
Vol.10

A  v a r i e t y  o f  g i f  t s  t e l l i n g  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  

w h o  g a t h e r e d  t o  c e l e b r a t e  t h e i r  m a r r i a g e  

" T  h a n k s  t o  r e m a i n  i n  s h a p e "  a s  w e l l  a s  w o r d s .



から想いを込めて
Puchi2の「P」。

そして、その中のハートマークには、

私たちのさまざまな想いが込められています。

「P」arents＝両親への感謝の気持ち。

「P」erson「P」artner＝見守ってくれる人や

大好きな人への親愛の気持ち。

そして「P」resent。

また、「プチプチ」という言葉の響きは、

「かわいらしさ」や

「シャンパンの弾ける泡のようなキラメキ」を

イメージさせると同時に

「プチギフト」の響きにつながります。

すべての人にたくさんの愛と幸せが届くよう、

「i」（愛）にはキュートなクローバーをちょこんと乗せて…。

私たちは一つひとつの商品に

そんな想いを込めてお届けしています。

More comming soon at our weddi
ng

A nice party memorable,

surrounded by so many blessings! 

カタログについてのご注意
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2週間前

3週間前
…このマークの商品は、ご希望納品日の２週間前までにご注文ください。

…このマークの商品は、２種類以上のデザインやカラー、フレーバーなどをランダムに取り混ぜてのお届け
　となります。種類を指定することはできませんので、ご了承ください。

…このマークの商品は、ご希望納品日の3週間前までにご注文ください。

20個以上 …このマークの商品は、お名前などが入るオリジナル製作のプチギフトのため、1種20個以上でご注文ください。

季節限定 …このマークの商品は、季節限定商品となります。その年の気候により多少変動する場合がありますので、ご了承ください。

注意事項
●ご注文期限を過ぎている場合は、製作可能かどうかをお問い合わせください。
●製作特急料金が発生する場合がございますので予めご了承ください。
●校正は当社の責任校正として製作いたします。

※その他のお知らせ ●アレルギー表記は、原材料に含まれるアレルギー物質(7品目+大豆)を記載しています。
●品番の後ろに付いている＊のマークは、軽減税率対象商品です。
●発注についての細かな注意事項は、各商品ページ及び該当するオーダーシートをご覧ください。

　種アソート
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プチギフト ボックスの文字
中には、かわいいエッグ形のベルギーチョコを
詰めました。上品で甘さも控えめ。

ブロッサム
ブロッサムはたくさんの花が咲く状態を意味し
ます。お二人の人生にもたくさんの幸せの花が
咲きますように。

爽やかなシルバー文字のホワイトボックスと
ゴージャスなゴールド文字のブラックボックス。
どちらがお二人のテーマに合っていますか?

エレガントな雰囲気で受付を華やかに演出する円柱型のボックスに上品なお花をアレンジ。　
挙式後は小物入れやインテリアとしてお使いください。

Welcome
Selection
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W E L C O M E

Selecti�
Blossom Garden

ブロッサムガーデン

サークルボッ
クスに入った

華やかなフラワ
ーアレンジメン

トが

ウェディング
シーンを彩

ります

01 ホワイトBOX 02 ブラックBOX

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

2週間前

ブロッサムガーデン 30個セット 

●ベルギーチョコ７粒×３０個、ウェルカムカード付
●サイズ:約300×φ155mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1001-01
A11-1001-02 ¥17,600（税抜 ¥16,000）

ホワイトBOX

ブラックBOX

乳・小麦・大豆

ブロッサムガーデン 単品

●ベルギーチョコ７粒
●サイズ:約100×60×15mm
※種類は選べません
※この商品は輸入品につき、欠品及び廃番になる
　場合があります。あらかじめご了承ください。

A11-1002 ¥302（税抜 ¥280）＊

2種アソート 乳・小麦・大豆
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小鳥のクリップオブジェ ウェルカムカード
かわいい小鳥のオブジェは、新郎新婦のお二人。
幸せのさえずりが聞こえてきそうですね。お好き
なところに付けてください。

パッケージ
ペット素材で出来たパッケージは、リアルで色鮮
やか。ハートパイを入れてお届けします。

木製のカードスタンドも切り株のようでかわいい
でしょ。挙式後は二人のお写真を立ててフォト
スタンドとして使ってね。

見たままにかわいい、りんごの木。たわわに実ったたくさんのリンゴはお二人の愛の象徴かも。
挙式後はアクセサリーツリーにしたり、フォトツリーにして使うのも素敵!!
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りんごの木 単品 

●ハートパイ３枚
●サイズ:約95×80×40mm
※種類は選べません

A11-1004 ¥356（税抜 ¥330）＊

りんごの木 30個セット 

●ハートパイ３枚×３０個、ウェルカムカード付
●サイズ:約550×355×355mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1003 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

2週間前

Welcome
Selection

Apple Tree
りんごの木 たわわに実

った

ふたりの愛の果実を

ゲストにお
すそ分け

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

2種アソート

※アソートでのお届けですが、赤リンゴと青リンゴは
　同比率にはなりませんのでご了承ください。

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆
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アンティークボックスフラワー
ソレイユ 単品 

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約110×60×60mm
※種類は選べません

A13-802 ¥367（税抜 ¥340）＊

アンティークボックスフラワー
ソレイユ 35個セット 

●ハートクッキー2枚（プレーン）×35個、
　木製ボックス、名前入りミニバルーン付
●サイズ:約140×300×240mm
※名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-801 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

アンティークボックスフラワー
フルリール 35個セット

●ハートクッキー2枚（プレーン）×35個、
　木製ボックス、イニシャルトップ付
●サイズ:約140×300×240mm
※イニシャルのみ、校正あり

A13-803 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

アンティークボックスフラワー
フルリール 単品

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約110×60×60mm
※種類は選べません

A13-804 ¥367（税抜 ¥340）＊

トップの飾り ボックス
キュート派にはかわいいバルーンにお名前を…
ナチュラル派には、イニシャルが入るアクリル
トップをお作りします。

ボックスフラワー
ゲストへ手渡しするプチギフトには、ガーベラ・ラナン
キュラス・ヒマワリなど色とりどりのお花を添えて…
ハートのクッキーも美味しいと好評です。

職人がひと箱ひと箱手作りするアンティーク
ボックスは日本製。挙式後は新居で小物入れ
に使ってくださいね。

フランス語で“ソレイユ”は“太陽”、“フルリール”は“花が咲く”の意味があります。
燦々と降りそそぐ太陽の下で咲く色とりどりのお花たち。キュートとナチュラルどちらがお好きですか？

アンティークボックスに

ぎっしり詰まった

大人かわいいフラワーで

ゲストをお出迎え 

Welcome
Selection

2週間前 2週間前
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�
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�
�
�
�
��

�

Antique Box Flower

SOLEIL FLEURIR

アンティークボックスフラワー

9種アソート 5種アソート

※お花の種類や色目等、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆
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�ナチュラル
テイストのト

ランクに

お二人の『ようこそ!』
を

詰め込んでゲスト
をお出迎え

Welcome
Selection

Welcome
Selection

※テディベアとフォトフレームはイメージです。

ディスプレイの方法を変えるだけで、二人らしさが演出できるトランクセット
思い出の小物や写真などを添えて、SNS映えも狙ってね!!

2週間前

ウェルカムトランク 36個セット

●トランク1個（素材：ウォーターヒヤシンス）、
　ポップコーン６ｇ（いちごミルク味・キャラメル味）×各１８個、
　イニシャルモチーフ３種、フェイクグリーン３種、
　ウッドクリップ３個、ウェルカムカード３種、
　スウェードコード１本入り
●サイズ:約130×400×270mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり 

A11-901-01
A11-901-02 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

ピンク

ブラック

ウェルカムトランク 単品

●ポップコーン6g●サイズ:約65×70×25mm
※ラベルの色は選べません

A11-902-01
A11-902-02 ¥259（税抜 ¥240）

いちごミルク味

キャラメル味 ＊

01 いちごミルク味

01 ピンク

02 ブラック

02 キャラメル味

もらって嬉しいナチュラルな巾着プチギフト。ゲストを迎える受付をボタニカルな雰囲気でお迎えしませんか?
巾着は小物入れとして使っていただけます。

※P08・09のトランクは輸入品につき、欠品及び廃盤になる場合があります。あらかじめご了承ください。※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ボタニカルトランク 単品 

●チョコチップクッキー２枚
●サイズ:約120×105×25mm
※種類は選べません

A11-1006 ¥410（税抜 ¥380）＊

2種アソート

イニシャルモチーフ付き

●サイズ：約90×50～100×20mm
●MDF製
※種類によりサイズは異なります。

ご注文の際に必要な文字を3個選んで
ご記入ください。

P08・09のセット品共通

ナチュラル
な雰囲気たっぷりの

トランクに
愛らしい巾着が

詰まったプチギフト

ボタニカルトランク 30個セット 

●トランク1個（素材：ウォーターヒヤシンス）、
　チョコチップクッキー２枚×３０個、
　イニシャルモチーフ３種、ミックスブーケ１束、
　パンパスグラス２本（ピンク・グリーン各１本）、
　ウェルカムカード付
●サイズ:約130×400×270mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり 

A11-1005 ¥23,100（税抜 ¥21,000）

2週間前

巾着の中には、ボリューム感
たっぷりのオーツ麦のチョコ
チップクッキーを2枚。

Welcome TrunkBotanical Trunk
ウェルカムトランクボタニカルトランク

卵・乳・小麦・大豆 乳・大豆

乳・大豆卵・乳・小麦・大豆
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テイストのト

ランクに

お二人の『ようこそ!』
を

詰め込んでゲスト
をお出迎え

Welcome
Selection

Welcome
Selection

※テディベアとフォトフレームはイメージです。

ディスプレイの方法を変えるだけで、二人らしさが演出できるトランクセット
思い出の小物や写真などを添えて、SNS映えも狙ってね!!

2週間前

ウェルカムトランク 36個セット

●トランク1個（素材：ウォーターヒヤシンス）、
　ポップコーン６ｇ（いちごミルク味・キャラメル味）×各１８個、
　イニシャルモチーフ３種、フェイクグリーン３種、
　ウッドクリップ３個、ウェルカムカード３種、
　スウェードコード１本入り
●サイズ:約130×400×270mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり 

A11-901-01
A11-901-02 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

ピンク

ブラック

ウェルカムトランク 単品

●ポップコーン6g●サイズ:約65×70×25mm
※ラベルの色は選べません

A11-902-01
A11-902-02 ¥259（税抜 ¥240）

いちごミルク味

キャラメル味 ＊

01 いちごミルク味

01 ピンク

02 ブラック

02 キャラメル味

もらって嬉しいナチュラルな巾着プチギフト。ゲストを迎える受付をボタニカルな雰囲気でお迎えしませんか?
巾着は小物入れとして使っていただけます。

※P08・09のトランクは輸入品につき、欠品及び廃盤になる場合があります。あらかじめご了承ください。※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ボタニカルトランク 単品 

●チョコチップクッキー２枚
●サイズ:約120×105×25mm
※種類は選べません

A11-1006 ¥410（税抜 ¥380）＊

2種アソート

イニシャルモチーフ付き

●サイズ：約90×50～100×20mm
●MDF製
※種類によりサイズは異なります。

ご注文の際に必要な文字を3個選んで
ご記入ください。

P08・09のセット品共通

ナチュラル
な雰囲気たっぷりの

トランクに
愛らしい巾着が

詰まったプチギフト

ボタニカルトランク 30個セット 

●トランク1個（素材：ウォーターヒヤシンス）、
　チョコチップクッキー２枚×３０個、
　イニシャルモチーフ３種、ミックスブーケ１束、
　パンパスグラス２本（ピンク・グリーン各１本）、
　ウェルカムカード付
●サイズ:約130×400×270mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり 

A11-1005 ¥23,100（税抜 ¥21,000）

2週間前

巾着の中には、ボリューム感
たっぷりのオーツ麦のチョコ
チップクッキーを2枚。

Welcome TrunkBotanical Trunk
ウェルカムトランクボタニカルトランク

卵・乳・小麦・大豆 乳・大豆

乳・大豆卵・乳・小麦・大豆
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爽やかなブルーのピンポンマムを基調に、ホワイトのピンポンマムをアクセントに
セットしました。晴れた空をイメージしたキュートなバスケットはいかが?

優しい色合いのピンクローズは、
バラの中でも人気No.1。お花に
合わせてやさしい甘さのローズ
キャンディーを添えました。

イエローとグリーン系のお花を集めたら、こんなにキュートなウェルカムバスケット
が誕生しました。かわいいミツバチたちも祝福に来てくれそうですね。

使えるギフトがいいと言うお二人
にはこれ！人気のひまわりが耳か
きになっています。受付も明るく
盛り上がりそう。

結婚式をされる季節やドレスの色にあわせてお選びいただくのもステキ!!

大きなリボン
とキュートな

花たちが

あなたの個
性を引き出してくれる

Welcomeに
も使えるバスケ

ットはいか
が…

Welcome
Selection
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��

�

ウェルカムバスケット
ピンクローズキャンディー 40本セット  

●飴職人の手作りローズキャンディー2粒×40本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約390×310×320mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1003 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

ウェルカムバスケット
ピンクローズキャンディー 単品  

●飴職人の手作りローズキャンディー2粒
●サイズ:約240×φ55mm
※キシリトール配合

A14-1004 ¥313（税抜 ¥290）＊

2週間前

ウェルカムバスケット
ひまわり耳かき 50本セット　 

●耳かき1本×50本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約390×310×320mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1007 ¥19,250（税抜 ¥17,500）

ウェルカムバスケット
ひまわり耳かき 単品　 

●耳かき1本
●サイズ:約195×φ45mm

A14-1008 ¥275（税抜 ¥250）

2週間前

ウェルカムバスケット
ブルーミング耳かき 30本セット

●耳かき1本×30本、
　ウェルカムカード、ウッドクリップ1個、バスケット付
●サイズ:約225×280×200mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1001 ¥16,500（税抜 ¥15,000）

ウェルカムバスケット
ブルーミング耳かき 単品

●耳かき1本
●サイズ:約170×φ50mm
※種類は選べません

A14-1002 ¥341（税抜 ¥310）

2週間前

ウェルカムバスケット
ハニーフロール耳かき 30本セット 

●耳かき１本×３０本、
　ウェルカムカード、ウッドクリップ1個、
　ユーカリバンドル、バスケット付
●サイズ:約225×280×200mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1005 ¥16,500（税抜 ¥15,000）

ウェルカムバスケット
ハニーフロール耳かき 単品　 

●耳かき1本
●サイズ:約170×φ60mm
※種類は選べません

A14-1006 ¥341（税抜 ¥310）

2週間前

※お花の種類や色目・バスケット・飾りリボン等が、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

2種アソート

7種アソート

※アソートでのお届けですが、青と白のお花は
　同比率にはなりませんのでご了承下さい。

Welcome Basket
ウェルカムバスケット
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爽やかなブルーのピンポンマムを基調に、ホワイトのピンポンマムをアクセントに
セットしました。晴れた空をイメージしたキュートなバスケットはいかが?

優しい色合いのピンクローズは、
バラの中でも人気No.1。お花に
合わせてやさしい甘さのローズ
キャンディーを添えました。

イエローとグリーン系のお花を集めたら、こんなにキュートなウェルカムバスケット
が誕生しました。かわいいミツバチたちも祝福に来てくれそうですね。

使えるギフトがいいと言うお二人
にはこれ！人気のひまわりが耳か
きになっています。受付も明るく
盛り上がりそう。

結婚式をされる季節やドレスの色にあわせてお選びいただくのもステキ!!

大きなリボン
とキュートな

花たちが

あなたの個
性を引き出してくれる

Welcomeに
も使えるバスケ

ットはいか
が…

Welcome
Selection
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ウェルカムバスケット
ピンクローズキャンディー 40本セット  

●飴職人の手作りローズキャンディー2粒×40本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約390×310×320mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1003 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

ウェルカムバスケット
ピンクローズキャンディー 単品  

●飴職人の手作りローズキャンディー2粒
●サイズ:約240×φ55mm
※キシリトール配合

A14-1004 ¥313（税抜 ¥290）＊

2週間前

ウェルカムバスケット
ひまわり耳かき 50本セット　 

●耳かき1本×50本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約390×310×320mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1007 ¥19,250（税抜 ¥17,500）

ウェルカムバスケット
ひまわり耳かき 単品　 

●耳かき1本
●サイズ:約195×φ45mm

A14-1008 ¥275（税抜 ¥250）

2週間前

ウェルカムバスケット
ブルーミング耳かき 30本セット

●耳かき1本×30本、
　ウェルカムカード、ウッドクリップ1個、バスケット付
●サイズ:約225×280×200mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1001 ¥16,500（税抜 ¥15,000）

ウェルカムバスケット
ブルーミング耳かき 単品

●耳かき1本
●サイズ:約170×φ50mm
※種類は選べません

A14-1002 ¥341（税抜 ¥310）

2週間前

ウェルカムバスケット
ハニーフロール耳かき 30本セット 

●耳かき１本×３０本、
　ウェルカムカード、ウッドクリップ1個、
　ユーカリバンドル、バスケット付
●サイズ:約225×280×200mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1005 ¥16,500（税抜 ¥15,000）

ウェルカムバスケット
ハニーフロール耳かき 単品　 

●耳かき1本
●サイズ:約170×φ60mm
※種類は選べません

A14-1006 ¥341（税抜 ¥310）

2週間前

※お花の種類や色目・バスケット・飾りリボン等が、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

2種アソート

7種アソート

※アソートでのお届けですが、青と白のお花は
　同比率にはなりませんのでご了承下さい。

Welcome Basket
ウェルカムバスケット
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ピンクローズの花言葉は『上品』
『気品』『美しい少女』上品で美し
いあなたにピッタリ。

まるでお庭のフラワーポットをその
まま飾ったようなＷｅｌｃｏｍｅ
ボード型プチギフトです。

白のピンポンマムの花言葉は『真
実』『高貴』愛を誓い合うお二人の
ウェルカムにぴったり。アクセント
のブルーのピンポンマムは、『君を
愛す』だそう。

おふたりの写真を入れると
幸せの香りが漂ってきそう…

『あなただけを見つめる』『あこが
れ』『熱愛』こんな花言葉を持って
いるひまわりは、四季を問わず
人気No.1のお花です。

エレガント
な花たちで

パーティーを華
やかに演出

Welcome
Selection

�
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����

�
�
�
�
��

�

※お花の種類や色目・飾りリボン等が、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。

エレガントフラワーガーデン
お花畑 単品

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約85×40×40mm
※種類は選べません

A13-806 ¥346（税抜 ¥320）＊

エレガントフラワーガーデン
お花畑 40個セット

●ハートクッキー2枚（プレーン）×40個、
　木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-805 ¥21,450（税抜 ¥19,500）

2週間前

エレガントフラワーガーデン
ピンポンマム 単品

●ドラジェ2粒
●サイズ:約85×40×40mm
※種類は選べません

A13-1002 ¥324（税抜 ¥300）＊

エレガントフラワーガーデン
ピンポンマム 40個セット

●ドラジェ２粒×４０個、木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-1001 ¥20,350（税抜 ¥18,500）

2週間前

エレガントフラワーガーデン
ピンクローズ 単品

●ドラジェ2粒
●サイズ:約85×40×40mm

A13-808 ¥324（税抜 ¥300）＊

エレガントフラワーガーデン
ピンクローズ 40個セット

●ドラジェ2粒×40個、木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-807 ¥20,350（税抜 ¥18,500）

2週間前

エレガントフラワーガーデン
ひまわり 単品

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約85×40×40mm

A13-814 ¥302（税抜 ¥280）＊

エレガントフラワーガーデン
ひまわり 40個セット 

●ハートクッキー2枚（プレーン）×40個、
　木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-813 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

2週間前

写真オプション

左の３つよりお好きな書体をお選びください。
データはJPEGまたはPNG形式で担当の方にお送りください。

エレガントフラワーガーデン 写真オプション　

●サイズ:約130×130×60mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり
※お写真のトリミングは当社にお任せください

A13-815-01
A13-815-02 ¥1,100（税抜 ¥1,000）

ベーシック

エレガント

A13-815-03 カジュアル

3週間前

01 ベーシック 02 エレガント 03 カジュアル

PHOTO
OPTION

9種アソート

2種アソート

※アソートでのお届けですが、青と白のお花は
　同比率にはなりませんのでご了承ください。

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆

乳・大豆 乳・大豆

乳・大豆

Elegant Flower Garden
エレガントフラワーガーデン
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ピンクローズの花言葉は『上品』
『気品』『美しい少女』上品で美し
いあなたにピッタリ。

まるでお庭のフラワーポットをその
まま飾ったようなＷｅｌｃｏｍｅ
ボード型プチギフトです。

白のピンポンマムの花言葉は『真
実』『高貴』愛を誓い合うお二人の
ウェルカムにぴったり。アクセント
のブルーのピンポンマムは、『君を
愛す』だそう。

おふたりの写真を入れると
幸せの香りが漂ってきそう…

『あなただけを見つめる』『あこが
れ』『熱愛』こんな花言葉を持って
いるひまわりは、四季を問わず
人気No.1のお花です。
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※お花の種類や色目・飾りリボン等が、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。

エレガントフラワーガーデン
お花畑 単品

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約85×40×40mm
※種類は選べません

A13-806 ¥346（税抜 ¥320）＊

エレガントフラワーガーデン
お花畑 40個セット

●ハートクッキー2枚（プレーン）×40個、
　木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-805 ¥21,450（税抜 ¥19,500）

2週間前

エレガントフラワーガーデン
ピンポンマム 単品

●ドラジェ2粒
●サイズ:約85×40×40mm
※種類は選べません

A13-1002 ¥324（税抜 ¥300）＊

エレガントフラワーガーデン
ピンポンマム 40個セット

●ドラジェ２粒×４０個、木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-1001 ¥20,350（税抜 ¥18,500）

2週間前

エレガントフラワーガーデン
ピンクローズ 単品

●ドラジェ2粒
●サイズ:約85×40×40mm

A13-808 ¥324（税抜 ¥300）＊

エレガントフラワーガーデン
ピンクローズ 40個セット

●ドラジェ2粒×40個、木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-807 ¥20,350（税抜 ¥18,500）

2週間前

エレガントフラワーガーデン
ひまわり 単品

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約85×40×40mm

A13-814 ¥302（税抜 ¥280）＊

エレガントフラワーガーデン
ひまわり 40個セット 

●ハートクッキー2枚（プレーン）×40個、
　木製イーゼル付
●サイズ:約430×400×90mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A13-813 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

2週間前

写真オプション

左の３つよりお好きな書体をお選びください。
データはJPEGまたはPNG形式で担当の方にお送りください。

エレガントフラワーガーデン 写真オプション　

●サイズ:約130×130×60mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり
※お写真のトリミングは当社にお任せください

A13-815-01
A13-815-02 ¥1,100（税抜 ¥1,000）

ベーシック

エレガント

A13-815-03 カジュアル

3週間前

01 ベーシック 02 エレガント 03 カジュアル

PHOTO
OPTION

9種アソート

2種アソート

※アソートでのお届けですが、青と白のお花は
　同比率にはなりませんのでご了承ください。

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆

乳・大豆 乳・大豆

乳・大豆

Elegant Flower Garden
エレガントフラワーガーデン
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ミニサイズブック型BOX 挙式後はメモリーBOXに
本体のウェディングブックをイメージして、その
ままミニサイズにしたかわいいブック型BOXに
ハートのパイを入れてお届けします。

ウェディングブック
アンティークな雰囲気たっぷりのウェディング
ブック。WELCOMEのプレート部分には本皮革
を使用しています。

表に挙式日とおふたりの名前が入っているので、
ウェディングの思い出を入れたメモリーBOXとし
て、インテリアとしてもずっと飾っておけます。

洋書のようなウェディングブックは挙式後も大切に残してください。
贈られた祝電やゲストからのメッセージ、写真など永遠に残したい思い出を入れて・・・。

お二人の

想いと歴史が残る

ウェディング
ブック

Welcome
Selection

�
�
�
�
�
�
�
����

�
�
�
�
��

�

Antique Wedding Book
アンティークウェディングブック

A11-801  オールドローズ A11-802  モダンローズ

※本皮革を使用している為、色目や風合いが異なります。

お名前・挙式日をお入れします
（レーザー彫刻）

アンティークウェディングBOOK 単品

●ハートパイ3枚
●サイズ:約80×70×25mm
※種類は選べません

A11-803 ¥292（税抜 ¥270）＊

2週間前

アンティークウェディングBOOK 32個セット 

●ハートパイ3枚×32個
●サイズ:約370×295×95mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり
※中身のパッケージの種類は選べません

