
Until OCT 31st, 2021

お申込み
は

お早めに！
収穫状況

により締切
が早まりま

す！EARLY BIRD

最大25%OFF!

            

contact@hello-worldgift.com



産地で箱詰め
そのまま
お届け！

大粒で肉厚！ 
ほぼ
原寸大！

GEE WHIZ  特選レイニア＆特選ダークチェリー・デュオ（超大粒）

GEE WHIZ Rainier & Dark Cherry Duo (XLarge)

100240   $145 EARLY BIRD  $129　計約2.0kg〈約4.4lbs〉/各約1.0kg

100241   $218 EARLY BIRD  $198　計約4.0kg〈約8.8lbs〉/各約2.0kg

ワシントン州オービル農園産（ブランド箱入）

オービル農園のポリシーは
召しあがる方が、

心から満足できるチェリーを作ること

オービル農園 GEE WHIZ チェリー

予約数量のみ限定空輸！

箱を開けた瞬間に感嘆の笑みが溢れ、
食べた瞬間に笑いの弾けるような果実を常にお届けしていきたい。

日本国内ではまず見かけない
圧倒的な自慢の品。

丁寧に1粒ずつ手摘みで
収穫。

内側の果実まで光がまんべ
んなく届くよう、土壌に反射
シートを敷き、枝はワイヤーで
固定。果実に色ムラが出な
いよう育てます。

収穫後も熟度・色・糖度・サイズ
など、GEE WHIZ基準に達した
果実のみを手作業で厳選し、そ
の後も鮮度保持に気を配りなが
ら出荷します。

開花前に、GEE WHIZに相
応しいチェリーが実る最高の
枝のみに剪定します。

1 2 3 4

Washington

究極のチェリーの
味わいをセットで堪能！

配達期間

6月下旬～7月上旬
申込書必着

6月16日（水）
EARLY BIRD

6月9日（水）

Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達2

            

GEE WHIZ 特選ダークチェリー（超大粒）

GEE WHIZ Dark Cherry (XLarge)

100230   $78 EARLY BIRD  $68 約1.0kg〈約2.2lbs〉

100231   $110 EARLY BIRD  $99 約2.0kg〈約4.4lbs〉

100232   $186 EARLY BIRD  $168 約4.0kg〈約8.8lbs〉

ワシントン州オービル農園産（ブランド箱入）

GEE WHIZ 特選レイニアチェリー（超大粒）

GEE WHIZ Rainier Cherry (XLarge)

100220   $88 EARLY BIRD  $79 約1.0kg〈約2.2lbs〉

100221   $139 EARLY BIRD  $128 約2.0kg〈約4.4lbs〉

100222   $218 EARLY BIRD  $198 約4.0kg〈約8.8lbs〉

ワシントン州オービル農園産（ブランド箱入）

GEE WHIZならではの
濃厚で上品な甘さをお楽しみいただけます

世界のグルメファンを虜にする
GEE WHIZレイニアチェリー！

掲載の写真はイメージです　
※1.0lbs=約454g

生育状況により、品種・申込締切・配達予定を変更する場合があります
Please note that we may change schedule upon crop and harvest conditions.
フルーツの最新情報はwww.hello-worldgift.comトップページで

CHILLED
フルーツは全て
冷蔵で配達します

　 チェリーは配達日・他商品と同時配達のご希望不可
We are unable to gurantee a specific delivery date or same day delivery with other item(s).
※GEE WHIZは限定空輸のため、代替品の受付不可です。
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特選レイニア & 特選ビングチェリー・デュオ（大粒）

Rainier & Bing Cherry Duo (Large)

100202   $69 EARLY BIRD  $63 約1.0kg〈約2.2lbs〉/各約0.5kg

100203   $115 EARLY BIRD  $99 約2.0kg〈約4.4lbs〉/各約1.0kg

100204   $153 EARLY BIRD  $139 約3.0kg〈約6.6lbs〉/各約1.5kg

100205   $192 EARLY BIRD  $183 約4.0kg〈約8.8lbs〉/各約2.0kg

ワシントン州産またはオレゴン州産（チェリー箱入）

写真は100206です。

デラックス・フルーツ・トリート

Deluxe Fruit Treat
100206   $117 EARLY BIRD  $99　
特選レイニアチェリー、特選ビングチェリー各約500g、
カリフォルニア州産オレンジ（L）4個、
メキシコ産アップルマンゴー1個（フルーツ箱入）

