株式会社 サクセス・ワールド

0120-37-3974

8431

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。

ビーフジャーキー
などの肉製品も、
「 おみやげ 宅 配
便」におまかせく
ださい！

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.7772-9810

No.7772-9830

¥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。

ケ ー キ 、ロブ ス
ターなどの 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.7772-9870

¥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

U N I T E D S TAT E S O F

AMERICA
アメリカ合 衆 国

お

アメリカ

1

チョコレート部門

売り上げ

No.

み

や

げ VOICE

家族や友人に配るおみやげに
ちょうどよかったです。
現地で購
入してそこから自宅へ送ったこ
とや、
持って帰ってきたこともあ
りましたが、
「おみやげ宅配便」
が一番便利です。
（熊本県／男性）

たくさんおみやげが必要で、重
量オーバーが心配だったので、
会社用のおみやげとして購入し
ました。
チョコレートがおいしく、
また利用したいです。
（30代／女性）

ロングセラー
おかげさまで販売箱数

28万箱突破

※2006年〜 2017年度の
当カタログ売上実績です。

アメリカの見どころが満載のゴージャスなパッケージ。
定番だから喜ばれるロングセラー商品。

たくさん
買えば
こんな
にお買
得！

アメリカのシンボルを盛りだくさんにプリントしたゴージャスなパッケージが魅力的。
香ばしいマカデミアナッツをミルクチョコレートで包んだ定番のおみやげギフトです。

ザ アメリカ マカデミアナッツチョコレート

24箱
12箱
6箱
1箱

No.7772-0001
No.7772-0002
No.7772-0003
No.7772-0004

¥28,700（税込 ¥30,996）
¥15,500（税込 ¥16,740）
〈1箱あたり ￥1,330〉 ¥7,980
（税込 ¥8,618）
¥1,380（税込 ¥1,490）
〈1箱あたり ￥1,196〉

〈1箱あたり ￥1,292〉

●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

24箱で
¥4,420
お得！

12箱で
¥1,060
お得！

6箱で
¥300
お得！

これぞアメリカ。
大人気の星条旗柄ギフト。 12箱で

¥2,060

アメリカのおみやげだ
と大 胆に主 張 できる、
星条旗がパッケージに
なった丸ごとナッツのマ
カデミアナッツチョコレー
ト。ギフトにぴったり。

お得！

6箱で
¥820
お得！

アメリカンクラシック マカデミアナッツチョコレート

12箱
6箱
1箱

No.7772-0005

〈1箱あたり ¥1,399〉

No.7772-0006

〈1箱あたり ¥1,434〉

No.7772-0007

¥16,780（税込 ¥18,122）
¥8,600（税込 ¥9,288）
¥1,570（税込 ¥1,695）

●1箱240g（21粒）●1箱サイズ約16×27.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

3

アメリカ

おみやげの定番でも現地で見つからない場合も。

ラスベガス

クール便
で
チョコも
安心

ワンポイント
アドバイス

アメリカのギフトショップは雑貨が中心。意外と見つかりにくいチョコレート
は事前購入がおすすめです。

チョコレートは溶けに注意して。
旅行中にチョコが溶けてしまっては、
せっかくのおみやげが台無し！
おみやげ宅配便のクール便なら安心です。

スヌーピー／アラスカ

ロングセラー
おかげさまで販売箱数

24万箱突破
ポイント

1

※2009年4月〜2017年度の
当カタログ売上実績です。

うれしい
個別包装。

ニューヨーク／その他の地域

配りやすい
個別包装

ポイント

2

オリジナル
おみやげ袋付き

アメリカ雑貨

※オリジナルおみや
げ袋の色、デザイン
が変更になる場合
があります。

自由の国、アメリカの象徴をパッケージに。
カナダ

世界遺産の自由の女神をデザインしたボックスに、サクサクのチョコレートウエ
ハース。職場やご近所へのギフトにおすすめです !

アメリカ チョコウエハース
（袋付）

24箱
12箱
6箱
1箱

No.7772-0008
No.7772-0009
No.7772-0010
No.7772-0011

¥29,900（税込 ¥32,292）
¥15,500（税込 ¥16,740）
〈1箱あたり ¥1,367〉 ¥8,200
（税込 ¥8,856）
¥1,450（税込 ¥1,566）
〈1箱あたり ¥1,246〉

〈1箱あたり ¥1,292〉

24箱で
¥4,900
お得！

12箱で
¥1,900
お得！

6箱で
¥500

ペルー

●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

お得！

食べごたえ
十分！

ブラジル／チリ／アルゼンチン

色とりどりに包装された
チョコレートの宝石箱。
〈トフィークランチ
チョコレート〉
〈ミルク
チョコレート〉

自由の女神をスタイリッシュにデザインしたパ
ッケージがアメリカらしさを主張。甘さ控えめ 便利なオリジナル
でざっくりした歯ごたえが魅力のクッキー。 おみやげ袋1箱
に1枚付き

アメリカ チョコチップクッキー
（袋付）

お得！

¥10,500（税込 ¥11,340）
¥5,300（税込 ¥5,724） 6箱で
¥980（税込 ¥1,058） ¥580
お得！

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

一つずつ包まれたチョコが詰まったギフトボッ
クス。ミルクチョコレートととフィークランチチョコ
レートの２つの味わいです。

トリュフクリームチョコレート
No.7772-0015

¥850（税込 ¥918）

●1箱105g
（12粒）●2種 :ミルクチョコレート、
トフィークランチチョコレート 各6粒
●1箱サイズ約13.5×11.5×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
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メキシコ

12箱 No.7772-0012
6箱 No.7772-0013
1箱 No.7772-0014

〈1箱あたり
¥875〉
〈1箱あたり
¥884〉

12箱で
¥1,260

好みに合わせたおみやげ選び

旅の思い出をおすそわけ！たくさん配れるサイズのおみやげを揃えました。
ジャーキーの定番！ 旨みが詰まったテング印。

いしさで
お

おつまみにぴったり！

おすすめ

お

お酒を
飲む方へ
み

や

げ VOICE

友だちにビーフジャーキー
を頼まれたのですが、
日本
に持ち帰りできないことを
知って
「おみやげ宅配便」
を利用しました。

（20代/カップル）

6袋で
¥450

6袋で
¥600

お得！

テング ビーフジャーキー
（2oz）

6袋 No.7772-0016
1袋 No.7772-0017

〈1袋あたり
¥1,025〉

お得！

12ページにも掲載

¥6,150（税込 ¥6,642）
¥1,100（税込 ¥1,188）

●1袋56.7g ●1袋サイズ約22.5×14cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

まろやかな甘みと塩加減でおやつにもおつまみにも。

テング ビーフジャーキー
（4oz）

6袋 No.7772-0018
1袋 No.7772-0019

〈1袋あたり
¥1,800〉

12ページにも掲載

¥10,800（税込 ¥11,664）
¥1,900（税込 ¥2,052）

●1袋113.4g ●1袋サイズ約28×17cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

とまらなくなるシンプルなおいしさ
！
6缶で
¥600
お得！

4缶で
¥210
お得！

ハニーローストピーナッツ

4缶 No.7772-0020
1缶 No.7772-0021

〈1缶あたり ¥798〉

¥3,190（税込 ¥3,445）
¥850（税込 ¥918）

●1缶226g ●1缶サイズ約直径10.5cm×高さ7.5cm ●アメリカ製《落花生》

独自のドライロースト
製法。缶入りだから
フレッシュな香ばしさ
そのまま。

アメリカ マカデミアナッツ

6缶 No.7772-0022
1缶 No.7772-0023

〈1缶あたり¥1,500〉

¥9,000（税込 ¥9,720）
¥1,600（税込 ¥1,728）

●1缶128g ●1缶サイズ約直径7×高さ9cm ●アメリカ製

ザクッ
！
とした食感にやみつき
！

セット
販売商品

スイートマウイオニオン

1パックあたり

オリジナルソルト

¥585
（税抜）

チェダー

セット
販売商品

100％ポークをこだわりのブラウ
ンシュガーで味付けしました。
ジューシーな味わい、ボリュー
ムたっぷりの厚みが自慢です。

スナックとして、サーモンや野菜などを乗せてカナ
ッペに、砕いてトッピングにしても。濃厚なチーズ
の味わいがビールやワインにぴったり。

ミニポークジャーキー
8パックセット

ソノマ クリマリー
チーズクリスプ 3種セット

No.7772-0024

〈1セット 8パック入り〉

¥4,680（税込 ¥5,054）

●1パック30g ●1パックサイズ約14×13cm ●セット袋サイズ
約32×27cm ●アメリカ製

5

ベーコンチェダー

パルメザン

No.7772-0025

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1袋63.8g ●3種 :パルメザン、
チェダー、ベーコンチェダー 各１
袋 ●1袋サイズ約23×16.5×マチ7.5cm ●アメリカ製《乳》

1袋あたり

メスキートBBQ

¥500
（税抜）

ディープリバー
ポテトチップス 3種セット
No.7772-0026

¥1,500（税込 ¥1,620）

●1袋約56g ●3種 :オリジナルソルト、メスキートBBQ、スイートマ
ウイオニオン 各1袋 ●1袋サイズ約22×14cm ●アメリカ製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

スイートな贈り物

アメリカ

甘さとほのかな塩味が
絶妙なバランス！

クッキーとともに贈るアメリカの見所。

ラスベガス

甘いもの
好きな
方へ

6箱で
¥300

アメリカ マカデミアキャラメルポップコーン
〈1箱あたり
￥917〉

6箱で
¥5,500（税込 ¥5,940） ¥380
¥980（税込 ¥1,058） お得！

●1箱70g ●1箱サイズ約18.5×11×マチ4cm ●アメリカ製《乳》夏季クール

6箱 No.7772-0033
1箱 No.7772-0034

¥5,280（税込 ¥5,702）
¥930（税込 ¥1,004）

〈1箱あたり ￥880〉

●1箱85g
（約28枚）●1箱サイズ約7×14×7cm ●アメリカ製《卵・小麦》
※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

香ばしく焼き上げたプレッツェルを
ルク
3種のフレーバーでコーティング。 ミチョ
コレート

アメリカ雑貨

ブルーベリー
ヨーグルト
ラズベリー
ヨーグルト

No.7772-0031

¥2,850（税込 ¥3,078）

●1箱150g ●3種：ブルーベリーヨーグルト、ラズベリーヨーグルト、
ミルクチョコレート 各1袋50g
（約
10枚）●1箱サイズ約8×24×4.5cm ●アメリカ製《乳・小麦》 夏季クール
※グラム計量のため各枚数が異なる場合があります。

ニッキーズ クランベリー オレンジクッキー 4箱セット
No.7772-0032

¥3,700（税込 ¥3,996）

●1箱170.1g
（9枚）●1箱サイズ約6×21×7.5cm ●アメリカ製《卵・小麦》

手頃なサイズで配りやすい。
職場でも女子会でも喜ばれそう。

友だちに
お

ペルー

バラまきに便利！

ひとくちほおばれば
メジャーリーガー気分！
？

カナダ

祖母から受け継いだ味を守るニッキーズのクッキ
ー。やわらかで、
しっとりとした食感の生地にドライ
クランベリーとオレンジとクルミの風味が絶妙な組
み合わせ。

アメリカ
チョコレートプレッツェル 3箱セット

おすすめ

ブラジル／チリ／アルゼンチン

職場の
方へ

12箱で
¥700

アメリカ ミニマカデミアナッツチョコレート

No.7772-0035
●1個765ｇ
（約165粒入り）●1個サイズ約直径18.5×高さ16ｃｍ
●カナダ製※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

¥2,500（税込 ¥2,700）

12箱
1箱

No.7772-0029
No.7772-0030

〈1箱あたり ￥692〉

お得！

¥8,300（税込 ¥8,964）
¥750（税込 ¥810）

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

ニューヨーク／その他の地域

6箱 No.7772-0027
1箱 No.7772-0028

お得！

アメリカ マカデミアナッツクッキー

スヌーピー／アラスカ

マカデミアナッツとポップコーンを濃厚なキャ
ラメルでコーティング。
「やみつきになる」
「手
が止まらない！」の声が聞こえそう。

みんなにあげたいお手軽ギフト
気軽に配りやすい、小袋・小箱入りが大活躍！

クッキーとキャラメルが
重なり合う絶妙ハーモニー。

セット
販売商品

セット
販売商品

1袋あたり
¥280

1袋あたり
¥400

（税抜）

（税抜）

あざやかなブルーと
USAのポップな
デザイン。

〈1セット20袋入り〉

No.7772-0037

No.7772-0038

¥8,000（税込 ¥8,640）

マカデミアナッツ塩味 三角パック

〈1パックあたり
￥189〉
〈1パックあたり
￥200〉

おすすめ

お得！

¥7,560（税込 ¥8,164）
¥4,000（税込 ¥4,320）

●1パック17ｇ ●1パックサイズ約7.5×6×5.5ｃｍ ●セット箱サイズ約23×13.5×7.5ｃｍ
●アメリカ製 ※40パックは1セット20パックを2セットでお届けします。

ポケットサイズの
スマイル型コインチョコ。

セット
販売商品

三角パックがかわいい、
手軽に配れる
ミニサイズ。

ん配れ
くさ

40パックで
¥440

〈1セット20パック入り〉

40パック No.7772-0039
20パック No.7772-0040

た

た

シンプルなおいしさを
プチギフトに。

て

て

おすすめ

¥5,040（税込 ¥5,443）

●1袋18.5g
（2粒）●1袋サイズ約7×14×2cm
●セット箱サイズ約29×14.5×9cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

●1袋39g ●1袋サイズ約3.5×14.5×1.5cm ●セット箱サイズ約22×15×6.5cm
●アメリカ製《乳・小麦》 夏季クール

ん配れ
くさ

〈1セット18袋入り〉

アメリカ マカデミアナッツ
チョコレート ミニ 18袋セット

ハーシー
クッキークランチチョコレート 20袋セット

お得！

マカデミアナッツチョコ 三角パック

40パック No.7772-0041
20パック No.7772-0042

〈1パックあたり
¥200〉
〈1パックあたり
¥220〉

¥7,980（税込 ¥8,618）
¥4,400（税込 ¥4,752）

●1パック17g ●1パックサイズ約7.5×6×5.5ｃｍ ●セット箱サイズ約23×13.5×7.5ｃｍ
●アメリカ製《乳》 夏季クール ※40パックは1セット20パックを2セットでお届けします。

2種類のフレーバー！
素朴な味わいのクラッカー。

1箱あたり

セット
販売商品

（税抜）

1袋あたり

¥350

40パックで
¥820

〈1セット20パック入り〉

３種のチョコがぜいたくに
入った濃厚な味わい。

¥205

気軽に配れる
ミニサイズ！

（税抜）

セット
販売商品

1袋あたり

〈オリジナル〉

¥399
（税抜）

アメリカン スマイルチョコレート
10箱セット
No.7772-0043

¥3,500（税込 ¥3,780）

●1箱35g
（12枚）●1箱サイズ約7.5×7.5×2cm
●ベルギー製《乳》夏季クール
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〈1セット24袋入り〉

