株式会社 サクセス・ワールド

0120-37-3974

8437

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。

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。

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

ビン詰めのおみやげや
陶製の雑貨なども、
ご自宅まで大切に
お届けします。

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

ワレモ
ノ
心 配な も
し

いところ

2

い

日本 への 持ち込みが 困 難なトロピカルフ
ルーツなどの果物類も、
「おみやげ宅配便」
ならOK！

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.7778-9810

No.7778-9830

¥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
※別送品（
あらかじめ付いています。

「 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

果物類
も
大丈夫

しつけください。

小籠包など台湾
グルメの生 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.7778-9870

¥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。

2

フルーツケーキ
一度食べたらもう忘れられない、こだわりの台湾銘菓。

フルーツケーキはかさばる！
パイナップルケーキは、
ほとんどの方が
おみやげとして購入されるほどの定番
品。種類が多く、現地でおいしいものを
見つけるのは大変です。
さらに重くてか
さばるので、
「おみやげ宅配便」利用
がおすすめです。旅行中も帰りもラク
ラク。

2017年
モンドセレクション
受賞

おいしいひと工夫
フルーツケーキはトースターで軽く
焼くと生地とジャムがやわらかくな
り、さらにおいしくいただけますよ。

オススメのワケ
1

現地でも上級なこだわりの
パイナップルジャムを使用

2

おみやげ宅配便
限定品

3

お渡しに便利な
オリジナルおみやげ袋付き
※1箱に1枚
付いています。

台 湾

1

売り上げ

No.

台湾定番おみやげ！
さわやかパインのデリシャスケーキ。
昔ながらの製 法でつくった
みずみずしいパイナップル
ジャムと、さっくり香ばしい生
地が絶品！ エンボス加工を
ほどこした 高 級 感 の ある
パッケージも魅力。

No.7778-0001
No.7778-0002
No.7778-0003

〈1箱あたり
¥1,167〉
〈1箱あたり
¥1,234〉
〈1箱あたり
¥1,317〉

No.7778-0004

18箱で
¥3,300
お得！

台湾 パイナップルケーキ
（袋付）

18箱
12箱
6箱
1箱

オリジナル
おみやげ袋
1箱に1枚付き

配りやすい
個別包装

18箱

¥21,000（税込 ¥22,680） お買上げの方に
12箱で
¥14,800（税込 ¥15,984） 自宅でも楽しめる ¥1,400
お得！
¥7,900（税込 ¥8,532） ミニ1箱プレゼント！
¥1,350（税込 ¥1,458）
6箱で
¥200

●1箱225g
（1袋1個入り×9袋）
●1箱サイズ約15×27×4cm ●台湾製《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。

お得！

南国気分いっぱいのマンゴー味が新鮮！
配りやすい
個別包装

③

①

②

12箱で
¥1,220
お得！

台湾 マンゴーケーキ

12箱 No.7778-0005
6箱 No.7778-0006
1箱 No.7778-0007

6箱で
¥400
お得！

¥14,380（税込 ¥15,530）
〈1箱あたり ¥1,234〉 ¥7,400
（税込 ¥7,992）
¥1,300（税込 ¥1,404）
〈1箱あたり ¥1,199〉

●1箱225g
（1袋1個入り×9袋）●1箱サイズ約15×26×4cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

3

さっくりとした生地に甘酸っぱいジャムが特徴のフル
ーツケーキと、爽やかな香りに豊かな余韻が広がる
凍頂烏龍茶は、絶妙の組み合わせ。台湾を代表
する味で至福のお茶の時間を。

セットで

¥180
お得！

台湾茶房セット
No.7778-0008

¥3,960（税込 ¥4,276）

（通常価格 ¥4,140）

①台湾 マンゴーケーキ 225g×1箱／台湾製《卵・乳・小麦》
②台湾 パイナップルケーキ
（袋付） 225g×1箱 ／台湾製《卵・乳・小麦》
③缶入り凍頂烏龍茶 75g ×1缶／台湾製

もらった人を笑顔に変える、
ユニークなパイナップル型。

フルーツケーキ

台湾ならではの
ケーキを詰め合わせ。

定番のお菓子

台湾全土にチェーン展開し
ている食のおみやげ店。取
扱商品は多種多様で、なか
でも台 湾 産のパイナップル
を使った焼き菓 子は、高い
評価を得ています。

有名おみやげチェーンの
人気商品。

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

配りやすい
個別包装
配りやすい
個別包装

パイナップルの形をしたパッケージがかわいい！
ひとくち味わうごとに、
フルーティーな香りが広がり
ます。思わず笑顔になる、楽しいおみやげです。

新東陽 パイナップルケーキ 3箱セット

シントウヨウ

パイナップル箱入り
パイナップルケーキ 3箱セット

No.7778-0009

No.7778-0010

¥5,250（税込 ¥5,670）

パイナップルケーキ

人気のフルーツケーキ３種を箱詰めした高級感
あるギフト。王道のパイナップル味をはじめ、いろ
んな味を楽しみたい方におすすめです。

No.7778-0011

¥5,980（税込 ¥6,458）

●1箱198g（1袋1個入り×9袋）●3種：マンゴーケーキ、バナ
ナケーキ、パイナップルケーキ 各3袋 ●1箱サイズ約19.5×
29.5×5cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

台湾の食

おいしい！を
みんなに。

バナナケーキ

台湾 アソートケーキ 3箱セット

¥4,800（税込 ¥5,184）

●1箱176g
（1袋1個入り×8袋）
●1箱サイズ約8×9.5×20cm ●台湾製《卵・乳・小麦》
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

●1箱300g（1袋1個入り×12袋） ●1箱サイズ約19×
29.5×3.5cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

マンゴーケーキ

ミニフルーツケーキギフト。
セット
販売商品

1袋あたり

1箱あたり

（税抜）

（税抜）

¥550

パパイヤ味

ライチー
味

ミニフルーツケーキ 2種6袋セット

パパイヤ味

¥3,300（税込 ¥3,564）

●1袋227g
（8個）●2種：ライチーケーキ、パパイヤケーキ 各3袋
●1袋サイズ約6×23.5×4cm ●台湾製《乳・小麦》

①台湾 パイナップルケーキ
（袋付）6箱

配りやすい
個別包装

パイナップルジャムをさっくり
の生地で包んだ人気のケーキ。

パイナップルケーキ ミニ12箱セット
No.7778-0013

ライチー味

6種16点 約5kg

￥19,980

¥7,300（税込 ¥7,884）

●1箱100g
（1袋1個入り×4袋）●1箱サイズ約10×19×4cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

セットで

¥1,670
お得！

②台湾 マンゴーケーキ 3箱

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

自慢のおいしさが勢揃い！
お得なギフトセット。

¥609

台湾プチギフト／
観光スポット特集

No.7778-0012

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。

台湾 らくらくバラエティ
No.7778-0014

⑥台湾
ヘーゼルナッツ
ショコラ 1箱

④台湾 パイナップル
クッキー 3箱

①台湾 パイナップルケーキ
（袋付）
225g
（1袋1個入り×9袋）
×6箱／台湾製
②台湾マンゴーケーキ 225g
（1袋1個入り×9袋）
×3箱／台湾製
③台湾マカデミアナッツチョコレート 200g
（18粒）
×1箱／アメリカ製
④台湾パイナップルクッキー
180g
（1袋1枚入り×16袋）
×3箱／マレーシア製
⑤台湾パイナップルチョコトリュフ
（袋付）
220g
（20粒）
×2箱／マレーシア製
⑥台湾 ヘーゼルナッツショコラ 126ｇ
（1袋1個入り×9袋）
×1箱／台湾製
夏季クール 《卵・乳・小麦》

台湾の雑貨

⑤台湾 パイナップル
チョコトリュフ
（袋付）2箱

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥21,650）

台湾の酒

③台湾
マカデミアナッツ
チョコレート 1箱

夜市特集

台湾フルーツのラ
イチーとパパイヤ
をおみやげにぴっ
たりのミニケーキ
にしました！甘いフ
ルーツの味わいを
お楽しみください！

フルーツスイーツ／
月餅

台湾のおみやげといえ
ば、新東陽のパイナップ
ルケーキといわれるくら
い人気の商品です。
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台湾の定番おみやげ
お

Taiwan Sweets
み

や

お

クール便
で
チョコも
安心

げ VOICE

孫が 喜びそうなので選
びました。
おいしいと言わ
れ、
カタログのイメージ通
りだったので満足です。


（60代／男性）

台 湾

みや

げ ワン ポイ
ント

暑さと湿気にご用心！
北は亜熱帯、南は熱帯地域の台湾。
暑さと湿 気で、
ときに購 入したチョコ
レート菓 子が 溶けてしまうことも… 。
「おみやげ宅配便」
なら安心です！

観光名所、中正紀念堂の
正門を描いて。美しい写真で
台湾の魅力を伝えます。

チョコレート

1

売り上げ

No.

