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This book is a way to express
your gtatitude to the very people

you care about!

プチギフト＆トータルコーディネートBOOK

総合版・幸せの季節 vol.3

vol.
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P e t i t  G i f t  a n d  To t a l
C o o r d i n a t e  C o l l e c t i o n



幸せの季節では、デコレーションアイテムや

ゲストに承認していただくためのアイテムなど

パーティーを盛り上げるグッズがいっぱい！

お好きなものをチョイスして、ゲストと一緒に

楽しめる演出を行いましょう。

パーティーを盛り上げる
『演出アイテム』を選ぶ

花束だけでは物足りない...

そのような方でも満足していただける

ご両親向けのギフトが揃っています。

感謝を伝える
『ご両親向けのギフト』を選ぶ

披露宴を手伝ってくれたご友人へのお礼や、

引菓子・縁起物としても使える贈り物を揃えました。

1.5次会パーティーなどにもおすすめです。

使い方いろいろ
「プラスワン」のお菓子や
ギフトを選ぶ

ウェルカムボードとプチギフトの二役をこなす

ウェルカムプチギフト。ゲストのお出迎えからお見送りまで

これひとつでＯＫ！二次会での演出グッズとしてもお使い

いただけます。もちろん単品のプチギフトを選んでも◎。

テーマに合わせて『ウェルカムプチギフト』を選ぶ

あらかじめゲストカードを招待状に

入れる場合や、席札などを手作りする

場合は、余裕を持って早めに

セレクトしておくと安心です。

招待状に入れる
『ゲストカード』や

手作りアイテムを準備

For 
Parents

Sweets & 
PlusOne Gift 

p.122~141,S02~S17

Party
Goods

テーマを決めて
『受付アイテム』や
『フォトブースアイテム』を選ぶ
受付の前後などの待ち時間に、ゲストに楽しく過ごして

いただくフォトブースは素敵なおもてなし空間に。

受付まわりのコーディネートで

パーティーの印象もぐっと深まります。

p.113-114
Paper Item

p.92~110

p.121

p.115　120~

p.113-120

おふたりらしいスタイルで、
ウェディングの

はじめからおわりまで
トータルコーディネート。
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プチギフト＆トータルコーディネートBOOK
総合版・幸せの季節 vol.3

「おめでとう」と「ありがとう」があふれ、おふたりもゲストもとびきりの笑顔で過ごす幸せな一日。

大切な人たちを迎えるのは、感謝の気持ちを込めて贈る多彩なプチギフトで作る

ウェルカムをはじめ、プラスワンのおもてなしアイテムに、

レセプションセットなどのパーティーグッズたち。

ウェディングのはじめからおわりまで、おふたりらしいコンセプトを彩る

さまざまなグッズやスタイルが、この一冊で叶います。
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ロール状に巻いて包んだベージュとホワイトのオーガ
ニックのミニタオルと、レザーの持ち手がアクセントに
なった、後使いできる便利なワイヤーバスケット。　
ナチュラル感いっぱいのウェルカムプチギフトです。

※バスケットや造花は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

42本
セット

プチギフト

センスあふれる、ナチュラルなおもてなし。

NEW 切り株ミニバウムクーヘン
 4-1-0123     　　      ¥343（本体価格￥318）☆ 
◎ミニバウムクーヘン1個 [小麦・乳・卵] プチ箱：φ9.5×H3.8cm
◎賞味期限：20日

手書き風のthank youの文字で、優しい雰囲気が漂う切り株型のBOX。
バウム=年輪をイメージした、長寿や繁栄を意味する縁起物です。

☆

Paper bag gift
 4-1-0056     　              ¥302（本体価格￥280）☆ 
◎プチマドレーヌ2個 [小麦・乳・卵] ラッピング：W9×D5.5×H16cm
※2色アソート ※ポンポンクリップの色は予告なく変更になる場合が
ありますのでご了承ください。 ◎賞味期限：30日

ナチュラル ホワイトBOX（ハートパイ）
 4-1-0009     　  ¥302（本体価格￥280）☆ 
◎ハートパイ2枚 [小麦・乳] プチ箱：W5×D5×H5.5cm

ナチュラルなパッケージに、カラフルなポンポン付きクリップが
キュート。中にはプチマドレーヌが入っています。

ROLL TOWEL

感謝の気持ちをおしゃれなバスケット
いっぱいに詰め込んで。

コンセプト:ナチュラルガーデン
Natural Garden
CONCEPTCONCEPT

Natural オーガニックロールタオル ウェルカム
 4-1-0120      ¥23,500（本体価格￥21,364）
◎ミニタオル1枚×42本 セットアップ:W45×D30×H22cm 
ワイヤーバスケット チュール 造花 ネームプレート

Natural オーガニックロールタオル 単品
 4-1-0121                ¥360（本体価格￥327） 
◎ミニタオル1枚:W20×H20cm/オーガニックコットン100％
 ラッピング：φ3×H20.5cm ※2色アソート

ナチュラル ホワイトBOX（ショコラ）
 4-1-0122 　  ¥302（本体価格￥280）☆ 
◎ショコラ(生チョコ仕立て)3粒 [乳] プチ箱：W5×D5×H5.5cm
※販売期間：11月～3月末

0102

02
真っ白なBOXにおしゃれな麻の紐を巻いて、ナチュラルシックに仕上げ
ました。中身はパイか生チョコ仕立てのショコラをお選びいただけます。

01

期間
限定

36個
セット

プチギフト

粉末スープが入ったナチュラル感たっぷりの
ウェルカムプチギフト。大きなグリーンのリボンで
ふんわりと優しさを添えて。

NATURAL BASKET

緑輝くガーデンが似合う、
ナチュラルスタイル。

Natural スープ 単品
 4-1-0004     　　¥248（本体価格￥230） ☆
◎粉末スープ15g×1包 [乳] ラッピングW8.8×D1×H14cm
※スープ2種（コーンクリーム・クラムチャウダー）アソート
※スープの種類は予告なく変更になる場合があります。

Natural ウェルカムバスケット
 4-1-0003     　   　　¥16,500（本体価格￥15,000） 
◎粉末スープ15g×36個 [乳] セットアップ：約W31.5×D23×H30cm 
カゴ リボン ネームプレート
※カゴ・リボンは予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、
 ご使用日の3週間前までにご注文ください。

ペーパー バッグ ギフト
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BLOOMING BOX

30個
セット

プチギフト

50個
セット

プチギフト

Blooming BOX 単品
 4-1-0017     　　　¥324（本体価格￥300） ☆
◎紅茶クッキー3枚 [小麦・乳・卵] プチ箱：W5.2×D5.2×H5cm
※リボン3色アソート

ブルーミング BOX ウェルカム（50個セット）
 4-1-0124  　　¥33,000（本体価格￥30,000）
ブルーミング BOX ウェルカム（30個セット）
 4-1-0125  　　¥26,400（本体価格￥24,000）
◎紅茶クッキー3枚×50個／30個 [小麦・乳・卵] セットアップ：W26.5
×D26.5×H37cm 花飾り（2個）付きガーランド1個 ミニ花飾り1個 
ネームプレート

※造花飾りは手作りのため、形やサイズ・仕様が多少変わる場合があります。 ※造花・リボンの種類や色は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

清楚なかわいいウェルカムで心も晴れやか。

ガーランドの付いた花飾りごとひっくり返せば
“THANKS”の文字が！お見送り時にはサンクス
ボードとして活躍してくれます。

豪華なリボンが付いたBOXに、可憐な花をちりばめた
ウェルカム。〝WELCOME”のガーランドでゲストを華やか
にお出迎えします。BOXの中には、リッチなリボンで包んだ
プチギフトが。

Garden Party

コンセプト:ガーデンパーティー

CONCEPTCONCEPT

Garden Party

46個
セット

プチギフト

WOOD TREE

素直にさりげなく伝える、あたたかな想い。

ナチュラルBOX 単品
 4-1-0101     　　¥302（本体価格￥280） ☆
◎ハートパイ2枚[小麦・乳] プチ箱：W5×D5×H9cm

ウェルカム ウッドツリー
 4-1-0100     　¥24,200（本体価格￥22,000） 
◎ハートパイ2枚×46個 [小麦・乳] セットアップ：W35×D35×
H49cm ネームプレート

※天然木を使用しているため、色等変わる場合がありますので、ご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

ナチュラルな木製の土台とエレガントなグリーンの小箱
が作る感謝のツリー。挙式後も、お菓子トレーやインテリ
アとしてお使いいただけます。

Happy Bird ドラジェ
 4-1-0111     　　 ¥378（本体価格￥350）☆ 
◎アーモンドドラジェ5粒 [乳] プチ箱：W4.5×D4.5×H9cm

“子孫繁栄”を意味するドラジェを鳥かごのように可愛くラッピング。
クローバーにゲストの幸せを願って。

ゴールドのリボンが巻かれた、植物のイラストとカラフルなカラー
がおしゃれなプチギフト。中には紅茶とクッキーが入っています。

NEW ボタニカル petit gift
 4-1-0126      　　¥270（本体価格￥250）☆ 
◎ティーバッグ1袋 クッキー5枚 [小麦・乳・卵] 
プチ箱：W5×D5×H6cm ※ラッピング5柄アソート

ギフトプチバードハッピー

NEWハッピーハートクッキーズ
 4-1-0127   　　　 　  ¥227（本体価格￥210）☆
◎クッキー5枚 [小麦・乳・卵]  ラッピング：W4.5×D3.5×H15cm
※ラッピング5色アソート

見ているだけで楽しくなる
ポップで可愛いパッケージ。
お得な価格なのにボリューム感
いっぱいなのが人気の秘けつ！
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人気のキットカットをカラフル＆ポップなラッピングで包みました。
クリスマスやバレンタインウェディングにもおすすめです。

フラワースティック
 4-1-0012　　　  ¥259（本体価格￥240） ☆
◎クッキー1枚 [小麦・乳・卵] ラッピング：W9.3～10.5×D2×
H26.5cm ※ラッピング6種アソート

クッキーが入った華やかなフラワープリントのスティック。
プチギフトとしてはもちろん、ラウンド時にゲストへ配り、
フォトプロップスとして一緒に撮影するのもGOOD。

45個
セット

プチギフト

FLOWER WREATH

アンティーク フラワー

おふたりを祝福するように、一つひとつの花たちが
リースになって、ゆっくりと幸せを咲かせます。

フルールBOX 単品
 4-1-0131     　 ¥346（本体価格￥320） ☆
◎プレーンクッキー2枚 [小麦・乳・卵] プチ箱：約W7×D7×
H8cm ※3種アソート

Antique Flower プチ 単品
 4-1-0092     　　¥346（本体価格￥320） ☆
◎ハートパイ2枚 [小麦・乳] プチ箱：W4.5×D4.5×H7.5cm
※4色アソートBlooming 

        Flower
コンセプト:フラワー

CONCEPTCONCEPT

Flower
カット プチ ギフトキット

Kit Kat petit gift
 4-1-0068　   ¥248（本体価格￥230）☆ 
◎チョコレートウェハース2枚 [小麦・乳] ラッピング：W9×D3×
H4cm ※ラッピング4柄アソート ※販売期間：11月～3月末

アイシングハートクッキー
 4-1-0110  　　　    ¥324（本体価格￥300）☆
◎アイシングクッキー1枚[小麦・乳・卵] ラッピング：W9×D4.5
×H8cm ※クッキー2色アソート ◎賞味期限：30日

ハートのアイシングクッキーを透明なハートケースに。
ゲストへ気持ちが伝わる可愛い贈り物です。

※4-1-0128・0129の造花は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※4-1-0128・0129のネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

40個
セット

プチギフト

40個
セット

プチギフト

3種の花を散りばめた、インパクトのある華やかなリース
型のウェルカム。スタンドから外して壁に立てかけたり、
イスに置いて飾ったり。ゲストの心を華やかにするお出
迎えを。

フラワーリース ウェルカムボード
 4-1-0130     　¥30,000（本体価格￥27,273）
◎プレーンクッキー2枚×45個 [小麦・乳・卵] セットアップ：W46×
D34×H43cm リボン ネームプレート スタンド（2段階調整機能付き）

