
記念品・ギフトのご紹介

観光庁長官登録旅行業第55号

刈 谷 支 店



【記念品】刻印ワイン

●赤ワイン／白ワイン お選びいただけます。
●刻印カラーは３種類（ゴールド・シルバー・ブロンズ）
●フランス ボルドー産ワインを使用 ●７５０ｍｌ
●発注から約15日でお届け。
●ご指定のロゴ・マークの挿入も可能です。※別途要見積
●刻印部分が見える窓付きオリジナルBOX入り。
●その他、洋風賞状楯Ver.・表彰状Ver.・ゴルフコンペVer.
リゾートメモリアルVer.がございます。

ボトルに直接刻印するので、色あせ・剥がれがなく
美しいまま！記念品にピッタリです！

￥6,000(税別)
別途送料
990円9209-0010



【記念品】グラスワークス名入れ時計

●名入れの場合・・・版代・プリント代 別途見積
●作成までのリードタイム・・１か月程度
●届け先１か所につき送料990円

●本体寸法：幅70×奥行25×高さ63mm 
●ボタン電池SR626SW1個使用（内蔵）
●材質：光学ガラス
●原産国：中国
●化粧箱入
●箱サイズ：100×90×40mm 
●箱入重量：280ｇ

311ｰ69 グラスワークスナルミ アーチクロック
本体価格：4,000円（税別）

安定した形がどなたにも喜ばれるオーソドックス
なガラス時計です。

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【記念品】名入れ時計
516-19 リズム 電波目覚まし時計 本体価格：2,000円（税別）

●名入れの場合・・・版代・プリント代 別途見積
●ロット・・・１つから作成可 ●作成までのリードタイム・・15営業日
●届け先１か所につき送料990円

●サイズ・重さ 91×105×51.6mm/171g（電池含）
●配色 03 白
●材質・風防 プラスチック枠
●名入 10×90mm 前面下部

20×45ｍｍ 裏面
●個装箱 102×115×62mm/170g（電池含まず）
●カレンダー表示（2099年12月31日まで表示可能）
●温度表示（-10～50℃）
●電池は同梱されません。

大画面で見やすい電波デジタル時計です。

名入れスペースも全面に取り、シンプルな
デザインにまとめました。
記念品におすすめです。

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【記念品】名入れボールペン
511－17 回転式木軸ボールペン 本体価格：850円（税別）

●名入れの場合・・・版代・プリント代 別途見積
●ロット・・・100個 ●作成までのリードタイム・・15営業日
●届け先１か所につき送料990円

●回転式木軸ボールペン SEZ2K1-403B
●クロス形の芯を使用した回転式木軸ボールペン
●現品約０．８φ×１３．５ｃｍ
●ボールペン
●木
●原産国:中国
●のし箱入

あたたかみのある木製のボールペンです。

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



9693-0031
ホノルルクッキーカンパニー
パイナップルシェイプボックス(袋付)

パイナップルシェイプのボックスに、同じシェイプの6種類の
クッキーをアソート。ミルク、ダークのチョコレートディップや、
マカデミアナッツ入りフレーバーなどハワイの味を楽しめます。

●内容量：6種:バターマカデミア、チョコレートチップマカデミ
ア、チョコレートディップマカデミア、ダークチョコレートコナ
コーヒー、ダークトリプルチョコレートマカデミア、パイナップ
ルマカデミア各2袋 / 1箱161g(1袋1枚入り×12袋)
●賞味期限：約2か月

9693-0032
ホノルルクッキーカンパニー
パイナップルラップボックス(袋付)

洗練されたボックス入り。ハワイ通にも喜ばれる上級おみやげ。パイ
ナップルモチーフのおしゃれなラップボックスに、ホノルルクッキー
カンパニー自慢の全ラインナップ14フレーバーのクッキーが20枚入っ
ています。お世話になった方へのおみやげにも。

●内容量：14種:バターマカデミア、チョコレートチップマカデミア、グァバ、
コナコーヒー、マンゴーマカデミア、パイナップルマカデミア各2袋 /
チョコレートディップマカデミア、ダークチョコレートココナッツ、ダーク
チョコレートコナコーヒー、ダークトリプルチョコレートマカデミア、ホワ
イトチョコレートココナッツ、ホワイトチョコレートディップマカデミア、
ホワイトチョコレートコナコーヒー、ホワイトトリプルチョコレートマカデ
ミア各1袋 1箱269g(1袋1枚入り×20袋) ●賞味期限：約2か月

￥3,900円(税抜)
※送料990円 ￥4,900円(税抜) ※送料990円

【ギフト】海外銘菓・ハワイ有名菓子

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【ギフト】北海道人気みやげ

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。

●内容量： 1箱生麺5食入り(みそスープ×2、
しょうゆスープ×2、しおスープ×1)

