株式会社 サクセス・ワールド

0120-37-3974

8434

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！

STEP

1
STEP

2

※詳しくは巻末お申込みガイドを。

出発前に
お申し込み。

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。

旅は身軽に
快適に。

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。

STEP

3

あんしん

お受け取りは
ご自宅で。

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
の均一料金です。
￥972 ）
※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。

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。

お支払いは到着後。

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。

商 品の到 着を確 認いただいてから
お振込みください。

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。

1

お客様相談窓口

0120-37-3974
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。

年間約64万人の
ご利用実績
※

※ 2017 年当社実績

「旅行を楽しめた」

Q.「おみやげ宅配便」
を利用して
旅行を楽しめましたか？

「利用してよかった」
お客様からたくさんの声を

その他

Q.海外旅行は何回目ですか？

1～2回

1～2回

9%

その他

いただきました !

9%

3～5回

3～5回
10回以上

26

98

%

6～9回

6～9回

20

%

45%

%

楽しめた！

98

10回以上

26%
45

%

楽しめた！

旅慣れた人ほど
使っている！

20

%

%

※おみやげ宅配サービス利用者対象
※ 2014 年当社調べ

VOICES
おみやげ選びに苦労せず、
時間を有効に使えました。

おみやげを差し上げた方に
とても喜んでいただきました。

今回は三姉妹での盛りだくさんな行程の旅行だっ

子供からお年寄りまで食べられるものを、渡す人の

たため、
“お土産は必要だけど時間はあるかしら？”

気持ちになって選んでいます。
「私は行けないけど

“チョコは買いたいけど暑さは大丈夫かしら？”
とい

あなたのおかげで行った気持ちになれた。ありがと

う心配から利用させていただきました。購入したチョ

う。」
と、
とても喜んでいただきました。海外旅行を

コレートとクッキーがとってもおいしくて、差し上げた

楽しむ時は必ず「おみやげ宅配便」
を利用しており

友人たちにも喜んでもらえました。

ます。

京都府 ペンネーム Ｍ・Ｓ・Ｍ様

箱物チョコ12箱は
スーツケースの重量の
心配がなく助かっています。

熊本県

石井様ご夫妻

電話対応が丁寧で品質が確かなので
「おみやげ宅配便」を使っています。
私に合うおみやげを親切に提案してくれるので利

海外の旅で毎回注文させていただいています。多

用しています。旅先で買ったチョコレートで失敗し

少価格は高くなっても、職場などに渡す時手軽でよ

帰国後に買いなおした経験が。
「おみやげ宅配便」

いです。帰国後、
おみやげが足りなかった時も追加

は自分で選ぶより確かなものを扱っていると思うの

購入できて助かりました。

で、安心して利用しています。
静岡県

匿名

神奈川県

米島様

新婚旅行は手荷物を減らし
楽しもうと「おみやげ宅配便」を
利用しました。

お客様が「おみやげ宅配便」でお選びいただいた世界各国の

事前に注文しておいたので、旅先での買い物時間

品々を、帰国日に合わせて大切にお届けいたします。荷物や時

を短縮することができました。購入したバラエティ

間の心配をすることなく、
ゆっくりとご旅行をお

Enjoy your trip!

セットは一度に数種類のものが楽しめてよかったで

楽しみください。
これからもよりよい商品、サー

す。
ビールは持ち運びが大変ですが、宅配便はその

ビスをご提供できるよう努力してまいります。

手間が省けて助かりました。
兵庫県 ペンネームドラちゃん様

レッドホースコーポレーション株式会社

※「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。

2

おみやげ宅配便の
いいところ
1
2
い

いところ

い

いところ

いところ

3

い

ビン詰めのおみやげや陶製の雑貨など

機 内 持ち込みが 厳しく制 限されてい

アジアングルメなどの生 鮮 食 品や冷

も、
ご自宅まで大切にお届けします。

る液 体 物も「 おみやげ 宅 配 便 」にお

凍・冷蔵食品も、
「 おみやげ宅配便」な

まかせ！

ら大丈夫です。

ワレモ
ノ
心 配な も
し

いところ

4

い

生鮮食
品
大丈夫 も

液体物
心おき も
なく

いところ

5

い

いところ

6

い

日本への持ち込みが 困 難なトロピカ

温度にデリケートなチョコレート類も安

「 手荷物が重くて、超過料金を取られ

ルフルーツなどの果 物 類も、
「おみや

心。夏場はクール便にてお届けします。

そう… 」そんな不安や心配はもう無用

げ宅 配 便 」ならOK！

夏季クール

です！
クール
便
チョコ で
も
安心

果物類
も
大丈夫

超過料
金
心配無 の
用
エコノミークラスでは、一
般的に機内預け入れ手
荷物が23kgを超えると
超過料金が発生します。
※詳しくは各航空会社
へお問い合せください。

おみやげ宅配便の

もっと

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。

30cm

マークの商品）
には、

「お酒の箱がないと渡しづらい！」
と
の声にお応えして、当 社では洋 酒
専用箱をご用意しています。

（ミニ）
27
cm

※別送品（
あらかじめ付いています。

いいところ

36
cm

22.5
cm

45
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？

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.7775-9810

No.7775-9830

¥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

¥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。※お申し込みはお申込書の記入欄に希望数量をご記入ください。

3

※メーカーより
付属の場合はそ
の箱にてお届け
しております。

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.7775-9870

¥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

シンガポール

人気商品がすぐ分かる！

おみやげ人気 No.1

※ 2017 年度当カタログ実績

1

NO.

シンガポール

シンガポール
アーモンド
チョコレート

5ページ

マレーシア
ディスカバー
マレーシア
チョコレート

1

NO.

マレーシア

学生さんおすすめ

14ページ

フィリピン
セブ島

フィリピン
アーモンドミルク
チョコレート

1

NO.

フィリピン

15ページ

タイ

エレファント
マカデミアチップ
チョコレート

1

NO.

タイ

1

NO.

カンボジア

1

NO.

ベトナム

1

NO.

17ページ

カンボジア

カンボジア
マカデミアナッツ
チョコレート

25ページ

ベトナム
マカデミアナッツ
チョコレート

27ページ

バリ カシューナッツ
チョコレート

35ページ

ベトナム

インド

インドネシアバリ

文庫サイズ
３６ページ

バラエティセット
ご購入の方に朗報！

インドネシア
バリ

オリジナルフォトブックが作れる
無料クーポン券をプレゼント
！
ミャンマー

No.

2017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

1

売り上げ

配

カタログに登場するアイコンについて

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。

スリランカ
ネパール
ラオス
ブータン

SINGAPORE
シンガ ポ ー ル

マーライオンは
おみやげでも人気！

シンガポール

楽しみ方が満 載のシンガポール。中
でも人気なのがナイトサファリツアー、
マーライオン観光です。定番ギフトは
マーライオンのお菓子や雑貨などです
が、
マリーナ・ベイ・サンズ関連のおみや
げも好評です。

1

売り上げ

No.

人気のワケ①
シンガポールの2大観光名所
であるマーライオンとマリー
ナ・ベイ・サンズホテルのドラ
マチックなパッケージ。マー
ライオン型のチョコもかわい
くておすすめです。

華やかなパッケージを開けると、
マーライオンがかわいく整列！
マーライオンの形のミルクチョコにアーモンドを入れました。代表的な観光
スポットであるマリーナ・ベイ・サンズホテルとマーライオンが美しいパッケ
ージも魅力です。

シンガポール アーモンドチョコレート

24箱
12箱
6箱
1箱

No.7775-0001

人気のワケ②

お得！

¥23,900（税込 ¥25,812）

〈1箱あたり ¥996〉

No.7775-0002〈1箱あたり ¥1,059〉¥12,700（税込 ¥13,716）
No.7775-0003〈1箱あたり ¥1,150〉
No.7775-0004

アーモンド入り

24箱で
¥6,100

¥6,900（税込
¥1,250（税込

¥7,452）
¥1,350）

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

12箱で
¥2,300
お得！

6箱で
¥600

リアルな
マーライオン型の
ミルクチョコレート。

お得！

いしさで
お

おすすめ

ココアパウダー

トロピカル気分のトリュフチョコ。

ミルク
チョコレート

甘さ控えめチョコの中身はパイナップルフレーバー！ ココアパウダ
ーをまぶし上品に仕上げました。おいしさにこだわる方に。

シンガポール トリュフチョコレート

箱あたり
12箱 No.7775-0005〈1¥1,392
（税込 ¥18,036）
〉¥16,700
〈1箱あたり
6箱 No.7775-0006 ¥1,467〉 ¥8,800（税込 ¥9,504）
1箱 No.7775-0007
¥1,550（税込 ¥1,674）

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

5

パイナップル風味のチョコレート

12箱で
¥1,900
お得！

6箱で
¥500
お得！

お

み

や

シンガポール

げ VOICE

シンガポールらしい品で渡し
た方にもおいしいと好評でよ
かったです。
（10代／男性）

学生さんおすすめ

ナッツ入りクッキーは、
こだわりの味と形で
焼き上げました！
配りやすい
個別包装

12箱で
¥1,900
お得！

マーライオン マカデミアナッツクッキー
〈1箱あたり ¥992〉
〈1箱あたり ¥1,067〉

お得！

¥11,900（税込 ¥12,852）
¥6,400（税込 ¥6,912）
¥1,150（税込 ¥1,242）

●1箱184g
（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》

フィリピン／セブ島

12箱 No.7775-0008
6箱 No.7775-0009
1箱 No.7775-0010

6箱で
¥500

マレーシア

マカデミアナッツのチッ
プが入ったサクッとした
口あたりが人気です。

タイ

6箱で
¥560
お得！

シンガポール ミルクチョコクッキー

6箱 No.7775-0011
1箱 No.7775-0012

〈1箱あたり ￥1,397〉

¥8,380（税込 ¥9,050）
¥1,490（税込 ¥1,609）

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

フリーズドライしたチーズとマカデミアナッツが絶妙
にマッチ。軽い食感と塩味があと引くおいしさで、
12箱で
おつまみにぴったりです。
¥2,180

12箱 No.7775-0013
6箱 No.7775-0014
1箱 No.7775-0015

〈1箱あたり¥999〉
〈1箱あたり ¥1,084〉

6箱で
¥580
お得！

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

●1箱75g ●1箱サイズ約15×9×4cm ●オーストラリア製《乳》

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

インドネシア／バリ

③マーライオン
マカデミアナッツ
クッキーミニ 6箱

インド

②シンガポール
アーモンドチョコレート
6箱

お得！

シンガポール チーズ & ナッツ

6種26点 約4.8kg セットで
おすすめ商品が勢揃い！
たっぷり配れるお得なセット。 ￥19,980 ¥2,830
お得！
①シンガポール
チリプラウンロール
1箱

ナッツ

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無 料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。
シンガポール らくらくバラエティ

④シンガポール
ティラミスチョコレート 6箱

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

6

スリランカ／ネパール／
ラオス／ブータン

⑤シンガポール
チーズ&ナッツ 3箱

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥22,810）

ミャンマー

No.7775-0016

⑥シンガポール
マンゴープリン 4箱

ベトナム

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

カンボジア

チーズ

Petit Gift

かわいいミニサイズは
手配り用にピッタリ♪

プチギフト

うれしい個別包装のチョコ。
みんなに配れます！

4つの味が楽しめるミニチョコギフト。

セット
販売商品

1箱あたり
¥617
（税抜）

配りやすい
個別包装

セット
販売商品

ティラミスならではの
ほんのりした香りが漂います。

No.7775-0017

¥325

No.7775-0018

¥3,700（税込 ¥3,996）

（税抜）

¥3,900（税込 ¥4,212）

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

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

マーライオンのカタチに焼き上げた
マカデミアナッツ入りクッキーです。

アーモンドが香ばしい手づくり風クッキー。

セット
販売商品

セット
販売商品

1箱あたり

1袋あたり

¥684

¥132

（税抜）

香ばしいマカデミアナ
ッツはクッキーとも相
性 抜 群！マーライオン
型はどなたにも喜ば
れます。

（税抜）

〈セット箱入り〉

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

配りやすい
個別包装

マーライオン
マカデミアナッツクッキー
ミニ 6箱セット

No.7775-0020

¥4,100（税込 ¥4,428）

●１箱92g
（1袋1枚入り×8袋）●１箱サイズ約15×22×3cm ●マレーシア製《卵・乳・小麦》

¥600

クリスプ入りのチッ
プス型チョコ。
印象的なマーライ
オンデザインで。

ミルク
チョコレート

6個で
¥200
お得！

ライスクリスプ

シンガポール ミニチョコチップス
〈1個あたり
¥867〉

¥5,200

（税込 ¥5,616）

1個 No.7775-0022 ¥900（税込
●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

¥972）

¥1,980（税込 ¥2,138）

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

サクサク感が
セット
販売商品
あとを引くチョコスナック。 1箱あたり

パッケージもチョコの形も
ユニークでいいね！

6個 No.7775-0021

便利な
小袋入り

マイビスケット 15袋セット

No.7775-0019
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1箱あたり

マーライオン
ミニチョコレート 4種12箱セット

シンガポール
ティラミスチョコレート 6箱セット

みんなにスマイルをお届け。
セット
ばらまき系のおみやげに！ 販売商品
1パックあたり

（税抜）

¥40

（税抜）

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

シンガポールのキッズに大人気のクッキーを40パッ
クセットに。子どもも大人も大好きなチョコフレーバ
ーで、パクッとひとくちで食べられる大きさも好評。

シンガポール
チョコレートパフ 6箱セット

ハッピームー チョコ味クッキー
40パックセット

No.7775-0023

No.7775-0024

¥3,600（税込 ¥3,888）

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

¥1,600（税込 ¥1,728）

●1袋600g
（15g×40パック）●1パックサイズ約10×9cm
●1袋サイズ約34×24.5×マチ6.5cm
●マレーシア製《乳・小麦》

シンガポール
学生さんおすすめ

Singapore Snacks

シンガポール スナック

便利な
小袋入り

マレーシア

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

シンガポール チリプラウンロール

6箱 No.7775-0025
1箱 No.7775-0026

〈1箱あたり ¥1,000〉

¥6,000（税込 ¥6,480）
¥1,050（税込 ¥1,134）

6箱で
¥300

フィリピン／セブ島

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

お得！

セット
販売商品

〈1セット30袋入り〉

シンガポール
ハッピーフライ 90袋セット
No.7775-0028

¥4,980（税込 ¥5,378）

便利な
小袋入り

¥4,000

カンボジア

スパイシーマサラ
カシューナッツ 6袋セット

（税込 ¥4,320）

●1袋12g ●1袋サイズ約12×9cm
●シンガポール製《小麦・えび》

●1袋100g ●1袋サイズ約20×9.5cm ●インド製

サクッとした食感と、
ピリ辛カレー味が
美味。

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

ほんのり甘く、あとからカレー
風 味のスパイシーな辛さが
やってくる絶品スナック。サ
クサクとしたパイのような食
感はやみつきになります。

ベトナム

香ばしい
カシューナッツを
シンプルな塩味で。

インド

シンガポール
カシューナッツ 3缶セット
No.7775-0029

¥45

（税抜）

タイ

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

香ばしく焼き上げたカシュ
ーナッツをマサラスパイス
で味 付けしました。カレー
風味が効いたクセになるお
いしさです。

No.7775-0027

1袋あたり

小袋入りで配りやすい
エビのスナック。

ビールのおつまみにも◎！
スパイシーな
マサラ味が絶品。

ミニ バクルワディ スナック
4袋セット

¥2,600

（税込 ¥2,808）

No.7775-0030

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1袋200g ●1袋サイズ約17.5×14.5×マチ7cm
●インド製《小麦》