※造花は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

大人っぽいカラーの花々で上品な雰囲気に。

ANTIQUE FLOWER

アンティーク調の色合いのアートフラワー
で彩るウェルカムボード。雰囲気のある
白いフレーム柄が高級感を醸し出します。
角度は2段階の調整が可能で、横置きか
縦置き、お好きな方をお選びいただけます。

アンティーク フラワー

ウェルカム Antique Flower＜横置き＞
 4-1-0128     　　¥35,000（本体価格￥31,818） 
◎ハートパイ2枚×40個 [小麦・乳]
セットアップ：W47×D31×H32cm ネームプレート
スタンド（2段階調整機能付き）

アンティーク フラワー

ウェルカム Antique Flower＜縦置き＞
 4-1-0129     　　      ¥35,000（本体価格￥31,818） 
◎ハートパイ2枚×40個 [小麦・乳] セットアップ：W37×D37×H38cm 
ネームプレート スタンド（2段階調整機能付き）
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ホワイトレース プチギフト 単品
 4-1-0019      　　¥302（本体価格￥280） ☆
◎クッキー2枚 [小麦・乳・卵] ラッピング：約φ7×H8cm
※リボン2色アソート

コンセプト: ホワイト
White
CONCEPTCONCEPT

White
       Style 

コンセプト: エレガントレース
Elegant Lace
CONCEPTCONCEPT

サーカスをイメージした土台に、ピンクのフラッグガーランド
とチュールをあしらったウェルカム。エレガントなチュールと
高級感のある光沢リボンで包んだクッキーが、優しい雰囲気
を演出します。

WHITE WEDDING WHITE LACE

NEW ホワイトウェディングプチ 単品
 4-1-0022             ¥324（本体価格￥300）  ☆
◎ハートクッキー3枚 [小麦・乳・卵] プチ箱：φ5×H9cm

未来の幸せや願いが天まで届くように、積み上げた
ウェディングケーキをイメージ。クラウンのイラスト入り
で、清楚で高貴な雰囲気を醸し出します。

NEW ホワイトウェディングケーキ（72個セット）
 4-1-0021        ¥29，700（本体価格￥27，000）   
◎ハートクッキー3枚×72個 [小麦・乳・卵] セットアップ：φ50×
H47cm 造花 リボン ネームプレート

※4-1-0021・0096のトップ部分の造花は、予告なく変更になる場合があります。
※4-1-0021・0096のネームプレートには、おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

NEW ホワイトウェディングケーキ（43個セット）
 4-1-0096        ¥24,200（本体価格￥22，000）   
◎ハートクッキー3枚×43個 [小麦・乳・卵] セットアップ：φ40×
H47cm 造花 リボン ネームプレート

まるでベールのようなチュールをまとってお出迎え。いつまでも純粋な思いを真っ白な色に込めて。

ウェルカム ホワイトレース
 4-1-0018  ¥22，000（本体価格￥20，000）   
◎クッキー2枚×30個 [小麦・乳・卵]  
セットアップ：W40×D35×H42cm 
フラッグガーランド  チュール ネームプレート

※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

30個
セット

プチギフト72個
セット

プチギフト

43個
セット

プチギフト

アラビアン スプーン2pc
 4-1-0020　　　　    ¥264（本体価格￥240）  
◎デミタススプーン2本：長さ11cm／ステンレス・金メッキ
ラッピング：W6×D1×H11cm ※2種アソート

豪華なデザインが施された、どこかレトロな雰囲気の
ゴールドスプーン。柄の異なる2本ずつのデミタス
スプーンをアソートでお届けします。

98 99

W
el

co
m

e 
Pe

ti
t 

G
if

t W
elcom

e Petit G
ift



ビーチキャンドル 単品　
 4-1-0037    　　　¥385（本体価格￥350） 
◎キャンドル1個：φ4.5×H5cm／ガラス・パラフィン ラッピング：
W7×D4.5×H10cm ※2色アソート ※燃焼時間：約4時間

48個
セット

プチギフト

CANDLE
TOWER

NEW セル・デ・クルール バスソルト
 4-1-0099 　　　      　　　　¥363（本体価格￥330）
◎バスソルト25g1個 ラッピング： W6×D3.5×H15cm
※7種（カモマイル・ユーカリ・ラベンダー・グレープフルーツ・ローズ・オレンジ・
ペパーミント）アソート

ビーチ

海辺でのビーチウェディングはもちろん、スタイリッシュな
プールサイドの会場にも似合う、爽やかなキャンドルの
タワーです。

フランスのブルターニュでとれた自然塩に、天然エッセンシャル
オイルやエキスを配合したカラフルなバスソルト。

澄み渡る海のように
爽やかなお出迎えを。

※リボンは予告なく変更になる場合があります。
※ネームプレートには、おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

コンセプト:ビーチ & アクア
Beach & Aqua
CONCEPTCONCEPT

AquaBeach & 

BEACH ウェルカムクリアタワー
 4-1-0132         ¥36,850（本体価格￥33,500）
◎ビーチキャンドル1個×48個 セットアップ：W30×D30×H63cm 
天板／アクリル 支柱／発泡パネル リボン ネームプレート

「ひまわり」は太陽の方向を追うように動くことから、
花言葉は「あなただけを見つめる」。サマーシーズン
はもちろん、1年を通してパーティーを明るく華やかに
演出してくれます。

サンフラワー

SUNFLOWER

元気いっぱいの夏の花が、素敵な笑顔を運んできます。

SUNFLOWER 耳かき 単品
 4-1-0076      　　　¥242（本体価格￥220）
◎耳かき1本：長さ18cm／竹  ラッピング：W8×D8×H18cm

50本
セット

プチギフト

カラフルな色のうずまきと、パステルカラーのリボンで、
見ても食べてもたのしいペロペロキャンディーです。

ペロペロキャンディー 
 4-1-0054    　 　　¥270（本体価格￥250）☆ 
◎ペロペロキャンディー1本:約φ5cm ラッピング：W6×D2×H18cm
※4種（アップル・レモン・ストロベリー・オレンジ）アソート
※手づくりのため、色・柄・形やサイズが変わる場合があります。

手づ
くり

SUNFLOWER BASKET
 4-1-0075          ¥16,500（本体価格￥15,000）
◎耳かき1本×50本 セットアップ：約W36×D28×H32cm 
バスケット／柳 シュガーバイン造花 リボン ネームプレート

サンフラワー バスケット

※造花・バスケットは予告無く変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

カラフルなペーパーボールがキュートなポップテイストの
プチギフト。並べておいてもかわいい演出になります。

カラフル

COLORFUL プチ
 4-1-0134　   　　      ¥343（本体価格￥318）☆ 
◎クッキー2枚 [小麦・乳・卵] プチ箱：φ5×H9cm ※4色アソート

思わず笑顔になるキュートなスマイルが描かれたプチギフト。
中身も盛りだくさんで、ゲストもにっこり♪

ハッピースマイリープチ
 4-1-0133　           ¥270（本体価格￥250）☆ 
◎クッキー2枚 ハートパイ1枚 チョコレート5粒 [小麦・乳・卵] 
プチ箱：W5×D5×H5.5cm ※ラッピング5色アソート
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Some�ing
       Blue
コンセプト:サムシングブルー

CONCEPTCONCEPT

Something Blue

Crown
Spoon

コンセプト: クラウンスプーン

CONCEPTCONCEPT

Crown Spoon

クラウンスプーン 単品
 4-1-0029      　　　¥330（本体価格￥300）
◎スプーン1本:長さ12cm／ステンレス ※ラインストーン付き

輝くスプーンが光を放つエレガントスタイル。

Welcome スプーンタワー
 4-1-0135    ¥29,000（本体価格￥26,364）   
◎スプーン1本×52本 セットアップ：φ21×H74cm
リボン ネームプレート

※リボンは、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

SPOON
TOWER

ウェルカム

52本
セット

プチギフト

スプーンについたストーンとゴールドのリボンでキラ
キラ感が増す、スプーンをタワーにしたウェルカム。
細長いスタイリッシュなフォルムが魅力です。

Elegant Box Welcome
 4-1-0025      　　       ¥19,800（本体価格￥18,000）
◎ハートパイ2枚×62個 [小麦・乳]  セットアップ：W37×D28×H31cm
リボン ネームプレート 

シンプルなスクエア型BOXにブルーのサテンリボンでアクセントを
つけました。会場のテイストを選ばないウェルカムプチギフトです。

※リボンの色は予告なく変更になる場合があります。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

エレガント ボックス ウェルカム

エレガント ボックス

ELEGANT BOX

清楚なホワイトとフレッシュなブルーが運ぶ幸せ。

Elegant Box 単品
 4-1-0026      　　¥302（本体価格￥280） ☆
◎ハートパイ2枚 [小麦・乳]  プチ箱：W5×D5×H5cm

62個
セット

プチギフト

輝くゴールドとブラックのラベルがおしゃれなミニサイダー。
プチギフトにもウェルカムドリンクにもおすすめです。

グリッターサイダー
 4-1-0139　           ¥324（本体価格￥300）☆ 
◎ミニサイダー95ml φ4×H13cm ※2柄アソート
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Black
           & White

※4-1-0038・0039の水引飾りは、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※4-1-0038・0039のネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

い草で作られた俵の中に、新潟県産のこしひかりの
プチギフトが入った和風のウェルカム。本物ならではの
い草の香りに包まれます。

※4-1-0038・0039の水引飾りは、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※4-1-0038・0039のネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

い草で作られた俵の中に、新潟県産のこしひかりの
プチギフトが入った和風のウェルカム。本物ならではの
い草の香りに包まれます。

い草 三俵ウェルカム
 4-1-0038        ¥33,000（本体価格￥30,000）
◎い草俵（新潟県産こしひかり150g×20個入）×3俵〈計60個〉 
セットアップ：約W30×D40×H38cm 水引飾り ネームプレート

い草 俵ウェルカム
 4-1-0039        ¥13,200（本体価格￥12,000）
◎い草俵（新潟県産こしひかり150g×20個入）×1俵
セットアップ：約W30×D20×H20cm 水引飾り ネームプレート

こしひかりプチ 単品
 4-1-0040      　　 ¥324（本体価格￥300）☆
◎新潟県産こしひかり150g（一合） プチ袋：W5.5×D4.5×H5.5cm

本物のい草でできた俵を
積み上げた、重厚感ある
ウェルカム。

和
TAWARA

60個
セット

プチギフト

20個
セット

プチギフト

Japanese Style

コンセプト:和
Japanese
CONCEPTCONCEPT

※造花は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 
※ネームプレートには、おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

コンセプト:ブラック アンド ホワイト
Black & White
CONCEPTCONCEPT

ブラックとホワイトのアニマル柄でCOOLなお見送りを。

無表情なアニマル柄がクセになるカッコかわいい
プチギフト。アニマルたちがまるでBOXから飛び
出してきたみたい。中には一口サイズのクッキーと
パイが入っています。積み上げて飾ってもGOOD！

B&Wアニマルプチギフト
 4-1-0136       ¥295（本体価格￥273）☆   
◎クッキー1枚 ハートパイ1枚 [小麦・乳・卵]  プチ箱：
W5～6.2×D5×H4～4.7cm ※4種（しろくま・パンダ・
シマウマ・クジラ）アソート

Mastache EGG プチ（クッキー）
 4-1-0137    　   ¥302（本体価格￥280）☆ 
◎プレーンクッキー2枚 [小麦・乳・卵] ケース：φ6×H8cm 
※2柄アソート

Mastache EGG プチ（ショコラ）
 4-1-0138 　  ¥302（本体価格￥280）☆ 
◎ショコラ(生チョコ仕立て)3粒 [乳] ケース：φ6×H8cm 
※2柄アソート ※販売期間：11月～3月末

コロンとしたタマゴ型のケースにヒゲとリボンが！思わず笑顔になるオモシロ可愛いプチギフトです。
中身はクッキーか生チョコ仕立てのショコラ、お好きな方を選んで。

期間
限定

マスタッシュ エッグ マスタッシュ エッグ
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和箱 きなこ飴
 4-1-0144　　¥324（本体価格￥300） ☆
◎きなこ飴3粒 プチ箱：W4.5×D2.5×H6cm 
※小箱4色多柄アソート

