
⑭ タオル
サステナブルオーガニック
国際認証取得オーガニックタオルセット

フェイスタオル約34×85㎝・ハンドタオル約34×34㎝
オーガニックコットン100％[ベトナム製]

⑮ タオル
今治きらら
日本製 愛媛今治 木箱入りタオルセット

フェイスタオル約34×75㎝ 2枚 綿100％[日本製]

⑯ タオル
生コットン∼なまこっとん∼
日本製 愛媛今治 木箱入りタオルセット フェイスタオル約34×80㎝・ハンドタオル約34×35㎝ 綿100％[日本製]

⑰ タオル
今治オーガニックボーテ
日本製 愛媛今治 バスタオル

オーガニックバスタオル約40×120㎝
綿100％(パイル部分：オーガニックコットン)[日本製]

⑱ タオル
今治 The WHITE(ザ ホワイト)
日本製 愛媛今治 木箱入りタオルセット

バスタオル約60×115㎝・フェイスタオル約18×75㎝ 2P
 綿100％[日本製]

⑲ お茶 宇治茶詰合せ IC-20
煎茶70g×2袋
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］

⑳ お茶 静岡銘茶詰合せ ST-20
やぶ北煎茶70g×2缶
賞味期間/製造日より常温約540日･［日本製］

㉑ お茶 宇治銘茶詰合せ FT-30
宇治かぶせ茶110g・宇治煎茶110g各1本
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］

㉒ お茶 静岡茶詰合せ S-403
煎茶100g・ほうじ茶60g・抹茶入り玄米茶100g各1缶
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］

㉓ お茶 静岡銘茶詰合せ ST-50
やぶ北煎茶100g×2缶・一番摘み煎茶100g×1缶
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］

㉔ みそ汁&だし
フリーズドライみそ汁＆飛魚だしセット
 FDA-20

マルコメ京懐石(野菜・豆腐各3個・長ねぎ2個)長崎飛魚だし200ml×1本
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］･【小麦】

㉕ みそ汁&だし フリーズドライみそ汁＆有明味のりセット NF-BO
マルコメ京懐石(野菜・豆腐・長ねぎ各2個)白子有明味のり(8切8枚)5個
賞味期間/製造日より常温約540日･［日本製］･【小麦･えび】

㉖ 海苔&ふりかけ 卓上のり・ふりかけ詰合せ NTF-20N
味付のり(10切50枚)3個(PET容器入)・ふりかけ(緑黄野菜・かつお各2.5g×10袋1箱)
賞味期間/製造日より常温約540日･［日本製］【卵･乳成分･小麦･えび】

㉗ 食卓セット かつお節屋のセレクトギフト「素材選」
かつお節屋のだし醤油200ml×1本・紀州南高梅(個包装)×3袋・焼津産かつお本枯節削り×4袋
焼海苔六ツ切6枚入×2袋

㉘ 食卓セット 美味厳選詰合せ「贅の逸品」
鮪とししゃも卵のやわらか佃煮70ｇ×1袋・まぐろ昆布佃煮70ｇ×1袋
博多産辛子明太子ふりかけ×4袋・紀州産南高梅ふりかけ×4袋

㉙ 椎茸(どんこ） 九州産原木どんこ椎茸 SPD-30
どんこ椎茸90g
賞味期間/製造日より常温約540日･［日本製］

㉚ 食卓セット 和之彩膳 詰合せ 4953-30
鰹本枯れ節(2.5g×2袋)・白干梅50g各1箱
白子のり味付(8切5枚)4袋・焼きのり佃煮85g・鮭フレーク40g各1瓶
賞味期間/製造日より常温約540日･［日本製］･【小麦･えび】

㉛ 食卓セット 伊賀越 天然醸造蔵仕込み 和心詰合せ GNF-CJ
焼海苔(国産全型4枚)1袋・黄金割烹だしパック(化学調味料無添加)4袋
醤油200ml(卵かけ・天然醸造)各1本
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］･【小麦】

㉜ 食卓セット ヤマサ絹しょうゆバラエティギフト KI-30R
ヤマサ絹しょうゆ450ml・ヤマサ絹しょうゆ減塩200ml各1本・かね七かつおだし(4g×5袋)
かね七こんぶだし(4g×5袋)・マルトモかつおパック(0.7g×3袋)・伯方の塩焼塩(20g×2袋)各1箱
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］･【乳成分･小麦】

㉝ 食卓セット 三陸産煮魚＆フリーズドライ・梅干しセット MFR-30
たまごスープ6.4g・具材を味わうおみそ汁(長ねぎ7.8g・ほうれん草6.2g)各1個
紀州南高梅(塩分8％・はちみつ)4個・三陸産鯖の味噌煮100g×2個・三陸産鰯の甘酢煮100g×1個
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］･【卵･小麦】