クラッカーアソート 2種24袋セット

トリプルチョコレートブラウニー
１４袋セット 別送冷凍

No.7772-0044

No.7772-8045

〈ブルーベリー〉

¥4,900（税込 ¥5,292）

●1袋18.7g
（2枚入り）●2種：オリジナル、
ブルーベリー 各12
袋 ●1袋サイズ 約8×11×1cm ●セット箱サイズ 約24.5×
11.5×11cm ●アメリカ製《乳・小麦》

¥5,580（税込 ¥6,026）

●1袋42.5ｇ ●1袋サイズ約9×6×2ｃｍ
●アメリカ製《卵・乳・小麦》
※賞味期限：お届け後、冷凍で約60日間保存が可能です。

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、

バラエティセット

アメリカ

Variety Set

文庫
サイズ
36ページ

「オリジナルフォトブック」
無 料クーポン券プレゼント！

※作成例

定番のおみやげに、
ビールやおつまみも加えて。
お酒好きな方へも配れるセット。

※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

②

7種17点 約3kg

セットで

¥1,010
お得！

無料クーポン券付き！

アメリカ お手頃バラエティ
No.7772-0046

⑦

¥19,980

（税込 ¥21,578）
（通常価格 ¥20,990）

①アメリカ チョコウエハース
（袋付）
115g
（1袋1個入り×18袋）
×3箱
（おみやげ袋3枚付）
／スイス製
②アメリカンクラシック マカデミアナッツチョコレート
240g
（21粒）
×3箱／アメリカ製
③テング ビーフジャーキー
（2oz） 56.7g×2袋／ウルグアイ製
※米国産加工牛肉解禁時には原産国を変更する場合があります。
④ハニーローストピーナッツ 226g×2缶／アメリカ製
⑤アメリカ マカデミアナッツクッキー 85ｇ
（約28枚）
×3箱／アメリカ製
⑥アメリカ マカデミアナッツ 128ｇ×2缶／アメリカ製
⑦ロカ アソートパック 132g
（1袋1粒入り×12袋
（3種：アーモンドロカ、
カシューロカ、ダークロカ 各4袋）
）
×2パック／アメリカ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生》

④
③

みんなが欲しいもの、揃ってます。

ニューヨーク／その他の地域

⑥

オリジナル
フォトブック

①
②

7種43点 約4kg

￥29,980

セットで

¥2,350
お得！

無料クーポン券付き！

アメリカ 人気バラエティ
No.7772-0047

ペルー

アメリカがいっぱい。ご近所も、職場もお友だちにも、
買い忘れなしで配れますね。
①
②
⑦

7種55点 約6kg

セットで

¥3,340
お得！

アメリカ たっぷりバラエティ
No.7772-0048

③

無料クーポン券付き！

¥39,980

（税込 ¥43,178）
（通常価格 ¥43,320）

①アメリカ チョコウエハース
（袋付）
115g
（1袋1個入り×18袋）
×7箱
（おみやげ袋7枚付）
／スイス製
②ザ アメリカ マカデミアナッツチョコレート 170g
（15粒）
×11箱／アメリカ製
③テング ビーフジャーキー
（2oz） 56.7g×3袋／ウルグアイ製
※米国産加工牛肉解禁時には原産国を変更する場合があります。
④ハニーローストピーナッツ 226g×3缶／アメリカ製
⑤アメリカ ミニマカデミアナッツチョコレート 63.5g
（6粒）
×8箱／アメリカ製
⑥マカデミアナッツ塩味 三角パック 17g×20パック／アメリカ製
⑦アメリカ マカデミアキャラメルポップコーン 70g×3箱／アメリカ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生》
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メキシコ

④

オリジナル
フォトブック

ブラジル／チリ／アルゼンチン

￥39,980

⑤

カナダ

③

⑥

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥32,330）

①アメリカ チョコウエハース
（袋付）
115g
（1袋1個入り×18袋）
×5箱
（おみやげ袋5枚付）
／スイス製
②ザ アメリカ マカデミアナッツチョコレート 170g
（15粒）
×5箱／アメリカ製
③アメリカ マカデミアナッツチョコレート ミニ 18.5g
（2粒）
×18袋／アメリカ製
④アメリカ ミニマカデミアナッツチョコレート 63.5g
（6粒）
×4箱／アメリカ製
⑤ハニーローストピーナッツ 226g×3缶／アメリカ製
⑥アメリカ マカデミアキャラメルポップコーン 70g×3箱／アメリカ製
⑦アメリカ マカデミアナッツクッキー 85ｇ
（約28枚）
×5箱／アメリカ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生》

⑤
④

オリジナル
フォトブック

アメリカ雑貨

⑦

⑥

スヌーピー／アラスカ

￥19,980

⑤

ラスベガス

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。

Brand Selection

ブランドセレクション

世界で愛される、
アメリカンブランドのスイーツ。

【アーモンドロカ】
ア ー モ ンド ロ カ は 、
1912年ワシントン州タ
コマでハリーブラウン氏
とJ.Cヘーリー氏によっ
て創業されたブラウン＆
ヘーリー社 の自信 作 。
地元の素材をふんだん
に 使 用したぜいたくな
チョコレートとして、世界
中で愛されています。

バタークランチをミルクチョコでコーティングし、アーモンド
を散りばめました。カリッとした食感が魅力。アメリカではク
ッキー生地に入れて焼く食べ方も。

アーモンド ロカ 5箱セット
No.7772-0049

¥4,150（税込 ¥4,482）

●1箱140g（12粒）●1箱サイズ約13.5×19×3.5cm ●アメリカ製《乳》
夏季クール

アーモンド
ロカ

セット
販売商品

配りやすい
個別包装

1袋あたり
¥80

（税抜）

カシューロカ

人気の「アーモンドロカ」、「ダ
ークロカ」、
「カシューロカ」3種
類を詰め合わせた、欲張りな
パックです。

アーモンド

カリッとした食感とサクサクアーモンドの歯ごた
えが絶妙。定番のおいしさをひとつひとつ個包
装にしました。バラまきにもぴったりです。

ロカ アソートパック

ロカ 48袋セット
No.7772-0050

4パック No.7772-0051
1パック No.7772-0052

¥3,800（税込 ¥4,104）

●1箱528ｇ
（1袋1粒入り）
●1袋サイズ約4×9.5×2ｃｍ
●セット箱サイズ約22.5×14×8.5ｃｍ
●アメリカ製《乳》 夏季クール

〈1セット48袋入り〉

カリカリのバタークランチをミルクチョコ
レートで包み、アーモンドを絡めまし
た。アメリカの観光地がデザインされ
たエンボス缶はアフターユースに。

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1缶190g
（約16粒）●1缶サイズ約22×26.5×4cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
※グラム計量のため、粒数が異なる場合があります。
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〈1パック
12袋入り〉

4パックで
¥190
お得！

〈1パックあたり
¥973〉

¥3,890（税込 ¥4,201）
¥1,020（税込 ¥1,101）

●1パック132ｇ
（1袋1粒入り×12袋）●3種 :アーモンドロカ、
カシューロカ、
ダークロカ 各4袋 ●1パックサイズ約17.5×5.5×24.5ｃｍ ●アメリカ製
《乳》 夏季クール

新鮮なバターとキャラメルを煮詰め
たバタークランチを、
ミルクチョコレー
トで包み、クラッシュアーモンドを絡め
ました。

アーモンドロカ アメリカ缶
No.7772-0053

ダークロカ

キャラメルロカ 3箱セット
No.7772-0054

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1箱140g
（12粒）●1箱サイズ約13.5×19×3.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

ショップセレクション

アメリカ

Shop Selection

地元で話題の
人気ショップから。

ラスベガス
スヌーピー／アラスカ

1852年、サンフランシスコで
創業。アメリカで2番目に古い
チョコレートメーカーです。会
社があるギラデリ・スクエアは、
サンフランシスコの観光名所
としても有名。原料のカカオに
こだわり、全体の約40％を自
社でロースト。高級チョコレー
トの代名詞になっています。

アメリカ雑貨

深くぜいたくな味わ
いの、マイルドなダ
ークチョコレート。甘
さ控えめなのでコー
ヒーや紅茶と一緒
にどうぞ。

ギラデリ 60％カカオチョコレート 4個セット
No.7772-0055

¥5,239（税込 ¥5,658）

〈1セット15袋入り〉

ギラデリ プレミアムココア 15袋セット
No.7772-0056

¥4,200（税込 ¥4,536）

●1袋43.2ｇ ●1袋サイズ約13×11×1ｃｍ ●セット箱サイズ約20×11×13ｃｍ●アメリカ製《乳》

1900年、豊かな酪農環境に恵まれ、新鮮なミルクを取り入
れたミルクチョコレートを本格的に製造販売したハーシー。
以後、
おいしくて栄養価の高いチョコレートを提供し続け、今
では米国でNo.1のシェアを持つ世界最大級のチョコレート
メーカーです。

カナダ

●1個149g
（1袋1枚入り×約14袋）●1個サイズ約5×10×18cm ●アメリカ製《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。

【ハーシー】

ニューヨーク／その他の地域

お湯を注ぐだけで、濃厚な
ココアのできあがり。高級
チョコレートメーカー「ギラ
デリ」のこだわりの味が詰
まっています。

1926年NYでナッツ店として創
業し、1932年にコーヒーショッ
プをオープン。ヤンキースタジア
ムなどのオフィシャルコーヒーに
も採用されている名店です。

ペルー

ハーシー ノスタルジック
キスチョコレート 5缶セット

チョック･フル ･ オブ ･ ナッツ
ニューヨークローストコーヒー

No.7772-0057

¥7,560（税込 ¥8,164）

●1缶約200g
（約40粒）●1缶サイズ約10×13×5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
※グラム計量のため粒数が異なる場合があります。

No.7772-0058

メキシコ

老舗カフェが生んだニューヨーカーたちに人気のコ
ーヒー。最高級アラビカ豆を100％使用した、香り高
いフルシティローストです。

ブラジル／チリ／アルゼンチン

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

¥1,000（税込 ¥1,080）

●1缶297ｇ ●1缶サイズ約直径10.5×高さ14cm
●レギュラーコーヒー
（中挽き）●アメリカ製
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Beer & Snack

ビール＆スナック

クラフトビールとは

個性いろいろ、スタイル別テイスト。

小規模生産で職人が手が
けるいわゆる
“地ビール”の
こと。特にアメリカでは醸
造所が多数あり、日本では
飲めない多種多様な味わ
いのクラフトビールが生産
されています。

■ IPA
苦味、香り、風味とも格段に濃く、
ビール愛飲家に人気が高いタイプ。
■ペールエール
しっかりとした苦味や香りがあり、
日本のビールにはないコクが特徴。

直送！フレッシュのままお届けします！
！
コロラドを代表するブリューワリー、
エイヴリーが贈る
コロラド州
力強い味わい。

フルーツを丸かじりしたような
みずみずしいアロマが魅力。

伝統的な製法にアメリ
カ産ホップを加えた、
力強いボディのクラフト
ビール。松やにの香り
と後からじんわりと広
がるホップの苦み、バ
ランスのよさとドライフィ
ニッシュが特徴です。

グレープフルーツのような
アロマと苦味、飲み応え
抜群のIPA。規制の厳
しいユタ州で創業したエ
ピックが、
クラフトビールの
聖地コロラド州に醸造所
を増設し自由な発想で
作りました。

エイヴリー IPA 12缶セット
No.7772-8059

缶のデザインも個性的な
味わい深い実力派の1本
ユタ州

¥12,000（税込 ¥12,960）

No.7772-8060

●ビール ●355㎖×12缶 ●缶高さ約12cm ●6.5度〈簡易セット
箱入り
（個別箱なし）〉
［アメリカ/エイヴリー ブリューイング］
※賞味期限 :お届け後、冷蔵で約30日間保存が可能です。

イリノイ州
シカゴ

フローラルかつ柑橘系
のアロマと、強烈なホッ
プを支えるモルトのバラ
ンスの良さが特徴。爽
やかでありながら骨太
で、
その名の通り、味わ
うほどに深みを増す個
性派 IPAです。

エピック エスケープ IPA 12缶セット

別送冷蔵

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

別送冷蔵

¥12,000（税込 ¥12,960）

●ビール ●355㎖×12缶 ●缶高さ約12cm ●6.2度
〈簡易セッ
ト
箱入り
（個別箱なし）
〉
［アメリカ／エイヴリー ブリューイング］
※賞味期限 :お届け後、冷蔵で約30日間保存が可能です。

アンチヒーロー IPA 12缶セット

別送冷蔵

No.7772-8061 ¥12,000（税込 ¥12,960）
●ビール ●355㎖×12缶 ●缶高さ約12cm ●6.5度
〈簡易セッ
ト箱入り
（個別箱なし）
〉
［アメリカ／レボリューション ブリューイング］
※賞味期限 :お届け後、冷蔵で約30日間保存が可能です。

同じ IPA でも、味や香りがここまで違う
！クラフトビールの奥深さを感じるセット。
小規模生産のブリューワリーは、全米で5000ヶ所以上あるといわれ、それぞれ異なった味
わいが魅力。その日の気分や料理に合う、自分好みのクラフトビールを見つけてみましょう。

アメリカ州別 IPA 飲み比べ 12缶セット

①

コロラド州

②

ユタ州

③

イリノイ州・シカゴ

別送冷蔵

No.7772-8065

¥12,000（税込 ¥12,960）

●ビール ●355㎖×12缶 ●3種 : ①エイヴリー IPA
［エイヴリー ブリューイング］②エピック エスケープIPA［エイヴ
リー ブリューイング］③アンチヒーローIPA［レボリューション ブリューイング］各4本 〈簡易セット箱入り（個別箱な
し）〉／アメリカ製 ※賞味期限 :お届け後、冷蔵で約30日間保存が可能です。

アメリカ地ビールの
原点がここに。

グルテン
フリー

〈6本キャリーケース入り〉

〈6本キャリーケース入り〉

ラガー酵母を常温で発酵させる事
（スチームスタイル）により、コクと
麦の香りに華やかな香りも兼ね備
えたアメリカ地ビールの原点。

しっかりとしたコク、花のような香り
のホップが特徴のクラフトビール。
グルテンフリーの独自製法です。

オミッション
ペールエール ６本セット
No.7772-7062

アメリカ最大の
ビールの祭典
Great American
Beer Festival
銀賞受賞

¥3,800（税込 ¥4,104）

●ビール ●355㎖×6本 ●ボトル高さ約23cm
●6度〈6本キャリーケース入り
（個別箱なし）〉
［アメリカ／オミッション ブリューイング カンパニー］

発泡は穏やかで、華やかな香りとモルトの味わい
のバランスもよく、後味スッキリ。アルコール度数
4.5％と軽いのでゴクゴク飲めます。レモンやライ
ムのスライスを添えても。

