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幻のじゃばら酒（日本酒仕込み）

5,000円

じゃばら果汁と日本酒をブレンドし
、さらりとした甘みと独特の酸味が
くせになる美味しさ。和歌山の蔵元
が造った「リキュール」飲料です。

じゃばらのお酒じゃばら村（芳醇タ
イプ）

6,000円

じゃばら果汁と日本酒をブレンドし
、さらりとした甘みと独特の酸味が
くせになる美味しさ。和歌山の蔵元
が造った「リキュール」飲料です。

じゃばらまる190ｇ×30本

10,000円

じゃばらと橙をブレンドした清涼感
たっぷりの柑橘ドリンク

じゃばら果汁360ml×2本

10,000円

鍋物、焼魚、酎ハイなど、様々な料
理に合わせやすい人気ナンバーワン
「じゃばら果汁」

【数量限定】JOIN熟選工房
果汁100％（瓶）900ml×6本

9,000円

ビタミンCたっぷり、甘味もたっぷ
り！　和歌山県産「温州みかん」か
らつくった100％ジュースです

【予約受付：11月上旬発送】早生み
かん【糖度10度以上】10kg

10,000円

南向きの明るい斜面と、黒潮が運ぶ
あたたかな風の中で育てられました
。糖度と酸味を調和した濃厚な味わ
いの早生みかんです。※マルチ栽培
・露地栽培混合

【予約受付：11月上旬発送】早生み
かん【味・糖度12度以上】5kg

15,000円

南向きの明るい斜面と、黒潮が運ぶ
あたたかな風の中で行われる【マル
チ栽培】は、シートを根元に敷いて
水分を抑制させることでみかんの糖
度と酸味を調和した濃厚な味わいで
す。

【期間限定】ウィルキンソンセット
【じゃばら柿の種付き】

10,000円

はちみつじゃばらにウィルキンソン
のタンサンが付いたお得なセット！
じゃばら柿の種も付いてきます。

【期間限定】平成30年度産みくまの
彩選米13kg＋2kg(5kg×3袋)【予約
受付／10月上旬より発送】

12,000円

【期間限定】【2kg増量】ボリュー
ムたっぷり15キロ！和歌山県産コシ
ヒカリ、近江米のブレンド米

紀州南高梅・高級梅干4種セット（
梅咲く木箱セット：250g×4）

13,000円

四つの味と和の伝統色を組み合わせ
た、美しいギフトセットが誕生しま
した。四つの箱をあわせると梅の花
が咲く、遊び心のあるデザインです
。

熊野牛万能スライス1kg

14,000円

紀州の豊かな自然と温暖な風土に育
まれた、甘味豊かな熊野牛

ラフティング（アイスマン）1名様

15,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ
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ラフティング（ケイズ）1名様

15,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ

ラフティング乗船券（アイスマン）
大人2名様

30,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ

ラフティング乗船券（ケイズ）大人
2名様

30,000円

スリルと大自然の癒しを満喫。アメ
リカ生まれのリバースポーツ

北山川観光筏下り（大人1名様）

15,000円

迫りくる岩肌と激しい水しぶき。ま
るで大自然の中の絶叫マシーン

北山川観光筏下り乗船券【大人】2
名様

30,000円

迫りくる岩肌と激しい水しぶき。ま
るで大自然の中の絶叫マシーン

おくとろ温泉チェックアウト日平日
限定素泊まりプラン（1名様）

15,000円

神々が宿る神秘の里の渓谷美を望む
絶景の出湯

おくとろ温泉チェックアウト日平日
限定　素泊まりプラン大人2名様

30,000円

神々が宿る神秘の里の渓谷美を望む
絶景の出湯

おくとろ温泉ふるさと納税特別プラ
ン（1名様）

30,000円

神々が宿る神秘の里の渓谷美を望む
絶景の出湯

おくとろ温泉ふるさと納税特別プラ
ン大人2名様

60,000円

神々が宿る神秘の里の渓谷美を望む
絶景の出湯

はちみつじゃばら500ml

6,000円

じゃばら果汁と橙果汁に、たっぷり
の蜂蜜を加えた贅沢なドリンクです
。

じゃばらポン酢じゃぽん360ml×3本

7,000円

料理の後味すっきり！じゃばらの旨
味が詰まった手作りの一本

じゃばら果汁360ml×3本

14,000円

鍋物、焼魚、酎ハイなど、様々な料
理に合わせやすい人気ナンバーワン
「じゃばら果汁」
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じゃばら果汁360ml×5本