㉞ 食卓セット
養命酒製造 フリーズドライ
和養生にゅうめん3種と五養粥3種 18食セット

和養生にゅうめん(鶏とゆばの柚子塩26.5g・鴨南蛮28.7g・豆乳担々28.5g)
五養粥(中華風醤油味19.2g・生姜入り白湯仕立て18.6g・ほうれん草&豆乳味18.6g)各3袋
賞味期間/製造日より常温約570日･［日本製］･【卵･乳成分･小麦･えび･かに】

㉟ 食卓セット 想いやり香る健康オイルギフト SGM-7R
黒檀あぶら125g×2本・有明海苔ふりかけ(5g×3袋)・胡麻和えの素(5g×3袋)
かつお味胡麻ふりかけ(4g×3袋)・味付椎茸60g各1袋
賞味期間/製造日より常温約300日･［日本製］･【小麦】

㊱ 食卓セット 御昆布 佃煮15品詰合せ 200-27
ごま昆布40g・鰹昆布20g・ちりめん山椒30g・山椒昆布40g・ちりめん昆布40g・角切昆布40g・椎茸入甘煮わかめ
40g各1個・椎茸昆布40g・汐吹昆布20g・しその実わかめ50g・鰹入わかめ昆布40g各2個
賞味期間/製造日より常温約300日･［日本製］･【小麦】

㊲ 食卓セット 焼津節元「のぶし」極みのだし 焼津本枯かつおだし8パック入×2袋・九州炭火焼あごだし8パック入×2袋・まぐろ油漬フレーク×2缶
かつお節屋のだし醤油200ml×1本・焼津産かつお本枯節削り×6袋・だし専門店のお料理レシピ集×1冊

㊳ 食卓セット 美味厳選詰合せ「贅の逸品」
黄金の鰹だし7パック入×3袋・かつお節屋の贅沢麦味噌汁(フリーズドライ)×3袋・松茸入り茶碗蒸しの素(フ
リーズドライ)×3袋・鮪とししゃも卵のやわらか佃煮70g×1袋・まぐろ昆布佃煮70g×1袋
風呂敷サイズ65×65㎝

㊴ お菓子 和遊び 和菓子詰合せ KA-20
粒餡最中・もち入り最中各5個・羊羹(小倉・塩煉・大納言黒・大納言白各2個)
クッキー6枚入(バニラ・ココア各2個)
賞味期間/製造日より常温約150日［日本製］･【卵･乳成分･小麦】

㊵ お菓子
京都・六角 蕪村菴
蕪村あられ春秋 AU-B

蕪村あられ春秋(1袋8種入)15袋
賞味期間/製造日より常温約90日・[日本製]・【小麦・えび】

㊶ お菓子 澤井珈琲＆天王寺クッキーセット FASC-CJ 澤井珈琲淡麗ビターブレンド8g×4袋・バウムクーヘン(宇治抹茶・ミルク各1個)・プレーンクッキー5個
賞味期間/製造日より常温約180日･［日本製］･【卵･乳成分･小麦】

㊷ お菓子 堂島珈琲＆ふんわりブッセと焼き菓子セット BGF-CJ
堂島珈琲ドリップコーヒー8g×4袋・ブッセ(あまおう苺2個・瀬戸内レモン・北海道ミルク各1個)
ベルギーワッフル(プレーン・ショコラ各2個)・クッキー(チェス・コーヒー各3枚)
賞味期間/製造日より常温約180日･［日本製］･【卵･乳成分･小麦】

㊸ お菓子 いろどり野菜のおかき IR-4G
おかきミックス個包装(トマト・ごぼう・じゃがいも・とうもろこし・かぼちゃ)310g
賞味期間/製造日より常温約210日［日本製］･【乳成分･小麦･かに】
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㊹ みそ汁 美味心 フリーズドライ味噌汁ギフト MSA-F
フリーズドライ味噌汁(油あげ7.2g・長ねぎ6.3g各1個・ほうれん草6.2g×2個)
賞味期間/製造日より常温約450日･［日本製］

㊺ お菓子 ゴンチャロフ 焼菓子コルベイユ EJJ コルベイユ7本
賞味期間/製造日より常温180・[日本製]・【卵・乳成分・小麦】

㊻ お菓子 ゴーフル FGN-5
ゴーフル1枚入(バニラ2袋・チョコレート・ストロベリー各1袋)
賞味期間/常温約180日･［日本製］･【卵･乳成分･小麦】

㊼ お菓子 もえぎの32枚入
ココナッツストロベリー・ピーナッツセサミ・カカオアーモンド・グリーンティーミルク各(2枚入×4袋)
賞味期間/製造日より常温約180日･［日本製］【卵･乳成分･小麦･落花生】

