
保

い ざ と い う 時 に 役 立 つ ・ 備 え て 安 心！

差出有効期限平成30年2月9日

896

お申込方法
お手元にあるアークスRARAカードの 12桁の番号 を記入してください。

ポイントをためている、おもなご利用店舗を記入してください。

交換に必要な枚数の「お買物ギフト券」と、下の

「郵送専用申込書」をお手持ちの封筒に入れ、

左の「ポイント交換カタログ事務局行き」宛名を

貼って投函してください。

A
B

A

B ポイントをためている

おもなご利用店舗

RARAカードNo.とご利用店舗もご記入をお願いいたします。お申込日

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日

5146

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号

宛名を切り取り、お手持ちの

封筒に貼ってください。

郵送途中にはがれないよう、しっかりと

テープ等で貼ってください。封もしっかり

閉じて投函してください。

（例）

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日

5146

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号

ポイント

ポイントがたまる提携店のご案内

2020年

春夏
号

カタログ有効期限 2020.9.30

郵送でもカタログ商品のお申込みができます。

交換商品のお申込方法 ポイント提携店のご紹介P1
P3

P36
P42

レミパンミニ（16ページ掲載）

美濃焼 軽量廻り花 ボート型プレート2柄組
（21ページ掲載）

Nintendo Switch Lite（34ページ掲載）

BIGサイズ！ リトミックダンス
アンパンマン（35ページ掲載）

クックケトル（24ページ掲載） お出かけファン（4ページ掲載）



1回のお申込みで複数種類の商品をお申込みの場合、商品
到着日がそれぞれ異なる場合があります。
年末年始、ゴールデンウィーク等の繁忙期、お申込みが集中したり
品切れが発生した場合には、お届けが遅れる場合があります。
数量限定マークの付いた商品は、限定数を超えた場合は受付
を終了させていただきます。
交換商品が、製造終了などによりご提供できなくなった場合は、
同等の代替商品をお届けさせていただくか、やむを得ず受付を終了
とさせていただく場合があります。
印刷の関係上、写真と実物の色が多少異なる場合があります。
若干の誤差はご容赦ください。
お届け先は日本国内に限らせていただきます。

社会情勢等により、商品の入荷遅れが発生し、お届けにお時間
がかかる場合がございます。

①

②

③

④

⑤

⑥

詳しくは3ページ（裏面）を
ご確認ください

※3ページ（裏面）の郵送専用申込書のご記入は
　不要です。

4

（年末年始を除く）
〒062-0933  札幌市豊平区平岸3条5丁目4-22 平岸グランドビル201号

21



さ や にわ か

差出有効期限
平成30年2月9日

896

お申込方法

お手元にあるアークスRARAカードの 12桁の番号 を記入してください。
ポイントをためている、おもなご利用店舗を記入してください。

交換に必要な枚数の「お買物ギフト券」と、下の
「郵送専用申込書」をお手持ちの封筒に入れ、
左の「ポイント交換カタログ事務局行き」宛名を
貼って投函してください。

A
B

A B
ポイントをためている
おもなご利用店舗

RARAカードNo.とご利用店舗もご記入をお願いいたします。お申込日

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限
2022年1月31日

5146 北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号

宛名を切り取り、お手持ちの
封筒に貼ってください。
郵送途中にはがれないよう、しっかりと
テープ等で貼ってください。封もしっかり
閉じて投函してください。

（例
）

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限
2022年1月31日

5146 北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号
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暮らしになじむ
日本の雑貨
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1　�お出かけファン／ドウシシャ
申込番号

オレンジ　192695� ネイビー　192694
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
FSV92B　幅10.7×奥行6.3×高さ28㎝　羽根径9㎝　約200g　5時間充電
で最大約6時間使用可　風量3段階切替　充電用USBケーブル付　〈中国製〉　
※季節商品のため、2020年5月中旬以降のお届けとなります。

クラシカルな雰囲気が漂う
リビングファン。
スチールを使用した重厚感のあるレトロデザイン。
置いておくだけでお部屋の雰囲気を高めます。

サックス

オレンジ ネイビー

アイボリー

数量
限定

数量
限定

さまざまな場所に固定できるから
お出掛けにとっても便利！
フレキシブルアームで、
あらゆる場所に
固定・設置が可能。

アームは
手の力で簡単に
  曲げられます。

人気
商品!人気商品!

3　�スリムタワーファン�
／スリーアップ

申込番号� お買物ギフト券

ホワイト�192140�11枚（5,500ポイント分）
ダーク
ブラウン�192142�13枚（6,500ポイント分）
EFT-1604/1603　幅23×奥行23×高さ80㎝　2.2㎏　
24W　コード長1.5m　首振り80°　風量3段階切替　
切タイマー（1～7時間）　操作しやすいタッチパネル式　
リモコン付（本体背面に収納可）　〈中国製〉

余計な凹凸を無くした
スリムなボディ。
狭い場所にも置きやすく
スタイリッシュ。
リモコン操作もできて
便利です!

ホワイト ダーク
ブラウン

数量
限定

夏は送風機、冬は温風機として、
この1台で年中快適！

本体吸込口に
脱臭フィルター内蔵。
イヤなニオイを
軽減します。

どんな場所でも大活躍！ 
充電式の小型リビングファン。

数量
限定

DCモーターで省エネながらも十分な風力。

4　�送風機能付ファンヒーター　�
ホット＆クールミニ／コイズミ

申込番号� お買物ギフト券

192785� 21枚（10,500ポイント分）
KHF-0803/W　幅22.5×奥行22.5×高さ53㎝　約2.9㎏　
温風：800/750W（50/60Hz）　送風：30W　コード長
1.8m　切タイマー（1・2・3時間）　自動電源オフ（5時間・
温風時のみ）　温風2段階・送風3段階切替　人感セン
サー・二重安全転倒スイッチ付　〈中国製〉　※新商品のた
め、2020年5月中旬以降のお届けとなります。

2　�プリズメイト　コードレス　�
ミニリビングファン

申込番号 192761� お買物ギフト券�7枚（3,500ポイント分）
PR-F038　幅16.5×奥行14×高さ29㎝　羽根径14.4㎝　535g　4時間充電
で最大約7時間使用可　首振り90°　上下角度調節可（95°）　風量3段階切替・
リズムモード　モバイルバッテリー機能付　〈中国製〉　※新商品のため、2020年
5月上旬以降のお届けとなります。

5　�レトロリビングファン�
／スリーアップ

申込番号

サックス� 192772
アイボリー� 192771
お買物ギフト券�18枚（9,000ポイント分）
RT-T1824　幅33.5×奥行31.5×高さ73～
94㎝　羽根径30㎝　4.9㎏　33/35W

（50/60Hz）　コード長1.7m　首振り約60°　
風量3段階切替　〈中国製〉

オールシーズン対応！
小型だから置き場所自在！
人感センサー付きで節電！

フロント
カバーが外せて

お手入れ
簡単。

アイボリー

数量
限定

4  お客様にて組立てが必要な商品です　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



6　�波佐見焼��
軽量ハーブシリーズ

申込番号� お買物ギフト券

ポット�124891� 8枚（4,000ポイント分）
マグ� 124892� 4枚（2,000ポイント分）
陶器　［ポット］約幅10×奥行14.5×高さ10.5㎝

（フタ含む）　約250g　320㎖　茶こし付　［マグ］
約幅8.7×奥行11.5×高さ8.2㎝　約170g　280㎖　

〈日本製〉

10　�メイドイン宮崎　�
消臭炭わた寝具

申込番号

麻入り
ガーゼケット�133452� ガーゼ敷パッド�133453
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
表面：綿100％（和晒しガーゼ）　中わた：ポリエステル
100％（消臭炭わた）　［ケット］裏面：綿70％・麻30％

（麻入りガーゼ）　120×160×厚さ0.5㎝　350g　［敷
パッド］裏面：ポリエステル65％・綿35％　100×200×
厚さ0.5㎝　450g　〈日本製〉

9　�メイドイン宮崎　�
消臭炭わた横向き寝枕

申込番号 133451� お買物ギフト券�11枚（5,500ポイント分）
側地：ポリエステル100％　カバー：綿100％　中材：（パイプ）ポリエチレン・（低反発
チップ）ポリウレタン・（炭わた）ポリエステル100％　幅50×奥行30×高さ10㎝　
1.15㎏　専用枕カバー付　〈日本製〉

ブラウン

3　�メイドイン岡山　�
へたりにくい座椅子　レヴリーⅡ

申込番号

グレー　133468� ブラウン　133467
お買物ギフト券� 12枚（6,000ポイント分）
ポリエステル100％　構造部材：スチールパイプ　中材：ウレタンフォーム　ウレ
タンチップ　幅47×奥行68～118×高さ11～62（座面の高さ11）㎝　3.6㎏　
耐荷重80㎏　〈日本製〉

オレンジ
キャメル

1　�手しごと工房　�
ダンガリーUV帽子

申込番号� 106187
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
綿100％　適応サイズ（頭囲）：約56.5～58㎝　
55.9g　〈日本製〉

播州織職人が
丁寧に手仕上げした帽子。

数量
限定

大きく深めのツバで小顔効果も。

頭部が丸く、
女性らしいシルエット。

身体になじみやすい舟型タイプ。

ペットボトル（350㎖）まで入る
収納力。

UVカット率
99％以上

可愛いハーブ柄のおしゃれな
ティーポットとマグカップ。
和洋問わず使える大人の可愛いデザイン。

つまみの位置が
ハンドル側にあり

片手で注ぎやすい。

人気の豊岡工房から新作ショルダーバッグ登場！
豊岡の職人技が光る！ 使いやすさを重視した作り。

ブラック

2　�牛革ショルダーバッグ／豊岡工房
申込番号

ブラック　106207� オレンジキャメル　106208
お買物ギフト券� 22枚（11,000ポイント分）
牛革　底面：合成皮革　約幅28×マチ11×高さ17㎝　約480g　ショルダー約
74～135㎝　ファスナー開閉式　内側：ファスナーポケット1コ　オープンポケッ
ト2コ　前面：ファスナーポケット1コ　背面：マグホックポケット1コ　〈日本製〉

使いやすさ抜群の
ソフトで柔らかい牛革を使用。

へたりにくい中材を使用した日本製座椅子。 国産無着色のい草を使用。爽やかな寝心地。

数量
限定

ワイン

4　�メイドイン和歌山　花柄キッチンマット
申込番号 ワイン グレー お買物ギフト券

50×180ｃｍ 124932 124935 10枚（5,000ポイント分）
50×210ｃｍ 124933 124936 12枚（6,000ポイント分）
50×240ｃｍ 124934 124937 14枚（7,000ポイント分）

アクリル100％　プリント
生地：綿100％　裏面滑
りにくい加工：EVA樹脂　
厚さ1㎝　〈日本製〉

数量
限定

昔ながらの製造方法にこだわった
国産キッチンマット。

グレー

側面についたギザギザ面で爪の長さ
調節も可能。

爪の先端に当ててクルクル回すだけ！

安心・安全な
すり鉢型の爪やすり！
爪へのダメージ軽減や
深爪防止にも効果的です。

5　�刃物産地で作られた日本製爪やすり
申込番号 141547� お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）
ステンレス鋼材（SUS303）　約径1.82×高さ1.5㎝　約22.5g　収納袋付　

〈日本製〉

粗削り面 仕上げ
削り面

BEFORE AFTER

粗削り面と仕上げ削り面を
使い分けて滑らかな仕上がりに。

内側にたっぷり空気を含んだ
6重の層で、
ふんわり極上の肌触り。

愛知県の三河地方で織ら
れた本綿布。地厚で丈夫な
のが特長です。

三河木綿とは

使い込めば使い込むほどふわふわに。 
オールシーズン使えます。

従来のい草と異なり、変色を防ぐための泥染め加工や、染色・樹脂加工をしていないので安心。

通気性の良さと
優しい肌触りが特徴の枕。

適度なクッション性もあり、通気性も良く快適な
寝心地です。

8　�メイドイン福岡　�
無着色い草シリーズ

申込番号� お買物ギフト券

マットレス� 133465� 24枚（12,000ポイント分）
枕� 133466� 7枚（3,500ポイント分）

［マットレス］い草100％　中材：ポリ
エステル100％　フチ部：綿100％　
90×190×厚さ5㎝　3.5㎏　［枕］
い草100％　中材：ウレタンチップ　
フチ部：綿100％　幅44×奥行30
×高さ10㎝　700g　〈日本製〉

数量
限定

加齢臭・汗臭をカットする
宮崎産の炭を使用した寝具。
横向き寝は目覚めが変わる理想の寝姿勢。
いびき対策にも。

ガーゼ
敷パッド

手間暇かけた和晒しガーゼは、へたりにくく、上質な
風合い。サラサラでやや硬めの生地は洗うほどに
ふんわり感が増していきます。

表面は無重力感覚、裏面はしっく
りくる安定感の2WAYリバーシブ
ル仕様。肩口にフィットする形状。寝返りもラクにできます。

裏地にはサラリとした肌触りの麻入りガーゼを使用。
表地の和晒しガーゼとは、また違う肌触りを感じられます。

（カバー）

ウレタンチップで隙間なくフレームを包んでいるので、
座っても中のフレームを感じることがありません！

やさしい
自然の香りで
リラックス。

座面は
低反発ウレタンでソフト。
14段階リクライニングが

可能！

グレー

ポット

ポット

マグ

マグ

※従来のガーゼケット ※本品

（マットレス）

数量
限定

数量
限定

9・10

※使用イメージ

兵庫県

岡山県

グレー

ブラウン

色ムラの少ない独特の風合い。

ふかふか♪ ひ
っ
く
り

返
す
と

和歌山県

福岡県

宮崎県

7　�三河木綿　�
6重織ガーゼケット

申込番号 133436� お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）
綿100％（6重織ガーゼ）　140×190×厚さ0.3㎝　930g　〈日本製〉

数量
限定

兵庫県

※イメージ

人気の
バラ柄。

岐阜県

長崎県 愛知県

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



12　�コードレススチームアイロン�
／パナソニック

申込番号� 192624
お買物ギフト券� 17枚（8,500ポイント分）
N I -WL405　幅11×奥行22.6×高さ13㎝　1㎏　
1400W　コード長1.4m（コードリール式）　タンク容量：
120㎖　温度調節：約120～200℃　2段階スチーム切替　
洋服をハンガーにかけたままでニオイやシワのお手入れがで
きる「ハンガーショット」機能　収納ケース付　〈中国製〉

8　�T-fal　アクセススチーム
申込番号� お買物ギフト券

プラス�192490� 26枚／� �25枚（12,500ポイント分）
ライト� 192491� 20枚／� �19枚（9,500ポイント分）
水タンク取り外し可　ドアフック・アタッチメントブラシ・ヘッドカバー付 

［プラス］ DT8100JO　幅13×奥行14.1×高さ28.3㎝　1.2㎏　
1200W　コード長約3m　タンク容量：185㎖　連続使用：約18分

（ターボモード時）　モード2種（ターボ・デリケート）　［ライト］ 
DT7002JO　幅11.1×奥行14.1×高さ25.8㎝　925g　1100W　
コード長約2.4m　タンク容量：140㎖　連続使用：約16分　〈中国製〉

4　�衣類乾燥機能付サーキュレーター�
ヒート＆クール／スリーアップ

申込番号 192481� お買物ギフト券�20枚（10,000ポイント分）
HC-T1805　幅28×奥行22.2×高さ41.2㎝　3㎏　温風1200/衣類乾燥800/
送風40W　コード長1.5m　首振り約80°　上下角度調節可（約90°）　風量4段階
切替（送風時）　切タイマー（1・2・4時間）　リモコン付　〈中国製〉

2　�サーキュレーター衣類乾燥除湿機�
／アイリスオーヤマ

申込番号 192774� お買物ギフト券�54枚（27,000ポイント分）
IJD-I50　幅28.7×奥行23.4×高さ64㎝　7.8㎏　590W　コード長1.6m　
タンク容量：約2.5ℓ　除湿能力：約5ℓ/日　適応床面積：木造6畳・鉄筋13畳　
首振り90°　上下角度6段階調節可　切タイマー（2・4・8時間）　〈中国製〉

マット要らずで
コンパクト。

1　�ふとん乾燥機カラリエ�
／アイリスオーヤマ

申込番号� お買物ギフト券
シングル
ノズル �192582� 28枚（14,000ポイント分）
ツイン
ノズル � 192585� 33枚（16,500ポイント分）

［シングルノズル］FK-C3-P　幅16×奥行14×高さ36㎝　1.8㎏　
560W　コード長2m　切タイマー（15・30・45・60・75・90・
120・180分）　くつ乾燥アタッチメント付　［ツインノズル］
FK-W1-WP　幅16.8×奥行19.5×高さ36㎝　2.2㎏　760W　
コード長1.9m　切タイマー（15・30・45・60・75・90・120・
180分）　くつ乾燥アタッチメント2コ付　〈中国製〉シングルノズル ツインノズル

ツインノズルなら2足同時にくつを乾燥。

数量
限定

サッとあてて、パッとシワのばし。
パワフル連続スチームで
大量の衣類も一度にケア。

立ち上がり
プラス：40秒
ライト：45秒

ワイシャツ
プラス：約9枚
ライト：約8枚

衣類の除菌

脱臭 花粉対策

アレル物質対策

殺ダニ効果プラス ライト

数量
限定

室内干しに最適、送風×除湿でスピード乾燥！
除湿機・サーキュレーター
としても使え
1年中大活躍します。
静音なので夜の
部屋干しにも使用できます。

とりこみは「引っぱる」だけ！

風が吹いても
安心なキャッチ

フック。

使いやすいダイヤル操作、
マットのいらないふとん乾燥。
ホースを固定して
温風衣類乾燥としても使えます。

3　�さしこむだけのふとん乾燥機アロマドライ�
／ツインバード

申込番号 192768� お買物ギフト券�16枚（8,000ポイント分）
FD-4149W　幅33.5×奥行14×高さ29㎝　2.8㎏　550W　コード長2m　切タイ
マー（最大120分）　ふとんアタッチメント・くつアタッチメント・ホースホルダー・アロマ
ケース付　〈中国製〉

ホースをふとんに差し込むだけで
隅 ま々でしっかり乾燥。

アタッチメントを付ければ
くつ乾燥機としても使えます。 送風 温風 衣類乾燥

数量
限定

1台
3役

オールシーズン使えて
部屋干し衣類の乾燥にも。

人気
商品!人気商品! 人気

商品!人気商品!冬は
暖房器としても

使える。

お部屋のドアが
収納スペースに！
ドアにひっかけるだけで使える
ハンガーフック。

6　�ドアスペースハンガー
申込番号 192698� お買物ギフト券�5枚（2,500ポイント分）
スチール　幅46×奥行32.5×高さ32㎝　耐荷重約30㎏　保護テープ 
4枚付　845g　〈中国製〉　※厚さ約4.5㎝以下・上部とのすき間約3㎜
以上の扉に取り付け可。

使う時だけさっと広げて、
お好きな形にアレンジ自在。

厚さ約4㎝！ 
たたんでコンパクト収納。

長い丈の物も干せるので、
干してそのままラック代わりに
なります。

ハンガーに掛けたまま、
ラクラクしわ伸ばし！
1.5ℓタンクでなんと
65分連続使用可能！

コンパクトで収納もラク!

コンパクトなのにパワフル送風。 ハンガーにかけたまま、サッとシワ＆ニオイとり。
どこにでも置けるサイズで
お部屋の空気循環や衣類乾燥におすすめ。

汗臭・タバコ臭・飲食臭・防虫剤臭を
約90％脱臭。除菌も。

10　�衣類スチーマー／パナソニック
申込番号 192789� お買物ギフト券�27枚（13,500ポイント分）
NI-FS560-P　幅7×奥行15×高さ15㎝　690g　950W　コード長2.5ｍ　タンク
容量：50㎖　連続使用：約4分　3倍パワフルスチームモード　〈中国製〉　※新商品
のため、2020年4月下旬以降のお届けとなります。

連続スチーム

プレスも
 おまかせ。

アイロン面でプレスもできる。

シャツがぴったりフィットする
くびれ形状。
アイロン掛けがラク！

袖のアイロン掛けが
しやすい
仕上げ馬付き。

化学物質を使わない天然素材のマグネシ
ウムを使用。衣類にも環境にも優しい！

たたむとコンパクトサイズ！

フック付きで
掛けて収納可。

14　�ふくらむランドリーバッグ
申込番号 192733� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　本体：約80×14㎝　広げた時：約内径70㎝　収納時：約14×17㎝　
145g　ショルダーベルト付　ドラム式洗濯機にも対応　〈中国製〉　※洗濯物の量や
サイズ、時間によっては完全に乾かない場合があります。　※洗濯物の洗濯表示に
従ってください。

部屋干しの嫌なニオイを解消。
洗濯槽や排水ホースのカビや汚れも徐々に落とす！
水の中に入れると水道水がアルカリ水に変わります。

消臭 洗浄 除菌＋ ＋

嬉しい3つの効果！

面積は大きく、先端は細く。

コインランドリーまで、
布団や衣類を運んで
そのまま洗えます。

布団なら1枚、
シングルサイズの毛布なら2枚、
タオルケットなら3枚、
バスタオルなら12枚、
タオルなら32枚

収納できる容量の目安

そのまま
乾燥機もOK!

不要なときは
折りたたんでスッキリと

  収納できます。

全面スチーム
だからムラなくキレイに 

仕上がります。

ワンアクションで
取り込み完了!

