
●記載価格は税込です。蔵元直送・産地直送の商品には送料が含まれておりますが、それ
以外の商品には送料は含まれておりません。お申し込み方法や送料については、上記店
にてお問い合わせください。
●受注期間内の受付であっても天候、その他配送状況によって遅くなる場合がございます
ので、予めご了承いただき、お早めにご注文ください。
●掲載商品は多めにご用意しておりますが、万一品切れの際はご容赦願います。
●商品のパッケージは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
●表示価格は2020年10月現在の価格になります。
●商品の色調は印刷物の為、多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
〈個人情報のお取り扱いについて〉収集した個人情報については、慎重に管理し、商品発
送等の利用以外に使用することはありません。

●記載価格は税込です。蔵元直送・産地直送の商品には送料が含まれておりますが、それ
以外の商品には送料は含まれておりません。お申し込み方法や送料については、上記店
にてお問い合わせください。
●受注期間内の受付であっても天候、その他配送状況によって遅くなる場合がございます
ので、予めご了承いただき、お早めにご注文ください。
●掲載商品は多めにご用意しておりますが、万一品切れの際はご容赦願います。
●商品のパッケージは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
●表示価格は2020年10月現在の価格になります。
●商品の色調は印刷物の為、多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
〈個人情報のお取り扱いについて〉収集した個人情報については、慎重に管理し、商品発
送等の利用以外に使用することはありません。

