
0120-841109
平日：10:00～18:00 / 日祝：10:00～17:00

FAX  075-957-7570
E-mail  sales_order@le-noble.com

CA160812_1

Eメール、FAX、ホームページからご注文ください。

■印刷インクの性質上、実際の商品と色調が多少異なる場合があります。■商品の廃番、パッケージ等の仕様変更を予告なく行う場合があります。
■表示の価格は2016年8月1日現在の本体価格です。■将来この価格に変更が生じる場合があります。

ご注文からお届けまで

商品の決定1

2

お支払い、出荷準備

正式数のご連絡 ( 約2週間前 )、詳細確認

3

お届け4

ご希望の商品が決まりましたら
ご相談下さい。( 2～1カ月前)

当カタログ、もしくはホームページより商品をお選びください。 

お式の前日、または希望日にお届けいたします。

お振り込み、もしくはクレジットカードにてお支払いをお願い致します。
( お振込み確認後のご配送となりますので、準備の都合上、
お届けご指定日の10日前までにご入金いただきますようお願い致します。)

ご希望の場合は、納品先ご担当者様へ納品日の再確認を行わせて頂きます。

お電話もしくは FAXでご注文の場合、ご希望がございましたらお熨斗の見本をお送りします。

（ＥメールかFAX、または郵送）

お客様分として在庫を確保させて頂きます。

直前に数が増えると商品がご用意出来ない場合がございますので、

これ以上は増えないという最大の数をお知らせください。

お包み方法やお届け先、お届け日などをお伺いします。

お式の 2 週間前までに正式数量をご決定のうえ、お知らせ下さい。
ご連絡を頂き次第、合計金額のお見積りをいたします。

商品の候補が決まりましたら、お電話（フリーコール）やFAX等で在庫状況をお問い合わせ下さい。

お電話もしくは FAXでご注文の場合
ご希望がございましたらお熨斗の

見本をお送りします。
（ＥメールかFAX、または郵送）

発送開始
(約3日前 )

ラッピング作業開始。
丁寧に検品いたします。

正式枚数のご決定。
(約2週間前)

商品のご用意をさせて頂きます。
(1カ月前 )

ル・ノーブル 本社

ル・ノーブル 本社

納品完了

本冊子は定価 [ メーカー希望小売価格 ]（税抜）を表示しています。 
特別価格を設けているお品も多数ございますので、販売価格につきましては
別紙（プライスリスト）または、ホームページをご確認ください。
在庫や価格は日々変動しておりますので、詳細はホームページにてご確認下さい。
在庫確認はホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお願い致します。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

St e p 1 St e p 2 St e p 3 St e p 4
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引出物「贈りわけ」のススメ！

