




































































紫紺 - しこん -

10,000 円 ( 税抜 )

＜掲載商品点数＞

グルメ

雑貨

合計

：

：

：

77点

348点

524点
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10702-152 　
メンズベルト（トリイユキ）
●サイズ（約）:最大ウエスト100cm　
●素材:表:牛革、裏:人工皮革

10702-148 　 
かぶせ式牛革長財布（ロードオブリバプール）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2cm　 ●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入10　●カラー:ダークブラウン

10702-149 　 
トートバッグ（マレリー）
●サイズ（約）:42×30×マチ14cm　
●素材:ポリエステル、合成皮革　●ポケット外1

10702-151 　 
ボストン&ショルダーバッグセット
●サイズ（約）:ボストンバッグ24×36×マチ20cm、
ショルダーバッグ31×26×マチ3cm　
●素材:合成皮革･ナイロン　●ポケット外3
●カラー:ネイビー×チェック

10702-150 　 
メンズウォッチ（エヌワイシー）
●サイズ（約）:腕周り～21cm　
●素材:ケース:ステンレス･IPBメッキ、
ベルト:本革　●日常生活防水
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10702-153 　 
折財布（チェルベ）
●サイズ（約）:11×9.8×厚さ3cm　
●素材:牛革、ポリエステル　
●札入2、小銭入1、カード入4　
●カラー:ブラウン

10702-156 　 
牛革ベルト（ハオリ）
●サイズ（約）:最大ウエスト100cm　
●素材:牛革　●カラー:ブラック

10702-155 　 
G-SHOCK（カシオ）
●サイズ（約）:4.89×4.28cm、腕周り～20.5cm　
●素材:樹脂、無機ガラス　●カラー:ブラック　
●20気圧防水　●ストップウォッチ等多機能付

10702-154 　 
ショルダー&ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:ショルダー24×22×マチ8cm、ポーチ大20×37.5×マチ10cm、
小16.5×32×マチ9.5cm　
●素材:ショルダー:綿、合皮 ポーチ:ポリエステル　
●ショルダー:ファスナー式開閉、ポケット内3外2、ポーチ:ポケット内1　
●カラー:ショルダー:カーキ ポーチ:迷彩柄

10702-351　  
まぐろの生ハム
●容量:50g×10

10702-352　  
ソーセージセット
●容量:ソーセージスライス（ボロニア･ハーヴ）各60g×2、
ウィンナー ）100g×2、
ウィンナー（バジル･行者ニンニク）各100g×2、
ウィンナー（チーズ）100g×2

10702-354　  
北海道産ローストビーフ&ハンバーク
●容量:ローストビーフ200g、ソース20g、ハンバーグ
120g×6

10702-353　  
イベリコ豚セット
●容量:焼肉用バラ600g、しゃぶしゃぶ用バラ600g
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10702-355 　  
前沢牛  
しゃぶしゃぶ用 370g
●容量:もも370g

10702-356 　  
仙台牛 
すき焼き･しゃぶしゃぶ用
●容量:牛モモ400g

10702-358 　  
松阪牛 すき焼き･ 
しゃぶしゃぶ用400g
●容量:モモ･バラ計400g

10702-357 　  
上州牛 焼肉用 500g
●容量:モモ500g
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本国迎賓館などでご使用頂き高い評価を得ております。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有田の伝統様式を一歩前進させたとして評価され、
世に香蘭社調とも呼ばれ広く親しまれています。

1070 2-006 　 
ブルーローズ  
ポリッジボールペア
●サイズ（約）:φ15×高さ5cm　
●素材:磁器

1070 2-005 　 
カップ&ソーサー
●サイズ（約）:φ27×高さ4cm、
ソーサーφ14.5×高さ2.4cm　
●素材:磁器
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箔一は、1975年に創業し、かつて材料であった「金沢箔」を身近に使っていただけるよう「金沢箔工芸品」
という市場を創出してきたパイオニアで、日本で唯一の金箔総合企業です。

