
￥0送料無料
北海道・沖縄除く

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

カタログ有効期限：2018年8月17日

夏のギフト夏のギフト

赤肉メロン&桃詰合せ赤肉メロン&桃詰合せ
商品番号  1-27-0012-0164
EXAモール価格  5,400円(税込)
〈内容量〉 赤肉メロン約1ｋｇ×1玉、桃 約230ｇ×4玉
〈生産地〉 赤肉メロン（北海道or山形県）、桃（山梨県or長野県）

商品提供元／有限会社 ティ・アイ・ティ

の
し

ポイント

15

大玉 赤肉メロン大玉 赤肉メロン

商品番号  1-27-0012-0150
EXAモール価格  3,996円(税込)
〈内容量〉 約1.6ｋｇ×1玉
〈生産地〉 北海道

3商品共通 　〈送　料〉北海道378円、沖縄 離島発送不可、その他の地域送料無料

ポイント

13

2018

の
し

マスクメロンマスクメロン

商品番号  1-27-0012-0151
EXAモール価格  3,780円(税込)
〈内容量〉 約1.3ｋｇ×1玉
〈生産地〉 愛知県

ポイント

9
の
し

メロンの王様「夕張メロン」の果汁をたっぷりと使ったジュースです。

商品提供元／株式会社 長屋製菓

夕張メロン熟しぼり夕張メロン熟しぼり
商品番号  1-01-0017-0002
EXAモール価格  3,240円(税込)
〈内容量〉 190ｇ×15缶　〈賞味期限〉 製造日より2年間
〈送　料〉 北海道411円、青森｠岩手｠秋田514円、宮城｠山形｠福島617円、
                茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠山梨｠長野720円、
                富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重822円、
                滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山1,028円、
                鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口1,131円、徳島｠香川｠愛媛｠高知1,234円、
                福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島1,337円、沖縄1,440円

ポイント

8

栽培期間中農薬不使用！
砂糖も水も加えていない、
100％ストレートな
グレープジュース！

商品提供元／トマトCLUB

牧野さんのぶどうジュース
1リットル×2本セット
牧野さんのぶどうジュース
1リットル×2本セット
商品番号  1-01-0016-0001

〈内容量〉 1Ｌ×2本　〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉 北海道600円、｠｠青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島900円、｠
                茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川 新潟｠山梨｠長野1,000円、｠｠
                富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重1,200円、
                滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山1,300円、
                鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口1,400円、徳島｠香川｠愛媛｠高知1,500円、
                福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島1,600円、
                沖縄2,400円、｠離島中継料1,600円

EXAモール価格  3,599円(税込)

ポイント

8
の
し

の
し

EXAモール商品の申込み方法
クレジットカード利用可

コンビニ決済利用可

コンビニ決済利用可

0120-985-000 携帯電話の方はこちらから
03-6757-8892

受付時間　9：00～ 21：00〈年中無休〉
固定電話からの受付に限ります。(03～ IP 電話含む)
※携帯電話・非通知・公衆電話・IP電話 (050～)から の受付はできません。

〒104-0042  東京都中央区入船 1-1-26 永井ビル4F
TEL.03-6757-8900  FAX.03-6757-8897

●商品のお届けについて
左記の手続きでお申込み、かつ商品代金の入金を会社が確認した後、（ク
レジットの場合は決済手続き完了後）5営業日以内に商品を発送いたします。
◆お中元等の、のし希望のご注文は、7月1日以降の発送となります。
◆のしを付けない通常のご注文は、5営業日以内に発送となります。
●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、関連するアフターサービス、当
社および関連会社の商品・サービスに関する情報、エージェントの登録・委
託・管理、その他付随する情報の提供のみに使用します。
詳しくはホームページ(http://www.exa11.co.jp/)をご確認ください。
個人情報に関しては当社お客様相談室(03-6757-8901)までお問い合
わせください。(個人情報責任者 担当取締役)
●返品・交換等
お届けした商品に、品質不良・汚損・数量不足等があった場合
・商品到着後7日以内に、お客様相談室までご連絡ください。（不良品等の
送料は当社が負担いたします。)
・なお、生鮮食料品の返品および交換はできません。