A11-801
A11-802 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

オールドローズ

モダンローズ

愛するパートナーへの想いを込めた
メッセージを、二人だけのウェディング
ブックに残してください。

モダンローズの中面

2種アソート

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆
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●サイズ:約80×70×25mm
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2週間前
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※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり
※中身のパッケージの種類は選べません

A11-801
A11-802 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

オールドローズ
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モダンローズの中面
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乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆
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ロマンティック
なWelcomeで

夢いっぱいのパーティ
ーの

はじまり、
はじまり…

Welcome
Selection

ブリリアントの名にふさわしく、パッケージにはキラキラ輝くスワロフスキーをあしらい、
華々しい豪華なバラのお花で馬車を飾った、夢のあるウェルカムセット。

Welcome
Selection

※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。

ブリリアントストーリー 単品

●ドラジェ3粒
●サイズ:約110×50×35mm
※種類は選べません

A11-1010 ¥292（税抜 ¥270）＊

2週間前

ブリリアントストーリー  40個セット 

●ドラジェ3粒×40個、LEDライト付
●サイズ:約435×465×235mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1009 ¥22,000（税抜 ¥20,000）
個性的な三角錐のパッケージには、
欧米のウェディングでは欠かせない、
アーモンドドラジェが入っています。

ブルーと白のコントラストがキュートな
Thank Youボックスに人気の紅茶クッキー
を入れてお届け。

レインボーに光るLEDライトがセットされています。

4種アソート

セルリアン
ブルーの

小箱は幸せを運ぶ

特別なおまじな
い

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

Brilliant Story
ブリリアントストーリー

Cerulean Blue
セルリアンブルー

セルリアンブルーは、濃い青空の色を表します。
お二人の結婚式の日も鮮やかな晴天に恵まれるように祈りを込めて̶。

セルリアンブルー 単品 

●紅茶クッキー2枚
●サイズ:約45×40×40mm

A11-1008 ¥367（税抜 ¥340）＊

セルリアンブルー 44個セット 

●紅茶クッキー2枚×４４個、ウェルカムカード付
●サイズ:約380×340×255mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1007 ¥26,950（税抜 ¥24,500）

2週間前

※単品のみのご購入の場合は
　20個以上でご注文ください。

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

乳・大豆 乳・大豆
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ロマンティック
なWelcomeで

夢いっぱいのパーティ
ーの

はじまり、
はじまり…

Welcome
Selection

ブリリアントの名にふさわしく、パッケージにはキラキラ輝くスワロフスキーをあしらい、
華々しい豪華なバラのお花で馬車を飾った、夢のあるウェルカムセット。

Welcome
Selection

※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。

ブリリアントストーリー 単品

●ドラジェ3粒
●サイズ:約110×50×35mm
※種類は選べません

A11-1010 ¥292（税抜 ¥270）＊

2週間前

ブリリアントストーリー  40個セット 

●ドラジェ3粒×40個、LEDライト付
●サイズ:約435×465×235mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1009 ¥22,000（税抜 ¥20,000）
個性的な三角錐のパッケージには、
欧米のウェディングでは欠かせない、
アーモンドドラジェが入っています。

ブルーと白のコントラストがキュートな
Thank Youボックスに人気の紅茶クッキー
を入れてお届け。

レインボーに光るLEDライトがセットされています。

4種アソート

セルリアン
ブルーの

小箱は幸せを運ぶ

特別なおまじな
い

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

Brilliant Story
ブリリアントストーリー

Cerulean Blue
セルリアンブルー

セルリアンブルーは、濃い青空の色を表します。
お二人の結婚式の日も鮮やかな晴天に恵まれるように祈りを込めて̶。

セルリアンブルー 単品 

●紅茶クッキー2枚
●サイズ:約45×40×40mm

A11-1008 ¥367（税抜 ¥340）＊

セルリアンブルー 44個セット 

●紅茶クッキー2枚×４４個、ウェルカムカード付
●サイズ:約380×340×255mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1007 ¥26,950（税抜 ¥24,500）

2週間前

※単品のみのご購入の場合は
　20個以上でご注文ください。

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

乳・大豆 乳・大豆
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Welcome
Selection

ステンドグラスにみたてた小箱は見せる面や並べ方で表情を変えます。
おふたりらしいデザインにしても素敵。

Welcome
Selection

キュートなアメリカントラックで二人の幸せを届けませんか？
二人の長い人生も力を合わせて、さぁ発車オーライ！！

※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

小箱の6つの面には
すべて違う模様が
ついています。

前と後ろのナンバープレートが
挙式日になっています。

ふたりの幸せを

ゲストのお
家まで

お届けします

ふたりの愛を

祝福して鳴り響く

教会の鐘の音

幸せ宅配便 単品

●バウムクーヘン1個（プレーン）
●サイズ:約40×75×60mm

A11-904 ¥324（税抜 ¥300）＊
幸せ宅配便 36個セット

●バウムクーヘン1個（プレーン）×36個、
　ウェルカムカード付
●サイズ:約305×555×215mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-903 ¥22,000（税抜 ¥20,000）

2週間前

〈前〉 〈後〉

ウェディングベル 単品

●ドラジェ3粒
●サイズ:約40×40×40mm

A11-1012 ¥270（税抜 ¥250）＊

ウェディングベル 50個セット

●ドラジェ3粒×50個、ウェルカムカード付
●サイズ:約655×420×135mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり　

A11-1011 ¥21,450（税抜 ¥19,500）

2週間前

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆

乳・大豆

Wedding Bell
ウェディングベル

Happy Home Delivery
ハッピーホームデリバリー
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Happy Home Delivery
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香り豊かな紅茶とメッセージを
贈りませんか。二人の感謝の気
持ちが伝わる紅茶だから、私達
は“幸茶”と呼んでいます。

可憐な野いちごのモチーフが可
愛く、世界中で人気のワイルドス
トロベリー。英国伝統のブランド
のテイストをゲストにお届け。

吟味された茶葉を使用し、繊細な
香りと上品な口当たりで人気の
アールグレイとイングリッシュ
ブレックファストをセットにして。

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�

※輸入品につき、パッケージデザイン等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

世界中から愛されるイギリス伝統の紅茶ブランド“ウェッジウッド”

英国陶工の父と名高い、ジョサイア・ウェッジウッド。彼の手掛けるテーブルウェアは、英国のティータイムを優雅に飾ってきました。

その気高さは紅茶作りにも広がり、今や全世界で愛される紅茶の最高峰ブランドとして知られています。

ウェディングシーンにピッタリなウェッジウッドのティーバッグ紅茶をお届けします。

ウェッジウッド
ワイルド ストロベリー プチセット　

●ファイン ストロベリーティー2P
●サイズ:約150×85×15mm

A21-801 ¥324（税抜 ¥300）＊

ウェッジウッド
ワイルド ストロベリー BW　

●ファイン ストロベリーティー2P
●サイズ:約80×140×10mm
※グリーティングカード付、校正あり 

A21-802 ¥432（税抜 ¥400）＊

3週間前

GREETING
CARD付き

GREETING
CARD付き

オリジナルの文面で、最大100文字までの文字数をお入れ致します。
※上記サンプル参照（メッセージの他に新居のご案内なども印刷できます。）

※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。

このマークの付いている「紅茶」をご注文頂くと
無料でグリーティングカードをお付け致します。（メッセージ印刷含む）

※セットイメージ

ウェッジウッド
シグニチャー  ティーバッグセット

●アールグレイ1Ｐ、
　イングリッシュ ブレックファスト1Ｐ
●サイズ:約150×75×10mm

A21-1001 ¥346（税抜 ¥320）＊

世界各国で愛されているブランド
品からチョイスしました。洗練され
たデザインと品質で、どなたにでも
安心して贈れるギフトを集めました。

WORLD
BRAND

ワールドブランド
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WORLD
BRAND
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代表的デザインをパッケージ
にあしらった優雅で気品あふ
れる紅茶はウェディングシー
ンをより豊かに彩ってくれるプ
チギフトです。

ミントン紅茶2種と抹茶クッ
キーをセットにしてお届け。
甘いメロディーを奏でてく
れます。

人気のアールグレイとウバ
セイロンを上品で華やかな
パッケージでお届けします。

香り豊かな人気の紅茶に
ゴールドの輝きが美しい
ティースプーンを添えました。
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

かつてヴィクトリア女王が「世界で一番美しいボーンチャイナ」と称賛したといわれる“ミントン”

ハドンホール城の壁に掛けられていたタペストリーのモチーフをデザインした『ハドンホール』は、

ミントンの永遠の定番品として人気を博し、パッケージにも描かれています。

GREETING
CARD付き

ミントンエクセレントティー　

●アールグレイ1P、ウバセイロン1P
●サイズ:約80×140×10mm
※グリーティングカード付、校正あり

A22-801 ¥432（税抜 ¥400）＊

ミントンプチセット　

●アールグレイ1P、ウバセイロン1P
●サイズ:約150×70×25mm

A22-802-01
A22-802-02 ¥346（税抜 ¥320）

ブルー

ピンク

A22-802-03 イエロー

＊

ミントンティー&スプーン

●アールグレイ1P、ウバセイロン1P、スプーン（ゴールド）1本
●サイズ:約135×90×35mm

A22-1001-01
A22-1001-02 ¥443（税抜 ¥410）

ブルー

ピンク

A22-1001-03 イエロー

＊

3週間前

ミントンティー&クッキー

●アールグレイ1P、ウバセイロン1P、
　抹茶クッキー2個
●サイズ:約100×70×35mm

A22-1002 ¥421（税抜 ¥390）＊

01 02 03 01 02 03

※詳しくはP21を
　ご覧ください。

幸せを運んでくれるお茶、「幸茶」と
してプチギフトになって25年。
ミントンティーは今も変わらず愛さ
れ続けています。

WORLD
BRAND

ワールドブランド

卵・乳・小麦・大豆
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※P24・25の商品は輸入品につき、欠品及び廃番になる場合があります。あらかじめご了承ください。※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

WORLD SWEETS ワールドスイーツ

世界各国の

人気のお菓子たちが

プチギフトになりました

ジェリービーンズ  カラフルスティック

●ジェリーベリーフレーバーミックス15g
●サイズ:約195×25×10mm

A44-801 ¥292（税抜 ¥270）＊

色とりどりのジェリービーンズを
並べてアメリカンポップに仕上げ
ました。気取らないパーティーの
プチギフトにぴったり。

人気のハーシーキスチョコの
おいしさは、ゲストも納得！
スティック型がかわいい逸品
です。

1932年ベルギーのレンベーク
という町で誕生した『カラメルビ
スケット』は伝統の味。ほんのり
効いたシナモンのテイストもや
みつきになる美味しさです。

かわいくてユニークなストーン
チョコをスペインの情熱的で陽気
な雰囲気のパッケージでキュート
に仕上げました。

寄り添う二個の『フェレロ ロシェ』は
その日のお二人のようにキュートで
ラブリー。

1982年に誕生した『フェレロ ロシェ』。ヘーゼルナッツを
チョコとウェハースで包んだチョコレートは世界中で愛
されています。

Americaアメリカ Spainスペイン

イタリアItaly

ロータスビスケット ピュアギフト

●ロータスビスケット3枚
●サイズ:約25×70×35mm
※種類は選べません

A44-1005 ¥248（税抜 ¥230）＊

ストーンチョコ マドリード　

●フィエスタストーンチョコレート20g
●サイズ:約110×35×20mm
※種類は選べません

A44-1004 ¥313（税抜 ¥290）＊

ブルーティンクル

●ヘーゼルナッツチョコ２個
●サイズ:約120×100×50mm
※取扱いは１０月～３月の期間限定です

A44-1003 ¥400（税抜 ¥370）＊

キスチョコ2種をペンギンとジン
ジャーマンの絵柄をあしらった、
テトラパッケージで贈ると、ギフ
ト感もさらにアップしますね。

ハーシーKissチョコット 

●ハーシーチョコレート5粒
　（ゴールド：アーモンドミルクチョコレート2粒・
　シルバー：ミルクチョコレート3粒）
●サイズ:約130×30×25mm
※取扱いは１０月～３月の期間限定です

A44-803 ¥324（税抜 ¥300）＊

季節限定 季節限定

ハーシーKissテトラ

●ハーシーチョコレート４粒
　（ゴールド：アーモンドミルクチョコレート２粒・
　シルバー：ミルクチョコレート２粒）
●サイズ:約80×60×60mm
※種類は選べません
※取扱いは１０月～３月の期間限定です

A44-1002 ¥389（税抜 ¥360）＊

2種アソート

2種アソート 3種アソート

人気No.1のゴールドベアは、レ
モン・オレンジなど、6種類のテイ
スト。ドット柄のかわいいリボン
で、よりキュートに仕上げました。

Germanyドイツ

リトルベアグミ

●ベアグミキャンディー30g
●サイズ:約115×70×30mm
※種類は選べません

A44-1001 ¥302（税抜 ¥280）＊

2種アソート

季節限定

Belgiumベルギー

たまごの形がとってもかわいいベル
ギー産チョコは甘さも控えめで、1年
中お届けできるチョコレートです。

エッグ ベルギーチョコ

●ベルギーチョコ５粒
●サイズ:約70×75×25mm
※種類は選べません

A44-1006 ¥302（税抜 ¥280）＊

2種アソート

大豆

乳・大豆

小麦・大豆
乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆

乳・大豆 乳・大豆
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※P24・25の商品は輸入品につき、欠品及び廃番になる場合があります。あらかじめご了承ください。※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※Ｐ26の商品は輸入品につき、欠品及び廃番になる場合があります。また、パッケージデザイン等が予告なく変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

歴史あるスリランカブランドのジョージスチュアートは、1835年創立。英国の伝統と紅茶
作りの芸術性を重視し、緑豊かな茶園から手摘みされた茶葉で作られる紅茶はその芳し
い香りと優しい美味しさを誇りにしたフレーバーティーです。

1911年に英国王室御用達の指
定を受けたチップトリーは、130
年以上も受け継がれた伝統のレ
シピに基づき作られた、ジャム・
マーマレードです。

大粒の金平糖とカラフルなミニネオンキャンディーは、お二人の幸せな
瞬間の心の色のように、レインボーカラーに染まっています。ハッピー
な想いがゲストにも届きますように。

『ポシュ』はぜいたくなとか豪華なと言う意味。市松模様の
入った、ぜいたくなボックスに美味しいポップコーンをたっぷ
り詰めました。手にした時に温かみの伝わるプチギフトです。

純和風の帯に大粒のカラフル金平糖、どちらも和の温かみ
と優しさが伝わるギフトです。パッケージに織り込まれた
市松柄は日本の伝統の柄です。

カリッと香ばしいワッフルと世界80か国で愛される英国紅茶
のブランド、アーマッドティーをセットでお届け。

ヨーロピアンティータイム

●プレーンワッフル1個、アールグレイ1P
●サイズ:約105×70×35mm

A24-902 ¥335（税抜 ¥310）＊

チップトリー ミニジャム＆ハニー　

●1瓶28g●サイズ:約80×φ40mm
●種類：アプリコット・ストロベリー・ワイルドブルーベリー・
　オレンジマーマレード・ピュアクリアハニー
※種類は選べません
※蜂蜜は一歳未満の乳児には与えないでください

A45-1001 ¥378（税抜 ¥350）＊

ジョージスチュアートティー ホワイト

●ロイヤルディライト、ヴィンテージアールグレイ、
　イングリッシュブレックファスト、クイーンズチョイス、
　ミックスフルーツ各1P
●サイズ:約100×200×10mm　

A24-1001 ¥410（税抜 ¥380）＊

ジョージスチュアートティー ブラック

●ハイビスカスシナモン、オレンジブロッサム、
　ストロベリーミント、チョコレートドリーム、
　ハニーバニラ各1P
●サイズ:約100×200×10mm

A24-1002 ¥410（税抜 ¥380）＊

ポシュボックス ポップコーン

●ポップコーン15g　●サイズ:約65×65×30mm

A45-1002-01
A45-1002-02 ¥313（税抜 ¥290）

いちごミルク味

キャラメル味 ＊

ポシュボックス 金平糖

●金平糖大粒35g　●サイズ:約60×65×30mm

A45-1003-01
A45-1003-02 ¥324（税抜 ¥300）

ピンク

グリーン ＊

ハッピーカラーボトル 金平糖

●金平糖大粒35g
●サイズ:約65×φ40mm

A45-1004 ¥378（税抜 ¥350）＊
ハッピーカラーボトル ミニネオン

●飴職人の手作り飴35g
●サイズ:約65×φ40mm

A45-1005 ¥389（税抜 ¥360）＊

01 02

01 02

WESTERN
STYLE
ウエスタンスタイル

卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆

5種アソート
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※Ｐ26の商品は輸入品につき、欠品及び廃番になる場合があります。また、パッケージデザイン等が予告なく変更になることがあります。あらかじめご了承ください。
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WESTERN
STYLE
ウエスタンスタイル

卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆

5種アソート
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※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。 ※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

アンティ－クローズにシックなリボンを
付けて、上品なＢＯＸに伝統のドラジェ
を入れて、永遠の愛を誓う。

上品なチュールリボンを使い、落ちつい
た色合いが大人かわいいドラジェに仕
上げました。

『ドラジェ』はフランス語で『幸福の種』という意味があります。古くは紀元前に誕生したとも言われ、
結婚式や出産、誕生日などお祝い事には欠かせない、カラフルで美味しいお菓子とされています。
アーモンドをチョコレートで包みお砂糖でコーティングした日本でも長年愛されてきたプチギフトです。

ノーブルドラジェ

●ドラジェ3粒 
●サイズ:約125×約55×25mm

A45-1006 ¥302（税抜 ¥280）＊

話題の鈴型ラムネをスティック状にラッ
ピング。お口の中で、幸せの味が広がり
そう。

ベルラムネ

●ラムネ７粒 ●サイズ:約175×30×20mm

A45-1013 ¥292（税抜 ¥270）＊

爽やかテイストのラムネはカナダ産。
バナナやオレンジ、ストロベリーなどフルー
ツの形もかわいいでしょ。

フルーチュラムネ

●プチフルーツラムネ２５ｇ 
●サイズ:約115×40×20mm
※この商品は輸入品につき、欠品及び廃番に
　なる場合があります。あらかじめご了承ください。

A45-1014 ¥248（税抜 ¥230）＊

にわとりが卵を温めているかのような
パッケージがキュート。タマゴから生ま
れてくるのは、ホヤホヤのひよっ子夫婦??

にわとりさんのタマゴ

●ベルギーチョコ3粒 
●サイズ:約45×40×40mm
※この商品は輸入品につき、欠品及び廃番に
　なる場合があります。あらかじめご了承ください。

A45-1011 ¥302（税抜 ¥280）＊

アンティークローズ

●ドラジェ3粒 ●サイズ:約55×50×50mm
※種類は選べません

A45-805 ¥292（税抜 ¥270）＊

2種アソート

とってもかわいい猫たちが心を
癒してくれます。ゲストも思わず
ニコッとなっちゃいそう。

ありがとにゃんチョコ

●チョコレートボール2粒×3袋
●サイズ:約115×60×20mm
※種類は選べません

A45-808 ¥238（税抜 ¥220）＊

2種アソート

ボリューム感が嬉しいクラッカー。クリー
ムはミルクとレモン味の2種。四つ葉の
クローバーで、ラッキーも一緒に届けてね。

クリームサンドクラッカー

●クリームサンドクラッカー６枚（レモン味・ミルク味）
●サイズ:約145×φ40mm

A45-1012 ¥259（税抜 ¥240）＊

2種アソート

幸せの実がたくさんなるように…
の願いを込めたドラジェ。ゲストか
らの『かわいい！』って声が聞こえ
てきそう。

新郎新婦ドラジェ　

●ドラジェ3粒
●サイズ:約135×φ35mm

A45-1007-01
A45-1007-02 ¥281（税抜 ¥260）

新郎

新婦 ＊

かわいいお花をあしらったドラジェでお
見送りを華やかに演出します。ボリュー
ム感のある一品です。

お花のドラジェ

●ドラジェ4粒 ●サイズ:約95×85×30mm
※種類は選べません

A45-1008 ¥313（税抜 ¥290）＊

2種アソート

カスケットとは宝石
や大切なものを入
れる小箱のことを意
味します。お二人が
大切にしている、ゲ
ストへの感謝の気
持ちをたくさん詰め
て手渡してね。

カスケットBOXクッキー

●ハートクッキー3枚（プレーン） ●サイズ:約60×65×55mm

A45-1010-01
A45-1010-02 ¥324（税抜 ¥300）

ドット

ストライプ ＊人気のハートクッキーに、アンティー
クなお花を添えると、華やかさと上品
さをプラスしたプチギフトに。

アンティークチュールクッキー

●ハートクッキー3枚（プレーン）
●サイズ:約90×70×50mm ※種類は選べません

A45-1009 ¥313（税抜 ¥290）＊

2種アソート

Drag� Chocolate

Cra�er

RamuneC�kie

ハートで作った四つ葉のクローバー
がおしゃれ。カカオたっぷりのミルク
チョコレートでゲストにも幸せを届
けてね。

クローバーチョコ

●ハートチョコ4個
●サイズ:約105×55×10mm
※取扱いは10月～3月の期間限定です

A45-807 ¥281（税抜 ¥260）＊

季節限定

猫のイラストは全部で10種類

WESTERN STYLE
ウエスタンスタイル

ドラジェとは

乳・大豆

乳・大豆

卵・乳・小麦・大豆 卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆

乳・大豆

乳・小麦・大豆
乳・小麦・大豆

乳・大豆

乳・大豆

01

01

02

02
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※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。 ※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

アンティ－クローズにシックなリボンを
付けて、上品なＢＯＸに伝統のドラジェ
を入れて、永遠の愛を誓う。

上品なチュールリボンを使い、落ちつい
た色合いが大人かわいいドラジェに仕
上げました。

『ドラジェ』はフランス語で『幸福の種』という意味があります。古くは紀元前に誕生したとも言われ、
結婚式や出産、誕生日などお祝い事には欠かせない、カラフルで美味しいお菓子とされています。
アーモンドをチョコレートで包みお砂糖でコーティングした日本でも長年愛されてきたプチギフトです。

ノーブルドラジェ

●ドラジェ3粒 
●サイズ:約125×約55×25mm

A45-1006 ¥302（税抜 ¥280）＊

話題の鈴型ラムネをスティック状にラッ
ピング。お口の中で、幸せの味が広がり
そう。

ベルラムネ

●ラムネ７粒 ●サイズ:約175×30×20mm

A45-1013 ¥292（税抜 ¥270）＊

爽やかテイストのラムネはカナダ産。
バナナやオレンジ、ストロベリーなどフルー
ツの形もかわいいでしょ。

フルーチュラムネ

●プチフルーツラムネ２５ｇ 
●サイズ:約115×40×20mm
※この商品は輸入品につき、欠品及び廃番に
　なる場合があります。あらかじめご了承ください。

A45-1014 ¥248（税抜 ¥230）＊

にわとりが卵を温めているかのような
パッケージがキュート。タマゴから生ま
れてくるのは、ホヤホヤのひよっ子夫婦??