日本を代表するテーブルウエアブランド。やさしい乳白色と強度に優れたボーンチャイナの量産化に日本では
じめて成功、世界市場でも高い評価を得ています。

ナルミ

1070 2-007 　 
サロンセット
●サイズ（約）:カップφ10×高さ6.2cm、
ソーサーφ15×高さ2cm、
プレートφ27×高さ2.8cm　
●素材:ボーンチャイナ

1070 2-008 　 
花見鳥 小箱
●サイズ（約）:13.8×12×高さ6cm　
●素材:合成木材
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10702-205 　 
ポーチ付トートバッグ（クリオブルー）
●サイズ（約）:35×51×マチ15cm　 ●素材:ナイロン、合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外2　●カラー:ベージュ

10702-209 　片手圧力鍋（ストラスブール）
●サイズ（約）:43×25×高さ23cm、容量5.5ℓ　
●素材:ステンレス、フェノール樹脂　●IH可

10702-207 　お茶ひき器（ツインバード）
●サイズ（約）:11.5×9.8×高さ15.5cm　
●素材:樹脂、ステンレス鋼　●AC-100V-55W･コード1.4m

10702-205 　マーブルフライパンセット（落合務）
●サイズ（約）:フライパンφ26.5×深さ5cm、φ20.5×深さ4.5cm、
玉子焼34×15×深さ3cm　 ●素材:樹脂、アルミ、ステンレス

10702-204 　トリオクッカー
●サイズ（約）:40×23×高さ24cm、コーヒー容量360ml　
●素材:ステンレス鋼、スチール、耐熱ガラス、ポリプロピレン、ナイロン　
●AC100V-500W･650W･コード1.2m

10702-210 　 
電気焼肉器（ピーコック）
●サイズ（約）:30.8×46×高さ7.9cm　
●素材:アルミダイキャスト、ポリプロピレン　
●AC100V-1200W･コード1.8m

10702-206 　
グリルパン
●サイズ（約）:φ27×深さ5.5cm　
●素材:樹脂、アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、強化ガラス　
●AC100V-1050W･コード1.4m

10702-208 　 
ハンディブレンダー 
（ツインバード）
●サイズ（約）:ブレンダーφ6.6×高さ38cm　
●素材:樹脂、他　
●AC100V-100W･コード1.8m
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10702-213 　 
フタ付天ぷら鍋24cm
●サイズ（約）:24×高さ8cm、容量3.1ℓ　
●素材:鉄　●フタ裏で油きり可　
●温度計･カス揚付　●IH可

10702-212 　 
着脱式ハンドル鍋セット（郷技）
●サイズ（約）:14×高さ7.5cm、16×高さ8cm、18×高さ8.5cm　
●素材:ステンレス　●タッパー蓋付　●IH可

10702-214 　 
三徳包丁&パン切ナイフ 
（バイアキッチン）
●全長サイズ（約）:三徳29cm、
パン切りナイフ32cm　
●素材:ステンレス刃物鋼、木

10702-215 　
チタンコーティング包丁セット
（濃州孫六作）
●全長サイズ（約）:
三徳29cm、牛刀30cm　
●素材:ステンレス刃物鋼、樹脂

10702-211 　包丁4点セット
●全長サイズ（約）:牛刀33.5cm、三徳31cm、パン切りナイフ32.5cm、
ペティナイフ25cm　●素材:ステンレス刃物鋼
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10702-240 　ジャガードシルク混綿毛布（東洋紡）
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:よこ糸（毛羽部分）:綿85%･絹15%、たて糸:ポリエステル100%

10702-242 　ウール混肌布団
●サイズ（約）:140×190cm　
● %05ルテスエリポ･%05毛羊）物め詰（、%001綿）地側（:材素

10702-241 　泉州綿毛布
●サイズ（約）:140×200cm　 ●素材:綿100%　●カラー:アイボリー

10702-238 　高さ調節枕
●サイズ（約）:枕35×50cm、ピローケース35×62cm　
●素材:側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエチレン100%（ソフトパイプ）