23,000円

鍋物、焼魚、酎ハイなど、様々な料
理に合わせやすい人気ナンバーワン
「じゃばら果汁」

じゃばら果汁360ml×15本

65,000円

鍋物、焼魚、酎ハイなど、様々な料
理に合わせやすい人気ナンバーワン
「じゃばら果汁」

じゃばら10％ドリンク160ml×15本

8,000円

先ずは手始めにどうぞ！「じゃばら
」商品の定番ドリンク

じゃばら10％ドリンク160ml×30本

17,000円

先ずは手始めにどうぞ！「じゃばら
」商品の定番ドリンク

じゃばらドリンク12本セット

6,000円

清涼感たっぷりのスッキリした味わ
い。じゃばら果汁10％ドリンク12本
セット

じゃばらドリンク18本セット

8,000円

清涼感たっぷりのスッキリした味わ
い。じゃばら果汁10％ドリンク18本
セット

じゃばらマーマレード140g×4本

7,000円

甘すぎず苦すぎず、大人にうれしい
マーマレード

じゃばらシロップ360ml×3本

6,000円

夏だけの限定発売！じゃばらシロッ
プの冷た～いかき氷で火照った身体
をクールダウン

北山村の邪払飴（6倍濃縮果汁入）
45粒入×3袋【3袋セット】

5,000円

和歌山県北山村の「じゃばら」から
抽出した果汁を6倍濃縮し、1粒あた
り果汁換算でなんと12%配合!!ぎゅ
っと果汁を閉じ込めました。

北山村の濃い邪払飴180g×3袋

7,000円

じゃばら成分を濃縮した甘くない飴
です。じゃばらの効能を手軽に得る
ことが出来ます

花粉じゃばらサプリ

5,000円

北山村原産の幻の柑橘類「じゃばら
」に青みかん成分「ヘスぺリジン」
を加えた春向きサプリメントです。

花粉じゃばらサプリ3本組セット

15,000円

北山村原産の幻の柑橘類「じゃばら
」に青みかん成分「ヘスぺリジン」
を加えた春向きサプリメント（3本
セット）です。
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じゃばらパウダー100g×3袋

7,000円

料理から入浴剤まで多彩な用途。鼻
のムズムズが気になる人に大活躍の
じゃばらパウダー

じゃばらショコラ48g×8個入（2箱
）

9,000円

“甘いもん苦手”な男もはまる、じ
ゃばらフレーバーが隠し味の大人の
ためのスイーツ

じゃばらチーズ饅頭35g×8個入（2
箱）

9,000円

スタッフ人気ナンバーワン！チーズ
を包んだ洋風和菓子

じゃばらまんどれーぬ36g×8個（2
箱）

9,000円

爽やかなじゃばら餡をしっとりクッ
キー生地で包みました！

じゃばらゼリー64ｇ×9個

6,000円

口どけの良い、じゃばらのゼリー寒
天とこんにゃく粉で仕上げました！

じゃばら石鹸110g×3個

6,000円

泡立てるたびに香り立つ、じゃばら
の爽やかなアロマ

じゃばらアロマ10ml×1本

8,000円

「じゃばら畑」にいるかのような、
部屋中に広がる清涼感

無着色北山村×やまやのコラボじゃ
ばら明太360g

13,000円

「匠のたれ」に漬け込み、168時間
熟成させた明太子に、北山村の特産
物、「じゃばら」を餡にして合わせ
ています。

じゃばら果皮＆ルイボスティ（3g×
30包）

8,000円

人気のグリーンルイボスティにじゃ
ばら果皮を加え、年齢を問わず、飲
みやすく仕上げました。カフェイン
・カロリー「０」。フラボノイドを
多く含みます。

じゃばら果皮＆グリーンルイボステ
ィ（3g×30包）

9,000円

人気のルイボスティにじゃばら果皮
を加え、年齢を問わず、飲みやすく
仕上げました。カフェイン・カロリ
ー「０」。フラボノイドを多く含み
ます。

紀州南高梅しそ漬うす塩味（塩分約
８％）800g

10,000円

じっくり3週間漬け込んで　南高梅
本来の風味と旨味を最大限に発揮し
ています

紀州南高梅甘口はちみつ梅干（塩分
約６％）800g

10,000円

国産蜂蜜と黒酢の風味がアクセント
子供から大人までクセになる味わい
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紀州南高梅うす塩味個包装20粒入

