
SCANDINAVIA
RUSSIA

北欧・ロシア
フィンランド / デンマーク / ノルウェー / スウェーデン , etc.

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 9589

※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
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5種25点 約5kg

 ￥29,980
セットで

¥2,860
お得！

※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。

配りやすい
個別包装

余韻に残る、
上品な甘さ。

ひとつずつゆっくり味わいたく
なる、濃厚でなめらかな口ど
け。大自然に囲まれたスカンジ
ナビアの魅力が伝わるパッ
ケージも素敵です。

スカンジナビア チョコトリュフ
 12箱 No.9589-0001  ¥15,500（税込¥16,740）

   6箱 No.9589-0002    ¥8,380（税込 ¥9,050）

 1箱 No.9589-0003  ¥1,470（税込 ¥1,587）
●1箱100g（1袋1個入り×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〉

〈1箱あたり
¥1,292〉

6箱で
¥440
お得！

12箱で
¥2,140
お得！

配りやすい
個別包装

スカンジナビア クッキーオンチョコレート
6箱 No.9589-0004 ¥9,900（税込¥10,692）

1箱 No.9589-0005  ¥1,700（税込 ¥1,836）
●1箱210g（1袋1枚入り×14袋） ●1箱サイズ約13.5×20.5×3.5ｃｍ 
●ベルギー製 《乳・小麦》 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。

〈1箱あたり 
¥1,650〉

ザクッとした歯ざわりのシナモンクッキーと
ミルクチョコのおいしい組み合わせ。

6箱で
¥300
お得！

②①

②スカンジナビア 白ワイン
6本 No.9589-7008 ¥11,300（税込¥12,204）

1本 No.9589-7009 ¥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〉

①スカンジナビア 赤ワイン
6本 No.9589-7006 ¥11,300（税込¥12,204）

1本 No.9589-7007 ¥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〉

しっかりとしたぶどうの
風味が楽しめる赤ワイ
ンと、フレッシュでフル
ーティーな味わいの白
ワイン。オーロラのラ
ベルが印象的です。

6本で
¥580
お得！

6本で
¥580
お得！

辛 甘

重 軽

①�スカンジナビア�
　チョコトリュフ�10箱

②フィンランド
　ヘーゼルナッツ
　クリームチョコレート
　4箱

⑤スカンジナビア
　クッキーオン
　チョコレート�2箱

③�デンマーク�ミニチョコ
　ウエハース�6箱

※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。

北欧の旅は荷物がいっぱい！
北欧への旅行は服などでスーツケースが
パンパンになってしまうので、おみやげ宅配
サービスで注文していけば、帰りが楽です。

おみやげワンポイント

人気商品を集めた
お得なバラエティセット

① スカンジナビア チョコトリュフ
　100g（1袋1個入り×20袋）×10箱／フランス製 
②フィンランド ヘーゼルナッツクリームチョコレート 
　200g（16粒）×4箱／ベルギー製
③デンマーク ミニチョコウエハース
　80g（1袋1個入り×12袋）×6箱／スイス製
④ ダニッシュ ミニクッキー　250g（約80個）×3缶／デンマーク製
⑤スカンジナビア クッキーオンチョコレート
　210g（1袋1枚入り×14袋）×2箱／ベルギー製
夏季クール  《卵・乳・小麦》

北欧 らくらくおみやげバラエティ 
No.9589-0011  
 ¥29,980（税込¥32,378）
　　    （通常価格 ¥32,840）

北 欧

SCANDINAVIA

スカンジナビア 鍋敷 3コセット
No.9589-0010 ¥2,350（税込¥2,538）
●約最大直径14.5×縦19cm ●陶器 ●1コずつ紙箱入り ●中国製
※輸入時期により色が変更になる場合があります。

オーロラを背景
に、北欧４ヵ国が
集合。北欧らしい
センスのよい色合
いが素敵です。

④ダニッシュ�ミニクッキー�3缶
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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。

おみやげ
宅配便なら

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。

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）おみやげ宅配便の
いいところ

ビバラ ギフトパック（大）
12枚セット
No.9589-9810 ¥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？ 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！ビバラ ギフトパック（小）

12枚セット
No.9589-9830 ¥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。 

ワインバッグ 6袋セット
No.9589-9870 ¥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

※「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。

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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エリゼ Ｎo.１
No.9589-7015 ¥2,770（税込¥2,991）
●甘味果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約32cm ●12.0度
●原料：白スグリ［フィンランド／ペルノリカール］ 
※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。

