
ウィズネットの永谷園、モロゾフギフトセットは
メーカーとのコラボレーションから生まれました。

他では手に入らない“オンリーワン”の価値あるギフトです。

モロゾフ 「スイートセレクション」は、
洋菓子贈答品のモロゾフとウィズ
ネットがコラボレーション企画した
クッキーシリーズでウィズネットの
みが提供できる商品です。

● 永谷園は、食品メーカーで唯一全国の
乾海苔入札権を持つ海苔へのこだわ
りの強いメーカーです。
永谷園海苔ギフトはウィズネットの
みが提供できる商品です。

●

法人様向けギフトカタログ
ノベルティから贈答品まで



★「永谷園ギフト」は現在WIZNet からのみの販売となっております。

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

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

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

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

1,000円
（税込1,080円）

N1000
1,500円
（税込1,620円）

N1001

2,500円
（税込2,700円）

A5236
2,000円
（税込2,160円）

A5235

G
series

G series

NF
series

毎日の食卓にお役に立つ永谷園
ならではの味のギフトです。

NF series
お茶づけの永谷園が産地にこだ
わり風味豊かに仕上げました。

KD series
仕入れからこだわり大切に仕上
げたお薦めの焼のりです。



KD
series

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

永谷園 焼海苔
味付海苔セット〈KD-25B〉
内容：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

永谷園 焼海苔
味付海苔セット〈KD-35D〉
内容：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

永谷園 焼海苔・お茶づけ海苔
味付海苔セット〈KD-30DO〉
内容：焼海苔半切6枚×3袋・味付海苔8切5
枚×14袋・お茶づけ海苔6.3g×5袋
箱サイズ/250×313×60mm・10入

永谷園 焼海苔・味付海苔
お茶づけ海苔セット〈KD-40EO〉
内容：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袋・味付海苔
8切5枚×14袋
箱サイズ/250×396×60mm・10入

永谷園 焼海苔・味付海苔
お茶づけ海苔セット〈KD-50FO〉
内容：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袋・味付海苔（8
切5枚×14袋）×2
箱サイズ/250×470×60mm・10入

永谷園 焼海苔
お茶づけ海苔セット〈KD-25DO〉
内容：焼海苔半切6枚×3袋・お茶づけ海苔　　　
（6.3g×5袋）×2
箱サイズ/250×313×60mm・10入

永谷園 焼海苔
お茶づけ海苔セット〈KD-20BO〉
内容：焼海苔半切6枚×3袋・お茶づけ海苔
6.3g×5袋
箱サイズ/255×224×60mm・10入

★「永谷園ギフト」は現在WIZNet からのみの販売となっております。

3,000円
（税込3,240円）

N1095

2,500円
（税込2,700円）

N1087

2,000円
（税込2,160円）

N1083
2,000円
（税込2,160円）

N1086

2,500円
（税込2,700円）

N1090

4,000円
（税込4,320円）

N1129
5,000円
（税込5,400円）

N1130

3,500円
（税込3,780円）

N1098



洋風箱
series

●AGFブレンディ（ドリップパック）
●内容量／ドリップタイプ 7g×3袋

●箱サイズ／125×85×41mm

豆の芯までしっかり熱が伝わるように弱
火でじっくり焙煎しました。まろやかな味
わいが特徴です。

●トワイニング紅茶 ティーバッグ
●内容量／23g（10袋）

●箱サイズ／125×85×41mm

濃厚なコクと、紅茶らしい華やかな香りが
感じられるブレンドです。どなたからも愛
される、バランスのとれた王道の味わいで
す。ストレートはもちろん、ミルクティーや
アイスティーにもお勧めです。

●バンホーテン ミルクココア
●内容量／47.4g（15.8g×3袋）　

●箱サイズ／125×85×41mm

1828年、世界で初めてココアの製造法を
発明したのがオランダのC.J.バンホーテ
ン。以来、バンホーテン社のココアは香り
豊かで良質なココアとして世界中の人々
に愛されています。

●モンカフェ スペシャルブレンド
●内容量／7.5g×5袋

●箱サイズ／250×85×41mm

味わいを極めたモンカフェの、個性豊か
なスペシャルブレンド。あらゆるシーン
に挽きたてのおいしさをお届けします。

●静岡牧之原茶 望
●内容量／ティーバッグ・テトラタイプ3g×10袋

●箱サイズ／125×85×41mm

摘みとる前に一定期間日光を遮って
作った旨味の強い被覆茶です。

●AGF ブレンディカフェオレ
●内容量／スティックコーヒー10本

●箱サイズ／125×172×41mm

お湯を注ぐだけで手軽に味わえ、ホット
でもアイスでも、マグカップサイズでたっ
ぷりクリーミー＆スィート。これ一本で毎
日手軽に本格的な味わいがお楽しみい
ただけます。