100207   $151 EARLY BIRD  $128　
特選レイニアチェリー、特選ビングチェリー各約1.0kg、
カリフォルニア州産オレンジ（L）6個、
メキシコ産アップルマンゴー2個（フルーツ箱入）

夏の甘さ
たっぷり!
豪華4種の
セット！

Washington

シーズン最盛期の
チェリー2種のセット！

アメリカンチェリー
代表格のビング種

特選ビングチェリー（大粒）

Bing Cherry (Large)

100184   $53 EARLY BIRD  $49 
約1.0kg〈約2.2lbs〉

100185   $76 EARLY BIRD  $68 
約1.5kg〈約3.3lbs〉

100186   $88 EARLY BIRD  $79 
約2.0kg〈約4.4lbs〉

100187   $120 EARLY BIRD  $109 
約3.0kg〈約6.6lbs〉

100188   $143 EARLY BIRD  $139 
約4.0kg〈約8.8lbs〉
ワシントン州産またはオレゴン州産（チェリー箱入）

ボリューム感たっぷりの大粒。
この味わいはきっとあの人を魅了します

Oregon

配達期間

6月中旬～6月下旬
申込書必着

6月23日（水）
EARLY BIRD

6月16日（水）

配達期間

6月上旬～7月上旬
申込書必着

6月30日（水）
EARLY BIRD

6月23日（水）

Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達

1515%%OFF!OFF!
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日本ではなかなか手に入らない
高級感あふれるチェリー

特選レイニアチェリー（大粒）

Rainier Cherry (Large)

100195   $72 EARLY BIRD  $68 約1.0kg〈約2.2lbs〉

100196   $98 EARLY BIRD  $86 約1.5kg〈約3.3lbs〉

100197   $128 EARLY BIRD  $109 約2.0kg〈約4.4lbs〉

100198   $169 EARLY BIRD  $158 約3.0kg〈約6.6lbs〉

100199   $220 EARLY BIRD  $198 約4.0kg〈約8.8lbs〉
ワシントン州産またはオレゴン州産（チェリー箱入）

特選ビングチェリー（中粒）

Bing Cherry (Medium)

100170   $55 EARLY BIRD  $49 約1.0kg〈約2.2lbs〉

100171   $69 EARLY BIRD  $59 約1.5kg〈約3.3lbs〉

100172   $79 EARLY BIRD  $75 約2.0kg〈約4.4lbs〉

100173   $110 EARLY BIRD  $99 約3.0kg〈約6.6lbs〉

100174   $141 EARLY BIRD  $129 約4.0kg〈約8.8lbs〉
ワシントン州産またはオレゴン州産（チェリー箱入）

特選レイニアチェリー（大粒）＆アップルマンゴー

Rainier Cherry (Large) & Apple Mango
002092   $92 EARLY BIRD  $69　
特選レイニアチェリー約500g〈約1.0lbs〉、メキシコ産アップルマンゴー2個（フルーツ箱入）

一口頬張って広がるジューシー感。
大満足の味わいは、あの人の笑顔を誘います。

2525%%OFF!OFF!

配達期間

6月中旬～6月下旬
申込書必着

6月23日（水）
EARLY BIRD

6月16日（水）

掲載の写真はイメージです　
※1.0lbs=約454g

生育状況により、品種・申込締切・配達予定を変更する場合があります
Please note that we may change schedule upon crop and harvest conditions.
フルーツの最新情報はwww.hello-worldgift.comトップページで

CHILLED
フルーツは全て
冷蔵で配達します

　 チェリーは配達日・他商品と同時配達のご希望不可
We are unable to gurantee a specific delivery date or same day delivery with other item(s).
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チェリーといえば
やっぱりNishimoto!

