年末返礼品のご案内

1,500円
JW-J-2 ＊

JW-N15D ＊

静岡特上煎茶

500円

どんこ椎茸

100g×1袋

TT-TO-E ＊

TT-TH-E ＊

AP-US-S ＊

上級煎茶箱入

粉末緑茶

うめ茶・しいたけ茶

煎茶 40g

スティック 0.4g×7本

うめ茶 3g×7本
しいたけ茶 3g×7本

JW-SH5-Z ＊
有明産 焼海苔
有明産焼海苔 全形 7枚

AP-KS-B ＊

HK-SFD-B ＊

賛否両論 笠原将弘監修

讃岐うどん
信州そば詰合せ

SL-BS-A ＊

ﾄﾞﾄｰﾙ・ﾈｽｶﾌｪｾｯﾄ

白子のり 味海苔

ﾄﾞﾄｰﾙまろやかｶﾌｪｵﾚ×2本
ﾄﾞﾄｰﾙほろにがｶﾌｪｵﾚ×2本
ﾈｽｶﾌｪｴｸｾﾗｺｰﾋｰ×4本
ﾛﾝｸﾞｼｭｶﾞｰ5本

SL-AN-TO
今治産

JW-LKG
薬用キレイキレイ
ハンドソープ 250ml

ドトールスティック
(抹茶ｵﾚ・ﾐﾙｸﾃｨｰ
ｶﾌｪﾓｶ・ｶﾌｪﾗﾃ×各2本)
アールグレイ紅茶×10袋
ドリップコーヒー×3袋

SL-AN-T3

JW-3815

今治フェイスタオル2P

今治
甘撚りタオルセット

フェイスタオル×2

タオルハンカチ×1

1,000円

ドトールバラエティ

生姜スープ×2
たまごスープ×2
玉ねぎスープ×2

タオルハンカチ

ハンドソープ

味海苔 8切5枚×6袋

JW-DOS-FS ＊

フリーズドライスープ

讃岐うどん×6束
信州そば×5束

AP-PL-SDT ＊

60g

フェイスタオル×1
ウォッシュタオル×1

2,000円
SL-G10-AYE ＊

JW-SH10-Z ＊

TT-TOH-AO ＊

上級煎茶
上級煎茶 90g

焼海苔

焼海苔・味海苔・塩海苔

焼海苔全形 7枚×2帖

焼海苔 8切6枚×3
味海苔 8切6枚×2
塩海苔 8切6枚×2

TT-TO-BO ＊

AP-KS-C ＊

JW-ND-20 ＊

上級煎茶

どんこ椎茸

上級煎茶 90g×2缶

80g

讃岐うどん
信州そば詰合せ
讃岐うどん×8束
信州そば×8束

CV

AP-KS-A ＊

AP-SC-120 ＊

JW-N10D ＊

讃岐うどん・
信州そば詰合せ

どんこ椎茸

ネスレコーヒー

40g

ﾈｽﾚｽﾃｨｯｸｺｰﾋｰ 2g×12本
ﾈｽﾚﾌﾞﾗｲﾄ 2.5g×12本
ｽﾃｨｯｸｼｭｶﾞｰ 24本

讃岐うどん×4束
信州そば×4束

JW-OP-10 ＊

HK-SFD-A ＊

賛否両論 笠原将弘監修

日清ヘルシーオイルギフト

フリーズドライスープ

日清ヘルシーキャノーラ油 350g
日清キャノーラ油ヘルシーライト 350g

たまごスープ×1・生姜スープ×1
トマトスープ×1・
とうもろこしの冷製ポタージュ×1

HK-SFD-C ＊

HK-SAI-A ＊

SL-FDS-201 ＊

家族団欒 食品セット
キッコーマン 生しょうゆ 200ml×1
日清キャノーラ油 380g×1
ヤマキかつおだし 4g×10袋×1
柳屋本店 うめ茶漬×1・さけ茶漬×1

賛否両論 笠原将弘監修

白子のり・深蒸し茶

フリーズドライスープ
生姜スープ×2・トマトスープ×2
玉ねぎスープ×2・たまごスープ×2

白子のり 焼海苔半切 6枚×2袋
深蒸し茶 80g

AP-HS-B

AP-SGD ＊

今治タオル
＆薬用キレイキレイ

スティックコーヒー
UCCﾐﾙｸﾘｯﾁｶﾌｪｵﾚ 14g×4袋
UCC黒糖ｶﾌｪ 12g×4袋
UCC炭火焙煎ｺｰﾋｰ 1.8g×10袋
UCCｶﾌｪﾌﾟﾗｽ 2.5g×10袋