お申し込み・お問い合わせは

円（税込）002申込番号

123571 ［6本入］ 日本清酒株式会社

ふくらみのある豊かな味わいと研ぎすまさ
れた吟醸香のハーモニーをお愉しみい
ただけます。

1800ｍｌ
千歳鶴 純米大吟醸

7,150円（税込）001申込番号

金滴酒造株式会社［6本入］105302

新十津川産酒造好適米「吟風」を33％
迄磨き上げ雑味を抑え、伝統の技で丹念
に醸し上げました。ラベルは、新十津川町
応援大使の「さだまさし」さん直筆です。

1800ｍｌ
金滴 大吟醸33

7,720

210195 ［12本入］ 清里焼酎醸造所

じゃがいも焼酎「北海道 清里」の原酒
を５年以上熟成させた古酒。まろやかな
口当たりが特徴です。

700ｍｌ
北海道 清里44度〈原酒５年〉

5,500円（税込）011申込番号

やや辛口

円（税込）009申込番号

［6セット入］日本清酒株式会社106008

北海道産酒造好適米「きたしずく」を100％で
醸した純米吟醸と北海道産酒造好適米「吟
風」を100％で醸した純米飲み比べギフトです。

千歳鶴 純米吟醸 丹頂鶴 720ｍｌ×1本、
千歳鶴 純米酒 丹頂鶴 720ｍｌ×1本

千歳鶴 丹頂鶴セット ＴＴ-０１
3,300

辛口やや辛口

円（税込）005申込番号

小林酒造株式会社［6本入］133192

爽やかなリンゴと梨のような香りが広が
ります。柔らかな旨味と甘さ、スッキリとし
た後引きが特徴です。

1800ｍｌ
北の錦 大吟醸 暖簾ラベル

4,400

やや辛口

やや甘口

円（税込）003申込番号

128285 ［6本入］ 男山株式会社

伝統の技をもとに研ぎ澄まされた、芳醇
で気品のある大吟醸酒です。

1800ｍｌ
男山 冬季限定 大吟醸 OD-50

5,500

やや辛口

円（税込）006申込番号

高砂酒造株式会社［6本入］134204

兵庫県産山田錦を３５％まで高精米し
醸した新酒を生酒のまま氷温貯蔵。華
やかな香りと芳醇な味わいの大吟醸酒
です。

720ml
高砂 大吟醸酒 氷温貯蔵 旭神威

4,950

やや辛口

円（税込）008申込番号

128286 ［３セット入］ 男山株式会社

厳寒期に仕込まれじっくりと熟成させた重量感
のある特別純米原酒と低温長期醗酵によるふく
よかな味わいの特別純米男山のセットです。

男山 特別純米原酒 720ml×1本、
男山 特別純米男山 720ml×1本

男山 冬季限定詰合せ OT-30
3,300

辛口辛口

円（税込）004申込番号

国稀酒造株式会社［6本入］105426

ほのかに香るやさしい吟醸香と、長期低
温熟成による米本来の旨味がお料理
の味を一層引き立てます。

1800ｍｌ
国稀 純米吟醸 最北の蔵

5,500

辛口

円（税込）007申込番号

131955 ［6セット入］ 国稀酒造株式会社

北海道産『吟風』使用の純米吟醸酒
と、『五百万石』を精米歩合55％まで磨
き醸した特別純米酒の辛口セットです。

国稀 北海道限定 純米吟醸 720ml×1本、
国稀 特別純米酒 720ml×1本

国稀 最北の蔵セット HSK-01
4,796

辛口やや辛口

じゃがいも焼酎

210294 ［3セット入］ 清里焼酎醸造所

北海道産のじゃがいもを使用した本格
焼酎「北海道 清里」３銘柄の味わいが
お愉しみいただけます。

北海道 清里 ２５度 700ｍｌ×1本、
北海道 清里〈原酒〉 ４４度 700ｍｌ×1本、
北海道 清里〈樽〉 ２５度 700ｍｌ×1本

清里 斜里岳ギフトセット
7,024円（税込）010申込番号

じゃがいも焼酎

205338 ［4セット入］ 合同酒精株式会社

北海道生まれの焼酎（こんぶ、しそ、じゃ
がいも）を詰め合わせたセットです。

こんぶ焼酎 黄金譚 20度 720ml×1本、
しそ焼酎 鍛高譚 20度 720ml×1本、
じゃがいも焼酎 伍升譚 20度 720ml×1本

合同 三譚詰め合わせセット
ＧＴＫ-３

3,307円（税込）013申込番号

こんぶ焼酎 しそ焼酎 じゃがいも焼酎

200914 ［4セット入］ 札幌酒精工業株式会社

「喜び多きふる里は、北海道にあり」道産原料
100%使用の本格焼酎3種飲み比べギフトです。

本格じゃがいも焼酎 喜多里 25度 720ml×1本、
本格芋焼酎 喜多里 25度 720ml×1本、
本格こんぶ焼酎 喜多里 25度 720ml×1本

本格焼酎 喜多里ギフト
IJK

3,955円（税込）012申込番号

じゃがいも焼酎 芋焼酎 こんぶ焼酎

北海道産

日本酒

北海道産

本格焼酎

2020 のお歳暮

H O K U S Y U H A N  J U S T  S E L E C T I O N

Winter Gift



ビール人気のあるビールセットをセレクトしました。

2020 Winter Gift2020 Winter Gift2020 Winter Gift H O K U S Y U H A N  J U S T  S E L E C T I O N

5,500 円（税込）014申込番号

アサヒビール株式会社［2セット入］505432

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×21本

アサヒスーパードライ
缶セット AS-5N

4,400 円（税込）015申込番号

アサヒビール株式会社［2セット入］505431

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×10本、
アサヒスーパードライ 500ｍｌ×5本

アサヒスーパードライ
缶セット AS-4N

3,300 円（税込）016申込番号

アサヒビール株式会社［3セット入］505749

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×10本、
アサヒスーパードライ 500ｍｌ×2本

アサヒスーパードライ
缶セット AS-3N

2,750 円（税込）017申込番号

アサヒビール株式会社［3セット入］506299

アサヒスーパードライ 250ｍｌ×3本、
アサヒスーパードライ 350ｍｌ×8本

アサヒスーパードライ
缶セット ＡＧ-２５

4,400 円（税込）018申込番号

3,300 

アサヒビール株式会社［3セット入］509690

円（税込）019申込番号

アサヒスーパードライジャパンスペシャル 350ｍｌ×12本

アサヒスーパードライジャパン
スペシャル缶セット ＪＳ-３Ｎ

3,300 

アサヒビール株式会社［3セット入］501402

円（税込）020申込番号

アサヒスーパードライジャパンスペシャル香り
芳醇 350ｍｌ×12本

アサヒスーパードライジャパン
スペシャル冬限定缶セット
ＪＨ-３Ｎ

5,500 

アサヒビール株式会社［2セット入］510320

円（税込）021申込番号

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×14本、ウェルチコ
ンコードグレープ１００ 280ｇ×4本、ウェルチオレ
ンジ１００ 280ｇ×4本、ウェルチマスカット１００ 
280ｇ×3本、ウェルチアップル１００ 280ｇ×3本

