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旅先でも、帰国後も
ご利用ください。
■カタログ有効期限／2019.4→2020.5

保存版
2019.4① .2000

カタログコード 9588

※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。

株式会社 サクセス・ワールド 0120-37-3974http://www.success-w.co.jp

お申し込み・お問い合わせ

〒101-0047　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

株式
会社サクセス・ワールド

0120-37-3974 03-5296-2105



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！　※詳しくは巻末お申込みガイドを。

出発前に
お申込み。

旅は身軽に
快適に。

お受け取りは
ご自宅で。

かんたん
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
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
しんでください。
※税関申告の必要もありません。

年間約64万人のご利用実績
「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
いただきました!

Q.「おみやげ宅配便」を
　 利用して旅行を
　 楽しめましたか？

※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
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旅慣れた人ほど
使っている！

おみやげ
宅配便なら

Q.海外旅行は
　 何回目ですか？

※2018年当社実績

※

※「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。

おみやげ宅配便のいいところ

あんしん
ご希望の住所、日時にお届けいたし
ます。お届け先1カ所につき、どこへ
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。

ビン類なども、ご自宅まで大切にお届
けします。

機内持ち込みが厳しく制限されてい
る液体物も「おみやげ宅配便」にお
まかせ！

ビーフジャーキーなどの肉製品も、「お
みやげ宅配便」におまかせください！

いいところ いいところいいところいいところ

ワレモノも心配なし

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。

「手荷物が重くて、超過料金を取ら
れそう…」そんな不安や心配はもう
無用です！

液体物も心おきなく
肉製品も大丈夫

超過料金の心配無用

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。
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おみやげ宅配便の　　　いいところもっと

ビバラ ギフトパック（大）
12枚セット
No.9588-9810 ¥500 

（税込¥540）
●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

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？

ビバラ ギフトパック（小）
12枚セット
No.9588-9830 ¥300 

（税込¥324）
●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

※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。

ご希望の方全員におみやげ袋を無料で差
し上げます。ご希望の方は、お申込書の記
入欄に必要セット数をご記入になるかお電
話でスタッフにお申しつけください。

※別送品（ マークの
　商品）には、あらかじめ付いています。

30cm

36cm
45cm

22.5cm

27cm

18cm

（ミニ）

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！

ワインバッグ 6袋セット
No.9588-9870 ¥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

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。
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。

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。

安心のアフターサービス。
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。
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。

スマートフォン・ケータイ・IP電話から 

TEL.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。

お客様相談窓口

   0120-37-3974

カタログに登場するアイコンについて
おすすめ

No.1

配りやすさで

おすすめ

商品担当者が
おすすめする
商品です。

2018年4月～12月の
当カタログの
売上実績です。No.1売り上げ

「おみやげ宅配便」が
日本国内で限定発売する
商品です。
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人気おみやげランキング
 これさえあれば間違いなしです ！

ナッツとチョコの相性がぴったりの
南国みやげ。

グアム チーズ＆マカデミアナッツ
 12箱 No.9588-0008  ¥12,980（税込¥14,018）

 6箱  No.9588-0009  ¥6,980（税込 ¥7,538）

 1箱  No.9588-0010  ¥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》

No.1
グアム
売り上げ

No.2
グアム
売り上げ

南国らしさあふれる、
チョコクッキー。

購入者の声

以前に海外でチョコレートを購入しまし
たが、溶けてしまい大変な思いをしまし
た。「おみやげ宅配便」なら、溶けの心
配をしなくてすむので、また利用したい
です。� （50代／男性）

口どけもよく、甘さもちょうどよかったで
す。ナッツが丸ごと入っているのもうれ
しい。グアムみやげといえば大抵チョコ
レートなので、溶けや重量の心配をしな
くてよいので助かります。� （女性）

マカデミアナッツ
フリーズドライ
チーズ

ついつい手がでる、
おいしい絶妙コンビ ！

〈1箱あたり 
¥1,164〉

〈1箱あたり 
¥1,082〉

6箱で
¥520
お得！

12箱で
¥2,020
お得！

6箱で
¥730
お得！

12箱で
¥2,140
お得！

24箱で
¥5,280
お得！

グアム マカデミアナッツチョコレート
 24箱 No.9588-0001  ¥30,000（税込¥32,400）

12箱 No.9588-0002    ¥15,500（税込¥16,740）

   6箱 No.9588-0003    ¥8,090（税込 ¥8,737）

   1箱 No.9588-0004  ¥1,470（税込 ¥1,587）
●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  

パイナップルの風味をほのかに感じるクッキーに、チョコレートをディップ。
食べごたえのあるおみやげです。

12箱で
¥1,500
お得！

グアム パイナップルチョコレートクッキー
 12箱 No.9588-0005  ¥13,980（税込¥15,098）

 6箱 No.9588-0006  ¥7,280（税込 ¥7,862）

 1箱 No.9588-0007    ¥1,290（税込 ¥1,393）
●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  

〈1箱あたり¥1,165〉

〈1箱あたり¥1,214〉 6箱で
¥460
お得！

グアム

GUAM 日本から3時間の常夏アイランド。
先におみやげを決めちゃえば、
短い滞在でもビーチリゾートが満喫できちゃう。

No.1
グアム
売り上げ
マカデミアナッツ

人気No.1には理由がある!!

丸ごとマカデミアナッツ入り
ホールナッツは全体の約30％
しか収穫できない希少さです。

その

1

やさしい味わいのミルクチョコレート
まろやかな味わいのミルクチョコレート。
日本人好みのおいしさです。

その

2

たっぷり18粒入り
グアムみやげにちょうどよい18粒入りでお得。

その

3

配りやすい
個別包装

購入者の声

一個ずつの包装が衛生的で見栄えも
いい。口どけもよく甘い香りもして紅茶
がおいしくなりました。�（70代／女性）

香りは最高。チョコのついている所もと
てもおいしいです。� （60代／女性）

〈1箱あたり ¥1,349〉

〈1箱あたり ¥1,292〉

〈1箱あたり ¥1,250〉
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  液体物・ワレモノも心配なし！！

定番のおみやげ
パッケージも味わいも納得のアイテム。

人気のチョコレートブランド、アイランドプリン
セスのマカデミアナッツチョコギフト。南国ム
ード満点のグアムをイメージしたパッケージ
でお届けします！

グアム アイランド マカデミアナッツチョコレート
 12箱 No.9588-0014 ¥14,380（税込¥15,530）

 6箱 No.9588-0015 ¥7,680（税込 ¥8,294）

  1箱 No.9588-0016 ¥1,380（税込 ¥1,490）

●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箱あたり 
¥1,280〉

〈1箱あたり 
¥1,199〉

評判のブランドチョコを
お手頃価格で。

6箱で
¥600
お得！

12箱で
¥2,180
お得！

笑顔が想像できます。
イルカの親子。

グアム イルカマカデミアナッツチョコレート
 12箱 No.9588-0011 ¥13,800（税込¥14,904）

   6箱 No.9588-0012 ¥7,180（税込 ¥7,754）

   1箱 No.9588-0013  ¥1,290（税込 ¥1,393）

●1箱193g（16粒） ●1箱サイズ約16×27×2.5cm ●アメリカ製 《乳》 夏季クール  

〈1箱あたり 
¥1,197〉

〈1箱あたり 
¥1,150〉

6箱で
¥560
お得！

12箱で
¥1,680
お得！

かわいいイルカの親子をかたど
った、グアムみやげの定番。おい
しいマカデミアナッツ入りのミルク
チョコレートです。

グアム 
マカデミアキャラメルポップコーン
6箱 No.9588-0017  ¥5,500（税込¥5,940）

1箱 No.9588-0018  ¥980（税込¥1,058）
●1箱70g ●1箱サイズ約18.5×11×マチ4cm 
●アメリカ製《乳》 夏季クール

〈1箱あたり 
￥917〉

サクッと嬉しい食べきりサイズ。
アメリカNo.1に選出された
こともあるキャラメルポップ
コーンが食べやすいサイ
ズになりました。程よい甘
さでついつい手が伸びる
一品です。