可憐な白スグリの実
を原料とした、スカン
ジナビア半島唯一の
スパークリングワイン。
きめ細かい泡立ち
で、やや甘口の軽や
かな仕上がり。

泡立ちがよく、
爽やかな
切れ味。

辛 甘

北欧の花咲く短い期間に、ミツ
バチたちが集めた貴重なハチ
ミツ。濃厚な風味が楽しめます。

フィンランドハチミツ
No.9589-0014  
 ¥1,800（税込¥1,944）
●1個200g ●1個サイズ約直径7×高
さ7cm ●エアパッキン包装 
●フィンランド製

フィンランドの国民1人
あたりのコーヒー消費
量は、世界で一二を争
うほど。そんなお国柄
が生んだ、酸味を抑え
たやさしい味わい。

ベリーやフルーツ、ハー
ブなどをブレンドした香
り高いアロマティー。

ムーミン谷の、
やさしいコーヒー。

ムーミンにもおなじみ？ 
ドライ・リンゴンベリー。

フィンランドで親しまれているリンゴン
ベリー（コケモモ）の実を丸ごとドライ
フルーツに。コケモモならではの風
味が手軽に味わえます。

ビルベリー、リンゴンベリーなど、北
欧特産の4つのベリーを乾燥させて
ミックス。ヨーグルトはもちろん、シリア
ルとご一緒にどうぞ。

ムーミン リンゴンベリー
No.9589-0018 ¥880 

（税込¥950）

●1袋30g 
●1袋サイズ約14.5×9.5×マチ3.5cm 
●フィンランド製 

ムーミンママ ベリーミックス
No.9589-0019 ¥1,130 

（税込¥1,220）

●1袋30g 
●1袋サイズ約14.5×9.5×マチ3.5cm 
●フィンランド製

サンタの国から、
キラキラのなめらかチョコ。

6箱で
¥730
お得！

No.1
フィンランド
売り上げ

ミルクチョコとヘーゼルナッツクリームのなめ
らかな口どけ。フィンランドらしさが光るおみ
やげです。

ムーミン ボールペン
No.9589-0024 ¥1,580 
 （税込¥1,706）
●約13cm ●インク：黒 ●アルミ ●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。

ムーミンの
ワンポイントが
かわいいボールペン。

おみやげに最適な
国民的キャラクター！
バッグや財布の
ファスナーに。

ムーミン ジップハンガー 3コセット
No.9589-0022   ¥2,790（税込¥3,013）
●全長約4cm（モチーフ部分約2.5cm） ●セット箱サイズ約10×7×1cm 
●鉄 ●セット箱入り（個別包装なし） ●中国製

ムーミン 携帯ストラップ 3コセット
No.9589-0023 ¥4,470（税込¥4,827）
●全長約8cm（モチーフ部分約3.3〜3.5cm） 
●ストラップ部分：ナイロン、モチーフ部分：亜鉛合金 
●ビニール袋入り（個別包装なし） ●中国製 
※輸入時期によりムーミンが国旗を持っていない場合があります。

フィンランド 
ヘーゼルナッツクリームチョコレート
6箱 No.9589-0012  ¥8,990（税込¥9,709）

1箱 No.9589-0013 ¥1,620（税込¥1,749）

●1箱200g（16粒） ●1箱サイズ約15.5×18.5×5cm ●ベルギー製《乳》 夏季クール

〈1箱あたり ¥1,499〉

フィンランド生まれの人気者

ムーミン ミディアムコーヒー
No.9589-0020 ¥2,850（税込¥3,078）
●1袋200g ●1袋サイズ約6×10×19cm 
●レギュラーコーヒー（中細挽き） 
●フィンランド製 ※日本語表記あり（現地仕様）。

ムーミン フレーバーティー
No.9589-0021 ¥1,500（税込¥1,620）
●4種:ブルーベリーマフィン、ルバーブ＆ストロベリー、レモン、ワイルドストロベリー 各5袋 
●1箱35g（20ティーバッグ） ●1箱サイズ約6.5×12×8cm ●茶葉:スリランカ､インド産 