24個
セット

プチギフト

TEMARI

Iwai
コンセプト: 祝

CONCEPTCONCEPT

Iwai

Miyavi
コンセプト: 雅

CONCEPTCONCEPT

Miyavi

紅白金を使った、すっきりとした印象の正統派ウェルカム
セット。立体感のある水引をふんだんに使い、おめで
たさを醸し出します。

※水引飾りは、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

祝箱ウェルカム（紀州南高梅）
 4-1-0140       ¥23,000（本体価格￥20,909）
◎紀州南高梅1粒×64個
セットアップ：W37×D28×H36cm 水引飾り ネームプレート

祝箱ウェルカム（金箔こんぺいとう）
 4-1-0141       ¥29,000（本体価格￥26,364）
◎金箔こんぺいとう10g×64個
セットアップ：W37×D28×H36cm 水引飾り ネームプレート

祝箱（紀州南高梅） 単品
 4-1-0042      　　 ¥270（本体価格￥250）☆
◎紀州南高梅1粒 プチ箱：W5×D5.5×H5cm

祝箱（金箔こんぺいとう） 単品
 4-1-0044      　　¥346（本体価格￥320）☆
◎金箔こんぺいとう10g プチ箱：W5×D5.5×H5cm

「末永いお付き合い」を願う水引で、感謝に満ちた贈り物。 華やかな色彩で、愉しくお出迎え。

IWAI

64個
セット

プチギフト

※カゴの形や風呂敷の色柄は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

てまり玉 単品
 4-1-0089     　 ¥302（本体価格￥280） ☆
◎プレーンクッキー2枚 [小麦・乳・卵] プチ箱：W7.5×D7.5
×H7.5cm ※8色アソート

可愛らしいてまり型のプチギフトをかごに盛った、和テイ
ストのウェルカム。カラフルな色合いで、披露宴を華やか
に彩ります。

てまり籠ウェルカム
 4-1-0143        ¥11,550（本体価格￥10,500）
◎クッキー2枚×24個［小麦・乳・卵］ セットアップ：約W38×
D32×H43cm カゴ（風呂敷付き） ネームプレート

3面柄の優しいピンク色が優美なプチギフト。
中にはクッキーとこんぺいとうが入っています。

NEWさくら小箱
 4-1-0142         ¥227（本体価格￥210）☆
◎こんぺいとう5g クッキー3枚 [小麦・乳・卵]
プチ箱：W5×D5×H5cm

花木の中で最も早く開花を迎える梅。おふたりの開花の時を告げる
梅に「寿」の焼印を押しました。はちみつのほのかな甘みが口いっぱい
に広がります。

◎焼印紀州南高梅1粒 プチ箱：W5.5×D5.5×H3cm

寿 梅  
 4-1-0086       ¥389（本体価格￥360）☆

水引の贈り物
 4-1-0055     　　 ¥324（本体価格￥300）☆ 
◎ピーナッツカラメリゼ8g×2袋 [落花生]
プチ箱：W7×D3.5×H9cm ※ラッピング3種アソート

3種のカラフルな水引がポイントの和モダンなプチギフト。
カラメルでコーティングしたピーナッツを詰めました。

和紙の上品な小箱の中にはさくさく食感が美味しいきなこ飴が。
小箱は小物入れとしてもお使いいただけます。
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Strawbe�y

マンゴー、ライチ、ラ・フランス、おしゃれなフレーバーが揃ったラムネは
並べて飾っても素敵。ウェルカムドリンクにもおすすめです。

こしあんがぎっしり詰まった、可愛いミニサイズの鯛型まんじゅう。
金の鈴と跳ねた鯛のイラストが、おふたりを祝福しているよう。

ミニ鯛まんじゅう　4-1-0053  　　　 ¥248（本体価格￥230）☆
◎まんじゅう1個 [小麦・卵] ラッピング：W14×D2×H17cm ◎賞味期限：30日

1Best

2 3

4 5

NEWサムシングブルーBOX
 4-1-0148　　　　　¥248（本体価格￥230）☆
◎クッキー2枚 ハートパイ1枚 アーモンドドラジェ2粒 [小麦・乳・卵]
プチ箱：W5×D5×H6cm ※ラッピング5柄アソート 

レース柄の清楚なデザインの箱に
いろんな種類のお菓子を入れて。
1年を通してウェディングシーンに
ぴったりのプチギフトです。

5
大人気のプチギフトを厳選。

迷ったときはこの中から選べば間違いなし！

Co��

Ramune

PETIT GIFT

Something Blue

Medetai !

B&W Coffee petit gift    4-1-0151     　　     ¥295（本体価格￥273）☆ 
◎ドリップコーヒー（スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド）各1袋 ラッピング：W12.5×D2×H15cm

ビーアンドダブル コーヒー プチ ギフト

金箔押しが高級感を醸し出すパッケージには、2種類のブレンドの
ドリップコーヒー入り。オリジナルのB&Wブランドのコーヒーギフトです。

真っ赤なパッケージに金箔の文字を入れた高級感あるBOXには、
フリーズドライの苺を包んだホワイトチョコが入っています。

B・Rouge 苺ホワイトチョコ   4-1-0150        ¥314（本体価格￥291）☆ 
◎ドライ苺チョコレート2個 [乳] プチ箱：W9×D3×H8cm ※販売期間：10月～4月末 ◎賞味期限：30日

ブルージュ

38個
セット

プチギフト

WAKA

和の花がつむぐ、感謝の心と限りない幸せ。

和花BOX 単品
 4-1-0046     　 ¥346（本体価格￥320） ☆
◎きなこ飴3粒 プチ箱：約W7×D7×H8cm ※3種アソート

和ごころプチギフト
 4-1-0147  　　　      ¥238（本体価格￥220）☆
◎こんぺいとう5g クッキー3枚 ［小麦・乳・卵] ラッピング：W4.3
×D4.3×H10cm ※ラッピング5柄アソート

伝統的な和柄に色 な々感謝の気持ちのことばを乗せて。
中には縁起の良いこんぺいとうとクッキーが入っています。

お茶漬けを可愛い和柄で包みました。
『ありがとう』のカードを付けて感謝を伝えます。

鮮やかな和の花をボールブーケ状にセットしたウェル
カムプチギフト。中にはサクサクとした食感が美味
しい、きなこ飴が入っています。

※造花は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

和花 ウェルカムボールブーケ
 4-1-0145     ¥27,500（本体価格￥25,000）
◎きなこ飴3粒×38個 セットアップ：W29×D25×H50cm
ブーケスタンド リボン ネームプレート

和包み お茶漬け
 4-1-0146     　 　¥410（本体価格￥380）☆
◎お茶漬け2袋 [小麦] ラッピング：W8×D1.5×H9.5cm
※3種（みつば茶漬け・ちりめん山椒・梅茶漬け）アソート
※布柄は多色多柄アソート

Waka
コンセプト:和 花

CONCEPTCONCEPT

Japanese Flower

フルーラ

Frula     4-1-0149                   ¥343（本体価格￥318） ☆
◎ラムネ200mｌ：φ5.3×H20.3cm ※3種（マンゴー・ライチ・ラフランス）アソート
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幸せの瞬間をともにしたゲストへ感謝の気持ちを込めて、おふたりの名前を入れるオンリーワンのプチギフト。
金箔押しの輝くシールで、高級感も高めます。ご注文はお一つからでも可能。気軽にネーム入りプチギフトをお楽しみください。

爽やかなビーチをイメージしたキャンドル。中には本物の砂や貝殻、ヒトデが入って、
飾っておくだけでもかわいいインテリアに。

カラフルなてまり型のBOXがキュート。中には
フラワー型のクッキーが2枚入っています。

こし餡が入ったミニサイズのかわいい鯛まんじゅうが、おめでたい日の晴れやかな気分を
より一層盛り上げます。

てまり玉 単品・名入れ
 4-1-0089NA   ¥356（本体価格￥330）☆ 
◎クッキー2枚［小麦・乳・卵］ プチ箱：W7.5×D7.5×
H7.5cm ※プチ箱8色アソート

ロール状に巻かれたベージュとホワイトの、オーガニック100％の
ミニタオルのプチギフト。使いやすいサイズ感が魅力。

お湯を入れて溶かすだけのお手軽スープを、
ナチュラルテイストのパッケージで包みました。

シンプルなBOXの中にはミニハートパイが2枚。
ネームの映えるプチギフトです。

Elegant Box 単品・名入れ
 4-1-0026NA      　 ¥356（本体価格￥330）☆ 
◎ハートパイ2枚 [小麦・乳] プチ箱：W5×D5×H5cm

Natural オーガニックロールタオル 単品・名入れ
 4-1-0121NA      　　      ¥415（本体価格￥377） 
◎ミニタオル1枚:W20×H20cm/オーガニック100% 
ラッピング：φ3×H20.5cm ※2色アソート

※このページの商品にはおふたりのお名前をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。※ご注文は1個からお受けいたします。

ビーチキャンドル 単品・名入れ　 4-1-0037NA   　　    ¥440（本体価格￥400） 
◎キャンドル1個：φ4.5×H5cm／ガラス・パラフィン ラッピング：W7×D4.5×H10cm ※2色アソート 
※燃焼時間：約4時間 

金箔押しが高級感を醸し出すパッケージには、2種類のブレンドのドリップコーヒー入り。
オリジナルのB&Wブランドのコーヒーギフトです。

B&W Coffee petit gift・名入れ　 4-1-0151NA   　  ¥349（本体価格￥323）☆ 
◎ドリップコーヒー（スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド）各1袋  ラッピング：W12.5×D2×H15cm

ビーアンドダブル コーヒー プチ ギフト

Natural スープ 単品・名入れ　 4-1-0004NA      　   ¥302（本体価格￥280）☆ 
◎粉末スープ15g×1包 [乳] ラッピングW8.8×D1×H14cm ※スープ2種（コーンクリーム・クラムチャウダー）アソート 
※スープの種類は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

ミニ鯛まんじゅう・名入れ　 4-1-0053NA   　　          ¥302（本体価格￥280）☆ 
◎まんじゅう1個 [小麦・卵] ラッピング：W14×D2×H17cm ◎賞味期限：30日

ネーム入りプチギフト

RED・GREEN・WHITEのクリスマスカラーが聖夜の雰囲気を醸し出します。

ジャック・オ・ランタンや魔女、おばけ、コウモリが楽し気に動
き回っているかのような賑やかなウェルカム。ハロウィンの
ハッピーな雰囲気を演出します。

※リボンの色は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

Halloween Welcome
 4-1-0152        ¥22,550（本体価格￥20,500）
◎ハートクッキー7枚×62個 [小麦・乳・卵]
セットアップ：W37×D28×H31cm ネームプレート
※販売期間：9月～10月末

大人っぽいクリスマスデザインでラッピングした
BOXを積み上げたウェルカム。カラフルながらも　
クリスマスの神聖な空気に包まれます。

X'mas Welcome
 4-1-0154        ¥24,200（本体価格￥22,000）
◎クッキー3枚 チョコレート5粒×62個 [小麦・乳・卵] 
セットアップ：W37×D28×H31cm ネームプレート
※販売期間：11月～12月末

ゲストにハロウィンパーティのようなドキドキとワクワクを！

62個
セット

プチギフト

62個
セット

プチギフト

Seasons
季節を素敵に演出する、
ハッピーなプチギフト。

Happy Halloween Cube   
 4-1-0153      ¥248（本体価格￥230）☆
◎ハートクッキー7枚 [小麦・乳・卵] プチ箱：W5×D5×H6cm 
※ラッピング5柄アソート ※販売期間：9月～10月末

ハッピー ハロウィン キューブ

ハロウィン ウェルカム

Happy
Halloween

merry

Christm
as!

