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P.01 - 04

ざっくり食感が楽しいクッキーをはじめ、
珈琲・紅茶に合う焼菓子を詰合せました♪

ティータイムにぴったりの
スイーツセット。

（F52620）

ミル・ガトー スイーツセレクト

●商品：ミルククランチバー×2、ナッツとチョコのざっくりクッキー×
2、ラングドシャ（プレーン・ショコラ）×各2 ●箱：147×194×38㎜
●A5判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6501-01 CZ-10 36入

（F52620）

キャラバンコーヒー&スイーツセレクション

●商品：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×各1）、ナッツとチョコのざっくりクッキー×1 ●箱：
210×200×40㎜ ●B5判 ●卵・乳・小麦 ●最終加工地：JPN（生
豆：BRA・IDN他）

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6501-02 CV-10R 40入

（F52627）

長崎製法カステーラ

●商品：カステラ（7切入）×1 ●箱：200×105×70㎜ ●A5判
●卵・小麦 ●JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6501-03 KTB 32入

（F52627）

静岡茶

●商品：抹茶入玄米茶（70g）×1 ●箱：230×115×25㎜ ●B5判
●JPN

¥500（税込¥540）★
注文番号 P6501-04 HP 65入

（F52665）

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト

●商品：薬用入浴剤25g×12包（登別・草津・有馬・箱根×各3）
●箱：260×180×40㎜ ●A4判 ●JPN

¥1,000（税込¥1,100）

注文番号 P6501-06 PG-10 20入
（F12617）

ふるさとギフト謹製

●商品：2重ガーゼフェイスタオル（340×780㎜）×1、ウォッシュタ
オル×2（340×330㎜）●材質：綿100% ●箱：287×207×41㎜
●A4判 ●JPN

¥1,000（税込¥1,100）

注文番号 P6501-07 FGT-100 48入

（F52722）

ローラ アシュレイ 
フレグランスウォッシュセット

●商品：薬用ハンドウォッシュ（ガーデンメドウ）250ｍｌ×1、薬用ハ
ンドウォッシュ詰替用（ガーデンメドウ）200ｍｌ×1 ●箱：180×220
×55㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥1,000（税込¥1,100）

注文番号 P6501-05 LAY-10 24入
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（F12627）

和布小紋【modern】 フェイスタオル

●商品：（340×750㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：260×155×
30㎜ ●A4判 ●JPN

¥1,000（税込¥1,100）

注文
番号
P6502-02（ベージュ）
P6502-01（グリーン） KWFK-101GR

96入
KWFK-101BE

（F12622）

サニーデイクッカ 愛媛今治 フェイスタオル

●商品：（340×750㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：220×150×
20㎜ ●B5判 ●JPN

¥1,000（税込¥1,100）

注文番号 P6502-03 65710 112入

（F12652）

タオルソムリエの選択 フェイスタオル2P

●商品：（340×750㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：240×320×
45㎜ ●B4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）

注文番号 P6502-10 22710-61315-930 40入

（F12647）

ORGANIC TALES フェイスタオル

●商品：（750×290㎜）×1 ●材質：綿100%（パイル部：オーガニッ
クコットン100%）●箱：167×240×33㎜ ●B5判 ●JPN

¥1,000（税込¥1,100）

注文
番号
P6502-05（グレー）
P6502-04（ベージュ） ALE2310 60入

（F12622）

今治いろどり 春花秋月 ハンドタオル2P

●商品：（340×340㎜）×1、（340×300㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：150×220×20㎜ ●B5判 ●JPN

¥1,250（税込¥1,375）

注文番号 P6502-08 66512 112入

（F12653）

NISSHINBO三ツ桃 エンジェルソフト 
今治ウォッシュタオル2P

●商品：（340×370㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：220×280×
50㎜ ●A4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）

注文番号 P6502-09 ND-8215 36入

（F12629）

今治 カラーレイズ フェイスタオル

●商品：（340×750㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：240×160×
35㎜ ●B5判 ●JPN

¥1,000（税込¥1,100）

注文
番号
P6502-07（ブルー）
P6502-06（ピンク） C-20101

112入
C-20102

（F12625）

ナチュラル アイランド 
オリーブスクラブⅡ  オリーブ加工&
エコマーク認定タオルセット

●商品：フェイスタオル（エコマーク認定・オリーブ加工）（330×
750㎜）×1、ハンドタオル（オリーブ加工）（330×350㎜）×1 ●材
質：綿100% ●箱：205×245×40㎜ ●A4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）

注文番号 P6502-11 TNI1503011 80入

（F12628）

咲染桜 タオルセット

●商品：フェイスタオル（330×750㎜）×1、ウォッシュタオル（330
×340㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：190×280×40㎜ ●A4判
●JPN

¥1,500（税込¥1,650）

注文番号 P6502-12 SZ-1501 60入

（F12614）

西川 レスプリピュール 
今治製ウォッシュタオル2P

●商品：（350×340㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：214×313×
50㎜ ●B4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）

注文番号 P6502-13 TT82153507 40入

（F12625）

日本名産地タオル 
今治ぼかし織Ⅱ ハンドタオル2P

●商品：（340×350㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：205×245×
40㎜ ●A4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）

注文番号 P6502-14 TMS1506211 80入

（F12619）

一越織両面染金封ふくさ

●商品：（200×120㎜）×1 ●材質：表地：ポリエステル100%、裏
地：レーヨン100％ ●箱：215×130×20㎜ ●B5判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）

注文番号 P6502-15 680 70入
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食　品

味良し、香り良し、国内産の味わい

（F52620）

Senjudo ゴーフレット+Pie

●商品：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 ●箱：185×255×40㎜ ●A4判 ●卵・乳・
小麦 ●JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6503-01 WS-10F 48入

（F52634）

銀座鹿乃子 和菓子詰合せ

●商品：黒蜜かりんとう10g×2、白蜜かりんとう10g×2 ●箱：137×
268×38㎜ ●A4判 ●乳・小麦 ●最終加工地：JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6503-02 KYM-A 30入

（F52634）

64℃ スープギフト（8袋）

●商品：中華わかめスープ3g×4、洋風オニオンスープ7g×2、欧
風野菜スープ10g×2 ●箱：120×210×60㎜ ●B5判 ●乳・小麦
●最終加工地：JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6503-03 M-S10N 27入

（F52627）

茶の国めぐり 茶水詮 
緑茶ティーバッグ詰合せ

●商品：静岡掛川深蒸し煎茶ティーバッグ（5g×5p）×1、三重伊
勢かぶせ茶ティーバッグ（5g×5p）×1 ●箱：157×166×53㎜
●A5判 ●JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6503-04 TB-10 34入

（F52674）

ティータイムセット

●商品：AGFちょっと贅沢な珈琲店（プレミアムビター7g×3、プレ
ミアムマイルド7g×3）、AGFカフェラトリー濃厚ミルクカフェラテ
10g×3、シュガー5g×4 ●箱：250×220×28㎜ ●A4判 ●乳 ●最
終加工地：JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6503-05 CS-10 52入

（F52627）

有明海産海苔 明太子風味&
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット

●商品：明太子風味味付のり（8切28枚）×1、味付のり（8切24
枚）×1 ●箱：143×157×75㎜ ●A5判 ●小麦・えび ●JPN

¥1,000（税込¥1,080）★
注文番号 P6503-06 IMJ-10 60入

（F32626）

Dolce Collection スイーツタイム01

●商品：バウムクーヘン175g×1、ミニバウムクーヘン（チョコ・プレ
ーン×各1）、クッキー（アーモンド・チョコチップ×各1）●箱：198×
249×53㎜ ●A4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥1,500（税込¥1,620）★
注文番号 P6503-07 DST-01 30入

（F52624）

酵素焙煎ドリップコーヒーセット

●商品：クラシックブレンド7g×8、エクセレントブレンド7g×4 ●箱：
260×330×35㎜ ●B4判 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・COL
他）

¥1,500（税込¥1,620）★
注文番号 P6503-08 ND-150 20入

（F62600）

海の恵詰合せ

●商品：鮭ほぐし50g×1、のり佃煮瓶詰80g×1、かつおだし（4g×
8）×1 ●箱：165×180×74㎜ ●A5判 ●乳・小麦 ●JPN

¥1,500（税込¥1,620）★
注文番号 P6503-09 ZS-AE2 28入

（F52734）

国内産どんこ椎茸

●商品：国内産どんこ椎茸50g×1 ●箱：275×195×55㎜ ●A4判
●JPN

¥1,500（税込¥1,620）★
注文番号 P6503-10 JMD-15IN 20入

（F52657）

タニタ食堂監修減塩みそ汁・白子のり詰合せ

●商品：タニタ食堂監修減塩みそ汁（あおさ×2、なす・オクラとめか
ぶ×各1）、白子のり味のり（8切5枚）×2 ●箱：230×215×40㎜
●B5判 ●小麦・えび ●JPN

¥1,500（税込¥1,620）★
注文番号 P6503-11 ST-15 20入

（F52621）

小豆島そうめん（15束）

●商品：小豆島そうめん（50g×5）×3 ●箱：203×255×23㎜
●A4判 ●小麦 ●JPN

¥1,500（税込¥1,620）★
注文番号 P6503-12 KSH-15 20入
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認定番号：第2013-614号

洗　剤

（F52722）

ミッフィー ソープギフト

●商品：薬用ハンドソープ250ml×1、詰替用200ml×1 ●箱：180
×220×55㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥1,000（税込¥1,100）
注文番号 P6504-01 MFF-10 24入

（F52636）

ファーファギフトセット

●商品：ファーファ液体洗剤無香料450g×1、ファーファ液体洗剤
無香料（詰替）400g×2 ●箱：105×170×265㎜ ●A4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-04 FAG-15 12入

（F52622）

四季折々 薬用入浴剤セット

●商品：バブ（ゆず・森）×各1、薬用入浴剤（ゆず・よもぎ）25g×2
包×各1箱 ●箱：200×190×35㎜ ●A5判 ●最終加工地：JPN

¥1,000（税込¥1,100）
注文番号 P6504-02 SB-10N 48入

（F52722）

今治ブランドタオル&薬用ハンドソープセット

●商品：ウォッシュタオル（340×350㎜）×1、薬用ハンドソープ
250ｍｌ×1 ●材質：タオル（綿100%）●箱：225×215×55㎜
●B5判 ●最終加工地：JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-03 ITS-15 28入

（F52636）

アリエール抗菌除菌ギフト

●商品：P&Gアリエールジェル750g×1、台所用除菌ジェル
250ml×1、洗たく槽クリーナー100g×1 ●箱：114×135×275㎜
●A4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-05 GPS-15D 12入

（F52722）

ファミリーライフギフト

●商品：アタックZERO7Ｐ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬
用ハンドソープ詰替用200ml×1 ●箱：75×130×190㎜ ●A5判
●最終加工地：JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-06 FMN-15 24入

（F52722）

ミッフィー ソープギフト

●商品：薬用ハンドソープ250ml×1、詰替用200ml×2 ●箱：180
×345×55㎜ ●B4判 ●最終加工地：JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-10 MFF-15 15入

（F52622）

四季折々 薬用入浴剤セット

●商品：バブ（ゆず・森・ラベンダー）×各1、薬用入浴剤（ゆず・よも
ぎ・もも）25g×2包×各1箱 ●箱：200×275×35㎜ ●A4判 ●最
終加工地：JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-11 SB-15N 36入

（F52665）

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト

●商品：薬用入浴剤25g×18包（登別・草津・有馬・別府×各3、箱
根×6）●箱：260×260×50㎜ ●A4判 ●JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-12 PG-15 16入

（F52722）

クリアランドリーパワーギフト

●商品：トップクリアリキッド450g×1、薬用ハンドソープ250ml×
1、薬用ハンドソープ詰替用200ml×1 ●箱：100×130×235㎜
●B5判 ●最終加工地：JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-07 CPG-15 15入

（F52722）

スーパークリアギフト

●商品：トップスーパーナノックス3P×2、薬用ハンドソープ250ml
×1、薬用ハンドソープ詰替用200ml×1 ●箱：90×105×190㎜
●A5判 ●最終加工地：JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-08 LSC-15 24入

（F52722）

ローラ アシュレイ 
フレグランスウォッシュセット

●商品：薬用ハンドウォッシュ（ガーデンメドウ）250ｍｌ×1、薬用ハ
ンドウォッシュ詰替用（ガーデンメドウ）200ｍｌ×2 ●箱：180×345
×55㎜ ●B4判 ●最終加工地：JPN

¥1,500（税込¥1,650）
注文番号 P6504-09 LAY-15 15入
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有明海産の味付け海苔など、
選りすぐりの逸品を詰合せました。

しっとりとしたコクのある美味しさに仕上げた
自慢の「バウムクーヘン」をお楽しみください。

ドリップコーヒーとセイロン紅茶がセットに
なった、ティータイムにぴったりの贈り物。

珈琲派も紅茶派にも嬉しい
 ドリンクセット。

（F52631）

ティーブレイクギフト

●商品：AGFブレンディドリップパック7g×6、セイロン紅茶2.2g×
8、スティックシュガー5g×20 ●箱：276×257×46㎜ ●A4判 ●最
終加工地：JPN（生豆：BRA・COL他／茶葉：SRI）

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6505-01 Z-20 20入

（F32626）

Dolce Collection スイーツタイム02

●商品：バウムクーヘン175g×1、ミニバウムクーヘン（チョコ・プレ
ーン×各2）、クッキー（アーモンド・チョコチップ×各2）●箱：198×
354×60㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6505-02 DST-02 24入

（F52620）

小豆パイ・欧風せんべい和菓子詰合せ

●商品：小豆パイ×2、欧風せんべい×1、豆菓子（竹炭×3・きな
こ×3）●箱：205×230×55㎜ ●B5判 ●卵・乳・小麦・落花生
●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6505-03 DW-20R 24入

（F52656）

美味之誉 詰合せ

●商品：北海道産鮭フレーク40g×1、焼きのり佃煮85g×1、有明
海産味付け海苔（8切12枚入）×1、鰹削り節（2g×4）×1 ●箱：
165×350×70㎜ ●A3判 ●小麦・えび ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6505-04 4941-20 16入

