
ご自由にお持ち帰りください!

商品交換カタログ
ポイントがたまる提携店のご案内

2023.3.31カタログ有効期限

切手不要郵送でカタログ商品の

お申込みができます。

●「お買物ギフト券」と「郵送専用申込書」を

　同封してください。

ポイントで快適な暮らしポイントで快適な暮らし

郵送でもカタログ商品のお申込みができます。

アイネクス 糖質カット炊飯器 (P7)ミッフィー パンケーキメーカー (P12)

マキタ 
紙パック式コードレス
クリーナー (P21)

イワタニ カセットガスストーブ マイ暖 (P25) 

アイリスオーヤマ ふとん乾燥機カラリエ (P25) 

交換商品の
お申込方法
［P1　P3］

ポイント提携店
のご紹介
［P37　P41］

商品交換カタログ商品交換カタログ商品交換カタログ商品交換カタログ商品交換カタログ商品交換カタログ

T-fal オプティスペース 
IHステンレスマルチポット (P15) 

9枚
4,500
ポイント

27枚
13,500
ポイント

28枚
14,000
ポイント

36枚
18,000
ポイント

19枚
9,500
ポイント

アイリスオーヤマ 
マイコン式ジャーポット3L (P10)

6枚
3,000
ポイント

37枚
18,500
ポイント

2022年 
秋冬号
2022年 
秋冬号
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切手不要
郵送でカタログ商品の
お申込みができます。
●「お買物ギフト券」と「郵送専用申込書」を
　同封してください。

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。

contents ―目次―

  ご家庭で洗濯機を使って洗えます。　

2021秋冬号
寝具
部門別人気No.1

P4

ブルーノ
暮らしの愉しみが見つかる
優秀家電

P5

試してみたい！
話題の注目家電

P7

キッチン 
キッチン家電

P8　

気分が上がる
キッチンウェア

P11

キッチン
　フライパン・鍋
　キッチン雑貨

P13

キッチン
　キッチン雑貨

P19

アークスＲＡＲＡカード
ポイント提携加盟店の
ご紹介

P37

安心のお墨付き
日本製キッチン道具

P17

おすすめ
ファッショングッズ

P42

ハウスキーピング
生活家電・雑貨

　インテリア
　季節家電・寝具

P21

健康・美容
健康雑貨・エクササイズ

　美容雑貨

P29

キッズ
　ゲーム・おもちゃ
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P33

で か。っ
（側地・カバー）

数量
限定

医学博士
勝野 浩先生
監修

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。

床ずれ防止や
介護用にも。

抜群の通気性。
蒸れにくく1年中快適！※イメージ

両サイド高めで、
横向き寝にも対応。

数量
限定

（ネット使用）1  岩盤浴のような掛布団
お買物ギフト券 申込番号

13枚（6,500ポイント分） 133479
側地：ポリエステル（ダニを通さない高密度生地）　中綿：ポリエステル（鉱
石繊維50％・ダクロン50％ ※蓄熱・保温・抗菌防臭効果）　210×
150㎝　2.1㎏　〈中国製〉

2  勝野式　
医学博士の三層構造マット
～More Sleep～

お買物ギフト券 申込番号

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

3  昭和西川　ギガ枕
お買物ギフト券 申込番号

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

岩盤浴のような温かさを体感できる不思議な掛布団。

腰の沈みすぎを防ぎ、肩や腰に負担がかからない
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！

身体の約40％の重さを支える未体験の枕。

三層メッシュ
構造で体への
圧力を軽減。
抜群の弾力性。

芯から体を
あたため、

快眠をサポート。

寝返りも
 楽になる。

岩盤浴に使われる鉱石を繊維に練り込みました。保温・蓄熱効果に優れています！

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

2021

1No.

1No.

1No.

1No.

数量
限定

（ネット使用）
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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。

フタ

平面
プレート

たこ焼き
プレート

本体

BOE095　幅32.3×奥行26.2×高さ
8.6㎝　1.3㎏　最大発熱量3.5kW　
連続燃焼約60分　〈中国製〉　
※鍋・カセットガスは付いておりません。

2  ブルーノ
グリルサンドメーカー　

お買物ギフト券 申込番号

ダブル　グレージュ 20枚（10,000ポイント分） 125818

ダブル　レッド　 20枚（10,000ポイント分） 125747

シングル　グレージュ 13枚（6,500ポイント分） 125819

シングル　レッド 13枚（6,500ポイント分） 125382
［ダブル］BOE084　幅28.5×奥行24×高さ14.5㎝　3㎏　コード長1.3m　
900W　ホットサンドプレート・グリルプレート付　［シングル］BOE083　幅
16.5×奥行24×高さ14.5㎝　2㎏　コード長1.3m　550W　ホットサン
ドプレート付　〈中国製〉

数量
限定

レッド

数量
限定

3   ブルーノ　
コンパクトホットプレート

お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）
申込番号　レッド　123523 ネイビー　124460
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㎝　2.3㎏（平面プレー
ト使用時）　コード長1.7m　1200W　温度：65～250℃
平面プレート・たこ焼きプレート・木べら付　〈中国製〉

   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。

ヨーロッパの焼き菓子を
イメージしたお洒落な焼き目。

2～3人で使えるA4サイズ。
温度調節自在で多彩な調理OK!

大玉24個分のたこ焼きプレート。
アヒージョやスイーツにも！

水入れに水を入れるとスチームモード
で外はカリッと、中はもっちりした食感
を生み出します。

1台5役！ 面倒な下ごしらえが簡単＆スピーディーに！ 

トーストや料理が手早く
おいしく仕上がる
トースター。

おしゃれで
高火力な
カセットコンロ。

ホットサンドから本格料理まで愉しめる！

直火調理もできる「深鍋」。
下準備は直火でさっと調理！
※IH調理器は使用できません。

ハンドル＆シリコンマット付き！
できあがったらプレートごと
取り外して食卓へ。

プレートが取り外せて
お手入れラクラク！

深鍋・たこ焼きプレート・平面プレート付き。

大玉サイズ24穴の
「たこ焼きプレート」。

フリットやひとくちスイーツなど
つくれる料理は様々。

数量
限定1   ブルーノ　オーバルホットプレート

お買物ギフト券 36枚（18,000ポイント分）
申込番号　グレージュ　124807 ブラック　124808
BOE053　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　深鍋：アルミニウム合金（内
面セラミック加工）　平面プレート・フタ使用時：幅39×奥行26×高さ15㎝　2.8㎏　深鍋：
2L　コード長1.8m　1200W　温度：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〉

数量
限定

氷OK※

きざむ

つぶす まぜる

砕く

泡立て

4  ブルーノ　マルチスティックブレンダー

お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分）
申込番号　ピンク　124940 アイボリー　124939
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650㎖（チョッパー）　〈中国製〉

6  ブルーノ　
スチーム&ベイクトースター

お買物ギフト券 30枚（15,000ポイント分）
申込番号　グレージュ　125116 ブラック　125117

数量
限定5  ブルーノ　カセットコンロスリム

お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分）
申込番号　アイボリー　125749 グリーン　125750

シングル　レッドダブル　グレージュ

このホットプレート1つあれば、
鍋、焼肉、たこ焼きと色々でき
るので本当に便利です。  ※ 

              
温度調節ができたり、プレー
トを外して洗えたり、使い勝手
がとてもいい！ 大きさも丁度
良く、重宝しています。  ※

3種類の専用プレートで幅広い調理が可能です。
スタイリッシュで機能的なホットプレート。

野菜たっぷりのホットサンド
を作ると、息子が普段食べな
い人参の細切りを食べてくれ
ました。パンの消費が増えそ
うです！  ※ダブル　レッド

ダブル　
レッド

シングル　
レッド

シングル　
グレージュ

               
このブレンダーのおか
げで、料理の下ごしらえ
やパン作りなど、とても
ラクになりました！   ※

泡立てもラクラク！

すりつぶしや撹拌（かくはん）に。

ホイッパー

クラッシュ氷もつくれます！

チョッパー

ブレンダースティック

ネイビー

ネイビー

ピンク

アイボリー

食パン
4枚

数量
限定

ブラック
アイボリー グリーン

「ダブル」は付属の
グリルプレートでお肉のグリルなど、

本格料理が愉しめる！

ボリュームのある
ホットサンドが簡単に完成！　
※ダブルは同時に2個作れます。

見た目がキュートで大満足！ スチームが出て、
外はカリっと、中はしっとり焼けました！  ※

見た目もかわいい上に、高さが低くて、取り分けが
しやすいです！  ※

グレージュ

BOE067　幅35×奥行37×高さ
22.5㎝　庫内：幅28×奥行26×高さ
8㎝　4.8㎏　コード長1.2m　1350W　
温度：90～250℃　給水カップ付　
〈中国製〉

ブラック

グレージュ

レッド

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

※口コミは全て
　個人の感想です。
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キッチン キッチン家電 ※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

 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。

ホワイト

9   アラジン　
グラファイトトースター

お買物ギフト券 28枚（14,000ポイント分）
申込番号　グリーン125820 ホワイト 125821
AET-GS13C　幅35×奥行29.5×高さ23.5㎝　庫内：
幅31×奥行23.5×高さ8.7㎝　3.4㎏　コード長1.2m　
1270W　温度：100～280℃　〈中国・フィリピン製〉

数量
限定

食パン
2枚

6 アラジン　
グラファイトグリル＆トースター

お買物ギフト券 44枚（22,000ポイント分）
申込番号　ホワイト　124711 グリーン　124710
AGT-G13A　幅36×奥行35.5×高さ25㎝　庫内：幅31×奥行28.5×高さ
9㎝　4.7㎏　コード長1m　1300W　温度：100～280℃　15分タイ
マー　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。

極上トースト＆調理もできる
魔法のトースター。

グリーン

数量
限定

3～
5杯

まほうびん構造の
ポットが、淹れたての
おいしさをキープ。

ホットもアイスも！
簡単操作で本格的な一杯に。

初めての方でも簡単、
手軽に手作りパン。

7   シロカ
ホームベーカリー

お買物ギフト券 

18枚（9,000ポイント分） 申込番号 313108
SB-111　幅28×奥行32×高さ29.5㎝　3.9㎏　コード長1.4m　
500W　自動メニュー：17　〈中国製〉

3   テスコム　
低温コンベクション
オーブン

お買物ギフト券 

33枚（16,500ポイント分） 申込番号 125675
TSF61A-H　幅34.5×奥行41×高さ24㎝　庫内：幅25.4×奥行25.4×高
さ8.5㎝　4.7㎏　コード長1m　1200W　温度：35～230℃　〈中国製〉

低温～高温まで、1台6役のマルチオーブン！

Wi-Fi接続
対応モデル。

11    サーモス　真空断熱ポット
コーヒーメーカー

お買物ギフト券 申込番号

16枚（8,000ポイント分） 125383
ECJ-700BK　幅15.5×奥行24.5×高さ36㎝　
2.1㎏　コード長1.5m　700W　630㎖　〈中国製〉

数量
限定

12 ネスカフェ　ゴールドブレンド
バリスタ　ダブリュー

お買物ギフト券 申込番号

20枚（10,000ポイント分） 125817
SPM9638　幅16.3×奥行28.9×高さ35.1㎝　
3.2㎏　コード長80㎝　1460W　1L　〈中国製〉
※専用カートリッジは付いておりません。市販の「エコ＆
システムパック」をお使いください。

食パン
4枚

（44メニュー）

数量
限定

食パン
4枚

（13メニュー）

調理ができる
便利な
グリルパン付き。

豆から全自動。
いつでも挽きたて。

数量
限定

1～
4杯8   シロカ　

全自動コーヒーメーカー
お買物ギフト券 申込番号

19枚（9,500ポイント分） 125667
SC-A211　サーバー：ガラス　幅17.3×奥行22
×高さ27㎝　2.2㎏　コード長1.2m　600W　
580㎖　ドリップ方式　ミル2段階　蒸らし機能　
計量スプーン付　〈中国製〉

蒸らし工程で、雑味のない美味しいコーヒーに。

ステンレスメッシュフィルターで豆の油分ごと抽出！

そ ば

フレッシュバター

うどん

ジャム

も ち

充実の17メニュー

1～2斤

1～1.5斤

数量
限定

数量
限定 数量

限定

食卓で手軽に本格的な蒸し料理。
タイマーをセットするだけ。

1   アピックス　
電気せいろ蒸し器　むしざんまい

お買物ギフト券 

16枚（8,000ポイント分） 申込番号 125662
AMZ-450　幅29×奥行23.7×高さ28㎝　せいろ：内径18×深さ
4㎝　2㎏　コード長1.4m　800W　〈中国製〉

本格的な竹製せいろと蒸気のパワーで
うまみや栄養を逃さない。

蒸し鍋は
本体から取り外す
ことができ、

水洗い可能です。

竹製せいろ
2段。

お家で
居酒屋気分！ 
家飲み大満喫。

2   せんべろメーカー
お買物ギフト券 申込番号

12枚（6,000ポイント分） 125652
KDGC-005B　本体：幅31.5×奥行10.5×高さ
10.5㎝　560g　コード長1m　470W　〈中国製〉

おでん！焼き鳥！
おでん鍋、
焼き鳥網、

炙り網&熱燗鍋、
とっくり付きの
豪華セット。

網、鍋、
トレイは
丸洗いでき、
お手入れ
簡単。

熱燗も
楽しめる！

5   レコルト　コンパクトベーカリー

お買物ギフト券 40枚（20,000ポイント分）
申込番号　クリームホワイト　125637 グレー　125638
RBK-1　幅20.5×奥行31×高さ27㎝　4.1㎏　コード長1.2m　450W　
自動メニュー12種　焼き色メニュー3種　計量スプーン・計量カップ付　
〈中国製〉

厚釜パンケース採用。
外側は薄くカリッと
中はもっちりとした食感に！

クリームホワイトブラック

グレー
数量
限定

（52メニュー）

1斤

1～1.5斤
4   アイネクス　糖質カット炊飯器

お買物ギフト券 28枚（14,000ポイント分）
申込番号　ブラック　125822 ホワイト　125823
AX-RC3 幅22×奥行23.5×高さ23㎝ 2.15㎏ コード長1.2m　350W　
白米4合（低糖質2合）　自動保温：12時間（白米・玄米モード時）　計量カッ
プ・しゃもじ・糖質カットトレー付　〈中国製〉

“毎日のご飯を今日から
低糖質”に。最大33％の
糖質カットを可能にする炊飯器。

数量
限定

Step.1 炊飯 Step.2 蒸らし
糖質
カット
トレー

外釜

糖質成分を隔離させ、低糖質かつ美味しい
ご飯を炊き上げます。

新方式は『炊飯』→『蒸らし』2ステップの
低糖質炊飯

アイネクスの炊飯器は糖質カット新方式を採用

糖質カット 玄米白米 おかゆ

ホワイト

10 シロカ　ノンフライオーブン
お買物ギフト券 申込番号

19枚（9,500ポイント分） 125666
ST-4N231　幅38×奥行31×高さ24㎝　庫内：幅
25×奥行24×高さ7㎝　3.9㎏　コード長1.1m　
1200W　温度：100～250℃　トレイ・焼き網・取っ手
付　〈中国製〉

油を使わずに
揚げ物ができる。
トーストが1度に4枚まで焼ける広々庫内。

数量
限定

食パン
4枚

（16メニュー）

15  東芝
オーブンレンジ

お買物ギフト券 申込番号

51枚（25,500ポイント分） 125786
ER-S18　幅48.5×奥行37.6×高さ30.2㎝　庫内：
幅28.3×奥行32.1×高さ18.9㎝　12㎏　コード長
1.5m　18L　900W　オーブン温度：100～250℃
(発酵：35/40℃)　自動メニュー：26　〈中国製〉

パン温め

ピ ザ

フライ温め

も ち

グラタン

トースト

マイコン6メニューボタンひとつで
ベストな
焼き上がりに！

シンプル機能で
使いやすい電子レンジ。

山型パンが
2枚焼ける！

数量
限定

食パン
2枚

使いやすい
ひろびろ
フラット庫内。

13  Hi-Rose
マイコン式
オーブントースター

お買物ギフト券 申込番号

12枚（6,000ポイント分） 122862
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　温度：70～250℃（5℃単位）　手作りパン
の発酵・焼きメニュー搭載　〈中国製〉

16   東芝
電子レンジ

お買物ギフト券 申込番号

28枚（14,000ポイント分） 125385
ER-SM17　幅45.8×奥行34.9×高さ28.1㎝　庫内：
幅27.3×奥行32.3×高さ18.1㎝　12㎏　コード長
1.5m　17L　950/1300W（50/60Hz）　タイマー：20
秒～15分　〈中国製〉

フラット庫内だから、食品の出し入れもお手
入れもラクラク！

14  象印　
オーブントースター

お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分） 125802
EQ-AB22　幅38.5×奥行27×高さ23㎝　庫内：幅
26×奥行22×高さ10.5㎝　3.9㎏　コード長1m　
1000W　温度調節不可　〈中国製〉

食パン
4枚

数量
限定 数量

限定
数量
限定

アレンジパン

ピザ生地

おもち

うどん生地

パスタ生地

高温＆ 
短時間だから、
おいしい。

目が細かい
メッシュ網。

グリーン

ホワイト

発酵調理
（ヨーグルト・甘酒他）

オーブン機能調理

トースター機能

ノンフライ調理

フードドライ
ドライフルーツ・
ビーフジャーキー他（　　    　）

低温調理
ローストビーフ・
サラダチキン他 （　　     ）

糖質 糖質
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キッチン キッチン家電 ※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

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。

炊き込みご飯 角煮

1台6役！
❶煮る
❸蒸す
❺揚げる

❷焼く
❹炊める
❻炊く

落ちた脂が流れやすい
「傾斜溝つき焼肉プレート」。

数量
限定

17 アイリスオーヤマ
銘柄炊きジャー炊飯器

お買物ギフト券 申込番号

3合 21枚（10,500ポイント分）125826

5.5合 24枚（12,000ポイント分）125827
コード長1m　40銘柄炊き分け　しゃもじ・計量カップ
（白米用、無洗米用）付　［3合］RC-MEA30-B　幅
23.2×奥行27.4×高さ20.1㎝　2.8㎏　475W　
［5.5合］RC-MEA50-B　幅26×奥行31.2×高さ
22.5㎝　3.5㎏　645W　〈中国製〉

銘柄に合わせ最適な火力と
時間で旨さを引き出します。

3L カシスレッド

12  アイリスオーヤマ
マイコン式ジャーポット

お買物ギフト券 申込番号

2.2L カカオブラウン 17枚（8,500ポイント分） 125722

2.2L カシスレッド 17枚（8,500ポイント分） 125721

3L カカオブラウン 19枚（9,500ポイント分） 125724

3L カシスレッド 19枚（9,500ポイント分） 125723
幅21.8×奥行28㎝　コード長1.4m　700W　保温4段階（70/80/90/98 
℃）　［2.2L］IAHD-122　高さ25.6㎝　2.3㎏　［3L］IAHD-130　高さ
29.6㎝　2.4㎏　〈中国製〉

数量
限定

温泉卵も半熟卵も、水を入れて卵を置くだけ。 スタイリッシュなデザインの電気ポット。
2.2L カカオブラウン

1   Toffy　コンパクトマルチ電気鍋
お買物ギフト券 

10枚（5,000ポイント分） 申込番号 125627
K-HP3-PA　鍋：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　幅28.5×奥
行20×高さ22㎝　1.7㎏　コード長1.2m　1000W　2.8L　温度：保温
～約230℃　蒸しプレート付　〈中国製〉

3   シロカ　電気圧力鍋
おうちシェフPRO

お買物ギフト券 

32枚（16,000ポイント分） 申込番号 125555
SP-2DP251（H）　幅24×奥行26×高さ27㎝　3.9㎏　コード長1.2m　
700W　自動メニュー：83　保温・スロー調理機能　計量カップ・蒸し台・内
ふた用予備パッキン付　〈中国製〉　

多機能でお手入れも簡単！

数量
限定

時短料理から本格料理まで
1台12役！

1台10役！ 多機能圧力鍋
❶圧力調理
❸蒸し調理
❺スロー調理
❼低温調理
❾発酵

❷無水調理
❹炊飯
❻温め直し
❽炒め
10⑩ 温度調理

2.4L
3合3L

4合

高圧力を均
一に加え続
け、より味が
染み込み､や
わらかな仕上
がりに。

食材を入れてスイッチを
押して手軽に本格料理。

サンマも
丸ごと2匹！ 
裏返し不要
の両面焼き
ヒーター。

数量
限定

ローストビーフ

甘酒

牛乳も豆乳も
パックのままで
OK！

※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。

人気
商品!人気商品!一度沸かせば、約80℃

以上で約30分保温OK!

