
Until OCT 31st, 2022

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

最大最大2525%OFF!%OFF!

とびっきりのチェリーとともに、あなたの笑顔が浮かんでくるの
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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！

contact@hello-worldgift.com

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

初 夏 の 風 物 詩

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   $63 EARLY BIRD  $59　
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   $72 EARLY BIRD  $68　
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   $94 EARLY BIRD  $89　
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）

アメリカンチェリー序盤

配達期間

5月中旬〜6月上旬
申込書必着

5月25日（水）
EARLY BIRD

5月18日（水）

ブルーベリー付！

先着200名様に
エコバッグもつけて

お届け!

C/O Japan Graphics 
1820 W. 220th St. #210, 
Torrance, CA 90501

TOLL FREE 1-888-682-4438
N T C G I F T

最新の
住所は
こちら！
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配達期間

7月上旬〜7月中旬
申込書必着

6月22日（水）
EARLY BIRD

6月15日（水）

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（超大粒）

GEE WHIZ Rainier & Dark Cherry (XLarge)

100240   $148 EARLY BIRD  $139　計約2.0kg［約4.4lbs］/各約1.0kg

100241   $238 EARLY BIRD  $228　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！

アソートが
お得！

2 Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達
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世界のグルメファンを虜にする
GEE WHIZレイニアチェリー！

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

季節のフルーツ

季節のフルーツ

季節のフルーツ

GEE WHIZ 特選ダークチェリー（超大粒）

GEE WHIZ Dark Cherry (XLarge)

100230   $85 EARLY BIRD  $79	 約1.0kg［約2.2lbs］

100231   $119 EARLY BIRD  $113	 約2.0kg［約4.4lbs］

100232   $198 EARLY BIRD  $189	 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   $99 EARLY BIRD  $89	 約1.0kg［約2.2lbs］

100221   $149 EARLY BIRD  $142	 約2.0kg［約4.4lbs］

100222   $238 EARLY BIRD  $219	 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）

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。

3
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特選ビングチェリー（大粒）

Bing Cherry (Large)

100187   $122 EARLY BIRD  $115	
約3.0kg［約6.6lbs］

100188   $152 EARLY BIRD  $144	
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）

100184   $67 EARLY BIRD  $59	
約1.0kg［約2.2lbs］

100185   $79 EARLY BIRD  $69	
約1.5kg［約3.3lbs］

100186   $95 EARLY BIRD  $87	
約2.0kg［約4.4lbs］

配達期間

6月中旬〜7月中旬
申込書必着

6月29日（水）
EARLY BIRD

6月22日（水）

特選レイニアチェリー（大粒）

Rainier Cherry (Large)

配達期間

6月中旬〜6月下旬
申込書必着

6月22日（水）
EARLY BIRD

6月15日（水）

配達期間

6月中旬〜6月下旬
申込書必着

6月22日（水）
EARLY BIRD

6月15日（水）

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   $99 EARLY BIRD  $75　
特選レイニアチェリー約500g［約1.1lbs］、メキシコ産アップルマンゴー2個（フルーツ箱入）

2525%%OFF!OFF!

季節のフルーツ

季節のフルーツ

季節のフルーツ

100195   $79 EARLY BIRD  $72	
約1.0kg［約2.2lbs］

100196   $99 EARLY BIRD  $93	
約1.5kg［約3.3lbs］

100197   $129 EARLY BIRD  $115	
約2.0kg［約4.4lbs］

100198   $172 EARLY BIRD  $163	
約3.0kg［約6.6lbs］

100199   $220 EARLY BIRD  $199	
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）

Washington

Oregon

特選ビングチェリー（中粒）

Bing Cherry (Medium)

100173   $115 EARLY BIRD  $109
約3.0kg［約6.6lbs］

100174   $146 EARLY BIRD  $142
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）