にわとりさんのタマゴ

●ベルギーチョコ3粒 
●サイズ:約45×40×40mm
※この商品は輸入品につき、欠品及び廃番に
　なる場合があります。あらかじめご了承ください。

A45-1011 ¥302（税抜 ¥280）＊

アンティークローズ

●ドラジェ3粒 ●サイズ:約55×50×50mm
※種類は選べません

A45-805 ¥292（税抜 ¥270）＊

2種アソート

とってもかわいい猫たちが心を
癒してくれます。ゲストも思わず
ニコッとなっちゃいそう。

ありがとにゃんチョコ

●チョコレートボール2粒×3袋
●サイズ:約115×60×20mm
※種類は選べません

A45-808 ¥238（税抜 ¥220）＊

2種アソート

ボリューム感が嬉しいクラッカー。クリー
ムはミルクとレモン味の2種。四つ葉の
クローバーで、ラッキーも一緒に届けてね。

クリームサンドクラッカー

●クリームサンドクラッカー６枚（レモン味・ミルク味）
●サイズ:約145×φ40mm

A45-1012 ¥259（税抜 ¥240）＊

2種アソート

幸せの実がたくさんなるように…
の願いを込めたドラジェ。ゲストか
らの『かわいい！』って声が聞こえ
てきそう。

新郎新婦ドラジェ　

●ドラジェ3粒
●サイズ:約135×φ35mm

A45-1007-01
A45-1007-02 ¥281（税抜 ¥260）

新郎

新婦 ＊

かわいいお花をあしらったドラジェでお
見送りを華やかに演出します。ボリュー
ム感のある一品です。

お花のドラジェ

●ドラジェ4粒 ●サイズ:約95×85×30mm
※種類は選べません

A45-1008 ¥313（税抜 ¥290）＊

2種アソート

カスケットとは宝石
や大切なものを入
れる小箱のことを意
味します。お二人が
大切にしている、ゲ
ストへの感謝の気
持ちをたくさん詰め
て手渡してね。

カスケットBOXクッキー

●ハートクッキー3枚（プレーン） ●サイズ:約60×65×55mm

A45-1010-01
A45-1010-02 ¥324（税抜 ¥300）

ドット

ストライプ ＊人気のハートクッキーに、アンティー
クなお花を添えると、華やかさと上品
さをプラスしたプチギフトに。

アンティークチュールクッキー

●ハートクッキー3枚（プレーン）
●サイズ:約90×70×50mm ※種類は選べません

A45-1009 ¥313（税抜 ¥290）＊

2種アソート

Drag� Chocolate

Cra�er

RamuneC�kie

ハートで作った四つ葉のクローバー
がおしゃれ。カカオたっぷりのミルク
チョコレートでゲストにも幸せを届
けてね。

クローバーチョコ

●ハートチョコ4個
●サイズ:約105×55×10mm
※取扱いは10月～3月の期間限定です

A45-807 ¥281（税抜 ¥260）＊

季節限定

猫のイラストは全部で10種類

WESTERN STYLE
ウエスタンスタイル

ドラジェとは

乳・大豆

乳・大豆

卵・乳・小麦・大豆 卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆

乳・大豆

乳・小麦・大豆
乳・小麦・大豆

乳・大豆

乳・大豆

01

01

02

02
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※上記商品は輸入品につき、欠品及び廃番になる場合があります。あらかじめご了承ください。

コラビータ エキストラバージンオリーブオイルで、

食卓も一流のシェフの味わい。

手軽に使えるサイズなので、

もらって嬉しいプチギフトです。

※木箱はイメージです。

 

個性的でおしゃれな

オリーブオイルの

プチギフトはいかが？

※木箱はイメージです。

さりげなく感謝を伝える

ナチュラルテイストの
パッケージ

100％イタリア産オリーブオイルのコラビータは１年を
通して安定した品質の製品を供給しています。エキスト
ラ・バージン・オリーブオイルとは収穫したオリーブを
伝統のコールドプレス製法で絞っただけの熱処理を全
くしていないオイルのことです。ライトでフルーティー
な味わいは、日本人の好みに合うマイルドな風味だか
ら、肉や魚、サラダはもちろんのこと、パンにつけてもと
ても美味しいオイルです。

シェフのオリーブオイル

●イタリア産食用エキストラバージンオリーブオイル25㎖
●サイズ:約85×φ25mm
※リボンの色は選べません

A45-801 ¥346（税抜 ¥320）＊
ナチュラルレターティー

●アールグレイ1P、イングリッシュティー1P
●サイズ:約120×100×10mm
※種類は選べません

A24-1003 ¥313（税抜 ¥290）＊
ナチュラルレタークッキー　

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約120×100×10mm
※種類は選べません

A45-802 ¥281（税抜 ¥260）＊
ナチュラルテイストのパッケージ
がかわいい。紅茶はイギリスブラ
ンドのアーマッドティーを2種セッ
トでお届け。

緑のリーフが心を和ませて
くれる。ナチュラルテイストが
今のトレンドプチギフトです。

NATURAL
TASTE
ナチュラルテイスト

3種アソート 2種アソート 2種アソート 卵・乳・小麦・大豆
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※上記商品は輸入品につき、欠品及び廃番になる場合があります。あらかじめご了承ください。

コラビータ エキストラバージンオリーブオイルで、

食卓も一流のシェフの味わい。

手軽に使えるサイズなので、

もらって嬉しいプチギフトです。

※木箱はイメージです。

 

個性的でおしゃれな

オリーブオイルの

プチギフトはいかが？

※木箱はイメージです。

さりげなく感謝を伝える

ナチュラルテイストの
パッケージ

100％イタリア産オリーブオイルのコラビータは１年を
通して安定した品質の製品を供給しています。エキスト
ラ・バージン・オリーブオイルとは収穫したオリーブを
伝統のコールドプレス製法で絞っただけの熱処理を全
くしていないオイルのことです。ライトでフルーティー
な味わいは、日本人の好みに合うマイルドな風味だか
ら、肉や魚、サラダはもちろんのこと、パンにつけてもと
ても美味しいオイルです。

シェフのオリーブオイル

●イタリア産食用エキストラバージンオリーブオイル25㎖
●サイズ:約85×φ25mm
※リボンの色は選べません

A45-801 ¥346（税抜 ¥320）＊
ナチュラルレターティー

●アールグレイ1P、イングリッシュティー1P
●サイズ:約120×100×10mm
※種類は選べません

A24-1003 ¥313（税抜 ¥290）＊
ナチュラルレタークッキー　

●ハートクッキー2枚（プレーン）
●サイズ:約120×100×10mm
※種類は選べません

A45-802 ¥281（税抜 ¥260）＊
ナチュラルテイストのパッケージ
がかわいい。紅茶はイギリスブラ
ンドのアーマッドティーを2種セッ
トでお届け。

緑のリーフが心を和ませて
くれる。ナチュラルテイストが
今のトレンドプチギフトです。

NATURAL
TASTE
ナチュラルテイスト

3種アソート 2種アソート 2種アソート 卵・乳・小麦・大豆
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

かわいいフォルムの

瓶にあわせて

中身にもこだわりました

Sweet Bottle Series

コロンとしたフォルムがキュートなボトルに、かわいい鈴型のラム
ネを入れてお届けします。口の中でスーと溶けてカリッとした歯ご
たえが人気のラムネは、大人のスイーツです。

アイシングに似た『ヨーチ』と言う砂糖の加工を
施したビスケットに、色とりどりのお花を可食イ
ンクで印刷しました。サクサク、カリッとした歯ご
たえがとっても美味しいビスケットです。

ポッテリとした、たいこ型の瓶に、大粒の金平糖をぎっしり詰め込
みました。カラフルな金平糖は存在感もばっちり。特別な日だから
ちょっと贅沢な金平糖はいかが…。

スイートボトル 鈴型ラムネ

●ラムネ14粒
●サイズ:約75×φ65mm

A45-823-01
A45-823-02 ¥626（税抜 ¥580）

ブルー

ピンク ＊

スイートボトル フラワービス

●プリントビスケット12枚 ●サイズ:約80×65×45mm

A60-1001-01
A60-1001-02 ¥702（税抜 ¥650）

グリーン

ピンク ＊

スイートボトル 金平糖

●金平糖大粒80g
●サイズ:約80×75×50mm

A45-904-01
A45-904-02 ¥670（税抜 ¥620）

ブルー

ピンク ＊

01 02 01 02

スイートボトルシリーズ

01 02

小麦2週間前
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

かわいいフォルムの

瓶にあわせて

中身にもこだわりました

Sweet Bottle Series

コロンとしたフォルムがキュートなボトルに、かわいい鈴型のラム
ネを入れてお届けします。口の中でスーと溶けてカリッとした歯ご
たえが人気のラムネは、大人のスイーツです。

アイシングに似た『ヨーチ』と言う砂糖の加工を
施したビスケットに、色とりどりのお花を可食イ
ンクで印刷しました。サクサク、カリッとした歯ご
たえがとっても美味しいビスケットです。

ポッテリとした、たいこ型の瓶に、大粒の金平糖をぎっしり詰め込
みました。カラフルな金平糖は存在感もばっちり。特別な日だから
ちょっと贅沢な金平糖はいかが…。

スイートボトル 鈴型ラムネ

●ラムネ14粒
●サイズ:約75×φ65mm

A45-823-01
A45-823-02 ¥626（税抜 ¥580）

ブルー

ピンク ＊

スイートボトル フラワービス

●プリントビスケット12枚 ●サイズ:約80×65×45mm

A60-1001-01
A60-1001-02 ¥702（税抜 ¥650）

グリーン

ピンク ＊

スイートボトル 金平糖

●金平糖大粒80g
●サイズ:約80×75×50mm

A45-904-01
A45-904-02 ¥670（税抜 ¥620）

ブルー

ピンク ＊

01 02 01 02

スイートボトルシリーズ

01 02

小麦2週間前



34

Useful Gift

※輸入品につき、欠品になる場合があります。※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

パステルロシェ 24個セット 

●ヘーゼルナッツチョコ×24個、
　ミニバスケット、ウェルカムカード付
●サイズ:約170×200×135mm
※挙式日、お名前は入りません
※取扱いは10月～3月の期間限定です

A45-1015 ¥8,640（税抜 ¥8,000）＊

季節限定

パステルロシェ 12個入り袋

●ヘーゼルナッツチョコ12個
●1個サイズ:約85×φ40mm
※種類は選べません ※バラ売りは承っておりません
※取扱いは10月～3月の期間限定です

A45-1016 ¥3,100（税抜 ¥2,870）＊

季節限定

12個入り袋

※賞味期限などの品質表示
は外袋にしかついておりま
せん。

パステルバスフィザー  24個セット

●入浴剤×２４個、ミニバスケット、
　ウェルカムカード付
●サイズ:約170×200×135mm
●種類：ローズ・オレンジ・カモミール・ミルク
※挙式日、お名前は入りません

A47-1001 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

パステルバスフィザー  単品

●入浴剤1個
●サイズ:約70×40×20mm
●種類：ローズ・オレンジ・カモミール・ミルク
※種類は選べません

A47-1002 ¥330（税抜 ¥300）

まるでお菓子のような
パステルバスフィザー
で甘～いバスタイムを
贈ってはいかが…。

プチギフトはお菓子もいいけれど、

ライフスタイルに彩りを添える

“使えるギフト”たちもおすすめ。

スタイリッシュで愛らしいデザインは

お二人の感謝を表現するのにぴったり。

少人数のパーティーにはこんなにかわいいミニバスケットがおすすめMini Basket
ミニバスケット

イタリアのブランドチョコ
“フェレロ ロシェ”。
もらって嬉しいギフトです。

3種アソート

4種アソート

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆
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Useful Gift

※輸入品につき、欠品になる場合があります。※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

パステルロシェ 24個セット 

●ヘーゼルナッツチョコ×24個、
　ミニバスケット、ウェルカムカード付
●サイズ:約170×200×135mm
※挙式日、お名前は入りません
※取扱いは10月～3月の期間限定です

A45-1015 ¥8,640（税抜 ¥8,000）＊

季節限定

パステルロシェ 12個入り袋

●ヘーゼルナッツチョコ12個
●1個サイズ:約85×φ40mm
※種類は選べません ※バラ売りは承っておりません
※取扱いは10月～3月の期間限定です

A45-1016 ¥3,100（税抜 ¥2,870）＊

季節限定

12個入り袋

※賞味期限などの品質表示
は外袋にしかついておりま
せん。

パステルバスフィザー  24個セット

●入浴剤×２４個、ミニバスケット、
　ウェルカムカード付
●サイズ:約170×200×135mm
●種類：ローズ・オレンジ・カモミール・ミルク
※挙式日、お名前は入りません

A47-1001 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

パステルバスフィザー  単品

●入浴剤1個
●サイズ:約70×40×20mm
●種類：ローズ・オレンジ・カモミール・ミルク
※種類は選べません

A47-1002 ¥330（税抜 ¥300）

まるでお菓子のような
パステルバスフィザー
で甘～いバスタイムを
贈ってはいかが…。

プチギフトはお菓子もいいけれど、

ライフスタイルに彩りを添える

“使えるギフト”たちもおすすめ。

スタイリッシュで愛らしいデザインは

お二人の感謝を表現するのにぴったり。

少人数のパーティーにはこんなにかわいいミニバスケットがおすすめMini Basket
ミニバスケット

イタリアのブランドチョコ
“フェレロ ロシェ”。
もらって嬉しいギフトです。

3種アソート

4種アソート

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ロングセラーで人気のスプーン
は長く愛用してもらえるから。
輝くスプーンのようにずっとみ
んなの笑顔も輝きますように。

天使の羽根のようなモチーフが
人気の秘訣。やさしさと高級感
漂うゴールドとシルバーのペア
で、人気NO.1のアイテムです。

とても上品で書きやすいボールペンをワンポ
イントのキラキラがおしゃれなボックスに入
れてお届け。

2匹の鯛が寄り添えばさらに
おめでたい！鯛の形のスプー
ンは他では手に入らない逸品
です。

ハッピーな気分で跳ね上がって
いるような鯛がどこかキュート。
紅白のラッピングでお祝いムー
ドも満載。

おめでたいスプーン

●日本製スプーン1本
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1003-01
A41-1003-02 ¥330（税抜 ¥300）

ゴールド

シルバー

スイートスプーン

●日本製スプーン1本
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1001-01
A41-1001-02 ¥308（税抜 ¥280）

ゴールド

シルバー

ペアスイートスプーン　

●日本製スプーン2本（ゴールド、シルバー各1本）
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1002 ¥418（税抜 ¥380）

とってもおめでたいスプーン

●日本製スプーン2本（ゴールド、シルバー各1本）
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1004 ¥440（税抜 ¥400）

スプーンを贈るのは『幸せをすくう』の意味があるから…
みんなで一緒に幸せを叶えませんか！？

日本製
made in Japan

ずっと愛用してほしいから…
木のぬくもりが伝わる天然杉のコースター。

皆さんの生活の中に木を取り入れ、暮らしにやすらぎをもたらすことを
願って誕生しました。優しい木のレースと日本の伝統柄をあしらった小
紋柄、どちらも存在感のあるコースターです。

天然杉のコースター

●天然杉のコースター1枚
●サイズ:星レース（約90×90×5mm）、花レース（約85×85×5mm）、
　麻の葉（約95×110×5mm）、七宝（約95×95×5mm）
※天然木の為、色目、木目が全て異なります。

A47-1003-01
A47-1003-02 ¥825（税抜 ¥750）

星レース

花レース

A47-1003-03 木紋柄 麻の葉

A47-1003-04 木紋柄 七宝

スタイリッシュ メタルボールペン　

●ボールペン1本（約140mm）
●サイズ:約15×140×25mm

A47-802-01
A47-802-02 ¥407（税抜 ¥370）

シルバー

ブラック

01

02

01 星レース 02 花レース

03 木紋柄 麻の葉 04 木紋柄 七宝

SPOON
USEFUL GIFT

COASTER
USEFUL GIFT

キラリと光るパッケージに入った、
シンプルで使い勝手の良いボールペンです。BaLLPoint-pen

USEFUL GIFT

01

01

02

02
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ロングセラーで人気のスプーン
は長く愛用してもらえるから。
輝くスプーンのようにずっとみ
んなの笑顔も輝きますように。

天使の羽根のようなモチーフが
人気の秘訣。やさしさと高級感
漂うゴールドとシルバーのペア
で、人気NO.1のアイテムです。

とても上品で書きやすいボールペンをワンポ
イントのキラキラがおしゃれなボックスに入
れてお届け。

2匹の鯛が寄り添えばさらに
おめでたい！鯛の形のスプー
ンは他では手に入らない逸品
です。

ハッピーな気分で跳ね上がって
いるような鯛がどこかキュート。
紅白のラッピングでお祝いムー
ドも満載。

おめでたいスプーン

●日本製スプーン1本
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1003-01
A41-1003-02 ¥330（税抜 ¥300）

ゴールド

シルバー

スイートスプーン

●日本製スプーン1本
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1001-01
A41-1001-02 ¥308（税抜 ¥280）

ゴールド

シルバー

ペアスイートスプーン　

●日本製スプーン2本（ゴールド、シルバー各1本）
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1002 ¥418（税抜 ¥380）

とってもおめでたいスプーン

●日本製スプーン2本（ゴールド、シルバー各1本）
●スプーンサイズ:約120×20mm

A41-1004 ¥440（税抜 ¥400）

スプーンを贈るのは『幸せをすくう』の意味があるから…
みんなで一緒に幸せを叶えませんか！？

日本製
made in Japan

ずっと愛用してほしいから…
木のぬくもりが伝わる天然杉のコースター。

皆さんの生活の中に木を取り入れ、暮らしにやすらぎをもたらすことを
願って誕生しました。優しい木のレースと日本の伝統柄をあしらった小
紋柄、どちらも存在感のあるコースターです。

天然杉のコースター

●天然杉のコースター1枚
●サイズ:星レース（約90×90×5mm）、花レース（約85×85×5mm）、
　麻の葉（約95×110×5mm）、七宝（約95×95×5mm）
※天然木の為、色目、木目が全て異なります。

A47-1003-01
A47-1003-02 ¥825（税抜 ¥750）

星レース

花レース

A47-1003-03 木紋柄 麻の葉

A47-1003-04 木紋柄 七宝

スタイリッシュ メタルボールペン　

●ボールペン1本（約140mm）
●サイズ:約15×140×25mm

A47-802-01
A47-802-02 ¥407（税抜 ¥370）

シルバー

ブラック

01

02

01 星レース 02 花レース

03 木紋柄 麻の葉 04 木紋柄 七宝

SPOON
USEFUL GIFT

COASTER
USEFUL GIFT

キラリと光るパッケージに入った、
シンプルで使い勝手の良いボールペンです。BaLLPoint-pen

USEFUL GIFT

01

01

02

02
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ラッキーのシンボル『テディ
ベア』の形になったかわい
いタオルベア。マスコットと
して置いておきたくなる愛
くるしさです。

世界中でさまざまなシンボ
ルとして愛されているうさ
ぎちゃん。小さなお家から
顔を出して、サンキューと
言っているのは、タオルのう
さちゃんです。

うずまきフォルムが本物の
ソフトクリームみたい！季節
を問わず使っていただける
ハンドタオルです。

ストライプのリボンがキュー
トで爽やかなアイスキャン
ディーができました。汗ばむ
季節のウェディングにぴっ
たり。

えっ？これってチョコレー
ト？いいえ、中身はハンドタ
オル。お二人のユーモアとセ
ンスでゲストもびっくり。お
二人の名前を入れるとさら
にオリジナリティーもアップ。タオルベア

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約150×80×35mm

A42-1001-01
A42-1001-02 ¥341（税抜 ¥310）

ホワイト

ブラウン

A42-1001-04 ペパーミント

うさちゃんタオル

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約75×50×65mm

A42-1002-01
A42-1002-02 ¥341（税抜 ¥310）

ホワイト

ブラウン

A42-1002-03 ピンク

A42-1002-04 ペパーミント

アイスキャンディータオル　

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約115×55×30mm

A42-1004-01
A42-1004-03 ¥363（税抜 ¥330）

ミルク

ストロベリー

A42-1004-04 ミント

ソフトクリームタオル

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約230×φ60mm

A42-1003-01
A42-1003-02 ¥363（税抜 ¥330）

バニラ

モカ

A42-1003-03 ストロベリー

A42-1003-04 ミント

01 03 04

01 03

02 04

0101 02 04
03 02 04

サンクスタオルチョコ

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約80×170×10mm

A42-1005-01
A42-1005-02 ¥407（税抜 ¥370）

ホワイトチョコ（白色ハンドタオル）

ミルクチョコ（茶色ハンドタオル）

サンクスタオルチョコ 名前入り

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約80×170×10mm
※挙式日、名前（ゴールド箔・ローマ字のみ）入り、校正あり

A42-1006-01
A42-1006-02 ¥462（税抜 ¥420）

ホワイトチョコ（白色ハンドタオル）

ミルクチョコ（茶色ハンドタオル）

01 01

02

02

名前入り商品は
20個から承ります
※この商品は校了後の数
量減少・キャンセルは
できませんのでご了承
ください。

挙式日・名前が
入ります

2週間前

『えっ！？これってタオルなの？？』 
そんな驚きの声が聞こえてくるようなタオルコレクション。  TOWEL

USEFUL GIFT

20個以上
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ラッキーのシンボル『テディ
ベア』の形になったかわい
いタオルベア。マスコットと
して置いておきたくなる愛
くるしさです。

世界中でさまざまなシンボ
ルとして愛されているうさ
ぎちゃん。小さなお家から
顔を出して、サンキューと
言っているのは、タオルのう
さちゃんです。

うずまきフォルムが本物の
ソフトクリームみたい！季節
を問わず使っていただける
ハンドタオルです。

ストライプのリボンがキュー
トで爽やかなアイスキャン
ディーができました。汗ばむ
季節のウェディングにぴっ
たり。

えっ？これってチョコレー
ト？いいえ、中身はハンドタ
オル。お二人のユーモアとセ
ンスでゲストもびっくり。お
二人の名前を入れるとさら
にオリジナリティーもアップ。タオルベア

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約150×80×35mm

A42-1001-01
A42-1001-02 ¥341（税抜 ¥310）

ホワイト

ブラウン

A42-1001-04 ペパーミント

うさちゃんタオル

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約75×50×65mm

A42-1002-01
A42-1002-02 ¥341（税抜 ¥310）

ホワイト

ブラウン

A42-1002-03 ピンク

A42-1002-04 ペパーミント

アイスキャンディータオル　

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約115×55×30mm

A42-1004-01
A42-1004-03 ¥363（税抜 ¥330）

ミルク

ストロベリー

A42-1004-04 ミント

ソフトクリームタオル

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約230×φ60mm

A42-1003-01
A42-1003-02 ¥363（税抜 ¥330）

バニラ

モカ

A42-1003-03 ストロベリー

A42-1003-04 ミント

01 03 04

01 03

02 04

0101 02 04
03 02 04

サンクスタオルチョコ

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約80×170×10mm

A42-1005-01
A42-1005-02 ¥407（税抜 ¥370）

ホワイトチョコ（白色ハンドタオル）

ミルクチョコ（茶色ハンドタオル）

サンクスタオルチョコ 名前入り

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約80×170×10mm
※挙式日、名前（ゴールド箔・ローマ字のみ）入り、校正あり

A42-1006-01
A42-1006-02 ¥462（税抜 ¥420）

ホワイトチョコ（白色ハンドタオル）

ミルクチョコ（茶色ハンドタオル）

01 01

02

02

名前入り商品は
20個から承ります
※この商品は校了後の数
量減少・キャンセルは
できませんのでご了承
ください。

挙式日・名前が
入ります

2週間前

『えっ！？これってタオルなの？？』 
そんな驚きの声が聞こえてくるようなタオルコレクション。  TOWEL

USEFUL GIFT

20個以上
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

フラワーバスタブレット

●入浴剤1個
●サイズ:約80×60×20mm
●種類：ローズ・リリー・ピーチ
※種類は選べません

A47-1004 ¥363（税抜 ¥330）

ナチュラルレター入浴剤

●入浴剤１個
●サイズ:約140×110×10mm
●種類：ピーチベリー・ライムミント・マンゴーオレンジ
※種類は選べません

A47-901 ¥396（税抜 ¥360）

サンキュー歯ブラシ

●歯ブラシ1本（約150mm）
●サイズ:約240×50×25mm
※種類は選べません

A47-808 ¥308（税抜 ¥280）

発泡タイプの小さなボール
が5つお花の形に並んでい
ます。ラッピングもかわいい
入浴剤です。

まるでフルーツのような香
りのバスソルトができまし
た。甘くて、爽やかで、至福
のひと時を感じる入浴剤
です。

予備のマスクや使用後のマスクを入
れるとバッグ形になるマスクケース。
抗菌SIAAマーク取得商品ですので、
いつでも清潔、安心してご使用いた
だけます。

2ポケットタイプで
マスク2枚を別々
に収納可能です。

アルコール濃度約58%、携帯用と
して手指の汚れやテーブルなど身
の回りの拭き取りに使えます。

可愛いくまさんのスポンジは、
キッチンでもお風呂場でも使っ
ていただけます。絶対必需品で
すよね。

にこにこ笑顔のスマイリー君は
吸盤付でペタンと立ってくれます。
歯磨きも楽しくなりそう。オフィス
でもお家でも使ってね！

くまさんスポンジ

●スポンジ1個
●サイズ:約100×70×35mm
※種類は選べません

A47-807 ¥352（税抜 ¥320）

アルコールウェットシート

●アルコールウェットティッシュ１枚入り×５個
●サイズ:約130×105×10mm

A47-1006 ¥297（税抜 ¥270）

抗菌効果もあってハンドケアもできるハンド用ジェルです。
天然フルーツセラミド（ユズ果実エキス）配合で、高い保湿
効果が得られます。

アルコールクリーンジェル

●アルコールハンドジェル２ｍｌ×３個
●サイズ：約150×60×5mm
●種類：シトラス・ハーバル・フルーティフローラル・
　ホワイトムスク・ローズ
※天然フルーツセラミド（ユズ果実エキス）配合
※種類は選べません