クリスマス ウェルカム

クリスマス ボックス

X'mas BOX
 4-1-0155      ¥259（本体価格￥240）☆
◎クッキー3枚 チョコレート5粒 [小麦・乳・卵] プチ箱：W5×D5×
H6cm ※ラッピング5柄アソート ※販売期間：11月～12月末

※リボンの色は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートには、おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。
※リボンの色は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートには、おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。
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駄菓子の内容は変更になる場合があります。

中にはこんな
お菓子が入ってるよ！

花束贈呈などで大活躍の
元気なキッズたちに、
かわいいサプライズ

プレゼントはいかがですか？

駄菓子の内容は変更になる場合があります。

駄菓子の内容は変更になる場合があります。

中にはこんなに
たくさんお菓子がつまってるよ！

◎メガネ（伸ばした状態）：W40.5×H3.6cm フレーム／紙 レンズ／ポリエステル

お子様が喜ぶ駄菓子と
キラキラの“王冠”をセットにしました。
会場でキッズたちが駆け回るだけでも

楽しい演出に。

まるで花束のようにラッピング
されたお菓子たち。

花束贈呈のように渡せば、たくさんの
お菓子にお子様も大喜び！

かわいいランドセル型のBOXに
お子様が大好きな駄菓子を詰めました。
実際にしょっていただくこともできる

嬉しいギフトです。

子どもたちが天使に
可愛く変身。

リングベアラーや
フラワーガールとしても
活躍してくれそうです！！

光のファンタジーを楽しめる魔法のメガネ。
みんなが驚くキャンドルサービスの演出ができ、

子どもはもちろん、大人も盛り上がるアイテムです。
花火にもオススメ!

お菓子ランドセル
 4-2-0074      　¥2,700（本体価格￥2,500）☆ 
◎駄菓子6点 ランドセルBOX：約W17×D11×H20cm、
紙製ベルト：長さ41.5cm ［小麦・乳・卵］ ※対象年齢：3～6才
※ランドセルは紙製です。無理に引っ張ったりするとはずれたり
破れたりする可能性がありますのでご注意ください。
◎賞味期限：30日

お菓子の花束
 4-2-0075      ¥2,916（本体価格￥2,700）☆ 
◎駄菓子6点 紙ふうせん1個 くまケース入り金平糖185ｇ：
W7.5×D6×H13.5cm×1個 ラッピング：W26×D8.5×H33
cm ［小麦・乳・卵］ ※対象年齢：3才～ ◎賞味期限：30日

Mask the kids（王冠）
 4-2-0076   ¥2,553（本体価格￥2,364）☆ 
◎駄菓子6点 紙ふうせん1個 王冠：W55.5×H10.5cm
／紙 ラッピング：W20×D13.5×H30cm［小麦・乳・卵］ 
※対象年齢:3才～ ※王冠は三段階のサイズ調整付き
◎賞味期限：30日

マスク ザ キッズ

ホロスペックメガネ（スマイル）
 4-2-0004  
¥308（本体価格￥280）

ホロスペックメガネ（ハート）
 4-2-0005  
¥308（本体価格￥280）

エンジェル羽根S
 4-2-0006  
¥2,200（本体価格￥2,000）
◎羽根：W33×H25cm／天然羽根
※幼児～小学生低学年向き　
※肩にかけるゴムひも付き　
※中央を少し折り曲げてご使用ください。

カラフルな
7色の金平糖が
透明のくまちゃん
の中にいっぱい
入っています！

アンティーク フラワー

事前の準備から結婚式当日まで、
おもてなしアイテムを流れにそってご紹介します。

ゲストカード(10枚) 
 4-2-0021         ¥330（本体価格￥300）
◎ゲストカード10枚セット:W14.8×H10.5cm
※ご注文は10枚単位です。
※4-2-0018・0019・0020ともに共通のゲストカードです。

ゲストブック用の追加カード。表にはゲストのお名前や住所、
裏にはおふたりへのメッセージをお書きいただけます。

〈表〉

〈裏〉

ゲストの笑顔と共に、
幸せの日の喜びを束ねて。

ゲストブック

野に咲く草花デザインと共に、おふたりのお名前と挙式日をレーザー
でお入れする、木製の特別感あるゲストブックです。

Natural ゲストブック（60枚セット）
 4-2-0018      　　                ¥9,020（本体価格￥8,200）
◎ネーム入りゲストブック:W16.5×H11.5cm／木　
ゲストカード60枚:W14.8×H10.5cm リボン2本
（ゲストカードが揃ったら、ご自身でリボンをお結びください。）
※天然木を使用しているため、色等変わる場合がありますのでご了承ください。

ナチュラル

色とりどりの花が敷きつめられたアクリル製の表紙に、おふたりのお名前
と挙式日をお入れする、可憐で上品なゲストブックです。

Antique Flower ゲストブック（60枚セット）
 4-2-0019      　　                ¥9,020（本体価格￥8,200）
◎ネーム入りゲストブック:W16.5×H11.5cm／アクリル　
ゲストカード60枚:W14.8×H10.5cm リボン2本
（ゲストカードが揃ったら、ご自身でリボンをお結びください。）

大きな梅紋や伝統的な和柄が印象的な木製の表紙に、おふたりのお
名前と挙式日をレーザーでお入れする、正統派な和のゲストブックです。

祝 ゲストブック（60枚セット）
 4-2-0020      　　               ¥9,020（本体価格￥8,200）
◎ネーム入りゲストブック:W16.5×H11.5cm／木 
ゲストカード60枚:W14.8×H10.5cm リボン2本
（ゲストカードが揃ったら、ご自身でリボンをお結びください。）
※天然木を使用しているため、色等変わる場合がありますのでご了承ください。

※招待状と一緒に送る場合は、お早めにご注文ください。 ※おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、納品日の3週間前までにご注文ください。※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできませんので、ご注意ください。

ペーパーアイテム

「JUST ♡ MARRIED（結婚しました！）」
と書かれたキュートなガーランド。
ジャスト マリード

JUST MARRIED ガーランド
 4-2-0057     ¥1,650（本体価格￥1,500）
◎ガーランド（フラッグ12枚：W13.5×H14cm）：
長さ165cm＋両端リボン長さ各100cm

光沢感あるゴールドのWELCOMEと、
様 な々サイズのスターのガーランド2本セット。
会場をキラキラと彩ります。

スターガーランド
 4-2-0056        ¥1,870（本体価格￥1,700）
◎WELCOMEガーランド：約80cm+両端ひも長さ各100cm 
スターガーランド：約110cm+両端ひも長さ各100cm

中身は

ボリューム

もりだくさん！

10枚
単位
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手づ
くり

ゲストを幸せの森へと招待するようなウェルカム
ボード。期待に胸がふくらむ、ステキな演出です。
中央の、2匹のバンビの人形がキュート！

※手づくりのため、形や仕様・サイズが多少変わる場合がありますのでご了承ください。
※リボン・造花の種類や色は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますのでご使用日の3週間前までにご注文ください。

ナチュラルリース ウェルカムボード
 4-2-0024      　                              ¥9,350（本体価格￥8,500）
◎セットアップ：W30×D27×H44cm リース：約φ30cm／造花・リボン・蔓・樹脂粘土・ワイヤー
スタンド ネームプレート

10枚
単位グラスカード（ツインバード）10枚

 4-2-0023     ¥2,530（本体価格￥2,300）
◎カード10枚：（開いた状態）W17×H17cm／紙
※ご注文は10枚単位です。
※グラスの形状により、開く角度が異なります。
※カードの先端を、ステムに巻きつけてご使用ください。

ナチュラル アロー

パールがかった紙の繊細なカットが美しいグラスカード。
開くと2羽の鳥がキスしているように見えて、ロマンティック。

10枚
単位グラスカード（ちょうちょ）10枚

 4-2-0022     ¥1,980（本体価格￥1,800）
◎カード10枚：（開いた状態）W13×H11cm／紙
※ご注文は10枚単位です。
※グラスの形状により、開く角度が異なります。

10枚
単位グラスカード（さくら）10枚

 4-2-0066     ¥1,980（本体価格￥1,800）
◎カード10枚：（開いた状態）W15×H14.5cm／紙
※ご注文は10枚単位です。
※グラスの形状により、開く角度が異なります。

10枚
単位グラスカード（扇子）10枚

 4-2-0067     ¥1,980（本体価格￥1,800）
◎カード10枚：（開いた状態）W14×H9.9cm／紙
※ご注文は10枚単位です。
※ネームのご記入は油性ペンをおすすめします。

グラスカード（Happy Birthday）1枚
 4-2-0070      ¥330（本体価格￥300）
◎カード1枚：（閉じた状態）W9×H10cm／紙
※テーブルの上に置いてご使用いただくこともできます。

10枚
単位グラスカード（クローバー）10枚

 4-2-0068     ¥1,980（本体価格￥1,800）
◎カード10枚：（開いた状態）W13.5×H10cm／紙
※ご注文は10枚単位です。
※グラスの形状により、開く角度が異なります。

10枚
単位グラスカード（バラ）10枚

 4-2-0069     ¥1,980（本体価格￥1,800）
◎カード10枚：（開いた状態）W11.2×H10.5cm／紙
※ご注文は10枚単位です。
※グラスの形状により、開く角度が異なります。

手書きのメッセージで
想いを伝えましょう

そのまま飾っても素敵

ウェルカムボード

ペーパーアイテム準備

お出迎え

Natural arrow ウェルカムボード
 4-2-0025      　　　     ¥13,200（本体価格￥12,000）
◎セットアップ：W31×D15×H45cm／発泡パネル 
※おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までに
ご注文ください。

アロー(矢印)の形をしたナチュラルなウェルカムボード。
フォトブースに一緒に飾ればおしゃれなウェルカムスペースに。

水引ウェルカムボード
 4-2-0027      　　 ¥18,700（本体価格￥17,000）
◎本体：W30×D10×H50cm／木・水引・リボン・造花・ネームプレート

水引を大胆にあしらった、木製のシックなウェルカムボード。
華やかで上品な雰囲気を醸し出します。

※手づくりのため、色や仕様が多少変わる場合がありますのでご了承ください。 
※造花・リボンは、予告なく変更になる場合があります。 ※おふたりのお名前と
挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

手づ
くり

p.113~120まではこのアイコンの順に
演出の準備をおすすめします。

ペーパーアイテム お出迎え 挙式 披露宴

Natural フォトアクリルボード
 4-2-0041      　　 ¥27,500（本体価格￥25,000） 
◎セットアップ：W45×D12×H43.5cm／アクリル・造花
※スタンド付 ※写真はご自身でご準備の上、両面テープなどで貼り付け
てください。 ※造花は、予告なく変更になる場合があります。
※おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前
までにご注文ください。

クリアなアクリル面に想い出の写真を貼って、撮影を
楽しめるフォトボード。もちろんウェルカムボードにも。

＜写真を貼ったイメージ＞

Glass card
グラスカード

手書きで一人ひとりにネームやメッセージを書き込めば、
より一層気持ちの伝わる演出に！グラスひとつのコーディ
ネートが会場全体のコーディネートにもなる素敵な演出です。

細部まで丁寧にカットを入れたデザインクローバー。
紙の表面をラメ加工した、エレガントで
爽やかなグラスカードです。

細部まで丁寧にカットを入れたデザインクローバー。
紙の表面をラメ加工した、エレガントで
爽やかなグラスカードです。

手書きでネームやメッセージを書き込んで、一つひとつの
グラスにゲストへの愛を。グラスの上で羽を休めている
蝶は、角度によって色合いが違って見えるパール調です。

手書きでネームやメッセージを書き込んで、一つひとつの
グラスにゲストへの愛を。グラスの上で羽を休めている
蝶は、角度によって色合いが違って見えるパール調です。

おめでたい桜が舞う、春にぴったりのグラスカード。
パールがかった和紙調の紙に、
上品な桜のデザインをほどこしました。

おめでたい桜が舞う、春にぴったりのグラスカード。
パールがかった和紙調の紙に、
上品な桜のデザインをほどこしました。

和装にぴったりな、扇子をかたどったグラスカード。
雅やかなゴールドの扇子がふたりの気持ちを
ゲストの心へ運びます。

和装にぴったりな、扇子をかたどったグラスカード。
雅やかなゴールドの扇子がふたりの気持ちを
ゲストの心へ運びます。

お誕生日におふたりを祝福してくれるゲストに、
感謝の気持ちを込めてささやかなサプライズプレゼント。
中面にメッセージを書いてもGOOD。

お誕生日におふたりを祝福してくれるゲストに、
感謝の気持ちを込めてささやかなサプライズプレゼント。
中面にメッセージを書いてもGOOD。

おふたりを祝福するかのようにグラスに
咲くバラが、ゲストの心を華やかに彩ります。
たくさんの赤いバラで会場全体を優雅な空間に。

おふたりを祝福するかのようにグラスに
咲くバラが、ゲストの心を華やかに彩ります。
たくさんの赤いバラで会場全体を優雅な空間に。
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10個
単位

