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SR-002
ミル・ガトー　スイーツアソート 入数：14

税抜　２，５００円
内容/ﾍﾞｲｸﾄﾞｸｯｷｰ×4、ｼｮｺﾗﾘｰﾌﾊﾟｲ×3、

　　　 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｼｬ（ﾌﾟﾚｰﾝ×6、ｼｮｺﾗ×3）

箱サイズ：272×252×44mm

SR-001
ミル・ガトー　スイーツアソート 入数：21

税抜　２，０００円
内容/ﾍﾞｲｸﾄﾞｸｯｷｰ×3、ｼｮｺﾗﾘｰﾌﾊﾟｲ×3、

　　　 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｼｬ（ﾌﾟﾚｰﾝ×3、ｼｮｺﾗ×3）

箱サイズ：168×305×44mm

SR-003
ミル・ガトー　スイーツアソート 入数：12

税抜　３，０００円
内容/ﾍﾞｲｸﾄﾞｸｯｷｰ×4、ｼｮｺﾗﾘｰﾌﾊﾟｲ×5、

　　　 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｼｬ（ﾌﾟﾚｰﾝ×6、ｼｮｺﾗ×6）

箱サイズ：268×342×44mm

SR-004
ミル・ガトー　スイーツアソート 入数：8

税抜　３，５００円
内容/ﾍﾞｲｸﾄﾞｸｯｷｰ×7、ｼｮｺﾗﾘｰﾌﾊﾟｲ×6、

　　　 ﾗﾝｸﾞﾄﾞｼｬ（ﾌﾟﾚｰﾝ×8、ｼｮｺﾗ×4）

箱サイズ：292×3668×44mm

★

★

★

★
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ドリップコーヒー詰合せ

SR-005
ドリップコーヒー詰合せ
税抜　２，０００円 入数：24

内容/ﾁｮｺｺﾞｰﾌﾚｯﾄ×5、ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｲ×2、

　　　 ｼｮｺﾗｽﾃｨｯｸﾊﾟｲ×2、UCCｱﾛﾏﾘｯﾁ

　     ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ8g×3

箱サイズ：275×255×40mm

SR-006
ドリップコーヒー詰合せ
税抜　２，５００円 入数：24

内容/ﾁｮｺｺﾞｰﾌﾚｯﾄ×5、ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｲ×4、

　　　 ｼｮｺﾗｽﾃｨｯｸﾊﾟｲ×4、UCCｱﾛﾏﾘｯﾁ

　     ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ8g×3

箱サイズ：275×255×40mm

SR-007
ドリップコーヒー詰合せ
税抜　３，０００円 入数：16

内容/ﾁｮｺｺﾞｰﾌﾚｯﾄ×5、ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｲ×4、

　　　 ｼｮｺﾗｽﾃｨｯｸﾊﾟｲ×4、UCCｱﾛﾏﾘｯﾁ

　     ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ8g×6

箱サイズ：275×375×40mm

SR-008
ドリップコーヒー詰合せ
税抜　３，５００円 入数：16

内容/ﾁｮｺｺﾞｰﾌﾚｯﾄ×5、ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｲ×4、

　　　 ｼｮｺﾗｽﾃｨｯｸﾊﾟｲ×8、UCCｱﾛﾏﾘｯﾁ

　     ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞ8g×6

箱サイズ：275×375×40mm

★

★

★★
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小豆パイ ・
ヴァッフェル

和菓子詰合せ

小豆パイ、バニラヴァッフェル

３種類の味でコーティングした

豆菓子が楽しめるセット。

SR-009
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
税抜　２，０００円 入数：18

内容/小豆ﾊﾟｲ、ﾊﾞﾆﾗｳﾞｧｯﾌｪﾙ×2

　　　 豆菓子（竹炭豆×2、きなこ豆×2、

　     抹茶ﾐﾙｸ豆）

箱サイズ：202×276×50mm

SR-010
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
税抜　２，５００円 入数：15

内容/小豆ﾊﾟｲ×2、ﾊﾞﾆﾗｳﾞｧｯﾌｪﾙ×2

　　　 豆菓子（竹炭豆×2、きなこ豆×2、

　     抹茶ﾐﾙｸ豆×2）

箱サイズ：308×190×57mm

SR-011
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
税抜　３，０００円 入数：10

内容/小豆ﾊﾟｲ×3、ﾊﾞﾆﾗｳﾞｧｯﾌｪﾙ×3

　　　 豆菓子（竹炭豆×2、きなこ豆×2、

　     抹茶ﾐﾙｸ豆×2）

箱サイズ：197×400×57mm

SR-012
小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
税抜　３，５００円 入数：10

内容/小豆ﾊﾟｲ×3、ﾊﾞﾆﾗｳﾞｧｯﾌｪﾙ×3

　　　 豆菓子（竹炭豆×3、きなこ豆×3、

　     抹茶ﾐﾙｸ豆×3）

箱サイズ：197×400×57mm

★

★

★

★
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香味彩々
和の伝統を大切に・・・。

伝統食材である紀州南高梅や昆布佃煮、

味付け海苔などを詰合せました。
素材そのものの旨味をご堪能ください。

SR-013
　　香味彩々 入数：20

税抜　３，０００円
内容/大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40ｇ、

　　　 静岡深蒸し茶40ｇ、紀州南高梅80ｇ(塩分

　　　 約8%）

箱サイズ：250×305×50ｍｍ

SR-014
　　香味彩々 入数：16

税抜　３，５００円
内容/大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40ｇ、

　　　 静岡深蒸し茶40ｇ、紀州南高梅80ｇ(塩分

　　　 約8%）、北海道産日高昆布40ｇ

箱サイズ：250×375×50ｍｍ

SR-015
　　香味彩々 入数：16

税抜　４，０００円
内容/大森屋味のり（8切8枚×2）、静岡煎茶40ｇ、

