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北酒販のお歳暮
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100本
数量限定

123571 ［6本入］Ｍ  
日本清酒株式会社

7,020円（税込）
申込番号 001

千歳鶴 純米大吟醸
1800ml

128285 ［6本入］Ｍ  男山株式会社

5,400円（税込）申込番号 003
男山 冬季限定 大吟醸 OD-50
1800ml

134204 ［6本入］Ｍ  高砂酒造株式会社

4,860円（税込）申込番号 005
高砂 大吟醸 氷温貯蔵 旭神威
720ml

134947 ［6本入］Ｍ  国稀酒造株式会社

5,143円（税込）申込番号 004
国稀 純米吟醸 最北の蔵
1800ml

133190 ［6本入］Ｍ  小林酒造株式会社

5,400円（税込）申込番号 002
北の錦 純米大吟醸 暖簾ラベル
1800ml

芯の通った深みのある米の旨
味のバランスがよいお酒です。

ほのかに香るやさしい吟醸香
と、長期低温熟成による米本
来の旨味がお料理の味を一
層引き立てます。

伝統の技をもとに研ぎ
澄まされた、芳醇で気
品のある大吟醸酒です。

兵庫県産山田錦を３５%まで高
精米し醸した新酒を生酒のまま
氷温貯蔵。華やかな香りと芳醇
な味わいの大吟醸酒です。

ふくらみのある豊かな味わ
いと、研ぎすまされた吟醸
香のハーモニーです。
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210195 ［12本入］Ｍ  
清里焼酎醸造所

4,189円（税込）
申込番号 006

北海道 清里 44度〈原酒5年〉
700ml

455815 ［6セット入］Ｍ  株式会社はこだてわいん

5,832円（税込）申込番号 009
はこだてわいん ギフトセット しばれ-50
ナイアガラしばれづくり 720ml×1本、
キャンベルアーリーしばれづくり 720ml×1本

434616 ［4セット入］Ｍ  富良野市ぶどう果樹研究所

4,159円（税込）申込番号 010
ふらのワイン３本セット F-35
ふらのワイン 赤 720ml×1本、
ふらのワイン 白 720ml×1本、
ふらのワイン ロゼ 720ml×1本

487250 ［12本入］M  北海道ワイン株式会社

2,250円（税込）申込番号 011
HOKKAIDO アムレンシス
720ｍｌ

487252 ［12本入］M  北海道ワイン株式会社

2,250円（税込）申込番号 012
HOKKAIDO ミュラー・トゥルガウ
720ｍｌ

491873 ［12本入］Ｍ  池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

1,480円（税込）申込番号 013
十勝ワイン 北海道産ビンテージ赤
720ml

204313 ［4セット入］Ｍ  札幌酒精工業株式会社

3,721円（税込）申込番号 007
本格焼酎 喜多里セット IJK　
本格じゃがいも焼酎 喜多里 25度 720ml×1本、
本格芋焼酎 喜多里 25度 720ml×1本、
本格こんぶ焼酎 喜多里 25度 720ml×1本

205338 ［4セット入］Ｍ  合同酒精株式会社

3,246円（税込）申込番号 008
合同 三譚詰合せセット GTKｰ3
こんぶ焼酎 黄金譚 20度 720ml×1本、
しそ焼酎 鍛高譚 20度 720ml×1本、
じゃがいも焼酎 伍升譚 20度 720ml×1本

北海道生まれの焼酎（こんぶ、しそ、
じゃがいも）を詰合せたセットです。

北海道産の原料を100%使用して造った、
本格焼酎のギフトセットです。

じゃがいも焼酎の
原酒を５年以上熟
成した古酒。まろ
やかな口当たりが
特徴です。
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日本酒
年末・年始はこだわりの日本酒を大切なひとへ。
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106867 ［3本入］Ｏ  加藤嘉八郎酒造株式会社

11,340円（税込）申込番号 014
大山 純米大吟醸 吟雅凛匠

1800ml
大山杜氏が精魂こめて醸した至宝の芸術品。
優雅な香りに柔らかなコクとキレが調和した、モ
ンドセレクション8年連続最高金賞受賞酒です。

114226 ［6本入］Ｏ  株式会社小堀酒造店

6,480円（税込）申込番号 015
萬歳楽 白山 純米大吟醸

1800ml
穏やかな吟醸香、きめ細かでクリーンな飲み口。
凛と冴えある純米大吟醸酒です。

112078 ［6本入］Ｏ  加藤嘉八郎酒造株式会社

5,696円（税込）申込番号 016
大山 純米大吟醸
DG50
1800ml
山形県産美山錦を45%精米し、厳密な温度管
理のもと、香りと旨みが調和した後切れの良い
純米大吟醸です。

117323 ［4本入］Ｏ  大七酒造株式会社

5,400円（税込）申込番号 017
大七 純米吟醸 皆伝

1800ml
伽羅の香りを伴った奥ゆかしい芳香に、刺激を
一切感じさせない､丸く艶のある完成度の高い
味わい。ぬる燗も魅力の味わい吟醸酒です。

114940 ［6本入］Ｏ  秋田酒類製造株式会社

5,360円（税込）申込番号 018
高清水 大吟醸 嘉兆

1800ml
選りすぐりの「秋田県産美山錦」を、やさしく丁寧
に磨き大切に育みました。気品ある香り、深い味
わいのお酒です。

165254 ［6本入］Ｏ  加藤嘉八郎酒造株式会社

3,942円（税込）申込番号 019
大山 純米吟醸

1800ml
山形県産美山錦を大吟醸並みの50%精米し、
爽やかな香りにコクが調和した、贅沢な純米吟
醸酒です。

119494 ［6本入］Ｏ  加藤嘉八郎酒造株式会社

3,437円（税込）申込番号 020
大山 純米吟醸 吟彩華

1800ml
花のような甘やかな香りに、柔らかな旨みと、上
品な酸が調和したすっきりと軽快な味わいです。

115729 ［6本入］Ｏ  加藤嘉八郎酒造株式会社

2,840円（税込）申込番号 024
大山 超特選特別純米 平成の祝

1800ml
特別純米のタンクから旨みのある中取りだけを
取分けた、口当たり柔らかでキレのある年末年
始には欠かせない辛口酒です。

130759 ［6本入］Ｏ  奥の松酒造株式会社

3,240円（税込）申込番号 022
奥の松 大吟醸

1800ml
気品あふれる吟醸香と淡麗辛口な味わいです。

133647 ［6本入］Ｏ  老松酒造株式会社

3,240円（税込）申込番号 021
山水 純米吟醸 原酒

1800ml
純米吟醸酒ならではのコクと風味があります。飲
み応え十分の逸品です。豪華な化粧箱入りでご
贈答用にも最適です。

128446 ［6本入］Ｏ  お福酒造株式会社

3,086円（税込）申込番号 023
お福正宗 越後純米吟醸 
越淡麗米100％使用
1800ml
越淡麗米使用の華やかでまろやかな味わいで
す。

134487 ［6本入］Ｏ  吉乃川株式会社

2,052円（税込）申込番号 025
吉乃川 本醸造 杜氏の晩酌

1800ml
新潟県産五百万石を100%使用した本醸造で
す。
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132413 ［6本入］Ｏ  桃川株式会社

5,400円（税込）申込番号 026
桃川 大吟醸純米 王松

720ml
酒造好適米「山田錦」を35%まで磨き上げ、蔵
人が丹精込めて醸した大吟醸純米酒です。

114939 ［6本入］Ｏ  秋田酒類製造株式会社

3,764円（税込）申込番号 029
高清水 大吟醸 和兆

720ml
大粒の酒造好適米を35%まで精米し、厳寒の
中で仕込み、大切に寝かせました。華やかな吟
醸香とまろやかな味わいのお酒です。

133547 ［6本入］Ｏ  株式会社篠崎

2,997円（税込）申込番号 030
比良松 純米大吟醸酒 挑（いどむ）

720ml
福岡県産にこだわった酒で、鑑評会用に小仕
込みでお造りした純米大吟醸酒。
SAKE COMPETITION2017ゴールド賞。

133191 ［6本入］Ｍ  小林酒造株式会社

2,700円（税込）申込番号 031
北の錦 純米大吟醸 暖簾ラベル

720ml
芯の通った深みのある米の旨味のバランスがよ
いお酒で、ふわりとした甘みの後にすっきりとした
きれいな酸が広がります。

134950 ［6本入］Ｏ  千代菊株式会社

5,400円（税込）申込番号 027
千代菊 光琳 純米大吟醸 翔鶴

720ml
桐箱に入った縁起の良い名前の純米大吟醸で
す。

135063 ［6本入］Ｏ  綾菊酒造株式会社

3,888円（税込）申込番号 028
綾菊 大吟醸

720ml
上品な香りと味わい、心と技の結晶です。

127218 ［6本入］Ｏ  菊正宗酒造株式会社

2,160円（税込）申込番号 032
菊正宗 超特撰 嘉宝蔵 雅

720ml
吉川特A地区産「山田錦」を100%使用し、生
酛造りで醸し上げられた特別純米酒の原酒で
す。濃醇な味わいをお楽しみ下さい。

134951 ［12本入］Ｏ  株式会社三輪酒造

1,620円（税込）申込番号 033
純米吟醸 道三吟雪花

720ml
米の旨味広がる、後味すっきり香り高い吟醸で
す。

135086 ［4セット入］Ｍ  日本清酒株式会社

6,480円（税込）申込番号 034
千歳鶴「鶴の匠」ギフトセット
千歳鶴 大吟醸 吉翔 300ml×1本、千歳鶴 純米大吟醸 
瑞翔 300ml×1本、大吟醸 雪原の舞 300ml×1本

千歳鶴大吟醸シリーズを小瓶化し3本セットにし
た新商品です。匠の技を駆使した大吟醸酒をお
愉しみいただけます。

131955 ［6セット入］Ｍ  国稀酒造株式会社

4,709円（税込）申込番号 035
国稀 最北の蔵セット HSK-01
国稀 北海道限定 純米吟醸 720ml×1本、
国稀 特別純米酒 720ml×1本

北海道産『吟風』使用の純米吟醸酒と、「五百
万石」を精米歩合55%まで磨き醸した特別純
米酒の辛口セットです。

131054 ［3セット入］Ｏ  桃川株式会社

3,888円（税込）申込番号 036
桃川 受賞酒セット MJ-3
吟醸純米 杉玉 720ml×1本、桃川 吟醸純米酒 720ml
×1本、ねぶた淡麗純米酒 720ml×1本

うまさとまろやかな味わいの杉玉、豊かな香りと
爽やかな飲み口の吟醸純米、辛口でキレのある
ねぶたの各種コンクール受賞酒セットです。

134981 ［6セット入］Ｏ  酔鯨酒造株式会社

3,348円（税込）申込番号 037
酔鯨 物語セット S-7
純米吟醸 吟麗 720ml×1本、
特別純米酒 720ml×1本

お料理に合わせて頂ける特別純米酒。キレ良く
飲み飽きのしない純米吟醸酒。飲み比べをお楽
しみください。

128286 ［3セット入］Ｍ  男山株式会社

3,240円（税込）申込番号 038
男山 冬季限定詰合せ OT-30
特別純米原酒 720ml×1本、
特別純米男山 720ml×1本

厳寒期に仕込まれじっくりと熟成させた重量感
のある特別純米原酒と、低温長期醗酵によるふ
くよかな味わいの特別純米男山のセットです。

132417 ［3セット入］Ｏ  お福酒造株式会社

3,240円（税込）申込番号 039
お福正宗 越後冬限定旬酒詰合せ OWS-3XA
お福正宗 流麗越の吟醸 720ml×1本、お福正宗 初しぼ
り新酒 720ml×1本、お福正宗 純米酒 720ml×1本

清楚な吟香と旨みのある冬限定吟醸酒と旬の
新鮮な味わいの初しぼりの新酒、まろやかな風
味の純米酒の冬季限定詰合せです。

130815 ［6セット入］Ｏ  株式会社越後鶴亀

3,240円（税込）申込番号 040
越後鶴亀 慶賀 ギフトセット EG-30
越後鶴亀 招福神 純米 金箔入 720ml×1本、
越後鶴亀 純米吟醸 720ml×1本