●中村屋 ビーフカリー
●内容量／180g×2食・180g×3食

●箱サイズ／125×172×41mm

牛肉・玉ねぎ・じゃがいもは国産を使用
しております。野菜や果実がとけこんだ
なめらかなソースに、オリジナルブレン
ドのスパイスを効かせたビーフカレー
です。

●モロゾフ アーモンドクッキー
●内容量／70g（紙箱タイプ）／90g（缶タイプ）

●サイズ／125×85×41mm（紙箱）

　　　　　127×127×35mm（缶）

厳選した粒よりのナッツをまるごとトッピ
ングしたモロゾフオリジナルのクッキー
です。ひとくちサイズで食べやすく、クセ
になる美味しさです。

●モロゾフ 抹茶クッキー
●内容量／5個（缶タイプ）／5個（紙箱タイプ）

●サイズ／127×127×35mm（缶）

　　　　　250×120×41mm（紙箱）

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
お濃茶クッキーです。

●モロゾフ リーフクッキー
●内容量／6個（缶タイプ）／12個（紙箱タイプ）／5個（紙箱タイプ）

●サイズ／127×127×35mm（缶）・180×180×45mm（紙箱）

　　　　　250×120×40mm（紙箱）

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。繊
細に重なり合う美味しさです。

●味の素 クノールつぶ入り
　コーンクリームスープ
●内容量／4袋

●サイズ／125×85×41mm

味の素KKクノールつぶ入りコーンクリー
ムスープは、契約栽培されたスイート
コーンをふんだんに使った口どけのよい
スープです。お湯にとかすだけで、忙しい
ときでも簡単手軽においしいスープが
出来上がります。

●味の素 クノール
　オニオンコンソメスープ
●内容量／4袋
●サイズ／125×85×41mm

味の素KKクノールオニオンコンソメは、
じっくり煮込んだたまねぎ等を使用し、
素材のおいしさが活きた良質なコンソ
メスープです。お湯にとかすだけで、忙し
いときでも簡単手軽においしいスープが
出来上がります。

★一般では入手できないWIZNetオリジナルギフト商品の単品 (オープン価格 )です。ノベルティ等にご利用いただけます。



●永谷園 お吸いもの
●内容量／2.3g×8袋　

●箱サイズ／125×85×41mm

かつおの旨みとほどよい松茸の香りが楽し
めるお吸いものです。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。

●永谷園 玉露入り お茶づけ海苔
●内容量／31.5g（6.3g×5袋）　

●箱サイズ／125×85×41mm

お茶づけの定番、お茶づけ海苔。そのままで
も、お好みにアレンジしても楽しめるベー
シックなお茶づけです。熱いお湯でさらりと
お召し上がりください。

いつでも、どこでも使いやすいミニパッ
クのセットです。

●永谷園 鰹ふりかけ
●内容量／19.0g（3.8g×5袋）

●箱サイズ／125×85×41mm

ごはんにひとふり、鰹風味のふりかけです。

●内容量／特選丸大豆しょうゆ4㎖×8

　デルモンテトマトケチャップ10g×5

●箱サイズ／125×85×41mm

●キッコーマン 味わい調味料

●永谷園 焼海苔 〈半切〉
●内容量／半切6枚

●箱サイズ／袋230×115mm・箱250×120×41mm

日本の豊かな海に育てられた自然の恵み、
吟味した品を風味よく焼き上げました。

●味の素KK 調味料詰め合わせ
●内容量／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　
●サイズ／250×120×41mm

美味しさにこだわるメーカーがさらに厳
選したものをセットしました。

●クラムチャウダー（レトルトスープ）
●内容量／150g

●サイズ／160×110mm

●かぼちゃのスープ（レトルトスープ）
●内容量／150g

●サイズ／160×110mm

●コーンスープ（レトルトスープ）
●内容量／150g

●サイズ／160×110mm

和風箱

Soup

series

series

じっくり煮込み、あさりのうま味を引き出し
ました。コクのあるクリーミーなスープで
す。温めて美味しい！調味料、甘味料、着色
料不使用！

じっくり煮込み、北海道産かぼちゃ本来の
甘さを引き出しました。クリーミーでなめ
らかなスープです。温めても、冷たくても 
美味しい！調味料、甘味料、着色料不使用！

