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商品画像 商品名 商品説明 内容量/1本 入数 金額（税込）

蛍の郷の天然水スパークリング

大自然に磨かれた天然水に

炭酸だけを加えました。日

本人に適した硬度のミネラ

ルウォーターと炭酸の刺激

をお楽しみ下さい。

500ml 24本 2,592円

12本 2,592円

24本 5,184円

こどもびいるギフトセット【ギフト箱入】

「こどもびいる」がオリジ

ナルのギフト箱に入った12

本入りのセットです。

12本 2,862円

こどもびいる【3本箱入】

お手軽な3本箱入です。

ちょっとしたお土産にご利

用下さい。

3本 756円

12本 2,592円

24本 5,184円

スワンサイダー（復刻版）ギフトセット

【ギフト箱入】

歴史を感じさせる雰囲気の

ある箱にスワンサイダーが

12本入ったギフトセットで

す。

12本 2,862円

スワンサイダー【3本箱入】

お手軽な3本箱入です。

ちょっとしたお土産にご利

用下さい。

3本 756円

スワンサイダーミニギフト　【ギフト箱入】

昔なつかしいスワンサイ

ダーのミニチュアボトル24

本入ギフトセット。

24本 4,104円

スワンミニ（お試し版）

スワンサイダーのミニチュ

アボトルがクリアケースに

入っています！［3本入×2

セット］

3本入×2セット 1,188円

こどもびいる

スワンサイダー（復刻版）

ジョッキに注ぐとまるで

ビール！本来はビールが飲

めない大人の為に開発され

た中身は爽やかなリンゴ風

味の炭酸飲料です。子ども

から大人まで楽しめる商品

です。

原料には上質グラニュー糖

を使用し、炭酸を強く含ん

でいますので、昭和のサイ

ダー全盛期の味がお楽しみ

いただけます。

330ml

330ml

95ml
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果実サイダー詰合せ

見た目も可愛い果実サイ

ダーシリーズ！！ドリア

ン、マスクメロン、スイ

カ、豊潤白桃、、完熟マン

ゴー、パインの6種類から

24本の詰合せに出来ます。

1種類でもOK！6種類の組

合せでもOK！

※ご注文の際は、組合せの

本数をお知らせ下さい。

300ml 24本 3,110円

n.e.o（ネオ）プレミアムジンジャー・エー

ル

プロのバーテンダー監修の

ジンジャーエールです。飲

みきりサイズのミニ瓶24本

入。

24本 3,888円

n.e.o（ネオ）プレミアムジンジャー・エー

ル（お試し版）

クリア箱に入って、お土産

にもオススメ。［3本入×2

セット］

3本入×2セット 1,188円

n.e.o（ネオ）ジンジャーシロップ

プレミアムジンジャーエー

ルの原液をボトルに詰めま

した。お飲み物やお料理な

ど幅広くお使いいただけま

す。3本入ギフトです。

200ml 3本 3,240円

n.e.o（ネオ）プレミアムトニックウォーター

プロのバーテンダー監修の

トニックウォーターです。

沖縄産シークワーサー果汁

を加えたことによる苦味と

香りが特徴です。

200ml 24本 3,110円

謹製サイダァ（清酒風）

上質なグラニュー糖を使用

し、見た目も伝統のある清

酒風に作り上げました。

285ml 12本 3,046円

フルーラ詰合せ

マンゴー10本・ライチ10

本・ラフランス10本の詰合

せ。果実のフレーバーを使

用し、ネーミング・パッ

ケージともにお洒落に仕上

げた炭酸飲料です。

200ml 30本 4,212円

12本 2,592円

24本 5,184円

LAZY　AFTERNOON　ルートビア

95ml

315ml

日本発アメリカンソーダ！

一度飲んだら忘れられな

い！ルートビア特有のフ

レーバーを是非お楽しみ下

さい。
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12本 2,462円

24本 4,925円

12本 2,333円

24本 4,666円

12本 2,592円

24本 5,184円

12本 2,592円

24本 5,184円

12本 2,592円

24本 5,184円

湯あがり堂”サイダー”ギフト　24本入　【ギフト箱入】 ギフト箱入 24本 3,240円

湯あがり堂”サイダー”　48本入

お風呂あがりにぴったりな