A47-1007 ¥297（税抜 ¥270）

5種アソート

2種アソート

3種アソート

3種アソート

マスクバッグ

●抗菌マスクケース1個
（マスクは付いていません）
●サイズ:約110×145×5mm
※材質：抗菌PP
※リボンはラッピングに付いています
※種類は選べません

A47-1005 ¥407（税抜 ¥370）

2種アソート

5種アソート

二人の思い出とともに長く使って欲しいから
爽やかな入浴剤と記念に残るプチギフトをご用意しました。GOODS

USEFUL GIFT

新しい生活様式に欠かせない、
衛生対策グッズをご用意しました。CLEAN STYLE

USEFUL GIFT

手軽に持ち歩ける
抗菌マスクバッグ

使いやすい個包装タイプの
アルコールウェットティッシュ

肌に潤いを与える美容・保湿成分を配合した
アルコールハンドジェル
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※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

フラワーバスタブレット

●入浴剤1個
●サイズ:約80×60×20mm
●種類：ローズ・リリー・ピーチ
※種類は選べません

A47-1004 ¥363（税抜 ¥330）

ナチュラルレター入浴剤

●入浴剤１個
●サイズ:約140×110×10mm
●種類：ピーチベリー・ライムミント・マンゴーオレンジ
※種類は選べません

A47-901 ¥396（税抜 ¥360）

サンキュー歯ブラシ

●歯ブラシ1本（約150mm）
●サイズ:約240×50×25mm
※種類は選べません

A47-808 ¥308（税抜 ¥280）

発泡タイプの小さなボール
が5つお花の形に並んでい
ます。ラッピングもかわいい
入浴剤です。

まるでフルーツのような香
りのバスソルトができまし
た。甘くて、爽やかで、至福
のひと時を感じる入浴剤
です。

予備のマスクや使用後のマスクを入
れるとバッグ形になるマスクケース。
抗菌SIAAマーク取得商品ですので、
いつでも清潔、安心してご使用いた
だけます。

2ポケットタイプで
マスク2枚を別々
に収納可能です。

アルコール濃度約58%、携帯用と
して手指の汚れやテーブルなど身
の回りの拭き取りに使えます。

可愛いくまさんのスポンジは、
キッチンでもお風呂場でも使っ
ていただけます。絶対必需品で
すよね。

にこにこ笑顔のスマイリー君は
吸盤付でペタンと立ってくれます。
歯磨きも楽しくなりそう。オフィス
でもお家でも使ってね！

くまさんスポンジ

●スポンジ1個
●サイズ:約100×70×35mm
※種類は選べません

A47-807 ¥352（税抜 ¥320）

アルコールウェットシート

●アルコールウェットティッシュ１枚入り×５個
●サイズ:約130×105×10mm

A47-1006 ¥297（税抜 ¥270）

抗菌効果もあってハンドケアもできるハンド用ジェルです。
天然フルーツセラミド（ユズ果実エキス）配合で、高い保湿
効果が得られます。

アルコールクリーンジェル

●アルコールハンドジェル２ｍｌ×３個
●サイズ：約150×60×5mm
●種類：シトラス・ハーバル・フルーティフローラル・
　ホワイトムスク・ローズ
※天然フルーツセラミド（ユズ果実エキス）配合
※種類は選べません

A47-1007 ¥297（税抜 ¥270）

5種アソート

2種アソート

3種アソート

3種アソート

マスクバッグ

●抗菌マスクケース1個
（マスクは付いていません）
●サイズ:約110×145×5mm
※材質：抗菌PP
※リボンはラッピングに付いています
※種類は選べません

A47-1005 ¥407（税抜 ¥370）

2種アソート

5種アソート

二人の思い出とともに長く使って欲しいから
爽やかな入浴剤と記念に残るプチギフトをご用意しました。GOODS

USEFUL GIFT

新しい生活様式に欠かせない、
衛生対策グッズをご用意しました。CLEAN STYLE

USEFUL GIFT

手軽に持ち歩ける
抗菌マスクバッグ

使いやすい個包装タイプの
アルコールウェットティッシュ

肌に潤いを与える美容・保湿成分を配合した
アルコールハンドジェル
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

人気No.1のミントのプチギフトはいかがですか？
本格的なミントタブレットで門出のシーンを爽やかに演出します。

オリジナルスイーツ

ORIGINAL
SWEETS
お二人の個性を出したいなら
オリジナリティあふれる
プチギフトはいかが？

Puchi2 Mint
プチプチミント

＊

Puchi2ミントタブレット

●タブレット菓子7g ●サイズ:約110×45×15mm

A31-1001-01
A31-1001-02

¥302（税抜 ¥280）

サンキュー レッド

サンキュー ホワイト

A31-1001-03 ハネムーン

A31-1001-04 セレモニー

A31-1001-05 ウェディングカー

A31-1001-06 新郎新婦

＊

Puchi2ミントタブレット 名前入り

●タブレット菓子7g ●サイズ:約110×45×15mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A31-1002-01
A31-1002-02

¥356（税抜 ¥330）

サンキュー レッド

サンキュー ホワイト

A31-1002-03 ハネムーン

A31-1002-04 セレモニー

A31-1002-05 ウェディングカー

A31-1002-06 新郎新婦

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

ご手配願います

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

ご手配願います

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

A31-1002-01

A31-1001-01

A31-1001-02　

A31-1001-05

A31-1001-06

A31-1001-03

A31-1001-04

A32-801-01 ローズ

A32-801-03 桜モダン A32-801-02 Thank You

A31-1002-02

A31-1002-03 A31-1002-04

A31-1002-05

A31-1002-06

名前入りバージョン

二人の記念に渡すプチギフトだから、
さりげなく挙式日と名前を入れて、二人らしさをアピールしてね。

オリジナルフォトバージョン

前撮りの写真やお二人の思い出の写真を使って、世界でたった一つの
オリジナルなミントタブレットをお作りします。

※この商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。

＊

Puchi2ミントタブレット 写真バージョン

●タブレット菓子7g ●サイズ:約110×45×15mm
※挙式日、名前入り、校正あり
※必ず注意事項をご確認の上、ご注文ください

A32-801-01
A32-801-02 ¥421（税抜 ¥390）

ローズ

Thank you

A32-801-03 桜モダン

※この商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。

注意事項
※写真画像をパソコンからJPEGまたはPNG形式でご
担当の方へお送りください。（その他のデータ形式
で作成された場合はご相談ください）

※デザインは1種類のみお選びください。40個以上の
ご注文に限り2種までお選びいただけます。

※お写真のトリミングは、当社におまかせください。

※02 Thank youは縦向きの写真でお送りください。

※印刷の加減により実際の商品と色目が異なる場合が
ございます。予めご了承ください。

ありがとうの気持ちが伝わる“Thank you”とお二人の幸せが伝わる“ウェディングイラスト”をご用意しました。お二人が伝えたい気持ちはどちらですか？

2週間前 20個以上

20個以上3週間前
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

人気No.1のミントのプチギフトはいかがですか？
本格的なミントタブレットで門出のシーンを爽やかに演出します。

オリジナルスイーツ

ORIGINAL
SWEETS
お二人の個性を出したいなら
オリジナリティあふれる
プチギフトはいかが？

Puchi2 Mint
プチプチミント

＊

Puchi2ミントタブレット

●タブレット菓子7g ●サイズ:約110×45×15mm

A31-1001-01
A31-1001-02

¥302（税抜 ¥280）

サンキュー レッド

サンキュー ホワイト

A31-1001-03 ハネムーン

A31-1001-04 セレモニー

A31-1001-05 ウェディングカー

A31-1001-06 新郎新婦

＊

Puchi2ミントタブレット 名前入り

●タブレット菓子7g ●サイズ:約110×45×15mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A31-1002-01
A31-1002-02

¥356（税抜 ¥330）

サンキュー レッド

サンキュー ホワイト

A31-1002-03 ハネムーン

A31-1002-04 セレモニー

A31-1002-05 ウェディングカー

A31-1002-06 新郎新婦

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

ご手配願います

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

ご手配願います

Puchi2 ミントタブレット＿名前入り

A31-1002-01

A31-1001-01

A31-1001-02　

A31-1001-05

A31-1001-06

A31-1001-03

A31-1001-04

A32-801-01 ローズ

A32-801-03 桜モダン A32-801-02 Thank You

A31-1002-02

A31-1002-03 A31-1002-04

A31-1002-05

A31-1002-06

名前入りバージョン

二人の記念に渡すプチギフトだから、
さりげなく挙式日と名前を入れて、二人らしさをアピールしてね。

オリジナルフォトバージョン

前撮りの写真やお二人の思い出の写真を使って、世界でたった一つの
オリジナルなミントタブレットをお作りします。

※この商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。

＊

Puchi2ミントタブレット 写真バージョン

●タブレット菓子7g ●サイズ:約110×45×15mm
※挙式日、名前入り、校正あり
※必ず注意事項をご確認の上、ご注文ください

A32-801-01
A32-801-02 ¥421（税抜 ¥390）

ローズ

Thank you

A32-801-03 桜モダン

※この商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。

注意事項
※写真画像をパソコンからJPEGまたはPNG形式でご
担当の方へお送りください。（その他のデータ形式
で作成された場合はご相談ください）

※デザインは1種類のみお選びください。40個以上の
ご注文に限り2種までお選びいただけます。

※お写真のトリミングは、当社におまかせください。

※02 Thank youは縦向きの写真でお送りください。

※印刷の加減により実際の商品と色目が異なる場合が
ございます。予めご了承ください。

ありがとうの気持ちが伝わる“Thank you”とお二人の幸せが伝わる“ウェディングイラスト”をご用意しました。お二人が伝えたい気持ちはどちらですか？

2週間前 20個以上

20個以上3週間前
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お菓子の世界で大人気のプリントスイーツは、
可食インクで印刷しているのでもちろん食べても安心。
ご注文いただいてから、１つ１つ心を込めてお作りしています。Print Sweets

プリントスイーツ

＊

オリジナルプリントラウンドクッキー

●プリントクッキー1枚 ●サイズ:約115×70×15mm
※名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A60-1002-01
A60-1002-02 ¥324（税抜 ¥300）

ハートツリー

新郎新婦

A60-1002-03 Thanks

A60-1002-04 ピジョン

＊

オリジナルプリントラウンドクッキー 台紙付

●プリントクッキー2枚●サイズ:約140×95×10mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり
※台紙の色は選べません

A60-1003-01
A60-1003-02 ¥443（税抜 ¥410）

ハートツリー

新郎新婦

A60-1003-03 Thanks

A60-1003-04 ピジョン

デザインもラッピングも
とってもキュートなクッ
キーに『かわいい～!!』っ
てゲストの声が聞こえて
きそう…。

『ありがとう』『これからもよ
ろしくね』二人の想いを添
えた台紙付ならきっとゲス
トの心にも届くはず…。

パリパリのおせんべいにも
プリントしちゃいました。
甘いものは苦手という人
もいるけど、日本の心が詰
まったおせんべいならみ
んな大好きですよね。

甘さを控えたハートのクッ
キーに“Thank You”や洋
装・和装の“新郎新婦”をイ
メージしたデザインがとって
もキュートなクッキーです。

01 ハートツリー 02 新郎新婦 03 Thanks 04 ピジョン 01 ハートツリー

01 ありがとう 02 ありがとにゃん 03 新郎新婦

03 Thanks 04 ピジョン02 新郎新婦

オリジナルプリントクッキー

●プリントハートクッキー2枚
●サイズ:約60×95×10mm
※名前入り、校正あり　※名前は台紙に入ります

A60-803-01
A60-803-02 ¥356（税抜 ¥330）

フラワー

洋装

A60-803-03 和装

オリジナルプリントせんべい

●プリントせんべい1枚●サイズ:約105×80×10mm
※名前入り、校正あり

A60-1004-01
A60-1004-02 ¥313（税抜 ¥290）

ありがとう

ありがとにゃん

A60-1004-03 新郎新婦

01 フラワー

02 洋装 03 和装

※納品希望日の2週間前までにご発注ください。
※校了後直ちに製作にかかりますので、校了後の数量減少・キャンセルはお受けできません。
※使用している食品は、全て手作りの為表面に凸凹や気泡、色ムラ等が見られる場合がございますが、品質上問題ございませんのでご了承ください。
※商品の特性上、気温や湿度により多少のにじみが生じる場合がございます。
※選ばれた食品によりデザインのレイアウト及び色目が多少変わる場合がありますので、ご了承ください。

プリントスイーツの商品にはお二人の名前が入ります 名前入り商品は20個から承ります

※バスケットはイメージです。

2週間前
2週間前

2週間前
2週間前

20個以上
20個以上

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆

20個以上 卵・乳・小麦・大豆
20個以上 小麦・大豆

＊ ＊
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お菓子の世界で大人気のプリントスイーツは、
可食インクで印刷しているのでもちろん食べても安心。
ご注文いただいてから、１つ１つ心を込めてお作りしています。Print Sweets

プリントスイーツ

＊

オリジナルプリントラウンドクッキー

●プリントクッキー1枚 ●サイズ:約115×70×15mm
※名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A60-1002-01
A60-1002-02 ¥324（税抜 ¥300）

ハートツリー

新郎新婦

A60-1002-03 Thanks

A60-1002-04 ピジョン

＊

オリジナルプリントラウンドクッキー 台紙付

●プリントクッキー2枚●サイズ:約140×95×10mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり
※台紙の色は選べません

A60-1003-01
A60-1003-02 ¥443（税抜 ¥410）

ハートツリー

新郎新婦

A60-1003-03 Thanks

A60-1003-04 ピジョン

デザインもラッピングも
とってもキュートなクッ
キーに『かわいい～!!』っ
てゲストの声が聞こえて
きそう…。

『ありがとう』『これからもよ
ろしくね』二人の想いを添
えた台紙付ならきっとゲス
トの心にも届くはず…。

パリパリのおせんべいにも
プリントしちゃいました。
甘いものは苦手という人
もいるけど、日本の心が詰
まったおせんべいならみ
んな大好きですよね。

甘さを控えたハートのクッ
キーに“Thank You”や洋
装・和装の“新郎新婦”をイ
メージしたデザインがとって
もキュートなクッキーです。

01 ハートツリー 02 新郎新婦 03 Thanks 04 ピジョン 01 ハートツリー

01 ありがとう 02 ありがとにゃん 03 新郎新婦

03 Thanks 04 ピジョン02 新郎新婦

オリジナルプリントクッキー

●プリントハートクッキー2枚
●サイズ:約60×95×10mm
※名前入り、校正あり　※名前は台紙に入ります

A60-803-01
A60-803-02 ¥356（税抜 ¥330）

フラワー

洋装

A60-803-03 和装

オリジナルプリントせんべい

●プリントせんべい1枚●サイズ:約105×80×10mm
※名前入り、校正あり

A60-1004-01
A60-1004-02 ¥313（税抜 ¥290）

ありがとう

ありがとにゃん

A60-1004-03 新郎新婦

01 フラワー

02 洋装 03 和装

※納品希望日の2週間前までにご発注ください。
※校了後直ちに製作にかかりますので、校了後の数量減少・キャンセルはお受けできません。
※使用している食品は、全て手作りの為表面に凸凹や気泡、色ムラ等が見られる場合がございますが、品質上問題ございませんのでご了承ください。
※商品の特性上、気温や湿度により多少のにじみが生じる場合がございます。
※選ばれた食品によりデザインのレイアウト及び色目が多少変わる場合がありますので、ご了承ください。

プリントスイーツの商品にはお二人の名前が入ります 名前入り商品は20個から承ります

※バスケットはイメージです。

2週間前
2週間前

2週間前
2週間前

20個以上
20個以上

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆

20個以上 卵・乳・小麦・大豆
20個以上 小麦・大豆

＊ ＊
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

どこかで見たことがあるような…ゲストもびっくり！！ 
遊び心いっぱいのおふたりにおすすめのアイテムです。 恋の病も治っちゃう！？ 遊び心あふれるパロディギフトならゲストも思わず笑顔に！！

Can & Bottle series

缶やボトルの裏には、ユニークなコメントが…！缶の中には、プラス2つのアイテムが一緒に入っています。

＊

ラブコール缶

●ポップコーン20g（いちごミルク味）、
　開運グッズ1個、メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-901 ¥605（税抜 ¥560） ＊

ATASHIスーパーデイ

●テトラ型おつまみ3袋、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-903 ¥605（税抜 ¥560） ＊

ATASHIスーパーデイ  名前入り　

●テトラ型おつまみ3袋、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A43-904 ¥648（税抜 ¥600）＊

ラブコール缶  名前入り　

●ポップコーン20g（いちごミルク味）、
　開運グッズ１個、メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A43-902 ¥648（税抜 ¥600）

＊

好きや門

●抹茶クッキー3個、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-907 ¥605（税抜 ¥560） ＊

好きや門  名前入り　

●抹茶クッキー3個、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前入り、校正あり

A43-908 ¥648（税抜 ¥600）＊

Good Love

●塩タブレット5粒、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-1001 ¥605（税抜 ¥560） ＊

Good Love  名前入り　

●塩タブレット5粒、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A43-1002 ¥648（税抜 ¥600）

＊

新愛ナミンLOVE

●ハート型ラムネ22粒
●サイズ:約110×φ35mm

A43-1003 ¥346（税抜 ¥320） ＊

ラブアタック

●ハート型ラムネ20粒
●サイズ:約100×φ45mm

A43-1004 ¥324（税抜 ¥300）

＊

キューピーゴール

●星型ラムネ9粒
●サイズ:約105×φ30mm

A43-1005 ¥292（税抜 ¥270） ＊

ルンルンⅠ錠

●星型ラムネ9粒
●サイズ:約105×φ30mm

A43-1006 ¥292（税抜 ¥270）

瓶のサイズも中のお菓子も新しく
なったから、新愛ナミンLOVE。愛情
満タンの人も愛情不足の人もこれで
バッチリ!!

恋の悩みも愛の不安も吹っ飛ばせ!! 
ラブアタックで不安解消! 2次会のプ
チギフトにもぴったり。

かわいい星型ラムネでパワーアップ。
幸せを運ぶキューピーがユニークな
ありがとうを届けます。

パロディ感たっぷりのなんちゃって
パッケージにみんなも大満足。星の形
のラムネにはカラフルミンツが入って
います。

ラブアタック好きや門　メッセージカード開運グッズ※缶の中身の一例です

※裏面表記の内容の変更はできません。
※商品により内容は異なります。

※名前入り商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。
※メッセージカードの内容の変更はできません。
※缶には、製造上の多少のキズが入っている場合がございます。ご了承ください。

名前入り商品は20個から承ります

とことんパロディにこだわった商品なので、
成分表や効能書まで笑えちゃう! 
ぜひ隅々まで読んでみてね!

缶シリーズの中には各種スイーツの他に、メッセージカードと開運グッズが
入っています。缶を開けた瞬間のゲストの笑顔が見えてきそうですね。

2週間前

2週間前 2週間前

2週間前

パロディ缶 & ボトルシリーズ

パロディ缶
シリーズ パロディ

ボトル
シリーズ

20個以上 20個以上

20個以上20個以上 乳・大豆
乳・大豆 乳・小麦・落花生・大豆

乳・小麦・落花生・大豆

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆
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※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

どこかで見たことがあるような…ゲストもびっくり！！ 
遊び心いっぱいのおふたりにおすすめのアイテムです。 恋の病も治っちゃう！？ 遊び心あふれるパロディギフトならゲストも思わず笑顔に！！

Can & Bottle series

缶やボトルの裏には、ユニークなコメントが…！缶の中には、プラス2つのアイテムが一緒に入っています。

＊

ラブコール缶

●ポップコーン20g（いちごミルク味）、
　開運グッズ1個、メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-901 ¥605（税抜 ¥560） ＊

ATASHIスーパーデイ

●テトラ型おつまみ3袋、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-903 ¥605（税抜 ¥560） ＊

ATASHIスーパーデイ  名前入り　

●テトラ型おつまみ3袋、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A43-904 ¥648（税抜 ¥600）＊

ラブコール缶  名前入り　

●ポップコーン20g（いちごミルク味）、
　開運グッズ１個、メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A43-902 ¥648（税抜 ¥600）

＊

好きや門

●抹茶クッキー3個、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-907 ¥605（税抜 ¥560） ＊

好きや門  名前入り　

●抹茶クッキー3個、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前入り、校正あり

A43-908 ¥648（税抜 ¥600）＊

Good Love

●塩タブレット5粒、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm

A43-1001 ¥605（税抜 ¥560） ＊

Good Love  名前入り　

●塩タブレット5粒、開運グッズ1個、
　メッセージカード入り
●サイズ:約100×φ55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A43-1002 ¥648（税抜 ¥600）

＊

新愛ナミンLOVE

●ハート型ラムネ22粒
●サイズ:約110×φ35mm

A43-1003 ¥346（税抜 ¥320） ＊

ラブアタック

●ハート型ラムネ20粒
●サイズ:約100×φ45mm

A43-1004 ¥324（税抜 ¥300）

＊

キューピーゴール

●星型ラムネ9粒
●サイズ:約105×φ30mm

A43-1005 ¥292（税抜 ¥270） ＊

ルンルンⅠ錠

●星型ラムネ9粒
●サイズ:約105×φ30mm

A43-1006 ¥292（税抜 ¥270）

瓶のサイズも中のお菓子も新しく
なったから、新愛ナミンLOVE。愛情
満タンの人も愛情不足の人もこれで
バッチリ!!

恋の悩みも愛の不安も吹っ飛ばせ!! 
ラブアタックで不安解消! 2次会のプ
チギフトにもぴったり。

かわいい星型ラムネでパワーアップ。
幸せを運ぶキューピーがユニークな
ありがとうを届けます。

パロディ感たっぷりのなんちゃって
パッケージにみんなも大満足。星の形
のラムネにはカラフルミンツが入って
います。

ラブアタック好きや門　メッセージカード開運グッズ※缶の中身の一例です

※裏面表記の内容の変更はできません。
※商品により内容は異なります。

※名前入り商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。
※メッセージカードの内容の変更はできません。
※缶には、製造上の多少のキズが入っている場合がございます。ご了承ください。

名前入り商品は20個から承ります

とことんパロディにこだわった商品なので、
成分表や効能書まで笑えちゃう! 
ぜひ隅々まで読んでみてね!

