会葬御礼品

540 円～1,080 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

FDH-05-421（W）
540 円

ダックス ハウスチェック ミニタオル
ミニタオル 1 枚 …サイズ 250×250mm
箱サイズ 170×125×20mm 50 入

GT-05（D)
540 円

朝食セット
白子のり 焼のり 8 切×8 枚…国内産､
マルコメ みそ汁タイム(とうふ・わかめ) 7g 各①、
丸美屋 お茶ふりかけ（梅味）2g②
箱サイズ 187×125×18mm 100 入

MO-06（D）
648 円

今治 ハンドタオル モンファボリ
ハンドタオル 1 枚 …サイズ 340×360mm
箱サイズ 190×120×15mm 100 入

WF-10（D）
1,080 円

静岡銘茶
静岡牧の原 深蒸し煎茶 50g×1 袋
箱サイズ 180×114×13mm 50 入

SOV-10-594（W）

1216（TO）
1,080 円

勝僖梅 贅沢茶漬け南高梅添え
お茶漬け 5g×4 袋、紀州産南高梅【個包装】×4 粒
箱サイズ 140×260×45mm 30 入

1,080 円

花友禅 和菓･煎茶 詰合せ
銀座鹿乃子かりんとう（白蜜･黒蜜）各①、
米屋一口羊羹④、辻利一本店煎茶 50g
箱サイズ 191×120×40mm 50 入

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

会葬御礼品

540 円～1,080 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

1277（TO）
1,080 円

コロンバン メルヴェイユ チョコサンドクッキー
スイート・ミルク・コーヒー 各 9 枚
箱サイズ 200×272×50mm 10 入

AM-AN（IN）

1,080 円

六本木アマンド 抹茶バウムクーヘン
抹茶バウムクーヘン×1 個
箱サイズ 145×158×45mm 20 入

FDY-06-416（W)

WZ-06（D）

648 円

648 円

UCC ドリップコーヒー&日東紅茶ティーバッグ セット
スペシャルブレンドドリップコーヒー×3 袋、
日東紅茶セイロンティー×5 袋
箱サイズ 190×115×30mm 50 入

1276（TO）
1,080 円

上野凬月堂ギフトコレクション
ゴーフル 5 枚（チョコ・バニラ・ストロベリー）
、
スティックカフェオレ④
箱サイズ 180×290×48mm 10 入

和果ゼリーセット
和果 温州みかん 100g×1 個、
和果 白桃 100g×1 個
箱サイズ 205×125×25mm 50 入
LSR-A（IN）

1,080 円

ラングドシャクッキー セット
モンカフェ ドリップコーヒー4 袋、
ラングドシャクッキー（プレーン4 枚・抹茶 2 枚）
箱サイズ 225×262×37mm 25 入

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

会葬御礼品

1,296～1,620 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

Z-ABN（IN)

4601（TO）
1,620 円

1,296 円

静岡 深蒸し銘茶
高級煎茶〈初摘み〉65g
箱サイズ 185×118mm 50 入

今治タオル セット
タオルチーフ 1 枚 …サイズ 280×280mm、
フェイスタオル 1 枚 …サイズ 340×750mm
箱サイズ 185×265×50mm 20 入

M-AEN（IN）

ZFH-AEN（IN)

1,620 円

1,620 円

静岡 深蒸し銘茶
特上煎茶〈八十八夜摘み〉80g【紙箱入り】
箱サイズ 254×149×33mm 20 入

モロゾフ クッキー・ドリップコーヒーセット
モロゾフクッキー オデット 9 袋、
AGF ブレンディーブラジルブレンド 7g×3 袋②
箱サイズ 230×118×20mm 40 入

YN-152（TA）

OKU-AEN（TA）

1,620 円

1,620 円

山本山 焼海苔、味付海苔 詰合せ
焼海苔 8 切×36 枚、味付海苔 8 切×36 枚
箱サイズ 130×180×85mm 20 入
髙島屋 包装､紙袋

ホテルオークラ ドリップコーヒー・紅茶･クッキーアソート
ホテルオークラ ドリップコーヒー8g③、
アールグレー紅茶ティーバッグ 2g×12 袋、
バニラクッキー30g
箱サイズ 203×308×38mm 20 入

