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号     名  内容量  価格  個数  ⼩  計 番

号  品    名  内容量  価格  個数  ⼩  計

 ①  ボコンチーノ袋⼊り(アーモンド)  85g  500  ㉚  不⼆農園聖⼼の深蒸し茶(緑茶)  100g  1200

 ②  ボコンチーノ袋⼊り(レモン)  85g  500  ㉛  聖⼼の紅茶  100g  700

 ③  ボコンチーノ袋⼊り(ココナッツ)  85g  500  ㉜  聖⼼の紅茶  50g  400

 ④  ボコンチーノ袋⼊り(チーズ)  85g  500  ㉝  不⼆農園 ほうじ茶  150g  500

 ⑤  アーモンド‧バストンチーノ    50g  400  ㉞  北海道ワイン ナイヤガラワインビネガー  720ml  2000

 ⑥  モデラット（ココア）  50g  400  ㉟  C1 京のごまや 祇園むら⽥  1本150g  1250

 ⑦  モデラット（ラムレーズン）  50g  400  ㊱  C2 聖⼼オリジナル保冷バック  1個  1500

 ⑧  フィオーレ アニス(ハーブ)‧ココナッツ
各６枚

 12枚  1500  ㊲  C3 聖⼼オリジナルハチミツ  1本200g  1000

 ⑨
 クリスマス⼿さげ⼩箱⼊り 限定50個 4種類の
ボコンチーノ（アーモンド‧レモン‧ココナ
ッツ‧チーズ）⼊

 120g  600  ㊳  K2 澤井珈琲 ドリップコーヒー アクリルエ
コたわし

 10袋  500



 ⑩
 クリスマスデラックス ココア、ラムレーズ
ン、アーモンド、レモン計12枚、他クッキー
315ｇ⼊り

 1箱  4000
 ㊴  K3 札幌聖⼼ラーメン 3⾷セット  1600

 ㊵  ⺟の会 くろこげ珈琲ドライフルーツ（バナナ
チップス‧イチゴ‧ 焼きカシューナッツ）  3セット  1400

 ⑪
 クリスマススヴァリアータ‧箱⼊り マンドル
ラ８枚‧モデラットココア味、アーモンド バ
ストンチーノの３種のセット

 1箱  2200
 ㊶  K1 聖⼼オリジナルボトル  1本  2800

 ⑫  ⼈気の⼩袋（ ココア ）  50ｇ  400  ㊷ No.1 KI グレードAAA級 スーパー ATAバック  1個  5000

 ⑬  ⼈気の⼩袋（ ラムレーズン ）  50ｇ  400  ㊸ No.2 KI グレードAAA級 スーパー ATAバック  1個  5000

 ⑭  ⼈気の⼩袋 （アーモンド）  50ｇ  400  ㊹ No.3 KI グレードAAA級 スーパー ATAバック  1個  5000

 ⑮  ⼈気の⼩袋 （レモン）  55ｇ  400  ㊺ No.4 KI グレードAAA級 スーパー ATAバック  1個  5000

 ⑯  サクサク袋⼊  40ｇ  450  ㊻ No.5 KI グレードAAA級 スーパー ATAバック  1個  5000

 ⑰  サクサク四⾓⽸  130ｇ  1900

 ㊼

 ⺟の会 新⽶⾷べ⽐べセット  3㎏×3  4800

 ⑱  チョコレート（ミルク）1枚  1枚58ｇ  350  【送料】北海道  700

 ⑲  チョコレート（抹茶）1枚  1枚58ｇ  350  【送料】⻘森県‧秋⽥県‧岩⼿県‧宮城県‧⼭形県‧
    福島県  1000

 ⑳  チョコレート（ホワイト）1枚  1枚58ｇ  350  【送料】茨城県‧栃⽊県‧群⾺県‧埼⽟県‧千葉県‧
    神奈川県‧東京都‧⼭梨県‧新潟県‧⻑野県  1200

 ㉑  チョコレート（ミルク‧抹茶‧ホワイト）3
枚セット

 3枚  1000  【送料】富⼭県‧⽯川県‧福井県‧静岡県‧愛知県‧
    三重県‧岐⾩県  1300

 ㉒  パウンドケーキ ‧ココア(⼤）‧くるみ無し  1個  500  【送料】⼤阪府‧京都府‧滋賀県‧奈良県‧和歌⼭県‧
    兵庫県  1600

 ㉓  パウンドケーキ ‧ホワイト(⼤）‧粉末アー
モンド⼊り

 1個  500  【送料】岡⼭県‧広島県‧⼭⼝県‧⿃取県‧島根県  1700

 ㉔  パウンドケーキ ‧箱⼊り(チョコレートかけ
ココア１個‧チョコレートかけホワイト１個)  1箱  1200  【送料】⾹川県‧徳島県‧愛媛県‧⾼知県  1800

 ㉕ トリュフ 3個⼊り  3個⼊り  600  【送料】福岡県‧佐賀県‧⻑崎県‧熊本県‧⼤分県‧
    宮崎県‧⿅児島県  1900

 ㉖ トリュフ 10個⼊り  10個⼊り 2200  【送料】沖縄県  2000



 ㉗ アマンド箱⼊り
アマンドショコラ2個‧アマンドーレ1個) ⼤3つ⼊り 2400  ⼩計B

 ㉘ ゼリー（りんご）2個  2個組  500
 合計（⼩計A＋⼩計B）

 ㉙ ゼリー（ぶどう）2個  2個組  500

 ⼩計A



 送料⼀覧表（税込）

 区分  地域
 送料（税込
み）

10kgまで
 北海道  北海道 700

 東北  ⻘森県 秋⽥県 岩⼿県
宮城県 ⼭形県 福島県 1,000

 関東‧信越  茨城県 栃⽊県 群⾺県 埼⽟県 千葉県
神奈川県 東京都 ⼭梨県 新潟県 ⻑野県 1,200

 北陸‧中部  富⼭県 ⽯川県 福井県 静岡県
愛知県 三重県 岐⾩県 1,300

 関⻄  ⼤阪府 京都府 滋賀県
奈良県 和歌⼭県 兵庫県 1,600

 中国  岡⼭県 広島県 ⼭⼝県 ⿃取県 島根県 1,700



 四国  ⾹川県 徳島県 愛媛県 ⾼知県 1,800

 九州  福岡県 佐賀県 ⻑崎県 熊本県
⼤分県 宮崎県 ⿅児島県 1,900

 沖縄  沖縄県 2,000