数量
限定

保温

2.2L

一人暮らしはもちろん、2～3人の家族の
食事やパーティーでも大活躍！

2   T-fal　ラクラ・クッカー
お買物ギフト券 

39枚（19,500ポイント分） 申込番号 125755
CY3511JP　幅26×奥行28.5×高さ28.3㎝　4.2㎏　コード長1.5m　
700W　蒸し台・炊飯用カップ付　〈中国製〉

10   コイズミ　フィッシュロースター
お買物ギフト券 

14枚（7,000ポイント分） 申込番号 125716
KFR0700　幅45×奥行21×高さ18㎝　3.2㎏　コード長1m　700W　
30分タイマー　〈中国製〉

フタも分解できて
お手入れしやすい。

ニオイを軽減する
消臭フィルター付き！

8   ビタントニオ　
ヨーグルトメーカー

お買物ギフト券 

13枚（6,500ポイント分） 申込番号 125409
VYG-30　幅12.5×奥行14.5×高さ28㎝　810g　コード長1.4m　30W　
牛乳パック用カバー・スプーン・容器付　〈中国製〉

4   イワタニ　カセットガス
スモークレス焼肉グリル　
やきまるⅡ

お買物ギフト券 

16枚（8,000ポイント分） 申込番号 125398
CB-SLG-2　プレート：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）　幅30.3×奥
行27.8×高さ14.9㎝　プレート：径23.3㎝　2㎏　最大発熱量1kW　連
続燃焼：約217分　〈日本製〉　※イワタニカセットガス（別売）をお使いくだ
さい。

煙の発生を少なく抑え、
室内で焼肉が楽しめる！

5   イワタニ　焼き上手さんβ
お買物ギフト券 

22枚（11,000ポイント分） 申込番号 125751
CB-GHP-B　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　幅47.1×
奥行32.5×高さ16.9㎝　プレート：幅34.2×奥行26.8×深さ2.2㎝　4.5kg
最大発熱量2.1kW　連続燃焼：約120分　〈日本製〉　※五徳使用時の
適応鍋サイズ：底面径17㎝以上（土鍋は8合まで）。　※イワタニカセットガス
（別売）をお使いください。

カセットガスのホットプレート。
大判サイズで一気に調理！

プレートを外せば
カセットこんろに！

6  イワタニ　マルチスモークレスグリル
お買物ギフト券 

20枚（10,000ポイント分） 申込番号 124958
CB-MSG-1　プレート：アルミニウム合金（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：1.9㎏　最大発熱量1kW　
連続燃焼（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。

煙を気にせず、室内で
焼肉が楽しめる！

11   コイズミ　
エッグスチーマープラス

お買物ギフト券 

8枚（4,000ポイント分） 申込番号 125717
KES0401　幅23×奥行11×高さ13㎝　600g　コード長1m　400W　
調理時間：（半熟卵）約10分・（固ゆで卵）約16分・（温泉卵）約32～40分　
蒸し用プレート（上・下）・計量カップ・掃除用ブラシ付　〈中国製〉　※新商
品のため、2022年10月中旬以降のお届けとなります。

温泉卵も半熟卵も、水を入れて卵を置くだけ。
ゆで卵(固さ2種)は6個、
温泉卵は3個まで作れる！

内側2層構造だから、
触れても熱くない！

19   T-fal　電気ケトル　
セーフ・トゥ・タッチ 1L

お買物ギフト券 申込番号

15枚（7,500ポイント分） 124551
KO2611JP　幅23×奥行16×高さ22㎝　906g（本
体のみ）　コード長1.3m　1250W　〈中国製〉

軽く押すだけで
ラクラク給湯。

20   象印　
押すだけポット　みエ～る

お買物ギフト券 申込番号

２．２L 12枚（6,000ポイント分）122780

3L 13枚（6,500ポイント分）122781
ガラスマホービン　幅18.5×奥行25㎝　［2.2L］ AB-
TW22-FX　高さ32.5㎝　1.9㎏　保冷・保温効力：
7℃以下・76℃以上（各10時間）　［3L］AB-TW30-
FX　高さ37㎝　2.1㎏　保冷・保温効力：7℃以下・
78℃以上（各10時間）　〈日本製〉　※湯沸しはでき
ません。

13   イワタニ　
カセットこんろ
エコプレミアムⅡ

お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分） 125803
CB-EPR-2　幅33.4×奥行27.4×高さ8.9㎝　約1.5㎏　
最大発熱量2.9kW　連続燃焼：約72分　〈日本製〉
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

少ないガスで
大きなパワーを
発揮！

30時間
おいしく
保温できる。

5.5合

18 象印　   IH炊飯ジャー
お買物ギフト券 申込番号

5.5合46枚（23,000ポイント分）125327

1升 50枚（25,000ポイント分）125328
コード長1m　白米炊き分け3コース　しゃもじ・計量カッ
プ（白米・無洗米用）付　［5.5合］NW-VH10-TA　幅
25.5×奥行37.5×高さ20.5㎝　4㎏　1105W　［1
升］NW-VH18-TA　幅28×奥行40.5×高さ24.5㎝　
5㎏　1295W　〈日本製〉　

強火で炊き続け、
うまみを引き出す
「豪熱沸とうIH」。

数量
限定

14   象印　ホットプレート
やきやき

お買物ギフト券 申込番号

37枚（18,500ポイント分） 125705
EA-KF20-BA　プレート：アルミニウム合金（深型プレー
トは遠赤トリプルチタンセラミックコート）　幅48×奥
行33×高さ14㎝　深型プレート：幅40.5×奥行27×深
さ3.5㎝　焼肉プレート：幅40.5×奥行27×深さ2㎝　
5.5㎏　コード長2.5m　1300W　温度：保温（80℃）
～250℃　〈中国製〉

料理の
レパートリーが
広がる2枚プレート。

15   象印　グリルなべ
あじまる

お買物ギフト券 申込番号

19枚（9,500ポイント分） 125704
EP-PX30　鍋・プレート：アルミニウム合金（内面フッ素
コート加工）　幅38.5×奥行35×高さ24㎝　5.5㎏　
コード長2.5m　1300W　土鍋風鍋・すき焼き鍋・焼肉
プレート付　温度：保温～230℃ 〈中国製〉

1台3役！
鍋料理から
すき焼き、焼肉まで。

数量
限定

ブロンズ1.5Lダークブラウン1L

保冷

保温

保冷

保温

飲み頃温度を
長時間キープ。

16  サーモス
ステンレスポット

お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
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 1.5L 125122 ブロンズ

1.5L 125123
ステンレス　ポリプロピレン　シリコーン　幅19×奥行
12.5㎝　口径7㎝　［1L］高さ18㎝　560g　保冷・
保温効力：11℃以下・66℃以上（各10時間）  ［1.5L］
高さ22.5㎝　630g　保冷・保温効力：10℃以下・72℃
以上（各10時間）　〈中国製〉

1台12役！ 多機能圧力鍋
❶圧力調理
❸煮る
❻無水料理
❽炒飯モード（2種）
❾レシピモード（3種）

❷蒸す
❺低温調理
❼発酵

❹炒め

幅広い温度調節と
99時間タイマーで
「発酵食品」も
「低温調理」もおまかせ！

数量
限定

コンロ

たこ焼きプレート

焼肉プレート

数量
限定

数量
限定

数量
限定

（80メニュー）

数量
限定

（83メニュー）

数量
限定

（31メニュー）

蒸し料理も
できる！

カーマインレッド
クリームホワイト

1台7役! 1台7役! 
下ごしらえ下ごしらえ
がラク！がラク！

練るおろすきざむ

つぶす まぜる 泡立て 砕く

（28メニュー）

7      レコルト　カプセルカッター　ボンヌ

お買物ギフト券 15枚（7,500ポイント分）
申込番号　カーマインレッド　315740 クリームホワイト　315741
RCP-3　幅12.4×奥行11.7×高さ23.4㎝　1.1㎏　コード長1m　260W　
500㎖　〈中国製〉　※ご家庭の製氷皿で作った角氷や、市販の氷（4㎝角
以下）もお使いいただけます。

焼くから
煮るまで
便利な「深型
プレート」。

9  コードレスオートマルチナイフ
お買物ギフト券 

12枚（6,000ポイント分） 申込番号 125653
PR-SK038　幅4.7×奥行5.5×全長47㎝　340g　約3.5時間充電で
最大約1時間使用可　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。

キレイに一刀両断！ 
ノンストレスでスッと切れる！

数量
限定

USB
充電

数量
限定

数量
限定

数量
限定

刃は水洗いOK。
衛生面の
心配なし。

コードレスなので
どこでも使用可能。

平面スペース付き
溝付き遠赤焼肉プレート

土鍋風鍋遠赤すき焼き鍋

5.5合
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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

※フライパン・鍋の使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

5  富士ホーロー　
メモリーズシリーズ

お買物ギフト券 申込番号

① 14㎝ 丸型容器 4枚（2,000ポイント分）125761

② 16㎝ 丸型容器 5枚（2,500ポイント分）125762

③ 18㎝ 丸型容器 5枚（2,500ポイント分）125763

④ ケトル 10枚（5,000ポイント分）125768

⑤ 角型みそポット 6枚（3,000ポイント分）125764

⑥ キャセロール20㎝  10枚（5,000ポイント分）125767

⑦ ミルクパン14㎝  7枚（3,500ポイント分）125765

⑧ ソースパン16㎝  8枚（4,000ポイント分）125766
本体：ホーロー用鋼板　フタ（丸型容器）：ポリエチレン　フタ（角型みそポット）：
ポリプロピレン　シリコーン　①径15×高さ6㎝　240g　800㎖　②径17
×高さ7㎝　300g　1.2L　③径19×高さ8㎝　360g　1.8L　④最大幅
24×奥行18.5×高さ21㎝　1㎏　適正容量：1.6L（満水2.5L）　⑤幅18.5
×奥行14.5×高さ11.5㎝　540g　1.5L　⑥最大幅28.5×径20×深さ
10㎝　1.3㎏　3L　⑦最大幅31×径14×深さ8.8㎝　750g　1.4L　⑧
最大幅34×径16×深さ8.5㎝　940g　1.6L　〈タイ製〉　※手作業で仕上
げているので、多少の個体差がございます。※黒点や塗りムラが見られる場合
がありますが、製造工程上避けられないもので、ご使用には問題ございません。

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

※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※

②マルチ
　ソテーパン

①エクストラディープパン

②アリス

野ばな

風船

コレック

ズーメイト

卵も
つるん!!

ハンドルを外すと、
お皿に早変わり!

両側注ぎ口付き。
利き手を気にせず
注げます。

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。
焼く・煮る・炒める・蒸す・オーブン料理がこれ1台で！

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深さ7㎝　②
深さ4㎝　ハンドル：全長19.5㎝　ハンド
ル・ガラスふた・収納マット付　〈中国製〉

ホーロー用鋼板　最大幅31×径15×深さ
7.4㎝　420g　1.2L　〈日本製〉 ※手作
業で仕上げているので、多少の個体差がござ
います。　※黒点や塗りムラが見られる場合が
ありますが、製造工程上避けられないもので、ご
使用には問題ございません。

ミルクの温めや、
スープを煮込んだり。
レトルトパウチの加熱にも。

1970年当時の柄を復刻！ レトロかわいいひまわり柄が魅力的なシリーズ。

ミッフィー×オトナ華やかブラウン。レトロ感のあるデザイン。

アップハンドルで深めのフ
ライパン。焼き面が広くて
便利。

人気の片手タイプのマル
チポット。ミッフィー柄で気
分が上がります。

小回りがきく、かわいいお鍋。
ガラスふたでお料理の様子
が見えて安心。

⑤

数量
限定

（⑤・⑥・⑦）

（①～③、⑤のフタは不可）（①～③、⑤は不可）

⑥ ⑦

ミッフィーのパン
ケーキが作れる!
プレゼントにも
喜ばれそう!

①
ミッフィーの焼き
目がつく、耳まで
焼けるホットサン
ドメーカー。

②

コンパクトで使い
やすい。6・8枚
切り対応のトー
スター。

③
お湯を沸かすの
が楽しくなる♪
かわいい電気
ケトル。

④

©Mercis bv

フッ素樹脂はがれを
軽減する高品質な

コーティング材を採用。

レミパン史上
最高の耐久性

煮る、炒める、蒸すなど
あらゆる調理法を
こなします。

様々な調理が
１つでできる！

鍋とフライパンをひとつにし、どんな料理も手軽に作れる万能調理器！

4  ミッフィー　キッチンシリーズ
お買物ギフト券 申込番号

① パンケーキ
メーカー 6枚（3,000ポイント分） 520410

② 耳まで焼ける
ホットサンドメーカー 7枚（3,500ポイント分） 520411

③ ポップアップ
トースター 6枚（3,000ポイント分） 520409

④ 電気ケトル
0.8L　 7枚（3,500ポイント分） 520412

⑤ フライパン
24cm 7枚（3,500ポイント分） 520414

⑥ マルチクックパン
2.5L 7枚（3,500ポイント分） 520413

⑦ 片手鍋
16cm 6枚（3,000ポイント分） 520415

①DB-206　幅16.5×奥行13.1×高さ9㎝　
535ℊ　コード長1.4m　380W　②DB-207　
幅22.5×奥行15.3×高さ8.5㎝　790ℊ　コード
長1m　400W　③DB-205　幅23×奥行10.5
×高さ15㎝　690ℊ　コード長1m　600W　④
DB-208　幅22×奥行14.5×高さ17㎝　667ℊ　
コード長75㎝　900W　⑤⑥⑦アルミニウム合金
（内面フッ素樹脂加工）　⑤最大幅42.5×径24
×深さ6.8㎝　645ℊ　⑥最大幅28×径17×深
さ11.8㎝　780ℊ　2.5L　⑦最大幅32.5×径
16×深さ7.7㎝　690ℊ　1.5L　〈中国製〉　
※①②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。 ④保温
はできません。

場所をとらない自立フタは、
吹きこぼれを防ぐ蒸気穴付き。

2  アデリアレトロシリーズ　
ミルクパン15㎝ 

お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
申込番号 アリス       125694           野ばな      125695  

コレック    125696          風船         125697  
ズーメイト 125698

数量
限定

3  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

お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）申込番号125238

数量
限定

（25メニュー）

①

①

④
②

③

ホワイト

ネイビー

レッド

①②③ ④ ⑤

⑥

懐かしくてかわいい。
置くだけでキッチンが華やぎます。

大きさ、深さ、重さのバ
ランスが良くて、とって
も使いやすいです！ 
蒸気を逃がすフタも便
利。料理上手になったよ
うな気分です！  ※

1  レミパンプラス

お買物ギフト券 25枚（12,500ポイント分）
申込番号　  　　　レッド 124444　　　 ホワイト 124445　　　  ネイビー 124951
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・底面鉄溶射加工）　最大幅44×径24×深さ8㎝　1.4（本
体のみ0.86）㎏　3.3L　本体：〈韓国製〉　フタ：〈中国製〉（検査・組立：日本）　※おたまは付いておりま
せん。 ※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。

（24メニュー）
1年間保証

① ②

⑦

⑧

⑥

⑤

⑧

※口コミは全て
　個人の感想です。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。
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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　

フライパンにも
鍋にもなる深型
マルチパン。

1  T-fal　IHココアブラウンシリーズ
お買物ギフト券 申込番号

① フライパン20㎝  8枚（4,000ポイント分） 125769

② フライパン26㎝  9枚（4,500ポイント分） 125770

③ フライパン28㎝  10枚（5,000ポイント分） 125771

④ マルチパン22㎝  9枚（4,500ポイント分） 125772

⑤ マルチパン26㎝  10枚（5,000ポイント分） 125773

⑥ ウォックパン28㎝  11枚（5,500ポイント分） 125774
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最大幅37×径20×深さ4.5㎝　
587g　②最大幅45×径26×深さ4.8㎝　1.02㎏　③最大幅47×径28×
深さ4.8㎝　1.15㎏　④最大幅39.9×径22×深さ7㎝　888g　⑤最大幅
46.1×径26×深さ7.6㎝　1.16㎏　⑥最大幅46.7×径28×深さ7.4㎝　
1.15g　〈フランス製〉

数量
限定

強靭なコーティングで、こびりつきにくさ長持ち！

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

3  エバークック
シリーズ

お買物ギフト券 申込番号

① フライパン22㎝  　　8枚（4,000ポイント分） 125808

② フライパン26㎝  　　9枚（4,500ポイント分） 125809

③ フライパン28㎝   10枚（5,000ポイント分） 125810

④ いため鍋26㎝     10枚（5,000ポイント分） 125811

⑤ いため鍋28㎝     11枚（5,500ポイント分） 125812

⑥ 玉子焼きパン     　　8枚（4,000ポイント分） 125807

⑦ マルチパン18㎝ 　　8枚（4,000ポイント分） 125676

⑧ マルチパン22㎝ 　　9枚（4,500ポイント分） 125677

⑨ マルチパン24㎝   10枚（5,000ポイント分） 125678
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最大幅40.1×径22×深さ
6㎝　597g　②最大幅48.5×径26×深さ6㎝　790g　③最大幅50.5
×径28×深さ6.5㎝　907g　④最大幅48.2×径26×深さ7.5㎝　845g　
⑤最大幅49.7×径28×深さ8㎝　942g　⑥最大幅36.8㎝　焼き面：13
×18×深さ3.7㎝　413g　⑦最大幅36×径18×深さ6.8㎝　541g　⑧
最大幅39.9×径22×深さ7.3㎝　683g　⑨最大幅45.3×径24×深さ
8㎝　866g　〈中国製〉　※1年間保証は通常使用による内面フッ素樹
脂加工のはがれが対象です。