ステンレスパイプ　ポリプロピレン　ステン
レス　スチール　幅54×奥行54×高さ
150㎝（パネル1面あたり）　2.16㎏　耐
荷重12㎏　〈中国製〉　※新商品のため、
2020年5月中旬以降のお届けとなります。

7　�インテリアパネル物干し
申込番号� お買物ギフト券

192725�11枚（5,500ポイント分）

ウィルス
除菌

たばこ・
汗臭対策

数量
限定

9　�ウルトラパワースチーマー�
／コンエアジャパン

申込番号� お買物ギフト券

192734� 26枚（13,000ポイント分）
GS65J　幅33.5×奥行31.5×高さ19㎝　
1.7㎏　1200W　コード長1.9m　タンク容量：
1.5ℓ　アタッチメント2種・簡易ズボンプレッ
サー・給水カップ・ドアハンガー付　〈中国製〉

13　�洗濯マグちゃん
申込番号� 192670
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
側地：ポリエステル　内袋：ナイロン　中材：金属
マグネシウム（純度99.9％）　径12.5×厚さ1.5㎝　
約50g　使用期間の目安：約1年（300回以上）　
特許番号5312663号　〈日本製〉

布団も入る
大容量！

ふとん2組を
同時に乾燥できる

ツインノズルタイプ。
ダブルサイズの
ふとんにも対応。

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

洗濯物と
一緒に

入れるだけ！

15　�らくとりハンガー　�
42ピンチ

申込番号� 192705
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
ポリプロピレン　スチール　幅77×奥行38×高さ34㎝　
770g　折りたたみ可　〈中国製〉

11　�ラク速ッ！�アルミコート�
アイロン台座式

申込番号� 192731
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
本体・仕上げ馬：スチール（粉体塗装）　カバー：綿

（アルミコーティング）　クッション材：ポリエステル　
幅81×奥行46×高さ24㎝　収納時：幅38×奥行
6×高さ81㎝（フック使用時）　3.4㎏　〈中国製〉

大きな掛け面。
シャツやスカートなどの

衣類を本体に通せる
仕様。

5　�サーキュレーター�
アイmini�
／アイリスオーヤマ

申込番号� 192759
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
PCF-SM12N　径18×高さ24㎝　羽根径12㎝　1.1㎏　
19/17W（50/60Hz）　コード長1.4m　風量3段階
切替　上下角度調節可（-25～90°）　〈中国製〉

数量
限定

業界最高クラスの20㎖ /分の強力スチーム！

アイロン
掛けもOK。

※カーテン使用イメージ

こんな
使い方も！

22㎝

ストライプ模様

数量
限定

※イメージ

※イメージ

（工具不要）

タオルハンガー付き
（4枚掛け）。

数量
限定

87  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  お客様にて組立てが必要な商品です　   完成品でお届けします



11　�何度でも使える�
粘着フック�4個組

申込番号� 133429
お買物ギフト券� 3枚（1,500ポイント分）
PVC　ポリエチレン　7.5×7.5×高さ2（フック部分含む）㎝　約7g　耐荷
重約4㎏　柄違い4コ組　〈中国製〉　※木壁・漆喰・モルタル・すりガラス・
凹凸面・柔らかい面などには取り付けできません。取り外す場合は、縁からゆっ
くりはがしてください。

吸収 乾燥

吸収 乾燥

8　�つっぱり式スリムラック
申込番号 133446�お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）
樹脂コーティングスチールパイプ　ABS樹脂　ポリプロピレン　合成ゴム　
鉄（メッキ）　最大幅53×奥行9×高さ200～275㎝　約2.3㎏　取り
付け可能範囲：高さ約200～275㎝　トレイ調整可能範囲：高さ約15～
180㎝まで　耐荷重：（全体）10㎏・（トレイ）2㎏　スリムトレイ5コ付　

〈中国製〉

5　�節水シャワープロ　プレミアム
申込番号� 192668
お買物ギフト券� 15枚（7,500ポイント分）
幅6.4×奥行6.2×高さ23.9㎝　152g　節水効果：ハード水
流時50％・ソフト水流時70％　アダプタ4コ付　〈日本製〉　
※バランス釜（浴室に釜があるタイプ）には使用できません。

上質な肌触り、
さりげないドット模様が
おしゃれな今治タオル。
通常のタオルサイズより
約20％ロングサイズで
使い勝手がよいです。

綿100%　今治タオル認定番号：第2015-1134号　
［フェイスタオル］約33×100㎝　約96g　［バスタ
オル］約60×140㎝　約222g　〈日本製〉

1　�今治タオル　ロングドット
申込番号� お買物ギフト券
フェイスタオル
ブラウン �192777� 2枚（1,000ポイント分）
フェイスタオル
ブルー �192778� 2枚（1,000ポイント分）
バスタオル
ブラウン � 192779� 5枚（2,500ポイント分）
バスタオル
ブルー � 192780� 5枚（2,500ポイント分）

フェイスタオル
ブルー

バスタオル
ブラウン

腰を曲げずにラクラクお掃除！
コードレスだからスイスイお掃除ができます。

回転ブラシでピカピカに。

用途に応じて
長さの調整が
できます。

ハンディタイプ
59㎝

高いところもラクラク。

7　�充電式バスポリッシャー／スリーアップ
申込番号 192773� お買物ギフト券�13枚（6,500ポイント分）
TU-890　幅16×奥行13×長さ59/107㎝　900g　10時間充電で約
20分使用可　バスブラシ（大・小）各1・トイレ用ブラシ・充電用フック付　

〈中国製〉　※2020年5月下旬以降のお届けとなります。

2　�メイドイン和歌山　�
エンジェルステップ　�
バスマット

申込番号

グレー　192742� ブルー　192743
お買物ギフト券� 7枚（3,500ポイント分）
ポリエステル100％　裏面滑りにくい加工：EVA樹脂　45×60㎝　350g　

〈日本製〉

独自開発の糸と日本国内での染色にこだわった
国産バスマット。
驚きの吸水力で、水分を
素早く吸収します。

グレー ブルー

数量
限定

転倒防止＆歩行補助に。お風呂を華やかに彩ります。

レッドフラワー

レッドフラワー

リーフ

浴槽の床に貼るだけ！
あらかじめ裏面の吸盤部を少し水で濡らして、
浴槽の底面に押しつけるように吸着させてください。

PVC　幅68×奥行33.5×厚さ0.5㎝　460g　
〈中国製〉　※使い始めは材質特有のニオイが
あります。

3　�滑り止めバスタブマット
申込番号

リーフ　192718� レッドフラワー　192717
お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）

4　�SIAA�折りたたみ風呂ふた
申込番号� お買物ギフト券

70×109ｃｍ� 192595� 10枚（5,000ポイント分）
70×119ｃｍ� 192596� 11枚（5,500ポイント分）
75×119ｃｍ� 192783� 13枚（6,500ポイント分）
75×139ｃｍ� 192597� 14枚（7,000ポイント分）
75×149ｃｍ� 192598� 15枚（7,500ポイント分）
ポリプロピレン　厚さ1.1㎝　［70×109㎝］2.1㎏　［70×119㎝］
2.3㎏　［75×119㎝］2.5㎏　［75×139㎝］2.8㎏　［75×149㎝］ 
3㎏　〈日本製〉

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

（SIAA）の安全性と
抗菌・防カビ性基準に合格。

数量
限定

抗 菌 防カビ

節水最大70％！
高性能散水板により
シルクのような肌触りを実現。

傷や汚れに強く
衛生的なステンレス
コーティング。

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

ボタンを左に押すと
止水できます。

本品 従来品
※メーカー調べ

同時間での
吐出水量比較

数量
限定

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

人気
商品!人気商品!足跡も残らないほど、抜群の吸収性を実現！

従来の珪藻土バスマットではできなかった
洗剤での洗浄と天日干しが可能に！

割れにくく、足裏にぴったりフィットするタイル形状。

清潔に使えます。

6　�超速乾�プレミアム珪藻土バスマット
申込番号� お買物ギフト券

Ｓ�46×34㎝�192556� 9枚（4,500ポイント分）
Ｍ�53×40㎝�192557� 11枚（5,500ポイント分）
珪藻土　ポリプロピレン　EVA樹脂　厚さ2.2㎝　S：1.9㎏　M：2.5㎏　

〈中国製〉

200㎝

～

275㎝

洗濯機サイドなどの
有効活用に！
突っ張り式で取り付け簡単。

（工具不要）

数量
限定

シリコンブラシで
きれいに落とす！
手のひら感覚で
お風呂掃除！

9　�ブラシ付きお掃除バスグローブ
申込番号 192730� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）

シリコーンゴム　幅18.5×奥行3.5×全長33㎝　186g　適応サイズ（手の
ひら周り）：約28㎝まで　左右兼用　両面使用可　1枚入　〈中国製〉

あきらめていた
隙間の汚れに
指が届く！

10　�おもちゃバスケット
申込番号 133435� お買物ギフト券�6枚（3,000ポイント分）
スチール（ポリエチレンコーティング）　幅25.4×奥行18.6×高さ27.4㎝　
450g　耐荷重3㎏　〈日本製〉

浴室乾燥機のバーに掛けて、
清潔に収納できる！

網目が細いので小さい物も落ちにくい。脚高なので、直接床に
置かず清潔です。

貼ってはがして
繰り返し使える粘着フック。
キッチンなどの水まわりにもおすすめです。

クギや穴開け不要！はがした跡が残らない。
水洗いすれば吸着力は何度でも復活。

12　�瞬乾力�バスマット
申込番号� お買物ギフト券

Ｍ�45×35㎝� 192229� 6枚（3,000ポイント分）
Ｌ� 60×45㎝� 192230� 9枚（4,500ポイント分）
消石灰　珪砂　バーミキュライト　珪藻土　パルプ　厚さ0.9㎝　M：1.5㎏　
L：2.5㎏　〈日本製〉

お風呂上がりの
水分を
ぐんぐん吸収！

数量
限定

通気性が良く、
汚れにくい！

32.5㎝

足裏にゴムキャップ付き、
滑り止め効果で安心。

背面に6個の磁石付き。
洗濯機にも簡単取り付け。

ドライヤーのコードを巻き付けられる
コード用フック付き。

13　�清潔に使える風呂いす
申込番号 192454� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
座面：ポリプロピレン　脚：アルミニウム　約幅33.5×奥行25.5×高さ32.5㎝　
約1.2㎏　耐荷重100㎏　〈中国製〉　※組み立ての際は、説明書をご確認
ください。

湿気や汚れがこもりにくく、
お手入れも簡単!

散らかりがちな洗面台もスッキリ！

①扉用フックで引っ掛け
②マグネット　③置く

3通りの設置が可能

14　�マグネット式ドライヤーホルダー
申込番号 133431� お買物ギフト券�5枚（2,500ポイント分）
スチール　磁石　幅22×奥行8.5×高さ14㎝　850g　耐荷重3㎏　扉用
フック2コ・コード用フック3コ・内底用クッション1枚付　〈中国製〉

ポストに
お届け

（フェイスタオル）

裏面は
滑りにくい
加工付き。

思わず
頬ずりしたくなる

肌触り。

折りたたみ式で
コンパクトに
収納できます。

大変なお風呂
そうじもこれ1本で

ラクに!
トレイの

取り付け位置は
自在、360°まで

回転調整
 できます。

玄関で
こんな使い方も！

排水口の
お掃除も

  ラクラク。

お風呂で
使うおもちゃや、
シャンプーボトル
などもスッキリ
片付きます。

ちょっと高めで、
立ち座りが

ラク！

扉用フック。

※イメージ

しっかり床に
固定できる
滑り止め

シート付き。

国内で1枚1枚を丁寧に
製造しております。

スティックタイプ
107㎝

洗面台と洗濯機の
微妙なすき間に！

さらっと乾燥! 
いつもサラサラ。

※イメージ

数量
限定

※全てのトレイに
　付いています。

前後から
取り出しやすい

構造。

保管に
便利な吊り
下げ穴付き。

外して
洗えるインナー

トレイ付き。

※使用イメージ

※イメージ

109 ポストに
お届け   郵便受けへお届けする場合があります。　

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



ハウスキーピング お掃除・生活雑貨

9　�ANABAS�
2WAY�スティック&�
ハンディクリーナー

申込番号� 192629
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
SSC-110　幅25×奥行14.3×高さ106.7㎝　約1.5㎏　
400W　コード長6m　専用ノズルホルダー・すき間ノズル付　

〈中国製〉

7　�サイクロン式�
クリーナー�
／三菱電機

申込番号� 192440
お買物ギフト券� 49枚（24,500ポイント分）
TC-EXG7J-A　幅21×奥行32.3×高さ22㎝　2.4㎏　
850W　コード長5m　クリーン排気システム（4層フィ
ルター）　タービンブラシ・ダストカップ水洗い可　馬毛
使用のすみずみブラシ・サッシノズル付　〈日本製〉

大人気の日本製クリーナー。
リチウムイオン電池内蔵で
パワフル＆長寿命。

階段や車内もスイスイ♪

洗剤泡発生器で、市販の洗浄剤が
瞬時に大量のきめ細かな泡になります。

収納バッグ付き。

高精細9型
液晶モニター搭載。DC12Vカーアダプタ
使用で車の中でも楽しめます。

印字幅が1.5倍になり
「お名前タグ」
「ピッとコード」
印刷機能が付きました。

ゴミは紙パックいらずで
簡単にポイッ！

レッド
アイボリー

ライムグリーン
じゅうたんも
OKの万能
ノズル。

1　�日本製コードレスクリーナー／マキタ
申込番号

レッド　192303� アイボリー　192302
お買物ギフト券� 25枚（12,500ポイント分）
CL110DW　幅22.2×奥行10.9×高さ90.6㎝　1.2㎏（ノズル・パイ
プ含む）　3時間充電で約10分使用可（バッテリー内蔵式）　フィル
ター水洗い可　〈日本製〉　※本体は自立しません。

集じん容量
約560㎖

紙パック
不要

Wi-Fiに接続して最大78言語※の音声を高速翻訳。
※オフライン時は簡易的な翻訳機となり、
　4言語の翻訳が可能。 内蔵カメラで

文字も翻訳。
（Wi-Fi接続時のみ）

話しかけた内容をすぐに
音声翻訳。
双方向に対応します。

11　�オンライン翻訳機　トークル
申込番号 180634� お買物ギフト券�26枚（13,000ポイント分）
1TB2W　幅5.4×奥行1.5×高さ13.5㎝　96g　4時間充電で約8時間使用可　
オンライン翻訳：78言語　オフライン翻訳：4言語（英・日本・中国・韓国）　文字
翻訳：26言語　2.4インチタッチスクリーン　文字翻訳用カメラ：500万画素　
充電用USBケーブル・ネックストラップ付　〈中国製〉　※オフライン時は翻訳
の精度が下がります。

人気
商品!人気商品! 軽くて静音なのにパワフル！

コードレス＆タンクレスでどこでも洗浄。
自吸式なので、水道の蛇口からだけでなく、
バケツが水源に。吸水口には
不純物フィルター付き
なので安心です。

2　�コードレス洗浄機／Beautitec
申込番号

ライムグリーン　192735� ホワイト　192736
お買物ギフト券� 42枚（21,000ポイント分）
KB007　幅41.5×奥行8×高さ15.3㎝　1.2㎏　モーター出力：
180W　2.5時間充電で45分使用可（エコモード時）　水圧：2.2MPa　
流量：3ℓ/分　リチウム電池（2,500mAh）仕様（取り外し可）　運転
音：80dB　ノズル2種・給水ホース（6m）・収納バッグ付　〈中国製〉　
※水道蛇口からの吸水には、市販の蛇口コネクターをお求めください。

使い方に関するお問い合わせは…Beautitecお客様サービスセンター 
0570-088-660（平日10〜17時）

ホワイト

4　�クリーナー用�
紙パック10枚／マキタ

申込番号� 192109
お買物ギフト券� 2枚（1,000ポイント分）
A-48511　抗菌仕様　〈中国製〉

圧倒的な吸引力&軽快な取り回し！ 液体の吸引も可能な
コンパクトコードレスクリーナー。

簡単！ ラクチン！ コードレス！ 電動空気入れ。

集じん容量
約500㎖

紙パック
式

紙パック10枚

3　�紙パック式�
パワフルコードレス�
クリーナー／マキタ

申込番号�

192345 お買物ギフト券

50枚／�� ��45枚（22,500ポイント分）
CL107FDSHW　幅22.2×奥行15×高さ96㎝　
1.42㎏（ノズル・パイプ含む）　22分充電で約25
分使用可（標準モード）　モード切替（標準/強/パワ
フル）　バッテリー着脱式　ダストバッグ水洗い可　
充電切れお知らせ機能・LEDライト付　紙パック
10枚付　〈中国製〉　※本体は自立しません。

5　�ブラック・アンド・デッカー　�
乾湿両用リチウムダストバスター

申込番号 192753� お買物ギフト券�13枚（6,500ポイント分）
WDC215　幅12×奥行41×高さ14㎝　690g　約10時間充電で最大
約8分使用可　ノズル3種（ブラシ・先細・ラバーパッド）付　〈中国製〉

ダストカップは水洗いOK。

乾湿両用だから、
液体もゴミもこれ1台で

吸い取ります。

アタッチメントを付け替えて
デイリーにも、レジャーにも大活躍。

6　�電動エアーコンプレッサー�
／シー・シー・ピー

申込番号� 192770
お買物ギフト券� 17枚（8,500ポイント分）
ZE-TI35-OR　幅7.7×奥行15×高さ25.5㎝　1.1㎏　4時間
充電で約15分使用可　LEDライト機能　エアホースセット・仏式
バルブ用アタッチメント・プラスチックノズル（大・小）・ボール用空
気針・収納袋付　〈中国製〉

軽量＆コンパクトなのに
強い吸引力を実現!

ハンディクリーナーにもなる
便利な２ＷＡＹ仕様！

高温・高圧スチームで
頑固な汚れも強力洗浄。

モーター式パワーブラシが、
強力にゴミをかき出す!

数量
限定 数量

限定

0.5μm以上の微細なゴミを
99.9％以上逃さない!

ダストケースと
フィルターは
水洗いOK！

滑らかな波型の刃先で、硬い物から
ダンボール、カーペットまで切断できます。

切ることが楽しくなるほどの切れ味と、
操作性を実現しました。

家具の下も
ラクラク
お掃除。 狭いところでも

使いやすい構造。

集じん容量
約600㎖ 集じん容量

約900㎖
紙パック
不要 紙パック

不要

吸込仕事率
320W

8　�紙パック式パワーブラシ�
クリーナー／日立

申込番号� 191398
お買物ギフト券� 41枚（20,500ポイント分）
CV-P500H　幅28.8×奥行25.6×高さ21.4㎝　3.4㎏　
1000W　コード長5m　〈日本製〉

吸込仕事率
560W

吸込仕事率
74W

集じん容量
約1.5ℓ

紙パック
式

パワフル
ヘッド。

自立式で
収納に
便利！

屋外や屋内でも！ DVDやCDが
これ1台で楽しめます。

お好みボタンでラジオの
選局もしやすい！

12　�EAST　9型ポータブル�
DVDプレーヤー

申込番号� 180629
お買物ギフト券� 22枚（11,000ポイント分）
DVD-P920　幅25.7×奥行18.7×高さ4.4㎝　約
830g　約3.5時間充電で約3時間使用可　DVD・
CD・DVD-R/RW・CD-R/RW・USB・SD・MP3・
JPEG対応　ACアダプタ・カーアダプタ・AVケーブル・
車載用カバー・リモコン付　〈中国製〉　※再生専用

数量
限定

13　�CD�ラジオ／東芝
申込番号� 180581
お買物ギフト券� 13枚（6,500ポイント分）
TY-C24（W）　幅31.8×奥行6.5×高さ15.2㎝　約1.2㎏　
単2×6（別売）　11W　コード長1.5m　CD-R/RW再生
対応　リピート・プログラム・ランダム再生　スリープタイマー付

（2時間まで）　〈中国製〉　※CD-R/RWに記録されたディス
クの再生は、ディスクの品質、記録状態、録音環境により再生
できない場合があります。　※ワイドFMの対応をしていない
地域もあります。詳細は各放送局へお問い合わせください。

AM放送が入りにくい所でもFM放送で
AMラジオを聴けるワイドFM対応※

FMAMCD 数量
限定

初心者も安心の
コンピュータ制御ミシン。

温度・湿度表示も。
コンパクトで実用的な
木目調電波時計。

一番人気のモデルが
リニューアル。

縫い目長さ・振り幅を自動設定。
生地の厚さを感知し、自動でパワー調整します。

14　�コンピュータミシン�
／ジャガー

申込番号� 192737
お買物ギフト券� 48枚（24,000ポイント分）
KC220　幅38.7×奥行19.7×高さ30.5㎝　6.8㎏　
65W　コード長1.8m　縫い模様69種＋ボタンホール
11種　自動糸通し　手元LEDライト　下糸のセットが
簡単な全回転水平釜　針の停止位置選択　取扱説明
DVD・ソフトカバー付　〈ベトナム製〉

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

数量
限定

数量
限定

15　�電波時計�
／アデッソ

申込番号� 133450
お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）
AJ -75　ABS樹脂　幅12×奥行4×高さ10.5㎝　
158g　単3×2（お試し用）付　日付曜日・温湿度表示・
ダブルアラーム・スヌーズ機能付　〈中国製〉

16　�テプラPRO��
／キングジム

申込番号� 150363
お買物ギフト券� 18枚（9,000ポイント分）
SR170　幅18.3×奥行21.9×高さ5.8㎝　単3×6

（別売）　熟語数：約63,000語　オートカッター　4・6・
9・12・18㎜幅テープ対応　ＡＣアダプタ・試用テープ
1コ付　〈中国製〉

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に細断します。

17　�パーソナルシュレッダー�
／アイリスオーヤマ

申込番号� 150386
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
P5GCX　幅31×奥行19×高さ30㎝　3㎏　ダスト
ボックス容量：8.7ℓ　120W　コード長1.5m　定格細
断枚数：A4コピー用紙5枚　細断寸法：0.4×4㎝　

〈中国製〉　※CD・カードは細断できません。

18　�いろいろ切れる！万能のこぎり
申込番号 192562� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
持ち手：ABS樹脂　熱可塑性エラストマー樹脂　シリコーン　刃：特殊焼入鋼

（JIS　SK85）　幅2×全長28.6㎝　刃渡り約15.3㎝　約102g　〈日本製〉　
※材質・厚さ・強度により、切断しにくい物や、切断できない場合があります。

安心の日本製。
いろいろな素材が
切れる。

花屋さんのために
開発された花はさみ。

トレーに物が置けるので、電球交換や
エアコン清掃など、
高所の作業に最適。

手にフィット
しやすい曲線の

持ち手。

ステンレス・鉄 プラスチック 木製品

19　�アルス　業務用花はさみ　フルール
申込番号 192776� お買物ギフト券�5枚（2,500ポイント分）
高炭素刃物鋼（フッ素樹脂加工）　幅10.5×全長17.1㎝　刃渡り4.1㎝　
約140g　〈日本製〉

刃先はフッ素
樹脂加工で汚れにくく

お手入れも簡単。

折りたたむと
厚さ約10㎝。

20　�トレー付スチール脚立　4段
申込番号 192028� お買物ギフト券�22枚（11,000ポイント分）
本体：スチール（粉体塗装）　トレー・ステップ：ポリプロピレン　約幅54.5×奥
行92×高さ150㎝　約8.5㎏　収納時：約幅54.5×奥行10×高さ162㎝　
耐荷重：本体約100㎏・トレー約10㎏　〈中国製〉

150㎝

54.5㎝
92㎝

ブラシ 先細 ラバーパッド

ノズル
3種付

バックライト
付きで見やすい。

数量
限定

ロングノズル。
ヘッドはストレートから

扇形まで無段階に
調節可能。 

LEDライト付きで
暗い所も見やすい！

紙パック式
ワンタッチで
カバーオープン。
手を汚さず簡単
ゴミ捨て。

充電は
わずか
22分！

集じん容量
約385㎖

紙パック
不要

設定圧力まで
自動で空気を

充填。

レジャー

タイヤ

スポーツ

専用ノズル
ホルダー付き。

人気
商品!人気商品!

