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ライフスタイル 73

家電 94

花王 / ライオン
セイコー / シチズン/ リズム
時計
繊維 / 寝具
美容

ソニー / 三菱
シャープ / パナソニック

■ 注意事項
※カタログ有効期限  2020年4月1日〜 2021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。 

73
74
75
76
77

94
95

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
■ マークの説明

ギフト券

食品・飲料 60

57

58
59

ディナーギフト券
フルーツギフト券
アイスクリームギフト券
グルメギフト券
ペック / やさしいごちそう

52
53
54
55
56

選べる国産和牛/お肉のギフト券 
/ 選べる47都道府県
選べるギフト
たびもの撰華 

地ビール 
酒
お米
肉
肉加工品 / 海鮮

60
61
62
64
66

海鮮
カレー / 海苔 / 梅干 / お米セット
飲料 / 油
麺類 
グルメ 

67
68
69
70
71

クロス / パーカー
ライフスタイル
ヤーマン
タニタ

78
79
86
87

アウトドア・防災・スポーツ 88

88
89
90

自転車
ブリヂストン（ゴルフ）
ダンロップ（ゴルフ）

91
92
93

ロゴス
アウトドア
防災

キヤノン/ 日立
アイリスオーヤマ/ マクセル

96
97

※送料には消費税10%がかかります。

※酒税法に規定する酒類、自転車以外は軽減税率8%になります。

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。
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バルミューダ02

BALMUDA The Toaster
7824 97 ブラック ［税抜］¥22,900
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
8133 97 ブラック ［税抜］¥11,000
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

81337824

BALMUDA The Gohan
8545 97 ブラック ［税抜］¥41,500
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
8547 97 ブラック ［税抜］¥43,500
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

85478545

BALMUDA The Pure
9343 97 ホワイト ［税抜］¥52,000
9344 97 ダークグレー ［税抜］¥52,000
独自の構造で天井まで届く大風量を実現。部屋中の
空気を循環させながら、0.3μmの微粒子を99.97％
キャッチするTrueHEPAフィルターに通過させます。
約26×26×70cm

BALMUDA The Light
8964 97 ブラック ［税抜］¥37,000
8965 97 ホワイト ［税抜］¥37,000
医療用の手術灯をヒントに開発した独自の構造で、離れ
た場所から広く手元を照らします。美術館などで使用さ
れる太陽光LEDは自然光に近い光。目にやさしく、集中
力を妨げません。約26×19×46cm、全灯時最大14W

89649344

バルミューダ



バング＆オルフセン 03

9432

ワイヤレスネットワークスピーカー  M3
8970 95 ブラック ［税抜］¥33,241
8971 95 ナチュラル ［税抜］¥33,241

コンパクトながら、身も心も音楽に包まれるようなリスニング体験
を実現。密閉型、接続：Bluetooth 4.2、AirPlay、Wi-Fi、QPLAY、
Chromecast built-in、電源：AC 電源駆動。約14×11×15cm

8971

ワイヤレススピーカー  P6
8976 95 ブラック ［税抜］¥46,287
8977 95 ナチュラル ［税抜］¥46,287

何処へ置いても際立つ美しさに、驚きのサウンドを併
せ持つニューコンセプトスピーカー。密閉型、電源：
AC 電源駆動。約7×17×13cm

8977

9437

完全ワイヤレスイヤフォン E8 Motion
9432 95 ホワイト ［税抜］¥35,185
9433 95 グラファイト ［税抜］¥35,185

アクティブなライフスタイルにマッチする新コンセプトモデ
ル。接続：Bluetooth 4.2、対応コーデック：AAC、連続使
用：4時間、充電：約2時間。イヤホン部：約3×2×2cm

完全ワイヤレスイヤフォン E8 2.0
9434 95 ブラック ［税抜］¥29,900
9435 95 ナチュラル ［税抜］¥29,900

高級感を追求したラインナップ。接続：Bluetooth 
4.2、対応コーデック：AAC、連続使用：4時間、充電：
約2時間、充電ケース：フル充電で最大3回分充電可
能。イヤホン部：約3×2×2cm

9435

ワイヤレス ノイズキャンセリング
ヘッドフォン Ｈ９ 3rd
9436 95 マットブラック ［税抜］¥55,463
9437 95 アルジッラブライト ［税抜］¥55,463

最新テクノロジーとラグジュアリーを極めた最高峰。接
続：Bluetooth 4.2 (マルチポイント機能採用）、対応コー
デック：AAC, aptX-LL、連続使用：25時間（Bluetooth、
ANC 使用時）、充電：3時間。約5×20×22cm

ワイヤレスネットワークスピーカー  M5
9438 95 ブラック ［税抜］¥64,722
9439 95 ナチュラル ［税抜］¥64,722

ワイヤレススピーカーの概念を変える、テクノロ
ジーとデザインの両面で挑戦した意欲作。接続：
Bluetooth 4.2、対応コーデック：AAC, SBC。
約17×17×19cm

9439

バング＆オルフセン



ティファール

ティファール

アクセススチーム プラス
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

ウォッシャブル 0.8ℓ
9367 87 ［税抜］¥12,500

ティファール初の丸洗いできるケトル。毎日使うケトル
も清潔に保ちたいもの。IPX５に準拠したティファール
独自の特許取得済防水構造だから、水道水でも洗剤で
も丸洗いできるケトル。（本体のみ）約22×16×21cm

クリプソミニット イージー 6ℓ
8648 76 ルビーレッド ［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

クックフォーミーエクスプレス
8980 75 ［税抜］¥60,000

時短調理をしたいけど、やっぱり味にはこだわりたい。
レパートリーを増やしたい。そんな願いを叶える機能が
この一台に。材料を入れてボタンを押すだけ。150の
内蔵レシピでもう献立にも悩まない。約38×35×33cm

アプレシア  
エージー・プラス  コントロール 
8646 86 パールホワイト ［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+配合の抗菌
素材「マイクロバン」を使用。 約16×21×20cm

スチームシュシュ
9366 87 プレミアムシルバー ［税抜］¥15,000

ドレープやギャザーなどの繊細な洋服は、お出かけ前に
さっとスチームで。シャツの裾やボタン周りの細かいとこ
ろにはアイロンで。便利な２WAYタイプでしっかりシワを
のばせます。タンク容量：70㎖。約8×17×14cm、950W

04



デロンギ

アイコナ ヴィンテージ
ポップアップトースター
9412 78 グリーン ［税抜］¥18,000

アイコナ・ヴィンテージ コレクションのポップアップトー
スター。解凍・温め直し・キャンセル・ベーグル（片面焼き）
機能や、無段階の焼き目調整設定でおいしいトーストを
お好みに合わせて焼く事ができます。約20×33×21cm

デロンギ

デディカ
エスプレッソ・カプチーノメーカー
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
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
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

アクティブ 
エスプレッソ・カプチーノメーカー
8982 96 ブラック ［税抜］¥24,880

カプチーノやカフェラテなどを手軽にお楽しみいただ
けます。業務用と同様のポンプ式で、抽出時気圧はエ
スプレッソに最適な９気圧を実現。コーヒーパウダーだ
けでなく、44mmカフェポッド対応。約21×27×31cm

アイコナヴィンテージ  電気ケトル
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
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ストウブ

ピコ・ココット ラウンド 18cm
9473 91 ブラック ［税抜］¥23,000
9474 91 チェリー ［税抜］¥23,000
アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約24×18×14cm、1.7ℓ

ピコ・ココット ラウンド 20cm
9475 91 ブラック ［税抜］¥26,000
9476 91 チェリー ［税抜］¥26,000
アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約27×20×15cm、2.2ℓ

ピコ・ココット ラウンド 22cm
9477 91 ブラック ［税抜］¥30,000
9478 91 チェリー ［税抜］¥30,000
アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約29×22×15cm、2.6ℓ

ラ・ココット de GOHAN M 16cm
9479 91 ブラック ［税抜］¥19,000
9480 91 グレー ［税抜］¥19,000
高い蓄熱性を誇る羽釜型の鋳物ホーロー鍋。熱をむ
らなく全体に回し、お米を一気に炊きあげます。IH不
可。約21×16×16cm、1.74ℓ

ピコ・ココット オーバル 23cm
9481 91 ブラック ［税抜］¥26,000
9482 91 グレー ［税抜］¥26,000
アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約30×18×14cm、2.35ℓ

ピコ・ココット オーバル 27cm
9483 91 ブラック ［税抜］¥33,000
9484 91 チェリー ［税抜］¥33,000
アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約34×21×15cm、3.2ℓ

9479

9477 9484

94829476

9474

ストウブ
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象印 / スタン

象印 スタン

STAN. コーヒーメーカー
9413 110 ブラック ［税抜］¥8,980
象印が提案する新シリーズで、デザインコンセプトは
「見せる家電」。おいしく飲むための「ダブル加熱」や、
お手入れ性の高い「シンプルジャグ」を採用。容量：
0.42ℓ、約23×15×24cm

象印マホービン
電気フライヤー あげあげ
9419 69 ［税抜］¥11,000
約19cmのエビもすっぽり入るハイパワー1000Wの
電気フライヤー。メニューに合わせて適温が選べる油
温調節機能付き。容量：1ℓ、約17×30×18cm

STAN. 電動ポット
9414 110 ブラック ［税抜］¥12,800
9415 110 ホワイト ［税抜］¥12,800
電気ケトルのような使い方が出来る、1300Ｗ「ハイ
スピード沸とう」、ミルク作りに便利な「70℃保温」な
どの機能も充実。容量：1.2ℓ、約27×18×25cm

9414

STAN. ホットプレート
9416 110 ブラック ［税抜］¥12,800
料理のレパートリーが広がる、深さ４cmの「深型プ
レート」。このプレートならではの「レシピブック」も
付属しています。約31×45×14cm

STAN. IH炊飯ジャー
9417 110 ブラック ［税抜］¥29,800
9418 110 ホワイト ［税抜］¥29,800
おいしさ引き出す「IH炊飯」「白米炊きわけ３コース」
に加えて、手間のかかる離乳食が作れるメニューも搭
載しています。5.5合炊き。約24×29×20cm

9417

象印マホービン
グリルなべ あじまる
9420 94 ［税抜］¥15,000
家族みんなが大満足１台３役。だしの色が映える象印
独自の土鍋風なべタイプ。遠赤すき焼きなべ、平面ス
ペースつき溝つき遠赤焼肉プレート付き。容量：3.7ℓ、
約35×39×24cm
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サーモス

サーモス

真空断熱タンブラー
6846 78 ［税抜］¥2,500
6847 78 ［税抜］¥3,000

飲み頃温度をキープ。食洗機対応。
6846  約φ8×12cm、320㎖、約100g
6847  約φ8×15cm、400㎖、約200g

6847

真空断熱タンブラーセット
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、400㎖、約260g

6846

真空断熱マグカップ
9345 73 ブラック ［税抜］¥3,000
9346 73 ホワイト ［税抜］¥3,000

ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
シンプルなハンドル付き。普段使いにぴったり。ステ
ンレス製魔法びん構造だから温かさ長持ち。保温・
保冷力が違います。約8×11×10cm、350㎖、約200g

炒め鍋
9349 73 ［税抜］¥7,000

28cm深型。アルミ基材の表面を17000度のプラズマ
ジェットで加工した超硬質のプラズマコート。表面の
ふっ素コーティングが削れても、超硬質のプラズマ加
工コートが残ったふっ素層をしっかりと守り、焦げ付
きにくさをキープ。約47×29×9cm、約1000g

真空断熱ケータイマグ
9347 73 パールブラック ［税抜］¥6,000
9348 73 クリームホワイト ［税抜］¥6,000

ベストセラーのケータイマグ。高い保温・保冷力。結露
せず、もれない。ワンタッチ・オープン。ロックリング付き。
お手入れカンタン。超軽量コンパクトタイプ。丸洗いＯＫ。
約7 × 8 ×22cm、500㎖、約210g

9348

真空断熱ケータイマグ
7637 78 クリアステンレス ［税抜］¥4,000
7638 78 クリアステンレス ［税抜］¥5,000

超軽量！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。
7637  約6×6×20cm、350㎖、約170g
7638  約7×7×22cm、500㎖、約210g

76387637

9345 9346

9347
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ホルムガード  Design With Light
オイルランタン
9206 86 ［税抜］¥20,000

吹きガラスとステンレスという素材の組み合わせのオイ
ルランタン。環境に優しいランプオイルとグラスファイ
バーの芯を使用し、使いやすさと安全性に配慮されて
います。暖かな灯りで、窓辺やテラス、アウトドアライフ
を演出します。無鉛ガラス（吹きガラス）。約33×φ14cm

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
ペッパーミル
9353 86 ［税抜］¥6,000

カイボイスンの過去のデザインをもとに制作された
シリーズ。環境を配慮したFSC認定のオーク材を使
用しています。オーク材 (マットラッカー塗装)・真鍮・
セラミック。約7×φ6 × 9cm

ムーベ

ムーベ  フレーム オーク
9205 86  A4 ［税抜］¥6,000
9354 86  A3 ［税抜］¥8,000

透明なアクリル板２枚を４片のフレームで囲み、ラ
バーバンドで固定したシンプルな構造を持つ美しいフ
レームです。オーク材、アクリル板、ゴム。
9205   約32×23×1cm　 9354   約44×32×1cm

ムーベ スタンディングミラー ブラス
9204 86 φ20cm ［税抜］¥6,000
9355 86 φ30cm ［税抜］¥10,000

STANDING MIRRORはフレームレスの自立型のミ
ラーです。軽量のワイヤーにミラーを立てかけるだけ
のシンプルな構造で、洗練されたデザインになってい
ます。鏡、真鍮。
9204   約23×20cm　  9355   約35×30cm

9355

ムーベ ウォールミラー ブラス
9356 86 φ30cm ［税抜］¥15,000
9357 86 φ50cm ［税抜］¥28,000

軽量のワイヤーのみで支えるフレームレスの壁掛けミ
ラーです。本質的な要素だけを残したシンプルなデ
ザインで、どんなシーンにも溶け込みます。鏡、真鍮。
9356   約45×30×2cm　  9357   約69×50×2cm

9357

ムーベ  サイドテーブル
9358 86 ブラック ［税抜］¥30,000

季節や時間、気分に合わせて空間をアレンジしたい時
も、様々な場所へ移動がしやすいデザインです。お気
に入りの場所にぜひ置いてみてください。スチールに
塗装。皮革、ステンレス。約42×49×42cm、3300g

ローゼンダール・デザイングループ / ムーベ

9354
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リーデル

リーデル

リーデル・オー 
オー・ビアー（2個入）
8983 90 ［税抜］¥3,000

ビール本来のアロマを引き出し、ソフトでクリーミー
な舌触りを強調してくれます。縦長の形状とすぼまり
により濃密な泡が持続することで、ビールの酸化を防
ぎます。素材：クリスタル 。 高さ：約15cm、245㎖

リーデル  大吟醸オー
酒テイスターペア（2個入）
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。
素材：クリスタル。高さ：約11cm、375㎖

グレープ＠リーデル
ピノ・ノワール/ネッビオーロ（2個入）
8987 90 ［税抜］¥10,000

酸味が強く渋みは中程度、複雑な香りの赤ワインに
最適。大きなボウルが香りを十分にひらかせます。
素材：クリスタル。高さ：約24cm、700㎖

リーデル 
ヴィノム 大吟醸〈木箱入〉（2個入）
9350 90 ［税抜］¥8,000

蔵元や日本酒専門家、のべ200人の協力を得て開発さ
れた、大吟醸酒や吟醸酒に適したグラスです。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。素材：クリスタル。高さ：約21cm、380㎖

リーデル・オー 
ハッピー・オー Vol.2（4 色入）
9351 90 ［税抜］¥10,000

ウチ飲みにぴったりな「脚なしワインタンブラー」。底
部に鮮やかなカラーを施しています。カラーはシナバー
レッド、オレンジ、パープル、アジュールブルーの４色。
素材：クリスタル。高さ：約10cm、320㎖

ソムリエ ブラック・タイ 
ブルゴーニュ・グラン・クリュ（1 個入）
9352 90 ［税抜］¥25,000

ブルゴーニュ、バローロ、バルバレスコなど「偉大な
ワイン」の真髄を堪能する「美しき怪物」。アロマを
開かせる大きなボウルと、フレアした縁が特徴。
素材：クリスタル。高さ：約28cm、1050㎖
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メリタ

電動コーヒーミル  バリエ シンプル
9421 65 ダークネイビー ［税抜］¥5,000

スイッチを押すだけで簡単グラインド。豆の粗さはスイッチ
の押す時間でお好みに調整できます。お掃除がしやすい高級
クリーニングブラシを付属。コーヒー豆70ｇ、本体：ポリプロ
ピレン、アクリル、ステンレス 18-8、PET。約10×10×18cm

コーヒーメーカー
ルックセレクション
8934 70 ブラック ［税抜］¥15,000

４段階の水質設定機能＆カルキ洗浄お知らせ機能。３
段階保温時間設定機能（20分、40分、60分）。オートオフ
機能付。最大水容量1.4ℓ（2～10杯用）、素材：ポリプロ
ピレン、ガラス、ステンレス。約23×23×33cm、900W

メリタ

全自動コーヒーメーカー
アロマフレッシュ サーモ
9422 88 ［税抜］¥40,000

独自の「メリタゴールドスタンダード」で豆本来の味わいを抽出
するミル付全自動コーヒーメーカー。業務用コニカル形式のグ
ラインダー採用。真空二重構造のステンレスサーバー。1.25ℓ（2
～10杯用）。約23×27×45cm　 ※2020年5月発売開始

電気ケトル  プライムアクアミニ
8933 70 ステンレス ［税抜］¥8,000

朝から晩まで様々なシーンで活躍。さっとお湯が沸
かせて熱いコーヒーを待たずに愉しめます。フードや
スープにも。最大水容量1.0ℓ、素材：ポリプロピレン、
ステンレス。約22×16×21cm、1200W

コーヒーメーカー ノア
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

コーヒーメーカー  ツイスト
8932 70 ブラック ［税抜］¥5,500

コーヒーの豊かな味を引き出す新機能、アロマツイスター搭
載。抽出されたコーヒーを自然に攪拌します。小型で、操作
はシンプル。最大水容量0.7ℓ（2 ～ 5杯用）、素材 :ポリプロ
ピレン、ガラス、ステンレス。約18×20×27cm、600W
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7236

9009

9362

9359

ブルーノ

マルチスティックブレンダー
9004 89 アイボリー ［税抜］¥6,000

つぶす・混ぜる・泡立てる・刻むが１台で手軽に本格
調理できます。料理の下ごしらえからポタージュ、ス
ムージー、離乳食づくりまで。約7×6×37cm、200W

マルチふとんドライヤー
9008 89 アイボリー ［税抜］¥12,000

ほかほかふとんでしあわせ快眠！マット不要、伸縮式
のノズルを入れるだけ！ふとんの温めやダニ対策以
外に、衣類や靴乾燥もOK。約12×36×23cm、500Ｗ

ブルーノ

ホットサンドメーカー ダブル
9006 89 レッド ［税抜］¥8,000

耳までカリッとおいしい、遊び心のある焼き目のホットサ
ンドが簡単に作れます。本体は縦置きでき、電源コードは
脚部分に巻き付け収納可能。約25×26×10cm、900W

コンパクトホットプレート
7236 89 レッド ［税抜］¥8,800
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、1200W

オーブントースター
9005 89 レッド ［税抜］¥6,000

食パンが２枚横に並ぶ広々サイズ。上下に１本ずつ設置
されたパワフルなヒーターは、別々にON/OFF切り替
えができ、使い勝手抜群。約27×34×23cm、1,000W

ホットプレートグランデサイズ
9009 89 レッド ［税抜］¥16,000
9010 89 ホワイト ［税抜］¥16,000

食卓に笑顔が集まる、愉しさ広がる。鋳物ホーローのお
鍋をイメージしたコンパクトホットプレートに４～５人に
ぴったりなサイズが仲間入り。 約28×48×16cm、1200W

オーバルホットプレート
9359 94 グレージュ ［税抜］¥16,000
9360 94 ブラック ［税抜］¥16,000

平面、たこ焼き、深鍋と充実のプレートセット。テーブルで次々
と調理できるので、ホストもゲストも一緒に楽しめます。くず受
けトレイ付きでお手入れ簡単。約26×39×15cm、1200W

マルチ圧力クッカー
9361 94 アイボリー ［税抜］¥15,000
9362 94 ブラウン ［税抜］¥15,000

下準備をしてボタンを押すだけ。いつものおかずから煮込
み料理までを自動調理ができます。計量カップ、電源コード、
レシピリーフレット付き。約27×25×28cm、700W、約1.5ℓ
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ホームバーベキュー
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、2950g

レコルト

レコルト

ホームコーヒースタンド
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、1100g

ラクレット＆
フォンデュメーカー メルト
9011 90 レッド ［税抜］¥5,000

スイスやフランスで定番の家庭料理「ラクレット」を
おウチで気軽に楽しめます。付属のココットを使え
ばフォンデュ料理も楽しめます。約11×30×11cm

2Wayグリル アメット
9388 90 レッド ［税抜］¥9,000

折りたたみ式コンパクトホットプレート。両面加熱するプレ
スグリルスタイルと、プレートを開いて使うホットプレート
スタイルの、１台２役。付属の凸凹プレートとフラットプレー
トは、自由に付け替えできます。(収納時）約23×27×13cm

エアーオーブン
9387 90 レッド ［税抜］¥9,000

高温の熱風で“油で揚げないヘルシーな揚げ物 ”が作れる
［エアーオーブン］。狭いキッチンや食卓にも置きやすいコン
パクトサイズ。ローストやグリル、ベイク、温め直しと、これ１
台で様々な料理を作ることができます。約27×21×27cm

コンパクトライスクッカー
9386 90 ブラック ［税抜］¥8,000

２層構造の外壁、セミラックコートされた内釜を採用
し、少量でもお米をおいしく炊き上げます。「発酵」や

「低温調理」「蒸す/煮る」など多彩なメニューを搭載。
約20×23×21cm、0.5～2.5合炊き。

ラクレット＆
フォンデュメーカー グランメルト
9385 90 レッド ［税抜］¥7,500

自宅でとろ～りチーズが楽しめる、チーズ好きのために
生まれた卓上調理器［ラクレット＆フォンデュメーカー 
メルト」の４人用がついに登場！ホットプレートとして
も使えます。(プレート・ミニパン含む)約22×32×14cm

プレスサンドメーカー プラッド
9384 90 マットレッド ［税抜］¥4,500

さらに分厚く、具だくさんのホットサンドが作れます。熱伝
導にすぐれた固定式プレートだから、“ 約２分半で耳までカ
リッ、中はしっとり”と焼き上げます。豪華な80 ページ 50
レシピのスペシャルレシピ BOOK付き。約21×13×12cm
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モップ付きスティッククリーナー
9389 70 ［税抜］¥10,000

