香典返し

SELECTION

SELECTION

プレミアムギフト香典返し

香典返し

̤͉͛ݑ
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2,000円
（税別）
以上の商品には
ご優待券
（ご飲食割引券と抹茶・お菓子引換券）
をお付けいたします。

香典返し

井ヶ田の店舗限定販売品「やぶきたの逸品」
シリーズ（かぶせ深蒸し茶）がついに登場！

プレミアムギフト会葬礼品
会葬礼品

ケースサイズ／22.2×11×3.3cm

ケースサイズ／22.2×11×3.3cm
ケースサイズ／21×11.4×2.8cm

やぶきたの逸品（草）100g

IGE - 7002

やぶきたの逸品（朱）100g

IGE -7003

やぶきたの逸品（藍）100g

¥1,000（税別）★
¥1,500（税別）★
¥2,000（税別）★

IGE - 2004

深むし煎茶 掬翠 100g

IGE - 2005

深むし煎茶 二号粟ヶ岳 100g

IGE - 2006

深むし煎茶 一号粟ヶ岳 100g

IGE - 2007

深むし煎茶 特撰粟ヶ岳 100g

¥1,000（税別）★
¥1,500（税別）★
¥2,000（税別）★
¥3,000（税別）★

MAR - 2050

本むし煎茶 初摘 100g ¥1,000（税別）★

MAR - 2051

本むし煎茶 碧雲 100g ￥1,500（税別）★

MAR - 2052

本むし煎茶 緑心 100g ￥2,000（税別）★

MAR - 2053

本むし煎茶 鶴泉 100g ￥3,000（税別）★

本むし煎茶

MAR - 2055

MAR - 2054

初摘

100g×2

￥2,000（税別）★ ケースサイズ／22.2×22.3×3cm

本むし煎茶 碧雲 100g×2

￥3,000（税別）★ ケースサイズ／22.2×22.3×3cm

お引き物

IGE - 7001

プレミアムギフトお引き物

限定商品・流通解禁

引き菓子
忌明礼品

ケースサイズ／23.7×10.9×2cm

ケースサイズ／22×11.5×2.5cm

̤͉͛ݑ

ケースサイズ／26.5×25×3.5cm

̤ಋ͈
¥1,000（税別）★

MIK- 2028

煎茶 瑞生 100g

MIK- 2030

煎茶 多賀の蹟 100g

¥2,000（税別）★

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

¥1,500（税別）★

MIK- 2029

煎茶 梧桐 100g

MIK- 2031

煎茶 森の潤 100g

¥3,000（税別）★

RYK - 2612

煎茶わかな 100g

RYK - 2613

煎茶かすみ 100g

RYK - 2614

煎茶にしき 100g

RYK - 2615

煎茶かおり 100g

¥1,000（税別）★
¥1,500（税別）★
¥2,000（税別）★
¥3,000（税別）★

煎茶・和製フレーバーティーセット
RYK - 1209

煎茶かすみ100g・ほうじ玄米茶 60ｇ ¥2,000（税別）★

RYK - 1210

煎茶にしき100g・ほうじ玄米茶 60ｇ ¥2,500（税別）★

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。
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プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