「ひとつの種類で、誰にでも喜ばれる引出物はない」だからこそ、最近は列席者に合わせて品選びをする、いわゆる「贈りわけ」が多く

なってきています。少人数制の結婚式なら、ひとりひとりゲストの顔を思い浮かべながら品物を選ぶ事も可能ですが、80名もの結婚式と

もなれば、大変です・・。

そこで、例えば「友人と親族」の2グループや「友人男性、友人女性、親族、上司」の４グループなど、年齢や間柄によって2～4種類の品

物をチョイスする事で、無難な品物ではなく、工夫を凝らして自分たちの個性をアピールするカップルが増えています。

また、共通の品物を一つ選んでおき、ご夫婦での出席や御祝儀を多く頂いた方にはもう一品、品物を添えて用意をしておくという方法も有

効です。引出物では、いくつあっても困らないものや実用的なもの、自分では買わないけど、もらって嬉しいものが喜ばれています。なか

でも食器はラインナップが多く、毎日の食卓で活躍する白のアイテムから、個性が発揮できるアイテムまで揃います。ル・ノーブルでは、

その品物を見れば、いつもふたりの事を思い浮かべてもらえるような、とっておきの引出物をお手伝いさせて頂きたいと考えています。

Le-nobleGift Seletcion

Bridal
Collection

人生の中で最も輝く日

大切な人たちからの祝福を受け最高なひとときに

感謝の気持ちを込めて、心から選ぶ贈りもの

気持ちに寄り添うル・ノーブルギフト

お二人のこれからをしっかりと

お手伝いします。
喜 ば れ る ギ フ ト の 選 び 方

・親への贈り物
今までのありがとうをギフトに込めて…P.7

・会場の演出
会場の各テーブルのゲストそれぞれに、メッセージを用意しておくこともおもてなしのひとつに…P.9

・送迎ギフト
小さな贈り物にも気を配りたい3つの原則…P.9

引 出 物 の 他 に、合 わ せ て 準 備 し て お き た い

引 出 物

新郎新婦から結婚式や結婚披露宴の列席者にありがとうの気持ちを込めて贈る品物。
ゲストにもぴったりの ”二人らしい引出物” を選びましょう。

贈り分けのご予算の一例（参考値です）

◆ 親戚・・・１０,０００円～２０,０００円 ◆ 友人・・・３,０００円～５,０００円

◆ ご夫婦、上司・・・５,０００円～１０,０００円 ◆ ご両親・・・１０,０００円以上

万人受けの王道ギフト
贈り分けもいいけれど、やっぱり選び抜いた一つのギフトに

こだわりたい。自分がもらっても嬉しいと思えるものを選ぶ

ことがポイントです。

01. ブランドギフト
良いものを贈りたいお二人には知名度のあるブランド品を。

演出にかかる費用を抑え、料理や引出物を重視してゲストに

も喜んで欲しい。

02.

話題になったトレンドギフト
ふたりのセンスが活かせる引出物。話題になったものや、いま

人気のものを選んで他の人とは違った印象に残る引出物に。

03. 軽量・コンパクトギフト
遠方からのゲストやお年寄り、お子様連れ、雨天時や二次会・

帰宅の移動時の負担を軽減できる、心遣いが伝わるギフト。

04.
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ウェッジウッド
カッコー（ハーレクィーンコレクション）
サンドイッチトレイ 25×15cm