立ったまま、お掃除とモップ掛けができる自立式なの
で、掃除途中にその場で立て置きできる。
約19×25×112cm

食器洗い乾燥機
9393 78 ［税抜］¥70,000

取付け工事不要（分岐水栓不要）or水道直結（工事必
要）の２wayで使用が可能。わずか５ℓで洗浄からす
すぎまで。約44×42×44cm

プレミアムオーブントースター 
すばやき  おまかせ
9391 64 ホワイト ［税抜］¥25,000

トースト専用ボタンでまさかの1分焼き石窯。ピザか
らヒントを得た庫内温度の高さ。約29×35×23cm

おりょうりケトル ちょいなべ
8989 78 ［税抜］¥15,000

いろんなお料理がケトル感覚でさっと作れます。ケト
ルとヒーター部を分離させることで、丸洗いが可能。
素材：アルミニウム/PP。約18×28×18cm、1200W、
容量：1000㎖

電気圧力鍋
8497 70 レッド ［税抜］¥25,000
9392 74 ホワイト ［税抜］¥30,000

面倒な火加減は一切なし。セットしたら、ボタンを押す
だけで初心者でもプロ並みの調理ができます。700W
8497   約22×24×25cm、1.3ℓ
9392   約28×27×28cm、2.6ℓ

全自動コーヒーメーカー  カフェばこ
9390 69 ［税抜］¥25,000

豆挽きからドリップまで全自動デジタルの時計表示
でタイマー機能搭載。約28×16×26cm

8497

シロカ

シロカ14



ポルト

エアーフットマッサージャー 
9529 105 オーガニックグレー ［税抜］¥9,250
9530 105 オーガニックブラウン ［税抜］¥9,250

小さいけれど超強力！ パワフルエアーとじんわりヒーターの本
格マッサージャー。医療機器認証番号:230AGBZX00082000。
消費電力 :18W。約21×37×20cm

9528

9532

ハンドマッサージャー
9526 105 ［税抜］¥7,980

コンパクトながら強力エアーバッグで、手のひらをしっかり
包み込むマッサージャー。仕事でお疲れの「手」に、自宅
で簡単・極上のマッサージを。オートタイマー：10分。医療
機器認証番号：301AGBZX00053000。約20×15×10cm

ジェットボード スリム
9531 105 ［税抜］¥18,333

１分間に600回以上の振動が筋肉に刺激。運動が苦
手な方でも無理なくスリムアップが目指せます。適
応体重：90kg未満、振動回数：最小470回 /分、最大
750回 /分 (±10％)、速度調節：50段階 (最小: 1 ～
最大：50)。約44×52×107.5(補助スタンド有）cm

エアリーシェイプ
9532 105 ローズ ［税抜］¥29,800
9533 105 ブラウニー ［税抜］¥29,800

座るだけで骨盤まわりの“トータルケア ”。“ながら”骨
盤ケアで、姿勢を美しくサポート。消費電力：25W、
適応体重：90kg未満。本体：約61～ 91×53×56 ～
40cm。座面の高さ：約19cm（先端）

マッサージチェア
9534 105 ブラウン ［税抜］¥32,800

収納できる《癒し》のインテリア本格マッサージコー
ス搭載。デザインだけでなく遊び心をプラス。世界
中の多彩なマッサージを体感。医療機器認証番号：
231AGBZX00023000。本体：約70～108×61×62
～ 88cm。座面高さ：34cm

首もみマッサージャー
9527 105 オーガニックグレー ［税抜］¥12,800
9528 105 オーガニックブラウン ［税抜］¥12,800

スマホで疲れた首・肩まわりに。寝ているだけでリラッ
クスして使える首もみマッサージャー。医療機器認証
番号：301AGBZX00037000。約21×38×20cm

9529

ポルト
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アラジン グリル&トースター 
9166 97 グリーン ［税抜］¥20,000
短時間かつ高温で一気に焼き上げることで、外はカ
リッと中はモチモチしたトーストを焼き上げること
ができます。約36×36×25cm、1300W

ラッセルホブス カフェケトル 0.8ℓ
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
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13×19×42cm

ラッセルホブス オーブントースター
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

ネスプレッソ エッセンサ ミニ
9643 93 ピュアホワイトC ［税抜］¥11,000
小さいけれど、コーヒー体験は無限大。置く場所を
選ばないコンパクトでシンプルなデザイン。
約8×33×20cm

ネスプレッソ ラテシマ・タッチ・プラス
9644 93 シルバー ［税抜］¥30,500
エスプレッソ、カプチーノなど６種のメニューがワン
タッチで簡単に作れます。19気圧で抽出する香り高い
コーヒーは、エスプレッソとルンゴの2サイズの抽出
量のカスタマイズが可能。約18×32×26cm

ソーダストリーム
ソースパワー
スターターキット
9645 93 ホワイト ［税抜］¥29,000
ソース全自動モデル。ボタンひとつで炭酸水がお好み
の強度で作れる全自動モデル。約12×23×42cm

インスタントポットDUO MINI 2.8ℓ
9646 96 ［税抜］¥13,880
北米シェアNo.1カナダ産まれの1台7役の電気圧力
鍋。圧倒的な圧力を誇り、料理も美味しく仕上がり
ます。カレーなど一気通貫して調理でき、ヨーグルト
も作れます。10個の安全機能。約29×26×29cm

ブランドキッチン16



関孫六  ダマスカス三徳 165mm
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

関孫六  わかたけ  三徳 165mm
9169 75 ［税抜］¥2,200
ベーシックな三徳包丁。耐熱性の高いハンドルは食
器洗い洗浄機に対応。刀身：ハイカーボンステンレス
刃物鋼。約30×5×2cm

貝印　軽量・高熱効率・
マルチ炒め鍋ＩＨ対応（24cm）
9168 75 ［税抜］¥1,800
アルミの軽いフライパン。炒める、茹でる、揚げるな
ど様々な調理で活躍します。内面：フッ素樹脂塗膜
加工、外面：耐熱焼付塗装。約25×40×12cm

カイハウス アイスクリームメーカー
8177 75 ［税抜］¥3,000
約20分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

カイハウス  低温調理器
9172 76 ［税抜］¥50,000
家庭で本格的な真空低温調理ができます。レストラン
でも使用されているマシーンです。
約19×8×31cm

関孫六
ダイヤモンド＆セラミックシャープナー
9370 75 ［税抜］¥2,000
３つの工程で鋭い切れ味が蘇る簡易シャープナー。１.粗
刃付け、２.刃角落とし、３.仕上げ刃付けの順に使用します。
砥石：ダイヤモンド砥石、セラミック砥石。約14×5×6cm

セレクト100  Ｔ型ピーラー
9368 75 ［税抜］¥1,200
手にフィットして良く切れる斜め刃のピーラー。幅広
のガイドでたわみなく均一に剥けます。Ｕ字型芽取
付き。ステンレス刃物鋼、本体：18-8ステンレススチー
ル。約14×7×1cm

セレクト100  ミニスプーン
9369 75 ［税抜］¥1,500
小さいサイズの鍋や、卓上でのとりわけに便利なコン
パクトスプーン。深めのスプーンはお玉のように汁物
をすくう時も便利です。先部：18-8ステンレススチー
ル、ハンドル：ポリプロピレン。約21×7×4cm

カイハウス  関孫六貝印セレクト100
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カドーブラウン

ブラウン ピュアイーズ 電気ケトル
9457 97 ［税抜］¥4,880

コンパクトサイズと使いやすさはもちろん、純粋でミ
ニマルな幾何学形体が見せるそのデザインは、飽きる
ことなく、どんなキッチンにもなじみます。約23 ×14×
22(本体+電源ベース)cm、800g（本体＋電源ベース）

ブラウン パワーブレンド3 ブレンダー
9458 90 ［税抜］¥12,800

ブラウン独自のジャグ構造とドイツテクノロジーのハ
イパワー設計で素早く均一な仕上がりを実現。
約19×19×39cm、3500g

ブラウン マルチクイック 9 ハンドブレンダー
9460 96 ［税抜］¥25,880

こね機能もある1台7役の最上位モデル。つぶす、混ぜる、
泡立てる、きざむ、スライス、せん切り、こねる。幅広い
使い方が可能。専用計量カップ、専用スパチュラ付き。
約7×7×41cm、1000g(ブレンダー装着時）。MQ9075X

ブラウン マルチクイック 9 ハンドブレンダー 
9079 99 ［税抜］¥17,880

1台4役のスタンダードモデル。つぶす、混ぜる、泡立て
る、きざむ。幅広い使い方が可能。専用計量カップ、
専用スパチュラ付き。約7×7×41cm(ブレンダー装着
時）。MQ9035X

カドー  加湿器 STEM 300
9461 100 ホワイト ［税抜］¥25,273
9462 100 クールグレー ［税抜］¥25,273

置き場所を選ばないコンパクトデザイン。
タンク容量：3.5ℓ。約φ21×35cm、3300g

カドークオーラ
ヘアドライヤー  BD-E1
9047 100 ブラック ［税抜］¥28,000
9048 100 ホワイト ［税抜］¥28,000

実用性と収納性を併せ持つノーズレスの「P-フォルム」。「風温」
「風質」「風量」の3つによる【Triple Treatment Technology】
で、速乾性と髪・地肌へのやさしさを実現。約11× 25 × 6cm

9047

カドー  空気清浄機  LEAF 120
8696 100 ホワイト ［税抜］¥39,000

世界的権威デザイン賞 金賞受賞の空気清浄機。高
性能フィルターが汚れを逃さずキャッチ。フィルター
の自己再生効果。素材：鉄、ABS。約φ24×32cm

カドー
加湿器 STEM 630i
9463 100 ホワイト ［税抜］¥45,273
9464 100 クールグレー ［税抜］¥45,273

空間の加湿効率を考えたデザイン。
タンク容量：2.3ℓ。約φ27×86cm、4300g

9463

9462
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無水鍋® KING  無水鍋®20
9465 80 ［税抜］¥15,800
美味しいご飯が炊ける羽釜の原理を再現した、オリジナルモデル。
材料の水分を引き出す高温調理で栄養たっぷりのお料理ができ
ます。オール熱源対応（蓋のみガス専用）、オーブン・グリル可、電子
レンジ・ストーブ不可。4合炊き。約27×12×φ20.0cm、2.4ℓ

無水鍋® KING  無水鍋®24
9466 80 ［税抜］¥17,800
美味しいご飯が炊ける羽釜の原理を再現した、オリジナルモデル。
材料の水分を引き出す高温調理で栄養たっぷりのお料理ができ
ます。オール熱源対応（蓋のみガス専用）、オーブン・グリル可、電子
レンジ・ストーブ不可。6.5合炊き。約27×12×φ23.0cm、4ℓ

無水鍋® HAL  万能無水鍋 23
9467 80 ［税抜］¥25,500
「無水鍋®」の技術を活かし、焼き物・炒め物のみならず煮炊きま
でできるフライパン。厚手のアルミ合金鋳物の本体と蓋で旨みを
逃がしません。お手入れ簡単。オール熱源対応、オーブン・グリル・
電子レンジ・ストーブ不可。3合炊き。約47×13×φ23.0cm、2.8ℓ

無水鍋® HAL  万能無水鍋 26
9468 80 ［税抜］¥27,500
「無水鍋®」の技術を活かし、焼き物・炒め物のみならず煮炊きま
でできるフライパン。厚手のアルミ合金鋳物の本体と蓋で旨みを
逃がしません。お手入れ簡単。オール熱源対応、オーブン・グリル・
電子レンジ・ストーブ不可。5合炊き。約50×14×φ26.0cm、3.5ℓ

小伝具  アルミ雪平鍋18cm
9469 80 ［税抜］¥2,500
昭和レトロな黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさ
せる台所道具。表面を保護し、腐食、錆に強いしゅう酸アル
マイト加工。日本製のしっかりしたものづくり。ひとつひと
つ丁寧に仕上げています。アルミニウム。約20×35×10cm

小伝具  
アルミ段付なべ（木蓋付）18.5cm
9470 80 ［税抜］¥3,500
昭和レトロな黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさ
せる台所道具。表面を保護し、腐食、錆に強いしゅう酸アル
マイト加工。日本製のしっかりしたものづくり。ひとつひと
つ丁寧に仕上げています。アルミニウム。約20×24×12cm

小伝具
アルミバット鶴セット（5・6・8号）
9471 80 ［税抜］¥2,000
昭和レトロな黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせ
る台所道具。表面を保護し、腐食、錆に強いしゅう酸アルマ
イト加工。日本製のしっかりしたものづくり。ひとつひとつ
丁寧に仕上げています。アルミニウム合金。約18×24×3cm

小伝具  
アルミボウル竹セット（10・14・16cm）
9472 80 ［税抜］¥4,000
昭和レトロな黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせ
る台所道具。表面を保護し、腐食、錆に強いしゅう酸アルマ
イト加工。日本製のしっかりしたものづくり。ひとつひとつ
丁寧に仕上げています。アルミニウム合金。約17×18×8cm

HALムスイ 小伝具
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コイズミ アイラッシュカーラー
9703 75 ［税抜］¥4,000

魅惑の迫力まつげ体験。まつげをしっかり束ねるeye
フィットカーブで一気にカールUP!  アタッチメントの
み水洗いOK!  充電：約10時間。持続時間：約60分。
約2×2×15cm

ヴィダルサスーン 
マイナスイオンヘアドライヤー
9127 75 ［税抜］¥10,000

マイナスイオン機能搭載。独立した温風 /冷風の切替えス
イッチ。きめ細かなスタイリングを楽しめます。TURBO/
SETの２スピードコントロールの風量切換え。ひねる動作
でコンパクトに折り畳めます。約9×28×26cm、約1200W

コイズミ インパルス
高風速ジェットスピードドライヤー
9702 75 ［税抜］¥15,000

体感、高風速。水滴を吹き飛ばして速乾性を高める
ジェットスピードドライヤー。着脱式吸い込み口カ
バー。地肌にやさしい低温風のスカルプモードスイッ
チ。ツインマイナスイオン。約18×10×28cm

ヴィダルサスーン
 2WAY ヘアアイロン
9700 75 ［税抜］¥7,000

カールもストレートも楽しめる２WAYタイプ。髪にやさしく、
滑らかなクリスタルピンクコーティング。高温180℃設定で髪
型をしっかりキープ。自動電源 OFF機能（約60分後）。ねじ
れや絡まりを防ぐ使いやすい回転式コード。約34 ×4×8cm

ヴィダルサスーン
 4WAY ヘアアイロン
9701 75 ［税抜］¥10,000

1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。
髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティン
グ。25mmパイプ /ストレート、19mmパイプ、32mm
カーラー、クリップ ×2、ポーチ付き。約27×3×8cm

コイズミ
モンスター ダブルファンドライヤー
9704 71 レッド ［税抜］¥15,000
9705 71 ブラック ［税抜］¥15,000

５段階の風量調節とダブルファン搭載でより速くブ
ロー。スカルプモードで髪と地肌をケア。
約27×10×28cm

9704

ヴィダルサスーン
コイズミ
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ベリタス

ベリタス

ラピッドラッシュ 3㎖
9090 80 ［税抜］¥9,000
シリーズ世界500万本突破！1日1回塗るだけですっぴん
でも長く濃く豊かなまつ毛に！独自成分を配合し、臨床的
に証明された高性能な美容液です。短くて抜けやすい傷
んだまつ毛にもおすすめ。目元にやさしい低刺激タイプ。

セイクレッドビューティ
アイクリーム 15㎖
9092 75 ［税抜］¥8,000
目元の悩みであるシワ・タルミ・クマを一つでケアするデ
ンマーク発のアイクリーム。低刺激なのにパワフル！安定
型「水溶性ビタミンA」のほか、初乳、アセチルテトラペプ
チド-5を配合。下地としてもおすすめ。効能評価試験済み。

イミディーン
タイムパーフェクション 60 粒
9093 85 ［税抜］¥8,700
美と健康の源は体の中から。世界68の国と地域で4,443万箱
販売されているベストセラーのスキンケアサプリメント。コラー
ゲンとエラスチンをサポートする海洋性たんぱく質を使用した
栄養機能性食品（ビタミンB1・C・E・亜鉛）で10年先も若 し々く！

エコレーヌ
パーフェクションベルベット 45㎖
9094 65 ［税抜］¥15,000
シリーズ累計69.6万個突破！スウェーデン発、タルミ知らずの
フェイスラインを目指すリフトアップ美容液。トリクタン複合体
が肌のハリ・弾力をケア、角質ケア、3種のセラミドによる保湿
ケア。トリプルアクションでなめらかなV字のフェイスラインへ。

ナーバ 15g
9394 85 ［税抜］¥3,600
ナーバは独自の1.5－ペンタンジオールとニガヨモギ
エキスを含んだ爪専用のジェルタイプ美容液です。
爪にうるおいを与え、健やかに保ちます。エタノール、
防腐剤、香料不使用。

イミディーンデルマワン 60 粒
9395 85 ［税抜］¥7,800
美と健康の源は体の中から。世界68の国と地域で4,443万
箱販売されているベストセラーのスキンケアサプリメント。コ
ラーゲンとエラスチンをサポートする海洋性たんぱく質を使用
した栄養機能性食品（ビタミンＣ、亜鉛）で10年先も若 し々く！
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フィリップス

フェイススタイリングキット
9617 106 ［税抜］¥3,492
2種類のアタッチメントに3種類のコームを使い分け、
鼻毛、ヒゲ、モミアゲ、襟足、耳、眉のお手入れ可能。鼻
や耳の奥まで届きやすいヘッド設計。毛を引っ張らず
にカットする独自の技術、チューブトリマーを採用。本
体丸洗い可。約3×3×15cm

ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート
9621 106 ルナブルー ［税抜］¥35,442
ソニッケアー史上最高のブラッシング体験を求める方
へ。手磨きと比べ最大10倍の歯垢除去力、1週間で
自然な白い歯に。モードと強さを自動で設定、ソニッケ
アーアプリがリアルタイムで磨き方をガイドしてくれま
す。約3×3×26cm　※スマートフォンは商品に含まれません。

SmartSleep
ディープスリープ ヘッドバンド 
9622 106 ［税抜］¥42,380
目覚めがすっきりしない、日中眠い方へ、深い睡眠で日
中に活力を。リアルタイムで睡眠をモニタリングし、深い
睡眠に音によって介入。専門家との14年にわたる研究
の末、開発されたヘッドバンド型ウェアラブルデバイスと
アプリのセット。臨床試験済み。頭囲：51.0-60.0cm

S9000 プレステージ
9623 106 マットシルバー ［税抜］¥44,442
フィリップス史上最高の深剃りとやさしさを実現した
最高級モデル。72枚もの極めて精密な内刃が高速回
転し、驚異の深剃りを実現。置くだけで充電ができ
るワイヤレスパッドでシェービングの前後もより便利
に、よりスマートに。本体丸洗い可。約7×6×17cm

5000 シリーズ
9618 106 シルバー ［税抜］¥9,792
深剃りとやさしさを備えたエントリーモデル。シェー
ビングによる肌へのダメージを、カミソリの約1/10ま
で抑えることができます。シャワーと一緒にシェービ
ングもできるので時間短縮。本体丸洗い可。
約7×6×16cm

ソニッケアー エキスパートクリーン
9619 106 ホワイト ［税抜］¥22,842
9620 106 ピンク ［税抜］¥22,842
機能はもちろん健康志向でより良いブラッシングを求
める方へ。押し付けすぎを振動で伝える加圧防止セ
ンサー、ブラッシングの強さ設定付きなので初めての
方も安心。約3×3×25cm

9619

フィリップス
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窓用バキュームクリーナー  WV1プラス
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
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
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。

OC3
9363 103 ［税抜］¥19,980

コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄
機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず
色々な場所・シーンで使用できます。低圧（水道の約２
倍の圧力）の水流でサッと手軽に、すぐに汚れを落とす
ことができます。給水タンク容量4ℓ、約28×23×20cm

スチームクリーナー  SC 1 EASYFIX
8990 97 ［税抜］¥19,980

ヒートアップ（待ち時間）約３分、連続噴射時間約６分。
待ち時間が短く、軽量・コンパクトなので、毎日手軽にお
掃除したい方に最適です。高温の安定したスチームで
しっかりお掃除＆除菌ができる、ボイラー式。クロスの
交換が便利になった新ノズル採用。約32×13 ×19cm

高圧洗浄機   K2 ホームキット
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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ビクトリノックス

イノックス  メカニカル
9115 80 ［税抜］¥105,000

ビクトリノックス・スイスアーミーのフラッグシップモ
デル「I.N.O.X」。シックなデザインながら視認性は抜
群。自動巻き、20気圧。

クラシック シグネチャー  
8591 88 ［税抜］¥2,160

急にペンが必要になった時。このモデルを持っていれ
ば心配無用です。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   
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

ワークス プロフェッショナル エンジニア  
9114 80 ［税抜］¥35,000

電子機器を安全に携帯できるので、仕事も遊びも完
璧にこなせる3way ラップトップブリーフケース。どん
なニーズにも対応してくれて頼りになります。バック
パックとしても使えます。約32×46×18cm

レキシコン
ミディアム ハードサイド ケース   
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

フリップトップ ラップトップ バックパック   
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

クライマー
9706 88 ［税抜］¥4,000

ビクトリノックスの代表的なシリーズであるオフィ
サーナイフの中でも、大小ブレード、カン切り、せん抜
き、コルク抜き、はさみなど、トラベルに必要な機能
を備えた人気のあるモデルです。約9×3×2cm

デラックス トラベル
ラップトップ バックパック
9707 80 ［税抜］¥18,000

短期の出張に最適なバックパック。メインコンパート
メントは大きく開閉するブックスタイルで、衣類などの
収納に便利。保護コンパートメントがあるので、衣類
とPCなどを分けて収納できます。約46×30×26cm
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ジェントス
フラッシュライト GF-011DG  
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、単４アルカリ電池×1。18lm。約φ2×10cm。（電
池含む）40g 

ジェントス  LEDランタン EX-136S 
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。最大約370lm、最長約142時間点
灯（Ecoモード）。約φ8×14cm。（電池含む）355g

レッドレンザー フォーカス機能付
LEDライトP7
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、単４アルカリ電池×4。素材：アルミニウ
ム合金。約φ4×13cm。（電池含む）175g

レッドレンザー K3
9371 80 ［税抜］¥2,000

ミニライトなのにフォーカス付き！5mmLEDチップ
×1、光束：14lm、照射距離：33m、点灯：1.3時間、
LR44 ボタン電池 ×4、保護等級：IPX4、素材：アル
ミニウム合金。約φ2×7cm。（電池含む）29g

レッドレンザー 
LED ミニキーライト K1
8503 80 ［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、LR41ボタン電
池 ×4、素材：アルミニウム合金。約φ1×4.3cm。（電
池含む）10g