（F52640）

キッコーマン&調味料バラエティセット

●商品：キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450ml×
1、日の出料理酒400ml×1、日の出割烹みりんタイプ400ml×1、
コーミトマトケチャップ特級300g×1 ●箱：255×305×75㎜ ●B4
判 ●小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6505-05 KSM-25 10入

（F52634）

坂井宏行監修 C'est bon cadeau 
～素敵な贈り物～

●商品：オニオンスープ×4、ミネストローネ×2、緑色野菜の塩スー
プ×2、ジェノベーゼ粉末パスタソース×2、ペペロンチーノ粉末パ
スタソース×1 ●箱：270×350×40㎜ ●A3判 ●乳・小麦 ●最終
加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6505-06 SKIB-D 20入

（F52621）

花ごよみ

●商品：讃岐うどん150g×3、讃岐細うどん150g×3、梅入乾麺
70g×1、よもぎ入乾麺70g×1 ●箱：264×375×37㎜ ●A3判
●小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6505-07 MEFG-250YU 10入
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お家で温泉気分を楽しめる、
薬用入浴剤のセットです。

ボールドジェル

洗　剤 ・ 繊　維

認定番号：第2018-1141号 オレンジ

ブルー

認定番号：第2020-1368号

認定番号：第2022-975号 認定番号：第2018-2194号ブルー

オレンジ

（F52722）

ホームライフギフト

●商品：アタック抗菌ＥＸ880ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×
1、薬用ハンドソープ詰替用200ml×1 ●箱：100×185×235㎜
●B5判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6506-01 HLG-20 9入

（F52636）

消臭抗菌・ボールドギフトセット

●商品：P&Gボールドジェル750g×1、消臭抗菌ソフター400g
×1、消臭抗菌ソフター（詰替）350g×1、洗たく槽クリーナー
EX100g×1 ●箱：126×202×275㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6506-05 BFS-25Y 6入

（F52636）

アリエール抗菌除菌ギフト

●商品：P&Gアリエールジェル750g×1、台所用除菌ジェル
250ml×1、抗菌・消臭ソフターEX400g×1 ●箱：135×135×
275㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6506-02 GPS-20D 8入

（F52636）

ファーファギフトセット

●商品：ファーファ液体洗剤無香料450g×2、ファーファ液体洗剤
無香料（詰替）400g×2 ●箱：145×170×265㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6506-03 FAG-20 8入

（F52665）

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト

●商品：薬用入浴剤25g×30包（登別・草津・箱根・有馬・別府×各
6）●箱：260×420×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6506-06 PG-25 10入

（F12614）

西川 ハートフル 
今治製フェイスタオル2P

●商品：（750×320㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：250×350×
50㎜ ●A3判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6506-07 1-FA-205 40入

（F12625）

日本名産地タオル 
今治桜づつみⅡ フェイスタオル2P

●商品：（340×720㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：245×305×
50㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6506-08 TMS2008412 40入

（F12647）

ORGANIC TALES フェイスタオル2P

●商品：（750×290㎜）×2 ●材質：綿100%（パイル部：オーガニッ
クコットン100%）●箱：182×247×50㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文
番号
P6506-10（オレンジ）
P6506-09（ブルー） ALE2320 54入

（F12647）

ORGANIC TALES タオルセット

●商品：フェイスタオル（750×290㎜）×1、コンパクトバスタオル
（1000×340㎜）×1 ●材質：綿100%（パイル部：オーガニックコ
ットン100%）●箱：236×287×50㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文
番号
P6506-12（オレンジ）
P6506-11（ブルー） ALE2325 36入

（F12634）

こだわりの逸品・今治 
ふわ織 スマートバスタオル

●商品：（450×1000㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：190×305×
60㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6506-13 3325 32入
（F12662）

和乃逸品 今治エコリーフ&
エアーかおるタオルセット

●商品：今治フェイスタオル（330×800㎜）×1、エアーかおるハン
ドタオル（140×320㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：230×250×
60㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6506-14 EKA2225 40入

（F52722）

ローラ アシュレイ 
フレグランスウォッシュセット

●商品：ボディウォッシュ（ローズペタル）480ｍｌ×1、ボディウォッシ
ュ詰替用（ローズペタル・カントリーガーデン）380ｍｌ×各1 ●箱：
230×410×55㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6506-04 LAY-25 10入
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繊　維

（F12622）

今治スイートホワイト ハンドタオル2P

●商品：（340×340㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：150×250×
90㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-01 62220 24入

（F12614）

西川 今治製フェイスタオル2P

●商品：（750×340㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：200×300×
40㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-02 TT89200505 40入

（F12629）

今治 シンシアコットン フェイスタオル2P

●商品：（340×750㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：225×330×
45㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-03 S-10200 44入

（F12625）

日本名産地タオル 今治×泉州 波の音Ⅱ 
タオルセット

●商品：フェイスタオル（今治）（340×720㎜）×1、フェイスタオル
（泉州）（340×720㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：245×305×
50㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-04 TMS2008512 40入

（F12611）

はないかだ フェイスタオル2P

●商品：（340×730㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：210×320×
50㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-05 IM2041 36入

（F12634）

こだわりの逸品・今治
ふわ織 スリムバスタオル

●商品：（340×1200㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：190×305×
60㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-06 3320 32入

（F12653）

触れる和 はなみずき 
今治フェイスタオル2P

●商品：（340×800㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：230×250×
60㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-07 IF-8120 32入

（F12627）

GEORNEL フェイスタオル2P

●商品：（330×750㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：230×250×
40㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-08 GER-2003 52入

（F12627）

和布小紋【modern】 フェイスタオル2P

●商品：（340×750㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：230×250×
40㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-09 KWFK-201 52入

（F12615）

日本の伝統タオル 
今治&高吸水タオルセット

●商品：高吸水フェイスタオル（330×800㎜）×1、今治フェイスタ
オル（340×750㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：200×275×40㎜
●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）

注文番号 P6507-10 NI-2320 72入

（F12622）

今治いろどり 春花秋月 フェイスタオル2P

●商品：（340×750㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：190×260×
40㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,250（税込¥2,475）

注文番号 P6507-11 66522 44入

（F12615）

今治&泉州贅沢タオルセット

●商品：泉州フェイスタオル（330×860㎜）×1、今治フェイスタオ
ル（340×750㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：230×230×55㎜
●B5判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6507-12 ZI-2325 60入

認定番号：第2017-1713号 認定番号：第2018-2001号 認定番号：第2020-1079号

認定番号：第2020-720号
認定番号：第2017-1637号

認定番号：第2019-897号
認定番号：第2014-1590号

認定番号：第2022-967号認定番号：第2022-987号

認定番号：第2022-975号認定番号：第2022-1438号

認定番号：第2020-1661号

認定番号：第2016-261号



繊　維
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（F12653）

NISSHINBO三ツ桃 エンジェルソフト 
今治フェイスタオル2P

●商品：（340×800㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：250×320×
50㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-01 ND-8225 24入
（F12615）

よりすぐりタオルセット

●商品：泉州フェイスタオル（340×800㎜）×1、今治フェイスタオ
ル（340×800㎜）×1、今治ハンドタオル（340×350㎜）×1 ●材
質：綿100% ●箱：240×340×60㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-02 YG-2125 48入

（F12622）

サニーデイクッカ 
愛媛今治 タオルセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、ハンドタオル（340
×350㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：220×300×50㎜ ●B4判
●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-03 65725 24入

（F12629）

今治 シンシアコットン タオルセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、ウォッシュタオル（340
×340㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：255×340×45㎜ ●B4判
●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-04 S-10250 40入

（F12625）

日本名産地タオル 
今治ぼかし織Ⅱ フェイスタオル2P

●商品：（340×750㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：245×305×
50㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-05 TMS2506213 40入
（F12625）

今治ホテルスタイルⅡ タオルセット

●商品：フェイスタオル（330×720㎜）×2、ハンドタオル（330
×330㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：245×305×50㎜ ●B4判
●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-06 TQS2507713 40入

（F12615）

今治たおる本舗~ゆら~ タオルセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、ハンドタオル（340
×350㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：220×320×50㎜ ●B4判
●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-08 YR-2325 40入

（F12635）

更紗銘仙 バスタオル

●商品：（600×1200㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：230×320×
45㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-10 IM2569 40入

（F12629）

今治 カラーレイズ タオルセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、ウォッシュタオル（340
×340㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：255×340×45㎜ ●B4判
●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-07 C-20250 40入

（F12625）

日本名産地タオル 今治純白（やわらか
やさしい無蛍光晒し） タオルセット

●商品：フェイスタオル（330×720㎜）×2、ハンドタオル（330
×330㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：245×305×50㎜ ●B4判
●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-09 TMS2508903 40入

（F12628）

咲染桜 バスタオル

●商品：（600×1100㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：230×310×
45㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-11 SZ-2501 60入

（F12628）

今治産ゆったり大判バスタオル

●商品：（700×1300㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：330×240×
60㎜ ●B4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）

注文番号 P6508-12 H-2523 32入

認定番号：第2020-1079号

認定番号：第2020-961号

認定番号：第2020-961号

認定番号：第2019-1430号

認定番号：第2021-1475号
認定番号：第2018-682号

認定番号：第2019-1962号

認定番号：第2019-1424号

認定番号：第2018-560号

認定番号：第2019-352号

認定番号：第2015-1241号

認定番号：第2017-1870-01号認定番号：第2018-872号

ホテルスタイル
made in

IMABARI

ホテルスタイル
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食　品

（F52620）

あまおう苺バウムクーヘン&
プチフィナンシェ ギフトボックス

●商品：あまおう苺バウムクーヘン×3、プチフィナンシェ4個入（あ
まおう苺・プレーン×各1）、焼きほろろクッキー（イチゴ）×2 ●箱：
202×276×50㎜ ●A4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-01 FAO-20R 28入

（F52615）

おいしさいろいろ

●商品：粒焼きしょうゆ煎餅×8枚、紫いも煎餅×8枚、青のりしょう
ゆ煎餅×6枚、ざらめ煎餅×6枚 ●箱：290×220×75㎜ ●B4判
●小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-02 RGA-20 14入

（F52620）

Senjudoスイーツセット

●商品：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）×各3 ●箱：190×345×50㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦
●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-03 SS-20R 20入

（F52620）

ミル・ガトー スイーツセレクト

●商品：ミルククランチバー×4、ナッツとチョコのざっくりクッキー×
2、ラングドシャ（プレーン・ショコラ）×各6 ●箱：210×290×45㎜
●B4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-04 CZ-20 24入

（F52693）

かりんとう・羊かん詰合せ

●商品：黒胡麻かりんとう40g×1、落花生かりんとう40g×1、羊か
ん（抹茶）60g×1、羊かん（練り）60g×1、羊かん（小倉）60g×1
●箱：292×277×42㎜ ●B4判 ●小麦・落花生 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-05 CB-20S 20入

（F52780）

金澤パウンドケーキ&珈琲詰合せ

●商品：ドリップコーヒーマイルドブレンド（7g×2袋）×1、ドリップ
コーヒーオリジナルブレンド（7g×2袋）×1、パウンドケーキ×1、カ
フェオレ（12g×4袋）×1 ●箱：185×290×50㎜ ●B4判 ●卵・乳・
小麦 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・COL）

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-06 KZ-20 18入

（F52674）

ティータイムセット

●商品：AGFちょっと贅沢な珈琲店（プレミアムビター7g×6、プレ
ミアムマイルド7g×6）、AGFカフェラトリー濃厚ミルクカフェラテ
10g×3、AGFブレンディカフェオレ8.8g×6、シュガー5g×4 ●箱：
256×320×28㎜ ●B4判 ●乳 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-07 CS-20 40入 （F52680）

<AGF&リプトン>珈琲・紅茶セット

●商品：<AGFちょっと贅沢な珈琲店>オリジナルブレンド8g×4、
プレミアムマイルド7g×3、プレミアムビター7g×3、<リプトンティ
ーバッグ>イエローラベル2g×2、ロイヤルブレンド2.2g×2、セイ
ロン2.2g×2 ●箱：190×375×35㎜ ●A3判 ●乳 ●最終加工地：
JPN（生豆：GUA・BRA他／茶葉：KEN・IDN他）

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-08 BD-20S 28入

（F52693）

静岡銘茶詰合せ

●商品：やぶ北煎茶70g×2 ●箱：144×200×75㎜ ●A5判
●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-09 ST-20 30入

（F52620）

フリーズドライ 
具材味わうおみそ汁&たまごスープ

●商品：たまごスープ6.4g×4、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各2）●箱：185×345×35㎜ ●B4判
●卵・小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-10 HDN-20R 30入

（F52780）

アマノフリーズドライみそ汁&
食卓詰合せ

●商品：マルトモかつおソフト削り（2g×3袋）×1、マルトモかつお
だしの素（8g×3袋）×1、有明海産味付海苔（8切8枚×2袋）×1、
アマノほうれん草おみそ汁7g×3 ●箱：250×270×70㎜ ●A4判
●乳・小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-11 AMC-20Y 20入

（F52634）

64℃ スープギフト（16袋）

●商品：コーンスープ17g×4、中華わかめスープ3g×4、洋風オ
ニオンスープ7g×4、欧風野菜スープ10g×4 ●箱：120×210×
120㎜ ●B5判 ●乳・小麦 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6509-12 M-S20 15入
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魚料理を手軽に食べられます。

３種類の味付が楽しめます。

（F52657）

タニタ食堂監修減塩みそ汁・
白子のり詰合せ

●商品：タニタ食堂監修減塩みそ汁（あおさ・なす・オクラとめか
ぶ×各2）、白子のり味のり（8切5枚）×2 ●箱：230×215×40㎜
●B5判 ●小麦・えび ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-01 ST-20 20入

（F52656）

雅和膳 詰合せ

●商品：焼き海苔佃煮85g×1、塩昆布18g×1、さばの味噌煮（レ
トルト）80g×1、いわしの旨煮（レトルト）95g×1 ●箱：175×265
×75㎜ ●A4判 ●小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-02 4311-20 18入