アサヒスーパードライファミリー
セット ＦＳ-５Ｎ

4,400 

アサヒビール株式会社［2セット入］510319

円（税込）022申込番号

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×8本、アサヒスー
パードライ 500ｍｌ×4本、ウェルチコンコードグ
レープ１００ 280ｇ×2本、ウェルチオレンジ１００ 
280ｇ×2本、ウェルチマスカット１００ 280ｇ×1
本、ウェルチアップル１００ 280ｇ×1本

アサヒスーパードライファミリー
セット ＦＳ-４Ｎ

3,300 

アサヒビール株式会社［3セット入］510318

円（税込）023申込番号

アサヒスーパードライ 350ｍｌ×6本、アサヒスー
パードライ 500ｍｌ×2本、ウェルチコンコードグ
レープ１００ 280ｇ×2本、ウェルチオレンジ１００ 
280ｇ×2本、ウェルチマスカット１００ 280ｇ×2
本、ウェルチアップル１００ 280ｇ×2本

アサヒスーパードライファミリー
セット ＦＳ-3Ｎ

［3セット入］アサヒビール株式会社500161

アサヒスーパードライジャパンスペシャル 350ｍｌ×15本

アサヒスーパードライジャパン
スペシャル缶セット ＪＳ-４Ｎ

サントリー酒類株式会社［2セット入］509621

ザ・プレミアム・モルツ 350ml×19本

ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット  BPC5N

5,500 円（税込）024申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502014

マスターズドリーム 350ml×13本

「夢」マスタ－ズドリ－ムセット  
ＢＭＣ４Ｐ

4,400 円（税込）029申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］501902

マスターズドリーム 350ml×10本

「夢」マスタ－ズドリ－ムセット  
ＢＭＣ３Ｐ

3,300 円（税込）030申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502015

マスターズドリーム 350ml×8本、
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×10本

「夢」マスタ－ズドリ－ム
ダブルセット ＤＭＢ５Ｐ

5,500 円（税込）031申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502017

マスターズドリーム 350ml×6本、
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×8本

「夢」マスタ－ズドリ－ム
ダブルセット ＤＭＢ４Ｐ

4,400 円（税込）032申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］502018

マスターズドリーム 350ml×5本、
ザ・プレミアム・モルツ 350ml×6本

「夢」マスタ－ズドリ－ム
ダブルセット ＤＭＢ３Ｐ

3,300 円（税込）033申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502086

ザ・プレミアム・モルツ 350ml×15本

ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット  ＢＥＣ４Ｐ

4,400 円（税込）025申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］501097

ザ・プレミアム・モルツ 350ml×12本

ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット  ＢＥＣ３Ｐ

3,300 円（税込）026申込番号

サントリー酒類株式会社［4セット入］508216

ザ・プレミアム・モルツ 350ml×6本、
ザ・プレミアム・モルツ 500ml×4本