10　�スチームクリーナー　�
ハンディタイプ�
／アイリスオーヤマ

申込番号� 192162
お買物ギフト券� 13枚（6,500ポイント分）
STM-303　幅31×奥行13×高さ24㎝　約1.8㎏　
1000W　コード長4m　タンク容量：約300㎖　連続
使用：最大約12分　スチーム温度：約100℃　布用ノズ
ル・布用ノズルカバー2枚・ポイントブラシ3コ・ストレートノ
ズル・アングルノズル・フレキシブルノズル・じょうご・メジャー
カップ付　安心のチャイルドロック機能付　〈中国製〉

油汚れや細かい
箇所のお掃除に

ぴったり。
付属品

バック
ライト付き
液晶画面。

アラームは2つの時間設定可能！

チャイルドロック
機能付き。

1211  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  お客様にて組立てが必要な商品です



ハウスキーピング インテリア・寝具

ブラウン
2人掛けひじ無し

13　�リバーシブル敷布団　シングル2枚組
申込番号 133141� お買物ギフト券�30枚（15,000ポイント分）
表地・裏地：ポリエステル100%　中綿：ポリエステル100%　約100×200×厚さ8㎝　重さ（1枚あたり）：約3㎏（中
綿2.16㎏）　色違い2枚セット　〈中国製〉　※商品によって柄の出方が異なります。

11　�クッション付き座れる脚立
申込番号� お買物ギフト券

２段　192299� 11枚（5,500ポイント分）
３段　192300� 15枚（7,500ポイント分）
スチール（粉体塗装）　ポリプロピレン　合成皮革　ウレタンフォーム　［2段］
幅47×奥行51×高さ79㎝　収納時：幅47×奥行14×高さ103.5㎝　4.85㎏　
耐荷重約80㎏　［3段］幅47×奥行66×高さ103㎝　収納時：幅47×奥行
14.5×高さ128.5㎝　7.14㎏　耐荷重約80㎏　〈中国製〉　※ストッパー
は付いておりませんので、取り扱いの際には手を挟まないようにご注意ください。

8　�万能バスケット　�
バンバスプラス

申込番号

ホワイト　133438� ブラック　133439
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
スチール　MDF　ポリエステル　径44.5×高さ35.5（天板含
む36.5）㎝　3㎏　〈中国製〉

4　�座ってしまえる�
竹製マルチラック

申込番号 133437� お買物ギフト券�16枚（8,000ポイント分）
竹　ポリエステル　ウレタンフォーム　幅69×奥行30×高さ49（上段14・下段
18）㎝　座面収納部：幅64×奥行25×高さ5㎝　座面：幅65×奥行28×
高さ4㎝　6.1㎏　耐荷重80㎏　〈中国製〉

2　�たためる軽量アルミテーブル
申込番号 133433� お買物ギフト券�6枚（3,000ポイント分）
アルミニウム　ABS樹脂　フェノール樹脂　MDF（中密度繊維板）　
使用時：幅26×奥行39.5×高さ9.5～26㎝　収納時：幅26×奥行39.5
×高さ4㎝　天板サイズ：約24.2×30.5㎝　約670g　耐荷重約8㎏　
角度調節可　〈中国製〉

1　�座ってしまえて畳める�
便利ボックス

申込番号

ツリー　133440� フィッシュ　133441
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　綿　レーヨン　ナイロン　MDF　ウレタンフォーム　幅30×
奥行30×高さ30㎝　収納ボックス（内寸）：幅28.5×奥行28.5×高さ27.5㎝　
収納時：幅30×奥行30×高さ5㎝　1.25㎏　耐荷重80㎏　〈中国製〉

ちょこっと座れて、
中に収納でき、
使わない時は
小さくたためます。

使い方いろいろ！
ベッドの上でも使える
多機能テーブル。

ツリー フィッシュ

フィッシュ

角度が自由に変えられます。

座面はクッション性があり、
座り心地も快適。

置いてあるだけで思わず笑みがこぼれる、
キュートなスツール。

葉っぱをイメージした形の
おしゃれなテーブル。

最上段はクッション付き
なので、イスとしても
使えます。

7　�かばモチーフのスツール
申込番号

グレー　133443� ブラウン　133442
お買物ギフト券� 16枚（8,000ポイント分）

合成皮革　中材：低反発クッション　脚部：天
然木　幅64×奥行33×高さ36㎝　3.35㎏　
耐荷重80㎏　〈中国製〉

ズレ落ちを
防止する

ストッパー付き。

折りたたむと
こんなに

  スリムに。

読書をしたり パソコンをしたり

※イメージ

サッと移動できる小回りのよいサイズ。
見た目以上の収納力！

座って靴を履くことが
できる便利な
ベンチ型収納ラック。

夏は涼しく、冬は暖か。 
お部屋の空気をきれいにするカーテン。

伸縮素材でピッタリフィット、かぶせるだけで新品のように。 ふゎ～っとマシュマロみたいにやわらかいケット。 1年中使えるリバーシブルタイプの敷布団。

棚・ボトルスペース、カトラリーなどを
収納できる引き出しに加え、
小物類に最適なワイヤー引き出しなど、
収納スペースがたっぷり！

2段の収納スペースで、
スリッパやシューズが
たっぷり入ります。

肌触りの良いパイル生地で一年中快適に
お使いいただけます。

3　�竹製キッチンワゴン
申込番号 124899� お買物ギフト券�20枚（10,000ポイント分）
竹　幅68×奥行35×高さ75㎝　9㎏　耐荷重20㎏　〈中国製〉

数量
限定

座った時もヒザが曲がりすぎず、立ちやすい高さです。

日本アトピー協会推奨品

抗菌・消臭 花粉分解

ブラウン

ベージュ

5　�空気清浄パタパタカーテン
申込番号

ブラウン　133448� ベージュ　133447
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
ポリエステル100％　100×180㎝　310g　〈日本製〉　※突っ張りポー
ルは付いていません。市販のものをお使いください。

数量
限定

ホワイト

ホワイト

2段

3段

ブラック
ブラック

散らかりがちな小物を収納。
サイドテーブルとしても
使えます。

天板はカップやお皿を置いても十分な広さ。
ソファーに座って使うのによい高さです。

タオルケットの厚みで毛布の手触り。

取り外せる布袋付き。布袋を使って、隠す収納もできます。

どんなインテリアにも合わせやすい柔らかな質感の木目。

9　�リーフテーブル
申込番号 192690� お買物ギフト券�15枚（7,500ポイント分）
天板：天然木化粧繊維板（MDF突板）　脚部：ラバーウッド　幅72×奥行53
×高さ32㎝　約3.8㎏　〈中国製〉

高さは32㎝でローテーブ
ル・センターテーブルとし
てお使いいただけます。

折りたたんで
収納可。

103㎝

79㎝

51
㎝

75
㎝

47㎝47㎝
66㎝51㎝

ブルー系

高級感ある
モノグラム
　デザイン。

ベージュ系

12　�四季おりおり使えるケット�
2色組

申込番号 133430� お買物ギフト券�11枚（5,500ポイント分）
ポリエステル100％　約200×140㎝　色違い2枚セット　〈中国製〉

お得な
2枚組

表面

裏面

表面はサラッとした肌触
り、裏面は起毛であたた
か。中綿はへたりにくい固
綿を使用。

ツリー

シンプルなデザインと竹の温もりで
インテリアに調和します。

突っ張りポール※で取り付け簡単。
縦方向や丈の長さをお好みで
ハサミでカットできます。

ちょっと
レシピを見たりするの

にも便利！

6　�グ～ンと伸びる�
フィット式ソファカバー

申込番号 ブラウン グリーン お買物ギフト券
２人掛け
ひじ無し 133457 133458 8枚（4,000ポイント分）
３人掛け
ひじ無し 133459 133460 10枚（5,000ポイント分）
２人掛け
ひじ付き 133461 133462 9枚（4,500ポイント分）
３人掛け
ひじ付き 133463 133464 11枚（5,500ポイント分）

ポリエステル100％　適応ソファー
サイズ：奥行80～90×高さ85㎝　

［2人掛けひじ無し］幅80～130㎝　
1㎏　［3人掛けひじ無し］幅130～
190㎝　1.2㎏　［2人掛けひじ付
き］幅90～140㎝　1㎏　［3人掛け
ひじ付き］幅140～210㎝　1.2㎏　

〈中国製〉

高級感のあるフェイクレザー。座面は弾力があり、快適な座り心地。

※イメージ

夏はタオルケット、冬は毛布として1年中活躍！

夏はサラッと
冬はふんわり！

数量
限定

ヨコストレッチ

グレー ブラウン

数量
限定

オットマン
としても便利!

座面の下には
鍵や小物を
収納できる

スペースも！

（脚部のみ・工具不要）

グレー

2色組

（ネット使用）

数量
限定

軽量なので
持ち運びもラク！

（一部お客様取付けあり）

人気
商品!人気商品!上着から小物まで収納できる、

ハンガーパイプ付きの引出し。

10　�シーズユニット収納5段�
ハンガーパイプ付き

申込番号� お買物ギフト券

133237� 14枚（7,000ポイント分）
ポリプロピレン　スチール　幅83.5×奥行42×高さ111.2㎝　引出し内寸：
幅26.2×奥行37.2×深さ16.3㎝　5.1㎏　耐荷重：ハンガーパイプ部5㎏、
天板・引出し1段あたり1㎏　ハンガーパイプは左右に取付可　キャスター
6コ付　〈日本製〉

キャスター付きで
移動もラクラク。

グリーン
3人掛けひじ付き

1413  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  お客様にて組立てが必要な商品です　   完成品でお届けします　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   ご家庭で手洗いできます



キッチン フライパン

クローバー柄

たたむと
とっても

 コンパクト！

2　�Remi♪Hirano　　　　　　　　　　　
レミパン　　　　　　　　　　　　　　

申込番号

イエロー　122248� ブラウン　122249
オレンジ�　122620�
お買物ギフト券� 20枚（10,000ポイント分）
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・底面鉄溶射加工）　最大幅45
×高さ16.4㎝　径24×深さ8㎝　底厚3.5㎜　1.16（本体のみ0.8）㎏　3ℓ　
レシピブック（38メニュー）付　本体：〈韓国製〉　フタ：〈日本製〉

3　�折りたたみレジカゴバッグ
申込番号� 192752
お買物ギフト券� 3枚（1,500ポイント分）
ポリエステル　アルミ蒸着シート　約幅40×マチ22×高さ
26㎝　持ち手約54㎝　収納時：約幅21.5×奥行5×高さ
17㎝　約260g　約20ℓ　巾着開閉式　保冷剤用内側メッ
シュポケット付　〈中国製〉　※商品により柄の出方が異なります。

1　�レミパンシリーズ
申込番号 レッド ネイビー お買物ギフト券

ミニ　 124949 124950 16枚（8,000ポイント分）
ワイド　 124946 124947 22枚（11,000ポイント分）
プラス　 124444 124951 25枚（12,500ポイント分）

6　�キャリー型　　　　　　　　
クーラーバッグ33ℓ

申込番号� 192729
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
表地：ポリエステル600D　裏地：ポリエチレン酢酸ビニ
ル　断熱材：ウレタンフォーム　金属部：鉄　ハンドル・
タイヤ：ポリプロピレン　幅37×奥行34×高さ42（ハンド
ル含む95）㎝（キャスター部含む）　約2.3㎏　ファス
ナー開閉式　ショルダーベルト付　〈中国製〉

使った後は“シュパッ”と
引っ張るだけで一気にたためる！

高級感のある
オーストリッチ風。
スマホも入る
おでかけ財布。

折りたたみできる、
保冷レジカゴバッグ。

大容量サイズ。
便利なキャリー型で運搬がラク。

重い荷物をまとめて
スムーズに運べる
軽い台車。

雨から荷物を守る！ 2段式収納で
荷物が増えても安心。

4　�T-fal　　　　　　　　　　　　　
グランブルー･　　　　　　　　
プレミアシリーズ　　　　　　

申込番号� お買物ギフト券
フライパン
２０㎝　� 　��124539� 7枚（3,500ポイント分）
フライパン
２５㎝　　　��124540� 8枚（4,000ポイント分）
フライパン
２７㎝　　　��124541� 9枚（4,500ポイント分）
フライパン
２９㎝　　　��124542� 10枚（5,000ポイント分）
ディープパン
２2㎝　　　　124547� 9枚（4,500ポイント分）
ディープパン
２6㎝　　　　124548� 10枚（5,000ポイント分）
ウォックパン�
（いため鍋）２８㎝���124544� 11枚（5,500ポイント分）
エッグ　　　
ロースター�����124543� 9枚（4,500ポイント分）

アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工）　
［フライパン20㎝］最大幅36.8×高さ8.3㎝　径20
×深さ4.7㎝　底厚2.4㎜　510g　［フライパン
25㎝］最大幅43.4×高さ9.1㎝　径25×深さ5.2㎝　
底厚2.6㎜　720g　［フライパン27㎝］最大幅
45.5×高さ9.1㎝　径27×深さ5.2㎝　底厚2.9㎜　
880g　［フライパン29㎝］最大幅47.5×高さ9.1㎝　
径29×深さ5.2㎝　底厚2.9㎜　950g　[ディープ
パン22㎝］最大幅38.7×高さ9.7㎝　径22×深さ
7㎝　底厚2.4㎜　660g　[ディープパン26㎝］最
大幅44.8×高さ11.2㎝　径26×深さ8㎝　底厚
2.6㎜　910g　［ウォックパン（いため鍋）28㎝］最
大幅47.3×高さ10.5㎝　径28×深さ7.3㎝　底厚
2.9㎜　970g　[エッグロースター］最大幅34.6×
高さ7.2㎝　焼き面：12×18×深さ3.6㎝　底厚
2.4㎜　410g　〈フランス製〉

数量
限定

ネイビー

トライアングル

ドット

数量
限定

（ネット使用）

両端を
“シュパッ”と
引っ張る!

イエロー

オリーブ

ネイビー

取り外せるストラップで、
シーンに合わせて使えます。

ガバッと開いて
見やすく、
使いやすい！

4　�リラックマ　　　　　　　　　　　　
レジカゴバッグ　スター柄

申込番号 192781� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　アルミ蒸着シート　発泡ポリウレタン　約幅33×マチ
21.5×高さ29.5㎝　持ち手約55㎝　約250g　約27ℓ　巾着開閉
式　外側オープンポケット1コ・底板付　〈中国製〉
※新商品のため、2020年4月中旬以降のお届けとなります。

大人かわいい星空モチーフのレジカゴバッグ。

数量
限定

5　�2段式　　　　　　　　　
自転車カゴカバー

申込番号

ブルー　192715� ピンク　192714
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル100％（裏面：ポリ酢酸ビニル樹脂コー
ティング）　幅39×奥行32×高さ32～53㎝　約
150g　ファスナー開閉式　〈中国製〉　※幅39×
奥行32×高さ30㎝までの前カゴに取り付け可。

ブルー
荷物が増えても
安心の大容量。

2段容量
アップ!!

数量
限定

2ℓペットボトル9本収納可。

コンパクトに収納可。

ショルダーベルト付き。
キャリーから外して
肩掛けもできます。

7　�らくらく日本製　　　　　　　　　
軽量ファミリーカート

申込番号 192401�お買物ギフト券�9枚（4,500ポイント分）
本体：ポリプロピレン　ハンドル：アルミニウム合金　キャスター樹脂
部：PVC　金属部：鉄（亜鉛メッキ）　使用時：幅40×奥行60×高さ
76.5㎝　収納時：幅40×奥行12.5×高さ76㎝　車輪：径7.5㎝　
約2.9㎏　耐荷重50㎏　ハンドルロック機能付　〈日本製〉
※静音設計ではありません。

5層「チタン・プレミア」
コーティングで高い耐久性。

ロングセラーの定番レミパン。焼き面が広く、たくさんの食材をムラなく
調理できるワイドタイプが新登場！

ティファール最高峰の耐久性！ 
6層「チタン・エクセレンス」コーティング。

3　�T-fal�����　　�　　　　　　　　　
ＩＨルビー・エクセレンスシリーズ

申込番号� お買物ギフト券
フライパン
２１㎝　　　����124531� 9枚（4,500ポイント分）
フライパン
２６㎝　　　����124532 � 11枚（5,500ポイント分）
フライパン
２８㎝　　　���124533� 12枚（6,000ポイント分）
ウォックパン　
（いため鍋）２８㎝　�124534� 13枚（6,500ポイント分）
シチューパン
２０㎝　　　����124536� 15枚（7,500ポイント分）
ソースパン
１８㎝　　　���124535� 13枚（6,500ポイント分）
エッグ　　　
ロースター　　124538� 11枚（5,500ポイント分）

アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工・
外面フッ素樹脂加工）　［フライパン21㎝］最大
幅38.6×高さ8.6㎝　径21×深さ5.1㎝　底厚
4.5㎜　820g　［フライパン26㎝］最大幅45.7×高
さ7.6㎝　径26×深さ5.1㎝　底厚4.5㎜　1.08㎏　
［フライパン28㎝］最大幅47.6×高さ8㎝　径28×深
さ5.1㎝　底厚4.5㎜　1.22㎏　［ウォックパン（いた
め鍋）28㎝］最大幅47×高さ12.3㎝　径28×深さ
7.7㎝　底厚4.5㎜　1.1㎏　［シチューパン20㎝］
最大幅33.4×高さ16.3㎝　径20×深さ10㎝　底
厚4㎜　1.53㎏　3.1ℓg　［ソースパン18㎝］最大
幅37.5×高さ15.1㎝　径18×深さ8.9㎝　底厚
4㎜　1.3㎏　2.3ℓ　〈フランス製〉　[エッグロース
ター］最大幅35×高さ8㎝　焼き面：14×18×深
さ3.8㎝　底厚5.5㎜　665g　〈中国製〉

数量
限定

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

フライパン
21・26・28㎝ フライパン

20・25・27・29㎝
ディープパン
22・26㎝

ウォックパン
（いため鍋）28㎝

エッグロースター

シチューパン20㎝

ガス火専用

※�エッグロースターは4層チタン・エクストラコーティング。

ウォックパン
（いため鍋）28㎝ エッグ

ロースター

1年保証

1年保証

オレンジブラウン

レミさんのアイデアがギュッとつまった
万能フライパン。使いやすい便利な機能と
うれしい工夫が人気のヒミツです。

イエロー

蒸気穴を開けて、
フタをしたまま
差し水ができます。

買い物・旅行

パーティなど

ネイビー

ネイビー

ネイビー レッド

レッド

レッド

レミパンミニ
レミパンプラス

レミパンワイド

© 2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

はっ水加工

買い物の運搬や
 行楽のお供に!

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・底面鉄溶射加工）　フ
タ：強化ガラス　レシピブック付　［ミニ］最大幅40×高さ13㎝　径20
×深さ6.7㎝　底厚3.5㎜　約1.1（本体のみ0.72）㎏　2ℓ　［ワイド］
最大幅48×高さ14.2㎝　径28×深さ5㎝　底厚3.8㎜　1.6（本体の
み0.83）㎏　2.9ℓ　［プラス］最大幅44×高さ14.5㎝　径24×深さ
8㎝　底厚3.5㎜　1.35（本体のみ0.75）㎏　3.3ℓ　本体：〈韓国
製〉　フタ：〈中国製〉　（検査・組立：日本）

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

ガバッと
開いて
取り出し
便利！

ピンク

レジカゴ
対応

ソースパン
18㎝

2　�コンパクトバッグ　　　　　　
シュパットL／マーナ

申込番号

ネイビー　192244� ドット　192245
トライ　
アングル���192784�
お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）
ポリエステル　約幅50×マチ10×高さ38㎝　持ち手約
50㎝　収納時：幅10×奥行7.5×高さ7.5㎝　183g　
約31.4ℓ　スナップボタン開閉式　〈中国製〉
※使用時のサイズは入れる物により異なります。

1　�おでかけポシェット長財布
申込番号

ネイビー�106175� オリーブ�106176
イエロー�106174�
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル100％（表面：PVC加工）　幅20×厚さ
5.5×高さ12㎝　280g　ファスナー開閉式　内側：
カード入れ8コ　ファスナー式ポケット1コ　オープンポ
ケット8コ　外側：オープンポケット2コ　ストラップ付
（長さ約62～118㎝）　〈中国製〉

レジカゴ
対応

折りたたんで
コンパクト。

巾着部分にも
リラックマが

います。

持ち手穴3ヵ所付きで、
どこからでも持ちやすい。スッキリ収納。

フタの
裏側に便利な
 ポケット付き！

折りたためるので、車に常備しやすい。

コンパクトで小回りが利く、小さな万能タイプ。

ひったくり防止
としても便利!

レジカゴに
すっぽり入る！ ※IHルビー・エクセレンスシリーズのみ。

外面もフッ素樹脂加工で
調理後のお手入れも簡単!

