SOUTH EAST

ASIA
東南アジア

シンガポール / フィリピン / インド / タイ / ベトナム / インドネシア , etc.

お申し込み・お問い合わせ

株式
会社
〒101-0047

サクセス・ワールド

東京都千代田区内神田 2-6-6 第二柴田ビル

営業時間 平日／ 9：00～18：00 土曜日／ 10：00～14：00
日曜・祝日・年末年始はお休みさせていただきます

0120-37-3974

03-5296-2105

http://www.success-w.co.jp

旅先でも、帰国後も
ご利用ください。

保存版

■カタログ有効期限／2019.4→2020.5

2019.4 ① .5000

株式会社 サクセス・ワールド

0120-37-3974

※本カタログの表示価格は 8％の消費税にて表示しております。消費税が変更された場合は、税込価格は変更になります。

カタログコード

9584

おみやげ
ら
宅 配 便な

出発前にご注文、
ご希望日に自宅で受け取り
！
ご旅行に行かない国・地域のおみやげもご注文可能です！

64万人のご利用実績

年間約

※

「旅行を楽しめた」
「利用してよかった」
お客様からたくさんの声を

Q.「 おみやげ宅配便」
を
利用して旅行を
楽しめましたか？
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出発前にカタログでゆっくりおみや
げ選び。電話、FAX 、郵送どれで
もOKです。
※ご出発直前のご注文は大変混み合います
ので、
お急ぎの場合は、電話、FAXを
ご利用ください。

らくらく

旅は身軽に
快適に。

おみやげ宅配便のいいところ
い

いところ

い

いところ

いところ

い

いところ

い

機内持ち込みが厳しく制限

アジアングルメなどの生鮮食品

日本への持ち込みが困難な

「手荷物が重くて、超過料金

されている液 体 物も「 おみ

や冷凍・冷蔵食品も、
「おみやげ

トロピカルフルーツなどの果

を取られそう…」そんな不安

切にお届けします。

やげ宅配便」におまかせ！

宅配便」
なら大丈夫です。

物類も、
「 おみやげ宅配便」

ご希望の住所、
日時にお届けいたし
どこへ
ます。お届け先1カ所につき、
でも梱包送料￥900（税込￥972 ）
の均一料金です。
※お支払いは商品到着後のお振り込みで！
※詳しくは巻末のお申込みガイドをご覧ください。

生鮮食
品
大丈夫 も

液体物
心おき も
なく

エコノミークラスでは、一般的に機内
預け入れ手荷物が23kgを超えると
超過料金が発生します。※詳しくは
各航空会社へお問い合せください。

おみやげ宅配便の
30cm

ご希望の方全員におみやげ袋を無料で差

おしゃれなワインバッグ！
手さげ袋で持ち運びもらくらく
！

（ミニ）
27
cm

※別送品
（
マークの
商品）
には、
あらかじめ付いています。

ワインバッグ 6袋セット

ご帰 国に合わせて指 定の住 所 、日
時にお届けいたします。帰国後の追
加購入もお気軽に。

商品の品質には万全を期しておりま
すが、配送中の破損などトラブルが
発 生した場 合は電 話 一 本で返 品・
交換をお受けいたします。また無料
で商品を引き取りにも伺います。

電話で何でも相談。

0120-37-3974
スマートフォン・ケータイ・IP 電話から

TEL. 03-5296-2100

18cm

大切な方へのおみやげに
世界的なポップアーティスト、
ピーター・マドックス氏デザインの
ギフトパックはいかがですか？

No.9584-9870

¥600

（税込 ¥648）

●約40×24cm
（持ち手高さ約15cm）
●不織布
（ポリエステル）
●ビニール袋入り ●中国製

ビバラ ギフトパック（大）
12枚セット

ビバラ ギフトパック（小）
12枚セット

No.9584-9810

No.9584-9830

¥500

（税込 ¥540）

※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。
※お申込みはお申込書の記入欄に希望数量をご記入ください。
※ギフトパックに簡易箱は含まれません。

¥300

（税込 ¥324）

●約48
（持ち手下より42）
×35cm マチあり
●ポリエチレン●ビニール袋入り ●中国製

●約37
（持ち手下より31）
×28cm マチあり
●ポリエチレン ●ビニール袋入り ●中国製

※通話料金はお客様ご負担となります。

平 日／ 9：00～18：00
土曜日／ 10：00～14：00

※日曜・祝日・年末年始はお休みさせていただきます。

カタログに登場するアイコンについて

1

売り上げ

No.

2018年4月～12月の
当カタログの
売上実績です。

おすすめ

No.1

す
りや さ

で

ご不明な点、
ご不安な点はお気軽に
お問い合わせください。

お客様相談窓口

36
cm

22.5
cm

45
cm

配

安心のアフターサービス。

いいところ

もっと

し上げます。ご希望の方は、お申込書の記
話でスタッフにお申しつけください。

ご希望日にお届け。

超過料
金
心配無 の
用

果物類
も
大丈夫

ワレモ
ノ
心 配な も
し

入欄に必要セット数をご記入になるかお電

初めてご利用の方でも、
安心・充実のサービス。

や心配はもう無用です！

ならOK！

あんしん

お受け取りは
ご自宅で。

いところ

の雑貨なども、
ご自宅まで大

減！ 移動もらくらくでゆったり旅を楽
しんでください。

い

ビン詰めのおみやげや陶製

おみやげ選びの時 間も荷 物も軽

※税関申告の必要もありません。

商品の到着を確認いただいてからコ
ンビニ、郵便局、銀行のいずれかで
お振込みください。

99

26
26

※おみやげ宅配サービス利用者対象
※レッドホースコーポレーション
（株）調べ

旅慣れた人ほど
使っている！

1～2回
1～2回

かんたん

出発前に
お申込み。

お支払いは到着後。

Q. 海外旅行は
何回目ですか？

その他
その他

3～5回
3～5回

いただきました !

※詳しくは巻末お申込みガイドを。

※ 2018 年当社実績

おすすめ

商品担当者が
おすすめする
商品です。

「おみやげ宅配便」
が
日本国内で限定発売する
商品です。

※「おみやげ宅配便（登録第 5476038 号）」はレッドホースコーポレーション
（株）
の登録商標です。

1

2

シンガポール

シンガポ ー ル

シンガポールのシンボル、マーライオンは守り神として崇められてきた伝説の動物。
マーライオンをかたどったチョコレートで味とともにその物語を楽しみ、幸運を願いましょう。

楽しみ方が満載のシンガポール。中でも人気
なのがナイトサファリツアー、
マーライオン観光
です。マーライオンやマリーナ・ベイ・サンズ関
連はおみやげでも大人気です。

タイ

SINGAPORE
伝説を知り、幸運を願う

おみやげワンポイント

購入者の声
パッケージの箱はシンガ
ポールの全てが描かれて
素敵。
チョコレートもとても
美味しくて職場で大変好
評でした。
（40代／女性）

マレーシア

シンガポール

1

カンボジア

売り上げ

No.

シンガポールのおみや
げ大定番、マーライオン
型 チョコレート。まろや
かなミルクチョコにアー
モンドのアクセントが効
き、食べごたえも十分。

No.

お得！

お得！

6箱で
¥600
お得！

人気のワケ ②

No.9584-0001

¥23,900（税込 ¥25,812）
¥12,700（税込 ¥13,716）
〈1箱あたり ¥1,150〉
¥6,900（税込 ¥7,452）
¥1,250（税込 ¥1,350）
〈1箱あたり ¥996〉

No.9584-0002

〈1箱あたり ¥1,059〉

No.9584-0003
No.9584-0004

リアルな
マーライオン型の
ミルクチョコレート。

●1箱180g
（16粒）●1箱サイズ約16×27×2.5cm ●マレーシア製《乳》 夏季クール

③マーライオン
マカデミアナッツ
クッキーミニ 6箱

②シンガポール
アーモンドチョコレート
6箱

¥3,040
お得！

シンガポール 人気バラエティ
No.9584-0005

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥23,020）
①シンガポール チリプラウンロール
125g
（1袋25g
〈 約12粒〉
×5袋）
×1箱／マレーシア製
②シンガポール アーモンドチョコレート
180g
（16粒）
×6箱／マレーシア製
③マーライオン マカデミアナッツクッキーミニ
92g
（1袋1枚入り×8袋）
×6箱／マレーシア製
④シンガポール ティラミスチョコレート
70g
（1袋1粒入り×15袋）
×6箱／マレーシア製
⑤シンガポール チーズ &ナッツ
75g×3箱／オーストラリア製
⑥シンガポール マンゴープリン
240g
（80g×3カップ）
×4箱／マレーシア製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生・えび》

⑥シンガポール
マンゴープリン 4箱

⑤シンガポール
チーズ&ナッツ 3箱

④シンガポール
ティラミスチョコレート 6箱

4

インドネシア／バリ インド／スリランカ

⁉

￥19,980

セットで

①シンガポール
チリプラウンロール
1箱

アーモンド
入り

フィリピン

人気商品を集めた
お得なバラエティセット
6種26点 約4.8kg

ミャンマー

24箱
12箱
6箱
1箱

たっぷりの乳 成 分に
アーモンドチップ入 り 。
見ても食べてもおいしい

3

12箱で
¥2,300

シンガポールの2大観光名所であるマー
ライオンとマリーナ・ベイ・サンズホテルの
ドラマチックなパッケージ。マーライオン
型のチョコもかわいくておすすめです。

シンガポール アーモンドチョコレート

シンガポールと 言 え ば、マーラ
イオン。上 半 身はライオン、下 半
身 は 魚の姿 を した 伝 説 上の動 物
で、シンガポールのシンボル的 存 在
で す 。そ んなマーラ イ オンのミニ
チュアみたいなチョコレートは、シ
ンガ ポ ール 旅 行 のお みや げ に 最
適。
かわいい形 だ けでな く 、アーモ
ンドチップ入 りで食べごた えが あ
るのも 人 気の理 由です 。マーライ
オンは 繁 栄 を も た ら す と さ れる
東 を 向いて 立っている そ う な の
で、幸 運 も 届 けてくれるかも

※写真はイメージです。

24箱で
¥6,100

人気のワケ ①

ベトナム

シンガポールのシンボル、
マーライオンをかたどった
１ チョコレート。

シンガポールのシンボル、
マーライオンがかわいく整列！

シンガポール

Singapore Sweets&Snacks

購入者の声
なめらかでおいしいと好評でし
た。主人も
「自宅用も確保しておけ
ばよかった！」
と言っていました。

（30代／女性）

シンガポール お菓子＆スナック

タイ

ナッツ入りクッキーは、
こだわりの味と形で焼き上げました！
購入者の声

マレーシア

一目でシンガポールだと分か
ります。
味も甘めでとってもお
いしい。
１枚でも満足感があり
ます。

（３０代／女性）

配りやすい
個別包装

カンボジア

トロピカル気分のトリュフチョコ。
甘さ控えめチョコの中身はパイナップルフレーバー！
ココアパウダーをまぶし上品に仕上げました。おいしさにこだわる方に。
マカデミアナッツのチップが入ったサクッとした口あたりが人気です。

お得！

シンガポール トリュフチョコレート
12箱で
¥1,900
お得！

12箱 No.9584-0006 〈1箱あたり
（税込 ¥12,852）
¥992〉 ¥11,900
箱あたり
6箱 No.9584-0007 〈1¥1,067
¥6,400
（税込 ¥6,912）
〉
6箱で
1箱 No.9584-0008
¥1,150（税込 ¥1,242） ¥500
お得！

●1箱184g（1袋1枚入り×16袋）●1箱サイズ約23.5×28×3cm ●マレーシア製
《卵・乳・小麦》

人気のワケ ①

人気のワケ ②

インスタ映えする都市として人気のシンガ
ポール。
海と高層ビル、
マーライオンの夜景
をデザインしたパッケージは、
まさにシンガ
ポールそのもの。

マカデミアナッツのチップ
が入ったクッキーの、
満足
感の高い味わいも人気。

12箱 No.9584-0014
6箱 No.9584-0015
1箱 No.9584-0016

〈1箱あたり ¥1,392〉
〈1箱あたり ¥1,467〉

ココアパウダー

6箱で
¥500

ミルク
チョコレート

お得！

¥16,700（税込 ¥18,036）
¥8,800（税込 ¥9,504）
¥1,550（税込 ¥1,674）

ベトナム

マーライオン マカデミアナッツクッキー

12箱で
¥1,900

パイナップル風味の
チョコレート

●1箱220g
（20粒）
●1箱サイズ約18.5×21.5×3cm ●マレーシア製
《乳》 夏季クール

ミャンマー

フリーズドライしたチーズと
マカデミアナッツを MIX。 12箱で
¥2,020
軽い食 感と程よい塩 加 減
お得！
で、ビールが進みます。

便利な
小袋入り

ナッツ

6箱で
¥520
お得！

シンガポール チーズ & ナッツ

12箱 No.9584-0009
6箱 No.9584-0010
1箱 No.9584-0011

〈1箱あたり¥1,082〉
〈1箱あたり ¥1,164〉

¥12,980（税込 ¥14,018）
¥6,980（税込 ¥7,538）
¥1,250（税込 ¥1,350）

●1箱75g ●1箱サイズ約15×9×4cm ●オーストラリア製《乳》

5

ピリッとくるスパイシー感とパリッとする食感が、とにかくおいしい揚げ春巻き。
えびのフワッとくる香りもたまりません。

まろやかなチョコ
と香ばしいクッキ
ーの組み合わせ。
カラフルで楽しい
デザインのパッケ
ージです。

シンガポール チリプラウンロール

シンガポール ミルクチョコクッキー

6箱で
¥300
お得！

6箱 No.9584-0012
1箱 No.9584-0013

〈1箱あたり ¥1,000〉

¥6,000（税込 ¥6,480）
¥1,050（税込 ¥1,134）

●1箱125g
（1袋25g〈 約12粒〉
×5袋）●1箱サイズ約16×27×2.5cm ●マレーシア製
《小麦 ･えび》※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

6箱 No.9584-0017
1箱 No.9584-0018

6箱で
¥560
〈1箱あたり ￥1,397〉

●1箱200g
（1袋2枚入り×8袋）●1箱サイズ約17.5×22×2.5cm
●フランス製《乳 ･ 小麦》 夏季クール

お得！

¥8,380（税込 ¥9,050）
¥1,490（税込 ¥1,609）

マンゴーの果汁を使
ったデザートプリン。
南 国のフルーツなら
ではのフルーティーな
風味です。

シンガポール マンゴープリン

6箱 No.9584-0019
1箱 No.9584-0020

〈1箱あたり
¥800〉

¥4,800（税込 ¥5,184） 6箱で
¥880（税込 ¥950） ¥480
お得！

●1箱240g
（80g×3カップ）●1箱サイズ約9×24×3cm ●マレーシア製《乳》

6

インドネシア／バリ インド／スリランカ

チーズ

フィリピン

カットマンゴ
ーと
ナタデココ
入り

旅の思い出をおすそわけ！
たくさん配れるプチサイズギフトを揃えました。

シンガポール

予 算 別 おみ やげ特集

みんなにあげたい！
購入者の声

未満

¥

1箱あたり
¥350
（税抜）

700
未満

タイ

500

（税抜 ）

¥

ほんのり香り漂う
大人好みのティラミス。

1箱・1本あたり

セット
販売商品

（税抜 ）

違う種類のチョコが少量ずつ入っているの
で、
４箱差し上げても喜ばれるだろうし、
１箱ず
つ渡すこともできて便利です。
（40代／女性）

1箱・1袋あたり

セット
販売商品

1箱あたり
¥617
（税抜）

〈1セット30袋入り〉

４つの味を、
少しずつ
たくさん楽しめる
！

1袋あたり
¥48

便利な
小袋入り

（税抜）

４種類のチョコレートが各３箱。
小ぶりながらいろいろ選んでも
らえ、
１箱ワンコインにもならない
なんてお得！

パリパリした食感がたまらない、手軽につまめるスナック。香ば
しいエビの風味が口の中に広がります。

¥4,200（税込 ¥4,536）

●1箱50g（4粒）●4種：ミルクチョコレート、ヘーゼルナッツチョコレート、アーモンドチョコレート、マカデミアナッ
ツチョコレート 各3箱 ●1箱サイズ約9.5×15×2.5cm ●マレーシア製《乳》 夏季クール

シンガポール ハッピーフライ 90袋セット
No.9584-0022

¥4,300（税込 ¥4,644）

●1袋12g ●1袋サイズ約12×9cm ●シンガポール製《小麦・えび》

セット
販売商品

1袋あたり
¥232
（税抜）

1袋あたり

セット
販売商品

¥420

仕事の合間にも気楽に食べていただける、
ひとくちサイズ。甘すぎないので男性にも好評。

マーライオン
マカデミアナッツクッキー ミニ 6箱セット

No.9584-0029

No.9584-0030

サクサク感があとを引くチョコスナック。

ローズ

ぷりぷりマンゴーグミ 12袋セット

¥2,780（税込 ¥3,002）

●1袋33g
（5粒）●1袋サイズ約11×6.5×4.5cm
●セット箱サイズ約16.5×21×11cm ●マレーシア製
※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

未満

（税込 ¥3,110）

●1袋約60g ●1袋サイズ約17.5×13.5cm ●タイ製

香ばしいカシューナッツを
シンプルな塩味で。

6種類の香りが楽しめ
る保湿成分シアバタ
ー配合のすべすべハ
ンドクリーム。

¥4,200（税込 ¥4,536）

●1袋25g ●1袋サイズ約15×13cm ●セット箱サイズ約15×
13×14cm ●ニュージーランド製 ※輸入時期によりパッケージ
デザインが変更になる場合があります。

オリジナル

ハンドクリーム 6本セット

シンガポール チョコレートパフ 6箱セット
No.9584-0031

¥3,780（税込 ¥4,082）

●1箱50g
（約23粒）●1箱サイズ約8×13×9.5cm ●マレーシア製《乳》
※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

