新盆用 厳選ギフトセット

稲庭手延うどん詰め合わせ
商品番号

MI-B

今治の水縹（みずはなだ）タオルセット

¥1,620［税込］

商品番号

3115

¥1,500［本体価格］

¥1,650［税込］

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：30

●ケース入数：60

白子のり 味のり・だし塩のりセット
商品番号

¥1,620［税込］

¥1,620［税込］
¥1,500［本体価格］

キッコーマン しぼりたて生しょうゆ 200ml×1
キッコーマン デリシャスソース中濃 300ml×1
理研 キャノーラ油コレステロール0 265g×1
●ケース入数：15

●箱サイズ：180×180×65ｍｍ

伝統と職人
が織りなす

秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ
商品番号

MBS-15R ¥1,500［本体価格］

商品番号

●箱サイズ：190×305×60ｍｍ

特選
味のり

調味料バラエティセット
SSD-A

¥1,500［本体価格］

稲庭手延うどん 100g×3本

●箱サイズ：280×220×30ｍｍ

人気3点
セット

伝統と職人
が織りなす

秋田名産

MI-C

今治の水縹（みずはなだ）タオルセット

¥2,160［税込］

商品番号

3120

¥2,000［本体価格］

¥2,200［税込］
¥2,000［本体価格］

白子のり 味のり6袋詰（8切5枚）
白子のり だし塩のり3袋詰（8切5枚）

稲庭手延うどん 100g×5本

フェイスタオル 34cm×80cm×2

●ケース入数：20

●ケース入数：20

●ケース入数：52

●箱サイズ：155×233×65mm

●箱サイズ：280×220×30ｍｍ

厳選
調味料

塩のり・調味料バラエティセット
商品番号

¥2,160［税込］

DK-AW ¥2,000［本体価格］

●ケース入数：15

味のり

商品番号

¥2,160［税込］

BAS-201 ¥2,000［本体価格］

白子のり のり茶漬け 10袋
白子のり 味のり 6袋詰（8切5枚）
白子のり 北海道産昆布のお吸い物 8袋
●ケース入数：10

●箱サイズ：240×245×60mm

商品番号

¥2,160［税込］

DN-LS

●ケース入数：20

¥2,160［税込］
¥2,000［本体価格］

理研 キャノーラ油 265g×1
キッコーマン しぼりたて生しょうゆ 200ml×1
匠の手 塩のり 8切6枚入り×2
かね七 かつおだし 4g×12

白子のり あまから仕立て味のり 4袋詰（10切25枚）
5枚）
●箱サイズ：180×245×60mm

人気3点
セット

白子のり 詰め合わせ

塩のり・調味料バラエティセット

白子のりあまから仕立て味のり
SP-20N ¥2,000［本体価格］

●箱サイズ：185×275×62ｍｍ

厳選
調味料

あまから

商品番号

匠の手 塩のり
（8切6枚）×2袋
ワダカン 特級本醸造醤油 300ml×1本
ワダカン りんご酢使用旨味ぽん酢 300ml×1本
ワダカン 昆布つゆ白だし 300ml×1本

●箱サイズ：190×305×60mm

●ケース入数：12

●箱サイズ：185×275×70ｍｍ

伝統と職人
が織りなす

秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ
商品番号

¥2,700［税込］

MI-025 ¥2,500［本体価格］

今治の水縹（みずはなだ）バスタオル
商品番号

3125

¥2,750［税込］
¥2,500［本体価格］

稲庭手延うどん 100g×6本

バスタオル 60cm×120cm×1

●ケース入数：20

●ケース入数：40

●箱サイズ：280×220×30mm

●箱サイズ：270×345×60mm

※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。

新盆用 厳選ギフトセット
人気4点
セット

調味料バラエティセット
商品番号

TK-TW

人気3点
セット

白子のり 詰め合わせ

¥2,700［税込］

商品番号

¥2,500［本体価格］

稲庭手延うどん詰め合わせ

¥2,700［税込］

商品番号

BAS-251 ¥2,500［本体価格］

キッコーマン デリシャスソース中濃 300ml×1
理研 キャノーラ油コレステロール０ 265g×1
日清 コレステロール０ ヘルシーごま香油 130g×1
ワダカン 特級本醸造しょうゆ 300ml×1
●ケース入数：12 ●箱サイズ：185×275×62mm

