お取り扱い商品一覧
約900点掲載

・webサイトで販売している商品の一覧です。
・不定期更新の為、web掲載の商品と一部異なる場合があります。

更新日:2021年12月6日
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2,000円～

D0-RNB9942

¥2,000

山形の極み ESCARGOT フロランタ
ン（5個入）

D2-HRD9012

¥2,000

源宗園 ティータイムギフト（煎茶・ド
リップコーヒー1種・チョコレートケーキ）

D2-TNB9055

¥2,000

新潟県産コシヒカリスマートギフトBセッ
ト

D2-ADR9090

¥2,000

にんべん 薫る味だしセット 10袋

D2-ADR9001

¥2,000

秋川牧園の卵でつくったたまご村プリン
４個

D3-TNG9002

¥2,000

京都丹後クラフトビール コンペ受賞
セット(330ml×3本)

D2-TNB9057

¥2,000

フルーツコラーゲンゼリー岡山３種

D0-RNB9952

¥2,000

山形の極み 大将の一膳

¥2,000

新潟県産コシヒカリ・高級食材フリーズ
ドライスープセット

D2-ADR9021

D2-ADR9008

D2-TNB9058

¥2,000
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¥2,000

山形の極み プレミアムデザートジュー
ス

D2-TNB9054

¥1,500

新潟県産コシヒカリスマートギフトAセッ
ト

¥2,000

新潟県産コシヒカリ・新潟限定たま飯
醤油ギフトセット

スラブガーゼセット Ａ

D0-RNB9926

D0-RNB9938

¥2,000

山形の極み 骨まで食べられる 鯉の
特撰甘煮

3,000円～

D0-KNS9904

¥3,000

ケンズカフェ東京 特撰ガトーショコラ

D0-RNB9900

¥3,500

京都・東山茶寮 宇治抹茶のプリンと
ロールケーキセット

D0-RNB9967

¥3,500

メゾンダンドワ 焼菓子詰合せ

D0-RNB9959

山形の極み レモンケーキ

D0-RNB9920

¥3,000

日本の極み 錦屋 小倉汐羊羹（5
個入）

D0-RNB9964

¥3,500

オヴァール 焼菓子セット

D0-RNB9970

D0-TFD9001

¥3,500

モチクリーム ベストセレクション（12個
入）

D0-RNB9963

¥3,500

Magie Du Chocolat マジドカカオ
（6個入）

¥3,500

レガル・ド・チヒロ ボンマリアージュ

¥2,500

D0-RNB9968

D0-RNB9962

¥3,500

BOUL'MICH ガトーヴァリエ（18個
入）

¥3,000

東京風月堂 3種のゴーフレット詰め合
わせ(48枚入)

D0-TFD9007

¥3,000

東京風月堂 マロングラッセ(8個入)
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D0-RNB9904

¥3,000

山形の極み ESCARGOT フロランタ
ン（10個入）

D0-RNB9919

¥3,500

日本の極み 茨城県鉾田市産 冷や
し焼き芋

D0-RNB9943

¥2,500

山形の極み レーズンバターサンド

D2-FDC9005

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座ゼリー 9個

D2-FDC9008

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座レアチーズケーキ
10個

D2-FDC9017

¥3,500

「銀座千疋屋」 銀座ミルフィーユアイス

D2-FDC9033

¥3,500

「銀座千疋屋」 銀座クッキー詰合せ

D2-FDC9046

¥3,000

岐阜 「新杵堂」 栗ふわふわと栗きんと
ん

D2-FDC9009

¥3,500

「銀座千疋屋」 銀座マロンプリン 6個

D2-FDC9025

¥2,500

「銀座千疋屋」 銀座フルーツフィナン
シェ 8個

D2-FDC9036

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座フルーツサンド

D2-FDC9047

D2-FDC9011

¥3,500

「銀座千疋屋」 マンゴードリンク＆まる
ごとみかんぜりぃ

D2-FDC9026

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座フルーツフィナン
シェ 12個

D2-FDC9038

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座レーズンサンド
15個

¥3,000

岐阜 「新杵堂」 栗きんとん4種セット

D2-FDC9048

¥3,000

岐阜 「新杵堂」 チョコふわふわと餅ショ
コラのセット
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D2-FDC9012

¥2,500

「銀座千疋屋」 銀座ゼリー 6個

D2-FDC9027

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座フルーツクーヘン
16個

D2-FDC9043

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座果実ゼリー詰合
せ

D2-FDC9049

¥2,500

岐阜 「新杵堂」 抹茶ふわふわ＆抹茶
ムース大福

D2-FDC9054

¥3,500

岐阜 「新杵堂」 渋皮栗入栗きんとん
ロール

D2-FDC9067

¥3,500

東京 「マカロン・エ・ショコラ」 マカロン
ボーロＭＩＸ

D2-FDC9073

¥3,500

北海道 ブラウンスイス乳プレミアムミル
クシュー

D2-FDC9079

¥3,500

東京・新宿 「花園万頭」花園最中＆
煎餅詰合せ

D2-FDC9055

¥3,000

岐阜 「新杵堂」 餅ショコラ

D2-FDC9070

¥3,000

¥3,500

北海道 十勝四角いチーズケーキ＆ガ
トーショコラ

D2-FDC9080

¥3,000

岐阜 「新杵堂」 栗きんとん

北海道 十勝ブラウンスイス乳焼プリン
タルト

D2-FDC9074

D2-FDC9056

¥3,000

東京・新宿 「花園万頭」 花園最中

D2-FDC9071

¥3,500

¥3,500

北海道 十勝カタラーナ

D2-FDC9082

D2-FDC9072

¥3,500

北海道 ブラウンスイス乳プリン

D2-FDC9076

¥3,500

北海道 ＢｒｏｗｎＳｗｉｓｓフロ
マージュ＆アイスミルク

¥2,500

東京・新宿 「花園万頭」ぬれ甘なつと
小箱（4個入）
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¥3,000

岐阜 「新杵堂」 クレープアイスロール
4本入

北海道 十勝フロマージュブリュレ

D2-FDC9075

D2-FDC9066

D2-FDC9083

¥3,500

東京・新宿 「花園万頭」ぬれ甘なつと
お手玉（15個入）

D2-FDC9084

¥3,000

東京・新宿 「花園万頭」スイートポテ
あん（12個入）

D2-BDT9011

¥2,500

「文明堂」カステラ0.5A号 2本入(プ
レーン・抹茶各1本)

D2-CGT9002

¥3,000

「カスターニャ」リモーネ＆ローザのケーキ
詰め合わせ(レモンとバラのパウンドケー
キ 各1個)

D2-FDC9135

¥3,500

和歌山 「大覚総本舗」 丸ごま豆腐

D2-FDC9094

¥3,500

広島 「八天堂」 フレンチトースト詰合
せ（5個）

D2-BDT9012

¥3,500

「文明堂」カステラ0.5A号３本入(プ
レーン2本・抹茶1本)

D2-CGT9003

¥3,500

「カスターニャ」カタラーナ(6個セット)

D2-FDC9136

D2-FDC9095

¥3,500

広島 「八天堂」 くりーむコッペパン3種
9個詰合せ

D2-BDT9016

¥3,500

「文明堂」カステラ巻15個入(ハニー
10個・抹茶 5個)

D2-FDC9113

¥3,000

福岡 「博多華味鳥」 料亭の卵ぷりん

¥3,500

岡山 「福井堂」 生クリーム大福3種
セット(計10個)

D2-FDC9166

¥3,000

京都 伏見 「三源庵」 金箔カステラ
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D2-BDT9008

¥2,500

「文明堂」カステラ1A号(10切入 1
本)

D2-BDT9018

¥3,500

「文明堂」和菓撰15個入(カステラ巻
ハニー・栗饅頭・くるみ饅頭 各5個)

D2-FDC9121

¥3,500

オーガニック蜂蜜ジャムセット

D2-ADR9002

¥3,000

秋川牧園の卵でつくったたまご村プリン
９個

D2-ADR9006

¥3,500

ウフフ ドーナチュギフトセット８個

D2-ADR9097

¥3,000

栗尾商店 うず芋 サイコロ

D2-ADR9103

¥3,500

北海道シロマルカフェ 白玉スイーツ
セット

D2-ADR9098

¥2,500

D2-ADR9105

¥3,500

¥3,000

D2-YMD9001

¥3,000

D2-ADR9099

D2-MOG9003

D2-YMD9002

¥3,500

¥3,500

¥3,500

桐葉菓(とうようか)16個詰め合わせ
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D2-ADR9096

¥3,500

丸福珈琲店 名物プリン＆珈琲プリン
セット

「ミヤモトオレンジガーデン」みかん寒天
ゼリー ギフトセット5本入り

¥2,500

桐葉菓(とうようか)10個詰め合わせ

¥3,500

横濱馬車道あいす＆もなかセット 12
個

ホシフルーツ ゆめほっぺみかんアイス
30粒

「金吾堂製菓」東京専べい(4個ギフト
セット)

D2-ADR9095

菓心 谷常 生クリーム最中

伊藤農園 フルーツ寒天ジュレ

ホシフルーツ 星のエンジェル

D2-KGD9001

D2-ADR9093

D2-ADR9100

¥3,500

横濱馬車道あいすもなかセット 17個

D2-ADR9233

¥3,500

烏骨鶏らすく＆烏骨鶏王妃のプリン４
個セット

D2-YMD9003

¥2,500

もみじファミリー詰め合わせ(もみじ饅頭
5種計15個)

D2-YMD9004

¥3,000

もみじファミリー詰め合わせ(もみじ饅頭
5種計20個)

D0-RNB9928

¥3,000

日本の極み 果汁たっぷり飲むゼリー

D2-FDC9004

¥3,000

「銀座千疋屋」 マンゴードリンク

D2-HAD9001

¥3,000

「NORTH FARM STOCK」北海道ミ
ニトマト・リンゴジュース80ml [各2本
セット]

D2-BDT9020

¥3,000

「文明堂」バームクーヘン6個

D0-RNB9941

¥2,500

¥3,000

「銀座千疋屋」 銀座ストレートジュー
ス 6本

D2-HAD9002

¥3,000

「文明堂」特撰五三カステラ0.5B号
U(5切入 1本・化粧箱）

山形の極み 三吉麹屋の生あまざけ

D2-FDC9022

D2-BDT9022

¥3,000

「NORTH FARM STOCK」北海道
ジンジャーエール200ml [3本セット]

D0-RNB9925

¥2,500

山形の極み つや姫 色白 甘酒

D2-ADR9009

¥3,500

「島そだち」プレミアムみかんジュース６
本

D2-MCF9007

¥3,500

「MI CAFETO」リキッドアイスコーヒー3
本セット(1L)
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D0-RNB9954

¥2,500

日本の極み 朝のジュース

D0-RNB9935

¥3,000

山形の極み 月光の水～山形 月山
自然水～

D2-ADR9102

¥3,500

土佐の素材 ゆずドリンク

D2-UBZ9001

¥2,500

プレミアムフルーツビネガー信州りんごの
酢(ふじ)(500ml×1本)

D2-UBZ9002

¥3,500

フルーツビネガー全種セット6種詰め合
わせ(150ml×6本)

D2-HRD9009

¥3,000

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・焼海苔詰合せ

D0-GLF9001

¥3,500

青森シャモロック 和の焼肉セットA (1
～2人前)

D0-RNB9946

¥3,500

山形の極み 無塩せきハム・ソーセージ
３種

D2-UBZ9003

¥3,500

プレミアムフルーツビネガーバラエティセッ
ト5種(150ml ×5本)

