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ギフト券 食品・飲料

アウトドア・
防災・スポーツ

51 60

美容・健康 83生活用品 72

家電 9486

アイスクリームギフト券
ディナーギフト券
フルーツギフト券
グルメギフト券 
ペック / やさしいごちそう
たびもの撰華 / 選べる国産和牛
選べるギフト

地ビール 
酒
お米
肉
海鮮
カレー / 海苔 / 梅干 / お米セット
飲料 / はちみつ / 油
麺類 
お菓子
グルメ

花王 / ライオン
クラシエ / 洗剤
ルームメイト
キッチンウェア/ 生活関連
セイコー / シチズン
時計
アジア・ラゲージ
ホームツール
繊維

美容
健康 / 生活関連
タニタ

アウトドア  ロゴス
アウトドア
防災
自転車
ブリヂストン（ゴルフ）
ダンロップ（ゴルフ）

ソニー / 三菱
シャープ / パナソニック
キヤノン/ JVC / 富士フィルム
日立 / タイガー

注意事項

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。

マークの説明

※カタログ有効期限  2018年4月1日〜 2019年3月31日
※商品は製造メーカーの都合により、予告なしに後継・類似機種へ変更、または販売完了となる

場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お酒の販売は、酒類免許が必要となります。 未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
※商品サイズは概数になります。 
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バルミューダ02

AirEngine
02-7827 97 ホワイト/グレー ［税抜］¥46,200
美しいデザインと簡単な操作で、安心できる清潔な空
気を提供します。新しい360°酵素フィルターは集じ
んと同時に除菌と脱臭を行います。
約25×25×70cm、4 ～72W

GreenFan Cirq
02-7826 97 ［税抜］¥18,333
圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、
部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。
約34×26×36cm、3～20W

BALMUDA The Toaster
02-7824 97 ブラック ［税抜］¥22,900
02-8132 97 ホワイト ［税抜］¥22,900
最高の香りと食感でパンを焼き上げる究極のトース
ター。4 つの専用モードを設定。
約36×32×21cm、1300W

BALMUDA The Pot
02-8133 97 ブラック ［税抜］¥11,000
02-8134 97 ホワイト ［税抜］¥11,000
小さくて美しい電気ケトル。コンパクトなので、キッチ
ンでのスペースも最小に。
0.6ℓ、約27×14×19cm、1200W

02-813302-7824

BALMUDA The Gohan
02-8545 97 ブラック ［税抜］¥41,500
02-8546 97 ホワイト ［税抜］¥41,500
エネルギーの使い方から見直した、まったく新しい蒸
気炊飯器。3合炊き。
約28×25×19cm、670W

BALMUDA The Range
02-8547 97 ブラック ［税抜］¥43,500
02-8548 97 ホワイト ［税抜］¥43,500
必要な機能だけをまとめた美しく楽しいオーブンレン
ジ。約45×41×33cm、1270W

02-854702-8545

バルミューダ



フィリップス 03

Hue  スターターセットｖ３
03-8668 100 ［税抜］¥26,800
スマートフォンで1600万色以上からあなた好みの色に
変えられるIoT LEDランプ。E26口金。800lm（4000K
の場合）。LED電球×3、ブリッジ ×1、ブリッジ用電源ア
ダプタ×1、LANケーブル×2。ブリッジ：約9×9×3cm

ダイヤモンドクリーンスマート
03-8670 103 ルナーブルー ［税抜］¥39,800
アプリとハンドルの連携で正しいブラッシングをサ
ポート。充電器用グラス＆トラベルケースで充電可能。
音波水流で磨きにくい所の歯垢まで除去。5つのモー
ド、3つの強さ。充電：約24時間。約26×3×3cm

クリーンケアーライトブルー
03-8671 105 ［税抜］¥3,980
毎分約31,000回の高速振動で届きにくい場所の歯垢
も除去。ボタン1つで簡単操作。充電：約48時間。
約3×3×23cm

シェーバー
03-8672 105 ［税抜］¥11,800
カミソリよりも10倍肌にやさしい。ヘッドが5方向に動い
てすばやい深剃りを実現。丸洗い可能。コードレスで最
大40分間使用可能。口ヒゲ、もみあげのお手入れに最適
な着脱式トリマー。充電：約1時間。約6 ×7 ×17cm

シェーバー  アクアタッチ
03-8673 105 ［税抜］¥7,980
フォームを使用した爽快なウェットシェービングも手
軽なドライシェービングも可能。リフト＆カット刃で、
ヒゲを根元から引き上げて深剃り。自動研磨システム
搭載、水洗い可能。充電：約1時間。約6×7×16cm

Hue Go+ブリッジ特別セット
03-8669 100 ［税抜］¥17,200
スマートフォンなどと連動できる「Philips Hueブリッ
ジ」がセット。本体のコントロールボタンでカラー
と白色照明の７つのプリセットシーンから選べます。
Hue Go：約15×15×8cm、ブリッジ：約9×9×3cm

フィリップス



ティファール

ティファール

IH ルビー・エクセレンス
フライパン 26cm
04-7744 89 ［税抜］¥5,500
進化した「チタンエクセレンス」コーティングで耐久
性がアップ。6層コーティング。新お知らせマーク付。
素材：アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂。
約46×28×8cm

ヴィテス  ネオ１ℓ
04-7128 90 ホワイト ［税抜］¥8,500
カップ 1杯分のお湯（140㎖）なら約50秒で沸かせ
ます。お湯が沸いたら自動でスイッチがきれる「自動
電源オフ機能」。約24×18 ×21cm

インジニオ・ネオ
IHルビー・エクセレンス  セット6
04-8647 105 ［税抜］¥13,500
6層「チタン・エクセレンス」コーティングで、こびり
つきにくさ三倍。（ソースパンのみ4層）フライパン 
22/26cm、ソースパン 18cm、バタフライガラスぶた 
18cm、シールリッド 18cm、専用取っ手 1本

ティファール
アクセススチーム プラス
04-8922 91 ［税抜］¥15,000
わずか約40秒で立ち上がり、ターボモードや、デリケートモー
ドの強力スチームでキレイにシワを伸ばします。連続使用時間
約18分で大量の衣類も一度にケア。衣類の除菌、脱臭、花粉や
アレル物質対策も。タンク容量：185㎖。約13×14×28cm

アプレシア  エージー・プラス
コントロール  パールホワイト
04-8646 86 ［税抜］¥11,500
おいしさを引き出す7段階の温度コントロールと保温
もできる電気ケトル。いつでも清潔。Ag+（銀イオン）
の抗菌力 Ag+配合の抗菌素材「マイクロバン」を使用。 
約16×21×20cm

クリプソミニット
イージー  ルビーレッド6ℓ
04-8648 76 ［税抜］¥26,500
片手でカンタンに開閉できる使いやすい圧力鍋です。
圧力なべは普通のなべに比べて調理時間を最大約
1/3 まで短縮します。蒸し料理に便利な中かご付き。
約37×25×22ｃｍ
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デロンギ

アイコナヴィンテージ  電気ケトル
05-8169 79 グリーン ［税抜］¥12,000
アイコナ・ヴィンテージ コレクションの電気ケトル。
ステンレスボディで高級感と清潔感を実現。使いや
すく場所をとらないコンパクトサイズながら、パワフ
ルな1.0ℓサイズ。約21×17×24cm

ブレンデックス パワーブレンダー
05-7723 79 ［税抜］¥24,000
マルチゾーンブレードで強力撹拌。ムラなく、なめらか
なスムージーやスープができます。サーモレジスト素
材の大容量ガラスボトルで熱いものから冷たいものま
で簡単に。約20×20×39cm

デロンギ

デディカ
エスプレッソ・カプチーノメーカー
05-8657 80 メタルシルバー ［税抜］¥47,800
スタイリッシュでデザイン性の高いポンプ式エスプ
レッソマシン。カプチーノやカフェラテなどの本格カ
フェメニューも手軽にご自宅でお楽しみいただけま
す。最大使用水量：1.0ℓ。約15×33×31cm、1300W

ディスティンタコレクション 
オーブン＆トースター
05-8656 80 フューチャーブロンズ ［税抜］¥18,000
卓越したモールディング技術が実現する「スクエア

（四角）」と「サークル（丸）」を合わせた『スクエアクル』
デザイン。温度と時間を設定するだけで誰でも簡単
に使えます。8.5ℓ、約44×35×22cm、1200W

ドリップコーヒーメーカー
05-8655 74 ［税抜］¥7,429
ゆっくり時間をかけてアロマを最大限に抽出するア
ロマスイッチを搭載。ペーパーレスフィルター付。抽
出杯数：5杯（125㎖ ×5杯）、最大タンク容量：650㎖、
最大ジャグ容量：625㎖、約18×20×27cm、600W

エレッタ カプチーノ トップ 
コンパクト全自動コーヒーマシン
05-8658 77 ブラック ［税抜］¥240,000
２大人気機能「ラテクレマ ™システム」、「カフェ・ジャ
ポーネ」機能を搭載したプレミアムモデル。本場イタ
リアの味を最大限に実現。最大使用水量：2.0ℓ、豆
ホッパー容量：370g、約26×46×36cm、1450W
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スタンレー

スタッキング真空パイント  0.47ℓ
06-8160 88 グリーン ［税抜］¥2,500
積み重ねられるので持ち運びや収納に便利。真空2
重構造。錆びにくい18/8ステンレス使用。BPAフリー。
保温力目安：60度以上 /45分、保冷力目安：10度以
下 /4時間。食洗機使用可。約φ9 ×15cm、0.47ℓ

真空スイッチバック 0.47ℓ
06-8162 88 マットブラック ［税抜］¥3,800
片手で簡単に飲める真空マグ。錆びない18/8 ステン
レススチール、BPAフリー。保温力目安：60度以上
/6時間、保冷力目安：8度以下/6時間。食洗機使用可。
約10×23×7cm、0.47ℓ

真空断熱マグ  0.23ℓ
06-8580 88 ［税抜］¥2,500
安心の完全密封仕様。素材：本体：ステンレス鋼、フ
タ：ポリプロピレン、パッキン：シリコン、保温力目安：
48度以上 /2時間、保冷力目安：11度以下 /4時間、食
洗機使用可。約φ8×15cm、0.23ℓ

真空ワンハンドマグ  0.35ℓ
06-8163 88 グリーン ［税抜］¥4,000
高い保温効果を発揮する真空断熱マグ。錆びにくい
18/8 ステンレス使用。BPAフリー。保温力目安：56度
以上 /6時間、保冷力目安：9度以下 /6時間。
約φ8×20cm、0.35ℓ

クラシック真空ボトル 0.47ℓ
06-8164 88 グリーン ［税抜］¥5,200
1ℓと並ぶ定番、人気モデル。錆びにくい18/8 ステン
レス使用。BPAフリー。保温力目安：78度以上 /6時
間、45度以上 /24時間、保冷力目安：7度以下/6時間。
約φ8×26cm、0.47ℓ

クラシック真空ボトル 1ℓ
06-8165 88 グリーン ［税抜］¥6,000
真空断熱ステンレスボトルの先駆け。錆びにくい18/8
ステンレス使用。BPAフリー。保温力目安：85度以上
/6時間、65度以上 /24時間、保冷力目安：5度以下 /6
時間、10度以下 /24時間。約11×36×10cm、1ℓ

スタンレー
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ダンスク

アラベスク  シリアルボウル
07-8791 85 ［税抜］¥3,000
ダンスクの中でもひときわ人気が高いアラベスク・シ
リーズ。熟練の職人たちによってひと筆ひと筆描か
れたハンドペイントです。素材：磁器。電子レンジ・
オーブン・食器洗浄機可。約φ14 ×6cm、525㎖

コベンスタイル  両手鍋  18cm
07-6280 85 ティール ［税抜］¥15,000
鍋敷きにもなる可愛い蓋は、収納にも便利。程よい厚
みがムラなく熱を伝えて時短で調理。焦げや臭いも付
きにくいです。ホーロー用鋼板、表面ホーロー加工。直
火、IH可。電子レンジ不可。φ約19×26×12cm、2.2ℓ

コベンスタイル  両手鍋  23cm
07-7663 85 チリレッド ［税抜］¥20,000
鍋敷きにもなる可愛い蓋は、収納にも便利。程よい厚
みがムラなく熱を伝えて時短で調理。焦げや臭いも付
きにくいです。ホーロー用鋼板、表面ホーロー加工。直
火、IH可。電子レンジ不可。φ約24×31×13cm、4ℓ

アラベスク  サラダプレート
07-8792 85 ［税抜］¥3,000
ダンスクの中でもひときわ人気が高いアラベスク・シ
リーズ。熟練の職人たちによってひと筆ひと筆描か
れたハンドペイントです。素材：磁器。電子レンジ・
オーブン・食器洗浄機可。約φ20×3cm

ビストロ バターウォーマー
07-8793 85 ティール ［税抜］¥5,000
品質のよいホーロー鍋は毎日のお料理に大活躍。程よい厚
みがムラなく熱を伝えて時短で調理。焦げや臭いも付きにく
いです。ホーロー用鋼板、表面ホーロー加工。持ち手：チーク
材。直火可、電子レンジ、IH不可。φ約10×19×8cm、550㎖

コベンスタイル  ケトル
07-8794 85 チリレッド ［税抜］¥8,000
温かみのある木製ハンドル。お湯を注ぐ際に蓋が落ち
る心配のない安全設計。容量を増やし、熱を受ける面積
を増やしました。ホーロー用鋼板、表面ホーロー加工。
直火、IH可。電子レンジ不可。φ約18×23×25cm、2.2ℓ

ダンスク
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サーモス

サーモス

真空断熱ケータイマグ
クリアステンレス
08-7637 78 ［税抜］¥4,000
超軽量スクリューマグ。開けやすい！握りやすい！洗
いやすい！魔法びん構造で高い保温・保冷力。ワン
タッチ・オープン。約6×6×20cm、0.35ℓ、約170g

真空断熱ケータイマグ
クリアステンレス
08-7638 78 ［税抜］¥5,000
超軽量スクリューマグ。開けやすい！握りやすい！洗
いやすい！魔法びん構造で高い保温・保冷力。ワン
タッチ・オープン。約7×7×22cm、0.50ℓ、約210g

シャトルシェフ
08-7261 72 クリアブラウン ［税抜］¥20,000
保温調理は時間と手間をかけず、素材のおいしさを生
かします。さっと煮込んであとはおまかせ。クッキング
ブック付き。
約31×27×19cm、3.0ℓ。IH 200V対応。

真空断熱タンブラー
08-6846 78 ［税抜］¥2,500
08-6847 78 ［税抜］¥3,000
飲み頃温度をキープ。食洗機対応。
08-6846  約φ8×12cm、0.32ℓ、約100g
08-6847  約φ8×15cm、0.40ℓ、約200g

08-6847

真空断熱タンブラーセット
08-8480 78 ［税抜］¥4,000
真空断熱構造のタンブラー 2個セット。ギフトとして
喜ばれるアイテムです。
約8×8×16cm、0.40ℓ、約260g

ステンレススリムボトル
08-8479 73 ブラウン ［税抜］¥4,500
スタンダードなコップ付タイプ。軽量、スリムで使い
やすい。約7×7×24cm、0.50ℓ、約300g
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ローゼンダール・デザイングループ

カイ・ボイスン  デンマーク
ペア  ラブバード
09-7267 86 ［税抜］¥15,000
モチーフとなったTurtlebirds(コキジバト）は、生涯、
同じつがいで連れ添う仲睦まじい鳥。愛と結婚の
誓いの象徴としても知られています。約10×9×5cm

ローゼンダール・デザイングループ

ローゼンダール社  コペンハーゲン
ナナ・ディッツェル ストレージジャー
09-8607 86 0.9ℓ ［税抜］¥2,000
09-8608 86 2.0ℓ ［税抜］¥3,000
シリコン製の蓋で密閉性もあるため、調味料やスパイ
スの保存容器などに。素材：無鉛ガラス。
09-8607  約φ11×13cm    09-8608  約φ13×16cm

ホルムガード  FUTURE
タンブラー 370㎖   4個セット
09-8142 86 ［税抜］¥3,600
ガラス工芸家であり工業デザイナーでもあるピー
ター・スヴェアが「未来のガラス」をコンセプトに作っ
たグラスシリーズ。現代のトレンドと合致するフォル
ムは、手に馴染む優しいデザインです。高さ約12cm

ローゼンダール社  コペンハーゲン
プレミアムウォーターグラス 2個セット
09-8609 86 ［税抜］¥3,000

「良いグラスは日常的に使われるべきである」デンマー
クのワイン愛好家、トム・ニーブロエによってデザイン
されたグラスシリーズ。素材：無鉛ガラス。
約 H10cm、520㎖

09-8607 09-8608

カイ・ボイスン デンマーク 
チルドレンズ テーブルウェア 3点セット
09-8610 86 ［税抜］¥4,500
遊びながら学ぶことができる子供用のメラミン食器
です。素材：メラミン。
プレート 約φ22cm、ディーププレート 約φ18cm×
4cm、コップ 約φ7×8cm、220㎖

カイ・ボイスン デンマーク モンキー S
09-8611 86 ［税抜］¥15,000
09-8612 86 ［税抜］¥15,000
デンマークのアイコンでカイ・ボイスンの代表作、モ
ンキーに新しい仲間が加わりました。約8×27×8cm
09-8611  オーク、メープル
09-8612  オーク、スモークドオーク

09-8612

09-8611
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10-7189

10-8484

ル・クルーゼ

グリル・ロンド 25cm マットブラック
10-8483 89 ［税抜］¥18,000
深い溝が余分な脂を落としヘルシーに、表面は香ば
しく、中はふんわりと仕上げます。肉や魚だけでな
く、野菜やトーストにも。鋳物ホーロー。2.4㎏、約
φ25×最大32×3cm。IH可、オーブン可。

TNS シャロー・フライパン 24cm
10-7918 89 ［税抜］¥12,000
熱伝導がすばやい硬質アルマイトを使用しているの
でスピードクッキングが可能です。お手入れが簡単で、
260℃までのオーブン調理も可能。
24cm、1.5ℓ。IH可。

シグニチャー
ココット・ロンド チェリーレッド
10-8481 89 20cm ［税抜］¥30,000
10-8482 89 18cm ［税抜］¥25,000
機能美を追求したデザイン。鋳物ホーロー。
10-8481 2.4ℓ、3.1㎏。フタ込み高さ14cm
10-8482  1.8ℓ、2.6㎏。フタ込み高さ13.5cm
IH可、オーブン可。

スキレット20cm
10-7917 89 チェリーレッド ［税抜］¥18,000
10-8484 89 ミストグレイ ［税抜］¥18,000
熱のまわりがよく、保温性に優れているのでオムレ
ツなどをふっくらと仕上げます。鋳物ホーロー。
1.5㎏、約φ20 ×最大35×4cm。IH可、オーブン可。

ケトル・デミ
10-7189 89 オレンジ ［税抜］¥10,000
10-8485 89 チェリーレッド ［税抜］¥10,000
トラディショナルなフォルムのデミケトルは、取り扱
いやすく便利なサイズです。笛の無いシンプルタイプ。
適正容量1.1ℓ、満水容量2.2ℓ、0.95kg。IH可。

ミニ・オーバル・プレート(5枚入り)
10-8486 89 ［税抜］¥5,000
プチケーキやお茶菓子の取り皿に最適な小皿の5枚
セット。おしょうゆやタレ用の小皿として和食シーン
にも活躍します。ストーンウェア。
150ℊ× 5、約10×14×2cm

ル・クルーゼ
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メリタ

電動コーヒーミル 
11-7689 73 ブラック ［税抜］¥5,500
豆から挽く事でより香り高い風味をお楽しみいただ
けます。挽く時間により豆の粗さはお好みで調整でき
ます。素材：ＰＰ、ステンレス。約10 ×10×18cm

コーヒーメーカー ノア
11-8120 68 ブラック ［税抜］¥12,000
ステンレス製真空二重構造だから保温性があります。
ポットに氷を直接入れることで、香り高いアイスコー
ヒーも気軽に作れます。素材：ポリプロピレン、ステ
ンレス。2～5杯用。約27×15×31cm

メリタ

コーヒーメーカー  エズ
11-8119 80 ダークブラウン ［税抜］¥4,000
コンパクトでシンプルデザイン。保温プレート、しず
く漏れ防止機能付。素材：ポリプロピレン、ガラス。
2～5杯用。約18×20×27cm

コーヒーメーカー
イージートップサーモ
11-8121 68 ［税抜］¥17,000
10杯用の大容量ですが、スリムなボディ。真空二重
構造のポットで、コーヒーが煮詰りません。
素材：ポリプロピレン、ステンレス。約18×24 ×35cm

フラットカッターディスク
コーヒーグラインダー
11-8118 73 ［税抜］¥12,000
細挽きから粗挽きまで17段階の挽き目ができます。
素材：ABS樹脂、スチール。
約10×16 ×26cm

ステンレスキャニスター〈さくら〉 
11-8562 80 ［税抜］¥5,000
国産「ヤマザクラ」をふたに使用したステンレスキャ
ニスターです。高知県の木工職人が手作りしていま
す。容量：コーヒー豆約200ｇ。約11×11×13cm
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リーデル

リーデル

リーデル・オー  バリューパック
カベルネ＆ヴィオニエ（Pay6 Get8）
12-6882 90 ［税抜］¥12,000

『カベルネ /メルロ（赤ワイン）』『ヴィオニエ /シャル
ドネ（白ワイン）』が4個ずつ、計8個入ったパックです。
パーティなど多様なシーンでお使いいただけます。

ソムリエ・ブラックタイ
ブルゴーニュ・グラン・クリュ
12-7667 90 ［税抜］¥25,000
アロマを開かせる大きなボウルと、フレアした縁が特
徴。ブルゴーニュ、バローロ、バルバレスコなどの「偉
大なワイン」の真髄が存分に堪能できるグラスです。
高さ：約27.6cm、1050㎖   ※ステムカラー：ブラック

リーデル・ヴェリタス
カベルネ /メルロ  ペア
12-7668 90 ［税抜］¥9,000
ワイングラス作りの知識、経験、最新テクノロジーを
結集したリーデル史上最軽量のクリスタル製マシン
メイドグラス。フルボディで渋みの強い赤ワインに。
高さ：約24cm。625㎖

リーデル
大吟醸オー　酒テイスターペア
12-8551 90 ［税抜］¥5,000
日本酒の中でも、大吟醸酒や吟醸酒に適したグラ
ス。縦長のボウル形状が、みずみずしくフルーティ
な香りや爽やかなのど越しをもたらします。2個入

リーデル・オー
バリューパック オー + ギフト
12-8549 90 ［税抜］¥12,000
赤ワイン用グラスとして一番人気のカベルネ・ソー
ヴィニヨン用グラスを4個に、デカンタをプラスした
お得なセットです。デカンタ 1個、グラス 4個入

リーデル  オヴァチュア
バリューパック オヴァチュア+ギフト
12-8550 90 ［税抜］¥12,000

〈オヴァチュア シリーズ 〉マグナムグラスを6個に、
収納場所をとらないコンパクトな〈デカンタ〉アップ
ルをセットにしました。デカンタ 1個、グラス 6個入

12



木本硝子

木本硝子

江戸切子   木本硝子
星剣菱  一口ビールペア
13-8130 85 ［税抜］¥15,000
国の伝統的工芸品、東京都の伝統工芸品に指定され
た江戸切子。匠の職人が 1つ1つ心を込めて造り上げ
ている逸品です。約φ6 ×10cm、120㎖

KIMOTO GLASS TOKYO
KIMONO OBI（帯） タンブラー
13-8571 85 ［税抜］¥8,000
極薄のウスハリグラスに江戸切子と江戸彫りを施し
た逸品です。素材：江戸硝子、ソーダガラス
約φ7 × H14cm、375㎖

KIMOTO GLASS TOKYO
CALYXクラフトビールグラスペア
13-8569 85 ［税抜］¥10,000
プレミアム麦酒・クラフトビールを味わい楽しむグラ
スです。素材：江戸硝子、ソーダガラス
(U/400)約φ5×H15×M8cm、380㎖
(O/400)約φ9×H13cm、 400㎖

KIMOTO GLASS TOKYO
Brume 冷酒セット
13-8570 85 ［税抜］¥10,000
盃の形が五角形なので呑み口によって、日本酒の味
わいが変わります。素材：江戸硝子、ソーダガラス

（片口）約φ10×H8cm、340㎖
（  盃  ）約φ6× H5cm、90㎖

KIMOTO GLASS TOKYO
MICO木箱入り酒グラス三つ組セット
13-8567 85 ［税抜］¥5,000
手造り硝子ならではの口の薄さが日本酒の味わいを
美味しくいたします。  素材：江戸硝子、ソーダガラス
(SSS)約φ5×H5cm、60㎖ (SS)約φ6×H6cm、90㎖
(  S  )約φ6×H7cm、120㎖

KIMOTO GLASS TOKYO
MAI 3 冷酒グラスペア
13-8568 85 ［税抜］¥5,000
お米をイメージして作り上げたMAIシリーズは女性が
お洒落に日本酒を飲めるグラスとして人気です。
素材：江戸硝子、ソーダガラス
約φ6×H5×M7cm、160㎖
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14-7236

ミレストブルーノ

ブルーノ  発酵フードメーカー
14-8488 89 ベージュ ［税抜］¥5,000
ヨーグルトや甘酒、チーズが作れるおうちかんたん発
酵フード。容器 × 2、計量カップ、スプーン付。
1000㎖、約13×28×14cm、30W

ブルーノ クッションテーブル
14-8487 86 カーキ ［税抜］¥4,200
場所を選ばずいつでもどこでも使えます。手洗い、洗
濯機弱水流（ネット）OK、乾燥機不可。テーブルは天
然木を使用。約34×14×25cm、760g

ブルーノ グリルポット
14-8141 86 レッド ［税抜］¥12,000
取り外して直火もOK。内側はセラミックホーロー。
揚げ物カバー、蒸し網も付属。「煮る」「焼く」「蒸す」「揚
げる」と1台4役。鍋：約31×15×25cm、1000W

ブルーノ / ミレスト

ブルーノ レトロガラスブレンダー
14-8489 89 グレー ［税抜］¥7,400
ファミリーで使える！ レトロデザインのガラスブレン
ダー。約1000㎖、180W

ミレスト  Hutte バックパック
14-8490 86 ホワイト ［税抜］¥8,000
フォルムが際立つ立体縫製のバックパック。本体：ポ
リエステル、付属：牛革。約27×38×13cm

ブルーノ ダブルウォールケトル
14-8491 89 レッド ［税抜］¥10,000
5段階の温度設定ができる真空二重ケトル型電気
ポット。1.2ℓ、約15×27×18cm、1000W

ブルーノ トースターグリル
14-8492 89 レッド ［税抜］¥12,000
焼きたてあつあつを食卓でシェアできるトップオープ
ン式トースター＆グリル。約41×22×24cm、1050W

ブルーノ コンパクトホットプレート
14-7236 89 レッド ［税抜］¥8,800
14-8561 89 ホワイト ［税抜］¥8,800
コンパクトサイズながら最大250℃まで設定できる
満足の火力。フッ素コートの平プレートとたこ焼きプ
レート、木べらが付属してます。約38×14×24cm
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レコルト ホームバーベキュー
15-8091 90 レッド ［税抜］¥9,000
凹凸スリットが余分な油を水トレイに落とす、火力が
自慢のホットプレート。万能フラットプレート付属。丸
洗い可能で、片付け簡単。約42×23×17cm、1200W

レコルト  プレスサンドメーカーキルト
15-7680 90 レッド ［税抜］¥4,000
耳つき食パンがキルト模様に焼ける。かわいい焼き目
と、耳つきの食パンが入るサイズ、そして、短時間で焼け
る固定式プレートが特長です。約13×23×10cm、600W

レコルト

レコルト

レコルト
スライドラック オーブン デリカ
15-8555 90 ホワイト ［税抜］¥6,500
パン２枚分の奥行きのトースターで、横幅を取りませ
ん。短時間でムラなく調理。（トースト約３分）
約27×31×24cm、1000W