（F52620）

海味彩 だしの素&瓶詰バラエティセット

●商品：かね七かつおだし（4g×5）×1、島乃香のり佃煮80g×1、
鮭ほぐし50g×1、白子のり味のり（8切5枚）×2 ●箱：152×220×
77㎜ ●B5判 ●乳・小麦・えび ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-03 GIR-20 20入

（F52680）

アマノフーズ&永谷園 味の食卓セット

●商品：有明海産味付海苔（8切8枚×2袋）×1、わかめスープ
（5.3g×2袋）×1、永谷園お茶づけ海苔（6.3g×3袋）×1、アマノ
ほうれん草おみそ汁7g×2 ●箱：250×270×70㎜ ●A4判 ●乳・
小麦・えび ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-04 GH-20 20入

（F52726）

やま磯 味付海苔バラエティセット

●商品：味付のり（8切32枚）×1、しそ風味のり（8切32枚）×1、の
り茶漬け（5.5g×3袋）×1、のりふりかけ（5g×3袋）×1 ●箱：275
×185×73㎜ ●A4判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-05 SVG-20R 20入

（F52627）

こだわり3種の味付のり御詰合せ

●商品：味付のりあごだし（12切30枚）×1、牡蠣醤油味付のり（8
切20枚）×1、味付のりしじみ味（8切20枚）×2 ●箱：143×303×
75㎜ ●B4判 ●小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-06 MYT-20 32入

（F52680）

キッコーマン搾りたて生しょうゆ
バラエティギフト

●商品：鰹節削り（2g×4袋）×1、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ
200ml×1、永谷園お吸いもの松茸風味（2.3g×2袋）×1、有明
海産味付け海苔（8切8枚×2袋）×1 ●箱：250×270×70㎜ ●A4
判 ●小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-08 EU-20 18入 （F52620）

日清オイリオ 食卓バラエティセット

●商品：日清サラダ油400g×1、有明海産味のり（8切8枚×2）×
1、かね七かつおだし（4g×5）×1、かね七こんぶだし（4g×5）×1
●箱：247×249×68㎜ ●A4判 ●乳・小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-09 CIH-20R 24入

（F52613）

匠風庵 飛騨高山醤油と磯美和膳

●商品：飛騨高山濃口醤油200ml×1、有明プレミアム金の味海
苔（7切6枚）×2、国産あごだし茶漬け5g×3 ●箱：240×276×
63㎜ ●A4判 ●小麦・えび ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-07 UHF-BJ 20入

（F62600）

和の調味料 詰合せ

●商品：かつおだし（4g×8）×1、鮭ほぐし50g×1、のり佃煮瓶詰
80g×1、白子のり味のりだし塩のり（8切5枚）×1、伊賀越天然
醸造醬油（シュリンク）200ml×1 ●箱：208×314×74㎜ ●B4判
●乳・小麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-10 ZC-BZ2 20入

（F52621）

麺三昧

●商品：讃岐うどん150g×2、讃岐細うどん150g×2、信州そば
120g×2、名古屋名物きしめん150g×1 ●箱：264×323×38㎜
●B4判 ●小麦・そば ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-11 MEFJN-200 10入

（F52619）

島原素麺 涼風の絲（16束）

●商品：そうめん50g×16束 ●箱：217×271×29㎜ ●A4判 ●小
麦 ●JPN

¥2,000（税込¥2,160）★
注文番号 P6510-12 C-20 16入
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食　品

（F32626）

Dolce Collection スイーツタイム04

●商品：バウムクーヘン175g×1、ミニバウムクーヘン（チョコ・プ
レーン×各2）、クッキー（アーモンド・チョコチップ×各3）、ドリップ
式レギュラーコーヒー8g×4 ●箱：198×354×60㎜ ●A3判 ●卵・
乳・小麦 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・COL）

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-01 DST-04 24入

（F52620）

小豆パイ・欧風せんべい和菓子詰合せ

●商品：小豆パイ×3、欧風せんべい×2、豆菓子（竹炭×3・きな
こ×3）●箱：205×310×55㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦・落花生
●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-02 DW-25R 18入

（F52634）

銀座鹿乃子 和菓子詰合せ

●商品：黒蜜かりんとう10g×3、白蜜かりんとう10g×3、羊羹（小
倉）50g×1、羊羹（本練）50g×1 ●箱：240×263×33㎜ ●A4判
●乳・小麦 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-05 KYM-D 30入

（F52620）

キャラバンコーヒー&スイーツセレクション

●商品：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・ココナッツ×各2）、レモンケーキ×1、ワッフル（プレーン・チ
ョコ×各1）、ナッツとチョコのざっくりクッキー×2 ●箱：260×290
×45㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・
IDN他）

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-03 CV-25R 24入

（F52615）

おいしさいろいろ

●商品：粒焼きしょうゆ煎餅×8枚、紫いも煎餅×8枚、ざらめ煎餅
×6枚、青のりしょうゆ煎餅×6枚、丸サラダ煎餅×4枚、海老しょう
ゆ煎餅×4枚 ●箱：320×293×75㎜ ●B4判 ●小麦・えび ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-04 RGA-25 10入 （F52627）

長崎製法カステーラ・
AGFブレンディドリップコーヒーセット

●商品：カステラ（7切入）×2、AGFブレンディドリップコーヒー7g
×4 ●箱：215×340×75㎜ ●B4判 ●卵・小麦 ●最終加工地：JPN
（生豆：BRA・COL他）

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-06 KTC-25 15入

（F52680）

<AGF&リプトン>珈琲・紅茶セット

●商品：<AGFちょっと贅沢な珈琲店>オリジナルブレンド8g×4、
プレミアムマイルド7g×3、プレミアムビター7g×3、<リプトンティ
ーバッグ>イエローラベル2g×6、ロイヤルブレンド2.2g×3、セイ
ロン2.2g×3 ●箱：280×300×35㎜ ●B4判 ●乳 ●最終加工地：
JPN（生豆：GUA・BRA他／茶葉：KEN・IDN他）

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-09 BD-25S 24入

（F52627）

静岡茶詰合せ

●商品：高級煎茶（100g）×1、上煎茶（100g）×1 ●箱：180×212
×85㎜ ●B5判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-07 HP-25 24入

（F52624）

酵素焙煎ドリップコーヒーセット

●商品：クラシックブレンド7g×10、エクセレントブレンド7g×10
●箱：260×433×37㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・
COL他）

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-08 ND-250 12入

（F52631）

アマノフーズ&白子味のり

●商品：白子味のり（8切5枚）×2、アマノフーズ減塩いつものおみ
そ汁（なす9g・なめこ8g・ほうれん草6.8g×各2）●箱：242×266
×45㎜ ●A4判 ●乳・小麦・えび ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-10 H-25A 20入

（F52620）

フリーズドライ 
具材味わうおみそ汁&たまごスープ

●商品：たまごスープ6.4g×4、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各3）●箱：185×345×35㎜ ●B4判
●卵・小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-11 HDN-25R 30入 （F52780）

アマノフリーズドライみそ汁&食卓詰合せ

●商品：マルトモかつおソフト削り（2g×4袋）×1、アマノ（とうふお
みそ汁10g・ほうれん草おみそ汁7g・なすおみそ汁9.5g×各1）、マ
ルトモかつおだしの素（8g×3袋）×1、有明海産味付海苔（8切8
枚×2袋）×1、梅茶漬け（4.3g×2袋）×1、鮭茶漬け（4.7g×2袋）
×1 ●箱：250×355×70㎜ ●A3判 ●乳・小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6511-12 AMC-25Y 14入
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味良し、香り良し、国内産の味わい

（F52620）

キッコーマン生しょうゆ&
フリーズドライ バラエティセット

●商品：とうふと油揚げのおみそ汁9.2g×1、2種のきのこの赤だしお
みそ汁7.1g×1、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml×1、丸美屋
たまごふりかけ（2.5g×3）×1、丸美屋さけふりかけ（2.5g×3）×1、あ
おさとわかめのおみそ汁6g×1、オクラ入ねばねば野菜スープ5.8g×
1 ●箱：255×236×70㎜ ●A4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-01 BR-25R 20入

（F52680）

マルコメフリーズドライみそ汁&
食卓詰合せ

●商品：有明海産味付海苔（8切8枚×2袋）×1、しじみ醤油味付
海苔（8切8枚×2袋）×1、のり玉子ふりかけ（4.5g×2袋）×1、鰹
節削り（2g×4袋）×1、マルコメ京懐石（茄子のおみそ汁11.5g・
豆腐のおみそ汁11g・長ねぎのおみそ汁15.7g×各1）●箱：250×
355×70㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-02 BMC-25 14入

（F52620）

三陸産煮魚&フリーズドライ・
梅干しセット

●商品：たまごスープ6.4g×2、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各1）、紀州南高梅（塩分8%・はちみつ）
×2、三陸産鯖の味噌煮100g×1、三陸産鰯の甘酢煮100g×1
●箱：179×349×37㎜ ●B4判 ●卵・小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-03 MFR-25 21入

（F62600）

海の恵詰合せ

●商品：鮭ほぐし50g×2、のり佃煮瓶詰80g×2、かつおだし（4g×
8）×2 ●箱：165×340×74㎜ ●B4判 ●乳・小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-04 ZS-BE 18入

（F52734）

国内産どんこ椎茸

●商品：国内産どんこ椎茸80g×1 ●箱：305×235×55㎜ ●B4判
●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-06 JMD-25IN 20入

（F52620）

海苔食べくらべ バラエティセット

●商品：味付けのり（8切6枚）×1、有明海産塩のり（8切6枚）×1、
南高梅のり（8切6枚）×1、紀州南高梅×2、島乃香のり佃煮80g
×1、たまごスープ6.4g×4 ●箱：152×298×77㎜ ●B4判 ●卵・
乳・小麦・えび ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-07 YU-25R 15入

（F52680）

有明海産&しじみ醬油味付のり

●商品：しじみ醬油味付のり（8切8枚×3）×2、有明海産味付のり
（8切8枚×3）×3 ●箱：140×380×75㎜ ●A3判 ●小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-08 EN-25 20入

（F62600）

味付海苔&調味料ギフト

●商品：かつおだし（4g×8）×1、荒仕上味付海苔（8切24枚）×1、
伊賀越天然醸造醬油（シュリンク）200ml×1、鮭ほぐし50g×1、
のり佃煮瓶詰80g×1 ●箱：253×238×83㎜ ●A4判 ●乳・小麦・
えび ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-09 NH-BE 16入

（F52613）

伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ

●商品：有明海産味付海苔（8切8枚）×1、有明海産明太子風味
海苔（8切8枚）×1、天然醸造蔵仕込み卵かけ醤油200ml×1、本
枯れ鰹節（焼津産）15g×1、黄金割烹だしパック（化学調味料無
添加）8g×4 ●箱：210×400×60㎜ ●A3判 ●小麦・えび ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-10 GNF-BER 20入

（F52620）

ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

●商品：ヤマサ絹しょうゆ450ml×1、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml
×1、かね七かつおだし（4g×5）×1、かね七こんぶだし（4g×5）
×1、マルトモかつおパック（0.7g×3）×1 ●箱：255×236×70㎜
●A4判 ●乳・小麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-11 KI-25R 14入

（F52680）

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

●商品：有明海産味付海苔（3切6枚）×1、のり茶漬け（4.3g×2
袋）×1、わかめスープ（5.3g×2袋）×1、鰹節削り（2g×4袋）×1、
キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450ml×1 ●箱：250×
355×70㎜ ●A3判 ●乳・小麦・えび ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-12 NBL-25C 12入

（F52620）

日清オイリオ 食卓バラエティセット

●商品：日清サラダ油400g×1、有明海産味のり（8切8枚×2）×
1、かね七かつおだし（4g×5）×1、かね七こんぶだし（4g×5）×1、
たまごスープ6.4g×2 ●箱：247×330×68㎜ ●B4判 ●卵・乳・小
麦 ●JPN

¥2,500（税込¥2,700）★
注文番号 P6512-05 CIH-25R 18入

日本料理店「神谷」監修の
かつおだしを含む海の幸を
ギフトにしました。

大和しじみ醤油を使用した
しじみ醤油味付け海苔と有明海産味付け海苔。
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洗　剤

ボールドジェル

ボールドジェル

認定番号：第2015-857号

（F52722）

ローラ アシュレイ 
フレグランスウォッシュセット

●商品：薬用ハンドウォッシュ（ガーデンメドウ）250ｍｌ×2、薬用ハ
ンドウォッシュ詰替用（ガーデンメドウ）200ｍｌ×1 ●箱：180×300
×55㎜ ●B4判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-01 LAY-20 15入

（F52722）

今治ブランドタオル&
薬用ハンドソープセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×1、薬用ハンドソープ250
ｍｌ×1 ●材質：タオル（綿100%）●箱：225×215×55㎜ ●B5判
●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-03 ITS-20 28入

（F52722）

ミッフィー ソープギフト

●商品：薬用ハンドソープ250ml×1、詰替用200ml×3 ●箱：180
×475×55㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-04 MFF-20N 14入

（F52722）

液体洗剤フレグランスギフトセット

●商品：ニュービーズジェル780ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×
1、薬用ハンドソープ詰替用200ｍｌ×1 ●箱：120×125×275㎜
●A4判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-02 BJK-20 10入

（F52722）

ファミリーライフギフト

●商品：アタックZERO380ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬
用ハンドソープ詰替用200ml×1 ●箱：100×125×225㎜ ●B5
判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-05 FMN-20 15入

（F52636）

消臭抗菌・ボールドギフトセット

●商品：P&Gボールドジェル750g×1、消臭抗菌ソフター400g×
1、洗たく槽クリーナーEX100g×1 ●箱：135×134×275㎜ ●A4
判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-06 BFS-20Y 8入

（F52722）

スーパークリアギフト

●商品：トップスーパーナノックス400g×1、薬用ハンドソープ
250ml×1、薬用ハンドソープ詰替用200ml×1 ●箱：90×130×
190㎜ ●A5判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-08 LSC-20 15入

