AUSTRALIA
オーストラリア・ニュージーランド

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 .4000

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

9583

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？

Q. 海外旅行は
何回目ですか？
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かんたん

出発前に
お申込み。

10回以上
10回以上

26
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※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

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

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。

おみやげ選びの時 間も荷 物も軽
減！ 移動もらくらくでゆったり旅を楽

おみやげ宅配便のいいところ
い

いところ

い

いところ

い

いところ

い

いところ

い

いところ

ビン類やガラス製品なども、

機内持ち込みが厳しく制限

チーズ、
グルメ食材などの生鮮

ステーキ肉やジャーキーなど

「手荷物が重くて、超過料金

ご自宅まで大切にお届けし

されている液 体 物も「 おみ

食品や冷凍・冷蔵食品も、
「おみ

の肉製品も、
「おみやげ宅配

を取られそう…」そんな不安

ます。

やげ宅配便」におまかせ！

やげ宅配便」
なら大丈夫です。

便」におまかせください！

や心配はもう無用です！

ワレモ
ノ
心 配な も
し

液体物
心おき も
なく

生鮮食
品
大丈夫 も

超過料
金
心配無 の
用

肉製品
も
大丈夫

しんでください。
※税関申告の必要もありません。

法律により許可なく、
肉、ハム、
ソーセージな
どの肉製品を日本へ持
ち込むことはできません。※詳しくは
各航空会社へお問い合せください。

あんしん
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。

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！

し上げます。ご希望の方は、お申込書の記

手さげ袋で持ち運びもらくらく
！
（ミニ）

入欄に必要セット数をご記入になるかお電

ワインバッグ 6袋セット

話でスタッフにお申しつけください。
27
cm

※別送品
（
マークの
商品）
には、
あらかじめ付いています。

初めてご利用の方でも、
安心・充実のサービス。
ご希望日にお届け。

安心のアフターサービス。

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。

お支払いは到着後。
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。

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

36
cm

22.5
cm

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？

45
cm

No.9583-9870

¥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.9583-9810

No.9583-9830

¥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

いいところ

もっと

配

お受け取りは
ご自宅で。

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

AUSTRALIA
愛らしさと自然に癒される

キュートなコアラチョコの中にクラッシュナッツが。

オーストラリア

No.

ハネムーンギフト
ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

購入者の声
ナッツがチップになっており、
子供からお年
寄りにも食べやすくてとてもおいしかった。

（60代/男性）

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

パッケージでもチョコレートでも
オーストラリアの魅力を表現。

1

売り上げ

気軽に配れる
プチプラみやげ

緑茂るユーカリの木に止まり、ゆったりと過ごし、おいしそうに葉を食べるコアラ。その姿はオーストラリアそのもの。
豊かな自然、ゆったりとした時の流れ、おいしい産物。愛らしいコアラがその魅力を伝えます。

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

オーストラリア

くどい甘さではなく、
マカデミアナッツの味が
でていておいしいです。
コアラの形もよいで
すね。
子供のいる家には喜ばれます。
（70代/女性）

整然と並んだコアラがかわいい！ほどよい甘さのミルクチョコレートの中には、
カリッと芳ばしいクラッシュしたマカデミアナッツがアクセントに入っています。

箱あたり
12箱 No.9583-0001 〈1¥1,300
（税込 ¥16,848）
〉 ¥15,600
〈1箱あたり
6箱 No.9583-0002 ¥1,382〉 ¥8,290（税込 ¥8,953）
1箱 No.9583-0003
¥1,490（税込 ¥1,609）

●1箱180g
（18粒）●1箱サイズ約15×26.5×3cm ●オーストラリア製
《乳》 夏季クール

12箱で
¥2,280
お得！

オーストラリアワイン

コアラ マカデミアチップチョコレート

6箱で
¥650
お得！

グッズ／スキンケア

みんなに配るのに
ちょうどいいミニサイズ。

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

お得！

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

１箱に６粒入り。みんなに配るのにちょうどいいミニサイズ。

コアラ
マカデミアナッツチョコレートミニ

12箱 No.9583-0004 〈1箱あたり
（税込 ¥9,288）
¥717 〉 ¥8,600
1箱 No.9583-0005
¥800（税込 ¥864）

●1箱60g
（6粒）●1箱サイズ約9.5×16×2.5cm
●オーストラリア製《乳》 夏季クール
※輸入時期により
トレイの色が変更になる場合があります。

4

ニュージーランドの
ワイン／グッズ

なめらかなチョコと
ナッツの香ばしさ。
目でも 舌でも 大 満 足 。

3

ユーモラスな 表 情やゆったり と
した 行 動で世 界 中の人々を 魅 了
し ている オ ース ト ラ リ アのコア
ラ。木に止 まっているその愛らし
い姿 を か た どったチョコレートで
す 。オーストラリア 産の風 味 豊
かなマカデミアナッツをクラッシュ
して、チョコレートにミキシング。
なめらかで口ど けのよいチョコレ
ートの味 わいと と もに、ナッツの
香 ば しい風 味 とアクセント も 楽
しめ、どなたにも 喜ばれま す 。
ほのぼのとした親 子のコアラが
デザインされたパッケージもオース
トラリアらしく、このチョコレート
の魅 力の一つになっていま す。目で
も 舌 で も 楽 しめ、旅の思い出 を
一層楽しく彩るチョコレートです。

※写真はイメージです。

12箱で
¥1,000

やさしい甘さのチョコレートクッキー。

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

コアラの定番みやげ

みんな笑顔になる、
かわいいコアラ形クッキー。

気軽に配れる
プチプラみやげ

ハネムーンギフト

購入者の声

オーストラリア チョコレートクッキー

12箱 No.9583-0006
6箱 No.9583-0007
1箱 No.9583-0008

〈1箱あたり ¥1,350〉
〈1箱あたり¥1,380〉

おみやげの箱も軽く、
クッキーひとつひとつが袋に入っ
ていて配りやすい。
コアラの形で味もおいしくて、配っ
た会社の方皆に好評でした。

（40代／女性）

配りやすい
個別包装

¥16,200（税込 ¥17,496）
¥8,280（税込 ¥8,942）
¥1,490（税込 ¥1,609）

12箱で
¥1,680

シドニー・オペラハウスの夜景が輝くパッケー
ジに入った、かわいいコアラ。子どもからお年
寄りまで、みんな喜んでくれるはず。

6箱で
¥660

お得！

お得！

●1箱250g
（1袋1枚入り×20袋）●1箱サイズ約17×19.5×4.5cm
●オーストラリア製《乳・小麦》 夏季クール

配りやすい
個別包装

12箱で
¥3,170

6箱で
¥640

お得！

お得！

12箱 No.9583-0015
6箱 No.9583-0016
1箱 No.9583-0017

〈1箱あたり ¥1,016〉
〈1箱あたり ¥1,174〉

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

オーストラリア コアラマカデミアナッツクッキー

¥12,190（税込 ¥13,165）
¥7,040（税込 ¥7,603）
¥1,280（税込 ¥1,382）

●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》

①コアラ マカデミアチップ
チョコレート 4箱

¥2,200

②オーストラリア チョコレートクッキー 3箱

③オーストラリア
チョコウエハース 4箱

オーストラリアワイン

おみやげ選びに迷ったらお得なバラエティセット
セットで

7種26点 約4kg

￥29,980

お得！

グッズ／スキンケア

オーストラリアの思い出が伝わる、
かわいいコアラのパッケージ。

した
ライ ツ。
ズド ナッ
ー と
フリ ーズ
チ

配りやすい
個別包装

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

12箱で
¥1,900
お得！

絶妙な組み合わせが、
あとを引きます。

⑦オーストラリア
マカデミアナッツ
3缶

オーストラリア チーズ＆ナッツ

7ページにも掲載

12箱で
¥2,020

●1箱75g ●1箱サイズ約15×9×4cm ●オーストラリア製《乳》

5

お得！

12箱 No.9583-0012
6箱 No.9583-0013
1箱 No.9583-0014

〈1箱あたり¥1,292〉
〈1箱あたり¥1,367〉

6箱で
¥500
お得！

¥15,500（税込 ¥16,740）
¥8,200（税込 ¥8,856）
¥1,450（税込 ¥1,566）

●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

⑥マリアニ ビーフ
ジャーキー
（1oz）2袋
⑤コアラ マカデミアナッツチョコレートミニ5箱

オーストラリア らくらくバラエティ
No.9583-0018

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥32,180）

①コアラ マカデミアチップチョコレート
180g
（18粒）
×4箱／オーストラリア製
②オーストラリア チョコレートクッキー
250g
（1袋1枚入り×20袋）
×3箱／オーストラリア製
③オーストラリア チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×4箱／スイス製

④オーストラリア チーズ＆ナッツ 75g×5箱／オーストラリア製
⑤コアラ マカデミアナッツチョコレートミニ
60g
（6粒）
×5箱／オーストラリア製
⑥マリアニ ビーフジャーキー
（1oz）28g×2袋／オーストラリア製
⑦オーストラリア マカデミアナッツ 100g×3缶／オーストラリア製
夏季クール 《卵・乳・小麦》

6

ニュージーランドの
ワイン／グッズ

お得！
12箱 No.9583-0009〈￥1箱あたり
（税込 ¥14,018）
1,082〉¥12,980
〈 1箱あたり
6箱 No.9583-0010 ￥1,164〉 ¥6,980（税込 ¥7,538）
6箱で
1箱 No.9583-0011
¥1,250（税込 ¥1,350） ¥520