　　　 静岡深蒸し茶40ｇ、紀州南高梅80ｇ(塩分

　　　 約8%）、ごま昆布45ｇ×2、細切汐吹昆布18ｇ

箱サイズ：250×375×50ｍｍ

SR-016
　　香味彩々 入数：12

税抜　４，５００円
内容/大森屋味のり（8切8枚×2）×2、静岡煎茶40ｇ、

　　　 静岡深蒸し茶40ｇ、紀州南高梅80ｇ(塩分約8%）、

　　　 ごま昆布45ｇ×2、細切汐吹昆布18ｇ

箱サイズ：250×520×50ｍｍ

SR-017
　　香味彩々 入数：12

税抜　５，５００円
内容/大森屋味のり（8切8枚×2）×2、静岡煎茶40ｇ、

　　　 静岡深蒸し茶40ｇ、紀州南高梅80ｇ(塩分約8%）、

　　　 ﾆｯｽｲ貝柱ほぐし身70ｇ、ﾆｯｽｲさけ水煮100ｇ、宝

　　　 幸ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙﾂﾅ70ｇ

箱サイズ：250×520×50ｍｍ

★

★

★

★

★
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日清＆和風食品ギフト

SR-019
日清＆和風食品ギフト 入数：24

税抜　２，５００円
内容/日清ｷｬﾉ-ﾗ油400ｇ、ﾊﾅﾏﾙｷお吸い

　　　 もの（2.8ｇ×4）、三島瀬戸風味ふり

　　　かけ（2ｇ×6）、ﾏﾙﾄﾓ純だしﾊﾟｯｸ

　　　（3ｇ×2×4）
箱サイズ：255×260×55mm

SR-020
日清＆和風食品ギフト 入数：16

税抜　３，０００円
内容/日清ｷｬﾉ-ﾗ油400ｇ、ﾊﾅﾏﾙｷお吸いもの（2.8ｇ×4）、

　　　 三島瀬戸風味ふりかけ（2ｇ×6）、ﾏﾙﾄﾓ純だし

　     ﾊﾟｯｸ（3ｇ×2×4）、ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り（1.5g×6）

箱サイズ：255×340×55mm

SR-021
日清＆和風食品ギフト 入数：14
税別　３，５００円
内容/日清ｷｬﾉｰﾗ油400ｇ×2、ﾊﾅﾏﾙｷお吸いもの(2ｇ×4）、

　　　 三島瀬戸風味ふりかけ（2ｇ×6）、ﾏﾙﾄﾓ純だしﾊﾟｯｸ（3ｇ

　　　 ×2×4）、ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り（1.5ｇ×6）

箱サイズ：255×420×55ｍｍ

SR-022
日清＆和風食品ギフト 入数：14
税別　４，０００円
内容/日清ｷｬﾉｰﾗ油400ｇ×2、ﾊﾅﾏﾙｷお吸いもの(2ｇ×4）、

　　　 ﾊﾅﾏﾙｷおみそ汁（7.5ｇ×4）、三島瀬戸風味ふりかけ

　　　 （2ｇ×6）、桃屋ごはんですよ（10ｇ×6）、ﾏﾙﾄﾓかつお

　　　 ｿﾌﾄ削り（1.5ｇ×6）

箱サイズ：255×420×55ｍｍ
SR-023
日清＆和風食品ギフト 入数：12

税別　４，５００円
内容/日清ｷｬﾉｰﾗ油400ｇ×2、ﾊﾅﾏﾙｷお吸いもの(2ｇ×4）、

　　　 ﾊﾅﾏﾙｷおみそ汁（7.5ｇ×4）、三島瀬戸風味ふりかけ

　　　 （2ｇ×6）、桃屋ごはんですよ（10ｇ×6）、ﾏﾙﾄﾓ純だし

　　　 ﾊﾟｯｸ（3ｇ×2×4）、ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り（1.5ｇ×6）

箱サイズ：255×500×55ｍｍ

SR-024
日清＆和風食品ギフト 入数：8

税別　５，５００円
内容/日清ｷｬﾉｰﾗ油400ｇ×2、ﾊﾅﾏﾙｷお吸いもの(2ｇ×4）、

　　　 ﾏﾙﾄﾓ純だしﾊﾟｯｸ（3ｇ×2×4）、ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り

　　　 （1.5ｇ×6）、ﾏﾙﾄﾓかつおだしの素（4ｇ×8）、ﾆｯｽｲ

　　　 貝柱ほぐし身70ｇ、宝幸ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙﾂﾅ70ｇ、宝幸ｵﾘｰﾌﾞ

　　　 ｵｲﾙｻｰﾃﾞｨﾝ100ｇ

箱サイズ：340×420×55ｍｍ

SR-018
日清＆和風食品ギフト
税抜　２，０００円
内容/日清ｷｬﾉｰﾗ油400ｇ、ﾊﾅﾏﾙｷお吸いもの

　　　 (2.8g×4）、三島瀬戸風味ふりかけ（2ｇ×6）

箱ｻｲｽﾞ：255×175×55mm

★

★

★

★

★

★

★



★ マークがついている商品は軽減税率の適応対象商品となります。 6

乾物紀行　日本の極

SR-029
乾物紀行　日本の極御詰合せ 　入数：10

税抜　４，５００円
内容/有明産味付海苔（6切6枚）×4、茶漬け（のり×2、うめ、

　　　わさび）、松茸風味お吸物×5、ふりかけ×3、 紀州産

　　  南高梅60ｇ、静岡深蒸し茶50ｇ

箱サイズ：280×345×48mm

SR-027
乾物紀行　日本の極御詰合せ 　入数：10

税抜　３，５００円
内容/茶漬け（のり×2、うめ、わさび）、松茸風味お吸物×5、

　　　ふりかけ×3、有明産味付海苔（8切8枚）×2、有明産

　　  焼海苔（2切7枚 ）、紀州産南高梅60ｇ

箱サイズ：280×345×48mm

SR-028
乾物紀行　日本の極御詰合せ 　入数：10

税抜　４，０００円
内容/有明産味付海苔（6切6枚）×4、茶漬け（のり×2、うめ、

　　　わさび）、松茸風味お吸物×5、ふりかけ×3、 有明産

　　  焼海苔（8切8枚）×2、紀州産南高梅60ｇ

箱サイズ：280×345×48mm

SR-030
乾物紀行　日本の極御詰合せ 　入数：10

税抜　５，５００円
内容/茶漬け（のり×2、うめ、わさび）、松茸風味お吸物×5、

　　 ふりかけ×3、 有明産焼海苔（8切8枚×2)、紀州産南高

　　  梅60ｇ、静岡深蒸し茶70ｇ

箱サイズ：280×345×48mm

SR-025
乾物紀行　日本の極御詰合せ 入数：20

税抜　２，５００円
内容/有明産味付海苔(6切6枚）×4、茶漬け(のり×2、うめ、

　　　　わさび）、松茸風味お吸物×5、ふりかけ×3

箱ｻｲｽﾞ：280×240×48mm

SR-026
乾物紀行　日本の極御詰合せ 入数：20

税抜　３，０００円
内容/茶漬け(のり×2、うめ、わさび）、松茸風味お吸物×5、

　　　　ふりかけ×3、有明産味付海苔(6切6枚）×2、有明産

　　　　焼海苔（8切8枚）×2

箱ｻｲｽﾞ：280×240×48mm

★

★★

★
★

★
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キッコーマン＆マルトモ
食卓ギフト

SR-031
キッコーマン＆マルトモ食卓ギフト
税抜　２，５００円 　入数：24
内容/ｷｯｺｰﾏﾝしぼりたて生しょうゆ200ｍｌ、ﾏﾙﾄﾓなすの