キャラメルコーティング
ポップコーン

キャラメル
コーティング
マカデミアナッツ

グアム マンゴープリン
6箱 No.9588-0024 ¥5,100（税込¥5,508）

1箱 No.9588-0025 ¥880（税込 ¥950）
●1箱240g（80g×3カップ） ●1箱サイズ約9×24×3cm ●マレーシア製 《乳》

〈1箱あたり
¥850〉

２つの食感と
濃厚さに
満たされます。
果肉とナタデココが
たっぷり。濃厚なフ
ルーツのトロピカルな
おいしさです。

6箱で
¥180
お得！

カット
マンゴ

ーと

ナタデ
ココ入

り

7
セブンディー

D ドライマンゴー 6袋セット
No.9588-0027 ¥4,500（税込¥4,860）
●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。

アイラブグアム ハニーキャンディ 3缶セット
No.9588-0023 ¥2,400（税込¥2,592）
●1缶20g（5粒） ●1缶サイズ約直径7×高さ2cm ●ビニール袋入り（個別包装なし） ●アメリカ製 

（4oz）

（2oz） テング ビーフジャーキー（4oz）
6袋 No.9588-0021    ¥10,800（税込¥11,664）

1袋 No.9588-0022 ¥1,900（税込 ¥2,052）
●1袋113.4g ●1袋サイズ約28×17cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

〈1袋あたり 
¥1,800〉

テング ビーフジャーキー（2oz）
6袋 No.9588-0019    ¥6,150（税込¥6,642）

1袋 No.9588-0020 ¥1,100（税込¥1,188）
●1袋56.7g ●1袋サイズ約22.5×14cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

〈1袋あたり 
¥1,025〉

甘いモノが苦手な方に
定番ジャーキーを。
日本人好みのしょうゆ風味でおなじみの人気ジャーキー。牛
肉の旨みがギュッと詰まった『テング印』ブランドの味わい
は、おつまみ&おやつにぴったり ！ 2ozと4ozが選べます。

6袋で
¥450
お得！

6袋で
¥600
お得！

肉製品も大丈夫！！

（4oz）

（2oz）

6箱で
¥380
お得！

20ページにも掲載

コナビール 3種9本セット
No.9588-7073 ¥6,800（税込¥7,344）
●ビール ●355㎖×9本（3種：①ロングボードアイランドラガー ②ファイアーロック・ペールエール 
③ビッグウェーブ・ゴールデンエール 各3本） ●ボトル高さ約20.5cm ●①4.5度 ②6.0度 ③4.5度

〈3本セット箱入り〉 ［アメリカ／コナ ブリューイングカンパニー］ ※日本語表記あり。※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。※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。

爽快感のあるロングボードラガ
ー、濃厚な味わいのファイアーロ
ック、フルーティーなビッグウェー
ブ。おしゃれなラベルも◎ ！

〈3本セット箱入り×3〉

のどをうるおす、常夏ビール ！

ストーンデコのキラキラ缶入りキャンディ。
ハニーキャンディをラインストーンでデコレーションした缶に。キラキラのキュー
トな缶は小物入れとして、バッグの中やデスク周りで活躍。

② ③①

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。完熟マンゴーの
おいしいところだけで作りました。
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おい
しさで
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おすすめ

チョコチップを練り
込んだブラウニー
チップス。甘すぎ
ず、固めの食感が
◎ ！ アイスのトッピ
ングにも。

グアム 
ブラウニーチップス 6箱セット
No.9588-0037 ¥5,100（税込¥5,508）
●1箱70g ●1箱サイズ約5×13×18cm ●アメリカ製 《卵・乳・小麦》

グアム チョコウエハース
6箱 No.9588-0035  ¥5,300（税込¥5,724）

1箱 No.9588-0036  ¥950（税込¥1,026）
●1箱80g（1袋1個入り×12袋） ●1箱サイズ約13.5×13.5×3.5cm ●スイス製 《卵・乳・小麦》 
夏季クール   

〈1箱あたり ￥884〉

パリッ！ とした
食感が新鮮。

手を汚さず
楽しめる、
軽い歯ざわり。

6箱で
¥400
お得！

サクッと軽い歯ごたえの
ウエハースにチョコレートを
コーティング。誰にでも喜ばれる
おいしさは、気軽なおみやげにぴったり。 配りやすい

個別包装

グアム 
ミニマカデミアナッツチョコレート 
12箱 No.9588-0039 ¥8,300（税込¥8,964）

   1箱 No.9588-0040  ¥750（税込 ¥810）

●1箱63.5g（6粒） ●1箱サイズ約9×12.5×2.5cm ●アメリカ製 《乳》 夏季クール  

〈1箱あたり ¥692〉

12人に配れる、丸ごとナッツのミニサイズ。

ドライマンゴーチップとマカデミアナッツが入ったクッキー。
2つのおいしさを、軽い歯ざわりでお楽しみください。

マカデミアナッツとマンゴーの競演。
12箱で

¥2,600
お得！

6箱で
¥910
お得！

グアム 
パイナップルジャムクッキー
8箱 No.9588-0031  ¥8,590（税込¥9,277）

4箱 No.9588-0032  ¥4,400（税込¥4,752）

1箱 No.9588-0033  ¥1,260（税込¥1,360）
●1箱184g（1袋1個入り×8袋） ●1箱サイズ約22×27.5×3cm 
●マレーシア製 《卵・乳・小麦》

〈1箱あたり 
¥1,074〉

〈1箱あたり 
¥1,100〉

パイナップルの形をした
しっとりやわらかな生地
と、パイナップルジャム
が絶妙。思わず笑顔
のおやつタイム！ 8箱で

¥1,490
お得！

4箱で
¥640
お得！

配りやすい
個別包装

しっとりおいしいパイナップル。

程よい塩味とナッツの風味がベストマッチ。
食べきりサイズでプチギフトにも最適。手軽
に食べられるおつまみとして、おやつとして。
どの世代にも愛される一品です。

マウナロア プルメリアプチギフト 6箱セット
No.9588-0038 ¥4,680（税込¥5,054）
●1箱42g（3パック入り） ●1箱サイズ約8.5×8.5×10cm ●アメリカ製

シンプルなおいしさを詰めました。

スマートに配りたい！ 
ソツなく配れるお手頃スイーツ。

グアム マンゴークッキー
 12箱 No.9588-0028  ¥13,000（税込¥14,040）

   6箱 No.9588-0029    ¥6,890（税込 ¥7,441）

   1箱 No.9588-0030 ¥1,300（税込 ¥1,404）
●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》

〈1箱あたり 
¥1,149〉

〈1箱あたり 
¥1,084〉

おい
しさで

おすすめ

お友
だちに

おすすめ

ハニーローストピーナッツ 
4缶 No.9588-0047 ¥3,190（税込¥3,445）

1缶 No.9588-0048 ¥850（税込¥918）
●1缶226g ●1缶サイズ約直径10.5×高さ7.5cm ●アメリカ製《落花生》

〈1缶あたり¥798〉

まろやかな甘みと塩加減で
おやつにもおつまみにも。

4缶で
¥210
お得！マウナロア アソート 

3種バラエティパック 
No.9588-0046 ¥1,500（税込¥1,620）
●1パック98g ●3種:塩味×3袋、オニオンガーリック、ハニー 各2袋 
●1パックサイズ約22.5×17.5×5cm ●アメリカ製 

バラエティ豊かな味を
少しずつおすそわけ。

ハニー オニオン
ガーリック

塩

※MADE IN HAWAII の表記があります。

ハーシー ノスタルジック 
キスチョコレート 5缶セット
No.9588-0034 ¥7,800（税込¥8,424）

●1缶約200g（約40粒） ●1缶サイズ約10×13×5cm  ●アメリカ製 《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。

