
カタログ番号 80271❽ ❶カタログ番号 80271
●アレルギー物質を含む特定原材料7品目は次のように表示しております。特定原材料7品目／abcdefg
●商品画像はイメージです。実際の数量は「内容量」をご確認ください。　●数に限りがございます。売切れの節はご容赦ください。　●未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
●酒類の未成年者への販売はいたしておりません。  ※「未成年者飲酒禁止法」により、運転免許証などの写しを送付していただく場合がございます。

［酒類販売管理者標識］2021年 1月現在

（株）髙島屋 日本橋店
（株）髙島屋 横浜店ジョイナスエリア
（株）髙島屋 玉川店
（株）髙島屋 新宿店
（株）髙島屋 立川店
（株）髙島屋 大宮店
タカシマヤ フードメゾンおおたかの森店
（株）高崎髙島屋

東京都中央区日本橋2-4-1
神奈川県横浜市西区南幸1-4
東京都世田谷区玉川3-17-1
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2
東京都立川市曙町2-39-3
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32
千葉県流山市おおたかの森南1-5-1
群馬県高崎市旭町45

川嶋 孝行
國廣 尚矢
宮代 岳司
和田 さおり
小杉 淳子
青木 崇嗣
松澤 正子
井上 真美子

令和2年 7月 20日
令和元年7月 3 日
平成 31年 4月 18日
平成 30年 4月 26日
令和 2年 7月 3 日
令和元年7月 10日
平成 30年 3月 15日
令和 2年 7月 14日

令和 5年 7月 19日
令和 4年 7月 2 日
令和 4 年 4月 17日
令和 3年 4月 25日
令和 5年 7月 2 日
令和 4 年 7月 9日
令和 3年 3月 14日
令和 5年 7月 13日

東京小売酒販組合
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
東京小売酒販組合
浦和小売酒販組合
柏小売酒販組合
群馬県小売酒販組合連合会

販売場の名称および所在地 酒類販売管理者の氏名 酒類販売管理研修受講年月日 次回研修の受講期限 研修実施団体名

 ： 原料原産地・
 原産地・原産国

ご自宅用お買得品特別販売

お電話
で

0120-393-382
受付時間：午前９時〜午後９時 通話料無料

※IP電話をご利用の方は（0422）35-0066（通話料はお客様のご負担となります）
〔受付時間変更のお知らせ〕※誠に勝手ながら2021年3月号より、
受付時間を午前9時〜午後8時に変更させていただきます。

WEB
で

受付時間：24 時間
http://www.takashimaya.co.jp/rosekitchen/

検索ローズキッチン

ご注文はお電話、WEBで。 ※ご自宅用商品のため、ご進物としての承りはできませんので、ご了承ください。

■お届け期間が同封のカタログ「ローズキッチン2021年2月号」と異なります。ご注意ください。

※詳細は同封のカタログ「ローズキッチン2021年2月号」P7をご参照ください。

WEBサイト先行販売実施！
●ご注文開始 ： 2月1日（月）午後3時→
●お届け開始 ： 2月4日（木）→

重いもの、いつも使うものを、かしこくショッピング。

WEBは24時間受付
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●ご注文期間 ： 2021年2月3日（水）午後3時→3月1日（月）午後3時まで
●お届け期間 ： 2021年2月9日（火）	 →3月3日（水）まで ※2月18日（木）・19日（金）は、商品棚卸のためお届け指定を

