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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。

商品交換カタログ商品交換カタログ
ご自由にお持ち帰りください!

交換商品のお申込方法［P1　P3］／ポイント提携店のご紹介［P34　P38］

郵送でもカタログ商品のお申込みができます。

ポイントがたまる提携店のご案内 カタログ有効期限 9.302023.

ソーダスパークル
マルチスパークル3
本体 (P13) 

19枚／
9,500ポイント

ナノフェミラス　プラス
シャワーヘッド(P29) 

28枚／14,000ポイント

レコルト
ソロブレンダーシエル
(P12) 

10枚／5,000ポイント MOGU
雲にさわる夢のクッション(P8) 

7枚／3,500ポイント

ポイントで「快適な暮らし」ポイントで「快適な暮らし」

家事問屋  
ホットパン(P7) 

30枚／15,000ポイント

折りたたみ
コードレス
リビングファン
(P10) 

15枚／7,500ポイント

シロカ　
おうちシェフPRO(P5) 

32枚／16,000ポイント

10枚／5,000ポイント

 エンジョイプール(P33) 
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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。

 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。　
配送
地域   北海道・東北限定（離島除く）

北海道産の北海道産の
とうもろこしやかぼちゃ、とうもろこしやかぼちゃ、
玉ねぎを使用した玉ねぎを使用した
スープの詰合せ。スープの詰合せ。

6　�札幌グランドホテル��
グラタン・ハンバーグ詰合せ

お買物ギフト券� 申込番号

15枚（7,500ポイント分）� 251771
海老とチキンのグラタン135g×3 　
南瓜のグラタン135g×3　ハンバーグ140g×3

5　�札幌グランドホテル��
レトルトスープ詰合せ

お買物ギフト券� 申込番号

12枚（6,000ポイント分）� 251770
コーンスープ・オニオンスープ各（120g×2）×4　
パンプキンスープ（120g×2）× 2

人気のパスタソース人気のパスタソース
3種の詰合せ。3種の詰合せ。

冷凍

冷凍

お買物ギフト券�
グランドイングランド・
インテリジェンスダブル　本館4F 100枚（50,000ポイント分）
ラージツイン�
東館(5F～10F) 60枚（30,000ポイント分）
スーペリアツイン
本館(5F～8F) � 40枚（20,000ポイント分）

1　�札幌グランドホテル　2名様1泊1室ご朝食付き�

お買物ギフト券�

ディナーバイキング×２名様 20枚（10,000ポイント分）
ランチバイキング×２名様   12枚（6,000ポイント分） 

2　�札幌グランドホテル��
1F��
ノーザンテラス�
ダイナー

グランドイングランド・�
インテリジェンスダブル　本館4F

市街地中心の絶好のロケーション。機能性と
デザイン性を兼ね備えた客室と心づくしの
サービスで、快適なご滞在をお約束いたし
ます。

地産地消をもとに、北海道の大自然が育
む恵み豊かな食材を活かした最高の料理
でおもてなしいたします。

ホテルホテル

レストランレストラン

4　�札幌パークホテル��
4F�中国料理�四川料理��
桃源郷:重慶コース(2名様)��
ペアディナー（ワンドリンク付き）

お買物ギフト券� 52枚（26,000ポイント分）

3　�札幌パークホテル　2名様1泊1室ご朝食付き�
スーペリアラージツイン(7～8F)31㎡ スーペリアツイン(7～9F)�24㎡パークインパーク・ブライズツイン(10F)51㎡ラージツイン�東館(5F～10F) スーペリアツイン�本館(5F～8F)

7　�札幌パークホテル��
冷凍ミールシリーズ　�
パスタソース3種詰合せ

お買物ギフト券� 申込番号

10枚（5,000ポイント分）� 251769
カニと帆立のトマトクリームソース×1　
北海道産牛肉のビーフソース×１　
北海道産ベーコンのカルボナーラ ×１
1袋2人前

No.5〜8は「郵送」または「アークスグループ各店舗サービスカウンター」でのお申込みとなります

利用期間

札 幌グランドホテル札 幌グランドホテル

四季折々の美しい自然に囲まれたシティーリゾート。
ホスピタリティあふれるキャストの笑顔でお迎え致し
ます。

歴史と共に培ってきた確かな技。北海道と世界の食材
で心に残るおもてなしを。

ホテルホテル

レストランレストラン

札 幌パークホテル札 幌パークホテル

ディナーバイキング×２名様 ランチバイキング×２名様

冷凍8　�札幌パークホテル��
ダブルチーズケーキ

お買物ギフト券� 申込番号

11枚（5,500ポイント分）� 251768
ダブルチーズケーキ(ハーフサイズ)×1コ 　 
ダブルチーズケーキハスカップ(ハーフサイズ)×1コ
各約8.5×15×4㎝　約440g

口どけが良く、爽やかな酸味と上品な甘さが特徴口どけが良く、爽やかな酸味と上品な甘さが特徴
のレアチーズケーキと、しっかりとしたコクが特徴の のレアチーズケーキと、しっかりとしたコクが特徴の 
ベイクドチーズケーキの二重奏をお愉しみください。ベイクドチーズケーキの二重奏をお愉しみください。

ハスカップの
ジャムをサンドしました。

宿泊・レストランは、要事前予約［予約受付時間：9～17時］
　　　　　ご利用時にお買物ギフト券を施設に直接ご持参ください

���要事前予約������TEL: 011-511-3135 

お買物ギフト券�
パークインパーク・ブライズツイン
(10F)51㎡�� 100枚（50,000ポイント分）
スーペリアラージツイン
(7～8F)31㎡ 50枚（25,000ポイント分）
スーペリアツイン
(7～9F)24㎡ 30枚（15,000ポイント分）

【海老とチキンのグラタン】3種のナチュ
ラルチーズを使用したホワイトソースに、
海老とチキンの旨味を凝縮しました。

【ハンバーグ】北海道産の豚肉と国
産の牛肉を使用しデミグラスソース
で仕上げた総料理長監修のハン
バーグ。

【南瓜のグラタン】北海道産南瓜のホ
クホクした食感と甘みが絶妙です。

2023年10月31日まで

要事前予約

TEL:011-261-3324
要事前予約

TEL:011-511-3135

要事前予約

TEL:011-261-3376 ���要事前予約������TEL:011-511-3136
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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。  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。

※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。

2.4L
3合

ブラックホワイト 数量
限定

USB
充電

4つのアタッチメントで、
肩～手のひら・足裏まで
ケア。食材を入れてスイッチを押すだけ！

煙を気にせず、室内で焼肉が楽しめる！

コンロ たこ焼きプレート

焼肉プレート

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。

幅調整
機能付き。

簡単に組み立てられて
収納もコンパクト。

もみとたたきの
ダブルマッサージ！

数量
限定

たたきローラー
足裏やふくらはぎを回転して刺激。

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。

気品と高級感漂うソーラー式
腕時計。

11　�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。

3　�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。

数量
限定

工具なしでベルト調整が簡単にできます。

紳士

婦人

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。

オリーブ

オレンジ
キャメル

10　�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
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〉

クルクル巻いて持ち運べる
電子ピアノ。

12　�ロールアップピアノ61鍵盤
お買物ギフト券�17枚（8,500ポイント分）� 申込番号173291 
使用時：幅99×奥行23×高さ3㎝　900g　コード長1m　単4×4（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。

数量
限定

2WAY
電源

数量
限定

83種のオートメニュー。誰でも手軽に本格的に。

（83メニュー）

数量
限定

数量
限定

吸込仕事率
30W

スプレーで水を吹きかけ、浮かせた汚れを水と共に回収。

水の力とパワフル吸引で 
布製品のシミ・汚れをきれいに。

9　�スライヴ　もみギア
お買物ギフト券� 申込番号

29枚（14,500ポイント分）� 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　医療機器認証番号304AHBZX00010000 

〈中国製〉

2　�シロカ　おうちシェフPRO
お買物ギフト券� 申込番号

32枚（16,000ポイント分）� 125842
SP-2DM251　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〉　

ソファーの汚れが 気になり、 
申し込みました。シミがきれい
に消えて、大満足。次はカーペッ
トにチャレンジ予定です。  ※ 

5　�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〉

1　��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〉

これに揺られる時間が至福
の時。置いておくだけで
おしゃれな部屋に変身！  ※ 

※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。

数量
限定

6　�イワタニ　�
マルチスモークレスグリル

お買物ギフト券� 申込番号

20枚（10,000ポイント分）� �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。

8　�アイリスオーヤマ�
リンサークリーナー

お買物ギフト券� 申込番号

27枚（13,500ポイント分）� �193106

RNS-300　幅24.8×奥行14.6×高さ31.2㎝　2.7㎏　コー
ド長3m　330W　回収タンク容量：500㎖　浄水タンク容
量：300㎖　ハンドツール・バキュームホース・ホルダー・ホース
フック・コードフック2コ付　〈中国製〉　

ガスを使わずできるのが最高！
温泉卵までできるのがとても便利！  ※ 

牛すじ煮もトロトロ。どの 料 理も 
毎回大成功！レシピも多く、アレンジ
して楽しんでいます。  ※ 

小さくてもパワーあり！ アタッチメントが、
色々な部位にフィットして気持ちいい！  ※ 

温泉卵も半熟卵も、水を入れて卵を置くだけ。

立ち仕事のため 
脚がむくみますが、 
翌日はふくらはぎ
がスッキリ！  ※ 

7　�ミッフィー　キッチン家電シリーズ
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

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。

数量
限定

① ②

②①

ピンク系

表面�：�ガーゼ地 裏面�：�タオル地

ガーゼ地とタオル地を同時に織り上げ、
肌触りと吸水性を両立。

ピンク系

ブルー系

くるっと巻いて
コンパクトに
収納できます。コインが見やすく

使いやすい。

ゆで卵(固さ2種)は
6個、温泉卵は

3個まで作れる！

数字が大きく
  見やすい。

持ち運びに便利な収納バッグ付き。

色・柄・肌触り等々、全て
が期待通り！やはり日本
製は最高ですね。  ※ 

場所を選ばず 
使えるので、
娘が大喜び！  ※革も滑らかで、

手 触りも良く、
大満足です!  ※

満開の桜が風に舞う、立体的で上品な柄。
吸水性と肌触りが自慢！

4　�今治産さくら柄のガーゼ＆パイルケット
お買物ギフト券� 申込番号

ピンク系 �15枚（7,500ポイント分）　　　　　133607

ブルー系 15枚（7,500ポイント分）　　　　　133606

2色組 �26枚（13,000ポイント分）　　　　133608
綿　140×190㎝　810g（1枚）　〈日本製〉　※商品によって柄の出
方が異なります。

©Mercis bv

かわいい手作りおや
つに子供も大喜び！
バリエーションが増
えました！  ※ 

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
❿⑩ 温度調理

夫婦で申し込みま
した。シンプルで
長く使えそう。  ※ 

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　〈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。

温泉卵

ゆで卵 蒸し料理
数量
限定

足裏にも！

コンパクトでも最大約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！

一人暮らしの娘にプレゼント。防災
の備 蓄としても、また普 段 使いも 
できるので、とても喜ばれました。  ※ 
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 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。  IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   食器洗い乾燥機使用可　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます。

※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。※フライパンの使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

3　�燕三条　職人技おろし
�お買物ギフト券�13枚（6,500ポイント分）� 申込番号�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。

柔らかい食材も！

左右に張り出した注ぎ口が特徴。

鏨
たがね

で一刃一刃掘り起こした
本格目立てのおろし器。

新 潟 県 燕 市の
「おろし金」職人
工場で製造。 

使い込むことで
より「ふっくら」
とした肌ざわり
に。

奥行47㎝
奥行58㎝

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。

たっぷり掛けら
れる6連仕様の
グラスホルダー
付き。

奥行58㎝

1　�柳宗理　�
鉄フライパン

お買物ギフト券� 申込番号

22㎝　11枚（5,500ポイント分）� 125828

25㎝　12枚（6,000ポイント分）� 125829
本体：鉄(マグマプレート)　フタ：ステンレス　①最大幅40×径22×深さ5.5㎝
1.02㎏　　②最大幅45.5×径25×深さ5.5㎝　1.42㎏　〈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。　

丈夫で
使い勝手のよい

「鉄フライパン」。

22㎝

25㎝

三徳 小三徳

数量
限定

トマト

凹凸がある分肌に触れる面積が
少ないのでベタつかず乾きやすい。

吸水・速乾性に優れたワッフル織。

数量
限定

独自のスキ加工と3段階研削に
より鋭い切れ味を実現！

2　�関孫六　いまようシリーズ
お買物ギフト券� 申込番号

三徳　　10枚（5,000ポイント分）� 125928

小三徳　�����9枚（4,500ポイント分）� 125929
刃：モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼　柄：積層強化木　［三徳］全長
29.3㎝　刃渡り16.5㎝　160g　［小三徳］全長26.7㎝　刃渡り14.5㎝　
146g　〈日本製〉　

6　�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〉

4　�家事問屋　�
ホットパン

お買物ギフト券�30枚（15,000ポイント分）�申込番号125831
アルミダイキャスト（内面フッ素樹脂加工）　18-8ステンレス　最大幅35㎝　
焼き面：13.5×14.5×深さ2㎝　1.13㎏　〈日本製〉

耳の内側がプレスされるので、
耳まで美味しく具沢山の
ホットサンドが作れます。

外はカリッと、 
中はふんわり焼き上がる！

溝に水を入れて蒸し焼きも。

上下を分解してフライパンとしても使用可能。

70gの超軽量ミニショルダーバッグ。

軽量なのでお買い物や旅行で大活躍！

ブラック

ブルーグレー

11　�ヤマト屋　スコッシュ
お買物ギフト券� 12枚（6,000ポイント分）
申込番号　ブルーグレー�106495� ブラック�106496
ナイロン（表面：ポリカーボネートコーティング）　縦19×横13㎝　ショル
ダー76～146㎝（着脱可）　70g　ファスナー開閉式　外側：オープンポ
ケット1コ　〈日本製〉　

軽くやわらかな
質感のシュリンク
レザー。傷も目立ちに
くく、使うほどにやわら
かさが増します。

熟練の職人が
丁寧に仕立て
ています。

ヤマト屋
オリジナルの柄。 スリムなのにたっぷり入る！ 

人気のL字ファスナーで、
大きく開き、取り出しやすい！

12　�日本製スリムレザー財布
お買物ギフト券� 20枚（10,000ポイント分）
申込番号　バーガンディ�106498 シャンパンゴールド�106499
� ペールブルー�106500 ネイビー　　　　　106507

ペールブルー

バーガンディ

ネイビー

シャンパン
ゴールド

寝苦しい夜も
さらさらで快適！

①敷パッド
　素早く乾き、通気性抜群。

②肌布団
　さらりとして寝心地の良い肌ざわり。

数量
限定

表地：牛革　裏地：合成皮革　幅 
19.5×厚さ1×高さ9.5㎝　100g　
ファスナー開閉式　内側：札入れ2コ
カード入れ14コ　小銭入れ1コ　
オープンポケット2コ　外側：片マチ付
きファスナーポケット1コ　〈日本製〉

