プレミアムギフト香典返し

GIFT SELECTION

香典返し 会葬礼品
うらかすみ

香典返し

日本酒ケーキ

プレミアムギフト会葬礼品

本仕込 浦霞使用

香典返し

香、味、
キレが絶妙なバランスの
「本仕込 浦霞」
に
横濱老舗洋菓子店「パティスリー・テール」
のノウハウを注ぎ込み
まろやかでふんわりとした食感の日本酒ケーキが誕生いたしました。
これまでと一味違った優しく上品な味わいをお楽しみください。

お香典をいただいた方へのお返しに
一流のお茶・コーヒー等をラインナップしております

〈プレミアムギフト〉P.3〜Ｐ.23
P.24〜P.33

会葬礼品

会葬礼品

ご会葬いただいた方へ感謝の気持ちを伝えます
ハンカチ・タオルから食品まで幅広くご用意いたしました

〈プレミアムギフト〉P.34〜Ｐ.37
P.38〜P.41

プレミアムギフトお引き物

お引き物
法要に参列いただいた方へのお引き物として
信頼のおける商品を多数取り揃えております

〈プレミアムギフト〉P.42〜Ｐ.47
P.48〜P.53

お引き物

引き菓子
法要に参列いただいた方へ、
和菓子・洋菓子ともに
人気の商品をご用意いたしました

引き菓子

浦霞使用 日本酒ケーキセット

P.54〜P.55
SYO-7039

忌明礼品

忌明け礼品
四十九日法要に合わせて、
過分なお香典を頂いた方や
供物・弔電を頂いた方へ感謝の気持ちをお届けするものです

P.56〜P.65

SYO-7040

会葬礼品［SYO-7039］
会葬礼品［SYO-7040］
「売り手よし」
「買い手よし」
「世間よし」
に加え、
企業を支える従業員にとって
より良い職場環境づくりに取り組む
「働き手よし」
を実践している魅力的な中小企業を表彰する制度です。
清月記では、
地元企業とのコラボレーションによる返礼品プライベート商品開発に対して評価をいただきました。

¥600（税別）★
¥1,000（税別）★

香典返し［ＳＹＯ-7041］

［SYO-7039］ プレーン×2枚
山元いちご農園いちご使用 いちご味×2枚
ケースサイズ／16.7×16.5×2.6cm

プライベート
ブランド

［SYO-7040］ プレーン×2枚
プライベート
山元いちご農園いちご使用 いちご味×2枚
ブランド
オーガニックチョコレート×2枚
ケースサイズ／25.8×11.8×4.6cm

清月記プライベートブランド マーク
ご参列いただいた方の心に残る
品質とオリジナリティを重視した商品。
プライベート このマークの付いたものが
ブランド
プライベートブランド品です。

プレーン×2枚
山元いちご農園いちご使用 いちご味×2枚
オーガニックチョコレート×2枚
マドレーヌ×4個
ケースサイズ／27.8×20×4.8cm

浦霞の味わい 〜品格のある酒造り〜
浦霞では、品格のある酒 を目指しています。
ほど良
い米の旨み、味と香りの調和のとれた、
まろやかで上
品な味わいが特長です。
飲み飽きのしない、
ほのぼのとした酔い心地をお食
事とともにお楽しみいただけます。

藤崎・三越・髙島屋の商品は、
それぞれの百貨店の
包装紙でお包みいたします。

★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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¥2,000（税別）★

3

プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

香典返し
プレミアムギフト会葬礼品

選び抜いた食材を使用し
手間を惜しまず仕上げた
シェフ渾身の逸品。

濃厚な味わいのふかひれに
とろみのスープが絡みます
美味しさのハーモニー。

会葬礼品
プレミアムギフトお引き物
お引き物
引き菓子
忌明礼品

特製 カレー ＆ハッシュドビーフ セット
香典返し

ICH-5180

［ICH-5180］

特製 ふかひれスープセット

¥1,500（税別）★

香典返し

ICH-5996

¥1,500（税別）★

ふかひれスープ 200g × 2
ふかひれスープ 辛口 200g
ケースサイズ／19.5×27×5cm

ヨーロピアンビーフカレー 200g
ビーフカレー 200g
ハッシュドビーフ 200g
ケースサイズ／19.5×27×5cm
プライベート
ブランド

プライベート
ブランド

香典返し

［ICH-5995］

［ICH-5181］

¥2,000（税別）★

香典返し

［ICH-5996］

¥2,000（税別）★

ふかひれスープ 200g × 2
ふかひれスープ 辛口 200g × 2
ケースサイズ／19.5×27×5cm

ヨーロピアンビーフカレー 200g × 2
ビーフカレー 200g
ハッシュドビーフ 200g
ケースサイズ／19.5×27×5cm
プライベート
ブランド

プライベート
ブランド

ICH-5181

ICH-5995

★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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一乃庵.特製の味

