
《 缶詰盛篭 》 

酒のほさか 

～実用性のある一品～ 

＊アルコール類抜きもございます 

＊内容は写真と異なる場合がございます 

15号 
一般価格 会員価格 

¥16,500 ¥15,675 

30号 
一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥3１,350 
25号 

一般価格 会員価格 

¥27,500 ¥26,125 

20号 
一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 



《 缶詰盛篭 》 ～実用性のある一品～ 

＊アルコール類抜きもございます 

＊内容は写真と異なる場合がございます 

30号 
一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥31,350 
25号 

一般価格 会員価格 

¥27,500 ¥26,125 

20号 
一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 

能代盛篭センター 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

15号 
一般価格 会員価格 

¥16,500 ¥15,675 



《 缶詰盛篭 》 ～実用性のある一品～ 

15号 
一般価格 会員価格 

¥16,500 ¥15,675 

30号 
一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥31,350 
25号 

一般価格 会員価格 

¥27,500 ¥26,125 

20号 
一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 

渡部陶器店 

＊アルコール類は入りません 内容は写真と異なる場合がございます 

＊お届け先は、三種町・南秋田郡限定となります 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 

［商品拡大表示］ 



《 缶詰盛篭 》 

秋田ギフト 

～選べる盛篭～ 

＊内容は写真と異なる場合がございます 

20号 
高さ210㎝ 

一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 

A B 

C D 
   調味料セット     缶詰セット  

   ビールセット（キリン）     ビールセット（アサヒ）  

≪セット内容≫ 

上記のA～Dの中からお好きなものを 
          ２つお選びいただけます 
               （同じもの２つでも可） 

＊お届け先は、能代市、藤里町限定となります 



《 供物付タオル花輪 》 

秋田ギフト 

～選べる供物～ 

＊装飾花、タオルの色合い、供物内容は写真と異なる場合がございます 

20号 
直径90㎝ 

一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 

A B C D 
   調味料セット     缶詰セット     ビールセット（キリンorアサヒ） 洗剤セット  

≪供物内容≫ 

供物はA～Dの中から 
１種類お選びいただけます 

＊お届け先は、能代市、藤里町限定となります 

25号 
直径100㎝ 

一般価格 会員価格 

¥27,500 ¥26,125 
30号 

直径100㎝ 

一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥31,350 

＊ タオルの色柄はご指定できませんので ご了承ください 

供物はA～Dの中から 
１種類お選びいただけます 

供物はA～Dの中から 
２種類お選びいただけます 

（同じもの２種類でも可） 



こまがたや 

《 缶詰スタンド 》 新感覚の寄贈品  

A B C 

セット内容（上下）・造花を 

自由にセレクト 
≪セット内容≫ 

      下のA～Cの中からお好きなものを 

上下一つずつお選びいただけます 

≪造花≫ 

ピンクと白をご自由に 

組み合わせできます 

   ① 白＋白 

   ② 白＋ピンク 

   ③ ピンク＋ピンク 

盛篭にはサンプルを展示いたします 
商品は手提げBOXでお届け致します 
（納品場所は、盛篭のお届け先になります） 

   調味料セット         フルーツ缶セット           乾物セット  
～～～～～～～～～～～～～～ 

≪フルーツ一段スタンド≫  

     フルーツのみの一段スタンドです  

一般価格        会員価格 

¥16,500  ¥15,675  

※フルーツの納品は 
3日～2週間以内で指定可能です 

上下どちらか1段をフルーツにすることもできます 

≪A～Cから1点+ フルーツ≫  

一般価格        会員価格 

¥27,500  ¥26,125  

S.フルーツセット 

三種町地域への配達は確認が必要となります。必ず担当にご確認ください。 

※ 内容は写真と異なる場合がございます。 

     一般価格    会員価格 

¥22,000  ¥20,900  

≪A～Cから2点≫  



＊ 電飾無・電飾付からお選びいただけます。 
  （同料金にて対応致します） 

《 タオル花輪 》 

宮腰蒲団店 

～室内の花輪～ 

15号 一般価格 会員価格 

¥16,500 ¥15,675 直径 110cm 

20号 一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 直径 110cm 

25号 一般価格 会員価格 

¥27,500 ¥26,125 直径 125cm 

30号 一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥31,350 直径 130cm 



《 電飾付タオル花輪 》 ～室内の花輪～ 

15号 一般価格 会員価格 

¥16,500 ¥15,675 直径 120cm 

20号 一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 直径 130cm 

25号 一般価格 会員価格 

¥27,500 ¥26,125 直径 140cm 

30号 一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥31,350 直径 140cm 

寝具のさいとう 

※  タオルの色柄はご指定できませんので ご了承ください 



※ 電飾無・電飾付からお選びいただけます。（同料金にて対応致します） 

《 タオル花輪 》 ～室内の花輪～ 

15号 一般価格 会員価格 

¥16,500 ¥15,675 直径 120cm 

20号 一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 直径 120cm 

25号 一般価格 会員価格 

¥27,500 ¥26,125 直径 140cm 

30号 一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥31,350 直径 140cm 

渡部陶器店 

※ お届け先は、三種町・南秋田郡限定となります 

※  タオルの色柄はご指定できませんので ご了承ください 



20号 一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 直径 90cm 

《 タオル花輪 》 ～室内の花輪～ 

15号 一般価格 会員価格 

¥16,500 ¥15,675 直径 90cm 

20号 一般価格 会員価格 

¥22,000 ¥20,900 直径 100cm 

30号 一般価格 会員価格 

¥33,000 ¥31,350 直径 100cm 

秋田ギフト 

＊ タオルの色柄はご指定できませんので ご了承ください 
＊ お届け先は、能代市、藤里町限定となります 

《 今治タオル花輪 》 

＊装飾花、タオルの色合いは写真と異なる場合がございます 

＊ タオルは白一色となります 