ジェントス  GZ-300 LED小型投光器
9017 75 ［税抜］¥7,750

作業・レジャーや災害時に。内蔵充電池、コンセントでも使用
可能。耐塵・防滴（IP64準拠）＆１ｍ落下耐久。使用光源：高
輝度白色COB LED×1、明るさ：約1,200lm（High）、充電約3
時間、点灯：約5時間（Eco）/ 約2時間（High）。約17×12×8cm

ジェントス
LEDヘッドライト GTR-831D  
9373 70 ［税抜］¥1,850

手軽に使える、単３×1本モデル。使用光源：高輝度チップタ
イプ白色 LED×1個、明るさ：最大約80lm、点灯：約12時間、
照射特性：スポットビーム、照射距離：最大約112m、防滴仕
様（IPX4準拠）、落下耐久1m。約6×5×5cm。（電池含む）93g

レッドレンザー L7
9372 80 ［税抜］¥4,000

軽くて丈夫な樹脂製ライト。コストパフォーマンスも
良好。光束：100lm、照射距離：225m、点灯：6時間、
単4電池 ×3、保護等級：IP54、素材：ポリカーボネイ
ト、ストラップ付。約φ4×13cm。（電池含む）135g

レッドレンザー ジェントス



26 BOSE

Bose® SoundLink®MiniⅡ
Special Edition
9536 111 トリプルブラック ［税抜］¥22,000
9537 111 ラックスシルバー ［税抜］¥22,000

深みのある低音域を備えた豊かでナチュラルなサウンドを
再生。通話用マイク内蔵で、簡単にワイヤレス接続可能。バッ
テリー持続時間20％アップ、USB-C充電ポートを装備。ワイ
ヤレス通信距離：最大9m、12時間連続再生。約6×18×5cm

9536

9543

ボーズ

Bose® SoundLink®

Micro Bluetooth®  speaker
9535 111 ブラック ［税抜］¥12,750

サイズからは想像できない迫力のサウンド、驚くほど
上質なサウンドを実現した超小型スピーカー。あらゆ
るアクティビティに対応。高い耐久性と防水性を備
え、待ち運びに便利な丈夫なシリコン製ストラップも
装備。ワイヤレス通信距離：最大9m、バッテリー：最
大6時間連続再生。約4×10×10cm

Bose FRAMES ALTO
（S/M グローバルフィット）
9538 111 ［税抜］¥25,000

サングラス ×サウンド。クラシックなシルエットに、
ボーズの極小スピーカーを搭載。臨場感あふれる独
自のサウンド体験を実現するボーズ初のオーディオサ
ングラス。Bluetooth通信距離：9m、バッテリー充電：
最大2時間、バッテリー持続時間：最大3.5時間（スト
リーミングおよび音楽再生時）。

Bose Home speaker 300
9539 111 トリプルブラック ［税抜］¥30,000
9540 111 ラックスシルバー ［税抜］¥30,000

コンパクトサイズで、卓越したサウンド。迫力の重
低音と、360°に拡がる臨場感のあるサウンドを楽
しめるスマートスピーカー。Googleアシスタントと
Amazon Alexa搭載で、話しかけるだけでお気に入り
の音楽を再生できます。約10×14×16cm

9539

Bose Portable Home Speaker
9542 111 トリプルブラック ［税抜］¥40,000
9543 111 ラックスシルバー ［税抜］¥40,000

スマート＆ポータブル、パワフルな360°スピーカー。
Wi-Fi環境では、音声コントロールやクラウドからス
トリーミング。Wi-Fiのない環境でもポータブルスピー
カーとして機能し、Bluetooth接続でスマートフォン
やタブレットのコンテンツを再生。約10×12×19cm

Bose® QuietControl ™ 30
wireless headphones
9541 111 ［税抜］¥32,000

ノイズキャンセリングのレベルを自由に調節すること
ができ、どの音量でもバランスのとれたオーディオ性
能を発揮します。快適で軽量設計のネックバンドは、
一日中快適に装着できます。Bluetooth接続対応。ワ
イヤレス通信距離：約10m、充電：約3時間、バッテリー
持続時間：最長10時間。約2×17×15cm
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デノン
ワイヤレスインイヤーヘッドホン
8993 92 ［税抜］¥18,000

ダブル・エアーコンプレッション・ドライバー搭載。低音再生
の常識を覆した特許取得の新方式ドライバー。Bluetooth
は高音質コーデック aptX™ Low Latency、aptX™、AAC
対応。約10時間再生可能。USB-DAC機能（48kHz/16bit）。
Siri/Googleアシスタント呼出対応。約18×15cm

ダリ
デノン

デノン  サウンドバー
9401 92 ［税抜］¥76,500

4K対応、HEOSテクノロジー搭載ワイヤレスサブウーハー付き
サウンドバー。Amazon Alexaによる音声コントロール、音楽
ストリーミングサービス、Air Play2、Bluetoothに対応。迫
力のサウンドを実現する2.1ch構成のフロントサラウンドシステ
ム。本体：約10×102×9cm、サブウーハー約33×17×31cm

デノン  ワイヤレススピーカー
9403 92 ブラック ［税抜］¥32,000
9404 92 ホワイト ［税抜］¥32,000

Wi-Fiでつなぐワイヤレスオーディオ。ハイレゾ音源にも対
応。音楽ストリーミングサービスに、あなたのスマートフォ
ンやタブレットに保存した音楽にも、ホームネットワークの
音楽ライブラリーにも自在にアクセス。約12×12×19cm

デノン/ ダリ/  プロジェクト

9403

プロジェクト

デノン  サウンドバー
9402 92 ［税抜］¥22,500

Hi-Fiオーディオのデノンが作る本格的シアターサウ
ンド。専用にチューニングされたミッドレンジドライ
バーとツイーターに加えて、大口径のダウンファイア
リングサブウーハーを内蔵し、本格的なシアターサウ
ンドをお楽しみいただけます。約12×89×7cm

ダリ ノイズキャンセリング
オーバーイヤー ヘッドホン
9405 86 ［税抜］¥55,000

DALIの36年に及ぶスピーカー製造の経験とノウハウ
を結集し、デザインされたラグジュアリー・ワイヤレス・
ノイズキャンセリング・へッドホンです。すべての企画
及び研究開発はデンマークにて行われ、クラス最高
の連続再生時間、快適性、そしてサウンドクオリティ
を誇ります。約10×22×20cm

プロジェクト ビートルズ・コラボレーション
レコードプレーヤー
9406 86 ［税抜］¥68,000

ユニークな外観だけでなく、本格的なその内容は、
Ortofon社の特別エディションでOrtofonはSonar
と呼ばれる黄色のConcordeカートリッジを用意。
S-Shapeのアルミ二ウム・アームは、アナログ・プレイ
ヤーの醍醐味ともいえる、複数の調整機構を備えサウ
ンドに貢献しています。約40×55×12cm



アイロボット

ルンバ i7＋
9338 108 ［税抜］¥129,880

スマートマッピングで部屋の環境を学習してゴミや
汚れを感知、徹底的にキレイにします。ゴミ捨てまで
自動なので、清掃がさらに快適。連続稼働：（通常清
掃時）最大75分。最大幅約35×9cm

床拭きロボット
ブラーバ ジェット250
9485 106 ［税抜］¥29,880

ナビゲーションシステム「iAdapt2.0」搭載。キッチン
などの床を、汚れに合わせて念入りに拭き掃除。バッ
テリー充電器使用時：約2時間、ウェットモード：12畳。 
ダンプモード、ドライモード：15畳。約17×18×8cm

ルンバ e5
9022 111 ［税抜］¥49,880

パワフルな清掃力を発揮するAeroForce3段階ク
リーニングシステム搭載。水洗い可能なダスト容器
など、お手入れも手軽なハイエンドモデル。連続稼働：

（通常清掃時）最大90分。最大幅約35×9cm

床拭きロボット ブラーバ 390j
9486 106 ［税抜］¥39,880

ナビゲーションシステム「iAdapt2.0」搭載。リビング
やダイニングなどの広い部屋、複数の部屋の拭き掃除
におもに対応。付属品：NorthStarキューブ。ウェット
モード：20畳 ドライモード：56畳。約22×24×8cm

ロボット掃除機  ルンバ 985
9488 111 ［税抜］¥89,880

「iAdapt2.0ビジュアルローカリゼーション」搭載。カメラとセンサー
を駆使して家中の床を清掃する最高峰シリーズ。付属品：ホームベー
ス・デュアルバーチャルウォール× 3。充電：約3時間、連続稼働：（通
常清掃時）最大120分（1回の充電）。最大幅：約35×9cm

ロボット掃除機  ルンバ 642
9487 108 ［税抜］¥29,880

ベーシックな清掃機能を搭載したスタンダードモデ
ル。付属品：ホームベース、デュアルバーチャルウォー
ル × 1。充電：約3時間、連続稼働：（通常清掃時）最
大60分。最大幅：約34×9cm

アイロボット28



Pure Cool ™ 空気清浄機能付ファン
9322 106 アイアン/ サテンブルー ［税抜］¥44,800

PM0.1レベルの微細な粒子を99.95％除去、さらに有害なガスも
除去します。季節を問わず、空気清浄機やサーキュレーターとし
て、夏にはスムーズな風を遠くまで送り出す扇風機として使えま
す。適用床面積〈畳〉：9 （30分） / 26 （60分）。約102×20×20cm

DC48 Turbinehead
9024 100 ［税抜］¥39,800

ダイソンデジタルモーターV4を搭載した小型の掃除
機です。静電気の発生を抑えるブラシでフローリング
上のホコリを取り除き、ナイロン素材のブラシでラグや
カーペットからゴミをかき取ります。約70×21×69cm

Pure Cool™ Link DP03
空気清浄機能付テーブルファン
9323 99 ホワイト/シルバー ［税抜］¥49,800

空気清浄機が付いてコンパクト。お手入れが大変なカバーや羽根
がありません。自動でモニター、反応、清浄し、スマホのDyson 
Linkアプリにお知らせ。離れていても、室内環境をコントロールで
きます。適用床面積〈畳〉：8（30分）/23（60分）。約22×36×62cm

Supersonic Ionic ヘアードライヤー
9489 108 ブラック/ ニッケル ［税抜］¥45,000

過度な熱に頼らず最も速く髪を乾かします。髪の根元か
ら毛先まで、ずっとツヤのある髪へ。付属品：スムージング
ノズル、スタイリングコンセントレーター、ディフューザー、
ジェントルエアーリング、滑り止めマット。約10×8×25cm

V11 Fluffy 
9492 100 ［税抜］¥70,000

Dyson CycloneV10 より、吸引力25％アップ。付属品：
ミニモーターヘッド、収納用ブラケット、隙間ノズル、コ
ンビネーションノズル、ミニソフトブラシ、ツールクリップ、
充電：3.5時間、使用時間：最長60分。約126×25×25cm

Hot+Cool AM09 ファンヒーター
9490 82 ホワイト / ニッケル ［税抜］¥58,800
9491 82 アイアン/ サテンブルー［税抜］¥58,800

冬はより早く、均一に部屋を暖め、夏は勢いのある風で涼
しくします。付属品：リモコン。暖房能力：8畳/4.5畳（コ
ンクリート住宅）、6畳/3畳（木造住宅）。約20×20×60cm

9490

ダイソン
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レイコップ

ふとんクリーナー レイコップＲＮ
8692 105 ピュアホワイト ［税抜］¥18,000

レイコップラインナップ 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

スティッククリーナー RHC-100
9493 105 ［税抜］¥19,800

家中を、パッと手軽に、サッとキレイに。付属品：延長パイプ、
パワーヘッド、布用ノズル、ハンディノズル、すき間ノズル、充
電アダプター、運転時間：［弱］約30分 ［標準］約20分  ［ター
ボ］約15分（本体基準）、充電：3時間。約104×21×21cm

ふとんクリーナー レイコップ PRO
9494 105 ［税抜］¥23,000

温風の力で、ダニを死滅させられる※ふとんクリー
ナー。約37×32×17cm
※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し    
口を３秒以上密着させ動作させた場合。

スティッククリーナー RHC-300
9495 105 ［税抜］¥27,800

家中を、パッと手軽に、サッとキレイに。付属品：延長パイプ、
パワーヘッド、UVヘッド、ハンディノズル、すき間ノズル、充
電アダプター、運転時間：［弱］約30分 ［標準］約20分  ［ター
ボ］約15分（本体基準）、充電：3時間。約104×21×21cm

スティッククリーナー  RPC-300
9496 105 ［税抜］¥45,000

床をもっと快適に、ふとんをもっと清潔に。付属品：延長パイプ、
デュアルヘッド、UVヘッド、ミニパワーヘッド、すき間ノズル、
2WAYノズル、フリーアジャスター、充電アダプター、壁掛け用
ホルダー、運転時間：［標準］約40分 ［パワー］約20分［ターボ］
約6分（本体基準）、充電：3.5時間。約124×25×27cm

ふとんクリーナー レイコップ RX
9497 105 ［税抜］¥54,000

掃除機には、できないことを。「脱臭」機能まくらモー
ドを搭載したプレミアムモデル。約44×35×17cm
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エレクトロラックス

エルゴラピード・パワープロ
9501 100 ［税抜］¥44,880

拭きとるような手軽さ。フローリング掃除、クラス最高レベル
のパフォーマンス。付属品：隙間ノズル＆ブラシノズル、布団
ノズル、ホース、ロング隙間ノズル、連続使用 :通常モード 48
分 /最大モード：16分、充電：約4時間。約15×26×107cm

PURE A9 （ピュア・エー・ナイン）
9502 100 グレー ［税抜］¥59,800

ファブリックやレザー調ハンドルを使ったインテリアに調和する北欧デザ
イン。ペンタゴンデザインは広く空気を吸引しきれいな空気を部屋に送り
届けます。Air Surroundシステムでスパイラル状の空気の流れを作り出
しお部屋の空気を循環させます。付属品：リモコン。約32×32×59cm

ラピード  ウェットアンドドライ
7815 102 ディープブルー ［税抜］¥6,980

濡れた場所も吸引できる乾湿両用タイプ。手首の負
担を減らすフロントホイール搭載。収納しながら充電
できる充電ステーション。スタイリッシュな北欧デザイ
ン。運転時間（最大10分）。約41×14×12cm

PURE i8  （ピュア・アイ・エイト）
9499 100 ［税抜］¥98,000

賢いロボット掃除機エレクトロラックス PURE i8。ス
マートに動けるから、留守中に任せても安心。しっか
り吸引。連続使用時間：通常モード 約40分 / ECO
モード 約60分、充電：約2.5時間。約28×33×9cm

PURE i9.2  （ピュア・アイ・ナイン2）
9498 100 ［税抜］¥128,000

賢いロボット掃除機エレクトロラックス　PURE 
i9.2。スマートに動けるから、留守中に任せても安心。
しっかり吸引。連続使用時間：パワーモード 約60分 
/ 通常モード 約100分 / サイレントモード 約120分、
充電：約2 時間。約28×32×9cm

エルゴラピード・パワープロ プラス
9500 100 ［税抜］¥54,880

クラス最高レベル。付属品：隙間ノズル＆ブラシノズル、スーパー
ロングノズル &スーパーロングノズル用アングルブラシ、布用ノズ
ル、ホース、ベッド・プロ・パワー UVノズル。連続使用：通常モー
ド 48分 /最大モード 16分、充電：約4時間。約15×26×107cm



3Dマッサージロール
（家庭用電気マッサージ器）
8686 95 ピンク ［税抜］¥9,074
9095 95 ブラック ［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

ストレッチロール S
8689 95 ブラック ［税抜］¥17,593
9100 95 レッド ［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。充電：約3.5時間（満充電まで）。約φ15×32cm

3DスーパーブレードPRO
9427 95 ピンク ［税抜］¥53,364
9428 95 ブラック ［税抜］¥53,364

お好みに合わせて振動の種類を変えられる本格エクササイ
ズマシーン。さまざまな部位にアプローチして、気になる部位
と全身のスタイルアップをサポートします。USBで音楽（MP2）
再生可能。単4型乾電池（リモコン用）×2。約75×21×43cm

３ＤアイマジックＳ
9423 95 ホワイト ［税抜］¥14,630
9424 95 ブラック ［税抜］¥14,630

目の周りやこめかみをじんわりと温め、ほどよい振動と加圧
で、目もとを優しくケア。半透明のフロント構造。Bluetooth
搭載で体感中に音楽を聞きながらリラックス効果が期待でき
ます。充電：約2時間、電池持続：約60分。約21×8×11cm

3Dネックマッサージャー S
9425 95 レッド ［税抜］¥13,704
9426 95 ブラック ［税抜］¥13,704

ヒーター機能を搭載した大小８つのもみ玉がコリや疲れを
しっかりほぐします。充電：約3時間、電池持続：ヒーター
ONの場合／約40分、ヒーター OFFの場合／約1時間。約43
×15×60cm。医療機器認証番号：301AHBZX00003000

ドクターエア

3Dコンディショニングボール
9098 95 ［税抜］¥12,963

振動する球体で筋肉にアプローチ！ 振動＆ピンポイ
ントアプローチで、セルフストレッチをさらに加速！ リ
チウムイオン充電池内蔵、充電：約3時間。約φ12cm

8686

9100

9427

9423

9425
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ルルド ひざカツマッサージャー
9766 95 ［税抜］¥13,600
ひざ専用マッサージ器。10カ所、全15層のエアバックで
ひざ周りの筋肉をもみほぐします。ひざ、ふともも、ふくら
はぎに対応。２段階調整ヒーター、弱中強マッサージ強度
調整、2つのもみコース機能付き。ファスナーとバックス
で装着します。付属品：ACアダプター。67×30×11cm

ルルド 
ソニックヘッドスパ
エイリラン 2  スカルプ
9430 95 ピンク ［税抜］¥6,364
選べる３つのリアル音波振動！３つのモードからお好みの
プログラムを体感できます。ワンボタンで簡単操作です。頭
全体を深めに包み込むようサイズを改良。男性にも使いや
すくなりました。頭皮を刺激するスカルプケアブラシ付き。
付属品：フェイスシール、USBケーブル。約16×16×22cm

ルルド めめホットチャージプラス
9063 96 ピンク ［税抜］¥5,500
繰り返し使えるホットアイマスク！速暖ヒーター搭載
ですぐにあったかリラックス。連続使用：約2時間。
リチウムイオン充電池内蔵。約21×10×2cm

ルルド
ハンディマッサージャー  リラミンゴ
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（別売）、連続使用：約90分（使
用電池による）。約23×36×6cm

ルルド 
エアマッサージャー リラギョ
9429 95 ピンク ［税抜］¥6,000
疲れた手首や足首を４層のエアバックがしっかり包み
込んでマッサージ。弾力のあるエアカプセルが心地良
くこりをほぐします。付属品：ACアダプター、フェイ
スシール。約18×10×13cm

ルルド 
プレミアムマッサージクッション　
ダブルもみプロ
9431 95 ピンク ［税抜］¥10,000
熟練の手技を研究した「プロもみ」搭載。「もみ下げ」
と「もみ上げ」を40秒毎に自動で切り替えができ、プ
ロもみモード、ゆったりモード、スタンダードモードに
切り替えできます付属品：ACアダプター。
約36×36×9cm

アテックス
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コードレスクリーナー  Y010
7701 97 ブルー ［税抜］¥18,000
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）、約1.3kg

リビングファン  Z710
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。
伸長時は約73cm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。リ
モコン付属。約62×34×29cm

コードレスクリーナー Ver.3  C030
8995 97 クリアホワイト ［税抜］¥25,000
8996 97 クリアイエローグリーン［税抜］¥25,000
アルミハンドルを採用のY010上位モデル。吸引仕事率は、
最大約38Wのハイパワー。標準で約75分の連続運転。３段
階運転。リチウムイオンバッテリー、DCブラシレスモーター
採用。スタンド付属。約14×22×96cm（最大時）、約1.3kg

8998

空気清浄機 C030
8997 97 ホワイト ［税抜］¥42,000
8998 97 ディープブルー ［税抜］¥42,000
360°から空気を吸うための脚がデザインの特徴。静
音、標準、急速、AUTO、花粉の５モード。フィルターは
H12準HEPAに脱臭活性炭とイオン抗菌機能を付加
したものを採用。０（PM2.5対応）。約30×30×50cm

除湿器 D010
9442 97 ホワイト ［税抜］¥43,000
室内干しや結露のジメジメ。コンプレッサー式でパワ
フル除去。５つのモードで自動・湿度設定・強力除湿・
衣類乾燥・送風が選べます。約33×17×51cm

スタイルスチーマー
9440 97 ホワイト ［税抜］¥9,000
9441 97 ディープブルー ［税抜］¥9,000
立ち上がり約24秒、連続スチーム約８分だから長時間
使えます。たっぷりスチームでシワを伸ばし、プレスも
できる2WAYタイプ。容量：110㎖。約11×10×23cm

9441

73538996

プラスマイナスゼロ

±034



スナフキンの忘れもの
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
のペンダントランプ。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

Moomin Monto YE
9546 88 ボタニス ［税抜］¥15,000

山の様なカタチの木のベースに、ムーミンパターンの
ファブリックシェードをあわせたナイトランプ。付属
電球：E-17 40Ｗ 白熱 ミニ球（フロスト）、LED電球
使用可。約φ20×21cm

LED Cardinal P/L BK
9548 88 ブラック ［税抜］¥56,000

６つの光を自由な高さに角度調整できます。自分好
みに光をアレンジできます。迫力のあるサイズ感な
ので、広めのリビングやワンルームにおすすめです。
付属電球：LEDフィラメント電球 E-26/6.5Ｗ × 6、
800lm（白熱球60W相当）。約φ97×58cm

LED Etoile T/L CL
9547 88 クリア ［税抜］¥25,500

Etoile（エトワール）はフランス語で、「星」という意味。
真鍮の素材そのものを生かしたシェードは時間の経
過とともに、少しずつ味わい深い色合いに変化してい
きます。付属電球：LEDフィラメント電球 E-17/4Ｗ、
440lm（白熱球40W相当）。約26×30×25cm

ディクラッセ

LED Solar stone 
8632 88  S ［税抜］¥2,500
8633 88  L ［税抜］¥3,000

センサー式ソーラーライト。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
8632  約15×13×8cm    8633  約17×15×11cm

LED candle Lunga
9544 88  S  ホワイト ［税抜］¥6,000
9545 88  L ホワイト ［税抜］¥7,500

本物の炎のようにオレンジ色グラデーションが美しい
ガラスシェードＬＥＤキャンドル。タイマー機能で自動
点灯・消灯。単3電池 ×2（スターター電池付）。
9544  約φ13×17cm　9545  約φ14×22cm  
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キッチンセンター
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。約33×72×48cm。対象年齢：2歳頃～