伝承の技でつくる高品質なふかひれ

徹底的にこだわりぬいた個性とセンスにあふれたお
料理をご提案する 一乃庵.
シェフが厳選した素材を使用し、高級レストランの味
を再現いたしました。

工場は、南三陸国定公園内の自然の中にあり、鮫の
水揚げ日本一を誇る気仙沼港まで車で20分。
ここで
水揚げされた吉切鮫（よしきりざめ）
や毛鹿鮫（もうか
ざめ）
を中心に、昔ながらの伝統的な製法で、卓越し
た職人が一つ一つ手作業で生産しています。

★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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プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

￥2,000（税別）★

［ICH-5030］

オリジナルブレンドドリップコーヒー
＆
プライベート
ブランド

しっとりやわらか生サブレ
オリジナルブレンド（8g×5）
しっとりやわらか生サブレ
（ミルク4個・チョコ4個）

濃厚さが嬉しいミルク味と、
カカオが香るチョコ味の2種類。
どちらもティータイムにピッタリ。
しっとり柔らかで食べやすく、
ほっとする味わいです。
冷やしても、
おいしくいただけます。

プレミアムギフトお引き物

ᬐǓŴԛŴǳǯ
ܦƳȐȩȳǹƷ
ɥԼƳԛǘƍŵ

会葬礼品

ケースサイズ／19.5×27×5cm

プレミアムギフト会葬礼品

香典返し

香典返し

5月から10月
までの期間限定販売
11月から4月
までの期間限定販売

お引き物
引き菓子
忌明礼品

11月から4月
までの期間限定販売
11月から4月
までの期間限定販売

ドリップコーヒーセット

香典返し

￥2,000（税別）★

［ICH-1203］

オリジナルブレンドドリップコーヒー
＆
プライベート
ブランド

ピーカンナッツ セット
オリジナルブレンド（8g×5）
ピーカンナッツ（キャラメル50g・ココア50ｇ）
ケースサイズ／19.5×27×5cm

香典返し

香典返し

［ICH-5302］

¥1,500（税別）★
プライベート
ブランド

オリジナルブレンド
（8g×5）
×2
ケースサイズ／19.5×27×5cm

香典返し

［ICH-1201］

¥2,000（税別）★
プライベート
ブランド

オリジナルブレンド
（8g×5）
ブルーマウンテンブレンド
（8g×5）
ケースサイズ／19.5×27×5cm

¥2,500（税別）★
プライベート ブルーマウンテンブレンド
ブランド
（8g×5）
×2
ケースサイズ／19.5×27×5cm

Blue Mountain

深い味わいと上品な香りのオリジナルブレンド
ブラジル完熟、
コロンビアセビージャEX、思茅（シモ
ン）、
グアテマラリオアズール。厳選した4種類の豆を
ブレンドすることで、味わいの深さと後味の甘みが引
き立ったブレンドコーヒーです。

BRENDED COFFEE

ブルーマウンテンブレンドは、
ブルーマウンテンの
持つ調和のとれた味わいをベースに、上質なコク
を加えた香り引き立つブレンドコーヒーです。

★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。
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［ICH-1202］

深い味わいの一乃庵.オリジナルブレンドコーヒーに
後味の良い上品な甘さのピーカンナッツをセットいたしました。

厳選素材と熟練の職人
上質な小麦やバターなどを使用。合成保存料などの
添加物を極力使用せず、美味しくて、安心・安全な
製品を造り続けています。熟練の職人が精魂込めて
丁寧に造った製品をお楽しみください。

★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。
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プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