2  ビタクラフト
ソフィアⅡシリーズ

お買物ギフト券 申込番号

① フライパン20㎝  　　6枚（3,000ポイント分） 124553

② フライパン22㎝  　　7枚（3,500ポイント分） 124554

③ フライパン26㎝  　　9枚（4,500ポイント分） 124555

④ フライパン28㎝    10枚（5,000ポイント分） 124556

⑤ ウォックパン20㎝ 　　7枚（3,500ポイント分） 124557

⑥ ウォックパン26㎝   10枚（5,000ポイント分） 124558

⑦ エッグパン 　　　　  8枚（4,000ポイント分） 124559
ステンレス　アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最大幅40×径
20×深さ4.8㎝　654g　②最大幅42.1×径22×深さ4.8㎝　726g　③
最大幅46.3×径26×深さ5.8㎝　974g　④最大幅48.3×径28×深さ
5.8㎝　1.08㎏　⑤最大幅40×径20×深さ7㎝　690g　⑥最大幅46.3
×径26×深さ7㎝　956g　⑦最大幅38㎝　焼き面：13×18×深さ3.4㎝　
600g　〈中国製〉

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！

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

⑤⑥

⑦

①②③④

こびりつき知らずでストレスフリー。

蒸す・煮る・焼く・炒めるが全部できる！ 
アイデア満載の深型フライパン。

蒸気穴を開けて、
フタをしたまま
差し水ができます。

5   ウチクック　
スチームグリル メタルカバー

お買物ギフト券 申込番号

20枚（10,000ポイント分） 123003
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　幅40×奥行21.5×
高さ12.5㎝　1.6㎏　〈日本製〉

「蒸す＋焼く」でおいしく焼き上げる！

ソテーパン24㎝

ディープパン24㎝

キャセロールパン
24㎝

ガラス
ふた
24㎝

③お得な4点セット

（10メニュー）
  ※4点セットのみに付いています。

シリーズ
世界

累計販売数

万枚突破
1400

※2020年11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

6  フレーバーストーンシリーズ
お買物ギフト券 申込番号

① ソテーパン
24㎝ 11枚（5,500ポイント分）124063

② フタ付きソテー
パン28㎝ 14枚（7,000ポイント分）124065

③ 4点セット    29枚（14,500ポイント分）123625

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

特別な6層構造※の厚みのある板が、食
材にほぼ均一に熱を通し、料理がプロ級
の仕上がりに。

焦げつきにくい、ムラができにくい。
おいしく焼ける、頼れるシリーズ。

※底面6層・側面5層

7   ToMay　
2WAYマルチパン24㎝

お買物ギフト券 申込番号

9枚（4,500ポイント分） 125380
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　本体：最大幅29.5×
径24×深さ6.7㎝　着脱ハンドル：全長19㎝　1.4㎏（ハンドル・
フタ含む）　3L　シリコンミトン付　〈中国製〉

焼く・炒める・揚げる・茹でる・煮るなど、
マルチに使えます。

卓上鍋として、
深型フライパンとして、
2WAYで使えるマルチパン！

9 ピンクマーブル
IHフィッシュ＆グリルパン

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分） 申込番号124692
アルミニウム合金（内外面ピンクダイヤモンド＋ピンクマーブルフッ素樹脂加
工）　フタ：強化ガラス　最大幅44.5×高さ11.2㎝　焼き面：26×17×深さ
5.4㎝　1.6（本体のみ0.91）㎏　角の丸い金属ヘラ使用可　ガラスふた付
〈韓国製〉　※ターナーは付いておりません。

8 フタ付き
デイリー・エッグパン

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分） 申込番号123632
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　フタ：ステンレス　最大
幅35㎝　焼き面：13×16.5×深さ3㎝　515ℊ　〈中国製〉

ワイド設計で大きな魚や
ステーキもおまかせ！

フタ付きだから、目玉焼きや
ギョウザも“ふっくら”焼ける。

内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。

ミニフライパン
としても使える！

10 タップリィⅡ
ホットサンドメーカー

お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分） 申込番号125536
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅37.5×高さ3.8㎝　焼き面：
13×14㎝　750g　〈中国製〉

はさんで焼くだけ。
使いやすい軽量タイプ。

4 レミ・ヒラノ　レミパン

お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）
申込番号　イエロー 122248 ブラウン 122249

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×径24×深さ
8㎝　1.16（本体のみ0.8）㎏　3L　本体：
〈韓国製〉　フタ：〈日本製〉 ※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。

ブラウン

イエロー

煮る 揚げる 茹でる 炒める 焼く
中身の

見えるガラス
  ふた付き。

2WAY

ハンドルを
着脱するだけ！

数量
限定

⑥

④⑤

①②③

①②③ ④⑤ ⑦⑧⑨⑥

ウォーターポケットに水を入れて焼くだけ。高温の蒸気で食材
を包み込みながら焼き上げるから、食材
の水分を保ち、焼き上がりふっくら！

1年間保証
（38メニュー）

数量
限定

TVで
話題！

アツアツを
そのまま
食卓へ!

ステーキ

ハンバーグ

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

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！

大きな魚も
丸ごとOK!
焦げつきにくく
お手入れも簡単!

フチがカーブしているので、
玉子焼きの返しがラクラク♪

①

②

数量
限定

数量
限定

1年間保証
数量
限定

キッチン フライパン・鍋
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  IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   電子レンジ可　   オーブン可　   オーブントースター可　   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。

フライパンにセットして蒸し器に早変わり。

継ぎ目がないから汚れも付きにくく、
お手入れ簡単。

炎の調整も自在！ 
料理用カセットガストーチバーナー。 転倒防止の

安定プレート
付き。

点火レバーを握ると
点火、離すと消火
するラクラク操作！

吹きこぼれ
にくい構造。

ザルを入れたまま茹でられ
るので、湯切りが簡単。

鍋フタの内側に油切り網付き。
切った油が鍋に戻ります。

フタを閉じれば
油にホコリが入るのを

防げます。

独自のチタンコーティング

こびりつきにくく、お手入れ簡単！

2   リント　IH対応
ホーローマルチポット

お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
申込番号 ガーネット 125428 ターコイズ 125429

アイボリー 125430
ホーロー用鋼板（ホーロー加工）　最大幅25×径16×深さ12.4㎝　
1㎏　2.2L　〈タイ製〉

4  ククナキッチン
アルミ段付兼用鍋26cm

お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分） 申込番号122660
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×径26
×深さ11.9㎝　1.7㎏　5.2L　目皿：深さ3.7㎝　目皿に入る食器の高さ目
安：7㎝　シリコンリング付ガラスふた・目皿付　〈中国製〉　

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

煮る・焼く・
揚げる・炊くなど
マルチに活躍！

数量
限定

1 あったか鍋　蒸し皿付き

お買物ギフト券11枚（5,500ポイント分）申込番号125657
ステンレス　最大幅34×径23.5×深さ5㎝　蒸し皿：径23.5×深さ4.2㎝
1.06㎏　〈日本製〉

26㎝の
フライパンに
対応。

アイボリー

ターコイズ

ガーネット

調理にも保存にも便利なマルチポット。

5 ホーロー石焼き芋器24㎝

お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分） 申込番号125711
本体：ホーロー用鋼板(表面ホーロー加工)　フタ：鉄(表面フッ素樹脂加工)　
最大幅31×径24×深さ6㎝　2.3㎏　焼き石付　本体：〈インドネシア製〉 
フタ・石：〈日本製〉 ※カセットコンロ、IHクッキングヒーター(100V)は使用でき
ません。鍋底の高温を感知して加熱を止めてしまう機種ではご使用できません。

3   T-fal　オプティスペース
IHステンレスマルチポット

お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分） 申込番号125775
ステンレス(内面フッ素樹脂加工)　最大幅27.4×径16×深さ12㎝　
1.08㎏　2.6L　〈中国製〉　

中火で30～40分。
簡単に美味しく
できあがります。

自宅で簡単に焼き芋！

数量
限定

5.2L
5合

圧力鍋と
煮込鍋の
2in1鍋！

6    T-fal　圧力鍋　
クリプソ ミニット デュオ ルージュ 5.2L

お買物ギフト券 38枚（19,000ポイント分）申込番号125433
アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工）　最大幅39×径24×深
さ11.6㎝　2.9㎏　〈フランス製〉

7  まいにち使いの
多用途深型片手鍋

お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分） 申込番号125064
ステンレス　最大幅36.7×径18×深さ14.5㎝　約1㎏　4L　ガラスふた・
脚付き片手ザル・目皿付　〈中国製〉　

用途が広がるザル付き片手鍋。

8    燕三条発
いいもの小路　
鉄製フタ付天ぷら鍋

お買物ギフト券 申込番号

２０㎝　9枚／／ 7枚（3,500ポイント分） 123509

２４㎝　11枚／／ 8枚（4,000ポイント分） 123510
本体・フタ：鉄（シリコン焼付塗装）　油切り網：鉄（クロムメッキ）　［20㎝］最大
幅28.5×径20×深さ8㎝　1.33㎏　適正1L（満水2.2L）　［24㎝］最大
幅33×径24×深さ8㎝　1.71㎏　適正1.3L（満水3.2L）　温度計・網付
〈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。

フタを開けると油切りに
なるから省スペース！

オーブントースターでカンタン調理！

内面フッ素樹脂加工で
お手入れラク。

クッキング
プロデューサー
葛恵子監修
レシピ付き。

10 いもまる

お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分） 申込番号125641
耐熱セラミックス（耐熱陶器）　本体：径13.6×深さ6.5㎝　フタ：径14.5×高
さ4.7㎝　507g（フタ含む）　〈日本製〉 ※調理後は熱くなっていますので
必ずミトン等を使用して取り扱いください。　※本体中心部の穴から蒸気をに
がす仕組みのため、汁気の多い食材の調理には使用しないでください。

レンジで約10分！
焦げ目のついた焼き芋ができる。

2種のおかずが混ざらず盛れる！
ミニサイズで
使いやすい。

ご飯も
 炊ける。

柄は手描きによる
絵付け。

付属の焼き石からの
遠赤効果で

ふっくら美味しい
石焼き芋のできあがり。

ワンポット調理で
お手入れもラクラク！

色鮮やかな
古伊万里調。

フタを外して三段重としても使える小鉢。

12  古伊万里調パック鉢
3柄組

お買物ギフト券 申込番号

6枚（3,000ポイント分） 125642
鉢：磁器(有田焼)　フタ：ポリプロピレン（耐冷熱温
度：-30～140℃）　幅11.8×奥行12.3×高さ
5.3㎝(フタセット時)　280g　360㎖　〈日本製〉

11  やわらぎ楕円仕切りボウル2色組

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分） 申込番号125687
磁器　幅18.3×奥行12×高さ3.5㎝　200g（1枚）　〈日本製〉

フタをしたまま電子レンジで
使用できる保存容器。

13  ハリオ　スタッキング耐熱ガラス
コンテナS　3個セット

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分） 申込番号125759
本体：耐熱ガラス　フタ：ポリプロピレン　250㎖：幅11.1×奥行10.7×高さ4.7㎝
203g　2コ　900㎖：幅23.8×奥行12.5×高さ5.6㎝　645g　1コ　〈日本製〉

（フタは除く）

レッドカーキ

数量
限定

（18メニュー）

9 葛恵子のトースターパンプラス
お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分）
申込番号　カーキ　125650 レッド　125649
本体(フタセット時)：幅21×奥行12.5×高さ6㎝　490g　750㎖　アミ：幅16×
奥行8.5×高さ1.4㎝　35g　ハンドル・鍋敷き付　〈中国製〉　

アミ付き
だから
温野菜も
できる！

（45メニュー）

数量
限定

TVで
話題！

数量
限定

こびりつきにくく、
お手入れ簡単!

煮る・蒸す・茹でるが
これ1台で!

便利なガラスふたと目皿付き。

たっぷり大きめ
サイズ!

目皿が
付いているので
蒸し料理にも。

人気
商品!人気商品!

自然解凍の
約3倍のスピードで解凍!

16  解凍エコちゃん

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分） 申込番号125760
アルミニウム(表面アルマイト加工)　ポリエチレン　POM樹脂　幅30×
奥行18.5×高さ1.5㎝　610g　〈日本製〉

食材をのせるだけだから、
電気もガスも不要で
経済的!

15 ハリオ　耐熱ガラス製
ボウル3個セット

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分） 申込番号314831
耐熱ガラス　小：径15.6×高さ10.2㎝　525g　900㎖　中：径18.7×高さ
11.5㎝　780g　1.5L　大：径21×高さ12㎝　890g　2.2L　〈日本製〉

混ぜやすい深底形状のボウル。

14  イワタニ　カセットガス
クッキングトーチバーナー

お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分） 申込番号125401
CB-TC-CKGR　幅16.9×奥行4.2×高さ9.3㎝　175g　最大発熱量
1.9kW　連続燃焼約110分（カセットガス1本）　安定プレート付　〈日本製〉
※カセットガスは付いておりません。　※イワタニカセットガス（別売）をお使い
ください。

炙りや焦げ目をつけて、 
おうちごはんを
アップグレード。

数量
限定

※鍋の使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

鍋としても蒸し器としても使えて便利！

揚げ物の温め直し茹でる

焼く 炊く 煮る 蒸す

保存

和える

揚げる

炊く

沸かす

茹でる

煮る

揚げる炊く

沸かす茹でる

焼く煮る

茹でる

蒸す

煮る

数量
限定

冷凍チャーハンの
温めもムラなく
パラパラに！

焼き芋以外の
調理にも！

キッチン 鍋・キッチン雑貨
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  IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   食器洗い乾燥機使用可　

※フライパン・鍋の使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

2  関孫六　ダマスカス包丁シリーズ
お買物ギフト券 申込番号

小三徳　　22枚（11,000ポイント分） 124979

三徳　　　24枚（12,000ポイント分） 123687

牛刀　　　27枚（13,500ポイント分） 123774

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㎝　
121g　［三徳］全長29.5㎝　刃渡り
16.5㎝　158g　［牛刀］全長30㎝　
刃渡り18㎝　158g　〈日本製〉

日本刀を彷彿とさせる33層のダマスカス模様。

奥行47㎝ 奥行58㎝

奥行58㎝

24㎝

20㎝

3  省スペースに置ける
スリム水切りバスケット

お買物ギフト券 申込番号

奥行47㎝　　14枚（7,000ポイント分） 125469

奥行58㎝　　16枚（8,000ポイント分） 125470

本体・グラスホルダー・箸ポケット：
18-8ステンレス　トレイ：ステンレス　
［奥行47㎝］幅21.5×奥行47×
高さ15.5㎝　脚幅20.1×46.9㎝　
1.14㎏　［奥行58㎝］幅21.5×奥
行58×高さ15.5㎝　脚幅20.1×
57.9㎝　1.33㎏　〈日本製〉

アルミ三層クラッド（18-8ステンレス・アルミニウ
ム・18-0ステンレス）　[24㎝］最大幅40×径
24×深さ8㎝　950g　[20㎝］最大幅35.7×
径20×深さ6.7㎝　640g　〈日本製〉　

深皿や平皿など様々な形状の食器も安定して置けます。
シンク上に置けるから狭いキッチンにもぴったり。

8 ふかみシリーズ
お買物ギフト券 申込番号

① フライパン20㎝　　4枚（2,000ポイント分） 125148

② フライパン26㎝　　5枚（2,500ポイント分） 125149

③ フライパン28㎝　　6枚（3,000ポイント分） 125150

④ 深型　　　　　
フライパン２４㎝　　5枚（2,500ポイント分） 125151

⑤ いため鍋２８㎝　　   7枚（3,500ポイント分） 125152

⑥ 玉子焼きパン 4枚（2,000ポイント分） 125153

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂
加工）　①最大幅38.3×径20×深
さ4.9㎝　470g　②最大幅46.7×
径26×深さ6.2㎝　730g　③最大
幅48.5×径28×深さ6.6㎝　820g　
④最大幅44.1×径24×深さ6.6㎝　
680g　⑤最大幅48.2×径28×深
さ7.7㎝　835g　⑥最大幅35.6㎝　
焼き面：13×18×深さ3㎝　420g　
〈日本製〉

ステンレス　①幅14.7×奥行6.5×高さ
4.5㎝　60g　②幅13.5×奥行3.5×高さ
2.5㎝　28g　〈日本製〉

安心・安全の日本品質。 人気
商品!人気商品!

ハンドルカバーを開閉し
て簡単に砥石のお手入
れができます。

荒砥ぎ（ダイヤモンド）・仕上げ砥ぎ
（セラミック）で切れ味がよみがえる。

往復させるだけで簡単に砥げる！

コンパクトに
収納可能！

11 越匠　野菜調理器セット

お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分） 申込番号315577
ステンレス　AS樹脂　ポリプロピレン　収納時：幅29.5×奥行10.5×高さ
11.4㎝　調理プレート：幅9×奥行28.2×高さ2.6㎝　610g　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。

12  燕三条　匠　
ロールシャープナー

お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分） 申込番号125472
荒砥石：ダイヤモンド砥石　仕上砥石：セラミック砥石　本体：18-8ステンレ
ス　幅15×奥行2.7×高さ3㎝　160g　〈日本製〉 ※ステンレス製、チタ
ン製の両刃包丁専用。セラミック製の包丁には使用できません。

スライサー、千切り、細千切り、おろしの4種のプレート付き！

驚きの切れ味とスピード。
均一幅の千切りが「あっ」という間にできる！

抗菌効果＆ソフトな刃当たり。
プロが薦める本格派まな板。

4   KOGU　深型フライパン
お買物ギフト券 申込番号

24㎝ 　　12枚（6,000ポイント分） 125656

20㎝ 　　10枚（5,000ポイント分） 125655

サビにくく、
頑丈でタフな
フライパン！

熱が効率
よく伝わる
3層構造。 ハンドル部分が

焼きつきなどで
劣化しない。

三徳

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

牛刀

人気
商品!人気商品!