マグ・フォーマー
ディスカバリーBOX（71ピース）
9038 90 ［税抜］¥15,500

カーブや車輪など創造が広がるパーツをセットにし
た日本限定商品。材質：ABS、磁石、内容： 71ピース

（14種類の図形、車輪、人形付きパーツ入り）、収納ボッ
クス付、対象年齢：3歳頃～。特許番号：3822062号

マグ・フォーマー
ベーシックセット （30ピース）
9037 90 ［税抜］¥6,600

正三角形と正方形のみの、遊びやすいセット。磁力
を操り簡単な造形あそびが楽しめます。材質：ABS、
磁石、内容：30ピース（三角形 ×12、正方形 ×18）、対
象年齢：3歳頃～。特許番号：3822062号

マグ・フォーマー
ファンシールーム （33ピース）
9443 90 ［税抜］¥4,500

マグ・フォーマーのピースをお家の壁、床、天井などに
見立てて、楽しいあそび場をつくって遊べるセット。お
風呂やベッドなどの遊具パーツ入で、お人形を動かせ
ば想像の世界が広がります。内容：33 ピース、対象
年齢：3歳頃～。特許番号：3822062号

コーディングロボット クリス
9445 90 ［税抜］¥15,000

プログラミングの基礎となる「コーディング」に遊びなが
ら触れられます。問題は難易度ごとに分かれ全16種類。ロ
ボット（クリス）を動かしたい順番に、コーディングブロッ
クをセットし指示を送ると、コード通りにマップ上を動いて
いきます。ロボットの高さ：約13cm。対象年齢：5歳頃～

クアドリラ
ファニー・ファンクションセット
9444 90 ［税抜］¥12,000

階段や鉄琴パーツなどの特殊なパーツと、レール・ブ
ロックを組み合わせて、簡単なコースを作ってみよう！
目で見て、耳で音を聞いて、ビー玉の動きを追いかけ
られるので、低年齢のお子さまにもぴったりです。
箱：約9×46×48cm。対象年齢：4歳頃～
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ミカド珈琲

MAJOリキッドコーヒー無糖
8948 98 3本入（各1,000㎖） ［税抜］¥1,500
8949 98 6 本入（各1,000㎖） ［税抜］¥3,000

清らかで美味しい南アルプスの水でネルドリップ抽
出した逸品。舌触りが滑らかで、口当たりの良い味
に仕上がっております。氷を入れたグラスに注ぐだ
けで、まろやかでコクのある本格的なアイスコーヒー
がお楽しみいただけます。

1948年 東京・日本橋で生まれ、長野・軽井沢でも人気を博す老舗コーヒー専門店。
世界各国から厳選した生豆を使用し、焙煎士たちがじっくり焼き上げております。
日本人の味覚に合う美味しいコーヒーと、コーヒーに良く合う焼菓子をお楽しみ下さい。

ミカド珈琲

トリュフショコラギフト
9447 98 4個入 ［税抜］¥1,250
9448 98 6個入 ［税抜］¥2,000

濃厚なクーベルチュールチョコレートをまるごと一粒、
しっとりとした生地に包み込んで丁寧に焼き上げまし
た。コーヒーとの相性も抜群です。

9448

ワンパックコーヒーギフト
8945 98 20杯入（各8g） ［税抜］¥2,000
8946 98 30杯入（各8g） ［税抜］¥3,000

マイルドブレンドとコクのあるリッチブレンドのセット。
8945   ワンパックコーヒーマイルドブレンド、リッチブ
レンド ×各10
8946   ワンパックコーヒーマイルドブレンド、リッチブ
レンド ×各15

9450 8949

8946

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。

※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。

コーヒーゼリーギフト
9449 98 8 個入 ［税抜］¥2,500
9450 98 9 個入 ［税抜］¥3,000

みずみずしく、口どけのよい食感の中に、芳醇なコー
ヒーの香りと旨みがたっぷり凝縮されています。本格
的な味わいは、まさに「食べるコーヒー」です。

旧軽モカロールケーキ
9446 98 ［税抜］¥2,000

＜ミカド珈琲＞軽井沢旧道店のハウスブレンド「旧軽
通り」を香りが引き立つよう特別な焙煎度合いで丁
寧にローストして練り込んだ生地と、ふんわりなめら
かなコーヒークリームとの絶妙な味わいが楽しめる
ロールケーキです。約15.5cm×1本。470g

モカチョコケーキギフト
8941 98 2個入 ［税抜］¥2,100
8942 98 3個入 ［税抜］¥3,200

甘すぎず濃厚な味わいが特徴の大人のチョコレート
ケーキ。ミカド珈琲のコーヒーをまぶし、リッチな味わ
いに仕上げております。

8942
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ココスツィーゲル
5848 108 12   枚入 ［税抜］¥1,500
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。

9016

5527

オレンジピールチョコレート
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

クッキー詰合せ
9015 108 285g ［税抜］¥3,000
9016 108 430g ［税抜］¥5,000

香辛料やナッツを加えて個性あふれる風味豊かなクッ
キーに焼き上げました。

ソリッドチョコ  詰合せ
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

※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
8206 108 スウィート ［税抜］¥1,800
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
8208 108 9 個入 ［税抜］¥1,500
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。
8208  フィグ × 5、ピスタチオ × 4
8209  フィグ × 6、ピスタチオ × 6

8209

8207

直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。
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菓子詰合せ
6209 105 28 個入 ［税抜］¥3,000
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。
6209   ビスキュイ ×8、チーズケーキ × 6、
              ラ・ガナシュ ×14
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
7290 105 21個入 ［税抜］¥1,850
7291 105 28個入 ［税抜］¥2,450

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。
7290  ノワール × 12、ブラン × 9
7291  ノワール × 16、ブラン × 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

8210 7291

花椿ビスケット
7728 105 24枚入 ［税抜］¥1,675
7729 105 48枚入 ［税抜］¥3,000

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。

7728 7729 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。

サブレ22枚入
9397 105 ［税抜］¥1,000

サブレの身上は、さくさくとした軽やかな食感です。
ココナッツの甘い香りをまとわせたノワドココ、ココ
アパウダーとチョコレートパウダーの陰影豊かな苦み
が特徴のカカオ、２種の詰め合わせ。いつ、どんな場
所にも寄り添える、シンプルな装いと深みのある味わ
いが魅力的です。ノワドココ、カカオ各11枚。

ビスキュイ
7727 105 30枚入 ［税抜］¥2,225
8210 105 50枚入 ［税抜］¥3,350

それぞれにふさわしい素材を吟味して焼き上げました。
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
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

ショコラヴィオン
6207 105 15個入 ［税抜］¥1,150
6208 105 30個入 ［税抜］¥2,300

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
くとした食感を演出します。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。
6207  ノワール ×9、フレーズ ×6
6208  ノワール ×18、フレーズ ×12

6208
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アイス＆ソルベ  6種12個入
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。ストロベリー＆ミルク、抹茶＆ミ
ルク、カスタード、オレンジマンゴー、チョコレート、
キャラメル＆シブスト×各2

焼菓子ギフト ８種15個入
7300 108 ［税抜］¥3,000

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）・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
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。バームクーヘ
ン×１個。
※中身直径10cm

焼菓子ギフト 8 種11個入
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

アソートBOX
9117 108 ［税抜］¥1,000

小麦粉、バター、卵などの基本素材の持ち味を活かし
焼き上げた、パティスリー キハチ人気の焼菓子を詰合
せました。ちょっとした贈り物にぴったりです。
バームクーヘンプレーン・ケークアングレ ×各1、黒胡
麻と黒糖クッキー・バニラクッキー ×各3

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
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
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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。果物専門店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

銀座プレミアムアイス
7792 107 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

銀座千疋屋

銀座フルーツフィナンシェ
9110 107 8 個入 ［税抜］¥2,600
8557 107 12 個入 ［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。
9110  ストロベリー、アップル、マロン、パイナップル ×各2
8557  ストロベリー、アップル、マロン、パイナップル ×各３

8557

銀座ゼリー
7790 107  9 個入 ［税抜］¥3,000
9113 107 16 個入 ［税抜］¥5,000

果物の味をそのまま生かし、上品な香りと優しい甘みに
仕上げた、銀座千疋屋オリジナルのフルーツゼリーです。
7790  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
9113  マンゴー、キウイ、ブルーベリー、さくらんぼ  各
75g×3、グレープフルーツ、ラ・フランス  各75g×2

91139504

銀座フルーツクーヘン
8100 107 16 個入 ［税抜］¥3,000

一層一層丁寧に焼き上げられた生地に、フルーツ果
汁を混ぜ、2層に仕上げました。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、深い味わいが広
がります。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

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。

銀座タルト（フルーツ）
9505 107 1 ［税抜］¥4,000

サクッとしたタルト生地とアーモンドプードルで焼き
上げた生地にカスタード風味のクリームと色とりどり
のフルーツをふんだんにトッピングしました。直径
15cm

銀座ストレートジュース
9503 107 180㎖ × 6本 ［税抜］¥3,000
9504 107 180㎖ × 10 本 ［税抜］¥4,500

旬の時期に収穫した果物をそのまま、砂糖、香料など
を加えずに美味しいジュースにしました。
9503 みかん、ぶどう、りんご、グレープフルーツ× 各1、
パイナップル×2
9504 パイナップル、みかん、ぶどう、りんご、グレープ
フルーツ×各2
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1901年の創業から、お客様に愛され続けて118周年。
美味しさを極めようとする姿勢と情熱は、今も昔も変わりません。
心弾む美味しさをお届けするため、“おいしさの開拓者”として挑戦し、進化し続けます。

新宿  中村屋

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。

新宿  中村屋

うすあわせ
8950 105 16 個入 ［税抜］¥2,000
8951 105 20 個入 ［税抜］¥2,400

あずき・かぼちゃ・さつまいもの自然の味を生かした
風味の良い３種の餡を、うすいパイを重ねあわせたパ
イ生地で包んだ口当たりの良い洋風和菓子です。
8950  あずき×8、かぼちゃ、さつまいも× 各4
8951  あずき×10、かぼちゃ、さつまいも× 各5

8951

あんまかろん
8952 105 12 個入 ［税抜］¥1,500
8953 105 16 個入 ［税抜］¥2,000

木いちご、ちょこ、抹茶、れもん、紫いもそれぞれ風味のよ
い、しっとりした餡とクリームを、アーモンドパウダーを使っ
たさっくりとした生地で包んだ洋風まんじゅうです。
8952   木いちご、れもん× 各3、ちょこ、抹茶、紫いも× 各2
8953   木いちご× 4、ちょこ、抹茶、 れもん、紫いも× 各3

花の色よせ
8958 105 3号（18袋入） ［税抜］¥2,000
8959 105 4号（28袋入） ［税抜］¥3,000

海苔、昆布、黒豆、チーズなど個性豊かな19種類のあ
られを、１袋に７種ずつ組合わせて入れた、華やかで
季節感あふれる食べきりサイズのあられ詰合せ。
8958   春（桜）、夏（朝顔）× 各5、秋（菊）、冬 (椿）× 各4
8959   春（桜）、夏（朝顔）、秋（菊）、冬 (椿）× 各7

民族レストラン
8960 105  6 個入 ［税抜］¥3,000
8961 105 11個入 ［税抜］¥5,000

純印度式カリー、シチュー、ボルシチなどバラエティな詰合せ。
8960  インドカリーチキン、ビーフカリーインド風、欧風ビーフ
カレー、ボルシチ ×各1、ビーフシチュー×2
8961  インドカリーチキン×3、ビーフカリーインド風、欧風ビー
フカレー、ボルシチ、ビーフシチュー×各2

8953

月餅
8954 105 12 個入 ［税抜］¥1,760
8955 105 16 個入 ［税抜］¥2,360

発売してから90余年の中村屋を代表する和焼菓子。
香ばしい皮で包んだ胡麻風味のくるみ入り小豆餡と、
１１種類のフルーツやナッツ入りの木の実餡の詰合せ。
8954   小豆餡 × 8、木の実餡 × 4
8955   小豆餡 × 8、木の実餡 × 8

小形羊羹
8956 105  7本入 ［税抜］¥1,000
8957 105 14本入 ［税抜］¥2,000

上品な甘さの「煉」、煉羊羹に小豆を煉り込んだ「小倉」、
煉羊羹に栗を煉り込んだ「栗」、黒糖風味の「黒光（こっ
こう）」、抹茶風味の「抹茶」、柚子風味の「柚子」の詰合せ。
8956   煉 × 2、小倉、栗、黒光、抹茶、柚子 ×各1
8957   煉 × 4、小倉、栗、黒光、抹茶、柚子 ×各2

8955 8957

8959 8961
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東京生まれのメリーチョコレートは「想いを贈る」をテーマに、安全でおいしい商品を
お届けいたします。また毎年、世界最大のチョコレート展「サロン・デュ・ショコラ パリ」
に出展し、世界からも品質を認められています。

メリーチョコレート

プレーンチョコレート1kg
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195粒。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
7303 105 22枚入 ［税抜］¥1,500
9376 105 41枚入 ［税抜］¥3,000

生地に素材の味を引き立てるフランス産の岩塩を
使用した焼き菓子。ナッツやチョコレートをアクセン
トにバター香るクッキーと軽やかでやさしい甘さの
リーフパイ。素敵なひと時を贈るおいしさが詰まっ
たひと箱です。

ファンシーチョコレート
9375 105 40個入 ［税抜］¥1,500
8156 105 54個入 ［税抜］¥2,000

見た目、味わい、食感、どれをとっても個性豊かな表情で楽
しませてくれるチョコレートが揃いました。プレーンからナッ
ツやフルーツ、抹茶など多彩な素材を組み合わせたものまで
すべてお酒を使用していないので、幅広い世代の方に喜んで
頂けます。5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。

9376

8156

メリーチョコレート

7940

チョコレートミックス
8565 105 160g ［税抜］¥1,000
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、バラエティ豊かな味わい
をタータンチェックの印象的なパッケージに詰め合
わせました。
5月から10月中旬まではクール便で出荷します。

マロングラッセ
9377 105 8個入本 ［税抜］¥2,000
7941 105 13個入 ［税抜］¥3,000

芳醇なブランディの香りを漂わせる、艶やかな琥珀
色の宝石、マロングラッセ。イタリア産の大粒の栗を
じっくりと糖蜜に漬け込み、上品な甘さと深い味わ
い、しっとりやわらかな口あたりに仕上げた大人の贅
沢は、長く、愛され続けるメリーの自信作です。

7941

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。

※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。

ミルフィーユ
9026 105 10個入 ［税抜］¥1,000
9374 105 15個入 ［税抜］¥1,500

幾層にも重なったサクサク食感のパイとサンドされたなめらか
なクリーム、仕上げのチョコレートで大きな幸せが広がります。
9026  アーモンド、ストロベリー × 各3、チョコレート × 4 　
9374   アーモンド、ストロベリー、チョコレート × 各5　
※期間限定：10月〜3月のみ

9374
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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
8522 108 12枚入×1缶 ［税抜］¥1,500
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
9451 108 2枚入×18袋 ［税抜］¥1,500
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
8526 108  8個 ［税抜］¥1,000
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
8528 108 20本 ［税抜］¥1,000
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
8530 108  8個 ［税抜］¥1,000
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
9452 108 ［税抜］¥1,500
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。
9452   プティゴーフル 6袋（12枚）、レーズンケーキ 2個、グレ
メアレン 3個、フラットバークッキー7本
8533   ゴーフル 7枚、プティゴーフル 12枚（2枚×6袋）、レーズ
ンケーキ 6個、グレメアレン 8個、フラットバークッキー 6本、
チョコレートシャラン 6枚、マロングラッセ 4個、パリジェ 6本

8525

8523

85298527

8533

8531

※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¥1,000(税別）かかります。
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スーパースターロール
7307 90 1本入 ［税抜］¥1,300
7308 90 2本入 ［税抜］¥2,600

2018年（3年連続）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。 ※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
6921 90  6個入 ［税抜］¥1,520
6922 90 10個入 ［税抜］¥2,400

2018年（3年連続）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
8062 90 4個入 ［税抜］¥1,400
8063 90 8個入 ［税抜］¥2,600

上質な完熟みかんを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。お子様から通なお
客様までお楽しみいただける商品となっております。

8062 6921

7307

栗づくしセット
8639 90 本 ［税抜］¥2,740

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

遠州森町抹茶使用
もちふわ抹茶クリーム大福
9118 90 4個入 ［税抜］¥1,400
9119 90 8個入 ［税抜］¥2,600

代表的な抹茶の産地の一つ、遠州森町の抹茶をふん
だんに使用。お茶の「渋み」「旨み」を全面に押し出し、

「甘味」はほどほどに。お餅にも惜しみなく抹茶を使
い、クリームはヘルシーな植物性。小豆には味の面だ
けでなく食感にも一役担ってもらいました。

9119

ロールケーキ2種セット
（スーパースター・栗きんとん）
9120 90 本 ［税抜］¥3,750

新杵堂で人気の２本のロールケーキを詰合せました。
スーパースターロール、栗きんとんロール ×各1
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築地ふく竹  明太もつ鍋セット
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
7314 97 270g ［税抜］¥3,500

かねふく特製の調味液でじっくり68時間以上熟成さ
せ旨みを引き出しました。

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
7315 94 450g ［税抜］¥5,000

かねふく特製の調味液でじっくり68時間以上熟成さ
せ旨みを引き出しました。

無着色からし明太子  上切れ子
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。

無着色からし明太子  上切れ子
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。

かねふく

無着色明太子  切れ子
9028 100 500g ［税抜］¥4,000

かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。製造
工程で破れたり、切れたりした「切れ子」をボリューム
たっぷり500ｇでお届けします。
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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
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  ハンバーグセット
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
7903 108 520g ［税抜］¥15,000
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。
7903   3枚　　8559   4枚

85599365

黒毛和牛ロース すき焼き用
9364 108 650g ［税抜］¥15,000
9365 108 900g ［税抜］¥20,000

すき焼の老舗「浅草今半」が選び抜いた黒毛和牛の
ロース肉。とろける様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
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。

黒毛和牛ロース すき焼き用
5800 108 500g ［税抜］¥8,000
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。

4995

今半
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スープ缶詰 詰合せ
6865 100 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
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 ×2、ポテトグラタ
ン・ビーフドリア・チキンドリア各135g ×各2

プレミアムアイス
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㎖ × 各2、アイスミルク抹茶、アイスミルクチョコ
レート 各100㎖ 

ビスキュイ・サンド
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

ガトーセレクション
9455 100 ［税抜］¥3,000

人気のリーフパイとステックケーキとマドレーヌ、クッキーを
アソート致しました。リーフパイ 6枚（レギュラー・シナモン
×各3）、スティックケーキ プティボワ 3本（オレンジ・レーズン・
チョコレート ×各1）、マドレーヌ 5個（バニラ ×3・抹茶 ×2）、
クッキー 3枚（アーモンド・フルーツ・チョコレート ×各1）。

おかゆ・雑炊スープ 5箱 詰合せ
9456 100 ［税抜］¥3,000

ホテルオークラ「山里」作り上げた心づくしの逸品。
心も身体もやさしく温まります。おかゆ250g（特製あ
ん50g付）、玉子がゆ 250g、雑炊スープ  帆立 250g×
各1、雑炊スープ  蟹 250g ×2
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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㎖
6702 90 8本 ［税抜］¥2,580

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

素朴ドリンク 200㎖
9066 90 15本 ［税抜］¥3,100

香酸柑橘と呼ばれる酸味の強い柑橘の果汁に粗糖
だけを加えまろやかな味に仕上げました。独特の
香り・苦みをお楽しみ頂けます。ゆず、レモン、だい
だい×各5

100％ピュアジュース  180㎖
6703 90 10本 ［税抜］¥3,200

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㎖
6704 90 15本 ［税抜］¥4,720

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㎖
6705 90 24本 ［税抜］¥7,500

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

※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。※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。

ピュアフルーツ
寒天ジュレドリンクタイプ 15個
9396 90 15本 ［税抜］¥5,417

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為、とってもクリア
な味。ぷるんぷるんの食感がたまらない！ 持ち運
びに便利なパウチタイプ。みかん・きよみ・不知火 ×
各4、あまなつ×各3
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京割烹店「祇園さゝ 木」は、ミシュランガイド2010年版より10年連続で2つ星、
2020年版で3つ星を獲得しました。味はもちろんのこと、おもてなしへのこだわりにも定評があります。
板前の手元を間近に見ながら、食事を楽しめる時間がまるで劇場のようと人気です。
※ミシュランガイドで3つ星を獲得したのはお店で提供された料理で、本品ではありません。

祇園さゝ 木

国産牛すき焼き風包み蒸し
9512 100 ［税抜］¥5,000

国産牛や玉ねぎ、ゴボウなどの具材と、芳醇な香りの
シェリー酒を使用した「祇園さゝ木」オリジナルの割
下を、紙で丁寧に包み込みました。深みのある味わい
をお楽しみください。135g×5個（具材：国産牛バラ肉、
玉ねぎ、くずきり、しいたけ、ゴボウ、長ネギ、たれ）。

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。

すき焼きセット
9509 98 ［税抜］¥10,000

芳醇な香りのシェリー酒を使用した割下は、柔らかな
肉質と旨味が黒毛和牛をよりいっそう豊かな味わい
に仕上げます。国産黒毛和牛 もも肉250g、肩ロース
肉200g、割下300㎖（濃縮3倍タイプ）付き。

黒豚の金山寺みそ漬け
9510 107 ［税抜］¥3,000
9511 100 ［税抜］¥5,000

温暖な気候で育てられた九州産の黒豚肉を、金山寺
もろみみそをベースにした程よい甘さの漬けだれで
漬けました。旨味が増したお肉をご賞味ください。
9510  100g（もも肉80g・たれ20g）×4枚
9511  100g（ロース肉80g・たれ20g）×5枚

9511

炙り〆鯖 小袖寿司
9513 107 ［税抜］¥3,000

国産の〆鯖を直火わら焼き製法で香ばしく焼き上げ、
ふっくらと炊き上げた酢飯に合わせた「祇園さゝ木」
オリジナルの炙り〆鯖小袖寿司。わら焼きならではの
香ばしさと、間にはさんだ国産のガリがアクセントに
なっています。230g（8切れ）×2本。

西京漬け
9506 99    8 切入 ［税抜］¥7,000
9507 98 12 切入 ［税抜］¥10,000

銀だら、銀鮭、赤魚を程よい甘さの西京味噌だれで漬
け込みました。味噌の香ばしさと、旨味が引き出され
た漬魚の調和した美味しさをご賞味ください。
9506  銀だら・銀鮭 各70g×各3切、赤魚120g×2切
9507  銀だら・銀鮭 各70g×各4切、赤魚120g×4切

9507

パウンドケーキ
9514 107 ［税抜］¥3,000

ランチコースのデザートとしても提供されています。
宇治抹茶を使用した生地に北海道産のあずきを混ぜ
込んだ「抹茶あずき」と、粒よりの能登産大納言あず
きをちりばめた風味豊かな「大納言あずき」、シンプ
ルな美味しさが味わえる「プレーン」の３種類を各1本。
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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

横濱　瓦・横濱白　瓦詰合せ
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
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。