プレミアムギフト会葬礼品

同一ギフト2点でもセットいたします。

香典返し

オリジナルギフトから
［2点］
お選びいただけます。

会葬礼品
プレミアムギフトお引き物

（ケースサイズ：19.7×27.7×10.1cm）

セットアップギフト
+A

￥3,000（税別）★

［ICH-5321］ A

￥3,500（税別）★

+B

［ICH-5322］ B

+B

￥4,000（税別）★

お引き物

［ICH-5320］ A

引き菓子

［ICH-5180］¥1,500（税別）★

各200g

選び抜いた食材を使用し手間を惜しまず仕上げたシェフ渾身の逸品。
［ICH-5995］¥1,500（税別）★

A ふかひれスープ セット
［ICH-5302］¥1,500（税別）★

ドリップコーヒーセット

A
Ｂ
香典返し

［ICH-5303］

特選 更科そばセット

￥2,000（税別）★

そば（180g×2／約四名様分）・そばつゆ（100ml）
ケースサイズ／19.5×27×5cm
プライベート
ブランド

選りすぐりのそば粉から丁寧につくる。
更科の上品で繊細なそば粉と、粗挽きのごつごつし
た野性味のあるそば粉の両方を使用。
ゆっくりと石臼
を回すことで香りを飛ばさずに、生そばに劣らない味
わいをつくりあげました。香り高い美味しいそばをご堪
能ください。

オリジナルブレンド（8g×5）
×2

深い味わいと、
まろやかで上品な香り。
4種類のコーヒー豆を独自の配合でブレンドしました。

グループ 3種類

［ICH-5181］¥2,000（税別）★

・ビーフカレー・ハッシュドビーフ
カレー＆ハッシュドビーフ セット ヨーロピアンビーフカレー（2）

グループ 5種類

［ICH-5996］¥2,000（税別）★

ふかひれスープ セット

ふかひれスープ（200g×2）
・ふかひれスープ辛口 （200g×2）

濃厚な味わいのふかひれにとろみのスープが絡む美味しさのハーモニー。
［ICH-1201］¥2,000（税別）★

A + A ￥3,000（税別）★
B ￥3,500（税別）★

B + B ￥4,000（税別）★

ドリップコーヒーセット

B

オリジナルブレンド
（8g×5）
・ブルーマウンテンブレンド
（8g×5）

深い味わいのオリジナルブレンドとブルーマウンテンブレンドをセットにしました。
［ICH-5303］¥2,000（税別）★

特選 更科そばセット

そば
（180g×2／約四名様分）
・そばつゆ
（100ml）

上品なのどごしと香りをかねそなえた、
特選品「次世代のそば」です。
［ICH-5030］¥2,000（税別）★ 期間限定
（5月〜10月）

ドリップコーヒー＆しっとりやわらか生サブレ

オリジナルブレンド
（8g×5）
・生サブレ
（8個）

深い味わいのオリジナルブレンドコーヒーに上品な甘さの生サブレをセットしました。
［ICH-1203］¥2,000（税別）★ 期間限定
（11月〜4月）

ドリップコーヒー＆ピーカンナッツ

オリジナルブレンド（8g×5）
・ピーカンナッツ
（キャラメル50ｇ・ココア50ｇ）

深い味わいのオリジナルブレンドコーヒーに上品な甘さのピーカンナッツをセットしました。

★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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各200g

選び抜いた食材を使用し手間を惜しまず仕上げたシェフ渾身の逸品。

合計8種類の中から自由に
組み合わせていただけます。

A+

原料のそばは、山形盆地にある農家が生産し、
そばの味、香り、粘
性にも優れている黒い玄蕎麦を地粉にしました。
そのそば粉を製造
歴十数年の職人により繊細な味わいでバランスのとれた透明感の
ある細麺に仕上げたことで上品なのどごしと香りをかねそなえた、
特
選品の「次世代のそば」が完成いたしました。
そばつゆは、山形の
老舗による醤油を使用し、
このそばの為だけに作り上げたこだわりの
一品です。

ふかひれスープ（200g×2）
・ふかひれスープ辛口（200g）

濃厚な味わいのふかひれにとろみのスープが絡む美味しさのハーモニー。

プライベート
ブランド

★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

カレー＆ハッシュドビーフ セット ヨーロピアンビーフカレー・ビーフカレー・ハッシュドビーフ

プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

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
お引き物
引き菓子
忌明礼品

香典返し

［SKKK-2923］

ゴディバ クッキーアソートメント

￥3,000（税別）★

香典返し

［SKKK-2924］

ヨックモック クッキー詰め合わせ

ホワイトチョコレートサンドクッキー × 15
プティシガール × 10
プティシガール オゥ ショコラ× 8
チョコレートサンドクッキー × 8
ケースサイズ／20.4×27.3×5.4ｃｍ