ザ・プレミアム・モルツ
ビールセット ＢＰＣＳＮ

3,190 円（税込）027申込番号

サントリー酒類株式会社［2セット入］502013

マスターズドリーム 350ml×16本

「夢」マスタ－ズドリ－ムセット  
ＢＭＣ５Ｐ

5,500 円（税込）028申込番号



全国各地の蔵元から
選りすぐりをお届けします。
全国一律送料込価格です。

キリンビール株式会社［2セット入］510104

キリン一番搾り 
生ビールセット Ｋ-ＩＳ５

5,500円（税込）034申込番号

キリンビール株式会社［3セット入］510099

キリン一番搾り 350ｍｌ×10本、
キリン一番搾り 500ｍｌ×2本

キリン一番搾り 350ｍｌ×21本

キリン一番搾り 
生ビールセット Ｋ-ＩＳ３

3,300 円（税込）035申込番号

5,500 036申込番号

キリンビール株式会社［2セット入］500042

キリン一番搾りプレミアム 350ｍｌ×20本

キリン一番搾り 
プレミアムセット K-ＰＩ５

3,300 円（税込）円（税込） 037申込番号

キリンビール株式会社［3セット入］500040

キリン一番搾りプレミアム 350ｍｌ×12本

キリン一番搾り 
プレミアムセット Ｋ-ＰＩ３

3,300 円（税込）039申込番号

サッポロビール株式会社［3セット入］505482

サッポロクラシック缶 350ｍｌ×10本、
サッポロクラシック缶 500ｍｌ×2本

サッポロ クラシック缶セット 
ＣＳ３Ｄ

5,500 円（税込）038申込番号

サッポロビール株式会社［2セット入］505481

サッポロクラシック缶 350ｍｌ×21本

サッポロクラシック缶セット
CS５DT

3,300 円（税込）040申込番号

ヱビスビール缶 350ｍｌ×10本、
ラッキーヱビス缶 350ｍｌ×2本

ヱビスビール缶セット
ＹＥ３ＤＬ

サッポロビール株式会社［4セット入］501966

3,300 円（税込）041申込番号

サッポロ生黒ラベル缶 350ｍｌ×10本、
サッポロ生黒ラベル缶 500ｍｌ×2本

サッポロ生ビール
黒ラベル缶セット ＫＳ３Ｄ

サッポロビール株式会社［3セット入］505478

042申込番号

越後杜氏の全ての技で醸した山田錦大吟醸袋取りの雫原
酒。馥郁たる芳香に旨味、甘味が感じられ後味のキレの良さの
あるお酒です。

1800ml

麒麟 大吟醸 袋取り雫酒 
YN35-1800

11,000円（税込）

辛口

126476 ［1本入］ 下越酒造株式会社

全国一律送料込価格

043申込番号

117810 ［1本入］ 株式会社三輪酒造

にごり酒に特化した蔵元が醸す本物のどぶろくを、冷凍貯蔵
技術を駆使し、出来たての最も旨い味わいそのままでお届け
します。

1800ml

白川郷 純米生 どぶろく仕込み 甕詰め 
ＫＭ-1800

7,150円（税込）

やや辛口

要冷凍 全国一律送料込価格

やや辛口

044申込番号

株式会社世界一統［1本入］126483 

華やかな香り、爽やかなのどごし、淡麗
で絶妙な味を醸した秀逸な作品。全国
燗酒コンテスト2018プレミアム燗酒部
門金賞受賞。

1800ml

世界一統 褒紋大吟醸
〈イチ〉 Ｓ-５０

5,500円（税込）
全国一律送料込価格

やや辛口

045申込番号

株式会社醉心山根本店［1本入］102306

山田錦を30％まで磨いて醸した大吟
醸。洋ナシを思わせる上品な香りと、口
中に広がる旨味豊かな味わいです。

720ｍｌ

醉心 鳳凰醉心 
究極の大吟醸 ＳＫＤ-５０

5,500円（税込）

047申込番号

原酒造株式会社［1セット入］106108

新米新酒の飲み比べセット。蔵出しの新鮮
な風味をそのまま蔵元より直送致します。

越の誉 純米初搾り 無濾過原酒 720ｍｌ×1本、
越の誉 純米葉月みのり無濾過原酒 720ｍｌ×1本、
越の誉 純米にごり酒 720ｍｌ×1

越の誉 新酒セット
ＫＪＳ-５０

5,500円（税込）

全国一律送料込価格

全国一律送料込価格

辛口

辛口

辛口 やや辛口やや辛口 やや辛口やや辛口 やや辛口 やや辛口

048申込番号