お酒好きな方が思わず
笑顔になるセットです。

①

②

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

タイガービール ふんわり気分セット
〈1セット10袋入り〉

No.7775-0031

¥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。

¥5,400

（税込 ¥5,832）
（通常価格 ¥5,680）

¥280
お得！

①タイガービール：330㎖×6本
（5.0度）
［シンガポール／アジア パシフィック ブルワリーズ］
②シンガポール チーズ &ナッツ：75g×1箱／オーストラリア製《乳》
※ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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スリランカ／ネパール／
ラオス／ブータン

ジャックリンクス ビーフジャーキー 10袋セット

No.7775-7032

セットで

ミャンマー

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

インドネシア／バリ

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

Singapore Foods

シンガポール フード

ココナッツ×スパイシー。
ハマるおいしさの南国麺。

エスニックなピリ辛味が
絶品の人気やきそば。

※調理例

※調理例

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

セット
販売商品

1袋あたり

セット
販売商品

1袋あたり
¥167

¥195

（税抜）

（税抜）

ラクサヌードル12袋セット
No.7775-0033

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

シンガポール風 やきそば 12袋セット

¥2,340（税込 ¥2,527）

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

No.7775-0034

¥2,000（税込 ¥2,160）

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

本場のスープを
ご自宅で手軽に。
本格的なスープ「肉骨茶」が簡単につ
くれる煮込みの素。漢方の入っている
黒バクテーに対して、
スープの色が白く、
スパイスを効かせたものを白バクテーと
呼びます。クセがなく、日本人にも食べ
やすい一品です。

シンガポール バクテーの素 6袋セット
No.7775-0035

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1袋30g
（2 〜 4人前）●粉末タイプ ●1袋サイズ約20×14.5cm
●マレーシア製
※日本語調理説明書付き ※商品に具材は入っておりません。

Raffles Hotel

飲みきり
サイズ！
配り物にも
good!

【ラッフルズホテル】

1887年の開 業 以 来、作 家の
サマセット・モーム、喜劇王チャ
ップリンなど、多くの著名人に愛
されました。誰もが一度は訪れ
たいと願う憧れのホテルです。
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ほどよい甘さと香草の香りが人
気のカヤジャムはトーストと相性
抜 群。シンガポールスタイルの
朝食をお楽しみください。

ラッフルズホテル カヤジャム
No.7775-0036

¥1,800（税込 ¥1,944）

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

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

ラッフルズホテル
シンガポールスリング 6本セット
No.7775-7037 ¥6,900（税込 ¥7,452）
●リキュール ●50㎖×6本 ●ボトル高さ約10.5cm
●17.5度〈6本箱入り〉
［オーストラリア／ピュア ビバレッジ
グループ］※日本語レシピ付き

〈6本箱入り〉

お

や

げ VOICE

①シンガポール 赤ワイン

3本 No.7775-7039
1本 No.7775-7040

〈1本あたり
¥1,800〉

3本で
¥540
お得！

重

軽

¥5,400（税込 ¥5,832）
¥1,980（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.5度〈1本ずつ簡易箱入
り〉●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シンガポール 白ワイン

タイガービール 6本セット

¥4,500（税込 ¥4,860）

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

3本 No.7775-7041
1本 No.7775-7042

〈1本あたり
¥1,800〉

辛

甘

¥5,400（税込 ¥5,832）
¥1,980（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.0度〈1本ずつ簡易箱入り〉
●ぶどう品種 :シャルドネ、ヴォオニエ、セミヨン
［オーストラリア／カセグレーン］

フィリピン／セブ島

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

No.7775-7038

①

夕焼けと朝焼けをバックに美しい姿を見せるマ
リーナベイサンズがラベルのギフトワイン。柑橘
② 系の爽やかな香りとすっきりとした飲み口の白。
コクのある豊かな味わいの赤。楽しいシンガポ
ールの旅の思い出を添えてお楽しみください。

マレーシア

お酒みやげは破損と重さが
ネックでしたが、
「おみやげ宅
配便」の利用で解決。
ありが
たいサービスですね。

（長野県／男性）

学生さんおすすめ

ワレモノ
心 配なしも
！
！

シンガポール ビール＆ワイン
み

シンガポール

Singapore Beer&Wine

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

マンゴーフルーツ

タイ

Mango Fruits

カンボジア

果物類
も
大 丈 夫！
！

カットマンゴ
ーと
ナタデココ
入り

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

シンガポール マンゴープリン

〈1箱あたり
¥800〉

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

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

ドライマンゴー 6袋セット
No.7775-0045

インド

6箱 No.7775-0043
1箱 No.7775-0044

ベトナム

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

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1袋約60g ●1袋サイズ約17.5×13.5cm ●タイ製

シンガポール 伝統菓子

いしさで
お

配りやすい食べきりサイズ。
おめでたいアジアンスイーツ
をみんなにおすそわけ。

レイヤーケーキミニ
6箱セット

No.7775-0046

No.7775-0047

¥6,800（税込 ¥7,344）
※ケーキはカットされていません。

¥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》

●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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スリランカ／ネパール／
ラオス／ブータン

マーライオン セサミクッキー 5箱セット
●1箱175g
（20粒）●1箱サイズ約15.5×21×3.5cm
●シンガポール製《卵・小麦》

気軽に配れる
ミニサイズ！

ミャンマー

おすすめ

幸せを幾重にも
重ねる、縁起菓子。

パイ生地のようなサク
サクとした生 地に、ゴ
マの香ばしい風 味が
絶品！ 甘さ控えめで、
いくつでもほおばれそ
うなおいしさです。

インドネシア／バリ

Traditional Confectionery

学生さんにおすすめ！
護

お

保

For Students
者

み

楽しい修学旅行の自由時間を有効活用できるよう、
おみやげは事前にオーダー。買い忘れもなくなり、
荷物もかさばらず移動もラクラク。

も納 得！
の方

や

げ VOICE

荷物が増えるので心配ですし、
男
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）

父母の学生旅行の心配事
修学旅行なので時間がな
いと思いました。
荷物も増え
なくてすみましたし、
ゆっくり
おみやげ選びができました。
（東京都／母）

① 誰になにを買うべきか迷ってしまう！
② おみやげ選びの時間がない！
③ 周遊型ツアーはおみやげがかさばって大変！

セット
販売商品

1袋あたり
¥217

配りやすい
個別包装

（税抜）

〈1セット12袋入り〉

どなたにも喜ばれる
濃厚マンゴーグミ。

配りやすい
個別包装

ほろ苦さと甘みが
絶妙な味わい。

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

本格的なカプチーノの風味がお口に
広がる、香り豊かなハードキャンディ。
どこか 懐 かしいコーヒーキャンディ
は、年代を問わずどなたにも愛され
るおみやげです。

ぷりぷりマンゴーグミ 12袋セット

コーヒーキャンディ 5袋セット

No.7775-0048

¥2,600（税込 ¥2,808）

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

現地でも愛される3種のおいしさ。

No.7775-0049

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1袋120g
（約36粒）●1袋サイズ約19.5×14cm ●マレーシア製《乳》
※グラム計量のため、粒数が異なる場合があります。

トートでかわいさ盛りだくさん。

登場で
新

① YAKUN

おすすめ

カヤバター
クッキー

YAKUN
カヤバタークッキー

チョコロール

②ドライマンゴー

③シュリンプロールミニ

ハッピーフライ

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

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

シンガポール 人気お配り 6袋セット
No.7775-0050

シンガポール トートバッグ入りギフトセット

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1袋3種入り：YAKUNカヤバタークッキー1袋、チョコロール2袋、ハッピーフライ1袋
●6袋簡易セット箱入り ● YAKUNカヤバタークッキー、ハッピーフライ：シンガポール製《卵・乳・
小麦・えび》、チョコロール：マレーシア製《乳・小麦》
夏季クール ※輸入時期により巾着の色が変更になる場合があります。
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No.7775-0051

¥2,600（税込 ¥2,808）

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

シンガポールみやげの焼き菓子といえばこ
れ！サクサクほろほろとした食感と、カヤバタ
ーの風味が人気のハート型クッキー。

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

ク ン

ヤ

ク ン

YA KUN 巾着入り
カヤバタークッキー 8袋セット

No.7775-0052

No.7775-0053

¥3,600

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

¥2,400

（税込 ¥2,592）

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

マンゴーの旨みを引き出すために
厳選素材を使用。パッケージは華やかなプラナカンデザイン。
内側に蝶が隠れていて、開けた時のトキメキもお届け。

パイナップルのおいしい部分だけを
使ったケーキをプラナカン柄の小箱に。シンガポール建国50周
年を記念してつくられたメモリアルな商品です。

プラナカン マンゴーショートケーキ 3箱セット

プラナカン パイナップルケーキ 3箱セット

No.7775-0054

No.7775-0055

●1箱60 g（1個）●1箱サイズ約5.5×7.5×3.5cm ●シンガポール製《卵・乳・
小麦》※輸入時期により化粧箱の色の組み合わせが変更になる場合があります。

ベトナム

¥2,300（税込 ¥2,484）

カンボジア

パステルカラーに装飾模様が
上品キュート。

タイ

小箱を開けると、ひらり、舞い飛ぶ蝶。

伝統文化に彩られた
プラナカンの歴史

フィリピン／セブ島

YA KUN カヤバタークッキー
3箱セット
（税込 ¥3,888）

マレーシア

おいしい定番を少しずつ。

学生さんおすすめ

ハートに想いを込めて。

ヤ

プラナカンとは、15世紀
頃に中国からマレー半島
にやって来た商人たちと
現地の女性たちの子孫
のこと。当時のセレブで
あった彼らは、カラフルな
お屋 敷に住み、衣 装や
雑 貨をビーズや刺しゅう
で彩り、中国、マレー、ヨ
ーロッパの文化を融合さ
せながら独自の文化を築
いていきました。明るいパ
ステルカラー、お花やつ
る草など自然をモチーフに
した繊 細な模 様や装 飾
…華やかで可憐なプラナ
カン文化に触れる素敵な
おみやげ、見つけました！

シンガポール

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

配りやすい
個別包装

¥4,200（税込 ¥4,536）

●1箱100g（1袋1個入り×2袋）●1箱サイズ約5×9.5×3cm ●シンガポール製《卵・
乳・小麦》※輸入時期により化粧箱の色の組み合わせが変更になる場合があります。

インド

女性が喜ぶ、
うるおいのコスメ
Singapore Cosmetics

ひじ、かかとに
フルーティーなうるおいを。

女性に

おすすめ

〈カモミール〉
〈白檀〉
〈ラベンダー〉

〈ローズ〉

セット
販売商品

〈ザクロ〉

ミャンマー

1コあたり
¥780

〈オリジナル〉

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

¥3,600（税込 ¥3,888）

●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

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

なまこ石けん 3コセット
No.7775-0057

¥1,900（税込 ¥2,052）

●1コ100g ●1箱サイズ約7.5×7.5×3.5cm ●マレーシア製

（税抜）

アガタ・プラダバーム 5コセット
No.7775-0058

¥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。
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スリランカ／ネパール／
ラオス／ブータン

ハンドクリーム 6本セット
No.7775-0056

インドネシア／バリ

鮮やかな花柄にも気分が上がる！

Singapore Zakka Market

シンガポール 雑貨マーケット

おしゃれな
錫製ストラップ。

キッチン空間を楽しく彩る、
マーライオン柄のタオル。

ピューター
マーライオン
ストラップ 3コセット
No.7775-0060

¥2,100（税込 ¥2,268）

●全長約9cm
（モチーフ部分約2.5×1cm）
●スズ97%、銅1.8%、アンチモニー1.2%
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