MS-E

白子のり 味のり6袋詰（8切5枚）
白子のり 焼のり2袋詰（2切8枚）
白子のり 北海道産昆布のお吸い物 8袋
●ケース入数：10

3130

¥3,300［税込］
¥3,000［本体価格］

●ケース入数：30

●箱サイズ：270×345×60mm

商品番号

TS-CA

¥3,240［税込］
¥3,000［本体価格］

秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ
商品番号

¥3,780［税込］

人気6点
セット

白子のり・マルトモ 厳選詰め合わせ
商品番号

¥3,240［税込］

BA-30MA ¥3,000［本体価格］

白子のり 焼のり 12袋詰（8切5枚）
白子のり 味のり 6袋詰（8切5枚）
白子のり のり茶漬け 10袋詰
マルトモ かつおソフト削り 2g×5袋
●ケース入数：10

●箱サイズ：240×320×80mm

秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ
商品番号

MI-035 ¥3,500［本体価格］

●箱サイズ：280×285×30mm

人気6点
セット

キッコーマン しぼりたて生しょうゆ 200ml×1
北海仕立て 秋鮭ほぐし 50g×1
カルシウムがたっぷり海老しらす 45g×1
マルトモ かつおだしの素 4g×8
有明産焼海苔全型 7枚×1
手巻き海苔半切 5枚×1
●ケース入数：10 ●箱サイズ：275×290×70mm

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

¥3,000［本体価格］

●ケース入数：10

調味料・焼のり・鮭・海老しらすセット
商品番号

¥3,240［税込］

稲庭手延うどん 100g×6本
めんつゆ（希釈用）24ml×6袋

●箱サイズ：240×286×60mm

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

秋田名産

秋田名産

稲庭手延うどん詰め合わせ

¥4,320［税込］

商品番号

MI-040 ¥4,000［本体価格］

¥5,400［税込］

MI-050 ¥5,000［本体価格］

稲庭手延うどん 100g×8本

稲庭手延うどん 100g×10本

稲庭手延うどん 100g×13本

●ケース入数：10

●ケース入数：10

●ケース入数：10

●箱サイズ：280×285×30mm

●箱サイズ：280×350×30mm

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
商品番号

3135

¥3,850［税込］
¥3,500［本体価格］

バスタオル 60cm×120cm×1
フェイスタオル 34cm×80cm×1
●ケース入数：30

●箱サイズ：270×345×60mm

●箱サイズ：280×350×30mm

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
商品番号

3140

¥4,400［税込］
¥4,000［本体価格］

バスタオル 60cm×120cm×1
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：30

●箱サイズ：270×345×60mm

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
商品番号

3151

¥5,500［税込］
¥5,000［本体価格］

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

※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。

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

素

麺

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 揖保乃糸 特級品（木箱入） 手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入） 手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）
商品番号
商品番号
商品番号
¥1,620［税込］
¥2,160［税込］
¥2,700［税込］

GB15 ¥1,500［本体価格］
特級品 50g×6束
●ケース入数：20

●箱サイズ：215×138×38mm

GB20 ¥2,000［本体価格］
特級品 50g×9束
●ケース入数：20

●箱サイズ：215×198×38mm

GB25 ¥2,500［本体価格］
特級品 50g×12束
●ケース入数：10

●箱サイズ：206×255×32mm

手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入） 手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入） 手延素麺 揖保乃糸 特級品（木箱入）
商品番号
商品番号
商品番号
¥3,240［税込］
¥4,320［税込］
¥5,400［税込］

GB30 ¥3,000［本体価格］
特級品 50g×16束
●ケース入数：10

●箱サイズ：206×310×32mm

★特 級 品

GB40 ¥4,000［本体価格］
特級品 50g×22束
●ケース入数：7

●箱サイズ：206×410×33mm

GB50 ¥5,000［本体価格］
特級品 50g×30束（2段積）
●ケース入数：5

●箱サイズ：206×305×44mm

揖保乃糸の「帯の色・等級」について

※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。

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。
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。

日清オイリオ詰め合わせ
商品番号
¥1,782［税込］
OP-15N ¥1,650［本体価格］

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：216×235×58mm

日清オイリオ詰め合わせ
商品番号
¥2,376［税込］
OP-20N ¥2,200［本体価格］

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：216×306×58mm

日清オイリオ詰め合わせ
商品番号
¥4,752［税込］
OP-40N ¥4,400［本体価格］

日清オイリオ詰め合わせ
商品番号
¥3,564［税込］
OP-30N ¥3,300［本体価格］

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

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

●ケース入数：4

●箱サイズ：216×449×58mm

●箱サイズ：425×306×58mm

日清オイリオ詰め合わせ
商品番号
¥5,940［税込］
OP-50N ¥5,500［本体価格］

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

日清オイリオ詰め合わせ
商品番号

OV-25

¥2,970［税込］
¥2,750［本体価格］

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：219×382×65mm

日清オイリオ詰め合わせ
商品番号
¥2,376［税込］

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：219×311×65mm

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：219×454×65mm

OV-20

商品番号

OV-30

¥2,200［本体価格］

¥3,564［税込］
¥3,300［本体価格］

※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。