レコルト ポットデュオ  フェット
15-8090 90 レッド ［税抜］¥8,000
煮る、蒸す、焼く、揚げる、炊く、5 つの機能がこれ1台
でOK。マット琺瑯調デザイン。テーブルにも気軽に置
ける、コンパクトサイズ。約24×22×18cm、650W

レコルト ホームコーヒースタンド
15-8553 90 ブラック ［税抜］¥3,800
コーヒー豆をフィルターに入れ、タンクに水をセットす
るだけ。600㎖サイズ。カップ４～５杯分。
約15×21×25cm、550W

レコルト ソロブレンダーソラン
15-8554 90 オレンジ ［税抜］¥4,000
飲み切りサイズのドリンキングジャー 300㎖、持ち運
びに便利なトライタン製キャリーボトル 400㎖付属。
約10×11×28cm（トライタンボトルセット時）、160W

レコルト  スマイルベイカーミニ
15-8552 90 スマイルピンク ［税抜］¥2,500
フォトジェニックなスイーツ作りに大活躍。短時間で
焼きあがる、熱伝導に優れた固定式プレート。扱い
やすい小さめサイズ。約13×15×10cm、350W

レコルト
ハンディブレンダースリムプラス
15-8556 90 ホワイト ［税抜］¥8,000
つぶす・混ぜる・泡立てるが、これ１台でＯＫ！ アタッ
チメント・本体をまとめて収納可能なカップ付き。
約6×6×36cm（ブレンダーセット時）、200W
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スチームアイロン
16-8493 72 ［税抜］¥3,000
低価格なのに機能充実！スチーム＆ショットのテフロ
ンアイロン。素材：[本体 ] PP / [かけ面 ]スチール。
約10×25×12cm、900W

電気ケトル
16-8494 68 ベージュ ［税抜］¥5,000
ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。使いやすいコ
ンパクトサイズ。
容量： 0.8ℓ。素材：PP。約21×16×17cm、1000W

全自動コーヒーメーカー
16-8495 69 ［税抜］¥15,000
挽いて、蒸らして、ドリップする。スイッチ1つで挽きた
てコーヒー。最大使用水量：0.58ℓ。素材：PP、PC、シ
リコンゴム、POM、SUS。約17×22×27cm、600W

ホームベーカリー
16-8496 70 ［税抜］¥23,800
手づくりパンが、簡単に。素材：[本体] PP / [パンケー
ス・パン羽根]アルミニウム（フッ素樹脂加工）。
約26×36×31cm、ヒーター 500W/モーター 50W

電気圧力鍋
16-8497 70 レッド ［税抜］¥25,000
1台6役。圧力調理、無水調理、蒸し調理、炊飯、スロー
調理、温め直しができます。素材：PP/PA/シリコン
ゴム/SUS/鉄。約22×24×25cm、700W

コーン式全自動コーヒーメーカー
16-8498 73 ［税抜］¥30,000
豆から挽きたて、淹れたての香り高いコーヒーがお好
みの時間に楽しめます。最大使用水量： 0.54ℓ。素材： 
ABS/PP/AS/ステンレス。約16×27×39cm、750W

スロージューサー
16-8499 72 メタリックブラック ［税抜］¥30,000
  食材をゆっくりと搾るので熱に弱い栄養素が壊れに
くくなっています。 素材： ABS、アクリル、ポリアセター
ル。約18×17×43cm、150W

ハイブリッドオーブントースター
16-8500 71 ホワイト ［税抜］¥35,000
瞬間発熱ヒーターと熱風循環の新しい加熱方式で、
食材をすばやく焼き上げます。素材：[本体 ] SGCC

（溶融亜鉛メッキ鋼板）。約35×36×23cm、1350W

シロカ

シロカ16



柳宗理  パンチングストレーナー
16、19、23、27cm  4pcs
17-5274 86 ［税抜］¥11,600
丈夫で清潔なオールステンレス製。継ぎ目のない
一体成形。その個性的なフォルムとも相まって、ずっ
と使いたくなる逸品。

柳宗理
ステンレスケトル  つや消し２.５ℓ
17-5154 86 ［税抜］¥10,000
握った感触が使い易いハンドル形状など、あらゆる
面でこだわったやかん。満水2.5ℓ。
約24×19 ×20cm（把手含）。IH可。

サンクラフト
スーパーおろし器快菜
17-8795 75 ブラック・レッド ［税抜］¥2,500
特殊なおろし金で、おいしい大根おろしがおろせます。
傾斜を付ける事により、少ない力でおろせます。18-8
ステンレス。約19×11×7cm

輪島キリモト
あすなろの BENTO-BAKO
17-7184 90 深型 ［税抜］¥10,000
輪島漆器素地の木材を活かしたデザインは、手工芸の
デザインをする大治将典氏。“あすなろ”の香りに含まれ
るヒノチオールは殺菌作用もあります。約21×9×6cm

匠  玉子焼き中
17-8798 85 ［税抜］¥3,200
日本製の高品質鉄材を使用、フライパンから手軽に
鉄分摂取。強火で美味しく調理ができ、鉄ならでは
の耐久性。約15×36×6cm

サンクラフトMOKA
三徳包丁
17-8796 75 ［税抜］¥6,000
刃物の産地関市で作られた、オールステンレス包丁で
す。川上元美さんデザイン。モリブデンバナジウムス
テンレス鋼・18-8 ステンレス。約31×5×2cm

サンクラフト MOKA
ダマスカス三徳包丁
17-8797 75 ［税抜］¥12,000
ダマスカス鋼のオールステンレス包丁です。特殊ステ
ンレス鋼 VG10 を中心に69層からなる多積層鋼材で
す。川上元美さんデザイン。約31×5 ×2cm

柳  宗理

ステンレス  両手鍋  浅型
つや消し 22cm 
17-8097 86 ［税抜］¥7,000
耐食性に優れた18-8 ステンレス製。軽量で扱いや
すく、持ち手も樹脂製で持ちやすい。満水3.8ℓ。
約35×24×15cm。IH不可。

サンクラフト
タクミジャパン

日本ブランド 17



OIGEN  鉄瓶まろみアラレ  1.1ℓ
18-7798 88 ［税抜］¥10,000
南部鉄瓶で沸かしたお湯は塩素臭などを抑え、まろやか
な味わいに。鉄分補給にもお薦めです。鉄鋳物：内面 /
酸化皮膜仕上、外面 /カシュー塗装仕上。約φ16×20cm

ラッセルホブス カフェケトル 0.8ℓ
18-8814 89 マットブラック ［税抜］¥10,000
コーヒーポットのような細長い注ぎ口なので湯量を
調節しやすく便利です。カップ 1杯分 (130㎖ )なら約
60秒で沸騰します。約25×13×20cm（ケトル本体）

ソーダストリーム
スピリット
スターターキット
18-8813 93 ホワイト ［税抜］¥14,000
普段の水をわずか数秒で炭酸水にできます。簡単な
操作で、楽しく誰でもお好みの強度の新鮮な炭酸水
がお楽しみいただけます。約13×11×42cm

クビンス ヨーグルト＆チーズメーカー
18-8175 95 ［税抜］¥11,800
ローコストでヨーグルトやチーズ、甘酒、果実酢、酵素ドリンク、
味噌、納豆、麹、漬物などが簡単に作れるマルチ発酵クッカー。
手入れが簡単、最大2000㎖まで調理が可能。約18×18×20cm

オクソー  バリスタブレイン
スケール付グラインダー
18-8811 92 ［税抜］¥30,000
均一なサイズに挽けるコニカルバー(刃)式グラインダー
と過熱を防ぐ高トルク/低速仕様 (400rpm)により、風
味を逃さずおいしく豆が挽けます。約14×23×36cm

ビタントニオ
ワッフル＆ホットサンドベーカー
18-8173 90 ［税抜］¥10,000
1台でベルジャンワッフルとホットサンドが楽しめます。調理時間
は短く、外はサクサク、中はふっくらの食感。別売オプションプ
レートで多彩なスイーツが楽しめます。900W、約25×24×11cm

オクソードリップケトル温度調節＆
タイマー機能付
18-8812 92 ［税抜］¥20,000
40℃から100℃まで、1℃単位をダイヤルで簡単に温
度設定可能。設定温度到達後は自動で最長30分間
の保温モードに切り替わります。約29×23×21cm

ラッセルホブス オーブントースター
18-8815 89 マットブラック ［税抜］¥10,000
食パン４枚がいっぺんに焼けるから、忙しい朝の時間
の節約に。一般的なトースターよりもタイマーとヒー
ターの調節が細かく設定できます。約35×33×22cm

ブランドキッチン18



関孫六  ダマスカス三徳 165mm
19-8738 75 ［税抜］¥12,000
刃体表面には日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカ
ス模様が広がり、ハンドルは手にフィットする逆三角
形。機能美を追求した包丁です。約30×5×2cm

Nyammy ケース付キッチンハサミ
19-8734 75 ［税抜］¥2,000
食材が滑りにくいセレーション刃のハサミ。マグネット
つき収納ケースは、冷蔵庫などに付けられます。ネコ
足デザインのハンドルも特徴です。約17×7×2cm

カイハウス 木製ナイフブロック
19-8736 75 ［税抜］¥4,000
コンパクトに設定したナイフブロック。中は取り出して
洗えます。ナイフ3本（22ｍまで）とハサミ1本を収納可
能。縦入れ、横入れは好みで選べます。約23×9×20cm

関孫六  匠創  三徳 165mm
19-8737 75 ［税抜］¥4,500
切れ味の鋭い、使い勝手の良いオールステンレスの三
徳包丁。刃体とハンドルが一体成形で衛生的。スタイ
リッシュなデザインです。約30×5×2cm

Nyammy ねこ包丁（三徳165mm）
19-8735 75 ［税抜］¥2,200
お手入れしやすいコーティング刃に、ネコのデザインをあ
しらった包丁。ネコ足は1cmのメモリになっており、切ると
きに目安になります。ステンレス刃物鋼。約30×5×2cm

カイハウス アイスクリームメーカー
19-8177 75 ［税抜］¥3,000
約20分で濃厚で滑らかなアイスが作れます。邪魔に
ならないコンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が
作れます。(オリジナルレシピ付）。約φ16×15cm

Nyammyぼうし型カバー付ピーラー
19-8733 75 ［税抜］¥850
ネコをモチーフにしたピーラー。収納に便利なカバー
には、ネコ耳が。便利な芽取り付。ハンドルの内側は
ミニおろしになっています。約13×8×1cm

カイハウス
ザ シャープナー（電動研ぎ器）
19-7805 75 ［税抜］¥10,000
コンパクトで収納等に便利な、本格的な刃付ができる
電動包丁研ぎ器。静音性に優れています。安全装置
で安心安全。約11×11×11cm

ニャミー カイハウス  関孫六

ブランドキッチン 19



20-8617 20-8618

倉敷製蠟

ペガサスキャンドル
ぷかぷかバスキャンドル
20-8617 83 ローズ ［税抜］¥680
20-8618 83 カモミール ［税抜］¥680
好きな香りをお風呂に浮かべて、おうちリゾート♪水が入りにくい
構造です。素材：パラフィンワックス。約3×8×8cm。香りあり。

倉敷製蠟 ペガサスキャンドル

倉敷製蠟
CARD CANDLE（Fresh Green）
20-8613 83 ［税抜］¥2,000
ちょっとした時間に手軽に楽しめる板ガムのような
カード型キャンドル。真鍮のスタンドに立てて使用しま
す。素材：パラフィンワックス。約2×0.3×7cm。香りあり。

倉敷製蠟
GLASS CANDLE（Cassis Leaves）
20-8614 83 ［税抜］¥5,000
ベーシックなグラス入りキャンドル。ゆったりとキャ
ンドルを楽しむのに最適です。素材：パラフィンワッ
クス。約7×7cm。香りあり。

倉敷製蠟
TEST TUBE CANDLE（Fresh Floral）
20-8615 83 ［税抜］¥7,000
試験管に入ったキャンドル。木製のスタンドに立てて
ご使用ください。素材：パラフィンワックス。
約4×11cm。香りあり。

倉敷製蠟
CHOCOLATE CANDLE
20-8616 83 ［税抜］¥3,000
粒チョコレートを模したキャンドル。無香なのでシ
チュエーションを問いません。素材：パラフィンワック
ス。約3×3×2cm。香りなし。

ペガサスキャンドル
あかりの花めぐり ６ヶセット
20-8619 83 ［税抜］¥2,000
和菓子の落雁を忠実に再現した四季折々の花ローソ
ク。上品な色合いと、こだわりぬいた質感が心を和ませ
ます。素材：パラフィンワックス。約5×5cm。香りなし。

20



富士ホーロー

ハニーウエア
コンテ  深型角容器  Ｍ
21-8123 80 ホワイト ［税抜］¥1,800
酸や塩分に強く食材の保存に最適。汚れが付きにく
く、匂いうつりも少ないです。オーブン調理にも使用可
能。素材：ほうろう用鋼板。約18×12×8cm、1.12ℓ

ハニーウエア
コンテ  浅型角容器  Ｍ
21-8122 80 ホワイト ［税抜］¥1,600
酸や塩分に強く食材の保存に最適。汚れが付きにく
く、匂いうつりも少ないです。オーブンにも使用可能。
素材：ほうろう用鋼板。約19×14×5cm、0.9ℓ

ハニーウエア
ソリッド 15cmミルクパン
21-8125 80 ホワイト ［税抜］¥4,000
小ぶりながら、蓋つきなので保温性にも優れた使い
がっての良さが自慢です。素材：ほうろう用鋼板。約
28×16×12cm、1.2ℓ。IH 200V対応。

ハニーウエア
ソリッド 12cmミルクパン
21-8124 80 レッド ［税抜］¥3,000
厚さ1ｍｍの鋼板を使い、丈夫で永く使えます。木製
のハンドルは、持ちやすさを考慮しました。素材：ほ
うろう用鋼板。約24×12 ×10cm、0.75ℓ。ガス火専用。

ハニーウエア
ソリッド 1.6ℓ コーヒーケトル
21-8127 80 スモークブルー ［税抜］¥4,500
7 ～ 8人の一般的な市販のドリッパーをセットできま
す。素材：ほうろう用鋼板。
約23×13×19ｃｍ、1.6ℓ。IH 200V対応。

ハニーウエア
ソリッド 18cm ソースパン
21-8126 80 グリーン ［税抜］¥4,500
徹底的に使いやすさにこだわったトータルでバランス
の優れた製品です。素材：ほうろう用鋼板。
約36×19×13cm、2.2ℓ。IH 200V対応。

富士ホーロー
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22-6829 22-6833

22-8589

22-8585 22-8586

ハセガワ

lucano ワンステップ 踏台
22-8582 79 ホワイト ［税抜］¥8,000
22-6829 79 ブラック ［税抜］¥8,000
ちょっとした高いところのものを取るのに便利な天板
高約24cm。キッチン、玄関、お子様の補助台、ディス
プレイツールとして！
使用時：W39×D33×H24cm。最大使用重量100kg

lucano ツーステップ 踏台
22-8583 79 ブラック ［税抜］¥12,000
22-6833 79 レッド ［税抜］¥12,000
折りたたんでも自立する機能で使わないときも美し
い。ワンタッチバーにより簡単に折りたたみが可能に。
使用時：W48×D57×H56cm。最大使用重量100kg

HANDLE STEP ハンドルステップ
22-8584 79 ライトグレー ［税抜］¥14,800
22-8585 79 コーラルピンク ［税抜］¥14,800
片手ハンドル付きで上がりやすい、ユニバーサルデ
ザイン踏台。アルミ製なので3.3kgと軽量。
天板高さ：58cm。使用時：W43×D58×H103cm。
最大使用質量100kg

脚軽 BLACK
22-8586 73 ［税抜］¥17,000
22-8587 73 ［税抜］¥23,000
最大30％軽量化 (当社従来品比）で作業効率アップ。
片手で簡単に開閉できる『ワンタッチバー』を採用！
22-8586  使用時：W52×D75×H109cm
22-8587  使用時：W63×D107×H169cm

天板幅広脚部伸縮式足場台
22-8590 73 ［税抜］¥24,000
幅広設計で天板がよりワイドに。脚部は最大31cm
高さ調整可能。持ち運びしやすい取っ手付き。
天板寸法：100×42cm
使用時：W54～60×D137～153×H65～96cm
収納時：W54 ×D103×H18cm

Skyladder
22-8588 72 ［税抜］¥66,000
22-8589 72 ［税抜］¥116,000
人間工学に基づいた“踏ざん形状 ”。上段部での昇り
降りを軽快にする“エンドキャップ ”。“プルリング ”で
全段スムーズにロック解除。上端具外幅：49cm
22-8588  全長：W56×H389cm、  縮長時高さ：88cm
22-8589  全長：W58×H488cm、  縮長時高さ：96cm

ハセガワ22



窓用バキュームクリーナー  WV1プラス
23-8926 103 ［税抜］¥6,980
水ダレや拭きあとを残さず、汚れや洗剤をしっかり吸
引。窓掃除の際には、洗剤を吹きかけてワイプパッド
でのばし、汚れを浮き立たせます。充電式（コードレ
ス）なので、思い立ったらすぐ使えます。 1回の充電で
およそ20分間の連続使用が可能。約13×25×28cm

高圧洗浄機   K2クラシック
23-7829 97 ［税抜］¥11,980
初心者向けのケルヒャー家庭用高圧洗浄機。軽量＆コンパ
クトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1ジェットノズ
ルがセットになってリーズナブル。ノズルは背面に収納が
可能。自吸できるので、水道がない場所でも使用できます

（フィルター、自吸用ホースが必要です）。約39×17×24cm

高圧洗浄機  K2クラシックカーキット
23-7830 97 ［税抜］¥13,980
軽量＆コンパクトタイプの高圧洗浄機。1ジェットノズ
ルで、自吸が可能なので水道がない場所でも使用でき
ます（フィルター、自吸用ホースが必要です）。 フォーム
ノズル、ウォッシュブラシ、洗浄剤のカーキットのセッ
ト。約39×17×24cm    ※水道ホースは付属しておりません。

高圧洗浄機 K2
23-7831 97 ［税抜］¥17,980
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高
圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロン
ジェットノズルの2 つのノズルがセットされている
ので、どんな汚れも効果的に落とせます。約24×28×
78cm  ※水道ホースは付属しておりません。

スチームクリーナー  SC1クラシック
23-7832 97 ［税抜］¥19,980
驚くほどコンパクト。ヒートアップタイムは約3分と短
いので、いつでも思い立った時に手軽にスチーム掃除
できます。本格的なボイラー式なので、約100°の高
温スチームを高圧噴射し、汚れをしっかり落として除
菌もできます。約32×13×19cm

高圧洗浄機   K2 ホームキット
23-7833 97 ［税抜］¥22,980
持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスと
サイクロンジェットノズルの2 つのノズルで、どんな汚
れも効果的に落とせます。テラスクリーナーが水ハネ
を防ぎ、床面を効率よく洗浄。洗浄剤付。
約24×28×78cm  ※水道ホースは付属しておりません。

ケルヒャー
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24 ビクトリノックス

ビクトリノックス

I.N.O.X.
24-7626 80 ［税抜］¥72,000
130もの過酷な状況下で耐久性を保つよう標準以上
の強度テストを行ない、これまで以上に頑丈かつ高
い信頼性を誇るモデルです。脱着式バンパープロテ
クターが様々な衝撃を吸収する構造となっています。

クラシック シグネチャー  
24-8591 88 ［税抜］¥2,160
マルチツールの基本的な機能だけでなく、ボールペン
も付いています。ユニークな機能を搭載したシリーズ。
7機能。約1×6cm

スイスカード T   
24-8592 88 ［税抜］¥2,560

「レッドドット･デザイン アワード 2004」で、「ベス
ト ･オブ･ ベスト賞」を受賞。便利なツールをスマー
トに収納。10機能。約8×5×1cm

ラサール 13  
24-8595 80 ［税抜］¥40,000
必要なすべてのものをスリムでエレガントなデザイン
に収めるブリーフです。13 インチのラップトップが収
納できます。素材：ナイロン。約38 ×28×10cm

レキシコン
ミディアム ハードサイド ケース   
24-8597 80 ［税抜］¥68,000
ホイールとハンドルを深く埋め込むことで、さらに大
きな収納力を実現。お手入れしやすい大型ポケットの
ついたジッパー式ディバイダー・ウォール。素材：ポリ
カーボネート。約45×68×28cm

レキシコン フリークエントフライヤー
ハードサイド キャリーオン   
24-8596 80 ［税抜］¥52,000
ホイールとハンドルを深く埋め込み、さらに大きな収
納力を実現。隠れたIDタグはUSBポートを備えた
ツールキットになり、パワーパック（別売）に接続でき
ます。素材：ポリカーボネート。約35×55×23cm

フリップトップ ラップトップ バックパック   
24-8594 80 ［税抜］¥14,000
様々な仕分けポケットが付いており、用途に合わせた
整理収納スタイルが見つかります。素材：ポリエステ
ル。約28×45×20cm

ネイルクリップウッド580  
24-8593 88 ［税抜］¥4,720
ボディからワンタッチで出し入れできる、シンプルな
構造で、つめのお手入れはもちろん、安全にお使いい
ただけます。6機能。約2×7cm



25ジェントス / レッドレンザー

ジェントス  LED ランタン
25-8502 73 ［税抜］¥4,500
フローティング機能。耐塵・1m防水仕様（IP67準拠）
&2m落下耐久。バッテリーインジケーター搭載。単3
アルカリ電池 ×6本使用。最大約370lm、最長約142
時間点灯（Ecoモード）。約φ8×14cm、約355g

レッドレンザー フォーカス機能付
LEDライトP7
25-8506 80 ［税抜］¥8,000
P7最新モデル。3種類の照射モード・片手操作が簡単
なフォーカス機能付。明るさ：約450lm、最長照射距
離：約300m、素材：アルミニウム合金。
約φ4×13cm、約175g

ジェントス  ヘッドライト
25-7707 82 ［税抜］¥3,480
防塵、防水性に優れたヘッドライト。工事現場、防災
用品としても使えます。最長照射距離約42m。最大
光束210lm。約7×4 ×4cm、180g 

ジェントス  耐塵・耐水
スライドフォーカス式アルミトーチ
25-8501 73 ［税抜］¥3,500
4段階の調光機能。耐塵・耐水仕様（IP66準拠）&2m
落下耐久。スライドフォーカスコントロール搭載。単
4アルカリ電池 ×4本使用。最大光束約450lm、最長
照射距離約285m。約φ4×13cm、約167g

レッドレンザー  P2
25-8067 80 ［税抜］¥2,420
フォーカス機能付ペン型 LEDライト。特殊レンズに
よる美しいブルームーンフォーカス機能付。最大光
束約16lm、最長照射距離約25m。単4アルカリ電池
× 1本使用。約φ2×10cm、約36g

ジェントス  フラッシュライト  
25-8066 73 ［税抜］¥2,200
スライドフォーカス搭載。専用設計のムーンレンズ
搭載でムラの無い美しい照射面。最長照射距離約
25m。18lm、約φ2×10cm、40g 

レッドレンザー フォーカス機能付
 LEDヘッドライトH3.2
25-8505 80 ［税抜］¥5,000
ソフトベルトなので長時間利用しても疲れにくい。
フォーカス機能付。ヘッド角度調整可能。ベルトは
取外し可能。明るさ：約120lm、最長照射距離：約
100m、素材：ABS樹脂。フリーサイズ。約133g

レッドレンザー 
LED ミニキーライト K1
25-8503 80 ブラック ［税抜］¥1,000
25-8504 80 ピンク ［税抜］¥1,000
国際的なデザイン賞を受賞したミニキーライト。明
るさ：約13lm、最長照射距離：約16m、素材：アル
ミニウム合金。約φ1×4.5cm、約10g

25-8504

レッドレンザージェントス



Ｂ＆Ｗ P5 Wireless
26-8510 97 ブラック ［税抜］¥39,000
クラス最高の17時間使用できるバッテリー寿命、 
APTX品質のユニバーサル Bluetoothの互換性、 最高
の通話品質デュアルマイク、 受賞歴のあるP5技術と、
贅沢な素材を備えています。

Ｂ＆Ｗ モバイル高音質ヘッドホン
26-8116 97 ［税抜］¥18,000
レザー仕上げと新しいドライバー採用により飛躍的に
改善したP3シリーズ２は軽量でありながら上位機種
の技術を採用した豪華さと耐久性を兼ね備えたHi-Fi
サウンドを移動中でも再生します。約17×15×5cm

B&W / DENON 

バウワース & ウィルキンス デノン
＋

26

Ｂ＆Ｗ  PX
26-8508 97 ゴールド ［税抜］¥48,600
26-8509 97 グレー ［税抜］¥48,600
クラス最高のサウンドと、最適化されたノイズキャンセ
リング機能、22時間のバッテリー駆動時間、インテリ
ジェントコントロールを一つにまとめました。 

Ｂ＆Ｗ  P9 Signature
26-8507 97 ブラウン ［税抜］¥99,000
Bowers ＆ Wilkins 創立50年を記念し蓄積してきた
全ての音響、設計技術を技術を詰めこみ、開発されま
した。ヘッドバンドとイヤーパッドは最高級のイタリア
製サフィアーノ・レザーを使用。

DENON  New Envaya
26-8511 92 ブラック ［税抜］¥22,000
26-8512 92 グレー ［税抜］¥22,000
ポータブル Bluetoothスピーカー。使う場所を選ば
ない防塵（IP67）・防水性能（IPX7）。最大13時間再生
可能。ハンズフリー通話 ＆ Siri / Google Now 対応。
約21×8×7cm

26-8508

DENON  New Envaya
26-8513 92 ブラック ［税抜］¥12,000
26-8514 92 グレー ［税抜］¥12,000
ポータブル Bluetoothスピーカー。New Envayaシリーズ
の最小最軽量モデル 。使う場所を選ばない防塵（IP67）・
防水性能（IPX7）。最大10 時間再生可能。ハンズフリー
通話 ＆ Siri / Google Now 対応。約16×6 ×6cm

26-8512 26-8513
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アイロボット

ブラーバ  380j
27-7777 103 ［税抜］¥39,000
水拭き、から拭きの清掃モードで、皮脂汚れや、食べ
こぼしまで拭き取ります。付属の「NorthStar ™キュー
ブ」で、位置情報を把握し家具の間でも隅々までキレ
イにします。素材：ABS樹脂。約24×22×8cm

ルンバ  980
27-7773 103 ［税抜］¥125,000
隅々まで清掃します。一度に清掃できる面積は112
畳、清掃可能な部屋数に制限はありません。iRobot 
HOMEアプリに対応。
素材：ABS樹脂。最大幅約35×9cm

ブラーバ   ジェット240
27-8197 104 ［税抜］¥29,880

「iAdapt®2.0」により、部屋をすみずみまで拭き掃除します。
クリーニングパッドを装着すると、自動的に清掃モードを選
択。ウェットモップモードでは、こびりついた汚れやベタつ
きを浮き上がらせ、しっかり拭き取ります。約18×17×8cm

ルンバ  890
27-8598 103 ［税抜］¥69,880
AeroForce クリーニングシステム搭載。パワフルな清
掃力でゴミやホコリ、ペットの毛まで確実に吸いとる
ハイエンドモデル。 
素材：ABS樹脂。最大幅約φ35×9cm

ルンバ  690
27-8599 103 ［税抜］¥49,880
3段階クリーニングシステム搭載で毎日のゴミやホコ
リに、確かな清掃力で床掃除の負担を軽減させるス
タンダードモデル。iRobot HOMEアプリに対応。
素材：ABS樹脂。最大幅約34×9cm

ルンバ  641
27-8600 103 ［税抜］¥39,880
オプション機能を省き、清掃機能に特化しました。
ファースト・ルンバにも最適なお求めやすいスタン
ダードモデルです。
素材：ABS樹脂。最大幅約34×9cm



BOSE  Bose® SoundLink®

Revolve Bluetooth® speaker
28-8674 111 トリプルブラック ［税抜］¥25,000
28-8675 111 ラックスグレー ［税抜］¥25,000
ポータブルサイズで360°にいきわたる、深みのある驚
きのサウンドを実現。屋外使用に対応。防滴仕様。
12時間連続再生可能。670kg、約8×15×8cm