No.9584-0032

¥3,780（税込 ¥4,082）

●1本10g ●6種：ローズ、ラベンダー、カモミール、白檀、ザクロ、オリジナル 各1本
●1本サイズ約直径1.5×8.5cm ●化粧箱サイズ約12×20×2.5cm
●化粧箱入り
（個別包装なし）●中国製

特別な方には特別なおみやげを

パッケージもチョコの形も
ユニークでいいね！

現地でも愛される3種のおいしさ。

トートでかわいさ盛りだくさん。
① YAKUN
カヤバタークッキー

クリスプ入りのチッ
プス型 チョコ。印
象的なマーライオン
デザインで。

1缶あたり
¥894
（税抜）

カシューナッツのおいしさを引き立てるシンプルな塩味。
シンガポールの夜景を描いたラベルが印象的です。

シンガポール カシューナッツ 3缶セット

¥2,680（税込 ¥2,894）

●1缶90g ●1缶サイズ約直径6.5×高さ7cm
●簡易セット箱入り
（個別包装なし）●インドネシア製《小麦》

シンガポール
ミニチョコチップス

ミルク
チョコレート
ライスクリスプ

6個 No.9584-0027 〈1個あたり ¥882〉¥5,290（税込 ¥5,713）
1個 No.9584-0028
¥930（税込 ¥1,004）
●1個80g
（24枚）●1個サイズ約直径7×高さ16cm ●ベルギー製《乳》
夏季クール

チョコロール

②ドライ
マンゴー

ハッピーフライ

さっくり食 感とバターの 香り豊 かな
「YAKUNカヤバタークッキー」、チョコ
レートとクッキーがおいしいハーモニーを
奏でる「チョコロール」、えびの風味がた
まらない「ハッピーフライ」。人気の3品を
かわいい巾着に詰めました。

③シュリンプ
ロールミニ

シンガポールの人気おみやげをおしゃれ
なミニトートに IN。食べ終わった後も小
物入れに使え、喜ばれること請け合い。

シンガポール 人気お配り 6袋セット
No.9584-0033

シンガポール トートバッグ入りギフトセット

¥3,780（税込 ¥4,082）

●1袋3種入り：YAKUNカヤバタークッキー1袋、チョコロール2袋、ハッピーフライ1袋 ●6袋簡
易セット箱入り ● YAKUNカヤバタークッキー、ハッピーフライ：シンガポール製、チョコロール：マ
レーシア製《卵・乳・小麦・えび》
夏季クール ※輸入時期により巾着の色が変更になる場合があります。

No.9584-0034

¥2,650（税込 ¥2,862）

●① YAKUN カヤバタークッキー1箱（90g）②ドライマンゴー1袋（60g）③シンガポール シュリ
ンプロールミニ1箱（30g）
、1箱サイズ約10×12×2cm ●ミニトート付き（サイズ約15.5×23×マ
チ11cm〈持ち手高さ約7.5cm〉
）
、中国製 ●ミニトート：ポリエステル、綿 ●①シンガポール製
②タイ製 ③マレーシア製《卵・乳・小麦・えび》
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YAKUN
カヤバタークッキー

お得！

セット
販売商品

7

（税抜）

チョコがしっとり染み込んだ、サ
クッと軽いスナックです。バティッ
ク柄を配したおしゃれなパッケー
ジもポイント。

6個で
¥290

No.9584-0026

¥630

（税抜）

10袋入り〉

No.9584-0025

1本あたり

¥630

ジャックリンクス
ビーフジャーキー 10袋セット

¥2,880

セット
販売商品

ザクロ

フィリピン

¥1,000

（税抜）

1個・1缶あたり

No.9584-0024

白檀

1箱あたり

安心・安全なニュージーラン
ド産牛肉を100％使用。子ど
もから大人まで食べやすい、
シンガポールでもおなじみの
ジャックリンクス。
〈1セット

ドライマンゴー 6袋セット

カモミール

ミャンマー

ほどよい弾力と、噛むほどにマンゴーの風味が広
がる、人気のグミ。ひと粒ずつ食べやすく、配りや
すい個別包装も人気の理由です。

ラベンダー

セット
販売商品

（税抜）

フルーツのおいしさと栄
養をギュッと凝縮したド
ライフルーツは、美と健
康に◎。太陽の恵みを
たっぷりと浴びたマンゴ
ーの甘酸っぱい味わい
が楽しめます。

¥4,100（税込 ¥4,428）

●１箱92g
（1袋1枚入り×8袋）●１箱サイズ約15×24×3cm ●マレーシア製
《卵・乳・小麦》

¥480

マンゴー果汁を凝縮
〈1セット
したような濃厚な味と香り。 12袋入り〉

（税抜）

●1箱70g
（1袋1粒入り×15袋）●1箱サイズ約12.5×15×2.5cm ●マレーシア製《乳・落花生》
夏季クール ※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

（税抜）

1袋あたり

¥684

香ばしいマカデミアナッツはクッキーとも相性抜群！
マーライオン型はどなたにも喜ばれます。

シンガポール ティラミスチョコレート
6箱セット

¥3,700（税込 ¥3,996）

1箱あたり

ベトナム

セット
販売商品

配りやすい
個別包装

配りやすい
個別包装

マーライオンのカタチに焼き上げた
マカデミアナッツ入りクッキーです。

セット
販売商品

カンボジア

No.9584-0021

配りやすい
個別包装

小袋入りで配りやすいえびのスナック。

マーライオン ミニチョコレート 4種12箱セット

No.9584-0023

マレーシア

セット
販売商品

シンガポール リカー＆スナック

配りやすい
個別包装

購入者の声

②

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

夕焼けと朝焼けをバックに美しい姿を見せ
るマリーナ・ベイ・サンズがラベルのギフト
ワイン。柑橘系の爽やかな香りとすっきりと
した飲み口の白。コクのある豊かな味わい
の赤。楽しいシンガポールの旅の思い出を
添えてお楽しみください。

おいしい定番を
少しずつ。

ヤクンのお店に行った人が、おみやげに必ず
買うのがこれ。サクサクほろほろした食感とカ
ヤバターの風味が人気です。

ヤ

ク ン

No.9584-0037

¥6,980（税込 ¥7,538）

●1箱175g
（20粒）●1箱サイズ約15.5×21×3.5cm ●シンガポール製《卵・小麦》

【ラッフルズホテル】

※ケーキはカットされていません。

No.9584-0039

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1瓶約200g ●1瓶サイズ約直径6.5×高さ8cm
●エアパッキン包装 ●シンガポール製《卵》

No.9584-7040

¥6,900（税込 ¥7,452）

●リキュール ●50㎖×6本 ●ボトル高さ約10.5cm
●17.5度〈6本箱入り〉
［オーストラリア／ピュア ビバレッジ グ
〈6本箱入り〉
ループ］※日本語レシピ付き

¥167
（税抜）

甘みのあるピリ辛ソースはインスタントといえどあなどれな
いおいしさ。野菜の旨みと香辛料が絶妙な本場の味わ
いをどうぞ。

ラクサヌードル 12袋セット

シンガポール風 やきそば 12袋セット

¥2,340（税込 ¥2,527）

●1袋90g ●1袋サイズ約17×12.5cm ●インスタント ●調味料付 ●シンガポール製
《乳・小麦・えび・かに》※日本語調理説明書付き
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

No.9584-0047

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1袋85g ●1袋サイズ約14×10cm ●インスタント ●シンガポール製
《小麦》※日本語調理説明書付き
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

お酒好きな方が
思わず笑顔になる
セットです。

飲みきり
サイズ！
配り物にも
good!

ラッフルズホテル
シンガポールスリング 6本セット

ラッフルズホテル
カヤジャム

1袋あたり

※調理例

ラッフルズホテルが生んだ
南国情緒あふれる有名カク
テル。軽やかな味が女性に
人気です。

1887年の開 業 以 来、作 家の
サマセット・モーム、喜劇王チャ
ップリンなど、多くの著名人に愛
されました。誰もが一度は訪れ
たいと願う憧れのホテルです。

セット
販売商品

ラクサとは、シンガポールのポピュラーな麺料理。ココナッツ
ミルクと魚介をベースに、カレースパイス、香辛料、ハーブの
入ったスープが絶品です。

No.9584-0046

（税込 ¥5,184）

程よい甘さと香草の
香りが人気のカヤジ
ャムはトーストと相性
抜群。シンガポール
スタイルの朝食が楽
しめます。

（税抜）

ビールのおつまみにも◎！香ばしく焼き上げたカシューナッツをマサラスパイス
で味付けしました。カレー風味が効いたクセになるおいしさです。

スパイシーマサラ カシューナッツ 6袋セット
No.9584-0048
●1袋100g ●1袋サイズ約20×9.5cm ●インド製

¥4,980（税込 ¥5,378）

すっきり飲みや
すいビールに、
チーズ＆マカデ
ミアナッツのおい
しいおつまみを
セットにしました。

①

②

セットで

¥580
お得！

タイガービール ふんわり気分セット
No.9584-7049

¥5,450

（税込 ¥5,886）
（通常価格 ¥6,030）

①タイガービール：330㎖×6本
（5.0度）
［シンガポール／アジア パシフィック ブルワリーズ］
②シンガポール チーズ &ナッツ：75g×1箱／オーストラリア製《乳》

※ワイン・ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
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●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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Raffles Hotel

¥4,800

●1箱130g ●1箱サイズ約5.5×6×7cm
●インドネシア製《卵・乳・小麦》

¥195

フィリピン

No.9584-0038

1袋あたり

購入者の声
チョッピリ辛めで
忘れられない焼き
そばです。
 （60代／男性）

ミャンマー

マーライオン セサミクッキー 5箱セット

セット
販売商品

ベトナム

レイヤーケーキミニ
6箱セット

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.0度
●ぶどう品種 :シャルドネ、
ヴォオニエ、
セミヨン
［オーストラリア／カセグレーン］

※調理例

幸せを幾重にも重ねる、縁起菓子。
おめでたいアジアンスイーツをみん
なにおすそわけ。
パイ生地のようなサクサクとした生地に、ゴマの香ばしい風味が絶品！
甘さ控えめで、いくつでもほおばれそうなおいしさです。

甘

¥2,400（税込 ¥2,592）

気軽に配れる
ミニサイズ！

伝統菓子

辛

※ワインの年代・アルコール度数、キャップ形状、ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。

●1巾着2枚入り ●巾着サイズ約16×12cm ●8袋簡易セット箱入り ●シンガポ
ール製《卵・乳・小麦》※輸入時期により巾着の色が変更になる場合があります。

Traditional Sweets

¥5,400（税込 ¥5,832）
¥1,980（税込 ¥2,138）

エスニックなピリ辛味が
絶品の人気やきそば。

●1箱90g
（1袋1枚入り×9袋）●1箱サイズ約9×25×3.5cm ●シンガポール製《卵・乳・小麦》

No.9584-0036

¥4,780（税込 ¥5,162）

ココナッツ×スパイシー。
ハマるおいしさの南国麺。

¥3,600（税込 ¥3,888）

軽

1本あたり
3本 No.9584-7044 〈¥1,800
（税込 ¥5,832）
〉 ¥5,400
1本 No.9584-7045
¥1,980（税込 ¥2,138）

●ビール ●330㎖×6本 ●ボトル高さ約22cm ●5.0度〈6本セット箱
入り
（個別包装なし）
［
〉シンガポール／アジア パシフィック ブルワリーズ］

YA KUN 巾着入り
カヤバタークッキー 8袋セット

YA KUN カヤバタークッキー 3箱セット
No.9584-0035

No.9584-7041

重

②シンガポール 白ワイン

タイガービール 6本セット

ク ン

お得！

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.5度
●ぶどう品種 :シラーズ、カベルネソーヴィニヨン、
メルロー
［オーストラリア／カセグレーン］

シンガポールビールといえば、コレ。す
っきり飲みやすく、どんな料理にもぴっ
たり。日本人好みのクリアテイストです。

風味豊かなカヤバターたっぷり
のクッキーを2枚ずつ、透け感の
きれいな巾着袋に入れました。

¥540

カンボジア

かわいいハートのおみやげ。

ヤ

3本 No.9584-7042
1本 No.9584-7043

〈1本あたり
¥1,800〉

各3本で

マレーシア

①シンガポール 赤ワイン

タイ

①

お酒好きの両親と上司へ
のおみやげに購入。
どちら
も大変喜んでおりました。

（30代／女性）

シンガポール

Singapore Liquors&Snacks

カヤトーストが評判の老舗カフェ。現
在、シンガポール54店舗、海外を含
め、100店舗以上をオープン。

Singapore Goods Market

シンガポール 雑貨マーケット

キッチン空間を楽しく彩る、
マーライオン柄のタオル。

おみやげはその土地の文化や風習を楽しく伝え、理解を深めるツールになります。
タイでは象がその役目をはたします。誰の目にも楽しめるその形でタイの話に花が咲きます。

キッチンタオル 3枚セット
No.9584-0052

¥2,100（税込 ¥2,268）

¥2,150（税込 ¥2,322）

●サイズ約35×35cm ●コットン100％
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

マーライオンの
チャームがポイント。
セット
販売商品

1本あたり
¥240
（税抜）

No.9584-0054

シンガポール
国旗ボールペン 5本セット

セット
販売商品

No.9584-0053

1コあたり

¥1,480（税込 ¥1,598）

●サイズ約22.5×15cm
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り） ●化繊 ●中国製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。

¥1,200（税込 ¥1,296）

●長さ約14cm ●インク：黒 ●プラスチック
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

¥496

ミャンマー

（税抜）

ベトナム

シンガポール
巾着 3枚セット

カンボジア

刺繍入り巾着に、お菓子を入れて
贈るのも◎。

マレーシア

No.9584-0051

象の国タイらしいかわいい形と、
ミルキーなおいしさに、
会話も弾む。

ピューター
マーライオン
ストラップ 3コセット
●全長約9cm
（モチーフ部分約2.5×1cm）
●スズ97%、銅1.8%、アンチモニー1.2%
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

旅先でも日常でも大活躍！
カラフルなエコバッグ。

マーライオン
ストラップ 5コセット
No.9584-0050

タイ

この笑顔に、癒されます。

おしゃれな
錫製ストラップ。

THAILAND
タイの文化と深いつながり

シンガポール

タイ

シンガポール エコバッグ 3枚セット

¥2,480（税込 ¥2,678）

No.9584-0055

¥3,000（税込 ¥3,240）

●エコバッグ本体：約42×50cm、持ち手高さ約25cm ●マチなし ●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製
※輸入時期によりボタンの色が変更になる場合があります。

Batik

フィリピン

●全長約13cm
（モチーフ部分約7×6cm）●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製
※輸入時期により色、デザインが変更になる場合があります。

丸めてコンパクトに

〈大〉

【バティック】

●約15×15cm ●表面 : 陶器、裏面 :コルク
●簡易箱入り ●中国製

バティックポーチ 3サイズセット
No.9584-0057

¥1,000（税込 ¥1,080）

●大：約11×17×6cm、中：約8.5×12×5cm、小：約7×9.5×4cm
●綿、合成皮革 ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●インドネシア製

※写真はイメージです。

エレファント マカデミアチップチョコレートは

P.13に掲載！
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¥900

（税込 ¥972）

〈小〉

エレファント・
トレッキングの象の
フォルムが心くすぐる

11

使い分けに便利な
３サイズ。

バティック柄 鍋敷
No.9584-0056

※バティック製品は輸入時
期により色、柄が変更にな
る場合があります。

〈小〉

〈中〉

タイの人々にとって、象 は 特
別 な 存 在 。生 活の中で親 しみ
な がら、勇 気 と 誇 りの象 徴 と
して 敬 意 を 払って き ま し た 。
中 で も 白 象 はブッダの化 身 と
さ れ、古 く か ら 信 仰の対 象 に
も なっていま す 。そ れ ほ ど 象
と 深いつな が り の あ るタ イの
おみや げにこのチョコレートが
選 ば れている 理 由 、も う 納 得
していただけ ましたか？
乳 成 分 が 多 く 、口 溶 け まろ
やか 。マカデミアチップ 入 りで
食べごた え 十 分 なのも 魅 力で
す 。タイの国 土 は 象の横 顔 に
似ているので、こんなふうにお
皿に飾 り、地 図 を 広 げ るよ う
に旅の思い出 を 語 りつつ味 わっ
ていただ くのも 楽 しいです ね 。

バティックとは日本
でいうろうけつ染め
で、ジャワ更紗のこ
と。アジアの 伝 統
布です。そのオリエ
ンタルな配 色とデ
ザインが人気です。

シンガポール

Thai Sweets

おみやげワンポイント

タイ お菓子

見どころ満載のタイでは、
おみやげ選び
に時間がとれないことも。個別包装タイ
プのお菓子はあまり見かけませんし、
ま
た気温・湿度が高いので、
チョコレートの
溶けには要注意です。

カットマンゴーとナタデココ入り

タイ

配りやすい
個別包装

軽さが自慢のウエハースは音までおいしいサクサク感。
甘さ控えめのミルクチョコレートとの相性は抜群！

6缶で
¥600
お得！

エレファント チョコウエハース

6缶 No.9584-0064
1缶 No.9584-0065

〈1缶あたり ¥1,250〉

¥7,500（税込 ¥8,100）
¥1,350（税込 ¥1,458）

●1缶150g
（1袋1個入り×15袋）●1缶サイズ約直径10.5×高さ9.5cm ●マレーシア製
《乳・小麦》 夏季クール ※輸入時期により個別包装のデザインが変更になる場合があります。

南国風味あふれるぜいたくなデザート。

マレーシア

かわいい象のイラスト缶も魅力的。

独特な芳香で知られるマンゴーの果肉と、ナタデココを合わせました。

タイランド マンゴープリン

6箱 No.9584-0066
1箱 No.9584-0067

〈1箱あたり
¥800〉

6箱で
¥4,800（税込 ¥5,184） ¥480
¥880（税込 ¥950） お得！

●1箱240g
（80g×3カップ）●1箱サイズ約9×24×3cm ●マレーシア製《乳》

カンボジア

ミルクチョコレート
ライスクリスプ

購入者の声
おいしくて、渡した方からの評判もよ
かった。
以前は現地で購入していまし
たが、
便利なのでまた利用したいです。

（60代／男性）

購入者の声

タイ

No.

