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P42

カタログ有効期限

郵送でもカタログ商品のお申込みができます。

2021年

春夏
号

クイジナート
マルチグルメプレート
（24ページ掲載）

卓上型包丁シャープナー バイエルンエッジ
（21ページ掲載）

ドラえもん ステンレス卓上ポット600ml
（34ページ掲載）

ICEエアーキューブ 涼しや
（5ページ掲載）

プラスモア オートディスペンサー
（13ページ掲載）

フレ―バーストーン
ダイヤモンドエディション
6点セット（20ページ掲載）

自宅で隙間時間に
「ながらエクササイズ」



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

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
2023年1月31日
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2  シックスパッド
ハンドパルス／MTG

申込番号162313 お買物ギフト券 31枚（15,500ポイント分）
SE-AR00A　約径6.8×高さ6.2㎝　約145g　4時間充電で最大約70回使
用可（モードによる）　自動電源オフ（10分）　モード2種：EMSトレーニング（6段
階）・ストレッチ　充電用USBケーブル付　〈中国製〉　※ペースメーカーなど体
内植込み型医用電気機器をご使用の方、心臓疾患またはその疑いのある方、静
脈血栓症またはその疑いのある方、手に金属を埋め込んでいる方はご使用いた
だけませんので、ご注意ください。

contents ―目次―

シックスパッドで
ボディメイク

夏の快適計画

快適寝具特集

ハウスキーピング
　お洗濯・お掃除
　お風呂・インテリア
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アンパンマン・知育玩具

キッチン
　鍋・フライパン
　キッチン雑貨

キッチン家電
人気調理家電ランキング

　注目おすすめ商品

ステンレス製の
便利な人気商品

おうちで簡単
ボディケア

アークスＲＡＲＡカード
ポイント提携加盟店のご紹介
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P33

P34

P36

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。

歩行を支える、筋肉を鍛える EMS※トレーニング・ギア。

“握ること”で手の力をトレーニング。

つまむ、つかむ、持ち続ける。手の動きを支える
3つの力に効率的にアプローチ。

気になる部位に当てることで気になる部位に当てることで
ストレッチをサポート。ストレッチをサポート。

2つの機能（EMS※トレーニング・ハンドストレッチ）を、
手のひらサイズのコンパクトボディに凝縮。

1日1回
10分

EMS※
トレーニング

ハンド
ストレッチ

自宅でできる充実の
セルフストレッチ。 最大

3,000回/1分
の振動機能
搭載。

電気刺激で手の筋肉を
鍛えます。

通電すると本体が前後に傾き、トレーニングをサポート。

振動機能を搭載。スマホや
パソコンで酷使しがちな
手指をストレッチ。

1  シックスパッド
フットフィット／MTG

申込番号 お買物ギフト券

162312 79枚（39,500ポイント分）
SP-FF2310F　約幅33.5×奥行32.9×高さ8.2㎝　約
1.27㎏　単3×4（お試し用）付　強度20段階切替　自動
電源オフ（23分）　クリーンクロス付　〈中国製〉　※ペース
メーカーなど体内植込み型医用電気機器をご使用の方、心
臓疾患またはその疑いのある方、静脈血栓症またはその疑い
のある方、股関節からつま先にかけて金属を埋め込んでいる
方はご使用いただけませんので、ご注意ください。

3  シックスパッド
パワーローラーS
／MTG

申込番号 お買物ギフト券

162096 20枚（10,000ポイント分）
SE-AA03S　約径8.5×長さ31.5㎝　約840g　
10W　3時間充電で最大6時間使用可（モード
による）　自動電源オフ（15分）　モード4段階
切替　使用限界重量120kg　〈中国製〉　

健康維持の不安を自宅で解消。健康維持の不安を自宅で解消。

手軽に健康な筋肉を手に入れる

冒険家・プロスキーヤー

1932年生まれ。
3度のエベレスト世界最
高齢登頂記録を持ち、ア
ドベンチャー・スキーヤー
として国際的に活躍。

三浦 雄一郎氏

座って足を乗せるだけ。手軽に自宅で歩く力をトレーニング。

・20段階のレベル
  調整が可能。
・ ボタンは2つだけの
  カンタン操作。
・ 見やすい大きな
  液晶パネル。

最大3,000回/分
のパワフル振動が
筋肉にアプローチ。

※Electrical Muscle Stimulation = 筋電気刺激

※Electrical Muscle Stimulation = 筋電気刺激

数量
限定

数量
限定

数量
限定

USB
充電

ウォームアップから
クールダウンまで、23分の
オートプログラムにおまかせ。

4



11  晴雨兼用
コンパクト傘

申込番号

花柄レッド 106404 花柄グリーン 106403
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
生地：ポリエステル（裏側シルバーコーティング）　中棒・親骨：鉄（ク
ロムメッキ塗装）　持ち手：合成皮革　約径87.5×全長59㎝　折り
たたみ時（袋入り）：約幅8.5×奥行5×全長28.5㎝　親骨：50㎝　
6本骨　約236g　手開き式　収納袋付　〈中国製〉

10  COOL
UVサファリハット

申込番号

ブラック 106339 ベージュ 106338
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
表地：ナイロン　適応サイズ（頭囲）：約57.5㎝まで　
85g　〈中国製〉 

8  ゼピール
メカ式リビング扇

申込番号 お買物ギフト券

192960 7枚（3,500ポイント分）
DL-J100L　幅35.5×奥行35.5×高さ85㎝　羽
根径30㎝　2.9㎏　コード長1.6m　36/37W
（50/60Hz）　切タイマー（3時間）　首振り80°　
風量3段階切替　〈中国製〉　※新商品のため、
2021年4月下旬以降のお届けとなります。

2  マジックファン
申込番号192951 お買物ギフト券35枚（17,500ポイント分）
F450　約幅32×奥行32×高さ101㎝　羽根径27㎝　約2.7㎏　コード長約1.8m　
20W　首振り360°　上下角度調節：-5～90°　切タイマー（1～7時間）　自動電源
オフ（12時間）　モード2種（自然風・連続風）　風量：自然風3段階・連続風3段階切
替　半径10m範囲操作可能な電波式リモコン付　〈中国製〉

4  加湿機能付温冷風扇
ヒート&クール／スリーアップ

申込番号192996 お買物ギフト券32枚（16,000ポイント分）
HC-T2102　幅30.5×奥行29.5×高さ75㎝　6.9㎏　コード長1.75m　温風
1200/涼風50W　タンク容量：5.5L　加湿量：約300ml/h　風量3段階切替
（涼風・送風時のみ）　ヒーター2段階切替　上下左右スイング・イオンモード機能
付　切タイマー（1～7時間）　リモコン・保冷タンク・キャスター4コ付　〈中国製〉
※新商品のため、2021年4月上旬以降のお届けとなります。

水を凍らせてセット。
アイスの力でひんやり！

アイストレイに水を入れて
凍らせるとさらに涼しい！
（水無しでも使えます。）

LEDライトが点灯！

数量
限定6  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　径23×高さ80㎝　2.2㎏　コード長
1.5m　24W　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〉

14  デイリークーラー
シリーズ／コールマン

申込番号

ボックス型20L 192117 トート型25L 192257
お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）
ポリエステル　ポリエチレン　ファスナー開閉式　前面ファスナーポケット1コ　
［ボックス型20L］幅33×マチ23×高さ27㎝　ショルダー70～126㎝　610g　
500mlペットボトル14本収納可　［トート型25L］幅52×マチ22×高さ35㎝　500g　
2Lペットボトル6本収納可　〈中国製〉　※商品により、柄の出方が異なります。

13  サーモス　保冷買物カゴ用バッグ
申込番号 ブルー 192517 ブラック 192518
お買物ギフト券 　7枚／／ 6枚（3,000ポイント分）
ポリエステル（内側PEVA加工）　断熱材：ポリウレタン　発泡ポリエチレン　
約幅42×マチ28.5×高さ26.5㎝　600g　ファスナー開閉式　前面オー
プンポケット1コ　内側メッシュポケット1コ　サイドホック・両サイド持ち手付　
2Lペットボトル約6本収納可　〈中国製〉

12  レイジースーザン
レジカゴ保冷バッグ　バイカラー

申込番号314524 お買物ギフト券3枚（1,500ポイント分）
ポリエステル　アルミ蒸着フィルム　約幅37（上部45）×マチ24×高さ28㎝　
約250g　巾着開閉式　内側：メッシュポケット1コ　ボトルホルダー付　外
側：両サイドホック・ハンドル付 　〈中国製〉

17  ハンズフリー
ポータブル扇風機　Wファン

申込番号

ホワイト　192758　　　　 ブラック　192757
お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）
幅19×奥行4×高さ29㎝　羽根経6㎝　225g　約3.5時間充電で最
大約7時間使用可　風量3段階切替　充電用USBケーブル・ヘアゴム
付　〈中国製〉　※ACアダプタは付いておりません。

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。
リモコン操作も可能！

ホワイト

ダーク
ブラウン

数量
限定

シンプルで使いやすい
押しボタン式リビング扇。

気化熱を利用した体
にやさしい冷風扇。
冬は加湿しながら暖
めるので、乾燥を防
いで快適。

涼風・送風・温風・加湿の
4つの機能で1年中使える！

キャスター付き温　風

送　風

温風＋加湿

涼　風

気化式

涼しい風と冷却パネルで
首周り全方向を冷やします！ 持つ必要がないので、手が自由になり快適に使用できます。

首にかけるだけの携帯用扇風機。

ブラック

ホワイト

3枚羽根

日傘＋扇風機。
傘に一体化されたファンで
木陰のような涼しさ。

扇風機
オン/オフ
   スイッチ。

遮光
一級

紫外線遮光率
99.9%

上下手動調整

360°送風・自由な角度調節で室内の全コーナーの
温度を均一にし、より快適な空間を実現。　

※イメージ

レジカゴに
セットしやすい
ファスナー式。
両サイド持ち手
付きで出し入れ
しやすい。

5層の断熱構造で、
高い保冷力&
たっぷり入る！

ブラック
ブルー トート型

ボックス型

使う場所が広がる多彩な風向き角度調整。
挟んでも置いても使える2WAYタイプ。

7枚羽で自然の
心地よい
風を再現。

1 ICEエアーキューブ　涼しや
申込番号192929 お買物ギフト券10枚（5,000ポイント分）
幅14.2×奥行13.2×高さ17.2㎝　約800g　コード長1m　4.5W　風量無段階調
節　専用USBケーブル（1m）・ACアダプタ・アイストレイ（予備）付　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

 サーモス　保冷買物カゴ用バッグ

ホコリが
付きにくい羽根
（静電気防止素
材を採用）

本体上部
に操作ボタン。
腰を曲げずに
操作できる。

15  遮光1級　扇風機日傘
申込番号 お買物ギフト券

192928 12枚（6,000ポイント分）
生地：ポリエステル　約幅105×長さ82㎝　
親骨60㎝　約495g　8本骨　単3×4（別
売）　連続使用：約5時間（※最大目安。電池
の性能により異なる）　手開きタイプ
〈中国製〉　※雨の日は使用できません。

16  涼しや®　Wネッククールファン
申込番号192930 お買物ギフト券11枚（5,500ポイント分）
幅17×奥行6×高さ20.5㎝　313g　5時間充電で約2～9時間使用可（冷却プ
レートの温度やファン風量の組み合わせにより異なります。）　風量3段階切替　冷
却プレート温度2段階切替　充電用USBケーブル付　〈中国製〉　※ACアダプタ
は付いておりません。※新商品のため、2021年4月中旬以降のお届けとなります。

3  ゼピール　DCモータークリップ扇
やわはだファン

申込番号192959 お買物ギフト券13枚（6,500ポイント分）
DC-K60J　幅24×奥行23×高さ42㎝　羽根径18㎝　1.3㎏　コード
長2m　6W　切タイマー（1・2・4時間）　自動電源オフ（8時間）　首振
り90°　角度調整：前後135°・上下90°　風量8段階切替　〈中国製〉

7 リビング扇／パナソニック
申込番号 お買物ギフト券

192950 21枚（10,500ポイント分）
F-CU324-C　幅36.7×奥行35×高さ71.5～96㎝　
羽根径30㎝　3.7㎏　コード長1.7m　38W　切タ
イマー（1･2･4時間）　首振り90°　風量3段階切替　
リモコン付　〈中国製〉　※新商品のため、2021年
4月下旬以降のお届けとなります。

保冷

保温

大きめのレジカゴにも対応！
収納力抜群の保冷トート。

レジカゴ
対応レジカゴ

対応

保冷

保温

数量
限定

数量
限定

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

撥水加工＆あごヒモ付きで安心。
裏縁に接触冷感加工でひんやり快適。

両サイドのメッシュ窓＆
4つの通気口で蒸れにくい！

厚地生地と保冷ライナーの
しっかりした作り。

お買い物やお出掛けに活躍!

※イメージ

連続風モード（強）
最長15mまで
届き、空気を
循環。

360°無限
スイング

部屋干しにも
オススメ、
上向き30°
角度調節。

挟んで

置いて

（工具不要） （工具不要）

裏縁に接触冷感加工でひんやり快適。

ブラック

ブラック

ベージュ

ベージュ

肩かけしやすい
長めの持ち手！

コンセントや
USBポートのある
場所ならどこでも
使える！

数量
限定

数量
限定

USB
充電USB

充電

5  ホット＆クールミニ／コイズミ
申込番号192995 お買物ギフト券21枚（10,500ポイント分）
KHF0813W　約幅22.5×奥行22.5×高さ53㎝　約2.9㎏　コード長約
1.8m　温風800/750W（50/60Hz）・送風30W　切タイマー（1・2・3
時間）　自動電源オフ（5時間※温風時のみ）　温風2段階・送風3段階切
替　人感センサー・二重安全転倒スイッチ付　〈中国製〉　※新商品のた
め、2021年5月上旬以降のお届けとなります。

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。
運転時のイヤなニオイを軽減します。

 ホット＆クールミニ／コイズミ

人気
商品!人気商品!

トイレや
脱衣所に。

人感センサー
付きで節電！

9  涼感イブリック®枕
申込番号 お買物ギフト券

133540 3枚（1,500ポイント分）
側地：綿　中材：ポリエステル　幅63×奥行43×
高さ9㎝　570g　〈日本製〉

クラボウの特殊技術（イブリック®）により
冷感機能を施した
綿100％の
生地を使用。

真ん中がくぼんだ形に
なっていて、頚椎を支え
安定させてくれる。

干す時に
便利なループ
 2か所付き。

首元を直接冷やして効果的に
クールダウン！

折りたためて携帯に
便利。

お洒落にかわいく、
紫外線対策！ 安心の
シルバーコーティング！

シルバー
コーティング。

晴雨
兼用

UVカット率
97.9%

花柄レッド

花柄グリーン

細身の
合皮の持ち手が
  エレガント。

UVカット率
99%

ブラック

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

クールダウン！

首にかけるだけの
ハンズフリータイプ。

ファン
冷却プレート
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［①・②］表面：複合繊維（ポリエステル/ナイロン）　
中綿：ポリエステル　裏面：ポリエステル80％・綿
20％　①63×43×厚さ0.5㎝　裏側ゴムバンド2
本付　2枚セット　②100×205×厚さ0.5㎝（シン
グルサイズ）　4隅ゴムバンド付　③表面・中綿：ポリ
エステル　裏面：複合繊維（ポリエステル/ナイロン）　
100×165×厚さ0.5㎝　〈中国製〉

1  フランスベッド
スリープバンテージピロー

申込番号 ピンク 162321 グリーン162322
お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
側地・中材：ポリエステル　専用カバー：ポリエステル88%・ポリウレタ
ン12%　幅42×奥行55×高さ13㎝　820g　〈中国製〉

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。

身体の約40％の重さを支える未体験の枕。

で か。っ
背中まである特殊形状。 身体全体が包み込まれるような寝心地。

人間工学に
基づく設計。

寝返りしやすいアーチ設計。
両サイド高めで、横向き寝にも対応。

3 昭和西川　ギガ枕
申込番号 お買物ギフト券

133472 29枚（14,500ポイント分）
本体：（側地）ポリエステル　（裏面）ポリエステル95%・ポリウ
レタン5%　（中材）ポリエステル（ウレタンフォーム）　調整
シート：（側地）ポリエステル　（中材）ウレタンフォーム　専用
カバー：ポリエステル65％・綿35％　約幅90×奥行70×最
大高さ9.5㎝　約2.4㎏　収納袋付　〈中国製〉

6 アルミシート入り　洗える！寝袋
申込番号 お買物ギフト券

192591 9枚／／ 7枚（3,500ポイント分）
側地：ポリエステル（無地部に抗菌防臭加工）　中綿：ポリエステル　
アルミシート　190×170㎝　寝袋時：約190×85㎝　収納時：約
45×45×厚さ8㎝　1.13kg　〈中国製〉

5 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　中綿：ポリエステル　200×100×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〉
※商品により、柄の出方が異なります。

7 洗えるふとん除湿シート
申込番号192913 お買物ギフト券4枚（2,000ポイント分）
本体：ポリエステル　シリカゲル　パイピング部：ポリプロピレン　90×
180㎝（シングルサイズ）　500g　〈中国製〉

10 勝野式　医学博士の
三層構造マット
～More Sleep～

申込番号 お買物ギフト券

162353 15枚（7,500ポイント分）
ポリエステル　約95×200×厚さ1.5㎝（シングルサイ
ズ）　約1.94㎏　〈中国製〉　

11 UKIGUMO（うきぐも）®　敷パッド
申込番号133534 お買物ギフト券7枚（3,500ポイント分）
表地：綿（ダニを通さない高密度生地）　中材：ポリエステル（ワッフル構造繊維）　
裏地：ポリエステル　100×205㎝（シングルサイズ）　910g　〈中国製〉

13 メイドイン滋賀　アキレス
六つ折りマットレス

申込番号 お買物ギフト券

133535 15枚（7,500ポイント分）
カバー：ポリエステル　本体：ウレタンフォーム　210×97×厚
さ4㎝（シングルサイズ）　5㎏　〈日本製〉

2 西川　ドクタースリープ枕
申込番号 お買物ギフト券

162351 11枚（5,500ポイント分）
表地：ポリエステル　裏地：ポリエステル65%・
綿35%　中材：ポリエチレン　幅63×奥行43×
高さ10㎝　1.5㎏　メンテナンスマニュアル付　
〈日本製〉

（側地・カバー）

1年中使えるリバーシブル
タイプの敷布団。

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。

夏はサラッと
冬はふんわり！

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。

※従来のガーゼケット ※本品

8  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（6重織ガーゼ）　140×190×厚さ0.3㎝　930g　〈日本製〉

9  四季おりおり使える花柄ケット2色組
申込番号 133513 お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分）

数量
限定

耳用くぼみがあるので、長時間の
使用でも耳に負担がかかりにくい。

抱き枕としても。 いびき対策に。

ピンク

ピンク

グリーン

グリーン

整形外科医推奨の枕。 
立体形状で首（頸部）・
頭を支えます。

2か所のファスナーからパイプを
出し入れして、高さ調節が可能。

肩口に沿うよう設計された
カーブラインです。

敷き布団・パッドの下や、押入れの除湿にも！

寝汗や湿気をグングン吸収！ 抗菌・防臭、
防ダニ・防カビで布団を清潔に。

汚れたら丸洗いOK!