ダーク種レイニア種
果皮が赤紫色
の品種の総称。
濃厚な甘みのビ
ング種が代表的
です。

日本のさくらんぼ
に似た果皮。上
品でとても豊か
な甘みがあり人
気の品種です。

※オーストラリアのタスマニア島産は1～2月です

アメリカのワシントン州、カリフォルニア州、カナダ、
日本の山形県、オーストラリアのタスマニア島と、
取り扱いが難しくデリケートなチェリーをNishimoto 
WORLD GIFTは、1年を通じて世界中の産地か
らお届けしています。産地や品種の移り変わりによ
る味わいの変化を存分にお楽しみいただけます。

待ちきれないチェリーファンに、いち早くお召し上がりいただけます

カリフォルニア州産ビングチェリー（大粒・ブルーベリー付）

Bing Cherry (Large) 

w/ Blueberry from California
100166   $55 EARLY BIRD  $53　
カリフォルニア州産ビングチェリー（大粒）約1.0kg〈約2.2lbs〉、ブルーベリー付（チェリー箱入）

100167   $69 EARLY BIRD  $65　
カリフォルニア州産ビングチェリー（大粒）約1.5kg〈約3.3lbs〉、
ブルーベリー付（チェリー箱入）

100168   $87 EARLY BIRD  $82　
カリフォルニア州産ビングチェリー（大粒）約2.0kg〈約4.4lbs〉、
ブルーベリー付（チェリー箱入）

チェリーの品種

California

Washington

California

OregonJAPAN

Tasmania

CANADA

初夏の風物詩

カリフォルニアのフルーツを
もっと知ってもらいたいから！

アメリカンチェリー序盤

Nishimotoのチェリーが
選ばれる3つの理由

1

2

3

食品商社のWismettacグループだから。
フルーツとともに歩んで50年超！常に産地と連携し、
余念なくチェリーの生育情報の収集をしています

日本へ空輸後もチェリーを1粒1粒、選果場で検品！
気の遠くなるような作業も妥協せず、手間を惜しみません

「鮮度保持袋」に入れてお届け!
デリケートなチェリーを、
摘みたてのジューシーさそのままにお召し上がりいただけます

産地

カリフォルニア州産
ワシントン州産
または
オレゴン州産

ワシントン州産

日本産
カナダ産

ビング
レイニア
ビング
晩生種ダーク
GEE WHIZ レイニア
GEE WHIZ ダーク
佐藤錦・紅秀峰
ダーク

品種 5月
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

6月 7月 8月

配達期間

5月中旬～6月上旬
申込書必着

5月26日（水）
EARLY BIRD

5月19日（水）

ブルーベリー＆
エコバッグ付で
お届け!

配達期間

華やかな
チェリー箱で
お届け！

Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達6

さくらんぼ

YAMAGATA Sakuranbo
104700   $95 EARLY BIRD  $89　約1.0kg〈約2.2lbs〉
山形県産佐藤錦または紅秀峰（化粧箱入）

日本産ならではの繊細な味わいの高級品種を厳選。ぷりぷりのさ
くらんぼを一口頬張るとジュワッとした品の良い甘さが広がります。

晩生種とは7月上旬から収穫されるアメリカンチェリーの総称です

Washington

晩生種ダークチェリー（大粒）

Dark Cherry (Large)

100213   $52 EARLY BIRD  $48 約1.0kg〈約2.2lbs〉

100214   $65 EARLY BIRD  $59 約1.5kg〈約3.3lbs〉

100215   $79 EARLY BIRD  $76 約2.0kg〈約4.4lbs〉

100216   $108 EARLY BIRD  $99 約3.0kg〈約6.6lbs〉

100217   $135 EARLY BIRD  $128 約4.0kg〈約8.8lbs〉
ワシントン州産またはオレゴン州産（チェリー箱入）

晩生種ダークチェリー（大粒）＆アップルマンゴー

Dark Cherry (Large) & Apple Mango
002112   $70 EARLY BIRD  $59　
晩生種ダークチェリー約500g〈約1.0lbs〉、メキシコ産アップルマンゴー2個（フルーツ箱入）

YAMAGATA

選りすぐりの品種の
ダークチェリーをお届けします。

NEW!NEW!

アメリカンチェリー終盤!

メインシーズンの
おいしさをもう1回！

配達期間

7月上旬～7月下旬
申込書必着

7月21日（水）
EARLY BIRD

7月7日（水）

配達期間

6月上旬～6月下旬
申込書必着

6月23日（水）
EARLY BIRD

6月16日（水）

掲載の写真はイメージです　
※1.0lbs=約454g

生育状況により、品種・申込締切・配達予定を変更する場合があります
Please note that we may change schedule upon crop and harvest conditions.
フルーツの最新情報はwww.hello-worldgift.comトップページで

CHILLED
フルーツは全て
冷蔵で配達します

　 チェリーは配達日・他商品と同時配達のご希望不可
We are unable to gurantee a specific delivery date or same day delivery with other item(s).
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デラックス・ハニデューメロン＆シトラス

