株式会社 サクセス・ワールド

0120-37-3974

8433

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。

※「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。
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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。

64万人のご利用実績

年間約

※

「旅行を楽しめた」

「利用してよかった」
お客様からたくさんの声を

Q.「 おみやげ宅配便」
を
利用して旅行を
楽しめましたか？

※ 2017 年当社実績

Q. 海外旅行は
何回目ですか？

その他
その他

99
%

3～5回
3～5回

10回以上
10回以上

楽しめた
楽しめた
！！

98
98

6～9回
6～9回

20
20

%%

% %

おみやげ宅配便のいいところ
いところ

1

ビン類やガラス製品、
さらにパスタなども、
ご
自宅まで大切にお届け
します。

ステーキ 肉 や
ジャーキーなどの
肉製品も、
「 おみ
やげ 宅 配 便 」に
おまかせください！

機内持ち込みが
厳しく制 限され
ている液 体 物も
「 おみやげ 宅 配
便」におまかせ！

ワレモ
ノ
心 配な も
し

いところ

2

い

いところ

ます。ご希望の方は、お申込書の記入欄に必要

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。

27
cm

マークの商品）
には、

22.5
cm

18cm

36
cm

45
cm

※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。

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.7774-9810

No.7774-9830

¥500

（税込 ¥540）

運びもらくらく
！

¥300

●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

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

※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。

おすすめ

おしゃれなワインバッ
グ！ 手さげ 袋で持ち

（税込 ¥324）

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

カタログに登場するアイコンについて

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。

「お酒の箱がないと渡しづらい！」
と

（ミニ）

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。

「 手 荷 物が 重くて、超 過 料 金を取られそう
…」
そんな不安や心配はもう無用です！

いいところ

もっと

30cm

ご希望の方全員におみやげ袋を無料で差し上げ

いところ

6

クール
便
チョコ で
も
安心

おみやげ宅配便の

生鮮食
品
大丈夫 も

い

温度にデリケートなチョコレート類も安心。夏
場はクール便にてお届けします。 夏季クール

肉製品
も
大丈夫

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

※別送品（
あらかじめ付いています。

チーズ、
グルメ食
材などの生 鮮 食
品や 冷 凍・冷 蔵
食品も、
「おみや
げ 宅 配 便 」なら
大丈夫です。

5

い

いところ

3

い

液体物
心おき も
なく

いところ

4

い

45
45
%%

% %

※おみやげ宅配サービス利用者対象
※ 2014 年当社調べ

い

%

26
26

いただきました !

旅慣れた人ほど
使っている！

1～2回
1～2回

ワインバッグ 6袋セット
No.7774-9870

¥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

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。
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AUSTR ALIA
オ ー ストラリア

オーストラリアみやげの定番

お

コアラ大特集
オーストラリア

1

売り上げ

No.

み

や

げ VOICE

ナッツがチップになっており、
子
供からお年寄りにも食べやすく
てとてもおいしかった。
（60代/男性）

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

オーストラリアの
人気者、
コアラのキュートなチョコ。
コアラの形の甘いミルクチョコレートに、
クラッシュマカデミアナッツをとじ込めました。
コアラの
形が
かわいい♥

コアラ マカデミアチップチョコレート

12箱 No.7774-0001
6箱 No.7774-0002
1箱 No.7774-0003

〈1箱あたり
¥1,300〉
〈1箱あたり
¥1,382〉

¥15,600（税込 ¥16,848）
¥8,290（税込 ¥8,953）
¥1,490（税込 ¥1,609）

12箱で
¥2,280
お得！

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

やさしい甘さのチョコレートクッキー。

１箱に６粒入り。
みんなに配るのに
ちょうどいいミニサイズ。

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

コアラ マカデミアナッツ
チョコレートミニ

オーストラリア チョコレートクッキー

12箱 No.7774-0004
6箱 No.7774-0005
1箱 No.7774-0006

¥15,980（税込 ¥17,258）
¥8,160（税込 ¥8,812）
¥1,470（税込 ¥1,587）

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

3

お得！

みんなに配るのに
ちょうどいい
ミニサイズ。

配りやすい
個別包装

〈1箱あたり
¥1,332〉
〈1箱あたり
¥1,360〉

6箱で
¥650

12箱 No.7774-0007〈1箱あたり
¥717 〉¥8,600

（税込 ¥9,288）

1箱 No.7774-0008
12箱で
¥1,660
お得！

6箱で
¥660
お得！

¥800

（税込 ¥864）

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

12箱で
¥1,000
お得！

コアラ大特集
タイプ別
ミニサイズおみやげ

みんな笑顔になる、
かわいい
コアラ形クッキー。

12箱で
¥1,420

12箱で
¥3,170

絶妙な組み合わせが、あとを引きます。

6箱で
¥640

お得！

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

お得！

オーストラリア コアラマカデミアナッツクッキー

オーストラリア チーズ＆ナッツ

12箱 No.7774-0009
6箱 No.7774-0010
1箱 No.7774-0011

12箱 No.7774-0012
6箱 No.7774-0013
1箱 No.7774-0014

〈1箱あたり ¥1,016〉
〈1箱あたり ¥1,174〉

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

6箱で
¥500
お得！

7ページにも掲載

〈 1箱あたり￥1,082〉
〈 1箱あたり￥1,117〉

¥12,980（税込 ¥14,018）
¥6,700（税込 ¥7,236）
¥1,200（税込 ¥1,296）

●1箱75g ●1箱サイズ約15×9×4cm ●オーストラリア製《乳》

学生さんおすすめ／
人気ブランド

●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》

お得！

オーストラリアの思い出が伝わる、
かわいいコアラのパッケージ。
配りやすい
個別包装

オーストラリアワイン／
グルメ

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

12箱で
¥1,900
お得！

オーストラリア チョコウエハース

●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

れ
あ れこ …
ら
迷 った

お得！

7種26点 約4kg

￥29,980

②
①

セットで

¥1,670
お得！

③

PR E S E N T !

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

おみやげ選びに迷ったら
おすすめのバラエティ。

6箱で
¥500

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

箱あたり
12箱 No.7774-0015 〈1¥1,292
（税込 ¥16,740）
〉 ¥15,500
〈1箱あたり
6箱 No.7774-0016 ¥1,367〉 ¥8,200（税込 ¥8,856）
1箱 No.7774-0017
¥1,450（税込 ¥1,566）

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.7774-0018

⑦

④

①コアラ マカデミアチップチョコレート
180g
（18粒）
×4箱／オーストラリア製
②オーストラリア チョコレートクッキー
250g
（1袋1枚入り×20袋）
×4箱／オーストラリア製
③オーストラリア チョコウエハース 115g
（1袋1個入り×18袋）
×3箱／スイス製
④オーストラリア チーズ＆ナッツ 75g×5箱／オーストラリア製
⑤コアラ マカデミアナッツチョコレートミニ 60g
（6粒）
×5箱／オーストラリア製
⑥マリアニ ビーフジャーキー
（1oz）28g×2袋／オーストラリア製
⑦オーストラリア マカデミアナッツ 100g×3缶／オーストラリア製
夏季クール 《卵・乳・小麦》
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