ΨᅡΨ࠰оಅ

SELECTION

SELECTION

香典返し
プレミアムギフト会葬礼品
会葬礼品

ケースサイズ／12×22×8.5cm

ケースサイズ／22×11.5×2.5cm

ΨᅡΨ࠰оಅ

BAS - 2061
BAS - 2062

煎茶 天上
煎茶 緑禅

はつざくら
てんじょう
りょくぜん

100g
100g
100g

¥1,500（税別）★
¥2,000（税別）★
¥3,000（税別）★

BAS - 5151

香伝承 化粧缶入煎茶 玄米入ほうじ茶セット

¥2,500（税別）★
高級煎茶（天上）100g、玄米入ほうじ茶 30g
高級感のある″九谷椿 ″
の化粧缶をお付けいたします。

煎茶 緑粋（中蒸し煎茶 静岡産） 80g

SUG - 7019

¥1,500（税別）★

煎茶 閑日（中蒸し煎茶 静岡産） 80g

¥2,000（税別）★

引き菓子

JRトランスイート四季島にてご提供
されている「水仙1号」が、お客様より
最高の評価をいただいております。

SUG - 7018

お引き物

BAS - 2063

煎茶 初桜

プレミアムギフトお引き物

ケースサイズ／22×11×3cm

国内最高品質のこだわりの深蒸し茶
2種類とJRトランスイート四季島に
ご採用されている香り高く旨みのある
ほうじ茶のセットです。

忌明礼品

ケースサイズ／22.5×10.7×3.5cm

YAB - 2606

煎茶 水仙3号

100g

YAB - 2607

煎茶 水仙2号

100g

YAB - 3572

煎茶 水仙1号

100g

ケースサイズ／25×25×4cm

¥1,500（税別）★
¥2,000（税別）★
¥3,000（税別）★

YAB - 1208

別撰一心

四季島セット

¥3,000（税別）★

匠印／45ｇ、掛川本深むし茶／45ｇ
夕顔 香福 極上くきほうじ茶／40ｇ
※1点ずつ
（各1,000円税別）
を会葬礼品としてもお使いいただけます。
23ページをご参照ください。

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

ケースサイズ／24×11×2cm

¥1,000（税別）★

¥1,500（税別）★

¥2,000（税別）★

¥3,000（税別）★

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。
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プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

有限会社ファーム・ソレイユ東北

SELECTION

SELECTION

香典返し
プレミアムギフト会葬礼品
会葬礼品
プレミアムギフトお引き物

TAN - 2980

TAN - 2702

TAN - 2702

アサツユ 心しずか（100g）

TAN - 2980

アサツユ 八十八夜（100g）
×2

心ときめく時間
ケースサイズ／24.5×15.5×2.7cm

ホシヤマ珈琲店 アエル店

ケースサイズ／22.5×23.5×2.5cm

「アサツユ」は、
緑が濃く鮮やかな水色、
ニガ味が少なく甘味のある、
まろやかな味わいから 天然玉露 とも呼ばれる品種です。
当社契約茶畑により、
減農薬栽培を実践し厳選されたものを
「アサツユ・丹野園」が丁寧に仕上げたオリジナルな煎茶です。

お引き物

¥2,000（税別）★
¥2,000（税別）★

心からのおもてなしを大切なあの方へ。
珈琲券＆優待券 各1枚をギフトと一緒にお贈りいたします。

引き菓子

HOS - 2118

HOS - 2117

忌明礼品

ASH-1306
ASH-1307
ASH-1308

ASH-1303
ASH-1304
ASH-1305
ケースサイズ／24×23.5×3cm

有限会社ファーム・ソレイユ東北

※石巻地区のみの取り扱いとなります。

ASH - 1300

中蒸し煎茶 雲龍

80g

ASH - 1301

中蒸し煎茶 瑞光

80g

ASH - 1302

中蒸し煎茶 天華

80g

¥1,000（税別）★
¥1,500（税別）★
¥2,000（税別）★

お茶と石巻コーヒー
（ドリップパック 5P）のセット

ASH -1303 雲龍 80g
ASH -1304 瑞光 80g
ASH -1305 天華 80g

ケースサイズ／23.5×12.2×2.3cm

お茶と堂島珈琲
（ドリップパック 5P）のセット

ASH -1306 雲龍 80g
ASH -1307 瑞光 80g
ASH -1308 天華 80g

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

¥1,800（税別）★
¥2,300（税別）★
¥2,800（税別）★
¥1,500（税別）★
¥2,000（税別）★
¥2,500（税別）★

ホシヤマ オンドリップコーヒー詰合わせ
HOS - 2117

¥1,500（税別）★

HOS - 2118

●ロイヤルブレンド1989（12g×3個）
プレシャスメモリー（12g×3個）
●ケースサイズ／24.5×11.5×5cm

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。
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¥2,000

（税別）★
●ロイヤルブレンド1989（12g×4個）
プレシャスメモリー（12g×4個）
●ケースサイズ／19.5×22.5×5cm

煎茶

コーヒー

海苔

SELECTION

香典返し

̤͉͛ݑ

IGE - 2801

プレミアムギフト香典返し

香典返し

̤ಋ͈

プレミアムギフト会葬礼品
会葬礼品

IGE - 2802

IGE - 2801

¥1,500（税別）★

MAR - 7010

●ケースサイズ／24×18.5×4.5cm

●深蒸し煎茶 70g
●ドリップ珈琲／スペシャルブレンド 8g×3
有機栽培珈琲 8g×2
IGE - 2802

¥2,000（税別）★

¥2,000（税別）★
●特撰本むし煎茶 80g

MAR - 7021

●ケースサイズ／25×23×4.5cm

MAR - 7022

●ケースサイズ／23.5×25.5×3cm
●ドリップコーヒー 8g×8

¥1,500

（税別）★ ●ケースサイズ／22.2×22.2×3cm
●特撰本むし煎茶ティーバッグ 4g×6 ●ドリップコーヒー 8g×6
●ケースサイズ／23.5×25.5×3cm
●特撰本むし煎茶ティーバッグ 4g×8 ●ドリップコーヒー 8g×8

