
法要パックギフト法要パックギフト

大感謝祭大感謝祭大感謝祭春の
2022年

1F

春のギフト
大予約販売会!!
春のギフト

大予約販売会!!
2日間のみ

50％ＯＦＦ!!
ズバリ

『小さな初盆』
しませんか？
『小さな初盆』
しませんか？

2021年 No.1

❶ コンパクトな祭壇

❷ 小スペースでＯＫ

❸ 安心相談

2日間限りの特別価格は、両日レジにてご精算の
お客様に限ります。
※お持ち帰り・ご予約分含む／カード払い、電子マネー払い可

ヴィンテージチェアヴィンテージチェア
Vintage Chair

各1脚

カタログギフト

等外全員

特賞

5,000円分の金券1等

3,000円分の金券2等

500円分の金券3等

（　　）10,000円
相当 1本

2本

5本

50本

2日間限定!! 白袋サービス!!／要予約

大抽選会
空くじ
なし!! か

し
善

特別日替奉仕品!!特別日替奉仕品!!奉仕品!!\びっくり!!/\びっくり!!/

「おうちギフト」「おうちギフト」はじめました!
どんな

サービス?

こんな方に
オススメ!

新規会員
大募集!

早期
ご予約特典

5/15日
まで

日替りお買い上げ記念品日替りお買い上げ記念品日替りお買い上げ記念品

両日レジにてのご精算と
させて頂きます。

■ ナハトマンボサノバ
 SOF 1コ
■ ナハトマンボサノバ
 SOF 1コ カタログギフトカタログギフト

20%OFF20%OFF

※一部カタログギフトは対象外となります※一部カタログギフトは対象外となります

※こちらの商品は化粧箱
がございませんので、
ご了承ください。

※こちらの商品は化粧箱
がございませんので、
ご了承ください。

1日限定の大特価価格!!
お返しや御祝にカタログギフト
をお考えの方はこの機に是非!
お返しや御祝にカタログギフト
をお考えの方はこの機に是非!

■ ナハトマンボサノバラウンドボウル
 15cmペア
■ ナハトマンボサノバラウンドボウル
 15cmペア

〔営業時間〕AM10：00～PM7：00

セール
期間 4/23土 24・ 日

お持ち帰りは勿論、ご使用時までお預かりします。但し、
両日レジにてのご精算とさせて頂きます。

※チラシ記載商品に限ります。

早期ご予約会
開催中！

早期ご予約会
開催中！

祭壇を行う際に玄関へ飾る盆提灯や、
祭壇を華やかにするレンタルの回転灯
などご用意しております。

※木目調などが商品によって異なりますが、お選びできないのでご了承ください。

磐田市・袋井市にお住まいのお客様のご都合に合わせて
お伺いする事ができます。お客様からご連絡があった場合の
み女性スタッフがお伺いし、ギフトのご相談などさせていた
だきます（ご注文の品はご希望の使用途により、のし・包装等
して配達いたします!）。

※店内1F・2Fで1会計税込2,000円
以上お買い上げで引き換え券をお
渡しいたします（1人1枚のみ）。

38,500円（税込）38,500円（税込）
レンタル祭壇Ａレンタル祭壇Ａ

★先着順とさせて
　いただきます。
★先着順とさせて
　いただきます。

※生花・籠盛り・菓物・お花・花瓶は付きません。イメージです。
※飾りは多少異なる場合がございます。
※生花・籠盛り・菓物・お花・花瓶は付きません。イメージです。
※飾りは多少異なる場合がございます。

ご不明点はスタッフまでご相談ください。
必要なものは全て揃います。

設置・片付けもサービス。

4.5畳間～設置可能です。

約30～40年前に中国で作られた手造りの椅子です。一品一品
木をくりぬいて作られたものや、李朝風なものまで上質な椅子と
なっております。お求めのお客様は、後日ご自宅まで配送致します。

藤枝の老舗和菓子屋 かし善
老舗ならではの味をご堪能ください!