誠にお目出度いデザインで、お祝いなど贈答に
最適な一品です。越後鶴亀「招福神 純米 金箔
入」と「純米吟醸」の詰合せです。

4



120993 ［6本入］Ｏ  月桂冠株式会社

2,571円（税込）申込番号 042
月桂冠 特別純米酒 山田錦

1800ml
「山田錦」を１００％使用し、華やかな香りとふくよ
かな味わい、すっきりとした後味が特徴の特別純
米酒です。 

125712 ［6本入］M  宝酒造株式会社

2,160円（税込）申込番号 044
松竹梅 上撰 祝彩 純金箔入

1800ml
松竹梅の明るく煌びやかなデザインに高級感漂
う純金箔入り清酒。お祝いの場をより一層華や
かに彩ります。

129284 ［6本入］Ｏ  菊正宗酒造株式会社

5,400円（税込）申込番号 041
菊正宗 超特撰 嘉宝蔵 雅

1800ml
吉川特A地区産「山田錦」を100%使用し、生
酛造りで醸し上げられた特別純米酒の原酒で
す。濃醇な味わいをお楽しみ下さい。

132444 ［6本入］Ｏ  月桂冠株式会社

2,484円（税込）申込番号 043
月桂冠大吟醸 箱付

1800ml
京都産の酒造原料米「京の輝き」を１００%使用
し、京都伏見の名水「伏水」で仕込んだ大吟醸
です。

127166 ［6本入］Ｏ  大関株式会社

2,160円（税込）申込番号 045
多聞 純米金箔入

1800ml
南天や松などをあしらい、年末年始に相応しく明
るく煌びやかなデザインに仕上げました。純金箔
が入った、コクが特徴の辛口純米酒です。

119392 ［6本入］Ｏ  名城酒造株式会社

1,480円（税込）申込番号 046
名城 官兵衛 純金箔化粧箱入

1800ml
豪華に舞う金箔が美しくお節料理など和食に良
く合い、すっきり飲みやすく冷やでも燗でもお楽し
みいただける金箔入り清酒です。

134992 ［3セット入］Ｏ  月桂冠株式会社

5,400円（税込）申込番号 047
月桂冠 純金箔入セット JDK-50
本醸造純金箔入 1800ml×1本、
純米大吟醸 1800ml×1本

「純米大吟醸」は華やかな吟醸香とまろやかな
味わい、「本醸造純金箔入」はなめらかな口当た
りとすっきりしたのどごしが特徴です。

134993 ［3セット入］Ｏ  月桂冠株式会社

4,320円（税込）申込番号 048
月桂冠 純金箔入セット DK-40
本醸造純金箔入 1800ml×1本、
大吟醸 1800ml×1本

「大吟醸」はフルーティな香りとすっきりしたあと
味、「本醸造純金箔入」はなめらかな口当たりと
すっきりしたのどごしが特徴です。

130838 ［4セット入］Ｏ  月桂冠株式会社

3,240円（税込）申込番号 049
月桂冠美酒競宴セット 7BK-30
大吟醸 720ml×1本、純米 720ml×1本、
しぼりたて 720ml×1本

華やかな吟醸香の大吟醸酒、コクのある純米酒、
フレッシュな風味のしぼりたて、製法の違う３種
の詰合せです。

134988 ［3セット入］Ｏ  菊正宗酒造株式会社

3,240円（税込）申込番号 050
菊正宗 迎春飲みくらべセット キクBR30
生酛樽酒 720ml×1本、生酛大吟醸酒 720ml×1本、
生酛純米酒 720ml×1本

新年にふさわしい、バラエティ感ある飲みくらべ３
本詰セットです。生酛造りならではの味わいをお
楽しみ下さい。

134989 ［4セット入］Ｏ  辰馬本家酒造株式会社

3,240円（税込）申込番号 051
黒松白鹿 「初春だより」 HA-30
大吟醸生貯蔵酒 720ml×1本、吟醸生貯蔵酒 720ml
×1本、純米生貯蔵酒 720ml×1本

フルーティな香りの吟醸酒生貯蔵酒。爽やかな
香りとフレッシュな味わいの大吟醸生貯蔵酒。
スッキリとしたキレ味の純米生貯蔵酒です。

辛口

中口

辛口 やや辛口 辛口 中口辛口 やや辛口

中口やや辛口やや辛口やや辛口やや辛口 辛口 辛口辛口辛口

やや辛口

中口

灘・伏見
「灘の男酒、伏見の女酒」という言葉もあり、
兵庫県は「香り高い辛口」、
京都府は「繊細で優しく、やわらかくまろやかで
口当たりがよい」とされています。
北酒販からこだわりの灘・伏見のお酒をお届けします。
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蔵元直送
蔵人の醸す贅沢な逸品を
厳選しました。

要冷凍

北酒販
オリジナル
北酒販
オリジナル

131837 ［1セット入］M  株式会社醉心山根本店

5,400円（税込）申込番号 056
特撰 醉心 純米吟醸セット
NTJ-50
特撰 醉心 純米吟醸 720ml×2本
醉心独自の軟水醸造により生まれた純米吟醸
酒。キメ細やかでなめらかな味わいと、華やかで
品の良い香りのあるお酒です。

132419 ［1セット入］M  秋田銘醸株式会社

3,799円（税込）申込番号 058
爛漫 秋田生酛セット HPB
爛漫 生酛純米吟醸酒 720ml×1本、
爛漫 生酛特醸原酒 720ml×1本

秋田流生酛製法にこだわった、酒通にお勧めの
飲みごたえのある濃醇な原酒と、香り豊かでコク
味が特徴の純米吟醸酒の飲み比べセットです。

126476 ［1本入］Ｍ  下越酒造株式会社

10,800円（税込）申込番号 052
麒麟 大吟醸 袋取り雫酒
YN35-1800
1800ml
兵庫産「山田錦」を使用し自社精米、１升蓋麹
製麹、低温長時間発酵、手作業の袋吊り中取
りの雫酒のみと全てに厳選されたお酒です。

126483 ［1本入］Ｍ  株式会社世界一統

5,400円（税込）申込番号 054
世界一統 褒紋大吟醸＜イチ＞
S-50
1800ml
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2017大
吟醸酒部門金賞受賞。甘く広がる魅惑の香り、
爽やかなのどごしの贅沢な逸品です。

117810 ［1本入］Ｍ  株式会社三輪酒造

7,020円（税込）申込番号 053
白川郷 純米生 
どぶろく仕込み甕詰め KM-1800
1800ml
にごり酒に特化した蔵元が醸す本物のどぶろく
を、冷凍貯蔵技術を駆使し、出来たての最も旨
い味わいそのままでお届けします。

133627 ［6本入］Ｍ  小林酒造株式会社

2,484円（税込）申込番号 060
北の錦 純米酒 蔵人米
1800ml

133628 ［12本入］Ｍ  小林酒造株式会社

1,372円（税込）申込番号 059
北の錦 純米酒 蔵人米
720ml

131050 ［1セット入］Ｍ  原酒造株式会社

5,400円（税込）申込番号 055
越の誉 新酒セット KSS-50
越の誉 初搾り本醸造 720ml×1本、
越の誉 大吟醸搾りたて 720ml×1本、
越の誉 純米しぼりたて 720ml×1本

新米新酒の飲み比べセット。蔵出しの新鮮な風
味をそのまま蔵元より直送致します。

125752 ［1セット入］Ｍ  吉乃川株式会社

3,834円（税込）申込番号 057
吉乃川 越後おもてなしセット
EOS-35
吉乃川 越後吟醸 720ml×1本、吉乃川 新米仕込み新酒 
720ml×1本、吉乃川 越後純米 720ml×1本

冬の味覚によく合い、新潟県産米にこだわって
醸した720mlの3本セットです。

やや辛口 旨口旨口

辛口 やや辛口 やや辛口

やや辛口やや辛口やや辛口 やや辛口辛口やや辛口

やや甘口 やや甘口

200本
数量限定

400本
数量限定

1300本
数量限定

純
米
酒蔵人米
北の錦 栗山町内の米農家「後藤伸一氏」は代々の米農家。

ふる里で本物の地酒を造りたいと蔵人として自家製の酒米を、
愛情込めて手洗いし酒造りに邁進しています。
後藤氏が米造りをした新しい酒造好適米（栗山町産）「きたしずく」を100％使用した
「北の錦 純米酒 蔵人米」は甘さ控えめの濃醇でバランスが良く
口当たりのシャープな純米酒となっております。

小林酒造株式会社
製造部長兼杜氏 南修司
身の凍る様な厳冬期に北海道栗山町にて
酒造りの指揮をとる。
後藤農場で丹精込めて作られた「きたしずく」
をキレのある純米酒に醸しました。
今しか飲めない限定品「蔵人米」を是非ご賞
味ください。

後藤農場で作られる
「きたしずく」のこだわり
こだわりの土作りで農薬を出来るだけ少
なくした農法でハウスの苗から田んぼまで
徹底した管理をしています。
そうして作られた後藤農場の「きたしずく」
は良質な低タンパク米として小林酒造に
届きます。
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本格焼酎
全国から選りすぐりの技を極めた焼酎を取り揃えました。

209645 ［6本入］O  小正醸造株式会社

3,240円（税込）申込番号 064
小正 25度 厳撰黒猿

720ml
手造りで仕込み木樽蒸留器で醸した逸品です。

204687 ［6本入］O  奄美酒類株式会社

1,944円（税込）申込番号 066
奄美 瑠璃色の空 30度

720ml
黒麹の長期貯蔵酒。香りとまろやかさが特徴です。

202530 ［6本入］O  光酒造株式会社

1,901円（税込）申込番号 067
博多小女郎 吟醸磨き壺 25度

720ml
国産麦磨き５割の吟醸麦焼酎を陶器に封印し
ました。

204029 ［12本入］O  種子島酒造株式会社

1,543円（税込）申込番号 068
種子島 夢尽蔵安納 25度

720ml
程よい甘みと爽やかなのど越しの芋焼酎です。

211343 ［4セット入］O  さつま無双株式会社

5,400円（税込）申込番号 071
さつま無双 至福の極 ３本セット 
SFK３-７２０
至福の木樽 25度 720ｍｌ×1本、至福の黒麹 25度 720ｍｌ×1本、
至福の白麹 25度 720ｍｌ×1本

木樽蒸留・黒麹仕込み・白麹仕込み、それぞれ
極めた３種の味比べセットです。

207574 ［4セット入］O  種子島酒造株式会社

5,040円（税込）申込番号 072
種子島 芋くらべ３本セット 
ＴＮ３００
白豊芋 25度 720ｍｌ×1本、種子島紫芋 25度 720ｍｌ×1本、
安納芋 25度 720ｍｌ×1本

種子島の自社農園で栽培した原料芋を使用したギフト
セット。原料芋・麹菌・熟成期間により味わいが違います。

207704 ［6本入］O  田苑酒造株式会社

5,503円（税込）申込番号 061
田苑 五百年蔵 かめ壷貯蔵 ２５度

1800ml
長期間の熟成によって、柔らかな甘い自然の風
味と、長期甕貯蔵ならではのトロッとした感じが
口いっぱいに広がります。

210121 ［3本入］Ｏ  寿海酒造株式会社

5,297円（税込）申込番号 062
寿海 芋甕壷貯蔵 甕ん中 ２５度

1800ml
厳選した赤芋（宮崎紅）を使用。黒麹にて仕込
み、大甕の中で熟成貯蔵した円熟でまろやかな
味わいの焼酎です。

210527 ［6本入］Ｏ  種子島酒造株式会社

4,190円（税込）申込番号 063
種子島 黒麹つくり 安納 ２５度

720ml
自社農園栽培した安納芋を、国内では希少な和
甕で一次も二次も仕込みました。濃厚でふくよ
かな味わいをお楽しみください。

280253 ［6本入］Ｏ  奄美酒類株式会社

2,808円（税込）申込番号 065
奄美 古酒 ４０度

720ml
常圧蒸留にこだわり、黒糖焼酎を5年以上貯蔵
し、黒糖の甘い香りが濃縮され、芳醇な香りとま
ろやかな味わいが楽しめます。

205721 ［3セット入］M  三和酒類株式会社

5,554円（税込）申込番号 069
いいちこ プレミアムセット Fsp
いいちこフラスコボトル 30度 720ｍｌ×1本、
いいちこスペシャル 30度 720ml×1本
酒造りの技を極めた全麹造り「いいちこフラス
コ」と、永い熟成の時を重ねて醸した「いいちこ
スペシャル」のプレミアムセットです。 

210294 ［3セット入］M  清里焼酎醸造所

5,549円（税込）申込番号 070
清里 斜里岳ギフトセット
北海道 清里 25度 700ml×1本、
北海道 清里〈原酒〉 44度 700ml×1本、
北海道 清里〈樽〉 25度 700ml×1本

北海道産のじゃがいもを使用した本格焼酎「北
海道 清里」３種類の味が楽しめるギフトセットです。

210892 ［5セット入］Ｏ  沖縄県酒造協同組合

4,320円（税込）申込番号 073
海乃邦・紺碧ギフトセット 
UK-40
海乃邦 10年貯蔵古酒 25度 720ml×1本、
紺碧 5年貯蔵古酒 25度 720ml×1本

海乃邦10年貯蔵古酒25度と、紺碧5年貯蔵
古酒25度の古酒2本セットです。

208508 ［4セット入］M  高橋酒造株式会社

4,050円（税込）申込番号 074 
白岳 金銀しろギフトセット TS-3KGS
謹醸しろ 25度 720ml×1本、
白岳しろ 25度 720ml×1本、
吟麗しろ 25度 720ml×1本