　　　おみそ汁7.4ｇ、ﾏﾙﾄﾓほうれん草のおみそ汁7.5ｇ、

　　　ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り1.5ｇ×3、ﾔﾏｷかつおだしの素

　　　4ｇ×2×5

箱サイズ：221×236×65mm

SR-033
キッコーマン＆マルトモ食卓ギフト
税抜　３，５００円 　入数：12

内容/ｷｯｺｰﾏﾝしぼりたて生しょうゆ200ｍｌ、ﾏﾙﾄﾓなすの

　　　おみそ汁7.4ｇ、ﾏﾙﾄﾓほうれん草のおみそ汁7.5ｇ、

　　　ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り1.5ｇ×3、ﾔﾏｷかつおだしの素

　　　4ｇ×2×5、鮭茶漬け6ｇ×4、ｽｰﾌﾟ春雨野菜ｽｰﾌﾟ味

　　  (13.2ｇ×2)    箱サイズ：221×386×65mm

SR-032
キッコーマン＆マルトモ食卓ギフト
税抜　３，０００円 　入数：16

内容/ｷｯｺｰﾏﾝしぼりたて生しょうゆ200ｍｌ、ﾏﾙﾄﾓなすの

　　　おみそ汁7.4ｇ、ﾏﾙﾄﾓほうれん草のおみそ汁7.5ｇ、

　　　ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り1.5ｇ×3、ﾔﾏｷかつおだしの素

　　　4ｇ×2×5、鮭茶漬け6ｇ×4

箱サイズ：221×307×65mm

SR-034
キッコーマン＆マルトモ食卓ギフト 　入数：12

税抜　4，０００円
内容/ｷｯｺｰﾏﾝしぼりたて生しょうゆ200ｍｌ、ﾏﾙﾄﾓなすの

　　　おみそ汁7.4ｇ×2、ﾏﾙﾄﾓほうれん草のおみそ汁7.5ｇ×2

　　　ﾏﾙﾄﾓかつおｿﾌﾄ削り1.5ｇ×3、ﾔﾏｷかつおだしの素

　　　4ｇ×2×5、鮭茶漬け6ｇ×4、淡路島ﾌﾙｰﾂ玉ねぎｽｰﾌﾟ

　　  (6.2ｇ×3)     箱サイズ：221×386×65mm

SR-035
キッコーマン＆マルトモ食卓ギフト
税抜　５，５００円 入数：10

内容/ｷｯｺｰﾏﾝしぼりたて生しょうゆ200ml、ｷｯｺｰﾏﾝ塩分

　　　 ひかえめ丸大豆生しょうゆ200ml、ﾏﾙﾄﾓなすのおみ

　　　 そ汁7.4ｇ、ﾏﾙﾄﾓほうれん草のおみそ汁7.5ｇ、ﾏﾙﾄﾓ

　　　 かつおｿﾌﾄ削り1.5ｇ×3、ﾔﾏｷかつおだしの素4ｇ.×

　　　 2×5、鮭茶漬け6ｇ×4、ｽｰﾌﾟ春雨野菜ｽｰﾌﾟ味13.2ｇ

　　　 ×2、北海道産焼鮭切身40ｇ×2

箱サイズ：325×391×65ｍｍ

★★

★

★

★
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国内産の確かな品質
大分県産　椎茸

SR-036
和の国育ち　大分県産　椎茸どんこ
税抜　２，５００円 　入数：24

内容/大分県産椎茸どんこ60ｇ

箱サイズ：260×185×45mm

SR-037
和の国育ち　大分県産　椎茸　香信
税抜　３，０００円 　入数：20

内容/大分県産椎茸香信80ｇ

箱サイズ：285×195×55mm

SR-038
和の国育ち　大分県産　椎茸　どんこ
税抜　３，５００円 　入数：20
内容/大分県産椎茸どんこ90ｇ

箱サイズ：285×195×55mm

★

★

★
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美食百材
白子のり・お銘茶ギフト

SR-039
美食百材　白子のり・お銘茶ギフト
税抜　２，５００円 　入数：20

内容/味付のり（８切5枚）×6、煎茶50ｇ

箱サイズ：250×270×55mm

SR-040
美食百材　白子のり・お銘茶ギフト
税抜　３，０００円 　入数：20

内容/味付のり（８切5枚）×6、煎茶100ｇ

箱サイズ：250×270×55mm

SR-041
美食百材　白子のり・お銘茶ギフト
税抜　３，５００円 　入数：20

内容/味付のり（８切5枚）×6、煎茶50ｇ、佃煮40ｇ×2

箱サイズ：250×270×55mm

SR-042
美食百材　白子のり・お銘茶ギフト
税抜　４，０００円 　入数：10

内容/味付のり（８切5枚）×6、煎茶100ｇ、鮭茶漬4.2ｇ×8

箱サイズ：265×405×55mm

SR-043
美食百材　白子のり・お銘茶ギフト
税抜　５，５００円 　入数：10

内容/味付のり（８切5枚）×6、煎茶50ｇ、佃煮40ｇ×2、

　　　 鮭茶漬4.2g×4、ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙﾂﾅ70ｇ×2

箱サイズ：265×405×55mm

★

★

★

★

★

★
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オリジナルギフト

SR-044
いかなごピリ辛佃煮
税抜　３，５００円
内容/いかなごピリ辛佃煮80ｇ×3

箱サイズ：155×440×50mm  入数：10

SR-045
いかなごピリ辛佃煮・紀州南高梅
税抜　３，５００円
内容/いかなごピリ辛佃煮80ｇ×2、

　　　紀州南高梅90ｇ

箱サイズ：155×440×50mm　　入数：10

SR-046
今治タオル・長崎カステラ
税抜　３，５００円
内容/今治ﾌｪｲｽﾀｵﾙ1枚、ｶｽﾃﾗ0.25号×2

箱サイズ：171×233×90mm　　入数：10

SR-048
ドライ野菜・果物セット
税抜　３，５００円
内容/ﾄﾞﾗｲ野菜28ｇ×4、ﾄﾞﾗｲ果物30ｇ×4

箱サイズ：236×275×74mm　　入数：10

SR-047 ★
国産野菜のカレーセット
勢抜　３，５００円
内容/国産野菜ｶﾚｰ辛口200ｇ×5

　　　 国産野菜ｶﾚｰ甘口200ｇ×4

箱ｻｲｽﾞ：236×275×74mm　入数：8

★

★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★
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SR-050
うれしの茶
税抜　３，５００円
内容／嬉野茶100ｇ×3

箱サイズ：238×298×30mm

SR-051
うれしの茶
税抜　４，５００円
内容／嬉野茶100ｇ×4

箱サイズ：238×298×30mm

SR-052
うれしの茶
税抜　５，５００円
内容／嬉野茶100ｇ×5

箱サイズ：238×315×30mm

SR-053
うれしの茶
税抜　５，５００円
内容／嬉野茶特上150ｇ×2

箱サイズ：188×170×65mm

SR-049
うれしの茶 入数：20

税抜　２，５００円
内容／嬉野茶60ｇ×2

箱サイズ：236×249×25mm

★

★

★

★

★
