
TVで
話題！ あの人気商品をポイントで交換！あの人気商品をポイントで交換！

差出有効期限平成30年2月9日

896

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

ポイントをためている、おもなご利用店舗を記入してください。

交換に必要な枚数の「お買物ギフト券」と、下の

「郵送専用申込書」をお手持ちの封筒に入れ、

左の「ポイント交換カタログ事務局行き」宛名を

貼って投函してください。

A
B

A

B ポイントをためている

おもなご利用店舗

RARAカードNo.とご利用店舗もご記入をお願いいたします。お申込日

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日

5146
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海
道
札
幌
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3
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ビ
ル
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宛名を切り取り、お手持ちの

封筒に貼ってください。

郵送途中にはがれないよう、しっかりと

テープ等で貼ってください。封もしっかり

閉じて投函してください。

（例）

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日

5146

北
海
道
札
幌
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平
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3
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5
丁
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ポイント

ポイントがたまる提携店のご案内

ポイント
2020年

秋冬
号

ポイントがたまる提携店のご案内

カタログ有効期限 2021.3.31

郵送でもカタログ商品のお申込みができます。

交換商品のお申込方法 ポイント提携店のご紹介P1
P3

P36
P42

レコルト エアーオーブン（23ページ掲載）

ショップジャパン クッキングプロ（裏表紙掲載） 上から給水 ハイブリッド加湿器（8ページ掲載）

プリズメイト 人感センサー付暖炉ヒーター（7ページ掲載）

RC マリオカート マリオ（35ページ掲載） ゴブラン織りエコバッグ（5ページ掲載）

ご自由にお持ち帰りください!



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

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

①

②

③

④

⑤

⑥

詳しくは3ページ（裏面）を
ご確認ください

※3ページ（裏面）の郵送専用申込書のご記入は
　不要です。

4

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

896

お申込方法

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

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

A
B

A B
ポイントをためている
おもなご利用店舗

RARAカードNo.とご利用店舗もご記入をお願いいたします。お申込日

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。
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宛名を切り取り、お手持ちの
封筒に貼ってください。
郵送途中にはがれないよう、しっかりと
テープ等で貼ってください。封もしっかり
閉じて投函してください。

（例
）

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限
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3　 モニター空気清浄機
／アイリスオーヤマ

申込番号 お買物ギフト券

192853 31枚（15,500ポイント分）
MSAP-AC100　幅40×奥行16.8×高さ53.6㎝　
5.5㎏　コード長2ｍ　85/108W（50/60Hz）　
モード4種（静音・標準・強・自動）　〈中国製〉

1　 クレベリン ＬＥＤシリーズ
申込番号 お買物ギフト券
ふとん＆衣類
乾燥機  192814 32枚（16,000ポイント分）
除菌・
消臭器 192805 21枚（10,500ポイント分）
交換用
カートリッジ 192806 8枚（4,000ポイント分）
［ふとん＆衣類乾燥機］HKU-553　幅15.5×奥行25.5×高
さ34.5㎝　3.1㎏　コード長1.85m　550W　オンタイマー
（1・2・3時間）　クレベリンLEDカートリッジ1コ・ふとん乾燥ア
タッチメント・くつ乾燥アタッチメント付　〈中国製〉　［除菌・消
臭器］UGLC-1061　径9.8×高さ15㎝　270g　コード長
1.1m　4.3W　適用床面積：約6畳　カートリッジ使用目安：
約720時間（1日8時間使用で約3か月）　自動電源オフ（8時
間）　カートリッジ交換お知らせ機能　クレベリンLEDカートリッ
ジ1コ付　〈中国製〉　［交換用カートリッジ］幅4.8×奥行6×
高さ2.5㎝　約40g　〈日本製〉　※クレベリンカートリッジは
交換式です。