No.7775-0061

¥2,150（税込 ¥2,322）

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

マーライオンのチャームがポイント。

セット
販売商品

セット
販売商品

キッチンタオル 3枚セット

1本あたり
¥240
（税抜）

1コあたり
¥450
（税抜）

この笑顔に、癒されます。
マーライオン
ストラップ 5コセット

シンガポール
国旗ボールペン 5本セット

No.7775-0059

No.7775-0062

¥2,250（税込 ¥2,430）

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

刺繍入り巾着に、
お菓子を入れて
贈るのも◎。

旅先でも日常でも大活躍！
カラフルなエコバッグ。
丸めてコンパクトに

シンガポール 巾着
3枚セット
No.7775-0063

シンガポール
エコバッグ 3枚セット

¥1,480

No.7775-0064

（税込 ¥1,598）

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

【バティック】

※バティック製品は輸入時期により
色、柄が変更になる場合があります。

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

バティックポーチ
3サイズセット
No.7775-0066

バティック柄 鍋敷
No.7775-0065

¥900（税込 ¥972）

●約15×15cm ●表面 : 陶器、裏面 :コルク ●簡易箱入り ●中国製
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¥3,000

（税込 ¥3,240）

使い分けに
便利な３サイズ。

Batik

バティックとは日本でいうろ
うけつ染めで、ジャワ更紗
のこと。インドネシアやマレ
ーシアの伝統布です。その
オリエンタルな配色とデザ
インが人気です。

¥1,200（税込 ¥1,296）

●長さ約14cm
（モチーフ部分約2.5×1cm）
●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

¥1,000

（税込 ¥1,080） 〈小〉

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

※ワインの年代、アルコール度数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。

お

や

げ VOICE

マレーシアらしさで選んだディス
カバーマレーシアチョコレートは
味がよかったです。
自宅で食べて
もおいしかった。
（60代／女性）

学生さんおすすめ

M A L AY S I A

み

シンガポール

美しいマレーシアが
詰まった、心ときめく
チョコギフト。

マレーシア

マレ ーシア

センスのあるおみやげを
お探しならこちらがおすすめ！

ディスカバー マレーシアチョコレート

12箱
6箱
1箱

No.7775-0067

¥7,500
¥1,350

（税込 ¥1,458）

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

〈1箱あたり¥1,159〉

●1箱190g
（21粒）●1箱サイズ約16×22×2cm ●マレーシア製《乳》夏季クール

マレーシア チリプラウンロール

6箱 No.7775-0072 〈1￥箱あたり
1,000〉¥6,000

（税込 ¥6,480）

1箱 No.7775-0073

¥1,050

（税込 ¥1,134）

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

ココナッツミルクキャラメルは、職場の
人たちへのさりげないおみやげに最
適。パッケージや包み紙もおしゃれ。

ココナッツキャンディ
6袋セット

ナタデココ入り
マンゴープリン 3箱セット

No.7775-0074

No.7775-0075

¥3,800

（税込 ¥4,104）

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

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

（税抜）

便利な
小袋入り

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

マレーシア チョコロール 3箱セット

マレーシア チョコフレーク
ロシェ 6箱セット

キャメロン紅茶
ゴールドブレンド 6箱セット

（税込 ¥4,536）

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

No.7775-0078

¥3,980

（税込 ¥4,298）

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

6本で
¥500
お得！

パイナップルワイン
甘
（レイ付） 辛

〈1本あたり

6本 No.7775-7079 ￥1,897〉 ¥11,380

（税込 ¥12,290）

1本 No.7775-7080

¥1,980

（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●12.0
度〈1本ずつ簡易箱入り〉●原料：ぶどう、パイナ
ップル［アメリカ／パーディコ］※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。

●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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スリランカ／ネパール／
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（税込 ¥3,240）

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

ほのかな甘い
口あたりが魅
力のフルーツ
ワインです。

ミャンマー

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

紅茶の栽培に適した高原の避暑
地キャメロンハイランドで採れた良
質の紅茶。上品な香りと味わいは
英国王室も絶賛しています。

¥4,200

インドネシア／バリ

・
液体物
も
ワレモノ！
！
心配なし

¥700

No.7775-0077

¥4,980

（税込 ¥5,378）

1箱あたり

¥3,000

No.

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

セット
販売商品

No.7775-0076

1

売り上げ

カット
マ
ナタデ ンゴーと
ココ入
り

便利な
小袋入り

小エビを使ったピリ辛スナックはビールのお
つまみにもなる人気の一品。パ
6箱で
リパリの食感とほどよい辛みが
¥300
あと引くおいしさで、もう止まり
お得！
ません！

マレーシア

インド

（税込 ¥8,100）

1箱 No.7775-0071

お得！

ベトナム

6箱 No.7775-0070

〈1箱あたり
￥1,250〉

お得！

お得！

カンボジア

マレーシア
マンゴーチョコレートクッキー

6箱で
¥600

6箱で
¥500

¥13,900（税込 ¥15,012）
〈
1
箱あたり
¥1,297
〉
No.7775-0068
¥7,780（税込 ¥8,402）
No.7775-0069
¥1,380（税込 ¥1,490）

配りやすい
個別包装

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

12箱で
¥2,660

タイ

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

個別包装にマレー
シアの風 景を描い
た、センスが光るギ
フト用ミルクチョコレ
ートです。

フィリピン／セブ島

げ ワン ポイ
ント
みや
お

カリッと香ばしいアーモンドチョコは、
おみやげの定番です！

PHILIPPINES
フィリピン

お

みや

げ ワン ポイ
ント

リゾートではおみやげを
気にせず楽しみたいですね。
7107もの島々からなるフィリピンでは、
各
島に滞在してマリンスポーツやリゾートラ
イフを楽しむのが主流です。おみやげは
ホテル内のショップで買えますが、
種類が
限られるので事前購入も一考です。

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

フィリピン ミニチョコトリュフ

12箱 No.7775-0081
6箱 No.7775-0082
1箱 No.7775-0083

フィリピン

お得！

1

売り上げ

〈1箱あたり
￥1,080〉
〈1箱あたり
￥1,164〉

¥12,960（税込 ¥13,996）
¥6,980（税込 ¥7,538）
¥1,280（税込 ¥1,382）

No.

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

アーモンド

セット
販売商品

1袋あたり
¥750
（税抜）

20箱で
¥420
お得！

20箱 No.7775-0084 〈1箱あたり
（税込 ¥8,618）
￥399〉 ¥7,980
10箱 No.7775-0085 〈1箱あたり
¥4,200
（税込 ¥4,536）
￥420〉
●1箱20g
（1袋1個入り×4袋）●1箱サイズ約7×10.5×4cm
●フランス製《乳》 夏季クール

おすすめ商品が勢揃い！
たっぷり配れるお得なセット。
①フィリピン パイナップル
チョコレートクッキー
4箱

6箱で
¥700

お得！

フィリピン アーモンドミルクチョコレート

なめらかな口どけに思
わずうっとり。心まで甘
くとろけそうなチョコト
リュフです。職場やご
近所に配りやすいミニ
サイズです。
みんなに
配れる
ミニサイズ！

12箱で
¥2,400

セブンディー

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

シーソルト

ソルトペッパー

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

7D ドライマンゴー 6袋セット

ピリナッツ 2種セット

No.7775-0086

No.7775-0087

¥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。

4種26点 約4kg

￥19,980

セットで

¥1,260
お得！

②フィリピン
アーモンド
ミルクチョコレート
6箱

¥1,600（税込 ¥1,728）

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

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無 料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。

フィリピン らくらくバラエティ
No.7775-0088

④フィリピン
ミニチョコトリュフ
10箱
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③7D ドライマンゴー
6袋

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥21,240）

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

シンガポール

Cebu Island

セブ島

配りやすい
個別包装

学生さんおすすめ

青い海と真っ白な砂浜。
人気リゾート・セブ島からおいしい贈り物。
サクサクッと軽快な食感の
パイ、「オタップ」はフィリピ
ンの伝統的なお菓子。中で
も、シナモン味は、現地でも
人気のフレーバーです。

No.7775-0091

マレーシア

オタップ 4箱セット

¥2,400（税込 ¥2,592）

●1箱128g
（1袋2枚入り×8袋）
●1箱サイズ約11×17×5cm ●フィリピン製《卵・小麦》

6箱 No.7775-0089 〈1￥箱あたり
（税込 ¥7,992）
1,234〉 ¥7,400
6箱で
1箱 No.7775-0090
¥1,390（税込 ¥1,501） ¥940
●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

お得！

フィリピン
マンゴーチョコレート ミニ
No.7775-0092

高い、小さい、
でもおいしい!!

約 ㎝

フィリピン パイナップル チョコレートクッキー

ビターチョコにドライマンゴーを
フィリングした、高級感あふれ
る一品。チョコのほろ苦さとマ
ンゴーの甘みがベストマッチ。

フィリピン／セブ島

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

8.5

¥1,020（税込 ¥1,101）

●1箱50g（1袋1枚入り×6袋）●1箱サイズ約8.5×8.5×
2.5cm ●フィリピン製 夏季クール

約8.5㎝

タイ

フィリピン 伝統菓子

ビジネスクラスでも
提供されるナッツ菓子。

伝統のクッキーを、
チョコとライスクリスプで
アレンジ。
口に含むとほろりとくずれる落雁風
チョコがけ焼き菓子。ライスクリス
プ入りで、サクサクした食感がいい
アクセントです。

配りやすい
個別包装

ラプソディーパイ 2箱セット

チョコレートポルボロン 3箱セット

No.7775-0093

No.7775-0094

¥3,400（税込 ¥3,672）

No.7775-0096

¥3,800（税込 ¥4,104）

●1本4g ●1本サイズ約直径2×高さ6.5cm ●化粧箱入り
●フィリピン製

かわいくて実用性も備えた、
大容量のエコバッグを3枚セットに。

フィリピン エコバッグ 3枚セット
No.7775-0097

¥3,000（税込 ¥3,240）

●エコバッグ本体：約42×50ｃｍ、持ち手高さ約25ｃｍ ●マチなし
●ポリエステル ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製
※輸入時期によりボタンの色が変更になる場合があります。
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No.7775-0095

ミャンマー

甘いココナッツの香りが、ほのかに漂ううるおい
成分配合のリップクリーム。

リップクリーム 5本セット

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

実力派エコバッグ。

丸めて
コンパクトに

シルカ パパイヤ石けん
6コセット

¥4,900（税込 ¥5,292）

使いやすさを追求した
インドネシア／バリ

ころんと丸いケースも
キュート。

インド

フィリピンで有名なパパイヤ
酵 素 入り石けんです。洗う
たびに香る心 地よさ。ご自
分のおみやげにも、どうぞ。

¥3,600（税込 ¥3,888）

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

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

香りにうっとり、洗い上がり
しっとり。

ベトナム

フィリピンビコール地方でしか採れ
ない美容にうれしいと話題のピリナ
ッツを使用。サクサクとしたパイ生
地にナッツを織り込み、ハニーシロ
ップで包んだ上品な味わいです。

配りやすい
個別包装

カンボジア

Traditional Confectionery

THAILAND
タイ

タイのおみやげ、
ここに注意！

タイ

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

1

売り上げ

お

No.
み

や

げ

人気のワケ①
タイのシンボル「ワット
・アルン」寺院
の風 景 が 印 象 的なパッケージ。
旅の感動を伝えてくれます。

VOICE

以前は現地で購入していましたが、
持
ち帰りが大変で重いのが困ります。
エ
レファントマカデミアチップチョコレー
トはおいしく、渡した方からの評判も
よかった。
便利だったのでまた機会が
あれば利用したいと思います。

（60代／男性）

人気のワケ②
タイをイメージした
配りやすい
個別包装
ゴールドの個別包装。
配りやすいと評判です。

タイらしさ＆愛らしさ満点！
誰もが喜ぶ大人気おみやげ。
香ばしいナッツ＆チョコのおいしい組み合わせ。ナッツはクラッシュタイプ
なので食べやすく、ボリューム感もいうことなし。輝くワットアルンが思い出
を飾ります。

タイを
象徴する
象の形が
かわいい！

エレファント マカデミアチップチョコレート

12箱 No.7775-0098 〈1箱あたり ¥1,284〉¥15,400（税込 ¥16,632）
6箱 No.7775-0099 〈1箱あたり ¥1,367〉 ¥8,200（税込 ¥8,856）
1箱 No.7775-0100
¥1,450（税込 ¥1,566）
●1箱200g
（1袋1粒入り×20袋）●1箱サイズ約14.5×26×3.5cm
●マレーシア製《乳》 夏季クール

12箱で
¥2,000

上品な甘さの
ミルクチョコに、
食べやすく
砕いたナッツ入り。

6箱で
¥500

お得！

お得！

象がモチーフの
クッキーギフト。

配りやすい
個別包装

生 地のサクサク感とナッツとバタ
ーの風味、ほどよい甘さが絶妙な
バランス。美しい宮殿のパッケー
ジもおみやげにぴったり。

12箱で
¥1,680

エレファント マカデミアナッツクッキー

12箱 No.7775-0101
6箱 No.7775-0102
1箱 No.7775-0103

〈1箱あたり
¥1,150〉
〈1箱あたり
¥1,200〉

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

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

6箱で
¥540
お得！

シンガポール

リッチな大人のアソートチョコ。

ホワイトチョコ＆
ココナッツトリュフ

パッションフルーツ
＆オレンジ

キャラメル
ムース

ダブルミルク
ヘーゼルナッツ
クリーム

キャラメル＆
海塩

タイ ミニアソートチョコレート

6箱 No.7775-0104
1箱 No.7775-0105

〈1箱あたり ¥792〉

6箱で
¥350
お得！

¥4,750（税込 ¥5,130）
¥850（税込 ¥918）

かわいい象のイラスト缶も魅力的。

ポテトチップス？
！いいえチョコレートです。

フィリピン／セブ島

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

マレーシア

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

ココナッツ
トリュフ

学生さんおすすめ

スムース
キャラメル

ミルク
ライス
チョコレート クリスプ

タイ

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

6缶で
¥600

6缶 No.7775-0106
1缶 No.7775-0107

〈1缶あたり ¥1,250〉

¥7,500（税込 ¥8,100）
¥1,350（税込 ¥1,458）

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

タイ チョコチップス

6個 No.7775-0108
1個 No.7775-0109

6個で
¥500
お得！

〈1個あたり ¥1,067〉

¥6,400（税込 ¥6,912）
¥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

インド

みんなに配りやすい、
タイのかわいいプチギフト

セット
販売商品

1箱あたり
¥325
（税抜）

1箱あたり
¥665
（税抜）

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

タイ ミニチョコレート
4種12箱セット
No.7775-0111

ミルク
チョコレート

マカデミアナッツ
チョコレート
ヘーゼルナッツ
チョコレート

アーモンド
チョコレート

¥3,900（税込 ¥4,212）

●1箱50g
（4粒）●4種：ミルクチョコレート、アーモンドチョコレート、マカデミアナッツチョコレー
ト、ヘーゼルナッツチョコレート 各3箱 ●1箱サイズ約9.5×15×2.5cm
●マレーシア製《乳》夏季クール
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¥3,990（税込 ¥4,309）