10個
単位

◎リボン10個：約W9×H5cm ※ご注文は10個単位です。
※リボンへのご記入は滲まないボールペンをおすすめします。 

ガーデンの柵をイメージした、ナチュラル感いっぱいのゲストボード。葉っぱやハートの形の
チップに署名してもらい、クリップで留めると出来上がり。ボードは発砲パネルで軽く、折りた
ためるので持ち運びも簡単です。ゲストボードとしても承認ボードとしても活躍します。

ゲストたちが、おふたりの幸せを祝福し承認していただく
ごとに完成されていくリース。サインされた色とりどりのリボン
が増えるたび、おふたりとゲストの絆も強まります。

署名してもらったリボンを承認の証としてリースに。

おめでたさを和で粋に表現する、松竹梅のデザインに思いを込めて。

1枚1枚に込められた祝福の気持ちと、
ナチュラルな想いをいつまでも大切に。

リングゲストボード

ゲストブックや承認ボードとして、
みんなの笑顔の数だけきらめく幸せの大きなリング。

Naturalゲストボード（50枚セット）
 4-2-0028　　　¥15,950（本体価格￥14,500）
◎リーフチップ50枚 ウッドクリップ50個 セットアップ：
W54×D17×H50cm 造花飾り ストッパー ネームプレート
※説明ポップ付
※造花の種類は、予告なく変更になる場合がありますので
ご了承ください。

ナチュラル

承認リボンリース

松竹梅ゲストボード

承認リボン結び

×2

RINGゲストボード（60枚セット）
 4-2-0071 　　　 ¥28,600（本体価格￥26,000）
◎ハートチップ60枚 セットアップ：W40×D14×H50.5cm
スタンド ネームプレート ※チップは70枚まで挿入可 
※説明ポップ付

ゲストボード用チップ 追加分（10枚）
 4-2-0031 　　　 ¥770（本体価格￥700）
◎ハートチップ10枚：W4.5×D0.3×H3.5cm
※ご注文は10枚単位です。 ※3柄アソート

ゲストブックの代わりに、ゲストに署名してもらった
ハート型のチップをボードの中に入れていってもらうと
完成！ダイヤのリングをかたどったウェディングに
ぴったりのボードです。人前式の承認ボードとしても
お使いいただけます。

リング
4-2-0031

梅の形を抜いた木製のゲストボード。署名してもらった松竹梅
のチップを入れていきます。水引も付いて、おめでたい席にぴっ
たり。もちろん承認ボードとしても！

松竹梅 ゲストボード（60枚セット）
 4-2-0032 1    1　  ¥25,300（本体価格￥23,000）
◎松竹梅チップ60枚 セットアップ：W53×D10×H40.5cm／木
水引飾り スタンド ネームプレート ※チップは70枚まで挿入可 
※説明ポップ付
※天然木を使用しているため、色等変わる場合がありますのでご了承
ください。※水引飾りは予告なく変更になる場合があります。

ゲストボード用松竹梅チップ 追加分（10枚）
 4-2-0033 　　　　   ¥880（本体価格￥800）
◎松竹梅チップ10枚：W3.8～4.4×H2.7～3.8cm／木
※ご注文は10枚単位です。 ※3種アソート

◎セットアップ：W30×D23×H44cm リース：約φ30cm／
ワイヤー リボン30個 スタンド ネームプレート 
※説明ポップ付
※手づくりのため、形やサイズ・仕様が多少変わる場合があり
ますのでご了承ください。
※リボンの色は、予告なく変更になる場合があります。

二羽の縁起の良い鶴が、羽を広げておふたりの
門出を祝福。ゲストからサインしてもらった
承認が増えるたび、羽ばたきが増していきます。

◎セットアップ：W40×D10×H29.5cm リボン30個　
木製結び台1個 鶴飾り1個 脚2個 水引飾り ネームプレート 
※説明ポップ付
※天然木を使用しているため、色等変わる場合がありますので、
ご了承ください。
※水引・リボンは、予告なく変更になる場合があります。

承認リボン和（10個）
 4-2-0037 　 ¥550（本体価格￥500）
◎リボン10個：約W11×H5cm ※ご注文は10個単位です。
※手作りのため、形やサイズが多少変わる場合がありますので、
ご了承ください。
※リボンへのご記入は、滲まないボールペンをおすすめします。

×2

×2

※このページの商品のネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日                      をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

4-2-0033

×
 3
×
 3
×
 4

承認リボン（10個）
 4-2-0035　 ¥440（本体価格￥400） 

承認リボンリース（リボン30個セット）
 4-2-0034　　¥6,600（本体価格￥6,000）

承認リボン結び 鶴（リボン30個セット）
 4-2-0072 　          ¥14,300（本体価格￥13,000）

ゲストボード用リーフチップ 追加分（10枚）
 4-2-0029　   　　　¥770（本体価格￥700）
◎リーフチップ10枚：W3.7～5×H4.3～5.5cm
ウッドクリップ10個
※ご注文は10枚単位です。 ※5種アソート

承認
ペーパーアイテム お出迎え 挙式 披露宴

ナチュラルゲストボード
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ペーパーアイテム お出迎え 挙式 披露宴
誓い

大きなペーパーフラワーを持って撮影すれば、
とても印象的でオシャレなスナップに。
ブーケの代わりにしても素敵です。日付と名前入り
のリボンが付いて、いつまでも記念のアイテムに。

ビッグ ペーパー フラワー

BIG PAPER FLOWER
 4-2-0051    　  ¥5,500（本体価格￥5,000）
◎ペーパーフラワー：約φ32×H17cm スティック：長さ90cm　
リボン ネームプリントリボン セットアップ：約φ32×H108cm
※ご注文後の文字の変更・キャンセルはお受けしかねます。
※リボンは、予告なく変更になる場合があります。
※リボンにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので
ご使用日の3週間前までにご注文ください。

切り株をイメージしたナチュラルな木製の結婚証明書。ドライフラワーと
プリザーブドフラワーでいつまでも色褪せない想い出を飾っていただけます。

ナチュラルな切り株風のプレートにドライ＆
プリザーブドフラワーを添えて、あたたかな誓いを。

結婚証明書 ビッグペーパーフラワー

手づ
くり

※花の装飾はイメージです。その都度変更になる場合がありますのでご了承ください。※花の装飾部分は繊細な作りになっ
ていますので、お取扱いにご注意ください。※天然木を使用しているため、色等変わる場合がありますのでご了承ください。
※マジックペンは滲む可能性があります。

手づ
くり

リング ベビー

Ring＆Babyピロー（BOOKケース入り）
 4-2-0063    ¥8,470（本体価格￥7,700）
◎リングピロー：約W20×D14×H3.5cm
ブックケース：W26.3×D17×H4.8cm／木・紙・PVC
・ポリエステル・磁石

手づ
くりRing＆Babyピロー（単品）

 4-2-0064    ¥5,720（本体価格￥5,200）
◎リングピロー：約W20×D14×H3.5cm
木箱サイズ：W20×D14.5×H6cm
※ピローは手作りのため、形やサイズ・仕様が多少変わる場合があります。

おふたりの愛の証をのせるリングピローから
ベビーへのファーストピローへと続いてゆきます。

きらめくリングが美しく映えて。リングピロー

挙式

切り株結婚証明書
 4-2-0073        ¥15,400（本体価格￥14,000）
◎結婚証明書：φ23×D4cm／木・ドライフラワー・プリザーブドフラワー

〈組立て式〉

祝福 & 受 付・高 砂 席

豪華なレースが高級感を醸し出すリングピロー。長いリボンには「愛を誓い、約束する」という
意味が込められています。またリングピローは生まれてくる赤ちゃんのファーストピローとして
使うと幸せに育つという言い伝えも。赤ちゃんにしっくりなじむよう、シンプルで落ち着いたデザ
インにしました。ピローを大切に保存したり、想い出の写真などを保管しておくのにぴったりな
ブックケース入りのセットもおすすめです。

豪華なレースが高級感を醸し出すリングピロー。長いリボンには「愛を誓い、約束する」という
意味が込められています。またリングピローは生まれてくる赤ちゃんのファーストピローとして
使うと幸せに育つという言い伝えも。赤ちゃんにしっくりなじむよう、シンプルで落ち着いたデザ
インにしました。ピローを大切に保存したり、想い出の写真などを保管しておくのにぴったりな
ブックケース入りのセットもおすすめです。

リボンシャワーリボンシャワー

内蔵されたLEDのライトを灯せば、輝く星
が浮かび上がります。電池式なので飾る
場所を選びません。

アンティークスタイル フォトフレーム
 4-2-0047       ¥1,980（本体価格￥1,800）
◎本体：W17×D2.5×H21.5cm／樹脂フレーム・ガラス

ボトルライト
 4-2-0048   ¥2,200（本体価格￥2,000）
◎本体：φ7.2×H29.5cm／ガラス・コルク・ LEDライト
※単4電池3本付き
※連続点灯時間：約110時間

アンティークテイストのフォトフレームは、
受付はもちろん高砂席の装飾としてもおすすめです。
アンティークテイストのフォトフレームは、受付は
もちろん高砂席の装飾としてもおすすめです。

10個
単位

フラワーコンフェッティシャワー
（10個セット）
 4-2-0053       ¥3,850（本体価格￥3,500）
◎花びら:約15枚／ポリエステル 紙ふぶき：約18枚
ケース：W12.5×D3×H4.5cm ※ご注文は10個単位です。

フラワーシャワーの代わりに、色とりどりのパステル
カラーのサテンリボンとオーガンジーリボンで、
ガーリーなシャワーを演出していただけます。

フラワーシャワーの代わりに、色とりどりのパステル
カラーのサテンリボンとオーガンジーリボンで、
ガーリーなシャワーを演出していただけます。

セレブレイトシャワー

フォトフレーム ライト

リボンシャワー
 4-2-0052     ¥4,180（本体価格￥3,800）
◎リボン100個:約W5.5cm オーガンジー袋：W18×H26.5cm
※リボンは手作りのため、形やサイズが変わる場合があります
のでご了承ください。

手づ
くり

ハッピーバブルシャワー
 4-2-0054    ¥308（本体価格￥280）
◎シャボン玉液1個:φ3.5×H7.5cm
※食品に付着しても害のない成分を使用しています。
※衣服に付着しても変色等の心配はありません。

ウェディングケーキをかたどった
フワフワのシャボン玉が会場全体
のムードを盛り上げます。フラワー
シャワー時にもおすすめ！

素材感の違う花びらと紙ふぶきがそれぞれ違った舞い方をしてキレイ！
ひとりひとりに手早く渡せるようにケースに詰めました。
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ファンプロップス

ペーパーアイテム お出迎え 挙式 披露宴
披露宴

Stylish フォトキューブ
 4-2-0042   ¥22,000（本体価格￥20,000）
◎キューブ（小）1個：W19×D19×H19cm 
キューブ（中）1個：W21×D21×H21cm 
キューブ（大）1個：W23×D23×H23cm／発砲パネル 
※写真はご自身でご準備の上、両面テープなどで貼り
付けてください。※おふたりのお名前と挙式日をお入れ
しますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

※どの面も違う柄なので、積み上げ方によって
雰囲気も変わります。

積み上げたキューブに写真を貼れば、ウェルカム
ボードに！面によって柄が違うから、手に取って、
楽しいフォトプロップスにも◎。

フォトスポット

How to use
フォトプロップス パーティーが盛り上がる、

フォトタイムの必需品。

スタイリッシュでポップなデザインのフォトプロップス。
想い出に残る写真をもっと賑やかに楽しくしてくれます。

Stylish フォトプロップス（9本セット）
 4-2-0043       ¥2,750（本体価格￥2,500）
◎フォトプロップス スティック×9本：W12.5～15.5×H20～28cm
／紙・造花・リボン ※ご注文は9本単位です。  