D2-HRD9010

¥2,500

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・煎茶 玉露入り詰合せ

D2-ADR9169

¥3,500

美咲どりの炭火焼（塩）

D0-RNB9945

D2-UBZ9004

¥3,500

特選酢5本セット(360ml×5本)

D2-HRD9011

¥2,500

源宗園 ティータイムギフト（煎茶・ド
リップコーヒー1種・アーモンドココアクッ
キー・チョコレートケーキ）

D0-RNB9956

¥3,000

山形の極み 米沢牛やわらかハンバー
グ

¥3,000

山形の極み 無塩せきハム・ソーセージ
２種

D2-ADR9046

鹿野高原牧場ハムギフトＡ
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¥3,500

D2-HRD9008

¥3,000

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・煎茶 玉露入り詰合せ

D2-ESN9002

¥3,000

ミライズ MIRAIZ ナチュラルミネラル
ウォーター 500ml 24本

D0-RNB9944

¥2,500

山形の極み 山形牛特製ハンバーグ
（2個入）

D0-ITF9008

¥3,500

「米屋五郎兵衛 特撰」十日町産魚
沼コシヒカリ白米(2kg × 1袋)

D0-ITF9009

¥3,000

「米屋五郎兵衛」十日町産魚沼コシヒ
カリ白米(2kg × 1袋)

D2-TNB9001

¥3,000

特別厳選食べくらべお米4種ギフトセッ
トA

D2-TNB9029

¥3,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリギフト
セットA

D2-TNB9049

¥3,000

ライスドール（女の子）4個入

D0-ITF9010

¥3,500

「米屋五郎兵衛 特別栽培」十日町
産魚沼コシヒカリ白米(2kg × 1袋)

D2-TNB9008

¥3,000

極上新潟県産コシヒカリギフトセット4
個

D2-TNB9037

¥3,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃりギフ
トセットA

D2-TNB9056

¥2,500

新潟県産コシヒカリスマートギフトCセッ
ト

D0-ITF9011

¥3,000

「米屋五郎兵衛 棚田米」十日町産
魚沼コシヒカリ白米(2kg × 1袋)

D2-TNB9016

¥3,000

新潟県産コシヒカリ・至福の一杯贅沢
お吸い物ギフトセットA

D2-TNB9042

¥3,000

五つ星マイスター厳選ブレンド米A

D2-TNB9059

¥3,000

新潟県産食べくらべ米・越後ごっつぉそ
ばギフトセット
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D2-ADR9011

¥3,500

雪室貯蔵 銘柄米セットＡ

D2-TNB9024

¥3,000

本格食べくらべお米ギフトセットA

D2-TNB9048

¥3,000

ライスドール（男の子）4個入

D2-TNB9062

¥3,500

ブランド銘柄無洗米食べくらべギフト
セットA

D2-TNB9065

¥3,000

極み・極金のしゃり&#174;極銀の
しゃりギフトセットA（高級木箱入り）

D2-FDC9103

¥3,500

北海道産 帆立バター焼きセット

D0-RNB9947

¥3,000

山形の極み 山形牛カレー

D0-RNB9940

D2-TNB9072

¥3,000

越後NIGINIGI ブランド米食べくらべ
セットA（ブック型化粧箱）

D2-ADR9083

¥3,500

三陸 魚やの煮付

D0-RNB9930

¥3,000

D0-RNB9937

¥3,500

新潟 嘉右衛門ご飯４個セット

D0-RNB9929

¥3,000

日本の極み 観音池ポーク メンチカツ

¥3,000

日本の極み 宮崎ジビエソース

山形の極み 三つ星餃子 山形牛１
００％

D2-ADR9166

¥3,000

日本の極み 宮崎トマトソース

¥2,500

日本の極み 黒毛和牛 牛丼の具

D0-RNB9931

D0-RNB9949

¥2,500

山形の極み 山形牛佃煮セット
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D2-ADR9265

¥3,500

越後雪室屋氷温熟成 こしひかりパック
ごはん

D0-RNB9953

¥2,500

日本の極み 淡路島の玉ねぎ牛すじカ
レー

D0-RNB9948

¥2,500

山形の極み 山形牛コンビーフ

D0-RNB9933

¥3,000

日本の極み 宮崎地頭鶏 炭火焼き
鳥

D0-RNB9927

¥3,500

日本の極み 伊勢赤どり味噌漬け

D0-RNB9939

¥2,500

日本の極み 鯖缶セット

D0-RNB9958

¥3,000

日本の極み 北海道オホーツク 焼き
魚セット

D0-RNB9951

¥3,000

山形の極み 庄内浜いか塩辛２種
セット

¥3,000

日本の極み 名古屋よしだ麺半生麺
セット

D0-TIH9001

D0-RNB9957

¥3,500

HEIZAEMONドレッシング5本詰め合
わせ

D0-RNB9936

¥3,000

日本の極み 広島 釜めし

D0-TIH9002

D0-RNB9934

¥3,000

日本の極み 銀聖鮭焼きほぐし

D0-RNB9950

¥3,500

日本の極み 手わざ笹かまぼこ

D0-RNB9924

¥3,000

日本の極み うめみつぼし

¥3,500

直七の里 ぽんずとドレッシングの4本
詰め合わせ

D2-YKN9001

¥3,000

日本の極み 富山湾きときと味便り

D0-RNB9923

¥3,000

日本の極み 名古屋よしだ麺乾麺セッ
ト

D0-RNB9932

¥2,500

日本の極み 宮崎県産たくあん漬け

¥3,500

京蕎麦 丹波ノ霧 そば三昧セット
(半生蕎麦2人前・霧ノ蕎麦茶・玄そ
ばごはんの素 )
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D0-RNB9955

D2-YKN9004

¥3,500

夜久野かすみ そば三昧セット (乾
麺・霧ノ蕎麦茶・玄そばご飯の素)

D2-KMY9001

¥3,500

美山ゆば セット『美山』

D2-GTS9003

¥2,500

¥3,500

ヒサダヤ 炭火焼の詰合せ

D2-ADR9082

¥3,500

兵庫 神戸南京町 「大同行」 謹製
一口餃子

「ごとう醤油」パステルムースギフト(3
個)

D2-ADR9052

D2-FDC9138

D2-ADR9014

¥3,000

農家の味自慢詰合せ 4本

D2-ADR9054

¥3,000

D2-ADR9091

¥3,000

静岡 沼津「奥和」無添加干物 計3
種5枚

D2-ADR9015

¥3,500

農家の味自慢詰合せ 6本

¥3,500

越前のホルモン屋 ４種盛りセット

リアスの国から気仙沼産ふかひれスープ

D2-FDC9140

D2-ADR9092

¥3,500

¥3,000

にんべん 薫る味だしセット 20袋
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¥3,000

「ごとう醤油」九州こだわり調味料 5本
セット

D2-ADR9051

¥3,000

鶏三和 国産鶏の手羽煮［醤油
味］

呼子名物 木屋いかしゅうまい詰合せ

¥2,500

にんべん 薫る味だしセット 15袋

D2-ADR9062

D2-GTS9001

D2-ADR9072

¥3,000

團助ごまどうふ詰合せ［２種４袋］

D2-HAD9003

¥3,000

「NORTH FARM STOCK」北海道
パスタソース 2種&パスタ詰め合わせ

D2-HAD9005

¥3,500

「NORTH FARM STOCK」北海道
ソースドレッシング 3種詰め合わせ

D2-ADR9118

¥3,500

まぐろの生ハムスライス

D2-ADR9210

広島産大粒のかきフライ

¥3,500

「Ortolano」バジリスタバジルドレッシン
グセット(Sサイズ)

D2-ADR9122

¥3,500

羊蹄山コロッケ

¥3,500

瀬戸内六穀豚 大きな餃子セット

D2-ADR9239

D2-RHB9003

¥3,500

D2-ADR9211

¥3,500

「Soup Stock Tokyo」人気のスープ
とパンのセット(スープ４個・パン２個)

D2-ADR9124

¥3,500

国産焼鳥盛り合わせ

¥3,500

瀬戸内六穀豚 大きな餃子・焼売セッ
ト

D2-ADR9018

D2-SST9001

¥3,000

ＳａＦｏウォッシュタオル ２枚

D2-ADR9228

¥3,000

¥3,000

ＳａＦｏ オーガニックフェイスタオル
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¥3,500

まぐろの生ハム

D2-ADR9172

¥3,500

大阪 洋食ＲＥＶＯ 牛スジコロッケ

和惣菜手間いらずおかず詰合せ

D2-ADR9019

D2-ADR9111

D2-ADR9229

¥3,000

洋惣菜手間いらずおかず詰合せ

D2-ADR9022

スラブガーゼセット Ｂ

¥3,000

D2-ADR9024

¥2,500

エンジェルセット Ａ ホワイト

C9-AGS0004

¥3,000

銀座千疋屋 分けやすい個包装セレ
クト

¥3,000

個包装のスイーツセレクト

C9-SAI0302

C9-GSY0001

C9-AGS0008

¥3,000

食卓を彩る主食・惣菜セレクト C

¥3,000

選べるギフト「彩」 紅葉 - MOMIJI
-

C9-SAI0251

C9-SKD0002

¥3,000

岐阜 新杵堂セレクト B

C9-SAI0301

¥2,500

C9-AGS0301

¥3,000

¥3,000

AOYAMA COLLECTION （スイー
ツなど100点以上掲載）
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¥3,000

名店スイーツ12選

選べるギフト「彩」 桔梗 - KIKYOU
-

選べるギフト「彩」 朝顔 - ASAGAO
-

C9-AGS0003

C9-SAI0351

¥3,500

選べるギフト「彩」 芙蓉 - FUYOU -

4,000円～

D0-RNB9903

¥4,000

銀座ウエスト リーフパイ＆チーズバトン

D2-FDC9007

¥4,000

「銀座千疋屋」 銀座まるごとみかんぜ
りぃ

D2-FDC9032

¥4,000

「銀座千疋屋」 ストロベリーアイスケー
キ

D2-FDC9042

¥4,000

「銀座千疋屋」 銀座フルーツ大福

D0-GLF9006

¥4,000

青森シャモロックの卵を使ったぷりん 6
個セット

D2-FDC9013

¥4,000

「銀座千疋屋」 銀座タルト（マン
ゴー）

D2-FDC9034

¥4,000

東京風月堂 3種のゴーフレット詰め合
わせ(72枚入)

D2-FDC9021

¥4,000

「銀座千疋屋」 銀座タルト（フルー
ツ）

¥4,000

「銀座千疋屋」 銀座焼きショコラサブレ

D2-FDC9058

D0-TFD9002

¥4,000

岐阜 「新杵堂」 ショコラスイーツセット

D2-FDC9039

¥4,000

「銀座千疋屋」 銀座タルト（マンゴー
オレンジ）

D2-FDC9059

¥4,000

岐阜 「新杵堂」 ストロベリースイーツ
セット
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D0-TFD9008

¥4,000

東京風月堂 マロングラッセ(12個入)

D2-FDC9030

¥4,000

「銀座千疋屋」 ベリーのチョコレート
ケーキ

D2-FDC9041

¥4,000

「銀座千疋屋」 銀座プチフルーツタル
ト

D2-FDC9060

¥4,000

岐阜 「新杵堂」 まるごとみかん大福

D2-FDC9061

¥4,000

ガレ・シャルモン・シャンティーニュ&Rolls
New York カラフルチョコレートセット

D2-BDT9017

¥4,000

「文明堂」カステラ巻20個入(ハニー・
抹茶 各10個)

D2-GDV9005

¥3,700

「GODIVA」クッキーアソートメント (32
枚入)

