏肉）】
●JAN：4983740107900●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：46×49×41cm●ケース重量：16.5kg

（税抜

22M26-03
日清オリーブオイル詰合せギフト

22M26-02
日清オリーブオイル詰合せギフト

22M26-01
日清オリーブオイル詰合せギフト

★ 税込5,400円

●箱：250×520×50mm●重量：890g●梱：12
●大森屋味のり（8切8枚×2）×2、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、
紀州南高梅80g（塩分約8%）、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×2、宝幸オ
リーブオイルツナ70g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆・りんご）】
●JAN：4983740107863●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：53×53×31cm●ケース重量：11.4kg

★
※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。

★
※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。

●箱：250×305×50mm●重量：470g●梱：20
●大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、紀
州南高梅80g（塩分約8%）
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆・りんご）】
●JAN：4983740068119●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：32×52×51cm●ケース重量：10.3kg

日清オリーブオイル詰合せギフト

22M26-04
日清オリーブオイル詰合せギフト
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22M27-03
香味彩々

22M27-02
香味彩々

22M27-01
香味彩々

食 品 ／ 乾 物 ・バ ラ エ テ ィ

食 品 ／ 調 味 料 ・バ ラ エテ ィ

香味彩々

22M26-06
日清オリーブオイル詰合せギフト
OL-50R

●箱：325×391×65mm●重量：1,550g●梱：10
●日清エキストラバージンオリーブオイル145g、ヤマサ特選しょうゆ360
ml、マルトモ国産野菜のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、
海苔茶漬け（4.7g×5）、白子のり味のり（8切5枚）×2、スープ春雨（わか
め醤油味14.1g、かきたま海鮮風塩味12.9g）、宝幸オリーブオイルツナ
70g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・乳・小麦・えび（大豆・鶏肉・ごま）】
●JAN：4983740107948●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：41×67×34cm●ケース重量：16.3kg

★ 税込7,560円

（税抜

7,000円）

OL-70R

●箱：325×391×65mm●重量：1,640g●梱：10
●日清エキストラバージンオリーブオイル145g、ヤマサ特選しょうゆ360
ml、マルトモ国産野菜のブイヨン（4g×4）、かね七かつおだし（4g×5）、
海苔茶漬け（4.7g×5）、白子のり味のり（8切5枚）×2、スープ春雨（わか
め醤油味14.1g、かきたま海鮮風塩味12.9g）、宝幸オリーブオイルツナ
70g、ニッスイ紅ずわいがにほぐし身55g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・乳・小麦・えび・かに（大豆・鶏肉・ごま）】
●JAN：4983740107955●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：41×67×34cm●ケース重量：17.2kg

22M27-08
香味彩々

★ 税込10,800円

（税抜 10,000 円）

NK-100G

●箱：250×520×50mm●重量：1,185g●梱：12
●大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40g、静岡深蒸し茶40g、紀州
南高梅80g（塩分約8%）、ごま昆布45g×2、細切汐吹昆布18g、ニッス
イ紅ずわいがにほぐし身55g×4、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび・かに（大豆・ごま・りんご）】
●JAN：4983740107894●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：53×53×31cm●ケース重量：15kg
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（税抜

1,500円）

GIJ-15R

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

22M29-02
やま磯味付海苔＆食卓セット

22M29-01
やま磯味付海苔＆食卓セット

★ 税込1,620円

GIJ-20R

（税抜

1,500円）

YU-15

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

YU-20F

●箱：152×220×77mm●重量：625g●梱：20
●かね七かつおだし（4g×5）、島乃香のり佃煮80g、北海道産鯖ほぐし
40g、白子のり味のり(8切5枚)×2
●賞味期限：570日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆･さば）】
●JAN：4983740107801●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：31×46×39cm●ケース重量：13.5kg

●箱：152×158×77mm●重量：425g●梱：30
●やま磯味付海苔（8切32枚）、紀州南高梅×2、島乃香のり佃煮80g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦・えび（大豆・りんご）】
●JAN：4983740092060●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：32×46×39cm●ケース重量：13.5kg

