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メロン	 《北海道》

大地の恵みをっぷり受けたジューシーな夕張メロンです。

A-1 秀品　1.3kg × 2玉	 7,900円（送料込み）
A-2 秀品　大箱6玉	 16,000円（送料込み）
A-3 優品　1.3kg × 2玉	 5,600円（送料込み）
A-4 優品　大箱6玉	 13,200円（送料込み）
A-5 良品　1.3kg × 2玉	 4,800円（送料込み）
A-6 良品　大箱6玉	 10,000円（送料込み）
	 7月10日～ 7月30日までの販売となります。

みかんジュース	 《熊本県》

糖度12度以上の温州みかんのジュースです。

B-1 おっぺしゃん
180ml（8本入り）

2,660円
（送料込み）

（東北・北海道はプラス送料をいた
だきます）

マンゴー	 《沖縄県》

宮古島からトロピカルフルーツ完熟マンゴーをお届け
いたします。　					（マンゴーの発送は7月5日から7月31日までとなります。）

C-1 優品　１kg　3,800円（送料込み）	　　　　　

C-2 優品　２kg　6,500円（送料込み）　　　　　

写真はイメージです。1kg は 2~3 個、2㎏は 5~7 個です。

りんごジュース	 《岩手県》

キズや腐れを取り除いたリンゴ
を使用した100％果汁。果汁
そのままなので毎年リンゴの出
来によって味も変わります。
（関東・東北以外はプラス送料をいただきます）

D-1 林檎の木の下でハーフ
（りんごジュース3本、南部せんべい4枚、クッキータイプ2枚）

1,680円（送料込み）
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フルーツゼリー	 《山形県》

涼しさをおくります。
フルーツゼリー『吾妻のせせらぎ』
（さくらんぼ、ラ・フランス、ワイン、みかん）

	E-1フルーツゼリー（12個入り）

3,000円（送料込み）（関東以外は＋送料）
	E-1フルーツゼリー（8個入り）

2,500円（送料込み）（関東以外は＋送料）
	E-1生クリーム大福（8個入り）	

2,500円（送料込み）（関東以外は＋送料）

クール便アイスクリーム	 《千葉県》

新鮮な牛乳を主原料とした質の良いアイスクリーム
です。

　　		

F-1スタンダードセット（10個入り）
バニラ、抹茶、チョコレート、ロイヤルミルクティー、ストロベリー
を各2個

F-2よくばりセット（14個入り）
バニラ、抹茶、チョコレート、ロイヤルミルクティー、ストロベ
リーを各2個、ピーナツ、菜の花の丘のバニラアイス、マンゴー、
バナナを各1個

3,150円（送料込み）（関東以外では＋送料）

4,350円（送料込み）（関東以外では＋送料）

そうめん	 《長崎県》

コシが強い「手延べ素麺」と黒ごまの香り豊かな「黒
ごま素麺」の詰合せです。

　　		

G-1 島原手延べ素麺 3,500円（送料込み）

クール便じゃあじゃあ麺	 《岩手県》

もちもち麺と特製肉みそがクセになる

H-1 南部男の…無口なじゃあじゃあ麺（6食）
2,600円（送料込み）

（関東・南東北・信越・北陸以外は＋送料）



肉加工品	 《新潟県》

ひとつひとつの工程に時間と手間をかけてできあがりました。（賞味期限は発送日より2週間です）
　
　

L-1こぶしA（煮込みハンバーグ 5個）
　		2,810円（送料込み）
L-2こぶしB（煮込みハンバーグ 3個、煮豚 1個）
　		3,000円（送料込み）
L-3こぶしC（煮込みハンバーグ 3個、昔ながらのベーコン1個）
　		3,440円（送料込み）
L-4こぶしD（煮豚1個、昔ながらのベーコン1個）
　		3,320円（送料込み）
L-5こぶしE（煮込みハンバーグ 3個、煮豚切り落とし1個）
　		2,750円（送料込み）
L-6こぶしF（煮込みハンバーグ 3個、厚切りベーコン1個）
　		2,810円（送料込み）