Deluxe Honeydew Melon 
& Citrus
100272   $86 SPECIAL DISCOUNT  $73
ハニデューメロン2玉、
グレープフルーツ（ルビーM）3個、
オレンジ（L）3個（フルーツ箱入）

カナダ産ダークチェリー（超大粒）

Dark Cherry 
from Canada (XLarge)

003600   $67 EARLY BIRD  $63 約1.0kg〈約2.2lbs〉

003610   $90 EARLY BIRD  $85 約1.5kg〈約3.3lbs〉

003620   $115 EARLY BIRD  $103 約2.0kg〈約4.4lbs〉

003630   $165 EARLY BIRD  $156 約3.0kg〈約6.6lbs〉
（チェリー箱入）

ハニデューメロン

Honeydew Melon
100270   $59 SPECIAL DISCOUNT  $49　2玉約4.0kg〈約8.8lbs〉

100271   $86 SPECIAL DISCOUNT  $73　5～6玉約10.0kg〈約22.lbs〉
カリフォルニア州産（フルーツ箱入）

生育段階から厳しく枝を剪定し、
甘味を凝縮！ 超大粒！

NEW!NEW!

1515%%OFF!OFF! 1515%%OFF!OFF!

暑さ落ち着く晩夏のフルーツに舌鼓! SPECIAL DISCOUNT 8/4まで！

CANADA

真夏にもチェリー！ お盆にも！

配達期間

8月上旬～8月下旬
申込書必着

8月11日（水）
EARLY BIRD

7月21日（水）

配達期間

8月中旬～10月上旬
申込書必着

9月22日（水）
SPECIAL DISCOUNT

8月4日（水）

日本でも暑さ真っ盛りの真夏に堪能できる
非常に希少価値の高いチェリーです。

※ハニデューメロンはまれに未熟果が混在します。
万一、未熟果の場合はご連絡ください。

オレンジ、グレープフルーツ（カリフォルニア州
産またはオーストラリア産または南アフリカ産）

Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達8

            

アップルマンゴー ＆ シトラス

Apple Mango & Citrus
100562   $63 EARLY BIRD  $58　約3.0kg〈約6.6lbs〉

計8個/アップルマンゴー2個、オレンジ（L）4個、
グレープフルーツ（ルビーM）2個（フルーツ箱入）

アップルマンゴー

Apple Mango
105193   $48 EARLY BIRD  $39　2個（フルーツ箱入）

105190   $68 EARLY BIRD  $59　6個（フルーツ箱入）

メキシコ産

太陽の国メキシコの中でも
産地を選りすぐり、鮮度そのまま航空便でお届け！

贈って喜ばれる
高級フルーツです

配達期間

5月上旬～8月下旬
申込書必着

8月4日（水）
EARLY BIRD

7月14日（水）

掲載の写真はイメージです　
※1.0lbs=約454g

生育状況により、品種・申込締切・配達予定を変更する場合があります
Please note that we may change schedule upon crop and harvest conditions.
フルーツの最新情報はwww.hello-worldgift.comトップページで

CHILLED
フルーツは全て
冷蔵で配達します

　 チェリーは配達日・他商品と同時配達のご希望不可
We are unable to gurantee a specific delivery date or same day delivery with other item(s). 9

            



フルーツ箱

オレンジ&グレープフルーツ

Orange (Large)&
Grapefruit (Ruby Medium)

000162   $51　オレンジ（L）6個、グレープフルーツ（ルビーM）4個（フルーツ箱入）

000163   $84　オレンジ（L）14個、グレープフルーツ（ルビーM）10個（フルーツ箱入）

シトラスは抗酸化成分を多く含み
ビタミンCが豊富！
暑い夏を乗り切ってね！

配達期間
通年

パイナップル＆シトラス・ミックス・クラシック

Pineapple Citrus Mix Classic
$60

009010  フルーツ箱　009011  ありがとう箱　

009012  誕生日箱  　009013  お見舞い箱

計9個/グレープフルーツ（ルビーM）4個、オレンジ（L）2個、
メキシコ産アボカド2個、フィリピン産パイナップル1個

ありがとう箱

誕生日箱

お見舞箱

「ありがとう箱」「誕生日箱」
「お見舞箱」も選べます！

喜びを誘う
ギフトボックス！

Gift Box

配達期間
通年

Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達10

            

