
円（税込）007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。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

6,600

厳選洋酒
個性あふれる洋酒を取り揃えました。

491242 ［6セット入］ 日本酒類販売株式会社

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・白ワインギフト
3,300円（税込）009申込番号

304375 ［6本入］ 日本酒類販売株式会社

「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。

スコッチウイスキー
ディンプル12年  700ml

4,400円（税込）008申込番号
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池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

円（税込）001申込番号

［1セット入］496050

十勝キャッスル北海道スぺシャルブレンド 赤 720ml×1本、
十勝キャッスルデラックスブレンド 赤 720ml×1本

十勝ワインオリジナルセット
4,950

十勝ワインオリジナルセット
十勝ワインで初回の地理的表示（GI)認定品と
池田町の画家杉山雄作氏の作品をラベルにし
たオリジナルワインセットです。

5,779円（税込）002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あり、爽快な
酸味の清見と華やかな果実香とエレガント
な味わいのセイオロサム白２本セットです。

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

十勝ワインギフトセット
ＫＶ-４７０

3,611円（税込）003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、ドライ風味のロゼの３本セットです。

十勝ワイン トカップ ロゼ 720ｍｌ×1本、十勝ワイ
ン トカップ 白 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

4,590円（税込）004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
720ｍｌ×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

3,960円（税込）005申込番号

株式会社はこだてわいん［4セット入］496034

スッキリとした赤ワインとフルーティーな
白ワイン、辛口タイプでスパイシーなロゼ
ワインの３本詰め合わせセットです。

北海道１００ナイヤガラ 白 720ｍｌ×1本、北海
道１００セイベル ロゼ 720ｍｌ×1本、北海道１
００キャンベルアーリー 赤 720ｍｌ×1本

はこだてわいんギフトセット
北海道１００ＣＮＳＲ

2,684円（税込）006申込番号

北海道ワイン株式会社［6セット入］496035

「おたる白・辛口」とサクラアワード２０１９
にてダブルゴールド（'17年産）を受賞した
「キャンベルアーリ辛口」のセットです。

おたる 白 720ｍｌ×1本、
おたる キャンベルアーリ 赤 720ｍｌ×1本

おたるワイン辛口２本セット
ＯＷ２-２４４ＫＡ

ミディアムボディ

赤
辛口

白

●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、上記店
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2020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。

●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、上記店
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2020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

HOKUSYUHAN  JUST  SELECTION
2020 のお中元

ミディアムボディ
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赤



ビール人気のあるビールセットをセレクトしました。

2 0 2 0  S U M M E R  G I F T H O K U S Y U H A N  J U S T  S E L E C T I O N

5,500 円（税込）010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

4,400 円（税込）011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

3,300 円（税込）012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

2,750 円（税込）013申込番号

アサヒビール株式会社［3セット入］506299

アサヒスーパードライ 250ｍｌ×3本、
アサヒスーパードライ 350ｍｌ×8本

アサヒスーパードライ
缶セット ＡＧ-２５

5,500 円（税込）014申込番号

アサヒビール株式会社［2セット入］510320

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×14本、ウェルチコンコードグレープ100 280ｇ×4本、ウェルチオレ
ンジ１00 280ｇ×4本、ウェルチマスカット１00 280ｇ×3本、ウェルチアップル１00 280ｇ×3本

アサヒスーパードライ
ファミリーセット ＦＳ-５Ｎ

4,400 

アサヒビール株式会社［2セット入］510319

円（税込）015申込番号

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

3,300 

アサヒビール株式会社［3セット入］510318

円（税込）016申込番号

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

3,300 

アサヒビール株式会社［3セット入］501072

円（税込）017申込番号

アサヒスーパードライジャパンスペシャル爽涼 
350ｍｌ×12本

アサヒスーパードライジャパン
スペシャル夏限定缶ビールセット 
ＪＬ-３Ｎ

3,300 

アサヒビール株式会社［3セット入］509690

円（税込）018申込番号

アサヒスーパードライジャパンスペシャル 
350ｍｌ×12本

アサヒスーパードライジャパン
スペシャル缶ビールセット
ＪＳ-３Ｎ

3,300 

アサヒビール株式会社［3セット入］501070

円（税込）019申込番号

アサヒスーパードライジャパンスペシャル 350ｍｌ×4本、アサヒスー
パードライジャパンスペシャル爽涼 350ｍｌ×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×2本、ウェルチアップル１００ 280ｇ×2本