BOSE  Bose® SoundSport®

Free wireless headphones
28-8676 111 ブラック ［税抜］¥27,000
28-8677 111 ミッドナイトブルー ［税抜］¥27,000
ボーズ初の完全ワイヤレスインイヤーヘッドホン。どん
な動きも妨げません。クリアでパワフルなサウンドを
実現しました。満充電で最大5時間。約3×3×3cm

28-8677
28-8675

BOSE  Bose® SoundLink®

Color Bluetooth® speakerⅡ
28-8678 111 アクアティックブルー ［税抜］¥15,000
28-8679 111 ソフトブラック ［税抜］¥15,000
迫力あるサウンドをどこにでも。防滴設計で、プール、
テラス、公園などで音楽を楽しめます。満充電で約8
時間の連続再生可能です。540g、約13×13×6cm

BOSE  Bose® SoundLink®

Micro  Bluetooth®  speaker
28-8680 111 ブラック ［税抜］¥12,750
28-8681 111 ブライトオレンジ ［税抜］¥12,750
サイズからは想像できない迫力のサウンドを実現し
ます。超小型ボディは高い耐久性と防水性を備え、シ
リコン製ストラップも装備。290g、約10×10×4cm

28-8678

28-8681 

BOSE  Bose® QuietComfort®35
wireless headphonesⅡ
28-8924 111 ブラック ［税抜］¥37,000
28-8925 111 シルバー ［税抜］¥37,000
業界最高クラスのノイズキャンセリングヘッドホン。
Googleアシスタントを搭載し音声操作が可能。ワイ
ヤレステクノロジー搭載。バッテリー持続時間 ：ワイヤ
レス 20時間、有線40時間。234g、約17×18×8cm

BOSE  Bose® QuietControl ™30
wireless headphones
28-8923 111 ［税抜］¥32,000
画期的な新しいテクノロジーにより、かつてないリス
ニングスタイルを実現。周囲のノイズを自由にコント
ロールすることが可能になりました。満充電で最大
10時間。65g

29-8925

29-8924

ボーズ

BOSE28



ゼンハイザー

SENNHEISER PXC 550 Wireless   
29-8685 95 ［税抜］¥42,000
Bluetooth＆ノイズキャンセリングヘッドフォン。ハウ
ジングにはタッチパネル機構を採用し再生・停止等の
操作が可能。Bluetoothとノイズキャンセリング機能
使用時に約20時間再生可能。約227g

カドー空気清浄機  LEAF 120
29-8696 100 ホワイト ［税抜］¥39,000
29-8697 100 ブラック ［税抜］¥39,000
世界的デザイン賞 金賞受賞の最上位モデルの空気
清浄機。高性能フィルターが汚れを確実にキャッチ。
フィルターの自己再生効果。素材：鉄、ABS。約φ24
×32cm

エレクトロラックス 
エルゴラピード・リチウム カラーポップ   
29-8694 95 ウォーターメロンレッド ［税抜］¥23,800
お部屋のアクセントにしたい北欧カラー。ワンタッチでハ
ンディになるから、棚や階段も手軽にお掃除。大小どん
なゴミやホコリもお任せ、トライアングル・パワーノズル
搭載。運転時間：通常モード 20分。約27×15×107cm

カドーエレクトロラックスレイコップ

レイコップ
ふとんクリーナー レイコップＲＮ
29-8692 105 ピュアホワイト ［税抜］¥23,000
29-8693 105 シルキーピンク ［税抜］¥23,000
最軽量モデル。弾力性が強く磨耗に強いフィンパンチブラシ
搭載。吸引幅がレイコップ LITEに比べて20％拡大、より高い
除菌効果が得られます。素材：ABS樹脂。約29×37×15cm

29-8693

29-8697

カドー加湿器  STEM 620
29-8698 100 ホワイト ［税抜］¥42,500
29-8699 100 ブラック ［税抜］¥42,500
専用のフローラルウォーターで、ディフューザーとしてご使用可
能。タンク内の水を抗菌し、空気中にミストとして放出され、ウ
イルスや浮遊菌を抑制します。加湿能力は最大600ml/h。素
材：ABS樹脂、アクリル、アルミ、ステンレス。約φ27×86cm

29-8698

SENNHEISER  CX 7.00BT   
29-8682 95 ［税抜］¥18,500
低音を重視した卓越のサウンドと、最先端のワイヤレ
ステクノロジーを兼ね備えたBluetooth4.1対応のイ
ヤフォン。NFC搭載で簡単ペアリング。1.5時間充電
で10時間の音楽再生。ハンズフリー通話対応。約48g

29レイコップ / エレクトロラックス / カドー / ゼンハイザー 



ダイソン30

現在 、世界72ヶ国で販売されているダイソ

ン製品は、その技術性やデザイン性が認め

られ、ビクトリア＆アルバート博物館（ロンド

ン）、サンフランシスコ現代美術館 、デザイン

ミュージアム（チューリッヒ）、ジョージュ・ポ

ンピドー・センター（パリ）といった世界各国

の美術館で展示されています。

Ｖ８ アブソリリュート  
30-8928 99 ［税抜］¥96,800
他のどの掃除機よりも確実にゴミを吸い取り、充分
な運転時間で家のすみずみまで掃除できます。【通
常モード】 40分間、【通常モード モーター駆動のヘッ
ド使用時】ソフトローラークリーナーヘッド： 30分
間、ダイレクトドライブクリーナーヘッド： 25分間ミニ 
モーターヘッド： 30分間、【強モード】７分間。
約25×124×22cm

Ｖ８ アニマルプロ  
30-8929 99 ［税抜］¥86,800
他のどの掃除機よりもカーペットから確実にゴミを吸
い取り、充分な運転時間で家のすみずみまで掃除でき
ます。【通常モード】 40分間、【通常モード モーター
駆動のヘッド使用時】ダイレクトドライブクリーナー
ヘッド： 25分間、ミニモーターヘッド： 30分間、【強モー
ド】７分間。約25×124×22cm

Pure Cool link 
30-8927 99 ［税抜］¥64,800
他の空気清浄機とは違い、PM0.1レベルの微細な粒
子を自動で99.95%除去。有害なガスも除去。活性
炭を3倍に増やし、トリス緩衝液を浸透させた活性炭
フィルターで、VOC（揮発性化合物）やニオイなども除
去します。約102×20×20cm

ダイソン
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31-8234

31-7256

hot+cool　AM09
31-7678 99 ホワイト/ ニッケル ［税抜］¥58,800
31-7256 99 アイアン/ サテンブルー［税抜］¥58,800
冬はヒーターとしてより早く、均一に部屋を暖め、夏
は扇風機として使えます。新たなフォーカスモードは、
パワフルな風を遠くまで届けます。暖まるためにファ
ンヒーターに近寄る必要はありません。 露出した発
熱体が無く、ヒーター特有のにおいが発生しません。
約59×20×20cm、2.68kg

Pure Hot + Cool   link
31-8233 99 ホワイト/シルバー［税抜］¥72,800
31-8234 99 アイアン/ ブルー ［税抜］¥72,800
他の空気清浄機とは違い、PM 0.1レベルの微細な
粒子を自動で99.95%除去。有害なガスも除去。活
性炭を3倍に増やし、トリス緩衝液を浸透させた活性
炭フィルターで、VOC（揮発性化合物）やニオイなど
も除去します。約63×22×22cm

Ｖ８ フラフィプラス  
31-8930 99 ［税抜］¥86,800
大きなゴミから小さなゴミまで、最も多くのゴミを同
時に吸い取り、充分な運転時間で家のすみずみまで
掃除できます。【通常モード】 40分間、【通常モード 
モーター駆動のヘッド使用時】ソフトローラークリー
ナーヘッド： 30分間、ミニモーターヘッド： 30分間、

【強モード】７分間。約25×124×22cm

Ｖ８ フラフィ  
31-8931 99 ［税抜］¥76,800
大きなゴミから小さなゴミまで、最も多くのゴミを同
時に吸い取り、充分な運転時間で家のすみずみまで
掃除できます。【通常モード】 40分間、【通常モード 
モーター駆動のヘッド使用時】ソフトローラークリー
ナーヘッド： 30分間、ミニモーターヘッド： 30分間、

【強モード】７分間。約25×124×22cm



ドクターエア

3Dアイマジック  ホワイト
32-8688 95 ［税抜］¥16,667
いつでもどこでも気軽にできる目元ケア。目のまわり
やこめかみをじんわり温めながら、ほどよい振動と加
圧でやさしくストレッチ。心安らぐサウンドに包まれ
ながら「目元サロン」が体験できます。約20×8×12cm

3Dマッサージロール
（家庭用電気マッサージ器）

32-8686 95 ピンク ［税抜］¥9,074
軽くて充電式コードレスだから、3分間で最大10，
000回の振動で場所を選ばず全身を強力にマッサー
ジ。最長約180分使用可能。付属のアシストカバー
で手の届かない部位にもご使用可能。約φ9×31cm

3Dネックマッサージャー  ピンク
32-8687 95 ［税抜］¥13,704
首や肩周りにフィットしやすいコンパクトボディ。コー
ドレスなので好きな場所でいつでもご使用可能。モミ
玉に搭載されたヒーター機能によりまるで人の手のよ
うなもみ心地を実現しました。約45×15×60cm

ストレッチロール S  ブラック
32-8689 95 ［税抜］¥17,593
振動刺激によって、より深部へのアプローチが可能と
なり、かつ身体を動かして刺激を与える必要がないの
で、リラックスしたポジションでリリースが可能にな
ります。約φ15×32cm

3Dマッサージシート
プレミアム  レッド
32-8690 95 ［税抜］¥35,000
70cmのロングストローク構造。もみ・たたき・指圧・
もみたたきの4つの機能で本格的マッサージを実現。
ドクターエアー 3Dマッサージシリーズの最上位モデ
ルです。約46×126（背部84）×12（モミ玉部除く）cm

3DスーパーブレードS  ピンク
32-8691 95 ［税抜］¥55,371
乗るだけでヘルシー BODYに！！ ポージングやエクサ
サイズで適度な負荷をかけることで、インナーマッス
ルはもちろん体幹バランスのトレーニングにもなりま
す。約79×19×42cm

ドクターエア32



ドリーム
背筋がGUUUN
美姿勢座椅子リッチ
33-8802 100 ピスタチオグリーン ［税抜］¥12,191
体にフィットする肉厚クッションで驚くほど楽な座り
心地。背面を前にして抱っこして座ると、横隔膜が伸
びて美姿勢がくせづきます。さらに座面は骨盤補整機
能付き！ 約45×56（～96）×18（～57）cm

ルルド
ホットネックマッサージピロー
33-8223 95 グレー ［税抜］¥7,800
首筋にしっかりフィットして、じんわり暖かい独自の
シームレスヒーターと新もみ玉が手もみ感覚を再現。
表裏を入れ替えることで、「もみ位置」と「もみ感」が
変わり、コリを的確にとらえます。約44×44×14cm

スライヴルルド

ルルド ハンドケア
33-8799 95 ［税抜］¥10,000
指を１本ずつ包むグローブ型ハンドマッサージャー。
15層のエアバッグとマッサージヒーターで、手のひ
らはもちろん指の1本1本までホットマッサージ。タイ
マー：約10分自動 OFF  約17×18×10cm

ルルド
めめホットチャージビューティー
33-8800 95 ［税抜］¥6,000
ヒアルロン酸配合の美容繊維を採用したアイマスクにフィ
ルムヒーターを内蔵。目もとをやさしく温めます。USB対
応のACアダプターなので、PCに直接差して使用すること
も可能です。タイマー：約10分自動 OFF。約20×9×2cm

ルルド
ハンディマッサージャー  リラミンゴ
33-8801 95 ピンク ［税抜］¥3,700
アームの曲線が体にフィット。いろんな箇所をほぐせま
す。身体に押し当てると自動的に振動がスタート。離
すとストップする“タッチ式電源 ”を採用。防水設計だ
から、濡れても安心です。単3電池×4。約23×36×6cm

スライヴ くつろぎ指定席  Light
マッサージチェア  CHD-3500
33-8803 102 ［税抜］¥59,800

「もみ」と「もみたたき」機構搭載。フルマッサージが楽しめ
る、軽量・コンパクト設計のマッサージチェアです。背面には
４つの横回転のもみ玉を搭載。弾力のあるモミボードがふく
らはぎをマッサージ。定格時間：20分。約66×98×98cm

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

ドリーム
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遠赤外線ストーブ  Y010
34-7705 97 ブラウン ［税抜］¥4,500
熱効果が大きく、体に浸透しやすい遠赤外線タイプ。
強弱切替。消費電力： 強800W / 弱400W。ロータリー
スイッチで簡単操作。コード長：約1.7m。温度ヒュー
ズ、転倒時 OFF機能付き。
約31×33×17cm

コードレスクリーナー B021
34-8515 97 クリアホワイト ［税抜］¥22,000
34-8516 97 クリアブラウン ［税抜］¥22,000
標準で約57分の連続運転。リチウムイオンバッテリー、
日本電産製DCブラシレスモーター採用。3段階運転。
スタンド付属。布団ノズル付。
約100×20×14cm（最大時）、1.3kg

コードレスクリーナー  Y010
34-7701 97 ブルー ［税抜］¥18,000
34-7353 97 レッド ［税抜］¥18,000
標準で約57分の連続運転。リチウムイオンバッテリー、
DCブラシレスモーター採用。3段階運転。スタンド付
属。約100×20×14cm（最大時）、1.3kg

リビングファン  Z710
34-7704 97 ブラウン ［税抜］¥7,400
女性に優しい「収納便利」「持ち運び便利」なサイズ
感。伸長時は727ｍｍの高さに。時間とともに風量を
減らす「SLEEP運転」。微風・弱・中・強の4段風量切
替。素材：ABS、PP、AS、スチール。
約62×34×29cm

スチーム式加湿器  Z210
34-8518 97 ベージュ ［税抜］¥12,000
加湿時間最長約20時間（長時間モード）適用畳数 (め
やす)：木造 /和室6畳 (約9㎡ )、プレハブ /洋室10畳
(約16㎡ )。タンク容量：約2ℓ。アロマポット付。素材：
ポリプロピレン。約20×25×26cm

34-8516 34-7353

クッキングミキサー  B010
34-8517 97 レッド ［税抜］¥12,000
コンパクト＆スリムなデザイン。電子レンジの調理に
も対応。便利なスパチュラー付属。タンブラー容量：
400㎖。素材：本体：PP、ABS / タンブラー：レンジ
対応ガラス。約33×13×15cm、2kg

プラスマイナスゼロ

±034



I-umbrella stand 
35-8634 88 ［税抜］¥7,800
雨がふり、しずくが大地にしみこみ草木は育ち生きて
ゆく、そんな自然のサイクルをデザインした、小さいス
ペースにもすっきり置けるおしゃれな傘立て。
約22×13×40cm

スナフキンの忘れもの
35-8636 88 グリーン ［税抜］¥18,000
スナフキンの帽子をモチーフにしたムーミンシリーズ
のライト。羽根の部分がプルスイッチになっています。
E-26/60Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）。
約φ40×24cm

ムーミンハウス
35-8635 88 レッド ［税抜］¥12,000
にぎやかなムーミン屋敷をモチーフにしたライト。
屋根の部分はフェルト素材で出来ています。
E-17/25Ｗ 白熱 ミニ球（フロスト）。
約φ13×35cm

エトワール ペンダントランプ LED球
35-8105 88 フロスト ［税抜］¥26,000
35-8106 88 クリア ［税抜］¥26,000
Etoile(エトワール)はフランス語で、「星」。真鍮で作
られた星型ペンダントランプはビンテージ加工の、落
ち着いた大人の佇まい。約 27×27×34cm。LED球：
E-26 6.5W 2700K エジソン球 800lm（60W相当）

ディクラッセ

エトワール テーブルランプ 白熱球
35-8107 88 フロスト ［税抜］¥23,000
35-8108 88 クリア ［税抜］¥23,000
落ち着いた明るさのライトなので、寝室やリビング
などのくつろぎの灯りにおすすめな星型テーブルラ
ンプです。約26×30×35cm。白熱球：E-17 40Ｗ ミ
ニ球（クリアー）

35-8105 35-8108

LED Solar stone 
35-8632 88  S ［税抜］¥2,500
35-8633 88  L ［税抜］¥3,000
石のカタチのLEDライトは太陽の光で充電し、暗くな
ると自動で点灯します。(屋外での使用可能 )単4 ニッ
ケル水素電池 ×1。
35-8632  約15×13×8cm   35-8633  約17×15×11cm

35-8633

35ディクラッセ



クアドリラ・ツイスト＆レールセット
36-6899 90 ［税抜］¥15,000
何種類ものレーンやキューブには、驚くしかけがいっ
ぱい。組み立て方によって、ビー玉のスピードや方向
が変わります。ポリプロピレン、木、ガラス。
34×54×14cm。4歳頃～

キッチンセンター
36-6895 90 ［税抜］¥12,000
シンプルなつくりで世界中の子ども部屋に合う様に
デザインされました。お料理に必要なお鍋、フライパ
ン、調味料入れ等、全てセットになっています。ポリエ
チレン、ポリプロピレン。33×72×48cm。1歳半頃～

マグ・フォーマー
ベーシック62ピース
36-8623 90 ［税抜］¥12,000
瞬時にカチッとつながって平面と立体を行き来する
作品づくりが出来る、世界65か国で大人気の磁石で
つながる数学ブロックです。素材：ABS、磁石。

マグ・フォーマー
リモート乗り物セット20ピース
36-8622 90 ［税抜］¥9,800
マグ・フォーマーを動かせる、リモコン機能付きのセッ
トが新登場。好きなデザインの乗り物をつくって、自
由自在に走らせてみましょう。素材：ABS、磁石。

カラコロツリー S
36-8621 90 ［税抜］¥5,800
ビー玉が上から下に落ちるたびに、カラコロと木のや
さしい響きが聞こえます。
素材：かえで、ガラス（ビー玉）。約12×12×47cm

かんてんネンドスタジオ８色セット
36-8620 90 ［税抜］¥3,200

「寒天」が原料なので、保水性に優れ、やわらかく、くっ
つきにくいのが特徴。全8色のセットで、かんてんネン
ドの楽しさがさらに広がります。
素材：寒天、セルロース、にがり、無機塩、食品色素。
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ライダース  バックパック
ランボルギーニ・ウラカン  
37-8818 103 グリーン ［税抜］¥5,000
もうこれは、車型ランドセル！？ 皆の憧れランボル
ギーニのバックパック。インパクト大なスーパーカー

「ランボルギーニ・ウラカン」をモデルにした最高に
かっこいいバックパック。0.8kg、約17×21×32cm

ライダース
37-8816 103 ブラック ［税抜］¥9,800
37-8817 103 ブルー ［税抜］¥9,800
旅行、おもちゃ入れにも使えるキャリーケース。トロ
リーハンドルとロープハンドルの２WAY仕様。
37-8816   メルセデスベンツ Ｇクラス    2.5kg、12ℓ
37-8817   SUBARU BRZ    2.5kg、13ℓ

37-8816 37-8817

カセット  無線マウス
37-8819 103 ブルー ［税抜］¥6,463
37-8820 103 ピンク ［税抜］¥5,537
ミニカーに見せて実はクリックとホイールを備えたワイヤレ
ス・マウス！ ヘッドライトが光るギミック搭載。単3電池 ×1
37-8819   フェアレディＺ 240Z 
37-8820   VOLKSWAGEN BEETLE

37-8819

37-8820

もちてつ
モバイルバッテリーもちてつ！
37-8821 103 白 ［税抜］¥6,463
37-8822 103 黄色 ［税抜］¥4,000
日本が世界に誇る新幹線。そのままモバイルバッテ
リーになりました。精巧なディテールにライトが点灯
するギミック。USB-MicroUSBケーブル付。
37-8821   0系 　　37-8822   ドクターイエロー

37-8821

Bluetoothスピーカー
37-8823 103 アイボリー ［税抜］¥4,800
37-8824 103 レッド ［税抜］¥4,000
かわいい見た目で驚きの大迫力サウンドを楽しめます。ス
イッチを入れるとヘッドライトが光ります。充電式。スマー
トフォンからBluetooth 接続可能。オーディオケーブル

（AUX 3.5mm）、USBケーブル付。マイク機能付（37-8823）。
37-8823  スバル360 　37-8824  ＶＷバス Ｔ１スピーカー

カセット ＶＷバス
センサーライトＶＷバス  Ｔ１  
37-8825 103 ブルー ［税抜］¥4,800
ふわっと光る！バス型人感センサーライト。暖色系
のやさしい明かりは玄関、階段、通路、寝室やお手洗
いなどのちょっとした場所の照明に。単3アルカリ電
池×4。10ルクス。昼白色。約19×8×8cm

37-8823

37-8824

37-8822

37ホビー（車・鉄道）



ココスツィーゲル
38-5848 108 12   枚入 ［税抜］¥1,500
38-5527 108 16   枚入 ［税抜］¥2,000
ヘーゼルナッツのペーストとミルクチョコレートを加
えたクリームをココナッツ入りのラングドシャ生地で
サンドした香ばしさが口の中に広がるお菓子です。

38-6723

38-5527

オレンジピールチョコレート
38-7468 108 16   本入 ［税抜］¥2,000
オレンジの皮を砂糖漬けにして、スウィートチョコ
レートでコーティングした香りと食感が楽しめる
ピールチョコです。

古都ウィーンの象徴と言われるデメルは、ハプスブルク家の紋章をブランドマークに、
王政時から老舗の洋菓子舗として栄誉と伝統を何よりも尊び、
華麗で優雅なお菓子作りを驚嘆すべき厳格さをもって今日まで継承してまいりました。

デメル

デメルセレクション
38-6722 108 ［税抜］¥3,000
38-6723 108 ［税抜］¥5,000
上品な焼菓子と風味豊かなクッキーなどが楽しめます。
38-6722  カイザークーヘン、ココスツィーゲル ×4、

サワースティック×12 、クライネクーヘン
（フィグ、ピスタチオ × 各2）

38-6723  ココスツィーゲル×8、サワースティック×
12 、クライネクーヘン（フィグ、ピスタチオ
× 各3）、クッキー詰合せ140g

ソリッドチョコ  詰合せ
38-7724 108 94g ［税抜］¥1,400
スウィート・ミルク・ヘーゼルナッツ・コーヒー 4種
類の味が楽しめるタブレットチョコです。各2枚。

デメル

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

ソリッドチョコ  猫ラベル
38-8206 108 スウィート ［税抜］¥1,800
38-8207 108 ミルク ［税抜］¥1,800
猫の舌の形をした可愛らしいチョコレート。105g

クライネクーヘン
38-8208 108 9 個入 ［税抜］¥1,500
38-8209 108 12 個入 ［税抜］¥2,000
ココア風味のしっとりとした生地と、イチジクを加え
たスウィートチョコ味が楽しめるフィグ（イチジク）。ピ
スタチオ風味の香ばしい生地と、爽やかなサワーチェ
リーを加えたミルクチョコ味が楽しめるピスタチオ。
38-8208  フィグ × 5、ピスタチオ × 4
38-8209  フィグ × 6、ピスタチオ × 6

38-8209

38-8207
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39-6208

菓子詰合せ
39-6209 105 28 個入 ［税抜］¥3,000
39-6210 105 49 個入 ［税抜］¥5,000
皆様に喜んでいただける人気のお菓子のセット。
39-6209 ビスキュイ ×8、チーズケーキ × 6、ラ・ガナ

シュ ×14
39-6210 ビスキュイ ×16、チーズケーキ × 9、ラ・ガナ

シュ ×24

ラ・ガナシュ
39-7290 105 21個入 ［税抜］¥1,650
39-7291 105 28個入 ［税抜］¥2,200
ココアクランチを加えたなめらかなチョコレートを、
ベルギー産の上質なチョコレートで包み込み、さら
にココアクランチをまぶしました。
39-7290  ノワール × 12、ブラン × 9
39-7291  ノワール × 16、ブラン × 12

ショコラヴィオン
39-6207 105 15個入 ［税抜］¥1,000
39-6208 105 30個入 ［税抜］¥2,000
口どけのよいチョコレートに練り込んだ、香ばしいプ
ラリネや砕いたフイユティーヌ、クッキーなどが、さ
くさくと浮き立つような食感を演出するチョコレー
ト菓子。ほろ苦いノワール、甘酸っぱさがこぼれるフ
レーズの２種を詰め合わせました。
39-6207  ノワール × 9、フレーズ × 6
39-6208  ノワール ×18、フレーズ ×12

1902年創業以来、伝統の味を継承するとともに、
つねに新しい美味しさを追求してきた資生堂パーラー。
銀座本店では、新たな時代の息吹をおりまぜた西洋料理もお楽しみいただけます。

資生堂パーラー

ビスキュイ
39-7727 105 30枚入 ［税抜］¥2,000
39-8210 105 50枚入 ［税抜］¥3,000
それぞれにふさわしい素材を吟味して焼き上げました。
39-7727  ショコラ ×5、キャラメル ×3、カネル ×3、

アマンド ×8、ヴァニーユ ×3、シュクレ×5、
キャラメリゼ ×3

39-8210  ショコラ ×8、キャラメル ×7、カネル ×8、
アマンド ×8、ヴァニーユ ×6、シュクレ ×7、
キャラメリゼ ×6

39-8210

39-7291

花椿ビスケット
39-7728 105 24枚入 ［税抜］¥1,500
39-7729 105 48枚入 ［税抜］¥2,700
まるで洋菓子の原形のような、シンプルなレシピのビ
スケットこそ、昭和初期から誇りを持ってつくり続け
てきた、資生堂パーラーを代表するお菓子。母親が
つくるおやつのような、素朴で優しいおいしさが、幅
広い年代のお客さまに愛されています。

39-7728

チーズケーキ
39-7730 105 9個入 ［税抜］¥2,500
39-7731 105 15個入 ［税抜］¥4,100
銀座で生まれ育ったチーズケーキ。北海道産の小
麦粉を使った香ばしいビスキュイ生地で、デンマー
ク産のクリームチーズを包み込んで焼き上げました。
口の中でなめらかにほどける、チーズよりチーズらし
い、このうえなく濃厚で贅沢なチーズケーキです。

39-7729

39-7731 39-6210

資生堂パーラー

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。
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アイス＆ソルベ
40-5524 108 ［税抜］¥5,000
パティスリー キハチのアイス＆ソルベは、なめらか
で口の中いっぱいに広がる幸せな味わい。６種の味
をお楽しみください。チョコレート、カスタード、オレ
ンジマンゴー、ストロベリー＆ミルク、抹茶＆ミルク、
キャラメル＆シブスト×各2

焼菓子ギフト ８種15個入
40-7300 108 ［税抜］¥3,000
バームクーヘン（プレーン・ショコラ）・ケークアング
レ・マーブルケーク × 各2、フィナンシェ・はちみつマ
ドレーヌ・マロンケーク ×各1、パルミエ ×4

キハチ 
バームクーヘン S ラウンド
40-4904 108 ［税抜］¥1,000
しっとりとした食感を生み出すために、一層一層を
弾力のある生地に焼き上げています。１個。
※中身直径10cm

焼菓子ギフト 8 種11個入
40-7632 108 ［税抜］¥2,000
美味しさの基本は素材選び。毎日同じ素材と向き合
い、本物の美味しさをお届けするために、ひとつひとつ
丁寧に仕上げました。バームクーヘン（プレーン・ショコ
ラ）・フィナンシェ・はちみつマドレーヌ・ケークアング
レ・マーブルケーク・マロンケーク ×各1、パルミエ ×4

四季折々の、いちばんおいしい素材を、いちばんおいしいときに。自由な発想と
アイディアが詰まった、レストランのデザートから生まれた patisserie KIHACHI。
スイーツの新しい発見と、楽しさと、喜びが、ここにあります。

パティスリー キハチ

バームクーヘン  5 個入
40-8153 108 ［税抜］¥1,200
しっとりとした食感を生み出すために、一層一層を
弾力のある生地に焼き上げています。
プレーン× 3、ショコラ×2

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

焼菓子ギフト 10種32個入
40-8154 108 ［税抜］¥5,000
バームクーヘン（プレーン・ショコラ）・ケークアングレ
× 各2、フィナンシェ・はちみつマドレーヌ× 各4、マー
ブルケーク・マロンケーク × 各1、パルミエ ×4、黒胡
麻と黒糖クッキー・バニラクッキー ×6

