
貯まったポイントを素敵な商品と交換!

3.31火 ま
で

カタログ
有効期限 年2020

ご自由にお持ち帰りください!

詳しくは従業員まで
お尋ねください。

レジでカンタン
申し込み!



遠赤
シーズヒーター

じんわりあったか
速暖
すぐにあたたか

カーボンヒーター

ダブル

ヒーター

［ホットカーペット］TWA-2000B/TWA-3000B　
2畳用：約176×176㎝　500W　3畳用：約
195×235㎝　720W　コード長約1.5m　
左右両面切替　自動電源オフ（6時間）　コンパ
クトに折りたたんで収納可　［ボアラグ］表地：
ポリエステル　裏地：不織布　2畳用：約185×
185㎝　3畳用：約200×250㎝　〈中国製〉

12　�上から給水できる�
ハイブリッド加湿器�
／アルファックス・コイズミ

申込番号

ホワイト�192664� ブラック�192665
　� 13,500ポイント
LSH-605　幅19×奥行26.5×高さ31㎝　約2.9㎏　
110W　コード長約1.4m　タンク容量：5.5ℓ　連続
加湿：約12時間　最大加湿量：450㎖/h　加湿量3段
階調節　目標湿度設定可（40～70％※10％単位）　
切タイマー（12時間※1時間単位）　チェイルドロック機能・
リモコン・アロマ用フェルト（3枚）・クリーニングブラシ付　

〈中国製〉　※本商品にはアロマオイルは付いていません。

2　�髪型ふんわり蓄熱ニット帽
申込番号

ダークグレー� 106074
ダークブラウン� 106073
ボルドー� 106072
　� 5,500ポイント
アクリル58.6％・毛24.6％・ナイロン16.8％　頭囲：
約56～58㎝まで　〈日本製〉

4　�石油ストーブ�
／アラジン

申込番号� 　

192663� 22,800ポイント
CAPU288　幅34.5×奥行32.7×高さ49.6㎝　7.6㎏　
単2×4（別売）　暖房出力：2.8kW　タンク容量：4.4ℓ　
強弱燃焼調節可　切タイマー（3・5・8時間）　給油
時・耐震時自動消火機能装置　〈中国製〉

ボルドー

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

スポット
暖房

電気代
約27円※

（1時間あたり）

電気代
約21.6円※

（1時間あたり）

送風温風 衣類乾燥

ホワイト
ナチュラル
ウッド

ダークウッド

加湿目安
最大8畳

ナチュラルウッド

数量
限定超音波式

ダークグレー

やわらかいから携帯に
便利。

ダークグレー

ダークブラウン

内側に十字リボン付き。
髪型が崩れにくい。

ダークブラウン

数量
限定

グリーン

ホワイト

0.2秒でパッと点灯。
遠赤効果ですぐ暖かい！
日本製ヒーターを使用。ヒーター管寿命が長い。

（ヒーター管：2年保証）

3　�遠赤グラファイトヒーター／アラジン
申込番号

グリーン　192587� ホワイト　192588
　� 8,500ポイント

AEHG406N　幅18×奥行18×高さ52.9㎝　
約1.3㎏　強400/弱200W　コード長1.5m　
防災対応型二重安全転倒オフ・サーモスタット機
能付　〈中国製〉　（ヒーター管：〈日本製〉）

速暖Wヒーター。
2種類のヒーターを搭載した
日本製ストーブ。

オールシーズン使えて
部屋干し衣類の乾燥にも。

冬は温風機、
夏は扇風機
として、
この1台で
年中快適！

４段階の風量切替のほか、
衣類乾燥モードなど機能充実。

消臭ファン機能でニオイを低減。

排ガス浄化
触媒搭載。
一酸化炭素の
発生を軽減します。

暖房
8〜10畳

電源不要！ 暖かさをどこにでも。
コンパクトで軽量。カセット交換もラクラク！

洗濯機で洗える、柔らかタッチのボアラグ。
ホットカーペットと一緒に使えば、もっとポカポカ。

10　�ボアラグ＆ホットカーペットシリーズ
申込番号� 　
ホットカーペット
のみ2畳用 � 192630� 8,500ポイント
ホットカーペット
のみ3畳用 � 192631� 13,000ポイント
ボアラグのみ
2畳用 � 192632� 6,500ポイント
ボアラグのみ
3畳用 � 192633� 8,500ポイント
ボアラグ＆ホットカーペット
2畳用 �192634� 14,000ポイント
ボアラグ＆ホットカーペット
3畳用 �192635� 19,000ポイント

ワンタッチで着脱簡単。
腰周りに巻くだけであったか！

ウエスト部に
リング内蔵。

ボルドー

ブラウン

上から給水できるのでラク！
パワフルなのに省エネ！
室内をお好みの湿度に自動でコントロール。
加湿のし過ぎを防ぎ、無駄に電力を
消費しません。

ブラック

ホワイト

市販のペットボトルを利用する
コンパクトな加湿器。
USB接続にも
対応しているので、
パソコンに接続して
使用できます。

しずく型のフォルムが魅力的なアロマ加湿器。
大容量タンクで長時間の運転と十分な加湿ができ
ます。白色LEDランプも搭載しており、ムーディー
な雰囲気も楽しめます。オフタイマー機能で、就寝
時の過加湿にも安心です。

13　�アロマ加湿器�
デュードロップL／スリーアップ

申込番号

ナチュラル
ウッド � 192483� ダーク

ウッド 　192484
ホワイト� 192482�
　� 5,000ポイント

HFT-1717　径23.5×高さ25.4㎝　1㎏　25W　
コード長1.5m　タンク容量：3.3ℓ　連続加湿：10
時間　最大加湿量：320㎖/h　加湿量無段階調
節・切タイマー（2・4・6時間）・LEDライト機能付　
アロマパッド3枚・抗菌カートリッジ付　〈中国製〉　
※本商品にはアロマオイルは付いていません。

数量
限定

加湿目安
最大11畳

プラズマ
クラスター
7000

気化式

空気清浄適用
床面積最大18畳

加湿と空気清浄がこれ1台で！
寝室におすすめのうるおい「静か寝」運転搭載。

9　�着脱ラクラク！�
暖かキルトブランケット

申込番号

ブラウン��133413� ボルドー��133414
　� 2,000ポイント

本体：ポリエステル100％　リング：ABS樹脂　約幅86×
長さ65㎝　適応サイズ（ウエスト）：約110㎝まで　〈日本製〉　
※洗濯をする際は、本品からリングを外してください。

14　�ペットボトル加湿器�
／プリズメイト

申込番号

プレーン��133404� ブラウン��133405
　� 3,000ポイント
PR-HF024　ABS樹脂　径10×高さ5㎝　80g　3W　
コード長1.2m　連続加湿：約5時間　最大加湿量：50㎖　
500㎖以下のペットボトルに対応　USBコード・ACアダ
プター・ボトルキャップコネクター・吸引軸3本付　〈中国製〉

数量
限定

加湿目安
最大13畳

加熱式+
超音波式

6　�衣類乾燥機能付�
サーキュレーター�
ヒート＆クール／スリーアップ

申込番号 192481� 　�10,000／� �9,800ポイント
HC-T1805　幅28×奥行22.2×高さ41.2㎝　3㎏　温風1200/衣類乾燥
800/送風40W　コード長1.5m　自動首振り：左右約80°　上下角度調節可

（90°）　風量4段階切替（送風時）　切タイマー（1・2・4時間）　リモコン付　
〈中国製〉

5　�カセット�
ガスストーブ　�
ポータブルタイプ／イワタニ

申込番号� 　

192639� 14,000ポイント
CB-STV-MYD　幅31.2×奥行22.2×高さ29㎝　2.6㎏　
連続燃焼時間：約3時間20分（通常時）・約3時間55分

（エコモード）　不完全燃焼防止・立消え安全・転倒時
消火・圧力感知安全装置付　〈ベトナム製〉　※イワタニ
カセットガス（別売）をお使いください。

15　�加湿空気清浄機／シャープ
申込番号� 　

192683� 27,500ポイント
KC-G40　幅39.9×奥行23×高さ61.3㎝　7.5㎏　
最大27W　コード長1.8m　タンク容量：約2.5ℓ　連続
加湿：約6時間（強）　最大加湿量：400㎖/h（気化式）　
モード切替（おまかせ・パワフル吸じん・加湿入/切）　
風量6段階切替　フィルター交換目安：約10年　〈中国製〉

暗くなりがちな秋冬のコーディネートに。

1　�ウール混あったか�
彩りスヌード

申込番号

ベージュ系　106040� ワイン系　106041
　� 4,500ポイント
ベージュ系：アクリル83％・毛17％　首周り：約50～73㎝　ワイン
系：アクリル61％・毛22％・ナイロン17％　首周り：約50～63㎝　

〈日本製〉

スポット
暖房

数量
限定

ボア仕様で手ざわり抜群！

ホットカーペット

撥水加工

ひざ掛け
としても！

ぱっと広げて、
離せばウエスト

にフィット！

プレーン

「スピード循環気流」で
遠くのホコリも素早く吸じん。

数量
限定

数量
限定

ベージュ系 ワイン系

ベージュ系
数量
限定

ベージュ系 ワイン系

片手でラクに持てる軽さ。
移動に便利な取っ手付き。約18㎝

ボアラグ＆ホットカーペット3畳用

数量
限定

便利な
ポケット付。

数量
限定

ブラウン

11　�日本製あったか電気毛布�
／Sugibo

申込番号� 　

敷毛布� 192306� 3,000ポイント
掛敷兼用毛布� 192346� 4,500ポイント

足元はしっかり、胸元はソフトに暖める“頭
ず

寒
かんそくねつ

足熱”を考えた
配線設計で快適な眠りをサポート。

敷毛布

敷毛布

掛敷
兼用毛布

電気代
約0.8円※

（1時間あたり）

数量
限定

ダニ退治機能付き。
コードを外せば

丸洗いできるから、
いつも清潔。

スポット
暖房

電気代
約10.8円※

（1時間あたり）

数量
限定

こだわりの日本製。職人がひとつひとつ丁寧に
手仕上げしています。

蓄熱糸使用であたたか♪
ふんわりとしたかぶり心地。

かぶるだけ！首元を華やかに
演出するスヌード！
コーディネートしやすいミックスカラー。
品良く小顔に見せてくれるサイズ感です。

ポリエステル　アクリル　表面温度：約20～52℃（無
段階調節）　ダニ退治機能・室温センサー付　コード
長1.9m（電源側）　［敷毛布］SB-S102　約140×
80㎝　約700g　55W　［掛敷兼用毛布］SB-K202　
約188×130㎝　約1.2㎏　80W　〈日本製〉

数量
限定

（ボアラグのみ）（  　     　）ボアラグ＆ホット
カーペットのみ

電気代
2畳用：約6.9円※

3畳用：約9.2円※

（1時間あたり）

タンクを運ばず、
ラクラク給水！

ボルドー

8　��カーボン＆シーズ�
ダブルヒーター／トヨトミ

申込番号 192353� 　�14,500ポイント
EWH-CS100H　幅29×奥行25×高さ66.5㎝　3.2㎏　強1000/弱
500W　コード長1.8m　首振り：自動70°/手動60°　転倒時自動オフ機能付　

〈日本製〉

暖房としても
使える。

吹き出し口は360°回転。
スチームの方向を簡単に
調節できます。

数量
限定

1台
3役

電気代
約32.4円※

（1時間あたり）

暖かいまま、移動できる！

ホワイト
ブラウン

本体吸込口に脱臭フィル
ター内蔵。運転時のイヤな
ニオイを軽減します。※温風時

7　�タワーファン�
ホット＆クールミニ／コイズミ

申込番号

ブラウン　192679� ホワイト　192678
　� 10,000ポイント
KHF-0898　幅22.5×奥行22.5×高さ53㎝　2.9㎏　温風800/750W

（50/60Hz）・送風30W　コード長1.8m　切タイマー（1・2・3時間）　自動
電源オフ（5時間※温風時のみ）　温風2段階・送風3段階切替　人感セン
サー・二重安全転倒スイッチ付　〈中国製〉

トイレや
脱衣所に

数量
限定

スポット
暖房

人感センサー
付きで節電！

21   ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   ご家庭で手洗いできます　  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。※記載の1時間あたりの電気代は目安です。使用環境、使用方法により異なります。部屋を部分的に暖める暖房器具であり、

部屋全体を暖めるものではありません。
スポット
暖房



10　�日本製　楽々足枕
申込番号

ローズ　162051� ベージュ　162052
　� 1,800ポイント
側地：綿100％　中材：ポリエステル100％　幅46×奥行16×高さ13㎝　
450g　〈日本製〉

1　�軽い日本製布団　V-Lap�
／昭和西川

申込番号� 133383
　� 14,000ポイント
側地：ポリエステル100％　中綿：［上層部］ポリエステル

（東レ　FT綿）・［下層部］ポリエステル（帝人V-Lap綿）　
210×150㎝　中綿：約1.3㎏　〈日本製〉

2　�保温綿入り掛け布団�
アルヒートスーパー

申込番号

ピンク　133388� ブルー　133389
　� 4,800ポイント
表地：ポリエステル　中綿：［上層部］ポリプロピレン（アルミ蒸
着不織布）・［中層部］ポリエステル（中空綿50％）・［下層部］
ポリエステル（保温綿）　裏地：ポリエステル80％・綿20％　
210×150㎝　約1.8㎏（中綿1.2㎏）　〈中国製〉

3　�毛布としても使える�
あったかカバー

申込番号

ブラウン　133418� ワイン　133417
　� 3,000ポイント
ポリエステル100％　210×150㎝　1.09㎏　内側
に8ヵ所のヒモ付　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!1年中使えるリバーシブルタイプの敷布団。

表面はサラッと心地よい
肌触り、裏面は起毛仕様
でふんわりあたたか。

表面

お得な
2枚組

中綿は固綿を使用してい
るからへたりにくい。

冬はふんわり！
夏はサラッと

裏面

首・頚椎を点でしっかり
支える新感覚の枕。

ピンク

ブルー

中綿には保温性の高い機能綿※を使用。これ1枚であったかい！
同じ厚さの素材で保温率を比較すると「ダウン80％の羽毛より約5％暖かい」という
検査結果が出ています。

4　�天然鉱石配合繊維�
フレイムヤーンシリーズ

申込番号� 　

敷パッド� 133385� 2,500ポイント
合わせ毛布� 133386� 4,000ポイント

［敷パッド］側地・中綿：ポリエステル100％　
表地グランド（土台）部：鉱石繊維（フレイム
ヤーン）　200×100㎝　690g　4隅ゴムバ
ンド付　［合わせ毛布］側地：ポリエステル
100％　グランド（土台）部：鉱石繊維（フレイム
ヤーン）　140×200㎝　1.15㎏　〈中国製〉

きめ細かいメリヤスフランネル生地。極上の肌触りで寝心地も快適。

まるで岩盤浴のような心地よい暖かさ。
蓄熱効果の高い、天然鉱石配合繊維を使用しています。

敷パッド

敷パッド

掛布団が毛布に変身？
便利な布団カバー。
襟裏地にあったかシープ調生地、
表地にはマイクロファイバーを使用。
毛布いらずで、軽くて暖かい。

数量
限定

従来品 本品

全開ファスナーで
布団の出し入れもラク。

保温性が高く、軽くてあったか！
お家で洗えます。
V-Lap繊維がタテに配列されているので、
空気も含み、あったかい。

体に沿って
あたたかく

軽量
蒸れにくく

快適
ほこりが
少なく

清潔
安心・安全の

日本製

ご家庭で

洗える※ ※ネット使用
※10㎏以上の
　洗濯機

特選ウール綿ならではの
吸湿・保湿・発散性に優れ、
1年中快適に使えます。

マット要らずでコンパクト。

8　�ふとん乾燥機カラリエ�
／アイリスオーヤマ

申込番号� 　

シングルノズル� 192582� 13,000ポイント
ツインノズル� 192585� 16,500ポイント

［シングルノズル］FK-C3-P　幅16×奥行14
×高さ36㎝　1.8㎏　560W　コード長2m　
切タイマー（15・30・45・60・75・90・
120・180分）　くつ乾燥アタッチメント付　

［ツインノズル］FK-W1-WP　幅16.8×奥行
19.5×高さ36㎝　2.2㎏　760W　コード
長1.9m　切タイマー（15・30・45・60・
75・90・120・180分）　くつ乾燥アタッチメ
ント2コ付　〈中国製〉

数量
限定

睡眠時の首・肩の負担を軽減する枕。

7　��トゥルースリーパー�セブンスピロー�
／ショップジャパン

申込番号� 　

シングル�133422� 16,000ポイント
ダブル� 133423� 21,500ポイント

本体・高さ調整シート：ウレタンフォーム　インナー
カバー：ポリエステル100％　アウターカバー・表
地：ポリエステル70％・レーヨン30％　側面・裏
面メッシュ生地：ポリエステル100％　［シングル］
約68×90×最大高さ9㎝　約1.4㎏　［ダブル］
約68×140×最大高さ9㎝　約2.1㎏　本体・高
さ調整シート：〈日本製〉　カバー：〈中国製〉　※サ
イズ・重さは高さ調整シートを含みません。

気にせず寝返りができる長い幅。
大きなサイズであなたを包みます。

数量
限定

（カバー）

9　�低反発マットレス�トゥルースリーパー�
プレミアケア／ショップジャパン

申込番号� 　
シングル
195×97㎝� 133424� 27,000ポイント
セミダブル
195×120㎝� 133425� 29,000ポイント
ダブル
195×140㎝� 133426� 31,500ポイント
本体：ウレタンフォーム　インナーカバー：ポリエステル100％　厚さ約
5㎝　シングル：約4.6㎏　セミダブル：約5.6㎏　ダブル：約6.6㎏　本
体：〈日本製〉　カバー：〈中国製〉　

今お使いのベッドや布団に敷くだけ！
睡眠中の腰や肩の負担を軽減。

スムース面

メッシュ面

季節に合わせて使えるリバーシブル
保護カバーを採用。

銀由来の抗菌パワーで、
菌の発生を抑制。清潔に保てます。

パープル

パープル

ブラウン

12　�安眠のための横向き寝枕�
スリープバンテージ／フランスベッド

申込番号

パープル　　133301� ブラウン　133302
　� 4,500ポイント
側地・詰め物：ポリエステル100％　専用カバー：ポリエステル88％・ポリウ
レタン12％（ニット地）　幅42×奥行55×厚さ13㎝　820g　〈中国製〉

頭・首・肩・背中をしっかりサポート。
横向き寝で、いびき対策。
両面にくぼみがあるので、
長時間の使用でも
耳に負担がかかりにくい。

頸椎から脊椎の
S字をキープし、
身体への負担を

軽減します。

お疲れ足、むくみ足がスッキリ！！

ローズ

ベージュ

※体から発散される赤外線を吸収して熱に変えてくれる素材。

数量
限定

丸洗いでき
清潔に使えます！

ベージュ

ローズ

防ダニ※加工にリニューアル！

ツインノズルシングルノズル

マット不要、ふとんに
ホースを入れてボタンを
押すだけ。

数量
限定

（ネット使用）

0
レギュラーわた

※保温率の数値が大きいほど、暖かいと評価されます。
※メーカー調べ

羽毛 保温わた

100 保温率 87.7％！羽毛布団より暖かい。保温率（％）

78.2 83.0 87.7

数量
限定

（ネット使用） 数量
限定

（カバー）

TVで
人気！

頭・首・肩を隙間なく支える人間工学に基づくボディフィットカーブ。
頭から背中まで7つの部位をしっかり支えます。

※SEKマーク繊維製品認証に基づき
第三者機関で試験（肌に触れる白
い生地のみ）。

※第三者機関でJISL1920を参考にした自主実験を実施。

（ネット使用）

寝ている時に足を心臓より
高くすることがポイント！

5　�防ダニ・抗菌防臭加工�
ボリュームウール4層式�敷布団

申込番号 ピンク ブルー 　

シングル 133312 133313 9,500ポイント
セミダブル 133314 133315 12,000ポイント
ダブル 133316 133317 13,500ポイント

側地：ポリエステル65％・綿35％　中綿：［巻き綿］ウール100％（ニュージーランド産ペガサスウール）・［中芯］ウレタンフォー
ム・［固綿］ポリエステル100％（防ダニ・抗菌防臭テイジンマイティトップⅡECO混）　厚さ7㎝　［シングル］約210×100㎝　
約3.9㎏　［セミダブル］約210×120㎝　約4.6㎏　［ダブル］約210×140㎝　約5.4㎏　〈日本製〉　※商品によって
柄の出方が異なります。　※人気商品のため、お届けまでにお時間をいただく場合があります。

ピンク

ブルー

ボリュームタイプ 抗菌防臭加工 防ダニ加工

数量
限定

ニュージーランド産
ペガサスウール使用

4層式キルティング

身体の沈み込みを防ぎ、
通気性に優れた
4層式キルティング構造。

6　�リバーシブル敷布団　シングル2枚組
申込番号 133141� 　�15,000／� �13,500ポイント
表地・裏地：ポリエステル100%　中綿：ポリエステル100%　約100×200×厚さ8㎝　
重さ（1枚あたり）：約3㎏（中綿2.16㎏）　色違い2枚セット　〈中国製〉　※商品によっ
て柄の出方が異なります。