⑤

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥31,650）

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

オーストラリア お手頃バラエティ

⑥

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

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

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

配りやすい
個別包装

タイプ別 おみやげコレクション
旅の思い出をおすそわけ！タイプ別のおみやげを揃えました。

袋タイプで
パパッと
配りたい

小袋入りのチーズと
マカデミアナッツの絶妙コンビ。

ひとつで食べごたえのある
ショートブレッド。
セット
販売商品

¥69

1袋あたり
¥181
（税抜）

便利な
小袋入り

1袋あたり

セット
販売商品

（税抜）

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

配りやすい
個別包装
〈1セット40袋入り〉

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

オーストラリア
マカデミアナッツ ショートブレッド 40袋セット
No.7774-0019

〈1セット36袋入り〉

オーストラリア
チーズ & マカデミアナッツ 36袋セット

11ページにも掲載

¥2,750（税込 ¥2,970）

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

No.7774-0020

¥6,500（税込 ¥7,020）

●1袋12g ●1袋サイズ約10×6.5×1cm ●セット箱サイズ約14.5×21.5×16cm
●オーストラリア製《乳》

セット
販売商品

マカデミアナッツチップが入った
チョココアラをおすそわけ。

11ページにも掲載

セット
販売商品

1袋あたり

1袋あたり

¥215

¥217

（税抜）

（税抜）

気軽に配れる
ミニサイズ！

配りやすい
個別包装

ほどよい甘さのミルクチョコレートのコアラ
には、
カリッと香ばしいマカデミアナッツチッ
プが入っています。1袋2個のコアラが入
った小袋は気軽なおみやげに。
〈1セット32袋入り〉

創業40年を誇る世界でも有名なオー
ストラリアの老舗ペイトンの人気コア
ラチョコレート。濃厚な味のミルクチョ
コレートが1袋に2個入っています。

オーストラリア マカデミアナッツチョコレート 32袋セット

ペイトン コアラミルクチョコレート 18袋セット

No.7774-0021

No.7774-0022

¥6,880（税込 ¥7,430）

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

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

セット
販売商品

1袋あたり
¥150
（税抜）

¥180
（税抜）

〈1セット20袋入り〉

クラッシュマカデミアナッツ入り
のコーヒークリームとホワイトチ
ョコの相 性ぴったりなおいし
さ。一袋にひとつ入った食べ
やすいサイズです。

マカチーノ チョコ 40袋セット

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1袋10g
（1袋1個入り）●1袋サイズ約7×5×1.5cm ●セット箱サイズ約15×12.5×7.5cm
●オーストラリア製《乳》 夏季クール ※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。
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配りやすい
個別包装

1袋あたり

コアラ ミルクチョコレート 20袋セット
No.7774-0023

¥3,900（税込 ¥4,212）

●1袋20g
（2粒）●1袋サイズ約5.5×11×1.5cm ●セット箱サイズ約14.5×9.5×10cm
●オーストラリア製《乳》 夏季クール

セット
販売商品
配りやすい
個別包装

〈1セット18袋入り〉

No.7774-0024

〈1セット40袋入り〉

¥6,000（税込 ¥6,480）

●1袋12g
（1粒入り）●1袋サイズ約5×8cm ●セット箱サイズ約23×13.5×8.5cm
●オーストラリア製《乳》 夏季クール

いしさで
お

おすすめ
タイプ別
ミニサイズおみやげ

箱タイプで
きちんと
渡したい！

コアラ大特集

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

〈1セット12箱入り〉

6個で
¥290

ライスクリスプ

お得！

オーストラリア ミニチョコチップス

6個 No.7774-0026〈1個あたり
（税込 ¥5,713）
￥882〉¥5,290
1個 No.7774-0027
¥930（税込 ¥1,004）
●1個80g
（24枚）●1個サイズ約直径7×高さ16cm
●ベルギー製《乳》 夏季クール

セット
販売商品

1箱あたり
¥492
（税抜）

オーストラリア チョコベース
ショートブレッド 12箱セット
No.7774-0030

¥5,900（税込 ¥6,372）

●1箱75g
（6枚入り）●1箱サイズ約14×8×4.5ｃｍ
●セット箱サイズ約16×27.5×14.5ｃｍ
●オーストラリア製《乳・小麦》 夏季クール

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

ミルク
チョコレート

厚みのある軽い歯ざわ
りのショートブレッドと、ま
ろやかなミルクチョコの
ベストコンビ。1箱の手
軽なサイズ感も魅力。

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション
学生さんおすすめ／
人気ブランド

オーストラリアンティー

ロイヤルデボンシャーティー

ネラダはオーストラリア最大手の紅茶メ
ーカー。クイーンズランド、アサートンテ
ーブルランドで栽培されています。ふく
よかな香りと味わいで、
こころ休まるひと
ときを。

ネラダティー 2種3箱セット

¥3,300

（税込 ¥3,564）

●1箱100g（50ティーバッグ）●2種：オーストラリ
アンティー×2箱、ロイヤルデボンシャーティー×1箱
●1箱サイズ約9×14×6cm ●オーストラリア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる
場合があります。

配りやすい
個別包装

オールオーストラリア
チョコウエハース 6箱セット
No.7774-0029

¥4,490（税込 ¥4,849）

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

ケアンズ シーシェルチョコレート 6箱セット
No.7774-0025

¥6,200（税込 ¥6,696）

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

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

これぞ

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

セット
販売商品

Aussie

オーストラリアワイン／
グルメ

No.7774-0028

自然が織りなすアートと世界
的に有名な建築物は、この
国の宝。中にはミルクチョコ
がけのウエハース。

1箱あたり
¥500
（税抜）

6袋で
¥380

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

みやげ
小箱で
配りやすい

お得！

〈1セット12袋入り〉

マリアニ ビーフジャーキー
（1oz）

かわいいコアラの形をし
たマカデミアナッツチョコレ
ートを3粒セット。気 軽に
贈れて便利です。
8ページにも掲載

●1袋28g ●1袋サイズ約20×11.5cm ●オーストラリア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

No.7774-0033 ¥6,000（税込 ¥6,480）
●1箱32g（1袋1粒入り×3袋）●1箱サイズ約4.5×15×
2.5cm ●セット箱サイズ約14.5×15×11.5cm
●オーストラリア製《乳》夏季クール

ネラダティー
グレートバリアリーフ缶
No.7774-0034

¥1,550（税込 ¥1,674）

●1缶125g ●1缶サイズ約直径8.5×高さ11.5cm
●オーストラリア製

6

ニュージーランドの
ワイン／グッズ

6袋 No.7774-0031 〈1袋あたり
（税込 ¥4,644）
￥717〉 ¥4,300
1袋 No.7774-0032
¥780（税込 ¥842）

キュートコアラ
チョコレート 12箱セット

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

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

オーストラリアの有
名メーカーが良 質
な土 地で栽 培した
茶葉を使用。熱湯
を注ぐだけで、渋み
のないおいしい紅
茶が淹れられます。

Australian Macadamia Nuts

オーストラリア マカデミアナッツ

一握りのマカダミアはおいしいだけでなく、身体の健康に必要な多くの栄養分を
含んでいます。オーストラリア産のマカダミアは、世界でも類のない栽培方法や加
工技術を使い、
クリーンでグリーンな環境で育てられています。マカダミアの原産
国はここ、オーストラリア。そのため、育成に最適な気候が、おいしく高品質なナッ
ツを作り出します。ユニークな食感と歯ごたえは、セイボリーから
スイーツまで、
さまざまなレシピに取り入れられています。みなさま
もぜひ、オーストラリア産マカダミアの違いを試してください。