プチギフトにも◎ ！
かわいいレトロ缶入り。 新商

品で

おすすめ

トリュフクリームチョコレート 3箱セット
No.9588-0044 ¥3,600（税込¥3,888）
●1箱120g（14粒） ●ミルクチョコレート ●1箱サイズ約11×11×4.5cm ●アメリカ製 《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。

濃厚で
口どけなめらか。
口どけのよいミルクチョコを、ひ
とつずつ美しい包装紙で包み
ました。大きく開いてプレート代
わりになるパッケージ入り。

パシフィック オーシャン 
ミニチョコチップス 6個セット
No.9588-0041 ¥5,290（税込¥5,713）
●1個80g（24枚） ●1個サイズ約直径7×高さ17cm 
●ベルギー製 《乳》 夏季クール

美しい景色に包まれた、
チップスタイプチョコ。

ミルク
チョコレート

ライス
クリスプ

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！

ひとくちサイズの
おいしさ、
グアムの美しさと
ともに。

グアム クッキー
6箱 No.9588-0042  ¥5,280（税込¥5,702）

1箱 No.9588-0043  ¥930（税込¥1,004）
●1箱85g（約28枚） ●1箱サイズ約7×14×7cm ●アメリカ製 《卵・小麦》
※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

〈1箱あたり ¥880〉

6箱で
¥300
お得！

クラッシュしたマカデミア
ナッツが入ってざっくりと
したクッキーは懐かしい
味です。

ミルクチョコレート

ひとくちサイズでキュートな形の
ミルクチョコレートが、レトロなデ
ザインの缶に入りました。ギフト
としても喜ばれる商品です。

12箱で
¥700
お得！

配りやすい
個別包装
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セット
販売商品
1箱あたり

¥500
（税抜）

たく
さん配れて

おすすめ

セット
販売商品
1袋あたり

¥298
（税抜）

シンプルなおいしさを
プチギフトに。

お手頃プライスなおみやげ
みんなにばらまける低単価コーナー。

配りやすい
個別包装

●1箱54g（1袋1枚入り×4袋） ●1箱サイズ約10.5×10×4.5cm 
●マレーシア製《卵・乳・小麦》 夏季クール

グアム 
ミニパイナップル 
チョコレートクッキー
8箱セット
No.9588-0053  
 ¥4,000（税込¥4,320）

ひとくち食べれば、南国の味が
広がります。

グアムの人気者をデザイン。ばらまき系に使える
定番の南国チョコ。

40パックで
¥400
お得！

マカデミアナッツ 塩味 三角パック
40パック No.9588-0050 ¥8,600（税込¥9,288）

20パック No.9588-0051 ¥4,500（税込¥4,860）
●1パック17g ●1パックサイズ約7.5×6×5.5cm ●セット箱サイズ約23×13.5×7.5cm 
●アメリカ製 ※40パックは1セット20パックを2セットでお届けします。

〈1パックあたり¥215〉

〈1パックあたり¥225〉

〈1セット20パック入り〉

たく
さん配れて

おすすめ

マカデミアナッツチョコレート 45袋セット
No.9588-0055  ¥5,800（税込¥6,264）
●1箱540g（1袋1粒入り） ●1袋サイズ約6.5×9×2cm ●セット
箱サイズ17.5×28.5×10.5cm ●アメリカ製  《乳》 夏季クール  

南国みやげの定番、	 	
マカデミアナッツチョコが配りやすい
個包装に。ミルクチョコとナッツの相性が抜群です。

〈1セット45袋入り〉

セット
販売商品
1袋あたり

¥129
（税抜）

●1箱544g（36パック） ●3種：塩（14g）､オニオンガーリック（14g）、マカデミアナッツチョコレート
（17g） 各12パック ●1パックサイズ約8×6×6cm ●セット箱サイズ約22.5×22.5×12cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール  

マウナロア マカデミアトリオ
No.9588-0054  ¥7,150（税込¥7,722）

シンプルな塩味、風味豊かなオニオンガーリック、
ほどよい甘さのマカチョコの3種。かわいいミニ
パックで手軽に配れます。

マカデミア
ナッツチョコレート

オニオン
ガーリック

塩

〈1セット36パック入り〉

セット
販売商品

1パックあたり
¥199
（税抜）

バラエティ豊かな
おいしさ、
おすそわけ。

定番のマカチョコを
個包装で。

チーズ&マカデミアナッツ 36袋セット
No.9588-0049 ¥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》

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。

チーズとマカデミアナッツの
絶妙コンビ。

たく
さん配れて

おすすめ

便利な
小袋入り

セット
販売商品
1袋あたり

¥194
（税抜）

フリーズドライ
チーズ

マカデミアナッツ

〈1セット36袋入り〉

セットで
¥2,620
お得！

セットで
¥1,290
お得！

お得なバラエティセットでお悩み解決 ！

5種19点 約4kg

 ￥19,980

①  グアム イルカマカデミアナッツチョコレート
　193g（16粒）×4箱／アメリカ製
②  グアム 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）×5箱／マレーシア製
③グアム マカデミアナッツチョコレート ミニ 
　18.5g（2粒）×18袋／アメリカ製
④ハニーローストピーナッツ 226g×2缶／アメリカ製   
⑤グアム マンゴープリン
　240g（80g×3カップ）×2箱／マレーシア製
⑥テングビーフジャーキー（2oz）
　56.7g×2袋／ウルグアイ製
　※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する
　場合があります。
⑦グアム チーズ＆マカデミアナッツ
  75g×5箱／オーストラリア製
⑧グアム クッキー　85g（約28枚）×4箱／アメリカ製
夏季クール  《卵・乳・小麦・落花生》

グアム とくとくバラエティ 
No.9588-0061  
 ¥29,980（税込¥32,378）
　　　  （通常価格 ¥32,600）

③グアム マカデミア
　ナッツチョコレート 
　ミニ 18袋

①  グアム 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ハニーローストピーナッツ 226g×3缶／アメリカ製
③グアム クッキー
　85g（約28枚）×5箱／アメリカ製
④グアム チーズ＆マカデミアナッツ  
　75g×3箱／オーストラリア製   
⑤グアム イルカマカデミアナッツチョコレート
　193g（16粒）×4箱／アメリカ製
夏季クール  《卵・乳・小麦・落花生》

グアム らくらくバラエティ 
No.9588-0060  
 ¥19,980（税込¥21,578）
　　　  （通常価格 ¥21,270）

④グアム チーズ＆
　マカデミアナッツ 
　3箱

ハイビスカスの形をした
とってもかわいい箱に、バ
ナナテイストのクリーム入り
チョコレートを詰めました。

グアム ハイビスカス 
プチチョコギフト 5箱セット
No.9588-0056 ¥2,800（税込¥3,024）
●1箱42.5g（4粒） ●1箱サイズ約6×6×7cm ●ベルギー製《乳》 
夏季クール  ※グラム計量のため数量が異なる場合があります。

グアム 星型プチギフトチョコレート 
6箱セット
No.9588-0057 ¥2,740（税込¥2,959）
●1箱24g（4粒） ●1箱サイズ約9.5×9.5×3cm ●アメリカ製

《乳》 夏季クール

まろやかなミルクチョコレートが
可愛らしい箱入りで登場。差
をつけたい、女子力アップの
パッケージです。 グアム ギフト 

プレッツェル&
キャラメルポップコーン 6袋セット
No.9588-0058 ¥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》

グアム ココナッツギフト 
3箱セット
No.9588-0059 ¥1,450（税込¥1,566）
●1箱48g（1袋1枚入り×4袋） ●1箱サイズ約7×7×7cm 
●セット箱サイズ約7×21×7cm ●マレーシア製 《小麦》

グアム観光で人気の赤いシャトルバスと、インスタ映
えするバス停がココナッツクッキーのパッケージに。

バナナテイストクリーム

ココナッツクッキー

8種42※点 約5kg

 ￥29,980
※③グアム マカデミアナッツチョコレート ミニ
　は18点としてカウントしています。

キャラメルポップコ
ーンとプレッツェル
が一緒に入ったプ
チギフト。一緒に
食べるとちょうどい
い。おやつにもお
つまみにも、子ども
も大人も楽しめる
スナックです。

