
日本各地の自然食品詰合せ

・ お 茶・調味料・麺類、お菓子の詰め合せが選
べます。
・ ココロウェブサイトでは、割引コード

NIPPONCLUB60で、全商品 日本クラブ

会員特典割引10％

・コーポレートギフト対応、御社社名入りのメッ
セージカードを同封できます。（ミニマム48個。

リードタイム4-5週間）
https://kokorocares.com?sca_ref=450505.TU2nyXVxw8

コーポレートギフトにも是非ご利用ください！

日本クラブでは、下記5社との提携サービスを始めました。
各社のウェブサイトからのオンラインオーダーをされる際、日本クラブ会員用のクーポンコードの
入力にて日本クラブ会員特典割引価格で購入いただけます。

まとめてのオーダーの場合は、配送先リストをいただければ、一度に直送手配ができます。
（ミニマム数など各社により異なるため詳細は各社ページをご参照ください。）

日本各地のお菓子の詰合せ

・ 20-25個のお菓子とお茶の詰合わせ
・ボックスウェブサイトでは、割引コード

NIPPON10で、全商品日本クラブ会員
特典割引10％
• コーポレートギフト対応、御社社名入りの
メッセージカードを同封できます。（ミニマム
500個、リードタイム4週間)

https://www.bokksu.com/

https://kokorocares.com/?sca_ref=450505.TU2nyXVxw8
http://www.bokksu.com/
http://www.bokksu.com/


ちょっと贅沢な品を100品ほど揃えた
日本食通販！

・ 和牛、お刺身、フルーツなど日本からの取り寄せができます。
・ 日本クラブ会員特典として西本ワールドギフトウェブサイト
でご購入時に、割引コード 8G45YU835449を入力すると
全商品10%割引き。 (お一人様1回限り、2020年12月末迄）

西本ワールドギフトのウェブサイトにて

直接お申し込みください。

https://www.hello-worldgift.com/products/list.php?mode=USTOP&category_id=142

厳選された最高級の日本米を食卓に。

・日本産のコメ専門店。
・ご注文を頂いてから精米した新鮮で瑞瑞しいお米を
米国内（アラスカ、ハワイ、グアム以外）にお届けします。
（NY, NJは、$50以上のお買い上げで送料無料。）

・お米の他、完全無添加の日本の調味料やご飯の
お供なども取り扱っております。
・ライスファクトリーウェブサイトでは、全商品日本クラブ
会員特典割引3％。（決済画面にて指定のクーポンコード

ド NPC060 を入力ください）店頭でも会員証の提示で3%割引。

ライスファクトリーのウェブサイトにて

直接お申し込みください。

https://the-rice-factory.square.site/

ギフト用などで10件以上のまとめてのオーダーは、日本クラブへ

お申し込み下さい。（各送付先へ直送できます。）

https://www.hello-worldgift.com/products/list.php?mode=USTOP&category_id=142
https://the-rice-factory.square.site/


• 各社のウェブサイトにて 日本クラブ会員用のクーポンコードを入力してオンラインオーダーをする
方法と、 ギフト用など多数のオーダーを日本クラブに一括でしていただく方法がございます。

・ 各社のウェブサイトからオンラインオーダーをいただく場合
日本クラブ会員用のクーポンコードの入力で日本クラブ会員割引価格でご購入いただけます。
（提携各社により割引率が異なるので添付ご案内をご参照ください。

• ライスファクトリー、ボックス、ココロでは、各社ウェブサイトにてeギフトカードの購入もできます。
（西本ワールドギフトのeギフトコードは、日本クラブへご注文下さい。）

• ココロ、ボックス、ライスファクトリーNYCへのコーポレートギフトなどの多数のご注文は、日本
クラブにお申し込みください。
住所のリストをいただければ、ウェブ上で一件ずつ住所を入力せずとも、各お客様への直送手配が
できます。（お届けエリア、ミニマム個数等は提携先により異なります。）