●箱：152×220×77mm●重量：490g●梱：20
●やま磯味付海苔（8切32枚）、紀州南高梅×2、島乃香のり佃煮80g、
たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉・ゼラチン
・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097362●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：31×46×39cm●ケース重量：10.5kg

22M28-03
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット

22M28-04
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット

22M29-03
やま磯味付海苔＆食卓セット

22M29-04
やま磯味付海苔＆食卓セット

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

GIJ-25R

●箱：152×298×77mm●重量：710g●梱：15
●かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、島乃香のり
佃煮80g、北海道産鯖ほぐし40g、白子のり味のり(8切5枚)×3
●賞味期限：570日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆･さば）】
●JAN：4983740107818●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：31×46×39cm●ケース重量：11.5kg

★ 税込3,240円

22M28-05
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

（税抜

3,000円）

★ 税込2,700円

GIJ-30R

●箱：152×298×77mm●重量：1,065g●梱：15
●かね七かつおだし（4g×5）、島乃香のり佃煮80g×2、北海道産鯖ほ
ぐし40g×2、白子のり味のり(8切5枚)×2
●賞味期限：570日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆･さば）】
●JAN：4983740107825●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：31×46×39cm●ケース重量：16.8kg

22M28-06
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット
GIJ-40R

●箱：290×224×77mm●重量：1,240g●梱：10
●かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、島乃香のり
佃煮80g×2、北海道産鯖ほぐし40g×2、白子のり味のり(8切5枚)×2、
やま磯味のり(8切32枚)
●賞味期限：450日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆･さば）】
●JAN：4983740107832●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：30×46×39cm●ケース重量：13.2kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

22M29-05
やま磯味付海苔＆食卓セット
GIJ-50R

●箱：290×298×77mm●重量：1,400g●梱：10
●かね七かつおだし（4g×5）、かね七こんぶだし（4g×5）、島乃香のり
佃煮80g×2、北海道産鯖ほぐし40g×2、白子のり味のり(8切5枚)×4、
やま磯味のり(8切32枚)×2
●賞味期限：450日●アレルゲン【乳・小麦・えび（大豆･さば）】
●JAN：4983740107849●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：31×59×39cm●ケース重量：14.8kg

★ 税込3,780円

（税抜

3,500円）

YU-35F

●箱：290×224×77mm●重量：710g●梱：10
●やま磯味付海苔（8切32枚）×2、紀州南高梅×2、島乃香のり佃煮
80g、たまごスープ6.4g×6
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉・ゼラチン
・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097393●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：30×46×39cm●ケース重量：7.8kg

（税抜

2,500円）

YU-25F

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

YU-30F

●箱：152×298×77mm●重量：560g●梱：15
●やま磯味付海苔（8切32枚）、紀州南高梅×2、島乃香のり佃煮80g、
たまごスープ6.4g×4
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉・ゼラチン
・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097379●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：31×46×39cm●ケース重量：9.1kg

●箱：182×298×77mm●重量：650g●梱：15
●やま磯味付海苔（8切32枚）×2、紀州南高梅×3、島乃香のり佃煮
80g、たまごスープ6.4g×3
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉・ゼラチン
・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097386●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：31×55×39cm●ケース重量：10.5kg

22M29-06
やま磯味付海苔＆食卓セット

22M29-07
やま磯味付海苔＆食卓セット

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

YU-40F

●箱：290×224×77mm●重量：940g●梱：10
●やま磯味付海苔（8切32枚）×3、紀州南高梅×4、島乃香のり佃煮
80g×2、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉・ゼラチン
・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097409●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：30×46×39cm●ケース重量：10.1kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

●箱：152×158×77mm●重量：565g●梱：30
●かね七かつおだし（4g×5）、島乃香のり佃煮80g、北海道産鯖ほぐし
40g
●賞味期限：570日●アレルゲン【乳・小麦（大豆･さば）】
●JAN：4983740107795●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：32×46×39cm●ケース重量：18kg