配りやすい
個別包装

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

ミャンマー

エレファント マカデミアナッツ クッキー
ミニ 6箱セット
No.7775-0110

インドネシア／バリ

セット
販売商品

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

ベトナム

お得！

エレファント チョコウエハース

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！

カンボジア

配りやすい
個別包装

Thai Snacks

個性派スナック勢揃い！

タイ スナック

食べ出したら
とまらない旨さ
！

便利な
小袋入り

エビの風味が香るタピオカベースのチップスは、にんにくとブ
ラックペッパーの効いたスパイシーなおいしさが魅力です。

食べやすいひとくちサイズ。次から次へと食べたく
なる、
くせになる辛さです。

タイ シュリンプチップス

タイ チリプラウンロール

12缶 No.7775-0112 〈1缶あたり
（税込 ¥6,156）
￥475〉¥5,700
〈1缶あたり
6缶 No.7775-0113 ￥500〉¥3,000（税込 ¥3,240）

12缶で
¥300
お得！

●1缶100g ●1缶サイズ約直径10×高さ22cm ●6缶ずつ簡易セット箱入り
（個別包装なし）●タイ製《えび》※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

6箱 No.7775-0114
1箱 No.7775-0115

6箱で
¥300
お得！

¥6,000（税込 ¥6,480）
¥1,050（税込 ¥1,134）

〈1箱あたり ￥1,000〉

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

カシューナッツ
えび

セット
販売商品

自社農園で収穫する
新鮮なカシューナッツ
を、人 気 の 味3種 類
でお届けします。お
酒のおつまみ、おや
つにどうぞ！

1袋あたり
¥445
（税抜）

タイハーブ

トムヤムスープ味に仕上げたピリ辛カシューナッ
ツ。スパイスが効いています！

うす塩

タイ トムヤムクリスプ 4袋セット

黒コショウ

タイライム＆チリ
〈化粧セット箱入り〉

タイ カシューナッツ 3種セット

No.7775-0116

¥1,780（税込 ¥1,922）

●1袋70g ●1袋サイズ約16×15.5×4.5cm ●タイ製《えび》
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

No.7775-0117

おいしさ自慢のおすすめ
6種21点 約5.7kg セットで
¥1,830
みやげをたっぷりご用意しました。
②エレファント
マカデミアナッツクッキー 5箱

¥3,200（税込 ¥3,456）

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

￥19,980

①エレファント マカデミアチップ
チョコレート 6箱

お得！

③タイ シュリンプチップス 6缶

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無 料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。
タイ らくらくバラエティ
No.7775-0118

⑤タイチリプラウン
ロール 1箱

⑥タイランド マンゴープリン 2箱
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④エレファント
チョコ
ウエハース
1缶

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥21,810）

①エレファント マカデミアチップチョコレート
200g
（1袋1粒入り×20袋）
×6箱／マレーシア製
②エレファント マカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×5箱／マレーシア製
③タイ シュリンプチップス 100g×6缶／タイ製
④エレファントチョコウエハース
150g
（1袋1個入り×15袋）
×1缶／マレーシア製
⑤タイチリプラウンロール 125g
（1袋25g
〈約12粒〉
×5袋）
×1箱／マレーシア製
⑥タイランド マンゴープリン 240g
（80g×3カップ）
×2箱／マレーシア製
夏季クール 《卵・乳・小麦・えび》

シンガポール

デパートや高級スーパーの売れ筋。

学生さんおすすめ

トムヤム味がタイらしい、新感覚の味付のりスナッ
ク。お酒のおつまみに◎！

No.7775-0119

¥3,720（税込 ¥4,017）

●1袋15g
（約8枚）●1袋サイズ約20×13×4cm 		
●タイ製 《えび》 ※輸入時期によりパッケージデザインが変更
になる場合があります。

ミルクチョコレートをコ
コナッツミルクのワッフ
ル生 地で挟んだ、評
判のお菓子。

セット
販売商品

1袋あたり

ココナッツワッフル
ミルクチョコ味 3箱セット

¥250
（税抜）

タロイモチップス 10袋セット
No.7775-0120

No.7775-0121

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1袋32g ●1袋サイズ約18×13×5cm ●タイ製《乳・小麦》

¥3,000（税込 ¥3,240）

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

フィリピン／セブ島

タイ のりスナック トムヤム味
12袋セット

マレーシア

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

タイ
カンボジア

セット
販売商品

1袋あたり
（税抜）

タイ ココロール 3箱セット
No.7775-0122

¥2,950（税込 ¥3,186）

②エレファント マカデミアナッツ
クッキー 6箱

トムヤムクラッカー ミニ 12袋セット
No.7775-0123

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1袋20g ●1袋サイズ約19.5×14.5cm ●タイ製

9種37点 約7.9kg

￥29,980

セットで

¥3,390
お得！

③エレファント
マカデミアナッツ
クッキーミニ 6箱

⑨タイ
シュリンプ
チップス
6缶

プーケット マンゴーチョコレート
6箱セット

④タイ
チリプラウン
ロール 1箱

No.7775-0124

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無 料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。

タイ とくとくバラエティ

①エレファント マカデミアチップチョコレート 200g（1袋1粒入り×20袋）
×6箱／マレーシア製
②エレファント マカデミアナッツクッキー 160g
（1袋1枚入り×16袋）
×6箱／マレーシア製
③エレファント マカデミアナッツクッキーミニ 80g
（1袋1枚入り×8袋）
×6箱／マレーシア製
④タイ チリプラウンロール 125g
（1袋25g〈 約12粒〉
×5袋）
×1箱／マレーシア製
⑤タイドライマンゴー 約60ｇ×6袋／タイ製
⑥タイ チョコチップス 116g
（36枚）
×2個／ベルギー製
⑦タイランド マンゴープリン 240g
（80g×3カップ）
×1箱／マレーシア製
⑧エレファントチョコウエハース 150g
（1袋1個入り×15袋）
×3缶／マレーシア製
⑨タイ シュリンプチップス 100g×6缶／タイ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・えび》
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⑦タイランド マンゴープリン 1箱

⑤タイ
ドライマンゴー
6袋
⑥タイ チョコチップス 2個

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥33,370）

ミャンマー

No.7775-0125

⑧エレファント
チョコウエハース3缶

¥7,600（税込 ¥8,208）

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

インドネシア／バリ

おすすめ商品が勢揃い！
たっぷり配れるお得なセット。

食べきりサイズのトムヤム味
のライスクラッカー。辛味、酸
味、複雑な香りが特徴で、ひ
とくち食べるとやみつきに。

インド

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

①エレファント
マカデミアチップ
チョコレート 6箱

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

¥192

ベトナム

ココナッツとゴマの香
りが 絶 妙なタイの伝
統焼き菓子。何層に
も重ねたサクサク感
がたまりません。

Tropical Fruits

ジューシーな南国フルーツのおいしさが大集合！！

トロピカルフルーツ

フルーツ王国ならではの、
トロピカルフルーツを使ったおみやげをご紹介。
色鮮やかなおみやげは見ているだけでハッピーになれそう
！

果物類
も
大 丈 夫！
！

セット
販売商品

カットマンゴーと
ナタデココ入り

1本あたり
¥134
（税抜）

独特な芳香で知られ
るマンゴーの果肉と、
ナタデココを合わせま
した。南国風味あふ
れるぜいたくなデザ
ートです。

6箱で
¥480

タイランド マンゴープリン

お得！

6箱 No.7775-0126〈1箱あたり
¥800〉¥4,800（税込 ¥5,184）
1箱 No.7775-0127
¥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》

旬のフレッシュマンゴーをお届け。

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

濃厚な甘さの「ナムドクマイ種」、甘さと酸味が調和
した「マハチャノ種」。シーズンに応じて、2種類の
品種からお届けします。

タイ マンゴー

タイ マンゴードリンク
6本セット
No.7775-0128

果汁30％

¥800（税込 ¥864）

●1本180㎖ ●1本サイズ約4×4×10cm ●ストロー付き
●タイ製

別 送

No.7775-8129

¥7,750（税込 ¥8,370）

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

配りやすい
個別包装

マンゴスチン ロンガン

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

タイ ドライパイナップル
チョコディップ 3箱セット
No.7775-0130

¥4,560（税込 ¥4,924）

●1箱90g
（1袋1枚入り×約11袋）
●1箱サイズ約11×20×3.5cm ●タイ製《乳》 夏季クール
※グラム計量のため袋数が異なる場合があります。※輸入時期
によりパッケージデザインが変更になる場合があります。
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タイ ドライマンゴー 6袋セット
No.7775-0131

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1袋約60g ●1袋サイズ約17.5×13.5cm ●タイ製

甘さと酸味の
バランスがよく、
香り際立つ逸品。

ジム・
トンプソンは、アメリカ
人ジム・
トンプソンが1948
年に創設。
タイシルクの美し
さに魅了された彼は、
タイシ
ルクに関わる農家と地方経
済を支援する農場をつくっ
て産業を再生し、世界的に
評価の高いブランドに育て
上げました。
タイシルク製品
だけでなく、外国人旅行者
向けの「JIM THOMPSON
FARM 」ブランドも展開し
ていて、
ドライフルーツやス
ナックなどの食品を発売。
直営店だけでなく、有名デ
パートの専用コーナーで、
信頼できるタイ旅行おみや
げとして評判です。

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

ラン
ブータン

マンゴー パイナップル

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

冷凍トロピカルフルーツ 5種セット
No.7775-0132

別送冷凍

¥6,500（税込 ¥7,020）

●マンゴスチン約500g（約6個）
、ロンガン約500g（約43 〜 48
個）
、
ランブータン約500g
（約10 〜 12個）
、
マンゴー約500g
（約
5枚）
、パイナップル約300 〜 350g
（1個）●タイ産
※賞味期限：お届け後、冷凍で約60日間保存が可能です。
※グラム計量のため数量は異なる場合があります。

ピリッと辛く、カリカリ食感。
手が止まらないおいしさ。

さわやかな味わいのタイ産マンゴーを独
自の加工でやわらかく仕上げ。味と香り
が秀逸で、パッケージもジム・トンプソン
らしくスタイリッシュ。

良質のカシューナッツを使い、タイ風のス
パイシー味に。一度食べたらクセになり、
お酒が進みます。おしゃれな缶でパーテ
ィーにもぴったり。

ジム・トンプソン ドライマンゴー

ジム・トンプソン カシューナッツ

No.7775-0133

No.7775-0134

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1箱150g ●1箱サイズ約12.5×12.5×3.5cm ●タイ製

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1缶130g ●1缶サイズ約直径8.5×高さ8cm ●タイ製《乳・えび》

※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。

新しいおいしさ発見！
自宅で楽しむタイ料理。
温める
だけ！

お手軽に本物の味を
！
私もおすすめします。

マレーシア

氏家アマラー昭子
タイ料理研究家。1967～
69年、
バンコクに滞在。以
降、
宮廷レストラン
「ブサラ
カム」のチーフシェフに師
事、
現在もタイ料理への造
詣を深めている。

グリーンカレー

レッドカレー

イエローカレー

スパイシーな辛さの中
に甘みを感じる奥深い
味。
タイでは最も人気。

辛みの中にコクのある豊
かな味わい。
グリーンとイ
エローの中間の辛さ。

じゃがいもや人参の甘
みを生かし、
辛さを抑え
たマイルドな味わい。

タイ レトルトカレー 3種12箱セット
No.7775-0135

鶏肉のガパオ炒め 6箱セット

No.7775-0136

No.7775-0137

¥3,780（税込 ¥4,082）

トムヤムクン 5袋セット
No.7775-0138

¥2,800（税込 ¥3,024）

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

セット
販売商品

インスタントとは思えない
おいしさ
！

1本あたり
（税抜）

ローストガーリック

No.7775-0139

¥2,980（税込 ¥3,218）

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

ほどよい辛さの本格スープがお湯を注ぐだけで
完成。マッシュルーム＆野菜がたっぷり。香草が
味わいのアクセントです！

タイ トムヤムカップスープ 6個セット
No.7775-0140

¥2,000（税込 ¥2,160）

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

ナンプラー
6本セット
No.7775-0141

¥1,700（税込 ¥1,836）

●1本60㎖ ●1本サイズ約直径3×高さ12cm ●簡易セット箱
入り
（個別包装なし）●タイ製 ※日本語調理説明書付き
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タイ
インスタントヌードル 2種6パックセット

