
〈個人情報のお取扱いについて〉本書および専用申込書に記載された情報につきましては、当社の事業目的である流通サービス業における商品・サービスに関する情報
のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させていただきます。なお、予め同意をいただかない限り、お客様の個人情報を上記目的以外
には利用いたしません。（注）アフターサービスにおいては、サービス会社に委託する場合には個人情報を提示することになりますので、ご了承願います。

ご注文は「21夏GIFT」専用申込書
にてお申し込みください。

■本体価格は、「本体価格（送料込）」と「税込」表示です。 ■★本体価格は「発売元希望小売価格」と「税込」表示です。
■税込価格は、参考税込価格です。合計金額と異なる場合がございます。 ■本体価格に＊マークがついているものは、軽減税率対象商品です。
■賞味（消費）期限は、製造後または出荷後の日数を記載しております。なお、表記されていない商品（一部生鮮食品を除く）の賞味期限は、31日以上です。

■ご依頼主様またはお届け先様のご氏名に旧字等が使用されていた場合、一部、印刷可能文字での登録をさせていただく場合がありますので、ご容赦ください。
　例）「𠮷」→「吉」 「真」→「眞」 「㐂」→「喜」
■配送事情、出荷元事情等により、商品のお届けに日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

お申し込みについて

※商品は多数ご用意しておりますが、万が一品切れの際はご了承ください。※撮影小物、食器等は商品に含まれません。商品の内容は明細をご覧ください。※商品写真は、現物
と多少異なる場合があります。お届けする商品には飾り付け、小物等は含まれておりません。※商品のパッケージ及びラベルデザインが一部変更になる場合がございます。

■期間限定商品以外の商品は、お申し込み受付より1週間前後で発送致します。
　※ご記入漏れや誤記、又は出荷元によりましては、発送に日数がかかる場合がございますのでご了承下さい。
■商品のお届けは、別途表示のあるもの以外は、2021年6月15日（火）～8月10日（火）前後となります。
■お届け希望日のご指定は、お申し込み受付より10日以降から承ります。※お届けの最終希望日は、8月10日（火）までとさせていただきます。
　※「フルーツ」等、　　　　　    の表示があるものにつきましては、お届け希望日のご指定は出来ませんのでご了承下さい。
■農産物・海産物など生鮮品は、気象状況により、承り終了日を早めたり、お届け希望日を遅らせていただく場合がございます。
また、産地や品種の変更をさせていただく場合もございますので、ご了承下さい。
■お届け先様が同じでも2つ以上の商品をご注文の場合は、お届け希望日やお届けのタイミングが異なる場合がございます。
■のしのサイズや形式は出荷元により異なりますので、選択出来ません。　■「あいさつ状」や「手紙」は、ギフト商品と同送することは出来ませんのでご了承下さい。
■お申し込み後の変更・キャンセルにつきましてはお受け致しかねますので、あらかじめご了承下さい。

I

ご自分で持っていくことが出来るよう、簡易包装
の上から茶紙で二重包装か、又は簡易包装した
商品をダンボールに入れてお届け致します。

ダンボールまたは
発泡スチロール、袋などでのお届けとなります。

簡易な包装で
お届けいたします。

包装紙のデザインや包装形態は、
出荷元により異なります。

□お届け時の荷姿

冷蔵にてお届けいたします。
一部地域でお届けできない場合があります。

冷凍にてお届けいたします。
一部地域でお届けできない場合があります。

商品を承り・お届けすることのできる期間です。

産地直送ギフトの為、
包装は省かせていただきます。

左記のマークが表記されていない商品は下記の地域にはお届けできません。
■お届けできない地域について　●北海道／道内離島（利尻郡・礼文郡）●東京都／伊豆諸島（利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村）・小笠原諸島（小笠原村）
●長崎県／対馬市・南松浦郡・五島市・北松浦郡（小値賀町）●鹿児島県／大島郡・鹿児島郡・熊毛郡・奄美市・西之表市●沖縄県／本島を除く地域
※福島県の一部地域へのお届けはできません。ご了承ください。
※万が一カタログ有効期間中に市町村合併の対象となった場合は上記を旧呼称として参照いただき、配送の可・不可について変更の可能性がありますのでその都度お問い合わせください。
※上記以外にもお届けできない地域がある場合もございます。ご了承ください。

A B

F

G

H承り期間:00/00まで
お届け期間:00/00頃～00/00前後例 I

1 御中元

2 無地のし

3 のし無し

4 仏のし

5 お祝い

6 その他

□のしの種類

※基本は短冊のしです。
※のしの種類により
   異なる場合がございます。

例

C E

(株)Aコープ西日本 ●ご予約は下記店舗サービスカウンターにてお申込みください

インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ）

※お申し込みの際、
　以下選択できます。

例例 例

2021年

※一部商品は異なります。

お申し込み締切日

8
2 月

環境に配慮し、包装の簡略を推進しています。エコ包装推進しています。
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全国送料込み※一部商品によりお届け
　できない地域もございます。

※掲載の写真はイメージ
　または盛りつけ例です。
※本体価格に＊マークがついている
　ものは、軽減税率対象商品です。

「ミカド珈琲」コーヒーゼリー
商品番号
516

型番
CZ-25

本体価格3,400円
（税込3,672円）＊

67g×8
eEgG

紀州産南高梅 梅なでしこ
商品番号
524

型番
S28-15

本体価格3,700円
（税込3,996円）＊

12粒、塩分約5%（和歌山県産）
eEgG

前田農園 ごはんのお供セット
商品番号
523

型番
S29-3

本体価格4,800円
（税込5,184円）＊

ごぼう肉みそ90g×2、食べる香味ラー油90g、ちりめん
じゃこの辛み炒め（醤油こうじ風味90g・香味ラー油風味
75g）
eEgG

「たまごファミリー」四万十米粉・
ふわふわたまごバウムセット
商品番号
515

型番
S20-9

本体価格3,400円
（税込3,672円）＊

ふわふわたまごバウム・四万十米粉のバウムクーヘン各
直径約13cm
eE  【賞味期限：出荷後20日】

「れんがハニーガーデン」
ハニーワッフルギフト
商品番号
517

型番
R20-8

本体価格3,000円
（税込3,240円）＊

プレーン・つぶつぶいちご・キャラメルアーモンド×各4
eE

柔らかくしっとりとしたどら焼き生地と、なめらかな
口どけの特製生クリーム餡の相性が絶妙な、
大人気のなまどらやき。
定番の小倉クリームとコクのある
チーズ小倉、香り高い抹茶小倉の
3種類を詰合せました。