受け皿の傾斜で水がス
ムーズに流れて、脱着も
ラク。受け皿のヌメリに
悩んでいたのが解消さ
れました！※

「木のまな板」の感覚があ
り、刃が滑ることなく使え
て、ストレス無し！ お手入れ
簡単で衛生的です！　※

たっぷり掛けられる
たっぷり掛けられる6連仕様のグラスホルダー付き。

箸ポケットは仕切り付き。
取り外せて、お手入れ簡単！

⑥

①②③

⑤

④

すてきなフライパン！
とても使いやすくて、
驚いています！　※

10  ウチクック　おろしスプーン

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分） 申込番号125608
ステンレス　幅4×全長16.5㎝　50g　〈日本製〉

おろしてそのまま
混ぜられる。
お鍋に

必要な分だけ
おろせる。

ポストに
お届け

燕三条の職人仕上げ。
独自の目立て技術。

手を汚さずにパパッと調理!

口のせまいビンからも。先端が浮いて清潔。 熱いものを切る時に。

ポストに
お届け

5 レイエ　トングシリーズ
お買物ギフト券 申込番号

① ゆびさきトング  3枚（1,500ポイント分）125617

② ごはんのおともトング　  3枚（1,500ポイント分）125618

①

②

②

②

①

① ①

②

菌の繁殖を防ぎ、
清潔・衛生的！

9  抗菌エラストマーまな板
お買物ギフト券 申込番号

① ライトレギュラー　　4枚（2,000ポイント分）125211

② ライトミドル　　　　 5枚（2,500ポイント分）125212
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㎏　〈日本製〉

1  燕三条　職人技おろし
お買物ギフト券 申込番号

13枚（6,500ポイント分） 125349
本体：ステンレス　滑り止めマット：エラストマー樹脂　幅10.6×奥行22×
高さ5.6㎝　450g　滑り止めマット付　〈日本製〉

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

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。

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

トマト

酵素と食物繊維たっぷり
の大根おろしを、職人が
造ったおろし器で。

固い食材はもちろん、
柔らかい食材も！

ポストに
お届け   郵便受けへお届けする場合があります。

持ちやすい
ハンドル形状。

熱燗、ぬる燗、お好みの温度に
調節できる！
スイッチのオンオフと温度
調節のみの簡単操作。晩酌
の準備がラクになります。

6   酒燗器　2.5合
お買物ギフト券 申込番号

9枚（4,500ポイント分） 125680
MSK-252　幅20×奥行17.5×高さ16㎝　930g　
コード長1.4m　250W　温度12段階　〈日本製〉

茹でる

炒める 煮る

焼く 揚げる

こちらをテレビで知って、申し込
みました。とてもラクにおろせて
本当に助かっています！※

深型だから焼く、
炒める、煮る、
揚げる、茹でるが
1台でできる！

1台5役！

ギザ刃が滑りにくく食材を逃しません！

スパっと
切れる、
作りの良い
キッチンバサミ。

分解洗浄できて
いつでも清潔。

7 燕技　キッチンバサミ
お買物ギフト券 申込番号

5枚（2,500ポイント分） 125584
ステンレス刃物鋼他　幅8.6×厚さ1.4×長さ19.5㎝ 　
103ℊ　〈日本製〉

分解洗浄できて
いつでも清潔。

左右の刃幅が
異なり、様々な食材

に対応♪

水切れが良い
から洗いやすく、
お手入れしやすい！

奥行58㎝

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

※全て個人の
　感想です。

※
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  電子レンジ可　   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。

❶高密度特殊6層
　コーティング
❷感動の切れ味
❸計算された刃の薄さ
❹ストーンバリアで
　お手入れ簡単

つのこだわり！4

小

トマト、鶏肉など
切りにくい食材も
スッと切れる。

凹凸刃が力を入れずに食材へ鋭く
食い込みます。

絶妙な
ミニサイズ。

6  まな板になるお皿
CHOPLATE（チョップレート）

お買物ギフト券 申込番号

小（径17.4㎝） 4枚（2,000ポイント分） 125664

大（径22㎝） 6枚（3,000ポイント分） 125663
SPS樹脂　高さ0.7㎝　 ［小］118g　［大］183g　　耐熱温度200℃　
〈日本製〉

TVで
話題！

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

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。

2  三徳包丁　永切れ王オールステンレス

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分） 申込番号125794
刃：モリブデンバナジウム鋼　柄：ステンレス　全長29.5㎝　刃渡り16.5㎝　
120g　〈日本製〉

研がなくても、切れ味長続き！

潰れやすい
トマトも薄くスライス

できます！

3 夢
ム

ゲンナイフ

お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分） 申込番号125481
刃：モリブデンバナジウム鋼　柄：ポリプロピレン　全長27㎝　刃渡り14㎝　
48g　〈日本製〉

細やかなノコ刃加工。

力を入れずに切れる
不思議なナイフ！

TVで
話題！

4  卓上型包丁シャープナー　
バイエルンエッジ

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

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品! 人気

商品!人気商品!

切れ味が悪くなった包丁も
数秒で蘇る！

TVで
話題！ 数量

限定

包丁を開口部に通し、
数回引き抜くだけ。

電源不要！

カットしてそのまま食卓に出せる。
切りやすく

食べやすい絶妙な
カーブ。

付属の
レシピブックには、
183レシピも掲載！

フルーツやパン、おつまみなどをちょっと
切りたい時に。

5  マック　最高級エラストマーまな板

お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分） 申込番号125300
合成樹脂類（特殊エラストマー樹脂）　幅37×奥行24×厚さ0.4㎝　330g　
〈日本製〉

弾力性があり、軽くて
傷付きにくいまな板。

薄くて軽く、
反りにくい。抜群の

耐久性！

木製のようなソフトな刃あたりで、包丁を傷つけにくい。

11  茶考具　割れにくいティーポット

お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分） 申込番号125796
飽和ポリエステル樹脂　ポリエステル　ポリプロピレン　幅17×奥行12×
高さ13.5㎝　220g　適正容量:500㎖（満水730㎖）　〈日本製〉 ※ガラ
ス製ではありません。

軽量で割れにくい！
ガラスのようなティーポット。

便利な
目盛付き。10  ココカフェ　

真空二重取っ手付きマグカップ

お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
申込番号　ネイビー　112277 レッド　112278
ステンレス　ポリプロピレン　幅11×奥行8.3×高さ9.8㎝　149g　250㎖　
〈中国製〉　

液だれしにくい
注ぎ口形状。

フィルター付きで
茶葉が飛び出ない。

文字高2㎝の
見やすいデジタル表示。

自由に広げて使えて、収納はコンパクトに。

15  タニタ　
デジタル
クッキングスケール

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 123106
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〉

13  グルラボプラス
マルチセット

 お買物ギフト券 12枚（6,000ポイント分） 申込番号125480
本体：スチロール樹脂　フタ：ポリプロピレン　①幅18.8×奥行16.7×高さ8.9㎝　
161g　1.3L　②幅15.6×奥行13.7×高さ7.2㎝　107g　670㎖　③幅
19.9×奥行18×高さ3.2㎝　118g　900㎖　④幅13×奥行12×高さ1㎝　
22g　〈日本製〉

16  3Way
コンロガード油ストップ

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分） 申込番号125651
ステンレス　幅30.5～55.5×奥行4.5～7×高さ29㎝　590g　補助脚付　
〈日本製〉 ※本体接続部の茶色い箇所は、焼付塗装によるもので、サビ等ではあ
りません。

14  楽々レンジ ゆでたまご
お買物ギフト券 申込番号

3枚（1,500ポイント分） 124473
ポリプロピレン　アルミニウム　幅15×奥行12.7×高さ
13.3㎝  165g　加熱時間目安：約7分＋余熱7分（3個の
場合）　〈日本製〉

8  すぐ切れるバターカットケース

お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分） 申込番号125240
ABS樹脂　ポリエチレン　幅11.5×奥行11.5×高さ9.3㎝  187g　
〈日本製〉

7  レンゲスプーン5本組

お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分） 申込番号123385
18-8ステンレス　幅3.7×全長17.7㎝　43g　〈日本製〉

たくさんはかれる
3kgスケール。

計量単位
1g

最大計量
3㎏

数量
限定

大

12 フィレッテ　リサイクルスタンド

お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分） 申込番号125679
スチール　ポリプロピレン　幅26×奥行42.7×高さ55.1㎝　2.7㎏　耐荷
重：（天板）3㎏・（取っ手付きスライダー）3㎏　〈中国製〉　

数量
限定

カウンターや棚の下など狭い場所に最適。

煮物・蒸し物・茹で物・炒
め物・炊飯・オーブン調
理（電気式230℃以下）
の6種類ができる!独自の
構造で蒸気を適度に逃が
し、カプセル内を高圧力
に保つことで短時間で加
熱できます。

取っ手をスライドさせてゴミが捨てられる！

17  お手入れらくらく！
拭けるPVC製キッチンマット

お買物ギフト券 申込番号

ボタニカル
45×180㎝      7枚（3,500ポイント分） 125318
ローズ　
45×180㎝      7枚（3,500ポイント分） 125672
ボタニカル
45×240㎝      8枚（4,000ポイント分） 125320
ローズ　　
45×240㎝      8枚（4,000ポイント分） 125673
PVC　厚さ0.8㎝　180㎝：1.65kg　240㎝：2.2kg　〈中国製〉

時間調節で半熟・普通・固めの
お好みのでき上がりに。

持ちやすく、
すくいやすい。
こぼれにくく、
口に運びやすい。

クッション性があるので、
足腰に優しい。

電子レンジで簡単に
ゆでたまごができます！

ありそうで
無かった、
究極のデザイン。

サッと拭き取るだけで、
お手入れ簡単。

ボタニカル
デザインでキッチンを

華やかに。

ローズ

茶葉が広がる底形状なので、美味しい
お茶出しができます。

数量
限定

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。

電子レンジで本格料理が作れる魔法のクッキングカプセル。

2段式なので
たっぷり干せます。

付属のミニスケッ
パーで、半分にカット
して、フタでギュ～ッ
と押してカット。

冷蔵庫にそのまま
ストック。

5ℊ※に
カット。

※200gの
 バターの場合

冷蔵庫から出してすぐにカットできる！

①ラージ
　カプセル×2 ②スモール

　カプセル×2
④マルチ
　プレート

③スクエアディッシュ

魚調理も簡単に!

9  ドライフルーツバスケット2段

お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分） 申込番号124778
18-8ステンレス　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㎝　中ザル：径25㎝　
420g　〈日本製〉 

数量
限定

油ハネを徹底ガード！ コンロ周り・五徳の上に置いて使える。

1  スーパーストーン
バリア包丁

お買物ギフト券 17枚（8,500ポイント分）
申込番号　三徳　125825 牛刀　125192
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　［三徳］全長29㎝　刃渡り16.5㎝　115g　［牛刀］全長30㎝　
刃渡り18㎝　105g　〈日本製〉

数量
限定（ フタ以外 ）（183メニュー）

真空二重構造で温度をキープ。
サッと

かぶせておける
フタ付き。

レッド

ネイビー

かわいい
たまご型！

30～45Lのゴミ袋に対応。

※イメージ※イメージ

上に物が置ける
ちょい置き天板。

ボタニカル

やわらかい
踏み心地！

三徳 牛刀

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。 ※

※イメージ

五徳に乗せてちょい置き台に。

ワイドに開いて広くガード。

おかずを
すくいやすい大きめ

サイズ。

キッチン キッチン雑貨 ※ロコミは全て個人の感想です。

2019



〈5・6共通〉　※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。

ステンレス・鉄 プラスチック 木製品

物干し竿
座椅子

ハンガーラック

壁掛け式の収納用
ブラケット付き。

アプリ・スマート
スピーカー対応。

キッチンの頑固な汚れに。

水洗いできる
「エアロスピン
 ブラシ」

自立式の
専用充電
ドック。

水洗いできる
「エアーヘッド」

濡らした
モップパッドを
  簡単に装着！

モップパッド
 4枚付き！

折りたたむと
厚さ約10㎝。

木工切断から金工切断まで、
さまざまな用途に使用可能！

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。

人気
商品!人気商品!

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

軽くて
パワフルだから、
お掃除
ラクラク！

2  マキタ　クリーナー用　
紙パック10枚

お買物ギフト券 申込番号

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

V字ブラシで
中央にゴミを集め
しっかり吸引。

狭いところも掃除できます。

4  パナソニック
充電式掃除機

お買物ギフト券 43枚（21,500ポイント分）申込番号193040
MC-SBV01　幅25.3×奥行25.3×高さ110.1㎝　3.8㎏　約3.5時間充
電で最大約36分使用可　すき間ノズル付　〈中国製〉　※本体は自立しま
せん。

5  ダイソン　オムニグライドTM

コンプリート

お買物ギフト券 126枚（63,000ポイント分）申込番号193270
SV19 OF2　幅20.8×奥行107.7×高さ13.2㎝　1.9㎏　コード長1.6m　
約3.5時間充電で最大約20分使用可（エコモード・非モーター駆動）　コンビ
ネーション隙間ノズル・ミニモーターヘッド・専用充電ドック付　〈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。）

パワフルで軽量な
全方向
駆動タイプ。
自由自在に
操作できるヘッド。

6  ダイソン　Micro1.5㎏

お買物ギフト券 110枚（55,000ポイント分）申込番号193271
SV21 FF2　幅20.7×奥行109.1×高さ22.2㎝　1.5㎏　約3.5時間充
電で最大約20分使用可（エコモード・非モーター駆動）　収納用ブラケット・コ
ンビネーション隙間ノズル・ミニモーターヘッド・ツールクリップ付　〈マレーシア・
フィリピン製〉（時期により生産国が異なります。）　※本体は自立しません。

本格ボイラー搭載で、
たまった汚れが
しっかり落ちる。

コードレスなのでお掃除が快適！

ワンプッシュで開いて、
ゴミ捨てラクラク！

フローリング
窓・網戸

ダイソン史上最軽量！

紙パック
不要

数量
限定

14  ケルヒャー　
スチームクリーナー

お買物ギフト券 39枚（19,500ポイント分）申込番号193223
SC2　EasyFix　幅25.4×奥行38×高さ26㎝　2.9㎏　コード長4m　
1500W　〈中国製〉

数量
限定

広い範囲や、
まとめてのお掃除に最適。

10  アイロボット
ロボット掃除機 ルンバ i2

お買物ギフト券 申込番号

79枚（39,500ポイント分） 193272
i215860　径34.2×高さ9.2㎝　3.2㎏　約3時間充
電で最大約75分使用可　自動充電機能　〈中国製〉

紙パック
不要

数量
限定

無駄の無い
効率的な動きで
しっかり清掃！

8  日立　
サイクロン式クリーナー

お買物ギフト券 申込番号

36枚（18,000ポイント分） 192985
CV-S500A　幅25.5×奥行33×高さ21.9㎝　3.9㎏　
コード長5m　1000W　すき間ノズル・お手入れブラシ
付　〈日本製〉

強い吸込力で
お手入れ簡単なサイクロン式
クリーナー。

集じん容量
400ml

紙パック
不要

吸込仕事率
560W

数量
限定

7  充電式ウエット＆
ドライクリーナー

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 193247
FC-700　幅11×奥行35.5×高さ10.5㎝　680g　
約12時間充電で最大約10分使用可　ノズル3種（す
き間・ブラシ・吸水）付　〈中国製〉

液体も吸引
できる、
コンパクトな
クリーナー。

軽くて使いやすい！ 
しかもパワフル吸引！

集じん容量
1.3L

吸込仕事率
500W

数量
限定9  三菱　

紙パック式クリーナー
お買物ギフト券 申込番号

27枚（13,500ポイント分） 193146
TC-SXG3J-H　幅21.8×奥行35.4×高さ22.3㎝　
2.9㎏　コード長5m　1000W　サッシノズル・紙パッ
ク（1枚）付　〈日本製〉

11  ツインバード　
充電式バスポリッシャー
ふろピカッシュEX

お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）申込番号193213
BD-4399BL　幅7×奥行9.6×高さ93.5㎝　770g　約10時間充電で最
大約20分使用可　ブラシ2コ付　〈中国製〉

かがまず、ラクラク。
力いらずで、お風呂がキレイに！

12  アイリスオーヤマ　
リンサークリーナー

お買物ギフト券 39枚（19,500ポイント分）申込番号193256
RNS-P10　幅29×奥行18×高さ27㎝　3.2㎏　コード長3m　310W　
回収タンク容量：400㎖　満水タンク容量：1.1L　ブラシ付きヘッド・T型ヘッ
ド・ホルダー付　〈中国製〉　※落ちにくい・染みついた汚れは、市販の専用洗
浄剤などで汚れを浮かせてから洗浄すると効果的です。

水と空気の力で汚れを吸い取る、
布専用の掃除機。

数量
限定

静音モデルで軽量！
高圧で徹底洗浄。

15 ケルヒャー　高圧洗浄機K2サイレント

お買物ギフト券 47枚（23,500ポイント分）申込番号192823
1.600-920.0　幅53.8×奥行29.3×高さ30.3㎝　5.8㎏　コード長5m　
1250W　〈中国製〉　※水道ホースは付属しておりません。

19  廃棄物パイプカッター

お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分） 申込番号193228
本体：アルミニウム合金　刃：高炭素クロム軸受鋼　幅6×奥行15×高
さ3㎝　254g　切断可能パイプ径：0.6～4.2㎝　切断可能素材厚み：
0.1㎝まで　替刃付　〈中国製〉　

パイプを挟んでクルクル回してカット。
粗大ゴミをカットして、不燃ゴミに。ゴミ処理の強い味方。

16  トレー付
スチール脚立4段

お買物ギフト券 22枚（11,000ポイント分）申込番号192028
本体：スチール（粉体塗装）　トレー・ステップ：ポリプロピレン　幅57.5×奥行
95×高さ150㎝　8.5㎏　収納時：幅57.5×奥行8.5×高さ163.5㎝　耐
荷重：（本体）100㎏・（トレー）10㎏　〈中国製〉　

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。

17  ブラック＋デッカー
電動式ノコギリ

お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分） 申込番号192898
KS880ECN　幅7×奥行27×高さ19㎝　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〉　

18  いろいろ切れる！ 万能のこぎり

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分） 申込番号192562
持ち手：ABS樹脂　熱可塑性エラストマー樹脂　シリコーン　刃：特殊焼入
鋼（JIS　SK85）　幅2×全長28.6㎝　刃渡り15.3㎝　102g　〈日本製〉
※材質・厚さ・強度により、切断しにくい物や、切断できない場合があります。

大きなゴミを小さく！
いろいろな素材が切れる。

付属品は本体背面
にスマート収納！

数量
限定

150
㎝

92㎝92㎝

54.5㎝54.5㎝

（トレー・取っ手）

数量
限定

数量
限定

滑らかな波型の歯先で
硬いものをカット。

集じん容量
330ml

紙パック
不要

手にフィット
しやすい曲線の
持ち手。

IPX5相当IPX5相当

防滴防滴

※イメージ

数量
限定

紙パック
不要

車内や
ソファにも。

自走式
パワーノズルで
 軽快掃除。

紙パック
不要

集じん容量
300ml

数量
限定

1    マキタ　紙パック式
コードレスクリーナー

お買物ギフト券 37枚（18,500ポイント分）
申込番号 　レッド 193265  ピンク 193266  アイボリー 193264
CL115FDW　幅23×奥行13.6×高さ98.3㎝　1.3㎏（ノズル・パイプ含む）
約4時間充電で最大約50分使用可（標準モード）　モード3種（標準・強・パワ
フル）　ダストバッグ水洗い可　紙パック（10枚）・すき間ノズル付　〈中国製〉　
※本体は自立しません。