パティスリー  キハチ40



四季折々の、いちばんおいしい素材を、いちばんおいしいときに。自由な発想と
アイディアが詰まった、レストランのデザートから生まれた patisserie KIHACHI。
スイーツの新しい発見と、楽しさと、喜びが、ここにあります。

創業明治27年。高級贈答品の代名詞として明治から変わらぬ信頼を受け続けています。
その秘密は変わらぬ伝統と、卓越した目利きの存在。
銀座千疋屋が選ぶ果実をデザートにしてお届けします。

銀座千疋屋

銀座フルーツタルト 12個
41-8099 108 本 ［税抜］¥3,000
ほんのりチーズが香る生地を香ばしく焼き上げたタ
ルトに、フルーツゼリーと果肉をトッピング。冷やし
ても美味しくお召し上がりいただけます。マスカット、
マンゴー、フランボワーズ、レモン ×各3

銀座ゼリー  9個
41-7790 108 1 ［税抜］¥3,000
厳選したフルーツの果肉を使用して作り上げました。
マンゴー、キウイ、ブルーベリー  各75g×2、さくらん
ぼ、グレープフルーツ、ラ・フランス  各75g×1

銀座プレミアムアイス
41-7792 108 1 ［税抜］¥5,000
香り高く芳醇な味わいの果汁を濃厚なクリームと合
せました。カスタードバニラ、とちおとめ、マスカット、
ピーチ、ブルーベリーチーズ  各120㎖ ×2

銀座フルーツジュレ
41-7793 108 10本 ［税抜］¥5,000
フルーツの美味しさをギュッと閉じ込めた、果肉入り
のゼリーと彩りが美しい２層のゼリーの組み合せ。マ
ンゴー＆パッション、ピーチ＆グレープフルーツ各130
ｇ×3、シトラスミックス、アップル＆オレンジ、トマト
各130ｇ×2

銀座フルーツフィナンシェ １２個
41-8557 108 本 ［税抜］¥3,000
フルーツのピューレを生地に混ぜ込み、果肉をトッピ
ングした、香り高いフィナンシェです。ストロベリー、
アップル、マロン、パイナップル ×各３

銀座フルーツクーヘン 16個
41-8100 108 1 ［税抜］¥3,000
生地にはフルーツ果汁を混ぜ、一層一層丁寧に焼き上
げました。しっとりした口当たりにフルーツの程よい
甘さが相まって、深い味わいに。イチゴ＆ミルク、レモ
ン＆はちみつ、メロン＆ミルク、バナナ＆チョコ×各4

銀座千疋屋

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。
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新しい文明を柔軟に受け入れてきた横浜の良さを知り、
その土地の風土・人・街の影響を存分に感じ取り創り上げる、霧笛楼「横濱フレンチ」。
どこか懐かしい古き良き横濱の薫りと時代を感じる横濱のフレンチレストラン。 

霧笛楼

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

横濱　瓦・横濱白　瓦詰合せ
42-8086 105 8個入 ［税抜］¥1,860
焼きたてのチョコレートケーキにクルミソースを含ま
せたフォンダンショコラ「横濱　瓦」と、厳選されたホ
ワイトチョコとアクセントのラズベリーソースで優しい
甘さを表現した「横濱白　瓦」の詰合せです。

横濱仏蘭西瓦
42-7751 105 6枚入 ［税抜］¥1,300
砂糖や水あめを煮詰めることで引き出される深いコ
クと、香ばしいアーモンドの食感が人気のキャラメル
菓子。アルフレッド・ジェラールが日本で初めて製造し
たと言われる西洋瓦（フランス瓦）がモチーフです。

　瓦の魅惑コレクション
42-8085 105 8個入 ［税抜］¥1,300
しっとり濃厚チョコレートケーキ「　瓦の誘惑」、ホワイト
チョコとラズベリーのバランスが絶妙な「白　瓦の誘惑」、
洋酒にじっくり漬け込んだ大人の美味しさ「　瓦の誘惑ラ
ムレーズン」と「　瓦の誘惑オレンジピール」の詰合せです。

横濱　瓦・横濱白　瓦詰合せ
42-8084 105 6個入 ［税抜］¥1,420
焼きたてのチョコレートケーキにクルミソースを含ま
せたフォンダンショコラ「横濱　瓦」と、厳選されたホ
ワイトチョコとアクセントのラズベリーソースで優しい
甘さを表現した「横濱白　瓦」の詰合せです。

霧笛楼

横濱　瓦
42-7543 105 6 個入 ［税抜］¥1,420
42-7544 105 8 個入 ［税抜］¥1,860
横濱元町発祥の　瓦に見立てた自慢のベストセラー。
焼き立てチョコレートケーキにクルミソースを染み込
ませておいしさの層を実現。リンゴとブランデーがほ
のかに香る、しっとりとしたチョコレートケーキです。

霧笛楼ギフトセット
42-8581 105 12個入 ［税抜］¥2,560
霧笛楼人気の焼菓子の詰め合せです。横濱　瓦 ×2、
横濱白　瓦 ×1、横濱仏蘭西瓦 ×3、横濱山手ボンボ
ニエール 6種 ×各1

42-7544
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厳選された最高の素材と製法にこだわった本物の味わい。
バラエティー豊かなバリエーションで見た目も楽しいギフトセットの数々です。
美味しさの花咲くティータイムを演出します。

メリーチョコレートカムパニー

クッキーセレクテッド 2個セット
43-8564 105 1 ［税抜］¥1,000
バターを練り込んだ生地に、ナッツやチョコレート
チップを加えて風味よく焼き上げたクッキー。フラン
ス産岩塩が素材の持ち味を引き立たせ、1枚1枚にお
いしい個性を味わえます。クッキー１６枚（８枚×2）

マロングラッセ
43-7941 105 13個入本 ［税抜］¥3,000
艶やかな姿と上品な甘さが特徴のマロングラッセ。イ
タリア産の栗を糖蜜に漬け込み、しっとりやわらかに
仕上げました。芳醇なブランディの香りと深い味わ
いは大人のおもてなしです。約18×27×3cm

プレーンチョコレート1kg
御徳用パック
43-6691 105 ［税抜］¥2,800
ミルク、スイート、ビター、3種類のプレーンチョコ
レートがずっしり1kg。約190粒。チョコレート工場
から直配いたします。小分け袋3枚つきます。
5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。

サヴール ド メリー
43-7303 105 22枚入 ［税抜］¥1,500
43-8155 105 29 枚入 ［税抜］¥2,000
生地にフランス産の岩塩を練り込み、素材の良さを
引き立てて優しい風合いに仕上げた焼き菓子です。

ファンシーチョコレート
43-8156 105 54個入 ［税抜］¥2,000
43-3783 105 80個入 ［税抜］¥3,000
小さな一粒から広がる、奥深いチョコレートの世界
をお楽しみください｡
5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。

43-8155

43-3783

メリーチョコレート

43-7940

チョコレートミックス
43-8565 105 160g ［税抜］¥1,000
43-7940 105 286g ［税抜］¥2,000
カカオの香り高いプレーンチョコレートや、フルーツ、
ナッツのチョコレートなどを詰合せました。
43-8565 約12×24×4cm　43-7940  約17×22×7cm
5月から10月中旬まではクール便で出荷します。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

想いを贈る
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上野凮月堂は1747年の創業以来、創業者 大住喜右衛門の志と技を受け継ぎ、
どんな時代にも、おいしいお菓子に出会うよろこびをお届けできるよう努めてまいりました。
今後も、変化を愉しみ、新しい文化をつくりつづける企業を目指してまいります。

上野凮月堂

ゴーフル
44-8522 108 12枚入×1缶 ［税抜］¥1,500
44-8523 108 12枚入×2缶 ［税抜］¥3,000
直径15cmほどの丸いウエハースの間に、バニラ、スト
ロベリー、チョコレート風味クリームの3種類をそれ
ぞれサンド。さっくりと軽い口あたりのウエハースとの
コンビネーションで長年皆様に親しまれている上野
凮月堂の伝統菓子です。

プティゴーフル
44-8524 108 2枚入×12袋 ［税抜］¥1,000
44-8525 108 2枚入×24袋 ［税抜］¥2,000
伝統菓子ゴーフルのさっくりとした食感をそのまま
に、小さなサイズに仕上げました。バニラ、ストロベ
リー、チョコレート風味クリームの3種類の詰め合わ
せです。

レーズンケーキ
44-8526 108  8個 ［税抜］¥1,000
44-8527 108 12個 ［税抜］¥1,500
ラム酒に漬け込んだレーズンと、ラムレーズン風味の
クリームを、サクッと香ばしく焼き上げたクッキーで
サンドしました。 

フラットバークッキー
44-8528 108 20本 ［税抜］¥1,000
44-8529 108 30本 ［税抜］¥1,500
食べやすくスティック状に焼き上げたクッキーです。
風味豊かなアーモンド、白胡麻と黒胡麻が香ばしい
胡麻、パプリカとエダムチーズの組合せが絶妙なチー
ズ、ほんのりビターなチョコレート風味の4種類の詰
め合わせです。

キャリスドールセレクション
44-8530 108  8個 ［税抜］¥1,000
44-8531 108 15個 ［税抜］¥1,875
オレンジピールが入った爽やかな風味のオレンジケー
キ、ココアとプレーン生地で美しいマーブル模様に焼
き上げたマーブルケーキ、一層一層丁寧に焼き重ねた
バウムクーヘン、抹茶パウダーを練り込んで焼き上げ
たバウムクーヘン 抹茶の4種類を詰め合せしました。 

ゴーフルアソート
44-8532 108 ［税抜］¥2,000
44-8533 108 ［税抜］¥5,000
上野凮月堂自慢のお菓子を詰め合わせました。
44-8532  プティゴーフル18（2×9袋）、レーズンケーキ2、グレ
メアレン3、フラットバークッキー7、チョコレートシャラン 4
44-8533  ゴーフル 7、プティゴーフル 12（2×6袋）、レーズン
ケーキ 6、グレメアレン 8、フラットバークッキー 6、チョコ
レートシャラン 6、マロングラッセ 4、パリジェ 6

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

44-852544-8523

44-852944-8527

44-853344-8531

上野凮月堂44



Rolls NewYork ピーチ
45-8637 90 1本入 ［税抜］¥1,300
45-8638 90 2本入 ［税抜］¥2,600
ピーチソースと融合した植物性クリームはあっさりし
ていて酸味もあり、カットした果肉の甘さと調和して
素材本来の旨みを引き立てています。

スーパースターロール
45-7307 90 1本入 ［税抜］¥1,200
45-7308 90 2本入 ［税抜］¥2,400
2017年モンドセレクション金賞を受賞いたしまし
た。ボリュームたっぷりのクリームを一巻きにした
ロールケーキです。ラム酒がほんのり香るクリーム
は、あっさりめ。ふんわり感重視の生地はクリームと
の相性が◎です。

直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。

栗～む大福
45-7309 90   6個入 ［税抜］¥1,100
45-7310 90 10個入 ［税抜］¥1,700
岐阜県中津川銘菓「栗きんとん」をカスタードクリー
ムに織り込んだ栗～む大福は、やわらかく練り上げ
られたお餅で包まれている餡がどこか洋風な味わ
い。お子様から甘味通の大人の方まで広く愛されて
いる和スイーツをお楽しみください。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

新杵堂は、良質な栗の産地である岐阜県中津川市に昭和23年に創業しました。
栗を中心とした自然素材を使ったスイーツ専門店として、
伝統的な技法を取り入れながらも新しい「和スイーツ」を皆様にご提供いたします。

新杵堂

栗きんとん
45-6921 90    6個入 ［税抜］¥1,520
45-6922 90 10個入 ［税抜］¥2,400
2017年モンドセレクション金賞受賞作品でもある
新杵堂の栗きんとんは国産100％の栗を使用してお
ります。栗きんとんは栗と味を引き立てるだけの砂
糖を熟練の技にて練り合わせた岐阜県中津川市の
銘菓です。1個 約23g

まるごとみかん大福
45-8062 90 4個入 ［税抜］¥1,400
45-8063 90 8個入 ［税抜］¥2,600
上質な国産みかんを1個まるごと、ふわふわなお餅に
包み込みました。みかんをほんの少しの白手亡豆の
白餡で包みこみ酸味がまろやかに。

45-8062

45-6921 45-7309

45-7307 45-8638

栗づくしセット
45-8639 90 本 ［税抜］¥2,640
たっぷりのクリームを巻き上げたロールケーキと、栗
の和菓子を詰め合わせたセットです。スーパースター
ロール ×1、栗きんとん、粒栗大福、粒栗三昧 ×各2
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築地ふく竹  明太もつ鍋セット
46-7313 100 ［税抜］¥4,000
モツとお好みの野菜をダシスープで煮込んで、 明太子を
かけるだけ、簡単に出来上がります。牛もつ300ｇ、明太
子ばらこ300ｇ、濃縮だし400ｇ、ちゃんぽん麺180ｇ×2、
唐辛子5g  ※野菜（キャベツ、ニラ等）は別途ご用意ください。

無着色からし明太子
46-7314 97 270g ［税抜］¥3,500
真子と呼ばれる成熟卵を使用。かねふく独自の二度
漬け製法でじっくり熟成。素材の旨味を引き出しまし
た。270g

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

創業以来たらこの質と明太調味液にこだわり、
たらこの豊潤な風味を逃すことなく手間ひまをかけ丁寧な商品作りをしています。
贈って喜ばれる、人気商品ばかりを取り揃えましたのできっとご満足いただけます。

かねふく

無着色からし明太子
46-7315 94 450g ［税抜］¥5,000
真子と呼ばれる成熟卵を使用。かねふく独自の二度
漬け製法でじっくり熟成。素材の旨味を引き出しまし
た。450g

無着色からし明太子  上切れ子
46-7900 101 400g ［税抜］¥3,500
かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。旨味
を引き出しました。端が少しだけ切れてしまった「上
切れ子」を集めました。400g

無着色からし明太子  上切れ子
46-7901 97 800g ［税抜］¥5,500
かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。旨味
を引き出しました。端が少しだけ切れてしまった「上
切れ子」を集めました。800g

かねふく

無着色からし明太子
46-8558 102 360g ［税抜］¥4,000
真子と呼ばれる成熟卵を使用。かねふく独自の二度
漬け製法でじっくり熟成。素材の旨味を引き出しまし
た。360g
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黒毛和牛 すき焼き用
47-5800 108 500g ［税抜］¥8,000
程よいサシと肉の旨みが濃い肩肉・肩ロース肉。すき
焼きの老舗「浅草今半」が厳選した黒毛和牛。とろ
けるような肉質をお楽しみいただけます。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

黒毛和牛  味噌漬け
47-7311 108 90g ×3 袋 ［税抜］¥5,000
吟味された黒毛和牛もも肉を3切れづつ白味噌に包
み、漬け込みました。豊かな香りの白味噌がやわら
かい牛肉に染み込み風味豊かに仕上りました。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

創業明治２８年。浅草今半はすき焼の名店として、
１世紀以上にわたって浅草の粋と文化に育まれた伝統の味を守り続けて参りました。
これからも老舗の名に甘んじることなく、浅草今半流をつらぬき続けます。

黒毛和牛 すき焼き用
47-4995 108 670g ［税抜］¥10,000
程よいサシと肉の旨みが濃い肩肉・肩ロース肉。すき
焼きの老舗「浅草今半」が厳選した黒毛和牛。とろ
けるような肉質をお楽しみいただけます。

黒毛和牛ローストビーフ
47-7902 108 ［税抜］¥12,000
伝統の製法でひとつひとつ丁寧に焼き上げた自慢の
一品です。やわらかくジューシーな風味は上質な黒
毛和牛ならではのもの。わさび醤油で浅草今半流に
お召し上がりください。モモ肉550g、醤油、わさび。

黒毛和牛  ハンバーグセット
47-8101 108 ［税抜］¥5,000
浅草今半の味を守り続ける指南役が調整した、風味
豊かで味わい深い黒毛和牛の旨味を封じ込めたビー
フハンバーグ。特製和風ソースでお楽しみください。
ハンバーグ 120g×6、和風ソース 35g×6

今半

黒毛和牛ステーキ
47-7903 108 520g ［税抜］¥15,000
47-8559 108 720g ［税抜］¥20,000
肉質、脂つき、風味、口の中でとろける良質の脂、香ば
しい肉汁。最高級サーロインの醍醐味を味わえます。
47-7903  3枚（520g）　47-8559  4枚（720g）

47-8559

今半
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48-6552

桃花林  飲茶・点心セット
48-6181 108 ［税抜］¥5,000
48-6552 108 ［税抜］¥10,000
48-6181  肉まん、エビチリまん、チャーシューまん、桃ま
ん、翡翠蒸し餃子、海老シュウマイ、フカヒレ入り蒸し餃
子、もち米団子、エビニラまんじゅう×各3
48-6552  肉まん、エビチリまん、チャーシューまん、桃ま
ん、肉シュウマイ、海老シュウマイ、フカヒレ入り蒸し餃子、
もち米団子、エビニラまんじゅう、ココナッツ大福 ×各5

スープ缶詰 詰合せ
48-6865 104 7缶 ［税抜］¥3,000
いつもの食卓をリッチに彩るスープの詰合せ。
粒入りコーンスープ 160g ×3､ベジタブルチャウダー
160g、8種の野菜ポタージュ160g×各2

格式あるホテルの代名詞「ホテルオークラ」。
最高の料理と洗練されたサービスで世界各国のセレブからも愛されています。
伝統を大切に常に新しさを追求するホテルオークラから、贅をつくしたギフトのご紹介。

ホテルオークラ

グラタン＆ドリア詰合せ
48-6551 108 ［税抜］¥5,000
ホテルオークラ伝統のソースで作りました。
シュリンプマカロニグラタン 120g、ポテトグラタン・
ビーフドリア・チキンドリア各135g ×各2

アイスデザートセット
48-7882 108 ［税抜］¥5,000
濃厚な味わいとなめらかな口どけ、ホテルオークラこ
だわりのアイスギフトです。
アイスクリームバニラ、ソルベマンゴー、アイスミルク
アルマニャックレザン、アイスミルクストロベリー 各
100㎖  2個、アイスミルク抹茶、アイスミルクチョコ
レート 各100㎖  1個

ビスキュイ・サンド
48-8157 100 20枚入 ［税抜］¥2,000
サックリ焼き上げた生地でクリームをはさんだクッ
キー。プレーンとショコラの2つの味がお楽しみいた
だけます。プレーン、ショコラ×各10

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

ホテルオークラ

ハム・ソーセージ
48-8566 108 ［税抜］¥5,000
ホームパーティーのオードブルなどテーブルを華やか
に演出します。
ロースハム 75g、ベーコンスライス 63g、ペッパーモ
ルタデラ 82g、ミラノサラミスライス 50g、ホワイト
ウィンナーソーセージ 108g、チョリソー108g ×各１
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直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

みかんをしぼる。ただ、それだけ。大切にしているのは、
果実そのままの味と香りを化学添加物を一切使用せずお届けすること。
もぎたての果実を半分に切り、上からお碗でやさしく押してしぼったジュースです。

伊藤農園

100％ピュアジュース  180㎖
49-6702 90 8本 ［税抜］¥2,338
贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん、きよみ、はっさく、あまなつ × 各2

ピュアフルーツ寒天ジュレ
ドリンクタイプ
49-7732 90 8個 ［税抜］¥3,000
果肉だけがジュースになった伊藤農園の100％スト
レートジュースを原料としているため、とってもクリ
アな味。ぷるんぷるんの食感がたまらない！ 
みかん、きよみ、不知火、あまなつ×各2個（150g)

100％ピュアジュース  180㎖
49-6703 90 10本 ［税抜］¥2,905
贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん×4、きよみ、はっさく、あまなつ ×各2

100％ピュアジュース  180㎖
49-6704 90 15本 ［税抜］¥4,286
贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん、きよみ、はっさく× 各5

100％ピュアジュース  180㎖
49-6705 90 24本 ［税抜］¥6,810
贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん、きよみ、はっさく、あまなつ×各6

50％果汁入り
有田みかんサイダー
49-8560 90 8本 ［税抜］¥3,000
和歌山県産無添加ストレートみかん果汁を贅沢に
50％配合しているので、搾りたてのみかんの豊かな味
わいがひろがるサイダーです。200㎖ × 8
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「ありあけ」は、お菓子を通して「人とひとのこころの架け橋」のような
存在でありたいと願っております。1954年、「横濱ハーバー」が産声をあげてから60余年。
ロングセラーの商品としてご愛顧いただいております。ずっと横浜。これからもひとすじに。

ありあけハーバー

横濱ハーバー
ダブルマロン
50-8534 105  8個 ［税抜］¥1,320
50-8535 105 16個 ［税抜］¥2,640
薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗と栗餡をやさし
く包み込み、しっとりとした食感とお口に広がるマロ
ンの味わいが絶妙です。

横濱ハーバーアソート
ダブルマロン＆チョコバナナ　
50-8536 105  8個 ［税抜］¥1,320
50-8537 105 12個 ［税抜］¥1,980
定番の「横濱ハーバーダブルマロン」と、リニューアル
してさらにおいしくなった「黒船ハーバーチョコバナ
ナ」を詰め合わせたアソートです。

ミルクモンブラン
50-8538 105  5個 ［税抜］¥500
50-8539 105 10個 ［税抜］¥1,000
生地には練乳とはちみつを使用し、絶妙なしっとり感
とミルク風味に仕上げました。モンブラン餡は、栗の
風味と独特の重厚感を味わえるように、マロンペース
トと白餡を練り上げた餡を使用しています。

横濱レンガ焼
50-8541 105 プレーン ［税抜］¥900
50-8542 105 クルミ ［税抜］¥1,000
石臼挽きの小麦粉を使用したパウンドケーキです。9等
分にカット済み。プレーンは、しっとりしていてこくがあり、
飽きのこない美味しさです。クルミは、クルミを生地に煉
りこみ、上面にもたっぷりクルミをトッピングしています。 

とうふく
50-8543 105  5個 ［税抜］¥550
50-8544 105 10個 ［税抜］¥1,100
練乳ミルクたっぷりの金時饅頭にくるみを入れたぜ
いたくな一品です。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

50-853750-8535

50-8539

50-854450-8542

セレクションＭ
50-8540 105 ［税抜］¥3,240
ダブルマロン 8個、黒船チョコバナナ 8個、ミルクモ
ンブラン 6個。

ありあけハーバー50



アイスクリームギフト券

笑顔を贈る。
贈られた方の笑顔が目に浮かぶ、
おいしくてうれしい、ハーゲンダッツのギフト券。

アイスクリームギフト券の特徴
■贈られた方が、お好みのフレーバーのミニカップと交換できます。
■全国のデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストアで交換いただけます。

ご利用上の注意
● ミニカップギフト券1枚で、ミニカップ 2個と交換できます。
● 一部のお店ではお引換えになれない場合があります。
● 現金や他の商品とのお引換えはできません。
● 専用ギフト券ケース代込みの価格です。
● 商品とお引換えの際に消費税をお支払いいただく必要はありません。

ミニカップ2個ギフト券

アイスクリームギフト券 HLセット
51-4047 118 ［非課税］¥2,728
セット内容：ミニカップ2個券4枚｡

ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HOセット
51-4050 118 ［非課税］¥5,456
セット内容：ミニカップ2個券8枚｡

ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HMセット
51-4048 118 ［非課税］¥3,410
セット内容：ミニカップ2個券5枚｡

ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HNセット
51-4049 118 ［非課税］¥4,092
セット内容：ミニカップ2個券6枚｡

ギフト券ケース入。
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ディナーギフト券とは、同封のレストランカードからお好みの１店舗を選
び、お食事に訪れていただけるギフト券です。額面が表示されていないこと、
また、利用店舗が明確で予約をしてから使用する点が、従来のお食事券
とは異なり、幅広くご活用いただけるスマートで新しいギフトです。

1. 選ぶ
幅広いジャンルの
中からお好きな
1店舗を選びます。

2. 予約する
ギフトチケット
サービスセンターに
予約をします。

3. 訪れる
レストランで
至福の時を
ご堪能ください。

ディナーギフト券のシステム

至福を贈る。
美食家たちを魅了したあのお店で、至福のひと時を。
贈る方の心が届くディナーギフト券。

ディナーギフト券 DAコース
52-3801 106 1名様用 ［税抜］¥10,000
ディナーギフト券 DCコース
52-3802 104 2名様用 ［税抜］¥20,000
ディナーギフト券 DEコース
52-3803 109 2名様用 ［税抜］¥30,000
ディナーギフト券 DSコース
52-3804 110 2名様用 ［税抜］¥40,000

ディナーギフト券52



上記レストランは一例です。詳細はホームページ http://www.gifticket.jp/をご覧ください。
現在、全国展開に向けて調整中です。

ディナーギフト券

ご利用上の注意
● チケットには、各コース分のお食事代、サービス料、消費税が含まれています。
 ※お飲物代や追加オーダーについては、お客様負担となります。

● レストランまでの交通費はお客様負担となります。
● 一部、店舗ではご利用いただけないコースがございます。
 詳細はホームページ http://www.gifticket.jp/をご覧ください。

● ご利用の際はあらかじめギフトチケットサービスセンターでご予約いただきます。
● ご予約の日時は混雑の状況によりましては、ご希望に添えない場合がございますので、あらか

じめご了承ください。
● 通常のご予約はご利用日の1週間以上前となりますが、詳しくは各レストランカードに記載して  

あります。
● ギフトチケットサービスセンターからの確認の連絡をもって予約完了となります。
● 有効期限は発行日より6ヶ月となります。

聘珍樓
（神奈川／横浜 他）

ビストロボンファム
（東京／赤坂）

梅の花
（東日本）

京懐石 美濃吉
（東京／新宿）

オーベルジュ
ド・マノワール 吉庭

（千葉／佐原）

トレフ ミヤモト
（東京／六本木）

シェ松尾
（東京／青山）

堺筋倶楽部
（大阪／長堀橋）

ANAクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋

（愛知／名古屋）

日本国有文化財
二木屋

（埼玉／北浦和）

日本料理  おかざき
（宮城／仙台）

ナクレ
（宮城／仙台）

ホテルニューオータニ
（東京／赤坂）

横濱元町 霧笛楼
（神奈川／横浜）

フレンチレストラン
ミッシェル・トロワグロ

（東京／新宿）

資生堂パーラー
銀座本店

（東京／銀座）

ホテルオークラ
レストラン

（東京 他）

リストランテ・
アクアパッツァ

（東京／広尾）

アクアマーレ
（神奈川／横須賀）

オーベルジュ
オー・ミラドー

（神奈川／箱根）
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季節を贈る。
旬のフルーツが選べる、フルーツギフト券。
おいしい季節の味をお届けするために、期間を限定しています。

フルーツギフト券

ご利用上の注意
● 商品の性格上、天候等の影響により、産地・

出荷期間が変更になる場合がございます。
● お届けは日本国内に限らせていただきます。
  （沖縄県を含む離島に商品をお届けする場

合には別途送料がかかります。）
● 配達日や時間の指定はご容赦ください。
● 有効期限は発行日より6ヶ月となります。

セット内容
●ご挨拶状
●フルーツギフト券
●お申込ハガキ
●専用ケース

1. 選ぶ
同封のフルーツギフト券
の中からお好みの1点を
選びます。

フルーツギフト券のシステム

2. 申込
同封のハガキまたは
インターネットから
お申し込みできます。

3. 届く
旬なフルーツが
お届け時期に
届きます。

フルーツギフト券 SCコース
54-3826 95 ［税抜］¥4,000

フルーツギフト券 SEコース
54-3827 95 ［税抜］¥5,500

フルーツギフト券54



55-4416

■各コースとも、10～30種類前後（一部
コースは除く）の商品からお選びいただ
き、お届けするシステムです。もちろん、
先様には一切負担はございません。

■グルメギフト券の中に入っている専用
ハガキに、受取り主様が商品番号とお
届け先を記入し投函するだけです。

※一部、内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。

「グルメギフト券」と
「ペック」「やさしいごちそう」（56ページ掲載）のシステム

■贈られた方が届いたカタログより、お好みの商品をお選びいただけます。
●ご予算に合わせてコースをお買い求めいただきます。

■先様がお好みの商品1点をお選びください。

■グルメギフト券  — 専用ハガキをポストに投函していただきます。
■ペック、やさしいごちそう
　 　　　　　　　— 専用ハガキか、インターネットでお申し込みください。