（カバー）

数量
限定

抱きまくらとしても
使えます。
ブラウン

（カバー）

ブラウン

ワイン

布団を清潔にする大人気商品

ツインノズルなら2足同時に
くつを乾燥。

風量・出力ともに
パワーアップ！ 
ダブルサイズの
ふとんにも対応。

この
ボリューム！

TVで
人気！

カバーが
抗菌・消臭※仕様に

リニューアル！

ふとん2組を同時に
乾燥できるツインノズルも

新登場！

ツインノズル

イメージキャラクター
マツコ・デラックスさん

ポイント1
パイプ部分の出し入れで、
お好みの高さに微調整で
きます。

「面」で支えず、
「点」で支える
ことで、安定し
た寝姿勢を保
ちます。

ムアツまくらのポイント

点で支える
ムアツ

通気性の
良いパイプ2WAY

ポイント2 寝心地に合わせて両面使用できます。

肩に沿ったラインで
頭部・肩をしっかりサポート。

11　�ムアツまくら�
／昭和西川

申込番号� 133338
　� 5,500ポイント
側地：ポリエステル100％（ポリエチレンパイプ入り）　中
芯：ウレタンフォーム　幅50×奥行35×高さ5～8㎝　
600g　〈日本製〉

合わせ毛布

43   ご家庭で洗濯機を使って洗えます  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



13　�珪藻土アンブレラスタンド6本
申込番号

ブラウン　192652� ブラック　192653
　� 2,000ポイント
本体：ポリウッド　トレイ：ポリプロピレン　バー：珪藻土　幅16×奥行12.5×高
さ14㎝　約1.2㎏　〈中国製〉　※傘のサイズや形状によっては収納できない
ものがあります。

9　�携帯型浄水ボトル　�
フィル＆ゴー　アクティブ／ブリタ

申込番号

ピンク　162046� ライム　162047
　� 1,990ポイント
ポリプロピレン　ポリエチレン　シリコーンゴム　径7.5×高さ
23.5㎝　146g　浄水部容量：約600㎖　ろ過流量：100㎖/分　
フィルタ−1枚付　〈中国製〉

ビジネスでも、お家でも使える
ベーシックモデル。

8.5インチあるのでお子様の
お絵描きにも使えます。

ボタンひとつで
画面を消去。

旅行や出張に便利。
懐中電灯・スタンドライト・
モバイルバッテリーの
3WAYの優れもの。

2　�モテライト
申込番号

ブルー�192532� ホワイト　192533
ピンク�192534�
　� 4,000ポイント
DL-G508　幅4.5×奥行4.5×高さ14.5～26㎝　220g　約
140ルーメン　調光3段階　連続点灯時間：約13～40時間　モ
バイル給電：5V1A（4,400mAh）　専用ACアダプター・充電ケー
ブル・ストラップ付　〈中国製〉

スタンドライトとして。

懐中電灯として。

ブルー ホワイト ピンク

アルミシートが熱を逃がさず暖かい。
キャンプや行楽、いざという時も活躍。

収納袋に入れれば、普段は
クッションとして使えます。

広げれば掛布団に変身。

新鮮でおいしい水をどこでも飲める！
カートリッジ1個で150ℓまでろ過。

（※500㎖のペットボトル約300本分）

水の中に入れると水道水がアルカリ水に変わり、
汚れとニオイを落とします。（除菌効果99％以上）

フタをコップと
して使えます。

ピンク
9

10

ライム

本体は、軽くて丈夫。持ち運びに
便利なストラップ付き。

「ゴミ取り」・「空拭き」・「水拭き」、これ1本で1台3役。
フロアスイーパーで腰をかがめず、立ったまま楽々ゴミ取り。

取り外し簡単。

5　�3in1�スプレーモップスイーパー
申込番号 192614� 　�2,900ポイント
ABS樹脂　ポリプロピレン　鉄　ポリエステル　幅41×奥行13.5×
高さ132㎝　約1.2㎏　クリーニングクロス2枚付　〈中国製〉

6　�足元見やすい�
階段マットリーフ

申込番号 192625� 　�11,000ポイント
表面：ポリエステル　裏面：アクリル樹脂（カテキン入り）　55×21㎝（折り
曲げ部4㎝）　60g（1枚あたり）　15枚セット　〈日本製〉 ※蛍光色プリン
トは蓄光ではないため、光るものではありません。

3　�アルミシート入り　洗える！�寝袋
申込番号 192591� 　�3,900ポイント
側地：ポリエステル100％（無地部に抗菌防臭加工）　中綿：ポリエステル100%　アルミシート　
190×170㎝　寝袋時：190×85㎝　1.13㎏　〈中国製〉

段差がわかりやすく、昇り降りが安心な階段マット。

階段の段差がよりはっきりとわかるよう
に、蛍光染料でプリントしました。薄暗
い中でも段差がわかりやすくなります。

サッと手に持って熱い
油はねを防げるネット。
ステンレス製の丈夫な作り。

燕三条
良い
もの発見！！

横に押しても倒れないので、安心！
米国のWILDAID※とコラボしたマグカップ。

特殊吸盤により、横に押しても倒れず、
上に持ち上げるとマグが取れる構造。8　�倒れないセラミックマグ750㎖

申込番号

ブラック
×ゴリラ　112253� サックス

×エレファント　112254
　� 2,500ポイント

本体：陶器　グリップパッド：ABS樹脂　シリ
コン　最大幅14.5×径10.2×高さ16㎝　
530g　〈中国製〉

※WILDAIDとは・・・米国カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置く
　環境団体。野生動物製品の需要を減らすことに重点を置いています。

ブラック×ゴリラ サックス×エレファント

洗った包丁の水滴をモイスが吸収！
置いても、水切りに掛けても使えます。

旅行に欠かせなくなる
低反発ピロー。丸めれば
手のひらサイズになります！

4　�低反発ピロー�
「かるラクーン」

申込番号 162062� 　�2,700ポイント
ポリエステル　ポリウレタン　低反発ウレタン　使用時：約幅21×奥行20×
高さ12㎝　約240ℊ　〈中国製〉

（カバー）

カバーが
取り外せて
洗える！

珪藻土が溜まった水を
グングン吸水する、
画期的な傘立て！

部屋干しの嫌なニオイもスッキリ解消。
洗濯槽や排水ホースの
カビや汚れもケア！

ブラック

ブラック

ブラウン

ブラウン

底のトレイの傾斜をつたって
珪藻土バーへ水が流れます。

低いので、子供でも
傘が差しやすい。

使用後は引っかけ＆
すき間収納でコンロ周りは

すっきり。

燕三条
良い
もの発見！！

背面のフックで水切りカゴに
引っ掛けられます。

（ネット使用）

10　�交換用フィルター（ディスク）�
3枚パック／ブリタ

申込番号� 　

162088� 2,500ポイント
活性炭　不織布　径5.5×厚さ0.6㎝　除去物質
9項目　取り換え時期の目安：1日5ℓ使用の場合約4
週間　〈ドイツ製〉　※ボトルは付いていません。

交換用
フィルター

普段はモバイルバッテリー
として持ち歩き、

イザと言う時にも大活躍。

11　�燕三条　KAWAKI（カワキ）　�
包丁スタンド

申込番号 124848� 　�4,000ポイント
モイス（バーミキュライト・珪砂・パルプ・消石灰）　18-8ステンレス　シリ
コンゴム　幅22×奥行5.9×高さ10㎝　390g　刃渡り12～20㎝の包
丁を3本まで収納可　〈日本製〉

7　�油はねガードネット
申込番号 124781� 　�1,900ポイント
18-8ステンレス　幅39.5×奥行24×高さ1.1㎝　約170g　〈日本製〉

横の力に強いから、
テーブルの上の
安全を守ります！

テコの原理で包丁の
刃を浮かせる設計。

包丁の刃先を傷付けません。

面倒な水捨てが不要！

水濡れに強い耐久性に

優れたポリウッド素材。

軽くてコンパクト！
持ち運びに便利。

USBケーブルを

差しこむことで

スマホの充電が可能！

何度でも
繰り返し使える

便利なメモパッド！

置くだけでピタッと

吸着、ずれにくい

階段マット。

空拭きはもちろん、
レバーを握るだけで水を

噴射し、水拭きもできます。

いろいろな使い方が

できる！ 緊急時にも

備えたい一品。

（ネット使用）

こんな
使い方も！

ボタンを押すだけ。

洗って
くり返し使える
クリーニング
クロス2枚付き。

ゴミ取り。

レバーを握って噴射。

超吸水型珪藻土バー2本付き。

ミネラル分はそのままに、塩素など味やニオイに影響を及ぼす物質を除去！

数量
限定

ハサミで手軽に
カットできます。

コーナー付きで
足あたりもやさしい。

裏面吸着加工で
ズレにくい。

ネットから透かして

見えるので揚げ具合も

確認できます。

ブランケットを
引っかけられるゴム付き。

鞄にひっかけられるループ付き。

大容量で
たっぷり入る！

水分を瞬時に発散する
モイスのトレイ。

モイス

洗濯物と一緒に
入れるだけ！

洗剤はいつもの半分でOK！
洗濯物の量が5kg以下の場合、本品2個使用
で洗剤不要。（7kg以下の場合、3個使用で
洗剤不要！）

消臭 洗浄 除菌＋ ＋
嬉しい3つの効果！

洗濯槽や排水ホースのカビや汚れも
徐々に落とします。

1　�電子メモパッド　�
ブギーボード／キングジム

申込番号 150377� 　�4,500ポイント
幅14.1×厚さ3.2×高さ22.2㎝　リチウムイオン電池内蔵　約5万回消
去可　スタイラス・スタイラスホルダー付　〈中国製〉　
※電池交換不可

12　�洗濯マグちゃん
申込番号 192670� 　�2,000ポイント
側地：ポリエステル　内袋：ナイロン　中材：金属マグネシウム（純度
99.9％）　径12.5×厚さ1.5㎝　約50g　使用期間の目安：約1年（300回
以上）　特許番号5312663号　〈日本製〉

化学物質を使わない

天然素材のマグネシウムを使用。

衣類にも環境にも優しい！

65   食器洗い乾燥機使用可　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   ご家庭で手洗いできます
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



HOUSEKEEPING お掃除・バス・ランドリーハウスキーピング

®

12　�節水シャワープロ　�
プレミアム

申込番号� 192668
　� 7,500ポイント
幅6.4×奥行6.2×高さ23.9㎝　152g　節水効果：ハード水
流時50％・ソフト水流時70％　アダプター4コ付　〈日本製〉　
※バランス釜（浴室に釜があるタイプ）には使用できません。

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

階段や車内もスイスイ♪

とにかく軽くて
扱いやすいと大好評!
リチウムイオン電池内蔵で
パワフル＆長寿命。

アイボリーレッド

じゅうたんもOKの
万能ノズル。

ゴミは紙パックいらず
で簡単にポイッ！

集じん容量
約560㎖ 2WAY 紙パック

不要

3　�日本製コードレスクリーナー�
／マキタ

申込番号

レッド　192303� アイボリー　192302
　� 13,000／� �11,900ポイント
CL110DW　幅22.2×奥行10.9×高さ90.6㎝　1.2㎏

（ノズル・パイプ含む）　3時間充電で約10分使用可
（バッテリー内蔵式）　フィルター水洗い可　〈日本製〉　
※自立しません。

家具の下も
ラクラクお掃除。

軽量＆コンパクトなのに
強い吸引力を実現!

7　�サイクロン式クリーナー�
／三菱電機

申込番号� 192440
　� 22,500ポイント
TC-EXG7J-A　幅21×奥行32.3×高さ22㎝　2.4㎏　
850W　コード長5m　クリーン排気システム（4層フィ
ルター）　タービンブラシ・ダストカップ水洗い可　馬毛
使用のすみずみブラシ・サッシノズル付　〈日本製〉

紙パック
不要

集じん容量
約600㎖

吸込仕事率
320W

0.5μm以上の微細なゴミを
99.9％以上逃さない!

数量
限定

パワフルヘッド

モーター式パワーブラシが、
強力にゴミをかき出す!

8　�紙パック式パワーブラシ�
クリーナー／日立

申込番号� 191398
　� 20,500ポイント
CV-P500H　幅28.8×奥行25.6×高さ21.4㎝　 
3.4㎏　1000W　コード長5m　〈日本製〉

吸込仕事率
560W

集じん容量
約1.5ℓ

紙パック
式

商品のお問い合わせは…ケルヒャーお客様相談室 
0120-60-3140 平日9〜12時・13〜17時

広面積の洗浄に便利な
テラスクリーナー付き。

頑固な汚れも
ぐんぐん落とす。

9　�高圧洗浄機／ケルヒャー
申込番号� 192086
　� 20,800ポイント
K2HK　幅28×奥行24.2×高さ78.3㎝　5.5㎏　
1250W　コード長5m　最大許容圧力：9MPa　最大
吐出量：360ℓ/h　トリガーガン・8m高圧ホース・バリオ
スプレーランス・サイクロンジェットノズル・テラスクリー
ナーT150・ユニバーサルクリーナー　〈中国製〉　
※水道ホースは別売りです。

足跡も残らないほど、抜群の吸収性を実現！
従来の珪藻土バスマットではできなかった
洗剤での洗浄と天日干しが可能に。

13　�超速乾　�
プレミアム珪藻土バスマット

申込番号� 　

S� 192556� 4,500ポイント
M� 192557� 5,500ポイント
珪藻土　ポリプロピレン　EVA樹脂　［S］幅46×奥行34×
厚さ2.2㎝　1.9㎏　［M］幅53×奥行40×厚さ2.2㎝　2.5㎏　

〈中国製〉清潔に使えます。

しっかり床に
固定できる滑り止め

シート付き。

割れにくく、
足裏にぴったりフィット

するタイル形状。

NI-FS550-PP　幅7×奥行15×高さ15㎝　705g　
950W　コード長2.5ｍ　タンク容量：50㎖　連続使
用：約4分　3倍パワフルスチームモード　〈中国製〉

ハンガーにかけたまま、
サッとシワ＆ニオイとり。

アイロン面で
プレスもできる。

汗臭・タバコ臭・飲食臭・防虫剤臭を
約90％脱臭。除菌も。

1　�衣類スチーマー�
／パナソニック

申込番号� 　

192581� 14,500／� �13,000ポイント

数量
限定

パワフル連続スチームで、
スチームもアイロンも
満足の仕上がり。

平均15g/分の
パワフル連続スチームで、
繊維の奥にしっかり浸透！

「3倍ジェットスチーム※」で、
コートなどの厚手の衣類もしっかり
シワをのばします。

握りやすいハンドルと安定性に優
れたヘッドで、スチーム時もアイロ
ン時も、快適に操作できます。

2　�トゥイニー　オートスチーム�
／ティファール

申込番号 192643� 　�9,500ポイント
DV9120J0　かけ面：セラミック加工　幅10×奥行32.5×高さ11.5㎝　
830g　1200W　コード長約2.6m　タンク容量：60㎖　連続使用：約4分　
アタッチメントブラシ・エチケットブラシ・計量カップ付　〈中国製〉　※平均
15g/分の約3倍のスチーム量を約3秒間噴射します。

立ち上がり
40秒

衣類の
除菌 脱臭 花粉

対策
アレル

物質対策
殺ダニ
効果

数量
限定

壁際やカーテンの奥まで、
部屋中をくまなく清掃。

6　�ロボット掃除機ルンバ643�
／アイロボット

申込番号� 192503
　� 35,000ポイント
R643060　径34×高さ9.2㎝　約3.6㎏　3時間充
電で最大約60分稼働　ホームベース・交換用フィル
ター・お手入れカッター・稼働区域を制限できるデュアル
バーチャルウォール・単3×2（お試し用）付　〈中国製〉

デュアルバーチャルウォー
ルで、ルンバが進入できな
いエリアを設定できます。

清掃が終了すると、自動で帰還し
充電開始。次の清掃に備えます。

数量
限定

紙パック
不要

自動
充電

10　�昔ながらの　�
棕櫚ちょこっとお掃除セット

申込番号 192453� 　�7,500ポイント
棕櫚　黒竹　紙（柿渋塗り）　ほうき大：約幅15×厚さ2.5×長さ60㎝　
ほうき小：約幅10×厚さ2.5×長さ24㎝　テーブルほうき：約幅7×厚さ1.5×
長さ26.5㎝　ちりとり：約幅21×奥行23×高さ6.5㎝　〈日本製〉
※職人の手作りのため、お届けまでにお時間をいただく場合があります。

数量
限定

伝統的な棕
しゅ

櫚
ろ

のほうき。
紀州職人が手仕事で
仕上げた逸品。

日常の掃き掃除に便利な４点セット。
床はもちろんサッシの溝、卓上までキレイに。

ほうきは、
ちりとりにセットして

吊り下げ
収納できます。

節水最大70％！高性能散水板に
よりシルクのような肌触りを実現。

数量
限定

ヘッドを回して付け替えるだけの
簡単取付け。4種のアダプターで
国内のほとんどのシャワーに対応。

ボタンを左に押すと
止水できます。

本品 従来品
※メーカー調べ

同時間での
吐出水量比較

取り付けに関するお問い合わせは…アラミックお客様相談室 
0120-64-1574（平日10〜16時）

11　�バスアイテムシリーズ／ヒューバス
申込番号� 　

2点セット� 192638� 4,000ポイント
バススツール� 192673� 3,000ポイント
ポリプロピレン　湯桶：幅24×奥行26.5×高さ10.3㎝　バススツール：幅30×
奥行35.5×高さ40㎝　座面の高さ30㎝　〈日本製〉　※2点セットは、バススツール
と湯桶のセットです。

独自開発した座面のラインが
体をしっかりと包み込むため、
前すべりしにくく、座り心地も
抜群！

バスタブに掛けられるので、
しっかり水が切れて衛生的。

1日6.3ℓの除湿能力で、
衣類をカラッと乾燥。

3.5ℓの大型タンク
で約13～15時間
の連続運転が可能。

（満水になったらメロ
ディでお知らせ♪）

数量
限定

フッ素樹脂加工

最軽量で最小クラス。
なのにパワフルスチーム！
最大80g/分のパワフルスチームが繊維の
奥に浸透し、頑固なシワもサッとほぐします。

15　��軽量スチームアイロン　�
フリームーブミニ�
／ティファール

申込番号� 192407
　� 10,000ポイント
FV5020J0　幅10.6×奥行21×高さ13.4㎝　約880g　
1200W　コード長1.45m（自動巻き取りコードリール
式）　タンク容量：80㎖　温度調節：約100～190℃　
スチーム2種（ジェットスチーム・バーチカルスチーム）　
収納ケース付　〈中国製〉

数量
限定 16　�毛玉クリーナー�

／ティファール
申込番号

ボルドー� 192655� ターコイズ　192656
　� 2,180ポイント
JB1012J0/JB1011J0　幅5×奥行10.5×高さ15㎝　
170g　単3×2（別売）　〈中国製〉

スタイリッシュな
毛玉クリーナー。 高品質ステンレ

スメッシュと3枚
刃で、素早く一
気に広範囲の
毛玉を取ること
ができます。

ボルドー

ターコイズ

風向きを
調節できます。

狭いところ
でも使いやすい

構造。

数量
限定

4　�ダイソン�V7�トリガー�
ハンディクリーナー

申込番号� 　

192389� 40,000／� �29,500ポイント

5　�ふとんクリーナー�
レイコップRN

申込番号� 　

192349� 23,800ポイントHH11 MH　幅14.4×奥行40.4×高さ20.6㎝　1.76kg  
3.5時間充電で最大約30分（モーター駆動のヘッド使
用時は約20分）使用可　コンビネーションノズル・隙間
ノズル付　〈マレーシア・フィリピン製〉　（時期により生
産国が異なります。）

VCEN-100JPWH　幅29×奥行37.1×高さ15㎝　
1.9㎏　330W　コード長5m　水洗いダストボックス　
底面・コード抗菌加工　たたき：毎分18000回　紫外
線ランプ付　〈韓国製〉

最も吸引力の強いコードレス
ハンディクリーナー !

ふとんにやさしく、
とことん吸引。

数量
限定

紙パック
不要

ミニモーターヘッドで
ベッドや布団の繊維から
ダニアレルゲンを含む

ハウスダストを
かき取ります。

“見える”
ダストボックスで

取れたゴミを
実感。

17　�SIAA�折りたたみ風呂ふた
申込番号� 　

70×99㎝� 192594� 3,500ポイント
70×109㎝� 192595� 5,000ポイント
70×119㎝� 192596� 5,500ポイント
75×139㎝� 192597� 7,000ポイント
75×149㎝� 192598� 7,500ポイント
ポリプロピレン　厚さ1.1㎝　［70×99㎝］1.9㎏　［70×
109㎝］2.1㎏　［70×119㎝］2.3㎏　［75×139㎝］2.8㎏　

［75×149㎝］3㎏　〈日本製〉

強力防カビ剤と
Ag+抗菌剤でカビ、
細菌の繁殖を抑制。
抗菌製品技術協議会

（SIAA）の安全性と
抗菌・防カビ性基準に合格。

抗 菌 防カビ

折りたたみ式で
コンパクトに
収納できます。

髪の毛やペットの毛まで
しっかりキャッチ。

※独立調査会社の
　データに基づく。
　（2017年10月時点）

TVで
話題！

止  水

傷や汚れに強く
衛生的なステンレス

コーティング。

14　�衣類乾燥除湿機�
／コロナ

申込番号� 192661
　� 21,500ポイント
CD -P6319　幅22×奥行33×高さ51.5㎝　7.9㎏　
175/185W（50/60Hz）　コード長1.8m　タンク容量：3.5ℓ　
除湿能力：約6.3ℓ/日　適応床面積：木造7～8畳・鉄筋14
～16畳（目安）　フィルター寿命：約10年　切タイマー（2・4・
8時間）　モード3種（衣類乾燥・除湿・送風）　〈日本製〉

かけ面

使い心地と座りやすさにこだわったバスアイテム。

握りやすく
ラクに動かせる

グリップ。

87   ご家庭で手洗いできます  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



HOUSEKEEPING インテリア・生活雑貨・エコバッグハウスキーピング

5　�へたりにくい�
国産シートクッション　ラマス

申込番号

ブラウン調��133393� レッド調��133394
　� 2,000ポイント
表地：ポリエステル75％・綿25％　裏地：綿100％　中材：ウレタン　
ポリエステル綿　約43×43×厚さ6㎝　約460g　〈日本製〉　生地：

〈スペイン製〉　※商品により柄の出方が異なります。

人気
商品!人気商品!

