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要冷蔵

ミディアムボディ

赤

辛口

白
ミディアムボディ

赤
ミディアムボディ

赤
辛口

ロゼ
辛口

白

円（税込）008申込番号

サントリー酒類株式会社［12本入］304195

華やかで円やかな味わいが特徴。長期熟
成原酒を使用した贅沢なスコッチです。

700ｍｌ

スコッチウイスキー
バランタイン17年 YB17E

9,720 円（税込）009申込番号

日本酒類販売株式会社［6本入］305228

甘く華やかなアロマと、ピュアでまろやかなフレー
バーが特徴的なスペイサイドモルト。シングルモル
トの初心者や女性にも親しみやすい味わいです。

シングルモルトウイスキー
カーデュ12年 700ｍｌ

6,480 円（税込）011申込番号

アサヒビール株式会社［6本入］463072

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。

ランソン ブラックラベル 
ブリュット ＬＡ-ＢＬ 750ｍｌ

5,940円（税込）010申込番号

アサヒビール株式会社［6本入］421339

さわやかな香味をもつ和柑橘と和のスパ
イスである国産の山椒、りんごを使用。
複雑な個性あふれるカフェジンです。

700ml
ニッカ カフェジン ＣＧＩ-Ｇ

4,860 円（税込）012申込番号

日本酒類販売株式会社［6セット入］491242

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。

レ・グランザルブル 白 750ｍｌ×1本、
レ・グランザルブル 赤 750ｍｌ×1本

レ・グランザルブル 赤・白ギフト
3,240

円（税込）006申込番号

北海道ワイン株式会社
［4セット入］480106

今注目の日本ワイン。飲み易くて人気の
「おたるワイン」３本セットです。

おたるナイヤガラ 白 720ｍｌ×1本、
おたる 赤 720ｍｌ×1本、おたる ロゼ 720ｍｌ×1本

おたるワイン３本セット 
OW３-３２３A

3,748

北海道産ブドウを使用した辛口ワイン
セットです。重みのある赤ワインと優しい
酸味の白ワインの詰め合わせセットです。

円（税込）005申込番号

株式会社はこだてわいん
［6セット入］479053

北海道１００ ツヴァイゲルトレーベ 赤 720ｍｌ×1本、
北海道１００ ミュラートルガウ 白 720ｍｌ×1本

はこだてわいん ギフトセット 
北海道１００ＺＭ

3,780 円（税込）007申込番号

富良野市ぶどう果樹研究所
［4セット入］486748

渋味と酸味のバランス良い赤、しなやかなコ
クのある白、口当たりの良いさわやかなロゼ
のセットにラベンダーの香り付きラベルです。

ふらのワイン 赤 720ｍｌ×1本、ふらのワイン 白720
ｍｌ×1本、ふらのワイン ロゼ 720ｍｌ×1本

ふらのワイン３本ギフトセット
（ラベンダーラベル） ＦL-３５

4,507

北国の厳しい気候を乗り越えてきた葡萄には、
野趣味と共に高い糖度と酸度が蓄えられ、他の
産地にはない美しい赤ワインとなりました。また、
白ワインは北の大地ならではの透き通るような酸
に、柑橘類のさわやかさを感じさせる香りが特徴
的な味わいの辛口となりました。

円（税込）002申込番号

北海道ワイン株式会社［1セット入］487608

ＨＯＫＫＡＩＤＯアムレンシス 赤 720ｍｌ×1本、
ＨＯＫＫＡＩＤＯミュラ－・トゥルガウ 白 720ｍｌ×1本

ＨＯＫＫＡＩＤＯワイン２本セット
4,500円（税込）001申込番号

［1セット入］428582

十勝キャッスル北海道スペシャルブレンド 赤 720ml×1本、
十勝ラクレットチーズ モールウォッシュ 150ｇ×1個、
hum-pe（フンベ）モール アラカルト ワイングラス １個

十勝プレミアムギフトセット CA-HO
5,400 全国一律送料込価格

■  十勝ワイン キャッスル北海道スペシャルブレンド
北海道産100％のツバイゲルトレーベとメルロをブレンドし酸味とブーケ
が際立つミディアムボディの赤ワインです。<地理的表示（GI)認定商品>

■  十勝品質事業協同組合 ラクレットチーズ モールウォッシュ
十勝産ミルクを使用し独自の方法で「モール
温泉」で磨く、風味とコクが特徴のラクレット
チーズです。