ミャンマー

お手軽派にはこちら。
具だくさんがうれしい！

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

インドネシア／バリ

¥284

お 湯を注 い で 湯 切り
し、ソースを絡めるだけ
でスパイシーヌードルの
できあがり。お手 軽な
エスニックフードです。

パッタイ

インド

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

ベトナム

プーパッポンカリー 6箱セット

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

カンボジア

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

タイ

本場のトムヤムクンが
らくらく出来上がり。

煮込む
だけ！

タイのシーフードメニュー
の中では、定番となってい
る蟹と卵のスパイシーカレ
ー。現 地レシピの本 格 的
な味が、温めるだけでご自
宅でも手軽に楽しめます。

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

¥4,700（税込 ¥5,076）

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

温める
だけ！

¥3,780（税込 ¥4,082）

フィリピン／セブ島

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

温める
だけ！

学生さんおすすめ

タイ ローカルフード

シンガポール

Thai Local Foods

仲良しグループには、インスタ映えなおみやげがキマリ！
ほんの
り
ハニー
味。

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

タイ ハイビスカス箱入り
フルーツキャンディ 5箱セット

白い身の部分を乾燥させて揚げたポリポリの
スナックに、ココナッツ型容器。オールココナッ
ツで人気いただき
！

セット
販売商品

1箱あたり
¥500
（税抜）

No.7775-0142

タイ ココナッツフレーク 3個セット

¥2,500（税込 ¥2,700）

No.7775-0143

●1箱約40g
（8粒）●4種 :ラズベリー､ピーチ、マンゴー、
レモン／ライム
●1箱サイズ約6×6×7cm ●ベルギー製 ※種類の指定はできません。

お

タイ リカー

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

笑顔になれる、
やさしい味のワイン。

重

軽

エレファント 赤ワイン

3本 No.7775-7144
1本 No.7775-7145

お得！

¥5,400（税込 ¥5,832）
¥1,980（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.5度〈1本ずつ簡易箱入り〉
●ぶどう品種：シラーズ、カベルネソーヴィニヨン、
メルロー
［オーストラリア／カセグレーン］
※輸入時期によりキャップ形状が変更になる場合があります。

①

みや

げ ワン ポイ
ント

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

長期熟成させた深みの
ある味。

3本で
¥540

〈1本あたり
¥1,800〉

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1個40g ●1個サイズ約最大直径7×高さ12cm
●簡易セット箱入り ●マレーシア製

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

タグ付き

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

サンソン タイリカー
No.7775-7148

¥2,100

（税込 ¥2,268）

●スピリッツ ●700㎖ ●ボトル高さ約29.5cm

②

〈化粧箱入り〉
［タイ／ベストスピリッツ］
〈化粧箱入り〉 ●40.0度

料理とのハーモニーを楽しんで。
肉料理におすすめしたいスパイシーな赤ワイン。シーフー
ドにぴったりのエキゾチックな白ワイン。どちらも土着品種
を使った果実味あふれるおすすめワインです。

①モンスーンバレー 赤ワイン

重

軽

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

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

②モンスーンバレー 白ワイン

メコン タイリカー

No.7775-7146

No.7775-7147

¥1,850（税込 ¥1,998）

辛

甘

¥1,850（税込 ¥1,998）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●12.0度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：マラガブラン他
［タイ／モンスーンバレー］
※輸入時期によりボトルの色が変更になる場合があります。
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マイルドな甘みが
タイ料理にベストマッチ。

No.7775-7149

¥3,100

（税込 ¥3,348）

●スピリッツ ●700㎖ ●ボトル高さ約28cm

〈化粧箱入り〉 ●35.0度
〈化粧箱入り〉
［タイ／ベストスピリッツ］

※ワインの年代・アルコール度数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。

シンガポール
学生さんおすすめ

Thai Cosmetics

タイ コスメ

マレーシア

カタワ アロマソープ 3コセット

マンゴスチン石けん 3コセット
No.7775-0151

No.7775-0152

¥2,600（税込 ¥2,808）

¥3,000（税込 ¥3,240）

●約90g×3コ ●レモングラス、
シトラス、マンゴー 各1コ ●石けん、袋：ポリエステル、花部分：紙
●各オーガンジー巾着袋付き ●タイ製

●1コ100g ●1箱サイズ約8.5×6.5×3.5cm ●個別箱入り ●タイ製
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

タイ

Thai Zakka Market

思わずほほえむ、愛らしいタイ雑貨。

1コあたり
¥396
（税抜）

豊富な香り＆カラー
の中から何が届くか
ワクワク・ドキドキの
楽しいアロマギフト
です。

セット
販売商品

1箱あたり
¥500
（税抜）

アロマキャンドル 6箱セット

No.7775-0153

No.7775-0154

¥1,980（税込 ¥2,138）

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

¥3,000（税込 ¥3,240）

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

タイ 象ストラップ 3コセット
No.7775-0155

¥1,800（税込 ¥1,944）

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

セット
販売商品

1コあたり
¥300
（税抜）

ゾウさんストラップ 5コセット
No.7775-0156

¥1,500（税込 ¥1,620）

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

セット
販売商品

セット
販売商品

1コあたり

1コあたり

※商品にアクセサリー
は含まれません。

手ざわりのよいシルクで
¥467
（税抜）
仕上げました。カードや
宝石のケースにも活躍しそう。

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

タイシルク リップケース 4コセット

タイ 象ポシェット 3コセット

No.7775-0157

No.7775-0158

ベンジャロン焼 小物入れ

¥525
（税抜）

¥2,100（税込 ¥2,268）

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

No.7775-0159

¥2,500（税込 ¥2,700）

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

ベンジャロン焼
ぞうさん調味料入れセット
No.7775-0160

¥4,500（税込 ¥4,860）

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

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

¥1,400（税込 ¥1,512）

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

ミャンマー

タイのシルク
小物がお好きな方へ、ぜ
ひおすすめ。独特な絵
柄や色の組み合わせは、
やはりタイシルクならで
は。印かん入れとしても。

インドネシア／バリ

ベンジャロン焼きは、王室御用達として発展してきたタイを代表する焼き物。自然の文様を金色で
ふんだんに縁取り、美しく、きらびやか。おみやげにぴったりの雑貨を厳選しました。

インド

ぞうさんアロマお香 5コセット

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

タイではなくてはなら
ない 存 在 の 象さん
を、かわいいストラッ
プにしました。女性や
ちびっ子が喜びそう
！

ベトナム

セット
販売商品

カンボジア

タイ 雑貨マーケット

こんなにかわいいお
香 立て見たことあ
る？女子受け間違い
なしの本格アロマの
プチギフトです。

フィリピン／セブ島

エッセンシャルオイルと植物油、ハーブを使った完全ハンドメイドの石けん。
女友だちにおすすめ！

東南アジアに多く育つ熱帯植物マンゴスチンのエキス
（保湿成分）を配合。お肌を明るく洗い上げ、
うるおいを
与えます。タイの有名スパ「SATIRA」で使用。

アンコールワットと微笑みの遺跡が
心に残るおみやげです。

CAMBODIA
カンボジア

事前のおみやげ計画で
ゆっくり観光を楽しんで。
カンボジアは想像以上に暑いので、
チョコレートなどの溶けが心配です。
ま
た、現地でおみやげを購入できるところ
は限られているので、事前にショッピン
グ計画を立てておくといいですよ。

カンボジア

1

売り上げ

No.

マカデミアナッツをミルクチョコレー
トで包みました。香ばしさとまろや
かなチョコレートの風味がとけあ
います。

カンボジア マカデミアナッツチョコレート

6箱 No.7775-0161
1箱 No.7775-0162

〈1箱あたり
¥1,292〉

¥7,750（税込 ¥8,370）
¥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

6箱で
¥530
お得！

やげらし

で
さ

おみ

思い出の語らいも
はずむ、軽いおいしさ。
サクサクとした口あたりのウエハース
をチョコレートでコーティングしました。
コーヒーブレイクやティータイムのお供
にどうぞ。

おすすめ

内戦前、世界一おいしいと
いわれたカンボジアの胡椒
を、カンボジアの人々が 再
現。幻の味をお試しあれ！

配りやすい
個別包装

カンボジア チョコウエハース 6箱セット
No.7775-0163

カンボジア ペッパー 3個セット

¥4,380（税込 ¥4,730）

No.7775-0164

¥1,950（税込 ¥2,106）

●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。

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

おすすめ商品が勢揃い！
たっぷり配れるお得なセット。

セットで

4種18点 約4.5kg

￥19,980

¥480
お得！

①カンボジア マカデミア
ナッツチョコレート 5箱
②カンボジア
チョコウエハース
6箱

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無 料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。
カンボジア らくらくバラエティ
No.7775-7165

③カンボジア
赤ワイン 1本
④アンコールクッキー 6箱
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¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥20,460）

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

シンガポール
学生さんおすすめ

ペッパーナッツ 2袋セット

アンコールクッキー 6箱セット

No.7775-0166

¥2,600（税込 ¥2,808）

●1袋100g ●1袋サイズ約21×14.5cm ●カンボジア製
※輸入時期により、パッケージデザインが変更になる場合があります。

No.7775-0167

¥7,200（税込 ¥7,776）

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

カンボジアの国民的ビール。
①

②

タイ

アンコールワットの
ラベルが印象的。

フィリピン／セブ島

カンボジア産カシューナッツを使い、
手づくりで焼き上げる人気クッキー
です。

マレーシア

黒胡椒でピリッと味付けしたカンボジア産ナッツは、
ビールのおつまみに。

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

カンボジア

3本で
¥540
お得！

〈6本ケース入り〉

カンボジア 赤ワイン

重

軽

〈1本あたり
¥1,800〉

¥5,400（税込 ¥5,832）
¥1,980（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.5度〈1本ずつ簡易箱入り〉
●ぶどう品種：シラーズ、カベルネソーヴィニヨン、
メルロー［オーストラリア／カ
セグレーン］※輸入時期によりキャップ形状が変更になる場合があります。

アンコールビール 2種6本セット
No.7775-7170

¥5,000

（税込 ¥5,400）

●ビール ●330㎖ ●ボトル高さ約23cm ●2種 : ①ラ
ガービール ②スタウトビール 各3本 ●①5.0度 ②8.0度
〈6本ケース入り〉
［カンボジア／カムブリュー］

インド

3本 No.7775-7168
1本 No.7775-7169

ベトナム

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

ラガーはなめらかで爽やかな苦み。スタウト
はローストした大麦を使用。世界遺産のア
ンコールワットの名をつけたカンボジアきって
のビールです。

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

インドネシア／バリ

カンボジアコスメ
ハンドメイドのココ
ナッツ 石 け ん で
す。泡立ちがよく、
洗い上がりもなめ
らか。ハチミツ入り
でお肌にうるおい
を与えてくれます。

マンゴー

No.7775-0171

ココナッツ

¥1,380（税込 ¥1,490）

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

カンボジア石けん 3コセット
No.7775-0172

¥2,300（税込 ¥2,484）

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

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

26

スリランカ／ネパール／
ラオス／ブータン

カンボジア リップバーム ２コセット

ミャンマー

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

鮮やかな赤とレトロ感あるデザインが
魅力的。

VIETNAM
ベトナム

ご当地お菓子は
おみやげにぴったり！
南北で気候の異なるベトナムですが、
高温多湿の南部ではチョコレートなど
の保管に要注意です。お菓子のおみ
やげとしては、現地で人気のカラメルウ
エハースがおいしくておすすめです。

ベトナム

1

カリッと香ばしいマカデミアナッツとチョコレート
の黄金コンビ。誰もが納得、おいしいおみやげ
のベストセラーです。

人気のワケ①
世界遺産ハロン湾が雄大なパッ
ケージ。ベトナム国旗の赤をバック
に、
アオザイ姿の女性が花を添え
ます。

売り上げ

No.

12箱で
¥2,060

人気のワケ②

6箱で
¥820

お得！

香ばしいナッツとまろやかなミルク
チョコがベストマッチ。

お得！

ベトナム マカデミアナッツチョコレート

12箱 No.7775-0173〈1箱あたり ¥1,399〉 ¥16,780（税込 ¥18,122）
6箱 No.7775-0174〈1箱あたり ¥1,434〉 ¥8,600（税込 ¥9,288）
1箱 No.7775-0175
¥1,570（税込 ¥1,695）
●1箱198g
（18粒）●1箱サイズ約15×27×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

配りやすい
個別包装

リッチで美味なる
チョコトリュフ。
大人テイストの上品な甘さ
がお口の中で広がります。

6箱で
¥440
お得！

ベトナム チョコトリュフ

6箱 No.7775-0176
1箱 No.7775-0177

〈1箱あたり ￥1,397〉

¥8,380（税込 ¥9,050）
¥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

ベトナム
カシューナッツチョコレート 3箱セット
No.7775-0178

おみ

おすすめ

ベトナム ミルクチョコレート 6箱セット

¥3,980（税込 ¥4,298）

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

27

やげらし

で
さ

鮮やかなグリーンの
パッケージからチョコ
の形まで、ありそうで
なかった新商品。ク
セがなく食べやすい
味です。

No.7775-0179

¥7,800（税込 ¥8,424）

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

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

シンガポール

ベンタイン
市場の風景

学生さんおすすめ

聖母マリア教会

上蓋を開けると
楽し い 立 体 的
な風景写真が
現れます。

伝統芸能の
水上人形劇

配りやすい
個別包装

マンゴー ココナッツ パイナップル

ベトナム
トロピカルフルーツクッキー

12箱
6箱
1箱

¥1,500
お得！

No.7775-0180

〈1箱あたり ¥1,075〉

No.7775-0181

〈1箱あたり¥1,134〉

No.7775-0182

フタを開けると
ベトナムの街が登場！

6箱で
¥400

フィリピン／セブ島

南国フルーツの代名詞 “ マンゴー・パイ
ナップル・ココナッツ” 風味のクッキー！フ
ルーツ好きな方へ贈りたいおいしさです。 12箱で

マレーシア

南国フルーツの
クッキーギフト。

配りやすい
個別包装

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

お得！

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

ベトナム 風景ラスク 4箱セット
No.7775-0183

¥5,200（税込 ¥5,616）

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

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

タイ

V i e t n a m

カ ラ メ ル
ウエ ハ ース

ナッツやゴマなどをキャラメルで
コーティング

1袋あたり
¥550
（税抜）

サクッと香ばしい味は、
あと引くおいしさ。 12箱で
¥820
ティータイムにおすすめです。

食べやすく4等分に。手軽
にみんなにおすそわけ。

お得！

ベトナム カラメルウエハース

ベトナム カラメル

ウエハース

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

⑥ベトナム
トロピカル
フルーツ
クッキー 3箱

￥19,980

セットで

¥1,540
お得！

②ベトナム
マカデミア
ナッツチョコレート
2箱

⑤ベトナム
フォー
2種 10袋

④ベトナム
カラメル
ウエハース
ミニ 6袋

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無 料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。
ベトナム らくらくバラエティ
No.7775-0187