9本
単位

Stylish フォトプロップスBIG（3個1セット）
 4-2-0044      ¥19,250（本体価格￥17,500）
◎ダイヤモンドリング：W45×H53.5cm 
LOVE：W45×H45cm 矢印：W45×H26cm／発砲パネル

ビッグサイズのフォトプロップス3個セット。リングは
おふたりの顔を出すのにちょうどいいサイズです。

FANプロップス（3個1セット）
 4-2-0045      　   ¥4,070（本体価格￥3,700）
◎ファンプロップス大：φ24+柄13cm ファンプロップス中：φ22+
柄13cm ファンプロップス小：φ20+柄13cm／紙 

モダンな和柄のペーパーファン。フォトプロップスとしては
もちろん、スタンドやベースに挿して装飾としても。

い草俵 こしひかり体重米（2個セット）
 4-2-0060       ¥19,800（本体価格￥18,000）
◎新潟県産こしひかり（生まれた重さ分）：約φ20×W30cm×2個
※おふたりのお名前と挙式日・誕生日・出生時の体重をお入れ
しますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。

い草俵に、おふたりの生まれた時と同じ重さの
お米を詰めた体重米。ご両親に当時を思い出
して懐かしんでいただける、結婚の日にふさわし
い贈り物です。

大切なご両親へ、おふたりを傍に感じていただける贈り物を。

花かごの贈りもの
F l o w e r  B a s k e t

花かごの贈りもの
 4-2-0061      　        ¥15,400（本体価格￥14,000）
◎セットアップ：約W40×D26×H28.5cm かご／柳 造花 リボン ネームプレート

手づ
くり

※手作りのため形や仕様が変わる場合がありますのでご了承ください。
※造花・カゴ・リボンは、予告なく変更になる場合があります。
※ネームプレートにはおふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、
ご使用日の3週間前までにご注文ください。

ナチュラル ウッドクロックリース
Na t u r a l  Wo o d  C l o c k  Wr e a t h

おふたりの名前と挙式日をレーザー彫刻した、時計付きの木製リース型オブジェ。3層になった立体的な
デザインはどこに飾っても落ち着きのある雰囲気。｢My heart will always be with you-こころはいつも傍に
います-｣のメッセージも入って、いつでもおふたりを身近に感じてもらいながら、優しく時を知らせます。

ナチュラル ウッド クロック リース

Natural Wood Clock Wreath
 4-2-0062      　                                 ¥22,000（本体価格￥20,000）
◎本体：W28×D3×H28cm／木 ※電池別売（単3電池1個）
※天然木を使用しているため、色等変わる場合がありますので、ご了承ください。
※おふたりのお名前と挙式日をお入れしますので、ご使用日の3週間前までにご注文ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできませんので、ご注意ください。

ご両親への贈り物

い草俵 こしひかり体重米
KO S H I H I K A R I  We i g h t  R i c e

ご両親への花束贈呈の代わりにナチュラルな雰囲気の、ラベンダーが映える造花の
花かごを贈ってはいかがでしょうか？そのままお部屋にずっと飾っていただけるので、
結婚式の素敵な想い出がいつまでも鮮やかに蘇ります。

ご両親への花束贈呈の代わりにナチュラルな雰囲気の、ラベンダーが映える造花の
花かごを贈ってはいかがでしょうか？そのままお部屋にずっと飾っていただけるので、
結婚式の素敵な想い出がいつまでも鮮やかに蘇ります。

本物のい草に、生まれた時の重さとともに
感謝の気持ちをたっぷり詰めて。
本物のい草に、生まれた時の重さとともに
感謝の気持ちをたっぷり詰めて。
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フタを開けると縁起柄が。

外側と内側で違ったカラーが登場する楽しいBOXの中には、
リッチなバウムクーヘンと紅茶のセットが。
大満足のボリューム感です。

NEW Baumkuchen ＆ Tea　
 4-3-0060                                    ¥638（本体価格￥591） ☆
◎ミニバウムクーヘン（プレーン・チョコ）×各1個 セイロンティー×3包 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W8.5×D8.5×H8.5cm ◎賞味期限：20日

スープ クッキー バ ウ ム ク ー ヘ ン ティー
ビーアンドダブル アニマル

うめ＆かつおNEW　
 4-3-0058      　          ¥589（本体価格￥545） ☆
◎紀州南高梅×2粒 本枯節かつおパック2g×5袋 ［アレルゲンなし］ 
◎BOXサイズ：W8.5×D8.5×H8.5cm

〈BOX〉

〈BOX〉 しろくま・パンダ・シマウマの3種アソートでお届けします。
　         ※種類の指定はできませんので、ご了承ください。

※写真はイメージです。

しろくま パンダ シマウマ

〈BOX〉

〈BOX〉

中にも可愛いデザインが。

Soup ＆ Cookie　
 4-3-0059                                    ¥648（本体価格￥600） ☆
◎粉末スープ15g（コーンクリーム・クラムチャウダー）×各1包 プレーンクッキー×2枚
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W13×D6×H16cm ※スープの種類やパッケー
ジは予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

お湯で溶かすだけで本格的な味が楽しめるスープのセット。
手軽にすぐに味わっていただける、ゲストも嬉しいギフトです。

そのまま持ち帰られるBOXもポイント。

紅白の和テイストのBOXは、天面の穴からのぞくおめでたい和柄がポイント。
紀州南高梅が2粒、鰹節が5袋入ったボリューム感が嬉しいギフトです。 オリジナルブランドB&Wより、アニマルをモチーフにしたZOOシリーズのお菓子BOXが登場しました！

BOXから飛び出して来たようなアニマルの表情がなんとも言えないCOOLなギフトに、ゲストもきっと笑顔に。
しろくま・パンダ・シマウマの3種アソートでお届けします。

プチギフトとしてはもちろん、受付などをお願いした
ご友人に贈るお礼のギフトとして、また縁起物や

二次会の景品としてもオススメの、
ちょっとリッチなプチギフトシリーズです。

ちょっとリッチなウェディングを演出する高級な
プチギフト、その名も“プチギフトの王様”。

B&W animal バウム＆コーヒー　
 4-3-0061      　        ¥471（本体価格￥436） ☆
◎ミニバウムクーヘン（プレーン）×1個 ドリップコーヒー（スペシャル
ブレンド・ヨーロピアンブレンド）×各1個 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W9×D9×H7.5～8.5cm ※BOX3種アソート
◎賞味期限：20日

B&W animal バウム2P　
 4-3-0062      　          ¥511（本体価格￥473） ☆
◎ミニバウムクーヘン（プレーン・チョコ）×各1個  ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W9×D9×H7.5～8.5cm ※BOX3種アソート
◎賞味期限：20日

B&W animal プチマドレーヌ＆コーヒー
 4-3-0063      　    ¥540（本体価格￥500） ☆
◎プチマドレーヌ（2個入り）×2個 ドリップコーヒー（スペシャル
ブレンド・ヨーロピアンブレンド）×各1個 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W9×D9×H7.5～8.5cm ※BOX3種アソート
◎賞味期限：30日
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中にはドライ苺が！

高級感ある落ち着いた雰囲気のBOXの中には、ホワイトチョコに包まれたドライ苺が！
甘酸っぱさとオシャレな見た目で、女性におすすめのギフトです。

ちょっとした息抜きにぴったりの、プチマドレーヌと紅茶のセットです。

香り高く酸味を抑えたスペシャルブレンドと、コク深い苦み
が特徴のヨーロピアンブレンドをセットでお届けします。

ENGIMONO だし＆うめ
 4-3-0047                 ¥864（本体価格￥800） ☆
◎和風だし6g×1パック 和風だし(焼あご入り)6g×1パック
紀州南高梅×6粒 ［小麦含む］ 

ENGIMONO ずわいがに茶漬け
 4-3-0067                 ¥883（本体価格￥818） ☆
◎海鮮茶漬け・ずわいがに（かにフリーズドライ2g・昆布だし海苔
茶漬け5g）×1袋 本枯節かつおパック2g×3袋 ［小麦・かに含む］ 

ENGIMONO ずわいがに味噌汁
 4-3-0068                 ¥883（本体価格￥818） ☆
◎海鮮だし味噌汁・ずわいがに（かにフリーズドライ2g・極だし味噌汁
（生タイプ）10g・ねぎ・わかめ）×1袋 和風だし6g×1パック 和風だし
(焼あご入り)6g×1パック［小麦・かに含む］ ◎賞味期限：30日

ホワイトストロベリーチョコ（9粒）
 4-3-0064               ¥933（本体価格￥864） ☆
◎ドライ苺チョコレート9粒 ［乳含む］ 
※販売期間：10月～4月末 ◎賞味期限：30日

Madeleine ＆ Tea　
 4-3-0042                       ¥648（本体価格￥600） ☆
◎プチマドレーヌ(2個入り)×2袋 セイロンティー×6包 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎賞味期限：30日

マドレ ー ヌ

コ ーヒー タイム

ブ レ イク タイム

ティー

B&W Break time　
 4-3-0045          　　 ¥594（本体価格￥550） ☆
◎ミニバウムクーヘン（プレーン）×1個 プチマドレーヌ(2個入り)×1袋
ドリップコーヒー（スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド）×各1袋
［小麦・乳・卵含む］ ◎賞味期限：20日

B&W Coffee time 4P
 4-3-0065          　  ¥451（本体価格￥418） ☆
◎ドリップコーヒー（スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド）
×各2袋［アレルゲンなし］

〈このBOXに入ります〉

正統派の縁起物ギフトを手軽に贈れるこのセット。だしや梅干、
　鰹節を、おふたりの感謝の気持ちとともに詰めました。

厳しい北の海で獲れたずわいがにをたっぷり使った海鮮茶漬けと
極だしのおみそ汁を、縁起柄のパッケージに入れてお届けします。

しろくまがポイントのオリジナルブランドB&Wシリーズに、ホッと一息つきたいブレイクタイムに
ちょうどいい、お手頃ギフトができました。スタイリッシュな見た目でスマートに贈れる一品です。ちょっとリッチなプチギフトシリーズに、新たに仲間入りしたクリアケースギフト。

高級感ある雰囲気で、ゲストに感謝の気持ちを届けます。

ENGIMONO 鰹節5P
 4-3-0066      ¥451（本体価格￥418） ☆
◎本枯節かつおパック2g×5袋［アレルゲンなし］ 

〈このBOXに入ります〉

〈このBOXに入ります〉

◎BOXサイズ：W11×D4×H14.6cm
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クッキーの中にチョコが！

喜びにささやかな気持ちを添えて贈る、幸せのフードギフト “パルフェ”。

期待感膨らむBOXの中に大きな感動を入れてお届けするパーティーギフト“パルフェ” 。
ウェディングらしいエレガントなBOXに加え、ビタミンカラーがインパクトのある
スタイリッシュなシリーズが登場しました！1.5次会パーティーや親しい方々への

結婚のご報告、また引菓子・縁起物としても喜んでいただける贈り物です。
大げさではなく気のきいたものをプレゼントしたいときに最適です。

※商品は、それぞれのスペック欄に表示されているBOXに入ります。 ※包装・メッセージカード・おのしは付きません。

マフィン＆ティー　4-3-0009  　 ¥959（本体価格￥888） ☆
◎ミニバウムクーヘン（チョコ・バニラ）×各1個 マフィン×2個 紅茶×2袋
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W17×D18.3×H6.9cm ◎賞味期限：20日

マフィン＆コーヒー   4-3-0082   ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ミニバウムクーヘン（チョコ・バニラ）×各1個 マフィン×2個 
チョコインクッキー×2枚 ドリップコーヒー×2袋 
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W17×D18.3×H6.9cm ◎賞味期限：20日 

ミニバウム アソートセット
 4-3-0011 　　　　                 ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ミニバウムクーヘン（バニラ）×2個 
ミニバウムクーヘン（チョコ・ストロベリー・キャラメル・抹茶）×各1個 
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W17×D18.3×H6.9cm ◎賞味期限：30日