6箱で
¥560

12箱で
¥2,300

お得！

お得！

台湾 マカデミアナッツチョコレート

12箱
6箱
1箱

No.7778-0015 〈1箱あたり￥1,299〉¥15,580（税込 ¥16,826）
No.7778-0016 〈1箱あたり￥1,397〉
No.7778-0017

¥8,380（税込
¥1,490（税込

¥9,050）
¥1,609）

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

パイナップルが、かわいい
クッキーになりました。

お

みや

オリジナル
おみやげ袋
1箱に1枚付き

パイナップルの風味広がる、
リッチなチョコトリュフ。

台湾 パイナップルクッキー

12箱
6箱
1箱

No.7778-0018

6箱で
¥600

お得！

お得！

¥13,000（税込 ¥14,040）
〈
1
箱あたり
￥
1,150
〉
No.7778-0019
¥6,900（税込 ¥7,452）
No.7778-0020
¥1,250（税込 ¥1,350）
〈1箱あたり ￥1084〉

●1箱180g
（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》

6個で
¥500
お得！

ライスクリスプ入りチョコレ
ートを食べやすい薄型チッ
プスに。サクサクの食感も
楽しいスナックです！

CE

チョコレートもおいしく、
中
のパイナップル風味との味 甘さもほどよく、パイナッ
のバランスもよいです。
プルの味もよいと思いま

（60代／女性） す。
数も20粒で大きさも
配る時にぴったりです。

（60代／女性）

パイナップルの形がかわいい、サクサク
のクッキー。ほんのり漂うパイナップルフ
レーバーが南国らしさを感じさせます。

12箱で
¥2,000

げ VOI

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。故宮博物院の
美しい夜景が印象的です。

ココアパウダー
ミルク
チョコレート

パイナップル風味の
チョコレート

台湾 パイナップルチョコトリュフ
（袋付）

12箱 No.7778-0027
6箱 No.7778-0028
1箱 No.7778-0029

〈1箱あたり
￥1,492〉
〈1箱あたり
￥1,597〉

¥17,900（税込 ¥19,332）
¥9,580（税込 ¥10,346）
¥1,680（税込 ¥1,814）

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

※袋のデザイン、
色が変更になる
場合があります。

12箱で
¥2,260
お得！

6箱で
¥500
お得！

セット
販売商品

1箱あたり
¥280
（税抜）

配りやすい
個別包装

ミルクチョコレート
ライスクリスプ

台北101、阿里山鉄道など、台湾の人気観光名
所のかわいいイラストをあしらったパッケージデザ
インが人気。バター風味の香ばしいクッキーは贈
る人を選びません。

台湾 チョコチップス

6個 No.7778-0024
1個 No.7778-0025

〈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
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台湾 バタークッキーミニ 10箱セット
No.7778-0026

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1箱30g
（1袋1枚入り×3袋）●1箱サイズ約13×9×2cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

体裁よく
箱で配れる。

フルーツケーキ

台湾老舗メーカーのおいしいチョコ菓子。

！
たっぷり30粒入り
げに
みや
のお
職場
ぴったり！

定番のお菓子

いしさで
お

おすすめ

配りやすい
個別包装

地元で古くから親しまれている菓子メ
ーカー・甘百世（KAISER）のヘーゼ
ルナッツチョコ菓子。クランチとヘーゼ
ルナッツの食感が絶妙なバランス。

クランチ

配りやすい
個別包装

6箱で
¥300

12箱で
¥1,500

No.7778-0021

〈1箱あたり ¥1,125〉

No.7778-0022

〈1箱あたり ¥1,200〉

No.7778-0023

¥13,500（税込 ¥14,580）
¥7,200（税込 ¥7,776）
¥1,250（税込 ¥1,350）

●1箱126g
（1袋1個入り×9袋）●1箱サイズ約15×30×5cm ●台湾製《卵・乳・小麦》 夏季クール
※輸入時期によりヘーゼルナッツの大きさが異なる場合があります。

ギフトボックス入り ヘーゼルナッツショコラ
（30袋）
No.7778-0030

ホワイト＆ダークチョコとドライフルーツの三重奏。

マンゴー
チョコレート

お得！

フルーツチョコレート 3種セット

No.7778-0032

¥8,380（税込 ¥9,050）
〈1箱あたり¥750〉 ¥4,500( 税込 ¥4,860）
〈1箱あたり¥699〉

●1箱56g
（6粒）●1箱サイズ約9×15.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

8種25点 約8.5kg

￥29,980

①台湾 パイナップル
ケーキ
（袋付）7箱
⑧台湾 ジューシー
マンゴープリン 1箱

配りやすい
個別包装

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1箱120g ●3種 : バナナチョコレート（約26粒）
、マンゴーチョコレート（約30粒）
、パイナッ
プルチョコレート（約29粒）●1箱サイズ約17.5×15.5×3cm ●台湾製《乳》 夏季クール
※グラム計量のため各粒数が異なる場合があります。

セットで

¥3,990
お得！

②台湾 マンゴーケーキ 6箱
③台湾 パイナップル
チョコトリュフ
（袋付）
3箱

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

いろんな方に配れて
とっても便利なセットです。

No.7778-0033

パイナップル
チョコレート

台湾プチギフト／
観光スポット特集

台湾 ミニマカデミアナッツチョコレート
No.7778-0031

バナナ
チョコレート

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。

⑥台湾 マカデミアナッツチョコレート２箱

⑤台湾
チリプラウン
ロール 2箱

④台湾 パイナップル
クッキー 3箱

①台湾 パイナップルケーキ
（袋付）
225g
（1袋1個入り×9袋）
×7箱／台湾製
②台湾 マンゴーケーキ 225g
（1袋1個入り×9袋）
×6箱／台湾製
③台湾 パイナップルチョコトリュフ
（袋付） 220g
（20粒）
×3箱／マレーシア製
④台湾 パイナップルクッキー
180g
（1袋1枚入り×16袋）
×3箱／マレーシア製
⑤台湾 チリプラウンロール 125g
（25g
〈約12粒〉
×5袋）
×2箱／マレーシア製
⑥台湾 マカデミアナッツチョコレート 200g
（18粒）
×2箱／アメリカ製
⑦台湾 ヘーゼルナッツショコラ 126ｇ
（1袋1個入り×9袋）
×1箱／台湾製
⑧台湾 ジューシー マンゴープリン 約650g
（約130g×5カップ）
×1箱／台湾製
夏季クール《卵・乳・小麦・えび》
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台湾の雑貨

⑦台湾
ヘーゼルナッツ
ショコラ1箱

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥33,970）

台湾の酒

台湾 とくとくバラエティ
No.7778-0034

夜市特集

12箱で
¥620

12箱
6箱

¥3,580（税込 ¥3,866）

●1パック420g（1袋1個入り×30袋）●1パックサイズ約直径18×高さ14.5cm
●台湾製 《卵・乳・小麦》 夏季クール ※輸入時期によりヘーゼルナッツの大き
さが異なる場合があります。

台湾の食

配りやすいミニサイズのチョコレート。

香ばしいヘーゼルナッツとクランチのチョコ菓子は、誰にでも喜ば
れる味。人数の多い職場やお子さんのいるご家庭へのおみやげ
に最適です。

フルーツスイーツ／
月餅

お得！

お得！

台湾 ヘーゼルナッツショコラ

12箱
6箱
1箱

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

ヘーゼルナッツ

現 地でも大 人 気の商 品を
ご用意しました。郭元益ブ
ランド商品を
ぜひご 家 族
やご 友 人 に
どうぞ。

創業150年を誇る銘店「郭元益」。その歴史は古く、1867年
までさかのぼります。福建省から台湾へ渡り、台北の士林で看板
もない小さなお店が始まり。そして伝統は受け継がれ、今では台
湾を代表する老舗菓子店となり、台湾各地に26店舗のチェーン
ストアを構えるまでになりました。さらに、国外へも郭元益のお菓
子は広がっています。台湾名産のフルーツを使った伝統の銘菓
は、喜ばれること請け合いのおみやげです。

キュートなパッケージに一目ぼれ
いろんなポーズのクマがキュート。
食べるのがもったいないぐら
いクマポーズがかわいい。台
湾観光局のイメージキャラク
ター「オーベアー」と老舗、郭
元 益のコラボクッキーです。
サクサクした甘さ控えめのチ
ョコ味で、何枚でも食べられ
てしまうおいしさです。

配りやすい
個別包装

カクゲンエキ

郭元益 オーベアークッキー
（チョコレート味）
No.7778-0035

¥1,500（税込 ¥1,620）

●1箱約132g
（1袋1枚入り×12袋）●1箱サイズ約12.5×24×4cm ●台湾製
《卵・乳・小麦》※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

配りやすい
個別包装

タピオカとミルク風味の
おいしいハーモニー。
「黒糖タピオカミルクティー」と「アッ
サムミルクティー」、台湾で人気のド
リンクを2種類のクッキーに焼き上げ
ました。サクッと香ばしく、口どけの
よいクッキーです。

カクゲンエキ

郭元益 タピオカミルクティー
クッキー 2種セット
No.7778-0036

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1箱約312g（1袋1枚入り×24袋）●2種：黒糖タピオカミルクティー味、アッサムミ
ルクティー味 各12袋 ●1箱サイズ約24×24×4cm ●台湾製《卵・乳・小麦》
※パッケージに日本語表記あり( 現地仕様）
。