双松庵唯七 なまどらやき
商品番号
519

型番
S22-3

本体価格3,850円
（税込4,158円）＊

小倉クリーム×4、抹茶小倉・チーズ小倉×各3
bB eE  【賞味期限：出荷後14日】

京割烹「泉仙」ごまとうふ詰合せ
商品番号
522

型番
GT-30S

本体価格3,200円
（税込3,456円）＊

ごまとうふ（白×3・黒×2・柚子×3・青じそ×3・南瓜×3）各
55g、ごまとうふのたれ3g×14袋
eEgG

コワダヤ 黒豚炭火焼き焼豚
商品番号
525

型番
KYK-50D

本体価格5,000円
（税込5,400円）＊

モモ×2・肩ロース各200g
aA eE

京都「下鴨茶寮」料亭の西京漬け
商品番号
520

型番
SK-50B

本体価格5,800円
（税込6,264円）＊

からすかれい・さわら×各2、銀鮭、銀だら
bB eE  【賞味期限：製造後30日】

京都で懐石料理を提供する「泉仙」武藤料理長監修の
バラエティ豊富なごまとうふの詰合せ。

牛タン専門店「陣中」
仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成
商品番号
521

型番
S8-6

本体価格5,200円
（税込5,616円）＊

300g（オランダ産原料を使用、宮城県にて加工）
bB eE

「八天堂」人気のスイーツパン
商品番号
518

型番
DR070G

本体価格4,650円
（税込5,022円）＊

くりーむパン（カスタード・生クリーム）×各4、デニッシュリ
ンゴ・フレンチトースト×各2
bB eE  【賞味期限：製造後30日】

「八天堂」のこだわりスイーツパンを贅沢に詰合せ
ました。食感も様 で々バラエティ豊かなお品を
お楽しみください。

前田農園の中で一番人気があるごぼう肉みそを中心に、食べ比べが楽しめる味を
詰合せました。前田農園の商品は化学調味料を使用していませんので、
毎日食べても飽きのこない優しい味わいを楽しんで頂けます。

自社農場及び契約農場の鹿児島県産黒豚を使用。
鹿児島県産の醤油や熟成黒みりん等を使用した
自家製タレに漬込み、炭火窯でじっくり
焼き上げた焼豚です。

日本全国
厳選グルメの

お取り寄せ

紀州産南高梅の大粒を使用。梅の風味を生かしながら
やさしい甘みの梅干に仕上げ、
一粒ひとつぶ丁寧に
包み上げました。

みずみずしく口どけの良い食感の中に
芳醇なコーヒーの香りと旨みが
たっぷり凝縮された本格的な味わいの
コーヒーゼリーです。

品の良い甘みと香りを醸し出す西京白味噌を使用した
「下鴨茶寮」特製の西京漬けです。

良質な仔牛のタンを、塩麹を使った「陣中」秘伝のタレにじっくりとつけ込んだ後に、
さらに低温熟成をすることで牛タンを柔らかく仕上げ、
素材本来の濃厚な旨みを引き出しました。

国産小麦など厳選された素材でつくり上げた
しっとりふわふわなバウムクーヘンと、
自社農場の朝どれたまごと高知県四万十町の
米粉を使用し、丁寧に焼き上げた
少しハードタイプのバウムクーヘンのセット。

「れんがハニーガーデン」のワッフルには
全て国産純粋はちみつ純みつを
使用しております。
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全国送料込み※一部商品によりお届け
　できない地域もございます。

※掲載の写真はイメージ
　または盛りつけ例です。
※本体価格に＊マークがついている
　ものは、軽減税率対象商品です。

上質な味わいで、ご家族や友人、みんなで楽しめる
「レディーボーデン」のバラエティ感あふれるセットです。

「レディーボーデン」やシューアイスなどバラエティに詰合せました。

イタリア素材を使用したピスタチオやシチリアの塩、
ブラッドオレンジの3種と、定番人気のバニラ、ストロベリー、
チョコレートを一口アイスにしました。

いちごの王様、博多あまおうの
ソースとごろっと果肉をのせた、
いちご尽くしのアイスです。

90年以上の歴史と
伝統を受け継ぐ、
「京都センチュリーホテル」監修のアイス。

博多あまおう 
たっぷり苺のアイス
商品番号
710

型番
AH-AT

本体価格3,600円
（税込3,888円）＊

74ml×7
bB eE

春摘み苺アイス
商品番号
707

型番
AH-HAR

本体価格3,000円
（税込3,240円）＊

約20g×18
bB eE

甘酸っぱい苺の中に
練乳入りアイスを
詰込んだ
苺のアイス。

「銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール」アイス
商品番号
704

型番
A-GK11 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

ダブルベリー･ストロベリー･マンゴーサンデー･マンゴーパフェ･バニラ&ブ
ルーベリー･バニラ&ストロベリー･チョコオレンジ･チョコバナナ･洋梨パフェ･
洋梨サンデー･キャラメル&クランチ各105ml
bB eE