10　�近江高島ちぢみ　清涼さらさらシリーズ
お買物ギフト券� 申込番号

①敷パッド　13枚（6,500ポイント分）� 133724

②肌布団　��15枚（7,500ポイント分）� 133725

数量
限定

（ネット使用）数量
限定

ふかふかでソフトな座面・背もたれが優しく身体を包みます。

ターコイズ

14段階リクライニング

スカイブルー

③

デスクワークや
くつろぎタイムに。

ボリューム 
たっぷり！

数量
限定

8　�MOGU　雲にさわる夢のクッション
お買物ギフト券� 7枚（3,500ポイント分）
申込番号　スカイブルー�133729� ナイトネイビー�133730
側地：ポリエステル88％・ポリウレタン12%　中材：パウダービーズ（発泡ポ
リスチレン）　幅40×奥行40×高さ15㎝　670g　〈日本製〉　※カバー
は取り外しできません。汚れたら、濡れたやわらかい布で拭き取って下さい。

雲にさわっているような感触。
顔をうずめたり、抱きしめたり…
癒されるためのクッション。

ナイトネイビー

7　�今治　�
ワッフルソフトバスタオル�

お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）
申込番号� ①グレー���193279����������� ②ホワイト�193280
� ③ブラウン�193281
綿　57×110㎝　170g　1枚　〈日本製〉

9　�日本製座いす���
カブール

お買物ギフト券� 24枚（12,000ポイント分）
申込番号　モカブラウン�133285� ターコイズ�133284
側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　幅63×奥行86～130×
高さ25～71㎝ 　6㎏　〈日本製〉　

①

②

モカブラウン

③

（10メニュー）

フッ素加工で
こびりつきにくく、

洗いやすい！

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！ ※

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！ ※

認定番号：第2022-981号

5　�家事問屋　横口ボールザルセット20
お買物ギフト券�9枚（4,500ポイント分）� 申込番号125833
18-8ステンレス　ボール：径20×高さ10㎝　210g　ザル：径19×高さ
8.5㎝　180g　適正容量：1.2L　〈日本製〉

調理の下ごしらえをしっかりサポート。

余分な水が横口から流れ出
るので、水を出したままでも
食材があふれ出ません。

生地を流すのに便利！

取っ手付きの
ザルで水切りも

ラクに。

（ネット使用）

スマートフォンや
ミニ財布を入れて
サッとお出かけ！

①表地： 綿　裏地：ポリエステル
65％・ 綿35％　100×205㎝　
690g　②側地：綿　中綿：ポリエス
テル　140×190㎝　860g　〈日
本製〉　※商品によって柄の出方が
異なります。　※2023年4月上旬以
降のお届けとなります。

※イメージ
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ポストに
お届け   郵便受けへお届けする場合があります。　  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。　   ご家庭で手洗いできます。　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます。

※サイズや重量・容量等の表記は全て「約」となります。

送風・温風選択で、1年中使える！

12　�ホット＆クール�ミニ
お買物ギフト券�20枚（10,000ポイント分）� 申込番号193314
AHC1001　幅25×奥行21.6×高さ28.7㎝　2㎏　コード長1.4m　1000W（送風
時23W）　首振り：左右60°（自動）・上下90°（手動）　切タイマー（1/2/3時間）　
リモコン付　自動電源オフ（5時間）　〈中国製〉　

数量
限定

コンパクトサイズでトイレや脱衣所にも。
持ち運びしやすい。

人の動きを感知して
自動で運転オン・オフ！
無駄な電気使用をカット。

温度環境が28℃以下で、自然に
凍結。冷凍庫では約15分、冷蔵
庫や冷水では約20分で凍結！

大人気商品！水で凍る？
暑い季節も約2時間ひんやり。繰り返し使える！

直進性の高い気流で、
素早い換気が可能。

コンパクトでもパワフル送風。

数量
限定11　�アイリスオーヤマ　�

サーキュレーター8畳首振り�
マカロン型

お買物ギフト券� 申込番号

9枚（4,500ポイント分）� 193180
PCF-MKM15-W　幅24.1×奥行17.7×高さ28.6㎝　
羽根径15㎝　1.6㎏　コード長1.4m 33/32W（50/ 
60Hz）　首振り：左右65°（自動）・上下6段階（手動：
-22.5～90°）　〈中国製〉　

8　�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。）

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）

空気清浄機・ヒーター・
扇風機の1台3役！

首振り
機能付き。

風向きはルーバーで
調整でき、ピンポイン
トで自分の周りだけを
涼しくできる。

場所を取らない
スリムタイプ。

気化熱の原理を利用した
パーソナルクーラー。

首振り操作も
できる。

7枚羽根で
心地よい
風を再現。

数量
限定

9　�充電式パーソナルクーラー
お買物ギフト券� 申込番号

14枚（7,000ポイント分）� 193148
RF-T2136WH　幅17.8×奥行19×高さ19.3㎝
1.2㎏　約3.5時間充電で最大約4時間使用可　 
上下60°（手動）　タンク容量：600㎖　風量2段階

〈中国製〉　

数量
限定

暑い夏には定番のしじら織で快適。
布団を出さずに、お手軽リラックス！

首を
冷やして
涼しさ
アップ！

折り返してヒモを
結べば枕に！

1　�エコネッククールリング
お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）
申込番号��アッシュグレー193322�     � シェルピンク�193323
側地：ポリウレタン　中材：エチレン/メタクリル酸エステル共重合体 
ポリスチレン系熱可塑性エラストマー樹脂（PCM）　120g　適応サイズ

（首周り）：30～42㎝　〈中国製〉　※保冷剤のような冷たさではなく、 
体温と製品の温度の差でひんやり感を感じさせるものとなっております。

数量
限定

本畳の保護やお部屋の模様替えに！

厳選した国産い草を使用。
両面使えて経済的。

やわらかく
しなやかな、
敷きやすい
双目織。

背面に
ファンが
内蔵。

収納可能な
フード付きで
日よけ対策も

OK！

熱い夏に大活躍！ 涼しい空調ベスト。

※イメージ

2　�フード付きファンベスト
お買物ギフト券� 申込番号

①M～L　���12枚（6,000ポイント分）� 315706

②L～LL　��12枚（6,000ポイント分）� 193361
③モバイル　
　バッテリー���6枚（3,000ポイント分）� 193356

アッシュグレー

シェル
ピンク

アウトドアからスポーツまで。

数量
限定

4　�双目織　い草上敷
お買物ギフト券� 申込番号

①江戸間3畳　17枚（8,500ポイント分）� 133721

②江戸間6畳　34枚（17,000ポイント分）� 133722

い草（ヒバエッセンス加工）　①174×261㎝　
②261×352㎝　抗菌・防臭加工　

〈日本製〉　※天然素材のため、多少の色ム
ラが出る場合があります。

14　�パナソニック　リビング扇
お買物ギフト券� 申込番号

36枚（18,000ポイント分）� 193331
F-CW324　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　リモコ
ン付　〈中国製〉　※新商品につき、2023年5月上旬
以降のお届けとなります。　

10　�ゼピール　�
リモコン付タワーファン

お買物ギフト券� 申込番号

13枚（6,500ポイント分）� 193359
DT-TK120N　幅14×奥行13×高さ73㎝（台座：径
22㎝）　2.3㎏　コード長1.6m　25W　首振り70°　
風量3段階　切タイマー（1/2/4時間）　リモコン付　

〈中国製〉　※新商品につき、2023年5月下旬以降の
お届けとなります。　

数量
限定

機能はそのままに、サイズは小さく。

ホワイト

ネイビー

数量
限定

USB
充電

省スペースで手軽に置けるコンパクトな冷蔵
庫。

ネジの 
付け替えで、 

ドアは左開きにも
対応。

数量
限定

2台目の冷凍庫にちょうどいいサイズ。

引き出し式で、
奥の食品もラクに

取り出せる！

折りたたみ式で
コンパクトだから、

収納や移動
にも便利。

コードレス 
なのでアウトドアや 

キャンプなど
コンセントがない 

場所でもOK。

15　�HOLD�MUG　�
ペットボトルホルダー

お買物ギフト券� 申込番号

4枚（2,000ポイント分）� 162439
ステンレス　ポリプロピレン　シリコーンゴム　幅9.5×奥
行8.5×高さ20.5㎝　290g　〈中国製〉　※500～
600㎖の円柱型ペットボトル専用です。四角形・六角形な
どのボトルには使用できません。円柱型でも形状によって
は使用できない場合があります。※ペットボトルは付いて
おりません。

3　�しじら織ごろ寝長座布団
お買物ギフト券� 申込番号

7枚（3,500ポイント分）� 133736
側地：綿　中材：ポリエステル　70×180×厚さ
4㎝　1.15㎏　〈中国製〉

6　�アイリスオーヤマ　�
前開き冷凍庫85L

お買物ギフト券� 申込番号

68枚（34,000ポイント分）� 125988
IUSD-9B-W　幅55×奥行58.2×高さ84.5㎝ 
32㎏　コード長1.8m　85L　68/73W（50/60Hz）　
引き出し式（4段）　右開き　〈中国製〉　※軒先渡しと
なります。設置はお客様ご自身でお願いいたします。

ペットボトルが
そのまま入る保冷保温ホルダー。

16　�Gゼロマグボトル500ml
お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
申込番号　グレー162435� ロゼ162436
ステンレス　幅6.6×奥行6.6×高さ20.6㎝　185g　
保冷・保温効力：10℃以下・58℃以上（各6時間）　

〈中国製〉

断熱二重構造で、保冷・保温効果もバッチリ。
まるで無重力？軽いマグボトル。

保冷

保温
数量
限定

TVで
話題！

グレー ロゼ

17　�サーモス　�
スポーツジャグ2L

お買物ギフト券� 12枚（6,000ポイント分）
申込番号　ブラック�162552� レッド162553
ステンレス　ポリプロピレン　シリコーン　幅16×奥行
13×高さ30㎝　900g　保冷効力：9℃以下（6時間）　

〈中国製〉　

長時間でも
冷たさキープ！
激しいスポーツシーンに最適！

持ちやすい
ハンドル付き。

32Lには 
2Lペットボトルが

8本入る！
ステンレス 

真空二重構造
でいつでも
飲み頃。

リモコン
付き。

花粉対策にも！

数量
限定

アウトドアや
スポーツシーンに最適！

45L 32L

18　�アイリスオーヤマ　�
クーラーボックス

お買物ギフト券� 申込番号

45L　13枚（6,500ポイント分）�193329

32L　11枚（5,500ポイント分）�193328
ポリプロピレン　ABS樹脂　発泡スチロール　［45L］
幅64×奥行36×高さ38㎝　4.4㎏　［32L］幅50×奥
行36×高さ38㎝　3.5㎏　〈中国製〉

保冷
数量
限定

ホワイト
ブラック

ブラック
レッド

①② ③

付属のアジャスター
を使用することに 
より、様々な容量の
ボトルに対応。

屋外でビール
ピッチャーとして。

360°どの方向からも
飲めるデザイン。

数量
限定（工具不要）

こんな使い方も！

炭酸が気化しにくい
構造。

7　�タイガー　�
真空断熱炭酸ステンレスボトル

お買物ギフト券� 申込番号

①スチール500ml��10枚（5,000ポイント分）� 162535

②カッパー500ml��10枚（5,000ポイント分）� 162536

③スチール800ml��11枚（5,500ポイント分）� 162537

④カッパー800ml�11枚（5,500ポイント分）� 162538
幅10.5×奥行7.5㎝　①②高さ21.2㎝　290g　③④高さ29.3㎝　 
380g　保冷効力：8℃以下（6時間）　〈ベトナム製〉　

④

①

数量
限定保冷

※イメージ

冷たい炭酸飲料を
持ち運べる。

①②表地：ナイロン　裏地・フード：ポリエステル
①胸囲39㎝・腹囲55㎝・着丈60㎝　②胸囲43㎝・
腹囲58㎝・着丈64㎝　279g　風量3段階(強/中
/弱)　オープンポケット2コ　ファスナー付き胸ポケッ
ト1コ　充電用USBケーブル付　約6時間充電で
最大約13時間使用可　③幅6.7×奥行13.7×厚さ
1.5㎝　224g　10000mAh　〈中国製〉　※ベス
トにはモバイルバッテリー・ACアダプタは付いており
ません。　※男女兼用。　※サイズは置き寸です。

国産い草100%

両面使用OK！

人感センサー搭載で
省エネ！自動で

首振り！

伸縮可
高さ
37.5～93㎝

（③のみ）

ポストに
お届け

③

USB
充電

数量
限定（ネット使用）

丸めて
コンパクト
収納可。

アッシュグレー
（ECO COOLのロゴ入り。）

シェルピンク
（夏らしいシェル柄。）

5　�コンパクトタイプ　1ドア冷蔵庫17L
お買物ギフト券� 33枚（16,500ポイント分）
申込番号　ホワイト�125938  　ブラック�125939
WRF-1017　幅38.5×奥行41.5×高さ34.1㎝　7.3㎏　コード長1.8m　
50W　17L　冷却方式：ペルチェ式　〈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。

13　�折りたたみ�
コードレスリビングファン

お買物ギフト券� 15枚（7,500ポイント分）
申込番号��ホワイト�193293   ネイビー�193294
PR-F078　幅21×奥行22×高さ37.5～93㎝　羽根径18㎝　
1.08㎏　約8時間充電で最大約14時間使用可　首振り：左右
150° （自動）・上90°（手動）　風量3段階　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。
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数量
限定

14　��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〉

15　���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〉　※ご家庭の製氷皿で作った氷（約2㎝角
以下）100g（8個程度）まででご使用ください。

13　���レコルト　ソロブレンダー�シエル
お買物ギフト券� 10枚（5,000ポイント分）
申込番号　ピンク�125968� ホワイト�125966
RSB-4　ボトル：AS樹脂　幅8.5×奥行8.5×高さ29㎝　800g　コード長
1m　170W　300㎖　ボトルフタ・パッキン用スティック・オリジナルボトル台
紙付　〈中国製〉　※ご家庭の製氷皿で作った氷（3㎝角以下）3～4個まで
でご使用ください。

※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。

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。

3L
4合

数量
限定

数量
限定

2　��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　50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
引き出す!