商品コード：009157416562

5,000円（税抜）

ストラス with SWAROVSKI ELEMENTS
ハート イン ハート
OF 250cc ペア

商品コード：527000000106

5,000円（税抜）

ダ・ヴィンチクリスタル
リリウム ワイン（L） ペア
【ブランドボックス付】

商品コード：DVST00000001

3,000円（税抜）

ウェッジウッド
ヴェラ・ウォン ヴェラレース プラチナ
マルチソーサー 13.5cm ペア 
【ブランドボックス付】
商品コード：WWVW00000009

5,000円（税抜）

ウェッジウッド
アレクサンドラ シャンパンゴールド
ティーカップ＆ソーサー（リー） ペア
【ブランドボックス付】
商品コード：WWAL00000005

20,000円（税抜）

ウェッジウッド
インタグリオ プラチナ
ダイヤディッシュ 22×15cm
【ブランドボックス付】
商品コード：WWIP00000001

3,000円（税抜）

田島硝子
富士山グラス
ロックグラス

商品コード：742001501501

5,000円（税抜）

松徳硝子
うすはり
タンブラー（L） ペア 【木箱入】

商品コード：ST752761001P

3,600円（税抜）

LOYFAR
箸置き 5個セット
ツタ（S） 2.5×4.5cm ピューター製

商品コード：500000008044

3,500円（税抜）

ノリタケ
シェール ブラン
長角皿27cm

商品コード：497594626218

3,500円（税抜）

グローバル包丁（GLOBAL）
GST-4（文化3点セット）
文化・ペティナイフ・
スピードシャープナー
商品コード：494369130403

14,000円（税抜）

ウェッジウッド
バタフライブルーム
サンドイッチトレイ 25×15cm

商品コード：009157421025

8,500円（税抜）

エインズレイ
エリザベスローズ
紅茶スプーン 6本セット

商品コード：070865837861

4,000円（税抜）

ワイルドストロベリー
スパイラルトレイ
21×14cm

商品コード：003267728007

4,500円（税抜）

ウェッジウッド
デイジーティーストーリー
マグ L ブルー

商品コード：070158700841

5,000円（税抜）

ウェッジウッド
フェスティビティ　マグ 300cc
（ラズベリー） ペア 【ブランドボックス付】

商品コード：WW3267FE0007

4,000円（税抜）

ロイヤルコペンハーゲン
フルーテッドシグネチャー
プレート 27cm

商品コード：000002556627

5,500円（税抜）

イッタラ
ウルティマ ツーレ
ホワイトワイン 160ml ペア

商品コード：I IUL00000006

5,000円（税抜）

日本の工芸技術、和のテーブル
にも合うアイテムを集めました。

エレガントなコーディネートを
引き立てるテーブルウェア
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Le-nobleGift Seletcion
ル・ノーブルのブライダルギフトセレクション。
シーン別や価格別におすすめ商品をご紹介します。

※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。 ※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。

http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157416562/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/070865837861/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/070158700841/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000002556627/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157421025/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/003267728007/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WW3267FE0007/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/IIUL00000006/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/527000000106/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/DVST00000001/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WWVW00000009/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WWAL00000005/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157418043/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/742001501501/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/ST752761001P/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/500000008044/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/497594626218/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/494369130403/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157416562/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/070865837861/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/070158700841/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157421025/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/003267728007/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WW3267FE0007/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WW3267FE0007/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000002556627/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/IIUL00000006/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/527000000106/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/DVST00000001/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WWVW00000009/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WWAL00000005/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WWAL00000005/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157418043/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/742001501501/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/ST752761001P/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/500000008044/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/497594626218/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/494369130403/
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ウェッジウッド
フェスティビティ
ティーカップ＆ソーサー 160cc
（ラズベリー） ペア 【ブランドボックス付】