フランス最優秀職人国家認定「M.O.F」受賞の
女性天才シェフ、アンドレ・ロジェ監修。

「京都センチュリーホテル」
アイスクリームギフト
商品番号
698

型番
AH-CA3

本体価格3,000円
（税込3,240円）＊

バニラ･チョコ･抹茶･マンゴー各100ml×各2
bB eE

国産フルーツアイス
商品番号
701

型番
EG-T10

本体価格3,000円
（税込3,240円）＊

福岡県産あまおう苺・青森県産りんご・長野県産巨峰・和
歌山県産みかん・沖縄県産パインアップル各70ml×各2
bB cC

「レディーボーデン」オリジナルセット
商品番号
696

型番
R16-1 本体価格4,000円（税込4,320円）＊

ミニカップ(バニラ・チョコレート×各2、コーヒー・ラムレーズン)各120ml、アー
モンドチョコバー50ml×6、クッキーサンド75ml×2、チョコレートボール
(10ml×5)×2
bB cC

「ハーゲンダッツ」
マルチパック＆お花の苺アイス
商品番号
697

型番
HDP-5 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

ラバーズアソート（バニラ・ストロベリー・クッキー＆クリーム）各70ml×各2、エ
レガントアソート（バニラ・ショコララム・グリーンティー）各70ml×各2、お花の
苺アイス×6
bB eE

それぞれの地域で
名産の果物を
原料にしてつくったアイスのセットです。

小さなお子様から、大人の方まで喜ばれる
バラエティ感あふれるセットです。

「ハーゲンダッツ」バラエティセット
商品番号
706

型番
HDE-5 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

ミニカップ(バニラ・グリーンティー)各110ml×各2、クランチーバー(バニラ
チョコレートマカデミア)80ml×2、ラバーズアソート(バニラ・ストロベリー・クッ
キー＆クリーム)各70ml×各2
bB eE

南国白くま詰合せ
商品番号
695

型番
S&M37 本体価格3,700円（税込3,996円）＊

南国白くま・南国白くま（マンゴー）各180ml×各5
bB cC

甘さに調和するフルーツを彩り良く盛り付けた
南国白くまと、マンゴーピューレを混ぜ込んだ
練乳かき氷に、甘さに調和するフルーツを
彩り良く盛付けた南国白くま。

元祖鹿児島南国白くま
商品番号
700

型番
GN-30

本体価格3,000円
（税込3,240円）＊

185ml×8
bB cC

鹿児島の夏の風物詩「氷白熊」。
練乳の風味、甘さに調和する
フルーツを彩り良く盛り付けた
個食タイプの元祖南国白くま。

十勝産の生乳を使用した牛柄が
可愛らしいアイスクリームです。

十勝白い牧場
アイスコレクション
商品番号
709

型番
TSBAC-11

本体価格3,500円
（税込3,780円）＊

プレミアムバニラ80ml×3、ストロベリー・赤肉メロン・クリー
ムチーズ各80ml×各2、チョコレート・ハスカップ各80ml
bB cC

北海道の4種類のフルーツの
おいしさを詰込んだ
風味いっぱいのアイスです。

北海道産牛乳を使用した
プレミアムバニラと
ちょっぴりビターなチョコレート、
程よい酸味が美味しい
クリームチーズを詰合せ。

「ハーゲンダッツ」＆アイスアソートギフト
商品番号
693

型番
HE-DS 本体価格3,600円（税込3,888円）＊

ハーゲンダッツラバーズアソート（バニラ・ストロベリー・クッキー＆クリーム）各
70ml×各2、KAMANARIYAイタリアンジェラート（ミルク×2・抹茶・苺ミルク）
各100ml、フルーツティアラソルベ（イチゴ・青リンゴ・パインアップル・ミカン）
各108ml
bB cC

「花田養蜂園」国産はちみつ入り
北海道フルーツアイス
商品番号
694

型番
SHF-8 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

はちみつ(クローバー)＆北海道いちご・はちみつ(クローバー)＆北海道青肉メロ
ン・はちみつ(アカシア)＆北海道赤肉メロン各65ml×各2、はちみつ(アカシア)
＆余市りんご・はちみつ(アカシア)＆余市ぶどう各65ml
bB cC

「ハーゲンダッツ」のアソートボックスと
「KAMANARIYA」のイタリアンジェラート、
そして「フルーツティアラ」のソルベを詰合せました。

北海道紋別市「花田養蜂園」の
国産100％のはちみつを使用したフルーツアイス。

お花のような苺アイスと「ハーゲンダッツ」の
マルチパックのセットです。

「乳蔵」アイスクリームプレミアム
商品番号
708

型番
NP1163

本体価格4,000円
（税込4,320円）＊

プレミアムバニラ・チョコレート・クリームチーズ各90ml×各4
bB eE

「レディーボーデン」＆アイスクリームセレクション
商品番号
702

型番
VA-3S 本体価格3,600円（税込3,888円）＊

レディーボーデンミニカップ（バニラ・コーヒー）各120ml、ガレー（ホワイトチョ
コバニラ・ミルクチョコレート）各100ml、富士山バナジウムアイス（バニラ・
ピーチ）各80ml、苺アイス（マンゴー・フランボワーズ）×各5、シューアイス
（バニラ・チョコレート・ストロベリー）各40ml×各2
bB eE