12,000円

収穫された梅の中でも特別大きな梅
(4L)を厳選し、一粒づつ和紙に大切
にお包みしました。一番人気の梅干
「うす塩味梅干」は南高梅の美味し
さを十分に味わえる、減塩仕上げの
梅干です。

紀州南高梅お買い得セット無選別う
す塩

12,000円

塩分8％の減塩タイプでまろやかな
酸味とほのかな甘みが特徴な600ｇ
×2個セットの大変お買い得なセッ
トです。

紀州南高梅蜜っこ味個包装20粒入

12,000円

収穫された梅の中でも特別大きな梅
(3L）を厳選し、一粒づつ和紙に大
切にお包みしました。梅の持つふく
よかな果肉を存分にお楽しみいただ
けます。

紀州南高梅邑咲(むらさき）個包装2
0粒入

12,000円

収穫された梅の中でも特別大きな梅
(4L)を厳選し、一粒づつ和紙に大切
にお包みしました。昆布だしにお酢
を加えてじっくり漬け込むことで、
気品あるおいしさが生まれました。

紀州南高梅・みかん梅1kg(塩分5％
）

13,000円

紀州南高梅に紀州産温州ミカンの果
汁を加えて漬け込んだ大変珍しい梅
干しです。低塩5%仕上げ。柔らかな
果肉にみかん果汁がたっぷりとしみ
こみ、爽やかでフルーティな味わい
です。酸味が柔らかく、程よい甘味
と塩加減に何個でも食べたくなる一
品です。

紀州南高梅・梅ドリンク(490ml4倍
希釈)/高級梅干2種(250g×2)3点セ
ット

13,000円

4倍希釈の高級梅ドリンクと塩分8％
以下の紀州高級南高梅2品をセット
にしました。ご家族で楽しめます。

紀州南高梅かさね三段風呂敷包み

18,000円

桐材を使用した本格木箱に、それぞ
れ「うす塩味梅干」「邑咲」「蜜っ
こ」を詰め合わせました。豪華な三
段重を色鮮やかな風呂敷に包んでお
届けします。

【平成30年度産】三重県産コシヒカ
リどっさり13kg(5kg×2、3kg×1)【
予約受付／9月末より発送】

14,000円

どっさり13kg！「三重県産コシヒカ
リ」は、清流日本一に輝いた宮川と
櫛田川恵みの水を使用して丁寧に育
てたお米です。

創業百年・熊野古道　みかん蜂蜜
180ｇ

5,000円

和歌山の純正100％みかんから採取
した、無添加、非加熱、高品質の生
蜂蜜

創業百年・熊野古道　峠の蜂蜜
180ｇ

5,000円

自然豊かな藤白峠のハゼノキの花か
ら採取した100％天然、無添加、非
加熱、高品質の生蜂蜜

創業百年・熊野古道の「峠の蜂蜜」
3本セット180ｇ×3本

13,000円

和歌山県熊野古道で採取した100％
天然、無添加、非加熱、高品質の生
蜂蜜のセット。

国産花々の蜜・アカシア蜜・結晶は
ちみつ食べ比べ

10,000円

日本全国に咲く花々のはちみつと主
に北海道などで咲くアカシアのはち
みつ、カナダ産ホワイトクローバー
の結晶蜜のセットです。
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国産花々の蜜・アカシア蜜セット