大地の恵み、ふんだんに。
メイド・イン・オーストラリア。

オーストラリア・マカダミア協会 ＣＥＯ

ジョイロン・バーネット氏

自慢の香ばしさを閉じ込めた、
王道のオーストラリアみやげ。

やげらしさ
み

フリーズドライした
チーズとナッツ。

で

お

絶妙な組み合わせが、あとを引きます。

おすすめ

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

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

オーストラリア マカデミアナッツ

オーストラリア チーズ＆ナッツ

12缶
6缶
1缶

12缶で
¥2,010
お得！

〈 1缶あたり
￥1,133〉
〈 1缶あたり
￥1,192〉

No.7774-0035
No.7774-0036
No.7774-0037

¥13,590（税込 ¥14,677）
¥7,150（税込 ¥7,722） 6缶で
¥1,300（税込 ¥1,404） ¥650
お得！

12箱
6箱
1箱

●1缶100g ●1缶サイズ約直径7×高さ9.5cm ●オーストラリア製

No.7774-0038
No.7774-0039

〈 1箱あたり
￥1,082〉
〈 1箱あたり
￥1,117〉

No.7774-0040

12箱で
¥1,420
お得！

¥12,980（税込 ¥14,018）
¥6,700（税込 ¥7,236） 6箱で
¥1,200（税込 ¥1,296） ¥500
お得！

●1箱75g ●1箱サイズ約15×9×4cm ●オーストラリア製《乳》

ハチミツ味のナッツは後を引くおいしさ
！

セット
販売商品

1袋あたり

セット
販売商品

¥407
（税抜）

1袋あたり
¥489

便利な
小袋入り

（税抜）

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

プレーンでナチュラルな
塩味は、食べ出したらとまらなくなりそう。

ハニーローストマカデミアナッツ 9袋セット

オーストラリア
〈1セット16袋入り〉
ミニマカデミアナッツ 1６袋セット

No.7774-0041

No.7774-0042

¥4,400（税込 ¥4,752）

¥6,500（税込 ¥7,020）

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

●1袋30g ●1袋サイズ約12.5×8.5×1.5cm ●オーストラリア製

Australian Beer

オーストラリア ビール

カールトン クラウンラガー 6本セット
No.7774-7043

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

1953年エリザベ
ス女王2世即位と
1954年のオースト
ラリア訪問を記念
して発売。

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

¥3,980（税込 ¥4,298）

●ビール ●375㎖×6本 ●ボトル高さ約23cm
●4.9度〈簡易セット箱入り
（個別箱なし）〉
［オーストラリア／カールトン&ユナイテッド ブルワリーズ］
※ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
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4ページにも掲載

オーストラリアで圧 倒 的
な人気を誇るビール。や
わらかな味わいが特徴。

オーストラリア ビクトリアビター 4本セット
No.7774-7044

¥2,600（税込 ¥2,808）

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

み

や

タイプ別
ミニサイズおみやげ

お

オーストラリア ジャーキー

ネイチャー大国のジャーキーは
バラエティいろいろ。
げ VOICE

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

（女性）

6袋 No.7774-0045
1袋 No.7774-0046

〈1袋 あたり
￥717〉

6ページにも掲載

¥4,300（税込 ¥4,644） 6袋で
¥380
¥780（税込 ¥842） お得！

学生さんおすすめ／
人気ブランド

個性的なおいしさ、
みんなで食べ比べ！

ほどよい
やわらかさ

やげらしさ
み

で

一口で食べられるサイズのジャーキ
ーは、おつまみやおやつにちょうどい
い！かみしめるとしっかりした味わいを
感じることができます。食べきりサイズ
なのも便利。

お

●1袋28g ●1袋サイズ約20×11.5cm ●オーストラリア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

おすすめ

ビーフジャーキー オリジナル 6袋セット

¥3,900（税込 ¥4,212）

オーストラリアワイン／
グルメ

No.7774-0047
●1袋25g ●1袋サイズ約14×13×0.5cm ●オーストラリア製

さっぱり
とした
クロコダイル

あとを引く
カンガルー

カンガルーミートを使用した大変
珍しいジャーキー。クセがなく食
べやすい醤油味が評判です。

クロコダイルジャーキー 3袋セット

カンガルージャーキー 6袋セット

No.7774-0048

No.7774-0049

¥5,400（税込 ¥5,832）

●1袋50g ●1袋サイズ約24×15cm ●オーストラリア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

3種6袋
セット

オージージャーキー 3種6袋セット
No.7774-0050

¥5,700（税込 ¥6,156）

●1袋50g ●1袋サイズ約24×15cm ●オーストラリア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

¥7,900（税込 ¥8,532）

●1袋50g ●3種：クロコダイル、
ビーフ、カンガルー 各2袋
●1袋サイズ：クロコダイル、カンガルー約24×15cm、ビーフ約
22.5×12cm ●オーストラリア製 ※輸入時期によりパッケージ
デザインが変更になる場合があります。

セットで贈れば、
うれしさもおいしさも倍増！

オーストラリアの人気ビールに
は、
オージービーフのビーフジャ
ーキーのおつまみが定番です。
ジャーキーをゆっくりかみしめな
がら、
ビールを楽しんで！

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

①

②

¥3,000（税込 ¥3,240）

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

¥380
お得！

オーストラリア カンパイセット
No.7774-7052

¥3,380（税込 ¥3,650）

（通常価格 ¥3,800）

セットで

¥420
お得！

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

●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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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

（通常価格 ¥3,380）

セットで

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

①

オーストラリア ほろよいジャーキーセット
No.7774-7051

②

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

気が利いているね！
ビールと人気おつまみのセット。

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

鶏のささみ肉のような淡白な
味わい。ついつい手が出る
意外なおいしさです。

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

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

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

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

おなじみの
ビーフ

マリアニ ビーフジャーキー
（1oz）

コアラ大特集

Australian Jerky

Honeymoon Gift

ハネムーンギフト

大変なのは
やっぱり
荷物。

ハネムーンのおみ や げ 選 び で不 満は？

1位

荷物が増える／移動が大変

2位

運ぶのに時間がかかる

3位

かさばる／重い

3位

超過料金がとられる 43.6％

5位

ご家族や職場、友人…
おみやげはかなりの数になるものです！

74.4％

ハネムーンみやげの
平均予算は

51.3％

43.6％

20〜30万円
未満
11％

38.5％ どこも同じ商品が多い

6位

20.5％ 品質の良し悪しがわからない
0
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80

10〜20万円未満
32％

レッドホースコーポレーション
（株）
調べ

10.9万円

「オリジナルフォトブック」
無料クーポン券
プレゼント！

（全国調べ）

30万円以上※
8％
『ゼクシィ結婚
10万円未満 トレンド調査
2017年』調べ
49％
※元データより
弊社で算出

まとめ買いでお得に！みんなに 9種61点 約5kg
配れる、品数豊富なセット。
￥39,980

PR E S E N T !
「ハネムーンバラエティ」
セッ
トを
1セットご購入につき1枚、

セットで

¥3,780

※作成例

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。

※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。

使用例

お得！

オリジナル
メッセージが
書き込める

メッセージ
シール付き
〈1シー
ト19枚×4シー
ト付き〉

②
③

オーストラリア
とくとくハネムーンバラエティ

①

No.7774-0053

④

⑥

⑨

⑧

⑦

とにかく量が必要なふたりに
安心のボリュームセット。

11種71点 約10kg

￥59,980

セットで

⑧

⑨

9

¥39,980

オリジナル
メッセージが
書き込める

メッセージ
シール付き

⑦

⑥

オリジナル
フォトブック

無料クーポン券付き！
オーストラリア
たっぷり満足ハネムーンバラエティ

No.7774-0054

⑤

⑪

使用例

お得！

④

⑩

無料クーポン券付き！

①オーストラリア チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×3箱／スイス製
②オーストラリア コアラマカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×3箱／マレーシア製
③コアラ マカデミアチップチョコレート
180g
（18粒）
×4箱／オーストラリア製
④オーストラリア マカデミアナッツチョコレート
20ｇ
（2粒）
×32袋／オーストラリア製
⑤オーストラリア マカデミアナッツ 100g×5缶／オーストラリア製
⑥オーストラリア チーズ &ナッツ 75g×5箱／オーストラリア製
⑦マリアニ ビーフジャーキー
（1oz） 28g×2袋／オーストラリア製
⑧オーストラリア チョコレートクッキー
250g
（1袋1枚入り×20袋）
×4箱／オーストラリア製
⑨オーストラリア ミニチョコチップス 80g
（24枚）
×3個／ベルギー製
夏季クール《卵・乳・小麦》