フィンランド

FINLAND 北欧の妖精

三国の名所に包まれた、
バラエティ豊かな口どけ。
オレンジガナッシ
ュ、ラズベリークリ
ームなどをミルク、
ダーク、ホワイトの3
種のチョコでコー
ティング。パッケー
ジは三国の名所
が飾ります。

バルト三国チョコレート
6箱  No.9589-0016    ¥9,600（税込¥10,368）

1箱  No.9589-0017 ¥1,650（税込   ¥1,782）
●1箱250g（20粒） ●1箱サイズ約21×21×3cm ●ベルギー製

《乳・小麦》 夏季クール

〈1箱あたり 
¥1,600〉

6箱で
¥300
お得！

バルト三国とは、バ
ルト海沿岸のエスト
ニア、リトアニア、ラ
トビアの３つの国の
こと。それぞれ中世
の雰囲気漂う美し
い街並みは、揃って
世界遺産に登録さ
れています。

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

バルト三国

BALTIC STATES
ム
ー
ミ
ン
谷
の
人
気
者
を
、

ケ
ー
タ
イ
や
バッ
グ
に
。
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デンマーク

DENMARK

ダニッシュ ミニクッキー 3缶セット
No.9589-0026  ¥3,200（税込¥3,456）
●1缶250g（約80個） ●1缶サイズ約直径11.5×高さ10cm 
●デンマーク製 《小麦》※グラム計量のため個数が異なる場合があります。

ザクッとした歯ざわりで素朴なおいしさ
が広がるひとくちサイズのクッキー。ロ
イヤルコペンハーゲンが認めたブルー
フルーテッドデザイン缶にも注目！

北欧らしさが光る伝統柄。

デンマーク ミニチョコウエハース ６箱セット
No.9589-0025 ¥5,500（税込¥5,940）
●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

ウエハースの軽さとチョコレートの上品な甘さが◎。
カラフルな建物が並ぶニューハウンのパッケージも魅力です。

アクアビット
No.9589-7036   ¥5,500 
 （税込¥5,940）
●スピリッツ ●700㎖ ●ボトル高さ約30cm
●38.0度［スウェーデン／アブソルートカンパニー］

スウェーデンのス
コーネ地方でつ
くられたスピリッ
ツ。爽やかな香り
とマイルドな味わ
いが特徴。魚介
料理や、お寿司
などとも好相性。

国旗をモチーフにしたストック
ホルムの美観とともに、口どけ
のよいトリュフチョコを。

スウェーデン フレークトリュフチョコレート
6箱 No.9589-0032  ¥9,600（税込¥10,368）

1箱 No.9589-0033 ¥1,750（税込   ¥1,890）

●1箱250g（18粒） ●1箱サイズ約20×19×3cm ●ベルギー製《乳》 夏季クール

 〈1箱あたり ¥1,600〉

スウェーデン オーガニックジャム 3種セット
No.9589-0034 ¥4,980（税込¥5,378）
●3種:クィーン（330g）、ブルーベリー（320g）、リンゴンベリー

（320g） 各1瓶 ●1瓶サイズ約直径7×高さ9cm ●簡易セット
箱入り（個別箱なし） ●スウェーデン製

クィーン ブルーベリーリンゴンベリー

自然が育んだ濃厚な北欧ベ
リー。ブルーベリーとラズベリー
を合わせた「クィーン」の由来
は、女王が好んだことと、女王
級のおいしさという2つの説が。

6箱で
¥900
お得！

  液体物・ワレモノも心配なし！！

スウェーデン

SWEDEN
ニューハウンに包まれた
サクサク食感のチョコ。

スウェーデンコーヒー
No.9589-0035 ¥2,300 

（税込¥2,484）
●1袋250g ●1袋サイズ約5×9×22cm 
●レギュラーコーヒー（中挽き） ●スウェーデン製

質の高いアラビカ豆
だけを使用した、芳
醇で深い味わいが
特徴。スウェーデン
王室でも長く愛飲さ
れています。

デンマーク たらこのパテ 4個セット
No.9589-0027 ¥3,800（税込¥4,104）
●1個200g ●1個サイズ約6.5×11×5.5cm ●デンマーク製 

新鮮なたらこをパテ状に加工。
そのままでも軽くソテーしても
OK。ほんのりとした塩味は、パ
ンにもご飯にもよく合います。 ロイヤルダンスク 

ダニッシュバタークッキー3缶セット
No.9589-0029  ¥3,400（税込¥3,672）
●1缶200g（約40個） ●1缶サイズ約直径10.5×高さ10.5cm ●デン
マーク製 《乳･小麦》 ※グラム計量のため個数は異なる場合があります。