10,000円

日本全国に咲く花々のはちみつと主
に北海道などで咲くアカシアのはち
みつのセットです。

国産生ローヤルゼリー100g

50,000円

自然の恵みをそのままに、より高品
質で安心して食べていただける水谷
養蜂園の国産生ローヤルゼリー。

【紀州ハム・ソーセージ】noiel特
製　オードブルセット【神戸屋】

13,000円

オードブルの定番セットです。その
ままでも美味しくお召し上がり頂け
るセットになっています。

【紀州ハム・ソーセージ】noiel特
製　ジューシーウインナーセット【
神戸屋】

13,000円

紀州ウインナー詰め合わせ。どれも
ジューシーな味わいで、たっぷりお
召し上がりいただけます。

【紀州ハム・ソーセージ】noiel特
製　朝食のおともセット【神戸屋】

13,000円

食卓に欠かせない和洋どちらでも合
わせられる朝食にお馴染みのセット
です。お弁当にもピッタリ！

【紀州ハム・ソーセージ】noiel特
製　晩酌のおともセット【神戸屋】

13,000円

自分へのご褒美に…ご夫婦で…ご友
人と…いつもの晩酌をちょっと贅沢
に。どのお酒とも合わせやすいセッ
トです。

【紀州】noiel特製　オードブルパ
ーティセット【神戸屋】

26,000円

特別な日に最適なパーティセットで
す。お友達と、家族と、親戚と…大
人数のパーティに是非ご賞味くださ
い！

ちくわ詰め合わせセット

13,000円

バリエーション豊かな専門店ならで
はの「ちくわ」のセット。お酒のあ
てやお食事の一品として是非お試し
ください。

南紀の小包セットA

16,000円

国内有数のまぐろ水揚げ港である那
智勝浦の地の利を活かした、まぐろ
をメインとしたセットです。

紀州うめどり鍋ギフト

13,000円

梅干の副産物である梅酢エキスを混
ぜた餌で育った、鶏特有の臭みが少
ないブランド鶏肉を是非ご賞味くだ
さいませ。

国産牛すきやき用モモ　500g

13,000円

極端な「サシ」ではなく程よいサシ
の入った「赤身」国産牛。牛肉を沢
山召し上がりたい方に最適なお肉で
す。

国産牛すきやき用モモ　1kg

26,000円

極端な「サシ」ではなく程よいサシ
の入った「赤身」国産牛。牛肉を沢
山召し上がりたい方に最適なお肉で
す。
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黒毛和牛切落し　600g

13,000円

最高峰の肉質を誇る黒毛和牛を切落
しでたっぷりご賞味下さい。とろけ
る霜降りの旨味、引き締まった赤身
の歯触りとのバランスが取れた逸品
です。

黒毛和牛切落し　1kg（500g×2）

19,000円

最高峰の肉質を誇る黒毛和牛を切落
しでたっぷりご賞味下さい。とろけ
る霜降りの旨味、引き締まった赤身
の歯触りとのバランスが取れた逸品
です。

国産牛サーロインステーキ
400g（200gX2枚）

13,000円

国産牛のサーロインステーキです。
厚切りの200gが2枚入って食べ応え
あり！！

国産牛サーロインステーキ
1㎏（200gX5枚）

33,000円

国産牛のサーロインステーキです。
厚切りの200gが5枚入って、ボリュ
ームたっぷり！！

国産牛サーロインステーキ(ブロッ
ク)1.8kg

63,000円

たっぷり1.8kg！国産牛サーロイン
ステーキ肉(ブロック)の塊をお届け
します！

国産牛サーロインステーキ肉4kg(2k
gX2)

129,000円

なんとたっぷり4kg！国産牛のサー
ロインステーキ肉2kgの塊２つをお
届けします！

無添加しょうゆと醤油もろみセット
（濃口300ml、淡口300ml、白醤150m
l、もろみ1）

13,000円

塩分15％カット、健康にも優しく、
食材を引き立たせるプロも使用する
長期熟成のこだわり醤油ともろみで
す。

無添加純正しょうゆセット（濃口90
0ml×2　淡口900ml×1）

13,000円

塩分15％カット、健康にも優しく、
食材を引き立たせるプロも使用する
長期熟成のこだわり醤油です。

国産牛ユッケ10個入りタレ付き

26,000円

徹底した安全管理の下で製造した極
上ユッケ

熊野牛ユッケ10個入りタレ付き

36,000円

紀州の豊かな自然と温暖な風土に育
まれた、甘味豊かな熊野牛

国産うなぎひつまぶしセット

13,000円

湯煎4分で、すぐに食べれる簡単便
利なきざみうなぎとうな茶漬けセッ
トです。国産うなぎ使用し、自社製
造の自慢のタレがうなぎに良く絡ま
り、ご飯が進みます。

特大うなぎ蒲焼2本セット

23,000円

超特大サイズは、1本で2人前以上の
ため半分に切っても丼からはみ出す
大きさ。身もふっくらしていて、肉
厚たっぷり！大きくて立派なうなぎ
の蒲焼を、存分にお楽しみ頂けます
。
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国産うなぎ蒲焼き４本、肝吸いセッ
ト