¥1,500（税別）★

TAN -7038

●煎茶 わかな 100g・全形焼海苔 7枚
●ケースサイズ／25×24×2.6cm
RYK - 2610

¥2,000（税別）★

RYK - 2611

¥2,500（税別）★

¥2,000（税別）★
●アサツユ 緑茶 100g・三陸のり
（全形板のり 7枚）
×1
●ケースサイズ／22.5×23.5×2.5cm

TAN -1315

●煎茶 かすみ 100g・全形焼海苔 7枚
●ケースサイズ／26.5×25×3.5cm

¥2,000（税別）★

¥2,500（税別）★
●アサツユ 緑茶 100g・三陸のり
（全形板のり 7枚）
×2
●ケースサイズ／26×22.5×3cm

TAN -1316

●煎茶 にしき 100g・全形焼海苔 7枚
●ケースサイズ／26.5×25×3.5cm

¥3,000（税別）★
●アサツユ 緑茶 100g・三陸のり
（全形板のり 7枚）
×3
●ケースサイズ／26×22.5×3cm

引き菓子

̤͉͛ݑ

RYK - 2102
RYK - 2103

RYK - 2701

お茶・三陸のりセット

ΨᅡΨ࠰оಅ

̤ಋ͈

お引き物

●深蒸し煎茶 50g ほうじ茶 40g
●ドリップ珈琲／スペシャルブレンド 8g×3
有機栽培珈琲 8g×3

煎茶・焼海苔セット

お茶屋の珈琲

プレミアムギフトお引き物

特撰本むし煎茶

緑茶珈琲ギフト・茶寮 kikusui ギフト

BAS - 5150
BAS - 1354

忌明礼品

MAR - 7024
MAR - 7025

RYK - 2101

MAR - 1317

煎茶・ネスレ スティックコーヒーセット
RYK - 2101

¥1,500（税別）★

●ケースサイズ／25×24×2.6cm

BAS - 1354

●煎茶 わかな／100ｇ・ネスレエクセラスティックコーヒー（7）
ネスレブライト（6）
RYK - 2102

¥2,000（税別）★
¥2,500（税別）★

¥2,000（税別）★

●ケースサイズ／25×22×4cm

●ドリップ本格玉露 3ｇ×2個
ドリップ本格煎茶 3ｇ×3個
日本の紅茶「杜の香」 Leafティーバッグ 3g×10個

SUG - 1212

¥2,500（税別）★
●中蒸し煎茶（静岡産）80g
●焼海苔 全型10枚（国内産）
●ケースサイズ／23×22×4cm

特撰本むし煎茶
MAR - 7024

BAS - 5150

¥2,500（税別）★

●ケースサイズ／25×22×4cm

●高級煎茶（天上） 100g
日本の紅茶「杜の香」 Leafティーバッグ 3g×10個

●ケースサイズ／26.5×25×3.5cm

¥2,000

（税別）★ ●ケースサイズ／25×22.5×3.5cm
●特撰本むし煎茶 80g ●国内産厳選焼海苔 全型8枚×2

MAR - 1317

（税別）★
●ケースサイズ／25×22.5×3.5cm
●特撰本むし煎茶 碧雲 100g ●国内産厳選焼海苔 全型8枚×2

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

30

●ケースサイズ／25×22.5×3.5cm
●国内産厳選焼海苔 全型8枚

MAR - 7025

●煎茶 にしき／100ｇ・ネスレエクセラスティックコーヒー（7）
ネスレブライト（6）
★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