■グルメギフト券  — 専用ハガキ投函から約10日～14日間で、ご希望の商品をお届け
　　　　　　　　　 いたします。
■ペック  — 通常ご注文をいただきまして当日あるいは翌日の出荷となります。
■やさしいごちそう —お申し込みから約2週間で、ご希望の商品をお届けいたします。

ご利用上の注意
● 離島へのお届けには送料が別途かかります。

グルメギフト券（システム料込み）

55-8563 102 SK ［税抜］¥1,700
55-2015 100 SG ［税抜］¥2,100
55-2016 98 SA ［税抜］¥2,800
55-4319 97 ST ［税抜］¥3,200
55-2017 95 SB ［税抜］¥3,900
55-2018 94 SH ［税抜］¥4,900
55-2019 94 SC ［税抜］¥5,900
55-2020 93 SD ［税抜］¥7,900
55-2021 92 SE ［税抜］¥10,900
55-2022 91 SW ［税抜］¥15,900
55-2023 91 SL ［税抜］¥20,900
55-2024 91 SQ ［税抜］¥25,900
55-2025 91 SR ［税抜］¥30,900
55-4416 90 SX ［税抜］¥50,900

55グルメギフト券

全 国 ま た は 、 海 外 か ら 美 味 し さ を
追 求 し て 吟 味 し ま し た 。

逸品の中から贈られた方がお好きな時に
自由に選べる美味しいギフト券です。



やさしいごちそう
56-8743 98 ロッソ ［税抜］¥2,200
56-8744 98 セレステ ［税抜］¥2,500
56-8745 98 ジャッロ ［税抜］¥3,000
56-8746 98 ヴェルデ ［税抜］¥5,000
56-8747 98 ヴィオラ ［税抜］¥10,000

ペック / やさしいごちそう56

56-8743  約  63品
56-8744  約  60品
56-8745  約   96品
56-8746  約107品
56-8747  約149品

（2品選べるコース含む）

Peck
56-8739 102 3品選べるコース ［税抜］¥1,700
56-8740 102 5 品選べるコース ［税抜］¥2,000
56-8741 102 7品選べるコース ［税抜］¥2,500
56-8742 102 9 品選べるコース ［税抜］¥3,000

「好きなモノ、食べてみたいモノ」を自由にチョイス
して自分だけのスイーツセットを作れたら…。全60
品の中からお好きなスイーツをコースに合わせて

「ちょっとずつ」チョイス！

好きなモノだけちょっとずつ 選べる
スイーツチョイスカタログ

『Peck』は、たくさんのスイーツの中から自分の好きなモノを少しずつチョイス
できることから「鳥がついばむように選べる」をテーマに生まれました。

直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。

56-8747

おいしいってやさしい。
「食べたい」シーンに合わせてごちそうを紹介。
「やさしいごちそう」は新鮮食材やシェフやパティシエの
こだわり料理など、いつもの食卓がちょっとうれしくなる
やさしごちそうが載ったグルメチョイスカタログです。



57たびもの撰華 / 選べる国産和牛

楽しい「時間」と「幸福」を、「感謝」の気持ちと
共に贈るJTBならではのカタログ式ギフト

「旅・体験・レストラン」カタログと、魅力的な商品が満載の「グルメ・雑貨」カタログ
が 2 冊 1セットで、欲しい商品が選びやすい新たな形のカタログ式ギフトです。

日本全 国から選りすぐった黒 毛 和 種の 牛肉だけをご紹介。
お気に入りの銘柄、部位、
食べ方をお選びください。

57-8324

「たびもの撰華」「選べる国産和牛」のシステム

■贈られた方が届いたカタログより、お好みの商品をお選びいただけます。
●ご予算に合わせてコースをお買い求めいただきます。

先様がお好みの商品1点をお選びいただき
専用ハガキ、インターネットなどでお申し込みください。

お申し込み後、2週間前後でお届けいたします。

たびもの撰華
57-8317 103 桜（約450アイテム） ［税抜］¥3,600
57-8318 103 楓（約440アイテム） ［税抜］¥5,600
57-8319 103 椿（約410アイテム） ［税抜］¥10,600
57-8320 108 梓（約340アイテム） ［税抜］¥20,600
57-8321 108 柊（約340アイテム） ［税抜］¥30,600

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

※一部、内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。

57-8322 113 橘（約230アイテム） ［税抜］¥50,600
57-8323 115 極（約200アイテム）［税抜］¥100,600 57-8323

選べる国産和牛
57-7326 104 健勝（約70点） ［税抜］¥5,000
57-7327 104 溌剌（約60点） ［税抜］¥10,000
57-7328 104 延壽（約60点） ［税抜］¥20,000
57-8324 104 福禄（約50点） ［税抜］¥30,000

※「極」コースは1冊となります。



選べるギフト58

「ヴァリアスカタログ」、「エターナル フレンズ」のシステム

■贈られた方が届いたカタログより、お好みの商品をお選びいただけます。
●ご予算に合わせてカタログをお買い求めいただきます。
●先様がお好みの商品をお選びになります。

ヴァリアス

58-1026

ご予算別のコース（システム料込み）

58-1014 95 フランクフルト（商品点数 905 点） ［税抜］¥2,800
58-1015 94 アムステルダム（商品点数 1,470 点） ［税抜］¥3,300
58-1016 93 ジェノバ（商品点数 1,710 点） ［税抜］¥3,800
58-1017 92 トロント（商品点数 1,540 点） ［税抜］¥4,300
58-1018 91 ローマ（商品点数 1,600 点） ［税抜］¥4,800
58-1019 90 カサブランカ（商品点数 1,800 点） ［税抜］¥5,800
58-1020 89 ハンブルク（商品点数 760 点） ［税抜］¥7,800
58-1021 88 キングストン（商品点数 1,040 点） ［税抜］¥10,800
58-1022 87 リスボン（商品点数 990 点） ［税抜］¥15,800
58-1023 87 ボストン（商品点数 1,580 点） ［税抜］¥20,800
58-1024 87 シアトル（商品点数 1,580 点） ［税抜］¥25,800
58-1025 86 オスロ（商品点数 1,420 点） ［税抜］¥30,800
58-1026 86 モントリオール（商品点数 1,290 点） ［税抜］¥50,800

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

温 泉・体 験 ギフトや グルメなども充 実 。

カタログギフト『ヴァリアス』は 様々なギフトシーンにお 使いいただけます。
有名ブランドはもちろん、お 子 様 からご年 配の方向けまで、豊富な品 揃えで
世代を問いません。また、価 格の種 類を13 コースご用意しておりますのでご
予算に合わせて贈り分けも簡単です。

■同封のお申込ハガキをポストに投函していただきます。

■お申込ハガキ投函から2～3週間で、ご希望の商品を宅配にてお届けいたします。



ご利用上の注意
● ご予算に応じてご希望のコースと数量をお選びください。カタログ一式をお届けします。
● システム料金込みの価格です。（ヴァリアス ￥800、エターナル フレンズ ￥600）
● カタログの発送及び商品の発送は日本国内に限ります。
● 沖縄県を含む離島にカタログ一式及び商品をお送りする場合は別途送料がかかります。

「ヴァリアスカタログ」、「エターナル フレンズ」一式
●コース別カタログ　●お申込カード　●化粧箱
●さまざまなご挨拶状をご用意しております。（定型文〈無料〉・オリジナル〈有料〉）

59-2014

ご予算別のコース（システム料込み）

59-2001 93 アル･マーレ（商品点数 530 点） ［税抜］¥2,600
59-2002 92 ブレッザ（商品点数 860 点） ［税抜］¥3,100
59-2003 88 チエーロ（商品点数 960 点） ［税抜］¥3,600
59-2004 88 デゼルト（商品点数 870 点） ［税抜］¥4,100
59-2005 88 エテルノ（商品点数 960点） ［税抜］¥4,600
59-2006 87 フィオーレ（商品点数 1,020 点） ［税抜］¥5,600
59-2008 86 オメリク（商品点数 650 点） ［税抜］¥8,600
59-2009 85 ロンターノ（商品点数 795 点） ［税抜］¥10,600
59-2010 84 パラディソ（商品点数 550 点） ［税抜］¥15,600
59-2011 84 リーヴァ（商品点数 480 点） ［税抜］¥20,600
59-2012 84 ソーレ（商品点数 310 点） ［税抜］¥25,600
59-2013 84 テッラ（商品点数 295 点） ［税抜］¥30,600
59-2014 84 ヴェント（商品点数 235 点） ［税抜］¥50,600

ブランド品から日常必需品まで、
充実したアイテム満載の選べるギフト。

『エターナル フレンズ』カタログシステムは、
先 様がお好きな商品を選べる理 想的なギフトシステムです。

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

エターナル フレンズ
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地ビール

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビールセット
60-7550 105 ［税抜］¥3,800
新発売の上面発酵ビール「プレミアムエール」を含め、軽井沢
ビール通年商品をすべて味わえるギフトセット。プレミアム・ク
リア、プレミアム・ダーク、クリア、ダーク× 各2缶、黒ビール、白ビー
ル、赤ビール、プレミアムエール × 各1缶。350㎖、Alc.5～5.5度。

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビール瓶セット
60-7551 107 ［税抜］¥3,900
軽井沢浅間山の清らかな冷涼名水で仕込んだクラ
フトビールの名作ギフトです。プレミアム・クリア、プレ
ミアム・ダーク、クリア、ダーク × 各2本。330㎖、Alc.5
～5.5度。

この街を奏でる
音楽のようなビール  ギフトセット
60-8333 105 ［税抜］¥4,100
街そのものの味わいをあらわした音楽のようなクラフトビー
ル。TOKYO BLUES セッションエール、TOKYO BLUES
ゴールデンエール × 各2本 、OSAKA BAY BLUES、KYOTO 
CLASSIC × 各1本。330㎖、Alc.4.5～6.5度。

ホルゲートバラエティセット
60-8334 105 ［税抜］¥4,300
オーストラリア クラフトビール界のパイオニアが手掛けたビー
ルセット。HOLGATEジャーマンピルスナー、Mt.マセドンペー
ルエール、ロードトリップ IPA、アルファクルーシス IPA、ノート
ンラガー、ホップタルト× 各1本。330㎖、Alc.4.3～5.8度。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

ヤッホー  インドの青鬼
60-7923 108 ［税抜］¥6,408
特徴はまさにホップによる苦みとコク。口に含んでみ
ると「ニガ」と思わず声に出てしまうほどの衝撃が心
と体を走る苦みです。熱狂的ビールファンの為のビー
ルです。350㎖、24本入り。Alc.5度。

オラホビール  キャプテンクロウ
エクストラペールエール（XPA）
60-8750 109 ［税抜］¥6,500
ワールドビアカップ 2017 ビター 4.0-5.0部門におい
て金賞受賞。通常の倍以上のホップを投入し、野性味
あふれるホップアロマと飲み飽きしないビターな味わ
いが特徴。350㎖、24本入り。Alc.5度。

コエドブルワリー
コエド  毬花  Marihana
60-8748 109 ［税抜］¥3,300
世界的に人気の IPA の柑橘系の香りや迫力ある苦み
などを度数を抑えながら表現したセッションIPA。強
烈なだけじゃない日本人に合った繊細な味わいを楽
しめます。350㎖、12本入り。Alc 4.5度。

銀河高原ビール  小麦のビール
60-8749 108 ［税抜］¥6,500
アジアビアカップ 2017（ヴァイスビア部門）金賞受
賞。小麦を贅沢に使用し南ドイツ伝統のヴァイツエ
ンタイプのレシピで醸造された、滑らかでリッチな味
わいの無濾過ビール。350㎖、24本入り。Alc.5度。
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酒

小澤酒造
澤乃井  大吟醸  凰
61-8751 105 ［税抜］¥10,000
ワイングラスでおいしい日本酒アワード2017大吟醸部
門金賞受賞。最高の酒造好適米と評される山田錦特Ａ
クラスを35％まで磨き上げ、麹は箱麹で製麹した、まさに
蔵人の技術の粋を極めた逸品です。1800㎖。Alc.16.5度。

小澤酒造  澤乃井蔵元直送
東京蔵人・特別純米セット
61-8752 109 ［税抜］¥4,000
三百年に亘り東京の地酒として親しまれてきた澤乃
井。「東京蔵人」は伝統の「生もと造り」で醸した純米
吟醸酒。米の旨みに程よい酸がキレを生み料理との
相性をひきたてます。720㎖×2。Alc.16.5度。

こう

大洋酒造
大洋盛純米セット 蔵元直送
61-8754 103 ［税抜］¥4,500
新潟の地米たかね錦を55％精米したフルーティーな
純米吟醸酒と、KURAMASTER2017金賞受賞 、ワイ
ングラスでおいしい日本酒アワードでも金賞受賞歴を
持つ特別純米の詰め合わせです。720㎖×2。Alc.15度。

大洋酒造
大洋盛旨辛セット 蔵元直送
61-8753 103 ［税抜］¥4,000
ワイングラスでおいしい日本酒アワードで最高金賞
受賞の吟醸酒「越の魂」に、熱燗コンテスト金賞の辛
口本醸造酒「越の松露」を詰め合わせたギフトセット。
720㎖ ×2。Alc.15度。

小玉醸造  太平山
純米大吟醸  天巧  蔵元直送
61-8756 106 ［税抜］¥6,500
モンドセレクション最高金賞受賞 /ＩＷＣゴールドメ
ダル受賞  酒造好適米「山田錦」を 40％まで精米し生
もと造りで醸した逸品。和洋中どのお料理とも抜群
の相性を示す最高の食中酒。1800㎖。Alc.16.5度。

小玉醸造  太平山
彩月セット 蔵元直送
61-8755 109 ［税抜］¥5,000
モンドセレクション最高金賞を受賞の「生もと純米」と

「純米大吟醸天巧」の詰め合わせ。伝統の醸造法 、生
もと造りは米の旨みを活かしながら独自のキレがあ
り、料理を引き立てます。720㎖ ×2。Alc.16.5/15.5度。

老松酒造  本格焼酎
閻魔  陶器カップ付セット
61-8758 103 ［税抜］¥3,400
モンドセレクション最高金賞8年連続受賞の樽熟成
麦焼酎「赤閻魔」と全麹仕込みでキレの良い麦焼酎

「黒閻魔」のギフトセット。720㎖ ×2。Alc.25度。

小正醸造  薩摩の地焼酎セット
赤猿黄猿黒猿
61-8757 106 ［税抜］¥3,600
黄金千貫を黒麹で醸した力強い味わいの黒猿 、香
りのよい紫芋を採用した赤猿 、黄麹を使用しフルー
ティーな香味の黄猿と、それぞれに全く個性の異なる
三品を飲み比べられるセット。900㎖ ×3。Alc.25度。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
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お米

山形県産つや姫  1㎏
62-8806 81 ［税抜］¥1,000
白く光沢のある粒は粘りが少なく、さっぱりとした味
わいで、冷めても味が落ちないお米です。

金賞米  5kg
62-8807 87 ［税抜］¥3,200
米飯管理士が認証した金賞米です。山形県産はえぬ
き70%・夢いっぱい20%・ミルキークイーン 10%で
ブレンドした山形の恵みをお楽しみください。

北海道中空知産ゆめぴりか  5㎏
62-8073 85 ［税抜］¥4,400
北海道中空知地区で取り組んでいる「特別栽培米」
基準を超える厳しい減農薬・減化学肥料基準で生産
されたお米を詰め合わせました。

62-8804 62-7757 62-7479 62-7470

62-7755 62-8805 62-7469 62-8807

62-7756 62-8806 62-7764 62-8073

新潟県産こしひかり佐渡の棚田米 1㎏
62-8804 79 ［税抜］¥1,000
朱鶯と一緒に育てられた、自然にも人にもやさしい棚
田米こしひかりをご賞味ください。

兵庫県但馬産こしひかり
コウノトリ育むお米（特別栽培米） 1㎏
62-7755 80 ［税抜］¥1,000
特別天然記念物のコウノトリが育む自然にも人にも
やさしいお米です。

山形県産ミルキークイーン 1㎏
62-7756 85 ［税抜］¥800
艶やかな光沢と粘りが強く、モチモチとした食感が特
徴です。

山形県産はえぬき 1㎏
62-7757 84 ［税抜］¥800
歯ごたえが良く粒揃い、噛む程に広がる独特の甘みが
口の中に広がる、山形生まれの自信作。

新潟県魚沼産こしひかり  1㎏
62-8805 82 ［税抜］¥1,000
上品な甘みと香り、ほのかな粘りが口に広がる大人気
のお米です。

島根県仁多米こしひかり 3㎏
62-7479 86 ［税抜］¥2,100

【農家が元祖と認めたお米】西の横綱といわれている
お米で、ふっくらとした炊き上がりで豊潤な粒揃い。つ
ややかで、粘りが強く歯ごたえのある自慢の逸品です。

北海道ななつぼし  5㎏
62-7469 86 ［税抜］¥3,100
食感が柔らかでつやがあり、粘りがあって甘くて冷め
てもおいしい事からお米には確かな目と舌を持つすし
職人も認めるお米です。

北海道産ゆめぴりか  5㎏
62-7764 84 ［税抜］¥3,600
ほど良い粘りと豊かな甘み、北海道米の最高峰「ゆ
めぴりか」をお楽しみください。

無洗米北海道ゆめぴりか  5㎏
62-7470 85 ［税抜］¥3,700

「日本一おいしいお米を」という北海道民の「夢」に、アイヌ
語で美しいを意味する「ピリカ」を合わせて名付けられまし
た。粘りがあり、炊き上がりがやわらかく、艶があります。
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お米

青森県産青天の霹靂 5㎏
63-8074 80 ［税抜］¥4,200

「青」は青森の青、「天」は遥かに広がる北の空。「霹靂」
は稲妻。稲に寄りそい、米を実らせます。

金賞健康米（山形県産はえぬき使用） 5㎏
63-8808 81 ［税抜］¥3,500
近畿大学農学部との共同開発商品。
健康と美味しさをまるごと詰め込んだお米です。

香川県産おいでまい  5㎏
63-8076 86 ［税抜］¥3,000
粒揃いの色白美人で米本来の食感が楽しめます。

宮城県産ひとめぼれ  10㎏
63-8809 87 ［税抜］¥6,200
味と香りが良く、粘りの強いお米です。炊きたてはもち
ろん冷めた後も食味・食感が落ちにくいのが特徴です。

兵庫県但馬産こしひかり
コウノトリ育むお米（特別栽培米） 5㎏
63-8078 81 ［税抜］¥4,500
特別天然記念物のコウノトリが育む自然にも人にもや
さしいお米です。

新潟県産こしひかり 10㎏
63-8810 86 ［税抜］¥6,600
気候風土共に米作りに適した日本有数の穀倉地。噛
むごとに広がる上品な甘みはまさに一級品です。

富山県産こしひかり 10㎏
63-7767 85 ［税抜］¥6,400
甘みと粘りが非常に美味しいお米です。

63-8074 63-8809 63-7475 63-7473

63-8808 63-8078 63-7765 63-7471

63-8076 63-7474 63-8810 63-7767

新潟県産こしひかり  5㎏
63-7474 83 ［税抜］¥3,500
新潟県はお米のブランド産地として日本全国で知られ
ている優良産地です。新潟のお米であれば間違いな
いと言われるほど大変美味しいお米です。

無洗米新潟県産こしひかり  5㎏
63-7475 86 ［税抜］¥3,500
粘り・艶・香り・甘みと4拍子揃ったお米です。また、新
潟県産のお米は全国の中でも最優良産地として知られ
ており食味ランキングでも特Aを取得しております。

金賞健康米（北海道産ゆめぴりか使用） 5㎏
63-7765 82 ［税抜］¥3,600
近畿大学農学部との共同開発商品。
健康と美味しさをまるごと詰め込んだお米です。

秋田県産あきたこまち 10㎏
63-7471 87 ［税抜］¥6,200
東北で最初の「こしひかり」系統の食味を持つ良質・
良食味米品種です。炊飯米は透明感、光沢、香りとも
に優秀で、粘りが強く弾力性に富んでいます。

新潟県魚沼産こしひかり 5㎏
63-7473 79 ［税抜］¥4,200
日本一の米処である新潟県の魚沼産こしひかりは艶・
粘り・香りの3拍子揃った高級米です。白ご飯やおに
ぎりなどに最適なお米であり贅沢な逸品であります。
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松阪牛  焼肉
64-8341 88 220g もも・バラ ［税抜］¥5,000
64-8342 88 520g もも・バラ ［税抜］¥10,000

「世界のブランド」としてその名を馳せ、「味の芸術品」
と親しまれている松阪牛ならではの肉質のキメ細やか
さ、柔らかく芳醇な肉の旨味をぜひお楽しみください。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

松阪牛  すき焼き肉
64-8343 88 230g もも・バラ ［税抜］¥5,000
64-8344 88 570g もも・バラ ［税抜］¥10,000

「世界のブランド」としてその名を馳せ、「味の芸術品」
と親しまれている松阪牛ならではの肉質のキメ細やか
さ、柔らかく芳醇な肉の旨味をぜひお楽しみください。

神戸牛  すき焼き肉
64-8349 85 400g 肩ロース ［税抜］¥10,000
64-8350 84 400gリブロース ［税抜］¥20,000

「神戸ビーフ」は、兵庫県内で生産される優れた但馬牛
から、恵まれた自然環境の中で県内の熟練した農家が
高度な飼育技術を駆使してつくりだした最高牛肉です。

神戸牛  焼肉
64-8351 85 400g もも ［税抜］¥10,000
64-8352 84 800g もも ［税抜］¥20,000

「神戸ビーフ」は、兵庫県内で生産される優れた但馬牛
から、恵まれた自然環境の中で県内の熟練した農家が
高度な飼育技術を駆使してつくりだした最高牛肉です。

肉

京都モリタ屋  黒毛和牛  すき焼き肉
64-8345 88 300g 肩もも ［税抜］¥5,000
64-8346 88 450g ロース ［税抜］¥10,000
日本が誇る黒毛和牛のすき焼き用です。さすが黒毛和
牛と思わず驚嘆の声が出るほど柔らかくジューシー
です。

京都モリタ屋  黒毛和牛  ロースステーキ
64-8347 88 2枚（360g） ［税抜］¥10,000
64-8348 88 3枚（540g） ［税抜］¥15,000
日本が誇る黒毛和牛のロースステーキ用です。さす
が黒毛和牛と思わず驚嘆の声が出るほど柔らかく
ジューシーです。

北海道かみふらの和牛・サーロインステーキ
64-8826 95 約150g×3枚 ［税抜］¥10,000
64-8827 89 約200g×3枚 ［税抜］¥15,000
北海道上富良野町で肥育された黒毛和種「かみふら
の和牛」。すっきりしたクセのない口当たりと、噛むほ
どに増すまろやかな旨みが自慢です。

近江牛＆神戸ビーフ すきやき食べ比べ
64-8828 88 ［税抜］¥10,000
64-8829 88 ［税抜］¥20,000
特有の甘みと豊かな旨味がある近江牛、赤身が脂肪
の風味･香りと溶け合う神戸ビーフのセット。
64-8828 近江牛＆神戸ビーフ すきやきモモ 各200g
64-8829 近江牛＆神戸ビーフ すきやきモモ 各460g

64



肉

宮崎牛  焼肉  モモ・バラ
65-8863 88 220g モモ・バラ ［税抜］¥5,000
65-8864 88 470g モモ・バラ ［税抜］¥10,000
宮崎牛とは宮崎県内で生産・肥育された黒毛和牛で肉
質等級が4等級以上のもの。「和牛のオリンピック大会」
で日本一の栄誉を受けたその味をご賞味ください。

佐賀牛  すきやき モモ・バラ
65-8865 88 220g モモ・バラ ［税抜］¥5,000
65-8866 88 590g モモ・バラ ［税抜］¥10,000
佐賀牛はJAさが管内の肥育農家で飼育された黒毛和
牛のうち、一定の基準を満たした場合に呼称が許され
た超高級銘柄和牛です。

飛騨牛  焼肉  モモ・バラ
65-8867 88 200g モモ・バラ ［税抜］¥5,000
65-8868 88 540g モモ・バラ ［税抜］¥10,000
飛騨牛とは飛騨牛銘柄推進協議会登録農家制度にて認
定・登録された生産者により14ヶ月以上肥育され、肉質
等級が3等級以上のものと格付けされた黒毛和牛です。

米沢牛サーロインステーキ
65-8869 88 約80g×2枚 ［税抜］¥10,000
65-8870 88 約120g×3枚 ［税抜］¥20,000
四季の豊かな山形県の南部、置賜地域で大切に育てら
れた和牛です。まったりとした甘味のある味わい、特製
スパイスでお召し上がり下さい。

前沢牛贅沢セット
65-8871 89 ［税抜］¥11,000
65-8872 90 ［税抜］¥17,000
65-8871 サーロインステーキ 50g、赤身ステーキ 50g
× 各2枚、薄切り200g　 65-8872 サーロインステーキ
50g、赤身ステーキ 50g×各3枚、霜降り薄切り300g   

はままつ餃子
65-8874 99 45個 ［税抜］¥3,600
65-8875 97 60個 ［税抜］¥4,400
近年、餃子の街として名高い浜松から野菜たっぷりの
餃子をお届けします。

丸大食品 煌彩ハムギフト
65-5953 98 ［税抜］¥3,000
65-3728 98 ［税抜］¥5,000
65-5953  特級スモークハム 200g、あぶり焼 焼豚

210g、黒胡椒ミートローフ 180g
65-3728  特撰ロースハム 350g､黒胡椒ミートロー

フ 180g、特撰肩ロース 300g

宇都宮餃子館 人気の３種セット
65-8873 89 ［税抜］¥4,200
野菜と豚肉の旨みたっぷりの健太餃子、爽やかな風味
が豊かなシソ餃子、那須高原産の新鮮な豚肉を増量
したお肉餃子の人気の３種類の餃子セット。健太餃
子８個、シソ餃子８個、お肉餃子８個 ×各2、計48個。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。
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えびと鯛のちらし寿司
66-8876 89 ［税抜］¥6,000
国産えびと鯛をトッピングした華やかなちらし寿司。
お祝い事にもおすすめ。えびちらし寿司120g×3、鯛
ちらし寿司120g×3

ずわいがにしゃぶポーション 600g
66-7415 81 ［税抜］¥10,000
カニ職人が素早く加工し、急速冷凍で旨味を凝縮。
カニしゃぶはもちろん、天ぷら・グラタンなど幅広い
お料理に大活躍です。約600g（しゃぶしゃぶタレ付）

伊勢海老ステーキ
66-8877 89 2切 ［税抜］¥6,800
66-8878 89 4切 ［税抜］¥10,000
国産天然伊勢海老を鮮度のいいうちにステーキに。食
卓を豪華に彩ります。

ずわい毛ガニ ３尾セット
66-8360 90 ［税抜］¥10,000
濃厚な味が自慢の北海道産毛ガニと食べやすさ抜
群のずわいがにを豪華なセットにしてお届けします。
ずわいがに約450g×2、毛ガニ約350g×1

新･豪華蟹三昧 150
66-8361 90 ［税抜］¥15,000
高級感溢れるたらばがに脚、食べやすさ抜群のず
わいがに、そして身のびっしり詰まった旨さいちばん
の毛ガニ。三大ガニが勢揃い。ボイルたらばがに脚
Net500g・ずわいがに約400g×各1、毛ガニ約350g×2

ゆら鯛  塩釜
66-8883 90 小（0.5kg） ［税抜］¥6,000
66-8884 90 中（1.0kg） ［税抜］¥7,500
その製法は古の戦国時代、豊臣秀吉が母に届けたのが
塩釜の始まりとされています。由良の美しい海で育ま
れた鯛を、ご注文いただいたその日のうちに水揚げし、
海水塩で大切に閉じ込めます。元魚養殖真鯛。