10702-239 　泉州産五重織ガーゼケット
●サイズ（約）:140×200cm　 ●素材:綿100%
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10702-243 　
敷パッド&ニューマイヤー毛布（リーガル）
●サイズ（約）:敷パッド100×205cm、毛布140×190cm　
● 、%02綿･%08ルテスエリポ）裏（、%001ルテスエリポ）表（ドッパ敷:材素
（詰め物）ポリエステル100%、毛布ポリエステル100%

10702-244 　ウール毛布
●サイズ（約）:140×200cm　
● %001ルテスエリポ）糸テタ（、%001ルーウ））分部布毛（糸コヨ（:材素

10702-246 　 
今治エコタオルケット（アースプロダクト）
●サイズ（約）:140×185cm　 ●素材:綿100%

10702-247 　 
ウォッシャブルケット（グランフランセヌーベル）
●サイズ（約）:150×200cm　 ●素材:ポリエステル100%　●カラー:グレージュ

10702-245 　肌ふとん（ワビゼン）
●サイズ（約）:140×190cm　
● %001ルテスエリポ）物詰（、%001綿）地側（:材素
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10702-270 　 
ポーチ付トートバッグ（クリオブルー）
●サイズ（約）:35×51×マチ15cm　 ●素材:ナイロン、合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外2　●カラー:ベージュ

10702-273 　 
ビッグストレージキャリー 
（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:75×70×高さ94.5cm　
●素材:鉄、ポリエステル、樹脂

10702-271 　安心防災20点セット
●サイズ（約）:40×33×マチ12cm　
●素材:ナイロン、樹脂　
●セット内容：LEDラジオライト、保存水500ｍｌ、給水バッグ、ブルーシート他10702-269 　ゲームシャツM（ヒュンメル）&マグ

10702-270 　ゲームシャツL（ヒュンメル）&マグ
● 　lm006量容、mc6.02さ高×5.7φ）グマ（:）約（ズイサ
● ンレピロプリポ、スレンテス）グマ（、ルテスエリポ）ツャシムーゲ（:材素

10702-274 　 
双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:9.2×11×厚さ4.8cm　
●素材:光学ガラス、ABS樹脂　
●倍率10～30倍

10702-272 　 
木製4段ラック
●サイズ（約）:30×46.5×高さ84.5cm
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10702-276 　 
ポーチ付トートバッグ（クリオブルー）
●サイズ（約）:35×51×マチ15cm　 ●素材:ナイロン、合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外2　●カラー:ベージュ10702-276 　 

ホーロー食器セット 
（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:ラウンドプレート22cm、
ボール15cm、
マグカップ容量350ml×各4　●ケース付　
●ホーロー独特の風合いがあります

10702-277 　 
ボストンバッグ（フィラ）
●サイズ（約）:26×40×マチ18cm　
●素材:合成皮革　
●ポケット内3外1

10702-279 　 
HUANウエイトコントロール  
（ムサシ）
●容量（約）:3.6g×90本　
●主成分:アミノ酸、L-メチオニン、
イノシトール、レシチン

10702-275 　
バックパック（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:15×15×高さ45cm　
●素材:PVCポータリン、ポリエステル

10702-278　  
アウトドアツール（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:7.4×2.2×高さ0.8cm　
●素材:セリドール樹脂、
ステンレススチール

10702-359　  
オホーツク海鮮鍋
●容量:生たらばがにカット200g、ゆでずわいがにカット
400g、ボイル海老×12、ボイル帆立×6、ツボ抜きいか
2尾、たこ入つみれ15g×12、助宗鱈切身40g×6、たれ
（濃縮：塩仕立て）50ml×4