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★

SR-056
うれしの茶・八女玉露
税抜　４，５００円
内容／嬉野茶100ｇ×2、八女玉露100ｇ

箱サイズ：238×298×30mm

SR-057
うれしの茶・八女玉露
税抜　５，５００円
内容／嬉野茶100ｇ×3、八女玉露100ｇ

箱サイズ：238×298×30mm

SR-054
うれしの茶・八女茶
税抜　３，０００円
内容／嬉野茶60ｇ×2、八女茶60ｇ

箱サイズ：236×298×25mm 入数：15

SR-055
うれしの茶・八女玉露
税抜　３，５００円
内容／嬉野茶100ｇ、八女玉露100ｇ

箱サイズ：238×250×30mm

★

★

★

★
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ホテル仕様
今治タオル

パッケージ

SR-058 今治バレオ　ギャレリア
ホテル仕様タオルセット
税抜　２，５００円 　入数：40

内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　約34×80cm）2枚

箱サイズ：225×295×45mm

SR-059 今治バレオ　ギャレリア
ホテル仕様タオルセット
税抜　３，５００円 　入数：30

内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　約34×80cm）3枚

箱サイズ：250×350×44mm

SR-060 今治バレオ　ギャレリア
ホテル仕様タオルセット
税抜　４，５００円 　入数：30

内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100％　約60×120ｃｍ）1枚

　　　ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　約34×80cm）1枚

箱サイズ：250×350×44mm

SR-061 今治バレオ　ギャレリア
ホテル仕様タオルセット
税抜　５，５００円 　入数：20

内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100％　約60×120ｃｍ）1枚

　　　ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　約34×80cm）2枚

箱サイズ：260×410×55mm

SR-062 今治バレオ　ギャレリア
ホテル仕様タオルセット
税抜　６，５００円 　入数：20

内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100％　約60×120ｃｍ）1枚

　　　ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　約34×80cm）3枚

箱サイズ：260×410×55mm
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泉州
枯山水

パッケージ

SR-063
KARESANSUIタオルセット
税抜　２，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×83cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　33×33cm）1枚

箱サイズ：225×295×45mm 　入数：40

SR-063
KARESANSUIタオルセット
税抜　２，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×83cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　33×33cm）1枚

箱サイズ：225×295×45mm 　入数：40

SR-064
KARESANSUIタオルセット
税抜　２，５００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×83cm）2枚

箱サイズ：225×295×45mm 　入数：40

SR-065
KARESANSUIタオルセット
税抜　３，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×83cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　33×33cm）1枚

箱サイズ：250×350×44mm 　入数：30

SR-066
KARESANSUIバスタオル
税抜　３，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　63×120cm）1枚

箱サイズ：250×350×44mm 　入数：30

SR-068
KARESANSUIタオルセット
税抜　４，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　63×120cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×83cm）1枚

箱サイズ：250×350×44mm 　入数：30

SR-069
KARESANSUIタオルセット
税抜　５，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　63×120cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×83cm）2枚

箱サイズ：260×410×55mm 　入数：20

SR-070
KARESANSUIタオルセット
税抜　６，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　63×120cm）1枚

　　　 ﾊﾞｽﾏｯﾄ（綿97%ﾃﾄﾛﾝ3％　45×70ｃｍ）1枚

箱サイズ：260×410×55mm 　入数：20

SR-067
KARESANSUIバスマット
税抜　３，５００円
内容/ﾊﾞｽﾏｯﾄ（綿97%ﾃﾄﾛﾝ3％ 45×70cm）1枚　

箱サイズ：250×350×44mm 　入数：30



★ マークがついている商品は軽減税率の適応対象商品となります。 15

SR-071
ラ・フローリスト　タオルセット
税抜　２，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×75cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　33×33cm）1枚