芝麻

中華菓子に欠かせない芝麻のお菓子。
あと引く香ばしさで、もう一つパクッ！

Sesame

蓮の実月餅

配りやすい
個別包装

風 味 豊 かな生 地に黒ゴ
マを練り込 んだ 餡を詰
め、焼き上げました。あっ
さりとした甘さの中にゴマ
の香ばしさが漂います。
クロ ゴ

マ

食 べた瞬 間、ゴマの風 味とほの
かな甘みがお口に広がります。ウ
エハースのサクサク感も楽しめ、
お茶請けにぴったり。

台湾セサミウエハース 3袋セット

No.7778-0037

No.7778-0038

¥5,881（税込 ¥6,351）

栗まんじゅう

便利な
小袋入り

黒芝麻ケーキ 6箱セット
●1箱170g（1袋1個入り×6袋）●1箱サイズ約18.5×10.5×
5.5cm ●台湾製《乳・小麦》
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3つのおいしさ、食べ比べ。

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1袋190g（1パック2枚入り×8パック）●1袋サイズ約26×15×5.5cm
●台湾製《乳・小麦》※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）。

パイナップルケーキ

台湾を代表する
伝統菓子３種を
詰め合わせ。食
べごたえがあり、
いろんなおいし
さを少しずつ楽
しめるお得なセッ
トです。

配りやすい
個別包装

台湾 ギフトセット
No.7778-0039

¥2,800

（税込 ¥3,024）

●1箱234g
（1袋1個入り×9袋）
●3種：蓮の実月餅、パ
イナップルケーキ、栗まんじゅう 各3袋 ●1箱サイズ約
19.5×29.5×5cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

フルーツケーキ

台湾茶
台湾といえば、凍頂烏龍茶。
美しい缶はギフトにおすすめ！

台湾茶の楽しみ方

ナントウケン

凍頂烏龍茶のふるさとである、南 投県で丹念に
育てられた優良茶葉。爽やかな香りとほのかな
甘みを最大限に引き出すよう、ていねいに製茶し
ました。最後の一滴までご堪能ください。

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

茶葉を急須の底が隠れる程度に
入れ、80〜100度のお湯を注ぎ
ます。2分ほど蒸らせば飲み頃に。
お好みの濃さで抽出してください。
5〜6煎お楽しみいただけます。

凍頂
烏龍茶

台湾茶種類と味の特徴
茉莉花
茶

高山茶

凍頂
烏龍茶

台湾産の緑茶をベースに、
茉莉花（ジャスミン）で香り付
けされたもの。特に、食後に
おすすめ。
鉄観音
茶

台湾茶の代名詞的存在。蘭
のような香りでコクがあり、豊
かな余韻が感じられます。

フルーツスイーツ／
月餅

標高1000m 以上の茶園か
ら栽培される高山茶。苦みが
少なく、まろやかな味わいが
特徴。

缶入り凍頂烏龍茶

3缶 No.7778-0040 〈1缶あたり￥1,397〉 ¥4,190（税込 ¥4,525）
1缶 No.7778-0041
¥1,490（税込 ¥1,609）

鉄観音種を深く焙煎している
ため、濃厚な味わい。また、深
い甘みや香ばしさもあります。

●1缶75g ●1缶サイズ約直径8×高さ10cm ●1缶ずつ化粧箱入り ●台湾製

〈1缶ずつ
化粧箱入り〉

3缶で
¥280
お得！

台湾の食

やげらし

で
さ

おみ

定番のお菓子

Taiwan Tea

おすすめ

鉄観音
茶

夜市特集

茉莉花
茶
茉莉花
茶

お茶の時間が楽しくなること間違いなし！
台湾の民族衣装を着た人の広げた腕がちょうどカップにかか
る、ユニークなティーバッグです。

巾着入り台湾茶 2種セット

台湾 民族ジャスミン茶

No.7778-0042

¥2,900（税込 ¥3,132）

No.7778-0043

●鉄観音茶、茉莉花
（ジャスミン）
茶 各80g ●巾着サイズ約直径8×高さ17cm
●巾着 :ポリエステル ●セット箱入り ●台湾製

台湾プチギフト／
観光スポット特集

人気の鉄観音茶、茉莉花（ジャスミン）茶を、それぞれ伝統柄のかわいい巾
着に入れてお届けします。

¥1,080（税込 ¥1,166）

●1パック10g
（2g×5ティーバッグ）●1パックサイズ約32×12.5×1cm
●個別包装なし ●台湾製

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

凍頂
烏龍茶

凍頂
烏龍茶

鉄観音
茶

東方
美人茶

花のような香りでまろやかな味わいの凍頂烏龍茶
と、ほうじ茶に似た香ばしさの鉄観音茶。台湾茶
有名メーカーの厳選セットです。

ーバッグ。南 投県で生産される高級茶葉を使用
し、上品な香りと深い味わいが魅力。

台湾 東方美人茶 2箱セット

台湾茶 ギフトセット

凍頂烏龍茶 3パックセット

No.7778-0044

No.7778-0045

No.7778-0046

¥4,200（税込 ¥4,536）

●1本75g ●2種 : 凍頂烏龍茶、鉄観音茶各1本 ●1本サイズ約
直径7×高さ10cm ●セット箱サイズ約14.5×20×8cm ●台湾製

ナントウケン

¥2,400（税込 ¥2,592）

●1パック24g（2g×12ティーバッグ入り）●1パックサイズ約
15.5×13×マチ4cm ●台湾製
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台湾の雑貨

¥2,600（税込 ¥2,808）

●1箱30g ●1箱サイズ約6×6×10cm ●台湾製
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

老舗ブランドの凍頂烏龍茶を手軽に飲めるティ

台湾の酒

東方美人茶は、青茶といわれる烏龍茶の一種で、
花を思わせる香りとほのかな甘みが特徴的な大
変希少なお茶です。欧米で「オリエンタル・ビュー
ティー」
と呼ばれたのがその名の由来です。

フルーツスイーツ
Taiwan Fruits Sweets

お

ワンポイント
アドバイス

み

や

空港での検査も
スマートにクリア！

液体物と果実類の持ち込み、持ち出し検
査は年々厳重になっています。事前の準
備で入国・出国時もスムーズに。

も
果物類
！
夫
大丈 ！

げ VOICE

も
液体物 く
な
き
心お

特別な方への
ご贈答用に。

マンゴーの味が濃厚でとても
おいしかったです。
甘さもちょ
うどよく、あと味もさっぱりし
ていてとてもよかったです。
（60代／女性）

まるで果実を食べているような本格派。
ジューシーで濃厚な味わいとお洒落なパッ
ケージは大切な方へのご贈答にぴったり。

台湾 ジューシー マンゴープリン
No.7778-0047

¥2,200（税込 ¥2,376）

●1箱約650g
（約130g×5カップ）●1箱サイズ約8.5×10×29.5㎝
●台湾製《乳》※パッケージに日本語商品説明表記あり
（現地仕様）
。

人気のお菓子3種をひとつずつセレクト
！
職 場 に。
お 友 だちに 。
パイナップル
ケーキ

ドライ
マンゴー

パイナップル
ゼリー

台湾の代表的な3種のお菓子をおしゃれな巾着袋
に詰めた、お得感いっぱいのギフトセッ
トです。

人気お配り 6袋セット
No.7778-0048

¥3,400（税込 ¥3,672）

●1袋3種入り：パイナップルケーキ1袋、
ドライマンゴー1袋、パイ
ナップルゼリー2個 ●6袋簡易セット箱入り ●台湾製 《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。

便利な
小袋入り

果物の王様マンゴーの絶妙な酸味と甘みをギュッ
と凝縮。配りやすく、おみやげに便利です。

ドライマンゴー 2箱セット
No.7778-0049

¥2,600（税込 ¥2,808）

●1箱約100g（約9袋）●1箱サイズ約20×14×3.5cm ●台湾製 ※パッケージに日本語品名表
記あり
（現地仕様）
。 ※グラム計量のため各袋数は異なる場合があります。

封を開けると漂う芳醇な香
り。ライチーの上品な甘さ
が引き立つ、爽やかながら
濃 厚な味わいのデザート
です。ミニサイズだからみ
んなに配っても。

ジューシーな果実の味わい
をギュッと閉じ込めました。
ほどよい甘さがお口の中に
広がります。ユニークなパ
ッケージは職 場やお友 達
へのおみやげにぴったり!
〈パイナップル味〉

台湾 ミニライチープリン
2箱セット
No.7778-0050

¥2,200

（税込 ¥2,376）

●1箱約420g
（約70g×6カップ）●1箱サイ
ズ約14×14×6cm ●台湾製《乳》
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台湾 フルーツグミ 3種6箱セット
No.7778-0051

〈マンゴー味〉

配りやすい
個別包装

〈ライチー味〉

¥4,380（税込 ¥4,730）

●1箱約90g
（1袋1個入り×約21袋）●3種：マンゴー味、パイナップル味、ライチー味 各2箱
●1箱サイズ約6.5×11×7cm ●台湾製 ※グラム計量のため粒数は異なる場合があります。

おみ

セット
販売商品

ライチー
プリン

¥520
（税抜）

台湾 フルーツプリン
2種ギフトセット( 袋付 )