医学博士
勝野 浩先生
監修

数量
限定

腰の沈みすぎを防ぎ、肩や腰への負担を
軽減する体圧分散マットレス。

布団やベッドに敷くだけで
体がラク～になる！

抜群の通気性。
蒸れにくく1年中
快適！

抜群の弾力性。※イメージ

床ずれ防止介護用にも。

寝返りも
楽になる。

サラッとした肌ざわりと
程良いクッション性で心地良い。

冷感素材の寝具で
寝苦しい夜をサポート。

①

② ③

収納袋に入れれ
ば、普段はクッ
ションとして使
えます。 広げれば掛布団に変身！

アルミシートが熱を逃がさず暖かい。
キャンプや行楽、いざという時も活躍。

ふわふわ～っと
マシュマロみたいな肌触り！

一年中活躍
してくれる
タオルケット。

夏はタオルケット、
冬は毛布として！

高密度・硬質のマーブルウレタンが、
薄くても身体をしっかり
支えます。

35㎝

六つ折りできるので
コンパクトに収納でき、
持ち運びも簡単！

 落ち着いた藍色。
洋室にも和室にも

マッチ。

クッション性に優れ、へたり
にくい中綿（ワッフル構造繊
維）がしっかりと体を支え、
自然な寝姿勢をキープ。

ポリエステル　約150×210㎝　約
895g（1枚あたり）　2枚セット（ピンク・
ブルー各1枚）　〈中国製〉

へたった敷布団にプラス1枚で快適な寝心地に！

何度寝返りしてもへたりにくい耐久性を持っています。通気性も抜群！ 
湿気や寝汗を拡散・放湿！

特殊加工でワッフル構造にした
固綿を使用。

丸ごと
洗えて清潔。
軽いので干すのも

ラク！

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品! キャンプや行楽、いざという時も活躍。

4  サラッと快適　COOLシリーズ
申込番号 お買物ギフト券

① 枕パッド2枚セット 133189 2枚（1,000ポイント分）
②敷パッド 133190 4枚（2,000ポイント分）
③ケット 133191 4枚（2,000ポイント分）

12  のびのび
ボックスシーツ

申込番号

ブルー 133469 ピンク 133470
お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
パイル部：綿　グランド部：ポリエステル95%・ポリウレタン5%　
100×200×厚さ22㎝までのマットレスに対応　540g　〈中国製〉

タテ・ヨコにグーンと伸びる
ので、色 な々サイズのマット
レスに対応。

ぴたっとフィットして簡単装着！
肌に優しくてふんわり心地良い！
パイル部分が綿100％なので、
やわらかい肌触りです。

ピンク

ブルー

やわらか
綿タオル地！

カーブ設計

頭・首・肩・背中をしっかり
サポート。安眠のための
横向き寝枕。

こんな
使い方も！

 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

（カバー）

（ネット使用）

（ネット使用）

（ネット使用）

吸湿センサーが
ブルーからピンクに
変わったら干し時。
天日干しをすれば
繰り返し使える。

ピンク ブルー

さりげない
レースが
エレガント。

頸部支持ゾーンを立体キルトで独
立させることにより、仰向き時の詰
めものの流動を軽減し、首（頸部）
を支えます。

立体キルトで首（頸部）・頭を支える

安心の日本製

体への圧力を軽減する三層メッシュ構造

3

2

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

数量
限定

数量
限定

防ダニ・防カビで布団を清潔に。防ダニ・防カビで布団を清潔に。防ダニ・防カビで布団を清潔に。

（ネット使用）

※イメージ
絣（かすり）調の
和柄。
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ハウスキーピング お洗濯・生活雑貨

5  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㎏　コード長1.5m　温
風1200/衣類乾燥800/送風40W　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〉

4 除菌・消臭サーキュレーター　ピュアドライ
申込番号 192850 お買物ギフト券 29枚（14,500ポイント分）
ZCL-1200　幅28×奥行22.2×高さ41.2㎝　3.3㎏　コード長1.6m　温
風（強）1200/温風（弱）800/送風40W　首振り80°　上下角度調節可
（90°）　風量4段階切替（送風時）　切タイマー（1・2・4時間）　リモコン付　
〈中国製〉

布団の数に合わせて、伸縮できる大容量の布団干し。 軽くて使いやすい！ ワンタッチで折りたたみが可能。一度のブラッシングで
広範囲のゴミが取れる!
ソファーやクッション、カーペット
などのゴミ、ペットの抜け毛にも対応。

工具不要で、組み立て簡単。

汗臭・タバコ臭・飲食臭・
防虫剤臭を約90％脱臭。除菌も。 パワフルスチームがからみつ

いた繊維に水分を与えてほぐ
し、シワを伸ばします。

水の中に入れると水道水がアルカリ水に変身。

軽い服や滑り落ちやすい衣類も
ピタッと掛けられ、滑りにくい。

オールシーズン使えて
部屋干し衣類の乾燥にも。

ダニ対策モード搭載！
マット要らずで
コンパクト。

室内干しに最適、送風×除湿でスピード乾燥！

1日6.3Lの除湿能力で、
衣類をカラッと乾燥。

引っ張るだけで、簡単取り入れ！ 高温スチームでしつこい
シワもきれいに。

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！

ハンガーにかけたまま、サッと
シワ＆ニオイとり。

ハンガーにかけたまま、
サッとあててパッと
シワのばし。

部屋干しの嫌なニオイを解消。
洗剤はいつもの半分でOK！※

2  クリーナー付きブラシ
ハリケーンファーウィザード

申込番号 192943 お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
ポリスチレン　ポリエステル　ブラシ：約幅5.5×奥行1.5×長さ31㎝　約
105g　クリーニングケース：約幅7.5×奥行4.5×長さ21.5㎝　約150g　
携帯用ブラシ：約幅6×奥行3×長さ21.5（収納時13.5）㎝　約73g　〈中国
製〉　※ケースからブラシを引き抜く際に、力を要する場合があります。

3 遮熱クールアップ　2枚組
申込番号 192952 お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分）
ポリエステル（ステンレス加工）　約100×200㎝（1枚あたり）　紙製定規・
マジックテープ（オス・メス）各24コ（24組）付　対応ガラス：凹凸ガラス（網無
し平らな面のみ）・網入りガラス（屋外設置のみ）・単層ガラス・複層ガラス　2
枚入　〈日本製〉

10  布団干し　ダブルバー付き
／アイリスオーヤマ

申込番号 192905 お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
ステンレス巻きスチールパイプ　ABS樹脂　ポリプロピレン　幅133～225
×奥行90×高さ113㎝　収納時：約幅133×奥行14×高さ144㎝　5.6㎏　
耐荷重20㎏（全体） 　〈中国製〉

11  かる～い
折りたたみがワンタッチラック

申込番号 192934 お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）
アルミニウム合金　ポリプロピレン　ABS樹脂　幅110×奥行51×高
さ154㎝　2.7㎏　耐荷重20㎏（全体）　〈中国製〉

何度も繰り返し使えるので経済的！

お得な
10本セット！

厚さ3ミリのスリム設計なので、クローゼットの
中もスッキリ。

ブラシの汚れは
引き抜くだけで
簡単キレイ！

7 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㎏　コード長
2m　560W　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㎏　コード長1.9m　760W　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〉

13  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 25枚（12,500ポイント分）
ポケット 192800 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㎝　1.2kg　コード長約3m　
1200W　タンク容量：185ml　モード2種（ターボ・デリケート）　［ポケット］
DT3030JO　幅10.5×奥行12.5×高さ22㎝　800g　コード長約2.6m　
1100W　タンク容量：120ml　収納バッグ・ブラシ・計量カップ付　〈中国製〉

ブルー

ピンク

折りたためばコンパクトに。

たくさん干せる
大容量タイプ。
タオル掛け（10枚）付き。

コンパクトに収納可。

衣類が
  片寄らない、
ハンガー固定
  パーツ付き。

キャスター付きで移動が簡単。

衣類乾燥送風 温風

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。

洗濯物の量に合わせて、
幅を広げられます。

※イメージ※イメージ

ツインノズルなら2足同時に
くつを乾燥。

アイロン面でプレスもできる。 ポケット

プラス

化学物質を使わな
い天然素材のマグ
ネシウムを使用。

シングルノズル ツインノズル

冬は暖房器
としても使える。

12  衣類スチーマー／パナソニック
申込番号 192997 お買物ギフト券 27枚（13,500ポイント分）
NI -FS570-PN　幅7×奥行15×高さ15㎝　690g　コード長2.5ｍ　　
950W　タンク容量：50ml　立ち上がり時間：約19秒　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、2021年5
月上旬以降のお届けとなります。

14  ハンディアイロン＆
スチーマー／ツインバード

申込番号 192769 お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分）
SA-4097VO　かけ面：セラミック加工　幅30×奥行7.6×高さ8㎝　640g　
コード長2.5m　800W　タンク容量：80ml　温度調節：約100～180℃　
衣類ブラシ・毛ブラシ・計量カップ・スタンド付　〈中国製〉　※連続スチーム
ではありません。

9  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〉

6  衣類乾燥除湿機／コロナ
申込番号 192981 お買物ギフト券 39枚（19,500ポイント分）
CD-P6321　幅22×奥行33×高さ51.5㎝　7.9㎏　コード長1.8m　
175/185W（50/60Hz）　タンク容量：3.5L　除湿能力：約6.3L/日　適
応床面積（目安）：木造7～8畳・鉄筋14～16畳　フィルター寿命：約10年　
切タイマー（2・4・8時間）　モード3種（衣類乾燥・除湿・送風）　〈日本製〉

人気
商品!人気商品!

1台
3役

数量
限定

数量
限定

風向きを
 調節できます。

数量
限定

数量
限定

プラス

プラス：40秒
ポケット：15秒

立ち上がり
プラス：平均20g/分
ポケット：平均13g/分

スチーム

プラス：約9分（ターボモード時）
ポケット：約9分

連続使用時間

連続スチーム連続スチーム

洗濯槽や排水ホースのカビや汚
れも徐々に落とす！

消臭 ＋ ＋洗浄 除菌

嬉しい3つの効果！

※ 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！）

掛けて収納可。

人気
商品!人気商品!

水の中に入れると水道水がアルカリ水に変身。

人気
商品!人気商品!

プレスも
  おまかせ。

17  コードレススチーム
アイロン／日立

申込番号 お買物ギフト券

192765 10枚（5,000ポイント分）
CSI-301　かけ面：セラミック加工　幅10.5×奥行
21.2×高さ12.3㎝　775g　コード長1.7m　1100W　
タンク容量：約80ml　温度調節：約110～190℃　注
水カップ付　〈中国製〉

16  スライドハンガー38P
申込番号 お買物ギフト券

192937 3枚（1,500ポイント分）
ポリプロピレン　ポリエチレン　硬鋼線　幅43～62×奥
行34×高さ34.5㎝　751g　径3㎝までの竿に対応　
〈中国製〉

18  ラク速ッ！アルミ
コートアイロン台座式

申込番号 お買物ギフト券

192731 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〉

360° 
回転する
  給電台。

数量
限定

ストライプ
模様。

仕上げ馬
付き。

43～62㎝ 

フック
付きで、室内
干しに便利！

133～255㎝ 

（工具不要）

1  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 お買物ギフト券

192774 54枚／／ 45枚（22,500ポイント分）
I JD - I50　幅28.7×奥行23.4×高さ64㎝　7.8㎏　コード長1.6m　
590W　タンク容量：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50°・70°・90°　上下角度6段階調節可　切タイマー
（2・4・8時間）　〈中国製〉

 お買物ギフト券

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。

  お客様にて組立てが必要な商品です　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます

サビに強く丈夫で清潔な
ステンレス製。

15  ステンレスピンチハンガー
／アイリスオーヤマ

申込番号 お買物ギフト券
42
ピンチ 192884 4枚（2,000ポイント分）
50
ピンチ 192885 5枚（2,500ポイント分）
ステンレス　折りたたみ可　幅60×奥行34×高さ28㎝　
［42ピンチ］876g　［50ピンチ］959g　〈中国製〉

42ピンチ

風が吹いても
安心なキャッチ
フック付き。

「除菌･除カビ･脱臭･殺ダニ」
梅雨時期の生乾き臭対策にも。

折り目付けに
便利なアイロン
  機能。 

TVで
人気！

持ち運び
便利な携帯用
ブラシ付き！

除菌・消臭しながら衣類乾燥ができる！
イオンの力で洗濯物の気になる生乾き臭の原因菌を分解。
押し入れやクローゼットの除菌・消臭もおすすめ。

温風が出るので、冬場の部
屋干しや空気循環に最適！
オールシーズン活躍します。

数量
限定

サーキュレーター
としても活躍！

ブルー

8  滑りにくいハンガー
10本セット   アンスリ

申込番号

ブルー 192978 ピンク 192977
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
PVC　ステンレス（滑り止め特殊加工）　幅40×厚さ0.3×高さ20.5㎝　
40g　〈中国製〉

数量
限定

切って貼るだけ。UVカット＆約11℃※の
遮熱効果で室内快適！

日中は外から室内が見えにくくプライバシーの保護にも。
屋外側 室内側

数量
限定

女性でも簡単！

洗濯物と一緒に
入れるだけ！

※ 一般財団法人 日本繊維製品頻出技術センター調べ。
試験値であり、室温ではありません。

（ネット使用）

マジックテープ
で、ガラス面に
も、網戸の枠に
も取付けでき、 
風通しも良好！

ブルー

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



ハウスキーピング お掃除・生活雑貨

最長
280㎝ 伸

び
る
！

紙パック
不要

集じん容量
約560ml

レッド

アイボリー

大人気の
日本製
クリーナー。

高温スチームで、フローリングの
皮脂汚れなどもスッキリ！

水拭きで家中ラクしてピッカピカ。 すごく伸びる！ 曲がる！ 届く！
脚立なしで楽々おそうじ♪

UVランプで除菌。ダニやほこりを
たたき出して、しっかり吸引！

圧倒的な
吸引力&
軽快な取り回し！

ケルヒャー史上、最も
コンパクトで扱いやすい！

面倒な窓掃除を3倍速く！

ボタンひとつで
部屋中をくまなく清掃。

強い吸込力でお手入れ簡単な
サイクロン式クリーナー。

腰を曲げずにラクラクお掃除！ 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。

足踏みペダル式なので
手を触れずにフタの開閉ができる！

重い荷物をまとめて
スムーズに運べる
軽い台車。

リチウムイオン電池内蔵で
パワフル＆長寿命。

水だけで除菌もできるので、お子様や
ペットのいるご家庭でも安心して使用できます。

掃除機では取りきれな
い皮脂汚れもしっかり
拭き取ります。

階段や車内も
スイスイ♪

ガンとノズルが短くなり、狭い場所での
洗浄がラクに！

省スペース収納可。

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

スムーズに動くヘッドで、
家具の下や狭い隙間も
ラクラク！

タオルハンガーに掛けられる
便利な本体フック付き。

持ち手穴3か所付きで、
どこからでも持ちやすい。

大変なお風呂掃除が
これ1本でラクに！

ゴミは紙パックいらず
で簡単にポイッ！

アイボリー人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

紙パック10枚

5  ケルヒャー　高圧洗浄機
申込番号 192964 お買物ギフト券 39枚（19,500ポイント分）
K MINI　幅23.3×奥行28×高さ29.5㎝　3.9㎏　コード長5m　1000W　
最大許容圧力：9Mpa　最大吐出水量：330L/h　ショートバリオスプレーラ
ンス・ショートトリガーガン・ショート延長ランス・プレミアムフレックス高圧ホース
（5m）・本体側カップリング付　〈中国製〉

12  コードレス回転モップクリーナーNEO
申込番号 192822 お買物ギフト券 23枚（11,500ポイント分）
TZJ-MA817-WH　幅29×奥行10.5×高さ104㎝　1㎏　3.5時間充電
で約1時間使用可　〈中国製〉

14  スマートロングモップ
申込番号 192827 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ステンレス　ポリプロピレン　ポリエステル他　全長：約82～280㎝　モッ
プ部分：約径13×高さ40㎝　275g　〈中国製〉

13  ふとんクリーナー
申込番号 192845 お買物ギフト券 15枚（7,500ポイント分）
FP-100　幅27×奥行32×高さ15.5㎝　1.4㎏　コード長約4m　300W　
ダストカップ容量：約600ml（水洗い可）　たたき回数：7000回/分　〈中国製〉

6  ケルヒャー　
窓用バキュームクリーナー

申込番号 192807 お買物ギフト券 16枚（8,000ポイント分）
WV1プラスLR　幅25×奥行13×高さ27.5㎝　500g　約100分充電で
約25分使用可　タンク容量100ml　充電用アダプタ・スプレーボトル・ワイ
プパッド・専用洗浄剤付　〈イタリア製〉

7  充電式バスポリッシャー／ツインバード
申込番号 192956 お買物ギフト券 16枚（8,000ポイント分）
BD-4399BL　幅7×奥行9.6×高さ93.5㎝　770g　10時間充電で約
20分使用可　ブラシ2コ付　〈中国製〉

15  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12.5×奥行40×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。

16 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57.5×奥
行95×高さ150㎝　約8.5㎏　収納時：約幅57.5×奥行8.5×高さ
163.5㎝　耐荷重：本体約100㎏・トレー約10㎏　〈中国製〉

17  ステンレス製ペダルペール5L
申込番号 192931 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ステンレス　鉄(クロムメッキ)　ポリプロピレン　幅21×奥行26×高さ
27.5㎝　783g　〈中国製〉

充電時間は
わずか22分！

回転ブラシで
ピカピカに。

付属品を本体背面の
収納ケースに収納可。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

拭き跡が残らず、仕上がりもきれい。

カーペット、フローリン
グ、たたみなど、さまざ
まな床材に合わせて対
応し、すみずみまでキレ
イにします。

水洗いできる「エアーヘッド」

コードレスだからスイスイお掃除ができます。

紙パック
不要

自動
充電紙パック

不要
吸込仕事率
560w

集じん容量
約400ml

変わらない吸引力。
最も吸引力の強い軽量
コードレスクリーナー。

初心者も安心の
コンピュータ制御ミシン。

スイッチひとつでサッと縫える、
手で持って使えるミシン!

