2018年冬ギフト一覧
★主原料産地は、2018年 10月10日現在の情報 です。製造時の原料事情により、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
★ムソーでは、対象地域の原料または対象地域で製造しております商品は放射性物質を測定し、「セシウム134、セシウム137が各3Bq/kg未満」を
取り扱い基準としております。
※原料の対象地域17都県：静岡、長野、山梨、埼玉、神奈川、東京、群馬、新潟、千葉、茨城、栃木、福島、宮城、山形、岩手、秋田、青森
※製品製造工場の対象地域4県：茨城・栃木・福島・宮城
コード
（申込番
号）

商

品

名

原材料

製造工場

1 6029

北海道産 船上活〆神経抜き秋鮭姿切身

秋鮭（北海道）

北海道

2 6030

北海道産 船上活〆神経抜き秋鮭刺身

秋鮭（北海道）

北海道

3 6003 函館朝市船岡商店 北洋産本紅鮭半身（うす塩） ロシア

北海道

4 5855 函館朝市船岡商店 北洋産本紅鮭姿造り（うす塩） ロシア

北海道

5 5599

(函館朝市直送)ぼたんえび

ロシア海域

北海道

6 5866

函館朝市船岡商店 カットたらばがに足

たらばがに（ロシア）

北海道

7 5863

函館朝市船岡商店 ずわいがに棒肉・特棒

ずわいがに（カナダ）

北海道

8 5856

函館朝市船岡商店 浜ゆで毛がに

毛がに（ロシア、北海道）

北海道

9 5491

北海道産 塩数の子

にしんの卵（北海道）、食塩

北海道

10 5492

北海道道南産 近海たらこ

すけそうたらの卵（北海道）、食塩、焼酎

北海道

11 5538

カネキ 生炊きしらす佃煮

小女子（北海道）、水あめ、砂糖、醤油

北海道

12 5897

みえぎょれん 天然漬魚詰合せ

【さわら西京漬】
さわら(日本) 、調理味噌【米味噌[米、大豆、食塩]、砂糖、発酵調味料(味の母)、麦芽
糖水飴】、食塩
【ぶり照り焼き】
ぶり(紀州) 、調味液：[醤油、砂糖、発酵調味液(糖類・米・米麹・その他)、アルコール]

13 5884

函館朝市船岡商店 北海道産ほたて片貝

ほたて（北海道）

北海道

14 5539

北海道広尾産 本ししゃも

ししゃも（北海道）、食塩

北海道

15 5536

秋田ﾆｭｰﾊﾞｲｵﾌｧｰ
比内地鶏きりたんぽ鍋セット

【きりたんぽ】うるち米（秋田）､食塩
【比内地鶏】鶏肉（秋田）
【スープ】鶏ガラエキス､こいくちしょうゆ（大豆､小麦､食塩）

秋田

16 5631

真ふぐのタタキとチリセット

【マフグたたき、湯引き、ぶつ切り】マフグ（山口）

山口

17 5481

青森県産本鴨鍋セット 小約2～3人前

18 5482

青森県産本鴨鍋セット 大約4～5人前

鴨モモ肉(青森）、鴨肉（青森）、長ネギ（日本）、鶏卵（千葉）、パン粉、馬鈴薯でん粉、
生姜（日本）、食塩、砂糖（粗糖）、昆布だし、しょうゆ、発酵調味料（味の母）、鰹節エキ 千葉
ス、椎茸エキス