100170   $65 EARLY BIRD  $58	
約1.0kg［約2.2lbs］

100171   $72 EARLY BIRD  $68	
約1.5kg［約3.3lbs］

100172   $92 EARLY BIRD  $85	
約2.0kg［約4.4lbs］

配達期間

6月中旬〜7月中旬
申込書必着

6月29日（水）
EARLY BIRD

6月22日（水）

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

アメリカンチェリー
代表格のビング種

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

特選レイニア & 特選ビングチェリー（大粒）

Rainier & Bing Cherry (Large)

100202   $75 EARLY BIRD  $69	 約1.0kg［約2.2lbs］/各約0.5kg

100203   $115 EARLY BIRD  $109	 約2.0kg［約4.4lbs］/各約1.0kg

100204   $153 EARLY BIRD  $148	 約3.0kg［約6.6lbs］/各約1.5kg

100205   $192 EARLY BIRD  $184	 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）

配達期間

6月中旬〜6月下旬
申込書必着

6月22日（水）
EARLY BIRD

6月15日（水）

配達期間

6月中旬〜6月下旬
申込書必着

6月22日（水）
EARLY BIRD

6月15日（水）
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  $105　
特選レイニアチェリー、
特選ビングチェリー各約450g［約2.0lbs］、
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  $137　
特選レイニアチェリー、
特選ビングチェリー各約900g［約1.0lbs］、
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）

1010%%OFF!OFF!

季節のフルーツ

季節のフルーツ

季節のフルーツ

アメリカンチェリー
代表格のビング種

シーズン最盛期の
チェリー２種のセット！

夏の甘さ
たっぷり!

豪華4種の
セット！

アソートが
お得！

5
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晩生種とは7月中旬から収穫されるアメリカンチェリーの総称です

晩生種ダークチェリー（大粒）

Late Variety Dark Cherry (Large)

100213   $63 EARLY BIRD  $54	 約1.0kg［約2.2lbs］

100214   $72 EARLY BIRD  $65	 約1.5kg［約3.3lbs］

100215   $89 EARLY BIRD  $82	 約2.0kg［約4.4lbs］

100216   $112 EARLY BIRD  $109	 約3.0kg［約6.6lbs］

100217   $141 EARLY BIRD  $137	 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

Late Variety Dark Cherry (Large) & 
Apple Mango

002112   $81 EARLY BIRD  $65　
晩生種ダークチェリー約500g［約1.1lbs］、メキシコ産アップルマンゴー2個（フルーツ箱入）

配達期間

7月中旬〜7月下旬
申込書必着

7月20日（水）
EARLY BIRD

7月6日（水）

カナダ産ダークチェリー（超大粒）

Dark Cherry 
from Canada (XLarge)

003600   $73 EARLY BIRD  $69	 約1.0kg［約2.2lbs］

003610   $94 EARLY BIRD  $89	 約1.5kg［約3.3lbs］

003620   $125 EARLY BIRD  $118	 約2.0kg［約4.4lbs］

003630   $178 EARLY BIRD  $169	 約3.0kg［約6.6lbs］
（チェリー箱入）

配達期間

8月上旬〜8月下旬
申込書必着

8月10日（水）
EARLY BIRD

7月20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。

生育段階から厳しく枝を剪定し、
甘味を凝縮！ 超大粒！

Washington

CANADA

メインシーズンのおいしさをもう1回！

アメリカンチェリー終盤!

真夏にもチェリー！ お盆にも！

2020%%OFF!OFF!

6 Free shipping to JAPAN
※沖縄を除く ※Except Okinawa area.日本へ配達
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暑さ落ち着く晩夏のフルーツに舌鼓! 
SPECIAL DISCOUNT8/3まで！

贈って喜ばれる高級フルーツです

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).