缶シリーズの中には各種スイーツの他に、メッセージカードと開運グッズが
入っています。缶を開けた瞬間のゲストの笑顔が見えてきそうですね。

2週間前

2週間前 2週間前

2週間前

パロディ缶 & ボトルシリーズ

パロディ缶
シリーズ パロディ

ボトル
シリーズ

20個以上 20個以上

20個以上20個以上 乳・大豆
乳・大豆 乳・小麦・落花生・大豆

乳・小麦・落花生・大豆

卵・乳・小麦・大豆
卵・乳・小麦・大豆
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梅の華 単品　

●ゆず昆布3個
●サイズ:約65×40×40mm
※昆布の表面に付着している白い粉は「カビ」で
　はありません。環状オリゴ糖です。安心してお召
　し上がりください。

A12-803 ¥270（税抜 ¥250）

＊

舞い扇 単品　

●抹茶クッキー2個
●サイズ:約65×40×40mm

A12-804 ¥270（税抜 ¥250）

＊

祝い桜 単品　

●金平糖20g
●サイズ:約65×40×40mm

A12-805 ¥270（税抜 ¥250）

大切にしたい

日本の伝統の美

晴れの日にふさわしい

装いのウェル
カムアイテ

ム三段重
Japanese Welcome Selection

W E L C O M E

Selecti�
Japanese

2週間前

三段重 40個セット

●（梅の華）ゆず昆布3個×13個、
　（舞い扇）抹茶クッキー2個×14個、
　（祝い桜）金平糖20g×13個、
　ウェルカムカード付
●サイズ:約205×190×185mm
※挙式日、名前入り、校正あり※種類は選べません

A12-801
A12-802 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

幸せ重ね（クリーム×茶）

喜び重ね（赤×黒）　

A12-801 幸せ重ね

A12-803 A12-804 A12-805

A12-802 喜び重ね

お重箱をイメージして誕生した“三段重”は和装にぴったりのウェルカムギフトです。

どこか懐かしい趣の中に、若いお二人にも似合うモダンさをプラスしました。

三種類のプチギフト 飾りセット
『梅の華』=ゆず昆布、『舞い扇』=抹茶クッキー、『祝い
桜』=金平糖 いずれも祝の席に欠かせないものばかり。

三段重には、ようこそのポップの他に、お花8輪・折鶴2
羽・金扇1枚の飾りセットが付いていますので、お二人
のお好みで飾って下さい。

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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梅の華 単品　

●ゆず昆布3個
●サイズ:約65×40×40mm
※昆布の表面に付着している白い粉は「カビ」で
　はありません。環状オリゴ糖です。安心してお召
　し上がりください。

A12-803 ¥270（税抜 ¥250）

＊

舞い扇 単品　

●抹茶クッキー2個
●サイズ:約65×40×40mm

A12-804 ¥270（税抜 ¥250）

＊

祝い桜 単品　

●金平糖20g
●サイズ:約65×40×40mm

A12-805 ¥270（税抜 ¥250）

大切にしたい

日本の伝統の美

晴れの日にふさわしい

装いのウェル
カムアイテ

ム三段重
Japanese Welcome Selection

W E L C O M E

Selecti�
Japanese

2週間前

三段重 40個セット

●（梅の華）ゆず昆布3個×13個、
　（舞い扇）抹茶クッキー2個×14個、
　（祝い桜）金平糖20g×13個、
　ウェルカムカード付
●サイズ:約205×190×185mm
※挙式日、名前入り、校正あり※種類は選べません

A12-801
A12-802 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

幸せ重ね（クリーム×茶）

喜び重ね（赤×黒）　

A12-801 幸せ重ね

A12-803 A12-804 A12-805

A12-802 喜び重ね

お重箱をイメージして誕生した“三段重”は和装にぴったりのウェルカムギフトです。

どこか懐かしい趣の中に、若いお二人にも似合うモダンさをプラスしました。

三種類のプチギフト 飾りセット
『梅の華』=ゆず昆布、『舞い扇』=抹茶クッキー、『祝い
桜』=金平糖 いずれも祝の席に欠かせないものばかり。

三段重には、ようこそのポップの他に、お花8輪・折鶴2
羽・金扇1枚の飾りセットが付いていますので、お二人
のお好みで飾って下さい。

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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梅の華 単品　

●ゆず昆布3個
●サイズ:約65×40×40mm
※昆布の表面に付着している白い粉は「カビ」ではありま
　せん。環状オリゴ糖です。安心してお召し上がりください。

A12-803 ¥270（税抜 ¥250）

2週間前

梅の華 飾り棚 38個セット

●ゆず昆布3個×38個、ウェルカムカード付
●サイズ:約500×490×150mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり　

A12-810 ¥25,300（税抜 ¥23,000）

＊

祝い桜 単品　

●金平糖20g
●サイズ:約65×40×40mm

A12-805 ¥270（税抜 ¥250）

2週間前

祝い桜 飾り棚 38個セット

●金平糖20g×38個、ウェルカムカード付
●サイズ:約500×490×150mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A12-811 ¥23,100（税抜 ¥21,000）

梅の華
日本伝統の祝い柄のひとつ、『梅』の華に感謝の心を託して…。
赤と黒の組み合わせがとてもモダンで印象的な飾り棚。

祝い桜
Japanese Welcome Selection

Japanese Welcome Selection

桜は春の代名詞。でもお祝い事では一年中人気の花でも
あります。満開の桜が二人の門出を祝福します。

A12-803

A12-805

A12-810

A12-811

＊

花雅 単品

●紅茶クッキー2枚 ●サイズ:約45×45×45mm

A12-1002 ¥367（税抜 ¥340）

2週間前

花雅 44個セット

●紅茶クッキー2枚×44個、ウェルカムカード付
●サイズ:約390×350×255mm
※挙式日、名前入り、校正あり　

A12-1001 ¥26,950（税抜 ¥24,500）

＊

恋茜 単品

●五色ぼうろ20g ●サイズ:約75×85×75mm
※種類は選べません

A12-1004 ¥281（税抜 ¥260）

2週間前

恋茜 30個セット

●五色ぼうろ20g×30個、ウェルカムカード、和飾りバスケット付
●サイズ:約305×330×270mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり　

A12-1003 ¥17,600（税抜 ¥16,000）

花 雅
花友禅柄の小箱が心和ませる「花雅」。温もりのあるプチギフト
だから、和風・洋風にこだわらず使っていただけます。

恋 茜
Japanese Welcome Selection

Japanese Welcome Selection

朝日や夕日の明るくて爽やかな空の色を表す『茜色』。
茜色に染まった二人の恋がこれから希望に満ちた日々
に包まれますようにと祈りを込めて名付けました。

A12-1002

A12-1004

3種アソート

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆

※単品のみのご購入の場合は
　20個以上でご注文ください。

A12-1003

A12-1001

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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梅の華 単品　

●ゆず昆布3個
●サイズ:約65×40×40mm
※昆布の表面に付着している白い粉は「カビ」ではありま
　せん。環状オリゴ糖です。安心してお召し上がりください。

A12-803 ¥270（税抜 ¥250）

2週間前

梅の華 飾り棚 38個セット

●ゆず昆布3個×38個、ウェルカムカード付
●サイズ:約500×490×150mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり　

A12-810 ¥25,300（税抜 ¥23,000）

＊

祝い桜 単品　

●金平糖20g
●サイズ:約65×40×40mm

A12-805 ¥270（税抜 ¥250）

2週間前

祝い桜 飾り棚 38個セット

●金平糖20g×38個、ウェルカムカード付
●サイズ:約500×490×150mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A12-811 ¥23,100（税抜 ¥21,000）

梅の華
日本伝統の祝い柄のひとつ、『梅』の華に感謝の心を託して…。
赤と黒の組み合わせがとてもモダンで印象的な飾り棚。

祝い桜
Japanese Welcome Selection

Japanese Welcome Selection

桜は春の代名詞。でもお祝い事では一年中人気の花でも
あります。満開の桜が二人の門出を祝福します。

A12-803

A12-805

A12-810

A12-811

＊

花雅 単品

●紅茶クッキー2枚 ●サイズ:約45×45×45mm

A12-1002 ¥367（税抜 ¥340）

2週間前

花雅 44個セット

●紅茶クッキー2枚×44個、ウェルカムカード付
●サイズ:約390×350×255mm
※挙式日、名前入り、校正あり　

A12-1001 ¥26,950（税抜 ¥24,500）

＊

恋茜 単品

●五色ぼうろ20g ●サイズ:約75×85×75mm
※種類は選べません

A12-1004 ¥281（税抜 ¥260）

2週間前

恋茜 30個セット

●五色ぼうろ20g×30個、ウェルカムカード、和飾りバスケット付
●サイズ:約305×330×270mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり　

A12-1003 ¥17,600（税抜 ¥16,000）

花 雅
花友禅柄の小箱が心和ませる「花雅」。温もりのあるプチギフト
だから、和風・洋風にこだわらず使っていただけます。

恋 茜
Japanese Welcome Selection

Japanese Welcome Selection

朝日や夕日の明るくて爽やかな空の色を表す『茜色』。
茜色に染まった二人の恋がこれから希望に満ちた日々
に包まれますようにと祈りを込めて名付けました。

A12-1002

A12-1004

3種アソート

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆

※単品のみのご購入の場合は
　20個以上でご注文ください。

A12-1003

A12-1001

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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縁結日クッキー

●プリントハートクッキー3枚 ●サイズ:約140×60×10mm

A60-1005-01
A60-1005-02 ¥367（税抜 ¥340）

縁結日

祝縁

＊

お祝いづくし

●飴職人の手作り飴2粒、金平糖15g
●サイズ:約110×70×25mm
※飴はキシリトール配合

A51-1006 ¥302（税抜 ¥280） ＊

ありがとう茶漬け

●お茶漬け1袋（さけ・うめ）
●サイズ:約115×90×5mm
※種類は選べません

A51-1007 ¥281（税抜 ¥260）

＊

はんなり金平糖

●金平糖20g
●サイズ:約150×60×30mm
※種類は選べません

A51-1005 ¥292（税抜 ¥270）

四季の彩り

●サイズ:金平糖（約110×90×10mm）、飴職人の手作り飴・五色ぼうろ（約110×90×15mm）

※五色ぼうろのみ

＊

A51-1001-02
A51-1001-03

¥259（税抜 ¥240）

飴職人の手作り飴25g

A51-1001-01 金平糖25g

春

夏

秋

冬

五色ぼうろ15g

A51-1002-02 飴職人の手作り飴25g

A51-1002-01 金平糖25g

A51-1002-03 五色ぼうろ15g

A51-1003-02 飴職人の手作り飴25g

A51-1003-01 金平糖25g

A51-1003-03 五色ぼうろ15g

A51-1004-02 飴職人の手作り飴25g

A51-1004-01 金平糖25g

A51-1004-03 五色ぼうろ15g

金平糖は縁起物として使われていた
のをご存知ですか? 始まりは信長の
時代とも言われています。京の舞妓
さんをイメージしたラッピングでお
届けします。

どこか懐かしくてかわいい伝統の和菓子たち。日本の四季を
イメージした帯封も中のお菓子も選べるので、二人らしい
ありがとうを贈ってね。

今日のよき日は、お二人とゲスト
の皆さんとの新たな縁を結ぶ日。
かわいいハートのクッキーに可食
インクで印刷しています。

日本伝統の祝い菓子、金平糖にお
めでたい時の象徴『桜』と『富士山』
をデザインした、伝統の組み飴を添
えて、まさにお祝いづくしです。

日本一の富士山は、日本の心の
象徴。『さけ』と『うめ』どちらがお
好み？

01 02

帯デザイン一覧

03

春 夏 秋 冬

格調高い和テイストのプチギフトは
和装・洋装にこだわらず、小粋さが伝わります。こ プチギフトろご和

2種アソート

2種アソート

卵・乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆
乳・小麦・大豆

01 縁結日 02 祝縁

※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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縁結日クッキー

●プリントハートクッキー3枚 ●サイズ:約140×60×10mm

A60-1005-01
A60-1005-02 ¥367（税抜 ¥340）

縁結日

祝縁

＊

お祝いづくし

●飴職人の手作り飴2粒、金平糖15g
●サイズ:約110×70×25mm
※飴はキシリトール配合

A51-1006 ¥302（税抜 ¥280） ＊

ありがとう茶漬け

●お茶漬け1袋（さけ・うめ）
●サイズ:約115×90×5mm
※種類は選べません

A51-1007 ¥281（税抜 ¥260）

＊

はんなり金平糖

●金平糖20g
●サイズ:約150×60×30mm
※種類は選べません

A51-1005 ¥292（税抜 ¥270）

四季の彩り

●サイズ:金平糖（約110×90×10mm）、飴職人の手作り飴・五色ぼうろ（約110×90×15mm）

※五色ぼうろのみ

＊

A51-1001-02
A51-1001-03

¥259（税抜 ¥240）

飴職人の手作り飴25g

A51-1001-01 金平糖25g

春

夏

秋

冬

五色ぼうろ15g

A51-1002-02 飴職人の手作り飴25g

A51-1002-01 金平糖25g

A51-1002-03 五色ぼうろ15g

A51-1003-02 飴職人の手作り飴25g

A51-1003-01 金平糖25g

A51-1003-03 五色ぼうろ15g

A51-1004-02 飴職人の手作り飴25g

A51-1004-01 金平糖25g

A51-1004-03 五色ぼうろ15g

金平糖は縁起物として使われていた
のをご存知ですか? 始まりは信長の
時代とも言われています。京の舞妓
さんをイメージしたラッピングでお
届けします。

どこか懐かしくてかわいい伝統の和菓子たち。日本の四季を
イメージした帯封も中のお菓子も選べるので、二人らしい
ありがとうを贈ってね。

今日のよき日は、お二人とゲスト
の皆さんとの新たな縁を結ぶ日。
かわいいハートのクッキーに可食
インクで印刷しています。

日本伝統の祝い菓子、金平糖にお
めでたい時の象徴『桜』と『富士山』
をデザインした、伝統の組み飴を添
えて、まさにお祝いづくしです。

日本一の富士山は、日本の心の
象徴。『さけ』と『うめ』どちらがお
好み？

01 02

帯デザイン一覧

03

春 夏 秋 冬

格調高い和テイストのプチギフトは
和装・洋装にこだわらず、小粋さが伝わります。こ プチギフトろご和

2種アソート

2種アソート

卵・乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆
乳・小麦・大豆

01 縁結日 02 祝縁

※飾りリボンの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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まるで手毬のようなかわいい飴は、飴職人の手作りが
なせる技。日本の四季を彩る巾着のパッケージにも
趣を添えて。

ドラジェチョコレートを、桜満開のキュートな小箱に入
れて。こんな可愛いプチギフトならみんなが喜びそう。

有平と呼ばれる伝統の飴にありがとうの飴をプラス。
さりげなく添えられた感謝の想いが伝わります。

縁起物のだるまさんが、こんなにかわいいキャン
ディーになりました。きっとゲストの皆さんにも良い事
が起こりそう。

大海原を元気に泳ぐ祝鯛は結婚式には欠かせない
一品でした。どんな人生の荒波にも負けないように
と。そんな想いをかわいい鯛のあられに込めて。

愛情たっぷり、三角おむすびのタオルです。
白米と炊き込みご飯をイメージしました。

箸の語源は色々ですが、一つに大和言葉の『は』と『し』
からきており、『つなぎとめる』などの意味があるようで
す。そこから箸は人と食物を結ぶ『橋』と言われ、結婚式
ではゲストとの縁を結ぶ橋渡しの意味になりました。

数少ない伝統の飴職人が丹精込めて作った『手毬飴』
をたっぷり入れました。おめでたいお席にふさわしい
京の飴です。

桜の小箱ドラジェ

●ドラジェ2粒
●サイズ約80×35×35mm

A51-1011 ¥281（税抜 ¥260）＊

ありがとう飴

●飴職人の手作り飴40g
●サイズ:約60×45×40mm

A51-1009 ¥335（税抜 ¥310）＊

おめでたい飴

●飴職人の手作り飴45g
●サイズ:約50×50×40mm

A51-1012 ¥346（税抜 ¥320）＊

懐かしいぼうろのお菓子に、だ
るま・招き猫・富士山などの縁
起柄をプリントしたら、こんな
にかわいい和心になりました。

和心ぼうろ

●プリントボーロ10g
●サイズ:約145×50×20mm
※種類は選べません

A51-1013 ¥324（税抜 ¥300）＊

あずきは身体にとっても優し
い食品として、長く愛されてき
ました。幸せを招くようかんで
良いこと一杯ありますように。

招き猫 ようかん

●ようかん１本（白猫：煉・赤猫：小倉）
●サイズ:約80×35×15mm
※種類は選べません

A51-1016 ¥346（税抜 ¥320）＊

お馴染みの柿の種のお菓子を3種。みんな幸せな気分
になれるから『柿の種』はおめでたい種になりました。

おめでたい種

●テトラ型おつまみ3袋（柿の種・梅・わさび・カレーの内3種）
●サイズ:約75×70×45mm

A51-1015 ¥313（税抜 ¥290）＊
仲良しだるま

●飴職人の手作り飴3粒
●サイズ:約140×50×15mm
※キシリトール配合　

A51-1010 ¥259（税抜 ¥240）＊
とってもおめで鯛あられ

●鯛あられ6g
●サイズ:約110×95×25mm

A51-1014 ¥216（税抜 ¥200）＊
花手毬

●飴職人の手作り飴25g
●サイズ:約70×80×55mm
※種類は選べません

A51-1008 ¥292（税抜 ¥270）＊

愛情づくり縁むすびタオル

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約90×100×35mm
※種類は選べません

A54-1001 ¥330（税抜 ¥300）

01
栗の箸

（食洗機対応）（すべり止め加工あり）

02
市松黒

03
市松赤

こころの懸け箸（メッセージ・名前入り）

●箸1膳（オリジナル箸袋付）
●サイズ:約235×60×10mm
※挙式日、名前、新居住所、オリジナルメッセージ入り（約100文字）、
　校正あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

A54-1002-01
A54-1002-02 ¥528（税抜 ¥480）

栗の箸

市松黒

A54-1002-03 市松赤

繊細な匠の技が光る
和みのプチギフト
いつの時代になってもどこか懐かしさを感じてしまう、
今も新鮮な和の小物たち。

2種アソート 2種アソート2種アソート

2種アソート

乳・大豆

卵

小麦・えび 乳・小麦・落花生・大豆

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。

3週間前 20個以上
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まるで手毬のようなかわいい飴は、飴職人の手作りが
なせる技。日本の四季を彩る巾着のパッケージにも
趣を添えて。

ドラジェチョコレートを、桜満開のキュートな小箱に入
れて。こんな可愛いプチギフトならみんなが喜びそう。

有平と呼ばれる伝統の飴にありがとうの飴をプラス。
さりげなく添えられた感謝の想いが伝わります。

縁起物のだるまさんが、こんなにかわいいキャン
ディーになりました。きっとゲストの皆さんにも良い事
が起こりそう。

大海原を元気に泳ぐ祝鯛は結婚式には欠かせない
一品でした。どんな人生の荒波にも負けないように
と。そんな想いをかわいい鯛のあられに込めて。

愛情たっぷり、三角おむすびのタオルです。
白米と炊き込みご飯をイメージしました。

箸の語源は色々ですが、一つに大和言葉の『は』と『し』
からきており、『つなぎとめる』などの意味があるようで
す。そこから箸は人と食物を結ぶ『橋』と言われ、結婚式
ではゲストとの縁を結ぶ橋渡しの意味になりました。

数少ない伝統の飴職人が丹精込めて作った『手毬飴』
をたっぷり入れました。おめでたいお席にふさわしい
京の飴です。

桜の小箱ドラジェ

●ドラジェ2粒
●サイズ約80×35×35mm

A51-1011 ¥281（税抜 ¥260）＊

ありがとう飴

●飴職人の手作り飴40g
●サイズ:約60×45×40mm

A51-1009 ¥335（税抜 ¥310）＊

おめでたい飴

●飴職人の手作り飴45g
●サイズ:約50×50×40mm

A51-1012 ¥346（税抜 ¥320）＊

懐かしいぼうろのお菓子に、だ
るま・招き猫・富士山などの縁
起柄をプリントしたら、こんな
にかわいい和心になりました。

和心ぼうろ

●プリントボーロ10g
●サイズ:約145×50×20mm
※種類は選べません

A51-1013 ¥324（税抜 ¥300）＊

あずきは身体にとっても優し
い食品として、長く愛されてき
ました。幸せを招くようかんで
良いこと一杯ありますように。

招き猫 ようかん

●ようかん１本（白猫：煉・赤猫：小倉）
●サイズ:約80×35×15mm
※種類は選べません

A51-1016 ¥346（税抜 ¥320）＊

お馴染みの柿の種のお菓子を3種。みんな幸せな気分
になれるから『柿の種』はおめでたい種になりました。

おめでたい種

●テトラ型おつまみ3袋（柿の種・梅・わさび・カレーの内3種）
●サイズ:約75×70×45mm

A51-1015 ¥313（税抜 ¥290）＊
仲良しだるま

●飴職人の手作り飴3粒
●サイズ:約140×50×15mm
※キシリトール配合　

A51-1010 ¥259（税抜 ¥240）＊
とってもおめで鯛あられ

●鯛あられ6g
●サイズ:約110×95×25mm

A51-1014 ¥216（税抜 ¥200）＊
花手毬

●飴職人の手作り飴25g
●サイズ:約70×80×55mm
※種類は選べません

A51-1008 ¥292（税抜 ¥270）＊

愛情づくり縁むすびタオル

●ハンドタオル1枚（約210×210mm）
●サイズ:約90×100×35mm
※種類は選べません

A54-1001 ¥330（税抜 ¥300）

01
栗の箸

（食洗機対応）（すべり止め加工あり）

02
市松黒

03
市松赤

こころの懸け箸（メッセージ・名前入り）

●箸1膳（オリジナル箸袋付）
●サイズ:約235×60×10mm
※挙式日、名前、新居住所、オリジナルメッセージ入り（約100文字）、
　校正あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

A54-1002-01
A54-1002-02 ¥528（税抜 ¥480）

栗の箸

市松黒

A54-1002-03 市松赤

繊細な匠の技が光る
和みのプチギフト
いつの時代になってもどこか懐かしさを感じてしまう、
今も新鮮な和の小物たち。

2種アソート 2種アソート2種アソート

2種アソート

乳・大豆

卵

小麦・えび 乳・小麦・落花生・大豆

※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。

3週間前 20個以上
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手のひらサイズの１合入りのお米が席札にな
りました。縁起物として3品目の引出物にもな
り、ゲストも嬉しい一品です。

お米は一本の稲穂からたくさん収穫されるため、繁栄の象徴とされています。
その為、日本の行事や儀式にはかかせない縁起物です。

新潟県佐渡産または岩
船産コシヒカリをお届け
します。いずれも美味し
いお米として高い評価を
受けている産地です。

※お米の銘柄、産地は原料調達の
都合上、変更になる場合がござい
ますので、ご了承ください。

産地へのこだわり

感謝お米席札
●米1合（約150g）
●サイズ:約110×65×35mm
※ゲストネームアートラベル、校正あり、加工費含む
　（01、04には挙式日、新郎新婦の名前が入ります）

※デザインの種類はご両家につき2種類まででお願いします。 
※出席者リスト（席次表）は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。

B04-1001-01
B04-1001-02 ¥756（税抜 ¥700）

モダン

小菊

B04-1001-03 伝統

B04-1001-04 寿桜

＊
3週間前

3週間前

贈られて困らないおいしいお米。産地にこだわった人気の「コシヒカリ」2合袋をご
用意しました。本当に美味しいものを少しだけ贈るところにお二人のセンスが光
ります。３品目の縁起物としてもお使いいただけます。

本当の米袋をミニチュアサイズにした、本格的なお米ギフト
です。たわわに実る稲穂のように、ゲストの皆さんにも幸せが
たくさん実りますように・・・。

感謝お米（1合）

祝いお米（2合）

ごはんだけどパンダ

●米1合（約150g）
●サイズ:約125×115×20mm
※新潟県岩船産または佐渡産コシヒカリ使用

A51-904 ¥626（税抜 ¥580）＊ 白黒のパンダは愛嬌たっぷりで、
世界中の人気者。お米を入れたら、
こんなにかわいいパンダができま
した。

感謝お米

●米1合（約150g）
●サイズ:約110×65×35mm

A51-820-01
A51-820-02

¥626（税抜 ¥580）

感謝

ありがとう

A51-820-03 寿

A51-820-04 新郎新婦

A51-820-05 和モダン

＊

感謝お米 名前入り

●米1合（約150g）
●サイズ:約110×65×35mm
※挙式日、名前入り、校正あり

A51-821-01
A51-821-02

¥680（税抜 ¥630）

感謝

ありがとう

A51-821-03 寿

A51-821-04 新郎新婦

A51-821-05 和モダン

＊

A51-820-01 A51-820-02 A51-820-03 A51-820-04

01 02 03 04 05

A51-820-05

A51-821

お米ラベル 名前入りデザイン一覧

名前入り商品は20個から承ります
※この商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。

2週間前

パンダお米

お米席札

20個以上

01 モダン

01 感謝 03 桜

02 ありがとう

02 小菊

03 伝統

04 寿桜

祝いお米 2合

●米2合（約300g）
●サイズ:約155×100×45mm

A51-1017-01
A51-1017-02 ¥994（税抜 ¥920）

感謝

ありがとう

A51-1017-03 桜

＊
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手のひらサイズの１合入りのお米が席札にな
りました。縁起物として3品目の引出物にもな
り、ゲストも嬉しい一品です。

お米は一本の稲穂からたくさん収穫されるため、繁栄の象徴とされています。
その為、日本の行事や儀式にはかかせない縁起物です。

新潟県佐渡産または岩
船産コシヒカリをお届け
します。いずれも美味し
いお米として高い評価を
受けている産地です。

※お米の銘柄、産地は原料調達の
都合上、変更になる場合がござい
ますので、ご了承ください。

産地へのこだわり

感謝お米席札
●米1合（約150g）
●サイズ:約110×65×35mm
※ゲストネームアートラベル、校正あり、加工費含む
　（01、04には挙式日、新郎新婦の名前が入ります）