水揚げしてすぐの西洋シシャモ
を燻製にし、菜種オイルに漬け
込んだ特産品。味も香りも驚く
ほど日本人の味覚にぴったり ！

ロイヤルダンスクは、デンマーククッキーの高級ブラ
ンド。象徴の青缶とともに、風味と
食感のいいひとくちサイズのクッキ
ーが世界中で親しまれています。

西洋シシャモの燻製缶詰 5缶セット
No.9589-0028 ¥3,850（税込¥4,158）
●1缶110g ●1缶サイズ約7.5×10.5×2cm 
●簡易セット箱入り（個別箱なし） ●デンマーク製 

ヘーゼルナッツプラリネを
ホワイトチョコとミルクチョコで
包みました。

ノルウェー シーシェルチョコレート
6箱 No.9589-0030  ¥6,000（税込¥6,480）

1箱 No.9589-0031 ¥1,050（税込¥1,134）

●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

 〈1箱あたり ¥1,000〉

6箱で
¥300
お得！

ノルウェー

NORWAY

コットンを織り上げたタオルは、
タペストリーなどにも◎。

時計やアクセサリー
を置くのにも便利なサ
イズ。

ダーラナホースタオル
No.9589-0038  

¥3,180（税込¥3,434）
●約55×37cm ●綿100％ 
●ビニール袋入り ●スウェーデン製

ダーラナホース
ミニトレイ
No.9589-0037 ¥980（税込¥1,058）
●外寸約15.5×19×1cm ●鉄 ●ビニール袋入り ●中国製

木彫りの馬「ダーラナホース」は、人々の民族性が色濃く残るダーラナ
地方の民芸品。幸せを呼ぶラッキーホースとして人気です。

内側にマグネット
つき。本や手帳
のページを開いて
も落ちません。

ダーラナホース 
マグネットブックマーカー 
4コセット
No.9589-0039 ¥1,360 

（税込¥1,468）
●1個サイズ約2×3cm ●紙､マグネット 
●ビニール袋入り（個別包装なし） ●中国製

一級品のスモークになるには、冷え
て澄んだ空気、良質の水と塩が不
可欠。その全てが揃ったノルウェー
産だからこその味をご堪能あれ。

アトランティック
スモークサーモン 5パックセット 
No.9589-8040 ¥8,940（税込¥9,655）
●1パック100g ●1パックサイズ約23.5×13.5cm ●ノルウェ
ー製 ※日本語説明書付き ※賞味期限:お届け後､冷凍で約30
日間保存が可能です。※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。

別送冷凍

カタチも
おいしさも
芸術的。

ノルウェー チーズ 3個セット
No.9589-8041 ¥6,950（税込¥7,506）
●1個250g ●1個サイズ約6.5×6.5×5cm ●ノルウェー製 

《乳》 ※日本語説明書付き ※賞味期限：お届け後、冷蔵で約
30日間保存が可能です。※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。

ノルウェー特産の山羊
乳チーズは、塩キャラメ
ルのような不思議で濃厚
な味わい。クラッカーなど
に合わせてどうぞ。

飲み方
冷凍庫に保存し、ショットグラ
スでいただきます。ビールをチ
ェイサーに飲むのが北欧流。
ロック、ソーダ割でも。

リニア アクアビット
No.9589-7042 ¥5,500（税込¥5,940）
●スピリッツ ●700㎖ ●ボトル高さ約29cm
●41.5度［ノルウェー／アルカス］

ジャガイモが原料のスピリッ
ツ。蒸留後、古樽に詰めて
赤道越えの航海をし、風味を
向上させるリニア（赤道）アク
アビット。ラベルの裏には航
海期間が記されています。

別送冷蔵

食感も楽しいチョコフレークを
たっぷりトッピング。

クィーン

ブルーベリー

リンゴンベリー

DalarnaHorse
しあわせなことも、届くかもしれません。
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セット
販売商品
1瓶あたり