フェイスタオル×1
ウォッシュタオル×1
ハンドソープ 250ml

●掲載の全商品の価格は、税抜き価格です。品番に＊のついている商品は軽減税率対象商品です。

2,500円
JW-FMJ-B ＊

SL-OTM-BWN ＊

JW-ND-25 ＊

玉露バラエティB

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ煎茶・山本海苔

玉露 80g・和紅茶 2g×10
静岡茶スティック 0.5g×12

ホテルオークラ煎茶【霞】90g×1袋
山本海苔 別撰焼海苔半裁 5枚入×2袋

SL-FDS-251 ＊

こだわりパスタセット

4,000円～

フリーズドライスープ

スパゲティ 150g×2
パスタソース(ナポリタン) 140g×1
パスタソース(カルボナーラ) 140g×1
パスタソルト 100g

HS-ST-D ＊

切花

100g

賛否両論 笠原将弘監修

世界チャンピオン自信のパスタソース

キッコーマン生しょうゆ 200ml
日清キャノーラ油 380g×2
ヤマキかつおだし 4g×10袋×1
柳屋本店 うめ茶漬×1・さけ茶漬×1

かご花 5,000円～

HK-SFD-D ＊

HK-SYSP-BE ＊

家族団欒 食品セット

どんこ椎茸

生姜スープ×3・玉ねぎスープ×2
とうもろこしの冷製ポタージュ×2
トマトスープ×3

AP-HS-C

（写真は4,000円）
（写真は8,000円）

盛果物・盛缶詰 8,000円～

今治タオル
＆薬用キレイキレイ

食卓詰合せ
鰹本節削り2g 10袋×1箱
鮭フレーク 52g・だしの素 3.5g×12袋
さんま味付 80g・さばみそ煮 80g
キッコーマン生醤油 450ml

（写真は10,000円）

(軽減税率対象商品)

盛菓子 6,000円～
（軽減税率対象商品）

フェイスタオル×2
ハンドソープ 250ml

3,000円
SL-OTM-AN ＊
JW-FMJ-A ＊

玉露バラエティA
玉露 80g・和紅茶 2g×20
静岡茶スティック 0.5g×20

AP-HS-DA

ホテルオークラ煎茶
･山本海苔詰合せ

今治タオル
＆薬用キレイキレイ

ホテルオークラ煎茶(霞) 60g×2
山本海苔 別撰焼海苔半切5枚×2袋

ﾌｪｲｽﾀｵﾙ×2・ｳｫｯｼｭﾀｵﾙ×1
ハンドソープ 250ml

（写真は盛缶詰10,000円）

（写真は盛菓子・半対7,500円）

ご供物だけでもお気軽にご用命ください。
ご希望の金額・内容にて承ります。

□お問合せ・ご注文は

CVｓ
JW-MFFT-6 ＊

丸福珈琲店
ｺｰﾋｰ＆紅茶＆洋菓子
エクセレントブレンド(ドリップタイプ)×6
アッサムティー×4
ダージリンティー×4
アーモンドフロランタン×4

SL-FDS-301 ＊

家族団欒 食品セット
キッコーマン生しょうゆ 200ml×1
日清キャノーラ油 380g×2
ヤマキかつおだし 4g×10袋×2
柳屋本店 うめ茶漬×2・さけ茶漬×2

HS-NIH-E ＊

焼海苔・味海苔・
だし・国産椎茸
焼海苔全形5枚×2袋
味海苔8切40枚×1缶
だしｽﾃｨｯｸ 3.5g×12本・国産椎茸50g

HK-SFD-E ＊

賛否両論 笠原将弘監修

フリーズドライスープ

玉ねぎスープ×3・生姜スープ×3
トマトスープ×3
とうもろこしの冷製ポタージュ×3

HK-SYSP-CJ ＊
世界チャンピオン自信のパスタソース

こだわりパスタセット

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 150g×2
ﾊﾟｽﾀｿｰｽ(ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ・ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ) 140g×各1
五種の彩り素材ﾊﾟｽﾀ ×2
(ｺﾝｷﾘｴ 70g・ﾌｧﾙﾌｧｰﾚ 50g)

●商品は万全を期してご用意いたしておりますが、万一品切れの節はご了承ください。

株式会社 博善社
長野市東和田245-1
TEL 026-259-3333 / FAX 026-244-3300
ハクゼンホール

セレモニー須高会館
須坂市春木町1066-8
TEL 026-248-0900 / FAX 026-248-1126
ハクゼンホール稲田会館
長野市稲田3丁目48-11
TEL 026-263-6200 / FAX 026-263-6000
ハクゼンホール安茂里会館
長野市差出南1丁目9-24
TEL 026-291-3030 / FAX 026-291-3020
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