35,000円

国産うなぎ蒲焼き４本と肝吸いのセ
ット。うなぎの蒲焼はじっくりと蒸
しをいれ、サクッと香ばしく焼き上
げた後、すぐに真空パックにし旨み
を閉じ込めています。本格的な肝吸
い付き。

京都丸松130年の歴史高級味噌漬【
梅】

13,000円

京都・錦市場の名店・創業130年の
味噌漬け。こだわり抜いた至高の「
京の味」、是非ご堪能ください。

京都丸松130年の歴史高級味噌漬【
竹】

19,000円

京都・錦市場の名店・創業130年の
味噌漬け。こだわり抜いた至高の「
京の味」、是非ご堪能ください。

京都丸松130年の歴史高級味噌漬【
松】

26,000円

京都・錦市場の名店・創業130年の
味噌漬け。こだわり抜いた至高の「
京の味」、是非ご堪能ください。

【じゃばら柿の種セット】加藤珈琲
ドリップバッグコーヒー福袋160袋
（5種類）

9,000円

意外と合う！じゃばら柿の種とのセ
ットです。珈琲豆と焙煎にこだわっ
た珈琲専門店の美味しいドリップバ
ッグコーヒーを是非どうぞ。

加藤珈琲至福の珈琲福袋1kg（500g
入袋×2）＜挽き具合：極細挽き＞
【じゃばら柿の種セット】

7,000円

ブレンド珈琲豆1kgとメープル味の
ふわふわシフォンケーキとじゃばら
柿の種のセットです。甘い香りのメ
ープルシフォンと美味しいコーヒー
で至福のひとときをお楽しみくださ
い。

加藤珈琲至福の珈琲福袋1kg（500g
入袋×2）＜挽き具合：細挽き＞【
じゃばら柿の種セット】

7,000円

ブレンド珈琲豆1kgとメープル味の
ふわふわシフォンケーキとじゃばら
柿の種のセットです。甘い香りのメ
ープルシフォンと美味しいコーヒー
で至福のひとときをお楽しみくださ
い。

加藤珈琲至福の珈琲福袋1kg（500g
入袋×2）＜挽き具合：中挽き＞【
じゃばら柿の種セット】

7,000円

ブレンド珈琲豆1kgとメープル味の
ふわふわシフォンケーキとじゃばら
柿の種のセットです。甘い香りのメ
ープルシフォンと美味しいコーヒー
で至福のひとときをお楽しみくださ
い。

加藤珈琲深煎り珈琲福袋1.5kg（珈
琲豆3種×各500g入）＜挽き具合：
極細挽き＞【じゃばら柿の種セット
】

7,000円

深煎り好きな方の為にご用意した珈
琲（コーヒー）豆とじゃばら柿の種
のセットです。深煎り飲み比べ用の
お試しセットとしてもオススメです
。

加藤珈琲深煎り珈琲福袋1.5kg（珈
琲豆3種×各500g入）＜挽き具合：
細挽き＞【じゃばら柿の種セット】

7,000円

深煎り好きな方の為にご用意した珈
琲（コーヒー）豆とじゃばら柿の種
のセットです。深煎り飲み比べ用の
お試しセットとしてもオススメです
。

加藤珈琲深煎り珈琲福袋1.5kg（珈
琲豆3種×各500g入）＜挽き具合：
粗挽き＞【じゃばら柿の種セット】

7,000円

深煎り好きな方の為にご用意した珈
琲（コーヒー）豆とじゃばら柿の種
のセットです。深煎り飲み比べ用の
お試しセットとしてもオススメです
。

加藤珈琲深煎り珈琲福袋1.5kg（珈
琲豆3種×各500g入）＜挽き具合：
中挽き＞【じゃばら柿の種セット】

7,000円

深煎り好きな方の為にご用意した珈
琲（コーヒー）豆とじゃばら柿の種
のセットです。深煎り飲み比べ用の
お試しセットとしてもオススメです
。
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加藤珈琲深煎り珈琲福袋1.5kg（珈
琲豆3種×各500g入）＜挽き具合：
豆のまま＞【じゃばら柿の種セット
】