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

即返し返礼品
FDV-20-355（W）

林久右衛門商店

2,160 円

お吸い物､卵スープ､鰹御膳､鰹節 詰合せ
あわせ椀お吸い物(松茸)②、卵スープ②､
枕崎産本枯鰹節 2.5g×4×2 袋
箱サイズ 305×255×50mm 20 入

2,160 円（税込み）＊食器等は含まれておりません
YH-BN（IN）

2,160 円

ﾖｺﾊﾏｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ 煎茶&ドリップコーヒー&ラングドシャ
ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ煎茶2.5g×5 袋､ドリップコーヒー×4 袋､
ラングドシャ（チョコレート4 枚・抹茶2 枚）
箱サイズ 201×307×46mm 20 入

KK-A（D）

R-B（IN）

2,160 円

2,160 円

金沢料亭 金茶寮監修 釜めしセット
金茶寮監修 抹茶入り煎茶 60g、
金茶寮監修 釜めしの素(生姜おじゃこ)120g
箱サイズ 255×210×50mm 20 入
NK-4（W）

2,160 円

ラングドシャ･クッキー･ドリップコーヒー･ココア･紅茶セット
ラングドシャ（プレーン4 枚･抹茶2 枚）
、
モンカフェドリップコーヒー×3袋、
ヴァンホーテンココア5本､
トワイニング紅茶ティーバッグ 4 袋×②
箱サイズ 227×349×42mm 15 入
KRR-20-551（W）

2,160 円

京都 ぎおん なか川 雑炊･おみそ汁詰合せ
横浜ロイヤルパークホテル ギフトセット
ふかひれ雑炊 17g①、かに雑炊 21.5g①、
ドリップコーヒー7g×5 袋､
おみそ汁（茄子とわかめ9.5g・ほうれん草と油揚げ7g）各①
クッキー（イチゴ 30g・メイプル 30g）各①
箱サイズ 178×257×60mm 20 入
箱サイズ 200×227×50mm 20 入
＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

即返し返礼品

2,700 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

BS-25（IN）

FDV-25-356（W）

2,700 円

2,700 円

道場六三郎 スープギフト
とん汁・わかめと油揚げの味噌汁・
茄子の味噌汁・たまごスープ 各④
箱サイズ 225×295×53mm 20 入

林久右衛門商店

お吸い物､卵スープ､鰹御膳､鰹節 詰合せ
あわせ椀お吸い物(松茸)②、卵スープ②､
鰹御膳①、枕崎産本枯鰹節 2.5g④
箱サイズ 305×255×50mm 20 入
*3,240 円のセットの 御用意が可能です

KK-B（D）

RTP-B（D）

2,700 円

2,700 円

金沢料亭 金茶寮監修 釜めしセット
金茶寮監修 抹茶入り玄米茶 60g、
金茶寮監修 釜めしの素(生姜おじゃこ)120g②
箱サイズ 255×210×50mm 20 入

黒糖かりんとう 海老おかき 詰合せ
深蒸し煎茶･黒糖ほうじ茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 2.5g×各 7 袋､
黒糖かりんとう①､海老おかき②
箱サイズ 255×240×70mm 20 入

*3,240 円のセットの 御用意が可能です

FDK-25-472（W）

2,700 円

京都 ぎおん なか川 雑炊･おみそ汁詰合せ
ふかひれ雑炊 17g①、かに雑炊 21.5g②、
おみそ汁（茄子とわかめ9.5g･ほうれん草と油揚げ7g）各①
箱サイズ 180×335×60mm 20 入

*2,160 円と 3,240 円の セットの御用意が可能です

2093（TO）
2,700 円

勝僖梅 贅沢茶漬け南高梅添え SU25D
お茶漬け 5g×10 袋、南高梅【個包装】×10 粒
箱サイズ 220×360×55mm 10 入

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

即返し返礼品

2,700 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

MRY-25-341（W）

YH-BE（IN）

2,700 円

2,700 円

メリーズ クッキー＆コーヒー
UCC プチカフェ×12 個、カフェフィルター×12 個､
クッキー14 枚
箱サイズ 180×290×65mm 20 入

ヨコハマインターコンチネンタル チョコブラウニー＆コーヒー
チョコブラウニー④､スペシャルブレンド 7g×4 袋､
キリマンジャロブレンド7g×4 袋
箱サイズ 178×348×48mm 20 入