• ココロ社、ボックス社は、御社名とロゴを入れられるメッセージカード同封のサービスもございます。

• コーポレートギフトには、日本クラブのオリジナルバージョンや、オーダー数に合わせた割引設定など
提携先により特別プランがございます。是非ご利用ください。

提携サービスの概要

各社のサービスの詳細は、次ページ以降各社のページをご参照下さい。



＜提携先各社のご紹介＞

個別に色々選べるギフト。
提携先へ直接オーダーいただけます。



Kokoro Care Packageは、日本各地で作られている自然食品の詰め合わせをお届けするサービスです。

品質の良いものだけを選りすぐった詰め合わせには、それぞれの食品への作り手の思いが込められています。

日本各地の地元のメーカーより直接仕入れた無添加、高品質の調味料、麺類、お茶、お菓子を心と込めて詰め

合わせ、お届けします。

ココロのウェブサイトでは、詰め合わせに入っている製品を使ったレシピや、作りてからのメッセージなどが載って

いて、製品とともにお楽しみいただけます。

サブスクリプションだけでなく、季節のギフトとして1回のみのご利用も可能です。

Kokoroのウェブサイトはこちらからご覧ください。 ↓

https://kokorocares.com?sca_ref=450505.TU2nyXVxw8

Kokoro (written as in kanji) translates into  

“heart” in Japanese, yet has a much deeper  

meaning.

It represents the spirit, soul, and emotion,  

and is the foundation of each of our Care  

Packages.

Kokoroウェブサイトからお申込み時に日本クラブ会員用のクーポンコード
NIPPONCLUB60 で、10%オフ。 （サブスクリプション、一回のみの購入

のどちらでも割引になります。）
➢ Collections Packagesのみに使えるeギフトカード もございます。

https://kokorocares.com/?sca_ref=450505.TU2nyXVxw8


BOKKSUはニューヨークと東京を拠点とし、世界各国のお客様に日本の素晴しいお菓子を提供

している会社です。日本国外では購入が難しい美味しいお菓子を、海外の皆様にぜひ知っても

らいたい思い、始まったサービスです。

選りすぐりの日本のお菓子とお茶を箱（ボックス）に詰め合わせ、毎月１回お客様のご自宅まで

お届けする、サブスクリプションが基本のサービスですが、贈答用に1回のみのアレンジも可能

です。

Bokksuウェブサイトから、日本クラブ会員用の
クーポ ンコード NIPPON10で、10%オフ。

（サブスクリプション、スナックマーケット）

➢ E-ギフトカードもご購入いただけます。

Delight your employees with a variety of

gourmet  Japanese snacks and teas from 

artisanal makers.



➢ 西本ワールドギフトのウェブサイトから、日本クラブ会員用のクーポンコード
8G45YU835449 で10%オフ。（お一人様1回限り、2020年12月末まで）

西本ワールドギフトのウェブサイトにて

直接お申し込みください。

https://www.hello-worldgift.com/products/list.php?mode=USTOP&category_id=142

晴れの日にも嬉しい「お刺身」「しゃぶしゃぶ用和牛」「日本産フルーツ」をはじめ、日本の有名
ブランド「久世福商店」や「早和果樹園」など、こだわりの品々をラインナップ！
ハワイ、グアム、アラスカを除くアメリカ全土へ、日本食の老舗食品商社のWismettacグループが
お届けします。

国境越えたサプライズ・ギフト! NISHIMOTO WORLD GIFTが
ちょっと贅沢な品を100品ほど揃えた待望の日本食通販開始！

https://www.hello-worldgift.com/products/list.php?mode=USTOP&category_id=142


➢ 米国内（アラスカ、ハワイ、グアム以外）にお届けします。
➢ ライスファクトリーウェブサイトでは、日本クラブ会員用のクーポンコード

NPC060で 全商品日本クラブ会員特典割引3％。
➢ 店頭でも会員証の提示で3%割引。

• ギフト用などで10件以上のまとめてのオーダーは、日本クラブへお申し込み下さい。

（各送付先へ直送できます。）

ライスファクトリーのウェブサイトにて

直接お申し込みください。

https://the-rice-factory.square.site/

ライスファクトリーは2019年8月にスカースデールにオープンした日本産米専門店です。
日本で厳選した産地のお米を玄米のままNYへ輸入し、注文を頂いてから精米をしているため、