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

※オーストラリアのタスマニア島産は1〜2月です

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

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
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

アメリカのワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州、カナダ、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。

Washington

California

Oregon

Tasmania

CANADA

アップルマンゴー ＆ シトラス

Apple Mango & Citrus
100562   $69 EARLY BIRD  $59　約3.0kg［約6.6lbs］

計8個（フルーツ箱入）/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

アップルマンゴー

Apple Mango
105193   $49 EARLY BIRD  $43　2個（フルーツ箱入）

105190   $75 EARLY BIRD  $68　6個（フルーツ箱入）

メキシコ産

配達期間

5月上旬〜8月下旬
申込書必着

8月3日（水）
EARLY BIRD

7月13日（水）

ハニデューメロン＆シトラス

Honeydew Melon & Citrus
100273   $68 SPECIAL DISCOUNT  $63
ハニデューメロン1玉、オレンジ（L）6個、グレープフルーツ（ルビーM）5個（フルーツ箱入）

100272   $88 SPECIAL DISCOUNT  $73
ハニデューメロン2玉、オレンジ（L）3個、グレープフルーツ（ルビーM）3個（フルーツ箱入）

ハニデューメロン

Honeydew Melon
100270   $63 SPECIAL DISCOUNT  $53　

2玉（フルーツ箱入）/約4.0kg［約8.8lbs］

100271   $86 SPECIAL DISCOUNT  $73　
5〜6玉（産地箱入）/約10.0kg［約22lbs］

カリフォルニア州産

配達期間

8月中旬〜10月上旬
申込書必着

9月21日（水）
SPECIAL DISCOUNT

8月3日（水）

生育段階から厳しく枝を剪定し、
甘味を凝縮！ 超大粒！

Nishimotoの
チェリーが
選ばれる

3つの理由

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。

チェリーといえばやっぱりNishimoto!華やかな
チェリー箱で

お届け！

配達
期間

チェリーの
品種

Value 
Box

7
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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、特選炙り焼あらびきステーキ
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

伝承ギフト1 【日本産】 

Densho Meat Gift 1
002600   $43 EARLY BIRD  $39　
計465g［約1.0lbs］/特選深燻しベーコン51g、
生ハムロース40g、特選ももハム64g、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45g×2パック

配達期間

6月24日（金）〜7月20日（水）
申込書必着

7月13日（水）
EARLY BIRD

7月6日（水）Ito Ham Gift

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！

カリフォルニア州産 オレンジ&グレープフルーツ

Orange 
from California (Large) & 
Grapefruit (Ruby Medium)

000162   $53　

計10個（フルーツ箱入）／オレンジ（L）6個、
グレープフルーツ（ルビーM）4個

000163   $82　

計24個（フルーツ箱入）／オレンジ（L）14個、
グレープフルーツ（ルビーM）10個

Orange & Grapefruit

配達期間

4月下旬〜7月下旬
申込書必着

7月25日（月）

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

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!

グレープフルーツ（ルビー・Mサイズ）

Grapefruit (Ruby Medium)

005060   $53　8個（フルーツ箱入）

005061   $79　20個（フルーツ箱入）

005062   $120　40個（産地箱入）
配達期間
通年

産地・品種の目安

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

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

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。

Sweets Gift 配達期間

6月14日（火）〜8月3日（水）
申込書必着

7月27日（水）
EARLY BIRD

7月13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、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

産地・品種の目安

産地

カリフォルニア州産 ネーブル
バレンシア

品種 4月
上 中 下

6月 7月5月
上 中 下 上 中 下 上 中 下

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

カリフォルニア州産 オレンジ（Lサイズ）

Orange from California (Large)

002200   $53　　10個（フルーツ箱入）

002201   $79　　28個（フルーツ箱入）

002202   $120　72個（産地箱入） Value 
Box

Grapefruit

配達期間

4月下旬〜7月下旬
申込書必着

7月25日（月）

配達期間

4月上旬〜11月下旬
申込書必着

11月23日（水）

Value 
Box

上 中 下 上 中 下 上 中 下上 中 下 上 中 下上 中 下 上 中 下 上 中 下
5月4月 7月 9月6月 8月 10月 11月産地

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
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アメリカで手に入りにくい
こだわりの日本食をほかにも掲載！

www.hello-worldgift.com

アメリカへ配達

こだわり八女茶&八女抹茶黒蜜（博多織バッグ入）

Yame Tea & Black Honey
00710U   $110
八女茶黒蜜200g、八女茶50g（桜缶入り）、
八女茶ティーバッグ3g×15袋、
博多織バッグ（29×23×8.5cm）　
福岡県産