〈1セット18袋入り〉

グアム マカデミアナッツ
チョコレート ミニ 18袋セット
No.9588-0052  ¥5,360（税込¥5,788）
●1袋18.5g（2粒） ●1袋サイズ約7×14×2cm ●セット箱サイ
ズ約29×14.5×9cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール  

①  グアム パイナップル
　チョコレートクッキー 
　4箱⑤グアム イルカ

　マカデミアナッツチョコレート 
　4箱

③グアム クッキー5箱

②ハニーロースト
　ピーナッツ 
　3缶

②  グアム パイナップル
　チョコレートクッキー 5箱①  グアム イルカマカデミアナッツ

　チョコレート 4箱

⑧グアム 
　クッキー 4箱

⑦グアム チーズ＆
　マカデミアナッツ 5箱 ⑥テングビーフジャーキー（2oz） 2袋

④ハニーロースト
　ピーナッツ 2缶 

⑤グアム マンゴープリン 
　2箱
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会社の
上司へ

ナッツ好きな
人へ

マウナロア マカデミアナッツ 塩味 6個セット
No.9588-0064 ¥8,700（税込¥9,396）
●1個113g ●1個サイズ約直径9.5×高さ8.5cm ●セット箱サイズ約19×23×8.5cm 
●アメリカ製 ※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。

マウナロア 
マカデミアナッツ アソート 3種セット
No.9588-0065 ¥4,700（税込¥5,076）
●1個113g ●3種:塩、ハニーロースト、オニオンガーリック 各1個 ●1個サイズ約直径9.5×高さ8.5cm ●セット
箱サイズ約10×23×8.5cm ●アメリカ製 ※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。

マウナロアのココナッツ塩味セット。シンプルな
塩味はグアムだけ。手頃なサイズのプラスティック缶入り。どなたにも喜ばれます。

香ばしくローストした
マカデミアナッツを、シンプルな塩味、濃厚なオニオン
ガーリック味、ほんのり甘いハニー味の3種で楽しめます。

ロイズ チョコレートショートブレッド 3箱セット
No.9588-0067 ¥5,125（税込¥5,535）
●1箱140g（1袋1枚入り×8袋） ●2種：ホワイトチョコショートブレッド、ミルクチョコショートブレッド 
各4袋 ●1箱サイズ約9×17×4cm ●アメリカ製 《卵・乳・小麦》 夏季クール  
※輸入時期によりパッケージデザインとサイズが変更になる場合があります。

1988年に、ロイズの1号店をハワイのホノルルにオ
ープン。今ではアメリカ本土やグアムなど31店舗に
まで拡大。世界の美食家たちを魅了し続けています。

ロイズ 
アソートチョコレート 3箱セット
No.9588-0066 ¥5,250（税込¥5,670）

●1箱56g（6粒） ●1箱サイズ約12.5×15.5×2.5cm ●アメリカ製《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。

ロイズこだわりの3種
のチョコレートをアソー
ト。プレミアムなおいし
さを、大切な方への贈
り物にどうぞ。

オリジナルのレシピでつ
くられるロイズのチョコ
がけショートブレッド。や
さしいフレーバーと、さっ
くりした食感は、午後の
ティータイムにぴったり。

こだわり派の
方へ

①グアム パイナップルジャムクッキー 
　184g（1袋1個入り×8袋）×4箱／マレーシア製
②グアム 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）×5箱／マレーシア製   
③グアム マカデミアナッツチョコレート
　198g（18粒）×4箱／アメリカ製
④グアム マンゴープリン
　240g（80g×3カップ）×5箱／マレーシア製
⑤ハニーローストピーナッツ 226g×3缶／アメリカ製
⑥テングビーフジャーキー（2oz）　56.7g×5袋／ウルグアイ製
　※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。
⑦マウナロア マカデミアトリオ
　544ｇ（36パック） （3種：塩（14g）､オニオンガーリック（14g）、
　マカデミアナッツチョコレート（17g） 各12パック）／アメリカ製 
⑧グアム チーズ＆マカデミアナッツ  75g×7箱／オーストラリア製
⑨グアム ミニマカデミアナッツ チョコレート
　63.5g（6粒）×5箱／アメリカ製
⑩  グアム イルカマカデミアナッツチョコレート
　193g（16粒）×5箱／アメリカ製
夏季クール  《卵・乳・小麦・落花生》

グアム たっぷりハネムーンバラエティ 
No.9588-0068 ¥49,980（税込¥53,978）
　　　　　　   　 （通常価格 ¥54,760）

新婚旅行みやげにおすすめ
Honeymoon Gift

これで気持ちもラク！ お得なバラエティセット

〈セット箱入り〉

誰もが喜ぶ本場の味をギフトに

10種79※点 約9kg

 ￥49,980
※⑦マウナロア マカデミアトリオは
　36点としてカウントしています。

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〉

使用例

Guam Beer&Wine
グアムのビールとワイン

ヴォヌ ピュアラガー 6本セット
No.9588-7072 ¥3,500（税込¥3,780）
●ビール ●330㎖×6本 ●ボトル高さ約22.5cm ●4.5度〈6本紙スリーブ入り（個別箱なし）〉

［フィジー共和国／パラダイス ビバレッジ］

すっきりとした味わいと、通常のラ
ガービールにはないフルーティーさ
が魅力。

売上の一部は、
ウミガメ保護団体

Mamanuca Environment
Society（MES） に

寄付されます。

  液体物・ワレモノも心配なし！！

グアム1ビール 6缶セット
No.9588-7069 ¥3,700（税込¥3,996）
●ビール ●355㎖×6缶 ●缶高さ約12.5cm 
●5.0度〈簡易箱入り（個別箱なし）〉［アメリカ／ザ アイランド キング］

グアムで人気のラガービール。すっきりした飲み口は、
南国の海と風を思わせる爽やかさです。

定番はやっぱり
缶ビールでプシュッと ！

No.1
グアム
売り上げ
お     酒

グアムらしさでおすすめの名コンビ。

爽やかな飲み口で人気のラガービールと、チーズとナッツの相性が抜群
のおつまみをセットに。南国気分をお楽しみください。

①グアム1ビール：355㎖×6缶（5.0度）〈簡易箱入り（個別箱なし）〉［アメリカ／ザ アイランド 
キング］ ②グアム チーズ＆マカデミアナッツ：75g×1箱／オーストラリア製 《乳》

グアム ビール＆ナッツセット 
No.9588-7074 ¥4,400（税込¥4,752）
                                          （通常価格 ¥4,950）

セットで
¥550
お得！

おみやげワンポイント

現地ではワインやビールなど
お酒の購入には時間規制が
ありますのでご注意ください。
時には趣向を変えて、みんなで楽しめるお酒など
もいいかも。でも、重くなるし割れてしまうのも
心配。「おみやげ宅配便」ならまとめて買えば
お得だし、みんなで盛り上がれますね。

ワイン好きも唸る
フルーティーさ。
パイナップルの香り豊かなフルーツ
ワイン。さらっとしていて飲みやすく
ほのかに甘い香りで女性に人気。
贈り物にひと花添えてくれるレイ付き
で南国気分をおすそわけ。

パイナップルワイン（レイ付）
6本 No.9588-7070 ¥11,380（税込¥12,290）

1本 No.9588-7071 ¥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］ 

〈1本あたり 
￥1,897〉

辛 甘

6本で
¥500
お得！

購入者の声

ボトルは高級感があり、想像以上
においしかったです。さっぱりし
ていて飲みやすいです。   
 （40代／女性）

購入者の声

機内への持ち込みが制限されていたので、
ワインは「おみやげ宅配便」を利用しました。
ワイン箱に入っていたので、おみやげとして
渡しやすかったです。 （20代／男性）