二酸化塩素が空間や物に付着する
ウイルス・菌を99.9％除去。

除菌・消臭しながら
衣類乾燥ができる！

空気中のほこり濃度レベルを大型モニターに
グラフで表示、清浄能力を実感できます。

体調の変化を早めに察知！ ウイルスには銅が効く！
マスクの殺菌・保管に。

搭載しているファンで二酸化塩素を拡散。
お部屋を効率よく「除菌・消臭」します。

空気が汚れているとモニターが赤くなり、一目で空気の状態が分かります。

クレベリンで除菌・消臭も。

ロングホース（1m）でふとん、ベッドにも対応。

ふとん＆衣類乾燥機

除菌・消臭器 交換用カートリッジ
デスクの上、子ども部屋、
寝室、玄関など様々な
場所で使用できます。

1日8時間の使用で
約3か月ご使用いた
だけます。

イオンの力で洗濯物の気になる
生乾き臭の原因菌を分解。
押し入れやクローゼットの除菌・
消臭もおすすめ。

ほこり濃度に応じて風量
が変化、花粉・ほこり・ニ
オイを除去します。

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

2　 除菌・消臭サーキュレーター　
ピュアドライ

申込番号 お買物ギフト券

192850 29枚（14,500ポイント分）
ZCL-1200　幅28×奥行22.2×高さ41.2㎝　3.3㎏　
コード長1.6m　温風（強）1200/温風（弱）800/送風
40W　首振り80°　上下角度調節可（90°）　風量4段
階切替（送風時）　切タイマー（1・2・4時間）　リモコン付　
〈中国製〉

適用床面積
17畳

100%天然ミネラルなので、
人やペットのいる空間で安心して
お使いいただけます。4　  体温計／タニタ

申込番号 お買物ギフト券

161940 4枚（2,000ポイント分）
BT470　幅2.9×奥行1.5×全長13.6㎝ 約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。

6　  抗菌・除菌・消臭液
ドロップクリーン +Agイオン

申込番号 お買物ギフト券

192840 4枚（2,000ポイント分）
イオン化ミネラル　純水　ゼオライト　径5.2×高さ
18.8㎝　280ml　使用目安：水2Lに対してキャップ
1杯（約5ml）　〈日本製〉

予測平均
約20秒

ワキ
専用

数量
限定

加湿器やアロマディフューザー
などに使える抗菌・除菌・消臭液。
銀イオン配合で雑菌の
増殖を防ぎ、除菌します。

※イメージ

数量
限定

先端が柔らかく
ワキにフィット。

5　 バイオノン　
マスク殺菌収納ケース

申込番号 お買物ギフト券

192833 8枚（4,000ポイント分）
本体：銅　フタ：ポリプロピレン　幅15.6×奥行10.8×
高さ4㎝　100g　〈日本製〉　※マスクは付いており
ません。※使用していくうちに酸化によって変色します。

殺菌方法　使用済みマスクをケースに入れ、水また
はお湯に4時間以上浸すだけ！（ご使用後は水気を
拭き取り、乾燥させてから保管してください。）

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。

殺菌 抗菌 消臭

サーキュレーター
としても活躍！

4　  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。



たたむと
とっても
 コンパクト！

12　 クルリト 
レジカゴBIGマルシェバッグ
／MOTTERU

申込番号

ブラック　192608 ネイビー　192607
お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　約幅60×マチ24×高さ30㎝　収納時：約径8×高さ13㎝　約165ℊ　
約25L　巾着開閉式　前面：ミニファスナーポケット付　〈ベトナム製〉

5　 コンパクトバッグ　シュパットL／マーナ
申込番号

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

1　 超軽量！たためる
トートバッグ／ヤマト屋

申込番号

パープル　106119 ピンクゴールド　106118
お買物ギフト券 12枚／  10枚（5,000ポイント分）
ナイロン（表地：ポリカーボネート加工　裏地：撥水ナイロン）　約幅
29.5（底部）・42（開口部）×マチ13×高さ29㎝　約120g　約11L　
内側：オープンポケット1コ　〈日本製〉