※デザインの種類はご両家につき2種類まででお願いします。 
※出席者リスト（席次表）は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。

B04-1001-01
B04-1001-02 ¥756（税抜 ¥700）

モダン

小菊

B04-1001-03 伝統

B04-1001-04 寿桜

＊
3週間前

3週間前

贈られて困らないおいしいお米。産地にこだわった人気の「コシヒカリ」2合袋をご
用意しました。本当に美味しいものを少しだけ贈るところにお二人のセンスが光
ります。３品目の縁起物としてもお使いいただけます。

本当の米袋をミニチュアサイズにした、本格的なお米ギフト
です。たわわに実る稲穂のように、ゲストの皆さんにも幸せが
たくさん実りますように・・・。

感謝お米（1合）

祝いお米（2合）

ごはんだけどパンダ

●米1合（約150g）
●サイズ:約125×115×20mm
※新潟県岩船産または佐渡産コシヒカリ使用

A51-904 ¥626（税抜 ¥580）＊ 白黒のパンダは愛嬌たっぷりで、
世界中の人気者。お米を入れたら、
こんなにかわいいパンダができま
した。

感謝お米

●米1合（約150g）
●サイズ:約110×65×35mm

A51-820-01
A51-820-02

¥626（税抜 ¥580）

感謝

ありがとう

A51-820-03 寿

A51-820-04 新郎新婦

A51-820-05 和モダン

＊

感謝お米 名前入り

●米1合（約150g）
●サイズ:約110×65×35mm
※挙式日、名前入り、校正あり

A51-821-01
A51-821-02

¥680（税抜 ¥630）

感謝

ありがとう

A51-821-03 寿

A51-821-04 新郎新婦

A51-821-05 和モダン

＊

A51-820-01 A51-820-02 A51-820-03 A51-820-04

01 02 03 04 05

A51-820-05

A51-821

お米ラベル 名前入りデザイン一覧

名前入り商品は20個から承ります
※この商品は校了後の数量減少・キャンセルはできませんのでご了承ください。

2週間前

パンダお米

お米席札

20個以上

01 モダン

01 感謝 03 桜

02 ありがとう

02 小菊

03 伝統

04 寿桜

祝いお米 2合

●米2合（約300g）
●サイズ:約155×100×45mm

A51-1017-01
A51-1017-02 ¥994（税抜 ¥920）

感謝

ありがとう

A51-1017-03 桜

＊
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子供も大人も楽しめちゃうハロウィンパーティー。
秋の収穫を祝うようにお二人の実りの秋も
一緒に祝ってもらっちゃおう！！

ケタケタと笑い声が聞こえてきそうな、かぼちゃと黒猫の
パッケージがキュート。お菓子を集める子供たちの気分
で、3種類のお菓子をお届けします。

A11-1014-01 A11-1014-02

A11-1013

ハロウィンタワー 30個セット

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　ハロウィンキャンディー 各1個×30個、
　ウェルカムカード、ミニバルーン付
●サイズ:約525×φ425mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1013 ¥20,900（税抜 ¥19,000）

ハロウィンボーロ

●プリントボーロ12g
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1018 ¥335（税抜 ¥310）＊

＊

＊

ハロウィンキャンディーパレード　

●ハロウィンキャンディー3粒
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1017 ¥259（税抜 ¥240）＊
かぼちゃと黒猫とオバケの
キャンディーが、さぁパレー
ドに出発。お二人のパー
ティーも盛り上げてもらっ
ちゃおう。

懐かしいボーロにハロウィン
キャラクターをプリントした、
超かわいいプチギフトです。
ハロウィン気分をより一層盛
り上げてくれそうでしょ。

大人かわいいハロウィンパッケージに、いちごミルクと
キャラメル味のポップコーンを詰めてお届けします。文字
通り、はじける美味しさですよ。

A14-1009

秋の収穫を祝う『ハロウィン』
のお祭り。かぼちゃ達の楽し
い笑い声が聞こえてきそうな
かわいいウェルカムバスケッ
トはいかが・・・。

ハロウィンスクエアBOX

●ポップコーン10g
●サイズ:約60×50×50mm

A45-902-01
A45-902-02 ¥292（税抜 ¥270）

パンプキン（いちごミルク）

キャット（キャラメル）
＊

A45-902-02

A45-902-01

かわいいオバケ達があられに
なって登場! 豆菓子とおかきが
入っています。

キャ～!!キモかわいいスパイ
ダーのお尻は、かわいい棒つき
キャンディー。ドッキリ!と面白
い!でゲストも笑顔に!!

愉快なスパイダー

●棒付きキャンディー1本（イチゴ・オレンジ・レモン・
　青リンゴ・コーラ）
●サイズ:約125×110×20mm
●種類：ブラック・レッド
※１本にレモン１．５個分のビタミンＣ配合。
　歯にやさしいサンフェノン入り
※種類は選べません

A45-1020 ¥259（税抜 ¥240）

ハロウィンタワー 単品

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　ハロウィンキャンディー 各1個
●サイズ:約70×80×40mm

A11-1014-01
A11-1014-02 ¥302（税抜 ¥280）

パンプキン

キャット
＊

2週間前 季節限定

季節限定

季節限定2種アソート 季節限定

季節限定

2種アソート

ウェルカムバスケット
ハロウィンキャンディー 単品

●ハロウィンキャンディー１粒
●サイズ:約195×φ40mm
※種類は選べません

A14-1010 ¥335（税抜 ¥310）

季節限定2種アソート

ハロウィンあられ

●あられ3本
●サイズ:約150×70×20mm
※種類は選べません

A45-1019 ¥259（税抜 ¥240）

季節限定2種アソート

季節限定2種アソート

ウェルカムバスケット
ハロウィンキャンディー 24本セット

●ハロウィンキャンディー１粒×２４本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約225×270×200mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1009 ¥14,850（税抜 ¥13,500）

季節限定2週間前

A14-1010

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

卵

小麦・えび・落花生・大豆

乳・大豆

＊
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子供も大人も楽しめちゃうハロウィンパーティー。
秋の収穫を祝うようにお二人の実りの秋も
一緒に祝ってもらっちゃおう！！

ケタケタと笑い声が聞こえてきそうな、かぼちゃと黒猫の
パッケージがキュート。お菓子を集める子供たちの気分
で、3種類のお菓子をお届けします。

A11-1014-01 A11-1014-02

A11-1013

ハロウィンタワー 30個セット

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　ハロウィンキャンディー 各1個×30個、
　ウェルカムカード、ミニバルーン付
●サイズ:約525×φ425mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1013 ¥20,900（税抜 ¥19,000）

ハロウィンボーロ

●プリントボーロ12g
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1018 ¥335（税抜 ¥310）＊

＊

＊

ハロウィンキャンディーパレード　

●ハロウィンキャンディー3粒
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1017 ¥259（税抜 ¥240）＊
かぼちゃと黒猫とオバケの
キャンディーが、さぁパレー
ドに出発。お二人のパー
ティーも盛り上げてもらっ
ちゃおう。

懐かしいボーロにハロウィン
キャラクターをプリントした、
超かわいいプチギフトです。
ハロウィン気分をより一層盛
り上げてくれそうでしょ。

大人かわいいハロウィンパッケージに、いちごミルクと
キャラメル味のポップコーンを詰めてお届けします。文字
通り、はじける美味しさですよ。

A14-1009

秋の収穫を祝う『ハロウィン』
のお祭り。かぼちゃ達の楽し
い笑い声が聞こえてきそうな
かわいいウェルカムバスケッ
トはいかが・・・。

ハロウィンスクエアBOX

●ポップコーン10g
●サイズ:約60×50×50mm

A45-902-01
A45-902-02 ¥292（税抜 ¥270）

パンプキン（いちごミルク）

キャット（キャラメル）
＊

A45-902-02

A45-902-01

かわいいオバケ達があられに
なって登場! 豆菓子とおかきが
入っています。

キャ～!!キモかわいいスパイ
ダーのお尻は、かわいい棒つき
キャンディー。ドッキリ!と面白
い!でゲストも笑顔に!!

愉快なスパイダー

●棒付きキャンディー1本（イチゴ・オレンジ・レモン・
　青リンゴ・コーラ）
●サイズ:約125×110×20mm
●種類：ブラック・レッド
※１本にレモン１．５個分のビタミンＣ配合。
　歯にやさしいサンフェノン入り
※種類は選べません

A45-1020 ¥259（税抜 ¥240）

ハロウィンタワー 単品

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　ハロウィンキャンディー 各1個
●サイズ:約70×80×40mm

A11-1014-01
A11-1014-02 ¥302（税抜 ¥280）

パンプキン

キャット
＊

2週間前 季節限定

季節限定

季節限定2種アソート 季節限定

季節限定

2種アソート

ウェルカムバスケット
ハロウィンキャンディー 単品

●ハロウィンキャンディー１粒
●サイズ:約195×φ40mm
※種類は選べません

A14-1010 ¥335（税抜 ¥310）

季節限定2種アソート

ハロウィンあられ

●あられ3本
●サイズ:約150×70×20mm
※種類は選べません

A45-1019 ¥259（税抜 ¥240）

季節限定2種アソート

季節限定2種アソート

ウェルカムバスケット
ハロウィンキャンディー 24本セット

●ハロウィンキャンディー１粒×２４本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約225×270×200mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1009 ¥14,850（税抜 ¥13,500）

季節限定2週間前

A14-1010

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

卵

小麦・えび・落花生・大豆

乳・大豆

＊
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世界中がお祝いムード一色に包まれるクリスマス。
心躍る季節には、クリスマスギフトにしてみてはいかが？

パーティー会場もクリスマス
ムードにしてほしいから、クリ
スマスツリーのウェルカム。
クッキー・パイ・キャンディー
とお菓子も色とりどりに。

A11-1016-01

A11-1016-02

2週間前

クリスマスツリーBOX 30個セット

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　クリスマスキャンディー 各1個×30個、
　ウェルカムカード、ツリー、ファー 各1個、
　ボンテン10個付
●ツリー サイズ:約700×φ380mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1015 ¥19,250（税抜 ¥17,500）

A11-1015

クリスマスボーロ

●プリントボーロ12g
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1022 ¥335（税抜 ¥310）＊
クリスマスキャンディーキャンディー

●クリスマスキャンディー3粒
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1021 ¥259（税抜 ¥240）＊
サンタとトナカイとツリーの
キャンディーでメリークリス
マスとありがとうを届けま
しょう!

大人にも子供にも人気のボー
ロに、食べても安心な可食イ
ンクでクリスマス柄をプリント
しました。

クリスマスツリーBOX 単品

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　クリスマスキャンディー 各1個
●サイズ:約70×80×40mm

A11-1016-01
A11-1016-02 ¥302（税抜 ¥280）

サンタ

聖夜
＊

スノーバード耳かき

●耳かき1本
●サイズ:約210×φ25mm
※種類は選べません

A47-1009 ¥330（税抜 ¥300）

スノーバードが付いたおちゃめな耳か
きはいかが? ゲストも思わずにっこりし
てくれそうでしょ。

サンタさんからのプレゼントは、
かわいいテディベア。
夢と感謝の気持ちを詰め込んで贈ってね。

A14-1011

季節限定
ウェルカムバスケット
クリスマスロシェ 40本セット 

●ヘーゼルナッツチョコ1個×40本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約390×360×330mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1011 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

2週間前 季節限定季節限定

季節限定2種アソート 季節限定2種アソート

ウェルカムバスケット
クリスマスロシェ 単品　  

●ヘーゼルナッツチョコ1個
●サイズ:約235×φ55mm
※種類は選べません

A14-1012 ¥313（税抜 ¥290）

季節限定2種アソート

A14-1012

イタリアの高級チョコ“フェレロ ロシェ”をゴージャスにラッピングしました。
パーティーを華やかに演出すること間違いなし!

クリスマスベア

●ハートクッキー3枚（プレーン）
●サイズ:約110×100×25mm
※種類は選べません

A45-819 ¥346（税抜 ¥320）＊

季節限定3種アソート

2種アソート

キュートなスノーバードのクリップ
とドラジェチョコをセットにしまし
た。食べて使えてクリスマスのギフト
にぴったり。

クリスマスムードたっぷりなペアの
スノーバードはクリップになってい
ます。メモを挟んだり、写真を挟ん
だりかわいい演出ができますよ。

スノーバードクリップ

●スノーバードクリップ２個
●サイズ:約100×120×35mm

A47-1008 ¥385（税抜 ¥350）
スノーバードチョコ

●ドラジェ２粒・スノーバードクリップ1個
●サイズ:約120×70×50mm
※種類は選べません

A45-1023 ¥324（税抜 ¥300）

2種アソート

＊

＊

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

卵

※フェレロ  ロシェは輸入品につき、
欠品及び廃番になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆



61
※ドラジェは国産良質のチョコレートのため、季節や温度差によりチョコレートのコーティングに多少のヒビが入っている事がありますが、ご容赦ください。また品質には全く問題ありません。

※バスケット・飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※P60・61の商品は11月・12月の期間限定商品です。 

��
�
��

�
���

�
�

世界中がお祝いムード一色に包まれるクリスマス。
心躍る季節には、クリスマスギフトにしてみてはいかが？

パーティー会場もクリスマス
ムードにしてほしいから、クリ
スマスツリーのウェルカム。
クッキー・パイ・キャンディー
とお菓子も色とりどりに。

A11-1016-01

A11-1016-02

2週間前

クリスマスツリーBOX 30個セット

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　クリスマスキャンディー 各1個×30個、
　ウェルカムカード、ツリー、ファー 各1個、
　ボンテン10個付
●ツリー サイズ:約700×φ380mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A11-1015 ¥19,250（税抜 ¥17,500）

A11-1015

クリスマスボーロ

●プリントボーロ12g
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1022 ¥335（税抜 ¥310）＊
クリスマスキャンディーキャンディー

●クリスマスキャンディー3粒
●サイズ:約75×75×15mm
※種類は選べません

A45-1021 ¥259（税抜 ¥240）＊
サンタとトナカイとツリーの
キャンディーでメリークリス
マスとありがとうを届けま
しょう!

大人にも子供にも人気のボー
ロに、食べても安心な可食イ
ンクでクリスマス柄をプリント
しました。

クリスマスツリーBOX 単品

●ハートパイ、ハートクッキー（プレーン）、
　クリスマスキャンディー 各1個
●サイズ:約70×80×40mm

A11-1016-01
A11-1016-02 ¥302（税抜 ¥280）

サンタ

聖夜
＊

スノーバード耳かき

●耳かき1本
●サイズ:約210×φ25mm
※種類は選べません

A47-1009 ¥330（税抜 ¥300）

スノーバードが付いたおちゃめな耳か
きはいかが? ゲストも思わずにっこりし
てくれそうでしょ。

サンタさんからのプレゼントは、
かわいいテディベア。
夢と感謝の気持ちを詰め込んで贈ってね。

A14-1011

季節限定
ウェルカムバスケット
クリスマスロシェ 40本セット 

●ヘーゼルナッツチョコ1個×40本、
　ウェルカムカード、バスケット付
●サイズ:約390×360×330mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

A14-1011 ¥19,800（税抜 ¥18,000）

2週間前 季節限定季節限定

季節限定2種アソート 季節限定2種アソート

ウェルカムバスケット
クリスマスロシェ 単品　  

●ヘーゼルナッツチョコ1個
●サイズ:約235×φ55mm
※種類は選べません

A14-1012 ¥313（税抜 ¥290）

季節限定2種アソート

A14-1012

イタリアの高級チョコ“フェレロ ロシェ”をゴージャスにラッピングしました。
パーティーを華やかに演出すること間違いなし!

クリスマスベア

●ハートクッキー3枚（プレーン）
●サイズ:約110×100×25mm
※種類は選べません

A45-819 ¥346（税抜 ¥320）＊

季節限定3種アソート

2種アソート

キュートなスノーバードのクリップ
とドラジェチョコをセットにしまし
た。食べて使えてクリスマスのギフト
にぴったり。

クリスマスムードたっぷりなペアの
スノーバードはクリップになってい
ます。メモを挟んだり、写真を挟ん
だりかわいい演出ができますよ。

スノーバードクリップ

●スノーバードクリップ２個
●サイズ:約100×120×35mm

A47-1008 ¥385（税抜 ¥350）
スノーバードチョコ

●ドラジェ２粒・スノーバードクリップ1個
●サイズ:約120×70×50mm
※種類は選べません

A45-1023 ¥324（税抜 ¥300）

2種アソート

＊

＊

卵・乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

卵

※フェレロ  ロシェは輸入品につき、
欠品及び廃番になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

乳・小麦・大豆

乳・小麦・大豆

卵・乳・小麦・大豆

乳・大豆
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お二人の夢が膨らむような色とりどりのバルーンと
二人の愛の実りを象徴するかのようなアップルツ
リー。どちらがお二人らしいですか?

2週間前

寄せ書きボード

●寄せ書きアクリルボード１枚、木製台座１個、カラーペン３本付
●サイズ:約270×180×55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

F04-1001-01
F04-1001-02 ¥10,780（税抜 ¥9,800）

バルーン

アップル

アクリルボードに直接サインが出来ます。サインペンが付いて
いますが、羽根ペンなどのボールペンでも記入可能です。

結婚証明書

●アクリル結婚証明書１枚、木製台座１個、
　黒サインペン1本付
●サイズ：約270×180×55mm

F04-1002-01
F04-1002-02 ¥9,680（税抜 ¥8,800）

キリスト用 ベーシック

キリスト用 リーフ

F04-1003-01 人前用 ベーシック

F04-1003-02 人前用 フラワー

F04-1002-01 F04-1002-02 F04-1003-01 F04-1003-02

Wedding 
Item

ゲストに書いてもらったお祝いメッセージ。
時々は感動の一日を思い出して欲しいから、
さりげなく飾れるボードにしました。

神聖な愛を誓い合う結婚式。
その瞬間の感動を残しておく
結婚証明書だから
記念になるものを選んで欲しい…。

木製台座は天然木を使用しており、お二人の記念に残る寄せ書きボードをリビングなどにさりげなく飾っていただけます。

結婚式はキリスト教式? それとも人前式ですか? 挙式スタイルにあわせてお選び下さい。それぞれベーシックとデザイン付きの2種をご用意しました。

0201

～ 寄せ書きボード ～ ～ 結婚証明書 ～
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お二人の夢が膨らむような色とりどりのバルーンと
二人の愛の実りを象徴するかのようなアップルツ
リー。どちらがお二人らしいですか?

2週間前

寄せ書きボード

●寄せ書きアクリルボード１枚、木製台座１個、カラーペン３本付
●サイズ:約270×180×55mm
※挙式日、名前（ローマ字のみ）入り、校正あり

F04-1001-01
F04-1001-02 ¥10,780（税抜 ¥9,800）

バルーン

アップル

アクリルボードに直接サインが出来ます。サインペンが付いて
いますが、羽根ペンなどのボールペンでも記入可能です。

結婚証明書

●アクリル結婚証明書１枚、木製台座１個、
　黒サインペン1本付
●サイズ：約270×180×55mm

F04-1002-01
F04-1002-02 ¥9,680（税抜 ¥8,800）

キリスト用 ベーシック

キリスト用 リーフ

F04-1003-01 人前用 ベーシック

F04-1003-02 人前用 フラワー

F04-1002-01 F04-1002-02 F04-1003-01 F04-1003-02

Wedding 
Item

ゲストに書いてもらったお祝いメッセージ。
時々は感動の一日を思い出して欲しいから、
さりげなく飾れるボードにしました。

神聖な愛を誓い合う結婚式。
その瞬間の感動を残しておく
結婚証明書だから
記念になるものを選んで欲しい…。

木製台座は天然木を使用しており、お二人の記念に残る寄せ書きボードをリビングなどにさりげなく飾っていただけます。

結婚式はキリスト教式? それとも人前式ですか? 挙式スタイルにあわせてお選び下さい。それぞれベーシックとデザイン付きの2種をご用意しました。

0201

～ 寄せ書きボード ～ ～ 結婚証明書 ～
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真っ白なボックスに可憐なお花が、二人
の純粋な“ありがとう”を物語ってくれ
る。今まで同じ時を過ごしてきたご両親
とこれからもまた、幸せな時を共に刻ん
でいけますように―。

※お写真はお客様ご自身でお入れください。
※ひとつひとつ手作りの為、花の配置や雰囲気が写真と異なる場合がございます。
※製作には細心の注意を払っておりますが装花や天然リースの細かい粉などがガラ
ス面に付着していることがございます。

※フラワーの色、デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承く
ださい。　　

2週間前

花時計 ボヌール

●写真窓サイズ：約120×80mm（L版サイズ対応）1窓
●サイズ:約230×320×50mm
※挙式日・名前（ローマ字のみ）入り、校正あり 
※お花は造花です

C01-1001 ¥14,850（税抜 ¥13,500）

アンティーク調のお花に
オシャレな文字盤がかわい
い花時計はいかが。置時計
にも掛け時計にもなるの
で、飾る場所を選びません。

※ひとつひとつ手作りの為、花の配置や雰囲気が写真と異なる場合がございます。
※フラワーの色、デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※製作には細心の注意を払っておりますが装花の細かい粉や糸などが付着しているこ
とがございます。

挙式日とおふたりの名前をお入れします

2週間前

花時計 オーロージュ

●ボード&アクリルのダブルアート
●サイズ:約φ200×60mm
※挙式日・名前入り、校正あり ※お花は造花です 

C01-1002-01
C01-1002-02 ¥11,550（税抜 ¥10,500）

ホワイト

ブラウン

0201 花時計 オーロージュ
オリジナルメッセージオプション

●オリジナルメッセージ約30文字 ※校正あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください
　（校正の変更は2回までとなります）

C01-1003 ¥3,300（税抜 ¥3,000）

オーロージュはフランス語で“時計”の意味。
家族と過ごした大切な時間と
これから二人で歩んでいくかけがえのない時間…。
“ありがとう”と“これからもよろしく”を
伝えるにふさわしい記念品です。

どんな時も変わらぬ愛をそそいでくれたお父さんやお母さんへ、
当日は素直に『ありがとう』の言葉を贈ってください。

おふたりの想いを伝えるご両親ギフトの数々を取り揃えました。

～ご両親への贈り物～Gift for Parents

今日まで本当にありがとう…心からの感謝をご両親へ。

3週間前

P64・66の商品の注意事項

P65・67の商品の注意事項
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真っ白なボックスに可憐なお花が、二人
の純粋な“ありがとう”を物語ってくれ
る。今まで同じ時を過ごしてきたご両親
とこれからもまた、幸せな時を共に刻ん
でいけますように―。

※お写真はお客様ご自身でお入れください。
※ひとつひとつ手作りの為、花の配置や雰囲気が写真と異なる場合がございます。
※製作には細心の注意を払っておりますが装花や天然リースの細かい粉などがガラ
ス面に付着していることがございます。

※フラワーの色、デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承く
ださい。　　

2週間前

花時計 ボヌール

●写真窓サイズ：約120×80mm（L版サイズ対応）1窓
●サイズ:約230×320×50mm
※挙式日・名前（ローマ字のみ）入り、校正あり 
※お花は造花です

C01-1001 ¥14,850（税抜 ¥13,500）

アンティーク調のお花に
オシャレな文字盤がかわい
い花時計はいかが。置時計
にも掛け時計にもなるの
で、飾る場所を選びません。

※ひとつひとつ手作りの為、花の配置や雰囲気が写真と異なる場合がございます。
※フラワーの色、デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※製作には細心の注意を払っておりますが装花の細かい粉や糸などが付着しているこ
とがございます。

挙式日とおふたりの名前をお入れします

2週間前

花時計 オーロージュ

●ボード&アクリルのダブルアート
●サイズ:約φ200×60mm
※挙式日・名前入り、校正あり ※お花は造花です 

C01-1002-01
C01-1002-02 ¥11,550（税抜 ¥10,500）

ホワイト

ブラウン

0201 花時計 オーロージュ
オリジナルメッセージオプション

●オリジナルメッセージ約30文字 ※校正あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください
　（校正の変更は2回までとなります）

C01-1003 ¥3,300（税抜 ¥3,000）

オーロージュはフランス語で“時計”の意味。
家族と過ごした大切な時間と
これから二人で歩んでいくかけがえのない時間…。
“ありがとう”と“これからもよろしく”を
伝えるにふさわしい記念品です。