商品コード：WW3267FE0002

フルーツや花々が型押しされている、シンプルなデザインで、
毎日のどんなお料理も少し贅沢に見せてくれます。

5,000円（税抜）

ウェッジウッド
ワイルドストロベリー
オクタゴナルディッシュ L 24cm

商品コード：003267728364

ビクトリア調の愛らしいワイルドストロベリーシリーズは、
日本でも大人気。

5,000円（税抜）

イッタラ
カステヘルミ
ボウル 230ml ライトブルー ペア

商品コード：IIKH00000003

表面を覆うガラスの粒がキラキラと全体を彩り、
すがすがしく気持ちよい雰囲気を醸し出してくれます。

5,000円（税抜）

リチャードジノリ
ベッキオホワイト
ピクルス 25cm【ブランドボックス付】

商品コード：000000021310T

ディナーテーブルにアクセントを添える変形ディッシュ。
アクセサリーやキーを置くインテリアとしてもお使いいただけます。

5,000円（税抜）

ミントン
ハドンホール
ケーキスプーン 5本セット HH003S

商品コード：003000105003

イングランドの古城ハドンホールのタペストリーから
ヒントを得て誕生した、ミントンの中でも最も有名なシリーズ。

3,500円（税抜）

松徳硝子
うすはり
葡萄酒器 ブルゴーニュ 2個 紅白組 【木箱入】

商品コード：750002921210

赤とクリアの2色のペアで
お祝いの品にもピッタリ♪

3,900円（税抜）

ノリタケ
シェール ブラン
ボウル ペア 13cm P94806／1655

商品コード：497594626194

オールドノリタケのエレガンスを「今」に受け継ぐ白い食器、
cher blanc（シェール ブラン）

3,000円（税抜）

田島硝子
富士山グラス
ロックグラス

商品コード：742001501501

おみやげグランプリ2015
最優秀賞・観光庁長官賞 受賞商品

5,000円（税抜）

ロナ
パントエッチング ピッコロ フローラ
フルート 190ml ペア

商品コード：532100100953

飲み物を注ぐとグラスにデザインされた
フローラル柄が浮かび上がります。

3,000円（税抜）

ウェッジウッド
デイジーティーストーリー
サンドイッチトレイ 25×15cm

商品コード：070158700829

まるで上流階級の貴婦人の私室で、ティーセレモニーに
招かれているような優雅な気分にさせてくれます♪

8,000円（税抜）

ロイヤルコペンハーゲン
フルーテッドシグネチャー
マグ 350ml ペア

商品コード：000002556031

ロイヤルコペンハーゲンのトレードマークを
「フルーテッドシェイプ」の表面に大胆にあしらったデザイン

8,000円（税抜）

ウェッジウッド
ソーラー
ビーカー（マグ） 250cc ペア 
【ブランドボックス付】

商品コード：WWSO00000002

ボーンチャイナの艶やかな乳白色と透明感が
たっぷり表現されたマグカップです

6,000円（税抜）

エインズレイ
チェリーブロッサム
ブレッド＆バタープレート（ラウンド）

商品コード：070865834639

1枚でも見栄えが良く、
年齢を問わずお使いいただけます

10,000円（税抜）

リチャードジノリ
ベッキオホワイト
マグ 350cc ペア

商品コード：RG000274175P

取手が大きめのデザインで、男性の方でも
お使いいただけるマグカップです

10,000円（税抜）

ロイヤルコペンハーゲン
ブルー フルーテッド メガ
マグ 350ml ペア 2381039

商品コード：000002381039

歴史ある唐草模様を拡大させて表現した
ユニークなデザイン♪

10,000円（税抜）

ウェッジウッド
プシュケ
ティーカップ＆ソーサー（リー） ペア
【ブランドボックス付】

商品コード：WWPS00000013

プシュケとは恋愛の神キューピッドの妻となった美しい女性のことで、
ギリシャ神話「キューピッドとプシュケの結婚」に想を得たシリーズです。

20,000円（税抜）

マイセン
波の戯れホワイト
タンブラー ペア 【マイセン化粧箱入り】

商品コード：ME000055404P

さざなみを思わすレリーフが、実用と美の完全な一致を見せています。
特徴ある口縁は、飲み物の切れが良く、飲みやすいと言われています。

10,800円（税抜）

マイセン
マイセンクリスタル M 38101
シャンパンフルート 22.1cm ペア

商品コード：000000709844

24,000円（税抜）

シンプルで機能的なシェイプに「M」のロゴマークが
デザインされた上品なグラス

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

引出物にオススメの商品を価格帯別でご紹介します3,000 ～ 5,000円 5,001 ～ 20,000円

※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。 ※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。

http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WW3267FE0002/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/003267728364/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/IIKH00000003/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000000021310T/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/003000105003/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/750002921210/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/497594626194/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/742001501501/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/532100100953/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/070158700829/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000002556031/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WWSO00000002/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/070865834639/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/RG000274175P/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000002381039/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/WWPS00000013/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/ME000055404P/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000000709844/
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花嫁のための、
結婚式準備アイテム

サムシングブルーについて

花嫁にきらめきを添える、
クリスタルのアクセサリー

花嫁さんが幸せになりますように・・・との願いが込められたヨーロッパの

おまじないで「サムシングフォー」という言葉があります。結婚式の当日に

「なにか新しいもの」「なにか借りたもの」「なにか古いもの」「なにか青

いもの」の４つを取り入れることで、永遠の幸せが続くという言い伝えがあ

るのです。このうちの「なにか青いもの」がサムシングブルーで、「花嫁の

清らかさと誠実な愛情」を意味します。「なにか青いもの」といっても青色

のドレスを着ましょう、ということではありません。青色のアクセサリーを

身に着けたり、会場装飾の中に青色を取り入れるなど、ブルーのアイテムを

さりげなく取り入れるだけで十分なのです。

アウガルテン
トリアノン（7042K） シャンパンボウル
コバルト／ゴールド

商品コード：117042635001

23,000円（税抜）

ノリタケ
シェール ブラン
2人用 ティーセット A

商品コード：NRCB00000001

16,000円（税抜）

ウェッジウッド
ジャスパー ピンク
クラシックピクチャーフレーム
24×18.5cm（窓枠：17×11.5cm）
商品コード：009157421768

10,000円（税抜）

ウェッジウッド
ヴェラ・ウォン ヴェラレース プラチナ
ピクチャーフレーム 17×13cm
商品コード：009157421254

10,000円（税抜）

クリストフル
マルメゾン 42 56 009
フォトフレーム 9×13cm
商品コード：039004256009

25,000円（税抜）

ロイヤルコペンハーゲン
イヤープレート
2016年 「ICE SKATING IN COPENHAGEN」
【プレート立て＆ハンガー付】
商品コード：RCST00002016