*3,240 円のセットの 御用意が可能です

MS-B（D）

KRR-25-552（W）

2,700 円

2,700 円

菊乃井 焼き菓子ギフト
はんなりラング(抹茶・蜂蜜) 各 4 枚、
あわせクッキー4 個、
紅茶ティーバッグ×6 袋
箱サイズ 260×311×40mm 20 入

横浜ロイヤルパークホテル ギフトセット
ドリップコーヒー7g×5袋､紅茶ティーバッグ2g×10袋､
クッキー（イチゴ・メープル）30g 各①
箱サイズ 200×300×50mm 20 入

OKU-BEN（TA）

CS-B（D）

2,700 円

2,700 円

ホテルオークラ ドリップコーヒー･紅茶･クッキーアソート
ホテルオークラ ドリップコーヒー8g③､
クッキー（バニラ・チョコ）30g 各①､
アールグレー紅茶ティーバッグ×17 袋
箱サイズ 285×230×38mm 20 入

OCEAN&TEREE 北海道 野菜･海鮮 CUP スープセット
玉ねぎ 7 g②、スイートコーン 16.5g、かぼちゃ 16.5g､
男爵いも 20g、アスパラ 16.5g、
サケとキャベツクリーム 17.2g②
箱サイズ 247×426×73mm 8 入
*2,160 円のセットの 御用意が可能です

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

即返し返礼品

3,240 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

BS-30（IN）

ZU-C（IN）

3,240 円

3,240 円

道場六三郎 スープ＆雑炊セット
とん汁･わかめと油揚げの味噌汁③､きのこのお吸い物③､
三つ葉と卵のスープ③､貝柱と三つ葉の雑炊③
箱サイズ 301×285×55mm 20 入

静岡 深蒸し銘茶･紀州南高梅 詰合せ
特上煎茶〈八十八夜摘み〉80g【スティール缶】
、
紀州南高梅（味梅・はちみつ梅）100g 各①
箱サイズ 208×202×72mm 15 入

JW-30T（D）

AK-C（IN）

3,240 円

3,240 円

稲庭手延うどん・つゆ セット
稲庭手延うどん 90g×5 袋､つゆ 19ml×5 袋
箱サイズ 273×353×30mm 10 入
*2,700 円のセットの 御用意が可能です

静岡 深蒸し銘茶、赤坂柿山 米菓詰合せ
上撰やぶ北煎茶 80g【スティール缶】
、
米菓１缶（醤油 7 枚、しぶき海苔 7 枚）
箱サイズ 246×183×70mm 15 入
*3,780 円の セットの御用意が可能です

FDK-30-473（W）

3,240 円

京都 ぎおん なか川 雑炊･おみそ汁詰合せ
かに雑炊 21.5g②、おかゆ 16g②、
おみそ汁（茄子とわかめ9.5g・ほうれん草と油揚げ7g）各②
箱サイズ 255×335×60mm 20 入

2078（TO）
3,240 円

勝僖梅 梅干し詰合せ SU30
紀州産南高梅はちみつ仕立て【個包装】×12 粒
箱サイズ 243×236×55mm 12 入

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

即返し返礼品

3,240 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

IZ-C（IN）

YH-C（IN）

3,240 円

3,240 円

泉屋 ミルフィーユ アソート
チョコ・フランボワーズ・コーヒー 各 5 個
箱サイズ 270×340×50mm 10 入
*賞味期限が短い商品 です

ヨコハマインターコンチネンタル チョコブラウニー＆コーヒー
チョコブラウニー⑥、スペシャルブレンド 7g×4 袋、
キリマンジャロブレンド7g×4 袋
箱サイズ 216×387×48mm 15 入