どんな時も変わらぬ愛をそそいでくれたお父さんやお母さんへ、
当日は素直に『ありがとう』の言葉を贈ってください。

おふたりの想いを伝えるご両親ギフトの数々を取り揃えました。

～ご両親への贈り物～Gift for Parents

今日まで本当にありがとう…心からの感謝をご両親へ。

3週間前

P64・66の商品の注意事項

P65・67の商品の注意事項
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面と向かって言えない“ありがとう”の想い。
でも今までの感謝はきちんと伝えたい―。
だから今日はご両親への感謝状として、
爽やかなお花のリースを添えて
贈ってください。

C01-1004-01

C01-1005-02

定型文01 定型文02

①生まれた日から挙式日までを
　カウントした総日数

②生年月日と挙式年月日

③定型文01、02のどちらかを
　お選びください

④挙式日、お名前

2週間前

子育て感謝状 フルール イエロー

●写真窓サイズ：約80×120mm（L版サイズ対応）1窓
●サイズ:約270×270×50mm
※校正あり ※お花は造花です

C01-1004-01
C01-1004-02 ¥12,100（税抜 ¥11,000）

定型文01

定型文02

2週間前

子育て感謝状 フルール ピンク

●写真窓サイズ：約80×120mm（L版サイズ対応）1窓
●サイズ:約270×270×50mm
※校正あり ※お花は造花です

C01-1005-01
C01-1005-02 ¥12,100（税抜 ¥11,000）

定型文01

定型文02

感謝状 オリジナルメッセージオプション

●オリジナルメッセージ約80文字　※校正あり

C01-1006 ¥3,300（税抜 ¥3,000）

※オリジナルメッセージの原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。
※校正のやりとりは2回までとなりますのでご注意ください。

3週間前
※オリジナルメッセージの原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。
※校正のやりとりは2回までとなりますのでご注意ください。

ご注文の際は左記の①～④をご明記ください

ご注文の際は左記の①～④をご明記ください

※P64の注意事項を必ずお読みください。 ※P65の注意事項を必ずお読みください。

改まった言葉じゃなく、自分の言葉で伝えたいなら、
オプションメッセージを選んでね。

さりげなく飾って欲しいから、シックなガーベラと
かわいいひまわりの２種をご用意しました。伝えた
い想いをこの日だけは照れずに書いてください。

3週間前

子育て感謝状 ブランジュ

●フラワーリース付ウッドボード（MDF製）、スタンドパーツ１セット付
●サイズ:約370×220×110mm
※オリジナルメッセージ約10０文字
※校正あり ※お花は造花です

C01-1007-01
C01-1007-02 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

ガーベラ

ひまわり

一生に一度ご両親に贈りたい『感謝状』
ご両親もまた初めてもらう『感謝状』
時々そのメッセージを見るたびにご両親も
これまでの日々がよみがえることでしょう。

01

02

※写真はイメージです。壁かけ用のパーツなどは付いておりませんのでご了承ください。

①生まれた日から挙式日までを
　カウントした総日数

②生年月日と挙式年月日

③オリジナルメッセージ
（約100文字）

④挙式日、お名前
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面と向かって言えない“ありがとう”の想い。
でも今までの感謝はきちんと伝えたい―。
だから今日はご両親への感謝状として、
爽やかなお花のリースを添えて
贈ってください。

C01-1004-01

C01-1005-02

定型文01 定型文02

①生まれた日から挙式日までを
　カウントした総日数

②生年月日と挙式年月日

③定型文01、02のどちらかを
　お選びください

④挙式日、お名前

2週間前

子育て感謝状 フルール イエロー

●写真窓サイズ：約80×120mm（L版サイズ対応）1窓
●サイズ:約270×270×50mm
※校正あり ※お花は造花です

C01-1004-01
C01-1004-02 ¥12,100（税抜 ¥11,000）

定型文01

定型文02

2週間前

子育て感謝状 フルール ピンク

●写真窓サイズ：約80×120mm（L版サイズ対応）1窓
●サイズ:約270×270×50mm
※校正あり ※お花は造花です

C01-1005-01
C01-1005-02 ¥12,100（税抜 ¥11,000）

定型文01

定型文02

感謝状 オリジナルメッセージオプション

●オリジナルメッセージ約80文字　※校正あり

C01-1006 ¥3,300（税抜 ¥3,000）

※オリジナルメッセージの原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。
※校正のやりとりは2回までとなりますのでご注意ください。

3週間前
※オリジナルメッセージの原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。
※校正のやりとりは2回までとなりますのでご注意ください。

ご注文の際は左記の①～④をご明記ください

ご注文の際は左記の①～④をご明記ください

※P64の注意事項を必ずお読みください。 ※P65の注意事項を必ずお読みください。

改まった言葉じゃなく、自分の言葉で伝えたいなら、
オプションメッセージを選んでね。

さりげなく飾って欲しいから、シックなガーベラと
かわいいひまわりの２種をご用意しました。伝えた
い想いをこの日だけは照れずに書いてください。

3週間前

子育て感謝状 ブランジュ

●フラワーリース付ウッドボード（MDF製）、スタンドパーツ１セット付
●サイズ:約370×220×110mm
※オリジナルメッセージ約10０文字
※校正あり ※お花は造花です

C01-1007-01
C01-1007-02 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

ガーベラ

ひまわり

一生に一度ご両親に贈りたい『感謝状』
ご両親もまた初めてもらう『感謝状』
時々そのメッセージを見るたびにご両親も
これまでの日々がよみがえることでしょう。

01

02

※写真はイメージです。壁かけ用のパーツなどは付いておりませんのでご了承ください。

①生まれた日から挙式日までを
　カウントした総日数

②生年月日と挙式年月日

③オリジナルメッセージ
（約100文字）

④挙式日、お名前
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生まれた時の体重でお作りする
体重米だから『米（マイ）ウェイトパンダ』。
育ててくれてありがとうの想いをこめ（米）て。

C04-1001

C04-1002

この商品は校正がありませんので、書き間違えのないようにご注意ください。

あんなに小さく生まれたのに、こんなに大きく成長し
ました。お母さんがいつも美味しいご飯を作って、家
族の楽しい食卓を用意してくれたから…。たわわに実
る稲穂のように、今日は幸せが溢れます。初めてわが
子を抱いた時のあの感動をご両親に思い出していた
だきましょう。　

2週間前

花時計 心音～こころね～

●ボード＆アクリルのダブルアート ●サイズ：約φ200×60mm
※挙式日・名前入り、校正あり※お花は造花です

C01-1009-01
C01-1009-02 ¥11,550（税抜 ¥10,500）

蒼

朱

My Weight Panda（体重米）

誕生日
ver.

日数
ver.

2週間前

＊

米（マイ）ウェイトパンダ

●米2500～3800g以内
●サイズ:約370×235mm

C04-1001
C04-1002 ¥10,260（税抜 ¥9,500）

ブルー文字

ピンク文字

※お米は新潟県佐渡産または兵庫県篠山産を使用してい
ます。いずれも美味しいお米として高い評価を受けてい
る産地です。ただし、その年の気候や収穫量により変更
になる場合があります。

パンダからの
お得情報

ご発注手順

①必要な情報を記入

②納品ご希望日の
　2週間前までに申込み

P78のオーダーシートに必要事項をご記入ください。
P80のサブオーダーシート②に

①をご記入の上、ホテル・式場・ショップへお申込みください。

の3項目をご記入ください。

新郎新婦2体セットで購入すると
1体￥9,180（税込）になるよ

※ご両親に手渡される場合、2500gのようにお米の量が少ない場合は、できるだけパンダを寝かせるようにお持ちください。
　パンダ袋自体のサイズは変えられませんので、縦にしますとお米が下方によってしまう場合がございます。

お名前 体重（g） 生年月日 or 生まれた日から挙式日までの総日数

※再現体重は、2500～3800gまでとなります。それより上下する体重の場合、体重表記は正しく
させていただきますが、お米の量はこの範囲での作製となりますのでご了承ください。
※お米は10g単位でお作りします。多少の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。

Design Clock たくさんの幸せな時間を過ごさせてくれたご両親に、
『ありがとう』そして『これからは二人の時間を大切にしてね』の想いを込めて…。

2週間前

和の心 置時計

●デザインクロック（置時計）MDF製
●サイズ：桜（約175×200×35mm）、梅（約165×200×35mm）
※挙式日、名前入り、校正あり

C01-1008-01
C01-1008-02 ¥7,700（税抜 ¥7,000）

桜

梅

デザインクロック

マイウェイトパンダ

優しさと温もりを感じる置時計なら、
時間を見るたびにお二人の「ありがとう」もご両親には聞こえるはず…。

華やかで趣のある花時計が誕生しました。
お二人からのありがとうの心の響きを１秒１秒の時に込めて…。

01

01

02

02

※ひとつひとつ手作りの為、花の配置や雰囲気が写真と異なる場合がございます。
※フラワーの色、デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※製作には細心の注意を払っておりますが装花の細かい粉や糸などが付着している
ことがございます。



69※時計の針のデザインなどを予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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生まれた時の体重でお作りする
体重米だから『米（マイ）ウェイトパンダ』。
育ててくれてありがとうの想いをこめ（米）て。

C04-1001

C04-1002

この商品は校正がありませんので、書き間違えのないようにご注意ください。

あんなに小さく生まれたのに、こんなに大きく成長し
ました。お母さんがいつも美味しいご飯を作って、家
族の楽しい食卓を用意してくれたから…。たわわに実
る稲穂のように、今日は幸せが溢れます。初めてわが
子を抱いた時のあの感動をご両親に思い出していた
だきましょう。　

2週間前

花時計 心音～こころね～

●ボード＆アクリルのダブルアート ●サイズ：約φ200×60mm
※挙式日・名前入り、校正あり※お花は造花です

C01-1009-01
C01-1009-02 ¥11,550（税抜 ¥10,500）

蒼

朱

My Weight Panda（体重米）

誕生日
ver.

日数
ver.

2週間前

＊

米（マイ）ウェイトパンダ

●米2500～3800g以内
●サイズ:約370×235mm

C04-1001
C04-1002 ¥10,260（税抜 ¥9,500）

ブルー文字

ピンク文字

※お米は新潟県佐渡産または兵庫県篠山産を使用してい
ます。いずれも美味しいお米として高い評価を受けてい
る産地です。ただし、その年の気候や収穫量により変更
になる場合があります。

パンダからの
お得情報

ご発注手順

①必要な情報を記入

②納品ご希望日の
　2週間前までに申込み

P78のオーダーシートに必要事項をご記入ください。
P80のサブオーダーシート②に

①をご記入の上、ホテル・式場・ショップへお申込みください。

の3項目をご記入ください。

新郎新婦2体セットで購入すると
1体￥9,180（税込）になるよ

※ご両親に手渡される場合、2500gのようにお米の量が少ない場合は、できるだけパンダを寝かせるようにお持ちください。
　パンダ袋自体のサイズは変えられませんので、縦にしますとお米が下方によってしまう場合がございます。

お名前 体重（g） 生年月日 or 生まれた日から挙式日までの総日数

※再現体重は、2500～3800gまでとなります。それより上下する体重の場合、体重表記は正しく
させていただきますが、お米の量はこの範囲での作製となりますのでご了承ください。
※お米は10g単位でお作りします。多少の誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。

Design Clock たくさんの幸せな時間を過ごさせてくれたご両親に、
『ありがとう』そして『これからは二人の時間を大切にしてね』の想いを込めて…。

2週間前

和の心 置時計

●デザインクロック（置時計）MDF製
●サイズ：桜（約175×200×35mm）、梅（約165×200×35mm）
※挙式日、名前入り、校正あり

C01-1008-01
C01-1008-02 ¥7,700（税抜 ¥7,000）

桜

梅

デザインクロック

マイウェイトパンダ

優しさと温もりを感じる置時計なら、
時間を見るたびにお二人の「ありがとう」もご両親には聞こえるはず…。

華やかで趣のある花時計が誕生しました。
お二人からのありがとうの心の響きを１秒１秒の時に込めて…。

01

01

02

02

※ひとつひとつ手作りの為、花の配置や雰囲気が写真と異なる場合がございます。
※フラワーの色、デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※製作には細心の注意を払っておりますが装花の細かい粉や糸などが付着している
ことがございます。



70 ※箱は天然の素材を使用しているため温度差や湿度により反りが生じる場合があります。また色目の違いや節がある場合がございますのでご了承ください。

※木箱には木材特有のヤニが斑点状に出ていますのでご了承ください。

グラスの底にメッセージを彫刻しています
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Name Letter
ご両親のお名前を織り込んだオリジナルポエムをお作りします。
世界でたった一つの感謝のメッセージをお贈りください。

Beer Glass
飲み物を飲みほした時にさりげなく現れる
お二人からのメッセージに、ご両親も思わずニッコリ!!

2週間前

ネームレター クリアスタンド

●書家によるポエム入りアクリルプレート ●サイズ:約210×300×5mm
※ご両親のお名前入り、校正なし

C01-807-01
C01-807-02 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

ハッピーイエロー

サムシングブルー

2週間前

2週間前

ネームレター

●書家によるポエム入りフレーム ●サイズ:約240×330×15mm
※ご両親のお名前入り、校正なし

C01-808-01
C01-808-02 ¥12,650（税抜 ¥11,500）

ローズガーデン

花物語

02

01 02

02

01

01

0102

※苗字やニックネーム、団体名やペット名での作成はできません。
※作成前に文書内容や校正をお見せすることはできません。
　ポエムの内容については作家にお任せください。
※カタカナのお名前はひらがなにして作成します。

※お名前によっては漢字の一部として使用する場合がありますので
ご了承ください。

※ご両親用で実の親でない場合やご健在でない場合は、ポエムの
内容に影響しますので必ずお知らせください。

※お名前は旧漢字など正確に略さずお書きください。
※3名以上のお名前を1枚の紙に作成することはできません。
※オーダーメイド商品のため、キャンセル・返品は一切お受けでき
ませんのでご了承ください。

※この商品は納品日の2週間前までにお申し込みください。

ネームレターの商品について

など。例）子→ 孝→ 正→

夫婦カップ はんなり オリジナル　 

●美濃焼フリーカップ（約110×φ80mm）黒・赤各1個、
　桐箱にオリジナルメッセージ入り
●サイズ:約130×190×105mm
※名前（ひらがなのみ）入り、校正あり
※挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻（約50文字）、校正あり、包装あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

C01-1011-01
C01-1011-02 ¥10,780（税抜 ¥9,800）

感謝

ありがとう

3週間前

夫婦カップ はんなり

●美濃焼フリーカップ（約110×φ80mm）黒・赤各1個、桐箱入り
●サイズ:約130×190×105mm
※名前（ひらがなのみ）入り、校正あり、包装あり

C01-1010-01
C01-1010-02 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

感謝

ありがとう

感謝のペアビアグラス オリジナル

●ビアグラス（約１７５×Φ６０ｍｍ）×２個、木箱にオリジナルメッセージ入り
●サイズ:約190×170×85mm
※木箱に挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻（約8０文字）、
　校正あり、包装あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

3週間前

感謝のペアビアグラス

●ビアグラス（約１７５×Φ６０ｍｍ）×２個、木箱入り
●サイズ:約190×170×85mm
※木箱に挙式日、名前入り、校正あり、包装あり

C01-1012-02
C01-1012-01 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

C01-1013-02
C01-1013-01

¥10,780（税抜 ¥9,800）

オリジナルイメージ

オリジナルイメージ

Pair Cup 使うたびに伝わる二人の感謝の気持ち。
いつまでも仲良くしてねの想いを込めて。

ペアカップ

ビアグラス

ネームレター

2週間前

ありがとう

よろしく

ありがとう

よろしく



71※箱は天然の素材を使用しているため温度差や湿度により反りが生じる場合があります。また色目の違いや節がある場合がございますのでご了承ください。

※木箱には木材特有のヤニが斑点状に出ていますのでご了承ください。

グラスの底にメッセージを彫刻しています
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Name Letter
ご両親のお名前を織り込んだオリジナルポエムをお作りします。
世界でたった一つの感謝のメッセージをお贈りください。

Beer Glass
飲み物を飲みほした時にさりげなく現れる
お二人からのメッセージに、ご両親も思わずニッコリ!!

2週間前

ネームレター クリアスタンド

●書家によるポエム入りアクリルプレート ●サイズ:約210×300×5mm
※ご両親のお名前入り、校正なし

C01-807-01
C01-807-02 ¥18,700（税抜 ¥17,000）

ハッピーイエロー

サムシングブルー

2週間前

2週間前

ネームレター

●書家によるポエム入りフレーム ●サイズ:約240×330×15mm
※ご両親のお名前入り、校正なし

C01-808-01
C01-808-02 ¥12,650（税抜 ¥11,500）

ローズガーデン

花物語

02

01 02

02

01

01

0102

※苗字やニックネーム、団体名やペット名での作成はできません。
※作成前に文書内容や校正をお見せすることはできません。
　ポエムの内容については作家にお任せください。
※カタカナのお名前はひらがなにして作成します。

※お名前によっては漢字の一部として使用する場合がありますので
ご了承ください。

※ご両親用で実の親でない場合やご健在でない場合は、ポエムの
内容に影響しますので必ずお知らせください。

※お名前は旧漢字など正確に略さずお書きください。
※3名以上のお名前を1枚の紙に作成することはできません。
※オーダーメイド商品のため、キャンセル・返品は一切お受けでき
ませんのでご了承ください。

※この商品は納品日の2週間前までにお申し込みください。

ネームレターの商品について

など。例）子→ 孝→ 正→

夫婦カップ はんなり オリジナル　 

●美濃焼フリーカップ（約110×φ80mm）黒・赤各1個、
　桐箱にオリジナルメッセージ入り
●サイズ:約130×190×105mm
※名前（ひらがなのみ）入り、校正あり
※挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻（約50文字）、校正あり、包装あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

C01-1011-01
C01-1011-02 ¥10,780（税抜 ¥9,800）

感謝

ありがとう

3週間前

夫婦カップ はんなり

●美濃焼フリーカップ（約110×φ80mm）黒・赤各1個、桐箱入り
●サイズ:約130×190×105mm
※名前（ひらがなのみ）入り、校正あり、包装あり

C01-1010-01
C01-1010-02 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

感謝

ありがとう

感謝のペアビアグラス オリジナル

●ビアグラス（約１７５×Φ６０ｍｍ）×２個、木箱にオリジナルメッセージ入り
●サイズ:約190×170×85mm
※木箱に挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻（約8０文字）、
　校正あり、包装あり
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

3週間前

感謝のペアビアグラス

●ビアグラス（約１７５×Φ６０ｍｍ）×２個、木箱入り
●サイズ:約190×170×85mm
※木箱に挙式日、名前入り、校正あり、包装あり

C01-1012-02
C01-1012-01 ¥9,900（税抜 ¥9,000）

C01-1013-02
C01-1013-01

¥10,780（税抜 ¥9,800）

オリジナルイメージ

オリジナルイメージ

Pair Cup 使うたびに伝わる二人の感謝の気持ち。
いつまでも仲良くしてねの想いを込めて。

ペアカップ

ビアグラス

ネームレター

2週間前

ありがとう

よろしく

ありがとう

よろしく



72 ※金メッキ特有の小さな研磨スジや黒点がある場合がありますので、ご了承ください。
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Trophy & Medal 
ご両親には感謝の気持ちと今までの労いの気持ちを込めて
一生に一度の金メダルやトロフィーを贈ってはいかが！？

日本ペアレンツ賞 トロフィー

●サイズ:約360×150×90mm
※挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻
　（約60文字）、校正あり ※箱付
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

C01-815 ¥10,230（税抜 ¥9,300）

3週間前

日本ペアレンツ賞 金メダル

●サイズ:約φ75×5mm
※挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻
　（約60文字）、校正あり ※保護ケース付
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

C01-816 ¥6,380（税抜 ¥5,800）

3週間前

華やかで風格のあるトロフィー
の頂上には絆のエンブレム。親
子の絆の大切さを再認識させ
てくれるトロフィーです。

ずっしりとした重量感と黄金
の輝き。立派に育ててくれた
ご両親に贈るにふさわしい金
メダルです。

裏 面

参考例

参考例

Mirror
陰陽説では『宇宙間』を意味する八角形。
だから風水でも『八角形は縁起がよい』とされています。
特に鏡は色々なものを映し出すからたくさんのエネルギーを
出してくれるそうです。ご両親にも幸運が訪れますように。

2週間前

フラワー八角ミラー レッドローズ

●八角ミラー１枚
●サイズ：約210×210×5mm
※挙式日・名前入り、校正あり

C01-1014-01
C01-1014-02 ¥8,250（税抜 ¥7,500）

定型文01

定型文02

2週間前

フラワー八角ミラー お花畑

●八角ミラー１枚
●サイズ：約210×210×5mm
※挙式日・名前入り、校正あり

C01-1015-01
C01-1015-02 ¥8,250（税抜 ¥7,500）

定型文01

定型文02

トロフィー & メダル
ミラー

置き掛け両用なので、 玄関・リビング・キッチンと場所を選ばず置いていただけます。
お好きなメッセージを選んでね。

定型文01 定型文02

C01-1015-02

C01-1014-01



73※金メッキ特有の小さな研磨スジや黒点がある場合がありますので、ご了承ください。
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Trophy & Medal 
ご両親には感謝の気持ちと今までの労いの気持ちを込めて
一生に一度の金メダルやトロフィーを贈ってはいかが！？

日本ペアレンツ賞 トロフィー

●サイズ:約360×150×90mm
※挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻
　（約60文字）、校正あり ※箱付
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

C01-815 ¥10,230（税抜 ¥9,300）

3週間前

日本ペアレンツ賞 金メダル

●サイズ:約φ75×5mm
※挙式日・名前・メッセージのオリジナル彫刻
　（約60文字）、校正あり ※保護ケース付
※原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください

C01-816 ¥6,380（税抜 ¥5,800）

3週間前

華やかで風格のあるトロフィー
の頂上には絆のエンブレム。親
子の絆の大切さを再認識させ
てくれるトロフィーです。

ずっしりとした重量感と黄金
の輝き。立派に育ててくれた
ご両親に贈るにふさわしい金
メダルです。

裏 面

参考例

参考例

Mirror
陰陽説では『宇宙間』を意味する八角形。
だから風水でも『八角形は縁起がよい』とされています。
特に鏡は色々なものを映し出すからたくさんのエネルギーを
出してくれるそうです。ご両親にも幸運が訪れますように。

2週間前

フラワー八角ミラー レッドローズ

●八角ミラー１枚
●サイズ：約210×210×5mm
※挙式日・名前入り、校正あり

C01-1014-01
C01-1014-02 ¥8,250（税抜 ¥7,500）

定型文01

定型文02

2週間前

フラワー八角ミラー お花畑

●八角ミラー１枚
●サイズ：約210×210×5mm
※挙式日・名前入り、校正あり

C01-1015-01
C01-1015-02 ¥8,250（税抜 ¥7,500）

定型文01

定型文02

トロフィー & メダル
ミラー

置き掛け両用なので、 玄関・リビング・キッチンと場所を選ばず置いていただけます。
お好きなメッセージを選んでね。

定型文01 定型文02

C01-1015-02

C01-1014-01



74
※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※洋酒は輸入品につき、欠品する場合があります。その場合は、同等の代替品にてお作りします。※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

�
��
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
�

※P74・75の瓶製品は中身の充填時に瓶に傷がつくことがあります。製作時に発生した傷以外は取り替えできませんのでご了承ください。

2週間前

メッセージカラーボトル
麦焼酎 あらき

●ヤヱガキ酒造 本格麦焼酎 あらき720㎖
●サイズ:約235×φ85mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付

E01-803 ¥8,250（税抜 ¥7,500）

2週間前

メッセージカラーボトル
ジネステ フレンチ・ルーツ

●フランス産カベルネソーヴィニヨン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付　

E04-1001 ¥8,030（税抜 ¥7,300）

2週間前

メッセージカラーボトル
ミッシェル・リンチ・ロゼ

●フランス産ロゼワイン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付

E04-806 ¥9,680（税抜 ¥8,800）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル
ジネステ フレンチ・ルーツ

●フランス産カベルネソーヴィニヨン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E04-1002 ¥8,800（税抜 ¥8,000）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル
ミッシェル・リンチ・ロゼ

●フランス産ロゼワイン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E04-808 ¥10,450（税抜 ¥9,500）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル
フェリスタス 金箔入りスパークリング

●ドイツ産スパークリングワイン750㎖（22カラット金箔入り）
●サイズ:約310×φ80mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、フェリスタスオリジナルBOX付