「白岳しろ」「謹醸しろ」「吟麗しろ」各1本づつ
詰め合わせたギフトセットです。

芋焼酎 芋焼酎

芋焼酎 芋焼酎

芋焼酎

芋焼酎 芋焼酎

黒糖焼酎 黒糖焼酎

麦焼酎麦焼酎 じゃがいも焼酎

琉球泡盛 米焼酎
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辛口

清酒
甘口

清酒
芋焼酎

本格焼酎
芋焼酎

本格焼酎

黒糖焼酎

本格焼酎

やや甘口

白
果実酒 ウイスキー

210878 ［4セット入］O  薩摩酒造株式会社

2,916円（税込）申込番号 075
薩摩プレミアムギフト
黒薩摩 25度 900ｍｌ×1本、
赤薩摩 25度 900ｍｌ×1本
希少な紫芋（エイムラサキ）を原料に仕込んだ
「赤薩摩」と畑の畝で貯蔵させたさつま芋を原料
に仕込んだ「黒薩摩」のギフトです。

211484 ［6セット入］O  種子島酒造株式会社

2,830円（税込）申込番号 076
種子島 ２本セット ＴＧ１１２
貯蔵熟成久耀 25度 900ｍｌ×1本、
種子島金兵衛無濾過PB 25度 900ｍｌ×1本
種子島の自社農園で栽培した「白豊芋」を原料
に白麹菌で仕込んだ芋焼酎。仕込み方法・熟成
期間の違いをご堪能頂けます。

480773 ［6本入］M  日本酒類販売株式会社

880円（税込）申込番号 084
カラヴィニャ モスカート スパークリング
750ｍｌ

305308 ［12本入］M  日本酒類販売株式会社

1,296円（税込）申込番号 085
スコッチウイスキー ハディントンハウス
700ｍｌ

210176 ［6本入］O  奄美酒類株式会社

1,274円（税込）申込番号 083
奄美 海亀の独り言 甕壺三年貯蔵 ２５度
900ｍｌ

133115 ［12本入］Ｏ  合名会社鈴木酒造店

513円（税込）申込番号 080
あわこまち 発泡清酒
280ml

204100 ［6本入］O  山元酒造株式会社

2,898円（税込）申込番号 081
山元 べにくろ ２５度
1800ｍｌ

203516 ［12本入］O  山元酒造株式会社

1,514円（税込）申込番号 082
山元 べにくろ ２５度
720ｍｌ

132258 ［6本入］O  北関酒造株式会社

698円（税込）申込番号 079
金剛力士 純米酒
720ｍｌ

210654 ［4セット入］M  三和酒類株式会社

2,678円（税込）申込番号 077
いいちこ 蔵浪漫ギフトセット ZJ
特撰 いいちこ 日田全麹 25度 720ml×1本、
いいちこ 長期熟成貯蔵酒 20度 720ml×1本
芳醇な味わいが特徴の全麹造り酒と熟成の時
を重ねた長期貯蔵酒。特長の異なる二つの味
わいをお楽しみください。

210489 ［6セット入］Ｏ  壱岐の蔵酒造株式会社

2,484円（税込）申込番号 078
壱岐焼酎 飲み比べセット SJ
壱岐の島 25度 720ml×1本、
壱岐の島 伝匠 25度 720ml×1本
麦焼酎発祥の地の伝統にのっとり、大麦2、米
麹1の割合で仕込みました。蒸留方法の違いで
味わいが異なる飲み比べセットです。

特 別 企 画

黒
麹
仕
込
み
、常
圧
蒸
留
に
こ
だ
わ
り
、

水
は
奄
美・徳
之
島
の
自
然
水
を
使
用
。

甕
壷
貯
蔵
で
丹
念
に
仕
上
げ
た

ま
ろ
や
か
さ
が
特
徴
の
逸
品
で
す
。

き
め
細
か
く
輝
く
よ
う
に
立
ち
昇
る
泡
は
口
当

た
り
が
良
く
、上
品
な
心
地
よ
い
甘
さ
と
、フ
レ
ッ

シ
ュ
で
フ
ル
ー
テ
ィ
な
香
り
と
酸
味
に
、パ
ン
屋
を

彷
彿
と
さ
せ
る
柔
ら
か
な
香
り
が
微
か
に
感
じ

ら
れ
る
、バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
素
晴
ら
し
い
味
わ
い

の
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
ワ
イ
ン
で
す
。

ス
ペ
イ
サ
イ
ド
と
ハ
イ
ラ
ン
ド
産
の
高
品
質
モ
ル

ト
ウ
イ
ス
キ
ー
を
、ロ
ー
ラ
ン
ド
産
の
グ
レ
ー
ン

ウ
イ
ス
キ
ー
と
バ
ラ
ン
ス
よ
く
ブ
レ
ン
ド
し
ま
し

た
。リ
ッ
チ
な
味
わ
い
と
深
み
の
あ
る
フ
レ
ー

バ
ー
で
す
。

杜
氏
の
技
と
素
材
の
良
さ
で

醸
し
た「
力
強
く
、こ
だ
わ
り
と

値
ご
ろ
感
」の
あ
る
一
品
で
す
。

あ
き
た
こ
ま
ち
を
1
0
0
％
使
用
し
、奥

羽
山
脈
の
伏
流
水
で
仕
込
ん
だ「
純
米

仕
立
て
の
お
酒
」に「
炭
酸
」を
充
填
し

た
爽
快
感
あ
ふ
れ
る「
ま
る
で
シ
ャ
ン
パ

ン
の
よ
う
な
」口
あ
た
り
の
お
酒
で
す
。

芋
を
蒸
し
た
時
の
ほ
く
ほ
く
と
し
た

香
り
、口
に
含
ん
だ
と
き
の
甘
さ
、

焼
き
芋
の
香
ば
し
さ
が
特
長
で
す
。

芋
を
蒸
し
た
時
の
ほ
く
ほ
く
と
し
た

香
り
、口
に
含
ん
だ
と
き
の
甘
さ
、

焼
き
芋
の
香
ば
し
さ
が
特
長
で
す
。

創SOU
酒卸ユニオン

全国の有力酒類卸と連携した機構が選び抜きました。

麦焼酎芋焼酎 芋焼酎 麦焼酎
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ワイン・
洋酒
こだわりのお酒を大切な方へ。

辛口

白
ミディアムボディ

赤
辛口

ロゼ
ミディアムボディ

赤
辛口

白

ミディアムボディ

赤
辛口

白
ミディアムボディ

赤
辛口

白

辛口

白
辛口

白

辛口

白
ライトボディ

赤

梅酒 梅酒

数量限定数量限定

ミディアムボディ

赤

辛口

白

474505 ［6本入］M  日本酒類販売株式会社

6,480円（税込）申込番号 086
ニコラ・フィアット ブルーラベル
750ｍｌ
フランス国内販売数量No.1シャンパーニュです。花や
洋ナシ、黒系果実の香りにナッツのニュアンス。バラン
スの取れたエレガントな味わい。生き生きとした酸味と
ボリューム感ある果実味も持つシャンパーニュです。

463072 ［6本入］Ｍ  アサヒビール株式会社

5,940円（税込）申込番号 087
ランソン・ブラックラベル・ブリュット
LA-BL
750ml
いきいきとした春の香りが広がり、トーストのニュア
ンスに加え、さまざまな花の蜜の香りがあります。
余韻が長く、あらゆる機会に楽しませてくれます。 

485529 ［12本入］M  ＶＣＴ ＪＡＰＡＮ株式会社

1,280円（税込）申込番号 088
パロ・アルト 
レゼルヴァⅠ
750ml
がっしりとしていながらも柔らかで特徴のある風
味。タンニンの甘さと、樽由来の香りのバランス
がよいワインです。カベルネ・ソーヴィニヨン主体。

485532 ［12本入］M  ＶＣＴ ＪＡＰＡＮ株式会社

1,280円（税込）申込番号 089
パロ・アルト 
ソ－ヴィニヨン・ブラン
750ml
柑橘系の爽やかな香り。すっきりとした酸と果実
のバランスが優れフレッシュさが続く上品な辛口
が特徴の白ワインです。

491242 ［6セット入］Ｍ  日本酒類販売株式会社

3,240円（税込）申込番号 090
レ・グランザルブル 赤・白ギフト
レ・グランザルブル 白 750ml×1本、
レ・グランザルブル 赤 750ml×1本
ダブルオーガニック認証（エコセール＆ＥＵオーガ
ニック）のフランス産ワイン。優しいピュアな味わ
いの飲み比べが楽しめます。

491241 ［6セット入］Ｍ  日本酒類販売株式会社

3,240円（税込）申込番号 091
ベラノーヴァ 赤＆白ギフト
ベラノーヴァ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ 750ml×1本、
ベラノーヴァ トレッビアーノ・ダブルッツォ 750ml×1本
女性醸造家カテリーナ・ベラノーヴァが生み出す
エレガントでモダンなイタリアワイン。まろやかな
口当たりとジューシーな味わいです。

424712 ［6セット入］Ｍ  池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

5,219円（税込）申込番号 093
十勝ワインギフトセット
KV-470
清見 720ml×1本、セイオロサム白 720ml×1本
果実香と熟成香のバランスがあり、爽快な酸味
がある清見と華やかな果実香を持つ、エレガント
な味わいのセイオロサム白2本セットです。

489983 ［6セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

4,320円（税込）申込番号 092
サントネージュワインセット
JA-4NA
サントネージュ山梨産甲州葡萄 750ml×1本、
サントネージュ山梨産マスカットベーリーA葡萄 750ml×1本

日本の厳選した産地とその土地に最適なぶどう品種の「産
地×品種」の魅力を最大限引き出した日本ワインセットです。

487584 ［4セット入］Ｍ  池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

3,545円（税込）申込番号 094
十勝ワインギフトセット 
TS-330
トカップ赤 720ml×1本、トカップ白 720ml×1本、
トカップロゼ 720ml×1本

酸味とブーケのバランスがほど良い中ボディの赤。フルーティーな
辛口で繊細な風味の白。ドライ風味のロゼ。トカップ3本セットです。

304375 ［6本入］M  日本酒類販売株式会社

4,320円（税込）申込番号 096
ディンプル12年
700ｍｌ
「ディンプル」はその名のとおり、くぼみのある独特な三
角形のボトルの形状にちなんで名づけられたスコッチ・ウ
イスキー。「グレンキンチー」がブレンドの中核を担い、軽
く飲みやすく、それでいてスパイシーな風味が特長です。

304966 ［12本入］Ｓ  MHDモエヘネシーディアジオ株式会社

5,400円（税込）申込番号 095
オールドパー12年

750ml
明治6年岩倉具視が日本に最初に紹介された
スコッチウィスキー。クラガンモアをキーモルトとし
てまろやかで柔らかい味が特徴です。

306507 ［6本入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

4,104円（税込）申込番号 097
サントリーウイスキー 知多
SGRCC
700ml
知多グレーンの多彩な原酒をブレンド。風のよう
に軽やかな味わい、ほのかな香りと甘さが特長。
ハイボールで和食との相性抜群です。

306254 ［12本入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

3,629円（税込）申込番号 098
サントリーウイスキー ローヤル
SRLC
700ml
華やかで甘い香り、口の中で広がるやわらかい
飲み口、すっきりした後味が特長です。

483859 ［12本入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

3,240円（税込）申込番号 099
サントリー 山崎蒸溜所
貯蔵焙煎樽熟成梅酒 BTYG
750ml
ウイスキーの古樽の内側を焙煎し、梅酒を山崎
蒸溜所で熟成させた後、ウイスキーで仕上げた
本格梅酒です。ロックがおすすめです。

492058 ［4セット入］Ｏ  中野BC株式会社

2,808円（税込）申込番号 100
なでしこのお酒 てまり セット T61-26
赤い梅酒 180ml×1本、蜂蜜梅酒 180ml×1本、
緑茶梅酒 180ml×1本、紀州梅酒 180ml×1本、
みかん梅酒 180ml×1本、ゆず梅酒 180ml×1本

好きな味を好きなシーンに合わせて自分好みに色々選べ
る「なでしこのお酒 てまり」。ちょっとした贈り物に最適です。
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辛口