カリッと香ばしいクラッシュマカデミア
ナッツ入り。ボリュームがあって、食
べごたえも満点。

エレファント マカデミアチップチョコレート

12箱 No.9584-0058
6箱 No.9584-0059
1箱 No.9584-0060

タイのシンボル「ワット・アルン」寺院の風景が印象的な
パッケージ。旅の感動を伝えてくれます。

12箱で
¥2,000
お得！

人気のワケ ②
6箱で
¥500

タイをイメージした
ゴールドの個別包装。
配りやすいと評判です。

配りやすい
個別包装

お得！

¥15,400（税込 ¥16,632）
〈1箱あたり ¥1,367〉 ¥8,200
（税込 ¥8,856）
¥1,450（税込 ¥1,566）

ホワイトチョコ＆
ココナッツ
トリュフ

パッション
フルーツ
＆オレンジ

キャラメル
ムース

タイを象徴する
象の形が
かわいい！

上品な甘さの
ミルクチョコに、
食べやすく砕いたナッツ入り。

ダブルミルク
ヘーゼルナッツ
クリーム

キャラメル＆
海塩

ココナッツ
トリュフ

リッチな大人のアソートチョコ。

ひと粒ずつ、いろんな味が楽しめる7種のチョコレートを詰めました。タイの魅力
を伝える王宮のパッケージでお届けします。

タイ ミニアソートチョコレート

〈1箱あたり ¥1,284〉

●1箱200g
（1袋1粒入り×20袋）●1箱サイズ約14.5×26×3.5cm ●マレーシア製《乳》 夏季クール

スムース
キャラメル

6箱 No.9584-0068
1箱 No.9584-0069

〈1箱あたり
¥792〉

6箱で
¥4,750（税込 ¥5,130） ¥350
¥850（税込 ¥918） お得！

●1箱100g
（7粒）●1箱サイズ約10×17×3cm ●ベルギー製《乳》夏季クール
※輸入時期により容量、チョコレートの種類、
トレーが変更になる場合があります。

ポテトチップス？
！
いいえチョコレートです。
ミルクチョコレートにライスクリスプをプラス。サクサクの
食感も楽しいチップスになった新しいチョコレートです！

タイ チョコチップス

6個 No.9584-0070
1個 No.9584-0071

〈1個あたり
¥1,067〉

ミャンマー

1

売り上げ

目にも楽しい
象の形の人気者。

ベトナム

人気のワケ ①

子どもに
「おみやげは
何がいい？」
と聞いたら
一番にこれでした。
（50代／男性）

6個で

¥6,400（税込 ¥6,912） ¥500
お得！
¥1,150（税込 ¥1,242）

●1個116g
（36枚）●1個サイズ約直径7×高さ22cm ●ベルギー製《乳》夏季クール

フィリピン

みんなに配りやすい、
タイのかわいいプチギフト
象がモチーフの
クッキーギフト。

配りやすい
個別包装

お得！

1箱あたり

1箱あたり

（税抜）

¥350

¥665
（税抜）

6箱で
¥540

エレファント
マカデミアナッツクッキー

12箱 No.9584-0061
6箱 No.9584-0062
1箱 No.9584-0063

セット
販売商品

セット
販売商品

お得！

〈1箱あたり ¥1,150〉
〈1箱あたり ¥1,200〉

¥13,800（税込 ¥14,904）
¥7,200（税込 ¥7,776）
¥1,290（税込 ¥1,393）

マカデミアナッツを混ぜ込んだ生地のサクッとした歯
ごたえが、おいしさを引き立てます。

エレファント マカデミアナッツ クッキー
ミニ 6箱セット
No.9584-0072

¥3,990（税込 ¥4,309）

●1箱80g
（1袋1枚入り×8袋）●1箱サイズ約15×22×3cm
●マレーシア製《卵・乳・小麦》

配りやすい
個別包装

チョコのおいしさにもこだ
わった、お得感たっぷりの
４種バラエティセットです。

タイ ミニチョコレート
4種12箱セット
No.9584-0073

ミルク
チョコレート
マカデミアナッツ
チョコレート
ヘーゼルナッツ
チョコレート

アーモンド
チョコレート

¥4,200（税込 ¥4,536）

●1箱50g
（4粒）●4種：ミルクチョコレート、アーモンドチョコレート、マカデミアナッツチョコレー
ト、ヘーゼルナッツチョコレート 各3箱 ●1箱サイズ約9.5×15×2.5cm
●マレーシア製《乳》夏季クール

●1箱160g
（1袋1枚入り×16袋）●1箱サイズ約20.5×28.5×3cm ●マレーシア製《卵・乳・小麦》
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12箱で
¥1,680

生 地のサクサク感
とナッツとバターの
風味、ほどよい甘さ
が絶妙なバランス。
美しい 宮 殿 のパッ
ケージもおみやげ
にぴったり。

シンガポール

Thai Snacks

タイ スナック

タイ

便利な
小袋入り

購入者の声
思っていたより缶が大
きく、量もあり、みんな
喜んでくれました。
おい
しくて、
ビールのおつ
まみにも合います。
（30代／女性）

タイ シュリンプチップス

タイ チリプラウンロール
12缶で
¥500
お得！

●1缶90g ●1缶サイズ約直径10×高さ22cm ●6缶ずつ簡易セット箱入り（個別包装な
し）●タイ製《えび》※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

6箱 No.9584-0076
1箱 No.9584-0077

〈1箱あたり
￥1,000〉

お得！

¥6,000（税込 ¥6,480）
¥1,050（税込 ¥1,134）

No.9584-0082

No.9584-0083

¥3,000

（税込 ¥3,240）

¥3,200

（税込 ¥3,456）

●1箱90g
（16枚）●1箱サイズ約20×11×3.5cm
●タイ製《卵・乳》※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。※輸入時期によりパッケージデザイ
ンが変更になる場合があります。

●1箱80g
（約24個）
●1箱サイズ約8×23.5×3.5cm ●タイ製《卵》
※グラム計量のため個数が異なる場合があります。

カンボジア

¥5,900（税込 ¥6,372）
〈1缶あたり ￥534〉 ¥3,200
（税込 ¥3,456）
〈1缶あたり ￥492〉

ココナッツワッフル
ミルクチョコ味 3箱セット

タイ ココロール 3箱セット
6箱で
¥300

マレーシア

タピオカにエビのペーストを練り込んだ、ロングセラースナック。
塩とガーリックのスパイシーな味付けにはまります。

えびを生地に練り込み、春巻き風に包んで
揚げた、東南アジア定番スナックです。ピリ
辛で、次から次へと手が伸びるおいしさ
！

12缶 No.9584-0074
6缶 No.9584-0075

ココナッツとゴマの香りが絶妙なタイの伝統
焼き菓子。何層にも重ねたサクサク感がた
まりません。

おやつに、おつまみに
ひっぱりだこ。

食べ始めたら
とまらない！

デパートや高級スーパーの売れ筋。
ミルクチョコレートをココナッツミルクの
ワッフル生地で挟んだ、評判のお菓子。

●1箱125g
（1袋25g〈 約12粒〉
×5袋）●1箱サイズ約16×27×2.5cm
●マレーシア製《小麦 ･えび》※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

カシューナッツ
えび

自社農園で収穫する
新鮮なカシューナッツ
を、人気の味3種類で
お届けします。お酒
のおつまみ、おやつに
どうぞ！

1袋あたり
¥495
（税抜）

タイハーブ

うす塩

タイ トムヤムクリスプ 4袋セット
No.9584-0078
●1袋70g ●1袋サイズ約16×15.5×4.5cm ●タイ製《えび》
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

¥3,300（税込 ¥3,564）

●うす塩135g、黒コショウ130g、タイライム&チリ130g 各1缶 ●1缶サイズ約直径6.5×高さ
10cm ●化粧セット箱入り ●化粧セット箱サイズ約11.5×23×6.5cm ●タイ製

②エレファント
マカデミアナッツクッキー 5箱
①エレファント マカデミアチップ
チョコレート 6箱

③タイ シュリンプチップス 6缶

1袋あたり
（税抜）

タイ産のタロイモとタピ
オカ粉が、驚くおいし
さのフライドチップスに
なりました！サクッと軽
い食感がナイス！

食べきりサイズのトムヤム味
のライスクラッカー。辛み、酸
み、複雑な香りが特徴で、一
口食べるとやみつきに。

タロイモチップス 10袋セット

トムヤムクラッカー ミニ 12袋セット

No.9584-0084

No.9584-0085

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1袋32g ●1袋サイズ約18×13×5cm ●タイ製《乳・小麦》

セットで

¥3,870
お得！

タイ 人気バラエティ

タイ たっぷりバラエティ

No.9584-0080

No.9584-0087

（通常価格 ¥22,010）

①エレファント マカデミアチップチョコレート
200g
（1袋1粒入り×20袋）
×6箱／マレーシア製
②エレファント マカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×5箱／マレーシア製
③タイ シュリンプチップス 90g×6缶／タイ製
④エレファント チョコウエハース
150g
（1袋1個入り×15袋）
×1缶／マレーシア製
⑤タイチリプラウンロール
125g
（1袋25g
〈約12粒〉
×5袋）
×1箱／マレーシア製
⑥タイランド マンゴープリン
240g
（80g×3カップ）
×2箱／マレーシア製
夏季クール 《卵・乳・小麦・えび》

⑤タイチリプラウン
ロール 1箱
⑥タイランド マンゴープリン 2箱

④エレファント チョコウエハース 1缶

¥2,390（税込 ¥2,581）

●1袋20g ●1袋サイズ約19.5×14.5cm ●タイ製

人気商品を集めた
お得なバラエティセット

￥29,980

お得！

美しい島の風景がパッケ
ージになったギフトチョコ。
フレッシュなマンゴーフレ
ーバーが南国ムード満点
のおいしさです。

¥200

9種37点 約7.9kg

セットで

¥2,030

¥19,980（税込 ¥21,578）

15

（税抜）

¥250

①エレファント
マカデミアチップ
チョコレート 6箱

プーケット マンゴーチョコレート
6箱セット
No.9584-0086

¥7,600（税込 ¥8,208）

●1箱180g
（18粒）●1箱サイズ約16×27×2.5cm
●マレーシア製《乳》夏季クール

②エレファント マカデミアナッツ
クッキー 6箱
③エレファント
マカデミアナッツ
クッキーミニ 6箱

⑨タイ
シュリンプ
チップス
6缶

④タイ
チリプラウン
ロール 1箱

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥33,850）

①エレファント マカデミアチップチョコレート
200g
（1袋1粒入り×20袋）
×6箱／マレーシア製
②エレファント マカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×6箱／マレーシア製
③エレファント マカデミアナッツクッキーミニ
80g
（1袋1枚入り×8袋）
×6箱／マレーシア製
④タイ チリプラウンロール 125g（1袋25g〈 約12粒〉
×5袋）
×1箱／マレーシア製
⑤タイドライマンゴー 約60ｇ×6袋／タイ製
⑥タイ チョコチップス 116g
（36枚）
×2個／ベルギー製
⑦タイランド マンゴープリン 240g
（80g×3カップ）
×1箱／マレーシア製
⑧エレファント チョコウエハース 150g（1袋1個入り×15袋）
×3缶／マレーシア製
⑨タイ シュリンプチップス 90g×6缶／タイ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・えび》

⑧エレファント
チョコウエハース3缶

⑤タイ
ドライマンゴー
6袋
⑦タイランド マンゴープリン 1箱

⑥タイ チョコチップス 2個
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￥19,980

No.9584-0079

〈化粧セット箱入り〉

セット
販売商品

フィリピン

6種21点 約5.7kg

タイライム＆チリ

タイ カシューナッツ 3種セット

¥1,980（税込 ¥2,138）

人気商品を集めた
お得なバラエティセット

黒コショウ

1袋あたり

ミャンマー

トムヤムスープ味に仕上げたピリ辛カシューナッ
ツ。スパイスが効いています！

セット
販売商品

ベトナム

セット
販売商品

おみやげワンポイント

タイ リカー

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

「禁酒日」にご注意を！

タイ ローカルフード

新しいおいしさ発見！
自宅で楽しむタイ料理。

温める
だけ！

お手軽に本物の味を
！
私もおすすめします。

タイ

タイでは、仏教系の祝日や、選挙の投
票期間中などアルコールが買えない・
飲めない「禁酒日」
があります。
また、
日
にちや曜日に関係なく店によってはア
ルコールが買えない時間帯もあるので
ご注意を。

Thai Local Foods

シンガポール

Thai Liquors

氏家アマラー昭子

まろやかでフルーティーなこの
ワインは、ほのかなスパイスの
香りと、余韻が残ります。

エレファント 赤ワイン

3本 No.9584-7088
1本 No.9584-7089

長期熟成させた
深みのある味。

3本で
¥540
お得！

重

5年もの間樽熟成させた、タイの
ベストセラースピリッツ。オンザロ
ックや水割りはもちろん、ソーダで
割っても。

軽

〈1本あたり
¥1,800〉

¥5,400（税込 ¥5,832）
¥1,980（税込 ¥2,138）

①

No.9584-7090

¥2,100

グリーンカレー

レッドカレー

イエローカレー

スパイシーな辛さの中
に甘みを感じる奥深い
味。
タイでは最も人気。

辛みの中にコクのある豊
かな味わい。
グリーンとイ
エローの中間の辛さ。

じゃがいもや人参の甘
みを生かし、
辛さを抑え
たマイルドな味わい。

タイ レトルトカレー 3種12箱セット
No.9584-0096

¥5,200（税込 ¥5,616）

●1箱200g（1人前）●3種：グリーンカレー、レッドカレー、イエローカレー 各4箱 ●1箱
サイズ約16.5×13×2cm ●レトルト ●タイ製 《えび》 ※日本語調理説明書付き ※輸
入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

カンボジア

サンソン タイリカー

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.5度
●ぶどう品種：シラーズ、カベルネソーヴィニヨン、
メルロー
［オーストラリア／カセグレーン］
※輸入時期によりキャップ形状が変更になる場合があります。

“辛い”
“つくるのが難しそう”と思わ
れがちなタイ料理ですが、辛さはお
好みで調節できますし、手軽な調味
料キットやレトルト商品も多く出回っ
ています。複 雑な味のハーモニー
が魅力のタイ料理を、まずは気軽に
楽しんでみてはいかがでしょう。カレ
ーは日本人にもなじみやすいので、
このセットはおすすめですよ。

マレーシア

エキゾチックな象の
ラベルも魅力的。

タイ料理研究家。
1967～69年、バンコ
クに滞在。以降、宮廷
レストラン
「ブサラカム」
のチーフシェフに師事、
現在もタイ料理への造詣を深めている。

（税込 ¥2,268）

②

〈化粧箱入り〉

●スピリッツ ●700㎖
●ボトル高さ約29.5cm
●40.0度〈化粧箱入り〉
［タイ／ベストスピリッツ］

温める
だけ！

温める
だけ！

肉料理におすすめしたいスパイシーな赤ワイ
ン。シーフードにぴったりのエキゾチックな白
ワイン。どちらも土着品種を使った果実味あ
ふれるおすすめワインです。

①モンスーンバレー
赤ワイン

濃厚で甘みのあるスピリッツはエ
スニックなお料理との相性が抜
群。タイではソーダ割りで親しま
れている人気のお酒。

軽

¥1,980（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●12.5度
●ぶどう品種：ポックダム他
［タイ／モンスーンバレー］

②モンスーンバレー
白ワイン
No.9584-7092

メコン タイリカー
辛

No.9584-7093

甘

（税込 ¥3,348）

¥1,980（税込 ¥2,138）

Thai Cosmetics

〈化粧箱入り〉

●スピリッツ ●700㎖
●ボトル高さ約28cm
●35.0度〈化粧箱入り〉
［タイ／ベストスピリッツ］

タイのシーフードメニューの中で
は、定 番となっている蟹と卵の
スパイシーカレー。現地レシピの
本格的な味が、温めるだけでご
自宅でも手軽に楽しめます。

タイの定番料理、
「ガパオ」が温
めるだけで手 軽に味わえる一
品。爽やかなバジルの香りと唐
辛子が食欲をそそります。ご飯
にフライドエッグをのせて食べる
のが、本場のタイスタイル。

プーパッポンカリー 6箱セット

鶏肉のガパオ炒め 6箱セット

No.9584-0097

No.9584-0098

¥3,780（税込 ¥4,082）

●1箱160g
（1人前）●1箱サイズ約17.5×13×2cm
●レトルト ●簡易セット箱入り ●タイ製 《卵・かに》 ※日本語
調理説明書付き ※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

¥3,780（税込 ¥4,082）

●1箱180g
（1人前）●1箱サイズ約17.5×13×2cm
●レトルト ●簡易セット箱入り ●タイ製 《小麦》※日本語調理
説明書付き ※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

※調理例

日本の家庭では揃えにくいタイ産調
味料とスパイス2 ～ 3人分を1パック
にまとめました。エビと
お好きな材料を入れ、
10分煮込めば OK！

トムヤムクン 5袋セット
No.9584-0099

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1袋75g ●トムヤムペースト×1袋、
ドライスパイスセット×1袋、
チリインオイル×1袋、ナンプラー×2袋 約2 〜 3人前 ●1袋サ
イズ約20×14×マチ4cm ●タイ製《えび》※日本語調理説明
書付き ※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

セット
販売商品

パッタイ

1本あたり
¥284
（税抜）

タイの植物パワーで、すこやかスキンケア。
ロースト
ガーリック

東 南アジアに多く
育つ熱帯植物マン
ゴスチンエキス（保
湿成分）を配合。
お肌を明るく洗い
上げ、
うるおいを与
えます。タイの有名
スパ「SATIRA」で使用。