（F52722）

クリアランドリーパワーギフト

●商品：トップクリアリキッド450g×1、トップクリアリキッド詰替用
400g×1、薬用ハンドソープ250ml×1 ●箱：100×130×235㎜
●B5判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-10 CPG-20 12入

（F52636）

アリエール部屋干しギフト

●商品：P&Gアリエールジェル部屋干しプラス690g×1、抗菌部
屋干しソフター400g×1、抗菌部屋干しソフター（詰替）350g×1
●箱：135×135×275㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-07 HLG-20K 8入

（F52636）

抗菌消臭EXギフト

●商品：花王アタック抗菌EX880g×1、抗菌・消臭ソフター
EX400g×1、洗たく槽クリーナーEX100g×1 ●箱：125×164×
235㎜ ●B5判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-09 EXZ-20AX 8入

（F52622）

四季折々 薬用入浴剤セット

●商品：バブ（ゆず・森・ラベンダー・ひのき）×各1、薬用入浴剤（ゆ
ず・よもぎ・もも・ひのき）25g×2包×各1箱 ●箱：200×365×
35㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-11 SB-20N 30入

（F52665）

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト

●商品：薬用入浴剤25g×12包（登別・草津・箱根・別府×各3）、
薬用入浴剤500gボトル×1本（有馬）●箱：260×260×50㎜
●A4判 ●JPN

¥2,000（税込¥2,200）
注文番号 P6513-12 PG-20 16入



洗　剤

14※メーカーの都合によりデザイン・内容・価格などが変更になる場合がございます。※写真はイメージです。小物などは含まれておりませんのでご了承ください。

フェイスタオル/認定番号：第2015-857号
ウォッシュタオル/認定番号：第2013-614号

（F52722）

液体洗剤フレグランスギフトセット

●商品：ニュービーズジェル780ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×
1、薬用ハンドソープ詰替用200ｍｌ×2 ●箱：115×135×275㎜
●A4判 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-01 BJK-25 9入

（F52722）

今治ブランドタオル&
薬用ハンドソープセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×1、ウォッシュタオル（340
×350㎜）×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1 ●材質：タオル（綿
100%）●箱：225×335×55㎜ ●B4判 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-02 ITS-25 24入

（F52636）

抗菌消臭EXギフト

●商品：花王アタック抗菌EX880g×1、抗菌・消臭ソフター
EX400g×1、抗菌・消臭ソフターEX（詰替）350g×1、洗たく槽ク
リーナーEX100g×1 ●箱：145×164×235㎜ ●B5判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-03 EXZ-25AX 6入

（F52620）

アタック&バラエティセット

●商品：花王アタック3X本体880g×1、キッチンクリーン250ml×
1、キッチンクリーン詰替200ml×1、キッチンクリーナー20枚入×
1 ●箱：95×220×245㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-05 X-25C 10入

（F52636）

ファーファギフトセット

●商品：ファーファ液体洗剤無香料450g×2、ファーファ液体洗剤
無香料（詰替）400g×3 ●箱：145×200×265㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-04 FAG-25 6入

（F52636）

アリエール抗菌除菌ギフト

●商品：P&Gアリエールジェル750g×1、台所用除菌ジェル
250ml×1、抗菌・消臭ソフターEX400g×1、抗菌・消臭ソフター
EX（詰替）350g×1 ●箱：126×202×275㎜ ●A4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-06 GPS-25D 6入

（F52722）

スーパークリアギフト

●商品：トップスーパーナノックス400g×1、薬用ハンドソープ
250ml×1、薬用ハンドソープ詰替用200ml×3 ●箱：110×165×
195㎜ ●A5判 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-11 LSC-25 10入

（F52636）

アリエール部屋干しギフト

●商品：P&Gアリエールジェル部屋干しプラス690g×1、抗菌部
屋干しソフター400g×1、抗菌部屋干しソフター（詰替）350g×
1、洗たく槽クリーナーNEO100g×1 ●箱：130×200×275㎜
●A4判 ●JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-07 HLG-25K 8入

（F52722）

ホームライフギフト

●商品：アタック抗菌ＥＸ880ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×
1、薬用ハンドソープ詰替用200ml×2 ●箱：125×165×235㎜
●B5判 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-08 HLG-25 8入

（F52722）

ファミリーライフギフト

●商品：アタックZERO380ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬
用ハンドソープ詰替用200ml×1、台所洗剤250ml×1 ●箱：120
×125×225㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-09 FMN-25 10入

（F52722）

クリアランドリーパワーギフト

●商品：トップクリアリキッド450g×1、トップクリアリキッド詰替用
400g×1、薬用ハンドソープ250ml×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2 ●箱：100×185×235㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-10 CPG-25 10入

（F52622）

四季折々 薬用入浴剤セット

●商品：バブ（ゆず）×2、バブ（森・ラベンダー・ひのき）×各1、薬
用入浴剤（ゆず）25g×2包×2箱、薬用入浴剤（よもぎ・もも・ひの
き）25g×2包×各1箱 ●箱：335×275×35㎜ ●B4判 ●最終加
工地：JPN

¥2,500（税込¥2,750）
注文番号 P6514-12 SB-25N 20入



P.15 - 22

15 ※メーカーの都合によりデザイン・内容・価格などが変更になる場合がございます。※写真はイメージです。小物などは含まれておりませんのでご了承ください。

ボールドジェル

ボールドジェル

認定番号：第2015-857号

おうちで旅気分が楽しめる
各地の温泉をイメージした入浴剤。

吸水性が高く、ふわふわの今治タオルで
毎日の手洗いを心地よく♪

今の暮らしに寄り添った
タオル＆ソープのギフト。

認定番号：第2015-857号 （F52722）

今治ブランドタオル&
薬用ハンドソープセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、薬用ハンドソープ250
ｍｌ×1 ●材質：タオル（綿100%）●箱：225×335×55㎜ ●B4判
●最終加工地：JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文番号 P6515-01 ITS-30 24入

（F52722）

ローラ アシュレイ 
フレグランスウォッシュセット

●商品：ボディウォッシュ（ローズペタル・カントリーガーデン）480ｍｌ
×各1、ボディウォッシュ詰替用（ローズペタル）380ｍｌ×1 ●箱：230
×355×55㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文番号 P6515-04 LAY-30 8入

（F52722）

ファミリーライフギフト

●商品：アタックZERO380ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬
用ハンドソープ詰替用200ml×2、台所洗剤250ｍｌ×2 ●箱：130
×160×225㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文番号 P6515-02 FMN-30 8入

（F52722）

液体洗剤フレグランスギフトセット

●商品：ニュービーズジェル780ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×
1、薬用ハンドソープ詰替用200ｍｌ×3 ●箱：125×160×275㎜
●A4判 ●最終加工地：JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文番号 P6515-03 BJK-30 8入

（F52636）

消臭抗菌・ボールドギフトセット

●商品：P&Gボールドジェル750g×1、P&Gボールドジェル（詰
替）475g×1、消臭抗菌ソフター400g×1、消臭抗菌ソフター（詰
替）350g×2、洗たく槽クリーナーEX100g×2 ●箱：156×243×
280㎜ ●A4判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文番号 P6515-06 BFS-40Y 4入

（F52636）

アリエール部屋干しギフト

●商品：P&Gアリエールジェル部屋干しプラス690g×1、P&Gアリ
エールジェル部屋干しプラス（詰替）475g×1、抗菌部屋干しソフ
ター400g×1、抗菌部屋干しソフター（詰替）350g×2、洗たく槽ク
リーナーNEO100g×2 ●箱：185×200×280㎜ ●A4判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文番号 P6515-05 HLG-40K 4入

（F52665）

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト

●商品：薬用入浴剤25g×24包（登別・草津・別府×各6、箱根・
有馬×各3）、薬用入浴剤500gボトル×2本（有馬・箱根×各1）
●箱：260×505×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文番号 P6515-07 PG-40 8入



食　品・繊　維   

16※メーカーの都合によりデザイン・内容・価格などが変更になる場合がございます。※写真はイメージです。小物などは含まれておりませんのでご了承ください。

認定番号：第2010-665号

認定番号：第2020-720号
認定番号：第2017-1637号 認定番号：第2010-140号

認定番号：第2022-987号

認定番号：第2018-872号

認定番号：第2017-1713号

グレー
ベージュ

（F52615）

おいしさいろいろ

●商品：のり巻あられ×8枚、ざらめ煎餅×6枚、黒豆入りおかき×6
枚、丸サラダ煎餅×4枚、海老サラダ煎餅×4枚、海老しょうゆ煎
餅×4枚 ●箱：320×293×75㎜ ●B4判 ●小麦・えび ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6516-01 RGA-30 10入

（F52620）

Senjudoスイーツ+今治タオルセット

●商品：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）、ウォッシュタオル（340×350㎜）×2 ●材質：タオル（綿
100%）●箱：190×270×105㎜ ●A4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文番号 P6516-02 SS-30TR 12入 （F52674）

ティータイムセット

●商品：AGFちょっと贅沢な珈琲店（プレミアムビター7g×9、プレ
ミアムマイルド7g×9）、AGFカフェラトリー（濃厚ミルクカフェラ
テ10g×3、濃厚キャラメルマキアート11g×3）、AGFブレンディカ
フェオレ8.8g×6、シュガー5g×4 ●箱：256×420×38㎜ ●A3判
●乳 ●最終加工地：JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6516-03 CS-30 20入

（F52620）

日清オイリオ 食卓バラエティセット

●商品：日清サラダ油400g×1、有明海産味のり（8切8枚×2）×
1、かね七かつおだし（4g×5）×1、かね七こんぶだし（4g×5）×1、
たまごスープ6.4g×4、マルトモかつおパック（0.7g×3袋）×1、ニ
ッスイさば水煮150g×1 ●箱：255×418×68㎜ ●A3判 ●卵・乳・
小麦 ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6516-04 CIH-40R 12入

（F52627）

有明海産海苔 明太子風味&
熊本有明海産 旬摘み味海苔セット

●商品：明太子風味味付のり（8切28枚）×4、味付のり（8切24
枚）×4 ●箱：285×303×75㎜ ●B4判 ●小麦・えび ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6516-05 IMJ-40 16入 （F52680）

ヤマサ鮮度卓上しょうゆ&和風詰合せ

●商品：有明海産味付け海苔（3切6枚）×1、まぐろそぼろ佃煮
（7g×2袋）×1、こだわりふりかけ6g×3、永谷園お吸いもの松茸
風味（2.3g×2袋）×1、永谷園お茶漬けのり（4.7g×2袋）×1、鰹
節削り（1.5g×2袋）×1、ヤマサ鮮度卓上しょうゆ200ml×1、日
清キャノーラ油400g×1 ●箱：250×425×70㎜ ●A3判 ●小麦
●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6516-06 CHF-40B 10入

（F12657）

ロンサール バスマット

●商品：（450×600㎜）×1 ●材質：ポリエステル100% ●箱：270
×470×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文
番号
P6516-10（ベージュ）
P6516-09（グレー） 093335GY

16入
093342BE

（F12622）

今治いろどり 春花秋月 タオルセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、ハンドタオル（340
×340㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：190×260×40㎜ ●A4判
●JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文番号 P6516-07 66530 44入

（F12647）

矢野紋織謹製 フェイスタオル2P

●商品：（750×330㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：236×287×
50㎜ ●A4判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文番号 P6516-08 YN2230 36入

（F12627）

GEORNEL タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（330×
750㎜）×1、ウォッシュタオル（330×300㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：300×390×40㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文番号 P6516-11 GER-4003 26入

（F12653）

NISSHINBO三ツ桃 エンジェルソフト 
今治タオルセット

●商品：バスタオル（650×1200㎜）×1、フェイスタオル（340×
800㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：280×350×50㎜ ●A3判
●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文番号 P6516-12 ND-8240 20入

（F12622）

今治スイートホワイト フェイスタオル2P

●商品：（340×750㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：190×250×
90㎜ ●A4判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文番号 P6516-13 62240 16入



17 ※メーカーの都合によりデザイン・内容・価格などが変更になる場合がございます。※写真はイメージです。小物などは含まれておりませんのでご了承ください。

繊　維

認定番号：第2020-1341号

認定番号：第2016-261号

認定番号：第2021-1475号
認定番号：第2018-682号

認定番号：第2018-1448号
認定番号：第2014-1590号（フェイスタオル）
認定番号：第2020-1169号（ハンドタオル）

認定番号：第2022-967号

認定番号：第2020-961号認定番号：第2019-352号

認定番号：第2018-2001号

認定番号：第2018-2194号
認定番号：第2022-1438号

パープル
アイボリー

（F12614）

西川 今治製フェイスタオル3P

●商品：（750×340㎜）×3 ●材質：綿100% ●箱：240×360×
50㎜ ●A3判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-01 TT89300505 32入

（F12653）

触れる和 はなみずき 今治タオルセット

●商品：バスタオル（600×1200㎜）×1、ウォッシュタオル（340
×350㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：280×320×60㎜ ●B4判
●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-02 IF-8130 18入

（F12622）

サニーデイクッカ 
愛媛今治 タオルセット

●商品：バスタオル（600×1150㎜）×1、ハンドタオル（340×
350㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：220×300×50㎜ ●B4判
●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-03 65730 24入

（F12652）

タオルソムリエの選択 タオルセット

●商品：バスタオル（600×1200㎜）×1、ウォッシュタオル（340
×350㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：255×355×50㎜ ●A3判
●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-04 22710-61630-934 24入

（F12615）

今治&泉州贅沢タオルセット

●商品：泉州フェイスタオル（330×860㎜）×1、今治フェイスタオ
ル（340×750㎜）×1、今治ハンドタオル（340×350㎜）×1 ●材
質：綿100% ●箱：300×300×63㎜ ●B4判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-05 ZI-2330 28入

（F12627）

和布小紋【modern】 フェイスタオル3P

●商品：（340×750㎜）×3 ●材質：綿100% ●箱：280×320×
40㎜ ●B4判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-06 KWFK-301 32入