　お承りできません。あらかじめご了承ください。

お支払い

商品のお届け・送料
午後3時までのご注文で、最短2日後（翌々日）にお届けします。
お届け日と時間帯をご指定ください。

ご注文・カタログのご請求（無料）・お問い合わせ

検 索
http://www.takashimaya.co.jp/rosekitchen/

ローズキッチン

0120-393-382
受付時間：午前９時～午後９時

❶午前中（正午まで） ❷午後2時～午後4時 ❸午後4時～午後6時
❹午後6時～午後8時　 ❺午後7時～午後9時

特別価格のため、タカシマヤ各種カードのポイントサービス及びご請求時の割引は対象外とさせていただきます。

ローズキッチンのお支払いにタカシマヤ友の会『お買物カード』がご利用いただけます。

タカシマヤのクレジットカードをはじめ、
各種クレジットカードでお支払いいただけます。

通話料無料
※画像はイメージです。

●商品のご注文やカタログご送付のお申し込みをいただいたお客様に、髙島屋グループ各店・各社の商品サービスを、
ダイレクトメール・お電話などでご案内させていただく場合がございます。希望されない場合は、髙島屋ローズキッチン
専用ダイヤル 0120-393-382（受付時間：午前9時～午後9時・通話料無料）までご連絡をお願いいたします。
個人情報を共同利用する関係会社の社名は以下の通りです。（株式会社髙島屋、株式会社高崎髙島屋、株式会社
岐阜髙島屋、株式会社岡山髙島屋、株式会社米子髙島屋、株式会社ジェイアール東海髙島屋、株式会社伊予鉄
髙島屋、髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社、株式会社髙島屋友の会、株式会社髙島屋ファシリティー
ズ）●お客様の個人情報のお取り扱いにつきましては、髙島屋ホームページ（http://www.takashimaya.co.jp）を
ご覧ください。●髙島屋各店ではお承りできません。また、店頭での見本品の展示はございません。 

■ご本人様による認証コードのご登録が必要となります。友の会係員にお申し出ください（認証コードのご登録は
髙島屋各店友の会窓口、もしくはWEBでのお手続きとなります）。■商品お申し込みの際、友の会会員番号・認証
コードをご確認させていただき、残高からお引き落としいたします。（残高の金額以下のお支払いに限ります。他のお支払
い方法との併用はできません。あらかじめご了承ください。）※詳しくはオペレーターにお問い合わせください。

（手数料はかかりません）
※詳しくはオペレーターにおたずねください。

※詳しくはオペレーターにおたずねください。

代金引換

お電話

◉電話番号をよくお確かめのうえおかけください。

IP電話をご利用の方は（0422）35-0066（通話料はお客様のご負担となります。）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

●ご注文・お問い合わせ内容を正確に把握するため、およびサービスの品質向上のために、
　ご注文・お問い合わせ時の通話を録音させていただく場合がございます。
〔受付時間変更のお知らせ〕
※誠に勝手ながら2021年3月号より、受付時間を午前9時～午後8時に変更させていただきます。

WEB

タカシマヤ友の会『お買物カード』

商品をお届けの際に、代金をお支払いください。

●当社の規定により、お客様のご注文をお断りする場合がございますのでご了承ください。 ●当社は暴力団排除条例の遵守に努めており、条例に抵触する「ご注文」、「商品のお届け」につきましては、従来よりお断りしております。また、一度承り
ました「ご注文」、「商品のお届け」につきましても、配送業務を委託している物流業者の約款に抵触することが後々判明いたしました際には、ご注文・お届けをお断りすることがございますので、何卒ご了承賜りますよう、お願い申しあげます。

●株主様・ハイランドクラブ会員様のご優待、クーポンなど、各種ご優待の対象外とさせていただきます。
●消費または賞味期限は、製造・加工日を基準に記載しております。
　表記のされていない商品の賞味期限は、お届け日から31日以上でございます。
●産地や製造の諸事情により品切れの節はご容赦ください。
●アレルギー物質を含む特定原材料（7品目）は次のように表示しております。
　特定原材料／  
　※製造上の都合により特定原材料が変更となる場合がございます。
●写真は商品を使った調理例または盛り付け例です。一部商品に含まれないものを使っている場合がございます。
●未成年者の飲酒は法律で固く禁止されております。●ワイン・シャンパンはラベルのデザイン、ヴィンテージが変更
になる場合がございます。●酒類の未成年者への販売はいたしておりません。※「未成年者飲酒禁止法」により、
運転免許証などの写しを送付していただく場合がございます。

受付時間24時間

〈1都7県限定のご自宅配送サービス〉お荷物はヤマト運輸でお届けします。
東京都（一部島しょ地域を除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県です。
〈東京都の配送除外地域〉小笠原村、青ヶ島村、大島町、新島村、八丈町、神津島村、三宅村、御蔵島村、利島村