横濱　瓦
7543 105 6個入 ［税抜］¥1,420
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 MAG-BM
9073 105 12個入 ［税抜］¥3,080
丸ごと甘栗の入った濃厚なマロンムース、マロンデ
セール入りのギフトセットです。横濱　瓦、横濱白　
瓦、霧笛楼プリン×各2、横濱仏蘭西瓦、マロンデセー
ル×各3

7544

霧笛楼

※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¥1,000(税別）かかります。

霧笛楼ギフトセット RS-K
9453 105 7個入 ［税抜］¥1,580
霧笛楼一番人気商品の濃厚フォンダンショコラ「横
濱　瓦」をはじめとした人気の焼菓子の詰合せです。
横濱　瓦×2、横濱白　瓦×2、横濱仏蘭西瓦×3

霧笛楼ギフトセット MKG-A
9454 105 12個入 ［税抜］¥2,600
霧笛楼一番人気商品の濃厚フォンダンショコラ「横濱
　瓦」をはじめとした人気の焼菓子の詰合せです。横
濱　瓦×2、横濱白　瓦×1、横濱仏蘭西瓦×3、シトロン
ケーキ、フィグケーキ、ピスターシュダックワーズ×各2
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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。

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。

※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。

● 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。
● 有効期限は発行日より6ヶ月となります。

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

ディナーギフト券

聘珍樓（神奈川 / 横浜 他）
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）
日本料理  おかざき

（宮城 / 仙台）
ホテルニューオータニ

（東京 / 赤坂）
資生堂パーラー 銀座本店

（東京 / 銀座）

日本国有文化財 二木屋
（埼玉 / 北浦和）
リストランテ・アクアパッツァ

（東京 / 南青山）

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）

■下記レストランは一例です。
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53フルーツギフト券

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、お届け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
3826 95 ［税抜］¥4,000

フルーツギフト券 SEコース
3827 95 ［税抜］¥5,500



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・クリスピーサンド・バーのいず

れかと交換できます。
■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
● ハーゲンダッツ ギフト券1枚で、ミニカップ・クリスピーサンド・バーのいずれか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。

ハーゲンダッツ ギフト券

アイスクリームギフト券HAセット
9339 118 ［非課税］¥2,960

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 4枚｡
ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券HDセット
9342 118 ［非課税］¥5,920

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 8枚｡
ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券HBセット
9340 118 ［非課税］¥3,700

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 5枚｡
ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券HCセット
9341 118 ［非課税］¥4,440

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 6枚｡
ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券54



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。

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）
8563 103 SK ［税抜］¥1,800
2015 100 SG ［税抜］¥2,300
2016 98 SA ［税抜］¥3,000
4319 97 ST ［税抜］¥3,500
2017 96 SB ［税抜］¥4,000
2018 95 SH ［税抜］¥5,000
2019 94 SC ［税抜］¥6,000
2020 93 SD ［税抜］¥8,000
2021 92 SE ［税抜］¥11,000
2022 92 SW ［税抜］¥16,000
2023 91 SL ［税抜］¥21,000
2024 91 SQ ［税抜］¥26,000
2025 91 SR ［税抜］¥31,000
4416 90 SX ［税抜］¥51,000

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。

贈られた方が好きな産直グルメを選べるグルメギフト券。
貰った方がお好きな商品を1点お選びいただけるギフト券です。
全14 コースをご用意しました。 



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

ペック / やさしいごちそう56

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

（2品選べるコース含む）

ペック
8739 102 3品選べるコース ［税抜］¥1,700
8740 102 5 品選べるコース ［税抜］¥2,000
8741 102 7品選べるコース ［税抜］¥2,500
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。

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
やさしいごちそうが載ったグルメチョイスカタログです。



9411

9408

お肉のギフト券（システム料込み）
9407 101 MGCコース ［税抜］¥6,000
9408 98 MGEコース ［税抜］¥11,000

57選べる国産和牛 / お肉のギフト券 / 選べる47都道府県

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。

自信をもっておすすめできる国産和牛銘柄の、さまざまな部位のお肉を豊富に
ラインナップ。美味しい召し上がり方レシピも掲載しています。

8324

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

お好きなお肉の中から1 点をお選びい
ただけるグルメカタログです。

全国のグルメを、行った気分で味わえる
ギフトカタログです。

47都道府県ギフト券（システム料込み）
9409 108 Aコース ［税抜］¥3,000
9410 104 Bコース ［税抜］¥4,000
9411 101 Cコース ［税抜］¥6,000

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※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。



選べるギフト58

「ヴァリアスカタログ」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。

ヴァリアス

1026

ご予算別のコース（システム料込み）
1014 95 フランクフルト（商品点数 875点） ［税抜］¥2,800
1015 94 アムステルダム（商品点数 1,410点） ［税抜］¥3,300
1016 93 ジェノバ（商品点数 1,710点） ［税抜］¥3,800
1017 92 トロント（商品点数 1,510点） ［税抜］¥4,300
1018 91 ローマ（商品点数 1,590点） ［税抜］¥4,800
1019 90 マルセイユ（商品点数 1,750点） ［税抜］¥5,800
1020 89 ハンブルク（商品点数 780点） ［税抜］¥7,800
1027 89 ブリュッセル（商品点数 760点） ［税抜］¥8,800
1021 88 キングストン（商品点数 1,000点） ［税抜］¥10,800
1028 88 マンチェスター（商品点数 980点） ［税抜］¥12,800
1022 87 リスボン（商品点数 1,650点） ［税抜］¥15,800
1023 87 ボストン（商品点数 1,540点） ［税抜］¥20,800
1024 87 シアトル（商品点数 1,580点） ［税抜］¥25,800
1025 86 オスロ（商品点数 1,400点） ［税抜］¥30,800
1026 86 モントリオール（商品点数 1,250点） ［税抜］¥50,800

直送商品。別途送料が¥700(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15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。



59たびもの撰華

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。

「たびもの撰華」は、贈られた方がお好きな品を選べるカタログギフト。大きな特徴
は、温泉や宿泊など旅プランが特に充実している点です。他にもレストランプラン
やご当地グルメ、雑貨や伝統工芸品など幅広いジャンルからお選びいただけます。
さまざまな用途に応じて、大変重宝にお使いいただけます。

たびもの撰華
8317 103 桜（約440アイテム） ［税抜］¥3,600
8318 103 楓（約470アイテム） ［税抜］¥5,600
8319 103 椿（約450アイテム） ［税抜］¥10,600
8320 108 梓（約400アイテム） ［税抜］¥20,600
8321 108 柊（約370アイテム） ［税抜］¥30,600

8322 113 橘（約310アイテム） ［税抜］¥50,600
9765 115 檜（約180アイテム） ［税抜］¥70,600
9337 115 楠（約160アイテム） ［税抜］¥90,000
8323 115 極（約210アイテム） ［税抜］¥100,600

8323

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。



地ビール

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビールセット
9224 108 ［税抜］¥4,100

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
ルの飲み比べセット。プレミアム・クリア、プレミアム・ダーク、
クリア、ダーク、白ビール、軽井沢エール、黒ビール、赤ビール
× 各1缶。清涼飛泉プレミアム ×4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
9225 108 ［税抜］¥4,100

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
ルの飲み比べセット。プレミアム・クリア、プレミアム・ダー
ク、クリア、ダーク、白ビール、軽井沢エール  × 各1本。清涼
飛泉プレミアム ×2本。330㎖瓶 、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
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㎖瓶 、Alc.4.5〜6.5度。

ホルゲートバラエティセット
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。Mt.マセドンペールエール、アルファ
クルーシス IPA× 各2本。ロードトリップ IPA、ノート
ンラガー × 各1本。330㎖瓶 、Alc.4.3〜5.8度。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

エチゴビール  エチゴ  FLYING IPA
9226 108 ［税抜］¥6,500

日本最初のクラフトビールメーカーが生んだ、最も
新しくエキサイティングなインディアンペールエール

（IPA）。突き抜ける苦みとさわやかなシトラスの香りが
海外でも人気です。350㎖、24本入り。Alc5.5度。

銀河高原ビール  小麦のビール
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。

COEDO  瑠璃
9708 108 ［税抜］¥6,408

爽やかな飲み口の国産ピルスナービール。ほど良い
ホップの香味が、飲み飽きしない透明感を生み出して
います。その特徴にちなみ瑠璃と名付けられました。
350㎖、24本入り。Alc5度。

雷電カンヌキIPA
9709 108 ［税抜］¥7,176

長野県東御市オラホビールが生んだ個性派のクラフトビー
ル。柑橘系の香りと二杯目を誘うキレが特徴のインディア
ンペールエール（ IPA）。カンヌキは江戸時代伝説の力士  雷
電為右衛門の禁じ手閂に由来。350㎖、24本入り。Alc.6度。
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酒

天山酒造  天山
純米吟醸  蔵元直送
9228 89 ［税抜］¥4,250
ANA国際線ファーストクラス採用酒。地元佐賀の「山
田錦」を55％精米。蛍の郷として知られる天山水系で醸
した純米吟醸はフルーティーな香りと味わいが特徴。和
洋を問わず料理との相性も抜群です。1800㎖。Alc.16度。

五代  山元酒造  芋焼酎造り 
五代梅酒  蔵元直送
9232 108 ［税抜］¥3,500
「全国梅酒品評会2018」金賞受賞。薩摩焼酎の名門
「五代」の原酒で漬け込んだ梅酒は梅の酸味と原酒の
深みが絶妙のバランスで食を引き立てます。1800㎖。
Alc.12度。

老松酒造  本格焼酎
閻魔  陶器カップ付セット
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。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

小澤酒造  澤乃井蔵元直送
東京蔵人・特別純米セット
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。

小正醸造  薩摩の地焼酎セット
赤猿黄猿黒猿
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。

賀茂鶴酒造
純米吟醸  一滴入魂
9710 107 ［税抜］¥3,500
2016年全国燗酒コンテスト最高金賞。2018年ワイングラ
スでおいしい日本酒アワードプレミアム金賞受賞。2019年
日本清酒品評会金賞。広島県産酒造好適米で醸した純米
吟醸。冷でも燗でもお楽しみ頂けます。1800㎖。Alc.15度。

小玉醸造
純米大吟醸  天巧
9712 108 ［税抜］¥6,370
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。ANA国際線ファーストクラス等で採用さ
れた実力の純米大吟醸。和洋中どの料理とも抜群の
相性を示す食中酒の逸品です。1800㎖。Alc.16度。

賀茂鶴酒造　
特製  ゴールド賀茂鶴
9711 104 ［税抜］¥6,000
広島県産酒造好適米で醸した大吟醸。昭和33年発
売の吟醸酒のパイオニア。優雅な香り、芳醇な味わい、
リッチな金箔入りで高級感たっぷりな逸品です。
720㎖×2。Alc.16.5度。
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お米

7757 9516 7469 8807

8805 7479 9040 9518

9515 8076 9517 9519

北海道  ななつぼし  5㎏
7469 88 ［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。

滋賀  みずかがみ  5㎏
9040 89 ［税抜］¥3,100
滋賀の自然環境に配慮して栽培されました。炊きあが
りが白く、光沢があります。ほどよい粘りで、かみしめる
とまろやかな甘みがあり、とても美味しいお米です。

島根県仁多米こしひかり 3㎏
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。

香川県産おいでまい  5㎏
8076 89 ［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。

金賞米  5kg
8807 86 ［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。

山形県産はえぬき 1㎏
7757 83 ［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㎏
8805 81 ［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。

香川県産おいでまい  2㎏
9515 74 ［税抜］¥1,800
粒揃いの色白美人で米本来の食感が楽しめます。

新潟県魚沼産こしひかり 2㎏
9516 79 ［税抜］¥2,000
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。

山形県産はえぬき 5㎏
9517 89 ［税抜］¥3,100
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。

富山県産こしひかり 5kg
9518 87 ［税抜］¥3,200
富山県産こしひかりは、甘みと粘りが非常に美味しい
お米です。

北海道産きたくりん  5kg
9519 87 ［税抜］¥3,200
きたくりんは、粘りや柔らかさなど食感に優れたお米
です。
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お米

青森県産青天の霹靂 5㎏
8074 79 ［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㎏
8808 80 ［税抜］¥3,500
近畿大学農学部と幸南食糧との共同開発商品。新精
米法により、健康と美味しさをまるごと詰め込んだお
米です。お米は山形県産はえぬきを使用しております。

9520 7475 7765 7473

9041 8808 7470 8078

7474 7764 8074 7767

無洗米北海道ゆめぴりか  5㎏
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。

無洗米新潟県産こしひかり  5㎏
7475 88 ［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
ております。

北海道産ゆめぴりか  5㎏
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。

金賞健康米
（北海道産ゆめぴりか使用）  5㎏
7765 84 ［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。

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㎏
8078 79 ［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。

新潟県魚沼産こしひかり 5㎏
7473 81 ［税抜］¥4,400
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。

富山県産こしひかり 10㎏
7767 87 ［税抜］¥6,400
甘みと粘りが非常に美味しいお米です。

岩手  銀河のしずく 5kg
9041 85 ［税抜］¥3,300
宮沢賢治の作品から名づけられたお米です。炊きあ
がったお米は白くて艶やか。あっさりとした粘りに噛
めば噛むほど口の中に甘味が広がります。

新潟県産こしひかり  5㎏
7474 84 ［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。

宮城県産ささにしき  5㎏
9520 89 ［税抜］¥3,200
ささにしきは、粘りが少なく、パラパラとほぐれやすい
あっさりとしたお米なので、お寿司・炒飯・カレー・
雑炊などに良く合うお米です。
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神戸牛ミニステーキ
9274 84 60g × 5枚 ［税抜］¥10,000
9275 84 60g × 8枚 ［税抜］¥15,000

「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、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。

松阪牛  焼肉
8341 88 220g もも・バラ ［税抜］¥5,000
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
8343 88 230g もも・バラ ［税抜］¥5,000
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。

肉

前沢牛ステーキ・ハンバーグセット
9288 88 ［税抜］¥8,000
9289 87 ［税抜］¥12,000

岩手県奥州市の恵まれた自然の中で育った雑味のない味わいの
前沢牛。9288  赤身ステーキ 50ｇ×3枚、ハンバーグ 150ｇ×3
個。  9289  赤身ステーキ 50ｇ×5枚、ハンバーグ 150ｇ ×5個。

前沢牛贅沢セット
8871 89 ［税抜］¥11,000
8872 90 ［税抜］¥17,000

8871 サーロインステーキ、赤身ステーキ 50g ×各2枚、
薄切り200g　  8872  サーロインステーキ、赤身ステー
キ 50g×各3枚、霜降り薄切り300g   

神戸牛すきやき用
9272 84 400g モモ ［税抜］¥10,000
9273 84 600g モモ ［税抜］¥15,000

「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、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。

米沢牛黄木  米沢牛すき焼用
9549 95 220g  肩 ［税抜］¥5,000
9550 88 500g  肩ロース・肩 ［税抜］¥10,000

創業大正12年 老舗「米沢牛黄木」が、一頭単位の目利きをして選
んだ米沢牛のすき焼用をお届けいたします。コクと旨味が味わえる
肩肉、霜降りのバランスが良い肩ロース肉のすき焼用の詰合わせ。

米沢牛黄木 米沢牛ステーキ詰合せ
9551 88 560g ロース・もも ［税抜］¥15,000
9552 90 720g ロース・もも ［税抜］¥20,000

霜降りの柔らかなロース肉、赤身独特のコクと旨味が凝縮したもも
肉のステーキ用の詰合せ。9551 ロース肉2枚(計280g)、もも肉4
枚 (計280g)。9552  ロース肉4枚(計360g)、もも肉4枚(計360g)
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肉

京都モリタ屋  黒毛和牛  ロースステーキ
8347 88 2枚（360g） ［税抜］¥10,000
8348 88 3枚（540g） ［税抜］¥15,000

創業明治弐年の老舗、京都モリタ屋がプロの眼で目利
きしたロースステーキです。

北海道かみふらの和牛・サーロインステーキ
8826 95 約150g×3枚 ［税抜］¥10,000
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 すき焼き食べ比べ
8828 88 各200g もも ［税抜］¥10,000
8829 88 各460g もも ［税抜］¥20,000

特有の甘みと豊かな旨味がある近江牛、きめ細かく上
品な甘みがあり、赤身が脂肪の風味 ･香りと溶け合う
神戸ビーフのセット。

三大銘柄和牛  夢の饗宴薄切り
9268 88 各250g×3種 ［税抜］¥10,000
9269 88 各550g×3種 ［税抜］¥20,000

日本の三大銘柄和牛と称される「松阪牛」「神戸ビーフ」
「近江牛」の食べ比べセット。松阪牛薄切り（切落し）、
神戸ビーフ薄切り（切落し）、近江牛薄切り（切落し）。

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。

東北銘柄牛 すき焼き食べ比べ
9553 98 各170g  バラ ［税抜］¥5,000
9554 85 各400g  バラ ［税抜］¥10,000

「前沢牛」「仙台牛」をセットにしました。9553 前沢牛
すき焼きバラ、仙台牛すき焼きバラ 170g×各1。 9554  
前沢牛すき焼きバラ、仙台牛すき焼きバラ 400g×各1

ブランド牛 モモステーキ 5種食べ比べ
9555 85 5枚（400g） ［税抜］¥10,000
9556 83 10枚（800g） ［税抜］¥20,000

9555  80g×5(松阪牛、神戸ビーフ、仙台牛、飛騨牛、
佐賀牛 各1枚）。 9556  80g×10(松阪牛、神戸ビーフ、
仙台牛、飛騨牛、佐賀牛  各2枚）。

フジチク 馬刺し詰合せ
9559 95 ふじ馬刺し詰合せ【松】 ［税抜］¥10,000
9560 95 馬さしと焼酎の晩酌セット【松】［税抜］¥10,000

本場熊本の新鮮な馬刺しをお届け致します。9559  ふじ馬刺し 
大トロ、中トロ 100g×各1、上赤身100g×2、たれ・生姜各8個
付き。9560  本格米焼酎「馬花誉（うまかよ）」720㎖、ふじ馬
刺し 大トロ、 中トロ、上赤身 100g×各1、たれ・生姜各6個付き。

陣中  仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成
9557 98 300g ［税抜］¥5,000
9558 98 500g ［税抜］¥7,500

「陣中の牛タンは162時間の二段階熟成」。オランダ産
の仔牛のタンを、塩麹を使った陣中秘伝のタレにつけ
込み、低温熟成。柔らかく仕上げ素材本来の濃厚な
旨みを引き出しました。味付け、スライス、目入れ済み。
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伊勢海老ステーキ
8877 89 2切 ［税抜］¥6,800
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。

肉加工品 / 海鮮

浜松・浜名湖うなぎセット
8879 90 4人前 ［税抜］¥11,700
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。
8879  うなぎ蒲焼110g、うなぎ白焼110g、たれ＆山椒、醤油、わさ
び×各2、粉末吸い物 ×4
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40g、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
8881 86 4 個 ［税抜］¥4,500
8882 86 6 個 ［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。
8881 鮭うしお汁280ｇ、つみれ鍋280ｇ×各2  
8882  石狩鍋280ｇ、かに鍋280ｇ、鮭うしお汁280ｇ×各2

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。

丸大食品 煌彩ハムギフト
5953 98 ［税抜］¥3,000
3728 98 ［税抜］¥5,000

5953  特級スモークハム 200g、あぶり焼 焼豚180g、
黒胡椒ミートローフ 170g　　3728  特撰ロースハム
350g､特撰肩ロース 300g、黒胡椒ミートローフ 170g

宇都宮餃子館 人気の３種セット
9651 89 ［税抜］¥4,300

宇都宮餃子館を代表する野菜と豚肉の旨味たっぷりの
健太餃子、しその爽やか風味豊かなシソ餃子、青森県
産の粒ニンニクを増量したニンニク餃子の詰合せ。健
太餃子、シソ餃子、ニンニク餃子  各8個×各2。計48個。

北海道  知床羅臼産 いくら醤油漬け
9652 98 50g× 4パック ［税抜］¥5,000
9653 98 50g× 6パック ［税抜］¥7,000

雄大な大自然が残る知床半島の羅臼町は秋になれば秋
鮭漁一色。沖獲りの銀毛鮭の薄皮原卵を丁寧にもみほぐ
しこだわりの醤油たれに漬け込みました。

南青山「ラ・ロシェル」坂井宏行監修
ローストビーフと特製ガーリックペッパーソース
9649 104 ［税抜］¥5,000
9650 98 ［税抜］¥10,000

9649  ローストビーフ 400g（モモ）、特製ガーリック
ペッパーソース120㎖。　9650  ローストビーフ400g

（モモ）、特製ガーリックペッパーソース 120㎖ ×各2

米沢牛黄木  米沢牛入りハンバーグセット
9647 95 3種（各170g）×各2 ［税抜］¥5,000
9648 94 3種（各170g）×各5 ［税抜］¥10,000

創業大正12年 老舗「米沢牛黄木」のハンバーグセット。
デミグラス、イタリアン、和風と３種類の味わいに直営
レストラン「金剛閣」のレシピで仕上げました。
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高知「明神水産」藁焼き鰹たたき小分けセット
9566 98 ［税抜］¥5,000
北西太平洋で一本釣りにより漁獲した鰹（船上凍結品）を、
高知県の伝統製法『藁焼き』でたたきにしました。藁焼き
鰹たたき4～5ブロック約550g、たれ20㎖ ×8パック、薬味
（すりおろしにんにく5g、すりおろし生姜8g）×各4パック。

鳥取「山陰大松」
氷温熟成 簡単便利な魚惣ギフト匠
9567 98 ［税抜］¥5,000
簡単調理でお召し上がりいただけます。０℃以下で素材が凍
るまでの温度帯で加工や熟成を行い、旨みを引き出す山陰で
生まれた製法です。金目鯛と黄金生姜の煮つけ100g×１、ぶ
り照り焼き70g、のどぐろ煮付け50g、鯵の甘酢漬け150g×各2

ずわいがにしゃぶポーション 250g
9568 90 ［税抜］¥5,000
かに職人が素早く加工し、急速冷凍でかにの旨みを
凝縮。かにしゃぶ・天ぷら・グラタン…幅広く大活躍
の優れものです。約250g（しゃぶしゃぶタレ付き）。

ずわいがに脚 800g
9569 90 ［税抜］¥6,500
お鍋の主役に、バーベキューで豪快に、もちろんその
まま食べて蟹の旨みを存分に味わうも良し、食べやす
さ抜群です。約800g（約4～6脚）。

ずわいがに脚 1.5kg
9570 90 ［税抜］¥10,000
お鍋の主役に、バーベキューで豪快に、もちろんその
まま食べて蟹の旨みを存分に味わうも良し、食べやす
さ抜群です。約1.5kg（約7～10脚）。