D2-ADR9094

坂利製麺所 くずきり８本

¥4,000

D2-FDC9090

¥4,000

広島 「八天堂」 プレミアムフローズンく
りーむパン12個詰合せ

D2-BDT9019

¥4,000

「文明堂」和菓撰20個入(カステラ巻
(ハニー・抹茶)・栗饅頭・くるみ饅頭
各5個)

D2-FDC9168

¥4,000

京都 「京五山」 一口ごまとうふセット

D2-ADR9129

¥4,000

フルーツティアラ アイス ＜レッド＞

D2-BDT9009

¥4,000

「文明堂」カステラ2A号(10切入 2
本)

D2-GDV9001

¥3,700

「GODIVA」ゴールド コレクション（チョ
コレート12粒）

D2-ADR9031

¥4,000

烏骨鶏かすてら・バウムクーヘンセット

D2-ADR9161

¥4,000

ＫＡＭＡＮＡＲＩＹＡ イタリアン
ジェラート

17 / 61

D2-BDT9013

¥4,000

「文明堂」カステラ0.5A号４本入(プ
レーン・抹茶各2本)

D2-GDV9003

¥3,700

「GODIVA」クッキー＆チョコレート ア
ソートメント(クッキー8枚 / チョコレート
13粒)

D2-ADR9032

¥4,000

烏骨鶏王妃のプリン６個セット

D2-KGD9002

¥4,000

「金吾堂製菓」東京専べい(6個ギフト
セット)

D2-ADR9003

¥4,000

オーガニックドリップコーヒー３箱

D2-HRD9006

¥4,000

源宗園 ティータイムギフト（煎茶・ド
リップコーヒー2種・アーモンドココアクッ
キー・フルーツケーキ・チョコレートケー
キ）

D0-ISF9901

¥4,000

燦然 焼肉コース

D2-ADR9200

D2-MCF9005

¥4,000

「MI CAFETO」Cafe Puente カフェ
プエンテ(ドリップバッグギフト 15袋)

D3-SSS9008

¥4,000

「佐々木酒造 聚楽第」純米大吟醸
(720ml ×1本)

D2-ADR9039

¥4,000

さくらポークバラ焼肉＆岩塩

¥4,000

山形県食肉公社認定 山形豚 バラ
焼肉

D2-ADR9201

D2-UBZ9005

¥4,000

プレミアムフルーツビネガー信州りんごの
酢(ふじ)(500ml×2本)

D3-TNG9001

¥4,000

京都丹後クラフトビール 全種類セット
(330ml×7本)

D2-ADR9041

¥4,000

岡山県産ピーチポークしゃぶしゃぶセッ
ト

¥4,000

山形県食肉公社認定 山形豚 しゃぶ
しゃぶ肉

D2-ADR9043

みえジビエ鹿肉のハンバーグ
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¥4,000

D2-HRD9005

¥4,000

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・焼海苔・紀州南高梅詰合せ

D0-ISF9900

¥4,000

燦然 しゃぶしゃぶコース

D2-ADR9158

¥4,000

熊本 大阿蘇鶏 焼肉

D2-ADR9047

鹿野高原牧場ハムギフトＢ

¥4,000

D2-ADR9135

¥4,000

北海道産牛ローストビーフ

D2-TNB9002

¥4,000

¥4,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリ・今治
タオルギフトセットA

D2-TNB9051

¥4,000

和（なごみ）料理みのり ローストビー
フ

特別厳選食べくらべお米・今治タオルギ
フトセットA

D2-TNB9030

D2-ADR9246

¥4,000

ライスドール（女の子）6個入

D2-TNB9009

¥4,000

極上新潟県産コシヒカリ4個・今治タオ
ルギフトセット

D2-TNB9038

¥4,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃり今
治タオルギフトセットA

D2-TNB9060

¥4,000

新潟県産食べくらべ米・越後ごっつぉそ
ばギフトセットA

D2-PPJ9001

¥4,000

「南魚沼・塩沢産 有機栽培コシヒカ
リ」4種セット はざかけ米・自然乾燥米
8合

D2-TNB9017

¥4,000

新潟県産コシヒカリ・至福の一杯贅沢
お吸い物ギフトセットB

D2-TNB9043

¥4,000

五つ星マイスター厳選ブレンド米B

D2-TNB9063

¥4,000

ブランド銘柄無洗米食べくらべギフト
セットB
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D2-PPJ9002

¥4,000

「南魚沼・塩沢産 有機栽培コシヒカ
リ」白米2種セット はざかけ米・自然乾
燥米 8合

D2-TNB9025

¥4,000

本格食べくらべお米・今治タオルギフト
セットA

D2-TNB9050

¥4,000

ライスドール（男の子）6個入

D2-TNB9066

¥4,000

極み・極金のしゃり&#174;極銀の
しゃりギフトセットB（高級木箱入り）

D2-FDC9101

¥4,000

北海道 知床羅臼産 いくら醤油漬け
（計150g）

D2-FDC9087

¥4,000

兵庫 手延素麺 「小神」（つゆ付）

D2-CGT9001

¥4,000

「 竹村食糧庫 」ドレッシングセット
(100ml×5種)

D2-GTS9002

¥4,000

「ごとう醤油」小さな調味料 8本セット

D2-ADR9084

¥4,000

博多辛子明太子（無着色）

D0-KIS9002

¥4,000

D0-CNC9002

¥4,000

D2-FDC9120

¥4,000

¥4,000

山形 「後藤屋農園」 チーズのオリーブ
オイル漬 3本セット

¥4,000

みつせ鶏本舗 みつせ鶏よりどり焼セッ
ト

D2-ADR9058

¥4,000

キッチン飛騨 シチュー・ハヤシセット
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D0-ACS9011

¥4,000

有田牧場自家製 有田さんちの手作
りコロッケ 20個

「OLiVO」オリーブオイルとモデナ産ホワ
イトバルサミコ酢セット(50ml×2本)

宮崎 「鰻楽」うなぎ蒲焼切身

D2-ADR9053

¥4,000

まぐろ惣菜丼詰合せ

「貝新和菜」伊勢茶漬け最中

D2-FDC9109

D2-ADR9268

D2-YKN9003

¥4,000

半なま 京蕎麦 味くらべセット (半
生蕎麦2種 計6人前)

D2-FDC9123

¥4,000

「関とら本店」 とらふぐ塩辛

D2-ADR9071

紀州南高梅干 咄々々

¥4,000

D2-ADR9073

¥4,000

團助ごまどうふ詰合せ［２種６袋］

D2-MOG9007

¥4,000

「ミヤモトオレンジガーデン」調味料 塩
みかんギフトセット

D2-ADR9142

¥4,000

黒豚餃子と九条葱餃子と地鶏餃子
セット

D2-ADR9197

¥4,000

和歌山水産会社製造 まぐろメンチカツ

D2-ADR9075

¥4,000

ぴょんぴょん舎の盛岡冷麺 ４食

D2-RHB9001

¥4,000

¥4,000

熊本 大阿蘇鶏 水炊き

D2-ADR9198

¥4,000

水産缶詰バラエティセットＡ

「ANA x Ortolano」ファーストクラスの
サラダセット

D2-ADR9159

D2-ADR9085

D2-SST9002

¥4,000

¥4,000

大阪 洋食ＲＥＶＯ エビクリームコロッ
ケ

¥4,000

和歌山水産会社製造 まぐろカツ

D2-ADR9199

¥4,000

和歌山水産会社製造 まぐろ竜田
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¥4,000

「NORTH FARM STOCK」北海道
野菜のディップ 3種詰め合わせ

「Soup Stock Tokyo」人気のスープ
とパンのセット(スープ5個・パン2個)

D2-ADR9173

D2-HAD9004

D2-SMG9004

¥4,000

「下鴨茶寮」料亭の柚子ぽん酢・胡麻
だれギフト(各300ml)

D2-ADR9194

¥4,000

老舗料亭「銀座ろくさん亭」主人 道場
六三郎監修 豚角煮セット(2種)

D2-ADR9231

¥4,000

うなぎ割烹「一愼」うな丼セット

D2-IMH9001

¥4,000

「人形町今半」カレー、シチュー、ハッ
シュドビーフ詰合せ

D2-ELZ9034

¥4,000

マイクロ胡蝶蘭 2WAYBOX入り(2.5
号鉢1本立ち 濃ピンク)

D2-ADR9016

¥4,000

エシカルセットＡ

C9-AGS0001

厳選スイーツ12選

D2-HKC9005

¥4,000

金沢名産 どじょうの蒲焼20本入(特
製タレ付)

D0-INE9901

¥4,000

BOTANIST ボタニカルヘアケアギフト
（モイスト）

D2-ADR9025

¥4,000

エンジェルセット Ｂ ホワイト

¥4,000

C9-SAI0401

D2-HKC9007

¥4,000

「金澤北珍肴の匠」西京漬・酒粕漬6
切セット(6種詰め合わせ)

D0-INE9900

¥4,000

BOTANIST ボタニカルヘアケアギフト
（スムース）

C9-GSY0002

¥4,000

銀座千疋屋 ケーキ・タルトセレクト

¥4,000

選べるギフト「彩」 菫 - SUMIRE -

C9-SAI0403

選べるギフト「彩」 皐月 SATSUKI -
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¥4,000

D2-ELZ9033

¥4,000

マイクロ胡蝶蘭 2WAYBOX入り(2.5
号鉢1本立ち 淡ピンク)

D2-IRS9901

¥4,000

アイリスオーヤマ ミラーオーブントース
ター横型

C9-GDV0001

¥3,700

GODIVAセレクト A

C9-AGS0401

¥4,000

AOYAMA COLLECTION 厳選 b
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5,000円～

D0-RNB9907

¥5,000

山形の極み プレミアムリッチアイスセッ
ト

D0-RNB9966

¥4,500

トラヤカフェ 焼菓子・あんペースト

D2-FDC9010

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座ゼリー 16個

D2-FDC9020

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座フルーツジュレ

D0-RNB9906

¥5,000

山形の極み プレミアムフルーツアイス
セット

D0-GLF9005

¥5,000

青森シャモロックの卵を使ったぷりん 8
個セット

D2-FDC9016

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座フルーツコンポー
ト

D2-FDC9028

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座バラエティセット

D0-RNB9905

¥5,000

山形の極み プレミアムアイスミックス
セット

D0-ACS9012

¥5,500

有田牧場自家製 有田さんちの手作
り ジェラート3種詰め合わせ

D2-FDC9018

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座プレミアムソルベ

D2-FDC9035

¥4,500

「銀座千疋屋」 銀座ショコラアイス
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D0-RNB9908

¥5,000

山形の極み 山形とろけるプリン

D2-FDC9006

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座プレミアムアイス

D2-FDC9019

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座プレミアムアイス
＆ソルベ

D2-FDC9040

¥5,000

「銀座千疋屋」 銀座プリン詰合せ

D2-FDC9050

¥4,500

岐阜 「新杵堂」 抹茶香るロール 2本
セット

D2-FDC9062

¥4,500

Rolls New York アイスロールアソー
ト

D2-BDT9002

¥4,500

「文明堂」特撰五三カステラ1B号
U(10切入 1本・化粧箱）

D2-GDV9004

¥5,700

「GODIVA」クッキー＆チョコレート ア
ソートメント(クッキー8枚 / チョコレート
21粒)

D2-FDC9051

¥5,500

岐阜 「新杵堂」 抹茶香るロールと渋
皮栗入栗きんとんロールのセット

D2-FDC9065

¥4,500

岐阜 「新杵堂」 クレープアイスロール
8本入

D2-BDT9003

¥5,000

「文明堂」特撰五三カステラ1B号
U(10切入 1本・桐箱）

D2-GDV9006

D2-FDC9052

¥5,000

岐阜 「新杵堂」 抹茶スイーツ食べ比
べセット

D2-FDC9069

¥5,000

東京 「マカロン・エ・ショコラ」 オリジナル
ギフト

D2-BDT9010

¥5,500

「文明堂」カステラ3A号(10切入 3
本)