北海道１５０年ファーム 
フルーツアイスバラエティ
商品番号
699

型番
AH-HFB

本体価格3,000円
（税込3,240円）＊

余市りんご･余市ぶどう各68ml×各3、夕張メロン･仁木
さくらんぼ各68ml×各2
bB eE

「銀座千疋屋」銀座プレミアムアイス
商品番号
705

型番
PGS-036 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

とちおとめ・マスカット・ブルーベリーチーズ・ピーチ・カスタードバニラ各120ml×
各2
bB cC

「銀座千疋屋」が厳選した高品質のフルーツは、
香り高く芳醇な味わいが濃厚なクリームとの
調和も絶品。

「ナポリ」イタリアンクローネ詰合せ
商品番号
703

型番
IK-40N 本体価格4,000円（税込4,320円）＊

バニラ・チョコレート・ストロベリー・シチリアの塩・ブラッドオレンジ・ピスタチオ
各10ml×各8
bB eE

cI

ア
イ
ス

ア
イ
ス
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レンジ

レンジ

レンジ

レンジ レンジ

果実の女王にふさわしい

北海道
メロン 2,700円

美味しいメロンが
1個で!！

（税込2,916円）

本体価格

3,500円
美味しいメロンが
なんと2個で!！

（税込3,780円）

本体価格

円

北海道アイスクリームが
16個入ってなんと！！

（税込4,266円）

本体価格

北海道十勝
アイスクリーム

4種類のフレーバーが楽しめる

厳選
お買得！

選りすぐりの品が

3,980円
（税込4,298円）

本体価格

十勝なめらかぷりんが
15個入ってなんと！！

十勝産生乳と北海道産生クリームを
ふんだんに使用！

北海道十勝
なめらかぷりん

牛肉と豚肉の合挽きで作った
ジューシーなハンバーグに職人
が丹精こめて作り上げたデミグ
ラスソースで仕上げました。

本場鹿児島のさつま揚げのお
徳用セット。ジップ式なのでお
好きな量だけレンジであつあ
つのさつま揚げが召し上がれ
ます。

米を配合した飼料で育てた米
どりを使用。お米を配合するこ
とで、柔らかく、旨味・甘味のあ
る米どりをうす衣に仕上げた
ジューシーなももからあげにし
ました。

大阪千日前にて1973年創業
のお好み焼の名店「千房」の味
をご家庭で。特製のだしと山芋
粉をブレンドした特製ミックス
粉を使用したお好み焼。

簡
単
時
短
ギ
フ
ト

温
め
る
だ
け
で
す
ぐ
に
美
味
し
い

「千房」イカブタミックスお好み焼
商品番号
556

型番
DK 本体価格4,600円（税込4,968円）＊

イカブタミックス220g・お好み焼ソース25g・ホワイトソース（マヨネーズ風味）
10g・かつお節1g・あおさ0.2g×各10
bB cC

「大阪王将」のチャーハンを
バラエティセットにしました。

「大阪王将」
チャーハンバラエティセット
商品番号
554

型番
S29-2

本体価格3,700円
（税込3,996円）＊

ガーリックチャーハン・炒めチャーハン各230g×各2、エ
ビ塩炒飯220g・蟹あんかけチャーハン280g×各2
bB cC

赤鶏はお肉に弾力があり、
味わい深い鶏肉です。サクサクふんわりで
ジャンボサイズのカツです。

三河赤鶏 柔らかチキンカツ
商品番号
553

型番
S8-4

本体価格4,500円
（税込4,860円）＊

チキンカツ150g・かつ味噌40g×各6
bB eE  【賞味期限：出荷後30日】

プリマハム 米どり ももからあげ
商品番号
558

型番
CH-TL 本体価格2,980円（税込3,218円）＊

1000g×2
bB cC

本場鹿児島さつま揚げ ４種詰合せ
商品番号
557

型番
S29-1 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

棒天15本、野菜丸12枚、つけあげ天・ごぼう天各7枚
bB eE

デミグラスハンバーグ
商品番号
555

型番
R8-18 本体価格3,980円（税込4,298円）＊

110g×15
bB eE

湯せん

十勝産の生乳を使用し、濃厚な味わいに仕上げました。

北海道十勝アイスクリーム
商品番号
989

型番
Q19-4 本体価格3,950円（税込4,266円）＊

バニラ・いちご・クリームチーズ・チョコレート各80ml×各4
bB cC

北海道メロン
商品番号
986

型番
Q10-7 本体価格2,700円（税込2,916円）＊

赤肉（約1.3kg）
cC

cIaH承り期間：7/30まで
お届け期間：7/1 頃～8/10 前後

芳醇な甘い香りとみずみずしさが特長です。

北海道メロン
商品番号
987

型番
S10-1 本体価格3,500円（税込3,780円）＊

赤肉2個（1個約1.3kg）
cC

cIaH承り期間：7/30まで
お届け期間：7/1 頃～8/10 前後

北海道十勝なめらかぷりん
商品番号
988

型番
OTP-15 本体価格3,980円（税込4,298円）＊

80ml×15
bB eE  【賞味期限：出荷後30日】

なめらかでコクのあるぷりんは、お子様から大人までみんなで楽しめます。
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発売元希望
小売価格より

43%%
OFF!!

最大本当にいいものを

お得な
価格で!

島原手延素麺ギフト
商品番号145 型番DKM-60

3,600円
本体
価格

（税込3,888円）＊
40%
OFF

★本体価格6,000円
（税込6,480円）

手延素麺2400g
eEfFgG

ハートフルバラエティギフト
商品番号976 型番VV-50AL

3,500円
本体
価格

（税込3,780円）＊
30%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,400円）

デルモンテ(アップル&ピーチ×2・5種のベリーミックス）各920g、UCCボトル
コーヒー(無糖･低糖)各900ml、UCC霧の紅茶(無糖･低糖)各900ml、杉本屋
国産果汁ゼリー(りんご×2･ぶどう×4･ラフランス×2)各58g、杉本屋赤肉メロ
ンゼリー58g×4
eEfFgG

真正麺 揖保乃糸手延素麺・讃岐うどん詰合せ
商品番号974 型番MSM-60

3,600円
本体
価格

（税込3,888円）＊
40%
OFF

★本体価格6,000円
（税込6,480円）

揖保乃糸素麺(上級品)1200g、讃岐うどん1080g
eEfFgG

カルピス＆ＵＣＣ＆ゼリーバラエティギフト
商品番号975 型番KOU-45AL

2,970円
本体
価格

（税込3,207円）＊
34%
OFF

★本体価格4,500円
（税込4,860円）

カルピス470ml、UCCボトルコーヒー（無糖・低糖）各900ml、デルモンテ
100％ジュースマンゴーミックス500ml、杉本屋ミニカップスムージーゼリー
（グリーン・フルーツ×2）各22g×各3P、じゅれ（芒果・白桃）各110g×各2、フ
ルーツゼリー（ストロベリー・オレンジ）各75g×各2
eEfFgG