箱サイズ：155×260×30mm 　入数：96 SR-072
ラ・フローリスト　タオルセット
税抜　２，５００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×75cm）2枚

箱サイズ：230×250×40mm 　入数：52

SR-073
ラ・フローリスト　タオルセット
税抜　３，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　33×33cm）1枚

箱サイズ：280×320×40mm 　入数：32

SR-074
ラ・フローリスト　タオルセット
税抜　３，５００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×75cm）3枚

箱サイズ：280×320×40mm 　入数：32

SR-075
ラ・フローリスト　タオルセット
税抜　４，０００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×110cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×75cm）1枚

箱サイズ：280×320×40mm 　入数：32

SR-076
ラ・フローリスト　タオルセット
税抜　４，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×110cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×75cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　33×33cm）1枚

箱サイズ：300×390×40mm 　入数：26

SR-077
ラ・フローリスト　タオルセット
税抜　５，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×110cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　33×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　33×33cm）1枚

箱サイズ：300×390×40mm 　入数：26
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SR-078
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　２，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：155×260×50mm 　入数：56

SR-079
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　２，５００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

箱サイズ：230×250×60mm 　入数：40

SR-080
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　３，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：280×320×60mm 　入数：20

SR-081
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　３，５００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）3枚

箱サイズ：280×320×60mm 　入数：20

SR-082
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　４，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：300×390×60mm 　入数：18

SR-083
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　５，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：300×390×60mm 　入数：18

SR-084
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　８，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）2枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）2枚

箱サイズ：350×450×80mm 　入数：8

SR-085
しまなみ匠の彩タオルセット
税抜　１０，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）2枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）4枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）2枚

箱サイズ：350×450×80mm 　入数：8
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SR-087
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　２，５００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

箱サイズ：230×250×40mm 　入数：52

SR-088
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　３，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：280×320×40mm 　入数：32

SR-089
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　３，５００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）3枚

箱サイズ：280×320×40mm 　入数：32

SR-091
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　４，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：300×390×40mm 　入数：26

SR-092
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　５，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：300×390×40mm 　入数：26

SR-093
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　８，５００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）2枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）2枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）2枚

箱サイズ：350×450×50mm 　入数：14

SR-094
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　１１，０００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100%　60×120cm）2枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）4枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）2枚

箱サイズ：350×450×80mm 　入数：9

SR-086
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　２，０００円
内容/ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100%　34×75cm）1枚

　　　 ｳｵｯｼｭﾀｵﾙ（綿100%　34×35cm）1枚

箱サイズ：155×260×30mm 　入数：96

SR-090
しまなみ匠の彩花つぼみタオルセット
税抜　４，０００円
内容/ﾊﾞｽﾀｵﾙ（綿100％ 60×120cm）1枚

　　　 ﾌｪｲｽﾀｵﾙ（綿100% 34×75cm）1枚

箱ｻｲｽﾞ：280×320×40mm　　　　入数：32
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SR-095
オールシーズンふわふわケット(ｵﾚﾝｼﾞ）
税抜　５，５００円
内容/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％（ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ140×200cm）

箱サイズ：470×290×80mm 　入数：10

SR-098
リバーシブル２枚合わせ毛布
税抜　８，５００円
内容/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％（ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ140×200cm）

箱サイズ：520×380×80mm 　入数：7

SR-100
リバーシブルふんわりあったか綿入り毛布
税抜　１０，５００円
内容/側地：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％（ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ）

　　　 中綿：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

　　　ｻｲｽﾞ：140×200cm
箱サイズ：520×380×80mm 　入数：4

SR-099
リバーシブル２枚合わせ毛布２枚セット
税抜　１５，５００円
内容/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ140×200cm）

　　　ﾋﾟﾝｸ、ﾌﾞﾙｰ各1枚
箱サイズ：520×380×150cm 入数：3

SR-096
オールシーズンふわふわケット(ｸﾞﾘｰﾝ）
税抜　５，５００円
内容/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ140×200cm）

箱サイズ：470×290×80cm 入数：10

SR-097
オールシーズンふわふわケット２枚セット
税抜　１０，５００円
内容/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ140×200cm）

　　　ｵﾚﾝｼﾞ、ｸﾞﾘｰﾝ各1枚
箱サイズ：520×380×150cm 入数：4
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西川リビング

SR-101
ポリエステル敷ﾊﾟｯﾄﾞ
税抜　８，５００円
内容/表：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、裏：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

　　 　100％、詰め物:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

　　 　ｻｲｽﾞ：100×205cm

箱サイズ：360×560×120mm 　入数：5

SR-102
ポリエステルニューマイヤー毛布
税抜　１０，５００円
内容/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

　　 　ｻｲｽﾞ：140×200cm

箱サイズ：360×560×120mm 　入数：5

SR-103
ポリエステル敷ﾊﾟｯﾄﾞ２Ｐ
税抜　１６，５００円
内容/表：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、裏：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

　　 　100％、詰め物:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

　　 　ｻｲｽﾞ：100×205cm×2

箱サイズ：360×560×200mm 　入数：3

SR-104
ポリエステルニューマイヤー毛布＆敷パッド
税抜　１８，５００円
内容/毛布：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、敷ﾊﾟｯﾄﾞ(表：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、

　　　 裏：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%、詰め物:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%)

ｻｲｽﾞ：毛布：140×200cm,敷ﾊﾟｯﾄﾞ：100×205cm

箱サイズ：360×560×200mm 　入数：3

SR-105
ポリエステルニューマイヤー毛布２P
税抜　２０，５００円
内容/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％

ｻｲｽﾞ：140×200cm×2

箱サイズ：360×560×200mm 　入数：3

SR-107 ロイヤルレジオン
羽毛掛布団ブルー
税抜　２０，５００円
内容/側生地：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、詰め物：ﾀﾞｳﾝ

　　　 50％、ﾌｪｻﾞｰ50％（1.2kg）

ｻｲｽﾞ：150×210cm

箱サイズ：560×360×150mm 　入数：4

SR-106 ロイヤルレジオン
羽毛掛布団ピンク
税抜　２０，５００円
内容/側生地：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、詰め物：ﾀﾞｳﾝ