MS-C（D）

LG-303（IN）

3,240 円

3,240 円

*賞味期限が短い商品です

菊乃井 焼き菓子ギフト
はんなりラング(抹茶・蜂蜜) 各 5 枚、
あわせクッキー6 個、紅茶ティーバッグ×5 袋
箱サイズ 260×311×40mm 20 入

ロイスダール セット
アマンドリーフ 9 本､アマンドショコラリーフ 9 本､
クッキー34 枚（9 種類）
箱サイズ 255×330×55mm 10 入

*2,700 円のセットの 御用意が可能です

OKU-CON（TA）

CS-C（D）

3,240 円

3,240 円

ホテルオークラ ドリップコーヒー･紅茶･クッキーアソート
ホテルオークラ ドリップコーヒー8g×3 袋②､
バニラクッキー30g②、
アールグレー紅茶ティーバッグ 2g×12 袋×②
箱サイズ 203×308×76mm 10 入

OCEAN&TEREE 北海道 野菜･海鮮 CUP スープセット
玉ねぎ 7 g②、スイートコーン 16.5g②、
かぼちゃ 16.5g②、サケとキャベツクリーム 17.2g③
箱サイズ 351×334×84mm 8 入

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

即返し品

3,780 円～5,400 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

ZN-DN（IN)

Z-E（IN）

4,320 円

5,400 円

静岡 深蒸し銘茶、大森屋焼海苔 詰合せ
高級煎茶〈初摘み〉100g、焼海苔半切 20 枚×2 袋
箱サイズ 288×252×72mm 10 入

静岡 深蒸し銘茶
高級煎茶〈初摘み〉120g②【スティール缶】
箱サイズ 188×185×76 mm 20 入

ZB-DN（IN）

ZB-EN（IN）

4,320 円

5,400 円

静岡 深蒸し銘茶､大森屋焼海苔､紀州南高梅 詰合せ
特上煎茶〈八十八夜摘み〉100g、焼海苔半切 20 枚､
紀州南高梅（味梅・はちみつ梅）100g 各①
箱サイズ 287×346×72mm 10 入

FDK-35-474（W）
3,780 円

京都 ぎおん なか川 雑炊･おみそ汁詰合せ
ふかひれ雑炊 17g×②､かに雑炊 21.5g､おかゆ 16g、
おみそ汁（茄子とわかめ9.5g・ほうれん草と油揚げ7g）各②
箱サイズ 255×335×60mm 20 入

静岡 深蒸し銘茶､大森屋焼海苔､紀州南高梅 詰合せ
高級煎茶〈初摘み〉100g、焼海苔半切 20 枚②､
紀州南高梅（味梅・はちみつ梅）100g 各①
箱サイズ 287×346×72mm 10 入
YNT-403（TA）

4,320 円

山本山 海苔、銘茶 詰合せ
焼海苔8 切×36 枚､板のり16 枚
（8 枚②）
､深蒸煎茶70g
箱サイズ 265×225×85mm 10 入
髙島屋 包装､紙袋

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

即返し品

3,780 円～5,400 円（税込み）＊食器等は含まれておりません

MS-D（D）

YH-CE（IN）

3,780 円

3,780 円

菊乃井 焼き菓子ギフト
はんなりラング(抹茶・蜂蜜) 各 7 枚､
あわせクッキー6 個、紅茶ティーバッグ×6 袋
箱サイズ 311×260×40mm 20 入

ヨコハマインターコンチネンタル チョコブラウニー＆コーヒー
チョコブラウニー⑧、スペシャルブレンド 7g×4 袋､
キリマンジャロブレンド7g×4 袋
箱サイズ 216×387×48mm 15 入

MK-D（IN）

LK-DN（IN）

4,320 円

4,320 円

プレミアムティーバッグ煎茶･ドリップコーヒー･クッキー セット
プレミアムティーバッグ煎茶10袋､モロゾフアルカディア②､
コーヒー（リッチテイスト・エクセレントテイスト）8g 各⑤
箱サイズ 305×300×70mm 10 入

静岡深蒸し銘茶･ドリップコーヒー･ラングドシャ セット
特選やぶ北煎茶80g、コーヒーリッチテイスト8g×5 袋､
ラングドシャ(プレーン・抹茶) 各 9 枚
箱サイズ 204×382×69mm 10 入