毎日の暮らしにちょうどいい。
ソーイングボックス。

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に細断します。

液晶ディスプレイが、吸引
モードや残りの運転時間
を表示し、効率的な
掃除を可能に
します。

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。

下糸なしのチェーンステッチミシンなので、
縫い間違ったときも簡単に引き抜けます。

モダン&スタイリッシュ！お手持ちの裁縫用
具を収納して便利に使えます。

8  ダイソン デジタルスリム　
フラフィ オリジン　
コードレスクリーナー

申込番号 お買物ギフト券

192914 129枚（64,500ポイント分）
SV18 FF ENT　幅25×奥行110×高さ23.3㎝　
1.9㎏　3.5時間充電で最大約40分使用可（エコモー
ドでモーター駆動のないツール使用時）　収納用ブラ
ケット・隙間ノズル・コンビネーションノズル・ツールクリッ
プ付　（マレーシア・フィリピン製）（時期により生産国が
異なります。）　※本体は自立しません。

18  コンピュータミシン
／ジャガー

申込番号 お買物ギフト券

192737 48枚（24,000ポイント分）
KC220　幅38.7×奥行19.7×高さ30.1㎝　6.8㎏　
コード長1.8m　65W　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〉

19  電動ハンドミシン　
アミーガー

申込番号 お買物ギフト券

192958 7枚（3,500ポイント分）
SV-1655　約幅21×奥行5×高さ7.2㎝　約250g　
単3×4（別売）　糸巻き2コ・リッパー・糸通し・糸立て軸・
予備の針各1コ付　〈中国製〉　※薄手のジーンズ生
地2枚重ねほどの厚さまで対応。

20  裁縫箱　タワー
申込番号 お買物ギフト券

192906 9枚（4,500ポイント分）
容器：スチール（粉体塗装） 　フタ：天然木（ラッカー塗
装）　トレイ：ABS樹脂　針山：綿100%　クッション材：
ポリエステル　約幅27×奥行14×高さ13.5㎝　約
1.5㎏　針山付　　〈中国製〉

21  パーソナルシュレッダー
／アイリスオーヤマ

申込番号 お買物ギフト券

150386 8枚（4,000ポイント分）
P5GCX　幅31×奥行19×高さ30㎝　3㎏　コード長
1.5m　120W　ダストボックス容量：8.7L　定格細断
枚数：A4コピー用紙5枚　細断寸法：0.4×4㎝　〈中
国製〉　※CD・カードは細断できません。

11  ロボット掃除機　
ルンバ643／iRobot

申込番号 お買物ギフト券

192986 66枚（33,000ポイント分）
R643060　径34×高さ9.2㎝　3.6㎏　3時間充電
で約1時間使用可　ホームベース・デュアルバーチャル
ウォール・単3×2（お試し用）・交換用フィルター・お手入
れカッター付　〈中国製〉

10  サイクロン式クリーナー
／日立

申込番号 お買物ギフト券

192985 36枚（18,000ポイント分）
CV-S500　幅25.5×奥行33×高さ21.9㎝　5.4㎏　
コード長5m　1000W　お手入れブラシ・別売り部品
接続用アタッチメント付　〈日本製〉

9  ANABAS
2WAY スティック&
ハンディクリーナー

申込番号 お買物ギフト券

192629 8枚（4,000ポイント分）
SSC-110　幅25×奥行14.3×高さ106.7㎝　約1.5㎏　
コード長6m　400W　専用ノズルホルダー・すき間ノズル付　
〈中国製〉

2  マキタ
紙パック式パワフル
コードレスクリーナー

申込番号 お買物ギフト券

192345 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。

4  ブラック・アンド・デッカー
コード式スチームモップ

申込番号 お買物ギフト券

192826 27枚（13,500ポイント分）
FSM1215W　幅17×奥行29.5×高さ110㎝　
2.02㎏　コード長5m　1200W　給水タンク容
量：350ml　マイクロファイバーパッド2枚・カーペッ
トスライダー・スタンドマット付　〈中国製〉　※本体
は自立しません。

3  マキタ　クリーナー用
紙パック10枚

申込番号 お買物ギフト券

192109 2枚（1,000ポイント分）
A-48511　抗菌仕様　〈中国製〉

電動
ヘッドで
スイスイ
  軽快。

濡らしたモップパッドを簡
単に装着。

長さ2段階調整式で窓や
階段の水拭きにも。

UV除菌率・ハウスダスト
除去率約99％！目に見え
ないアレル物質を除菌！

モップパッド4枚付。

※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）

21  パーソナルシュレッダー

数量
限定

バックライト付き
液晶画面。

縫い目長さ・振り幅を自動設定。生地の

人気
商品!人気商品!

スカート等の縁取り、ほころび、
吊るしたままのカーテンなどに。

木製のフタはトレイにもなるので、
作業中の細かな道具の置き場所
としても。

持ち運びに
便利な取っ手
付き。

クローバー柄
150
㎝

92㎝92㎝

ハンドルを
倒せば平台車として

使えます。

折り
たたむと厚さ
約10㎝。

置き場所を選ばない
シンプルデザイン。

お手入れしやすい
プラスチック製中子。

エアコン 照明器具 カーテンレール
ベッドの下 天井のクモの巣 シャンデリア

高いところの
お掃除に1本あると

便利！

UVランプ
※イメージ

数量
限定

軽くて
コンパクト、
扱いがラク！

最長

数量
限定

紙パック
式

集じん容量
約500ml

ハンディクリーナーにもなる
便利な２ＷＡＹ仕様！

数量
限定

ダストケースと
フィルターは
水洗いOK！

集じん容量
約900㎖

紙パック
不要

紙パック
不要

吸込仕事率
74W

自立式で
収納に
便利！

専用ノズル
ホルダー付き。

チャイルドロック
機能付き。

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

1  マキタ　日本製コードレスクリーナー
申込番号

レッド 192303 アイボリー 192302
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。

（モップパッド）

（モップ部分）

軽量・
コンパクト！

防滴
（IPX5）

コンパクトサイズ。
軽くて扱いやすい！

54.5㎝54.5㎝

（トレー・取っ手）

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



ハウスキーピング お風呂・生活雑貨
手をかざすだけ。
触れずに衛生的なディスペンサー。

ひらりと軽い吸水パイルのバスマット。 お風呂上がりの水分を
ぐんぐん吸収！

通気性が良く、
汚れにくい！

やわらかな
パイルが
心地よいタオル。

強力防カビ剤とAg+
抗菌剤でカビ、
細菌の繁殖を抑制。

節水最大70％！ 高性能散水板により
シルクのような肌触りを実現。

洗面所でも安心な防水規格「IPX4」をクリア。吐出量調節機能付き。玄関に置いて、いつでも除菌！

リキッドタイプ
（液体）

数量
限定

驚きの吸水力とサラサラの足ざわり！
さらっと乾燥! いつもサラサラ。

足裏にゴムキャップ
付き、滑り止め効果
で安心。

抗菌製品技術協議会
（SIAA）
の安全性と抗菌・
防カビ性基準に合格。

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

吸水&
抗菌・防臭

程良い厚みとしっかり詰まったパイルは、踏み心地バツグン！

吸収 乾燥

吸収 乾燥

※イメージ

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）

※イメージ

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

4  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）
約幅6.4×奥行6.2×高さ23.9㎝　約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。

傷や汚れに強く
衛生的なステンレス
　コーティング。人気

商品!人気商品! 人気
商品!人気商品!

湿気や汚れがこもり
にくく、お手入れも
簡単 !

6  清潔に使える風呂いす
申込番号 お買物ギフト券

192454 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。

5  今治　海と空の美しい
青のバスタオル

申込番号 お買物ギフト券

133542 3枚（1,500ポイント分）
綿100%　約60×120㎝　220g　〈日本製〉

ちょっと高めで、
立ち座りがラク！

抗 菌 防カビ

折りたたみ式で
コンパクトに
収納できます。

ステンレス・鉄 プラスチック 木製品

8  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。

12  スーパースパイラルホース15m
申込番号 192706 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
EVA樹脂　ABS樹脂　全長0.78～15m　約785g　噴射パターン4種　
丸型で外径約1.4～1.8㎝の蛇口に適応　水流切替4種　〈中国製〉

11 コードレス電動ドライバー
申込番号 192909 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ABS樹脂　スチール　幅4.5×奥行4×高さ20㎝　182g　単3×4（別売）　
マイナスドライバー5種・六角レンチ3種・プラスドライバー3種付　〈中国製〉

13  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〉　※ソーラー充電と手回し充電は
蓄電に時間がかかるため、日常使いには乾電池がおすすめです。

9  ブラック＋デッカー　
電動式ノコギリ

申込番号 192898 お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
KS880ECN　幅7×奥行27×高さ19㎝　約2㎏　コード長3m　400W　
ストローク数：0～4600回/分　無断変速　木工切断用ノコ刃（A5871）・
金属切断用ノコ刃（A5873）付　〈中国製〉

10  伸縮式高枝切りばさみ／アルス
申込番号 192523 お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分）
高炭素刃物鋼　全長：約1.3～2m　刃渡り5㎝　約940g　専用ノコギリ・
刃カバー付　〈日本製〉

粗大ゴミの削減に！いろいろな素材が切れる。 木工切断から金工切断
まで、さまざまな用途に
使用可能な電動ノコギリ。

伸びた庭木を整える！

滑らかな波型の歯先で、
硬い物からダンボール、
カーペットまで切断できます。

手にフィット
しやすい曲線の
持ち手。

伸びる軽量の伸縮式ハサミ。切った枝を
つかめる便利なつかみ刃が付いています。

高い木だって
バッサリ!

使用後の巻き取り不要！
形状記憶で簡単収納。

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。

差込口ごとに個別スイッチで電源の
オフ・オンができるので、
節電対策にも！

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※

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。

洗車や水やりにも使える4種類の水流パターン！

窓ガラス
にも!

修理・組み立てに！ 電池式なので、
場所を選ばず使える！

ブルーグラデーションで
海と空をイメージ。 認定番号 ： 第2014ｰ206号

ソーラー充電

手回し充電

LEDライト

携帯電話の充電

AM・FMラジオ

サイレン

屋外や屋内でも！ DVDや
CDがこれ1台で楽しめます。

インテリアに合う、
美しい木目調の電源タップ。

お好みボタンでラジオの
選局もしやすい！

街乗りに必要なカゴ・カギ
・ライト・リアキャリア付き。

3つの電源・4つの機能で毎日使いも
緊急備えも。

15 EAST　9型ポータブル
DVDプレーヤー

申込番号 お買物ギフト券

180629 22枚／／ 19枚（9,500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

14 ファーゴ
ナチュラルウッドタップ

申込番号 お買物ギフト券

180641 8枚（4,000ポイント分）
PT337BEWD　約幅4.8×奥行21.7×高さ3.4㎝　
コード長1.5m　ACコンセント3コ・USBポート2コ　雷
サージガード・個別スイッチ付　〈中国製〉

16 CDラジオ／東芝
申込番号 お買物ギフト券

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

数量
限定

数量
限定

FMAMCD

ブラック

レッド

便利な折り
たたみ式。

人気
商品!人気商品!

LEDライト
操作は

「上向き（締める）」
「下向き（緩める）」の
ボタンを押す
だけ。

7  SIAA折りたたみ風呂ふた
申込番号 お買物ギフト券

①70×109㎝ 192595 10枚（5,000ポイント分）
②70×119㎝ 192596 11枚（5,500ポイント分）
③75×119㎝ 192783 13枚（6,500ポイント分）
④75×139㎝ 192597 14枚（7,000ポイント分）
⑤75×149㎝ 192598 15枚（7,500ポイント分）
ポリプロピレン　厚さ1.1㎝　①2.1㎏　②2.3㎏　③2.5㎏　
④2.8㎏　⑤3㎏　〈日本製〉

1  プラスモア　オートディスペンサー
申込番号 お買物ギフト券

フォームタイプ（泡） 192983 6枚（3,000ポイント分）
アルコールタイプ（液体） 192984 7枚（3,500ポイント分）
リキッドタイプ（液体） 192982 5枚（2,500ポイント分）
幅7.3×奥行11.8×高さ19.6㎝　250ml　単3×4(別売)　漏斗付　［フォームタイ
プ］275g　泡ハンドソープ用　吐出量2段階切替　［アルコールタイプ］304g　ア
ルコール液（ジェルタイプ不可）用　吐出量2段階切替　［リキッドタイプ］293g　液
体ハンドソープ・食器用洗剤（希釈して使用）用　吐出量3段階切替　〈中国製〉

3  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〉　※アスベストは含まれておりません。

2  ひとひらバスマット
申込番号 192921 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ポリエステル　不織布　複合繊維　約幅60×奥行45×厚さ2㎝　約385g　
〈中国製〉

で安心。人気
商品!人気商品!

女性でも扱いやすい、
軽量・コンパクトサイズ。

17 トレイラー フル装備20インチ
折りたたみ自転車6段変速

申込番号

ブラック 161862 レッド 161863
お買物ギフト券 39枚（19,500ポイント分）
BGC-F20　フレーム：スチール　幅148×奥行57×高さ
103㎝　折りたたみ寸法：幅86×奥行50×高さ75㎝　
16㎏　LEDライト：単4×4（別売）　シマノ6段変速　簡
易工具・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト付　〈中国製〉

防滴
（IPX4）

アルコールタイプ
（液体）

キッチン
ソープにも
おすすめ！

つかみ刃で
切った枝を
つかみます。

太い枝はノコギリ刃で
カット。

スマートフォンやタブ
レットの充電に便利な
USBポート付き。

残量が
確認できる半透明

タンク。

フォームタイプ
（泡）

数量
限定

数量
限定

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　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます



ハウスキーピング インテリア・生活雑貨

ブラウン（2人掛け）

ネイビー（2人掛け）

2  シフラス　
自立式ポータブルハンモック

申込番号 133515 お買物ギフト券 21枚（10,500ポイント分）
ハンモック：ポリエステル　スタンド：スチール　約幅245×奥行78×高さ
85㎝　収納時：約幅115×奥行17×高さ12.5㎝　8.5㎏　耐荷重100㎏　
適応身長180㎝以下　枕・収納バッグ付　〈中国製〉

1  エアーベッド　エアーヨーン
申込番号 133514 お買物ギフト券 30枚（15,000ポイント分）
PVC　ABS樹脂　約90×205×高さ36㎝　ヘッドホールド：高さ約40㎝　
収納時：約33×19×厚さ18㎝　約5.5㎏　コード長約1.38m　120W　　
耐荷重約125㎏　収納袋・補修パッチ（シール）2枚付　〈中国製〉

4  メイドイン滋賀　アキレス　TV枕
申込番号 133533 お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
側地：［枕部］ポリエステル95%・ポリウレタン5%（フランネル生地）　［マット部］ポ
リエステル（ピーチスキン）　中材：［枕部］ポリエステル　［マット部］ウレタンフォー
ム　幅40×奥行66/106×高さ30㎝　マット厚：約4㎝　1.7㎏　〈日本製〉

まるで雲の上のような寝心地！ 自動で膨らむエアーベッド。

身体にフィット。へたりにくい日本製座椅子。

簡単リメイク・模様替え！ 
「よこ」だけでなく、
「たて」にも「グ～ン！」と
伸びるソファーカバー。

約2分でふかふかに！
来客用や簡易ベッドに便利。

2WAYストレッチで
ピッタリフィット♪

空気を
抜いたらこんなに
コンパクト！

外はもちろん室内でも。
ハンモックにゆられて
「やすらぎ」と
「落ち着き」を。

座椅子やソファーのサイドラックに。
手の届くところにまとめて収納!

角度や高さもお好みで。
パソコンや読書など、場所を選ばず大活躍！

軽くて丈夫！
便利な踏み台。

使い方いろいろ！ かわいいミニスツール。

散らかりがちな
雑貨をスッキリ収納!

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。

おしゃれに収納！
組立不要なので届いたその日に使えます。

インテリアのアクセントに。
置くだけでお部屋の雰囲気が明るくなる。

簡単に組み立てられて
収納もコンパクト。

リビングのスツールとしてはもちろん、オットマンや
玄関イスなどにもおすすめです。

持ち運びに便利な収納バッグ付き。

ブラウン

ブルー

5 カラーズ　パルマ 肘つきソファーカバー
申込番号

2人掛け グリーン133547 ブラウン133548 ネイビー133549
お買物ギフト券 12枚（6,000ポイント分）
3人掛け グリーン133550 ブラウン133551 ネイビー133552
お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分）
ポリエステル95%・ポリウレタン5%　適応ソファーサイズ：座面奥行 50～
60×高さ70～80㎝　差込棒付　［2人掛け］幅120～140㎝　約1.4kg
［3人掛け］幅 150～ 180㎝　約 2.2kg　〈中国製〉

座面はウレタンでソフト。
14段階リクライニングが可能。

コンパクトに収納可。
（幅40×奥行46×高さ38㎝）

ナチュラル

ダークブラウン

座面が回転するので、イスを後ろに
引かなくても簡単に立ち座りができます。

なめらかでとろける
ような心地よい
感触でくつろぎ
タイムをサポート。

お好きな形で。
 スマホ用の抱き枕
としても最適！

7  サイドテーブルワゴン
申込番号 133521 お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
本体：ポリプロピレン　布：ポリエステル　天板：プリント化粧パーチクルボード　
幅35×奥行23×高さ37.7㎝　1.33㎏　〈日本製〉

8  角度調整機能付きマルチテーブル
申込番号 133553 お買物ギフト券 17枚（8,500ポイント分）
本体：スチール（クロムメッキ・紛体塗装） 　天板：PVC化粧繊維板　約幅
60×奥行34×高さ64～98.5㎝ （棚板水平時）　約5㎏　耐荷重約5㎏
（天板）　天板角度9段階・高さ無段階調節可　〈台湾製〉

14  シーズユニット収納5段
ハンガーパイプ付き

申込番号 133237 お買物ギフト券 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〉

ポケットを
めくるとさらに
 収納空間が！

テーブルに
飲み物も置ける！

多数の収納ポケットで、リモコンやティッ
シュ、雑誌や新聞もスッキリ。　キャス
ター付きで移動もラク！

折りたたみOK。
スリムに収納できる！

片手でレバーを握って倒す
だけの簡単角度調節。
落下防止の転び止めは取
り外し可。

A
A B C

B
C

11  フォールディングステップ
申込番号 お買物ギフト券

①高さ22㎝ 192939 3枚（1,500ポイント分）
②高さ39㎝ 192938 4枚（2,000ポイント分）
ポリプロピレン　耐荷重100kg　脚部滑り止めゴム付　①折りたたみ時:
幅34×奥行4×高さ33cm　950g　②折りたたみ時:幅38×奥行4×高さ
50cm　1.3kg　　〈中国製〉

15  木製チェスト　アルマーディオ 
申込番号 お買物ギフト券

4段 133517 19枚（9,500ポイント分）
3段 133516 15枚（7,500ポイント分）
天然木（桐）　引き出し内寸：幅31.5×奥行22×高さ13㎝　耐荷重：（天板）
10㎏・（引き出し）1段あたり2㎏　［4段］幅40×奥行29×高さ74㎝　3.8㎏　
［3段］幅40×奥行29×高さ58.5㎝　3.2㎏　　〈中国製〉

39
㎝ 

30㎝ 38㎝ 

26㎝ 34㎝ 

22
㎝ 

踏み板には
凸凹加工で
安心。

積み
重ねできます。

ブラック

ホワイト

洗面所でキッチンで

ホワイトブラック

キャスター
付きで移動も
ラクラク。

4段 3段

※イメージ

衣類用収納はもちろん、キッチンに置いて
食品庫として使ったりマルチに活躍！

4段

3段

（水洗い）

たてよこに と伸びる！

キャスター付きなので、
移動もラク！

ブラウン

グリーン

コンセントに差して
レバーをひねるだけで
お好みの硬さに調節。

3  メイドイン岡山　
身体にフィットする座椅子

申込番号

ブルー 133536 ブラウン 133537
お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
側地：ポリエステル　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41×奥行60～93×高さ10～48(座面の高さ10)㎝　
2.8㎏　耐荷重80㎏　14段階リクライニング　 〈日本製〉

6 回転式ダイニングチェア2脚
申込番号

ナチュラル 133523 ダークブラウン 133524
お買物ギフト券 23枚（11,500ポイント分）
本体：天然木　座面：合成皮革　中材：ウレタンフォーム　約幅44×奥行47.5
×高さ78.5㎝　座面の高さ42㎝　約7.2㎏　耐荷重約80㎏　〈ベトナム製〉

13  キッチンスタッキングバスケット4段 
申込番号

ブラック 123291 ホワイト 123602
お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
スチール（ポリエチレンコーティング）　幅25.5×奥行31.5×高さ64.5㎝
（キャスター含む）　1コあたり：高さ16.7㎝　約1.84㎏　耐荷重：1コ使用時
5㎏・積み重ね時各3㎏　〈日本製〉

（脚部）

ソファーで

ベッドで

上部を押すと
雰囲気たっぷりの
間接照明に。

10 ミニスツール　ポイフル
申込番号

ブラウン 133505 グリーン 133506
お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
脚：天然木　座面：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　
径29×高さ27㎝　1.3㎏　耐荷重150㎏　〈中国製〉

①① ②②

②

折りたたんで
収納可。

最上段はクッション付き
なので、イスとしても
使えます。

2段

3段

103㎝

79㎝

5151
㎝㎝

7575
㎝㎝

47㎝47㎝
66㎝51㎝

12  クッション付き座れる脚立
申込番号  2段 192299 お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分）
申込番号  3段 192300 お買物ギフト券 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。

人気
商品!人気商品!