19 5950

20 5600

別所蒲鉾 練り物セット

別所蒲鉾 出雲神話の練りものセット

【ぎょ魚っと骨入りハンバーグ】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、玉葱（日本）、
蒲鉾、食用菜種油（オーストラリア）、馬鈴薯澱粉、砂糖（甜菜糖）、みそ、食塩、魚醤（いわし、
食塩）、かつおだし、昆布だし、味醂
【海鮮ちぎり天】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、イカ（日本）、帆立貝（北海
道）、食用菜種油（オーストラリア）、ねぎ（日本）、馬鈴薯澱粉、砂糖（甜菜糖）、魚醤（いわし、食
塩）、食塩、かつおだし、昆布だし、みりん
【野菜ちぎり天】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、食用菜種油（オーストラリ
ア）、馬鈴薯澱粉、にんじん（日本）、玉葱（日本）、ごぼう（日本）、砂糖（甜菜糖）、魚醤（いわし、
食塩）、食塩、かつおだし、昆布だし、味醂
【出雲のちくわ磯辺揚げ】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、馬鈴薯澱粉、食用
菜種油（オーストラリア）、砂糖（甜菜糖）、味醂、食塩、あおさ、かつおだし、魚醤（いわし、食
塩）、昆布だし
【出雲のいか天】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、イカ（日本）、食用菜種油
（オーストラリア）、馬鈴薯澱粉、砂糖（甜菜糖）、魚醤（いわし、食塩）、食塩、かつおだし、昆布
だし、味醂
【ささがきごぼう天】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、ごぼう（日本）、揚げ油（菜
種油（オーストラリア）、馬鈴薯澱粉、砂糖（甜菜糖）、魚醤（いわし、食塩）、食塩、かつおだし、
昆布だし、味醂
【あご野焼】魚肉（飛魚、タラ（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、砂糖（甜菜糖）、馬鈴
薯澱粉、焼酎、食塩、味醂、魚醤（イワシ、食塩）、鰹だし、昆布だし
【魚旨】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージランド等）、砂糖（甜菜糖）、食塩、味醂、魚醤（イワ
シ、食塩）、鰹だし、昆布だし
【青大豆ちぎり天】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、青大豆（日本）、食用菜種
油（オーストラリア）、馬鈴薯澱粉、砂糖（甜菜糖）、魚醤（イワシ、食塩）、食塩、鰹だし、昆布だ
し、味醂
【出雲のちくわ磯辺揚げ】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、馬鈴薯澱粉、食用
菜種油（オーストラリア）、砂糖（甜菜糖）、味醂、食塩、あおさ、かつおだし、魚醤（いわし、食
塩）、昆布だし
【ピリ辛海鮮揚げ】魚肉（九州、山陰、北海道、ニュージーランド等）、イカ（日本）、ホタテ（日
本）、葱（日本）、食用菜種油（オーストラリア）、馬鈴薯澱粉、砂糖（甜菜糖）、魚醤（イワシ、食
塩）、食塩、唐辛子（日本）、鰹だし、昆布だし、味醂

三重

島根

コード
（申込番
号）

21 6807

商

品

名

原材料

製造工場

井筒屋 有機越年迎春麺 小
【有機讃岐手延べうどん】有機小麦粉（北米）、食塩、食用植物油［ごま油］（アフリカ）
【有機信州そば】有機小麦粉（北米）、有機そば粉（中国）
【有機めんつゆ】有機しょうゆ（北米他）、有機砂糖（ブラジル）、かつお節だし、食塩、煮干エキ
ス、椎茸エキス、酵母エキス

香川

22 6808

井筒屋 有機越年迎春麺 大

23 6186

(本田商店)出雲縁結びそば詰合せ

【めん】国産そば粉、国産小麦粉、食塩
【有機めんつゆ】有機醤油「有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩」、有機米発酵
調味料、鰹けずりぶ、昆布、乾椎茸

島根

24 5616

平野製麺所 淡路島の手延べうどん

小麦粉(北海道他）、食塩、食用こめ油

兵庫

25 5509

井筒屋 讃岐黒食三撰手延べ細うどん

【讃岐黒色三撰手延べ細うどん】小麦粉（日本）、食塩、黒大豆きな粉（日本）、黒ごま
粉（日本）、黒米粉（日本）、食用植物油（ごま油）
【かつおこんぶだしつゆ】有機しょうゆ、本みりん、砂糖（粗糖）、かつお節だし、かつお
節エキス、昆布だし、食塩

香川

26 5639

井筒屋 有機讃岐手延べうどん

【有機うどん】 有機小麦粉（北米）、食塩、食用植物油〔ゴマ油〕
【有機めんつゆ】有機しょうゆ〔本醸造〕、有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）、かつお節だし、食塩、煮
干エキス［いわし］、椎茸エキス、、酵母エキス