（F12625）

ナチュラル アイランド 
オリーブスクラブⅡ  オリーブ加工&
エコマーク認定タオルセット

●商品：フェイスタオル（エコマーク認定・オリーブ加工）（330×
750㎜）×1、フェイスタオル（オリーブ加工）（330×750㎜）×1、
ハンドタオル（エコマーク認定・オリーブ加工）（330×350㎜）×
1、ハンドタオル（オリーブ加工）（330×350㎜）×1 ●材質：綿
100% ●箱：245×305×50㎜ ●B4判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-07 TNI3003014 40入

（F12628）

咲染桜 タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、ウォッシュタオル（330
×340㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：230×310×45㎜ ●B4判
●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-08 SZ-3001 60入

（F12625）

日本名産地タオル 今治純白（やわらか
やさしい無蛍光晒し） タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、ハンドタオル（330×
330㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：280×335×50㎜ ●B4判
●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-09 TMS3008904 40入

（F12662）

和乃逸品 今治エコリーフバスタオル

●商品：（600×1200㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：230×250×
60㎜ ●A4判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6517-10 EKA2230 20入

（F12657）

あいの屋 七宝 バスマット

●商品：（450×600㎜）×1 ●材質：アクリル100%（抗菌防臭・吸
水速乾）●箱：470×270×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）

注文
番号
P6517-12（アイボリ－）
P6517-11（パ－プル） 087983PU

16入
087990IV

（F12611）

はないかだ タオルセット

●商品：バスタオル（600×1150㎜）×1、フェイスタオル（340×
730㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：240×330×60㎜ ●B4判
●JPN

¥3,500（税込¥3,850）
注文番号 P6517-13 IM3541 28入
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認定番号：第2017-1870-01号

認定番号：第2020-1079号

認定番号：第2019-1962号

認定番号：第2015-1241号

認定番号：第2019-897号

認定番号：第2020-1368号
認定番号：第2017-1463号

認定番号：第2022-975号

認定番号：第2019-1431号

グレー ベージュ

ブルーパープル

（F12647）

ORGANIC TALES フェイスタオル4P

●商品：（750×290㎜）×4 ●材質：綿100%（パイル部：オーガニッ
クコットン100%）●箱：245×350×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-01 ALE2340 24入

（F12634）

こだわりの逸品 
ふわ織 スリムバスタオル2P

●商品：（340×1200㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：270×345×
60㎜ ●B4判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-02 3320-2P 30入

（F12629）

今治 シンシアコットン タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（340×
750㎜）×1、ウォッシュタオル（340×340㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：290×360×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-03 S-10400 26入

（F12629）

今治 カラーレイズ タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（340×
750㎜）×1、ウォッシュタオル（340×340㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：290×360×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-04 C-20400 26入

（F12615）

よりすぐりタオルセット

●商品：泉州バスタオル（600×1200㎜）×1、今治フェイスタオ
ル（340×800㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：240×420×70㎜
●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-05 YG-2140 36入

（F12615）

日本の伝統タオル 
今治&高吸水タオルセット

●商品：高吸水バスタオル（600×1200㎜）×1、今治フェイスタオ
ル（340×750㎜）×1、今治ハンドタオル（340×300㎜）×1 ●材
質：綿100% ●箱：250×350×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-06 NI-2340 40入

（F12625）

日本名産地タオル 
今治桜づつみⅡ タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（340×
720㎜）×1、ハンドタオル（340×330㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：280×335×50㎜ ●B4判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-07 TMS4008415 40入

（F12625）

日本名産地タオル 
今治ぼかし織Ⅱ タオルセット

●商品：バスタオル（600×1200㎜）×1、フェイスタオル（340×
750㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：280×335×50㎜ ●B4判
●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-08 TMS4006216 40入

（F12614）

西川 レスプリピュール 
今治製タオルセット

●商品：フェイスタオル（750×340㎜）×2、ウォッシュタオル（350
×340㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：265×377×50㎜ ●A3判
●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-09 TT82403507 20入

（F12628）

今治産ゆったり大判バスタオル

●商品：（900×1500㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：370×270×
75㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6518-10 H-4023 18入

（F12657）

ロンサール 大判バスマット

●商品：（500×800㎜）×1 ●材質：ポリエステル100% ●箱：270
×470×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文
番号
P6518-12（ベージュ）
P6518-11（グレー） 093359GY

16入
093366BE

（F12657）

チェルベ ドット 大判バスマット

●商品：（500×800㎜）×1 ●材質：ポリエステル100% ●箱：470
×270×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）

注文
番号
P6518-14（ブル－）
P6518-13（パ－プル） 090938PU

16入
090945BL
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食　品

（F52620）

Senjudo ゴーフレット+Pie

●商品：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 ●箱：275×375×40㎜ ●A3判 ●卵・
乳・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-01 WS-30F 16入

（F52620）

ミル・ガトー スイーツセレクト

●商品：ミルククランチバー×8、ナッツとチョコのざっくりクッキー×
8、ラングドシャ（プレーン・ショコラ）×各5 ●箱：260×290×45㎜
●B4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-03 CZ-30 14入

（F52693）

かりんとう・あられ・羊かん詰合せ

●商品：蜂蜜黒糖かりんとう40g×1、落花生かりんとう40g×1、
あられ（海老）30g×1、あられ（海苔）30g×1、あられ（味噌）30g
×1、羊かん（抹茶）60g×1、羊かん（練り）60g×1、羊かん（小
倉）60g×1 ●箱：292×363×42㎜ ●A3判 ●小麦・落花生・えび
●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-02 CB-30S 20入

（F52620）

あまおう苺バウムクーヘン&
プチフィナンシェ ギフトボックス

●商品：あまおう苺バウムクーヘン×3、プチフィナンシェ4個入（あ
まおう苺・プレーン×各2）、焼きほろろクッキー（イチゴ）×4 ●箱：
197×400×57㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-04 FAO-30R 18入

（F52780）

金澤パウンドケーキ&珈琲詰合せ

●商品：ドリップコーヒーマイルドブレンド（7g×2袋）×1、ドリップ
コーヒーオリジナルブレンド（7g×2袋）×1、パウンドケーキ×2、カ
フェオレ（12g×4袋）×1 ●箱：185×385×50㎜ ●A3判 ●卵・乳・
小麦 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・COL）

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-05 KZ-30 16入

（F52620）

Senjudoスイーツセット

●商品：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・チェス）×各2 ●箱：290×345×50㎜ ●B4判 ●卵・乳・小
麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-06 SS-30R 12入

（F52624）

酵素焙煎ドリップコーヒーセット

●商品：クラシックブレンド7g×12、エクセレントブレンド7g×12
●箱：260×433×37㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・
COL他）

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-07 ND-300 12入

（F52631）

ティーブレイクギフト

●商品：AGFブレンディドリップパック7g×12、セイロン紅茶2.2g
×8、スティックシュガー5g×20 ●箱：270×410×46㎜ ●A3判
●最終加工地：JPN（生豆：BRA・COL他／茶葉：SRI）

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-08 Z-30 10入

（F52693）

静岡銘茶詰合せ

●商品：やぶ北煎茶100g×1、抹茶入り煎茶100g×1 ●箱：180×
182×75㎜ ●A5判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-09 ST-30 20入

（F52620）

三陸産煮魚&フリーズドライ・
梅干しセット

●商品：たまごスープ6.4g×1、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各1）、紀州南高梅（塩分8%・はちみつ）
×4、三陸産鯖の味噌煮100g×2、三陸産鰯の甘酢煮100g×1
●箱：260×272×37㎜ ●A4判 ●卵・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-10 MFR-30 16入

（F52634）

64℃ スープギフト（24袋）

●商品：コーンスープ17g×6、中華わかめスープ3g×6、洋風オ
ニオンスープ7g×6、欧風野菜スープ10g×6 ●箱：120×210×
120㎜ ●B5判 ●乳・小麦 ●最終加工地：JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-11 M-S30 15入

（F52780）

アマノフリーズドライみそ汁&食卓詰合せ

●商品：マルトモかつおソフト削り（2g×4袋）×1、こだわりふりか
け（6g×3袋）×1、マルトモかつおだしの素（8g×3袋）×1、有明
海産味付海苔（8切8枚×2袋）×1、梅茶漬け（4.3g×2袋）×1、
鮭茶漬け（4.7g×2袋）×1、アマノ（とうふおみそ汁10g・ほうれん
草おみそ汁7g・なすおみそ汁9.5g×各1）●箱：250×425×70㎜
●A3判 ●乳・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6519-12 AMC-30Y 10入
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長
崎
県
特
産

（F52640）

キッコーマン&調味料バラエティセット

●商品：キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450ml×
1、サンビシ本醸造しょうゆ500ml×1、日の出料理酒400ml×1、
日の出割烹みりんタイプ400ml×1、コーミトマトケチャップ特級
300g×1 ●箱：255×377×75㎜ ●A3判 ●小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-01 KSM-30 8入

（F52620）

キッコーマン塩分ひかえめ生しょうゆ&
バラエティギフト

●商品：キッコーマン塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ450ml×1、
わかめスープ（3.8g×3）×1、丸美屋たまごふりかけ（2.5g×3）×
1、丸美屋さけふりかけ（2.5g×3）×1、味付のり（8切6枚）×1、有
明海産塩のり（8切6枚）×1、鮭ほぐし50g×1 ●箱：255×236×
70㎜ ●A4判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-02 TN-30R 14入

（F52680）

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

●商品：島の香のり佃煮80g×1、有明海産味付海苔（8切8枚×2
袋）×1、のり茶漬け（4.3g×2袋）×1、うめ茶漬け（4.3g×2袋）×
1、のり玉子ふりかけ（4.5g×2袋）×1、わかめスープ（5.3g×2袋）
×1、キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450ml×1 ●箱：250
×355×70㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-05 NBL-30B 12入

（F52620）

ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト

●商品：ヤマサ絹しょうゆ450ml×1、ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml
×1、かね七かつおだし（4g×5）×1、かね七こんぶだし（4g×5）×
1、マルトモかつおパック（0.7g×3）×1、伯方の塩焼塩（20g×2）
×1 ●箱：255×315×70㎜ ●B4判 ●乳・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-03 KI-30R 14入

（F52680）

ヤマサ鮮度卓上しょうゆ&和風詰合せ

●商品：有明海産味付け海苔（3切6枚）×1、まぐろそぼろ佃煮
（7g×2袋）×1、こだわりふりかけ6g×3、梅茶漬け（4.3g×2袋）
×1、鮭茶漬け（4.7g×2袋）×1、鰹節削り（2g×4袋）×1、ヤマサ
鮮度卓上しょうゆ200ml×1 ●箱：250×425×70㎜ ●A3判 ●乳・
小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-04 CHF-30A 10入

（F52726）

やま磯 味付海苔バラエティセット

●商品：味付のり（8切32枚）×1、しそ風味のり（8切32枚）×1、焼
のり2袋詰（2切6枚）×1、のり茶漬け（5.5g×3袋）×1、のりふりか
け（5g×3袋）×1 ●箱：275×300×73㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦・
えび ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-06 SVG-30R 10入

（F52680）

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

●商品：キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450ml×1、有明
海産味付海苔（3切6枚）×1、のり茶漬け（4.3g×2袋）×1、わか
めスープ（5.3g×2袋）×1、鰹節削り（2g×4袋）×1、日清キャノ
ーラ油400g×1 ●箱：250×425×70㎜ ●A3判 ●乳・小麦・えび
●JPN

¥3,500（税込¥3,780）★
注文番号 P6520-12 NBL-35S 10入

（F52613）

伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ

●商品：焼き海苔（全型4枚入）×1、天然醸造蔵仕込み200ml（卵
かけ醤油・天然醸造醤油×各1）、黄金割烹だしパック（化学調味
料無添加）8g×4 ●箱：210×350×60㎜ ●A3判 ●小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-08 GNF-CJ 20入

（F52620）

海味彩 フリーズドライ&鮭ほぐし 
バラエティセット

●商品：とうふと油揚げのおみそ汁9.2g×2、2種のきのこの赤だ
しおみそ汁7.1g×2、あおさとわかめのおみそ汁6g×1、オクラ入
ねばねば野菜スープ5.8g×1、鮭ほぐし50g×2 ●箱：152×220×
77㎜ ●B5判 ●乳・小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-07 AZS-30 20入

（F52627）

熊本有明海産 旬摘み味海苔

●商品：味海苔（8切24枚）×6 ●箱：285×227×75㎜ ●A4判
●小麦・えび ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-09 FGJ-30 20入

（F52619）

島原素麺 涼風の絲（木箱）（24束）

●商品：そうめん50g×24束 ●木箱：208×380×31㎜ ●A3判
●小麦 ●JPN

¥3,000（税込¥3,240）★
注文番号 P6520-10 CD-30 10入 （F52620）

海苔食べくらべ バラエティセット

●商品：味付けのり（8切6枚）×2、有明海産塩のり（8切6枚）×2、
南高梅のり（8切6枚）×2、紀州南高梅×2、島乃香のり佃煮80g
×1、たまごスープ6.4g×6 ●箱：290×224×77㎜ ●B4判 ●卵・
乳・小麦・えび ●JPN

¥3,500（税込¥3,780）★
注文番号 P6520-11 YU-35R 10入



21 ※メーカーの都合によりデザイン・内容・価格などが変更になる場合がございます。※写真はイメージです。小物などは含まれておりませんのでご了承ください。

食　品

認定番号：第2017-1918号

長
崎
県
特
産

（F32626）

Dolce Collection 
スイーツタイム&今治タオル06

●商品：バウムクーヘン175g×1、ミニバウムクーヘン（チョコ・プレ
ーン×各2）、クッキー（アーモンド・チョコチップ×各2）、今治フェイ
スタオル（750×340㎜）×2 ●材質：タオル（綿100％）●箱：198
×354×120㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6521-01 DST-06 12入