★
※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。

★
※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1,620円

22M28-02
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット

食 品 ／ 乾 物 ・バ ラ エ テ ィ

食 品 ／ 乾 物 ・バ ラ エ テ ィ

遠赤外線で丁寧に焼き上げた海苔に、有機丸大豆醤油や鰹節、えび、昆布を使用したたれで調味したコクと旨味のある味付海苔や、
国産のりを100％使用・保存料無添加で塩分を控えた甘口タイプの海苔佃煮、本場紀州産南高梅の果肉たっぷりの最高グレードを
使用した、衛生的で使いやすく持ち運びに便利な個包装タイプの梅干しなど、食卓を彩る詰合せです

国産のかつお節の豊かなうま味を引き出したかつおだしに、国産昆布の上品な風味を生かしたこんぶだしや、個食バックで上質な
海苔を厳選した白子のり、北海道で水揚げされた鯖の旨味を生かして作った、鯖の臭みを抑え食べやすく細かくほぐした鯖ほぐしに、
国産のりを100％使用・保存料無添加で塩分を控えた甘口タイプの海苔佃煮などごはんのお供にピッタリの詰合せです

22M28-01
海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット
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やま磯味付海苔＆食卓セット

海味彩 だしの素＆瓶詰バラエティセット

YU-50F

●箱：290×298×77mm●重量：1,110g●梱：10
●やま磯味付海苔（8切32枚）×4、紀州南高梅×4、島乃香のり佃煮
80g×2、たまごスープ6.4g×4
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦・えび（大豆・鶏肉・ゼラチン
・ごま・りんご）】
●JAN：4983740097416●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：31×59×39cm●ケース重量：12kg

29

品

★ 税込2,160円

MF-15CS

（税抜

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

2,000円）

HDN-20

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

HDN-25

●箱：185×345×35mm●重量：270g●梱：30
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×2、ほうれん草6.2g×2、豚汁
9.8g×2）、たまごスープ6.4g×4
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740098413●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：36×57×37cm●ケース重量：9.1kg

22M31-04
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

22M31-05
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

22M31-06
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

（税抜

3,000円）

HDN-30

●箱：245×263×35mm●重量：265g●梱：30
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×3、ほうれん草6.2g×3、豚汁
9.8g×3）、たまごスープ6.4g×3
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740098420●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：28×75×37cm●ケース重量：9kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

HDN-40

●箱：330×290×45mm●重量：390g●梱：16
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×4、ほうれん草6.2g×4、豚汁
9.8g×4）、たまごスープ6.4g×4
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740101007●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：35×60×38cm●ケース重量：7.2kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

HDN-50

●箱：330×345×45mm●重量：460g●梱：12
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×5、ほうれん草6.2g×5、豚汁
9.8g×5）、たまごスープ6.4g×5
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740098437●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：36×68×30cm●ケース重量：6.1kg

MF-20CS

●箱：179×272×37mm●重量：430g●梱：28
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g)、紀州南高梅
×2、三陸産鯖の味噌煮100g、三陸産秋刀魚の生姜煮100g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦（大豆･さば･ゼラチン・りんご）】
●JAN：4983740105494●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：39×58×29cm●ケース重量：13kg

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

MF-25CS

●箱：179×349×37mm●重量：470g●梱：21
●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×2)、
紀州南高梅×2、三陸産鯖の味噌煮100g、三陸産秋刀魚の生姜煮100g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦（大豆･さば･豚肉･ゼラチン･ごま
・りんご）】
●JAN：4983740105500●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：38×57×29cm●ケース重量：10.8kg

22M31-07
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

★ 税込8,640円

（税抜

8,000円）

HDN-80

●箱：330×293×95mm●重量：900g●梱：8
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×8、ほうれん草6.2g×8、豚汁
9.8g×8）、たまごスープ6.4g×8
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740101014●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：35×60×38cm●ケース重量：8.1kg

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

1,500円）

2,000円）

★
※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。

（税抜

（税抜

プ

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

★ 税込1,620円

●箱：179×210×37mm●重量：280g●梱：36
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g、ほうれん草6.2g)、紀州南高梅
×2、三陸産鯖の味噌煮100g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦（大豆･さば･ゼラチン・りんご）】
●JAN：4983740105487●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：39×45×37cm●ケース重量：11kg