オーストラリア チョコウエハース

④オーストラリア
チーズ＆ナッツ
5箱

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

コアラのかわいいパッケージに、サクッとした食感がおいし
いチョコウエハースを詰めました。

かわいいコアラの箱に入ったナチュ
ラルチーズとマカデミアナッツ。食べ
始めたらとまらないおいしさです。

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

さっくりおいしいクッキーの片面には、やさしい甘さのチョコレート
をコーティング。コアラのパッケージに誘われて、
もう一枚！

Nuts
Macadamia

健康にかかせないナッツの王様

高品質な
マカデミアナッツ！

香ばしいマカデミアナッツ、実はオーストラリア生まれなんです。
健康や美容にもよく、料理にもおいしく使えます。

オーストラリア・マカダミアナッツ協会 CEO

ジョイロン・バーネット氏

http://australian-macadamias.jp/

セット
販売商品

気軽に配れる
ミニサイズ

1袋あたり
¥194
（税抜）

フリーズドライしたナチュラル
チーズとマカデミアナッツのコ
ンビは、食べる手が止まらなく
なるおいしさ。小袋入りで、自
宅で食べるのにも、おみやげ
で渡すにも便利です。

チーズ & マカデミアナッツ 36袋セット

気軽に配れる
プチプラみやげ

マカデミアナッツ

政府で品質検査されて
いるマカデミアナッツは
世界的にも安全性を認
められています。生産農
家は高い品質を保ち環
境にやさしい栽培に努め
ており、
私たちはとても誇
りに思っています。

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

小袋入りのチーズと
マカデミアナッツの
絶妙コンビ。

9ページにも掲載

No.9583-0022

¥6,980（税込 ¥7,538）

●1袋12g ●1袋サイズ約10×7×1cm ●セット箱サイズ約14.5×21.5×16cm ●オーストラリア製《乳》

オススメポイント 3

絶妙な組み合わせが、
あとを引きます。

さまざまな料理に使えます。

〈1セット36袋入り〉

チョコレートやクッキー、
そのまま食べてもお
いしいマカデミアナッツですが、料理に使う
のもおいしい！マカデミアナッツを砕いて餃
子に入れ食感を楽しんだり、
ゴマペーストの
ようにフードプロセッサーにかけ野菜や豆
腐などにかけたり。マカデミアナッツはアレンジの幅が広いので、
様々なシーンで活躍します。

1

売り上げ

No.

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

オーストラリア
ナッツ

ハネムーンギフト

マカデミアナッツ

画像提供：オーストラリア・マカダミアナッツ協会

http://australian-macadamias.jp/recipe

購入者の声

程よい塩味と歯ごたえがクセにな
るマカデミアナッツは、おやつにも
おつまみにもピッタリ。保存に適し
たコアラの缶入りでお届け。

マカデミアナッツ

オススメポイント 1

12缶で
¥2,570
お得！

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

自慢の香ばしさを閉じ込めた、
王道のオーストラリアみやげ。

ナッツと乾燥チーズのバランスも良くて、
チー
ズとナッツもおいしかったし、
お酒を飲む大
人の人達もいいねと喜んでいました。


（10代／女性）

6缶で
¥600
お得！

12缶
6缶
1缶

ポイントはナッツに含まれる
脂肪酸。この脂肪酸が
いい仕事をするのです。

オーストラリアワイン

オーストラリア マカデミアナッツ
〈 1缶あたり
￥1,166〉
〈 1缶あたり
￥1,280〉

No.9583-0023

¥13,990（税込 ¥15,109）
¥7,680（税込 ¥8,294）
¥1,380（税込 ¥1,490）

No.9583-0024
No.9583-0025

●1缶100g ●1缶サイズ約直径7×高さ9.5cm ●オーストラリア製
た
イし
ドラ ツ。
ッ
ーズ
フリ ズとナ
チー

セット
販売商品

セット
販売商品

1袋あたり
便利な
小袋入り

グッズ／スキンケア

ナッツといえば、
カロリーが高い食べ物という
イメージを抱く人も多いはず。たしかに高カロ
リーな食品ですが、マカデミアナッツに含ま
れる脂肪分というのは全て良質な脂肪酸。
適度に食べることで、健康維持はもちろん、
美容やダイエットにもオ
ススメの食べ物なので
す。小さな粒の中に、
たっぷりの栄養素。ナ
ッツ界の王様と呼ばれ
るのも納得です。

1袋あたり

¥425

¥489

（税抜）

（税抜）

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

マカデミアナッツ

オススメポイント 2
12箱で
¥2,020
お得！

オーストラリア チーズ＆ナッツ

〈 1箱あたり
￥1,082〉
〈 1箱あたり
￥1,164〉

5ページにも掲載

¥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》
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お得！

健康に1日1掴みを。
マカデミアナッツには、オレイン酸など体によ
いとされている不飽和脂肪酸の割合が高く、
代謝をよくし生活習慣病の予防にもよいと
言われています。また。ビタミンやミネラルな
ど美容や健康を保つのに必要な栄養素が
他のナッツと比べて豊富。 1日ひとつかみの
マカデミアナッツをおすすめします。

プレーンな塩味の
ナッツは、食べだしたらとまらない。

〈1セット16袋入り〉

ハチミツ味のナッツは
あとを引くおいしさ！

マカデミアナッツは、ナチュラルな塩味。カリッとした食感とほどよい塩味は、お
やつにもおつまみにもぴったり。どんな人にも喜ばれるから手軽に渡せます。

ハチミツ味でしっとりした食感のマカデミアナッツは、子どもから大人まで喜ばれ
るやさしい味です。小分けされた袋に入っているのも、配りやすくてGOOD。

オーストラリア ミニマカデミアナッツ 1６袋セット

ハニーローストマカデミアナッツ 9袋セット

No.9583-0026

No.9583-0027

¥6,800（税込 ¥7,344）

●1袋24g ●1袋サイズ約12×9cm ●セット箱サイズ約10×17×17cm ●オーストラリア製

¥4,400（税込 ¥4,752）

●1袋30g ●1袋サイズ約12.5×8.5×1.5cm ●オーストラリア製
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

12箱 No.9583-0019
6箱 No.9583-0020
1箱 No.9583-0021

6箱で
¥520

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

かわいいコアラの箱に入ったナチュラルチーズ
とマカデミアナッツ。食べ始めたらとまらないお
いしさです。

た

おすすめ

セット
販売商品

マカデミアナッツチップが入った
チョココアラをおすそわけ。

1袋あたり
（税抜）

チーズとマカデミアナッツの
絶妙コンビ。

ん配れ
くさ

て

た

¥219

おすすめ

気軽に配れる
プチプラみやげ

セット
販売商品

1袋あたり

便利な
小袋入り

¥194
（税抜）

ハネムーンギフト

〈1セット32袋入り〉

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

気軽に配れる
ミニサイズ！

程よい甘さのミルクチョコレートのコアラには、カリッと香ばしいマカデミア
ナッツチップが入っています。1袋2個のコアラが入った小袋は気軽な
おみやげに。

〈1セット36袋入り〉
マカデミアナッツ

チーズ & マカデミアナッツ 36袋セット
No.9583-0028

1箱あたり

おすすめ

1袋あたり

（税抜）

た

おすすめ

セット
販売商品

セット
販売商品

¥500

グッズ／スキンケア

¥180

いしさで
お

小箱で
配りやすい

オーストラリアワイン

¥75

（税抜）

¥6,980（税込 ¥7,538）

●1袋20g
（2粒）●1袋サイズ約6.5×14×2cm ●セット箱サイズ約19×27.5×11cm
●オーストラリア製《乳》 夏季クール

ん配れ
くさ

て

1袋あたり

No.9583-0031

¥6,980（税込 ¥7,538）

●1袋12g ●1袋サイズ約10×7×1cm ●セット箱サイズ約14.5×21.5×16cm
●オーストラリア製《乳》

ひとつで食べごたえのある
ショートブレッド。
セット
販売商品

8ページにも掲載

オーストラリア マカデミアナッツチョコレート 32袋セット

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

フリーズドライしたナチュラルチーズと
マカデミアナッツのコンビは、食べる手がとまらなくなるおいしさ。
小袋入りで、自宅で食べるのにも、おみやげで渡すにも便利です。

フリーズドライ
チーズ

（税抜）

セット
販売商品

¥492
（税抜）

オーストラリア
マカデミアナッツ ショートブレッド 40袋セット

¥2,980（税込 ¥3,218）

●1袋14g（1枚入り）●1袋サイズ約8.5×6.5×1.5cm ●セット箱サイズ
約14.5×21.5×16cm ●オーストラリア製《乳・小麦》
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配りやすい
個別包装

コアラ
ミルクチョコレート 20袋セット
No.9583-0030

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1袋10g
（1袋1個入り）●1袋サイズ約7×5×1.5cm
●セッ
ト箱サイズ約15×12.5×7.5cm ●オーストラリア製《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。

かわいいコアラの形をし
たマカデミアナッツチョコ
レートを3粒セット。気軽
に贈れて便利です。

キュートコアラ
チョコレート 12箱セット
No.9583-0032

¥6,000（税込 ¥6,480）

●1箱32g（1袋1粒 入り×3袋 ） ●1箱 サイズ 約4.5×15×
2.5cm ●セット箱サイズ約14.5×15×11.5cm
●オーストラリア製《乳》 夏季クール

チョコレートのまろやかな
味わいが
“おいしい”
と
人気の定番のおみやげ。
厚みのある軽い歯ざわりのショートブレッド
と、まろやかなミルクチョコのベストコンビ。
1箱の手軽なサイズ感も魅力。

オーストラリア
チョコベースショートブレッド 12箱セット
No.9583-0033

¥5,900（税込 ¥6,372）

●1箱75g
（6枚入り）●1箱サイズ約14×8×4.5ｃｍ ●セット箱サイズ約16×27.5×14.5ｃｍ
●オーストラリア製《乳・小麦》 夏季クール
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