（F52620）

あまおう苺バウムクーヘン&
プチフィナンシェ ギフトボックス

●商品：あまおう苺バウムクーヘン×6、プチフィナンシェ4個入（あ
まおう苺・プレーン×各2）、焼きほろろクッキー（イチゴ）×4 ●箱：
205×280×105㎜ ●A4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-02 FAO-40R 14入

（F52627）

茶の国めぐり 茶水詮 
緑茶ティーバッグ詰合せ

●商品：福岡八女玉露ティーバッグ（3g×5p）×1、京都宇治抹茶
入煎茶ティーバッグ（4g×5p）×1、静岡掛川深蒸し煎茶ティー
バッグ（5g×5p）×2、三重伊勢かぶせ茶ティーバッグ（5g×5p）
×2、島根出雲煎茶ティーバッグ（5g×5p）×2 ●箱：295×308×
53㎜ ●B4判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-03 TB-40 10入

（F52634）

坂井宏行監修 C'est bon cadeau 
～素敵な贈り物～

●商品：オニオンスープ×4、ミネストローネ×4、緑色野菜の塩スー
プ×4、ジェノベーゼ粉末パスタソース×4、ペペロンチーノ粉末パ
スタソース×2 ●箱：200×350×80㎜ ●A3判 ●乳・小麦 ●最終
加工地：JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-04 SKIB-G 10入

（F52631）

アマノフーズ&白子味のり

●商品：白子味のり（8切5枚）×4、アマノフーズ減塩いつものおみ
そ汁（なす9g・なめこ8g・ほうれん草6.8g×各3）●箱：242×433
×45㎜ ●A3判 ●乳・小麦・えび ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-05 H-40A 10入

（F52620）

キッコーマン生しょうゆ&
フリーズドライ バラエティセット

●商品：とうふと油揚げのおみそ汁9.2g×1、2種のきのこの赤だしお
みそ汁7.1g×1、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml×1、丸美屋
たまごふりかけ（2.5g×3）×1、丸美屋さけふりかけ（2.5g×3）×1、あ
おさとわかめのおみそ汁6g×1、オクラ入ねばねば野菜スープ5.8g
×1、丸美屋洋風スープオニオン風味（2.5g×3）×1、白子のり味の
り（8切5枚）×2、日清キャノーラ油400g×1 ●箱：255×315×70㎜
●B4判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-06 BR-40R 14入

（F52620）

ヤマサ鮮度しょうゆ&白子のり詰合せ

●商品：ヤマサ鮮度しょうゆ200ml×1、白子のり味のり（3切5枚）
×1、シーラックかつおだし（4g×3）×1、たまごスープ6.4g×2、白
子のり味のり（8切5枚）×2、ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200ml×1、
日清ヘルシーベジオイル600g×1 ●箱：255×418×68㎜ ●A3
判 ●卵・小麦・えび ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-07 IT-40R 12入

（F52620）

キッコーマン塩分ひかえめ生しょうゆ&
バラエティギフト

●商品：キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml×1、キッコーマン
塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ450ml×1、わかめスープ（3.8g×
3）×1、丸美屋たまごふりかけ（2.5g×3）×1、丸美屋さけふりか
け（2.5g×3）×1、味付のり（8切6枚）×1、有明海産塩のり（8切
6枚）×1、鮭ほぐし50g×1 ●箱：255×315×70㎜ ●B4判 ●卵・
乳・小麦・えび ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-08 TN-40R 10入

（F52613）

伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ

●商品：有明海産味付海苔（8切8枚）×2、天然醸造蔵仕込み
200ml（卵かけ醤油・刺し身醤油・丸大豆醤油・天然醸造醤油×
各1）、本枯れ鰹節（焼津産）15g×1 ●箱：210×480×60㎜ ●A3
判 ●小麦・えび ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-09 GNF-DJR 12入

（F52680）

マルコメフリーズドライみそ汁&
食卓詰合せ

●商品：有明海産味付海苔（8切8枚×2袋）×1、しじみ醤油味付
海苔（8切8枚×2袋）×2、まぐろそぼろ佃煮（7g×2袋）×1、鰹節
削り（2g×3袋）×1、わかめスープ（5.3g×2袋）×1、永谷園お吸
いもの松茸風味（2.3g×4袋）×1、マルコメ京懐石（茄子のおみ
そ汁11.5g×2、豆腐のおみそ汁11g・長ねぎのおみそ汁15.7g×
各1）●箱：250×510×70㎜ ●A3判 ●乳・小麦・えび ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-10 BMC-40 8入

（F62600）

和の調味料 詰合せ

●商品：伊賀越天然醸造醬油（シュリンク）200ml×1、鮭ほぐし
50g×1、のり佃煮瓶詰80g×2、昭和キャノーラ油300ml×1、割
烹みりんタイプ400ml×1、白子のり味のりだし塩のり（8切5枚）×
3、かつおだし（4g×8）×1 ●箱：243×470×74㎜ ●A3判 ●乳・
小麦 ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-11 ZC-DZ2 10入

（F52619）

島原素麺 涼風の絲（木箱）（34束）

●商品：そうめん50g×34束 ●木箱：208×289×50㎜ ●A4判
●小麦 ●JPN

¥4,000（税込¥4,320）★
注文番号 P6521-12 CD-40 6入



洗　剤
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ボールドジェル

ボールドジェル

認定番号：第2015-857号

（F52636）

抗菌消臭EXギフト

●商品：花王アタック抗菌EX880g×1、抗菌・消臭ソフター
EX400g×1、抗菌・消臭ソフターEX（詰替）350g×2、洗たく槽ク
リーナーEX100g×1 ●箱：140×227×235㎜ ●B5判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6522-01 EXZ-30AX 6入

（F52722）

クリアランドリーパワーギフト

●商品：トップクリアリキッド450g×1、トップクリアリキッド詰替用
400g×2、薬用ハンドソープ250ml×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ml×1 ●箱：100×185×235㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6522-02 CPG-30 8入

（F52722）

スーパークリアギフト

●商品：トップスーパーナノックス400g×1、トップスーパーナノック
ス詰替用320g×1、薬用ハンドソープ250ml×1、薬用ハンドソー
プ詰替用200ml×1 ●箱：90×180×225㎜ ●B5判 ●最終加工
地：JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6522-03 LSC-30 10入

（F52636）

ファーファギフトセット

●商品：ファーファ液体洗剤無香料450g×2、ファーファ液体洗剤
無香料（詰替）400g×4 ●箱：147×300×270㎜ ●B4判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6522-04 FAG-30 4入

（F52636）

消臭抗菌・ボールドギフトセット

●商品：P&Gボールドジェル750g×1、消臭抗菌ソフター400g
×1、消臭抗菌ソフター（詰替）350g×2、洗たく槽クリーナー
EX100g×1 ●箱：135×198×275㎜ ●A4判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6522-05 BFS-30Y 6入

（F52665）

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト

●商品：薬用入浴剤25g×24包（登別・草津・箱根・別府×各6）、
薬用入浴剤500gボトル×1本（有馬）●箱：260×420×50㎜
●A3判 ●JPN

¥3,000（税込¥3,300）
注文番号 P6522-06 PG-30 10入

（F52722）

液体洗剤フレグランスギフトセット

●商品：ニュービーズジェル780ｇ×1、ニュービーズジェル詰替用
680ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ｍｌ×2、台所洗剤270ｍｌ×1 ●箱：120×235×275㎜ ●A4判
●最終加工地：JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6522-07 BJK-40 6入

（F52722）

ホームライフギフト

●商品：アタック抗菌ＥＸ880ｇ×1、アタック抗菌ＥＸ詰替用690
ｇ×1、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2、台所洗剤250ｍｌ×1 ●箱：150×220×235㎜ ●B5判
●最終加工地：JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6522-08 HLG-40 5入

（F52622）

四季折々 薬用入浴剤セット

●商品：バブ（ゆず・森・ラベンダー・ひのき）×各2、薬用入浴剤（ゆ
ず・よもぎ・もも・ひのき）25g×2包×各2箱 ●箱：380×365×
35㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6522-12 SB-40N 10入

（F52722）

今治ブランドタオル&
薬用ハンドソープセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、薬用ハンドソープ250
ｍｌ×2 ●材質：タオル（綿100%）●箱：225×415×55㎜ ●A3判
●最終加工地：JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6522-09 ITS-40 14入

（F52722）

ファミリーライフギフト

●商品：アタックZERO380ｇ×2、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬
用ハンドソープ詰替用200ml×3、台所洗剤250ｍｌ×1 ●箱：135
×180×225㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6522-10 FMN-40 7入

（F52636）

アリエール抗菌除菌ギフト

●商品：P&Gアリエールジェル750g×1、P&Gアリエールジェル
（詰替）500g×1、台所用除菌ジェル250ml×1、抗菌・消臭ソフ
ターEX400g×1、抗菌・消臭ソフターEX（詰替）350g×1、洗たく
槽クリーナー100g×1 ●箱：150×243×280㎜ ●A4判 ●JPN

¥4,000（税込¥4,400）
注文番号 P6522-11 GPS-40D 4入
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認定番号：第2019-1430号 認定番号：第2019-1424号

ホテルスタイル
made in

IMABARI

ホテルスタイル

認定番号：第2020-961号

認定番号：第2022-987号認定番号：第2017-1713号 認定番号：第2018-2194号

仕上げに天然酵素を用いた有機精練と
大豆イソフラボンが原料の柔軟剤を使った
「オーガニック製法」で仕上げました。

オーガニックのやさしさ。

（F12647）

ORGANIC TALES タオルセット

●商品：フェイスタオル（750×290㎜）×2、コンパクトバスタオル
（1000×340㎜）×2 ●材質：綿100%（パイル部：オーガニックコ
ットン100%）●箱：245×350×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）

注文番号 P6523-01 ALE2350 24入

（F12628）

今治産ゆったり大判バスタオル2P

●商品：（700×1300㎜）×2 ●材質：綿100% ●箱：370×270×
75㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）

注文番号 P6523-02 H-5023 18入
（F12635）

更紗銘仙 タオルセット

●商品：バスタオル（600×1200㎜）×1、フェイスタオル（340×
750㎜）×2、ウォッシュタオル（340×350㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：270×360×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）

注文番号 P6523-03 IM5068 20入

（F12625）

今治ホテルスタイルⅡ タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（330×
720㎜）×2、ハンドタオル（330×330㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：305×368×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）

注文番号 P6523-04 TQS5007715 30入

（F12622）

今治スイートホワイト タオルセット

●商品：バスタオル（600×1150㎜）×1、ハンドタオル（340×
340㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：190×250×90㎜ ●A4判
●JPN

¥6,000（税込¥6,600）

注文番号 P6523-05 62260 16入

（F12662）

和乃逸品 今治エコリーフ&
エアーかおるタオルセット

●商品：今治バスタオル（600×1200㎜）×1、今治フェイスタオル
（330×800㎜）×1、エアーかおるフェイスタオル（320×850㎜）
×1 ●材質：綿100% ●箱：330×390×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥7,000（税込¥7,700）

注文番号 P6523-06 EKA2270 16入
（F12627）

GEORNEL タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×2、フェイスタオル（330×
750㎜）×2、ウォッシュタオル（330×300㎜）×2 ●材質：綿100%
●箱：350×450×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥8,000（税込¥8,800）

注文番号 P6523-07 GER-8003 14入



食　品 ・ 洗　剤
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認定番号：第2010-665号

（F52620）

小豆パイ・欧風せんべい和菓子詰合せ

●商品：小豆パイ×6、欧風せんべい×4、豆菓子（竹炭×6・きな
こ×6）●箱：205×310×115㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦・落花生
●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6524-01 DW-50R 9入

（F52620）

あまおう苺バウムクーヘン&
プチフィナンシェ ギフトボックス

●商品：あまおう苺バウムクーヘン×6、プチフィナンシェ4個入（あ
まおう苺×4、プレーン×2）、焼きほろろクッキー（イチゴ）×6 ●箱：
195×313×120㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6524-02 FAO-50R 12入 （F52674）

ティータイムセット

●商品：AGFちょっと贅沢な珈琲店（プレミアムビター7g×12、プ
レミアムマイルド7g×12）、AGFカフェラトリー（濃厚ミルクカフ
ェラテ10g×3、濃厚キャラメルマキアート11g×12、濃厚ビター
9g×3）、AGFブレンディ（カフェオレ8.8g×6、カフェオレカロリー
ハーフ5.4g×6）、シュガー5g×4 ●箱：258×528×42㎜ ●A3判
●乳 ●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6524-03 CS-50 12入

（F52620）

フリーズドライ 
具材味わうおみそ汁&たまごスープ

●商品：たまごスープ6.4g×10、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各5）●箱：330×345×45㎜ ●B4判
●卵・小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6524-04 HDN-50R 12入 （F52631）

アマノフーズ&白子味のり

●商品：白子味のり（8切5枚）×4、アマノフーズ減塩いつものおみ
そ汁（なす9g・なめこ8g・ほうれん草6.8g×各3）、マルトモ直火焼
だしの素4g×10、永谷園お吸いもの松茸風味（2.3g×3）×1、永
谷園お茶づけ海苔（4.7g×3）×1 ●箱：322×435×45㎜ ●A3判
●乳・小麦・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6524-05 H-50A 10入

（F52620）

キッコーマン生しょうゆ&
フリーズドライ バラエティセット

●商品：とうふと油揚げのおみそ汁9.2g×1、2種のきのこの赤だしお
みそ汁7.1g×1、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200ml×1、丸美屋
たまごふりかけ（2.5g×3）×1、丸美屋さけふりかけ（2.5g×3）×1、あ
おさとわかめのおみそ汁6g×1、オクラ入ねばねば野菜スープ5.8g
×1、丸美屋洋風スープオニオン風味（2.5g×3）×1、白子のり味の
り（8切5枚）×2、日清キャノーラ油400g×1、マルトモかつおパック
（0.7g×3）×1、まぐろ油漬け70g×1、鮭ほぐし50g×2、キッコーマ
ン塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ200ml×1 ●箱：255×460×70㎜
●A3判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥7,000（税込¥7,560）★
注文番号 P6524-07 BR-70R 8入

