
貯まったポイントを素敵な商品と交換!

3.31木 ま
で

カタログ
有効期限 年2022

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!



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。  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。

M L

姫路で生産しています。

木製品プラスチック 段ボール

ステンレス・鉄カーペット

刃先アップ

“シュパッ”と引っ張るだけで
一気にたためるマイバッグ。

オールシーズン
使えて
部屋干し衣類の
乾燥にも。

6  プレミアム3Dゲル枕
申込番号

314849 3,900ポイント
カバー：ポリエステル　中材：ポリウレタン樹脂　スチレン系熱可塑
性エラストマー樹脂　幅49×奥行29.5×高さ10㎝　1.04㎏　
〈中国製〉　※カバーを付けてお使いください。

数量
限定（カバー）

肩と枕の間にできるすき間をうめる
ように設計された形状。

※イメージ

高温＆短時間だから、おいしい。
遠赤グラファイト搭載。

5   アラジン　グラファイトトースター
申込番号

グリーン 124826 ホワイト 124825
14,000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㎝　3.4㎏　コード長1.2m　
1250W　温度調節：100～280℃　15分タイマー　トレイ付　
〈中国・フィリピン製〉　※4枚焼きタイプは9ページに掲載。

数量
限定

食パン
2枚

ドット

ネイビー

トライアングル
メッシュ構造ゲル

低反発ウレタン

※イメージ

8  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 9,800ポイント
HC-T1805　幅28×奥行22.2×高さ41.2㎝　3㎏　コード長
1.5m　1200W　首振り約80°　上下角度調節可（約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〉

1台
3役 衣類乾燥

送風 温風

数量
限定

9  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

10,500／ 9,800ポイント
牛革　幅 19.5×厚さ2×高さ10㎝　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〉

手にフィット
しやすい曲線
の持ち手。

コインが
見やすく
使いやすい。

たたむととっても
コンパクト!

取り外し可能な
カバー付き。

暖房器としても
使える。

7  いろいろ切れる！
万能のこぎり

申込番号 192562
  2,000／ 1,800ポイント
持ち手：ABS樹脂　熱可塑性エラストマー
樹脂　シリコーン　刃：特殊焼入鋼（JIS　
SK85）　幅2×全長28.6㎝　刃渡り15.3㎝　
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。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

体圧分散で頭・首・肩の負担を
軽減。快適な姿勢をサポート。
特殊ゲルとウレタンの2層構造。
適度に沈み込み、やさしく支えます。

コイン
分別

オリーブ

オレンジ
キャメル

※実用新案取得
　第3218846号

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。

おろし面が幅広で、
傾斜付きだから軽い
力でおろせます！

2  スゴ切れ　斜めおろし器　
水切り付

申込番号

125085 2,000／ 1,800ポイント
ポリプロピレン　ステンレス　幅11.7×奥行23×高さ6.5㎝　180g　
裏面滑り止め付　〈日本製〉

電動で回転する2つのモップが、掃除機では取
り切れない皮脂汚れもしっかり拭き取ります。

面倒な水拭きが立ったままラクに！ 
コードレスで軽く、どこでも使えます。

カビ、雑菌に強い特殊ゴム製。

4  コードレス回転モップクリーナー
Neo＋／シー・シー・ピー

申込番号

193028 11,000ポイント
TZJ-MA221-WH　幅28×奥行13×高さ104㎝　1㎏　3.5時間充
電で約1時間使用可　〈中国製〉

3   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。

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!

洗って繰り返し使えるモップ。
水だけで汚れを絡め取ります。

熱湯消毒もOK!

上下往復でシャキシャキ食感に、
円を描くようにおろせばフワフワ
食感に仕上がります。 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。

鋭い刃と絶妙な角度でラクラク
大根おろし。

数量
限定

（モップパッド）

職人が丹念に研ぎ上げたステンレス一体型の包丁。
握りやすくて切れがよく、サビや汚れにも強い、丈夫で長持ち。
継ぎ目がなく、お手入れも簡単!

※全て個人の感想です。

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

これまで商品交換した中で、一
番気

に入っているのはこの商品です。

何度使っても汚れないし、カビ
・雑

菌に強い所も気に入っています！
 ※

思い切って、包丁を全て一新し
てみまし

た。色々な不安がありましたが、
スムー

ズに使いこなせるようになり、と
にかく切

れ方が素晴らしい！良い物を手に
入れる

ことができました！ ※

実家がクッキンカットを使ってい
て、

何年経っても変わらず良いと思
って

いました。これから使うのが楽
しみ

です！ ※

非常に手になじんで使いや

すいです。毎日大根おろしを

食べるようになりました。※

とても使いやすく、安定感が

あり、期待以上です。私にとっ

てはヒット商品！感謝です。※

しゃがんでの拭き掃除は力がい
る

し、腰が辛く苦手でしたが、こち
ら

は掃除機感覚でラクに拭き掃
除

ができるのがいいです。床がき
れ

いになり、気分も上がります♪※

畳

カーペット

浴室の天井

フローリング

網戸

水切り
ザル付き。

窓掃除も！

テレビで見てほしかっ

た商品なので、ポイン

ト交換で入手できて嬉

しかったです。トースト

もふわふわ、カリっとし

て美味しいです。※

お友達が使っていて、とても使い
やすそ

うだったのでポイント交換し
ました。

布地がしっかりしていていいで
すね。

バッグに入れて持ち歩きます！ ※

使ってみて、とても寝心地が良
く、ノン

ストップで朝までぐっすり眠れま
した！ ※

コイン入れ部分が4つに分かれ
ているの

で、小銭を出すのにとっても便利
！色味も

落ち着いたグリーンで気に入りま
した。※

衣類乾燥も付いていて、首振

り機能もあり、洗濯物がよく乾

くので気に入りました。

音も静かで良いです。※

職人によって薄く仕上げられた刃先が食材へ鋭く切り込みます。

ぺティナイフ

パンナイフ

小三徳

三徳

三徳

10  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
2,500ポイント

ポリエステル　幅50×マチ10×高さ38㎝　収納時：幅
10×奥行7.5×高さ7.5㎝　162g　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。

数量
限定

（ネット使用）

グリーン ホワイト

口コミ
使ってみて、とても寝心地が良

く、ノン
口コミ

口コミ

コイン入れ部分が4つに分かれ
ているの

口コミ 口コミ

口コミ

これまで商品交換した中で、一
番気

口コミ

思い切って、包丁を全て一新し
てみまし

口コミ

口コミ

非常に手になじんで使いや

口コミ

とても使いやすく、安定感が

口コミ

刃：モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼　柄：18－8ステ
ンレス　［パンナイフ］全長33.5㎝　刃渡り21㎝　120g　
［三徳］全長30㎝　刃渡り16.5㎝　150g　［小三徳］全
長28㎝　刃渡り14.5㎝　140g　［ペティナイフ］全長25㎝　
刃渡り13㎝　100g　〈日本製〉

1  村斗　フィットライン国産包丁
申込番号

パンナイフ　  　125022 5,500／ 5,000ポイント
三徳 　　  125023 5,500／ 5,000ポイント
小三徳　　　125021 5,000／ 4,500ポイント
ペティナイフ　  125020 4,500／ 4,200ポイント

手にフィットする
形状。

大きなゴミを小さく！ 
いろいろな素材が切れる※。
滑らかな波型の歯先で、硬い物から
カーペットまで切断できます。

ゴミに出す時にいかに小さくカッ
トして

指定のゴミ袋に入れるかで苦労
してい

ましたが、私の味方ができました
！ ※

ゴミに出す時にいかに小さくカッ
トして

ゴミに出す時にいかに小さくカッ
トして

ゴミに出す時にいかに小さくカッ
トして口コミ

従来モデルより
回転数がアップ
しました！

両端を
“シュパッ”と
 引っ張る!

レジカゴ対応
サイズ！
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暖房・空気清浄

ふとん・衣類乾燥

 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。  ご家庭で手洗いできます。　

スポット
暖房   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。

HOT（イメージ）

年間を
通して空気を
  清浄。

6L大容量タンク。上から給水できるの
でラク！

ブラックブラック

ホワイトホワイト

ホワイト モカ

10  モニター空気清浄機
／アイリスオーヤマ

申込番号 192853 14,900ポイント
MSAP-AC100　幅40×奥行16.8×高さ53.6㎝　5.5㎏　コード長2ｍ　
85/108W（50/60Hz）　モード4種（静音・標準・強・自動）　〈中国製〉

9  ふとん乾燥機能付き
セラミックヒーター
／スリーアップ

申込番号 193046 12,000ポイント
CH-T2137　幅35×奥行14×高さ37.6㎝　4.6㎏　コード長1.8m　
1200W　ヒーター2段階切替　切タイマー（1/2/4時間※暖房運転時）　
人感センサー（自動運転）・ふとん乾燥・衣類乾燥・ふとん速暖機能　〈中国製〉

1  VICKS ®
スチーム式加湿器

申込番号

193052 8,500ポイント
VWM845J　幅27.5×奥行16.5×高さ30.5㎝　1.8㎏　コード
長1.86m　250W　タンク容量：3.7L　連続加湿：27時間　最
大加湿量：300ml/h　芳香パッド1枚付　〈中国製〉

0.2秒でパッと点灯。
遠赤効果ですぐ暖かい！

加湿目安
最大8畳

適用床面積
17畳

フタが閉まっていても、片手でラクラク！

ふとん2組を同時に乾燥できる!

3.5Lの大型タンクで約13～15時間の連続
運転が可能。

8  ダイソン 
Pure Hot + Cool™
空気清浄機能付
ファンヒーター

申込番号 193035 42,000ポイント
HP00 IS N　径22.2×高さ63.2㎝　3.9㎏　コード長1.8m　1200W　
リモコン付　〈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。）　
※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。

本体に収納されているホースをふとんの
間にセットしてボタンを押すだけ！

人感センサー付きで節電!

12 ホット＆クールミニ／コイズミ
申込番号

ホワイト　193080 ブラウン　193079
11,500ポイント

KHF0818　幅22.5×奥行22.5×高さ53㎝　2.9㎏　コード長1.8m　温
風800/750W（50/60Hz）・送風30W　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〉 ※新商品のため、2021年10月
中旬以降のお届けとなります。

暖房＋スチームでしっとり
暖かい空間を演出。

14 スチーム機能付き
スマートストーブ
／スリーアップ

申込番号

193047 6,000ポイント
DST-1630　幅32×奥行16×高さ46㎝　2.4㎏　コード
長1.5m　940W　タンク容量：450ml　スチーム量：
25ml/h　出力3段階（300/600/900W）切替　温度
ヒューズ・サーモスタット・転倒時自動切機能　〈中国製〉

ラクラク上部給水で、
暮らしにキレイなミストを。
タンクに抗菌剤を練りこみ、
半永久的に99.9%抗菌を実現。

銀イオン＆70℃加熱。99.9％除菌された
ミストでパワフル加湿！

電源不要！ 暖かさをどこにでも。 送風ファンで
効率よく温めます。

電源不要だから
非常時も安心。

17  石油ストーブ／コロナ
申込番号

193071 13,800ポイント
RX-2221Y（HD）　幅45.2×奥行32.4×高さ47.5㎝　
7.4㎏　単1×2（別売）　暖房出力：2.24kW　タンク
容量：3.7L　耐震自動消火装置付　〈日本製〉

2  ミスト式電動鼻洗浄 ノッピー
申込番号 162401 8,000ポイント
nop-001　幅6.5×奥行5.5×高さ16㎝　200g　洗浄ヘッド・充電用USB
ケーブル付　医療機器届出番号14B2X00002000041　〈中国製〉
※ACアダプタは付いておりません。

暖かい蒸気が、
乾いたお部屋に
潤いを与えます。
スチーム式なので、
お部屋の温度を下げず、
暖かいキレイな蒸気で
お部屋に潤いを与えます。

冬は温風機、夏は送風機として、
この1台で年中快適！

ふとん乾燥＋ヒーターの1台2役！

“頭
ず

寒
かん

足
そく

熱
ねつ

”を考えた配線設計。
足元はしっかり胸元はソフトに暖めます。

13  日本製あったか
電気敷毛布／Sugibo

申込番号 193003 3,500ポイント
SB-S102　ポリエステル70%・アクリル30%　140×80㎝　700g　表面
温度20～52℃（無段階調節）　コード長1.9m（電源側）　55W　ダニ退
治機能　室温センサー付　〈日本製〉

室内干しに最適、送風×除湿でスピード乾燥！ 1日6.3Lの除湿能力で、
衣類をカラッと乾燥。

ダニ対策モード
搭載！マット要らず
でコンパクト。

低刺激でしっかり洗浄。医療機器認定商品。
鼻洗浄に適した細いミストで洗浄。
鼻の奥までしっかり届き、しかも痛くない！

数量
限定数量

限定

数量
限定

加熱式＋
超音波式

加湿目安
最大14畳

暖房
3～8畳

数量
限定

※（社）日本電機工業会規格
　（JEM1467）に基づき算出。

空気清浄
8畳※

ホワイト

より速く・ムラなく暖める
ハイパワータイプ！ ダブル
サイズのふとんにも対応。

5  ふとん乾燥機カラリエ
ハイパワー／アイリスオーヤマ

申込番号

シングルノズル 193031 16,000ポイント
ツインノズル 193063 19,500ポイント
［シングルノズル］FK-H1-W　幅16.8×奥行15×高さ38㎝　1.8㎏　コード
長1.9m　900W　切タイマー9段階（5～180分）　くつ乾燥アタッチメント
付　［ツインノズル］FK-WH1　幅16.8×奥行21.3×高さ37cm　2.1kg　
コード長1.9m　1000W　切タイマー9段階（5～180分）　くつ乾燥アタッチ
メント2コ付　〈中国製〉

除湿機・サーキュレーターとしても使
え、1年中大活躍します。静音なので
夜の部屋干しにも使用できます。

パワフルな循環力。
部屋全体の空気を清浄。
冬はより早く、均一に部屋を暖め、
夏はパワフルで涼しい風を届けます。

空気が汚れているとモニターが赤くなり、
一目で空気の状態が分かります。

空気中のほこり濃度レベルを大型モニターに
グラフで表示、清浄能力を実感できます。

日本製ヒーター※を使用。
※ヒーター2年保証（※本体1年保証）。

片手でラクに持てる軽さ。移動に便利な
ハンドル付き。

11 アラジン
遠赤グラファイトヒーター

申込番号

グリーン　192587 ホワイト　192588
6,900ポイント

AEHG406N　幅18×奥行18×高さ52.9㎝　1.3㎏　コード長1.5m　強
400/弱200W　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〉）

スポット
暖房

数量
限定

ホワイト

数量
限定

ダイヤル1つの簡単操作で3段階の
暖かさが調整できます。

コンパクトで軽量。 

7  衣類乾燥除湿機
／コロナ

申込番号 192981 21,000ポイント
CD-P6321（W）　幅22×奥行33×高さ51.5㎝　7.9㎏　コード長1.8m　
160/180W（50/60Hz）　タンク容量：3.5L　除湿能力：6.3L/日　適応
床面積（目安）：木造7～8畳・鉄筋14～16畳　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〉

数量
限定

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

僅かな水量で使用でき、しかも排水を回収
するサブタンク搭載。どこでも洗浄できます。

3  アルコレ
上から給水  ハイブリッド加湿器

申込番号

ブラック　193081 ホワイト　193082
11,500ポイント

ASH6042　幅19.8×奥行29×高さ33㎝　2.6㎏　コード長1.4m　
110W　タンク容量：6L（抗菌カートリッジ付）　連続加湿：約12時間　最
大加湿量：500ml/h　加湿量3段階切替　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〉 ※アロマオイルは付いておりません。

ほこり濃度に応じて風量が変化、花粉・
ほこり・ニオイを除去します。

ブラウン

ツインノズル

ツインノズル

グリーン ホワイト

シングルノズル

暖房

空気清浄

扇風機

風向きを
調節できます。

加湿力と静音性を
兼ね備えた

ハイブリッド式。 トイレや
 脱衣所に!