●常温

110-0058 味の舟特選松前漬

「がごめ昆布」でひと味違う、名産、
松前漬。
函館前浜で獲れる真昆布、日本近海産
スルメをふんだんに使った伝統の松前
漬。
味の違いは、「がごめ昆布」を使って
伝統製法で仕上げていること。
独特の食感と粘りが、深くていい味の
理由です。

●内容量：250g入り ●常温

1,000円（税抜）※送料1,100円

1,000円(税抜)
※送料1100円

モンドセレクション2014銀賞受賞
発売から23年間で約1千万食(メーカー実績)を売り上げたロング
セラー商品。
ピリ辛好きの方は、しょうゆラーメンにキムチを入れても◎。
発売から約1千万食を売り上げたロングセラー商品。
1箱に定番の味3種が入ったお楽しみセットです。

110-0012 札幌ラーメン横丁 萬来軒



【ギフト】人気洋菓子詰め合わせ
379-20
モロゾフブロードランド詰合せ

モロゾフ自慢のチーズケーキや定番のマドレーヌ・フィ
ナンシェを詰め合わせた半生菓子のアソートです。

●内容量：ベイクドチーズケーキ（ロイヤルクリーム
チーズ）×８、マドレーヌ・フィナンシェ×各８

375-16
ゴディバクッキーアソートメント(18枚)

賞味期限：常温保存60日

2,000円（税抜）※送料990円 2,000円（税抜）※送料990円

チョコレートの深い味わいとサクッとした口あたりを楽
しむクッキーは、女子会にも似つかわしいお菓子です。
●内容量：ミルクチョコレート・ダークチョコレート×各
9(計18枚)

賞味期限：常温:約9０日

その他ご予算に応じて商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【ギフト】ご自宅で名店の味！グルメ詰め合わせ
357-34 「賛否両論」和食ギフト

●東京・恵比寿で予約の取れない名店として有名な「賛否両
論」。料理人笠原将弘が監修したこだわりのギフトセットで
す。
●内容量：(蒸し鶏の梅ジュレ仕立て150g・牛しぐれ煮ごぼう
55g・豚ロースの醤油煮込み70g×2・豚ばらの味噌煮込み
70g×2)

460－13  道場六三郎スープ・雑炊ギフト

素材と味付けにこだわって、香り立つ美味しさをそのまま
パックしました。どなたに贈っても喜ばれるフリーズドラ
イのギフトです。●内容量：（フリーズドライ）貝柱と三つ葉の雑炊・とり
わさ雑炊・各2、きのこのお吸物ひき雲仕立・とん汁・わか
めと油あげの味噌汁・真鯛のお吸物・各3 

賞味期限：冷凍で約1年 賞味期限：常温保存で約1年

3,000円（税抜）※送料込 3,000円（税抜）※別途送料990円

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【ギフト】お取り寄せグルメ
362-100
九州産黒毛和牛 すき焼き用肩（400g)

九州の温暖な気候と恵まれた自然環境のなか、のびのび
と丹念に育て上げられた黒毛和牛です。

●内容量：九州産黒毛和牛すきやき用肩 400g

●賞味期間：冷凍保存30日

366-50
うなぎ割烹「一愼」うな丼セット

きざみ鰻と鰻の肝煮の「うな丼」セットです。香りとコクのある
「一愼特製」の蒲焼のたれは鰻本来の旨味を引き立たせます。うな
ぎ割烹「一愼」の自慢の味を是非ご家庭でご賞味ください。

●内容量：きざみ鰻(国内産)50g×2袋(化粧袋)、鰻肝煮(国
内産)50g×2袋(無地袋)、特製蒲焼のたれ50mlｘ1本、山椒
0.2g×4袋
●賞味期間：冷凍保存60日

５,000円（税抜）※送料込

冷凍冷凍

4,000円（税抜）※送料込

その他ご予算に応じて商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【グルメカタログ】1,800円～選べるグルメカタログ

■豊富なグルメ食材の数々！海
の幸・大地の恵・ふるさとの味
などの、全国または海外から厳
選されたグルメな食品をギフト
メニューカードでご紹介致しま
す。
■自分で選べるという楽しみ！
ギフトメニューカードの中から
お好みの商品をお１つお選びい
ただき、ＷＥＢか同封のご注文
ハガキでご注文頂きます。