7,000円

深煎り好きな方の為にご用意した珈
琲（コーヒー）豆とじゃばら柿の種
のセットです。深煎り飲み比べ用の
お試しセットとしてもオススメです
。

加藤珈琲アマンド・チーズミルフィ
ーユと楽しむ福袋800g（200g入袋×
4）＜挽き具合：豆のまま＞【じゃ
…

7,000円

そのままサクサク、温めてしっとり
、どちらの食べ方でもコーヒーにと
ってもよく合うアマンドのチーズミ
ルフィーユと、深めの焙煎の珈琲豆
4種類、じゃばら柿の種が入った福
袋です。

加藤珈琲アマンド・チーズミルフィ
ーユと楽しむ福袋800g（200g入袋×
4）＜挽き具合：中挽き＞【じゃば
…

7,000円

そのままサクサク、温めてしっとり
、どちらの食べ方でもコーヒーにと
ってもよく合うアマンドのチーズミ
ルフィーユと、深めの焙煎の珈琲豆
4種類、じゃばら柿の種が入った福
袋です。

加藤珈琲アマンド・チーズミルフィ
ーユと楽しむ福袋800g（200g入袋×
4）＜挽き具合：粗挽き＞【じゃば
…

7,000円

そのままサクサク、温めてしっとり
、どちらの食べ方でもコーヒーにと
ってもよく合うアマンドのチーズミ
ルフィーユと、深めの焙煎の珈琲豆
4種類、じゃばら柿の種が入った福
袋です。

加藤珈琲アマンド・チーズミルフィ
ーユと楽しむ福袋800g（200g入袋×
4）＜挽き具合：細挽き＞【じゃば
…

7,000円

そのままサクサク、温めてしっとり
、どちらの食べ方でもコーヒーにと
ってもよく合うアマンドのチーズミ
ルフィーユと、深めの焙煎の珈琲豆
4種類、じゃばら柿の種が入った福
袋です。

加藤珈琲アマンド・チーズミルフィ
ーユと楽しむ福袋800g（200g入袋×
4）＜挽き具合：極細挽き＞【じゃ
…

7,000円

そのままサクサク、温めてしっとり
、どちらの食べ方でもコーヒーにと
ってもよく合うアマンドのチーズミ
ルフィーユと、深めの焙煎の珈琲豆
4種類、じゃばら柿の種が入った福
袋です。

加藤珈琲　メリタ・コーヒーメーカ
ーノア付珈琲福袋＜挽き具合：中挽
き＞＜カラー：ホワイト＞【じゃ…

22,000円

ホットコーヒーでもアイスコーヒー
でも、ステンレスポットの保温力で
おいしさが続く、メリタコーヒーメ
ーカーノアSKT54が付いた福袋セッ
ト！

加藤珈琲メリタ・コーヒーメーカー
ノア付珈琲福袋＜挽き具合：中挽き
＞＜カラー：グレー＞【じゃばら…

22,000円

ホットコーヒーでもアイスコーヒー
でも、ステンレスポットの保温力で
おいしさが続く、メリタコーヒーメ
ーカーノアSKT54が付いた福袋セッ
ト！

山梨県丹波山産原木舞茸1株

10,000円

厳しい丹波の山の自然環境にさらさ
れて育った原木舞茸は、肉厚で濃厚
な香りをもった、舞茸本体の味と香
りがします。豊かな香りと深い味わ
いが特徴の舞茸を是非お愉しみくだ
さい。

黒沢牧場手作りアイスクリーム6種(
ミルク・抹茶・チョコ・ストロベリ
ーミルク・ラムレーズン・チョコ…

13,000円

『平成29年度プレミア和歌山推奨品
審査委員特別賞』受賞の牛乳を100
％使用した、極上アイスです。

黒沢牧場手作りプリン2種(ミルク・
ミルクチーズ)10個セット

13,000円

放牧牛の搾りたて『濃厚ミルク』本
来のおいしさを味わえる、なめらか
極上プリンです。

黒沢牧場手作りロールケーキ2種(ミ
ルク・ジャージーチョコ)２本セッ
ト

13,000円

搾りたての生乳100％使用のクリー
ムがたっぷり詰まった、ふわふわ牛
柄ロールケーキです。
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加藤珈琲メリタ・コーヒーメーカー
ノア付珈琲福袋＜挽き具合：中挽き
＞＜カラー：ブラック＞【じゃば…