¥5,700

「GODIVA」クッキーアソートメント (55
枚入)

D2-KNG9001

¥4,500

SUGAR FREE SWEET 砂糖不使
用ミニ羊羹 (5種類各2個入)
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D2-FDC9057

¥5,000

岐阜 「新杵堂」 栗きんとん＆粒栗三
昧

D2-FDC9078

¥5,000

東京・新宿 「花園万頭」ぬれ甘なつと
アイス詰合せ

D2-GDV9002

¥5,700

「GODIVA」ゴールド コレクション（チョ
コレート20粒）

D2-KNG9002

¥5,000

「匠あんこ堂Plus」塗るあんこ (5種
入)

D2-FDC9167

¥4,500

京都 「京五山」 料亭の技ごまとうふ・
湯葉どうふセット

D2-CTC9002

¥4,500

「BLOCK BLOCK TOKYO」オレンジ
バスクBB(8個入り)

D2-CTC9007

¥5,000

「BLOCK BLOCK TOKYO」ショコラ
バスクチーズBB(8個入り)

D2-ADR9109

¥4,500

ホシフルーツ 贅沢フルーツのタルト

D2-FDC9251

¥5,000

東京 「ラ・ベットラ・ペルトゥッティ新宿
本店」 タルトケーキ ルージュレザン

D2-CTC9003

¥4,500

「BLOCK BLOCK TOKYO」ブルー
チーズBB(8個入り)

D2-CTC9008

¥4,500

「BLOCK BLOCK TOKYO」ショコラ
バスクBB&ベーシックBB セット8個
(各4個)

D2-MOG9002

¥4,500

「ミヤモトオレンジガーデン」みかん寒天
ゼリー オールスター食べ比べセット

D2-FDC9252

¥5,000

東京 「ラ・ベットラ・ペルトゥッティ新宿
本店」 タルトケーキ マンゴードランジェ

D2-CTC9004

¥4,500

「BLOCK BLOCK TOKYO」チーズ
ケーキBB MIX(8個入り)

D2-ADR9007

¥4,500

ウフフ ドーナチュギフトセット12個

D2-MOG9005

¥5,000

「ミヤモトオレンジガーデン」みかんジュー
ス・みかん寒天ゼリー ギフトセット(2)
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D2-CTC9001

¥4,500

「BLOCK BLOCK TOKYO」バスク
チーズケーキBB(8個入り)

D2-CTC9006

¥4,500

「shirokane sweets×BLOCK
BLOCK TOKYO」フルーツMIX
BB(8個入り)

D2-ADR9104

¥5,000

ホシフルーツ 星のアイスクリームタルト

D2-FDC9296

¥5,000

新潟 おもちアイス（ＭＯＣＨＩＭ
ＯＲＥ）

D2-ADR9110

¥5,000

ホテルオークラ ６種アイスセット

D2-BDT9021

¥4,500

「文明堂」バームクーヘン12個

D2-FDC9098

¥4,500

和歌山 伊藤農園 5種の柑橘ジュー
ス

D2-HAD9006

¥4,500

「NORTH FARM STOCK」北海道ハ
ニーレモネード200ml [7本セット]

D2-ADR9121

¥4,500

ガレー チョコレートアイスパルフェ

D2-FDC9023

¥4,500

¥5,000

オーガニックドリップコーヒー４箱

D2-HAD9007

¥4,500

永平寺御用達 團助ごまどうふ詰合せ
［濃厚３種６袋］

「銀座千疋屋」 銀座ストレートジュー
ス 10本

D2-ADR9004

D2-ADR9131

D2-BBJ9003

¥5,000

「KUSMI TEA」お洒落なミニ缶 3種
アソートメントセット

D2-ADR9010

¥5,000

「島そだち」プレミアムみかんジュース10
本

¥4,500

「NORTH FARM STOCK」北海道
ジンジャーエール 3種 [7本セット]

D2-MOG9001

¥5,000

「ミヤモトオレンジガーデン」もぎたて自
然のしずく みかんジュース ギフトセット
８本入り
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D2-KGD9003

¥5,000

「金吾堂製菓」東京専べい(8個ギフト
セット)

D2-FDC9097

¥4,500

和歌山 伊藤農園 柑橘ジュース＆
寒天ジュレセット

D2-ADR9101

¥4,500

葉とらずりんごジュース

D2-MCF9006

¥4,500

「MI CAFETO」カフェレボルシオン(ド
リップパックギフト 25袋)

D2-UBZ9006

¥5,000

壽熟成2本セット(250ml×2本)

D2-HRD9004

¥4,500

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・焼海苔・紀州南高梅・正田醤油詰
合せ

D3-SSS9006

¥5,000

「佐々木酒造 聚楽第」リミテッドエディ
ション(720ml×1本)

D0-ACS9004

¥5,000

宮崎県産 有田牛上カルビ 500g

D2-HRD9001

¥5,000

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・煎茶 玉露入り・焼海苔詰合せ

D2-ESN9001

¥5,000

ミライズ MIRAIZ ナチュラルミネラル
ウォーター 500ml 48本

D0-RNB9915

¥5,000

山形の極み 米沢牛 しゃぶしゃぶ用

D2-FDC9274

¥5,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 米沢牛肩すき焼用

D2-HRD9002

¥5,000

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・焼海苔・紀州南高梅・まぐろ佃煮
詰合せ

D1-LOJ9902

¥5,000

カバラン ディスティラリー セレクト（40
度700ml×1本）

D0-RNB9916

¥5,000

山形の極み 米沢牛 焼肉用

D2-FDC9275

¥5,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 米沢牛バラ焼肉用
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D2-HRD9003

¥4,500

源宗園 一番摘み煎茶 宇治抹茶入
り・焼海苔・味海苔詰合せ

D3-BTH9001

¥5,500

ハーブスピリッツ ギフトセット(2種×
500ml)

D0-GLF9002

¥5,000

青森シャモロック 和の焼肉セットB (3
～4人前)

D2-ADR9026

¥5,000

ふじ馬刺し 赤身食べくらべセット

D2-ADR9137

¥5,000

兵庫県淡路島 えびすもち豚 ロース・
バラしゃぶしゃぶ

D2-ADR9148

¥5,500

鹿児島黒豚『黒の匠』ロースしゃぶしゃ
ぶ

D2-ADR9171

¥4,500

沖縄琉球ロイヤルポーク ロースステーキ

D2-ADR9238

¥5,500

広島県産神石牛ロースうすぎり

D2-ADR9139

¥5,000

兵庫県 淡路島 えびすもち豚サムギョ
プサル用

D2-ADR9149

¥5,500

鹿児島県産 黒豚 「黒の匠」 ロースス
テーキ

D2-ADR9202

¥4,500

山形県 米沢三元豚しゃぶしゃぶ

D2-ELZ9001

¥5,000

兵庫県 淡路島 えびすもち豚カタロー
スしゃぶしゃぶ用

D2-ADR9162

¥5,500

宮崎県産霧峰牛 カタロース焼肉

D2-ADR9234

¥5,500

広島県産神石牛肩ロースうす切り

¥5,000

鹿児島黒豚 ロースしゃぶしゃぶ
(280g)

D2-ADR9140

D2-ELZ9008

¥5,000

宮崎県産黒牛 すき焼用（かた・バラ
280g)

29 / 61

D2-ADR9141

¥4,500

兵庫県 淡路島 えびすもち豚バラ焼
肉用

D2-ADR9170

¥4,500

沖縄琉球ロイヤルポークしゃぶしゃぶ

D2-ADR9235

¥4,500

広島県産神石牛ももうすぎり４００
ｇ

D0-RNB9917

¥5,000

山形の極み 無塩せきハム・ソーセージ
6種

D0-RNB9912

¥5,000

山形の極み 山形牛特製ハンバーグ

D2-FDC9002

¥5,500

東京 「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」落合務
監修 ハンバーグと黒トリュフソース

D2-FDC9272

¥5,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 米沢牛入りハンバーグセット(6
個)

D2-ADR9049

¥5,000

スギモト 百年の匠 ハム詰合せ

D0-YDH9006

¥5,000

吉田ハム 飛騨牛ハンバーグ(5個)

D2-FDC9003

¥5,500

東京 「鈴なり」 村田明彦監修 ロー
ストビーフ 柚子胡椒ソース

D2-FDC9277

¥5,000

佐賀 伊万里牛ハンバーグ

D2-ADR9050

伊賀上野の里 詰合せ

D0-ACS9010

¥5,500

宮崎県産 有田牛 ハンバーグ 8個

D2-FDC9096

¥5,000

東京小金井 「TERAKOYA」監修 2
種のソースで味わうローストビーフ

D2-FDC9278

¥5,500

佐賀 佐賀牛ハンバーグ

¥4,500

D2-FDC9297

¥5,500

東京 南青山「ラ・ロシェル」坂井宏行
監修 ローストビーフと特製ガーリック
ペッパーソース

D2-FDC9253

¥5,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 ハンバーグセット

D2-ADR9033

¥5,000

大山ハム クラウンセット

¥5,500

大阪 「ノワ・ド・ココ」 ローストビーフ2種
セット
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D2-FDC9000

D2-FDC9301

¥5,000

北海道 「札幌バルナバフーズ」 牛・塩
鉄板焼きローストビーフ&ローストポーク

D2-ADR9130

¥5,000

名古屋スギモト 松阪牛入りハンバーグ

D2-ADR9179

¥5,500

大阪 洋食ＲＥＶＯ 黒毛和牛Ａ４
ランク以上ローストビーフ

D2-ADR9212

¥5,000

トリオＴＨＥハンバーグ

D2-ADR9242

神戸牛ハンバーグ ２種ソース

D2-ADR9134

¥4,500

北海道産牛ハンバーグ

D2-ADR9180

¥5,500

¥5,000

ホテルオークラ 黒毛和牛ハンバーグ

¥5,000

D2-ADR9247

アシエット ローストビーフ

¥5,000

鹿児島黒牛の煮込みハンバーグ ４個

大阪 洋食 ＲＥＶＯ じっくり煮込んだ
和牛すじカレー

D2-ADR9218

D2-ADR9146

¥5,000

D2-ADR9182

¥4,500

洋食レストラン ノワ・ド・ココ 黒毛和牛
入煮込みハンバーグ

D2-ADR9223

¥4,500

氷温熟成ローストビーフ

D0-RNB9914

¥5,000

鹿児島黒牛のローストビーフ

D2-ADR9186

¥5,000

焼肉はらだ本店 黒毛和牛焼きハン
バーグ ５個

D2-ADR9240

¥5,000

ハング 人気のハンバーグ４種詰合せ

¥5,000

山形の極み 特別栽培米置賜産 つ
や姫
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D2-ADR9153

D0-RNB9913

¥5,000

山形の極み 山形県産 雪若丸

D0-ITF9003

¥5,000

「米屋五郎兵衛」十日町産魚沼コシヒ
カリ白米(5kg × 1袋)

D2-TNB9003

¥5,000

特別厳選食べくらべお米ギフトセットB

D2-TNB9026

¥5,000

本格食べくらべお米ギフトセットB

D2-TNB9052

¥5,000

ライスドール（男の子）8個入り

D0-ITF9005

¥5,000

「米屋五郎兵衛 棚田米」十日町産
魚沼コシヒカリ白米(5kg × 1袋)

D2-TNB9010

¥5,000

極上新潟県産コシヒカリギフトセット8
個

D2-TNB9031

¥5,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリギフト
セットB

D2-TNB9053

¥5,000

ライスドール（女の子）8個入り

D0-ITF9007

¥5,500

「米屋五郎兵衛 極」十日町産魚沼コ
シヒカリ白米(2kg × 1袋)