詳しくは、ショッピングサイトの「お問い合わせフォーム」からご連
絡いただくか、お客様相談室（03-6757-8901 平日9時から17
時）までご連絡ください。

ＥＸＡモール注文書をご使用ください。

http://examall.jp http://examall.jp/m
携帯はこちらから

クレジットカード利用可 24時間受付

24時間受付

インターネット・携帯電話から検索していただけます！

【ログイン方法】
初めてログインする方はログイン IDに「エージェントID」、
パスワードには「生年月日(西暦)8ケタ」をご入力ください。

ＥＸＡモール

03-6757-8897

フリーダイヤル

FAX

インターネット

商品提供元／まっかなほんと

りんごジュース1L 3本入
商品番号  1-02-0003-0039
EXAモール価格  2,880円(税込)

〈内容量〉 1L×3本
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉 沖縄1,542円、離島中継料1,028円、
             その他の地域送料無料

ポイント

7
の
し ￥0送料無料

沖縄除く

国際会議にも採用されたストレート果汁100%の
リンゴジュースです！

商品提供元／株式会社シュウエイ

商品番号  1-46-0002-0003

〈内容量〉 つけあげ(23g)ｘ4、しそ天(23g)ｘ2、イワシ天(20g)ｘ4、生姜天(23g)ｘ2、
　　　　 さつま芋天(43g)ｘ2、野菜天(30g)ｘ2、ごぼう天(43g)ｘ3、れんこん天(43g)ｘ3
〈賞味期限〉 要冷蔵で製造日より8日間
〈送　料〉北海道2,000円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島1,580円、茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟｠山梨｠長野1,370円、
富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重1,160円、滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山｠徳島｠香川｠愛媛｠高知1,050円、
鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口｠福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島950円、沖縄1,680円

EXAモール価格  2,160円(税込)

の
し

ポイント

5 冷蔵

薩摩地酒を用いた、風味豊かなさつま揚げです。
そのままでもお召し上がりいただけます。

小田口屋「さつま揚げ」詰合せ（大セット）

商品提供元／株式会社 渡辺養蜂場

商品番号  1-07-0005-0002

〈内容量〉 50g入り×6種
〈賞味期限〉 充填日より2年間
〈送　料〉 沖縄1,340円、離島発送不可、その他の地域800円

EXAモール価格  3,240円(税込)

の
し

ポイント

16

季節の天然はちみつを食べ比べてみませんか？

国産季節のはちみつ50g×6種セット(箱入)

商品提供元／アークス物流サポート株式会社

商品番号  1-13-0084-0001

〈内容量〉 80g×6個
〈賞味期限〉 製造日より60日間
〈送　料〉｠北海道1,836円、｠｠青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島1,242円、｠｠茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉｠東京｠神奈川｠新潟
山梨｠長野918円、富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重810円、滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山｠徳島｠香川｠愛媛｠高知702円、
鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口540円、福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島486円、沖縄1,188円

EXAモール価格  1,296円(税込)

の
し

ポイント

8

柚子の香りと酸味が大人味の和風ゼリー

鹿児島県末吉町の柚子ゼリー 6個入り

￥0送料無料

の
し

商品提供元／富士産業株式会社

商品提供元／鹿児島ますや 商品提供元／有限会社 ティ・アイ・ティ

真鯛を活〆し、独自の製法で
一枚ずつ丁寧に讃岐白味噌に
漬込みました。

真鯛、鰆、銀鮭の白味噌漬
商品番号  1-37-0007-0002

〈内容量〉 真鯛70g×2切、鰆70g×2切、
　　　　 銀鮭70g×2切
〈賞味期限〉 出荷日より冷蔵で14日間
〈送　料〉全国送料無料

EXAモール価格  4,536円(税込)

ポイント

17 冷蔵

商品番号  1-46-0010-0031

〈内容量〉 鶏チョップドハム200ｇ×2袋、
             鶏ウインナー（プレーン）200ｇ×2袋、
             鶏ウインナー（スパイシー）200ｇ
〈賞味期限〉 冷凍で120日間
〈送　料〉全国送料無料