★ 税込2,160円

●箱：185×345×35mm●重量：255g●梱：30
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×2、ほうれん草6.2g×2、豚汁
9.8g×2）、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740098406●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：36×57×37cm●ケース重量：8.7kg

22M30-03
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット

22M30-02
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット

22M30-01
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット

HDN-15

ー

★
※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。

三陸産のさばを骨まで柔らかい味噌煮にしたさば味噌煮と、三陸産のさんまを特製の味付けで煮込み、
国産生姜の香りと味わいがさんまの美味しさを引き立てるさんまの生姜煮、 本場紀州産南高梅の
果肉たっぷりの最高グレードを使用した、衛生的で使いやすく持ち運びに便利な個包装タイプの梅干しと
フリーズドライのお味噌汁の手軽にお召しあがりいただける食材セットです

1,500円）

●箱：180×240×35mm●重量：170g●梱：36
●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×3
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740098390●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：37×49×33cm●ケース重量：7kg

★ 税込3,240円

三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット

（税抜

22M31-03
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

22M31-02
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

ス

★ 税込1,620円

／

22M31-01
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

22M30-05
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット

22M30-04
三陸産煮魚＆おみそ汁・梅干しセット
MF-30R

●箱：260×272×37mm●重量：620g●梱：16
●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)、
紀州南高梅×4、三陸産鯖の味噌煮100g×2、三陸産秋刀魚の生姜
煮100g
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦（大豆･さば･豚肉･ゼラチン･ごま
・りんご）】
●JAN：4983740106828●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：29×58×33cm●ケース重量：10.7kg

30

「凍結＆乾燥」の技術で、作りたての美味しさをギュッと閉じ込めたフリーズドライ食品
栄養価も閉じ込めるとともに素材本来の旨味までお楽しみいただけます

食

食 品 ／ 惣 菜 ・バ ラ エ テ ィ

フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

MF-50R

●箱：260×465×37mm●重量：1,160g●梱：8
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×2、ほうれん草6.2g×2、豚汁
9.8g×2)、紀州南高梅×3、三陸産鯖の味噌煮100g×3、三陸産秋
刀魚の生姜煮100g×3
●賞味期限：360日●アレルゲン【小麦（大豆･さば･豚肉･ゼラチン･ごま
・りんご）】
●JAN：4983740106835●のし：大杉●生産国：日本
●ケースサイズ：28×49×33cm●ケース重量：9.9kg

22M31-08
フリーズドライ おみそ汁＆たまごスープ

★ 税込10,800円

（税抜 10,000 円）

HDN-100

●箱：330×345×95mm●重量：1,020g●梱：6
●具材を味わうおみそ汁（長ねぎ7.8g×10、ほうれん草6.2g×10、豚
汁9.8g×10）、たまごスープ6.4g×10
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆･豚肉･鶏肉･ゼラチン
･ごま）】
●JAN：4983740098444●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：36×68×30cm●ケース重量：6.7kg

31

食 品 ／ 即 席 食 品 ・ス ー プ

食
品
／
ス
ー
プ
★ 税込1,080円

（税抜

1,000円）

FZD-10

22M32-02
フリーズドライ たまごスープ＆スープ春雨ギフト

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

FZD-15

22M32-03
フリーズドライ たまごスープ＆スープ春雨ギフト

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

FZD-20

★ 税込1,080円

（税抜

1,000円）

22M33-03
ビーフカレー＆フリーズドライスープ詰合せ

22M33-02
ビーフカレー＆フリーズドライスープ詰合せ

22M33-01
ビーフカレー＆フリーズドライスープ詰合せ
RP-10CS

★ 税込1,620円

（税抜

1,500円）

RP-15CS

★ 税込2,160円

（税抜

2,000円）

RP-20CS

●箱：205×155×55mm●重量：130g●梱：36
●たまごスープ6.4g×3、スープ春雨わかめ醤油味（14.1g×2）
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆・鶏肉・ゼラチン･ごま)】
●JAN：4983740092558●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：32×42×45cm●ケース重量：5.5kg