10,000円（税込）
2,700円（税込）2,700円（税込）

各ブースお買い上げ1,000円ごと
に抽選補助券を差し上げます。
但し上限5枚までです。

※ 1等～3等までの金券は、4月23・24日の両日でのみ
使用できます。

※ 額面以下のお買い物もOK。但し釣銭は出ません。
※ 金券のご利用は、ブースごとのお買い上げに限ります。
※ 景品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

BOXティッシュ

店内外で使用できる

店内外で使用できる

店内外で使用できる

● わらび餅
 大 550円（税込）
 小 350円（税込）

● わらび餅
 大 550円（税込）
 小 350円（税込）

● わらび餅
 大 550円（税込）
 小 350円（税込）

● 山菜おこわ
 1パック540円⇒

 サービス500円（税込）

● 山菜おこわ
 1パック540円⇒

 サービス500円（税込）

● 山菜おこわ
 1パック540円⇒

 サービス500円（税込）

● みそ饅頭
 1パック 450円（税込）
● みそ饅頭
 1パック 450円（税込）
● みそ饅頭
 1パック 450円（税込）

● 豆腐かすてら
 1本 600円（税込）
● 豆腐かすてら
 1本 600円（税込）
● 豆腐かすてら
 1本 600円（税込）

● さくら餅
 5ヶ入 650円（税込）
 3ヶ入 400円（税込）

● さくら餅
 5ヶ入 650円（税込）
 3ヶ入 400円（税込）

● さくら餅
 5ヶ入 650円（税込）
 3ヶ入 400円（税込）

和
菓
子
販
売

24日㈰
のみ販売

● ヤマサ鮮度しょうゆ
 &白子のり詰合せ
 2,160円（税込）

● ヤマサ鮮度しょうゆ
 &白子のり詰合せ
 2,160円（税込）

● どら焼&ヴァッフェル
 詰合せ
 1,080円（税込）

● どら焼&ヴァッフェル
 詰合せ
 1,080円（税込）

● 麺三昧
 1,080円（税込）
● 麺三昧
 1,080円（税込）

定価4,320円（税込）
➡会員3,240円（税込）を
定価4,320円（税込）
➡会員3,240円（税込）を

特価 3,780円（税込）3,780円（税込）

● 天然醸造蔵仕込み
 和心詰合せ
 2,700円（税込）

● 天然醸造蔵仕込み
 和心詰合せ
 2,700円（税込） ● 金澤パウンドケーキ

 &珈琲詰合せ
 1,620円（税込）

● 金澤パウンドケーキ
 &珈琲詰合せ
 1,620円（税込）

● フリーズドライ
 たまごスープ&
 スープ春雨ギフト
 1,080円（税込）

● フリーズドライ
 たまごスープ&
 スープ春雨ギフト
 1,080円（税込）

定価5,400円（税込）
➡会員4,050円（税込）を
定価5,400円（税込）
➡会員4,050円（税込）を

特価 4,320円（税込）4,320円（税込）

● キッコーマン
 生しょうゆ&
 白子のり食卓
 詰合せ
 3,240円（税込）

● キッコーマン
 生しょうゆ&
 白子のり食卓
 詰合せ
 3,240円（税込）

● ユーズオフ
 フェイスタオル
 2枚セット
 2,160円（税込）

● ユーズオフ
 フェイスタオル
 2枚セット
 2,160円（税込）

● かりんとう
 詰合せ
 1,080円（税込）

● かりんとう
 詰合せ
 1,080円（税込）

定価6,480円（税込）
➡会員4,860円（税込）を
定価6,480円（税込）
➡会員4,860円（税込）を

特価

― Aコース ―

4月23日土4月23日土土 4月24日日4月24日日日

― Bコース ― ― Cコース ―

①ギフトピュア・キッチンスタジオSeiで会員
価格でお買い物できます。
②入会費・年会費は無料です!
③お買い上げ金額に応じてポイントをお付けします! 貯
まったポイントは1ポイント1円でご利用いただけます。

2階
キッチンスタジオSeiと
共通ポイントカードに

なりました！

※１年間ご利用がない場合、ポイントが失効します。

●ギフトが欲しいけれど、お店まで行く時間がない
●車がなく、タクシーやバスで行くのが面倒
●返礼品、お祝い品の予算や、マッチした品
をゆっくりと相談したい

●色々な要因で来店が難しい方　など…

リンクパック
保存容器
５Pセット 

ベジバッグ

写真は
イメージです▶

写真は
イメージです▶

（ ）オニオン・
ポテト

4/23土 4/24日

各日先着100名様

550円（税込）550円（税込）1,100円（税込）の品1,100円（税込）の品

● メモリーループフェイスタオル
 1枚セット
● メモリーループフェイスタオル
 1枚セット
● メモリーループフェイスタオル
 1枚セット

825円（税込）825円（税込）1,650円（税込）の品1,650円（税込）の品

● 今治  fulgente（フルジェンテ）
 フェイス・ハンドタオルセット
● 今治  fulgente（フルジェンテ）
 フェイス・ハンドタオルセット
● 今治  fulgente（フルジェンテ）
 フェイス・ハンドタオルセット

