ハンカチ

SELECTION

タオル

百貨店の包装紙でお包み致します。

香典返し

※色の指定はお受けできません。

プレミアムギフト香典返し

会葬礼品

プレミアムギフト会葬礼品

SYO -1328

泉州高吸水 フェイスタオル

¥1,000（税別）●ケースサイズ／22×14.6×4cm

SYO -1329

34×75cm

¥1,000（税別）●ケースサイズ／22×14.6×4cm
●綿100％

COR -1951

33×80cm

ニナリッチ タオルチーフ

¥600

FUJ - 1217

（税別）●ケースサイズ／17.5×12.5×3.2cm
●綿100％ 34×80cm
カラー／ベージュ

¥500（税別）●ケースサイズ／12×19×1.5cm
●綿100％

23×23cm

※色の指定はお受けできません。

FUJ - 7014
※色の指定はお受けできません。
FUJ - 1906

プレミアムギフトお引き物

●綿100％

泉州 オーガニックコットン フェイスタオル

会葬礼品

今治フェイスタオル「見返り美人」

FUJ - 7013

お引き物

FUJ - 1905

¥600（税別）●ケースサイズ／17×12×1cm
●ミニタオル

FUJ - 1906

綿100％

FUJ - 7013

●綿100％

25×25cm

¥1,000（税別）●ケースサイズ／20×12.5×4cm
●フェイスタオル

綿100％

¥600（税別）●ケースサイズ／17×12×1cm

FUJ - 7014

FUJ - 1014

25×25ｃｍ

エル・オム ミニタオル

¥500（税別）●ケースサイズ／17.2×12×1cm
●綿100％

COR - 7012

23×23ｃｍ

¥1,000（税別）●ケースサイズ／20×12.5×4cm
●綿100％

34×75cm

ダックス ミニタオル

¥500

（税別）●ケースサイズ／19×12.2×2.2cm
●綿100％ 28×28cm
（カラー／ブラック・ブルー）
色の指定はできません。

34×75ｃｍ

COR-1704
COR-1705

緑茶抗菌ウォッシュタオル・お茶石けん セット

ロベルタ ディ カメリーノ フェイスタオル

¥500

COR - 1704
（税別）●ケースサイズ／14×22×3.2cm
●緑茶抗菌ウォッシュタオル 綿100％ 34×35cm 1枚
お茶エキス配合石けん 35g×1個

FUJ - 1902

¥600（税別）●ケースサイズ／22×14×3.2cm
●綿100％

34×75cm

泉州

播州織 リバーシブル ガーゼハンカチ
COR - 1219

¥500（税別）●ケースサイズ／19×12.2×2.2cm
●綿100％

COR - 1907

37×37cm

¥1,000

38

¥500（税別）●ケースサイズ／17×12×2cm
●綿100％

COR - 1705
（税別）●ケースサイズ／14×22×3.2cm
●緑茶抗菌ウォッシュタオル 綿100％ 34×35cm 2枚
お茶エキス配合石けん 35g×2個

39

ハンドタオル
39×35cm 日本製

忌明礼品

FUJ - 1905

アクアスキュータム ミニタオル・フェイスタオル

引き菓子

ウェッジウッド フェイスタオル・ミニタオル

コーヒー

シュガー

みそ汁

スープ

乾物

SELECTION

プレミアムギフト香典返し

会葬礼品

香典返し
プレミアムギフト会葬礼品

SYO - 1220

¥1,000（税別）★

ブレンディ カフェオレ セット
SYO - 1952

ケースサイズ／21.3×20.8×3.6cm

SYO - 1332

●ブレンディスティック カフェオレ カロリーハーフ × 4P
●ブレンディスティック カフェオレ × 4P
●ブレンディスティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て × 4P
●ブレンディスティック クリーミーカフェオレ × 4P

¥1,000（税別）★

匠の手 南高梅
SYO - 1701

ケースサイズ／19×25.8×5.4cm

¥1,000（税別）★

ケースサイズ／20×12×3cm

●南高梅（紀州南部町産A級）6包入り

●アマノフーズ いつものおみそ汁 3種 各1
（なす、ほうれん草、
とうふ）
●Theスープ たまご × 3

プレミアムギフトお引き物

●ドトール ドリップコーヒー 7g×5Ｐ
●ドトール インスタントスティック 各1P
カフェラテ・カフェモカ・ロイヤルミルクティー
抹茶ラテ・ほろにが・まろやか

¥1,000（税別）★ ケースサイズ／25.5×17.5×3.5cm

アマノフーズ フリーズドライみそ汁セット

お引き物

大変香り高い
逸品です。

¥1,000（税別）★

ケースサイズ／16×17.7×4.5cm

YAB - 1607

¥600（税別）★

ケースサイズ／20.5×15.5×2cm

RYK - 1222

バンホーテンココアは、
ミルクココア・ミルクココア カロリー1/4・グランカカオ・カフェモカ
の中から1種類。仙台まころんは、
プレーン・黒糖・ごま・チョコ・焼きりんごの中から4種類
のセットとなります。ご指定はお受けできません。

挽きたてのコーヒー豆とフィルターをひとつにして、薫りを逃さず
一杯分ずつ丁寧にパックしました。
お湯を注ぐだけで、
ドリップコーヒーならではの芳しく豊かな香りが立ちのぼります。

ドトールコーヒーセット

ドトール スティック

¥500（税別）★ ケースサイズ／12.5×17.4×3.3cm

SYO - 1331

¥500（税別）★

ケースサイズ／17.5×12×2cm

●ドトール まろやかカフェ・オ・レ ×4P
●ドトール まろにがカフェ・オ・レ ×4P

●ドトール ドリップコーヒー ×5P
●シュガー 3g×5P
★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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¥1,000（税別）★

手縒うどん・めんつゆセット
YAN - 1010

ケースサイズ／23.3×15.5×4.5cm

●味のり 8切8枚×1袋 ●梅味のり 8切8枚×1袋
●わさび味のり 8切り8枚×1袋
●焼のり 半切7枚×2袋

●モンカフェ・4袋、グラニュー糖・4本

●バンホーテン ココア・5袋 ●仙台まころん・4袋

SYO -1330

白子のり 味のり・焼のり詰合せ

¥500（税別）★

ケースサイズ／25×12×2.5cm

●麺180g・めんつゆ30cc×2本

焼海苔 厳寒期摘み
SYO - 1954

¥550（税別）★

あられ・かりんとう セット
SYO - 1333

ケースサイズ／24.5×11.5×3cm

●板のり 全形５枚

¥500（税別）★

ケースサイズ／12.5×20.2×4cm

●こつぶ餅 55g、白蜜かりんとう 10g
黒蜜かりんとう 10g

★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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忌明礼品

YAB - 1356

モンカフェ・シュガーセット

引き菓子

バンホーテン ココア・仙臺まころん セット

会葬礼品

ドトール コーヒーセット