●誠に勝手ながら、商品の在庫状況により、ご希望の指定日にお届けできない場合がございます。●常温品と冷蔵品を同時にご注文の
場合、一部商品をのぞき、同一梱包での冷蔵便にてお届けいたします。常温品と冷蔵品を同一梱包ではなく、温度帯ごとの発送を希望さ
れる場合は、税込7,560円以上のご注文でも「税込660円」の送料を頂戴いたします。●ご注文時の品切れ商品の入荷に関しまして、
入荷日のご案内は原則としてお受けいたしかねます。ご了承ください。また、ご予約についてもご容赦ください。●梱包が複数個になる
場合、お届けの時間帯が異なる場合がございます。●ご依頼お届け、進物包装はお承りできません。（ご注文いただいた方のご住所への
お届けとなります）●商品の性質上、お取替え・ご返品はご容赦ください。●商品の都合上、お届けできない商品が発生する場合が
ございます。●ご注文のキャンセルは、原則お届け日の2日前午後3時までとさせていただきます。●カタログ商品価格は消費税を含んだ
価格となります。

1回のお届けにつき送料
税込7,560円未満のご注文の送料は1回のお届けにつき一律660円（税込）

税込7,560円以上ご注文で送料0円

ショッピングガイド
※お届け期間が同封のカタログ「ローズキッチン2021年2月号」と異なります。ご注意ください。

※2月18日（木）・19日（金）は、商品棚卸のためお届け指定を
　お承りできません。あらかじめご了承ください。

●ご注文期間 ： 2021年2月3日（水）午後3時 →3月1日（月）午後3時まで
●お届け期間 ： 2021年2月9日（火） →3月3日（水）まで

［400g（えびボール・牛たんボール・
 ゆでたまご・昆布・大根・がんも・こんにゃく）］
 ×4袋
特定原材料7品目 ： 

商品
番号 874630 1,987円（税込）

〈橋本蒲鉾店〉
おでん

80g×各3　 茶葉 ： 静岡県・鹿児島県　
特定原材料7品目 ： 無し

〈丸秀園〉
静岡茶・知覧茶セット
商品
番号 872816 2,916円（税込）

【フランス】ティエノークラシックブリュット（白）、
 モエ＆シャンドン モエ アンペリアル（白）、
 ジャンデュクールブリュット（白） 
 各７５０ｍL

〈フランス〉
シャンパン3本セット
商品
番号 875330 13,200円（税込）

アスパラガスと玉葱のポタージュ180ｇ×2、
 とうもろこしの贅沢ポタージュ180ｇ×2、
 とろーり濃厚かぼちゃのスープ180ｇ×2
特定原材料7品目 ： 

〈Maazel Maazel〉
34種のやさい畑スープ 
3種セット
商品
番号 874448 2,678円（税込）

6種（たけのこやわらか煮120g、椎茸やわらか煮100g、
 ごもく豆やわらか煮・里芋やわらか煮 各150g、
 鶏肉入り筑前煮・ごぼうこんにゃく煮 各130g）
特定原材料7品目 ： 

〈銀座新之助貝新〉
和惣菜セット
商品
番号 874629 2,479円（税込）

〈アイリスオーヤマ〉
ディスポーサブルマスク

（ふつうサイズ）

7枚入　MADE IN CHINA

商品
番号 874564 316円（税込）

商品
番号

１２本（BIG CAPA PRIME）
※使用推奨期限 ： ２０３０年7月まで

〈アイリスオーヤマ〉
アルカリ乾電池 単４形（１２本）

874548 698円（税込）
商品
番号

１２本（BIG CAPA PRIME）
※使用推奨期限 ： ２０３０年7月まで

〈アイリスオーヤマ〉
アルカリ乾電池 単３形（１２本）

874546 698円（税込）

〈SARARITO〉
アルコールジェル

500mL（エタノール62%）
※国内検査機関アルコール度数検査済　
MADE IN CHINA

商品
番号 874276 980円（税込）

しっかり
除菌

速乾性

ベタつかない

〈CLEAN UP HAND〉
アルコールスプレー 75度

500mL（エタノール75%）　
※国内検査機関アルコール度数検査済　
MADE IN KOREA

商品
番号 874350 1,280円（税込）

備えて安心



●商品画像はイメージです。実際の数量は「内容量」をご確認ください。　●数に限りがございます。売切れの節はご容赦ください。
●消費または賞味期限は、製造・加工日を基準に記載しております。表記のされていない商品の賞味期限は、31日以上です。
●水産物は漁獲状況により、原産地が変わる場合がございます。