　　　 50％、ﾌｪｻﾞｰ50％（1.2kg）

ｻｲｽﾞ：150×210cm

箱サイズ：560×360×150mm 　入数：4

SR-109 ロイヤルレジオン
肌掛布団＆合掛羽毛布団セット（ピンク）
税抜　２５，５００円
内容/肌掛羽毛布団：側生地/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、詰め物/

　　　 ﾀﾞｳﾝ50％、ﾌｪｻﾞｰ50％（0.25kg）

　　　 合掛羽毛布団：側生地/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、詰め物/

　　　 ﾀﾞｳﾝ50％、ﾌｪｻﾞｰ50％（0.7kg）

ｻｲｽﾞ：150×210cm×2

箱サイズ：450×560×180mm 　入数：3

SR-110 ロイヤルレジオン
肌掛布団＆合掛羽毛布団セット（ブルー）
税抜　２５，５００円
内容/肌掛羽毛布団：側生地/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、詰め物/

　　　 ﾀﾞｳﾝ50％、ﾌｪｻﾞｰ50％（0.25kg）

　　　 合掛羽毛布団：側生地/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％、詰め物/

　　　 ﾀﾞｳﾝ50％、ﾌｪｻﾞｰ50％（0.7kg）

ｻｲｽﾞ：150×210cm×2

箱サイズ：450×560×180mm 　入数：3

SR-108 ロイヤルレジオン
肌掛羽毛布団２Ｐ
税抜　２０，５００円
内容/側生地：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%、詰め物：ﾀﾞｳﾝ50％、

　　　　ﾌｪｻﾞｰ50％（0.25kg）

ｻｲｽﾞ：150×210cm×2

箱サイズ：450×560×120ｍｍ 入数：4
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SR-111 和布小紋（千鳥）
アクリル毛布（毛羽部分）ピンク
税抜　１０，５００円
内容/ﾖｺ糸（毛羽部分）/ｱｸﾘﾙ100％、ﾀﾃ糸/

　　 　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

ｻｲｽﾞ：140×200cm

箱サイズ：560×360×120mm 　入数：5

SR-112 和布小紋（千鳥）
アクリル毛布（毛羽部分）グレー
税抜　１０，５００円
内容/ﾖｺ糸（毛羽部分）/ｱｸﾘﾙ100％、ﾀﾃ糸/

　　 　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

ｻｲｽﾞ：140×200cm

箱サイズ：560×360×120mm 　入数：5

SR-113 和布小紋（七宝）
アクリル毛布（毛羽部分）ピンク
税抜　１５，５００円
内容/ﾖｺ糸（毛羽部分）/ｱｸﾘﾙ100％、ﾀﾃ糸/

　　 　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

ｻｲｽﾞ：140×200cm

箱サイズ：560×360×120mm 　入数：5

SR-114 和布小紋（七宝）
アクリル毛布（毛羽部分）グレー
税抜　１５，５００円
内容/ﾖｺ糸（毛羽部分）/ｱｸﾘﾙ100％、ﾀﾃ糸/

　　 　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

ｻｲｽﾞ：140×200cm

箱サイズ：560×360×120mm 　入数：5

SR-115 和布小紋（千鳥）
アクリル毛布（毛羽部分）２Ｐ
税抜　２０，５００円
内容/ﾖｺ糸（毛羽部分）/ｱｸﾘﾙ100％、ﾀﾃ糸/

　　 　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

ｻｲｽﾞ：140×200cm×2

箱サイズ：560×360×200mm 　入数：3

SR-118 素材の匠
近江高島ちぢみ　掛布団（ﾜｲﾄﾞ&ﾛﾝｸﾞ）
税抜　１５，５００円
内容/表裏：綿100%、

　　　 中綿：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(約0.7ｋｇ）

ｻｲｽﾞ：150×210cm

箱サイズ：580×400×180mm 　入数：3

SR-119 素材の匠
近江高島ちぢみ　肌布団２Ｐ
税抜　２０，５００円
内容/表裏：綿100%、

　　　 中綿：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(約0.4ｋｇ）

ｻｲｽﾞ：140×190cm×2

箱サイズ：580×400×180mm 　入数：3

SR-120 素材の匠
近江高島ちぢみ　肌布団＆敷パッド
税抜　１８，５００円
内容/肌布団：表裏：綿100%、中綿：

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(約0.4ｋｇ）　 

敷ﾊﾟｯﾄﾞ：表：綿100%、裏：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ65％・綿35％、　 

中綿：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%（約0.16ｋｇ）

ｻｲｽﾞ：肌布団/140×190cm、敷ﾊﾟｯﾄﾞ/100×205cm

箱サイズ：560×360×150mm 　入数：4

SR-116 素材の匠
近江高島ちぢみ　敷ﾊﾟｯﾄﾞ
税抜　８，５００円
内容/表：綿100%、裏：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ65％・綿35％、

　　　 中綿：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(約0.16ｋｇ）

ｻｲｽﾞ：100×205cm

箱サイズ：450×350×80mm 　入数：5

SR-117 素材の匠
近江高島ちぢみ　肌布団
税抜　１０，５００円
内容/表裏：綿100%、

　　　 中綿：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％(約0.4ｋｇ）

ｻｲｽﾞ：140×190cm

箱サイズ：560×360×120mm 　入数：5
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2,500円ﾍﾟｰｼﾞ

SR-122
斉久　１０．０丸盆
税抜　２，５００円
内容/ABS樹脂　φ300×20ｍｍ

箱サイズ：310×310×30mm 　入数：36

SR-123
リフレ　ステンレス卓上ポット０．５L
税抜　２，５００円
内容/胴部：外面ｽﾃﾝﾚｽ鋼、内側：18-8ｽﾃﾝﾚｽ鋼、

　　　 ﾊﾝﾄﾞﾙ・ﾌﾀ：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾊﾟｯｷﾝ：ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ

ｻｲｽﾞ/145×106×145mm

箱サイズ：125×125×160mm 　入数：16

SR-121 杢目春慶塗
山里ふくろう９．０丸盆
税抜　２，５００円
内容/ﾕﾘｱ樹脂、ｶｼｭｰ塗　φ276×20ｍｍ

箱サイズ：280×280×23mm 　入数：50

SR-124 ﾏﾘ・ｸﾚｰﾙﾛｰｽﾞﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ
電子レンジ容器５Ｐ
税抜　２，５００円
内容/丸型(270ml）106×94×61mm×2、小判型

　　　　(310ml）126×88×61mm×2、正角型(330ml）

　　　　109×94×61mm　　　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

箱サイズ：200×300×67mm 　入数：20

SR-125 宇野千代しずか桜
レンジ容器４点
税抜　２，５００円
内容/ﾊﾟｯｸ中：φ130×51ｍｍ×2(470ml）、ﾊﾟｯｸ小：

　　　　φ105×45mm×2(250ml）　磁器

　　　　ﾌﾀ：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

箱サイズ：150×295×73mm 　入数：16
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3,000円～3,500円ﾍﾟｰｼﾞ

SR-127
リフレ　ステンレス卓上ポット０．７５L
税抜　３，０００円
内容/胴部：外面ｽﾃﾝﾚｽ鋼、内側：18-8ｽﾃﾝﾚｽ鋼、

　　　 ﾊﾝﾄﾞﾙ・ﾌﾀ：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾊﾟｯｷﾝ：ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ

ｻｲｽﾞ/145×106×145mm

箱サイズ：125×125×205mm 　入数：12

SR-128 ピーコック
ステンレスタンブラー０．４４L（ｽﾃﾝﾚｽ）
税抜　３，５００円
内容/ｽﾃﾝﾚｽ鋼　φ77×150mm

箱サイズ：82×82×158mm 　入数：12

SR-129 ピーコック
ステンレスタンブラー０．４４L（ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ）
税抜　３，５００円
内容/ｽﾃﾝﾚｽ鋼　φ77×150mm

箱サイズ：82×82×158mm 　入数：12

SR-130 成願義夫　和み春秋
１４．０長手盆
税抜　３，５００円
内容/ﾕﾘｱ樹脂　280×423×36mm

箱サイズ：445×295×50mm 　入数：32

SR-132 グレープガーデン
ピルスナーセット（日本製）
税抜　３，５００円
内容/ｿｰﾀﾞﾗｲﾑｶﾞﾗｽ　φ70×150mm×5

箱サイズ：171×397×76mm 　入数：16

SR-131 杢目春慶塗　山里ふくろう
１６．０長手盆
税抜　３，５００円
内容/ﾕﾘｱ樹脂　ｶｼｭｰ塗　483×310×41mm

箱サイズ：325×505×50mm 　入数：14

SR-126 ﾏﾘ・ｸﾚｰﾙ　ｶﾗｰｽﾞ
アルミフライパン２０ｃｍ
税抜　３，０００円
内容/本体：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金（内面ﾏｰﾌﾞﾙフッ素樹脂加工）、

　　　　はり底：ｽﾃﾝﾚｽ鋼、ﾌﾀ：：強化ｶﾞﾗｽ、取っ手･ﾂﾏﾐ：

　　　　ﾌｪﾉｰﾙ樹脂（ｼﾘｺﾝ塗装）

ｻｲｽﾞ/358×208×100mm

箱サイズ：350×210×75mm 　入数：12
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3,500円～4,000円ﾍﾟｰｼﾞ

SR-134 マリ・クレール
パーソナル電気ケトル０．６L
税抜　３，５００円
内容/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ　185×105×200mm

　　　 消費電力670W・コードの長さ約0.75ｍ

箱サイズ：185×120×205mm 　入数：16

SR-137 有田焼　染錦いろどり
レンジ鉢トリオ
税抜　４，０００円
内容/鉢：磁器φ110×60mm×3

　　　ﾌﾀ：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝφ115×20mm×3
箱サイズ：185×120×120mm 　入数：16

SR-135 粋（すい）
真空Wステンタンブラー４５０ML　ペアセット
税抜　４，０００円
内容/18-8ｽﾃﾝﾚｽ鋼　φ80×148mm×2（450ｍｌ）

箱サイズ：190×220×85mm 　入数：16

SR-136 マリ・クレール　カラーズ
アルミフライパン２６ｃｍ
税抜　３，５００円
内容/本体：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金（内面ﾏｰﾌﾞﾙフッ素樹脂加工）、

　　　　はり底：ｽﾃﾝﾚｽ鋼、ﾌﾀ：：強化ｶﾞﾗｽ、取っ手･ﾂﾏﾐ：

　　　　ﾌｪﾉｰﾙ樹脂（ｼﾘｺﾝ塗装）

ｻｲｽﾞ/423×265×117mm

箱サイズ：約410×275×85mm 　入数：10

SR-133 マリ・クレール　カラーズ
アルミ片手鍋１８ｃｍ
税抜　３，５００円
内容/本体：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金（内面ﾏｰﾌﾞﾙフッ素樹脂加工）、

　　　 はり底：ｽﾃﾝﾚｽ鋼、ﾌﾀ：強化ｶﾞﾗｽ、取っ手・ﾂﾏﾐ：

　　　 はり底：ｽﾃﾝﾚｽ鋼、ﾌﾀ：強化ｶﾞﾗｽ、取っ手・ﾂﾏﾐ：

　　　 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂（ｼﾘｺﾝ塗装）

ｻｲｽﾞ/（2.0Ｌ）340×184×136ｍｍ

箱サイズ：約345×195×110ｍｍ 入数：12
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5,000円ﾍﾟｰｼﾞ

SR-138 匠の技
おなべのような鉄フライパン２５ｃｍ
税抜　５，０００円
内容/本体：鉄製、表面加工：ｸﾘｱｰ塗装、持ち手：

　　　 ﾌｪｰﾉｰﾙ樹脂　　250×435×115mm

箱サイズ：260×450×130mm 　入数：12

SR-139 マリ・クレール
パーソナル電気ケトル１．２L
税抜　５，０００円
内容/ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ　205×145×205mm