アサヒスーパードライジャパン
スペシャルファミリーセット
ＪＳ-３Ｆ

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

5,500 円（税込）020申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502014

マスターズドリーム 350ml×13本

「夢」マスタ－ズドリ－ムセット  
ＢＭＣ４Ｐ

4,400 円（税込）025申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］501902

マスターズドリーム 350ml×10本

「夢」マスタ－ズドリ－ムセット  
ＢＭＣ３Ｐ

3,300 円（税込）026申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502015

マスターズドリーム 350ml×8本、
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×10本

「夢」マスタ－ズドリ－ム
ダブルセット ＤＭＢ５Ｐ

5,500 円（税込）027申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502017

マスターズドリーム 350ml×6本、
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×8本

「夢」マスタ－ズドリ－ム
ダブルセット ＤＭＢ４Ｐ

4,400 円（税込）028申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］502018

マスターズドリーム 350ml×5本、
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×6本

「夢」マスタ－ズドリ－ム
ダブルセット ＤＭＢ３Ｐ

3,300 円（税込）029申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502086

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  ＢＥＣ４Ｐ

4,400 円（税込）021申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］501097

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  ＢＥＣ３Ｐ

3,300 円（税込）022申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］508074

ザ・プレミアム・モルツ 350ml×6本、
ザ・プレミアム・モルツ 250ml×2本

ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット  ＢＰＣ２Ｎ

2,200 円（税込）023申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502013

マスターズドリーム 350ml×16本

「夢」マスタ－ズドリ－ムセット  
ＢＭＣ５Ｐ

5,500 円（税込）024申込番号



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。

辛口辛口

要冷蔵

045申込番号

お福酒造株式会社［1セット入］127914

芳醇な香りと米由来の旨みが特長の純米吟
醸生酒と、淡麗な味わいの吟醸生酒をセット
にした鮮度抜群の夏季限定生酒です。

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

3,960円（税込）

辛口やや辛口 やや辛口

046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

4,950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

5,500円（税込）

やや辛口

042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

5,500円（税込）

やや辛口

043申込番号

人気酒造株式会社［1セット入］104580

「ワイングラスでおいしい日本酒アワー
ド」金賞受賞酒とワイングラスをセットに
しました。

人気一 ゴールド人気純米大吟醸720ｍｌ×2本、
ワイングラス 1脚

人気一　ゴールド人気純米
大吟醸・ワイングラスセット 

5,209円（税込）

淡麗辛口濃醇辛口

044申込番号

六花酒造株式会社［1セット入］104584

東北の酒造好適米「華吹雪」を使っ
た特別純米酒と吟醸酒の２本セットで
す。

特別純米酒 じょっぱり華吹雪 720ｍｌ×1本、
吟醸じょっぱり 720ｍｌ×1本

六花酒造 じょっぱり味対決
ＲＧＨ-３０

4,070円（税込）

039申込番号

117810 ［1本入］ 株式会社三輪酒造

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

7,150円（税込）

辛口

040申込番号

株式会社小堀酒造店［1セット入］104578

冬に搾った純米吟醸酒を夏まで凍結
保存。溶けてみぞれ状になったしぼりた
て生酒の新鮮な味わいをお楽しみいた
だけます。

165ml×8本

萬歳楽 白山氷室 ８本セット
ＭＨ-５２

5,720円（税込）

やや辛口

041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

5,500円（税込）

038申込番号

越後杜氏の全ての技で醸した山田錦
大吟醸。馥郁たる芳香に、辛口の中に
も旨味、甘味が感じられ後味のキレの良
さのあるお酒です。

1800ml

麒麟 大吟醸 袋取り雫酒 
YN35-1800

11,000円（税込）

3,300 円（税込）035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

5,500 円（税込）034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

3,300 円（税込）036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