衣類乾燥モードも
搭載！

お子様にも
ご使用
できます。

数量
限定

スポット
暖房

数量
限定 コードを外せば

丸洗いできるから、いつも清潔。

人の動きを人感センサーが
感知して、自動的にオン、オ
フするので節電！

数量
限定

USB
充電

IP22

防滴

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

6  サーキュレーター衣類乾燥
除湿機／アイリスオーヤマ

申込番号 192774 21,700ポイント
I JD - I50　幅28.7×奥行23.4×高さ64㎝　7.8㎏　コード長1.6m　
590W　タンク容量：2.5L　除湿能力：5L/日　適応床面積：木造6畳・鉄
筋13畳　首振り50°・70°・90°　上下角度6段階調節可　切タイマー（2/
4/8時間）　〈中国製〉

数量
限定 16 石油ファンヒーター／コロナ

申込番号

193070 21,000ポイント
FH-G3221Y（S）　幅38.5×奥行32.5×高さ42.4㎝　
8.8㎏　コード長1.7m　20W　待機時消費電力（0.8W）
タンク容量：5L　不完全燃焼防止装置付　〈日本製〉

数量
限定

数量
限定

※イメージ

カセット交換も
ラクラク！

15  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 13,500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。

数量
限定

スポット
暖房

数量
限定

スポット
暖房

アロマオイル
対応。

加湿・鼻洗浄

スポット
暖房

数量
限定

4  プリズメイト　ダブル抗菌
上部給水超音波式加湿器

申込番号

ホワイト　193032 モカ　193033
5,500ポイント

PR-HF065　径19.2×高さ22.9㎝　1㎏　コード長1.5m　21W　加
湿量3段階調節　タンク容量：1.8L　連続加湿：約13時間　最大加湿
量：約210ml/h　切タイマー（1/3/6時間）　おやすみライトタイマー2時間　
アロマトレー・アロマパッド付　〈中国製〉　※アロマオイルは付いておりま
せん。　※新商品につき2021年10月上旬以降のお届けとなります。

加湿目安
最大6畳

数量
限定

超音波式

スチーム式

ダニ退治
  機能付き。

暖房
6～8畳

暖房
9～12畳
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※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

  IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   お客様にて組立てが必要な商品です。　   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。

4  ホームベーカリー
／シロカ

申込番号

123380  13,800／ 12,800ポイント
SHB-712　幅26×奥行36×高さ31㎝　4.15㎏　コード長1.4m　
500W　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〉

2  萬古焼　
耐熱ドーム型燻製鍋27㎝

申込番号 125325 6,000ポイント
陶器　最大幅27×高さ15.7㎝　径27×深さ4㎝　2.3㎏　2L　お試
し用サクラチップ・網・レシピ（8メニュー）付　〈日本製〉

5  ホーロー
石焼き芋器
24㎝

申込番号

313753 4,000ポイント
本体：ホーロー用鋼板（表面ホーロー加工）　フタ：鉄（表面フッ素
樹脂加工）　最大幅31×高さ14.2㎝　径24×深さ6㎝　2㎏　
天然石付　〈日本製〉　※カセットコンロ・IHクッキングヒーター
（100V）・鍋底の高温を感知して加熱を止めてしまう機種ではご
使用いただけません。

車載カバー付
き（後部座席
視聴用）で、
長時間移動
にも便利！

左右どちらにも取り付け
られる、マイクスタンドと
リモコンスタンド付き。

13  CDステレオラジカセ／コイズミ
申込番号180648 9,000ポイント
SAD-4942/W　幅31×奥行21.5×高さ14㎝　2.2㎏　コード長1.4m　
16W　単2×8（別売）　CD-R/RW再生対応　リピート・ランダム再生　
〈中国製〉　※CD-R/RWに記録されたディスクの再生は、ディスクの品
質、記録状態、録音環境により再生できない場合があります。

CD AMカセット

FM（ワイドFM対応）

トウモロコシ・
サツマイモ・
ジャガイモ・
栗など、いろ
いろな食材に
使用できます。

ステンレスメッシュ
フィルターで豆の
油分ごと抽出！
洗って何度も
使える！

挽く、蒸らす、淹れる。すべて自動なのにコンパクト。

豆から全自動で
いつでも挽きた
てのコーヒーを
淹れられます。

楽しく食べて
美味しさUP！ 
お子様も大喜び
です。

フレッシュチーズも作れる多機能ベーカリー。

1～
2斤

付属の焼き石からの遠赤効果で、ふっくらおいしい
石焼き芋に！

3  全自動
コーヒーメーカー
カフェばこ／シロカ

申込番号

125334 15,800ポイント
SC-A351　サーバー：ガラス　幅16.2×奥行28×高さ
26.4㎝　2.7㎏　コード長1.2m　600W　550ml　ドリップ
方式　水タンク着脱可能　ミル4段階調節　蒸らし機能　タ
イマー予約機能　計量スプーン付　〈中国製〉

数量
限定

回転寿司がおうちで楽しめる！

6  回転寿司トレイン
申込番号

125335 4,200ポイント
KTSS-001W　車両連結時：幅6×奥行50×高さ6㎝　
275g　単3×2（別売）　車両A1コ・車両B3コ・レール
A2本・レールB8本・受け皿6皿付　〈中国製〉

柴犬のねむねむ姿と、
しっとりモチモチの
手触りに癒される♪

自宅で楽しむ
ホームシアター。
プロジェクターにDVDプレーヤー
を搭載しているので、面倒な接続
が不要です。

7  プレミアム
ねむねむアニマルズ
抱き枕／コタロウ

申込番号

Ｍ　  173198 2,800ポイント
L　   173199 3,800ポイント
側地：ポリエステル95%・ポリウレタン5%　中材：ポリエステル　［M］
幅56×奥行24×高さ14㎝　490g　［L］幅73×奥行32×高さ
18㎝　890g　〈中国製〉

9  くつろぎの
リクライニングアームチェアDX

申込番号

ブラック　133563 ヘーゼルブラウン　133564
15,800ポイント

本体：スチールパイプ　側地：合成皮革　ポリエステル　クッション材：
ウレタンチップ　使用時：幅60×奥行70～164×高さ61～102（座
面の高さ42）㎝　収納時：幅60×奥行50×高さ90㎝　12㎏　耐荷
重80㎏　背もたれ6段階リクライニング　転倒防止プロテクター付　
〈日本製〉

ゆったり座って全身リラックス！
厚手のクッションとリクライニング
で座り心地快適。

外はもちろん室内でも。
ハンモックにゆられて
「やすらぎ」と
「落ち着き」を。
簡単に組み立てられて
収納もコンパクト。

持ち運びに便利な収納バッグ付き。

6段階リクライニング。

スライド式フットレスト。

10  シフラス　
自立式ポータブルハンモック

申込番号

133515 10,500ポイント
ハンモック：ポリエステル　スタンド：スチール　幅245×奥行78×高さ
85㎝　収納時：幅115×奥行17×高さ12.5㎝　8.5㎏　耐荷重
100㎏　適応身長180㎝以下　枕・収納バッグ付　〈中国製〉

お風呂に入りながらスマートフォン！
強力マグネットで
お風呂の壁面に
取り付けるだけ。

左右どちらからでも置くことができます。
水抜け穴もあるので水はけもよい構造です。

DVDやCDがこれ1台で!
ブルーライト約30％カットで、
目にやさしく、お子様にも安心!

ホワイト

ピンク

ブルー

マイクが使えて、楽しさ広がる！
CDやカセットテープの歌声を小さくすることができるボー
カルダウン機能を搭載。CD・テープの再生スピードも調整
可能！

人気
商品!人気商品!

12  HDMIケーブル付
ポータブルＤＶＤプレーヤー

ブルー180643  ピンク180644  ホワイト180645
9,500ポイント

PDVD-9KSA　幅25.7×奥行18.7×高さ4.4㎝　900g　約5時間充電
で約3時間使用可　DVD・CD・DVD-R/RW・CD-R/RW・USB・MP3・
WMA・JPEG対応　リモコン・ACアダプタ・カーアダプタ・AVケーブル・
HDMIケーブル・車載カバー付　〈中国製〉　※ブルーレイは非対応です。

11  マグネットバスルーム
スマートフォンスタンド　タワー

申込番号 193024 1,800ポイント
スチール　マグネット　幅8×奥行17×高さ12㎝　300g　耐荷重500g　
〈中国製〉　※スマートフォンは付いておりません。

ぬか床付きですぐにぬか漬け！

低温発酵ぬかなので冷蔵庫で作れ
ます。角型なので省スペース。

1  青磁ぬか漬けセット
／千陶千賀陶

申込番号 125268 5,800ポイント
ぬか漬け器・水抜き器・重石：陶器　鉄野菜：鉄　幅27×奥行17×高さ
13㎝　1.35㎏　ぬか床の素（500g）2コ付　〈日本製〉

数量
限定

数量
限定

数量
限定 数量

限定

チーズや
お肉、お魚も
絶品！

市販や手作りの
お寿司を電車に
  乗せて出発！

レール長径
約62㎝！

16.5㎝までの
大きいスマートフォン

 にも対応！

8  DVDプレーヤー
一体型プロジェクター

申込番号

180650 15,800ポイント
RA-PD080　幅20.5×奥行16×高さ9.5㎝　1.035㎏　コード長1.5m　
50W　明るさ：54ANSI　投影サイズ：30～150インチ　投影距離：1～
4.2m　スピーカー内蔵　対応ディスク：DVD・DVD-R/R DL/RW（VR
モード/CPRM記録ディスク含む）・CD/R/RW　AVケーブル・リモコン・レ
ンズカバー付　〈中国製〉　※ブルーレイは非対応です。

数量
限定

プロジェクター
本体にDVDを
セット。

折りたたんで
コンパクト収納！

フタがドーム型なので、タジン鍋・蒸し
鍋としても使用できます。

本格燻製を
自宅で簡単に
楽しめます。

レシピとお試し用のサクラチップ付き
だから、すぐに燻製を楽しめます。

中火で30～40分。
簡単に美味しく
できあがり
ます。

数量
限定

焼き芋も
作れます。

もち（2～4合）

生キャラメル

ヨーグルト

フレッシュバター

そば

フレッシュチーズ

数量
限定

数量
限定

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!

●  健康志向の方へ、
天然酵母パンコース搭載。

●  うどん・パスタに加え、
そばコースも追加。

●  選べる食感「みみやわらかめ
コース」と「みみかためコース」
搭載。

ガス火
専用

手洗いできて、
いつでも清潔。

1～
4杯

M

L

ブラック

ヘーゼル
ブラウン

カラオケ♪や
音読学習に最適！

チャレンジ! 　

豆から珈琲

チャレンジ! 　

ぬか漬け

チャレンジ! 　

燻 製

チャレンジ! 　

パン作り

チャレンジ! 　

焼き芋
チャレンジ! 　

回転寿司

※イメージ

天然酵母パンコース搭載。
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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。

プレートの温度を高温化させ
ないことで脂の煙化を抑える。

フタ

平面
プレート

たこ焼き
プレート本体

ネイビー

ホワイト

12  ホットプレート
／タイガー

申込番号

124106  11,000ポイント
CRC-B201T　プレート：アルミダイキャスト（平面プレー
トは硬質セラミックハードフッ素樹脂加工）　幅48.4×
奥行35.8×高さ12.7㎝　平面プレート：幅35×奥行28
×深さ2.4㎝　穴あき波形プレート：幅35×奥行28.5×
深さ2.2㎝　4.9㎏　コード長3ｍ　1200W 　温度調
節：保温～250℃　専用金属ヘラ付　〈中国製〉

9  ブルーノ
コンパクトホットプレート

申込番号

レッド　123523 ネイビー　124460
9,000ポイント

BOE021　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　
幅 37.5×奥行 23.5×高さ14㎝　平面プレート：幅 30×奥行
20.3×深さ2.8㎝　2.3㎏（平面プレート使用時）　コード長1.7m　
1200W　温度調節：65～250℃　平面プレート・たこ焼きプレー
ト・木べら付　〈中国製〉

ホットプレート、グリル鍋の
調理がこれ1台で！

5  カセットフー
ビストロの達人Ⅲ
／イワタニ

申込番号

125082  10,500ポイント
CB-BST-3　プレート：アルミダイキャスト（表面フッ素樹脂加工） 幅
38.7×奥行31.8×高さ18.4㎝　3.4㎏　2L　最大発熱量2.3kW
連続燃焼時間：約107分　ガラスふた・レシピブック付　〈日本製〉　
※五徳使用時の適応サイズ：底面径10～14㎝（土鍋は9号まで）。
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

※土鍋は付いておりません。

プレート
丸洗い可

数量
限定

10  ブルーノ
オーバルホットプレート

申込番号

ブラック　124808 グレージュ　124807
17,600ポイント

BOE053　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㎝　2.8㎏　
深鍋：2L　コード長1.8m　1200W　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〉

プレート
丸洗い可

数量
限定

深鍋・たこ焼きプレート・平面プレート付き。
お手入れも簡単!

ブラック グレージュ

ホワイト

プレート
丸洗い可

はさむ具材次第でアレンジも無限大♪

ガス栓や
コンセントのない
場所でも大活躍。

13  カセットこんろ
エコプレミアム
／イワタニ

申込番号

124747 5,500ポイント
CB-EPR-1　幅33.4×奥行27.4×高さ8.9㎝　1.5㎏　
最大発熱量2.9kW　連続燃焼時間約72分　〈日本製〉
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

ブラック

ボタン等の凹凸がないフラット天面はお手入れが簡単。 

簡単ダイヤル操作！ 使いやすいコンパクトサイズ。
余分な油を落として美味しくヘルシー。
料理の幅が広がる2枚プレート。

約2分半で耳までカリッ、中はしっとり焼きあがる。

2～3人で使えるA4サイズ。 
温度調節自在で多彩な調理OK!

見て楽しい！ 食べておいしい！
具だくさんな「萌え断サンド」が作れます！

遠赤外線効果と蓄熱性の高いプレート
で、表面はカリッと、中はジューシーに
焼き上げます。

ダイニングになじむ
スタイリッシュなプレートグリル。

3種類の専用プレート付き! 食卓で幅広い調理ができる！毎日の食卓を彩る、テーブルウェアの新定番。

数量
限定

数量
限定

お料理後のプレートはひと拭きするだけで
汚れが落ちるのでお手入れが簡単！

レッド

8  シュアー
プレートグリル　

申込番号

ホワイト　125390 ブラック　125384
9,800ポイント

SPG-1300　プレート：アルミダイキャスト（表面セラミック
加工）　幅60×奥行21.7×高さ7.8㎝　3.3㎏　コード長
1.8m　1300W　温度調節：保温～200℃　受け皿・シ
リコンキャップ付　〈中国製〉　※プレートのお手入れの際
は水洗いせずに濡れた布巾等をお使いください。

数量
限定

7  レコルト　プレスサンドメーカー　プラッド
申込番号

レッド　125272 ホワイト　125420
4,500ポイント

RPS-2　幅13×奥行21×高さ12㎝　960g　コード長1m　700W　レシピブッ
ク（50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。

温度調節機能付きで、食材に適切
な油温に調節できます。

卓上で手軽に揚げたてを
楽しめる！

フッ素樹脂加工プレート採用で、こびり
つかず簡単に返すことができます。

強火から弱火まで無段階で火力調整でき
るから、食材に合わせた焼き方ができます。

専用のU字バーナーなのでムラな
く焼けて、電気式のものと比べ、
短時間で作れます。

早い！ カンタン！ おいしい！
直火で本格たこ焼き。

楽しみが広がる、網焼きと串焼き
の1台2役！

卓上で楽しむ
本格的な炉端焼き。

仕切りを外せば、おでん鍋としてだけ
でなく、煮る・蒸す・茹でる・焼く・炒
める、の1台5役!
オールシーズン
使用できます。

おでん屋さん気分を
食卓で楽しめる。

数量
限定

煙の発生を少なく抑え、
室内で焼肉が楽しめる！

2  カセットガス炉端焼き器
炙りやⅡ／イワタニ

申込番号

125353 7,500ポイント
CB-ABR-2　幅40.9×奥行21.4×高さ13.4㎝　焼網：28×18㎝
2.4㎏　最大発熱量2.3kW　連続燃焼時間：約90分　〈日本製〉　
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。　※大量の肉を長
時間にわたって焼き続ける使用は絶対にしないでください。

1  多用途おでん鍋
ふるさとのれん

申込番号

125324 7,500ポイント
KS-2539　本体：木　内鍋：アルミニウム合金（内面フッ素
樹脂加工）　目皿：ステンレス　仕切り：アルミニウム　
幅38.7×奥行29×高さ13.8㎝　2.6㎏　コード長1.4m　
1200W　温度調節：80～250℃　〈日本製〉　

4  カセットガス
たこ焼き器
炎たこⅡ／イワタニ

申込番号

125352 8,500ポイント
CB-ETK-2　プレート：アルミニウム合金（表面フッ素樹脂加工）　
幅34.8×奥行23.1×高さ13.3㎝　2.2㎏　最大発熱量1.74kW　
連続燃焼時間：約110分　激ウマたこ焼きレシピ・竹串付　
〈日本製〉　※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

6  揚げ三昧　
温度調節機能付き
卓上電気フライヤー

申込番号

125295 5,000ポイント
TEF-650　幅24×奥行21×高さ17㎝　950g　コード長1.4m　
650W　最大油量：550g　最小油量：250g　温度調節：140～
180℃　〈日本製〉

11  アルコレ　IH調理器
申込番号

125340 7,000ポイント
AIH-1301/S　幅25×奥行25×高さ5.5㎝　対応鍋底径：12～
20㎝　1.7㎏　コード長1.8m　1300W　火力7段階調節　
〈中国製〉　※鍋は付いておりません。　※揚げ物調理には対応し
ていません。

3  カセットガス
スモークレス
焼肉グリル　やきまるⅡ／イワタニ

申込番号

125398 8,500ポイント
CB-SLG-2　プレート：アルミニウム合金（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㎝　2㎏　最大発
熱量1.0kW　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。

内面は
フッ素樹脂加工で
  お手入れも簡単！

 蒸し器としても
使える！

すき焼き

パエリア

プレートを外せば
カセットコンロとしても!