エレガントで上質なたためるトートバッグ。 おしゃれに持ち歩ける保冷トートバッグ。
バッグに入れておけば不意の荷物にも対応！

コンパクトに持ち運べて軽い！ 2WAY保冷レジカゴバッグ。
クッション入りの持ち手で
肩への負担を軽減。

底が広くたっぷり入るからお買い物にも最適！

ピンクゴールド

ピンクゴールド

パープル

ベージュ

ハニーベージュ

肩がけもできるハンドルは滑り止め付き。

2Lのペットボトルが
縦にも横にも
すっぽり収まる！

コンパクトに収納できます。

こんなにコンパクト！

（ネット使用）

14㎝

10㎝

3㎝

レジカゴに収まる、使いやすいサイズ。シンプルで使いやすい、
リラックマのレジカゴバッグ。
高級感のある刺繍ネーム付き。

数量
限定

保冷

保温
レジカゴ
対応

数量
限定

数量
限定

レジカゴ
対応

3　 ゴブラン織りエコバッグ
申込番号 お買物ギフト券

192873 3枚（1,500ポイント分）
ポリエステル　綿他　約幅43×高さ58㎝（持ち手含
む）　収納時：幅20×奥行3×高さ10㎝　95g　約
20L　オープン開閉式　外側：オープンポケット1コ　
ポーチサイド・ファスナー開閉式ポケット　洗濯不可　
〈中国製〉　※商品により柄の出方が異なります。

レジカゴに
すっぽり入る！

便利なファスナーポケット
付きポーチ。

付属のゴムバンドで、
くるくるっと小さく
まるめてコンパクトに！

ポリエステル　PEVA　約幅52×奥行21×高さ25㎝　
収納時：約幅13.5×奥行8×高さ18㎝　約265g　
15L　巾着開閉式　洗濯不可　内側：メッシュポケット
1コ　外側：オープンポケット3コ　ファスナーポケット1コ　
ショルダーベルト付（着脱可能）　〈中国製〉

持ち手一体型のおしゃれなレジカゴバッグ。
車に乗せても安心な口もと巾着仕様。

たった24g。
軽くて、小さくて、使いやすい！

華やかさと気品のある
ゴブラン織りが
アクセント。

たっぷり入ってすっきり持てるエコバッグ。

使った後は“シュパッ”と引っ張るだけで一気にたためる！

シワになりにくい、手触りがしなやかな素材。

薄くて柔らかいのにしっかりとした作り。
出し入れしやすく、収納もラク！

ブラック ネイビー
11　 リュックになる

保冷保温レジカゴバッグ
申込番号 お買物ギフト券

192703 6枚（3,000ポイント分）
ポリエステル　PVC断熱材　アルミ蒸着フィ
ルム ポリプロピレン　リュック時：約幅32×マ
チ32×高さ30㎝　最大展開時：約幅60×マ
チ32×高さ27㎝　底面：約幅37×奥行32㎝　
約570ℊ 約10～28L　巾着・ファスナー開閉
式　前面：スナップポケット1コ　背面：スナップ
ポケット1コ　〈中国製〉

バッグと収納袋は
一体型。

グレー カーキ ネイビー

ブルー

ブラウン

ネイビー

ドット

数量
限定

（ネット使用）

人気
商品!人気商品!

レジカゴ
対応

持ち手と底面テープを
持って“シュパッ”と引っ張るだけ！

お買い物やお出かけに使える、
レジカゴサイズの保冷保温リュック。

普段のお買い物に便利なコンパクトサイズ。

折りたためて
携帯しやすい！

ポーチがバッグに！

普段のお出かけや
アウトドアにも
使えます。

背負えるので
両手がすっきり。

レジカゴに
スッポリ入ります。

リュック・
肩掛けの
2WAY。

保冷

保温
数量
限定

レジカゴ
対応

数量
限定

（ネット使用）

レモン ネイビー ピンク

2　 ミケット 
保冷レジカゴバッグ

申込番号

ブラック　192868 ベージュ　192867
お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）

数量
限定

レジカゴ
対応

8　 鍵より小さい！コンビニバッグ
申込番号

グレー 192790 カーキ　192792
ネイビー 192791 
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
本体：ナイロン　ポリエステル　カラビナ：アルミニウム合
金　約幅25×高さ48㎝（持ち手含む）　収納時：幅5×
奥行5×高さ6㎝　24g　約10L　オープン開閉式　
洗濯不可　〈中国製〉　※使用時のサイズは入れる物
により異なります。 ※商品の特性上、生地にシワがござ
います。