1,100円（税込）1,100円（税込）2,200円（税込）の品2,200円（税込）の品

● 今治  桜づつみフェイスタオル
 2枚セット
● 今治  桜づつみフェイスタオル
 2枚セット
● 今治  桜づつみフェイスタオル
 2枚セット

1,650円（税込）1,650円（税込）3,300円（税込）の品3,300円（税込）の品

● 西川リビング
 バス・ウォッシュタオルセット
● 西川リビング
 バス・ウォッシュタオルセット
● 西川リビング
 バス・ウォッシュタオルセット

2,200円（税込）2,200円（税込）4,400円（税込）の品4,400円（税込）の品

● 今治  よりすぐりタオルセット● 今治  よりすぐりタオルセット● 今治  よりすぐりタオルセット

2,750円（税込）2,750円（税込）5,500円（税込）の品5,500円（税込）の品

● 富士山染  木箱入りタオルセット● 富士山染  木箱入りタオルセット● 富士山染  木箱入りタオルセット

1,100円（税込）1,100円（税込）2,200円（税込）の品2,200円（税込）の品

● ギフト工房
 消臭抗菌・ボールドギフトセット
● ギフト工房
 消臭抗菌・ボールドギフトセット
● ギフト工房
 消臭抗菌・ボールドギフトセット

1,650円（税込）1,650円（税込）3,300円（税込）の品3,300円（税込）の品

● ファミリーライフギフト● ファミリーライフギフト● ファミリーライフギフト

2,750円（税込）2,750円（税込）5,500円（税込）の品5,500円（税込）の品

● ギフト工房
 アリエール抗菌除菌ギフト
● ギフト工房
 アリエール抗菌除菌ギフト
● ギフト工房
 アリエール抗菌除菌ギフト

540円（税込）540円（税込）1,080円（税込）の品1,080円（税込）の品

● どら焼&ヴァッフェル
 詰合せ
● どら焼&ヴァッフェル
 詰合せ
● どら焼&ヴァッフェル
 詰合せ

810円（税込）810円（税込）1,620円（税込）の品1,620円（税込）の品

● ビーフカレー&フリーズドライ
 スープ詰合せ
● ビーフカレー&フリーズドライ
 スープ詰合せ
● ビーフカレー&フリーズドライ
 スープ詰合せ

810円（税込）810円（税込）1,620円（税込）の品1,620円（税込）の品

● ゆかり屋本舗
 有明海産明太子風味&味海苔セット
● ゆかり屋本舗
 有明海産明太子風味&味海苔セット
● ゆかり屋本舗
 有明海産明太子風味&味海苔セット

1,080円（税込）1,080円（税込）2,160円（税込）の品2,160円（税込）の品

● カップケーキギフトセット● カップケーキギフトセット● カップケーキギフトセット

550円（税込）550円（税込）
1,375円（税込）の品1,375円（税込）の品

1コ1コ

1,350円（税込）1,350円（税込）2,700円（税込）の品2,700円（税込）の品

● 天然醸造蔵仕込み和心詰合せ● 天然醸造蔵仕込み和心詰合せ● 天然醸造蔵仕込み和心詰合せ

1,620円（税込）1,620円（税込）3,240円（税込）の品3,240円（税込）の品

● キッコーマン搾りたて生しょうゆ
 バラエティギフト
● キッコーマン搾りたて生しょうゆ
 バラエティギフト
● キッコーマン搾りたて生しょうゆ
 バラエティギフト

1,620円（税込）1,620円（税込）3,240円（税込）の品3,240円（税込）の品

● 美味乃誉詰合せ● 美味乃誉詰合せ● 美味乃誉詰合せ

1,890円（税込）1,890円（税込）3,780円（税込）の品3,780円（税込）の品

● 祇園きたざと監修ラーメン詰合せ● 祇園きたざと監修ラーメン詰合せ● 祇園きたざと監修ラーメン詰合せ

2,160円（税込）2,160円（税込）4,320円（税込）の品4,320円（税込）の品

● 花霞調味料詰合せ● 花霞調味料詰合せ● 花霞調味料詰合せ

2,700円（税込）2,700円（税込）5,400円（税込）の品5,400円（税込）の品

● 日清キャノーラ&食卓
 バラエティセット
● 日清キャノーラ&食卓
 バラエティセット
● 日清キャノーラ&食卓
 バラエティセット

2,700円（税込）2,700円（税込）5,400円（税込）の品5,400円（税込）の品

● 海の幸詰合せ● 海の幸詰合せ● 海の幸詰合せ

50コ限り

1,980円（税込）1,980円（税込）4,400円（税込）の品4,400円（税込）の品
30セット限り

限定品です