アンカースチームビール 6本セット

セシオン セルベッサ 6缶セット

No.7772-7063

No.7772-7064

¥4,200（税込 ¥4,536）

●ビール ●355㎖×6本 ●ボトル高さ約19cm
●4.9度〈6本キャリーケース入り
（個別箱なし）〉
［アメリカ／アンカー ブリューイング］

¥3,500（税込 ¥3,780）

●ビール ●355㎖×6缶 ●缶高さ約12cm
●4.5度〈簡易セット箱入り
（個別箱なし）〉
［アメリカ／フル セイル ブリューイング］

！
おいしいビールとおつまみで、アメリカンな夜のはじまり
①

+

いずれかの
おつまみを
お選び
ください。

A②

No.7772-7066

¥4,490（税込 ¥4,849）

●①セシオン セルベッサ:355㎖×6缶
（4.5度）
〈 簡易セット箱入り
（個別箱な
し）〉
［アメリカ／フル セイル ブリューイング］ ②トルティーヤチップスセット 約
43g×6袋
（2種 :サルサ、アボカド 各3袋）
／アメリカ製《乳》

B

②

※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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Aアメリカ スナック&ビールセット

Bアメリカ ほろよいビールセット
No.7772-7067

¥4,490（税込 ¥4,849）

●①セシオン セルベッサ:355㎖×6缶
（4.5度）
〈 簡易セット箱入り
（個別箱な
し）〉
［アメリカ／フル セイル ブリューイング］②テング ビーフジャーキー
（2oz）
：56.7g×1袋／ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

アメリカ

いしさで
お

ジャーキーの定番！旨みが詰まったテング印。

おすすめ

お

み

や

ラスベガス

肉製品
も
大 丈 夫！
！

げ VOICE

6袋で
¥450

スヌーピー／アラスカ

友だちにビーフジャー
キーを頼まれたので
すが、
日本に持ち帰り
できないことを知って
「おみやげ宅配便」
を利用しました。
 （20代/カップル）

6袋で
¥600

お得！

お得！

日本人好みの醤油味でおなじみの人気ジャーキー。牛肉の旨みがギュッと
詰まった「テング印」ブランドの味わいは、おつまみ＆おやつにぴったり
！

テング ビーフジャーキー
（2oz）

テング ビーフジャーキー
（4oz）

6袋 No.7772-0068
1袋 No.7772-0069

5ページにも掲載

〈1袋あたり ¥1,025〉

¥6,150（税込 ¥6,642）
¥1,100（税込 ¥1,188）

●1袋56.7g ●1袋サイズ約22.5×14cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

6袋 No.7772-0070
1袋 No.7772-0071

5ページにも掲載

〈1袋あたり ¥1,800〉

¥10,800（税込 ¥11,664）
¥1,900（税込 ¥2,052）

●1袋113.4g ●1袋サイズ約28×17cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

セット
販売商品

セット
販売商品

1パックあたり

1袋あたり

1袋あたり

（税抜）

（税抜）

（税抜）

¥205

¥350

¥290

カナダ

〈1セット24パック入り〉

香ばしくローストしたマカデミアナッツを、味わい
深いオニオンガーリック風味に仕上げました。小
分けしやすいミニパック入りです。

マウナロア マカデミアナッツ
オニオンガーリック 24パックセット
No.7772-0072

塩バター

トルティーヤチップス 2種10袋セット

No.7772-0073

No.7772-0074

¥2,100（税込 ¥2,268）

〈ポアラー
（そそぎ口）
付き〉

開拓者スピリットが詰まった至高の1本。
歴史あるバッファロートレ
ース蒸留所のフラッグシッ
プボトル。8年 から12年
の熟 成 原 酒から厳 選さ
れたものだけを瓶詰めし
ています。強めのボディ
と上品な甘みが特徴。

バッファロートレース

6本で
¥1,600
お得！

3本で
¥350
お得！

本あたり
6本 No.7772-7076 〈1¥3,834
（税込 ¥24,840）
〉 ¥23,000
〈1本あたり
3本 No.7772-7077 ¥3,984〉 ¥11,950（税込 ¥12,906）
1本 No.7772-7078
¥4,100（税込 ¥4,428）

メキシコ

¥5,300（税込 ¥5,724）

●1袋約43ｇ ●2種：サルサ、アボカド 各5袋
●1袋サイズ約21×14×3cm ●アメリカ製《乳》

ブラジル／チリ／アルゼンチン

バーボン

¥2,900（税込 ¥3,132）
ペルー

●1袋40ｇ（3種：塩バター、
トリュフ塩、ディルピクルス 各2袋）
●1袋サイズ約18.5×7.5×2cm ●アメリカ製《乳》

●コーンウィスキー ●1本500㎖ ●1本サイズ約直径8×高さ13cm
●原料 :モルト、
グレーン ●51.5度〈簡易箱入り〉
［アメリカ／オーレ･
スモーキー ムーンシャイン ディスティラリー］※ポアラー付き

サルサ

ハーフポップス 3種6袋セット

¥4,900（税込 ¥5,292）

オーレ・スモーキー
ハーレーダビッドソン

アボカド

サクッと軽快な食感のコーントルティーヤチップ
ス。さっぱりとしたアボカド味と、ピリ辛スパイシー
なサルサ味。

Bourbon

No.7772-7075

ディルピクルス

トウモロコシの食感が残る新感覚ポップコーン。
酸味の効いたディルピクルス味、香り高いトリュフ
味など、ビールに合う3種。

●1パック14ｇ ●1パックサイズ約8×6×6ｃｍ
●セット箱サイズ約23×14×7.5ｃｍ ●アメリカ製

骨太ながら香ばしく、甘いニュアンス
が楽しめるコーン・ウィスキー。
「ムー
ンシャイン」は密造酒の隠語で、食品
にカモフラージュしたボトルデザインが
ユニーク。

トリュフ塩

アメリカ雑貨

セット
販売商品

ニューヨーク／その他の地域

醤油風味の味付けが、肉の旨みを引き出すテングのジャーキー。このおいし
さは食べて納得。ビールとの相性はもちろん◎！

●バーボンウイスキー ●750㎖ ●ボトル高さ約25.5cm
●45.0度〈1本ずつ簡易箱入り〉
［アメリカ／バッファロートレース］

●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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American Wine

生産量世界第4位。
歴史は浅くともハイレベル。

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

アメリカ ワイン

ホワイトハウスで
ふるまわれた
名誉あるワイン。

SOBON ESTATE

アメリカ
お

酒

1

売り上げ

No.

大統領官邸
ホワイトハウス
アッシャー オフィス
ダニエル・シャンクス氏

ホワイトハウスより
送られた感謝状

軽

ソボン・エステイト
赤ワイン
（袋付）

※ 本に 枚付いています。

古くからホワイトハウスで来賓に振
る舞われてきた赤ワインです。アメ
リカ固有品種のジンファンデルのし
っかりとした口あたりと濃厚な中に
醸し出す深い味わいが特徴です。

1
1

3本で
¥340
お得！

3本 No.7772-7079
1本 No.7772-7080

便利なワイン袋付き

重

ゴールドラッシュに湧いた150
年前、カリフォルニアのゴールド
カウンティで創業したワイナリ
ー。長い歴史と伝統がつくり出
す深い味わいは、世界中の人々
に愛されています。

〈1本あたり ¥3,867〉

¥11,600（税込 ¥12,528）
¥3,980（税込 ¥4,298）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●14.5度〈1本ずつ簡易箱入り〉●ぶどう品種：ジンファン
デル
［アメリカ／ソボン・エステイト］※輸入時期によりボトルの仕様が変更になる場合があります。

老舗ワイナリーの
確かな品質。

1880年 創 業 の
老 舗ワイナリー、
ガイザーピーク。
ソノマでテロワー
ルを大切にしたぶ
どう栽 培を行い、
エレガントで素晴
らしいワインを生
み出しています。

①

②

重厚な深みが肉料理やチーズにぴったり。
快活な酸味がワインの新鮮味と融合し、いきいきとした味わいが広がる赤ワインです。

①ガイザーピーク メルロー

重

軽

No.7772-7081

¥2,100（税込 ¥2,268）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.5度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：メルロー他
［アメリカ／ガイザーピーク］

口あたりやわらかな辛口。シーフードや野菜料理に。
シトラスの風味を感じるきりっとした印象の白ワイン。上品な味わいをお楽しみください。

②ガイザーピーク シャルドネ

辛

甘

No.7772-7082

¥2,100（税込 ¥2,268）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.5度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：シャルドネ他
［アメリカ／ガイザーピーク］

１９９４年に天皇皇后両陛下が訪米の際、
ホワイトハウスの大統領晩餐会で
サーブされた名誉あるワインです。

①

②

③

④

軽

自然 豊かなオレゴン州
で生まれた赤ワイン。ブ
ラックベリーやチェリー、
フレッシュハーブを思わ
せる香りとソフトな飲み
口、長い余韻が楽しめ
る上品なワインです。

重

軽

②ヴォルト･サンテ ピノノワール
●13.5度 ●ぶどう品種：ピノノワール
重

おすすめ

軽

③ロッソ&ビアンコ カベルネソーヴィニヨン
●13.5度 ●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン他
重

軽

④ディレクターズ･カット カベルネソーヴィニヨン

●14.5度 ●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン他

〈木箱入り〉

ドメーヌ ドルーアン
（木箱入り）
No.7772-7083

軽

●13.5度 ●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン他

上司に

重

重

①ダイヤモンド・コレクション クラレット

¥7,500（税込 ¥8,100）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29.5cm ●木箱サイズ約35×9×9cm ●14.0度
〈木箱入り〉
●ぶどう品種：ピノノワール
［アメリカ／ドメーヌ･ドルーアン･オレゴン］

映画監督フランシス・フォード・コッポラは、1975年からカリフォルニアのナパ・ヴ
ァレーで高品質なワイン造りを行ってきました。2017年には「アカデミー賞」の公式
ワインスポンサーに就任し、2019年までの3年間、公式ワインセレモニーやパーテ
ィーでコッポラのワインが提供されることに。赤4本をセットでお届けします。

コッポラワイン 飲み比べ 4本セット
No.7772-7084

¥17,000（税込 ¥18,360）

●果実酒 ●各750㎖ ●各ボトル高さ30.5cm 〜 31cm
●1本ずつ簡易箱入り［アメリカ／フランシス･フォード･コッポラ・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。
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①

②

ラスベガス

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

6本で
¥620
お得！

①アメリカンイーグル 赤ワイン

本あたり
6本 No.7772-7086 〈1¥1,997
（税込 ¥12,938）
〉 ¥11,980
1本 No.7772-7087
¥2,100（税込 ¥2,268）

甘

1972年、ニクソン大統領が
訪中した際、周恩来首相と
の会談で使用され、世界か
ら脚光を浴びました。フル
ーティーな香りと爽やかな
辛口で、
食前酒としてはもち
ろん生ガキなどシーフードと
の相性も抜群です。

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●13.5度〈1本ずつ簡易箱入り〉●ぶど
う品種：カベルネソーヴィニヨン
［アメリカ／オニールヴィントナーズ &ディスティラーズ］

スヌーピー／アラスカ

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

6本で
¥620
お得！

②アメリカンイーグル 白ワイン

本あたり
6本 No.7772-7088 〈1¥1,997
（税込 ¥12,938）
〉 ¥11,980
1本 No.7772-7089
¥2,100（税込 ¥2,268）

¥5,980（税込 ¥6,458）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ32cm ●12.0度〈簡易箱
入り〉●ぶどう品種 :シャルドネ
［アメリカ／シュラムスバーグ］

ニューヨーク／その他の地域

シュラムスバーグ
ブラン･ド･ ブラン
ノース ･コースト
No.7772-7085

アメリカ

歴代のアメリカ
大統領が認めた
アメリカを代表する
スパークリング。
辛

アメリカの象徴が描かれたワインで乾杯！

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29.5cm ●13.0度〈1本ずつ簡易箱入り〉
●ぶどう品種：シャルドネ
［アメリカ／オニールヴィントナーズ &ディスティラーズ］

ワインとともに楽しむ、小粋なおつまみ。

1袋あたり
¥313

アメリカ雑貨

セット
販売商品

（税抜）

アメリカンミックスナッツ 6箱セット
No.7772-0090

¥4,300（税込 ¥4,644）

●1箱100g ●1箱サイズ約3.5×12×9cm ●アーモンド・クルミ・ガルバンゾー：アメリカ産、カシュ
ーナッツ：インド産、
ピーナッツ：南アフリカ産、
ジャイアントコーン：ペルー産、マカデミアナッツ：オース
トラリア産《落花生》※輸入時期によりナッツの原産地が変更になる場合があります。

アメリカンチェリー & ブルーベリー
2種8袋セット

カナダ

たっぷり日差しを浴びて育った大粒のアメ
リカンチェリーと野生のブルーベリーをドラ
イフルーツに。自然の甘さが際立ちます。

まさにナッツの宝石箱！7種類の人気ナッツをぜいたく
に詰めました。

アメリカンチェリー

No.7772-0091

ブルーベリー

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1袋20g ●2種 :アメリカンチェリー、
ブルーベリー 各4袋 ●1袋サイズ約14×7cm ●アメリカ製

セット
販売商品

1袋あたり

1袋あたり

¥575

¥388

（税抜）

ペルー

セット
販売商品

（税抜）

フレンチオニオン

まるでチーズそのままを食べているかのよう。カリ
カリ食感とぜいたくチーズがたまりません。おしゃ
れなパッケージ入り。

ソノマ チーズスナック 4種8袋セット

¥4,600（税込 ¥4,968）

●1袋28.3ｇ（約25個）●4種 :スイートチリ、フレンチオニオン、
チェダー、パルメザン 各2袋 ●1袋サイズ約5×12.5×18ｃｍ
●アメリカ製《乳》
※グラム計量のため各個数は異なる場合があります。

サクサク香ばしいクラッカーに
濃厚なチーズクリームをたっぷ
りサンド。日本のチーズサンドと
の違いを楽しんで。

セット
販売商品

1袋あたり
¥248
（税抜）

リッツ チーズクラッカーサンド 8袋セット
No.7772-0093

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1袋38g
（6個入り）●1袋サイズ約13.5×4.5×2.5cm ●セッ
ト箱サイズ約13.5×18×4.5cm ●アメリカ製《乳・小麦》

ほんのり甘いハニーウィート、スパイシーなケイジ
ャン、
シンプルな塩味のディッピングの3種をセット。
上品なパッケージも素敵。

イーストショアプレッツェル
3種18袋セット
No.7772-0094

¥6,980（税込 ¥7,538）

●1袋57g ●3種：ケイジャン（約27個）
、ハニーウィート（約18
個）
、ディッピング（約33個）各6袋 ●1袋サイズ約3.5×10×
13.5cm ●アメリカ製《小麦》
※グラム計量のため各個数は異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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メキシコ

No.7772-0092

ディッピング

ケイジャン

パルメザン

ブラジル／チリ／アルゼンチン

ハニーウィート

チェダー

スイートチリ

Las Vegas

エンターテイナーの街から。
クール便
で
チョコも
安心

ラスベガス

エンターテイメントの楽しさそのままに。
べガスなおみやげが伝えます。
マカデミアナッツをミルクチョコで包み、ホワイトストライ
プでおしゃれに飾りました。

1

売り上げ

No.