海鮮

浜松・浜名湖うなぎセット
66-8879 90 4人前 ［税抜］¥11,700
66-8880 90 6人前 ［税抜］¥15,000
うなぎの本場、浜名湖産のうなぎのみを使い丁寧に作り上げました。
66-8879  うなぎ蒲焼110g、たれ＆山椒、うなぎ白焼110g、醤油、わ
さび×各2、粉末吸い物 ×4
66-8880  うなぎ蒲焼110g、うなぎ白焼110g、たれ＆山椒、醤油、う
なぎ茶漬け60g（うなぎ20g、たれ20g）、だし、刻み海苔 ×各2、わさび、
粉末吸い物 ×各4。

小樽の小鍋
66-8881 86 ［税抜］¥4,500
66-8882 86 ［税抜］¥6,000
レンジで温めて食べられる、本格海鮮鍋の詰合せです。
66-8881   鮭うしお汁280ｇ、つみれ鍋280ｇ×各2
66-8882  石狩鍋280ｇ、かに鍋280ｇ、鮭うしお汁280ｇ
                   ×各2

66-8882

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。
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話題の人気米 3種詰め合わせ
67-8371 78 ［税抜］¥2,500
ブランド米3種類 (北海道産ゆめぴりか・新潟北越後
産こしひかり・山形県産つや姫）を詰め合わせました。
各450g

カレー / 海苔 / 梅干 / お米

エスビー食品  ディナーカレーギフト
67-2082 92 ［税抜］¥2,000
67-8386 92 ［税抜］¥3,000

「フォン・ド・ボー」という美味しさの原点にこだわり
続けるS＆Ｂ伝統の味わいです。保存しやすい缶タ
イプなので防災対策の備品目的にも対応します。
67-2082　中辛200g×6
67-8386　中辛200g×9

67-8386
エスビー食品ご推奨  レトルトカレー・ハヤシギフト
67-4298 85 20 袋入 ［税抜］¥4,000
レストラン(専門店）のレトルトカレー・ハヤシの詰合
せセット。じっくり煮込んだプロの味をご家庭で。

エスビー食品  レストランディナーレトルトカレーセット
67-8387 85 20 袋入 ［税抜］¥5,000
レストランのレトルトカレー。じっくり煮込んだプロの
味をご家庭で。

67-8387

中田食品  紀州梅の都
67-7018 82 ［税抜］¥3,000
紀州産南高梅の完熟果実を食べやすい塩味控えめ
の７％に漬け込みました。まろやかな口当たりの「う
す塩味南高梅」を丸形の木樽に詰めてお届けいたし
ます。500g

中田食品  紀州梅ぼし田舎漬
67-7883 76 ［税抜］¥1,500
中田食品の代表的商品「梅ぼし田舎漬」の個包装タ
イプです。コクのある旨味でご飯にピッタリです。紀
州産南高梅の特選品を原料に使用。塩分11％、15
粒入り（180g）

67-8831

大森屋  海苔・ほぐし瓶・お茶漬詰合せ
67-8830 87 ［税抜］¥3,000
67-8831 87 ［税抜］¥4,000
67-8830  有明海産卓上味付のり（10切50枚）、のり
茶漬（5.4ｇ ×8袋）×各2、たらこほぐし（50ｇ）、鶏そぼ
ろ（60ｇ）×各1。箱：約24×35×9cm
67-8831  有明海産卓上味付のり（10切50枚）×3、の
り茶漬（5.4ｇ×8袋）、たらこほぐし（50ｇ）×2、鶏そぼ
ろ（60ｇ）×1。箱：約24×43×9cm

67-8833

米匠庵  心３個入
67-8834 86 ［税抜］¥2,500
有名産地のこしひかり3種食べ比べセットです。京都
府丹後産こしひかり450g、新潟県北越後産こしひか
り450g、島根県産仁多米こしひかり450g×各1

大森屋　海苔・ほぐし瓶・お茶漬・カニ缶詰合せ
67-8832 90 ［税抜］¥3,000
有明海産焼のり木箱2袋詰（2切8枚）、のり茶漬（5ｇ×10袋）、
焼鮭ほぐし（55ｇ）、たらこほぐし（50ｇ）、紅ずわいがにほぐし
脚肉入りわたりがにブレンド（55ｇ）。箱：約26×31×7cm

大森屋　海苔・ほぐし瓶詰合せ
67-8833 90 ［税抜］¥5,000
有明海産味のり木箱14袋詰（8切5枚）、有明海産焼のり
木箱2袋詰（2切8枚）各1、焼鮭ほぐし（55ｇ）、たらこほ
ぐし（50ｇ）、鶏そぼろ（60ｇ）×各2。箱：約26×46×8cm
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68-4719

AGF ブレンディスティック カフェオレセレクション
68-7867 96 ［税抜］¥1,000
68-7868 89 ［税抜］¥2,000
カフェオレなどを中心に6種類の味が楽しめるスティックコーヒー。
68-7867 カフェオレ深煎珈琲仕立て14g、カフェオレ深煎珈琲仕
立て ミルクたっぷり14g、紅茶オレ 11g、ココア・オレ 11g×各3、
カフェオレ深煎珈琲仕立て 甘さ控えめ12g、抹茶オレ 12g ×各2
68-7868  カフェオレ深煎珈琲仕立て14g、ココア・オレ 11g×各6、
カフェオレ深煎珈琲仕立て ミルクたっぷり14g、カフェオレ深煎
珈琲仕立て 甘さ控えめ12g、紅茶オレ 11g、抹茶オレ 12g×各5

68-7868

UCC ザ・ブレンド
68-4718 88 ［税抜］¥2,000
68-4719 88 ［税抜］¥3,000
UCCが永年培ってきたブレンド技術を活かして仕上
げた、バラエティ豊かなインスタントコーヒーギフト。
68-4718  ザ・ブレンド114 スペシャル、117スペシャ

ル 70g ×各1、炭焼珈琲65g×1
68-4719 ザ・ブレンド114 スペシャル 70g×2、117

スペシャル、ブラジル 100％、コロンビア
100％70g × 各1、炭焼珈琲65g×1

カゴメ  野菜飲料バラエティギフト
68-7884 86 ［税抜］¥2,000
68-7885 86 ［税抜］¥3,000
カゴメの人気の野菜飲料を詰め合わせたバラエティセット。
68-7884  野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100

（エナジールーツ）、野菜生活100（フルーティサ
ラダ）各200㎖ ×各4

68-7885  野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100
（エナジールーツ）、野菜生活100（フルーティサ
ラダ）各200㎖ ×各6

68-7885

静岡茶  天竜茶
68-7886 65 ［税抜］¥3,000
68-7887 65 ［税抜］¥5,000
全国茶品評会での農林水産大臣賞など数々の賞を受賞し
た、太田昌孝氏が栽培した天竜茶をお楽しみください。
68-7886  煎茶清緑ティーバッグ 2g×10、煎茶ティーバッ
グ 2g×10×2
68-7887  煎茶清緑ティーバッグ 2g×10×2、煎茶ティー
バッグ2g×10、煎茶神緑ティーバッグ 2g×10

68-7887

68-5978

日清＆味の素 ヘルシーオイルギフト
68-5977 83 ［税抜］¥2,500
68-5978 83 ［税抜］¥3,000
68-5977  日清キャノーラ油600g×2、味の素胚芽の

恵みコーン油600g、日清ヘルシー E600g
×各1

68-5978  日清キャノーラ油600g、味の素胚芽の
恵みコーン油600g×各2、日清ヘルシー
E600g×1

UCC ジャパンプレミアム ドリップコーヒー
68-8382 88 ［税抜］¥3,000
68-8383 88 ［税抜］¥5,000
日本の、美しいコーヒー。
68-8382　凛（すっきり仕立て）、艶（なめらか仕立て）

〈8g×5P〉×各1、雅（深いコク仕立て）〈8g×5P〉×2
68-8383　凛（すっきり仕立て）、艶（なめらか仕立て）、
雅（深いコク仕立て）〈8g×5P〉×各2

68-8383

味の素オリーブオイル＆新鮮調味料セット
68-8405 87 ［税抜］¥2,000
68-8406 87 ［税抜］¥3,000
68-8405  日清キャノーラ油600ｇ、キッコーマンいつ

でも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、味
の素オリーブオイルピュア 200ｇ ×各1

68-8406  日清キャノーラ油600ｇ、キッコーマンいつ
でも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖ ×各
1、味の素オリーブオイルピュア 200ｇ ×3

68-8406

飲料 / 油

マイハニー  ナッツの蜂蜜漬け
68-8885 98 ［税抜］¥1,800
ミネラル豊富なナッツはアンチエイジングの面でも注
目されている食材で、モデルの間食としても有名です。
鳥取県の大山（だいせん）の大自然で採れた国産の百
花蜂蜜と、ハンガリー産のアカシア蜂蜜を最高の配合
でブレンド。内容量：200g。約8×8×9cm

68



麺類

69-2039 69-2049

69-5588

69-7378

69-5586

全国繁盛店ラーメン
69-7926 83 4食 ［税抜］¥1,000
69-6942 83 12食 ［税抜］¥3,000
人気の繁盛ラーメン店の味をご家庭で手軽に！ 
69-7926  札幌「黒帯」・喜多方「一平」各2食 ×各1箱
69-6942  札幌「黒帯」・秋田「十郎兵衛」・仙台「お

り久」・喜多方「一平」・広島「満麺亭」・熊
本「もっこす亭」各2食 ×各1箱

信州そば
69-5585 69 ［税抜］¥1,000
69-5586 69 ［税抜］¥1,500
細く長く伸びる事などから、縁起物として食されてき
た蕎麦。信州長野で製麺された、昔ながらの本場の
味わいをお楽しみください。
69-5585　50g ×9束　　69-5586　50g ×14束

讃岐うどん
69-5587 66 ［税抜］¥1,000
69-5588 66 ［税抜］¥1,500
讃岐といえば「うどん」と言われるほど、讃岐うどん
の名声は全国的に高くなっています。コシが強く歯
切れも良いのが讃岐うどんの特徴です。
69-5587　50g×9束　　69-5588　50g×14束

讃岐うどん・信州そば
69-7377 66 ［税抜］¥2,500
69-7378 66 ［税抜］¥4,000
本場讃岐のコシが強く歯切れの良いうどんと信州が
誇るつるりとしたのど越しの良いそばのセットです。
69-7377　うどん50g ×10束、そば50g ×7束
69-7378　うどん50g ×17束、そば50g ×15束

長崎県
島原手延そうめん ｢波の白糸｣ 木箱入
69-2047 68 1600g ［税抜］¥3,000
69-2048 68 2300g ［税抜］¥4,000
69-2049 68 2900g ［税抜］¥5,000

69-6942

長崎県
島原手延そうめん ｢波の白糸｣
69-8246 68 300g ［税抜］¥500
69-2037 68 600g ［税抜］¥1,000
69-2038 68 900g ［税抜］¥1,500
69-2039 68 1200g ［税抜］¥2,000

延寿庵  稲庭手延うどん
69-8244 88 ［税抜］¥3,000
69-8245 88 ［税抜］¥5,000
稲庭うどん業界で初めて、国際味覚審査機構「ｉＴＱｉ」
の優秀味覚賞受賞。コシのある歯応え、なめらかでツ
ルツルした舌触り、サラリとした軽い食味が特徴です。
69-8244　160g×6袋　　69-8245　160g×10袋

69-8245

ＪＡ永平寺そばセット
69-8886 100 ［税抜］¥2,500
永平寺町産そば粉（石臼挽き）を使用した乾麺です。
禅の心が育んだ豊かな風味を心ゆくまでお楽しみく
ださい。干しそば200g×6、麺つゆ40g×6
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亀田製菓  穂の香 10
70-3652 90 ［税抜］¥1,000
豊かな風味にこだわり抜いた逸品｡ 約24 ×24×9cm

亀田製菓  おもちだま
70-4029 86 ［税抜］¥1,500
彩りも鮮やかなひとくちあられ｡ 選りすぐりの美味し
さを詰合せ｡ 約24 ×24×11cm

亀田製菓  あられ道楽
70-3786 87 ［税抜］¥2,000
もち米の贅沢な味わいがいろいろ｡あられ､かきもち､
海老巻ミックス等6種類入｡ 約27×33×8cm

稲穂の恵み 30
70-7382 85 ［税抜］¥3,000
国産米100％使用。「サラダせんべい」、「しょうゆせん
べい」、「丸大豆せんべい」、「白蜜せんべい」、「黒蜜せん
べい」、「うす焼サラダせんべい」の６種詰合せです。
1300g

ブルボン パウンドケーキセレクション
70-5639 90 ［税抜］¥1,000
バター、ココア、キャラメル、3種類のバウンドケーキ
詰合せ。箱：約34×24×5cm

ブルボン  デリシャス
70-7105 90 ［税抜］¥1,500
素材のおいしさを引き出した、8種類の焼菓子を詰合
せました。食べたい時に好きなだけ食べられる便利
な個包装です。300g

ブルボン  ボンブーレ
70-7496 90 ［税抜］¥1,500
70-7106 90 ［税抜］¥2,000
個性豊かなおいしさをお楽しみいただけるギフト。
70-7496  クッキー ７種、米菓 １種、パイ１種
70-7106  クッキー 9種、米菓 2種、パイ１種

ブルボンミニギフトバタークッキー缶
70-7495 90 ［税抜］¥700
バターの風味を活かしたクッキーに4種のクリームを
トッピングしたバラエティ豊かなクッキー缶です。

70-7106

お菓子70



横濱馬車道あいす＆もなかセット
71-7864 89 ［税抜］¥5,000
素朴で懐かしい味わいが多くの人に親しまれています。
横濱馬車道あいす110㎖ ×8（カスタード・渋皮栗・みる
く大納言・緑茶みるく各2個）、横濱馬車道あいすもなか
65㎖×6（ミルク・抹茶  各2個、小豆・チョコレート  各1個）

グルメ

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

シェ松尾  シュミネ＆
ガトーセック詰合せ１１個入
71-5888 108 ［税抜］¥4,200
シェ松尾オリジナル焼菓子「シュミネ」と、色 な々素材・
食感を楽しめる「ガトーセック」の詰合せ。シュミネ (マ
ロン、レザン、アブリコ)×各1、ロッシュ、オランジュリー、
モンタージュ、トゥールビヨン ×各2

シェ松尾  ブリック・シュミネ＆
マドレーヌ詰合せ１2個入
71-7077 108 ［税抜］¥4,700
レモンの香りが漂うパウンドケーキ「ブリック・シトロネル」と、オリ
ジナル焼菓子「シュミネ」、色 な々素材・食感を楽しめる「ガトーセック」
の詰合せ。ブリックシトロネル×1、シュミネ(マロン、レザン、アブリコ)
×各1、マドレーヌ（ショコラ、フレーズ、マンゴー、ピスタッシュ）×各2

なだ万  はちみつドリンク
71-8888 100 ［税抜］¥4,000
はちみつの甘さに、果汁の爽やかな香りや酸味が絶妙に相まった、上
品で飲みやすいドリンク。国産柚子果汁使用の「柚子みつ」、福井の希
少品種「紅映梅（べにさしうめ）」を漬け込んだ「梅みつ」、懐かしい
甘酸っぱさで鮮やかな色合いの「山ぶどうみつ」の3種。各200㎖ ×1

なだ万  純米大吟醸酒ケーキ
71-8887 100 ［税抜］¥2,700
なだ万の料理人と、「鶴齢」で有名な青木酒造の杜氏
が味わいを丁寧にすり合わせ完成させた「なだ万純米
大吟醸酒」を、パウンドケーキにたっぷりと染み込ませ
た、しっとり食感の大人向けスイーツです。380ｇ×1

小樽菓匠六美・和三盆ロール
71-8889 90 ［税抜］¥5,000
品のある甘さと、上質なシルクのような口溶け。和三
盆糖・米粉を贅沢に使いました。18cm×2本。

博多華味鳥  水たきセット
71-8890 103 約3～4人前 ［税抜］¥5,000
71-8891 103 約7～9人前 ［税抜］¥10,000
九州地区に限定し、数種類のハーブを配合した専用飼料にて大切に育
てた華味鳥の肉質は程よい歯応えがあり、あっさりとした味わいです。
71-8890  水たきスープ 600ｇ×2、華味鳥切り身、華味鳥ぶつ切り300ｇ
×各1、華つくね200ｇ、柚胡椒30ｇ、博多ぽん酢220㎖ ×各1
71-8891    水たきスープ600ｇ×4、華味鳥切り身、華味鳥ぶつ切り300ｇ
×各2、華つくね200ｇ×2、博多ぽん酢220㎖ ×1、柚胡椒30ｇ×1

博多華味鳥  もつ鍋セット
71-8892 103 約3～4人前 ［税抜］¥5,000
71-8893 103 約7～9人前 ［税抜］¥10,000

「華味鳥」のハラミと牛小腸を組み合わせたオリジナルのもつ鍋セット。
71-8892  もつ鍋スープ 600ｇ×2、牛小腸150ｇ×1、鶏ハラミ100ｇ×2、
華つくね200ｇ×1、ちゃんぽん麺180ｇ ×1、にんにくスライス 5ｇ×1、
胡麻10ｇ×1、唐辛子1ｇ ×1　　71-8893  もつ鍋スープ 600ｇ×4、牛
小腸150ｇ×3、鶏ハラミ 100ｇ×3、華つくね200ｇ×2、ちゃんぽん麺
180ｇ×2、にんにくスライス 5ｇ×1、胡麻10ｇ×1、唐辛子1ｇ×1

4171



72

72-7383

花王

72-646972-646872-6947

ウルトラアタックNeo  400g
72-6947 80 ［税抜］¥540

「濃縮酵素パワー」エリ汚れに直接塗るだけ、もみ洗
いなしで濃く効きます。

アタックNeo 抗菌EX Wパワー 400g
72-6468 80 ［税抜］¥540
驚きの抗菌水洗浄！ 衣類、洗たく水、洗たく槽まで
働く。抗菌+防カビのWパワー。

食器洗い洗剤 キュキュット オレンジの香り
72-6469 85 ［税抜］¥235
濃密泡で、パッと洗える！汚れ落ちを指先と音で
キュッと実感！オレンジの香りです。240㎖

食器洗い洗剤 キュキュット クリア除菌
72-7383 85 ［税抜］¥235
濃密泡で、まっさら清潔。汚れ落ちを指先と音でキュッ
と実感！除菌・消臭・くすみ落としも。240㎖

ファミリー＆アタックセット
72-2595 85 ［税抜］¥500
ファミリーコンパクト270㎖､詰替え×各1本、ワンパッ
クアタック 27g ×3袋 ×1箱。
箱：20×14× 9cm

ライオン

72-8644

チャーミー  マジカ
72-7872 80 スプラッシュオレンジ  230㎖［税抜］¥260
72-8251 80 除菌プラス  220㎖ ［税抜］¥260
洗いはじめから油汚れを水のように「サラサラ落せ
て」手早く片付く、ナノ洗浄の台所洗剤。スポンジの
除菌もできます。

72-825172-7872

72-864172-8640

キュキュット CLEAR 泡スプレー
72-8640 101 オレンジの香り ［税抜］¥350
72-8641 101 グレープフルーツの香り ［税抜］¥350
スポンジが届かない汚れをまっさら清潔。スポンジ要
らず。スプレーして流すだけ！240㎖

クリニカデンタルセット
72-8642 92 ［税抜］¥1,000

「予防歯科」のための３つのポイント (フッ素、殺菌、歯垢
除去 )を実践できる薬用ハミガキのセット。クリニカ ア
ドバンテージ ハミガキ クールミントタテ型 130g、クリ
ニカ ハミガキ マイルドミント タテ型130g、クリニカ ハ
ミガキ フラットカット 3列 ふつう×2。約21×4×26cm

ライオンキッチンセット
72-8643 95 ［税抜］¥1,000
72-8644 95 の香 ［税抜］¥1,500
人気のマジカと新製品のリードのセットです。
72-8643  チャーミー マジカ（除菌プラス 220㎖、スプラッシュオ
レンジの香り230㎖）、リード（ヘルシークッキングペーパー小8枚
箱入、冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ M3枚箱入、アクも油もとる
シート中12枚入）
72-8644  チャーミー マジカ（除菌プラス 220㎖、除菌プラスレモ
ンピールの香り 220㎖、スプラッシュオレンジの香り230㎖）、リー
ド（ヘルシークッキングペーパー小12枚箱入、冷凍も冷蔵も新鮮保
存バッグ S3枚箱入、M3枚箱入、アクも油もとるシート中12枚入）

hadakara ギフト
72-8645 100 ［税抜］¥2,000
日本初、吸着保湿処方で保湿成分が洗い流されないボ
ディソープ hadakara(ハダカラ)です。洗うたび、つい触
りたくなるやわらかな肌へ。家族みんなで使える、やさ
しいボディソープのギフトです。hadakaraボディソープ 
フローラルブーケの香り 本体500㎖、hadakaraボディ
ソープ  フローラルブーケの香り詰め替え用360㎖ ×3

花王 / ライオン



73

73-8710

73-6238

ナイーブ ギフトセット 60
73-6952 82 ［税抜］¥600
ナイーブ ギフトセット 100
73-6238 82 ［税抜］¥1,000
薬用ハンドソープと「ナチュラルアミノ」配合で肌の
うるおい成分を守りながら洗えるボディーソープ。
73-6952   ハンドソープ230㎖、ハンドソープ詰替え

180㎖ ×各1
73-6238  ハンドソープ230㎖、ハンドソープ詰替え

180㎖、ボディーソープ300㎖ ×各1

フロッシュ  食器用洗剤  125㎖ 3本セット
73-7880 75 ［税抜］¥800

「わたしにも、自然にも気持ちいい。」フロッシュは環
境先進国ドイツで生まれ世界40ヶ国以上で愛されて
います。「環境への配慮」を追求し、環境負荷を最小
限に抑えています。アロエ、ソーダ、オレンジ各125㎖

P&G アリエールジェルボール &
ハーブリッチソフターセット
73-8707 68 ［税抜］¥2,500
73-8708 68 ［税抜］¥3,000
73-8709 68 ［税抜］¥4,000
73-8710 68 ［税抜］¥5,000

 一粒つまんで洗濯機に入れるだけ。計量不要・簡単
便利なアリエールジェルボールが入った、毎日の生活
に役立つクリーンギフトセットです。
73-8707  アリエールパワージェルボール  3Ｄ本体
356ｇ（18個）、ハーブリッチソフター 600㎖、ハーブ
リッチソフター詰替500㎖、抗菌ネットクリーナー1Ｐ
73-8708  アリエールパワージェルボール  3Ｄ本体
356ｇ（18個）、ハーブリッチソフター 600㎖、ハーブ
リッチソフター詰替500㎖、ハーブリッチ食器用洗剤
250㎖、抗菌ネットクリーナー1Ｐ
73-8709  アリエールパワージェルボール  3Ｄ本体
356ｇ（18個）、ハーブリッチソフター 600㎖、ハーブ
リッチソフター詰替500㎖ ×2、今治フェイスタオル
73-8710  アリエールパワージェルボール  3Ｄ本体
356ｇ（18個）、ハーブリッチソフター 600㎖、ハーブ
リッチソフター詰替500㎖ ×3、洗たく槽クリーナー、
抗菌ネットクリーナー1Ｐ、今治フェイスタオル、今治
ウオッシュタオル

旅の宿 全国五箇所温泉気分湯めぐりセット10包入
73-7877 70 ［税抜］¥750
ご自宅で全国有名五箇所の温泉情緒がお楽しみい
ただけます。5か所 25g×各2包

旅の宿 全国十箇所温泉気分湯めぐりセット20包入
73-6235 70 ［税抜］¥1,500
ご自宅で全国有名十箇所の温泉情緒がお楽しみい
ただけます。10 か所  25g×各2包

73-6235

旅の宿
73-7878 80 2包入 ［税抜］¥140
73-7879 80 3包入 ［税抜］¥210
日本を代表する温泉がご家庭で楽しめます。
73-7878  箱根、草津　 73-7879  別府、箱根、草津

73-7879

クラシエ / 洗剤

フロッシュ  キッチン洗剤ギフト
73-8703 82 ［税抜］¥1,500
73-8704 82 3 ［税抜］¥2,500
手肌と環境にやさしいノンアルコール洗剤。
73-8703  フロッシュ（アロエベラ500㎖）、スポンジ、
タオルハンカチ（25×25cm）×各1
73-8704  フロッシュ（アロエベラ 500㎖、ブラッド
オレンジ 300㎖）、スポンジ、タオルハンカチ、マイク
ロファイバークロス（25×25cm）×各1

NEW 香りギフト
73-8705 89 ［税抜］¥2,000
73-8706 89 3 ［税抜］¥3,000
何度洗っても心地よい香りが長続き。
73-8705  ライオン 香りつづくトップ（本体 :900ｇ、詰 替
用 :810ｇ）×各1、オレンジマイルドコンパクト 270㎖ ×2
73-8706  ライオン 香りつづくトップ（本体 :900ｇ、詰 替
用 :810ｇ）、ライオントップスーパーナノックス（本体 :450ｇ、
つめかえ用 : 360ｇ）、オレンジマイルドコンパクト 270㎖ ×各1

73-8704 73-8706



74 ルームメイト

コンパクト炊飯ジャー
74-8627 47 ［税抜］¥12,800
炊く、蒸すを同時にこなし、短時間でかしこく調理。
ケーキやヨーグルトおかゆも作れる。釜サイズ：直
径16cm。3.5合炊き。約22×27×20cm、400W

ルームメイト

ポップコーン ファウンテン
74-8624 59 ［税抜］¥9,800
ポップコーンの豆を入れれば約120秒で出来上がり。
風の力でポコポコ噴水のようにポップコーンが湧き
出てきます。約29×29×28cm、1200W

タイマー付きヘルシーフードドライヤー
74-8625 62 ［税抜］¥9,800
タイマーと温度設定が可能でセットして待つだけ簡
単！おうちでドライフードヘルシー生活！ 一度に多種
の食材を乾燥できます。約30×25×24cm、240W

いきいきヨーグルト＆納豆家族
74-8626 50 ［税抜］¥10,800
自家製ヨーグルト・納豆・発芽玄米・甘酒・塩麹など
の発酵食品を簡単に作ることができます。容量：大
/1500㎖、小 /1350㎖。約20×17×21cm、27W

Professional EMS  ABS-Fourteen 
74-8628 67 ［税抜］¥12,800
14個のPADで全身エクササイズ。5 ～ 50HzのEMS
信号周波数を発生させることで、筋肉トレーニング。 
アブスパッド：約33×17cm、ダブルパッド：約16×5cm

オイルフライヤー フォンデュ　
74-8629 74 ［税抜］¥12,800
オイルの容量が1ℓのちょうど良い量でお一人様から
ご家族みんなで楽しめます。温度調節無段階ダイヤ
ル。約47×47×25cm、800W

極旨ビールサーバー 
74-8630 75 ［税抜］¥12,800
ハンドルを手前に引くとビールを抽出、押すとクリー
ミーな泡が出ます！350㎖缶と500㎖缶をご使用い
ただけます。単三電池 ×2（別売）、約19×28×43cm

折りたたみ式  スチームクッカー　
74-8631 55 ［税抜］¥29,800
水を使い、蒸気で蒸し料理を作ることができます。2
段タイプなので主菜と副菜を同時に調理できます。
約48×31×43cm（使用時）、1200W



75キッチンウェア / 生活関連

ホームスワン  My ホットプレート
75-6995 70 ［税抜］¥3,000
１～２人に最適の大きさ。場所を取らずに調理がで
きます。フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。スイッチ
ON、OFFの簡易設計。約21×31×8cm、700W

ぶんぶんチョッパー DX
75-8258 86 ［税抜］¥1,850
ハンドルを引っ張るだけでお野菜がみじん切りになり
ます。フタと刃を分解して洗えるので、お手入れが簡
単で衛生的です。約13×13×12cm

鉄製オーバルフライパン
75-8759 70 ［税抜］¥1,500
幅31cmと広いオーバルフライパン。さんまが3匹まる
ごと焼けるサイズです。素材：鉄・フェノール樹脂。
容量：3.1ℓ、850g、約32×39×6cm

ホームスワン 電気たこ焼器  １８穴
75-8761 70 ［税抜］¥3,000
シンプルな固定型たこ焼き器  18穴。プレートはフッ
素樹脂加工。約27×29×7cm、650W