1　�アイリスオーヤマ���
電気圧力鍋3L

お買物ギフト券� 申込番号

34枚（17,000ポイント分）� �125892
PC-MA3-W　幅30×奥行28.8×高さ22.4㎝　3.9㎏　コード長2m　
800W　白米用計量カップ・蒸しプレート　〈中国製〉

（80メニュー）

数量
限定

（10メニュー）

数量
限定

（15メニュー）

クリームホワイト

（28メニュー）

11　�����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�125273� クリームホワイト�125274
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）もご使用いただけます。

8　��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〉

蒸らし工程で、雑味のない美味しいコーヒーに。
業界初の高加水パンにも対応。
しっとりもちもちとした食感が楽しめます。

食卓で幅広い調理ができる！ 機能的なホットプレート。

1台で料理の幅が
ぐっと広がる
1台9役！

食卓に置いてグリル鍋としても楽しめます。

炊飯

発酵

鍋煮込み

スロー調理低温調理

無水調理圧力調理 蒸し料理

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　グリーン�124710� ホワイト�124711
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℃　グ
リルパン・グリルネット付　〈中国製〉　※人気商品のため、お届けまで
にお時間をいただく場合があります。

4　�Toffy　ハーフホットサンドメーカー
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
申込番号　ペールアクア�125932� アッシュホワイト�125933
K-HS3　幅16.7×奥行22×高さ9.6㎝　750g　コード長70㎝　
500W　〈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。

5　�Toffy　�
コンパクトホットプレート

お買物ギフト券� 14枚（7,000ポイント分）
申込番号　ペールアクア�125935� アッシュホワイト�125936
K-HS4　幅35.8×奥行22.1×高さ12.1㎝　1.41㎏　コード長1.4m　
650W　〈中国製〉　※温度調節はできません。

極上トースト＆調理もできる魔法のトースター。

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。

5.5合

一枚の食パンで“ハーフホットサンド”が作れる！

一枚の食パンで作るので、女性や 
お子様にうれしい食べ切りサイズです。

ペールアクア

立てて
収納

できます。

アッシュホワイト

ホワイト

ブラック

ホワイトグリーン�

数量
限定

ペールアクア

アッシュ
ホワイト

平面プレート・たこ焼きプレート付き。

魔法のように美味しく煙も少ない
おしゃれなホットプレート。

焼肉、お好み焼きといったホットプレート調理の定番から、驚くほど美しく焼ける 
パンケーキ、クレープ、ローストビーフまで、幅広く使える本格志向の1台。

分解できるから
収納もラクラク。

握りやすくて扱いがラク！

わずか58分で完成する 
超早焼きパンもできる！

置き場所に
困らないコンパクトサイズ。

ボタンを
押すだけ！

9　�シロカ�
おうちベーカリーベーシックプラス

お買物ギフト券�34枚（17,000ポイント分）�申込番号125844
SB-2D151　幅23.3×奥行29.7×高さ29.4㎝　3.6㎏　コード長1.4m　
550W　自動メニュー：30　〈中国製〉　

豆から全自動。いつでも挽きたて。

ステンレスメッシュ
フィルターで豆油分
ごと抽出！

10　�シロカ　�
全自動コーヒーメーカー

お買物ギフト券�25枚（12,500ポイント分）�申込番号125845
SC-A211S　サーバー：ステンレス　幅17.3×奥行22×高さ27㎝　2.2㎏　
コード長1.2 m 　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〉

数量
限定

1〜
4杯

コンパクトなのに、
本格的な調理ができる優れもの。

1台7役! 下ごしらえがラク！1台7役! 下ごしらえがラク！

カーマインレッドカーマインレッド

1～2斤

1～1.5斤 数量
限定

（30メニュー）

練るおろすきざむ

つぶす まぜる 泡立て 砕く

氷OK※

数量
限定7　�アビエン　マジックグリル

お買物ギフト券� 申込番号

48枚（24,000ポイント分）� 125950
XGM24-BK　幅40.5×奥行30.5×高さ7.9㎝　3.1㎏　コード長
1.8m　850W　温度4段階（100/150/190/250℃）　スタンド脚
2種付　〈中国製〉

人気
商品!人気商品!

“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

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。

材料を入れて
押すだけ！

糖質カット

玄米白米 おかゆ

12　�レコルト　�
プレスサンドメーカー�プラッド

お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）� 申込番号125272
RPS-2　幅13×奥行21×高さ12㎝　960g　コード長1m　700W　

〈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!

約2分半で耳までカリッ、中はしっとり♪ ダブルウォール（二層構造）で保冷効果が長持ち。
具だくさんな萌え断サンドが作れます！ 作ったボトルでそのまま飲める！ 持ち歩ける！

数量
限定

氷OK※スープスムージー ジュース フローズンドリンク

1台5役！ 面倒な下ごしらえが簡単＆スピーディーに！ 

ピンク

アイボリー

クラッシュ氷もつく
れます！

泡立てもラクラク！

チョッパー

すりつぶしや
撹拌（かくはん）に。

ホイッパーブレンダースティック

深鍋・たこ焼きプレート・平面
プレート付き。

グレージュ
ブラック

3　��ブラウン　マルチクイック�7�
ハンドブレンダー

お買物ギフト券� 申込番号

�28枚（14,000ポイント分）� 125885
MQ7030XG　幅7×奥行7×高さ40㎝　910g　コー
ド長1.2m　400W　最大容量500㎖（チョッパー）　
専用計量カップ・スパチュラ付　〈ルーマニア製〉

大根おろしが
作れるチョッ
パーも搭載。

1台4役！ 握る力を
変えるだけで、
スピード調整自由自在。

数量
限定まぜる つぶす きざむ おろす

（50メニュー）

氷OK※きざむつぶす まぜる 砕く 泡立て

               
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！   ※

食パン 

8〜12枚切

好きな食材を
はさむだけ！

食パン 

4〜12枚切

ピンク

ホワイト

♪

毎日の料理を
もっと楽しく！YOUR

ENJOY
COOKING
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 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。

炊き込みご飯 角煮

3　��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〉
※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

食パン
2枚

高温＆短時間だから、
おいしい。

健康食「熟成黒にんにく」が
おうちで作れます。

グリーン

ホワイト

シンプル機能で
使いやすい電子レンジ。

8　��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）　〈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！

数量
限定

10　�アイリスオーヤマ�
スチームオーブンレンジ

お買物ギフト券� 申込番号

70枚（35,000ポイント分）� 124832
MO-F2402　幅51.3×奥行40.3×高さ33.2㎝　庫
内：幅32.8×奥行35.5×高さ20.6㎝　13.1㎏　コード
長1.5m　24L　1450W　タイマー：5秒～90分（グリ
ルは30分）　オーブン温度調節：100～250℃（発
酵：35/40℃）　自動メニュー：20　角皿・スチーム用
カップ付　〈中国製〉　

6　�NEW�
黒にんにく発酵器EX

お買物ギフト券� 申込番号

23枚（11,500ポイント分）� 125943
a28361　幅28.3×奥行27×高さ28㎝　2.6㎏　コー
ド長1.2m　73W　最大量約2㎏　〈中国製〉　
※ニオイが発生しますので、風通しの良い場所でご使用
ください。

スチームで、余分な
脂と塩分をカット。
広々使えるフラットテーブルで
使いやすい！

数量
限定

数量
限定

15　象印　IH炊飯ジャー
お買物ギフト券� 申込番号

5.5合��43枚（21,500ポイント分）� 125455

1升�� �49枚（24,500ポイント分）� 125456
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-VC10-TA　幅
25.5×奥行37.5×高さ20.5㎝　4㎏　1105W　［1
升］NW-VC18-TA　幅28×奥行40.5×高さ24.5㎝　
5㎏　1295W　〈日本製〉

5.5合

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

30時間おいしく
保温できる

「うるつや保温」。

人気
商品!人気商品!人気

商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!一度沸かせば、約80℃

以上で約30分保温OK!

最高1.2気圧まで加圧し、炊き上げる
「圧力炊き」。

数量
限定

保温

内側2層構造だから、
触れても熱くない！

12　��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〉

文字高2㎝の
見やすいデジタル表示。

17　�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　〈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

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。

18　���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〉

ブロンズダークブラウン
保冷

保温

飲み頃温度を
長時間キープ。

19　�サーモス�
ステンレスポット1.5L

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�125122� ブロンズ�125123
ステンレス　ポリプロピレン　シリコーン　幅19×奥行
12.5×高さ22.5㎝　口径7㎝　630g　保冷・保温効
力：10℃以下・72℃以上（各10時間）　〈中国製〉

スチームで
中はふんわり、
表面カリッと。

感動の香りと食感を
実現するトースター。

4　�バルミューダ　ザ・トースター
お買物ギフト券�56枚（28,000ポイント分）
申込番号　ホワイト�125130 ブラック�125131
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℃）　給水
カップ付　〈中国製〉

食パン
2枚

数量
限定ホワイト

ブラック

20　��イワタニ　カセットこんろ�
達人スリムプラス

お買物ギフト券� 申込番号

13枚（6,500ポイント分）� 125962
CB-TS-PLS　幅33.3×奥行25.7×高さ8.4㎝　1.2㎏　
最大発熱量3.3kW　連続燃焼：約70分　〈日本製〉　
※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

スタイリッシュな
うす型カセット
コンロ。

数量
限定

5　��パナソニック�
オーブントースター

お買物ギフト券� 19枚（9,500ポイント分）
申込番号　ホワイト125899� グレー�125900
NT-T501　幅34.5×奥行32.9×高さ21.9㎝　庫内：
幅28.4×奥行27.5×高さ8.7㎝　3.5㎏　コード長1m　
1200W　火力5段階（315/570/600/885/1200W）　

〈中国製〉

数量
限定

食パン
4枚

作りたい
メニューに合わせて、 
お好みで火力と時間を調整可能！

グレー

ホワイト

7　��タイガー�
オーブントースター

お買物ギフト券� 申込番号

13枚（6,500ポイント分）� 125846
KAK-G101K　幅31.2×奥行27.1×高さ22.4㎝　庫
内：幅26×奥行21×高さ8.5㎝　2.8㎏　コード長1m　
1000W　火力5段階（260/490/510/750/1000W）　

〈中国製〉

数量
限定

食パン
2枚

簡単操作の
コンパクトタイプ。

9　日立　オーブンレンジ
お買物ギフト券� 申込番号

56枚（28,000ポイント分）� 125901
MRO-TT5　幅47×奥行40×高さ30㎝　庫内：幅
29.5×奥行30.7×高さ16.5㎝　11㎏　コード長1.4m　
1390W　18L　オーブン温度：100～210℃（発酵
40℃）　自動メニュー：40　〈中国製〉

数量
限定

簡単操作の
ベーシック
モデル。

14　���日立　圧力IH�
炊飯器5.5合

お買物ギフト券� 申込番号

49枚（24,500ポイント分）�  125940
RZ-H10EJ　幅25.8×奥行36.4×高さ22.7㎝　
5.3㎏　コード長1m　1400W　しゃもじ・計量カップ付

〈日本製〉

数量
限定

好みや用途に
あわせて選べる

「極上」コース搭載！

16　�パナソニック�
ホームベーカリー

お買物ギフト券� 申込番号

56枚（28,000ポイント分）�  125902
SD-SB4　幅24.1×奥行30.4×高さ33.7㎝　5.5㎏　
コード長1m　370W　自動メニュー：22　メニューシー
ト・計量スプーン付　〈中国製〉

独自技術で、
一年中安定して
ふっくらパンが作れる！

数量
限定1斤

1～1.5斤

21　��三菱　�
食器乾燥機

お買物ギフト券� 申込番号

27枚（13,500ポイント分）� 125903
TK-TS10A　幅48.8×奥行42.6×高さ35.4㎝　4.1㎏　
コード長1.4m　285W　乾燥時間：約50分　大皿最
大収納サイズ：径27㎝　6人用　箸立て・ロング排水
ホース（1m）付　〈日本製〉

まな板をしっかり
乾燥できる、
まな板専用乾燥室を搭載！

  食器洗い乾燥機使用可　

遠赤ヒーター採用
（上部ヒーター）。

1　�電動ふわふわとろ雪かき氷器
お買物ギフト券� 申込番号

15枚（7,500ポイント分）� 125556
DTY-B2BK　幅15.5×奥行20×高さ35.5㎝　1.3㎏　コード長1.3m　
25W　フタ付製氷カップ2コ付　〈中国製〉 ※本製品は付属の製氷
カップで作った氷または冷凍フルーツ対応です。 ※人気商品のため、お
届けまでにお時間をいただく場合があります。

2　�ソーダスパークル　マルチスパークル3
お買物ギフト券� 申込番号

①��本体� ������������19枚（9,500ポイント分）� 125878
②��専用ガス　　　
　��カートリッジ24本��5枚（2,500ポイント分）� 125879
本体：MS3-WH　カートリッジ：MS3-24　ボトル：PET樹脂　径8×高さ38.8㎝　
436g　ガスカートリッジ（5本）付　本体：〈中国製〉　カートリッジ：〈台湾製〉　
※ガスは1回使い切りです。※専用カートリッジ以外のガスはご使用いただけません。

水もジュースも手軽に
スパークリング。
ペットボトル削減で 
サスティナブル。

どこでも
炭酸水が

楽しめます。

仕上げに便利な
乾燥モード搭載！

カートリッジ1本で、
水なら1L、
ジュースや
白ワインなら
650㎖を
炭酸化できます。

約6～12日でしっとりした
黒にんにくが完成。

数量
限定

数量
限定

プリンを製氷カップに入れて
凍らせて削るだけ。

発見！
プリンかき氷が
おいしい。

ジュースや冷凍フルーツでふわふわとろとろスイーツが楽しめる！

数量
限定

スタイリッシュなデザインの電気ポット。時短料理から本格料理まで
1台12役！

3L
4合

11　��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〉

1台12役！ 多機能圧力鍋
❶圧力調理
❸煮る
❻無水料理
❽炊飯モード（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

数量
限定

（80メニュー）

カゴにセットして
ボタンを押すだけ！

全面ヒーターで
ムラなく発酵。

※イメージ

13　�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〉

3L�カシスレッド

2.2L�カカオブラウン

数量
限定

（ボトル）

人気
商品!人気商品!

②

①

キッチン キッチン家電・雑貨
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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。



　
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　   食器洗い乾燥機使用可　

①②③

⑤シールふた

こびりつきにくさの秘
密は10層構造（6層
＋4層）のストーンバリ
アコーティング。

石のように硬い！目玉焼きも
つるん!