エッセンシャルオイルと植物油、
ハーブ
を使った完全ハンドメイドの石けん。
女性へのおみやげにおすすめ！

カタワ アロマソープ 3コセット

マンゴスチン石けん 3コセット
No.9584-0094

¥2,780

（税込 ¥3,002）

●1コ100g ●1箱サイズ約8.5×6.5×3.5cm
●個別箱入り ●タイ製
※ワインの年代・アルコール度数、ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。
※ワインの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。

No.9584-0095

¥3,000

（税込 ¥3,240）

●約90g×3コ ●レモングラス、
シトラス、マンゴ
ー 各1コ ●石けん、袋：ポリエステル、花部分：
紙 ●各オーガンジー巾着袋付き ●タイ製
※輸入時期により石けんの色が変更になる場
合があります。

インスタントとは思え
ないおいしさ！お湯
を注いで湯切りし、
ソースを絡めるだ
けでスパイシーヌー
ドルのできあがり。
お手軽なエスニック
フードです。

タイ インスタントヌードル
2種6パックセット
No.9584-0100

¥2,980（税込 ¥3,218）

●2種：パッタイ
（70g）
、ローストガーリック
（70g）各3パック
●1パックサイズ約9×10×10cm ●タイ製 ※輸入時期により
パッケージデザインが変更になる場合があります。

お手軽派にはこちら。程よい辛
さの本格スープがお湯を注ぐだ
けで完成。マッシュルーム＆野菜
もたっぷりの具だくさん。香草が
味わいのアクセントです！

タイ トムヤムカップスープ 6個セット
No.9584-0101

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1個90g ●レトルト濃縮野菜スープ、スプーン
●1個サイズ約直径8×高さ11.5cm ●タイ製 ※輸入時期によ
りパッケージデザインが変更になる場合があります。

小魚を発酵させてつくるタイの調
味料。炒め物、チャーハン、やきそ
ばの味付けに加えれば、エスニッ
クな味わいが楽しめるマイルドな
魚醤です。

ナンプラー
6本セット
No.9584-0102

¥1,700（税込 ¥1,836）

●1本60㎖ ●1本サイズ約直径3×高さ12cm ●簡易セット箱
入り
（個別包装なし）●タイ製 ※日本語調理説明書付き

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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タイ コスメ

17

※調理例

フィリピン

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●12.0度
●ぶどう品種：マラガブラン他
［タイ／モンスーンバレー］
※輸入時期によりボトルの色が変更になる場合があります。

¥3,100

※調理例

ミャンマー

No.9584-7091

重

マイルドな甘みが
タイ料理に
ベストマッチ。

ベトナム

料理とのハーモニーを
楽しんで。

トロピカルフルーツ

Thai Goods Market

シンガポール

Tropical Fruits

おいしい南国フルーツで、元気をチャージ！

思わずほほえむ、
愛らしいタイ雑貨。

タイ 雑貨マーケット

配りやすい
個別包装

タイ

果物類
も
大 丈 夫！
！

マレーシア

セット
販売商品

1本あたり
¥134
（税抜）

パイナップルのドライフルーツにチョコを
かけました。甘さと酸味のバランスが絶妙です。

タイ ドライパイナップル チョコディップ 3箱セット

日差しを十分に受けて育ったマンゴーは、カロチンが
豊富でビタミンやミネラルもたっぷり。どなたにも好まれ
るほどよい甘みのマンゴードリンクです。

No.9584-0103

タイ マンゴードリンク 6本セット

¥4,780（税込 ¥5,162）

No.9584-0104

¥800（税込 ¥864）

●1本180㎖ ●1本サイズ約4×4×10cm ●ストロー付き ●タイ製

セット
販売商品

タイではなくてはならない存在
の象さんを、かわいいストラップ
にしました。女性やちびっ子が
喜びそう！

アロマキャンドル 6箱セット

タイ 象ストラップ 3コセット

ゾウさんストラップ 5コセット

No.9584-0109

No.9584-0110

1箱あたり
¥500
（税抜）

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1箱サイズ約17×3.5×1.5cm
●キャンドル直径約2.8cm
（各5コ入り）
●ろうそく、セラミック、木材 ●ビニール袋入り
（個別包装あり）
●タイ製 ※色、香りの指定はできません。

¥1,800（税込 ¥1,944）

●全長約8cm
（モチーフ部分約2×2.5cm）
●合金 ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）
●中国製

No.9584-0111

1コあたり
¥300
（税抜）

¥1,500（税込 ¥1,620）

●全長約12cm
（モチーフ部分 : 約6×5cm）
●ポリエステル ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）
●中国製 ※輸入時期により色、サイズ、デザインが変更になる
場合があります。

カンボジア

●1箱90g
（1袋1枚入り×約11袋）●1箱サイズ約11×20×3.5cm ●タイ製《乳》 夏季クール
※グラム計量のため袋数が異なる場合があります。※輸入時期によりパッケージデザインが変更にな
る場合があります。

果汁30％

セット
販売商品

タイでは勇気と誇りの象徴とされる象をモチーフに
したストラップ。世代を問わずに贈れるタイのおみ
やげ。

豊 富な香り＆カラーの中から
何が届くかワクワク・ドキドキ
の楽しいアロマギフトです。

ベトナム

タイマンゴー

フルーツのおいしさと栄養をギュッと凝縮
したドライフルーツは、美と健康に◎。太
陽の恵みをたっぷりと浴びたマンゴーの
甘酸っぱい味わいをお楽しみください。

別 送

No.9584-8105

●約2.1kg（5 〜 6個）●品種供給期間 :ナムドクマイ種（通年〈7月のみ除く〉
）
、マハチャノ種（2月〜
7月中旬）●タイ産 ※日本語説明書付き。※シールに日本語表記あり ※キログラム計量のため個
数が異なる場合があります。※品種の指定はできません。

No.9584-0106

●1袋約60g ●1袋サイズ約17.5×13.5cm ●タイ製

¥5,500（税込 ¥5,940）

●マンゴスチン約500g
（約6個）
、ロンガン約500g
（約43 〜 48個）
、ランブータン約500g
（約10 〜
12個）
、マンゴー約500g（約5枚）●タイ産 ※賞味期限 :お届け後、冷凍で約60日間保存が可能
です。※グラム計量のため数量が異なる場合があります。
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No.9584-0112

1コあたり
¥525
（税抜）

¥2,100（税込 ¥2,268）

●約3×9×3cm
（内寸約2.5×8.5×2cm）●表地：シルク
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●タイ製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。
※色、柄の指定はできません。

セット
販売商品

タイ ハイビスカス箱入り
フルーツキャンディ 5箱セット
No.9584-0108

セット
販売商品

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1箱約40g（約8粒）●4種 :ラズベリー､ピーチ、マンゴー、
レモン/
ライム ●1箱サイズ約6×6×7cm ●ベルギー製 ※種類の指定は
できません。※グラム計量のため粒数が変更になる場合があります。

1箱あたり
¥500
（税抜）

ベンジャロン焼き
は、王室御用達と
して発展してきた
タイを代表する焼
き物。自然 の 文
様を金 色でふん
だんに縁取り、美
しく、きらびやか。
おみやげにぴった
りの雑貨を厳選し
ました。

手ざわりのよいシルクで仕上げ
ました。カードや宝石のケースに
も活躍しそう。

タイ 象ポシェット 3コセット
No.9584-0113

1コあたり
¥467
（税抜）

¥1,400（税込 ¥1,512）

●約13×12×マチ1cm ●ひも全長 : 約100cm
●表地：シルク混紡 ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）
●タイ製 ※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。
※色、柄の指定はできません。

王室の陶磁器として
有名なベンジャロン焼
きの小物入れ。美しく
繊細なたたずまいは、
リビングや寝室のイン
テリアに。

こんなにかわいいお香立
て見たことある？女子受け
間違いなしの本格アロマ
のプチギフトです。

ぞうさんアロマお香
5コセット
No.9584-0114

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1コサイズ約14×3.5×1cm ●陶器製お香立て×2、お香 2
種、木製トレー×1 ●ビニール袋入り
（個別包装あり）●タイ製
※お香の種類、色、デザインが変更になる場合があります。

色彩豊かなので、
普段使いはもちろ
ん、パーティーの
テーブル演出にも
ぴったり。

ベンジャロン焼
ぞうさん調味料入れセット

ベンジャロン焼 小物入れ
No.9584-0115

セット
販売商品

¥2,500

No.9584-0116

（税込 ¥2,700）

●約直径6×高さ9cm ●陶器 ●簡易箱入り ●タイ製
※輸入時期により、色、柄が変更になる場合があります。

※商品にアクセサリーは
含まれません。

¥4,500（税込 ¥4,860）

●1コサイズ約最大幅8×高さ7cm、
トレーサイズ約7.5×12.5cm ●陶器
●簡易セット箱入り ●タイ製 ※輸入時期により、色、柄が変更になる場
合があります。
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マンゴー

独 特な絵 柄や色の組み合わ
せは、やはりタイシルクならで
は。印かん入れとしても。

タイシルク リップケース
4コセット

小箱を飾るのはハイビスカスの花。4種類のフレーバー
のフルーツキャンディもカラフルで、女子お気に入り。
ラン
ブータン

（税抜）

フィリピン

No.9584-0107

¥396

¥2,980（税込 ¥3,218）

仲良しグループには、インスタ
映えなおみやげがキマリ ！

ライチーに似た味わいのランブー
タンやロンガンなど、珍しいフルー
ツも楽しめる南国ムードたっぷりの
豪華なセット。半解凍でお召し上
がりいただくのがおすすめです。 マンゴスチン ロンガン

冷凍トロピカルフルーツ 4種セット

1コあたり

タイ ドライマンゴー 6袋セット

¥7,750（税込 ¥8,370）

別送冷凍

セット
販売商品

ミャンマー

旬のフレッシュマンゴーをお届け。濃厚な
甘さの「ナムドクマイ種」、甘さと酸味が調
和した「マハチャノ種」。シーズンに応じ
て、2種類の品種からお届けします。

シンガポール

マレーシア

MALAYSIA

セット
販売商品

セット
販売商品

1箱あたり

1袋あたり

¥700

¥40

（税抜）

（税抜）

タイ

おみやげワンポイント
マレーシアは特色のあるおみやげが少なく、小分
けサイズもあまりありません。
「おみやげ宅配便」
にはマレーシアらしさが伝わる魅力的なおみやげ
が揃っているので、
ギフトにぴったりです。

便利な
小袋入り

購入者の声
マレーシアらしいパッケージに惹かれて選び
ましたが、
味もとてもよかったです。
自宅用に
もおすすめです。

（60代／女性）

甘さ控えめのチョコフレークを
食べやすいひとくちサイズに。
定番のお菓子を、ツインタワーを
描いた高級感あるパッケージで包みました。

マレーシア チョコロール 3箱セット

マレーシア
チョコフレーク ロシェ 6箱セット

No.9584-0125

No.9584-0126

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1箱240g（1袋2本入り×20袋）●1箱サイズ約12×23.5×
5.5cm ●マレーシア製《乳・小麦》 夏季クール

¥4,200（税込 ¥4,536）

●1箱80g ●1箱サイズ約12×7.5×6cm
●ドイツ製《乳》 夏季クール

カンボジア

1

（税抜）

紅茶の栽培に適した
高原の避暑地キャメロ
ンハイランドで採れた
良質の紅 茶。上 品な
香りと味わいは英国王
室も絶賛です。

ベリーズは、マレーシア最大手の菓子メーカー。食べやすいひと口
サイズで、上品な甘さ。品質はお墨付きです。

ディスカバー マレーシアチョコレート

¥13,900（税込 ¥15,012）
¥7,780（税込 ¥8,402）
¥1,380（税込 ¥1,490）

12箱で
¥2,660

6箱で
¥500

お得！

●1箱190g
（21粒）●1箱サイズ約16×22×2cm ●マレーシア製《乳》夏季クール
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

お得！

アーモンドが香ばしい手づくり風ク
ッキー。サクッとした生地に、アー
モンドの粒が入った香ばしいクッ
キー。素朴な味わいが魅力です。

キャメロン紅茶
ゴールドブレンド 6箱セット
No.9584-0128

¥3,980（税込 ¥4,298）

●1箱40g
（20ティーバッグ）●1箱サイズ約8×13.5×8cm
●マレーシア製

便利な
小袋入り

デスクに置き、自由に
つまんでもらいましょ
う。ココナッツミルクキ
ャラメルは、職場の人
たちへのさりげない
おみやげに最適。

マイビスケット 15袋セット

ココナッツキャンディ 6袋セット

No.9584-0129

No.9584-0272

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1袋約16g
（1袋2枚入り）●1袋サイズ約5×14cm
●セット箱サイズ約14×23×5cm ●マレーシア製《卵・小麦》
※パッケージに日本語品名表記あり
（現地仕様）
。

カットマンゴ
ーと
ナタデココ
入り

¥3,800（税込 ¥4,104）

●1袋100g
（約25粒）●1袋サイズ約19×13.5×マチ3cm
●マレーシア製
※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

バニラスカイ
シュガーアップル

配りやすい
個別包装

マレーシア
マンゴーチョコレートクッキー

6箱で
¥600
お得！

6箱 No.9584-0120 〈1￥箱あたり
1,250〉¥7,500（税込 ¥8,100）
1箱 No.9584-0121
¥1,350（税込 ¥1,458）
●1箱215g（1袋1枚入り×16袋）●1箱サイズ約22.5×25×
3cm ●マレーシア製《卵 ･ 乳・小麦》 夏季クール
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小エビを使ったピリ辛ス
ナックはビールのおつま
みにもなる人気の一品。
パリパリの食感とほどよ
い辛みがあと引くおいし
さで、
もう止まりません！

ほのかな甘い口あた
りが魅力のフルーツ
ワインです。

6箱で
¥300

マレーシア チリプラウンロール

6箱 No.9584-0122
1箱 No.9584-0123

〈1箱あたり
￥1,000〉

お得！

¥6,000（税込 ¥6,480）
¥1,050（税込 ¥1,134）

●1箱125g（1袋25g〈約12粒〉×5袋）●1箱サイズ約16×
27×2.5cm ●マレーシア製《小麦 ･えび》
※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

マンゴーの風味とナタデココの食感が絶妙のハ
ーモニーを奏でる、
トロピカル気分満点の冷たい
デザートをどうぞ。

ナタデココ入り
マンゴープリン 3箱セット
No.9584-0124

¥4,980（税込 ¥5,378）

●1箱480g
（80g×6カップ）●1箱サイズ約19×25×3cm
●マレーシア製《乳》

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。

辛

マレーシア
といえばこの
石けんです！

6本で
¥500
お得！

甘

パイナップルワイン
（レイ付）

6本 No.9584-7130
1本 No.9584-7131

〈1本あたり
￥1,897〉

¥11,380

（税込 ¥12,290）

¥1,980

（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●12.0度
●原料 :ぶどう、パイナップル
［アメリカ／パーディコ］

ココロコ

マレーシア特産でもあ
る、なまこ。保湿成分
に優れたなまこのエキ
スを配 合した石けん
です。女 性のおみや
げに大人気。

ひじ、かかとにフルーティーなうるおいを。

アガタ・プラダバーム 5コセット
No.9584-0133

なまこ石けん 3コセット
No.9584-0132

メリーラズベリー

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1コ100g ●1箱サイズ約7.5×7.5×3.5cm ●マレーシア製
※輸入時期により石けんの色が変更になる場合があります。

¥3,900

（税込 ¥4,212）

●1コ約15㎖ ●5種：バニラスカイ、ココロコ、ピーチオ
ンアース、
シュガーアップル、
メリーラズベリー 各1コ
●1コサイズ約直径4.5×高さ2.5cm
●箱入り
（個別包装なし）●スペイン製
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

※ワインの年代・アルコール度数、ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。※ワインの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
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便利な
小袋入り

フィリピン

ピーチオンアース

・
液体物
も
ノ
モ
レ
ワ
！
！
心配なし

マンゴー形のサクサクし
たクッキーにミルクチョコ
を合わせて。近代的な
街並みを描いた
パッケージも
おすすめです。

ミャンマー

〈1箱あたり
¥1,159〉
〈1箱あたり
¥1,297〉

〈セット箱入り〉

ベトナム

美しい絵柄の個包装。

No.9584-0119

¥1,600（税込 ¥1,728）

¥132

No.

No.9584-0118

No.9584-0127

●1袋480g
（12g×40パック）●1パックサイズ約10×9cm
●1袋サイズ約34×24.5×マチ6.5cm
●マレーシア製《乳・小麦》

1袋あたり

売り上げ

No.9584-0117

ハッピームー チョコ味クッキー
40パックセット

セット
販売商品

マレーシア

12箱
6箱
1箱

大人気のクッキーを40パックセットに。子どもも大
人も大好きなチョコフレーバーで、パクッとひとくち
で食べられる大きさも好評。

マレーシア

サクサクと軽い食感
のロールクッキーをチ
ョコレートでコーティン
グしました。マレーシ
アのシンボル、ツインタ
ワーのパッケージもお
みやげに◎。

シンガポール

カンボジア

CAMBODIA

タイ

おみやげワンポイント
カンボジアは想像以上に暑いの
で、
チョコレートなどの溶けが心配
です。
また、現地でおみやげを購入
できるところは限られているので、
事前にショッピング計画を立ててお
くといいですよ。

カンボジア

No.