グリーン（2人掛け）

数量
限定

使いたい高さに
無段階で調節可能！

座面が回転式なので、
立ち座りラクラクな
ダイニングチェア。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

9  電球型インテリアライト　テラリウム
申込番号

A 133518 B 133519 C 133520
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ガラス　ステンレススチール　ポリプロピレン　径10.5×高さ22.5㎝　約
830g（個体差あり）　CR2032コイン型電池×2（お試し用）付　〈中国製〉
※本物の植物ではありません。 ※商品により色調や風合いが異なる場合が
あります。

1615   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 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。



15  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×全長17.7㎝　43g（1本）　〈日本製〉

6  小判型ザル＆
トレーセット

申込番号 125210
お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
ザル：18-8ステンレス　幅31.8×奥行26.3
×高さ4㎝　165g　トレイ：ステンレス　
幅31.3×奥行26×高さ3.1㎝　265g　
〈日本製〉

8  日本製　
笛吹きケトル
エコ・クイック

申込番号 124645
お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
18-8ステンレス　幅23.5×奥行22.5×高さ20.5
（持ち手除く15.5）㎝　約590g　適正容量：1.8L
（満水2.5L）　持ち手可動式（片側）　〈日本製〉

5  ママクック　
お助けサーバー

申込番号

穴なし
タイプ 125188 穴あき

タイプ 125189
お買物ギフト券 2枚（1,000ポイント分）
18-8ステンレス　幅6×全長21㎝　［穴なし］80g　
［穴あき］76g　〈日本製〉

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　幅7×全長20.5㎝　刃渡り
7㎝　150g　食洗機不可　〈日本製〉

11  シンク渡しスリム水切りラック
申込番号 125193 お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
本体：ステンレス　幅41.5～61.5×奥行23.5×高さ16.5㎝　カゴ内
寸：幅39×奥行22.8㎝　脚幅：約22×41.5～61.5㎝　940g　耐
荷重2㎏　左右兼用　〈日本製〉

1  アイカタシリーズ
申込番号 お買物ギフト券

① 両口雪平鍋
18㎝ 124974 10枚（5,000ポイント分）

② 両口雪平鍋
20㎝ 124973 12枚（6,000ポイント分）

③ フタ18㎝ 124976 4枚（2,000ポイント分）
④ フタ20㎝ 124975 5枚（2,500ポイント分）

ステンレス　天然木　①最大幅34.5×高さ
9.3㎝　径18×深さ8㎝　500g　1.7L　②最
大幅36.7×高さ10.6㎝　径20×深さ9㎝　
580g　2.3L　③幅22.6×奥行19×高さ
4.2㎝　255g　④幅24.5×奥行20.7×高さ
4.2㎝　300g　〈日本製〉

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

① 両手鍋20㎝ 121450 13枚（6,500ポイント分）
② デンチョー
ケトル 121453 11枚（5,500ポイント分）

③ 深型両手鍋
22㎝ 121451 15枚（7,500ポイント分）

④ 浅型両手鍋
25㎝ 121452 14枚（7,000ポイント分）

⑤ 片手鍋14㎝ 121448 9枚（4,500ポイント分）
⑥ 片手鍋18㎝ 121449 11枚（5,500ポイント分）

①最大幅29.5×高さ17㎝　径20×深さ
9.8㎝　1.1㎏　3L　②側面:18-8ステンレス　
底面:有磁性ステンレス　幅21.8×奥行17.8×
高さ22（持ち手除く12.8）㎝　760g　適正約
1.3L（満水2L）　持ち手可動式（片側）　③最
大幅32.5×高さ22.2㎝　径22×深さ14.9㎝　
1.4㎏　5.4L　④最大幅35.7×高さ15.8㎝　
径25×深さ8㎝　1.4㎏　3.7L　⑤最大
幅31×高さ13.2㎝　径14×深さ8㎝　0.7㎏　
1.2L　⑥最大幅35×高さ16.3㎝　径18×
深さ9.5㎝　900g　2.2L　〈日本製〉

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雪平鍋。

茹でたコーンの粒を
面白いように
ポロポロと外せる！

持ちやすい重さ、熱伝導や
保温性に優れたロングセラー。

トレイの水がシンクに流れ落ちてカビやヌメリを防ぎます。 継ぎ目のない
一体構造の
オールステンレス包丁。

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。）

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。

①③

②④

①

②

③

④
⑤

⑥

５年保証

3  イイトコ　ポロ　コーンピーラー
申込番号 125208 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ステンレス　幅1.8×全長15.5㎝　32g　〈日本製〉

コーンスープ、とうもろこしご飯や
かき揚げの調理に。茹で立ての
とうもろこしを食べるのに便利！

菜ばしのような細めの
先端部で、つかみにくい
食材も簡単に
つかめる！

あると便利！ トレイ付きで水切りも安心。 ハンドルを
回すだけ!
開閉しやすい!

テーブル上でスマートに取分け！ 
きれいなフォルム。

穴あきタイプ

穴なしタイプ
揚げ物やゆでた食材の取
り出しに！

熱に強いオールステンレ
ス製。

ハンドルを右へ回
すとフタが開き、
戻すと閉まります。

大皿からすくいやすい先端形状。

4  これは便利お助けトング
申込番号 お買物ギフト券

124357 2枚（1,000ポイント分）
ステンレス　幅3.5×奥行3.7×全長24㎝　60g　
〈日本製〉

7 ステンレス圧力鍋
6L／落合務

申込番号 123397
お買物ギフト券 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㎝　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〉

8合
6L

9  水が流れる
ステンレス製水切り

申込番号 お買物ギフト券

① 縦型 124003 8枚（4,000ポイント分）
② ロング縦型 124408 10枚（5,000ポイント分）
③ 横型 124004 8枚（4,000ポイント分）
④ ワイド横型 124409 10枚（5,000ポイント分）

①①

④④

スペースに合わせコンパクトな縦型・横型 たっぷり入るワイド・ロング型
はし立て
  付き。

食材の切断抵抗を小さくする独自の
「3段階研削加工」で鋭い切れ味。

三徳包丁

ペティナイフ

10  関孫六　
ステンレス包丁 匠創シリーズ

申込番号 お買物ギフト券

三徳包丁 124237 10枚／／ 9枚（4,500ポイント分）
ペティ
ナイフ 124238 8枚／／ 7枚（3,500ポイント分）

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

シンク内で水切り・水捨て不要！
調理スペースも広々。
新潟県燕三条製。匠の技を受け継ぐ職人が、
1つ1つ手作りで仕上げています。

くぼみ部分でお箸やスプーンなどを
乾かせます。

ザクッと切れる!
料理の下ごしらえはもちろん、
栓抜きやフタ開けにも使える!

まな板いらずで肉や魚、野菜をザクッと
切れる!

軽くて使いやすい。
簡単に外して洗
えます。 14  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〉

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。
2段式なのでたっぷり干せます。

ステンレスでお手入れ簡単。

ドライフルーツ、干し野菜、
干物のレシピ付き。

お手持ちのフライパンが、
蒸し器に早変わり！

蒸し野菜、中華まんやシュウマイまで！

大きい蒸し鍋を取り出さずに手軽に
蒸し調理ができて本当に便利です！

使ってみました！

※個人の感想です。

おかずを
すくいやすい大きめ

サイズ。

さすが日本製！　鏡のように
 美しい仕上がりで高級感抜群。
口当たりが良く、使いやすいので
こればかり使ってしまいます。

使ってみました！

※個人の感想です。

21.5㎝21.5㎝

底面が広く、早く沸く！
笛でお知らせだから安心。

ありそうで無かった、
究極のデザイン。
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。

どの向きに置いても
先端がテーブルに
触れません。

食材の水切りはもちろん、
そのままテーブルに出して取り分けにも便利！

浅型なので、食材が取り出し
やすく使いやすいです！

使ってみました！

※個人の感想です。

本体：18-8ステンレス　トレイ：ステンレス　はし立て：
ポリプロピレン　左右兼用　①幅26×奥行37×高さ
16㎝　脚幅：32.3×18.3㎝　1.15㎏　②幅32.2×
奥行43.1×高さ17㎝　脚幅：24.6×39㎝　1.45㎏　
③幅37×奥行26×高さ16㎝　脚幅：32.3×18.3㎝　
1.1㎏  ④幅43.1×奥行32.2×高さ17㎝　脚幅：39×
24.6㎝　1.45㎏　〈日本製〉

 お買物ギフト券
刃身：ハイカーボンステンレス刃物鋼　柄：

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。

12  フライパンにのせて使う
蒸しプレート

申込番号 お買物ギフト券

125032 6枚（3,000ポイント分）
プレート：18-8ステンレス　フタ：ステンレス　径28.8×高
さ11.6㎝　目皿に入る食器の高さ目安：約7㎝　530g　
径24～26㎝のフライパンに対応。　〈日本製〉　※フラ
イパンは付いておりません。

大きめサイズ！

シンク幅に
合わせて
伸縮します！

刃身：ハイカーボンステンレス刃物鋼　柄：刃身：ハイカーボンステンレス刃物鋼　柄：

人気
商品!人気商品!

ポストに
お届け

1817   IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   食器洗い乾燥機使用可　 ポストに
お届け   郵便受けへお届けする場合があります。



キッチン 鍋・フライパン

7  湯切りもできる
セラミックキャセロール

申込番号

20㎝　125203 24㎝　125204
お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
アルミニウム合金（内面セラミック加工）　［20㎝］最大幅33.5×高さ15㎝　
径20×深さ14.7㎝　1.31㎏　4.6L　［24㎝］最大幅37.5×高さ8㎝　径
24×深さ7.7㎝　約1.42㎏　3.5L　〈中国製〉

9 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㎝　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〉

最高級の品質と特徴を生かしながら、プロのような料理の仕上がりを
実現させるために生まれたワンランク上の調理器具です。

3  レミパンシリーズ
申込番号 お買物ギフト券
レミパン
プラス 124444 25枚（12,500ポイント分）
レミパン
ミニ 124949 16枚（8,000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）　
フタ：強化ガラス　レシピブック付　［プラス］最大幅44×高さ14.5㎝　
径24×深さ8㎝　1.35（本体のみ0.75）㎏　3.3L　［ミニ］最大幅
40×高さ13㎝　径20×深さ6.7㎝　約1.1（本体のみ0.72）㎏　
2L　本体：〈韓国製〉　フタ：〈中国製〉（検査・組立：日本）
〈3・4共通〉※1年間保証は、本体内面のフッ素樹脂のはがれ・底部の金属面の加工のはがれ・熱による変形が対象となります。

5  ホーロー　
フライ＆フォンデュ鍋20㎝

申込番号 お買物ギフト券

125207 5枚（2,500ポイント分）
ホーロー用鋼板（ホーロー加工）　最大幅28×奥行
21.8×高さ8.5㎝　径20×深さ8㎝　720g　適正約
1.1L（満水約2.1L）　〈インドネシア製〉

1 ストウブ　ピコ・ココット　ラウンド
申込番号 お買物ギフト券

① ブラック
20㎝ 125183 54枚（27,000ポイント分）

② チェリー
20㎝ 125184 54枚（27,000ポイント分）

③ ブラック
22㎝ 125185 62枚（31,000ポイント分）

④ チェリー
22㎝ 125186 62枚（31,000ポイント分）

鉄鋳物　エマイユ（ホーロー）加工　①②最大幅
26.5×高さ14.5㎝　径20×深さ9.5㎝　3.6㎏　
2.2L　③④最大幅28.5×高さ15㎝　径22×深さ
9.9㎝　3.98㎏　2.6L　〈フランス製〉　※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。

アルミニウム合金（内面セラミック加工）　天然木　
［フライパン］最大幅45.3×高さ9.9㎝　径26×
深さ6.7㎝　900g　［無加水鍋］最大幅34.8×高
さ12.3㎝　径20×深さ10.5㎝　1.06㎏　2.8L　
〈中国製〉

お料理をもっと美味しくする
魔法のお鍋。

ロングセラーの定番レミパン。

遠赤外線効果でおいしく。
フタを付けたまま湯切りもできる便利なお鍋。

揚げ物はもちろん、
フォンデュも楽しめる！

素材のうまみを活かす無加水鍋と、
丈夫な深型フライパンのセット。

煮込み・炒め物など日常使いで大活躍。 
美しいラウンドのフォルムは
長年使っても飽きが
きません。

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。

無加水鍋は、
蒸気を逃がしにくい構造で
素材のうまみを活かします。

食材から出た水分を蒸気に換え、鍋の内部で
滞留させます。更にフタの突起に付着した蒸気
が水滴となり、まんべんなく降り注ぎ、食材本来
の美味しさを逃しません。

チェリー22㎝

ブラック20㎝

耐摩耗性テスト

70万回
クリア

※メーカー調べ※メーカー調べ

天然木の持ち手・つまみが心地よく手に馴染みます。

お手入れも簡単！

レミパン
プラス

レミパンミニ

1年保証

ブラウンイエロー

湯切り穴は両口に2サイズ（口
径：6㎜/3㎜）。麺の種類に合
わせて使えます。

ハンドルの回転部を
回すとフタが
固定できます。

人気
商品!人気商品!

24㎝

24㎝

20㎝

チョコフォンデュ

チーズフォンデュ

ニオイの移りにくい
ホーロー素材。
内側が白いので
揚げ具合がわかりやすい。

ステーキ

ハンバーグ

焦げつきにくい、ムラができにくい。
おいしく焼ける、最強のシリーズ！

焼く・煮る・炒める・蒸す・オーブン料理がこれ1台で！「焼き入れ」や「油ひき」などの面倒な使い
始めのお手入れが不要な鉄フライパンシリーズ。
こびりつきにくく、鉄なのに錆びにくい。
ビタクラフトオリジナル「窒化4層加工」。

11 フレーバーストーン
ダイヤモンドエディション
6点セット

申込番号 お買物ギフト券

125238 19枚（9,500ポイント分）

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

13  フレーバーストーンシリーズ
申込番号 お買物ギフト券

① フタ付き
ソテーパン28㎝ 124065 14枚（7,000ポイント分）

② ソテーパン
24㎝ 124063 11枚（5,500ポイント分）

③ 4点セット 123625 29枚（14,500ポイント分）

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

①

②

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　
①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　②約最大幅42.7×高さ4.8㎝　約径24×
深さ4㎝　約900g　③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〉

本体内面と蒸し目皿はフッ素樹脂加工。
こびり付きにくく、
お手入れ簡単!

煮る・蒸す・茹でるがこれ1台で! ワイド設計で大きな魚や
ステーキもおまかせ！

便利なガラスふたと目皿付き。

たっぷり大きめ
サイズ! 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。

数量
限定

10 ビタクラフト　スーパー鉄シリーズ
申込番号 お買物ギフト券

① フライパン
20㎝ 125142 16枚（8,000ポイント分）

② フライパン
26㎝ 125143 18枚（9,000ポイント分）

③ ウォックパン
22㎝ 125144 17枚（8,500ポイント分）

④ ウォックパン
24㎝ 125145 18枚（9,000ポイント分）

⑤ ウォックパン
28㎝ 125146 21枚（10,500ポイント分）

⑥ エッグパン 125147 17枚（8,500ポイント分）

鉄（窒化加工）　①最大幅38×高さ10㎝　径20×
深さ4.1㎝　662g　②最大幅46.5×高さ8.8㎝　
径26×深さ4.3㎝　963g　③最大幅40.5×高さ
12.3㎝　径22×深さ6.5㎝　768g　④最大幅
44.7×高さ12.7㎝　径24×深さ6.5㎝　863g　
⑤最大幅49×高さ13㎝　径28×深さ7㎝　1.1㎏　
⑥最大幅37×高さ10.3㎝　焼き面：14.5×11.3×
深さ4㎝　684g　〈日本製〉 ※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。

アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工）　
①最大幅38×高さ9㎝　焼き面:15×20×深さ
3.54㎝　780g　〈中国製〉　②最大幅40.5×高
さ12.3㎝ 径22×深さ5.15㎝　970g　③最大幅
44.5×高さ12.3㎝　径24×深さ5.05㎝　1.1kg　
④最大幅46.5×高さ12.8㎝　径26×深さ5.15㎝　
1.245kg　⑤最大幅48.6×高さ12.5㎝　径28×
深さ7.25㎝　1.225kg　〈フランス製〉

12  T-fal　
エクスペリエンス＋シリーズ

申込番号 お買物ギフト券

① エッグ
ロースター 125140 14枚（7,000ポイント分）

② フライパン
22㎝ 125136 20枚（10,000ポイント分）

③ フライパン
24㎝ 125137 22枚（11,000ポイント分）

④ フライパン
26㎝ 125138 24枚（12,000ポイント分）

⑤ ウォックパン
28㎝ 125139 28枚（14,000ポイント分）

6 T-fal　
インジニオ・ネオ　
IHルビーエクセレンス　セット6

申込番号 お買物ギフト券

125141 32枚（16,000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22㎝］径22×深さ4.6㎝　710g　［フライパン26㎝］
径26×深さ4.6㎝　980g　［ソースパン18㎝］径18×深さ
9.1㎝　700g　2.3L　［ガラスふた］径18㎝　325g　［専
用ハンドル］全長18.5㎝　190g　各1コ　〈フランス製〉

数量
限定

数量
限定

ムラなく焼けるので、本格ごちそうから
ケーキまでおいしく仕上がる！

TVで
話題！

ソテーパン24㎝
ディープパン24㎝

キャセロールパン
24㎝

ガラス
ふた
24㎝

数量
限定

鉛など体に悪い物質を含まない日本製安全品質。
ツルすべが続き、ずっと使いたくなる
フライパンです。

耐摩耗テスト150万回合格の超硬質コーティング。 「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。

①

②③④

⑤⑥

アルミニウム板（内面圧縮フッ素樹脂加工）　
角の丸い金属ヘラ使用可　①最大幅38.5×
高さ9.2㎝　径20×深さ4.8㎝　470g　②最
大幅47.2×高さ10㎝　径26×深さ4.8㎝　
710g　③最大幅51.4×高さ10.5㎝　径30×
深さ5.9㎝　880g　④最大幅44.3×高さ
13㎝　径24×深さ7㎝　685g　⑤最大幅
48.8×高さ11㎝　径28×深さ7.5㎝　815g　
⑥最大幅36.8×高さ5.5㎝　焼き面：13×18×
深さ3.2㎝　410g　〈日本製〉

数量
限定2年間保証15  エバークックαシリーズ

申込番号 お買物ギフト券

① 玉子焼き
パン 124224 8枚（4,000ポイント分）

② フライパン
22㎝ 124225 9枚（4,500ポイント分）

③ フライパン
26㎝ 124226 10枚（5,000ポイント分）

④ フライパン
28㎝ 124227 11枚（5,500ポイント分）

⑤ いため鍋
26㎝ 124228 11枚（5,500ポイント分）

⑥ 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） 
①最大幅36.7×高さ3.7㎝　焼き面：13×
18×深さ3㎝　約440g　②最大幅40×高さ
6㎝　径22×深さ5.5㎝　約580g　③最大
幅48×高さ6㎝　径26×深さ5.7㎝　約
680g　④最大幅50.5×高さ6.6㎝　径28×
深さ6.1㎝　約810g　⑤最大幅47.7×高さ
7.5㎝　径26×深さ7.2㎝　約750g　⑥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。

ホワイト

4  Remi♪Hirano　レミパン
申込番号

イエロー 122248 ブラウン 122249
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㎝　1.16（本体のみ0.8）㎏　3L　レシピブック（38メ
ニュー）付　本体：〈韓国製〉　フタ：〈日本製〉

8  アルミ段付兼用鍋26㎝
申込番号 122660 お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
本体・目皿：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅37.5×高さ
19.5㎝　径26×深さ11.9㎝　1.7㎏　5.2L　目皿：深さ約3.7㎝　目皿に入
る食器の高さ目安：約7㎝　シリコンリング付ガラスふた・目皿付　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

便利なガラスふた付き。
ふたのつまみにターナー
が置ける！
※ターナーは付いておりません。

大きな魚も丸ごとOK!
焦げつきにくく
お手入れも簡単!

