


2,000
（税込2,160円）

円 3,000
（税込3,240円）

円～

出典：愛知県西尾市観光協会ホームページ

「西尾の抹茶」ブランドマーク
抹茶をイメージする茶わんと茶せんをイメージ
し、抹茶色を使用。茶道や、西尾の抹茶を永久的に
つなげていくという願いが込められています。

GIマーク
長年の生産者の伝統と技術が評価され、2017
年3月3日に国の地理的表示（GI）保護制度に登
録されました。愛知県下＆抹茶としては初!

温暖な気候、矢作川がもたらす豊かな土壌と川霧にめぐま
れた西尾は96%以上が抹茶の原材料となる「てん茶」を生
産しています。特許庁の地域ブランドに認定されており、西
尾の抹茶の指定商品は、愛知県西尾市、安城市で生産され
た茶葉を同地域において、てん茶加工・仕上げ精製し、茶臼
挽きした抹茶のことをさします。

緑茶・コーヒー・クッキーセット
内容：静岡牧之原茶「望」（テトラバック3g×10
袋）・AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップ
タイプ3杯分）・モロゾフ抹茶クッキー5個
箱サイズ/146×323×45mm・30入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

緑茶・コーヒー・クッキーセット
内容：静岡牧之原茶「望」（テトラバック3g×10袋）・
AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタイ
プ3杯分）・モロゾフ抹茶クッキー5個・モロゾフファ
ヤージュ6個・箱サイズ/273×230×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

P4244
2,000円
（税込2,160円）

P4742
3,000円
（税込3,240円）

緑茶・クッキーセット
内容：静岡牧之原茶「望」（テトラバック3g×10
袋）・モロゾフ抹茶クッキー5個・モロゾフアルカ
ディア70g・箱サイズ/262×215×46mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

PF219
2,500円
（税込2,700円）



4,000
（税込4,320円）

円 5,000
（税込5,400円）

円～

コーヒー・緑茶・紅茶・クッキーセット
内容：モンカフェスペシャルブレンドレギュラーコー
ヒー（ドリップタイプ5杯分）・静岡牧之原茶「望」（テト
ラバック3g×10袋）・トワイニング紅茶23g（10袋
入）・モロゾフ抹茶クッキー5個・モロゾフアルカディア
90g・箱サイズ/273×323×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

コーヒー・紅茶・ココア・クッキーセット
内容：モンカフェスペシャルブレンドレギュラーコー
ヒー（ドリップタイプ5杯分）・トワイニング紅茶23g
（10袋入）・バンホーテンココア47.4g（15.8g×3
袋）・モロゾフ抹茶クッキー5個・モロゾフアルカディ
ア90g・モロゾフファヤージュ5個
箱サイズ/273×443×45mm・10入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

緑茶・コーヒー・紅茶
ココア・クッキーセット
内容：静岡牧之原茶「望」（テトラバック3g×10袋）・
AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタイプ3
杯分）・トワイニング紅茶23g（10袋入）・バンホーテン
ココア47.4g（15.8g×3袋）・モロゾフ抹茶クッキー5
個・モロゾフアルカディア90g・モロゾフファヤージュ
5個・箱サイズ/273×443×45mm・10入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

スライスナッツをぎっしりしきつめてパリッと焼き上げ
た木の葉型クッキーに絶妙なバランスでチョコレート
をサンド。アーモンドとヘーゼルナッツそれぞれの
おいしさを引き立てる相性のよいチョコレートを
厳選しました。味や食感が繊細に重なり合うおいしさ
は幅広い世代から長く愛され続けています。

薄く軽やかな食感
繊細に重なり合う
風味豊かな味わい

P9224
5,000円
（税込5,400円）

P9223
5,000円
（税込5,400円）

P4876
4,000円
（税込4,320円）

5,000円
（税込5,400円）



永谷園 お茶づけ海苔
お吸いものセット

500円
（税込540円）

内容：お茶づけ海苔4.7g×3・お吸いもの2.3g×3
箱サイズ/120×190×20mm・200入（50入×4）
〈アレルゲン：小麦・大豆〉
〈賞味期限：製造日より1年6ヶ月〉