⑥

①②③

⑤

④

13　���燕三条発いいもの小路　�
鉄製フタ付天ぷら鍋

�20㎝��� �7枚（3,500ポイント分）� 申込番号123509

�24㎝���� �8枚（4,000ポイント分）� 申込番号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㎏　適正容量1L（満水2.2L）　［24㎝］最大幅33×径24×
深さ8㎝　1.71㎏　適正容量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。

8　��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

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

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！

5.2L
5合

圧力鍋と煮込鍋の2in1鍋！

5　���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〉

数量
限定

（18メニュー）

煮る・焼く・揚げる・炊くなど
マルチに活躍！

数量
限定6　��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〉　

ワンポット調理で
お手入れも
ラクラク！

揚げる炊く

沸かす茹でる

焼く煮る

揚げる

炒める茹でる

焼く煮る

24㎝

20㎝

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
劣化しにくい。

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〉

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〉　

安心・安全の日本品質。サビにくく、頑丈でタフなフライパン！ 人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

9　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

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

7　�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

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　〈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

数量
限定

TVで
話題！

①

②

12　�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〉

フタ付きだから、目玉焼きや
ギョウザも“ふっくら”焼ける。

数量
限定

フチがカーブしているので、
玉子焼きの返しがラクラク♪

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。

フタを開けると
油切りになるから省スペース！

すてきなフライパン！
とても使いやすくて、
驚いています！　※

側面から
発熱することで
全体に熱がまわる

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①
幅36.2×径20×深さ3.6㎝　550g　②最大幅
42.8×径24×深さ4㎝　750g　③最大幅47×
径26×深さ4.2㎝　850g　④最大幅42.5×径
24×深さ6.5㎝　810g　⑤最大幅46.5×径28
×深さ6.6㎝　1.1㎏　〈イタリア製〉

1　�バッラリーニ　フェラーラシリーズ
お買物ギフト券� 申込番号

① フライパン
20㎝　　 � 9枚（4,500ポイント分）� 125914

② フライパン
24㎝　　 � 10枚（5,000ポイント分）� 125915

③ フライパン
26㎝ �11枚（5,500ポイント分）� 125916

④ 深型パン
24㎝　 � 12枚（6,000ポイント分）� 125917

⑤ 深型パン
28㎝　 � 16枚（8,000ポイント分）� 125918

耐久性を高めるミネ
ラル（鉱物）を独自技
術で配合。焦げ付き
にくく、調理の快適さ
が長続きします。

イタリア生まれの大人気フライパンシリーズ！

④⑤

24㎝

無加水調理でいつものメニューがもっとおいしく。

炒める

炊く

焼く

蒸す

茹でる

煮る

食材が持つ水分を活かし、
少ない水分で
調理するから素材の
うまみを逃がしません。

ワイドな口径で、内側が
洗いやすいコンパクトな
ケトル。

ステンレス製なので、
サビにくく丈夫で衛生的。

ワイドで
洗いやすい！

数量
限定

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂
加工）　［20㎝］最大幅28.6×径
20×深さ13.1㎝　1.7㎏　2.25L　

［24㎝］最大幅30.8×径24×深さ
14.9㎝　2.29㎏　4L　〈中国製〉

14　ニュークラス　広口ケトル
お買物ギフト券� 申込番号

5枚（2,500ポイント分）� 125476
ステンレス　幅21×奥行15×高さ23㎝　460g　適正
容量1.2L（満水1.8L）　持ち手可動式　〈中国製〉　

2WAY

11　��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㎝　1.4㎏（ハンドル・フタ含む）　着脱ハンドル：
全長19㎝　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！

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。

ハンドルを
着脱するだけ！

① ②③④

⑧ ⑨

ティファール史上最高峰の耐久性を実現。

100万回の耐摩耗試験に合格！ 
こびりつきにくさが長続きします！
底厚が4㎜と厚いので熱伝導が良く、蓄熱性も抜群! 
弱火でも中までしっかり均一に火が通るので、
早く美味しく調理できます。

4　�T-fal　�
インジニオ・ネオIH�
マロンブラウン・�
アンリミテッドセット6

お買物ギフト券� 申込番号

33枚（16,500ポイント分）� 125568
アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工） 
①径18×深さ9.2㎝　653g　2.3L　②径22×深さ
4.5㎝　615g　③径26×深さ4.6㎝　893g　④全
長18.3㎝　190g　⑤径18㎝　75g　⑥径18㎝
325g　〈フランス製〉　

数量
限定

TVで
話題！ 数量

限定

取っ手のとれる
ティファール！
④専用ハンドル

①ソースパン18㎝

⑥ガラスふた
③フライパン26㎝

②フライパン22㎝

④

①②

③

⑤

数量
限定高い耐久性を実現したチタン・アンリミテッドコーティングで、

使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。

2　��スーパーストーンバリア�
フライパンシリーズ

お買物ギフト券� 申込番号

① フライパン
20㎝ �11枚（5,500ポイント分）� 123891

② フライパン
26㎝ �13枚（6,500ポイント分）� 123892

③ 深型パン
28㎝ � 15枚（7,500ポイント分）� 123893

④ エッグ
パン � 9枚（4,500ポイント分）� 123973

⑤ 20〜28㎝
兼用フタ � 5枚（2,500ポイント分）� 125972

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　
角の丸い金属ヘラ使用可　①最大幅38.4×径
20×深さ4㎝　580g　②最大幅48×径26×深
さ5.5㎝　880g　③最大幅49.5×径28×深さ
7.5㎝　965g　④最大幅35㎝　焼き面：13×
18×深さ3㎝　446g　〈韓国製〉　⑤強化ガラ
ス　ステンレス　シリコーンゴム　径29×高さ
5㎝　540g　耐熱温度220℃　〈中国製〉

10　�アイリスオーヤマ　無加水鍋�COTOCO
お買物ギフト券� 申込番号

20㎝　　　
ビーツレッド������� 21枚（10,500ポイント分）� 125890
20㎝　　　　
チャコールグレー������21枚（10,500ポイント分）� 125891
24㎝　　　
ビーツレッド������� 23枚（11,500ポイント分）� 125947
24㎝　　　　　
チャコールグレー�������23枚（11,500ポイント分）� 125948

24㎝
チャコールグレー

20㎝ビーツレッド

24㎝ビーツレッド

⑤⑥ ⑦

3　�T-fal��IHルージュ・　�
アンリミテッドシリーズ

お買物ギフト券� 申込番号

① エッグ
ロースター� 11枚（5,500ポイント分）� 125360

② フライパン
20㎝ � 9枚（4,500ポイント分）� 125361

③ フライパン
26㎝ �12枚（6,000ポイント分）� 125362

④ フライパン
28㎝ �13枚（6,500ポイント分）� 125364

⑤ マルチパン
22㎝ �12枚（6,000ポイント分）� 125363

⑥ マルチパン
26㎝ �13枚（6,500ポイント分）� 125365

⑦ ウォックパン
28㎝ �14枚（7,000ポイント分）� 125366

⑧ ソースパン
18㎝ �14枚（7,000ポイント分）� 125367

⑨ シチュー
ポット20㎝� 15枚（7,500ポイント分）� 125368

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35㎝　焼き面：14×18
×深さ3.8㎝　660g　〈中国製〉　②最大幅37.4×径20×深さ4.5㎝　696g　③最大
幅45.3×径26×深さ5.7㎝　1.159㎏　④最大幅47.4×径28×深さ5.7㎝　1.307㎏　
⑤最大幅39.8×径22×深さ7㎝　913g　⑥最大幅45.6×径26×深さ7.6㎝　1.181㎏
⑦最大幅46.7×径28×深さ7.4㎝　1.163㎏　⑧最大幅37.3×径18×深さ9㎝　
1.269㎏　2.4L　⑨最大幅33.4×径20×深さ10㎝　1.559㎏　3.2L　〈フランス製〉　

キッチン フライパン・鍋
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※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。



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。  電子レンジ可　   オーブン可　   食器洗い乾燥機使用可　　

耐熱ガラス製のボウル
は加熱後の調理にも
便利!

中身が見えるから冷蔵庫の中でも
分かりやすい。

余分な水分や油を落と
せるザル付き。

1　�ハリオ　�
ガラスのレンジ蒸し器

お買物ギフト券� 申込番号

4枚（2,000ポイント分）� 125911
本体：耐熱ガラス　フタ・ザル：ポリプロピレン　径16.8
×高さ11.9㎝　360g　1.2L　〈日本製〉　

フタを外せば
オーブン調理も可能。

8　�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　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〉

フタをしたまま電子レンジで
使用できる保存容器。

（フタは除く）

ハンドルカバーを開閉して砥石の
お手入れも簡単!

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！

7　�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。

抗菌効果＆ソフトな刃当たり。
プロが薦める本格派まな板。

①

②

9　�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〉

6　�スゴ切れ�
とうもろこしカッター

お買物ギフト券� 申込番号

3枚（1,500ポイント分）� 125837
刃：18-8ステンレス　ハンドル：ポリプロピレン　幅2.6×
全長18.4㎝　26g　〈日本製〉

時間調節で半熟・普通・固めの
お好みのでき上がりに。

電子レンジで簡単に
ゆでたまごができます！

かわいい
たまご型！

①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　②耐熱ガラス　小：径22.2×高さ9㎝　
755g　2L　大：径25×高さ10㎝　994g　
2.5L　〈日本製〉

4　�ハリオ�
スタッキング耐熱ガラスコンテナ

お買物ギフト券� 申込番号

①3個セット� 4枚（2,000ポイント分）�125759

②6個セット� 7枚（3,500ポイント分）�315677

本体：耐熱ガラス　フタ：ポリプロピレン　①250㎖：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　②250㎖：幅11.1×
奥行10.7×高さ4.7㎝　203g　2コ　600㎖：幅14.3×奥
行13.9×高さ6.2㎝　365g　2コ　900㎖：幅23.8×奥行
12.5×高さ5.6㎝　645g　1コ　1400㎖：幅27×奥行
14.5×高さ6.2㎝　805g　1コ　〈日本製〉

「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！ 
お手入れも簡単！  ※ 

電子レンジで使う
コンパクトサイズの
蒸し器。

日本茶をスタイリッシュに愉しむ、
耐熱ガラス製の急須。

2　�ハリオ�
茶々急須　禅

お買物ギフト券� 申込番号

5枚（2,500ポイント分）� 125910
本体：耐熱ガラス　茶こし：ステンレス　幅16.8×奥行12×高さ
10㎝　290g　450㎖　本体：〈日本製〉　茶こし：〈中国製〉　

ガラスの形状に沿う大きな茶こしで茶葉の旨味を
しっかり抽出します。

市販のグラタンの素1人分+
野菜等の具材も入る大きさ。

重ねて収納できます。

少し残ったおかずや作り置きの保存に便利。

（フタは除く）

3　�家事問屋　�
味見スプーン

お買物ギフト券� 申込番号

2枚（1,000ポイント分）� 125836
18-8ステンレス　幅2.7×全長23㎝　30g　〈日本製〉

ポストに
お届け

ハンドルが長く、すくいやすい。

ハンドル部はフォークのような形状で、
煮え加減を見るのに使えます。

ハンドルが長いから、
熱くなりにくい。

5　�ハリオ　耐熱ガラス製�
グラタン皿2個セット

お買物ギフト券� 申込番号

4枚（2,000ポイント分）� 125908
耐熱ガラス　幅21×奥行12×高さ4.5㎝　366g　
600㎖　〈日本製〉　

6　�ハリオ　耐熱ガラス製�
保存容器3個セット

お買物ギフト券� 申込番号

4枚（2,000ポイント分）�125909
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　600㎖：幅14.3×奥行13.9×
高さ6.2㎝　305g　1コ　〈日本製〉

フタを外してオーブン使用もOKだから、幅広く調理や
保存に使用できます。

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　�家事問屋　�
フライパンカバー

お買物ギフト券� 申込番号

8枚（4,000ポイント分）� 125832
18-8ステンレス　ガラス　径27.8×高さ7.5㎝
380g　径20/22/24/26㎝のフライパンに対応　

〈日本製〉

中が見えて調理しやすい。

こだわりの刃角度で、キャベツをすばやくスライスできます。

お店のようなふわふわ食感！

安全ホルダー付き。

5　�スゴ切れ　快速キャベツスライサー
お買物ギフト券�3枚（1,500ポイント分）� 申込番号125654
本体：ABS樹脂　刃：ステンレス刃物鋼　ホルダー：ポリプロピレン　幅11.8×全長32
×高さ2.5㎝　210g　〈日本製〉

ポストに
お届け

カーブ波刃が粒を潰さず
キレイにカット。

生でも加熱後でも
キレイに取れる！

オーブン、電子レンジOKで、おかずからお菓子まで幅広く使えます。

注ぎやすさを追求し、
最後の一滴までスムーズに

注げる形状。

立てておけるので、
置き場所に困りません。

水切れが良いから
洗いやすく、
お手入れしやすい！

菌の繁殖を防ぎ、清潔・衛生的！

① ②

切れないまま使っていた
包丁の切れ味が復活！大
きなスイカもサクッと切
れて感激！  ※ 

これまで買った中
で最高の切れ味！
軽くて持ちやすい
し、大満足。  ※ 

プラスチック抗菌
まな板と木製まな板の

いいとこどり！

3　�ハリオ　耐熱ガラス製ボウル
お買物ギフト券� 申込番号

①深型3個セット� 4枚（2,000ポイント分）� 314831

②浅型2個セット� 5枚（2,500ポイント分）� 315737

①

②
トマト、鶏肉など切りにくい
食材もスッと切れる。

絶妙な
ミニサイズ。

力を入れずに切れる
不思議なナイフ！

人気
商品!人気商品!

凹凸刃が力を入れずに食材へ
鋭く食い込みます。

TVで
話題！

4　�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〉

驚く程切れ味が良
く、気に入って毎日
使っています！  ※ 

（茶こしは除く）

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

TVで
話題！

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
29.3㎝　刃渡り16.5㎝　112g　［牛刀］全長 
30㎝　刃渡り18㎝　105g　〈日本製〉

三徳 牛刀

食材が飛び出しにくく、
混ぜやすい深型。

ボウルの中で
こねやすい浅型。

キッチン キッチン雑貨
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※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。



 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。

ステンレス・鉄 プラスチック 木製品

13　�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。

滑らかな波型の歯先で
硬いものをカット。 手にフィット

しやすい曲線の
持ち手。

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。

14　�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〉　

防滴仕様で小雨程度なら使用OK。災害の備えにも。

角度調整可能で
足元もしっかり照射！
手をかざすだけでオンオフ！

キャンプや釣りなどのアウトドアに重宝！

1　COB充電式ヘッドライト
お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）� 申込番号193275
WJ-8040　ライト：幅7.3×奥行3×高さ5㎝　60g　明るさ3段階（HI/LOW/
点灯）　約6時間充電で最大約3時間使用可　ヘッドバンド（調整可）・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。

数量
限定

USB
充電

4　�ラク〜に草取り
お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）� 申込番号193276
刃部：ステンレス鋼　持ち手：木　幅24.5×奥行8.5×高さ3㎝　126g　

〈台湾製〉

大型ギザ刃

刈る・掘る・土を整えるができる
万能草刈り鎌。
横刃が両側についているので
右利き、左利き
どちらでもOK！

雑草を土ごと
掘り起こします。

横刃
長い草の
切断に。

直刃
土ならしに。

10　トレー付きアルミ製脚立4段
お買物ギフト券�33枚（16,500ポイント分）�申込番号193365
本体：アルミニウム　トレー：ポリプロピレン　幅50×奥行77.8×高さ144㎝
収納時：幅50×奥行12.2×高さ155.1㎝　7.8㎏　耐荷重：本体100㎏・ト
レー10㎏〈中国製〉　

6　伸びる水やりホース
お買物ギフト券�8枚（4,000ポイント分）� 申込番号193318
EVA樹脂　ポリエチレン　ABS樹脂　TPR樹脂　全長：0.64～12m　

〈中国製〉　※丸形蛇口外径1.6～1.8㎝の横水栓・自在水栓・万能ホーム
水栓に取付可。　※組立には、プラスドライバーが必要です。

最長12mまで、ぐぅーんと伸びる！

3　4段ラチェット式スムーズ剪定ハサミ
お買物ギフト券�4枚（2,000ポイント分）� 申込番号193134
刃：SK-5　高炭素鋼（フッ素加工）　ハンドル：アルミニウム合金　幅5.5×奥
行1.8×全長17.5㎝　刃渡り5.5㎝　165g　〈台湾製〉　

押切りと4段ラチェット式で
枝をらくらく切断できます。

軽くて丈夫。サビにくい。

滑りにくく
使いやすい

樹脂グリップ。

開閉ストッパー
付きで刃先を
安全に収納。

5　�アルス　伸縮式高枝バサミ　�
ズームチョキエコノ2m

お買物ギフト券�13枚（6,500ポイント分）� 申込番号193193
高炭素刃物鋼　全長1.25～2m　刃渡り5㎝　760g　専用ノコギリ・刃
カバー付　〈日本製〉