ホームスワン 電池式チョコファウンテン
75-8760 75 ［税抜］¥2,500
チョコレートシロップ専用。タワーから流れるチョコ
レートシロップにお好みのもの付けてお楽しみ下さ
い。単二電池4本使用（別売）。約15×15×20cm

ホームスワン ヨーグルトメーカー
75-8762 69 ［税抜］¥3,500
プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類調理可能。
専用容器と牛乳パックの2Way仕様。
約19×21×20cm、15W

浜内千波のキッチンバサミ
75-8763 76 ［税抜］¥3,800
料理研究家浜内千波さん監修のキッチンバサミで
す。女性が使う事を前提に設計されています。素材：
ステンレス刃物鋼。約20×8×1cm

ツインバード　オーブントースター
75-8764 76 ［税抜］¥4,000
近火だから外カリッ！中ふわっ！ トーストがおいしく
焼けるロースタイルオーブントースター。開閉式くず
受けでお手入れ簡単。約35×21×18cm、860W



76 キッチンウェア / 生活関連

サンド de グルメ
76-8765 77 ［税抜］¥4,000
挟んで焼くだけ、楽しくホットサンド。食パンのミミま
で焼けるホットサンドで人気。IH200V対応。フッ素
樹脂加工。約16×38×4cm

ホームスワン ポップコーンメーカー
76-8766 70 ［税抜］¥4,000
ホームパーティーにおすすめ！いろいろな味が楽し
めるレシピ付き。約13×19×29cm、800W

ホームスワン  そのままホットサンド
76-8263 68 ［税抜］¥5,000
食パンの耳を切らずに使えるホットサンドメーカー。
一度に２個作れて朝食やおやつにピッタリ。離型性
の良いフッ素樹脂塗装。約30×24×10cm、900W

ホームスワン３４cm ホットプレート
76-8767 76 ［税抜］¥6,000
保温～230℃までの保温調節器付き、エンボス加工
+フッ素樹脂加工でこびり付きにくい。
約38×38×16cm、1200W

コンパクトグリル  ちょこちょこ焼き
76-8768 69 ［税抜］¥6,000
少人数に最適なサイズで、テーブルを広々使えます。
マーブルコート加工。約36×25×11cm、1200W

プチ割烹  ろばた焼　
76-8769 75 ［税抜］¥6,000
コンパクトサイズの網焼き器！本体兼用水受け皿に
なっており、煙が出にくい！ 約33×24×11cm、900W

エムケー精工 小型精米機  RICELON
76-8770 103 ［税抜］¥9,074
ごはんをおいしく食べるには、精米直後に炊飯するの
が一番。家庭用精米機があれば劣化したお米も、フレッ
シュな状態で食べることができます。約14×18×32cm

ツインバード  お茶ひき器  緑茶美採
76-8771 76 ［税抜］¥10,000
細かく砕いて、お茶の栄養成分をまるごと摂取。素
早く、手軽に使えるカッター方式。お手入れブラシ、ス
プーン、レシピブック付き。約10×12×16cm、55W



77キッチンウェア / 生活関連

ベルソス  オイルカットフライヤー 
77-8773 83 ［税抜］¥10,000
油を使わず熱風でから揚げヘルシークッキング。調
理タイマー：0 ～ 30分、温度調節：80 ～200℃（サー
モスタット付き）、約25×34×33cm、1400W

多用途おでん鍋  ふろさとのれん
77-8772 70 ［税抜］¥10,000
木枠のおでん鍋で、屋台風な雰囲気に。温度調整も
でき料理方法はさまざま。フッ素樹脂加工。
約38×29×14cm、1200W

ドリテック  デカボタンＩＨ調理器
77-8774 63 ［税抜］¥15,000
見やすい&押しやすい大きなボタンでかんたん調理。
各モードをボタン 1つで選べます。加熱調理 6段階、
揚げ物調理6段階設定可能。約28×6×35cm、1200W

ツインバード
サイフォン式コーヒーメーカー
77-8775 76 ［税抜］¥20,000
本格志向の日本製電気式サイフォン。アルコールラン
プを思わせる雰囲気にこだわったデザイン。サーバー
を外すと自動で電源オフ。マグネットプラグ式。
最大容量：約480㎖。約26×18×33cm、400W

NEWボルドー
ステンレス両手圧力鍋 4ℓ
77-82 64 78 ［税抜］¥12,000
具材を入れ、フタをかぶせてロックするだけ。面倒な
操作は必要ないので初心者でもすぐにご利用いただ
けます。レシピブック付き。約39×24×18cm。IH可。

スイスダイヤモンド  
フライパン 24cm（IH対応）
77-7629 80 ［税抜］¥16,000
中はふんわり、外はパッリッと焼きあがります。深さ：
4cm  本体：アルミダイキャスト、表面材質：フッ素樹
脂塗膜加工 (ダイヤモンドコーティング）、 ハンドル：
フェノール樹脂

ベルソス  ポータブル 20ℓ  冷温庫
77-82 66 80 ［税抜］¥16,800
AC、DCの２種類の電源供給対応で、自宅やレジャーで
の車内、ホテルなどで大活躍。温度表示ディスプレイ
で設定温度や庫内温度を確認可能。約32×37×46cm
※周囲環境により設定温度にならない場合があります。

ブラウン 
マルチクイック７  ハンドブレンダー
77-82 67 80 ホワイト ［税抜］¥18,000

「つぶす」「混ぜる」「きざむ」「泡立てる」「砕く」を
簡単に！ 手軽にひと手間かけたお料理が楽しめます。
素材：PP/TPE、ステンレス、SAN、PP、シリコン。
約7×7×40cm



78 セイコー / シチズン

セイコー シチズン

セイコー 置時計
78-8601 83 ［税抜］¥5,000
繊細な模様をあしらった透明感あるデザイン。ギフト
に最適な小振りな置時計。SR6265W×1。
素材：アクリル枠。約9×7×3cm

セイコー 電波デジタル時計
78-8602 83 ［税抜］¥10,000
マンスリーカレンダー表示、六曜表示機能付。お部屋
のコンディションチェックに最適な温度湿度表示機
能つき。素材：プラスチック枠。約11×23×5cm

ピクシス  かっこう時計
78-8603 83 ［税抜］¥10,000
モダンなデザインのかっこう時計。毎正時をおがわ
のせせらぎ音とかっこうの鳴き声でお知らせします。
掛け置き兼用タイプ。単三電池 ×3。
素材：木枠。約19×12×9cm

セイコー  掛け時計
78-8604 83 ［税抜］¥12,000
シンプルな美しさを追求したデザイン。枠を目立たせ
ない構造にし、サイドまで透明カバーで覆っています。
単三電池 ×2。
素材：プラスチック枠。約29×29×5cm

シチズン  電波目覚まし時計
78-7952 74 ［税抜］¥3,000
残照機能ライト付。電子音アラーム（4段階に変化）。
セットボタンを前面に配置。カレンダー付。温度湿度
表示、環境目安表示、電波ＯＮＯＦＦ切替機能付。単
3電池×2。素材：プラスチック。約10×12×5cm 

シチズン ソーラーアシスト電源
電波目覚まし時計
78-7954 83 ［税抜］¥5,000
デジタルソーラー目覚まし。電子音アラーム。12時
間 / 24時間表示切替式。時刻・カレンダー表示切替
え、温度 /湿度表示機能、文字盤照明ライト付き。ソー
ラー電源式。素材：プラスチック。約10×16×6cm

シチズン  電波時計
ソーラーアシスト電源　
78-8104 83 ［税抜］¥7,000
電波時計で掛置兼用。大きな液晶パネルは視認性
抜群。温度・湿度表示が付いていますので、お部屋の
環境管理に役立ててください。カレンダー付き。単3
電池 ×2。素材：プラスチック枠。約18×26×3cm

シチズン  電波時計
78-8605 83 ［税抜］¥8,000
電波置時計。ステップ秒針。見やすい文字盤。単3電
池 ×3。素材：プラスチック。約25×20×11cm 



79時計

アルネヤコブセン バンカーズクロック
79-8649 80 約φ21×5cm ［税抜］¥34,000
79-8650 80 約φ29×6cm ［税抜］¥41,000
デンマーク国立銀行を設計した際トータルデザイン
に基づき家具などとともに手掛けたウォールクロッ
ク。素材：アルミニウム。単3電池 ×1

アルネヤコブセン ステーションションクロック
79-8651 80 約φ21×5cm ［税抜］¥37,000
79-7716 80 約φ29×6cm ［税抜］¥44,000
デンマークの駅にこのデザインが採用されたことか
ら「STATION」と呼ばれます。視認性を重視するフォ
ントを採用。素材：アルミニウム。単3電池 ×1

79-8650 79-7716

スント トラバース・ブラック
79-8652 95 ［税抜］¥43,000
GPS計測だけでなく、気圧計や電子コンパスなどの
機能を高い計測精度で備えたフラッグシップモデル
です。防水：10気圧（100m）、GPSとGLONASSによ
るルートナビゲーションおよびPOIナビゲーション。

ガーミン  フォアアスリート235J
79-8653 100 ブラックレッド ［税抜］¥31,297
手首に装着するだけで心拍データが計測できるランニ
ングウォッチ。光学式心拍計など新しい機能が強化さ
れました。50m完全防水、GPSチップ／GLONASS・
みちびき対応高感度 GPSチップ（捕捉時間短縮化）。

アデッソ  電波目覚まし時計
79-7946 70 ［税抜］¥1,200
お手頃な電波時計。日付表示、温度表示、バックライ
ト、アラーム・スヌーズ機能付。単4電池 ×2。
素材：ABS樹脂。約6×10×4cm

アデッソ  大画面デジタル目覚まし
79-7947 70 ［税抜］¥1,500
コンパクトで大画面の高級感のあるボディがオフィス
やお部屋のインテリアに最適。日付表示、アラーム・
スヌーズ、温度表示、バックライト付。単3電池 ×1。
素材：ABS樹脂。約12×10×4cm

アデッソ  ウッド電波時計
79-8391 70 ［税抜］¥2,500
天然木仕様の定番電波時計。日付表示、アラーム・ス
ヌーズ機能。温度表示。単4電池 ×2。
素材：ABS樹脂・木。約11×12×4cm

アデッソ デジタル目覚まし電波時計
79-8654 70 ［税抜］¥4,000
高級感のある大理石調フレームの置掛兼用デジタル
電波時計。日付表示、温度・湿度表示、第何曜表示、
六曜、アラーム・スヌーズ、記念日設定機能付。単3電
池 ×3。約24×17×3cm
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80-8711

アジア・ラゲージ

アジア・ラゲージ

A.L.I
CORDURA 製  ビジネスバッグ
80-8719 83 ブラック ［税抜］¥11,000
ナイロンの約7倍の強度をもったCORDURA製のビ
ジネスバッグ。さらに耐水性と汚れに強いテフロン加
工もされています。重量：約740g。約40×31×11cm

機内持込可能
軽量ジッパーキャリー（TSALOCK搭載）
80-8711 83 カーボンブラック ［税抜］¥7,600
80-8712 83 カーボンホワイト ［税抜］¥7,600
軽量スーツケース。ポリカーボネートとABS樹脂を合
わせて耐久性を実現しました。目安：1～3泊
容量：約29ℓ  重量：約2.6kg 。約54×34×23cm

手荷物預け無料サイズ
軽量ジッパーキャリー（TSALOCK 搭載）
80-8713 83 カーボンネイビー ［税抜］¥10,000
80-8714 83 カーボンワイン ［税抜］¥10,000
軽量スーツケース。ポリカーボネートとABS樹脂を合
わせて耐久性を実現しました。目安：3 ～5泊
容量：約61ℓ  重量：約3.8kg 。約67×44×26cm

80-8713

A.L.I  MAXBOX  機内持込可能
最大級サイズキャリーケース
80-8715 83 オールブラック ［税抜］¥12,800
80-8716 83 チェレステ ［税抜］¥12,800
100席以上機内持ち込みサイズで大容量と軽量を実
現。計8輪のダブルキャスターが安定した走行を実現
します。目安：1～3泊  容量：約40ℓ 重量：約2.6kg 。
約54×36×24cm

PANTHEON ダブルフロント
オープンキャリーケース
80-8717 83 マットブラック ［税抜］¥21,000
80-8718 83 ネイビーカモフラージュ ［税抜］¥21,000
フロントルームからメインルームにアクセスできるダイ
レクトファスナーを採用。キャスターは計8輪の高密度ラ
バーキャスターで静音性にすぐれています。目安：1～
3泊  容量：約36ℓ  重量：約3.5kg 。約51×39×24cm

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。

A.L.I
CORDURA 製 3WAYビジネスバッグ
80-8720 83 ネイビー ［税抜］¥13,800
高い耐久性のCORDURA製ビジネスバッグ。使いや
すいショルダーバッグ、バックパックにも変身します。
収納スペースを拡げる拡張ファスナー機能付きです。
重量：約990g。約41×31×13cm

80-8716 80-8718



81ホームツール

9灯式 LEDパワーライト
81-5650 70 ［税抜］¥300
９灯式パワフル照射のコンパクトなアルミライト。ス
トラップ付で携帯に便利。単4電池3本使用（別売）。
約φ3× 9cm

リョービ  高圧洗浄機
81-7971 85 ［税抜］¥15,000
持ち運びやすく手軽に使えるエントリーモデル。噴射
する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズル
を標準装備。電源コード長さ2.5m、約41×37×18cm、
1200W

ベルソス マルチレコードプレイヤー
81-8835 82 ［税抜］¥12,800
懐かしのレコード CD他すべての音源を手軽に視聴・
録音。レコード、カセットテープ、CD、USB、SDカード、
ラジオを再生。約32×29×21cm

しゃべる地球儀ホライズン
81-8836 83 ［税抜］¥25,000
タッチペンでタッチすると地球上29のテーマ、13000以
上の豊富な情報を知ることができます。データ更新可能。
単4電池 ×2、ワールドシート1枚、3段階の年齢層別デー
タあり、2ヵ国語バイリンガル機能。約34×27×38cm

Wizz ワイド FM放送対応
７インチポータブルDVDプレーヤー
81-8837 92 ［税抜］¥10,500
災害グッズに欠かせないワイドＦＭチューナー内蔵
ポータブル DVDプレーヤー。高精細で画質が綺麗。
連続使用時間：DVD3.5時間　FMラジオ 9時間、3
電源対応。約21×16×4cm

Wizz
9インチポータブルDVDプレーヤー
81-8838 83 ［税抜］¥11,800
かわいいピンクのポータブルＤＶＤプレーヤー。車載
キットが付属されているのでお子様を連れたドライブ
やくつろぎのひと時に最適です。連続再生時間：5時
間、3電源対応。約24×17×4cm

Wizz  地デジ対応
10.1インチポータブルDVDプレーヤー
81-8839 81 ［税抜］¥19,800
ＴＶチューナーを内蔵しているのでお好みの番組を
パーソナルで楽しむことが出来ます。スマートシフト
機能を搭載しています。連続使用時間：ＤＶＤ4.5時間
TV視聴3.5時間、3電源対応。約26×19×4cm

Wizz  10.1インチ
AndroidタブレットDVDプレーヤー
81-8840 83 ［税抜］¥21,800
長時間バッテリーを内蔵。Android搭載でインターネッ
トのみならずGoogle PlayからゲームやSNSも楽し
めます（Wi-Fi環境が必要です）。ストレージ：16GB。
OS：Androido7.0。約26×21×4cm（最大突起物含む）



82 繊維

東洋紡  ニュータイプ羽根ふとん
82-8397 68 ［税抜］¥10,000
羽根わたの吸放湿性と、超極細繊維わたの独特のふんわり
感を合わせ持ちます。側地：ポリエステル 100％、詰め物：

（センター）フェザー 90％、ダウン 10％（約0.4kg入）、（サイ
ド）ポリエステル 100％（約0.6kg入）。約150×210cm

フィールサーモ® 使用
軽量・保温蓄熱ふとん
82-8398 64 ［税抜］¥15,000
側地は超軽量赤外線吸収蓄熱繊維フィールサーモⓇ、中綿
には特殊セラミックス練り込みの帝人ウォーマルⓇと、同じ
く帝人の極細繊維フワリーヌⓇを使用した軽量・保温蓄熱ふ
とん。ご家庭での丸洗いもＯＫ。日本製。約150×210cm

トゥルースリーパー
プレミアム シングル
82-7002 98 ［税抜］¥22,800
高密度低反発素材“ウルトラ ヴィスコエラスティック”
を使用。理想的な睡眠姿勢が保てます。オーバーレ
イマットレスなので、今お使いの寝具の上に直接敷く
だけ。約5×97×195cm

今治  ぼかし織り タオルセット
82-8844 62 ［税抜］¥1,500
82-8845 62 ［税抜］¥2,000
82-8846 62 ［税抜］¥2,500
82-8847 62 ［税抜］¥3,000
82-8848 62 ［税抜］¥5,000

今治蒼社川の名水と伝統の技が育んだふっくらやさし
いタオルです。繊細な極細の四十番単糸をパイルに使
用し、経糸に色糸を使うことでやわらかな肌触りとやさ
しい彩りの美しい仕上がりになっています。綿100％
82-8844　ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 1　
82-8845　フェイスタオル × 2
82-8846　ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 2　
82-8847　ハンドタオル × 1、バスタオル × 1
82-8848    ハンドタオル × 1、バスタオル × 1、
　　　　　フェイスタオル × 2

82-8846 82-884782-8844 82-8845

認定番号
第2015-338号

アース製薬＆山甚物産  共同開発
ダニノット® 敷パッド＆ピローパッド
82-8841 72 ［税抜］¥10,500
防虫対策商品で有名なアース製薬と寝具メーカーが
共同開発した敷パッドとピローパッドです。高いダニ
の忌避率を誇り、ダニをシャットアウト。ご家庭で洗
濯も出来安心。防ダニ不織布シート入り。

ロフテー  快眠枕スマート  羽根Ｍ
82-8842 95 ［税抜］¥8,500
寝返りしても中身の片寄りにくい、立体縫製の４分割ユ
ニット構造。首筋をやさしく支え、中央部は低めなので
後頭部が自然にフィット。横向き寝でも楽に寝られます。
素材：側地　綿100%、中身フェザー100%。約63×43cm

ロフテー  ボディピローいびき
82-8843 95 ［税抜］¥38,000
いびきの悩みに朗報！いびきに特化した“横向き寝 ”
のための抱き枕。「ボディピローいびき」は仰向け寝
をしにくい設計になっており、横向き寝になるといび
きが軽減する方に特におすすめです。約63×165cm

82-8848



83美容

MISOKA
MISOKA 歯ブラシ 3本セット
83-8400 88 ［税抜］¥3,000
世界各国で販売されている画期的プレミアム歯ブラシ
MISOKA（ミソカ）。ナノシオンドリームという微細加工
(ミネラル物質のコーティング )を施し、毛先を水に浸
けて磨くだけで、汚れをさっぱりと洗い上げます。

ワンダーコア スマート
83-8403 98 ［税抜］¥9,990
たったの30秒！体を倒すだけで腹筋を鍛えられる腹
筋マシーン・ワンダーコアに、コンパクトサイズの「ワ
ンダーコア スマート」が登場！ クッション 1枚分のサ
イズだから省スペースで収納も便利です。

ライト付粘着耳かき
83-8849 75 ［税抜］¥1,300
LEDライトのついた光る耳かき。先端部分に粘着
性があり、耳垢をくっつけて、しっかりとります。ソフ
トな先端で痛くありません。先端は洗って再度使用
できます。約φ1×14cm

EIGHT PACK TRAINER
83-7929 80 ブラック ［税抜］¥2,400
ながら運動できるトレーニングパッドです。15段階の
刺激調整が可能。運動効果を考えて様々な設定がで
きます。EMSアンテナがあなたの腹筋を鍛え上げま
す。CR2032×1個。本体：PET樹脂。約2×19×17cm

クシ付きマユトリマー  ＣＡ
83-8850 75 ［税抜］¥1,800
刃の交換が簡単に出来る新電動トリマー。マユのお
手入れがしやすいクシタイプのアタッチメント付。
本体：ABS樹脂、刃：ステンレス刃物鋼。
約14×2×2cm

ヒップトレーナー
83-8851 70 ［税抜］¥4,980
手軽にヒップアップエクセサイズが出来るEMSトレーニ
ングパット、２箇所の電極から発せられるEMSで大殿筋
を刺激！スクワット運動のような刺激を与えます。15段
階の刺激調整が可能。CR2032×1。約2×23×2cm（本体）

エス・ハート・エス 
スカルプブラシ
パルム  ロイヤルピンク
83-8852 70 ［税抜］¥6,000
世界18カ国、累計100万本のスカルプブラシシリーズ
より新タイプが登場。手のひらで優しく包み込み、撫
でるように頭皮と髪を優しく洗えます。本体：アクリ
ル変性樹脂、毛：ナイロン。約11×6×7cm

ツインバード  フェイススチーマー
83-8853 76 ［税抜］¥10,000
たっぷりスチームでお肌にうるおい。シングルノズル
のスタンダードモデル。水を入れてスイッチを押すだ
けの簡単操作。スッキリ収納できるフタ付き。便利な
ミラー付き。



84 健康 / 生活関連

ハンディスチームアイロン TAKUMI
84-7930 80 ［税抜］¥3,980
65-210℃の温度調整可能。シワ伸ばし、プレスが可能。
コード長、約1.8m。タンクは240㎖。素材：ポリカー
ボネート、PBT、ABS樹脂。約10×9×30cm、1000W

ツインバード  音波振動式歯ブラシ
84-8776 76 パールホワイト ［税抜］¥2,500
オシャレに持ち運んで手軽に使えます。約30,000 ス
トローク/分の高速微振動。歯の隅々まで磨きや
すいコンパクトブラシ採用。化粧ポーチに入る長さ
157mm。単4 アルカリ乾電池 ×1（別売）

ドリーム  UTAET（ウタエット）
84-8777 102 ［税抜］¥3,980
消音機能で自宅でも本気で歌え、自分の声を聞きながら、
より効果的にボイストレーニングできる構造になっていま
す。★2017年度グッドデザイン賞を受賞。素材：エラスト
マー、ポリプロピレン、シリコン（チューブ )。約9 ×9×20cm

ツインバード  パーソナル加湿器
84-7932 76 ［税抜］¥4,000
小さいながらも本格的なスチーム式加湿器。アロマオイル
が楽しめるトレー付。空だき防止機能付。水タンク容量1.2ℓ。
連続使用約8時間。素材：PP。約14×22×23cm、130W

ツインバード
サイクロンスティック型
クリーナー  con・te
84-8778 76 ブラウン ［税抜］¥4,000
コンパクトなボディで省スペースに置け、気づいた時にサッ
と掃除できます。様々な箇所の掃除ができる2WAYタイプ。
吸引力が持続するサイクロン式。約23×16×105cm、170W

ツインバード
コードレスハンディークリーナー
84-8779 76 ［税抜］¥4,000
サッと取出し、サッと使える充電式コードレス。10時
間充電で連続8分間使用可能。本体底にすき間ノズ
ルを収納。スタンド収納式。約11×11×34cm、2.8W

ドリテック  健康塩分計
84-8780 63 ホワイト ［税抜］¥4,000
3色のLED、7段階で塩分濃度をおしらせ。味噌汁、スー
プなどの塩分チェックに。たった5秒で測定完了。センサー
部は簡単に洗える防滴構造。約2 ×19×1cm。LR44×3

ベルソス  バスポリッシャ―
84-8781 92 ［税抜］¥4,980
腰を曲げずに楽々風呂掃除。 ニカド充電池  DC3.6V
1300mAh。約17×13×112cm（スティック時）



85健康 / 生活関連

ツインバード  くつ乾燥機
85-8272 76 ブラウン ［税抜］¥5,000
乾きにくい爪先まできちんと乾燥。スニーカーなら約50分
でOK。「革靴モード」、「標準モード」を選択可能。折りた
たみ式のスタンドが付いてコンパクト。約15×9×22cm

ドリテック  非接触体温計
85-8782 70 ブルー ［税抜］¥5,000
測定時間約1秒。こめかみで測れる非接触体温計。37.5℃
以上は連続音6回でお知らせ。素材：ABS樹脂。体温表示
範囲：34.0 ～ 42.9℃。表示温度方式：赤外線 (補正温度
方式または実測温度方式)。約4×5×15cm、単4乾電池 ×2

ドリテック 
アロマディフューザー

「ラヴィトゥール」
85-8783 67 アイボリー ［税抜］¥5,000
熱を加えない超音波式で、エッセンシャルオイル本来
の香りが楽しめます。連続運転、間欠運転切替機能、
空焚き防止機能付き。約7×7×26cm、12W
※アロマオイルは別売。

ミラー型ハイビジョンドライブレコーダー
85-8784 76 ［税抜］¥6,980
130万画素リアルハイビジョン撮影可能。AV出力付
き、大画面で再生可能。エンジン連動自動録画開始・
停止。サークル録画対応、メモリ満杯時自動上書き。
衝撃時録画ファイル自動ロック機能。夜道もばっち
り収録。駐車監視機能付き。約31×4×9cm

ベルソス  コンパクト除湿機
85-8785 80 ホワイト ［税抜］¥7,980
持ち運び軽 ど々こでも除湿。タンク容量1.3ℓ。約2.3kg
約23×14×31cm、75W

トリプルカメラドライブレコーダー
85-8786 76 ［税抜］¥9,980
フロント・車内・リア、それぞれカメラ搭載。フロント +
車内、もしくは、フロント +リア、同時に2 カメラ作動
可能。フロントは130万画素、高画質録画・HDRハイ
ダイナミックレンジ合成機能搭載。約11×8×3cm

ツインバード 
紙パック式家庭用クリーナー
85-8787 76 ［税抜］¥10,000
お手入れかんたんな紙パック方式クリーナー。吸込
仕事率180Wのお手軽タイプ。大きく見やすい電源ボ
タン・コードリールボタン。約31×25×24cm、1000W

ツインバード
充電式バスポリッシャー
ふろピカッシュＥＸ
85-8788 76 ［税抜］¥10,000
かがまず楽な姿勢で浴室掃除。こだわりの柔らかブラシ
で浴槽をツルツルに。軽量770g＆角度付ヘッド。タオル
ハンガーに掛けられる本体フック付き。約7×10×94cm



86 健康 / 生活関連

ツインバード
さしこむだけのふとん乾燥機 アロマドライ
86-8275 79 ［税抜］¥10,000
ホースをふとんにさしこむだけ。季節に合わせた「夏
モード」と「冬モード」。室内干しに役立つホースホ
ルダー、靴乾燥用アタッチメント、香りが楽しめるア
ロマケース付。
約34×14×29cm、550W

ボルネード    気化式加湿器
86-7056 85 ［税抜］¥20,350
6～39畳タイプ。送気孔は竜巻状の気流を生み出す、
ボルネード社特有のグリル形状を採用。サーキュレー
ション効果もあります。 約40 ×26×31cm

ルームサイクル  オリンピア
86-8278 90 ［税抜］¥18,000
自動回転するペダルで関節の可動域を広げます。有酸
素運動ができ、脚の筋肉の維持に最適です。速度を12
段階変更可能。専用マット、専用工具付。
約40×49×29cm、70W

マインツ
PIROUETTE
86-8279 94 ［税抜］¥50,000
360°すべての方向へ優雅な風を送り届けます。直感
的に操作できるダブルセンサーリングとリモコンでお
好みの風量と首振りの範囲を調節。
約34×18×90cm、33W

フラックス
ケータイ水素マルチポッド  マルーン
86-8404 85 ［税抜］¥75,000
簡単操作で水素風呂が楽しめます。泡が発生して
LEDイルミネーションが色を変えながら点灯し続け
ます。お風呂だけでなく、野菜を洗浄して農薬除去が
でき、洗米にも使用いただけます。小さくて軽いハン
ディサイズ。約φ14×6cm

オムロン  上腕式血圧計
86-8295 92 ［税抜］¥10,000
片手で簡単に腕に巻くことができる安心の「フィットカ
フ」。「血圧値レベル表示」付き。10分以内の測定値（最
大3回）の平均値表示。60回分のメモリ機能。正しく巻
けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」機能。
アルカリ単3電池 ×4。約11×14×8cm。HEM-8713