D2-TNB9018

¥5,000

新潟県産コシヒカリ・至福の一杯贅沢
お吸い物ギフトセットC

D2-TNB9039

¥5,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃりギフ
トセットB

D2-TNB9061

¥5,000

新潟県産食べくらべ米・越後ごっつぉそ
ばギフトセットB
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D2-ADR9012

¥5,000

雪室貯蔵 銘柄米セットＢ

D2-TNB9021

¥5,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃり至
福の一杯贅沢お吸い物ギフトセット

D2-TNB9044

¥5,000

五つ星マイスター厳選ブレンド米C

D2-TNB9064

¥5,500

ブランド銘柄無洗米食べくらべギフト
セットC

D2-TNB9067

¥5,000

極み・極金のしゃり&#174;極銀の
しゃりギフトセットC（高級木箱入り）

D2-ADR9164

¥4,500

新潟 嘉右衛門ご飯６個セット

D2-ADR9029

¥5,000

愛知 うなぎ割烹「一愼」鰻のひつまぶ
し（3人前）

D0-RNB9921

¥5,000

日本の極み 淡路島の玉ねぎ牛すじカ
レー＆グリーンカレー

D2-TNB9070

¥5,000

越後四季堂 八十八

D2-ADR9165

¥5,500

D2-FDC9242

¥5,000

ボイルズワイガニ姿 （1尾）

¥5,000

真ふく大吟醸粕漬け

D0-YDH9004

¥5,000

越後NIGINIGI ブランド米食べくらべ
セットB（ブック型化粧箱）

新潟 嘉右衛門ご飯８個セット

D2-ADR9079

D2-TNB9073

D2-ADR9081

¥5,000

D2-FDC9088

¥5,000

D2-FDC9248

¥5,000

D0-RNB9922

¥5,000

日本の極み 博多めんたいこ３種詰
合せ

¥5,000

九州 「ゆずすこ」シリーズのセット
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¥5,500

新潟３銘柄食べくらべセット

ボイルズワイガニ肩

帆立片貝バター付

吉田ハム 飛騨牛入り3種のコロッケ
セット

D2-ADR9120

D2-FDC9089

¥4,500

とろ鯖専門店 「SABAR」２種パスタ
セット

D2-YKN9002

¥4,500

京蕎麦 丹波ノ霧 そば三昧セット
(半生蕎麦4人前・霧ノ蕎麦茶・玄そ
ばごはんの素)

D2-FDC9237

¥5,000

神奈川 横浜中華街「耀盛號（よう
せいごう）」豚角煮ちまき

D2-FDC9291

¥5,500

国産焼き鯖棒寿司・スモークサーモン
棒寿司

D2-ADR9070

¥5,000

鹿児島小田口屋「さつま揚げ」詰合せ
Ｃ

D2-KMY9002

¥5,500

美山ゆば セット『音海』

D2-FDC9249

¥5,000

D2-FDC9282

¥5,000

北海道産 秋鮭西京漬＆昆布〆２
種セット

¥5,500

漬魚詰合せ

D2-ADR9074

¥5,000

山形 「後藤屋農園」 ディップソース 6
本セット

愛知 うなぎ割烹「一愼」蒲焼

D2-FDC9295

D2-FDC9202

D2-ADR9059

¥5,000

青堀シェフ 南極カレーのピザセット

¥4,500

創麺屋 手延べ讃岐うどん詰合せ

D2-ADR9077

¥4,500

京都 楽仙樓 京の黒酢麺と担々麺
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D2-FDC9236

¥5,000

愛知 ふく専門店「福べ」とらふぐひつま
ぶし

D2-FDC9287

¥5,000

鳥取 「山陰大松」 氷温熟成 お魚
惣菜ギフトセット（和の心）

D2-ADR9065

¥5,000

南京町 大同行謹製 一口餃子セッ
トＢ

D2-ADR9080

¥5,000

「下関 音」炊き込みご飯の素 三種

D2-ADR9086

¥5,000

水産缶詰バラエティセットＢ

D2-HAD9010

¥4,500

¥5,000

「NORTH FARM STOCK」北海道
パスタソース 3種&パスタ詰め合わせ

D2-RHB9002

¥5,000

きとうむら 調味料セット

「NORTH FARM STOCK」バーニャカ
ウダ＆北海道野菜のディップ4種詰め
合わせ [各1個]

D2-HAD9014

D2-ADR9089

¥5,000

「Ortolano」バジリスタバジルドレッシン
グセット(Mサイズ)

D2-HAD9011

¥5,000

¥5,000

「NORTH FARM STOCK」パンケー
キミックス＆北海道ハニーナッツ＆北海
道ミルクジャム2種 詰め合わせ[4種]

D2-RHB9005

¥4,500

「NORTH FARM STOCK」チーズ
ディップ2種・バーニャカウダ・メルバトー
スト詰め合わせ [4種]

「NORTH FARM STOCK」北海道
ジャム2種・北海道コンフィチュール2種
詰め合わせ

D2-HAD9015

D2-HAD9008

¥5,000

「Ortolano」オルトラーノ サラダギフト
セット(Sサイズ）

D2-HAD9012

¥5,000

「NORTH FARM STOCK」北海道ク
ラッカー4種・北海道野菜のディップ3種
詰め合わせ [7種]

D2-HAD9016

¥5,000

「NORTH FARM STOCK」北海道
野菜のスープ4種セット[各2袋入]

D2-SST9003

¥4,500

「Soup Stock Tokyo」人気のスープ
とパンのセット(スープ6個・パン2個)
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D2-HAD9009

¥4,500

「NORTH FARM STOCK」北海道ミ
ルクジャム詰め合わせ [4種]

D2-HAD9013

¥5,000

「NORTH FARM STOCK」北海道コ
ンフィチュール3種＆北海道パンケーキ
ミックス詰め合わせ

D2-HAD9017

¥5,000

「NORTH FARM STOCK」北海道
ディップ5種＆山わさびソース詰め合わ
せ

D2-SST9004

¥5,000

「Soup Stock Tokyo」人気のスープ
とパンのセット(スープ7個・パン2個)

D2-SMG9001

¥4,500

「下鴨茶寮」至高の昆布(昆布ふりか
け・下鴨昆布)

D2-SMG9009

¥5,000

「下鴨茶寮」ちりめん三姉妹(ちりめん・
梅ちりめん・しば漬けちりめん)

D2-ADR9116

¥5,000

戻りかつおまぐろ詰め合わせ（140g x
2）

D2-ADR9174

¥4,500

大阪 洋食ＲＥＶＯ 惣菜３種詰合
せ

D2-SMG9005

¥5,000

「下鴨茶寮」料亭の旨味の極みギフト
(昆布塩・昆布七味・旨味の粉)

D2-SMG9014

¥4,500

「下鴨茶寮」ちりめんナッツ(8個入り x
2箱セット)

D2-ADR9119

¥5,500

ハーゲンダッツセレクトセット

D2-ADR9176

D2-SMG9006

¥5,000

「下鴨茶寮」きんぴらまぐろ(木箱)

D2-SMG9015

¥5,000

「下鴨茶寮」のまえ山海の幸3種(丹
波しめじと帆立・明太子なめ茸・青唐
味噌)

D2-ADR9123

¥4,500

イベリコ豚コロッケ

¥4,500

大阪 洋食ＲＥＶＯ 黒毛和牛メンチ
カツ

D2-ADR9177

¥4,500

「下鴨茶寮」彩りちりめん(白ちりめん・
胡麻ちりめん・梅ちりめん)

D2-SMG9016

¥5,000

「下鴨茶寮」のまえJIMONO3種(本
わさびと茎わかめ煮・牡蠣の一夜干し・
屋久島の鯖燻製)

D2-ADR9144

¥5,500

讃岐塩麹唐揚げ

¥4,500

大阪 洋食ＲＥＶＯ 豚ロース味噌漬
け
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D2-SMG9007

D2-ADR9191

¥5,000

洋食ＲＥＶＯ 和牛すじカレー６個

D2-ADR9193

¥5,000

第八永盛丸漁獲 びん⾧まぐろかつお
尽くし

D2-ADR9216

¥5,000

ホテルオークラ 黒毛和牛ビーフパイ

D2-ADR9243

¥5,000

アシエット ビーフシチュー

D2-ADR9267

D2-ADR9195

¥5,000

老舗料亭「銀座ろくさん亭」主人 道場
六三郎監修 豚角煮セット(3種)

D2-ADR9227

¥5,000

「いしの屋」本ずわい蟹めし

D2-ADR9244

¥5,000

D2-ADR9269

¥5,000

和歌山水産会社製造 まぐろ梅しそカ
ツ

D2-ADR9232

¥5,000

うなぎ割烹「一愼」うなぎ蒲焼味わい
セット

¥5,000

アシエット ハッシュドビーフとビーフカレー

沼津「奥和」無添加干物 計5種9枚

D2-ADR9196

¥5,000

ロアラブッシュ 黒毛和牛煮込みハン
バーグエピス風味

D2-ADR9254

¥5,000

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
黒毛和牛カレー

D2-ADR9270

¥5,000

にんべん 至福の一菜 焼魚・煮魚セッ
ト ６個
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D2-ADR9204

¥4,500

ふく三種 お楽しみセット

D2-ADR9241

¥5,000

ハング 手焼きパイ包み３種

D2-ADR9256

¥5,000

ほてるＩＳＡＧＯ神戸 黒毛和牛カ
レー

D2-ADR9274

ふく薄造り詰合せ

¥5,000

D2-HKC9001

¥5,000

金沢近江町市場 「のざきの焼魚」厳
選8切セット(7種)

D2-HKC9006

¥5,000

「金澤北珍肴の匠」西京漬・酒粕漬8
切セット(6種詰め合わせ)

D2-ELZ9031

¥5,000

テーブル胡蝶蘭(3号鉢2本立ち 淡ピ
ンク)

D2-ADR9017

エシカルセットＢ

¥5,000

D2-HKC9002

¥4,500

金沢近江町市場「のざきの焼魚」厳
選6切セット(6種)

D2-ELZ9053

¥4,500

ALONSO エクストラオリーブオイル
(250ml 2本入り）

D2-ELZ9032

¥5,000

石川県産天然ぶりたたきセット(180g
x 3)

D2-IZD9001

¥5,000

出水田鮮魚 干物セットA

¥5,000

テーブル胡蝶蘭(3号鉢2本立ち 濃ピ
ンク)

C9-GSY0003

D2-HKC9003

¥5,000

銀座千疋屋 アイス・ソルベセレクト

D2-ELZ9035

¥5,500

¥5,000

銀座千疋屋 バラエティセレクト
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¥5,500

金沢名産 どじょうの蒲焼30本入(特
製タレ付)

D2-STF9001

¥5,000

夢菜ギフトセット(リーフレタス6個または
7個)1箱

ミディ胡蝶蘭観葉寄せ(4.5号鉢1本
立ち 濃ピンク)

C9-GSY0004

D2-HKC9004

D2-IRS9002

¥5,500

アイリスオーヤマ モイストイオンドライ
ヤー

C9-SKD0001

岐阜 新杵堂セレクト A

¥5,000

C9-GDV0002

¥5,700

GODIVAセレクト B

C9-SAI0503

¥5,000

食卓を彩る主食・惣菜セレクト B

¥5,000

選べるギフト「彩」 藤 - FUJI -

C9-AGS0503

C9-AGS0007

C9-SAI0451

選べるギフト「彩」 鈴蘭 SUZURAN -

C9-SAI0501

¥5,000

選べるギフト「彩」 綾目 - AYAME -

¥4,500

C9-AGS0501

¥5,000

AOYAMA COLLECTION （150
点以上掲載）

¥5,000

AOYAMA COLLECTION 厳選 c
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C9-SAI0551