抜群のこびりつきにくさと
高い蓄熱力で玉子焼きも
手早く美しく！

チタンコーティング
といえばティファール！

レミパンワイド�ネイビー

ハンドルを倒せば
平台車として

使えます。

このマークの付いた商品は
レジカゴに対応した仕様です。

レジ袋
有料化対策の
エコバッグも！

［1年保証］
本体内面のフッ素樹脂のはがれ・底部の金属面の加工のはがれ・
熱による変形が対象となります。

レミパンミニ
レッド

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

保冷

保温

レジカゴ
対応

保冷

保温

保冷

保温

1615 ��IH 調理器（100・200V）可　 ��直火可　 ��お客様にて組立てが必要な商品です　 ��ご家庭で洗濯機を使って洗えます
数量
限定 ��限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



キッチン フライパン・鍋

（10メニュー）
※4点セットのみに付いています。

キャセロールパン
24㎝

お得な4点セット
ガラス
ふた
24㎝

ディープパン24㎝

ソテーパン24㎝

卵も
ツルん

！

厚底（二重構造）で
変形しにくく、

熱ムラも少ない。

カレー鍋
20㎝

12　�フィライト　　　　　　　　　　　　　
耐摩耗性200万回ミラー鍋

申込番号� お買物ギフト券

ソースパン18㎝　　���124905� 5枚（2,500ポイント分）
キャセロール20㎝　　124906� 6枚（3,000ポイント分）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　底厚3㎜　[18㎝］最大幅36×高
さ15.5㎝　径18×深さ10㎝　約900（本体のみ561）g　2.5ℓ　[20㎝］最
大幅33×高さ17㎝　径20×深さ10.5㎝　約1.05（本体のみ0.68）㎏　3.2ℓ　
〈中国製〉

7　�イタリアーノ　　　　　　　　　　　　　
パスタ&マルチクックポット

申込番号 124902� お買物ギフト券�7枚（3,500ポイント分）
本体：アルミニウム合金（内面セラミック加工）　最大幅34.6×奥行23×高さ
11.5（深さ6.7）㎝　底厚2.9㎜　1㎏　3ℓ　〈中国製〉

8　�ビタクラフト��　　　　　　　
ソフィアⅡシリーズ

申込番号� お買物ギフト券
フライパン　
２０㎝　　�　124553� 7枚（3,500ポイント分）
フライパン
２２㎝　　　124554� 8枚（4,000ポイント分）
フライパン
２６㎝　　　124555� 10枚（5,000ポイント分）
フライパン
２８㎝　　　�124556� 11枚（5,500ポイント分）
ウォックパン��
２０㎝　　 　124557� 8枚（4,000ポイント分）
ウォックパン��
２６㎝　　 　124558� 11枚（5,500ポイント分）
エッグパン　124559� 11枚（5,500ポイント分）

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。 ※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

「こびりつきにくい」「お手入れ簡単」
ストレスフリーなフライパン。

焦げつきにくい、ムラができにくい。
おいしく焼ける、最強の１本！

アルミニウム合金（内面ゴールドマーブルフッ素樹脂加工）　
フタ：強化ガラス　底厚2.5㎜　［フライパン20㎝］最大
幅39×高さ12.5㎝　径20×深さ4.4㎝　870（本体のみ
430）g　［フライパン26㎝］最大幅47.6×高さ14.5㎝　
径26×深さ5.4㎝　1.4（本体のみ0.7）㎏　［いため鍋
28㎝］最大幅49.5×高さ16.4㎝　径28×深さ6.7㎝　1.6
（本体のみ0.8）㎏　［片手鍋18㎝］最大幅37×高さ
17.3㎝　径18×深さ8.9㎝　895g　2.1ℓ　［両手鍋
22㎝］最大幅35×高さ21.2㎝　径22×深さ12㎝　
1.4㎏　4.3ℓ　［玉子焼きパン］最大幅37.3×高さ6㎝　
焼き面：12×15×深さ3.2㎝　390g　〈中国製〉
※新商品のため、2020年5月中旬以降のお届けとなります。

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）� 底厚2.5㎜　
[フライパン20㎝］最大幅40×高さ9.3㎝　径20×深さ
4.8㎝�654g　［フライパン22㎝］最大幅42×高さ
9.3㎝　径22×深さ4.8㎝　726g　［フライパン26㎝］
最大幅46×高さ10㎝　径26×深さ5.8㎝　974g　
［フライパン28㎝］最大幅48×高さ10㎝　径28×深さ
5.8㎝　1.08㎏　［ウォックパン20㎝］最大幅40×高さ
12㎝　径20×深さ7㎝　690g　［ウォックパン26㎝］
最大幅46×高さ11㎝　径26×深さ7㎝　956g　[エッ
グパン］最大幅38×高さ7.5㎝　焼き面：14×20×深
さ3.4㎝　600g　〈中国製〉

玉子焼きパン

いため鍋�26・28㎝

ツルスベが続き、ずっと使いたくなる
フライパンです。 数量

限定２年保証

フライパン
22・26・28㎝

ツルすべがずっと続く！こびりつきにくいから料理が楽しい。

時短・省エネ！ 素早く、ムラなく調理。 
最高の料理を食卓に提供するフライパン。

取っ手を外せるのでそのまま食卓で使える！�
重ねて収納できる！

大人気エバークックシリーズの新商品。毎日の料理に重宝します。

3　�エバークック　　　　　　　　　
シリーズ

申込番号� お買物ギフト券

カレー鍋20㎝　124887� 13枚（6,500ポイント分）
着脱6点セット�� �124888� 27枚（13,500ポイント分）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　［カレー鍋］最大幅32.8
×高さ16.5㎝　径22×深さ11.5㎝　底厚2.7㎜　1.2㎏　3.7ℓ　
［着脱6点セット］フライパン22㎝（径22×深さ6㎝　底厚3㎜　
480g）　フライパン26㎝（径26×深さ6㎝　底厚3㎜　580g）　
ポット18㎝（径18×深さ8.7㎝　底厚3㎜　480g　2.2ℓ）　ガラ
スふた（径19㎝　360g）　プラスチックふた（径19㎝　53g）　専
用ハンドル（全長19㎝　253g）�　各1コ　〈中国製〉　※着脱6
点セットのみ2020年5月中旬以降のお届けとなります。　※1年
保証は通常使用による内面フッ素樹脂加工のはがれが対象です。

4　�フレーバーストーンシリーズ
申込番号� お買物ギフト券
フタ付きソテーパン
２８㎝　　　　　　124065� 14枚（7,000ポイント分）
ソテーパン
２４㎝　　　　　���124063� 11枚（5,500ポイント分）
4点セット　　�������123625� 29枚（14,500ポイント分）

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　底厚：
ソテーパン・ディープパン5㎜、キャセロールパン4㎜　
［フタ付きソテーパン28㎝］約最大幅46.5×高さ5.5㎝　
約径28×深さ4㎝　約1.84（本体のみ1.07）㎏　ガラ
スふた付　［ソテーパン24㎝］約最大幅42.7×高さ
4.8㎝　約径24×深さ4㎝　約900g　［4点セット］
キャセロールパン（約最大幅37×高さ10㎝　深さ9㎝　
約1.04㎏）・ディープパン（約最大幅42.7×高さ7.5㎝　
深さ7㎝　約960g）・ソテーパン各1コ・ガラスふた1コ
付　〈中国製〉

数量
限定

シリーズ
累計販売数

万枚突破
1000

※2019年4月
　メーカー　
　調べ

耐摩耗性テスト

50万回
クリア

※一般財団法人
　日用金属製品
　検査センター調べ

特別な6層構造※の厚みのある板が、食材にほぼ
均一に熱を通し、料理がプロ級の仕上がりに。
※底面6層・側面5層

フタ付きソテーパン28㎝

ソテーパン24㎝

※一般財団法人
　日用金属製品
　検査センター調べ

耐摩耗性テスト

60万回
クリア※ アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加

工）　約幅23.5×高さ7.4㎝　焼き面：
15.5×15.5×深さ約7㎝　底厚4.2㎜
ハンドル：約幅4.5×長さ19.5㎝　クイッ
クタッチハンドル・ガラスふた付
〈中国製〉

5　�フレーバーストーン　　　　　　　　
ダイヤモンドディープパンセット

申込番号 124767� お買物ギフト券�17枚（8,500ポイント分）

スクエア型なので、従来の丸型フライパンと
異なり、調理スペースが約1.3倍アップ。
餃子などもスミまできっちり。

ハンドルを外してオーブン調理もでき、
食卓に並べられます。

便利な深型タイプ。具材の炒めから煮込みまで
これ1台で！

最高クラスの耐久力で
焦げつきにくさが
長持ちします。

TVで
人気！

ドイツ品質の最上級コーティング。 本体は肉厚なアルミダイキャスト製で、
保温性が高く、短時間で調理できます。

エッグパン

フライパン20・26㎝

フタ付ソテーパン
24㎝

1　�ウエストファリアシリーズ　　　　
／富士ホーロー

申込番号� お買物ギフト券
フライパン
２０㎝　　　124919� 8枚（4,000ポイント分）
フライパン
２６㎝　　　124920� 10枚（5,000ポイント分）
フタ付きソテー
パン２４ｃｍ　 　124921� 16枚（8,000ポイント分）
エッグパン　　124918� 7枚（3,500ポイント分）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　底厚4㎜　[フライ
パン20㎝］最大幅39×高さ8㎝　径20×深さ4.1㎝　約650g　
[フライパン26㎝］最大幅47.5×高さ9.5㎝　径26×深さ4.9㎝　
約950g　[フタ付ソテーパン24㎝］最大幅45×高さ15.5㎝　
径24×深さ8㎝　約1.5（本体のみ0.9）㎏　3.4ℓ　[エッグパ
ン］最大幅37.5×高さ7.5㎝　焼き面：13×19×深さ4㎝　約
620g　〈中国製〉　※1年保証は通常使用による内面のフッ
素樹脂加工のはがれが対象です。

ゴールドマーブル加工で焦げつきにくい！ 
フタが立てられて便利！

焼きムラなしでキレイに焼ける！

シャンパンゴールドカラーと
木目調の持ち手がおしゃれなフライパン。

ビタクラフトの技術が生きるフライパン。

6　�ウッドグレイン　　　　　　
マーブルコートシリーズ

申込番号� お買物ギフト券
フライパン
２０㎝　　124882� 4枚（2,000ポイント分）
フライパン
２６㎝　　�124883� 6枚（3,000ポイント分）
いため鍋
２８㎝　　�124884� 7枚（3,500ポイント分）
片手鍋
１８㎝　　��124885� 5枚（2,500ポイント分）
両手鍋
２２㎝　　��124886� 7枚（3,500ポイント分）
玉子焼き
パン　������124881� 3枚（1,500ポイント分）

抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コートで焦げつきを防止。
ステンレスとアルミの全面2層構造で抜群の熱効率を実現。

数量
限定

（エッグパンは3層構造）

フライパン
20・22・26・28㎝

ウォックパン
20・26㎝

エッグパン

お手入れラクラク、
硬質マーブルコーティング。

（※メーカー従来品比）

独自の圧縮フッ素コートで、
くっつきにくさ約3倍※アップ！

9　�硬質マーブルコート
����彩

さい

シリーズ
申込番号� お買物ギフト券
フライパン
２０㎝　　　124746� 4枚（2,000ポイント分）
フライパン
２６㎝　　　124742� 5枚（2,500ポイント分）
フライパン
３０㎝　　　124743� 7枚（3,500ポイント分）
深型パン
２４㎝　　��124745� 5枚（2,500ポイント分）
いため鍋
２８㎝　　��124744� 7枚（3,500ポイント分）
玉子焼き
パン　　　��124752� 4枚（2,000ポイント分）
アルミニウム板（内面圧縮フッ素樹脂加工）　底厚3㎜　角の丸い金属ヘラ使用可　［フライパン20㎝］最大幅38.5
×高さ9.2㎝　径20×深さ4.8㎝　470g　［フライパン26㎝］最大幅47.2×高さ10㎝　径26×深さ4.8㎝　710g　
［フライパン30㎝］最大幅51.4×高さ10.5㎝　径30×深さ5.9㎝　880g　［深型パン24㎝］最大幅44.3×高さ
13㎝　径24×深さ7㎝　685g　［いため鍋28㎝］最大幅48.8×高さ11㎝　径28×深さ7.5㎝　815g　［玉子焼
きパン］最大幅36.8×高さ5.5㎝　焼き面：13×18×深さ3.2㎝　410g　〈日本製〉

フライパン
20・26・30㎝

いため鍋
28㎝

深型パン
24㎝

玉子焼きパン

パスタを寝かせて茹でられる！
フタを付けたまま湯切りまで可能。
少ない水で沸騰するので、調理時間も短縮できます。

耐摩耗性テスト

200万回
クリア

両端に移し替えしやすい注ぎ口付き。

つまみに
菜箸やお玉が

置けます。

10　�持ちやすい！リソースパン
申込番号� お買物ギフト券

２２㎝　124914� 5枚（2,500ポイント分）
２６㎝　124915� 6枚（3,000ポイント分）
アルミニウム合金（内面マーブルフッ素樹脂加工）　底
厚2.6㎜　[22㎝］最大幅46.3×高さ13.5㎝　径22×
深さ7㎝　約1.13（本体のみ0.63）㎏　2.3ℓ　[26㎝］
最大幅54×高さ13.5㎝　径26×深さ7㎝　約1.43
（本体のみ0.76）㎏　3.2ℓ　ガラスふた付　〈中国製〉

ワイド設計で大きな魚やステーキもおまかせ！

11　�ピンクマーブルIHフィッシュ＆グリルパン
申込番号 124692� お買物ギフト券�5枚（2,500ポイント分）
アルミニウム合金（内外面ピンクダイヤモンド＋ピンクマーブルフッ素樹脂加
工）　フタ：強化ガラス　最大幅44.5×高さ11.2㎝　焼き面：約26×17×深
さ5.4㎝　底厚3.5㎜　1.6（本体のみ0.91）㎏　角の丸い金属ヘラ使用可　
ガラスふた付　〈韓国製〉

便利なガラスふた付き。
※ターナーは付いていません。

ふたのつまみに
ターナーが置ける!

底面は余分な脂を落とす
波形構造。こんがりおい
しい焦げ目に。

カレーやシチューがツルっと最後まで
すくいやすい！大きなカーブの鍋底。

選ばれました！
に

位
総 合

2018年4月号の
テストする女性誌『LDK』

ランキングで
位

焼く・炒める

揚げる※

便利なガラスふた付き。
外面はミラー仕上げ。

ソースパン
18㎝

キャセロール20㎝

2　�エバークックαシリーズ
申込番号� お買物ギフト券
玉子焼き����
パン　������　124224� 8枚（4,000ポイント分）
フライパン
２２㎝　　　124225� 9枚（4,500ポイント分）
フライパン
２６㎝　　　124226� 10枚（5,000ポイント分）
フライパン
２８㎝　　　124227� 11枚（5,500ポイント分）
いため鍋
２６㎝　 　　124228� 11枚（5,500ポイント分）
いため鍋
２８㎝　 　　124229� 11枚（5,500ポイント分）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）� 底厚2.5㎜　
［玉子焼きパン］最大幅36.7×高さ3.7㎝　焼き面：13×18
×深さ3㎝　約440g　［フライパン22㎝］最大幅40×高さ
6㎝　径22×深さ5.5㎝　約580g　［フライパン26㎝］最
大幅48×高さ6㎝　径26×深さ5.7㎝　約680g　［フライ
パン28㎝］最大幅50.5×高さ6.6㎝　径28×深さ6.1㎝　
約810g　［いため鍋26㎝］最大幅47.7×高さ7.5㎝　径
26×深さ7.2㎝　約750g　［いため鍋28㎝］最大幅49.5
×高さ8㎝　径28×深さ7.5㎝　約800g　〈中国製〉
※2年保証は通常使用による内面フッ素樹脂加工のはがれ
が対象です。

人気
商品!人気商品!

吹きこぼれ
にくい形状。

魚を煮込むのにも
 最適な楕円形。

１年保証

キレイな
焼き上がり

ずーっと続く！

TVで
人気！

補助ハンドル付きで、
持ち運びがラク。

いため鍋
28㎝

片手鍋18㎝

両手鍋
22㎝

玉子焼きパンシリコンハンドルでしっかり持てる。

フライパン20・26㎝１年保証
※

着脱
6点セット

ステーキ

ハンバーグ

焦げつきにくく
お手入れも簡単！

さんまも
丸ごとOK!

※少ない油で調理
ください。

ホットケーキが、
まるで食品サンプルのような

美しい焼き上がりに。

卵も
ツルん！

数量
限定

数量
限定数量

限定

1817 ��IH 調理器（100・200V）可　 ��直火可　 ��オーブン可　 ��食器洗い乾燥機使用可
数量
限定 ��限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



キッチン 鍋・キッチン雑貨

フタを閉じれば
油にホコリが入るのを

防げます。

茶こし付き。

底面が広く、
湯沸しの時間も

短縮。

中空ハンドルで
軽量化を実現！

5　�ステンレス圧力鍋�６ℓ／落合務
申込番号� 123397
お買物ギフト券� 21枚／� �19枚（9,500ポイント分）
ステンレス　最大幅38×高さ25.5㎝　径21.5×深さ17㎝　底厚5㎜
3.42㎏　適正容量4ℓ（満水6ℓ）　白米約8合炊き　レシピ（8メニュー）
〈中国製〉

1　�アイカタシリーズ
申込番号� お買物ギフト券
両口雪平鍋
18㎝�　　　124974�10枚（5,000ポイント分）
両口雪平鍋
20㎝　　� 　124973�12枚（6,000ポイント分）
フタ18㎝　���124976� 4枚（2,000ポイント分）
フタ20㎝　���124975� 5枚（2,500ポイント分）

11　�刃あたりがソフトな　　　　　　　　　
抗菌ミニまな板／オークス

申込番号 124954� お買物ギフト券�5枚（2,500ポイント分）
ポリエチレン（熱可塑性エラストマー配合）　抗菌剤（ノバロンAGZ330）　
幅20×奥行20×高さ1.5㎝　約570g　耐冷熱温度：-30～70℃　
〈日本製〉　※食洗機は使用できません。

傷が残りにくい、衛生的なまな板です。カビ、雑菌に強い特殊ゴム製。湯切り穴付き。ロックできるので
フタをしたままお湯が切れます。

アイカタは、日々の暮らしをより
豊かなものにする、燕三条の地場の
技術を駆使した商品です。

ザクッと切れる!ハンドルを回すだけ!
開閉しやすい!

持ちやすい重さ、熱伝導や保温性に優れたロングセラー。

片手鍋14㎝

深型両手鍋
22㎝

片手鍋18㎝

両手鍋20㎝

デンチョーケトル

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

いつものお料理が
ふっくら深みのある
味に仕上がります。

浅型両手
鍋25㎝

ハンドルを右へ回すと
フタが開き、

戻すと閉まります。 6ℓ

約8合

ホーロー加工で衛生的。耐熱性に優れています。

ライトグレー

ワインレッド

鍋フタの内側に油切り網付き。切った油が鍋に戻ります。

三徳

リブ（凸）加工により、食材がくっつきにくい。
溝がないので汚れが付きにくい!

握りやすく適切に力をかけられるので、
お料理ビギナーにもおすすめ。

小三徳

軽くて使いやすく、切れ味も極めた包丁。
切った食材がくっつかずスムーズ。

鋭い切れ味で、食材
の味わいを壊さず切
ることができます。

強化木とステンレス
パーツを組み合わせ
たこだわりの逆三角
形のハンドル。

小三徳

三徳

牛刀

ユーティリティ12㎝ サントク12㎝

サッとひとふき！汚れ、におい
移りしにくく、油にも強いので
衛生的に使えます。

熱湯消毒もOK!

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

お弁当作りやフルーツのカットなど、ちょっと使いに
便利なミニサイズ。

料理の下ごしらえはもちろん、
栓抜きやフタ開けにも使える!

軽くて使いやすい。

まな板いらずで肉や魚、野菜を
ザクッと切れる!

簡単に外して
洗えます。

おたま

フタ20㎝フタ18㎝

鍋底や縁にフィットし、鍋の
中の料理が少なくてもきれい
にすくうことができます。

小ぶりなフライパンでも使い
やすく、ソースや煮汁も一緒
にすくえる形状です。

麦茶や健康茶を沸かしたら、
ポットに移しかえずにそのまま
冷蔵庫へ入れられます。

1.6ℓ

2.8ℓ
取っ手をたたんで
積み重ねできます。

13　�キッチンはさみ
申込番号 124012� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
刃：ステンレス刃物鋼　柄：亜鉛ダイカスト　全長20.5㎝　刃渡り7㎝　
150g　〈日本製〉

3　�マルチクック�湯切り両手鍋22㎝
申込番号 124904� お買物ギフト券�7枚（3,500ポイント分）
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅37.5×高さ18.5㎝　
径22×深さ15㎝　底厚2.6㎜　約1.23㎏　5.7ℓ�　〈中国製〉

フタを開けると油切りになるから
省スペース!

沸かして冷ましてそのまま冷蔵庫！
冷茶作りに便利なやかん。

お湯が沸くとホイッスル音でお知らせ！

4　�燕三条発いいもの小路　　　　　　　　
鉄製フタ付天ぷら鍋

申込番号� お買物ギフト券

20㎝　123509� 9枚（4,500ポイント分）
24㎝　123510� 11枚（5,500ポイント分）
本体・フタ：鉄（シリコーン焼付塗装）　底厚1.6㎜　油切り網：鉄（クロムメッ
キ仕上）　温度計・網付　�［20㎝］最大幅28.5×高さ13.2㎝　径20×深さ
8㎝　1.33㎏　適正約1ℓ（満水約2.2ℓ）　［24㎝］最大幅33×高さ
13.5㎝　径24×深さ8㎝　1.71㎏　適正約1.3ℓ（満水約3.2ℓ）　
〈日本製〉　※揚げ物以外の調理にはご使用いただけません。　※鉄製品
はお手入れをしないと、サビが発生します。商品の説明書きをよくお読みの上、
お手入れを行ってください。

6　�ホーロー笛吹ケトル／富士ホーロー
申込番号

ワインレッド　124923� ライトグレー　124924
お買物ギフト券� 10枚（5,000ポイント分）
ホーロー　幅24.5×奥行18×高さ19（持ち手除く10.5）㎝　底厚0.8㎜　
1.07㎏　適正容量：約1.3ℓ　持ち手可動式（片側）　〈タイ製〉

9　�T-fal　フレッシュキッチンナイフ
申込番号� お買物ギフト券

ユーティリティ12㎝　124953� 4枚（2,000ポイント分）
サントク12㎝　　　���124952� 5枚（2,500ポイント分）
刃：ステンレス刃物鋼（チタン強化コーティング）　柄・カバー：ポリプロピレン　
保護カバー付　［ユーティリティ］全長26㎝　刃渡り12㎝　70g　［サント
ク］全長26㎝　刃渡り12㎝　100g　〈中国製〉

10　�合成ゴム製まな板　　　　　　　　　
アサヒクッキンカット

申込番号� お買物ギフト券

M　��123889� 10枚（5,000ポイント分）
L　　123890� 12枚（6,000ポイント分）
合成ゴム　M：幅38×奥行21×厚さ1.3㎝　1.1㎏　L：幅40×奥行23×厚
さ1.3㎝　1.25㎏　〈日本製〉　������※食洗機は使用できません。

チタン強化コーティング
だからお手入れ簡単、
切れ味長続き。

日本刀を彷彿とさせる
33層のダマスカス模様。

切れ味も軽さも申し分なし！ 
職人が一本一本仕上げた包丁。

7　�関孫六　ダマスカス包丁シリーズ
申込番号� お買物ギフト券

小三徳　��124979� 22枚（11,000ポイント分）
�三徳　　���123687� 24枚（12,000ポイント分）
�牛刀　�　123774� 27枚（13,500ポイント分）

8　�越匠包丁
申込番号� お買物ギフト券

�三徳　　������124355� 9枚（4,500ポイント分）
小三徳　�　�124356� 7枚（3,500ポイント分）

刃：ステンレス複合材　柄：積層強化木　［小三徳］
全長27㎝　刃渡り14.5㎝　約252g　［三徳］全
長29.5㎝　刃渡り16.5㎝　約158g　［牛刀］全
長30㎝　刃渡り18㎝　約280g　〈日本製〉

刃：モリブデン鋼　柄：18-8ステンレス　［三徳］全
長29㎝　刃渡り16.5㎝　刃幅4.3㎝　約100g　
［小三徳］全長25㎝　刃渡り13.5㎝　刃幅3.8㎝　
約80g　〈日本製〉

M L

12　�薄型キューブケトル
申込番号� お買物ギフト券

1.6ℓ　��124877� 7枚（3,500ポイント分）
2.8ℓ　�124878� 9枚（4,500ポイント分）
ステンレス　幅22.7×奥行22.7㎝　［1.6ℓ］高さ7㎝　800g　適正容量：1.1ℓ　
［2.8ℓ］高さ9.5㎝　860g　適正容量：2.5ℓ　持ち手可動式　〈日本製〉

５年保証

2　�オブジェシリーズ　　　　　　
／宮﨑製作所

申込番号� お買物ギフト券
両手鍋
２０㎝　　　121450�13枚（6,500ポイント分）
デンチョー
ケトル　　　121453�11枚（5,500ポイント分）
深型両手鍋
２２㎝　　　121451�15枚（7,500ポイント分）
浅型両手鍋
２５㎝　　　121452�14枚（7,000ポイント分）
片手鍋　
１４㎝　　　121448� 9枚（4,500ポイント分）
片手鍋　
１8㎝　　　121449�11枚（5,500ポイント分）
18-10ステンレス　底厚1㎜　［両手鍋20㎝］最大幅29.5
×高さ17㎝　径20×深さ9.8㎝　1.1㎏　3ℓ　�［デン
チョーケトル］側面:18-8ステンレス　底面:有磁性ステンレス　
幅21.8×奥行17.8×高さ22（持ち手除く12.8）㎝　760g　
適正約1.3ℓ（満水2ℓ）　持ち手可動式（片側）　［深型両
手鍋22㎝］最大幅32.5×高さ22.2㎝　径22×深さ14.9㎝　
1.4㎏　5.4ℓ　［浅型両手鍋25㎝］最大幅35.7×高さ
15.8㎝　径25×深さ8㎝　1.4㎏　3.7ℓ　［片手鍋14㎝］
最大幅31×高さ13.2㎝　径14×深さ8㎝　0.7㎏　1.2ℓ　
［片手鍋18㎝］最大幅35×高さ16.3㎝　径18×深さ9.5㎝　
0.9㎏　2.2ℓ　〈日本製〉

両口雪平鍋・フタ：ステンレス　天然木　ターナー・おたま：18-8
ステンレス　［両口雪平鍋18㎝］最大幅34.5×高さ9.3㎝　
径18×深さ8㎝　底厚1㎜　500g　1.7ℓ　［両口雪平鍋
20㎝］最大幅36.7×高さ10.6㎝　径20×深さ9㎝　底厚1㎜
580g　2.3ℓ　［フタ18㎝］幅22.6×奥行19×高さ4.2㎝　
255g　［フタ20㎝］最大幅24.5×奥行20.7×高さ4.2㎝　300g　
［ターナー］幅8.4×全長30.5㎝　110g　［おたま］幅9×全長
27㎝　110g　〈日本製〉

ターナー　����124977� 4枚（2,000ポイント分）
おたま　�������124978� 4枚（2,000ポイント分）

ターナー

両口雪平鍋18㎝ 両口雪平鍋20㎝

麺類を茹でたり、煮込み調理に
便利な深型サイズ。

注ぐときに横から
こぼれたり垂れたりしない、

自慢の口形状。

人気
商品!人気商品!