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

※ 土鍋風鍋を使用。 陶磁器・土鍋・アル
ミニウム・耐熱ガラスはご使用いただけ
ません。（IH対応のアルミニウム合金
鍋は可。）

数量
限定

プレート
丸洗い可

数量
限定

  フタ付きなので、
ほこりが入らず
油の一時保存に

便利！

数量
限定

プレート
丸洗い可

数量
限定

プレート
丸洗い可

安心な
マグネット
 プラグ式！

レッド

余分な油はプレート中央部の
穴から排出されるヘルシー設計！

※穴は付属のシリコン
キャップで塞げます。

数量
限定

プレート
丸洗い可

新色
登場！

串焼き

網焼き

87 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。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。
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グレージュ

3  T-fal　ラクラ・クッカープラス　
コンパクト電気圧力鍋

申込番号 125403 27,500ポイント
CY352AJP　幅26×奥行28.5×高さ28.3㎝　4.2㎏　コード長1.5m　700W　入
タイマー（最大12時間　※一部調理モード除く）　保温（最大24時間）　炊飯用計量
カップ・蒸し台・レシピブック（105メニュー）付　〈中国製〉

低糖質でタンパク質や食物繊維が豊富な
ブランパン対応ベーカリー。

誰でも簡単に焼ける！ ミニサイズのホットプレート。

極上トースト＆調理もできる
魔法のトースター。

いつものトーストが見違える味に。
料理も手早くおいしく仕上がる！

シンプル機能で
使いやすい電子レンジ。
フラット庫内だから、食品の出し入れも
お手入れもラクラク！

生地を流し込んだら
約３分でできあがり！

付属のグリルパン内は最大
330℃の高温に。焼く、煮る、
蒸す、炊く、温め、オーブン
料理など多彩な調理が可能。

料理のレパートリーが広がる3つの加熱モード
（スチーム・コンベクション・ノーマル）搭載。

5  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㎝　庫
内：幅32.8×奥行35.5×高さ20.6㎝　13.1㎏　コード
長1.5m　1450W　24L　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　角皿・スチーム用
カップ付　〈中国製〉

スチームで、余分な
脂と塩分をカット。
広々使えるフラットテーブル
で、出し入れもスムーズ。

時短も本格調理も！
1台16役の電気圧力鍋。

4合
3L

4合
3L

4  電気圧力鍋
インスタントポット DUO MINI

申込番号 124896 15,000／ 14,000ポイント
ISP1001　幅29×奥行25.5×高さ28.5㎝　3.9㎏　コード長1.1ｍ 　700W　自動
プログラム：10種　入タイマー（最大24時間）　保温（最大99時間50分）　蒸し台・
計量カップ・しゃもじ・おたま・レシピブック（100メニュー）付　〈中国製〉

グリーン

13  Hi-Rose　マイコン式
オーブントースター

申込番号

122862 4,980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㎏　コード長1m　
1200W　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〉

食パン
4枚

冷凍パン・
ピザにも
対応。

パン温め
ピ ザ

フライ温め
も ち

グラタン
トーストマイコン

6メニュー

ボタンひとつでベスト
な焼き上がりに！

パンだけでなく、お餅
やきりたんぽも簡単に
作れます。

残りごはんで
パンが焼ける！

残りごはんで
もちもち
ごはんパン！

15  Hi-Rose
ホームベーカリー

申込番号

124969 6,550ポイント
HR-B120P　幅23.2×奥行29.5×高さ25.5㎝　3.7㎏　
コード長1m　430W　自動メニュー：14　計量カップ・
計量スプーン・パンケース・はね・はね取り・レシピブック
（15メニュー）付　〈中国製〉

1斤

簡単操作で甘酒、プレーンヨーグルト、
カスピ海ヨーグルトが作れます。

遠赤ヒーター搭載。
表面までこんがり、
おいしい焼き上がり。トースター機能を強化した後継モデル新

登場。低温で行うドライフルーツづくりか
ら、高温調理までこれ1台で！

食材を包み込む熱風調理！ 
余分な油を使わずに絶品揚げ物も。

甘酒も作れるヨーグルトメーカー。 あたたかい豆乳やスープが
手間なく簡単に作れる！

メニューに合わせて、80～高温250℃まで
温度調節できます。

前扉は取り外してお手入れができます。

上部遠赤外線ヒーターで
こんがりおいしく！

14  遠赤外線
オーブントースター／象印

申込番号

125326 6,500ポイント
EQ-SA22　幅33.5×奥行29×高さ26㎝　庫内：幅
27×奥行23.5×高さ11㎝　4.3㎏　コード長1.2m　
1000W　温度調節：80～250℃　30分タイマー　着
脱式焼き網・トレイ付　〈中国製〉

たくさんはかれる
3kgスケール。

16  デジタル
クッキングスケール
／タニタ

申込番号

123106 2,560ポイント
KD-312　幅16.2×奥行19×高さ3.8㎝　388g　
単3×2（お試し用）付　ボタンを押すと0gになり、追加
計量できます。　〈日本製〉

計量単位
1g

最大計量
3㎏

文字高2㎝の
見やすいデジタル表示。

12  遠赤外線トースター
／ツインバード

申込番号

125332 6,000ポイント
TS-4019B　幅32×奥行28.5×高さ24㎝　庫内：幅26×奥行23×高さ
10㎝　3.3㎏　コード長1.2m　1200W　火力4段階切替（300～
1200W）　15分タイマー　天板付　〈中国製〉

奥の調理物も取り出しやすいせり出
す焼き網。

本格スープやパスタソースも！

深さのある（4㎝）便利なメッシュバスケット付き。
細かい食材も入れられます。

下段ヒーター形状の改良で、さらに焼き上がりが
きれいに。

お子様と一緒に可愛くアレンジ。

食パン
2枚

6  アラジン  グラファイト
グリル＆トースター

申込番号

ホワイト　124711 グリーン　124710
22,000／ 21,000ポイント

AGT-G13A　幅36×奥行35.5×高さ25㎝　庫内：幅31×奥
行28.5×高さ9㎝　4.7㎏　コード長1m　1300W　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〉　
※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。

7  ブルーノ　
スチーム&ベイク トースター

申込番号

ブラック  125117 グレージュ  125116
15,000ポイント

BOE067　幅35×奥行37×高さ22.5㎝　4.8㎏　庫
内：幅28×奥行26×高さ8㎝　コード長1.2m　1350W　
温度調節：90～250℃　30分タイマー　給水カップ・
ベイキングトレイ・ベイキングトレイ用網・パンくずトレイ付　
〈中国製〉

8  電子レンジ／東芝
申込番号

125385 14,000ポイント
ER-SM17　幅45.8×奥行38.4×高さ28.1㎝　庫内：
幅27.3×奥行32.3×高さ18.1㎝　12㎏　コード長
1.8m　950/1300W（50/60Hz）　17L　タイマー：20
秒～15分　〈中国製〉

2  ブランパン対応
ホームベーカリー
／ツインバード

申込番号

125331 12,500ポイント
PY-5636W　幅24×奥行35×高さ28㎝　4.2㎏　コード長1.4m　
450W　15時間タイマー　自動メニュー：18　計量カップ・計量ス
プーン・羽根とり棒・ガイドシート・レシピブック（42メニュー）・低糖質ブ
ランパンミックス・ドライイースト付　〈中国製〉

11  クイジナート
ノンフライ
オーブントースター

申込番号

125346 19,500ポイント
TOA29SJ　幅32×奥行38×高さ29㎝　庫内：幅24×奥行
29.5×高さ9㎝　5.7㎏　コード長1.5m　1450W　温度調
節：90～230℃　トースト焼き色3段階設定　60分タイマー　
調理モード6種　トレイ・メッシュバスケット・オーブンラック・レシピ
ブック（12メニュー）付　〈中国製〉　※新商品のため、2021年
10月上旬以降のお届けとなります。

9  甘酒・ヨーグルトファクトリー
申込番号

125350 5,200ポイント
TKSM-020　幅14.8×奥行17×高さ27.5㎝　630g　コー
ド長1.3m　30W　切タイマー（8/10時間）　500～1000ml
入り牛乳パック使用（底辺7㎝角のもの）　計量カップ（50ml）・
甘酒専用ケース（1L）付　〈中国製〉

食パン
2枚

数量
限定

数量
限定

食パン
4枚ホワイト

ブラック

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

1  レコルト
スマイルベイカーミニ

申込番号

ミニドーナツ　125275 ワッフルイエロー　125271
2,500ポイント

RSM-2　幅13×奥行15×高さ10cm　ミニドーナツ：610g　ワッフル：560g　
コード長1m　350W　専用レシピシート付　〈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。

10  レコルト
ソイ＆スープブレンダー

申込番号

レッド　125285 クリームホワイト　125286
9,800ポイント

RSY-1　幅13.6×奥行10.4×高さ21.6㎝　990g　コード長
1m　95～230W　350ml　モード3種（ソイミルクモード·スー
プ/パスタモード・ジュース/クリーンモード）　計量スプーン・クリー
ニングブラシ・レシピブック（37メニュー）付　〈中国製〉

冷凍唐揚げも
サクッと

クリスピーに！

ヨーグルトは牛乳パックを
そのまま使うから、
簡単&清潔で、面倒な
容器の殺菌も不要！

レッド

クリームホワイト

氷OK※

ブランパン以外にも、
食パンからうどんまで
豊富なメニュー！

1斤分のブランパンミックス・ドライイースト
付きなのですぐに始められます。

お餅ミニドーナツ

ワッフル

焼き芋

甘酒

ワッフル
イエロー

焦げつきにくく、
サッと拭くだけ、
お手入れ簡単！

ミニドーナツ

数量
限定

数量
限定

炒めから圧力調理
までこれ1台！

スチームモードで外は
カリッと、中はもっちりし
た食感に。

注ぎやすい前面の給水口。

材料を入れて
ボタンを押す、
簡単時短調理。

数量
限定

1台7役！ 多機能圧力鍋
❶圧力調理
❸炊飯
❺蒸し調理
❼保温

❷スロークッカー
❹炒め調理
❻ヨーグルト
　メーカー

食パン
4枚

数量
限定

数量
限定

食材を入れた
あとは“ほったらかし” 

でOK！
ヒーター内蔵で加熱しながら刻んで
かき混ぜます。

「発酵」＆「ベイク」
メニューでパンも

焼ける！

調理ができる便利
なグリルパン。

甘酒

ヨーグルト

数量
限定

1台16役！ 多機能圧力鍋
❶圧力調理
❸無水調理
❺炒め調理
❼煮込み調理
❾発酵

❷炊飯モード（4種）
❹蒸し調理
❻低温調理
❽レシピモード（4種）
10ベイク

数量
限定

食パン
4枚

乾燥大豆からあったか豆乳とふわふわなおからが
作れる。

109 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。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。
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使い方簡単！

ブラックコーヒー

ブラックコーヒー

（マグサイズ）

エスプレッソタイプ
アイスメニュー

カプチーノ
カップに市販の
「ネスレブライト」
を入れて！
カフェラテ

 お好みのメニューをタッチするだけ。

ホイッパー ブレンダー

5  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㎏　コード長1.2m　170W　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〉

料理の下ごしらえはもちろん、
自家製バターも簡単！

泡立ておろすまぜるきざむ

バターも
作れる! 

泡立てまぜるつぶす

泡立て
6  クイジナート　
コードレス
充電式ハンドブレンダー

申込番号

125354 12,000ポイント
RHB100J　ブレンダー：幅5.5×奥行6×高さ
41.5㎝　620g　2時間充電で約12分使用可　
ウィスク・専用カップ（800ml）付　〈中国製〉

スリム＆軽量な
ハンディブレンダー

数量
限定

強火で炊き続け、
うまみを引き出す
「豪熱沸とうIH」。

13  IH炊飯ジャー／象印
申込番号

5.5合 125327 21,500ポイント
1升 125328 23,500ポイント
コード長1m　白米炊き分け3コース　しゃもじ・計量カッ
プ（白米・無洗米用）付　［5.5合］NW-VH10-TA　幅
25.5×奥行37.5×高さ20.5㎝　4㎏　1105W　［1
升］NW-VH18-TA　幅28×奥行40.5×高さ24.5㎝　
5㎏　1295W　〈日本製〉　

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

一度沸かせば、約80℃以上で
30分保温OK!

内側2層構造で
触れても熱くない!

※ 24℃の室温で100℃に沸いた
1Lのお湯の場合。

※イメージ

中身が見えるから、お湯の残量や残った
お湯の捨て忘れを防ぐことができます。

耐熱ガラス製の
おしゃれなケトル。

ブロンズ1.5Lダークブラウン1L

飲み頃温度を
長時間キープ。

保冷

保温

17  サーモス
ステンレス卓上ポット

申込番号

ダーク　　　
ブラウン 1L    125120 ブロンズ

1L    125121
ダーク　　　　
ブラウン 1.5L125122 ブロンズ

1.5L  125123
4,500ポイント

ステンレス　ポリプロピレン　シリコーン　幅19×奥行
12.5㎝　口径7㎝　［1L］高さ18㎝　560g　保冷・
保温効力：11℃以下・66℃以上（各10時間）  ［1.5L］
高さ22.5㎝　630g　保冷・保温効力：10℃以下・72℃
以上（各10時間）　〈中国製〉

給水が必要なタイミングを知らせてくれ
る給水表示ランプ搭載。

16  マリ・クレール 
アクアグラス
電気ケトル1.2L

申込番号

313934 2,800ポイント
MC-713　幅14.5×奥行20.5×高さ22㎝　870g　コー
ド長75㎝　900W　〈中国製〉　※保温はできません。

数量
限定8  スマート＆コンパクト

ハンドミキサー／貝印
申込番号 125355 5,000ポイント
DL6430　幅8.6×奥行6.6×高さ18㎝　489g　コード長1.5m　40W　
ウィスク大・小各1コ付　〈中国製〉

1  サーモス
真空断熱ポット
コーヒーメーカー

申込番号 125383 8,500ポイント
ECJ-700BK　幅15.5×奥行24.5×高さ36㎝　2.1㎏　コード長1.5m　
700W　630ml　〈中国製〉

7 ブルーノ　マルチスティックブレンダー
申込番号 124939 6,600ポイント
BOE034　ブレンダースティック使用時：幅6.3×奥行6.8×高さ36.5㎝　
570g　コード長1.5m　200W　最大容量650ml（チョッパー）　レシピ（6
メニュー）付　〈中国製〉

まほうびん構造のポットなので煮詰まらず、
淹れたてのおいしさを
そのままキープ。

手間のかかる料理の
下ごしらえを簡単にします。

便利すぎる! 1台7役の
フードプロセッサー。

「ネスカフェ アプリ」にも対応。コーヒーの濃さ
や泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽
しめます。

幅わずか15.5㎝の超スリム設計
で設置スペースを選びません。

ホットもアイスも簡単操作で
本格的な一杯に！ 

数量
限定

3～
5杯

握りやすいハンド
ルデザインなので、
安定感があり手に
フィット！

コンセントを気にせず使える、
コードレスタイプ！

使い分けられる大小のウィスク付き。

お料理からお菓子作りまで、
幅広く使えるハンドミキサー。

数量
限定

4  レコルト　カプセルカッター　ボンヌ
申込番号

カーマインレッド　125273 クリームホワイト　125274
6,500／ 6,000ポイント

RCP-3　幅12.4×奥行11.7×高さ23.4㎝　1.1㎏　コード長1m　260W　
500ml　レシピブック（28メニュー）付　〈中国製〉　※ご家庭の製氷皿で作った角氷
だけでなく、市販の氷もお使いいただけます。

氷OK※練るおろすきざむ

つぶす まぜる 泡立て 砕く
市販の氷も砕けるの
で、かき氷も簡単に。

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。   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。

ポットに氷を入れて
そのままドリップすれば
  アイスコーヒーも簡単！

リラックス
 タイムに！

大ウィスクはメレンゲやク
リーム作りに、小ウィスク
は少量の泡立てやお料
理に。

自立するから
一時置きにも
便利。

人気
商品!人気商品!

数量
限定氷OK※

つぶす

砕く

まぜる 泡立て

きざむ

真空パックで鮮度長持ち! 
食品の劣化・腐敗を防止。

味が染み込む
  真空調理にも。

30時間
おいしく
保温できる
「うるつや
保温」。

大根おろしも
ホイップクリームも。

カーマインレッド

クリームホワイト

具材を
入れてボタンを
  押すだけ！

簡単操作の電動マルチミキサー。

窯の側面まであたたま
る高火力でムラなくふっ
くら炊き上げます。

どこでも炊き立てごはんが
食べられる！ 
超高速弁当箱型炊飯器。

ホワイト

レッド 9  レコルト　コンパクト　
ライスクッカー　2.5合

申込番号

ホワイト　125289 レッド　125290
7,200ポイント

RCR-1　幅22.5×奥行20.4×高さ21㎝　1.6㎏　コード長
1.2m　300W　タッチパネル式　しゃもじ・計量カップ・レシピブック
（24メニュー）付　〈中国製〉

炊飯 発酵

蒸す

低温調理

煮る

炊き込みごはん
はもちろん、肉
料理やパンも！

商品のお問い合わせは…ネスカフェバリスタサポートデスク 
0120-366-800　9～19時（年中無休）

「コードレス給湯」できる
蒸気レスまほうびん。
使い場所を選ばない

2
にとうりゅう

湯流。

15  T-fal　電気ケトル
セーフ・トゥ・タッチ 1L

申込番号

124551 6,500ポイント
KO2611JP　幅 23×奥行 16×高さ22㎝　906g
（本体のみ）　コード長 1.3m　1250W　〈中国製〉

数量
限定10  真空パック器／フードセーバー

申込番号 125388 10,000ポイント
VS0195　幅40.5×奥行15.7×高さ6.9㎝　1.68㎏　コード長1m　
120W　専用パックロール（3ｍ ）大1コ・真空ジッパーバッグ（L2コ・S3コ）・
ハンディシーラー1コ付　本体・ハンディシーラー：〈中国製〉　専用パック
ロール・真空ジッパーバッグ：〈韓国製〉　※必ず密封した袋の一部を開封
してから温めてください。

ロールの購入に関するお問い合わせは…
フードセーバーカスタマーサービスセンター
0120-36-2040　平日（10～18時）

4つのアタッチメントで1台
4役！付属の密閉フタで容
器のまま冷蔵保存可能。

泡立ても
ラクラク！

すりつぶしや
撹拌（かくはん）に。

2  バリスタ　フィフティ／ネスレ日本
申込番号 125341 6,500ポイント
SPM9639　幅15.5×奥行30.6×高さ32.3㎝　3.4㎏　コード長80㎝　
1460W　800ml　〈インドネシア製〉 ※専用カートリッジは付いておりま
せん。市販の「エコ＆システムパック」をお使いください。

数量
限定

少量でもおいしく炊ける！ 
多機能コンパクト炊飯器。

毎日の
お手入れも
簡単。

ヘルシーメニュー（おかゆ・玄米・麦飯・
雑穀米・おこわ・低糖質）で健康ごはんも！0.5合が約14分で炊けます。

銘柄に合わせ最適な火力と
時間で旨さを引き出します。

12 銘柄炊きジャー炊飯器
／アイリスオーヤマ

申込番号

3合     125162 8,500／ 8,000ポイント
5.5合   125163 8,980ポイント
コード長1m　12メニュー　40銘柄炊き分け　しゃもじ・
計量カップ（白米用、無洗米用）付　［3合］RC-ME30-
B　幅23.2×奥行27.4×高さ20.1㎝　2.8㎏　475W　
［5.5合］RC-ME50-B　幅26×奥行31.2×高さ22.5㎝
3.5㎏　645W　〈中国製〉

数量
限定

保温 数量
限定

11  おひとりさま用超高速
弁当箱炊飯器／サンコー

申込番号

125386 6,500ポイント
TKFCLBRC　幅24×奥行10×高さ8㎝　840g　コード
長1.4m　185W　0.5～1合　計量カップ付　〈中国製〉

熱く
ない!