ツインバード
ワイパースティック型
クリーナー
86-8789 76 ［税抜］¥15,000
ワイパー付きなので拭き掃除が一緒にできます。高
速遠心分離サイクロンで吸込持続かつ紙パック不要。
2WAYでこまかなところはハンディー型として使用可能
です。約23×23×105cm、450W

PRISMATE
アロマ超音波式加湿器
Sablier
86-8790 70 ［税抜］¥20,000
背が高い加湿器は床を濡らしにくく、インテリア性も
優れています。加湿器の性能とシンプルでデザイン的
なフォルムを兼ね備えて一歩大人の加湿器です。
約17×17×80cm



体組成計インナースキャン
87-7061 80 ホワイト ［税抜］¥5,000
87-7272 80 ブラウン ［税抜］¥5,000
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザインの体
組成計。機能：体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、
乗るピタプラス。5人まで登録可。約21×30×3cm 
87-7061：BC-718WH　87-7272：BC-718BR

87-7272

体組成計
87-8519 80 ホワイト ［税抜］¥20,000
87-8520 80 ブラウン ［税抜］¥20,000
フルドットモニター採用で表現力が格段にアップ。文字数
字サイズを「標準」「でか見え」から選べる。日グラフ（31
日分）、週平均グラフ（12週分）表示。約30×4×30cm
87-8519：BC-810WT　87-8520：BC-810BR

87-8520

体組成計インナースキャン
87-8283 80 ホワイト ［税抜］¥15,000
音声案内機能で簡単操作。足腰の丈夫さがわかる「ア
クティブ度」を搭載。機能：体重、体脂肪、内臓脂肪レ
ベル、筋肉量、基礎代謝、推定骨量、体水分率、BMI、
乗るピタ機能。約30×31×4cm。BC-250

3Dセンサー搭載歩数計  旅のおとも
87-8284 80 ［税抜］¥3,000
歩いた距離が、累計約10,000kmまでわかる！1日の歩数
と、9,999日間の累計歩数も表示。 ストラップ穴が大きく
使いやすい。電池寿命：約1年(1日4時間使用）、過去の
歩数を14日間保存。時計機能付。約1×8×4cm。FB733

アルコールチェッカー
87-8288 80 ［税抜］¥5,000
半導体センサーにより、呼気中のアルコール濃度を的
確に測定。胸ポケットに収まるサイズで携帯に便利。
センサー寿命は測定回数1000回またはご購入後1年。
約2×4×12cm。HC-310

コンディションセンサーシラセル
87-8286 80 ブルー ［税抜］¥5,000
87-8287 80 レッド ［税抜］¥5,000
お部屋の状況を分析し「熱中症」「カビ・ダニ」「食中
毒」「季節性インフルエンザ」が発生しやすい環境を、
4色の光と音と画面で知らせる温湿度計。約10×10×
12cm 87-8286：TT555-BL　87-8287：TT555-RD

87-8286 87-8287

タニタ 4187

体組成計
87-8282 80 ホワイト ［税抜］¥10,000

「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。立てか
け収納 OK。機能：体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、
筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、
BMI、乗るピタプラス。約28×31×4cm。BC-723

グラフ付デジタル温湿度計
87-8521 80 ［税抜］¥5,000
オートフィット機能で24時間の温湿度変化を見逃が
さない。１日の温湿度変化に合わせて、グラフを自動
でみやすく調整。設定した快適範囲の同時表示で、理
想の環境づくりをサポートします。
約11×11×3cm。TT-581-WT

タニタ



アウトドア  ロゴス88

オックス防水シート・ピクニック
（ブルーストライプ）

88-8572 99 ［税抜］¥3,000
ファミリーにぴったりサイズの防水シート。
主素材：ポリエステル（PVCコーティング）。
約185×145cm

ロゴス

ストライプクーラーM（10mm断熱）
88-8573 99 ［税抜］¥3,650
高い保冷力の秘密は断熱材10mm。
主素材：ポリエステル、EPE、PEVA、PP。
約36×29×33cm

ストライプあぐらチェア-AH（オレンジ）
88-8574 99 ［税抜］¥4,300
あぐらを組んでゆったり座れるローポジションチェ
ア。フレーム :スチール、生地 :ポリエステル（PVCコー
ティング）。約65×57×65cm（座高20cm）

ピラミッドグリル・コンパクト
88-8575 99 ［税抜］¥4,700
週末のこだわり、お手軽炭火焼グリル。
主素材：ステンレス、スチール。
[組立時］約19×19×15cm、［焼網］約16×16cm

丸洗いスランバーシュラフ・2 
88-8576 99 ［税抜］¥5,100
大型洗濯機で丸洗いできるから、いつでも清潔！ 
表素材:モイスポリ、 肌面素材 :モイスポリ、 中綿 :ダ
イナチューブファイバー。約80×190cm

（超厚）
セルフインフレートマット・SOLO
88-8577 99 ［税抜］¥8,300
自動で膨らむ！ 超厚快適マット。
主素材：ポリエステル、ウレタンフォーム。
約190×65×5cm

丸洗いストライプ ミディキャリー（ブルー）
88-8578 99 ［税抜］¥15,000
小回りが利くコンパクトキャリー。
フレーム :スチール、生地 :ポリエステル。
約70×42×51cm、荷室内寸：約48×32×22cm

LOGOS the KAMADO
88-8579 99 ［税抜］¥19,900
同時にいろいろ料理できる。多機能万能調理グリル。
主素材：ステンレス、スチール。
組立時 :約52×51×57cm



アウトドア 89

ユニフレーム  ファイアグリル
89-7980 99 ［税抜］¥6,389
手軽に焚き火が楽しめ、ダッチオーブン料理や付属の焼
き網でBBQも楽しめる。リーズナブルながら、高い強度と
炉の熱変形を防ぐ確かな技術が詰まっています。炉・ロ
ストル：ステンレス鋼。使用時：約43×43×33（網高）cm

ビクセン  SG2.1×42
89-8430 95 ［税抜］¥24,000
超低倍率（2.1倍）であるため、広い範囲を見渡すことがで
きる星座観察用の双眼鏡。肉眼で見るより集光力がある
ので、沢山の星を見ることができます。約17×14×7cm

キャプテンスタッグ ジュール　
ラウンジチェア TypeⅡ
89-8431 75 ブラック ［税抜］¥3,000
折りたたみ式で収納袋付なので持ち運びに便利です。
ひじ掛けには、飲み物や小物が置けるホルダー付。
約82×51×80cm、約2.3kg

Siffus
3WAY 自立式ポータブルハンモック
89-7999 75 ［税抜］¥30,000
ハンモックとチェア、ハンガーラックの3WAYハンモッ
ク。美しい木目調のスタンドがポイントでインテリアと
しても楽しめます。約245×78×84cm（ハンモック時）

ソラ  キャンピング鍋４点セット
89-8721 70 ［税抜］¥1,500
楽しもう！アウトドアパーティー！ WakuWakuHappy! 
鍋大／満水容量：約0.97ℓ、フタ兼用フライパン／満水
容量：約0.5ℓ、鍋小／満水容量：約0.7ℓ。鍋大、鍋小、
フタ兼用フライパン、フタ兼用皿 ×各1、携帯袋付

キャプテンスタッグ シャルマン
ポップアップテントフルクローズ
89-8722 70 ［税抜］¥12,000
パッと広がるポップアップテント。全閉できるので着替えなど
にも便利です。シルバーコーティングで夏の日差し、紫外線を
95％カット。フロアの広さは約2.7畳。収納に便利なキャリー
バッグ付。約200×220 ×H130cm。収納時：約φ60×7cm

長谷川工業株式会社
組立式台車 dozop
89-8723 70 ［税抜］¥9,000
工具不要でパーツを差し込むだけの簡単組立。樹脂
製でわずか2.6kgと軽量ながら耐荷重115kgを実現。
車の荷台や、オフィス内でのサブ台車として。
使用時：50×51×15cm、収納時：15×51×7cm

ビクセン
スペースアイ70Ｍ
89-8724 86 ［税抜］¥23,600
軽量・コンパクトな天体入門機。組立、操作がとても簡単。アクロマー
トレンズを採用しているので月のクレーターから木星の縞模様、土星
のリングまで幅広く観測することができます。対物有効径：7cm、焦
点距離：70cm、口径比：F10。組立最小時：約50×60×118cm



ダイナモスウィングライトラジオ
90-8298 70 ［税抜］¥5,000
LEDライトのヘッドがスウィングして角度を自在に変えられま
す。乾電池とダイナモハンドルの2電源。携帯電話の充電も
可能（一部機種を除く）。単4電池（別売）×2。約17×5×6cm

防災90

簡易消火具 スーパールームガードⅣ
90-3985 43 ［税抜］¥3,400
日本消防検定協会の受託評価適合品｡ 家庭内の火
災（天ぷら鍋･ストーブ等）の初期消火に適応｡スプ
レー式｡ Φ7×22cm

最低限必要な防災17点セット
90-5411 85 ［税抜］¥5,000
必要最低限の防災品をセット。携帯給水タンク3ℓ、
簡易救急セット、防塵マスク、コンビニトイレなど。
※商品の廃番等により、画像と異なる同等品でのお届けとな

る場合がございます。

ポータブルファーストエイドキット
90-8297 96 ［税抜］¥5,400

「ドイター」のバッグを採用。マウスシールド、感染防止用手袋、滅菌
ガーゼ S、清浄綿、絆創膏、三角巾、ハサミ、ピンセット、刺抜き、ド
イターファーストエイドキットアクティブ、応急手当ガイドライン付。

マルチパワーステーション 2
90-8300 70 ［税抜］¥9,000
多機能ラジオライト。LED４灯式のランタン。本体 USB端子から携
帯電話への充電、本体への充電も可能。ダイナモハンドルもソー
ラー充電も可能。単3電池（別売 /アルカリ推奨）×3。約7×7×34cm

THE ISU PACKER 防災セット
90-8661 83 ［税抜］¥20,000
座椅子になる全く新しいカタチのリュック（意匠登録申
請中）を採用。防災士が考え、避難所での生活で必要
なものを取り揃えた27点のセット。約40×54×13cm

マルチポータブルチャージャー
90-8660 70 ［税抜］¥7,000
いざという時にこれ1台でマルチに活躍するラジオライト。
明かり（ライト＆ランタン）、情報（AM/FMラジオ）、携帯
電話の補助電力を確保。単4電池 ×3。約18×6×6cm

3インチ 液晶 AM/FM ラジオ
ポケットテレビラジオ
90-8659 81 ホワイト ［税抜］¥9,800
ワンセグ TVで12時間、AM/FMラジオ 14時間駆動。
ACアダプターと単三形乾電池に対応。災害時にも。
単3型電池 ×3。約9×13×2cm



ブリヂストン 電動アシスト自転車
91-8732 110 ［税抜］¥124,800
またぎやすくて、長距離も快適。普段使いにぴったり
の両輪駆動。送料、防犯登録料込。アルミフレーム。リ
チウムイオンバッテリー B400。約188cm

ハマー２０インチ折畳ＭＴＢ ６段ギア・ロック・ライト付
91-8730 86 ［税抜］¥40,000
フレーム・ハンドル部分折り畳み機能搭載。折り畳み部分は二重
ロックの安全設計！6段変速機能搭載。カゴ・ライト・サークルキー
付き。組立時：約157×56×103cm、折畳時：約90×56×81cm

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

自転車 91

シボレー７００Ｃクロスバイク ６段ギア
91-8731 80 ［税抜］¥50,000
シェビーの愛称で親しまれています。6段変速機能搭載のクロ
スバイクモデル。ライト・カゴと付属のワイヤーロックもあり装
備も充実。約180×58×105cm、カゴサイズ：44 ×24×19cm

COLEMAN FDB206-YOUTH
91-8729 94 マットレッド ［税抜］¥35,000
パイプキャリア採用で荷物も楽々。スチール（リム／ア
ルミ）。組立時：約105×153×53cm、折畳時：約60×
84×48cm

COLEMAN FDB206-CARGO
91-8728 94 ミントグリーン ［税抜］¥38,000
カゴ・ライト・カギ装備。チェーンケース付で裾汚れ心
配なし。ツートンカラー。スチール（リム/アルミ）。組
立時：約104×160×58cm、折畳時：約79×84×48cm

シンプルスタイル  ２０型折畳自転車  H20BS
91-8727 79 ［税抜］¥30,000
付属のバスケットを取付可能。フレームはダブルロックジョイ
ントのセーフティ機構採用。LEDライト、ワイヤーロック付属。
組立時：約143×53×101cm、折畳時：約81×53×80cm

フィールドチャンプ ２６インチ折畳ＭＴＢ ６段ギア
91-8726 80 ［税抜］¥30,000
折りたたみ部分は二重ロックの安全設計！6段変速
機能搭載の快適走行モデル。W（フロント＆リア）サ
スペンション機能搭載。組立時：約175×59×107cm、
折畳時：約99×64×87cm

フィールドチャンプ  １６インチ折畳自転車  シングルギア
91-8725 98 ［税抜］¥15,000
フレーム部分折りたたみ機能搭載で収納・移動時に
便利です。折りたたみ部分は二重ロックの安全設
計！ スチール（リム／スチール）。組立時：約130×54
×100cm、折畳時：約83×59×83cm



ブリヂストン

TOURB  JGR
92-8854 103 ホワイト ［税抜］¥5,400
効率的にしっかり潰れて、しっかり弾く。全ては飛距
離の為に、飛距離モンスター登場。

17ファイズ
92-8306 92 ホワイト ［税抜］¥8,400

「つかまる」から曲がりにくい大きな飛び。「つかまる」
から心地よい打感。「つかまる」ボール PHZYで心地
よいBIG  DRIVEを。
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TOURB  XS
92-8856 99 ホワイト ［税抜］¥6,300
トッププロが要求する「トータルパフォーマンス」が
更に進化。スピンとソフトフィーリングのXS。フェース
マークは人気のＢマーク。

TOURB  X
92-8855 99 ホワイト ［税抜］¥6,300
トッププロが要求する「トータルパフォーマンス」が
更に進化。風に強い飛びのＸ。フェースマークは人気
のＢマーク。

ゴルフシューズチェンジカード
92-8859 105 ［税抜］¥13,796
ゴルフシューズと交換出来るギフトカード。
メンズ：SHG750、レディース：SHG510 からお選び
いただけます。

３Ｄソックスエキスパート
92-8857 87 ブラック ［税抜］¥2,500
92-8858 87 ホワイト ［税抜］¥2,500
立体設計とホールド設計によるパワフルなフィット
感。防菌消臭効果、衝撃吸収、疲れ軽減等色々な効
果あり。フリーサイズ（25 〜27cm）

92-885892-8857

キャディバッグ 
92-8861 97 ブラック ［税抜］¥22,000
92-8862 97 ホワイト ［税抜］¥22,000
軽量スポーティーモデル、9.5型、2.9kg、ネームタッグ
付。素材：合成皮革 ×ポリエステル。

92-8862
パラディーゾ ゴルフベルト
92-8860 87 ネイビー ［税抜］¥5,500
ワンタッチで帯がそのまま引き抜けるストレスフリー
な脱着仕様。約100×4cm

92-8861



ダンロップ
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ゼクシオ  スーパーソフトＸ
93-8313 92 ホワイト ［税抜］¥8,400
ゼクシオ史上最軟のコアがもたらす“ス－パーソフトフィー
リング ”と“飛ばす快感 ”。高弾道338 スピードディンプル
が空気抵抗を低減、ボールスピードを高次元に維持します。

ゼクシオ プレミアム
93-8662 92 ロイヤルゴールド ［税抜］¥9,600
ゼクシオ史上最軟の「高反発大径ソフト E.G.G.コア」に
より、高打ち出し低スピンの大きな飛びと非常にソフトな
フィーリングを実現。高弾道338スピードディンプル搭載。

スリクソン AD333 ツアー
93-8663 97 ホワイト ［税抜］¥4,800
風に負けない大きな飛び、ツアーボールに匹敵するアプ
ローチスピン性能。スーパーソフトウレタンカバースリー
ピース。Z-STARと同じ「Spin Skinコーティング」を採用。

スリクソン Z-STAR XV
93-8314 97 ホワイト ［税抜］¥6,300
ウレタンカバーフォーピースにより様々な条件でのス
ピン性能をアップ。高弾道338スピードディンプルが空
気抵抗を低減、ボールスピードを高次元に維持します。

パタードーム＆マット
93-7453 89 ［税抜］¥4,000
パタードーム&マット。ドーム(ポリエチレン)。脚部(真
鍮約11×11×22cm)。マット (ポリエステル 100%、約
30×230cm)。

ピンポンパット
93-8019 89 ［税抜］¥3,500

「距離感とタッチ」を楽しく練習できます。まっすぐ正し
くパッティングをすると、ボールが戻ってきます。素材：
ABS樹脂、亜鉛合金、天然ゴム。約22×20×26cm

スリクソン スタンド式クラブケース
93-8664 89 ネイビー ［税抜］¥8,500
93-8665 89 ブラック ［税抜］¥8,500
スタンド式なのでクラブの出し入れがスムーズ。5 〜
6本のクラブを収納して楽に持ち運びできます。
素材：ポリエステル。※フードは付属しておりません。

ゼクシオ 
キャディバッグ 
93-8666 89 ネイビー ［税抜］¥26,000
93-8667 89 ブラック ［税抜］¥26,000
スマートで取り回しが良い軽量コンパクトモデル。口
枠部分にハンドルがついているためカートの積み下
ろしが楽にできます。素材：合成皮革 (P.U.)。9.0型

93-866693-8665

93-8667



ソニー 三菱
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ソニー  スマートスピーカー
94-8896 111 ブラック ［税抜］¥24,800
94-8897 111 ホワイト ［税抜］¥24,800
声で操作。音楽と暮らしを変えるスマートスピーカー。
約φ11×16cm

ソニー  グラスサウンドスピーカー
94-8894 106 ［税抜］¥73,880
有機ガラス管が奏でる透明感のある音色で、部屋中
を満たす。約φ8×30cm

ソニー  首掛け集音器
94-8895 101 ブラック ［税抜］¥34,880
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅
でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン。

ソニー  ワイヤレスノイズキャンセリング
ステレオヘッドセット
94-8898 111 ブラック ［税抜］¥24,800
94-8899 111 シャンパンゴールド ［税抜］¥24,800
ノイズからもケーブルからも解き放たれ、こだわりの
高音質に浸る。スマートノイキャンワイヤレス。

三菱電機  サイクロン式掃除機
94-7581 105 ［税抜］¥33,750
ブラシの回転で前に進む自走機能。より軽い操作でしっかり
お掃除。毛髪やペットの毛がからみ付いても、回転ブラシを
引き抜くだけでサッと除去できてお手入れが簡単。本体質
量もわずか2.4kgで軽くて使いやすい。約21×22×32cm

三菱電機  衣類乾燥除湿機
94-8900 105 ［税抜］¥35,000
洗濯物のすみずみまでワイドな送風でしっかりスピー
ディーに乾燥。「夜干しモード」で音を気にせずおや
すみ中に部屋干し。約36×53×21cm

三菱電機  ふとん乾燥機
94-5124 105 ［税抜］¥6,810
しっかり乾く「乾燥マット方式」Wサイズマット。ホース先端に
一体化したくつ乾燥ノズルで長ぐつもつま先までしっかり温風
乾燥。抗菌、防カビ効果のある「プラチナ抗菌フィルター」を
通したきれいな風で、清潔に乾燥できます。約28×16×33cm

三菱電機
ＩＨジャー炊飯器（備長炭 炭炊釜）
94-8901 105 ［税抜］¥23,700
特許「連続沸騰」でうまみ濃厚。2.0mmの備長炭コー
ト2層釜でふっくら炊き上げ。約24×23×29cm

94-8899
94-8896



シャープ
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シャープ  空気清浄機
95-8903 105 ブルー系 ［税抜］¥18,600
高濃度プラズマクラスター7000搭載。薄型デザイン＆花粉運
転搭載。簡単交換集じん・脱臭一体型フィルター。パネルを外
さずにお掃除OK。空気清浄適用床面積（目安）：〜13畳（21m2）、
消費電力（50/60Hz）：「強」37/43Ｗ。約40 ×18×46cm

シャープ  車載用イオン発生機
カップホルダータイプ
95-8902 105 ブラック系 ［税抜］¥11,000
手軽でパワフル。便利な「おまかせ運転」。イオン濃度約3倍の

「ターボ」運転を搭載し、消臭スピードが2倍に。花粉キャッチフィ
ルター搭載。車内に染みついた付着カビ臭を消臭。電源：カー
アダプター（DC 12V）、花粉キャッチフィルター。約φ7×16cm

シャープ 
プラズマクラスター スカルプエステ
95-8904 105 ［税抜］¥20,600
頭皮までケアする、プラズマクラスターでさらりツヤ髪。うるおい
効果や髪についたクセを改善する効果も！ 独自の速乾エアロフォ
ルムが風量や熱だけに頼らない速乾力を実現。温風温度：約
115℃（ホット/ドライ運転時 室温30℃）。1200W、約8×24×21cm

シャープ  ウォーターオーブン専用機
ヘルシオグリエ
95-8905 105 レッド系 ［税抜］¥32,500
95-8906 105 ホワイト系 ［税抜］¥32,500
｢水のチカラ」で調理するから、作りたてのようなおいしさに！ ノンフライ調
理で、とってもジューシー＆うれしいカロリーダウン。加熱方式：過熱水蒸
気。パワー 3段階（弱・中・強）、タイマー：15分、1410W、約41×32×22cm

パナソニック
くるくるドライヤー
ナノケア
95-8907 105 ［税抜］¥18,900

「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまと
まる髪へ。サロンブローブラシで、ツヤがあり毛先まで
しっかりまとまる美容室のブローのような仕上がり。ス
タイルに合わせて選べるアタッチメント付。約7×34cm

パナソニック スチーマー ナノケア
95-8444 105 ［税抜］¥19,800
コンパクトで手軽に、簡単エステ。ナノサイズのスチームが
角質層まで浸透し、肌にうるおいとハリ感。簡単操作で使
いやすいコンパクトタイプ。アロマタブレットに新たな香り
を追加（ティートゥリー、イランイラン）。約16×10×15cm

パナソニック スチーマー ナノケア
95-8908 105 ［税抜］¥39,900
肌の仕上がりが選べる、本格エステ。なりたい肌に合
わせて選べる、5 つの自動温冷コース。アロマの香り
でリラックスタイム。新たな形状を採用したNEWデ
ザイン。約17×21×22cm

パナソニック
ＲＦ美容機
95-8909 105 ［税抜］¥40,900
本格エイジングケアをご自宅で。ＲＦ×超音波のリフトテクノロ
ジーで、かつてないハリ感。エイジングサインの出やすい部位に
しっかり密着し引き上げやすい形状。普段お使いの乳液や美容
液も使え、スキンケアしながらエイジングケア。約6×23×6cm

95-8905



キャノン ビクター
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キャノン PIXUS プリンター TS3130
96-8910 101 ブラック ［税抜］¥9,880
新インクで写真あざやか文字もくっきり「4色ハイブ
リッド」。「Wi-Fi」&「自動電源 ON」でかんたんプリ
ント。一度に表裏をまとめて印刷。「自動両面プリン
ト」。約44×32×15cm

キャノン PIXUS プリンター TS8130
96-8911 109 ブラック ［税抜］¥25,880
写真もあざやか文字もくっきり「6色ハイブリッド」。
可動式4.3型タッチパネル搭載。置き場所や用途で
選べる2WAY給紙。約37×32×14cm

キヤノン IXY200  
96-8451 104 シルバー ［税抜］¥15,500
約126gの薄型・軽量ボディーに光学8倍ズームレンズ（28-
224mm相当）、デジタルズームを進化させた「プログレッシブ
ファインズーム」を搭載。約16倍までのデジタルズーム領域
でも高い解像感を保持。約2,000万画素。約9×5×2cm

キヤノン  Powershot  G9X MarkⅡ
96-8912 101 ［税抜］¥62,000
高画質 軽々。薄型・軽量ボディ、F2.0大口径レンズ。
有効画素数／約2,090万画素、光学ズーム約3倍、3.0
型 TFTカラー液晶。約10×3×6cm

JVC  ヘッドホン  
96-8913 101 ブラック ［税抜］¥12,880
ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスヘッドセッ
ト。ハンズフリー通話用マイク内臓。大容量バッテリー
を搭載し長時間再生を実現。195g

JVC  ヘッドホン  
96-8914 101 イエロー ［税抜］¥14,880
ケーブルの煩わしさのない快適な装着性を実現する完
全ワイヤレス。汗や雨に強く、水洗いも可能な防水仕様。
約９時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現。13g

富士フイルム インスタントカメラ
チェキ ミニ８＋
96-8915 105 バニラ（ホワイト）［税抜］¥8,880
96-8916 105 ミント ［税抜］¥8,880
世界で一番 “カワイイ ”インスタントカメラにもっと楽
しさプラス！セルフショットミラーが付いて自撮りが
カンタン！ 単三電池×2。約307g、約12×12×7cm

96-8916

富士フイルム チェキスクエア　
instax  SQUARE SQ10
96-8917 105 ブラック ［税抜］¥29,500
96-8918 105 ホワイト ［税抜］¥29,500
想いを直感的に表現できるハイブリッドインスタントカメ
ラ。instaxチェキシリーズ初のスクエアフォーマット（画
面サイズ 62×62mm ）を採用。約450g、約12×5×13cm

96-8918

富士フイルム



日立 タイガー
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日立  コードレススチームアイロン
97-8040 97 ［税抜］¥4,000
電源コードのわずらわしさのないコードレスタイプ。360°
回転する給電台なので、お好みの向きにアイロンを置くこ
とが可能。1100Wの高温スチームでしつこいシワもきれ
いに。1100W、約22×14×21cm（スタンド設置時）

日立  オーブントースター
97-8041 97 レッド ［税抜］¥4,280
焼き網の下にオーブン皿をスライドイン、油落ちのお
手入れがカンタンです。小さな食材も落ちにくく、お
もちも垂れにくいメッシュ焼き網を採用。こんがり焼
き上げます。1000W、約31×30×23cm

日立  紙パック式クリーナー
97-7574 105 ［税抜］¥8,750
3方向からごみを引き寄せる「３方取り構造」でお部
屋のスミ、壁際もすっきり。紙パック式。3.2kg、消費
電力：1000W〜約300W。吸込仕事率：510W〜約
80W。約29×26×21cm。

日立  マイナスイオンドライヤー
97-8919 97 ホワイト ［税抜］¥5,000
1.4m3/分の大風量マイナスイオンで、髪にやさしくす
ばやく乾燥。髪のパサつきの原因となる静電気をマ
イナスイオンが抑え、まとまりのある仕上がりに導く。
1200W、約22×20×9cm

タイガー  ヨーグルトメーカー
97-8459 88 クリアブルー ［税抜］¥10,000

「我が家好みのヨーグルト」を手軽に手作り。20 〜
60度まで1度刻みで温度設定ができるからカスピ海
ヨーグルトから塩麹などの発酵食品も作れます。パッ
ク牛乳をそのままセットできます。約12×15×27cm

タイガー  電気ケトル
97-8458 75 ホワイト ［税抜］¥8,000
パーソナルユースに。カップ一杯分約60秒。湯沸かし電
力を約10％カットする節電沸騰。蒸気量を約70％カット
する省スチーム設計。1300W、0.8ℓ、約15×22×19cm

タイガー  ホットプレート
97-8921 83 ［税抜］¥20,000
余分な油を穴からおとす穴あき・波形プレートと平面プレート
の2枚タイプ。ハードフッ素樹脂をはがれにくくし、耐久性を高
めた硬質セラミックスハードフッ素コーティング。自立式縦置
き収納。プレートや本体ガードも丸洗いＯＫ。約52×39×13cm

タイガー  蒸気レスＶＥまほうびん
97-8920 88 ［税抜］¥16,000
蒸気を外に出さない「蒸気レス」だから安心・安全。電気での
保温に高真空2重瓶 (まほうびん構造 )の保温も併用した経済
的な保温方式「節電 VE保温」。電動給湯もエアー給湯もOK
の「2湯流」。ステンレス(フッ素加工)。2.2ℓ、約22×28×28cm