3通りの使い方ができる
便利な座布団。
肌触りの良いピーチスキン加工。
まるで桃の皮のような風合いの仕上げです。

折り曲げてヒモで結べば枕のように使えます。
折り曲げて壁に付ければ
座椅子風に。ソファーの
上に乗せるのも
おすすめです。

ブラウンとベージュの
両面リバーシブル。

1　�3WAY�ごろ寝座布団
申込番号� 133390
　� 3,000ポイント
側地・中材：ポリエステル100％　約55×165×厚さ4.5㎝　780g　

〈中国製〉

高級感あるカバーで見慣れたソファーが大変身！

優雅で上品な
ゴブラン調素材。

古いソファーも、
新品のような美し
いソファーに生ま
れ変わります。

2人用（幅140〜190㎝）

3人用（幅180〜240㎝）

2　�ゴブラン調フィット式�
伸縮ソファーカバー

申込番号� 　

ひじ有り3人掛用� 133382� 6,500ポイント
ひじ有り2人掛用� 133381� 5,500ポイント
ポリエステル83％・綿10％・レーヨン6％・ポリウレタン1％　適応ソ
ファーサイズ：奥行80～90×高さ90㎝　［ひじ有り3人掛用］幅180～
240㎝　約1.45㎏　［ひじ有り2人掛用］幅140～190㎝　約1.35㎏　

〈中国製〉　※ひじ有りタイプのみご使用いただけます。　※商品に
よって柄の出方が異なります。

のび〜〜る
伸びやすく

装着カンタン!

14段階リクライニング

ボリュームたっぷり！
ターコイズ

モカブラウン

3　�日本製座椅子カブール
申込番号

ターコイズ　133284� モカブラウン　133285
　� 9,000ポイント
ポリエステル100％　構造部材：金属（鋼）　中材：ウレタンフォーム　約幅
63×奥行86～130×高さ25～71㎝　約6㎏　〈日本製〉

ふかふかでソフトな座面・背もたれが優しく身体を包みます。 360°伸縮自在で
ピッタリフィット！ の椅子カバー。

丸洗いOK！ いろんな椅子にぴったりフィット。

長年使った椅子もまるで新品のよう。

アイボリー

ブラウン

グリーン

取付
簡単

4　�洗える！�のびる！��
フィットする�the�椅子カバー

申込番号

グリーン　133421� アイボリー　133420
ブラウン　133419�
　� 3,000ポイント
綿55％・ポリエステル40％・ポリウレタン5％　約80×41×
厚さ1㎝　約240g　適応椅子サイズ：全長約80～120㎝　
座面幅：約35～60㎝　背もたれ幅：約30～50㎝　洗濯
ネット使用　〈中国製〉　※ひじ掛けのある椅子には形状に
より適応しない場合があります。　※クッションの厚みにより
範囲内でも適応しない場合があります。

ボロ… ピカ

ボロ… ピカ

スペイン製の生地を使用し、国内で丁寧に仕上げました。

ヒモで椅子に結び付けられます。
レッド調

ブラウン調

シンプルでスタイリッシュな
アルミ製パイプハンガー。
脚部には、約40㎜の極太パイプを使用。
耐荷重約40㎏と丈夫で安心です。

上下の伸縮も、アルミ製の
レバー式で簡単＆おしゃれ。

上着から小物まで
収納できる、ハンガー
パイプ付きの引出し。

ユニセックスな洗練されたデザイン。
たっぷり入るのに肩に負荷がかかりにくい。

ポリエステル　約幅60×奥行24×高さ30㎝　
持ち手約47㎝　収納時：約径8×高さ13㎝　
約165g　約25ℓ　巾着開閉式　前面ミニファ
スナーポケット付　ゴム留め　〈ベトナム製〉

9　�コンパクトバッグ�
シュパットＬ�
／マーナ

申込番号

ネイビー�192244� ドット　192245
草花� 192516�
　� 2,500ポイント
ポリエステル　ポリプロピレン　約幅50×マチ
10×高さ38㎝　持ち手約50㎝　収納時：幅10×
奥行7.5×高さ7.5㎝　183g　約31.4ℓ　スナッ
プボタン開閉式　〈中国製〉　※使用時のサイ
ズは入れる物により異なります。

使った後は“シュパッ”と引っ張るだけで
一気にたためる！ バッグの中身を

出したら、両側を
持って“シュパッ”
と引っ張るだけ！

ドット

ネイビー

草花

とってもコンパクト！

数量
限定

レジカゴ

対応サイズ

（ネット使用）

折り
たたんで
収納可。

47㎝
47㎝51㎝

66㎝

79
㎝

103
㎝

51
㎝

75
㎝

2段

3段

10　�マルチテーブルⅡ
申込番号

木目調�133341� ホワイト�133342
　� 4,000／� �3,900ポイント
スチール（粉体塗装）　天板：ポリプロピレン　使用時：
幅44.5×奥行45×高さ58.5・64.5・70.5㎝（3段階調
節可）　収納時：幅44.5×奥行58×高さ8㎝　天板サイ
ズ：43×43㎝　約2.6㎏　耐荷重約25㎏　〈中国製〉

使いたいときにサッと出せる便利なテーブル！
高さ・角度を調節していろいろな使い方ができます。

木目調
ホワイト

パソコンに

食事に

数量
限定

11　�クッション付き座れる脚立
申込番号� 　

２段� 192299� 5,500ポイント
３段� 192300� 7,500ポイント
スチール（粉体塗装）　ポリプロピレン　合成皮革　ウレタン
フォーム　［2段］幅47×奥行51×高さ79㎝　収納時：幅47×奥行
14×高さ103.5㎝　4.85㎏　耐荷重約80㎏　［3段］幅47×奥行
66×高さ103㎝　収納時：幅47×奥行14.5×高さ128.5㎝　
7.14㎏　耐荷重約80㎏　〈中国製〉　※ストッパーは付いていま
せんので、取り扱いの際には手をはさまないようにご注意ください。

最上段はクッション付きなので、
イスとしても使えます。

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に細断します。

必要に応じてお使いの携帯電話・
スマートフォンに適したUSBコードを
ご用意ください。

電池が無くなっても
手回し充電で使用可能。

便利な時計表示と
目覚ましアラーム付き！
お部屋の温湿度管理に！

いろいろな素材が切れる。

15　�デジタル温湿度計／タニタ
申込番号� 133282
　� 2,000ポイント
TT-559GY　幅7.5×奥行3×高さ13.2㎝　168g　
単4×1（お試し用）付　測定範囲：温度ー5～50℃、湿
度20～95％　掛け置き両用（背面マグネット・壁掛け用
穴付）　〈中国製〉

14　�6WAYマルチレスキューラジオ�
／セーブ・インダストリー

申込番号� 180627
　� 4,500ポイント
SV-5745　幅14×奥行3.5×高さ8㎝　232g　単4×3

（別売）　USBマイクロB充電コード付　〈中国製〉

うたた寝に

ソファで

座椅子風に

ぐ〜〜ん！

数量
限定

ブラック

ネイビー

座面幅約35～60㎝
全長
約80～120㎝

数量
限定

（ネット使用）

2段

3段

7　�シーズユニット�
収納5段ハンガーパイプ付き

申込番号� 　

133237� 7,000ポイント
ポリプロピレン　スチール　幅83.5×奥行42×高さ111.2㎝　
引出し内寸：幅26.2×奥行37.2×深さ16.3㎝　5.1㎏　耐荷
重：ハンガーパイプ部5㎏、天板・引出し1段あたり1㎏　ハン
ガーパイプは左右に取付可　キャスター6コ付　〈日本製〉

キャスター付きで
移動もラクラク。

6　�丈夫なアルミパイプハンガー
申込番号� 　

192602� 7,500ポイント
アルミニウム合金　ABS樹脂　幅91×奥行39.5×高さ108
～170㎝　約2.2㎏　耐荷重約40㎏　〈中国製〉

8　�クルリト　�
レジカゴBIGマルシェバッグ�
／MOTTERU

申込番号

ブラック　192608� ネイビー　192607
　� 2,000ポイント

しわになりにくい、
手触りがしなやかな

素材。

12　�パーソナルシュレッダー�
／アイリスオーヤマ

申込番号� 150386
　� 4,000ポイント
P5GCX　幅31×奥行19×高さ30㎝　3㎏　ダスト
ボックス容量：8.7ℓ　120W　コード長1.5m　定格細
断枚数：A4コピー用紙5枚　細断寸法：0.4×4㎝　

〈中国製〉　※CD・カードは細断できません。

背もたれ幅
約30～50㎝

ブラウン調
レッド調

ネイビー

ホワイトの天板は
石目調。

折りたためば厚さ8㎝
天板の角度は
3段階調節可。

LEDライト

携帯電話の充電

サイレン

手回し充電

AM・FMラジオソーラー充電

2段階の
スピード調節
が可能。

13　�コンパクト�
電動ミシン／ジャガー

申込番号� 192578
　� 15,000ポイント
KA-10　幅35×奥行16×高さ27.5㎝　4.4㎏　30W　コー
ド長1.8m　スピード2段階・縫い目長さ調節可　縫い模様4種＋
ボタンホール　自動糸通し　手元LEDライト　半回転垂直釜　
フリーアーム　取扱説明DVD・ソフトカバー付　〈ベトナム製〉

コンパクトボディに、
実用機能がいっぱい！

使い方に関するお問い合わせは…ジャガーミシンお客様サポート 
0120-00-1137（平日9〜17時）

滑らかな波型の刃先で、硬い物から
ダンボール、カーペットまで切断できます。

16　�いろいろ切れる！万能のこぎり
申込番号� 192562
　� 2,000ポイント
持ち手：ABS樹脂　熱可塑性エラストマー樹脂　シリコン　
刃：特殊焼入鋼（JIS　SK85）　幅2×全長28.6㎝　
刃渡り約15.3㎝　約102g　〈日本製〉　※材質・厚さ・
強度により、切断しにくい物や、切断できない場合があり
ます。

木製品プラスチック ステンレス・鉄

手にフィットしやすい
曲線の持ち手。

刃先
アップ

（ネット使用）

ひと目で
お部屋の状況

（乾燥/快適/不快）が
わかる3段階の

快適レベル表示。

（ネット使用）

109  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  お客様にて組立てが必要な商品です　   完成品でお届けします　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   ご家庭で手洗いできます



HEALTH&BEAUTY 健康雑貨健康・美容

4　�Dr.�ストレッチピロー�
／ピップ

申込番号 162048� 　�23,000ポイント
カバー：ポリエステル100％　付属カバー：ポリエステル95％・ポリウレタ
ン5％　中材：ウレタンフォーム　幅61×奥行50×高さ11㎝　約1.8㎏　
7W　コード長1.8m　自動電源オフ（10分）　〈中国製〉

背中・腰にも使えます。

3　�ホグスタイル枕パッド
申込番号

アイボリー�133399� グリーン　133400
ピンク� 133401�
　� 3,900ポイント
表地：綿100％　裏地・中綿・パイピング：ポリエステル100％　約
幅53×奥行45×厚さ0.5㎝　適応枕サイズ：約幅50～63×奥
行35～43㎝　約90g　〈日本製〉　※本品自体が発熱するも
のではありません。

充電式コードレスで場所を選ばず、
温感ストレッチでリフレッシュ。
コードレスの充電タイプなので、どこでも持ち運びできます。

温めながらハンドケアできる
温感モード付き。３種類のオートモードでもみ方が選択でき、

弱・中・強の強さも調整可能。

1　�もみラックス　ハンドエステ�
／ドウシシャ

申込番号 162061� 　�12,000ポイント

DHM-1901　幅17.2×奥行28.6×
高さ11.9㎝　900g　5W　コード長
約1.55m　自動電源オフ（約15分）　 
3つのモード設定・強弱3段階・温感
ストレッチ機能付　〈中国製〉

頭のカーブに沿った10本の3Dアーム。
頭皮に心地よくアプローチ。

音波振動のブルブルが心地良い。

ピンク ブラック

2　�ルルド　ソニックヘッドスパ�
エイリラン／アテックス

申込番号

ピンク　162085� ブラック　162086
　� 5,500ポイント
AX-KXL3500　幅14.5×奥行14.5×高さ20㎝　約250g　単4×3（別
売）　連続使用：約1時間　切タイマー（約3分）　モード2種：（うとうとモード・
リラックスモード）　〈中国製〉

数量
限定IPX5相当

防水

枕カバーを変えるだけ！
寝ている間にコリを
ほぐして『疲労回復』
セラミック練り込みわたの
温熱効果で、血行促進。
筋肉のコリ・疲れを取る
医療機器の枕パッド。

いつもの枕につけるだけ。効果は半永久的。

サーモグラフ（使用10分後）
※メーカー調べ

ゴムバンド付きで
取付カンタン！

アイボリー グリーン

一般医療機器
医療機器製造販売届出番号
21B2X10007000040

ピンク

枕パッドの構造・効果
表地

裏地

セラミックの
中わた

綿100％で
心地よい肌触り。

遠赤外線を放射。
血行を促進し、
筋肉のコリをほぐす。

2種類の電動エアバッグが
首・肩を集中ケア！ 
正しくカラダを整えます。

カイロプラクティック施術理論に基づき
プログラム化された3つのコース（首・肩
/首/肩）で、首や肩をリセット。

ケア後は枕として！ ウレタン二重構造で
高いフィット感&サポート力を実現。

※エアバッグイメージ

※イメージ

「つかみもみ」とヒーターで
首・肩・腰のコリが和らぐ。

上下の「もみボール」がしっかりつかんで
ほぐします。

6　�つかみもみマッサージャー／スライヴ
申込番号 162070� 　�10,000ポイント
MD-445RE　幅36×奥行15×高さ39.5㎝　1.6㎏　30W　コード長
1.8m　モード：自動2種・速度2段階切替　自動電源オフ（10分）　ヒーター
機能付　医療機器認証番号230AKBZX00076000　〈中国製〉

もみとたたきのダブルマッサージで
疲れた脚をほぐします。

ふくらはぎをしぼり上げ、
足をつつみ込みながら
マッサージ。

モミボード

足裏やふくらはぎを回転
して刺激。

たたきローラー

7　�フットマッサージャーもみギア�
／スライヴ

申込番号 162032� 　�13,500ポイント
MD-4225WH　幅48.5×奥行35.5×高さ22.5㎝　約4㎏　30W　コー
ド長2m　モード：自動3種・速度2段階切替　自動電源オフ（10分）　医療
機器認証番号226AKBZX00153A01　〈中国製〉

数量
限定

日常生活をアクティブに！
気軽に、おしゃれに、カラダをケアする
大人気の磁気ネックレス。

N極S極交互配列で広範囲のコリに効く。 水や汗にも強いシリコン製。

お風呂で使える
防水仕様。※

※イメージ

ストレッチ
首エアバッグ

リフトアップ
肩エアバッグ

ホウル型と山型の特殊形状で
首のカーブを正しくキープ！
首周りを柔軟にします。

ヒーター付きで
じんわり温め。

5　�ネックレスクレスト／コラントッテ
申込番号

プレミアム
ゴールド�S� 106142� プレミアム

ブラック�S　106145
プレミアム
ゴールド�M�106143� プレミアム

ブラック�M　106146
プレミアム
ゴールド�L � 106144� プレミアム�

ブラック�L　106147
　� 9,900ポイント

シリコン　ステンレス　希土類永久磁石160mT（1600G）8個をN極S極交
互配列　適応サイズ約（首周り）S：43㎝　M：47㎝　L：51㎝　医療機器認
証番号226AGBZX00054000　〈日本製〉

数量
限定

数量
限定（充電式）

※水に浸水させたり、本体を水洗いしないでください。

（ネット使用）

数量
限定

（カバー）

プレミアム
ゴールド

プレミアム
ブラック

首・肩 首・肩・腰 足

首・肩首・肩

手

頭

首首

肩

椅子に敷いて座るだけ！ 
体幹エクササイズ。
インナーマッスルを鍛えて、
疲れにくい体づくりを！

消費カロリーが14％アップ。※

※バランスクッションを敷かずに椅子に座って
いる時を比較。（20～40代女性の平均値に基
づいた計算例。）

8　�バランスクッション／タニタ
申込番号 162060� 　�1,900ポイント
TS-959　約径33×高さ6㎝　約1㎏　耐荷重100㎏　空気入れポ
ンプ1本・空気針2本付　〈中国製〉

9　�消費カロリー計付きなわとび�
カロリージャンプ／タニタ

申込番号 162059� 　�2,000ポイント
TS-960　持ち手：約幅18.5×高さ3×奥行2.6㎝（ロープ含まず）　
約81g（電池含む・ロープ含まず）　室外用ロープ1本（2.7m）・室内
用ロープ2本（33㎝）・ドライバー1本・リチウム電池CR2032×1（お試
し用）付　〈中国製〉

室内でもできるお手軽ダイエット。
消費カロリーを把握して
効果的に有酸素運動を。

なわとびの
回数と消費
カロリーを計測。

室内用、室外用の
2種類のロープ付き。

天候に左右されずトレーニング
ができます。

省スペースでのエクササイズが可能。

室外用
室内用

【タニタ製品の使い方に関するお問い合わせ窓口】
タニタ 0120-133-821（平日：9〜18時）

（携帯電話からは0570-783551）

シンプルな動きで腹筋だけでなく
全身を鍛えるローラー。

こだわりの機能的設計で背筋スッキリ、
美しい姿勢をサポート。

いつでもどこでもラジオ体操！
かけ声も9語内蔵されています。

力を入れずに爪削りラクラク！

持ち運び、収納がしやすい
折りたためるヨガマット。

10　�エクササイズローラー　ダブル
申込番号 162087� 　�1,800ポイント
ポリプロピレン　EVA樹脂　スチール　幅30.5×奥行14×高さ14㎝　 
340g　〈中国製〉

短期間＆
省スペースでできる、
人気のトレーニング

アイテム！

ラジオ体操
始まるよ !

たった3分
やろうよ!

11　�たためるヨガマット／tone
申込番号� 　

オレンジ�162074� グリーン�162075
ブラウン�162076�
　� 1,480ポイント
PVC　使用時：61×173×厚さ0.4㎝ 折りたたみ
時：30×24.5×厚さ7.5㎝　約900g　〈中国製〉

オレンジ

グリーン ブラウン

コンパクトに
折りたためるから、
バッグなどに入れて
持ち運びできます。

ラジオ体操第1収録

爪削り 角質
ローラー

ラジオ体操第２収録

お鼻のボタンを
押すとブーブー
のかけ声の後に
ラジオ体操が
流れます♪

14　�電動爪削り　Leaf
申込番号 141475� 　�4,680ポイント
爪削り：タングステン鋼　約幅4×奥行3×長さ13㎝　
164g　単3×2（別売）　角質ローラー・クリーニング
ブラシ付　〈中国製〉　※大人の手の爪専用です。
お子様の爪や足の爪には使用しないでください。爪
の硬さや長さによっては削るのに時間がかかる場合
があります。

やさしく爪を削る電動爪削り。
削った爪は飛び散らずに容器
内に。削り口が狭い安心設計。

アタッチメントを付け替えてかかとの角質ケアも！

12　�体操ブーブー
申込番号

ラジオ体操第1　162081� ラジオ体操第2　162082
　� 1,680ポイント
幅7×奥行5.5×高さ8.5㎝　65ℊ　単4×2（別売）　〈中国製〉

ブヒー!
健康って素晴らしい!