香川

千葉産直 だしを味わう本格「鴨せいろ」

【そば】そば粉（北海道）
【鴨肉入りそばつゆ】鴨ロース肉（青森）、醤油（大豆、小麦、食塩）、本みりん（もち米、
米こうじ、米焼酎）、砂糖（鹿児島）、柚子果汁（九州）、鴨ガラだし（青森）、かつお枯れ
節、天然真昆布

千葉

27 6056

28

5958 オクダ 伊賀牛 焼肉

焼肉上ロース（三重）、上カルビ（三重）

29

5959 オクダ 伊賀牛すき焼き

すき焼き 赤身ミスジ（三重）

三重

30 6064

口福広場 飲茶バラエティーセット 7品

【黒にんにく餃子10個180g】具〔豚肉、野菜(キャベツ(日本)、にら(日本)、白菜(日本)、長ねぎ(日
本))､豚脂、粒状大豆たん白、オイスターソース、塩こうじ、ごま油、食塩、砂糖、こしょう］、皮［小
麦粉（日本）、ラード）、水あめ、黒にんにくパウダー、食塩］、打ち粉［でん粉（ばれいしょ）］
【野菜たっぷり餃子12個192g】具［野菜（白菜（日本）、キャベツ（日本）、にら（長野等）、にんにく
（青森等）、しょうが（日本）、豚脂、粒状大豆たん白、パン粉、ばれいしょでん粉、オイスターソー
ス、砂糖、食塩、チキンエキス調味料、こしょう、一味唐辛子］、皮［小麦粉（北海道他）、食塩］
【ひとくち餃子20個180g】具［野菜（白菜（日本）、キャベツ（日本）、玉ねぎ（日本）、にんにく（青
森）、しょうが（高知他）、豚肉（日本）、鶏肉（日本）、豚脂、しょうゆ、ばれいしょでん粉、ごま油、
砂糖、食塩、清酒、こしょう］、皮［小麦粉（北海道他）、食塩］
【焼小籠包8個200ｇ】具［豚肉（日本）、野菜（玉ねぎ（日本）、長ねぎ（日本）、しょうが（日本））、
オイスターソース・、豚脂（日本）、ごま油、でん粉（ばれいしょ）、砂糖、チキンエキス調味料、ゼ
ラチン、しょうゆ、食塩、こしょう］、皮［でん粉（ばれいしょ、タピオカ、小麦）、米粉、小麦粉（日
本）、ラード、水あめ、大豆粉(大豆)］、打ち粉［でん粉］
【ふわふわ食感の海鮮焼売8個176g】具［魚肉すり身（たら（日本）、砂糖）、野菜（玉ねぎ（日
本）、しょうが（日本））、豚脂（日本）、ほたて（日本）、つなぎ（卵白（日本）、でん粉（ばれい
しょ）、えび（ベトナム、インドネシア等）、鶏肉（日本）、砂糖、食塩、発酵調味料］、皮［小麦粉
（北海道等）、食塩］
【豚まん4個480g】皮［小麦粉（長野）、砂糖、牛乳（長野）、ラード（日本）、イースト、食塩］、具
［野菜（キャベツ（日本）、たけのこ（鹿児島）、長ねぎ（日本）、しいたけ（群馬他）、玉ねぎ（日
本）、しょうが（高知他））、豚肉（日本）、しょうゆ、豚脂、砂糖、ごま油、ばれいしょでん粉（北海
道）、清酒、こしょう］、膨張剤
【海老にらまんじゅう8個200g】野菜（ニラ(高知県他)、玉ねぎ(佐賀県、北海道他)、しょうが）、食
肉（鶏肉(山口他)、豚肉(福岡)）、豚脂、えび(インド)、馬鈴薯でん粉(北海道)、えびエキス(日本
他)、砂糖、ごま油、醤油、食塩、白こしょう、皮（小麦粉(九州他)、食塩）