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥21,520）
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①ベトナム チョコトリュフ
100g
（1袋1粒入り×20袋）
×4箱／フランス製
②ベトナム マカデミアナッツチョコレート
198g
（18粒）
×2箱／アメリカ製
③ベトナムカシューナッツ 30g×10袋／ベトナム製
④ベトナム カラメルウエハースミニ 100g×6袋／ベトナム製
⑤ベトナムフォー
65g
（2種：チキン味、エビ&カニ味 各5袋）
×1セット／ベトナム製
⑥ベトナムトロピカルフルーツクッキー
150g
（1袋1枚入り×24袋）
×3箱／ベトナム製
夏季クール《卵・乳・小麦・えび・かに》

ミャンマー

③ベトナム
カシュー
ナッツ 10袋

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

インドネシア／バリ

①ベトナム
チョコトリュフ 4箱

6種35点 約3.5kg

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

インド

おすすめ商品が勢揃い！
たっぷり配れるお得なセット。

ベトナム

ウエハースミニ 6袋セット
12箱 No.7775-0184 〈1箱あたり
（税込 ¥10,778）
¥832〉¥9,980
〈1箱あたり
6箱 No.7775-0185 ¥900〉¥5,400（税込 ¥5,832） No.7775-0186
¥3,300（税込 ¥3,564）

カンボジア

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

セット
販売商品

Vietnam Gourmet

やっぱりおいしい！
ローカルグルメの
詰め合わせ。

ベトナム グルメ

生鮮食
品
大 丈 夫！も
！

※写真は全て調理例です。

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

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

ベトナム 海鮮グルメ 4種セット

別送冷凍

No.7775-8188

¥7,980（税込 ¥8,618）

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

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

［セット内容と調理方法］

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

〈えび春巻〉

〈たこ春巻〉

〈海鮮プリプリ春巻〉

〈エビ餃子〉

冷凍のままのえび春巻
を約160℃の油で約4
分揚げてください。

冷 凍のまま約160 ℃
の油で約4分揚げてく
ださい。

冷凍のまま約160℃の
油で約3分半揚げてく
ださい。

冷 凍のまま強 火で
約6 〜 7分蒸してく
ださい。

Vietnam Local Foods
お

ベトナム ローカルフード
み

や

げ VOICE

現地で購入したものがおいしく、
食
べきってしまったので注文した。乾
麺で長持ちしそうなのもよかった。
い
くつか自宅で食べて、
それ以外はお
みやげとして配りました。
（男性）
友人へのおみやげに手軽で渡しや
すそうだったので購入。
家族に評判
よくて、
主におみやげ用に購入しま
したが半分食べてしまいました。
（50代／男性）

フレッシュな味と香りはそのまま
！
大きなサイズで食べごたえのあるドラ
イマンゴー。甘酸っぱいナチュラルな
風味がギュッと凝縮されています。

ベトナム
ドライマンゴー 3袋セット
No.7775-0190

¥2,000（税込 ¥2,160）

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

おつまみ、おやつ、肉料理に。
油でサッと揚げるだけ。ベト
ナムに工場を持つフランスの
会社が、フランスの品質で、
ベトナムの価格で提供
している商品です。

体がホッとするやさしい味。
ベトナムの国民食フォー。お米からつくった平らな麺は、の
ど越しのよさがたまりません。麺を油で揚げていないので、
とてもヘルシー。
セット
販売商品

1袋あたり
¥180
（税抜）

エビ＆カニ味

チキン味

ベトナムフォー 2種10袋セット
No.7775-0189

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1袋65g ●2種：チキン味、エビ&カニ味 各5袋 ●1袋サイズ約13×
18×3cm ●インスタント ●ベトナム製《えび・かに》※輸入時期によ
りパッケージデザインが変更になる場合があります。
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えびせん 4箱セット
No.7775-0191

¥2,100（税込 ¥2,268）

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

ベトナム女性の美の秘訣。
立ちのぼる湯気に漂う蓮の花の香りに、心
も体も癒されて。有名なベトナム茶専門店
「Phuc Long 社」の蓮花茶です。

ベトナム蓮花茶 4箱セット
No.7775-0192

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

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1箱50g
（2g×25ティーバッグ）●1箱サイズ約7×17×5cm
●ベトナム製 ※パッケージに日本語品名表記あり
（現地仕様）
。
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

シンガポール

Vietnam Wine & Liquors
①

学生さんおすすめ

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

ベトナム ワイン＆リカー

②

マレーシア
〈化粧箱入り〉

赤もち米を発酵させてつくっ
たお酒です。口あたりが甘く
濃厚で、女性にも人気です。

ネプモイ

ネプカム

No.7775-7195

¥2,500（税込 ¥2,700）

No.7775-7196

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

愛しきベトナムの、
スタンダードビール。

美しい自然と清涼な空気に満ちたダラットで生ま
れたワイン。美食の国ベトナムにふさわしいバラ
ンスのよい味わいです。

No.7775-7193

重

軽

¥2,400（税込 ¥2,592）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約32.5cm
●12.0度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種 :カベルネ・メルロー
［ベトナム/ラムドンフードスタッフカンパニー］

②ダラットエクセレンス
白ワイン

辛

〈6本箱入り〉

甘

¥2,400（税込 ¥2,592）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約32.5cm
●12.0度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種 :シャルドネ
［ベトナム/ラムドンフードスタッフカンパニー］

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

サイゴンビール 6本セット
No.7775-7197

インド

No.7775-7194

ベトナム

①ダラットエクセレンス
赤ワイン

¥2,500（税込 ¥2,700）

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

カンボジア

高原地帯・ダラット
生まれのベトナムワイン。

タイ

〈化粧箱入り〉

独 特な香りがある
ベトナム産のもち米
（ネプ）からつくられ
た、ほのかに甘くさ
っぱりとした蒸留酒
です。

フィリピン／セブ島

別名
ベトナム焼酎は
ストレートや
ロック、熱燗、
ソーダ割りで。

甘い香りを
楽しみながら
ストレートや
ロックで。

¥4,950（税込 ¥5,346）

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

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

インドネシア／バリ

みんなに配れる、ちょうどいいサイズ。

セット
販売商品

1袋あたり
¥380
（税抜）

1箱
3袋入り

エビの旨みと
カリッカリの歯ごたえ
が、スナック好きには
たまりません。

ベトナムスプリングロール
4箱セット

¥2,980（税込 ¥3,218）

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

ベトナム
カシューナッツ 10袋セット
便利な
小袋入り

No.7775-0199

¥3,800

（税込 ¥4,104）

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

●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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No.7775-0198

ミャンマー

ローストしたカシューナッツ
の風 味を、ほどよい塩 加
減でさらにおいしく
！

Coconut

ココナッツ

美とリラックスを届ける、
今話題のココナッツ。
自然素材にこだわった
クアンナム省特産品。

配りやすい
個別包装

おいしい味と品質を
保 つために地 元 特
産の素材で製造。パ
リッとした口あたりで、
お茶うけにぴったり。

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

ココナッツクッキー 6箱セット
No.7775-0200

ココナッツクラッカー 3箱セット

¥7,800（税込 ¥8,424）

No.7775-0201

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

配りやすい
個別包装

大 人 数にも配りやすい
キャンディはおみやげに
便利。濃厚なココナッツ
の風味を楽しめます。

ベトナム ココナッツキャンディ 3袋セット
No.7775-0202

¥1,980（税込 ¥2,138）

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

¥2,400（税込 ¥2,592）

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

ヘルシーなベトナム産
ナチュラルフード。

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

ベトナム有数のココナッツ生産地
Ben Treのココナッツチップ。密
閉ジッパー付きパッケージでパリ
パリの食感をキープ。

ベトナム ココナッツオイル

ココナッツチップス 5袋セット

No.7775-0204

No.7775-0203

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

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1袋40g ●1袋サイズ約18.5×12×マチ3cm ●ベトナム製

Vietnam Coffee

1

3

2

¥1,300（税込 ¥1,404）

ベトナムコーヒーのつくり方

4

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

ベトナム コーヒー

セット
販売商品

1箱あたり
¥434
（税抜）

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

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

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

チュングエン インスタントコーヒー 6箱セット

チュングエン コーヒー＆フィルターセット

No.7775-0205

No.7775-0206

¥2,600（税込 ¥2,808）

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

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

KUKU ベトナム
インスタントコーヒー
3箱セット

¥3,200（税込 ¥3,456）

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

※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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お湯を注ぐだけでコクの深いベトナム
らしいカフェラテの味をお楽しみいた
だけます。

KUKU
ベトナムコーヒー
3袋セット
No.7775-0207

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1袋340g ●1袋サイズ約24×9×5cm ●コーヒー1袋、アルミコーヒーフィルター
1個 ●レギュラーコーヒー
（中挽き）●ベトナム製※日本語飲み方説明書付き

No.7775-0208

¥3,900

（税込 ¥4,212）

●1箱360g（18袋 ） ●1箱サイズ 約16×11×
7cm ●インスタントコーヒー ●ベトナム製《乳》

かんたん
インスタント

シンガポール

ベトナムの「ステキ！」に
出会える安南パーラー

学生さんおすすめ

ベトナムコーヒーを
バリスタ気分で味わう。
ベトナム産コーヒー豆をプロ
のロースターが焙煎。ステン
レスフィルターとともに、ベトナ
ムの少数民族手織りの巾着
に入れました。

安南パーラーは、ハノイ市の旧市街
にあるカフェ＆ショップ。オーナーは日
本の女性で、ベトナムを訪れた人が
ほっとでき、観光などの情報交換が
できる場所になったら、
との思いでつ
くられたそう。ベトナムのデザートやド
リンク、
ローカルフードなどを楽しめる
ほか、ベトナムならではの食材でつく
られた安南ラスクやベトナム伝統工
芸村とのコラボでつくったオリジナル
商 品が大 人 気 。旅の間 、何 度でも
行ってみたくなるお店から、
おすすめ
を選びました。

No.7775-0209

マレーシア

安南パーラー 巾着入り
コーヒーギフトセット

¥3,100（税込 ¥3,348）

●1パック50g ●コーヒー1パック、アルミコーヒーフィルター1個
●1パックサイズ約19×12×マチ4.5cm ●巾着サイズ約19×22×マチ
12.5cm ●レギュラーコーヒー
（細挽き）●ベトナム製		
※日本語飲み方説明書付き

フィリピン／セブ島

伝統細工がハッとするほどきれい。
ココナッツに卵の殻細工や螺鈿細工を施した
人気商品。アクセサリーや小物入れはもちろん、
飾ってインテリアのアクセントにも。

安南パーラー ココナッツボール
2色セット
（オレンジ、グリーン）

No.7775-0210

No.7775-0211

¥1,900（税込 ¥2,052）

¥1,900（税込 ¥2,052）

●オレンジ、グリーン各1コ ●1コサイズ約口径13×高さ5cm ●ココナッ
ツ殻、卵殻、貝殻 ●エアパッキン包装 ●ベトナム製 ※食器ではありませ
ん。※手作りのため色、形、デザインが変更になる場合があります。

バラエティ豊かなおみやげ達
セット
販売商品

1袋あたり
¥500
（税抜）

ベトナム

ベトナムの高級
スーパーで販売。

カンボジア

●赤、青各1コ ●1コサイズ約口径13×高さ5cm ●ココナッツ殻、
卵殻、貝殻 ●エアパッキン包装 ●ベトナム製 ※食器ではありませ
ん。※手作りのため色、形、デザインが変更になる場合があります。

タイ

安南パーラー ココナッツボール
2色セット
（赤、青）

ベトナムコーヒーを練りこみ。
スダチのような青いライムをベトナム
ではレモンと呼びます。果汁と葉を使
用。サラダや炒め物に使ったり、独特
の味を楽しめます。

ベトナム 人気お配り 6袋セット

ベトナム コーヒークッキー 3箱セット

レモンペッパーソルト 4個セット

No.7775-0212

No.7775-0213

No.7775-0214

1袋ワンコインで、こんなに素敵。

¥3,000（税込 ¥3,240）

¥2,900（税込 ¥3,132）

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

ベトナムコスメ

100％ナチュラルで
エステ気分！

保湿性に優れた
ガックフルーツオイル使用。

No.7775-0215

¥2,150（税込 ¥2,322）

●1コ5g ●1コサイズ約直径1.5×高さ6.5cm
●個別箱入り ●ベトナム製

程よくベトナム産のシナモンの香りを閉じ込めた石
けん。クリーミーな泡立ちで、洗い上がりしっとり。

シナモンソープバー 4コセット
No.7775-0216

¥2,450（税込 ¥2,646）

●1コ100g ●1箱サイズ約8.5×5×2.5cm ●個別箱入り
●ベトナム製 ※手作りのため色、形が異なる場合があります。

水で溶き、顔や体に
たっぷりつけてパック。ベトナム産コーヒーパウダ
ー入りで、
リラックスしながらお肌つやつやに！

ベトナム
マッドパウダー 2コセット
No.7775-0217

¥1,950（税込 ¥2,106）

●1コ100g ●1コサイズ約口径7×高さ5.5cm
●パウダータイプ ●個別箱入り ●ベトナム製
※日本語使い方説明書付き。※食べられません。
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ベトナム
リップクリーム 4コセット