白
辛口

ロゼ
辛口

白
辛口

白
やや辛口

白

やや甘口

白
やや甘口

ロゼ
甘口

白
やや辛口

白
辛口

白

辛口

白
辛口

白
辛口

白
辛口

白
やや甘口

ロゼ

471691 ［6本入］M  
ＭＨＤモエヘネシーディアジオ株式会社

3,024円（税込）
申込番号 101

シャンドン ブリュット

750ｍｌ
モエ･エ･シャンドンの伝統を受け継ぎ、
トラディショネル製法で造りあげた正
統派スパークリングワインです。

452830 ［6本入］M  
合同酒精株式会社

2,057円（税込）
申込番号 102

ペレラーダ ブリュット・ロゼ 

750ｍｌ
カシスやいちご、フレッシュなフルーツを
思わせる香り。口に含むと爽やかな酸
味が心地よく広がります。

464445 ［12本入］M  
エノテカ株式会社

2,052円（税込）
申込番号 103

プロジェクト・クワトロ カヴァ・
シルヴァー
750ｍｌ
星付きレストランにも採用される、実力
派クロ・モンブランが造るカヴァ。バラ
ンスに優れた味わいです。

455141 ［12本入］M  
日欧商事株式会社

2,052円（税込）
申込番号 104

トスティ プロセッコ

750ｍｌ
輝くような薄い麦藁色。非常に飲みやす
く心地よい口当たり。フレッシュな生き生
きとした辛口で季節を選ばず楽しめます。

487200 ［6本入］M  
日本リカー株式会社

2,052円（税込）
申込番号 105

グラシアン・エ・メイエ クレマン・
ド・ロワール ブリュット
750ｍｌ
美しく立ち上る真珠のような泡立ち。
豊かな果実香は柑橘系果実やハチミ
ツ、アカシアなどの複雑な香りです。

459042 ［12本入］M  
サントリー酒類株式会社

1,933円（税込）
申込番号 106

フレシネ カルタ・ネバダ

750ｍｌ
洋ナシや干したあんずの様な香りと、リッ
チでフルーティな味わいの飲みやすいタイ
プのやや甘口のスパークリングワインです。

459045 ［12本入］M  
サントリー酒類株式会社

1,922円（税込）
申込番号 107

フレシネ セミセコ・ロゼ

750ｍｌ
フレッシュなベリーの味が広がり、酸と
甘みのハーモニーが良いほのかな味
わいです。

458344 ［6本入］M  
キッコーマン食品株式会社

1,620円（税込）
申込番号 108

マンズ 甲州 酵母の泡

720ｍｌ
日本ワインスパークリングワイン売れ
筋Ｎｏ．１！繊細で泡立ちが長く続きます。

463564 ［12本入］M  
株式会社モトックス

1,620円（税込）
申込番号 109

サンテロ 天使のアスティ

750ｍｌ
マスカットの華やかな香りと爽やかな風
味を持つ甘口の発泡酒です。天使が神
の使者として多くの幸せを届けてくれます。

491849 ［12本入］M  
サッポロビール株式会社

1,598円（税込）
申込番号 110

ＣＦＧＶ ポール・ルイ

750ｍｌ
熟した果実の香り、柔らかな泡で果実
味を感じられ、且つフレッシュな酸味が
特長です。

472293 ［6本入］M  
アサヒビール株式会社

1,566円（税込）
申込番号 111

ベソ・レセルヴァ ブリュット・
ナチュレ
750ｍｌ
白い花やほのかにレモンを思わせる香
り。きめ細やかな泡とバランスの良い
酸味が楽しめるカヴァです。

489982 ［6本入］M  
日本酒類販売株式会社

1,523円（税込）
申込番号 112

ボッテガ 
アカデミア・ブルー
750ｍｌ
非常にフルーティーな辛口で、爽やか
なのど越し。ミネラルと酸のバランスの
とれた心地よい味わいです。

470787 ［12本入］M  
三国ワイン株式会社

1,469円（税込）
申込番号 113

ウィスパーズ ブリュット 
キュヴェ
750ｍｌ
本国オーストラリアで大人気！シトラスの
爽やかさ、トロピカルフルーツの果実味
が心地良い泡と共に口中に広がります。

463582 ［12本入］M  
株式会社モトックス

1,458円（税込）
申込番号 114

サンテロ ピノ・シャルドネ

750ｍｌ
本格的な辛口スパークリングワインで
す。泡立ちはきめ細かく、すっきりとした
味わいで料理との相性も抜群です。

473223 ［12本入］M  
アコレード・ワインズ・ジャパン株式会社

1,211円（税込）
申込番号 115

クックス スイート・ロゼ

750ｍｌ
セミスイートなアロマにみずみずしいス
トロベリーやラズベリーの果実味が感
じられます。

おすすめ
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ビール
最高級のコクと香りが特徴のビールを厳選。

509691 ［3セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 119
アサヒ ドライプレミアム
豊醸デザイン缶セット SPD-3
ドライプレミアム豊醸知床 350ml×2本、ドライプレミアム豊醸中尊寺金色
堂 350ml×2本、ドライプレミアム豊醸日光東照宮 350ml×2本、ドライプ
レミアム豊醸富士山 350ml×2本、ドライプレミアム豊醸白川郷・五箇山 
350ml×1本、ドライプレミアム豊醸清水寺 350ml×1本、ドライプレミアム
豊醸厳島神社 350ml×1本、ドライプレミアム豊醸屋久島 350ml×1本

510155 ［3セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 118
アサヒ ドライプレミアム豊醸セット
WP-3N
ドライプレミアム豊醸 清清しい薫り 350ml×12本

505432 ［2セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

5,400円（税込）申込番号 120
アサヒ スーパードライ缶セット
AS-5N
アサヒスーパードライ 350ml×21本

505767 ［3セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 123
アサヒ スーパードライ
ファミリーセット FS-3N
アサヒスーパードライ 350ml×6本、アサヒスーパードラ
イ 500ml×2本、バヤリースオレンジ100 280g×2本、
バヤリースふじりんご100 280g×2本、バヤリースマス
カット・オブ・アレキサンドリア100 280g×2本、バヤリー
スマンゴーブレンド100 280g×2本

509690 ［3セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 117
アサヒ スーパードライ　
ジャパンスペシャル缶セット JS-3N
スーパードライ ジャパンスペシャル 350ml×12本

509776 ［2セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

5,400円（税込）申込番号 116
アサヒ スーパードライ　
ジャパンスペシャル缶セット JS-5N
スーパードライ ジャパンスペシャル 350ml×20本

505749 ［3セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 122
アサヒ スーパードライ缶セット
AS-3N
アサヒスーパードライ 350ml×10本、
アサヒスーパードライ 500ml×2本

505431 ［2セット入］Ｍ  アサヒビール株式会社

4,320円（税込）申込番号 121
アサヒ スーパードライ缶セット
AS-4N
アサヒスーパードライ 350ml×10本、
アサヒスーパードライ 500ml×5本

509683 ［2セット入］Ｍ  キリンビール株式会社

5,400円（税込）申込番号 124
キリン 一番搾り プレミアムセット
K-NPI5
一番搾りプレミアム 305ml×19本

509681 ［3セット入］Ｍ  キリンビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 125
キリン 一番搾り プレミアムセット
K-NPI3
一番搾りプレミアム 305ml×11本

510104 ［2セット入］Ｍ  キリンビール株式会社

5,400円（税込）申込番号 126
キリン 一番搾り生ビールセット
K-IS5
キリン一番搾り 350ml×21本

510099 ［3セット入］Ｍ  キリンビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 127
キリン 一番搾り生ビールセット
K-IS3
キリン一番搾り 350ml×10本、
キリン一番搾り 500ml×2本
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505482 ［3セット入］Ｍ  サッポロビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 128
サッポロ クラシック缶セット
CS3D
サッポロクラシック缶 350ml×10本、
サッポロクラシック缶 500ml×2本

505478 ［3セット入］Ｍ  サッポロビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 129
サッポロ 生ビール黒ラベル缶セット 
KS3D
サッポロ生黒ラベル缶 350ml×10本、
サッポロ生黒ラベル缶 500ml×2本

508793 ［4セット入］Ｍ  サッポロビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 130
エビスビール缶セット
YE3D
ヱビスビール缶 350ml×12本

510115 ［3セット入］Ｍ  サッポロビール株式会社

3,240円（税込）申込番号 131
エビスマイスター瓶セット
YMB3D
ヱビスマイスター 305ml×10本

509622 ［4セット入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

3,240円（税込）申込番号 133
ザ・プレミアム・モルツ ビールセット
BPC3N
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×12本

509621 ［2セット入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

5,400円（税込）申込番号 132
ザ・プレミアム・モルツ ビールセット
BPC5N
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×19本

509655 ［4セット入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

3,240円（税込）申込番号 134
ザ・プレミアム・モルツ 4種セット
VA30N
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×3本、
ザ・プレミアム・モルツ 香るエール 350ml×3本、
ザ・プレミアム・モルツ 香るエール芳醇 350ml×3本、
ザ・プレミアム・モルツ 黒 350ml×3本

509720 ［4セット入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

3,240円（税込）申込番号 135
ザ・プレミアム・モルツ プレミアム
ファミリーセット PF30N
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×4本、
ザ・プレミアム・モルツ 500ml×4本、
なっちゃん100オレンジ 290g×2本、
なっちゃん100りんご 290g×2本、
なっちゃん100白ぶどう 290g×2本

509716 ［4セット入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

3,240円（税込）申込番号 138
ザ・プレミアム・モルツ 
マスターズドリーム
無濾過入りセット BMM3N
マスターズドリーム 305ml×6本、
マスターズドリーム無濾過 305ml×2本

510095 ［4セット入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

3,240円（税込）申込番号 137
ザ・プレミアム・モルツ 特選6種
プレミアムセット BMPW3N
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×2本、ザ・プレミアム・モ
ルツ 香るエール 350ml×2本、ザ・プレミアム・モルツ 
香るエール芳醇 350ml×1本、ザ・プレミアム・モルツ 
黒 350ml×1本、マスターズドリーム 305ml×2本、マス
ターズドリーム無濾過 305ml×2本

510094 ［4セット入］Ｍ  サントリー酒類株式会社

5,400円（税込）申込番号 136
ザ・プレミアム・モルツ 特選6種
プレミアムセット BMPW5N
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×2本、ザ・プレミアム・モ
ルツ 香るエール 350ml×2本、ザ・プレミアム・モルツ 
香るエール芳醇 350ml×2本、ザ・プレミアム・モルツ 
黒 350ml×2本、マスターズドリーム 305ml×4本、マ
スターズドリーム無濾過 305ml×4本
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飲料

906083 ［6セット入］  味の素ＡＧＦ株式会社

3,240円（税込）申込番号 139
スターバックス オリガミ パーソナル
ドリップコーヒー ＳＢ-30Ｅ
ハウス ブレンド 5個×2箱、
エスプレッソロースト 5個×1箱、
カフェ ベロナ 5個×1箱

香り高いコーヒーとともに、ゆったりとした心地よ
い時間をお楽しみください。

917054 ［6セット入］  味の素ＡＧＦ株式会社

3,240円（税込）申込番号 140
ＡＧＦ ちょっと贅沢な珈琲店インスタント
プレミアムブラック ZIC-30F
〈ちょっと贅沢な珈琲店〉クリア＆リッチ 70ｇ×2個、
〈ちょっと贅沢な珈琲店〉リラックス＆マイルド 70ｇ×2個、
〈ちょっと贅沢な珈琲店〉リフレッシュ＆ビター 70ｇ×1個

人気のちょっと贅沢な珈琲店の色々な味わいが
楽しめるコーヒーギフトです。

917056 ［6セット入］  ネスレ日本株式会社

3,240円（税込）申込番号 143
ネスカフェ ゴールドブレンド プレミアム
スティックコーヒー ギフトセット N30-GK
ネスカフェ ゴールドブレンド 濃厚ミルクラテ 7ｇ×9本、ネスカフェ ゴールドブレ
ンド 濃厚カプチーノ 7ｇ×9本、ネスカフェ ゴールドブレンド ダークラテ 9.8ｇ×
6本、ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス 6.6ｇ×6本、ネスカフェ ゴー
ルドブレンド コク深め 6.6ｇ×9本、ネスカフェ ゴールドブレンド 6.6ｇ×9本

バラエティ豊かな「ネスカフェ ゴールドブレンド」のミックス
タイプをお楽しみいただけるスティックコーヒーギフトです。

915562 ［2セット入］  サントリーフーズ株式会社

3,240円（税込）申込番号 144
サントリー 特保 健康茶ギフト 
FJK30
伊右衛門特茶 500ｍｌ×9本、
黒烏龍茶 350ｍｌ×4本、
胡麻麦茶 350ｍｌ×4本
3種類のトクホ「伊右衛門特茶」「黒烏龍茶」
「胡麻麦茶」が入った、健康を気遣いながらおい
しく楽しめるギフトです。

915560 ［3セット入］  キリンビバレッジ株式会社

2,160円（税込）申込番号 147
キリン ハイパー７０ 
KHPS20B
キリンハイパー７０オレンジ 190ｇ×3本、キリンハイパー７０アップ
ル 190ｇ×3本、キリンハイパー７０グレープ 190ｇ×3本、キリンハ
イパー７０パインアップル 190ｇ×3本、キリンハイパー７０マスカッ
ト 190ｇ×3本、キリンハイパー７０マンゴーブレンド 190ｇ×3本