24箱
12箱
6箱
1箱

No.7772-0095
No.7772-0096
No.7772-0097

〈1箱あたり
¥1,250〉
〈1箱あたり
¥1,299〉
〈1箱あたり
¥1,397〉

¥29,980（税込 ¥32,378）
¥15,580（税込 ¥16,826）
¥8,380（税込 ¥9,050）
¥1,490（税込 ¥1,609）

No.7772-0098

●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

24箱で
¥5,780
お得！

6箱で
¥560

お得！

お得！

やげらし

で
さ

キラキラ
ジが
パッケ ー ！
い
い
わ
か

大粒チョコチップが入った
ざっくりクッキー。

12箱で
¥2,300

おみ

ラスベガス

ラスベガス マカデミアナッツチョコレート

おすすめ

食べごたえ
十分！

セット
販売商品

1袋あたり
¥280
（税抜）

エンターテインメントの街から届
いたチョコチップをたっぷり練り
込んだクッキー。シンプルで誰に
でも愛される味わいです。
12箱で

ラスベガス
チョコチップクッキー

12箱
6箱
1箱

No.7772-0099
No.7772-0100
No.7772-0101

¥1,260
お得！

6箱で
¥580
お得！

¥10,500（税込 ¥11,340）
〈1箱あたり ¥884〉
¥5,300（税込 ¥5,724）
¥980（税込 ¥1,058）

〈1箱あたり ¥875〉

●1箱340g
（24枚）●1箱サイズ約9×25×6.5cm ●アメリカ製《乳・小麦》
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ラスベガスモチーフを
スタイリッシュにデザイ
ンしたパッケージがおし
ゃれ。小 袋 入りで配り
やすいマカデミアナッツ
チョコです。

ラスベガス
マカデミアナッツチョコレート ミニ 18袋セット
No.7772-0102

〈1セット
18袋入り〉

¥5,040（税込 ¥5,443）

●1袋18.5g
（2粒）●1袋サイズ約7×14×2cm ●セット箱サイズ約29×14.5×9cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール

アメリカ

ワンポイント
アドバイス

下調べをしておくと
安心。

定番みやげは
事前購入がおすすめ。

ラスベガスは気温が高い砂漠
地帯。せっかく買ったチョコレー
トが溶けて台無しにならないよ
う気をつけましょう。

交通渋滞や広いホテルでの移
動に時間がかかり、おみやげを
買う時間がないことも。下調べ
をしておくと安心です。

定番のおみやげを売っていると
ころが限定されます。買えなかっ
た！を避けるため、カタログでの事
前購入がおすすめです。

ラスベガス

チョコレートの溶けに
注意。

マカデミアナッツチョコの甘い誘惑を
ラスベガスの箱に詰めて。

スヌーピー／アラスカ

お得！

大粒丸ごとナッツ

人気のマカデミアナッツチョコを手軽に味わってほしいから、9粒入
りのミニサイズにしました。ラスベガスらしいパッケージで楽しさいっ
ぱい。

ラスベガス ミニマカデミアナッツチョコレート

12箱
1箱

No.7772-0103

〈1箱あたり
¥1,025〉

¥12,300（税込 ¥13,284）
¥1,100（税込 ¥1,188）

No.7772-0104

きっと笑顔になってもらえる、
スロットマシーン型。

国旗をアレンジしたパッケージが
とってもクール。

カナダ

星 条 旗をモチーフ
に並べた、ひとくちタ
イプのチョコレート。
お手 頃 サイズのお
みやげとして人気で
す。職 場 やお友だ
ちへどうぞ！

ラスベガス
カジノ コインチョコレート
6箱セット
No.7772-0105

10箱で
¥500
お得！

フラッグチョコレート

¥7,800

（税込 ¥8,424）

つぶつぶ＆カリッ！の
食感がたまらない。

10箱
1箱

No.7772-0106

〈1箱あたり¥1,050〉

No.7772-0107

¥10,500（税込 ¥11,340）
¥1,100（税込 ¥1,188）

●1箱100g（20粒）●1箱サイズ約12.5×13×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

チョコチップのつぶつぶとカリッと
した食感がおいしい、ブラウニー
チップス。ラスベガスをイメージし
たデザインもグッド。

ブラジル／チリ／アルゼンチン

カジノのチップも、
こんなにいっぱい
積みあげてみたいかな。
6個で
¥500
お得！

チップスのカタチを
しているけど、チョコレート。
ライスクリスプのサクサクした
歯ざわりのよさに、ついついも
う一枚、
と手を伸ばしそう。

ラスベガス チョコチップス

¥5,100（税込 ¥5,508）

●1箱70g ●1箱サイズ約5×13×18cm ●アメリカ製《卵・乳・小麦》

6個 No.7772-0109
1個 No.7772-0110

ミルク
チョコレート
ライスクリスプ
〈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

16

メキシコ

ラスベガス ブラウニーチップス 6箱セット

ペルー

●1箱135g
（約37枚）●1箱サイズ約7×12×14cm ●ベルギー製《乳》 夏季クール
※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

No.7772-0108

アメリカ雑貨

●1箱113g
（9粒）●1箱サイズ約14×15×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

ニューヨーク／その他の地域

12箱で
¥900

Las Vegas Gift

華やかに旅の思い出が甦る、
ベガスギフトの数々。

ラスベガス ギフト

手のひらサイズの星形パッケージがキュート
！

香ばしい甘さと塩味の
絶妙なコンビネーション
！

セット
販売商品

セット
販売商品

1箱あたり
¥457
（税抜）

1袋あたり
¥467
（税抜）

たっぷりキャラメルコーティングされたポップコーンと、塩味のきいたサクサクの
プレッツェルをミックス。パッケージの星のタグがアクセント。

星形のパッケージを開けると、丸いミルクチョコレートが4粒。
チョコレートを並べると星条旗柄になるのがユニークです。

アメリカ 星型プチギフト チョコレート 6箱セット
No.7772-0111

アメリカ ギフト
プレッツェル & キャラメルポップコーン 6袋セット

19ページにも掲載

¥2,740（税込 ¥2,959）

No.7772-0112

●1箱24g
（4粒）●1箱サイズ約9.5×9.5×3cm ●アメリカ製《乳》夏季クール

¥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》

Las Vegas Goods

セット
販売商品

1コあたり
¥434

ラスベガスグッズ

（税抜）

高さ約 ㎝

セット
販売商品

1本あたり
100ドルの古札デザインで
¥450
（税抜）
つくられたボールペンは、
アメリカらしくてナイスなおみやげ。

6

ラスベガスの楽しい
柄は小物入れにも。

100ドル紙幣
ボールペン 3本セット
No.7772-0113

ラスベガス ショットグラス 3コセット

¥1,348（税込 ¥1,455）

No.7772-0114

●長さ約14.5cm ●インク色：青 ●プラスチック、金属
●ビニール袋入り（個別ビニール袋入り）●台湾製

3コ No.7772-0115
1コ No.7772-0116

〈1コあたり ¥994〉

¥2,980（税込 ¥3,218）
¥1,200（税込 ¥1,296）

●約15×15×0.5cm ●表面：陶器、裏面：コルク ●無地箱入り
（個別無地箱入り）●中国製
※輸入時期により色が若干異なる場合があります。
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セット
販売商品

1コあたり
¥288

スロットマシーンが
描かれたキーホルダーは
「ラスベガスみやげ」
の定番品。

ラスベガス 鍋敷

お得！

カラフルな色使いが印象的です。
壁掛けにもなる
ポップなタイル仕様。

3コで
¥620

¥1,300（税込 ¥1,404）

●約直径5×高さ6cm ●ガラス ●紙箱入り
（個別包装あり）●中国製

（税抜）

ラスベガス キーホルダー 4コセット
No.7772-0117
●長さ約8.5cm
（モチーフ部分約5.5×4cm） ●アクリル、金属
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）
●白黒 各2コ ●中国製

¥1,150（税込 ¥1,242）

アメリカ

California

カリフォルニア

ラスベガス

スヌーピー チョコチップ
マカデミアナッツクッキー 6箱セット
No.7772-0118

スヌーピー／アラスカ

アメリカ国 旗をかつい
だ世界の人気者スヌー
ピーのパッケージには、
みんな大 好きなチョコ
チップクッキーが。ファ
ンならずとも欲しい限
定品。
©2010Peanuts Wordwide LLC

¥9,550（税込 ¥10,314）

●1箱170g（1袋85g（約28枚）×2袋）●1箱サイズ約14×17×5.5cm ●アメリカ
製《卵・乳・小麦》※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

ニューヨーク／その他の地域

Alaska

アラスカ

ホールのマカデミアナッツを
チョコで包んだ定番ギフト。

アメリカ雑貨

12箱で
¥1,260
お得！

食べごたえのあるチョコ
レートは人気のお土産。
アラスカの 美しい自然
が印 象 的なパッケージ
が、思い出話に華を添
えてくれるでしょう。

6箱で
¥300

アラスカ マカデミアナッツチョコレート
No.7772-0119
No.7772-0120

〈1箱あたり
￥1,275〉
〈1箱あたり
￥1,330〉

No.7772-0121

¥15,300（税込 ¥16,524）
¥7,980（税込 ¥8,618）
¥1,380（税込 ¥1,490）

カナダ

12箱
6箱
1箱

お得！

●1箱170g
（15粒）●1箱サイズ約15.5×27.5×3cm ●アメリカ製《乳》
夏季クール

印象的なボトルと
甘いやさしさ。

ペルー

低温で丹念に燻製された
本場の味わいを大切な方へ。

ブラジル／チリ／アルゼンチン

濃厚で芳醇、
フルーティーなヴィダル
アイスワイン。厳しい気候の中で育
った甘さは、寒さの中でもほっとさせ
る味です。
脂ののったアラスカキングサーモンを、素材の味をそのま
まに低温で長時間燻製したこだわりのスモークサーモ
ン。化粧箱入りでギフトにも最適です。添加物不使用。

No.7772-8122

別送冷凍

¥10,000（税込 ¥10,800）

●1箱150g ●1箱サイズ約17.5×28×2.5cm ●カナダ製
※賞味期限 :お届け後冷凍で約300日間保存が可能です。

甘

白熊
ヴィダルアイスワイン
No.7772-7123

〈化粧箱入り〉
ハーフボトル

¥6,800

メキシコ

アラスカ スモークサーモン 3箱セット

辛

（税込 ¥7,344）

●果実酒 ●375㎖ ●ボトル高さ約35cm
●10.0度〈化粧箱入り〉●ぶどう品種：ヴィダル［カナダ／キン
グスコート］※日本語表記あり。

●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。

18

New York

世界の夢が集う大都市ニューヨークから、
厳選のおみやげをお届け。

ニューヨーク

NYらしいパッケージで、
旅の思い出を伝えます。
ニューヨークのシンボ
ルをプリントしたパッ
ケージが魅力的。香
ばしいマカデミアナッ
ツをミルクチョコレート
で 包 んだ 定 番 の お
みやげギフトです。

ニューヨーク
マカデミアナッツチョコレート

6箱 No.7772-0124
1箱 No.7772-0125

〈1箱あたり ￥1,330〉

6箱で
¥300
お得！

¥7,980（税込 ¥8,618）
¥1,380（税込 ¥1,490）

●1箱170g
（15粒）●1箱サイズ約15.5×27.5×3cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

手のひらサイズの
星形パッケージがキュート
！

ありがとうの気持ちを伝える
星条旗モチーフの
タグ付きプチギフト。

セット
販売商品

セット
販売商品

1箱あたり

1箱あたり

（税抜）

¥457

¥500
（税抜）

個別包装されたトフィークランチチョコレートがギフトボックスに。
星条旗をモチーフにしたタグがポイントです。

星形のパッケージを開けると、丸いミルクチョコレートが4粒。並べると星条旗
柄になるのがユニークです。

アメリカ プチギフト チョコボックス 5箱セット

アメリカ 星型プチギフト チョコレート 6箱セット

No.7772-0126

No.7772-0127

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1箱45g
（5粒）●1箱サイズ約6×6×6cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

¥2,740（税込 ¥2,959）

●1箱24g
（4粒）●1箱サイズ約9.5×9.5×3cm ●アメリカ製《乳》夏季クール

映画の撮影などにも
使われる、老舗ダイ
ナ ー「 ジュニアー
ズ」。ずっしり濃厚で
なめらかなチーズケ
ーキは、今も昔も変
わらぬレシピ。ホー
ルが、一切れずつに
分 か れているの が
親切。

元祖、ニューヨークスタイル・チーズケーキといわれ
る全米で有名なダイナー、
ジュニアーズ。映画やテ
レビドラマで著名人が訪れていたことで有名。地元
の人や観光客にも人気です。

ニューヨーカーに長年愛される
クリーミーで濃厚なチーズケーキ。
ジュニアーズ チーズケーキ 12カット
No.7772-0128

別送冷凍

¥13,000（税込 ¥14,040）

●1ホール1,928g ●1ホールサイズ約直径26×高さ9.5cm ●アメリカ製
※賞味期限 :お届け後、冷凍で約30日間保存が可能です。《卵・乳・小麦》
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〈1ホール 12カット〉

エンビロサックス エコバッグ
ニューヨーク ３枚セット

No.7772-0130

¥4,580（税込 ¥4,946）

No.7772-0131

¥1,800（税込 ¥1,944）

Caribbean

East coast

カリブ

東海岸

ニューヨーク／その他の地域

●約2.5×2.5×13cm ●合成樹脂 ●ビニール袋入り
（個別
ビニール袋入り）●台湾製

●1袋85ｇ
（約28枚 ) ●1袋サイズ約6.5×8.5×16ｃｍ
●アメリカ製《卵・小麦》
※グラム計量により枚数が異なる場合があります。

¥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
※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。