グレープフルーツ（ルビー・Mサイズ）

Grapefruit (Ruby Medium)

005060   $51　8個（フルーツ箱入）

005061   $90　20個（フルーツ箱入）

005062   $123　40個（産地箱入）

オレンジ（Lサイズ）

Orange (Large)

000100   $51　　10個（フルーツ箱入）

000101   $77　　28個（フルーツ箱入）

000102   $120　72個（産地箱入）

配達期間
通年

バリューボックスは産地から
直輸入した箱（産地箱）で

お届けします

Value Box

バリューボックスは
産地から直輸入した

箱（産地箱）で
お届けします

Value 
Box

配達期間
通年

産地・品種の目安

産地

カリフォルニア州産
南アフリカ産

ルビー
スタールビー

品種 5月
上 中 下

7月
上 中 下

9月
上 中 下

6月
上 中 下

8月
上 中 下

10月
上 中 下

産地・品種の目安

産地

カリフォルニア州産

オーストラリア産

南アフリカ産

バレンシア
ネーブル
バレンシア
バレンシア

品種 5月
上 中 下

7月
上 中 下

9月
上 中 下

6月
上 中 下

8月
上 中 下

10月
上 中 下

バレンシア・
オレンジは絞って
カンタン贅沢！

フレッシュジュースに！

暑い夏においしい！ギュッ!

掲載の写真はイメージです　
※1.0lbs=約454g

生育状況により、産地・品種を変更する場合があります
Please note that we may change schedule upon crop and harvest conditions.
フルーツの最新情報はwww.hello-worldgift.comトップページで

CHILLED
フルーツは全て
冷蔵で配達します 11



祇園又吉 
京の水まんじゅう 【日本産】 

Sweet Bean Jelly
002610   $50 EARLY BIRD  $46　
計12個/水まんじゅう(こしあん、柚子各4個)、
祇園ゼリー4個

伊藤ハムギフト1 【日本加工】 

ITO Ham Gift 1
002590   $43 EARLY BIRD  $39　
計540g〈約1.2lbs〉/特選ロースハム360g、
直火炙り焼豚180g

伊藤ハムギフト2 【日本加工】 

ITO Ham Gift 2
002591   $53 EARLY BIRD  $49
計705g〈約1.5lbs〉/特選ロースハム360g、特選厚切あら
びきステーキ120g、特選直火焼ローフ180g、生ハムロー
ス45g

伊藤ハムギフト3 【日本加工】 

ITO Ham Gift 3
002592   $63 EARLY BIRD  $59　
計1,010g〈約2.2lbs〉/特選ロースハム360g、直火炙り焼豚180g、
特選直火焼ローフ180g、特選厚切りあらびきステーキ120g、特
選あらびきホワイトウィンナー、特選あらびきウィンナー各85g

長年愛され続けてきた、
ハムギフトの自信作です

心踊る華やかで爽やかな
サマーデザートです

京都 養老軒 
冷やし京ぜんざい 【日本産】 

Sweet Red Bean 
& Dumplings
002630   $50 EARLY BIRD  $46　
計6個/ 1個125g

FROZEN

伝承ギフト1 【日本産】 

Densho Meat Gift 1
002600   $43 EARLY BIRD  $39　
計437g〈約0.9lbs〉/特選深燻しベーコン51g、生ハムロース
40g、特選肩ロース66g、特選あらびきホワイトウィンナー、特
選あらびきウィンナー各110g、特選ロースハム60g

伝承ギフト2 【日本産】 

Densho Meat Gift 2
002601   $53 EARLY BIRD  $49　
計561g〈約1.2lbs〉/特選深燻しベーコン51g、特選ももハ
ム64g、生ハムロース40g、特選肩ロース66g、特選あらび
きホワイトウィンナー、特選あらびきウィンナー各110g、特
選ロースハム60g×2パック

伝承ギフト3 【日本産】 

Densho Meat Gift 3
002602   $63 EARLY BIRD  $59　
計661g〈約1.4lbs〉/生ハムもも40g、特選深燻しベーコン
51g、特選ももハム64g、特選肩ロース66g、特選あらびきホ
ワイトウィンナー、特選あらびきウィンナー各110g、生ハムロー
ス40g、特選ロースハム60g×3パック