チェリーの香り、柔らかいタンニン、赤い果実やジャムのような凝縮感のや
さしい口あたりが人気です。料理を選ばずに楽しめる、おすすめのワイン！

①グアム 赤ワイン
6本 No.9588-7075 ¥11,980（税込¥12,938）

1本 No.9588-7076 ¥2,100（税込 ¥2,268）
●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.5度 
●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン［アメリカ／オニール ヴィントナーズ&ディスティラーズ］

〈1本あたり¥1,997〉

重 軽

青りんごを思わせる爽やかでフレッシュな香りと、トロピカルフルーツのような果
実味が特徴。酸味のバランスがよくとっても飲みやすいワインです。

6本で
¥620
お得！

6本で
¥620
お得！

②①

②グアム 白ワイン
6本 No.9588-7077 ¥11,980（税込¥12,938）

1本 No.9588-7078 ¥2,100（税込 ¥2,268）
●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29.5cm ●13.0度
●ぶどう品種：シャルドネ［アメリカ／オニール ヴィントナーズ&ディスティラーズ］

辛 甘

〈1本あたり¥1,997〉

②

セットで
¥4,780
お得！

ハニー
ロースト

塩
オニオンガーリック

〈セット箱入り〉

⑧グアム チーズ＆
　マカデミアナッツ 7箱

〈6本セット〉

①

⑩  グアム イルカ
　マカデミアナッツ
　チョコレート 
　5箱

②グアム パイナップル
　チョコレートクッキー 5箱①  グアム パイナップル

　ジャムクッキー 4箱
③グアム マカデミアナッツ
　チョコレート 4箱

⑦マウナロア マカデミアトリオ 
　1箱（36パック）

⑤ハニーロースト
　ピーナッツ 
　3缶

⑥テングビーフジャーキー
　（2oz） 5袋

④グアム 
　マンゴープリン 5箱

⑨グアム ミニ
　マカデミアナッツ 
　チョコレート 5箱

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！

10.5万円
（全国調べ）

新婚旅行みやげの
平均予算は

『ゼクシィ海外ウェディング調査2018』調べ
※元データより弊社で算出

10万円未満
47.6％10〜20万円未満

33.5％

20〜30万円
未満
10.6％

30万円以上※

7.1％
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ラズベリークリーム
ホワイトチョコ

リボンタイプ
プラリネミルクチョコ

プラリネ
ミルクチョコ

プラリネ
ミルクチョコ

プラリネ
ミルクチョココーヒー豆形

プラリネ
ミルクチョコ

ガナッシュ
ダークチョコ

オレンジ
ガナッシュ
ダークチョコ

コーヒー
クリーム
ホワイトチョコ

クローバー形
プラリネ
ミルクチョコ

No.1
ニューカレドニア
売り上げ

プラリネチョコをはじめ、ガナッシュやコーヒークリーム
などバラエティ豊かに詰め合わせました。

ニューカレドニア アソートチョコレート
4箱  No.9588-0089 ¥6,780（税込¥7,322）

1箱  No.9588-0090 ¥1,780（税込¥1,922）

●1箱250g（20粒） ●1箱サイズ約20×20×3cm ●ベルギー製 《乳・小麦》 夏季クール  

〈1箱あたり ¥1,695〉 

4箱で
¥340
お得！

本格チョコの詰め合わせに
ワクワク。

ニューカレドニア チョコトリュフ
6箱  No.9588-0093 ¥8,380（税込¥9,050）

1箱  No.9588-0094 ¥1,470（税込¥1,587）
●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  

〈1箱あたり ¥1,397〉 

なめらかで濃厚なチョコレートとほろ苦のココアパウダーが絶
妙にマッチ。ちょっぴり大人なおみやげを贈りたい時に。

しっとり大人な口どけを。
6箱で
¥440
お得！

配りやすい
個別包装

芳醇なベリー系のアロマ。
まろやかな口あたりの中
に力強さがある味わい。

シトラス系フルーツを連
想させるアロマ。バラン
スがよいワイン。

フランス産のワインが豊富な
リゾートからの贈り物。

ニューカレドニア 白ワイン
6本 No.9588-7097 ¥11,300（税込¥12,204）

1本 No.9588-7098 ¥1,980（税込 ¥2,138）
●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［フランス／LGI］

〈1本あたり 
¥1,884〉 

ニューカレドニア 赤ワイン
6本 No.9588-7095 ¥11,300（税込¥12,204）

1本 No.9588-7096 ¥1,980（税込 ¥2,138）
●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.0度 
●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン［フランス／LGI］

〈1本あたり 
¥1,884〉 

※輸入時期によりスクリューキャップに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。※ワインの成分などが沈殿・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。

重 軽 辛 甘

6本で
¥580
お得！

6本で
¥580
お得！

ニューカレドニア チョコチップクッキー 
6箱  No.9588-0091    ¥5,980（税込¥6,458）

1箱  No.9588-0092 ¥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》

大粒のチョコチップ入り ！
甘さ控えめでザクッとした歯ごたえが魅力の生地に、
大粒チョコチップをゴロゴロ入れました。

〈1箱あたり ¥997〉

食べごたえ
十分 ！

6箱で
¥320
お得！

おみやげ
ワンポイント

中心都市のヌーメアは物価が高く、おみ
やげ屋が少ないのも難点。 ほとんどのお
店は日曜日が定休日なので要注意。

ニューカレドニア

NEW CALEDONIA 写真提供：ニューカレドニア観光局

最大の魅力はビーチの美しさ。
おみやげはココで決めて、
広大なラグーンを心ゆくまで。

パラオ プレミアムアソートクッキー 3箱セット
No.9588-0084 ¥4,500（税込¥4,860）
●1箱約216g（1袋2枚入り×3袋×3種） ●フルーツ、ノニ、タピオカ ●1箱サイズ約16×29×4cm 
●パラオ製 《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。

職人がていねいに焼き上げたクッキー。タピオカ、フルーツ、ノニの3種類をアソ
ート。

タピオカなどパラオの人気の味3種。

ダーク ミルク ホワイト

シナモンクッキーに
3つの味のチョコをコーティング。

パシフィックオーシャン チョコクッキー 
6箱  No.9588-0085 ¥7,200（税込¥7,776）

1箱  No.9588-0086 ¥1,300（税込¥1,404）

●1箱100g（12枚） ●1箱サイズ約9×24.5×3.5cm ●ベルギー製《卵・乳・小麦》夏季クール  

〈1箱あたり ¥1,200〉 

パラオ シーシェルチョコレート 
6箱  No.9588-0087 ¥6,000（税込¥6,480）

1箱  No.9588-0088 ¥1,050（税込¥1,134）

●1箱125g（12粒） ●1箱サイズ約12×22×2.5cm ●ベルギー製 《乳》夏季クール   

〈1箱あたり ¥1,000〉 

ヘーゼルナッツプ
ラリネをミルクチョ
コとホワイトチョコ
で包み、貝殻の
形にしました。神
秘的なパラオの
パッケージでお
届けします。

パラオの美しさを秘めた
貝殻形チョコ。

6箱で
¥600
お得！

6箱で
¥300
お得！

おみやげワンポイント

チョコなどのお菓子類をいざ現地で
探すとなると苦労することも。現地で
お菓子を購入できても、日中の暑さで
の溶けや傷み、賞味期限の管理に
不安な面も。

パラオ

PALAU 世界屈指の
ダイバーズパラダイス・パラオから、
厳選のおみやげをご紹介。

Guam Tropical Goods
グアム トロピカルグッズ

思わず目移りしちゃう、
南国のお宝探し。

グアム お金の神様 
携帯ストラップ 3コセット
No.9588-0079 ¥1,800（税込¥1,944）
●全長約12cm（モチーフ部分約6.5cm） ●神様：
ポリレジン、ストラップ：ガラス・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 ※輸
入時期により、一部色が変更になる場合があります。

ビーチサンダルストラップ 
3コセット
No.9588-0080 ¥1,980（税込¥2,138）
●全長約8.5cm（モチーフ部分約2.5cm）   
●合金（メッキ）、石：ガラス ●ビニール袋入り