No.9583-0029

〈1セット12箱入り〉
〈1セット20袋入り〉

〈1セット12箱入り〉

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

細かく砕いた
マカデミアナッツの
食感がおいしいショートブレッドは、
食べごたえのあるおいしさ。箱にたっぷり
40袋も入っているので、会社や学校など大人数で楽しめます。

配りやすい
個別包装

コアラの形を
した、かわいす
ぎるミルクチョ
コ。お手頃プラ
イスで、配りや
すさも◎！

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

1箱あたり

〈1セット
40袋入り〉

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

配りやすいサイズのお菓子が満載！しかも1つ￥500（税抜）以下とお得です。

ん配れ
くさ

て

気軽に配れるプチプラみやげ！

Hone ymoon Gift

新婚旅行みやげに
おすすめ！

新婚旅行のおみやげ選びで不満は？

かさばる／重い

3位

超過料金がとられる 43.6％

74.4％

51.3％

43.6％

マカデミアナッツが入
ったミルクチョコを、国
旗デザインの袋に入
れました。コアラクリッ
プ付きのキュートなお
みやげです。

38.5％ どこも同じ商品が多い
20.5％ 品質の良し悪しがわからない
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レッドホースコーポレーション
（株）
調べ

ご家族や職場、友人…
おみやげはかなりの数になるものです！

新婚旅行みやげの
平均予算は

自分たち用のおみやげを
買いすぎて、お金も時間も
足りなくなっちゃった
新居用の雑貨やブランドバッ
グと自分たちの買い物は大
満足。気付けばおみやげを
買う時間はないしドルも残り
少ないしで苦労しました。
（東京都／ Aさん）

10.5万円

30万円以上※
7.1％

20〜30万円
未満
10.6％

10〜20万円未満
33.5％

大変なのは
やっぱり
荷物。

（全国調べ）

『ゼクシィ海外ウェディング
10万円未満 調査2018』調べ
※元データより弊社で算出
47.6％

かわいいコアラクリップ
マスコットが付いた、ス
トロベリージャム。お配
りにもぴったり。

コアラ
ストロベリーミニジャム 4個セット
ハネムーンバラエティセットに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×4シー
ト付き〉

※⑦オーストラリア マカデミアナッツ
チョコレートは32点としてカウント
しています。

No.9583-0035

マカデミアナッツチョコレート 3袋セット
（コアラクリップ付）

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1瓶30g ●1瓶サイズ約直径4×高さ4cm ●簡易セット箱入り ●オーストラリ
ア製 ●コアラクリップ：全長約6cm（中国製）※クリップマスコットのデザインとパ
ッケージデザインが変更になる場合があります。

No.9583-0036

¥4,050（税込 ¥4,374）

●1袋125g
（約13粒）●1袋サイズ約17×13×9cm ●オーストラリア製《乳》
●コアラクリップサイズ約6.5×7×4.5cm
（中国製）夏季クール
※グラム計量により粒数が異なる場合があります。
※輸入時期によりコアラの仕様が変更になる場合があります。※マスコットの服の色は選べません。

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

使用例

②オーストラリア チョコレートクッキー 4箱

③オーストラリア コアラ
マカデミアナッツクッキー 3箱

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

￥39,980

3位

6位

新婚旅行の満足度高めな、
お得なバラエティセット
9種61※点 約6kg

運ぶのに時間がかかる

④オーストラリア
チョコウエハース 3箱

①コアラ マカデミアチップチョコレート 4箱

キャドバリーバス 10箱セット

オーストラリア プチギフト ソフトキャンディボックス 5箱セット

¥4,800（税込 ¥5,184）

●1箱48g
（1袋1個入り×4袋）●1箱サイズ約3.5×8.5×5.5cm
●オーストラリア製《乳・小麦・落花生》 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。

No.9583-0038

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1箱約33g（4粒）●3種 :マンゴー、ストロベリー、パイナップル 計4粒 ●1箱サイズ約6×6×6cm
●オーストラリア製 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。※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。

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

いしさで
お

おすすめ

セットで

¥4,610
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オーストラリア
しあわせハネムーンバラエティ
No.9583-0034

¥39,980（税込 ¥43,178）

（通常価格 ¥44,590）

⑥オーストラリア
ミニチョコチップス 3個

①コアラ マカデミアチップチョコレート
180g
（18粒）
×4箱／オーストラリア製
②オーストラリア チョコレートクッキー
250g
（1袋1枚入り×20袋）
×4箱／オーストラリア製
③オーストラリア コアラマカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×3箱／マレーシア製
④オーストラリア チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×3箱／スイス製
⑤オーストラリア チーズ &ナッツ
75g×5箱／オーストラリア製

⑤オーストラリア
チーズ &ナッツ
⑥オーストラリア ミニチョコチップス
5箱
80g
（24枚）
×3個／ベルギー製
⑦オーストラリア マカデミアナッツチョコレート
20ｇ
（2粒）
×32袋／オーストラリア製
⑧マリアニ ビーフジャーキー
（1oz）
28g×2袋／オーストラリア製
⑨オーストラリア マカデミアナッツ
100g×5缶／オーストラリア製
夏季クール《卵・乳・小麦》

ギフトラッピングされた袋
には、キャラメルコーティ
ングされたポップコーンと
塩 味のきいたプレッツェ
ルをミックス。

オーストラリア
プレッツェル & キャラメル ポップコーン 6袋セット
No.9583-0039

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1袋30g ●1袋サイズ約14×10×マチ5cm ●アメリカ、ポーランド製《小麦》
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

お得！

⑦オーストラリア
マカデミアナッツチョコレート 32袋

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

⑧マリアニ
ビーフジャーキー
（1oz）2袋

グッズ／スキンケア

手のひらサイズのかわいい小箱には、オーストラリア・ケアンズでも人気のフルー
ツソフトキャンディが入っています。オーストラリアの国旗柄のタグもアクセント
！

オーストラリアワイン

濃厚なコクと、とろけるような口どけが魅力のチョコを、観光バス型のかわ
いいボックスに詰めました。

No.9583-0037
⑨オーストラリア
マカデミアナッツ
5缶

ハネムーンギフト

おみやげのせいで、
スーツケースに荷物が入らない！
仕方なく、ショップのバッグや紙袋
を山ほど抱えて移動。かさばるし、
忘れそうだし、
もううんざり。現地で
新しくスーツケースを買う、買わな
いで夫とケンカしちゃいました。
（東京都／ Tさん）

荷物が増える／移動が大変

2位

小分けができて便利！ プチギフト。

気軽に配れる
プチプラみやげ

先輩ハネムーナーの声

1位

5位

お世話になった親戚、上司や先輩、友達など
多くのおみやげが必要な新婚旅行におすすめの
バラエティセットと小分けできるものをセレクト！
いくら数えても、おみやげ
の数が足りない…。
あんなにいっぱい買った
のに足りないなんて！
結局家族の分を削って回
すことに。みんなゴメン
（涙）
。
（東京都／ Mさん）

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

Honeymoon Gift

おみやげワンポイント

オーストラリアで愛される人気ブランドのおみやげを紹介。
【スティルウォーター】

※①チーズ &マカデミアナッツは
36点としてカウントしています。

●1袋100g（約12粒）●3種 :マンゴー、ストロベリー、パイナップル ●1袋サイズ約
4.5×12×17.5cm ●オーストラリア製 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。※輸入時期により袋デザインが変更になる場合があります。

増えなくてすみましたし、 中おみやげを買う時間が
あるか分からなかったので、
ゆっくりおみやげ選びが

の子なので買い物にはマメでは
ないので、
一緒にカタログを見な
がら注文しました。
（千葉県／母）

できました。

（東京都／母）

「おみやげ宅配便」
を利用

子どもが旅先でおみやげ
選びで慌てずにすむよう
に予め注文しました。
来年
また次男が修学旅行に行
くので、
利用したいです。


しました。
 （大阪府／母）

   （奈良県／母）
  

②オーストラリア コアラ
マカデミアナッツ
クッキー 2箱

セットで

¥1,550
お得！

ハネムーンギフト

¥5,600（税込 ¥6,048）
¥990（税込 ¥1,069）

〈1袋あたり￥934〉

荷物が増えるので心配ですし、
男

息子がおみやげに気を配
れるか不安でしたし、旅行

①チーズ &マカデミアナッツ
36袋

￥19,980

お得！

6袋 No.9583-0041
1袋 No.9583-0042

誰になにを買うべきか迷ってしまう
！
おみやげ選びの時間がない！
周遊型ツアーはおみやげがかさばって大変！
必要以上のお金を持たせたくない

5種47※点 約3kg

6袋で
¥340

ケアンズ
ソフトキャンディ

①
②
③
④

修学旅行なので時間が
ないと思いました。
荷物も

気軽に配れる
プチプラみやげ

ケアンズに2店舗を構える
キャンディの人気店。原
料の95％がケアンズ 産
で、乳製品や卵を使わず
に自然の色・フレーバーに
こだわりつくっています。
店頭で買い求める人やメ
ールオーダーが絶えず、地
元でも大評判です。