一般的な座椅子
だる〜ん
肩・背中・腰に
負担が…

本　品
シャキッ！
正しい姿勢で
疲れにくい

180°倒して全身ストレッチ

ラズベリー

美姿勢S字カーブ
独自のS字カーブが
背筋にぴったりフィット

14 段階リクライニング
お好みで調節できます

ホールド座面
立体構造で骨盤周り
を左右から包み込む

座骨ホール
座骨に合わせた形状
で抜群の安定感

座面高さ
約10㎝

ココア

13　�勝野式�骨盤＆姿勢ケア座椅子　�
美姿勢習慣

申込番号

ココア　161730� ラズベリー　161731
　� 9,000ポイント

ポリエステル　構造部材：金属（鋼）　中材：ウレタン
フォーム　ポリエチレン　約幅43×奥行48～88×高さ
15～55㎝　約2.6㎏　耐荷重100㎏　楽々エクササ
イズレシピ付　〈中国製〉

※イメージ

1211   ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   お客様にて組立てが必要な商品です 　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



HEALTH&BEAUTY ボディケア・エクササイズ健康・美容

◆音波振動
（約10000回/分）

音波の細かい振動が、化粧水など美容成分の肌
への浸透を促し、肌にハリと潤いを与えます。

◆マイクロカレント
（微弱電流）

身体に流れる微弱な電流とほぼ同じ強さの電流が
疲れた肌のキメを整え、健やかな肌に導きます。

1　�キャビスパ360�／ヤーマン
申込番号 141502� 　�38,000ポイント
HDS100B　約幅5.2×奥行5×長さ24.2㎝　約280g　約6.5W　モード：3種　出力
レベル：EMS5段階　〈日本製〉　※3 フェイスモード使用時、超音波は出力されません。

10　�振動マシン�バランスウェーブミニ�
／アルインコ

申込番号 162038� 　�20,500／� �19,800ポイント
FAV4117　幅53.5×奥行41.5×高さ12.5㎝　約9.5㎏　100W　コード長
1.9m　耐荷重90㎏　振動（速度）16段階調節　振動数：（上下）200～400
回/分　プログラム3種　コントローラー・単4×2（お試し用）・エクササイズバンド
2本・マット付　〈中国製〉

より深く、よりパワフルに! もみ出しパワー約150％にアップ！※

2　�アセチノディープコア�
／ヤーマン

申込番号� 141431
　� 15,000ポイント
IB41　約幅10.2×奥行15.2×高さ6.9㎝　約300g　約4W

（充電時）　3時間充電で約30分使用可　モード2種類　ア
タッチメント2種（ボディ用・フェイス用）付　〈中国製〉　※電
源コードを差しながらの連続使用可。※顔に使用する際はフェ
イス用アタッチメントをつけLOモードでお使いください。HIモード LOモード

エステで人気の
LED機能付き。

※メーカー従来比

お風呂で使える防水仕様。

Before After

4週間で
こんなに変化が！
※メーカー調べ
※結果には個人差があり、効果を
　保証するものではありません。
　（モニター期間2018年
　  2月28日～3月28日）

IPX7相当

防水

※イメージ

もみ出す・ひねり上げる・
押し流すの3つの施術を
1つのローラーで再現。

シリーズ累計

230万台
突破

まるでエステの施術！1部位
5分

※使用時間
　目安

※2011年2月～2019年3月
　メーカー出荷実績

（充電式）

フェイスケアも!
肌への密着度アップ! 
5つのローラーによる毎分約1,000回※の
高速タッピングでエステティシャンの
ハンドトリートメントのようなケア。
※LOモード時

フェイス用
アタッチメント

ボディ用
アタッチメント

1回30秒・1日2回のスウィング運動で
表情筋を鍛えていつまでも若々しく。
口にくわえてスウィングする継続的な表情筋トレーニングが、
たるみ・シワ※1・ほうれい線※2を改善。※3

3　�フェイシャルフィットネス�パオ／�MTG
申込番号 141253� 　�13,000ポイント
FF-PO1858F-W　約幅54×奥行6.5×高さ3.5㎝　約110g　マウス
ピース・マウスピースケース・バランスウェイト（18・23・28g）各2コ・ポー
チ・使い方ガイド付　本体：〈日本製〉　その他：〈中国製〉　※顎関節症
の方、または、あごに痛みや異常のある方はご使用をお控えください。

年齢のサインが
出やすい口元には

「筋肉トレーニング」
が必要です。
※個人の見解です。

湘南美容クリニック
渋谷院 院長　
奧村 智子 医師

※1 ： 頬部や口まわりのシワ　※2 ： 薄くし、短くするという意味において
※3 ：4 ～8週間の継続使用による

※2014年7月22日～
　2018年12月31日までの
　シリーズ累計出荷数

小さな力で大きな負荷を生むスウィング
運動。左右対称の構造のため、左右
偏りのない運動が可能に。

18g・23g・28gの
3段階で負荷を調整
できるバランスウェイト。

4　�フェイシャルスキントリートメント／フェスティノ
申込番号

ホワイト　　141485� ピンク　　141486
　� 2,700ポイント
SMHB-003　約幅3.2×奥行2.1×長さ14㎝　約40g　単4×1（別売）　音波振
動：約1万回/分　〈中国製〉

マイクロカレント＆音波振動。
美容成分が角質層まで浸透し、
ハリ・ツヤ・潤いを与えます。

ホワイト ピンク

5　�リファカラット�
フェイス／MTG

申込番号� 141398
　� 21,000ポイント
RF-CF1842B　約幅6.7×奥行4.4×長さ14.9㎝　
約87g　ガイドブック・ポーチ・クリーンクロス付　
本体：〈日本製〉　ポーチ・クリーンクロス：〈中国製〉　
※金属アレルギー体質の方はご使用をお控えください。

IPX7相当

防水

※イメージ

顔・デコルテ専用に設計。
肌を引き締める大人気ローラー。

お風呂でも使える防水仕様。

※イメージ

光を取り込み、微弱
電流「マイクロカレン
ト」を発生。
深くつまみ流す動きはまるでエステの手技のよう！

※2009年2月～2018年7月末までの
　ReFaシリーズ美容機器累計出荷数

人気
商品!人気商品!

数量
限定

骨盤をグイっと引き締め、座り心地も快適！
もっちりとした座り心地。開き気味のヒザもギュっと寄せます。

11　�骨盤グイっとクッション
申込番号

ピンク　162083� グレー　162084
　� 1,500ポイント
側地：ポリエステル100％　中材：ポリウレタン樹脂　幅45×奥行35×高さ12㎝　
約720g　洗濯不可　〈中国製〉

男女
兼用

（電池式）

数量
限定

数量
限定

0120-096-013　24時間（年中無休）

【7・8・13の商品のお問い合わせ・パッドの購入は】
ショップジャパン カスタマーサービスセンター

強度レベルは130まで！
自分のレベルに合わせて
お腹周りを引き締めます。

初めてでも安心。巻くだけで腹筋！

8　�スレンダートーン専用パッド�
／ショップジャパン

申込番号� 　

162002� 5,000ポイント
セット内容：専用パッド（大1・小2）　〈アメリカ製〉

7　�スレンダートーンフィットプラス�
／ショップジャパン

申込番号� 　

162049� 10,500ポイント
パッド：ポリプロピレン　シリコン　適用サイズ（ウエスト）：
61～100㎝　単4×3（お試し用）付　エクササイズプロ
グラム数：7　アブベルト•コントローラー•専用パッド（正方
形×1・楕円形×2）・使い方ガイド付　本体：〈中国製〉　
パッド：〈アメリカ製〉

座ることで美姿勢を
サポート。

※ヒップサイズが110㎝以上の方は本品が正常に
　機能しない場合があります。

※イメージ

※イメージ

※イメージ

ディープレッド

ディープブラウン

レッド

6　�ボディメイクシート�スタイル
／MTG

申込番号

レッド� 141251� ディープブラウン　141449
ディープ
レッド �141450�
　� 8,500ポイント
表地：レッド：ポリエステル92％・ポリウレタン8％　ディープ
ブラウン：ポリエステル100％　ディープレッド：ポリエステル
80％・綿12％・レーヨン8％　構造素材：ポリプロピレン　
クッション材：ウレタンフォーム　EVA樹脂　約幅42×奥
行39×高さ33㎝　約1.6㎏　耐荷重約120㎏　〈中国製〉

ソファーでも！ 床でも！

腰をしっ
かり

支える
イメージ

骨盤と腰椎
を支えます。

ス
〜
ッ
と
伸
び
た
後
ろ
姿
は
美
し
い
。

数量
限定

乗るだけ！ 新感覚の振動エクササイズマシン。
細かな上下振動が全身の筋肉にアプローチし、全身をエクササイズ！ 
筋トレ、血行促進、バランス運動が可能。

エクササイズバンド使用で
上半身のトレーニングも可能。

※振動イメージコンパクトサイズで
置き場所に困らない。
伸縮式ハンドルと
キャスター付きで
持ち運びしやすい！

おうちで簡単セルフケア。

オレンジ

ブラウン

グリーン

12　�でこぼこストレッチローラー�
／tone

申込番号

オレンジ� 162071
ブラウン� 162073
グリーン� 162072
　� 2,500ポイント
EVA樹脂　PVC　約径14×高さ32.5㎝　約
1㎏　耐荷重100㎏　〈中国製〉

あぐらや正座もラクに！股関節ストレッチも手軽にできる。
座ると前傾斜になるので、骨盤が立ち、背筋が伸びて
キレイな姿勢をサポート。

9　�股関節ストレッチ�
クッション　ヨザ

申込番号

ネイビー�162053� ブラウン�162054
　� 2,000ポイント
側地：ポリエステル100％　中材：ポリスチレン樹
脂　径32×高さ18.5㎝　約370g　耐荷重約
100kg　洗濯不可　〈中国製〉

マイクロビーズ内蔵。
お尻にフィットします。

うたた寝にも最適！

開脚

ブラウン

外旋
ストレッチ

ストレッチ
あぐら

正座

クッション

ネイビー

バランスを取りながら、
下半身を効率よく鍛えられます。

秘密は
外側に踏み込む
ハの字ステップ！

前傾姿勢でグイッと伸びる
姿勢を意識!

やわらか起毛と
爽やかメッシュの
リバーシブル！

2種類の凹凸が絶妙な刺激で気持ちいい！

腰やお尻の
負担軽減

前傾斜にな
るので背筋
が伸びる

約
18.5㎝

正座時にも
しびれにくい

※イメージ

業務用でも使われる330kHz
のキャビテーションを搭載。1秒
間に約33万回の細かい超音
波の振動で凝り固まったお肉
にアタック！

※イメージ

キャビテーション(超音波)

人気のEMS※1機能搭載。筋肉を
鍛えるエクサモードと揉み出すよう
な刺激を与えるセルケアモードで鍛
えづらい部分もしっかりケア。 
※1 電流で筋肉を刺激する運動

※イメージ

複合高周波EMS※1

肌を押し流すエステティシャン
の手技を再現。筋膜や凸凹肌
に効率的にアプローチ。 
※2 エステの手技

※イメージ

スライドドレナージュ※2

ピンク

グレー

お家で簡単腹筋トレーニング！
機能的で引き締まった
理想のボディを目指したい方に。

自動レベルアッププログラムもあるので
難しい運動管理設定はありません。スティック型だから

体の裏側にもしっかり
アプローチ

ふくらはぎの
筋膜ケア

お尻の
筋膜ケア

背骨周辺の
筋膜ケア

セルフ
トレーニング

二の腕

お腹

背中

ヒップ
太もも

ふくらはぎ

６週間使ってみました！
お腹はもちろん、手が届きにくいヒップも！
●40代女性 ●30代女性

before after before after

※千葉大学調べ　※結果には個人差があり、効果を保証するものではありません。
※日常生活の中で本品を使用し、軽い運動と食事管理を行った結果です。
※モニター10名の平均データ／ウエストー5.5cm　へそ周辺ー7.5cm　
※モニター期間／2019年1月10日～2月19日

ラードも溶かすパワフルな超音波振動の
「キャビテーション」。

ラードがこんなに！
before 約1分後

とろ〜！！

エステの手技「ドレナージュ」と、キャビテーション・EMS※1の組み合わせで
360°全方位から美ボディをめざす！
※1 電流で筋肉を刺激する運動

３つのアプローチが同時に攻める！

IPX7相当

防水

フェイス※3

（充電式）

バスタイムにも
使える！

金属部分を
持って

肌に当てると
電源オン

基礎化粧品ごとに繰り返し ※1回2分以内目安

ゆっくり動かし美容成分を肌に届けます。

13　�健康ステッパーナイスデイ�
／ショップジャパン

申込番号� 161846
　� 11,000ポイント
約幅43×奥行45×高さ20㎝　約7㎏　耐荷重100㎏　カウンター表
示：ステップ回数・速度・消費カロリー　ペダル高さ調節可　〈中国製〉

数量
限定

TVで
人気！

TVで
人気！

TVで
人気！

美姿勢
キープ

座圧分散
低反発
チップ

1413  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。
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16　�ヘアーカッター�
／フィリップス

申込番号� 141476
　� 4,000ポイント
HC3508/15　ステンレス刃　幅5×奥行5.6×高さ
18.8㎝　127g　9W　コード長2.4m　長さ12段階
調節（1～23㎜※2㎜単位）　コーム・クリーニングブラ
シ付　〈インドネシア製〉

3　�フェイシャルクレンジングブラシ�
／フェスティノ

申込番号

ホワイト　141491� ピンク　141492
　� 2,800ポイント
SMHB-001　約幅5.8×奥行7.8×高さ9.4㎝　110g　単4×2

（別売）　回転スピード2段階切替　（LOW： 約380回転・
HIGH：約520回転/分）　防滴仕様　ブラシ2コ付　〈中国製〉

9　�アゲツヤロール
申込番号

ヴィヴィッド
レッド32㎜ 　141482� ブラック

25㎜ 　141481
　� 3,980ポイント

［32㎜］LN-305-32　約径5×長さ30.5㎝　約339g　［25㎜］LN-305-
25　約径4.5×長さ30.5㎝　約321g　［25・32㎜共通］35W　コード
長2.5ｍ　温度5段階調節（140/160/180/200/220℃）　自動電源
オフ（約30分）　360°回転コード　海外使用可（AC100-240V）　トルマ
リン加工のチタニウムパイプ　〈中国製〉

10　�アゲツヤPRO
申込番号

ヴィヴィッドレッド��141479� パールシャンパン��141480
　� 3,000ポイント
HS260BG　約幅3×奥行8×長さ26㎝　約344g　45～150W　
コード長2.6m　温度5段階調節（80/120/160/200/220℃）　自
動電源オフ（約60分）　360°回転コード　海外使用可（AC100-
240V）　高級チタニウムプレート　〈中国製〉

18　�日本製4枚刃�
シェーバー／IZUMI

申込番号� 141523
　� 13,500ポイント
IZF-V938-S　幅7×奥行5.1×高さ16㎝　267g　充電・交流
式　コード長1.8m　2時間充電で約84分使用可　海外使用
可（AC100-240V）　広角90°・高耐久ステンレス刃　トラベル
ロック機能付　本体丸洗い可　ハードケース付　〈日本製〉

カール
ワンカールストレート

熱くないから手を添えて
ふわふわカールが超簡単にできます！

MAX220℃のプロ仕様！
高級チタニウムプレートで
より美しいストレートヘアに。プロ仕様の最高温度

220℃で、雨の日でも
スタイリングキープ。

約30秒で使用ＯＫ、忙しい朝でも使いやすい！

ヴィヴィッド
レッド32㎜

ヴィヴィッド
レッド

パール
シャンパン

ブラック
25㎜

パイプ径
32㎜ストレート カール

髪の立ち上がりや
ナチュラルカールが
きれいに作れる
径32㎜パイプ。

14　�2ＷＡＹヘアアイロン�
／ヴィダルサスーン

申込番号� 141423
　� 4,000ポイント
V S I -3273/ P J　幅4.7×奥行8.4×長さ34.2㎝　
約370g　70W　コード長1.9m　温度無段階調節（約
100～プレート時：180℃/パイプ時：165℃）　自動電源
オフ（約60分）　〈中国製〉　※やけどにご注意ください。

数量
限定

数量
限定

1台でカールも
ストレートも楽しめる
2WAYタイプ。

常識を変える
ヘアードライヤー。
パワフルな風で髪を素早く
乾かしながら、過度な熱による
ダメージを防ぎ、輝く髪へと導きます。

15　�ダイソン�スーパーソニック�
ヘアードライヤー

申込番号� 141473
　� 49,500ポイント
HD01 ULF V2 IIF　幅7.8×奥行9.7×高さ24.5㎝　
662g　コード長1.9m　冷風モード・風温3段階・風速3
段階切替　スムージングノズル・スタイリングコンセント
レーター・ディフューザー・収納ストラップ・滑り止めマット付　

〈マレーシア・フィリピン製〉　※時期により生産国が異な
ります。

「ナノイー」で
しっとりまとまる髪へ。

速乾ノズル付

11　�ヘアードライヤーナノケア�
／パナソニック

申込番号

ホワイト�141535� ゴールド調�141536
　� 14,000ポイント
EH-NA2B　幅15.7（ノズル含まず）×奥行7.9×高さ
21.7㎝　475ℊ　1200W　コード長1.7m　冷風モー
ド・風量2段階切替　〈タイ製〉

ホワイト ゴールド調

大風量で、
パワフル乾燥。

13　�マイナスイオンドライヤー　�
イオニティ／パナソニック

申込番号� 141457
　� 6,500／� �5,280ポイント
EH-NE5A-PN　幅20.8×奥行8.9×高さ21.5㎝　
475g　1200W　コード長1.7m　冷風モード・風量
2段階切替　〈タイ製〉

速乾ノズルで
スピーディー乾燥。

強風 弱風

大風量で時短ドライ。
海外でも使えます。

12　�日本製Wマイナスイオン�
ドライヤー／テスコム

申込番号� 141393
　� 8,500／� �7,500ポイント
TID6J 幅20.7×奥行8.6×高さ21.5㎝　480g　（国
内）950W/（海外）1400W　コード長1.7m　冷風モー
ド・風量2段階切替　海外使用可（AC100-240V）　
海外兼用C-2プラグ付　〈日本製〉

収納時は500㎖
ペットボトルサイズで
持ち運びラクラク！

数量
限定

ストレスの無い切れ味。
簡単セルフカット！
面倒なオイル差しも不要。
コーム・刃は水洗いでき、お手入れも簡単。

コーム無しにすると0.5㎜の
長さにカット可能。

持ちやすく、しっかり
深剃り。

ブラック レッド

17　�メンズシェーバー�
ラムダッシュ／パナソニック

申込番号

ブラック　141471� レッド　141472
　� 13,000ポイント
ES-ST2R　幅6.5×奥行5×高さ15.5㎝　145g　
1時間充電で約42分使用可　海外使用可（AC100-
240V）　30°鋭角ナノエッジ内刃　リニアモーター駆動　

〈日本製〉

3枚刃 防水
（IPX7） 新開発

4枚刃 防水
（IPX7）

数量
限定

数量
限定

お風呂でも
優しく剃れる
防水設計。

肌に密着する
「スイングヘッド4枚刃」。
毎分1万ストロークに
達する音波駆動で、
これまでにない
高速シェービングを実現。

電池残量がひと目で
わかるデジタル表示。

約4週間
充電不要

（※1日1回3分
使用の場合。）

8　�マイナスイオンドライヤー　舞エアー360�
／�KISS　NEWYORK®

申込番号 141530� 　�4,000ポイント
幅45×奥行35×高さ30㎝　約530g　1200W　コード長約1.9m　風量3段階切替　
セット用ノズル付　〈中国製〉　モーター：〈日本製〉

スパイラル気流！360°回転する風が、
頭皮にしっかり届きます。
頭皮も髪も熱くならない。熱ダメージから髪を守り、さらツヤに。

振らなくていいから腕が疲れにくい。

数量
限定

特許技術トルネード
エアブースター搭載

（特許取得番号
第5537595号）

2年保証

コード式

（交流式）

顔・首すじ・デコルテに。もこもこ吸着ブラシで毛穴を優しくスッキリ！

頭皮と髪に心地よい刺激。
とかすだけでプレミアムなサラツヤ髪へ。

お風呂でも使えて、毎日すっぴんキレイ肌。

頭皮を健やかに保ち、髪を艶やかに美しく見せます。

２段階の回転モードでお肌にあわせてクレンジング。

ホワイト ピンク

防滴

ホワイト

ピンク

ブラシ中央口から
マイナスイオンを
吹き出します。

やわらかエアークッションで
頭皮を心地よく刺激します。

※イメージ

※イメージ

※約2000ガウス

強力磁気※と
約6600回転/分の

音波振動でサラツヤ髪に。

1　�マイナスイオンリセット�
ブラシ／コイズミ

申込番号

ホワイト　141478� ピンク　141477
　� 7,000ポイント
KBE-2400　幅8.6×奥行5.5×長さ25.3㎝　185g　単4×2

（別売）　音波振動：約6600回転/分　〈中国製〉　※空気穴が
一ヵ所あります。ピン抜けではありません。

数量
限定

静電気
抑制

風が一定方向にしか
あたらず、一定の箇所が
熱くなりがちに・・

従来のドライヤーの風の出方 Mai Air 360 の風の出方
360°回転する
ノズルによって風が
大きく広がります。

※コーム
　装着時

4　�コスメポーチ／ライゼンタール
申込番号

レオパード��106081� ミックス・ドット��106082
　� 2,400ポイント
ポリエステル　幅26×マチ13.5×高さ18㎝　約220g　約4ℓ　　
ファスナー開閉式　内側：ファスナーポケット1コ　ループホルダー3コ　
ハンドルループ付　〈ベトナム製〉