ボイルずわいがに 2尾
9571 90 ［税抜］¥10,000
北の極寒の海で育った繊細で繊維質豊富な弾力のあ
る身を持つずわいがに。約550g×2尾。

北海道産ボイル毛がに特大2尾
9572 90 ［税抜］¥18,000
厳選された北海道産の毛がにのみを使用し、新鮮な
ままボイル、急速冷凍をかけて旨味をぎゅっと閉じ込
めました。北の前浜育ちの毛がには身が締まり、美味
しさは格別です。約600g×2尾。

活〆ボイルたらばがに姿
9573 95 ［税抜］¥20,000
今、最も貴重とされるカニの王様「たらばがに」。旨み
がぎゅっと詰まった極上の味わいを豪華にご堪能く
ださい。約1.7kg

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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カレー / 海苔 / 梅干 / お米セット

エスビー食品  ディナーカレーギフト
2082 92 ［税抜］¥2,000
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。
2082  中辛200g×6　　8386  中辛200g×9

8386

エスビー レストランレトルトギフト
9574 85 20 袋入 ［税抜］¥5,000

ギフト限定の2種のオリジナルレトルトカレーや、プロ
仕様の業務用レトルトカレーを20個詰め合わせたオ
リジナルギフトセットです。専門店ビーフカレー中辛､
レストランディナーカレー中辛､牛すね肉のローストオ
ニオンカレー､北海道産野菜のビーフカレー ×各5

中田食品  紀州梅の都
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
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）

8831

大森屋  海苔・ほぐし瓶・お茶漬詰合せ
8830 87 ［税抜］¥3,000
8831 87 ［税抜］¥4,000

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（60
ｇ）×各1。箱：約24×35×9cm
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）× 各2、鶏そぼろ

（60ｇ）×1。箱：約24×43×9cm

8833

大森屋　海苔・ほぐし瓶・カニ缶・お茶漬詰合せ
9575 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
わいがにほぐし身（55ｇ）。箱：26×31×7cm

大森屋　海苔・ほぐし瓶詰合せ
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

話題の人気米3種詰め合わせ
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 × 1

なだ万  和風スープ
9299 100 9個 ［税抜］¥5,000

各素材の味わいを大切にしながら、すり潰したじゃが
いもをベースに昆布や鰹の旨み等を加えて仕上げた
ポタージュ仕立ての和風スープです。冷製でも温め
ても、どちらでもおいしくお召し上がり頂けます。かぼ
ちゃ・渡り蟹・繊維野菜  各130ｇ×3
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4719

AGF ブレンディスティック カフェオレセレクション
7867 96 ［税抜］¥1,000
9654 96 ［税抜］¥3,000

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。
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
9654  カフェオレ深煎珈琲仕立て14g ×12、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×各10、紅茶オレ 11g、抹茶オレ 12g×各5、ココア・オレ 11g×6

9654

UCC ザ・ブレンド
4718 88 ［税抜］¥2,000
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。
4718  ザ・ブレンド114 スペシャル、117スペシャル 

各70g ×各1、炭焼珈琲65g×1
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％ 
各70g × 各1、炭焼珈琲65g×1

カゴメ  野菜飲料バラエティギフト
7884 86 ［税抜］¥2,000
7885 86 ［税抜］¥3,000

カゴメの人気の野菜飲料を詰め合せたバラエティセット。
7884  野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100（ベ
リーサラダ）、野菜生活100（マンゴーサラダ）各200㎖ ×各4
7885  野菜一日これ一本、野菜生活100  各200㎖ × 各6、野
菜生活100（アップルサラダ、ベリーサラダ、マンゴーサラダ）
各200㎖ ×各4

7885

5978

日清＆味の素 ヘルシーオイルギフト
5977 83 ［税抜］¥2,500
5978 83 ［税抜］¥3,000

5977  日清キャノーラ油 600g×2、味の素胚芽の恵
みコーン油、日清ヘルシー E 各600g×各1

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

飲料 / 油

AGF「ちょっと贅沢な珈琲店®」
ドリップパック スペシャル・ブレンド
9655 91 ［税抜］¥3,000

厳選したコーヒー豆を丁寧に焙煎し、深いコクと
芳醇な香りが織り成す、濃厚な味わいに仕上げた

「ちょっと贅沢な珈琲店 ®」ドリップパックのお徳用
100杯入りです。

味の素オリーブオイル エクストラバージン
9656 97 150g ×2 ［税抜］¥1,000
9657 94 150g、200g×各2 ［税抜］¥2,000

日本の食卓に合う風味を追求した、フルーティーな香
りのオリーブオイル  エクストラバージンのギフトです。
和のメニューや素材にかけても、おいしくお召しあが
りいただけます。

9657

味の素オリーブオイル＆新鮮調味料セット
9658 86 ［税抜］¥2,500
9659 86 ［税抜］¥3,000

新鮮なオリーブの風味が適度に香ります。
9658  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×2　
9659  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

9659

上品な旨味調味料詰合せ
9660 80 ［税抜］¥2,500
9661 80 ［税抜］¥3,000

毎日の料理が上品で香りよく仕上がります。
9660  キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ 450㎖、
キッコーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ 450㎖、マルト
モ鰹節屋の白だし 500㎖、マルトモ昆布かつおつゆ 500㎖ ×各1
9661 キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ 450㎖、キッ
コーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ 450㎖、マルトモ鰹
節屋の白だし 500㎖ × 各1、マルトモ昆布かつおつゆ 500㎖ ×2

9661
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麺類

牛タン仙台ラー油詰合せ
9297 98 100g×3個 ［税抜］¥3,000

小さくカットした牛タンを甘辛く煮込み、ゴマ油ベー
スの食油に唐辛子、にんにく等をなじませた調味油と
丁寧に合わせました。ご飯や麺類等に乗せるのはもと
より、多様にお楽しみいただけます。

讃岐うどん
5587 66 ［税抜］¥1,000
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。
5587　50g×9束　　5588　50g×14束

2039 2049

5588

9663

5586

全国繁盛店ラーメン
7926 83 4食 ［税抜］¥1,000
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！ 
7926  札幌「黒帯」・喜多方「一平」各2食 ×各1箱
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
5585 66 ［税抜］¥1,000
5586 66 ［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。
5585　50g ×9束　　5586　50g ×14束

讃岐うどん・信州そば
9662 66 ［税抜］¥1,000
9663 66 ［税抜］¥2,000

香川県名産の讃岐うどんと長野名産の信州そばの
詰め合わせです。
9662   うどん50g ×5束、そば50g ×3束
9663   うどん50g ×8束、そば50g ×5束

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

6942

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

8245

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。

延寿庵  稲庭手延うどん
8244 88 ［税抜］¥3,000
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。
8244　160g×6袋　　8245　160g×10袋
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横濱馬車道あいす＆もなかセット
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

那須千本松牧場  ミレピーニ
9635 100 各110㎖ ×8個 ［税抜］¥4,370
9636 100 各110㎖ ×10個 ［税抜］¥5,082

9635  バニラ、ロイヤルミルクティー、ミルクコーヒー、塩、
チョコレート、ストロベリー、宇治抹茶、ミルク×各1。
9636  バニラ × 3、ミルク、ロイヤルミルクティー、ミルク
コーヒー、チョコレート、ストロベリー、宇治抹茶、塩×各1

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。

9636

下鴨茶寮  料亭のご馳走  特選
9759 105 ［税抜］¥3,850

白いじゃこと鮮やかな山椒の碧が特徴の「ちりめん山椒」、ささ
がき牛蒡とまぐろを炊き合わせた「きんぴらまぐろ」、国産の椎
茸と北海道産の昆布をじっくりと炊き上げた「椎茸昆布」の詰め
合わせ。ちりめん山椒60g、きんぴらまぐろ140g、椎茸昆布120g

下鴨茶寮  料亭の合鴨ロース
9760 105 240g×2 ［税抜］¥6,500

合鴨ロース肉を醤油味で煮込んだ、ほんのり赤身が
残る肉とコクのある煮込みタレが特徴です。そのまま
スライスするだけで、おかずにも、お酒の肴にもなり
ます。贅を尽くした食卓に、ご賞味頂ければ幸いです。

レモン牛乳カップ・ソフト
9761 110 ［税抜］¥3,000

栃木県ご当地ドリンク「レモン牛乳」のカップアイスとアイ
スソフトのセット。乳飲料「関東・栃木レモン」を10％使っ
た、甘味と爽やかなレモンの香りを感じる美味しさです。レ
モン牛乳カップ 140㎖、レモン牛乳ソフト160㎖ ×各6個。

とんきっき餃子  肉・野菜
9762 92 ［税抜］¥5,000

宇都宮餃子会加盟店「とんきっき」の肉餃子、野菜
餃子のセット。たっぷりの栃木県産豚肉と国産野菜
を使用したジューシーな餃子です。肉餃子（18g×20
個）、野菜餃子 (18g×20個）×各2、タレ 3袋 ×4

野菜餃子

乳蔵  北海道プリン
9764 97 ［税抜］¥4,000

北海道産の牛乳を使用し仕上げた「乳蔵北海道プリ
ン」。お好みで添付のカラメルソースをかけてお召し上
がりください。プリン 100g、カラメルソース 5g×各8

北海道じゃがいもバタバタ
9763 97 ［税抜］¥3,900

北海道産の男爵いもと北海道産のバターを合せまし
た。じゃがいもバタバタ 1玉 ×20個。
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フロッシュ  食器用洗剤  
100㎖ 3本セット
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。アロエヴェラ、重曹プラス、ブラッ
ドオレンジ 各100㎖

グルメ / 洗剤

亀田製菓  穂の香 10
3652 90 ［税抜］¥1,000

豊かな風味にこだわり抜いた逸品｡
箱：約24 ×24×9cm

ブルボン パウンドケーキセレクション
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

ブルボンミニギフトバタークッキー缶
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。

ブルボン  デリシャス
9313 90 230g（6種類） ［税抜］¥1,000
7105 90 300g（8種類） ［税抜］¥1,500

素材のおいしさを引き出した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。
9313  箱：約34×24×4cm    7105  箱：約37×26×4cm

7105 AGF・UCC コーヒー・ドリップ緑茶
9631 66 ［税抜］¥1,500
9632 66 ［税抜］¥2,500

甘い香りが特徴のマイルド、しっかりとした苦みとコクのビター。コクの
ある苦味とまろやかな味わいのドリップコーヒー。ドリップタイプの深む
し茶の詰め合わせです。  9631  AGFコーヒープレミアム（マイルド）7g
×2、（ビター）7g×1、UCCドリップコーヒー 8g×3、ドリップ緑茶（深む
し茶）3g×4。  9632  AGFコーヒープレミアム（マイルド）7g×5、（ビター）
7g×4、UCCドリップコーヒー 8g×4、ドリップ緑茶（天竜茶）3g×5

9632

みゆき堂本舗　味わい結び
9633 83 5種類 ［税抜］¥1,500
9634 83 6種類 ［税抜］¥3,000

個包装、缶入りで贈答用・手土産に最適なおせんべい
の詰合せ。 9633  しょうゆ、えびしお、黒糖ミルク ×各
８枚、ざらめ×7枚、うす焼サラダ (15ｇ）×４袋。 9634  
胡麻かき餅、しょうゆ×各12枚、えびしお、黒糖ミルク ×
各16枚、ざらめ×14枚、うす焼サラダ（15ｇ）×９袋。

9634

NANOX＆バラエティセット
9757 79 ［税抜］¥3,000
9758 79 の香 ［税抜］¥5,000

9757  ライオントップスーパーNANOXニオイ専用 本体400g、
つめかえ用 350g、ライオントップクリアリキッド抗菌 300g、
P&G除菌ジョイコンパクト175㎖、ライオンリード冷凍も冷蔵
も新鮮保存バッグ（Ｓ3枚）、キッチンクリーナー 24枚入 ×各1
9758  ライオントップスーパーNANOXニオイ専用 本体400g、
つめかえ用 350g×各2、ライオントップクリアリキッド抗菌
300g、P&G除菌ジョイコンパクト175㎖、ライオントップスー
パー NANOX（16g×2包）、キッチンクリーナー 24枚入、ライオ
ンリード冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ（Ｓ3枚）×各1

9758
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7383

花王

6469 90319030

バブ至福の柑橘めぐり浴
9030 98 40g×12錠 ［税抜］¥500

炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めてほぐす。日
本中の数ある柑橘から４種の香りを厳選。4種×各3

バブ至福の森めぐり浴
9031 98 40g×12錠 ［税抜］¥500

炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めてほぐす。日
本中の数ある森から４種の香りを厳選。4種×各3

食器洗い洗剤 キュキュット
6469 85 オレンジの香り ［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
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㎖

ライオン

8644

ライオンキッチンセット
8643 95 ［税抜］¥1,000
8644 95 の香 ［税抜］¥1,500

新商品、チャーミー マジカ酵素プラスとリードのセットです。
8643  チャーミー マジカ（除菌プラス 220㎖、酵素プラス フルーティ
オレンジの香り 220㎖ × 各1）、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 ×各1）
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㎖、酵素プラス フルーティオレンジの香り 220㎖）、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、M5枚箱入、アクも油もとるシート中12枚入 ×各1）

めぐりズム
蒸気でホットアイマスク無香料
9032 95 5枚入 ［税抜］¥475
9033 93 12枚入 ［税抜］¥1,080

心地よい蒸気が目と目元を温かく包み込み、気分をリ
ラックスするアイマスクです。

9033

チャーミー  マジカ  除菌プラス
8251 80 ［税抜］¥260

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。220㎖

チャーミー  マジカ  酵素プラス
9035 80 フルーティオレンジの香り ［税抜］¥260

酵素のチカラでつけおき分解！ ほったらかし洗いで
ゴシゴシ０へ。フルーティオレンジの香り。220㎖

90358251

トップ  スーパー NANOXギフト
9382 99 ［税抜］¥1,000
9383 99 の香 ［税抜］¥1,500

センイ１本１本から徹底クレンジング！“最高難度の
汚れ”まで落とす！さまざまな贈答シーンに最適な定
番のギフトです。
9382  トップ スーパー NANOX 本体450g ×1、トップ 
スーパー NANOX つめかえ用360g × 3袋
9383  トップ スーパー NANOX 本体450g ×1、トップ 
スーパー NANOX つめかえ用360g ×6袋

9379

トップ  NANOXクリーンセット
9380 92 ［税抜］¥500
9381 92 の香 ［税抜］¥800

人気の超コンパクト液体 洗 剤「トップ スーパー
NANOX」を詰め合わせた「衣料用洗剤＋台所用洗
剤」のセット。
9380  トップ NANOX16ｇ2包 ×2、チャーミーグリーン
260㎖、スポンジ ×各1
9381 トップ スーパーNANOX 420g特撰品、チャーミー
マジカ酵素 + フルーティオレンジの香り 220㎖ ×各１

アタック ZEROギフト
9378 104 ［税抜］¥1,000
9379 109 の香 ［税抜］¥1,500

ゼロ洗浄で、落ちにくい汚れ・生乾き臭・洗剤残りゼロ
へ。洗うほど衣類がよみがえります。
9378　アタック ZERO本体400g、アタック ZEROつ
めかえ用360g×各1
9379　アタック ZERO本体400g×1、アタック ZERO
つめかえ用360g×2

9381

9383

花王 / ライオン
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セイコー シチズン

セイコー 置時計
9561 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。電池：SR626SW×1。素
材：アクリル。約9×7×3cm

セイコー 電波デジタル時計
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
能付き。素材：プラスチック枠。約11×23×5cm

シチズン ソーラーアシスト電源
電波目覚まし時計
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。単３電池 ×3。約10×16×6cm

シチズン
ソーラーアシスト電源電波時計　
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

リズム

セイコー 電波掛時計
9562 83 ［税抜］¥7,000

木枠を使用し大きな文字で時刻がはっきり見えやす
い電波掛時計。単3マンガン電池×1。素材：木枠。
約33×33×5cm

セイコー マルチサウンドクロック
9563 83 ［税抜］¥16,000

500㎖缶サイズのコンパクトサイズで多彩な機能を
備えた防水マルチサウンドクロック。電池：交流電源。
素材：プラスチック。約15×7×6cm

リズム 電波目覚まし時計
9564 83 ［税抜］¥3,000

デジタル電波目覚まし時計。電子音アラーム。12時
間／24時間表示切替式。六曜表示つきカレンダー、
温度／湿度表示機能、文字盤照明ライト付き。単３
電池 ×２。素材：プラスチック。約9 ×15×4cm

リズム
マンスリーカレンダー電波時計
9565 83 ［税抜］¥10,000

デジタル電波時計。六曜表示つきマンスリーカレンダー
（表示される祝日は2018年9月時点で確定しているもの
です）。12時間／24時間表示切替式。温度／湿度表示
機能。単３電池 ×2。素材：プラスチック。約28×28×3cm
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ガーミン APPROACH S40
9630 105 ブラック ［税抜］¥34,800
直感的な操作が可能な1.2inchフルカラータッチスクリーン。ショッ
ト位置や軌跡、使用クラブを自動記録。グリーン手前、中心、奥ま
での距離をヤーデージ計測。グリーン形状も一目でわかるグリーン
ビュー機能。ハザード、ドッグレッグ情報表示に対応。約4×4×1cm

ガーミン  Instinct Graphite
9629 105 ブラック ［税抜］¥32,800
高い耐熱性・耐衝撃性・耐水性のGPSウォッチ。あらゆる
環境で測位可能。日々の心拍数、アクティビティ、ストレス
のモニタリングも可能。TracBack機能搭載。バッテリーは
スマートウォッチモードで最長14日。約5×5×2cm

MAG  デジタル時計カッシーニ
9174 70 ［税抜］¥2,000
温度湿度、カレンダー表示付きアラームクロック。タッ
チセンサー式でライトが点灯します。アラーム、スヌー
ズ、単４電池×2（別売）。約9.5×9×5cm

MAG  電波時計ウッドライン
9624 70 ［税抜］¥3,000
記念品に最適な木目調の温度湿度表示、カレンダー表示付
きデジタル電波目覚まし時計。電子音アラーム、スヌーズ、
ライト。素材：ABS樹脂。単４電池×2（別売）。約7×15×4cm

アデッソ ブルブルクラッシュ
振動アラームクロック
9625 70 ［税抜］¥3,000
普通のアラームで起きられない人の為に振動で起こ
す。単３電池 ×2。素材：ABS樹脂。約9×9×3cm

ＭＡＧ 電波時計エアサーチミチビキ
9626 60 ［税抜］¥4,000
清潔感のあるデジタル電波目覚まし時計。電子音アラーム、ス
ヌーズ、ライト。部屋の環境表示（インフルエンザ注意・熱中症
注意・乾燥注意・快適を表示）、温度湿度、カレンダーを表示しま
す。単3電池 ×2付き（別売）。素材：ABS樹脂。約10×14×5cm

ＭＡＧ 日めくり電波時計デイトン
9627 63 ［税抜］¥5,000
日めくりデザインの置掛兼用デジタル電波時計。電子音アラー
ム。部屋の環境表示（インフルエンザ注意・熱中症注意・乾燥
注意・快適を表示）、温度湿度、カレンダー、六曜を表示。単３
電池×2付（モニター用）。素材：ABS樹脂。約23×17×3cm

アデッソ
ワイヤレスチャージングクロック
9628 70 ［税抜］¥6,000
置くだけでスマホの充電ができます。Ｑｉ商品規格の
み、USB充電もできます。ACアダプター。単3電池 ×
2付（補助）。素材：ABS樹脂。約5×17×9cm



76 繊維 / 寝具

トゥルースリーパー
セブンスピロー シングルサイズ WS
9183 98 ［税抜］¥14,800

まくらの概念を超える低反発枕「トゥルースリーパー
セブンスピロー」。頭から背中まで七つの部位を支え
る設計。大きなサイズであなたをつつみ首・肩・背中
までラク～な枕。約68×90×9cm

今治純白タオル
9582 62 ［税抜］¥1,500
9583 62 ［税抜］¥2,000
9584 62 ［税抜］¥2,500
9585 62 ［税抜］¥3,000
9586 62 ［税抜］¥5,000

日本ジャガード紋繊タオルの産地今治。今治タオルの
原点純白を基本に丁寧に仕上げました。ふっくらと心
地よい仕上げのタオルです。綿100％
9582　ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 1　
9583　フェイスタオル × 2
9584　ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 2　
9585　ハンドタオル × 1、バスタオル × 1
9586    ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 2
             バスタオル × 1、

9584 95859582 9583

認定番号
第2019-1206号

9586

トゥルースリーパー プレミアケア
スタンダードタイプ 5.0  シングル
9184 98 ［税抜］¥24,800

従来のトゥルースリーパー プレミアケアの寝心地はそ
のままに、防ダニ加工を新採用。季節に合わせて使
えるリバーシブル保護カバーが年間を通して快適な
睡眠をサポートしてくれます。約195×97×5cm

トゥルースリーパー
プレミアケア 5.0  ダブル
9576 98 ［税抜］¥28,800

従来のトゥルースリーパー プレミアケアの寝心地はそ
のままに、防ダニ加工を新採用。季節に合わせて使
えるリバーシブル保護カバーが年間を通して快適な
睡眠をサポートしてくれます。約195×140×5cm

エアーヨーン ダブルサイズ
9577 95 ［税抜］¥14,800

まるで雲の上のような寝心地！ たった３分で膨らむ
エアーベッド。高反発・低反発も調整自在！ 
約205×135 ×45cm

クイーンズ
防炎タオル
9578 75 S ［税抜］¥650
9579 75 L ［税抜］¥850

天ぷら火災等の初期対応として、災害時の避難用マス
クとして、頭巾としても使用できます。この防炎加工は
従来の難燃加工と違い硬くならずソフトな仕上がり
で水もよく吸います。綿100％（難燃加工）。
9578   約34×36cm　　9579   約34×65cm

今治タオル  伊予のうすべに
9580 75 ［税抜］¥3,000
9581 75 ［税抜］¥5,000

「伊予のうすべに」は、厳選された綿を使用し手間暇を
かけた晒や染めを徹底しています。愛情をそそぎ、うす
べに色に染め上げた、使い心地のよい極上のタオルです。
9580   バスタオル ×1
9581   バスタオル、フェイスタオル、ウォッシュタオル × 各1

9579

9581
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MISOKA
MISOKA 歯ブラシ 3本セット
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。