ミルクチョコレートクッキー×16 ダークチョコレートクッキー×16
ケースサイズ／18.5×24.5×4.8ｃｍ
軽やかなラングドシャ生地で、
チョコレートをサンドしました。
サクッとした口あたりと、
風味豊かなチョコレートのハーモニーが
楽しめるクッキーです。

食べやすいプティシガールはフレッシュバターをふんだんに使って
焼き上げています。
プティシガールとクッキーなどを詰め合わせた
バラエティー豊かなセットです。

メーカー包装・専用バッグ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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￥3,000（税別）★

メーカー包装・専用バッグでお届けいたします。

世界中で愛されるプレミアムチョコレート

お菓子は創造するもの。

1926年、
ゴディバはベルギー・ブリュッセルから始まり
ました。
ゴディバのチョコレートは、最上級のカカオ豆
のみを厳選し、最高の技術と細心の注意をもって独
自の味をつくりあげています。
ゴディバ独特の芸術性
の高いチョコレートは、世界中で愛されています。

シガールが誕生した1969年、
「 本物のおいしさ」
をも
つ高級クッキーをつくりたい、
という創業者藤縄の高
い志と強い意志の力が、バターをふんだんに使った
理想とするクッキーを完成へと導きました。創業時か
らの情熱が今もヨックモックに息づいています。

★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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プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

［SFKB-1309］

￥5,000（税別）★

香典返し

［SKYS-1311］

￥3,500（税別）★

スペイン タベルナス砂漠で採れる

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

奇蹟のオリーブオイル「ピクアル」

会葬礼品

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

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。

プレミアムギフト会葬礼品

フカヒレ姿煮 円月

香典返し

香典返し

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。

お引き物

［SISY-1310］

￥4,000（税別）★

香典返し

［YDA-1312］

￥3,000（税別）★

忌明礼品

宮城県産黒毛和種仙台牛使用

仙台牛 カレー ＆ シチュー セット

OCHACCO日本茶フレーバーティーセット

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

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

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。
贅沢な味わいをお楽しみください。

★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。

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。

12

引き菓子

香典返し
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プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

￥3,000（税別）★

［SKKK-2925］

香典返し

［KKK-5031］

￥2,000（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

本高砂屋エコルセ
贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 7g×4
贅沢な珈琲店 モカブレンド 7g×4
贅沢な珈琲店 プレミアムマイルド 7g×6
ケースサイズ／31.5×21.4×4cm

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。

会葬礼品

エコルセの名前の由来は、
フランス語の
「樹の皮（エコルス）
」
樹木の年輪のように重なり合うクッキー生地は繊細で
空気のように軽い食感が特徴です。
贅沢な香りとコク、
澄んだ後味が楽しめる
マキシムのコーヒーとの詰め合わせです。

●メーカー包装・専用バッグでお届けいたします。

プレミアムギフト会葬礼品

本高砂屋エコルセマキシム
コーヒーセット

赤坂柿山 赤坂あわせ３本入り

香典返し

香典返し

プレミアムギフトお引き物
お引き物

￥2,500（税別）★

［IGE-1313］

香典返し

［IGE-1211］

￥2,000（税別）★

国産紅茶 はちみつセット
彩（いろどり） あられと野菜 ２缶セット

プライベート
ブランド

〈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

日本育ち紅茶「あかね」ティーバッグ 2ｇ×10個
耕野のはちみつ とち 125ｇ
ケースサイズ／17×24×6cm

〈あかね〉 老舗のお茶屋がこだわって作り上げた日本育ちの
国産紅茶です。
まろやかな旨味と香り、心地よい後味をお楽しみください。

〈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

〈はちみつ〉東北の山々で採蜜した国産純粋はちみつです。
栃（とち）
の花独特のフローラルな香りと
やわらかな甘さがスイーツなどにもよく合います。
※はちみつの花の種類は変更になる場合がございます。