①②

⑥

③④⑤

①

②③④

⑤

フランス料理の巨匠ピエール・ガニェール氏
監修のティファール最高級シリーズ。

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

※ソースパンのみ4層
　「チタン・エクストラ」コーティング。

③お得な4点セット

※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※

※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。

厚底（二重構造）で
変形しにくく、
熱ムラも少ない。

2  ルオント　フライパン・無加水鍋
3点セット／アイリスオーヤマ

申込番号

ホワイト　125168 ダークグレー　125169
お買物ギフト券 15枚（7,500ポイント分）

フタには、
吹きこぼれを
防ぐ蒸気
穴付き。

油切りに便利
なアミ付き。

驚きの耐久性を実現した6層※
「チタン・エクセレンス」コーティング。

   蒸気穴を開けて、
フタをしたまま差し
水ができます。

（10メニュー）
  ※4点セットのみに付いています。

人気
商品!人気商品!

キレイな
焼き上がり
ずーっと続く！

卵もつるん！！

ハンドルが外せてオーブン調理も可能！ そのまま食卓に出せます。

14 ハイブリッドマーブルコート　
New彩

さい

シリーズ
申込番号 お買物ギフト券

① フライパン
20㎝　　 125112 4枚（2,000ポイント分）

② フライパン
26㎝　　 125108 5枚（2,500ポイント分）

③ フライパン
30㎝　　 125109 6枚（3,000ポイント分）

④ 深型パン
24㎝　　 125111 5枚（2,500ポイント分）

⑤ いため鍋
28㎝　　 125110 6枚（3,000ポイント分）

⑥ 玉子焼きパン 125113 4枚（2,000ポイント分）

④

⑤

⑥

①②③

卵も
つるん

！

数量
限定

ダーク
グレー

①エクストラ
　ディープパン

②マルチ
　ソテーパン

数量
限定

人気
商品!人気商品!

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



キッチン キッチン雑貨

14  分別台座付き
オープンペール3個セット

申込番号 192801 お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
ポリプロピレン他　幅55.5×奥行36.5×高さ50.5㎝　3.47㎏　20L×3コ　袋止め付　
〈日本製〉

10  Day's　
軽量食器シリーズ

申込番号 お買物ギフト券

ボウル3個組 125248 4枚（2,000ポイント分）
深皿2枚組 125249 5枚（2,500ポイント分）
磁器　ボウル：径14.5×高さ5㎝　190g（1コあたり）　深皿：径
22.5×高さ5㎝　350g（1コあたり）　〈日本製〉

5  抗菌エラストマーまな板
申込番号 お買物ギフト券

① ライトレギュラー 125211 4枚（2,000ポイント分）
② ライトミドル 125212 5枚（2,500ポイント分）
ポリエチレン樹脂　①：幅35×奥行20.5×厚さ1.3㎝　900g　②：幅39×奥行23×厚
さ1.3㎝　1.15㎏　食洗機不可　〈日本製〉

6  カットできちゃう
バターケース

申込番号 お買物ギフト券

123087 3枚（1,500ポイント分）
ポリエチレン　AS樹脂　ABS樹脂　18-8ステンレス　
幅16.5×奥行9.5×高さ6.8㎝　152g　〈日本製〉

4  卓上型包丁シャープナー　
バイエルンエッジ

申込番号 お買物ギフト券

125033 10枚（5,000ポイント分）
タングステン鋼　ステンレス　ABS樹脂他　約幅12×奥行
8×高さ16㎝　約340g　〈中国製〉　※セラミック製の包
丁・ナイフには使用できません。

人気
商品!人気商品!

3  スタイリッシュ　　　　　　
鉄瓶

申込番号 お買物ギフト券

124909 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）㎝　約2㎏　適正容量：約1L　持
ち手可動式（片側）　〈中国製〉　※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。

数量
限定

職人によるハマグリ刃加工で
切れ味抜群！

包丁を開口部に通し、
数回引き抜くだけ。 菌の繁殖を防ぎ、

清潔・衛生的！

最新技術の特殊コーティングで食材が
くっつきにくく、お手入れも簡単。

切れ味が悪くなった包丁も
数秒で蘇る！

時短調理！ 立てて油を切ることで
効率よく油をカットし、カラッとヘルシーに！

抗菌効果＆ソフトな刃当たり。 
プロが薦める
本格派まな板。

日本刀を彷彿とさせる
33層のダマスカス模様。

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。

レジェンド松下
おすすめ！

TVで
話題！

1  スーパーストーンバリア包丁
申込番号 125192 お買物ギフト券 17枚（8,500ポイント分）
刃：モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼（フッ素樹脂加工）　柄：積層強化木　全
長30㎝　刃渡り18㎝　105g　〈日本製〉

三徳
小三徳

牛刀

長く使うほどに増していく風合いを
楽しめます。

丈夫で耐久性の
高い2つのスプリング
シャープナー。

TVで
話題！

7  揚げ物名人
申込番号 お買物ギフト券

125209 4枚（2,000ポイント分）
アルミニウム（アルマイト加工）　網：鉄（クロ
ムメッキ）　幅31.7×奥行23×高さ4.1（使
用時9.3）㎝　520g　〈日本製〉

8  パンと野菜のセラミック網
申込番号 お買物ギフト券

125174 4枚（2,000ポイント分）
上網：鉄（クロムメッキ）　下網：鉄（セラミックコー
ティング）　幅23×奥行22.5×高さ5㎝　約420g　
〈台湾製〉

立てる網は位置の調整
ができ、取り外し可能で
お手入れ簡単＆収納も
コンパクト。

特殊構造の「アルプレッサ」加工で熱を均一に伝えます。
「遠赤外線効果」で
ガスコンロの火が炭火焼のように。
食パンは外がカリっと、中はもっちり。

オール熱源対応のホットサンドメーカー。

耳までおいしく
焼ける!

ガス火専用

毎日使いにちょうどいい。
横置き保存が
できる角型ボトル。

木のぬくもりが伝わる人気のワゴン。
すっきり収納&ラクラク移動！

やわらかい踏み心地！ クッション性に優れ、腰や足の負担を軽減します。

ルールを守って、しっかり分別。 常温で根菜や果物を上手に保存！
缶詰やレトルト食品にも。

たくさんはかれる
3kgスケール。

白が際立つ日本製の白磁の軽量食器。

スモーキースモーキー
ピンクピンク スモーキースモーキー

グリーングリーン

12  木製ワゴン　ナチュラル
申込番号 お買物ギフト券

天板付き 133554 18枚（9,000ポイント分）
3段 133522 12枚（6,000ポイント分）
天然木　MDF　ポリプロピレン　スチール　［天板付き］幅70×奥行
45×高さ69.5㎝　8.2㎏　耐荷重：天板20㎏・棚板1枚あたり5㎏　
［3段］幅59×奥行34×高さ72.5㎝　約5.2㎏　耐荷重：棚板1枚あたり
5㎏　〈ベトナム製〉

13  さらっと拭ける！
ぷにぷに キッチンマット

申込番号 お買物ギフト券

45×120㎝ 125213 4枚（2,000ポイント分）
45×180㎝ 125214 6枚（3,000ポイント分）
45×220㎝ 125215 8枚（4,000ポイント分）
PVC　厚さ約0.8㎝　〈中国製〉

一目でわかるカラー分別。
片手でサッと開きます。

移動に便利な台座＋キャスター付きで、お掃除の際も便利。

16  デジタル
クッキングスケール
／タニタ

申込番号 お買物ギフト券

123106 7枚（3,500ポイント分）
KD-312　幅16.2×奥行19×高さ3.8㎝　388g　
単3×2（お試し用）付　ボタンを押すと0gになり、追加
計量できます。　〈日本製〉

15  やさいストッカー3個組
申込番号 125219 お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
ポリプロピレン　ポリカーボネート　鉄　幅38×奥行25×高さ73㎝　1段あたり：高さ
25㎝　約2.2㎏　耐荷重：全体10㎏・フタ1㎏　〈日本製〉

計量単位
1g

最大計量
3㎏

注ぎ口内側にフィルターが付いているの
で、水出し茶を作ったり、フレーバー
ウォーターをそのまま注ぐこともできます。

水や油汚れもサッと拭き取れる！ 
掃除機もかけやすい！

使いたい時だけテーブルを広げられる、
便利な天板付きタイプ。

シンプルで使いやすい
3段タイプ。

強化木とステンレスパーツを
組み合わせたこだわりの逆三
角形のハンドル。

鋭い切れ味で、食材
の味わいを壊さず切る
ことができます。

網を外せばバットに。
急速冷凍でき、
揚げ物以外でも活躍。

いつもの野菜も少し贅沢な味に。
カセットコンロでも使用可。

上網は取り外しでき、
お手入れ簡単！

目玉焼きの上にパンを
乗せてひっくり返すこと
もできる。

文字高2㎝の見やすい
デジタル表示。

キャスター付きで移動がラク。

電源不要！

市販の200gバターを
約5gずつにカット
できて簡単計量。

常温に戻した市販のバター
をワイヤープレートに置いて、
フタを押すだけ。

横置きOK!

3段

プニプニ！！

高級感のあるレザー調で、
キッチンを演出します。

11  ハリオ　カークボトル
申込番号

スモーキー
ピンク 125158 スモーキー

グリーン 125159
お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
PCT樹脂　幅9×奥行9×高さ32㎝　約300g　1.2L　〈日本製〉

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

2  関孫六　ダマスカス包丁シリーズ
申込番号  小三徳 124979 お買物ギフト券 22枚（11,000ポイント分）
申込番号  三徳 123687 お買物ギフト券 24枚（12,000ポイント分）
申込番号  牛刀 123774 お買物ギフト券 27枚（13,500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〉

水切れが良いから洗いやすく、
お手入れしやすい！

プラスチック
抗菌まな板と
木製まな板の
いいとこどり！

おもちを
焼くのに便利！

9  IH200V対応
ホットサンドメーカー

申込番号 123189 お買物ギフト券 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）　最大幅37.5×高さ4㎝　焼き面：
9.4×10.4㎝　1㎏　〈日本製〉

深皿深皿

ボウルボウル

口部を
玉縁状にしているので
  割れにくい。

3段

厚みがあり、踏み心地が快適
でキッチンに立つのが楽しく
なりました。

使ってみました！

人気
商品!人気商品!

つのこだわり！4

フタと取り外せる
仕切り付き。

ご家庭で使いやすい
刃渡り18㎝の
牛刀包丁です。

白い棚。

① ②

白い天板。

天板付き

大きめ
サイズ！

ボウル

※個人の感想です。

2221   IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   食器洗い乾燥機使用可　   お客様にて組立てが必要な商品です
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。
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1  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㎏　コード長1.1ｍ　
700W 　自動プログラム：10種　入タイマー（最大24時間）・保温
（最大99時間50分）　蒸し台・計量カップ・しゃもじ・おたま・レシピ
ブック（100メニュー）付　〈中国製〉　※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。

3 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㎏　
最大発熱量1.0kW　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。

4  デリッシュキッチン
スロークッカー　
コトコト煮込みシェフ

申込番号

シルバー 125230 イエロー 125231
お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
ASC-22D　内鍋：陶器　約幅28×奥行25×高さ25㎝　
約3.4㎏　コード長約1.3m　180W　1.7L　調理タイ
マー（最大10時間※30分単位）・保温（8時間）　レシピ
ブック（50メニュー）付　〈中国製〉　※圧力調理ではあり
ません。炊飯はできません。

2  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）
AGT-G13A　約幅36×奥行35.5×高さ25㎝　庫内：約幅31×奥行28.5×高
さ9㎝　約4.7㎏　コード長約1m　1300W　温度調節：100～280℃　15分
タイマー　レシピブック（13メニュー）・グリルパン・グリルネット・着脱式焼き網付　
〈中国製〉　※人気商品のため、お届けまでにお時間をいただく場合があります。

5  ブルーノ　
オーバルホットプレート

申込番号

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

全米シェア№1！ 全米シェア№1！ 
1日に24万1日に24万※※台売れた、台売れた、
超大人気商品が上陸。超大人気商品が上陸。

話題の台湾風かき氷が話題の台湾風かき氷が
おうちで楽しめる！おうちで楽しめる！

流れて楽しい！ 食べて涼しい！流れて楽しい！ 食べて涼しい！
角度あるスライダーを一気に角度あるスライダーを一気に
滑り降りてくるそうめんを滑り降りてくるそうめんを
キャッチ！キャッチ！

毎日の食事にちょうどいい毎日の食事にちょうどいい
スリムなサイズ感。スリムなサイズ感。

からだにやさしい糖質オフ食パンなど毎日使える「おうちベーカリー」からだにやさしい糖質オフ食パンなど毎日使える「おうちベーカリー」

簡単ほったらかし調理。簡単ほったらかし調理。
陶器鍋の遠赤外線効果で、肉は陶器鍋の遠赤外線効果で、肉は
トロトロ、魚は骨まで柔らかく。トロトロ、魚は骨まで柔らかく。

2面のホットプレートとして、挟み焼きグリルとして。2面のホットプレートとして、挟み焼きグリルとして。
食卓で多彩な調理を実現！食卓で多彩な調理を実現！

極上トースト＆調理もできる魔法のトースター。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。 2～3人で使えるA4サイズ。 
温度調節自在で多彩な調理OK!温度調節自在で多彩な調理OK!

煙を気にせず、煙を気にせず、
室内で焼肉が室内で焼肉が
楽しめる！楽しめる！

数量
限定

4合
3L

食パン
4枚

数量
限定

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。

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。

3種類の専用プレートで幅広い調理が可能です。

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。

ホワイト
グリーン

プレートを外して
コンロとしても
使えます。

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。

たこ焼きプレート

焼肉プレート

コンロ プレート
丸洗い可

数量
限定

プレート
丸洗い可

数量
限定

フタ

平面
プレート

たこ焼き
プレート

本体

ネイビー

レッド

深鍋・たこ焼き
プレート・平面
プレート付き。

ブラックグレージュ

1  電動ふわふわとろ雪かき氷器
申込番号 お買物ギフト券

125243 11枚（5,500ポイント分）
DTY-B1BK 　幅14.5×奥行20×高さ35.5㎝　1.2㎏　コード長
1.3m　25W　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。　※2021年4月中旬以降のお届けとなります。

低温でじっくり煮込むので、煮崩れ
しにくく、中まで味が染みます。

3種のプレートで様々なレシピに対応。
発酵のプロ、マルコメ監修の
本格発酵メニューを搭載。
手間なく簡単に、糀甘酒も作れます。

調理後は自動で保温に切り替わるので、
朝タイマーをセットすれば夕方食べ頃に！

数量
限定

数量
限定

つかみそこねたそうめんは、
流れる器でゆっくりいただけます！

2  流麺　スライダーそうめん流し器
申込番号 125195 お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分）
LD-281　幅165×奥行24.5×高さ43㎝（最大時）　スライダー部：最長
127㎝　約2.25㎏　そうめん流し駆動部：単1×2（別売）・ポンプ部：単2×2
（別売）　連続使用：約30分（※目安）　〈中国製〉

人気レシピサイト「DELISH KITCHEN」プロデュー
ス商品。専用レシピブック（50メニュー）付き！

イエローシルバー 数量
限定

5  プリズメイト　
スリムホットプレート

申込番号 お買物ギフト券

125178 10枚（5,000ポイント分）
PR-SK035-RD　プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）　
幅40.2×奥行15.1×高さ14.2㎝　フラットプレート・グリルプレー
ト：幅30.5×奥行10.5×深さ3㎝　1.53㎏（フラットプレート使用
時）　コード長1.5m　650W　温度調節：約65～190℃　フタ・
レシピブック（30メニュー）付　〈中国製〉

3  クイジナート　
マルチグルメプレート

申込番号 お買物ギフト券

125229 33枚（16,500ポイント分）
GR-5J　プレート：アルミダイキャスト（内面フッ素樹脂加工）　約
幅34×奥行30×高さ20㎝　プレート：約幅29×奥行23.5×深さ
1.7㎝　約4.5㎏（リバーシブルプレート2枚装着時）　コード長約
1.5m　1300W　温度調節：80～240℃　リバーシブルプレート
（平面・波型）2枚・たこ焼きプレート1枚・スクレーパー（洗浄ツール）付　
〈中国製〉

SB-1D151　幅23.2×奥行29.5×高さ
25 . 3㎝　3 . 6㎏　コード長1 . 4m　
500W　13時間タイマー　自動メ
ニュー：20　ヨーグルト専用容器・レシピ
ブック（103メニュー）付　〈中国製〉

6  おうちベーカリー
／シロカ

申込番号 お買物ギフト券

125237 21枚（10,500ポイント分）すべてのパーツを重ねて収納、スリムな
形状なので場所をとりません。

※土鍋は付いておりません。※通常のカセット
コンロに比べ、発熱量は抑えられています。

ビーフシチュー サバの味噌煮

プレート
丸洗い可

グリル
プレート

たこ焼き
プレート

フラット
プレート

1台7役！ 多機能圧力鍋

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

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

プレート
丸洗い可

数量
限定

※イメージ

時短料理

炒め物

スロー
クッカー

保温機能

炊飯器 /
ヨーグルト
メーカー

ハーフカップを
使って2つの味を
ミックス!