アンコールワットと
微笑みの遺跡が心に残る
おみやげです。

アンコールワットの
刻印入り。

内戦前、世界一おいしいといわれた
カンボジアの胡椒を、カンボジアの
人々が再現。幻の味をお試しあれ！

マレーシア

1

フルーティーな香りと
風味にビックリ。

売り上げ

カンボジア産カシューナッツを使い、
手づくりで焼き上げる人気クッキーです。

カンボジア ペッパー 3個セット

アンコールクッキー 6箱セット

No.9584-0138

¥1,950（税込 ¥2,106）

●1個40g ●1個サイズ約直径4.5×高さ7.5cm ●エアパッキン包装
（個別包装なし）
●カンボジア製 ※輸入時期によりラベルデザインが変更になる場合があります。

No.9584-0140

¥7,200（税込 ¥7,776）

●1箱100g
（10枚）●1箱サイズ約11×17×3.5cm ●個別包装なし ●カンボジア製
《卵・乳・小麦》※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

カンボジア

6箱で
¥530
お得！

マカデミアナッツをミルクチョコレートで包みました。
香ばしいナッツとまろやかなチョコの風味が溶けあいます。

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

カンボジア マカデミアナッツチョコレート

●1箱170g
（15粒）●1箱サイズ約15×27×2cm ●アメリカ製
《乳》 夏季クール

ベトナム

箱あたり
6箱 No.9584-0134〈1¥1,292
（税込 ¥8,370）
〉 ¥7,750
1箱 No.9584-0135
¥1,380（税込 ¥1,490）

3本で
¥540
お得！

配りやすい
個別包装

軽い食感とチョコの
まろやかさがマッチ。

アンコールワットの
ラベルが印象的。

サクサクとした口あたりのウエハースをチョコレートで
コーティングしました。コーヒーブレイクやティータイム
のお供にどうぞ。

果実風味とスパイシーな味わいが楽し
める赤ワインをカンボジア国旗をイメージ
したこだわりのボトルでお届けします。

No.9584-0136

3本 No.9584-7141
1本 No.9584-7142

¥4,380（税込 ¥4,730）

●1箱120g
（1袋1個入り×12袋）●1箱サイズ約21×22×2cm
●マレーシア製《乳・小麦》 夏季クール
※輸入時期により個別包装のデザインが変更になる場合があります。

4種18点 約4.5kg

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.5度
●ぶどう品種：シラーズ、カベルネソーヴィニヨン、
メルロー［オーストラリア／カ
セグレーン］※輸入時期によりキャップ形状が変更になる場合があります。

アンコールビール 6本セット
No.9584-7143

¥5,000

（税込 ¥5,400）

●ビール●330㎖ ●ボトル高さ約23cm ●5.0度
〈6本ケース入り〉
［カンボジア／カムブリュー］

※ワインの年代・アルコール度数、ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。※ワイン・ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
②カンボジア
チョコウエハース
6箱

①カンボジア マカデミア
ナッツチョコレート 5箱

セットで

Cosmetics

コスメ

¥480

しっとりうるおい、ふわりトロピカルな香り。気分も上がる
コスメをカラフルなカゴに入れ、カンボジアらしさ満点に！

お得！

ココナッツとマンゴ
ーのほのかな香り
に癒されて。天然
油配合でやさしい
うるおいです。色
鮮やかなカゴも女
心をくすぐります。

カンボジア 人気バラエティ
No.9584-0137

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥20,460）
①カンボジア マカデミアナッツチョコレート
170g
（15粒）
×5箱／アメリカ製
②カンボジア チョコウエハース
120g
（1袋1個入り×12袋）
×6箱／マレーシア製
③カンボジア 赤ワイン
750㎖×1本／
［オーストラリア／カセグレーン］
④アンコールクッキー
100g
（10枚）
×6箱／カンボジア製
夏季クール 《卵・乳・小麦》
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¥5,400（税込 ¥5,832）
¥1,980（税込 ¥2,138）

マンゴー

カンボジア リップバーム ２コセット

④アンコールクッキー 6箱

③カンボジア
赤ワイン
1本

ハンドメイドのココ
ナッツ石けんです。
泡 立 ちがよく、洗
い 上 がりもなめら
か。ハチミツ入りで
お肌にうるおいを
与えてくれます。

No.9584-0144

ココナッツ

¥1,380（税込 ¥1,490）

●2種 :マンゴー､ココナッツ ●約10ｇ×2コ ●1コサイズ約直径4×高さ1.5cm ●手づくりカゴ
入り ●カンボジア製 ※輸入時期によりカゴの色、デザインが変更になる場合があります。

カンボジア石けん 3コセット
No.9584-0145

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1コ3種入り:シナモン､レモングラス､ジャスミン
●約40g×3コ ●1コサイズ約直径5×高さ5.5cm ●手づくりカゴ入り
●カンボジア製 ※輸入時期によりカゴの色、デザインが変更になる場合があります。

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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￥19,980

軽

その名の通り、世界遺産のアンコールワット
の名をつけたカンボジアきってのビールで
す。なめらかで、爽やかな苦味。後味もグッ
ドです。

フィリピン

人気商品を集めた
お得なバラエティセット

重

〈1本あたり
¥1,800〉

カンボジアの国民的ビール。
ミャンマー

カンボジア 赤ワイン

カンボジア チョコウエハース 6箱セット

〈6本ケース入り〉

シンガポール

ベトナム

VIETNAM

ベンタイン
市場の風景

購入者の声
世界遺産ハロン湾の景
色と、
アオザイ姿の女性
が描かれたパッケージ
が良かったです。
（60代／男性）

おみやげワンポイント
南北で気候の異なるベトナムですが、
高温多湿
の南部ではチョコレートなどの保管に要注意で
す。お菓子のおみやげとしては、
現地で人気の
カラメルウエハースがおいしくておすすめです。

配りやすい
個別包装

人気のワケ ①

カリッと香ばしい大粒のマカデミアナッツが自慢。誰もが納得するおい
しいおみやげのベストセラーです。

12箱で
¥2,060
お得！

No.9584-0148

¥16,780（税込 ¥18,122）
¥8,600（税込 ¥9,288）
¥1,570（税込 ¥1,695）

●1箱198g
（18粒）●1箱サイズ約15×27×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

世界遺産ハロン湾が雄大なパッケー
ジ。
ベトナム国旗の赤をバックに、
アオ
ザイ姿の女性が花を添えます。

人気のワケ ②

6箱で
¥820

¥12,900（税込 ¥13,932）
¥6,800（税込 ¥7,344）
6箱で
¥1,200（税込 ¥1,296） ¥400

¥550
（税抜）

日本のおこしに似た、サクッと香ばしい味。
黒ゴマや白ゴマなど、４種類のウエハース
はティータイムにおすすめです。

ベトナム カラメルウエハース

¥4,300（税込 ¥4,644）

ベトナム カラメル

お得！

●1箱180g（1袋2枚入り×6袋）●4種：黒ゴマ×4枚、白ゴマ×4枚、カシューナッ
ツ×2枚、
メロンシード×2枚 ●1箱サイズ約16×24×3.5cm ●ベトナム製《小麦》
※パッケージに日本語表記あり（現地仕様）
。 ※輸入時期によりパッケージデザイ
ンが変更になる場合があります。

ウエハース

人気商品を集めた
お得なバラエティセット
6種35点 約3.5kg

￥19,980

⑥ベトナム
トロピカルフルーツクッキー 3箱

①ベトナム チョコトリュフ 4箱
②ベトナム
マカデミアナッツ
チョコレート
2箱

セットで

¥1,620
お得！

③ベトナム
カシュー
ナッツ 10袋

ベトナム 人気バラエティ
No.9584-0160

●1袋100g ●4種：黒ゴマ×3枚、白ゴマ×3枚、
カシューナッツ×
3枚、
メロンシード×3枚 ●1袋サイズ約9.5×15×3cm ●ベトナ
ム製 《小麦》 ※輸入時期によりパッケージデザインが変更にな
る場合があります。

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥21,600）

ベトナム ミルクチョコレート 6箱セット
No.9584-0152

¥7,800（税込 ¥8,424）

●1箱98g
（14粒）●1箱サイズ約16.5×21.5×2.5cm
●ベトナム製《乳》 夏季クール

①ベトナム チョコトリュフ
100g
（1袋1粒入り×20袋）
×4箱／フランス製
②ベトナム マカデミアナッツチョコレート
198g
（18粒）
×2箱／アメリカ製
③ベトナムカシューナッツ 30g×10袋／ベトナム製
④ベトナム カラメルウエハースミニ 100g×6袋／ベトナム製
⑤ベトナムフォー
65g
（2種：チキン味、エビ&カニ味 各5袋）
×1セット／ベトナム製
⑥ベトナムトロピカルフルーツクッキー
150g
（1袋1枚入り×24袋）
×3箱／ベトナム製
夏季クール《卵・乳・小麦・えび・かに》

④ベトナム
カラメル
ウエハース
ミニ 6袋

⑤ベトナムフォー 2種 10袋
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鮮やかなグリーンのパッケー
ジからチョコの形まで、ありそ
うでなかった新商品。クセが
なく食べやすい味です。

ベトナム カシューナッツチョコレート 3箱セット

6箱で
¥440

ベトナムから届いた、チ
ョコのエアメール!? おし
ゃれなパッケージが 女
性に喜ばれること請け
合いです。

ベトナム伝統の
笠帽子型がユニーク。

お得！

食べやすく4等分に。手軽
にみんなにおすそわけ。

フィリピン

●1箱100g
（1袋1粒入り×20袋）●1箱サイズ約15.5×23.5×4.5cm
●フランス製《乳》 夏季クール

12箱で
¥820

ミャンマー

配りやすい
個別包装

ベトナム チョコトリュフ

●1箱120g
（15粒）●1箱サイズ約16×25×2.5cm ●ベトナム製《乳》 夏季クール

1袋あたり

ウエハースミニ 6袋セット
12箱 No.9584-0157〈1箱あたり
（税込 ¥10,778）
¥832〉 ¥9,980
〈1箱あたり
6箱 No.9584-0158 ¥900〉 ¥5,400（税込 ¥5,832） No.9584-0159
¥3,300（税込 ¥3,564）

まぶしたココアパウダーまでベス
トな状態で味わっていただけ、
リ
ッチ感もあるゴールドの個包装。
大人好みの上品な甘さです。

¥8,380（税込 ¥9,050）
¥1,470（税込 ¥1,587）

¥5,200（税込 ¥5,616）

●1箱210g（1袋1枚入り×18枚）●1箱サイズ約12×16×
7cm ●ベトナム製《卵・乳・小麦》夏季クール

セット
販売商品

レッド×ゴールドの
色使いも目をひく。

〈1箱あたり
￥1,397〉

No.9584-0156

カ ラ メ ル
ウエ ハ ース

ナッツやゴマなどをキャラメルで
コーティング

6箱 No.9584-0149
1箱 No.9584-0150

お得！

ベトナム 風景ラスク 4箱セット

Vietnam

お得！

トリュフチョコ自体にベト
ナム感は感じないかもし
れませんが、
おいしいの
でおみやげによいと思
います。
 （40代／男性）

25

No.9584-0155

カラメルで固めたゴマやナッツ
でウエハースをはさんだベトナ
ムの伝統的なお菓子。香ばし
くどこか懐かしい味わいは、
日
本人の口にもよく合います。

香ばしいナッツとまろ
やかなミルクチョコが
ベストマッチ。

購入者の声

No.9584-0151

No.9584-0154

飛び出す絵本のような仕掛けが楽しいパッケ
ージに、ホワイトチョコレートでコーティングし
たココナッツ味のラスクを詰めました。

ベトナム

ベトナム マカデミアナッツチョコレート
〈1箱あたり
¥1,399〉
〈1箱あたり
¥1,434〉

〈1箱あたり
¥1,075〉
〈1箱あたり
¥1,134〉

No.9584-0153

●1箱150g(1袋1枚入り×24袋）●3種：マンゴー、ココナッツ、パイナップル 各8袋
●1箱サイズ約14×28×4cm ●ベトナム製《卵・乳・小麦》

鮮やかな赤と
レトロ感あるデザインが魅力的。

No.9584-0147

お得！

フタを開けると
ベトナムの街が登場！

カンボジア

1

No.

No.9584-0146

マンゴー ココナッツ パイナップル

ベトナム トロピカルフルーツクッキー

売り上げ

12箱
6箱
1箱

12箱で
¥1,500

マレーシア

南国フルーツの代名詞
“ マンゴー・パイナップル・ココナッツ”
風味のクッキー！フルーツ好きな方
へ贈りたいおいしさです。

12箱
6箱
1箱

伝統芸能の
水上人形劇

配りやすい
個別包装

南国フルーツの
クッキーギフト。

ベトナム

上蓋を開けると
楽し い 立 体 的
な風景写真が
現れます。

タイ

ベトナム出張のおみ
やげに量が多く必要
なので、
よく利用して
います。会社に届け
てくれるので本当に
便利です。


（50代／男性）

聖母マリア教会

購入者の声

バラエティ豊かなベトナムみやげ

美とリラックスを届ける、
今話題のココナッツ。

ココナッツ

個別包装されて配りやす
いココナッツクッキー。サク
サクした食 感とココナッツ
の香りが人気です。

No.9584-0162

●1箱150g（1袋1個入り×約20袋）●1箱サイズ約10.5×22.5×5cm
●ベトナム製《卵・乳・小麦》※グラム計量のため個数が異なる場合があり
ます。※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

（税抜）

ベトナム 人気お配り 6袋セット
No.9584-0170

ココナッツクラッカー 3箱セット

¥7,800（税込 ¥8,424）

¥2,400（税込 ¥2,592）

●1箱250g
（1袋2枚入り×20袋）
●1箱サイズ約19×13×4cm ●ベトナム製《落花生》

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1袋100g（約30粒）●1袋サイズ約20×14.5×3（マチ）cm ●ベ
トナム製 《乳》 ※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

ヘルシーなベトナム産ナチュラル
フード。ベトナム有数のココナッ
ツ生産地 Ben Treのココナッツ
チップ。密閉ジッパー付きパッケ
ージでパリパリの食感をキープ。

ベトナムでココナッツオイル生産
量第一位といわれるメーカーの、
エキストラバージンココナッツオイ
ル。パンに塗ったり、料理に使っ
たり、コーヒーなどに入れても◎。

ココナッツチップス
5袋セット

ベトナム ココナッツオイル

No.9584-0164

No.9584-0165

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1袋40g ●1袋サイズ約18.5×12×マチ3cm ●ベトナム製

1

3

2

4

ベトナム コーヒー

ベトナム女性の
美の秘訣。

フレッシュな
味と香りはそのまま
！

立ちのぼる湯気に漂う蓮の花
の香りに、心も体も癒されて。有
名なベトナム茶専門店「Phuc
Long 社」
の
蓮花茶です。

大きなサイズで
食べごたえのあ
るドライマンゴ
ー。甘酸っぱい
ナチュラルな風
味 がギュッと凝
縮されています。

ベトナム蓮花茶 4箱セット

ベトナム ドライマンゴー 3袋セット

No.9584-0172

No.9584-0173

¥3,200（税込 ¥3,456）

¥1,300（税込 ¥1,404）

●1個200㎖ ●1個サイズ約直径5.5×高さ10cm
●ベトナム製 ※低温で保管した場合、成分が結晶化することが
ありますが品質には問題ありません。

①グラスの底にお好みの量のコンデンスミルクを入れます。
②ドリッパーにコーヒーを約10g 入れ、中ブタを落とし湯を注
ぎ入れます。
③上ブタをしてコーヒーが落ちるのを待ちます。
④コーヒーが落ちたらドリッパーを外し、よくかき混ぜてどうぞ。

セット
販売商品

1袋あたり

ローストした
¥388
カシューナッツの （税抜）
風味を、程よい
塩加減でさらにおいしく
！

便利な
小袋入り

ベトナム
カシューナッツ 10袋セット

エビの旨みとカリッカリの歯ごたえが、
スナック好きにはたまりません。

No.9584-0175

ベトナムスプリングロール 4箱セット
No.9584-0174

1箱あたり

セット
販売商品

1箱
3袋入り

ベトナムコーヒーのつくり方

¥3,880

（税込 ¥4,190）

¥2,980（税込 ¥3,218）

●1袋30g ●1袋サイズ約17×8cm
●ベトナム製 ※輸入時期によりパッケージ
デザインが変更になる場合があります。

●1箱150g
（50g×3袋）●1箱サイズ約11×30×3.5cm ●ベトナム製《小麦・えび》

¥497

¥2,080（税込 ¥2,246）

●1袋100g ●1袋サイズ約20×14.5×マチ4.5㎝ ●ベトナム製 ※輸入時期によりドライマン
ゴーの色が変わる場合がありますが、品質には問題ございません。

●1箱50g
（2g×25ティーバッグ）●1箱サイズ約7×8×12cm ●ベトナム製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

ミャンマー

Vietnam Coffee

¥2,980（税込 ¥3,218）

●1箱100g
（1袋1枚入り×12袋）●1箱サイズ約15.5×29.9×2cm ●ベトナム製《卵・小麦》

●1箱160g
（10袋）●1箱サイズ約7×11.5×7cm ●インスタントコーヒー
●ベトナム製《乳》

KUKU
ベトナムコーヒー
3袋セット
No.9584-0168

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1袋250g ●1袋サイズ約23×8×3.5cm
●レギュラーコーヒー
（中挽き）●ベトナム製

No.9584-0167

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1袋340g ●1袋サイズ約24×9×5cm ●コーヒー1袋、アルミコーヒーフィルター
1個 ●レギュラーコーヒー
（中挽き）●ベトナム製 ※日本語飲み方説明書付き。
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

ベトナム名物のしょうがの
砂糖漬け。スライスされて
いるのでそのまま食べて
も、白湯や紅茶に入れて
も。個包装されているの
でみんなに配れます。

ベトナムコーヒーに
ドリップ式が登場。
お湯を注ぐだけで
本格的な香りと味
を楽しめます。

蓮の実を揚げ、2種類のハニー味にしたナッツ感
覚のお菓子。CDケースのようなおしゃれなパッ
ケージ入り。

油でサッと揚げるだけ。
ベトナムに工場を持つフ
ランスの会社が、フラン
スの品質で、ベトナムの
価格で提供している
商品です。

ベトナム
ドリップコーヒー 10袋セット

ベトナム 蓮の実 2種6箱セット

えびせん 4箱セット

ベトナム ジンジャー ハニー味

No.9584-0176

No.9584-0177

No.9584-0178

No.9584-0169

ココナッツハニー味

¥1,600（税込 ¥1,728）

●1袋12ｇ ●レギュラーコーヒー
（中挽き）
●1袋サイズ約13×10.5cm ●ベトナム製

ターメリックハニー味

¥3,180（税込 ¥3,434）

●1箱30g ●2種：ターメリックハニー、
ココナッツハニー 各3個
●1箱サイズ約14×12cm ●ベトナム製

¥2,200（税込 ¥2,376）

●1箱180g ●1箱サイズ約11×16×3.5cm ●ベトナム製
《えび》※日本語調理説明付き。

¥1,100（税込 ¥1,188）

●1箱80g
（14袋）●1箱サイズ約5.5×8.5×15cm
●ベトナム製

※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。
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インドネシア／バリ インド／スリランカ