¥5,500

選べるギフト「彩」 撫子 NADESHIKO -

C9-AGS0502

¥5,000

上質なお肉類から選べるギフト

6,000円～

D0-TFD9003

¥6,000

東京風月堂 3種のゴーフレット詰め合
わせ(120枚入)

D2-FDC9063

¥6,000

岐阜 「新杵堂」 ロールケーキタワー

D2-ADR9005

¥6,000

オーガニックドリップコーヒー６箱

D2-MCF9004

¥6,000

「MI CAFETO」Cafe Puente カフェ
プエンテ(ドリップバッグギフト 30袋)

D0-TFD9009

¥6,000

東京風月堂 マロングラッセ(20個入)

D2-FDC9068

¥6,000

東京 「マカロン・エ・ショコラ」 マカロン
ボーロ 吹き寄せ

D2-RBT9002

¥6,000

「ROYAL BLUE TEA」Queen of
Blue ｄeluxe 紙箱入り(750ml 東
方美人・台湾産)

D2-ELZ9026

¥6,000

「innocent coffee」デカフェレギュラー
コーヒー4種(各100g)

D2-FDC9045

¥6,000

岐阜 「新杵堂」 栗和菓子詰合せ

D2-ADR9106

¥6,000

ホシフルーツおうちでつくるお店のタルト

D2-MCF9001

¥6,500

「MI CAFETO」Premier Cru
Caf&#233; プルミエ クリュ カフェ 2
本セット(コーヒー豆100g x 2本)

D2-ELZ9027

¥6,000

「innocent coffee」デカフェドリップ
バックーコーヒー4種(各5個入)
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D2-FDC9053

¥6,000

岐阜 「新杵堂」 渋皮栗入栗きんとん
ロール 2本セット

D2-MOG9004

¥6,000

「ミヤモトオレンジガーデン」みかんジュー
ス・みかん寒天ゼリー ギフトセット(1)

D2-MCF9003

¥6,500

「MI CAFETO」CAFE
REVOLUCION カフェレボルシオン
(コーヒー粉180g x 5本セット)

D2-ELZ9028

¥6,000

「innocent coffee」デカフェコーヒー
バッグ3種(各13個入)

D2-ELZ9029

¥6,000

「innocent coffee」シロクマカフェデカ
フェコーヒーセット(コーヒーバッグ3種・
ディカフェオレ詰め合わせ)

D2-ADR9037

¥6,000

佐賀牛ももうす切り 400ｇ

D2-ADR9155

¥6,000

「佐々木酒造 聚楽第」大吟醸
EXTRA PREMIUM(720ml×1本)

D2-ADR9038

¥6,000

広島県産神石牛ロールステーキ

¥6,000

土佐はちきん地鶏 モモ・ムネ水炊き用

D2-ADR9136

D3-SSS9004

¥6,500

北海道産牛ローストビーフ＆ハンバーグ
セット

D2-ADR9163

¥6,000

宮崎県産 有田牛 モモステーキ
120g x 4枚

D2-ADR9138

¥6,000

三田和牛バラスライス

¥6,000

宮崎県産霧峰牛 カタローススライス

D2-ADR9147

D0-ACS9002

¥6,500

鹿児島黒牛の煮込みハンバーグ ６個

D0-YDH9003

¥6,500

¥6,000

「米屋五郎兵衛 特撰」十日町産魚
沼コシヒカリ白米(5kg × 1袋)
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¥6,000

宮崎県産 有田牛 おまかせ特上焼
肉 500g

D2-ADR9154

¥6,000

土佐はちきん地鶏 モモ炭焼用

吉田ハム 飛騨牛味わい 詰め合わせ

D0-ITF9002

D0-ACS9003

D2-FDC9001

¥6,000

東京 恵比寿「リストランテマッサ」監修
ローストビーフ バルサミコソース

D0-ITF9004

¥6,000

「米屋五郎兵衛 特別栽培」十日町
産魚沼コシヒカリ白米(5kg × 1袋)

D2-ADR9013

¥6,000

雪室貯蔵 銘柄米セットＣ

D0-YDH9001

¥6,000

¥6,000

愛知 うなぎ割烹「一愼」鰻のひつまぶ
し（4人前）

D2-HAD9019

¥6,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃりプレ
ミアムセットA

吉田ハム 飛騨牛ビーフカレーセット(6
食)

D2-FDC9239

D2-TNB9022

¥6,500

「NORTH FARM STOCK」ミニトマト
ボトル・メルバトースト＆クラッカー・野菜
のディップ・バーニャカウダ詰め合わせ[6
種］

D0-YDH9002

¥6,000

吉田ハム 飛騨牛カレー・シチューセッ
ト(各3食）

D2-FDC9250

¥6,000

愛知 うなぎ割烹「一愼」特製⾧蒲焼

D2-RHB9004

¥6,500

「Ortolano」オルトラーノ サラダギフト
セット(Mサイズ）

D0-ITS9001

¥6,000

「めで鯛めし」ギフト(鯛 約600g・米4
号・スープ付)

D0-CNC9003

¥6,000

「OLiVO」オリーブオイルとレモンフレー
バーオリーブオイルセット(100ml×2
本)

D2-ADR9087

¥6,000

水産缶詰バラエティセットＣ

D2-SST9005

¥6,000

天然南まぐろ 赤身・中とろ刺身（定
型柵）

D2-FDC9196

¥6,000

宮崎 「鰻楽」九州産うなぎ蒲焼

D2-HAD9018

¥6,500

「NORTH FARM STOCK」北海道
パスタソース&パスタ・ソースドレッシン
グ・野菜のディップ詰め合わせ[7種］

¥6,000

「Soup Stock Tokyo」人気のスープ
とパンのセット(スープ9個・パン2個)
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D2-ADR9030

D2-SMG9008

¥6,500

「下鴨茶寮」料亭のご馳走二撰(ちり
めん山椒・きんぴらまぐろ)

D2-SMG9010

¥6,000

「下鴨茶寮」料亭のご馳走 蘭(昆布ふ
りかけ・椎茸昆布・きんぴらまぐろ)

D2-ELZ9054

¥6,000

ALONSO エクストラオリーブオイル
(250ml 3本入り）

D2-ELZ9039

¥6,000

ミディ胡蝶蘭(4号鉢ラージサイズ2本
立ち ホワイト系)

C9-AGS0002

厳選スイーツ8選

¥6,000

D2-ADR9117

¥6,000

戻りかつおまぐろ詰め合わせ（140g x
3）

D2-ELZ9036

¥6,000

ミディ胡蝶蘭(4号鉢ラージサイズ2本
立ち 濃ピンク)

D2-IRS9902

¥6,000

アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー

C9-AGS0005

選べるローストビーフ

D2-ADR9255

¥6,000

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
神戸牛カレー

D2-ELZ9037

¥6,000

ミディ胡蝶蘭(4号鉢ラージサイズ2本
立ち 淡ピンク)

D2-IRS9003

¥6,500

アイリスオーヤマ ricopa ミニホットプ
レート

¥6,000

C9-SAI0601

¥6,000

選べるギフト「彩」 桜 - SAKURA -
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D2-ADR9257

¥6,000

ほてるＩＳＡＧＯ神戸 神戸牛カレー

D2-ELZ9038

¥6,000

ミディ胡蝶蘭(4号鉢ラージサイズ2本
立ち イエロー系)

D2-ADR9020

百年檜まな板 小

¥6,000

7,000円～

D2-CTC9005

¥7,000

「BLOCK BLOCK TOKYO」チーズ
ケーキBB MIX(16個入り)

D3-SSS9007

¥7,000

「佐々木酒造 聚楽第」純米大吟醸
1升(1.8L×1本)

D2-IMH9003

¥7,500

「人形町今半」黒毛和牛すき焼き
380g (すき焼き割下付)

D2-ADR9222

¥7,000

名店グルメセット 「みのり」ローストビー
フ＆「伊藤グリル」煮込みハンバーグ

D2-BBJ9001

¥7,000

「KUSMI TEA」ギフトアソートメント
ティーバッグ45枚入り（9種類各5
枚）

D0-ACS9001

¥7,000

宮崎県産 有田牛 ロースステーキ
180g x 2枚

D0-YDH9007

¥7,000

¥7,000

伊藤グリル 国産牛ローストビーフ

¥7,500

「ROYAL BLUE TEA」京都宇治碾
茶The Uji 紙箱入り(750ml 緑茶・
京都府)

D2-FDC9254

¥7,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 焼肉用 バラ400g

吉田ハム 飛騨牛ハンバーグ (8個)

D2-ADR9248

D2-RBT9003

D2-ADR9183

¥7,500

洋食レストラン ノワ・ド・ココ 国産牛
ローストビーフ３部位食べ比べ

D0-ITF9006

¥7,000

「米屋五郎兵衛 棚田米」十日町産
魚沼コシヒカリ5種セット白米(1kg×5
袋)
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D2-MCF9002

¥7,000

「MI CAFETO」コーヒーハンターズ シ
リーズ(コーヒー豆160g x 4本)

D2-ADR9035

¥7,500

発酵熟成肉 黒毛和牛肩ロースス
テーキ２枚

D2-ADR9185

¥7,000

洋食レストラン ノワ・ド・ココ 黒毛和牛
入煮込みハンバーグと国産牛ロースト
ビーフ

D2-TNB9013

¥7,000

極上新潟県産コシヒカリ贅沢リッチギフ
トセットA

D2-TNB9034

¥7,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリギフト
セットC

D0-CNC9004

¥7,000

「OLiVO」オリーブオイル3本詰め合わ
せ(100ml×3本)

D2-SST9006

¥7,000

「Soup Stock Tokyo」人気のスープ
とパンのセット(スープ11個・パン2個)

D2-ADR9221

¥7,000

名店グルメセット 「みのり」ローストビー
フ＆「アシエット」ビーフシチュー

D2-TNB9045

¥7,000

五つ星マイスター厳選ブレンド米D

D2-KMY9003

¥7,000

スラブガーゼセット Ｃ

D2-FDC9234

¥7,000

静岡 沼津「奥和」無添加干物 計6
種11枚

¥7,000

「下鴨茶寮」料亭のご馳走 琴(ちりめ
ん山椒・きんぴらまぐろ・鯛そぼろ)

D2-ADR9023

¥7,000

北海道 知床羅臼産 いくら醤油漬け
（計300g）

美山ゆば セット『知見』

D2-SMG9011

D2-FDC9188

¥7,000

D2-ADR9175

¥7,000

大阪 洋食ＲＥＶＯ 名物黒バーグＲ

C9-SAI0701

¥7,000

選べるギフト「彩」 牡丹 - BOTAN
-
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D2-ELZ9023

¥7,000

浜ゆで毛がに(400g×1尾)

D2-HAD9020

¥7,000

「NORTH FARM STOCK」ハニーナッ
ツ・ジャム・メルバトースト詰め合わせ[5
種］

D2-ADR9192

¥7,000

洋食ＲＥＶＯ 和牛すじカレー８個

C9-AGS0701

¥7,000

AOYAMA COLLECTION 厳選 e
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8,000円～

D2-BDT9004

¥8,000

「文明堂」特撰五三カステラ2B号
U(10切入 2本・化粧箱）

D3-SSS9005

¥9,000

「佐々木酒造 聚楽第」リミテッドエディ
ション 1升(1.8L×1本)