¥670
（税抜）

①ロシア チョコチップス
　116g（36枚）×6個／ベルギー製
②ロシア ミルクチョコクッキー
　200ｇ（1袋2枚入り×8袋）×6箱／フランス製
③ロシア アソートチョコレート
　195g（15粒）×8箱／ベルギー製  
④ロシア紅茶
　57.6g（24ティーバッグ）×2箱／茶葉：スリランカ産
⑤アリョンカクッキー 
　30g（1袋3枚入り）×30袋／ロシア製
夏季クール  《卵・乳・小麦》

ロシア らくらく 
おみやげバラエティセット 
No.9589-0048  
 ¥29,980（税込¥32,378）
　　　  （通常価格 ¥32,620）

5種52※点 約6kg

 ￥29,980
セットで

¥2,640
お得！

②ロシア ミルクチョコクッキー 6箱

④ロシア紅茶 2箱⑤アリョンカクッキー 
　30袋セット

①ロシア チョコチップス 6個

ロシア チョコチップス 
6個セット
No.9589-0047 ¥6,400 
 （税込¥6,912）
●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

おみやげ定番のチョコレートを、
ユニークにアレンジ。歯ごたえの
あるライスクリスプを加えた、チッ
プス形のチョコレートです。

ついつい手がでる、
チップス形チョコレート。

ロシア ミルクチョコクッキー 6箱セット
No.9589-0046   ¥8,380 （税込¥9,050）
●1箱200ｇ（1袋2枚入り×8袋） ●1箱サイズ約17.5×21.5×3cm 
●フランス製 《乳･小麦》  夏季クール

赤の広場が印象的な
本格チョコクッキー。

ロシア アソートチョコレート
 12箱 No.9589-0043  ¥17,900（税込¥19,332）

 6箱 No.9589-0044  ¥9,580（税込¥10,346）

 1箱 No.9589-0045  ¥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、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。

〈1箱あたり 
¥1,597〉

〈1箱あたり 
¥1,492〉

プラリネやトリュフなど、選ぶのが楽しみな12種類のアソート。ロシア
旅行の証に最適な、聖ワシリー大聖堂のパッケージでお届けします。

鮮麗な
世界遺産に包まれた、
バラエティ豊かなアソート。

おすすめ

No.1

12箱で
¥2,260
お得！

6箱で
¥500
お得！

アリョンカクッキー 30袋セット
No.9589-0052 ¥2,500 

（税込¥2,700）
●1袋30g（1袋3枚入り） ●1袋サイズ約5.5×9.5×
2cm ●セット箱サイズ約18.5×13.5×12cm ●ロシ
ア製 《卵・乳・小麦》 ※輸入時期によりセット箱デザ
インが変更になる場合があります。

バレリーナ アーモンドチョコレート
No.9589-0051 ¥1,500（税込¥1,620）
●1箱150g（約11粒） ●1箱サイズ約13.5×11.5×14.5cm ●ロシア製《乳・小麦》
 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。

リンデン ハニースフレミニ 
4瓶セット
No.9589-0054 ¥2,680 
 （税込¥2,894）
●1瓶30g ●1瓶サイズ約直径4.5×高さ3.5cm  
●化粧箱サイズ約8.5×26×5cm 
●化粧箱入り（個別箱なし） ●ロシア製

ロシア ミニジャム 3種セット
No.9589-0053 ¥1,500（税込¥1,620）
●1瓶30g ●3種:コウベリー､フォレストベリー､ビルベリー 各1瓶 ●1瓶サイズ約直径4.5×高さ
3.5cm ●セット箱サイズ約4.5×13.5×6.5cm ●セット箱入り（個別箱なし） ●ロシア製

口に入れるとふわっとなめらかに溶けるよう
な不思議な口どけです。ハチミツをなめなが
ら紅茶を飲むのがロシアンティースタイル！
もちろん、パンやヨーグルトに合わせても○。