¥4,000（税込 ¥4,320）

フルーツゼリー 2種4箱セット
No.7778-0054

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1袋60g
（12個）●巾着サイズ約15×11cm ●台湾製

●1箱約1040g（約130g×8カップ）●2種 :マンゴープリン、ラ
イチープリン（ナタデココ入り）各4カップ ●1箱サイズ約21×
32×9.5cm ●台湾製《乳》

●1箱300g（1袋1個入り×6袋）●2種 :マンゴー味、
ピーチ味
各2箱 ●1箱サイズ約16×18.5×4cm ●台湾製
※ゼリーを吸い込んで食べることはおやめください。のどに詰まら
せてしまう原因になります。

台湾を代表するフルー
ツ、パイナップルとマン
ゴーのジャム。果肉を残
したジューシーでフレッ
シュな味わいを、朝食に
添えてみませんか。

甘 酸っぱいパイナップル味が
爽やかなゼリー。かわいいパ
イナップル型の容 器に入
って、インパクト大です。ミ
ニサイズで、みんなに配る
のにもおすすめ。

台 湾を代 表 する二
大フルーツ、マンゴー
とパイナップルが大
胆なサイズのドライフ
ルーツに。甘酸っぱ
さがたまりません。

No.7778-0052

¥2,600（税込 ¥2,808）

フルーツスイーツ／
月餅

No.7778-0053

〈専用紙袋付き〉

台南地方のアップルマンゴーと桃園地方・拉拉山の
桃。台湾の有名産地のフルーツを使った蒟蒻ゼリー
です。果汁感たっぷりのぷるんとした食感が絶品！

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

濃厚な味わいのマンゴープ
リンと、芳醇な香りのライチー
プリンのセット。台湾フルーツ
のおいしさがぎゅっと詰
まった本格プリンは、贈答
用にもおす
すめです。

1袋あたり

巾着入り
パイナップルキャンディ5袋セット

定番のお菓子

で
さ

やげらし

おすすめ

フルーツ王国の台湾ら
しい、ジューシーなパイ 配りやすい
ナップルのキャンディで 個別包装
す。かわいい巾着は、
小物入れとしても活躍。

配りやすい
個別包装

ナタデココ入り

フルーツケーキ

マンゴー
プリン

台湾の食

No.7778-0055

マンゴー

¥1,700（税込 ¥1,836）

Mooncake

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1容器約820g
（約21個入り）
●サイズ約最大幅15×高さ30cm ●台湾製
※グラム計量のため個数は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。

台湾 ドライフルーツ 2種6袋セット
No.7778-0057

中 秋 節は
別 名「 団
員節」と呼ばれること
から月餅の別名も「団
員 餅 」。印 象 的な丸
に員の文字は、
月の美
しい日に家族が集えま
すようにとの願いが込
められています。

小豆餡がどなたにも
喜ばれる、菊花形の
ミニ月餅。配りやす
いプチみやげに。

配りやすい
個別包装

台湾 月餅
（小）6箱セット

No.7778-0058

No.7778-0059

●1箱224g（1袋1個 入り×8袋 ） ●1箱サイズ 約20×19×
4.5cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

¥4,650（税込 ¥5,022）

●1箱約75g（1袋1個入り×3袋）●1箱サイズ約21.5×7.5×
3.5cm ●台湾製《卵・乳・小麦》

セット
販売商品

1箱あたり
¥775
（税抜）
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台湾の雑貨

台湾 蓮の実月餅 3箱セット

¥5,980（税込 ¥6,458）

台湾の酒

配りやすい
個別包装

¥3,800（税込 ¥4,104）

●2種 :ドライパイナップル120g、
ドライマンゴー100g 各3袋
●1袋サイズ約24.5×16cm ●台湾製

ほっこりやさしい、
昔ながらのおいしさも
お忘れなく。
台湾の人々の生活に欠
かせない「蓮の実」と
「月餅」の組み合わせ。
ペースト状にした蓮の実
を餡に練り込み、ほのか
な甘さに仕上げました。

マンゴー

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

月餅

No.7778-0056

パイナップル

台湾プチギフト／
観光スポット特集

●1瓶160g ●2種：パイナップルジャム、マンゴージャム 各1瓶
●1瓶サイズ約直径5.5×高さ9cm ●簡易セット箱入り
（個別箱
なし）●台湾製 ※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。

パイナップル容器入りゼリー

夜市特集

パイナップル

台湾 フルーツジャム 2種セット

台湾の美味

選りすぐりのおいしさ をそのままお届け！
ご家庭で手軽に本場 の味を楽しめます。
お

安心
品質

ワレモノ
心 配なしも
！
！

品質管理を強化し、安全性を
確認した商品のみを
取り扱っております。

生鮮食
品
大 丈 夫！も
！

み

や

げ VOICE

おみやげはカタログで購入ずみ
だったので、
同じツアーの方々がお
みやげ探しをしている間、
屋台でか
き氷を食べたり、繁華街を散策！時
間を有効に使えて満足です！

（20代／男性）

アツアツの味と感動を、
みんなにわけて
あげたい！

台 湾

グ ルメ

1

売り上げ

No.

モッチリとした皮で包まれた小籠包。お好みでしょう
が、ラ－油、醤油を合わせたタレにつけ、れんげにの
せてお召し上がりください！ ジュワッと広がるアツアツ
スープも美味。忘れられない味をご自宅でお楽しみ
ください！
ショウロンポウ

ミニ小籠包

20袋で
¥1,020
お得！

別送冷凍

20袋 No.7778-0060 〈1袋あたり￥699〉¥13,980（税込 ¥15,098）
10袋 No.7778-0061 〈1袋あたり￥750〉 ¥7,500（税込 ¥8,100）
●1袋5個入り
（1個約30g）●中国製《小麦》※日本語調理説明書付き
※お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。

※調理例

いしさで
お

おすすめ

人気の中華点心がずらり勢ぞろい！

みんなが喜ぶ
台湾スイーツ
！

小籠包

ハリネズミ包

中華ちまき

蒸しても揚げても
おいしいカスタード餡入り

大根モチ

広東風花巻

揚げ

蒸し

幾重にも重ねて焼き上げられたエッグタルト。
パイ生地はサックリ、中のカスタードはとろ～り
甘さ控えめ。あと味もよく、見た目もかわいい
優等生です。今や台湾を代表するスイーツと
いえるエッグタルト、ぜひお楽しみください。
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ハリネズミ包

¥6,980（税込 ¥7,538）

●1パック約210ｇ（6個入り）●1パックサイズ約14×20×4ｃｍ ●台湾製 《卵・乳・小麦》 ※日
本語調理説明書付き ※お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。

広東風花巻

No.7778-0062

No.7778-8063

別送冷凍

中華ちまき

エッグタルト 5パックセット

中華点心 5種セット

大根モチ

①凍らせたまま、冷たいスイーツとして
②自然解凍し、常温でシュークリーム風に
③オーブンで焼いて、さっくり焼きたて風に

ご家族みんなで楽しめる、バラエ
ティ豊かな点心セット。もっちりとし
た皮の中にアツアツの肉汁と豚肉
を閉じ込めた「小籠包」をはじめ、
「中華ちまき」、愛らしい形の「ハリ
ネズミ包」、
「大根モチ」、
「広東風
花巻」をセットでお届け。

小籠包

おいしい食べ方
３パターン

※調理例

別送冷凍

¥6,900（税込 ¥7,452）

●小籠包約25g×5個、中華ちまき約50g×3個、ハリネズミ包約25g×5個、大根モチ約
50g×3個、広東風花巻約25g×5個 ●セット簡易箱入り ●中国製 《卵・乳・小麦・えび》
※日本語調理説明書付き ※お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。

フルーツケーキ
定番のお菓子

※調理例

※盛付例

ウーユィズ

の高い珍味。台湾では烏魚子
といい、高級な酒肴として珍
重されています。おもてなしに、
おすすめです。
シントウヨウ

新東陽 焼きカラスミ

¥7,552（税込 ¥8,156）

●1箱1腹（約100g）●1箱サイズ約23×13×1cm ●台湾製
※賞味期限：お届け後、冷凍で約90日間保存が可能です。
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

4瓶で
¥200
お得！

ザーサイ

4瓶 No.7778-0065〈1瓶あたり
（税込 ¥4,104）
￥950〉¥3,800
1瓶 No.7778-0066
¥1,000（税込 ¥1,080）
●1瓶200g ●1瓶サイズ約直径7×7.5cm ●エアパッキン包装
●台湾製《小麦》

台湾料理のお通しといえばこ
れ。たけのこの穂先をぜいた
くに使用した素朴で懐かしい
味わいです。ご飯やお粥に、
酒の肴に。

台湾メンマ ラー油漬け
6瓶セット
No.7778-0067

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1瓶120g ●1瓶サイズ約直径5.5×高さ8cm
●簡易セット箱入り
（個別包装なし）●台湾製《小麦》