カタログ番号 80271❷
※商品画像はイメージです。実際の数量は「内容量」をご確認ください。　※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

❸カタログ番号 80271 ： 原料原産地・
 原産地・原産国

 ： 原料原産地・
 原産地・原産国

麺１ｋｇ×２、あごだしスープ１０ｇ×２０
特定原材料7品目 ： 

〈マルマス〉
五島手延べうどん・あごだしセット
商品
番号 874705 3,726円（税込） ２０パック×3袋（1パック5g入）

深むし煎茶 茶葉 ： 静岡県・鹿児島県、
　 抹茶 ： 静岡県
特定原材料7品目 ： 無し 

〈丸秀園〉
抹茶入 煎茶ティーバッグ
商品
番号 874752 1,979円（税込）

板のり10枚入×10　 海苔 ： 国産　
特定原材料7品目 ： 無し

〈白子のり〉
すしはね 焼のり
商品
番号 868194 3,996円（税込）

600g×10　
特定原材料7品目 ： 無し

〈日清オイリオ〉
キャノーラ油（コレステロールゼロ）
商品
番号 870236 3,974円（税込）

８食入×5
特定原材料7品目 ： 

〈明治〉
JALビーフコンソメ
商品
番号 872814 1,555円（税込）

185ｇ×6
特定原材料7品目 ： 無し

〈SSB〉
アマニ油
商品
番号 871066 5,940円（税込）

300g×10　
特定原材料7品目 ： 無し

〈昭和〉
エクストラバージン オリーブオイル
商品
番号 870357 4,968円（税込）

185ｇ×6
特定原材料7品目 ： 無し

〈SSB〉
えごま油
商品
番号 871067 5,832円（税込）

80g×3
特定原材料7品目 ： 無し

〈JA金沢市〉
五郎島はるかほしいも
商品
番号 871896 1,483円（税込）

220g　  椎茸 ： 九州
特定原材料7品目 ： 無し

〈三共椎茸〉
九州産 どんこ椎茸
商品
番号 874343 2,700円（税込）

〈味の素〉
クノールカップスープ コーンクリーム
商品
番号 868158 2,500円（税込）

8食入×6
特定原材料7品目 ： 

10食
特定原材料7品目 ： 無し

〈コスモス食品〉
じゅわーっと揚げた なすのおみそ汁
商品
番号 871073 1,274円（税込）

（2.5ｇ×20袋）×5　 かつお ： 国産　
特定原材料7品目 ： 無し

商品
番号 872815 1,998円（税込）

〈ヤマキ〉
徳一番かつおパック

2食入×10　
特定原材料7品目 ： 

〈ハナマルキ〉 
お寿司屋さんのみそ汁 （赤だし）
商品
番号 871902 2,430円（税込）

220g×10
特定原材料7品目 ： 

〈信州戸隠そば〉
信州戸隠そば詰合せ
商品
番号 874222

2,376円（税込）

180ｇ×10　 国産　
特定原材料7品目 ： 無し

〈テーブルマーク〉
ふっくら仕立て おいしいご飯 10食
商品
番号 871074 1,077円（税込）

フレンチヴィシソワーズ、枝豆のヴィシソワーズ、 
 クリーミーパンプキン、スイートコーンポタージュ 
 各１６０ｇ×４
特定原材料7品目 ： 
賞味期限 ： 常温で2021年5月18日