おすすめポイント
●お客様ご自身で選んでいただけるので
好みに左右されない
●お持ち歩き楽らく
●豊富な価格設定で予算にあわせて
お選びいただけます



【防災】会社・自宅での備蓄に！アルファ米非常食セット
519-18 尾西の和洋メニュー＋お水セット

5,250円（税抜）※送料990円
「アルファ米」とは、炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥したもの。
備蓄用に、また贈答品・記念品としても喜ばれるセットです。

●内容量：五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、
チキンライス各3食、保存水５００ｍｌ×6本
●保存期限：5年

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【防災】女性のための非常持出セット

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。

￥3,000（税別）※送料990円 ￥5,000（税別）※送料990円



【家電】家電用品4,000～50,000円

225-49 象印 空気清浄機
￥20,000(税抜)※送料990円
●奥行約12.5cmコンパクトデザイン
●前面から吸気「フロントパネル全
面吸気」
●花粉を素早くパワフル除去
●フィルターでキャッチした花粉や
ダニの死がいの作用を抑制「アレル
物質抑制除菌フィルター」
●空気清浄機が「浮遊ウイルス」
「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。
●フィルターは約2年に一度交換する
だけの簡単お手入れ

254-73 タニタ 体組成計
￥5,000(税抜)※送料990円
機能やデザインはシンプルに、使い
やすさに特化した体組成計。「乗
るピタ機能(自動認識機能)」を搭載
し、操作いらず、乗るだけで測定
してくれるTANITAの体重計。
健康チェックの習慣化が苦になりま
せん。測定したデータは５人分まで
登録保存できます。質の高い健康管
理をサポートします。健康管理の必
需品です。

244-43 手回し充電ライト

￥4,000(税抜)※送料990円
ＬＧ製リチウム充電池使用、手回し
充電できて電源いらず、付属の収納
袋はランタン代わりになります。非
情時は手回し充電でスマホ・携帯の
充電ができます。暗い場所でもボタ
ンの位置が分かりやすい蓄光ボタン。

「いつもいつでも」「もしもの時も」コン
セントから充電するポータブル蓄電池。家
庭用コンセントで充電、 AC100V／DC5V
で電気を出力する、コンパクトな電力サー
バーです。
日常生活における節電アイテムとしてはも
ちろん、災害・事故などで家庭用電源が使
用出来ない環境・状況においても安定した
電力を供給します。
【消費電力と使用可能時間の目安】
●液晶テレビ 32型（70W）：2.5時間
●スマートフォン（10W）：10.5時間
●LED照明（20W）：7時間

244-35 家庭用ポータブル蓄電池
￥50,000（税抜）※送料990円

ご予算に応じてその他商品をご提案させて頂きますので、ご相談ください。



【健康】睡眠サポートサプリメント スイミナイト
5日分(50粒) 1,000円（税別・送料込）／ 30日分(150粒) 6,000円（税別・送料込）

※「機能性表示食品」とは、企業の責任において、科学的根拠にもとづいた機能性を表示した食品のことです。 "特定の保健の目的が期待できる(健康の維持および
増進に役立つ)"という食品の機能性を表示することができます。 「特定保健用食品(トクホ)」とは異なり、消費者庁の個別の許可を受けたものではありません。

●旅先での睡眠の確保、海外旅行での時差ボケ解消、ストレス解消などに効果的な商品として販売致しました。
●感染症予防には免疫力アップが必要で、その基本は「食事」「運動」「睡眠」「笑顔」。

→ スイミナイトで睡眠の「質」を高め、毎日を元気に！

＜効果効能＞
短時間でも深い睡眠がとれる。起床時の疲労感や眠気を軽減する。リラックス成分GABA・Lテアニン配合。
※テアニンとは？ テアニンは主にお茶の中に含まれるアミノ酸のひとつで「お茶を飲むと“ホッ”とする」特有のうま味や甘味成分の

もととなる物質です。自律神経をリラックスさせる働きがあるといわれており、緊張やストレスの抑制に繋がっています。

<こんな方にお勧め＞
・しっかり眠ったはずなのに疲れがとれていない ・PC・スマホを長時間使う ・日々のストレスを感じている
・夜中に目が覚めてしまう ・短時間でもしっかり休みたい ・朝起きるのがツライ など



【商品のお申し込み・お問い合わせは】
名鉄観光サービス株式会社 刈谷支店
担当 ：白井・古橋・湯浅
E-mail：kariya@mwt.co.jp
TEL：0566-21-1333 FAX：0566-21-4679

この度ご紹介いたしました商品のほかに、
様々な商品のご提案が可能です！

●ご希望の商品内容（食品・お菓子・家電・・・など）
●ご予算（一つ当たりのご希望単価）
●数量
●ご納期

下記内容をお知らせください。商品を抜粋しご提案させて頂きます。
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