受賞歴多数の
絶品スプレッド。

い！
お いし

フルーツスイーツ／
月餅

No.7778-8064

別送冷凍

ご飯やお酒によく合
うピ
リ辛テイスト。ラ
※盛付例
ーメンや炒飯、炒め
物に使えば本場の
味に変身です。

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

旬のボラの卵を使った希少性

台湾の食

※調理例

餃 子には、これ1本で OK！ 蒸し
鶏や蒸し豚バラにかけてもおいし
い一品に。本場のおいしさをぜひ
お試しください。

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1箱（2人前）
：ビーフスープ（レトルト）500g、麺（レトルト）
260g 各1袋 ●1箱サイズ約23×16.5×5cm ●台湾製《小麦》
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

台湾 ココナッツペースト 2瓶セット

¥2,200

（税込 ¥2,376）

No.7778-0070

●1本230㎖ ●1本サイズ瓶底約5×5cm、
高さ約15.5cm ●セット簡易箱入り
（個別包
装なし）●台湾製《小麦》

果実味スイーツ

み

や

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1瓶175g ●1瓶サイズ約直径8.5×6cm
●簡易セット箱入り
（個別包装なし）●台湾製《乳》

げ VOICE

フルーツなどはあきらめてい
ましたが、
「おみやげ宅配便」
なら冷凍・冷蔵品も気軽に買
えてとても助かります。
（20代／女性）

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

食後のさっぱりデザートに

No.7778-0069

台湾の酒

丸い粒の中にマンゴー果汁
がぎゅっと詰まっています。
噛むと口の中でぷちぷち弾
けて、ジュースが口いっぱい
に広がります。
その昔、かの楊貴妃が愛したといわれる
上品な香りのフルーツ。必要な分だけ解
凍し、皮をむいてお召し上がりください。

ぷちっとマンゴージュース 6個セット

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1カップ約90g ●1カップサイズ約直径7.5×高さ4cm
●簡易セット箱入り ●台湾製

台湾 冷凍ライチー 4袋セット
No.7778-8072

別送冷凍

¥6,000（税込 ¥6,480）
台湾の雑貨

No.7778-0071

台湾プチギフト／
観光スポット特集

No.7778-0068

餃子のタレ 4本セット

お

牛肉麺 2箱セット

自然素材でつくられたナチュラルな
甘さが人気のココナッツペースト。
ココナッツの香ばしい香りが絶品で
す。パンやトーストに塗るのが定番
ですが、お菓子づくりにも使えます。

夜市特集

麺とスープを温めるだけ
で、簡 単に台 湾 屋 台を
再現。スパイスが香るス
ープには、大きな牛肉が
ゴロゴロ入っています。

●約500g×4袋
（1袋約23個）●1袋サイズ約20×28×3cm ●台湾産
※賞味期限：お届け後、冷凍で約90日間保存が可能です。
※グラム計量のため個数は異なる場合があります。
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夜市

観光の後は夜市で食べ歩き
！

屋台や露店をはじめ、雑貨や
洋品店などが集う夜の市場。
地元の人から観光客まで
連日賑わいをみせます。

台湾Ｂ級グルメの宝庫！この味を食べずして、台湾を語ることなかれ！

自宅に
ご

おすすめ

※調理例

台湾屋台の不動のメニュー、麺
線。そうめん風の細麺のラーメン
に、
とろみとコクのあるスープが絡
み、独特の味わいを奏でます。

台湾 麺線 3箱セット

台湾 ネギ餅 4袋セット

No.7778-0073

¥4,600（税込 ¥4,968）

●1箱280g ●1箱：麺、タレ、油、片栗粉 各１袋
（4人前）●1箱サイズ約22×13.5×3.5cm
●台湾製《小麦》※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。※日本語調理説明書付き

※盛付例

台湾 ソーセージ 3袋セット

※盛付例
別送冷凍

No.7778-0074

¥5,000（税込 ¥5,400）

●1袋約500g（5枚入り）●餅直径約17cm ●台湾製《小麦》※お届け後、冷凍で約30日間保存
が可能です。※日本語調理説明書付き

夜市の定番メニュー。独特の
甘辛味で、お酒のおつまみや
チャーハンの具材にぴったり。
生ニンニクや香草を添えれば
台湾の一品料理に。

※調理例

コシが強く、もちもちとした食
感の麺が大人気。濃厚なピリ
辛の胡麻ソースが食欲をそそ
る、汁なしタイプの刀削麺。台
湾屋台の味をご家庭で。

トウショウメン

台湾 刀削麺 2袋セット

別送冷凍

No.7778-0075

たっぷりネギに、
もちもちの食感
が楽しめる庶民の味。昔なが
らの台湾屋台のおいしさです。

¥3,400（税込 ¥3,672）

●1袋約200g
（5本入り）●台湾製《卵》
※お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。※日本語調理説明書付き

No.7778-0076

¥2,200（税込 ¥2,376）

●1袋140g
（2人前、タレ1パック付き）●1袋サイズ約18.5×15.5×マチ6cm ●台湾製《小麦》
※日本語調理説明書付き

温める
だけ！

※調理例

日本でも人気の汁なし坦々麺
が手軽につくれます。ゴマの
香り豊かなタレがもっちりとし
た麺によく絡み絶品！

台湾 汁なし担々麺 3箱セット
No.7778-0077

台湾 ルーローハン 3箱セット

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1箱140g
（約2人前）●タレ付き ●1箱サイズ約20×13×6cm ●台湾製《小麦》
※日本語調理説明書付き
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※調理例

温めてご飯にかけるだけで、
本場のルーローハンが味わえ
るレトルトパック。旨み豊かな
豚肉そぼろは、麺や豆腐との
相性も抜群。

No.7778-0078

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1箱210g
（1パック70g×3パック）●レトルト ●1パック1人前 ●1箱サイズ約17×8.5×4cm
●台湾製《小麦》※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

フルーツケーキ
定番のお菓子

新登場

地元の味を
おすそわけ！

餃子は小
籠包に次ぐ
人気点心メ
ニュー、街
には餃子専
門 店もある
ほどです。冷凍にしておいしさを
ぎゅっと閉じ込めた本場の味。焼
いても水餃子にしてもおいしくい
ただけます。

キャベツ・セロリ・ニンジンを
主 原 料としたヘルシーな野
菜まんです。野菜好きの方
にはおすすめの逸品です。
セット
販売商品

¥430
（税抜）

No.7778-0079

1袋あたり

別送冷凍

¥380
（税抜）

¥3,800（税込 ¥4,104）

台湾 野菜まん 10袋セット

別送冷凍

No.7778-0080

●1袋6個入り（1個約17g）●簡易セット箱入り ●台湾製
《小麦》 ※お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。
※日本語調理説明書付き

台湾の食

セット
販売商品

セット
販売商品

1袋あたり

1箱あたり

¥250

¥417

（税抜）

（税抜）

●1箱100g
（1人前）●1箱サイズ約3×3×24cm ●台湾製《小麦》
※日本語調理説明書付き

No.7778-0082

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1袋60g ●1袋サイズ約13×17×2cm ●簡易セット箱入り ●台湾製《小麦》
※日本語調理説明書付き

漢方食材の一種として
も知られる杏 仁を、お
菓子作りなどに使いや
すい粉 状にしました。
杏仁豆腐はもちろん、
ヨ
ーグルトや紅茶に入れ
ても、コクが出ておいし
くいただけます。

セット
販売商品

台湾の酒

1袋あたり
¥180
（税抜）

¥4,320（税込 ¥4,665）

●1袋83g
（1食分）●1袋サイズ約11×9cm ●簡易セット箱入り ●台湾製
※パッケージに日本語表記あり ※お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。

杏仁パウダー
No.7778-0084

¥3,460（税込 ¥3,736）

●1缶500g ●1缶サイズ約直径10×高さ17.5cm ●台湾製
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No.7778-0083

別送冷凍

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

タピオカパール自体にマンゴ
ーの味がついていて、解凍
して牛乳と氷を入れるだけ
で、手軽にマンゴータピオカ
ミルクが味わえます。一食
分ずつパックになっているの
で便利です。

台湾 マンゴー味 タピオカ24袋セット

台湾プチギフト／
観光スポット特集

台湾 ビーフン 10袋セット

¥2,500（税込 ¥2,700）

夜市特集

台 湾 のビーフンはスー
プ仕 立て。器に麺と調
味料を入れてお湯を注
ぐだけで、本格スープビ
ーフンが家庭で手軽に
味わえます。

良 質 の 小 麦 粉に烏 龍 茶
の粉末を練り込んだ、心地
よい香りの麺。シコシコとし
た食感、烏龍茶の深みの
ある風味です。汁そばで
も美味。

No.7778-0081

¥4,300（税込 ¥4,644）

●1袋2個入り
（1個約65g）●簡易セット箱入り ●台湾製《小麦》
※お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。※日本語調理説明書付き

台湾 ウーロン茶そば 6箱セット

フルーツスイーツ／
月餅

1袋あたり

セット
販売商品

台湾 ニラ餃子 10袋セット

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

おすすめ

焼餃子も
水餃子もＯＫ。

台湾プチギフト
Taiwan Petit Gift

女子に

おすすめ

アフターユースできる巾着に
一口パイナップルケーキをイン。

配りやすい
個別包装

かわいらしい巾着に一口サイズのパイ
ナップルケーキが入った、ちょっとリッチ
なギフトです。職場のお配りギフトにも
向いています。

台湾 巾着入り
ミニパイナップルケーキ 3袋セット
No.7778-0085

¥1,900（税込 ¥2,052）

●1巾着75g
（5個入り）●巾着色 : 赤、
ピンク、茶色 各1色 ●巾着サイズ約16×12.5cm
●台湾製《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。