■  hum-pe（フンベ） モール アラカルト ワイングラス 
十勝・音更町で「北海道らしいガラス器」を創造、
追求するガラス工房「hum-pe（フンベ）」の勝野
好則代表が手づくりするワイングラスです。

円（税込）003申込番号

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所
［6セット入］424712

果実香と熟成香のバランスが良く爽快な酸
味の清見と、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の２本セットです。

十勝ワイン セイオロサム 白 720ml×1本、
十勝ワイン 清見 赤 720ml×1本

十勝ワインギフトセット 
KV-470

5,220 円（税込）004申込番号

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所
［4セット入］487584

酸味とブーケの酸味がほど良い赤、フ
ルーティーで繊細な風味の白、ドライ風
味のロゼの３本セットです。

十勝ワイン トカップ 白 720ml×1本、十勝ワイン トカップ 
ロゼ 720ml×1本、十勝ワイン トカップ 赤 720ml×1本

十勝ワインギフトセット 
TS-330

3,546

Tokachi Premium Gift

厳選洋酒 個性あふれる洋酒を取り揃えました。

十勝プレミアムギフト

HO
KU

SY
UH
AN  S

ANCHOKUBIN                              2019  SUM
MER HOKUSYUHAN JUST SELECTIO

N

HOKKAIDOアムレンシス
ミュラ－・トゥルガウ

北海道ワイン

北海道
限定

SUMMER GIFTSUMMER GIFT
HOKUSYUHAN  JUST SELECTION 2019 　　　    のお中元



円（税込）015申込番号

アサヒビール株式会社［3セット入］505749

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

アサヒスーパードライ 
缶セット ＡＳ-３Ｎ

3,240円（税込）014申込番号

アサヒビール株式会社［2セット入］505431

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

アサヒスーパードライ 
缶セット ＡＳ-４Ｎ

4,320円（税込）013申込番号

アサヒビール株式会社［2セット入］505432

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×21本

アサヒスーパードライ 
缶セット ＡＳ-５Ｎ

5,400

円（税込）019申込番号

アサヒビール株式会社［3セット入］501072

アサヒスーパードライジャパンスペシャル涼夏
の香り 350ｍｌ×12本

アサヒスーパードライ 
ジャパンスペシャル
夏限定セット ＪＬ-３Ｎ

3,240円（税込）016申込番号

アサヒビール株式会社［2セット入］510319

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×8本、アサヒスー
パードライ 500ｍｌ×4本、ウェルチコンコードグ
レープ１００ 280ｇ×2本、ウェルチオレンジ１００ 
280ｇ×2本、ウェルチマスカット１００ 280ｇ×1
本、ウェルチアップル１００ 280ｇ×1本

アサヒスーパードライ 
ファミリーセット ＦＳ-４Ｎ

4,320

円（税込）026申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］501108

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×8本、ザ・プレミアム・
モルツ醸造家の贈り物 350ｍｌ×6本、なっちゃん
100 オレンジ 290ｇ×4本、なっちゃん100 りんご 
290ｇ×4本、なっちゃん100 白ぶどう 290ｇ×3本

ザ・プレミアム・モルツ プレミアム
ファミリーセット ＰＦ５０Ｐ

5,400 円（税込）027申込番号

サントリー酒類株式会社［3セット入］501110

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×2本、ザ・プレミアム・モルツ 
500ｍｌ×4本、ザ・プレミアム・モルツ醸造家の贈り物 350ｍｌ
×2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

ザ・プレミアム・モルツ プレミアム
ファミリーセット ＰＦ３０Ｐ

3,240

円（税込）021申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］509621

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×19本

ザ・プレミアム・モルツ 
ビールセット ＢＰＣ５Ｎ

5,400 円（税込）022申込番号

サントリー酒類株式会社［3セット入］509714

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×15本

ザ・プレミアム・モルツ 
ビールセット ＢＰＣ４Ｎ

4,320 円（税込）023申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］509622

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×12本

ザ・プレミアム・モルツ 
ビールセット ＢＰＣ３Ｎ

3,240

円（税込）030申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］501102

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×4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、ザ・プレミアム・モルツ醸造家の贈り物 350ｍｌ×2本