とても新鮮で瑞瑞しいお米をお届けすることができます。（分つき精米も承ります。）
お米の他にも、完全無添加の日本の調味料やご飯のお供なども取り扱っております。

【ニューヨーク&ニュージャージー州内】
$30以上お買い上げで一律 $7
$50以上お買い上げで無料

【ニューヨーク州外】
$30以上お買い上げで一律 $12
(通常$70以上)$50以上お買い上げで無料

世界一の日本産米を最高の状態で

https://the-rice-factory.square.site/


• 発送日は通常月曜から金曜になります。
• 土曜日の発送は、追加料金がかかります。（例：マンハッタン内で+$15から)

• 送料については、ご注文と送付先のインフォメーションをいただきましてから、お知ら
せいたします。

• 下記メニューは、日本クラブ用特別アイテムにて、ペトロシアンのウェブサイトのアイ
テムとは若干異なります。

➢ 下記アイテムにつきすべて20%オフ！

＊日本クラブへご注文下さい。(担当：三田）

Tsar Imperial DAURENKI: 

30GR $  140.00 $  112.00 

50GR: $  230.00 $  184.00 

125GR $  566.00 $  452.80 

Tsar Imperial TRANSMONTANUS (renamed ‘ALVERTA” )

30GR $    68.00 $    54.40 

50GR $112 $    89.60 

125GR $  276.00 $  220.80 

Tsar Imperial OSSETRA:

30GR $  146.00 $  116.80 

50GR $  240.00 $  192.00 

125GR $  592.00 $  473.60 

TROUT ROE:

100GR $    30.00 $    24.00 

BLINIS 16 PACKS $    13.00 $    10.40 

CRÈME FRAICHE $    16.00 $    12.80 



<コーポレートギフトのご案内>

https://the-rice-factory.square.site/


Fuji (藤）
$50
徳島産ゆず味噌
宗田節だしパウダー
豊年焼き煎餅
りぐり茶煎茶
ゆずスッパイチップス

Tsuru (鶴）
$75
丸中醤油
徳島産ゆず味噌
宗田節だしパウダー
神名乾燥ラーメン
神名黒蕎麦
あごだし麵つゆ
りぐり茶煎茶
抹茶せんべい

Matsu (松)
$100
丸中醤油
徳島産ゆず味噌
宗田節だしパウダー
神名黒蕎麦
あごだし麵つゆ
豊年焼き煎餅
雑穀ぜんざい
黒豆きなこようかん
藍の青いお茶
丼もののたれ
石垣島ラー油