31 5657

千葉産直 鉄板焼き八甲鴨ハンバーグセット

鴨肉（青森）、玉ねぎ（北海道、兵庫他）、パン粉[小麦、生イースト、食塩]、鴨卵（青
森）、食塩、こしょう、ナツメグ

青森

32 5638

九州産椎茸キングどんこ

キングどんこ（九州）

福岡

手延べパスタ：小麦粉（北海道）、食塩,ごま油 （アフリカ）
バターソース：ひまわり油（ひまわり種子：イタリア）、米麹【食塩、酵母菌、乳酸菌）、醤
油【大豆、小麦、食塩】、みりん、バター（日本）、魚醤、マスタードパウダー、タピオカ、
いかすみ（イタリア）、香辛料

香川

大阪

33

6048 井筒屋 手延べパスタ・バターソースセット

長野

34 5598

粟新 厳選香味煎菓

水飴、砂糖（甜菜糖）、米（佐賀、三重等）、もち米（佐賀）、黒砂糖、生姜（高知）、胡
麻、柚子（高知）

35 6072

松本製菓 七人ごのみ

もち米（佐賀・秋田）､有機たまり醤油（大豆）、もち玄米（佐賀）、海苔（兵庫）､胡麻（ﾐｬﾝ
大阪
ﾏｰ他）、青さ（愛知）、麦芽水飴、食塩､カツオ､椎茸､昆布

コード
（申込番
号）

商

品

名

原材料

製造工場

36 6071

アリモト 山田錦せんべいギフト

うるち米（山田錦米50％：兵庫、うるち米50％：日本）、米油、塩、昆布、鰹節

兵庫

37 5664

ばいこう堂 一口羊羹詰合せ

白双糖、和三宝糖（香川）、小豆（日本、タイ、米国）、いんげん豆（ﾐｬﾝﾏｰ、ｱﾒﾘｶ）、栗
（韓国）、砂糖結合水飴、寒天、珈琲、抹茶（京都）、クチナシ色素
【内容】和三宝、栗、抹茶、白ねり、おぐら、珈琲 各1個
＊包装あり

香川

38 6797

松本製菓 あられ道楽庵 9種

大阪

39 6798

松本製菓 あられ道楽庵 12種

もち米（秋田、佐賀）、海苔(愛知）、胡麻（ミャンマー他）、海老（中国）、もち玄米(佐
賀）、醤油、青さ（愛知）、麦芽水飴、塩、鰹、昆布、椎茸粉末

40 6066

41 6076

アパレイユ。 パウンドケーキ詰合せ

むそう ＳＯＹジェラート「Mine!」８個

【ガトーショコラ】卵（北海道）、砂糖（粗糖）、チョコレート（フランス）、発酵バター（北海
道）、生クリーム（北海道）、ココアパウダー、小麦粉（北海道）
【北海道木いちごのパウンドケーキ】砂糖（粗糖）、発酵バター（北海道）、小麦粉（北海 北海道
道）、卵（北海道）、木いちごピュレ（北海道）、洋酒、ベーキングパウダー

【バニラ】有機豆乳（有機大豆：中国・アメリカ)、有機砂糖、有機デキストリン、有機紅
花油(有機紅花：アメリカ）、バニラビーンズ
【チョコレート】有機豆乳（有機大豆：中国・アメリカ）、有機砂糖、有機ココアパウダー
（有機カカオ豆：南米他）、有機デキストリン、有機紅花油(有機紅花：アメリカ）
【抹茶】有機豆乳（有機大豆：中国・アメリカ）、有機砂糖、有機抹茶(有機緑茶：奈良、
京都、三重、宮崎)、有機デキストリン、有機紅花油 (有機紅花：アメリカ）
【ストロベリー】有機豆乳（有機大豆：中国・アメリカ）、有機いちご果肉(有機いちご：ト
ルコ)、有機砂糖、有機デキストリン、有機紅花油(有機紅花：アメリカ）、有機レモン果
汁(有機レモン：イタリア)

千葉

【バニラ】クリーム（島根）、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖、卵黄、香料
【抹茶あずき】クリーム（島根）、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖、あずき甘納
豆（北海道）、卵黄、抹茶（京都）
【イチゴ】クリーム（島根）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖、生乳（島根）、いちご果肉果汁
（日本）、卵黄
島根
【ビターチョコ】クリーム（島根）、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖、ココア、卵
黄（島根）、香料
【ブルーベリー】クリーム（島根県）、脱脂濃縮乳（北海道）、生乳（島根）、砂糖、ブルー
ベリー果肉果汁（北米）、卵黄（島根）