台湾スイーツのいいとこどり
！アフターユースできる
トートはもらった人を笑顔にすること間違いなし。

かわいいミニボックス入り
チョコは、職場やご近所の
おみやげに。

マンゴープリン、パイナップルケーキ、チーズク
ッキー、
ドライマンゴ―を後から使える台湾モ
チーフのトートバッグに詰め込みました。

なめらかな口どけが贅沢な
トリュフチョコのミニギフトボ
ックス。台北のランドマー
ク・台北101をデザインし
たタグがアクセント。

パイナップルケーキ

配りやすい
個別包装

セット
販売商品

1箱あたり
¥500

台湾 プチギフト箱入り チョコトリュフ 5箱セット
No.7778-0086

（税抜）

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1箱20g
（1袋1個入り×4袋）●1箱サイズ約6×6×6cm ●フランス製《乳》 夏季クール
※輸入時期によりリボンの色が変更になる場合があります。

台湾ジューシーマンゴー
プリン

台湾ドライ
マンゴー

チーズクッキー
ミニパック

台湾 トートバッグ入りギフトセット
No.7778-0087

¥2,600（税込 ¥2,808）

●①台湾ドライマンゴー1袋（100g）②パイナップルケーキ 25g×3個 ③台湾ジューシーマンゴープ
リン1個（130g）④チーズクッキーミニパック4袋（1袋42g）●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 ●台湾製《卵・乳・小麦》
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

台湾のユニーク雑貨

〈パイナップルの香り〉
〈烏龍茶の香り〉

気分が上がる香りつきのあぶらとり紙。
烏龍茶とパイナップルの香り付き
のあぶらとり紙です。ポーチから
取り出す度にいい気分に。台湾
の名物と有名観光地をかわいく
描いたイラストにも注目です。

台湾 あぶらとり紙 3コセット
No.7778-0088

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1コ100枚入り ●ウーロン茶香り2コ、パイナップル香り1コ
●1コサイズ約9.5×9.5×0.5cm
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●台湾製
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

15

めがねにスマホに使えるネコ満載のクロス。

いろいろ使える
台湾柄のミニポーチ。

オリジナルのネコのキャラクターがかわいいめが
ね拭き用のクロス。スマホの画面を拭くのにも便
利です。洗濯機で洗って何度も使えます。

台湾のセレクトショップで販売している、カラフル
なイラストのミニポーチ。ファスナーのポンポンが
アクセント、いい旅の記念になりそうです。

台湾 メガネ拭き 3枚セット

台湾 ミニポーチ 3コセット

No.7778-0089

No.7778-0090

¥1,650（税込 ¥1,782）

●1枚サイズ約16.5×17.5cm
●ポリエステル、ナイロン ●ビニール袋入り
（個別包装あり）
●台湾製 ※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

※商品に化粧品は
含まれません。

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1コサイズ約8×11.5cm ●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●台湾製
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

ぐるり台湾おみやげの旅

桃園

台湾高速鉄道

宜蘭

苗栗
台中

バスルート

台中

彰化

南投

雲林

花蓮

4

嘉義

風情ある街並みや、息をのむ風景美…。豊かな自然と文化に恵まれた台湾は、
訪れたい観光地がいっぱい。旅の感動そのままに、
各地域の魅力が伝わるおみやげを揃えました！

左營

5

九份
キュウ

たくさんの神 様が集
い、願いを叶えてくれ
るパワースポット。

フン

ノスタルジックな街並
みで人気を集める観
光スポット。

リュウザンジ

キュウフン

龍山寺 アーモンドクッキー 4箱セット
No.7778-0091

配りやすい
個別包装

¥3,800（税込 ¥4,104）

3

101タワー

九份 パイナップルケーキ 3箱セット
No.7778-0092

¥4,300（税込 ¥4,644）

●1箱176g
（1袋1個入り×8袋）
●1箱サイズ約20×19×4cm
●台湾製《卵・乳・小麦》

4

5

高 雄

台湾で最も大きな淡
水湖。山水画のよう
な美しさを誇ります。

台 湾 第 二 の 都 市。
蓮池潭の「龍虎塔」
は高 雄 屈 指の観 光
地です。

ゲツ

タン

日月潭の風景が美しいパッ
ケージに、やさしく香り立つ
紅茶のクッキーを
詰めました。

101タワーをデザインした
箱が注目の人気クッキー。

配りやすい
個別包装

配りやすい
個別包装
タイペイ

ニチ ゲツ タン

台北 101タワー
烏龍茶クッキー 3箱セット

日月潭
紅茶クッキー 4箱セット

No.7778-0093

No.7778-0094

¥4,100（税込 ¥4,428）

●1箱300g（1袋1枚入り×30袋）●1箱サイズ約23.5×20×
5.5cm ●台湾製 《卵・乳・小麦・そば》 ※パッケージに日本
語表記あり
（現地仕様）
。

¥3,800（税込 ¥4,104）

●1箱100g（1袋1枚入り×10袋）●1箱サイズ約9.5×10×
10cm ●台湾製 《卵・乳・小麦・そば》 ※パッケージに日本
語表記あり
（現地仕様）
。

高雄チョコレート
No.7778-0095

●1箱170g
（18粒）●1箱サイズ約16×27×2.5cm
●マレーシア製《乳》 夏季クール

セットで

¥400
お得！

台湾 乾杯セット
No.7778-7096

¥2,980（税込 ¥3,218）

セットで

¥250
お得！

台湾 ふんわり気分セット
No.7778-7097

¥5,850

（税込 ¥6,318）
（通常価格 ¥6,100）

①台湾スパイシーそら豆 150g×3袋／台湾製
②台湾ビール ゴールドメダル 330㎖×6本
（5.0度）
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］
※ビール・発泡酒の成分等が沈殿・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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（通常価格 ¥3,380）

①台湾 八年紹興酒
（袋付）600㎖×1本
（16.0度）
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］
②ザーサイ 200g×1瓶／台湾製《小麦》

すっきりとキレのある飲み口のラガービールと、そら豆の風味と
食感がたまらないピリ辛スナック。台湾の国民的ビールとスパ
イシーなおつまみのセットで、台湾気分をお楽しみください。

台湾の酒

郷土料理によく合うマイルドな飲み口の紹
興酒と、本場のピリ辛ザーサイをセットに。
紹興酒の里が生んだ台湾銘酒とお酒が
すすむ肴で、
くつろぎのひとときをどうぞ。

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

②

①

②

¥1,100（税込 ¥1,188）

台湾プチギフト／
観光スポット特集

龍から入って虎から出ると罪
の浄化 & 開運効果があると
いう「龍虎塔」。その塔をか
たどった ユ
ニークなミル
クチョコ。お
土産話に花
が咲きそう。

夜市特集

日月潭
ニチ

地 上101階、ユニー
クな超高層ビルは台
北のシンボルです。

配りやすい
個別包装

台湾の食

●1箱100g
（1袋1枚入り×10袋）
●1箱サイズ約9.5×10×10cm ●台湾製《卵・乳・小麦・そば》
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

フルーツスイーツ／
月餅

定番のパイナップル
ケーキを、九 份 仕
様 の 洒 落 た パッ
ケージで。

①

台東

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

ジ

台南

ザン

高雄

2

龍山寺のご利益を
おすそわけ !? 香ば
しいアーモンドクッ
キーです。

龍山寺
リュウ

台南

屏東

定番のお菓子

Taiwan Trip

1

2
3

台北

新竹

フルーツケーキ

1

台湾スナック

みんなでつまめるお手軽スナック。
おやつやお酒のおつまみに♪

Taiwan Snack

男性に

おすすめ

海老風味のひとくちサイズの揚
げ春巻。ピリッとした辛さがあと
を引く、おつまみにぴったりのス
ナックです。

台湾 チリプラウンロール

6箱 No.7778-0098

〈1箱あたり
￥1,000〉

1箱 No.7778-0099

台湾料理によく使われるそら豆が、おいし
いピリ辛スナックに。スパイシーな辛さの中
にそら豆の風味がほんのり広がります。歯
ごたえある食感も楽しく、一度食べ出したら
とまりません！

便利な
小袋入り

¥6,000

（税込 ¥6,480）

¥1,050

（税込 ¥1,134）

6箱で
¥300

●1箱125g
（25g〈 約12粒〉
×5袋）
●1箱サイズ約16×27×3cm ●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！

台湾スパイシーそら豆 3袋セット
No.7778-0100

沙琪瑪（サ―チーマー）は小麦粉にあめを入れ、ふくらし
粉でふくらませて軽く油で揚げて作った伝統菓子。日本
のおこしに似ていますが、やわらかい食感が特徴です。

台湾の家庭で作られる塩卵・鹹蛋
（シエン
タン）の味をクッキーで再現。黄身の甘味と
ほんのり塩味がマッチした素朴な味わい。

台湾 黒糖サーチーマー 3袋セット

台湾 塩卵クッキー 3箱セット

No.7778-0101

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1袋227g
（6個）●1袋サイズ約24×18×4cm ●簡易セット箱入り ●台湾製《卵・乳・小麦》