老舗茶屋「茶くら」売れ筋の3商品のセット。八女抹茶黒蜜は、
八女茶を原料に使用した香り高く濃厚な味わい。パンケーキにか
けてもおいしく召し上がれます。お茶はかわいい桜缶に入ったリー
フタイプと、手軽に飲めるティーバッグタイプの詰合せ。一つ一つ
手作業で織り込んだ博多織バッグに入れてお届けします。

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.

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.

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.

茶くら×ハリオコラボ 八女玉露（青ボトル）

Sakura × HARIO 
Bottle Yame Tea [BLUE]

00690U   $110
八女玉露10g×10袋、ロゴ入ハリオボトル　福岡県産

日本一の八女玉露の水出しボトルセットです。香り
高い八女玉露は水出しがおすすめ。老舗茶屋「茶く
ら」とハリオがコラボしたオリジナルボトルをセットにし
てお届けします。プレゼントにも喜ばれる逸品です。

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.

八女玉露&八女茶

Gyokuro & Yame Tea 
00740U   $75　
計200g［約0.44lbs］/
八女玉露、八女茶各100g　
福岡県産

茶師が厳選した茶葉を匠の技で仕上げた最高
の玉露と、香り豊かな八女茶のセットです。高級
感のある和柄の茶筒入り。

茶くら 八女茶

Sakura Yame tea 
00730U   $53　
計200g［約0.44lbs］/八女茶100g×2袋
福岡県産

茶師が厳選した茶葉を匠の技で仕上げた、味
わいが濃い、香り豊かな八女茶のセットです。

切り麦讃岐うどん
太打ち麺＆細打ち麺食べ比べ

SANUKI 
Udon Noodle
00260U   $39
計1.2ｋg［約2.6lbs］/切麦太打ちうど
ん、切麦細打ちうどん各200g×6袋　
香川県産

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
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。

五島手延べうどん 波の絲

Udon from Nagasaki 
Goto-Island 
00700U   $49　
計900g［約2.0lbs］/波の絲200g×4袋、うどんスー
プ10g×10パック　長崎県産

日本三大うどんの1つに数えられていますが、生産量が少な
く、日本国内でもあまり出回らない「幻」と呼ばれる五島うど
ん。長崎県五島列島の「上五島」で、数百年の歴史を刻み
続けています。手延べの麺は伝統製法を守り、島に自生する

「椿油」、美しい五島灘で取れる「塩」を使用し、出汁には特
産の「飛魚」をふんだんに使ったこだわりの逸品です。

お米の代名詞ともいえるコシヒカリ。中でも栃木県産コシ
ヒカリは、日本穀物検定協会による食味ランキングにおい
て平成２５〜２８年産が4年連続最高評価の『特A』を獲
得しました。炊きたてのつやつや感と、もちっとした弾力ある
粘り。栃木自慢の“とちほのか”を是非ご賞味ください。

とちほのか

Tochihonoka 
Premium Rice
00600U   $68　約5.0kg ［約11lbs］

00601U   $99　計約10kg ［約22lbs］/2袋
栃木県産

久世福商店 ゆずの飲む酢

Yuzu Flavor 
Drinkable Vinegar
00330U   $49　473ml×5本　アメリカ産

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 飲む酢バラエティー

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各
473ml×1本　アメリカ産

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
ニックの原料を使用しています。

10
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
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和牛サーロインステーキ

Wagyu Sirloin Steak
00780U   $160　計約450g ［約1.0lbs］/225g×2パック

00781U   $239　計約900g ［約2.0lbs］/225g×4パック
日本産
4等級以上のグレードの牛肉のみを使用したこだわりの逸品。
柔らかさと濃厚な旨みが特徴です。

