プレミアムギフト香典返し

お引き物

お引き物

［SFKB-1309］

￥5,000（税別）★

宮中で、
そしてヨーロッパで愛されてきた
有田焼の名窯「深川製磁」。
気品高い珈琲碗皿が、
ここに誕生しました。

プレミアムギフト会葬礼品

伝統と革新による工藝磁器の魅力

香典返し

お引き物

フカヒレ姿煮 円月
フカヒレ／33ｇ× 2袋
紅焼醤スープ／100ｇ× 2袋
ケースサイズ／17.5×27×3cm

会葬礼品
プレミアムギフトお引き物

コラーゲンをたっぷり含み、
プルプルとした独特の食感のフカヒレ。
フカヒレ加工の名産地
「気仙沼」。
熟練の職人が丹精を込めて作り上げたフカヒレを
紅焼醤スープで煮込み
フカヒレ丼ぶり、
姿煮としてお楽しみいただきます。

お引き物

［SISY-1310］

￥4,000（税別）★

仙台牛 カレー ＆ シチュー セット
清月記オリジナル

お引き物

珈琲碗皿

お引き物

［FGS-5101］

珈琲碗皿〈花錦紋〉

お引き物

［FGS-5102］

珈琲碗皿〈花蘭〉

碗／口径 75mm 高さ 73mm
ケースサイズ／17×17×10.5ｃｍ

［FGS-5101］花錦紋

［FGS-5103］

プライベート
ブランド

●皿／直径 145mm

仙台牛カレー 200ｇ× 2
仙台牛シチュー 200ｇ× 2
ケースサイズ／20.5×27.7×8cm

￥5,000（税別）
￥5,000（税別）

すてーきはうす伊勢屋の人気メニュー、
カレー＆シチュー。
最高級の仙台牛を使用した逸品です。
化学調味料、着色料、香料は使用しておりません。SYO 5291
贅沢な味わいをお楽しみください。

●容量／ 140ml

￥10,000（税別） ペア（2個セット）

〈花錦紋〉
・
〈花蘭〉
を1個ずつ、
または同一商品を2個の
いずれかで組み合わせていただけます。
1894年（明治27年）、深川製磁は創立者、深川忠次により有田の地に設立さ
れました。1900年パリ万国博覧会では、
その高い工芸性と洗練されたデザイ
ンが評価され最高金賞を受賞。
その後も宮内庁御用達の拝命、
イタリア・
ミラノ
スタジオのオープン等、
国内外を問わず伝統技術とデザインで人々を魅了し続
けてきました。焼き物は技術と意匠が表裏一体の世界、
深川忠次の精神は今
もなお職人たちに引き継がれ、
作品に刻み込まれています。

［FGS-5102］花蘭

メーカー包装でお届けいたします。
★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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忌明礼品

宮城県産黒毛和種仙台牛使用

引き菓子

お引き物

世界中から愛されている深川製磁の特徴は、
1350度以上の高温度焼成によってのみ生まれる
「透けるような白磁」にあります。
熟練の職人が手間を惜しまず、
丹念に仕上げた気品ある美しい文様は、
明治時代から続くこの伝統工芸を、
美術品としての価値まで引き上げました。

プレミアムギフト香典返し

お引き物

お引き物

［SKYS-1311］

￥3,500（税別）★

お引き物

プレミアムギフト会葬礼品

プライベート
ブランド

￥3,000（税別）

［KRY-1223］

小さな石鹸 9個入りセット
石鹸キューブ 15g×9個

奇蹟のオリーブオイル「ピクアル」
カスティージョ・デ・タベルナス0.1 ピクアル
250mℓ
ケースサイズ／22.5×6.2×6cm

●メーカー専用バッグでお届けいたします。

宮城県の素材を使用し、女川町の工
房で手作りしている石鹸です。
自然の
色と、天然のアロマの香りをお楽しみく
ださい。

プレミアムギフトお引き物

オリーブオイルの最高品質 酸度0.1の
エクストラバージンオリーブオイルです。
シルクのような滑らかさを持ち、
芳醇な味わいがご堪能いただけます。
リンゴ、
アーモンドを感じさせる味覚も
特徴的です。

会葬礼品

はちみつ／オレンジスイート
豆乳／イランイラン
米ぬか／レモン
にんじん／シトロネラ
カカオ／シナモンリー
シルク／ラベンダー
よもぎ／ティートゥリー
竹炭／ペパーミント
ワイン／ラベンダー
ケースサイズ／13×13×3.8ｃｍ