〈ハインツ〉
冷たいスープ詰合せ
商品
番号 874724 1,620円（税込）

180g×5
特定原材料7品目 ： 

〈新宿中村屋〉
技あり仕込みビーフカリー（中辛）
商品
番号 870225 1,252円（税込）

200ｇ×5
特定原材料7品目 ： 

〈ノザキ〉
コンビーフカレー （中辛）
商品
番号 871920 1,500円（税込）

（200g×3食）×8　 北海道　
特定原材料7品目 ： 無し
賞味期限 ： 常温で2021年4月5日以降

〈ウーケ〉
ふんわりごはん ゆめぴりか 24食
商品
番号 875325 2,721円（税込）

229g×4　特定原材料7品目 ： 無し

〈インターフレッシュ〉
スペイン産 エクストラバージン 
オリーブオイル
商品
番号 873259 2,500円（税込）

 210ｇ×1
特定原材料7品目 ： 無し

〈井上食品〉
焼あじ
商品
番号 871894 800円（税込）

3袋（素焼アーモンド100ｇ・素焼くるみ120ｇ・
 素焼カシューナッツ105ｇ×各1）
特定原材料7品目 ： 無し

〈丸味食品〉
食塩無添加 素焼ナッツ 3種詰合せ
商品
番号 870238 1,360円（税込）

素焼アーモンド

素焼くるみ

素焼カシューナッツ

（１５０ｇ×３食）×８　 新潟県　
特定原材料7品目 ： 無し

商品
番号 874628 2,937円（税込）

〈アイリスフーズ〉
低温製法米のごはん 
新潟県魚沼産コシヒカリ 24食

360g　 昆布 ： 北海道　
特定原材料7品目 ： 無し

日高昆布
商品
番号 874631 2,538円（税込）

5kg　 秋田県　
特定原材料7品目 ： 無し

〈杉田商店〉
秋田県産 あきたこまち  5kg
商品
番号 873807 2,376円（税込）

5kg　 新潟県　
特定原材料7品目 ： 無し

〈杉田商店〉
新潟県 魚沼産こしひかり 5kg
商品
番号 873806 3,240円（税込）

3種（甘酢漬・赤ワイン漬・ 
 白ワイン漬 各100g）
特定原材料7品目 ： 無し

〈かねなかや次兵衛〉
能登海洋深層水仕立て 
国産らっきょう 3種漬
商品
番号 873831

1,620円（税込）

白ワイン漬赤ワイン漬甘酢漬

 （10ｇ×5袋）×12
特定原材料7品目 ： 無し
賞味期限 ： 常温で2021年5月31日以降

〈AGF〉
「煎」レギュラー コーヒー　
プレミアムドリップ 香醇 
澄んだコク ６０袋
商品
番号 875328

2,970円（税込）



●商品画像はイメージです。実際の数量は「内容量」をご確認ください。　●数に限りがございます。売切れの節はご容赦ください。
●消費または賞味期限は、製造・加工日を基準に記載しております。表記のされていない商品の賞味期限は、31日以上です。
●水産物は漁獲状況により、原産地が変わる場合がございます。

カタログ番号 80271❹ ❺カタログ番号 80271● 未成年者の飲酒は法律で固く禁止されております。酒類の未成年者への販売はいたしておりません。 ※｢未成年者飲酒禁止法｣により、運転免許証などの写しを送付していただく場合がございます。
●ワイン・ウイスキー・ビール類・焼酎はパッケージ・ラベルの写真や製法が変更になる場合がございます。 ： 原料原産地・