14  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／ 14,000ポイント

申込番号 3L　124766
15,000／ 14,500ポイント

幅21.7×奥行28.2㎝　コード長1m　700W　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〉

18  押すだけポット
みエ～る／象印

申込番号 ２．２L　122780
5,380ポイント

申込番号 3L　122781
5,980ポイント

ガラスマホービン　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。

軽く押す
だけで
ラクラク
給湯。

2.2L

保冷

保温

3L

コードレス
エアー給湯

らくらく
電動給湯

3  クレバー
ホイップチョップ

申込番号

125387 4,200ポイント
KS-A4　容器：AS樹脂　幅11.2×奥行11.2×高さ
24.6㎝　755g　コード長1.05m　200W　360ml　
カップ・ふた・カッター刃付きシャフト・シャフト・カッター刃・
ミキサー・ホイッパー・皮むき用シャフト付　〈中国製〉

まぜる 泡立て きざむ

数量
限定

3合

3合

※イメージ

保存 下ごしらえ 真空調理

パックロールは電子レンジ・湯せんで温めOK！※

銘柄に合わせ最適な火力と
時間で旨さを引き出します。

3合
下ごしらえを簡単にします。

5.5合

1211

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



  IH 調理器（100・200V）可   直火可   オーブン可   食器洗い乾燥機使用可
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。

⑤

③

⑥

①

②

④

8号

9号

9号

①

② ③

9  SUGIDOCO
（すぎドコ）
／いなかず商店

申込番号

125278 7,000ポイント
杉（九州産）　幅26.5×奥行17×高さ11㎝　600g　〈日本製〉　
※天然木使用のため、色や模様が多少異なることがあります。杉
の力を最大限活かすため、塗装加工は行っていません。

10  オブジェシリーズ／宮﨑製作所
申込番号

① 両手鍋20㎝ 121450 6,000ポイント
② デンチョー
ケトル 121453 5,000ポイント

③ 深型両手鍋
22㎝ 121451 7,000ポイント

④ 浅型両手鍋
25㎝ 121452 6,500ポイント

⑤ 片手鍋14㎝ 121448 4,000ポイント
⑥ 片手鍋18㎝ 121449 5,000ポイント

①最大幅29.5×高さ17㎝　径20×深さ9.8㎝　
1.1㎏　3L　②側面:18-8ステンレス　底面:有
磁性ステンレス　幅21.8×奥行17.8×高さ22
（持ち手除く12.8）㎝　760g　適正1.3L（満水
2L）　持ち手可動式（片側）　③最大幅32.5×
高さ22.2㎝ 径22×深さ14.9㎝ 1.4㎏ 5.4L　
④最大幅35.7×高さ15.8㎝　径25×深さ8㎝　
1.4㎏　3.7L　⑤最大幅31×高さ13.2㎝　径
14×深さ8㎝　0.7㎏　1.2L　⑥最大幅35×高
さ16.3㎝　径18×深さ9.5㎝　0.9㎏　2.2L　　
〈日本製〉

2  ふかみシリーズ
申込番号

① フライパン
20㎝ 125148 2,000ポイント

② フライパン
26㎝ 125149 2,500ポイント

③ フライパン
28㎝ 125150 3,000ポイント

④ 深型フライパン
24㎝ 125151 2,500ポイント

⑤ いため鍋
28㎝ 125152 3,500ポイント

⑥ 玉子焼きパン 125153 2,000ポイント

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最
大幅38.3×高さ12.3㎝　径20×深さ5.2㎝　
470g　②最大幅46.7×高さ15.2㎝　径26×
深さ6.6㎝　730g　③最大幅48.5×高さ14㎝　
径28×深さ7.1㎝　820g　④最大幅44.1×高
さ14.9㎝　径24×深さ7.1㎝　680g　⑤最大
幅48.2×高さ15.4㎝　径28×深さ8.2㎝　
835g　⑥最大幅35.6×高さ12㎝　焼き面：13
×18×深さ3.3㎝　420g　〈日本製〉

熱の伝わりが良く、保温性に優
れた「全面鉄芯三層鋼」を採用。
（デンチョーケトルは除く。）

食材にかかる負荷が少なくスムーズに切り落とすので、食材本来
の旨味や甘み、栄養を損なうことなく調理できます。

本体：陶器（萬古焼）　フタ：鉄鋳物　①②最大幅
24×高さ14.5㎝　径20×深さ10㎝　3.3㎏　2L
③④最大幅21×高さ13.5㎝　径16×深さ9㎝　
2.1㎏　1.5L　レシピブック（6メニュー）付　
〈日本製〉　※製品の特性上、吹きこぼれた場合な
どの汚れが表面に残る場合があります。　※釉薬
の色ムラやピンホールと呼ばれる小さな穴がある場
合がございますが、不良品ではございません。

消臭と抗菌効果に優れ、ニオイを軽減。

季節の定番野菜がおいしく変身。

ブラック

ホワイト

便利な内側目盛り付き。

移動に便利な引っ掛け式の取っ手付き。

木製のようなソフトな刃あたりで、包丁を傷つけにくい。

側面は薄く仕上げているので軽くて扱いやすい
一方、底面は厚く仕上げているので、熱を十分
に蓄えます。

コーティングしてないので鉄分がしっかり溶け出します。
特殊な羽釜形状と二重構造によって鍋の中でまんべんなく熱が対流。
火を止めた後も熱が入り続け、蓄熱調理が可能に。

毎日使うやかんを鉄瓶に変えて、
お茶を楽しみながら鉄分補給。

TVで話題！ 蓄熱・時短・無水調理ができるスゴ技土鍋。

割れたり欠けたりしないアルミ鋳物
製。熱伝導が良く、均一に熱を伝える
ので、料理がおいしく仕上がります。

軽さを追求！ 熟練鋳物職人が造り上げた、日本製卓上鍋。

手間なく美味しい
ぬか漬けが
楽しめます！

魔法のように水が消える！ 
水抜き要らずのぬか箱。

職人技が凝縮された最強バランス。
軽やかなすり心地。
ふわふわの仕上がり。

持ちやすい重さ、
熱伝導や保温性に
優れたロングセラー。

11  IH 味彩鍋
申込番号

8号 125372 8,000ポイント
9号 125371 10,500ポイント
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　［8号］最大幅29.5×
高さ13.5㎝　径24×深さ7㎝　1.48㎏　3.1L　［9号］最大幅
32.5×高さ14.4㎝　径28×深さ7.8㎝　1.89㎏　4.4L　
〈日本製〉

5  マック
最高級エラストマーまな板

申込番号

125300 4,200ポイント
合成樹脂類（特殊エラストマー樹脂）　幅37×奥行24×厚さ0.4㎝　330g　
〈日本製〉

8  燕三条　職人技おろし
申込番号

125349 6,200ポイント
本体：ステンレス　滑り止めマット：エラストマー樹脂　幅10.6×奥行
22×高さ5.6㎝　450g　滑り止めマット付　〈日本製〉

6  ベストポット
申込番号

① 20㎝
ブラック 125356 30,500ポイント

② 20㎝
ホワイト 125357 30,500ポイント

③ 16㎝
ブラック 125358 23,000ポイント

④ 16㎝
ホワイト 125359 23,000ポイント

注ぎ口は湯切れをよくするくぼみ付き。

数量
限定

弾力性があり、まな板に
キズが付きにくい。

軽くて
傷つきにくい
まな板。

1つの揚げ鍋で5役！

安心・安全の確かな日本品質。

4  機能が自慢！
揚げ鍋20㎝（揚げバット付）

申込番号

125314 4,200ポイント
鉄（シリコン塗装）　本体：最大幅26×高さ12㎝　径20×深
さ10.5㎝　グリル兼用フタ：内径19.5×深さ2.9㎝　1.6㎏　
適正：1.2L（満水2.8L）　本体・グリル兼用フタ：〈日本製〉
網：〈中国製〉
※調理中はグリルパンの取っ手を取り外してください。　※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。

3  食洗器で洗える
ゆきひら鍋
シリーズ

申込番号

18㎝ 125291 2,000ポイント
20㎝ 125292 2,400ポイント
ステンレス　［18㎝］最大幅33.8×高さ12㎝　径18×深さ8.3㎝　
470g　1.9L　［20㎝］最大幅35.8×高さ11.5㎝　径20×深さ
8.3㎝　545g　2.4L　〈日本製〉

水切れのよさや食器の出し入れのしやすさ、お手入れのしやすさなどの
こだわりが満載！

人気料理研究家の有元葉子さん
プロデュースの水切りカゴ。

木製のつまみを
縁に引っ掛け、内側を
乾かせます。

固い食材は
もちろん、柔らかい

食材も！

薄くて軽く、
反りにくい。
抜群の耐久性！

両口付きで
  注ぎやすい！

数量
限定

・ 本製品は、ダイキン工業株
式会社の「Silkware」により
コーティングされています。
・「 Silkware」はダイキン工業
株式会社の商標です。

⑥

①②③

④

⑤

５年間保証

② ③①

18-8ステンレス　小物ポケット付　①幅35.8×
奥行32.2×高さ14.2㎝　脚幅：35×23.5㎝　
1.8㎏　②幅53×奥行21.8×高さ14㎝　脚幅：
21.8×45㎝　2.04㎏　③幅45×奥行30×高さ
14㎝　脚幅：45×21.8㎝　2.18㎏　〈日本製〉

1  ラバーゼ　ステンレス水切りかご
申込番号

① 縦置き　　125375 13,500ポイント
② スリム
横置き　　124610 14,500ポイント

③ スリム
縦置き　　124608 15,500ポイント

お湯を沸かしたり、ゆでたり、多用途に使えます。軽量加工で軽く、深くて底面が
広いのでさまざまな調理に
使いやすい！

オールステンレス製で清潔に使える！

冷蔵庫に入る
サイズ！

ごはんも

❺揚げ鍋の
フタとして

新潟県燕市の「おろし金」職人工場で
製造したおろし器は鏨（たがね）で一刃
一刃掘り起こした本格目立て。 

トマト

メイン料理も

7  南部鉄器の
モダン鉄瓶

申込番号

125299 25,000ポイント
本体：鉄鋳物　つまみ：天然木　幅16.5×奥行20.3×高さ15㎝　
2.2㎏　1L　持ち手可動式　〈日本製〉　※沸騰すると注ぎ口か
ら熱湯が噴き出す場合があるため、水量は7分目程度でご使用くだ
さい。※鉄鋳物はお手入れをしないと、サビが発生します。※お届
けまでにお時間をいただく場合がございます。

❸フライパン ❹グリル調理

❶揚げる ❷バットとして

数量
限定

ガス火
専用

TVで
話題！

1413 1413

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。 ※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



キッチン フライパン・鍋 ※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。 ※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

1  T-fal　IHルージュ・
アンリミテッドシリーズ

申込番号

① エッグ
ロースター 125360 5,200ポイント

② フライパン
20㎝ 125361 4,500ポイント

③ フライパン
26㎝ 125362 5,800ポイント

④ フライパン
28㎝ 125364 6,500ポイント

⑤ マルチパン
22㎝ 125363 5,800ポイント

⑥ マルチパン
26㎝ 125365 6,500ポイント

⑦ ウォックパン
28㎝ 125366 6,800ポイント

⑧ ソースパン
18㎝ 125367 6,800ポイント

⑨ シチューポット
20㎝ 125368 7,500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）　①最大幅35×高さ
8㎝　焼き面：14×18×深さ3.8㎝　660g　〈中国製〉　②最大幅
37.4×高さ7.1㎝　径20×深さ4.5㎝　696g　③最大幅45.3×高さ
8.8㎝　径26×深さ5.7㎝　1.159㎏　④最大幅47.4×高さ8.6㎝　
径28×深さ5.7㎝　1.307㎏　⑤最大幅39.8×高さ9.4㎝　径22×深
さ7㎝　913g　⑥最大幅45.8×高さ10.5㎝　径26×深さ7.6㎝　
1.181㎏　⑦最大幅46.7×高さ10.9㎝　径28×深さ7.4㎝　1.163㎏　
⑧最大幅37.3×高さ15.3㎝　径18×深さ9㎝　1.269㎏　2.4L　⑨最大
幅33.4×高さ15.8㎝　径20×深さ10㎝　1.559㎏　3.2L　〈フランス製〉

数量
限定

数量
限定

① ②③④

⑤⑥ ⑦

⑧

①

⑨

ティファール史上最高峰の耐久性を実現。

高い耐久性を実現したチタン・アンリミテッドコーティングで、使い始めのこびりつ
きにくさが長く続きます。

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最
大幅36.7×高さ3.7㎝　焼き面：13×18×深
さ3㎝　440g　②最大幅40×高さ6㎝　径22×
深さ5.5㎝　580g　③最大幅48×高さ6㎝　
径26×深さ5.7㎝　680g　④最大幅50.5×高
さ6.6㎝　径28×深さ6.1㎝　810g　⑤最大幅
47.7×高さ7.5㎝　径26×深さ7.2㎝　750g　
⑥最大幅49.5×高さ8㎝　径28×深さ7.5㎝　
800g　〈中国製〉　※2年間保証は通常使用
による内面フッ素樹脂加工のはがれが対象です。

3  エバークックαシリーズ
申込番号

① 玉子焼き
パン 125392 3,480ポイント

② フライパン
22㎝ 125393 3,800ポイント

③ フライパン
26㎝ 125394 4,300ポイント

④ フライパン
28㎝ 125395 4,800ポイント

⑤ いため鍋
26㎝ 125396 4,800ポイント

⑥ いため鍋
28㎝ 125397 4,990ポイント

ツルすべが続き、ずっと使いたくなる
フライパンです。

「こびりつきにくい」「お手入れ簡単」
ストレスフリーなフライパン。

②③④

⑤⑥

2年間保証

7  ごきげん
ホットサンド倶楽部

申込番号

125270 3,000ポイント
アルミニウム合金　全長33×幅18×高さ4㎝　焼き面最大：18×
10.7㎝　480g　〈中国製〉

数量
限定

程よい量をパクパク！ 
いろんな味をちょこちょこ！

食パン1枚だけで
手軽にサッと作れる。

分割できて
水洗い楽 ！々

底厚が4㎜と厚いので熱伝導が良く、蓄熱性も抜群! 
弱火でも中までしっかり均一に火が通るので、
早く美味しく調理できます。

100万回の耐摩耗試験に合格！
こびりつきにくさが長続きします！

2 スーパーストーンバリア
フライパンシリーズ

申込番号

① フライパン
20㎝ 123891 5,500ポイント

② フライパン
26㎝ 123892 6,000ポイント

③ 深型パン
28㎝ 123893 7,000ポイント

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　角の丸い金属ヘラ
使用可　①最大幅39×高さ5.2㎝　径20×深さ4.6㎝　580g　
②最大幅48×高さ5.5㎝　径26×深さ4.9㎝　880g　③最大
幅50.2×高さ11.7㎝　径28×深さ7.4㎝　965g　〈韓国製〉　

こびりつきにくさの秘密は
10層構造（6層＋4層）の
ストーンバリアコーティング。

実演販売士レジェンド
松下さんもおすすめ！

①

②

③

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㎝　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〉

5  Remi♪Hirano　レミパン
申込番号

イエロー 122248 ブラウン 122249
10,000ポイント

6 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＋ピンクマーブルフッ素樹脂
加工）　フタ：強化ガラス　最大幅44.5×高さ11.2㎝　焼き面：26×17×深さ
5.4㎝　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〉

人気
商品!人気商品!ネイビー

レッド

ホワイト

1年間保証

〈4・5共通〉※1年間保証は、本体内面のフッ素樹脂のはがれ・底部の金属面の加工のはがれ・熱による変形が対象となります。

レミさんのアイデアがギュッとつまった
万能深型フライパン。

使いやすさをとことん追求！
革新的な機能をプラス！

ワイド設計で大きな魚やステーキもおまかせ！

使いやすい便利な機能と
うれしい工夫が
人気のヒミツです。

1年間保証

ブラウンイエロー

蒸気穴を
開けて、フタを
したまま差し
水ができます。

数量
限定

8  ビタクラフト　ソフィアⅡシリーズ
申込番号

①フライパン20㎝ 124553 3,500／ 3,000ポイント
②フライパン22㎝ 124554 4,000／ 3,500ポイント
③フライパン26㎝ 124555 5,000／ 4,500ポイント
④フライパン28㎝ 124556 5,500／ 5,000ポイント
⑤ウォックパン20㎝ 124557 4,000／ 3,500ポイント
⑥ウォックパン26㎝ 124558 5,500／ 5,000ポイント
⑦エッグパン  124559 5,500／ 4,500ポイント

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　
①最大幅40×高さ9.3㎝　径20×深さ
4.8㎝　654g　②最大幅42.1×高さ
9.3㎝　径22×深さ4.8㎝　726g　③最
大幅46.3×高さ10㎝　径26×深さ
5.8㎝　974g　④最大幅48.3×高さ
10㎝　径28×深さ5.8㎝　1.08㎏　⑤最
大幅40×高さ12㎝　径20×深さ7㎝　
690g　⑥最大幅46.3×高さ11㎝　径
26×深さ7㎝　956g　⑦最大幅38×高
さ7.5㎝　焼き面：14×20×深さ3.4㎝　
600g　〈中国製〉

ビタクラフトの技術が活きるフライパン。

抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3
コートで焦げつきを防止。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）

焼きムラなしでキレイに焼ける！

数量
限定⑤⑥

⑦
①②③④

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　
①最大幅42.7×高さ4.8㎝　径24×深さ4㎝　
900g　②最大幅46.5×高さ5.5㎝　径28×深さ
4㎝　1.84（本体のみ1.07）㎏　ガラスふた付　
③キャセロールパン（最大幅37×高さ10㎝　深さ
9㎝　1.04㎏）・ディープパン（最大幅42.7×高さ
7.5㎝　深さ7㎝　960g）・ソテーパン・ガラスふ
た付　〈中国製〉　

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。

焦げつきにくい、ムラができにくい。 おいしく焼ける、最強のシリーズ。

数量
限定

数量
限定

※底面6層・側面5層

10  フレーバーストーンシリーズ
申込番号

① ソテーパン
24㎝ 124063 5,500ポイント

② フタ付きソテー
パン28㎝ 124065 7,000ポイント

③ 4点セット 123625 14,500ポイント

①

②

ソテーパン24㎝
ディープパン24㎝

キャセロールパン
24㎝

ガラス
ふた
24㎝

③お得な4点セット

（10メニュー）
  ※4点セットのみに付いています。

シリーズ
累計販売数

万枚突破
1000

※2019年4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

焼く・煮る・炒める・蒸す・オーブン料理がこれ1台で！

11 フレーバーストーン
ダイヤモンドエディション
6点セット

申込番号

125238 9,500ポイント

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　幅23.5×
奥行23.5㎝　①高さ7.4（深さ7）㎝　②高さ4.5（深
さ4）㎝　ハンドル：幅4.5×長さ19.5㎝　ハンドル・ガ
ラスふた・収納マット・レシピブック（25メニュー）付　
〈中国製〉

ハンドルを外すと、お皿に早変わり!

