
※商品の色柄、デザイン等がカタログと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  ★印は軽減税率対象品目です。

稲庭手延うどん詰め合わせ

稲庭手延うどん 100g×3本

●ケース入数：30　●箱サイズ：280×220×30ｍｍ

MI-B
商品番号 ¥1,575［本体価格］

¥1,701［税込］★

今治の水縹（みずはなだ）タオルセット

フェイスタオル 34cm×80cm×1
ウォッシュタオル 34cm×35cm×1

●ケース入数：60　●箱サイズ：190×305×60ｍｍ

3115
商品番号 ¥1,500［本体価格］

¥1,650［税込］

柿安本店・新之助貝新 しぐれ詰合せ

貝新 殿さん茶々漬5g×2袋・あさりしぐれ10g×2袋
柿安本店 牛肉ごぼうしぐれ煮50g×1袋

●ケース入数：60　●箱サイズ：250×230×35mm

KSAE
商品番号 ¥1,500［本体価格］

¥1,620［税込］★

柿安本店・新之助貝新 しぐれ詰合せ

貝新 殿さん茶々漬5g×2袋・あさりしぐれ10g×2袋
柿安本店 牛肉ごぼうしぐれ煮50g×1袋
柿安本店 そぼろ味噌味合わせ50g×1袋
●ケース入数：60　●箱サイズ：250×230×35mm

KSBOS
商品番号 ¥2,000［本体価格］

¥2,160［税込］★

モンカフェ クッキータイムセット

モンカフェ ドリップコーヒースペシャルブレンド7.5g×4袋
ワッフルクッキーメープル×4袋
アーマッドティ ダージリン2g×2袋 アールグレイ2g×2袋
●ケース入数：30　●箱サイズ：315×225×35ｍｍ

MWAE
商品番号 ¥1,500［本体価格］

¥1,620［税込］★

減塩みそ汁＆白子のり詰合せ

タニタ食堂監修 減塩みそ汁×6食
（あおさ×2・なす×2・オクラとめかぶ×2）
白子のり 味のり（8切５枚）×2食
●ケース入数：20　●箱サイズ：230×215×40mm

STBO
商品番号 ¥2,000［本体価格］

¥2,160［税込］★

きしめん亭詰合せ 味噌煮込と棊子麺（きしめん）

きしめん亭 手折りきしめん90g×1袋 コーチンめんつゆ25g×1袋
手折り味噌煮込みうどん90g×1袋 コーチンあじみそ50g×1袋
柳屋本店 鰹削り節3g×4袋
●ケース入数：20　●箱サイズ：355×230×40mm

KTBO
商品番号 ¥2,000［本体価格］

¥2,160［税込］★

モンカフェ クッキータイムセット

モンカフェ ドリップコーヒースペシャルブレンド7.5g×2袋
ヴァンホーテンミルクココア18g×3袋 ワッフルクッキーメープル×8袋
アーマッドティ ダージリン2g×2袋 アールグレイ2g×2袋
●ケース入数：30　●箱サイズ：355×230×45mm

MWBO
商品番号 ¥2,000［本体価格］

¥2,160［税込］★

だし溜り醤油 詰合せ

千門家 卵かけ だし溜り醤油 150ml×1本
有明海産 一番摘み海苔 8切8枚×2袋
焼津産 柳屋本店 糸けずり 鰹削り節3g×4袋
●ケース入数：15　●箱サイズ：275×195×60mm

KIS
商品番号 ¥2,300［本体価格］

¥2,484［税込］★

秋田名産 伝統と職人
が織りなす

今治の水縹（みずはなだ）タオルセット

フェイスタオル 34cm×80cm×2

●ケース入数：52　●箱サイズ：190×305×60mm

3120
商品番号 ¥2,000［本体価格］

¥2,200［税込］

伝統と職人
が織りなす

玉子料理に
相性が良い

厳選
調味料

稲庭手延うどん詰め合わせ

稲庭手延うどん 100g×5本

●ケース入数：20　●箱サイズ：280×220×30ｍｍ

MI-C
商品番号 ¥2,100［本体価格］

¥2,268［税込］★

秋田名産

新盆用 厳選ギフトセット新盆用 厳選ギフトセット新盆用 厳選ギフトセット

人気
セット

タニタ
食堂

減塩みそ汁＆白子のり詰合せ

タニタ食堂監修 減塩みそ汁×4食
（あおさ×2・なす×1・オクラとめかぶ×1)
白子のり 味のり（8切5枚)×2食
●ケース入数：20　●箱サイズ：230×215×40ｍｍ