　　　 消費電力900W・コードの長さ約0.75ｍ

箱サイズ：207×146×192mm 　入数：12

SR-141 紫檀杢目塗花丸ラン
丸盆付菓子器
税抜　５，０００円
内容/菓子器：木質樹脂ｳﾚﾀﾝ塗装φ180×70mm、

　　　 丸盆：ﾕﾘｱ樹脂ｳﾚﾀﾝ塗装φ210×18mm

箱サイズ：240×240×85mm 　入数：20

SR-142
マレリー札入　クロ
税抜　５，０００円
内容/表：牛革、内側：合成皮革

　　　 90×112×28mm　　入数：20

箱サイズ：110×130×33mm 　

SR-143
マレリー札入　チョコ
税抜　５，０００円
内容/表：牛革、内側：合成皮革

　　　 90×112×28mm　　入数：20

箱サイズ：110×130×33mm 　

SR-140 アンナ・ロッシ
IH対応　深型マルチポット２０ｃｍ
税抜　５，０００円
内容/本体：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金（内面ﾌｯｿ樹脂加工)、

　　　 はり底：ｽﾃﾝﾚｽ、蓋：強化ﾊﾞﾗｽ、

　　 箱ｻｲｽﾞ：343×248×145mm　入数：8
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アタック＆ピュアスタイルギフト

SR-144
アタック＆ピュアスタイルギフト
税抜　２，０００円
内容/花王ｱﾀｯｸ（24ｇ×3）、花王ｷｭｷｭｯﾄｸﾘｱ除菌

　　　 240ml、重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ml、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

　　　 10枚入、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：80×155×215mm 　入数：18

SR-145
アタック＆ピュアスタイルギフト
税抜　２，５００円
内容/花王ｱﾀｯｸ（24ｇ×3）×2、花王ｷｭｷｭｯﾄｸﾘｱ除菌

　　　 240ml、重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾅｰ

　　　 20枚入、ﾊﾝﾃﾞｨｸﾛｽ5枚入、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：95×180×245mm 　入数：12

SR-146
アタック＆ピュアスタイルギフト
税抜　３，０００円
内容/花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌EX900ｇ、花王ｷｭｷｭｯﾄｸﾘｱ

　　　 除菌240ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾅｰ20枚入、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

　　　 10枚入、ﾊﾝﾃﾞｨｸﾛｽ5枚入、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：95×220×245mm 　入数：10

SR-147
アタック＆ピュアスタイルギフト
税抜　３，５００円
内容/花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌EX900ｇ、花王ｷｭｷｭｯﾄｸﾘｱ

　　 除菌240ml、重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾅ-

　　 20枚入、ﾊﾝﾃﾞｨｸﾛｽ5枚入、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ×2

箱サイズ：105×250×245mm 　入数：8

SR-150
アタック＆ピュアスタイルギフト
税抜　８，５００円
内容/花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌EX900ｇ、花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌EX

　 詰替770ｇ×4、花王ｷｭｷｭｯﾄｸﾘｱ除菌240ml×2、重曹

　 ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾅｰ20枚入×2、ｷｯﾁﾝ

　 ﾍﾟｰﾊﾟｰ10枚入×2、ﾊﾝﾃﾞｨｸﾛｽ5枚入×2、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：215×245×275mm 　入数：2

SR-149
アタック＆ピュアスタイルギフト
税抜　５，５００円
内容/花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌EX900ｇ、花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌

　 EX詰替770ｇ×2、花王ｷｭｷｭｯﾄｸﾘｱ除菌240ml、重曹

　 ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾅｰ20枚入、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰ

　 ﾊﾟｰ10枚入、ﾊﾝﾃﾞｨｸﾛｽ5枚入×2、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：130×275×275mm 　入数：5

SR-148
アタック＆ピュアスタイルギフト
税抜　４，５００円
内容/花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌EX900ｇ、花王ｱﾀｯｸｼﾞｪﾙ抗菌

　　 EX詰替770ｇ、花王ｷｭｷｭｯﾄｸﾘｱ除菌240ml、重曹

　　 ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾅｰ20枚入、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰ

　　 ﾊﾟｰ10枚入、ﾊﾝﾃﾞｨｸﾛｽ5枚入、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：130×275×275mm 　入数：6



★ マークがついている商品は軽減税率の適応対象商品となります。 26

アリエール＆クリーンギフト

SR-151
アリエール＆クリーンギフト
税抜　２，５００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝﾍﾟー ﾊﾟｰ10枚入×2、

　　ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：98×165×284mm 　入数：10

SR-152
アリエール＆クリーンギフト
税抜　３，０００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾝ詰替200ml×2

　　重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ

箱サイズ：95×220×284mm 　入数：8

SR-153
アリエール＆クリーンギフト
税抜　３，５００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾝ詰替200ml×2、

　　重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

　　10枚入×2、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：95×220×284mm 　入数：8

SR-156
アリエール＆クリーンギフト
税抜　５，５００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、P&G

　　ｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ詰替720ｇ×2、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾝ詰替200ml×2、

　　重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

　　10枚入×2、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：130×275×284mm 　入数：5

SR-156
アリエール＆クリーンギフト
税抜　５，５００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、P&G

　　ｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ詰替720ｇ×2、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾝ詰替200ml×2、

　　重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

　　10枚入×2、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：130×275×284mm 　入数：5

SR-157
アリエール＆クリーンギフト
税抜　８，５００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、P&G

　　ｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ詰替720ｇ×4、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾝ詰替200ml×2、

　　重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ×2、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

　　10枚入×2、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ×2

箱サイズ：215×245×284mm 　入数：2

SR-154
アリエール＆クリーンギフト
税抜　４，０００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、P&G

　　ｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ詰替720ｇ、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾝ詰替200ml×2、

　　ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ10枚入×2、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ

箱サイズ：105×250×284mm 　入数：6

SR-155
アリエール＆クリーンギフト
税抜　４，５００円
内容/P&Gｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ910ｇ、P&G

　　ｱﾘｴｰﾙｲｵﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｪﾙ詰替720ｇ、ｷｯﾁﾝ

　　ｸﾘｰﾝ250ml、ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾝ詰替200ml×2、

　　重曹ｸﾘｰﾅｰｽﾌﾟﾚｰ250ｍｌ、ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

　　10枚入、ﾒｯｼｭｸﾘｰﾅｰ×2

箱サイズ：105×250×284mm 　入数：6