10702-361 　  
大阿蘇どりコラーゲンスープ水炊き
●容量:手羽先800g、骨付モモ肉400g、ムネ肉
800g、濃縮コラーゲン入特製スープ280g

10702-360 　  
石狩鍋
●容量:秋鮭切身80g、ボイル海老各12、ボイル帆立、
かに入つみれ、えび入つみれ、とりごぼうつみれ各6、

仕立て）50g×4

10702-362 　  
博多もつ鍋
●容量:もつ肉200g、スープ（醤油）100g、ちゃんぽん
麺150g×各3
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10702-377　  
無着色 辛子明太子900g（やまや）
●容量:900g　
●賞味期限:冷蔵で10日

10702-375　  
10品印籠箱詰合せ（貝新）
●容量:はまぐり85g、あさり90g、あさりふかし煮90g、
たらこ80g、ほたて70g、牛肉しぐれ60g、かつお角煮
80g、鰹でんぶ60g、汐吹昆布60g、ちりめん山椒40g

10702-376　  
佃煮9種詰合せ（新橋玉木屋）
●容量:1kg（あみ、椎茸昆布、たらこ、帆立貝、大粒あさ
り、うなぎ、若さぎあめ煮、しらす、かつお角煮）

10702-378　  
料亭の味詰合せ（なだ万）
●容量:鰆西京焼・銀鮭西京焼・鰤の照り煮・ の味
煮・ 焼・鰈の煮付け 各60g×各2
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10702-009　  
ロクシタンベストセラーセット
●容量:ファイブハーブス リペアリングシャン
プー300ml、ファイブハーブス リペアリング
コンディショナー250ml、シアバター10ml、
ローズ ベルベットボディミルク250ml　
●アロマティックハーブ、ローズ、シアの香り

10702-011　  
ジミーチュウ
●香水（オードトワレ）
●容量（約）:60ml　
●タイガーオーキッドとティーローズがセンシュアルな
印象を演出するフェミニンでラグジュアリーな香り

10702-010　  
ランバンモダンプリンセス
●香水（オードパルファム）　
●容量（約）:60ml
●ジャスミンとピンクレディアップルをブレンドした、
華やかなのに自然体でセクシーな香り

10702-012　  
BELLA V ピアス
●サイズ（約）:2cm　
●素材:クリスタル、ロジウムコーティング

ジミーチュウ

ランバンロクシタン

スワロフスキー

1996年に設立されたジミー チュウは、ファクトリーをイタリアに構え、ロンドンに 1
号店をオープン。都会的でファッショナブル、自信に満ち ているジミー チュウを愛
する人々にとって、その魅力はブランドの真髄がつまった官能的な香り、女性を包み込
む香水にまで広がりました。

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロヴァンス。1976年にその
地で生まれたロクシタンは、厳選された植物素材を使用したフレグランス製品やスキン
ケア製品などを通じて、プロヴァンスの生活を提案するライフスタイルコスメティック
ブランドです。

1889年、ジャンヌ・ランバンは 22歳の若さで、パリに婦人帽子店をオープン。その後、
ジャンヌはパリのファッションシーンをリードし始めます。ジャンヌの美意識と革新性
は世界中のエディターやセレブリティを魅了してやみません。 

1895年の設立以来、スワロフスキー社を支えてきたものはクリスタル ･カットにおけ
る創設者ダニエル ･スワロフスキーの匠の技です。技術革新とデザインへのあくなき情
熱によって、世界随一のジュエリー＆アクセサリー･ブランドへと発展しました。今日も、
全世界の女性の毎日に特別な輝きをもたらす伝統を創業者一族が担っています。
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10702-015　  
シーケービー+シーケーワンセット
●容量（約）:香水50ml　
●カルバン クライン シーケービー オード トワレ
温かでセンスのよいホワイトムスクと爽快なフレッシュさが
ユニークにブレンドされた、くつろぎの香り。
●カルバン クライン シーケーワン オード トワレ
シンプルで、すっきりとした使いやすいフレグランス。
シアーシトラスの香り。