¥9,270

③

オリジナル
フォトブック

（税込 ¥43,178）
（通常価格 ¥43,760）

〈1シー
ト19枚×4シー
ト付き〉

②

①

⑤

文庫サイズ
36ページ

¥59,980

（税込 ¥64,778）
（通常価格 ¥69,250）

①オールオーストラリア 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
②オーストラリア チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×7箱／スイス製
③オーストラリア コアラマカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×5箱／マレーシア製
④コアラ マカデミアチップチョコレート
180g
（18粒）
×4箱／オーストラリア製
⑤オーストラリア チョコベースショートブレッド
75g
（6枚入り）
×12箱／オーストラリア製
⑥オーストラリア マカデミアナッツ 100g×5缶／オーストラリア製
⑦コアラ マカデミアナッツ チョコレートミニ
60g
（6粒）
×8箱／オーストラリア製
⑧オーストラリア チーズ &ナッツ 75g×5箱／オーストラリア製
⑨マリアニ ビーフジャーキー
（1oz） 28g×10袋／オーストラリア製
⑩オーストラリア ミニチョコチップス 80g
（24枚）
×5個／ベルギー製
⑪オーストラリア チョコレートクッキー
250g
（1袋1枚入り×20袋）
×4箱／オーストラリア製
夏季クール《卵・乳・小麦》

コアラ大特集

オーストラリアギフトセレクション。

タイプ別
ミニサイズおみやげ

便利な
小袋入り

アカシアの種、ナッツ、
ドライフルー
ツが入った伝統的なビスケット。メ
ルボルン郊外の歴史あるビスケッ
ト会社のレシピでつくられました。

マカデミアナッツチョコレート 3袋セット
（コアラクリップ付）
No.7774-0056

No.7774-0055

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1箱105g
（1袋2枚入り×3袋）
●1箱サイズ約24×7×3cm ●オーストラリア製《乳・小麦》

セット
販売商品

セット
販売商品

1箱あたり

1袋あたり

（税抜）

（税抜）

¥500

¥467

学生さんおすすめ／
人気ブランド

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

¥4,050（税込 ¥4,374）

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

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

No.7774-0057

¥2,500（税込 ¥2,700）

オーストラリア
プレッツェル & キャラメルポップコーン 6袋セット
No.7774-0058

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1袋30g ●1袋サイズ約14×10×マチ5cm ●アメリカ、ポーランド製《小麦》

Tetsuya’
s Restaurant
ジャパニーズフレンチの
レストラン。専門誌「レス
トランマガジン」で常に
ランキング上 位に名を
連ねるシドニーの名店。

1982年にシドニーへ
渡りフレンチを学 ぶ。
今や国 際 的に有 名な
オーナーシェフ。

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

ジャラハニーとは

和久田 哲也

ジャラハニーは、西オースト
ラリア州のみに生息する2
年に1回しか花をつけない
貴重な植物。
その花から採
れる
“ジャラハニー”
は、
ハチ
ミツの中でも特に希少で
す。ジャラフォーレストは、
州政府の厳しい管理下で
保護されています。

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

2年に1回しか咲かない花の
蜜を集めた希少なハチミツ。

TA

10+
ブラックトリュフが香り高い、テツヤズ特製のト
リュフソルト。さまざまな料理に振りかければ、
グンとグレードアップ間違いなし。

ジャラハニー TA 10+

テツヤズ トリュフソルト

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1個250g ●1個サイズ約6×6×8.5cm ●オーストラリア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

No.7774-0060

¥3,400（税込 ¥3,672）

●1瓶100g ●1瓶サイズ約直径7×高さ5.5cm ●エアパッキン包装 ●イタリア製
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

ボトルにある
「抗菌度ＴＡ10+」
というのは独立した分析機関
で調査し、国際標準の方法で認定し、風邪予防などによい
といわれています。黒糖のような甘さで食べやすい味です。

No.7774-0059

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

●1箱約33g
（4粒）●4種：マンゴー、ストロベリー、パイナップル、ライム 各１粒
●1箱サイズ約6×6×6cm ●オーストラリア製 夏季クール

オーストラリアワイン／
グルメ

オーストラリア
プチギフト ソフトキャンディボックス 5箱セット

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

アンザックビスケット 3箱セット

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

マカデミアナッツが
入ったミルクチョコ
を、国 旗デザイン
の 袋 に 入 れまし
た。コアラクリップ
付きのキュートな
おみやげです。

学生さんにおすすめ！

保

方 も納 得！お み

げ

V

お悩みはすべてこのセットが解決！

◎息子がおみやげに気を配れるか不安でし
たし、
旅行中おみやげを買う時間があるか分
からなかったので、
「おみやげ宅配便」
を利用
しました。
（大阪府／母）
◎子どもが旅先でおみやげ選びで慌てずに
すむように予め注文しました。
来年また次男
が修学旅行に行くので、
利用したいです。
（奈良県／母）

6種47点 約2kg
②

③

E

◎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

や

IC

◎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）

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！

者の

O

「おみやげ宅配便」は学生さんの強い味方です。
父母の学生旅行の心配事

護

セットで

¥1,200

￥19,980

お得！

オーストラリア
学生バラエティ
（おまけ付）

オリジナル
フォトブック

無料クーポン券付き！

おまけの No. をお選びください

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥21,180）

④

⑥

プ

⑤
ス
ラ

選べるおまけ4種類！

A

B

C

D

オーストラリア
チーズ＆ナッツ
×1箱

オーストラリア
コアラマカデミア
ナッツクッキー×1箱

オーストラリア
チャーム付
ボールペン×5本

カンガルー
キーホルダー×6コ

No.7774-0061

No.7774-0062

No.7774-0063

No.7774-0064

ひとつで食べごたえのある
ショートブレッド。

小袋入りのチーズとマカデミアナッツの
絶妙コンビ。

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

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

セット
販売商品

1袋あたり
¥69

（税抜）

〈1セット40袋入り〉

オーストラリア
マカデミアナッツ ショートブレッド 40袋セット
No.7774-0065

セット
販売商品

1袋あたり
¥181
（税抜）

便利な
小袋入り

配りやすい
個別包装

5ページにも掲載

¥2,750（税込 ¥2,970）

●1袋14g
（1枚入り）●1袋サイズ約8.5×6.5×1.5cm ●セット箱サイズ約14.5×21.5×16cm
●オーストラリア製 《乳・小麦》
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①オーストラリア チーズ &マカデミアナッツ
12ｇ×36袋／オーストラリア製
②オーストラリア コアラマカデミアナッツクッキー
160g
（1袋1枚入り×16袋）
×2箱／マレーシア製
③オーストラリア チョコレートクッキー
250g
（1袋1枚入り×20袋）
×2箱／オーストラリア製
④コアラ マカデミアチップチョコレート
180g
（18粒）
×2箱／オーストラリア製
⑤オーストラリア マカデミアナッツ 100g×2缶／オーストラリア製
⑥オーストラリア チーズ＆ナッツ 75g×3箱／オーストラリア製
夏季クール《卵・乳・小麦》