ふたホルダー
フタを引っかけ
られるので
キッチンを
汚しません。

材料を入れて
ボタンを押す、
簡単時短調理。 調理ができる

便利なフタ付きの
グリルパン。

簡単
ほったらかしなのに
プロの味！

便利な
深鍋付き！

ふわふわ
とろ～りかき氷

天然酵母パン

ヨーグルト もちつき

ピザ生地
1斤

たこ焼き（19穴）

ホットサンド ステーキ

挟み焼きをすれば、人気のホットサンドから
ステーキまで、おいしい焼き目でお店のよう
な仕上がりに！

コンパクト！

テーブルで
簡単ごちそう！

数量
限定

プレート
丸洗い可

お手入れしやすい、毎日使えるホットプレート。お手入れしやすい、毎日使えるホットプレート。

ガラスふた！

食卓のスペースに合わせて
スライダーの形を調整可能！

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。



キッチン キッチン家電

氷OK※ドレッシングフローズンドリンク

ジュース スープ スムージー

3 T-fal　電気圧力鍋
ラクラ・クッカー
コンパクト

申込番号 お買物ギフト券

125065 41枚（20,500ポイント分）
CY3501JP　幅26×奥行28.5×高さ28.3㎝　4.18㎏　
コード長約1.5m　700W　入タイマー（最大12時
間）・保温（最大24時間）　炊飯用計量カップ・蒸し台・
レシピブック（50メニュー）付　〈中国製〉

材料を入れて
ボタンを押すだけ
簡単調理。

11  レコルト ソロブレンダー  
ソラン

申込番号

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）

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400ml　
ガラスジャーセット時：約幅11×奥行10.5×高さ
26㎝　約990g　コード長約80㎝　約300ml　
160W　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。

6  アラジン
グラファイトトースター

申込番号

ホワイト 124825 グリーン 124826
お買物ギフト券 30枚（15,000ポイント分）
AET-GS13BW/CAT-GS13BG　約幅35×奥行
29.5×高さ23.5㎝　庫内：約幅31×奥行23.5×高さ
8.7㎝　約3.4㎏　コード長約1.2m　1250W　温度調
節：100～280℃　15分タイマー　トレイ付　〈中国製〉

5 バルミューダ　ザ・トースター
申込番号

ブラック　125131 ホワイト　125130
お買物ギフト券 52枚（26,000ポイント分）
K05A　幅35.7×奥行32.1×高さ20.9㎝　庫内：幅27.4×奥行20.4×
高さ17.8㎝　4.4㎏　コード長1m　1300W　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　5㏄カップ付　〈中国製〉

12 サイレントミルサー
／イワタニ

申込番号 お買物ギフト券

125128 29枚（14,500ポイント分）
IFM-S30G　大・小容器：強化ガラス　径11.4×高さ
27.4㎝　約1.75㎏（大容器セット時）　コード長約
1.6m　210W　大容器（260ml）・小容器（75ml）・ヘ
ラ・レシピブック（35メニュー）付　〈日本製〉

13 ブルーノ
マルチスティックブレンダー

申込番号 お買物ギフト券

124939 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　コード長1.5m　200W　
最大容量650ml（チョッパー）　レシピ（6メニュー）付　
〈中国製〉

14  ガラスボトルミキサー
／テスコム

申込番号 お買物ギフト券

125129 9枚（4,500ポイント分）
TM856　容器：ガラス　幅15×奥行18×高さ34㎝　
約2.4㎏　コード長1m　190W　1L（使用材料により
異なる）　〈中国製〉

18  カセットこんろ　
達人スリムⅢ／イワタニ

申込番号 お買物ギフト券

124845 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　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。

15  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／／ 23枚（11,500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㎏　コード長3ｍ　1200W 　温度調
節：保温～250℃　専用金属ヘラ付　〈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㎏　コード長1m　
1200W　ピザ：25㎝まで　温度調節：70～250℃
（5℃単位）　焼き色5段階調節　30分デジタル液晶タ
イマー　手作りパンの発酵・焼きメニュー搭載　レシピ
（4メニュー）　着脱式焼き網・トレイ付　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

一定の温度を保ってくれるので鍋物やしゃぶしゃぶにもピッタリ。 たこ焼きと平面プレートの2枚セット。

給水口に水を入れるとスチー
ムが庫内に充満。パンの中に
水分と香りを閉じ込めます。

ホワイト

電気で加熱できる片手鍋。

水を入れて卵を置くだけ。
温泉たまごも半熟たまごも
これ1台におまかせ！

圧力調理で手間いらず、
低温調理でじっくりと。

献立選びから調理まで、時短を極めた手料理は
クックフォーミーにお任せ！

感動の香りと食感を
実現するトースター。

高温＆短時間
だから、おいしい。

上下遠赤外線ヒーターで
こんがりおいしく。

スイッチを回して
固さ調節

これ1台で楽しめる！
3つのゆで加減

ゆでたまごなら
最大6個、温泉たまご
なら最大3個作れます。

10種類の調理モードで
平日は時短調理、
週末はじっくり本格調理で
毎日の調理を賢くサポート！

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。

遠赤グラファイト搭載。外はこんがり、
中はもちもちの絶品トーストが完成します。

数量
限定

数量
限定

ブラック

ホワイト
グリーン

数量
限定

食パン
2枚 食パン

4枚食パン
2枚

前扉は
取り外して丸洗い
できます。

冷凍パン・
ピザにも
対応。

7  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㎏　コード長1.2m　
1000W　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〉

9  オーブントースター
／タイガー

申込番号 お買物ギフト券

125124 9枚（4,500ポイント分）
KAK-H100K　幅31.2×奥行27.1×高さ22.4㎝　庫
内：幅26×奥行21×高さ8.5㎝　2.7㎏　コード長1m　
1000W　トレイ付　〈中国製〉　※温度調節機能はつ
いておりません。

パン温め
ピ ザ

フライ温め
も ち

グラタン
トーストマイコン

6メニュー

人気
商品!人気商品!ボタンひとつで

ベストな焼き上がりに！
コンパクトサイズながら、
ワイドな庫内幅約26㎝。

余分な油を落として
美味しくヘルシー。

作業音約55dB
だから、早朝から
深夜まで安心し
て使えます。

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。

手間のかかる料理の
下ごしらえを簡単にします。

表面はこんがり、
中はしっとり焼きあげる。

市販の氷も砕けるので、
かき氷も簡単に。

はさむ具材のアイデア次第でアレンジ
も無限大。

ゆでたまごラック付き。

レッド オレンジ トライタン製
ボトル

料理の幅が広がる
2枚プレート。

フッ素樹脂加工でたこ焼きをクルクルかえせます。 ガス栓やコンセントの
ない場所でも大活躍。

清潔でお手入れ簡単な
ガラスボトルミキサー。

スリム＆軽量な
ハンディブレンダー。

時間帯を気にせず使える
低騒音設計ミル・ミキサー。

2  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）
RPS-2　幅13×奥行21×高さ12㎝　960g　コード長1m　700W　
レシピブック（50メニュー）付　〈中国製〉　※プレートは取り外し不可のた
め、お手入れの際は濡れた布巾等をお使いください。

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！

便利すぎる!1台7役のフードプロセッサー。

カーマインレッド

クリームホワイト

つぶす

きざむ おろす

練る

まぜる 泡立て

砕く

2種類のボトルが付いた2WAYブレンダー。

氷OK※
氷OK※数量

限定

数量
限定 氷OK※

容器は電子レンジOKだ
から、ホットスムージーや
ポタージュスープも簡単！

つぶす

まぜる

泡立て

砕く

きざむ

数量
限定

プレート
丸洗い可

4  エッグスチーマー／コイズミ
申込番号 125232 お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
KES-0400/S　約幅23×奥行11×高さ13.5㎝　約590g　コード長約
1m　400W　スイッチ切替（MID・HARD・温玉1～3）　調理時間：（半熟
たまご）約10分・（固ゆでたまご）約16分・（温泉たまご）約32～40分　計量
カップ・掃除用ブラシ付　〈中国製〉

温泉たまご

固ゆでたまご 半熟たまご

16  エレット　
mono 電気片手鍋16㎝

申込番号 お買物ギフト券

125227 6枚（3,000ポイント分）
ET-102　幅35.5×奥行19.3×高さ17.6㎝　835g　
コード長1.1m　600W　1.4L　温度調節不可　ゆで
たまごラック付　〈中国製〉

コンロやIHが
なくても、煮る・ゆでる
の調理ができます。

10  レコルト　
カプセルカッター　ボンヌ

申込番号

カーマイン
レッド 125175 クリーム

ホワイト 125176
お買物ギフト券 13枚（6,500ポイント分）
RCP-3　幅12.4×奥行11.7×高さ23.4㎝　約1.1㎏　コード長
1m　260W　500ml　レシピブック（28メニュー）付　〈中国製〉　
※ご家庭の製氷皿で作った角氷だけでなく市販の氷もお使いいた
だけます。

逆さボトルで
コンパクトに収納。
ホコリも入らず清潔です。

プレート
丸洗い可

 ホットプレート／タイガー

サバの味噌煮

肉じゃが

1  T-fal　クックフォーミー3L
申込番号

ホワイト　125134 ブラック　125135
お買物ギフト券 79枚（39,500ポイント分）
CY8701JP/CY8708JP　幅32.4×奥行31.4×高さ26.8㎝　約4.8㎏　コード長約
1.5m　900W　入タイマー（最大15時間）・保温（最大5時間）　蒸しかご・蒸しかご台・
炊飯用カップ・クイックスタートガイド付　〈中国製〉

内蔵レシピを選ぶとクックフォーミーが食材や分量・作り方を教えてくれるので、
調理準備がよりスムーズになります。

ブラックホワイト

4合
3L

前菜・メイン・デザートな
どを210レシピ内蔵！ 献
立選びに悩まず短時間
でおいしく作れます。

数量
限定

無水調理も
可能！

大根おろしも
ホイップクリームも。

17  着脱式電気たこ焼き器
申込番号 125052 お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
SNT-80　プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）　幅33×奥行25.5×高さ8㎝　
たこ焼き穴：径4㎝（20穴）　平面プレート：幅27×奥行18×深さ2.2㎝　1.2㎏　コード
長1.4m　800W　〈中国製〉

内側が
フッ素樹脂加工で
お手入れ簡単！

4合3L

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。

数量
限定

食パン
2枚

氷OK※

食パン
2枚 プレートは

着脱式で
丸洗い可。

2625 氷OK※   ご家庭の製氷皿で作った角氷（約2㎝角以下）をお使いください マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



キッチン キッチン家電

2  ドクターエア　
3Dスーパーブレード スマート

申込番号

ブラック　162138 ピンク　162137
お買物ギフト券 70枚（35,000ポイント分）
SB-003　幅65×奥行35×高さ15㎝　約11.5㎏　コード長
1.75m　80W　耐荷重120㎏　切タイマー：5～30分（5分間隔）　
マニュアルモード：速度8段階調節可　オートモード機能　振動
回数：480～840回／分　リモコン・CR2025コイン型電池×1
（お試し用）付　〈中国製〉　※電源コード取り付けの際、アースの
接続が必要です。

6 T-fal　電気ケトル　
アプレシア・プラス0.8L

申込番号

ホワイト 125012 カフェオレ 125013
お買物ギフト券 13枚（6,500ポイント分）
KO6301JP/KO630AJP　幅21.5×奥行15.3×高さ
19㎝　640g（本体のみ）　コード長約1.3m　1250W　
〈中国製〉　※保温はできません。

5 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）　コード長約1.3m　1250W　〈中国製〉

ヘルシーメニュー（おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、
おこわ、低糖質）で健康ごはんをおいしく。

5.5合
5.5合

銘柄に合わせ最適な火力と
時間で旨さを引き出します。

1  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 125162 17枚（8,500ポイント分）
5.5合 125163 20枚（10,000ポイント分）
コード長1m　12メニュー　レシピ（4メニュー）　40銘柄
炊き分け　しゃもじ・計量カップ（白米・無洗米用）付　
［３合］RC-MＥ30-B　幅23.2×奥行27.4×高さ20.1㎝　
2.8㎏　475W　［5.5合］RC-MＥ50-B　幅26×奥行
31.2×高さ22.5㎝　3.5㎏　645W　〈中国製〉

2  IH炊飯ジャー／象印
申込番号 お買物ギフト券

5.5合 125104 46枚（23,000ポイント分）
1升 125105 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）　しゃもじ・
計量カップ（白米・無洗米用）付　［5.5合］NW-VB10-
TA　幅25.5×奥行37.5×高さ20.5㎝　4㎏　1105W　
［1升］NW-VB18-TA　幅28×奥行40.5×高さ24.5㎝　
5㎏　1295W　〈日本製〉

人気
商品!人気商品!

30時間おいしく保温できる
「うるつや保温」。

強火で炊き続け、うまみを
引き出す「豪熱沸とうIH」。

焼きあがりをポン！と
お知らせしてくれる
ポップアップ式トースター。

朝食やカフェタイムに
手軽に使える電気ケトル。

焼き目がとってもかわいい！

座ることで美姿勢をサポート。

©2021 San-X Co., 
All Rights Reserved.

©2021 San-X Co., 
All Rights Reserved.

©2021 San-X Co., All Rights Reserved.

3  リラックマ
ポップアップトースター

申込番号 お買物ギフト券

124652 8枚／／ 7枚（3,500ポイント分）
RK-14　約幅12.3×奥行24.3×高さ16㎝　約800g　
コード長約1ｍ　700W 　焼き加減6段階調整ダイヤル付　
6枚切・8枚切角型食パン専用　〈中国製〉

8  リラックマ　
パンケーキメーカー

申込番号 お買物ギフト券

173182 5枚（2,500ポイント分）
RK-15　幅16.5×奥行13.1×高さ9㎝　約510g　コー
ド長1.4ｍ 　300W　〈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。

人気
商品!人気商品!一度沸かせば、約80℃以上で

30分保温OK!

内側2層構造で
触れても熱くない!

気軽に使える
コンパクトな電気ケトル。

熱く
ない!

※24℃の室温で
　100℃に沸いた
　1Lのお湯の場合。

保温

数量
限定

数量
限定

数量
限定

ブラック

3L

ブロンズ
1.5L

ダーク
ブラウン
1L

ホワイト

カフェオレ

ホワイト

※イメージ

4  リラックマ　電気ケトル0.6L
申込番号 お買物ギフト券

124651 6枚（3,000ポイント分）
RK-13　約幅18.5×奥行10.5×高さ20㎝　約530g　
コード長約75㎝　670W　〈中国製〉　※保温はでき
ません。

9  コーヒーメーカー　
リラカフェ／ドリテック

申込番号 お買物ギフト券

125236 5枚（2,500ポイント分）
CM-100　サーバー：耐熱ガラス　幅15.2×奥行20.2×
高さ24.7㎝　約820g　コード長75㎝　600W　600ml　
保温機能付　〈中国製〉

10  VE電気まほうびんポット
／象印

申込番号 お買物ギフト券

2.2L 124786 20枚（10,000ポイント分）
3L 124787 22枚（11,000ポイント分）
幅21×奥行28.5㎝　コード長1m　905W　保温
（98・90・80・70℃・まほうびん）　節約タイマー機能
付　［2.2L］CV-TZ22-WA　高さ26㎝　2.5㎏　
［3L］CV-TZ30-WA　高さ30㎝　2.7㎏　〈中国製〉

真空二重構造で、飲み物の
温度をしっかりキープ。

ライトグレー ネイビー

電気で沸かして 
「まほうびん保温」。

飲み頃温度を
長時間キープ。

旨味をしっかり抽出する
シャワードリップ。

保冷

保温
11  サーモス

ステンレス卓上ポット
申込番号

ダーク　　　
ブラウン 1L   125120 ブロンズ 1L   125121
ダーク　　　　
ブラウン 1.5L125122 ブロンズ 1.5L125123
お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
ステンレス　ポリプロピレン　シリコーン　幅19×奥行
12.5㎝　口径約7㎝　［1L］高さ18㎝　約560g　保
冷・保温効力：11℃以下・66℃以上（各10時間）　
［1.5L］高さ22.5㎝　約630g　保冷・保温効力：10℃
以下・72℃以上（各10時間）　〈中国製〉

紙フィルター無しでもOK。 
エコなメッシュフィルター。 2～

5杯

ス
〜
ッ
と
伸
び
た
後
ろ
姿
は
美
し
い
。

骨盤と腰椎を
支えます。

腰を
しっかり支える
イメージ

※イメージ ※イメージ

ソファでも！ 床でも！

1  ボディメイクシート　
スタイル／MTG

申込番号 お買物ギフト券

レッド 141251 ディープ
ブラウン141449

ディープ
レッド 141450

17枚／／ 16枚（8,000ポイント分）
表地：レッド：ポリエステル　ポリウレタン　ディープブラ
ウン：ポリエステル　ディープレッド：ポリエステル　綿　
レーヨン　構造素材：ポリプロピレン　クッション材：ウレ
タンフォーム　EVA樹脂　約幅42×奥行39×高
さ33㎝　約1.6㎏　耐荷重約120㎏　〈中国製〉

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

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

おしゃれ・軽い・柔らか・
弾力がある♪ 
インスタ映えもする
ヨガマットです。

首・背中・腰に！ イスに置いても使えます。

乗るだけで、全身のスタイルアップをサポート。

キレイな柄付きのヨガマット。お家で気軽にトレーニング！

レッド

ディープブラウン

ディープレッド

ブラック

ピンク

軽くて持ち運びも便利。畳やフローリング、
椅子の上、車などどこでも美姿勢習慣！

座る力で腰を押す。
骨盤が起こされ、美しい
姿勢に整えます。

6か所同時に押しながら、
おも～い肩・首をグイーンとスッキリ！

花柄
パープル

パンだけでなく、お餅やきりたんぽも
簡単に作れる
ホームベーカリーです。

残りごはんでパンが焼ける
ホームベーカリー！

残りごはんで
もちもち
ごはんパン！

7  Hi-Rose
ホームベーカリー

申込番号 お買物ギフト券

124969 14枚（7,000ポイント分）
HR-B120P　幅23.2×奥行29.5×高さ25.5㎝　
約3.7㎏　コード長1m　430W　自動メニュー：14　
計量カップ・計量スプーン・パンケース・はね・はね取り・
レシピブック（15メニュー）付　〈中国製〉

12  ステンレス
ジャグ 1.5L

申込番号

ライト
グレー 125222 ネイビー 125223
お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
ステンレス　ポリプロピレン　ABS樹脂　ポリアセター
ル　幅17.5×奥行13.5×高さ24㎝　口径約4.5㎝　
740g　保冷・保温効力：11℃以下・66℃以上（各10
時間）　〈中国製〉

ワンタッチで
フタが外せるので
お手入れがラク!

2時間
操作しないと
保温ヒーターオフ
「省エネモード」

保温機能付き。

1斤
※イメージ※イメージ

背筋のS字
ラインをキープし、
美しい姿勢に。

自動車 畳・フローリング

ふくらはぎ・足裏・腰回り・
太もも・ヒップを刺激して
リフレッシュ。

凸凹のあるローラーで全身をほぐす！

6  お家でヨガローラー
申込番号

サックス
ブルー 162115 ピンク 162114
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
EVA樹脂　約径9.5×高さ31㎝　約600g　耐荷
重200㎏　〈中国製〉

人気のマッサージ整体師
Pass 鍼灸整体院

先生監修小松原　学
サックスブルー

ピンク

クッション性の
ある素材で優しく
ほぐします。

グリグリと
気持ちいい～!