数量
限定

トラベルコスメをまとめて収納。
旅先でも自宅でも使える便利なポーチ。

レオパード

ミックス・ドット

開口部ワイヤー入りで開いたまま置けます。

大きめサイズなのでコスメや小物がたっぷり収納できます。
数量
限定

メイク前の新習慣。産毛カットで
肌色＆メイクのりアップ！
細かい産毛もしっかりキャッチ。
回転刃が直接肌に触れないため、
痛みがなくキレイに剃れます。

デリケートなお肌にも。
低刺激なニッケルフリー＆
18金コーティング。

便利なLEDライト付き！
細かい産毛も見逃さない。

5　�電動ビューティシェーバー　フローレス�
／ダイレクトテレショップ

申込番号 141528� 　�4,000ポイント
幅2.5×奥行2.2×高さ10.6㎝　約32g　単3×1（別売）　掃除ブラシ付　〈中
国製〉

便利な拡大鏡付き！
化粧品をコンパクトに収納でき、
持ち運びもしやすい。

両面使える
2WAY
鏡付き。

（普通鏡/2倍鏡）

中が見やすく、出し入れ
しやすい。

6　�拡大鏡付きキルトコスメボックス
申込番号 141520� 　�3,500ポイント
本体・メッシュポケット：ポリエステル　鏡：ポリスチレン　ガラス　本体：幅20×奥
行17×高さ20㎝（持ち手含まず）　鏡：径14㎝　約400g　ブラシポーチ・鏡・仕
切り付きメッシュポケット（大・小各1） 付　〈中国製〉

電動歯ブラシを初めて
お使いになる方におすすめ。
約31,000回/分の
高速振動と音波水流で、
歯垢を徹底的に除去します。

※2017年2月～2018年8月
※メーカー調べ

累計販売数

1000万本
突破

初めてでも安心の優しい
振動設計。

リップ
スティック型の

コンパクト
サイズ。

ボタン1つで
ラクラク
操作！

7　�ソニッケアー　電動歯ブラシ�
クリーンケアー／フィリップス

申込番号� 162080
　� 4,300ポイント
HX3294/07　幅3.4×奥行3.4×高さ23.3㎝　約149g　約
48時間充電で約10日間使用可　〈中国製〉

2年保証

充電式
数量
限定

TVで
人気！

数量
限定

20㎝の
ロング缶も

OK！

0120-944-859（平日9〜18時）
本体・替えブラシに関するお問い合わせは…
フィリップス 
サポートセンター

快適送風＆ライトでメイクの効率アップ！
LEDライト搭載で暗いところでもメイクが可能。

2　�エアリーメイクファンミラー�
／フェスティノ

申込番号

ホワイト　141498� ピンク　141499
　� 3,900ポイント
SMHB-012　約幅20×奥行17×高さ35㎝　540g　5倍鏡ミニ
ミラー付　単3×4（別売）　〈中国製〉

ホワイト
（ライト消灯時）

ピンク
（ライト点灯時）

本体ミラーに取
付できる5倍鏡
ミニミラー。

ミラー周りから出る心地よい風でメイクも
快適に！

LEDライトで暗い
ところでもメイク
が可能。

正面タッチセンサー
で簡単操作。

前後180°角度
調整可能。

もこもこ高密度ブラシ
約20万本の極細毛ブラシは

濃密な泡が潰れにくく
洗いあがりふっくらスベスベ！

1615  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



F A S H I O N バッグ・腕時計ファッション

8　�MOZ�帆布トート
申込番号

ネイビー
ブルー 　106133� ナチュラル

アイボリー　106132
　� 2,300ポイント
綿　幅34×マチ12×高さ21㎝　持ち手約26㎝　前面・背面：オープンポ
ケット各3コ　内側：オープンポケット3コ　〈中国製〉

7　�MOZ�ショッピングバッグ
申込番号

オール
ブラック　192645� グリーン

／ターコイズ　192644
　� 1,200ポイント
ポリエステル　幅40×マチ20×高さ53㎝　持ち手約50㎝　収納
時：16×14㎝　約60g　約20ℓ　オープン開閉式（結べるヒモ付）　

〈中国製〉

数量
限定

様々なシーンのお出掛けに！
人気ブランドMOZの帆布トート。

可愛いエルク（ヘラジカ）柄のエコバッグ。

生地と同系色のさりげない
エルクの刺繍がアクセント。

ペットボトルの
収納に便利な
ホルダー付き。

ナチュラル
アイボリー

ネイビーブルー

ナチュラルアイボリーネイビーブルー

オールブラック グリーン
／ターコイズ

相当
2E女性用

数量
限定

優れたクッション性で、快適な歩行をサポート。

9　�レディースウォーキングシューズ／ニューバランス
申込番号 22.5㎝ 23㎝ 23.5㎝ 24㎝ 24.5㎝

ピンク 106098 106099 106100 106101 106102
ブラック 106103 106104 106105 106106 106107
　� 7,000ポイント
WE420　甲材：合成繊維　底：合成ゴム　片足約220g（24㎝）　ヒール高約3㎝　〈ベトナム製〉　※人気商
品のため、お届けまでにお時間をいただく場合があります。

ピンク

ピンク
ブラック

動きがスムーズ！ 女性にも扱いやすい。

10　�カーボン柄キャリーケース�
／アジア・ラゲージ

申込番号 カーボンネイビー カーボンワイン � 　

31ℓ 106123 106124 � 7,500ポイント
47ℓ 106125 106126 � 8,500ポイント
66ℓ 106127 106128 � 9,500ポイント

ポリカーボネイト　両面仕切りポケット　 
3段伸縮キャリーバー　ダイヤル式
TSAロック　アルファベットシール付　

［31ℓ］幅36 .5×奥行23 .5×高さ 
54.5㎝　2.8kg　［47ℓ］幅42×奥行
26×高さ61.5㎝　3.1kg　［66ℓ］幅
46.5×奥行28×高さ67.5㎝　3.5kg　

〈中国製〉　※47・66ℓサイズは機内
持込みできません。

1983年の発売以来、タフネスを追求し
進化を続けてきたG-SHOCKの腕時計。

11　�腕時計／�G-SHOCK
申込番号� 　
アナログ
×デジタル� 106078� 14,000ポイント
デジタル� 106077� 12,000ポイント
無機ガラス　樹脂バンド　日付表示付　20気圧防水　ストップウォッチ・タイ
マー・アラーム・カレンダー機能搭載　［アナログ×デジタル］AW-591-2AJF　
外枠径5.2×厚さ1.49㎝　49.8g　最大手首周り約21.5㎝　LEDライト　
ワールドタイム（世界27都市）　［デジタル］DW-5600E-1　外枠径4.89×厚
さ1.34㎝　53g　最大手首周り約20.5㎝　ELバックライト　
アナログ×デジタル：〈タイ製〉　デジタル：〈中国製〉

アナログ
×デジタル

デジタル

数量
限定

数量
限定

数字が見やすい
ソーラー式
腕時計。

紳士 婦人

紳士用には
日付表示が
付きます。

ステンレス　カーフ　フル充電で約6か月駆動　日常生活用防水　［紳士］外
枠径33×厚さ7.3㎜　28g　最大手首周り19㎝　日付表示付　［婦人］外
枠径24×厚さ6.9㎜　17g　最大手首周り18㎝　ムーブメント：〈日本製〉　
組立：〈中国・タイ製〉　※時期により組立ての生産国が異なります。

12　�ソーラー腕時計レグノ／シチズン
申込番号

紳士　102861� 婦人　102862
　� 6,000ポイント

人気のスポーツブランド
「チャンピオン」のリュック。

13　�リュックサック／チャンピオン
申込番号

ネイビー　106057� ワイン　106058
　� 5,000ポイント
ポリエステル　幅31×マチ15×高さ42㎝　350g　約18ℓ　ファスナー開
閉式　外側：ファスナーポケット1コ（内側：オープンポケット2コ）　内側：吊
オープンポケット1コ　〈中国製〉

ネイビー

ワイン

軽量・ベーシックなデザイ
ンで、デイリーから通学ま
で幅広い用途で使える。

1　�超軽量！たためるトートバッグ�
／ヤマト屋

申込番号

ピンク
ゴールド� 106118� パープル　106119
プラチナ� 106120�
　� 6,000ポイント
ナイロン（表地：ポリカーボネート加工　裏地：撥水ナイロン）　約幅
29.5（底部）・42（開口部）×マチ13×高さ29㎝　約11ℓ　約
120g　内側：オープンポケット1コ　〈日本製〉

2　�角ポシェットLサイズ�
／ヤマト屋

申込番号

ピンク
ゴールド� 105300� ブラック　105298
パープル� 106141�
　� 10,000ポイント

ナイロン（ポリカーボネート加工）　幅30×マチ11×高さ
21㎝　ショルダー73～131㎝　約300g　ファスナー開
閉式（ファスナーロック付）　前側：ファスナーポケット2コ

（内側にファスナー式小銭入れ・着脱式キーホルダー・ペン
ホルダー・カード入れ各1コ）　サイドポケット1コ　内側：
オープンポケット2コ・ファスナーポケット・隠し底ポケット・ス
ルットポケット各1コ　〈日本製〉

エレガントで上質な
たためるトートバッグ。
バッグに入れておけば
不意の荷物にも対応！

ピンクゴールド

ピンクゴールド

パープル プラチナ

肩がけもできるハンドルは滑り止め付き。

こんなにコンパクト！

小旅行にもピッタリな
収納力。

逆さにしても中身が
落ちないサイドポケット。

ファスナーロック付

ピンクゴールド ブラック

パープル

豊岡の鞄職人が
仕上げた男女兼用の
プレーンショルダー。

本体：牛革　ショルダー：アクリル　約幅23×マチ8×高さ
23㎝　ショルダーベルト：約72～122㎝　約340ｇ　ファ
スナー開閉式　外側：サイドファスナーポケット1コ　内
側：ホック式ポケット1コ・オープンポケット2コ　〈日本製〉

3　�牛革ショルダーバッグ�
／ウノフク

申込番号

オレンジ� 105835� ダーク
ブラウン　105836

ネイビー
ブルー �105837�
　� 10,000ポイント

オレンジ

ダークブラウン

ネイビーブルー

大きく開き取り出しやすい。

職人技の丁寧な仕上がり。

便利なサイドファスナーポケット。

オレンジ

ネイビーブルー

数量
限定

数量
限定

福岡・久留米地方に伝わる染色した経糸、緯糸で
織りあげた発色の良さと立体感が特長の綿の織物。

久留米織

4　�布工房久留米織�
和トート

申込番号

たて縞
（紺） 　106134� かすり

（黒） 　106135
　� 4,000ポイント
表地・持ち手：綿　裏地：ナイロン　約幅27×マチ10×
高さ20㎝　持ち手約37㎝　約134g　ホック開閉式　
内側：オープンポケット2コ　背面：ホック式ポケット1コ　

〈日本製〉　※商品により柄の出方が異なります。

伝統の国産生地を使った
持ちやすいサイズのトート。

余計な仕切りが無いので、
小さくてもたっぷり入る！
サイドのヒモでマチが調節
できます。

たて縞（紺）

たて縞（紺）

かすり
（黒）

かすり（黒）

5 　�牛革コイン分別長財布�
／豊岡工房

申込番号

オリーブ�105868� オレンジ
キャメル　105869

ピンク����106005� パープル　105870
イエロー�105871� ブラック　105867
　� 10,500ポイント
牛革　約幅19.5×厚さ2×高さ10㎝　約200g　ファスナー
開閉式　内側：札入れ2コ　カード入れ12コ　ファスナー式
小銭入れ1コ（内側4室）　オープンポケット2コ　〈日本製〉

コイン
分別

豊岡の職人が手作り！ 信頼の日本製長財布。
ソフトで肌触りの良い牛革が使い込むほど手に馴染みます。

オリーブ パープル

ピンク

イエロー

ブラック

オレンジ
キャメル

6　�ドライビングローファー／リゲッタ
申込番号 M（23〜23.5㎝） L（24〜24.5㎝）

ブラック 105723 105724
カーキ 105727 105728
レッド 105725 105726
　� 6,500ポイント
R-302　人工皮革　ポリエステル　底：合成底（ポリウレタン）　
片足約200g（Mサイズ）　ヒール高約3.5㎝　〈日本製〉

ロングセラーの歩きやすくて
疲れにくいコンフォートシューズ。

レッド

ブラック

相当
幅広3E女性用

数量
限定

新色

足にフィットするルーペインソール

ローリングカット

アーチサポート

中足骨サポート

ルーペホール

耐衝撃
構造

（ネット使用）

（ネット使用）

14㎝

10㎝

3㎝

長時間持っていても
肩への負担が少ない。

カーキ

抗菌・
防臭

長時間歩いても疲れにくい！

ここも
ポイント

テコの原理で
スイスイ歩ける ローリング歩行機能

数量
限定

360°回転する
4輪ダブルホイール
キャスターで快適。47ℓ 2〜3泊 66ℓ 3〜4泊

ファスナー
開閉式。

人気のカーボン柄

カーボン
ネイビー

カーボン
ワイン

31ℓ 1〜2泊
機内持込み可

ワイン

※実用新案取得
　第3218846号

コインが見やすく
使いやすい。

※イメージ

「moz」とは？
北欧スウェーデンのインテリアメー
カー「FARG＆FORM社」の人気
ブランド。エルク（ヘラジカ）をモ
チーフにしたスタイリッシュなアイ
テムを展開しています。 

生地アップ

ポケット充実、超軽量な機能派バッグ。
ヤマト屋独自のポリカーボネート加工素材を
使用した約300gの軽量バッグ。
濡れや汚れに強く、幅広いシーンで大活躍です。

持ち手が長く、ゆったりと肩に掛けられる。
バッグの下部に付いているボタンを留めれば、
底面が広くなる2way仕様。

専用ケース付きで携帯に便利。

1817 数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   ご家庭で手洗いできます



New Item
フレーバーストーンシリーズに新商品登場！

あなたにぴったりのフライパンは !?Frying pan Ranking
大人気の

フライパン・鍋・キッチン雑貨キッチンK I T CH E N

キャセロールパン
24㎝

お得な4点セット
ガラスふた
24㎝

ディープパン24㎝
ソテーパン
24㎝

（10メニュー）
※4点セットのみに　
　付いています。

5　�フレーバーストーンシリーズ
申込番号� 　

4点セット　　�������123625� 14,500ポイント
ソテーパン
２４ｃｍ　 　　　���124063� 5,500ポイント
フタ付きソテーパン
２８ｃｍ　　　　 　124065� 7,000ポイント

使いやすさをとことん追求！
革新的な機能をプラス！

9　�ＩＨルビー・エクセレンスシリーズ
／ティファール

申込番号� 　
フライパン
２１ｃｍ　 　����124531� 4,500ポイント
フライパン
２６ｃｍ　 　����124532 � 5,500ポイント
フライパン
２８ｃｍ　　　��124533� 6,000ポイント
ソースパン
１８ｃｍ　 　���124535� 6,500ポイント
ウォックパン　
（いため鍋）２８ｃｍ　124534� 6,500ポイント
シチューパン
２０ｃｍ　　　���124536� 7,500ポイント
エッグ　　　
ロースター　　124538� 5,500ポイント

7　�レミパン／Ｒｅｍｉ♪Ｈｉｒａｎｏ
申込番号� 　

イエロー　122248� 10,000ポイント
ブラウン　122249� 10,000ポイント
オレンジ　122620� 10,000ポイント
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・底面鉄
溶射加工）　最大幅45×高さ16.4㎝　径24×深さ
8㎝　底厚3.5㎜　1.16（本体のみ0.8）㎏　3ℓ　レシ
ピブック（38メニュー）付　本体：〈韓国製〉　フタ：　 　

〈日本製〉

8　�レミパンプラス
申込番号� 　

レッド　�124444� 12,500ポイント
ホワイト　124445� 12,500ポイント
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・底面鉄
溶射加工）　フタ： 強化ガラス　最大幅44×高さ
14.5㎝　径24×深さ8㎝　底厚3.5㎜　1.35（本体
のみ0.75）㎏　3.3ℓ　レシピブック（24メニュー）付　
本体〈韓国製〉　フタ：〈中国製〉（検査・組立：日本）

用途に合わせて選べる！
豊富なサイズバリエーション。

従来の丸型フライパンと異なり、調理スペースが約1.3倍アップ。
餃子などもスミまできっちり並べられます。特別な6層構造※の厚みのある板が、食材にほぼ均一に

熱を通し、料理がプロ級の仕上がりに。
※底面6層・側面5層

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　
底厚：ソテーパン・ディープパン5㎜、キャセロール
パン4㎜　［4点セット］キャセロールパン（約最大
幅37×高さ10㎝　深さ9㎝　約1.04㎏）・
ディープパン（約最大幅42.7×高さ7.5㎝　深さ
7㎝　約960g）・ソテーパン×各1コ・ガラスふた
1コ付　［ソテーパン24㎝］約最大幅42.7×高
さ4.8㎝　約径24×深さ4㎝　約900g　［フタ
付きソテーパン28㎝］約最大幅46.5×高さ
5.5㎝　約径28×深さ5㎝　約1.88（本体のみ
1.1）㎏　ガラスふた付　〈中国製〉

アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工・
外面フッ素樹脂加工）　［フライパン21㎝］最大
幅38.6×高さ8.6㎝　径21×深さ5.1㎝　底厚
4.5㎜　820g　［フライパン26㎝］最大幅45.7×高
さ7.6㎝　径26×深さ5.1㎝　底厚4.5㎜　1.08㎏　

［フライパン28㎝］最大幅47.6×高さ8㎝　径28×
深さ5.1㎝　底厚4.5㎜　1.22㎏　［ソースパン
18㎝］最大幅37.5×高さ15.1㎝　径18×深さ
8.9㎝　底厚4㎜　1.3㎏　2.3ℓ　［ウォックパン

（いため鍋）28㎝］最大幅47×高さ12.3㎝　径28×
深さ7.7㎝　底厚4.5㎜　1.1㎏　［シチューパン
20㎝］最大幅33.4×高さ16.3㎝　径20×深さ
10㎝　底厚4㎜　1.53㎏　3.1ℓ〈フランス製〉　

［エッグロースター］最大幅35×高さ8㎝　焼き面：14
×18×深さ3.8㎝　底厚5.5㎜　665g　〈中国製〉

数量
限定

ソテーパン
24㎝

フタ付きソテーパン
28㎝

フライパン
21・26・28㎝

ウォックパン
（いため鍋）28㎝

ソースパン
18㎝

エッグ
ロースター

シチューパン
20㎝

数量
限定

6　�フレーバーストーン　　　　
ダイヤモンドディープパンセット

申込番号� 124767
　� 8,500ポイント
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　約幅
23.5×高さ7.4㎝　焼き面：15.5×15.5×深さ約
7㎝　底厚4.2㎝　ハンドル：約幅4.5×長さ19.5㎝　
クイックタッチハンドル・ガラスふた付　〈中国製〉

シリーズ
累計販売数

万枚突破
760

※2017年8月
　メーカー　
　調べ

耐摩耗性テスト

50万回
クリア

※一般財団法人
　日用金属製品
　検査センター調べ

※ソースパン・シチューパンは4層チタン・エクストラコーティング。
※エッグロースターは2層チタン・レインフォースドブラックコーティング

［1年保証の対象］ 鍋本体内面のフッ素樹脂のはがれと底部の金属面の加工のはがれや、熱による変形。
※フタは保証の対象外となります。

1年保証

1年保証

外面もフッ素樹脂加工で
調理後のお手入れも簡単!

※使用火力は中火以下で、
　空だきはしないでください。

※一般財団法人
　日用金属製品
　検査センター調べ

耐摩耗性テスト

60万回
クリア※

3第 位

1第 位

2第 位
ティファール最高峰の耐久性！
6層「チタン・エクセレンス」コーティング。ロングセラーの

定番レミパン。

焦げ付きなし、ムラなし、
おいしく焼ける！
最強の１本はフレーバーストーン。

卵も
ツルん

！

キレイな
焼き上がり
ずーっと

続く！

料理愛好家 平野レミ
レミパンシリーズ

イエロー

ブラウン

オレンジ

※ お玉は
　付いていません。

レッド

ホワイト

フッ素樹脂はがれを
軽減する高品質な
コーティング材を採用。

レミパン史上
最高の耐久性

待望の新作はスクエア型！ ハンドルを外して
オーブン調理もでき、食卓に並べられます。

TVで
人気！

TVで
人気！

7

8

8
キッチンツールが

くっついて、手際よく調理ができる
マグネットハンドル。

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　フタ： 強化
ガラス　底厚2.7㎜　［玉子焼きパン］最大幅34.5×
高さ6.5㎝　焼き面：13×18×深さ3.1㎝　400g  

［片手鍋16㎝］最大幅32.2×高さ13.2㎝　径16×深さ
7.7㎝　793g　1.6ℓ　［フライパン20㎝］最大
幅36.3×高さ8.8㎝　径20×深さ5.2㎝　528g　

［ディープフライパン24㎝］最大幅42.5×高さ11㎝　
径24×深さ6.8㎝　775g  ［ポップアップトースター］
約幅12.3×奥行24.3×高さ16㎝　約800g　700W　
コード長約1ｍ　焼き加減6段階調節ダイヤル付　
6枚切・8枚切角型食パン専用　［電気ケトル0.6ℓ］
約幅18.5×奥行10.5×高さ20㎝　約530g　670W　
コード長約75㎝　〈中国製〉　※フライパン類、お鍋の
使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。　
※電気ケトルは保温できません。 Ⓒ2019 San-X Co.,Ltd.  All Rights Reserved.