ミニバウム＆今治タオルWT1
 4-3-0083 　　　　　              ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ミニバウムクーヘン（チョコ・バニラ）×各1個 チョコインクッキー×2枚 
ウォッシュタオル（W34×H30cm、綿100%）×1枚 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W15.6×D15.8×H7.8cm ◎賞味期限：30日 
◎タオル：日本製（今治）

色とりどり、心も晴れやかになるスイーツセレクション。

定番人気のミニバウムクーヘンとしっとりマフィンに、
紅茶をあわせた嬉しいセット。

おいしいお菓子3種類と、お手軽なドリップコーヒーで
リラックスした素敵なひとときを。

5種類の味わいのカラフルな
ミニバウムクーヘンをたっぷりと楽しめます。

ミニバウム＆クッキーに、使いやすい今治タオルを
セットにした、年齢を問わず喜ばれるギフト。

このBOXに入ります

このBOXに入ります

このBOXに入ります

このBOXに入ります
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このBOXに入ります

縁起物 しっとりコクのバウムクーヘン（木箱入り）
 4-3-0080                  ¥1,080（本体価格￥1,000）☆ 
◎バウムクーヘン×1個 約φ13×H3cm ［小麦・乳・卵含む］
◎木箱サイズ：W15.5×D17.5×H5cm ◎賞味期限：20日

FLOWER しっとりコクのバウムクーヘン（木箱入り）
 4-3-0081      　            ¥1,080（本体価格￥1,000）☆ 
◎バウムクーヘン×1個 約φ13×H3cm ［小麦・乳・卵含む］
◎木箱サイズ：W17.5×D15.5×H5cm ◎賞味期限：20日

大きめサイズのバウムクーヘンをエレガントなBOXに。
定番のプレーンは、誰にも好かれる上品なテイストです。

高級感ある木箱入りで、ソフトでしっとりとした食感のバウムクーヘン。
和風の縁起柄がカットされた帯と、洋風の華やかな帯の2種類をご用意しました。

切り株（年輪）をデザインしたBOXの中には、
長寿と繁栄のしるしである大きなバウムクーヘンが。
みんなの笑顔が広がるハッピーなおいしさです。

好きなサイズに切り分けて、クリームや果物を添えても◎。

この木箱に入ります この木箱に入ります

幸せのおいしさをみんなの笑顔が囲みます。 北海道産の練乳を使用した、コクのあるまろやかな味が魅力。

切り株の年輪バウムクーヘン
 4-3-0017　　　　    ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎バウムクーヘン×1個:約φ14.3×H5cm（北海道産生クリーム使用）
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W18.2×D16.3×H5.4cm 
◎賞味期限：20日 

元気の出るようなイエローのビタミンカラーが
鮮やかなBOXに、北海道産生クリームを使用した
甘さ控えめのバウムクーヘンを入れました。

YELLOW HAPPYバウムクーヘン
 4-3-0039　　　　    ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎バウムクーヘン×1個:約φ14.3×H5cm（北海道産生クリーム使用）
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W17×D18.3×H6.9cm 
◎賞味期限：20日

大きなバウムクーヘン（プレーン）
 4-3-0018　　　　　    \                      ¥959（本体価格￥888） ☆
◎バウムクーヘン×1個:約φ13×H3.5cm ［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W17×
D16×H6cm ◎賞味期限：30日

このBOXに入ります

このBOXに入ります
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アッと驚く美味しいタイヤ！

Sw�ts!
Tire? 見て楽しい！食べて美味しい！竹炭を

練り込んだ黒いミニバウムクーヘン。
車好きの方へオススメです。

このBOXに入ります

そのままお持ち帰りいただける、スタイリッシュなBAG型パルフェ。
ストライプとドット柄の、男女問わずに贈りやすいデザインで、

1.5次会やパーティーでも活躍します。

バウム＆クッキー BAG　4-3-0019　　     　¥959（本体価格￥888） ☆
◎ミニバウムクーヘン（プレーン・チョコ・メイプル）×各1個 クッキー（アーモンド・ショコラ）×各2枚
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W20×D7×H27cm ◎賞味期限：30日

気軽に贈りやすいミニバウムとクッキーのセット。

タイヤミニバウム BAG　4-3-0021       ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎バウムクーヘン（竹炭）×2個 ミニバウムクーヘン（ミルク・チョコ・あまおう苺）×各1個
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W20×D7×H27cm ◎賞味期限：30日 

見た目はタイヤの竹炭バウム。ゲストにアッと驚きを与える贈り物です。

このBOXに入ります

このBOXに入ります

濃厚チョコブラウニー＆焼菓子の詰め合わせ
 4-3-0049　           ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎チョコレートブラウニー×１個
ミニバウムクーヘン（ミルク・チョコ・あまおう苺）×各1個
クッキー（アーモンド・ショコラ）×各1枚 ［小麦・乳・卵含む］
◎BOXサイズ：W17×D16×H6cm
◎賞味期限：30日 

ベルギーワッフル＆ミニバウムの詰め合わせ
 4-3-0048　         ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ベルギーワッフル（チョコ・キャラメル）×各1個
ミニバウムクーヘン（ミルク・チョコ・あまおう苺）×各1個
［小麦・乳・卵含む］
◎BOXサイズ：W17×D16×H6cm 
◎賞味期限：30日 

天板に流し込んだ上質なチョコレートが生地全体に染み込んだ
濃厚なチョコブラウニーは、リッチで上品な味わい。
コクとしっかりとした食感をお愉しみください。

ベルギー発祥のワッフルを、チョコとキャラメル
の濃厚な風味に仕上げました。
３種のミニバウムクーヘンと一緒に
ほっと一息ティータイムをお届けします。

ベルギー発祥のワッフルを、チョコとキャラメル
の濃厚な風味に仕上げました。
３種のミニバウムクーヘンと一緒に
ほっと一息ティータイムをお届けします。

そのままお持ち帰りいただける、スタイリッシュなBAG型パルフェ。
ストライプとドット柄の、男女問わずに贈りやすいデザインで、

1.5次会やパーティーでも活躍します。

このページの商品は
このBOXに入ります。
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プチ焼菓子 ケーキBOX
 4-3-0052　　　    ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎プチフィナンシェ（プレーン）×5個、プチマドレーヌ（紅茶）×5個
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W14.5×D12.5×H17.5cm
◎賞味期限：30日 

このページの商品は、
このBOXに入ります。

このBOXに入ります

エレガント＆キュートなボックスに、
感謝の気持ちを込めて。

食べやすい小分けのミニバウムクーヘン。
定番のミルク味と、甘みと酸味が調和した
あまおう苺味をセットにしました。

ミルク＆あまおう苺バウム ケーキBOX
 4-3-0053　　　    　　  ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ミニバウムクーヘン（ミルク）×3個、ミニバウムクーヘン（あまおう苺）×2個
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W14.5×D12.5×H17.5cm
◎賞味期限：30日 

生地のおいしさをそのまま生かしたハート型のデニッシュを、
幸せの四つ葉にしてお届けします。

このBOXに入ります このBOXに入ります

四つ葉のハートデニッシュパン
 4-3-0013　　　 ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ハートデニッシュ（メープル・チョコマーブル）×各2個 
［小麦・乳・卵含む］ ◎BOXサイズ：W22.5×D22.5×H6cm 
◎賞味期限：20日 

ハートデニッシュ&ティー
 4-3-0014　　　　　 　   ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ハートデニッシュ（チョコマーブル）×1個 ミニバウムクーヘン（チョコ・バニラ）
×各1個 紅茶×3袋 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W15.6×D15.8×H7.8cm ◎賞味期限：20日 

しっとりとした食感のプチフィナンシェと、アールグレイ味のプチマドレーヌ。
一口で食べられるプチサイズだけど本格的な味が楽しめる、
大人のティータイムにおススメのスィーツセットです。

食べやすい小分けのミニバウムクーヘン。
定番のミルク味と、甘みと酸味が調和した
あまおう苺味をセットにしました。

132 133

Pa
rf

ai
t Parfait



カップの中に粉末スープが
入っています。

オリジナルブランドのB&Wの中でも、アニマルをモチーフにした遊びゴコロあるZOOシリーズのBOXに入ったコーヒーのギフトセット。

愛嬌のあるしろくまとパンダのパッケージにゲストの顔もほころびます。

Black&Whiteで統一し、シンプルで洗練されたデザインのB&Wシリーズ。

インテリアとしてもオシャレなパッケージのコーヒーを、ギフトセットにしてお届けします。

B&WのスッキリとしたデザインBOX。蓋を開けると
かすかに見えるアニマル模様がポイントです。

気分で選べるのが嬉しい、B&Wオリジナルデザインの

パッケージに包まれたコーヒーと紅茶が入った、

どんな方にも喜ばれる贈り物です。

B&W ドリップコーヒーA（しろくま）
 4-3-0069              ¥864（本体価格￥800）☆
B&W ドリップコーヒーA（パンダ）
 4-3-0070              ¥864（本体価格￥800）☆
◎ドリップコーヒー(スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド)×
各5袋［アレルゲンなし］
◎箱サイズ:W13.6×D17.6×H4.5cm

香り高いブラジル産コーヒーをベースにした酸味を抑えた深みのある

味わいのスペシャルブレンドと、深いコクと苦みが美味しいしっかり

とした味わいのヨーロピアンブレンドの詰め合わせでお届けします。

B&W ドリップコーヒー＆ミニバウムA（しろくま）
 4-3-0071            　　¥918（本体価格￥850）☆
B&W ドリップコーヒー＆ミニバウムA（パンダ）
 4-3-0072            　　¥918（本体価格￥850）☆ 
◎ドリップコーヒー(スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド)
×各3袋、ミニバウムクーヘン(プレーン・チョコ)×各1個 
［小麦・乳・卵含む］
◎箱サイズ:W13.6×D17.6×H4.5cm
◎賞味期限：20日

香り高いスペシャルブレンドとコク深いヨーロピアンブレンドの

コーヒーに、ミニサイズのバウムクーヘンをセットしました。

大人のブレイクタイムにおすすめです。

2種類のコーヒーに、ミニサイズのバウムクーヘンと

プチマドレーヌをお供に。ホッと一息つけるカフェ

タイムセットです。

（しろくま） （パンダ）

B&W ドリップコーヒー＆ミニバウムB
 4-3-0074                 ¥1,178（本体価格￥1,091）☆ 
◎ドリップコーヒー(スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド)×各2袋、
ミニバウムクーヘン(プレーン・チョコ)×各1個、プチマドレーヌ（2個入り）
×1袋 ［小麦・乳・卵含む］
◎箱サイズ:W23.5×D11×H6.5cm ◎賞味期限：20日

B&W ドリップコーヒーC
 4-3-0073              ¥982（本体価格￥909）☆ 
◎ドリップコーヒー(スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド)×
各3袋、セイロンティー×3包 ［アレルゲンなし］
◎箱サイズ:W23.5×D11×H6.5cm

北海道の自然素材を活かした気軽に楽しめる2種類の濃厚

カップスープと、凝縮したチキンブイヨンを使用し、トマトの

野菜感あるおつまみにもなるかりんとうをセットにしました。

B&W カップスープA
 4-3-0075          ¥1,277（本体価格￥1,182）☆ 
◎スープ(北海道チーズコーン16.5g・北海道オニオン16.5g)
×各1個、かりんとう（イタリアン）30ｇ×1袋 ［小麦・乳］
◎箱サイズ:W23.5×D11×H6.5cm ◎賞味期限：30日

愛嬌あるしろくまの巻紙に、思わず笑顔になるパッケージ。
遊び心のあるスタイリッシュなギフトです。

（しろくま） （パンダ）

フタを開けると中にはうっすら
とアニマル柄が入っています。

このページの商品は、このBOX
に入れてお届けします。
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このBOXに入ります

3つの味が楽しめるミニバウムと
こしあん入りのモチモチの鯛饅頭がセットに。

もっちり鯛まんじゅう&和のミニバウム
 4-3-0016  　　　 ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎もっちり鯛饅頭×3個 ミニバウムクーヘン（きなこ・宇治抹茶・桜）
×各1個 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W17×D16×H6cm 
◎賞味期限：30日 