ミニサイズ。飲み口は爽や

かで、柑橘系のさっぱりし

た味をお楽しみいただけま

す。

48本 6,221円

湯あがり堂”蜂蜜れもん”ギフト　24本入　【ギフト箱入】 ギフト箱入 24本 3,240円

湯あがり堂”蜂蜜れもん”　48本入

国産はちみつと国産レモン

ストレート果汁を100％使

用した濃厚な風味とレモン

の爽快さをお楽しみ下さ

い。嬉しい飲みきりサイズ

です。

48本 6,221円

95ml

95ml

あまおうサイダー

日向夏サイダー

オリーブサイダー

103（天山）サイダー

温泉（うんぜん）レモネード 330ml

長崎県の温泉地「雲仙」の

地サイダー。人口甘味料は

使わず島原半島産のレモン

果汁と天然水を使用。

いちご果汁入。かわいいラ

ベルが目を引きます！
245ml

宮崎産日向夏を使った地サ

イダー。日向夏の果汁入

り！

245ml

背振山系の伏流水、銘酒

「天山」の仕込水を使用。

佐賀産「すだち」をかくし

味に使用した清涼感溢れる

酒蔵サイダーです。

200ml

小豆島産のオリーブ果汁を

使用したサイダーです。甘

さ控えめでフルーティーな

後味をお楽しみいただけま

す。

250ml
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友桝飲料アルコールフリーBOX　【ギフト箱入】

こどもびいる3本

スワンサイダー3本

フルーラ（3種）各1本

ルートビア3本の12本セッ

トです。ギフト箱入り。

こどもびいる

スワンサイダー

330ml

フルーラ

200ml

ルートビア

315ml

12本 2,635円

友桝飲料S・Y・Nセット（24本）　【ギフト箱入】

S(スワンサイダーミニ)8本

Y(湯上がり堂サイダー)8本

N(n.e.oプレミアムジン

ジャーエール)8本

人気商品を1箱に詰め込み

ました！ギフト箱入り。

95ml 24本 3,845円

※のしをご希望の方はご連絡ください(商品によっては、のしのご対応ができない場合もございます)

●配送・送料について

【国内送料一覧】

～７，９９９円の場合

北海道 北海道 １，１００円

東北 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 ９９０円

関東甲信越 新潟・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 ６６０円

中部・北陸 岐阜・静岡・愛知・三重・富山・石川・福井・長野 ６６０円

関西 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 ５５０円

四国 徳島・香川・愛媛・高知 ５５０円

中国 山口・広島・岡山・鳥取・島根 ４４０円

九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 ３３０円

沖縄 沖縄 ８８０円

※複数個所に送られる場合には、それぞれ送料が発生いたします。

※送料は、すべて税込価格で表示しております。

【お届け日・時間帯の指定】

・お届け日の指定はできません。ご希望がある場合はご相談ください。

・お届け時間帯

　午前中/12～14時/14～16時/16～18時/18～21時/指定なし　よりお選びください

●お支払い方法について

・銀行振り込み

　お支払い内容、振り込み口座のメールをお送りいたします。ご確認後、ご入金のお手続きをお願いいたします。

　ご入金確認後、商品出荷となります。

・クレジット・コンビニ支払い

　お支払い内容の案内メールをお送りいたします。ご確認後、決済のお手続きをお願いいたします。決済完了後、商品出荷となります。

・代金引換

　商品到着時に配達員へ代金をお支払いください。

●お問い合わせ先について

　株式会社友桝飲料　直売課

　TEL:0952-72-5588　Email：shop@tomomasu.co.jp

　営業時間：10：00～15：30（土日祝日を除く）

　お支払いは、銀行振り込み、クレジットカード決済、コンビニ決済、代金引換です

エリア 都道府県
購入金額（税込）

０円

０円

１５，０００円～の場合

０円

０円

０円

０円

０円

０円

０円

８，０００～１４，９９９円の場合

１，７６０円

１，３２０円

１，９８０円

２，２００円

６６０円

８８０円

１，１００円

１，１００円

１，３２０円