B2220

お湯を注ぐだけで、味わい深い
お茶づけが簡単にできあがります。
海苔、あられの風味がひと味違う
おいしさです。
お好みの具をトッピングして
オリジナルのお茶づけを・・・・・

60年以上、愛され続けている
永谷園のお茶づけ海苔と

アレンジ料理も豊富なお吸い物の
セットです。

かつおの旨みとほどよい松茸の香りが魅力の
お吸いものです。
普段の食事はもちろん、ひな祭りや
土用の丑の日などの食卓によく合います。
また、お吸いもの以外にも、だしの素のように
さまざまな料理にお使いいただけます。
（松茸香料使用）

500
（税込540円）

円

5,000円
（税込5,400円）



厳選逸品 ほんだし・しょうゆセット
内容：味の素ほんだし8g×7本・キッコーマンしぼり
たて生しょうゆ200㎖
箱サイズ/190×119×58mm・30入
〈アレルゲン：小麦・大豆・乳〉〈賞味期限：製造日より1年6ヶ月〉

厳選逸品 調味料・お吸いものセット
内容：キッコーマン味わい調味料（丸大豆しょう
ゆ4ml×8・デルモンテトマトケチャップ
10g×5）・永谷園お吸いもの2.3g×8袋
箱サイズ/129×175×43mm・60入
〈アレルゲン：大豆・小麦〉〈賞味期限：製造日より1年〉

厳選逸品 お茶・海苔セット
内容：静岡牧之原茶50g・永谷園焼のり半切5枚
箱サイズ/230×115×25mm・50入
〈アレルゲン：なし〉〈賞味期限：製造日より1年〉

永谷園 お茶づけ海苔・焼のり
お吸いものセット 〈G-10Y〉
内容：お茶づけ海苔4袋・焼のり半切5枚×2袋・松茸
の味お吸いもの4袋
箱サイズ/260×205×35mm・30入
〈アレルゲン：小麦〉〈賞味期限：製造日より1年〉

永谷園 お茶づけ海苔・味付のり
お吸いものセット 〈G-15A〉
内容：お茶づけ海苔4袋・味付のり（8切5枚×5袋)×2
袋・松茸の味お吸いもの4袋
箱サイズ/260×205×35mm・30入
〈アレルゲン：小麦・大豆・豚肉・えび〉〈賞味期限：製造日より1年〉

毎日の食卓に重宝する和の詰め合わせ

B1514
1,000円
（税込1,080円）

W2109
1,000円
（税込1,080円）

N1000
1,000円
（税込1,080円）

N1001
1,500円
（税込1,620円）

W5121
1,000円
（税込1,080円）

1,000
（税込1,080円）

円 1,500
（税込1,620円）

円～



厳選逸品 コーヒー・カフェオレセット
内容：AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップ
タイプ3杯分）・カフェオレ深煎り仕立て（14ｇ×10）
箱サイズ/128×264×45mm・40入
〈アレルゲン：乳〉〈賞味期限：製造日より1年3ヶ月〉

コーヒー・紅茶・クッキーセット カフェオレ・クッキーセット
内容：カフェオレ深煎り仕立て（14ｇ×10）・モロゾフ
アルカディア70g
箱サイズ/128×264×45mm・40入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉
〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

厳選逸品 お茶・海苔セット

内容：静岡牧之原茶60g・永谷園焼のり半切5枚×2
箱サイズ/223×222×25mm・20入
〈アレルゲン：なし〉〈賞味期限：製造日より1年〉

アーモンドをまるごとひと粒のせた贅沢クッキーアルカディア
やや深入りブラジル豆の豊かなコクのドリップコーヒーと、
英国伝統の澄んだ味わいトワイニング紅茶

まるごとアーモンドをトッピングしたモロゾフのアルカディア
手軽にお飲みいただける、クリーミー&スィート
本格的な味わいのカフェオレ

厳選逸品 お茶づけ海苔・鰹ふりかけ
お吸いものセット
内容：永谷園お茶づけ海苔31.5g（6.3g×5袋）・鰹ふりか
け19.0g（3.8g×5袋）・お吸いもの18.4g（2.3g×8袋）
箱サイズ/128×264×45mm・40入
〈アレルゲン：小麦・大豆〉〈賞味期限：製造日より1年〉