付属のカラビナで
バッグやベルトに
付けられて便利！

6　 コンパクトバッグ
シュパット ドロップ型／マーナ

申込番号

レモン 192513     ネイビー 192514   ピンク 192515
お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　約幅28×高さ56㎝　収納時：約幅8×奥行4×高さ10㎝　75ℊ　
約16L　〈中国製〉　※使用時のサイズは入れる物により異なります。

4　 折りたたみエコトート
申込番号

ブルー 314881 ブラウン 314882
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ポリエステル　アルミ蒸着シート　約幅45×マチ
19×高さ30㎝　収納時：約幅19×奥行4×高さ
14㎝　約220g　約15L　ファスナー開閉式　
〈中国製〉

7　 ビッグビー　クーラートートバッグ
申込番号

ハニーベージュ　192878 コットンアイボリー　192877
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ポリエステル　PEVA　約幅52×奥行20×高さ32㎝　約12L　ファスナー開閉式　
外側：オープンポケット1コ　内側：メッシュポケット1コ　洗濯不可　〈中国製〉

便利な
ショルダーベルト

付き！

ポケットも充実！

10　 ハローキティ　
巾着付きレジカゴ用バッグ

申込番号 314844 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　約幅33×マチ25×高さ27㎝　収納時：約幅9×奥行3.5×高さ2.5㎝　
約137g　約24L　巾着開閉式　内側：オープンポケット1コ　洗濯不可　〈中国製〉

9　 リラックマ　レジカゴバッグ　ブラック
申込番号 192862 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　アルミ蒸着シート　発泡ポリウレタン　約幅33×マチ21.5×高さ29.5㎝　
約250g　約27L　巾着開閉式　外側：オープンポケット1コ・底板付　〈中国製〉

Ⓒ2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ブラック

数量
限定

レジカゴ
対応

保冷

保温

保冷

保温
数量
限定

両端を
“シュパッ”と
引っ張る!

コットンアイボリー グレー

保冷

保温

このマークの付いた商品はレジカゴに対応した仕様です。

ピンクゴールド

ハニーベージュ コットンアイボリー

鍵より
小さい！

65 　
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



厳選！

遠赤
シーズヒーター

じんわりあったかじんわりあった
速暖速暖
すぐにあたたか
速速暖暖
カーボンヒーターシーズヒーターシーズヒーター カーボンヒーターカーボンヒーター

ダブル

ヒーター

14　  カーボン＆シーズ
ダブルヒーター／トヨトミ

申込番号 お買物ギフト券

192353 29枚（14,500ポイント分）
EWH-CS100H　幅29×奥行25×高さ66.5㎝　3.2㎏　コード
長1.8m　1000W　首振：自動70°/手動60°　転倒時自動オフ
機能付　〈日本製〉

4　 タワーファン
ホット＆クールミニ／コイズミ

申込番号

ホワイト　192678 ブラウン　192679
お買物ギフト券 21枚（10,500ポイント分）
KHF0898W/T　幅22.5×奥行22.5×高さ53㎝　2.9㎏　コード長
1.8m　温風800/750W（50/60Hz）・送風30W　切タイマー（1・
2・3時間）　自動電源オフ（5時間※温風時のみ）　温風2段階・送風3
段階切替　人感センサー・二重安全転倒スイッチ付　〈中国製〉

WV-M20/WV-L20　側地：ナイロン　ポリウレタン　
ポリエステル　中綿：ポリエステル　M：肩幅41×身幅
52×身丈62㎝　L：肩幅43×身幅55×身丈65㎝　
約480g（バッテリー含む）　USB充電式　約6時間
充電で最大約6時間使用可（強モード時）　温度3段
階切替　バッテリー取り外し可　ACアダプタ・収納
ポーチ付　〈中国製〉