OKR-DO（TA）

KRR-40-554（W）

4,320 円

4,320 円

ホテルオークラ ドリップコーヒー･紅茶・クッキーアソート
ホテルオークラ ドリップコーヒー8g×3 袋②､
クッキー（バニラ・チョコ）30g 各②、
アールグレー紅茶ティーバッグ 2g×12 袋②
箱サイズ 203×308×78mm 10 入

横浜ロイヤルパークホテル ギフトセット
チョコレートケーキ①､ドリップコーヒー7g×8 袋､
クッキー（イチゴ・メープル）30g 各①､
ニルギリ紅茶ティーバッグ 2g×10 袋
箱サイズ 300×290×50mm 10 入

＊上記の仕様･内容は 2018 年 10 月 20 日現在のもので、予告なく仕様等が変更になる事がございます。

18.10.20
MK-C（IN）

LK-DN（IN）

3,240 円

4,320 円

プレミアムティーバッグ煎茶･ドリップコーヒー･クッキー セット
プレミアムティーバッグ煎茶6 袋､モロゾフアルカディア､
コーヒー（リッチテイスト・エクセレントテイスト）8g 各⑤
箱サイズ 225×325×70mm 15 入

静岡深蒸し銘茶･ドリップコーヒー･ラングドシャ セット
特選やぶ北煎茶80g､コーヒーリッチテイスト8g×5 袋、
ラングドシャ(プレーン・抹茶) 各 9 枚
箱サイズ 204×382×69mm 10 入

*2,700 円､4,320 円の セットの御用意が可能です

KRR-25-552（W）

KRR-30-553（W）

2,700 円

3,240 円

横浜ロイヤルパークホテル ギフトセット
ドリップコーヒー7g×5 袋、紅茶ティーバッグ2g×10 袋､
クッキー30g（イチゴ･メープル）各①
箱サイズ 200×300×50mm 20 入

横浜ロイヤルパークホテル ギフトセット
ドリップコーヒー7g×5 袋、チョコレートケーキ①､
クッキー30g（イチゴ･メープル）各①
箱サイズ 200×300×50mm 20 入

*2,160 円のセットの 御用意が可能です

*4,320 円のセットの 御用意が可能です

OKU-CON（TA）

R-B（IN）

3,240 円

2,160 円

ホテルオークラ ドリップコーヒー･紅茶･クッキーアソート
ホテルオークラ ドリップコーヒー8g×3 袋②､
バニラクッキー30g②、
アールグレー紅茶ティーバッグ 2g×12 袋×②
箱サイズ 203×308×76mm 10 入

ラングドシャ･クッキー･ドリップコーヒー･ココア･紅茶セット
ラングドシャ（プレーン4 枚･抹茶2 枚）､
モンカフェドリップコーヒー×3袋、
ヴァンホーテンココア5本､
トワイニング紅茶ティーバッグ 4 袋×②
箱サイズ 227×349×42mm 15 入

IZ-C（IN）

LG-303（IN）

3,240 円

3,240 円

ロイスダール セット
アマンドリーフ 9 本､アマンドショコラリーフ 9 本､
クッキー34 枚（9 種類）
箱サイズ 330×255×55mm 10 入

泉屋 ミルフィーユ アソート
チョコ・フランボワーズ・コーヒー 各 5 個
箱サイズ 270×340×50mm 10 入

*賞味期限が短い商品です

*賞味期限が短い商品です

CS-B（D）

CS-C（D）

2,700 円

3,240 円

OCEAN&TEREE 北海道 野菜･海鮮 CUP スープセット
玉ねぎ 7 g②、スイートコーン 16.5g、かぼちゃ 16.5g､
男爵いも 20g、アスパラ 16.5g、
サケとキャベツクリーム 17.2g②
箱サイズ 247×426×73mm 8 入

OCEAN&TEREE 北海道 野菜･海鮮 CUP スープセット
玉ねぎ 7 g②、スイートコーン 16.5g②、
かぼちゃ 16.5g②、サケとキャベツクリーム 17.2g③
箱サイズ 334×351×84mm 8 入