爽やかなシナモンの香り。

ミャンマー

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

¥1,450（税込 ¥1,566）

●1個50g ●1個サイズ約直径4×高さ10cm
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●ベトナム製

インドネシア／バリ

●1袋4種入り:ベトナムドリップコーヒー2袋、ベトナム蓮花茶3ティーバッグ、ココナッツキャ
ンディ3個、白ゴマ菓子3個 ●ビニール袋入り（個別包装なし）●ベトナム製《乳・小麦》

インド

贈る人の顔を思い浮かべながら選んだようなセット。
オーガンジーの袋にお茶とスイーツを詰めました。

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

Vietnam Zakka Market

ぬくもり感あふれる
素朴さがいとおしい、
ベトナム雑貨。

ベトナム 雑貨マーケット

セット
販売商品

1コあたり
¥255

セット
販売商品

（税抜）

1コあたり
¥360
（税抜）

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

落ち着いたカラーが、
大人の女性に似合う、おみやげ。

アオザイ柄 刺繍ポーチ 3コセット

ベトナム 刺繍シースルー巾着
5コセット

No.7775-0218

No.7775-0219

¥1,080（税込 ¥1,166）

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

1コあたり
¥340
（税抜）

¥1,700（税込 ¥1,836）

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

バッグの中の整理に役立つ、もら
ってうれしい便利な小物ギフト。ベ
トナムらしい刺繍が人気です。

少 数 民 族、チャム族 の
伝統織物でつくったペン
ケース。個 性 的な図 柄
は手織りならではの味わ
いです。

ベトナム 刺繍ポーチ
3コセット

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

セット
販売商品

アオザイストラップ 5コセット
No.7775-0220

¥1,275（税込 ¥1,377）

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

セット
販売商品

1コあたり
¥617
（税抜）

ベトナム ペンケース
3コセット

No.7775-0221

No.7775-0222

¥2,400（税込 ¥2,592）
●約8×15.5×5.5cm ●ポリエステル ●ビ
ニール袋入り（個別包装あり）●ベトナム製
※輸入時期により、色、柄が変更になる場
合があります。※色、柄の指定はできません。

※商品に化粧品は
含まれません。

¥1,850

（税込 ¥1,998）

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

※商品にペンは
含まれません。

セット
販売商品

セット
販売商品

1コあたり

1本あたり

¥350

¥240

（税抜）

（税抜）

ベトナム国 旗 「 金 星 紅
旗」をデザインしたボー
ルペン。アオザイを着て
ノンラーをかぶった女性
のチャーム付きです。

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

ベトナム 国旗ボールペン 5本セット

ベトナム帽子 3枚セット

No.7775-0223

No.7775-0224

¥1,200（税込 ¥1,296）

●長さ約14cm
（モチーフ部分約2.5×1cm）●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

セット
販売商品

1枚あたり
¥325
（税抜）

¥1,650（税込 ¥1,782）

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

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

アオザイキーホルダー
6色セット
No.7775-0225

¥2,100（税込 ¥2,268）

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

セット
販売商品

1コあたり
¥620
（税抜）

ら で ん

竹ひごのランチョンマットで食卓をアジアン風に演
出。雑貨を置くマットにしてもステキです。

※商品にアクセサリー
は含まれません。

貝の内側部分を切り出してはめ込む美しい模様が
印象的なラデンの小物入れは贈り物に最適です。

ランチョンマット 6枚セット

ベトナム
アオザイ柄コンパクト 3コセット

ラデン 小物入れ

No.7775-0226

No.7775-0227

No.7775-0228

¥1,950（税込 ¥2,106）

●約31×40cm ●竹 ●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●ベトナム製
※輸入時期により、色、柄が写真と異なる場合があります。
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螺 鈿細工の伝統的な
手 工 芸 品です。手の
ひらサイズで、薄くて
軽いから実に重宝。

¥1,860（税込 ¥2,008）

●約10.5×6.8×0.5cm ●木、貝
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●ベトナム製
※手づくりのため色、柄が変更になる場合があります。

¥900（税込 ¥972）

●約直径5.5×高さ4cm ●木、貝 ●簡易箱入り ●ベトナム製
※手づくりのため色、柄が変更になる場合があります。

シンガポール

ひよこ豆の
カレー

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

インド レトルトカレー 3種6箱セット
No.7775-0229

オクラのカレー

¥4,180（税込 ¥4,514）

みや

げ ワン ポイ
ント

6箱で
¥500

インド マカデミアナッツチョコレート

お得！

おすすめ

タイ

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

いしさで
お

絵はがきのような美
しいタージ・マハル
の 箱に、歯ごたえ
のあるマカデミアナ
ッツチョコレートを
詰めました。
スパイシーな具 材がぎっしり
詰まった、食べごたえ満点の
インドの定番スナックです。

サモサスナック 4袋セット

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

●1袋200g ●1袋サイズ約17.5×14.5×マチ7cm
●インド製《小麦》

夏季クール

チャイ

アールグレイ

¥2,600（税込 ¥2,808）

セット
販売商品

カンボジア

6箱 No.7775-0230 〈1￥箱あたり
（税込 ¥8,856）
1,367〉 ¥8,200
1箱 No.7775-0231
¥1,450（税込 ¥1,566）

No.7775-0232

フィリピン／セブ島

●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》

お

マレーシア

インド

学生さんおすすめ

I N D I A

オニオンベースの
グリルカレー

1袋あたり
¥313
（税抜）

ダージリン

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。

No.7775-0233

¥4,980（税込 ¥5,378）

●1袋100g ●1袋サイズ約20×9.5cm ●インド製

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.7775-0234

¥2,500（税込 ¥2,700）

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

マクダウェルズ
No.1リザーブウイスキー
No.7775-0235

¥2,500（税込 ¥2,700）

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

インドネシア／バリ

India Goods

インド 雑貨

※ミラー面

※商品に小物は含まれません。

¥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。

インド 巾着 4枚セット
No.7775-0237

¥1,750（税込 ¥1,890）

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

●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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スリランカ／ネパール／
ラオス／ブータン

No.7775-0236

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

ミャンマー

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

ハンドミラー 3コセット

インド

スパイシー マサラ
カシューナッツ 6袋セット

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

ベトナム

アッサム

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

INDONESIA

食品のおみやげは
現地調達が困難！

インドネシア

1

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

売り上げ

No.

洗練された味とパッケージは、
人気リゾートならでは。
バリみやげの中でも評判の高い人気チ
ョコレートギフト。民族色あふれたパッ
ケージデザインとカシューナッツの 食
感＆甘さで選ばれています。

バリ カシューナッツチョコレート

24箱 No.7775-0238
12箱 No.7775-0239
6箱 No.7775-0240
1箱 No.7775-0241

〈1箱あたり
¥1,188〉
〈1箱あたり
¥1,209〉
〈1箱あたり
¥1,334〉

お得！

¥2,300

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

や

げ VOICE

パッケージがバリらしく
て、
カシューナッツが珍
しいと友人に好評でした。
（60代／女性）

人気のワケ①

人気のワケ②
6箱で
¥400

現地でポピュラーな
カシューナッツ入り。

お得！

やげらし

で
さ

おみ

お得！

み

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

24箱で
¥5,100

¥28,500（税込 ¥30,780）
¥14,500（税込 ¥15,660）
¥8,000（税込 ¥8,640）
¥1,400（税込 ¥1,512） 12箱で

お

インドネシア

おすすめ

配りやすい
個別包装

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

バリ チョコウエハース

12箱
6箱
1箱

No.7775-0242

マカデミアナッツとチョコの
黄金コンビ!
12箱で
¥1,900
お得！

お得！

¥15,500（税込 ¥16,740）
〈
1
箱あたり
¥1,367
〉
No.7775-0243
¥8,200（税込 ¥8,856）
No.7775-0244
¥1,450（税込 ¥1,566）
〈1箱あたり ¥1,292〉

●1箱115g
（1袋1個入り×18袋）●1箱サイズ約16.5×27.5×3cm
●スイス製《卵・乳・小麦》 夏季クール
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6箱で
¥500

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

12箱で
¥1,600
お得！

6箱で
¥500
お得！

インドネシア マカデミアナッツチョコレート

12箱 No.7775-0245
6箱 No.7775-0246
1箱 No.7775-0247

〈1箱あたり¥1,317〉
〈1箱あたり¥1,367〉

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

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

シンガポール
学生さんおすすめ

サラマット
クラシックビスケット
6箱セット
No.7775-0248

¥5,900（税込 ¥6,372）

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

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

②バリ コーヒークッキー 5箱

④バリ ココナッツ
ミルクチョコレート
6箱

①バリ チョコウエハース
6箱

¥109
（税抜）

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

マヨラコーヒージョイビスケット 18袋セット
No.7775-0255

¥1,950（税込 ¥2,106）

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

6種32点 約7kg

セットで

¥2,860

￥29,980

お得！

インドネシア／バリ

③バリ
カシューナッツ
チョコレート 8箱

1袋あたり

インド

おすすめ商品が勢揃い！たっぷり配れるお得なセット。

セット
販売商品

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無 料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。
No.7775-0256

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥32,840）
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スリランカ／ネパール／
ラオス／ブータン

⑤インドネシアドライマンゴー 4袋

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

ミャンマー

バリ らくらくバラエティ

⑥バリ マンゴープリン 3箱

ベトナム

6箱 No.7775-0253〈1箱あたり
¥800〉¥4,800（税込 ¥5,184）
1箱 No.7775-0254
¥880（税込 ¥950）

カンボジア

お得！

バリ マンゴープリン

●1箱120g
（1袋1枚入り×12袋）●1箱サイズ約14×21.5×
3.5cm ●マレーシア製《卵・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。

香り深いコーヒー風味。

おすすめ

6箱で
¥480

¥4,725（税込 ¥5,103）

〈1箱あたり¥1,084〉

タイ

No.7775-0252

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

〈1箱あたり¥999〉

いしさで
お

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

配りやすい
個別包装

バリクッキー 6箱セット

お得！

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

ト
カッ ーと
ゴ コ
ン
マ デコ
ナタ 入り

細かく砕いたココナッツ
を、サクサクのクッキーに
ちりばめました。観光名
所を描いたパッケージ
に話題が広がります。

お得！

バリ コーヒークッキー

12箱 No.7775-0249
6箱 No.7775-0250
1箱 No.7775-0251

6箱で
¥580

フィリピン／セブ島

コーヒーの豊かな香りとサクサク
の食感が自慢のクッキーギフト。
食べやすい個別包装だから、ご
12箱で
家族、職場のお仲間やお友だち
¥2,180
とブレイクタイムにどうぞ！

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

配りやすい
個別包装

マレーシア

コーヒー豆をかたどったクッキーギフト。

Thanks Gift

職場やお友だち用に。
ハネムーンのお祝い返しにもぴったり
！

ありがとうの気持ちをこめて

現地の人が子どもの頃から
食べているお菓子。

セット
販売商品

1箱あたり

セット
販売商品

¥584
（税抜）

1袋あたり
¥180
（税抜）

配りやすい
個別包装

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

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

バリ ココナッツ
ミルクチョコレート 6箱セット
No.7775-0257

インドネシア 伝統菓子 10袋セット

¥3,500（税込 ¥3,780）

No.7775-0258

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

¥1,800（税込 ¥1,944）

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

セット
販売商品

1袋あたり
¥99

（税抜）

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

インドネシア ドライマンゴー 4袋セット
No.7775-0259

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1袋約60g ●1袋サイズ約17.5×13.5cm ●タイ製

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

コクのあるビーフ味パウダー
と、軽くまぶした砂糖の甘さ
がマッチしたバリ風クラッカ
ー。おやつやおつまみに。

インドネシア
カシューナッツ 3缶セット

インドネシア
ビーフ味クラッカー 30袋セット

No.7775-0260

¥2,850（税込 ¥3,078）

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

Jalan Tirta Nabi 2

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

【コピバリ】

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

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

コピ ルアックコーヒー
No.7775-0262

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

¥5,500（税込 ¥5,940）

●1箱50g ●1箱サイズ約11×8.5×3cm ●化粧箱入り
●レギュラーコーヒー（中細挽き）●インドネシア製 ※パッケージに日本
語表記あり
（現地仕様）
。※メーカー品質証明書付き ※輸入時期により
パッケージデザインが変更になる場合があります。
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バリコーヒー
No.7775-0263

¥2,900

（税込 ¥3,132）

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

No.7775-0261

¥2,950（税込 ¥3,186）

●1袋12g
（1袋2枚入り×30袋）
●1袋サイズ約10×7×1.5cm ●インドネシア製《乳・小麦》

幸せを幾重にも重ねる、
インドネシアの縁起菓子。

※ケーキはカットされていません。

みんなに
配れる
ミニサイズ！

配りやすい食べきりサイズ。おめでたいアジアン
スイーツをみんなにおすそわけ。

レイヤーケーキミニ 6箱セット
No.7775-0264

¥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》

シンガポール

ハネムーンギフト

①トムヤムクンを思い出す、
アジアンスパイシーな味付け

セット
販売商品

セット
販売商品

1箱あたり

1袋あたり

①

¥500

③

（税抜）

¥534
（税抜）

学生さんおすすめ

Honeymoon Gift

②はちみつの甘さとゴマの
香ばしさが好相性

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

インドネシア 人気お配り 6袋セット

インドネシア ハイビスカス箱入り
フルーツキャンディ 5箱セット

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1箱約40g（8粒）●4種 :ラズベリー､ピーチ、マンゴー、
レモ
ン/ライム ●1箱サイズ約6×6×7cm ●ベルギー製
※種類の指定はできません。