島原手延細うどん
商品番号973 型番YU-60N

3,420円
本体
価格

（税込3,693円）＊
43%
OFF

★本体価格6,000円
（税込6,480円）

3000ｇ
eEfFgG

クリーンバラエティギフト
商品番号984 型番SDD-50AL

3,500円
本体
価格

（税込3,850円）
30%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,500円）

アタック3X（本体880g・詰替690g）、香りつづくトップ抗菌plus(本体850g・
詰替720g×2）、食器用洗剤オレンジ250ml、ブライトストロング510ml、キッ
チンブリーチ、洗たく槽クリーナー×2
eEfFgG

シーフードバラエティギフト
商品番号981 型番DNH-65AK

3,900円
本体
価格

（税込4,212円）＊
40%
OFF

★本体価格6,500円
（税込7,020円）

マルハニチロ（鰹昆布・鯖そぼろ）各50g、磯じまんかにのり135g×2、秋鮭焼
ほぐし58g、鮭焼ほぐしししゃも卵入り58g、鯖ほぐし60g×2、しその実若布
55g×2、ごまきくらげ60g、ふき山椒50g
eEfFgG

ＵＣＣ＆ドトール＆ハマヤコーヒーバラエティギフト
商品番号983 型番RHU-60

3,600円
本体
価格

（税込3,888円）＊
40%
OFF

★本体価格6,000円
（税込6,480円）

ＵＣＣドリップコーヒー（まろやかなブレンド・コクのあるブレンド）各8g×各5P×
各2、マキシムハンディドリップ（スペシャルブレンド8g・エスプレッソロースト
7g）×各5P、ドトールドリップパック（まろやかブレンド・深煎りブレンド）各
6.5g×各5P、ユニカフェドリップコーヒー（スペシャルブレンド・マイルドブレン
ド）各7g×各5P、ハマヤドリップバッグ（ストロングブレンド・マイルドブレンド）
各8g×各5P
eEfFgG

キャノーラ油＆コーン油ギフト
商品番号980 型番COB-60AL

3,600円
本体
価格

（税込3,888円）＊
40%
OFF

★本体価格6,000円
（税込6,480円）

日清へルシーベジオイル350g×2、キャノーラ油350g×2、コーン胚芽油
350g×2、ヤマキかつおパック（2.5g×4袋）×2、小豆島産佃煮（しそのり・生
のり・紀州梅のり）各80g、磯じまん鯛みそ100g、鯖ほぐし40g×2
eEfFgG

磯じまん＆ヤマキバラエティギフト
商品番号982 型番 IWH-50AL

3,250円
本体
価格

（税込3,510円）＊
35%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,400円）

磯じまん（鯛みそ100g・生姜かつお90g・海苔佃煮90g）、小豆島産佃煮（しそ
のり・紀州梅のり・のり）各80g、ヤマキ（かつおパック（2.5g×4袋）×2・いりこ
だし（4g×14袋））、鮭ほぐし40g×2、白子のり茶漬（鮭3.8g・わさび3.3g）×
各3袋
eEfFgG

夢湯紀行 薬用入浴剤ギフト
商品番号985 型番MR-50E

3,000円
本体
価格

（税込3,300円）
40%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,500円）

登別・草津・箱根・有馬・道後・下呂各25g×各3包×各2、別府ボトル400g×2
eEfFgG

杉本屋 ゼリーアラカルト
商品番号978 型番DJA-50A

2,850円
本体
価格

（税込3,078円）＊
43%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,400円）

ベジタブルゼリー（野菜ゼリー×4・紫の野菜×4・黄の野菜×2）各58g、牛乳ぷ
りん58g×５、赤肉メロンゼリー58g×6、マンゴーゼリー57g×4
eEfFgG

杉本屋 夏の音
商品番号979 型番DNO-50B

3,300円
本体
価格

（税込3,564円）＊
34%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,400円）

水ようかん（煉×6・抹茶×6・小倉×3）各65g、葛ゼリー（梅×4・抹茶×4・ゆず×
2）各58g
eEfFgG

京都ラ・バンヴェント 
フルーツゼリー＆焼菓子詰合せ
商品番号977 型番LBD-35S

2,778円
本体
価格

（税込3,000円）＊
20%
OFF

★本体価格3,500円
（税込3,780円）

マンゴープリン75g×2、チョコクッキー×4、ミニョンバーグクッキー(バニラ・イ
チゴ・シナモン)×各6、ヴァッフェル(ストロベリー×2・ブルーベリー)、マンゴー
ゼリー75g×2、ゼリー(ピーチ・グレープ)各72g×各3
eEfFgG

ＵＣＣ＆デルモンテ飲料バラエティギフト
商品番号147 型番SUA-45AL

3,240円
本体
価格

（税込3,499円）＊
28%
OFF

★本体価格4,500円
（税込4,860円）

UCCボトルコーヒー（無糖・低糖）各900ml、UCC霧の紅茶（無糖・低糖）各
900ml、デルモンテ100%ジュース（マンゴーミックス・グレープ＆クランベ
リー）各500ml、青森県産りんご100%ジュース500ml、フルーツゼリー（オレ
ンジ×3・ストロベリー×2・パイナップル×2）各75g
eEfFgG

高
割
引

高
割
引

1918



全国送料込み※一部商品によりお届け
　できない地域もございます。

※掲載の写真はイメージ
　または盛りつけ例です。
※本体価格に＊マークがついている
　ものは、軽減税率対象商品です。

ウェルチギフト
商品番号
176

型番
W30N 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

ウェルチ100（コンコードグレープ×4・アップル×4・オレンジ×4・マンゴーブレ
ンド×4・パインアップルブレンド×4・ホワイトグレープ＆レモン×8）各160g
eEfFgG

カゴメ すこやかファミリーギフト
商品番号
875

型番
KSR-30L 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

100CAN（アップル・オレンジ・グレープ・パインアップル）各160g×各2、野菜
生活100（オリジナル・ベリーサラダ・マンゴーサラダ・アップルサラダ）各
160g×各4
eEfFgG