㊽ タオル
今治きらら
日本製 愛媛今治 ハンドタオル

ハンドタオル約34×34㎝ 綿100％[日本製]

㊾ タオル
アモンクラシック∼やわらかコットン∼
フェイスタオル

フェイスタオル約34×75㎝ 綿100％[ベトナム製]

㊿ お茶 宇治銘茶 NO.10 宇治煎茶60g×2袋
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］

51 珈琲 ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップコーヒーギフト ZD-10J コロンビアブレンド・ブラジルブレンド各(8g×5袋)1箱
賞味期間/製造日より常温約480日･［日本製］

52 海苔 有明海産味付海苔詰合せ｢撰｣ AN-AO 味付海苔(8切24枚)2個
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］･【小麦･えび】

53 海苔・茶漬け 味のり卓上バラエティセット SVG-10Ｒ 味付のり(8切32枚)1個(PET容器入)・のり茶漬け(5.5g×3袋)1箱
賞味期間/製造日より常温約450日･［日本製］･【卵･小麦･えび】

54 そば・うどん 信州そば・讃岐うどん詰合せ SF-10R 信州そば50g×3束・讃岐うどん50g×4束
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］･【小麦･そば】

55 カレー ｢ビーフ・チキンカレーセット｣ KBC-AO 博多THE伽哩200g(ビーフ・チキン)各1個
賞味期間/製造日より常温約360日･［日本製］･【乳成分･小麦】

56 お菓子 もなか詰合せ M-AO もなか(小豆2個・甘露栗・八女茶各1個)
賞味期間/製造日より常温約120日･［日本製］

57 お菓子 焼き菓子詰合せ BD-AO マドレーヌ(メープル・アップル・オレンジ・チョコ各1個)
賞味期間/製造日より常温約120日･［日本製］･【卵･乳成分･小麦】

58 お菓子 米菓 穂のなごみ BK-AO せんべい15g(えび・コーン・ソース・カレー各1袋)
賞味期間/製造日より常温約300日･［日本製］･【乳成分･小麦･えび】

59 お菓子 和菓子詰合せ FB-AO 黒糖丸ぼうろ4個・揚げ餅20g(醤油味)・さつまいもかりんとう30g各1個
賞味期間/製造日より常温約120日･［日本製］･【卵･小麦】

60 タオル
今治かのん
タオルと環境にやさしい石けんセット

ハンドタオル約34×34㎝ 綿100％・石鹸35ｇ2個[日本製]

61 タオル
今治の贅沢なまっしろ
日本製 愛媛今治 タオルセット

ハンドタオル約33×33㎝2個 綿100％[日本製]

62 カフェオレ ブレンディスティック カフェオレコレクション BST-15V
カフェオレ(深煎珈琲仕立て14g・深煎珈琲仕立てミルクたっぷり14g各6本
深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12g×4本)・紅茶オレ11g・ココアオレ11g各4本
賞味期間/製造日より常温約750日･［日本製］･【乳成分】

63 みそ汁 鰹節屋のこだわり椀 MS-15F
なめこの味噌汁6.6g・ほうれん草の味噌汁8.7g・なすの味噌汁8.5g・卵スープ7.6g各2個
海藻のお吸い物4g×1個
賞味期間/製造日より常温約540日･［日本製］･【卵･小麦】

64 調味料 バラエティ調味料ギフト A-15T
ほんだし48g・瀬戸のほんじお焼き塩80g・伝承のおいしさ3種のブレンド匠の油
さらさらキャノーラ油健康プラス各1本・各350g
賞味期間/製造日より常温約570日･［日本製］･【乳成分】

65 お菓子 モロゾフファヤージュクッキー詰合せ MO-1219
ヘーゼルナッツ&ミルクチョコレート6個・アーモンド&ホワイトチョコレート・アーモンド&ミルクチョコレート・ヘーゼ
ルナッツ&スイートチョコレート各4個
賞味期間/製造日より常温315日・[日本製]・【卵・乳成分・小麦】

66 タオル
今治 日々是ふわり-にちにちこれふわり-
日本製 愛媛今治 タオルセット

フェイスタオル約34×75㎝2個 綿100％[日本製]

67 タオル
サニーデイ クッカ
日本製 愛媛今治 タオルセット

フェイスタオル約34×75㎝・ハンドタオル約34×35㎝ 綿100％[日本製]
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