
 

 

 

株式会社にんべん

レーションのプチギフト「美味しあわせ

 

 

・ちょっとした

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

・風呂敷をイメージした

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商 品 名

内 容 量

希望小売価格

賞味期限

発 売 日

販売地域

ＪＡＮコード

 

 

報道関係者各位

「美味
お い

            

    

    

    

 

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長：髙津克幸

のプチギフト「美味しあわせ

ちょっとした御祝い事や御礼など

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

風呂敷をイメージした

名 

量 

だしパック（かつお・昆

布）10ｇ×

ふりかけ（昆布・椎茸）

12ｇ×2

ﾊﾟｯｸ 2.5

計 5 袋 

希望小売価格 

賞味期限 

日 

販売地域 

ＪＡＮコード ４９０２３８１

報道関係者各位 

美味
お い

しあわせ

            

    株式会社にんべん

    経営企画部

    TEL：03

東京都中央区、代表取締役社長：髙津克幸

のプチギフト「美味しあわせ 

御祝い事や御礼など、気持ちを伝えたい時のプチギフトとして

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

風呂敷をイメージしたパッケージで、シックで落ち着いたデザインは

美味しあ

だしパック（かつお・昆

ｇ×1 袋、鰹節御

ふりかけ（昆布・椎茸）

2 袋、鰹節ﾌﾚｯｼｭ

2.5ｇ×2 袋 

 

500 円 

2017

４９０２３８１ ３０５４１４

 にんべん

しあわせ 

            〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社にんべん 

経営企画部 遠藤治彦までお願い致します。

03-3241-0519

「美味しあわせ

東京都中央区、代表取締役社長：髙津克幸

 かつお節」「だしあわせ

、気持ちを伝えたい時のプチギフトとして

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

で、シックで落ち着いたデザインは

美味しあわせ かつお節

だしパック（かつお・昆

袋、鰹節御

ふりかけ（昆布・椎茸）

袋、鰹節ﾌﾚｯｼｭ

だしパック（かつお・昆

布）10ｇ×

ふりかけ（昆布・椎茸）

ｇ×4 袋、鰹節ﾌﾚｯｼｭﾊﾟ

ｯｸ 2.5ｇ×

計 10 袋

2017 年 3 月 1 日

３０５４１４ ４９０２３８１

にんべん だしアンバサダー

 かつお節

〈本件に関するお問い合わせ〉

 HP：http://www.ninben.co.jp

遠藤治彦までお願い致します。

0519 FAX：03

「美味しあわせ かつお節

東京都中央区、代表取締役社長：髙津克幸)

だしあわせ かつお節」

、気持ちを伝えたい時のプチギフトとして

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

で、シックで落ち着いたデザインは

商品概要

かつお節 

だしパック（かつお・昆

ｇ×2 袋、鰹節御

ふりかけ（昆布・椎茸）

袋、鰹節ﾌﾚｯｼｭﾊﾟ

ｇ×4 袋  

袋 

1,000 円 

日 （にんべん日本橋本店

４９０２３８１ ３０５４２１

だしアンバサダーとのコ

かつお節」「

〈本件に関するお問い合わせ〉

http://www.ninben.co.jp

遠藤治彦までお願い致します。

03-3241-0510

かつお節」「だしあわせ

にんべん

にんべん

の魅力を知り、その良さ

す。今回の開発に携わったのは

 だしアンバサダー

)は、3 月 1 日より

かつお節」を全国で発売します。

、気持ちを伝えたい時のプチギフトとして

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

で、シックで落ち着いたデザインは、老若男女問わず、贈り物として最適です。

商品概要 

だしパック（かつお・昆

袋、鰹節御

ふりかけ（昆布・椎茸）12

袋、鰹節ﾌﾚｯｼｭﾊﾟ

 薫る味だし（かつお）

（かつおと昆布）

2 袋、飲むおだし（かつ

お）（昆布入り）

1 袋 

計 6 袋

1 年 

（にんべん日本橋本店 2016

全国 

３０５４２１  ４９０２３８１

とのコラボレーション

」「だしあわせ
 

〈本件に関するお問い合わせ〉 

http://www.ninben.co.jp 

遠藤治彦までお願い致します。 

0510 E-mail 

だしあわせ かつお節」

にんべん だしアンバサダー

にんべん だしアンバサダーはかつお節やおだしのある生活を通して、そ

の魅力を知り、その良さ

す。今回の開発に携わったのは

だしアンバサダー

日より、にんべん

全国で発売します。

、気持ちを伝えたい時のプチギフトとしてオススメです。

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

、老若男女問わず、贈り物として最適です。

だしあわせ

薫る味だし（かつお）

（かつおと昆布）8ｇ×各

袋、飲むおだし（かつ

お）（昆布入り）6ｇ×各

 

袋 

500 円 

2016 年 12 月

４９０２３８１ ３０５４３８

レーションプチギフト

だしあわせ 

mail h-endo@ninben.co.jp

かつお節」の特長 

だしアンバサダーとは 

だしアンバサダーはかつお節やおだしのある生活を通して、そ

の魅力を知り、その良さを広める方々です。

す。今回の開発に携わったのは、にんべん

だしアンバサダー2 期生（約 50 名）

にんべん だしアンバサダー

全国で発売します。 

です。 

・「夫婦円満」として縁起ものの意味をもつ鰹節は、ブライダルギフトとしてもオススメです。 

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます

、老若男女問わず、贈り物として最適です。

だしあわせ かつお節

薫る味だし（かつお）

ｇ×各

袋、飲むおだし（かつ

ｇ×各

 薫る味だし（かつお）

（かつおと昆布）

各 4 袋、飲むおだし

（かつお）（昆布入り）

ｇ×各

計 12

月末先行発売）

３０５４３８ ４９０２３８１

2017 年 2 月

プチギフト 

 かつお節

endo@ninben.co.jp

 

 

だしアンバサダーはかつお節やおだしのある生活を通して、そ

方々です。現在約

にんべん 

名）です。 

 

だしアンバサダーとのコラボ

・退職・転職時、また引越しのご挨拶など、季節問わず幅広いシチュエーションで便利にお使いいただけます。 

、老若男女問わず、贈り物として最適です。 

かつお節 

薫る味だし（かつお）

（かつおと昆布）8ｇ×

袋、飲むおだし

（かつお）（昆布入り）

ｇ×各 2 袋 

12 袋 

1,000 円 

先行発売） 

４９０２３８１ ３０５４４５

 3 日 

かつお節」

endo@ninben.co.jp 

だしアンバサダーはかつお節やおだしのある生活を通して、そ

現在約 400 名が在籍していま

 

とのコラボ

 

薫る味だし（かつお）

ｇ×

袋、飲むおだし

（かつお）（昆布入り）6

３０５４４５ 

」 

だしアンバサダーはかつお節やおだしのある生活を通して、そ

名が在籍していま