（F52620）

日清オイリオ 食卓バラエティセット

●商品：日清サラダ油400g×1、有明海産味のり（8切8枚×2）×
1、かね七かつおだし（4g×5）×1、かね七こんぶだし（4g×5）×1、
たまごスープ6.4g×4、マルトモかつおパック（0.7g×3袋）×1、ニ
ッスイさば水煮150g×1、キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml
×1 ●箱：255×497×68㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6524-06 CIH-50R 8入

（F52620）

Senjudoスイーツ+今治タオルセット

●商品：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・チェス）×各2、ウォッシュタオル（340×350㎜）×4、フェイ
スタオル（340×750㎜）×2 ●材質：タオル（綿100%）●箱：290
×345×105㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥8,000（税込¥8,800）

注文番号 P6524-08 SS-80TR 6入

（F62600）

海の恵詰合せ

●商品：鮭ほぐし50g×6、のり佃煮瓶詰80g×4、かつおだし（4g
×8）×4、紅ずわいがにほぐし身55g×2 ●箱：301×263×148㎜
●B4判 ●乳・小麦・かに ●JPN

¥8,000（税込¥8,640）★
注文番号 P6524-09 ZS-HZ 4入

（F52722）

液体洗剤フレグランスギフトセット

●商品：ニュービーズジェル780ｇ×1、ニュービーズジェル詰替用
680ｇ×2、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ｍｌ×2、台所洗剤270ｍｌ×1 ●箱：175×210×275㎜ ●A4判
●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,500）

注文番号 P6524-10 BJK-50 4入

（F52636）

アリエール抗菌除菌ギフト

●商品：P&Gアリエールジェル750g×1、P&Gアリエールジェル
（詰替）500g×2、台所用除菌ジェル250ml×1、抗菌・消臭ソフ
ターEX400g×1、抗菌・消臭ソフターEX（詰替）350g×2、洗たく
槽クリーナー100g×1 ●箱：200×248×280㎜ ●A4判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）

注文番号 P6524-11 GPS-50D 4入

（F52722）

クリアランドリーパワーギフト

●商品：トップクリアリキッド450g×1、トップクリアリキッド詰替用
400g×8、薬用ハンドソープ250ml×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2 ●箱：165×260×235㎜ ●A4判 ●最終加工地：JPN

¥8,000（税込¥8,800）

注文番号 P6524-12 CPG-80 3入
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繊　維

認定番号：第2017-1870-01号 認定番号：第2020-1079号 認定番号：第2017-1463号

認定番号：第2019-352号 認定番号：第2019-1962号 認定番号：第2020-961号

極ふわ/認定番号：第2021-2496号
極ふわ＆さらり/認定番号：第2022-945号 認定番号：第2020-720号

認定番号：第2017-1637号

（F12615）

よりすぐりタオルセット

●商品：泉州バスタオル（600×1200㎜）×1、今治バスタオル
（600×1200㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：240×420×70㎜
●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-01 YG-2150 36入

（F12629）

今治 シンシアコットン タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（340×
750㎜）×2、ウォッシュタオル（340×340㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：290×360×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-02 S-10500 26入

（F12614）

西川 レスプリピュール 今治製タオルセット

●商品：バスタオル（1200×600㎜）×1、フェイスタオル（750×
340㎜）×1、ウォッシュタオル（350×340㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：265×377×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-03 TT82503507 20入

（F12628）

咲染桜 タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（330×
750㎜）×2、ウォッシュタオル（330×340㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：265×385×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-04 SZ-5001 30入

（F12629）

今治 カラーレイズ タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（340×
750㎜）×2、ウォッシュタオル（340×340㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：290×360×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-05 C-20500 26入

（F12625）

日本名産地タオル 今治純白（やわらか
やさしい無蛍光晒し） タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×1、フェイスタオル（330×
720㎜）×2、ハンドタオル（330×330㎜）×1 ●材質：綿100%
●箱：305×368×60㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-06 TMS5008905 30入

（F12654）

日本製 吸湿発熱わた入りやわらかタッチ敷パット

●商品：（1000×2050㎜）×1 ●材質：表地・裏地：ポリエステル
100%、詰め物：ポリエステル90%・合成繊維（サンバーナー）
10% ●箱：460×360×90㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-07 KS-3055 18入

（F12627）

泉州あやの風 五重織ガーゼハーフケット

●商品：（1000×1400㎜）×1 ●材質：側（1・5層部）：綿100%、
中身（2・3・4層部）：ポリエステル70%・綿30% ●箱：390×300×
40㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-08 SAW-5001 26入

（F12657）

オーガニック入 玄関マット

●商品：（500×900㎜（房込））×1 ●材質：オーガニックコットン
25%・コットン75% ●箱：480×320×70㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6525-09 091775 12入

（F12662）

和の色彩 三河木綿 
先染め四重織ガーゼケット

●商品：（1400×1900㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：440×340×
75㎜ ●A3判 ●JPN

¥7,000（税込¥7,700）
注文番号 P6525-10 WK7021 10入

（F12634）

こだわりの逸品・今治 
極ふわ織 2タイプ バスタオルセット

●商品：バスタオル（600×1200㎜）×1、スマートバスタオル（450
×1000㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：420×305×85㎜ ●A3判
●JPN

¥8,000（税込¥8,800）
注文番号 P6525-11 3380-2P 18入

（F12622）

今治いろどり 春花秋月 タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×3、フェイスタオル（340×
750㎜）×1 ●材質：綿100% ●箱：260×380×88㎜ ●A3判
●JPN

¥9,000（税込¥9,900）
注文番号 P6525-12 66590 10入
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認定番号：第2010-665号

食　品

（F52615）

おいしさいろいろ

●商品：のり巻あられ×16枚、紫いも煎餅×8枚、粒焼きしょうゆ煎
餅×8枚、ざらめ煎餅×6枚、青のりしょうゆ煎餅×6枚、黒豆入りお
かき×6枚、海老サラダ煎餅×4枚、海老しょうゆ煎餅×4枚 ●箱：
427×320×75㎜ ●A3判 ●小麦・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-01 RGA-50 6入

（F52634）

銀座鹿乃子 和菓子詰合せ

●商品：黒蜜かりんとう10g×5、白蜜かりんとう10g×5、羊羹（小
倉）50g×2、羊羹（本練）50g×2 ●箱：290×445×35㎜ ●A3判
●乳・小麦 ●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-02 KYM-H 10入

（F52620）

Senjudoスイーツ+今治タオルセット

●商品：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・チェス）×各4、ウォッシュタオル（340×350㎜）×2、フェイスタ
オル（340×750㎜）●材質：タオル（綿100%）●箱：190×345×
105㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6526-03 SS-50TR 10入

（F52693）

かりんとう・あられ・羊かん詰合せ

●商品：蜂蜜黒糖かりんとう40g×2、黒胡麻かりんとう40g×1、落
花生かりんとう40g×1、あられ（海老）30g×2、あられ（海苔）30g
×1、あられ（味噌）30g×1、羊かん（抹茶）60g×2、羊かん（練り）
60g×1、羊かん（小倉）60g×1 ●箱：383×537×42㎜ ●A3判
●小麦・落花生・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-04 CB-50S 10入

（F52624）

酵素焙煎ドリップコーヒーセット

●商品：クラシックブレンド7g×20、エクセレントブレンド7g×20
●箱：260×433×78㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN（生豆：BRA・
COL他）

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-05 ND-500 10入

（F52634）

64℃ スープギフト（40袋）

●商品：コーンスープ17g×10、中華わかめスープ3g×10、洋風オ
ニオンスープ7g×10、欧風野菜スープ10g×10 ●箱：120×210
×240㎜ ●B5判 ●乳・小麦 ●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-06 M-S50 7入

（F52657）

タニタ食堂監修減塩みそ汁・
白子のり詰合せ

●商品：タニタ食堂監修減塩みそ汁（あおさ×6、なす・オクラとめか
ぶ×各4）、白子のり味のり（8切5枚）×6 ●箱：230×330×82㎜
●B4判 ●小麦・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-07 ST-50 10入

（F52620）

三陸産煮魚&フリーズドライ・
梅干しセット

●商品：たまごスープ6.4g×4、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各1）、紀州南高梅（塩分8%・はちみつ）
×3、三陸産鯖の味噌煮100g×3、三陸産鰯の甘酢煮100g×3
●箱：260×465×37㎜ ●A3判 ●卵・小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-08 MFR-50 8入 （F52780）

アマノフリーズドライみそ汁&食卓詰合せ

●商品：島の香のり佃煮80g×1、島の香しそのり佃煮80g×1、の
り玉子ふりかけ（4.5g×2袋）×1、わかめスープ（5.3g×2袋）×1、
有明海産味付海苔（3切6枚）×1、アマノ（ほうれん草おみそ汁
7g・とうふおみそ汁10g×各3、なすおみそ汁9.5g×2）、梅茶漬け
（4.3g×2袋）×1、鮭茶漬け（4.7g×2袋）×1 ●箱：350×400×
70㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-09 AMC-50Y 10入

（F52620）

ヤマサ鮮度しょうゆ&白子のり詰合せ

●商品：ヤマサ鮮度しょうゆ200ml×1、白子のり味のり（3切5枚）
×1、シーラックかつおだし（4g×3）×1、たまごスープ6.4g×4、白
子のり味のり（8切5枚）×4、ヤマサ鮮度減塩しょうゆ200ml×1、
日清ヘルシーベジオイル600g×1 ●箱：255×497×68㎜ ●A3
判 ●卵・小麦・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-10 IT-50R 8入

（F52680）

キッコーマン生しょうゆ&和食詰合せ

●商品：キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ450ml×1、島の
香のり佃煮80g×1、有明海産味付海苔（8切8枚×2袋）×1、のり
茶漬け（4.3g×2袋）×1、うめ茶漬け（4.3g×2袋）×1、のり玉子
ふりかけ（4.5g×2袋）×1、わかめスープ（5.3g×2袋）×1、島の香
しそのり佃煮80g×1、鰹節削り（1.5g×4袋）×1、日清キャノーラ
油400g×1 ●箱：250×510×70㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦・えび
●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-11 NBL-50S 8入

（F52726）

やま磯 味付海苔バラエティセット

●商品：味付のり（8切32枚）×3、しそ風味のり（8切32枚）×3、焼
のり2袋詰（2切6枚）×1、のり茶漬け（5.5g×3袋）×1、のりふりか
け（5g×3袋）×1 ●箱：275×452×73㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦・
えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6526-12 SVG-50R 5入
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食　品

味良し、香り良し、国内産の味わい

（F52620）

海苔食べくらべ バラエティセット

●商品：味付けのり（8切6枚）×4、有明海産塩のり（8切6枚）×4、
南高梅のり（8切6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 ●箱：290×298×77㎜ ●B4判 ●卵・
乳・小麦・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-01 YU-50R 10入 （F52680）

ヤマサ鮮度卓上しょうゆ&和風詰合せ

●商品：有明海産味付け海苔（3切6枚）×1、マルトモ純だしパック
（6g×3袋）×1、永谷園お吸いもの松茸風味（2.3g×2袋）×1、永
谷園お茶漬けのり（4.7g×2袋）×1、まぐろそぼろ佃煮（7g×2袋）×
1、鰹節削り（1.5g×4袋）×1、こだわりふりかけ6g×3、アマノなすお
みそ汁9.5g×2、ヤマサ鮮度卓上しょうゆ200ml×1、日清キャノーラ
油400g×1 ●箱：350×400×70㎜ ●A3判 ●小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-02 CHF-50A 8入

（F52613）

匠風庵 飛騨高山醤油と磯美和膳

●商品：飛騨高山濃口醤油200ml×1、飛騨高山薄口醤油200ml
×1、有明プレミアム金の味海苔（7切6枚）×4、国産あごだし茶
漬け5g×4、本枯かつお節2g×5、黄金割烹だしパック（無添加）
8g×5、ジャーマニー岩塩80g×1 ●箱：356×455×61㎜ ●A3判
●小麦・えび ●最終加工地：JPN（岩塩：GER）

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-03 UHF-EJ 10入

（F52620）

キッコーマン塩分ひかえめ生しょうゆ&
バラエティギフト

●商品：キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml×1、キッコーマン
塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ450ml×1、わかめスープ（3.8g×
3）×1、丸美屋たまごふりかけ（2.5g×3）×1、丸美屋さけふりかけ
（2.5g×3）×1、味付のり（8切6枚）×1、有明海産塩のり（8切6
枚）×1、鮭ほぐし50g×1、まぐろ油漬け70g×2 ●箱：255×390×
70㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-04 TN-50R 8入

（F52656）

美味之誉 詰合せ

●商品：北海道産鮭フレーク40g×2、焼きのり佃煮85g×2、有
明海産味付け海苔（8切12枚入）×2、鰹削り節（2g×4）×2、ま
ぐろ油漬け70g×2 ●箱：320×450×80㎜ ●A3判 ●小麦・えび
●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-05 4945-50 6入

（F52619）

島原素麺 涼風の絲（木箱）（44束）

●商品：そうめん50g×44束 ●木箱：208×360×50㎜ ●A3判
●小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-06 CD-50 6入

（F52734）

国内産どんこ椎茸

●商品：国内産どんこ椎茸180g×1 ●箱：355×255×70㎜ ●A3
判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-07 JMD-50IN 10入

（F62600）

和の調味料 詰合せ

●商品：伊賀越天然醸造醬油（シュリンク）450ml×1、鮭ほぐし
50g×2、のり佃煮瓶詰80g×2、昭和キャノーラ油300ml×1、割
烹みりんタイプ400ml×1、白子のり味のりだし塩のり（8切5枚）×
3、かつおだし（4g×8）×2 ●箱：243×547×74㎜ ●A3判 ●乳・
小麦 ●JPN

¥5,000（税込¥5,400）★
注文番号 P6527-08 ZC-EZ2 8入

（F52620）

フリーズドライ 
具材味わうおみそ汁&たまごスープ

●商品：たまごスープ6.4g×16、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各8）●箱：330×293×95㎜ ●B4判
●卵・小麦 ●JPN