フェスティノ
フェイシャルスキントリートメント
9187 90 ピンク ［税抜］¥2,700

マイクロカレント＆約10000回／分の音波振動。美
容成分が角質層まで浸透し、ハリ艶・潤いを与えます。
約2×3×14cm

美容

フェスティノ
フェイシャルハンディミスト
9664 90 ピンク ［税抜］¥5,000

乾燥したお肌にも瞬間ミストでいつでも潤いキープ。
メイクの上でもしっかり肌まで届く、潤い微粒子ミス
ト噴霧。約21×38×12cm

フェスティノ
フェイシャル EMSピーリング
9665 90 ピンク ［税抜］¥7,000

毛穴洗浄ピーリングと肌引き締めEMSローラーの
2Wayヘッド。肌の悩みにしっかりアプローチ、自宅
で簡単セルフエステ。約27×42×18cm

フェスティノ
フェイシャル
モイストナノスチーマー
9666 90 ピンク ［税抜］¥8,000

肌の隅々まで届く潤いトルネードナノスチーム。「ナノ」
サイズのミストが角質層までしっかり浸透、至福の肌
ベースケア。約14×12×21cm

スレンダートーン  フィットプラス
9668 98 ブルー ［税抜］¥9,800

EMS初心者の方や気軽に始めたい方におすすめ。自動レ
ベルアッププログラムで難しい運動管理設定はありませ
ん。お家でリラックスや家事をしながら腹筋トレーニング
ができ、機能的で引き締まった理想のボディへ導きます。
単４電池×3。本体：約8×11×2cm、ベルト：約100×13cm

ブルーマジック
9667 95 ［税抜］¥6,800

普段お使いの椅子や車のシートに敷くだけ！ 背中や
腰の負担を和らげ、ラクラク快適な座り心地を実現
します。硬い椅子に座るのがつらいご年配の方、長
時間のドライブや座り仕事の多い方におすすめです。
約34×41×5cm

フェスティノ
フェイシャルホットトリートメント
9186 90 ピンク ［税抜］¥2,300

ピンポイント潤い温熱ケア。マイクロカレント＆約
13000回／分の音波振動、角質層へ美容成分の浸透
促進。じんわり温まる温熱ヘッドでリラックス。
約2×2 ×12cm



78 クロス / パーカー

クロス パーカー

クロス ベイリーライト ボールペン
9587 75 ブラック ［税抜］¥2,000
9588 75 グレー ［税抜］¥2,000

「ベイリーライト」は、高級筆記具の伝統的なスタイルを
踏襲しつつ、レジン（合成樹脂）製のボディをまとった、カ
ジュアルに使っていただけるシリーズです。約14×1cm

クロス コベントリー  ボールペン
9589 75 ブラッククラッカー ［税抜］¥3,000
9590 75 ブルーラッカー ［税抜］¥3,000

年代や性別を問わず、幅広い層の方に使っていただけ
るシンプルなシルエットの、ビジネスギフト向けコレ
クション。約14×1cm

クロス エイティエックス ボールペン
9591 75 バソールトブラック ［税抜］¥5,000
9592 75 トランスルーセントブルーラッカー ［税抜］¥5,000

「ATX」は、ヨーロピアンテイスト溢れるコンテンポラリー
なシリーズ。余計な装飾を加えない太軸で流線型ボディと、
現代的で洗練されたフィニッシュが特徴です。約14×1cm

クロス センチュリーⅡ ボールペン
9593 75 ブラックラッカー ［税抜］¥10,000
9594 75 メダリスト ［税抜］¥10,000

「クラシック センチュリー」のデザインを受け継ぎながら
も、ボディを一回り太く、さらにシングルリングを配した後
継モデル。男女問わずご使用いただけます。約14×1cm

パーカー ＩＭ  ボールペン
9595 84 GT ［税抜］¥2,000
9596 84 ブルー CT ［税抜］¥2,000

確かな機能性とモダンなデザインを併せ持つ、パー
カーのエントリーモデル。普段使いに適したボール
ペン。約14×1cm

パーカー ＩＭ  ボールペン
9597 84 ブラックCT ［税抜］¥3,000
9598 84 ロイヤルブルー CT ［税抜］¥3,000

確かな機能性とモダンなデザインを併せ持つ、パー
カーのエントリーモデル。高級感のあるラッカー仕
上げ。約14×1cm

パーカー アーバン プレミアム ボールペン
9599 84 ラックブラックCT ［税抜］¥5,000
9600 84 ネイビーブルー CT ［税抜］¥5,000

モダンでスタイリッシュな「パーカー・アーバン」からツイ
ストタイプのプレミアムなボールペンが登場。ピンストライ
プの装飾を纏ったラグジュアリーな逸品です。約14×1cm

パーカー ソネット ボールペン　
9601 84 ラックブラックGT ［税抜］¥12,000
9602 84 ラックブラック CT ［税抜］¥12,000

ベーシックなブラックのボディに、ゴージャスに輝くゴール
ドやクールな印象のクロームカラーをコーディネート。スタ
ンダートながらも上質な雰囲気を演出します。約14×1cm

9599

9600

9601

9602

9597

9598

9595

9596

9591

9592

9593

9594

9589

9590

9587

9588
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ぶんぶんチョッパー
スーパー DX（ウィスク付）
9208 86 ［税抜］¥2,200
電池も電源も必要なし、持ち手を手前に引っ張るだ
けで、手軽にみじん切りができます。耐熱温度：蓋
80℃、本体70℃。ホイッパー付属。約φ13×14cm

9灯式 LEDパワーライト
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
トラップ付きで携帯に便利。単4電池×3（別売）。
約φ3×9cm

まぜ卵
9217 75 イエロー ［税抜］¥380
先端の刃で、生卵の白身を切りながら混ぜると綺麗
に黄身と白身が混ざります。約23×1×1cm

関孫六  ツメキリtype101
9189 75 ［税抜］¥1,300
関孫六の伝統から生まれた爪切。切った爪が飛び
散らないサイドポケット付き。滑らかなヤスリ掛けが
できるエッジング加工のＵ字溝ヤスリタイプ。
約9×3×2cm

パニーニ風 ホットサンドメーカー ダブル
9223 72 ［税抜］¥2,500
パニーニ風の焼き目がおしゃれなダブルホットサンド
を作れます。真ん中に仕切りがあるのでハーフサイズ
に簡単に切り分けられます。約15×36×3cm

ハリオ  だしポット
9671 85 ［税抜］¥2,500
電子レンジで手軽にだしが取れるポット。ポットの底
まで届くストレーナーでうま味を引き出し、ポットの縁
に引っかけてしっかり抽出できます。約15×12×13cm

ハリオ　漬物グラス・スリム
9670 85 ［税抜］¥2,000
コンパクトな漬物器。におい移り・色移りの心配があ
りません。スリムな形状で、冷蔵庫のドアポケットに
も入ります。本体、重石は耐熱ガラス製で重石にはシ
リコーンカバーが付いた安心設計。約φ10×14cm

マーナ  トーストスチーマー
9669 75 ブラウン ［税抜］¥1,080
水に浸してからパンと一緒に焼くだけで、外はサクッ、
中はふわっと美味しく焼き上げるトーストスチーマー
です。トースターの中に入れて置けるかわいいミニ食
パン形状。約4×10×5cm
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ホームスワン 電気たこ焼器  １８穴
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

キントー トラベルタンブラー 350㎖
9221 89 ホワイト ［税抜］¥2,600

真空二重構造により、ドリンクの温度や風味を長く
キープ。取りやすいくぼみのあるフタと携帯しやすい
サイズでどこでも持ち運びたくなります。約φ7×17cm

京セラ
セラブリッドタンブラー  420㎖
9222 89 白 ［税抜］¥3,500

陶器の様な風合い。真空二重構造で保温・保冷効力
があるタンブラーの全面にセラミック加工が施された
機能的な逸品。金属臭が移りません。約φ8×16cm

関孫六
ニッパーツメキリ
9673 75 ［税抜］¥3,300

足などの硬い爪や、厚い爪に適したニッパー爪切り。
操作性の良い、スプリング付タイプ。刃部：ステンレ
ス刃物鋼、バネ：ステンレスバネ鋼、樹脂部：ポリア
セタール。

ホームスワン  My ホットプレート
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21×31×8 cm、700W

野田琺瑯   バターケース 200ｇ用
9672 88 ［税抜］¥2,800

においうつりがなく冷却性の高い琺瑯と天然木の蓋を
組み合わせたバターケース。天然木の蓋をカットボード
にしてバターを切り、そのまま食卓へ。約16×10×5cm

プリズメイト 
充電式
マルチハンディファン
アロマトレー付
9674 64 ［税抜］¥3,500

付属のクリップフックでパソコンやベビーカーに付
けたり生活スタイルに合った使い方が可能です。
約10×4×21cm

プリズメイト
ハッコウ ブロック
楽しく使えるレシピブック付
9675 64 ［税抜］¥4,000

ダイヤルを回すだけのシンプルな操作でさまざまな
発酵食品を作ることができます。約11×11×22cm
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ツインバード  オーブントースター
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

ツインバード  サーキュレーター
9243 76 ［税抜］¥4,000

お部屋の温度ムラ解消、エアコンと同時使用で冷暖房の
効率アップ。角度は水平から真上90°まで５段階調整可
能。風量3段階切替、ファン径約18cm。約16×28×28cm

ツインバード
サイクロンスティック型
クリーナー  con・te
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

プリズメイト
フォンデュブロック
楽しく使えるレシピブック付
9676 64 ［税抜］¥4,000

火を使わないため安心して小さなお子様ともフォン
デュをお楽しみいただけます。約13×13×13cm

リバーライト 極 JAPAN
フライパン 20cm
9677 88 ［税抜］¥4,700

熱が素早く食材に伝わり、旨味を逃がさず調理。特殊
（窒化）熱処理した鉄の表面は、極めてサビにくく、キズ
にも強く、お手入れ簡単。使うたびに自然に鉄分が摂
取できるのも鉄の嬉しい特徴です。約37×20×9cm

ドリテック  上腕式血圧計
9678 75 ［税抜］¥5,000

６段階で血圧値のレベルを表示。測定範囲 圧力：0 ～
300mmHg、測定範囲 脈拍数：40 ～199拍毎分、測定精
度 圧力：±3mmHg以内、測定可能腕周囲：22～32cm、
単3乾電池 ×4個（動作確認用）付き。約11×14 ×7cm

ドリテック
超音波洗浄器  ソニクリア
9679 74 ［税抜］¥5,000

超音波の力で微細な汚れもスッキリ洗える。定格消費電力：
35W、定格運転時間：約5分、タンク容量：約 500㎖、付属
品：洗浄カゴ、超音波周波数：43kHz。約13×20×13cm

野田琺瑯  ポトル 1.5ℓ
9680 88 ホワイト ［税抜］¥5,000

ケトルにもポットにも両方の役割を発揮してくれてる
琺瑯製品です。デザイン・使用感・洗いやすさ、全てに
おいてこだわった新しい定番です。約23×13×18cm
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ツインバード  くつ乾燥機
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

ホームスワン  そのままホットサンド
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

ツインバード
ハンディーアイロン＆スチーマー
9249 76 ブルー ［税抜］¥5,000

服のメンテナンスが驚くほど手軽にできます。繊維の
奥に潜んだニオイもスチームが吹き飛ばすのでタバコ
のニオイが気になるときに、服をハンガーにかけたま
まさっとひと当てするだけでＯＫです。約8×34×10cm

ミヤコ  茶き  くろいろ急須 0.38ℓ
9681 88 ［税抜］¥5,000

色移りや匂いが付きにくいステンレス製。様々な味わいの
緑茶を１つの急須で楽しめます。サビにくく衛生的で、耐久
性に優れ、保温性もあります。茶こし付き。約15×12×9cm

プリズメイト
アロマ超音波式加湿器
9682 70 ［税抜］¥5,000

熱くならない超音波式、アロマトレー付なのでお好み
の香りをミストにのせてお楽しみいただけます。
約14×15×28cm

ミニミシン
9683 64 ［税抜］¥5,000

シンプルな機能で初めてミシンを使用される方でも
操作が簡単。約20×13×21cm

ホームスワン  フードチョッパー
9684 68 ［税抜］¥5,000

電気でみじん切りが出来る。大根おろしもスイッチ一
つで簡単に！  素材：ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス。
約16×18×24cm

ホームスワン
トライタンボトルブレンダー 600㎖
9685 68 ［税抜］¥5,000

落としても割れにくいトライタンボトル。飲み口蓋を
変えそのまま飲める。素材：トライタン樹脂・ABS樹
脂・ステンレス。600㎖。約13×12×36cm
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京セラ
セラミックステーキナイフ 2本セット
9686 88 ブラック ［税抜］¥6,000

ファインセラミックを採用。細かいマイクロギザ刃が、ス
テーキをしっかり捉えるので、分厚いステーキでも軽く
スーッと切れ、おいしい肉汁を逃がしません。刃渡り11cm

スティック& ハンディ
2WAYクリーナー
9687 70 ［税抜］¥7,000

スティッククリーナーでもハンディクリーナーでも使
える２WAYタイプ。約25×15×101cm

ツインバード  シートマッサージャー
9688 75 ［税抜］¥8,000

高級感のあるクロスデザインのシートマッサージャー。
寝ころんだ状態でも使用可能。リモコン付き。医療機器
認証番号：220AGBZX00097000。約47×5×90cm

ドリテック  バキュームシーラー
9689 73 ［税抜］¥8,000

自動で空気を吸引、シールで密封するバキュームシーラー。
最大真空圧：- 68kPa、最大ロール幅：28cm、専用ロール
フィルム付き。材質：ABS樹脂。約18×39 ×8cm、130W

人感センサー付
セラミックファンヒーター
9690 64 ［税抜］¥8,000

人感センサー機能、オートオフ機能により自動停止す
る安心・節約設計。約11×10×19cm

ドリテック IＨクッカー  ピッコリーノ
9691 64 ［税抜］¥9,000

A4 サイズより小さいＩＨ調理器。加熱調理：100 ～1000W（10段階）、定温
調理：60～100℃ (5℃刻み)、保温機能：60 ～ 80℃ (30分間）、切り忘れ機
能、高温注意表示、対応鍋底サイズ：10 ～16cm(直径）。約21×21×5cm

ツインバード サイクロン家庭用クリーナー
9692 75 ［税抜］¥10,000

しっかり吸い取る横型サイクロンクリーナー。軽量コ
ンパクトで持ち運びラクラク。大容量1.1ℓダストケー
ス。２ＷＡＹすき間ノズル付き。電源コード長：約
4.5m。約28×34×23cm。

ロイヤル
Cheetah TALK（チータートーク）
9693 104 ［税抜］¥10,000

シンプルな操作で、スマートに話せる。使うたびに、あなたに
最適な翻訳機へ。ユーザーマニュアル、保証書、充電ケーブル
付き。対応言語数：32言語、42ヵ国語。連続使用：約24時間。
通信方式：Bluetooth BLE4.0以上。約1×3×14cm
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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
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

リアカメラ付ドライブレコーダー
9254 74 ブラック ［税抜］¥10,000

後方もしっかり録画できます。電源電圧 /入力：DC12V 〜
24V(DC5V/500mA)。フロントカメラセンサー：100万画素、
リアビューカメラセンサー：30万画素。microSDHCカード
(クラス 6以上推奨 /容量8〜64GB)。約6×7×3cm

輪島キリモト
あすなろの BENTO-BAKO
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
ヒノキチオールは殺菌作用もあります。約21×9×6cm

MoriMori 
LED ランタンスピーカー
9695 102 ダークグリーン ［税抜］¥11,800

スマートフォンなどからBluetooth接続により音源再生。
調光可能なLEDライト。５時間（最大７時間）の連続音源
再生＆ライトアップ。ガラスシェード 1個、MicroUSBケー
ブル 1本付き。（ガラスグローブ装着）約11×11×28cm

ベルソス  オイルカットフライヤー 
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

プリズメイト
アロマ超音波式加湿器 Ms.ミスト
9694 68 ［税抜］¥10,000

水、霧も熱くならない超音波式を採用しています。2.5
ℓの大容量タンク！ 約16×17×32cm

ベルソス
ダブルペルチェ10ℓ保冷温庫
9245 80 白 ［税抜］¥12,800

設定氷点下可能。ダブルペルチェで冷却機能アップ。
冷温機能でフルシーズン使用可、AC：DC電源対応
で車載も可能。約24×30×40cm

オークス
大人の鉄板小  蓋付き
9150 90 ［税抜］¥13,000

調理してそのまま食卓へ。板厚4.5ｍｍの厚い鉄板は広
く全体が温まることで焼きムラを防ぎ、表面を焦げ付か
せずに緩やかに食材の内部へ熱を伝えることが出来ま
す。約42×16×10cm（蓋含む）、焼き面：約25×15×2cm
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ティファール  インジニオ・ネオ
IHルビー・エクセレンス  セット6
8647 105 ［税抜］¥13,500

6層「チタン・エクセレンス」コーティングで、こびりつきにくさ長持ち。
（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。

BONIQ  低温調理器「ボニーク」
9247 98 ホワイト ［税抜］¥19,800

タンパク質が縮まず、肉汁流出を最小限でとどめる低
温調理で、固くなりがちな赤身肉や鶏むね肉なども、
驚くほどみずみずしくしっとりジューシーに。
約37×10×11cm、800W

プリズメイト
アロマ超音波式加湿器
Sablier
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た一歩大人の加湿器です。
約17×17×80cm

ベルソス
車載搭載可能氷点下保冷庫２０ℓ  
9248 80 ［税抜］¥33,000

アウトドアでも氷点下保冷！家庭でも車でも。最大
設定氷点下20度、飲料や食品のストックに、キャンプ
でも大活躍。コンプレッサー式。約57×32×32cm

ライフスタイル

シフラス
自立式ポータブルハンモック
9696 77 ［税抜］¥15,000

インテリア、アウトドアとして使用できる自立式ポータ
ブルハンモック。約238×76×82cm

MoriMori W Speaker
9697 102 アイボリー ［税抜］¥19,800

２段階調光のLEDライトを兼ね備えたBluetoothスピー
カー。ご自宅のさまざまな場所に置いても、各々のスピー
カー再生を楽しめます。専用キャリングケース付き。充
電式。MicroUSB接続常時点灯可能。約φ8×11cm

AARKE
カーボネーター 2
9698 100 ブラック ［税抜］¥25,000

スウェーデン・ストックホルム発。北欧独特のリアル・
シンプル、美しさを極めたソーダサーバー。ウォーター
ボトル付き。ガスシリンダー別売。約25×15×42cm

ルカーノ プレミアム エディション
9699 80 ゴールド ［税抜］¥30,000

発売10周年を記念したプレミアムカラー。デザイン性、機
能性を兼ね備えた出しっぱなしにできる踏台。片手で簡単
に折りたため、コンパクトに収納できます。最大使用質量
100kg。使用時：48×57×56cm、収納時：48×16×62cm
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RFボーテ フォトプラス
9088 99 ［税抜］¥37,000

幅広い肌の悩みに対応したオールインワン美顔器。「ディー
プクレンジング」、「うるおい保湿」などに加え、EMSによ
る「表情筋ケア」、フォト（赤色LED）による「エイジングケ
ア※」など、全５モードを搭載。充電：約2.5時間、動作時
間：約40分。約4 ×6×19cm　 ※年齢に応じたケア

スカルプドライヤー
9086 99 ロゼ ［税抜］¥20,000

高性能ドライヤー ×頭皮リフトケア。じんわり温かい
遠赤外線を含む風と、毎分3,700回の美容音波振動
で頭皮をケア。ダメージレスに髪を乾かせるだけでは
なく冷えて固まった頭皮を温めリズミカルに揉み込ん
で上へ上へと引きあげます。約11×19×30cm

WAVY
9087 99 ［税抜］¥30,000

3Dを超えた４Ｄドレナージュ※美容器。特許を取得し
たトルネード形状ローラーが、立体的に刺激を与え、独
自開発の「LIFT WAVE EMS」が、深部の筋肉も効果的
に刺激します。動作時間：約1.5時間、充電：約3時間。
防水レベル：IPX7。約9×6×18cm　※エステの手技

ミーゼ ヘッドスパリフト
9604 99 ピンク ［税抜］¥12,500

ヘッドスパもお顔のケアもこれ1台。ヘッドスパサロンの
「つかみもみ」「つまみ上げ」を再現した心地よい動きで、
すっきりした印象のお顔へ。連続使用：約20分 (満充電
時） ／充電：約3時間、防水レベル：IPX7。ヘッド用アタッ
チメント、フェイス用アタッチメント。約10×10×11cm

ミーゼ ダブルピーリングプレミアム
9603 99 ［税抜］¥12,000

業務用レベルのウォーターピーリングで全身角質ケ
ア。小鼻のざらつき、黒ずみや角栓も水と超音波の力
でお肌を優しくケアします。さらに、ひじやかかとの角
質ケアも可能です。連続使用：約30分／充電：約3時
間、防水レベル：IPX5。約2×5×17cm

ミーゼ ディープコア
9605 99 ［税抜］¥14,800

エステの複雑な手技を再現し、自宅で本格「もみ出し」
ケア。アタッチメントをかえれば、お顔のタッピングケ
アも。連続使用：約30分 （満充電時）／充電：約3時間、
防水レベル：IPX7。ボディアタッチメント、フェイスア
タッチメント。約15×10×7cm

メディリフト アイ
9607 106 ［税抜］¥28,000

ぐっと、鮮烈な目もとへ。目もとの美しさを引き上げ
る、「目ヂカラ筋 ™ケア」という発想。繊細な構造ゆえ”
攻めのケア”が難しかった目もとを鍛える3Dウェアラ
ブル EMS美顔器。充電：2.5時間（約3時間使用可能）。
約62×23cm

メディリフト
9606 106 ［税抜］¥25,000

肌を上げる、私が変わる。印象年齢を決める顔の下
半分に、医学的な見地からアプローチするウェアラブ
ル美顔器です。医療でも使われるメディカルシリコー
ンでお肌を引き上げながら、独自波形のEMSで表情
筋を刺激。充電：1.5時間。約60×18cm

ヤーマン



体組成計インナースキャン
7061 80 ホワイト ［税抜］¥5,000
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 
7061：BC-718WH　 7272：BC-718BR

7272

体組成計
8519 80 ホワイト ［税抜］¥20,000
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」「大きな文字」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
8519：BC-810WT　 8520：BC-810BR

8520

体組成計インナースキャン
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

電子体温計
9400 80 ［税抜］¥2,500

見やすい大型表示とバックライト。やわらかく曲がる測
定部で安心測定。約20秒で測定できる予測式を採用。
約2×14×3cm。BT-470-BL

アルコールチェッカー
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-BK

タニタ 87

体組成計
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
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-WH

デジタル温度計
9398 80 ライトブルー ［税抜］¥20,00
9399 80 ピンク ［税抜］¥20,00

インテリアに馴染むデザイン。置き式では傾斜がつき、マグネッ
ト使用時は傾斜がなくなる使い勝手のよい形状。カラカラ・カ
イテキ・ジメジメの３段階で快適レベルを表示。約8×7×5cm
9398：TT-585-BL　 9399：TT-585-PK

93999398

タニタ
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ロゴス

ハイパー氷点下クーラーL
9143 99 ［税抜］¥9,900

「氷点下パック」（別売）シリーズの性能をより高めるアイ
テムとして誕生した高性能ソフトクーラー。セットで使え
ばハードクーラー並みの保冷能力を発揮、外部からの衝
撃に強く、瓶類などを守ります。約20ℓ、約39×30×29cm