スムーズなのどごしとやわらかな味わいで飲みや
すい果汁70%です。

915561 ［3セット入］  キリンビバレッジ株式会社

3,240円（税込）申込番号 148
キリン ハイパー７０ 
KHPS30B
キリンハイパー７０オレンジ 190ｇ×8本、キリンハイパー７０アップ
ル 190ｇ×4本、キリンハイパー７０グレープ 190ｇ×4本、キリンハ
イパー７０パインアップル 190ｇ×4本、キリンハイパー７０マスカッ
ト 190ｇ×4本、キリンハイパー７０マンゴーブレンド 190ｇ×4本

スムーズなのどごしとやわらかな味わいで飲みや
すい果汁70%です。

911233 ［4セット入］  カゴメ株式会社

3,240円（税込）申込番号 151
カゴメ フルーツジュースギフト 
FB-30W
100ＣＡＮアップル 160ｇ×4本、100ＣＡＮオレンジ 160ｇ×4本、100
ＣＡＮグレープ 160ｇ×4本、100ＣＡＮピンクグレープフルーツ 160ｇ×
4本、100ＣＡＮピーチブレンド 160ｇ×4本、100ＣＡＮマンゴーブレン
ド 160ｇ×4本、100ＣＡＮブラッドオレンジブレンド 160ｇ×4本

果実のおいしさが活きている100％フルーツジュー
スのベストセラー「１００ＣＡＮ」の詰め合わせ。

835381 ［6セット入］  ネスレ日本株式会社

2,160円（税込）申込番号 142
ネスカフェ プレミアム レギュラーソリュブル
コーヒー ギフトセット N20-A
ネスカフェ ゴールドブレンド 65ｇ×2本、
ネスカフェ エクセラ 80ｇ×1本

この秋リニューアルした「ネスカフェ ゴールドブレ
ンド」を含む、「ネスカフェ」のギフトセットです。

901302 ［3セット入］  アサヒ飲料株式会社

3,240円（税込）申込番号 146
バヤリース プレミアムセット 
BU-30
バレンシア オレンジ 100缶 190ｇ×6本、ふじりんご 
100缶 190ｇ×6本、マスカット・オブ・アレキサンドリア 
100缶 190ｇ×6本、イザベラグレープ 100缶 190ｇ
×6本、リオレッドグレープフルーツ 100缶 190ｇ×3本

品種限定の果汁を使用した、自然で安心な１００％果汁ギフト
です。１９０ｇの飲みきりサイズで多彩なフルーツが楽しめます。

911232 ［4セット入］  カゴメ株式会社

2,160円（税込）申込番号 150
カゴメ フルーツジュースギフト 
FB-20W
100ＣＡＮアップル 160ｇ×3本、100ＣＡＮオレンジ 160
ｇ×3本、100ＣＡＮグレープ 160ｇ×3本、100ＣＡＮピン
クグレープフルーツ 160ｇ×3本、100ＣＡＮピーチブレン
ド 160ｇ×3本、100ＣＡＮマンゴーブレンド 160ｇ×3本

果実のおいしさが活きている100％フルーツジュー
スのベストセラー「１００ＣＡＮ」の詰め合わせ。

917055 ［6セット入］  片岡物産株式会社

3,240円（税込）申込番号 141
モンカフェ ドリップコーヒーギフト 
MCS-30C
モカ ブレンド  8ｇ×5個、コロンビア ブレンド 8ｇ×5個、
キリマンジャロ ブレンド 8ｇ×5個、スペシャル ブレンド 
7.5ｇ×5個、コーヒー鑑定士 ブレンド 7.5ｇ×5個
挽きたてのコーヒー豆とフィルターがひとつに
なった、豊かな香りが立ち上るドリップコーヒーギ
フトです。

901303 ［4セット入］  アサヒ飲料株式会社

2,160円（税込）申込番号 145
バヤリース プレミアムセット 
BU-20
バレンシア オレンジ 100缶 190ｇ×6本、ふじりんご 100缶 
190ｇ×3本、マスカット・オブ・アレキサンドリア １００缶 190ｇ
×6本、リオレッドグレープフルーツ １００缶 190ｇ×3本
品種限定の果汁を使用した、自然で安心な１０
０％果汁ギフトです。１９０ｇの飲みきりサイズで多
彩なフルーツが楽しめます。

917057 ［4セット入］  アサヒ飲料株式会社

3,240円（税込）申込番号 149
カルピス ギフト 
CRW30
カルピス 470ｍｌ×2本、カルピス 北海道 470ｍｌ×1
本、カルピス 白桃リッチ 470ｍｌ×2本、カルピス はちみ
つレモン 470ｍｌ×1本
限定カルピス白桃リッチの華やかさがセット全体
の魅力を高めます。昨年好評だった、カルピスは
ちみつレモンが再登場です。
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調味料

そば・のり

915553 ［5セット入］  味の素株式会社

3,240円（税込）申込番号 152
味の素 和洋中バラエティギフト 
A-30D
ほんだし 48ｇ×1個、瀬戸のほんじお焼き塩 80ｇ×1個、味の素KKコンソメ顆
粒タイプ 50ｇ×1個、丸鶏がらスープ 48ｇ×1個、べに花油ペット 350ｇ×1個、
伝承のおいしさ３種のブレンド匠の油ペット 350ｇ×1個、限定なたね使用キャ
ノーラ油ペット 350ｇ×1個、さらさらキャノーラ油健康プラスペット 350ｇ×1個

いつものお料理をおいしくする、味の素が厳選した調味料食用油
を詰め合わせたどなた様にも喜ばれるバラエティある調味料ギフト。

915556 ［5セット入］  味の素株式会社

3,240円（税込）申込番号 153
味の素 オリーブオイルエクストラ
バージンギフト EV-30D
オリーブオイル エクストラバージン瓶 150ｇ×3個、
オリーブオイル エクストラバージン ペット 350ｇ×2個

指定農園しぼりの風味の良いエクストラバージ
ンオリーブオイルのみを詰め合わせました。

915557 ［5セット入］  日清オイリオグループ株式会社

3,240円（税込）申込番号 154
日清バラエティオイル＆
調味料ギフトセット VS-30N
日清ヘルシーキャノーラ油 350ｇ×1本、日清ヘルシーベジオイル 350
ｇ×2本、日清ＥＸＶオリーブオイル 145ｇ×1本、ヘルシーごま香油 145
ｇ×1本、釜出し吟塩 100ｇ×1個、コンソメ 4ｇ×6袋×1個、直火焼本か
つおだし 4ｇ×6袋×1個、焙焼あごだし 4ｇ×6袋×1個

こだわりの調味料とバラエティ豊かな食用油を
詰合せたギフト。

911852 ［5セット入］  日清オイリオグループ株式会社

3,240円（税込）申込番号 155
日清べに花油＆
リセッタギフトセット OS-30
ヘルシーリセッタ 350ｇ×3本、
日清べに花油 350ｇ×3本

シニア層に根強い人気のべに花油とトクホリ
セッタのコンビネーションギフト。

915558 ［5セット入］  日清オイリオグループ株式会社

3,240円（税込）申込番号 156
ボスコオリーブオイルギフト 
BG-30Ｎ
ボスコピュア 330ｇ×2本、
ボスコＥＸＶ 190ｇ×3本

イタリア産限定の早摘みグリーンオリーブを贅沢
に使ったオリーブオイルギフトです。

915552 ［7セット入］  昭和産業株式会社

3,240円（税込）申込番号 157
エクストラバージンオリーブオイル
セット EO-30
エクストラバージンオリーブオイル 300ｇ×5本

スペイン産オリーブを使用し、フルーティーな香り
と程よい辛み、苦みが特徴のエクストラバージン
オリーブオイルです。

907926 ［8セット入］  新得物産株式会社

2,160円（税込）申込番号 158
新得そば詰め合わせ 
Ｙ-20Ａ
新得そば 180ｇ×2袋、
新得細切りそば 180ｇ×2袋、
新得うどん 180ｇ×2袋
北海道産そば粉と小麦粉を使用した、そばとうど
んの詰め合わせです。北海道産ならではの風味
が味わえます。

907928 ［8セット入］  新得物産株式会社

3,240円（税込）申込番号 159
新得そば詰め合わせ 
Ｙ-30Ａ
新得八割そば 180ｇ×2袋、
源流新得そば 180ｇ×2袋、
新得五割そば 180ｇ×2袋、
めんつゆ 75ｍｌ×4袋

北海道産そば粉と小麦粉にこだわって作り上げ
たそばとストレートタイプのつゆの詰め合わせです。

884697 ［4セット入］  新得物産株式会社

3,240円（税込）申込番号 160
新得そば詰め合わせ 
ＧＮ-30
新得田舎そば 200ｇ×2袋、新得細切りそば 200ｇ×2
袋、新得うどん 200ｇ×2袋、玄そば茶 10ｇ×5袋、
めんつゆ 75ｍｌ×8袋
北海道産原料を使用した、そばとうどん、風味の
良いそば茶とめんつゆの詰め合わせです。北海
道産ならではの風味が味わえます。

909839 ［6セット入］  株式会社白子

2,700円（税込）申込番号 161
白子のり お茶漬けギフト 
OC-25
さけ茶漬け 10袋、
味のり缶×２×12袋詰（8切5枚）

生のりを１００％使用した、さけ茶漬けと味付のり
が入ったこだわりのギフト。お茶漬けと味付のり
の両方をお楽しみいただけます。

917058 ［6セット入］  株式会社白子

3,240円（税込）申込番号 162
白子のり 味のり詰合せ 
AB-30
紀州梅使用うめ味のり 8切5枚×8袋、しらすを抄込んだ
のり 8袋詰（8切3枚）×1缶、信州わさび使用わさびのり 
8袋詰（8切5枚）、桜えびのり 8袋詰（8切3枚）×1缶
バラエティ豊かな風味や味が選べて、ご飯には
もちろん、おつまみやおやつといった様々な食
シーンでお楽しみ頂けます。

913570 ［6セット入］  株式会社白子

3,240円（税込）申込番号 163
白子のり 有明海産のり
詰合せギフト NF-30E
味のり 12袋詰（8切5枚）、
焼のり 2袋詰（2切8枚）、
焼のり 12袋詰（8切5枚）
香味芳醇、有明海の自然の恵みを吸収したこだ
わりの海苔詰合せギフト。

913571 ［4セット入］  株式会社白子

5,400円（税込）申込番号 164
白子のり 有明海産のり
詰合せギフト NF-50E
味のり 20袋詰（8切5枚）、
焼のり 3袋詰（板のり8枚）、
焼のり 20袋詰（8切5枚）
香味芳醇、有明海の自然の恵みを吸収したこだ
わりの海苔詰合せギフト。
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917060 ［4セット入］  株式会社 宝幸

5,400円（税込）申込番号 166
宝幸 海の幸詰合わせ
NO-50C
鮭本ほぐし 60g×4本、
貝柱水煮ほぐし身 180g×3缶
青森県の自社工場で製造された、海の幸の缶詰・瓶詰をギフトに
しました。

917059 ［6セット入］  株式会社 宝幸

3,240円（税込）申込番号 165
宝幸 横浜ロイヤルパークホテル監修 
デザートギフト RPD-1
横浜ロイヤルパークホテルマンゴープリン 70g×4個、横浜ロイヤルパークホテル
杏仁豆腐 70g×4個、横浜ロイヤルパークホテルレアチーズケーキ 68g×4個
横浜ロイヤルパークホテル監修のもと、味にこだわった宝幸珠玉
のデザートの詰め合わせです。

913579 ［6セット入］  丸大食品株式会社

3,240円（税込）申込番号 169
丸大食品 モンドセレクション最高金賞セット
MSR-40
特撰ホワイトロースハム 350g×1個、
特撰ロースハム 350g×1個
モンドセレクション最高金賞受賞商品のロースハムを詰めた贅沢
な詰合せです。

913578 ［6セット入］  丸大食品株式会社

4,320円（税込）申込番号 168
丸大食品 煌彩ギフト
MV-555
特撰ホワイトロースハム 350g×1個、直火焼焼豚 210g×1個、黒胡椒ミートロー
フ 180g×1個、特級ベーコン 240g×1個、直火焼ミートローフ 200g×1個
5年連続モンドセレクション最高金賞受賞の特撰ホワイトロースハ
ムと特級ベーコンが入った人気のハムギフトです。

913577 ［6セット入］  丸大食品株式会社

3,240円（税込）申込番号 167
丸大食品 煌彩ギフト
MV-455
直火焼焼豚 210g×1個、特撰ロースハム 275g×1個、あぶり焼ハーブローフ 
180g×1個、黒胡椒ミートローフ 180g×1個、生ハムローススライス 48g×1個
6年連続モンドセレクション最高金賞受賞の特撰ロースハムが
入った人気のハムギフトです。