他にはない、無添加・鶏ムネ肉ハム・ソーセージ！
ヘルシーで女性に人気の商品！

国産鶏・無添加ハム・
ウインナー詰合せ

￥0送料無料

商品番号  1-27-0012-0181
EXAモール価格  5,184円(税込)EXAモール価格  5,４００円(税込)
〈内容量〉 ポークウインナー100ｇ（4本入り）×2袋、ハーブソーセージ100ｇ（4本入り）×1袋、
　　　        　 粗挽きウインナーソーセージ100ｇ（4本入り）×2袋、北海道マルゲリータピザ170ｇ×1枚、
　　　        　 放牧豚ロースステーキ肉80ｇ×2枚、放牧豚バラ焼肉200ｇ
〈賞味期限〉 ソーセージ製造後冷凍180日、精肉製造後冷凍90日、ピザ製造後冷凍90日
〈送　料〉全国送料無料

ポイント

9
の
しの

し

￥0送料無料

北海道の大自然の中で、のびのびと生育された「放牧豚」だから生み出される
豚肉ならではの美味しさ !  無添加ソーセージ !

北海道 ファーマーズファクトリー
「ファミリーセット」

冷凍 冷凍



商品提供元／株式会社　神室のめぐみ

安心安全「秋田県羽後町産そば粉」と
「国産小麦粉」の本格蕎麦！

西馬音内そば
（羽後町産そば粉使用）
商品番号  1-05-0002-0004
EXAモール価格  3,394円(税込)
〈内容量〉 そば900g（180g×5袋入り）
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉全国送料無料

の
し

ポイント

8

商品提供元／中谷物産株式会社 播州堂本舗

播州堂本舗といえば『笹うどん』とまで
言われるようになりました！

播州堂本舗の半生笹うどん ギフト4箱入

商品番号  1-28-0004-0001
EXAモール価格  3,085円(税込)
〈内容量〉 12食（だし付）
〈賞味期限〉 製造日より60日間
〈送　料〉 北海道 沖縄756円、その他の地域送料無料

の
し

ポイント

8

商品提供元／有限会社 亀吉製麺

一本一本手作業で引き延ばし、丹念込めて作りあげました。

半田そうめん 麺びじん（3kg）
商品番号  1-36-0001-0001
EXAモール価格  3,188円(税込)

の
し

ポイント

8

￥0送料無料

〈内容量〉 （100g×2束）×15袋 約30食分
〈賞味期限〉 製造日より2年間
〈送　料〉北海道1,182円、青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島｠茨城
栃木｠群馬 埼玉｠千葉 東京｠神奈川｠新潟｠富山｠石川｠福井｠山梨｠長野
岐阜｠静岡｠愛知｠三重864円、滋賀｠京都｠大阪｠兵庫｠奈良｠和歌山｠鳥取
島根｠岡山｠広島｠山口 福岡｠佐賀｠長崎｠熊本 大分｠宮崎｠鹿児島648円、
徳島｠香川｠愛媛｠高知514円、
沖縄1,697円、離島中継料1,697円

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

商品提供元／株式会社エムエムケー45

絹肌の貴婦人と称される
抜群の喉ごし、コシ、旨みをお楽しみください！

絹肌の貴婦人 金ラベル 平うどん

商品番号  1-28-0005-0002
EXAモール価格  4,114円(税込)
〈内容量〉 500g×4袋
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉 北海道1,200円、沖縄2,000円、
            その他の地域送料無料

の
し

ポイント

10 ￥0送料無料
北海道・沖縄除く

の
し

商品提供元／株式会社 岩本食品

商品提供元／株式会社 半澤鶏卵

口いっぱいに広がるスモークフレーバー。食べたことのないオドロキの食感であなたを虜に！風味豊かで濃厚な味をお楽しみください。

『スモッち』20ケ入
商品番号  1-03-0001-0002

〈賞味期限〉 要冷蔵で製造日より21日間
〈送　料〉 北海道1,188円、
　　　　 青森｠岩手｠宮城｠秋田｠山形｠福島｠茨城｠栃木｠群馬｠埼玉｠千葉 東京 神奈川 新潟
　　　　 山梨｠長野864円
　　　　 富山｠石川｠福井｠岐阜｠静岡｠愛知｠三重｠滋賀｠京都｠大阪｠兵庫 奈良 和歌山 972円
　　　　 鳥取｠島根｠岡山｠広島｠山口1,296円
　　　　 徳島｠香川｠愛媛｠高知1,404円
　　　　 福岡｠佐賀｠長崎｠熊本｠大分｠宮崎｠鹿児島1,512円
　　　　 沖縄1,728円
　　　　 離島配送不可