スヌーピー／アラスカ

No.7772-0129

自由の女神
メモスタンド
3コセット

丸めて
コンパクトに！

ラスベガス

ニューヨーク クッキー ６袋セット

NYの夜景を描いた、
おしゃれエコバッグ。

アメリカ

クラッシュマカデミ
アナッツ入りで、ほ
どよい甘さと手づく
り感あふれる素朴
な味わいが美味。
スタイリッシュなパ
ッケージも素敵。

メモは女神に
おまかせ。
クリップで
はさめる
メモスタンド。

アメリカ雑貨

※調理例

クラムチャウダー 6缶セット
No.7772-0132

¥4,600（税込 ¥4,968）

●1缶425g ●1缶サイズ約直径7.5×11cm
●簡易セット箱入り
（個別箱なし）●アメリカ製《乳・小麦》

クルーズシーシェルチョコレート 6箱セット
No.7772-0133

¥6,000（税込 ¥6,480）

●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

ペルー

Florida

Cuba

フロリダ

キューバ

フロリダ マカデミアナッツチョコレート

6箱で
¥820

マカデミアナッツが入った素朴な味わいの手づく
りクッキー。ポップなパッケージがおしゃれ。

お得！

●1箱198g
（18粒）●1箱サイズ約15×27×3cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

キューバクッキー ６袋セット
No.7772-0136

¥4,580（税込 ¥4,946）

●1袋85ｇ
（約28枚）●１袋サイズ約6×8×16cm ●アメリカ製《卵・小麦》
※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。
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¥8,600（税込 ¥9,288）
¥1,570（税込 ¥1,695）

〈1箱あたり ¥1,434〉

ブラジル／チリ／アルゼンチン

フロリダらしいカラフルなパッケージと、カリッとした
マカデミアナッツの歯ざわりが人気の秘密です。

6箱 No.7772-0134
1箱 No.7772-0135

カリビアンクルーズの気分満点な、貝殻のカタチのチ
ョコレートです。ヘーゼルナッツプラリネをミルクチョ
コとホワイトチョコで包んで、かわいく仕上げました。

カナダ

クラム
（アサリ）、ジャガイモ、玉ねぎの入った本格派クラ
ムチャウダー。同量の牛乳を加え温めるだけの手軽さ
でお楽しみいただけます。

American Goods

アメリカンドリームいっぱいの
キュートなセレクション。

アメリカングッズ

アメリカ国旗と同じストライプ柄の
洋服とつぶらな瞳がキュートな
クマのマスコット。

ほのぼのとしたかわいい
表情が、楽しいアメリカン
ドリームを見させてくれそう。

ペアベア マスコット 2コセット
No.7772-0137

アメリカ ベアピロー

¥1,600（税込 ¥1,728）

No.7772-0138

●全長約19.5cm ●赤、青 各1コ ●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製
※輸入時期により色が若干異なる場合があります。

ネイティブアメリカンの祈りをその手に。
夢を実現したいから。

ネイティブアメリカンの精霊の一人で、
実りをもたらすといわれている
“ココペリ”
のストラップ。

ネイティブの
温もりが伝わる、
インディアン柄ポーチ。

悪い夢は網でからめ取り、
よい夢だけを眠る者のもとに届けてくれる
お守りのキーホルダー。

※表と裏で絵柄が
異なります。

インディアン柄ポーチ 2コセット

ドリームキャッチャーキーホルダー 3コセット

ココペリ ストラップ 3コセット

No.7772-0139

No.7772-0140

No.7772-0141

¥1,200（税込 ¥1,296）

●約13×17×マチ2cm ●エンジ、青 各1コ ●ポリエステル、
綿 ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製
※商品によって柄の出方が異なります。

スキンケア
持っているだけでハッピー！
可憐な花を
閉じ込めたリップ。

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1本3g ●全長約7cm ●ピンク×2本、赤×1本
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋なし）●中国製

¥2,500（税込 ¥2,700）

●全長約16cm（モチーフ部分約10.5cm）●木、羽根、プラス
チック ●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。

遊び心満載で、うるおいも気分もアップ！
〈カモミール〉
〈ラベンダー〉
〈白檀〉

〈ローズ〉

ブロッサム リップクリーム 3本セット
No.7772-0142

¥1,800（税込 ¥1,944）

●全長約25cm（モチーフ部分約21cm）●革、羽根 ●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。

優雅な香りに包まれながら、
しっとりすべすべ。

Skin Care
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¥4,000（税込 ¥4,320）

●全長約55cm（ピロー部分約23cm） ●ぬいぐるみ：ポリエス
テル100%、まくらカバー：綿100% ●ビニール袋入り ●インドネ
シア製 ※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

〈ザクロ〉

〈オリジナル〉

ひじ、かかとの荒れに。
デザインのかわいいケース入り。

ハンドクリーム 6本セット

アガタ・プラダバーム 5コセット

No.7772-0143

No.7772-0144

¥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

¥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。

アメリカ

セット
販売商品

1コあたり
¥500

〔フィッシャー〕

（税抜）

セット
販売商品

1匹あたり

No.7772-0145

ペアベア キーホルダー 2コセット

¥3,000（税込 ¥3,240）

アメリカの象徴、自由の女神の
チャームが付いたボールペン。

No.7772-0146

¥1,000（税込 ¥1,080）

●全長約15.5cm
（モチーフ部分約12cm）
●赤、青 各1コ ●ポリエステル
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●中国製
※輸入時期により色が若干異なる場合があります。

No.7772-0147

（税抜）

¥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

アビー

クッキー
モンスター

3コで
¥620

アメリカ 鍋敷

3コ No.7772-0149
1コ No.7772-0150

お得！

〈1コあたり
¥994〉

かわいいだけじゃない！
軽くてたっぷり入る優秀バッグ。

¥2,980

（税込 ¥3,218）

¥1,200

（税込 ¥1,296）

●約15×15×0.5cm ●表面：陶器、裏面：コルク
●無地箱入り
（個別無地箱入り）●中国製
※輸入時期により色が若干異なる場合があります。

丸めて
コンパクトに！

エルモ

セサミストリート エコバッグ 3種セット
No.7772-0151

¥4,200（税込 ¥4,536）

●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 ●３種：エルモ、クッキーモンスター、
アビー 各１枚●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。

セット
販売商品

優雅な花の香りで
癒されネイルケア。
ネイルケアオイル 3コセット

¥3,900（税込 ¥4,212）

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

1コあたり

バーモントソープ 2種6コセット
No.7772-0153

¥379
（税抜）

¥2,270（税込 ¥2,451）

メキシコ

No.7772-0152

気軽に配れる
ミニサイズ！

ブラジル／チリ／アルゼンチン

ココナッツオイルやパームオイル
など100％天然原料の
手づくり石けん。

ペルー

合成保存料や防腐剤などの合成添加剤を一切使用しないバーモントソー
プ。 32日間じっくり時間をかけてつくる特殊製法、マイルドで肌にやさしい
洗い上がり、100％自然に戻る環境にとてもやさしい石けんです。

カナダ

アメリカ
チャーム付ボールペン 5本セット

¥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

アメリカ雑貨

¥240

ひっつきベア 12匹セット

ポップでカラフルな鍋敷は
旅の記念の一枚。

セット
販売商品

1本あたり

（税抜）

ニューヨーク／その他の地域

●約11g ●約長さ13cm ●インク：黒
●アルミ ●紙ケース入り ●アメリカ製 ※ボールペンの
替え芯は最寄りの百貨店等でお求めください。

¥165

スヌーピー／アラスカ

スペースペン ボールペン

手のひらサイズの
キーホルダー。かばんに付けて、
いつでもどこでも一緒にゴー！

星条旗を着たクマさんが、
ペンやバッグにくっつきます。

アルミ製で軽い、
ノック式。
フィッシャーの
ボールペン。

No.7772-0148

ラスベガス

1968年に NASA の要 請
により『宇宙空間で使用で
きるペン〈スペースペン〉』
をつくりだしたフィッシャーは
画期的な商品開発で人気
のブランドです。

●1コ約21g ●2種：スイートオレンジ、ラベンダー 各3箱 ●1コサイズ約
4.5×5×1.5cm ●ビニール袋入り
（個別紙箱入り）●アメリカ製
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CANADA
カナダ

おすすめ

No.1

カナダのおみやげはコレ！
メープルの香りと
おいしさがたっぷり！

ボリューム
満点！
！

メープルシロップを使用した、風味豊かなクリ
ームサンドクッキー。ボリュームがあり、サクサ
クした歯ごたえが魅力です。

カナダ メープルクリームクッキー

12箱
6箱
1箱

No.7772-0154
No.7772-0155
No.7772-0156

〈1箱あたり
¥899〉
〈1箱あたり
¥930〉

¥10,780（税込 ¥11,642）
¥5,580（税込 ¥6,026）
¥990（税込 ¥1,069）

ば
ん買え ！
たくさ
買得
お
に
こんな
お得！

●1箱400g
（約18枚）●1箱サイズ約21×13.5×6.5cm ●カナダ製《小麦》
※グラム計量のため枚数が異なる場合があります。

生さんに
学

渡しやすいサイズの
有名ブランドメープルクッキー。

おすすめ
セット
販売商品
配りやすい
個別包装

セット
販売商品

お得！

1袋あたり
¥292
（税抜）

現地でも人気のメープ
ルクリームをたっぷりは
さんだクッキー。カナダ
国旗をイメージした2個
入りの個包装でいろい
ろな人に配りやすい。

生 地にメープルシロ
ップを練り込んだ本
物志向のビスケット。
甘さ控えめで上品な
味わいなので、手軽
にいただけます。

メープルクリームクッキー 20袋セット

クリアリーズ
メープルクリームクッキー 12袋セット

カナダ メープルビスケット

No.7772-0157

No.7772-0158

1袋あたり
¥130

〈1セット
20袋入り〉

（税抜）

本場カナダのメープルシロップを使ったメープルク
リームを、サクサクのクッキーでサンドしました。コ
ロンとしたカエデ型もかわいい。

¥2,600（税込 ¥2,808）

●1袋16g
（1袋1枚入り）●1袋サイズ約10×7.5×1cm
●セット箱サイズ約15×17.5×11cm ●カナダ製《小麦》
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6箱で
¥360

メープルが香る
シンプルなビスケット。

個包装でおすそわけにぴったり。

12箱で
¥1,100

¥3,500（税込 ¥3,780）

●1袋44g（2枚）●1袋サイズ約8×14.5×2.5cm ●セット箱
サイズ約22×13×8cm ●カナダ製《小麦》

No.7772-0159

¥1,200（税込 ¥1,296）

●1箱200g
（約44枚）●1箱サイズ約14.5×15.5×6.5cm
●カナダ製《小麦》
※グラム計量のため、枚数が異なる場合があります。※輸入時
期によりパッケージ等デザインが変更になる場合があります。

ビンのおみやげは割れにご注意を。

こんな料理にもおすすめ！
上品な甘みが、実は醤油と好相
性。和食に使う健康志向のメー
プル愛好者も多いんです。

重みのあるものは、
荷物の重量制限が心配。
料理にも使えるメープルシロップは、
自宅用とし
てもおすすめ。宅配なら重量制限を気にせず必
要なだけ購入できてうれしいですね。

（2017年3月現在）

新ランク

旧ランク

最も採取の時期が早い樹液でつくられるシロップ。
淡い色調とデリケートな風味が特徴。
光の透過率は100％～75％です。

ゴールデン

エキストラ ライト
ライト

ゴールデンの後に採取される樹液からつくられるシロップ。
美しい琥珀色で味わいがあります。
光の透過率は74.9％～50％です。

アンバー

ミディアム

アンバーより更に後に採取される樹液からつくられるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は49.9％～25％です。

ダーク
ベリーダーク

アンバー

採取時期の最後に採取される樹液からつくられるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は24.9％～0％です。

ダーク

No.1 No.1

カナダ

カナダ

No.2

カナダ

No.3

お

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

げ VOICE

本当においしいです。
当然の事です
No.1 No.1
が自然の甘さ100％で、ぜいたくな
エキスト
ラ トラ
エキス
ト ライト
味です。
いろいろな料理に使ってい ライ
きたいと思います。
（60代／女性）

No.1 No.1
エキスト
ラ トラ
エキス
ライト ライト

1

メープルシロップ

ゴールデン
カナダのおみやげとして最

売り上げ

No.

新ランク
ゴールデン

No.1 No.1

アンバー
ダーク
ベリーダーク

ヨーグルトやトースト、フルーツにかけるな
ど毎日のテーブルでお楽しみください。

ピュアメープルシロップ

ダーク
ベリーダーク

旧ランク
最も採取の時期が早い樹液で作られるシロップ。
淡い色調とデリケートな風味が特徴。
光の透過率は100％～75％です。

エキストラ ライト
ライト

ゴールデンの後に採取される樹液から作られるシロップ。
美しい琥珀色で味わいがあります。
光の透過率は74.9％～50％です。
アンバーより更に後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は49.9％～25％です。
採取時期の最後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は24.9％～0％です。

ミディアム
アンバー

アンバー

ダーク
No.1 No.1
エキスト
ラ トラ
エキス
ライト ライト

250㎖

3瓶で
¥250
お得！

No.1 No.1

31ページにも掲載

ライトライト

〈1瓶あたり ￥1,567〉 ¥4,700
3瓶 No.7772-0160
（税込 ¥5,076）
1瓶 No.7772-0161
¥1,650（税込 ¥1,782）
ゴールデン
新ランク

ゴールデン
●1瓶250㎖ ●1瓶サイズ約9×4.5×高さ17cm
アンバー
●3瓶：簡易セット箱入り
（個別箱なし）
、1瓶：エアパッキン包装 ●カナダ製
※輸入時期によりキャップの色、ラベルデザインが変更になる場合があります。
ダーク

ダーク

ベリーダーク

気軽に配れる
ミニサイズ！

旧ランク

最も採取の時期が早い樹液で作られるシロップ。
淡い色調とデリケートな風味が特徴。
光の透過率は100％～75％です。

エキストラ ライト

ゴールデンの後に採取される樹液から作られるシロップ。
美しい琥珀色で味わいがあります。
光の透過率は74.9％～50％です。
アンバーより更に後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は49.9％～25％です。
採取時期の最後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は24.9％～0％です。

ライト
ミディアム

カナダ

ゴールデン
アンバー

アンバー

採取時期の最後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は24.9％～0％です。

ミディアム

ライトライト

アンバー

新ランク

ライト

アンバーより更に後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は49.9％～25％です。

No.1 No.1

ライトライト

エキストラ ライト

アメリカ雑貨

メープル特有の
自然な甘さが
人気です。

高。
容器のデザインも気に入
りました。
空き瓶に花をさした
いです。
（70代／女性）

旧ランク
最も採取の時期が早い樹液で作られるシロップ。
淡い色調とデリケートな風味が特徴。
光の透過率は100％～75％です。
ゴールデンの後に採取される樹液から作られるシロップ。
美しい琥珀色で味わいがあります。
光の透過率は74.9％～50％です。