ザ・プレミアム・モルツ 
夏の限定５種セット ＹＡ３０Ｐ

3,240円（税込）029申込番号

サントリー酒類株式会社［3セット入］501101

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×5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×2本、ザ・プレミアム・モルツ黒 350ｍｌ×2
本、ザ・プレミアム・モルツ醸造家の贈り物 350ｍｌ×3本

ザ・プレミアム・モルツ 
夏の限定５種セット ＹＡ４０Ｐ

4,320円（税込）028申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］501100

ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×6本、ザ・プレミアム・モルツ
香るエール 350ｍｌ×4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×2
本、ザ・プレミアム・モルツ醸造家の贈り物 350ｍｌ×4本

ザ・プレミアム・モルツ 
夏の限定５種セット ＹＡ５０Ｐ

5,400

円（税込）024申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］509756
マスターズドリーム 305ｍｌ×15本

ザ・プレミアム・モルツ 
マスターズドリームセット 
ＢＭＢ５Ｐ

5,400 円（税込）025申込番号

サントリー酒類株式会社［3セット入］501176
マスターズドリーム 305ｍｌ×8本

ザ・プレミアム・モルツ 
マスターズドリームセット 
ＢＭＢ３Ｐ

3,240

円（税込）017申込番号

アサヒビール株式会社［3セット入］510318

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、ウェルチコンコードグ
レープ１００ 280ｇ×2本、ウェルチオレンジ１００ 
280ｇ×2本、ウェルチマスカット１００ 280ｇ×2
本、ウェルチアップル１００ 280ｇ×2本

アサヒスーパードライ 
ファミリーセット ＦＳ-３Ｎ

3,240 円（税込）018申込番号

アサヒビール株式会社［2セット入］501073

アサヒスーパードライジャパンスペシャル涼夏
の香り 350ｍｌ×20本

アサヒスーパードライ 
ジャパンスペシャル
夏限定セット ＪＬ-５Ｎ

5,400 円（税込）020申込番号

アサヒビール株式会社［3セット入］501079

スーパードライ 350ｍｌ×4本、スーパードライ 
500ｍｌ×2本、アサヒスーパードライジャパンス
ペシャル 350ｍｌ×3本、アサヒスーパードライ
ジャパンスペシャル涼夏の香り 350ｍｌ×3本

アサヒスーパードライ 
ジャパンスペシャル
夏限定トリプルセット ＪＳＴ-３

3,240

ビール
2 0 1 9  S U M M E R  G I F T HOKUSYUHAN  J U S T  S E L E C T I ON

人気のあるビールセットを
セレクトしました。



柚子酒 蜜柑酒淡麗辛口

やや辛口

やや辛口

やや辛口辛口

芳醇辛口 やや辛口 やや辛口

やや辛口 辛口やや辛口

要冷蔵

要冷蔵

やや辛口

要冷凍

米焼酎

円（税込） 円（税込）032申込番号

キリンビール株式会社［3セット入］510099

キリン一番搾り 350ｍｌ×10本、
キリン一番搾り 500ｍｌ×2本

キリン一番搾り 
生ビールセット Ｋ-ＩＳ３

3,240円（税込）031申込番号

キリンビール株式会社［2セット入］510104

キリン一番搾り 350ｍｌ×21本

キリン一番搾り 
生ビールセット Ｋ-ＩＳ５

5,400

円（税込）036申込番号

サッポロビール株式会社［3セット入］505482

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

サッポロ クラシック缶セット 
ＣＳ３Ｄ

3,240

円（税込）037申込番号

サッポロビール株式会社［4セット入］508793

ヱビスビール缶 350ｍｌ×12本

ヱビスビール 
缶セット ＹE３Ｄ

3,240

円（税込）035申込番号

サッポロビール株式会社［2セット入］505481

サッポロクラシック缶 350ｍｌ×21本

サッポロクラシック 
缶セット CS５DT

5,400

円（税込）

ザ・プレミアム・モルツ 
夏の限定５種セット ＹＡ３０Ｐ

円（税込）

円（税込）

スーパードライ 350ｍｌ×4本、スーパードライ 
500ｍｌ×2本、アサヒスーパードライジャパンス
ペシャル 350ｍｌ×3本、アサヒスーパードライ
ジャパンスペシャル涼夏の香り 350ｍｌ×3本