購入者の声

父母の学生旅行の心配事

ここで紹介するものは、
地元で愛されている大人気
の商品ばかり。
ワンランク上のおみやげとして、
ぜひ
押さえておきたいですね。

人気のストロベリー、マンゴー、パイナップ
ルの3種のフレーバーをお届け。やわらか
い食感と、ピュアな自然の甘みをお試しくだ
さい。

お得なバラエティセットでお悩み解決！

オーストラリア
学生さんバラエティ
（おまけ付）
おまけの No. をお選びください

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥21,530）

【キャドバリー】

生乳本来のコクが
生きたまろやかな
ミルクチョコ、デイ
リーミルクをたっぷ
り27袋セット。

No.9583-0043

【ネラダティー】

D
カンガルー
キーホルダー×6コ

No.9583-0047

No.9583-0048

No.9583-0049

No.9583-0050

こちらも学生さんにおすすめ！

オーストラリア国内で最大
の茶葉農園を持つ紅茶メ
ーカー。クイーンズランド、
アサートンテイブルランド
で栽培されています。種
類豊富なラインナップは
現地でも人気です。

人気のチョコレート

４つの味をカンガル
ー、
コアラ、
ウォンバッ
ト、グレートバリアリー
フのイラストと一緒に
お楽しみください。

ネラダ オーストラリア固有動物モチーフ紅茶 4箱セット
No.9583-0045

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1箱50g（25ティーバッグ）●4種 :カンガルー（オーストラリアンブレックファスト）
、コアラ（レモ
ンマートル紅茶）
、ウォンバット
（アールグレイ）
、グレートバリアリーフ
（バニラティー）各1箱 ●1箱
サイズ約4.5×6×14cm ●セット箱入り ●オーストラリア製
ミルク
チョコレート

切な方に
大

おすすめ

ブラックトリュフが香り
高い、
テツヤズ特製の
トリュフソルト。さまざ
まな料理に振りかけ
れば、
グンとグレードア
ップ間違いなし。

テツヤズ トリュフソルト
No.9583-0046

¥3,400（税込 ¥3,672）

●1瓶100g ●1瓶サイズ約直径7×高さ5.5cm
●エアパッキン包装 ●イタリア製

ライスクリスプ

グレートバリアリーフ
の美しい海がモチー
フになったパッケー
ジ。貝の形のチョコ
を手にすると、潮騒
が聞こえてきそう。

カンガルー＆コアラのイラストのパッ
ケージに入った、チップス型のチョ
コレートクリスプ。1個に24枚入っ
ています。

お得！

オーストラリア ミニチョコチップス

ケアンズ
シーシェルチョコレート 6箱セット
No.9583-0051

6個で
¥290

¥6,200（税込 ¥6,696）

●1箱125g
（12粒）●1箱サイズ約12×21×2cm
●ベルギー製《乳》 夏季クール

6個 No.9583-0052 〈1個あたり
￥882〉 ¥5,290

（税込 ¥5,713）

1個 No.9583-0053

¥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

自然が織りなすアー
トと世 界 的に有 名
な 建 築 物 は、この
国の宝。中にはミル
クチョコがけのウエ
ハース。

配りやすい
個別包装

オールオーストラリア
チョコウエハース 6箱セット
No.9583-0054

¥4,490（税込 ¥4,849）

●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。
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C

オーストラリア
チャーム付
ボールペン×5本

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

22歳で単身オーストラリア
へ渡り、29歳にして、自ら
がオーナーシェフを務める
ジャパニーズフレンチのレス
トランをシドニーにオープン。
和久田 哲也
当初から人気を博し、予約
の取れないレストランとして世界中のグルメに知られています。
また、
和久田氏はオーストラリアNo.1シェフの称号を二度獲得
しています。2010年にはシンガポールの「マリーナ・ベイ・サ
ンズ」にレストラン「WAKU-GHIN」をオープンし、2018年に
ミシュランガイドで2つ星を獲得しています。

B

オーストラリア
コアラマカデミア
ナッツクッキー×1箱

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

Tetsuya’
s Restaurant

A

マリアニ
ビーフジャーキー（1oz）
×1袋

グッズ／スキンケア

¥2,100（税込 ¥2,268）

●1瓶30g ●6種：ブルーベリー、ストロベリー、アプリコット、ラズベリー、オレンジマーマレード、
ブラックベリー 各1瓶 ●1瓶サイズ約直径4×高さ4cm ●セット箱サイズ約9.5×16×5cm
●オーストラリア製 ※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。

選べるおまけ4種類！

③オーストラリア
チョコレートクッキー 2箱

オーストラリアワイン

6代受け継がれる伝統的な製法でつくられたジャム
は、採れたての完熟フルーツの風味が生きる濃厚な
味わいの中にもさっぱりしたおいしさ。
かわいい小瓶セットはプレゼントにも
気軽に配れる
最適。もちろん朝食にも、アフタヌーン ミニサイズ！
ティーにも。

ビアレンバーグ ミニジャム 6瓶セット
No.9583-0044

¥2,400（税込 ¥2,592）

●1箱約324g
（1袋1個入り×27袋）●1箱サイズ約13×16×5.5cm
●オーストラリア製《乳・小麦・落花生》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。

【ビアレンバーグ】
アデレードの自社農場でと
れた素材を、自然の色と甘
みそのままにハンドメイドして
いるビアレンバーグ。1971
年につくりはじめたストロベ
リージャムは、今では世界
24ヵ国へ出荷され、300
以上のホテルで使用されて
いる人気の品です。

プ

キャドバリー パーティーボックス

ス
ラ

④オーストラリア
マカデミアナッツ 2缶

⑤オーストラリア
チーズ＆ナッツ 5箱

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

19世紀初め、小さな食品
店からはじまった200年以
上の歴史をもつキャドバリ
ー。1868年 に 発 売した
贈答用チョコレートボック
スが、現在のバレンタイン
ギフトのルーツになったと
もいわれています。こだわ
りの技 術と製 法で、世 界
中で愛され続ける
ブランドです。

①チーズ &マカデミアナッツ
12ｇ×36袋／オーストラリア製
②オーストラリア コアラマカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×2箱／マレーシア製
③オーストラリア チョコレートクッキー
250g
（1袋1枚入り×20袋）
×2箱／オーストラリア製
④オーストラリア マカデミアナッツ
100g×2缶／オーストラリア製
⑤オーストラリア チーズ＆ナッツ
75g×5箱／オーストラリア製
夏季クール《卵・乳・小麦》

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

配りやすい
個別包装

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

Brand Selection

学生さんに
おすすめ！

ネイチャー大国のジャーキーはバラエティいろいろ。

ジャーキー

購入者の声

Beer & Snack

オーストラリアビールには
地元のおつまみもセットで贈って。

オーストラリアビールとおつまみ

子供の修学旅行のおみやげに利用。
マリア二ビーフジャーキーは思ったよ
りやわらかく、おじいちゃん、おばあ
ちゃんも食べていました。
 （女性）

1953年エリザベス女
王2世 即 位と1954年
のオーストラリア訪問を
記念して発売。

●1袋28g ●1袋サイズ約20×11.5cm ●オーストラリア製
※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。

カールトン クラウンラガー 6本セット

No.9583-7062

No.9583-7063

¥2,600（税込 ¥2,808）

●ビール ●375㎖×4本 ●ボトル高さ約17cm
●4.8度〈簡易セット箱入り
（個別箱なし）〉
［オーストラリア／カールトン&ユナイテッド ブルワリーズ］

気が利いているね！ビールと人気おつまみのセット。
オーストラリアの人気ビールに
は、
オージービーフのビーフジャ
ーキーのおつまみが定番です。
ジャーキーをゆっくりかみしめな
がら、
ビールを楽しんで！

①

②

¥3,980（税込 ¥4,298）

●ビール ●375㎖×6本 ●ボトル高さ約23cm
●4.9度〈簡易セット箱入り
（個別箱なし）〉
［オーストラリア／カールトン&ユナイテッド ブルワリーズ］

オーストラリアで人気のとても飲みやすい「ビク
トリアビター」。絶妙な組み合わせで人気の「チ
ーズ & ナッツ」。人気モノ同士のうれしいセット
です。

購入者の声
おみやげにすると持ち込み
数に制限があるため助かり
ました。

（20代／男性）

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

6袋で
6袋 No.9583-0055〈1袋￥あたり
（税込 ¥4,644）
717〉¥4,300
¥380
1袋 No.9583-0056
¥780（税込 ¥842） お得！

オーストラリア ビクトリアビター 4本セット

①

②

個性的なおいしさ、みんなで食べ比べ！

No.9583-7064

¥3,000（税込 ¥3,240）

（通常価格 ¥3,380）

セットで

¥380
お得！

①マリアニビーフジャーキー(1oz） 28g×1袋／オーストラリア製
②オーストラリア ビクトリアビター 375㎖×4本
（4.8度）
［オーストラリア／カールトン&ユナイテッド ブルワリーズ］

オーストラリア カンパイセット
No.9583-7065

¥3,380（税込 ¥3,650）

（通常価格 ¥3,850）

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

オーストラリア ほろよいジャーキーセット

セットで

¥470
お得！

①オーストラリア チーズ＆ナッツ 75g×1箱／オーストラリア製《乳》
②オーストラリア ビクトリアビター 375㎖×4本
（4.8度）
［オーストラリア／カールトン&ユナイテッド ブルワリーズ］

鶏のささみ肉のような淡白な味わい。つい
つい手が出る意外なおいしさです。

クロコダイル
ジャーキー 3袋セット

オージージャーキー 3種6袋セット
No.9583-0057

No.9583-0058

¥7,900（税込 ¥8,532）

No.9583-0059

●1袋50g ●1袋サイズ約24×15cm
●オーストラリア製 ※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。

KANGAROO

¥12,000（税込 ¥12,960）

No.9583-8061
リブ

サーロイン

別送冷凍

¥6,400（税込 ¥6,912）

●2種：サーロイン約430g､ランプ約500g ●オーストラリア産
※賞味期限：お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。