国内産厳選焼海苔

¥1,500（税別）★
●特撰本むし煎茶 80g

●ケースサイズ／26.5×25×3.5cm

●煎茶 かすみ／100ｇ・ネスレエクセラスティックコーヒー（7）
ネスレブライト（6）
RYK - 2103

限定煎茶 青葉・焼海苔詰合せ

高級緑茶「極」・純国産紅茶ギフト

31

¥2,500

コーヒー

SELECTION

紅茶

クッキー

百貨店の包装紙でお包み致します。

プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

SYO - 1322
SYO - 1213

プレミアムギフト会葬礼品

¥2,000

SYO - 2405
（税別）★
●ドトール ドリップコーヒー 7g×10Ｐ
●ドトール インスタントスティック 4種×2P
（泡立ちカフェラテ・カフェモカ・ロイヤルミルクティー・泡立ち抹茶オレ）
●リプトン イエローラベル ティーパック 2Ｐ
●リプトン ダージリン ティーパック 2Ｐ
●リプトン アールグレイ ティーパック 2Ｐ
●ケースサイズ／20.6×32.5×4.2cm

COR - 2983

ホテルオークラ
COR - 2982

COR - 2983

ドリップコーヒー詰合わせ

¥2,000

（税別）★
●ホテルオークラドリップコーヒー
オリジナルブレンド （７g×6P）×2
●ケースサイズ／29×24.5×4.8cm

¥2,500

SYO - 1322

¥2,000（税別）★

FUJ - 2107

●コメダ珈琲ドリップ 10ｇ×8
●モロゾフアルカディアクッキー×1
●JAFTEAフォレストフルーツフレーバー 1.5g×4
●ケースサイズ／20.6×32.5×4.2cm
SYO - 1213

¥2,000

（税別）★
●モロゾフオデットバニラ×3
バニラロール×6・AGFレギュラードリップコーヒー×3
トワイニング紅茶×10
●ケースサイズ／26×21×4.5cm

¥2,500

（税別）★
●コメダ珈琲ドリップ 10ｇ×10
●メリーズチョコレートケーキ×1
●ケースサイズ／20.6×32.5×4.2cm

お引き物

（税別）★
●ホテルオークラドリップコーヒー
オリジナルブレンド （７g×6P）
エクセレントブレンド（７g×6P）
●ケースサイズ／29×24.5×4.8cm

モロゾフオデット・ブレンディ・
トワイニングセット

コメダ珈琲 モロゾフ・紅茶／メリーズケーキセット

プレミアムギフトお引き物

ドトールコーヒー セット

会葬礼品

COR - 2982

COR - 1321

引き菓子

RYK- 1324

RYK- 1319

忌明礼品

UCCコーヒーセット
RYK- 1318

¥1,500（税別）★

トワイニング 紅茶詰合わせ
COR - 1320

●キリマンジャロブレンド 8ｇ×4P
●コクのあるブレンド 8ｇ×4P
●あまい香りのブレンド 8ｇ×4P
●ケースサイズ／27.5×17.5×5cm

¥1,500（税別）★
●エレガントアッサム エレガントダージリン エレガントアールグレイ
各2.1g 各10袋
●ケースサイズ／18.1×22.2×3.4cm

COR - 1321
RYK- 1319

RYK- 1323

COR - 1320

RYK- 1318

¥2,000（税別）★

ホテルオークラ ドリップコーヒー ＆ チョコスティックパイセット
COR - 2108

¥2,000

（税別）★
●ホテルオークラ ドリップコーヒー
チョコスティックパイ×7
●ケースサイズ／29×24×4cm

カネサみそ汁 フリーズドライスープギフト

¥2,000（税別）★

（税別）★
●フリーズドライ たまごスープ×2、ふかひれスープ×2
とろろ昆布みそ汁×4、野菜みそ汁×4
●ケースサイズ／32×14.3×4.3cm

RYK- 1324

（税別）★
●フリーズドライ たまごスープ×3、ふかひれスープ×2
とろろ昆布みそ汁×4、野菜みそ汁×4、
しじみみそ汁×4
●ケースサイズ／27.2×23.2×4.3cm

●エレガントアッサム エレガントダージリン エレガントアールグレイ
エレガントプリンスオブウェールズ
各2.1g 各10袋
●ケースサイズ／18.1×22.2×4cm

●キリマンジャロブレンド 8ｇ×4P
●コクのあるブレンド 8ｇ×4P
●炭焼珈琲 7ｇ×4P
●ケースサイズ／27.5×17.5×5cm

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。

★マークが付いている商品は軽減税率の適用対象商品となります。
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¥1,500

RYK- 1323

8ｇ×6

33

¥2,000