ケースサイズ／21.5×15×5.5ｃｍ

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。

国産の茶葉のみを使用した贅沢な紅茶。
まろやかな味と上品な香り、
心地のよい後味が特徴です。

日本育ちの紅茶 あかね × はちみつ

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。
井ケ田グループの取り扱い店舗でご利用いただけます。

★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。

★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

香典返し

ɟ࣎

香典返し

ɟ࣎

［YAB-5403］

￥2,000（税別）★

ɟ࣎

京最中・くきほうじ茶セット

プライベート
ブランド

くきほうじ茶 香福
（こうふく） 40ｇ
三富士せんべい
（もなかの側）12組24枚
最高級白こしあん 260ｇ
ケースサイズ／23.5×18×8.8cm

仙臺まころん
最高品質 掛川産
本深蒸し煎茶 強火仕上げ
詰合わせ
せん茶 30g
仙臺まころん 4個×6袋
ケースサイズ／17×21.5×5.5cm
※お茶缶の和紙デザインは変更になる場合がございます。

ほうじ茶は、
カフェインが煎茶と違い、
ほぼ含まれていないため
幼児からお年寄りまで、
美味しくお飲みいただけます。
香福は、
くきほうじ茶の中でも
「茎」の部分の育ちが強靭なため
他の商品と比べて、
何回も入れることができます。

仙臺まころん本舗の元祖 仙臺まころん
安定剤や保存料はいっさい使用せず
製法はもとより、
素材にもこだわり
昔ながらの自然な味わいを再現しております。

トランスイーツ四季島 採用茶 〜香福〜

ɟ࣎

香典返し

最高級の玉川茶と、
岩手の代表銘菓 岩谷堂羊羹。
ともに、
厳選した素材と伝統製法を大切に
じっくり時間をかけて作り上げます。
上品な香りと味わいをお楽しみください。

佃煮・くきほうじ茶セット

プライベート
ブランド

くきほうじ茶 香福（こうふく） 40ｇ
佃煮（7種から3種を組み合わせ。指定はお受けできません。）
・朝の雪（細目汐吹） 50ｇ
・かつお昆布
100ｇ
・葉わさび昆布
80ｇ
・ごま昆布
120ｇ
・椎茸昆布
100ｇ
・汐吹昆布
100ｇ
・ちりめん山椒
100ｇ
ケースサイズ／22.5×31×8cm
※佃煮の内容は変更になる場合があります。

玉川茶・岩谷堂羊羹 詰合わせ
せん茶 30g 岩谷堂羊羹 255g
ケースサイズ／21×17×4.5cm
岩手の銘菓として全国に知られる
「岩谷堂羊羹」。
始まりは延宝年間
（1637〜1681）
と伝えられ、
伊達藩・岩谷堂城・
城主の保護奨励により、
城の名をつけることを許されたとされています。
以来、
300有余年の時を育み、
伝統を受け継いできた「岩谷堂羊羹」。
その歴史の中で、
回進堂は、
羊羹専門の菓匠として誕生。
古来伝来の古法古格をつくりの柱として、
変わらぬ技、
変わらぬ味を
かたくなに守り続けています。
「喜びの時、
悲しみの時、
団らんの憩い
の時、
いつの時代も人々の暮らしに寄り添い、
心を和ませる羊羹づくりを」
そんな思いを胸に刻みながら、
日々、
技と心を磨いています。
恵まれた自然環境と、
お茶づくりの伝統が息づく静岡県玉川。
独特な香ばしさとともに、
お茶本来の渋みと苦みが
ほど良く同居したまろやかな味わいは・・・
澄んだ空気、
清らかな水、
健やかで豊かな土、
そして、
生産者のお茶づくりへの情熱により生み出されます。
土づくりから、
茶摘、
仕上げまで、
すべての工程で
丹念に育んだ最高級のお茶をお召し上がりください。

一つ一つの商品に厳選したこだわりの素材を使用しています。
北海道道南産真昆布は、
北の大自然に育まれた自然の恵みそのもの
四季を通じて美味しくお召し上がりいただけるよう
季節折々の最適品を選定し、
皆様に提供しています。
自信を持ってお届けする、
素材本来の旨みを存分に活かした逸品。
ぜひご賞味くださいませ。