ニューヨーク／その他の地域

ビンの重みや割れる心配がなく、
欲しかったメープルシロップが購
入できました。
（女性）

カナダ

ゴールデン

スヌーピー／アラスカ

み

大学いも

筑前煮

No.1

ライトライト

や

ラスベガス

メープルシロップの分類

カナダのおみやげといえばメープルシロップや
メープルクッキーが代表的ですが、割れやすいビ
ン物は、事前購入にすれば安心ですね。

栄養の宝庫「メープルシロップ」
メープルシロップはカナダの法律で基準が厳しく設けられ、これをクリアし
たものだけが「メープルシロップ」
と呼ばれます。収穫の「順番」
「色」
「香
No.1 No.1
り」
などから分類され、
さらに色の濃淡による等級があり
ます。カルシウム、
エキスト
ラ ト
エキス
ラ
カリウムなどのミネラルを含んだ甘味料です。
ライト ライト

アメリカ

ワンポイント
アドバイス

アンバー
ダーク

ゴールデン

アンバー

ペルー

アンバー

気軽に配れる
ミニサイズ！

お得！

6瓶で
¥500
お得！

メープルリーフのカタチの瓶に、透けて見えるメープルシロッ
プの色がカナダっぽい。このサイズなら、紅茶やコーヒーとい
っしょにテーブルに出せますね。

カエデ形 ミニメープルシロップ

50㎖

●1瓶50㎖ ●1瓶サイズ約8×3×11cm ●12、6瓶：簡易セット箱入り（個別
箱なし）
、1瓶：エアパッキン包装 ●カナダ製
※輸入時期によりデザイン、タグのデザインが変更になる場合があります。

10本で
¥460
お得！

メープルシロップミニボトル

100㎖

10本 No.7772-0165

¥8,500

〈1本あたり
￥850〉

（税込 ¥9,180）

5本 No.7772-0166 〈1本あたり
￥896〉¥4,480

（税込 ¥4,838）

●1本100㎖ ●1本サイズ約直径5.5×高さ8.5cm
●簡易セット箱入り
（個別箱なし）●カナダ製
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

アパラチア山 脈の斜 面にある農 場
で、厳しい検査を経てつくられるオー
ガニックメープルシロップ。やわらか
い風味が特徴です。

オーガニック
ピュアメープルシロップ
ゴールデン
No.7772-0167

250㎖

¥2,000

（税込 ¥2,160）

●1瓶250㎖ ●1瓶サイズ約9×4.5×高さ17cm
●エアパッキン包装 ●カナダ製
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メキシコ

12瓶 No.7772-0162 〈1瓶あたり
（税込 ¥10,778）
￥832〉¥9,980
6瓶 No.7772-0163 〈1瓶あたり
（税込 ¥5,810）
￥897〉¥5,380
1瓶 No.7772-0164
¥980（税込 ¥1,058）

小ぶりの容器に入ったアンバーグ
レードのピュアメープルシロップ
は、見た目にもかわいいおみやげ
に。100㎖という使いやすいサイ
ズもお手頃。

ブラジル／チリ／アルゼンチン

12瓶で
¥1,780

Heritage Highway

メープル街道

壮観な紅葉の景色が
およそ800km 続くメープル街道

カナダ

田園風景を彩る紅と
黄色の世界。
カナダの秋の観光といえば「メー
プル街道」。秋の訪れとともに、
カ
ナダのシンボルであるメープル
（カエデ）のほか、オーク、ポプラ、
シラカバなどの紅葉がのどかな
田園風景を美しく彩ります。

1

チ ョコ レ ート

売り上げ

No.

カナダの壮大な自然がパッケージになった、人気のチョコレートギフト。マカデミアナッツ
の香ばしさとミルクチョコのまろやかさが、やさしい。

ワンポイント
アドバイス

カナダ マカデミアナッツチョコレート

道もお店も混み合います。
ハイシーズンは道もお店もとても混み
合うため、ゆっくりおみやげを選ぶこと
ができないことも。

12箱
6箱
1箱

No.7772-0168
No.7772-0169

〈1箱あたり
¥1,399〉
〈1箱あたり
¥1,434〉

No.7772-0170

¥16,780（税込 ¥18,122）
¥8,600（税込 ¥9,288） 12箱で
¥1,570（税込 ¥1,695） ¥2,060

●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

6箱で
¥820
お得！

お得！

いしさで
お

おすすめ

6箱で
¥440

配りやすい
個別包装

お得！

「ここに行ってきたよ
！」と伝えやすい、自然も都市も描かれた
パッケージがうれしいね。

カナダ チョコトリュフ

箱あたり
6箱 No.7772-0171〈1¥1,397
（税込 ¥9,050）
〉¥8,380
1箱 No.7772-0172
¥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

セット
販売商品

1袋あたり
¥271
（税抜）

ヘーゼルナッツプラリネをミル
ク、ダーク、ホワイトの3種の
ベルジャンチョコレートで包ん
で仕上げました。

6箱で
¥800
お得！

メープル街道チョコレート

6箱 No.7772-0173
1箱 No.7772-0174

〈1箱あたり ¥1,717〉

¥10,300（税込 ¥11,124）
¥1,850（税込 ¥1,998）

●1箱250g
（18粒）●1箱サイズ約21×21×3cm ●ベルギー製《乳》 夏季クール
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香り高いアーモンドトリュフク
リームをミルクチョコで包みま
した。ハリネズミの形がかわ
いい、カナダで大 人 気の商
品です。

ヘッジホッグ
アーモンドトリュフ チョコレート 24袋セット
No.7772-0175

〈1セット24袋入り〉

¥6,500（税込 ¥7,020）

●1袋22g
（1個入り）●1袋サイズ約6.5×8.5×2cm ●セット箱サイズ約22.5×15.5×7cm
●カナダ製《乳》 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。

アメリカ

The Rocky Mountains

ロッキー山脈

配りやすい
個別包装

ラスベガス

ダークチョコレートの中に、メ
ープルクリームをたっぷりと
入れました。ひとくちサイズ
の個 包 装なので、配りやす
さでもおすすめ。

3箱で
¥260

カナディアンロッキー
ダークメープルチョコレート
〈1箱あたり ¥994〉

スヌーピー／アラスカ

3箱 No.7772-0176
1箱 No.7772-0177

お得！

¥2,980（税込 ¥3,218）
¥1,080（税込 ¥1,166）

●1箱50ｇ
（1袋1粒入り×7袋）
●1箱サイズ約12.5×13.5×2.5cm ●カナダ製《乳》 夏季クール

セットで

¥1,390
お得！

※作成例

「オリジナルフォトブック」
無 料クーポン券
プレゼント！

②
①

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、

③

文庫
サイズ
36ページ

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。

アメリカ雑貨

※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。

カナダ 人気バラエティ
No.7772-0178

ニューヨーク／その他の地域

5種26点 約8kg
カナダのおいしさをまとめて
揃えられる安心納得のセット。 ￥29,980

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥31,370）

④

たくさん数が必要な方も。ラクラク旅を楽しめるボリューム満点セット。 8種55点 約11kg

￥39,980

②

⑧

セットで

¥3,330
お得！

オリジナル
フォトブック

③

無料クーポン券付き！

No.7772-0179

¥39,980

（税込 ¥43,178）
（通常価格 ¥43,310）

⑥

メキシコ

⑦

⑤

①カナダ チョコトリュフ
100g
（1袋1粒入り×20袋）
×5箱／フランス製
②カナダ マカデミアナッツチョコレート
198g
（18粒）
×4箱／アメリカ製
③カナダ メープルクリームクッキー
400g
（約18枚）
×11箱／カナダ製
④メープルシロップミニボトル 100㎖×5本／カナダ製
⑤カエデ形 ミニメープルシロップ 50㎖×4瓶／カナダ製
⑥メープルクリームクッキー
16g
（1袋1枚入り）
×20袋／カナダ製
⑦スモークサーモンジャーキー 30g×2袋／カナダ製
⑧ピュアメープルシロップ 250㎖×4瓶／カナダ製
夏季クール 《乳・小麦》

ブラジル／チリ／アルゼンチン

カナダ たっぷりバラエティ

④

ペルー

①

カナダ

⑤

①カナダ マカデミアナッツチョコレート
198g
（18粒）
×4箱／アメリカ製
②カナダ チョコトリュフ
100g
（1袋1粒入り×20袋）
×5箱／フランス製
③カナダ メープルクリームクッキー
400g
（約18枚）
×10箱／カナダ製
④カエデ形 ミニメープルシロップ 50㎖×5瓶／カナダ製
⑤ピュアメープルシロップ 250㎖×2瓶／カナダ製
夏季クール 《乳・小麦》
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エキストラ
ライト ライト

Anne of Green Gables

カナダが誇る永遠のベストセラー
「赤毛のアン」の故郷から。

赤毛のアン

No.1 No.1

ライトライト

おみ

物語に思いを馳せて。
スイートな恵みを召し上がれ。
やげらし

で
さ

20世紀初頭、ルーシー・M・モンゴメリーによ
って書かれた『 赤毛のアン』。日本では約50
年前に紹介され、夢見る少女アンの名前は世
界中に知られました。舞台となったカナダ東部
のセントローレンス湾に浮かぶプリンスエドワー
ド島には、緑の屋根のアンの家が建てられ、多
くの人が訪れています。

おすすめ

ゴールデン

新ランク

ゴールデ

アンバー

ダーク

ベリーダー

アンバー

ストレートジュースとしても、さわやかで飲みやすく、
料理の隠し味にも、抜群のおいしさ。
プリンスエドワード島 産のワイルドブルーベリーのみを使い、
自然のままに仕上げました。健康飲料としても人気の爽やか
なジュース。

赤毛のアン ワイルドブルーベリージュース
No.7772-0180

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1本375㎖ ●１本サイズ約直径6×高さ24cm ●簡易箱入り●カナダ製

パンケーキやアイスなどにたっぷりかければ、
極上スイーツ
のできあがり。アンのイラスト入りボトルです。

6本で
¥520
お得！

アンのメープルシロップ

6本 No.7772-0181
1本 No.7772-0182

〈1本あたり ¥1,664〉

¥9,980（税込 ¥10,778）
¥1,750（税込 ¥1,890）

●1本250㎖ ●1本サイズ約直径7×高さ12ｃｍ ●カナダ製

メープルの
やさしい甘さが織りなす
ハーモニー。

サクサク軽い食感と、メープルフレーバーのやさし
い甘さがたまらないポップコーン。とまらなくなるお
いしさです。

カナダ
メープルポップコーン 3個セット
No.7772-0183

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1個226ｇ●1個サイズ約直径15×11.5ｃｍ ●アメリカ製
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メープルシロップ95％以
上使用の濃厚なキャン
ディ。メープルの香りと
まろやかな甘さがお口
いっぱいに広がります。

カナダで人気の L.B. MAPLE 社のソフトキャラ
メル。メープルシロップそのもののようなピュアな
甘い香りが口いっぱいに広がります。

メープルキャンディ 3箱セット
No.7772-0184

¥3,995（税込 ¥4,314）

●1箱120ｇ
（1袋1粒入り×約20袋）
●1箱サイズ約4.5×9×19ｃｍ ●カナダ製 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。

カナダ メープルソフトキャラメル
No.7772-0185

¥1,200（税込 ¥1,296）

●1袋200g
（約25粒）●1袋サイズ約22×12.5×5.5cm
●カナダ製《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。※輸入時
期によりパッケージ等デザインが変更になる場合があります。

カナダ グルメ

ラスベガス

とろけるような舌ざわり
まろやかさがたまらない。

海と森の尊い恵みは、
カナダならではの大自然の味。

香ばしくて、スパイシー。
旨みが凝縮
された一品。

スヌーピー／アラスカ

西カナダで食される伝統的なスモークサーモン。ブ
ラウンシュガーとハチミツに軽く漬け込み、スティック
状に切って燻します。ペッパーがアクセントの味わい！

キングサーモンスライス
（100g）5パックセット
No.7772-8186

別送冷凍

¥8,056（税込 ¥8,700）

●1パック100g ●1パックサイズ約23.5×17cm ●カナダ製
※日本語説明書付き ※賞味期限：お届け後、冷凍で約90日間保存が可能です。

カナダ インディアンスタイル
スモークサーモン 3パックセット

別送冷凍

No.7772-8187

¥7,800（税込 ¥8,424）

●1パック約150g ●1パックサイズ約18×25cm ●カナダ製《小麦》
※日本語説明書付き ※賞味期限：お届け後、冷凍で約300日間保存が可能です。

ニューヨーク／その他の地域

岩 塩 の み のシンプルな味 付 けと
100g の使い切りパックが人気の一
品。野菜と一緒にサラダ風にも、わ
さび醤油で刺身風にも。

アメリカ

Canadian Gourmet

アメリカ雑貨

※調理例

バンクーバー島付近の良質な海域でとれた紅
鮭を食塩のみで仕上げました。鮮度のよさを
そのままお届けします。

紅スモーク サーモンスライス
（150g）
3パックセット 別送冷凍
No.7772-8188

カナダ

素材の味をそのままにとろけるようなまろやかさ
と、紅サーモンの旨みはオードブルやサラダに。

紅サーモン 3缶セット

¥8,800（税込 ¥9,504）

No.7772-0189

¥4,000（税込 ¥4,320）

●1缶185g ●1缶サイズ約直径8.5×高さ4cm
●1箱サイズ約8.5×8.5×4cm ●カナダ製

カナダ沖の天然昆布に産卵された数の子
を、そのままパック。昆布の旨みと好バラン
スです。

これぞ本場カナダの味！鮮度のよいオマールロブスター
を豪快に釜茹でしました。

ペルー

●1パック150g ●1パックサイズ約18×25×1cm ●カナダ製
※日本語説明書付き ※賞味期限：お届け後、冷凍で約300日間保存が可能です。

¥8,553（税込 ¥9,237）

●1パック200g ●1パックサイズ約15×10×1cm ●カナダ製 ※日本語説明書付き ※賞味期限：
お届け後、冷蔵で約90日間保存が可能です。※卵のつき方に差が出る場合があります。

ボイルオマールロブスター 3尾セット
No.7772-8191

別送冷凍

¥7,000（税込 ¥7,560）

メキシコ

No.7772-8190

別送冷蔵

ブラジル／チリ／アルゼンチン

カナダ産 数の子昆布 2パックセット

●1尾約350g ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●カナダ製
《えび》 ※日本語説明書付き ※賞味期限：お届け後、冷凍で約90日間
保存が可能です。※輸入時期によって大きさが異なります。
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Ice Wine

大自然の厳しさが育む高級ワイン。
液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！
お

アイスワイン

［マグノッタ］

広大な自家農園で高品質なワインをつくり続けている
ワイナリー「マグノッタ」。中でもアイスワインは、そのす
ばらしい品質により、国内外の品評会で世界最多の
400個を超えるメダルを獲得しています。

み

や

げ VOICE

現地で買うには割れるものは
敬遠していましたが、
自宅に
届けてもらうと荷物の心配を
しなくていいので楽でした。

（30代／男性）

カナダ 葡 萄 酒
品質管理連盟
の基準を満たし
ています。

カナダ
お

酒

1

売り上げ

No.