（個別ビニール袋入り） ●中国製

ペンダントとしても
活躍しちゃう、
華やかストラップ。

いつもそばに、
グアムの金運の神様を。

セット
販売商品
1コあたり

¥600
（税抜）

セット
販売商品
1コあたり

¥500
（税抜）

グアム ベアキーホルダー 2コセット
No.9588-0081 ¥1,000（税込¥1,080）
●約全長14.5cm（モチーフ部分約8.5×8.5×7.5cm） ●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、色が変更になる場合があります。

レースがかわいい、ふわふわ
キーホルダー。

優雅な花の香りで癒されて。

ブロッサム 
リップクリーム 3本セット
No.9588-0083 ¥3,000 

（税込¥3,240）
●1本3g ●ピンク×2本、赤×1本 ●全長
約7cm ●ビニール袋入り（個別ビニール袋
なし） ●中国製

ネイルケアオイル 3コセット
No.9588-0082 ¥3,900（税込¥4,212）
●1コ27.3㎖ ●1コサイズ約3.5×5×7.5cm 
●ビニール袋入り（個別包装なし） ●アメリカ製

女子力
アップ
アイテム。

セット
販売商品
1コあたり

¥660
（税抜）

おいしさで

おすすめ

グ
ア
ム
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5種46点 約12kg

￥49,980

7種36点 約8kg

￥39,980

セットで
¥4,140
お得！

クッキーとチョコのおいしい組み合わせ。
サクッとしたクッキーをチョコレートでハーフコーティング。
マカデミアナッツチップの食感も◎！

モルディブ チョコクッキー 
 12箱 No.9588-0099 ¥16,200（税込¥17,496）

 6箱 No.9588-0100 ¥8,280（税込 ¥8,942）

 1箱 No.9588-0101 ¥1,490（税込 ¥1,609）
●1箱250g（1袋1枚入り×20袋） ●1箱サイズ約17×21×4.5cm 
●オーストラリア製 《乳・小麦》 夏季クール

〈1箱あたり 
¥1,350〉

〈1箱あたり 
¥1,380〉

配りやすい
個別包装

サクサクのライスクリ
スプを加えた、チップ
ス形のチョコレート。
モルディブの魅力あ
ふれるパッケージに
包んでお届け。

見た目はチップスの、新感覚チョコ！

モルディブ 
チョコチップス
6個 No.9588-0106 ¥6,400（税込¥6,912）

1個 No.9588-0107 ¥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  

〈1個あたり 
¥1,067〉

リゾートアイランドの静かな時
間や風を彷彿させる、美しい
風景のパッケージにマカチョコ
を詰めました。職場や仲間へ
旅のおすそわけを。

モルディブ 
マカデミアナッツチョコレート
 24箱 No.9588-0102  ¥26,300（税込¥28,404）

 12箱 No.9588-0103  ¥15,580（税込¥16,826）

 6箱 No.9588-0104    ¥8,380（税込 ¥9,050）

 1箱 No.9588-0105 ¥1,490（税込 ¥1,609）

●1箱200g（18粒） ●1箱サイズ約15×27×2cm ●アメリカ製 《乳》 夏季クール  

〈1箱あたり ¥1,096〉

〈1箱あたり ¥1,397〉

〈1箱あたり ¥1,299〉

12箱で
¥2,300
お得！

24箱で
¥9,460
お得！

6箱で
¥560
お得！

6個で
¥500
お得！

モルディブ クッキー 6袋セット
No.9588-0109 ¥4,580（税込¥4,946）
●1袋85g（約28枚） ●1袋サイズ約6.5×8.5×16cm ●アメリカ製 《卵・小麦》 
※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

クラッシュしたマカデミアナッツが入った、ひとくちサイズのプチクッキー。てい
ねいにハンドメイドで焼き上げられたサクサクの食感が人気です。

使用例

〈1シート19枚×2シート付き〉

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

使用例

〈1シート19枚×4シート付き〉

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

セットで
¥1,780
お得！

①  モルディブ チョコクッキー 
　250g（1袋1枚入り×20袋）×5箱／オーストラリア製
②モルディブ マカデミアナッツチョコレート
　200g（18粒）×11箱／アメリカ製
③ハニーローストピーナッツ 　226g×1缶／アメリカ製
④ モルディブ チョコチップス　116g（36枚）×5個／ベルギー製
⑤ テング ビーフジャーキー（2oz）　56.7g×2袋／ウルグアイ製
※ 米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があ

ります。
⑥ モルディブ マンゴープリン
　240g（80g×3カップ）×6箱／マレーシア製
⑦  モルディブ クッキー 　85g（約28枚）×6袋／アメリカ製
夏季クール  《卵・乳・小麦・落花生》

モルディブ うきうき
ハネムーンバラエティ 
No.9588-0110 ¥39,980（税込¥43,178）
　　　　　　     （通常価格 ¥41,760）

①  モルディブ チョコクッキー 
　250g（1袋1枚入り×20袋）×10箱／オーストラリア製
②モルディブ マカデミアナッツチョコレート
　 200g（18粒）×11箱／アメリカ製
③ モルディブ チョコチップス
　116g（36枚）×11個／ベルギー製
④ハニーローストピーナッツ 　226g×2缶／アメリカ製
⑤モルディブ マンゴープリン
　240g（80g×3カップ）×12箱／マレーシア製
夏季クール  《乳・小麦・落花生》

⑤モルディブ マンゴープリン 12箱

④ハニーロースト
　ピーナッツ 2缶

③ モルディブ 
　チョコチップス 11個

②モルディブ 
　マカデミアナッツチョコレート 11箱

①  モルディブ 
　チョコクッキー 
　10箱

モルディブ しあわせ
ハネムーンバラエティ 
No.9588-0111 ¥49,980（税込¥53,978）
　　　　　 　  （通常価格 ¥54,120）

購入者の声

モルディブは想像以
上におみやげ屋がな
かったため、「おみや
げ宅配便」で購入し
ておいてよかったで
す。空港でも品数が
少なかったです。�
� （20代／女性）

No.1
モルディブ
売り上げ

12箱で
¥1,680
お得！

6箱で
¥660
お得！

モルディブ

MALDIVES プライベート感たっぷりのモルディブでは、
おみやげ選びに追われることなく、
のんびり過ごしたいですね。 クラッシュマカデミアナッツ

入りの香ばしいバタークラ
ンチをミルクチョコレートで
包み込んだぜいたくなチョ
コレート菓子です。

マカデミアナッツ ロカ 5箱セット
No.9588-0108 ¥4,200（税込¥4,536）
●1箱139ｇ（12粒） ●1箱サイズ約13.5×19×3.5ｃｍ 
●アメリカ製 《乳》 夏季クール

バター
クランチ

クラッシュ
マカデミア
ナッツ

人気商品を集めたお得なバラエティセット

③ ハニーロースト
　ピーナッツ 1缶

⑦モルディブ クッキー 6袋 ⑥ モルディブ 
　マンゴープリン 
　6箱 ⑤  テング ビーフジャーキー（2oz） 

　2袋
④ モルディブ チョコチップス 5個

②モルディブ 
　マカデミアナッツチョコレート 11箱

①  モルディブ 
　チョコクッキー  
　5箱
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ニ
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ブ
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セット
販売商品
1袋あたり

¥338
（税抜）

レトルトカレー 3種6箱セット 
No.9588-0113 ¥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》 ひよこ豆のカレー

オニオンベースの
グリルカレー オクラのカレー湯せんするだけで本場のカレーが楽し

めます。具材たっぷりの3種類の味を
お楽しみください。

モルディブ 
マンゴープリン 6箱セット
No.9588-0112 ¥5,100（税込¥5,508）
●1箱240g（80g×3カップ） ●1箱サイズ約9×24×3cm
●マレーシア製 《乳》