北欧ベリーの人気ベスト３がミニサイズで集合。クレープに添えたり、ドリンクにす
るのがロシア流。

セット
販売商品
1瓶あたり

¥500
（税抜）

コウベリー フォレストベリー ビルベリー

ロシア芸術であるバレエをモチーフに
つくられたパッケージデザイン。チョコ
レートクリームやナッツ､ウエハースとの
ハーモニーが特徴のチョコレートです。

ロシアバレエの劇場へ、ご招待。 モスクワの直営店に
行列ができる ！

ホイップされた新食感ハチミツ。

ロシア最大のジャムメーカー製。

国民に愛されてい
る女の子アリョンカ
でおなじみのシリ
ーズ。老舗メーカ
ー UNICONF の
代表的商品で、誰
からも愛されるやさ
しい味わい。

セット
販売商品
1袋あたり

¥84
（税抜）

人気商品を集めた
お得なバラエティセット

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

ココナッツトリュフ マンゴー＆
コリアンダー

マジパン入り
ヘーゼルナッツ
プラリネ

バニラクリーム ダブルミルク
ヘーゼルナッツ
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

アップル＆ペア
シナモン入り

ラズベリー
ヨーグルト

キャラメル＆
シーソルト

パッションフルーツ
＆オレンジ

③ ロシア 
　アソートチョコレート 8箱

〈1セット
30袋入り〉

ロシア

RUSSIA
「クレムリンと赤の広場」の
ひとつ聖ワシリー大聖堂 
モスクワのクレムリンと赤の広
場として世界遺産に登録。そ

の赤の広場にそびえ立つ聖ワシリー大聖堂。
ロシアでもっとも美しい聖堂と称されています。

Russia

Sweets&Tea

スイーツ＆ティー

なめらかなミルクチョコと香ば
しいクッキーの共演です。観
光スポットとして人気の「赤の
広場」のパッケ
ージはおみや
げに好適。

1箱
16枚入り

女帝エカテリーナ2世は、18世紀後半からロシ
アの紅茶文化を花開かせた1人。そんな彼女
の愛したナチュラルチェリーの香りのプレミアム
紅茶です。

ロシア紅茶
6箱 No.9589-0049  ¥6,800（税込¥7,344）

1箱 No.9589-0050 ¥1,200（税込¥1,296）
●1箱57.6g（24ティーバッグ） ●1箱サイズ約7×14×8cm 
●茶葉：スリランカ産

〈1箱あたり
¥1,134〉

6箱で
¥400
お得！

ロシア産キャビア 
No.9589-8055 ¥14,980（税込¥16,178）
●1缶30g●1缶サイズ約直径6×高さ1.5cm ●化粧箱入り ●ロシア製 
※賞味期限:お届け後、冷蔵で約30日間保存が可能です。
※日本語説明書付き

別送冷蔵

ロシア特産、
世界三大珍味の
キャビア。
ヨーロッパ州最長、ヴォ
ルガ川のシベリアチョウ
ザメからとれたキャビア
です。カナッペにしてワ
インのお供に。

※⑤アリョンカクッキーは30点としてカウントしています。
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セット
販売商品
1本あたり

¥360
（税抜）

セット
販売商品
1コあたり

¥600
（税抜）

ウォッカは、最もロシアらしい最高のロシアみやげです。
ロシアウォッカは、広大なロシアの大地で育まれた小麦やライ麦、そして天然水を改
良した軟水でつくる無色透明のお酒です。また、さまざまな植物を漬け込んだ浸酒を
加え、色や香り、独特の風味をもつフレーバーウォッカもあり、その種類は多彩です。
いずれにしてもロシア人の生活に切っても切り離せないウォッカは、最高のロシアみ
やげになるでしょう。

ロシアウォッカ生産者協会会長 ドミートリー アンドロネンコ

ロシア 白ワイン
No.9589-7059  

¥2,650（税込¥2,862）
●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約
31.5cm ●13.0度 ●ぶどう品種：リース
リング［ロシア／サウクデレ］

ロシアン スパークリング
ワイン ブリュット
No.9589-7060  

¥3,500（税込¥3,780）
●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約32cm 
●11.5度 ●ぶどう品種：シャルドネ､ピノノ
ワール､ピノブラン［ロシア／アブラウ･ドゥ
ルソ］

ライムやハチミツ、マンゴーの香
りが特徴。のど越しがよく、ほど
よいスパイスと渋みが余韻に残
ります。

最後のロシア皇帝・ニコライ2世が
絶賛した、優雅な味わいのスパー
クリングワイン。ロシア皇帝とその
家族しか飲むことが許されなかっ
たという伝説も。

辛 甘

辛 甘

ストリチナヤ、モスコフスカヤと
並ぶ伝統的な銘柄です。カク
テルベースのほか、冷凍庫で
キンキンに冷やしたストレート
ショットがおすすめ。

よく冷やしてストレートで、ロックやソーダ割りで、カクテルベー
スとして。ロシアの大自然の香りを存分にどうぞ。

ロシア ウォッカ ストロワヤ
6本 No.9589-7056  ¥9,000（税込¥9,720）

1本 No.9589-7057 ¥1,550（税込¥1,674）
●スピリッツ ●500㎖ ●ボトル高さ約27.5cm ●40.0度
 ［ロシア／国営企業サユーズプロドインポルト］ 