お召し上がり後のお茶缶は、
お出かけの際のお茶の携帯
容器として、
また、
アクセサリー
等を納める粋な小物入れとし
てご活用ください。

トランスイーツ四季島 採用茶 〜香福〜
JR東日本の豪華寝台列車「トランスイート四季
島」
にて提供されるお茶に、香福が採用されま
した。
とても香ばしく芳香で豊かな香りと、
口の中
に広がる上品な甘みをお楽しみください。
日本
一を目指して開発された本物のほうじ茶です。

和紙デザインは変更になる場
合がございます。

★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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￥2,000（税別）★

ɟ࣎

厳選した素材への強いこだわり

★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。

［YAB-5904］

17

忌明礼品

Кઝ
プライベート
ブランド

￥2,500（税別）★

［YAB-1350］

引き菓子

香典返し

お引き物

JR東日本の豪華寝台列車「トランスイート四季
島」
にて提供されるお茶に、香福が採用されま
した。
とても香ばしく芳香で豊かな香りと、
口の中
に広がる上品な甘みをお楽しみください。
日本
一を目指して開発された本物のほうじ茶です。

プレミアムギフトお引き物

掛川産本深蒸し煎茶は、
お茶本来のふくよかな香りと深みのある味、
そして、
最後に残る甘みを感じていただける最上の逸品です。
甘さを控えた仙台の伝統菓子、
仙臺まころん。
相性は抜群です。
ぜひご一緒にお召し上がり下さい。

会葬礼品

矢部園の指定茶畑がある静岡県牧之原産の「くきほうじ茶」は
よく肥えた「土」が力強い香りとコクのある味わいを創り出します。
また、
岐阜県白川産の「くき茶」は、
香りが高く
キレがある味わいを創り出しました。
この2種類の茶葉を絶妙な割合でブレンドし、
独自の工夫を凝らした製法で熟練の職人が焙じる
「くきほうじ茶」は
上品で香ばしい香りと甘味と、
コクのある味わいをお楽しみください。

プレミアムギフト会葬礼品

プライベート
ブランド

￥2,500（税別）★

［YAB-1349］

Кઝ

ɟ࣎

香典返し

香典返し

香典返し

プレミアムギフト香典返し

香典返し

プレミアムギフト香典返し

香典返し

香典返し

［RYK-5007］

煎茶 上林春松銘茶 50g しぼり豆 50g
ケースサイズ／18×21.5×4cm

香典返し 銘茶・ゆず菓子セット
［RYK-5901］

煎茶 上林春松銘茶 50g ゆず菓子 60g
ケースサイズ／18×21.5×4cm

Ǐƣᓑ܇

京都・宇治 上林春松本店 香味絶佳
香典返し 宇治上林春松銘茶・缶 1 本入り
［RYK-7007］

RYK-7008

プライベート
ブランド

RYK-7007

香典返し 銘茶・玉澤モナカ セット

￥3,000（税別）★

和紙貼缶仕様 煎茶 80g 缶
ケースサイズ／9.5×13×7cm

［RYK-5014］

プライベート
ブランド

香典返し 宇治上林春松銘茶・缶 2 本入り
［RYK-7008］

プライベート
ブランド

和紙貼缶仕様 煎茶 80g 缶
和紙貼缶仕様 玉露 50g 缶
ケースサイズ／16×12×7cm

￥5,000（税別）★

宇治茶と上林家の結びつきは永禄年間に遡ります。
宇治御茶師、唯一の末裔として四百五十年の歴史
を誇る上林春松家。代々、最高のお茶づくりに取り組
んできた精神は、
いつの時代も、伝統と文化を守りな
がら今も受け継がれています。

18

᩷ᓶƷܓ

香ばしい最中に丹波大納言のつぶ餡を詰めて
召し上がっていただく新鮮な手詰めの最中です。

宇治お茶師と上林家

★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。

煎茶 上林春松銘茶 50g 玉澤 モナカ 2個
ケースサイズ／18×21.5×4cm

றƷᓑ҉
ྚຓዮஜࡃ

1本
1本

￥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。

19

忌明礼品

宮崎の自然豊かなゆずの郷で収穫された
ゆずの皮を、
糖液に漬け、
上品な甘さに仕上げ、
ゆずの美味しさをそのまま味わえるように
加工したゆず菓子です。
お茶うけやおやつに、
心ゆくまでお召し上がりください。

