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春におすすめエブリデイズのプチギフト

お花のモチーフやパステルカラーなど、春を 華やかに彩るプチギフトを豊富に取り揃えました。
今までお世話になった方への出会いに感謝をこめて、可愛らしい色合いの心が弾むプチギフトを贈ってみてはいかがでしょう？

1

2

3

4

5

1 お手頃価格の造花とセットの可愛いプチギフトセット
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私の気持ち アニマルフレンズ＆キャンディーセット
￥450+税
SIZE：95×55×130mm
LOT：単色6

ウサギ[1003687-03] ネコ[1003687-04] クマ[1003687-05] イヌ[1003687-06] パンダ[1003687-07] ライオン[1003687-08]

「ひと味も、ふた味もちがうおいしい飴」。
創業60余年飴一筋の老舗飴職人が地釜を使った伝統の直火
炊きで炊き上げたこだわりの飴。
原料には、モンドセレクション金賞受賞水飴を使用しております。

ポリレジン製のマスコット1個と虹色柄や花柄キャンディーが5個入っています。
キャンディーの味はさっぱりとした上品な甘さのフルーツ味です。

プランセスフォトフレーム フラワーカラフル（S)
￥1,380＋税 [4007015]
SIZE：88×113ｍｍ
LOT：1 CTN：48

プランセスフォトフレーム フラワーカラフル
¥1,600＋税 [4007015]
SIZE：88×113ｍｍ
LOT：1 CTN：48

ポンヌフブーケ クレベール ママーレード
¥1,200＋税 [4007972-02]
SIZE：φ220×250ｍｍ（花のみ）
LOT：1 CTN：48

ポンヌフブーケ ラスパイユ ベルガモット
¥1,000＋税 [4007971-02]
SIZE：φ170×250ｍｍ（花のみ）
LOT：1 CTN：48

日頃の感謝の気持ちを伝えたい！気持ちが伝わる「可愛いアニマルマスコット」と「伝統の直火炊きの飴」

優しいパステルカラーのフラワーフレーム プラスワンギフトとしても人気のブーケ

お手頃価格の造花とセットの可愛いプチギフトセット



春におすすめエブリデイズのプチギフト
ド～ンと全部やっちゃいませんか！？

下記数量でご注文いただきますと、什器＆ディスプレイ備品を無償で提供させていただきます！
さらに、さらに！！ 送料元払いにて直送させていただきます！！！ ＊沖縄・離島・特別配達区域除く

ディスプレイお役立ちアイテムを無償でご提供

ｶﾀﾛｸﾞ 商品コード 商品名 上代 数量 金額

F0054 400720101 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾌﾞｰｹｾｯﾄ ｳｻｷﾞ ¥700 2 ¥1,400

F0054 400720102 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾌﾞｰｹｾｯﾄ ﾈｺ ¥700 2 ¥1,400

F0054 400720103 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾌﾞｰｹｾｯﾄ ｸﾏ ¥700 2 ¥1,400

F0054 400720104 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾌﾞｰｹｾｯﾄ ﾋﾂｼﾞ ¥700 2 ¥1,400

F0054 400720201 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｾｯﾄ ｳｻｷﾞ ¥1,300 2 ¥2,600

F0054 400720202 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｾｯﾄ ﾈｺ ¥1,300 2 ¥2,600

F0054 400720203 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｾｯﾄ ｸﾏ ¥1,300 2 ¥2,600

F0054 400720204 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｾｯﾄ ﾋﾂｼﾞ ¥1,300 2 ¥2,600