クール便

本格カレー	 《宮城県》

じっくり炒めたペーストと特性ブイヨンで仕上げました。
※20個までは送料 400 円です。

ホロッとやわらか鶏足一本の本格カレー
I-1チキンカレーマイルド
　　		（1.5 人前 350g）

675円
I-2チキンカレースパイシー
　　		（1.5 人前 350g）

675円

厚く切った
牛たんの本格カレー
I-3牛たんカレー
　　		（1人前 250g）

900円
I-4牛たんカレー
　　		（180g）

600円

新商品です、お試しください！

I-5和風スープカレー													475円

クール便朝食セット	 《群馬県》

平飼いの鶏から生まれ
た自然な色の有精卵。
甘い風味と柔らかな食
感の小町納豆。群馬
県産の豚肉のみを使
用した安心安全のベー
コン。

J-1 朝食セット　小町納豆50g× 3・平飼い有精卵6個・
　　　　　　　　　				アルペンシュペック（ベーコン）100g× 3

2,625円（送料込み）
世界のカレー	 《奈良県》

世界にひとつだけのカレー
濃厚な味の忘れられない 8種類のカレーです。タイグ
リーン、タイレッド、チキン、キーマ、牛、野菜、ココナッ
ツ海老、ひよこ豆　　　　　　　（北海道と九州以南は＋ 350 円）

K-1８種セット（各1種×8個）						3,500円（送料込み）	

K-2５種セット（同種×5個）								2,400円（送料込み）	

	 M-1 ひもの	Ａ（かれい一夜干し1枚、するめ一夜干し1枚、ハタハタ一夜干し5尾）		2,500円（送料込み）
		

	 M-2 ひもの	Ｂ（かれい一夜干し1枚、するめ一夜干し2枚、ハタハタ一夜干し5尾）		3,000円（送料込み）
	

	 M-3 ひもの	Ｃ（かれい一夜干し2枚、するめ一夜干し1枚、ハタハタ一夜干し5尾）		3,000円（送料込み）
	

	 M-4 ひもの	Ｄ（かれい一夜干し3枚、ハタハタ一夜干し5尾）		 3,000円（送料込み）
	

	 M-5 ひもの	Ｅ（するめ一夜干し3枚、ハタハタ一夜干し5尾）	 	3,000円（送料込み）
	

	 M-6 ひもの	Ｆ（するめ一夜干し4枚）		 2,900円（送料込み）
	 	 	

	 M-7 ひもの	Ｇ（かれい一夜干し4枚）		 2,900円（送料込み）
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ひもの	 《鳥取県》

山陰の海から肉厚のするめと甘みのあるかれい、
大きめのふっくらハタハタが届きます。

クール便

	 M-1 ひもの	Ａ（かれい一夜干し1枚、するめ一夜干し1枚、ハタハタ一夜干し5尾）		2,500円（送料込み）
		

	 M-2 ひもの	Ｂ（かれい一夜干し1枚、するめ一夜干し2枚、ハタハタ一夜干し5尾）		3,000円（送料込み）
	

	 M-3 ひもの	Ｃ（かれい一夜干し2枚、するめ一夜干し1枚、ハタハタ一夜干し5尾）		3,000円（送料込み）
	

	 M-4 ひもの	Ｄ（かれい一夜干し3枚、ハタハタ一夜干し5尾）		 3,000円（送料込み）
	

	 M-5 ひもの	Ｅ（するめ一夜干し3枚、ハタハタ一夜干し5尾）	 	3,000円（送料込み）
	

	 M-6 ひもの	Ｆ（するめ一夜干し4枚）		 2,900円（送料込み）
	 	 	

	 M-7 ひもの	Ｇ（かれい一夜干し4枚）		 2,900円（送料込み）

餃	子	 《山形県》

ジューシーな5種類の餃子、各30個入り

N-1 べにぃちゃん餃子（にんにく入）

N-2 べにぃちゃん餃子（にんにく抜）

N-3カレー餃子

N-4 野菜餃子

N-5ねぎ餃子

組み合わせ自由で2袋		3,300円（送料込み）
（北海道・中国・四国・九州・沖縄は＋送料）

クール便



せんべい　（関東以外はプラス送料をいただきます）	《静岡県》
はなのえん
押し花が入ったふわっと
とろけるおせんべいで
す。
P-1はなのえん	Ａ　36枚入り	

2,950円（送料込み）
P-2はなのえん	Ｂ　12枚入り

	1,500円（送料込み）
P-3 ポンせんべい
アレルギーが心配な方
にも安心してお召し上
がりいただける穀物の
味のせんべいです。
ポンせんべい
（十六穀醬油／十六穀プレーン	
各 1袋）

1,250円（送料込み）
P-4 自然花
はなのえんとポンせんべいの詰合せです。
自然花（はなのえん8枚、ポンせんべい　十六穀醬油／白米醬油　
各5枚、十六穀プレーン／白米プレーン　各3枚）