アサヒスーパードライ 
ジャパンスペシャル
夏限定トリプルセット ＪＳＴ-３

円（税込）034申込番号

キリンビール株式会社［3セット入］500040

キリン一番搾りプレミアム 350ｍｌ×12本

キリン一番搾り 
プレミアムセット Ｋ-ＰＩ３

3,240円（税込）033申込番号

キリンビール株式会社［2セット入］500042

キリン一番搾りプレミアム 350ｍｌ×20本

キリン一番搾り 
プレミアムセット Ｋ-ＰＩ５

5,400

円（税込）043申込番号

原酒造株式会社［1セット入］100397

大吟醸だから味わえる、新鮮でフルー
ティーな香りと爽快な喉ごし、自然な旨
みを冷やでご堪能ください。

越の誉 大吟醸生酒 720ｍｌ×3本

越の誉 大吟醸生酒 
３本セット ＫＤＮ-５５

5,940
全国一律送料込価格

円（税込）045申込番号

お福酒造株式会社［1セット入］127914

芳醇な香りと米本来の旨みを感じる純米吟醸生酒と、
清楚な香りとすっきりした喉越しが特徴の吟醸生酒の
鮮度抜群の夏季限定酒を蔵より冷蔵直送いたします。

越後お福正宗 純米吟醸生酒 720ｍｌ×1本、
越後お福正宗 吟醸生酒 720ｍｌ×1本

越後お福正宗 夏の生酒 
飲み比べセット ＯＹＫ-３ＸＡ

3,888
全国一律送料込価格

円（税込）041申込番号

株式会社醉心山根本店［1本入］102306

山田錦を30％まで磨いて醸した大吟醸
の逸品。上品で華やかな香りと、舌に広
がる甘味を楽しめます。

720ｍｌ

醉心 鳳凰醉心 
究極の大吟醸 ＳＫＤ-５０

5,400
全国一律送料込価格

円（税込）040申込番号

株式会社世界一統［1本入］126483

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。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。