42 6008

木次 スーパープレミアムアイスクリーム「ＶＡＮＡＧＡ」 8個

43 5582

木次 スーパープレミアムアイスクリーム「ＶＡＮＡＧＡ」 12個

44 6180

吉野の里 あんぽ柿

柿（奈良、和歌山）

奈良

45 5530

吉野の里 柿彩

干し柿：たねなし柿(奈良、和歌山)
ゆず巻柿：柿(奈良、和歌山) 、ゆず(奈良、和歌山)、砂糖（甜菜糖）

奈良

46 5660

廣八堂 くず湯詰合せ

本葛粉（南九州）、砂糖、麦芽糖、晒あん：小豆（北海道）、柚子粉末（宮崎）、生姜粉末
福岡
（福岡、長崎）、抹茶（京都）、桜の花塩漬（桜花（神奈川）、食塩、梅酢）

47 5661

信州ハム
グリーンマークハムギフト Ｇ－３２２

【糸巻きロースハム】豚ロース肉(ｶﾅﾀﾞ他)、粉末水あめ、砂糖、麦芽糖、食塩、乳たん
白、酵母エキス、香辛料
【肩ロースチャーシュー】豚肩ロース肉（メキシコ他）、醤油、砂糖、みりん、でん粉、清
酒、食酢

信州ハム
グリーンマークハムギフトＧ－４４０

【糸巻きロースハム】豚ロース肉(ｶﾅﾀﾞ他)、粉末水あめ、砂糖、麦芽糖、食塩、乳たん
白、酵母エキス、香辛料
【肩ロースチャーシュー】豚肩ロース肉（メキシコ他）、醤油、砂糖、みりん、でん粉、清
酒、食酢
【粗挽ポークウィンナー】豚肉（カナダ他）、豚脂肪（カナダ他）、糖類（粉末水あめ、麦
芽糖水あめ、砂糖）、結着材料（でん粉、大豆たん白）、還元水あめ、食塩、香辛料、か 長野
つお節エキス、マッシュルームエキス、酵母エキス、たん白加水分解物、貝カルシウム

48 5528

49 5662

信州ハム
グリーンマークハムギフト Ｇ－５４０

【糸巻きロースハム】豚ロース肉(ｶﾅﾀﾞ他)、粉末水あめ、砂糖、麦芽糖、食塩、乳たん
白、酵母エキス、香辛料
【肩ロースチャーシュー】豚肩ロース肉（メキシコ他）、醤油、砂糖、みりん、でん粉、清
酒、食酢
【ミートローフ】豚肉（カナダ他）、豚脂肪（カナダ他）、しょうゆ、たまねぎ
（中国）、還元水あめ、でん粉、大豆たん白、粉末水あめ、砂糖、食塩、酵母エキス、醸
造酢、香辛料、たん白加水分解物、貝カルシウム 【パストラミポーク】豚もも肉（ﾒｷｼｺ
他）、しょうゆ、オリゴ糖、砂糖、香辛料、卵たん白、粉末水あめ、食塩、たん白加水分
解物、酵母エキス、卵殻カルシウム

コード
（申込番
号）

商

品

名

50 5573

(聖食品)高野山ごまどうふセット

51 5935

ムソー 有機・梅干しギフト 500g

52 5572

ムソー 有機・梅干しギフト 1kg

53 5970

みえぎょれん 桑名産・特選焼海苔 3缶

54 6055

みえぎょれん 桑名産・特選焼海苔 6缶

原材料

製造工場

【高野山ごまとうふ・白】 ごま（グアテマラ、ホンジュラス）、甘藷でん粉、葛でん粉
【高野山ごまとうふ・黒】 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ）、甘藷でんぷん、葛で
ん粉
【高野山金ごまとうふ】ごま（トルコ、エジプト）、甘藷でん粉、葛でん粉