進物用に玉露仕立てにしたお茶づけ海苔と、
お子様だけでなく、大人も満足できる鰹のゆたかなふりかけ、
ふくよかに松茸香るお吸いもの

人気のクッキーといっしょに
ワンランク上のティータイム

マグカップサイズでお飲みいただける、クリーミー&スィート
な味わいのカフェオレとブラジル豆の豊かなコクのドリップコ
ーヒー。手軽に本格的な味わいです

内容：AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタイ
プ3杯分）・トワイニング紅茶23g（10袋入）・モロゾフア
ルカディア70g・箱サイズ/128×264×45mm・40入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

1,500
（税込1,620円）

円

P4217
1,500円
（税込1,620円）

P4226
1,500円
（税込1,620円）

E5242
1,500円
（税込1,620円）

W2234
1,500円
（税込1,620円）

P4230
1,500円
（税込1,620円）



厳選逸品 カリー・スープセット
内容：新宿中村屋ビーフカリー180g×2袋・クノー
ルオニオンコンソメスープ4袋・コーンクリームスー
プ4袋
箱サイズ/255×176×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・乳・鶏肉・牛肉・りんご〉
〈賞味期限：製造日より1年〉

コーヒー・紅茶・クッキーセット
内容：AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタイプ3
杯分）・トワイニング紅茶23g（10袋入）モロゾフアルカディ
ア90g・箱サイズ/146×323×45mm・30入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

コーヒー・クッキーセット
内容：AGFブレンディ2g×12・マリーム3g×12・モ
ロゾフアルカディア90g
箱サイズ/170×263×48mm・30入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

コーヒー・紅茶・クッキーセット
内容：AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタ
イプ3杯分）・トワイニング紅茶23g（10袋入）・モロゾ
フ抹茶クッキー5個
箱サイズ/273×230×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

お手軽に
本格的な味と香りの
ティータイムを

1971年の誕生以来、多くの人々から愛され続ける「モロゾフアルカディア」。世界中から厳選したナッツをじっくり
時間をかけて自家焙煎。卵白で仕立てた生地に練り込みカリッと香ばしく焼き上げました。素材の配合とバランスに
もこだわって、より一層さくっと軽やかな食感になりました。まろやかなコク、きれいな後味が醸し出す、調和のとれ
た味わいの「AGFブレンディコーヒー」と、「トワイニング紅茶」は、ヴィクトリア女王の時代から王室御用達を授けら
れ、現在では卓越したブレンド技術により、色・味・香りのバランスがよい紅茶を提供しています。また、密閉性の高い
個包装なので、新鮮な味や香りをお届けできるのです。※ところで、ナッツ類に含まれるアルギニンはカフェインと
一緒に摂取すると脂肪を燃焼する効果がアップするそうです。

2,000
（税込2,160円）

円

P4711
2,000円
（税込2,160円）

P4525
2,000円
（税込2,160円）

P4231
2,000円
（税込2,160円）

P9101
2,000円
（税込2,160円）



永谷園 焼海苔・味付海苔セット〈KD-20A〉
内容：焼海苔8切5枚×14袋・味付海苔8切5枚×14袋
箱サイズ/255×174×60mm・20入
〈アレルゲン：小麦・えび〉〈賞味期限：製造日より2年〉

永谷園 茶づけ・ふりかけセット〈NF-20〉
内容：永谷園鮭茶づけ5 .3g×5袋・梅干茶づけ
5.1g×5袋・梅鰹ふりかけ2.5g×5袋・鮭昆布ふりか
け2.5g×5袋・箱サイズ/221×326×46mm
20入〈アレルゲン：小麦・乳〉〈賞味期限：製造日より1
年〉