●箱：205×233×55mm●重量：220g●梱：24
●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））
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・乳・小麦（大豆・鶏肉・ゼラチン・ごま）】
●JAN：4983740092565●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：42×48×34cm●ケース重量：6.1kg

●箱：205×310×55mm●重量：280g●梱：18
●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））
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・乳・小麦（大豆・鶏肉・ゼラチン・ごま）】
●JAN：4983740092572●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：32×63×34cm●ケース重量：5.8kg

●箱：200×227×27mm●重量：320g●梱：36
●ビーフカレー中辛180g、たまごスープ6.4g×2
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン
・りんご・ごま）】
●JAN：4983740105524●のし：B5●生産国：日本
●ケースサイズ：43×49×22cm●ケース重量：12.5kg

●箱：200×305×27mm●重量：370g●梱：30
●ビーフカレー中辛180g、たまごスープ6.4g×4
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン
・りんご・ごま）】
●JAN：4983740105531●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：33×63×25cm●ケース重量：11.9kg

●箱：200×305×50mm●重量：620g●梱：24
●ビーフカレー中辛180g×2、たまごスープ6.4g×4
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン
・りんご・ごま）】
●JAN：4983740105548●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：42×64×33cm●ケース重量：16kg

22M32-04
フリーズドライ たまごスープ＆スープ春雨ギフト

22M32-05
フリーズドライ たまごスープ＆スープ春雨ギフト

22M32-06
フリーズドライ たまごスープ＆スープ春雨ギフト

22M33-04
ビーフカレー＆フリーズドライスープ詰合せ

22M33-05
ビーフカレー＆フリーズドライスープ詰合せ

22M33-06
ビーフカレー＆フリーズドライスープ詰合せ

（税抜

2,500円）

FZD-25

●箱：205×385×55mm●重量：350g●梱：12
●たまごスープ6.4g×6、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））
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・乳・小麦（大豆・鶏肉・ゼラチン・ごま）】
●JAN：4983740092589●のし：A3●生産国：日本
●ケースサイズ：40×42×34cm●ケース重量：5kg

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

FZD-30

●箱：205×233×110mm●重量：490g●梱：12
●たまごスープ6.4g×6、スープ春雨（わかめ醤油味（14.1g×2）×2、
野菜スープ味（13.2g×2）×2）
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・乳・小麦（大豆・鶏肉・ゼラチン・ごま）】
●JAN：4983740102288●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：42×48×34cm●ケース重量：6.8kg

★ 税込4,320円

（税抜

4,000円）

FZD-40

●箱：205×310×110mm●重量：630g●梱：9
●たまごスープ6.4g×6、スープ春雨（わかめ醤油味（14.1g×2）×2、
野菜スープ味（13.2g×2）×2、かきたま海鮮風塩味（12.9g×2）×2）
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・乳・小麦（大豆・鶏肉・ゼラチン・ごま）】
●JAN：4983740102295●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：32×63×34cm●ケース重量：6.5kg

★ 税込2,700円

（税抜

2,500円）

RP-25CS

●箱：200×305×50mm●重量：640g●梱：24
●ビーフカレー中辛180g×2、たまごスープ6.4g×6
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン
・りんご・ごま）】
●JAN：4983740105555●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：42×64×33cm●ケース重量：16.5kg

★ 税込3,240円

（税抜

3,000円）

RP-30CS

●箱：200×305×55mm●重量：750g●梱：15
●ビーフカレー中辛180g×2、たまごスープ6.4g×8
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン
・りんご・ごま）】
●JAN：4983740105562●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：33×63×25cm●ケース重量：12.1kg

★ 税込5,400円

（税抜

5,000円）

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

22M32-01
フリーズドライ たまごスープ＆スープ春雨ギフト

じっくりと煮込んだ野菜のコクを引き立てるチャツネを隠し味に深みある味わいに仕上げたビーフカレーと、お湯を注ぐだけで簡単にお召し上がりいただける、国産たまごを使用し、
フリーズドライ製法で仕上げたたまごスープを詰合せました