黒毛和牛肩ロースステーキ

Wagyu Chuck Roll Steak
00790U   $132　約360g ［約1.0lbs］

00791U   $192　計約720g ［約1.6lbs］/約360g×2パック

日本産
最上位である4等級以上の日本産黒毛和牛の肩ロースステーキ。
柔らかくて濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

久世福商店 豪華バラエティー

KUZEFUKU Deluxe Set
00333U   $76　　
計10本/ゆずの飲む酢、ぶどうの飲む酢、ザクロの飲む酢、クランベリーの飲む酢各473ml×1本、ゆず
ジャム198g×2本、オレンジマーマレード326g×2本、ゆずみそドレッシング348ml×2本　アメリカ産

ゆずフレーバーの製品を中心に、久世福商店の人気商品の詰め合わせです。

飲む酢…アップルサイダーヴィネガーを使用。お
酢の酸味とフルーツの甘みが見事にマッチした
飲みやすいドリンク。炭酸水やお水、牛乳と1:1
で割ってお飲みください。

ゆずジャム…ゆずのさわやかな香りとすっきりとし
た味わいが特徴。パン以外にもチーズや、ケーキ
にもよく合います。

オレンジマーマレードプレミアム…オレンジの濃
厚な味わいと、ふんだんに使った皮の食感が楽
しめるリッチな味わいのマーマレード。

ゆずみそプレミアムソース…ゆずのさわやかな味
わいと味噌のコクと甘みがクセになる味わい。砂
糖不使用、グルテンフリー、デイリーフリーで作ら
れたソースは、お肉や魚料理、お鍋や麺類など
様々な料理にお使いいただけます。

兵四郎 手延べ麺セット

Premium Noodle & 
Noodle Soup Set
00920U   $59　
えろーうもおてごめんつゆ360ml（福岡県産）、わかめうどん、地そ
ば、茶蕎麦（山形県産）、手延べ細うどん（長崎県産）各350g　

手延べ製法でしか出せない抜群のコシとなめらかなのど越しを
求め、 麺職人との共同開発から生まれた兵四郎の手延べ麺シ
リーズです。「素材」、「製法」と、全てにおいて試行錯誤を繰り返
し、多くの手間ひまをかけながら丹念につくりました。素材の良さ
はもちろん、職人の技や経験により、季節や天候などに合わせて
細かく調節する配合やタイミング。「熟練の職人」だからこそ成せ
る「手延べ製法」により、手延べ麺のおいしさを守っています。

こ
だ
わ
り
の
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べ
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法
」

で
し
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越
し

兵四郎 野菜の旨みだし

Vegetable Umami-Dashi
00880U   $56　20パック×2袋

福岡県産

日本産にこだわった4種の野菜を絶妙なバランスでブレンドし、塩やこ
しょうで味付け。野菜の旨みが際立つ、豊かな風味とコクのあるだし
パックに仕上げました。肉や魚などの動物性の素材を使っていないの
に、物足りなさを感じないコクのあるだしで、レパートリーが広がります。

あご入兵四郎だし

Premium Umami-Dashi
00870U   $68　30パック×2袋

福岡県産

長崎県産の新鮮なあご（飛魚）を炭火で丁寧に焼き、旨みと香ばしさを凝縮。さらに、さば節やかつお
節、いわし、煮干し、昆布、椎茸の6種をブレンドし、塩や醤油などを加えて味を整えました。煮物やお吸
い物はこれ一つで味が決まります。また、ティーバッグの袋を破って炒め物や炊き込みご飯などの調味
料としてもお使いいただけます。

出
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ば
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【冷凍品のアメリカ配達について】
●配達は火〜金の間です（祝日を除く）
● 配 達 前にお届け先 様に電 話 /

E-mailで配達予定日のご連絡をし
ます。（配達日の変更可能です）

●お届け先様が電話に出られない/
返信がない場合は、順次お申込み
後7〜10日で配達します。

FROZEN FROZEN

11
　 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).

掲載の写真はイメージです　
※1.0lbs=約454g
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