内面は
焦げつきにくく、
お手入れ簡単。

ありそうで無かった、究極のデザイン。

14　�レンゲスプーン５本組
申込番号 123385� お買物ギフト券�2枚（1,000ポイント分）
18-8ステンレス　幅3.7×長さ17.7㎝　43g（1本）　〈日本製〉

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

おかずをすくいやすい大きめサイズ。
レンゲスプーン 一般的なスプーン

フタの向きを変えることで、
口を閉じたり隙間をあけて

蒸気を逃がすことが
できます。

根野菜や
小魚のカットに

便利な小型サイズ。

持ち運びに便利な
保護カバー付き。

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

2019 ��IH 調理器（100・200V）可　 ��直火可　 ��食器洗い乾燥機使用可
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従来

奥まで

4　�3倍速！トリプルウエーブ
申込番号 124853� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
ABS樹脂　ステンレス刃物鋼　幅10×奥行3×全長32㎝　140g　安全ホ
ルダー付　〈日本製〉　※ケガをする恐れがありますので、食材が小さくなりまし
たら付属の安全ホルダーをご使用ください。

3　�ハピクリーム／ドウシシャ
申込番号 124890� お買物ギフト券�7枚（3,500ポイント分）
DIC-20　径10.5×高さ20.5㎝　900g　7W　コード長1.2m　レシピ（10
メニュー）　〈中国製〉　※季節商品のため、2020年5月中旬以降のお届け
となります。

5　�日本製　グリルトレーワイド
申込番号 124900� お買物ギフト券�3枚（1,500ポイント分）
鉄（フッ素樹脂塗膜加工）　幅28.5×奥行20.4×高さ2.7㎝　280g
〈日本製〉　※内面に少量の食用油をひいて、空だきせずにお使いください。

シンクに合わせて
伸縮できる
便利な水切り。

蛇口を挟み込む。
ずれ落ちないスポンジホルダー。

面倒な食器拭きが不要に！
18㎝の省スペースで
シンク横にスッキリ置ける。

水切りヨーグルトを簡単に！
キッチンペーパー不要で水が切れます。

衛生的に使える
オールステンレス製の
洗い桶。そのままザルの上に

ヨーグルトを入れて
時間を置けば水が切れる。

容量450g（市販のプレーンヨー
グルト量）がぴったり入ります。

スチールの取り付け部がしっかり
ホールドするので、ずれ落ちることなく
快適に使用できます。

挟み込むだけの
簡単取り付け。

食卓が華やぐモダンな
花柄2種セット。

左用

余分な水分を取れる
水抜き器と、浅漬けの際に
便利な重石も
付いています。

冷蔵庫で保管しやすい角型。

食器はもちろん、ふきん・ペットボトルなどを干すのに最適。

約30.5～52㎝
に伸縮

フッ素3層コートで、
こびりつきにくく
お手入れ簡単！

オーブントースターで
も大活躍！

底面が平らで安定感があり、
片手でラクにすれます。

軽い力で簡単！
波刃で“優れた切れ味”の
スライサー。

キャベツの千切りも、
サササッとどっさり山盛り！

冷やした蓄冷容器にアイスクリームの
もとを入れてスイッチを押すだけ。

ワインレッド ブラック

ホイルカッターとスクリューが
一体型となったすっきりとした
デザイン。

本体一体型のホイルカッター付き。
コルクの上にセットして操作ボタンを押すだけで、
どなたでも簡単にお使いいただけます。

▶ ▶

14　�伸びるステンレス水切りラック
申込番号 124897� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
ステンレス　シリコーンゴム　約幅23.5×奥行30.5～52×厚さ1㎝　収納時：
約径5.5×長さ30.5㎝　約375g　耐荷重10㎏　〈中国製〉

2　�青磁ぬか漬けセット／千陶千賀陶器
申込番号 124927� お買物ギフト券�12枚（6,000ポイント分）
ぬか漬け器・水抜き器・重石：陶器　野菜鉄：鉄　幅27×奥行17×高さ13㎝　
1.35㎏　〈日本製〉

8　�スタイリッシュ鉄瓶
申込番号 124909� お買物ギフト券�15枚（7,500ポイント分）
鉄鋳物　つまみ：天然木　約幅19.6×奥行15.3×高さ16.4（持ち手除く
10.4）㎝　底厚4.4㎜　約2㎏　適正容量：約1ℓ　持ち手可動式（片側）　
〈中国製〉　※2020年5月下旬以降のお届けとなります。　※鉄鋳物は
お手入れをしないと、サビが発生します。商品の説明書きをよくお読みの上、
お手入れを行ってください。

13　�蛇口にかけるスポンジホルダー�ダブル
申込番号 124864� お買物ギフト券�3枚（1,500ポイント分）
本体：スチール（ユニクロメッキ＋紛体塗装）　カバー：シリコーン　幅6×奥行16
×高さ15.5㎝　約105g　〈中国製〉　※径約3～6㎝以内、シンクの端から
奥行9.5㎝以内に設置されている蛇口に取り付け可。

12　縦型食器乾燥器／コイズミ
申込番号 124993� お買物ギフト券�25枚（12,500ポイント分）
KDE0500　幅18×奥行42×高さ36㎝　約2.9㎏　190W　コード長約
2.5ｍ乾燥温度：約90℃　60分タイマー（5分単位）　2人分の食器乾燥
可（大皿は23㎝まで）　〈中国製〉

7　�ヨーグルトの水切りバット
申込番号 124870� お買物ギフト券�5枚（2,500ポイント分）
バット・ザル：18-8ステンレス　フタ：ポリエチレン　幅16.5×奥行11.8×高さ
6.5㎝　バット：幅16.1×奥行11.2×高さ6㎝　800㎖　ザル：幅16×奥行
11.2×高さ4.2㎝　480㎖　200g　〈日本製〉

くるくる
丸めてコンパクト

収納。

11　�斜めに流れる１段水切り
申込番号

左用　124987� 右用　124986
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
本体：18-8ステンレス　トレイ：ステンレス　箸立て：ポリプロ
ピレン　幅 41.8×奥行 25.2×高さ14㎝　1.2㎏　耐荷重
2㎏　脚幅：34.7×24.5㎝　コップ立て：3コまで　〈日本製〉

斜めのトレイがポイント！
奥まで設置できるので、スペース広々。

溝がないので詰まらない！
混ぜやすく、洗うのも簡単！ 

世界初の三枚刃で高速スライス。
調理の手間を大幅カット！

スタイリッシュ＆スリムな
電動ワインオープナー。

カレーやパスタに便利！ ボート型の軽いお皿。

ふわっふわアイスクリームが
簡単に作れる！

鉄瓶で沸かしたお湯は鉄分が
溶け出し、効果的に鉄分補給。

数量
限定

9　�溝のないすり鉢　　　　　　
半白すりこ木付　　　　　　
／千陶千賀陶器

申込番号� 124926
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
すり鉢：陶器　幅16.5×奥行16×高さ7.5㎝　すりこ木：
木曽桧　径3×全長18㎝　750g　〈日本製〉

調味料を入れて
そのまま食卓に

出せます。

市販のぬか床で
簡単にぬか漬けを
始められます。

なすなどの色を
きれいに発色させる

野菜鉄付き。

15　�燕　オールステンレス製の　　　　　
小判型洗い桶

申込番号 124506� お買物ギフト券�5枚（2,500ポイント分）
18-8ステンレス　幅37.5×奥行26.5×高さ12.3㎝　内寸：幅34.2×奥行
23.3×深さ11.8㎝　572g　約7.6ℓ　〈日本製〉

長く使うほどに
増していく風合いを

楽しめます。

安全ホルダー
付きで安心。

10　�レコルト　　　　　　　　　
イージーワインオープナー

申込番号

ワインレッド�124867� ブラック�124868
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
EWO-2　本体：ABS樹脂　AS樹脂　スクリュー：タングス
テン（フッ素樹脂加工）　径5×高さ26.2㎝　310g　単3
×4（別売）　〈中国製〉

1　�美濃焼　軽量廻り花　　　　　　　　
ボート型プレート２柄組　　　　

申込番号 124893� お買物ギフト券�7枚（3,500ポイント分）
磁器　幅31.5×奥行14.5×高さ6㎝　約420g（1枚あたり）　〈日本製〉

材料を入れて電源を
入れるだけ。

カップ約2個分が作れます。 スイッチオン！

底脚付きで水が流れ
やすい。脚ゴムなどが
付いていないシンプル
設計。

両サイドに水切り穴が
あり、中の物が溢れ出
しません。

タイマーを回すだけ！約90℃の温風で素早く乾燥します。

排水ホース付き。

落ち着いた
ツヤ消し仕上げ。

フルーツや野菜を切って並べて干すだけで、
手軽に自家製ドライ食品。

ドライフルーツ、干し野菜、干物
のレシピ付き。

ステンレスでニオイ
移りしにくい。

2段式なのでたっぷり干せます。

6　�ドライフルーツバスケット２段
申込番号 124778� お買物ギフト券�6枚（3,000ポイント分）
本体・チェーン・中ザル：18-8ステンレス　クリップ部：亜鉛ダイカスト（ニッケ
ルメッキ）　幅27×奥行27×高さ30.5㎝　バスケット高さ：6.5㎝（セット時）　
バスケット：径25.5（底径24）×深さ3㎝（1コ）　中ザル：径25㎝　約420g　
レシピ（8メニュー）　〈日本製〉

箸立て
  付き。

鍋置きとしても。

数量
限定

焼き魚

揚げ物の温め直し

サクサク♪

グリルで絶品料理！
面倒な後片付けも
ラク！

おもち

深型ワイドで、
溝に油が落ちるから
食材がべたつかず

ヘルシー。333倍速

たっぷり
入って使いやすい

ボート型。

※フタは完全密封ではありません。

フタ

ザル

バット

お鍋の
チョイ置きに!

右用

※水切りイメージ

ヨーグルトと切った水（ホエー）を
分離できます。

すり鉢に溝が
なくてもすれる！

数量
限定

数量
限定

2221 数量
限定 ��限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。��IH 調理器（100・200V）可　 ��直火可　 ��オーブントースター可　 ��魚焼きグリル可　 ��食器洗い乾燥機使用可



ふわふわ
とろ〜りかき氷!

2　�電気圧力鍋�
インスタントポット��
DUO�MINI

申込番号� お買物ギフト券

124896� 30枚（15,000ポイント分）
ISP1001　幅29×奥行25.5×高さ28.5㎝　3.9㎏　700W　
コード長1.1m　自動プログラム：10種　入タイマー（最大24時間）・
保温（最大99時間50分）　蒸し台・計量カップ・しゃもじ・おたま・レシ
ピブック（100メニュー）付　〈中国製〉　※2018年12月 The NPD 
Group Inc. 調べ。全米における電気圧力鍋の売り上げとして。

8　�クックケトル／スマイル
申込番号� お買物ギフト券

124913� 14枚（7,000ポイント分）
SE6300　幅15×奥行19.5×高さ21㎝　900g　800㎖　
400W　コード長約1m　温度6段階調節：40～90℃

（10℃単位）　保温（1時間）・空だき防止機能付　茶こし・
つぼ型容器ポット・レシピ（9メニュー）付　〈中国製〉

10　�フードプロセッサー�
／テスコム

申込番号� お買物ギフト券

123967� 15枚（7,500ポイント分）
TK441　容器：ガラス　幅26×奥行17×高さ21.5㎝　2.7㎏　
170W　コード長1.2m　最大容量500g（ハンバーグの場合）　みじん
切りカッター・両面おろし刃（粗目/細か目）・バター&ホイップ・掃除
ブラシ・ヘラ・レシピブック（10メニュー）付　〈中国製〉

3　�レコルト�
プレスサンドメーカー�
プラッド

申込番号� 124869
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
RSP-2　幅13×奥行21×高さ12㎝　960g　700W　コード長
1m　レシピブック（50メニュー）付　〈中国製〉　※プレートは取り
外し不可のため、お手入れの際は濡れた布巾等をお使いください。

2種類のボトルが付いた
2WAYブレンダー。

ヘルシーな蒸し料理をお手軽に。

フレッシュチーズも作れる
多機能ベーカリー。

わずか10秒で
あっという間に下ごしらえ!

料理の下ごしらえはもちろん、
自家製バターも簡単！

ガラス製で中が見える！ 調理ができる新しいケトルの形。

話題の台湾風かき氷がお家で楽しめる。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

トライタン製
ボトル

グリーン オレンジレッド

茶こし
（お茶・お出汁）

全米シェア№1！
1日に24万※台売れた、
超大人気商品が上陸。

厚みのある具材もしっかりサンド！
「萌え断サンド」を楽しもう！

手軽に本格調理ができる
スリム＆軽量なハンディブレンダー。

メニューを選ぶだけ。
約100種類の
自家製発酵食品が作れる！

❶圧力調理	 ❷スロークッカー
❸炊飯器	 ❹炒め調理
❺蒸し調理	 ❻ヨーグルトメーカー
❼保温

RSB-3　トライタン樹脂ボトルセット時：約幅10×
奥行10.5×高さ28㎝　約690g　約400㎖　ガ
ラスジャーセット時：約幅11×奥行10.5×高さ26㎝　
約990g　約300㎖　160W　コード長約80㎝　
メタルキャップ・ドリンクキャップ・パッキン用スティッ
ク・レシピブック（22メニュー）付　〈中国製〉 
※ストローは付いておりません。

ジュース

スムージー

ドレッシング

氷OK※

氷OK※

氷OK※ 泡立て

ひく

おろす

まぜる

まぜる

おろす

きざむ

きざむ する くだく 泡立て

フローズンドリンク

スープ

ルイボスティー チョコレートフォンデュ トマトスープパスタ

ヨーグルトは8時間、チーズや甘酒は
6時間、最低3ヵ月かかる酵素たっぷり
梅エキスも72時間で作れます。

具沢山ホットサンドが約2分半で
耳までカリッと焼けちゃいます。

料理の下ごしらえから
離乳食作りまでが
これ1台で！

多彩な29メニュー

水と食材を入れてタイマーをセット
するだけで、簡単においしい蒸し
料理が作れます。

耐熱ガラス製でニオイ移りしにくい！
汚れが確認しやすいので、いつでも
清潔に保てます。

ゆで卵や半熟卵も簡単にできる
エッグトレイ（8コ）付き。

アレンジいろいろ♪

はさむだけ！

具材を乗せて

泡立てもラクラク！ すりつぶしや撹拌に。

チョッパーは
クラッシュ氷も
作れます！

アイボリー

ピンク

レッド

回転式脱水機能で
	水切りもラクラク。

  温度や時間の設定ができるので、
  自分好みの味付けも可能。
（温度設定：20～65℃・時間設定：1～99時間）

発酵バター ピクルス

離乳食

酵素シロップ・甘酒

ヨーグルト
（カスピ海・ギリシャ・豆乳）

納豆

チーズ・
クリームチーズ

もち（2〜４合）

ヨーグルト

うどん・パスタ生地

天然酵母パン

ピザ生地

フレッシュバター

そば生地

つぶす まぜる 泡立て きざむ 砕く

塩麹味噌

6　�電動ふわふわ�
とろ雪かき氷器／ドウシシャ

申込番号� 124889
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
DTY-20　幅14.5×奥行20×高さ35.5㎝　1.2㎏　
25W　コード長1.3m　フタ付製氷カップ（通常サイズ1コ・
ハーフサイズ4コ）付　〈中国製〉　※本製品は付属の
製氷カップで作った氷のみ対応です。 ※人気商品のため、
お届けまでにお時間をいただく場合があります。※新商品
のため、2020年5月中旬以降のお届けとなります。

7　�ラッセルホブス��ミニスチーマー
申込番号� お買物ギフト券

124960� 16枚（8,000ポイント分）
7910JP　2段使用時：約幅19×奥行19×高さ23㎝　1段使用
時：約幅19×奥行19×高さ17㎝　1.2㎏　400W　コード長
1.3m　切タイマー（40分）　空焚き防止機能　計量カップ・レシピ
ブック（20メニュー）付　〈中国製〉

11　�ホームベーカリー�
／シロカ

申込番号� お買物ギフト券

123380� 31枚（15,500ポイント分）
SHB-712　約幅26×奥行36×高さ31㎝　4.15㎏　500W　コード
長1.4m　13時間タイマー　自動メニュー：29　操作音やブザー音
のオン・オフが設定できるマナーモード搭載　ミトン・レシピブック

（80メニュー）付　〈中国製〉

1〜2斤

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

押す
だけ！

1台7役

カットした
食材を入れて
押すだけ！ バターも

作れる!	

ホイッパー ブレンダースティック

シルバー レッド

ゆで卵や
スープなど
ちょっとした
	調理に！

つぼ形容器
ポット280㎖
（湯せん調理）

4合
3ℓ

ハーフカップを
使って2つの味を
ミックス!

材料を
入れてボタンを押す、
簡単時短調理。

210℃
30℃

118℃

91
℃

70
℃

蓋ホルダー
蓋を引っかけ
られるので
キッチンを
汚しません。

スロー
クッカー

保温機能

炊飯器�/
ヨーグルト
メーカー

簡単
ほったらかしなのに
プロの味！

食パンがピッタリ入る
サイズなので、耳まで
カリッと焼きあがる。

時短料理

炒め物

1　�クビンス�
ヨーグルト�&�チーズメーカー

申込番号

シルバー��124928� レッド��124929
お買物ギフト券� 21枚（10,500ポイント分）
KGY-713SM　容器：トライタン樹脂　幅18×奥行18×
高さ20㎝　1㎏　44W　コード長1.3m　適正1.4ℓ　容器
2コ・ハンドル1コ・フタ1コ・チーズフィルター1コ・納豆用

（漏斗1・容器1）・レシピブック（52メニュー）付　〈韓国製〉

5　�レコルト��ソロブレンダー��ソラン
申込番号

グリーン　124317� レッド　124318
オレンジ　124319
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）

4　�ブルーノ�
マルチスティックブレンダー

申込番号

アイボリー���124939� ピンク��124940
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）
BOE034　ブレンダースティック使用時：幅6.3×奥行6.8×
高さ36.5㎝　570g　最大容量650㎖（チョッパー）　
200W　コード長1.5m　レシピ（6メニュー）付　〈中国製〉

9　�ショップジャパン�
マジックブレットベーシック

申込番号 310335� お買物ギフト券�15枚（7,500ポイント分）
容器：ABS樹脂　ポリプロピレン　約径11.2×高さ17㎝　約1.1㎏　200W　
コード長1.3m　大カップ（570㎖）・レンジ用カップ（350㎖）・クロスブレード・
フラットブレード・キャップ（保存用・穴あき2種）各1付　レシピ（8メニュー）　

〈中国製〉

1台7役！	多機能圧力鍋

※イメージ

数量
限定

2423 数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  食器洗い乾燥機使用可　 氷OK※   ご家庭の製氷皿で作った角氷（約2㎝角以下）をお使いください



キッチン キッチン家電

スロー調理や
温め直しに便利な
ガラスふた付き。

冷凍パン・
ピザにも
対応。

6　�バルミューダ��ザ・トースター
申込番号

ホワイト124304� ブラック124305
お買物ギフト券� 50枚（25,000ポイント分）
K01E　幅35.7×奥行32.1×高さ20.9㎝　庫内：幅27.4×奥行20.4×高さ
17.8㎝　4.3㎏　1300W　コード長1m　モード5種：トースト・チーズトースト・フランス
パン・クロワッサン・クラシック（170℃/200℃/230℃）　15分タイマー　着脱式焼き網・
5ccカップ付　〈中国製〉

14　�メリタ�
コーヒーメーカーノア

申込番号

ブラック��123650� ホワイト��124406
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）
SKT54　サーバー：ステンレス製保温ポット　幅26.9×
奥行15.2×高さ31.1㎝　1.7㎏　700㎖　650W　
コード長1m　アラーム＆自動電源オフ（1分）・しずく漏
れ防止機能付　フィルターペーパー（5枚）・計量スプー
ン付　〈中国製〉

1　�レコルト�
2ウェイグリル�アメット

申込番号

レッド　124865� ネイビー　124866
お買物ギフト券� 19枚（9,500ポイント分）
RWG-1　本体：フェノール樹脂　プレート：アルミダイキャスト　収納時：幅26.5
×奥行23×高さ13㎝　2.2㎏　展開時：幅26.5×奥行41×高さ8㎝　フラット
プレート：幅24.9×奥行14.8×深さ（上）2.2㎝・（下）3.3㎝　凹凸プレート：
幅24.9×奥行16.1×深さ（上）2.3㎝・（下）3.3㎝　900W　コード長約1m　
温度調節：保温～230℃　レシピブック（13メニュー）付　〈中国製〉