スペイン タベルナス砂漠で採れる

香典返し

お引き物

お引き物

［YDA-1312］

￥3,000（税別）★

お引き物

￥2,500（税別）★

［IGE-1313］

彩（いろどり） あられと野菜 ２缶セット
〈彩 あられ〉
・桜小海老あられ ・青海苔あられ ・一口たがね
・抹茶あられ ・生姜あられ ・紫いもあられ ・飾り菓子

OCHACCO日本茶フレーバーティーセット

〈彩 野菜〉・オクラチップ ・赤大根チップスティック・芋かりんとう
・キャロットチップ ・ミニトマトチップ ・パンプキンチップ
・レンコンチップ ・紫いもチップ ・フライドポテト塩味
・青大根チップ ・おさつチップ ・飾り菓子

カモミール／30ｇ ナンブノアール／40ｇ 煎茶／40ｇ
ストロベリーほうじ茶／20ｇ
ケースサイズ／16×27×3.2cm

ケースサイズ／21.5×15×5.5ｃｍ
OCHACCOの 日本茶フレーバーティー は、
日本茶に地元産の
フルーツやハーブ、花、野菜などをたっぷりブレンドした、
色や香りも一緒に楽しむことのできる日本茶です。

★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。

日本伝統菓子 新提案
昔菓子を新たな形で新提案。
缶のデザインにも日本伝統の柄を
新しい形で表現しています。

★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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忌明礼品

オールドニュー

引き菓子

お引き物

プレミアムギフト香典返し

お引き物

お引き物

［SKKK-2925］

￥3,000（税別）★

お引き物

［YAB-7054］

￥3,000（税別）★

赤坂慶長 墨缶
（醤油・しぶき海苔 各７枚）× 1
赤坂慶長 紅缶
（醤油・胡麻 各７枚）× 1
赤坂慶凰 真珠缶
（醤油・塩 各4粒）× 1
ケースサイズ／21.5×22.2×5.5ｃｍ

プライベート
ブランド

八戸産 さば（特製生姜味噌添え）1枚入り
極上特撰鯖（缶詰／180ｇ）
特撰仕立鯖（缶詰／180ｇ）
ケースサイズ／24×27.5×5cm
八戸産の脂乗り良い大型鯖を厳選して使い
割烹金剛の伝統を生かした味噌煮に仕立てました。
鯖のとろける脂と別添特製味噌の風味が調和する
自慢の味と香りをご堪能いただけます。

●メーカー包装・専用バッグでお届けいたします。

割烹金剛は、
昭和6年創業。
80年以上、
港町八戸の歴史ある料理屋として
伝統の味を継承しつつも常に新しい感覚を取り入れ
最良の「おもてなし」でお客様をお迎えしています。

会葬礼品

蒔絵の小箱のような風情に仕立てた化粧缶に
代表商品の慶長、慶凰を詰合せました。
おかきの定番の味「醤油」
「海苔」
「胡麻」
「塩味」
が楽しめる
３缶入の詰合せです。

プレミアムギフト会葬礼品

割烹金剛 八戸
鯖味噌煮 鯖缶詰セット

赤坂柿山 赤坂あわせ３本入り

香典返し

お引き物

プレミアムギフトお引き物
お引き物

￥3,000（税別）★
RYK-5308

プライベート
ブランド

かつおかれぶし削りぶし（3g×6）
久光家 最中お吸い物（松茸×2、
帆立×2、
山菜×2）
ケースサイズ／27.5×25×4.7cm
程よく脂肪があり、
よく乾燥した国産かつお節を使用。
舌触りと香り立ちの良さが特徴です。

［RYK-5308］

￥3,000（税別）★

宇治上林春松銘茶・和菓子セット
RYK-5309

プライベート
ブランド

お引き物

忌明礼品

鰹本節削 駿河乃糸・最中お吸い物

お引き物

煎茶 上林春松銘茶 50g
玉澤総本店菓子 モナカ 2個
丹波黒大豆しぼり豆 50g
本場宮崎産 ゆず菓子 60g
ケースサイズ：21×33.5×4cm

［RYK-5309］

￥5,000（税別）★

宇治上林春松銘茶・和菓子セット
プライベート
ブランド

煎茶 上林春松銘茶 50g
玉澤総本店菓子 モナカ 2個
丹波黒大豆しぼり豆 50g×2
本場宮崎産 ゆず菓子 60g×2
（ケースサイズ：31×33.5×4cm）

創業450余年、
茶道の歴史に名を刻む
宇治 上林春松本店の銘茶をはじめとし
杜の菓匠玉澤総本店の新鮮な手詰め最中、
最高級品 丹波黒大豆菓子のしぼり豆、
本場宮崎産のゆず菓子の特選詰め合わせです。

★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。

★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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引き菓子

［SYO-5998］
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お引き物