車の洗浄に！
※洗浄剤は付属して
　おりません。

3  マキタ　
日本製充電式クリーナー

お買物ギフト券 25枚（12,500ポイント分）
申込番号　アイボリー　193137 レッド　193138
CL116DW　幅10.2×奥行11.1×高さ92.8㎝　1.25㎏（ノズル・パイプ含
む）　約4時間充電で最大約15分使用可　フィルター水洗い可　すき間ノ
ズル付　〈日本製〉 ※本体は自立しません。

集じん容量
560㎖

紙パック
不要

軽量で
使いやすい、
日本製
クリーナー。

階段や車内もラクラク！

カプセル式で
ゴミ捨ても
簡単！

レッド

アイボリー
アイボリー

レッド ピンク

13 シー・シー・ピー　
コードレス回転
モップクリーナーNeo＋

お買物ギフト券 申込番号

22枚（11,000ポイント分） 193028
TZJ-MA221-WH　幅28×奥行13×高さ104㎝　1㎏　
約3.5時間充電で最大約1時間使用可　〈中国製〉　

面倒な水拭きが
立ったままラクに！
コードレスで軽い！
窓掃除も！

連続使用時間が
長くなって
さらに便利に！先端はT型ノズルなし

でも掃除しやすい、
斜めカット吸込口。

スパッ！

集じん容量
500ml

ダストバッグ
使用時（　 　）

集じん容量
330ml

（     ）紙パック
使用時

数量
限定

（モップパッド）

ハウスキーピング 生活家電・雑貨

2221 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。　   ご家庭で手洗いできます。



ハウスキーピング 生活雑貨・インテリア

吸収 乾燥

吸収 乾燥

10  どこでもデスク

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
申込番号　木目調ナチュラル　193096 木目調ホワイト　193095
PVC　スチール　発泡ポリエチレン　天板：MDF　使用時：幅60×奥行40
×高さ27（収納時4.5）㎝　2.1㎏　耐荷重10㎏　〈中国製〉　※重い物を
乗せたり、体重をかけないでください。倒れる恐れがあります。

18  エレット　
マルチコンパクトラジオ

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 193136
ET-14　幅14×奥行4×高さ8㎝　285g　単4×3（別
売）　ストラップ・充電用USB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。　※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。

8  SIAA 折りたたみ風呂ふた
お買物ギフト券 申込番号

① 70×109㎝ 10枚（5,000ポイント分） 192595

② 70×119㎝ 11枚（5,500ポイント分） 192596

③ 75×119㎝ 13枚（6,500ポイント分） 192783

④ 75×139㎝ 14枚（7,000ポイント分） 192597

⑤ 75×149㎝ 15枚（7,500ポイント分） 192598
ポリプロピレン　厚さ1.1㎝　①2.1㎏　②2.3㎏　③2.5㎏　④2.8㎏　⑤3㎏　〈日本製〉

9  ジャガー　
コンピュータミシン

お買物ギフト券 申込番号

59枚（29,500ポイント分） 193050
KA-1000A　幅38.7×奥行19.7×高さ30.1㎝　6.8㎏　
コード長1.8m　65W　縫い模様80種　自動糸通し　
手元LEDライト　下糸のセットが簡単な全回転水平釜　
針の停止位置選択　フットコントローラー・5色糸セット・
取扱説明DVD・ソフトカバー付　〈ベトナム製〉　

2  マイクロファインバブル
アダプター　美微ット　ランドリー

お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分） 申込番号141683
真鍮　径3×長さ6㎝　160g　ネジ径G3/4に対応　〈日本製〉　※二槽式洗濯機
にはご使用いただけません。

15  シーズユニット収納5段
ハンガーパイプ付き

お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分） 申込番号133237
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　キャスター付　
〈日本製〉

アイロンと
しても使用
できます。

数量
限定

数量
限定

人気
商品!人気商品!

※イメージ

※メーカー調べ

ボタンを左に押すと
止水できます。

本品 従来品

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）

取り付けに関するお問い合わせは…アーネストお客様相談室　0120-42-2525　平日（9～12/13～17時）

抗 菌 防カビ 足元で操作できるフッ
トコントローラー付き。

使い方に関するお問い合わせは…ジャガーミシンお客様サポート
0120-55-1628　平日（9～17時）

数量
限定

人気
商品!人気商品!

ソーラー充電

LEDライト

FM・AMラジオ

手回し充電

サイレン

携帯電話の充電

1  レコルト　
しまえるミニ洗濯機

お買物ギフト券 申込番号

20枚（10,000ポイント分） 193194
RWM-1　幅28.5×奥行27×高さ26.5（収納時：
12.5）㎝　2㎏　コード長1.5m　使用水量：4.5L　洗濯
可能容量：200g　10W　モード3種（標準・おしゃれ着・
つけ置き）　〈中国製〉　※脱水機能は付いておりません。

おしゃれ着やつけ洗い、
分別洗いに便利！

数量
限定

繊維の奥まで届き、
汚れを浮かせやすくします。

取り付けるだけで
皮脂や汚れを軽減！

4  パナソニック　衣類スチーマー

お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）申込番号193042
NI-FS420-W　幅7×奥行15.5×高さ13㎝　670g　コード長2.5m　
950W　タンク容量：50ml　連続使用：約4分　スチーム量：平均11g/分　
パワフルスチーム機能　〈中国製〉　

立ち上がり時間30秒で、
簡単・手軽にサッと使える。

簡単・手軽にサッと
シワ･ニオイとり｡

5  T-fal　アクセススチームフォース

お買物ギフト券 31枚（15,500ポイント分）申込番号193244
DT8261J0　幅13×奥行14.1×高さ28.3㎝　1.16㎏　コード長3m　
1400W　タンク容量：185ml　連続使用：約8分（ターボモード時）　スチー
ム量：平均23g/分　スチームボンネット・アタッチメントブラシ付　〈中国製〉　

パワフル連続スチームで、
シワ伸ばしも、
ウイルス除去・除菌も。

6  節水シャワープロ　プレミアム

お買物ギフト券 15枚（7,500ポイント分） 申込番号192668
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％　変換アダプタ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。

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。

7  瞬乾力バスマット
お買物ギフト券 申込番号

M 45×35㎝ 6枚（3,000ポイント分） 192229

L 60×45㎝ 9枚（4,500ポイント分） 192230
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。

数量
限定

さらっと乾燥！ 
いつもサラサラ。

お風呂上がりの水分を
ぐんぐん吸収！

※イメージ

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。

強力防カビ剤とAg+抗菌剤で
カビ、細菌の繁殖を抑制。

木目調ホワイト

タブレット
ホルダー

ドリンクホルダー

木目調ナチュラル

数量
限定

数量
限定11  tower　台車

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分） 申込番号193188
ポリプロピレン　スチール　幅28×奥行45×高さ6.5㎝　1.1㎏　耐荷重
100㎏　〈日本製〉　

家電や
食品ストックの
移動がラクラク。

掴みやすい
持ち手付き！

12  シフラス　
自立式ポータブルハンモック

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

簡単に組み立てられて収納もコンパクト。

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。

持ち運びに便利な
収納バッグ付き。

サイドテーブルとしても。
リビング、キッチン、デスクサイドに便利。

キャスター付きで移動に便利。 14  大川産　職人が作るワゴンチェスト

お買物ギフト券 12枚（6,000ポイント分）
申込番号　3段　133711 2段　133710
プリント化粧繊維板　桐　幅38×奥行25×高さ55㎝（キャスター含む）　
8㎏　引き出し内寸：［3段］幅31.5×奥行21×高さ10.5㎝・［2段］幅31.5×
奥行21×高さ18㎝　耐荷重20㎏　キャスター付　〈日本製〉　

数量
限定

ソファやベッド脇に置いて使えて便利！

キャスター付きで移動もラク！

2段2段
3段3段 キャスター付きで

移動もラクラク。

16  モコモコごろ寝座いす

お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）
申込番号　レッド　133699 ダークブラウン　133478
側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　ウレタンチップ　幅57×奥行
106～160×高さ17～69.5㎝　7㎏　耐荷重80㎏　クッション付　〈中国製〉

好きな角度で
ラクにくつろげる！

背もたれと膝部はそれ
ぞれ14段階リクライニ
ング可能。 17  リクライニング回転座いす

お買物ギフト券 申込番号

① ロータイプ 30枚（15,000ポイント分） 133700

② フットレスト付き 36枚（18,000ポイント分） 133701
側地：PVC　中材：ウレタンフォーム　ウレタンチップ　ポリエステル綿　肘部：天然木　耐荷重
80㎏　背もたれ3段階リクライニング　360°回転　①幅58.5×奥行60～83×高さ68～77.5㎝　
11.6㎏　②幅58.5×奥行70～114×高さ90～107㎝　13.2㎏　〈中国製〉

長時間座っていても快適！

①

②

②

（脚部）

数量
限定

数量
限定

※イメージ

洗濯槽の黒カビ汚れも
スッキリキレイに！

（株）富士計器調べ

観葉植物を置いたり、押し
入れの中でも便利。

13  ウッドスタイルワゴン

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分） 申込番号125707 
ポリプロピレン　プリント化粧パーチクルボード　幅45.5×奥行29.5×高さ
70㎝　2.36㎏　耐荷重16㎏　〈日本製〉

レッド

レッド

ダークブラウン

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。

傷や汚れに強く
衛生的なステンレス
　コーティング。

生地の厚みに応じてパワーを自動調節。

初心者も安心の
コンピュータ制御ミシン。

バックライト
付き液晶画面。
画面が大きく
操作性アップ。

折りたたみ式で
コンパクトに
収納できます。

軽量＆丈夫なマルチデスク。
おうち時間に！ どこでも使える。 持ち運びも

ラクラク。

防災だけでなく普段使いにも
便利な機能充実の
ラジオライト。

備えて
安心!

3  アイリスオーヤマ
パーソナルシュレッダー

お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分） 150386
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㎝（クロス
カット）　〈中国製〉　※CD・カードは細断できません。

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に細断できます。

数量
限定

フラットにも
できます。

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。

（工具不要）

簡単取り付け！

工具不要

側板が天板より高く物が
落ちにくい。

洗濯板にもなるフタ付き。

どこでも使えて、
コンパクトに
たたんで収納。

3つの穴から
カンタン排水。

※①・②共通
360°回転

数量
限定

座面は
約41～49㎝で
高さ調節可能。
※②のみ

人気
商品!人気商品!

2423

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

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。  お客様にて組立てが必要な商品です。



ハウスキーピング 季節家電・生活雑貨

15  裏フリース
あったか割烹着エプロン

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
申込番号　ネイビー　193196 ボルドー　193195

身頃の裏がフリースなので、
寒い日でもおなかも
背中もあったか！

18  日本製　
あったか電気毛布

お買物ギフト券 申込番号

① 掛敷兼用毛布 11枚（5,500ポイント分） 193269

② 敷毛布 8枚（4,000ポイント分） 193268
たて糸：ポリエステル　よこ糸：ポリエステル70％・アクリル30％　表面温度：3段階
（約20/36/52℃）　コード長1.9m　①SB22K25　188×130㎝　1.2㎏　80W　
②SB22S24　140×80㎝　700g　55W　〈日本製〉

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

お買物ギフト券 申込番号

79枚（39,500ポイント分） 193035
HP00 IS N　径22.2×高さ63.2㎝　3.9㎏　コード長
1.8m　1200W　リモコン付　〈マレーシア・フィリピン製〉
（時期により生産国が異なります。）　※人気商品のた
め、お届けまでにお時間をいただく場合があります。

1  アルコレ
上から給水　ハイブリッド加湿器

お買物ギフト券 26枚（13,000ポイント分）
申込番号　ホワイト　193082 ブラック　193081
ASH6042　幅19.8×奥行29×高さ33㎝　2.6㎏　コード長1.4m　110W　
タンク容量：6L　連続加湿：約12時間　最大加湿量：500ml/h　加湿量
3段階　リモコン・アロマ用フェルト3枚・クリーニングブラシ付　〈中国製〉　
※アロマオイルは付いておりません。

13  コロナ　
衣類乾燥除湿機

お買物ギフト券 申込番号

39枚（19,500ポイント分） 193147
CD-P6322　幅22×奥行33×高さ51.5㎝　7.9㎏　
コード長1.8m　160/180W（50/60Hz）　タンク容
量：3.5L　除湿能力：約5.6～6.3L/日　適応床面積
（目安）：木造7～8畳・鉄筋14～16畳　フィルター寿命：
約10年　切タイマー（2/4/8時間）　モード3種（衣類
乾燥・除湿・送風）　〈日本製〉

数量
限定

人気
商品!人気商品!

数量
限定

数量
限定

加熱式＋
超音波式

加湿目安
最大14畳 超音波式 加湿目安

最大8畳

数量
限定

※（社）日本電機工業会規格
　（JEM1467）に基づき算出。

暖房
3～8畳

空気清浄※
8畳（30分）
23畳（60分）

衣類乾燥送風 温風

11  ホットスピード温熱ベスト　
バッテリー付き

お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分）
申込番号　M～L 193198 L～LL 193199

約10秒スピード温熱！
「着る暖房」。

モバイルバッテリー付き
数量
限定

USB
充電

男女
兼用

軽くてあったか！ 
日本の伝統的な防寒着。

前ヒモ
付き。

14  ファイバーダウン寝袋

お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分） 申込番号192852
側地：ポリエステル（撥水加工）　中綿：ポリエステル70％・レーヨン30％（高機能綿）　
150×210㎝（広げた時）　1.3㎏　〈中国製〉　

3種の機能綿
（保温・抗菌・マイクロ綿）で
熱を逃がさず暖かい。

収納袋付き。

数量
限定

肌掛け布団
としても!

16  タニタ　デジタル温湿度計
お買物ギフト券 申込番号

5枚（2,500ポイント分） 133490
TT-572　幅7.5×奥行3×高さ13.2㎝　168g　単4×1
（お試し用）付　〈中国製〉

お部屋の温度・
湿度を管理！
マグネット・置き・壁掛けの3WAYタイプ。

時計・日付・
目覚ましアラーム
機能搭載。

乾燥 快適 不快
快適レベル表示

コンパクト
だけど、
しっかり
乾燥！

銀イオン＆70℃加熱。約99.9％※除菌されたミストでパワフル加湿！

6L大容量タンク。銀イオン抗菌剤
を使用したカートリッジ※で、タンク内
にカビや雑菌が繁殖しにくい。
（※交換目安：約2年）

※吹出口からのミスト試験。運転後30分で約99.9％除菌。
　（試験菌：1種類）

加湿力と
静音性を兼ね備えた
ハイブリッド式。

ホワイト

ホワイト

ブラックブラック

ブラック

2  上部給水式　アロマ加湿器
デュードロップL 

お買物ギフト券 申込番号

12枚（6,000ポイント分） 193087
HFT-2138　径23.5×高さ25.4㎝　1.3㎏　コード長
1.5m　31W　タンク容量：3L　連続加湿：9時間　
最大加湿量：320ml/h　加湿量無段階調節・切タイ
マー（2/4/6時間）　LEDライト機能　アロマパッド3
枚・抗菌カートリッジ付　〈中国製〉　※アロマオイルは
付いておりません。　

7  コロナ　石油ファンヒーター
お買物ギフト券 申込番号

39枚（19,500ポイント分） 193249
FH-G3222Y　幅38.5×奥行32.5×高さ42.4㎝　
8.8㎏　コード長1.7m　20W　タンク容量：5L　不完
全燃焼防止装置付　〈日本製〉

数量
限定

暖房
9～12畳

大容量の水タンクで長時間運転！

秒速点火、
低燃費で灯油長持ち。

電源不要！ 
暖かさをどこにでも。

ダニ対策モード搭載！
マット要らずでコンパクト。

数量
限定

2足同時に
くつを乾燥！

9  衣類乾燥
サーキュレーターヒート＆クール

お買物ギフト券 23枚（11,500ポイント分）申込番号193163
HC-T2205WH　幅28×奥行22.2×高さ41.2㎝　3.2㎏　コード長1.5m　
1200W　首振り：左右80°（自動）・上下90°（手動）　風量4段階（送風時）　
切タイマー（1/2/4時間）　リモコン付　〈中国製〉

オールシーズン使えて
部屋干しの乾燥にも。

1台
3役

10  アイリスオーヤマ　
脱臭くつ乾燥機カラリエ

お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分） 申込番号193261
SD-C2-W　幅13.7×奥行10.1×高さ28.9㎝　780g　コード長2m　215W　
モード3種（標準・革靴・低騒音）　〈中国製〉　※靴は付いておりません。

パワフル乾燥＆オゾン脱臭で
靴のお悩み解決！

※イメージ

※イメージ

撥水・
防風。

表地・裏地・中綿：ポリエステル（背面アルミプリント）　
約6時間充電で最大約16時間使用可　［M～L］胸囲
79～94㎝・腹囲64～77㎝・着丈60㎝　290g　［L～
LL］胸囲86～101㎝・腹囲69～85㎝・着丈61㎝　310g　
温度調節3段階（35/40/45℃）　充電用USBケーブル・
10000mAhモバイルバッテリー付　〈中国製〉　
※ACアダプタは付いておりません。

空気清浄機・ヒーター・
扇風機の1台3役！

数量
限定

6  コロナ　石油ストーブ
お買物ギフト券 申込番号

28枚（14,000ポイント分） 193248
RX -2222Y　幅45.2×奥行32.4×高さ47.5㎝　
7.4㎏　単1×2（別売）　暖房出力：2.24kW　タンク
容量：3.7L　耐震自動消火装置付　〈日本製〉

数量
限定

暖房
6～8畳

電源不要で、
非常時の備えにもおすすめ。

5 イワタニ　
カセットガス
ストーブ　マイ暖

お買物ギフト券 申込番号

27枚（13,500ポイント分） 193254
CB-STV-MYD2　幅31.2×奥行22.2×高さ29㎝　
2.6㎏　連続燃焼：約3時間20分（通常時）・約3時間
55分（エコモード）　不完全燃焼防止・立消え安全・転
倒時消火・圧力感知安全装置付　〈ベトナム製〉　
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

数量
限定

スポット
暖房

12  吸湿発熱
わた入りはんてん

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
申込番号　① ピンク（M～L）106491 ② ネイビー（M～L）106492
側地：ポリエステル　中材：ポリエステル（吸湿発熱綿）　①肩
幅60×袖丈36×着丈80㎝　510g　②肩幅64×袖丈
38×着丈81㎝　560g　〈中国製〉

数量
限定

コードを外せば丸洗いでき
るから、いつも清潔。

①

②

“頭
ず

寒
かん

足
そく

熱
ねつ

”を考えた配線設計で、
快適な眠りをサポート。

リブ仕様の袖口でまくり上げやすい。

ネイビー

ボルドー

数量
限定

襟元も
暖かい。

本体：綿　襟元・袖口：ポリエステル72％・綿26％・ポリウレタン2％　肩幅41×袖丈53×
着丈75㎝　胸囲79～94㎝　かぶりタイプ　ポケット2コ　〈中国製〉　

数量
限定

スイッチオンで
すぐに暖かい!