伸びた庭木を整える！
太い枝は

ノコギリ刃で
カット。

切ってつかめる！ 
カットキャッチ機能。

7　�立ち作業用�草刈りハサミ
お買物ギフト券�20枚（10,000ポイント分）�申込番号192522
アルミニウム合金　ステンレス420J2（高周波焼き入）　全長約1.03m　
刃渡り18㎝　1㎏　刃カバー付　〈日本製〉

（刃部）

軽量で使いやすい草刈りハサミ。
 軽い！
1㎏

ハサミの開閉を立って、両手
で行うことで、腰・腕への負担
を大幅に軽減します。

8　�立ったまま根こそぎ雑草取り
お買物ギフト券�9枚（4,500ポイント分）� 申込番号193330
刃：スチール　ステンレス　柄：アルミニウム　PVC　幅14.5×全長82～
132㎝　490g　〈日本製〉

腰をかがめず、立ったまま
雑草が取れる！

数量
限定

9　�ヤードフォース　高枝切り　�
電動チェーンソー3プラス

お買物ギフト券�44枚（22,000ポイント分）�申込番号193342
JPYFEPS0725　幅15×奥行6×高さ175～288㎝　3.7㎏　コード長
20m　700W　チェーンソーオイル・ショルダーベルト付　〈中国製〉　
※ご使用の際はゴーグルなどで必ず目を保護して作業を行ってください。

数量
限定

高枝にも届く！
電動チェーンソー。

直径25㎝の太い枝も
切れる！

枝の角度に合わせて、
ヘッドの角度を3段階に
調節可能。

高枝の枝打ちも、
踏み台を使わずラクに

作業できます。

11　洗えるフード付き寝袋
お買物ギフト券�8枚（4,000ポイント分）� 申込番号193316
側地・中材：ポリエステル　寝袋時：205×74㎝　935g　収納袋付　

〈中国製〉　

アウトドアや防災用に
あると便利！

12　�マルチエアーマット　収納袋付き
お買物ギフト券�7枚（3,500ポイント分）� 申込番号193315
本体側地：ポリエステル（裏側PVC）　収納袋：ポリエステル　本体中材：ウ
レタンフォーム　57×180×厚さ2.5㎝（膨張時）　1.15㎏　〈中国製〉　
※枕部は手動となります。

本体は自動膨張式！ いざという時の備えや、
車中泊にもおすすめ。

軽量・コンパクトで
使いやすい
電動ドライバー。

15　�ブラック＋デッカー　3.6V�
スクリュードライバー六角レンチプラス

お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）� 申込番号193347
BCRTA601　幅4.4×奥行16.1×高さ12㎝　400g　約3時間充電で
約200本のネジ締め可　回転数：180回転/分　対応丸軸ビット：直径6㎜
まで　対応六角棒レンチ：3～5㎜　50㎜ビット5種・六角レンチ・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。

USB
充電

組立て家具などに付属
されている六角棒レン
チも取り付けられる！

キャンプ道具をラクラク運べます。

収束型なので
コンパクトに
収納できます。

16　�キャプテンスタッグ　収束型4輪キャリー
お買物ギフト券�28枚（14,000ポイント分）�申込番号193301
本体：鉄　ポリエステル　タイヤ：PVC　幅100×奥行50×高さ93㎝　収
納時：幅34×奥行22×高さ74㎝　8.9㎏　耐荷重80㎏　〈中国製〉　

本体カバーは取り外し可能なので
お手入れが簡単です。

重い荷物をまとめて
スムーズに運べる
軽い台車。

17　�らくらく�日本製軽量ファミリーカート
お買物ギフト券�9枚（4,500ポイント分）� 申込番号192401
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㎝　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。　

クローバー柄

たくさん荷物が載せられる、
押し車タイプのカート。

下段は灯油缶
が載せられる
広々スペース。
上段のカゴだけ
折りたためば、
高さのあるもの
も載せられます。

18　�2段カゴ付カート
お買物ギフト券�27枚（13,500ポイント分）�申込番号193339
スチール　ポリプロピレン　天然ゴム　幅63×奥行54×高さ88㎝　折り
たたみ時：幅63×奥行54×高さ34㎝　カゴ内寸：［上段］幅32×奥行28（ハ
ンドル側32）×高さ11㎝　［下段］幅50×奥行36.5×高さ11㎝　7.23㎏　
バスケット：幅44×奥行31×高さ34㎝　950g　耐荷重：（上段）10㎏・（下
段）30㎏　バスケット付　折りたたみ可　〈中国製〉　

側地は防水効果があり、汚れてもサッと拭き取れます。

前輪は
ストッパー付きで
傾斜でもしっかり

ブレーキ。

ハンドルを
倒せば平台車

として使えます。

数量
限定

(一部）

2　�万能研ぎ器�
ソリングシャープナー

お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）� 申込番号193298
超硬タングステンカーバイト　ABS樹脂　幅19×奥行2.7×高さ7㎝　
150g　〈タイ製〉　※セラミック刃には使用できません。

数量
限定

包丁からハサミ、爪切りまで何でも研げる！
キッチン用品から
家庭工具、園芸用品まで
何でも研げる。

ハサミも
あっという間に
切れ味が戻る。

電球交換やエアコンの
そうじに最適なトレー付き。

持ち手穴3か
所付きで、どこ
からでも持ち
やすい。

50㎝50㎝

144144㎝㎝

引っ越しを自分達でする
際に使用。軽いのに大活
躍で助かりました！　※

枕に！

車の洗浄にも！

8種の散水機能付き！

ステンレス刃で
サビにくい。

(トレー）

数量
限定

人気
商品!人気商品!

TVで
話題！

ノズルを
回すだけで

空気が入る！※ごろ寝も
あったか。

座って足元あったか。

数量
限定

77.8㎝77.8㎝

フードでスッポリあったか。

大集合アウトドア・DIY
ガーデニングに 雑便利 貨

2019   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。

※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。



ハウスキーピング 生活家電・雑貨

ポストに
お届け   郵便受けへお届けする場合があります。　  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。

ブラック

アプリ・スマート
スピーカー対応。

8　�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

89枚（44,500ポイント分）� 320550
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！

4　�マキタ　�
日本製充電式クリーナー�
スタンドセット

お買物ギフト券� 37枚（18,500ポイント分）
申込番号　アイボリー�193369 レッド�193370

［クリーナー］CL116DW　幅10.2×奥行11.1×高さ92.8㎝　1.25㎏　約
4時間充電で最大約15分使用可　フィルター水洗い可　すき間用ノズル付　

〈日本製〉　［スタンド］スチール　幅22.5×奥行24×高さ76.5㎝　1.2㎏　　
〈中国製〉　※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!

圧倒的な
吸引力&
軽快な取り回し！

収納に便利なスタンド付。

レッドアイボリー

濡らした
モップパッドを
  簡単に装着！

付属品を
本体背面の

収納ケースに
収納可。

モップパッド
 4枚付き！

フローリング窓・網戸

7　�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〉　

3　�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〉

2　�マキタ�
紙パック式パワフル�
コードレスクリーナー

お買物ギフト券� 申込番号

55枚（27,500ポイント分）�192345
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　紙パック（10枚）付　

〈中国製〉　※本体は自立しません。

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！

数量
限定

（モップパッド）

ケルヒャー史上、最も
コンパクトで扱いやすい！

18　�ケルヒャー　高圧洗浄機
お買物ギフト券�49枚（24,500ポイント分）�申込番号192964
K MINI　幅23.3×奥行28×高さ29.5㎝　3.9㎏　コード長5m　1000W　

〈中国製〉

数量
限定

11　�パナソニック　充電式掃除機
お買物ギフト券� 申込番号

43枚（21,500ポイント分）� 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。

数量
限定

9　�日立　パワかる　�
サイクロン式クリーナー

お買物ギフト券� 申込番号

56枚（28,000ポイント分）� 193351
CV-SV90K　幅30×奥行22.5×高さ28.7㎝　2.5㎏　
コード長5m　840W　すき間ノズル付　〈日本製〉

強力パワーで
しっかり吸い取る。
軽くて持ち運びが
ラクラク。

軽くてスムーズ！
パワフルな吸引力と
新開発のヘッドで
ゴミを逃さない。
スタンドに立てられ、省スペース。
付属のアクセサリーも
全て収納可。

5　�シャーク　充電式サイクロンクリーナー
お買物ギフト券�40枚（20,000ポイント分）�申込番号193325
CH966JLC　幅26×奥行19.2×高さ104.5㎝　1.66㎏　約4時間充電
で最大約20分使用可　スクラビングブラシ・すき間ノズル・ミニモーターヘッ
ド・収納スタンド付　〈中国製〉　

ノズルを外せば大容量ハン
ディに。ヘッドを変えて布団ク
リーナーとしても使用可。

紙パック
不要

数量
限定

重さわずか
900gで
お掃除をラクに。

6　�シロカ　2WAY�
コードレスクリーナー

お買物ギフト券�32枚（16,000ポイント分）�申込番号193297
SV-S271　幅22×奥行17×高さ106㎝　900g　約3時間充電で最大
約25分使用可　モード2種（標準・強）　ノズル2種（ブラシ・すき間）付　

〈中国製〉　※本体は自立しません。　

数量
限定

集じん容量
140㎖

紙パック
不要

1台で砂も水も吸える！

16　�パオック　バキュームクリーナー15L
お買物ギフト券�22枚（11,000ポイント分）�申込番号193299
VCC-15PC　幅30×奥行47×高さ42㎝　5㎏　コード長2.3m　
1200W　ノズル2種（ブラシ・ウェット＆ドライ）・延長パイプ付　〈中国製〉　

数量
限定

集じん容量
5L（水）

集じん容量
7L（その他）

高温・高圧スチームで
頑固な汚れも強力洗浄。

パワフルスチームで
床掃除！

掃除機やフローリングワイパーでは取
り切れない汚れをしっかり落とします。

17　�ケルヒャー��
スチームモップ�SC�Upright

お買物ギフト券�46枚（23,000ポイント分）�申込番号193295
1.513-349.0　幅24.3×奥行16.8×高さ118.5㎝　2.5㎏　コード長5m　
1500W　給水タンク容量：400㎖　〈中国製〉　

数量
限定

コードのいらない解放感。

ツールを付け替えて、ハンディクリーナー、
布団クリーナーとしても使用可。

1　�ダイソン　V8�Origin
お買物ギフト券�78枚（39,000ポイント分）�申込番号193324
SV25 RD　幅25×奥行122.7×高さ21㎝　2.61㎏　約5時間充電で 
最大約40分使用可（通常モード・非モーター駆動）　収納用ブラケット・ノズル 
2種（コンビネーション・すき間）・ミニモーターヘッド付　〈マレーシア・中国製〉
※本体は自立しません。※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。

紙パック
不要

数量
限定

10　�日立　紙パッククリーナー
お買物ギフト券� 申込番号

30枚（15,000ポイント分）� 193353
CV-V500　幅25.6×奥行28.8×高さ21.4㎝　3.2㎏　
コード長5m　1000W　すき間ノズル・紙パック（1枚）
付　〈日本製〉　

ヘッドが
90°回転する

「クルッとヘッド」で、
壁際や狭いすき間も
お掃除ラクラク！

数量
限定

吸込仕事率
500W

集じん容量
1.5L

ハンディ
クリーナーにも

なる！

ベランダやガレージの清掃も簡単&スピーディー。
市販のポリ袋も取り付け可能！

ブロワ機能で吹き飛ばしにも使える。

自在に動く広い可動域

数量
限定

狭い場所も
ラクラク！

便利な
コードレス！

収納も
省スペース！

人気
商品!人気商品!

2WAY

13　�アイリスオーヤマ�
スチームクリーナー　�
ハンディタイプ

お買物ギフト券� 申込番号

�13枚（6,500ポイント分）� 192162
STM-303　幅31×奥行13×高さ24㎝　1.8㎏　
1000W　コード長4m　タンク容量：300㎖　連続使
用：最大約12分　スチーム温度：100℃　コンパクトノ
ズル・布用カバー2枚・ポイントブラシ3コ・ストレートノズ
ル・アングルノズル・フレキシブルノズル・じょうご・メジャー
カップ付〈中国製〉　

12　�レコルト　コードレス��
ウェット&ドライ�クリーナー

お買物ギフト券� 18枚（9,000ポイント分）
申込番号　ナチュラルホワイト�193367 ペールブルー�193368
RSC-2　幅12×奥行12×高さ39cm(スタンド含む)　幅8.5×奥行8.5×高
さ37cm(本体のみ)　660g　約4時間充電で最大約20分使用可　ノズル4種(ウエッ
ト・先細ブラシ・ファブリック・格子)付　〈中国製〉　※ACアダプタは付いておりません。

リビングや玄関などに置いて、手軽にお掃除できます。
液体も吸える乾湿両用。コンパクトなコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュ。

数量
限定

集じん容量
200㎖

（液体75ｍｌ）

30〜45Lのゴミ袋に対応。
袋を掛けるだけで使いやすいゴミ箱に。

15　�LUCE　�
分別ゴミ袋ホルダー

お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
申込番号　ホワイト�125970 ブラック�125971
本体：スチール　フタ：ポリプロピレン　幅22×奥行33×高さ55㎝　
1.2㎏　〈中国製〉　

ナチュラルホワイト ペールブルー

ホワイト

フタは
縦開き。

人気
商品!人気商品!

吸込仕事率
300W

数量
限定

集じん容量
250㎖

車内

飲みこぼし

コンロ周り

ホコリ・泥

ゴミ袋の容量ギリギリ
まで捨てられて、ゴミ
袋の回収もラク！　※

ガンとノズルが短くなり、
狭い場所での洗浄が
ラクに！

立ったままラクラクお風呂掃除。コードレスでどこでも使える！

14　�AQUAポリッシャー
お買物ギフト券�15枚（7,500ポイント分）� 申込番号193289

ブラシ径11×全長85～117㎝　700g　約6時間充電で約1時間使用可　ACアダプタ・アタッチメン
ト4種（ラウンド・フラット・コーナー・スポンジパッド）付　〈中国製〉　

レジェンド松下さんおすすめ！

数量
限定

ハンディにも！

長さ自由自在、45°の角度調整で隅 ま々でしっかりお掃除！

※イメージ

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。

紙パック
不要

集じん容量
300ml

数量
限定

自走式
パワーノズルで

 軽快掃除。

紙パック10枚

充電時間は
わずか22分！

集じん容量
500ml

USB
充電

当てるだけで
パワフル
洗浄！

油汚れや
細かい箇所のお掃除に

ぴったり。

ポストに
お届け

食べこぼしも
サッと吸引！

2221

※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。

  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 生活家電・雑貨

 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。

20　�東芝　�
CDラジオ

14枚（7,000ポイント分）� 180656
TY-C260（W）　幅27.2×奥行6.2×高さ14.6㎝　
1.2㎏　コード長1.5m　10W　単3×6（別売）　
CD-R/RW再生対応　リピート・ランダム・プログラム・レ
ジューム再生　スリープタイマー（15/30/60/90/120
分）　〈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。

ダニ対策モード搭載！
マット要らずでコンパクト。
より速く・ムラなく暖める 
ハイパワータイプ！ ダブル 
サイズのふとんにも対応。

①

①

②ふとん2組を同時に乾燥できる!

人気
商品!人気商品! 室内干しに最適、

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

14　�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

17　�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。

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

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!