ランプ

おすすめ

2年に1回しか咲かない花の蜜を
集めた希少なハチミツ。

手軽に毎日使える
マカデミアナッツオイル。

オーストラリア原産のマヌカブッ
シュから採取されたハチミツ。ク
セのない味わいが特徴です。

ボトルにある「抗菌度ＴＡ
TA
10+」
というのは独立した 10+
分析機関で調査し、国
際標準の方法で認定し、風邪予防
などによいといわれています。黒糖
のような甘さで食べやすい味です。

健康によいと近年、海外セレブにも
注目されているマカデミアナッツオイ
ル。お料理にもお菓子づくりにも。

キャピラノ マヌカハニー 5+

ジャラハニー TA 10+

No.9583-0066

No.9583-0067

健康にもおすすめの
マヌカハニー。NPA5+
MGO83+

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1個250g ●1個サイズ約6×6×8.5cm ●オーストラリア製
※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。

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1個250g ●1個サイズ約6×6×8.5cm ●オーストラリア製
※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。

マカデミアナッツオイル
No.9583-0068

¥2,800

（税込 ¥3,024）

●1本250㎖ ●ボトル高さ約24cm ●簡易
箱入り ●オーストラリア製 ※低温で保管し
た場合、成分が結晶化する事がありますが、
品質に問題はございません。常温に置いて
いただければ元の状態に戻ります。

●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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カンガルーミート 2種セット

別送冷蔵

●2種 :サーロイン約1kg、
リブ約800g 各1ブロック ●オーストラリア産
※賞味期限：お届け後、冷蔵で約3日間保存が可能です。

※ランプ調理例

いしさで
お

ジャラハニーとは

ジャラハニーは、西オー
ストラリア州のみに生
息する2 年に1 回しか
花をつけない 貴 重な
植物。
その花から採れる
“ジャラハニー”
は、ハ
チミツの中でも特に希
少です。
ジャラフォーレス
トは、州 政
府 の 厳し
い管理下
で保護され
ています。

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

低脂肪、高たんぱくのお肉
として話題のカンガルーミ
ート。サーロインはステー
キで、
ランプは赤ワインソー
スがけなどでどうぞ。

サーロイン

※サーロイン調理例

No.9583-8060

ハニー＆オイル

●1袋50g ●1袋サイズ約24×15cm
●オーストラリア製 ※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。

オージービーフは世 界 最 高
レベルの厳しい管理下で生
産されています。

オージービーフ ブロック肉 2種セット

¥5,700

（税込 ¥6,156）

オーストラリアの自然の恵みで体もお肌も健やかに。

ボリュームたっぷり。
ぜいたくにいただきましょう。

大自然のなか、厳しい管理のもと育
まれる安心の品質。ヘルシーでやわ
らかな赤身肉は調理のしやすさも
◎。ボリュームのブロックでどうぞ。

BEEF

¥5,400

（税込 ¥5,832）

Healthy

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

オーストラリア グルメ

カンガルー ジャーキー 6袋セット

グッズ／スキンケア

●1袋50g ●3種：クロコダイル、カンガルー、
ビーフ 各2袋 ●1袋サイズ：ク
ロコダイル、カンガルー約24×15cm、ビーフ約22.5×12cm ●オーストラリア
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。

Gourmet

カンガルーミートを使用した大変珍しいジャ
ーキー。クセがなく食べやすいしょうゆ味
が評判です。

オーストラリアワイン

※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。

クロコダイル、カンガルー、ビーフの3つの味わいが楽しめま
す。クセがなく食べやすい意外なおいしさと驚きを、みなさ
んに届けませんか。

ハネムーンギフト

マリアニ ビーフジャーキー
（1oz）

オーストラリアで圧倒的な人気を誇るビール。やわら
かな味わいが特徴。

フレッシュな香りとクリー
ミーなコクを兼ね備え
た、複雑リッチな味わ
いのプレミアムビール。

気軽に配れる
プチプラみやげ

オーストラリア最大の
ビール 醸 造 所が 誇
る、クオリティの高い
No.1シェアビール。

オーストラリアで人気の高いマリア
ニビーフジャーキー。世界トップク
ラスの品質管理を誇る豪州牛肉
をクセのないベーシックな味付け
でソフトに仕上げました。

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

Jerky

オーストラリア ワイン

世界有数のワイン生産国から
上品な味わいのワインを厳選！

ぶどう品種：
シラーズ、ヴィオニエ
（シチュー、肉料理）
14.0度

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

ワインアドバイザーからひとこと

カセグレーンのワインは、
自然に沿った農法でつく
られるこだわりの味。料
理に合わせてお楽しみ
いただける飲みきりサイ
ズの4本セットです !

カセグレーンギフトパック 4種セット
No.9583-7079
重

②

軽

辛

6本 No.9583-7069
1本 No.9583-7070

6本 No.9583-7071
1本 No.9583-7072

〈1本あたり
¥1,664〉

重

¥9,980（税込 ¥10,778）
¥1,890（税込 ¥2,041）

3本 No.9583-7073〈1￥本あたり
2,217〉¥6,650

①

（税込 ¥7,182）

1本 No.9583-7074

¥2,365

（税込 ¥2,554）

柑橘系の爽やかな香りとすっき
りとした飲み口が特徴。料理も
すすみます。
甘

3本で
¥445
お得！

〈1本あたり

3本 No.9583-7075 ￥2,217〉¥6,650

（税込 ¥7,182）

1本 No.9583-7076

¥2,365

（税込 ¥2,554）

¥3,880

（税込 ¥4,190）

● 果 実 酒 ●750 ㎖ ●ボトル高さ約
29.5cm ●14.5度 ●ぶどう品種：シラー
ズ
［オーストラリア／カセグレーン］
※輸入時期によりぶどう品種が変更にな
る場合があります。

シャルドネ種のなめらかな味わ
いと、まろやかさが引き立つ白
ワイン。心地よいあと味を存分
にお楽しみください。

②カセグレーンリザーブ
甘
白ワイン 辛
No.9583-7078

¥3,880

（税込 ¥4,190）

● 果 実 酒 ●750 ㎖ ●ボトル 高さ約
29.5cm ●14.0度 ●ぶどう品種：シャル
ドネ
［オーストラリア／カセグレーン］
※輸入時期によりぶどう品種が変更にな
る場合があります。

※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。

※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。

オーストラリア 赤ワイン＆ナッツセット

②ウルラ 白ワイン

¥2,980

●果実酒 ●750㎖
●ボトル高さ約32.5ｃｍ ●14.5度
●ぶどう品種：シラーズ
［オーストラリア／ウルラ］

No.9583-7081

¥2,980

（税込 ¥3,218）

●果実酒 ●750㎖
●ボトル高さ約32.5ｃｍ ●13.5度
●ぶどう品種：シャルドネ
［オーストラリア／ウルラ］

No.9583-7082

①オーストラリア チーズ＆ナッツ 75g×1箱／オーストラリア製《乳》
②オーストラリア 赤ワイン 750㎖×1本（12.5度）
［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。

広大な大地の繊細な味わいを、飲み比べ。
重

軽

①スリーピラーズ
ザ グルメ カベルネ
ソーヴィニヨン
（赤）

辛

②アルクーミ
ホワイトラベル
リースリング
（白）

重

軽

フレンチオークで9ヵ月間熟成させ
た、ベリー系の香りと控えめなタンニ
ンが風味豊か。
●14.5度
●ぶどう品種：カベルネ、
メルロー
［オーストラリア／アルクーミ］

辛

甘

①

④

②

② . ③西オーストラリア州
アルクーミ

⑤

④ . ⑤ニューサウスウェールズ州
デ・ボルトリ

重

④デ・ボルトリ
セークレッドヒル
セミヨン ソーヴィニヨン・
ブラン
（白）

軽

③

カシスやチェリーなどの果実味にバ 新鮮なレモンを思わせる豊かな酸
ニラの風味を感じる、なめらかな口 味で、
ライムの皮やムスクのフレーバ
あたりのワイン。
ーを感じるワイン。
●14.0度
●12.5度
●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨ ●ぶどう品種：リースリング
ン
［オーストラリア／スリーピラーズ］ ［オーストラリア／アルクーミ］

③アルクーミ
ホワイトラベル
カベルネ／メルロー
（赤）

重

熟成を楽しむものからフレッシュさを楽しむものまで多彩なオ
ーストラリアワイン。今回は西南東３つの州から5つの味わいを
セレクトしました。

①南オーストラリア州
スリーピラーズ

甘

¥2,800

（税込 ¥3,024）
（通常価格 ¥3,140）

軽

⑤デ・ボルトリ
セークレッドヒル
シラーズ（赤）

ベリー系の香りに、スパイシーさが感
辛口でバランスのとれたレモンやライ じられます。チョコレートっぽさが残
ムの皮のような酸味で、キレのよいカ る余韻が印象的。
ジュアルな飲み口。
●13.5度
●ぶどう品種：シラーズ
●11.5度
●ぶどう品種：セミヨン、ソーヴィニ ［オーストラリア／デ･ボルトリ］
ヨンブラン
［オーストラリア／デ･ボルトリ］

オーストラリア ワインセレクション
No.9583-7083

¥10,000（税込 ¥10,800）

●果実酒 ●各750㎖ ●ボトル高さ各約30cm［オーストラリア］

●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。

※商品にカゴは
含まれません。
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約31cm ●12.5度
●ぶどう品種：セミヨン、
ソーヴィニヨンブラン
［オーストラ
リア／カセグレーン］

N o.9583-7077

お得！

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

②カセグレーン
ストーンサークル 白ワイン

①カセグレーンリザーブ
軽
赤ワイン 重

¥340

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約31cm ●14.0度
●ぶどう品種：シラーズ、ヴィオニエ
［オーストラリア／カ
セグレーン］