3  トヨトミ　W遠赤ヒーター
お買物ギフト券 申込番号

27枚（13,500ポイント分） 193255
EWH-CS100M　幅29×奥行25×高さ66.5㎝　
3.2kg　コード長1.8m　1000W　首振り：自動70°　
〈日本製〉

速暖カーボンと
シーズヒーターの

W遠赤。

数量
限定

便利な
大きめポケット
2コ付き。

首振り
70°! 

コンパクト
で軽量。

8  アイリスオーヤマ　
ふとん乾燥機カラリエ　ツインノズル

お買物ギフト券 36枚（18,000ポイント分）申込番号193260
FK-W2-W　幅16.6×奥行19.6×高さ32㎝　2.2㎏　コード長1.9m　
760W　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〉　※布団・靴は付いておりません。

（女性向け）
①

（男性向け）
②

上から
給水できるので

ラク！

2つの布団の同時あたため＆乾燥が可能！

ふとん2組を
同時に乾燥。

上履きも！

3つの発熱ヒーターで、
屋内・屋外もこれ一枚
でぽかぽか！

いざという時の
備えにも。

40～70％まで目標湿度の設定が可能。

数量
限定 17  電気ひざ掛け

お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分）
申込番号　グレー 192864 レッド 191855 
NA052H　アクリル　140×82㎝　コード長1.9m　850g　55W　表面温度：20～
52℃（無段階調節）　〈日本製〉

ひざに掛けられるのはもちろん、
羽織ったり巻いたり
使い方は自由自在。

数量
限定

グレー レッド

コントローラー
付きなのでカンタンに
操作ができます。
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※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

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。



ハウスキーピング 寝具

裏面

表面

お得な
2枚組

2  テイジン　
あったかフラワー毛布

お買物ギフト券 14枚（7,000ポイント分）
申込番号　ピンク　133683 ブルー　133682
表地・裏地・中材：ポリエステル　140×200㎝　2.4㎏　〈中国製〉　
※商品によって柄の出方が異なります。

1  暖暖あったか
ロング節電マット

お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分） 133676
ポリエステル（中綿：アルミシート入り）　205×100×厚さ1.5㎝　1.08㎏　
〈中国製〉

7  ジャパンスリーパー　
日本製形状記憶マットレス

お買物ギフト券 申込番号

シングル
97×195㎝ 25枚（12,500ポイント分） 133707
セミダブル
120×195㎝ 31枚（15,500ポイント分） 133708
ダブル
140×195㎝ 37枚（18,500ポイント分） 133709
本体：ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル　厚さ5㎝　シングル：5.3㎏　
セミダブル：6.6㎏　ダブル：8.7㎏　カバー付　本体：〈日本製〉　カバー：
〈中国製〉

9  エアウィーヴ　
スマート01シングル

お買物ギフト券 申込番号

71枚（35,500ポイント分） 162370
マットレスパッド：ポリエチレン（エアファイバー）　カバー：ポリ
エステル55%・綿45%　97×195×厚さ4㎝　5㎏　本体：
〈日本製〉　カバー：〈中国製〉

5  防ダニ・抗菌防臭加工
ボリュームウール　布団シリーズ

お買物ギフト券 申込番号

掛布団シングル2色組
（ピンク・ブルー） 29枚（14,500ポイント分）133318
４層式敷布団
シングル　ピンク 18枚（9,000ポイント分）133312
４層式敷布団
シングル　ブルー 18枚（9,000ポイント分）133313

ニュージーランド産
ペガサスウール使用

抗菌防臭 防ダニ

敷布団ピンク

敷布団ブルー

掛布団
ピンク

掛布団ブルー

数量
限定

数量
限定

（カバー）

数量
限定

フィギュアスケーター 
浅田 真央さん

テイジンのV-Lap®使用。ボリュームたっぷりなのに軽い！
熱が逃げずに芯からあったか。

滑らかな手触りと光沢感。

ブルー
ピンク

側地：ポリエステル（メリヤスフランネル
無地カバー）　グランド部：ポリエステル
（鉱石繊維）　中綿：ポリエステル　敷
パッド裏地：ポリエステル（ピーチスキン
無地カラー）　①100×200㎝　650g　
4隅ゴムバンド付　②140×200㎝　
1.1㎏　〈中国製〉　

（ネット使用）

数量
限定

体温で温まった空気をたっぷりため込むメリヤスフランネル素材と、
天然鉱石配合繊維の蓄熱効果で心地良い暖かさを味わえます。

極上の触り心地。2つの効果で岩盤浴気分。

4  体にフィット　
軽量あったか遠赤掛布団
シングル2色組

お買物ギフト券 申込番号

26枚（13,000ポイント分） 133706

寒い夜もあったか、
ふわっと軽い
掛布団で快適。

ブルー系

ピンク系

吸湿・保湿・発散性に優れ、1年中快適に！

［掛布団シングル］側地：ポリエステル65％・
綿35％　中綿：ポリエステル70％（防ダニ・抗
菌防臭テイジンマイティトップIIECOわた入り）・
ペガサスウール30％　210×150㎝　2.9㎏
（1枚）　［4層式敷布団シングル］側地：ポリエス
テル65％・綿35％　中綿：［巻き綿］ウール
100％（ニュージーランド産ペガサスウール）・
［中芯］ウレタンフォーム・［固綿］ポリエステル
100％（防ダニ・抗菌防臭テイジンマイティトップ
IIECO混）　厚さ7㎝　210×100㎝　3.9㎏　
〈日本製〉　※商品によって柄の出方が異なり
ます。　※人気商品のため、お届けまでにお時
間をいただく場合があります。　

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）：3㎏　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。

1年中使えるリバーシブルタイプの敷布団。

表面はサラッとした肌触り、裏
面は起毛であたたか。中芯は
へたりにくい固綿を使用。

6  リバーシブル敷布団　
シングル2枚組

お買物ギフト券 申込番号

30枚（15,000ポイント分） 133141

夏は
サラッと冬は
ふんわり！

今お使いの寝具に重ねるだけ。

数量
限定

（カバー）

ベッドにもフローリングにもお使いいただけます。

寝返りもスムーズ。
快適な眠りを叶えるマットレス。

点で支えて体圧を分散。

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

8  西川 SUYARA（スヤラ）
マットレス　シングル

お買物ギフト券 申込番号

39枚（19,500ポイント分） 162396
側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　97×200×
厚さ9㎝　6.6㎏　〈中国製〉　

数量
限定

収納は丸めて
マジックテープで
留めるだけ。

朝起きると体や
気持ちもスッキリ！
毎日爽快です。

ベッドや
布団に重ねる
だけ！

寝返りがラクに。
目覚めも
スッキリ！

グーンと伸びて、ぴったりフィット！

高級感の
あるベロア調。
しっとり柔らかな
肌触り。

12  ベロア調のびのびボックスシーツ

お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
申込番号　ブラウン　133702 ネイビー　133703
ポリエステル90％・ポリウレタン10％　80×185×高さ25㎝（100×200×
厚さ20㎝まで対応）　630g　〈中国製〉

10  マイクロファイバー
衿カバー　2枚組

お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分） 申込番号133704
ポリエステル（マイクロファイバー）　150×50㎝　220g　ズレ防止クリップ
（2コ）付　〈中国製〉

布団の汚れを防ぐ！
首元もあったか快適。

サイドを止められる
ズレ防止クリップ（2個）付き。

「特殊セラミックス」から放射される遠赤外線が体を包み込みます。

側地：ポリエステル　中綿：ポリエステル
（テイジン®ウォーマル®入り）　210×
150㎝　1.6㎏（1枚）　〈日本製〉　
※商品によって柄の出方が異なります。　
※温感には個人差があります。

コリや痛みの原因になる体圧
の1点集中がなく体圧を均等に
分散し、負担を緩和します。

体に合わせて
ゆっくりフィット！ 

本　品他メーカー品

※イメージ※イメージ

通常の寝具だと…

※イメージ※イメージ

ジャパンスリーパーなら

※メーカー調べ

形状記憶

㎝ 
5マ
ッ
ト
厚

今お使いの寝具の上に敷くだけで、睡眠環境がグレードアップ。

付け外しが
ラク！襟元だけのカバー

だから、手軽に洗濯
できてラク！

体に密着し、
冷気が侵入しにくい
 フィットキルト仕様。

数量
限定

ブラウン

ネイビー
（ネット使用）

数量
限定

3  岩盤浴のような寝具シリーズ
お買物ギフト券 申込番号

① 敷パッド 5枚（2,500ポイント分） 133589

② 二枚合わせ毛布 8枚（4,000ポイント分） 133590

①①

①①

① ②① ②

数量
限定

（ネット使用）

体温を反射して蓄熱保温。

厳しい冷えでも
電気いらずでポカポカ！

※イメージ

※イメージ

※枕はP4・29に掲載

あたたかさ
のヒミツ。

暖房による
乾燥を避けたい方に

ぴったり！

表地

裏地

中わた

中
わ
た

アルミシート
体温を反射

数量
限定

※イメージ

11  マイクロファイバー肩当て2色組

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分） 申込番号193201
側地・中綿：ポリエステル　肩幅65×裾幅62×前身丈36（後身丈55）㎝　
290g（1枚）　〈中国製〉　

数量
限定

肌ざわりの良い
マイクロファイバーで、暖かい。

ふわりと羽織るだけで肩口からの冷え防止。

エンジ系

ブルー系

マジックテープ
付きで取り外し
ラクラク！
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※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

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。



健康・美容 健康雑貨・エクササイズ

8  タニタ　体組成計

お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）
申込番号　パールホワイト161875 メタリック

グレー 162368
BC-315　幅31.6×奥行21.7×高さ2.7㎝　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　〈中国製〉

18  ドクターエア
3Dスーパーブレード スマート

お買物ギフト券 70枚（35,000ポイント分）
申込番号　ブラック　162138 ピンク　162137
SB-003　幅65×奥行35×高さ15㎝　11.5㎏　コード長1.75m　80W　
耐荷重120㎏　切タイマー：5～30分（5分間隔）　マニュアルモード：速度8
段階調節可　オートモード機能　振動回数：480～840回/分　リモコン・コ
イン型電池CR2025×1（お試し用）付　〈中国製〉　※医師から運動を制限
されている方は使用しないでください。ペースメーカーなどの体内植え込み型
医用電気機器を使用している方は、医師と相談の上ご使用ください。

見やすい
液晶パネル表示

運動時間
スピード／距離
カロリー

1  Dr.リセット　ととのう枕

お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）申込番号162512
側地・カバー：ポリエステル68％・再生繊維（テンセルTM）31％・ポリウレタン
1％　中材：ウレタンフォーム　内カバー：ポリエステル　幅60×奥行64×
高さ9.5㎝　1.2㎏　〈中国製〉　

7  タニタ　体組成計

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

4  オムロン
上腕式血圧計

お買物ギフト券 申込番号

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

3  テルモ
アームイン血圧計

お買物ギフト券 申込番号

25枚（12,500ポイント分） 162026
ES-P2020ZZ　幅17×奥行17.7×高さ22.9㎝　
885g　腕周り：18～33㎝　単3×4（お試し用）付　医
療機器認証番号228AHBZX00015000　〈中国製〉　

数量
限定

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

数量
限定 数量

限定

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 前回値
表示

※7・8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）

ホワイト ブラウン

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

パールホワイト メタリックグレー

人気
商品!人気商品!

※脇式よりも高く
測定される傾向
があります。

ブラック

ピンク

（ネット使用）

（カバー）

腕を通すだけで
簡単に測定でき
ます。

血管音を聴いて
正確に測る、
医師と同じ測定方法。

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。

1つのボタンで
簡単操作！

ソフトな
装着感の腕帯。

5  タニタ
手首式血圧計

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 161886
BP-512　幅7.1×奥行3.2×高さ8.4㎝　105g　手首
周り：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227
AABZX00086000　〈中国製〉

6  はかるくん　家庭用
酸素飽和度メーター

お買物ギフト券 申込番号

4枚（2,000ポイント分） 162489
幅5.8×奥行3.2×高さ3.2㎝　27g　自動電源オフ
（10秒）　ストラップ付　単4×2（別売）　〈中国製〉　
※充電式乾電池使用不可。※医療機器ではありません。　
※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  西川　ドクタースリープ枕
お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分）162351
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〉

運動の前後に、
日常の健康チェックに！

血中酸素飽和度（血液中の酸素の濃度）
の標準値は96～99％と言われています。

9  タニタ　非接触体温計
お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分） 315312
BT-543 　幅4.9×奥行3.9×全長12.9㎝　90g 　単4×
2（お試し用）付　体温測定モード：34.0～43.0℃　温
度測定モード：0.1～99.9℃　過去メモリー30回　室温
10℃未満または40℃を超える場合お知らせ機能　医療
機器認証番号：301AFBZX00069000　〈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。

数量
限定

おでこの温度から
体温（舌下温度）
を計算します。

約1秒で測定！
肌に触れない
体温計。

50g単位の高精度測定と
充実の測定項目。

コンパクトで軽量！
日本製の体組成計。

10  タニタ　体温計
お買物ギフト券 申込番号

4枚（2,000ポイント分） 161940
BT470　幅2.9×奥行1.5×全長13.6㎝　23g　
CR2032コイン型電池×1（お試し用）付　自動電源オフ
（約3分）　前回値表示　保護ケース付　医療機器認
証番号229AFBZX00027000　〈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。

先端が柔らかくワキに
フィットする体温計。

予測平均
約20秒 ワキ専用

数量
限定

17  手すり付き
電動若返りウォーカー

お買物ギフト券 54枚（27,000ポイント分）申込番号162516
幅55×奥行112×高さ115㎝　20㎏　コード長1.9m　300W　耐荷
重80㎏　速度：約1～6km/時　〈中国製〉　

運動不足解消！
足腰の強化にも！

数量
限定

手すり付きで
安心。

コンパクトなボディから
発せられるパワフル振動で、
全身のスタイルアップをサポート。

天気に左右されず、自分のスタイルで
快適に室内でエクササイズ！

両足で乗るだけで、
歩くための筋肉を刺激。

テレビを見ながらおうち運動！

11  体幹ぴょんぴょんホップステッパー

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
申込番号　ネイビー　162384 ブラウン　162428
側地：ポリエステル　中材：ポリウレタン　ポリエチレン　紙　幅40×奥行44×
高さ15㎝　1.23㎏　耐荷重100㎏　持ち手付　〈中国製〉

おうちで楽しく運動。TVで話題の
トランポリンクッション！

ネイビー

ブラウン
こじま整骨院 院長
小嶌 賢治先生 監修

12  MTG　シックスパッド　
パワーローラーS

お買物ギフト券 20枚／／ 19枚（9,500ポイント分）申込番号 162096
SE-AA03S　径8.5×長さ31.5㎝　840g　3時間充電で最大約6時間使
用可（※弱モードの場合）　自動電源オフ（15分）　モード4種　使用限界
重量120㎏　〈中国製〉　

※イメージ
数量
限定

自宅でできる充実の
セルフストレッチ。

13  腰痛対策クッション

お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分） 申込番号162509
側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　幅43×奥行38×厚さ14.5㎝　
758g　〈中国製〉　

立体形状が骨盤を立てる！
長時間座っても疲れにくい！

（カバー）

数量
限定

立体Wカーブ
形状座面。

人気
商品!人気商品! 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。

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

整形外科医推奨の枕。
立体形状で首（頸部）・
頭を支えます。

自分の平均値を知って、体調管理の目安に！

指を挟んでボタンを
押すだけ！

バックライト
付き大型
表示。

暗い部屋でも測定しやすいバックライト表示。
大きい文字で数値も見やすい。

自然と胸が
開きます。

寝返りも快適な
ワイドサイズ。

※イメージ

付属のパーツで
自分に合う形状
に。細かい高さ
調節が可能。

新感触！
肩から背中が理想のカーブ。
まるで瞑想のような時間に。

思温病院 理事長
狭間 研至先生
監修

背中を支えることで
胸が開き、呼吸が
しやすくなります。

※電源コード取り付けの際、
　アースの接続が必要です。

オットマンや
スツールとしても

使える。

子供も楽しく
ジャンプ♪

座る
だけで骨盤が立ち、
正しい姿勢に。

最大
3,000回/分の
パワフル振動。

通気性の良い
メッシュ素材。

肩口にフィットする
カーブ設計

人気
商品!人気商品!

ブラック
ホワイト

数量
限定

USB
充電14 ドクターエア　リカバリーガン

お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）
申込番号　ホワイト　162465 ブラック　162466
RG-01　幅11.5×奥行7×高さ16㎝　620g　振動回数：約（2300/
2900/3500）/分　5時間充電で最大約4時間使用可　自動電源オフ
（10分）　アタッチメント4種（球形・円錐形・円形・U字形）　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。※医師から
マッサージを禁止されている方は使用しないでください。　

コンパクトでも最大3500回の本格
パワフル振動で筋肉をしっかりケア。

コードレスだから、
いつでもどこでも
手軽にリカバリーケア！

4つのアタッチメントで、肩～手の
ひら・足裏まで、全身ボディケア。

気になる部位に
当てることでストレッチをサポート。

15  スライヴ　もみギア

お買物ギフト券 29枚（14,500ポイント分）申込番号162511
MD-4255　幅44×奥行30×高さ20.2㎝　3.2㎏　コード長2m　30W　
モード：自動3種・速度2段階切替（速/遅）　医療機器認証番号304
AHBZX00010000　〈中国製〉

もみとたたきの
ダブルマッサージ！

数量
限定

足裏をグイグイ！ 強めの刺激が気持ちいい。

16   フットマッサージャー

お買物ギフト券 29枚（14,500ポイント分）申込番号162424
JMF50220　幅40×奥行46×高さ26㎝　5㎏　コード長1.8m　39W　
モード3種（疲労回復・血行促進・リラックス）　ヒーター機能　切タイマー
（15分）　もみ回転数:8～30回/分　足裏パッド付　医療機器認証番号
228AABZX00127000　〈中国製〉　※ペースメーカーなど体内埋込み型
医療電気機器を使用している方、その他、医師からマッサージを禁じられてい
る方はご使用いただけませんのでご注意ください。

19   アルインコ　クロスバイク4417

お買物ギフト券 47枚（23,500ポイント分）申込番号162374
AFB4417X　幅46×奥行94×高さ108㎝　折りたたみ時：幅46×奥行42×
高さ135㎝　14㎏　単3×2（お試し用）付　サドル高さ7段階（73.5～
82.5㎝）　耐荷重90㎏　連続使用３０分　小物トレイ付　〈中国製〉

数量
限定

ローラーともみボードでもみほぐし。
エアバッグで血行促進。
ヒーター機能付き。

※イメージ

モミボード
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。

時間
速度
距離
カロリー

折りたためて
収納に便利！

数量
限定

便利な
小物トレイ
付き！

ペダルの
負荷調節
（8段階）

肩がスッポリ入る構造。

たたきローラー
足裏やふくらはぎを回転
して刺激。

10秒で測定！

人気
商品!人気商品!