7  ヨガ　シェイプアップボール55㎝
申込番号 162339 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
PVC　使用時：径55㎝　800g　耐荷重200㎏　専用ポンプ付　
〈中国製〉　

いろいろなエクササイズが
できるヨガボール。

座るだけでも
  お腹のエクサ
  サイズに。

コンパクトに
  収納できる。

8  デザインヨガ　フィットネスマット
申込番号

花柄パープル　162338 蝶柄ピンク　162337
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
PVC　173×61×厚さ0.5㎝　約1㎏　〈中国製〉　

点押し面押し

花柄パープル

ポップアップトースター

保冷

保温

 お買物ギフト券

好きな所にあてて、気分スッキリ！

4  スッキリング
申込番号 162305 お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
ポリプロピレン　幅24.5×奥行8×高さ24.5㎝　300g　耐荷重100㎏　
〈台湾製〉　※硬質素材です。痛みを感じる場合は、徐々に慣らしてお使い
ください。

3  ボードクッション　コシオス
申込番号 141584 お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）
表地：ポリエステル　構造素材：ポリプロピレン　ポリエチレン　中材：ポリウ
レタン　スチレン-ブタジエン樹脂　幅34×奥行35×高さ20㎝　430g　適
応サイズ（ヒップ）：約82～105㎝　〈中国製〉

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。

360°マルチアングル構造のローラーが、
顔や身体の起伏にフィット。

5  リファカラット ／MTG
申込番号 141571 お買物ギフト券 52枚（26,000ポイント分）
PEC-L1706　約幅9.2×奥行6.1×長さ14.9㎝　約190g　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。

防水
（IPX7）

数量
限定

深く、つまみ流す。フェイスから
ボディまで、艶やかに美しく！

※ 2009年2月～2018年7月末
　までのReFa美容機器累計出荷数

蝶柄
ピンク

2827 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。



健康・美容 ボディケア・健康雑貨

18  デジタル温湿度計／タニタ
申込番号 お買物ギフト券

133282 4枚（2,000ポイント分）
TT-559GY　幅7.5×奥行3×高さ13.2㎝　168g　
単4×1（お試し用）付　測定範囲：温度ー5～50℃、湿
度20～95％　掛け置き両用（背面マグネット・壁掛け用
穴付）　〈中国製〉 ※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。

14  電子体温計
けんおんくん
／オムロン

申込番号 お買物ギフト券

161880 5枚（2,500ポイント分）
MC-681　幅3×奥行1.4×全長11㎝　18g　リチウム
電池CR2016×1（お試し用）付　予測＋実測検温兼用　
自動電源オフ（約15分）　聞き取りやすいお知らせブザー　
前回値メモリ　わき専用　収納ケース付　医療機器認
証番号225ACBZX00050000　〈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。

13  手首式血圧計
／タニタ

申込番号 お買物ギフト券

161886 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〉

12  上腕式血圧計
／オムロン

申込番号 お買物ギフト券

162296 15枚（7,500ポイント分）
HEM-8712　幅10.3×奥行12.9×高さ8㎝　250g　
単3×4（お試し用）付　腕周り：約22～32㎝　医療機
器認証番号225AABZX00102000　前回値メモリ
機能付　〈日本製〉

1  ファイテン　RAKUWA
磁気チタンネックレスS-Ⅱ

申込番号

ホワイト　162342 ブラック　162343
お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）
本体：シリコーン　磁石　留め具：ポリカーボネート　クリスタル　全長
45㎝　医療機器認証番号225AGBZX00063A01　〈日本製〉　
※ペースメーカー等、電磁障害の影響を受けやすい医用電気機器を
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。

11  アームイン血圧計
／テルモ

申込番号 お買物ギフト券

162026 25枚（12,500ポイント分）
ES-P2020ZZ　幅17×奥行17.7×高さ22.9㎝　約
885g　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〉

もみとたたきの
ダブルマッサージで
疲れた脚を
ほぐします。

人気
商品!人気商品!

アクセサリー感覚の
磁気ネックレス。
装着部位のこり及び、
血行の改善をします。

首回りの4か所に高磁力磁石を配置し、
ラメで装飾しました。

クリスタルを1石あしらった
スタイリッシュなV型トップ。 数量

限定

無重力のような座り心地！？ 
驚きの柔らかクッション。

座っても卵が
割れない！？

圧力を均等に分散し、お尻への
負担を軽減します。

その秘密は 体圧分散！

累計販売数

150万個
突破 ※

※2017年12月～
　2020年8月27日まで。
　メーカー調べ

（カバー）（本体）

数量
限定

本体：熱可塑性エラストマー樹脂　カバー：ポリエステル　
幅41×奥行34×高さ5㎝　約1㎏　耐荷重120㎏　耐熱
温度：約40℃　〈中国製〉　※専用カバーは摩擦により、
他の衣類や淡色系の張地などに色が移ることがあります。　
※高温等により変形する恐れがあるため、車中などに放置
しないでください。

さまざまな部位を
ピンポイントにほぐす。
手軽に使える
コードレスタイプの
ハンディマッサージャーです。

気になるエリア全体をほぐすワイ
ドアタッチメント。

ピンポイントにコリをほぐすソフト
アタッチメント。

ネイビー

シャンパン
ゴールド

3  ドクターエア　3Dハンディマッサージャー
申込番号

ネイビー　162333 シャンパンゴールド　162334
お買物ギフト券 24枚（12,000ポイント分）
MH-02　本体：幅7.5×奥行9×高さ40㎝　約760g　約3時間充電で最大約
170分使用可　切タイマー（15分）　モード3種　強度5段階切替　アタッチメン
ト2種付　医療機器認証番号302AHBZX00001000　〈中国製〉

4  ポルト  スイッチチェア
コンフォート

申込番号

ビクトリアン
ローズ 162318 ショコラ

ブラウン 162319
お買物ギフト券 33枚（16,500ポイント分）
AIM-128　側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　フレー
ム：スチール　約幅145～185×奥行64×高さ35～80㎝（リクラ
イニング時）　約9㎏　耐荷重90㎏　コード長1.85m　14W　
自動電源オフ（10分）　モード：全身（リラックス）コース・上半身

（疲労回復）コース　6段階リクライニング　着脱式ヘッドレスト
付　医療機器認証番号225AGBZX00061A05　〈中国製〉

ゆったりくつろげる厚さ約15㎝の弾力のあるふかふかクッション。

小さく折りたたんで
収納可能。

ショコラ
ブラウン

ビクトリアン
ローズ

5か所の
バイブ振動
マッサージ。

ぽかぽか
ヒーター機能。

数量
限定

コードレスなので場所を選ばず
「つかみもみ」。
6つのもみ玉で
「人の手」の動き
に近い動きを
実現。

腰・太もも・ふくらは
ぎにも使えます。

6  スライヴ　
フットマッサージャー　もみギア

申込番号 162032 お買物ギフト券 22枚（11,000ポイント分）
MD-4225WH　幅48.5×奥行35.5×高さ22.5㎝　約4㎏　コード長
2m　30W　モード：自動3種・速度2段階切替（速/遅）　自動電源オフ（10
分）　医療機器認証番号226AKBZX00153A01　〈中国製〉

モミボード たたきローラー

ふくらはぎをしぼり上げ、足をつつ
み込みながらマッサージ。

足裏やふくらはぎを回転して刺激。

数量
限定

ウレタンのように素材が潰れることなく
長くお使いいただけます。

持ち運びに便利な
ハンドル付き。

背もたれ付きクッションとして。

7 Gゼロクッション　マルチシート
申込番号 162315 お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
本体：TPE樹脂　ポリエステル　カバー：ポリエステル　幅44×奥行80×
高さ3㎝　約2.6㎏　〈中国製〉

数量
限定

疲れた目元に。
作業しながら
癒しのアイマスク。

2種の蓄熱素材で目元ポカポカ。

ピンホール効果※で
ストレスなく読めます。

※ ピンホール効果とは…
ピンホール（穴）を通して見る
ことで、目に入ってくる光の範
囲が制限され、正視に近い位
置に焦点が合うため、ハッキ
リ見えるようになります。ピン
ト調節を行う「毛様体筋」を
休ませることができます。

最短1秒！
おでこではかる、
肌に触れない体温計。
料理や、お部屋の
温度もはかれる！

※使用適正温度：約10～40℃

※おでこで測り、口内温度
に換算。部位が異なるので、
脇式とは温度差があります。

肌に触れない体温計。

人気
商品!人気商品!

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。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

5 スライヴ　ヒーター搭載
つかみもみマッサージャー

申込番号 お買物ギフト券

162288 23枚（11,500ポイント分）
MD-447BR　幅36×奥行38×高さ23㎝　1.75㎏　
3時間充電で約60分使用可　電源コードでの使
用可　速度2段階・自動コース2種切替　自動電
源オフ（約10分）　ヒーター機能付　医療機器認証
番号301AGBZX00043A01　〈中国製〉

10 非接触式体温計
パピッとサーモmini（ミニ）

申込番号 お買物ギフト券

162293 10枚（5,000ポイント分）
NIR02　幅4.64×奥行3.77×高さ8.01㎝　約47g　
リチウム電池CR2032×1（お試し用）付　検温結果：
25件まで保存　保護カバー付　〈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。

2  負担軽減クッション　
ブルーマジック

申込番号 お買物ギフト券

162129 13枚（6,500ポイント分）

8 ピンホールアイマスク　
ピントアイ

申込番号 お買物ギフト券

162304 5枚（2,500ポイント分）
ポリエステル　ポリウレタン　約22×7.5㎝（ヒモ
含まず）　10g　〈日本製〉

便利な時計表示と
目覚ましアラーム付き！

1つのボタンで簡単操作！
ソフトな装着感の腕帯。

持ち運びに便利な手首式。
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。

先端がフラットな形状で、
ずれにくく
正しく検温。

ひと目で
お部屋の状況

（乾燥/快適/不快）が
わかる3段階の
快適レベル表示。

TVで
話題！

ロングサイズの
極上リラックスチェア！

※イメージ
ホワイト ブラック

様々なシーンに対応できるベッド
にもなる6段階リクライニング。

9  マグネシウムde水素浴　
バスマグ2個セット／宮本製作所

申込番号 141589 お買物ギフト券 27枚（13,500ポイント分）
高純度マグネシウム　幅12×奥行12×高さ2㎝　150g（1コあたり）　使用期間の目
安：1年（約300回）　〈日本製〉　※2日に1回程度、洗濯ネットに入れてお洗濯し、乾
かしてください。

手軽に水素浴！ 入れるだけで、
水素を発生させながら
弱アルカリイオンの
お風呂に変化。

本体表面から絶え間なく
0.6-1.2ppmの水素が発生！

除菌効果があるので、浴槽
や排水口の美化も期待さ
れます。

純度99.95％
金属マグネシウム粒

※素材イメージ

※15～17の商品は、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）

人気
商品!人気商品!

強化ガラス
仕様

軽量コンパクトな
小型体組成計。

50ｇ単位の高精度測定と
充実の測定項目。

体重 体脂肪率 BMI内臓脂肪
レベル 筋肉量最小表示

100g

体内年齢基礎
代謝量 体水分率 アクティブ度 初期設定必要

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

急激増減の
お知らせ推定骨量 初期設定必要

ホワイト レッド

16  体組成計／タニタ
申込番号

ホワイト　315027 レッド　315028
お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分）
BC-722　幅25.9×奥行21.5×高さ3.3㎝　約1㎏　
単3×4（お試し用）付　個人データ5人分　〈中国製〉

17  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〉

パールホワイト メタリックグリーン

プッシュで発電！
電池いらずのエコ体組成計。

レバーを押すと
発電。

体重 体脂肪率 筋肉率 BMI 推定骨量

最小表示
100g体水分率

強化ガラス
仕様

15  ポルト　シックスバランス　
体組成計

申込番号 お買物ギフト券

162320 9枚（4,500ポイント分）
AIM-WS10　幅32×奥行26×高さ2.5㎝　約1.4㎏　
個人データ4人分　〈中国製〉

初期設定必要

※イメージ

※イメージ

（カバー）

まるで無重力！ 特殊な素材と
構造で宙に浮いているような
座りごこちを実現。

数量
限定

はさみやすく、ずれに
くいフラット感温部。

大きな文字
で、検温結果が
見やすい。

予測平均

約20秒

カバー
付き！

数量
限定

マグネシウムが
水道水に含まれる
カルキ（残留塩素）
を除去します。

3029   ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   ご家庭で手洗いできます
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



健康・美容 美容雑貨・スキンケア

15  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141566 スパークル
ピンク 141567

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
TIC756　キャッチクッションブラシ装着時：幅5.1×奥行
5.1×高さ32.4㎝　320g　コード長1.7m　700W　
ブラシ水洗い可　〈中国製〉

8  コラリッチ　
リンクルホワイトジェル55g

申込番号 お買物ギフト券

141596 10枚（5,000ポイント分）
55g　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〉　※メラニンの生成を抑え、シミ、
そばかすを防ぐ。

TVで
話題！

着脱式フィルター
ACモーター

遠赤外線
遠赤外線の風で髪を

いたわりながら乾かします。

※イメージ図

メイク前の新習慣。
産毛カットで肌色＆
メイクのりアップ！
回転刃が直接肌に触れないため、
痛みがなくキレイに剃れます。

1  ミラブルプラス
申込番号 お買物ギフト券

シャワーヘッド 141598 82枚（41,000ポイント分）
交換用トルネード
スティック 141601 7枚（3,500ポイント分）
約幅7×奥行6.5×全長16㎝　約160g　トルネードスティック・パッキン付　

〈日本製〉　※トルネードスティックは交換式（目安：約3か月）です。使用頻度、水
質、使用条件により異なります。取り外してもご使用できます。※こちらの商品は

「ミラブル」正規品です。（ID：03O036913G05）

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

11 ダイソン スーパーソニック
Ⅰonicヘアドライヤー

申込番号 お買物ギフト券

141558 99枚（49,500ポイント分）
HD03 ULF I IF　幅7.8×奥行9.7×高さ24.5㎝　
697g　コード長1.9m　1200W　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。）

6  パーフェクトワン
モイスチャージェル

申込番号 お買物ギフト券

141302 8枚（4,000ポイント分）
75g　無香料　無着色　パラベン無配合　スパチュ
ラ付　〈日本製〉　※スパチュラの色が随時、変更にな
ります。

7  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〉　
※スパチュラの色が随時、変更になります。

遠赤外線の風で、熱による
髪へのダメージを軽減！

シワ改善＆シミ予防
薬用オールインワン！

毎日のケアがこれ1つ！

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！

低温度でも髪の水分量を
奪うことなく乾かします。

これ1つで気になる目元や口元などの
シワ改善や美白※を同時に叶える。

大人気！1つで6役の
オールインワンジェル。

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！

シワ改善と美白※効果が
認められた薬用成分「ナ
イアシンアミド」を配合。

7つのコラーゲンで潤い貯めこみもっとハリ！

ウルトラファインバブルで
美肌へ！ 至福のエステ浴を
お家でも。
頭皮から足先まで全身を
「褒められ肌」に導くシャワーを体感。

数量
限定

水道水の塩素を低減。肌に優し
い水を作るトルネードスティック。

※強制的に空気を送り込み流れを可視化

〈トルネード水流可視化画像〉

トルネードスティック

自宅で手軽にできる本格ヘッドスパ。
これ1台でヘッドスパもフェイスケアも！ 頭皮から引き上げる新しいリフトケア。※1

※1 機器を上へ動かすこと。

3D振動で毛穴の汚れを浮かせてモミ出す。 IPX7相当IPX7相当

防水防水

MS30　約幅9.7×奥行10.5×高さ10.3㎝　約287g（アタッ
チメント除く）　約3W　3時間充電で約20分使用可　自動電
源オフ（5分）　ローラースピード3段階・振動レベル2段階　モー
ド2種（ローラー・タップ）　アタッチメント2種（ヘッド・フェイス）付　
〈中国製〉　※顔に使用する際は、必ずフェイス用アタッチメント
を取り付け、LOモード/タップで使用してください。

ヘッドスパ用

フェイス用

毎分約57,600回※2のローリング刺激。

凝り固まりがちな筋肉にアプローチ。
デコルテや首、こめかみにも。

※2 HIモード使用時。
1.つかみ揉み

2.つまみ上げ

「プロが行うハンドテックニック」

1回1分からの新習慣、
洗顔しながらEMSで
表情筋をケアする洗顔器。 振動ケアで毛穴すっきり！

4  ミーゼ　クレンズリフト
／ヤーマン

申込番号 お買物ギフト券

141569 32枚（16,000ポイント分）
MS-70R　約幅5.4×奥行6.9×高さ6㎝　約80g　
2時間充電で約3時間30分使用可　モード2種（クレ
ンズ・モイスト）　〈中国製〉

クレンズリフト

モイストリフト

毎分約1万回の振動で汚れを
浮き上がらせ、イオンで皮脂汚
れを吸着。手洗顔では落とし
きれない古い角質を叩き出し、
ツルツル美肌に。

良く泡立てた
洗顔料が
オススメ！

※イメージ

洗 顔しながら同 時に
EMSで表情筋のリフト
ケア※1 ができる画期的
な美顔器。

※イメージ

EMSで表情筋トレーニング！

リフトケアしながら美容液の浸透※2を
サポート。
※1 機器を上へ動かすこと  ※2 角質層まで。

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。

毛穴汚れをはじき飛ばす。

美容成分を角質層まで浸透させる。

1秒間に27,000回ものハイパワーピーリング。

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〉

9 電動ビューティー
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×高さ10.6㎝　約32g　単3×1（別
売）　掃除ブラシ付　〈中国製〉

便利なLEDライト付き！
細かい産毛も見逃さない。

携帯しやすい
リップスティック型。

数量
限定

数量
限定

※ 2019年1月～2020年12月。
※メーカー調べ

シリーズ累計販売数

3500万本
突破

低刺激な
ニッケルフリー&
18金コーティング

1品6役
化粧水 ／ 乳液 ／ 美容液

クリーム ／ パック ／ 化粧下地

有効成分：アルブチン、トラネキサム酸医薬部外品

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと 

みずみずしく潤い
シミ予防。※1

10  ヴィダルサスーン　
遠赤外線ドライヤー

申込番号 お買物ギフト券

141590 20枚（10,000ポイント分）
VSD-1260/RJ　約幅24.5×奥行8.5×高さ27.5㎝　
約720g　コード長約1.9m　1200W　冷風モード・風量
3段階・温度3段階切替　マイナスイオン機能　〈中国製〉

数量
限定

数量
限定

着脱式フィルターで
ほこりのお手入れも

簡単。

地肌をいたわる
スカルプスイッチ搭載。

常識を変える
ヘアドライヤー。
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。
※2020年 第3者機関調べ。

美しく健やかな髪と地肌へ。
「ナノイー」で髪のうねりを整え、
なめらかな指通り＆うるおい地肌へ。

白 ペールピンク
美しく髪を乾
かす速乾ノズ
ル付き

12 ヘアードライヤー　ナノケア
／パナソニック

申込番号

白　141586 ペール
ピンク 141587

お買物ギフト券 28枚（14,000ポイント分）
EH-NA2E　幅15.7（ノズル含まず）×奥行7.9×高さ
21.7㎝　475g　コード長1.7m　1200W　冷風モー
ド・風量2段階切替　〈タイ製〉

13  マイナスイオンドライヤー　
イオニティ／パナソニック

申込番号 お買物ギフト券

141588 11枚（5,500ポイント分）
EH-NE5E-P　幅20.8×奥行8.9×高さ21.5㎝　475g　
コード長1.7m　1200W　冷風モード・風量2段階切替　

〈タイ製〉

大風量で、
パワフル乾燥。
速乾ノズルで
スピーディー
乾燥。

優れた切れ味と
耐久性の
ステンレス4枚刃。

防水
（IPX7）

4枚刃

 ヘッドが動き、
肌に優しく
フィットする
 3Dヘッド。

コーム型で
使いやすい！

17  日本製4枚刃シェーバー
／日立

申込番号 お買物ギフト券

141577 23枚（11,500ポイント分）
RMH-F470B（R）　幅6.4×奥行5.2×高さ16.6㎝　
196g　5時間充電で約45分使用可　電源コードでの
使用可　海外使用可（AC100-240V）　シェーバーオ
イル・掃除用ブラシ・シェーバーケース付　〈日本製〉

ワン
カールストレート

とかすだけで簡単ツヤさらストレート！
MAX220℃のプロ仕様。

14  アゲツヤ　
コームへアアイロン２

申込番号 お買物ギフト券

141602 6枚（3,000ポイント分）
AG-0001-G　幅3.8×奥行4.5×長さ26cm　約320ℊ
コード長2.5m　25W　温度5段階切替（140/160/
180/200/220℃）　自動電源オフ（約30分）　360°回
転コード　海外使用可（AC100-240V）　〈中国製〉

2本のブラシでつくる、
根元ふんわり、毛先くっきり。

シルバー

スパークル
ピンク

キャッチ
クッション
ブラシ

ロール
アイロンブラシ

短い毛を
残さずキャッチ。

熱伝導の良い
アルミ芯で
しっかりカール。

16 マイナスイオン2WAY
ブラシアイロン／コイズミ

申込番号 お買物ギフト券

141592 10枚（5,000ポイント分）
KHR-6500/VP　約幅4.9×奥行9.5×高さ31.3㎝　
約360g　コード長約1.7m　40W　温度2段階切替

（約150/200℃）　モード切替（カール/ストレート）　
〈中国製〉　※やけどにご注意ください。

ボリュームアップも
ストレートもこれ1台で！

ワン
カールストレート パイプ径

32㎜

肌に高温部が直接触れにくい。
※ 長時間使用した場合、パイプ周辺
部分も熱くなります。

数量
限定

洗顔後の浸透※2 ケアも！

同時に

ボディモード3.