E04-809 ¥10,450（税抜 ¥9,500）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
吟醸酒 神鷹

●江井ヶ嶋酒造 吟醸酒 神鷹720㎖
●サイズ:約295×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-1001 ¥9,240（税抜 ¥8,400）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
芋焼酎 寿百歳

●東酒造 本格焼酎 寿百歳720㎖
●サイズ:約275×φ85mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-807 ¥9,240（税抜 ¥8,400）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
麦焼酎 あらき

●ヤヱガキ酒造 本格麦焼酎 あらき720㎖
●サイズ:約235×φ85mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-808 ¥9,020（税抜 ¥8,200）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
清酒大吟醸 神戸桜

●櫻正宗 清酒大吟醸 神戸桜720㎖
●サイズ:約295×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-806 ¥10,450（税抜 ¥9,500）

2週間前

メッセージカラーボトル
清酒大吟醸 神戸桜

●櫻正宗 清酒大吟醸 神戸桜720㎖
●サイズ:約295×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付

E01-804 ¥9,680（税抜 ¥8,800）

E04-1002-01

01 02
01 02

01 02

01 02
E04-808-02 E04-809-03

E01-1001-01 E01-806-02 E01-807-03 E01-808-04

メッセージ彫刻ボトル ワインメッセージカラーボトル 焼酎 ＆ 日本酒 メッセージカラーボトル ワイン

メッセージ彫刻ボトル 焼酎 & 日本酒

デザイン一覧

※ボトルの形状により、デザインの比率
が変わります。

※神鷹・寿百歳はシルバー文字、それ以
外はゴールド文字になります。

デザイン一覧
あらき デザイン一覧

神戸桜 デザイン一覧 ロゼ デザイン一覧

フレンチ・ルーツ デザイン一覧

※ボトルの形状により、デザインの比率
が変わります。

※ロゼワインはシルバー文字、それ以外
はゴールド文字になります。

01 02

01 02

03

03 04

あらき 神戸桜 フレンチ・ルーツ ロゼ

Message Bottle

ご両親への感謝の想いを当社ならで
はの技法でお届けします。業界初登場
のダイレクトにフルカラー印刷を施し
たボトルは、とても華やかで上品な一
品。また一本一本手作業で仕上げる彫
刻ボトルは高級感と存在感があふれ、
彫刻ならではの趣が魅力。世界でたっ
た一つの記念ボトルを贈りませんか？

メッセージボトル



75
※20歳未満の飲酒は法律で禁じられています。

※洋酒は輸入品につき、欠品する場合があります。その場合は、同等の代替品にてお作りします。※飾りリボンやフラワーの色・デザインが、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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※P74・75の瓶製品は中身の充填時に瓶に傷がつくことがあります。製作時に発生した傷以外は取り替えできませんのでご了承ください。

2週間前

メッセージカラーボトル
麦焼酎 あらき

●ヤヱガキ酒造 本格麦焼酎 あらき720㎖
●サイズ:約235×φ85mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付

E01-803 ¥8,250（税抜 ¥7,500）

2週間前

メッセージカラーボトル
ジネステ フレンチ・ルーツ

●フランス産カベルネソーヴィニヨン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付　

E04-1001 ¥8,030（税抜 ¥7,300）

2週間前

メッセージカラーボトル
ミッシェル・リンチ・ロゼ

●フランス産ロゼワイン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付

E04-806 ¥9,680（税抜 ¥8,800）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル
ジネステ フレンチ・ルーツ

●フランス産カベルネソーヴィニヨン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E04-1002 ¥8,800（税抜 ¥8,000）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル
ミッシェル・リンチ・ロゼ

●フランス産ロゼワイン750㎖
●サイズ:約300×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E04-808 ¥10,450（税抜 ¥9,500）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル
フェリスタス 金箔入りスパークリング

●ドイツ産スパークリングワイン750㎖（22カラット金箔入り）
●サイズ:約310×φ80mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、フェリスタスオリジナルBOX付

E04-809 ¥10,450（税抜 ¥9,500）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
吟醸酒 神鷹

●江井ヶ嶋酒造 吟醸酒 神鷹720㎖
●サイズ:約295×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-1001 ¥9,240（税抜 ¥8,400）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
芋焼酎 寿百歳

●東酒造 本格焼酎 寿百歳720㎖
●サイズ:約275×φ85mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-807 ¥9,240（税抜 ¥8,400）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
麦焼酎 あらき

●ヤヱガキ酒造 本格麦焼酎 あらき720㎖
●サイズ:約235×φ85mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-808 ¥9,020（税抜 ¥8,200）

2週間前

メッセージ彫刻ボトル 
清酒大吟醸 神戸桜

●櫻正宗 清酒大吟醸 神戸桜720㎖
●サイズ:約295×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入り彫刻、校正あり、化粧箱付

E01-806 ¥10,450（税抜 ¥9,500）

2週間前

メッセージカラーボトル
清酒大吟醸 神戸桜

●櫻正宗 清酒大吟醸 神戸桜720㎖
●サイズ:約295×φ75mm
●カラーコード：デザインは一覧参照
※挙式日・名前入りUV印刷、校正あり、化粧箱付

E01-804 ¥9,680（税抜 ¥8,800）

E04-1002-01

01 02
01 02

01 02

01 02
E04-808-02 E04-809-03

E01-1001-01 E01-806-02 E01-807-03 E01-808-04

メッセージ彫刻ボトル ワインメッセージカラーボトル 焼酎 ＆ 日本酒 メッセージカラーボトル ワイン

メッセージ彫刻ボトル 焼酎 & 日本酒

デザイン一覧

※ボトルの形状により、デザインの比率
が変わります。

※神鷹・寿百歳はシルバー文字、それ以
外はゴールド文字になります。

デザイン一覧
あらき デザイン一覧

神戸桜 デザイン一覧 ロゼ デザイン一覧

フレンチ・ルーツ デザイン一覧

※ボトルの形状により、デザインの比率
が変わります。

※ロゼワインはシルバー文字、それ以外
はゴールド文字になります。

01 02

01 02

03

03 04

あらき 神戸桜 フレンチ・ルーツ ロゼ

Message Bottle

ご両親への感謝の想いを当社ならで
はの技法でお届けします。業界初登場
のダイレクトにフルカラー印刷を施し
たボトルは、とても華やかで上品な一
品。また一本一本手作業で仕上げる彫
刻ボトルは高級感と存在感があふれ、
彫刻ならではの趣が魅力。世界でたっ
た一つの記念ボトルを贈りませんか？

メッセージボトル



76 ※瓶製品は充填時に瓶に傷がつくことがありますのでご了承下さい。製作時に発生した傷以外はお取替えできません。

※飾りリボンの色・デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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アートラベルボトル 子供用りんごジュース

●果汁100%りんごジュース180㎖ ●サイズ:約135×φ50mm
※無添加、無塩、国産果物使用
※ゲストネームアートラベル、校正あり
　（04、05、06には挙式日、名前が入ります）、加工費含む

F01-1003-01
F01-1003-02

¥896（税抜 ¥830）

うさぎブルー

うさぎピンク

F01-1003-03 でんしゃ

F01-1003-04 バス

F01-1003-05 クローバー

F01-1003-06 りんご

＊

子供用アニマル竹スプーン

●竹スプーン1本●サイズ:約155×50×10mm
※ゲストネーム彫刻、校正あり
※天然の竹を使用しておりますので、色ムラや節のある場合がございます。

F01-1004-01
F01-1004-02 ¥715（税抜 ¥650）

くま（ブルー）　

ねこ（ピンク）

ふわふわベア（お名前タグ付き）

●ベアマスコット1体、コルクタグ1個（名前はひらがなのみ）
●サイズ:約130×110×100mm
※ゲストネーム彫刻、校正あり ※輸入品につき、欠品になる場合があります。

F01-1006-01
F01-1006-02 ¥2,090（税抜 ¥1,900）

ホワイト

ベージュ

もこもこペンギン（お名前タグ付き）

●ペンギンマスコット1体、コルクタグ1個（名前は
　ひらがなのみ）
●サイズ:約170×130×120mm
※ゲストネーム彫刻、校正あり
※輸入品につき、欠品になる場合があります。

F01-1005 ¥2,090（税抜 ¥1,900） もこもこの手触りが心地よく、子どもに
人気のペンギンさん。リングボーイや
花束のプレゼントなどスペシャルなお
手伝いをしてくれたお礼におすすめ。

子供ながらに初めてのパー
ティーは緊張するはず。ふわふ
わのテディベアにはお招きした
お子様の名前も入ったとびっき
りの席札です。

安全な竹スプーンにちびっこゲストのお名前
とくまさんやねこちゃんの顔を彫刻しました。
こんなスプーンなら、好き嫌いの多い子供さん
も頑張って食べられそうですね。

F01-1006-01
F01-1005 F01-1006-02

01 02

04

01 02

03 04

05 06

02

かわいいゲストには、ジュースのデザインボトル
をご用意。特別感いっぱいにおもてなし。子供用ジュース

ラベルデザイン一覧

男の子：ブルーリボン

女の子：ピンクリボン

Kids SelectionKids Selection

良い子のおともだちセット 男の子用

●おもちゃとお菓子の5点詰め合わせ ●サイズ：約90×170×65mm
※中身は選べません

F01-1001-01
F01-1001-02 ¥1,320（税抜 ¥1,200）

ワゴン

トレイン

良い子のおともだちセット 女の子用

●おもちゃとお菓子の5点詰め合わせ ●サイズ：約175×150×70mm
※中身は選べません

F01-1002-01
F01-1002-02 ¥1,320（税抜 ¥1,200）

ピンクのバッグ

クロのバッグ

わくわく、ドキドキするおもちゃとお菓子のセット。
乗り物には男の子用、おしゃれバッグには女の子用の
おもちゃが入っています。

おもちゃとお菓子の詰め合わせ例

男の子用 女の子用

F01-1001-01 F01-1002-01

F01-1001-02
F01-1002-02

頑張ってリングボーイやベールガールをしてくれた
ご褒美や子供花束のお返しに最適なプレゼントです。

2週間前 2週間前

2週間前

2週間前



77※瓶製品は充填時に瓶に傷がつくことがありますのでご了承下さい。製作時に発生した傷以外はお取替えできません。

※飾りリボンの色・デザインが予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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アートラベルボトル 子供用りんごジュース

●果汁100%りんごジュース180㎖ ●サイズ:約135×φ50mm
※無添加、無塩、国産果物使用
※ゲストネームアートラベル、校正あり
　（04、05、06には挙式日、名前が入ります）、加工費含む

F01-1003-01
F01-1003-02

¥896（税抜 ¥830）

うさぎブルー

うさぎピンク

F01-1003-03 でんしゃ

F01-1003-04 バス

F01-1003-05 クローバー

F01-1003-06 りんご

＊

子供用アニマル竹スプーン

●竹スプーン1本●サイズ:約155×50×10mm
※ゲストネーム彫刻、校正あり
※天然の竹を使用しておりますので、色ムラや節のある場合がございます。

F01-1004-01
F01-1004-02 ¥715（税抜 ¥650）

くま（ブルー）　

ねこ（ピンク）

ふわふわベア（お名前タグ付き）

●ベアマスコット1体、コルクタグ1個（名前はひらがなのみ）
●サイズ:約130×110×100mm
※ゲストネーム彫刻、校正あり ※輸入品につき、欠品になる場合があります。

F01-1006-01
F01-1006-02 ¥2,090（税抜 ¥1,900）

ホワイト

ベージュ

もこもこペンギン（お名前タグ付き）

●ペンギンマスコット1体、コルクタグ1個（名前は
　ひらがなのみ）
●サイズ:約170×130×120mm
※ゲストネーム彫刻、校正あり
※輸入品につき、欠品になる場合があります。

F01-1005 ¥2,090（税抜 ¥1,900） もこもこの手触りが心地よく、子どもに
人気のペンギンさん。リングボーイや
花束のプレゼントなどスペシャルなお
手伝いをしてくれたお礼におすすめ。

子供ながらに初めてのパー
ティーは緊張するはず。ふわふ
わのテディベアにはお招きした
お子様の名前も入ったとびっき
りの席札です。

安全な竹スプーンにちびっこゲストのお名前
とくまさんやねこちゃんの顔を彫刻しました。
こんなスプーンなら、好き嫌いの多い子供さん
も頑張って食べられそうですね。

F01-1006-01
F01-1005 F01-1006-02

01 02

04

01 02

03 04

05 06

02

かわいいゲストには、ジュースのデザインボトル
をご用意。特別感いっぱいにおもてなし。子供用ジュース

ラベルデザイン一覧

男の子：ブルーリボン

女の子：ピンクリボン

Kids SelectionKids Selection

良い子のおともだちセット 男の子用

●おもちゃとお菓子の5点詰め合わせ ●サイズ：約90×170×65mm
※中身は選べません

F01-1001-01
F01-1001-02 ¥1,320（税抜 ¥1,200）

ワゴン

トレイン

良い子のおともだちセット 女の子用

●おもちゃとお菓子の5点詰め合わせ ●サイズ：約175×150×70mm
※中身は選べません

F01-1002-01
F01-1002-02 ¥1,320（税抜 ¥1,200）

ピンクのバッグ

クロのバッグ

わくわく、ドキドキするおもちゃとお菓子のセット。
乗り物には男の子用、おしゃれバッグには女の子用の
おもちゃが入っています。

おもちゃとお菓子の詰め合わせ例

男の子用 女の子用

F01-1001-01 F01-1002-01

F01-1001-02
F01-1002-02

頑張ってリングボーイやベールガールをしてくれた
ご褒美や子供花束のお返しに最適なプレゼントです。

2週間前 2週間前

2週間前

2週間前
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※本発注書に記載されたお名前などの個人情報は、受注・配送・製作業務に関する目的以外には利用いたしません。 2021.7  第1版

P70 ネームレター

P68 米（マイ）ウェイトパンダ　総日数をご希望の場合はご自身で計算の上、ご記入ください

郎
新

2

挙式日： 年 月 日 挙式

ふりがな

（新郎） 様 （新婦） 様
名
家
両

お入れするお名前（下のお名前のみ）

お名前

種　類
コード

上段：商品番号
下段：商 品 名 ふりがな

続柄 備考・詳細（お人柄や故人である等）

婦
新

郎
新

名前（ひらがな） 体　重 総日数or生年月日（西暦）

g

婦
新

名前（ひらがな）

品　番

品　番 体　重 総日数or生年月日（西暦）

g

ＦＡＸ サブオーダーシート
Vol.10Puchi2

TEL&FAX

ご発注元  :

ご担当者名 :

※濃くはっきりと楷書でお書きください。必ずオーダーシートと一緒にお送りください。
※これらの商品は校正がありませんので、書き間違えのないようにご注意ください。

●P68 米（マイ）ウェイトパンダ
●P70 両親用ネームレター 専用

※カタカナのお名前は、ひらがな変換しての作製となりますので、ご了承下さい。
※備考・詳細欄の内容を参考にして、詩を作製しますので必ずご記入下さい。　詳しくはP70をご参照下さい。
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※本発注書に記載されたお名前などの個人情報は、受注・配送・製作業務に関する目的以外には利用いたしません。 2021.7  第1版

●P21・23 グリーティングカード(約100文字) ●P55 こころの懸け箸（約100文字）
●P65 花時計オーロージュオプション(約30文字) ●P66 子育て感謝状 フルールオプション(約80文字) 
●P67 子育て感謝状 ブランジュ(約100文字) ●P73 トロフィー・金メダル(約60文字)
●P71 夫婦カップオリジナル（約50文字）・感謝のペアビアグラスオリジナル(約80文字)

1

挙式日： 年 月 日 挙式

ふりがな

（新郎） 様 （新婦） 様
名
家
両

P21・23 グリーティングカード／P55 こころの懸け箸をご注文の方でご住所の記載をご希望の方のみご記入ください。

年　　　　　　月　　　　　　　日

　お名前：　（新郎）

　TEL&FAX: 　e-mail:

　ご住所：

（新婦）

〒

　挙式日

2

ＦＡＸ サブオーダーシート
Vol.10Puchi2

オリジナルメッセージ記入欄　　□要（下記欄にご記入下さい）　　□（カタログの例文通り）　　□不要1

TEL&FAX

ご発注元  :

ご担当者名 :

オリジナルメッセージが入る商品用

※濃くはっきりと楷書でお書きください。必ずオーダーシートと一緒にお送りください。
※オリジナルメッセージの原稿は納品日の2週間前までに必ずご提出ください。

50

100

C01-1007

C01-1004

C01-1005

子育て感謝状ブランジュ  01ガーベラ・02ひまわり

子育て感謝状フルールイエロー　定型文01 ・ 定型文02・オリジナル

子育て感謝状フルールピンク　定型文01 ・ 定型文02・オリジナル

新 婦

※総日数はご自身で計算の上、ご記入ください
新3 P66  子育て感謝状 フルール ／ P67  子育て感謝状 ブランジュをご注文の方は、下記項目を必ずご記入ください。　

days since

生年月日と挙式年月日（例：since2003.7.16-2033.11.22）総日数

ー

商品番号 商品名(該当商品に〇)

C01-1007

C01-1004

C01-1005

子育て感謝状ブランジュ  01ガーベラ・02ひまわり

子育て感謝状フルールイエロー　定型文01 ・ 定型文02・オリジナル

子育て感謝状フルールピンク　定型文01 ・ 定型文02・オリジナル

新 郎

days since

生年月日と挙式年月日（例：since2003.7.16-2033.11.22）総日数

ー

商品番号 商品名(該当商品に〇)
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※本発注書に記載されたお名前などの個人情報は、受注・配送・製作業務に関する目的以外には利用いたしません。 2021.7  第1版

P70 ネームレター

P68 米（マイ）ウェイトパンダ　総日数をご希望の場合はご自身で計算の上、ご記入ください

郎
新

2

挙式日： 年 月 日 挙式

ふりがな

（新郎） 様 （新婦） 様
名
家
両

お入れするお名前（下のお名前のみ）

お名前

種　類
コード

上段：商品番号
下段：商 品 名 ふりがな

続柄 備考・詳細（お人柄や故人である等）

婦
新

郎
新

名前（ひらがな） 体　重 総日数or生年月日（西暦）

g

婦
新

名前（ひらがな）

品　番

品　番 体　重 総日数or生年月日（西暦）

g

ＦＡＸ サブオーダーシート
Vol.10Puchi2

TEL&FAX

ご発注元  :

ご担当者名 :

※濃くはっきりと楷書でお書きください。必ずオーダーシートと一緒にお送りください。
※これらの商品は校正がありませんので、書き間違えのないようにご注意ください。

●P68 米（マイ）ウェイトパンダ
●P70 両親用ネームレター 専用

※カタカナのお名前は、ひらがな変換しての作製となりますので、ご了承下さい。
※備考・詳細欄の内容を参考にして、詩を作製しますので必ずご記入下さい。　詳しくはP70をご参照下さい。
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※本発注書に記載されたお名前などの個人情報は、受注・配送・製作業務に関する目的以外には利用いたしません。

オーダーシート
FAX：（　　　 　）　　 　　－ご担当者名：

　初回ご注文日：　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　□変更①（　　/　　）　 □変更②（　　/　　）　 □変更③（　　/　　）

　納品希望日：　　　  　　年　　　　　月　　　　　日

　お届け先名：

　（注意事項）

　ご住所：

　 受取人名：

　TEL：

　挙式場名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：

　TEL：　（　　　　　　）　　　　　　　　－

　挙式日：　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　挙式

　FAX：　（　　　　　　）　　　　　　　　－

　（新郎）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 　（新婦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

TEL ：（　　 　　）　 　　　－お取扱店：

合 計 金 額 

〒

容
内
け
届
お

※数量変更、納品日変更などが生じた場合、必ず日付を記入してください

Vol.10Puchi2
2021.7  第1版

※割れ物・名前入り商品はご使用日の2日以上前に
　納品日の指定をお願いいたします。
　商品到着後、速やかにご確認ください。

ＦＡＸ

種類コード商 品 番 号 単価 数量 数量変更 金 額商 品 名

ふりがな

両家名

ローマ字

必ずご確認ください
【注意事項】

●挙式日・名前・メッセージなどが入る
　セミオーダー商品は、校了後の数量の
　減少・キャンセルはお受けできません。

●デザイン・文字等校正段階のキャンセル
　は校正費のみかかる場合がございます。

●校正後のデザイン変更は再校正費が
　かかりますのでご注意ください。

★席札商品の出席者名をデータで送って頂く場合や写真オプションはこちらにお送りください→ Mail：kosei@be-wave.com

●新規発注・商品の追加・変更等、該当するところにチェックを入れ、必ずFAX送信日の日付を記入してください。
●挙式場名の欄は実際に商品を使用されるホテル・式場名を記入し、TEL・FAXも必ず記入してください。
●ご発注書は、ホテル・式場・ショップ等のご担当者へ提出してください。
●電話でのご注文・数量変更・キャンセルはお受けしておりません。必ずFAXでお願いします。

ご注文先に
ついて

ご担当者の方がご記入ください
ローマ字校正のある商品をご注文される方は、必ずご記入ください
ご注文内容について

納品日について
ご指定なき場合は、割れ物や席札商品は、ご使用日の2日前にお届けします。破損が
生じやすい商品については、余裕を持った納品日設定をおすすめします。

納品場所について
ご発注元以外のところへ納品を希望される方は、納品場所の住所・場所名・受取責任者名・
郵便番号・電話番号を必ずご記入ください。

受取人名について
新郎新婦のご自宅に送付する際も必ずお名前をご記入ください。

種類コードについて

1

9

2
3

4

5

6

各種オリジナルメッセージについて
メッセージ文字数は商品により異なります。定められた文字数以内でお願いします。

7

ネームレターについて
ご記入前に必ずP70をご覧ください。

8

How to Order　オーダーシート記入例
78-80ページのオーダーシートに必要事項をご記入の上、ホテル・式場・ショップへお申し込みください。

神戸 太郎 関西 幸子
こうべ    たろう かんさい さちこ

T A R O S A C H I K O

￥91,495

01

C041002

C011005

01

01

A421001

C01808

A541002 528 34,320

12,650

12,100

65

1

1

1

12,650

10,26010,260

12,100

22,16565341

米（マイ）ウェイトパンダ　ピンク文字

02 子育て感謝状フルールピンク定型文02

ネームレター　ローズガーデン

タオルベア　ホワイト

こころの懸け箸
（メッセージ・名前入り）栗の箸

必ず午前中着でお願いします。

担当者　山本様ホテルビィウェーブ

078-○○○-××××○○町△丁目□-■　

神戸市中央区　650-0000

本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございました！
この日の感動をいつまでも忘れずに二人らしい家庭を築いて
いきたいと思います。今後とも変わらずお付き合いのほどよ
ろしくお願い致します。

神戸太郎

神戸市中央区北野町1丁目2-3　北野坂レジデンス

10,103 2006.3.27 2033.11.22

2-405

関西幸子
2033  　 11  　22

taro＠lovelove.abc.co.jp

650-0000

078-○○○-××××

基本オーダーシートの記入のみで結構ですが、サブオーダーシートに該当する
商品の場合は、必ずサブオーダーシートへのご記入をお願いします。

商品をチョイスしていただきやすくするために種類コード（ブルーの数字）を表記して
いますが、イコール色や形を表しているものではありません。商品内容をよく見てい
ただき、選び忘れの無いようにご注意ください。

2033　  11　  22

山本ホテルビィウェーブ
　○○○　 ××××078 　○○○　 ××××078

2033　  11　  20

2033    10　 10

○○株式会社
西岡 ○○○ ××××078

078 ○○○ ××××

○○株式会社

2033     11　  22
西岡 ○○○ -××××078 -

神戸 太郎 関西 幸子
こうべ たろう かんさい さちこ

○○株式会社

2033     11　  22
西岡 ○○○ -××××078 -

神戸 太郎 関西 幸子
こうべ たろう かんさい さちこ

ネームレター
ローズガーデン

C01808

C041002

01 悟

由美

さとる

ゆみ

父

母

頑固ものだけど涙もろい

気遣いができて料理上手

1

2

3

4

7

8

6

5

さちこ 3,260 2006.3.27



カタログ有効期限2023年3月末日まで
●無断複製を禁じます。●撮影に使用している小道具は商品に含まれておりません。
●印刷物のため色合い等､若干の違いが生じる場合がございますので､予めご了承ください。

※表示価格は消費税込みの価格です。（　　）内は税抜き価格を表示しています。
　消費税に関しましては、納品時に定められた消費税率が適用されます。