数量
限定

3029

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

  お客様にて組立てが必要な商品です。　   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。



健康・美容 美容雑貨

汚れ汚れ

かたい

やわらかい

かたい
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洗浄前 洗浄後

パイプ径
32㎜

4  ヤーマン　
ミーゼ　スカルプリフト

お買物ギフト券 62枚（31,000ポイント分） 申込番号141613
MS-80W　幅5.4×奥行18×高さ5.6㎝（スカルプ用アタッチメント取付時）　125.5g
（アタッチメント除く）　約3時間充電で最大約30分使用可　モード2種（スカルプ・フェ
イス）　充電台（USBケーブル付）・ACアダプタ・アタッチメント2種（スカルプ・フェイス）・
ポーチ付　〈中国製〉　※完全防水ではありません。　※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。

1 マイクロファインバブルアダプター　
美微ット シャワー

お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分） 申込番号141684 
真鍮　径2.5×長さ4.5㎝　70g　ネジ径G1/2に対応　〈日本製〉　※シャワーヘッド・
ホースは付いておりません。　バランス釜（浴室に釜があるタイプ）には使用できません。

18  ヴィダルサスーン
マイナスイオン
2WAYヘアアイロン

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 141579 
VSI3250KJ　 幅3.2×奥行6.8×高さ33.5㎝　420g　
コード長1.9m　71W　温度4段階（140/160/180/
200℃）　〈中国製〉　※やけどにご注意ください。 

9  国産　巻爪用足用爪切り
お買物ギフト券 申込番号

4枚（2,000ポイント分） 141604 
本体：炭素鋼　クロームメッキ　全長10.5㎝　73g　
〈日本製〉

8  タコトリーS
お買物ギフト券 申込番号

4枚（2,000ポイント分） 141639 
本体：オーステナイト系304ステンレス　掃除棒：ポリ
アセタール樹脂　径0.4×全長9㎝　4g　掃除棒付　
〈日本製〉

20  アゲツヤ 
コームヘアアイロン2

お買物ギフト券 申込番号

6枚（3,000ポイント分） 141602
AG-0001-G　幅3.8×奥行4.5×長さ26㎝　315g　
コード長1.8m　25W　温度5段階（140/160/180/
200/220℃）　360°回転コード　海外使用可（AC
100-240V）　〈中国製〉

12  パナソニック
シェーバー　
ラムダッシュ

お買物ギフト券 申込番号

25枚（12,500ポイント分） 141702
ES-LT2B-K　幅6.4×奥行5×高さ15.5㎝　145g　
約1時間充電で最大約42分使用可　海外使用可
（AC100-240V）　〈日本製〉

14  パナソニック
ドライヤー　ナノケア

お買物ギフト券 33枚（16,500ポイント分）
申込番号　ピンクゴールド141703 ホワイト141704
EH-NA2J　幅15.7×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　
〈タイ製〉

15  パナソニック
マイナスイオン
ドライヤー　イオニティ

お買物ギフト券 12枚（6,000ポイント分）
申込番号　ブラック 141705 ホワイト 141706
EH-NE5J　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　
〈タイ製〉　※新商品のため、2022年11月上旬からの
お届けとなります。

17  テスコム　マイナスイオン
カールドライヤー

お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
申込番号　ピンク 141634 ゴールド 141635 
TIC325　幅32.4×奥行5.3×高さ6.1㎝　315ℊ　
コード長1.7ｍ　700W　ブラシ水洗い可　〈中国製〉

13 パナソニック　ブラシ
ストレートアイロン
イオニティ

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分） 141689
EH-HS30　幅7.7×奥行5.1×高さ25.8㎝　370g　
コード長1.7m　37W　海外使用可（AC100-240V）　
〈中国製〉　

16 ダイソン　
スーパーソニック　
イオニックヘアドライヤー

お買物ギフト券 申込番号

90枚（45,000ポイント分） 141652
HD08 ULF IIF N 幅7.8×奥行9.7×高さ24.5㎝　
720g　コード長1.9m　1200W　冷風モード・風温
3段階・風速3段階　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・浮き毛抑制ツール付　〈マレーシア・フィリピン製〉
（時期により生産国が異なります。）　※人気商品のた
め、お届けまでにお時間をいただく場合があります。

10  MTG　リファイオンケアブラシ

お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分） 申込番号141643
RS-AI00A　幅19.6×奥行5.8×高さ5㎝　110g　スタンド付　〈日本製〉

11  電動ビューティーシェーバー　フローレス

お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
申込番号　ピンク　141659 ホワイト　141528 
幅2.5×奥行2.2×高さ10.6㎝　32g　単3×1（別売）　掃除ブラシ付　〈中国製〉　※肌
が敏感な方や炎症など異常がある場合はご使用いただけません。

19  アゲツヤ
ポータブルミニブラシ

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 141600 
QS-17108　幅5×奥行4×長さ18.8㎝　280g　コー
ド長1.5m　32W　温度5段階（120/150/170/
190/210℃）　360°回転コード　海外使用可（AC
100-240V）　収納袋付　〈中国製〉　

2  ミラブルプラス　シャワーヘッド
お買物ギフト券 申込番号

シャワーヘッド 82枚（41,000ポイント分） 141598
交換用トルネード
スティック   7枚（3,500ポイント分） 141601
幅7×奥行6.5×全長16㎝　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。取り外しても使用できます。　※こちらの
商品は「ミラブル」正規品です。（ID：03O036913G05）

5  ミュゼ 3inスムースシェーバー

お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分） 申込番号141655
MS-YP7016　幅3.3×奥行2.8×高さ12.4㎝　103g　約5時間充電で最大約1.5
時間使用可　充電用USBケーブル・お掃除ブラシ付　〈中国製〉　※ACアダプタは
付いておりません。

3  MTG　
リファカラットレイフェイス

お買物ギフト券 49枚（24,500ポイント分）申込番号141630
RF-RF2121B　幅6.7×奥行4.2×長さ14.9㎝　87g　ガイドブック・ポー
チ・クリーンクロス付　本体：〈日本製〉　ポーチ・クリーンクロス：〈中国製〉　
※金属アレルギー体質の方は、ご使用いただけません。

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

数量
限定

TVで
話題！

ウルトラファインバブルでうるおい美肌へ！
至福のエステ浴をお家でも。

取り付けるだけで皮脂や汚れを軽減！

スカルプモード
電極ピンからの低周波EMSが頭
筋を刺激。毎分約7000回の振
動で頭皮ストレッチ。

フェイス・ボディ・VIO、
1台3役のトータルボディシェーバー。

防水仕様（IPX7）でお風呂で
使用OK！

職人が丹精込めた
日本製。

フェイス

ボディ VIO

美容脱毛サロン『ミュゼプラチナム』が監修。
お肌にやさしいムダ毛処理！

数量
限定

USB
充電

IPX7IPX7

防水防水

自宅のシャワー
ヘッドの根元に
取り付けるだけ。

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。

数量
限定IPX7IPX7

防水防水

深く、つまみ流す。 顔立ち、
表情、しなやかに艶めく。

足裏の硬いガサガ
サ・タコ・ウオノメ
がどんどん削れて
感動！

おもしろいほど角質が
ゴッソリ取れる！

かるーく
  こするだけ。

数量
限定

※イメージ
古い角質が
ゴッソリ！

数量
限定ポストに

お届け

ポストに
お届け

爪削り、かかと削りが
電動でラクになる！

巻爪専用の斜め形状だから
切りやすい！

ヘッド部分は
水洗い可能！

数量
限定

爪

かかと

シャンプー中に
ブラッシングするだけ。
頭皮の汚れまですっきり！

髪の隙間までピンが入り込
み、頭皮の毛穴汚れを逃さず
かきだす。

毎日の毛穴ブラッシングで
すっきり健やかな頭皮へ。

数量
限定

イオンプレート搭載。

2つの硬さのピンで届きにくい
頭皮に入り込む。

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。

ピンク ホワイト

うぶ毛カットで肌色&メイクのりアップ！

数量
限定

TVで
話題！

便利なLEDライト付き！
細かいうぶ毛も見逃さない。

 電動ビューティーシェーバー　フローレス

人気
商品!人気商品!

豊富なアタッチメント付きで、
頭皮ケア。なりたい仕上がりに。

常識を変える
ヘアドライヤー。

浮き毛抑制
  ツール。

数量
限定

「ナノイー」で、
美しく健やかな
髪と地肌へ。

ピンク
ゴールド

ピンク

ゴールド

ホワイト

数量
限定数量

限定

数量
限定

数量
限定

人気
商品!人気商品! 人気

商品!人気商品!
大風量で、
パワフル乾燥。

数量
限定

数量
限定

3枚刃
IPX7IPX7

防水防水

持ちやすく、
しっかり深剃り。

ブラシは
取り外して丸ごと
水洗いOK!

ワン
カール

ワン
カール ストレートストレート

カール
カール

ブロー

ストレート

ストレート

とかすだけで簡単
ツヤさらストレート！ 

数量
限定

数量
限定

10秒間約40℃のお湯だけを流して洗浄。
※効果には個人差があります。

ファンデーションを使用した
お肌の洗浄試験

毛穴に入り込み、汚れを浮かせやすくします。

毛穴の中まで
優しく洗浄。

ブラッシングしながら“頭筋”を
刺激して、フェイスラインをケア。

8.5㎝の
ロングハンドル。

とかしてカンタン
まっすぐストレート。

ワイドブラシで
楽々ブロー。

カールも、ストレートも、
素早く艶スタイリング。

ブラシと
アイロンが1本に！
毛先カールも自在に。

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

USB
充電

数量
限定

取り付けに関するお問い合わせは…アーネストお客様相談室
0120-42-2525　平日（9～12／13～17時）

部位に合わせて使えます。 6  電動爪切り＆
かかとローラー

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 141565
幅6.8×奥行3×高さ10㎝　150g　単3×2（別売）　
お掃除ブラシ付　〈中国製〉　※大人の爪専用です。お
子様の爪や足の爪には使用しないでください。爪の硬さ
や長さによって削るのに時間がかかる場合があります。

口コミ!
頭皮がスッキリして気持ちよく、
髪がサラサラになります。※

泡の威力を増強する
トルネード水流。

フェイスモード
電極ピンからの低・中周波EMSが
表情筋を刺激、同時にマイクロカ
レントも同時出
力で効率的なケ
アが可能に！

軽い力で
驚きの
切れ味！

光を取り込み、微
弱電流「マイクロ
カレント」を発生。

※イメージ

低刺激な
ニッケルフリー&
18金コーティング。

7 コラリッチ EX 
ブライトニングリフトジェル

お買物ギフト券 申込番号

55g 11枚（5,500ポイント分） 141681

120g 20枚（10,000ポイント分） 141682
無香料　無着色　無鉱物油　パラベン（防腐剤）無添加　
スパチュラ（ヘラ）付　〈日本製〉　※1 角質層まで　※2 乾
燥によるくすみ　※55gには導入美容液 ミニボトルは付いて
おりません。

しっかり保湿！ 年齢肌の悩みにアプローチ！

カリスマ美容家
IKKOさんが認めた
コラリッチ EX

ブライトニングリフトジェル。

洗顔後にこれひとつ！
オールインワンジェル ハリ弾力 

×
集中保湿

IPX5相当IPX5相当

防水防水

55g 120g

ハリ不足 乾 燥 キメの
乱れ

肌荒れ
予防くすみ※2

ホワイト

ブラック

コラリッチ 導入美容液 
ミニボトル（19ml）

洗顔後、コラリッチジェ
ルの前に。ひとぬりで
美容成分の「浸透※1力」
をさらに高める。

特別プレゼント
今だけ

120gサイズのみ！

3つの
アタッチ
メント

口コミ!
お風呂で試した
ら驚くほど取れま
した。かかとがサ
ラサラに！ ※

※イメージ

皮脂皮脂
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※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。※口コミは全て個人の感想です。

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。　 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。



キッズ ゲーム・おもちゃ

28  プラレール
E5系新幹線&
E6系新幹線連結セット

お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分） 173293 
ABS樹脂他　幅4.1×奥行71×高さ5.1㎝　単3×2（別
売）　E5系はやぶさ・E6系こまち各1コ　〈タイ製〉　※レー
ルは付いておりません。

21  MSK賢くなる
ロジカルパズル(道)

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 173278 
ABS樹脂　幅32×奥行32×高さ5㎝　〈中国製〉　

22  大逆転人生ゲーム
お買物ギフト券 申込番号

9枚（4,500ポイント分） 173294  
ゲーム盤：49.5×59.5㎝　〈中国製〉

12  スーパーマリオ 
3Dワールド + 
フューリーワールド

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）173197
〈日本製〉

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

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

1～2共通

© 2019 Nintendo

© 2017 Nintendo© 2013-2021 Nintendo©Nintendo

©Nintendo

©Nintendo

©HAL Laboratory, Inc./Nintendo

©Nintendo/CAMELOT

©2021 Nintendo Co-developed 
by INTELLIGENT SYSTEMS

©2020 Nintendo© 2018 Mojang. MINECRAFT Ⓡ is a 
trademark of Mojang Synergies AB 

© 2020 Nintendo

© 2020 Nintendo ©2019
Tohoku 
University/ 
Nintendo

笑うも泣くも
歯車（ギア）次第！！ 66才～才～66才～才～ 55才～才～

©1968,2021 Hasbro. 
All Rights Reserved.
©TOMY 

数量
限定

数量
限定

50音順さくいんと
色分け地図で、
すぐに国が
見つけられる！

66才～才～

初めてのブロック遊びに
最適なセット。

自由な発想で、
おうちで楽しく体験遊び！

はやぶさとこまちを
連結させて遊べる！

スピードを切り替えて
色んな遊び方ができる！

8種類の呼びかけに
応じた動きをするよ！

水で描くから汚れず、
何度でも遊べます！

はじめてのお人形
あそびにぴったり！

22才～才～55才～才～

33才～才～ 33才～才～

無限に広がる創造力を
育てるレゴブロック。 44才～才～

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO 
Group. ©2022 The LEGO Group. 

数量
限定

数量
限定

数量
限定

5  リングフィット　
アドベンチャー

お買物ギフト券 申込番号

19枚（9,500ポイント分）173108
〈日本製〉

10  マリオパーティ
スーパースターズ

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）315390
〈日本製〉

6  Nintendo
Switch Sports

お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分）315604 
〈日本製〉

13  マリオカート８ 
デラックス

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）173004
〈日本製〉

14 マリオストライカーズ 
バトルリーグ

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）315681
〈日本製〉

1  Nintendo Switch（有機ELモデル）

お買物ギフト券 81枚（40,500ポイント分）
申込番号　ホワイト　173236 ネオンブルー・

ネオンレッド 173237 
Joy-Con取り付け時：幅24.2×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〉　

ホワイト
ネオンブルー・
ネオンレッド

© 2021 Nintendo © 2019 Nintendo

18  ナビつき!  
つくってわかる
はじめてゲーム
プログラミング

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 315346
〈日本製〉

7  星のカービィ
ディスカバリー

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）315596 
〈日本製〉

8  あつまれ　
どうぶつの森

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）173137
〈日本製〉

15  Minecraft
（マインクラフト）

お買物ギフト券 申込番号

9枚（4,500ポイント分） 173044
〈日本製〉

19 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

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 173109 
Nintendo Switchタッチペン付　〈日本製〉

17  やわらかあたま塾
あたまのストレッチ

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 315515 
〈日本製〉

11  マリオゴルフ　
スーパーラッシュ

お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）173214 
〈日本製〉

9  おすそわける　
メイド イン ワリオ

お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分）315388 
〈日本製〉

16 世界のアソビ大全51
お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分）173171
〈日本製〉

20  科学の力で
無人島脱出ゲーム

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 173279
紙　アクリル　ABS樹脂　幅32×奥行5×高さ25㎝　
プレイ人数：2～4人　〈中国製〉　

24  スイスイおえかき　あお
お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 173283 
ポリエステル他　シート：78×78㎝　専用ペン1本付　
〈ベトナム製〉　

25 手づくり除菌ねんどせっけん
(パステルカラーのセット)

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 173277 
コメ粉他　幅26.6×奥行7.5×高さ21.5㎝ 〈日本製〉

26  Gakkenニューブロック　
わくわくバラエティ70BOX

お買物ギフト券 申込番号

6枚（3,000ポイント分） 173220
ポリエチレン　ケース：幅35×奥行24.5×高さ16㎝　
19種70ピース　〈中国製〉

30  よびかけアクション
柴犬むぎちゃん

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 173276 
ポリエステル他　幅14×奥行25×高さ21.5㎝　395g　
単3×4（別売）　〈中国製〉　

23  くもんの地球儀
お買物ギフト券 申込番号

13枚（6,500ポイント分） 173250
紙  ABS樹脂他  径20×高さ25㎝　800g　〈日本製〉

27 レゴ®クラシック　
黄色のアイデアボックス
＜プラス＞

お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分） 173183
ABS樹脂　ケース：幅37×奥行18×高さ17.9㎝　35色
484ピース　〈中国製〉

31  おせわだいすき
メルちゃん

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 173282 
PVC他　全長25.5㎝　〈中国・カンボジア製〉　

遊びながら科学の知識と
問題解決思考が身につく！

「自分で考え抜く力」を
遊びながら育む。

29  2スピードでコントロール！
トミカアクション高速どうろ

お買物ギフト券 申込番号

15枚／／ 13枚（6,500ポイント分）173078  
ABS樹脂他　幅73×奥行53×高さ19.5㎝　単2×2
（別売）　〈ベトナム製〉　※トミカは付いておりません。

1.51.5才～才～

1.51.5才～才～

©TOMY　JR東日本商品化許諾済

©TOMY　「トミカ」は株式会社
タカラトミーの登録商標です。

宮本算数教室主宰
宮本哲也先生

©Nintendo

©Nintendo

©Nintendo / MONOLITHSOFT

4  スプラトゥーン3
お買物ギフト券 申込番号

14枚（7,000ポイント分）173295
〈日本製〉

3  ゼノブレイド3
お買物ギフト券 申込番号

18枚（9,000ポイント分）315712
〈日本製〉

66才～才～

2  Nintendo Switch
ネオンブルー・ネオンレッド

お買物ギフト券 申込番号

76枚（38,000ポイント分） 173103
Joy-Con取り付け時：幅23.9×奥行13.9×高さ10.2㎝　
Joy-Con(L)・Joy-Con(R) ・ACアダプタ・ドック・グリップ・ス
トラップ（ブラック）2コ・HDMIケーブル付　〈中国製〉

シリーズ過去2作の未来を繋ぐ
「命」をテーマにした壮大な
物語が始まります。

大自然で！  大都会で！
さらに広がるナワバリバトル！

3433

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

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。



キッズ おもちゃ・キッズ雑貨

14  ふわふわキッズソファ

お買物ギフト券 11枚（5,500ポイント分）
申込番号　クマ　173289 アヒル　173290 
側地：ポリエステル　中材：ポリエステル綿　幅61×奥行45×高さ47㎝　1.5㎏　専
用エプロン2枚付　〈中国製〉　※カバーは取り外しできません。

クルクル巻いて持ち運べる
電子ピアノ。

抱きつきたくなるふわふわソファ♪

13  プレミアムねむねむ
アニマルズシリーズ

お買物ギフト券 申込番号

① 抱き枕コタロウ 8枚（4,000ポイント分） 173199 

② 寝そべり抱き枕　メイ 6枚（3,000ポイント分） 173271 
側地：ポリエステル95％　ポリウレタン5％　中材：ポリエステル　①幅73×奥行32×
高さ18㎝　890g　②幅60×奥行22×高さ22㎝　550g　〈中国製〉

11  アンパンマン
よくばりビジーカー
押し棒＋ガード付き

お買物ギフト券 申込番号

17枚（8,500ポイント分） 173056 
ポリプロピレン　ABS樹脂他　幅36×奥行69×高さ
79.5㎝（押し棒含む）　3.5㎏　単3×2（別売）　耐荷
重25㎏　〈日本製〉

テントをお部屋に広げて
おうちでたのしく
キャンプ気分。

アンパンマンの
背中に乗って
パトロールごっこ！

描いたり消したり
繰り返し遊べる！

スティックをさして
ばいきんまんを
とばしちゃおう！

バッグの中に
たのしいお勉強と
遊びがいっぱい！

おとな気分で
パソコン遊び！

キュートな顔が
バランスボールに!