厳選逸品 お茶づけ海苔・焼のり
お吸いものセット
内容：永谷園焼のり半切５枚3袋・お茶づけ海苔
6.3g×5袋・松茸の味お吸いもの2.3g×8袋
箱サイズ/273×230×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦〉〈賞味期限：製造日より1年〉

厳選逸品 調味料詰め合せ・しょうゆ
焼鮭セット
内容：味の素調味料詰め合わせ（ほんだし（8g×7本）×2
袋・コンソメ5.3g×5本・丸鶏がらスープ5g×5本）・
キッコーマンしぼりたて生しょうゆ200㎖・鮭ほぐしみ
60g・箱サイズ/273×230×75mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・乳・鶏肉・牛肉〉〈賞味期限：製造日より1年〉

ほかでは味わえない、永谷園の特撰品
お茶づけ紀行とふりかけの詰め合せです

世界無形文化遺産として登録された日本
食は、優れた栄養バランスや良質な食材
使った料理が高く評価されています。
厳選逸品のギフトは、安心してお使いい
ただける安全で信頼のあるナショナルブ
ランドの商品だけをご提供しています。

2,000
（税込2,160円）

円 2,500
（税込2,700円）

円～

E5773
2,000円
（税込2,160円）

A5235
2,000円
（税込2,160円）

E5743
2,500円
（税込2,700円）

N1083
2,000円
（税込2,160円）



緑茶・コーヒー・紅茶
クッキーセット
内容：静岡牧之原茶「望」（テトラバック3g×10袋）・
AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタイプ3
杯分）・トワイニング紅茶23g（10袋入）・モロゾフアル
カディア70g・箱サイズ/272×195×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

厳選逸品 焼のり・お吸いもの
鰹ふりかけセット
内容：永谷園焼のり半切５枚×３袋・松茸の味
お吸いもの2.3g×8袋・鰹ふりかけ3.8g×
５袋・箱サイズ/273×230×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆〉〈賞味期限：製造日より1年〉

永谷園 焼海苔・味付海苔セット〈KD-25B〉
内容：永谷園焼海苔半切6枚×3袋・味付海苔8切5枚
×14袋・箱サイズ/255×224×60mm・10入〈ア
レルゲン：小麦・えび〉〈賞味期限：製造日より1年〉

永谷園 茶づけ・ふりかけセット〈NF-25〉
内容：永谷園鮭茶づけ5.3g×5袋・梅干茶づけ
5.1g×5袋・野沢菜茶づけ4.6g×5袋・梅鰹ふりか
け2.5g×5袋・鮭昆布ふりかけ2.5g×5袋
箱サイズ/271×326×46mm・20入〈アレルゲ
ン：小麦・乳〉〈賞味期限：製造日より1年〉

コーヒー・ココア・クッキーセット
内容：モンカフェスペシャルブレンドレギュラーコー
ヒー（ドリップタイプ5杯分）・バンホーテンココア47.4g
（15.8g×3袋）・モロゾフアルカディア70g
箱サイズ/255×176×45mm・40入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

ココア・クッキーセット
内容：バンホーテンココア47.4g（15.8g×3袋）・モ
ロゾフアルカディア70g・モロゾファヤージュ5個
箱サイズ/262×215×46mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉
〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

2,500
（税込2,700円）

円

P4526
2,500円
（税込2,700円）

PF208
2,500円
（税込2,700円）

P4548
2,500円
（税込2,700円）

E5774
2,500円
（税込2,700円）

N1087
2,500円
（税込2,700円）

A5236
2,500円
（税込2,700円）



コーヒー・紅茶・クッキーセット
内容：AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタ
イプ3杯分）・トワイニング紅茶23g（10袋入）・モロゾ
フ抹茶クッキー5個・モロゾフアルカディア90g
箱サイズ/273×230×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

永谷園 焼海苔・味付海苔セット〈KD-35D〉
内容：永谷園焼海苔半切6枚×3袋・焼海苔8切5枚
×14袋・味付海苔8切5枚×14袋
箱サイズ/250×313×60mm・10入
〈アレルゲン：小麦・えび〉〈賞味期限：製造日より1年〉