No.7778-0102

スパイシーでヘルシー！
台湾らしい黒豆スナック。

おすすめ
セット
販売商品

1袋あたり
¥155
（税抜）

台湾南部の伝統菓子「方塊酥（四
角いクッキー）」をチーズ味のスナック
にアレンジ。サクサク軽い食感であと
を引くおいしさです。おつまみにも◎。

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1箱130g
（1袋2枚入り×13袋）●1箱サイズ約10.5×10.5×10.5cm ●台湾製《卵・小麦》

いしさで
お

サクっとかむと広がる、
しいたけの香りとおいしさ
！

おつまみや大人のおや
つにぴったり
！台湾らしい
ピリッとスパイシーな味わ
いがクセになる、ヘルシ
ーな黒豆スナック。食べ
きりサイズも好評です。
便利な
小袋入り

チーズクッキー
ミニパック 20袋セット

しいたけをフリーズドライし、味
わいを凝縮させた素朴なスナッ
ク。ヘルシーなおつまみや、お
やつとして楽しめます。

No.7778-0103

きのこチップス 3袋セット

台湾 ピリ辛黒豆 2袋セット

No.7778-0104

No.7778-0105

¥3,082

（税込 ¥3,328）

●1袋42g ●1袋サイズ約13.5×10cm
●台湾製《乳・小麦》※パッケージに日本
語表記あり
（現地仕様）
。
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¥3,100（税込 ¥3,348）

●1袋150g ●1袋サイズ約23×14cm ●台湾製

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1袋55g ●1袋サイズ約30×8×4cm ●台湾製
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）
。

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1袋約160g
（20パック）●1パックサイズ約6×6×6cm
●1袋サイズ約29×20cm ●台湾製

フルーツケーキ

国立故宮博物院
Palace Museum

定番のお菓子

世界四大博物館のひとつである台北の国立故宮博
物院。清朝第11代皇帝の妃の嫁入り道具だった翠
玉白菜や、東坡肉を模した肉形石が代表的な芸術
品として展示されています。

夜光

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

夜光

名品「翠玉白菜」をかた
どったユニークなデザイ
ンのクリップは、大ぶりで
存在感、バツグン！

ミュージアムショップ公認商品の
ストラップ。細部まで忠実に模し
ている、完 成 度の高いレプリカ
グッズです！

故宮博物院 白菜キーホルダー

故宮博物院
翡翠白菜型ペーパークリップ

No.7778-0106

No.7778-0107

¥1,150（税込 ¥1,242）

●全長約9cm（モチーフ部分約2.5×4cm）●白菜部：
樹脂、キーホルダー本体：金属 ●個別包装あり ●中国製
※パッケージに日本語商品説明表記あり
（現地仕様）
。

¥1,100（税込 ¥1,188）

●全長約12cm
（モチーフ部分約2.5×1cm）●樹脂
●個別包装 ●中国製
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

女子力アップ！の、
ときめき台湾ギフト。

Taiwan Cosmetics

肌にやさしい天然ハーブのソープ。
おでかけの
かわいい相棒に。

ツバキオイルや
シアバターなどの保湿成分が、
カサつきがちな唇をしっとりケア。ほんのり色づく、
かわいいパンダの携帯用リップバーム。

フラワーリップ 4コセット

パンダ リップバームストラップ 3コセット

No.7778-0109

No.7778-0110

¥3,980（税込 ¥4,298）

〈カモミール〉〈白檀〉
〈ラベンダー〉

●1コ約3.8g ●1コサイズ全 長 約9.5cm（モチーフ部 分 約
3.5×4cm）●1コずつ透明プラスチックケース入り ●韓国製

アトピー性皮膚炎に悩まされていた創始者ユアン
が、ハーブの知識を生かし体に負担のかからない
石けんをつくり始めたのがこの商品の由来です。

台湾 ユアンソープ 2種セット
No.7778-0111

¥2,700（税込 ¥2,916）

●100ｇ×2コ ●1コサイズ約4.5×8×2.5ｃｍ ●2種：ハトムギ+リ
ョクトウソープ、ハイビスカスソープ 各1コ ●化粧セット箱入り ●台
湾製 ※輸入時期により箱のデザインが変更になる場合があります。

優雅な花の香りで癒されネイルケア。

おすすめ
〈ローズ〉

セット
販売商品

1コあたり
¥780

〈ザクロ〉

（税抜）

〈オリジナル〉

ひじ・ひざ・かかとなど荒れたお肌を整えるといわ
れている万能クリーム。スペインの有名デザイナー
「アガタ・プラダ」デザインのかわいいケース入り。

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。

ハンドクリーム 6本セット
●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

No.7778-0113

¥3,900（税込 ¥4,212）

●1コ27.3㎖ ●1コサイズ約3.5×5×7.5cm
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●アメリカ製

アガタ・プラダバーム 5コセット
No.7778-0114

¥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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¥3,600（税込 ¥3,888）

ネイルケアオイル 3コセット

台湾の酒

鮮やかな
花柄にも
気分が上がる
！

No.7778-0112

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

●1コ2g ●ハイビスカス：約4.5×4.5×3cm、プルメリア：約5×
5×3cm ●塩ビケース入り
（個別包装なし）●台湾製

¥2,500（税込 ¥2,700）

台湾生まれのハーバルケアブランド。ユアンソー
プは合成香料、着色料不使用、すべて手づくり
で仕上げています。
台湾プチギフト／
観光スポット特集

ハイビスカスとプルメリアの形をモチーフにしたケ
ースが素敵なリップクリーム。持っているだけで友
だちに自慢できちゃう
！

夜市特集

お花の形がとっても
キュート♪

友だちに
お

No.7778-0108

台湾の食

台湾コスメ

¥2,100（税込 ¥2,268）

●10コ入り ●クリップサイズ約5×3cm
●1パックサイズ約直径6×4.5cm ●鉄 ●台湾製
※パッケージに日本語表記あり
（現地仕様）

故宮博物院
「翡翠白菜」
ストラップ

フルーツスイーツ／
月餅

故宮博物院のおみやげとし
て人 気の高い翠 玉白菜レ
プリカキーホルダーが、蓄光
してきれいに光を放ちます。

台湾の酒
紹興酒からワインまで。
選ぶたのしさ、飲む喜びがいっぱいの台湾リカー。

お

紹興酒

まろやかな味わいと独特の香り。
八年

み

や

げ VOICE

紹興酒は初めてだったけど、お
みやげとしてよいと思った。料
理に合う飲み口でおいしかった。

（60代／女性）
酸味、渋みが出ていてよかっ
たです。八年物で袋付きでこ
の価格はよいと思います。
（50代／女性）

〔 ジンドゥツァンティン 〕

台 湾
お

酒

1

売り上げ
台湾の人気店から、
埔里が育んだ紹興酒をご紹介。
台湾の中部に位置し、台湾のヘソとも呼ば
れる埔里。美しい山々に囲まれ、豊富な農産
物の産地として知られています。その産業と
観光をより盛んにし、郷土色豊かなおいしい
料理を紹介するために、1994年に創立され
た「金都餐廳」。紹興料理、埔里郷土料理
をはじめ、自然の恵みをふんだんに使った料
理の数々が多くの人々に喜ばれています。

No.

肥沃な土壌に恵まれ、酒ど
プー リー

ころとしても有名な埔 里 が
生んだ名酒。口あたりがよ
くすっきりとした飲み口で台
湾紹興酒のふるさとならで
はの味わいです。

ハ チ ネ ンショウコ ウ シ ュ

台湾 八年紹興酒
（袋付）

便利な
おみやげ袋
1本に1枚付き

〈1本ずつ
化粧箱入り〉

6本 No.7778-7115〈1￥本あたり
2,164〉¥12,980

（税込 ¥14,018）

1本 No.7778-7116

¥2,380

（税込 ¥2,570）

●その他の醸造酒 ●600㎖ ●ボトル高さ約26.5cm ●16.0
度〈1本ずつ化粧箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］
※金都餐廳の商品はレッドホースコーポレーション（株）と現地
による共同企画開発商品です。金都餐廳よりブランド、写真、
ロゴマーク等の使用許可を得ています。

白酒

6本で
¥1,300
お得！

ストレートで。
水割りも
おすすめ。

奥深い楽しみがある、台湾リカー。
ショット
グラスで、
お水と交互に。
〈化粧セット箱入り〉

〈化粧箱入り〉

乾杯のための祝い酒とさ
れています。発酵と蒸留
をくり返してつくるため、他
に比類のないよい香りが
特徴です。

マオタイシュ

茅台酒
No.7778-7117

¥4,000

（税込 ¥4,320）

●スピリッツ ●500㎖ ●ボトル高さ約20.5cm
●54.0度〈化粧箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］
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台湾の最高峰「玉山」の名
を持つ台湾白酒は、2001
〜 2003年と3年連続でモン
ドセレクション金賞受賞の
銘酒です。上品な甘さとま
ろやかな口あたりは大切な
方、お世話になった方への
特別な贈り物に。
ユ サン コーリャンシ ュ