カゴメ 野菜生活１００
国産プレミアムギフト（紙容器）
商品番号
874

型番
YP-50R 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

（白桃ミックス×6・メロンミックス×6・さくらんぼミックス×3・ラフランスミックス
×3・巨峰ミックス×3・デコポンミックス×3）各125ml
eEfFgG

カゴメ 野菜生活１００
国産プレミアムギフト（紙容器）
商品番号
873

型番
YP-30R 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

（白桃ミックス×3・メロンミックス×3・さくらんぼミックス×3・ラフランスミックス
×3・巨峰ミックス×2・デコポンミックス×2）各125ml
eEfFgG

カゴメ 野菜飲料バラエティギフト（紙容器）
商品番号
876

型番
KYJ-30R 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

野菜生活100（オリジナル×6・ベリーサラダ×4・マンゴーサラダ×4・アップル
サラダ×4）各200ml、野菜一日これ一本200ml×6
eEfFgG

フルーツ１００％ジュースギフト
商品番号878 型番FJ-30FF

2,850円
本体
価格

（税込3,078円）＊
5 %
OFF

★本体価格3,000円
（税込3,240円）

フルシーズン100%ジュース（オレンジ・アップル）各190g×各12
eEfFgG

すこやかカルピスギフト
商品番号
172

型番
SC30 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

すこやかカルピス（白×12・白桃×3・バナナ×6・マンゴー×3・いちご×3）各
190ｇ
eEfFgG

三輪素麺 誉
商品番号887 型番 ﾄﾘｲ-30K

2,850円
本体
価格

（税込3,078円）＊
5 %
OFF

★本体価格3,000円
（税込3,240円）

1350g
eEfFgG

三輪素麺 誉
商品番号
888

型番
ﾄﾘｲ-40K 本体価格4,000円（税込4,320円）＊

1800g
eEfFgG

五大産地 麺詰合せ
商品番号
889

型番
MST-30B 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

手延素麺（三輪×4・揖保乃糸×3・島原×3）各50g、信州そば50g×4、讃岐饂
飩50g×4
eEfFgG

手延素麺 揖保乃糸 上級品
商品番号
881

型番
RTS-30A 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

1000g
eEfFgG

手延素麺 揖保乃糸 上級品
商品番号882 型番RTS-50A

4,500円
本体
価格

（税込4,860円）＊
10%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,400円）

1800g
eEfFgG

手延素麺 揖保乃糸 特級品
商品番号
884

型番
BTW-30A 本体価格3,200円（税込3,456円）＊

900g
eEfFgG

手延素麺 揖保乃糸 特級品
商品番号885 型番BTW-50A

4,750円
本体
価格

（税込5,130円）＊
5 %
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,400円）

1550g
eEfFgG

稲庭手延うどん・信州戸隠そば詰合せ
商品番号
892

型番
ﾄﾜ-30R 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

稲庭手延うどん160g×4、信州戸隠そば180g×3
eEfFgG

揖保乃糸 特級色麺
商品番号
883

型番
MS-30 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

白麺500g、色麺（しそ赤・しそ青・黄）各100g
eEfFgG

延寿庵 稲庭うどんと稲庭そうめん詰合せ
商品番号
891

型番
ISU-30N 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

稲庭手延うどん160g×4、稲庭手延そうめん150g×2
eEfFgG

稲庭饂飩比内地鶏つゆセット
商品番号
890

型番
AH-30N 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

稲庭饂飩150g×4、比内地鶏つゆ（35g×3袋）×2
eEfFgG

島原手延素麺（化粧箱）
商品番号886 型番TDK-30

2,550円
本体
価格

（税込2,754円）＊
15%
OFF

★本体価格3,000円
（税込3,240円）

1100g
eEfFgG

カゴメ 野菜飲料バラエティギフト（紙容器）
商品番号
877

型番
KYJ-50R 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

野菜生活100（オリジナル×10・ベリーサラダ×10・マンゴーサラダ×5・アップ
ルサラダ×5）各200ml、野菜一日これ一本200ml×10
eEfFgG

デルモンテ 世界の果樹園から
プレミアム飲料ギフト
商品番号
880

型番
WFF-30

本体価格3,300円
（税込3,564円）＊

（ベリー＆ベリーミックス×3・アルフォンソマンゴーミック
ス×3・パイナップル×5・ラフランスミックス×3・ブラッドオ
レンジミックス×2）各160g
eEfFgG

デルモンテ 
野菜・果実混合飲料ギフト
商品番号
879

型番
FVJ-30

本体価格3,200円
（税込3,456円）＊

100%ジュース（オレンジ×4・アップル×4・パイナップル
×4・ホワイトグレープ×2）各160g、１本に野菜１日分・野
菜果実各160g×各7
eEfFgG

カルピス 健康乳酸菌ギフト
商品番号
174

型番
KNG3 本体価格3,500円（税込3,780円）＊

守る働く乳酸菌（L-92）190g×21
eEfFgG

飲
料

乾
麺
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全国送料込み※一部商品によりお届け
　できない地域もございます。

※掲載の写真はイメージ
　または盛りつけ例です。
※本体価格に＊マークがついている
　ものは、軽減税率対象商品です。

ドトール アイスコーヒー＆ゼリー詰合せ
商品番号
902

型番
DRJ-30 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

アイスコーヒー（無糖）1000ml×2、ゼリー（コーヒー・マンゴー）各70g×各4
eEfFgG

セゾン デュ フリュイ 
国産果実のひとくちゼリー
商品番号
900

型番
SAK-30 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

宮崎産マンゴー・和歌山産白桃・青森産ふじりんご・愛媛産温州みかん×各9、
山形産ラフランス・福岡産あまおう・北海道産メロン×各8
eEfFgG

北海道メロンと国産白桃のゼリー
商品番号901 型番HKJ-30

2,700円
本体
価格

（税込2,916円）＊
10%
OFF

★本体価格3,000円
（税込3,240円）

北海道メロン・国産白桃各68g×各9
eEfFgG

トーラク 和洋涼選
商品番号
896

型番
WSM-30 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

カスタードプリン（カラメルソース3g付）61g×3、シチリアレモンのレアチーズ
ケーキ62g×2、ゼリー（白桃61g・オレンジ61g・グレープ62g）×各2、水よう
かん（こし・抹茶・小倉）各75g、冷やしぜんざい100g×2
eEfFgG