2　�アイリスオーヤマ　�
サーキュレーター衣類乾燥除湿機

お買物ギフト券�55枚（27,500ポイント分）�申込番号192774
IJD- 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・
プレハブ10畳・鉄筋13畳　首振り50/70/90°　上下角度6段階　切タイ
マー（2/4/8時間）　〈中国製〉

数量
限定

1　�アイリスオーヤマ�
ふとん乾燥機　カラリエハイパワー

お買物ギフト券� 申込番号

①ツインノズル　���44枚（22,000ポイント分）� 193063

②シングルノズル　40枚（20,000ポイント分）� 193031
コード長1.9m　切タイマー9段階（5～180分）　①FK-WH1-WP　幅16.8
×奥行21.3×高さ37㎝　2.1㎏　1000W　くつ乾燥アタッチメント2コ付　
②FK-H1-W　幅16.8×奥行15×高さ38㎝　1.8㎏　900W　くつ乾燥ア
タッチメント付　〈中国製〉

数量
限定 ※イメージ

13　�tower　��
引っ掛け風呂イス

お買物ギフト券� 申込番号

7枚（3,500ポイント分）� 193300
ポリプロピレン　幅34×奥行32×高さ29（座面25）㎝　
1㎏　耐荷重100㎏　適応サイズ：パイプ径3㎝以下・
シャワーフック径2.5㎝以上　〈中国製〉　

タオルバーに
引っ掛けられるから衛生的。

数量
限定

15　�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

13枚（6,500ポイント分）� 193326
PS-A8C-W　幅32.1×奥行16.9×高さ35㎝　3.7㎏　
コード長1.4m　165W　ダストボックス容量：8.9L　
細断サイズ：0.5×3.7㎝　〈中国製〉　※CD・カードは
細断できません。　

A4コピー用紙を
最大8枚細断可能。

数量
限定 16　�キングジム�

テプラＰＲＯ
お買物ギフト券� 申込番号

19枚（9,500ポイント分）� 150363
SR170　幅18.3×奥行21.9×高さ5.8㎝　580g　
コード長1.8m　9.75W　単3×6（別売）　熟語数：約
63,000語　オートカッター　4/6/9/12/18㎜幅テー
プ対応　試用テープ1コ付　〈フィリピン製〉　

みんなにやさしい、
かんたん「テプラ」。

18　�A-stage　24V型�
ハイビジョン液晶テレビ

お買物ギフト券� 申込番号

70枚（35,000ポイント分）� 180660
AS-TV24-300　スタンド使用時：幅55.1×奥行14.5
×高さ36.1㎝　2.6㎏　コード長1.6m　30W　チュー
ナー：地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル　
HDMI端子：2　壁掛け対応　リモコン・セパレートスタン
ド付　〈中国製〉　

一人暮らしや寝室などに
ピッタリな24V型テレビ。

数量
限定

目覚まし機能はラジオか
ブザーの音が選べる！

異なる時間にアラームを設定できる
デュアルアラーム機能搭載。

AM・FM（ワイドバンド対応） ラジオ スヌーズ

21　�デュアルアラーム対応�
AM/FM搭載　クロックラジオ

お買物ギフト券� 申込番号

7枚（3,500ポイント分）� 180659
CR-X1WL　幅15.5×奥行6.1×高さ8.5㎝　400g　
コード長1.5m　3.5W　単3×2（別売）　12時間表示　
スリープタイマー　〈中国製〉　※AC電源専用。乾電池
は停電時の時計バックアップ用です。

浴室の
デッドスペースを

有効活用。

2WAY
電源

19　�14型フルセグ対応�
ポータブルDVDプレーヤー

お買物ギフト券� 申込番号

34枚（17,000ポイント分）� 180658
EA-PD14FSA　幅34.2×奥行23.5×高さ5㎝　
1.58㎏　約3.5時間充電で約2時間使用可　リモコ
ン・ACアダプタ・カーアダプタ・AVケーブル・ワンセグ用
アンテナ・miniB-CASカード付　〈中国製〉　

地デジ放送が視聴できる！

電波状況に合わせて、フルセグ放送と
ワンセグ放送を視聴できます。

数量
限定

首振り
調節可能。

数量
限定

2WAY
電源

アウトドアや
夜間の散歩にも。

AM・FM・ワイドFM CD

最大50％節水！強力水流が
頭皮を刺激・皮脂汚れを洗浄！

8　�アラミック　サロンスタイル�
ビタミンCシャワー　スカルプケア

お買物ギフト券�14枚（7,000ポイント分）� 申込番号141724
幅6.4×奥行6.9×高さ20.8㎝　175g　ビタミンCボール1コ　変換アダプ
タ4種付　〈日本製〉　

※メーカー調べ

本品 従来品

同時間での
吐出水量比較 散水板の

2重構造で
水道水の不純物を

カット。

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

9　�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〉

抗 菌 防カビ

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。 折りたたみ式で

コンパクトに
収納できます。

気になるシワにパワフル
ショットスチーム！

上下左右、どの方向でも
スチームが噴出。

4　�日立　衣類スチーマー
お買物ギフト券�17枚（8,500ポイント分）� 申込番号193332
CSI-ST1　幅26.8×奥行8.4×高さ10.2㎝　660g　コード長2.5m　
950W　タンク：70㎖　連続使用：約20分　スチーム量：平均約0.4g/回　
アイロン温度高（約170℃）　ブラシアタッチメント・スタンド・注水カップ付　

〈中国製〉

立ち上がり約30秒で
サッと使える。 数量

限定

パッと簡単にシワ伸ばしができる
衣類スチーマー。

5　�T-fal　アクセススチームファースト
お買物ギフト券�16枚（8,000ポイント分）� 申込番号193348
DT6101JO　幅11×奥行13×髙さ30㎝　725g　コード長3m　1100W　
タンク：70㎖　連続使用：約4分　スチーム量：平均約16g/分　アタッチメント
ブラシ付　〈中国製〉　

軽量&コンパクト！　
手軽にサッとシワ・ニオイとり。

アイロン面を使ってプレス仕上げも
できる2WAY仕様。

6　�パナソニック　衣類スチーマー
お買物ギフト券�22枚（11,000ポイント分）�申込番号193355
NI-FS430　幅7×奥行15.5×高さ13㎝　670g　コード長2.5m　950W　
タンク：50㎖　連続使用：約4分　スチーム量：平均約11g/分　〈中国製〉　

数量
限定

数量
限定

7　�マイクロファイン�
バブルマイスター　洗濯機用

お買物ギフト券�19枚（9,500ポイント分）� 申込番号193357
真鍮　径3×長さ6㎝　156g　〈日本製〉　※ホースは付いておりません。
二槽式洗濯機には使用できません。

話題の商品！取り付け簡単！
マイクロファインバブルを発生！

開始前 1カ月後 3カ月後

数量
限定

素早く
15秒で立ち上がり、
時間が無くてもサッと

使えます。

カビやヌメリを
強力に落とします。
高濃度のジェル洗浄剤。

3　�スライムパンチ
お買物ギフト券�14枚（7,000ポイント分）� 申込番号193225
次亜塩素酸ナトリウム　界面活性剤（アルキルアミンオキシド）　水酸化カリ
ウム　1L　計量カップ（500㎖）・ハケ付　〈日本製〉　※他の洗剤と一緒
に使用すると有害なガスが出るため、絶対に一緒に使用しないでください。　
※ドラム式洗濯機には使用できません。　

使用前 使用後

※イメージ排水溝やゴムパッキンなど
いろいろな場所に使用できる。 TVで

話題！ 数量
限定

用途に合わせて
薄めて使うので

経済的。

※イメージ※イメージ

※イメージ ※イメージ

※イメージ

洗濯槽の
黒カビ汚れも
普段の洗濯で

落ちて
いきます。

洗濯機に取り付けるだけ。衣類も洗濯槽も
スッキリ。

サッと使えて、
手早くキレイに。

立ち上がり時間
約50秒！

10　�パナソニック　コードレス
スチームアイロン

お買物ギフト券� 申込番号

18枚（9,000ポイント分）� 193273
NI-CL313-H　幅10×奥行22×高さ13㎝　900g　
コード長1.4m（コードリール式）　1400W　タンク容
量：80㎖　温度：120～200℃　2段階スチーム　収
納ケース付　〈中国製〉　

数量
限定

11　�ジャノメ　ミニミシン
お買物ギフト券� 申込番号

22枚（11,000ポイント分）� 193311
JM59　幅28.9×奥行12.7×高さ22.8㎝　2.2㎏　コー
ド長1.75m　6W　縫いパターン8種　ボビン3コ・針2
本・糸通し器・フットスイッチ付　〈タイ製〉

コンパクトサイズで
使いやすい。

数量
限定

厚さわずか1㎝。
特殊加工で洋服が
すべりにくく、襟元が
崩れにくい形状。

使い方に関するお問い合わせは…ジャノメお客様相談室　
042-661-2600　平日（9～12時／13～17時）

ブラック

ハンカチなどの
アイロンがけもできる。

スリムなボディ
でクローゼット
の中でも
かさばりません。

12　�マワ　人体ハンガー　�
10本組

お買物ギフト券� 6枚（3,000ポイント分）
申込番号　ブラック�191659 ゴールド�191435
スチール（特殊PVCコーティング）　幅40×厚さ1×高
さ22㎝　75g（1本）　同色10本組　〈ドイツ製〉

ゴールド

（株）富士計器調べ

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。

ハウスキーピング 生活雑貨・インテリア・寝具

パソコン作業に食事に

※イメージ

2　�天然木リビングワゴン
お買物ギフト券� 19枚（9,500ポイント分）
申込番号　ダークブラウン�133756� ライトブラウン�133757
天然木（桐）　桐合板　幅39×奥行35×高さ48㎝　7㎏　鍵2コ・コンセン
ト1コ付　〈中国製〉

数量
限定

リビングやベッド横にあると便利！

※イメージ
付け替え自由の
マガジンラック。

ゆったり座れる
ハイバックの背もたれ。

便利な 
スライド

テーブル。

抜群の通気性。
蒸れにくく1年中快適！

8　�洗える羽毛肌掛布団�
�シングル3色組

お買物ギフト券� 申込番号

27枚（13,500ポイント分）� 133753
側地：ポリエステル　中綿：ホワイトダックダウン50％・フェザー50％　
150×210㎝　750g（充填物のみ200g）　〈中国製〉　

6　�立ち上がりやすい�
極厚座面の回転座いす

お買物ギフト券� 31枚（15,500ポイント分）
申込番号　①花ゴブラン�133748� ②グリーン�133747
側地：①ポリエステル77％・綿15％・レーヨン6%・ナイロン2％　②ポ
リエステル　中材：ウレタンフォーム　幅52×奥行78～108×高さ70
～85㎝　10.5㎏　耐荷重80㎏　〈中国製〉　

3　�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〉

キャスター
付きで
移動も
ラクラク。

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。

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。

10　�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〉

12　�昭和西川　�
ギガ枕EX

お買物ギフト券� 申込番号

�28枚（14,000ポイント分）� 162534
本体：（側地）ポリエステル　（裏面）ポリエステル
99％・ポリウレタン1%　（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〉　

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！

三層メッシュ
構造で体への
圧力を軽減。

抜群の
弾力性。

寝返りも
 楽になる。

数量
限定

（ネット使用）
11　�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］表地：ポリエ
ステル55%・綿45%　裏地：ポリエステル　97×195×厚さ4㎝　
5㎏　本体：〈日本製〉　カバー：〈中国製〉

7　�アイリスオーヤマ�
4WAYS�ソファマットレス

お買物ギフト券� 申込番号

26枚（13,000ポイント分）� 133744
側地：ポリプロピレン　中材：ウレタンフォーム　幅97×奥行197×高さ
12㎝　ソファ使用時：幅97×奥行70×高さ48㎝　6.8㎏　〈中国製〉

（カバー）

数量
限定

フィギュア
スケーター 
浅田 真央さん

寝返りがラクに。目覚めもスッキリ！

（ネット使用）

整形外科医推奨の枕。
立体形状で首（頸部）・
頭を支えます。

肩口に
フィットする
カーブ設計

13　�西川　ドクタースリープ枕
お買物ギフト券�11枚（5,500ポイント分）� 申込番号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〉

人気
商品!人気商品!

使いたい場所に
サッと出せる
便利なテーブル。

天板の角度は3段階調節可。

鍵付き。
コンセント付き。

1　�マルチテーブルⅡ
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
申込番号　石目調ホワイト�133342� ブラック�133746
天板：ポリプロピレン　脚部：スチール　幅44.5×奥行45×高さ58.5/64.5/ 
70.5㎝（3段階）　収納時：幅44.5×奥行58×高さ8㎝　天板：43×43㎝　
2.6㎏　耐荷重25㎏　〈中国製〉　

数量
限定

除湿機能付き！使わないシーズンオフの寝具を
収納して、クッションに大変身！

吸湿センサーの色が変わったら、
天日干しすれば繰り返し使用可！

インテリアに馴染むカラー。おしゃれなスクエア型。

数量
限定

ソファ・カウチソファ・まくら付きマットレス・
マットレスの4WAYで使える！

数量
限定 （カバー）

数量
限定

リラックスできるのに
立ち上がりやすい、
快適な座いす。

座面前方が 
上がっているの
で、お尻がずれ
落ちにくい。

座りやすく立ち上がりやすい、
回転ファブリックチェア。
しっかり支える肘掛け、椅子を動かさずにサッと体を
動かせる360°回転など、快適な機能がいっぱい！

ブラウン

アイボリー

5　�アイリスオーヤマ　�
回転ファブリックチェア

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�133743� ブラウン�133742
側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　脚部：天然木　
幅72×奥行58～78×高さ93～99㎝　座面高さ47㎝　
9.8㎏　耐荷重90㎏　6段階リクライニング　〈中国製〉　

4　�クッションになる　�
収納カバー2枚組

お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
申込番号　①グリーン系�133737� ②レッド系�133738

③グレー系���133754�
ポリエステル　シリカゲルB型　40×40×厚さ17㎝　130g　同色
2枚組　〈中国製〉　

数量
限定

9　�整体師さんが推奨する　�
スリーブル極厚高反発マットレス

お買物ギフト券� 24枚（12,000ポイント分）
申込番号　アイボリー�162557� ブラウン�162558
本体：高反発ウレタンフォーム　カバー：ポリエステル　97×
195×厚さ8㎝　3.8㎏　収納用バンド付　〈中国製〉　

寝返りしやすく快適な
寝姿勢をキープ。 マット厚

8㎝

身体の40%の重さを支える未体験の枕。

（側地・カバー）

数量
限定

湿気やニオイ対策の
シリカゲル付き！

背部3段階・頭部14段階 
リクライニングでお好みの角度に。

軽量でふんわりやわらか。

数量
限定

（ネット使用）

夏場も使える！
洗えるダウン肌掛け。

今お使いの寝具の上に敷くだけ。
腰がラクになる極厚マットレス。

吸湿発散性に優れた
ダックダウン使用。
汗をかいても、ご家庭で
洗えます。
肌寒い日や冷房対策に
ちょうどいい。

数量
限定

（カバー）

三つ折り
 収納可能。

両サイド高めで、
横向き寝にも対応。

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。

※クッションは付いておりません。

①

①

②
③

ボリュームたっぷりのくつろぎクッションに。

便利な
サイドポケット

2コ付き。

体をしっかり
支える高反発。

寝具に関する商品の検査やデータ収集、分析などを行います。
より快適な睡眠環境の実現のために設立された社内機関です。

日本快眠環境研究ラボとは

立体キルトで 
首（頸部）・
頭を支える

組立も簡単！分別したい物
が上手に収納でき、とても
使いやすいです！　※

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

高さ調節
可能！

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。

シングル3色組

ピンク・ベージュ・ブルー

朝起きると体や
気持ちもスッキリ！

毎日爽快です。

ダークブラウン
ライトブラウン

石目調
ホワイト

ブラック

ブラウン

アイボリー

②

①

人気
商品!人気商品!