〈1セット36袋入り〉

オーストラリア
チーズ & マカデミアナッツ 36袋セット
No.7774-0066

5ページにも掲載

¥6,500（税込 ¥7,020）

●1袋12g ●1袋サイズ約10×6.5×1cm ●セット箱サイズ約14.5×21.5×16cm
●オーストラリア製《乳》

コアラ大特集

Australian Brand

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

地元で愛されている人気のブランドから。

お得！

ケアンズ ソフトキャンディ

6袋 No.7774-0067 〈1袋あたり￥934〉 ¥5,600（税込 ¥6,048）
1袋 No.7774-0068
¥990（税込 ¥1,069）

デイリーミルク

歴史あるブランドが贈る、
リッチなコクと口どけ。

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

キャドバリー ファミリーパック

キャドバリーバス 10箱セット

No.7774-0069

¥2,400（税込 ¥2,592）

●1箱324g（1袋1個入り×24袋）●2種：デイリーミルク、
フルーツ&ナッツ 各12袋
●1箱サイズ約13×16×5.5cm ●オーストラリア製《乳・小麦・落花生》夏季クール
※輸入時期により個包装のデザインが変更になる場合があります。

No.7774-0070

¥4,800（税込 ¥5,184）

●1箱48g
（1袋1個入り×4袋）●1箱サイズ約3.5×8.5×5.5cm
●オーストラリア製《乳・小麦・落花生》 夏季クール
※輸入時期により個包装のデザインが変更になる場合があります。

気軽に配れる
ミニサイズ！

素材がもつ、ピュアな色と甘みをそのままに。
6代受け継がれる伝統的な製法でつくられたジャムは、採れたての完熟フル
ーツの風味が生きる濃厚な味わいの中にもさっぱりしたおいしさ。かわいい
小瓶セットはプレゼントにも最適。もちろん朝食にも、アフタヌーンティーにも。

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

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

ビアレンバーグ ミニジャム 6瓶セット
No.7774-0071

¥2,100（税込 ¥2,268）

●1瓶30g ●6種：ブルーベリー、ストロベリー、アプリコット、ラズベリー、オレンジマ
ーマレード、
ブラックベリー 各1瓶 ●1瓶サイズ約直径4×高さ4cm ●セット箱サイ
ズ約9.5×16×5cm ●オーストラリア製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

NPA5+

MGO83+

健康にもおすすめの
マヌカハニー。
オーストラリア原産のマヌカブ
ッシュから採取されたハチミ
ツ。クセのない味わいが特徴
です。

キャピラノ マヌカハニー 5＋

No.7774-0072

No.7774-0073

¥2,800（税込 ¥3,024）

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

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1個250g ●1個サイズ約6×6×8.5cm
●オーストラリア製 ※輸入時期によりパッケージデザインが
変更になる場合があります。
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

コアラ
ストロベリーミニジャム 4個セット

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

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

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

オーストラリアの大手ハチミツメー
カー。2016 Taste of Australia
メニューコンテストで最優秀賞受
賞のデザートにも使われたハチミ
ツを製造しています。

オーストラリアワイン／
グルメ

生乳本来のコクが生きたまろやかなミルクチョコと、
ドライフルーツとナ
ッツをアクセントにしたチョコ2種類を詰め合わせ。

学生さんおすすめ／
人気ブランド

フルーツ＆ナッツ

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

●1袋100g
（約12粒）●4種 :マンゴー、ストロベリー、パイナップル、ライム
●1袋サイズ約19.5×13×2cm ●オーストラリア製 夏季クール ※グラム計量のため粒数
が異なる場合があります。※輸入時期により袋デザインが変更になる場合があります。

オーストラリア観光の
思い出と
ともに。

19世 紀 初め、小さな食
品 店からはじまった100
年以上の歴史をもつキャ
ドバリー。 1868年に発
売した贈答用チョコレー
トボックスが、現在のバレ
ンタインギフトのルーツに
なったともいわれていま
す。こだわりの技術と製
法で、世界中で愛され続
けるブランドです。

6袋で
¥340

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

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

タイプ別
ミニサイズおみやげ

人気のストロベリー、マンゴー、パイナップ
ル、ライムの4種のフレーバーをお届け。
やわらかい食感と、ピュアな自然の甘み
をお試しください。

Australian Wine

オーストラリア ワイン

世界有数の
ワイン生産国からお届け。

お

ワインアドバイザーからひとこと
オーストラリアのワインづくりは200年以上の歴史があり、特に近年は伝統と最
す。温暖な気候の産地からは凝縮感のある力強いワインが、冷涼な気候の
産地からは綺麗な酸を感じるエレガントなワインができるのが特徴です。
高田重樹
（たかだ しげき） ㈳日本ソムリエ協会公認 シニアワインアドバイザー

①

6本で

①オーストラリア 赤ワイン

6本 No.7774-7074
1本 No.7774-7075

3本 No.7774-7078
1本 No.7774-7079

重

〈1本あたり
¥1,664〉

②オーストラリア 白ワイン

6本 No.7774-7076
1本 No.7774-7077

軽

¥9,980（税込 ¥10,778）
¥1,890（税込 ¥2,041）

辛

〈1本あたり
¥1,664〉

甘

¥9,980（税込 ¥10,778）
¥1,890（税込 ¥2,041）

●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：シャルドネ他
［オーストラリア／カセグレーン］

切な方に
大

3本で
¥445

おすすめ

お得！

重

軽

¥6,650（税込 ¥7,182）
¥2,365（税込 ¥2,554）

柑橘系の爽やかな香りとすっきりとし
た飲み口が特徴。料理もすすみます。

②カセグレーン
ストーンサークル 白ワイン

3本 No.7774-7080
1本 No.7774-7081

お得！

コクがある豊かなテイストが自慢です。

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約31cm ●14.0度〈1本ずつ簡易箱入
り〉●ぶどう品種：シラーズ 、ヴィオニエ
［オーストラリア／カセグレーン］

〈1本あたり
￥2,217〉

6本で
¥1,360

●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］

①カセグレーン
ストーンサークル 赤ワイン
〈1本あたり
￥2,217〉

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

肉料理との相性がよい、 ¥1,360
お得！
飲みやすい赤ワイン。

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

②

げ VOICE

②

オペラハウスラベルのワインで、
思い出の時間を。

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

や

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

新の技術を融合した「繊細でバランスに優れたつくり」が主流になっておりま

①

み

3本で
¥445
お得！

辛

甘

¥6,650（税込 ¥7,182）
¥2,365（税込 ¥2,554）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約31cm ●12.5度〈1本ずつ簡易箱入り〉
●ぶどう品種：セミヨン、ソーヴィニヨンブラン
［オーストラリア／カセグレーン］

果 実 風 味とスパイ
シーな味わいが楽
しめるバランスのよ
い 赤 ワインで す。
肉料理との相性が
抜群です。

シャルドネ種のな
めらかな味わい
と、まろやかさが
引き立 つ 白ワイ
ン。心地よいあと
味を存分にお楽
しみください。

カセグレーン リザーブ
軽
赤ワイン 重

カセグレーン リザーブ
甘
白ワイン 辛

N o.7774-7082¥3,880

No.7774-7083

（税込 ¥4,190）

● 果 実 酒 ●750 ㎖ ● ボトル 高さ約
33cm ●13.5度〈簡易箱入り〉●ぶどう
品種：メルロー、プティ・ヴェルド他
［オース
トラリア／カセグレーン］※輸入時期により
ぶどう品種が変更になる場合があります。

¥3,880

（税込 ¥4,190）

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

※輸入時期によりラベルデザインとキャップ形状が変更になる場合があります。

ぶどう品 種：
シラーズ、ヴィ
オニエ
（シチュー、
肉料理）
14.0度

ぶどう品種：
セミヨン、ソーヴ
ィニヨンブラン
（白身の魚）
12.0度

ぶどう品種：
メルロー
（焼肉、
ステーキ）
13.5度

ぶどう品種：
シャルドネ
（魚料理全般）
13.0度

飲みきり
サイズ！

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

カセグレーン ギフトパック 4種セット
No.7774-7084
重
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軽