11　 加湿空気清浄機／シャープ
申込番号 お買物ギフト券

192872 90枚（45,000ポイント分）
KI-LS40W　幅28×奥行26×高さ62.2㎝　約
6.7㎏　コード長1.8m　最大33W　タンク容量：
約2L　連続加湿：約14.2時間（弱）　最大加湿量：
420ml/h　風量3段階切替　フィルター交換目安：
約10年　〈日本製〉

8　 カセットガスストーブ
ポータブルタイプ／イワタニ

申込番号 お買物ギフト券

192639 28枚／  27枚（13,500ポイント分）
CB-STV-MYD　幅31.2×奥行22.2×高さ29㎝　
2.6㎏　連続燃焼時間：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。

7　 石油ストーブ／コロナ
申込番号 お買物ギフト券

192835 29枚（14,500ポイント分）
RX-2220Y　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　火力無段階調節（1点燃焼）　
〈日本製〉

16　 電気ひざ掛け
／椙山紡織

申込番号 お買物ギフト券

192864 11枚（5,500ポイント分）
NA052H　アクリル100%　約140×82㎝　コード長約1.9m（電源側）　
55W　表面温度：約20～52℃（無段階調節）　ダニ退治機能・室温セン
サー付　〈日本製〉

15　 タイマー付
テーブルヒーター

申込番号 お買物ギフト券

192874 15枚（7,500ポイント分）
KH1800　幅46×奥行36×厚さ3㎝　1㎏　
コード長約1.8m　90W　自動電源オフ（3時間）　
マグネット装着式　固定金具・ビス付　〈中国製〉　
※磁石が付かない場所への取り付けには付属の
固定金具とビスをお使いください。

3　 アラジン
遠赤グラファイトヒーター

申込番号

グリーン　192587 ホワイト　192588
お買物ギフト券 17枚／  15枚（7,500ポイント分）
AEHG406N　幅18×奥行18×高さ52.9㎝　約1.3㎏　コード長
1.5m　強400/弱200W　防災対応型二重安全転倒オフ・サーモス
タット機能付　〈中国製〉　（ヒーター管：〈日本製〉）

ナチュラルウッド

省スペースで場所を取らない、
こたつと掛け布団のセット。

お部屋になじみやすい、
フローリング調の電気カーペット。

天板は
リバーシブル仕様！

折れ脚式だから、使わないとき
はコンパクトに収納できます。

春夏は座卓として
使えます。

2　 省スペース折れ脚こたつ　
掛布団付き

申込番号 お買物ギフト券

192849 32枚（16,000ポイント分）

［こたつ］DT-68　天板：合板　PVC　脚
部：天然木　使用時：68×68×高さ36.5
（収納時：10）㎝　14㎏　コード長約3m　
300W　サーモスタット機能　［掛布団］側
地・中綿：ポリエステル　168×168㎝　
800g　〈中国製〉

電気代
約8.1円※

（1時間あたり）

銀イオン＆70℃加熱。
99.9％除菌された
ミストでパワフル加湿！

ホワイト

ブラウン

6L大容量タンク。

首後ろ部分と
背中部分に
ヒーターを装着。

加湿力と静音性を
兼ね備えたハイブ
リッド式。

グリーン ホワイト

ホワイト

Hot （イメージ）
ホワイト
／ニッケル

アイアン／
サテンブルー

ブラウン
片手でラクに持てる軽さ。
移動に便利なハンドル付き。 電気代 約10.8円※

（1時間あたり）

スポット
暖房

数量
限定

電気代
約21.6円※

（1時間あたり）
※温風時

数量
限定 数量

限定

スポット
暖房

ホワイト ダークウッド

空気清浄適用
床面積18畳

プラズマ
クラスター
25000

数量
限定

加湿目安
最大12畳 気化式

敷毛布
掛敷
兼用毛布

敷毛布

電気代
約0.8円※

（1時間あたり）

数量
限定

電気代
約0.8円※

（1時間あたり）

数量
限定

数量
限定

電気代
約1.7円※

（1時間あたり）

数量
限定

“頭
ず

寒
かんそくねつ

足熱”を考えた配線設計で、
快適な眠りをサポート。

汚れても
サッと拭けて、
お手入れ
ラクラク！

2畳 ポリプロピレン　コード長約1.5m　温度3段階調節　
暖房面切替　自動電源オフ（6時間）　［2畳］THT-
2000　約175×175×厚さ0.8㎝　3.8㎏　500W　
［3畳］THT-3000　約195×235×厚さ0.8㎝　5.8㎏　
720W　〈日本製〉