台湾 玉山 高梁酒
No.7778-7118

¥6,000（税込 ¥6,480）

●スピリッツ ●660㎖ ●ボトル高さ約22.5cm ●グラス2コ付き ●グラス約口径3.5×高さ8.5cm ●50.0度
〈化粧セット箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］

お

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

げ VOICE

旅先で購入した物がスーツ
ケースの中で割れていた…
という苦い経験があり、以
来、
便利で安心な
「おみやげ
宅配便」
を利用しています。

（50代／男性）

定番のお菓子

観光中のレストランでお客さまが、紹興酒をよく注文し
て飲んでおり、気にいって購入したい、
という方が結構
いらっしゃいます。でも、重いし割れも心配なのであきら
めてしまう方も…。やっぱり事前購入が安心です。

み

フルーツケーキ

ワンポイント
アドバイス

や

〔 シンイェ タイツァイ 〕

五年

十年

郭元益／
お茶菓子／台湾茶

天下第一泉として広く知ら
アイランカンセンスイ

れている「愛 蘭甘泉水」を
使い、十年間じっくりと醸
成させました。豊かな香り
とのど越しがお楽しみい
ただける紹興酒です。
〈化粧箱入り〉

数多くの名料理をつくり出す
欣葉台菜が選びました。

ジュウ ネ ン ショウ コ ウ シ ュ

台湾 十年紹興酒
No.7778-7119

チンネンショウコウシュ

陳年紹興酒 6本セット

¥2,800

No.7778-7120

（税込 ¥3,024）

●その他の醸造酒 ●600㎖
●ボトル高さ約26cm ●17.5度
〈化粧箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］

¥7,780（税込 ¥8,402）

●その他の醸造酒 ●600㎖×6本
●ボトル高さ約26.5cm ●16.5度
〈1本ずつ化粧箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］
※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。

台湾の食

二十年
八年

ト ッ キュウ チ ン ネ ン ショウ コ ウ シ ュ

台湾 特級陳年紹興酒
No.7778-7121

〈化粧セット箱入り〉

〈化粧箱入り〉

台湾 二十年陳年紹興酒ギフトセット

¥3,800

No.7778-7122

（税込 ¥4,104）

麦酒

甘いお酒が好きな方やワイン党の方に。

おすすめ

ライチー酒 2本セット

台湾 赤ワイン

〈化粧セット箱入り〉

¥2,400（税込 ¥2,592）

●リキュール ●375㎖×2本 ●ボトル高さ約29cm
●12.0度〈化粧セット箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］

No.7778-7124

第46回
モンドセレクション
最高金賞受賞

約1世紀の歴史を誇る台湾の国民的
ビールは、2007年モンドセレクション・
ビール部門で最高金賞受賞の実力
派。すっきりキレのある飲み口です。
重

軽

¥1,980

（税込 ¥2,138）

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

台湾ビール
ゴールドメダル 6本セット
No.7778-7125

¥3,000

（税込 ¥3,240）

●ビール ●330㎖ ●ボトル高さ約22.5cm
●5.0度〈簡易セット箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］

※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・発泡酒の成分等が沈殿・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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No.7778-7123

紹 興 酒が苦 手な方
には、中正紀念堂を
描いた台湾おみやげ
らしいワインはいか
が？ぶどうの風味がし
っかりしたフルーティ
ーな味わいです。

台湾の酒

プー リー

台湾産ライチーと埔 里 の名
水でつくるこだわりのフルーツ
酒。爽やかでやさしい甘さは
飲み飽きしない味わいです。

台湾といえば、このビール。

台湾スナック／
故宮博物院／台湾コスメ

果実酒

冷蔵庫で
よく冷やして
どうぞ。

¥11,250（税込 ¥12,150）

●その他の醸造酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約24cm
●おちょこ2コ付き ●おちょこサイズ約口径5.5×高さ4.5cm
●17.5度〈化粧セット箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］

台湾プチギフト／
観光スポット特集

●その他の醸造酒 ●1200㎖
●ボトル高さ約21cm ●16.5度〈化粧箱入り〉
［台湾／台湾菸酒股份有限公司］

切な方に
大

〈専用袋付き〉

美しい化粧箱に、高級感あ
る陶器製のボトルとおちょこ
2つをセットした特 別なギフ
ト。台 湾 政 府もお墨 付きの
貴重な二十年ものです。

夜市特集

辛口ながらもまろやかさが
あり、飲みやすい紹興酒。
常温・熱燗・冷やのストレ
ートでも、ロックやカクテル
でもOK。

フルーツスイーツ／
月餅

「心を込めて、心遣いあふれる真の味
を追求します」をモットーに、日々食材
に対する知識、技術を磨き続けている
「欣葉台菜」。このレストランで食事を
すれば、料理、デザート、お茶にいた
るまで、店の心くばりや、おいしさを徹
底的に追求しているその真摯な姿勢
を感じていただけます。

〈1本ずつ化粧箱入り〉

陳年には、「古い年代物」という
意味があります。長期熟成により
生まれた、香り豊かな味わいをお
楽しみください。

台湾雑貨
Taiwan Zakka

繊細で個性的な
“宝物”
になる小物やインテリア。

鮮やかな七宝焼と
揺 れる淡 水パールが、
上品なストラップ。

花模様が美しい小物入れは、
アクセサリーの
指定席に。

セット
販売商品

華やかな色柄が
食卓を彩ります。

セット
販売商品

1コあたり

1コあたり

¥301

¥650

（税抜）

（税抜）

七宝焼
携帯ストラップ 5コセット

七宝焼 小物入れ 5コセット

No.7778-0126

No.7778-0127

¥1,505（税込 ¥1,625）

※商品にアクセサリーは
含まれません。

¥3,250（税込 ¥3,510）

七宝柄 鍋敷 3コセット
No.7778-0128

¥2,250（税込 ¥2,430）

●全長約9cm
（モチーフ部分 : 約1cm）●銅、淡水パール
●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、柄が写真と異なる場合があります。

●約直径5×高さ2.5cm ●銅、有線七宝 ●1コずつ紙箱入り
●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。

●約最大直径14.5×縦19ｃｍ ●陶器
●1コずつ紙箱入り●中国製

台湾で古来より
珍重されるトンボ珠は
お守りとして。

客家柄にパイナップルが
付いた台湾モチーフの
ボールペン。

牡丹が鮮やかな民族柄は、
台湾でも人気の
モチーフ。

開運

セット
販売商品

火珠
（愛情）

木珠
（勇気）

1本あたり
¥250

金珠
（金運）

（税抜）

ハッカガラ

トンボ珠 携帯ストラップ 3コセット

台湾 ボールペン 5本セット

客家柄巾着
4枚セット

No.7778-0129

No.7778-0130

No.7778-0131

¥1,890（税込 ¥2,041）

¥1,250（税込 ¥1,350）

¥2,000（税込 ¥2,160）

●全長約12cm
（モチーフ部分約1.8cm）●トンボ珠：ガラス
●巾着袋入り
（個別ビニール袋入り）●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。

●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

●サイズ約22.5×16.5×マチ6cm ●コットン100％
●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、柄が変更になる場合があります。

紋織り生地が愛らしい
開運ストラップです！

織り込んだ蝶柄と房飾りがエレガント。

伝説の麒麟は
縁起物として
人気です。

セット
販売商品

巾着の中に縁起の良
い数種の天然石が入っ
ています。※色、柄の指
定はできません。

1コあたり

巾着型 携帯ストラップ 2コセット

サテンポーチ 2コセット

キリンマグネット 2コセット

No.7778-0132

No.7778-0133

No.7778-0134

¥1,420（税込 ¥1,533）

¥2,300（税込 ¥2,484）

¥350
（税抜）

¥700（税込 ¥756）

●全長約10cm（巾着部分約3.5×2.5×1cm） ●袋：レーヨン
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●台湾製 ※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。

●サイズ約8×12×4.5
（マチ）
cm ●レーヨン
●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、柄が変更になる場合があります。

●約5×5cm ●ポリレジン
●エアパッキン包装
（個別包装なし）●台湾製

あでやかな伝統柄を、
おしゃれなバッグに。

繊細な色柄が美しい、
台湾製のボールペン。

縁起物の寿山石。
邪気を祓う獅子をあしらって。

ハッカ

客家柄
とは
独自の言語や文化を持つ客家
族の伝統柄。吉祥富貴の象徴
であり、客家文化のひとつとし
て大切に継承されています。
〈ケース付き〉

ハ ッ カ ガラ

台湾 客家柄トートバッグ

七宝焼ボールペン

No.7778-0135

No.7778-0136

¥4,500（税込 ¥4,860）

●約底面6.5×34×高さ32ｃｍ、持ち手高さ約25ｃｍ
●綿、ポリエステル ●ビニール袋入り ●台湾製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。
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ジュサンセキ

¥3,000（税込 ¥3,240）

●長さ約13cm ●インク：黒 ●銅、鉄、釉薬
（赤系）
●ケース入り ●台湾製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。

寿山石朱肉
No.7778-0137

¥1,700（税込 ¥1,836）

●約直径8.5×高さ6cm ●寿山石・合成樹脂・石粉
●箱入り ●ベトナム製

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