辛

甘

重

軽

辛

甘

¥3,686（税込 ¥3,980）

●果実酒 ●187㎖×4種 ●ボトル高さ各約17cm ●化粧セット箱入り（個別箱
なし）
［オーストラリア／カセグレーン］
※輸入時期によりセット箱およびボトルの色、
ラベル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。

重

軽

辛

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

No.7774-7086

③

重

軽

カシスやチェリーなどの果実
味にバニラの風味を感じる、
なめらかな口あたりのワイン。
●14.5度 ●ぶどう品種： カ
ベルネソーヴィニヨン
［オースト
ラリア／スリーピラーズ］

※商品にカゴは
含まれません。

赤ワインにぴったりのおつまみをセットで。

①

②

①

②

軽

セットで

¥290

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

お得！

辛

No.7774-7088

甘

¥2,980（税込 ¥3,218）

¥2,800

（税込 ¥3,024）
（通常価格 ¥3,090）

①オーストラリア チーズ＆ナッツ 75g×1箱／オーストラリア製《乳》
②オーストラリア 赤ワイン 750㎖×1本（12.5度）
［オーストラリア／カセグレーン］
※輸入時期によりラベルやパッケージデザインが変更になる場合があります。

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

オーストラリア グルメ

ボリュームたっぷり。
ぜいたくにいただきましょう。

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

KANGAROO

※ランプ調理例

サーロイン

オージービーフは世界最
高レベルの厳しい管 理
下で生産されています。

サーロイン

健 康によいと近 年
ブームになっている
マカデミアナッツオイ
ル。お料理にもお菓
子づくりにも。

トレ
ンド

マカデミアナッツオイル
リブ
別送冷蔵

¥12,000（税込 ¥12,960）

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

No.7774-0091

カンガルーミート
2種セット 別送冷凍

ランプ

No.7774-8090

¥6,400（税込 ¥6,912）

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

¥2,800

（税込 ¥3,024）

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

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

オージービーフ ブロック肉 2種セット

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

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

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

No.7774-8089

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

※サーロイン調理例

オーストラリアワイン／
グルメ

Australian Gourmet
BEEF

学生さんおすすめ／
人気ブランド

オーストラリア 赤ワイン＆ナッツセット

ナッツとシトラスを感じる豊かなアロマ、きりっとした
余韻。

No.7774-7087

②

⑤スリーピラーズ
ザ グルメ カベルネ
ソーヴィニヨン
（赤）

¥2,980（税込 ¥3,218）

②ウルラ 白ワイン

①

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

木樽からのバニラ香と新鮮な果実香が調和した優
雅な味わい。
重

甘

新鮮なレモンを思わせる豊か
な酸味で、
ライムの皮やムスク
のフレーバーを感じるワイン。
●12.5度
●ぶどう品種：リースリング
［オーストラリア／アルクーミ］

「永遠に守る」
という意味の
“ウルラ”
は、
お祝いやギフトにおすすめ。
①ウルラ 赤ワイン

④

⑤

南オーストラリア州
スリーピラーズ

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

●果実酒 ●各750㎖
●ボトル高さ各約30cm
●〈1本ずつ簡易箱入り〉
［オーストラリア］
※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。

軽

③アルクーミ
④アルクーミ
ホワイトラベル
ホワイトラベル
カベルネ／メルロー（赤） リースリング
（白）

¥10,000

（税込 ¥10,800）

重

辛口でバランスのとれたレモン さが感じられます。チョコレート
やライムの皮のような酸味で、
キ っぽさが残る余韻が印象的。
西オーストラリア州
レのよいカジュアルな飲み口。 ●13.5度
アルクーミ
●11.5度 ●ぶどう品種：セミ ●ぶどう品種：シラーズ
ニューサウスウェールズ州
［オース
トラ
リア／デ･ボル
ト
リ］
ヨン／ソーヴィニヨンブラン
デ・ボルトリ
［オーストラリア／デ･ボルトリ］

オーストラリア
ワインセレクション
No.7774-7085

甘

タイプ別
ミニサイズおみやげ

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

辛

①デ・ボルトリ
②デ・ボルトリ
セークレッドヒル
セークレッドヒル
セミヨン ソーヴィニヨン・
シラーズ（赤）
ブラン（白）
ベリー系の香りに、スパイシー

コアラ大特集

広大な大地の繊細な
味わいを、飲み比べ。

Australian Goods

オーストラリアの雑貨

かわいい！ オモシロ！
オーストラリアグッズ大集合！
みんなに配れる
クリップタイプのマスコット。

セレブも御用達のエコバッグ。
小さく折りたためて収納できて
広げると丈夫で大容量。
シドニーの風景が素敵。

セット
販売商品

1匹あたり
¥165
（税抜）

首も
まわるよっ!!

ふわふわコアラを
喜ぶのは子どもだけじゃなさそう。
フラッグコアラ ぬいぐるみ

エンビロサックス
シドニー エコバッグ 3枚セット

ひっつきコアラ 12匹セット

No.7774-0092

No.7774-0093

No.7774-0094

¥1,980（税込 ¥2,138）

¥3,000（税込 ¥3,240）

●エコバッグ本体：約50×高さ42cm、持ち手高さ約25cm
●マチなし ●ポリエステル ●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●中国製

●高さ約18cm ●ポリエステル ●ビニール袋入り
●中国製

セット
販売商品

セット
販売商品

1コあたり

1コあたり

¥360

¥300

（税抜）

（税抜）

ゆるさがかわいすぎる、
カンガルーの絵柄のキッチンタオル。
オーストラリア キッチンタオル
3枚セット
No.7774-0095

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1匹約6cm ●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●中国製

自然大国ならではの
動物出没注意のロードサイン。

やわらかい5色のコアラは
携帯画面クリーナーにも。

ロードサイン キーホルダー 6コセット

コアラ マスコットストラップ 5コセット

No.7774-0096

No.7774-0097

¥2,400（税込 ¥2,592）

●約35×35cm ●綿
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●中国製

¥1,800（税込 ¥1,944）

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

セット
販売商品

¥1,800（税込 ¥1,944）

●全長約13.5cm
（モチーフ部分約6cm）●ポリエステル
●ビニール袋入り（個別ビニール袋入り）●中国製 ※輸入時
期により色、サイズ、デザインが変更になる場合があります。

セット
販売商品

1コあたり
¥280
（税抜）

1コあたり
¥434
（税抜）

㎝
高さ約
6

冷蔵庫や机にぴたっと大活躍！
コアラメモ付きマグネット。

色鮮やかな
アボリジナル・アートが描かれています。

コアラ メモ付マグネット 5コセット

アボリジニ ショットグラス 3コセット

ビバラ鍋敷

No.7774-0098

No.7774-0099

No.7774-0100

¥1,400（税込 ¥1,512）

●1コサイズ約8.5×5.5×1cm ●ピンク、イエロー、グリーン、パ
ープル、
ブルー 各1コ ●ビニール袋入り（個別ビニール袋入り）
●中国製 ※輸入時期により色が変更になる場合があります。
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オーストラリア発、
世界的アーティストが描く
「ビバラ」のポップな鍋敷。