909854 ［5セット入］  伊藤ハムデイリー株式会社

5,400円（税込）申込番号 172
伊藤ハム 伝承献呈６本詰合せ
GMF-608
特選ロースハム 360g×1本、直火炙り焼豚 180g×1本、
ホワイト肩ロース 210g×1本、特選直火焼ローフ 180g×1本、
ポークテースト 190g×1本、特選燻しベーコン 180g×1本
伝承の技で丹精込めてつくりあげました。

917061 ［5セット入］  伊藤ハムデイリー株式会社

4,320円（税込）申込番号 171
伊藤ハム 伝承献呈６本詰合せ
GMF-51
特選ロースハム 360g×1本、直火炙り焼豚 180g×1本、
特選燻しベーコン 180g×1本、ペッパーポーク 180g×1本、
特選ホワイトウインナー 100g×1本、特選ポークウインナー 100g×1本
伝承の技で丹精込めてつくりあげました。

913574 ［5セット入］  伊藤ハムデイリー株式会社

3,240円（税込）申込番号 170
伊藤ハム 伝承献呈６本詰合せ
GMF-41
ホワイト肩ロース 210g×1本、直火炙り焼豚 180g×1本、生ハムロース 
45g×1本、ペッパーポーク 180g×1本、特選ホワイトウインナー 100g×1
本、特選ポークウインナー 100g×1本
伝承の技で丹精込めてつくりあげました。

917064 ［5セット入］  伊藤ハムデイリー株式会社

5,400円（税込）申込番号 175
賛否両論詰合せ WA-51
牛とろとろ煮 170g×1個、鶏の照焼き 160g×1個、
釜炊き叉焼 180g×1個、鶏の野菜巻 山椒風味 160g×1個、
つくねの蕪みぞれ仕立て 200g×1個、豚角煮 230g×1個

東京・恵比寿 日本料理店「賛否両論」の笠原将弘監修。予約の取れな
い日本料理店として有名な料理人笠原将弘こだわりの和食ギフトです。

917063 ［5セット入］  伊藤ハムデイリー株式会社

4,320円（税込）申込番号 174
賛否両論詰合せ WA-40
牛とろとろ煮 170g×1個、蒸し鶏の梅ジュレ仕立て 150g×1個、
鶏の野菜巻 山椒風味 160g×1個、つくねの蕪みぞれ仕立て 200g×1個、
豚角煮 230g×1個

東京・恵比寿 日本料理店「賛否両論」の笠原将弘監修。予約の取れな
い日本料理店として有名な料理人笠原将弘こだわりの和食ギフトです。

917062 ［5セット入］  伊藤ハムデイリー株式会社

3,240円（税込）申込番号 173
賛否両論詰合せ WA-30
釜炊き叉焼 180g×1個、つくねの蕪みぞれ仕立て 200g×1個、
蒸し鶏の梅ジュレ仕立て 150g×1個、鶏の照焼き 160g×1個

東京・恵比寿 日本料理店「賛否両論」の笠原将弘監修。予約の取れな
い日本料理店として有名な料理人笠原将弘こだわりの和食ギフトです。

受付期間：12月20日まで 受付期間：12月20日まで 受付期間：12月20日まで

受付期間：12月20日まで 受付期間：12月20日まで 受付期間：12月20日まで

受付期間：12月20日まで 受付期間：12月20日まで 受付期間：12月20日まで

受付期間：12月18日まで 受付期間：12月18日まで
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要冷凍 要冷凍 要冷凍 要冷凍

917065  株式会社ジャパンアグリゲート

申込番号 176
生産者限定
"ECO農業を考える会"の
大玉サンふじりんご２kg
山形産ふじりんご 秀玉 2kg（5～6玉）
山形県から、日光をたっぷり浴びて育った美味し
い濃厚なサンふじりんごをおとどけします。

3,890円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月1日から12月15日まで
917066  株式会社定善商店

申込番号 177
青森リンゴ
さんふじ ８玉
青森産さんふじ 約2.5kg×8玉

青森のお日様を一杯に浴びて育ったサンふじり
んご！パリパリした食感と甘さが特徴のりんごです！

4,790円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：11月25日から12月15日まで
917067  株式会社アルシュ

申込番号 178
南信州
ココロファーム市田柿
市田柿 400g
市田柿は、2016年にＧＩ（地理的表示）に登録された南信州を代表する特
産品です。あめ色の果肉と小ぶりで品のある外観、もっちりとした食感と口
に広がる上品な甘さは、市田柿ならでは。ビタミン、ミネラル、ポリフェノール、
食物繊維などの栄養素も豊富で健康食品としても注目を集めています。

5,040円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月13日から12月15日まで

902542  和歌山県農業協同組合連合会

申込番号 187
紀州南高梅
甘口はちみつ梅干
紀州南高梅 甘口はちみつ梅干 800g×1箱
日本一を誇る梅の産地和歌山より紀州の「南
高梅」を丹精込めて漬け込みました。紀州産南
高梅は皮が薄く果肉が柔らかいのが特徴で、梅
干には最適と言われています。

3,240円（税込）
全国一律送料税込価格

897544  和歌山県農業協同組合連合会

申込番号 188
紀州南高梅
三景12粒
紀州南高梅 甘口はちみつ梅干 25g×4個、
紀州南高梅 うす塩味梅干 25g×4個、
紀州南高梅 うす塩味梅干天味 25g×4個

3,240円（税込）
全国一律送料税込価格

899380  和歌山県農業協同組合連合会

申込番号 189
紀州南高梅
二梅16粒
紀州南高梅 うす塩味梅干天味 25g×8個、
紀州南高梅 甘口はちみつ梅干 25g×8個

4,320円（税込）
全国一律送料税込価格

889530  和歌山県農業協同組合連合会

申込番号 190
紀州南高梅
甘口はちみつ梅干20粒
紀州南高梅 甘口はちみつ梅干 25g×20個

5,400円（税込）
全国一律送料税込価格

906212  株式会社みゆき堂本舗

申込番号 183
稲穂の恵み15 IM-15
しょうゆせんべい 2個×4袋、黒蜜せんべい 2個×4袋、
白蜜せんべい 2個×4袋、丸大豆せんべい 1個×8袋、
うす焼サラダせんべい 15g×4袋
国産米１００％を使用し独自の製法で焼き上げた（しょうゆ・
黒蜜・白蜜・丸大豆・うす焼サラダ）の厳選５種詰合せです。

2,550円（税込）
全国一律送料税込価格

906213  株式会社みゆき堂本舗

申込番号 184
稲穂の恵み30 IM-30
サラダせんべい 2個×6袋、しょうゆせんべい 2個×6袋、
黒蜜せんべい 2個×9袋、白蜜せんべい 2個×9袋、
丸大豆せんべい 1個×16袋、うす焼サラダせんべい 15g×9袋
国産米１００％を使用し独自の製法で焼き上げた（サラダ・しょう
ゆ・黒蜜・白蜜・丸大豆・うす焼サラダ）の厳選６種詰合せです。

3,600円（税込）
全国一律送料税込価格

911484  株式会社みゆき堂本舗

申込番号 185
えびの磯だよりC ID-C
えびわさび 16g×4袋、えびわかめ 16g×4袋、
えび胡麻 16g×4袋
わさび、わかめ、胡麻。それぞれの磯と混ざり合う
風味、パリパリと小気味良い軽い食感をお楽し
み下さい。

2,400円（税込）
全国一律送料税込価格

899391  株式会社みゆき堂本舗

申込番号 186
越後 杵つき生切餅セット KM-A
切餅 500g×4袋

国内産水稲もち米を１００％使用し、昔ながらの
杵つき製法でつき上げました。シングル個包装
パックで保存にも便利です。

4,350円（税込）
全国一律送料税込価格

917071  株式会社烏鶏庵

申込番号 182
烏骨鶏伊達巻2本 
10DA-2001
烏骨鶏伊達巻 200g×2個
きめ細やかな「上品さ」と、口当たりの良い「しっ
とり」烏骨鶏卵の濃厚な味わいが生きた贅沢な
新年の食卓を彩るにふさわしい伊達巻です。

4,460円（税込）
全国一律送料税込価格

917069  株式会社北辰フーズ

申込番号 180
夕張メロンゼリー
エスト EST-30
夕張メロンゼリー 125g×10個
夕張メロンの食べごろは、ほんの３～４日ほど。そのフレッシュなおい
しさを、夕張メロン果汁をたっぷり使用することで再現しました。芳醇
な香りと果肉感のある舌ざわりはメロンゼリーの傑作と呼べるほど。 

3,650円（税込）
全国一律送料税込価格

917070  株式会社江戸屋

申込番号 181
北の
パーティーグルメ〈雅〉
北海道レアロールケーキ（イチゴ） 1本、北海道ロースト
ビーフ 200g×1個、北海道ローストビーフのたれ 20g×
2個、北海道ピザ（マルゲリータ） 2個

北海道の素材をふんだんに使った、パーティー用セットギフトです。

5,850円（税込）
全国一律送料税込価格

917068  米屋株式会社

申込番号 179
あんこがじまん
きんつば18個詰合せ
あんこが自慢のきんつば １個パック×18個

成田山裏参道の老舗和菓子屋が素材の風味
を生かした粒餡に薄く衣を塗って焼き上げました。

4,850円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月25日まで

受付期間：12月15日まで 受付期間：12月15日まで 受付期間：12月15日まで 受付期間：12月15日まで

受付期間：12月25日まで 受付期間：12月25日まで 受付期間：12月25日まで
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要冷凍

要冷凍

要冷蔵 要冷蔵 要冷蔵

要冷蔵 要冷蔵 要冷蔵

906341  ホクレン農業協同組合連合会

申込番号 193
ホクレン 北海道産
牛かたローススライス 
HMG-45
北海道産牛肉かたロース 450g×1個

北海道産牛肉のかたロースをうす切りにしました。すき焼きやしゃぶ
しゃぶでお召し上がりください。
受付期間：12月20日まで

5,660円（税込）
6,430円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

897549  春雪さぶーる株式会社

申込番号 195
北海道豚 はやきたギフト
HS-40
北海道産豚乾塩ベーコン 220g×1個、
北海道産豚腸詰ソーセージ 175g×1個、
北海道産豚生ハムロース 58g×2個
北海道産のフレッシュな豚を原料に、手間と時間をかけて、じっくり
仕込んだ本格製法の逸品です。

4,810円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月20日まで
899389  春雪さぶーる株式会社

申込番号 194
北海道豚 はやきたギフト
HS-30
北海道産豚腸詰ソーセージ 80g×2個、北海道産豚生ハムロース 58g×1個、
北海道産豚乾塩ベーコンスライス 40g×1個、
北海道産豚ロースハム 40g×1個
北海道産のフレッシュな豚を原料に、手間と時間をかけて、じっくり
仕込んだ本格製法の逸品です。

3,800円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月20日まで
899388  春雪さぶーる株式会社

申込番号 196
北海道豚 はやきたギフト
HS-50A
北海道産豚プレスハム 280g×1個、北海道産豚チャーシュー 205g×1個、
北海道産豚腸詰ソーセージ 175g×1個、
北海道産豚生ハムロース 58g×2個
北海道産のフレッシュな豚を原料に、手間と時間をかけて、じっくり
仕込んだ本格製法の逸品です。

5,820円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月20日まで

913588  株式会社北の幸

申込番号 198
「北の国から」北海道物語
ハム・ソーセージ詰合せ KDS-400
ワインロース 62g×1個、骨付きフランク 150g×1個、
ソフトサラミ 75g×1個、ワイン生ハムロース 35g×1個、
じゃがバターソー 180g×1個、オニオンフランク 180g×1個
大自然に育まれた道産原料肉を使用。特色のあるハム・ソーセー
ジに仕上げた逸品それが「北の国から」北海道物語ギフトです。

4,320円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月20日まで
913587  株式会社北の幸

申込番号 197
「北の国から」北海道物語
ハム・ソーセージ詰合せ KDS-300
ワインロース 62g×1個、ワイン生ハムロース 35g×1個、
じゃがバターソー 180g×1個、オニオンフランク 180g×1個

大自然に育まれた道産原料肉を使用。特色のあるハム・ソーセー
ジに仕上げた逸品それが「北の国から」北海道物語ギフトです。

3,240円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月20日まで
913589  株式会社北の幸

申込番号 199
「北の国から」北海道物語
ハム・ソーセージ詰合せ KDS-500
ワインロース 62g×1個、骨付きフランク 150g×1個、チーズ入りウインナー 
75g×1個、ソフトサラミ 75g×1個、生ハムもも 65g×1個、じゃがバターソー 
180g×1個、オニオンフランク 180g×1個
大自然に育まれた道産原料肉を使用。特色のあるハム・ソーセー
ジに仕上げた逸品それが「北の国から」北海道物語ギフトです。