サッポロビール株式会社［3セット入］505478

3,300 円（税込）037申込番号

サッポロビール株式会社［4セット入］501966

ヱビスビール缶 350ｍｌ×10本、
ラッキーヱビス缶 350ｍｌ×2本

ヱビスビール缶セット
ＹE３ＤL

キリンビール株式会社［2セット入］510104

キリン一番搾り 
生ビールセット Ｋ-ＩＳ５

5,500円（税込）030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 350ｍｌ×21本

キリン一番搾り 
生ビールセット Ｋ-ＩＳ３

3,300 円（税込）031申込番号

5,500 032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

3,300 円（税込）円（税込） 033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

辛口

126476 ［1本入］ 下越酒造株式会社

やや辛口

要冷凍 要冷凍

柚子酒 蜜柑酒

120セット
数量限定

全国一律送料込価格

全国一律送料込価格全国一律送料込価格全国一律送料込価格

全国一律送料込価格

全国一律送料込価格 全国一律送料込価格 全国一律送料込価格

全国一律送料込価格 全国一律送料込価格



十勝ワイン＆ハム詰合せ
FT-５０１

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

HO
KU

SYUHAN  SANCHOKUBIN                              2020  SUM
M

ER HOKUSYUHAN JUST SELECTIO
N

要冷蔵

496032 十勝池田食品株式会社

十勝ワイン トカップ 赤 720ｍｌ×1本、スパイ
スビーフ 60ｇ×1袋、十勝ロースハム 60ｇ×
1袋、十勝ベーコン 200ｇ×1個、十勝ポーク
ウィンナー135ｇ×1袋、十勝ボロニアソー
セージ 250ｇ×1本

申込番号 058

5,980円（税込）
6,380円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

要冷蔵

496031 十勝池田食品株式会社

十勝ワイン＆ハム詰合せ 
ＴＣ-４０１

十勝ワイン トカップ 赤 720ｍｌ×1本、スパイ
スビーフ 90ｇ×1袋、ローストビーフ 200ｇ×
1個、十勝モモ生ハム 40ｇ×1袋、ローストビー
フソース 20ｇ×2袋

5,390円（税込）
5,780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

810861 十勝池田食品株式会社

十勝ローストビーフ＆ハム
ＴＩＯ-３７

ローストビーフ 200ｇ×1個、スパイスビーフ
90ｇ×1袋、十勝モモ生ハム 40ｇ×1袋、ロー
ストビーフソース 20ｇ×2袋

3,880円（税込）
4,280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

810862 十勝池田食品株式会社

十勝ローストビーフ＆ハム・
ソーセージ Ｍ-４５１

ローストビーフ 200ｇ×1個、スパイスビーフ 
90ｇ×1袋、十勝モモ生ハム 40ｇ×1袋、十勝
の恵みソフトサラミ 90ｇ×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 20
ｇ×2袋

申込番号 060

4,780円（税込）
5,180円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

円（税込）050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

5,885 円（税込）051申込番号

高砂酒造株式会社［6本入］104304

北海道産酒造好適米「彗星」を１００％
使用し大雪山系の雪清水で醸した、味
わい深い重厚感のある辛口酒です。

720ｍｌ
国士無双 大吟醸原酒 極醸

3,520 円（税込）052申込番号

金滴酒造株式会社［12本入］100501

第３の酒米と言われる新十津川産「きた
しずく」を贅沢に３８％まで磨き上げ、丹
念に醸し上げた大吟醸酒です。

720ｍｌ
金滴 大吟醸 きたしずく

3,300

辛口

円（税込）053申込番号

小林酒造株式会社［6セット入］114347

味わいにトロリとした濃さを感じます。穏
やかな香り、すっきりとした旨味の辛口大
吟醸です。

720ｍｌ
北の錦 大吟醸原酒 まる田

2,420

やや辛口 辛口

円（税込）054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
3,850

205338 ［4セット入］ 合同酒精株式会社

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

049申込番号

小林酒造株式会社
［6セット入］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

4,400円（税込）
048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

5,238円（税込）日
本
酒

北
海
道
産

本
格
焼
酎

本
格
焼
酎

北
海
道
産

やや辛口 やや辛口

やや辛口 淡麗辛口 やや辛口

200本
数量限定

100本
数量限定

200本
数量限定

じゃがいも焼酎じゃがいも焼酎 芋焼酎 こんぶ焼酎 こんぶ焼酎 しそ焼酎 じゃがいも焼酎

3,307円（税込）057申込番号

合同 三譚詰め合わせセット
ＧＴＫ-３

200914 ［4セット入］ 札幌酒精工業株式会社

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。

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

3,955円（税込）056申込番号

本格焼酎 喜多里ギフト
IJK

210294 ［3セット入］ 清里焼酎醸造所

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

7,024円（税込）055申込番号

清里 斜里岳ギフトセット