¥1,300（税込 ¥1,404）

●約直径5×高さ6cm ●ガラス
●セット箱入り
（個別包装あり）●中国製

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

¥1,000（税込 ¥1,080）

●約15×15×0.5cm ●表面 : 陶器、裏面 :コルク ●簡易箱入り
●中国製 ※輸入時期により色が若干異なる場合があります。
カタログ専用商品

コアラ大特集

Skin Care

ボタンを押すと腕がのびる
ボクシング・カンガルー！

スキンケアグッズ

タイプ別
ミニサイズおみやげ

自然大国のおみやげは、
スキンケアもナチュラル

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

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

ユーカリソープ ２コセット
No.7774-0106

¥1,700

（税込 ¥1,836）

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

1本あたり
¥380
（税抜）

カンガルーボールペン 5本セット
No.7774-0101

¥1,900（税込 ¥2,052）

思わず笑顔になるキュートさ
！
コアラとカンガルーの耳を
ノックして使う、かわいい
2色ボールペン。

左右で
色が
変わるよ！

赤

ティリー ゴートミルク
ハンドクリーム 3本セット

コアラ

No.7774-0107

黒

カンガルー

いつも一緒にいたい！
ラブリーなチャーム。

No.7774-0103

※商品にトレイなどは
含まれません。

オーストラリア フラワーソープ 3コセット
No.7774-0108
コアラ

カンガルー

¥2,500（税込 ¥2,700）

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

¥1,600（税込 ¥1,728）

ホホバオイルとは…

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

コアラのチャームがポイントの
オーストラリア国旗
ボールペン。

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

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

カラフルでスマートな
カンガルーデザインが
グッド。

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

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

ホホバオイル 15㎖
セット
販売商品

1コあたり

1本あたり

（税抜）

（税抜）

¥175

¥240

カンガルー
キーホルダー 6コセット

オーストラリア チャーム付
ボールペン 5本セット

No.7774-0104

No.7774-0105

¥1,050

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

¥1,200

（税込 ¥1,296）

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

¥1,600（税込 ¥1,728）

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

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

プロポリスリップバーム 2本セット
No.7774-0110

¥1,960（税込 ¥2,116）

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

（税込 ¥1,134）

No.7774-0109

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

セット
販売商品

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

コアラ＆カンガルーチャーム

¥2,250（税込 ¥2,430）

オーストラリアワイン／
グルメ

¥2,400（税込 ¥2,592）

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

オーストラリアを代表する動物たちが、
愛らしいチャームになりました。

Goat
Milk

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

コアラ＆カンガルー
2色ボールペン 6本セット
No.7774-0102

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

学生さんおすすめ／
人気ブランド

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

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

セット
販売商品

NEW ZEALAND
ニュージ ーランド

おすすめ

No.1

メエメエ
かわいいシープたち。
ヒツジの形がキュートなマカデミアチップチョコレート。
大自然の中に穏やかに遊ぶヒツジの写真も、ニュー
12箱で
ジーランドらしさを伝えるおみやげです。

6箱で
¥650

¥2,280

12箱
6箱
1箱

お得！

お得！

シープ マカデミアチップチョコレート
No.7774-0111

〈1箱あたり ¥1,300〉

No.7774-0112

〈1箱あたり ¥1,382〉

No.7774-0113

¥15,600（税込 ¥16,848）
¥8,290（税込 ¥8,953）
¥1,490（税込 ¥1,609）

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

気軽に配れる
ミニサイズ！
配りやすい
個別包装

マウントクックのパッケージで。
美しいマウントクックのパッケージとサクサクの歯ざわりが人気。

ニュージーランド チョコウエハース

12箱
6箱
1箱

No.7774-0114
No.7774-0115
No.7774-0116

〈1箱あたり
¥1,292 〉
〈1箱あたり
¥1,367〉

12箱で
¥1,900
お得！

¥15,500（税込 ¥16,740）
¥8,200（税込 ¥8,856）
6箱で
¥1,450（税込 ¥1,566） ¥500

●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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ミニでもボリュームしっかり。

お得！

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

ニュージーランド
チョコチップ ショートブレッド

¥600
お得！

12箱 No.7774-0117 〈1箱あたり
（税込 ¥7,776）
¥600〉 ¥7,200
1箱 No.7774-0118
¥650（税込 ¥702）
●1箱80g
（6枚）●1箱サイズ約8×11×2.5cm ●オーストラリア製《乳・小麦》

コアラ大特集

Kiwi Gift

New Zealand Kiwi Fruit Wine

タイプ別
ミニサイズおみやげ

おみ

やげらし

で
さ

キウイギフト

おすすめ

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

No.7774-0119
No.7774-0121

1

お得！

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

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

1

6本で
¥1,000

6箱で
¥580

お得！

お得！

配りやすい
個別包装

キウイフルーツチョコレート 4箱セット
●1箱100g
（1袋1個入り×10袋）●1箱サイズ約8×20×2.5cm
●ニュージーランド製《乳》 夏季クール

①ニュージーランド
キウイクッキー 5箱

甘

¥12,800

（税込 ¥13,824）

1本 No.7774-7124

¥2,300

（税込 ¥2,484）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●9.5度〈1本ずつ簡
易箱入り〉●原料：キウイフルーツ［ニュージーランド／プレストン
グループリミテッド］※輸入時期によりボトルの色が変更になる場
合があります。

3種23点 約5kg

￥29,980

セットで

¥2,230
お得！

③ニュージーランド
チョコウエハース 9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、

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

②シープ
マカデミアチップチョコレート
9箱

辛

※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。

¥5,400（税込 ¥5,832）

大自然の国の魅力が詰まった
多彩なおすすめセット。

6本 No.7774-7123

〈1本あたり
¥2,134〉

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

No.7774-0122

キウイフルーツワイン
（袋付）

オーストラリアワイン／
グルメ

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

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

学生さんおすすめ／
人気ブランド

No.7774-0120

〈1箱あたり
¥1,165〉
〈1箱あたり
¥1,284〉

便利なワイン袋付き

ニュージーランド キウイクッキー

12箱
6箱
1箱

※ 本に 枚付いています。

12箱で
¥2,580

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

おみやげに最適な
珍しいワイン。

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

「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.7774-0125

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥32,210）

●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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ニュージーランドの
ワイン／グッズ

①ニュージーランド キウイクッキー
250g
（1袋10枚入り×2袋）
×5箱／オーストラリア製
②シープ マカデミアチップチョコレート
180ｇ
（20粒）
×9箱／オーストラリア製
③ニュージーランド チョコウエハース
115g
（1袋1個入り×18袋）
×9箱／スイス製
夏季クール《卵・乳・小麦》

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

ニュージーランド お手頃バラエティ

Manuka Honey

マヌカハニー

健康にもよいと評判の
天然の恵みを毎日に。

UMFとは

マヌカハニーとは
ニュージーランドだけに自生して
いる野生植物、
マヌカから採取
されたハチミツです。
そのマヌカ
ハニーには、
ニュージーランド政
府機関が定めた性能表記に、
殺菌作用の物質の含有量を
表す「MG」
と抗菌作用の割合
を表す
「UMF」
「 MGS」
があり、
数値が高いほど殺菌力・抗菌
力が強いとされています。

UMF は、Unique Manuka Factor（ ユニークマヌカファクター）の頭文字を取
ったもので、他のハチミツには含まれないマヌカハニーの中にだけ含まれる優れ
た抗菌性を持つ物質のことです。UMFを含むマヌカハニーのことを「アクティ
ブマヌカハニー」「UMF マヌカハニー」と呼び、他のハチミツと区別されていま
す。一般的に販売されている UMF の数値は、UMF10+、UMF12+ などが
ありますが、これはマヌカハニーの殺菌成分をフェノール溶液（消毒液）の濃度
と比較して数値で示したものです。

100 ％ PURE NEWZEALAND
HONEY 社はUMF 推進委員会メ
ンバーが代表を務めている会社。
そこで作られるマヌカハニーは、品
質も抗菌グレードも高く安心です。