永谷園 焼海苔・味付海苔
お茶づけ海苔セット〈KD-40EO〉
内容：永谷園焼海苔半切6枚×3袋・焼海苔8切5枚
×14袋・お茶づけ海苔6.3g×5・味付海苔8切5
枚×14袋
箱サイズ/250×396×60mm・10入
〈アレルゲン：小麦・えび〉〈賞味期限：製造日より1年〉

食品メーカーで唯一、
乾海苔の入札権を持っている永谷園。

永谷園は、全国の漁連で入札に直接参加して、海苔の買い

付けができる入札権を持っています。良質な海苔を仕入れ

るために、多くの海苔問屋のプロ

たちと真剣勝負を繰り広げます。

品質と価格を見合わせて、全国各

地から質の良い海苔を購入してい

ます。こだわりの素材を吟味し丹

精込めて仕上げた風味豊かな逸品の「焼海苔」です。「味

付海苔」は、口どけのなめらかさと、甘みを含んだ海苔に、

程よい甘さと辛さのある醤油ベースの味付けでお子様

から大人まで人気の商品です。

コーヒー・クッキーセット
内容：モンカフェスペシャルブレンドレギュラーコー
ヒー（ドリップタイプ5杯分）・モロゾフファヤージュ5
個・モロゾフアルカディア70g×2
箱サイズ/273×323×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

品 質 を 最 優 先にこだわり
さらに厳しく選 定
素 材 の 味 を 生 かし焼 き 上 げました

P4701
3,000円
（税込3,240円）

P4852
3,500円
（税込3,780円）

N1098
3,500円
（税込3,780円）

N1129
4,000円
（税込4,320円）

3,000
（税込3,240円）

円 4,000
（税込4,320円）

円～
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緑茶・コーヒー・ココア・クッキーセット
内容：静岡牧之原茶「望」（テトラパック3g×10袋）・バ
ンホーテンココア47.4g（15.8g×3袋）・モンカフェス
ペシャルブレンドレギュラーコーヒー（ドリップタイプ
5杯分）・モロゾフ抹茶クッキー5個・モロゾフアルカディ
ア90g・箱サイズ/273×323×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

コーヒー・紅茶・クッキーセット
内容：AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタイ
プ3杯分）・トワイニング紅茶23g（10袋入）・モンカフェ
スペシャルブレンドレギュラーコーヒー（ドリップタイ
プ5杯分）・モロゾフ抹茶クッキー5個・モロゾフアルカ
ディア90g・箱サイズ/273×323×45mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より9ヶ月〉

永谷園 焼海苔・味付海苔
お茶づけ海苔セット〈KD-50FO〉
内容：永谷園焼海苔半切6枚×3袋・焼海苔8切5枚×
14袋・お茶づけ海苔6.3g×5・味付海苔（8切5枚×
14袋）×2・箱サイズ/250×470×60mm・10入
〈アレルゲン：小麦・えび〉〈賞味期限：製造日より1年〉

コーヒー・紅茶・ココア・クッキーセット
内容：AGFブレンディレギュラーコーヒー（ドリップタイ
プ3杯分）×2・トワイニング紅茶23g（10袋入）・バン
ホーテンココア47.4g（15.8g×3袋）・モロゾフファ
ヤージュ5個・モロゾフ抹茶クッキー5個・モロゾフア
ルカディア90g・箱サイズ/273×443×45mm・10入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