カットマンゴーと
ナタデココ入り

果肉とナタデココが入ったぜいたく
なマンゴープリンを、モルディブのゆ
ったりした情景といっしょにお届け。

ディルマ紅茶 フレーバーティー・
バラエティパック 6箱セット
No.9588-0116 ¥3,900（税込¥4,212）
●1箱40g（20ティーバッグ） ●5種：バニラ、レモン、ピーチ、マンゴーストロベリー、キャラメル 各4テ
ィーバッグ ●1箱サイズ約7×13×8cm ●茶葉：スリランカ産

エアラインなどにも採用されている「ディルマ」。
フルーツの香りや紅茶の鮮度をアルミ蒸着で
密封。その日の気分でいろいろ楽しめます。

ハンドミラー 3コセット
No.9588-0124 ¥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点の形が異なります。

タイガービール 6本セット
No.9588-7119 ¥4,780（税込¥5,162）
●ビール ●330㎖×6本 ●ボトル高さ約22cm ●5.0度 
●簡易箱入り（個別箱なし）

［シンガポール／アジア パシフィック ブルワリーズ］ 

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。

スパイシーマサラ
カシューナッツ 6袋セット
No.9588-0117 ¥4,980 
 （税込¥5,378）
●1袋100g ●1袋サイズ約20×9.5cm 
●インド製

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。

※輸入時期によりスクリューキャップに変更になる場合があります。

モルディブ 赤ワイン
6本  No.9588-7120 ¥11,300 
 （税込¥12,204）

1本  No.9588-7121 ¥1,980 
 （税込 ¥2,138）
●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.0度
●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン［フランス／LGI］

〈1本あたり
¥1,884〉

モルディブ 白ワイン
6本  No.9588-7122 ¥11,300 
 （税込¥12,204）

1本  No.9588-7123 ¥1,980 
 （税込 ¥2,138）
●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［フランス／LGI］

〈1本あたり
¥1,884〉

フラワーリップ 4コセット
No.9588-0126 ¥3,980（税込¥4,298）
●1コ2g ●ハイビスカス：約4.5×4.5×3cm、プルメリア：約5×
5×3cm ●塩化ビニールケース入り（個別包装なし） ●台湾製

ハンドクリーム 
6本セット
No.9588-0125 ¥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

オリジナル

ローズ
ラベンダー

カモミール
白檀

ザクロ

※ミラー面

まるで小さなアートのような
ハンドミラー。

重 軽 辛 甘

うるおいながら飾れちゃう、
キュートな南国の花々。

優雅な香りに包まれながら、
しっとりすべすべ。

リゾート地でお酒を購入できても、首都マーレでは持ち
込み禁止なので持ち歩きは難しいことも。イスラム圏の
モルディブでは、お酒の購入場所が制限されています。

おみやげワンポイント

6本で
¥580
お得！

6本で
¥580
お得！

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
No.9588-0114 ¥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6×3.7×2.5cm ●セット箱サイズ約15.5×11.5×3cm ●インド製

チャイ
アールグレイ

ダージリン

アッサム

紅茶の有名銘柄の４種セット。１パックにカップ２
杯分の茶葉が入っています。職場で、自宅で、
至福のブレイクタイムにうれしいセットです。

  液体物・ワレモノも心配なし！！

肉
料
理
と
の
相
性
が
よ
い
、

飲
み
や
す
い
赤
ワ
イ
ン
。

口
あ
た
り
の
よ
い

フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な
白
ワ
イ
ン
。

よ
く
冷
や
し
て
。

みんなに
配れる

ミニサイズ！

レイヤーケーキミニ 6箱セット
No.9588-0115 ¥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》

※ケーキはカットされていません。

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。

幸せを幾重にも重ねる、
インドネシアの縁起菓子。

サモサスナック 
4袋セット
No.9588-0118 ¥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。

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。
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5種48点 約8kg

￥39,980

配りやすい
個別包装

ダブルミルク
プラリネ

スムースヘーゼル
ナッツプラリネ

ホワイトチョコ＆
ココナッツトリュフ

バタートリュフ
ココナッツ入り

マンゴー＆
コリアンダー

キャラメル＆
シーソルト

パッションフルーツ
＆オレンジ

アップル＆ペア
シナモン入り

ラズベリー
ヨーグルト

マジパン入りヘーゼル
ナッツプラリネ

バニラクリーム

ヘーゼルナッツクリーム＆
ダブルミルクプラリネ

バラエティに富んだ、甘い口どけ。

タヒチ アソートチョコレート
 12箱 No.9588-0127 ¥17,900（税込¥19,332）

 6箱 No.9588-0128 ¥9,580（税込¥10,346）

 1箱 No.9588-0129 ¥1,680（税込 ¥1,814）
●1箱195g（15粒） ●1箱サイズ約19.5×19.5×2.5cm ●ベルギー製 《乳・小麦》
夏季クール  ※輸入時期により容量およびチョコレートの種類が変更になる場合があります。

〈1箱あたり 
¥1,492〉

〈1箱あたり 
¥1,597〉

思わず手が迷ってしまいそうな、多彩な顔ぶれのアソートチョコレート。
チョコの中身までひとつひとつ楽しみな12種類は、どれをとってもハズレなし ！

12箱で
¥2,260
お得！

6箱で
¥500
お得！

かわいいマンゴー型クッキーをミルクチョコレートでハーフコーテ
ィング。水上コテージが並ぶ、美しいビーチのパッケージも素敵。

●1箱215g（1袋1枚入り×16袋） ●1箱サイズ約22×25×3cm ●マレーシア製 《卵・乳・小麦》 夏季クール

タヒチ マンゴーチョコクッキー
 12箱 No.9588-0130 ¥13,980（税込¥15,098）

   6箱 No.9588-0131   ¥7,340（税込 ¥7,927）

   1箱 No.9588-0132  ¥1,290（税込 ¥1,393）

〈1箱あたり
¥1,224〉

〈1箱あたり
¥1,165〉

美しい楽園タヒチの思い出とともに。

配りやすい
個別包装

12箱で
¥1,500
お得！

6箱で
¥400
お得！

バターの風味豊かなクッキーを、まろやかなミルクチョコレ
ートでコーティング。どこか懐かしく、やさしい味わいです。
タヒチ チョコクッキー
 6箱 No.9588-0133 ¥3,850（税込¥4,158）

 1箱 No.9588-0134 ¥750（税込 ¥810）
●1箱75ｇ（1袋1枚入り×6袋) ●1箱サイズ約15×9×4cm 
●オーストラリア製 《乳・小麦》 夏季クール  

〈1箱あたり ¥642〉

おいしさに満たされます。
6箱で
¥650
お得！

配りやすい
個別包装

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。

7
セブンディー

D ドライマンゴー 6袋セット
No.9588-0138 ¥4,500（税込¥4,860）
●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。

タヒチ ミニチョコトリュフ
20箱No.9588-0136 ¥7,580（税込¥8,186）

10箱No.9588-0137 ¥3,980（税込¥4,298）
●1箱20g（1袋1粒入り×4袋） ●1箱サイズ約7×10.5×4cm ●フランス製

《乳》夏季クール

〈1箱あたり 
¥379〉

〈1箱あたり 
¥398〉

本格チョコトリュフを
配りやすい
ミニサイズで。

ナッツが香ばしい
プチサイズクッキー。

完熟マンゴーの
おいしいところだけ。

タヒチ 
ボラボラクッキー 6袋セット
No.9588-0135 ¥4,580（税込¥4,946）
●1袋85g（約28枚） ●1袋サイズ約6.5×8.5×16cm ●アメリカ製 《卵・小麦》 
※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

フランス後期印象派の画家、ポール・ゴーギャン。波瀾に富んだ人生の
なか二度もタヒチに渡り、数々の名作を残しました。

「タヒチの女たち」をはじめ、
ゴーギャンがタヒチ滞在中
に描いた作品など15点の
名作がラベルになりました。
旅の思い出を美しい絵画と
ともに。

ゴーギャン ミルクチョコレート
No.9588-0139 ¥1,390（税込¥1,501）
●1箱72g（15枚入り） ●1箱サイズ約10×17×1cm 
●ニューカレドニア製《乳》夏季クール   