大阪

有機梅（奈良）、食塩、有機しそ

奈良

焼きのり（三重）

三重

(チョーコー)有機しょうゆ･ぽん酢セット

［有機醤油こいくち：有機小麦（アメリカ）、有機大豆（アメリカ）、食塩、有機米（アメリ
カ）〕 〔有機醤油うすくち：有機小麦（アメリカ）、有機大豆（アメリカ）、食塩、有機米（ア
長崎
メリカ）〕 〔有機ぽん酢うすいろ：有機しょうゆ（アメリカ）、有機砂糖、有機米酢、有機ゆ
ず果汁、かつおエキス、食塩、こんぶエキス、酵母エキス〕

56 6057

チョーコー 醤油バラエティセット

【超特選むらさき】小麦(ｶﾅﾀﾞ)、大豆（ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ）、食塩、米（日本）
【こいいろ】しょうゆ［小麦(ｶﾅﾀﾞ)、大豆（ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ）、食塩、米（日本）］、砂糖、みり
ん、食塩、かつお節、こんぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス
【京風うすいろ】しょうゆ［小麦(ｶﾅﾀﾞ)、大豆（ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ）、食塩、米（日本）］、砂糖、み
りん、、かつお節、食塩、こんぶエキス、魚介エキス、酵母エキス
【ゆず醤油かけぽん】しょうゆ［小麦(ｶﾅﾀﾞ)、大豆（ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ）、食塩、米（日本）］、醸
造酢、砂糖、ゆず果汁（高知）、みりん、魚貝エキス、酵母エキス
【だし入りかけ醤油】しょうゆ［小麦（ｶﾅﾀﾞ）、大豆（ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ）、食塩、米（日本）］、み
りん、砂糖、かつお節、醸造酢（日本）、魚貝エキス、食塩、こんぶエキス、酵母エキス

57 5526

古果園 有機・有田みかん

有機栽培みかん（和歌山）

58 6136

長野県産 洋梨

洋梨（長野）

長野

59 5591

山梨県産 甲州百目柿 眠りひめ

柿（山梨）

山梨

60 5578

アルプス ストレートジュース詰合せ 12缶

61 5577

アルプス ストレートジュース詰合せ 18缶

55 5590

62 5579

アルプス フルーツゼリー詰合せ 12個

長崎

和歌山

コンコード：ぶどう(長野）
ナイアガラ：ぶどう（長野）
りんご：りんご（長野）
もも：もも（長野）、酸化防止剤（ビタミンＣ）
巨峰：ぶどう（長野）
【もも】もも果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン酸Na、
香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）
【ぶどう】ぶどう果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン
酸Na、香料
【りんご】りんご果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン
長野
酸Na、香料
【ぶどう（コンコード）】ぶどう果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエ
ン酸、クエン酸Na、香料
【洋なし】西洋なし果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエ
ン酸Na、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

63 5913 アルプス ストレートジュース&フルーツゼリー

※ストレートジュースギフト、フルーツゼリーギフト参照

64 5915

アルプス 有機ジュース詰合せ

ぐれいぷ（コンコード）：有機ぶどう（アメリカワシントン州）
ぐれいぷ（ナイアガラ）：有機ぶどう（アメリカワシントン州）
あっぷる：有機りんご（アメリカワシントン州）

65 5647

久保養蜂園 蜂蜜３本セット

オーガニック蜂蜜（ブルガリア）

大阪

66 6821

久保養蜂園 ジャム・ハチミツセット

【有機ストロベリージャム】有機ストロベリー（トルコ）、有機砂糖（ブラジル）、ゲル化
剤、クエン酸
【有機ブルーベリージャム】有機ブルーベリー（ケベック）、有機砂糖、ゲル化剤、クエン
酸
【オーガニック蜂蜜】 ハチミツ（ブルガリア）

大阪

67 5601

(和紙の布)和紙浴用タオルセット

素 材：指定外繊維（和紙）40％ 、オーガニックコットン(茶綿）60％、生産地：日本製
大阪

68 5602

(和紙の布)ギフトセット

素 材：指定外繊維（和紙）40％ 、オーガニックコットン(茶綿）60％、生産地：日本製