桃川株式会社［1セット入］101215

各種コンクールにおいて各部門で金賞
に輝いた、吟醸純米酒・純米酒の３本
セット。匠の技を極めた逸品です。

吟醸純米 杉玉 720ｍｌ×1本、桃川 吟醸純米酒 
720ｍｌ×1本、ねぶた淡麗純米酒 720ｍｌ×1本

桃川 受賞酒セット
ＭＪ-３

4,950円（税込）

046申込番号

桃川株式会社［1本入］106103

山田錦を35％まで精米し厳寒に丹精
込めて仕込んだ大吟醸。2019年全米
日本酒歓評会 大吟醸Ａ部門 グランプ
リ受賞酒です。

720ｍｌ
桃川 大吟醸 山田錦

4,857円（税込）

049申込番号

お福酒造株式会社［1セット入］131046

新米で醸したもろみを槽（ふね）にかけ、流れ出
るお酒を生原酒のまま直詰めした杜氏愛飲の
鮮度抜群の濃厚な蔵内酒を直送します。

越後お福正宗 初しぼり純米槽垂れ生原酒 720ｍｌ×1本、
越後お福正宗 初しぼり槽垂れ生原酒  720ｍｌ×1本

越後お福正宗　初しぼり槽
垂れ（ふなだれ）生原酒セット
ＨＹＫ-３ＸＡ

3,599円（税込）全国一律送料込価格

全国一律送料込価格

全国一律送料込価格要冷蔵



個性あふれる洋酒を
取り揃えました。

受付期間 ： 12月26日まで

十勝池田食品
ワイン＆ハム詰合せセット

HO
KU

SYUHAN  SANCHOKUBIN                              2020  W
INTER HOKUSYUHAN JUST SELECTION

円（税込）050申込番号

日本酒類販売株式会社［6本入］478056

洋ナシとみずみずしいアプリコットのアロマが
融け合い、きめ細かな泡に弾けます。何にでも
合わせやすい万能的なシャンパーニュです。

ニコラ・フィアット・レゼルヴ・
エクスクルーシヴブリュット 
750ml

6,600 円（税込）051申込番号

491242 ［6セット入］ 日本酒類販売株式会社

ダブルオーガニック認証（エコセール＆ＥＵ
オーガニック）のフランス産ワイン。優しい
ピュアな味わいの飲み比べが楽しめます。

レ・グランザルブル 赤・白セット
3,300 円（税込）052申込番号

日本酒類販売株式会社［6本入］305228

甘く華やかなアロマと、ピュアでまろやか
なフレーバーが特徴的。初心者や女性
にも親しみやすい味わいです。

シングルモルトウイスキー
カーデュ12年 700ｍｌ

6,600 円（税込）053申込番号

304375 ［6本入］ 日本酒類販売株式会社

「グレンキンチー」がブレンドの中核を担
い、軽く飲みやすく、それでいてスパイ
シーな風味が特長です。

スコッチウイスキー
ディンプル12年  700ml

4,400

要冷蔵

917076 十勝池田食品株式会社

十勝の逸品ハム詰合せ 
ＶＲＳ-５２６

スパイスビーフ 60ｇ×1袋、十勝ポークウィンナー 
135ｇ×1袋、ローストビーフ 200ｇ×1個、ビーフ
ソーセージ（行者にんにく入） 160ｇ×1袋、十勝の
恵みソフトサラミ 90ｇ×1本、十勝ロースハム 60ｇ
×1袋、ローストビーフソース 20ｇ×2袋

5,260円（税込）
5,760円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

申込番号 062要冷蔵

496031 十勝池田食品株式会社

十勝ワイン＆ハム詰合せ 
ＴＣ-４０１

十勝ワイン トカップ 赤 720ｍｌ×1本、スパイ
スビーフ 90ｇ×1袋、ローストビーフ 200ｇ×1
個、十勝モモ生ハム 40ｇ×1袋、ローストビーフ
ソース 20ｇ×2袋

5,390円（税込）
5,780円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

申込番号 061 要冷蔵

810862 十勝池田食品株式会社

十勝ローストビーフ＆ハム・
ソーセージ Ｍ-４５１ 

ローストビーフ 200ｇ×1個、スパイスビーフ 
90ｇ×1袋、十勝モモ生ハム 40ｇ×1袋、十勝
の恵みソフトサラミ 90ｇ×1本、十勝ポークウィ
ンナー 135ｇ×1袋、ローストビーフソース 20ｇ
×2袋