マットレス

ソファ

まくら付き
マットレス
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※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。

  お客様にて組立てが必要な商品です。　   完成品でお届けします。　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます。　   ご家庭で手洗いできます。



ポストに
お届け   郵便受けへお届けする場合があります。　  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。

健康・美容 健康雑貨・ボディケア

3　�ドクターエア�
3Dマッサージロール

お買物ギフト券� 28枚（14,000ポイント分）
申込番号　ホワイト�162559� ブラック�162560
MR-02　径8.5×長さ31.5㎝　980g　約3時間充電で約60分使用可

（振動レベル3使用時）　レベル4段階（弱/中/強/たたき）　ACアダプタ・ア
シストカバー付　医療機器認証番号304AHBZX00015000　〈中国製〉　

1　�ドクターエア　�
エクサガンハイパー

お買物ギフト券� 27枚（13,500ポイント分）
申込番号　アイスブルー�162556� パールホワイト�162499
REG-04　幅8.8×奥行3.5×高さ12.8㎝　220g　約2時間充電で最大約11時
間使用可　モード4段階　アタッチメント3種（ソフトブラシ・ワイド・ポイント）　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。

17　�プレスビー�ドゥーライフワン
お買物ギフト券� 11枚（5,500ポイント分）
申込番号　ワイン�162555� ブラック�162554

レンズ：ポリカーボネート　フレーム：グリルアミド樹脂　幅14×フレーム長13.6×高さ3.3㎝　
19g　瞳孔間距離：6.3㎝　補正度数：-4.0D（近視）～+5.0D（遠視・老眼）　携帯ポーチ付　

〈マレーシア製〉　※本品は乱視用メガネやルーペではありません。※ご使用の際は、車の運転
や危険を伴う作業は行わないでください。

最大約4000回/分の高速振動で、
筋肉をほぐし血行を促します。

4　�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 ※イメージ

オットマンや
スツールとしても

使える。

バックライト
付き 

大型表示。

子供も楽しく
ジャンプ♪

人気
商品!人気商品!

テレビを見ながら、
音楽を聴きながら、
乗るだけで高速振動
が筋肉を刺激！

付属のゴムバンドを
使って腕のトレーニ
ングもできます。

座ったままでも
エクササイズできます。

乗るだけ！
全身エクササイズ！

数量
限定

14　�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〉

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

ホワイト ブラウン

コンパクトで軽量！
日本製の体組成計。

12　�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　単3×4（お試し用）付　腕周り：18～33㎝　
医療機器認証番号228AHBZX00015000　〈中国製〉

数量
限定

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。

1本あれば買い換え不要！+5.0まで
度数調節できる究極のシニアグラス！

左右の度数が調節できるメガネ。

7　�乗るだけ簡単！�
シェイプアップウェーブ

お買物ギフト券�24枚（12,000ポイント分）�申込番号162446
幅53×奥行32×高さ12.5㎝　9㎏　コード長1.5m　180W　耐荷重
100㎏　振動回数：最大800回/分　エクササイズチューブ・リモコン・マット
付　〈中国製〉　※加療中の方、および加療が必要な方、持病がある方は
必ず医師にご相談の上、ご使用ください。※電源コード取り付けの際、アース
の接続が必要です。

普段使いからフォーマルまで。
ヒール高で美脚効果も♪

足くちはゴム仕様でぴったりフィット。

やわらか素
材!

ブラック

ライトグレー

わずか220gなのに驚きのパワフルさ！
持ち運びもラクラク。

歩きやすくて、疲れにくい！

顔まわりも優しくケア。

愛用者代表 女優 米倉 涼子さん

叩くような振動で
アプローチ。

付属の
アシストカバー
で届きにくい
部位もケア。

数量
限定

左右に踏み込むため、太もも
だけでなく、普段使わない
お尻回りもシェイプ。

足腰に負担をかけず、
効果的に有酸素運動！

保護マット付き。

6　�アルインコ　サイドステッパー
お買物ギフト券�26枚（13,000ポイント分）�申込番号162544
FA51　幅50×奥行32×高さ25㎝　6㎏　単4×1（別売）　耐荷重100㎏　

〈中国製〉　

年配の方でも
安心して使用できる、
手すり付きトランポリン。
腰回りのツイスト運動にもおすすめ！

5　�クロスフィット　�
両手すり付きトランポリン

お買物ギフト券�24枚（12,000ポイント分）�申込番号162551
スチール　ポリプロピレン　径100×高さ80～100㎝　12.2㎏　耐荷重
100㎏　手すり高さ3段階　〈中国製〉　

11　�オムロン　上腕式血圧計
お買物ギフト券� 申込番号

16枚（8,000ポイント分）� 162533
HEM-7127　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〉　

スイッチひとつで
簡単操作。

場所をとらない
コンパクトサイズ。

数量
限定

13　�タニタ　体組成計
お買物ギフト券� 申込番号

33枚（16,500ポイント分）� 162523
BC-334L　幅31×奥行27.4×高さ3.6㎝　1.5㎏　
単3×4（お試し用）付　個人データ5人分　〈日本製〉　

スマホと連動して
記録がグラフ表示
される。

呼気中のアルコール濃度を
ひと吹きで測定。

15　�アルコールチェッカー
お買物ギフト券� 申込番号

5枚（2,500ポイント分）� 162532
GRS302AC-W　全長9.5㎝　20g　単4×2（別売）　
測定範囲：0.00～0.99㎎/L　〈中国製〉　
※本品は飲酒運転の可否を判断するものではありませ
ん。※センサーの精度の保証は使用回数3000回まで
となります。　

16　�グリーンベル�
キャッチャーつめきり

お買物ギフト券� 申込番号

2枚（1,000ポイント分）� 162297
刃部：特殊浸炭材（ニッケルメッキ）　全長9.6㎝　55g　

〈日本製〉　

職人の手で
仕上げられた刃先は
切れ味抜群！

人気
商品!人気商品!

ポストに
お届け

8　�折りたためる　あんしんステッキ
お買物ギフト券� 7枚（3,500ポイント分）
申込番号　①ワイン(花柄)　162546� ②ブロンズ(無地）　162545
本体：アルミニウム　持ち手：ポリプロピレン　つえ先ゴム：ABS樹脂　ポリ
カーボネート　幅13×奥行9.8×長さ74.5～87㎝（6段階伸縮）　390g
適応身長：約145～170㎝　ポーチ付　〈中国製〉　

4点で支えるので
安定して歩ける！

折りたためるので
携帯に便利。

ストラップ付き。

最大約3,000回/分のパワフル振動で、
からだ全体の筋肉をケア。

数量
限定

体重 体脂肪率

BMI内臓脂肪
レベル

最小表示
50g

筋肉量 体内年齢

基礎
代謝量

推定骨量

裏側

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。

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〉　

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。

2　�歩きやすいらくらくおでかけパンプス
お買物ギフト券� 5枚（2,500ポイント分）
申込番号� ライトグレー　　M（23～23.5cm）�　106181 ライトグレー　�　

L（24～24.5cm）�106182
　　� ブラック�����������　

M（23～23.5cm）��106177 �ブラック　　　　L（24～24.5cm）�106178
甲材：ポリエステル　底材：合成ゴム（PVC）　250g（M・片足）　ヒール高4㎝　

〈中国製〉

ライトグレーパール
ホワイト

アイスブルー

数量
限定

※ 13・14 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0570-783-551）

①

②

①

360°動く
つえ先。

①

数量
限定

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。

10　�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　単4
×2（お試し用）付　手首周り：12.5～21㎝　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〉

気になる部位へ
押し当てるだけ。

USB
充電

数量
限定

TVで
話題！

アイス
ブルー

ホワイト ブラック

相当
3E

19　�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〉

数量
限定3枚刃

IPX7IPX7

防水防水

持ちやすく、
しっかり深剃り。

歯磨きでは取り切れない、
歯周ポケットや歯間に残った
汚れを強力に除去。

18　�パナソニック　�
ドルツ　ジェットウォッシャー

お買物ギフト券�19枚（9,500ポイント分）� 申込番号162550
EW-DJ11　幅5.2×奥行5.7×高さ30.9㎝（ノズル含む）　210g　単3×2

（別売）　タンク容量：150㎖　水圧2段階　〈中国製〉　

数量
限定

IPX7IPX7

防水防水※イメージ

ワイン

ブラック

遠視・
近視・老眼
全対応。

男女兼用
数量
限定

ダイヤル
調節

※イメージ

持ち運びに便利な
手首式。

※写真はイメージです。
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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。

  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。

健康・美容 コスメ・美容雑貨

韓国で人気
NO.1※！

美白※1も潤いもケアしたい方へ。
3つの有効成分で紫外線ダメージをケア！

①

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。

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。

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

人気
商品!人気商品!

フェイス

ボディ VIO

部位に合わせて使えます。

防水仕様（IPX7）でお風
呂で使用OK！

3つの
アタッチ
メント

瞬時にツヤとうるおい！
保湿ケア美容液。美容大国韓国発、明るく透き通るような

美肌へ導くエイジングケア※2美容液。

くすみがパッと透明美肌。※1

話 題 の 韓 国コス メ

※ 2021 年 GLOWPICK AWARDS
　 トレンド部門第 1 位

スティックタイプ 
だからいつでも 
どこでも使える。

メイクの上からも 
使えて口元や
毛先の保湿にも。

女優キム・ゴウンさんおすすめ。

肌のトーン
をケア

肌のキメ
をケア

ベルガモット
の香り

ガラクトミセス培養液※3

ナイアシンアミド※3

× 話題!

［ガラクトミセス］ビタミン・ 
アミノ酸等が豊富で、お肌の 
キメ・透明感をサポートし、 
皮脂の調整にも優れている
天然酵母。

ホワイト
フローラル 

ムスク 
の香り

選ばれ続ける大人気商品で 
シミ対策！※1 

※3

14　��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 交換用�レフィル　
ナチュラル　　　 �

　8枚（4,000ポイント分）　  �141700
14g　無香料　パラベン無配合　①ケース・専用パフ付　②専用パフ付

〈日本製〉　※1 メイクアップ効果による。　※2 肌を明るく見せること。　
※交換用レフィルにはケースは付いておりません。

至福のエステ浴をお家でも。

数量
限定

ウルトラファインバブルで
うるおい素肌へ！

顔の下半分にアプローチする
まったく新しい3Dマスク型美顔器。

32種の美容成分が入ったメディリフトゲル付き。
※市販の化粧水や美容液でもご使用いただけます。

1回10分つけるだけ！※1 
さらに上がる、リフト実感。

7　�ヤーマン　メディリフトプラス　ゲル付き
お買物ギフト券�67枚（33,500ポイント分） 申込番号141674
EPM18BB1　61.5×17㎝　176g　約2時間充電で約4.5時間使用可　
EMレベル：10段階（トレーニング・リリース）　メディリフトゲル50g付　コント
ローラー・メディリフトゲル：〈日本製〉　シリコーンマスク：〈中国製〉　※1 使用
時間のこと。 ※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。　　

テカらず
理想のツヤ肌に。

きれいな
仕上がりを
キープ！

諦めていた年齢肌※2の悩みに
アプローチ！

シワ改善×美白※1 が叶う。
しっとり保湿も！

W洗顔不要！
毛穴の黒ずみ※1スッキリ！

天然洗浄素材
配合で肌に
優しい。

オレンジ

ベルガモット
の香り

×

×
酵素の力

ビタミンC誘導体※2

数量
限定

光をセレクトする※1 薬用UV下地。

さらに進化！
毛穴より小さい超極小泡で、
浴びるだけで、
高い洗浄力・保湿力を実感。

※イメージ

艶やかに輝く、
引き締まった肌へ。

6　�MTG　�
リファカラットレイ

お買物ギフト券�58枚（29,000ポイント分）�申込番号141708
RF-PC2019B　幅9.2×奥行6.1×高さ14.9㎝　196g　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＆リフトケアで、
スッキリ印象へ！

3　�ヤーマン　ミーゼ��
ニードルヘッドスパリフト

お買物ギフト券�36枚（18,000ポイント分）�申込番号141718
MS-31N　幅9.7×奥行10.5×高さ10.3㎝　287g（アタッチメント除く）
約3時間充電で最大約20分使用可　充電台（USBケーブル付）・ACアダ
プタ・アタッチメント2種（ニードル・揉み出し）付　〈中国製〉　

4　�ヤーマン　ミーゼ�スカルプリフト�プラス
お買物ギフト券�63枚（31,500ポイント分）�申込番号141717
MS-82W1　幅5.4×奥行5.6×高さ18㎝　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。　※ぺースメーカーなど体内
埋込式の医療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 美容機器により肌が持ち上げられる力のこと。

USB
充電

数量
限定IPX5相当IPX5相当

防水防水

数量
限定

数量
限定IPX7IPX7

防水防水

USB
充電

数量
限定

IPX7相当IPX7相当

防水防水

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

11品77役
化粧水 ／ パック  ／ クリーム
美容液／ 乳液 ／ 化粧下地
 ネッククリーム

11品77役

毛穴ケア ／ 角質ケア 
 マッサージ  メイク落とし
洗顔 ／ 保湿

11品66 役

化粧水 ／ クリーム
乳液／ パック 
美容液 ／ 化粧下地

11品66 役

数量
限定

2　�ナノフェミラス　プラス�
シャワーヘッド

お買物ギフト券� 申込番号

�28枚（14,000ポイント分）� 141735
幅7.2×奥行5.1×高さ23.8㎝　163g　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

9　�ma:nyo　�
ガラクナイアシン�
2.0エッセンス

お買物ギフト券� 申込番号

�7枚（3,500ポイント分）� 141710
50㎖　無香料　無着色　パラベン無配合　

〈韓国製〉　※1 キメが整った肌印象のこと。　
※2 年齢に応じたケアのこと。　※3 皮膚コン
ディショニング剤。

数量
限定

10　�KAHI　�
リンクルバウンス�
マルチバーム

お買物ギフト券� 申込番号

�8枚（4,000ポイント分）�141709
9g　無着色　パラベン無配合　〈韓国製〉　

※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）

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。

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

リフト力※1体感がさらにUP！
進化した美顔器。
さらに弾力性を
増したブラシで
頭筋を鍛え、
顔のもたつき
をケア！

先が細くとがった
ニードル型ブラシで、
頭皮を心地よく刺激。

11　��パーフェクトワン�
薬用ホワイトニングジェル

買物ギフト券9枚（4,500ポイント分）� 申込番号141641
75g　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）