TVで
話題！

※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※

卵もつるん!!

ハンドルが外せてオーブン調理も可能！ そのまま食卓に出せます。

②マルチ
　ソテーパン

人気
商品!人気商品!①エクストラ

　ディープパン

パンダ柄の
焼き印が かわいい！

目玉焼きも
つるん! 9  ビタクラフト　グリルイングリル

申込番号 125374  9,000ポイント
ステンレス　アルミニウム　幅26.5×奥行18.5×高さ4.5㎝（フタ含む）　
1.08㎏　使用可能な魚焼きグリルの庫内サイズ：入口幅21×網の奥行27×
網からの高さ6㎝以上　レシピブック（20メニュー）付　〈ベトナム製〉

優れた密閉性で360°全面から熱
を均一にじっくりと伝え、お肉は
しっとりジューシーに、魚はふっく
ら、野菜は素材本来の味が引き出
され、シンプルな味付けでもおい
しくいただけます。

高温でパサつきやすくなる魚焼きグ
リルでも、食材の水分や旨みを閉じ
込め、理想的な蒸し焼きに！

魚焼きグリルを有効活用！

数量
限定

4  レミパンプラス
申込番号

ホワイト 124445 ネイビー　124951
レッド 124444

12,500／ 12,000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44×高さ15㎝　径24×深さ8㎝　1.4（本体のみ0.86）㎏　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）　※お玉は付いておりません。

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

つまみにターナー
が置ける仕様。

大きな魚も
丸ごとOK!

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。

焦げつきにくく、
お手入れ簡単！

料理愛好家 平野レミ
レミパンシリーズ

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

煮る、炒める、蒸すなど
あらゆる調理法を
こなします。

様々な調理が
ひとつでできる！

各キッチンツールが
持ち手にくっつき
手際よく調理が
できます。

新機能！
マグネットハンドル

人気
商品!人気商品!

ガス火
専用

TVで
話題！

②マルチ
　ソテーパン

1615 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　   オーブントースター可　   魚焼きグリル可　

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



キッチン 鍋・キッチン雑貨

茹でる 沸かす和える

煮る

炒める 揚げる

炊く

15  ハリオ　
耐熱ガラス製ボウル
3個セット

申込番号 314831  2,000ポイント
耐熱ガラス　小：径15.6×高さ10.2㎝　525g　900ml　中：径18.7×高さ
11.5㎝　780g　1.5L　大：径21×高さ12㎝　890g　2.2L　〈日本製〉

焼く・炒める・揚げる・ゆでる・
煮るなど、マルチに使えます。

卓上鍋として、
深型フライパンとして、
2WAYで使える！

驚きの軽さ！
おしゃれなカラーで
キッチンを楽しく。

話題の商品！ 柔らかい食材もきれいにカット！

固くて開けにくいビンのフタが
簡単に開けられます。

煮る 揚げる 茹でる 炒める 焼く

1  ToMay　
2WAYマルチパン24㎝

申込番号

125380 4,800ポイント
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　本体：最大幅29.5×
高さ12.5㎝　径24×深さ6.7㎝　1.4㎏（ハンドル・フタ含む）　
着脱ハンドル：全長19㎝　3L　シリコンミトン付　〈中国製〉

中身の
見えるガラス
  ふた付き。

用途に応じて2種類のツマミを使い分け。
※付け替えはプラスドライバーをご使用ください。

2  ジョイア　ラウンド
キャセロール

申込番号

① 20㎝
オレンジ 125304 5,500ポイント

② 20㎝
レッド 125305 5,500ポイント

③ 24㎝
オレンジ 125306 6,000ポイント

④ 24㎝
レッド 125307 6,000ポイント

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①②最大幅27.8×高
さ14.5㎝　径20×深さ8.5㎝　1.3㎏　2.5L ③④最大幅31.4×
高さ16.5㎝　径24×深さ10㎝　1.7㎏　4.3L　〈中国製〉

フタ裏の
突起が蒸気を
水滴に還元。

3  VISIONS  中が見える卓上鍋24㎝
申込番号 125302  6,000ポイント
本体：超耐熱ガラス　フタ：強化ガラス　最大幅32.5×高さ16㎝　径24×
深さ8.5㎝　2.38㎏　3.4L　本体：〈フランス製〉　フタ：〈中国製〉

中身が見えるので、料理の加減が一目でわかる！

刃の水洗いOK。
お手入れ簡単！

バゲット

巻き寿司

お肉の薄切り

ロールケーキ
9  電動マルチナイフ
／コイズミ

申込番号

125344 5,500ポイント
KEK-1650/W　幅6.5×奥行5×全長44㎝　570g　2時
間充電で約45分使用可　〈中国製〉

コードレスで
使いやすい！

TVで
話題！

電池式だから
どこでも使えます。

ドラム・ドラムホルダーは
取り外して洗える！

12 ジアレッティ　自動ビンオープナー
申込番号 125322  4,200ポイント
GR-12K　幅19×奥行10×高さ6.8㎝　340g　単3×2（別売）　〈中国製〉　
※直径4～8.5㎝のフタ・本体に対応。ビン本体の材質はガラス製、フタの材
質は金属製で丸形のもの、左右対称のビンに対応。

ボタンを
  押すだけ。
  力要らず。

数量
限定

電源不要。3つの替え刃で料理に
合わせて素材をカット。

ハンドルを回すだけ! 片手で
カンタン回転スライサー。

聞き取りやすい
ハーモニカの音でお知らせ！

「煮る・茹でる・沸かす・炊く・炒める・揚げる・和える」
1台7役のマルチ鍋！

やわらかい踏み心地！
クッション性があるので
足腰にやさしい。

ピーラー
  付き！

サッと拭き取るだけで、お手入れ
簡単。お洗濯も不要です。

ボタニカル
リーフ

ボタニカルデザインで
 キッチンを華やかに。

10  お手入れらくらく！
拭けるPVC製キッチンマット

申込番号

リーフ ボタニカル

45×120㎝ 125317 125316 2,000ポイント
45×180㎝ 125319 125318 3,000ポイント
45×240㎝ 125321 125320 3,800ポイント
PVC　厚さ0.8㎝　〈中国製〉

14  クリアボウル7点セット
申込番号 125296  2,500ポイント
ポリカーボネート（耐熱温度140℃）　［径11㎝］高さ5.7㎝　42g　
300ml　［径13㎝］高さ6.6㎝　60g　450ml　［径15㎝］高さ7.6㎝　
80g　700ml　［径17㎝］高さ8.3㎝　110g　900ml　［径19㎝］高さ
9㎝　137g　1.3L　［径21㎝］高さ10㎝　150g　1.9L　［径24㎝］高
さ11.5㎝　210g　2.8L　〈日本製〉　※ガラス製ではありません。

軽量で注ぎ口付きなので作業性も抜群。 調理や下ごしらえの時の
混ぜやすさを考えた形状です。 触れずにスタート・

ストップできるから衛生的。

サイズバリエーション豊富なボウル7点セット。 混ぜやすい深底形状のボウル。 触らないで
使えるタイマー。

重ねて収納できます。

音と
LEDランプで
  お知らせ。人気

商品!人気商品!

7 卓上型包丁シャープナー　
バイエルンエッジ

申込番号

125033 5,000ポイント
タングステン鋼　ステンレス　ABS樹脂他　幅12×奥
行8×高さ16㎝　340g　〈中国製〉　※セラミック
製の包丁・ナイフには使用できません。

包丁を開口部に通し、
数回引き抜くだけ。

切れ味が悪くなった包丁も数秒で蘇る！

丈夫で耐久性の
高い2つのスプリング
シャープナー。

TVで
話題！

電源不要！職人によるハマグリ刃加工で
切れ味抜群！

最新技術の特殊コーティングで食材が
くっつきにくく、お手入れも簡単。

ザクッと切れる!

ありそうで無かった、
究極のデザイン。

レジェンド松下さんおすすめ！

TVで
話題！

6  スーパーストーンバリア包丁
申込番号 125192  8,500ポイント
刃：モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼（フッ素樹脂加工）　柄：積層強
化木　全長30㎝　刃渡り18㎝　105g　〈日本製〉

①高密度特殊6層コーティング
②感動の切れ味
③計算された刃の薄さ
④ストーンバリアでお手入れ簡単

つのこだわり！4

ご家庭で使いやすい
刃渡り18㎝の
牛刀包丁です。

丸みがある形状なので中で対流が起
きやすく、お米もおいしく炊けます。

8  キッチンはさみ
申込番号 124012  2,000ポイント
刃：ステンレス刃物鋼　柄：亜鉛ダイカスト　幅7×全長20.5㎝　刃渡り7㎝　
150g　食洗機不可　〈日本製〉

料理の下ごしらえはもちろん、
栓抜きやフタ開けにも使える!

まな板いらずで肉や魚、野菜をザクッと
切れる!

軽くて使いやすい。
簡単に外して洗
えます。

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×全長17.7㎝　43g（1本）　〈日本製〉

おかずを
すくいやすい大きめ

サイズ。

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。

オーブン調理 コンロ調理

オレンジ

レッド

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

TVで
話題！

2WAY

ハンドルを
着脱するだけ！

内面は
汚れが落ちやすい
3層マーブルコート！

内面はこびりつき
にくいフッ素樹脂加工。
便利な注ぎ口付き。

耐熱ガラスで直火、オーブン、
レンジ対応でマルチに使えます。

ニオイや色移りも
気にならず、衛生的！

4  ToMay dolce　
IH対応マルチポット

申込番号

M 125369 3,000ポイント
L 125370 4,000ポイント
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　［M］最大幅
24×高さ16.6㎝　径14×深さ12㎝　810g　2.2L　
［L］最大幅26.5×高さ17.4㎝　径16×深さ12.7㎝　
960g　3L　〈中国製〉

5  ハーモニカ笛吹ケトル
申込番号

125090 4,000ポイント
18-8ステンレス　幅22×奥行18.8×高さ17（持ち手除く
12.7）㎝　500g　適正容量：1.8L（満水2.5L）　持ち
手可動式（片側）　〈日本製〉

どの年代にも聞き取りやすい音域、500～650Hzの
音でお知らせ。

11  クレバースライサー
申込番号 125330  5,000ポイント
幅24.5×奥行13.2×高さ25.4㎝　630g　ステンレスドラム3種・ドラムホル
ダー・ハンドル・フードプッシャー・ピーラー付　〈中国製〉　※水分が多い食材
ややわらかい食材など適さない食材がございます。

スライス

細切り

すりおろし

チョコレートの
湯せんにも！

11㎝と13㎝は
目盛付き！

16  非接触タイマー/タニタ
申込番号

125284 2,500ポイント
TD-423　幅9×奥行2.4×高さ11㎝　153g　単4×2
（お試し用）付　音量3段階切替　フック穴・マグネット・
スタンド付　〈中国製〉

L

M

（240℃まで）

               
さすが日本製！ 鏡のように美

しい仕上がりで高級感抜

群。口当たりが良く、使い

やすいのでこればかり使って

しまいます。  ※個人の感想です
。

               
さすが日本製！ 鏡のように美さすが日本製！ 鏡のように美

口コミ

ガス火
専用

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

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。  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　   お客様にて組立てが必要な商品です。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



ハウスキーピング お掃除

2 充電式掃除機／パナソニック
申込番号

193040 21,500ポイント
MC-SBV01　幅25.3×奥行25.3×高さ110.1㎝　
3.8㎏　3.5時間充電で最大36分使用可　すき間
用ノズル付　〈中国製〉　※本体は自立しません。

3  ケルヒャー　
スチームクリーナー

申込番号

193385 10,500ポイント
SC MINI　幅12.7×奥行32.1×高さ18.6㎝　1.6㎏　コー
ド長4m　1200W　タンク容量：200ml　スチーム連続噴射
時間：約6分　ハンドブラシ・ハンドブラシ用マイクロファイバー
カバー2枚付　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

微細なホコリを
99.99％閉じ込め、
吸引力が変わらない！

リチウムイオン電池搭載により、
電池寿命が長持ち。

ダイソン史上最軽量1.5㎏の
コードレスクリーナー。

毎日のこまめな除菌＆おそうじに！

V字ブラシで
中央にゴミを集め
しっかり吸引。

1 ダイソン　Micro1.5kg
コードレスクリーナー

申込番号 193037  52,500ポイント
SV21FF　幅20.7×奥行109.1×高さ22.2㎝　1.5㎏　充電時間3.5時間
で約20分使用可（エコモード・非モーター駆動）　収納ブラケット・コンビネーショ
ン隙間ノズル・卓上ツール・ミニモーターヘッド・ツールクリップ付　〈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。）　※本体は自立しません。

紙パック
不要

数量
限定

数量
限定

狭いところも掃除できます。
自走式

パワーノズルで
 軽快掃除。

便利な
コードレス
タイプ！

※第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームク
リーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテ
リアを99.99%除菌することができます。※表面
の硬い場所を清掃した場合。すべてのバクテリ
ア・カビ・ウイルスを除菌・除去する訳ではありま
せん。またご利用環境により効果は異なります。

毎日使える
 コンパクトサイズ。

紙パック
不要でラク。

壁掛け式の
収納用ブラケット

付き。

軽量＆コードレスで、キッチンや
玄関、車の中でも使える。

拭き跡が残らず、
仕上がりもきれい。

ちょこっと出たゴミを
さっとキャッチ！ お手軽掃除機。

面倒な窓掃除を3倍速く！静音モデルで最軽量！
高圧で徹底洗浄。

ケルヒャー史上、最も
コンパクトで扱いやすい！

4  レコルト　コードレス
スティッククリーナー

申込番号

①クリーナー本体 193021 11,000ポイント
②フロアパーツ 193020 2,000ポイント
RSC-1　本体:幅5.8×奥行5.8×高さ34㎝　フロアパーツセッ
ト時:幅16×奥行8.5×高さ101.5㎝　515g（パーツセット時
680g）　13.5W　2.5時間充電で13～25分使用可（モード
による）　モード2種（LOW/HIGH）　2WAYノズル1コ付　
〈中国製〉　※本体にはフロアパーツは付いておりません。

集じん容量
80ml

①

②

フロアパーツ

クリーナー
本体

「UVヘッド」でUV除菌、ウイルス除去、
そして吸引によるダニ除去を
実現しました。

スマートフォンやマスクなどの除菌に。
腕時計やメガネなどの洗浄に。

2つの気流を駆使することで
パワフルな吸引力を持続させ、
ゴミを強力に圧縮！

乾湿両用だから、
液体もゴミもこれ1台で！

UV除菌とお掃除がこれ1台で！
便利なコードレスタイプ。

見えない汚れをこれ1台で！ 
UV除菌&超音波洗浄。

コンパクトなボディで
強い吸引力が続く。

液体も吸引できる、
ハンディクリーナー。

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に細断します。

「コンパクト」と
「パワー」を併せ持つ
紙パック式掃除機。

持ち運びに便利な
専用ポーチ付き。 数量

限定

UVヘッド
※イメージ

5 UV除菌ポータブルクリーナー
レイコップGO

申込番号

193036 19,500ポイント
RGO-300JPWH　幅52.4×奥行16.9×高さ14.2㎝　890g　
3.5時間充電で約28分使用可　モード切替（UVオンリー・標準・
パワー）　UVコネクター・すき間ノズル・ブラシ・ポーチ・充電アダプ
タ付　〈韓国製〉

ソファーに

衣類に

使い捨てマスクも
入ります!