 原産地・原産国

20枚×10袋
特定原材料7品目 ： 無し

〈酒田米菓〉
オランダせんべい
商品
番号 873830 1,480円（税込）

まぐろフレーク70ｇ×3
特定原材料7品目 ： 無し

〈はごろも〉
シーチキンＬフレーク
商品
番号 868178 429円（税込）

65ｇ（固形量40ｇ）×12
特定原材料7品目 ： 無し

〈あけぼの〉
ほたて貝柱 ほぐし身
商品
番号 871080 6,609円（税込）

155g（固形量90ｇ）×3
特定原材料7品目 ： 

〈ノザキ〉
牛肉大和煮
商品
番号 874110 1,944円（税込）

かつおフレーク70ｇ×4
特定原材料7品目 ： 無し

〈はごろも〉
シーチキンマイルド
商品
番号 868177 537円（税込）

2L×6
特定原材料7品目 ： 無し

〈サントリー〉
南アルプス天然水
商品
番号 868253 1,080円（税込）

500mL×24
特定原材料7品目 ： 無し

〈アサヒ飲料〉
ウィルキンソン 炭酸水
商品
番号 870247 2,332円（税込）

540ｍL×24
特定原材料7品目 ： 無し

〈アイリスフーズ〉
魚沼のおいしい水
商品
番号 874214 1,550円（税込）

 250mL×30
特定原材料7品目 ： 無し

〈アサヒ飲料〉
三ツ矢サイダー
商品
番号 868232 1,911円（税込）

80ｇ×4
特定原材料7品目 ： 

〈ノザキ〉
脂肪分50％カットコンビーフ
商品
番号 874210 1,479円（税込）

80ｇ×3
特定原材料7品目 ： 

〈ノザキ〉
山形県産牛　コンビーフ
商品
番号 874835 2,478円（税込）

２５０ｇ×３０　
特定原材料7品目 ： 無し

〈金太洋〉
つぶオレンジみかん
商品
番号 874704 1,911円（税込）

180g×24　特定原材料7品目 ： 無し

〈気仙沼ほてい〉
さば味噌煮 24缶
商品
番号 871882 8,640円（税込）

1L×6 ストレート・果汁100％
 混濁（ふじ・王林・紅玉等ブレンド）

りんご ： 青森県　
特定原材料7品目 ： 無し

〈シャイニー〉
アップルジュース 青森完熟林檎
商品
番号 871904 2,700円（税込）

160ｇ×4袋（チャック付袋）
特定原材料7品目 ：  

〈いっぷくせんべい半月庵〉
勝ちわりせんべい 缶入
商品
番号 874225

2,160円（税込）

200g×8
特定原材料7品目 ： 無し

〈シーライフ〉
日本海産・まさば水煮缶詰
商品
番号 874207

3,024円（税込）

200g×3
特定原材料7品目 ： 無し

〈シーライフ〉
どんちっち・のどぐろ
水煮缶詰
商品
番号 874208

3,240円（税込）

真さば2枚×2、
 真いわし2尾×2
特定原材料7品目 ： 

〈カネダイ〉
真さば・真いわし 
味噌煮セット
商品
番号 874205

1,620円（税込）
真いわし

真さば

凍

湯煎

500mL×12
賞味期限 ： 常温で2021年5月11日
特定原材料7品目 ： 無し

〈タカシマヤ〉
果汁100%ストレート
みかんジュース
商品
番号 875366

3,110円（税込）
4本×3

特定原材料7品目 ： 

〈麻布あさひ〉
手焼き国産つくね串12本
商品
番号 874204

1,980円（税込）

電子
レンジ

凍

湯煎

※2串ずつ個包装されて  
いるので、少量調理が可能です。

4本×3
特定原材料7品目 ： 

〈麻布あさひ〉
手焼き国産とり皮串 １２本
商品
番号 875326

2,100円（税込）

電子
レンジ

凍

湯煎

※2串ずつ個包装されて  
いるので、少量調理が可能です。

190ｇ×20（缶）　※砂糖・食塩不使用
トマト  ：  イタリア・スペイン・チリ・ポルトガル

特定原材料7品目 ： 無し

〈伊藤園〉
熟トマト
商品
番号 871893 1,620円（税込）

190ｇ×20（缶）
特定原材料7品目 ： 無し

〈伊藤園〉
充実野菜 緑黄色野菜ミックス

（すりおろしにんじん）
商品
番号 872037 1,620円（税込）

500ｍL×24
特定原材料7品目 ： 無し

〈白神山美水館〉
白神山地の水 黒ラベル500ｍL（24本）
商品
番号 873988 2,488円（税込）

105g×4
特定原材料7品目 ： 

〈ノザキ〉
ウインナーソーセージ
商品
番号 870241 1,512円（税込）

80g×4
特定原材料7品目 ： 

〈ノザキ〉
コンビーフ
商品
番号 874209 1,479円（税込）

60g×4袋
特定原材料7品目 ： 無し

〈清水物産〉
有機 天津甘栗
商品
番号 874449 398円（税込）



カタログ番号 80271❻ ❼カタログ番号 80271
●商品画像はイメージです。実際の数量は「内容量」をご確認ください。　●数に限りがございます。売切れの節はご容赦ください。
●未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
●酒類の未成年者への販売はいたしておりません。  ※「未成年者飲酒禁止法」により、運転免許証などの写しを送付していただく場合がございます。