EXAモール価格  3,024円(税込)
の
し

〈内容量〉 55g×20個

商品提供元／中谷物産株式会社 播州堂本舗

商品番号  1-28-0004-0006

〈内容量〉 （6g×8包入り）×6セット 48食分
〈賞味期限〉 製造日より1年間
〈送　料〉 北海道 沖縄756円、その他の地域送料無料

EXAモール価格  2,571円(税込)

ポイント

7

の
し

の
し ポイント

6

ポイント

9

冷蔵

北海道産昆布のエキス旨味をいかした甘口の超低塩塩分約4.8%の
塩分控えめの梅干です。

兵庫県・淡路産のたまねぎを100％使用し、何倍飲んでも飽きの来ないコンソメ風味に仕上げました。

ギフト用
淡路産たまねぎスープセット

商品提供元／有限会社 クロスクリエイト

商品番号  1-27-0005-0019

〈内容量〉 60個(20g×20個)×3箱、和風だし40g×3食
〈賞味期限〉 要冷凍で製造日より30日間
〈送　料〉 北海道 沖縄1,131円、離島発送不可。その他の地域617円

EXAモール価格  3,456円(税込)

ポイント

11

スペイン「ハブコ村」産のデ・ベジョータの
旨みをご堪能ください。

イベリコ豚入りギョウザ

冷凍

商品提供元／東京かねふく

商品番号  1-13-0074-0005

〈内容量〉 辛子めんたいこ　270g
〈賞味期限〉 出荷日より冷凍で90日間
〈送　料〉全国一律756円、離島配送不可

の
し

ポイント

16

「真子」と呼ばれる成熟卵を厳選、かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。
旨味を引き出しました。

かねふく 無着色からし明太子 270g

冷凍

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

よろこんぶ

商品番号  1-30-0003-0001

〈内容量〉 680g
〈賞味期限〉 製造日より120日間
〈送　料〉 北海道 沖縄1,028円、青森 岩手 秋田617円、その他の地域514円

EXAモール価格  3,085円(税込)

商品提供元／有限会社 ティ・アイ・ティくだもの共通  〈送　料〉 北海道378円、沖縄 離島発送不可、その他の地域送料無料

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

黒小玉西瓜＆マスクメロン黒小玉西瓜＆マスクメロン

商品番号  1-27-0012-0162
EXAモール価格  5,940円(税込)
〈内容量〉 黒小玉すいか約1.6ｋg×1玉、マスクメロン約1.3ｋｇ×1玉
〈生産地〉 黒小玉すいか（熊本県of長崎県）、マスクメロン（愛知県or熊本県）

ポイント

16
の
し

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

黒小玉すいか 1玉黒小玉すいか 1玉

商品番号  1-27-0012-0161
EXAモール価格  3,996円(税込)
〈内容量〉 黒小玉すいか約2.3ｋｇ×1玉
〈生産地〉 黒小玉すいか（熊本県or長崎県）

ポイント

11
の
し

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

グリーン＆サンゴールド キウイ詰合せグリーン＆サンゴールド キウイ詰合せ

商品番号  1-27-0012-0177
EXAモール価格  3,780円(税込)
〈内容量〉 グリーンキウイ（約130ｇ×4玉）、サンゴールドキウイ（約140g×4玉）
〈生産地〉 ニュージーランド

ポイント

10
の
し

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

貴陽 プラム貴陽 プラム
きようきよう

商品番号  1-27-0012-0156
EXAモール価格  4,104円(税込)
〈内容量〉 5玉（850ｇ）
〈生産地〉 山梨県

ポイント

10
の
し

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

光センサー選別 桃光センサー選別 桃

商品番号  1-27-0012-0154
EXAモール価格  4,104円(税込)
〈内容量〉 5玉（1,150ｇ）
〈生産地〉 山梨県or長野県

ポイント

10
の
し

￥0送料無料
北海道・沖縄除く

マスカットオブ アレキサンドリアマスカットオブ アレキサンドリア

商品番号  1-27-0012-0159
EXAモール価格  5,400円(税込)
〈内容量〉 1房（約500ｇ）
〈生産地〉 岡山県

ポイント

14
の
し

EXAモール価格  3,240円(税込)