じっくり煮込み、裏ごしされたコーンの甘
みを引き出しました。クリーミーでなめら
かなスープです。温めても、冷たくても 美
味しい！調味料、甘味料、着色料不使用！

★一般では入手できないWIZNetオリジナルギフト商品の単品 (オープン価格 )です。ノベルティ等にご利用いただけます。



Sweet
Selection

スイートセレクション
内容：（アルカディア70g×2
ファヤージュ5個・抹茶クッキー5個）×2
箱サイズ/270×354×90mm・10入

スイートセレクション
内容：アルカディア70g×2
ファヤージュ6個×2・抹茶クッキー5個
箱サイズ/270×354×45mm・20入

スイートセレクション
内容：アルカディア70g×2
ファヤージュ5個・抹茶クッキー5個
箱サイズ/270×354×45mm・20入

スイートセレクション
内容：アルカディア90g
ファヤージュ6個・抹茶クッキー5個
箱サイズ/270×267×45mm・20入

スイートセレクション

1931年、神戸トアロードに誕生したモロゾフ。以来、魅力あるスイーツを提供し続けています。
ファヤージュ 抹茶クッキー アルカディア

【スイートセレクション】

パリッと薄く焼き上げた
クッキーに、香ばしいナッ
ツを散りばめてまろやか
なミルクチョコレートを
挟みました。上品な甘さ
と心地よい食感、食べあ
きない美味しさです。

愛知県西尾市の抹茶を
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
食感のお濃茶クッキー
です。

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
地に練りこみ、カリッと
香ばしく焼き上げまし
た。さくっと軽やかな食
感に。

★WIZNet オリジナルのギフトセットです。他では手に入らない価値ある贈答品です。

2,000円
（税込2,160円）

WS001

2,500円
（税込2,700円）

WS002

3,000円
（税込3,240円）

WS003

5,000円
（税込5,400円）

WS004



★一般では入手しずらいWIZNet オリジナルギフトセットです。

【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。

内容：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

Soup

新宿中村屋
プレミアムセット

choice
curry

スープの贈り物
内容：クラムチャウダー150g
かぼちゃのスープ150g
コーンスープ150g
箱サイズ/163×335×26mm
20入

スープの贈り物
内容：クラムチャウダー150g×2
かぼちゃのスープ150g×2
コーンスープ150g×2
箱サイズ/163×335×42mm・10入

うまみ調味料、
甘味料、着色料不使用

国産牛肉、鶏肉と
淡路産玉ねぎ

〈化学調味料不使用〉

2,000円
（税込2,160円）

RS002

1,000円
（税込1,080円）

RS001

5,000円
（税込5,400円）

S5350



静岡牧之原茶

ブランド茶「　」を産地直送でお届け!!
静岡県牧之原の大地が育んだ

静岡県の農林水産物の中から、全国や海
外に誇りうる価値や特長を備えた商品と
して、県独自の認定基準に基づいて「しず
おか食セレクション」に認定されました。
静岡牧之原茶「望」は、茶業界初 認定基準
を採用し、食の都を代表するまさに“とっ
ておき”の逸品です。

静岡牧之原茶
「望」「深蒸し煎茶」
（テトラバック）
内容/「望」60g（5g×12袋）

「深蒸し煎茶」60g（5g×12袋）

茶業界初の認証制度を導入。茶葉の外観や
香り、味を厳しく審査する品質重視のブラ
ンド、それが静岡牧之原茶「望」。お茶を摘み
採る前に一定期間、日光を遮ることで葉の
緑色が濃くなり、お茶をいれた時の色がよ
り鮮やかな緑色に、さらに旨み成分の強い
お茶になります。

普通の煎茶よりも蒸す時間を長くした「深
蒸し茶」。「蒸し」の時間を2～3倍長くする
ことで、通常の煎茶に比べコクや旨みが十
分に引き出され、なおかつ苦渋味を緩和さ
せたまろやかな味わい。苦味が少なく、大
人からお子様まで家族みんなでお飲みい
ただけます。

★産地から直接お届けします。

926円
（税込1,000円）

WH-10

安全・安心なお茶

全窒素とは・・・
●JAハイナン独自の基準をクリアしたものだけ
を、静岡牧之原茶「望」として認証します。まず、近
赤外法による茶成分分析を行い、品質と深い関係

にある全窒素を調べます。全窒素
は、一番茶5％以上、二番茶4.5％
以上の高い数値をクリアして、さ
らに熟練した審査員が茶葉の外
観や香り、味を厳しく審査しま
す。このような厳しい分析・審査を受け、総合合格し
たものが静岡牧之原茶「望」として認証されます。

牧之原市が産地賞受賞
静岡県牧之原市は、日本有数の茶産地とし
て知られ、静岡県でも早場所である牧之原
市のお茶は、長い日照時間と温暖な気候で
育てられ、柔らかい芽でありながら茶葉が
大きく肉厚に栽培されています。

茶の科学成分の中で窒素化合物
にはタンパク質、遊離アミノ酸、
アミドやカフェイン、核酸など
がある。これらに含まれている
窒素総量を言う。全窒素は緑茶
の品質と高い相関があり、遊離
アミノ酸と同様に緑茶の品質指
標として最も重要である
静岡県経済農業協同組合連合会「茶生産指導指針」引用