3　�ブルーノ�
オーバルホットプレート

申込番号

ブラック　124808� グレージュ　124807
お買物ギフト券� 36枚（18,000ポイント分）
BOE053　本体：スチール　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加
工）　深鍋：アルミニウム合金（内面セラミック加工）　平面プレート・フタ使用
時：幅39×奥行26×高さ15㎝　約2.8㎏　深鍋：約2ℓ　1200W　コード
長約1.8m　温度調節：65～250℃　プレート取替え用ハンドル2コ・シリ
コーンマット付　〈中国製〉

7　�アラジン��グラファイト��グリル＆トースター
申込番号

グリーン　124710� ホワイト　124711
お買物ギフト券� 44枚（22,000ポイント分）
AGTG13A　幅36×奥行35.5×高さ25㎝　庫内：幅31×奥行28.5×高さ9㎝　
約4.7㎏　1300W　コード長約1m　温度調節：100～280℃　15分タイマー　
レシピブック（13メニュー）・グリルパン・グリルネット・着脱式焼き網付　〈中国製〉 　
※人気商品のため、お届けまでにお時間をいただく場合があります。

4　�ブルーノ�
コンパクトホットプレート

申込番号

レッド　123523� ネイビー　124460
お買物ギフト券� 18枚（9,000ポイント分）
BOE021　本体：スチール　幅37.5×奥行23.5×高さ14㎝　2.3㎏

（平面プレート使用時）　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）
平面プレート：幅30×奥行20.3×深さ2.8㎝　たこ焼き穴：径4.3㎝（24穴）
1200W　コード長約1.7m　温度調節：65～250℃　木べら付　〈中国製〉

18　�T-fal��電気ケトル�
セーフ・トゥ・タッチ1ℓ

申込番号

ブラック��124552� ホワイト��124551
お買物ギフト券� 15枚（7,500ポイント分）
KO2618JP/KO2611JP　幅23×奥行16×高さ22㎝　
906g（本体のみ）　1250W　コード長約1.3m　

〈中国製〉

2　�マルチスモークレス�
グリル／イワタニ

申込番号� お買物ギフト券

124958� 20枚（10,000ポイント分）
CB-MSG-1　プレート：アルミダイキャスト（表面フッ素樹脂加工）　本
体：幅30.3×奥行27.8×高さ14㎝　コンロ使用時：約1.9㎏　連続燃
焼時間（コンロ使用時）：約213分　焼肉プレート・たこ焼きプレート付　　

〈日本製〉　※五徳使用時の適応鍋サイズ：底面径10～14㎝（土
鍋は6号まで）。　※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

13　�スチームオーブンレンジ�
／アイリスオーヤマ

申込番号� お買物ギフト券

124832� 50枚（25,000ポイント分）
MO-F2402　幅51.3×奥行40.3×高さ33.2㎝　
庫内：幅32.8×奥行35.5×高さ20.6㎝　13.1㎏　
24ℓ　1450W　コード長1.5m　タイマー：5秒～90分

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

10　�ホットプレート�
／タイガー

申込番号� お買物ギフト券

124106� 28枚（14,000ポイント分）
CRC-B201T　プレート：アルミダイキャスト（平面プレート
は硬質セラミックハードフッ素樹脂加工）　幅48.4×奥
行35.8×高さ12.7㎝　平面プレート：幅35×奥行28×
深さ2.4㎝　穴あき波形プレート：幅35×奥行28.5×
深さ2.2㎝　4.9㎏　1200W　コード長3ｍ 　温度
調節：保温～250℃　専用金属ヘラ付　〈中国製〉

9　�マイコン電気圧力鍋ヘルシー
マルチポット／エムケー精工

申込番号� お買物ギフト券

124970� 19枚（9,500ポイント分）
EA-130K　幅30.4×奥行27.5×高さ27.8㎝　4㎏　750W　コード
長1.3m　入タイマー（最大12時間）・保温（最大12時間）　自動
メニュー：8　レシピ（27メニュー）　蒸し台・しゃもじ・おたま・計量カップ・
ガラスふた付　〈中国製〉　※2020年5月上旬以降のお届けとなります。

お手入れしやすい、
毎日使えるホットプレート。

極上トースト＆調理も
できる魔法のトースター。

2〜3人で使えるA4サイズ。 
温度調節自在で多彩な調理OK!

料理の幅が広がる
2枚プレート。

ボタンひとつでベストな焼き上がりに！

低温から高温まで、1台6役のマルチオーブン！ スチームで、余分な
脂と塩分をカット。

5　�低温コンベクション�
オーブン／テスコム

申込番号 124981� お買物ギフト券�31枚（15,500ポイント分）
TSF601　幅34.6×奥行39.5×高さ24.3㎝　4.7㎏　1200W　コード長
1.2m　温度調節：35～230℃（20段階）　タイマー（高温：30秒～60分・
低温：5分～12時間・トースト：30秒～15分）　5モード（高温・高温＋ファン・
低温・低温＋ファン・トースト）　天板・着脱式焼き網・着脱式脚付き網・レシピ
ブック付　〈中国製〉

8　�Hi-Rose�
マイコン式�
オーブントースター

申込番号� お買物ギフト券

122862� 12枚（6,000ポイント分）
HR-MT120　幅35×奥行31×高さ23㎝　庫内：
幅30.6×奥行25.5×高さ9㎝　3.8㎏　1200W　コー
ド長1m　ピザ：25㎝まで　温度調節：70～250℃
（5℃単位）　焼き色5段階調節　30分デジタル液晶タ
イマー　手作りパンの発酵・焼きメニュー搭載　レシピ

（4メニュー）　着脱式焼き網・トレイ付　〈中国製〉

17　�遠赤外線�
オーブントースター／象印

申込番号� お買物ギフト券

124510� 14枚（7,000ポイント分）
ET-WG22　幅40×奥行28×高さ23.5㎝　庫内：幅
27×奥行22×高さ11㎝　3.7㎏　1000W　コード長
1.2m　温度調節：80～250℃　15分タイマー　着脱
式焼き網・トレイ付　〈中国製〉

「挟み焼き」と「ホットプレート」が一台で楽しめる！ 煙を気にせず、室内で焼肉が楽しめる！

トースター・オーブン・
ノンフライ調理器・
低温調理器・発酵食品メーカー・
フードドライヤーの機能が1台に！

折りたたみ式のコンパクトな
ホットプレート。

3種類の専用プレートで
幅広い調理が可能です。

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

プレートの表面温度を210〜250℃に一定化させることで、肉の脂の煙化を抑制。
さらに、炎に焼肉中の油脂が当たらない構造なので、煙の発生が抑制されます。

2枚のプレートを広げてホットプレートとしても
楽しめます。

コンロ：
プレートを外してコンロとしても大活躍！
※土鍋は付いておりません。

たこ焼きプレート：
直火のパワーで、熱ムラが少なく
全体がきれいに焼けます。

上下熱の挟み焼きでステーキも短時間でジューシーに！

レッド

ブラック

グレージュ

ネイビー

グリーン

ホワイト

数量
限定 数量

限定

平面プレート・
たこ焼きプレート・
深鍋付き。

25㎝のピザも
そのまま入れられる

広々庫内。

数量
限定

数量
限定 数量

限定 数量
限定

プレート
丸洗い可 プレート

丸洗い可

プレート
丸洗い可

食パン

4枚

食パン

4枚 食パン

4枚

調理ができる
便利なフタ付きの
グリルパン。

上下遠赤外線ヒーターで
こんがりおいしく。

前扉は取り外して
丸洗いできます。

水を入れて庫内にスチームを発生させます。

蒸し料理も作れる
専用プレート付き。

食パン

2枚

食パン

2枚

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

トーストマイコン
6メニュー グラタン

も ち
フライ温め

ピ ザ
パン温め

広々使えるフラットテーブル
で、出し入れもスムーズ。

余分な油を落として美味しくヘルシー。

アイスでもホットでも
淹れたての味わいが長持ち。

材料を入れてメニューキーを
押すだけで自動調理。

ステンレス製真空二重構造サーバー。

ブラック ホワイト

2〜
5杯

1台6役！ 多機能圧力鍋
❶炊飯 ❷圧力調理
❸蒸し調理 ❹発酵調理
❺スロー調理 ❻温め直し

3ℓ
4合

豚の角煮

カレー

鯖の水煮

銘柄に合わせ、お米の旨味を
引き出します！

最高の香りと食感を実現する
感動のトースター。

12　�米屋の旨み銘柄炊きジャー�
炊飯器／アイリスオーヤマ

申込番号� お買物ギフト券

３合　�　124727�18枚（9,000ポイント分）
５．５合　124726� 20枚（10,000ポイント分）
コード長1m　6メニュー　レシピ（4メニュー）　蒸しプ
レート・しゃもじ・計量カップ（白米・無洗米用）付　［３合］
RC-MＣ30-B　幅23.2×奥行27.4×高さ20.1㎝　
2.8㎏　475W　［5.5合］RC-MＣ50-B　幅26×奥
行31.2×高さ22.5㎝　3.5㎏　645W　〈中国製〉

5.5合

ブラック

ホワイト

スチームテクノロジーと温度制御
により、窯から出したばかりの
焼きたての味を再現します。

強火で炊き続け、うまみを
引き出す「豪熱沸とうIH」。

11　�ＩＨ炊飯ジャー／象印
申込番号� お買物ギフト券

５．５合　124784� 46枚（23,000ポイント分）
１升　�　124785� 50枚（25,000ポイント分）
コード長1m　15メニュー　レシピ（9メニュー）　30時
間うるつや保温　しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ（白
米・無洗米用）付　［5.5合］NW-VA10　幅25.5×奥
行37.5×高さ20.5㎝　4㎏　1105W　［1升］
NW-VA18　幅28×奥行40.5×高さ24.5㎝　5㎏　
1295W　〈日本製〉

5.5合

釜全体に
熱が伝わる。

粒の大きさや
水分量に合わせて

火力や加熱時間を自動で
コントロール。

「コードレス給湯」できる
電気まほうびん。

15　�蒸気レスＶＥ電気まほうびん�
／タイガー

申込番号� お買物ギフト券

２．２ℓ　124765� 29枚（14,500ポイント分）
３ℓ　�　124766� 30枚（15,000ポイント分）
幅21.7×奥行28.2㎝　700W　コード長1m　保温

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

19　�T-fal��電気ケトル�
ジャスティンプラス1.2ℓ

申込番号� お買物ギフト券

124980� 12枚（6,000ポイント分）
KO340175　幅22.1×奥行16.1×高さ20.9㎝　本体
のみ：710g　1250W　コード長約1.3m　〈中国製〉　
※保温はできません。

3ℓ

使い場所を選ばない2
にとうりゅう

湯流。
らくらく電動給湯

コードレスエアー給湯

軽く押すだけでラクラク給湯。

16　�押すだけポット�
みエ～る／象印

申込番号� お買物ギフト券

２．２ℓ　122780�13枚（6,500ポイント分）
３ℓ　�　122781�14枚（7,000ポイント分）
幅18.5×奥行25㎝　［2.2ℓ］AB-TW22-FX　高
さ32.5㎝　1.9㎏　保温効力：76℃以上（10時間）　
保冷効力：7℃以下（10時間）　［3ℓ］AB-TW30-FX　
高さ37㎝　2.1㎏　保温効力：78℃以上（10時間）　
保冷効力：7℃以下（10時間）　〈日本製〉　※湯沸し
はできません。

2.2ℓ
保冷

保温

Gray Star Wordmark

CMYK
RGB

CMYK
RGB

0-0-0-30
200-200-200

0-0-0-100
0-0-0

Reverse LogoBlack Logo

内側2層構造で
触れても熱くない!

シンプルで
使いやすい
電気ケトル。

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

カップ1杯分
（140㎖）なら
約60秒で
沸きます。

一度沸かせば、約80℃以上で30分保温OK!

ホワイト

ブラック ※イメージ

数量
限定 数量

限定

数量
限定

熱く
ない！

湯沸かし
自動電源
オフ

空だき
防止 保温

湯沸かし
自動電源
オフ

空だき
防止

ステンレス
ブラウン1ℓ

カカオ
1.5ℓ

飲み頃温度を
長時間キープ。

20　�サーモス�
ステンレス卓上ポット

申込番号

ステンレス
ブラウン1ℓ�124311� カカオ1ℓ 　124310
ステンレス
ブラウン1.5ℓ�123578� カカオ1.5ℓ 　123576
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
ステンレス　幅19×奥行12.5㎝　口径約7㎝　［1ℓ］高さ
18.5㎝　約500g　保温効力：66°C以上・保冷効力：11°C
以下（各10時間）　［1.5ℓ］高さ23㎝　約600g　保温効力：
72℃以上・保冷効力：10℃以下（各10時間）　〈中国製〉

保冷

保温

人気
商品!人気商品!

高温調理ができるので、
焼肉、餃子、たこ焼きなど
様々な料理を作れます。

フタ
平面

プレート

ネイビー

レッド

たこ焼き
プレート

本体

ドライフルーツ
も作れる！

プレート
丸洗い可

プレート
丸洗い可

2625  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



美容・健康 スキンケア・美容家電

携帯に便利な
	折りたたみ式！

ストレート カール

髪の立ち上がりや
ナチュラルカールが
きれいに作れる
径32㎜パイプ。

13　�2ＷＡＹヘアアイロン�
／ヴィダルサスーン

申込番号� 141423
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
V S I -3273/ P J　幅4.7×奥行8.4×長さ34.2㎝　
約370g　70W　コード長1.9m　温度無段階調節（約
100～プレート時：180℃/パイプ時：165℃）　自動電源
オフ（約60分）　〈中国製〉　※やけどにご注意ください。

数量
限定

1台でカールも
ストレートも楽しめる
2WAYタイプ。

数量
限定

常識を変える
ヘアードライヤー。
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。
※2019年1月 第3者機関調べ

17　�日本製4枚刃�
シェーバー／IZUMI

申込番号� 141523
お買物ギフト券� 27枚（13,500ポイント分）
IZF-V938-S　幅7×奥行5.1×高さ16㎝　267g　充電・交流
式　コード長1.8m　2時間充電で約84分使用可　海外使用
可（AC100-240V）　広角90°・高耐久ステンレス刃　トラベル
ロック機能付　本体丸洗い可　ハードケース付　〈日本製〉

新開発
4枚刃 防水

（IPX7）

数量
限定

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

電池残量がひと目で
わかるデジタル表示。

約4週間
充電不要

（※1日1回3分
使用の場合。）

役割の異なる7種の
コラーゲン※3配合

12　�マイナスイオンカール�
ドライヤー／テスコム

申込番号

シルバー　141463� ピンク　141464
お買物ギフト券� 7枚（3,500ポイント分）
TIC755　幅5.1×奥行5.1×高さ32.4㎝(クッション
ブラシ装着時)　320g　700W　コード長1.7m　冷風
モード　ブラシ水洗い可　〈中国製〉

4　�ローズクォーツシリーズ
申込番号� お買物ギフト券

かっさ　　141541� 6枚（3,000ポイント分）
ローラー　141540� 8枚（4,000ポイント分）

1　�パーフェクトワン�
薬用ホワイトニングジェル

申込番号� お買物ギフト券

141397� 10枚（5,000ポイント分）
75g　無香料　無着色　スパチュラ付　〈日本製〉

3　�スーパーオールインワン�
美容ジェルクリーム�
／キューサイ

申込番号� お買物ギフト券
コラリッチEXスーパー
モイストⅡ�55g� �141447       12枚（6,000ポイント分）
コラリッチEXスーパー
モイストⅡ�120g�141462       23枚（11,500ポイント分）
無香料　無着色　無鉱物油　パラベン無添加　スパチュラ付　

〈日本製〉　※55gには〈ナイトクリーム〉は付きません。

カリスマ美容家
IKKOさんも注目！

濃厚なうるおいを届ける※1

エイジングケア※2ジェル。

エステで人気のウォーターピーリングで
全身ツルツル素肌に！

天然石であるローズクォーツを使用した
話題の美容ツール。

洗顔後はこれ1つ！

2　�パーフェクトワン�
リフティングジェル

申込番号� お買物ギフト券

141549� 13枚（6,500ポイント分）
50g　無香料　無着色　ノンパラペン　プロテクトコラーゲン
配合※5　スパチュラ付　〈日本製〉

7　�ミーゼ�ディープコア／ヤーマン
申込番号� お買物ギフト券

141557� 32枚（16,000ポイント分）
MS10P　約幅10.2×奥行15.2×高さ6.9㎝　
約300g（アタッチメント除く）　コード長約2m　3時
間充電で約30分使用可　アタッチメント2種（ボ
ディ・フェイス）　〈中国製〉　※電源コードを差しな
がらの連続使用可。　※顔に使用する際はフェイス
用アタッチメントをつけLOモードでご使用ください。

10　�電動ビューティ�
シェーバー�
フローレス

申込番号� お買物ギフト券

141528� 8枚（4,000ポイント分）
幅2.5×奥行2.2×長さ10.6㎝　約32g　単3×1（別売）　
掃除ブラシ付　〈中国製〉　

11　�アゲツヤコーム�ヘアアイロン
申込番号� お買物ギフト券

141483� 6枚（3,000ポイント分）
HB-200-BK　幅4×奥行4.5×長さ25.7㎝　約339g　
25W　コード長2.5ｍ　温度6段階調節（120/140/
160/180/200/220℃）　自動電源オフ（約30分）　
360°回転コード　海外使用可（AC100-240V）　マイ
ナスイオン発生のトルマリンコーティング　〈中国製〉

※1 メラニンの生成を抑え（乾燥による小ジワを目立たなくする）、シミ・ソバカスを防ぐこと。　※2 年齢に応じた肌のこと　※3 パーフェクトワン美容液ジェル
シリーズ最高濃度のコラーゲン配合　※4 効能評価試験済　※5 ホヤ脂質、加水分解魚鱗 皮エキス（保湿成分）

もっと！！ 

もっちり
ツヤ肌へ

1つで6役のパーフェクトジェル。

アタッチメントを付け
替えれば、ひじやかか
とのケアも可能。
※1 角質層まで

1秒間に27000回ものハイパワーピーリング。

本格毛穴ケア美顔器がさらにパワーUP！
気になる毛穴の汚れもすっきり！

ビューティーモデル橋本麗香さんが日々のセルフケアで
施しているメソッドがつまったガイドブック付き。 毛穴汚れをはじき飛ばす。

ダブルピーリングモード

モイストリフトモード

ボディモード

1.

2.

3.

美容成分を浸透※1させる。

3つの曲線を使い分けて、
気になる箇所をケア。

大小のローラーを使い分けて、
気になる箇所をケア。 ローラーかっさ

天然石（ローズクォーツ）　合金（ローラー
のみ）  ［かっさ］幅8.5×奥行2×高さ5.3㎝　
58.6g  ［ローラー］幅5.8×高さ15㎝　
85g　使用目安：1日10分以内（肌がほん
のり赤くなる程度）　専用袋・ガイドブック付　

〈中国製〉

6　�キャビスパ�RF�コア�
／ヤーマン

申込番号

ピンク�141360� パール
ホワイト�141433

お買物ギフト券� 73枚（36,500ポイント分）
HRF17　幅8.3×奥行11.6×高さ9.7㎝　約307g　
約5W（充電時）　3時間充電で約30分使用可　　
モード2種（ボディ・フェイス）　出力レベル：ラジオ波

（RF）3段階、EMS6段階　〈日本製〉　※ACアダプ
タ・充電台は防水ではありません。　※フェイスモード
使用時、キャビテーションは動作しません。

毎秒
約33万回も
振動

beforebefore afterafter

4週間でこんなに結果が！

ラー

ドも
溶ける！

ラー

ドも
溶ける！

IPX7相当

防水防水

フェイスの
もたつきにも

エステ級のパワーで頑固なお肉を迎え撃つ！エステ級のパワーで頑固なお肉を迎え撃つ！ “もみ出し”でかなえるエステ級ボディメイク。“もみ出し”でかなえるエステ級ボディメイク。

キャビテーションとは？
超音波による刺激で頑固なお肉にアプ
ローチする、短時間で効果が出やすいとエ
ステで人気の引き締めケア。毎秒33万回
も刺激する業務用レベルの周波数を採用。

※ソニックモードにて、ラードが※ソニックモードにて、ラードが
　溶けることを確認した実験です。　溶けることを確認した実験です。

※モニター情報（メーカー調べ）
※結果には個人差があり、
　効果を保証するものではありません。

（モニター期間：2016年4月13日～5月12日）

ピンク

パール
ホワイト

お風呂でも使える

３つのケアが同時にできる！
キャビテーション EMS ラジオ波× ×

※イメージ

アタッチメントを 
付け替えれば 
ボディもフェイスもこれ1台。 

3つのプロ級エステのハンドテクニックを
1つのローラーで再現。

気になるところにあてるだけ。
毎分約1000回の
高速タッピング。

※使用時間目安
1部位5分

IPX7相当IPX7相当

防水防水

人気
商品!人気商品!

8　�リファカラット�
フェイス／MTG

申込番号� 141398
お買物ギフト券� 42枚（21,000ポイント分）
RF-CF1842B　約幅6.7×奥行4.4×長さ14.9㎝　
約87g　ガイドブック・ポーチ・クリーンクロス付　
本体：〈日本製〉　ポーチ・クリーンクロス：〈中国製〉　
※金属アレルギー体質の方はご使用をお控えください。

IPX7相当

防水防水

※イメージ

顔・デコルテ専用に設計。
肌を引き締める大人気ローラー。

メイク前の新習慣。
産毛カットで肌色＆
メイクのりアップ！

某ネット通販で大人気！
とかすだけでツヤツヤ
さらさらの仕上がりに！

使いやすい2種類の
ブラシ付き。

お風呂でも使える
防水仕様。

※イメージ

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

※2009年2月～2018年7月末までの
　ReFa美容機器累計出荷数

人気
商品!人気商品!

数量
限定

数量
限定

数量
限定

便利なUSB充電式！
マイナスイオンで、プレミアムな
潤いサラツヤ髪に。

ホワイト

ピンク

9　�マイナスイオン�
リセットブラシ�
／コイズミ

申込番号

ピンク　141544� ホワイト　141543
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
KBE-2500　幅5×奥行4.9×長さ24.5㎝　折りたたみ時：
幅5×奥行5.6×高さ13㎝　135g　約2時間充電で約4
時間使用可　USBケーブル付　〈中国製〉

数量
限定

静電気
抑制

USB
充電

磁気（約2000ガウス）の力と
音波振動（約4500回転/分）で
髪のからまりを軽減。

回転刃が直接肌に触れないため、
痛みがなくキレイに剃れます。

便利なLEDライト付き！
細かい産毛も見逃さない。

※2017年2月〜
 2019年6月　

※メーカー調べ

シリーズ
累計販売数

2200万本
突破

ストレートはもちろん、
内巻き＆ボリュームＵＰも簡単に！

ワン
カールストレート

ブローカール
パイプ径
26㎜

パイプ径
32㎜

キャッチクッション
ブラシ

ロールアイロン
ブラシ

毛先を逃さずセット。

熱伝導の良いアルミ芯
でしっかりカール。

シルバー ピンク

「ナノイー」で
しっとりまとまる髪へ。

速乾ノズル付

15　�ヘアードライヤーナノケア�
／パナソニック

申込番号

ホワイト�141535� ゴールド調�141536
お買物ギフト券� 28枚（14,000ポイント分）
EH-NA2B　幅15.7（ノズル含まず）×奥行7.9×高さ
21.7㎝　475ℊ　1200W　コード長1.7m　冷風モー
ド・風量2段階切替　〈タイ製〉

ホワイト ゴールド調

大風量で、
パワフル乾燥。

16　�マイナスイオンドライヤー　�
イオニティ／パナソニック

申込番号� 141548
お買物ギフト券� 12枚（6,000ポイント分）
EH-NE5B-PP　幅20.8×奥行8.9×高さ21.5㎝　
475g　1200W　コード長1.7m　冷風モード・風量
2段階切替　〈タイ製〉

速乾ノズルで
スピーディー乾燥。

人気
商品!人気商品!