ディープフライパン24㎝玉子焼きパン 片手鍋16㎝ フライパン20㎝

家事ツールをリラックマでコーディネート！
のほほんフェイスに囲まれて、幸せ気分。

4　�リラックマシリーズ
申込番号� 　

玉子焼きパン　　　　124647� 2,000ポイント
片手鍋16㎝　　　　　124649� 3,000ポイント
フライパン
２０㎝ 　　　　　124648� 2,500ポイント
ディープフライパン
２4㎝ 　124650� 3,500ポイント
ポップアップ
トースター 　　　　124652� 4,000ポイント
電気ケトル�０．６ℓ　　124651� 3,000ポイント

ポップアップトースター

6枚切・8枚切角形食パン専用。
焼き上がりをポン!�とお知らせ。

電気ケトル
0.6ℓ

一人暮らしに
ぴったり
ミニサイズ。

※フライパン各種・鍋のみ

※使用火力は中火以下で、
　空だきはしないでください。

これはすごい！ ビタクラフト史上、最軽量。お手入れもラクで使いやすい無水調理鍋。

両手鍋21㎝�
ピンク

片手鍋17㎝�
グリーン

ペイパーシール®効果により、無水調理が可能に。
栄養分を壊さずに、素材の味を引き出し、
調理時間も短縮できます。

1　�無水機能付き鍋�
ビタクラフト　ライト

申込番号� 　
両手鍋21㎝
ピンク � 124757� 10,000ポイント
両手鍋21㎝
グリーン � 124828� 10,000ポイント
片手鍋17㎝
ピンク　 � 124756� 9,000ポイント
片手鍋17㎝
グリーン � 124827� 9,000ポイント
アルミニウム合金（内外面セラミック加工）　底厚3.8㎜　［両手鍋21㎝］最大
幅34×高さ17.5㎝　径21×深さ10.5㎝　1.3㎏　3.5ℓ　［片手鍋17㎝］最大
幅35.5×高さ14㎝　径17×深さ7.6㎝　820g　1.6ℓ　〈韓国製〉　※使用火
力は中火以下で、空だきはしないでください。

フライパン
20・22・26・28㎝

ウォックパン
（いため鍋）20・26㎝

エッグパン
数量
限定 選ばれました！

に

位
総 合

2018年4月号の
テストする女性誌『LDK』

ランキングで
位

2　�ソフィアⅡシリーズ／ビタクラフト
申込番号� 　

フライパン20㎝� 124553� 3,500ポイント
フライパン22㎝� 124554� 4,000ポイント
フライパン26㎝� 124555� 5,000ポイント
フライパン28㎝� 124556� 5,500ポイント
ウォックパン
（いため鍋）20㎝� 124557� 4,000ポイント
ウォックパン
（いため鍋）26㎝� 124558� 5,500ポイント
エッグパン� 124559� 5,500ポイント

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　底厚2.5㎜　［フラ
イパン20㎝］最大幅40×高さ9.3㎝　径20×深さ4.8㎝　
654g　［フライパン22㎝］最大幅42×高さ9.3㎝　径22×深
さ4.8㎝　726g　［フライパン26㎝］最大幅46×高さ10㎝　
径26×深さ5.8㎝　974g　［フライパン28㎝］最大幅48×高
さ10㎝　径28×深さ5.8㎝　1.08㎏　［ウォックパン20㎝］最
大幅40×高さ12㎝　径20×深さ7㎝　690g　［ウォックパン
26㎝］最大幅46×高さ11㎝　径26×深さ7㎝　956g　［エッ
グパン］最大幅38×高さ7.5㎝　焼き面：14×20×深さ3.4㎝　
600g　〈中国製〉　※使用火力は中火以下で、空だきはしな
いでください。

焼きムラなしでキレイに焼ける！
ビタクラフトの技術が生きるフライパン。
抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コートで焦げ付きを防止。
ステンレスとアルミの全面2層構造で抜群の熱効率を実現。（エッグパンは3層構造）

岐阜県関市で伝統の職人が丹念に仕上げた逸品。
刃部には切れ味が長続きする、モリブデンステンレス刃物鋼を使用。
柄は高級家具に使われる広葉樹を使用し、耐久性に優れた握りやすい仕様です。

3　�キッチンナイフシリーズ�
／ビタクラフト

申込番号� 　
マルチ
ナイフ � 124798� 4,500ポイント
トマトベジタブル
ナイフ �124800� 3,500ポイント
スモールマルチ
ナイフ �124799� 3,500ポイント
刃身：ステンレス　柄：黒合板　［マルチナイフ］全長31㎝　
刃渡り18㎝　約125g　［トマトベジタブルナイフ］全長26㎝　
刃渡り14㎝　約60g　［スモールマルチナイフ］全長27㎝　
刃渡り15㎝　約68g　〈日本製〉

両手鍋21㎝
グリーン

片手鍋17㎝
ピンク

ナヴァロン3コート

熱効率抜群全面2層構造

トップコート
中間コート
プライマー

アルミニウム
ステンレス

マルチ
ナイフ

トマト
ベジタブル
ナイフ

スモール
マルチナイフ

リラックマ キッチンアイテムシリーズ
フライパン類はリラックマらしさ満点の
フェイスデザイン。

（ビタクラフト）シリーズ 1939年の創業以来、一貫して健康調理を提唱するビタクラフト。
その製品は世界最高級の調理器具として、世界中の家庭で愛用されつづけています。

2019 数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   オーブン可



フライパン・鍋キッチンK I T CH E N

フタを
閉じれば油に

ホコリが入るのを
防げます。

約4合
4.2ℓ

約5合
5.2ℓ

大人数のご家庭でも大活躍！
大きくて便利な卓上鍋。

圧力鍋と煮込み鍋が1つになった2WAY。

日本一の土鍋の産地 四日市・萬古焼の土鍋。

フタを開けると油切りになるから
省スペース!

土鍋がステンレスに変身！軽くて割れず、
丈夫で長持ち。

10　�IH対応卓上鍋　丈膳
申込番号� 　

30㎝　124815� 3,500ポイント
32㎝　124816� 4,000ポイント
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　底厚2.9㎜　［30㎝］最大幅41.3
×高さ15.7㎝　径30×深さ8.7㎝　約1.91㎏　約6.2ℓ　［32㎝］最大幅
43.5×高さ16.9㎝　径32×深さ9.8㎝　約2.2㎏　約7.7ℓ　〈中国製〉

11　�萬古焼　�
手吹き備前金彩土鍋

申込番号� 　

6号（19㎝）　124773� 4,000ポイント
8号（26㎝）　124774� 6,500ポイント
陶器　［6号］最大幅22.5×高さ12㎝　径19×深さ6.5㎝　1.2㎏　
850㎖　［8号］最大幅30.5×高さ15.5㎝　径26×深さ8.5㎝　2.2㎏　
2ℓ　〈日本製〉

15　�ビストーニ　　�
IH対応真空煮込み鍋　　　　

申込番号� 　

19㎝　124793� 9,000ポイント
24㎝　124794� 11,000ポイント
アルミニウム合金（内外面セラミック塗膜加工）　底厚2.8㎜　［19㎝］最大
幅31.7×高さ20.9㎝　径19×深さ12.4㎝　1.56㎏　3.3ℓ　［24㎝］最大
幅36.7×高さ22.9㎝　径24×深さ14㎝　2.14㎏　6.2ℓ　〈韓国製〉

12　�３層鋼土鍋風　　　　　　�
ステンレス鍋　　　　　　　　　　　�
26㎝

申込番号 124166� 　�4,000ポイント
ステンレス　最大幅33.7×高さ14.5㎝　約径26×深さ7㎝（段下まで）　
1.02㎏　底厚0.8㎜　4.6ℓ　〈日本製〉

13　�2in1圧力鍋クリプソミニット　　�
デュオ�レッド／ティファール

申込番号� 　

4.2ℓ　124287� 18,000ポイント
5.2ℓ　124288� 19,000ポイント
アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工）　底厚4.5㎜ 　［4.2ℓ］
最大幅37×高さ17㎝　径21.5×深さ11.6㎝　3.27㎏　適正容量約2.8ℓ

（満水4.2ℓ）　白米約4合炊き　［5.2ℓ］最大幅39×高さ18㎝　径24×深
さ11.6㎝　3.67㎏　適正容量約3.5ℓ（満水5.2ℓ）　白米約5合炊き　レシ
ピブック（18メニュー）付　〈フランス製〉

14　�燕三条発いいもの小路　�
鉄製フタ付天ぷら鍋

申込番号� 　

20㎝　123509� 4,500ポイント
24㎝　123510� 5,500ポイント
本体・フタ：鉄（シリコン焼付塗装）　底厚1.6㎜　油切り網：鉄（クロムメッキ
仕上）　温度計・網付　 ［20㎝］最大幅28.5×高さ13.2㎝　径20×深さ
8㎝　1.33㎏　適正約1ℓ（満水約2.2ℓ）　［24㎝］最大幅33×高さ
13.5㎝　径24×深さ8㎝　1.71㎏　適正約1.3ℓ（満水約3.2ℓ）　

〈日本製〉　※揚げ物以外の調理にはご使用いただけません。　※鉄製品
はお手入れをしないと、サビが発生します。商品の説明書きをよくお読みの上、
お手入れを行ってください。

8　�ちょこっと　　　　　　　　　　　
フォンデュセット15㎝

申込番号 124824� 　�2,000ポイント
本体：耐熱陶器　使用時：幅22×奥行15.5×高さ12.5㎝　鍋：最大幅22
×奥行15.5×深さ4.9㎝　約420g　底厚約6㎜　500㎖　〈中国製〉　
※固形燃料・キャンドルは付いていません。※熱くなった鍋・コンロを冷や
すなど、急激な温度変化を与えないでください。破損の原因になります。

安心・安全・簡単に省エネ調理ができる減圧鍋。

おうちで簡単チーズフォンデュ！

チョコをレンジで溶かして、キャンドルで
温めれば、チョコフォンデュも楽しめます。

職人が手吹きにて模様を付
け、金彩をあしらったシックで
豪華な土鍋です。

熱伝導が良い3層鋼（中
層：鉄）を使用しています。   

市販の固形燃料を使って楽しくクッキング！
鍋は直火・電子レンジでも調理できます。

加熱時間が短い真空煮込みが可能なため、
光熱費の節約が期待できます。

30㎝

32㎝

8号

8号（26㎝）
※3～4人用

6号（19㎝）
※1～2人用

燕三条
良い
もの発見！！

ハンドルを片手で
上げ下げするだけの
簡単開閉。

鍋フタの内側に油
切り網付き。切った
油が鍋に戻ります。

片手でカンタン開閉

数量
限定

人気
商品!人気商品! 燕三条

良い
もの発見！！

つまみを回すだけで
圧力鍋↔なべの切替カンタン!

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

ワンタッチで真空
状態を解除。

19㎝ 24㎝

調理の後はそのまま食卓へ！ オーブンでも使える卓上鍋。

9　�オーブンにも使える卓上鍋
申込番号� 　

18㎝　124788� 1,500ポイント
20㎝　124789� 2,000ポイント
22㎝　124790� 2,500ポイント
24㎝　124791� 3,000ポイント

鍋の内面はダイヤモンド加工で
こびり付きにくく、傷付きにくい。

アルミニウム合金（内面ダイヤモンド加工）　底厚2.3㎜
［18㎝］最大幅25×高さ6.5㎝　径18×深さ5.5㎝　320g　
［20㎝］最大幅26.5×高さ7.5㎝　径20×深さ6㎝　410g　
［22㎝］最大幅29×高さ7.5㎝　径22×深さ6.5㎝　460g　
［24㎝］最大幅31×高さ7.5㎝　径24×深さ6.8㎝　520g　
〈中国製〉

18・20・22・24㎝

調理して
そのまま食卓へ！

ガス火専用

味がじっくりしみ込み、
旨味を逃がしません。

鍋料理にも、煮物にも、用途
が広がる卓上鍋。浅型なの
で、魚の煮付けにも使えます。

しゃぶしゃぶ すき焼き

4　�硬質マーブルコート彩
さい

シリーズ
申込番号� 　
フライパン
２０ｃｍ　 　124746� 2,000ポイント
フライパン
２６ｃｍ　 　124742� 2,500ポイント
フライパン
３０ｃｍ　 　124743� 3,500ポイント
深型パン
２４ｃｍ　　��124745� 2,500ポイント
いため鍋
２８ｃｍ　　��124744� 3,500ポイント
玉子焼き
パン　　　��124752� 2,000ポイント

お手入れラクラク、
硬質マーブルコーティング。

「つくる」と「食べる」を１つにする。
こびり付きにくく、サビにくい鉄フライパン。

さらに強く・軽く!エバークックの最新商品。

耐久性に優れたダイヤモンドコート!焼く、炒める、煮る。お鍋としてはもちろん
フライパンとしても使える！

ワイド設計で大きな魚やステーキもおまかせ！

1　�フライパン　ジュウ　　　　　
ハンドルセット／藤田金属

申込番号� 　

�S（16㎝）�　���124795� 6,500ポイント
Ｍ（20㎝）�　��124796� 7,500ポイント
S＋Mセット　124797� 10,000ポイント

3　�エバークックαシリーズ
申込番号� 　
玉子焼き　　
パン　　　　124224� 4,000／� �3,480ポイント
フライパン
２２ｃｍ　 　124225� 4,500／� �3,900ポイント
フライパン
２６ｃｍ　 　124226� 5,000／� �4,300ポイント
フライパン
２８ｃｍ　 　124227� 5,500／� �4,800ポイント
いため鍋
２６ｃｍ　　　124228� 5,500／� �4,800ポイント
いため鍋
２８ｃｍ　　　124229� 5,500／� �4,990ポイント

5　�フライパンにも使えるソースパンシリーズ
申込番号� 　

18㎝　124684� 2,000ポイント
20㎝　124685� 2,000ポイント
22㎝　124686� 2,500ポイント
24㎝　124687� 2,500ポイント
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　フタ：強化ガラス　底厚2.8㎜　

［18㎝］最大幅35.5×高さ11.4㎝　径18×深さ6.7㎝　約870（本体のみ
500）g　1.6ℓ　［20㎝］最大幅37×高さ11.5㎝　径20×深さ6.7㎝　約
940（本体のみ535）g　1.9ℓ　［22㎝］最大幅38.9×高さ12.3㎝　径22
×深さ6.5㎝　約1.1（本体のみ0.62）㎏　2.3ℓ　［24㎝］最大幅44.3×高
さ12.8㎝　径24×深さ7㎝　約1.3（本体のみ0.76）㎏　3.2ℓ　〈韓国製〉

6　�クロリス�
ダイヤモンドコートシリーズ

申込番号� 　
フライパン
２6ｃｍ　 　124477� 2,500ポイント
両手鍋　
２０ｃｍ��　　124483� 3,000ポイント
両手鍋　
２２ｃｍ　��　124484� 3,500ポイント
アルミニウム合金（内面ダイヤモンドコート+PAD印刷・外面フッ素樹脂加工）　
底厚3.8㎜　［フライパン26㎝］最大幅48×高さ9.5㎝　径26×深さ5.4㎝　
700g　［両手鍋20㎝］最大幅33×高さ15㎝　径20×深さ9.8㎝　
1.31㎏　3ℓ　［両手鍋22㎝］最大幅35.2×高さ16.5㎝　径22×深さ
10.7㎝　1.53㎏　3.9ℓ　〈韓国製〉

7　�ピンクマーブルIHフィッシュ＆グリルパン
申込番号 124692� 　�2,500ポイント
アルミニウム合金（内外面ピンクダイヤモンド＋ピンクマーブル加工）　フタ：
強化ガラス　最大幅44.5×高さ11.2㎝　焼き面：約26×17×深さ5.4㎝　
底厚3.5㎜　1.6（本体のみ0.91）㎏　角の丸い金属ヘラ使用可　ガラス
ふた付　〈韓国製〉

2　�取っ手の取れるフライパン6点セット／サーモス
申込番号 124839� 　�18,000ポイント

フライパン・フタ：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　保温カバー：ポリエステル　綿　プレート：天然木　［フラ
イパン26㎝］径26×深さ6.5㎝　底厚3㎜　700g　［フライパン28㎝］径28×深さ6.5㎝　底厚3㎜　800g　［専
用ハンドル］全長19㎝　［専用フタ］径31㎝　［保温カバー］径35×高さ10㎝　［プレート］径24×厚さ1.5㎝　各1コ　

〈中国・ベトナム製〉

耐摩耗性の高さと、焦げ付きにくさが特長のフライパン。

ハンドルを外して、そのままお皿として食卓へ。

（※メーカー従来品比）

独自の【ハードテンパー加工】で、
最初から使いやすい！

テストする女性誌LDK2017年、年末超特大号の
ランキングで2位のシリーズ。 独自の圧縮フッ素コートで、

くっつきにくさ約3倍※アップ

鉄（表面ハードテンパー加工）　天然木　［S］本体：
約径21.5×高さ3.6㎝　調理時使用部分：径16×深
さ3㎝　約560g　［M］本体：約径25.5×高さ4.2㎝　
調理時使用部分：径20×深さ3.6㎝　約780g　ハン
ドル：全長19㎝　〈日本製〉　※S+Mセットに付属す
るハンドルは1本のみです。※鉄製品はお手入れをしな
いと、サビが発生します。商品の説明書をよくお読みの
上、お手入れを行ってください。

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工） 底厚
2.5㎜　［玉子焼きパン］最大幅36.7×高さ3.7㎝　
焼き面：13×18×深さ3㎝　約440g　［フライパン
22㎝］最大幅40×高さ6㎝　径22×深さ5.5㎝　
約580g　［フライパン26㎝］最大幅48×高さ6㎝　
径26×深さ5.7㎝　約680g　［フライパン28㎝］
最大幅50.5×高さ6.6㎝　径28×深さ6.1㎝　約
810g　［いため鍋26㎝］最大幅47.7×高さ7.5㎝　
径26×深さ7.2㎝　約750g　［いため鍋28㎝］最
大幅49.5×高さ8㎝　径28×深さ7.5㎝　約
800g　〈中国製〉 ※2年保証は通常使用による
内面フッ素樹脂加工のはがれが対象です。

アルミニウム板（内面圧縮フッ素樹脂加工）　底厚3㎜　角の丸い金属ヘラ使用可　［フライパン20㎝］最大幅38.5
×高さ9.2㎝　径20×深さ4.8㎝　470g　［フライパン26㎝］最大幅47.2×高さ10㎝　径26×深さ4.8㎝　710g　

［フライパン30㎝］最大幅51.4×高さ10.5㎝　径30×深さ5.9㎝　880g　［深型パン24㎝］最大幅44.3×高さ
13㎝　径24×深さ7㎝　685g　［いため鍋28㎝］最大幅48.8×高さ11㎝　径28×深さ7.5㎝　815g　［玉子焼
きパン］最大幅36.8×高さ5.5㎝　焼き面：13×18×深さ3.2㎝　410g　〈日本製〉

S（16㎝）

玉子焼きパン

いため鍋
26㎝

M（20㎝）

フライパン
22・26・28㎝

いため鍋
28㎝

フライパン
20・26・30㎝

いため鍋
28㎝

深型パン
24㎝

玉子焼きパン

数量
限定

18・20・22・24㎝ 両手鍋
20・22㎝

外側もフッ素樹脂加工で
汚れが落としやすい！

ガラスふた付きなので、
煙や油ハネも防げます。
※ターナーは付いていません。

厚底（二重構造）で
変形しにくく、

熱ムラも少ない。

つまみにターナー
が置ける仕様。

さんまも
丸ごとOK!

２年保証

底面は余分な脂を落とす
波形構造。こんがりおい
しい焦げ目のステーキや
ふっくらジューシーなハン
バーグに。

フライパン
26㎝

傷に強く、汚れが
こびり付きにくい！

トップコート
ミドルコート
プライマーコート
アルミ素材

耐摩耗性
デュラブルコート

焦げ付きにくく、お手入れも簡単！

焦げ付きにくく、
お手入れ簡単！

便利なガラス
ふた付き！

アツアツそのまま
お皿になるフライパン。
取っ手はワンタッチで

取り付け・取り外しOK。

ダイヤモンドコート

2221 数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   電子レンジ可　   オーブン可　   食器洗い乾燥機使用可
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茶こし
付き。

竹から作られた
繰り返し使える抗菌ペーパータオル。

クッション性に優れ、腰や足の負担がラクに！フタの上から。フタを開けて。2種類の開け方ができる！　

食器として使えて、保存、
温めなおしもできる！

米2合分にピッタリなサイズの洗米ボウル。 フルーツや野菜を切って並べて干すだけで、
手軽に自家製ドライ食品。

12　�超吸収！マイティバンブータオル
申込番号 192637� 　�1,500ポイント
バンブーレーヨン　ポリエステル　1カット：約28×28㎝　20カット×2ロール

（40カット入り）　〈中国製〉

10　�耐熱ガラス製保存容器　丸型３コセット／ハリオ
申込番号 124633� 　�1,500ポイント
耐熱ガラス　フタ：ポリプロピレン　S：約径11×高さ5.3㎝　120g　300㎖　
M：約径14×高さ6.5㎝　200g　600㎖　L：約径17×高さ7.8㎝　250g　
1200㎖　〈日本製〉　※オーブンには使えません。

14　�ステンレス洗米ボウル１８ｃｍ
申込番号 124780� 　�2,000ポイント
18-8ステンレス　径19×高さ8.5㎝　内寸：径18.3×深さ8.4㎝　約225g　
800㎖　〈日本製〉

17　�さらっと拭ける　　　　　　　
ぷにぷにキッチンマット

申込番号� 　

45×120㎝　124661� 2,500ポイント
45×180㎝　124662� 3,500ポイント
45×220㎝　124663� 4,500ポイント

水切り穴付き。少しの傾けでも水がよく
切れます。

奥にゴミが落ちるので、
平均的にたくさん入り
ます。

床面の汚れや傷付きも防ぎます。

究極の踏み心地！
キッチンに立つのが楽しくなりそう!