●数に限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

商品
番号

〈小林製薬〉
チン！してふくだけ
電子レンジ専用お掃除シート

３枚

874755 308円（税込）

1個　※交換目安 ： 4～6カ月
　（冷蔵庫用 450Lまで）

〈エステー〉
脱臭炭 冷蔵庫用
商品
番号 872950 341円（税込）

〈ジャパックス〉
手付きポリ袋 30L （白半透明）

50枚

872952 327円（税込）
商品
番号

〈ジャパックス〉
手付きポリ袋 45L （白半透明）

50枚

商品
番号 872953 437円（税込）

商品
番号

除湿剤420mL×3個
※交換目安 ： 3～6カ月

〈エステー〉ドライペット スキット 
しっかり除湿 3個セット

872954 272円（税込）

420枚
（3枚重ね×140組）×10

〈クリネックス〉
ウルトラファミリーサイズ
商品
番号 872939

2,805円（税込）

1本（幅22cm×50m）

〈クレハ〉
NEWクレラップ 50m

（幅22cm）
商品
番号 872945 437円（税込）

1本（幅30cm×50m）

〈クレハ〉
NEWクレラップ 50m

（幅30cm）
商品
番号 870641 547円（税込）

150カット×4ロール

〈スコッティ〉
3倍巻キッチンタオル 4ロール
商品
番号 872940 591円（税込）

40枚（シートサイズ211×211mm）

〈スコッティ〉
洗って使えるペーパータオル
厚手タイプ
商品
番号 872941 314円（税込）

商品
番号

1個（縦300×横138×幅29mm）
※パッケージは変更となる場合がございます。

〈LEC〉
激落ちくん キングサイズ

874756 385円（税込）

5枚（27×27cm）

〈LEC〉
激落ちクロス お徳用
商品
番号 872949 547円（税込）

8ロール×8
 （ロールサイズ114mm×90m)

〈クリネックス〉
1.5倍巻きコンパクト

（シングル）
商品
番号 872936

4,868円（税込）

440枚（220組）×10

〈スコッティ〉
カシミヤ （ボタニカルパッケージ）
商品
番号 872938 2,534円（税込）

 8ロール×8
 （ロールサイズ 114mm×45m)