UMF

10+

オール

マヌカハニー UMF10+
No.7774-0126

¥5,100

（税込 ¥5,508）

ブ ラ ッ ク ス

ALL BLACKS ® 認定
マヌカハニー UMF12+
No.7774-0127

¥8,800（税込 ¥9,504）

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

●1個250g ●1個サイズ約6×6×高さ8.5cm ●化粧箱サイ
ズ約6.5×6.5×8.5cm ●化粧箱入り ●ニュージーランド製

マヌカハニーにしか含まれない抗菌
成分はニュージーランド政府機関が MGS
8+
定めた性能表記に基づいて表記さ
れています。マヌカハニーを初めて
試す健康を気にする方におすすめ。

UMFグレード10＋のマヌカハニーを使
い切りサイズにしたスナップパック。ちょっ
とぜいたくなおみやげとして、
みんなに配
るのにピッタリ
！

マヌカゴールド 8+
No.7774-0128

¥3,980

（税込 ¥4,298）

●1個250g ●1個サイズ約直径5.5×高さ7.5cm ●ビニ
ール袋入り ●ニュージーランド製 ※輸入時期によりラベ
ルデザインが変更になる場合があります。
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ニュージーランド・ラグビー代表 ALL BLACKS®
UMF
に生ハチミツとして唯一公式認定されたマヌカハ 12+
®
ニー。UMF ハニー協会（UMFHA）の厳格な
基準を満たす加盟社のみに許可された商品で
す。ヨーグルトと一緒にそのままスプーンで。

マヌカハニー 10+
スナップパック 5個セット
No.7774-0129

¥1,470（税込 ¥1,587）
●1個5g ●1個サイズ約3.5×7.5cm ●ニュージ
ーランド製 ※輸入時期によりパッケージデザイン
が変更になる場合があります。

UMF

10+

お

マヌカハニーチョコレート 4箱セット

¥4,500（税込 ¥4,860）

No.7774-0131

●1袋100g
（約16粒）●1袋サイズ約19×12.5cm
●ニュージーランド製 ※輸入時期によりパッケージデザイン、粒
数、色、形状が変更になる場合があります。※グラム計量のため
粒数が異なる場合があります。

¥6,280（税込 ¥6,782）

●1箱110g
（10粒）●1箱サイズ約5.5×15×2cm
●ニュージーランド製《乳》 夏季クール
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

クローバーハニー 2個セット
No.7774-0132

¥3,800（税込 ¥4,104）

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

お

ニュージーランド グルメ

南半球の豊かな自然が育んだ、
とっておきのグルメをどうぞ。

げ VOICE

今まではおみやげのことが心配
で旅行が楽しめませんでしたが、
今回は事前に購入したので、
旅行
中は料理や景色などが十分楽し
めました。次回も宅配サービスを
利用したいと思います。
（男性）

クリームチーズ
×3個

ニュージーランドチーズ
2種6個セット 別送冷蔵
No.7774-8133

¥5,400（税込 ¥5,832）

●2種 :レッドチェダーチーズ1パックサイズ約9×6×2cm
（90g）
、
クリーム
チーズ1パックサイズ約6×9×2cm（90g）各3個 ●ニュージーランド製
《乳》
※賞味期限 :お届け後、冷蔵で約30日間保存が可能です。

オーストラリアの
グッズ／スキンケア

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

オーストラリアワイン／
グルメ

レッドチェダー
チーズ×3個

や

学生さんおすすめ／
人気ブランド

New Zealand Gourmet

み

ハネムーンギフト／
ギフトセレクション

No.7774-0130

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

マカデミアナッツ／
ジャーキー／ビール

マヌカハニー
キャンディ 3袋セット

独特な風味のマヌカハニーがチョコレートといっし
ょになると、まろやかさが増して風味あり。ニュー
ジーランドの大自然を思わせます。

旅先で買ったハチミツが液
体物とみなされて制限がか
かってしまい、
困ったことがあ
ります。今回利用したどれも
おいしかったですよ。

（30代/女性）

タイプ別
ミニサイズおみやげ

箱には風景や絵柄が
描かれています。

げ VOICE

コアラ大特集

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

み

や

ニュージーランドの
お菓子／キウイ

No.7774-0134

アボカド
バジル
フレーバー

¥5,300（税込 ¥5,724）

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

〈1セット10袋入り〉

ジャックリンクス ビーフジャーキー 10袋セット
No.7774-0135

¥4,200（税込 ¥4,536）

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

アボカドオイルセット

アボカド
ナチュラル

安心・安全なニュージーランド産牛肉を100％使
用。子どもから大人まで食べやすい、伝統的なビ
ーフジャーキーです。

ニュージーランドの
ハチミツ／グルメ

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

New Zealand Wine

ニュージーランド ワイン
①

①： 重
②： 辛

②

①

①： 重
②： 辛

軽
甘

②

①

①： 重
②： 辛

軽
甘

②

軽
甘

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

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

白胡椒やベリーの香りに樽由来のスパイシーな
風味がアクセントを添える赤。樫樽での発酵が
果実の特徴を引き出したシトラスの香りの白。

①サザンクロス ホークスベイ ピノノワール

①フライングキウイ ピノノワール

①ミルズリーフ メルロカベルネ

No.7774-7136

No.7774-7138

No.7774-7140

¥3,300（税込 ¥3,564）

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

¥2,200（税込 ¥2,376）

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

¥2,600（税込 ¥2,808）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13度〈簡易箱入
り〉 ●ぶどう品種 :メルロー、カベルネソーヴィニヨン他
［ニュージーランド／ミルズリーフ ワイナリー］

②サザンクロス
マルボロ ソーヴィニヨンブラン

②フライングキウイ
ソーヴィニヨンブラン

②ミルズリーフ シャルドネ

No.7774-7137

No.7774-7139

No.7774-7141

¥3,300（税込 ¥3,564）

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

¥2,000（税込 ¥2,160）

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

¥2,600（税込 ¥2,808）

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

※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。

New Zealand Goods

ニュージーランドグッズ

セット
販売商品

セット
販売商品

1本あたり

1コあたり

（税抜）

¥447
（税抜）

¥400

ヒツジ 携帯ストラップ 6コセット
No.7774-0142

¥2,680（税込 ¥2,894）

●全長約11cm
（モチーフ部分約6 〜 7cm）
●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製
※輸入時期により色が若干異なる場合があります。
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1コあたり
¥467
（税抜）

シダの葉をモチーフにし
たノック式ボールペン。い
っぱい配るのにぴったり。

ニュージーランドの
国技といえばラグビー。
そのボールをキーホルダーに。

ニュージーランド
ボールペン ６本セット

ラグビーボール キーホルダー 3コセット

No.7774-0143

No.7774-0144

¥2,400（税込 ¥2,592）

●長さ約12.5cm ●インク：黒 ●プラスチック
●プラスチックケース入り
（個別包装なし）●中国製

なごませキャラのヒツジたち。
さわり心地のよさも魅力的です。

セット
販売商品

マヌカハ ニ ーでも希 少 な
UMF24+を保 湿 成 分とし
て使用し、つやつやの唇に！
はちみつフレーバーで使い
やすい。

キウイの中の
キウイがポイン
ト
！キウイ柄にま
ぎれた国鳥キ
ウイが◎。

キウイ キッチンタオル 3枚セット
No.7774-0145

¥1,400（税込 ¥1,512）

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

¥2,400（税込 ¥2,592）

●約35×35cm ●綿 ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

マヌカハニーリップバーム
UMF24+ 3コセット
No.7774-0146

¥2,130（税込 ¥2,300）

●1コ5㎖ ●全長約6.5cm ●化粧箱サイズ約2×2×7.5cm
●化粧箱入り ●ニュージーランド製

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

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 .4