プッシュふたからは、小さめ
のゴミをサッと捨てられます。

大きめのゴミは、ペダルを
踏んで一気に捨てられます。

木目調でデザイン性も高く、高級感のあるキッチンを演出します。

ホワイト
ブラック

S

M L
丈夫な素材！
どこでもサッと拭けて、
とても便利！

水分、汚れもしっかり吸収。その汚れも水で
流すだけで 簡単にキレイになります。

竹の抗菌作用で菌やニオイを軽減。
洗って繰り返し使えます！（使用目安：1カット約80回）

燕三条
良い
もの発見！！

燕三条
良い
もの発見！！

ドライフルーツ、干し野菜、干物
のレシピ付き。

ステンレスでニオイ
移りしにくい。

2段式なのでたっぷり干せます。

耐熱ガラス製だから、フタ
をしたまま電子レンジ調理
が可能。

PVC　厚さ8㎜　洗濯不可　［45×120㎝］約
1.08㎏ 　［45×180㎝］約1.62㎏　［45×
220㎝］約1.98㎏　〈中国製〉　
※商品の特性上、プリント柄の色合い等が多少異
なる場合があります。

ラップなしで保存、
重ね収納できる！

清潔で丈夫な
ステンレス製。

プッシュ

ペダル

ぷにぷに!

おもてなしやおせちに。山中塗りの重箱。
コンパクトながら本格的な
和の雰囲気を楽しめます。

麻の葉
（ブラック）

七宝
（ワイン）

ありそうで無かった、究極のデザイン。

13　�レンゲスプーン５本組
申込番号 123385� 　�1,000ポイント
18-8ステンレス　幅3.7×長さ17.7㎝　43g（1本）　〈日本製〉

持ちやすく、すくいやすい。
こぼれにくく、口に運びやすい。
ちょっとした形の
工夫でこんなに
使いやすく
なりました。

燕三条
良い
もの発見！！

おかずをすくいやすい大きめサイズ。

たっぷり入る
45ℓサイズ。

数量
限定

驚きの
吸水力！

16　�便利なゴミ箱　ユニード　プッシュ&ペダル
申込番号

ホワイト　192613� ブラック　192612
　� 4,000ポイント
本体：ポリプロピレン　プッシュふた：ステンレス　幅26.5×奥行45.5×高さ55.5㎝　
2㎏　45ℓ　〈日本製〉

11　��個々膳�角型二段重
申込番号

麻の葉（ブラック）��112255� 七宝（ワイン）��112256
　� 1,500ポイント
合成漆器（素地：ABS樹脂・表面：ウレタン塗装）　幅15×奥行15×高さ
10㎝　一段あたり：深さ3.5㎝　約260g　〈日本製〉

ミシン目入りで
簡単にカットできます。

15　�ドライフルーツバスケット２段
申込番号 124778� 　�3,000ポイント
本体・チェーン・中ザル：18-8ステンレス　クリップ部：亜鉛ダイカスト（ニッケ
ルメッキ）　幅27×奥行27×高さ30.5㎝　バスケット高さ：6.5㎝（セット時）　
バスケット：径25.5（底径24）×深さ3㎝（1コ）　中ザル：径25㎝　約420g　
レシピ（8メニュー）　〈日本製〉

レンゲスプーン 一般的なスプーン

水や汚れもサッと
拭き取れます。

プッシュふたの
開き方にもこだわりが！

硬い食材から細かい切り分けまで、
これ1本でできる。

和洋どちらのスタイル
にも自然と馴染む
かわいらしい形の鉄瓶。

日本刀を彷彿とさせる
33層のダマスカス模様。

割れない、軽い。長く使える
オールステンレス急須。

継ぎ目のない一体構造の
オールステンレス包丁。

槌目模様が美しいステンレス製茶筒。グリルを汚さずに本格調理！
油ハネを防いでグリルの
上火をしっかり取り込みます。

カビ、雑菌に強い特殊ゴム製。

8　�ステンレス包丁�匠創シリーズ／関孫六
申込番号� 　

三徳包丁　　　��124237� 5,000ポイント
ペティナイフ　　124238� 4,000ポイント
刃身：ハイカーボンステンレス刃物鋼　柄：18-8ステンレス　［三徳包丁］全長
29.9㎝　刃渡り16.5㎝　210g　［ペティナイフ］全長23㎝　刃渡り12㎝　
66g　〈日本製〉

9　�合成ゴム製まな板　　�
アサヒクッキンカット

申込番号� 　

M　123889� 5,000ポイント
�L　�123890� 6,000ポイント
合成ゴム　M： 幅38×奥行21×厚さ1.3㎝　
1.1㎏　L：幅40×奥行23×厚さ1.3㎝　1.25㎏　

〈日本製〉　※食洗機は使用できません。

1　�グリルオーブン角型
申込番号 124769� 　�1,500ポイント
スチール（焼付塗装）　 幅26.5×奥行20.5×高さ4㎝　内寸：22.5×17.5×深
さ3.3㎝　本体：545g　フタ：165g　約1.25ℓ　〈中国製〉　※取り出す際は
非常に高温になっているので、充分ご注意ください。※使用後は水かお湯で洗っ
て、サビの発生を防ぐために、水気を完全に飛ばしてから収納してください。※グリ
ルの火力は中火以下でお使いください。

4　�鉄瓶　八千草1.2ℓ����
及源鋳造

申込番号 124761� 　�16,000ポイント
鉄鋳物　幅20×奥行15.2×高さ20.8㎝　約2.2㎏　1.2ℓ 持ち手可動式　

〈日本製〉　※お届けまでにお時間をいただく場合がございます。※鉄鋳物はお
手入れをしないと、サビが発生します。商品の説明書きをよくお読みの上、お手入
れを行ってください。

2　�ステンレス急須　　　　　　　　　　　茶
考具（ちゃこうぐ）

申込番号 124665� 　�4,500ポイント
ステンレス　幅14×奥行11.2×高さ14.2㎝　265g　500㎖　〈日本製〉

3　�茶筒　　　　　　　　　　　　　　
茶考具（ちゃこうぐ）

申込番号 124777� 　�4,000ポイント
18-8ステンレス　径7.8×高さ10.8㎝　180g　容量目安：茶葉
200g　〈日本製〉

5　�村斗　　　　　　　　　　　　　　　　
鍛造キッチンはさみ

申込番号 124776� 　�5,500ポイント
ステンレス刃物鋼　全長18.5㎝　刃渡り7㎝　125g　〈日本製〉

7　�ダマスカス包丁シリーズ／関孫六
申込番号� 　

三徳包丁　　123687� 12,000ポイント
菜切り包丁　123688� 13,500ポイント
牛刀包丁　　123774� 13,500ポイント
刃身：ステンレスクラッド複合材　切り刃：ハイカーボンステンレス刃物鋼　側金：
ステンレス　柄：積層強化木　［三徳包丁］全長29.5㎝　刃渡り16.5㎝　約
158g　［菜切り包丁］全長29.5㎝　刃渡り16.5㎝　約161g　［牛刀包丁］
全長30㎝　刃渡り18㎝　約280g　〈日本製〉

人気
商品!人気商品!

鉄瓶で沸かしたお湯は鉄分がほ
どよく溶出され、まろやかな味わい
が感じられます。 分解して

洗えるので
衛生的。

手に負担がかかりにくいやさしいハンドル形状。

1日のはじまりに1杯の
白湯習慣でカラダもココロも
目覚める。

硬い食材は刃元で、細かい切り分けは
刃先で使い分けられます。

食材の切断抵抗を
小さくする独自の

「3段階研削加工」で
鋭い切れ味。

プロの料理人も愛用! 木製に近い刃あたりと
傷付きにくさを両立させたまな板。

光と空気を遮断し、鮮度を保ちます。

三徳包丁

三徳包丁

M

菜切り包丁

ペティナイフ

L

牛刀包丁

※イメージ

たくさん焼ける角型タイプ。

フタの上部が開いているので、
火の通りにくい食材も短時間で
ジューシーに仕上げます。

数量
限定

燕三条
良い
もの発見！！ 燕三条

良い
もの発見！！

燕三条
良い
もの発見！！

強化木とステンレスパーツ
を組み合わせたこだわりの
逆三角形のハンドル。

鋭い切れ味で、食材の味
わいを壊さず切ることがで
きます。

サッとひとふき！汚れ、
ニオイ移りしにくく、
油にも強いので衛生
的に使えます。

熱湯消毒もOK!

6　�日本製　笛吹きケトル�
／エコ・クイック

申込番号� 124645
　� 3,000／� �2,500ポイント
18-8ステンレス　幅23.5×奥行22.5×高さ20.5（持ち手除く15.5）㎝　
底厚0.5㎜　約590g　適正：1.8ℓ（満水2.5ℓ）　持ち手可動式

（片側）　〈日本製〉

底面が広く早く沸く！笛でお知らせだから安心。

燕三条
良い
もの発見！！

2～3人分が
入れられます。

底部は凹凸仕様。
余分な油が落ちてヘルシー。

2423   IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   電子レンジ可　   オーブン可　   食器洗い乾燥機使用可　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます 　  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



キッチン家電キッチンK I T CH E N

ご飯・おかず・発酵食品まで
多彩な調理がこれ1つで。

15　�グリルパン�24cm　　　　
／ホームスワン

申込番号� 124771
　� 5,000ポイント
SGR-24（B）　本体：ポリプロピレン　鍋：アルミニウム（内
面フッ素樹脂加工）　フタ：強化ガラス　幅28×奥行29
×高さ17㎝　鍋：径24×深さ6㎝　1.97㎏　2ℓ　
1000W コード長約1.8m　温度調節：保温～200℃　

〈中国製〉

16　�カセットガス　��　　　　　
スモークレス焼肉グリル　　　
やきまる�／イワタニ

申込番号� 124751
　� 6,500ポイント
CB-SLG-1　プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）　
幅30.3×奥行27.8×高さ14.9㎝　プレート径23.3㎝　
約2㎏　連続燃焼時間：約217分　〈日本製〉　
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

12　�マイコン式電気　��　　　　　　　　
圧力鍋／コイズミ

申込番号� 124500
　� 14,000ポイント
KSC-3501/R　幅26×奥行28×高さ25㎝　3.8㎏　
600W　コード長1m　入タイマー（最大19.5時間）・保温

（最大12時間）　計量カップ・おたま・レシピブック（51メ
ニュー）付 〈中国製〉

お料理もケトル感覚でサッと簡単に！
温度調節機能で、多彩に活躍。

マイコン＆5段階圧力で充実の機能。煮込み料理からごはん、
スイーツまで本格時短調理。

テーブルの主役に！マットなホーロー調ポットデュオ。

糖質コントロールで食習慣を改善。
最大37％の糖質を白米からカット。※

お手入れしやすい、毎日使えるホットプレート。

2～3人で使えるA4サイズ。
温度調節自在で多彩な調理OK！

煙の発生を少なく抑え、
室内で焼肉が楽しめる！

「コードレス給湯」できる
電気まほうびん。

ガス栓やコンセントのない
場所でも大活躍。

強火で炊き続け、うまみを
引き出す「豪熱沸とうIH」。

内側2層構造で
触れても熱くない!

軽く押すだけでラクラク給湯。

火を使わないので安心です。
コンセントに差すだけ！

銘柄に合わせ、お米の
旨味を引き出します！

軽量でスリムな
電気ケトル。

1　�低糖質炊飯器／SURE
申込番号 124792� 　�25,000ポイント
SRC500PW　幅28.2×奥行27×高さ28.1㎝　3.1㎏　730W　コー
ド長1.1m　通常炊飯（3合～1升）・低糖質炊飯（1～5合）　12時間タイ
マー（30分単位）　12時間保温　レシピブック（11メニュー）・しゃもじ・計
量カップ付　〈中国製〉

14　�ポットデュオ�フェット／レコルト
申込番号 124830� 　�9,000ポイント
RPD-3　約幅24×奥行22×高さ17.5㎝　セラミックボウル：約径17.5×深
さ5.5㎝　グリルプレート： 約径17.5×深さ3㎝　約1.2ℓ　約1.6㎏ 　
650W　コード長1ｍ　レシピブック（30メニュー）付　〈中国製〉

3　�ＩＨ炊飯ジャー／象印
申込番号� 　

５．５合　124784� 23,000ポイント
１升　�　124785� 25,000ポイント
コード長1m　15メニュー　レシピ（9メニュー）　30時
間うるつや保温　しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ（白
米・無洗米用）付　［5.5合］NW-VA10　幅25.5×奥
行37.5×高さ20.5㎝　4㎏　1105W　［1升］
NW-VA18　幅28×奥行40.5×高さ24.5㎝　5㎏　
1295W　〈日本製〉

4　�米屋の旨み銘柄炊きジャー�
炊飯器／アイリスオーヤマ

申込番号� 　

３合��124727� 9,000／� �7,800ポイント
５．５合�124726�10,000／� �8,980ポイント
コード長1m　6メニュー　レシピ（4メニュー）　蒸しプ
レート・しゃもじ・計量カップ（白米・無洗米用）付　［３合］
RC-MＣ30-B　幅23.2×奥行27.4×高さ20.1㎝　
2.8㎏　475W　［5.5合］RC-MＣ50-B　幅26×奥
行31.2×高さ22.5㎝　3.5㎏　645W　〈中国製〉

5　�蒸気レスＶＥ電気まほうびん　　
／タイガー

申込番号� 　

２．２ℓ　124765� 14,500ポイント
３ℓ　�　124766� 15,000ポイント
幅21.7×奥行28.2㎝　700W　コード長1m　保温

（98・90・80℃・まほうびん）　節電タイマー機能付　
［2.2ℓ］PIS-A220T　高さ28.3㎝　2.7㎏　［3ℓ］
PIS-A300T　高さ32.3㎝　3㎏　〈中国製〉

6　�押すだけポット　　　　　　
みエ〜る／象印

申込番号� 　

２．２ℓ�122780� 6,500／� �5,380ポイント
３ℓ　��122781� 7,000／� �5,980ポイント
幅18.5×奥行25㎝　［2.2ℓ］AB-TW22-FX　高
さ32.5㎝　1.9㎏　保温効力：76℃以上（10時間）　
保冷効力：7℃以下（10時間）　［3ℓ］AB-TW30-FX　
高さ37㎝　2.1㎏　保温効力：78℃以上（10時間）　
保冷効力：7℃以下（10時間）　〈日本製〉　※湯沸し
はできません。

18　�ＩＨコンロ／アイリスオーヤマ
申込番号� 124509
　� 8,000／� �6,180ポイント
IHK-T35-B　幅28×奥行32.6×高さ5.4㎝　対応鍋
底径：12～24㎝（加熱調理）・18～22㎝（揚げ物）　
2.2㎏　1400W　コード長1.8 m　加熱・揚げ物調理
6段階切替　〈中国製〉

※24℃の室温で100℃に
　沸いた1ℓのお湯の場合。
カップ1杯分（140㎖）なら
約55秒で沸きます。

カップ1杯分（140㎖）なら
約60秒で沸きます。

5.5合 5.5合

グレージュ

ブラック

3ℓ ネイビー

ペールピンク
2.2ℓ

粒の大きさや水分量に合わせて火力や
加熱時間を自動でコントロール。

一度沸かせば、約80℃以上で30分保温OK!

使い場所を選ばない2湯流 高温調理ができるので、焼き肉、餃子、
たこ焼きなど様々な料理を作れます。

運転音を抑えて静かに調理ができます。

ホワイト

サーブル

ブラック スカイブルー※イメージ

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

深鍋は直火調理可能。
※IH調理器にはご使用いただけません。

付属のハンドルを使えば、
プレートの取り換えも簡単！

細かな設定不要でピッと押すだけ、5つのワンタッチ
キー。（炊飯・玄米・角煮・肉じゃが・煮豆）

外出時でも便利な
予約タイマー付き。

テーブルでアツアツ料理！

グリルプレートで焼き肉、
パンケーキなども！

人気
商品!人気商品!

焼き面を約210〜250℃にコントロール。
脂を炎に落とさず煙が出にくい。

深型タイプなので煮込み料理にぴったり。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

プレートを換えて1台で「煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊く」が
テーブルで楽しめます。

7　�おりょうりケトル　���������　
ちょいなべ1ℓ／シロカ

申込番号� 124762
　� 12,000ポイント
S K - M151　幅28.2×奥行18.2×高さ18.3㎝　
1200W　1.8㎏　コード長1.3m　温度調節：40～
100℃　〈中国製〉

蒸し料理も作れる
専用プレート付き。

熱く
ない！

掃除がしやすい
ガラストップ。

低糖質ごはんが炊ける秘密

炊飯中、お米の糖質成分が溶け出し、糖質成分を含んだ
煮汁が内釜の穴から外釜に流れ落ち分離されます。

内釜

外釜
溶け出した
糖質成分

プレート
丸洗い可

プレート
丸洗い可

人気
商品!人気商品!

プレート
丸洗い可

プレート
丸洗い可

保冷

保温

湯沸かし
自動電源
オフ

空だき
防止

湯沸かし
自動電源
オフ

空だき
防止

レッド

本体

たこ焼き
プレート

平面
プレート

フタ

らくらく電動給湯

コードレスエアー給湯

スイーツ

煮込み料理2.5ℓ

3.5合

3種類の専用プレートで幅広い調理が
可能です。

発酵モードで甘酒やヨーグルトづくりも！ 調理ができるミニ炊飯器。

ホワイト ピンク

数量
限定

話題の
甘酒も！

白　米

甘　酒

塩　麹

玄　米

ヨーグルト

便利な持ち手付き。

とっても手軽！
サッと作って、サッと片づけ。

平面プレート・
たこ焼きプレート・

深鍋付き。

釜全体に
熱が伝わる。

湯沸かし
自動電源
オフ

空だき
防止 保温

ステンレス
ブラウン1ℓ

カカオ
1.5ℓ

飲み頃温度を
長時間キープ。

手頃な大きさの深型グリル鍋。

10　�ステンレス卓上ポット�
／サーモス

申込番号

ステンレス
ブラウン1ℓ�124311� カカオ1ℓ 　124310
ステンレス
ブラウン1.5ℓ�123578� カカオ1.5ℓ 　123576
　� 4,500ポイント

ステンレス　幅19×奥行12.5㎝　口径約7㎝　［1ℓ］高さ
18.5㎝　約500g　保温効力：66°C以上・保冷効力：11°C
以下（各10時間）　［1.5ℓ］高さ23㎝　約600g　保温効力：
72℃以上・保冷効力：10℃以下（各10時間）　〈中国製〉

保冷

保温数量
限定

※一般財団法人日本食品分析センター試験結果より。

17　�カセットこんろ達人スリム　
／イワタニ

申込番号� 124845
　� 4,000ポイント
CB-SS-50　幅33.5×奥行27.5×高さ8.4㎝　約
1.3㎏　最大発熱量3.3kW　連続燃焼時間約70分　
カセットガスマグネット着脱式　圧力感知安全装置付　

〈日本製〉　※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

Ⅲ

鍋が取り外せて
洗いやすい。

13　�コンパクトホットプレート／ブルーノ
申込番号

ネイビー� 124460� ペールピンク　124459
レッド� 123523�
　� 9,000ポイント
BOE021　本体：スチール　幅37.5×奥行23.5×高さ14㎝　2.3㎏

（平面プレート使用時）　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）
平面プレート：幅30×奥行20.3×深さ2.8㎝　たこ焼き穴：径4.3㎝

（24 穴）1200W　コード長約1.7m　温度調節：65～250℃　木べら付
〈中国製〉

8　�電気ケトル�セーフ・トゥ・　　
タッチ1ℓ／ティファール

申込番号

ブラック��124552� ホワイト��124551
　� 7,500ポイント
KO2618JP/KO2611JP　幅23×奥行16×高さ22㎝　
906g（本体のみ）　1250W　コード長約1.3m　

〈中国製〉

9　�電気ケトル　　　　　　　
ジャスティンプラス1.2ℓ������
／ティファール

申込番号

サーブル��311244� スカイ
ブルー��123963

　� 6,000ポイント
KO340177/KO340176　幅22.1×奥行16.1×高さ
20.9㎝　710g（本体のみ）　1250W　コード長約
1.3m　〈中国製〉　※保温はできません。

2　�ミニライスクッカー　デリシャス　�　　
／アルファックス・コイズミ

申込番号

ホワイト��124820� ピンク��124821
　� 7,000ポイント
LRC-T106　幅15.5×奥行17.5×高さ19.6㎝　1.4㎏　250W　
コード長約1.4m　炊飯（0.5～1.5合）　レシピブック（40メニュー）・
しゃもじ・蒸し網・計量カップ付　〈中国製〉

11　�オーバルホットプレート／ブルーノ
申込番号

グレージュ��124807� ブラック��124808
　� 18,000ポイント
BOE053　本体：スチール　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　
深鍋：アルミニウム合金（内面セラミック加工）　平面プレート・フタ使用時：幅39×
奥行26×高さ15㎝　約2.8㎏　深鍋：約2ℓ　1200W　コード長約1.8m　温度
調節：65～250℃　プレート取替え用ハンドル2コ・シリコンマット付　〈中国製〉

2625 数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。
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耐熱温度差120℃までOKの
温・冷対応のブレンダー。