乾燥小ジワを目立たなくします。
120g

今だけ特別！
　　　　　　  には
コラリッチナイトクリームリペア
ミニサイズ（8ｇ）付き！

（効能評価試験済）

ひとつで7役
化粧水／乳液／美容液／ 
美容オイル／クリーム／ 
マッサージジェル／パック

120ｇサイズ

55g

❶もみ出し

❷ひねり上げ

❸押し流す

14　�ダイソン�スーパーソニック�
Ionic�ヘアードライヤー

申込番号� 141558
お買物ギフト券� 99枚（49,500ポイント分）
HD03 ULF IIF　幅7.8×奥行9.7×高さ24.5㎝　697g　
コード長1.9m　冷風モード・風温3段階・風速3段階
切替　スムージングノズル・スタイリングコンセントレーター・
ディフューザー・ジェントルエアーリング・滑り止めマット付

〈マレーシア・フィリピン製〉  ※時期により生産国が異なります。

TVで
人気！

携帯しやすい
リップスティック型。

低刺激な
ニッケルフリー&

18金コーティング。

人気
商品!人気商品!

医薬部外品
美白

※1タイプ

新配合！ プロテクトコラーゲン※5

年齢肌※2に最高峰※3の潤い。 小じわ※4対策

ハリ対策

※パーフェクトワン オールインワ
ンジェルシリーズとして：富士経
済「化粧品マーケティング要覧
2019」（モイスチャー部門および
オールインワン部門／メーカー、
ブランドシェア2018年実績）

オールインワンスキンケア
国内売上

化粧水 ／ 乳液 ／ 美容液
クリーム ／ パック

化粧下地

1品6役 これ1つで
スキンケア完了

※3 保湿成分

5　�ミーゼ�ダブルピーリング�
プレミアム／ヤーマン

申込番号 141552� お買物ギフト券�26枚（13,000ポイント分）
MS40P　約幅5×奥行2.1×高さ16.5㎝　約58g　2～3時間充電で
約30分使用可　自動電源オフ（5分）　モード3種（ダブルピーリング・
モイストリフト・ボディ）　アタッチメント2種（フェイス・ボディ用）付　

〈中国製〉

IPX5相当IPX5相当

防滴防滴

※1 角質層まで　※２ 年齢に応じたお手入れのこと

※イメージ

シミ対策※１

潤い有効成分：アルブチン、トラネキサム酸

乾燥小じわ対策※4

2827 　  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



美容・健康 健康寝具・ボディケア

デスクワークや
車の運転に。

取り外し可能な
カバー付き。

体圧が分散するので
腰への負担を軽減。

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

申込番号� お買物ギフト券

シングル����195×97㎝����　133424� 54枚（27,000ポイント分）
セミダブル�195×120㎝��　133425� 58枚（29,000ポイント分）
ダブル�������195×140㎝��　133426� 63枚（31,500ポイント分）
本体：ウレタンフォーム　インナーカバー：ポリエステル100％　厚さ約5㎝　シングル：約4.6㎏　
セミダブル：約5.6㎏　ダブル：約6.6㎏　本体：〈日本製〉　カバー：〈中国製〉

特殊な素材と構造が
まるで宙に浮いているような座り心地を実現！

Gゼロジェルで、まるで無重力！ 
レジェンド松下さんおすすめグッズ。

ドライブ中の腰の負担を軽減！ 足裏から姿勢と体幹を整える
ルームシューズ。3D形状で正しい姿勢に導き、やさしく腰にフィットする

コンパクトサイズ。 履くだけですっと背筋が伸び、
自然と体幹を刺激して
正しい姿勢へ!

2つのポイントで
骨盤を安定！

腰椎アシスト
腸骨アシスト

カイロサポートシステム独自の機能が
本格的な姿勢ケアを実現。

車のシートへ固定できる
ベルト付。

骨盤を立てる
正しい姿勢が
ドライブを快適に！

ベルトの長さは
バックル部分で
調節可能。

3　�GゼロまくらNeo
申込番号� 162112
お買物ギフト券� 15枚（7,500ポイント分）
外カバー・側地：ポリエステル100％　中材：
ウレタンフォーム　TPE　幅50×奥行30×高
さ11㎝　1.1㎏　〈中国製〉

1　�Gゼロクッション
申込番号� 162258
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）

本体：TPE　ポリエステル　
カバー：ポリエステル100％　
幅44×奥行40×高さ3㎝　
約1.2㎏　〈中国製〉

数量
限定

（カバー）

7　�エアウィーヴ�
スマート025EC�
シングル

申込番号� お買物ギフト券

162109� 58枚（29,000ポイント分）
マットレスパッド（エアファイバー）：ポリエチレン100％　
カバー：ポリエステル100％　約幅97×長さ195×厚
さ3.5㎝　約4㎏　本体：〈日本製〉　カバー：〈中国製〉　

12　�ドクターエア�
3DアイマジックS

申込番号� お買物ギフト券

162153� 32枚（16,000ポイント分）
EM-03　幅21×奥行11×高さ8.2㎝　380g　適応
サイズ（頭囲）：約55～62㎝　約2時間充電で最大約
1時間使用可　切タイマー（15分）　内側抗菌加工　
ACアダプタ・USBコード（Type-C）付　〈中国製〉

今お使いのベッドや布団に敷くだけ！
睡眠中の腰や肩の負担を軽減。

お手持ちの寝具に
重ねるだけで
寝心地グレードアップ！

しっかりとしたもみ心地のネックマッサージャー。 手もみ感覚のエアーで足周りを
集中ケア！

シンガポール国立大学教授がおすすめする
究極のリラックス枕。 フィットネスのための

シリーズ登場！

スムース面

メッシュ面

表面 裏面

季節に合わせて使えるリバーシブル
保護カバーを採用。

たたみやすく収納しやすい。
中のエアファイバーも
カバーも洗えて清潔。

ソファでくつろぎながら。
8つのコースからお好みをチョイス！
ぽかぽかヒーター搭載。

サイドとリフト（底面）のエアーバッグで
足周りをしっかりマッサージ。

手の届きにくい背中にも。

優れた体圧分散でからだへの負担を軽減。

防ダニ※加工仕様！
※第三者機関でJISL1920を参考にした自主実験を実施。

睡眠時の首・肩の負担を軽減する枕。

2　��ショップジャパン�
トゥルースリーパー�セブンスピロー

申込番号� お買物ギフト券

シングル�133422� 32枚（16,000ポイント分）
ダブル� 133423� 43枚（21,500ポイント分）

6　�ドクター・リー�ピロー�
スタンダード／昭和西川

申込番号� お買物ギフト券

162151� 11枚（5,500ポイント分）

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

側地：(表側)ポリエステル65％・再生繊維（テンセル）35％・（詰
め物・中仕切り）ポリエステル100％（ポリエチレンパイプ使用）・

（裏面・マチ部）ポリエステル100％　調整シート：（側地）ポリ
エステル100％・（中材）ウレタンフォーム　幅60×奥行43×高
さ10㎝　1.2㎏　調整シート6枚入（厚さ約７㎜）　〈中国製〉

気にせず寝返りができる長い幅。
大きなサイズであなたを包みます。

数量
限定

（カバー）

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

夏蒸れにくく、冬暖かい両面使用。
カバーは抗菌・防臭で快適！

大小8つのもみ玉の回転方向やスピードの切替えで、
お好みのもみ心地が楽しめます。 重だるいふくらはぎや疲労の

たまった足裏・二の腕にも！

横向き寝の時の耳にかかる負担を和らげ、質の高い睡眠をサポートします。

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

抗菌・消臭※
仕様のカバー。

多くの
トップアスリートが

愛用！

寝返りが楽で
　朝までぐっすり。

（ネット使用）
（カバー）

数量
限定

数量
限定

悪い姿勢 正しい姿勢

9　�スタイルコアウォーク／MTG
申込番号

レッド　162256� ブラック　162257
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
EVA樹脂　約幅10×全長25×高さ8.5㎝　片足約125g　対応サ
イズ：約22～24.5㎝　〈中国製〉　※足のサイズが24.5㎝以上の
方は商品本来の機能が果たせない場合があります。

13　�振動マシン�バランスウェーブミニ�
／アルインコ

申込番号 162038� お買物ギフト券�41枚／／� �40枚（20,000ポイント分）
FAV4117　幅53.5×奥行41.5×高さ12.5㎝　約9.5㎏　100W　コード長1.9m　
耐荷重90㎏　振動（速度）16段階調節　振動数：（上下）200～400回/分　プログラ
ム3種　コントローラー・単4×2（お試し用）・エクササイズバンド2本・マット付　〈中国製〉

数量
限定

乗るだけ！ 細かな上下振動が
全身の筋肉にアプローチ。

振動・加圧・温めで目元のケア。

筋トレ、血行促進、バランス運動が可能。
装着したままでも
周囲の様子を確認
できる構造なので、
使用中も安心して
過ごせます。

エクササイズバンドで上半身の
トレーニング。 ※振動イメージ

伸縮式ハンドルとキャスター
付きで持ち運びしやすい。 14　�SIXPADフィットネスシリーズ／MTG

申込番号� お買物ギフト券

パワーローラーエス�162096� 20枚（10,000ポイント分）
ボディローラー　　�162147� ��　9枚（4,500ポイント分）

［パワーローラーエス］SE-AA03S　約径8.5×長さ31.5㎝　約840g　10W　3時間充電で約2～6時間
使用可（モードによる）　タイマー15分　モード：4段階切替　［ボディローラー］SS-AC03　約径13.5×34㎝　
約760g　使用限界重量120kg（共通）　〈中国製〉　※［ボディローラー］には振動機能はありません。

表面の凹凸が筋肉に心地よくアプローチ。
全身のセルフストレッチを実現。

最大
3,000回/1分
の振動機能
搭載。

気になる
部位に押し
当て、転がす
ように動作。

パワーローラーエス

ボディローラー

オーガニック
ブラウン

オーガニック
グレー

数量
限定

数量
限定

TVで
人気！

TVで
人気！

（カバー）

（カバー）

低反発と高反発のイイトコどり。
頭を包み込むような心地よさと寝返りの打ちやすさ
を実現。

立ち仕事や足が疲れやすい人におすすめ。

Gゼロジェルが
足への衝撃を吸収！

バランスが取り
やすい!

通気性がよく
ムレにくい。

通気性抜群！

4　�Gゼロインソール
申込番号

M�162154� L�162155
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
本体：TPE　生地：ポリエステル　M：22～
25㎝（フリーカット）　104g　L：25～28㎝（フ
リーカット）　139g　1足入　〈中国製〉

スムーズな寝返りを
サポートするアーチ構造。

中材に通気性と程よい
硬さのパイプを使用。

肌触わりの良い
ニット生地。

横向き寝時の
肩の高さに合わせた
両サイド高め設定。

脳神経工学 博士・教授
Li Xiaoping監修

横向き寝した際の
耳の圧迫を軽減する
イヤーポケット設計。

付属の調整シートで
高さが変えられます。

8　�スタイルドライブエス／MTG
申込番号 162095�お買物ギフト券�14枚（7,000ポイント分）
生地：ポリエステル　クッション材：ウレタンフォーム　約幅43.5×奥行
10.5×高さ38.5㎝　約600g　〈中国製〉

10　�ドクターエア�
3DネックマッサージャーS

申込番号 162136� お買物ギフト券�30枚（15,000ポイント分）
MN-03　幅43×奥行59.5×高さ14.5㎝　約1.5㎏　約3時間充電で
最大約1時間使用可　速度3段階切替　切タイマー（15分）　医療
機器認証番号301AHBZX00003000　〈中国製〉

距骨
（きょこつ）

体の軸を支え、
姿勢づくりの
決め手となる

「距骨」に着目。

ブラック

レッド

フロントグリップ

足指にフィット
する構造。

11　�ポルト�
エアーフットマッサージャー

申込番号

オーガニック
グレー　　 162103� オーガニック

ブラウン　　162104
お買物ギフト券� 21枚（10,500ポイント分）
AIM-013　約幅37×奥行21×高さ20㎝　約1.7㎏　18W　コード長
1.8m　モード：ふくらはぎコース4・足裏コース4　自動電源オフ（15分）　適
応サイズ（最大）：（ふくらはぎ）約40㎝・（太もも）約64㎝　医療機器認証番
号230AGBZX00082000　〈中国製〉

カバー付きで
インテリアにも
馴染みます。

高反発
でもない

低反発
でもない

※中材イメージ

3029  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  ご家庭で洗濯機を使って洗えます　



美容・健康 健康雑貨・体重計　

3　�コールマン�
レジャーシートデラックス

申込番号

ネイビーホワイト��162118� サンセット��162119
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
表地：ポリエステル　裏地：ポリエチレン酢酸ビニル　中材：ポリウレタンフォーム　210×170㎝　
収納時：径20×長さ45㎝　1.1㎏　〈中国製〉　※2020年5月下旬以降のお届けとなります。

5　�キャプテンスタッグ�
マイクロイージーチェア

申込番号

レッド�162122� ブルー162123
お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）
構造部材：アルミニウム（表面：アルマイト）　ABS樹
脂　張り材：ポリエステル　幅20×奥行20×高さ
23㎝　収納時：幅6.5×奥行6.5×長さ29㎝　座
面：18.5×18.5㎝　300g　耐荷重60㎏　収納
バッグ付　〈中国製〉

4　�コールマン�
ファンスタンドポンチョ

申込番号

レッド��192721� ネイビー��192722
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
EVA樹脂　フリーサイズ（身幅126×着丈102㎝）　収納時：18×20㎝　
220g　コンパクトに収納できるメッシュケース付　〈中国製〉

2　�ハズキルーペ�
1.6倍�クリアレンズ

申込番号 コンパクト ラージ

ルビー 162033 162034
ブラック
グレー 162035 162036
ニュー
パープル 162063 162064
お買物ギフト券� 22枚（11,000ポイント分）

厚地生地と保冷ライナーの
しっかりした作り。お買い物や
行楽に大活躍！

肌触りの良い起毛素材。
ソフトで快適な座り心地。 

弾みやすい高反発ソールで歩行も軽やか！ 動きがスムーズ！ 女性にも扱いやすい。

軽量＆コンパクト！
丈夫なアルミ合金を使用。

軽い！ 
しかもコンパクト！

屋外イベントや観戦に最適！ 

丈夫なキャンバス生地。
トートとショルダーの
2WAY仕様。

ボックス型
トート型

2　�コールマン��デイリークーラー
申込番号� お買物ギフト券
ボックス型30ℓ　　
（ナチュラルカモ）　 192726� 9枚（4,500ポイント分）
トート型25ℓ　　
（キャンプマップ）　 192727� 7枚（3,500ポイント分）
ポリエステル　ファスナー開閉式　前面ジッパー式ポケット　［ボックス型
30ℓ］幅34×マチ24×高さ33㎝　持ち手約57㎝　ショルダー70～135㎝　
730g　2ℓペットボトル8本収納可　［トート型25ℓ］幅52×マチ22×高さ35㎝　
持ち手約55㎝　500g　2ℓペットボトル6本収納可　〈中国製〉

6　�ステンレスマグ／象印
申込番号� お買物ギフト券

３６０㎖�ベージュゴールド�162065� 6枚（3,000ポイント分）
３６０㎖�マットブラック�162066� 6枚（3,000ポイント分）
48０㎖��ベージュゴールド�162067� 7枚（3,500ポイント分）
48０㎖��マットブラック�162068� 7枚（3,500ポイント分）
ステンレス　ポリプロピレン　シリコーン　幅6.5×奥行7㎝　［360㎖］
高さ17.5㎝　170g　保温効力：67℃以上・保冷効力：9℃以下

（各6時間）　［480㎖］高さ22㎝　205g　保温効力：71℃以上・
保冷効力：8℃以下（各6時間）　〈中国製〉

1　�コールマン��ロゴトート
申込番号� お買物ギフト券

192728� 5枚（2,500ポイント分）
綿　幅44×マチ15×高さ36㎝　持ち手約55㎝　
ショルダー約88㎝　240g　10ℓ　〈中国製〉

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

ネイビーホワイト

ネイビー

ブラック

シルバー

シルバー

ライトグレー

ブルー

３６０㎖�
ベージュゴールド

片手でラクラク操作!
「ワンタッチオープン
 タイプ」

袖口はスナップ
ボタン式。

48０㎖�
マットブラック

レッド

レッド

サンセット

裏地は水を
通さない素材。
大人4人がゆったり
座れる大型サイズ。

ヒモ結びが要らないので足入れもラクラク！

粗さの違うローラー2種で
かかとツルツル！（細目・粗目）

吸水拡散性の高い「サラリーナ」で、
足裏はサラサラで快適。

マットの上でいつもの
運動をするだけ。筋活動量・
消費カロリーがアップ！

左右どちらからでも
取り外し可能です。

大きめルーペでよく見える！

※使用感には個人差が
　あります。

7　�足裏快適タウンシューズ／ムーンスター
申込番号 22.5㎝ 23㎝ 23.5㎝ 24㎝ 24.5㎝

ブラック 106218 106219 106220 106221 106222
シルバー 106213 106214 106215 106216 106217
ライトグレー 106223 106224 106225 106226 106227
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
合成皮革　底：合成ゴム　片足約180g（23㎝）　ヒール高約3.5㎝　〈中国製〉

相当
2E女性用

数量
限定

レンズ：アクリル樹脂　フレーム：特殊ポリアミド樹脂　
ブルーライト35％カット　UV99.9％カット　専用
ケース・クロス付　［コンパクト］幅14.2×フレーム長
15.8×高さ3.5㎝　22.6g　［ラージ］幅14.5×フ
レーム長16.4×高さ4.5㎝　27.5g　〈日本製〉　
※1メガネのデザインによっては使用できない場合が
あります。

ブルーライトカット UVカット 倍率 約1.6倍

男女
兼用

歪みが少なく大きく見えます！ 
大人気のメガネ型拡大鏡。

トップアスリートも愛用。 
磁気の効果で首全体のコリを緩和。

お手持ちの眼鏡や
老眼鏡の上からも
使用可能。※1

1　�コラントッテ��TAO�
ネックレス�スリム��AURA�mini

申込番号 M Ｌ

ピンクラメ 106156 106157
ホワイトラメ 106158 106159
お買物ギフト券� 44枚（22,000ポイント分）

ハズキルーペ 老眼鏡
大きく
拡大

大きく
拡大

ピントを
合わせる

ルーペと老眼鏡の違いは？

ブラックグレー

ルビー

ニューパープル

コンパクト
タイプ

携帯に便利
!

ラージ
タイプ

視野が広い

ホワイト ブラウン

コンパクトで軽量な
スタイリッシュデザイン。

硬くなった角質に！
電動でラクラク
かかとケア。

まるで砂浜を歩く感覚。
負荷を感じてエクササイズ。

4　�体組成計／タニタ
申込番号

ホワイト�162057� ブラウン　162058
お買物ギフト券� 12枚（6,000ポイント分）
BC-759　幅26×奥行21.6×高さ3.3㎝　約880g　
単3×4（お試し用）付　個人データ5人分　〈日本製〉

50g単位の高精度測定と
充実の測定項目。 強化ガラス仕様

3　�体組成計／タニタ
申込番号

パール
ホワイト　161875� メタリック

グリーン 　161876
お買物ギフト券� 18枚（9,000ポイント分）
BC-315　幅31.6×奥行21.7×高さ2.7㎝　約1.5㎏　
単4×4（お試し用）付　個人データ5人分　体重の急激
な変化をお知らせするブザー機能付　〈中国製〉

初期設定必要

パールホワイト メタリックグリーン

5　�電動かかとやすり
申込番号� 141559
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
幅6×奥行3×高さ15.5㎝　94g　単3×2（別売）　
回転速度2段階調節可　仕上げ用ローラー・お掃除
ブラシ付　〈中国製〉

6　�体幹エクサマット
申込番号� 162116
お買物ギフト券� 4枚（2,000ポイント分）
カバー：ポリエステル100％（表面：ポリウレタン加工）　
中材：ウレタンフォーム　幅40×奥行33×高さ6㎝　
約352g　洗濯不可  〈中国製〉

Before After

ガサガサ つるつる

※3・4の体組成計は、測定に際して微弱な電流
を流しますので、ペースメーカーなど医用電気
機器を装着している方は使用しないでください。

初期設定の方法など、タニタ製品の使い方に関する
お問い合わせ窓口  タニタ 0120-133-821（平日9〜18時）

　（携帯電話からは0570-783551）

体重

筋肉量 体内年齢

体脂肪率 BMI内臓脂肪
レベル

最小表示
100g

体幹トレーニング

体重 体脂肪率 BMI内臓脂肪
レベル 筋肉量最小表示

50g

体内年齢 基礎
代謝量 推定骨量 急激増減の

お知らせ

数量
限定

血管音を聴いて正確に測る、
医師と同じ測定方法。

腕を通すだけで簡単に
測定できます。

職人の手によって、ひとつ一つ
丁寧に作り上げられる至極の逸品。

刃部は熟練の職人が
一つ一つ仕上げているので
切れ味抜群！

7　�アームイン血圧計�
／テルモ

申込番号� 162026
お買物ギフト券� 25枚（12,500ポイント分）
ES-P2020ZZ　幅17×奥行17.7×高さ22.9㎝　腕
周り：約18～33㎝　単3×4（お試し用）付　医療機器
認証番号228AHBZX00015　〈中国製〉

9　�手首式血圧計／タニタ
申込番号� 161886
お買物ギフト券� 9枚／／� �8枚（4,000ポイント分）
BP-512　幅7.1×奥行3.2×高さ8.4㎝　105g　手
首周り：約12.5～21㎝　単4×2（お試し用）付　直近
2回の平均値表示　収納ケース付　医療機器認証番
号227AABZX00086000　〈中国製〉

10　�ルーペ付ステンレス製�
つめきり／グリーンベル

申込番号� 162094
お買物ギフト券� 3枚（1,500ポイント分）
刃：ステンレス刃物鋼　レンズ：アクリル樹脂　全長
11.5㎝　63g　ルーペ倍率：約2倍　キャッチャーボッ
クス取り外し可　〈日本製〉

持ち運びに便利な手首式。 爪が見やすく使いやすい、
ルーペ付き爪切り。ワンプッシュ測定で、

1人分の測定結果を
60回分自動記録。

人気
商品!人気商品!