UV除菌ライト4個
（裏側）

洗浄ホルダー
腕時計用バー付

超音波洗浄器

洗浄ホルダー付きで小物の洗浄に便利。

※フロアパーツセット時

6  UV除菌＆超音波洗浄器／ゼピール
申込番号

193029 7,800ポイント
DVS-H600L　幅22.3×奥行12×高さ8.5㎝　内寸：幅17.7×
奥行9.3×高さ5.4㎝　700g　コード長1.5m　36W　超音波洗
浄切タイマー（1/2/3/4/5分）　UV除菌切タイマー（5/10分）　
洗浄ホルダー付　〈中国製〉　※UV除菌と超音波洗浄は同時には
できません。　※あらゆる菌を完全に除菌するものではありません。

10  ロボット掃除機
ルンバ671

申込番号 193038  43,500ポイント
R671060　径34×高さ9.2㎝　3.6㎏　3時間充電で最大90分使用可　
ホームベース・電源コード・バーチャルウォール・単3×2（お試し用）付　〈中国製〉

ソファーの下や家具の脚まわり、ホコリのたまりやすい壁ぎわ
まで、部屋中くまなく清掃します。

部屋を
すみずみまでキレイに。

紙パック
不要

数量
限定

アプリで清掃状況の確認、スケジュール
の管理ができます。

14  紙パック式掃除機
／パナソニック

申込番号

193041 19,800ポイント
MC-PJ20A　幅24.2×奥行34.8×高さ19.4㎝　
2.9㎏　コード長5m　1000W　すき間用ノズル・紙
パック（1枚）付　〈日本製〉

吸込仕事率
520W

集じん容量
1.3L

紙パック
式

15  サイクロンクリーナー　
トルネオ／東芝

申込番号

193072 26,500ポイント
VC -CF30ｰR　幅22×奥行29.5×高さ25.5㎝　
2.2㎏　コード長5m　850W　すき間ノズル・お手入れ
ブラシ付　〈中国製〉

数量
限定

パワフルな
自走式カーボン
ヘッド。

集じん容量
250ml 集じん容量

330ml
紙パック
不要 紙パック

不要

吸込仕事率
290W

16  充電式ウェット＆
ドライハンディクリーナー

申込番号

314983 3,500ポイント
FC-830　幅11×奥行35.5×高さ10.5㎝　720g　
約12時間充電で最大約15分使用可　ノズル3種（す
き間・ブラシ・液体）・充電台付　〈中国製〉

17 パーソナルシュレッダー
／アイリスオーヤマ

申込番号

150386 3,800ポイント
P5GCX　幅31×奥行19×高さ30㎝　3㎏　コード
長1.5m　120W　ダストボックス容量：8.7L　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。

自動
充電

付属品は本体背面
にスマート収納！

車の洗浄に！
※洗浄剤は付属して
　おりません。

11 ケルヒャー　高圧洗浄機K2サイレント
申込番号 192823  20,800ポイント
K2サイレント　幅53.8×奥行29.3×高さ30.3㎝　5.8㎏　コード長5m　
1250W　最大許容圧力：10Mpa　最大吐出水量：360L/h　バリオスプ
レーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース（8m）・フォームノ
ズル・本体側カップリング付　〈中国製〉　※水道ホースは付属しておりません。

数量
限定 12  ケルヒャー　高圧洗浄機K MINI

申込番号 192964  18,800ポイント
K MINI　幅23.3×奥行28×高さ29.5㎝　3.9㎏　コード長5m　1000W　
最大許容圧力：9Mpa　最大吐出水量：330L/h　ショートバリオスプレーラ
ンス・ショートトリガーガン・ショート延長ランス・プレミアムフレックス高圧ホース
（5m）・本体側カップリング付　〈中国製〉　※水道ホースは付属しておりません。

数量
限定

省スペース収納可。

ガンとノズルが短くなり、狭い場所での
洗浄がラクに！

付属品を本体背面の
収納ケースに収納可。

13  ケルヒャー　
窓用バキュームクリーナー

申込番号 192807  7,670ポイント
WV1プラスLR　幅25×奥行13×高さ27.5㎝　500g　約100分充電で
約25分使用可　汚水タンク容量：100ml　充電用アダプタ・スプレーボト
ル・ワイプパッド・専用洗浄剤付　〈イタリア製〉

バキューム機能でしっかり吸引。
お風呂の水滴取りや窓の結露
取りにも便利です。

数量
限定

紙パック
不要

集じん容量
300ml

水だけで、一般家庭の
バクテリアを99.99%除菌。

紙パック
不要

数量
限定

数量
限定

レッド

アイボリー

大人気の
日本製
クリーナー。

圧倒的な
吸引力&
軽快な取り回し！

リチウムイオン電池内蔵で
パワフル＆長寿命。

階段や車内も
スイスイ♪

ゴミは紙パックいらず
で簡単にポイッ！

アイボリー人気
商品!人気商品!

紙パック10枚

充電時間は
わずか22分！

8  マキタ
紙パック式パワフル
コードレスクリーナー

申込番号

192345 19,500ポイント
CL107FDSHW　幅22.2×奥行15×高さ
96㎝　1.42㎏（ノズル・パイプ含む）　22分充
電で約25分使用可（標準モード）　モード切替
（標準・強・パワフル）　バッテリー着脱式　ダス
トバッグ水洗い可　充電切れお知らせ機能　
LEDライト　紙パック（10枚）付　〈中国製〉　
※本体は自立しません。

9  マキタ　クリーナー用
紙パック10枚

申込番号

192109 1,000ポイント
A-48511　抗菌仕様　〈中国製〉

7  マキタ　日本製コードレスクリーナー
申込番号

レッド 192303 アイボリー 192302
10,700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〉　※本体は自立しません。

集じん容量
560ml

集じん容量
500ml

紙パック
不要

紙パック
式

テーブル

ドアノブ

キッチン

小型で強力なDC
モーターで、軽いの
に強力な吸引力！

数量
限定

軽い！ エアロノズル。

2019 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。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



ハウスキーピング 生活家電・雑貨

14  ウッド
FMラジオ

申込番号

180647 5,000ポイント
PR700　幅16.2×奥行4.8×高さ9.7㎝　235g　単
4×4（別売）　ワイドFM対応　充電用USBケーブル・
CR2032コイン型電池×1（お試し用）付　〈中国製〉

11  ソーラー充電式
ヨーロピアンライト

申込番号 193039  9,800ポイント
EF-GL08　幅26×奥行26×高さ180㎝　1.4㎏　6時間充電で最大10時
間使用可　光源：タングステンランプ　高さ4段階調節（75・110・145・
180cm）　〈中国製〉　※太陽光の強さや光の当たる時間によって、満充電
になる時間が変わります。

12  マルチラジオライト
申込番号

180632 4,500／ 4,000ポイント
XF-09　幅14×奥行3.5×高さ8㎝　230g　単
4×3（別売）　ワイドFM対応　USBマイクロB充
電ケーブル付　〈中国製〉　※ソーラー充電と手
回し充電は蓄電に時間がかかるため、日常使いに
は乾電池がおすすめです。

19  ラク速ッ！アルミ
コートアイロン台座式

申込番号

192731 3,600ポイント
本体・仕上げ馬：スチール(粉体塗装)　カバー：綿（アル
ミコーティング）　クッション材：ポリエステル　幅81×奥
行46×高さ24㎝　収納時：幅38×奥行6×高さ81㎝
（フック使用時）　3.4㎏　〈中国製〉

6  T-fal　トゥイニー　
ジェットスチーム　ノワール

申込番号 193060  6,800ポイント
DV9001J0　幅8.8×奥行29.8×高さ9.8㎝　650g　コード長3m　
950W　タンク容量：50ml　アタッチメントブラシ・ホコリ取りブラシ・カップ・
収納バッグ付　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

軽量＆丈夫なマルチデスク。通気性がよく水濡れに
強い樹脂製。

おうち時間に！
どこでも使える。

ナチュラルな見た目の
フタ付きバスケット。

数量
限定

2  ラタン調
フタ付きバスケット50L

申込番号

グレー 133597 ベージュ　133580
ホワイト 133579

4,500ポイント
ポリプロピレン　幅45.5×奥行35×高さ54.5㎝　1.8㎏　〈イスラエル製〉

グレー

ベージュ

ホワイト

直径8㎝の広い面で、毛玉が取りやすい。

立ち上がり30秒で、
簡単・手軽にサッと使える。

1台2役! 毛玉＆ホコリ
取りの2WAYブラシ。

さらにコンパクトになって、
簡単・手軽にサッと
シワ･ニオイとり｡

パワフルなジェットスチームが
頑固なシワをサッとほぐす！

フタ付きなので生活感も
カバーできます。

持ち運びも
ラクラク。

1  レコルト　ケダマトリ
申込番号 193022  3,200ポイント
RKR-1　幅8×奥行8×高さ11㎝　180g　2時間充電で約45分使用可　
充電用USBケーブル・クリーニングブラシ付　〈中国製〉　※ACアダプタは
付いておりません。

5  衣類スチーマー／パナソニック
申込番号 193042  9,800ポイント
NI-FS420-W　幅7×奥行15.5×高さ13㎝　670g　コード長2.5m　
950W　タンク容量：50ml　パワフルスチーム機能　〈中国製〉

アイロンと
しても使用
できます。

毛玉取り

ホコリ取り

細く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。

掛けた
 ままでも！

7  今治バスマット　ティーグル
申込番号

ライトグレー　193025 エクリュ　193026
2,200ポイント

綿　幅60×奥行40㎝　260g　〈日本製〉

高い吸水性と足裏に心地よい
刺激をもたらす
タイガー柄のバスマット。

やや硬めに仕上
げた凹凸の織り
が心地いい。

ライトグレー エクリュ

エクリュ

太陽光で充電するから、
いざという時も
安心。

太陽の光で充電。電気代が掛からないエコ仕様です。

緊急時に便利！ 
太陽光充電ができる！

ヨーロッパの街中にあるような、
街灯をイメージしたガーデンライト。

3つの電源・4つの機能で
毎日使いも緊急備えも。

夜間作業・非常時
に便利な赤色灯が
付いているので、周
囲への注意喚起と
して使用できます。 IP44

防滴

ソーラー充電式な
ので、面倒な電源
コードの設置が不
要で、地面に挿す
だけでOK。（コンク
リートに直置きはで
きません。）

USB
充電

13  エアージェイ　
ポータブルソーラー充電器

申込番号

315241 4,800ポイント
AJ-SOLAR5W　39×19.5×厚さ0.5㎝　収納時：10.5×
19.5×厚さ2㎝　250g　防塵・防水「IP65」準拠　
〈中国製〉　※USBポートは防塵・防水非対応です。

災害対策、キャンプや
アウトドアに！

音に反応し、時計と温度が表示されます。
USB給電のほか、緊急時には乾電池
（別売）でも使える2電源方式。
ワイドFM対応※

AM放送が入りにくい所でもFM放送で
AMラジオを聴けるワイドFM対応※

太陽光で充電できる、
USBポート付
ポータブル
ソーラー充電器。

質感のある
木目調のラジオ。

お好みボタンでラジオの
選局もしやすい！

幸せな時を刻む八角型の
掛け時計。

5時間でスマホのフル充
電が可能。
※スマートフォンや携帯電話
への充電には、お手持ちの
USBケーブルをご使用くだ
さい。

17  コンピュータミシン
／ジャガー

申込番号

193050 29,500ポイント
KA-1000A　幅38.7×奥行19.7×高さ30.1㎝　6.8㎏　
コード長1.8m　65W　縫い模様80種　自動糸通し　
手元LEDライト　下糸のセットが簡単な全回転水平釜　
針の停止位置選択　フットコントローラー・5色糸セット・
取扱説明DVD・ソフトカバー付　〈ベトナム製〉

生地の厚みに応じてパワーを自動調節。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。

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

初心者も安心の
コンピュータ制御ミシン。

強力防カビ剤とAg+抗菌剤で
カビ、細菌の繁殖を抑制。

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。

シャツがフィットするくびれ形状。
アイロン掛けがラク！

面積は大きく。
先端は細く。

たたんでしまっておける、
便利な折りたたみバケツ。

足元で操作できるフッ
トコントローラー付き。

※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）

数量
限定

数量
限定 数量

限定

FMAM

バックライト
付き液晶画面。
画面が大きく
操作性アップ。

全面
スチームだから
ムラなくキレイに
仕上がります。

18  コードレスアイロン
／パナソニック

申込番号

193043 9,500ポイント
NI-WL406-H　幅11×奥行22.6×高さ13㎝　900g　
コード長1.6m（コードリール式）　1400W　タンク容量：
120ml　温度調節：120～200℃　2段階スチーム切替　
洋服をハンガーにかけたままでニオイやシワのお手入れが
できる「ハンガーショット」機能　収納ケース付　〈中国製〉

20  フタ付き
折りたたみバケツ

申込番号

ピンク　193084 ブルー　193083
2,200ポイント

熱可塑性エラストマー樹脂　ポリプロピレン　幅32.8×
奥行30×高さ25.7㎝　収納時：幅32.8×奥行30×高
さ8.1㎝　711g　8L　〈日本製〉

 コンパクトに
  たためる！

吊り下げられる
フック穴付き。

ピンク
ブルー

ストライプ
模様。

仕上げ馬
付き。

掛けて収納可。

16  電波掛け時計／カシオ
申込番号

133164 4,000ポイント
IQ-1106J-5JF　木材繊維混合樹脂枠　幅29.5×
奥行6×高さ29.5㎝　940g　単3×1（お試し用）付　
ステップ秒針　電波受信ランプ・受信オフ機能付　
〈中国製〉

数量
限定

FMAMCD
15  CDラジオ／東芝
申込番号

180581 5,500ポイント
TY-C24（W）　幅31.8×奥行6.5×高さ15.2㎝　1.2㎏　
コード長1.5m　11W　単2×6（別売）　CD-R/RW再
生対応　リピート・プログラム・ランダム再生　スリープタ
イマー付（2時間まで）　〈中国製〉　※CD-R/RWに記
録されたディスクの再生は、ディスクの品質、記録状態、
録音環境により再生できない場合があります。

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ケーブ
ルをご用意ください。

携帯電話の
充電

9 SIAA折りたたみ風呂ふた
申込番号

①70×109㎝ 192595 5,000ポイント
②70×119㎝ 192596 5,500ポイント
③75×119㎝ 192783 　 6,500／ 6,000ポイント
④75×139㎝ 192597 7,000／ 6,500ポイント
⑤75×149㎝ 192598 7,500／ 7,000ポイント
ポリプロピレン　厚さ1.1㎝　①2.1㎏　②2.3㎏　③2.5㎏　④2.8㎏　
⑤3㎏　〈日本製〉

抗 菌 防カビ

折りたたみ式でコンパク
トに収納できます。

手回し充電

AM・FMラジオ

ソーラー充電

サイレン
LEDライト

3  どこでもデスク
申込番号

木目調ナチュラル　193096 木目調ホワイト　193095
2,000ポイント

PVCスチール　天板：MDF中密繊維板　使用時：幅60×奥行40×高さ27
（収納時4.5）㎝　2.1㎏　〈中国製〉

※イメージ
※メーカー調べ

ボタンを左に押すと
止水できます。

8  節水シャワープロ　プレミアム
申込番号 192668 6,000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。

本品 従来品

同時間での
吐出水量比較

数量
限定

傷や汚れに強く
衛生的なステンレス
　コーティング。

10  家庭用ソーラー蓄電器
申込番号 180649  15,000ポイント
本体：幅22.5×奥行11×高さ32.5㎝　パネル：28×35㎝　3.62㎏　約8～
10時間充電で電球1コ40時間使用可（太陽光強時）　ソーラーパネル（コード
長4.5m）・専用LED電球2コ（コード長4.5m）・専用アダプタ・充電用USB
コード付　〈中国製〉　※2～3か月に1度、放充電してください。

数量
限定 数量

限定

ナチュラル

ホワイト

ナチュラル
ホワイト

タブレット
ホルダー

ドリンクホルダー

約
10.5
㎝

約19.5㎝

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）

夜間、天気が
悪い時などは、家庭用
電源からの充電にも

対応。

数量
限定

認定番号：
第2012-935号

4  ブルーノ　スタイリング
ハンディスチーマー

申込番号

グレージュ　192990 ブルーグレー　193057
7,000ポイント

BOE076　幅9.3×奥行11×高さ21.7㎝　750g　コード長3m　1000W　
タンク容量：130ml　スチーム量：最大18g/分　連続使用時間：最大8分　
注水カップ・ヘッドカバー・ブラシ付　〈中国製〉

ハンガーにかけたまま、パワフルなスチームで
気になるシワをサッと伸ばします。

日常のあらゆるシーンで使いやすい、
コンパクトで機能的なスチーマー。

衣類はもちろんソファー、ラグマット、
カーテン、ぬいぐるみなど、普段なか
なか洗えないインテリアも、スチーム
で簡単に除菌&においケア完了！

グレージュ

ブルーグレー

数量
限定

数量
限定

数量
限定

※ワイドFMの対応をしていない地域もあります。詳細は各放送局へお問い合わせください。

③～⑤③～⑤

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。  お客様にて組立てが必要な商品です。　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



ハウスキーピング 生活雑貨・収納

6  ワゴンチェアー　スワレル
申込番号 125280 6,000ポイント
スチール　合板　ポリエステル　ウレタンフォーム　幅34×奥行30×高さ（座面）53㎝　
カゴ：幅36×奥行23（小：12.5）×高さ5㎝　3.5㎏　耐荷重80㎏（カゴ大6㎏・小3㎏）　
〈中国製〉

8  防ダニ・抗菌防臭加工
ボリュームウール 
布団シリーズ

申込番号

掛布団シングル2色組
（ピンク・ブルー） 133318 14,500／ 13,500ポイント
４層式敷布団
シングル　ピンク133312 9,000／ 8,500ポイント
４層式敷布団
シングル　ブルー133313 9,000／ 8,500ポイント
［掛布団シングル］側地：ポリエステル65％・綿35％　中綿：ポリエス
テル70％（防ダニ・抗菌防臭テイジンマイティトップⅡECO)・ペガサス
ウール30％　210×150㎝　2.9㎏（1枚）　［4層式敷布団シング
ル］側地：ポリエステル65％・綿35％　中綿：［巻き綿］ウール（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（防ダニ・抗菌防臭テイジンマイティトップⅡECO混）　厚さ7㎝　
210×100㎝　3.9㎏　〈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。　

10  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 5,200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〉

12  NEW楽ちんパワフルキャリー
申込番号 193002 2,700ポイント
持ち上げ棒：幅7×高さ5.5×長さ30.5㎝　250g　最大持ち上げ能力
150㎏　台車：幅7×奥行10×高さ2.5㎝　85g（1コ）　台車4コ付　持ち
上げ棒：〈日本製〉　台車：〈中国製〉