トーラク ハピネスサマーギフト
商品番号
897

型番
HS-30 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

プリン（カスタード61g×4・ベルギーチョコレート61g×2・宇治抹茶60g×2）、
シチリアレモンのレアチーズケーキ61g×2、シャーベット（グレープ62g・マン
ゴー61g）×各2、ゼリー（白桃・メロン・オレンジ）各61g×各2
eEfFgG

セゾン デュ フリュイ
凍らせて国産果実シャーベット
商品番号
899

型番
SS-30S 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

北海道産メロン・山梨産白桃・福岡産あまおう・宮崎産日向夏各74g×各3
eEfFgG

梅屋 うめドリンク
商品番号
903

型番
R36-6 本体価格3,500円（税込3,780円）＊

195ｇ×12
eEfFgG

洋風まんじゅうと米菓のセット
商品番号
045

型番
FWB-YN 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

パイ畑（小豆・パンプキン）×各3、洋風まんじゅう（和栗・なると金時）×各3、ビ
スキュイアンジュ×5、あられ（3種のチーズ・めんたいチーズ・カマンベール
チーズ）各21g
eEfFgG

杉本屋 サマーゼリーアソート
商品番号898 型番DSJ-50B

3,700円
本体
価格

（税込3,996円）＊
26%
OFF

★本体価格5,000円
（税込5,400円）

フルーツゼリー（りんご・ぶどう・ラフランス）各58g×各4、みかんゼリー
57g×4、赤肉メロンゼリー58g×4、水ようかん（煉・抹茶）各65g×各2
eEfFgG

Ａｚｕｍｉ プライムスイーツ
商品番号
893

型番
TA-30 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

カスタードプリン（ソース付）63g×3、シャーベット用ゼリー（瀬戸内産レモン・
グレープ・北海道産メロン）各62g×各2、ゼリー（山形県産ラフランス・レッドグ
レープフルーツ・キウイ）各62g×各2、ゼリー（白桃・マンゴー）各100g×各2
eEfFgG

Ａｚｕｍｉ よくばりデザート
商品番号
894

型番
YW-30 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

シャーベット用ゼリー（瀬戸内産レモン・グレープ・北海道産メロン）各62g×各
2、ゼリー（青森県産りんご・和歌山県産紀州南高梅）各62g×各2、宇治抹茶プ
リン60g×3、冷やしぜんざい・白桃のゼリー寄せ各100g×各2、沖縄県産黒
糖葛餅57g×2
eEfFgG

Ａｚｕｍｉ 
果樹園の思い出 国産シャーベット用ゼリー
商品番号
895

型番
KS-30 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

（瀬戸内産レモン×3・山形県産ラフランス×3・青森県産ふじりんご×3・和歌山
県産紀州南高梅×3・北海道メロン×4）各62g
eEfFgG

ＡＧＦ ちょっと贅沢な珈琲店 
スティックプレミアムブラックギフト
商品番号
189

型番
ZST-30N 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

スティックプレミアムブラック（エチオピア・タンザニア）各2g×各14、スティッ
クブラック（ブラジルブレンド・モカブレンド）各2g×各14
eEfFgG

ＡＧＦ ブレンディカフェラトリー 
スティックプレミアムギフト
商品番号
188

型番
CPS-30N 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

スティックプレミアム（贅沢カフェモカ20g×4・贅沢ロイヤルミルクティー
19g×4・贅沢カプチーノ20g×4・贅沢抹茶ラテ20.5g×4・贅沢キャラメルマキ
アート20g×4・贅沢カフェラテ20g×6・贅沢カフェラテ甘さひかえめ19g×4）
eEfFgG

ＡＧＦ 
ちょっと贅沢な珈琲店 アイスプレミアムギフト
商品番号
919

型番
LB-50 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

グアテマラ最上級グレード豆SHBブレンド無糖500ml×3、ブラジル最上級グ
レード豆＃2 100％無糖500ml×2
eEfFgG

キーコーヒー 
リキッドコーヒー＆ドリンクギフト
商品番号
917

型番
LCJ-30M 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

アイスコーヒー（無糖・微糖）各1000ml×各2、マスカットオブアレキサンドリア
ジュース・マンゴー＆パイナップルドリンク各1000ml
eEfFgG

キーコーヒー 天然水プリズマ飲料ギフト
商品番号
918

型番
TPA-30N 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

リキッドコーヒー（微糖・無糖）各250ml×各6、リキッドティー甘さひかえめ
250ml×6
eEfFgG

ネスカフェ ゴールドブレンド 
プレミアムスティック
商品番号
921

型番
N30-GKS 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

ゴールドブレンドスティックコーヒー（大人のご褒美カフェラテ13.4g×9・大人
のご褒美カプチーノ12.6g×9・香り華やぐ7.9g×6・カフェインレス7.9g×6・コ
ク深め7.9g×9）、ゴールドブレンドスティックコーヒー7.9g×9
eEfFgG

ＡＧＦ ファミリー飲料ギフト
商品番号
913

型番
LR-30 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

ちょっと贅沢な珈琲店（芳醇クリア無糖×2・華やかマイルド無糖）各900ml、紅
茶物語アールグレイ無糖900ml×2、「Welch's」グレープ100 800g×2
eEfFgG

ＡＧＦ ファミリー飲料ギフト
商品番号
914

型番
LR-50 本体価格5,000円（税込5,400円）＊

ちょっと贅沢な珈琲店（芳醇クリア無糖・華やかマイルド無糖）各900ml×各3、
紅茶物語アールグレイ無糖900ml×4、「Welch's」グレープ100 800g×2
eEfFgG