22,000円

ホットコーヒーでもアイスコーヒー
でも、ステンレスポットの保温力で
おいしさが続く、メリタコーヒーメ
ーカーノアSKT54が付いた福袋セッ
ト！さらにじゃばら柿の種付き！

加藤珈琲至福の珈琲福袋1kg（500g
入袋×2）＜挽き具合：粗挽き＞【
じゃばら柿の種セット】

7,000円

ブレンド珈琲豆1kgとメープル味の
ふわふわシフォンケーキとじゃばら
柿の種のセットです。甘い香りのメ
ープルシフォンと美味しいコーヒー
で至福のひとときをお楽しみくださ
い。

加藤珈琲至福の珈琲福袋1kg（500g
入袋×2）＜挽き具合：豆のまま＞
【じゃばら柿の種セット】

7,000円

ブレンド珈琲豆1kgとメープル味の
ふわふわシフォンケーキとじゃばら
柿の種のセットです。甘い香りのメ
ープルシフォンと美味しいコーヒー
で至福のひとときをお楽しみくださ
い。

加藤珈琲プレミアムしゃちブレンド
2kg＜挽き具合：中挽き＞【じゃば
ら柿の種セット】

10,000円

「これを飲んだら他は飲めません！
」・・・というぐらい豊かで深みの
ある味わいのプレミアムスペシャル
ティブレンドコーヒーとじゃばら柿
の種のセットです。

加藤珈琲プレミアムしゃちブレンド
2kg＜挽き具合：豆のまま＞【じゃ
ばら柿の種セット】

10,000円

「これを飲んだら他は飲めません！
」・・・というぐらい豊かで深みの
ある味わいのプレミアムスペシャル
ティブレンドコーヒーとじゃばら柿
の種のセットです。

加藤珈琲ブルーマウンテンミスト1k
g＜挽き具合：豆のまま＞【じゃば
ら柿の種セット】

18,000円

じゃばら柿の種もセットでお得！ブ
ルーマウンテンを贅沢に使ったプレ
ミアムスペシャルティブレンド。爽
やかで素晴らしい美味しさがお口中
で広がるコーヒーです。

加藤珈琲ブルーマウンテンミスト1k
g＜挽き具合：中挽き＞【じゃばら
柿の種セット】

18,000円

じゃばら柿の種もセットでお得！ブ
ルーマウンテンを贅沢に使ったプレ
ミアムスペシャルティブレンド。爽
やかで素晴らしい美味しさがお口中
で広がるコーヒーです。

加藤珈琲ブルーマウンテンミスト1k
g＜挽き具合：粗挽き＞【じゃばら
柿の種セット】

18,000円

じゃばら柿の種もセットでお得！ブ
ルーマウンテンを贅沢に使ったプレ
ミアムスペシャルティブレンド。爽
やかで素晴らしい美味しさがお口中
で広がるコーヒーです。

加藤珈琲ブルーマウンテンミスト1k
g＜挽き具合：細挽き＞【じゃばら
柿の種セット】

18,000円

じゃばら柿の種もセットでお得！ブ
ルーマウンテンを贅沢に使ったプレ
ミアムスペシャルティブレンド。爽
やかで素晴らしい美味しさがお口中
で広がるコーヒーです。

加藤珈琲ブルーマウンテンミスト1k
g＜挽き具合：極細挽き＞【じゃば
ら柿の種セット】

18,000円

じゃばら柿の種もセットでお得！ブ
ルーマウンテンを贅沢に使ったプレ
ミアムスペシャルティブレンド。爽
やかで素晴らしい美味しさがお口中
で広がるコーヒーです。

【じゃばらスパークリングリキュー
ル】ジャバリナ

9,000円

喉元はじける爽快感！！ビターな大
人の味。北山村特産じゃばら果汁を
贅沢に使用したスパークリングリキ
ュールです。

紀州南高梅
昔ながらのしょっぱい梅干し　1kg

9,000円

本場和歌山みなべの100年続く梅農
家生産！丹精込めて作りました、ほ
んまもんの梅干しをぜひご賞味くだ
さいませ。
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