★
※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。

★
※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。

ヘルシーで人気のスープ春雨とたまごスープのセット、お湯を注ぐだけで簡単にお召し上がりいただけます
国産たまごを使用し、フリーズドライ製法で仕上げたたまごスープ、３種類のスープ春雨は、鶏ガラをベースに、鶏の旨味と香味野菜の風味がきいたあっさり醤油味のわかめ醤油味、
オニオンとキャベツを使った野菜が美味しい野菜スープ味、宗田鰹の上品なだしの旨味と白菜の甘み、香味野菜の風味がきいた塩味のかきたまかいせん風味味をご用意いたしました

★ 税込2,700円

32

ビーフカレー＆フリーズドライスープ詰合せ

フリーズドライ たまごスープ＆スープ春雨ギフト

RP-50CS

●箱：200×305×105mm●重量：1,350g●梱：12
●ビーフカレー中辛180g×4、たまごスープ6.4g×12
●賞味期限：360日●アレルゲン【卵・小麦（大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン
・りんご・ごま）】
●JAN：4983740105579●のし：B4●生産国：日本
●ケースサイズ：42×64×33cm●ケース重量：17.3kg
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3X洗浄処方で、抗菌も消臭も洗浄も一気に解決できる「花王アタック3Ｘ」と、キッチン・お洗濯に役立つバラエティセットです

すばやい洗浄力で繊維の奥の汚れはもちろん、しつこく残るニオイまでしっかりと除去する花王アタックを中心に、
毎日の暮らしに「あると便利」なアイテムを詰合せしました

22M35-01
アタック＆バラエティセット
税込2,200円

22M34-01
アタック＆ピュアスタイルギフト

X-20B

2,000円）

税込2,750円

（税抜

2,500円）

22M34-02
アタック＆ピュアスタイルギフト
税込3,300円

F-25L

●箱：95×220×245mm●重量：1,650g●梱：10
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王キュキュットクリア除菌240ml、
キッチンクリーナー20枚入、キッチンペーパー10枚入×2、メッシュクリー
ナー
●JAN：4983740106873●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：45×48×26cm●ケース重量：17.4kg

（税抜

3,000円）

F-30L

●箱：105×250×245mm●重量：1,990g●梱：8
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王キュキュットクリア除菌240ml、
重曹クリーナースプレー250ml、キッチンクリーナー20枚入、キッチンペー
パー10枚入、メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740106880●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：45×52×26cm●ケース重量：16.9kg

22M34-04
アタック＆ピュアスタイルギフト

22M34-03
アタック＆ピュアスタイルギフト
税込4,400円

（税抜

4,000円）

税込5,500円

F-40L

●箱：130×275×275mm●重量：2,820g●梱：6
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王アタックジェル抗菌ＥＸ詰替
770g、花王キュキュットクリア除菌240ml、重曹クリーナースプレー250ml、
キッチンクリーナー20枚入、キッチンペーパー10枚入、メッシュクリーナ
ー×2
●JAN：4983740106897●のし：半紙
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：42×56×29cm●ケース重量：17.9kg

（税抜

5,000円）

2,500円）

税込3,300円

X-25B

税込8,800円

F-50L

（税抜

8,000円）

V-20F

税込2,750円

（税抜

V-25F

税込3,300円

（税抜

3,000円）

22M35-05
アタック＆バラエティセット

22M35-06
アタック＆バラエティセット

22M35-07
アタック＆バラエティセット

（税抜

V-30F

●箱：95×180×245mm●重量：1,920g●梱：12
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、キッチンクリーン250ml、キッチン
クリーン詰替200ml×2、キッチンペーパー10枚入、メッシュクリーナー
×2
●JAN：4983740107054●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：38×57×26cm●ケース重量：24.2kg

●箱：105×250×245mm●重量：2,160g●梱：8
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、キッチンクリーン250ml、キッチン
クリーン詰替200ml、弱酸性ハンドソープ200ml、弱酸性ハンドソープ詰
替190ml、メッシュクリーナー
●JAN：4983740107061●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：45×52×26cm●ケース重量：18.2kg