STAE
商品番号 ¥1,500［本体価格］

¥1,620［税込］★

タニタ
食堂



※商品の色柄、デザイン等がカタログと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  ★印は軽減税率対象品目です。

今治の水縹（みずはなだ）タオルセット

バスタオル 60cm×120cm×1

●ケース入数：40　●箱サイズ：270×345×60mm

3125
商品番号 ¥2,500［本体価格］

¥2,750［税込］

伝統と職人
が織りなす

今治の水縹（みずはなだ）タオルセット

バスタオル 60cm×120cm×1
ウォッシュタオル 34cm×35cm×1

●ケース入数：30　●箱サイズ：270×345×60mm

3130
商品番号 ¥3,000［本体価格］

¥3,300［税込］

伝統と職人
が織りなす

今治の水縹（みずはなだ）タオルセット

バスタオル 60cm×120cm×1
フェイスタオル 34cm×80cm×2
ウォッシュタオル 34cm×35cm×1
●ケース入数：30　●箱サイズ：270×345×60mm

3151
商品番号 ¥5,000［本体価格］

¥5,500［税込］

伝統と職人
が織りなす

稲庭手延うどん詰め合わせ

稲庭手延うどん 100g×6本
めんつゆ（希釈用）24ml×6袋

●ケース入数：20　●箱サイズ：280×285×30mm

MS-E
商品番号 ¥3,150［本体価格］

¥3,402［税込］★

秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ

稲庭手延うどん 100g×10本

●ケース入数：10　●箱サイズ：280×350×30mm

MI-040
商品番号 ¥4,200［本体価格］

¥4,536［税込］★

秋田名産秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ

稲庭手延うどん 100g×8本

●ケース入数：10　●箱サイズ：280×285×30mm

MI-035
商品番号 ¥3,675［本体価格］

¥3,969［税込］★

秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ

稲庭手延うどん 100g×13本

●ケース入数：10　●箱サイズ：280×350×30mm

MI-050
商品番号 ¥5,250［本体価格］

¥5,670［税込］★

新盆用 厳選ギフトセット新盆用 厳選ギフトセット新盆用 厳選ギフトセット

柿安本店・新之助貝新 しぐれ詰合せ

貝新 殿さん茶々漬5g×2袋・あさりしぐれ10g×2袋
柿安本店 牛肉ごぼうしぐれ煮50g×1袋
柿安本店 そぼろ味噌味合わせ50g×2袋
●ケース入数：60　●箱サイズ：250×230×35mm

KSBES
商品番号 ¥2,500［本体価格］

¥2,700［税込］★

柿安本店・新之助貝新 しぐれ詰合せ

貝新 殿さん茶々漬5g×4袋・あさりしぐれ10g×4袋
柿安本店 牛肉ごぼうしぐれ煮50g×2袋

●ケース入数：60　●箱サイズ：250×230×35mm

KSCO
商品番号 ¥3,000［本体価格］

¥3,240［税込］★

稲庭手延うどん詰め合わせ

稲庭手延うどん 100g×6本

●ケース入数：20　●箱サイズ：280×220×30mm

MI-025
商品番号 ¥2,625［本体価格］

¥2,835［税込］★

秋田名産

減塩みそ汁＆白子のり詰合せ

タニタ食堂監修 減塩みそ汁×7食
（あおさ×3・なす×2・オクラとめかぶ×2）
白子のり 味のり(8切5枚）×3食
●ケース入数：20　●箱サイズ：230×330×40ｍｍ

STBE
商品番号 ¥2,500［本体価格］

¥2,700［税込］★

タニタ
食堂

減塩みそ汁＆白子のり詰合せ

タニタ食堂監修 減塩みそ汁×9食
（あおさ×3・なす×3・オクラとめかぶ×3）
白子のり 味のり（8切5枚）×3食
●ケース入数：20　●箱サイズ：230×330×40ｍｍ