〈1本あたり
¥1,500〉

ロシア 赤ワイン
No.9589-7061  

¥2,650（税込¥2,862）
●果実酒 ●750㎖ 
●ボトル高さ約31cm 
●13.0度
●ぶどう品種：クラスノストップ他 

［ロシア／クバンビノ］

ラベルに描かれた花のように、
花の香りと味わいが特徴。少し
冷やしても、キリッとおいしく飲め
ます。スクリューキャップで開閉
も便利。

軽快なアタックに、
芳醇な花の香り。

最後のロシア皇帝
ニコライ２世が絶賛。

多彩な植物の香りが溶け込んだウォッカ。

果実の芳香を放つ
白ワイン。

重 軽

6本で
¥300
お得！

マトリョーシカ 
携帯ストラップ 3コセット 
No.9589-0064 ¥1,800（税込¥1,944）
●全長約11.5cm（モチーフ部分約4.5cm） ●木製 
●ビニール袋入り（個別ビニール袋入り） ●ロシア製 
※手づくりのため、色、柄が変更になる場合があります。

マトリョーシカ 
ボールペン 2本セット
No.9589-0066 ¥720 

（税込¥777）
●長さ約13.5cm ●インク:黒 ●プラスチック ●ビニ
ール袋入り（個別包装なし） ●ロシア製  ※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。

マトリョーシカ 
キーホルダー
No.9589-0067 ¥1,000 

（税込¥1,080）
●全長約10.5cm（モチーフ部分約4×2.5cm） 
●金属 ●ビニール袋入り ●ロシア製 ※輸入時
期によりデザイン、色が変更になる場合があります。

マトリョーシカ 
マグネット 3コセット
No.9589-0065 ¥1,890 

（税込¥2,041）
●約6.5×4cm ●木製 ●プラスチックケース入り

（個別ビニール袋入り） ●ロシア製 ※手づくりの
ため、色、柄が変更になる場合があります。

マトリョーシカ 
エコバッグ 3枚セット
No.9589-0068 ¥3,000 

（税込¥3,240）
●エコバッグ本体：約42×44cm､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。

丸めて
コンパクトに

セット
販売商品
1コあたり

¥630
（税抜）

Vodka
ウォッカ

Wine
ワイン

極寒の地が生んだ
本場の味。

※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。

ハンターウォッカ
No.9589-7058 ¥2,297（税込¥2,480）
●スピリッツ ●500㎖ ●ボトル高さ約27cm ●40.0度

［ロシア／国営企業サユーズプロドインポルト］
※輸入時期によりボトル形状が変更になる場合があります。

ロシアの猟師がその昔、皮袋にウォッカを入
れて森を歩き回るうちに、皮袋に木の実や
葉が入り込み、いつのまにか植物の色と香
りが移って素晴らしいウォッカになりました。
その逸話にもとづき、1931年にソ連で再
現されたフレーバーウォッカに「Okhotnichya

（猟師の）」という名が付けられ、生産される
ようになったのがハンターウォッカです。

  液体物・ワレモノも心配なし！！

マトリョーシカ 5コ組
No.9589-0062 ¥3,500（税込¥3,780）
●一番大きいもの：約直径5×高さ11cm ●木製 ●ビニール袋入り 
●ロシア製 ※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。

ロシア鍋敷
3コセット
No.9589-0063 ¥2,350（税込¥2,538）
●約最大直径14.5×縦19cm ●陶器 ●1コずつ紙箱入り 
●中国製 ※輸入時期により色が変更になる場合があります。

花柄などの
温かいタッチが◎。
これぞロシアの民芸品。

マトリョーシカと
世界遺産が
彩る食卓。

鮮やかな
配色が新しい、
携帯ストラップ。

かわいさだけじゃなく、
実用性も優秀。

表裏、くるくる
回るのも
楽しい♪

どこでも、
手元に視線
いただいて。

おなじみの民芸品の、温もりをお届け。Matryoshka
マトリョーシカ

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

9 10●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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