22M34-09
アタック＆フレッシュギフト

22M34-10
アタック＆フレッシュギフト

22M34-11
アタック＆フレッシュギフト

（税抜

4,000円）

V-40F

●箱：130×275×275mm●重量：3,210g●梱：6
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王アタックジェル抗菌ＥＸ詰替
770g、キッチンクリーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml×3、弱酸
性ハンドソープ200ml
●JAN：4983740107078●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：42×56×29cm●ケース重量：20.2kg

税込5,500円

（税抜

5,000円）

X-35B

4,000円）

税込5,500円

X-40B

V-50F

●箱：130×275×275mm●重量：3,790g●梱：5
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王アタックジェル抗菌ＥＸ詰替
770g×2、キッチンクリーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml、弱酸
性ハンドソープ200ml、弱酸性ハンドソープ詰替190ml、メッシュクリーナ
ー×2
●JAN：4983740107085●のし：半紙
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：28×66×29cm●ケース重量：19.7kg

税込8,800円

（税抜

（税抜

5,000円）

X-50B

●箱：130×275×275mm●重量：3,870g●梱：5
●花王アタック3X本体880g、花王アタック3X詰替690g×2、キッチンク
リーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml、洗濯槽クリーナー350ml×2、
メッシュクリーナー
●JAN：4983740107153●のし：半紙
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：28×66×30cm●ケース重量：20.1kg

税込8,800円

（税抜

8,000円）

X-80B

●箱：215×245×275mm●重量：5,920g●梱：3
●花王アタック3X本体880g、花王アタック3X詰替690g×4、キッチンク
リーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml×2、洗濯槽クリーナー350ml×
3、メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740107160●のし：半紙
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：26×67×30cm●ケース重量：18.4kg

皮脂を原因とする汗、ニオイなどの見えない汚れやドロ汚れを落とし清潔感のあるクリアな洗いあがりの
トップクリアリキッドや除菌成分配合の食器洗剤などを詰め合わせました

●箱：95×180×245mm●重量：1,430g●梱：12
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、キッチンクリーン250ml、キッチン
ペーパー10枚入、メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740107047●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：38×57×26cm●ケース重量：18kg

税込4,400円

3,500円）

クリア洗剤詰合せギフト

22M34-08
アタック＆フレッシュギフト
2,500円）

（税抜

F-80L

繊維の奥の汚れまでしっかり洗浄する花王アタック
毎日の洗濯やキッチンで活躍するアイテムを詰合せました

22M34-07
アタック＆フレッシュギフト
2,000円）

税込3,850円

8,000円）

V-80F

●箱：215×245×275mm●重量：5,850g●梱：3
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王アタックジェル抗菌ＥＸ詰替
770g×4、キッチンクリーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml×2、弱
酸性ハンドソープ200ml、弱酸性ハンドソープ詰替190ml×2、キッチンペ
ーパー10枚入、メッシュクリーナー
●JAN：4983740107092●のし：半紙
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：28×68×31cm●ケース重量：18.2kg

22M35-08
クリア洗剤詰合せギフト
税込2,750円

（税抜

22M35-09
クリア洗剤詰合せギフト
2,500円）

税込3,300円

L-25W

●箱：95×180×245mm●重量：1,550g●梱：12
●トップクリアリキッド450g、トップクリアリキッド詰替400g、キッチンクリーン
250ml、キッチンクリーン詰替200ml、メッシュクリーナー
●JAN：4983740106972●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：38×57×26cm●ケース重量：19.4kg

税込3,850円

（税抜

3,500円）

L-35W

●箱：98×225×245mm●重量：2,250g●梱：8
●トップクリアリキッド450g、トップクリアリキッド詰替400g×2、キッチンクリ
ーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml×2、メッシュクリーナー
●JAN：4983740106996●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：41×48×26cm●ケース重量：18.9kg

税込4,400円

（税抜

3,000円）

L-30W

●箱：98×225×245mm●重量：1,830g●梱：10
●トップクリアリキッド450g、トップクリアリキッド詰替400g、キッチンクリーン
250ml、キッチンクリーン詰替200ml×2、メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740106989●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：45×48×26cm●ケース重量：19.2kg