10,000円（税抜）

松徳硝子
うすはり
酒道具 【木箱入】

商品コード：750002701010

7,000円（税抜）

京焼・清水焼
組湯呑 ペア S0479
紫三島

商品コード：206000011508

10,000円（税抜）

京焼・清水焼
組湯呑 ペア S0471
中帯赤青絵

商品コード：206000011505

10,000円（税抜）

田島硝子
富士山祝盃
青赤富士セット ペア TG13-013-2 木箱入

商品コード：742000091320

8,000円（税抜）

スワロフスキー
ネックレス Exotic Large
SW5202318

商品コード：900965202318

55,300円（税抜）

バカラ
オブジェ 2-102-546
ラッキーバタフライ ブルー

商品コード：000002102546

22,700円（税抜）

バカラ
フルール・ドゥ・プシデリック ネックレス 2-608-374
アクアミラー SV

商品コード：000002608374

56,000円（税抜）

スワロフスキー バングル
Creativity Large
SW5191918

商品コード：900965191918

33,600円（税抜）

スワロフスキー
ネックレス Diapason Large All-Around
SW5146731

商品コード：900965146731

55,300円（税抜）

リングピローとしても使える、シンプルで
エレガントなデザインのボウルです♪

Etching service
大切な記念日に、思いを伝える言葉を刻む
エッチング（名入れ）サービスも承ります。

グラスやプレートに思いを込めた文字を刻んで、

世界でたった一つのオリジナルギフトを作ってみませんか。

フォント（字体）やカラーなどお選びいただけます。

サービスの詳細についてはお問合せください。
37
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感謝の気持ちを込めて、
両親へ。

お世話になった両親へ贈るギフトとして、ご夫婦でお使い

いただける食器のペアセットや、大切なお写真を飾る

フォトフレーム、記念の年の象徴として思い出に残る

イヤープレートなどをご案内しています。

※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。 ※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。

http://www.le-noble.com/d/s/product_info/NRCB00000001/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/NRCB00000001/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/RCST00002016/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/750002701010/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/742000091320/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/206000011508/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/206000011505/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157421768/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/009157421254/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/039004256009/
http://www.le-noble.com/d/s/sm.php?ph=0&mk=022&sr=02734&ob=1&r=1&bo=&st=&et=&ng=&og=&ra=&zo=0&so=&ps=0&ma=0&nst=&o_all=1&st=1&uw_or=2#p_list
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000002102546/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/000002608374/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/900965191918/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/900965202318/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/900965146731/
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引出物の場合
・結婚には一度結んだらほどけない「結びきり」とします。