アイスワインとは？
1794年にドイツで凍結
したぶどうから、強い甘み
と芳醇な香りのワインが
できたのが始まり。凍っ
たぶどうからは少しの果
汁しかとれず、極寒での
過酷な収穫になるため、
生産まで非常に手のか
かる高級なワインです。

人気が高い極甘口のデザートワインは、
ピーチ、ハチミツ、ライチなどの豊かな香り
が感じられます。甘さと酸味の絶妙なバ
ランスで“ 飽きさせないおいしさ”をお楽し
みください！
辛

極甘

ハーフボトル

マグノッタ・ヴィダルアイスワイン
No.7772-7192

〈化粧箱入り〉

¥8,600（税込 ¥9,288）

●果実酒 ●375㎖ ●ボトル高さ35.5cm ●10.0度〈化粧箱入り〉
●ぶどう品種：ヴィダル
［カナダ／マグノッタ］

気軽に配れる 人気の高い甘くしっとりとしたデザー
ミニサイズ！ トワインをかわいいブルーのミニボト

ルでお届けします。

マグノッタ・ヴィダルアイスワイン
極甘
50㎖ ミニ 6本セット 辛
No.7772-7193

¥11,500（税込 ¥12,420）

●果実酒 ●50㎖×6本 ●ボトル高さ約18cm ●10.5度
〈1本ずつ 〈1本ずつ化粧箱入り〉●ぶどう品種：ヴィダル
化粧箱入り〉［カナダ／マグノッタ］

［バカナリア］
ドミニク氏

フルーツワインの
専門家、
ドミニクリ
バード氏。こだわり
の栽 培、醸 造から
彼のワインは生ま
れます。
辛

辛

〈化粧箱
入り〉

甘

ハーフボトル

自然凍結したヴィダル種で
つくられた甘口のアイスワイ
ンと、爽やかなスパークリン
グの泡の調和が抜群です。

アイス
スパークリングワイン
No.7772-7194

¥6,800

（税込 ¥7,344）

●果実酒 ●375㎖ ●ボトル高さ約32cm
●9.0度〈化粧箱入り〉
●ぶどう品種：ヴィダル
［カナダ／バカナリア］

29

辛

甘

ハーフボトル

自然 凍 結したぶどうを手 摘
みし、甘みの部分だけでつく
られたアイスワイン。毎年初
搾りを詰めたシリアルナンバ 〈化粧箱
ー入りボトル。
入り〉

〈化粧箱
入り〉

甘

ハーフボトル

急速冷凍した完熟りんごから
生まれる、甘さと酸味が調和
した香り豊かなワイン。肉、魚
料理とも好相性。よく冷やし、
食前酒やデザートワインとして
もお楽しみいただけます。

アイスワインヌーボー

アイスド アップルワイン

No.7772-7195

No.7772-7196

¥8,000

（税込 ¥8,640）

●果実酒 ●375㎖ ●ボトル高さ約35cm 		
●10.0度〈化粧箱入り〉
●ぶどう品種：ヴィダル
［カナダ／バカナリア］

¥4,200

（税込 ¥4,536）

●果実酒 ●375㎖ ●ボトル高さ約35cm ●10.3度
〈化粧箱入り〉●原料：りんご［カナダ／バカナリア］※
輸入時期により化粧箱が変更になる場合があります。

アメリカ

Canadian Wine

希少なカナディアン・ワインを
安心、確実においしく味わう。

カナダ ワイン

［ハーンダー エステート］

リディア・トーメク氏

カナダ産ワインは日本ではなかな
か購入できません。乗り継ぎが多
い方面で重量制限が厳しく、また
州によって酒類販売禁止の時間
帯・曜日があり販売場所にも制
限があるのでご注意を。

カナダ葡萄酒品質
管理連盟の基準を
満たしています。

①ハーンダー エステート 赤ワイン

②ハーンダー エステート 白ワイン

No.7772-7197

No.7772-7198

¥2,900（税込 ¥3,132）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●11.2度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：バコノワール
［カナダ／ハーンダーエステート］

①カナダ赤ワイン
シャトー・デ・シャルム
No.7772-7199

¥1,980

¥2,900（税込 ¥3,132）

5

②
［シャトー・デ・シャルム］

ポール・ボスク氏
辛
②カナダ白ワイン
シャトー・デ・シャルム

No.7772-7200

カナダ葡萄酒品質管理連盟の
基準を満たしています。

甘

フランスでワインづくりを学んだ
オーナーのポール・ボスク氏の
経験により、成功を収めています。

¥1,980

（税込 ¥2,138）

数々のメダルを受賞しているワイナリー。赤ワ
インは、カベルネソーヴィニヨンとカベルネフ
ランをバランスよくブレンド。白ワインは、清々
しい酸味と果実味が心地よく広がります。

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm
●13.0度〈簡易箱入り〉●ぶどう品種：シャルドネ
［カナダ／シャトー・デ・シャルム］

※輸入時期によりぶどう品種とラベルデザインが異なる場合があります。

ペルー

Canadian Beer & Snack

カナダ ビール&スナック

ブラジル／チリ／アルゼンチン

8袋で
¥400
お得！

余分な味付けは加えずに素材を生かし、サー
モンをじっくり燻すことにこだわった、ソフトタイ
プのスモークサーモンジャーキーです。

カナダ ビール 6缶セット

8袋 No.7772-0202
1袋 No.7772-0203

No.7772-7201

スモークサーモンジャーキー

¥3,600（税込 ¥3,888）

●ビール ●355㎖×6缶 ●缶高さ約12cm ●5.0度〈6缶紙スリーブ入り
（個別箱なし）〉
［カナダ／パシ
フィックウェスタンブリューイング］※グラス付き
（サイズ約口径6.5×高さ24cm）
〈簡易箱入り〉

〈1袋あたり¥850〉

¥6,800（税込 ¥7,344）
¥900（税込 ¥972）

●1袋30g ●1袋サイズ約22×12cm ●カナダ製《小麦》
※天然素材のため色が写真と異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。

●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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メキシコ

キレのよいすっきりとした飲み口とマイルド
な口あたり、甘さの残るあと味が女性にも
好評です。職場やお仲間へのおみやげ
におすすめ。料理を選ばず楽しめます。
〈グラス付き〉

カナダ

（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、カベルネフラン他［カナダ／シャト
ー・デ・シャルム］

甘

アメリカ雑貨

軽

辛

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●12.8度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：ヴィダル
［カナダ／ハーンダーエステート］

代にもわたる
ぶどうづくりの伝統と経験。

①

重

オンタリオ州で有名なバコノワール
種でつくった赤ワインは、深い色合
いと果実味が楽しめます。ヴィダル
種でつくった白ワインは、バランス
がよい甘みと酸味、フルーティーな
味わいが魅力です。

軽

ニューヨーク／その他の地域

重

醸造家のリディア・トーメク氏が、
ぶどう栽培から醸造まで
こだわりのワインづくりをしています。

スヌーピー／アラスカ

酒類購入時の制限に
注意。

ラスベガス

②

ナイアガラの
気候を生かした
栽培と醸造。

①

ワンポイント
アドバイス

ゴールデン

Maple

新ランク

カナダの大自然が育んだ、
ピュアなおいしさ。

ゴールデン
アンバー
ダーク
ベリーダーク

旧ランク
最も採取の時期が早い樹液で作られるシロップ。
淡い色調とデリケートな風味が特徴。
光の透過率は100％～75％です。
ゴールデンの後に採取される樹液から作られるシロップ。
美しい琥珀色で味わいがあります。
光の透過率は74.9％～50％です。
アンバーより更に後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は49.9％～25％です。
採取時期の最後に採取される樹液から作られるシロップ。
メープル独特の風味が増します。
光の透過率は24.9％～0％です。

エキストラ ライト
ライト
ミディアム
アンバー
ダーク

メープル

アンバー

ヨーグルトやトースト、フルー
ツにかけるなど毎日のテー
ブルでお楽しみください。

ピュアメープルシロップ

3瓶 No.7772-0204
1瓶 No.7772-0205

3瓶で
¥250
お得！

250㎖

〈1瓶あたり
￥1,567〉

24ページにも掲載

¥4,700（税込 ¥5,076）
¥1,650（税込 ¥1,782）

●1瓶250㎖ ●1瓶サイズ約9×4.5×高さ17cm
●3瓶：簡易セッ
ト箱入り
（個別箱なし）
、1瓶：エアパッキン包装 ●カナダ製
※輸入時期によりキャップの色、
ラベルデザインが変更になる場合があります。

やさしい甘さでなめらかな舌ざ
わりのメープルキャラメル。アイ
スクリームやケーキ、
トーストな
ど、いろいろのせて楽しめます。

プレミアムなピュアメープルシ
ュガー。使いやすく、飲み物
やデザート、お料理など幅広
く楽しめます。

定番のメープルシロ
ップ、コーヒーや紅
茶に入れてもおい
しいメープルシュガ
ー、パンなどにのせ
て楽しめるメープル
スプレッドのセット。

メープルキャラメル

メープルシュガー

メープルづくしギフトセット

No.7772-0206

¥1,600（税込 ¥1,728）

¥1,800（税込 ¥1,944）

No.7772-0208

●1瓶150g ●1瓶サイズ約直径7.5×高さ8.5cm
●エアパッキン包装 ●カナダ製

アイスやデザートにかけたり、
トー
ストに塗ったりはもちろん、お料
理のソースなどにも使えます。

朝食をちょっとリッチに。濃厚なコクが絶妙。

メープルジェリー
No.7772-0209

¥1,600（税込 ¥1,728）

●1瓶60㎖ ●1瓶サイズ約直径5×高さ7cm
●簡易箱入り ●カナダ製
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No.7772-0207

●1瓶85g ●1瓶サイズ約直径5×高さ7cm
●簡易箱入り ●カナダ製《乳》

¥4,500（税込 ¥4,860）

●3種：メープルシロップ：60㎖、
メープルシュガー：40ｇ、
メープ
ルスプレッド：85ｇ 各1瓶 ●1瓶サイズ約直径5×高さ7cm
●化粧箱サイズ約8×16×5ｃｍ ●カナダ製

メープルシロップを煮詰めてバター状にしました。クリーミー、
リッチな味わいです。
パンやワッフルとどうぞ。

メープルバター
No.7772-0210
●1瓶160g ●1瓶サイズ約直径5×高さ8cm ●簡易箱入り ●カナダ製

¥1,980（税込 ¥2,138）

思わずにっこり。気持ちが温かくなる
カナダらしいグッズ。

アメリカ

Canadian Goods

カナディアングッズ

1コ No.7772-0212

¥1,000

（税込 ¥1,080）

●約口径8×高さ9.5cm ●陶器 ●1コずつ簡易箱入り
●中国製

セット
販売商品

1コあたり

メープルリーフ 鍋敷

3コ No.7772-0213

〈1コあたり
¥994〉

1コ No.7772-0214

¥2,980

（税込 ¥3,218）

¥1,200

（税込 ¥1,296）

キャンディー付き

カナダ ベアマスコット
メープルキャンディ付 3コセット
No.7772-0215

¥1,880（税込 ¥2,030）

●約15×15×0.5cm ●表面：陶器、裏面：コルク
●無地箱入り
（個別無地箱入り）●中国製
※輸入時期により色が若干変更になる場合があります。

●1コ16g
（1袋1粒入り×3袋）●全長約10cm
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）
●キャンディー：カナダ製 マスコット：中国製

個性的なカナディアンアートのグラス。
小物入れやインテリアにも。

胸にメープルリーフの刺繍をつけた、
キュートなトナカイ。
セット
販売商品

¥400

1コあたり

（税抜）

¥420
（税抜）

高さ約 ㎝

トロント

6

バンクーバー

イヌクシュク

カナダ マグネット 3コセット

カナダ
ショットグラス 3コセット

No.7772-0216

No.7772-0217

¥1,200（税込 ¥1,296）

1コあたり
¥434
（税抜）

¥1,300（税込 ¥1,404）

カナダ
トナカイマスコットストラップ 6コセット
No.7772-0218

¥2,520（税込 ¥2,721）

●約直径5×高さ6cm ●ガラス ●箱入り
（個別包装あり）
●中国製

●全長約12cm
（モチーフ部分約5×4cm）●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

かわいいカエデ型チャームが付いた、
カナダ国旗ボールペン。

携帯やデジカメをカナダ仕様に
しちゃいましょう。

本物のカエデの葉脈を24金メッキで
加工した美しいペンダント。

ペルー

●約4 〜 6.5×6×1cm ●樹脂・磁石
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

ブラジル／チリ／アルゼンチン

セット
販売商品

1コあたり
セット
販売商品

¥600
（税抜）

1本あたり

カナダ チャーム付
ボールペン 5本セット

（税抜）

¥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

メープルリーフ
ストラップ 3コセット
No.7772-0220

¥1,800（税込 ¥1,944）

●全長約10cm
（モチーフ部分約4.5cm）●合金
（メッキ）
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

メープルリーフ ペンダント
No.7772-0221

¥4,075（税込 ¥4,401）

●トップ部分：約直径5.5cm（24金メッキ）
、チェーン：約60cm
真鍮
（金メッキ）●箱入り ●カナダ製
※天然素材のため、サイズ、形状が多少異なります。
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メキシコ

No.7772-0219

¥240

カナダ

セット
販売商品

アメリカ雑貨

カナダの都市を
シンボリックに描いた、
マグネット。

お得！

ニューヨーク／その他の地域

¥2,800

（税込 ¥3,024）

3コで
¥620

スヌーピー／アラスカ

3コ No.7772-0211

〈1コあたり
¥934〉

（税抜）

愛らしいベアマスコットに、
メープルキャンディー
をイン！

お得！

カナダ マグカップ

¥627

鍋敷ですが、
壁掛けにもなる
実用的な
キッチンアイテム。

3コで
¥200

1コあたり

ラスベガス

カナダのシンボル、赤いカエデの
葉をデザインしたカップは、
おみやげにぴったり！

セット
販売商品

P E R U
ペルー

で
クール便
チョコも
安心

摩訶不思議な文明の
足跡が残るマチュピチュ

古代の遺産を見た感動を、
みんなに伝えたい。
げ VOICE
お

Machu Picchu

み

ワンポイント
アドバイス
誰もが必ず訪れる、マチュピチュ遺跡と
ナスカの地上絵を描いたパッケージ。ペ
ルーの思い出をひと粒ひと粒に込めて。

高山病に注意！
標高差がある地域なので高山病が心配
です。
かかってしまうと旅行どころではなくな
るので、
事前に手配しておくと安心です。

旅行を満喫するために。
自由行動の時間が短いうえみやげ物屋が
少なく、
またスペイン語のためおみやげ探
しに苦労します。おみやげは事前に手配し
て、
旅行を満喫したいですね。

ペルー

1

売り上げ

No.