P4853
4,000円
（税込4,320円）

P4861
4,000円
（税込4,320円）

P9211
5,000円
（税込5,400円）

N1130
5,000円
（税込5,400円）

4,000
（税込4,320円）

円 5,000
（税込5,400円）

円～



愛知県西尾の抹茶を使用した
香り豊かな生地に、上品な甘さの
小倉あん風味のクリームをサンド。
「さくり」とした食感の
濃茶クッキーです。

愛知県西尾の抹茶を使用した
香り豊かな生地に、上品な甘さの
小倉あん風味のクリームをサンド。
「さくり」とした食感の
抹茶クッキーです。

薄く軽やかな食感 繊細に重なり合う
風味豊かな味わい
薄く軽やかな食感 繊細に重なり合う
風味豊かな味わい

MATCHA 
COOKIE

FEUILLAGE

コーヒー・クッキーセット
内容：モロゾフファヤージュ（アーモンド＆ミルクチョ
コレート6個・アーモンド＆ホワイトチョコレート6
個）・モンカフェ（レギュラーコーヒー5杯分）
箱サイズ/255×312×46mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

クッキーセット
内容：モロゾフファヤージュ（アーモンド＆ミルク
チョコレート6個・アーモンド＆ホワイトチョコレー
ト6個）・モロゾフ抹茶クッキー5個
箱サイズ/255×312×46mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

クッキーセット
内容：モロゾフファヤージュ（アーモンド＆ミルク
チョコレート6個・アーモンド＆ホワイトチョコレー
ト6個）・モロゾフアルカディア70g×2
箱サイズ/255×312×46mm・20入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

MPC-01
2,500円
（税込2,700円）

MPC-02
2,500円
（税込2,700円）

MPC-03
3,000円
（税込3,240円）

4,000
（税込4,320円）

円 5,000
（税込5,400円）

円～



80年以上愛され続けるモロゾフ。

素材にこだわる今を代表するスイーツの詰め合せ。

贈る人も貰う人も安心の商品です。

クッキーセット
内容：モロゾフファヤージュ（アーモンド＆ミルク
チョコレート6個・アーモンド＆ホワイトチョコレー
ト6個）×2
箱サイズ/185×185×90mm・12入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

クッキーセット
内容：モロゾフファヤージュ（アーモンド＆ミルク
チョコレート6個・アーモンド＆ホワイトチョコレー
ト6個）×3
箱サイズ/185×185×135mm・8入
〈アレルゲン：小麦・大豆・卵・乳〉〈賞味期限：製造日より8ヶ月〉

ごくわずかな小麦粉に卵と砂糖
を加えて半透明の液状にし、薄く
軽く焼上げました。油を一切使わ
ないシンプルな生地がナッツの
香ばしさを引き立てます。

香り高く豊かな風味のアーモン
ドをやさしいミルクチョコレート
でバランスよく。香ばしさと甘
さが共存する味わいは、幅広い
世代に好まれるおいしさです。

アーモンド独特のカリッとはじけるような食感
をまろやかなホワイトチョコレートがより一層
引き立てます。香ばしさの中にミルキーな甘さ
がふわりと広がります。

アーモンド＆ミルクチョコレート

アーモンド＆ホワイトチョコレート

MPC-04
3,500円
（税込3,780円）

MPC-05
5,000円
（税込5,400円）

3,500
（税込3,780円）

円 5,000
（税込5,400円）

円～



【特撰ビーフカリー】
牛肉を天火で香ばしくグリル
し美味しさを閉じこめました。
じっくり炒めた淡路産玉ねぎ
の甘みと、果実やデミグラス
ソースのコク深い味わいにオ
リジナルブレンドのスパイス
が豊かに香ります。

【特撰チキンカリー】
骨付きの鶏肉を天火でグリルし
美味しさを閉じこめました。
じっくり炒めた淡路産玉ねぎの
甘みと、トマトやヨーグルトのほ
どよい酸味が調和した深い味わ
いにオリジナルブレンドのスパ
イスが豊かに香ります。

choice curry

厳選逸品 プレミアムセット
内容：新宿中村屋特撰ビーフカリー190g×3
特撰骨付チキンカリー200g×3
箱サイズ/175×275×95mm・8入
〈アレルゲン（ビーフカリー：乳・牛肉・大豆・とり肉・
りんご・カシューナッツ）・（チキンカリー：乳・大豆・
とり肉・カシューナッツ）
〈賞味期限：製造日より1年6ヶ月〉

The fragrance abundant in a spice

S5350
5,000円
（税込5,400円）
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