22M35-12
クリア洗剤詰合せギフト

22M35-11
クリア洗剤詰合せギフト

22M35-10
クリア洗剤詰合せギフト

（税抜

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

内
デザイン等変更になる場合がございます。
※容・

（税抜

X-30B

●箱：215×245×275mm●重量：5,530g●梱：3
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王アタックジェル抗菌ＥＸ詰替
770g×4、花王キュキュットクリア除菌240ml、重曹クリーナースプレー
250ml、キッチンクリーナー20枚入×3、キッチンペーパー10枚入×2、
メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740106910●のし：半紙
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：26×67×30cm●ケース重量：17.2kg

税込4,400円

税込2,200円

3,000円）

●箱：105×250×245mm●重量：2,620g●梱：6
●花王アタック3X本体880g、キッチンクリーン250ml、キッチンクリーン
詰替200ml×2、洗濯槽クリーナー350ml×2、メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740107139●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：34×52×26cm●ケース重量：16.4kg

●箱：130×275×275mm●重量：3,360g●梱：6
●花王アタック3X本体880g、花王アタック3X詰替690g、キッチンクリー
ン250ml、キッチンクリーン詰替200ml×2、洗濯槽クリーナー350ml×2
●JAN：4983740107146●のし：半紙●生産国：日本
●ケースサイズ：41×57×30cm●ケース重量：21.1kg

22M34-06
アタック＆フレッシュギフト

（税抜

●箱：105×250×245mm●重量：2,260g●梱：8
●花王アタック3X本体880g、キッチンクリーン250ml、キッチンクリーン
詰替200ml×2、洗濯槽クリーナー350ml、メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740107122●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：45×52×26cm●ケース重量：19kg

22M34-05
アタック＆ピュアスタイルギフト

●箱：130×275×275mm●重量：3,630g●梱：5
●花王アタックジェル抗菌ＥＸ900g、花王アタックジェル抗菌ＥＸ詰替
770g×2、花王キュキュットクリア除菌240ml、重曹クリーナースプレー
250ml、キッチンクリーナー20枚入、キッチンペーパー10枚入×2、メッ
シュクリーナー×2
●JAN：4983740106903●のし：半紙
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：28×66×29cm●ケース重量：18.9kg

アタック＆フレッシュギフト

（税抜

●箱：95×220×245mm●重量：2,010g●梱：10
●花王アタック3X本体880g、キッチンクリーン250ml、キッチンクリーン
詰替200ml、洗濯槽クリーナー350ml
●JAN：4983740107115●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：45×48×26cm●ケース重量：21kg

★
※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。

★
※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2,750円

22M35-04
アタック＆バラエティセット

22M35-03
アタック＆バラエティセット

22M35-02
アタック＆バラエティセット
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（税抜

●箱：95×180×245mm●重量：1,460g●梱：12
●花王アタック3X本体880g、洗濯槽クリーナー350ml、メッシュクリーナー
●JAN：4983740107108●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：38×57×26cm●ケース重量：18.4kg

洗 剤 ／ キ ッチ ン・ラ ンド リ ー

洗 剤 ／ キ ッチ ン・ラ ンド リ ー

アタック＆バラエティセット

アタック＆ピュアスタイルギフト

4,000円）

L-40W

●箱：108×250×245mm●重量：2,500g●梱：6
●トップクリアリキッド450g、トップクリアリキッド詰替400g×2、キッチンクリ
ーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml×3、メッシュクリーナー×2
●JAN：4983740107009●のし：A4
●生産国：日本、中国（メッシュクリーナー）
●ケースサイズ：34×52×26cm●ケース重量：15.9kg

税込5,500円

（税抜

5,000円）

L-50W

●箱：108×250×245mm●重量：3,110g●梱：6
●トップクリアリキッド450g、トップクリアリキッド詰替400g×4、キッチンクリ
ーン250ml、キッチンクリーン詰替200ml×2
●JAN：4983740107016●のし：A4●生産国：日本
●ケースサイズ：34×52×26cm●ケース重量：19.6kg
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