ペルー
マカデミアナッツチョコレート

12箱
6箱
1箱

や

事前に頼んでおいたので、
旅
行中は買い物であまり悩むこ
となく、現地の風景などを堪
能できました。
（40代／男性）

12箱で
¥2,060

6箱で
¥820

お得！

No.7772-0222

〈1箱あたり ¥1,399〉

No.7772-0223

〈1箱あたり ¥1,434〉

No.7772-0224

お得！

¥16,780（税込 ¥18,122）
¥8,600（税込 ¥9,288）
¥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

シナモン風味の薄焼きクッ
キーに、チョコレートをコー
ティング。ダーク、
ミルク、ホ
ワイトの3種類の味が楽し
めます。
ダーク

ミルク

ホワイト

ペルー チョコクッキー ６箱セット
No.7772-0227

¥7,200（税込 ¥7,776）

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

配りやすい
個別包装

コーヒー豆の形をした、香
ばしい風味のコーヒークッ
キー。さくさくとほおばれ
ば、コーヒーフレーバーが
広がります。

6箱で
¥320
お得！

ペルー コーヒークッキー

6箱 No.7772-0225
1箱 No.7772-0226

〈1箱あたり ¥997〉

¥5,980（税込 ¥6,458）
¥1,050（税込 ¥1,134）

●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》

古 代インカ文 明 時 代から親しまれ、
「インカの失われた作物」といわれる
甘酸っぱいゴールデンベリー（ホオズ
キ科）
を入れました。

ペルー ゴールデンベリー
チョコレート 4箱セット
No.7772-0228

¥3,700（税込 ¥3,996）

●1箱75g（約30粒）●1箱サイズ約3.5×7×15cm ●ペルー製 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。

※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。
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アメリカ
ラスベガス

インカ時代から
変わらぬ製法で
つくられる天日塩。
日本人好みのほどよいコクと香り、完熟した果実の
ほのかな甘みが特徴の自然派コーヒーです。

アンデスの塩 3袋セット

ペルー インカコーヒー 2箱セット

No.7772-0229

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1袋約200g ●1袋サイズ約15×11.5×3cm ●ペルー製
※輸入時期によりデザイン、色が変更になる場合があります。

No.7772-0230

スヌーピー／アラスカ

アンデスの高地にあるマラス塩田で採れる自然塩。まろやかな味わいが特
徴です。ペルー産羊毛100％のかわいい手芸袋入り。

¥3,200（税込 ¥3,456）

●1箱100g ●1箱サイズ約5.5×8×17cm
●レギュラーコーヒー
（中挽き）●ペルー製

ニューヨーク／その他の地域

重

飲み方コラム

軽

【ピスコサワー】
ピスコに、卵白のホイップ、
ガムシロップ、
レモンまたはライムと氷を入れ、
ステア
（混ぜる）
＆シェイクしてどうぞ。ほかの楽
しみ方として、
コーラで割っても◎。

400年以上の歴史を持つペルーのワインづくり。
おすすめワインはプラムのフレーバーが心地よ
い、樽で熟成させた重めの味わい。ぜひ、お試
しください！

ペルー 赤ワイン
グラン ティント レゼルヴァ

ピスコは、ペルー原産のぶどう果汁を
原料とした蒸留酒。ストレートでも飲む
ことができますが、カクテルとしてもお
すすめ。

¥2,400（税込 ¥2,592）

●果実酒 ●750㎖
●ボトル高さ約30cm
●12.5度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：マルベック、
メルロー
［ペルー／タベルネロ］
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

ピスコ

カナダ

No.7772-7231

アメリカ雑貨

・
液体物
も
ワレモノ！
！
心配なし

〈化粧箱入り〉

No.7772-7232

¥2,858（税込 ¥3,086）

●ブランデー ●500㎖ ●ボトル高さ約24.5cm ●41.8度〈化粧箱入り〉
［ペルー／タベルネロ］

ペルー

温もりを感じる手づくり雑貨。

世界遺産クスコで作られた
手作りのレザー製品。

雑貨の購入に注意。
現地で売られる雑貨の中に
は不良品が多いことも。また
手づくりの一点ものは返品す
るのが難しいので、注意して
買いましょう。

ペルーの伝統素材でつくられたハンドメイドのポーチです。

ペルー民芸 ブックマーク 3コセット

ペルー民芸 化粧ポーチ

No.7772-0233

¥3,200（税込 ¥3,456）

●全長約19.5×幅4cm ●牛革 ●ビニール袋入り
（個別包装あり）
●ペルー製
※手づくりのため色、柄、形が変更になる場合があります。

No.7772-0234

¥2,400（税込 ¥2,592）

●約14×17×マチ5.5cm ●表：ウール、裏：合成繊維 ●ビニール袋入り ●ペルー製
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

●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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メキシコ

世界遺産マチュピチュやクスコの街並み、
リャ
マやサボテンなどペルーならではの風景が独
特なタッチと色遣いで描かれています。

ブラジル／チリ／アルゼンチン

ワンポイント
アドバイス

BRAZIL
ブラジル

パッケージには迫力満
点のイグアスの滝。ミル
クチョコのフレークで包
んだ、とろけるようなトリ
ュフチョコです。

6箱で
¥480
お得！

ブラジル フレークトリュフ チョコレート
箱あたり
6箱 No.7772-0235〈1¥1,600
（税込 ¥10,368）
〉 ¥9,600
1箱 No.7772-0236
¥1,680（税込 ¥1,814）

●1箱約250g
（18粒）●1箱サイズ約20×19.5×3cm
●ベルギー製《乳》 夏季クール

ブラジルのトップクラスブランドのレギュラ
ーコーヒー。ビターチョコレートのような
苦味と風味、酸味は少なめで、コーヒー
本来の味わいを楽しめます。

栄養価が高く
「飲むサラダ」
ともい
われ、肉料理の多い南米でこよな
く愛飲されているマテ茶。本場の
マテ茶をお楽しみください。

カフェ ピロン 4個セット

ブラジル マテ茶 5箱セット
No.7772-0237

¥2,400（税込 ¥2,592）

●1箱16g
（10ティーバッグ）
●1箱サイズ約7×7.5×5cm ●ブラジル製

ピーナッツと砂糖と塩だけを使っ
たブラジルの国民的お菓子パソ
キッタ。舌の上でホロホロッとほど
けて、香ばしいピーナッツの風味
が口中に広がります。

グアバジャム

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1個320g
（16包）●1個サイズ約直径15.5×5.5cm ●ブラジル製《落花生》
※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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¥6,400（税込 ¥6,912）

●1個500g ●1個サイズ約18×9×マチ6cm ●レギュラーコーヒー
（細挽き）●ブラジル製
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

選りすぐりのグアバを丸ごと使用しました。保存
料不使用で、自然のおいしさがそのまま生きたジ
ャムです。

パソキッタ クアドラーダ 2個セット
No.7772-0239

No.7772-0238

No.7772-0240

¥1,400（税込 ¥1,512）

●1瓶320g ●1瓶サイズ約9×8.5×7.5cm
●エアパッキン包装 ●ブラジル製
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

アメリカ

CHILE
ブラジルの南、リ
オグランデドスー
ル州にあるアウロ
ラは、イタリアから
の移民が始めた
ワイナリー。ヨー
ロッパの品種を主
に、独自の生産を
続けています。

①

②

ラスベガス

重

チ リ
エレガントなワインづくりで注目のワイナリー。
チリで最古といわれるワイン産地、マウレ・ヴァレーで、果実味豊か
なエレガントなワインを手がける「カーサ・ドノーソ」。手摘みでてい
ねいに収穫したぶどうで、自然のままのワインづくりを行っています。

軽

チェリー系の香りと甘いスパイスの香りが調和し、ジューシーな味
わいが広がります。果実味と酸味のバランスが絶妙の赤ワイン。

アウロラ カベルネソーヴィニヨン

①パルミラ カルメネール

No.7772-7241

No.7772-7244

¥2,400（税込 ¥2,592）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●12.0度〈簡易箱
入り〉
●ぶどう品種：カベルネソーヴィニヨン
［ブラジル／コペラテ
ィーバ ヴィニコーラ アウロラ］※日本語表記あり。※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。

重

¥2,400（税込 ¥2,592）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29.5cm ●13.5度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：カルメネール
［チリ／カーサ・ドノーソ］

No.7772-7245
【混入防止構造】
ビンを軽く振りながら
注ぐのがコツ！

甘

¥2,400（税込 ¥2,592）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29.5cm ●13.5度〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：シャルドネ
［チリ／カーサ・ドノーソ］

アメリカ雑貨

ARGENTINA
アル ゼンチン

¥2,100（税込 ¥2,268）

①

●スピリッツ ●700㎖ ●ボトル高さ約27.5cm
●39.0度〈簡易箱入り〉
［ブラジル／トレイスファゼンダス］
※輸入時期により、デザインが変更になる場合があります。

カナダ

ベーリョ バレイロ
ゴールド
No.7772-7242

辛

②

ペルー

①プラムやブラックベ
リーの 果 実 の 香り
と、樽由来のチョコ
レートやバニラのニ
ュアンスも感じられ
る赤ワイン。長い余
韻が楽しめます。

〈グリーンマテ茶〉

〈ブラックマテ茶〉

①アルジェント マルベック

サッカーチーム キーホルダー
2コセット

グリーンマテはノンローストのスッキリと爽やか
な味わい。そのままホットかアイスで。ブラック
マテはローストタイプのほろ苦い香り、コクのあ
る味わい。砂糖やミルクを加えてどうぞ。

No.7772-0243

マテ茶 2種6箱セット

②アルジェント トロンテス

No.7772-0246

No.7772-7248

¥1,800（税込 ¥1,944）

¥3,700（税込 ¥3,996）

●1箱約100g ●1箱サイズ約7.5×7.5×8cm
●2種：グリーンマテ茶、
ブラックマテ茶 各3箱
●グリーンマテ茶：パラグアイ産、
ブラックマテ茶：パラグアイ
産、
ブラジル産

軽

¥1,680（税込 ¥1,814）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●13.0度
〈簡易箱入り〉
●ぶどう品種：マルベック
［アルゼンチン／ボデガ・
アルジェント］
辛

甘

¥1,360（税込 ¥1,468）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●12.5度〈簡易箱
入り〉
●ぶどう品種：トロンテス
［アルゼンチン／ボデガ・アルジェ
ント］※輸入時期によりボトル、ラベルの色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。

●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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メキシコ

●全長約8cm（モチーフ部分約3cm）●めのう、スチー
ル、牛革、プラスチック ●ビニール袋入り
（個別紙箱入り）
●ブラジル製 ※チームの指定はご容赦ください。
※ブラジルのチームに限ります。
※輸入時期により色が変更になる場合があります。

No.7772-7247

重

ブラジル／チリ／アルゼンチン

②マスカットやライチ、
柑橘系の爽やかさ
の中にハーブのニュ
アンスが香る、フレッ
シュでドライな味わ
い。アルゼンチンを
代表する品種です。
サッカー王国ブラジル
の特産品めのうを使った高級感あるブラジ
ルサッカーチームのマーク入りキーホルダー。

ニューヨーク／その他の地域

トロピカルフルーツやハチミツ、白い花の香りがミックスされた華や
かな芳香。余韻にフレッシュな風味が残る白ワインです。

②パルミラ シャルドネ

サトウキビの蒸留酒で、ピンガと呼
ばれるブラジルの国民酒。ブラジ
ル杉の樽で7年間熟成させた、豊
かな香りとまろやかな味わい。

軽

スヌーピー／アラスカ

フレンチオークで6ヵ月間熟成さ
せたワイン。肉料理との相性は
抜群です。

MEXICO
メキシコ

配りやすい
個別包装

遺 跡 やビーチが 描 かれ
た箱に入ったチョコトリュ
フ。思い出 話をしながら
みんなでパクリ。

メキシコ チョコトリュフ 6箱セット
No.7772-0249

¥8,380（税込 ¥9,050）

●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

食べごたえのあるマカデミア
ナッツチョコレートが15粒入
り。巨大ピラミッドが彩るパッ
ケージが、旅の思い出話に
華を添えてくれるでしょう。

6箱で
¥300

メキシコ
マカデミアナッツチョコレート

6箱 No.7772-0250
1箱 No.7772-0251

お得！

〈1箱あたり ￥1,330〉

¥7,980（税込 ¥8,618）
¥1,380（税込 ¥1,490）

●1箱170g
（15粒）●1箱サイズ約15.5×27.5×3cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

青い海が印象的な、美しいパッケージに
思い出をのせて。

ほどよい甘さが人気の秘
密。ハンドメイドの素朴な
味を楽しんで。

メキシコの高級リゾート、カンクンをデザインしたパッケージに、まろやかなミル
クチョコレートを詰めました。美しいビーチにうっとり。

メキシコ カンクンミルクチョコレート 6箱セット

メキシコ クッキー 6袋セット
No.7772-0252

¥4,580（税込 ¥4,946）

●1袋85g（約28枚）●1袋サイズ約6×8×16cm ●アメリカ製
《卵・小麦》※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。

No.7772-0253

¥6,700（税込 ¥7,236）

●1箱約200g（18粒）●1箱サイズ約16×27×2cm ●マレーシア製《乳》 夏季クール

まるご
と

セット
販売商品

1袋あたり

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

¥290
（税抜）

アボカド

サクッと軽快な食感のコーントルティ
ーヤチップス。さっぱりとしたアボカド
味と、ピリ辛スパイシーなサルサ味。

サルサ

トルティーヤチップス 2種10袋セット
No.7772-0254

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1袋約43ｇ（2種：サルサ、アボカド 各5袋）
●1袋サイズ約21×14×3cm ●アメリカ製《乳》
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ディップ
サルサソース

ハバネロ
ペッパー

サルサソースはタコスやトルティーヤ、肉料理に。ハバネロ
は細かく刻んで料理のアクセントに。ハバネロは激辛注意！

サルサディップソース 2種セット
No.7772-0255

¥1,890（税込 ¥2,041）

●1瓶315g ●2種 :ディップサルサソース、ハバネロペッパー 各1瓶
●1瓶サイズ約直径8.5×高さ8cm ●簡易セット箱入り ●メキシコ
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。

気軽に飲める
テキーラとして、メキシコではポピュ
ラーなラチカのゴールドクラスです。

ラチカ テキーラ ゴールド
No.7772-7256

¥2,750

（税込 ¥2,970）

●スピリッツ（テキーラ）●700㎖ ●ボトル高
さ約29cm ●38.0度〈簡易箱入り〉
［メキシ
コ／ラチカ］※輸入時期によりラベルデザイ
ンが異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。

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