Gauguin ゴーギャンを魅了したタヒチ。

ゴーギャンが描いた
タヒチの風景を
ラベルに。

20箱で
¥380
お得！

セットで
¥2,400
お得！

①  タヒチ アソートチョコレート　195g（15粒）×10箱／ベルギー製
② タヒチ マンゴーチョコクッキー 　215g（1袋1枚入り×16袋）×10箱 ／マレーシア製
③タヒチ ミニチョコトリュフ　20g（1袋1粒入り×4袋）×10箱／フランス製 
④サハレ カシューザクロバニラ　42.5g×9袋／アメリカ製
⑤タヒチ チョコクッキー 　75g（1袋1枚入り×6袋）×9箱 ／オーストラリア製
夏季クール  《卵・乳・小麦》

タヒチ たっぷりハネムーンバラエティ 
No.9588-0140 ¥39,980（税込¥43,178）
　　　　　　 　　　 （通常価格 ¥42,380）

購入者の声

ハネムーンではタヒチのボラボ
ラ島へ。半日かけて本島でおみ
やげを購入予定でしたが、時
間は足りないし、夕方には店は
閉店…、日中は観光でおみやげ
を買い損ねてしまうし…。大変
でした。� （30代／女性）

タヒチ

TAHITI 水上バンガローが魅力のタヒチ。
そこから眺める美しい海がモチーフの
おみやげなど、楽園気分いっぱいです。

No.1
タヒチ
売り上げ

ハネムーナーにもおすすめ！ お得なバラエティセット 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

使用例

〈1シート19枚×4シート付き〉

6ページにも掲載

①  タヒチ アソートチョコレート 10箱

④サハレ 
　カシューザクロバニラ 9袋

⑤タヒチ 
　チョコクッキー 
　9箱

③タヒチ ミニチョコトリュフ 
　10箱

② タヒチ 
　マンゴーチョコクッキー
　10箱
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セット
販売商品
1袋あたり

¥389
（税抜）

ココナッツオイルにティアレのつぼみを漬け込ん
だモノイオイル。ティアレとココナッツの香りの違い
を楽しみながらマッサージを。

※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・ビールの成分などが沈殿・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。

美しい楽園を
ハートで包んで。

マイルドな口あたりとのど越しが人
気の“ヒナノビール”はかわいい女
の子がトレードマーク。ボトルはイン
テリアとしてお部屋のアクセントにも。

ヒナノビール 24本セット
No.9588-7143 ¥13,980 

（税込¥15,098）
●ビール ●330㎖×24本 ●ボトル高さ約
22.5cm ●5.0度〈6本キャリーケース入り（個
別箱なし）〉［タヒチ／タヒチ醸造所］※輸入時
期によりラベルのデザインが変更になる場合が
あります。

こちらはヒナノの缶バージョン。鮮や
かなブルーとヒナノマークのラベル
が印象的。お手軽な6缶セットです。

ヒナノビール 6缶セット
No.9588-7144 ¥3,200 

（税込¥3,456）
●ビール ●330㎖×6缶 
●缶高さ約11.7cm 
●5.0度〈簡易箱入り（個別箱なし）〉
 ［タヒチ／ブラッセリー・ド・タヒチ］

おみやげに必須 ！ タヒチ唯一のビール。
  液体物・ワレモノも心配なし！！

タヒチ 赤ワイン
6本 No.9588-7141 ¥11,300 

（税込¥12,204）

1本 No.9588-7142 ¥1,980 
（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.0度
●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン［フランス／LGI］
※輸入時期によりスクリューキャップに変更になる場合があります。

〈1本あたり 
￥1,884〉

重 軽

6本で
¥580
お得！

ぶどうの風味がしっ
かりと味わえるワイン
です。帰国後に、タ
ヒチの思い出を語り
合いながらどうぞ。

ヒナノ ほろよい気分セット 
No.9588-7146 ¥3,980（税込¥4,298）
                                                                   （通常価格 ¥4,300）
①ヒナノビール：330㎖×6缶（5.0度）〈簡易箱入り（個別箱なし）〉［タヒチ／ブラッセリー・ド・
タヒチ］ ②テングビーフジャーキー（2oz） ：56.7g×1袋／ウルグアイ製 《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

タヒチアンに愛されて
いるビールと、牛肉の
旨みが詰まったジャー
キーのセット。南国の
楽園に思いを馳せな
がら、至福の時間を。

セットで
¥320
お得！

タヒチ モノイティアレオイル ２種セット 
No.9588-0148 ¥1,400（税込¥1,512）
●1本60㎖ ●1本サイズ約直径3×高さ10cm ●2種：ティア
レ、ココナッツ 各1本●ビニール袋入り（個別ビニール袋入り） 
●タヒチ製（フランス領ポリネシア）※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。

タヒチ 
モノイティアレ 石けん 3コセット
No.9588-0149 ¥2,180（税込¥2,354）
●1コ130g ●石けん1コサイズ約6.5×9.5×2.5cm 
●フェイス、ボディ兼用 
●3種：イランイラン、ティアレ、タヒチアンジャスミン 各1コ 
●個別箱入り 
●タヒチ製（フランス領ポリネシア）

ティアレイランイラン

タヒチアンジャスミン

ココナッツティアレ

洗うたび、タヒチ気分。ひじ、かかとに
果実が香るうるおいを。

タヒチで人気のやさしい香り。

スペインの有名デザイナー「アガタ・プラダ」デザ
インのかわいいケース入り。

タヒチの花ティアレとココナッツオイルの香料を使
った、うるおい豊かな石けんです。

おみやげ
ワンポイント

お酒の販売に時間
規制がある場合もあ
るので要注意。

お
みやげらしさで

おすすめ

サハレ カシューザクロバニラ 9袋セット
No.9588-0145 ¥3,500（税込¥3,780）
●1袋42.5g ●1袋サイズ約7×2.5cm ●セット箱サイズ約18×16×7cm ●簡易箱入り 
●アメリカ製 ※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。

美容でも注目のカ
シューナッツを、女
子に人気のザクロと
バニラで味付け。ザ
クロの自然の甘みと
バニラの香りがナッ
ツによくマッチ。お
しゃれ感も高いプレ
ミアムなスナック。

女子に人気の高い
ナッツ＆ザクロ。

アガタ・プラダバーム 5コセット
No.9588-0147 ¥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。

②①

バニラスカイ

シュガーアップル

メリーラズベリー
ココロコ

ピーチオンアース

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。

【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

※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。

商品と同送、又は郵送される専用振込用紙にて
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）

 お支払いについて 

商品到着後のお振込みで¥

 ご注文について お急ぎの場合は電話・FAXにてご注文ください。

0120-37-3974
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。

電話

03-5296-2100上記番号でかかり
にくい場合は

※通話料金は
　お客様ご負担となります。

03-5296-2105
FAX 

（24時間受付）

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。

添付の
専用申込書を
ご利用ください。

〒

郵送

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。

公　

公　

加盟主要団体

	益
社団法人

	益
社団法人

郵便局 銀 行 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。
※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。

〈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。

※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。

• 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。

 返品・交換について 

返品・交換はお客様相談窓口へお電話を 

 おことわり
価　　格	 • 表示価格は8％の消費税にて表示しております。
お支払い	 • 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。
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。

	 • 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。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。

	 • 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。

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。
	 • サービス向上のため、お客様との通話は録音されています。

 お届けについて
ご注文受付後、4日〜5日程でお届けいたします。 クール料金について

 クール料金、梱包送料について

別送品（　　　　　　　　　　　　　　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。
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。

別送冷蔵別送冷凍 別　送

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。

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。

お届け先１ヵ所につき全国一律梱包
送料 ¥900（税込¥972）

※クール料金対象期間： 　　　　　  　通年別送冷蔵別送冷凍

　　　  6月15日～10月15日発送分夏季クール

¥300（税込¥324）
※　　　  　　　　　　    　  　   
　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

別送冷蔵別送冷凍 夏季クール
5日後

5日後

5日後
5日後

4日後

4日後
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