5,400円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月20日まで

909861  ホクレン農業協同組合連合会

申込番号 192
ホクレン 北海道産
牛サーロインステーキ用
HMG-65
北海道産牛肉ロース 560g（約140g×4枚）

牛肉の高級部位サーロインをステーキ用にしました。きめ細かくや
わらかい食感をお楽しみください。
受付期間：12月20日まで

7,840円（税込）
8,610円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

917072  ホクレン農業協同組合連合会

北海道産和牛かたロース 400g×1個

北海道産和牛の風味豊かなかたロースを、すき焼きやしゃぶしゃぶ
でお召し上がりください。
受付期間：12月20日まで

申込番号 191
ホクレン
北海道産和牛かたロース
スライス WMG-65H

7,840円（税込）
8,610円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

北海道
めぐみ
北の大地が育てた道産自慢ギフトで

北酒販の産地直送
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要冷凍 要冷凍 要冷蔵

要冷蔵

要冷蔵要冷蔵要冷蔵

要冷蔵要冷蔵要冷蔵

907892  ホクレン農業協同組合連合会

申込番号 200
ホクレン 北海道産
SPF豚ロース豚丼用 
PMG-30A
北海道産SPF豚ロース豚丼用の肉 95g×6個、豚丼のたれ 25g×6個

北海道産ＳＰＦ豚ロースを、豚丼用に仕立てました。十勝名物の味
を本格タレでお楽しみください。
受付期間：12月20日まで

4,040円（税込）
4,810円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

913586  ホクレン農業協同組合連合会

申込番号 201
ホクレン 
炭火焼豚丼の具 SMD-35
炭火焼豚丼の具 100g×5個

北海道産の豚ロースを炭火で焼き上げ、十勝名物の豚丼の味を
再現しました。電子レンジＯＫの簡単調理品です。
受付期間：12月20日まで

4,580円（税込）
4,580円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

917073  十勝池田食品株式会社

申込番号 202
十勝池田食品 ローストビーフ＆
ソーセージ詰合せ SB-303
ローストビーフ 200g×1個、スパイスビーフ 60g×1袋、
ビーフソーセージ（行者にんにく入） 160g×1袋、
十勝の恵みソフトサラミ 90g×1本、ローストビーフソース 20g×2個
北海道産の牛肉・豚肉を主原料に、香辛料を加え丹念に焼き上
げたローストビーフとソーセージの詰合せです。
受付期間：12月26日まで

4,000円（税込）
4,660円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

917074  十勝池田食品株式会社

申込番号 203
十勝池田食品 ローストビーフ＆
ベーコン・ソーセージ FHM-35A
ローストビーフ 200g×1個、ベーコン 270g×1個、
十勝ボロニアソーセージ 250g×1本、十勝の恵みソフトサラミ 90g×1本、
ローストビーフソース 20g×2個
北海道産の牛肉と良質の豚肉を主原料に、香辛料を加え丹念に
焼き上げたローストビーフとベーコン・ソーセージの詰合せです。
受付期間：12月26日まで

4,180円（税込）
4,840円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

917075  十勝池田食品株式会社

申込番号 204
十勝池田食品 ローストビーフ＆
ベーコン・サラミ詰合せ FHM-401A
ローストビーフ 200g×1個、ベーコン 270g×1個、
十勝の恵みソフトサラミ 90g×1本、十勝ボロニアソーセージ 250g×1本、
十勝ポークウィンナー 135g×1袋、ローストビーフソース 20g×2個
北海道産の牛肉と良質の豚肉を主原料に、香辛料を加え丹念に
焼き上げたローストビーフとベーコン・ソーセージの詰合せです。
受付期間：12月26日まで

4,720円（税込）
5,380円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

917076  十勝池田食品株式会社

申込番号 205
十勝の逸品ハム詰合せ
VRS-526
スパイスビーフ 60g×1袋、十勝ポークウィンナー 135g×1袋、ローストビーフ 
200g×1個、ビーフソーセージ（行者にんにく入） 160g×1袋、十勝の恵みソフト
サラミ 90g×1本、十勝ロースハム 60g×1袋、ローストビーフソース 20g×2袋
北海道産の牛肉・豚肉を主原料に、香辛料を加え丹念に焼き上
げたローストビーフとハム・ソーセージの詰合せです。
受付期間：12月26日まで

4,870円（税込）
5,530円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

493072  十勝池田食品株式会社

申込番号 206
十勝ワイン＆ハム詰合せ
FW-401
十勝ワイン トカップ 赤 720ml×1本、ベーコン 270g×1個、
十勝ロースハム 60g×1袋、十勝ボロニアソーセージ 250g×1本、
十勝の恵みソフトサラミ 90g×1本
良質の豚肉・牛肉を主原料に昔ながらの製法でつくったハムと酸
味とブーケのバランスが程よい十勝ワイントカップ赤の詰合せ
受付期間：12月26日まで

5,140円（税込）
5,800円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

493073  十勝池田食品株式会社

申込番号 207
十勝ワイン＆ハム詰合せ
FT-45
十勝ワイン トカップ 赤 720ml×1本、ベーコン 200g×1個、
十勝ロースハム 60g×1袋、十勝ボロニアソーセージ 250g×1本、
スパイスビーフ 60g×1袋、十勝ポークウィンナー 135g×1袋
良質の豚肉・牛肉を主原料に昔ながらの製法でつくったハムと酸
味とブーケのバランスが程よい十勝ワイントカップ赤の詰合せ。
受付期間：12月26日まで

5,680円（税込）
6,340円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

493074  十勝池田食品株式会社

申込番号 208
十勝ワイン＆ハム詰合せ
KT-401
十勝ワイン トカップ 赤 720ml×1本、ベーコン 270g×1個、
十勝ロースハム 60g×1袋、十勝ボロニアソーセージ 250g×1本、
スパイスビーフ 60g×1袋、ビーフソーセージ（行者にんにく入） 160g×1袋
良質の豚肉・牛肉を主原料に昔ながらの製法でつくったハムと酸
味とブーケのバランスが程よい十勝ワイントカップ赤の詰合せ。
受付期間：12月26日まで

5,220円（税込）
5,880円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

493075  十勝池田食品株式会社

申込番号 209
十勝ワイン＆ハム詰合せ
TC-506
十勝ワイン トカップ 赤 720ml×1本、スパイスビーフ 60g×1袋、十勝ポークウィン
ナー 135g×1袋、ローストビーフ 200g×1個、ビーフソーセージ（行者入） 160g×
1袋、十勝の恵みソフトサラミ 90g×1本、ローストビーフソース 20g×2袋
北海道産の牛肉・豚肉を主原料に昔ながらの製法でつくったハム
と酸味とブーケのバランスが程よい十勝ワイントカップ赤の詰合せ。
受付期間：12月26日まで

5,900円（税込）
6,560円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

の大地の
紀行
す。

便
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要冷凍

917079  

申込番号 212
北海道産
新巻鮭切れ目入
新巻鮭切れ目入 約2kg×1本

北海道を代表する冬の味覚、新巻鮭。まるごと一本を調理し易い
切れ目入りでお届けします。

5,270円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで

917080  株式会社布目

申込番号 213
数の子明太松前
KMM-500Ｇ
数の子明太松前 500g

北海道産の昆布とスルメを醤油味の松前漬に丁寧に絡め、大き
な数の子にも味がしみていて、贅沢な味わいです。

3,510円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで
917081  

申込番号 214
知床羅臼産 
いくら醤油漬け
知床羅臼産いくら醤油漬け（トップシール） 70g×4個
雄大な大自然が残る知床半島の付け根に位置する羅臼町は秋になれ
ば秋鮭漁一色。沖獲りの銀毛鮭の薄皮原卵を丁寧にもみほぐしこだわ
りの醤油たれに漬け込みました。温かいご飯にのせてお楽しみください。

6,220円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで
917082  

申込番号 215
北海雪見鍋
ゆでずわいがにカット 200g×1個、ボイル海老 6尾、ボイル帆立 4個、カニ入つみれ 4個、ツボ抜きい
か 100g×2杯、助宗鱈切身 40g×3切、大根おろし 30g×2袋、たれ（濃縮 醤油仕立て） 50ml×2袋
海鮮の具材から染み出た旨みと「大根おろし」で鍋全体の味に深み
が出て美味しくいただけます。シメには残りたれにご飯を入れて「雑
炊」がおすすめ。体の芯から温まりお楽しみいただける一品です。

6,080円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで

917078  

申込番号 211
知床羅臼産
新巻鮭姿切れ目入
北海道知床羅臼産 新巻鮭姿切れ目入（真空） 2.5kg×1本
手つかずの大自然が残る「北海道知床羅臼町」。その沖合で水
揚げされた新鮮な旬の「沖獲り銀毛鮭」を新巻に。頭から尾まで無
駄なく食べられる「秋鮭」は、まさに季節の風物詩です。

6,850円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで

917077  

申込番号 210
知床羅臼産
新巻鮭姿切れ目入
北海道知床羅臼産 新巻鮭姿切れ目入（真空） 2kg×1本
手つかずの大自然が残る「北海道知床羅臼町」。その沖合で水
揚げされた新鮮な旬の「沖獲り銀毛鮭」を新巻に。頭から尾まで無
駄なく食べられる「秋鮭」は、まさに季節の風物詩です。

6,150円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで

917084  

申込番号 217
オホーツク海鮮鍋
ゆでずわいがにカット 200g、ボイル海老 6尾、ボイル帆立 4個、えび入りつ
みれ 4個、ツボ抜きいか（スルメいか） 100g×1杯、秋鮭切身 40g×3切、冷
凍うどん 250g×1玉、たれ（濃縮 醤油仕立て） 50ml×2袋
オホーツク海で水揚げされた「本ずわいがに」を中心に新鮮な魚介を詰め合わせました。ダシのきい
た醤油仕立てのたれでお楽しみください。ご自宅の野菜も一緒に煮込んでからお召し上がりください。

6,220円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで
917083  

申込番号 216
石狩鍋＜雅＞
秋鮭切身 40g×6切、ボイル海老 12尾、ボイル帆立 6個、
かに入りつみれ 3個、えび入りつみれ 3個、とりごぼう入りつみれ 3個、
ツボ抜きいか 100g×2杯、油揚げ・たれ（味噌仕立） 50g×各2個
石狩鍋は鮭を主材料とし味噌で調味した北海道の郷土料理。鮭・帆立・海
老など海産具材が入ったセットです。お好みの野菜を入れてお楽しみください。

5,850円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで
917085  

申込番号 218
北の温もり小鍋セット
北の温もり石狩小鍋 340g×2個、
北の温もりかに小鍋 340g×2個
北海道を代表する石狩鍋とかに鍋を一人前ずつ小鍋にしました。蟹や鮭
はもちろん、白菜やつみれなどの具材とスープが冷凍されており、電子レン
ジで温めるだけ。夜食や昼食、お酒の〆など簡単にひとり鍋が楽しめます。

5,850円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで

北海道
海の幸
北海の荒波が育てた厳選自慢ギフト

北酒販の産地直送
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917086  

申込番号 219
北の味覚

秋鮭半身姿切身（北海道産・真空） 1kg×1尾、
帆立片貝（北海道産） 50g×4枚、
ゆでずわいがに姿（ロシア・カナダ産） 400g×1尾
北海道で獲れた秋鮭と帆立にずわいがにを加えたセットです。

6,370円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで
917087  

申込番号 220
北海道産ゆで毛がに
2尾セット
北海道産ゆで毛がに 450g×2尾

北海道の海の味覚の王様、毛がにです。

11,540円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで
917088  

申込番号 221
北海道３大がにセット

毛がに 400g×2尾、花咲がに 500g×1尾、
ずわいがに脚 200g×2肩

北海道で獲れた毛がに、ずわいがに、花咲がにの贅沢セットです。

13,470円（税込）
全国一律送料税込価格

受付期間：12月15日まで

913592 ［1セット入］  榮屋株式会社

申込番号 223
榮屋
昆布巻・甘露煮セット（和）
紅鮭昆布巻 170g×1個、ほたて昆布巻 170g×1個、
ししゃも昆布 180g×1個、生姜昆布 180g×1個
質の高い素材を使い、じっくり手間ひまかけて仕上げております。
素材と技を極めた甘露煮と昆布巻のセットです。
受付期間：12月15日まで

3,140円（税込）
3,820円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

906327 ［1セット入］  榮屋株式会社

申込番号 224
榮屋
海鮮昆布巻4本セット
たらばがに昆布巻 170g×1本、うに昆布巻 170g×1本、
紅鮭昆布巻 170g×1本、きんき昆布巻 170g×1本
高級食材のたらば蟹、うに、きんき、紅鮭を北海道産の昆布にて、
じっくりと炊き上げました。
受付期間：12月15日まで