*2,160 円のセットの 御用意が可能です

ご利用に際して･･･
お品物に施主様のお名前入りの「のし」をお掛けし、お持ち帰り様の紙袋とともに御寺院、
料理店などにお届け致します。宅配便利用の為、施主様より事前に必ずお届け先にお品物が届
けられる事をお伝え願います。＊お届け先のお名前･ご住所･お電話番号をお知らせ下さい。
未使用分はご法要日から 1 週間以内であれば、お引取りが可能ですから、余裕を持ってご注文
下さい。後日、未使用分のお引取りとご集金をさせて頂きますので、未使用分は必ずご自宅に
お持ち帰り頂けます様、お願い致します。

表示の内容・仕様は2018 年10 月20 日現在のものです。
内容･仕様は予告無く変更することがございます。予めご了承下さい。
＊カップや皿等は含まれておりません。

18.10.20
ZH-C（IN）

Z-E（IN）

3,240 円

5,400 円

静岡 深蒸し銘茶
高級煎茶〈初摘み〉150g【スティール缶】
箱サイズ 183×108×70mm 40 入

静岡 深蒸し銘茶
高級煎茶〈初摘み〉120g×②【スティール缶】
箱サイズ 188×185×70 mm 20 入

*2,700 円の御用意が可能です

ZB-DN（IN）

4,320 円

静岡 深蒸し銘茶､大森屋焼海苔､紀州南高梅 詰合せ
特上煎茶〈八十八夜摘み〉100g､焼海苔半切 20 枚､
紀州南高梅（味梅・はちみつ梅）100g 各①
箱サイズ 287×346×72mm 10 入

AK-C（IN）

3,240 円

静岡 深蒸し銘茶、赤坂 柿山 米菓詰合せ
上撰やぶ北煎茶 80g【スティール缶】
、
米菓１缶（醤油 7 枚、しぶき海苔 7 枚）
箱サイズ 246×183×70mm 15 入
*3,780 円の御用意が可能です

BS-25（IN）

BS-30（IN）

2,700 円

3,240 円

道場六三郎 スープギフト
とん汁・わかめと油揚げの味噌汁・
茄子の味噌汁・たまごスープ 各④
箱サイズ 295×225×53mm 20 入

道場六三郎 スープ＆雑炊セット
とん汁③､わかめと油揚げの味噌汁③､三つ葉と卵のスープ③､
きのこのお吸い物③､貝柱と三つ葉の雑炊×③
箱サイズ 301×285×55mm 20 入

FDS-32-469（W）

FDS-36-470（W）

3,456 円

3,888 円

下鴨茶寮 料亭の佃煮 詰合せ
椎茸昆布の佃煮 100g、根菜のしょうが煮 100g、
まぐろのそぼろ 50g、ランチョンマット（膝掛け）
箱サイズ 190×295×50mm 20 入

下鴨茶寮 料亭の佃煮 詰合せ
帆立のしぐれ煮 100g、根菜のしょうが煮 100g、
まぐろのそぼろ 50g、ランチョンマット（膝掛け）
箱サイズ 190×295×50mm 20 入

NR-SE（W）

RTP-B（D）

2,700 円

2,700 円

銀座鈴屋 甘納豆、静岡掛川茶 詰合せ
甘納豆（大納言・蓮の実・虎豆 ）60ｇ各①、
掛川茶 80g
箱サイズ 250×235×43mm 20 入

黒糖かりんとう 海老おかき 詰合せ
深蒸し煎茶･黒糖ほうじ茶 各ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 2.5g×7 袋､
黒糖かりんとう①､海老おかき②
箱サイズ 255×240×70mm 20 入

*3,240 円の御用意が可能です

2093（TO）
2,700 円

勝僖梅 贅沢茶漬け南高梅添え SU25D
お茶漬け 5g×10 袋、南高梅【個包装】×10 粒
箱サイズ 220×360×55mm 10 入

*3,240 円の御用意が可能です

2078（TO）
3,240 円

勝僖梅 梅干し詰合せ SU30
紀州産南高梅はちみつ仕立て【個包装】×12 粒
箱サイズ 243×236×55mm 12 入

表示の内容・仕様は2018 年10 月20 日現在のものです。内容･仕様は予告無く変更することがございます。予めご了承下さい。
＊お碗や皿等は含まれておりません。