ｶﾀﾛｸﾞ外 100368701 私の気持ち ｱﾆﾏﾙﾌﾚﾝｽﾞ＆ｷｬﾝﾃﾞｨｰｾｯﾄ ｳｻｷﾞ ¥450 6 ¥2,700

ｶﾀﾛｸﾞ外 100368702 私の気持ち ｱﾆﾏﾙﾌﾚﾝｽﾞ＆ｷｬﾝﾃﾞｨｰｾｯﾄ ﾈｺ ¥450 6 ¥2,700

ｶﾀﾛｸﾞ外 100368703 私の気持ち ｱﾆﾏﾙﾌﾚﾝｽﾞ＆ｷｬﾝﾃﾞｨｰｾｯﾄ ｸﾏ ¥450 6 ¥2,700

ｶﾀﾛｸﾞ外 100368704 私の気持ち ｱﾆﾏﾙﾌﾚﾝｽﾞ＆ｷｬﾝﾃﾞｨｰｾｯﾄ ｲﾇ ¥450 6 ¥2,700

ｶﾀﾛｸﾞ外 100368705 私の気持ち ｱﾆﾏﾙﾌﾚﾝｽﾞ＆ｷｬﾝﾃﾞｨｰｾｯﾄ ﾊﾟﾝﾀﾞ ¥450 6 ¥2,700

ｶﾀﾛｸﾞ外 100368706 私の気持ち ｱﾆﾏﾙﾌﾚﾝｽﾞ＆ｷｬﾝﾃﾞｨｰｾｯﾄ ﾗｲｵﾝ ¥450 6 ¥2,700

HE092 400701503 ﾌﾟﾗﾝｾｽﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ ﾌﾗﾜｰ ｶﾗﾌﾙ (S) ¥1,380 1 ¥1,380

HE092 400641300 ﾌﾟﾗﾝｾｽﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ ﾌﾗﾜｰ ｶﾗﾌﾙ ¥1,600 1 ¥1,600

HE173 400797202 ﾎﾟﾝﾇﾌﾌﾞｰｹ ｸﾚﾍﾞｰﾙ ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ ¥1,200 1 ¥1,200

HE173 400797102 ﾎﾟﾝﾇﾌﾌﾞｰｹ ﾗｽﾊﾟｲﾕ ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ ¥1,000 1 ¥1,000

合計 ¥37,380

ご提供（無償）什器＆ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ備品

ｶﾀﾛｸﾞ 商品コード 商品名 上代 数量 金額

HE146 100366801 ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰｽﾀﾝﾄﾞ (S) ﾅﾁｭﾗﾙ（什器） ¥600 2 ¥1,200

HE146 100366901 ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰｽﾀﾝﾄﾞ (M) ﾅﾁｭﾗﾙ （什器） ¥1,000 1 ¥1,000

HE146 100367001 ﾗﾊﾞｰｳｯﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰｽﾀﾝﾄﾞ (L) ﾅﾁｭﾗﾙ （什器） ¥1,500 1 ¥1,500

HE132 400734300 ｳｫｰﾀｰﾋﾔｼﾝｽ ｺﾆｯｸﾎﾞｯｸｽ （什器） ¥1,500 1 ¥1,500

HE157 400648701 ｱﾆﾏﾙｺﾊﾟﾝ ｳｻｷﾞ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥300 1 ¥300

HE157 400648702 ｱﾆﾏﾙｺﾊﾟﾝ ﾈｺ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥300 1 ¥300

HE157 400648703 ｱﾆﾏﾙｺﾊﾟﾝ ｸﾏ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥300 1 ¥300

HE157 400648704 ｱﾆﾏﾙｺﾊﾟﾝ ｲﾇ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥300 1 ¥300

HE157 400648706 ｱﾆﾏﾙｺﾊﾟﾝ ﾊﾟﾝﾀﾞ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥300 1 ¥300

HE157 400648707 ｱﾆﾏﾙｺﾊﾟﾝ ﾗｲｵﾝ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥300 1 ¥300

F0054 400720104 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾌﾞｰｹｾｯﾄ ﾋﾂｼﾞ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥700 1 ¥700

F0054 400720203 ﾌﾗﾜｰﾉｰﾃｨｰ ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｾｯﾄ ｸﾏ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥1,300 1 ¥1,300

HE165 400495300 ﾐﾆﾁｭｱ ﾎﾜｲﾄﾌｪﾝｽ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ） ¥200 1 ¥200

合計 ¥9,200