夢見るような
時間が流れる
“リラクゼーション”
を
あなたへ。

み

や

名の通ったスパの石けん
だったので友人と自分用
に購入。
友人にも喜んでも
らったのでよかったです。

（30代／女性）

¥3,300（税込 ¥3,564）

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

カンボジア

¥2,480（税込 ¥2,678）

セットで

¥2,610

〈1シート19枚×6シート付き〉

とにかくたくさん必要な方はこちら。たっぷり配れて大満足！
④

「オリジナルフォトブック」
※作成例
無料クーポン券 プレゼント！
思い出の写真をパソコン・QRコードから簡単にフォト
ブックに。申し込み完了後、約1週間でお届けします。

文庫サイズ
36ページ

※クーポン券記載の8桁のコードを、フォトブック注文時に
「クーポン番号」項目に入力してください。
※無料クーポン券はご注文商品に同梱してお届けします。

①

バリ たっぷりハネムーンバラエティ
No.7775-0271

¥39,980

（税込 ¥43,178）
（通常価格 ¥42,590）

⑥

⑦
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⑨

⑤

ミャンマー

⑧

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

インドネシア／バリ

③

PR E S E N T !
バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

インド

お得！

ベトナム

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

〈化粧セット箱入り〉

￥39,980

②

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

No.7775-0270

¥2,100

9種90点 約10.5kg

メッセージ
シール付き

No.7775-0268

〈化粧セット箱入り〉
アムルタ
ヘッドスパクリーム 3コセット

（税込 ¥2,268）

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

使用例

②ナッツナッツ ハニーセサミ 8袋入り

「シエスタ」の姉妹
店、クリームバス専
門の「アムルタ」。
人 気スパおすすめ
の上質アイテムを、
ぜひお試しください。

シエスタ 石けん 3コセット

オリジナル
メッセージが
書き込める

¥3,300（税込 ¥3,564）

げ VOICE

フランジパニ（プルメリア）の上品
な甘い香り。天然ココナッツオイル
をベースにつくられるお肌にやさ
しいナチュラルソープです。

No.7775-0269

No.7775-0267

タイ

豊かな緑とヒ
ーリングミュ
ージックに包
まれながら、
夢 心 地のエ
ステが味わえ
る老 舗スパ
“シエスタ”
。確かな技術と多
彩なメニューで、バリを訪れる
世界中のお客さまを魅了する
トータルリラクゼーションサロ
ンです。スパおすすめの人気
アイテムをお 届 けします。
www.siesta-bali.com

¥3,200（税込 ¥3,456）

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

お

No.7775-0265

No.7775-0266

〈8袋ずつセット箱入り〉

①ナッツナッツ チリライムリーフ 8袋入り

フィリピン／セブ島

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

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

マレーシア

②

Indonesia Gourmet & Liquors
楽しさとおいしさを探すエキゾチックアイランド。

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

インドネシア初！
「バリ島栽培」の
ぶどうを使用。

エスニック料理に合う、
すっきりした味わい。
爽やかな香りとすっきりとした飲み
口が特徴。伝統舞踊のバロンをラ
ベルにした、バリの雰囲気あふれる
ワインです。
辛

¥2,900

（税込 ¥3,132）

お得！

バリ 白ワイン

軽

No.7775-7274

3本で
¥540

甘

3本 No.7775-7272
〈1本あたり
（税込 ¥5,832）
￥1,800〉¥5,400
1本 No.7775-7273
¥1,980（税込 ¥2,138）
●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm
●12.0度〈1本ずつ簡易箱入り〉●ぶどう品
種：シャルドネ、ヴィオニエ、セミヨン
［オーストラ
リア／カセグレーン］※輸入時期によりラベル
のデザイン、キャップ形状が変更になる場合が
あります。

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約32cm
●ぶどう品種 :アルフォンセラヴァリー、カベル
ネ・ソーヴィニヨン ●11.0度〈簡易箱入り〉
［インドネシア／サバベイ］

1袋あたり

（税抜）

（税抜）

¥184

ナシゴレンとはインドネシア風チャーハ
ンのこと。エビやお好みの野菜とご
飯を炒め、ペースト状の素を加えて
軽く炒めれば本場の味のできあがり
！

インドネシア風やきそば 「ミーゴレ
ン」は乾麺をゆで、湯切り後甘みの
あるソースを加えるだけのお手軽
さ。ソースが味の決め手です。

ナシゴレンの素 12袋セット

ミーゴレン 12袋セット

No.7775-0275

No.7775-0276

¥3,900

（税込 ¥4,212）

●1袋50g ●1袋サイズ約15×11cm
●インドネシア製 《小麦・えび》 ※日本語調
理説明書付き ※輸入時期によりパッケージ
デザインが変更になる場合があります。

¥2,200

（税込 ¥2,376）

●1袋80g ●1袋サイズ約10×13×3.5㎝
●インスタント ●インドネシア製《小麦》※日
本語調理説明書付き ※輸入時期によりパッ
ケージデザインが変更になる場合があります。

カクテル「バグス」
作り方

黄 金 色のビールは、ほ
のかに香るハチミツのよ
うな甘さと、爽やかな飲
み口が特徴的。女性に
も飲 みや す い、やさし
い味わいのビールはよ
く冷やしてどうぞ。

アラック
45㎖
パッションフルーツ
ジュース
40㎖
パイナップルジュース 50㎖

〈化粧箱入り〉

バリハイ ビール
6本セット
No.7775-7277

1袋あたり
¥325

ブドウの栽培に国内で
唯一成功したワイナリー
による赤ワイン。口あたり
がよくフルーティーで、辛
い料理とマッチ。

インドネシア
赤ワイン 重

セット
販売商品

セット
販売商品

¥4,980

（税込 ¥5,378）

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

上記をシェイクしグラスに注ぎ、
フルーツを飾る。

コクと風味の強いアラ
ックにマラガというフル
ーツエキスをブレンド。
善の神バロンを彫刻。

ヤシの木の樹液とお米を
発酵させたバリのお酒。

アラック バロン

アラック オブ バリ

No.7775-7278

¥3,500

（税込 ¥3,780）

●スピリッツ ●325㎖ ●ボトル高さ約19cm
●40.0度〈化粧箱入り〉
［インドネシア／ウディ ペンダワ］

No.7775-7279

¥3,600

（税込 ¥3,888）

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

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

Indonesia Zakka Market

インドネシア 雑貨マーケット

エキゾチックな魅力あふれる、
インドネシア雑貨。

現地で愛されてきた猫。
“幸福と繁栄”
のシンボルです。

セット
販売商品

セット
販売商品

1コあたり
¥500

1コあたり

（税抜）

¥350
（税抜）

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

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

木彫りネコ 携帯ストラップ 3コセット
No.7775-0280

¥1,500（税込 ¥1,620）

●全長約11cm（ネコモチーフ部分約3.5cm）
●木、プラスチックビーズ ●ビニール袋入り（個別
ビニール袋入り）●インドネシア製 ※手づくりのた
め色、柄、サイズが変更になる場合があります。
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木製釣りネコ 2匹セット
No.7775-0281

¥1,600（税込 ¥1,728）

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

独特の色合いと繊細な柄が、テーブル
にアクセントを添え華やかに彩ります。

バティックコースター
2種セット

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

バロン面マグネット

¥1,800（税込 ¥1,944） 2コセット
●コースター6枚×2セット（ケース付）●直
No.7775-0283 ¥700（税込 ¥756）
径約8cm ●綿 ●ビニール袋入り（個別包
No.7775-0282

装なし）●インドネシア製 ※輸入時期により
色、柄が変更になる場合があります。

●約5×5cm ●樹脂 ●紙箱入り（個別包装
なし）●インドネシア製

シンガポール
学生さんおすすめ

M YA N M A R

みや

フィリピン／セブ島

お

マレーシア

ミャン マ ー

げ ワン ポイ
ント

箱も中身もきらびやか。
輝くパゴダをイメージして。

箱入りのお菓子は
まず見つかりません！

タイ

ヤンゴンのシュエダゴンパゴダをあしらったパッケージの中に、香ばしい
アーモンドをチョコレートに詰めました。

仏教遺跡や自然に恵まれ、旅行客急
増中の国ですが、
おみやげになりそうな
箱入りのお菓子は空港でも見かけませ
ん。現地入手が難しいミャンマーのおみ
やげは、事前購入が安心ですね。

ミャンマー アーモンドチョコレート 6箱セット
No.7775-0284

¥7,200（税込 ¥7,776）
アーモンド

●1箱200g
（20粒）●1箱サイズ約16×27×2cm ●マレーシア製《乳》 夏季クール

カンボジア

配りやすい
個別包装

ベトナム

胡麻を使った伝統菓子。滋味豊かな
胡麻の食感と香りをご賞味ください。

6箱で
¥580

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1袋100g
（約30個）●1袋サイズ約24.5×17.5cm ●ミャンマー製
※グラム計量のため、個数が異なる場合があります。

6箱 No.7775-0286
1箱 No.7775-0287

〈1箱あたり¥884〉

お得！

¥5,300（税込 ¥5,724）
¥980（税込 ¥1,058）

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

で栽培される良質の
アラビカ豆を中挽きに
しました。苦み、酸味
がなく、後味すっきり。

ロンジー生地がアクセント。

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

ミャンマー

※商品に化粧品は含まれません。

ミャンマー ポーチ 2枚セット

No.7775-0288

No.7775-0289

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

¥1,936（税込 ¥2,090）

●サイズ約9.5×13cm ●綿100%
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●ミャンマー製
※輸入時期により、色、柄が変更になる場合があります。

●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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ミャンマー コーヒー

インドネシア／バリ

世界コーヒーベルトに

ミャンマーの契約農園より厳選。 属するミャンマー北部

¥2,000（税込 ¥2,160）

インド

ミャンマー チョコチップクッキー

ミャンマー 胡麻スナック 3袋セット
No.7775-0285

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

Sri Lanka

スリランカ

「 純セイロ
ン産 」「 新
鮮さ」―品
質に妥協しないディル
マの紅茶は、「本物の
紅茶」として世界90ヵ
国以上で愛飲され、5
つ星ホテルや世 界 各
国のエアラインにも採
用されています。

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

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

ディルマ紅茶 バラエティギフト 6箱セット
No.7775-0290

¥3,900（税込 ¥4,212）

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

バシラーティー
マジックフルーツアソートブック
No.7775-0291

¥2,800（税込 ¥3,024）

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

Nepal

ネパール

コーヒークリーム
ガナッシュ ホワイトチョコ
ダークチョコ

プラリネ
ミルクチョコ

クローバー形
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
リボンタイプ
プラリネミルクチョコ オレンジガナッシュ
ダークチョコ

ネパール仏塔のシンボル、
仏陀の目がチャーミングな
伝統織のペンケース。メガ
ネケースとしても。

10種類のプラリネチョコレートをネパ
ールの国旗と風景をデザインしたパ
ッケージに詰めました。
※商品にペンは
含まれません。

ネパール アソートチョコレート

ネパール ペンケース 3コセット
No.7775-0292

ラズベリー
クリーム
ホワイトチョコ

¥1,700（税込 ¥1,836）

●約7×23×6cm ●綿 ●ビニール袋入り
（個別包装あり）●ネパール製
※輸入時期により､ 色､ 柄､ 形が変更になる場合があります。
※色・柄の指定はできません。

6箱 No.7775-0293
1箱 No.7775-0294

〈1箱あたり ￥1,600〉

¥9,600（税込 ¥10,368）
¥1,680（税込 ¥1,814）

●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

Laos

6箱で
¥480
お得！

Bhutan

ラオス

ブータン

口どけやわらかなフレー
クトリュフチョコ。タクサン
寺院とチベット仏教の仏
具・摩尼車を描いて。

ラオス産のロブ
スタ豆を使い、
ベ
トナムで丁 寧に
焙煎。深みがあ
り、香り豊か。

6箱で
¥480

No.7775-0295

¥1,200（税込 ¥1,296）

●1袋250g ●レギュラーコーヒー
（中挽き）●1袋サイズ約19×12×マチ6cm
●ベトナム製
（生豆生産国 :ラオス）
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お得！

ブータン フレークトリュフチョコレート

ラオス コーヒー

6箱 No.7775-0296
1箱 No.7775-0297

〈1箱あたり ￥1,600〉

¥9,600（税込 ¥10,368）
¥1,680（税込 ¥1,814）

●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

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。
ご注文について
電話

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）

お届けについて

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。

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。

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。 5日後
• 時期、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。

※ 別送冷凍

5日後

別送冷蔵

夏季クール

のいずれかを注文された場合は別途、
お届け先 1ヵ所につき全国一律

4日後

※クール料金対象期間： 別送冷凍
夏季クール

4日後
5日後

5日後

お支払いについて

¥

添付の
専用申込書を
ご利用ください。

梱包
送料

¥300（税込¥324 ）

2018年6月5日以降発送分から通年
6月15日～10月15日発送分

別送冷蔵

お届け先１ヵ所につき全国一律

¥900（税込¥972 ）

返品・交換について

商品到着後のお振込みで

返品・交換はお客様相談窓口へお電話を

商品と同送、又は郵送される専用振込用紙にて

• 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。

到着後 7日以内にお振込ください。
（振込手数料はお客様のご負担にてお願いします）

郵便局

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。

おことわり
価
格
お支払い
商
品

※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。
〈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。

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ご
ざいます。
ご利用の際は商品の輪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」
「化粧品
（石けん類含む）」
「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。
• 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。

※本文中の売り上げ実績・おみやげVoice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。
• 容器包装リサイクル法に積極的に取り組んでいます。

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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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／2018.4→2019.5

2018.4 ① .7