¥2,980（税込 ¥3,218）

契約農家でつくるこだわり
の豆を使用。深みのある味
と爽やかなあと味で何杯で
も飲みたくなります。
コーヒーの名産地、ベ
トナム南部の高原地
帯バオロックの契約農
家で生産される良質の
豆を使用しています。

チュングエン コーヒー＆フィルターセット

チュングエン インスタントコーヒー 6箱セット
No.9584-0166

おつまみ、おやつ、肉料理に。

濃厚な味わいのコーヒーとアルミフ
ィルターがセットになり、手軽にベト
ナムコーヒーが楽しめるセットです。

お湯を注ぐだけで、コンデンスミルク入り
のベトナムコーヒーが出来上がり。深いコ
クがあり、ホットでもアイスでもおいしい。

フィリピン

（税抜）

チュングエンは、ベトナ
ム最大のコーヒーブラ
ンド。ベトナムで知らな
い人はいないほど、知
名度を誇っています。
チェーンカフェも展開し
ていて、
ベトナム産コー
ヒーを愛する人たちで
大賑わい。

ベトナム

No.9584-0163

No.9584-0171

カンボジア

ベトナム ココナッツキャンディ 3袋セット

ベトナム コーヒークッキー 3箱セット

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1袋3種入り:ココナッツクッキー5袋、黒ゴマカラメルウエハース1袋、白ゴマカラメルウエハー
ス1袋 ●ビニール袋入り
（個別包装なし） ●ベトナム製《卵・乳・小麦》
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

配りやすい
個別包装

大人数にも配りやすいキャンディはおみやげに便
利。濃厚なココナッツの風味を楽しめます。

ホーチミン在住の日本人パティシ
エが、本物を求めるお客様のオ
ーダーに応えて完成。コーヒー風
味の香ばしいクッキーです。

¥500

マレーシア

No.9584-0161

ベトナムコーヒーを練りこみ。

1袋あたり

贈る人の顔を思
い浮かべながら
選んだようなセッ
ト。オーガンジー
の袋にスイーツ
を詰めました。

自然素材にこだわったクアンナム省特産品。おい
しい味と品質を保つために、地元特産の素材で
製造。パリッとした口あたりで、
お茶うけにぴったり。

ココナッツクッキー 6箱セット

セット
販売商品

タイ

1袋ワンコインで、
こんなに素敵。

配りやすい
個別包装

シンガポール

Coconut

ローカルグルメの詰め合わせ。

ベトナム グルメ

シンガポール

Vietnam Gourmet

ベトナムの高級スーパー
で販売。

購入者の声

ホワイト
ペッパー
ホール

ホワイト
ペッパー
パウダー

タイ

ブラック
ペッパー
パウダー

生鮮食
品
大 丈 夫！も
！

ベトナムに旅行すると言ったら、
同
僚に頼まれました。
喜んでもらえそ
うなので、
おみやげに購入するこ
とにしました。

（40代／男性）

スダチのような青いライムをベトナムではレモンと呼びます。葉と
実の乾燥粉末を使用。サラダや炒め物に使ったり、独特の味を
楽しめます。

パクチーの小袋も付いています。
イ
ンスタントなので作り方も簡単で
おいしかったです。
（40代／女性）

No.9584-0181

体がホッと
するやさしい味。

¥1,550（税込 ¥1,674）

●1個50g ●1個サイズ約直径4×高さ10cm ●ベトナム製

胡椒の名産地、フーコック島の胡椒セット。とびきり豊かな
風味で、グルメな方へのギフトにも最適。

フーコック産胡椒 4本セット
No.9584-0182

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

ベトナム リカー

1袋あたり
¥180

エビ＆カニ味

（税抜）

愛しきベトナムの、
スタンダードビール。

ベトナムの国民食フォー。お米からつくった平らな麺は、のど越しのよさが
たまりません。麺を油で揚げていないので、
とてもヘルシー。

ベトナムフォー 2種10袋セット

¥1,800（税込 ¥1,944）

ベトナム

No.9584-0179

カンボジア

Vietnam Liquors

セット
販売商品

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1個サイズ約直径4×高さ10cm ●4種：ブラックペッパーホール50g、ブラックペッパーパウダー
45g、ホワイトペッパーホール50g、ホワイトペッパーパウダー45g ●ベトナム製

●1袋65g ●2種：チキン味、エビ&カニ味 各5袋 ●1袋サイズ約13×18×3cm ●インスタント
●ベトナム製《えび・かに》※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

多彩に味わえます

※写真は全て調理例です。

そのまま飲むのはもちろん、炭酸や豆乳で割っ
て飲んでも美味。また、バニラアイスにかけて
アフォガードにするのもおすすめ。

〈6本箱入り〉

〈化粧箱入り〉

サイゴンビール 6本セット
No.9584-7183

ベトナムコーヒー焼酎

¥5,300（税込 ¥5,724）

No.9584-7184

●ビール ●355㎖×6本 ●ボトル高さ約23cm ●4.9度〈6本箱入り〉
［ベトナム／サイゴンビール アルコール ビバレッジ］
※輸入時期によりラベルデザインが変更になる場合があります。

ベトナム 海鮮グルメ 4種セット

別送冷凍

¥7,980（税込 ¥8,618）

●4種 :えび春巻約16g×10個、たこ春巻約16g×10個、海
鮮プリプリ春巻約30g×10個、エビ餃子約20g×10個
●簡易セット箱入り ●ベトナム製《卵・小麦・えび》
※日本語調理説明書付き。
※賞味期限 :お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。

④〈エビ餃子〉
エビをたっぷり配合し、皮も薄く仕上げた
本格点心の名に恥じないエビ餃子です。

［セット内容と調理方法］
①
〈えび春巻〉
冷凍のままのえ
び 春 巻を約
160 ℃ の 油 で
約4分 揚げてく
ださい。

②
〈たこ春巻〉
冷 凍 のまま約
160 ℃ の 油 で
約4分 揚げてく
ださい。

ストレートで
飲むのが
おすすめ

③
〈海鮮プリプリ
春巻〉
冷 凍 の まま 約
160℃の油で約
3分半揚げてくだ
さい。

④
〈エビ餃子〉
冷凍のまま強火
で約6 〜 7分蒸
してください。

赤もち米を発 酵さ
せてつくったお酒で
す。口あたりが甘く
濃 厚 で、女 性 にも
人気です。

独特な香りがあるベト
ナム産のもち米（ネプ）
からつくられた、ほの
かに甘くさっぱりとした
蒸留酒です。

ネプモイ
No.9584-7185

〈化粧箱入り〉

¥2,500（税込 ¥2,700）

●スピリッツ ●700㎖ ●ボトル高さ約30.5cm
●40.0度〈化粧箱入り〉
［ベトナム／ハリコ］
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

ネプカム
No.9584-7186

〈化粧箱入り〉

¥2,500（税込 ¥2,700）

●スピリッツ ●600㎖ ●ボトル高さ約22.5cm ●29.5度
〈化粧箱入り〉
［ベトナム／ハリコ］
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

香料を使用せず、蒸留酒
づくりに使用されている米
の甘みと旨みを、こだわり
の製法で仕上げた自然で
繊細な風味が特徴です。

ルアモイ
No.9584-7187

¥2,500（税込 ¥2,700）

●スピリッツ ●700㎖ ●ボトル高さ約30.5cm ●40.0度
［ベトナム/ ハリコ］

※アルコール度数、ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。※ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
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●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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インドネシア／バリ インド／スリランカ

レストランの人気メニューが簡単調理でお手軽
に楽しめるグルメセットです。ベトナムの味をご
堪能ください！

③〈海鮮プリプリ春巻〉
サクっとした網状のライスペーパーに、
エ
ビやイカと野菜を彩り豊かに巻きました。

フィリピン

②〈たこ春巻〉
網状のライスペーパーにタコや野菜を
巻きました。サクサクした食感が魅力。

¥2,500（税込 ¥2,700）

●スピリッツ ●500㎖ ●ボトル高さ約26cm
●25.0度〈化粧箱入り〉
［ベトナム／フエフーズカンパニー］

別名
ベトナム焼酎は
ストレートや
ロック、熱燗、
ソーダ割りで。

甘い香りを
楽しみながら
ストレートや
ロックで。

①〈えび春巻〉
エビと、れんこんやたけのこなどの野菜
を網状のライスペーパーで巻いた春巻。

ベトナムコーヒーから作った香りのよい焼酎。ノ
ンシュガーで糖質オフのヘルシーなお酒です。

ミャンマー

ベトナムを代 表 する
ビール、サイゴン。コ
クがあり、
ビール通に、
喜ばれる味わい。

No.9584-8180

マレーシア

レモンペッパーソルト 4個セット

チキン味

ブラック
ペッパー
ホール

MYANMAR

ぬくもり感あふれる素朴さが
いとおしい、ベトナム雑貨。

ベトナム 雑貨マーケット

1コあたり

セット
販売商品

¥360
（税抜）

アオザイを着た女性の刺繍が愛らしいポーチ。レ
トロで手づくり感ある絵柄がかえって新鮮です。

No.9584-0190

¥1,080（税込 ¥1,166）

●約10×13cm ●ポリエステル ●ビニール袋入り
（個別包装あ
り）●ベトナム製 ※輸入時期により、色、柄が変更になる場合
があります。※色、柄の指定はできません。

1コあたり
¥340
（税抜）

ベトナム 刺繍シースルー巾着 5コセット
No.9584-0191

マレーシア

アオザイ柄 刺繍ポーチ 3コセット

小物入れのほか、おみやげを
入れてプチギフトにしてもかわいい。

箱も中身もきらびやか。
輝くパゴダをイメージして。

タイ

セット
販売商品

シンガポール

Vietnam Goods Market

ミャンマー

¥1,700（税込 ¥1,836）

●約14.5×10.5cm ●化繊 ●ビニール袋入り（個別ビニール
袋入り）●ベトナム製 ※輸入時期により色、柄が変更になる場
合があります。※色、柄の指定はできません。

セット
販売商品

1コあたり
¥617

ベトナムらしい民 族 衣 装アオ
ザイがカラフルな、ストラップで
す。衣装は手作業で色付けし
ました。鈴もついて、とてもキ
ュートです。

セット
販売商品

バッグの中の
整理に役立つ、
※商品に化粧品は
含まれません。
もらってうれしい便利な
小物ギフト。ベトナムらしい刺繍が人気です。

※商品にペンは
少数民族、チャム族の
含まれません。
伝統織物でつくったペンケース。
個性的な図柄は手織りならではの味わいです。

アオザイストラップ 5コセット

ベトナム 刺繍ポーチ 3コセット

ベトナム ペンケース 3コセット

No.9584-0189

No.9584-0192

1コあたり
¥255
（税抜）

¥1,275（税込 ¥1,377）

¥2,400（税込 ¥2,592）

●約8×15.5×5.5cm ●ポリエステル ●ビニール袋入り（個別
包装あり）●ベトナム製 ※輸入時期により、色、柄が変更にな
る場合があります。※色、柄の指定はできません。

イグサで丁寧に編み上げてい
て、通気性がよく、ムレしらず。
折りたたんでコンパクトになるの
で携帯も便利。

メタリックな質感がおしゃれなキ
ーホルダー。6色揃っているの
で、好みに合わせて配れます。

ベトナム帽子 3枚セット

アオザイキーホルダー 6色セット

No.9584-0195

¥1,650（税込 ¥1,782）

●サイズ約最大直径37×高さ15cm ●イグサ
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●ベトナム製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。

No.9584-0196

¥2,100（税込 ¥2,268）

●全長約10.5cm（モチーフ部分約5×1.5cm）●スチール、合
金、
メッキ ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●ベトナム製
※輸入時期により、色、デザインが変更になる場合があります。

¥2,200（税込 ¥2,376）

●1コ5g ●1コサイズ約直径1.5×高さ6.5cm ●個別箱入り
●ベトナム製 ※天然素材使用のため輸入時期により色が変更
になる場合があります。
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爽やかなシナモンの香り。
程よくベトナム産のシナモンの香り
を閉じ込めた石けん。クリーミーな
泡立ちで、洗い上がりしっとり。

シナモンソープバー
4コセット
No.9584-0198

¥2,450（税込 ¥2,646）

●1コ100g ●1箱サイズ約8.5×6×2.5cm ●個別箱入り
●ベトナム製 ※手作りのため色、形が異なる場合があります。

水で溶き、顔や体にたっぷりつけてパック。
ベトナム産コーヒーパウダー
入りで、お肌つやつやに
！

ベトナム
マッドパウダー 2コセット
No.9584-0199

¥1,950（税込 ¥2,106）

●1コ100g ●1コサイズ約口径7×高さ5.5cm ●パウダータイ
プ ●個別箱入り ●ベトナム製 ※日本語使い方説明書付き。
※食べられません。

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1袋200g ●レギュラーコーヒー（中挽き）●1袋サイズ約20×
11×マチ6.5cm ●紙袋入り ●ミャンマー製

ミャンマー特産のロンジー生地
を施し、ストラップにはミャンマ
ー産翡翠（ヒスイ）。地元の人
に仕事をと頑張る若い日本人
女性が企画した商品です。

ざっくりとした大判チョコチップクッ
キーを、美しく輝くパゴダのパッケー
ジで。

6箱で
¥320
お得！

※商品に化粧品は
含まれません。

ミャンマー ポーチ 2枚セット

ミャンマー チョコチップクッキー

6箱 No.9584-0201
1箱 No.9584-0202

〈1箱あたり¥997〉

¥5,980（税込 ¥6,458）
¥1,050（税込 ¥1,134）

●1箱340g
（24枚）●1箱サイズ約9×25×6.5cm ●アメリカ製《乳・小麦》

No.9584-0204

¥1,936（税込 ¥2,090）

●サイズ約9.5×13cm ●綿100%
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●ミャンマー製
※輸入時期により、色、柄が変更になる場合があります。
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保湿性に優れた
ガックフルーツオイル使用。

ベトナム リップクリーム 4コセット

No.9584-0203

100

ベトナムコスメ

No.9584-0197

ミャンマー コーヒー

％ナチュラルで
エステ気分！

Vietnam Cosmetics

ガックは、
リコピンがトマトの60倍もある
というベトナム特産のフルーツ。ココナッ
ツベースで、香りもほんのり甘く、上品。

ミャンマーの契約農園より厳
選。世界コーヒーベルトに属
するミャンマー北部で栽培され
る良質のアラビカ豆を中挽きに
しました。苦み、酸味がなく、
後味すっきり。

フィリピン

●約31×40cm ●竹 ●ビニール袋入り（個別包装なし）●ベトナ
ム製 ※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。

アーモンド

ミャンマー

¥1,950（税込 ¥2,106）

¥7,200（税込 ¥7,776）

●1箱200g
（27粒）●1箱サイズ約16×27×2.5cm ●マレーシア製《乳》 夏季クール

（税抜）

（税抜）

No.9584-0194

No.9584-0200

¥350

¥325

パッケージには黄金色に輝くミャンマーの聖地、シュエダゴン・パゴダ。黄金の搭にふさわしく、包み紙は
ゴールド。口どけなめらかなチョコの中に、香ばしいアーモンドが入っています。

ミャンマー アーモンドチョコレート 6箱セット

1コあたり

1枚あたり

ランチョンマット 6枚セット

¥1,850（税込 ¥1,998）

セット
販売商品

セット
販売商品

バンブー素材で、
きれいなグリーンが目にも涼やか。
食卓だけでなく、雑貨を置くマットにしてもステキ。

No.9584-0193

●約7×19×2cm ●ポリエステル ●ビニール袋入り
（個別包装
あり）●ベトナム製 ※輸入時期により、色、柄が変更になる場
合があります。※色、柄の指定はできません。

ベトナム

●全長約8.5cm（モチーフ部分約4cm）●本体：粘土、ループ
部：化繊 ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●ベトナム製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。※色、
柄の指定はできません。

カンボジア

（税抜）

シンガポール

フィリピン

PHILIPPINES

みんなに
配れる
ミニサイズ！

タイ

おみやげワンポイント

フィリピン

7107もの島々からなるフィリピンでは、各島に滞在
してマリンスポーツやリゾートライフを楽しむのが主
流です。おみやげはホテル内のショップで買えます
が、種類が限られるので事前購入も一考です。

カリッと香ばしいアーモンドチョコは、
おみやげの定番です！

No.