極上トースト＆調理も
できる魔法のトースター。

一度に4杯分のコーヒーが
淹れられる、ベーシックな
ドリップ式コーヒーメーカー。

「速さがうまさ」強い火力で
一気に焼き上げる絶品トースト！

ヨーグルトを手軽に手作り！
ケフィアヨーグルトも作れます。

自分の手の
感覚でスピードを
コントロール
できます。

耳までカリッと簡単、オシャレにおいしい
ホットサンドが焼ける！

上下遠赤外線ヒーターで
こんがりおいしく。

料理の下ごしらえはもちろん、
自家製バターも簡単！

過熱スチームで余分な
脂と塩分をカット。

アイスでもホットでも
淹れたての味わいが長持ち。

氷も粉砕できる
日本製ミルミキサー。

ボタンひとつでベストな
焼き上がりに！

2段式で省スペース！焼き目が見えて便利！
焼き加減をお好みで調節できる。

高温＆短時間だから、おいしい。

3　�プレミアムオーブントースター　　　　　　　　
すばやき／シロカ

申込番号� 　

2枚焼き　124763� 16,000ポイント
4枚焼き　124764� 21,500ポイント
幅35×高さ22.9㎝　コード長1.2m　温度調節：100～280℃　15分タイ
マー　トレイ・トレイ用焼き網・焼き網・トースト専用焼き網・レシピブック（62メ
ニュー）付　［2枚焼き］ST-2A251　奥行28.6㎝　3.8㎏　1400W　［4
枚焼き］ST-4A251　奥行36.3㎝　4.2㎏　1380W　〈中国製〉

1　�LUCTUS　焼き目の見える　�　　　
ポップアップトースター／スマイル

申込番号 124844� 　�6,500ポイント
SE6100　幅27.2×奥行18.6×高さ18.5㎝　1.5㎏　800W　コード
長1.1m　焼き加減ダイヤル無段階調節（1～6）　トースターカバー・パン
くずトレイ付　〈中国製〉

4　�プレスサンドメーカー　　　
キルト／レコルト

申込番号� 123717
　� 4,000／� �3,900ポイント
RPS-1　幅13×奥行23×高さ9.5㎝　約
1㎏　600W　コード長1m　6～8枚切食
パン使用　レシピブック（33メニュ ー）付　

〈中国製〉　※プレートは取り外し不可のた
め、お手入れの際は濡れた布巾等をお使いく
ださい。

15　�マルチクイック　　　　　
ブレンダー／ブラウン

申込番号� 123779
　� 14,500ポイント
MQ735　容器：AS樹脂　本体：最大径7×長さ40㎝　
890g（ブレンダー装着時）　チョッパー容器：径14.5×
深さ18㎝　チョッパー最大容量500㎖　400W　コー
ド長1.2m　レシピ（12メニュー）・計量カップ・スパチュラ
付　〈ルーマニア製〉

16　�クラッシュミルサー　　　　　
／イワタニ

申込番号� 124750
　� 9,000ポイント
IFM-C20G　容器：強化ガラス　幅10.6×奥行13.1×
高さ27.3㎝　大容器使用時：約1.5㎏　210W　コー
ド長約1.6m　260㎖（大容器）・75㎖（小容器）　レシ
ピブック（35メニュー）付　〈日本製〉

8　遠赤外線オーブン　　　　
　��トースター／象印
申込番号� 124510
　� 7,000ポイント
ET-WG22　幅40×奥行28×高さ23.5㎝　庫内：幅
27×奥行22×高さ11㎝　3.7㎏　1000W　コード長
1.2m　温度調節：80～250℃　15分タイマー　着脱
式焼き網・トレイ付　〈中国製〉

6　�スチームオーブンレンジ�　　
／アイリスオーヤマ

申込番号� 124832
　� 25,000ポイント
MO-F2402　幅51.3×奥行40.3×高さ33.2㎝　
13.1㎏　庫内：幅32.8×奥行35.5×高さ20.6㎝　
24ℓ　1450W　コード長1.5m　タイマー：5秒～90分

（グリルは30分）　オーブン温度調節：100～250℃（発
酵：35・40℃）　自動メニュー数：20　スチームカップ
付　〈中国製〉

17　�フードプロセッサー　　　
／テスコム

申込番号� 123967
　� 7,500ポイント
TK441　容器：ガラス　幅26×奥行17×高さ21.5㎝　
2.7㎏　170W　コード長1.2m　最大容量500g（ハ
ンバーグの場合）　みじん切りカッター・両面おろし刃（粗
目/細か目）・バター&ホイップ・掃除ブラシ・ヘラ・レシピ
ブック（10メニュー）付　〈中国製〉

9　�マイコン式　　　　　　　　
オーブントースター　　　　　
／Hi-Rose

申込番号� 122862
　� 6,000ポイント
HR-MT120　幅35×奥行31×高さ23㎝　庫内：
幅30.6×奥行25.5×高さ9㎝　3.8㎏　1200W　コー
ド長1m　ピザ：25㎝まで　温度調節：70～250℃
（5℃単位）　焼き色5段階調節　30分デジタル液晶タ
イマー　手作りパンの発酵・焼きメニュー搭載　レシピ

（4メニュー）　着脱式焼き網・トレイ付　〈中国製〉

調理ができる便利なフタ付き
のグリルパン。

安全・簡単に使えて
時短料理にも最適。

瞬間発熱と熱風循環でパンの水分をギュッと閉じ込め
「サクッ」、「もっちり」と焼き上げるプレミアムトースター。

付属のグリルパン内は最大330℃の高温になるため、
焼く、煮る、蒸す、炊く、温め、オーブン料理や油を
使用しないヘルシー料理など多彩な調理が可能です。

これ1台で、ポタージュやホットスムージー、
パスタソースやドレッシングなど、
さまざまなメニューを1年中お楽しみいただけます。

ステンレス製真空二重構造サーバー。レンジ加熱対応容器で
スープ作りにも。

ホワイト

カーマイン
レッド

アッシュホワイト

グリーン

シャンパン
ホワイト

ペールアクア

数量
限定

アッシュホワイト

ペールアクア

同時に違う料理を作れる2段式。

3灯のヒーター搭載で、焼きムラも少なく
おいしくできあがります。

遠赤グラファイト搭載。外はこんがり、
中はもちもちの絶品トーストが完成します。広々使えるフラットテーブル

で、出し入れもスムーズ。

数量
限定

数量
限定数量

限定

ホワイトグリーン

耳つきの食パンがぴったり
入るサイズ。固定式プレート
だから約3分であっという間
にこんがり焼けます。

前扉は取り外して
丸洗いできます。

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

数量
限定

ブラック

冷凍パン・
ピザにも

対応。

ホワイト

4枚焼き2枚焼き

少しだけ温めたい時に「あたためボタン」付き。

ホコリを防げる
カバー付き。

冷凍パン
にも対応。

バターも
作れる！

2〜
5杯食パン

２枚

食パン
4枚

食パン
2枚

食パン
4枚

食パン
2枚

食パン
4枚

ヨーグルト（プレーン・カスピ海・ケフィア）

甘酒 白味噌 フルーツビネガー 納豆

ジュース

ポタージュ

スムージー

パスタソース

スープ

ドレッシング

フローズンドリンク

氷OK※

きざむ

おろす

する

まぜる

くだく

ひく

泡立て

氷OK※

トーストマイコン
6メニュー グラタン

も ち
フライ温め

ピ ザ
パン温め

きざむ つぶす まぜる 泡立て きざむ まぜる おろす 泡立て

フレッシュチーズも作れる
多機能ベーカリー。

人気
商品!人気商品!

1～2斤

多彩な29メニュー
天然酵母パン
ケーキ

うどん・パスタ生地
生キャラメル

ジャム
フランスパン風

フレッシュチーズ
ヨーグルト
もち（2〜4合）
そば生地

フレッシュバター
ピザ生地

K-TS1　幅24×奥行26×高さ32.5㎝　庫内：（上
段）幅19×奥行18×高さ6.8㎝　（下段）幅19×奥
行18×高さ8㎝　3.25㎏　900W　コード長1m　
火力3段階切替（250・650・900W）　トレイ2枚・レ
シピブック付　〈中国製〉

牛乳パックを
そのままセットできて

簡単&衛生的。

わずか10秒であっという間に下ごしらえ。

押す
だけ！

13　�マジックブレットベーシック�
／ショップジャパン

申込番号 310335� 　�7,500ポイント
容器：ABS樹脂　ポリプロピレン　約径11.2×高さ17㎝　約1.1㎏　200W　
コード長1.3m　大カップ（570㎖）・レンジ用カップ（350㎖）・クロスブレード・フラッ
トブレード・キャップ（保存用・穴あき2種）各1付　レシピ（8メニュー）　〈中国製〉

カットした食材を入れて
押すだけ！

1台
7役

商品のお問い合わせは…ショップジャパン カスタマーサービスセンター 0120-096-013　24時間（年中無休）

数量
限定

スープスムージージュース 氷OK※

ミルを使えば
粉茶・ふりかけなど

作れます。

ツナマヨ＋きゅうり

ゆで卵＋ポテトサラダ

アッシュホワイト

数量
限定

5　�ホームベーカリー／シロカ
申込番号 123380� 　�15,500／� �13,800ポイント
SHB-712　約幅26×奥行36×高さ31㎝　4.15㎏　500W　コード長
1.4m　13時間タイマー　自動メニュー：29　操作音やブザー音のオン・オフが
設定できるマナーモード搭載　ミトン・レシピブック（80メニュー）付　〈中国製〉

12　�醗酵メーカー菌活美人／ソレイユ
申込番号 124208� 　�7,000ポイント
SL-50　内容器：ポリプロピレン　幅12.8×奥行13.7×高さ27.5㎝　
738g　30W　コード長1.3m　内容器：1ℓ　牛乳パック：1ℓまで　設定温
度：約25～65℃（1℃刻み）　1～48時間タイマー　計量カップ・レシピブッ
ク（17メニュー）付　〈中国製〉

7　�グラファイトトースター　　　　
／アラジン

申込番号

グリーン　124826� ホワイト　124825
　� 15,000ポイント
CAT-GS13BG/AET-GS13BW　幅35×奥行29.5
×高さ23.5㎝　庫内：幅31×奥行23.5×高さ8.7㎝　
約3.4㎏　1250W　コード長約1.2m　温度調節：
100～280℃　15分タイマー　トレイ付　〈中国製〉

2　�グラファイト　　　　　　　　　　　　　　
　�グリル＆トースター／アラジン
申込番号

グリーン��124710� ホワイト��124711
　� 22,000ポイント
AGTG13A　幅36×奥行35.5×高さ25㎝　庫内：幅31×奥行28.5×高さ9㎝　
約4.7㎏　1300W　コード長約1m　温度調節：100～280℃　15分タイマー　
レシピブック（13メニュー）・グリルパン・グリルネット・着脱式焼き網付　〈中国製〉

10　�オーブントースター／Toffy
申込番号

アッシュ
ホワイト��124809� ペール

アクア��124810
　� 5,500ポイント

11　�ガラスブレンダー　リコ／レコルト
申込番号

カーマイン
レッド　　　124759� シャンパン

ホワイト　　124760
　� 6,500ポイント
RGB-1　約幅16×奥行13×高さ32.5㎝　約1.7㎏　約600㎖　
250W　コード長約1m　レシピブック（30メニュー）付　〈中国製〉

14　�4カップコーヒーメーカー／Toffy
申込番号

アッシュホワイト��124817� ペールアクア����124818
　� 4,500ポイント
K-CM1　サーバー：ガラス　約幅19.5×奥行14×高さ25.5㎝　900g　
600W　コード長1m　650㎖　保温・自動電源オフ（40分）　メッシュフィ
ルター式　計量スプーン付　〈中国製〉

18　�コーヒーメーカーノア　　　
／メリタ

申込番号

ブラック��123650� ホワイト��124406
　� 7,000ポイント
SKT54　サーバー：ステンレス製保温ポット　幅26.9×
奥行15.2×高さ31.1㎝　1.7㎏　700㎖　650W　
コード長1m　アラーム＆自動電源オフ（1分）・しずく漏
れ防止機能付　フィルターペーパー（5枚）・計量スプー
ン付　〈中国製〉

2827 氷OK※   ご家庭の製氷皿で作った角氷（約2㎝角以下）をお使いください。　  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



ゲーム・玩具キッズ＆ゲームKIDS&GAME

1　�Nintendo�Switch�
／任天堂

申込番号

Joy-Con(L)�ネオンブルー/(R)�ネオンレッド� 173042
Joy-Con(L)/(R)�グレー� 173043
　� 33,000ポイント
Joy-Con取り付け時：約幅23.9×奥行13.9×高さ10.2㎝　Joy-Con（L）・
Joy-Con（R）・ACアダプター・ドック・グリップ・ストラップ（ブラック）2コ・HDMI
ケーブル付　〈中国製〉

子供から大人まで楽しめる！
メタリックでかっこいいスクーター。

「すぐに自分で」国を見つけられる
ように工夫された地球儀。
世界への興味が
楽しく広がります！

12　�知らない国がすぐに見つかる�
くもんの地球儀

申込番号 173088� 　�7,000ポイント
紙　ABS樹脂他　径20ｃｍ　さくいんブック付　〈日本製〉
※人気商品のため、お届けまでお時間をいただく場合があります。

13　�R5ラングススクーター
申込番号

レッド　173050� ブルー　173051
　� 5,000ポイント
アルミニウム　スチール他　使用時：約幅33×奥行68×高さ82㎝　ハン
ドル高調整範囲3段階：72・77・82㎝　約2.3㎏　耐荷重約100㎏　
ストラップ付　〈中国製〉　※ヘルメットは付いていません。

14　�プレミアムベビーチェア／カトージ
申込番号

ナチュラル　172477� ブラウン　173045
　� 8,500ポイント
天然木（ブナ材）　幅49×奥行60.5×高さ80㎝　7.7㎏　耐荷重約60㎏　〈中国製〉　
※光の当たり方で、カタログ写真の色と多少異なる場合がございます。

© 2018 Nintendo　Original Game: ©Nintendo / HALLaboratory, Inc. 
Characters: ©Nintendo/ HAL Laboratory, Inc. / Pokémon./ Creatures 
I n c . / GAME FREAK i n c . / SH IGESATO I TO I / APE i n c . /
INTELLIGENT SYSTEMS / KonamiDigital Entertainment / SEGA /
CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCOEnterta inment Inc. / 
MONOLITHSOFT /CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIXCO., LTD.

©2018 Mojang. MINECRAFT® is a trademark 
of Mojang Synergies AB.

©2017 Nintendo ©Imagineer Co., Ltd.©2012-2018 Nintendo

©2019 Nintendo ©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・モンスターボール
は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・モンスターボール
は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

©2017 Nintendo ©2018 Nintendo©2018 Nintendo

6才〜6才〜

レッド

ブルー

5　�スーパーマリオ�
パーティ�
／任天堂

申込番号� 173040
　� 6,600ポイント

〈日本製〉

3　�大乱闘スマッシュ�
ブラザーズＳＰＥＣＩＡＬ�
／任天堂

申込番号� 173041
　� 8,500／� �8,000ポイント

〈日本製〉

2　�MINECRAFT�
／日本マイクロソフト

申込番号� 173044
　� 4,000ポイント

〈日本製〉

7　�スプラトゥーン２�
／任天堂

申込番号� 173005
　� 7,000／� �6,600ポイント

〈日本製〉

8　�フィットボクシング�
／イマジニア

申込番号� 173081
　� 6,400ポイント

〈日本製〉

4　��マリオカート８��
デラックス�
／任天堂

申込番号� 173004
　� 7,000／� �6,600ポイント

〈日本製〉

6　��Ｎｅｗ�スーパー�
マリオブラザーズ�Ｕ�
デラックス�
／任天堂

申込番号� 173072
　� 6,600ポイント

〈日本製〉

9　��ヨッシー��
クラフトワールド�
／任天堂

申込番号� 173083
　� 6,600ポイント

〈日本製〉

10　��ポケットモンスター��
Let's�Go!イーブイ�
／任天堂

申込番号� 173039
　� 6,600ポイント

〈日本製〉

11　��ポケットモンスター��
Let's�Go!ピカチュウ�
／任天堂

申込番号� 173038
　� 6,600ポイント

〈日本製〉

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

Joy-Con(L)/(R)�グレー

Joy-Con(L)�ネオンブルー/(R)�ネオンレッド

数量
限定

大人になるまで
長くつかえる。 7か月

頃〜

15　�おりこうＫＵＭＡ-ＴＡＮ
申込番号� 312007
　� 7,000ポイント
ABS樹脂　幅11×奥行8.5×高さ15㎝　155g　単3×3

（別売）　メッセージも録音可　〈中国製〉

19　�アンパンマン�
にこにこばぁーでんわ

申込番号� 312039
　� 1,500ポイント
ABS樹脂他　幅13.5×奥行12.5×高さ8㎝　単3×2

（別売）　〈中国製〉　　　　　 製造元：株式会社ジョイパレット

23　�ごはんがたけたよ！�
アンパンマンのすいはんきセット

申込番号� 173089
　� 3,500ポイント
ABS樹脂他　幅10.5×奥行12×高さ9.5㎝　単4×2

（別売）　〈中国製〉　　　　　 製造元：株式会社ジョイパレット

24　�アンパンマン�ゴー!ゴー!バギー
申込番号� 173024
　� 3,990ポイント
ポリプロピレン　ABS樹脂他　幅25×奥行50×高さ37㎝　
耐荷重約25㎏　〈中国製〉　　　  製造元：株式会社アガツマ

25　�アンパンマン�
ノリノリおんがく�
キーボードだいすき

申込番号� 172276
　� 4,500ポイント

ＡＢＳ樹脂　幅49.5×奥行6.2×高さ23.6㎝　単3×3
（別売）　24種類の楽しい音と、かんたんモードですぐに
演奏できる楽しいキーボード、デモ曲14曲内蔵。　

〈中国製〉　 製造元：株式会社ジョイパレット

26　�アンパンマン�
おおきなよくばりボックス

申込番号� 172932
　� 6,000ポイント
ABS樹脂　POM他　幅35×奥行33×高さ31㎝　
単3×3（別売）　スマホ型パーツ・マヨネーズくん・ビーズ
コースター各1コ　パズル3コ付　〈中国製〉
 製造元：株式会社アガツマ

20　�アンパンマン�
スティック�
スイスイそうじき

申込番号� 313697
　� 2,000ポイント
ABS樹脂他　幅12×奥行11×高さ50㎝　〈中国製〉
※商品はごっこ遊びのおもちゃです。ごみは吸えません。

製造元：株式会社アガツマ

22　�アンパンマン�
体幹ポップンボール

申込番号� 172398
　� 2,900ポイント
PVC樹脂　幅40×奥行40×高さ51㎝　フットポンプ付　

〈中国製〉　　　　　　　　　 製造元：株式会社ジョイパレット

21　�おふろであそぼう！�
まるぷかアンパンマン

申込番号� 173091
　� 2,180ポイント
PVC樹脂　パッケージ：幅11×奥行10×高さ19.5㎝　

〈中国製〉　　　　　　　　　 製造元：株式会社ジョイパレット

16　�トンネルを照らそう！　�
ライト付�E7系�新幹線�
かがやきベーシックセット

申込番号� 173061
　� 4,000ポイント
ABS樹脂他　約幅81×奥行51.5×高さ10.5㎝　単3×1

（別売）　〈タイ製〉

18　�ドラえもん　�
立体地球大探検ゲーム

申込番号� 173084
　� 4,500ポイント

ＡＢＳ樹脂他　本体：約幅31×奥行31×高さ41ｃｍ　
プレイ目安：30～60分　〈中国製〉

昔話や童謡など全450種類を
聴かせてくれる♪

ボタンを押すたびに
「いないいないばぁー」をして
おめめが変わります。

ごはんを
炊いて、よそって！
楽しくごっこ遊び。

４輪だから安心。
コンパクトで小回りばつぐん！

楽しい音や曲が
いっぱいだよ♪

ブームの
スティッククリーナー
遊びができる！

アンパンマンの顔が
バランスボールに。

にぎって・つなげて・のっけて
楽しく遊べる！

2スピードのスロープを
コントロール！

立体×ボードゲームで、
今までにない楽しさを！

人気のE7系新幹線
かがやきが
ライト付きになって登場！

★
★

3才〜 3才〜 6才〜
3才〜

1.5才〜
1.5才〜

3才〜

3才〜 1.5才〜

3才〜

© TOMY JR東日本商品化許諾済
© TOMY　

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

おうち
で

おそと
で

★

18種類の楽しい
遊びで発育を促す!

押すと
マヨネーズが
飛び出すよ。

10か月〜3才〜

★

ストラップ付きで
持ち運びしやすい。

★

17　�2スピードでコントロール！�
トミカアクション高速どうろ

申込番号� 173078
　� 7,500ポイント

ＡＢＳ樹脂他　幅73×奥行53×高さ19.5ｃｍ　単2×2
（別売）　〈ベトナム製〉　※トミカはついていません。

昔話・童話
300話
童謡・わらべ歌
100曲
英語の歌
50曲

数量
限定

数量
限定

数量
限定

ナチュラル

ブラウン

股
ベルト

テーブル

フロントガード

商品のお問い合わせは……ラングスジャパン　03-5430-9181　平日10〜17時

© やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

数量
限定

数量
限定

数量
限定

3029

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
任天堂の商品はカタログの有効期限内であってもメーカーが取り扱いを
終了した場合は、申込受付を終了させていただく事がございます。

数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  お客様にて組立てが必要な商品です ★印の商品は時期により生産国が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



 