¥8,000（税込¥8,640）★
注文番号 P6527-09 HDN-80R 8入

（F52640）

キッコーマン&調味料バラエティセット

●商品：日清キャノーラ油380g×2、キッコーマンいつでも新鮮しぼ
りたて生しょうゆ450ml×2、キッコーマンいつでも新鮮料理人直
伝極みつゆ450ml×1、日の出料理酒400ml×1、日の出割烹みり
んタイプ400ml×1、イカリソースウスター500ml×1、コーミトマト
ケチャップ特級300g×2 ●箱：482×380×69㎜ ●A3判 ●小麦
●JPN

¥8,000（税込¥8,640）★
注文番号 P6527-10 KSM-80 4入

（F52620）

キッコーマン塩分ひかえめ生しょうゆ&
バラエティギフト

●商品：キッコーマンしぼりたて生しょうゆ450ml×1、キッコーマン
塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ450ml×1、わかめスープ（3.8g×
3）×1、丸美屋たまごふりかけ（2.5g×3）×1、丸美屋さけふりかけ
（2.5g×3）×1、味付のり（8切6枚）×1、有明海産塩のり（8切6
枚）×1、鮭ほぐし50g×2、まぐろ油漬け70g×3、日清ヘルシーベ
ジオイル600g×1、宝幸貝柱水煮ほぐし身65g（固形量35g）×1
●箱：335×395×70㎜ ●A3判 ●卵・乳・小麦・えび ●JPN

¥8,000（税込¥8,640）★
注文番号 P6527-11 TN-80R 6入

（F62600）

味付海苔&調味料ギフト

●商品：かつおだし（4g×8）×2、鮭ほぐし50g×4、のり佃煮瓶詰
80g×4、荒仕上味付海苔（8切24枚）×2、伊賀越天然醸造醬油
（シュリンク）200ml×4 ●箱：253×305×166㎜ ●B4判 ●乳・
小麦・えび ●JPN

¥8,000（税込¥8,640）★
注文番号 P6527-12 NH-HZ 4入



洗　剤

28※メーカーの都合によりデザイン・内容・価格などが変更になる場合がございます。※写真はイメージです。小物などは含まれておりませんのでご了承ください。

フェイスタオル／認定番号：第2015-857号
ウォッシュタオル／認定番号：第2013-614号

ボールドジェル

（F52722）

ローラ アシュレイ 
フレグランスウォッシュセット

●商品：ボディウォッシュ（ローズペタル・カントリーガーデン）480ｍｌ
×各1、ボディウォッシュ詰替用（ローズペタル・カントリーガーデン）
380ｍｌ×各2 ●箱：445×410×55㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-06 LAY-50 5入

（F52722）

今治ブランドタオル&
薬用ハンドソープセット

●商品：フェイスタオル（340×750㎜）×2、ウォッシュタオル（340
×350㎜）×2、薬用ハンドソープ250ｍｌ×2 ●材質：タオル（綿
100%）●箱：435×335×55㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-02 ITS-50 9入

（F52636）

ファーファギフトセット

●商品：ファーファ液体洗剤無香料450g×2、ファーファ液体洗剤
無香料（詰替）400g×8 ●箱：145×380×270㎜ ●A3判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-03 FAG-50 3入

（F52636）

アリエール部屋干しギフト

●商品：P&Gアリエールジェル部屋干しプラス690g×1、P&Gアリ
エールジェル部屋干しプラス（詰替）475g×2、抗菌部屋干しソフ
ター400g×1、抗菌部屋干しソフター（詰替）350g×3、洗たく槽ク
リーナーNEO100g×2 ●箱：200×248×280㎜ ●A4判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-04 HLG-50K 4入

（F52722）

ホームライフギフト

●商品：アタック抗菌ＥＸ880ｇ×1、アタック抗菌ＥＸ詰替用690
ｇ×2、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2、台所洗剤250ｍｌ×1 ●箱：155×245×235㎜ ●A4判
●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-05 HLG-50 4入

（F52722）

スーパークリアギフト

●商品：トップスーパーナノックス400g×1、トップスーパーナノック
ス詰替用320g×3、薬用ハンドソープ250ml×1、薬用ハンドソー
プ詰替用200ml×1 ●箱：135×180×225㎜ ●B5判 ●最終加工
地：JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-01 LSC-50 7入

（F52636）

アリエール抗菌除菌ギフト

●商品：P&Gアリエールジェル750g×1、P&Gアリエールジェル
（詰替）500g×4、台所用除菌ジェル250ml×1、抗菌・消臭ソフ
ターEX400g×1、抗菌・消臭ソフターEX（詰替）350g×3、洗たく
槽クリーナー100g×2 ●箱：238×280×280㎜ ●A4判 ●JPN

¥8,000（税込¥8,800）
注文番号 P6528-11 GPS-80D 2入

（F52636）

消臭抗菌・ボールドギフトセット

●商品：P&Gボールドジェル750g×1、P&Gボールドジェル（詰
替）475g×2、消臭抗菌ソフター400g×1、消臭抗菌ソフター（詰
替）350g×2、洗たく槽クリーナーEX100g×2 ●箱：200×248×
280㎜ ●A4判 ●JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-07 BFS-50Y 4入

（F52722）

クリアランドリーパワーギフト

●商品：トップクリアリキッド450g×1、トップクリアリキッド詰替用
400g×4、薬用ハンドソープ250ml×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ml×2 ●箱：155×185×235㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-08 CPG-50 4入

（F52722）

ファミリーライフギフト

●商品：アタックZERO380ｇ×5、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬
用ハンドソープ詰替用200ml×3、台所洗剤250ｍｌ×1 ●箱：175
×210×225㎜ ●B5判 ●最終加工地：JPN

¥8,000（税込¥8,800）
注文番号 P6528-10 FMN-80 4入

（F52622）

四季折々 薬用入浴剤セット

●商品：バブ（ゆず・森・ラベンダー・ひのき）×各4、薬用入浴剤（ゆ
ず・よもぎ・もも・ひのき）25g×2包×各2箱 ●箱：245×365×
70㎜ ●A3判 ●最終加工地：JPN

¥5,000（税込¥5,500）
注文番号 P6528-09 SB-50N 12入

（F52722）

液体洗剤フレグランスギフトセット

●商品：ニュービーズジェル780ｇ×1、ニュービーズジェル詰替用
680ｇ×4、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ｍｌ×3、台所洗剤270ｍｌ×1 ●箱：170×315×275㎜ ●B4判
●最終加工地：JPN

¥8,000（税込¥8,800）
注文番号 P6528-12 BJK-80 3入
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認定番号：第2010-665号

静岡県産茶葉を100%使った上質な逸品。
豊かな風味をお楽しみください。

ボールドジェル

「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ました。素材本来の
旨味までお楽しみいただけます。

いつでも作りたての味。

（F52620）

フリーズドライ 
具材味わうおみそ汁&たまごスープ

●商品：たまごスープ6.4g×20、具材を味わうおみそ汁（長ねぎ
7.8g・ほうれん草6.2g×各10）●箱：330×345×95㎜ ●B4判
●卵・小麦 ●JPN

¥10,000（税込¥10,800）★
注文番号 P6529-01 HDN-100R 6入

（F52620）

Senjudoスイーツ+今治タオルセット

●商品：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・チェス）×各2、ウォッシュタオル（340×350㎜）×3、フェイ
スタオル（340×750㎜）×4 ●材質：タオル（綿100%）●箱：290
×345×105㎜ ●B4判 ●卵・乳・小麦 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6529-02 SS-100TR 6入

（F52693）

静岡銘茶詰合せ

●商品：煎茶八十八夜100g×1、八十八夜深むし茶100g×1、一
番摘み煎茶100g×1 ●箱：180×265×75㎜ ●A4判 ●JPN

¥10,000（税込¥10,800）★
注文番号 P6529-04 ST-100 10入

（F62600）

海の恵詰合せ

●商品：鮭ほぐし50g×4、のり佃煮瓶詰80g×4、かつおだし（4g
×8）×8、紅ずわいがにほぐし身55g×4 ●箱：301×341×148㎜
●B4判 ●乳・小麦・かに ●JPN

¥10,000（税込¥10,800）★
注文番号 P6529-03 ZS-AZZ 3入

（F52636）

消臭抗菌・ボールドギフトセット

●商品：P&Gボールドジェル750g×2、P&Gボールドジェル（詰
替）475g×4、消臭抗菌ソフター400g×1、消臭抗菌ソフター（詰
替）350g×5、洗たく槽クリーナーEX100g×2 ●箱：206×405×
280㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6529-05 BFS-100Y 2入

（F52722）

ホームライフギフト

●商品：アタック抗菌ＥＸ880ｇ×1、アタック抗菌ＥＸ詰替用690
ｇ×6、薬用ハンドソープ250ｍｌ×1、薬用ハンドソープ詰替用
200ml×3、台所洗剤250ｍｌ×1 ●箱：225×300×235㎜ ●B4判
●最終加工地：JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6529-07 HLG-100 2入

（F52636）

アリエール抗菌除菌ギフト

●商品：P&Gアリエールジェル750g×2、P&Gアリエールジェル
（詰替）500g×4、台所用除菌ジェル250ml×1、抗菌・消臭ソフ
ターEX400g×1、抗菌・消臭ソフターEX（詰替）350g×5、洗たく
槽クリーナー100g×2 ●箱：206×405×280㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6529-06 GPS-100D 2入
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泉州バスタオル

認定番号：第2014-1590号

認定番号：第2018-2194号

認定番号：第2022-967号

ピンク

ブルー

詰めもの

90%

ベージュ

ブルー
1・5層部

50%

毛羽部分

100%

毛羽部分

100%

（F12615）

今治&泉州贅沢タオルセット

●商品：泉州大判バスタオル（700×1400㎜）×1、泉州フェイスタ
オル（330×860㎜）×2、今治フェイスタオル（340×750㎜）×3
●材質：綿100% ●箱：400×400×63㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6530-01 ZI-2300 14入

（F12662）

和乃逸品 今治エコリーフ&
エアーかおるタオルセット

●商品：今治バスタオル（600×1200㎜）×1、今治フェイスタオル
（330×800㎜）×2、エアーかおるフェイスタオル（320×850㎜）
×2 ●材質：綿100% ●箱：350×450×80㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6530-04 EKA2210 10入

（F12634）

こだわりの逸品・今治 
極ふわ織 3タイプ バスタオルセット

●商品：バスタオル（600×1200㎜）×1、スマートバスタオル（450
×1000㎜）×1、スリムバスタオル（340×1200㎜）×1 ●材質：綿
100% ●箱：420×305×85㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6530-02 33100-3P 18入

（F12627）

和布小紋【modern】 タオルセット

●商品：バスタオル（600×1100㎜）×2、フェイスタオル（340×
750㎜）×4、ウォッシュタオル（340×300㎜）×2 ●材質：綿100%
●箱：350×450×80㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6530-03 KWFK-1001 9入

（F12654）

日本製 吸湿発熱わた入り
やわらかタッチ敷パット2P

●商品：（1000×2050㎜）×2 ●材質：表地・裏地：ポリエステル
100%、詰め物：ポリエステル90%・合成繊維（サンバーナー）
10% ●箱：520×380×120㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6530-05 KS-3011 8入

（F12662）

VIVIAN FLEUR 愛知三河産 
マイヤーひんやりケット2P

●商品：（1400×1900㎜）×2 ●材質：パイル部：綿100%、グラン
ド部：ポリエステル100% ●箱：560×360×85㎜ ●A3判 ●JPN

¥10,000（税込¥11,000）
注文番号 P6530-06 VF10444 6入

（F12654）

日本製 羽毛合い掛けふとん

●商品：（1500×2100㎜）×1 ●材質：側地：綿100%、詰め物：ダウ
ン90%・フェザー10%（1.0kg）●箱：580×440×220㎜ ●A3判
●JPN

¥50,000（税込¥55,000）

注文
番号
P6530-14（ブル－）
P6530-13（ピンク） LF-5000P

6入
LF-5000B

（F12654）

ヴァレンティノ・クリスティー 日本製 
ジャカード織りウール毛布（毛羽部分）

●商品：（1400×2000㎜）×1 ●材質：よこ糸（毛羽部分）：ウー
ル100%、たて糸：ポリエステル100% ●箱：520×380×120㎜
●A3判 ●JPN

¥12,000（税込¥13,200）
注文番号 P6530-07 VCM-112 12入

（F12627）

近江高島ちぢみ 掛布団

●商品：（1400×1900㎜）×1 ●材質：表裏：綿100%、中綿：ポリエ
ステル100%（0.7kg）●箱：580×400×180㎜ ●A3判 ●JPN

¥20,000（税込¥22,000）

注文
番号
P6530-10（ベージュ）
P6530-09（ブルー） WAT-20075BL

3入
WAT-20075BE

（F12627）

泉州あやの風 
ウール混五重織ガーゼケット

●商品：（1400×1900㎜）×1 ●材質：側（1・5層部）：ウール50%・
綿50%、中身（2・3・4層部）：ポリエステル70%・綿30% ●箱：450
×350×50㎜ ●A3判 ●JPN

¥15,000（税込¥16,500）
注文番号 P6530-08 SAW-15001 14入

（F12627）

極選魔法の糸×オーガニック 
プレミアム五重織ガーゼ毛布2P

●商品：（1400×2000㎜）×2 ●材質：綿100%（オーガニックコット
ン使用）●箱：370×500×120㎜ ●A3判 ●JPN

¥30,000（税込¥33,000）
注文番号 P6530-12 GMOW-30200 5入

（F12628）

泉州逸品 シルク毛布（毛羽部分）

●商品：（1400×2000㎜）×1 ●材質：よこ糸（毛羽部分）：シルク
100%、たて糸：ポリエステル100% ●箱：500×370×80㎜ ●A3
判 ●JPN

¥25,000（税込¥27,500）
注文番号 P6530-11 IPPIN-01250 10入

ふわ織/認定番号：第2022-975号
極ふわ＆さらり/認定番号：第2022-945号
極ふわ/認定番号：第2021-2496号