1800ml

世界一統 
褒紋大吟醸＜イチ＞ Ｓ-５０

5,400
全国一律送料込価格

円（税込）047申込番号

株式会社世界一統［1セット入］427563

果実王国和歌山県産のフレッシュな厳選果実（龍神の柚
子・有田の蜜柑）のプレミアムリキュールが誕生しました。

和歌のめぐみ 柚子酒 720ｍｌ×1本、
和歌のめぐみ 蜜柑酒 720ｍｌ×1本

世界一統 和歌のめぐみ
プレミアムギフトセット ＷＭＰ-３

5,400
全国一律送料込価格

円（税込）039申込番号

下越酒造株式会社［1本入］126476

越後杜氏がすべての技を惜しみなく注ぎ造り上げた山
田錦３５％精白の大吟醸酒です。手作業による袋取りの
雫酒です。馥郁たる香りと深い味わいのあるお酒です。

1800ml

麒麟 大吟醸 袋取り雫酒 
ＹＮ３５-１８００

10,800
全国一律送料込価格

円（税込）044申込番号

桃川株式会社［1セット入］101215

各種コンクールにおいて各部門で金賞
に輝いた、吟醸純米酒・純米酒の３本
入セット。匠の技を極めた逸品です。

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

桃川 受賞酒セット ＭＪ-３
4,644
全国一律送料込価格

円（税込）046申込番号

吉乃川株式会社［1セット入］102307

吉乃川米焼酎「のもうれ」と越後吟醸、越
後純米ののみくらべセットです。のもうれと
は一杯のみましょうという長岡の方言です。

吉乃川 越後吟醸 720ｍｌ×1本、吉乃川 米焼酎 のもうれ 
２５度 720ｍｌ×1本、吉乃川 越後純米 720ｍｌ×1本

吉乃川 涼味和酒のみくらべセット
3,888
全国一律送料込価格

円（税込）042申込番号

株式会社三輪酒造［1本入］117810

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。

1800ml

白川郷 純米生 どぶろく仕込
み 甕詰め ＫＭ-1800

7,020
全国一律送料込価格

円（税込）038申込番号

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

サッポロ生ビール 
黒ラベル缶セット ＫＳ３Ｄ

3,240

サッポロビール株式会社［3セット入］505478

全国各地の蔵元から
選りすぐりをお届けします。
全国一律送料込価格です。



じゃがいも焼酎

こんぶ焼酎 しそ焼酎 じゃがいも焼酎じゃがいも焼酎 芋焼酎 こんぶ焼酎

やや甘口

やや辛口

やや辛口

やや辛口

やや辛口

辛口淡麗辛口

100本
数量限定

200本
数量限定

150本
数量限定

じゃがいも焼酎

要冷蔵

493074 十勝池田食品株式会社

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

5,780円（税込）
6,280円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

申込番号 059要冷蔵

493075 十勝池田食品株式会社

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袋

申込番号 058

5,980円（税込）
6,480円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

要冷蔵

917073 十勝池田食品株式会社

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 90
ｇ×1本、ローストビーフソース 20ｇ×2個

4,280円（税込）
4,780円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

申込番号 061要冷蔵

917076 十勝池田食品株式会社

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

申込番号 060

5,260円（税込）
5,760円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

円（税込）053申込番号

日本清酒株式会社［6セット入］131829

北海道産米を丹精込めて磨き、杜氏と
蔵人の伝統の技で造り上げました。米
の旨みを十分に引き出した絶品です。

千歳鶴 純米吟醸 720ｍｌ×1本、
千歳鶴 特別純米 720ｍｌ×1本

千歳鶴 純米セット ＧＴ-０１
3,780

円（税込）048申込番号

金滴酒造株式会社［6本入］128861

芳醇な旨みと凜とした爽やかさのある吟
醸香のあるお酒。大吟醸特有の華やか
な香りをご堪能下さい。

1800ml
金滴 大吟醸

6,172 円（税込）050申込番号

小林酒造株式会社［6本入］133192

爽快な果実の香りで柔らかな旨味と甘
さ、そしてスッキリとした後引きが特徴の
淡麗やや辛口の大吟醸です。

1800ml
北の錦 大吟醸 暖簾ラベル

4,320

円（税込）056申込番号

札幌酒精工業株式会社［4セット入］204313

原料のさつま芋やじゃがいも、また麦や
昆布も全て、北海道産１００％の本格焼
酎ギフトです。

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

本格焼酎 喜多里ギフト IJK
3,721 円（税込）057申込番号

合同酒精株式会社［4セット入］205338

北海道生まれの焼酎（こんぶ、しそ、じゃ
がいも）を詰め合わせたセットです。

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

合同 三譚詰め合わせセット
ＧＴＫ-３

3,246
円（税込）052申込番号

高砂酒造株式会社［6本入］100306

北海道産米「彗星」を使用した蔵元限
定発売商品。味わいはすっきりとして飲
み口爽やかな淡麗辛口酒です。

720ml

国士無双 純米大吟醸酒 
彗星 蔵元限定

2,916

円（税込）049申込番号

国稀酒造株式会社［6本入］134947

山田錦を精米歩合50％まで磨き、時間をかけ
て低温発酵させました。華やかな香りと純米特
有のコクのある味わいが特徴の旨口酒です。

1800ml
国稀 純米吟醸 最北の蔵

5,143

円（税込）051申込番号

男山株式会社［8本入］170429

海外の酒類コンクールで金賞受賞｡ 香
味のバランスに重点をおいてつくられた
手造りの吟醸酒です｡

720ml
男山 純米大吟醸

5,400

円（税込）055申込番号

清里焼酎醸造所［12本入］210195

じゃがいも焼酎「北海道 清里」の原酒
を５年以上熟成させた古酒。まろやかな
口当たりが特徴です。

700ml

北海道 清里 ４４度
〈原酒５年〉

5,400円（税込）054申込番号

清里焼酎醸造所［3セット入］210294

北海道産じゃがいもを使用した本格焼
酎「北海道 清里」３銘柄の味わいがお
愉しみいただけます。

北海道 清里 ２５度 700ｍｌ×1本、
北海道 清里〈樽〉 ２５度 700ｍｌ×1本、
北海道 清里〈原酒〉 ４４度 700ｍｌ×1本

清里 斜里岳ギフトセット
6,896

●記載価格は税込です。蔵元直送・産地直送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、左記
店にてお問い合わせください。

●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2019年5月現在の価格になります。
●商品の色調は印刷物の為、多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
〈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

受付期間 ： 8月31日まで

十勝池田食品
ワイン＆ハム詰合せセット
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北海道産日本酒 北海道産本格焼酎