11  フォールディングステップ　オーク
申込番号

2段 193076 7,000ポイント
3段 193077 9,000ポイント
本体：スチール　ステップ：ポリプロピレン　［2段］幅40×奥行62×高さ76㎝　
収納時：幅40×奥行8.3×高さ86㎝　3.8㎏　［3段］幅40×奥行62×高さ
95㎝　収納時：幅40×奥行8.3×高さ108.5㎝　4.8㎏　耐荷重100㎏　
〈台湾製〉

9  ウッドチェスト　
アッシュブラウン
／アイリスオーヤマ

申込番号

幅79㎝ 133582 12,000ポイント
幅59㎝ 133581 9,000ポイント
プリント紙化粧パーティクルボード　プリント紙化粧繊維板　［幅79㎝］奥行39×
高さ88㎝　引出し内寸：（小）幅32×奥行34×高さ12㎝　（大）幅71×奥行34×
高さ12㎝　35.2㎏　耐荷重：全体36㎏・天板15㎏・引出し（小）3㎏/（大）5㎏　
［幅59㎝］奥行39×高さ88㎝　引出し内寸：幅51×奥行34×高さ12㎝　24.9㎏　
耐荷重：全体35㎏・天板15㎏・引出し1段あたり5㎏　〈中国製〉

7  イタリア製ジャカード織
ソファーカバー

申込番号

２人掛け
ベージュ 133557 7,000ポイント
２人掛け
グリーン 133558 7,000ポイント
３人掛け
ベージュ 133559 9,000ポイント
３人掛け
グリーン 133560 9,000ポイント
ポリエステル45%・アクリル35%・綿15%・その他5%　［2人掛け］
150×105㎝　750g　［3人掛け］150×155㎝　1.05㎏　
〈イタリア製〉　※商品により柄の出方が異なる場合があります。

4  ステンレス天板
キッチンラック

申込番号

125298 5,800ポイント
本体：スチール（クロームメッキ）　天板：ステンレス　幅50×
奥行14.5×高さ50.5㎝　1.26㎏　耐荷重：（上段）3㎏（中
段）1㎏（下段）5㎏　〈日本製〉

3  燕三良品　ステンレス
コンロカバー60㎝用

申込番号

125279 7,500ポイント
ステンレス　シリコーンゴム　幅65×奥行40×高さ6.5㎝　1.8㎏　
耐荷重5㎏　〈日本製〉　※60㎝幅のビルトインコンロ専用ですの
で、テーブルコンロには使用できません。立て掛ける際、コンロと奥側
の壁に6.5㎝以上のすき間が必要です。（自立しません。）　魚焼きグ
リル使用時には排気口をふさがないように注意してください。

1  MELISスパイスラック
申込番号 125281  3,200ポイント
ステンレス　PVC　幅30×奥行13.5×高さ20㎝　930g　耐荷重
5㎏（各段2.5㎏）　〈中国製〉　※小物は付いておりません。

人気
商品!人気商品!

数量
限定

スリム構造なので
狭いスペースにも置ける。

2段式でたっぷり収納。 高級感のある
ステンレス製
トースターラック。

イタリア製
ならではの
デザインで、
お部屋を一新。

取り外して
洗えるトレイ！

数量
限定

トースター下を収納スペースとして活用できます。

ステンレスで
お手入れも簡単！

燕三条製の丈夫で耐久性に優れた
18-8ステンレス。

コンロ周りなどのスペース確保に
最適なキッチンラックです。

煮込み調理時や
ちょっと休憩したい時に座れる！

大掃除や
模様替えにも
大活躍。

プラスチックのゴミ箱や収納ケース、ボトルのキャップなども
小さくカットでき、粗大ごみ費用を節約できます。

コンロの上が
簡易調理台に早変わり！

3段の棚で調味料やキッチンツール
などをスッキリ収納。

収納しながら座れるキッチンワゴン。 女性でも軽 ！々
重い家具も
楽ちん移動！！

大きな粗大ごみもこれ一つで小さく分解！ 街乗りやレジャーに
最適な折りたたみ
自転車。

マットな質感で高級感ある新素材。

脚に滑り止め付き
で安定。

ガス・IHどちらでも
使える。

付属の
S字フックで長さのある

キッチンツールも引っ掛けて
収納できます。

上段と中段のステ
ンレス製の天板は、
取り外してお手入れ
できます。

数量
限定

数量
限定

広げて調節できるから、
いろいろな大きさの
ゴミ袋に対応。

折りたたむと幅7.5×奥行43㎝。

使わない時は
スリムにたたんですき間に

収納できます。

5  折りたためるキャスター付き
ゴミ袋ホルダー

申込番号

125293 4,500ポイント
本体：スチール（クロームメッキ）　キャスター：ナイロン　幅36×奥行
26.5×高さ50.3㎝　1.2㎏　耐荷重5㎏　〈日本製〉

下のカゴには
背の高いボトルも
入れられる。

やわらかな
肌触りの
ジャカード生地。

2人掛けベージュ

3人掛けグリーン

数量
限定

シンプルなデザインの木製チェスト。 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。

インテリアのような、おしゃれな木目調脚立。
引出しには開
閉がスムーズ
な金属レール
を使用してい
ます。

幅79cm 幅59cm 2段
3段

テコの原理で
1/5の力で
持ち上げ！

300㎏までの重たい家具もスイスイ移動。

台車が薄いので家具の
下にもスッと入る。

裏面
※台車4台使用時

13  関極刃鋏　ゴミスパット
申込番号 193062 2,200ポイント
刃：SK鋼　幅4.5×奥行2.5×長さ24.5㎝　175g　〈日本製〉

14  16インチ折りたたみ自転車
申込番号

カフェ　162394 ブラック　162393
20,000ポイント

M-100　フレーム：スチール　幅130×奥行50×高さ94㎝　折りたたみ時：
幅74×奥行33×高さ52㎝　14㎏　耐荷重70㎏　〈中国製〉

ブラック

カフェ

持ち運びや
収納に便利な
 折りたたみ式。

キャスター
付きで移動も
ラクラク。

暖かく衛生的な掛布団は特殊キルティング加工で
ふっくらボリュームのある仕上がりです。

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。

ニュージーランド産
ペガサスウール使用抗菌防臭 防ダニ

敷布団
ピンク

ブルー

掛布団
ピンク

ブルー

数量
限定

※イメージ

※イメージ

片手で開け閉め
しやすい扉！

ダンボールの
  収納にも便利。

45Lのゴミ袋が
かけられます。

鮮やかな発色と
洗練されたアネモネ柄。

缶

CD

プラスチック

幅8.3㎝で
すっきり収納可能！

敷布団は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。

数量
限定

切れる
厚み

金属（トタン・ブリキ・銅板・
アルミ板等）：0.3㎜程度
樹脂：1㎜程度

※クッションは付いておりません。

滑り止め付き！

2  ステンレストースターラック
申込番号

125294 11,000ポイント
ステンレス　幅45×奥行25×高さ22㎝　2.6㎏　耐荷重5㎏　
〈日本製〉

防ダニ

2423 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。　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



11  ストレッチハーツ　ハード
申込番号

ピンク  162390 ブラック  162389
4,000ポイント

ポリプロピレン　エラストマー樹脂　幅26.25×奥行
25.66×高さ9.25㎝　280g　耐荷重200㎏　解説
DVD・冊子付　〈中国製〉

12  ストレッチターボ
申込番号

オレンジ 162392 ホワイト 162391
7,500ポイント

EVA樹脂　ポリプロピレン　径6.4×高さ21.2㎝　255g　
5時間充電で最大3.5時間使用可　耐荷重200㎏　充
電用USBケーブル・ACアダプタ付　〈中国製〉

7  振動マシン　
バランスウェーブ
コンパクト／アルインコ

申込番号

162388 19,500ポイント
WBN5019W　幅40×奥行35×高さ12㎝　8㎏　コード長
1.8m　100W　オートモード3種　振動速度16段階調節　
振動数（上下）：約230～530回/分　耐荷重90㎏　コン
トローラー・単4×2（お試し用）・保護カバー付　〈中国製〉

8  バランスボーイミニ
／スライヴ

申込番号

162395 12,800ポイント
FD-093　径37.5×高さ18.5㎝　3.7㎏　コード長1.8m　
50W　適応体重100㎏以下　回転数：（速）12回/分　（遅）
7回/分　〈中国製〉

たるみ・シワ※1・ほうれい線※2に！
口元集中トレーニング。

ブラッシングしながら“頭筋”を刺激して、
フェイスラインをケア。

本体に乗ってポーズを取るだけでトレーニング。
運動不足の方におすすめ！

リラックスタイムがエクササイズタイムに
早変わり。

天気に左右されず、自分のスタイルで
快適に室内でエクササイズ！骨盤を支えながらソフトな座り心地まで実現。

表情筋を鍛えて、
ハリのある若々しい口元に！

これ1台で頭皮ケアも、
フェイスケアも！

小さい！ 使い方簡単！ 大人気振動マシン。

姿勢と骨盤をケアする
健康座椅子。

テレビを見ながらおうち運動！

ながらトレーニングで
手軽にエクササイズ。

より快適に！ 正しい姿勢の習慣化をサポート。
肩甲骨と骨盤周りに
働きかけてリフレッシュ！

1分間に
最大6,000回の
パワフルな振動が
筋肉を刺激！

※1 頬部や口のまわりのシワ　
※2 薄くし、短くするという意味において

ホワイト

ピンク

1回30秒！
1日2回の
新習慣。

1 フェイシャルフィットネス　
パオ スリーモデル／MTG

申込番号

ホワイト　141608 ピンク　141609
10,500ポイント

本体：幅54×奥行6.5×高さ3.5㎝　マウスピース：幅4.5×
奥行3.5×高さ4㎝　142g（マウスピース含む）　〈日本製〉

スカルプモード

フェイスモード

IPX5相当

防滴

防滴仕様だからお風呂でなが
らケアも可能！

2  ミーゼ　スカルプリフト
／ヤーマン

申込番号 141613 27,000ポイント
MS-80W　幅5.4×奥行18×高さ5.6㎝　125.5g（アタッチメント除く）　
3時間充電で約30分使用可　自動電源オフ（10分）　モード2種（スカルプ・
フェイス）　アタッチメント2種（スカルプ・フェイス）　ポーチ付　〈中国製〉　
※ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器を装着している方は、ご使用
いただけませんのでご注意ください。

電極ピンからの低周波EMSが頭筋を刺
激。毎分7000回の振動で頭皮ストレッチ。

電極ピンからの低・中周波EMSが表情
筋を刺激、マイクロカレントで肌を引き締
める！

骨盤と腰椎を支え、自然なS字ラインに！

ブラウン
グレー

5 スタイルスタンダード／MTG
申込番号

ブラウン　141606 グレー　141605
9,500ポイント

側地：ポリエステル　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　幅44×奥行39×高さ33㎝　
1.2㎏　耐荷重120㎏　〈中国製〉　※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。

数量
限定

数量
限定

床やイスに置いて、いろいろな
ポーズや体力レベルに合わせ
て使えます。

ツイストして
  筋肉を刺激！

ツイスト・モーション・テクノロジーが作り出す
ウェーブ運動により、筋肉に適度な負荷を継
続的に与えます。※イメージ

※イメージ

一般的な座椅子 美姿勢習慣コンフォート

寝転ぶだけでぐい～ん！

グリーン

オレンジ
6  勝野式　
美姿勢習慣コンフォート

申込番号

オレンジ　162402 グリーン　162403
8,800ポイント

側地：ポリエステル　ウレタンフォーム　ポリエチレン　幅46×
奥行50～90×高さ16～56㎝　2.8㎏　耐荷重100㎏　14
段階リクライニング　楽 エ々クササイズレシピ付　〈中国製〉

11.ピンク

11.ブラック

ストレッチ＆マッサージ＆エクササイ
ズの簡単トリプル効果。これ一つ
で全身のあらゆるところの可動効
率を高めます。

数量
限定

ストレッチハーツの凹凸に
ぴったりはまるから、振動によ
る刺激を与えながらストレッチ
効果がアップ！

12.オレンジ

12.ホワイト

11のストレッチハーツと
組み合わせて使うと
さらに効果的！

顔・お腹・二の腕・太もも・ふくらはぎにも。

乗せるだけ※のエクササイズ！
誰でも気軽にブルブルケア！

顔にも使える！

運動が苦手な方にも
おススメ！

毎分約400～800回
の振動運動。

リモコン付き

※イメージ

※イメージ

※使用方法

太もも

顔 二の腕

ふくらはぎ お腹

9  スイングビート／ヤーマン
申込番号

162263 21,000／ 19,500ポイント
AYS-35R　幅47×奥行22.5×高さ19㎝　3.7㎏　コード長
2m　50W　単4×2（別売）　リモコン・腰当てクッション付　
〈中国製〉　※ペースメーカーをご使用の方、心臓疾患など
の持病のある方、腰に不安がある方、骨粗しょう症の方、骨粗
しょう症の疑いのある方、妊娠中の方等ご使用いただけない
場合があります。※皮膚の摩擦を避けるため、洋服の上から
お使いください。

10  ドクターエア　
3Dスーパーブレード スマート

申込番号

ブラック　162138 ピンク　162137
39,500／ 36,800ポイント

SB-003　幅65×奥行35×高さ15㎝　11.5㎏　コード長1.75m　
80W　耐荷重120㎏　切タイマー：5～30分（5分間隔）　マニュ
アルモード：速度8段階調節可　オートモード機能　振動回数：480
～840回/分　リモコン・コイン型電池CR2025×1（お試し用）付　
〈中国製〉　※電源コード取り付けの際、アースの接続が必要です。

コンパクトなボディから発せられるパワフル振動で、
脚はもちろん、お腹、臀部、二の腕まで、
気になる部位と全身のスタイルアップをサポートします。

乗るだけで、全身の
スタイルアップをサポート。

ブラック

ピンク

13  クロスバイク4417／アルインコ
申込番号 162374 23,500ポイント
AFB4417X　幅46×奥行94×高さ108㎝　14㎏　単3×2（お試し
用）付　サドル高さ7段階（73.5～82.5㎝）・ペダル負荷8段階調節　耐
荷重90㎏　連続使用30分　〈中国製〉

数量
限定 数量

限定

床でもイスでも使える！

ブラウン

ブラウン グレー

医学博士
勝野 浩先生
監修

ストレッチハーツ・アドバイザー
保阪 尚希氏

だ
る
〜
ん

シ
ャ
キ
ッ
！！

肩こり 猫背 姿勢補整

椅子に
座りながら！

ひじのせ！

数量
限定

TVで
話題！

時間
速度
距離
カロリー

折りたためて
収納に便利！

抗菌撥水加工

立体構造で
骨盤を左右から
包み込む。

数量
限定

くわえて、
ふることで口元を集中
トレーニング！

※イメージ

悪い姿勢 正しい姿勢

肩甲骨周りに。 骨盤周りに。

小さいサイズで
お部屋に置きやすい。

便利な
小物トレイ
付き！

※イメージ

 スイングビート／ヤーマン スイングビート／ヤーマン スイングビート／ヤーマン

人気
商品!人気商品!

3  ミーゼ　ディープコア／ヤーマン
申込番号 141557 16,000ポイント
MS10P　幅10.2×奥行15.2×高さ6.9㎝　300g（アタッチメント除
く）　3時間充電で約30分使用可　アタッチメント2種（ボディ・フェイス）　
〈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モードでご使用ください。

“もみ出し”でかなえるエステのようなボディメイク。

気になるところにあてるだけ。
毎分約1000回の高速タッピング。

アタッチメントを付け替えれば
ボディもフェイスもこれ1台。 IPX7相当

防水

1部位5分
※使用時間目安

3つのプロ級エステの
ハンドテクニックを
1つのローラーで再現。

❶もみ出し

❷ひねり上げ

❸押し流す

エステで人気のウォーターピーリングで
全身ツルツル素肌に！
1秒間に約27,000回のハイパワーピーリングで、
気になる毛穴の汚れもすっきり！ 毛穴汚れをはじき飛ばす。

美容成分を角質層まで浸透させる。

4  ミーゼ　ダブルピーリング
プレミアム／ヤーマン

申込番号 141552 　  13,000ポイント
MS40P　幅5×奥行2.1×高さ16.5㎝　58g　2～3時間充電で約30
分使用可　自動電源オフ（5分）　モード3種（ダブルピーリング・モイスト
リフト・ボディ）　アタッチメント2種（フェイス・ボディ用）付　〈中国製〉
※ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器を装着している方は、
ご使用いただけませんのでご注意ください。

アタッチメントを付け
替えれば、ひじやかか
とのケアも可能。

ボディモード3.

モイストリフトモード2.

ダブルピーリングモード1.