・表書きは【寿】芳名は両家名を記入します。

・熨斗がけは内熨斗か外熨斗となります。

 地域により異なるため式場等への確認をおすすめします。

例：

新郎　辻

新婦　長岡

両家の苗字の字数が異なる場合は頭揃えとするのが一般的です。

※婿養子の場合は左右が異なることが多くなります。

親類ばかりの列席者の場合は新郎、新婦の下のお名前を入れるのも良いでしょう。

内祝の場合
・結婚には一度結んだらほどけない「結びきり」とします。

・表書きは【内祝】や【寿】を記入します。

・芳名は新郎の苗字を記載します。新郎の苗字の下にお二人の名前を

 記入することもあります。 

・熨斗がけは基本的には内熨斗となります。地域により異なりますが
 内祝いでは控え目な内熨斗がおすすめです。

新婦の職場や新婦の知り合いなどに内祝を送りたいときにも、

できるだけ本名（新姓）を記載するようにしましょう。

旧姓をお知らせしたい時は、メッセージカードを添えメッセージの

結びに旧姓を書き込むようにするとよいでしょう。

スワロフスキー
クリスベア あなたとわたし
SWV1-096-736

商品コード：900781096736

22,000円（税抜）

メッセージカード
クワイヤー社 11.4×16.3cm（定形サイズ）
QR3886 ウェディング（Wedding）

商品コード：871741403886

350円（税抜）

ミニカード
カスパリ 8.8×6cm（定形外サイズ）
サンキュー ゴールドフレーム

商品コード：490076260943

150円（税抜）

トーキングテーブルズ
グラス用プレイスカード 10枚入
チョウチョ ピンク S-AIR-PLCARDPK

商品コード：505271401406

780円（税抜）

箔一
金粉切り廻し
食用金箔 金の舞 0.05g

商品コード：451766010914

1,000円（税抜）

e.ポップアップスポンジ
ムーミン 各種

商品コード：458010713311
各400円（税抜）

箔一
金箔ジュエリー
食用金箔 ハート D15-6007

商品コード：451766010918

380円（税抜）

箔一
金の箸置き銀の箸置き

商品コード：451766011415

各600円（税抜）

プチギフト
うさちゃんタオル ホワイト
A42-605-01

商品コード：999004260501

300円（税抜）

スワロフスキー
ガラスの靴
SWV5-035-515

商品コード：900965035515

14,700円（税抜）

パーティーの
演出に

食器セット＆キッチンアイテム

送迎ギフト

受付や高砂に飾るオブジェや、ゲストの
テーブルに添えるメッセージカードなど、

パーティー会場内の演出に役立つ
アイテムも取り扱っています。

送迎ギフトを選ぶ3つの原則
■かさばらない・・・荷物が多い結婚式にはできるだけ、軽いものやコンパクトなものにします。小さいバッグで出席する方にも簡単に持ち帰れるサイズのものが好まれます。
■実用的・・・・・・老若男女問わず喜ばれるためにも実用性のあるものがベスト。女性向けデザインだったとしても日常で使えるものであれば問題ありません。
■意外性・・・・・・もらったことのないギフトを選ぶことが驚きと喜びを倍増させます。遊び心のあるふたりのユーモアセンスの見せどころ。

ラッセルホブス
ヘリテージ ケトル
クリーム 18256JP 1.8L

商品コード：503806103611

12,000円（税抜）

グローバル包丁
GST-C46
三徳4点セット

商品コード：494369133314

20,000円（税抜）

アルスターウィーバーズ
鍋しき・鍋つかみ
Designers Guild ストライプ（コットン）

商品コード：501472809782

1,400円（税抜）

アルスターウィーバーズ
スタイルド エプロン
ヴィンテージキッチン

商品コード：501472809007

3,500円（税抜）

ストウブ（staub）
ピコ・ココット ラウンド
20cm／2.4L チェリーレッド

商品コード：011301102006

26,000円（税抜）

木村硝子店
テーブルソイソース
40cc

商品コード：741200000001

1,800円（税抜）

Picard＆Wielputz
カトラリー ピアノ
ディナースプーン＆フォーク＆
ナイフ 2人用 6本セット
商品コード：PWST00000006

7,200円（税抜）

ウェッジウッド
フェスティビティ
スターターセット（マグ）（ラズベリー） ペア

商品コード：WWFE00000049

11,000円（税抜）

ダ・ヴィンチクリスタル
ローマ
オールドファッション（S） 210cc ペア
 【ブランドボックス付】
商品コード：DVST00000062

8,000円（税抜）

ノリタケ
シェール ブラン
2人用 ティーセット B

商品コード：NRCB00000002

15,500円（税抜）

イッタラ
オリゴ レッド
スターターセット 8ピースセット
【ブランドボックス付】
商品コード：641180044063

27,000円（税抜）

イッタラ
アイノ・アアルト
タンブラー ウォーターグリーン 220cc ペア

商品コード：IIAI00000025

2,400円（税抜）
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これから新生活を迎える新郎新婦へ

熨斗について

※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。 ※当カタログに掲載されている金額よりもお買得な価格でご案内している場合がございます。商品の価格は別紙のプライスリスト、もしくは当店ホームページをご覧ください。

http://www.le-noble.com/d/s/product_info/900781096736/
http://www.le-noble.com/d/s/product_info/900965035515/
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