D2-FDC9270

¥8,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 米沢牛バラ焼肉用

D2-ADR9156

¥9,000

熊本県産 黒毛和牛 和王モモすき焼
き

D2-BDT9005

¥8,500

「文明堂」特撰五三カステラ2B号
U(10切入 2本・桐箱）

D0-ACS9005

¥9,000

¥8,000

但馬牛 カルビ焼肉 600ｇ

D2-ELZ9009

¥8,000

「KUSMI TEA」テ ブラン アラン デュカ
ス 120g

宮崎県産 有田牛 特上ローススライ
ス 600g

D2-ADR9042

D2-BBJ9002

D0-ACS9006

¥8,000

宮崎県産 有田牛 特上肩スライス
600g

D2-ADR9150

¥9,000

鹿児島黒牛カタロースしゃぶしゃぶ用

¥8,000

宮崎牛 肩ロース すき焼き用(320g)

D2-ELZ9010

¥8,000

宮崎牛 肩ロース しゃぶしゃぶ用
(320g)
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D1-LOJ9900

¥9,000

カバラン コンサートマスター（40度
700ml×1本）

D2-FDC9212

¥8,000

兵庫 神戸ビーフ網焼・焼肉

D2-ADR9151

¥9,000

鹿児島黒牛 カタロース焼肉用

D2-ELZ9011

¥8,000

宮崎牛 肩ロース 焼肉用(320g)

D2-ELZ9012

¥8,000

黒毛和牛 サーロインステーキ(140g
×2枚)

D2-ADR9187

¥8,000

焼肉はらだ本店 黒毛和牛焼きハン
バーグ １０個

D2-TNB9004

¥8,000

特別厳選食べくらべお米・今治タオルギ
フトセットB

D2-TNB9027

¥8,000

本格食べくらべお米・今治タオルギフト
セットB

D0-YDH9005

¥9,000

吉田ハム 飛騨牛直火焼ローストビー
フ

D2-ADR9224

¥9,000

ホテルオークラ 黒毛和牛ローストビーフ

D2-TNB9011

¥8,000

極上新潟県産コシヒカリ8個・今治タオ
ルギフトセット

D2-TNB9032

¥8,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリ・今治
タオルギフトセットB

D2-FDC9298

¥8,000

大阪 「ノワ・ド・ココ」 黒毛和牛A4ラン
クロースのローストビーフ

D2-ADR9250

¥8,000

ほてるＩＳＡＧＯ神戸 但馬牛ロース
トビーフ

D2-TNB9014

¥8,000

極上新潟県産コシヒカリ贅沢リッチギフ
トセットB

D2-TNB9035

¥8,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリギフト
セットD
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D2-ADR9184

¥9,000

洋食レストラン ノワ・ド・ココ 黒毛和牛
Ａ４ランクロースのローストビーフ

D2-ADR9251

¥8,000

あわじ 黒毛和牛ローストビーフ

D2-TNB9019

¥8,000

新潟県産コシヒカリ・至福の一杯贅沢
お吸い物ギフトセットD

D2-TNB9040

¥8,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃり今
治タオルギフトセットB

D2-TNB9046

¥8,000

五つ星マイスター厳選ブレンド米E

D2-FDC9247

¥8,000

ボイルズワイガニ姿 （2尾）

D0-GLF9004

¥8,000

極み・極金のしゃり&#174;極銀の
しゃりギフトセットD（高級木箱入り）

D2-ADR9078

¥8,000

とらふく刺身 雲丹の香

¥8,000

青森シャモロック 焼き鳥セット

D2-HAD9021

D2-TNB9068

D0-CNC9001

¥9,000

D2-HAD9022

¥8,000

越後NIGINIGI ブランド米食べくらべ
セットC（ブック型化粧箱）

D2-ELZ9025

¥9,000

ぼたんえび＆帆立玉冷(各500g)

¥8,000

「OLiVO」オリーブオイルプチギフト
(50ml×5本セット)

「NORTH FARM STOCK」北海道
野菜のディップ・バーニャカウダ・ミルク
ジャム・野菜のスープ詰め合わせ[9
種］

D2-TNB9074

D2-FDC9186

¥8,000

北海道 鮭のちゃんちゃん焼きと帆立
バター焼き

¥9,000

「NORTH FARM STOCK」北海道ミ
ルクジャム・北海道ディップ詰め合わせ
[11種］

D2-SMG9002

¥8,000

「下鴨茶寮」命のお椀ギフト(6個入)
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D0-MRA9902

¥9,000

鮪ギフトセット まぐろづくし「鮮」

D0-GLF9003

¥8,000

青森シャモロック 地鶏鍋セット (4人
前)

D2-FDC9241

¥8,000

愛知 うなぎ割烹「一愼」特製蒲焼・
鰻のひつまぶし

D2-ADR9203

¥9,500

山口県の魚の純米大吟醸漬（１２
尾）

D2-HKC9008

¥8,000

「金澤北珍肴の匠」のどぐろ鮮魚干し
セット(真空1尾 x 2)

C9-AGS0006

¥8,000

食卓を彩る主食・惣菜セレクト A

C9-SAI0801

¥8,000

選べるギフト「彩」 蓮華 - RENGE -
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C9-AGS0901

¥9,000

AOYAMA COLLECTION 厳選 g

10,000円～

D2-FDC9029

¥10,000

「銀座千疋屋」 銀座プレミアムソルベ
＆アイス

D2-BDT9007

¥11,000

「文明堂」特撰五三カステラ3B号
U(10切入 3本・桐箱）

D1-LOJ9903

¥14,000

カバラン エクスバーボンオーク シングル
モルトウイスキー（46度700ml×1
本）

D3-TOK9025

¥12,000

アルマン ジョフロワ ジュヴレ シャンベルタ
ン ヴィエイユ ヴィーニュ 2018 赤ワイン
フランス

D2-FDC9044

¥10,000

「銀座千疋屋」 銀座バラエティセット 2
セット

D2-RBT9001

¥12,000

「ROYAL BLUE TEA」Royal
Darjeeling Rajah Imperial 木箱
入り(750ml ダージリン・インド)

D0-LOJ9905

¥15,000

キングカー コンダクター シングルモルトウ
イスキー（46度700ml × 1本）

D1-IMC9011

¥10,000

モエ エ シャンドン グラン ヴィンテージ ロ
ゼ 2013年 (フランス シャンパン シャン
パーニュ) 750ml

D2-FDC9064

¥10,000

岐阜 「新杵堂」 栗のスイーツセット

D2-ELZ9030

¥10,000

「innocent coffee」デカフェ シーズン
ギフト

D3-SSS9002

¥11,000

「佐々木酒造 聚楽第」純米大吟醸
Revolution Neo レボリューションネオ
(720ml×1本)

D0-RNB9910

¥10,000

山形の極み 山形牛 焼肉用（４等
級以上）
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D0-RNB9019

¥11,000

「日本橋 千疋屋総本店」季節の果
物詰合せ

D1-LOJ9904

¥10,000

カバラン クラシック シングルモルト（40
度700ml×1本）

D3-SSS9003

¥11,000

「佐々木酒造 聚楽第」大吟醸
EXTRA PREMIUM 1升(1.8L×1
本)

D0-RNB9909

¥10,000

山形の極み 山形牛 すき焼用（４
等級以上）

D0-RNB9911

¥10,000

山形の極み 山形牛サーロイン酒粕味
噌漬

D2-FDC9209

¥12,000

熊本 「フジチク」 藤彩牛ロース焼肉用

D2-FDC9263

¥10,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 焼肉用 肩ロース230g・肩
200g

D2-ADR9027

¥14,000

神戸ビーフ サーロインステーキ

D0-ACS9007

¥12,000

宮崎県産 有田牛 ロースステーキ＆
モモステーキ三昧セット

D2-FDC9210

¥16,000

大分 豊後牛すきやき

D2-FDC9264

¥10,000

滋賀近江「松喜屋」 近江牛あみ焼

D2-FDC9214

¥10,000

熊本プレミアム「和王」 すき焼き

¥10,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 サーロインステーキ320g

D2-ADR9028

D2-FDC9206

¥10,000

松阪牛もも・肩ロースすき焼き用

D2-FDC9265

¥10,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 米沢牛ロース・モモコンビステーキ

D2-ADR9036

¥10,000

「和牛のルーツ」特選千屋牛ステーキ
２枚
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D2-FDC9208

¥12,000

熊本 「フジチク」 藤彩牛サーロインス
テーキセット

D2-FDC9255

¥10,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 米沢牛すき焼用食べ比べ

D2-FDC9266

¥15,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 しゃぶしゃぶ用 ロース300g・モモ
300g

D2-ADR9040

¥12,000

神戸ビーフ 肩ロースすき焼・しゃぶしゃ
ぶ

D2-ADR9157

¥10,000

熊本県産 黒毛和牛 和王モモステー
キセット

D2-ELZ9003

¥15,000

鹿児島黒牛 肩ロースしゃぶしゃぶ用
(600g)

D2-ELZ9015

¥10,000

宮崎牛 肩ロース 焼肉用(400g)

D2-ELZ9019

¥15,000

宮崎牛 ロース モモ すき焼き用(各
350g)

D2-ADR9237

¥10,000

広島県産 神石牛ローススライス（す
き焼き用）

D2-ELZ9007

¥10,000

宮崎牛・鹿児島黒牛 肩ロースすき焼
き用 食べ比べセット(計400g)

D2-ELZ9016

¥15,000

宮崎牛 肩ロース しゃぶしゃぶ用
(630g)

D0-RNB9918

D2-IMH9002

¥12,000

「人形町今半」黒毛和牛すき焼きセッ
ト(2人前)

D2-ELZ9013

¥10,000

宮崎牛 肩ロース すき焼き用(400g)

D2-ELZ9017

¥15,000

宮崎牛 肩ロース 焼肉用(630g)

¥10,000

山形の極み 無塩せきベーコン・布巻
きロースハムセット

D0-ACS9008

¥11,000

宮崎県産 有田牛 ロースステーキ＆
ハンバーグセット
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D2-ELZ9002

¥10,000

鹿児島黒牛 肩ロースしゃぶしゃぶ用
(400g)

D2-ELZ9014

¥10,000

宮崎牛 肩ロース しゃぶしゃぶ用
(400g)

D2-ELZ9018

¥15,000

黒毛和牛 サーロインステーキ(190g
×3枚)

D0-ACS9009

¥11,000

宮崎県産 有田牛 モモステーキ＆ハ
ンバーグセット

D2-FDC9198

¥10,000

神奈川 「鎌倉ハム富岡商会」 ハム
ギフト

D2-FDC9300

¥10,000

大阪 「洋食Ｒevo」 黒毛和牛コンビ
セット

D2-ADR9225

¥10,000

ＯＰＥＲＡ０２ ９年熟成バルサミコ
酢とローストビーフ

D0-ITF9001

¥10,000

「米屋五郎兵衛 極」十日町産魚沼コ
シヒカリ 白米 (5kg × 1袋)

D2-ADR9048

¥10,000

米沢牛黄木 米沢牛ローストビーフ

D2-ADR9152

¥10,000

鹿児島黒牛のローストビーフ＆ハン
バーグ

D2-ADR9226

¥10,000

佐賀牛ローストビーフ＆ハンバーグセッ
ト

D2-ADR9181

¥10,000

大阪 洋食ＲＥＶＯ 黒毛和牛コンビ

¥11,000

ホテルオークラ 神戸牛ローストビーフ

D2-TNB9005

D2-ADR9055

¥10,000

特別厳選食べくらべお米・今治タオル・
バスタオルギフトセット

D2-ADR9252

¥10,000

伊藤グリル 黒毛和牛ローストビーフ

D2-TNB9006

¥10,000

特別厳選食べくらべお米ギフトセットA
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D2-FDC9299