引き菓子

ஜ߃ܷئင

お引き物

プライベート
ブランド

￥2,000（税別）★

プレミアムギフトお引き物

畑の肉ともいわれる大豆。
その中でも栄養価が高いといわれる丹波黒大豆は
昼夜の温度差が厳しい気候と地質、
及び長年の研究・努力が生んだ賜物です。
選りすぐりの丹波黒豆をお菓子にしました。

会葬礼品

ƠǅǓᝃ

ɻඬ᱅ٻᝃ

プレミアムギフト会葬礼品

プライベート
ブランド

￥2,000（税別）★

香典返し

香典返し 銘茶・
しぼり豆セット

香典返し

今治タオル ブランド

￥2,000（税別）★

香典返し

￥2,000（税別）

［SFUJ-2920］

煎茶 和菓子 詰合わせ

ダンヒル ビジネスソックス
（2足組）

静岡茶 40g×2
一口羊羹 25g×3個入り×1箱
さと豆 30g×1箱
ケースサイズ／20×28.5×3.5cm

綿・ナイロン ネイビー・グレー
（2色）25〜26cm 日本製
ケースサイズ／25×18×2.5ｃｍ

英国を代表する高級ファッションブランド
履き心地、品質にこだわり、一足一足丁寧に作られた上質な靴下を
セレクトしました。
シンプルなデザインなので年齢を問わずお履きい
ただけます。

髙島屋の包装紙でお包み致します。

プレミアムギフト会葬礼品

プライベート
ブランド

［COR-5006］

香典返し

香典返し

プレミアムギフト香典返し

香典返し

会葬礼品

商品代金の一部を「日本砂漠緑化実践協会」へ寄付し
植林を通して地球環境の保護に役立てています。

プレミアムギフトお引き物

藤崎の包装紙でお包み致します。

豊潤な香りを匠の心とともに。

お引き物

大地の恵みを茶匠が継承し
芳醇なお茶になりました。

［INT-5018］

￥2,000（税別）

香典返し

フェイラー ハンカチタオル
綿100％
（シュニール織） 25×25cm ドイツ製
ケースサイズ／26×26ｃｍ

ウォッシュタオル・フェイスタオル 各 1 枚
ケースサイズ／20×30×4cm

※色の指定はお受けできません。

ふんわり無撚糸。
糸が綿のようにねじりがなく、柔らかい。
ふんわりとした綿そのもののタオルです。

上質な暮らしを彩る

世界が感動したジャパン・クオリティ

歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織のブランド。
その特長は、
厳選された原綿を熟練した職人が何十もの工程を経て織り上げるこ
とで創り出される厚みのある柔らかな質感、優れた吸水性と乾燥性、
使えば使うほど肌になじみ長持ちする風合いです。

120年間、
タオルづくりの聖地として、
タオル産業の発展を担ってきた今
治タオル。
「安心・安全・高品質」
なジャパンクオリティの代表製品とし
て、
ゆるぎない地位を確立。特にそのやわらかさと吸水性の高さは、近
年さまざまな海外の展示会などでも注目を集めています。

Colors for Your Quality of Life

メーカー包装でお届けいたします。

認定番号 2009-054

★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

今治タオル ブランド
ふんわり無撚糸タオルセット

￥2,000（税別）

［SFUJ-2930］

引き菓子

香典返し

［IGE-2007］深むし煎茶 特撰粟ヶ岳（100g）
ケースサイズ/22.2×11×3.3cm

¥3,000（税別）★

香典返し

［SUG-3573］熟成深むし茶 松島緑（100g）
ケースサイズ/22×11.5×2.5cm

香典返し

水仙1号
本茶はJR東日本の「トラン
スイート四季島」のおもてな
し茶に採用されており、
その
中でもご乗車になられたお
客様より最高の評価を頂い
ております。絶妙な調和の
逸品です。

̤ಋ͈
¥3,000（税別）★

（100g）
［RYK-2615］煎茶かおり
ケースサイズ/22×11.5×2.5cm

¥3,000（税別）★

香典返し

［BAS-2063］煎茶 緑禅（100g）
ケースサイズ/22×11×3cm

煎茶

香典返し

ドリップ本格玉露／3ｇ×3Ｐ

［YAB-1346］極上くきほうじ茶「香福」40g
（トランスイーツ四季島にもご利用いただいています。）
［YAB-1347］匠印 45g（お茶栽培のプロが手塩にかけて育てた茶歯です。）