2,250円（送料込み）

Q-1ちゅい～る20
アーモンド、ココナッツ、マカダ
ミア、セザム	各 5枚	

20枚入

		2,800円（送料込み）

Q-2ちゅい～る30
アーモンド、ココナッツ、マカダミ
ア、クルミ、カシュナッツ、セザ
ム	各 5枚　30枚入		

3,900円（送料込み）

ちゅい～る	 《青森県》

一つひとつ、心をこめた素敵な焼き菓子ができあがり
ました。

せんべい	 《山口県》

おごっそ蟹の旨味が豊潤に詰まったせんべいです。（お
ごっそ蟹、ぶち黒、海蜜柑）

O-2うべっち	B	
									うべっち三種詰め合せ	16 枚入

3,750円（送料込み）
（北海道と沖縄は＋ 200 円）

O-1うべっち	Ａ	
									うべっち三種詰め合せ	10 枚入

2,750円（送料込み）
（北海道と沖縄は＋ 200 円）
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ジャム	 《群馬県》

ブルーベリーは自家栽培の逸品。イチゴ、リンゴ、いちじ
くは、近隣で採れた材料です。

T-1ジャムセット
（ブルーベリー、イチゴ、リンゴ、いちじく）各260g

3,150円（送料込み）

ドイツ菓子	 《大阪府》

ひまわりやかぼちゃの種がたくさん乗せられた珍しいド
イツのお菓子です。一個ずつ包まれているので、贈り物
にも最適です。（北海道・東北・九州・沖縄はプラス送料をいただきます）

S-1ミューズリーリーゲル（18個入り）
3,500円（送料込み）

S-2ミューズリーリーゲル（12個入り）
2,570円（送料込み）

S-3ミューズリーリーゲル（6個入り）	
1,640円（送料込み）

カステラ	 《長崎県》

はちみつ味だけではない、長崎のカステラをお楽しみく
ださい。　　　　　 （北海道と東北のみプラス送料をいただきます）

R-1 長崎焼き菓子詰合せAセット
カステラ　140ｇ 3本（蜂蜜・
抹茶・チョコ）、
ドーナッツ　プレーン2個、コ
コア2個
ラスク　プレーン2袋、フラン
ス2袋、黒ゴマ2袋、白ゴマ
2袋、コロコロ2袋（各 25ｇ）

3,690円（送料込み）
　　	

R-2 長崎焼き菓子詰合せ
　			Ｂセット
カステラ　190ｇ 2本
ラスク　プレーン、フランス、黒ゴマ、
白ゴマ、コロコロ（各45ｇ）

3,190円（送料込み）

R-3 長崎かすていら
1/4斤 3本セット

蜂蜜・抹茶・黒糖・チョコ（各
140g）の中から3本選んでくださ
い。包装してお届けします。　　

1,690円（送料込み）

R-4 長崎かすていら
　　半斤２本セット
蜂蜜・抹茶・黒糖・チョコ（各280g）

の中から2本選んでください。スリー

ブ＆包装をしてお届けします。

1,950円（送料込み）



　

　

500ml瓶6本セット
ピルスナー4本・ダークラガー１本・ヴァイツェン1本

商品記号【V-2】5,250円
ピルスナー4本・ダークラガー１本・ヴァイツェン1本

商品記号【V-1】 3,700円

330ml瓶6本セット

商品記号【W-1】
750ml1,720円

やや甘口の白ワイン
足利狐狐和飲

商品記号【W-2】
750ml1,620円

辛口赤ワイン
カリフォルニアレッド

2010 年の『農民ロッソ』は終
了いたしました。2011 年の『農
民ロッソ』は 7 月下旬ころの販
売になります。

商品記号【W-3】
750ml1,620円

やや甘口の白ワイン
こころぜ

商品記号【W-4】
750ml1,920円

辛口赤ワイン
農民ロッソ

ビール
beer

ワイン
wine

内浦 九十九湾沖の海洋深層水を使用し、酵母が生きたま残されています。ビール酵母は、
栄養たっぷりの宝物です。必須アミノ酸がバランスよく含まれ、ビタミンやミネラルが豊富です。
奥能登ビールはモルト 100％の完全な自然食品です。4 年前にチェコから来たブラウナーに
変わり、安定した味に仕上がったビールです。

すべて足利の醸造場で作
られたワインです。
九州・沖縄サミットの晩
餐会や洞爺湖サミットの
総理夫人夕食会にも使わ
れました。

	未成年者の飲酒は法律で禁止されており、未成年者に対しては販売できません



ギフト商品のお申し込みは
電話 :03-3605-6762　Fax:03-3605-7037（定休日：土・日・祝日）

〒120-0001	東京都足立区大谷田 1-44-3
足立区大谷田就労支援センター	ギフト事業係

お支払いは下記の振込み先までお願いいたします。
振込口座　足立成和信用金庫（１３２７）
　　　　　佐野支店（００８）
　　　　　普通預金　口座番号　０９３３４８８
　　　　　口		座		名　フク）アイノワフクシカイアダチクオオヤタシュウロウ
　　　　　　　　　　シエンセンタージュサン　エンチョウハギワラクニオ