ネスカフェ 
ゴールドブレンドホット＆アイスギフト
商品番号
915

型番
N30-LM 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

ゴールドブレンドコク深め（無糖・甘さひかえめ）各900ml×各2、ゴールドブレ
ンド・ゴールドブレンドコク深め各65g
eEfFgG

ＡＧＦ アイスコーヒーバラエティギフト
商品番号
177

型番
LAP-30 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

ブレンディボトルコーヒー（スペシャルブレンド無糖×3・ブラジルブレンド無糖
×2）各900ml、紅茶物語アールグレイ無糖900ml×2
eEfFgG

ドトール リキッドコーヒー詰合せ
商品番号
916

型番
DR-30 本体価格3,000円（税込3,240円）＊

アイスコーヒー（無糖）1000ml×3、炭焼アイスコーヒー（無糖）1000ml×2
eEfFgG

ＡＧＦ 
ブレンディスティックカフェオレコレクション
商品番号
920

型番
BST-30R 本体価格3,300円（税込3,564円）＊

スティックカフェオレ（深煎珈琲仕立て14g×12・深煎珈琲仕立て甘さひかえ
め12g×10・深煎珈琲仕立てミルクたっぷり14g×10）、スティック（紅茶オレ
11g×5・抹茶オレ12g×5・ココアオレ11g×6）
eEfFgG

菓
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〈個人情報のお取扱いについて〉本書および専用申込書に記載された情報につきましては、当社の事業目的である流通サービス業における商品・サービスに関する情報
のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させていただきます。なお、予め同意をいただかない限り、お客様の個人情報を上記目的以外
には利用いたしません。（注）アフターサービスにおいては、サービス会社に委託する場合には個人情報を提示することになりますので、ご了承願います。

ご注文は「21夏GIFT」専用申込書
にてお申し込みください。

■本体価格は、「本体価格（送料込）」と「税込」表示です。 ■★本体価格は「発売元希望小売価格」と「税込」表示です。
■税込価格は、参考税込価格です。合計金額と異なる場合がございます。 ■本体価格に＊マークがついているものは、軽減税率対象商品です。
■賞味（消費）期限は、製造後または出荷後の日数を記載しております。なお、表記されていない商品（一部生鮮食品を除く）の賞味期限は、31日以上です。

■ご依頼主様またはお届け先様のご氏名に旧字等が使用されていた場合、一部、印刷可能文字での登録をさせていただく場合がありますので、ご容赦ください。
　例）「𠮷」→「吉」 「真」→「眞」 「㐂」→「喜」
■配送事情、出荷元事情等により、商品のお届けに日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

お申し込みについて

※商品は多数ご用意しておりますが、万が一品切れの際はご了承ください。※撮影小物、食器等は商品に含まれません。商品の内容は明細をご覧ください。※商品写真は、現物
と多少異なる場合があります。お届けする商品には飾り付け、小物等は含まれておりません。※商品のパッケージ及びラベルデザインが一部変更になる場合がございます。

■期間限定商品以外の商品は、お申し込み受付より1週間前後で発送致します。
　※ご記入漏れや誤記、又は出荷元によりましては、発送に日数がかかる場合がございますのでご了承下さい。
■商品のお届けは、別途表示のあるもの以外は、2021年6月15日（火）～8月10日（火）前後となります。
■お届け希望日のご指定は、お申し込み受付より10日以降から承ります。※お届けの最終希望日は、8月10日（火）までとさせていただきます。
　※「フルーツ」等、　　　　　    の表示があるものにつきましては、お届け希望日のご指定は出来ませんのでご了承下さい。
■農産物・海産物など生鮮品は、気象状況により、承り終了日を早めたり、お届け希望日を遅らせていただく場合がございます。
また、産地や品種の変更をさせていただく場合もございますので、ご了承下さい。
■お届け先様が同じでも2つ以上の商品をご注文の場合は、お届け希望日やお届けのタイミングが異なる場合がございます。
■のしのサイズや形式は出荷元により異なりますので、選択出来ません。　■「あいさつ状」や「手紙」は、ギフト商品と同送することは出来ませんのでご了承下さい。
■お申し込み後の変更・キャンセルにつきましてはお受け致しかねますので、あらかじめご了承下さい。

I

ご自分で持っていくことが出来るよう、簡易包装
の上から茶紙で二重包装か、又は簡易包装した
商品をダンボールに入れてお届け致します。

ダンボールまたは
発泡スチロール、袋などでのお届けとなります。

簡易な包装で
お届けいたします。

包装紙のデザインや包装形態は、
出荷元により異なります。

□お届け時の荷姿

冷蔵にてお届けいたします。
一部地域でお届けできない場合があります。

冷凍にてお届けいたします。
一部地域でお届けできない場合があります。

商品を承り・お届けすることのできる期間です。

産地直送ギフトの為、
包装は省かせていただきます。

左記のマークが表記されていない商品は下記の地域にはお届けできません。
■お届けできない地域について　●北海道／道内離島（利尻郡・礼文郡）●東京都／伊豆諸島（利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村）・小笠原諸島（小笠原村）
●長崎県／対馬市・南松浦郡・五島市・北松浦郡（小値賀町）●鹿児島県／大島郡・鹿児島郡・熊毛郡・奄美市・西之表市●沖縄県／本島を除く地域
※福島県の一部地域へのお届けはできません。ご了承ください。
※万が一カタログ有効期間中に市町村合併の対象となった場合は上記を旧呼称として参照いただき、配送の可・不可について変更の可能性がありますのでその都度お問い合わせください。
※上記以外にもお届けできない地域がある場合もございます。ご了承ください。

A B

F

G

H承り期間:00/00まで
お届け期間:00/00頃～00/00前後例 I

1 御中元

2 無地のし

3 のし無し

4 仏のし

5 お祝い

6 その他

□のしの種類

※基本は短冊のしです。
※のしの種類により
   異なる場合がございます。

例

C E

(株)Aコープ西日本 ●ご予約は下記店舗サービスカウンターにてお申込みください

インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ）

※お申し込みの際、
　以下選択できます。

例例 例

2021年

※一部商品は異なります。

お申し込み締切日

8
2 月

環境に配慮し、包装の簡略を推進しています。エコ包装推進しています。