〈クリネックス〉
1.5倍巻きコンパクト（ダブル）
商品
番号 872937 4,868円（税込）

３００ｍL
（縦８０×横１５６×高さ５３ｍｍ）×２

〈旭化成〉
Ziplocコンテナー長方形 
３００ｍL×2個
商品
番号 874760 385円（税込）

【チリ】メルロー レゼルバ、
 グランレゼルバ カベルネソーヴィニヨン　 
 カルメネーレ、
 カベルネソーヴィニヨン レゼルバ
 ７５０ｍＬ×各２

〈チリ〉
アルマ デ チリ レゼルバ 赤6本セット
商品
番号 872929 5,500円（税込）

【フランス】ジャン デュクレール ブリュット、
 シャスネダレス キュヴェロゼ ブリュット、
 アーネスト ラファール ブリュット　
 各750ｍL

〈フランス〉
シャンパン３本セット
商品
番号 874830 11,000円（税込）

【フランス】シラー（赤）、メルロー（赤）、
 カベルネソーヴィニヨン（赤）、
 ソーヴィニヨンブラン（白）、ヴィオニエ（白）、
 シャルドネ（白） 各750mL

南仏ブドウ品種飲み比べ紅白6本セット
商品
番号 873835 6,600円（税込）

【フランス】ベルトミュー（赤・白）×各１、
 【スペイン】フェルナルド ファンラモン（赤・白）×各２、
 【アメリカ】ベイブリッジ（赤・白）×各２　各750mL

〈フランス・スペイン・アメリカ〉
ワイン１０本セット
商品
番号 875029 5,500円（税込）

【フランス】ボルドーセック、グラーヴ、モノポール、
 アルデッシュソーヴィニヨンブラン、
 アルデッシュ ヴィオニエ、
 アルデッシュ シャルドネ 各750ｍL

〈フランス〉
直輸入白ワイン6本セット
商品
番号 873834 6,050円（税込）

【フランス】モノポール、シャトーエキュム、
 シャトーレザン、シャトーブラサック、
 シャトートゥールサンポール、ボルドースーペリュール 
 各750ｍL

直輸入ボルドー赤ワイン6本セット
商品
番号 873833 6,600円（税込）

【フランス】シャトー ラフリエール、シャトー ベルビロ、
 シャトー ド ラザ、シャトー オープニャン、
 シャトー ラクロワ サンピエール、
 シャトー カンプ ド ラ ヒール
 各750ｍL

金賞受賞ボルドー 赤ワイン6本セット
商品
番号 874345 7,700円（税込）

ビールテイスト飲料350mL×24
特定原材料7品目 ： 無し

〈サントリー〉
オールフリー（ノンアルコール）
商品
番号 868254 2,926円（税込）

ビールテイスト飲料350mL×24
特定原材料7品目 ： 無し

〈アサヒ〉
ドライゼロ（ノンアルコール）
商品
番号 868246 2,926円（税込）

【フランス】ドメーヌ デ フュメブランシェ、
 【イタリア】ヴァッレ、
 【オーストラリア】アッシュブルク、
 【チリ】ラパルマ レセルバ　各７５０ｍL

世界のソービニヨンブラン 
白ワイン４本セット
商品
番号 875327 6,050円（税込）

【イタリア】カンプリアーノ ロッソ（赤）、
 カンプリアーノ ビアンコ（白）、
 カンプリアーノ キャンティ（赤） 750ｍL×各2

〈イタリア〉
トスカーナ紅白ワイン６本セット
商品
番号 874218 6,600円（税込）

【イタリア】チェッキ オーガニック キャンティ ナティオ（赤）・  
  パスクア オーガニック ネーロ ダヴォラ シラーズ（赤）、
 【フランス】ガブリエルメ フレ インネ コート デュ ローヌ ヴィラージュ（赤）、
 【スペイン】ライマット クラモール オーガニック ロゼ（ロゼ）、
 【チリ】ヴィーニャ カサ シルヴァ カルメネール カベルネ（赤）、
 【スペイン】カステルブラン オーガニック ブリュット ナチュレ（白泡） 各750ｍL

オーガニックワイン 飲み比べ６本セット
商品
番号 874572 8,250円（税込）

【フランス】コトーブルギニヨン（赤）、
 ボージョレヴィラージュ（赤）、   
 マコン（赤）、コトーブルギニヨン（白）　
 各750ｍL

〈ルロワ〉
赤白ワイン４本セット
商品
番号 874217 13,200円（税込）

【フランス】シャトー マンヴィエル、シャトー ル ローディエ、
 ラ クロズリー サンヴァンサン、セニュル ド ラトゥール、
 シャトー ﾚ フェルメントゥー、シャトー オーコルミエ　
 各750ｍL

〈フランス〉
金賞受賞赤ワイン6本セット
商品
番号 874832 5,500円（税込）

【チリ】ラ パルマ シャルドネブリュット、
 【オーストラリア】チョーク ヒル ブルー、
 【アルゼンチン】ヴィニテラ オムニウム 
   エクストラブリュット、
 【スペイン】テンプス カヴァ ブリュット、
 【イタリア】プロセッコ エクストラドライ、
 【フランス】グレイマン ブリュット 
   各750ｍL

スパークリングワイン6本セット
商品
番号 874227 6,600円（税込）

1個　※交換目安 ： 5～6カ月
　（冷凍室用 120Lまで）

〈エステー〉
脱臭炭 冷凍室用
商品
番号 872951 341円（税込）

1個　※交換目安 ： 4～6カ月
　（冷蔵庫600Lまでの野菜室用）

〈エステー〉
脱臭炭 野菜室用
商品
番号 873270 341円（税込）