IPX5相当

防滴

2625 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。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



健康・美容 寝具・健康雑貨・美容雑貨

ストレート カール
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。

ヨコ楽
横向き寝に
おすすめ

ウエ楽
仰向き寝に
おすすめ

ヨコ楽
横向き寝に
おすすめ

仰向き寝に
おすすめ

横向き寝に

4 エアウィーヴ　
ピロー　スタンダード

申込番号

162369 15,000ポイント
中材：ポリエチレン（エアファイバー）　ポリエステル　綿　
カバー：ポリエステル　幅56×奥行40×高さ7～11㎝　
1㎏　本体：〈日本製〉　カバー：〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

今お使いの寝具の上に敷くだけで、
睡眠環境がグレードアップ。

首にやさしく蒸れにくい。

腰の沈みすぎを防ぎ、
肩や腰への負担を
軽減する体圧分散マットレス。

背中まである特殊形状。 身体全体が包み込まれるような寝心地。

3種類（丸型ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド）
のアタッチメントが、肩や腕、太ももや
ふくらはぎ、足裏などにフィットします。

寝返りが楽に。目覚めもスッキリ！高さ調整ができて通気性抜群！

使いやすいハンディタイプだから、
気になるところをピンポイント
マッサージ。

優れた体圧分散でからだに
負担がかからない。

カバーだけでなく、中のエアファイ
バーも洗えて清潔。

5  エアウィーヴ　スマート01　
シングル

申込番号 162370  34,000ポイント
マットレスパッド：ポリエチレン（エアファイバー）　カバー：ポリエステル　綿　幅
97×長さ195×厚さ4㎝　5kg　本体：〈日本製〉　カバー：〈中国製〉

カバーも
中も洗えて清潔！

適度な反発力で自然な寝返りを妨げない。

中の複数のシート
を抜き差しして高さ
を自由に調節でき
ます。

（カバー）

（カバー）

振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっく
り」が選べます。

ホワイト

丸型ヘッド

U字型ヘッド

平型ヘッド ブラック

しなやかに
手軽に

ボディケア。

8  リリースシューター／スライヴ
申込番号

ホワイト　162371 ブラック　162372
7,800ポイント

MD-1300　幅15.5×奥行31×高さ7.5㎝　1.1㎏　コード長
2m　20W　振動回数：2500～3000回/分　アタッチメント
3種　医療機器認証番号302AGBZX00083000　〈中国製〉

布団やベッドに敷くだけで
体がラク～になる！

身体の約40％の重さを支える未体験の枕。

数量
限定

（ネット使用）

体への圧力を軽減する三層メッシュ構造

3

2

1 サラッとした感触でやさしく体を支える。
ソフトな弾力で
寝返りをサポート。
沈み込みを軽減し
楽な寝姿勢へ導く。

抜群の弾力性。

抜群の通気性。
蒸れにくく1年中
快適！
※イメージ

医学博士
勝野 浩先生
監修

7  勝野式　医学博士の
三層構造マット
～More Sleep～

申込番号

162353 7,500／ 7,000ポイント
ポリエステル　95×200×厚さ1.5㎝　1.94㎏　〈中国製〉

で か。っ

寝返りしやすいアーチ設計。
両サイド高めで、横向き寝にも対応。

人間工学に
基づく設計。

6 昭和西川　ギガ枕
申込番号

133472 13,900ポイント
本体：（側地）ポリエステル　（裏面）ポリエステル95%・ポリウレタン
5%　（中材）ポリエステル（ウレタンフォーム）　調整シート：（側地）
ポリエステル　（中材）ウレタンフォーム　専用カバー：ポリエステル
65％・綿35％　幅90×奥行70×最大高さ9.5㎝　2.4㎏　収納
袋付　〈中国製〉

（側地・カバー）

ベッドや布団に
重ねるだけ。

寝返りも
 楽になる。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

10 マイナスイオン
リセットブラシ
／コイズミ

申込番号

ピンク　141620 ホワイト　141621
9,000ポイント

KBE-2410　幅23.4×奥行7.4×高さ5.4㎝　165g　2時間充電
で約4時間使用可　磁力2000ガウス　音波振動2段階（High：
4500回転/分・Low：3900回転/分）　充電用USBケーブル・ブラ
シクリーナー付　〈中国製〉　※ACアダプタは付いておりません。

17 4枚刃　往復式
シェーバー／マクセルイズミ

申込番号

141627 12,000ポイント
IZF-V939-S　幅7×奥行4.9×高さ16㎝　276g　
コード長1.8m　7W　充電の場合：2時間充電で最大
84分使用可　海外使用可（AC100-240V）　充電・
交流両式　〈日本製〉

人気
商品!人気商品!「ナノイー」で、美しく

健やかな髪と地肌へ。

数量
限定

USB
充電

静電気
抑制

マイナス
イオン

ペール
ピンク ブラウン

13  ドライヤー　ナノケア
／パナソニック

申込番号

ペール
ピンク 141618 ブラウン　141619

14,500ポイント
EH-NA2G　幅15.7×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〉

数量
限定

耐久性の高い
ステンレス刃で、
切れ味持続！

コーム型で
使いやすい！

ワン
カールストレート

とかすだけで簡単
ツヤさらストレート！ 
MAX220℃の
プロ仕様。

15  アゲツヤ 
コームヘアアイロン2

申込番号

141602 3,000ポイント
AG-0001-G　幅3.8×奥行4.5×長さ26㎝　320g　
コード長2.5ｍ　25W　温度5段階切替（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）　〈中国製〉

14 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

141588 5,300ポイント
EH-NE5E-P　幅20.8×奥行8.9×高さ21.5㎝　475g　
コード長1.7m　1200W　冷風モード・風量2段階切替　
〈タイ製〉

大風量で、
パワフル乾燥。
速乾ノズルで
スピーディー
乾燥。

数量
限定

TVで
話題！

産毛カットで
肌色 ＆ メイク
のりアップ！
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。

11 電動ビューティー
シェーバーフローレス

申込番号

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

数量
限定

※ 2019年1月～2020年12月
※メーカー調べ

シリーズ累計販売数

3500万本
突破

パイプ径
32㎜

便利なLEDライト付き！
細かい産毛も見逃さない。

低刺激な
ニッケルフリー&
18金コーティング

携帯しやすい
リップスティック型。

速乾ノズルで素早く毛束をほぐす。

髪にやさしいセラ
ミックコーティング。

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。

16  ヴィダルサスーン　
2WAYヘアアイロン

申込番号 141423
4,000ポイント

VSI-3273/PJ　幅4.7×奥行8.4×高さ34.2㎝　370g　
コード長1.9m　70W　温度無段階切替（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

毎分10000駆動可能な
モーター搭載により、短時間
でシェービング可能。

IPX7

防水

 勝野式　医学博士の

左右のプレートが骨盤まわりやお尻の横を
じっくりと絞り込むように加圧マッサージ。

骨盤まわりやお尻まわりをしっかりマッサージ！ 
新感覚のマッサージャー。

ブラウン ブラウン

レッド

9 座り型マルチマッサージャー　
スワロ／スライヴ

申込番号

ブラウン　162409 レッド　162410
17,500ポイント

MD8801　幅45×奥行29×高さ26.5㎝　3.6㎏　コード長
1.8m　40W　耐荷重90㎏　自動電源オフ（10分）　医療機
器認証番号230AGBZX00049000　〈中国製〉

向きを変えればさまざ
まな部位のマッサージ
が可能。

あんま、マッサージの代用としてお使いいただけます。
※一般家庭での使用

脚集中スタイル 腰集中スタイル

ストレッチスタイル

TVで
話題！3 西川　

SUYARA（スヤラ）　
シートクッション

申込番号

162399 2,800ポイント
側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　40×40×
厚さ4㎝　290g　〈中国製〉

2  西川　
ドクタースリープ枕

申込番号

ヨコ楽　162397 ウエ楽　162398
4,800ポイント

本体：（表地）ポリエステル　綿　（裏地）ポリエステル　（中材）ポリエ
チレンパイプ　ポリエステル　調節シート：（側地）ポリエステル　（中
材）ウレタンフォーム　幅55×奥行36×高さ5㎝　940g　〈中国製〉　
※ウレタンシートは洗えません。

寝返りもスムーズ。快適な眠りを叶えるマットレス。 頭部はパイプでほどよくサポート。首元部分はやわら
かなニット生地とふんわり綿でやさしくサポート。

点で支えてラクラクな
座り心地のシートクッション。

点で支えて体圧を分散。 眠り方で選べる枕。 長時間座っても疲れにくい！

ベッドにもフローリングにもお使いいただけます。

（カバー）

数量
限定 数量

限定

1㎝と1.5㎝の2枚のウレタンシートの抜き差し、
組み合わせで高さ調節が可能。 凹凸のあるウレタン

の凸部分が身体を
しっかりと支えます。

1  西川   SUYARA（スヤラ）  
マットレス　シングル

申込番号 162396  18,000ポイント
側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　97×200×厚さ9㎝　6.6㎏　
〈中国製〉

※イメージ

収納は丸めて
マジックテープで
  留めるだけ。

（カバー）

数量
限定

天然毛とマイナスイオン
でツヤとボリュームの
ある美髪に。

磁気の力と音波振動。とかすだけで
マイナス5歳の印象ヘアに。

ホワイトピンク

※イメージ

数量
限定

クッション性に優れたウ
レタン素材の表面を凹
凸構造にすることで、
適度な反発力で寝返り
をサポート！

寝返りもラクに。床ずれ防止にも。

360°マルチアングル
構造のローラーが、
顔や身体の起伏に
フィット。

12  リファカラット
レイフェイス／MTG

申込番号

141630 24,500ポイント
RF2121B　幅6.7×奥行4.2×長さ14.9㎝　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。

深く、つまみ流す。 
顔立ち、表情、
しなやかに艶めく。

光を取り込み、
微弱電流「マイ
クロカレント」を
発生。

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

限定IPX7

防水

※イメージ

2827 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。  ご家庭で洗濯機を使って洗えます。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。



ゲーム＆トイ ゲーム・おもちゃ・知育雑貨

© 2021 Nintendo © 2021 Nintendo

3  ミートピア／任天堂
申込番号

173235 6,000ポイント
〈日本製〉

4  マリオゴルフ
スーパーラッシュ
／任天堂

申込番号

173214 7,000ポイント
〈日本製〉

数量
限定

数量
限定

8  マリオカート８ 
デラックス／任天堂

申込番号

173004 6,600ポイント
〈日本製〉

© 2017 Nintendo

数量
限定

11  大乱闘スマッシュ
ブラザーズ
SPECIAL／任天堂

申込番号

173041 8,000ポイント
〈日本製〉

数量
限定

©2018 Nintendo Original Game: ©Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters: ©Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures 
Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM 
CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.

10  Minecraft
／日本マイクロソフト

申込番号

173044 4,000ポイント
〈日本製〉

© 2018 Mojang. MINECRAFT (R) is a trademark of Mojang Synergies AB 

数量
限定

9  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〉

© 2018 Nintendo

数量
限定

7  世界のアソビ大全51
／任天堂

申込番号

173171 4,500ポイント
〈日本製〉

© 2020 Nintendo

数量
限定

6  あつまれ
どうぶつの森
／任天堂

申込番号

173137 6,600ポイント
〈日本製〉

© 2020 Nintendo

数量
限定

© 2013-2021 Nintendo

5  スーパーマリオ 
3Dワールド + 
フューリーワールド
／任天堂

申込番号

173197 6,600ポイント
〈日本製〉

数量
限定

2  Nintendo Switch Lite／任天堂
申込番号

イエロー 173105 ターコイズ　173107
グレー 173106 コーラル　　173213

22,000ポイント

幅20.8×厚さ1.39×高さ9.1㎝（※アナログスティッ
ク先端からZL/ZR突起部分までの最大の厚さ
2.84㎝）　275g　ACアダプタ・セーフティーガイド
付　〈中国製〉　※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。

ネオンブルー／ネオンレッド グレー

© 2019 Nintendo

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 173103 Joy-Con（L）/

（R） グレー 173104
33,000ポイント

Joy-Con取り付け時：幅23.9×奥行13.9×
高さ10.2㎝　Joy-Con(L) ・Joy-Con(R) ・
ACアダプタ・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〉　

※ 人気商品のため、お届けまで数か月お待ちいただく場合が
あります。ご了承いただける方のみ、お申込みください。

イエロー

グレー コーラル

ターコイズ

© 2019 Nintendo

※19・20・21・23・24　©やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

切り株は小物入れに
なっています。 ヨーロッパの安全基準「CE」

認定だから、安心安全です。

かわいく動きながら
オウム返しで喋るよ！

本物そっくり！ 
パパ・ママの真似をして
一緒にお掃除ができます♪

光る鍵盤を押すと、
楽譜がなくても
曲がひけるよ！

6才～ 3才～

3才～

15  まねまね幸福の青い鳥
申込番号

173217 3,500ポイント
アクリル他　青い鳥：幅14.5×奥行21×高さ16㎝　
172g　切り株：幅20×奥行18×高さ7.2㎝　92g　単
4×3（別売）　〈中国製〉

こんにちは!

こんにちは!
かわいいね
かわいいね

きみがね君がね

お子様の
安全に配慮した
吸引力！

軽くて小さな紙や
ポリビーズなら
吸引できます！

16  ダイソン　コードレス　
トイクリーナー／Casdon

申込番号

173231 4,500ポイント
ABS樹脂　幅17×奥行15×高さ80㎝　998g　単3×3
（別売）　〈インドネシア製〉　※おもちゃのため、お子様
に安心安全な吸引力です。

アンパンマンが
フレーバーを
読み上げてくれるよ♪

蒸気がシューッ！ と
出る迫力満点の
すいはんき！

3才～

19  くるんとポン！おしゃべり
フレーバー♪アンパンマンの
ソフトクリームやさん
／ジョイパレット

申込番号

173229 5,500ポイント
ABS樹脂他　幅33.7×奥行16×高さ24.5㎝　単3×2
（別売）　各種小物付　〈中国製〉

24 アンパンマン　
うちの子天才 カンタン
折りたたみ！ジャングルパーク
／アガツマ

申込番号

173185 13,900ポイント
PVC　ABS樹脂他　使用時：幅132×奥行142×高さ
71㎝　耐荷重25kg　のれん2コ・パイプはずし器具・
ボール付　〈中国製〉 

2～5才
おうちの中で楽しく
遊べる♪ 
折りたたみ式で
収納も便利。

★
23 アンパンマン

よくばりビジーカー
押し棒＋ガード付き
／アガツマ

申込番号

173056 8,500ポイント
ポリプロピレン　ABS樹脂他　幅36×奥行69×高さ
79.5㎝（押し棒含む）　3.5㎏　単3×2（別売）　耐荷
重25㎏　〈日本製〉

（一部）

10か月～
5才

7か月
頃～

大人になるまで
長くつかえる。

26 プレミアムベビーチェア
／カトージ

申込番号

172477 8,000ポイント
天然木（ブナ材）　幅49×奥行60×高さ80㎝　
7.95㎏　耐荷重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。

股ベルト

テーブル

フロントガード

25  ホップフィットミニオンズ
／エム・アンド・エム

申込番号

173114 9,500／ 9,000ポイント
スチール　PVC他　径91.5×高さ22㎝　5㎏　耐荷
重70㎏　〈中国製〉

3才～
おうちでトランポリン♪
遊びながら筋力・
体幹もトレーニング。
折りたためるので、収納場所をとりません。

人気
商品!人気商品!

20  シューッとたけたよ！
おしゃべりすいはんきと
元気100ばい和食セット
／ジョイパレット

申込番号

173167 5,500ポイント
ABS樹脂他　すいはんき：幅13.2×奥行17.4×高さ
11.8㎝　単3×4（別売）　各種小物付　〈中国製〉

3才～

22  RC マリオカート　マリオ
申込番号

173151 5,900ポイント
PVC　ABS樹脂　ポリプロピレン　幅17.3×奥行
21.3×高さ14.1㎝　単3×8（別売）　〈中国製〉

360°スピンや反重力
モード、ウィリー走行など、
さまざまなギミックが
楽しめます。

6才～

数量
限定

©2018 Nintendo ©2018 
MANUFACTURED BY 
JAKKS PACIFIC, INC., 
2951 28TH STREET, 
SANTA MONICA, CA 
90405 U.S.A.

ハンドルはボタンを押すとたのしい
おしゃべりやメロディ、
クラクション音などが鳴ります。

成長に合わせ
長く遊べる！

21  アンパンマン　
光でひけちゃう！
育脳キーボード
／ジョイパレット

申込番号

173230 5,500ポイント
ABS樹脂　幅50×奥行7×高さ20㎝　単3×4（別売）　
〈中国製〉　※新商品のため、2021年10月上旬以降
のお届けとなります。

人気
商品!人気商品!

 ホップフィットミニオンズ

初めてのブロック遊びに
最適なセット。 2才～

数量
限定数量

限定

18  Gakkenニューブロック　
わくわくバラエティ70BOX

申込番号

173220 3,000ポイント
ポリエチレン　ケース：幅43×奥行24.5×高さ22.5㎝　
19種70ピース　〈中国製〉

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。　任天堂の商品は全て数量限定です。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。

お手持ちのファミコンゲームで
遊べます。

なつかしのファミコン
ゲームが楽しめる！

家族やお友達みんなで楽しめる
14種類のボードゲームセット！

家族で楽しめる人生ゲーム。
4つの追加エリアで、全16種
の色々な人生が楽しめます。

118種類のゲームが内蔵されているので、
テレビに繋ぐだけですぐに遊ぶことができます。

12 プレイコンピューターレトロ
申込番号

173224 3,800ポイント
KTFC-002W　幅17×奥行19×高さ8.5㎝　
440g　コントローラー2コ・AVケーブル付　〈中
国製〉　※本製品は任天堂のライセンス商品では
ありません。ファミコンは任天堂の登録商標です。

AV出力にも対応。
高度な互換性を実現しました。

※商品に関するお問い合わせは…ライソン（株） 06-6789-1199　平日（10～16時）

13  ゲームスタジアム
スタンダード

申込番号

172456 3,500ポイント
ゲーム盤：幅36.7×奥行29.2×高さ4㎝　リバーシ・ミニリバーシ・囲
碁十三路盤・五目並べ・囲碁九路盤・将棋・はさみ将棋・回り将棋・
チェス・チェッカー・ダイヤモンド・シーカ・ソリティア・フォックス＆ヘンズ　
〈日本製〉

14  人生ゲーム
申込番号

172484 4,200ポイント
ゲーム盤：90×59.5㎝　〈中国製〉

6才～ 6才～

©TOMY 
©1968,2016 Hasbro. All Rights Reserved.★

お好きな
ゲームボードを
選んで差し
替えるだけ！

数量
限定

無限に広がる創造力を
育てるレゴブロック。 4才～

17 レゴ®クラシック　
黄色のアイデアボックス
＜プラス＞

申込番号

173183 4,800ポイント
ABS樹脂　ケース：幅37×奥行18×高さ17.9㎝　35色
484ピース　〈中国製〉

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO 
Group. ©2021 The LEGO Group. 

★

数量
限定

3029 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。　★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。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

  お客様にて組立てが必要な商品です。
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