ボタンひとつで測定を開始。
腕帯を正しく巻けているかを
画面でお知らせ。
便利な30回分メモリ機能付き。

8　�上腕式血圧計／オムロン
申込番号� 161755
お買物ギフト券� 15枚（7,500ポイント分）
HEM-7122　幅10.3×奥行12.9×高さ8㎝　250g　
腕周り：約22～32㎝　単3×4（お試し用）付　医療機
器認証番号225AABZX00102000　〈日本製〉

ステンレス（18金仕上げ）　エポキシ樹脂　樹脂コーティング
磁石55mTを10㎜間隔でN極S極交互配列　適応サイズ

（首回り・約）：［M］43㎝　［L］47㎝　医療機器認証番号
230AGBZX00077000　〈日本製〉　※ペースメーカー等、電磁
機器の影響を受けやすい医療機器を装着している方は、機器に
重大な影響を与える可能性がありますので使用しないでください。

ピンクラメ

ピンクラメ

ホワイトラメ

ホワイトラメ

保冷

保温

シート4辺を
立ち上げると、
砂や小石の侵入を
防ぎます。

大きくて丈夫な
トート型。

肩に掛けやすい！

便利なショルダー
ベルト付き。

※取り外せません。

たっぷり収納できる
ボックス型。

収納
バッグ付き。

バランス感覚

歩行訓練

足首強化

360°回転する
4輪ダブルホイール
キャスターで快適。

8　�カーボン柄キャリーケース�
／アジア・ラゲージ

申込番号� お買物ギフト券
カーボンネイビー
31ℓ �106123� 15枚（7,500ポイント分）
カーボンワイン
31ℓ � 106124� 15枚（7,500ポイント分）
カーボンネイビー
47ℓ �106125� 17枚（8,500ポイント分）
カーボンワイン
47ℓ � 106126� 17枚（8,500ポイント分）
カーボンネイビー
66ℓ �106127� 19枚（9,500ポイント分）
カーボンワイン
66ℓ � 106128� 19枚（9,500ポイント分）
ポリカーボネート　両面仕切りポケット　3段伸縮キャリー
バー　ダイヤル式TSAロック　アルファベットシール付　

［31ℓ］幅36.5×奥行23.5×高さ54.5㎝　2.8㎏　［47ℓ］
幅42×奥行26×高さ61.5㎝　3.1㎏　［66ℓ］幅46.5×
奥行28×高さ67.5㎝　3.5㎏　〈中国製〉　※47・66ℓサ
イズは機内持込みできません。

機内持込み可。
（100席以上）

ファスナー開閉式。

持ち運び
ラクラク！

人気のカーボン柄

47ℓ	2〜3泊 66ℓ	3〜4泊31ℓ	1〜2泊

カーボン
ネイビー

カーボン
ワイン

※イメージ

※イメージ

両サイドがゴムで
履きやすい。

初期設定必要
基礎
代謝量

3231 数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



ゲーム・知育玩具キッズ＆ゲームファッション ファッション雑貨・靴

4　�HIROMI�ICHIDA　フォーマル手提げ
申込番号 106172� お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）
本体：ポリエステル　持ち手・底：合成皮革　前面レース：綿　ナイロン　幅33×マチ10×
高さ24㎝　持ち手約36.5㎝　約255g　前後室：マグネット開閉式・中央室：ファスナー
開閉式　内側：ファスナーポケット1コ　オープンポケット1コ　外側：オープンポケット1コ　

〈中国製〉

1　�カナナプロジェクト�コレクション�
A4サイズリュック�フリューゲル

申込番号

ネイビー　　106000� ブラック　　105999
お買物ギフト券� 22枚（11,000ポイント分）
ポリエステル　幅29×マチ13×高さ35㎝　約400g　12ℓ　ファスナー開
閉式　前面：ファスナーポケット1コ（内側クッション付オープンポケット1コ・ペ
ンホルダー2コ）　両サイド：オープンポケット　背面：ファスナーポケット1コ　
内側：オープンポケット3コ　ファスナーポケット2コ　ペットボトルホルダー1コ　
着脱式チェストベルト　背面メッシュ仕様　ミニポーチ・チャーム（旅のお守
り）付　〈中国製〉

柔らかな素材。
軽量で肩の負担が少ないリュック。

大人気！「軽い」「小ぶり」
「収納力」を叶えたバッグ。

どんな服装にも合わせやすいシンプルなデザイン。 前、横、後ろのポケットでたっぷり入って
サッと取り出せます！

ネイビー ブラック

ネイビー

キーケースにも
なる便利なミニ
ポーチ付き。

ふかふかインソールで疲れにくい。

数量
限定

数量
限定
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ネオンブルー／ネオンレッド

1　�Nintendo�Switch��
／任天堂

申込番号

Joy-Con(L)�ネオンブルー
/(R)�ネオンレッド 　173103� Joy-Con(L)/(R)�グレー　173104
お買物ギフト券� 76枚（38,000ポイント分）
Joy-Con取り付け時：約幅23.9×奥行13.9×高さ10.2㎝　Joy-Con(L) ・Joy-Con(R) ・
ACアダプタ・ドック・グリップ・ストラップ （ブラック）2コ・HDMIケーブル付　〈中国製〉　
※2019年8月30日発売の新モデル。※人気商品のためお届けまでにお時間をいただく
場合があります。

グレー

小ぶりで
体にフィットする
デザイン。

開けやすいダブルファスナー。

長財布も
スッキリ収納。

ネイビー モカグレー

2　�軽量お散歩ショルダーバッグ
申込番号

ネイビー　106204� モカグレー　106203
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
表地：ナイロン　ショルダー：ポリエステル　約幅23（上部32）×マチ8×高さ
18.5㎝　ショルダー約62.5～118㎝　約220g　ダブルファスナー開閉式　
内側：オープンポケット2コ　ファスナーポケット1コ　外側：前面マジックテープ
付ポケット1コ　背面：ファスナーポケット1コ　サイドポケット1コ　〈中国製〉

雨の日もおしゃれに！
超軽量で歩きやすい
レインブーツ。

やわらかく屈曲性のあるソールで
自然な歩きへと導く。

底面防滑グリップで滑りにくい。

ブラック

ブラウン

6　�超らくちんレインブーツ
申込番号 M L

ブラック　 106162 106163
ブラウン　 106164 106165
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
化学合成ゴム　片足約381g（M）　約431g（L）　ヒール高3㎝　M：約
23.5～24㎝　L：約24.5～25㎝　〈中国製〉　※新商品のため、2020年
4月下旬以降のお届けとなります。

数量
限定

イエロー ターコイズ

2　�Nintendo�Switch�Lite／任天堂
申込番号

イエロー�173105� グレー�173106� ターコイズ�173107
お買物ギフト券� 51枚（25,500ポイント分）
約幅20.8×厚さ1.39×高さ9.1㎝（※アナログスティック先端からZL/ZR突起部分ま
での最大の厚さ2.84㎝）　約275g　ACアダプタ・セーフティーガイド付　

〈中国製〉

3　�東北大学�
加齢医学研究所��
川島隆太教授監修��
脳を鍛える大人の�
Nintendo�Switch�
トレーニング／任天堂

申込番号� 173109
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
Nintendo Switchタッチペン付　〈日本製〉

8　�Minecraft�
／日本マイクロソフト

申込番号� 173044
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）

〈日本製〉

7　�ルイージマンション3��
／任天堂

申込番号� 173100
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）

〈日本製〉

5　�慶弔両用桜小花ちりめんふくさ
申込番号� 106173
お買物ギフト券� 3枚（1,500ポイント分）
表地：ポリエステル　レーヨン　裏地：ポリエステル　12.2×20×
厚さ0.8㎝　37.3g　洗濯不可　〈日本製〉

12　�スーパーマリオ�
メーカー2�／任天堂

申込番号� 173094
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）

〈日本製〉

9　�スーパーマリオ�
パーティ／任天堂

申込番号� 173040
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）

〈日本製〉

6　�リングフィット　�
アドベンチャー／任天堂

申込番号� 173108
お買物ギフト券� 19枚（9,500ポイント分）

〈日本製〉※人気商品のためお届けまでにお時間をいた
だく場合があります。

11　�マリオカート８�
デラックス／任天堂

申込番号� 173004
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）

〈日本製〉

10　�大乱闘スマッシュブラザーズ�
SPECIAL�／任天堂

申込番号� 173041
お買物ギフト券� 17枚（8,500ポイント分）

〈日本製〉

4　�ポケットモンスター��
ソード／任天堂

申込番号� 173101
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）

〈日本製〉

5　�ポケットモンスター��
シールド／任天堂

申込番号� 173102
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）

〈日本製〉

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定数量

限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

13　�はらぺこあおむし　�
リズムたいこ／学研ステイフル

申込番号� 173110
お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）
ABS樹脂他　幅23.9×奥行5×高さ16.4㎝　単4×2

（別売）　歌詞カード付　童謡8曲内蔵　テンポ・リズム
変更ボタン　〈中国製〉

14　�ロジカルルートパズル�
／くもん出版

申込番号� 173115
お買物ギフト券� 7枚（3,500ポイント分）
ABS樹脂　ボード：幅22.7×奥行33.3×高さ8㎝　ピー
ス30コ・ボール10コ・問題集付　〈中国製〉　※人気商
品のためお届けまでにお時間をいただく場合があります。

15　�知らない国がすぐに見つかる�
くもんの地球儀

申込番号� 173088
お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）
紙　ABS樹脂他　径20㎝　さくいんブック付　〈日本製〉　
※人気商品のためお届けまでお時間をいただく場合があります。

はらぺこあおむしの
体で楽しくリズム
あそび♪

遊びながら論理的
思考力を養える。1.5才〜 4才〜

大人
狙ったゴールに同色のボールが
入る様にルートを作ろう！

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

6才〜

数量
限定

人気
商品!人気商品!

ブラウン

充実の
ポケットで
収納力
たっぷり。

底鋲付きなので
自立します。3　�牛革コイン分別長財布�

／豊岡工房
申込番号

オリーブ　105868� オレンジキャメル　105869
お買物ギフト券� 21枚（10,500ポイント分）
牛革　約幅19.5×厚さ2×高さ10㎝　約200g　ファスナー開閉式　内側：
札入れ2コ　カード入れ12コ　ファスナー式小銭入れ1コ（内側4室）　オー
プンポケット2コ　〈日本製〉

たっぷり入って軽い、
ソフトな生地の
フォーマルバッグ。

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

3層構造で
たっぷり収納。

フロントのレース生地が上品。

オリーブ

オレンジ
キャメル

コイン
分別

※実用新案取得
　第3218846号

コインが
見やすく使い
やすい。

向きを変えて
左開きにすれば
弔事用に。

人気
商品!人気商品!

グレー

ブラック

グレー

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

グレー 106248 106249 106250 106251 106252
ブラック 106253 106254 106255 106256 106257
お買物ギフト券� 15枚（7,500ポイント分）
WW263　人工皮革　合成繊維　底：合成ゴム　片足約180g（24㎝）　ヒール高約3㎝　〈インドネシア製〉　

相当
2E女性用

数量
限定

グレー

着脱に便利な
内側ファスナー。

数量
限定

16　�プレミアム�
ベビーチェア／カトージ

申込番号

ナチュラル　172477� ブラウン　173045
お買物ギフト券� 17枚（8,500ポイント分）
天然木（ブナ材）　幅49×奥行60.5×高さ80㎝　7.7㎏　
耐荷重約60㎏　〈中国製〉　※光の当たり方で、カタログ
写真の色と多少異なる場合がございます。

大人になるまで
長くつかえる。 7か月

頃〜

ナチュラル
ブラウン

股
ベルト

テーブル

フロントガード

3433 数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。

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

  お客様にて組立てが必要な商品です



キッズ＆ゲーム スポーツトイ・アンパンマン

10　�アンパンマンよくばりビジーカー�
押し棒＋ガード付き

申込番号� 173056
お買物ギフト券� 17枚（8,500ポイント分）
ポリプロピレン　ABS樹脂他　幅36×奥行69×高さ
79.5㎝（押し棒含む）　単3×2（別売）　耐荷重25㎏　
フロントボンネット・座面は小物が入るスペース付。ハンドル
はボタンを押すとたのしいおしゃべりやメロディ、クラクショ
ン音などが鳴ります。　〈日本製〉 製造元：株式会社アガツマ

おうちでトランポリン♪
遊びながら筋力・
体幹もトレーニング。

誰でも簡単!?
シュートが曲がる
不思議なサッカーボール。

子供から大人まで楽しめる！
メタリックでかっこいいスクーター。

折りたためるので、収納場所をとりません。

1　�ホップフィット　ミニオンズ�
／エム・アンド・エム

申込番号 173114� お買物ギフト券�19枚（9,500ポイント分）
スチール　PVC他　径92.5×高さ22㎝　耐荷重70㎏　〈中国製〉

3才〜 6才〜

2　�R5�ラングススクーター
申込番号

レッド　173050� ブルー　173051
お買物ギフト券� 10枚（5,000ポイント分）
アルミニウム　スチール他　使用時：約幅33×奥行68×高さ82㎝　ハンド
ル高調整範囲3段階：72・77・82㎝　約2.3㎏　耐荷重約100㎏　スト
ラップ付　〈中国製〉　※ヘルメットは付いておりません。

レッド

ブルー

ストラップ付きで
持ち運びしやすい。

3　�キッカーボール
申込番号 162128� お買物ギフト券�8枚（4,000ポイント分）
EVA樹脂　ゴム他　径20.5×周囲64㎝　約190g　〈中国製〉　※思わ
ぬ方向に飛ぶ恐れがありますので、周りに人や物がない安全な広い場所でお
使いください。※本品はサッカー公式ルールの試合球としてはお使いいただけ
ません。

蹴り方やパワー・スピードに
よって、プロのようなシュー
トが打てる！

数量
限定

誰にでも簡単に
魔球が蹴れる!

ごはんを
炊いて、よそって！
楽しくごっこ遊び。

アンパンマンと踊って、
リズム感や集中力を
トレーニング♪

成長に合わせて
長く遊べる！

折りたたみ式だから、
収納も持ち運びも
ラクラク!

3才〜

25か月〜

4　�ごはんがたけたよ！�
アンパンマンのすいはんきセット

申込番号� 173089
お買物ギフト券� 7枚／� �6枚（3,000ポイント分）
ABS樹脂他　幅10.5×奥行12×高さ9.5㎝　単4×2

（別売）　〈中国製〉　　　　　 製造元：株式会社ジョイパレット

5　�アンパンマン�
体幹ポップンボール

申込番号� 172398
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
PVC樹脂　幅40×奥行40×高さ51㎝　フットポンプ付　

〈中国製〉　　　　　　　　　 製造元：株式会社ジョイパレット

アンパンマンの顔が
バランスボールに。

ひらがなの
「発音・読み方・書き方」の
お勉強がたくさんできる！

3才〜

1.5才〜

7　�アンパンマン　にぎって！�
おとして！�光るくるコロタワー

申込番号� 173117
お買物ギフト券� 10枚（5,000ポイント分）
ABS樹脂他　幅25.7×奥行26.5×高さ31.7㎝　単4
×2（別売）　ボール5コ付　〈中国製〉
 製造元：株式会社ジョイパレット

ボールを入れると
光ってメロディが流れる。

8　�アンパンマン　2WAY�で学べる！�
あいうえお教室

申込番号� 173111
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
ABS樹脂他　幅40×奥行3.5×高さ28㎝　単3×2

（別売）　専用ペン付　〈中国製〉 製造元：株式会社アガツマ

表

裏

5つのメニューと、
21の曲で
楽しめます。

9　�BIGサイズ！�
リトミックダンスアンパンマン

申込番号� 173113
お買物ギフト券� 16枚（8,000ポイント分）
ポリエステル　ABS樹脂他　約幅34×奥行23×高さ42㎝　
単3×3（別売）　ダンスレッスンブック付　〈中国製〉
 製造元：株式会社バンダイ

（一部）

10か月〜
5才

1.5〜
4才頃

11　�アンパンマン�
三輪車オールインワンUP�Ⅱ

申込番号� 173057
お買物ギフト券� 31枚（15,500ポイント分）
スチール　ポリプロピレン他　使用時：幅42×奥行78×
高さ97㎝　手押し棒でハンドルを操作できるカジキリ機
能搭載なので、自分でペダルをこげないお子様も安心！　

〈台湾製〉 製造元：エム・アンド・エム株式会社

1.5才〜

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

TVで
人気！

人気
商品!人気商品! 人気

商品!人気商品!

© やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

★
★

※イメージ

6　�うちの子天才　�
アンパンマン�しずかでかるくて�
やわらか安全つみき

申込番号� 173112
お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
EVA樹脂他　パッケージ：幅31×奥行8.5×高さ27㎝　
つみき40コ　おかたづけ袋付　〈中国製〉
 製造元：株式会社アガツマ

柔らかい・軽い・踏んでも
痛くない、静かに遊べる
安全つみき。

1.5才〜

★

数量
限定

40コあるから
たくさん
あそべるね♪

3635   お客様にて組立てが必要な商品です 　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。　★印の商品は時期により生産国が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



3837



4039



4241



保

い ざ と い う 時 に 役 立 つ ・ 備 え て 安 心！

 ポイントについてのお問い合わせは

アークスRARAカードセンター ［9：00〜18：00］0120-82-6789

平日夜間・土・日・祝日は、翌営業日
以降に折り返しご連絡させていただく
場合がございます。ご了承ください。

受付時間
午前10時〜午後8時
（年末年始を除く）

（無料）

株式会社アークス　〒064-8610 札幌市中央区南13条西11丁目2番32号　

ポイント交換カタログ事務局 0120-881-997

カタログのお申込み期間が過ぎた商品や、カタログに掲載されていない商品でも、お取寄せできる場合がございます。ご相談ください
お気軽に下記の「ポイント交換カタログ事務局」までお問い合わせください。

カタログ交換商品についてのお問い合わせは

R142/2003

郵送でカタログ商品の
お申込みができます。

●切手は不要です。 
●「お買物ギフト券」と「郵送専用申込書」を 

同封してください。

詳しくは3ページをご覧ください。
※封筒の裏

面にも「ご
住所」、「お

名前」のご
記入をお願

いします。

ご住所

お名前

差出有効期限

2022年1月31
日

5146
北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号

6 0 6

アークスグループ 検 索

〒062-0933  札幌市豊平区平岸3条5丁目4-22 平岸グランドビル201号 差出有効期限平成30年2月9日

896

お申込方法
お手元にあるアークスRARAカードの 12桁の番号 を記入してください。

ポイントをためている、おもなご利用店舗を記入してください。

交換に必要な枚数の「お買物ギフト券」と、下の

「郵送専用申込書」をお手持ちの封筒に入れ、

左の「ポイント交換カタログ事務局行き」宛名を

貼って投函してください。

A
B

A

B ポイントをためている

おもなご利用店舗

RARAカードNo.とご利用店舗もご記入をお願いいたします。お申込日

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日

5146

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号

宛名を切り取り、お手持ちの

封筒に貼ってください。

郵送途中にはがれないよう、しっかりと

テープ等で貼ってください。封もしっかり

閉じて投函してください。

（例）

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日

5146

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号

4　�緊急用トイレ袋10回分
申込番号 192537� お買物ギフト券�3枚（1,500ポイント分）
〈日本製〉　※組立式トイレ（便器）は付いていません。

3　�緊急用組立式トイレ10回分セット
申込番号 192536� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
便器：段ボール　トイレ袋：ポリエチレン　凝固剤：高分子吸水樹脂　食添殺菌剤　
便器（組立時）：幅25.5×奥行32×高さ25.5㎝　トイレ袋：65×80㎝　凝固剤：
7×8㎝　900g　耐荷重約100㎏　10回分（袋10枚・凝固剤10袋）　〈日本製〉

3つの電源・4つの機能で
毎日使いも緊急備えも。

避難所など、
布団で
寝られない
時に大活躍。

非常時に心強い緊急用の道具が付いたライト。
LEDライトはダイナモ充電で乾電池不要。

車に積んでおくと安心！
トイレ設置がない場所や
アウトドア、長距離ドライブに！

コンパクトにたためます。

いつでもどこでも
ベッドに変身！
（所要時間：約2分※目安）

車に1台。非常時の強い味方。

数量
限定

組立式トイレ（便器）＋
10回分トイレ袋セット

トイレ袋10回分セット4

3

凝固剤で固めて
消臭。

袋を取り出してゴミ
箱に捨てるだけ!

ポイッ！

災害時や断水時に。
もしもの時にも
便利です。

7　�カセットこんろ　�
達人スリムⅢ�
／イワタニ

申込番号� 124845
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
CB-SS-50　幅33.5×奥行27.5×高さ8.4㎝　約1.3㎏　
最大発熱量3.3kW　連続燃焼時間約70分　カセット
ガスマグネット着脱式　圧力感知安全装置付　〈日本製〉　
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

ガス栓やコンセントのない
場所でも大活躍。

テーブルライト・
ランタン・懐中電灯として
使えます。

数量
限定

6　�エレット�
マルチスタンドライト

申込番号� 192693
お買物ギフト券� 3枚（1,500ポイント分）
ET-16　幅13×奥行8.6×高さ15.5㎝　（テーブルライト
時）幅14×奥行8.6×高さ30.5㎝　210g　単3×3（別売）　
懐中電灯時（130ルーメン）　ランタン時（34/38ルーメン）　
テーブルライト時（65/105ルーメン）　〈中国製〉

夜の
散歩や
非常灯に

ダイナモ（手回し）1分間充電で約40分点灯。

緊急事態を知らせる
フラッシュライト。

5　�レスキューツールライト
申込番号� 192669
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
STL-01　幅5.5×奥行7.5×高さ21㎝　約250g　
ダイナモ充電　〈中国製〉　※乾電池は使用できません。

LEDライト

ガラスを割ることができるガラスハンマー付き。

ハンマー

シートベルトカッター フラッシュライト

AM・FMラジオ

ソーラー充電

サイレン

手回し充電

携帯電話の充電

LEDライト

1　�マルチラジオライト
申込番号 180632� お買物ギフト券�9枚（4,500ポイント分）
XF-09　幅14×奥行3.5×高さ8㎝　230g　単4×3（別売）　ワイド
FM対応　USBマイクロB充電ケーブル付　〈中国製〉

必要に応じてお使いの
携帯電話・スマートフォ
ンに適したUSBケーブ
ルをご用意ください。

2　�かんたんエアーマット
申込番号 192712� お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）
ポリエチレン　ナイロン　約190×67×厚さ5㎝　約375g　耐荷重120㎏　
空気入れ用ポンプ付　〈中国製〉　※2020年4月中旬以降のお届けとなります。

端を
丸めて枕に
できます。
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