縁起物の鶴と松竹梅の華やかな柄をあしらった
おめでたさいっぱいの「結華」シリーズです。

結華 鯛めし＆蟹めし
 4-3-0076　 　　      ¥1,620（本体価格￥1,500） ☆
◎鯛めし（国産金目鯛1切れ・極だし6ｇ・わかめ・ごま）×1袋 
蟹めし（フリーズドライずわいがに3ｇ・極だし6ｇ・わかめ・ごま）×1袋 
［小麦・かに含む］ ◎BOXサイズ：W18.5×D18.5×H9cm 

このBOXに入ります

結華 具たっぷり味噌汁（赤だし）
 4-3-0077　 　　      ¥1,296（本体価格￥1,200） ☆
◎はまぐりの赤だし味噌汁（はまぐり45g・極赤だし（生タイプ）12ｇ・
ねぎ・わかめ）×1袋、あさりの赤だし味噌汁 （あさり35g・極赤だし
（生タイプ）12ｇ・ねぎ・わかめ）×1袋、しじみの赤だし味噌汁 （しじみ
20g・極赤だし（生タイプ）12ｇ・ねぎ・わかめ）×1袋、
［小麦含む］ ◎BOXサイズ：W18.5×D18.5×H9cm 

このBOXに入ります

金目鯛を贅沢に使った鯛めしと厳選したずわい蟹を使った蟹めしの風味豊かな豪華セットと、
伊勢神宮奉納の極だしで仕立てた贅沢なお味噌汁のギフトです。
金目鯛を贅沢に使った鯛めしと厳選したずわい蟹を使った蟹めしの風味豊かな豪華セットと、
伊勢神宮奉納の極だしで仕立てた贅沢なお味噌汁のギフトです。

パッケージを開けると、中に入っているのはハート型のうどん！
こだわりのスープとかつおの旨味が凝縮されたかつお節、サクサクのたまごの
食感を楽しめる海苔たまごふりかけと、ごまの香ばしい香りがひろがる
鰹ふりかけをセットにしました。

パッケージを開けると、中に入っているのはハート型のうどん！
こだわりのスープとかつおの旨味が凝縮されたかつお節、サクサクのたまごの
食感を楽しめる海苔たまごふりかけと、ごまの香ばしい香りがひろがる
鰹ふりかけをセットにしました。

このBOXに入ります

結華 紅白うどんセット
 4-3-0057　 　　　       ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ハートうどん（紅・白）50g×各1個 うどんだし×2個 鰹ふりかけ3.5ｇ×1袋
海苔たまごふりかけ3.5g×1袋 かつお節3g×2袋 ［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W18.5×D18.5×H9cm

このBOXに入ります

北海道の“幸”を存分に味わえる6種類のスープ。
北海道の恵みたっぷりで、心も体も温まる感謝の贈り物です。

北海道スープファクトリー
 4-3-0030　　 ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎（北海道産じゃがいものビシソワーズ30g）×1袋
（北海道産南蛮海老のビスク30g）×1袋
（濃厚蟹ビスク30g）×1袋
（北海道産生クリームのクラムチャウダー20g）×1袋
（完熟とまとのミネストローネ20g）×1袋
（海鮮の旨みブイヤベース 25g）×1袋
［小麦・乳・卵・えび・かに含む］
◎BOXサイズ：W17×D16×H6cm
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このBOXに入ります

このBOXに入ります

このBOXに入ります

このBOXに入ります

この木箱に入ります

本節けずり＜木箱入り＞
 4-3-0031　　　    ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎本枯節けずり2ｇ×10袋 ［アレルゲンなし］
◎木箱サイズ：W20×D14.5×H6cm

上質な素材と独自のこだわり伝統製法で、香りと旨味が際立つ、
極上といわれるけずり節。脂質含量の少ない「一本釣りかつお」のみを使い、
かつお節の極上品といわれる夏期に製造される「夏枯節」を、
独自の技術で四季を問わずに再現した本枯節「香熟本節」です。

たまごかけ醤油セット
 4-3-0032　　     ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎玉子かけ醤油145ml×1本 鰹そぼろ7g×2袋 鰹節2g×3袋 
［小麦含む］ ◎BOXサイズ：W15.6×D15.8×H7.8cm 

玉子かけご飯をおいしくいただくための
老舗鰹節屋の贅沢醤油と、旨味をたっぷり含んだ
鰹そぼろ、鰹節を嬉しいセットにしました。

食感や香り、豊かな風味がひろがるふりかけに
お茶漬け。美食家も唸らせる店「割烹おかもと」
が監修したフリーズドライのお味噌汁とともに
お召し上がりください。

このBOXに入ります

具たっぷり海鮮茶漬け
 4-3-0079　 　　     ¥1,188（本体価格￥1,100） ☆
◎明太子海鮮茶漬け（明太子フリーズドライ2g・昆布だし海苔茶漬け
5g）×1、釜揚げしらす海鮮茶漬け（釜揚げしらすフリーズドライ2g・
昆布だし海苔茶漬け5g）×1、梅茶漬け（特選 紀州南高梅1粒・
昆布だし海苔茶漬け5g）×1［小麦含む］ 
◎BOXサイズ：Ｗ17×Ｄ16×Ｈ6cm 

野菜いっぱいだし味噌汁
 4-3-0078　 　  ¥1,188（本体価格￥1,100） ☆
◎味噌汁の具（とろろ昆布×3袋、ねぎ＆とうふ×2袋、かぼちゃ
＆ほうれん草×1袋・全てわかめ付き） 極だし味噌汁（生タイプ）
12g×6袋 ［小麦含む］ ◎BOXサイズ：W17×D16×H6cm

結 ごはんのお供セット
 4-3-0056　 　  ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎鰹ふりかけ3.5g×3袋、海苔たまごふりかけ3.5ｇ×3袋、
鯛茶漬け6g×2袋、かつお節3g×5袋［小麦・乳・卵含む］
◎BOXサイズ：W17×D17×H12cm

結 味噌汁＆ふりかけセット
 4-3-0055　 　  ¥1,080（本体価格￥1,000） ☆
◎ねぎとわかめの味噌汁×1袋、あおさの味噌汁×1袋、鰹ふり
かけ3.5g×1袋、海苔たまごふりかけ3.5ｇ×1袋、鯛茶漬け
6g×1袋、かつお節3g×2袋［小麦・乳・卵含む］ 
◎BOXサイズ：W17×D17×H12cm

かに、うに、帆立。贅沢な3種の海の幸を
ふんだんに使用した海鮮茶漬け。
思わず笑顔になる豪華さです。

明太子・しらす・梅。贅沢な海の幸を
ふんだんに使用した海鮮茶漬け。
思わず笑顔になる美味しさです。

おふたりの人生に欠かせないゲストたちに、
毎日の食卓に欠かせないお味噌汁を。
あたたかい心が伝わる贈り物です。

春夏秋冬、いつでもおふたりと大切な方々とのご縁
が結ばれていくように。そんな願いを込めて桜・千鳥・
紅葉・鶴の四季の柄をあしらった、和の贈り物シリーズ
です。
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越後ファーム お米セットギフト
 4-4-0018     ¥1,100（本体価格￥1,000） 
◎マイクロファイバークロス(W25×H25cm、ポリエス
テル80％、ナイロン20％)×1枚、こしひかり(2合)×1個
◎箱サイズ:W20×D10.5×H6.5cm
◎こしひかり：新潟

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

フタは紙製です。

日々の暮らしをふわりと包み込んでくれるような、淡く優しい色合いの今治タオル。

やわらかく淡い色と縁起の良い麻の葉模様から上品さが漂い、パイルのやさしい

肌触りをふわりと感じる穏やかな日々を贈ります。

日々の暮らしをふわりと包み込んでくれるような、淡く優しい色合いの今治タオル。

やわらかく淡い色と縁起の良い麻の葉模様から上品さが漂い、パイルのやさしい

肌触りをふわりと感じる穏やかな日々を贈ります。

※写真はイメージです。桝は付いていません。

精米したての美味しさを閉じ込めたお米とクロスのギフト。

お米は甘みと強い粘りが特徴で、冷めても美味しい

新潟県産こしひかりです。

精米したての美味しさを閉じ込めたお米とクロスのギフト。

お米は甘みと強い粘りが特徴で、冷めても美味しい

新潟県産こしひかりです。

OUCHI TSUKAI スリムバスタオル1P＜WH＞
  4-4-0014　             ¥1,650（本体価格￥1,500）
OUCHI TSUKAI スリムバスタオル1P＜CBR＞
  4-4-0015　             ¥1,650（本体価格￥1,500）
◎スリムバスタオル（W40×H110cm、綿100%）×1枚
◎箱サイズ：W23.5×D20.5×H6cm 
◎日本製（泉州）

4-4-0014
WH

4-4-0015
CBR

4-4-0016
PK

4-4-0017
IV

日々是ふわり 愛媛今治FT1＜PK＞
  4-4-0016　             ¥1,100（本体価格￥1,000）
日々是ふわり 愛媛今治FT1＜IV＞
  4-4-0017　             ¥1,100（本体価格￥1,000）
◎フェイスタオル(W34×H75cm、綿100％)×1枚
◎箱サイズ:W15×D22×H2cm
◎日本製(今治)

今治 The WHITE スリムバスタオル1P
（木箱入り）
  4-4-0019　    ¥1,650（本体価格￥1,500）
◎スリムバスタオル（W34×H100cm、綿100%）×1枚
◎木箱サイズ：W26×D19×H2.2cm 
◎日本製（今治）

毎日使うタオルを、もっと快適に。日常で感じられる快適さを追求し、毛羽立ちの
少ない上質なコンパクトヤーンを使用。繰り返しの洗濯にもへたりにくい耐久性で、
毎日の洗濯も快適！使いやすいスリムサイズのバスタオルです。

瀬戸内の穏やかな海のようなやさしい織模様と、洗練された美しさが映える白。
快適な使い心地にこだわり、環境にも配慮したエコなサイズに仕上げました。
スリムサイズのバスタオルは使いやすく喜ばれます。

引出物・引菓子とは別にお贈りする￥1,000前後の、三品目・五品目などにも
使えるギフト。1.5次会やパーティーなど、様 な々シーンでお使いいただけます。

プラスワンギフトの包装・お熨斗について
≪包装≫P.140～141の商品は、右写真の包装にて
お包みいたします(4-4-0012・0013は除く)。
≪お熨斗≫のし掛けをご希望の方は1個33円(税込)
にて対応いたします。上書き・下書きはご指定ください。

贅沢コットンタオルFT1
 4-4-0012        ¥977（本体価格￥888） 
◎フェイスタオル(W33×H84cm、綿100％)×1枚
◎箱サイズ:W13.5×D24×H5.5cm
※この商品は上写真のBOXでお届けします。

縁起物 木箱入り贅沢コットンタオルFT1
 4-4-0013        ¥1,100（本体価格￥1,000） 
◎フェイスタオル(W33×H84cm、綿100％)×1枚
◎木箱サイズ:W17.8×D19.6×H6cm
※この商品は上写真の木箱に帯掛けでお届けします。

※写真はイメージです。石けんは付いていません。

※シルクのような美しい艶と
ずっと触れていたいふんわり感

高級綿を用い、糸に撚りをかけない“無撚糸”で作られたフェイスタオル。

貴重な繊維で作られたふわふわのフェイスタオルは、繊維が長く、肌触りがしなやかで綿花に

油分があるためシルクのような美しい艶があり、抜群のふんわり感で水分をよく吸い込みます。

高級綿を用い、糸に撚りをかけない“無撚糸”で作られたフェイスタオル。

貴重な繊維で作られたふわふわのフェイスタオルは、繊維が長く、肌触りがしなやかで綿花に

油分があるためシルクのような美しい艶があり、抜群のふんわり感で水分をよく吸い込みます。

B&W 木箱入り贅沢コットンタオルFT1
 4-4-0002　 　 ¥1,100（本体価格￥1,000） 
◎フェイスタオル（W33×H84cm、綿100％)×1枚
◎木箱サイズ：W19.6×D17.8×H6cm 

瀬戸内の穏やかな海のようなやさしい織模様と、洗練された美しさが映える白。
快適な使い心地にこだわり、環境にも配慮したエコなサイズに仕上げました。
スリムサイズのバスタオルは使いやすく喜ばれます。
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