厳選した日本産豚肉のみを使用し、丹精込めて作り上げた、こだわりの伝承シリーズ詰合せです

銀座京橋 
レ ロジェ エギュスキロール 
アイス 【日本産】 

Les Rosiers 
Ice Cream
002620   $53 EARLY BIRD  $48　
計8個/ダブルベリー、ストロベリー、マン
ゴーサンデー、バニラ&ブルーベリー、チョコ
オレンジ、チョコバナナ、キャラメル&クラン
チ、バニラ&ストロベリー各105ml

銀座京橋 
レ ロジェ エギュスキロール 
銀座フルーツゼリー 【日本産】 

Les Rosiers 
Fruits Jelly 
Assortment
002640   $53 EARLY BIRD  $48　
計8個/フランボワーズ、マンゴー各2個、グレー
プ、ブラッドオレンジ、ピーチ、洋梨各1個

FROZEN

FROZEN

みずみずしいフルーツを果汁感のあるプリンやゼリーにとじこめました。

2種類の上品なこしあんが
入ったのどごしの良い水まん
じゅうと、祇園をイメージした華
やかなゼリーの詰合せです。

京の和心たっぷり『冷やしぜん
ざい』です。伝統の中にもモダ
ンな風情を感じる、京都ならで
はの夏の人気デザートです。

一つ一つ手作業でトッピングした8種類のバラエティ豊かな彩と味を楽しめる人気のアイスギフトです。

Ito Ham Gift

Sweets Gift

配達期間

6月25日（金）～7月21日（水）
申込書必着

7月14日（水）
EARLY BIRD

7月7日（水）

配達期間

6月11日（金）～8月4日（水）
申込書必着

7月28日（水）
EARLY BIRD

7月14日（水）

CHILLED
ハムは全て
冷蔵で配達します

Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達12

            

和牛サーロインステーキ 【日本産】 

Wagyu Sirloin Steak
00010U   $138　計約900g〈約2.2lbs〉/450g×2パック

00011U   $220　計約1.8kg〈約4.0lbs〉/450g×4パック

切り麦讃岐うどん太打ち麺&細打ち麺食べ比べ 【香川県産】 

SANUKI Udon Noodle
00260U   $39
計2.58kg〈約5.7lbs〉/切り麦太打ちうどん、
切り麦細打ちうどん各200g×3袋

初摘み海苔 【日本産】 

Premium Seaweed
00241U   $30　10枚×3袋

00245U   $59　10枚×6袋

老舗海苔屋の初摘みの海苔を特別に入手しま
した。まずアメリカでは手に入らない逸品です。 讃岐うどん専用小麦粉を使用して多加水で練り上げた生地をしっかり熟

成して仕上げました。もっちりとしたコシと小麦の風味と旨みが自慢です。
太打ち麺と細打ち麺の食べ比べセットです。

日本産黒毛和牛のサーロインステーキです。4等級から5等級の
最上位グレードの牛肉のみを使用したこだわりの逸品です。

ご在宅の確認後配達します。

ご在宅の確認後配達します。

日本産黒毛和牛のサーロインを薄切りにしました。肉の厚みは約2mmの極薄スライス。しゃぶ
しゃぶ用におすすめです。4等級から5等級の最上位グレードの牛肉のみを使用しています。

和牛サーロイン薄切り 【日本産】 

Wagyu Sirloin Beef for Shabu-shabu
00020U   $99　約180g〈約0.4lbs〉

00021U   $139 　約360g〈約0.8lbs〉

00022U   $229　約720g〈約1.6lbs〉

FROZEN

FROZEN

CALIFORNIA PROPOSITION 65
WARNING: Consuming this product can expose 
you to chemicals including lead, cadmium, 
arsenic and acrylamide which are known to the 
State of California to cause cancer and birth 
defects or other reproductive harm. For more 
information go to www.P65Warnings.ca.gov/food.

アメリカへ配達

年間を通じてアメリカに
日本食をお届けできるようになりました！

Free shipping to USA
※ハワイ州・アラスカ州・グアム・カナダは不可 
※Except Hawaii, Alaska, Guam, Canada area.