Q-TOP フルシェード 200
9145 99 ［税抜］¥10,500

LOGOS独自のQ-TOP SYSTEMにより、たった30秒
で設営完了。UV-CUT加工生地を使用し、紫外線から
しっかりガードしてくれるサンシェード。フルクローズタ
イプ。約200×150×117cm[収納時：約12×12×69cm］

LOGOS the ピラミッド  TAKIBI  L
9144 99 ［税抜］¥9,700

オプションパーツでカスタム自在！ ゴトク付きで料理も
楽しめる本格たき火台。簡単組立て約10秒。２個のゴ
トクが互いに補強しあう独自構造により抜群の強度を
実現。約39×39×28cm[収納時：約42×26.5×7.5cm］

ピラミッドグリル・コンパクト
9522 99 ［税抜］¥4,500

週末のこだわり、お手軽炭火焼グリル。手軽に楽し
むベランダ炭火焼！組立は簡単瞬間約10秒。収納
ポーチ付き。約19×19×15cm[収納時：約24×18.5×
3.5cm］、焼網サイズ：約16×16cm

LOGOS ランタン 330
9521 99 ［税抜］¥3,300

厳選した機能を搭載した「簡単」で「明るい」新定番ランタン。
驚異の最大500時間点灯。眩しさを軽減したLEDの採用や無
段階の調光、電池残量10％以下でランプが点灯。330lm。単1
アルカリ乾電池 ×3（別売）、防水性能：IPX4。約11×12×20cm

LOGOS Life 回るんチェア
9523 99 ブラウン ［税抜］¥7,200

回転座面で、座るのも立つのもラクラク！フレームにはスチー
ル素材使用で安定感があります。およそ2.6kgと軽量＆組み
立て式でコンパクトに収納。耐荷重：80kg。組立て時間：
約50秒。約56×52×85cm[収納時：約37×11×15cm］

QセットBlack タープ 220
9524 99 ［税抜］¥20,000

日射しを強力ブロック！わずか２分の組立て簡単 Qセットタープ。
屋根生地を黒色、裏側を特殊 PU加工で遮光率100％、UV-CUT
率99％以上。収納バッグ付。約220×220×230/215/151cm、
軒下サイズ：約167/151/88cm[収納時：約20×20×116cm］

丸洗いスマートキャリー 
with クーラーバッグ（カモフラ）-AG
9525 99 ［税抜］¥23,000

大容量キャリー。生地は洗濯機で丸洗いOK。取り外せる
クーラーバック、タイヤストッパー付。容量：約120ℓ[メイ
ン荷室 /105ℓ、クーラーバッグ /15ℓ］、耐荷重（静止荷重）：
約105kg。約119×49×55cm[収納時：約36×35×78cm］
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キャプテンスタッグ ジュール　
ラウンジチェア TypeⅡ
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

キャリー・ザ・サン ウォームライト
9191 98 ミディアム ［税抜］¥3,800

世界の夜に太陽を。時間も場所も越えて、太陽を持ち運
ぶ。環境や社会に配慮した新時代の明かり。LED10灯。
光調節3段階。弱（約10lm）で72時間使用可。約11×11
×11cm[収納時：21×11×2cm］。86g。ベルト：ブラック。

SOTO
レギュレーターストーブ ST-310
9637 104 ［税抜］¥5,800

マイクロレギュレーターを搭載した寒さに強いカセットタイプ。低
温下や連続使用によるドロップダウンの影響を最小限に抑えまし
た。重心が低く、大きなゴトク径で、キャンプ料理にも対応。使用
時間：約1.5時間（ST-760 1本）。ボンベ別売。約17×14×11cm

セイシェル  携帯浄水ボトル  PT
9638 98 約600㎖ ［税抜］¥7,800

この１本で約380ℓの飲料水を確保！家庭の飲み水や災害用備
品、アウトドア、スポーツ、海外旅行としても人気。放射性物質セ
シウムの除去テストで99.78%の除去。約最大φ8×23cm。※海
水は濾過されません。※泥水を濾過すると目詰まりが早まります。

キャプテンスタッグ
モンテ洗えるクッションシュラフ　
9640 70 ネイビー ［税抜］¥10,000

収納時はクッションとして使用できるシュラフです。クッショ
ンの中に洗濯可能なシュラフが入っています。中綿には丸洗
いに適したウルトラファインファイバーを使用しています。シュ
ラフ使用時：約80×190cm。袋入：約43×43×18cm。1.3kg

キャプテンスタッグ 
最後まで注げる！ウォータージャグ8ℓ
9639 70 ［税抜］¥8,000

傾けずに飲み物を最後まで注げるウォータージャグです。保
温＆保冷どちらも対応。広口タイプ。内容器アルミ。コップ

（大）（小）各１個ずつ付き。持ち運びに便利なハンドル付き。
三脚スタンドは折りたたんで収納可能。約26×30×43cm

クレイモア ULTRA+
9641 102 L ［税抜］¥11,980

ランタンの性能を極限まで引き上げたルーメン数を実現する大容
量バッテリー搭載。クイックチャージで本体の充電、デバイスへの
給電もより短時間に!! 電球色・昼光色の4倍明るいターボモード

（昼白色）機能。充電：7時間 。防水防塵：IP44。約20×9×3cm

キャプテンスタッグ
アメリカンイージーグリル typeⅡ
9642 75 ［税抜］¥18,000

「組み立てにくい」「部品が多い」「組み立てたら持ち運べない」
といったフード付グリルの問題をすべて解決！フレームに脚
を差し込んで本体を乗せるだけで簡単に組み立てできます。
ハイ・ロー２スタイルが楽しめます。約φ44×80・54cm
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ドリテック
さすだけ充電ラジオライト2
9713 70 ［税抜］¥5,000

非常時の情報収集にラジオ機能（デジタルチューナー）。受信
周 波 数：AM：525 ～1630kHz、FM：75.5 ～ 108.5MHz。
入力端子：Micro USB Type B 1個。付属品：充電用ケーブル
1個 (USB Type A -Micro USB Type B)。約8×16×7cm

最低限必要な防災17点セット
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。

THE ISU PACKER 防災セット
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。材質：ポリエステル 600D（THE 
ISU PACKER）。約40×54×14cm

ステイアライブ  ミニショルダー
9714 75 ［税抜］¥5,000

避難行動時に必要なアイテムのセット。防災ミニショルダー
バッグ、給水バッグ 3ℓ、静音タイプアルミシート、レインコート
L、個包装マスク 2枚、緊急携帯トイレ１回分、軍手、水に流せる
ティッシュ ×2、大地震対応防災マニュアル。約31×14×11cm

主食ほかほかセット
9715 95 ［税抜］¥5,800

一人１日３食 ×３日分をコンパクトにセットしました。（パッ
ケージには３日分の参考献立を掲載）小梅粥、パンの缶詰
×各2、安心米山菜おこわ、安心米わかめご飯、安心米五目ご
飯、安心米ドライカレー、カンパン ×各1。約23×18×22cm

停電対策キット
9716 75 ［税抜］¥10,000

停電時に必要な４つのアイテムを揃えました。LEDポータブル
ラジオ、スリムランタン、ポータブル充電器（接続ケーブル 1本、
充電用コネクター 3種、アルカリ単3乾電池 ×3付）、3in1ライ
トニングケーブル、アルカリ単3電池 ×2、アルカリ単4電池 ×6

ドリテック
4.3インチ・ポータブル・テレビラジオ
9717 77 ［税抜］¥15,000

ＡＣ電源が停電しても乾電池と手回し充電でテレビとラジ
オが楽しめます。TVスピーカー（音量：中）乾電池＝約４時
間、リチウム充電池＝約６時間、手動ダイナモ（120回転 /分、
10 分）＝約30分間。単3電池 ×3（別売）。約16×5×9cm

enerpad AC-27KS
9718 100 ブラック ［税抜］¥18,400

ACポートを搭載の大容量26,800mAhのモバイルバッテ
リー。ACは最大120Wの高出力、USBポートは最大3.1A、
Type-Cポートは3.0Aの出力に対応。ビジネス、アウトドアシー
ンのほか緊急時や災害時に活用できます。約20×15×3cm



フィールドチャンプ ノーパンク電動アシストFDB20E
9158 85 ブラック ［税抜］¥120,000
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。電動アシスト機能付き（３モード）。20型。
組立時：約154×56×102cm、折畳時：約88×46×68cm

コールマン ユース
9721 90 グリーン ［税抜］¥35,000
キャリア付き折り畳み自転車。外装６段変速で快適
走行。素材：アルミリム・外装6段変速・LEDライト付
き。約153×53×105cm

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

自転車 91

シトロエン 電動アシストFDB20EB
9722 92 ホワイト ［税抜］¥98,000
シトロエンブランドの折畳み式電動アシスト自転車。フ
レーム・ハンドル部分折りたたみ機能搭載で収納・移
動にも便利です。素材：スチール。約157×55×110cm

クラシックミムゴ  FDB206SG-RL
9155 80 クラシックレッド ［税抜］¥30,000
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。20型。組
立時：約150×56×105cm、折畳時：約85×42×78cm

シンプルスタイル  ２０型折畳自転車  H20BS
8727 79 ネイビー ［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

16型折畳自転車  f （エフ）
9152 80 アクアブルー ［税抜］¥20,000
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。JISフレーム基準適合。スチール（フレーム）。組
立時：約130×56×96cm、折畳時：約69×40×55cm

フィールドチャンプ365 FDB16
9719 98 シルバー ［税抜］¥15,000
フレーム折りたたみ式で自動車のトランクに載せてお
出かけなど、セカンドサイクルにも最適の16インチモ
デルです。素材：スチール。約130×54×100cm

クライスラー  20型折畳自転車  FDB200
9720 79 ベージュ ［税抜］¥30,000
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。
適正身長：150㎝以上、サドル高さ約71～88cm。素材：フレー
ム /スチール、本体結束ベルト、工具付き。約149×53×97cm



ブリヂストン

TOURB  JGR
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。

PHYZ
9233 95 ホワイト ［税抜］¥8,400

飛びのアーチスト。無駄のない最適弾道で飛ばそう。

ブリヂストン（ゴルフ）92

TOURB  XS
8856 100 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
8855 100 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
9237 105 ［税抜］¥13,800

ゴルフシューズと交換できるギフトカード。（メンズ）

TOURB  レインセット  オレンジ
9238 90 サイズ : M ［税抜］¥16,000
9239 90 サイズ :  L ［税抜］¥16,000

雨天時も快適にプレーできる高機能スペックのレイ
ンウエア。
9238 M：身長165-175cm   9239 L：身長175-185cm

クラブケース
9609 99 黒 ［税抜］¥9,000

クラブ５～６本収納可能のクラブケース。47インチ対
応。

アイスバッグ
9608 99 黒 ［税抜］¥2,500

暑い日のゴルフも安心。大開口の氷のう。約23cm
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スリクソン  Z-STARXV6
9104 97 ホワイト ［税抜］¥6,300
新２層コアにより高反発化。飛距離性能を維持しながら、
SeRM®をコーティングに配合することで、フェースに食い
つくソフトな打感を実現し、スピン性能も大きく向上。

ゼクシオ  PREMIUM
9610 92 ロイヤルゴールド ［税抜］¥9,600
美しい輝き。心地の良いソフトなフィーリングで上質な
ゴルフを。12球、スリーピース構造。

ピンポンパット
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

ゼクシオ  クラブケース
9613 89 グレンチェック ［税抜］¥10,000
9614 89 ブラックチェック ［税抜］¥10,000
スタンド式なのでクラブの出し入れがスムーズです。
素材：ポリエステル、47インチ対応、収納可能本数：
5～6本。

ゼクシオ 
キャディバッグ 
9615 89 ホワイト／ネイビー ［税抜］¥36,000
9616 89 ブラック ［税抜］¥36,000
ゼクシオイレブンの登場感と力強さを表したプロレプ
リカモデル。素材：合成皮革(P.U.)。

9615

9614
9616

スリクソン  ピップインビンゴ
9106 89 ［税抜］¥6,800
ゲーム感覚でアプローチショットが上達する屋内専用練
習器具。ビンゴカードをターゲットにすることで、楽しく、
集中して練習できます。ネット×2、マット×1、ボール（赤、
青、白×各3）付き。φ約70cm［収納時：φ約37cm］

ゼクシオ  ELEVEN
9611 97 ホワイト ［税抜］¥6,300
驚きの飛距離。優れた直進性、非常にソフトなフィーリ
ング。12球、スリーピース構造。

スリクソン AD SPEED
9612 97 ホワイト ［税抜］¥2,760
ボールスピードアップで更に飛ばせる。アライメント機
能を持たせたサイドマーク搭載。12球、スリーピース構
造。

9613



ソニー 三菱
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ソニー ウェアラブルネックスピーカー
9724 107 ［税抜］¥24,880

音に包まれるような臨場感と振動による新たな音体験を実現
する、肩にのせるだけのウェアラブルネックスピーカー送信機、
充電台、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、音声ケーブル、
光デジタルケーブル、専用オーディオケーブル。約8×2×5cm

三菱電機  ふとん乾燥機
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

ソニー 首かけ集音器
9725 101 ［税抜］¥34,880

聞きたい音を、大きくクリアに。自宅でもお出かけ先
でも気軽に使えるデザイン充電台、ACアダプター、
電源用ケーブル（USB）、光デジタルケーブル、音声ケー
ブル、キャリングポーチ、イヤーピース（S/M/L） 

ソニー  お手元テレビスピーカー
9723 106 ［税抜］¥21,500

テレビの“声 ”をはっきり聞きやすく、かんたんになっ
たリモコン付きお手元テレビスピーカー ACアダプ
ター、USBケーブル（USB-A - USB-C〈TM〉）、光デジ
タルケーブル、音声ケーブル。約18×8×9cm

ソニー グラスサウンドスピーカー
9726 107 ［税抜］¥44,880

有機ガラスが奏でるリアルでクリアなサウンド USB-
ACアダプター、マイクロ USBケーブル、クリーニング
クロス。約φ9.0×28cm

三菱電機  IHジャー炊飯器
9727 105 ［税抜］¥24,300

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。麦の食感を活かしつつ、おいし
く炊き上がる「麦飯モード」。約24×23×29cm

三菱電機  ブレッドオーブン
9728 105 ［税抜］¥30,700

独自の断熱構造と密閉シールで、ヒーターの熱を食パ
ンへ効率よく伝える。食パンの水分と香りを庫内から
逃さず、耳までふんわりとした食感に。
約27×14×22cm

三菱電機  レンジグリル
9729 105 ［税抜］¥64,100

レンジ→グリルの自動リレー調理でカンタン時短調
理。庫内３面トリプルヒーター等しっかりとした基本
性能で本格調理。使う人に優しい音声ナビ機能。
約52×27×41cm



シャープ

シャープ / パナソニック 95

シャープ ウォーターオーブン専用機
ヘルシオグリエ
9730 105 レッド系 ［税抜］¥29,800
9731 105 ブラック系 ［税抜］¥29,800

たっぷりの過熱水蒸気で、“中もっちり・外こんがり”の極上トーストに！ 
のせて焼く、はさんで焼く…いろいろなアレンジトーストが楽しめま
す。焼き網、コーティングトレイ、メニュー集付き。約31×41×23cm

9730 シャープ
プラズマクラスター
ドレープフロー  ドライヤー
9732 105 ホワイト ［税抜］¥30,700
9733 105 ピンク ［税抜］¥30,700

サロン発想のドレープフローで、速乾力が進化。髪を思いや
るセンシングドライモード。ヘアケアしながら乾かせる多彩
なモード。セット用ノズル、清掃ブラシ付き。約13×9×23cm

シャープ　除菌脱臭機
9734 105 ［税抜］¥42,000

持続する確かな脱臭性能で、8大生活臭に徹底アプ
ローチ。プラズマクラスター NEXT搭載。ニオイの元
となる付着したニオイ原因菌まで除菌。適用床面積：
～約15畳、消費電力：（強）11W。約φ23×57cm

シャープ　加湿空気清浄機
9735 105 グレー ［税抜］¥60,600
9736 105 ホワイト ［税抜］¥60,600

プラズマクラスター25000搭載。遠くのホコリも素早く吸じん「スピー
ド循環気流」。センサーで見張って賢く気流を制御「効果実感モード」。
空気清浄床面積：～約31畳、消費電力：（強）66W。約34×40×69cm

9736

9733

パナソニック
ヘアードライヤー
ナノケア
9739 97 ピンクゴールド ［税抜］¥32,500

水分発生量が従来の18倍、高浸透【ナノイー】新搭載。
高浸透【ナノイー】が毛髪内部へ浸透し、髪へのうる
おい1.9倍。使い続けることで差が出るなめらかさ。
セットノズル付き。約23×21×9cm

パナソニック
スチーマー ナノケア / W 温冷エステ
9740 97 ［税抜］¥45,700

肌の仕上がりが選べる、本格エステ。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〈100％天然精
油の専用アロマタブレット〉。NEWカラーで新登場。ア
ロマタブレット（お試し用）2個付き。約21×17×22cm

パナソニック
コンパクトブラシアイロン 
26mm 2Way
9737 97 ［税抜］¥6,900

両面ヒーター搭載の２Wayタイプ。１台で、カールもスト
レートも多彩にヘアーアレンジ。髪に手を添えて、ブラシ感
覚で使えるので、ヘアーアイロン初心者の方にもおすすめ。
海外でも使えるオートボルテージ対応。約23×5×6cm

パナソニック
頭皮エステ  サロンタッチタイプ
9738 97 ピンク ［税抜］¥16,200

ヘッドスパサロンのハンドテクニックに学んだ【フォーフィン
ガースパイラル】で、柔らかい健やかな地肌へ。ボタン１つで、
選べる５つのケアモード。頭皮から首周りまでスペシャルヘッ
ドスパ。２つのブラシ。充電お知らせ機能。約12×9×9cm
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キヤノン  電子辞書
9742 58 ［税抜］¥7,000

国語＆英語。充実６コンテンツ。電卓機能つき。
約12×84×1cm

日立  オーブントースター
9745 97 ［税抜］¥4,280

シンプル＆スタイリッシュ、スライドイン方式オーブン
皿。引き出し式パンくずトレイ。パン枚数：角型2枚・
山形2枚。消費電力：1000W。約29×31×23cm

キヤノン  ミニフォトプリンター
9743 103 ［税抜］¥15,700

スマホ専用プリンター、軽量コンパクト、内蔵バッテ
リー、シール紙、専用無料アプリ対応。専用写真用紙
別売（専用フォト用紙10枚付き）。約12×8×2cm

キヤノン  電卓（軽減税率対応）
9741 88 ［税抜］¥1,980

卓上12桁、2 つの税計算ボタン、抗菌仕様。千万単
位ボタン、2 メモリー、ソーラー電池とボタン電池

（CR2032）。約13×18×4cm

キヤノン  インクジェットプリンター
9744 103 ［税抜］¥30,000

オールインワン複合機、６色、A4 フチなし、4.3型タッ
チパネル、背面給紙／前面カセット、自動両面。SDカー
ド､スクエア/名刺プリント､ディスクレーベル ･ネイル
シール､自動紙幅検知 。約37×32×14cm

日立  紙パック式クリーナー
7574 105 ［税抜］¥9,500

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（本体のみ）、
消費電力：1000W～約300W。吸込仕事率：510W
～約80W。約29×26×21cm

日立  衣類乾燥除湿器
9746 97 ［税抜］¥29,800

「持ち運ぶ」をカタチにした除湿機。自動除湿モード、
結露セーブモード、静音モード搭載。タンク容量：約
2.5ℓ、消費電力：最大460W、除湿：デシカント式、
除湿能力 (ℓ/日)：5.6。約20×30×50cm

日立 
お店用クリーナー
9747 92 CV-G1 ［税抜］¥33,000
9748 92 CV-G3 ［税抜］¥50,000

こまわりが利き、ハイパワーで耐久性に優れた「高性能小型モー
ター」。お店パック1枚付き。約34×33×40cm。   9747 消費電力：
1000W。吸込仕事率：360W     9748　光リモコン採用。消
費電力：1000W ～約310W。吸込仕事率：360W ～約100W

9748
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アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ
キャニスティッククリーナー
9750 98 レッド ［税抜］¥20,000

従来の掃除機の吸引力・集塵容量と、コードレススティッククリーナー
の手軽さをあわせ持ったACコード式クリーナー。自走式パワーヘッ
ド、ほこり感知センサー搭載。紙パック式。消費電力：600W、吸込
仕事率：100W、使い捨てダストパック×25枚付。約24×25×105cm

マクセル  
除菌消臭器 
部屋干し用オゾネオ
9753 99 ［税抜］¥12,800

部屋干しした洗濯物の気になるニオイをオゾンの力
で元から消臭。リモコン付き。約25×25×20cm

アイリスオーヤマ 米屋の旨み 
銘柄量り炊き IHジャー炊飯器 5.5合
9751 98 ［税抜］¥20,800

米屋の旨み銘柄量り炊きIHジャー炊飯器。カロリー表示、
調理メニューに合わせて炊き分けるこだわり炊き分け、3
段階のかたさ調節、タイマー予約機能搭載。無洗米5.5合。
蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ付き。約27×36×23cm

アイリスオーヤマ  電気圧力鍋 2.2ℓ
9749 98 ［税抜］¥15,600

６種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン１つで簡単
に。肉・魚・野菜料理やスイーツまで65 メニュー掲載のオリジナ
ルレシピブック付き。グリル鍋としても使える２ＷＡＹタイプ。3合

（無洗米・白米）。計量カップ、蒸しプレート付き。約28×27×21cm

アイリスオーヤマ　
サーキュレーター衣類乾燥除湿機
9752 98 ［税抜］¥24,000

単独運転が出来るサーキュレーター搭載の室内干しに最適な衣
類乾燥除湿機。首振り、左右自動、上下手動の調整可能。切タ
イマー、オートオフ機能付。静音なので夜の部屋干しにも使用で
きます。除湿可能面積：〈木造〉約6畳(10m2)。約29×23×64cm

マクセル  ポータブル電源
エナジーステーション
9754 99 ［税抜］¥118,000

停電・非常時のバックアップ電源、アウトドアに。高
性能のマクセル製電池を搭載し、約1,000回くり返し
充電を実現。自己放電率の少ない優れた電池を使用
するので、本体充電回数は１年に１回のみ。電池容量
474Ｗｈ、最大出力400Wでさまざまな機器に使用可
能。約21×25×17cm(ハンドル、突起部除く)

マクセル
Qi（チー）対応
モバイルワイヤレス充電器
エアボルテージ
9755 99 ［税抜］¥6,980

自宅で・外出先で置くだけ充電！付属品：充電用ケー
ブル (USB-A-USB Micro-B)約1m×1本。本体：約2
×7×13cm。

llexam  
ナノイオンドライヤー
9756 99 ［税抜］¥15,000

ナノイオンで、つややかな髪へ。セットノズル付き。
約9×20×24cm