除菌
健康
美容
series

木曽檜 歯磨ジェル
内容：50g　箱/48入

emmyWash（エミーウォッシュ）
●本体質量：1.73kg●付属品：電源コード、盤面、L字フック、盤面取り外し
用ピック、専用マット、案内シート●商品サイズ/300×126×159mm
●アルコール除菌液350㎖（約350回分）・エタノール51%

笑顔を感知すると除菌液が噴霧される社会装置です。企
業、組織、社会の人々の笑顔を増やす装置を提供します。

天然100％の木曽ヒノキ蒸留水を成分の約80％に用いた
歯磨きジェル。木曽ヒノキ蒸留水は、ジンジバリス菌（歯
周病菌）およびミュータンス菌（虫歯菌）を99.9％除菌す

る効果が確認されています。安
全面にこだわり、化学的な成分を可能な限り不
使用にしました。ご年配の方からお子様まで、
しっかり磨けて、安心して使える歯磨きです。
※取得済みエビデンス（検査証明）一般社団法人日本食品分析センター

※

★除菌・健康・美容ラインナップです。

除菌液

顔検出センサー

笑
顔
で

感
染
症
予
防

木曽檜とは
木曽檜とは長野県木曽地方で300年以上かけて育てられ、伊勢神宮など重要な寺社仏閣の建材として主に
用いられる貴重なヒノキです。 江戸時代では多くの城の建築で使われており、「木一本、首一つ」という言
葉が出るくらい厳しい規制がしかれ保護・管理されていました。 現在でもその全てが国有林であり、伐採
される本数などが厳しく管理されています。  

※取得済みエビデンス（検査証明） 一般社団法人日本食品分析センター  第14081497002-0201号：ジンジバリス菌99.9％除菌、第14081497002-0501号：ミュータンス菌を99.9％除菌 

歯周病の歯茎で脳内老人班成分が産生されていることが判明!

※アルツハイマー型などの認知症はまだはっきりと解明されていない病気です。 
他にも要因はありますので、歯周病ケアをしているからと言って絶対に 認知症にならないとは限りません。 
ですが、しっかりケアすることによって認知症の予防に大きく貢献できることは間違いありません。  

2019年11月九州大学などの研究グループが、老人班主成分Aβが人の
歯周病の歯茎で産生されていることを 世界で初めて発見しました。 
研究者らも、「大変驚きました。アルツハイマー型認知症の予防に口腔
ケアはとても重要です」とコメントしています。木曽檜の力で歯周病
菌を99.9除菌！アルツハイマー型認知症の予防に 



除菌
健康
美容
series

携帯除菌セットA
内容：アルコールハンドジェル40㎖（アルコール成
分58%）・アルコールウェットティッシュ10枚・ブ
リーツマスク1枚×3袋（不織布・サイズ約175×約
95mm・商品サイズ/175×275×28mm・30入

携帯除菌セットB
内容：アルコールハンドジェル40㎖（アルコール成分58%）・
アルコールウェットティッシュ10枚・ブリーツマスク1枚×
3袋（不織布・サイズ約175×約95mm・抗菌ハンカチ
商品サイズ/175×275×28mm・30入

ピュアキラー
内容：噴霧器用1ℓ

やさしい成分
●毎日使っても、手があれない。
●直接吸い込んでも、人体に無害。
●乳児～ご老人、ペットにも使える。

高い除菌力
●部屋全体の消臭に最適。
●浮遊するカビ、ウイルスの除去。
●加湿器内の細菌、ヌメリを抑える。

★除菌・健康・美容ラインナップです。

素肌にやさしくパワフル除菌

空間除菌に
最適です!

超音波噴霧器に入れてご使用いただくと、
お部屋全体の除菌・消臭ができます。

携
帯
し
や
す
く
、

使
い
心
地
も
良
い
も
の
を
厳
選
。

外
出
先
で
の

ウ
イ
ル
ス
対
策
に
も
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立
ち
ま
す
。

携帯に便利な
ポーチ付
除菌＆
感染予防



ヘルスケア事業

ギフト事業

（株）ウィズネットご紹介
ライフ・サポート・カンパニーとして事業を
展開している私たちウィズネットは、専門商
社として、ヘルスケアとギフトさらに物流加
工を加えた3事業を展開しております。
（設立：2001年）

l企業様向け「健康経営」支援サービス
l健康保険組合様向け保健事業支援サービス
l保険業界向け加入者用サービスそのほか

l法人様向け商品
lメモリアル商品
l地域ブランド商品
l衛生・防災商品
l健康・美容商品
l新型コロナウイルス（COVID-19）
   抗原・抗体検査キット（取扱い準備中）
   そのほか多数

★ギフトセットには品質保証書が入っております。 ★ウィズネット事業内容についてのご案内です。