¥10,000

大阪 「洋食Ｒevo」 黒毛和牛Ａ4ラ
ンク以上ローストビーフ(2セット)

D2-ADR9220

¥10,000

ホテルオークラ 黒毛和牛のビーフパイと
ハンバーグ

D2-ADR9253

¥10,000

あわじ 神戸牛ローストビーフ

D2-TNB9007

¥15,000

特別厳選食べくらべお米ギフトセットC

D2-TNB9012

¥10,000

極上新潟県産コシヒカリ8個・今治タオ
ル・今治バスタオルギフトセット

D2-TNB9028

¥10,000

本格食べくらべお米・今治タオル今治
バスタオルギフトセット

D2-TNB9047

¥10,000

五つ星マイスター厳選ブレンド米F

D2-FDC9219

¥10,000

「関とら本店」 とらふく焼き白子と刺身
セット

D2-TNB9015

¥10,000

極上新潟県産コシヒカリ贅沢リッチギフ
トセットC

D2-TNB9033

¥10,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリ・今治
タオル今治バスタオルギフトセット

D2-TNB9069

¥12,000

極み・極金のしゃり&#174;極銀の
しゃりギフトセットE（高級木箱入り）

D2-ELZ9024

¥10,000

浜ゆで毛がに(350g×2尾)

D2-TNB9020

¥10,000

新潟県産コシヒカリ・至福の一杯贅沢
お吸い物ギフトセットE

D2-TNB9036

¥10,000

結（ゆい）新潟県産コシヒカリギフト
セットE

D0-MRA9900

¥14,000

鮪ギフトセット まぐろづくし「宴」

D0-CNC9005

¥12,000

「OLiVO」オリーブオイル・オリーブオイル
醤油・ホワイトバルサミコ酢5年 詰め合
わせ(100ml×5本)
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D2-TNB9023

¥12,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃりプレ
ミアムセットB

D2-TNB9041

¥10,000

極金のしゃり&#174;極銀のしゃり今
治タオル／バスタオルギフトセット

D0-MRA9901

¥10,000

鮪ギフトセット まぐろづくし「彩」

D0-CNC9006

¥15,000

「OLiVO」オリーブオイル3本・ホワイト
バルサミコ酢5年・ホワイトバルサミコ酢
8年・レモンフレーバーオイル(100ml×
6本)

D2-FDC9197

¥10,000

福岡 博多華味鳥 水たき・もつ鍋
セット

D2-HAD9023

¥10,000

「NORTH FARM STOCK」北海道
ディップ・北海道ジャム・クラッカー詰め
合わせ[13種］

D2-SMG9013

¥19,000

「下鴨茶寮」私寿(6品目)

D2-ELZ9055

D2-FDC9240

¥10,000

愛知 うなぎ割烹「一愼」特製蒲焼

D2-RHB9006

¥16,000

「Ortolano」オルトラーノ野菜定期便
(Sコース4回お届け)

D2-ADR9205

¥10,000

ボイルたらばがに笹切り

¥11,000

ALONSO エクストラオリーブオイル
(250ml 6本入り）

D2-IZD9002

出水田鮮魚 干物セットB

D2-ADR9056

¥10,000

スギモト 松阪牛牛丼の具

D2-SMG9003

¥14,000

¥10,000

ホテルオークラ 黒毛和牛のハッシュド
ビーフとビーフカレー

¥10,000

D2-ELZ9040

¥12,000

ミディ胡蝶蘭(6号鉢5本立ち ピンク
系)
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¥10,000

「伊藤グリル」神戸牛ビーフシチュー

「下鴨茶寮」命のお椀ギフト(14個入)

D2-ADR9206

D2-ADR9057

D2-SMG9012

¥13,000

「下鴨茶寮」組礼(6品目）

D2-ADR9207

¥10,000

ホテルオークラ 神戸牛ビーフシチュー

D2-ELZ9041

¥12,000

ミディ胡蝶蘭(6号鉢5本立ち イエロー
系)

D2-ELZ9045

¥10,000

ミディ胡蝶蘭パルテノ鉢(5.5号鉢3本
立ち 濃ピンク)

D0-RNB9022

¥13,000

リンベルカタログギフト 『選べる体験型
カタログギフト 食を愉しむひととき』

D2-IRS9004

¥15,000

アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L

C9-SAI1001

¥10,000

選べるギフト「彩」 椿 - TSUBAKI -

D2-ELZ9046

¥10,000

ミディ胡蝶蘭パルテノ鉢(5.5号鉢3本
立ち イエロー系)

D2-RBT9004

¥10,000

「ROYAL BLUE TEA」六本木ブ
ティックランチ茶宴 お料理とお茶のコー
ス「松」1名分

D2-BOC9001

¥16,000

boco 完全ワイヤレス骨伝導イヤホン
(ブラック)

C9-AGS1001

¥10,000

AOYAMA COLLECTION （高級ラ
インナップ50点以上掲載）

D0-DBC9003

¥10,000

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ ランチ
2名分

D2-IRS9903

¥10,000

アイリスオーヤマ 強力コンパクトサー
キュレーター 上下左右首振りタイプ

D2-BOC9002

¥16,000

boco 完全ワイヤレス骨伝導イヤホン
(ホワイト)

C9-AGS1002

¥10,000

AOYAMA COLLECTION 厳選 h
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D0-DBC9004

¥14,000

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ ディ
ナー（シャンパン付き）2名分

D2-IRS9001

¥14,000

アイリスオーヤマ 低温調理器

C9-AGS0011

プレミアムセレクト C

¥12,000

20,000円～

D0-RNB9017

¥20,000

日本の極み 静岡県産クラウンメロン

D3-SSS9001

¥21,000

「佐々木酒造 聚楽第」純米大吟醸
PURE CRAFT(720ml×1本)

D2-FDC9269

¥20,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 焼肉用 肩ロース550g ・肩肉
550g

D2-ELZ9020

¥25,000

宮崎牛 ロース 400g モモ500g すき
焼き用(計900g)

D1-LOJ9901

¥20,000

カバラン ソリスト シェリー カスクストレン
グス（約60度700ml×1本）

D3-TOK9026

¥20,000

ブラン ド ヴァランドローNO1 2007 白
ワイン フランス

D2-FDC9276

¥20,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 サーロインステーキ640g

D0-RNB9012

¥20,000

「山形の極み」山形牛サーロインロース
トビーフ 400g

D1-RNB9013

¥20,000

山形の極み 寿虎屋酒造 日本酒８
本セット

D2-FDC9204

¥20,000

三重「霜ふり本舗」松阪牛すきやき

D2-ADR9167

¥20,000

「和牛のルーツ」特選千屋牛ステーキ
４枚

D0-RNB9015

¥20,000

山形の極み
14kg

山形県産 有機つや姫
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D1-RNB9014

¥20,000

山形の極み 純米大吟醸酒「熊野の
しずく」2本セット

D2-FDC9268

¥20,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 米沢牛すき焼用

D2-ELZ9004

¥20,000

鹿児島黒牛 肩ロースすきやき用
(1000g)

D0-RNB9016

ボイルたらばがに 1.1kg

¥20,000

D0-RNB9018

¥20,000

日本の極み 天然とらふぐ刺身セット

D2-ELZ9044

¥20,000

ミディ胡蝶蘭白平鉢(8号鉢5本立ち
ホワイト系)

D2-IRS9904

¥25,000

アイリスオーヤマ 極細軽量スティックク
リーナー

C9-AGS0010

プレミアムセレクト B

¥20,000

D2-RHB9007

¥27,000

「Ortolano」オルトラーノ野菜定期便
(Mコース4回お届け)

D0-DBC9001

¥28,000

ドミニク・ブシェ トーキョー ランチ（シャ
ンパン付き） 2名分

D2-BOC9003

¥28,000

boco 完全ワイヤレス骨伝導イヤホン
(ホワイト&ブラック)

C9-AGS2001

D2-ELZ9042

¥20,000

ミディ胡蝶蘭白平鉢(8号鉢5本立ち
イエロー系)

D0-RNB9023

¥24,000

リンベルカタログギフト 『選べる体験ギ
フト 食に寛ぐひととき』

D2-BOC9004

¥22,000

boco docodemo speaker(振動ス
ピーカー)1台

¥20,000

AOYAMA COLLECTION （高級ラ
インナップ10点以上掲載）
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D2-ELZ9043

¥20,000

ミディ胡蝶蘭白平鉢(8号鉢5本立ち
ピンク系)

D2-RBT9005

¥20,000

「ROYAL BLUE TEA」六本木ブ
ティックランチ茶宴 お料理とお茶のコー
ス「松」2名分

D2-BOC9006

¥22,000

boco docodemo speaker（振動
スピーカー・防水カプセル）セット

30,000円～

D0-RNB9011

¥30,000

「日本の極み」静岡県川根茶 天空の
恵 750ml

D1-IMC9013

¥50,000

ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2003年 プ
レニチュード 2 （フランス シャンパー
ニュ 白 辛口） 750ml

D0-RNB9010

¥30,000

「日本の極み」神戸牛 焼肉用 600g

D2-ELZ9005

¥30,000

鹿児島黒牛 肩ロースすきやき用
(1200g)

D3-TOK9027

¥30,000

シャトーヴァランドロー 2011 赤ワイン
フランス

D0-RNB9006

¥50,000

「山形の極み」ビーフバラエティコース
（3回お届け)

D0-RNB9001

¥100,000

山形の極み 米沢牛・山形牛 6種
食べ比べコースA全6種・6回お届け

D2-ELZ9006

¥30,000

鹿児島黒牛 肩ロースすき焼き用・牛
カルビ(サンカク)焼肉用(計1200g)

D1-IMC9003

¥30,000

ロイヤルハウスホールド 750ml

D0-RNB9007

¥50,000

日本の極み 鳥取県産 和牛 オレイン
55 ヒレステーキ 800g

D0-RNB9002

¥100,000

山形の極み 米沢牛・山形牛6種 食
べ比べコースB全6種・6回お届け

D2-ELZ9021

¥30,000

宮崎牛 ロース すき焼き(850g)
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D1-IMC9010

¥35,000

ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2006
年(フランス シャンパーニュ 辛口）
750ml

D0-RNB9008

¥30,000

「山形の極み」 米沢牛ロースステーキ
960g

D2-FDC9271

¥30,000

山形 創業大正12年「米沢牛 黄
木」 しゃぶしゃぶ用 ロース600g ・肩
ロース550g

D2-ELZ9022

¥50,000

宮崎牛 ロース 900g モモ900g すき
焼き用(計1800g)

D0-RNB9009

¥30,000

ボイルたらばがに 1.5kg

D2-ELZ9050

¥33,000

シェアオーキッド・10人分(10号鉢10
本立ち 濃ピンク)

¥33,000

シェアオーキッド・10人分(10号鉢10
本立ち ホワイト系)

D2-BOC9010

D2-ELZ9047

¥38,000

boco 会話用骨伝導イヤホン 会話特
化モデル インタイプ１台

D0-DBC9002

¥46,000

ドミニク・ブシェ トーキョー ディナー
（シャンパン付き）2名分

C9-AGS0009

D2-ELZ9048

¥33,000

シェアオーキッド・10人分(10号鉢10
本立ち 淡ピンク)

D0-RNB9024

¥35,000

リンベルカタログ ギフト『選べる体験ギフ
ト食を讃えるひととき』

¥30,000

プレミアムセレクト A
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D2-ELZ9049

¥33,000

シェアオーキッド・10人分(10号鉢10
本立ち イエロー系)

D2-BOC9009

¥38,000

boco 会話用骨伝導イヤホン 会話特
化モデル クリップタイプ１台