②

No.9583-7080

セットで

ナッツとシトラス
を感じる豊かな
アロマ、きりっと
した余韻。

グッズ／スキンケア

おすすめ

お得！

①ウルラ 赤ワイン

甘

オーストラリアワイン

軽

①カセグレーン
ストーンサークル 赤ワイン

辛

（税込 ¥3,218）

ブルーベリーとダークチョコレー
トの香りと、スパイシーな味わい
が楽しめるバランスの良い赤ワ
インです。肉料理との相性が抜
群です。

切な方に
大

3本で
¥445

軽

木樽からのバニラ
香と新 鮮 な 果 実
香 が 調 和した 優
雅な味わい。

甘

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

豊富な日照量が育んだぶどう
を使 用。厚みとコクがある豊
かなテイストが自慢です。

①

¥9,980（税込 ¥10,778）
¥1,890（税込 ¥2,041）

コクがある豊かなテイストが自慢です。
辛

塩味のマカデミアナッツ＆チーズと赤ワインの王道の組み合わせ。
ワインの好きな方に贈ったら
「気が利いている」
と喜んでもらえます。

軽

●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］

②オーストラリア 白ワイン

赤ワインとナッツ＆チーズのマリア―ジュを
楽しんで。
②

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

温帯地域に属し、豊富な日照量と豊かな
土壌が育む自然に恵まれたニュー・サウ
ス・ウェールズ州。ワインづくりが盛んな
この地域の中で、
自然との調和を重んじ、
化学肥料にたよらず、ハーブや鉱物によ
る健康な土壌づくりを農法として取り入れ
ながら、ぶどうの品質、ワインの品質にこ
だわり続ける「カセグレーン」。世界各国
のワインショーで数々の賞に輝く、オース
トラリアを代表するワイナリーです。

重

甘

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

肉料理との相性がよい、飲みやすい赤ワイン。
〈1本あたり
¥1,664〉

辛

「永遠に守る」
という
意味の
“ウルラ”
は、
お祝いやギフトに
おすすめ。

お得！

①オーストラリア 赤ワイン

軽

②

6本で
¥1,360

お得！
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重

①

6本で
¥1,360

辛

甘

¥3,686（税込 ¥3,980）

●果実酒 ●187㎖×4種 ●ボトル高さ各約17cm
●化粧セット箱入り
（個別箱なし）
［オーストラリア／カセグレーン］
※輸入時期によりセット箱およびボトルの色が変更になる場合があります。

ハネムーンギフト

①

便利な
飲みきり
サイズ

気軽に配れる
プチプラみやげ

オペラハウスラベルのワインで、
思い出の時間を。

重

ぶどう品種：
シャルドネ
（魚料理全般）
13.0度

お酒を何本も持ち帰るのは重く、
か
さばるのでいつも
「おみやげ宅配
便」
を利用しています。
時間どおりに
届けてもらえるし、次回の旅行でも
利用したいです。
 （60代／男性）

高田重樹
（たかだ しげき）
  ㈳日本ソムリエ協会公認 シニアワインアドバイザー

②

ぶどう品種：
メルロー
（焼肉、ステーキ）
13.5度

購入者の声

オーストラリアのワインづくりは200年以上の歴史があり、特に近年は伝統と最新の技術を融合した「繊細でバラ
ンスに優れたつくり」 が主流になっております。温暖な気候の産地からは凝縮感のある力強いワインが、冷涼な
気候の産地からは綺麗な酸味を感じるエレガントなワインができるのが特徴です。

①

ぶどう品種：
セミヨン、ソーヴ
ィニヨンブラン
（白身の魚）
12.0度

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

Wine

オーストラリアグッズ

購入者の声
オーストラリアで見たひっつき
コアラより顔がかわいい。
姪に
あげたら、
とても喜びました。

（60代／女性）

シドニーの風景が描かれた、
大容量で丈夫なエコバック。

Skincare

ボタンを押すと腕がのびる
ボクシング・カンガルー！

購入者の声
何度か同じ商品を購入しまし
たが非常に評判がよく、
また
購入してしまいました。
（60代／男性）

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

Goods

かわいい！ オモシロ！
オーストラリアグッズ大集合！

スキンケア

自然大国のおみやげは、
スキンケアもナチュラル

セット
販売商品

1匹あたり
¥175
（税抜）

気軽に配れる
プチプラみやげ

オーストラリアの天然素材にこだわ
った製品づくりをしているNature's
Houseのユーカリソープ。爽やかな
森の香りでお肌にやさしく。

みんなに配れる
クリップタイプの
マスコット。

ユーカリソープ ２コセット
No.9583-0098

¥1,700

ハネムーンギフト

首も
まわるよっ!!

（税込 ¥1,836）

ふわふわコアラを
喜ぶのは子どもだけじゃなさそう。

丸めてコンパクトに
エンビロサックス
シドニー エコバッグ 3枚セット

フラッグコアラ ぬいぐるみ

No.9583-0085

¥1,980（税込 ¥2,138）

¥3,000（税込 ¥3,240）

●エコバッグ本体：約50×高さ42cm、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。

●高さ約18cm ●ポリエステル ●ビニール袋入り
●中国製

1本あたり
¥380

ひっつきコアラ 12匹セット
No.9583-0086

¥2,100（税込 ¥2,268）

●1匹約6cm ●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

1コあたり

1コあたり

¥1,900（税込 ¥2,052）

●長さ約18.5cm ●インク：黒 ●プラスチック ●箱入り
（個別ビニール袋入り）●中国製
※輸入時期により色が変更になる場合があります。

コアラ

No.9583-0099

¥2,400（税込 ¥2,592）

●コアラ長さ約13.5cm、カンガルー長さ約14cm 各3本 ●インク:
黒、赤 ●プラスチック ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

No.9583-0087

やわらかい5色のコアラは
携帯画面クリーナーにも。

ロードサイン キーホルダー 6コセット

コアラ マスコットストラップ 5コセット

No.9583-0088

No.9583-0089

¥2,400（税込 ¥2,592）

¥1,800（税込 ¥1,944）

●全長約8cm
（モチーフ部分約4×4cm）
●コアラ、カンガルー、エミュー 各2コ ●アクリル
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

¥1,980（税込 ¥2,138）

●全長約13.5cm
（モチーフ部分約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、サイズ、デザインが変更になる場合があります。

セット
販売商品

¥434
（税抜）

コアラのチャームがポイントの
オーストラリア国旗
ボールペン。

完熟のホホバの実から圧搾抽出したオイル
をろ過した100％ピュアなホホバオイルで
す。普段の肌のお手入れに、日焼けあとや
乾燥時にもうるおいを与えます。

アボリジニ ショットグラス 3コセット

ビバラ鍋敷

No.9583-0091

No.9583-0092

¥1,300（税込 ¥1,404）

●約15×15cm ●表面 : 陶器、裏面 :コルク ●簡易箱入り
●中国製 ※輸入時期により色が変更になる場合があります。

カタログ専用商品 はインターネット上では画像掲載されていませんが、ご注文画面にカタログ商品番号を入力してご購入いただける商品です。

セット
販売商品

1コあたり

1本あたり

（税抜）

（税抜）

¥175

¥280

カンガルー
キーホルダー 6コセット

オーストラリア チャーム付
ボールペン 5本セット

No.9583-0096

No.9583-0097

¥1,050

（税込 ¥1,134）

●1コ11ｇ ●全長約11.5cm（モチーフ部分
約7×4.5cm）●金属 ●ビニール袋入り（個
別包装なし）●中国製

¥1,400

（税込 ¥1,512）

●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

No.9583-0101

¥1,600（税込 ¥1,728）

●15㎖ ●1瓶サイズ約直径2.5×高さ5.5cm ●化粧箱入り
●オーストラリア製 ※日本語商品説明書付き。

プロポリスとティーツリーを配
合し、うるおいを与えて乾燥
を防ぎ、キメを整えるリップク
リーム。男女問わずおすす
めのおみやげです。

プロポリスリップバーム 2本セット
No.9583-0102

¥1,960（税込 ¥2,116）

●1本5g ●1本サイズ長さ約7cm
●ビニール袋入り
（個別包装あり）●オーストラリア製
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

●約直径5×高さ6cm ●ガラス
●セット箱入り
（個別包装あり）●中国製

¥1,000（税込 ¥1,080）

セット
販売商品

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

色鮮やかな
アボリジナル・アートが描かれています。

オーストラリア発、
世界的アーティストが描く
「ビバラ」のポップな鍋敷。

カタログ専用商品
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ホホバオイルとは…

ツゲ科の多年草「ホホバ」
から抽出される天然
オイル。肌なじみがよく、
アレルギーなどの症状
を起こしにくいことでも知られています。

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

¥1,400（税込 ¥1,512）

●1コサイズ約8.5×5cm ●本体 :ゴム、
メモ: 紙
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製
※輸入時期により色が変更になる場合があります。

¥1,600（税込 ¥1,728）

㎝
高さ約

（税抜）

No.9583-0090

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1コ100g×3 ●1コサイズ約4.5×8×2.5cm ●3種：ローズ、ボロニアとアロエベラ、タスマ
ニアンラベンダー 各１コ ●プラスチックケース入り
（個別ビニール包装あり）
●オーストラリア製

ホホバオイル 15㎖

¥280

コアラ メモ付マグネット 5コセット

カンガルー

6

1コあたり

冷蔵庫や机にぴたっと大活躍！
コアラメモ付きマグネット。

No.9583-0100
コアラ

●カンガルー、コアラ：全長約7.5cm（モチーフ部分約3cm）各
1コ ●亜鉛合金 ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