香ばしいアーモンドを丸ご
とチョコでコーティング。
誰にでも喜ばれるおいし
さをフィリピンの自然や名
所を描いたパッケージで
お届け。

配りやすい
個別包装

フィリピンのビコール地方の
みで収穫される「ピリナッツ」
は、ヘルシーで栄養価の高
いナッツとして話題に。

ビジネスクラスでも提供されるナッツ菓子。
フィリピンビコール地方でしか採れない美容にうれしいと話題のピリナッツを使用。サク
サクとしたパイ生地にナッツを織り込み、ハニーシロップで包んだ上品な味わいです。

口に含むとほろりとくずれる落雁
風チョコがけ焼き菓子。ライスクリ
スプ入りで、サクサクした食感が
いいアクセントです。

ピリナッツ 2種セット

ラプソディーパイ 2箱セット

チョコレートポルボロン 3箱セット

No.9584-0215

¥1,600（税込 ¥1,728）

¥4,500（税込 ¥4,860）

●1袋50g ●2種：シーソルト、ソルト
ペッパー 各1袋 ●1袋 サイズ 約
14.5×11×マチ5.5cm
●フィリピン製

シーソルト

ソルトペッパー

お得！

No.9584-0216

配りやすい
個別包装

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1箱192g
（1袋1個入り×12個）●1箱サイズ約15×10×5cm ●フィリピン製《乳・小麦》 夏季クール

Beer

Philippines Goods

フィリピン

①フィリピン パイナップル
チョコレートクッキー
4箱

¥3,400（税込 ¥3,672）

●1箱160g
（1袋1枚入り×12枚）●1箱サイズ約13×17.5×5cm ●フィリピン製《乳・小麦》

フィリピン 雑貨
②フィリピン アーモンド
ミルクチョコレート 6箱

お得！

丸めて
コンパクトに

香りにうっとり、洗い上がりしっとり。 使いやすさを追求した

No.9584-0210

¥19,980（税込 ¥21,578）

（通常価格 ¥21,240）

①フィリピン パイナップルチョコレートクッキー
215g
（1袋1枚入り×16袋）
×4箱／マレーシア製
②フィリピン アーモンドミルクチョコレート
200ｇ
（約28粒）
×6箱／マレーシア製
③7D ドライマンゴー
100ｇ×6袋／フィリピン製
④フィリピン ミニチョコトリュフ
20g
（1袋1個入り×4袋）
×10箱／フランス製
夏季クール《卵・乳・小麦》

④フィリピン
ミニチョコトリュフ
10箱

③7D ドライマンゴー
6袋

実力派エコバッグ。

フィリピンで有名なパパイヤ酵素入り石けんで
す。洗うたびに香る心地よさ。ご自分のおみ
やげにも、どうぞ。

かわいくて実用性も備えた、大容量のエコバッ
グを3枚セットに。

シルカ パパイヤ石けん 6コセット

フィリピン エコバッグ 3枚セット

No.9584-0217

No.9584-0218

¥4,900（税込 ¥5,292）

●1コ90g ●1箱サイズ約5.5×9×3.5cm
●個別箱入り ●フィリピン製※輸入時期によりパッケージデ
ザインが変更になる場合があります。

¥3,000（税込 ¥3,240）

●エコバッグ本体：約42×50ｃｍ、持ち手高さ約25ｃｍ ●マチ
なし ●ポリエステル ●ビニール袋入り（個別包装なし）●中国
製 ※輸入時期によりボタンの色が変更になる場合があります。

元祖フィリピン産サンミゲール。
すっきりさわやかな味わいの中
に、ほのかな甘みと麦の香りが
楽しめるビールです。現地その
ままのプリント瓶でお届け。

サンミゲール 4本セット
No.9584-7219

¥3,000（税込 ¥3,240）

●ビール ●320㎖×4本 ●ボトル高さ約18cm ●5.0度
〈4本セット箱入り
（個別包装なし）〉●フィリピン製
※ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、こ
れらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はござ
いません。

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。

34

インドネシア／バリ インド／スリランカ

セットで

¥1,260

フィリピン 人気バラエティ

33

●1箱215g
（1袋1枚入り×16袋）●1箱サイズ約22.5×25×3cm
●マレーシア製《卵・乳・小麦》 夏季クール

6箱で
¥940

ミャンマー

7D ドライマンゴー 6袋セット

￥19,980

6箱 No.9584-0213 〈1￥箱あたり
（税込 ¥7,992）
1,234〉 ¥7,400
1箱 No.9584-0214
¥1,390（税込 ¥1,501）

ベトナム

セブンディー

人気商品を集めた
お得なバラエティセット

¥7,980（税込 ¥8,618）
¥4,200（税込 ¥4,536）

カンボジア

お得！

No.9584-0209

●1袋100g ●1袋サイズ約21×14.5cm ●フィリピン製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

フィリピン パイナップル チョコレートクッキー

伝統菓子

6箱で
¥700

フレッシュな味と香り、ほど
よい酸味…７Dのドライマ
ンゴーは一度食べるとファ
ンになると評判の味！

No.9584-0208

〈1箱あたり ￥420〉

サクサクしたクッキーをミルクチョコ
でコーティング。南国ムード漂うお
いしさです。

伝統のクッキーを、
チョコとライスクリスプで
アレンジ。

●1箱200ｇ
（約28粒）●1箱サイズ約18.5×18.5×3cm ●マレーシア製《乳》
夏季クール ※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

〈1箱あたり ￥399〉

Traditional Sweets

お得！

12箱 No.9584-0205 〈1￥箱あたり
（税込 ¥13,996）
1,080〉 ¥12,960
6箱 No.9584-0206 〈1￥箱あたり
（税込 ¥7,538）
1,164〉 ¥6,980
1箱 No.9584-0207
¥1,280（税込 ¥1,382）

お得！

●1箱20g
（1袋1個入り×4袋）●1箱サイズ約7×10.5×4cm
●フランス製《乳》 夏季クール

12箱で
¥2,400
アーモンド

配りやすい
個別包装

20箱で
¥420

フィリピン ミニチョコトリュフ

20箱 No.9584-0211
10箱 No.9584-0212

フィリピン
アーモンドミルクチョコレート

4種26点 約4kg

なめらかな口どけに
思わずうっとり。心まで甘く
とろけそうなチョコトリュフです。

マレーシア

1

売り上げ

シンガポール

インドネシア

INDONESIA
配りやすい
個別包装

タイ

おみやげワンポイント
インドネシアは雑貨のおみやげは豊富ですが、
チョコレートや食品類は街中ではあまり売られ
ていません。お菓子類のおみやげが入手できな
いこともありますので、
事前手配が安心です。

購入者の声

インドネシア

No.

サラマット
クラシックビスケット
6箱セット

バリ コーヒークッキー

No.9584-0230

¥5,980（税込 ¥6,458）

●1箱204g
（102g×2袋、1袋8枚入り）
●1箱サイズ約15×18×4cm ●インドネシア製《乳・小麦》

洗練された味と
パッケージは、
人気リゾートならでは。

お得！

¥11,980（税込 ¥12,938）
¥6,500（税込 ¥7,020）
¥1,180（税込 ¥1,274）

セット
販売商品

1袋あたり
¥109
（税抜）

6箱で
¥400

香り深いコーヒー風味。インドネシア産コーヒー
を使った、甘すぎない大人のビスケット。何枚もアッと
いうまになくなるほど、薄くてサクサク軽い食感が魅力。

とろけるような味わいのカットマンゴーと、プリプリ
の食感のナタデココが入った濃厚デザート。

現地でポピュラーな
カシューナッツ入り。

バリ マンゴープリン

お得！

6箱 No.9584-0234
1箱 No.9584-0235

〈1箱あたり
¥800〉

¥4,800（税込 ¥5,184） 6箱で
¥880（税込 ¥950） ¥480
お得！

●1箱240g
（80g×3カップ）●1箱サイズ約9×24×3cm ●マレーシア製《乳》

人気商品を集めた
お得なバラエティセット

￥29,980

セットで

¥3,010

No.9584-0236

¥1,950（税込 ¥2,106）

●1箱810g
（45g〈 約15枚〉
×18袋）●1箱サイズ約18.5×32×9cm ●インドネシア製
《乳・小麦》※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

②バリ コーヒークッキー 5箱

①バリ チョコウエハース
6箱

③バリ
カシューナッツ
チョコレート
8箱

④バリ ココナッツ
ミルクチョコレート 6箱

お得！

マカデミアナッツと
チョコの黄金コンビ!

軽やかな食感のウエハースに甘さ控え
めのチョコをコーティング。世代を問わず
人気の高いフィンガースナックです。

インドネシアの文化や遺跡をプリントした
個性的なパッケージに、
こだわりのチョコ
レートを詰めました。

12箱で
¥1,900

バリ チョコウエハース

12箱
6箱
1箱

No.9584-0224

お得！

6箱で
¥500
お得！

¥15,500（税込 ¥16,740）
〈
1
箱あたり
¥1,367
〉
No.9584-0225
¥8,200（税込 ¥8,856）
No.9584-0226
¥1,450（税込 ¥1,566）
〈1箱あたり ¥1,292〉

●1箱115g
（1袋1個入り×18袋）●1箱サイズ約16.5×27.5×3cm
●スイス製《卵・乳・小麦》 夏季クール
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サクッとおいしい
人気のスナック。

No.9584-0237

12箱で
¥1,600
お得！

6箱で
¥500
お得！

インドネシア マカデミアナッツチョコレート

12箱 No.9584-0227
6箱 No.9584-0228
1箱 No.9584-0229

〈1箱あたり¥1,317〉
〈1箱あたり¥1,367〉

¥15,800（税込 ¥17,064）
¥8,200（税込 ¥8,856）
¥1,450（税込 ¥1,566）

●1箱170g
（15粒）●1箱サイズ約15×27×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥32,990）
①バリ チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×6箱／スイス製
②バリ コーヒークッキー
140g
（1袋1枚入り×18袋）
×5箱／マレーシア製
③バリ カシューナッツチョコレート
208g
（約25粒）
×8箱／マレーシア製
④バリ ココナッツミルクチョコレート
65g
（約20粒）
×6箱／マレーシア製
⑤インドネシアドライマンゴー 約60ｇ×4袋／タイ製
⑥バリ マンゴープリン
240g
（80g×3カップ）
×3箱／マレーシア製
夏季クール 《卵・乳・小麦》

⑥バリ マンゴープリン 3箱

⑤インドネシア
ドライマンゴー 4袋
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配りやすい
個別包装

フィリピン

6種32点 約7kg

マヨラコーヒージョイビスケット 18袋セット

ミャンマー

●1箱208g（約25粒）●1箱サイズ約16×27×2.5cm ●マレーシア製《乳》
夏季クール ※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

人気のワケ ②
12箱で
¥2,300

〈1箱あたり¥1,084〉

ベトナム

〈1箱あたり

〈1箱あたり¥999〉

お得！

バリで一番美しい寺院といわれる
「タマン・アユン
寺院」や、
バロンを描いたバリらしいパッケージ。

お得！

24箱 No.9584-0220 ¥1,188〉 ¥28,500（税込 ¥30,780）
箱あたり
12箱 No.9584-0221〈1¥1,209
（税込 ¥15,660）
〉 ¥14,500
箱あたり
6箱 No.9584-0222〈1¥1,334
¥8,000
（税込 ¥8,640）
〉
1箱 No.9584-0223
¥1,400（税込 ¥1,512）

お得！

人気のワケ ①

24箱で
¥5,100

バリ カシューナッツチョコレート

6箱で
¥580

●1箱140g
（1袋1枚入り×18袋）●1箱サイズ約14.5×21×4.5cm ●マレーシア製《卵・乳・小麦》

ト
カッ ーと
ゴ コ
ン
マ デコ
ナタ 入り

カシューナッツのカリカリッとした食感と香ばしさで選ばれている人
気チョコレート。パッケージもバリらしくてインパクト大。

12箱 No.9584-0231
6箱 No.9584-0232
1箱 No.9584-0233

12箱で
¥2,180

カンボジア

1

売り上げ

海外のチョコレートに
少し不安を持ちつつ
注文しましたが、食べ
てみたらOK。おいし
かったです！

（30代／男性）

コーヒーの豊かな香りと
サクサクの食感が自慢の
クッキーギフト。

マレーシア

マイルドチョコをサクサク
のビスケットでサンド。ビス
ケットにまぶした塩つぶが
隠し味に。

Honeymoon Gift

ありがとうの気持ちをこめて

ハネムーンギフト

セット
販売商品

セット
販売商品

（税抜）

（税抜）

小箱を飾るのはハイビスカスの花。
4種類のフレーバーのフルーツキャン
ディもカラフルで、女子お気に入り。

配りやすい
個別包装

インドネシア 伝統菓子 10袋セット

¥3,500（税込 ¥3,780）

No.9584-0239

No.9584-0240

No.9584-0241

¥2,950（税込 ¥3,186）

¥5,500（税込 ¥5,940）

●1箱50g ●1箱サイズ約11×8.5×3cm ●化粧箱入り
●レギュラーコーヒー（中細挽き）●インドネシア製 ※パッケージに日本
語表記あり
（現地仕様）
。※メーカー品質証明書付き ※輸入時期により
パッケージデザインが変更になる場合があります。

インドネシアに伝わる伝統的
なヘアエステをご自宅で。マ
イルドな香りで髪と地肌にや
さしいトリートメントです。

フランジパニ
（プルメリア）
の上品
な甘い香り。天然ココナッツオイ
ルをベースにつくられるお肌に
〈化粧セット箱入り〉
やさしいナチュラルソープです。

「シエスタ」の姉妹店、ク
リームバス専門の「アム
ルタ」。人気スパおすす
めの上質アイテムを、ぜ
ひお試しください。

シエスタ 石けん 3コセット
No.9584-0247

¥2,100（税込 ¥2,268）

●1コ75g ●1コサイズ約7.5×4.5×2.5cm
●化粧セット箱入り ●インドネシア製

点 約10.5kg

￥39,980

お得！

No.9584-0248

¥2,480（税込 ¥2,678）

●1コ120g ●3種：アボカド、キャロット、アロエベラ 各1コ
●1コ約直径6.5×高さ5.5cm ●化粧セット箱入り
●インドネシア製 ※輸入時期によりパッケージデザインが変更に
なる場合があります。

使用例

オリジナル
メッセージが
書き込める

メッセージ
シール付き
〈1シート19枚×6シート付き〉

セットで

¥2,860

〈化粧セット箱入り〉

アムルタ
ヘッドスパクリーム 3コセット

③バリ カシューナッツ
チョコレート 9箱

②バリ コーヒークッキー
6箱

④マヨラコーヒージョイビスケット
3セット

①バリ チョコウエハース
4箱

バリ ハネムーンバラエティ

バリコーヒー
No.9584-0243

¥2,900

（税込 ¥3,132）

●1箱150g（50g×3パック）●1箱サイズ約
12.5×19.5×3.5cm ●化粧箱入り ●レギュ
ラーコーヒー
（中細挽き）●インドネシア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更
になる場合があります。

No.9584-0249

みんなに
配れる
ミニサイズ！

幸せを幾重にも重ねる、
インドネシアの縁起菓子。
配りやすい食べきりサイズ。おめでたいアジアン
スイーツをみんなにおすそわけ。

レイヤーケーキミニ 6箱セット
No.9584-0244

¥4,800（税込 ¥5,184）

●1箱130g ●1箱サイズ約5.5×6×7cm
●インドネシア製《卵・乳・小麦》

¥39,980

（税込 ¥43,178）
（通常価格 ¥42,840）
①バリ チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×4箱／スイス製
②バリ コーヒークッキー
140g
（1袋1枚入り×18袋）
×6箱／マレーシア製
③バリ カシューナッツチョコレート
208g
（約25粒）
×9箱／マレーシア製
④マヨラコーヒージョイビスケット18袋セット
810g
（45g〈 約15枚〉
×18袋）
×3セット／インドネシア製
⑤インドネシアドライマンゴー 約60ｇ×4袋／タイ製
⑥バリ マンゴープリン
240g
（80g×3カップ）
×3箱／マレーシア製
⑦インドネシア マカデミアナッツチョコレート
170g
（15粒）
×1箱／アメリカ製
⑧インドネシア カシューナッツ 90g×3缶／インドネシア製
⑨バリ ココナッツミルクチョコレート
65g
（約20粒）
×6箱／マレーシア製
夏季クール 《卵・乳・小麦》

⑨バリ
ココナッツ
ミルクチョコレート 6箱
⑧インドネシア
カシューナッツ 3缶

⑦インドネシア マカデミア
ナッツチョコレート 1箱

⑤インドネシアドライマンゴー 4袋
⑥バリ マンゴープリン 3箱
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インドネシア／バリ インド／スリランカ

No.9584-0242

夢見るような時間が流れる
“リラクゼーション”
をあなたへ。

フィリピン

コピ ルアックコーヒー

9種90

※

※ケーキはカットされていません。

マイルドな酸味と苦みの調和がとれ
たコーヒーは、観光客が必ず飲む
といわれるインドネシアの味わい。
メーカー品質
証明書付き

豊 かな 緑とヒーリング
ミュージックに包まれなが
ら、夢心地のエステが味
わえる老舗スパ“シエス
タ”
。確かな技術と多彩な
メニューで、バリを訪れる
世界中のお客さまを魅了
するトータルリラクゼー
ションサロンです。スパお
すすめの人気アイテムを
お届けします。
www.siesta-bali.com

※④マヨラコーヒージョイビスケットは
54点としてカウントしています。

ジャコウネコは香木の
「麝香（ジャコウ）」に
似た香りを持つ東南
アジアに生息するほ
乳類。赤く熟したコー
ヒーの実の外皮を食
べ、消 化できずに排
出された実が「世界
一の珈琲豆 」として
珍重されています。

幻のコーヒーとも呼ば
れ、独特の深い香りが
特徴の希少な一杯を
ご賞味ください。

購入者の声
名の通ったスパの石
けんだったので友人
と自分用に購入。
友人
にも喜んでもらったの
でよかったです。
（30代／女性）

新婚旅行の満足度高めな
お得なバラエティセット

バリ島の No.1コ
コピ バリ
ーヒーといえば
n Tirta Ening
「KOPI BALI」。
Tambaksan Jala
Jalan Ngurah Rai By Pass
島の人気ホテル
Jalan Danau Poso
やレストランでも 代表者：
コピバリのコーヒーが使われ、バリ島 WIRAWAN TJAHYADI
Jalan Mertasari-Sanur Kauh
ウィラワン・
の味として愛されています。
空港から車で約20分
チャヒャヤディ氏

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1袋3種入り: ① YAKUNカヤバタークッキー1袋 ②チョコロール2袋 ③インドネシア伝統菓子3個
●①シンガポール製 ②マレーシア製 ③インドネシア製《卵・乳・小麦》
●6袋簡易セット箱入り 夏季クール
※輸入時期により巾着の色が変更になる場合があります。

●1箱約40g（約8粒）●4種 :ラズベリー､ピーチ、マンゴー、
レモン/ライム ●1箱サイズ約6×6×
7cm ●ベルギー製 ※種類の指定はできません。※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