15　�パーフェクトワン　�
フォーカス　スムース�
クレンジングバーム

お買物ギフト券�6枚（3,000ポイント分）� 申込番号141711
75g　無着色　パラベン無配合　〈日本製〉　※1 汚れのこと。　※2 ミ
リスチル3-グリセリルアスコルビン酸

医薬部外品

13　�コラリッチ　リンクル　�
ホワイトジェル

お買物ギフト券�9枚（4,500ポイント分）� 申込番号141742
55g　無着色　無香料　無鉱物油　パラベン無配合　スパチュラ付　

〈日本製〉　※ナイアシンアミドを含まず。

16　�コラリッチ��
リンクルホワイト�
トーンアップUVベース

お買物ギフト券� 申込番号

8枚（4,000ポイント分）� 141714
30g　無香料　無着色　無鉱物油　パラベン無配
合　紫外線吸収剤不使用　〈日本製〉　販売名：CR 
リンクルホワイトデイケアエッセンス　※1 シワ・シミなど
の原因になる紫外線・ブルーライト・近赤外線はカット
し、ハリを与える光（赤色波長）を取り入れる。

12　�パーフェクトワン　�
薬用リンクル�
ストレッチジェル

お買物ギフト券14枚（7,000ポイント分）� 申込番号141707
50g 　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 年齢に応じた肌
のこと。

医薬部外品

数量
限定

TVで
話題！

※色イメージ

1　�ミラブル　シャワーヘッド
お買物ギフト券� 申込番号

① ミラブル
プラス � 82枚（41,000ポイント分）�141598

② ミラブル
ZERO　� 90枚（45,000ポイント分）�141719

②

①水流2種 ②水流3種

ノーマル/
フェイスモード

※ノーマルモード時

自然な
潤い美肌。

4つの水流モード

スカルプモード

SPF50+ PA++++

頭皮リフトケア

フェイスリフトケア

頭皮洗浄

低・中周波EMSが表情筋を刺激し、
マイクロカレントも出力。

フェイスモード

低周波EMSの振動で頭筋ストレッチ。

光を取り込み、微弱電流
「マイクロカレント」を発生。

美容液 ／ 日焼け止め ／ 化粧下地 
11品33 役

医薬部外品

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。

数量
限定

TVで
話題！

さらに新感覚！
ミラブルZERO

新登場！

止水スイッチ付き。
（②のみ）

①幅7×奥行6.5×全長16㎝　160g　②幅11×奥行
7×全長22㎝　350g　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。　※バランス釜（浴室
に釜があるタイプ）には使用できません。　※こちらの商
品は「ミラブル」正規品です。（ID：03O036913G05）

TVで
話題！

節水率
約34%

スカルプモード
頭皮を刺激

節水率
約74%

浴室のケアに。

洗浄
モード

薬用有効成分
ナイアシンアミド

23種の美容保湿成分※
＋

特別プレゼント

約10回分の
ミニサイズ。

シワへの効果が確認された
ビタミンPP配合ジェル

有効成分配合

フェイスからボディまで。

※イメージ

※イメージ

深くつまみ流す。

シワ改善・シミ予防を、
Wで叶える
薬用オールインワンジェル。

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※2 
カラーコントロール

11品88 役

※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）

うぶ毛カットで肌色&メイクのりアップ！

8　�フローレス��
フェイスプレミアム

お買物ギフト券�8枚（4,000ポイント分）� 申込番号141721
幅2.3×奥行2.9×高さ10.9㎝　33g　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。　

TVで
話題！ 数量

限定

指のムダ毛にも。

肌印象が若返る※1

大人気ファンデーション。

小じわ
改善

深いシワ
改善

シミ
予防

3029

※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。

健康・美容 美容家電・雑貨 キッズ 任天堂ゲーム・おもちゃ

かたい

やわらかい

かたい

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
方
向

2　�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〉

1　�ヤーマン　超音波トリートメント�シャインプロ
お買物ギフト券�55枚（27,500ポイント分）� 申込番号141746
HC21B　幅4.5×奥行4×高さ25㎝　260g　約3時間充電で最大約30分使用
可　ACアダプタ・ストラップ付　〈中国製〉　※ストレートアイロンではありません。※
完全防水ではありません。　※ぺースメーカーなど体内埋込式の医療電気機器を
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。

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！

毎日の毛穴ブラッシングで
すっきりすこやかな頭皮へ。

数量
限定

常識を
変える
ヘアドライヤー。

数量
限定

5　�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　風量2段階　〈タイ製〉

「ナノイー」で、
美しく健やかな
髪と地肌へ。

ピンク
ゴールド ホワイト

数量
限定

人気
商品!人気商品!

6　�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　風量2段階　〈タイ製〉

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

大風量で、
パワフル乾燥。

数量
限定

ホワイト

ブラック

8　�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×高さ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〉　

ワン
カールストレート

数量
限定

ブラシと
アイロンが1本に！
毛先カールも自在に。

ホワイト ネオンブルー・
ネオンレッド

© 2021 Nintendo

© 2019 Nintendo

2　�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〉

©Nintendo

3　�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〉

©Nintendo

4　�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〉

©HAL Laboratory, Inc./Nintendo

5　�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〉

©Nintendo

6　�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〉

© 2017 Nintendo

7　�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〉

© 2018 Mojang. MINECRAFT ® is a 
trademark of Mojang Synergies AB 

8　�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〉

© 2020 Nintendo

9　�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〉

© 2020 Nintendo

10　�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〉

光る鍵盤を押すと
楽譜がなくても曲がひけるよ！ 33才〜才〜

遊びながら配膳マナーを
身につけちゃおう！ 33才〜才〜

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。

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〉　

3　�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� 90枚（45,000ポイント分）
申込番号　ニッケル/コッパー���141736      

アイアン/フューシャ�141652
HD08 ULF　幅7.8×奥行9.7×高さ24.5㎝　720g
コード長1.9m　1200W　風温4段階・風速3段階　

〈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。

7　�アゲツヤプロ　�
ヘアアイロン

お買物ギフト券� 8枚（4,000ポイント分）
申込番号　ブラック������������141712

パールシャンパン�141713
HS260　幅3×奥行8×高さ26㎝　366g　コード長2.6m　
150W　温度5段階（80/120/160/200/220℃）　

〈中国製〉　

ニッケル／
コッパー

アイアン／
フューシャ

11　�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�11枚（5,500ポイント分）� 申込番号173230
ABS樹脂　幅50×奥行7×高さ20㎝　840g　単3×4（別売）　

〈中国製〉

13　�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�10枚（5,000ポイント分）� 申込番号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〉　

12　�アンパンマン　�
天才脳おしゃべりらくがき教室DX

お買物ギフト券�12枚（6,000ポイント分）� 申込番号173320
ABS樹脂他　幅42.5×奥行5×高さ33㎝　800g　単4×2（別売）　

〈中国製〉　

14　�アンパンマン　�
うちの子天才�すべり台

お買物ギフト券�18枚（9,000ポイント分）� 申込番号173319
ABS樹脂他　幅44.5×奥行125×高さ50㎝　5.4㎏　耐荷重25㎏　
ボール付　〈中国製〉

遊びながら運動能力を伸ばそう！

高浸透ナノイー＆
ミネラルで、
内側までうるおう髪へ。

ディープ
ネイビー

ラベンダー
ピンク

数量
限定

髪に優しく、
どんな髪質も
思いのまま！

ブラック

パール
シャンパン

数量
限定 9　�パナソニック　�

くるくるドライヤー�
イオニティ

お買物ギフト券� 申込番号

13枚（6,500ポイント分）� 141739
EH-KE1J　径5.3×高さ33.4㎝　335g　コード長
1.7m　700W　風量2段階　〈タイ製〉　

マイナスイオンで、
つややかに
簡単スタイリング。

数量
限定

アンパンマンと一緒にドライブ。

15　�アンパンマンカー　メロディ付き
お買物ギフト券�14枚（7,000ポイント分）� 申込番号173302
ABS樹脂他　幅25.5×奥行52×高さ47㎝　2.1㎏　単4×2（別売）　耐
荷重25㎏　〈中国製〉　

1.51.5〜〜
55才才

アンパンマンとお出かけしよう！

16　�アンパンマン　三輪車　ME2
お買物ギフト券�20枚（10,000ポイント分）�申込番号173303
スチール　PVC他　幅43×奥行70×高さ91㎝　5㎏　耐荷重20㎏　

〈中国製〉　

1.51.5〜〜
44才才

4　�パナソニック　�
ドライヤー　ナノケア

お買物ギフト券� 79枚（39,500ポイント分）
申込番号　ラベンダーピンク�141738�

ディープネイビー�141737
EH-NAOJ　幅14.8×奥行7.4×高さ22.1㎝　550g　
コード長1.7m　1200W　風量3段階　〈タイ製〉　

ブロー
カールストレート

カール

座面が開いて
小物が入るよ！

おしゃべり、
メロディ、
効果音の

3つのモードが
楽しめる

サウンドペン付き。

調節・
脱着可能な
押し棒付き。

22〜〜55才才

浮き毛抑制
ツール。

イオン 
プレート搭載。

※11～16：©やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

22才〜才〜

ツヤ髪・サラ髪に！！
最先端技術と日本の
職人技の美髪コーム。

数量
限定

使用前 使用後

特殊表面加工で
静電気を吸着拡散。

10　�ラブクロム　�
テツキ　プレミアムブラック

お買物ギフト券� 申込番号

�10枚（5,000ポイント分）� 141656
ABS樹脂　幅22.5×奥行4.8×高さ0.8㎝　35g　

〈日本製〉　※静電気除去の効果は、気温・温度などの
要因により個人差があり、完全に静電気を除去するもの
ではありません。

素材と技術に
こだわった
上級モデル。

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。　※

熱から髪を守る
チタニウム
プレート。

選べる3段階切替で、 
温風でセットした髪を 
冷風でキープする、 
プロのテクニックが
簡単に！

商品入荷が不定期のため、お届けまで半年以
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。また、状況
によっては受付を中止する場合があります。

いま話題の超音波トリートメントで、
サロン帰りのような美しいツヤ髪へ。

数量
限定

TVで
話題！

IPX5相当IPX5相当

防水防水

※使用時間約10分。メーカー調べ。
※効果には個人差があります。

使用前 使用後

1MHz(1秒間に100万
回振動)の超音波がト
リートメント剤の浸透を
サポート。じんわり温ま
るヒーターと浸透サポー
トコームを同時に使うこ
とで、浸透効率がさらに
アップ。

お風呂の中でトリートメントを塗布後、髪の毛を挟み、
滑らせるように動かします。(お手持ちのトリートメント
剤が使えます。)
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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。※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。　
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

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. ©2023 The LEGO Group. 

数量
限定

4　�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〉

スピードを切り替えて
色んな遊び方ができる！ 33才〜才〜

数量
限定

5　�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

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。

©TOMY　「トミカ」は株式会社
タカラトミーの登録商標です。

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〜

9　�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〉

33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。

10　�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㎏　折りたたみ可　〈中国製〉

11　�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〉　

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〜

数量
限定

7　�学研ステイフル�
おさるのジョージ�
はじめてのドレミ

お買物ギフト券� 申込番号

6枚（3,000ポイント分）� 173306  
ABS樹脂　紙　幅20.5×奥行2.2×高さ12.5㎝ 
320g　単4×2（別売）　楽譜カード4枚付　〈中国製〉

1.51.5才才〜〜
はじめてでも
簡単に楽しく弾ける。

楽しい童謡
8曲入り。

1　�折りたたみ�
ファミリーピンポン台セット

お買物ギフト券� 申込番号

�26枚（13,000ポイント分）� 173310  
MDF　アルミニウム　スチール　幅83×奥行162 
×高さ83㎝　収納時：幅83×奥行81×高さ10㎝
10㎏　耐荷重10㎏　ネット1コ・ラケット2コ・ピンポ
ン玉3コ付　　〈中国製〉

数量
限定

簡易テーブルとしても
使えます。

2　�エンジョイプール
お買物ギフト券�10枚（5,000ポイント分）� 申込番号193278
PVC　幅180×奥行130×高さ60㎝　収納時：幅36×奥行11.5×高さ29㎝　
2.77㎏　〈中国製〉　※ポンプ（空気入れ）は付いておりません。

自宅でエンジョイ！ 水遊び。

数量
限定

空気とお水を入れれば、
すぐにプールが完成！
大きな水抜き栓で
片付けもラクラク。

3　�スポーツ竹馬　2段式
お買物ギフト券� 9枚（4,500ポイント分）
申込番号　赤�173298� 青�173299
ABS樹脂他　幅6.5×奥行24×高さ135/155㎝　
2.3㎏　耐荷重80㎏　〈中国製〉

公園や、お外で
遊ぶのにピッタリ！

赤

44才〜才〜

青

ポールの
長さは2段階
調節可能。

折りたたみ式だから、キャンプやBBQのお供にも！

お庭やベランダで使いやすい
ゆとりの180㎝幅。

会話ができて
ラジオ体操も流して
くれるよ。

66才〜才〜

キュートな顔が
バランスボールに!

8　�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〉　

33才〜才〜

6　�体操大好き　おしゃべり�
パンダのくうちゃん

お買物ギフト券� 申込番号

9枚（4,500ポイント分）� 173304
ポリエステル他　幅18×奥行14.5×高さ20㎝　260g　
単3×3（別売）　〈中国製〉　

※8・9：©やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

BIGサイズ
180㎝！

耐荷重60㎏
だから、

大人になるまで
長く使える！　

おしゃべり機能

くうちゃんとお話ししよう♪

「ラジオ体操第一」をながしてくれるよ♪

ラジオ体操機能
ラジオ体操第一!

ラジオ体操!

おはよう!

がんばろー！

おはよう！
今日も1日
がんばろ〜！
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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。

  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。



R148/2303 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。

※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。

数量
限定

一度使うと手放せない！36種類のカットが自在。

魚や肉に焼き目がつく！電子レンジで直火のようなこんがり調理。

数量
限定

左右のダイヤルを回すだけ。
面倒なみじん切りや千切りなどが素早くできる！

（44メニュー）

炒める 茹でる 蒸す 煮る炊く焼く

スライス

細切り みじん切り

千切り

フードホルダー付きで最後までスライスできる。

外はパリッと、中はジューシー！ 火を使わずに調理！

電子レンジでフライパンの
ような調理ができます。

※イメージ

1台6役だから毎日活躍！

1　�レンジメートPRO
お買物ギフト券� 申込番号

18枚（9,000ポイント分）� 125840
鋼板（アルミメッキ）　SPS樹脂　本体：幅25.8×奥行22.5×高さ6.6㎝
フタ：径20.7×高さ6㎝　809g　特許取得（特許第5344638号）　
〈韓国製〉　

だから毎日活躍！だから毎日活躍！

幅と厚みの調整で、色々な切り方ができて
本当に便利！切れ味も最高！  ※

みじん切り 太千切り

細千切り スライス キャベツの千切り

2　�ドイツ製スライサー
お買物ギフト券� 申込番号

13枚（6,500ポイント分）� 125838
本体：ABS樹脂　刃：ステンレス　幅12.5×奥行34×高さ6㎝　330g　
〈ドイツ製〉　

刃の付け替えは不要。
2つのレバーを
回すだけ。

※使用イメージ

お手入れも簡単。

TVで
話題！

焼き目がつく特許構造