ハンディと
サイクロンの
2WAYで遊べる！

成長に合わせ
長く遊べる！

コンパクトに
折りたためて保管や
持ち運びに便利！

カラフルに光って回る
ミキサーでジュースづくり遊び。

遊びながら
配膳マナーを
身につけちゃおう！

思わずギュっとしたくなるかわいい抱き枕。スター気分で
うたっちゃおう♪

（一部）

1010か月～か月～

55才才
1.51.5～～
44才才

数量
限定

数量
限定

光る鍵盤を押すと
楽譜がなくても
曲がひけるよ！

遊びながら、運動能力・
身体のバランス感覚が
養えます。

33才～才～

33才～才～ 33才～才～ 1.51.5才～才～
おうちでトランポリン♪
遊びながら筋力・
体幹もトレーニング。
折りたためるので、収納場所をとりません。

2  わくわくアウトドア気分♪
アンパンマンの
おうちキャンプセット

お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分） 173280  
ABS樹脂他　幅77×奥行77×高さ90㎝　〈中国製〉　

5  アンパンマンが
上手に描けちゃう！
天才脳らくがき教室

お買物ギフト券 申込番号

9枚（4,500ポイント分） 173274 
ABS樹脂他　幅42×奥行4×高さ32.5㎝　800g　
〈中国製〉　

9  アンパンマン
遊んで体幹トレーニング！
ポップンボール

お買物ギフト券 申込番号

6枚（3,000ポイント分） 172398 
PVC他　径40×高さ51㎝　570g　フットポンプ付　
〈中国製〉　

6  アンパンマン
いっしょにのろうよ！

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 173273 
PVC他　幅60×奥行77×高さ32㎝　466g　耐荷
重25㎏　空気入れ付　〈中国製〉　

3  フルーツ！ おやさい！
ぜーんぶミックス！
アンパンマン
おしゃべりミキサー

お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分） 173285 
ABS樹脂　ミキサー：幅16×奥行11×高さ20㎝　単4×3
（別売）　〈中国製〉　

7  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

お買物ギフト券 申込番号

9枚（4,500ポイント分） 173194 
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・マグネットペン付　〈中国製〉　

4  おにぎりもギュッ★
シューッとたけたよ！
すいはんきと
元気100ばいSP和食セット

お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分） 173281 
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）　〈中国製〉　

16  アンパンマン　
光でひけちゃう！
育脳キーボード

お買物ギフト券 申込番号

11枚（5,500ポイント分） 173230 
ABS樹脂　幅50×奥行7×高さ20㎝　840g　単3×4
（別売）　〈中国製〉

23 プレミアム
ベビーチェアmamy

お買物ギフト券 申込番号

24枚（12,000ポイント分） 173238 
天然木（ブナ材）　幅52×奥行63×高さ81㎝　座面
高さ3段階（46/50/54㎝）　ステップ5段階（22.5/
26.5/30.5/34.5/38.5㎝）　8.4㎏　耐荷重60㎏　
テーブルカバー・スタビライザー付　〈中国製〉　

22 アンパンマン 3WAY補助便座　
おしゃべり・メロディ付き

お買物ギフト券 申込番号

7枚（3,500ポイント分） 173159
ABS樹脂他　幅25×奥行34×高さ26㎝　単4×2
（別売）　トイレトレーニングガイド付　〈中国製〉

21  ホップフィットミニオンズ
お買物ギフト券 申込番号

19枚（9,500ポイント分） 173114 
スチール　PVC他　径91.5×高さ22㎝　5㎏　耐荷
重70㎏　〈中国製〉

20  アンパンマン　
ぴょんぴょんジャンプ

お買物ギフト券 申込番号

20枚（10,000ポイント分） 173243
PET　ポリプロピレン　鉄他　径93×高さ22㎝　
6.3㎏　耐荷重70㎏　〈中国製〉

17 たっぷりキーでカタカタ
楽しい！ アンパンマン
おしゃべりパソコン

お買物ギフト券 申込番号

12枚（6,000ポイント分） 173259 
ABS樹脂他　幅32×奥行24×高さ9㎝　860g　
単3×2（別売）　〈中国製〉　

19  キヤノン　電子辞書
お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分） 150398 
IDP-700G　幅11.9×奥行8.37×厚さ1.4㎝　84g　
50音配列キー　リチウム電池（CR2032）1コ付　
〈中国製〉　

15  ロールアップピアノ61鍵盤
お買物ギフト券 申込番号

17枚（8,500ポイント分） 173291 
使用時：幅99×奥行23×高さ3㎝　900g　コード長
1m　単3×4（別売）　デモ曲30曲　演奏録音機能付　
〈中国製〉　※テーブルなど固く平面な台の上でご使用
ください。

18  カシオ　ラベルライター　
ネームランド

お買物ギフト券 申込番号

10枚（5,000ポイント分） 150399 
KL-P40WE　幅18.9×奥行11.5×高さ5.45㎝　
430g　手動カッター　3.5/6/9/12/18㎜幅テープ
対応　単3×6・試用テープ1コ付　〈中国製〉　※オー
トカッターではありません。

8  アンパンマン
ばいきんまんとだだんだん
ドキドキアンパンチ！

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 173272 
ABS樹脂他　幅15.5×奥行14×高さ22.5㎝　
〈中国製〉

12  折りたたみ三輪車
アンパンマン
オールインワンUP3

お買物ギフト券 申込番号

27枚（13,500ポイント分） 173275 
ABS樹脂他　幅42×奥行78×高さ96㎝　7㎏　耐
荷重20㎏　〈台湾製〉　

10  アンパンマン　2WAY
おしゃべりそうじき

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 173242 
ABS樹脂他　幅17.5×奥行23×高さ16.5㎝　701g　
単3×2（別売）　〈中国製〉　※ゴミは吸えません。

33才～才～ 22才～才～ 33才～才～33才～才～

1.51.5才～才～ 1.51.5才～才～ 33才～才～

33才～才～

33才～才～

1 光る！まわる！ 
カラフルライトできみはスター！
おうちでアンパンマンカラオケ

お買物ギフト券 申込番号

15枚（7,500ポイント分） 173286 
ABS樹脂他　全長28㎝　1.3㎏　単2×3（別売）　
〈中国製〉　

キャンプごっこを
もりあげるアイテムも

いっぱい！

カラフルなライトが
ピカピカ光る！

ボタンをおすと
音楽が流れるよ！

※16・17・20・22：©やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ※1～12：©やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

手洗いできて、
いつでも清潔。

やわらかな
ボアで羽毛の
ような手触り!

くるっと巻いて
コンパクトに収納
できます。

①

②

ふわ
ふわ♪

モチモチ♪

2WAY
電源

1.51.5才～才～
手軽にサッと使える
コンパクトモデル！

軽量・薄型で、文字が
大きく見やすい！

数量
限定

充実の
フォント。

電卓機能
付き。

座る練習・またいで座る・
取っ手につかまり座りの3WAY。

耐荷重60㎏だから、
大人になるまで
長く使えます。

やるきを引き出す
おしゃべり＆
サウンド付き！

工具不要！
簡単に高さ調節できる
ベビーチェア。

77か月か月
頃～頃～

空気を
入れて
遊ぶよ!

数量
限定

カンタン検索と充実の
6コンテンツ。

アヒル

クマ

数量
限定

数量
限定

数量
限定

手押し棒で
ハンドルを操作できる
カジキリ機能搭載。

数量
限定

（専用エプロン）

33才～才～

2WAY

一緒に添い寝すれば
癒し効果抜群！

3635

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

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。　   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。



ファッショングッズおすすめ
※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

気品と高級感漂うソーラー式腕時計。 光で充電する
ソーラー式腕時計。

3  豊岡工房　
国産牛革ショルダーバッグ

お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）
申込番号　キャメル106485 ブラック106486 オリーブ106484
本体：牛革　ショルダー：ポリエステル　幅26×マチ5.5×高さ24㎝　ショ
ルダー76～138㎝　520g　ファスナー開閉式　外側：ファスナーポケッ
ト2コ　内側：ファスナーポケット1コ　オープンポケット2コ　〈日本製〉

1 豊岡工房　
牛革コイン分別長財布

お買物ギフト券 21枚（10,500ポイント分）
申込番号 オリーブ105868 オレンジ

キャメル 105869
ブラック105867 イエロー105871

牛革　幅19.5×厚さ2×高さ10㎝　200g　ファス
ナー開閉式　内側：札入れ2コ　カード入れ12コ　ファ
スナー式小銭入れ1コ（内側4室）　オープンポケット2コ　
〈日本製〉

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。
豊岡の職人が手作り！ 信頼の日本製長財布。

コインが見やすく
使いやすい。

2色の
人気カラー復活！

ブラック イエロー

オリーブ

オレンジ
キャメル

※実用新案取得
　第3218846号

実用新案登録
3218846

2  ユリ・コジマ　
羊革ラウンド長財布

お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
申込番号 アイスグレー 315108 ブラック 315109

ブルー 315110 イエロー 315111
羊革　合成皮革　幅19.5×厚さ2.5×高さ10㎝　160g　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　〈中国製〉　

エレガントで上質な長財布。
手触りの良い羊革製。

アイスグレー

ブルー

ブラック

イエロー

数量
限定

小銭を
仕分けできて
使いやすい。

コイン
分別

口コミ!

革も滑らかで、手触りも
良く、大満足です!  ※

コイン
分別

細部にまでこだわった
職人仕上げのバッグ。

ソフトで
肌触りの良い
 牛革を使用。

シンプルで実用的！
男女兼用で使える。

キャメル ブラック

オリーブ

南フランス生まれのテキスタイルブランド。

たたんで
コンパクトに。

6 シチズン　レグノ　ソーラー腕時計 

お買物ギフト券 12枚／／ 10枚（5,000ポイント分）
申込番号　紳士　102861 婦人　102862
ステンレス　カーフ　フル充電で約6か月駆動　日常生活用防水　［紳士］
外枠径33×厚さ7.3㎜　28g　最大手首周り19㎝　日付表示付　［婦人］
外枠径24×厚さ6.9㎜　17g　最大手首周り18㎝　ムーブメント：〈日本製〉
組立：〈中国・タイ製〉　※時期により組立ての生産国が異なります。

5  シチズン　腕時計　リビエール 

お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
申込番号　紳士　106464 婦人　106465
ステンレス　クリスタルガラス　フル充電で約6か月稼働　5気圧防水　日
付・曜日表示付　[紳士］外枠縦4.1×横3.6×厚さ1.1㎝　84.5g　最大手
首周り20㎝　[婦人］外枠縦3×横2.6×厚さ1.1㎝　50.5g　最大手首周
り18㎝　ムーブメント：〈日本製〉　組立：〈中国・タイ製〉　※時期により組立
ての生産国が異なります。

数量
限定

工具なしでベ
ルト調整が簡
単にできます。

紳士

紳士婦人 婦人

数字が
大きく

  見やすい。

サイドボタンで大きさ
調整可能！

口コミ!
娘の高校受験用に
腕時計を探してい
てちょうどカタログ
で見つけました。秒
針もあり、わかりや
すく娘も気に入っ
ています。  ※

紳士用には
日付表示が
付きます。

表面は水や汚れが
付きにくい撥水加工！

保冷バッグとは思えない！
オシャレ感たっぷりの
オリジナルデザイン。

7  レイジースーザン　
撥水キルティング
保冷レジカゴバッグ

お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分） 申込番号314928
ポリエステル（外側撥水加工）　アルミ蒸着フィルム　幅37×奥行24×高さ
24㎝　370g　外側：オープンポケット1コ　両サイドハンドル・ホック付　巾
着開閉式　〈中国製〉

便利な外ポケット付き

キルティング加
工でふっくらと
した風合い。

保冷

保温
数量
限定

数量
限定

複数のポケットで小物もキレイに
整理整頓。

サイドを
留めるとマチ付きの

バッグに。

トムマルチ

ジューヌ
サンセット

4 レ・トワール・デュ・ソレイユ　
2WAYショッピングバッグ

お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
申込番号　ジューヌサンセット　193011 トムマルチ　193010
ポリエステル　幅53×高さ40㎝　収納時：幅16×奥行2×高さ14㎝　
60g　オープン開閉式　内側：オープンポケット1コ　〈中国製〉　※商品
によって柄の出方が異なります。　

ポストに
お届け

数量
限定

42

※口コミは全て
　個人の感想です。

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。



R147/2209 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

切手不要郵送でカタログ商品の

お申込みができます。

●「お買物ギフト券」と「郵送専用申込書」を

　同封してください。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

テカらず理想のツヤ肌に。
メイクしたてをキープ！

首や
デコルテにも！

選ばれ続ける大人気商品！ 大人気のパーフェクトワンから
新登場！ 肌印象が若返る※2

クッションファンデーション。

USB
充電

数量
限定

※イメージ

取り付けに関するお問い合わせは…ジャパンスターお客様相談室　06-6748-8805　平日（10～17時）

5   クリアージュ
ストレッチリフト

お買物ギフト券 

29枚（14,500ポイント分） 申込番号141685
CR-03R　幅9.8×奥行5×高さ6.3㎝　143g　約2時間充電で
約30分使用可　モード2種（EMSモード・ローラーモード）　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。　
※完全防水ではありません。　※ペースメーカーなど体内植込み式医
用電気機器を装着している方は、ご使用いただけません。

3本の指のような繊細な動きでもみ上げる。
3つのローラーで1分間に最大約480回タッチ。

年齢サインと戦う
エイジングケア※美顔器。

4   ナノフェミラス　ライト　　
シャワーヘッド

お買物ギフト券 

19枚（9,500ポイント分）申込番号193253
幅7.2×奥行6×高さ24㎝　141g　変換アダプタ3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。

数量
限定

TVで
話題！

シャワーヘッドを
外せば、強い
水流で排水口を
強力に洗浄可能。

毛穴より小さいナノバブル。
浴びるだけで、高い洗浄力、
保湿力を実感。

本製品で生成されるナノバブル水では、通
常の水道に比べ約4.2倍の洗浄力を実現
します。毛穴の洗浄はもちろん、腕時計や
貴金属の洗浄にも最適です。
※実験時の条件：界面活性剤を肌に塗布し洗浄力を
比較（群馬大学機器分析センター調べ）

高密度ファンデで厚塗りじゃないのにカバー力◎※2

※ 2 メイクアップ効果による。　

AFTERBEFORE

潤いを角質層のすみずみまで閉じ込め、
乾燥刺激から守る。

従来のシャワーヘッドに比べ、
約32％の節水力！※

数量
限定

TVで
話題！

3   パーフェクトワン　
グロウ＆カバー
クッションファンデーション

お買物ギフト券 申込番号

① ケース付き
ナチュラル      　　 10枚（5,000ポイント分）           141679

② ケース付き　
ピンクナチュラル     10枚（5,000ポイント分）          141680

③ 交換用 レフィル 
ナチュラル      　　      8枚（4,000ポイント分）          141700

④ 交換用 レフィル　　
ピンクナチュラル         8枚（4,000ポイント分）          141701

14g　無着色　パラベン無配合　①②ケース・専用パフ付　③④専用パ
フ付　〈日本製〉　※③④は交換用です。ケースは付いておりません。

※年齢に応じたケア。

※アクアフューチャー
　研究所調べ

通常の水に含まれる気泡は、
大きすぎて毛穴には入りません。

超極小のナノバブルは毛穴の隅々
まで入り、汚れをかき出します。

一般のシャワー 本製品

通常の
気泡

ナノ
バブル

1   パーフェクトワン
薬用ホワイトニングジェル

お買物ギフト券 申込番号

9枚（4,500ポイント分） 141641
75g　無着色　パラベン無配合　スパチュラ付
〈日本製〉

2   パーフェクトワン
モイスチャージェル

お買物ギフト券 申込番号

8枚（4,000ポイント分） 141642
75g　無香料　無着色　パラベン無配合
スパチュラ付　〈日本製〉

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと　※2 L-アスコルビン酸 2-グルコシド　
※3 パーフェクトワン フォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2022」
（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2016～2021実績）

50種の
保湿成分で
充実した潤いを！

固くなりがちな咀嚼筋や表情筋にアプローチ。
×ローラー EMS

医薬部外品
アルブチン・
ビタミンC誘導体※2

グリチルリチン酸
ジカリウム配合。

※3

美白※1も潤いも
ケアしたい方へ。

乾燥・ハリが
気になる方へ。

3つの有効成分で紫外線ダメージをケア！

IPX5相当IPX5相当

防水防水

②ケース付き

クリーム ／ 美容液  ／ 化粧下地 ／ 日焼け止め
ファンデーション ／ コンシーラ ／ ハイライト※1
カラーコントロール

11品88役

※1 肌を明るく見せること。

化粧水 ／ クリーム ／ 乳液 ／ パック ／ 美容液 ／ 化粧下地
11品66役

①③ナチュラル ②④ピンク
ナチュラル
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