カラフルでスマートな
カンガルーデザインが
グッド。

1コあたり

セット
販売商品

No.9583-0095

※商品にトレイなどは
含まれません。

オーストラリア フラワーソープ 3コセット

キラキラチャームは、
バッグや鍵のアクセントに。
コアラ＆カンガルーチャーム

カンガルー

バラの花びらを散りばめたローズをは
じめ、オーストラリア産の花を用いた自
然派ソープ。上品な香りとやさしい色
合いが浴室や
洗面所に華を
添えます。

グッズ／スキンケア

●約35×35cm ●綿
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●中国製

¥2,250（税込 ¥2,430）

オーストラリアワイン

カンガルー キッチンタオル
3枚セット

自然大国ならではの
動物出没注意のロードサイン。

Goat
Milk

●1本60㎖ ●1本サイズ約3.5×5.5×13cm
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●オーストラリア製

黒

コアラ＆カンガルー
2色ボールペン 6本セット
No.9583-0094

主婦層に人気の
ゆるさがかわいい、
カンガルー絵柄のキッチンタオル。

ティリー ゴートミルク
ハンドクリーム 3本セット

変わるよ！

（税抜）

（税抜）

No.9583-0093

ヤギミルクにシアバターやア
ーモンドオイルをブレンド。
保湿力が高く、やわらかな
肌へと導いてくれるナチュ
ラルなハンドクリーム。

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

¥396

¥300

カンガルーボールペン 5本セット

コアラとカンガルーの耳をノック。
キュートな
左右で
赤
2色ボールペン。
色が

セット
販売商品

セット
販売商品

（税抜）

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

No.9583-0084

●1コ約100g ●1箱サイズ約8×6.5×2cm
●1コずつ化粧箱入り ●オーストラリア製

セット
販売商品

NEW ZEALAND

のんびりとした景色と
空気にいやされる国。
おみやげも素朴でいやされる
かわいい品が目白押しです。

Kiwi

購入者の声
そんなに甘さは感じられ
ず、
すっきりとした味ですっ
と飲める味でした。
（40代／女性）

キウイの甘酸っぱい香りと味をギュッと凝縮。

ニュージーランド

気軽に配れる
プチプラみやげ

1

売り上げ

キウイのドライフルーツ入りクッキー。
手軽に楽しめるほのかなキウイの風
味を、壮大な世界遺産、ミルフォード
サウンドとともに。

●1箱250g
（1袋10枚入り×2袋）●1箱サイズ約15.5×21.5×4.5ｃｍ
●オーストラリア製《乳・小麦》

12箱で
¥2,280

No.9583-0103

〈1箱あたり ¥1,300〉

No.9583-0104

〈1箱あたり ¥1,382〉

お得！

¥15,600（税込 ¥16,848）
¥8,290（税込 ¥8,953）
¥1,490（税込 ¥1,609）
キウイフルーツチョコレート 4箱セット
気軽に配れる
ミニサイズ！

●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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12箱で
¥1,900
お得！

6箱で
¥500

¥2,480

（税込 ¥2,678）

※ワインの年代、アルコール度数、ラベルデザイン、ボトルの色は輸入時期に
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。

③ニュージーランド
チョコウエハース 11箱

大自然の国の
魅力が詰まった
お得なバラエティセット

お得！

セットで

¥1,890
お得！

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥31,870）

お得！

●1箱80g
（6枚）●1箱サイズ約8×11×2.5cm ●オーストラリア製《乳・小麦》

●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。

No.9583-0117

¥480

12箱 No.9583-0109 〈1箱あたり
（税込 ¥8,424）
¥650〉 ¥7,800
1箱 No.9583-0110
¥690（税込 ¥745）

¥13,800

（税込 ¥14,904）

ニュージーランド
お気軽バラエティ

マカデミアナッツとチョコチップを練り込みぜいたく
に仕上げました。ニュージーランドの山々が描かれ
12箱で
たパッケージでお届け。

ニュージーランド
チョコチップ ショートブレッド

甘

④ニュージーランド
チョコチップ
ショートブレッド 3箱

①ニュージーランド キウイクッキー
250g
（1袋10枚入り×2袋）
×5箱／オーストラリア製
②シープ マカデミアチップチョコレート
180ｇ
（20粒）
×5箱／オーストラリア製
③ニュージーランド チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×11箱／スイス製
④ニュージーランド チョコチップ ショートブレッド
80g
（6枚）
×3箱／オーストラリア製
夏季クール《卵・乳・小麦》
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

No.9583-0108

6本 No.9583-7115

辛

〈1本あたり
¥2,300〉

￥29,980
ミニでもボリュームしっかり。

¥15,500（税込 ¥16,740）
¥8,200（税込 ¥8,856）
¥1,450（税込 ¥1,566）

キウイフルーツワイン
（袋付）

4種24点 約5kg

配りやすい
個別包装

〈1箱あたり
¥1,292 〉
〈1箱あたり
¥1,367〉

お得！

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

No.9583-0107

②シープ
マカデミアチップチョコレート 5箱

6本で
¥1,080

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

No.9583-0106

1

グッズ／スキンケア

12箱
6箱
1箱

1

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●9.5度
●原料：キウイフルーツ
［ニュージーランド／プレストン グループリミテッド］

¥5,400（税込 ¥5,832）

●1箱100g
（1袋1個入り×10袋）●1箱サイズ約8×20×2.5cm
●ニュージーランド製《乳》 夏季クール

①ニュージーランド
キウイクッキー 5箱

ニュージーランド チョコウエハース

やわらかな口あたりと
爽やかな酸味が女性
に人気。
ニュージーラン
ドフルーツワインコンテ
ストで、1985年〜1996
年の12年間、金賞受賞
の逸品です。

1本 No.9583-7116
No.9583-0114

美しいマウントクックのパッケージと
サクサクの歯ざわりが人気。

お得！

配りやすい
個別包装

●1箱180g
（20粒）●1箱サイズ約15×26.5×3cm ●オーストラリア製《乳》 夏季クール

マウントクックの
パッケージで。

6箱で
¥580

オーストラリアワイン

No.9583-0105

おみやげに最適な
珍しいワイン。

ニュージーランド産のキウイを使
用したゼリーをミルクチョコでコ
ーティング。お口の中にジューシ
ーな甘酸っぱさが広がります。

6箱で
¥650

お得！

シープ マカデミアチップチョコレート

No.9583-0113

¥13,980（税込 ¥15,098）
¥7,700（税込 ¥8,316）
¥1,380（税込 ¥1,490）

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

ヒツジの形がキュートなマカデミアチップチョコレー
ト。大自然の中に穏やかに遊ぶヒツジの写真も、
ニ
ュージーランドらしさを伝えるおみやげです。

No.9583-0112

便利なワイン袋付き

メエメエかわいいシープたち。

No.9583-0111

※ 本に 枚付いています。

12箱
6箱
1箱

お得！

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

12箱で
¥2,580

ニュージーランド キウイクッキー
〈1箱あたり
¥1,165〉
〈1箱あたり
¥1,284〉

ハネムーンギフト

No.

12箱
6箱
1箱

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

ニュージーランド

マヌカハニー
マヌカハニーとは

健康にもよいと評判の
天然の恵みを毎日に。

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

本物のマヌカハニーであることの証明「UMF」
と
「MGO」
マヌカハニーには、
ニュージーランド政府が定めた基準に加え、抗菌作用の割合を示す
様々な規格が存在します。
「UMF」は、
マヌカハニーの殺菌成分をフェノール溶液（消
毒液）
の濃度と比較したもの。
「MGO」は、
マヌカハニーの抗菌成分の量を表したもの。
いずれも、数値が高いほど抗菌力が強いとされています。UMF5+はMGO83+相当、
UMF10+は MGO263+相当のグレードです。

マヌカハニー
初級〜中級者向

喜ばれるおみやげ、
マヌカハニーの配り
やすいミニボトルを3
本セットで。信頼でき
るブランドで、
リーズナ
ブルな価格も魅力。

健 康 志 向の方々に人
気のマヌカハニーでつ
くられた、ノドにやさし
いキャンディ。シンプル
ですっきりした味です。

No.9583-0123

¥4,500（税込 ¥4,860）

UMF

5+

100 ％ PURE NEWZEALAND
HONEY 社は UMF 協 会メンバー
が代表を務めている会社。そこでつ
くられるマヌカハニーは、品質も抗菌
グレードも高く安心です。

マヌカハニー UMF5+

マヌカハニー UMF10+

No.9583-0118

No.9583-0119

¥3,300（税込 ¥3,564）

マヌカハニー
初級〜中級者向

¥3,800（税込 ¥4,104）

●1個250g ●1個サイズ約6×6×高さ8.5cm ●セットビニール
袋入り ●ニュージーランド製

豊かな自然が育んだ、
とっておきグルメをどうぞ。

UMF

購入者の声
今まではおみやげのことが心配で旅行が
楽しめませんでしたが、今回は事前に購
入したので、
旅行中は料理や景色などが
十分楽しめました。
次回も宅配サービスを
利用したいと思います。

（男性）

10+

¥5,100（税込 ¥5,508）
レッドチェダーチーズ×3個

●1個250g ●1個サイズ約6×6×高さ8.5cm
●ビニール袋入り ●ニュージーランド製

クリームチーズ×3個

ニュージーランドの乳牛のミルクを使用。マイルドでクリー
ミーなチェダーチーズと、コクのあるクリームチーズ。その
ままでも、お料理にもOK。

マヌカハニー
中級者向

ニュージーランドチーズ 2種6個セット
No.9583-8125

別送冷蔵

¥5,400（税込 ¥5,832）

No.9583-0120

¥1,800

●1個10g×4個入り ●1袋サイズ約9.5×4cm
●セット箱サイズ約2.5×4×10cm ●セット箱入り
（個別包装なし）●ニュージーランド製
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ALL BLACKS ® 認定
マヌカハニー UMF12+
（MGO355<）
No.9583-0121