ケースサイズ／24×14cm

季節のしずく

香り豊かな本山茶と静岡牧
之原台地のお茶を、
甘み・渋
みのバランス良くブレンドした
中蒸し煎茶です。

一番茶の中でも最初に摘ま
れる上級茶葉を主原料に
仕 上 げた最 上 級 煎 茶 で
す。色、
味、
香りにこだわった
至極の一品です。

¥1,000（税別）★

四季島ティーバッグセッ
ト

［MIK-2031］煎茶 森の潤（100g）
ケースサイズ/23.7×10.9×2cm

¥3,000（税別）★

香典返し

［SAJ-2627］煎茶 玉翠（100g）
ケースサイズ/24×11×2cm

★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。

香典返し

¥3,000（税別）★

（100g）
［TAN-3574］ 煎茶 季節のしずく

¥1,000（税別）★

井ヶ田セレクション４種から２種類を組合せ。
お茶のご指定はお受けできません。

最高級煎茶「水仙」のティーバッグセット。

・ルイボスティー／2ｇ×3P ・ジャスミンティー／2ｇ×3P

・
くきほうじ茶／2.5ｇ×7P ・水仙1号／2.5ｇ×7P

・黒豆茶／2ｇ×3P ・ごぼう茶／1.5ｇ×3P

ケースサイズ/16×17.7×4.5cm

ケースサイズ/15.2×28.8×3.5cm

★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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会葬礼品 香典返し ［IGE-1314］

井ヶ田セレクション２個入り

トランスイーツ四季島で採用されている
「くきほうじ茶」
と

¥3,000（税別）★

高級茶の代表「玉露」
をドリップコーヒーの様に
どなたでも簡単にお愉しみいただける大変贅沢なセットです。

ケースサイズ／11×23cm

会葬礼品 香典返し ［YAB-1351］

香典返し

高級和紙包み

煎茶

玉翠

山の茶園と大地の茶畑とを
合わせた逸品。程よい蒸し
方で独特な香りと深みのあ
るまろやかな味が特徴です。

ドリップ本格玉露
［YAB-1345］藤東本仕込み 45g（ほのかな渋みと苦みの掛川本深むし茶）

［YAB-3572］ 煎茶 水仙1号（100g）
ケースサイズ/23×11×3cm

煎茶

森の潤

¥3,000（税別）★

¥1,000（税別）★

ΨᅡΨ࠰оಅ

忌明礼品

香典返し

会葬礼品 香典返し ［BAS-1353］

引き菓子

ΨᅡΨ࠰оಅ

¥1,000（税別）★

会葬礼品 香典返し

お引き物

昔ながらの製法で作り、香、
甘み、
渋みのバランスを吟味
しました。
コクがありトロッとし
た甘みが特徴の柔らかいお
茶です。

̤͉͛ݑ

YAB-1345

オリジナルブレンド煎茶

緑禅

創業450年、上林春松本店
の茶師が旨味、苦味、渋味
をバランス良く味わえるようブ
レンドした至高の逸品です。

YAB-1346
YAB-1347

［MAR-2053］本蒸し煎茶 鶴泉（100g）
ケースサイズ/21×11.4×2.8cm

煎茶

かおり

¥3,000（税別）★

プレミアムギフトお引き物

煎茶

静岡市に流れる安倍川の
上流域のミネラル豊富な土
と、川霧に包まれた自然環
境の中で栽 培された、約
200年変わらぬ製法で仕
上げた本山茶です。

会葬礼品

¥3,000（税別）★

香典返し

産地・生産者にこだわり、仙
台の水に合った、甘渋苦の
バランスの良いお茶をご用
意しました。

プレミアムギフト会葬礼品

粟ヶ岳山麓で一番最初に摘
み取られた、上品な甘味とコ
クが自慢の高級煎茶です。

鶴泉

香典返し

松島 緑

プレミアムギフト香典返し

特撰 粟ヶ岳

本むし煎茶

優雅に時が流れる 氷出し

熟成深むし茶

どこにいても

深むし煎茶

いつもと変わらない味︒

有名茶舗が自ら厳選した自慢のお茶をピックアップ。
最高ランクのお銘茶特集です。

お銘茶を︑
持ち運びしやすく︑
小分けにパックいたしました︒
いつでも︑
どこでも
最高級のお茶をお楽しみいただけます︒

特選 お銘茶特集
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