STCO
商品番号 ¥3,000［本体価格］

¥3,240［税込］★

タニタ
食堂



手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）

特級品 50g×6束
●ケース入数：20　●箱サイズ：215×138×38mm
GB15
商品番号 ¥1,650［本体価格］

¥1,782［税込］★

手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）

特級品 50g×9束
●ケース入数：20　●箱サイズ：215×198×38mm
GB20
商品番号 ¥2,200［本体価格］

¥2,376［税込］★

手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）

特級品 50g×12束
●ケース入数：10　●箱サイズ：206×255×32mm
GB25
商品番号 ¥2,750［本体価格］

¥2,970［税込］★

手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）

特級品 50g×16束
●ケース入数：10　●箱サイズ：206×310×32mm
GB30
商品番号 ¥3,300［本体価格］

¥3,564［税込］★

手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）

特級品 50g×22束
●ケース入数：7　●箱サイズ：206×410×33mm
GB40
商品番号 ¥4,400［本体価格］

¥4,752［税込］★

手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）

特級品 50g×30束
（2段積）●ケース入数：5　●箱サイズ：206×305×44mm

GB50
商品番号 ¥5,500［本体価格］

¥5,940［税込］★

揖保乃糸の「帯の色・等級」について

大切な方々へ、感謝の気持ちを込めて
特級の返礼品をお届けします。

手延そうめん「揖保乃糸」は、厳選した小麦と赤穂の塩を
原料に、そうめん作りに適した豊かな気候風土に育まれて
きました。およそ600年受け継がれる伝統の手延製法で、
幾度も熟成を重ねながら、職人が丹精込めて作り上げた
播州地方の名品です。

手 延 素 麺

※商品の色柄、デザイン等がカタログと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  ★印は軽減税率対象品目です。

★特級品

昨今の小麦粉・包材の値上げにつき本体価格10％値上げしております。
包装・のし紙添付対応・袋付きかつ、返品可能で対応しております。  ご理解のほどよろしくお願いいたします。



日清オイリオ詰め合わせ 日清ヘルシーキャノーラ油 350g×1
日清ヘルシーオフ 350g×1
日清ヘルシーベジオイル 350g×1

●ケース入数：6　●箱サイズ：216×235×58mmOP-15N
商品番号 ¥1,650［本体価格］

¥1,782［税込］★

日清オイリオ詰め合わせ 日清ヘルシーキャノーラ油 350g×2
日清ヘルシーオフ 350g×1
日清ヘルシーベジオイル 350g×1

●ケース入数：6　●箱サイズ：216×306×58mmOP-20N
商品番号 ¥2,200［本体価格］

¥2,376［税込］★

日清オイリオ詰め合わせ 日清ヘルシーキャノーラ油 350g×1
日清ヘルシーベジオイル 350g×1
日清エキストラバージンオリーブオイル 145g×1
日清ヘルシーごま香油 145g×1
●ケース入数：6　●箱サイズ：219×311×65mmOV-20

商品番号 ¥2,200［本体価格］
¥2,376［税込］★

日清オイリオ詰め合わせ 日清ヘルシーキャノーラ油 350g×1
日清ヘルシーベジオイル 350g×1
日清健康オイルアマニプラス 350g×2
日清エキストラバージンオリーブオイル 145g×1
日清ヘルシーごま香油 145g×1
●ケース入数：5　●箱サイズ：219×454×65mmOV-30

商品番号 ¥3300［本体価格］
¥3,564［税込］★

日清オイリオ詰め合わせ 日清ヘルシーキャノーラ油 350g×2
日清ヘルシーベジオイル 350g×1
日清エキストラバージンオリーブオイル 145g×1
日清ヘルシーごま香油 145g×1

●ケース入数：5　●箱サイズ：219×382×65mmOV-25
商品番号 ¥2,750［本体価格］

¥2,970［税込］★

日清オイリオ詰め合わせ

日清ヘルシーキャノーラ油 350g×4
日清ヘルシーオフ 350g×2
日清ヘルシーベジオイル 350g×2

●ケース入数：4　●箱サイズ：425×306×58mm

OP-40N
商品番号 ¥4,400［本体価格］

¥4,752［税込］★

日清オイリオ詰め合わせ

日清ヘルシーキャノーラ油 350g×5
日清ヘルシーオフ 350g×3
日清ヘルシーベジオイル 350g×2

●ケース入数：4
●箱サイズ：425×378×58mm

OP-50N
商品番号 ¥5,500［本体価格］

¥5,940［税込］★

日清オイリオ詰め合わせ 日清ヘルシーキャノーラ油 350g×2
日清ヘルシーオフ 350g×2
日清ヘルシーベジオイル 350g×2

●ケース入数：5　●箱サイズ：216×449×58mmOP-30N
商品番号 ¥3,300［本体価格］

¥3,564［税込］★

カラッとサクッと本当に「油っこくない」でおなじみ、成熟品質の厳選「なたね」を
使用した日清キャノーラ油を中心に、健康志向のヘルシーオイルの詰め合わせです。
※包装・のし紙添付対応・袋付きかつ、返品可能で対応しております。
昨今の食用油値上げにつき本体価格10％値上げしております。

　ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※商品の色柄、デザイン等がカタログと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  ★印は軽減税率対象品目です。

日頃の感謝の気持ちを込めて
いつも使う調味油をお届けします。