4,780円（税込）
5,180円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

申込番号 063 要冷蔵

810861 十勝池田食品株式会社

十勝ローストビーフ＆ハム
ＴＩＯ-３７

ローストビーフ 200ｇ×1個、スパイスビーフ
90ｇ×1袋、十勝モモ生ハム 40ｇ×1袋、ロー
ストビーフソース 20ｇ×2袋

3,880円（税込）
4,280円（税込）

道内送料込価格

道外送料込価格

申込番号 064

4,590円（税込）058申込番号

富良野市ぶどう果樹研究所［4セット入］434616

ふらのワイン定番のおすすめ３本セット。渋味と酸
味の良い赤、しなやかなコクのある白、口当たりの
よいさわやかなロゼのセットです。

ふらのワイン 赤 720ｍｌ×1本、ふらのワイン 白 720ｍｌ×1本、
ふらのワイン ロゼ 720ｍｌ×1本

ふらのワイン３本セット Ｆ-３５

レ・グランザルブル 白 750ｍｌ×1本、
レ・グランザルブル 赤 750ｍｌ×1本

辛口

白
ミディアムボディ

赤

4,950円（税込）057申込番号

496050 ［1セット入］ 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

十勝ワインで初回の地理的表示（GI）認定品と池
田町の画家杉山雄作氏の作品をラベルにしたオリ
ジナルワインセットです。

十勝キャッスル北海道スぺシャルブレンド 赤 720ml×1本、
十勝キャッスルデラックスブレンド 赤 720ml×1本

十勝ワインオリジナルセット

ミディアムボディ

赤
ミディアムボディ

赤

424712 ［6セット入］ 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

5,779円（税込）056申込番号

果実香と熟成香のバランスがあり、爽快な酸味の清
見と華やかな果実香とエレガントな味わいのセイオロ
サム白2本セットです。

十勝ワイン 清見 赤 720ｍｌ×1本、
十勝ワイン セイオロサム 白 720ｍｌ×1本

十勝ワインギフトセット ＫＶ-４７０

ミディアムボディ

赤
辛口

白

4,125円（税込）059申込番号

北海道ワイン株式会社［4セット入］483416

収穫したての新鮮な葡萄を原料に、フレッシュな味
わいが人気のおたる初しぼりを３種類詰め合わせ
にしたギフトセットです。

初しぼり ナイヤガラ＆ポートランド 720ｍｌ×1本、
初しぼり キャンベルアーリ 720ｍｌ×1本、
初しぼり デラウェア 720ｍｌ×1本

おたる2020年初しぼり３本セット
ＨＴ３-３７２Ａ

甘口 やや甘口 やや甘口

中口

白
中口

ロゼ
ミディアムボディ

赤

6,600円（税込）054申込番号

494337 ［6セット入］ 株式会社はこだてわいん

北海道産ブドウを氷結させた、甘口ワインセットで
す。濃厚で芳醇な香りと甘味のあるしばれづくりワ
インです。

ナイアガラしばれづくり 720ｍｌ×1本、
キャンベルアーリーしばれづくり 720ｍｌ×1本

はこだてわいん しばれづくり-６０

甘口

白
甘口

赤

487584 ［4セット入］ 池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

3,856円（税込）060申込番号

酸味とブーケのバランスがほど良い中ボディの赤、フ
ルーティーな辛口で繊細な風味の白、ドライ風味のロゼ
の3本セットです。

十勝ワイン トカップ ロゼ 720ｍｌ×1本、十勝ワイン トカップ 
白 720ｍｌ×1本、十勝ワイン トカップ 赤 720ｍｌ×1本

十勝ワインギフトセット ＴＳ-３３０

ミディアムボディ

赤
辛口

ロゼ
辛口

白

6,332円（税込）055申込番号

富良野市ぶどう果樹研究所［6セット入］487948

複雑味のある余韻の長いシャトー赤と高品質のぶ
どうを選別限定醸造したシャトー白。ふらのワインを
代表する２本セットです。

シャトーふらの 赤 720ｍｌ×1本、
シャトーふらの 白 720ｍｌ×1本

ふらのワイン シャトーギフト ＣＦ-５０

中口

白
やや重い

赤

厳選洋酒

北海道産

果実酒