●1缶90g ●1缶サイズ約直径6.5×高さ7cm
●簡易セット箱入り
（個別包装なし）●インドネシア製《小麦》

Jalan Tirta Nabi 2

【コピバリ】

¥2,500（税込 ¥2,700）

ミャンマー

●1袋約60g ●1袋サイズ約17.5×13.5cm ●タイ製

No.9584-0246

No.9584-0245

¥1,800（税込 ¥1,944）

インドネシア カシューナッツ 3缶セット

¥1,950（税込 ¥2,106）

インドネシア 人気お配り 6袋セット

インドネシア ハイビスカス箱入り
フルーツキャンディ 5箱セット

●1袋60g
（5個入り）●1袋サイズ約17.5×7.5cm
●セット箱サイズ約9×15×12cm ●インドネシア製

カシューナッツの香りと味を引き立てる塩味仕立ての
おすすめギフト。とまらないおいしさです。

インドネシア ドライマンゴー 4袋セット

人気のお菓子を、オーガンジーの巾着袋に入れました。
3種類のお菓子をお楽しみください。

ベトナム

フルーツのおいしさと栄養をギュッと凝縮したドライフル
ーツは、美と健康に◎。太陽の恵みをたっぷりと浴び
たマンゴーの甘酸っぱい味わいをお楽しみください。

（税抜）

カンボジア

●1箱65g
（約20粒）●1箱サイズ約8.5×15×2.5cm ●マレーシア製《乳》夏季クール
※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

¥534

マレーシア

砂糖、黒ゴマ、
カシューナッツを固めた伝統菓子。
世界有数のコーヒー生産国ならではのコーヒー
フレーバーで楽しんで。

No.9584-0238

③

②

（税抜）

バリ ココナッツ
ミルクチョコレート 6箱セット

①

1箱あたり
¥500

とても上品な甘さのコ
コナッツチップ入りミル
クチョコレートを、エキ
ゾチックな文化が香る
パッケージに詰めて。

1袋あたり

タイ

¥180

¥584

セット
販売商品

セット
販売商品

1袋あたり

1箱あたり

シンガポール

Thanks Gift

職場やお友だち用に。
ハネムーンのお祝い返しにもぴったり！

INDIA

Liquors & Nuts

リカー＆ナッツ

シンガポール

インド

インドの一般的なツアーではおみ
やげを買うお店が決まっていて、
自
由に買い物する機会があまりあり
ません。また、街中では衛生状態
なども気になるので、食品のおみ
やげを買う時は気を付けましょう。

おみやげ
ワンポイント

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

エスニック料理に合う、
すっきりした味わい。

辛

甘

バリ 白ワイン

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm
●12.0度 ●ぶどう品種：シャルドネ、ヴォニエ、セミヨン
［オーストラリア／カセグレーン］※輸入時期によりラベルの
デザイン、キャップ形状が変更になる場合があります。

3本で
¥540
お得！

人気のチリ味とハニー味の2種類の
カシューナッツ。祖母のレシピを忠実
に再現したおいしさは、インドネシア
でいま大評判。

インド マカデミアナッツチョコレート

6箱 No.9584-0261
1箱 No.9584-0262
〈8袋ずつセット箱入り〉

〈1箱あたり
￥1,367〉

No.9584-0263

アールグレイ
チャイ

¥3,300（税込 ¥3,564）

セット
販売商品

¥338
（税抜）

¥3,300（税込 ¥3,564）
アッサム

●1袋50g ●1袋サイズ約12.5×11.5cm
●セット箱サイズ約24×11.5×11cm ●インドネシア製

ダージリン

カクテル「バグス」作り方
アラック
パッションフルーツ
ジュース
パイナップルジュース

45㎖
40㎖
50㎖

黄金色のビールは、ほのかに香
るハチミツのような甘さと、爽や
かな飲み口が特徴的。女性に
も飲みやすい、やさしい味わい
のビールはよく冷やしてどうぞ。

ヤシの木の樹液とお米を発酵さ
せたバリのお酒。

インドネシア 赤ワイン

バリハイ ビール
6本セット

No.9584-7256

No.9584-7254

No.9584-7255

重

軽

●果実酒 ●750㎖
●ボトル高さ約32cm
●13.0度
［インドネシア／サバベイ］

スパイシー マサラ
カシューナッツ 6袋セット
No.9584-0264

¥4,980（税込 ¥5,378）

●1袋100g ●1袋サイズ約20×9.5cm ●インド製

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1袋6g ●4種：アッサム、チャイ、ダージリン、アールグレイ 各
2袋 ●1袋サイズ約5.5×3.5×2cm ●セット箱サイズ約15×
11.5×3cm ●インド製

No.9584-7266

¥2,500（税込 ¥2,700）

●ウイスキー ●750㎖ ●ボトル高さ約24.5cm
●42.8度〈化粧箱入り〉
［インド/ユービーグローバル］

※商品に小物は
含まれません。

（税込 ¥3,888）

¥4,980

（税込 ¥5,378）

●スピリッツ ●620㎖
●ボトル高さ約30cm
●29.0度〈化粧箱入り〉
［インドネシア／
ガンガンフー］※手づくりのためボトルホル
ダーの色 ･サイズが変更になる場合があり
ます。

まるで小さなアートのような、エキ
ゾチックなハンドミラー。オーガンジ
ーケースと一緒にお届けします。

セット
販売商品

1コあたり
¥350
（税抜）

スパイシーな具材がぎっしり
詰まった、食べごたえ満点の
インドの定番スナックです。

サモサスナック 4袋セット
No.9584-0267

¥2,600（税込 ¥2,808）

●1袋200g ●1袋サイズ約17.5×14.5×マチ7cm
●インド製《小麦》※輸入時期によりパッケージデザインが変更
になる場合があります。

ハンドミラー 3コセット
No.9584-0268

※ミラー面

¥2,450（税込 ¥2,646）

●ミラー：約直径7cm、ケース：約8.5×9cm ●ミラー：ガラス、
アルミニウム、プラスチック、ガラスビーズ／ケース：ポリエステル
●ビニール袋入り（個別ビニール袋入り）●インド製 ※手づくり
のため1点1点の形が異なる場合があります。

エキゾチックなオーガンジーの小物入れは、底の角に
ビーズのアクセントをつけてさらにおしゃれ度アップ。

インド 巾着 4枚セット
No.9584-0269

¥1,750（税込 ¥1,890）

●約16×12cm ●ポリエステル、
ガラスビーズ ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●インド製 ※輸入時期により色、柄、形が変更
になる場合があります。

¥500

スリランカ

（税抜）

どこにでもちょこん
と腰掛けて釣りを
楽しむ、表情豊か
な人気猫の置物
をおみやげに。

思わずにっこりしてしまう、おとぼけ
顔が愛嬌満点。このかわいさに心
もほんわか。

木彫りネコ 携帯ストラップ 3コセット
No.9584-0257

¥1,500（税込 ¥1,620）

●全長約11cm（ネコモチーフ部分約3.5cm）
●木、プラスチックビーズ ●ビニール袋入り（個別
ビニール袋入り）●インドネシア製 ※手づくりのた
め色、柄、サイズが変更になる場合があります。
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木製釣りネコ 2匹セット
No.9584-0258

¥1,600（税込 ¥1,728）

●高さ約19cm ●木製 ●紙箱入り（個別包装な
し）●インドネシア製 ※手づくりのため色、柄、サイ
ズが変更になる場合があります。

独特の色合いと繊細な柄が、テーブル
にアクセントを添え華やかに彩ります。

バティックコースター
2種セット
No.9584-0259

¥1,800（税込 ¥1,944）

●コースター6枚×2セット（ケース付）●直
径約8cm ●綿 ●ビニール袋入り（個別包
装なし）●インドネシア製 ※輸入時期により
色、柄が変更になる場合があります。

バリムード満点の人気おみやげ。
バロンダンスで有名な善の象徴、聖
獣「バロン」は魔除けの神様。バリら
しさがいっぱいのプチギフトに！

バロン面マグネット
2コセット
No.9584-0260

¥700（税込 ¥756）

●約5×5cm ●樹脂 ●紙箱入り（個別包装
なし）●インドネシア製

SRI LANKA
「 純 セイロン
産」「新鮮さ」
―品質に妥協
しないディルマの紅茶は、
「本物の紅茶」
として世界
90ヵ国以上で愛飲され、
5つ星ホテルや世界各国
のエアラインにも採用され
ています。

ディルマの代表的な5種
類をアソート。アルミ素材
の密封包装で、新鮮な
味と香りが楽しめます。

表紙をめくると、色とりどりのフレーバーティー。リビングや書
斎に飾っても絵になるブック缶に、雑貨好きの方も大喜び。

ディルマ紅茶 バラエティギフト 6箱セット

バシラーティー マジックフルーツアソート・ブック

No.9584-0270

No.9584-0271

¥3,900（税込 ¥4,212）

●1箱50g（25ティーバッグ）●5種 :セイロン･スプリーム､イングリッシュ･ブレックファ
ースト､イングリッシュ･アフタヌーン､アールグレイ､ダージリン 各5ティーバッグ入り
●1箱サイズ約8×13×7cm ●スリランカ、インド製

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1缶64g
（32ティーバッグ入り）●4種 :ラズベリー&ローズヒップ、ストロベ
リー&キウイ、マンゴー& パイナップル、
レモン&ライム 各8ティーバッグ入り
●1缶サイズ約17×16×4cm ●スリランカ製

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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インドネシア／バリ インド／スリランカ

1コあたり

フィリピン

エキゾチックな魅力あふれる、
インドネシア雑貨。

現地で愛されてきた猫。
“幸福と繁栄”
のシンボルです。

セット
販売商品

No.9584-0265

マクダウェルズ
No.1リザーブウイスキー

¥3,600

※ワインの年代・アルコール度数、ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。※ワイン・ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。

インドネシア 雑貨

サンチャ リーフティー
ミニゴールデンパック 8袋セット

アラック オブ バリ

●ビール ●1本330㎖ ●ボトル高さ約23cm
●5.0度〈6本セット箱入り〉
［インドネシア／バ
リハイブルワリー］※輸入時期によりラベルデ
ザインが変更になる場合があります。

Indonesia Goods

インドを代表する紅茶ブランドの、人気銘柄をセット
に。1パックにカップ2杯分の茶葉が入っています。

ミャンマー

¥2,900

（税込 ¥3,132）

上記をシェイクしグラスに注ぎ、
フルーツを飾る。

インド名産のカシューナッツを香ばしく焼
き上げ、スパイシーに味付けしました。

スコッチとインドの
モルトをブレンドし、
マイルドな甘さとコ
クが心地よいウイス
キー。ソーダ水 で
割ってハイボールも
おすすめ！
〈化粧箱入り〉

ベトナム

インドネシア初！国内栽培のぶどうを
使用。ブドウの栽培に国内で唯一
成功したワイナリーによる赤ワイン。
口あたりがよくフルーティーで、辛い
料理とマッチ。

オクラのカレー

1袋あたり

②ナッツナッツ ハニーセサミ 8袋入り
No.9584-0253

¥4,180（税込 ¥4,514）

●1箱300g ●3種 :オニオンベースのグリルカレー、ひよこ豆のカレー、オクラ
のカレー 各2箱 ●1箱サイズ約19×15×2cm ●レトルト ●インド製《乳》

●1箱170g
（15粒）●1箱サイズ約15×27×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

①ナッツナッツ チリライムリーフ 8袋入り
No.9584-0252

インド レトルトカレー 3種6箱セット

¥8,200（税込 ¥8,856） 6箱で
¥500
¥1,450（税込 ¥1,566） お得！

カンボジア

3本 No.9584-7250
〈1本あたり￥1,800〉 ¥5,400
（税込 ¥5,832）
1本 No.9584-7251
¥1,980（税込 ¥2,138）

②はちみつの甘さとゴマの
香ばしさが好相性

オニオンベースの ひよこ豆の
グリルカレー
カレー

マレーシア

爽やかな香りとすっきりとした飲み口が特徴。
伝統舞踊のバロンをラベルにした、バリの雰囲
気あふれるワインです。

絵はがきのような美し
いタージ・マハルの箱
に、歯ごたえのあるマ
カデミアナッツチョコレ
ートを詰めました。

タイ

湯せんするだけで本
場のカレーが楽しめ
る、インドグルメの決
定版。インド国内で愛
されている味をお楽
しみください！

①トムヤムクンを思い出す、
アジアンスパイシーな味付け

お申込みガイド
ご注文について
電話

ご希望日にお届けするため、旅行ご出発前までにご注文ください。

お支払いについて

お急ぎの場合は電話・FAXにてご注文ください。

0120-37-3974

左記番号でかかりにくい場合は

03-5296-2100
※通話料金はお客様ご負担となります。

平日／ 9：00～18：00 土曜日／ 10：00～14：00 日曜・祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※お申込書をお手元に置いてお電話ください。
※時間帯によっては、
かかりにくい場合があります。
※在庫を確認しながらご注文できます。

FAX

〒

商品と同送、又は郵送される専用お振込用紙にて、到着後７日以内にお振込みください。
（振込手数料はお客様のご負担にてお願いします）

郵便局

03-5296-2105

※商品の供給、配送および代金の請求につきましては
レッドホースコーポレーション
（株）
に委託しております。

当社では、
お申し込みいただきましたお客様の氏名、住所、電話番号、
メール
アドレス、
ご旅行先日程および当社との取引状況等の個人情報を厳重に管
理し、当社からの商品発送・請求書発送に限定して使用いたします。

※お届け先のお名前がご注文者と異なる場合、請求書・振込用紙はご注文者に郵送します。
※ご注文内容・金額により、
お届け前にご入金いただく場合があります。

返品・交換について

ご出発までに弊社に到着するようご投函ください。尚、到着までに約 1 週間かかるため、
お急ぎの場合はお電話またはFAXにてお願い致します。
※ご注文内容の確認をさせていただく場合がありますので、
お早めにご注文される事をおすすめします。
※ご出発まで7日以内のお客様は、
お電話かFAXでのご注文をおすすめします。

お届けについて

返品・交換はお客様相談窓口へお電話を
• ご注文違いやお気に召さないなどお客様都合の場合は、商品のお届け後 14日間お受けします。返品送料はお客様負担でお願いいたします。
ただし、商品の性質上、食料品・一度開封された商品の返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
• 破損や商品不良など当社理由による場合は、送料当社負担で引き取り対応にて返品・交換いたします。

おことわり

4 5日程でお届けいたします。

ご注文受付後、 日〜

5日後

コンビニエンス
ストア

※コンビニエンスストアでは、一部お取り扱い出来ない場合がありますので
ご注意ください。

添付の専用申込書をご利用ください。

別送冷蔵
別 送
別送品（ 別送冷凍
マークの商品）
は他の
商品と別便となり、
また、商品、地域によってお届け日が異なる場
合がありますので、
お急ぎの方はお申込みの際にお電話でご確認
ください。

銀 行

〈個人情報の取扱いについて〉

（ 24 時間受付）

郵送

¥ 商品到着後のお振込みで

お届け日・
時間帯指定サービス

5日後
4日後

• お客様のご都合のよい日と時間帯にお届けします。
• 大型連休、夏季、年末年始、天候状況、交通事情
などにより、お届けが遅れる場合があります。

夏季クール マークの商品も他の商品と別便となる

場合があります。

4日後
5日後

5日後

お届け先指定サービス
• 勤務先や実家など、
ご自宅以外へのお届けも承ります。

クール料金、梱包送料について

価
格 • 表示価格は8％の消費税にて表示しております。
お支払方法を変更していただく場合があります。
お支払い • 一部の商品・金額によっては当社よりご連絡の上、
商
品 ◯ 賞味期限について：別送品はお届けから未開封でおいしく召し上がれる日数の目安と、保存方法を本誌に記載しております。
記載がない商品はおみやげとしてご利用いただける期間を持って発送いたします。
お届け後の商品に記載している賞味期限をご確認の上、お早めにお召し上がりください。
※詳しくは
「お客様相談窓口」へお問い合わせください。
また、食品などの写真は、
あくまでも調理例・盛付例のため、商品に小物類は含まれておりません。
• カタログ掲載の商品は、印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。
• 商品には日本語または多国語表記のものがありますが、現地でも同様の仕様で販売されている商品
（現地でも販売されているパッケージ）
です。
◯ 本誌ではアレルギー特定原材料7品目《卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに》が含まれる食品については、商品ごとに記載しております。
※原材料の一部変更に伴い変わる可能性もあります。
ご利用の際は商品の輸入者シールをご確認ください。
• メーカーの都合及び輸入時期により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更される場合があります。
その場合ご希望に近い商品をお送りする事があります。
• 全品輸入品につき品切れの場合はご容赦ください。
◯ 国内法により
「食品」
「お酒」
には日本語による輸入者シール、
「繊維商品」
には品質表示シールが貼付されています。
また、
「化粧品（石けん類含む）」には全て、
日本語による輸入者シールが本体と外箱（パッケージ）
に貼付されています。
そ の 他 • カタログ上の情報を当社の許可なく転写・複写する事はご容赦ください。
お客様との通話は録音されています。
• サービス向上のため、

クール料金について
※ 別送冷凍

別送冷蔵

夏季クール のいずれかを

注文された場合は別途、
お届け先1ヵ所につき全国一律

¥300（税込¥324 ）
※クール料金対象期間： 別送冷凍
夏季クール
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通年
6月15日～10月15日発送分

別送冷蔵

梱包
送料

お届け先１ヵ所につき全国一律

¥900（税込¥972 ）

※本文中の売り上げ実績・購入者の声等の内容はレッドホースコーポレーション
（株）における、売り上げ実績および利用された方々の
コメントを掲載しています。
委託先のレッドホースコーポレーション
（株）は安全・信頼性を
高めるためにさまざまな対応を進めております。
• 日本の国内法にのっとった自主検査を行い、
基準に遵守した商品を輸入しています。
• 食品衛生の一定レベルの知識を持った専門家がいます。
その整備を進めています。
• 商品情報を独自に入手し、

加盟主要団体
公 益
社団法人
公 益
社団法人

【酒類取扱】
レッドホースコーポレーション㈱
（酒類販売免許店）
〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座２－２－１８
いちご西本町ビル３Ｆ
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