4,070円（税込）
4,740円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

909865 ［1セット入］  榮屋株式会社

申込番号 225
榮屋
かに飯昆布巻・重ね巻セット
かに飯昆布巻 1本×2個、
紅鮭重ね巻 1本×1個
かに飯昆布巻と紅鮭重ね巻をセットにしました。

受付期間：12月15日まで

3,610円（税込）
4,280円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

913595 ［1セット入］  榮屋株式会社

申込番号 222
榮屋
甘露煮4点セット（深）
ししゃも昆布甘露煮 180g×1個、黒豆昆布甘露煮 180g×1個、
ほたて甘露煮 180g×1個、生姜昆布甘露煮 180g×1個
質の高い素材を使い、じっくり手間ひまかけて仕上げております。
素材と技を極めた甘露煮のセットです。
受付期間：12月15日まで

3,610円（税込）
4,280円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

906336 ［1セット入］  榮屋株式会社

申込番号 226
榮屋 昆布巻5本セット

紅鮭昆布巻 170g×1本、にしん昆布巻 170g×1本、
たらこ昆布巻 170g×1本、帆立昆布巻 170g×1本、
ししゃも昆布巻 170g×1本
紅鮭、にしん、ほたて、たらこ、ししゃもを北海道産の昆布と炊き上げました。
受付期間：12月15日まで

3,610円（税込）
4,280円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

902569 ［1セット入］  榮屋株式会社

申込番号 227
榮屋 松前漬極み

ほたて貝柱松前漬 200g×1個、数の子松前漬 200g×1個、
かに身松前漬 200g×1個
北海道産「昆布」と「するめ」に、人気の海の幸を組合せて松前漬
に仕上げました。
受付期間：12月15日まで

5,000円（税込）
5,670円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

906325 ［1セット入］  榮屋株式会社

申込番号 228
榮屋 松前漬Bセット

帆立貝入り松前漬 200g×1個、ほっき貝入り松前漬 200g×1個、
かに身入り松前漬 200g×1個
北の海を代表する「かに」「帆立」「北寄貝」を海の三宝と云われる
「いか」「昆布」「数の子」で造り上げた逸品です。
受付期間：12月15日まで

4,070円（税込）
4,740円（税込）

道内送料税込価格

道外送料税込価格

◎お申し込み方法：専用受注票にご記入の上、取次店へお渡し下さい。（注）宛名
はできるだけ詳しく、電話番号は必ずご記入ください。◎掲載の産地直送品は豊富
に取り揃えましたが、万一品切れの際はご了承ください。◎離島への発送はできま
せんので予めご了承ください。◎掲載価格は消費税込み、送料込みの料金です。
◎商品のお届けは、ご注文受付から1週間ほど要します。◎商品によってはお届け
期間が異なりますので、ご確認の上、ご注文願います。

を代表する
紀行
です。

便 受付期間：12月15日（金）まで
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906211 ［10セット入］  丸大食品株式会社

申込番号 229

丸大食品 煌彩ギフト KK-303
特級スモークハム 200g×1個、あぶり焼焼豚 210g×1個、
黒胡椒ミートローフ 180g×1個
特級規格のスモークハムが入った人気の美味し
さ3種の詰合せです。

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,430

917089 ［6セット入］  マルハニチロ株式会社

申込番号 230

あけぼの 紅ずわいがに缶詰セット
AZ-5N
紅ずわいがにほぐし脚肉飾り 100g×5個

5,400円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 4,810

917092 ［8セット入］  安田食品工業株式会社

申込番号 233

安田の佃煮 和楽
LG-30
ちりめん山椒、キャラ蕗、梅ひじき、たらっ子、鮭、鳴門わ
かめ、わかさぎ、かつお錦 各40g×各1個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,790

917093 ［4セット入］  磯じまん株式会社

申込番号 234

磯じまん日本全国うまいものめぐり
里-30A
山陰かにのり、紀州山海ぶし、信州雪の下、伊勢磯のり 各
135g×各1個、志摩あらめ、秋田きゃらぶき 各70g×各1
個、高知しょうが煮 130g×1個、肥前赤貝 75g×1個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,880

917090 ［6セット入］  マルハニチロ株式会社

申込番号 231

あけぼの 水産缶詰詰合せ
M-30
まるずわいがに 75g×3個、
さけ水煮 105g×2個、
まぐろ油漬あらほぐし 100g

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,880

917091 ［3セット入］  はごろもフーズ株式会社

申込番号 232

はごろも デザートギフト
AS-30
朝からフルーツ（みかん、ミックス、パイン、みつ豆、黄桃、
ナタデココ、パイミン） 各190g×各2個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,930

917094 ［10セット入］  株式会社三輪そうめん松田

申込番号 235

手延年越し 迎春麺セット
TYY-30A
手延べうどん（吉野葛入り細うどん）、手延べそば 各50g×3
束×各2袋、手延べうどん（吉野葛入り細うどん）、手延べそば 
各50g×2束×各1袋、めんつゆ 30ml×4袋

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,660

917095 ［6セット入］  株式会社今半

申込番号 236

浅草今半 牛肉佃煮そばセット
HIA-30
信州そば、更科そば 各270g×各1個、そばつゆ 26g×3
袋×1箱、薬味（きざみ海苔、七味唐辛子） 各7g×各1箱、
牛肉ごぼう、牛肉まいたけ 各1個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 3,150

913617 ［10セット入］  株式会社コニシ物産

申込番号 237

九州産どんこ椎茸
NHD-30N
九州産どんこ椎茸 120g

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,300

913616 ［10セット入］  株式会社コニシ物産

申込番号 238

昆布椎茸詰合せ
HKY-30N
国産出し昆布 100g、国産原木香椎茸 70g

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,300

917096 ［5セット入］  石丸製麺株式会社

申込番号 239

きしめん亭 尾張いろいろ麺詰合せ
ORY-35
きしめん（めん90g、めんつゆ25g） 2個、
うどん（めん90g、あじみそ50g） 2個、
うどん 220g×4個、めんつゆ 25g×3個

3,780円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 3,150

917097 ［8セット入］  石丸製麺株式会社

申込番号 240

池利の手延三輪うどん詰合せ
RU-300
鶏そぼろ肉うどん（三輪うどん、鶏肉味噌、すりごま、麺つゆ） 各2個、
とろろ昆布うどん（三輪うどん、とろろ昆布、ねぎ、麺つゆ） 各3個、
カレーうどん（三輪うどん、ねぎ、あげ、カレーだし） 各2個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,930

917098 ［7セット入］  石丸製麺株式会社

申込番号 241

国産小麦讃岐うどん・
包丁切り讃岐うどん食比べ HK-6
讃岐包丁切り細うどん 220g×3個、
さぬきの夢うどん細づくり 300g×2個、
讃岐めんつゆ×20ml×6袋×2個

3,460円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,740

917099 ［4セット入］  石丸製麺株式会社

申込番号 242

五大名産詰合せ
HK-50N
讃岐うどん160g、自然芋そば160g、出雲そば300g、
信州そば300g×各2個、稲葉手造うどん 300g×1個、
麺つゆ（3倍濃縮） 30ml×3袋×3箱

5,400円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 4,280
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917100 ［4セット入］  トーラク株式会社

申込番号 243

ティータイムセレクション
TMJ-30
カスタードプリン、ベルギーチョコレートプリン、グレープゼリー、
オレンジゼリー 各61g×2個、レアチーズケーキ 62g×2個、
チョコレート12、バウムクーヘン、フィナンシェ 各3個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,930

917101 ［6セット入］  ライラック商事株式会社

申込番号 244

パルメール・ギフト
CZ-30
チョコレート 15個、ワッフル（チョコ、ホワイトチョコ） 各4個、チョコ
リーフパイ 3個、マドレーヌ 2個、クッキー（メープル、チョコチップ） 
各50g×各1個、ココナッツクッキー（プレーン、コーヒー） 各1個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,740

917102 ［10セット入］  株式会社金澤兼六製菓

申込番号 245

金澤兼六坂 ケーキギフト
KZC-30N
金箔ショコラ、能登大納言小豆、金澤五郎金時いも 各1個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,470

917103 ［6セット入］  株式会社金澤兼六製菓

申込番号 246

デザート・ア・ラ・モード
DM-30
森の旅人クッキー（カシューナッツ・くるみ） 各3個、
ブランデーケーキ、フルーツケーキ、おぐらパイ、
マロンパイ 各4個、オレンジケーキ、チョコケーキ 各6個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,340

913602 ［4セット入］  株式会社河内駿河屋

申込番号 249

創菓 京づる 憩庵 IS-30
くずもち（純、桜、抹茶） 各1個、プリン（バニラ 2個、
キャラメル 1個）、欧風せんべい（バニラ 2個、抹茶、い
ちご 各1個）、栗かのこ 2個、小豆くずもち（抹茶、桜） 
各1個、ようかん（小豆、栗、抹茶） 各1個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,570

913601 ［4セット入］  株式会社河内駿河屋

申込番号 250

創菓 京づる 極庵 DS-30
パイまんじゅう（小豆 2個、さつま芋、栗 各1個）、
欧風せんべい（バニラ 2個、抹茶、いちご 各1個）、
栗かのこ、味提の詩 各2個、
ようかん（小豆 2個、栗、抹茶 各1個）

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,570

917106 ［4セット入］  株式会社日新製菓

申込番号 251

花まつり 06011

ふっくらサダラせん、ふっくら醤油せん 各13枚、焼き海
苔醤油せん、黒豆せんべい、青のり餅、白えび餅 各3枚、
お好みあられ（3種） 15枚

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,880

917107 ［3セット入］  米屋株式会社

申込番号 252

米屋 和楽の里 まごころの味
MG30
ミニ羊羹（練、小倉 各58g、茶 57g） 各2個、手作り最中3組
（最中餡30g×3、最中種 3組） 各1個、くず羹黒糖、ぜんざい 
各83g×2個、栗かのこ 64g×2個、葛ぜりぃ柚子 86g×2個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,970

913608 ［8セット入］  キーコーヒー株式会社

申込番号 253

ドリップオンギフト
KDV-30N
キリマンジェロブレンド、コロンビアブレンド、スペシャル
ブレンド、モカブレンド、トラジャブレンド、トアルコトラ
ジャ 各8g×5P×各1箱

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,700

917108 ［8セット入］  キーコーヒー株式会社

申込番号 254

ドリップオン＆ティーバッグギフト
KLA-30
ドリップオン（トアルコトラジャ、トラジャブレンド） 各8g×
5P×各1箱、ティーバッグ（ウバ、アッサム、ダージリン） 
各2.2g×10P×各1箱

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,840

917109 ［6セット入］  株式会社大阪前田製菓

申込番号 255

丹波黒種黒豆おかき
K-30
丹波黒種黒豆おかき（サラダ味、海老味） 各18枚

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,470

917110 ［6セット入］  株式会社大阪前田製菓

申込番号 256

恋歌綴り
HK-30
3種の味付け米菓詰合せ（えびマヨ味、えびチリ味、梅し
そ味） 350g

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 1,800

917104 ［8セット入］  株式会社神戸浪漫

申込番号 247

スイーツタウン RTS-30
フロランタンツイストパイ 8個、ハートチョコレートパイ 3個、
カップケーキ（チーズヨーグルト、チョコオレンジ） 各3個、
マドレーヌラスク（バニラ、ショコラアーモンド） 各4個、
クッキー（フランボワーズ、塩チョコチップ） 各3個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,700

917105 ［8セット入］  株式会社神戸浪漫

申込番号 248

和洋お菓子の街 OM-300S
ぱりぱりせんべい（黒豆、黒ごま、白ごま） 各6個、おこめクッ
キー（プレーン、抹茶） 各4個、クッキー（ストロベリー、チョコ
レート） 各4個、レモンマドレーヌ 2個、チョコレートマドレーヌ 
1個、クリームサンド（カスタード、チョコレート） 各2個

3,240円（税込）
メーカー希望税込価格

（税込）
円12/20㊌までの

おすすめ特別特価 2,700

ECTION
めする
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●産地直送品は受注期間内の受付であっても天候、その他配送状況によって遅くなる場合がございますので、予めご了承いただき、お早めにご注文ください。●掲載商品は多めにご用意
しておりますが、万一品切れの際はご容赦願います。●商品のパッケージは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。●表示価格は2017年11月現在の価格になります。
〈個人情報のお取り扱いについて〉収集した個人情報については、慎重に管理し、商品発送等の利用以外に使用することはありません。

お申し込み・お問い合わせは

※記載価格は税込です。蔵元直送・産地直送マークの商品には送料が含まれて
おりますが、それ以外の商品には送料は含まれておりません。お申し込み方
法や送料については、上記店にてお問い合わせください。

HOKUSYUHAN JUST SELECTION

2017 
北酒販のお歳暮