➢ 上記3品については、最少オーダー数は20個です。

➢ 内容は、商品手配の都合により、若干変わることがございます。
➢ メッセージカード同封サービス（ミニマム48個から。リードタイム4-5週間。）

➢ 米国全土への発送を承ります。（送料無料）
➢ 上記3点以外のパッケージも、まとめてのオーダーの場合は発送先リストをいただければ発送手

配をいたします。（最少オーダー数17個）

日本クラブスペシャルパッケージ
日本クラブ会員企業様の贈答用に、3種類のパッケージをご用意いたしました。

使いやすいように、レシピや使い方をウェブサイトでご紹介、スマホやタブレット

からQRコードで簡単にアクセスできます。

からのコーポレートギフトのご提案



<日本クラブスペシャルパッケージ ご注文の手順>

＊日本クラブへお申し込みください。（担当:三田）

ミニマム20個から

パッケージと個数を決めて申し込む

Fuji $50 USD

5品詰め合わせ

パンフレット

メッセージカード（オプション）の内容決定とご精算

ご希望により、メッセージカードを同封できます。（無料）

社名、御社ロゴ、メッセージ内容等を指定のフォームでお知らせください。

2

米国内の指定のお届け先へ日本から直送
お届け先リストをスプレッドシートにいただければ、各お届け先へ直送手配をいたします。

（メッセージカード入りの年内のお届けのお申込は、11月20日までにお願い申し上げます。）

or

1

3

* 期限内のお届けに最善を尽くしますが、商品調達のタイミングや、やむを得ぬ事情により配送日の指定ができま
せんことを御了承ください。

* ご入金からお届けまで約4週間がかかります。

Tsuru $ 75 USD

8品詰め合わせ

パンフレット

or Matsu $ 100 USD

11品詰め合わせ

パンフレット



40個: 10％オフ
41個から500個:14％オフ
501個以上:20%オフ

(@$44.95)
(@$42.95)
(@$39.95)

➢ ミニマム40個。 4週間前までにオーダー、ご入金ください。

➢ 内容は、月ごとに変わり、お任せとなります。

➢ メッセージカード同封サービス（オプション）

（@ $3.99。ミニマム500個から。遅くとも4週間前までにお申し込みください。）

➢ 世界各国への配送を承ります。（オーストラリア、イスラエルは、追加送料がかかります。）

（一部出荷中止の国を除く。各国の出荷に関する情報は、ウェブサイトにてご確認ください。

https://www.bokksu.com/pages/faq）

➢ エクスプレスシッピングには、一個当たり$ 14.99がかかります。

➢ 40個未満のオーダー、そのほかのほかのアイテム（サブスクリプション、スナックマーケット）は
、 直接Bokksuのウェブサイトからオーダーいただけます。

からのコーポレートギフトのご提案

マンスリークラシックボックス

20 – 25個の日本各地の銘菓の詰合わせに、

お茶がセットになっています。

それぞれのお菓子の解説と、原材料のアレ
ルギー情報が載った冊子がついています。

@$49.95 (税金込み)
まとめて購入されるとお安くなります。

<ディスカウントレート>

https://www.bokksu.com/pages/faq


<マンスリークラシックボックスご注文の手順>

数を決めて、お申し込みください。

メッセージ同封を希望の場合は、専用
のフォームでデザインを送ってください。

ご精算の完了と、送付先リスト（スプレッドシート）を
送ってください。

世界各地*のお届け先へ

直接お送りいたします。
*一部出荷中止の国を除きます。



https://the-rice-factory.square.site/shop/5

Hana $18

Ten  $150

Musubi 3 $25 Musubi 4 $30 

Takekago $45 Gift Card  @ $1

・10点以上のオーダーは、送付先リストとともに日本クラブに
オーダーしてください。
・10点未満のオーダーは、ライスファクトリーのウェブサイトから
直接オーダーいただけます。
・メッセージカードのオプションもございます。( @$1)

https://the-rice-factory.square.site/shop/5
https://the-rice-factory.square.site/


• 発送日は通常月曜から金曜になります。
• 土曜日の発送は、追加料金がかかります。（例：マンハッタン内で+$15から)

• 送料については、ご注文と送付先のインフォメーションをいただきましてから、お知ら
せいたします。

• 下記メニューは、日本クラブ用特別アイテムにて、ペトロシアンのウェブサイトのアイ
テムとは若干異なります。

➢ 下記アイテムにつきすべて20%オフ！

＊日本クラブへご注文下さい。(担当：三田）

Tsar Imperial DAURENKI: 

30GR $  140.00 $  112.00 

50GR: $  230.00 $  184.00 

125GR $  566.00 $  452.80 

Tsar Imperial TRANSMONTANUS (renamed ‘ALVERTA” )

30GR $    68.00 $    54.40 

50GR $112 $    89.60 

125GR $  276.00 $  220.80 

Tsar Imperial OSSETRA:

30GR $  146.00 $  116.80 

50GR $  240.00 $  192.00 

125GR $  592.00 $  473.60 

TROUT ROE:

100GR $    30.00 $    24.00 

BLINIS 16 PACKS $    13.00 $    10.40 

CRÈME FRAICHE $    16.00 $    12.80 