10702-016　  
毛布
●サイズ（約）:140×200cm　
● エリポ）糸てた（、%001綿）糸ルイパ（:材素

:ゼーカ %001綿）糸こよ（、ンヨーレ･ルテス
綿100%　
●カラー:ベージュ

10702-014 　 
スーツリフレッシュセット
●サイズ（約）:スーツアップミスト200ml×2、
スーツアップバームアズーロ40g、
スーツアップタグアズーロ（芳香消臭剤）

10702-013　  
長財布
●サイズ（約）:10×20×マチ2.5cm　
●素材:表:牛革、内側:合成皮革　
●札入2、小銭入1、ポケット内2

カルバン クライン

アーバンリサーチ オロビアンコ

ダックス

「DESIGN YOUR LIFE STYLE」  をテーマに、様々な都市をリサーチ し、カジュアルテ
イストをベースに世界中からデイリーウェアーやドレス、ライフスタイル雑貨までを
セレクト。フレキシブルに今の空気をモノやカルチャーに乗せて伝える SPECIALITY 
SHOP。

100年以上受け継がれる歴史、英国王室御用達に指名されている確かな品質、人々から
愛され続けるデザインが魅力の英国を代表するブランド。

イタリアミラノの新進ファクトリーブランド『Orobianco』。時代とリンクする洗練され
たデザインワークにより生み出された、ライフスタイルアイテムと融合した新たなビジ
ネスツールの誕生です。

1968年に女性用のコート事業からスタートしたカルバン・クラインは瞬く間に評判と
なり、その後事業を拡大。ck カルバン・クライン ジーンズの広告キャンペーンが 70年
代後半に一世風靡し、デザイナージーンズの先駆けとなる。
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10702-022 　手提げボストンバッグ（ベルーガ）
●サイズ（約）:23×34×マチ12cm　 ●素材:合成皮革　●ポケット内4　
●カラー:キャメル

10702-018 　 
ホック式型押し長財布 
（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9.5×18.6×厚さ3.2cm　
● 　革床牛）内（、革牛）表（:材素
●札入1、小銭入1、カード入4　
●カラー:ベージュ

10702-021 　コットンパール3点セット
●サイズ（約）:ネックレス全長47cm、パールφ1.4cm、
イヤリング パールφ1.6cm、ブレスレット全長19cm、パールφ1.6cm　
●素材:コットンパール、真鍮　●手作り感のあるコットンパールです。

10702-017 　ハンドバッグ
●サイズ（約）:25×41.5×マチ14.5cm　 ●素材:合成皮革　
●マグネット式開閉、ポケット内1　●カラー:ベージュ

10702-019 　
ペンダント
●サイズ（約）:全長42cm、
ヘッド2.5×1.3cm、パールφ0.55cm

K003847
流用元不明

10702-020　束入れ
●サイズ（約）:9.5×20×厚さ2cm　 ●素材:牛革
●札入2、ファスナー式小銭入1、カード入2、ポケット2
●カラー:ベージュ
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10702-024 　レディスバッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:27×31×マチ13cm　 ●素材:合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外1　●カラー:グレー

10702-027 　 
ダイヤモンド本革ウォッチ 
（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:φ2.6cm、
腕周り～18cm　
●素材:真鍮、ダイヤモンド2石、
本皮革　
●日常生活防水　
●カラー:ワインレッド

10702-025 　トート&ショルダーバッグ（コグ）
●サイズ（約）:30×43×マチ12cm　 ●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外1　●カラー:ベージュ×ブラウン

10702-026 　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:2.6×1.9cm、
腕周り～17.5cm　
●素材:ステンレス　
●日常生活防水　
●カラー:シルバー×グリーン（グラデーション）

10702-023 　ホック式長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19×厚さ5cm　 ●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブロンズ
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※ この他にも、3,000円から商品をご用意しております。
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