アメリカへ配達 　 アメリカへの配達は配達日・他商品と同時配達のご希望不可
We are unable to gurantee a specific delivery date or same day delivery with other item(s). 13



肥沃な大地と清らかな水、昼夜の寒暖差から、美味しいお米の
栽培地として知られる新潟県。こしひかりはお米の中でも、色、つ
や、ねばり、食味のバランスの良さが抜群です。

こしひかり【新潟県産】 

Koshihikari Premium Rice
00055U   $68　約5kg〈約11lbs〉

00056U   $99　計約10kg〈約22lbs〉/約5kg×2袋

ゆずの飲む酢 【アメリカ産】

00330U   $49　473ml×5本　

香り高いゆずの風味を生かした飲む酢です。ゆずのほろ苦く爽やかな味わいと香
りは酢の酸味とも相性抜群。水や炭酸水と1:1で割って美味しくお飲みいただ
けます。また、オリーブオイル・塩コショウと混ぜてドレッシングにしても◎

砂糖不使用で、アップルサイダーヴィネガーを使用しています。

久世福商店 風味豊かな万能だし

Traditional 
Umami Dashi
00320U   $49　
1袋（8g×15パック）×3袋

00321U   $79
1袋（8g×15パック）×5袋

こだわりの焼津産かつお節と削り節を
ベースに国産さば節や瀬戸内海産のい
りこ、焼きあご、日高昆布などをバランス
良く配合。保存料、化学調味料は不使
用の、久世福商店人気No. 1のこだわ
りだしです。

飲む酢バラエティー 【アメリカ産】

Fruit Vinegar Drink Variety
00331U   $49　
計5本/ゆずの飲む酢473ml×2本、ぶどうの飲む酢、ざくろの飲む酢、クランベ
リーの飲む酢473ml×各1本

アップルサイダーヴィネガーを使った飲みやすいお酢のドリンク。お水や炭酸水と
1:1で割って美味しくお飲みいただけます。牛乳で割ると、フルーツヨーグルトの
味わいのドリンクに。お酒と混ぜてカクテルにも。一番人気のゆず味は砂糖不使
用。ぶどう、クランベリー、ザクロはそれぞれオーガニック原料を使用しています。

和食が恋しい方へ、
本物のおだしを
楽しみたい方に
おススメ！

アメリカへ配達

Free shipping to USA
※ハワイ州・アラスカ州・グアム・カナダは不可 
※Except Hawaii, Alaska, Guam, Canada area.

アメリカへ配達
14

刀根柿 【和歌山県産】

Persimmon 
from Wakayama
00214U   $59　5～6個（フルーツ箱入）

00210U   $86　8～11個（和柄箱入）

柿の一大産地、和歌山県で丹精込めて育てられ
た、刀根早生種の柿を空輸。ギフトボックスに梱包
し、フレッシュな状態でお届けします。

ドリンクベースセット 【アメリカ産】

Drink Base Set
00340U   $46　　
計5本/牛乳と混ぜるいちごミルクの素290ml×3本、
炭酸水で割るジンジャーエールの素290ml×2本

「牛乳と混ぜる いちごミルクの素」はご家庭で手軽にリッチないちごミルクをお楽しみいただ
けます。いちごをそのまま煮込むことで甘酸っぱく、とろりと濃厚、プチプチ食感も楽しめます。

「炭酸水で割る ジンジャーエールの素」はしょうがシロップにピンクグレープフルーツのピール
と刻み生姜を加え、ほんのり苦味をきかせました。本品を炭酸水で4倍に希釈するだけで手
軽においしいジンジャーエールができます。また、カクテルのベースとしてもおすすめ！

生育状況により、産地・品種を変更する場合があります
Please note that we may change schedule upon crop and harvest conditions.
フルーツの最新情報はwww.hello-worldgift.comトップページで

みかんポン酢＆有田みかんの七味とんがらし 【和歌山県産】

Orange Ponzu Source & 

00275U   $38　　
みかんポン酢みかポン360ml、有田みかんの七味とんがらし13g

有田みかんの果汁をベースに、ゆず、だいだい、黄金柑果汁の4種類をブレンド。
まろやかな酸味で、お子様にも大人気のポン酢と、有田みかんの陳皮と、山椒の
実をふんだんにブレンドした「みかん七味」です。

ポン酢に占める
ストレート果汁は、
なんと30%以上!

予約数量のみ
限定空輸！

掲載の写真はイメージです　
※1.0lbs=約454g

限定30セット！
日本で25,000本突破し

フジテレビの
めざましテレビにて
取り上げられました

配達期間

10月中旬～10月下旬
申込書必着

9月15日（水）

　 アメリカへの配達は配達日・他商品と同時配達のご希望不可
We are unable to gurantee a specific delivery date or same day delivery with other item(s). 15