モイストリフトモード2.

ダブルピーリングモード1.

みずみずし
く

ハリのある
肌へ。 美白

※1

タイプ

ハリ 潤い シミ対策※１潤い

毛穴
ケア

保湿
ケア

リフト
ケア

※1

TVで
話題！

TVで
話題！

IPX7相当IPX7相当

防水防水
IPX5相当IPX5相当

防滴防滴

「鍛える」べき筋肉 ： 大小頬骨筋
（通称：リフト筋）
頰を直接的に引き上げる役目の表情筋。

1回10分、つけるだけ。 2つのアプローチで表情筋を効率的に刺激！

ひとつで7つの機能
化粧水　乳液　美容液
クリーム　美容オイル
アイクリーム
ネッククリーム

ストレート

カール

毛先を挟んで
カールできる
クリップ付き。

2  ミーゼ　ヘッドスパリフト
／ヤーマン

申込番号 お買物ギフト券

141593 26枚（13,000ポイント分）

3  メディリフト／ヤーマン
申込番号 141568 お買物ギフト券 54枚（27,000ポイント分）
EP-14BB　シリコーン　約幅60×高さ18㎝　約146g　DC5V　1.5時間
充電で約5時間使用可　モード3種　シリコーンマスク：〈中国製〉　コントロー
ラー：〈日本製〉　※入浴時での使用はできません。　※1 電波で筋肉を刺激
する運動。　※2 使用時間の目安。　※3 EMS波形による感じ方

EMS※1で
トレーニング

シリコーン
マスクで
引き上げる

×

目的に合わせて
選べる3モード

左右のレベル
調整可能

※イメージ

※イメージ

顔のトリートメントに適した2種のEMS※1波。

食べ物の咀嚼やストレスによる噛み締めなど、
日常生活で酷使しがちな筋肉。

「休ませる」べき筋肉 ： 咬筋

6段階の
EMS※1

1回
10分※2

大小2つのリフト筋へ同時にEMS出
力。低周波EMSで大小頬骨筋周りを
トレーニング。

トレーニングEMS

硬くなった咬筋を低周波EMSで、まる
でストレッチするかのように、心地よく
刺激し、整えます。

リリースEMS※3

アップ
ストレッチ
オート

※ 2006年5月～2020年8月販売実績  
　ラフィネ パーフェクトワンシリーズ含む

人気
商品!人気商品!

髪にやさしいセラミックコーティング。

※2～5の商品は、ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器を装着している方は、ご使用いただけませんのでご注意ください。

人気
商品!人気商品!

3231 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。



ファッション エコバッグ・ファッション雑貨 キッズ＆ゲーム ゲーム＆キャラクター

3 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
お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）

7  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〉

5  メイドイン今治　
たおるマフラー

申込番号

薄紅　106401 水色　106402
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
綿　32×136㎝（フリンジ含む）　70g　〈日本製〉

ポリエステル　約幅50×マチ10×高さ38㎝　収納時：幅10×奥行7.5×高さ
7.5㎝　183g　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  ヤマト屋　
和みねこマイバッグ

申込番号

グレー 106357 モカ 106358
お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分）
ナイロントリコット基布（ポリカーボネートコーティ
ング）　約幅44×マチ12×高さ40㎝　約90g　
フラップホック開閉式　〈日本製〉　※商品によ
り、柄の出方が異なります。 （ネット使用）

軽量
約90g

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

今治のタオル織機で織られた
やわらかで肌触りのよい
3層ガーゼマスク。

“シュパッ”と引っ張るだけで
一気にたためるマイバッグ。

洗えて清潔！
丈夫な特許生地を使ったバッグ。

綿100%なのでお肌にやさしい。

手のひらサイズに小さく
持ち運べるサブバッグ。

雨や水に強い。
グレー モカ

モカ

2  ユリ・コジマ　
レジカゴに入る2WAYバッグ

申込番号 106354 お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）
ポリエステル　約幅38×マチ22×高さ30㎝　約260g　ファスナー開閉式　
前面オープンポケット1コ　リュックベルト約37～65㎝　両サイドホック・持ち
手留め付　〈中国製〉

大容量！ リュックにもなる
2WAYレジカゴバッグ。
レジャーにも、お買い物にも
使える大人仕様のジャガード柄。

荷物の量に合わせて
サイドホックで調整可能。

はっ水
加工。

数量
限定

（ネット使用）

ドットネイビー

たたむと
とってもコンパクト!

両端を“シュパッ”と
 引っ張る!

4  メイドイン今治　
たおるの帽子

申込番号

あずき／薄紅　106399 灰色／生成　106400
お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
表地：綿　芯地：ポリエステル　適応サイズ（頭囲）：約57.5㎝まで　60g　

〈日本製〉

UVカット率
99％

肌触りも優しく、
通気性・吸水性に
優れています。

その日の気分に合わせて
使えるリバーシブルタイプ。

灰色／生成

帽子（灰色）

マフラー（水色）

帽子
（薄紅）

マフラー（薄紅）

薄紅

水色

6  今治産
三層ガーゼマスク

申込番号 162335 お買物ギフト券 2枚（1,000ポイント分）
本体：綿　耳ひも：ナイロン95%・ポリウレタン5%　約12×18㎝　ヒモ調節
可　〈日本製〉　※お届け時はサイズ調整がしやすいように耳ひもは結んで
おりません。ご自身のサイズに合わせて耳ひもを結んでください。

数量
限定ポストに

お届け

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。

コイン
分別

オリーブ

オレンジ
キャメル

※実用新案取得
　第3218846号

コインが見やすく
使いやすい。

8 牛革ショルダーバッグ／ウノフク
申込番号

オレンジ 105835 ダークブラウン　105836
ネイビーブルー 105837
お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）
本体：牛革　ショルダー：アクリル　約幅23×マチ8×高さ23㎝　ショルダー
約72～122㎝　約340g　ファスナー開閉式　外側：サイドファスナーポケッ
ト1コ　内側：ホック式ポケット1コ　オープンポケット2コ　〈日本製〉

数量
限定

豊岡の鞄職人が仕上げた
男女兼用のプレーン
ショルダー。

オレンジ

オレンジ

ネイビーブルー

ダークブラウン

ネイビーブルー

スマホもお財布もこれ1つでOK！
ちょっとしたお出かけ・お散歩・旅行に便利。

ワイン

チャコール

マスタード

9  スマぽーち
申込番号

ワイン 106272 マスタード106273
チャコール106274
お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　約幅11×マチ3.5×高さ19.5㎝　約
102g　ショルダー約80～150㎝　上部：マグネット
ポケット1コ　ファスナーポケット2コ　ポンポンチャー
ム付　〈中国製〉

軽量
約102g

数量
限定

ネオンブルー／ネオンレッド

グレー

イエロー

グレー 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〉　※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。

© 2019 Nintendo© 2019 Nintendo

© 2013-2020 Nintendo© 2013-2021 Nintendo

5  あつまれ
どうぶつの森
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173137 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

6  マリオカート８ 
デラックス／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173004 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

3  スーパーマリオ
3Dワールド 
＋ フューリーワールド
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173197 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

7  大乱闘スマッシュ
ブラザーズ
SPECIAL／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173041 17枚（8,500ポイント分）
〈日本製〉

11  世界のアソビ大全51
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173171 10枚（5,000ポイント分）
〈日本製〉

8  Minecraft
／日本マイクロソフト

申込番号 お買物ギフト券

173044 9枚（4,500ポイント分）
〈日本製〉

4  ピクミン3 デラックス
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173172 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 お買物ギフト券

173040 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

10  スーパーマリオ
メーカー2／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173094 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

© 2020 Nintendo

© 2017 Nintendo

© 2020 Nintendo© 2018 Nintendo © 2019 Nintendo

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

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

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

レジかごに収まる、
使いやすいサイズ。

たたんでコンパクトに
持ち運べる！

キュートなドラえもん柄♪

12  ドラえもん　
レジカゴ用バッグ（巾着付）

申込番号 お買物ギフト券

173178 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　約幅33×マチ25×高さ27㎝　収納時：
幅12×奥行3.5×高さ25㎝　約137g　巾着開閉式　
外側オープンポケット1コ　〈中国製〉

13 すみっコぐらし　
トート保冷ショッピングバッグ

申込番号 お買物ギフト券

173174 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　アルミ蒸着フィルム　約幅53×マチ17×
高さ33㎝　約197g　ファスナー開閉式　保冷材用
内側メッシュポケット付　〈中国製〉

お買い物やレジャーに。
普段使いのバッグとしても！

真空二重構造で
保温・保冷効果をキープ。

氷が入れやすい
広口形状！

14 ドラえもん　
ステンレス卓上ポット600ml

申込番号 お買物ギフト券

173180 6枚（3,000ポイント分）
ステンレス　ポリプロピレン　ABS樹脂　シリコーン　
径10.9×高さ16.4㎝（持ち手含まず）　410g　保温
効力：54℃以上（10時間）　〈中国製〉

飲みたい時にサッと飲める! 
ワンタッチオープンタイプ！

持ち運びに安心の
ロック機能付き。

15 ワンプッシュ
ステンマグボトル500ml

申込番号

① ドラえもん173181 ② すみっコ　 ぐらし 173176
お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）

ステンレス　径6.7×高さ22.5㎝　約237g　口径4㎝　保冷・保温効
力：9℃以下・63℃以上（各6時間）　〈中国製〉

レジカゴ
対応

レジカゴ
対応

レジカゴ
対応

あずき／薄紅

取り外しOKの
ポンポン
チャーム

保冷

保温

保冷

保温

保冷

保温

かわいい
ねこ柄。

現金・
カードも安心
ミニファスナー
ポケット

ショルダー
ストラップは
長さ調節可能

（裏面）

（ネット使用）
（ネット使用）

認定番号
第2020-966号

ショルダー

リュック

いつも巻きたくなる心地よさ。

保湿性や通気性に
優れたコットン100%。

コンパクト
サイズ！

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〉

※ 人気商品のため、お届けまでの日数が未定です。
　ご了承いただける場合のみ、お申込みください。

① ②

3433   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　　 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。

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。



キッズ＆ゲーム アンパンマン・知育玩具

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

1  シューっとたけたよ！
おしゃべりすいはんきと
元気100ばい和食セット

申込番号 お買物ギフト券

173167 11枚（5,500ポイント分）
ABS樹脂他　すいはんき：幅13.2×奥行17.4×高さ
11.8㎝　単3×4（別売）　各種小物付　詳しくは（株）
ジョイパレットHPをご覧ください。　〈中国製〉

製造元：株式会社ジョイパレット

5  ホップフィットミニオンズ
／エム・アンド・エム

申込番号 お買物ギフト券

173114 19枚（9,500ポイント分）
スチール　PVC他　径91.5×高さ22㎝　耐荷重70㎏　

〈中国製〉

9  ラングス　リップスティック
デラックスミニ

申込番号 お買物ギフト券

173013 18枚（9,000ポイント分）
ABS樹脂　アルミニウム他　幅22×奥行68×高さ
12㎝　約2㎏　耐荷重約80㎏　〈中国製〉　※ヘル
メット・プロテクターは付いておりません。

2  アンパンマン　
チン！してできあがり　
おしゃべりオーブンレンジ

申込番号 お買物ギフト券

173188 7枚（3,500ポイント分）
ABS樹脂他　幅21.5×奥行10.5×高さ16.5㎝　単3×
2（別売）　トレー・アンパンマンのやきおにぎり・しょくぱん
まんのパン・ドキンちゃんのカップケーキ付　〈中国製〉

製造元：株式会社ジョイパレット

6 アンパンマン　
うちの子天才 カンタン
折りたたみ！ジャングルパーク

申込番号 お買物ギフト券

173185 28枚（14,000ポイント分）
PVC　ABS樹脂他　使用時：幅132×奥行142×高さ
71㎝　耐荷重25㎏　のれん2コ・パイプはずし器具・
ボール付　〈中国製〉 製造元：株式会社アガツマ

10  ＮＥＷ スタディ将棋
／くもん出版

申込番号 お買物ギフト券

173170 8枚（4,000ポイント分）
天然木盤：35.7×33.6×3.2㎝　解説書・スキルアップ
ブック付　〈中国製〉

3  おしゃべりじはんき!
アンパンマンの
ジュースちょうだい!!

申込番号 お買物ギフト券

173074 5枚（2,500ポイント分）
ABS樹脂　幅14×奥行10×高さ21㎝　単3×2（別売）　
缶6コ・かんばん・コイン10枚付　〈中国製〉

製造元：株式会社ジョイパレット

7  アンパンマン　三輪車
オールインワンUP Ⅱ

申込番号 お買物ギフト券

173057 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

11  ものまねハムちゃん
申込番号 お買物ギフト券

173173 5枚（2,500ポイント分）
ポリエステル　ABS樹脂　幅9×奥行8×高さ15㎝　
約155g　単4×3（別売）　〈中国製〉　※手作業で縫
製しているため、個体差があります。

4 アンパンマン　
お絵かきピアノ知育いっぱい！
ようちえんバッグ

申込番号 お買物ギフト券

173194 9枚（4,500ポイント分）
ＡＢＳ樹脂　使用時：幅64×奥行3×高さ26㎝　単3×3

（別売）　お手本シート3枚・マグネットペン　〈中国製〉
製造元：株式会社ジョイパレット

8 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 お買物ギフト券

173056 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き。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

蒸気がシューッ！ と出る
迫力満点のすいはんき！ 33才～才～

33才～才～

88才～才～ 55才～才～ 66才～才～

33才～才～ 33才～才～ 33才～才～
ピカピカ光って
おしゃべりいっぱい！
たのしいオーブンレンジ♪

専用コインを使って、
自販機ごっこ。

バッグの中に、
たのしいお勉強と
遊びがいっぱい！

レバーを下げると
ライトが光って
おしゃべりするよ!

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

22～～55才才
おうちの中で楽しく
遊べる♪ 
折りたたみ式で
収納も便利。

1.51.5～～
44才頃才頃

折りたたみ式だから、
収納も持ち運びも
ラクラク!

（一部）

1010か月～か月～

55才才
成長に合わせ
長く遊べる！

遊びながら体幹が
鍛えられる。
体をひねり前進！

数量
限定

初めてでも楽しい！
駒の動かし方が
ひと目でわかる。

※商品のお問い合わせは…ラングスジャパン 
support@rangsjapan.co.jp

77か月か月
頃～頃～

言葉をまねっこ！
愛らしいハムスター。
音声を瞬時に録音し、
少し高い声で
復唱します！

話しかけて
くれた言葉を

まねっこしながら、
ぴょこぴょこ
動くよ！

大人になるまで
長くつかえる。

12 プレミアムベビーチェア
／カトージ

申込番号 お買物ギフト券

172477 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。

※1～4・6～8　© やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

股ベルト テーブル

フロントガード

※イメージ

★

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。



R144/2103 ポイントについてのお問い合わせは 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

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。

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

数量
限定

1 バランスウェーブスマート／アルインコ
申込番号162352 お買物ギフト券 39枚（19,500ポイント分）
FAV5021R　幅53×奥行32×高さ14.3㎝　約8.5㎏　コード長約1.8m　100W　耐
荷重90㎏　振動（速度）16段階調節　振動数：（上下）約350～580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〉
※新商品のため、2021年4月中旬以降のお届けとなります。

2 スイングビート／ヤーマン
申込番号 お買物ギフト券

162263 42枚（21,000ポイント分）
AYS-35R　約幅47×奥行22.5×高さ19㎝　約3.7㎏　
コード長約2m　50W　単4×2（別売）　リモコン付
〈中国製〉　※ペースメーカーをご使用の方、心臓疾患など
の持病のある方、腰に不安がある方、骨粗しょう症の方、骨
粗しょう症の疑いのある方、妊娠中の方等ご使用いただけ
ない場合があります。※皮膚の摩擦を避けるため、洋服の
上からお使いください。

3  エアロライフ
ホームジャンピング

申込番号162309 お買物ギフト券 21枚（10,500ポイント分）
本体：スチール　カバー：合成ゴム　ネット：ポリプロピレン　約径92（ネッ
ト径69）×高さ20㎝　約6㎏　耐荷重約85㎏　12種のトレーニングプ
ログラム付　〈中国製〉　※医師の治療を受けている方や、疾病がある
方は、使用する前に医師へご相談ください。

背伸びでストレッチ！

自宅で隙間時間に
「ながらエクササイズ」

お部屋に置ける
シンプルな
デザイン。

乗るだけ！ 細かな上下振動が
全身の筋肉にアプローチ。
筋トレ・血行促進・
バランス運動
が可能。

振動面が緩やかなアー
チ状になっており、揺
れに対して身体を安定
させやすい形状です。 

※イメージ

収納もコンパクト。

数量
限定

2

顔・お腹・二の腕・太もも・ふくらはぎにも。

乗せるだけ※のエクササイズ！
誰でも気軽にブルブルケア！

※使用方法

リモコン付き

太もも

※イメージ

顔にも使える！

運動が苦手な方に
もおススメ！

毎分約400～800回
の振動運動。

顔 二の腕

ふくらはぎ お腹

※イメージ※イメージ

ひざや腰に
負担が少ないので
楽しく続けられます。

※28ページにもボディケア特集を掲載しています。

ぴょんぴょんと飛ぶだけ！
全身運動ができる
家庭用トランポリン。

足踏みジョギング
から始めてもOK！

座るだけで
正しい姿勢が作れる！

脚部分が上昇を補助するので
太ももとお尻をラクして鍛えます。

4  整体師さんが推奨する
健康ストレッチ座椅子

申込番号 ブラウン 162329 レッド 162328
お買物ギフト券 22枚（11,000ポイント分）
ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　フレーム：スチール　約幅46×奥行64～
113×高さ15～70㎝　座面高約11㎝　5.8㎏　耐荷重80㎏　〈中国製〉

5  ル・プリエスクワット
／ミズノ

申込番号 お買物ギフト券

315026 29枚（14,500ポイント分）
側地：ポリエステル　中材：木　ウレタンフォーム　脚
部：スチール　径35×高さ53.5㎝　7.4㎏　耐荷重
100㎏　最低体重40㎏　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

背もたれの
S字カーブが
身体にしっかり
フィット。

おしりの位置を
安定させる
座面設計。

こんな方にオススメ！

レッド

ブラウン

ゆっくり上下するだけ！
スクワットをサポート。

エクササイズバンドで
上半身のトレーニングも！

ビ
ョ

ー
ン ぐぃ～っ

腰がつらい 背中がはる 猫背気味

14段階
リクライ
ニング

（工具不要）
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