¥8,800（税込 ¥9,504）

●1個250g ●1個サイズ約6×6×高さ8.5cm ●化粧箱サイズ
約6.5×6.5×8.5cm ●化粧箱入り ●ニュージーランド製 ※輸
入時期により化粧箱のデザインが変更になる場合があります。

ニュージーランド産アボカドのアボカドオイルはコレス
テロールゼロ！ パスタやサラダ、味噌汁の隠し味とし
てもどうぞ！

アボカドオイルセット
No.9583-0126

アボカド
ナチュラル

アボカド
バジル
フレーバー

¥5,300（税込 ¥5,724）

●1本250㎖ ●2種：アボカドナチュラル、アボカドバジルフレーバー 各1本 ●1本サイズ約直径5×高さ
24cm ●セット箱サイズ約27×13×5.5cm ●ニュージーランド製 ※低温で保管した場合、成分が白濁沈
殿する事がありますが、品質に問題はございません。常温に置いていただければ元の状態に戻ります。

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、伝統的
なビーフジャーキーです。

〈1セット10袋入り〉

ジャックリンクス ビーフジャーキー 10袋セット
No.9583-0127

¥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。
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

（税込 ¥1,944）

10+

ニュージーランド・ラグビー代表 ALL BLACKS ® に
生ハチミツとして唯一公式認定されたマヌカハニー。
UMF® 協会（UMFHA）の厳格な基準を満たす加
盟社のみに許可された商品です。
ヨーグルトと一緒にそのままスプーンで。UMF12+
オール ブ ラ ッ ク ス
MGO355 <

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

マヌカハニー
食べ切り4パックセット

UMF

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

マヌカハニーを1回使い切りサイズのパ
ックにしました。ヨーグルトや紅茶などに
手軽に使えるから、初めてマヌカハニー
を試す方のおみやげに！

グッズ／スキンケア

●2種 :レッドチェダーチーズ1パックサイズ約9×6×2cm（90g）
、クリームチ
ーズ1パックサイズ約6×9×2cm（90g）各3個 ●ニュージーランド製《乳》
※賞味期限 :お届け後、冷蔵で約30日間保存が可能です。
※カット部分により形・サイズが変更になる場合があります。

オーストラリアワイン

●1個250g ●1コサイズ約6×6×8.5cm ●ビニール袋入り
●ニュージーランド製

No.9583-0124

ジャーキー／グルメ／
ビール＆スナック／ハニー＆オイル

抗菌性能は UMF 協会が定めた性
能 表 記に基 づいて表 記されていま
す。本品はニュージーランドで一般的
に食べられているグレードで、マヌカ
ハニーを初めて試す方におすすめ。

クローバーハニー 2個セット

ブランドセレクション／
学生さんおすすめ

ニュージーランド グルメ

¥4,500（税込 ¥4,860）

●1袋100g
（約16粒）●1袋サイズ約19×12.5cm
●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、粒
数、色、形状が変更になる場合があります。※グラム計量のため
粒数が異なる場合があります。

●1瓶70g ●1瓶サイズ約直径5×高さ6.5cm ●セットビニール
袋入り ●ニュージーランド製 ※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。

Gourmet

ニュージーランドで愛され、20年の歴史をもつハニ
ーメーカーのハチミツ。微細な結晶のクリーム状で、
トーストに塗りやすくとてもなめらか。

マヌカハニー
キャンディ 3袋セット

マヌカハニーミニ 3瓶セット
No.9583-0122

旅先で買ったハチミツ
が液体物とみなされて
制限がかかってしまい、
困ったことがあります。
お いしかったで すよ。

（30代／女性）

ハネムーンギフト

マヌカハニー
初級者向

購入者の声

気軽に配れる
プチプラみやげ

ニュージーランドだけに自生してい
る野生植物「マヌカ」
から採取され
たハチミツ。他のハチミツにはない
優れた抗菌性を持ち、他のハチミ
ツと区別されています。栄養価も
抗菌作用も高く、健康的な食品と
して人気を集めています。

コアラの定番みやげ マカデミアナッツ

Manuka Honey

Wine

ニュージーランド ワイン
①

お申込みガイド 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。

地元でも人気のワインを
赤と白でセレクト。

②

①

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

②

①

ご注文について
電話

②

郵送

0120-37-3974
上記番号でかかり
にくい場合は

FAX

お急ぎの場合は電話・FAXにてご注文ください。

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。

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。

03-5296-2105
（ 24 時間受付）

①： 重
②： 辛

①： 重
②： 辛

軽
甘

①： 重
②： 辛

軽
甘

お届けについて

軽
甘

果実と酸味、味わいと余韻が絶妙のバランスを
生み出す赤。パッションフルーツやメロン、ハーブ
などの香りが感じられる白。

ベリー系の香りにやわらかなタンニンを感じる赤、
爽やかな酸味と果実味のバランスがよい白。国
鳥キウイが描かれたラベルで。

樫樽の風味が好ましいしっかりとした赤ワインは、肉
料理やパスタ料理のお伴にも。滑らかな舌触りの辛
口白ワインは、チキン・サーモン・
リゾット料理に相性◎。

①サザンクロス ホークスベイ ピノノワール

①フライングキウイ ピノノワール

①ミルズリーフ メルロカベルネ

No.9583-7128

No.9583-7130

No.9583-7132

¥3,300（税込 ¥3,564）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm
●13.0度 ●ぶどう品種 :ピノノワール
［ニュージーランド/サザンクロス］

¥2,200（税込 ¥2,376）

②フライングキウイ
ソーヴィニヨンブラン

②ミルズリーフ シャルドネ

No.9583-7129

No.9583-7131

No.9583-7133

¥3,300（税込 ¥3,564）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm
●12.0度 ●ぶどう品種 :ソーヴィニヨンブラン
［ニュージーランド/サザンクロス］

¥2,000（税込 ¥2,160）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm
●12.5度 ●ぶどう品種 :ソーヴィニヨンブラン
［ニュージーランド／リスモア ワインズ］

お届け日・時間帯指定サービス

• 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。

5日後

¥2,600（税込 ¥2,808）

※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。

夏季クール

5日後

5日後

セット
販売商品

¥400
（税抜）

• 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。

No.9583-0135

銀 行

コンビニエンス
ストア

¥467

※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。

※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。

¥2,400（税込 ¥2,592）

●長さ約12.5cm ●インク：黒 ●プラスチック
●紙箱入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

〈個人情報の取扱いについて〉
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。

セット
販売商品

1コあたり

ヒツジ 携帯ストラップ 6コセット
No.9583-0134

¥447
（税抜）

¥2,680（税込 ¥2,894）

●全長約11cm
（モチーフ部分約6 〜 7cm）●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
※輸入時期により色が変更になる場合があります。
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キウイの中のキ
ウイがポイント
！
キウイ柄にまぎ
れた 国 鳥キウ
イが◎。

ニュージーランドの国技といえばラグ
ビー。そのボールをキーホルダーに。

ニュージーランド
キウイ キッチンタオル 3枚セット
No.9583-0136

おことわり
価
格
お支払い
商
品

※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。

ニュージーランド
ボールペン ６本セット

¥2,400（税込 ¥2,592）

●約35×35cm ●綿 ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

ラグビーボール キーホルダー
3コセット
No.9583-0137

¥1,400

（税込 ¥1,512）

●全長約10.5cm
（モチーフ部分約4.5cm）
●塩化ビニール樹脂製 ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

●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。

¥900（税込¥972 ）

返品・交換はお客様相談窓口へお電話を

郵便局

（税抜）

お届け先１ヵ所につき全国一律

商品と同送、又は郵送される専用振込用紙にて

1コあたり

シダの葉をモチーフ
にしたノック式ボール
ペン。いっぱい 配る
のにぴったり。

通年

6月15日～10月15日発送分

商品到着後のお振込みで

セット
販売商品

1本あたり

別送冷蔵

¥300（税込¥324 ）

返品・交換について

（振込手数料はお客様のご負担にてお願いします）

ニュージーランドグッズ

なごませキャラのヒツジたち。
さわり心地のよさも魅力的です。

梱包
送料

到着後 7日以内にお振込みください。

Goods

夏季クール

※クール料金対象期間： 別送冷凍

お支払いについて

¥

別送冷蔵

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

4日後

4日後

• 勤務先や実家など、
ご自宅以外へのお届けも
承ります。

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm
●12.5度 ●ぶどう品種 :シャルドネ
［ニュージーランド／ミルズリーフ ワイナリー］

※ 別送冷凍

5日後

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。

お届け先指定サービス

②サザンクロス
マルボロ ソーヴィニヨンブラン

クール料金について

別送冷蔵
別 送 マークの商品）
別送品
（ 別送冷凍
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。

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.0度
●ぶどう品種 :メルロー、カベルネソーヴィニヨン他
［ニュージーランド／ミルズリーフ ワイナリー］

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm
●12.5度 ●ぶどう品種 :ピノノワール
［ニュージーランド／リスモア ワインズ］

クール料金、梱包送料について

ご注文受付後、4日〜 5日程でお届けいたします。

¥2,600（税込 ¥2,808）

添付の
専用申込書を
ご利用ください。

その 他

• 表示価格は8％の消費税にて表示しております。
• 一部の商品・金額によっては当社よりご連絡の上、
お支払方法を変更していただく場合があります。
◯ 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
• 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。
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。
• 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。
• 全品輸入品につき品切れの場合はご容赦ください。
その場合ご希望に近い商品をお送りする
事があります。
◯ 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。
• 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、

※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。
• 商品情報を独自に入手し、
その整備を進めています。

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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