1　 木目調電気カーペット
申込番号 お買物ギフト券

2畳　192843 41枚（20,500ポイント分）
3畳　192844 53枚（26,500ポイント分）

0.2秒でパッと点灯。
遠赤効果ですぐ暖かい！

冬は温風機、夏は扇風機として、
この1台で年中快適！

冬はより早く、均一に部屋を暖め、
夏は扇風機として使えます。

炎の揺らめきをライトで表現。
視覚的にも暖かいコンパクトなヒーター。

電源不要！
暖かさをどこにでも。

テーブル下や洗面所に
簡単に装着できるパネル型ヒーター。

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。

電源不要だから非常時も安心。

日本製ヒーターを使用。
ヒーター管※寿命が長い。
（※2年保証）

本体吸込口に脱臭フィルター内蔵。
運転時のイヤなニオイを軽減します。

エアコンと同時に使う事で、
温風や冷風を部屋中に素早く
循環させます。

炎のライトだけでもお楽しみいただけます。 コンパクトで軽量。
カセット交換もラクラク。

トイレや
脱衣所に 人感センサー

付きで節電！

人気
商品!人気商品!

電気代
約21.6円※

（1時間あたり）

PR-WA010　幅17×奥行17.7×高さ32.9㎝　
1.828㎏　コード長1.8m　800W　自動電源オフ
（5時間）　転倒時運転停止機能付　〈中国製〉

ホワイト

ホワイト

ハンドル付きで移動もラクラク。

数量
限定

スポット
暖房

人気
商品!人気商品!

遠赤グラファイトヒーター

カセットガスストーブ
ポータブルタイプ／イワタニ

しずく型のフォルムが
魅力的なアロマ加湿器。

加湿と空気清浄がこれ1台で。

冬のアウトドアや屋外作業に最適！

大容量タンクで長時間の
運転と十分な加湿ができます。

スリムで静かなのに、確かな空気清浄力と
高濃度加湿！

約20秒で、首と背中を暖かく包み込みます。

（バッテリー除く）

ダニ退治機能付き。
コードを外せば
丸洗いできるから、
いつも清潔。

ポリエステル　アクリル　表面温度：約20～52℃
（無段階調節）　ダニ退治機能・室温センサー付　
コード長1.9m（電源側）　［敷毛布］SB-S102　約
140×80㎝　約700g　55W　［掛敷兼用毛布］
SB-K202　約188×130㎝　約1.2㎏　80W　
〈日本製〉

13　 日本製あったか電気毛布
／Sugibo

申込番号 お買物ギフト券

敷毛布 192306 6枚（3,000ポイント分）
掛敷
兼用毛布 192346 9枚（4,500ポイント分）

テーブル下にも。

トイレにも。

マグネット式で
どこでもピタッと！

コントローラー付き
なのでカンタンに
操作ができます。

人気
商品!人気商品!

数量
限定

※イメージ5　 ダイソン Hot＋Cool ファンヒーター
申込番号

ホワイト／
ニッケル 　192468 アイアン／

サテンブルー　313419
お買物ギフト券 79枚（39,500ポイント分）
AM09WN/AM09IB　径20.4×高さ59.5㎝　2.68㎏　コード長1.8m　
温風1200W/涼風26W　切タイマー（15・30・45分・1～9時間）　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。）

6　 プリズメイト 
人感センサー付暖炉ヒーター

申込番号

ホワイト　192804 レッド　192803
お買物ギフト券 15枚（7,500ポイント分）

9　 上から給水 ハイブリッド加湿器
申込番号

ブラウン　192865 ホワイト　192866
お買物ギフト券 27枚（13,500ポイント分）
CSH6043　約幅19.8×奥行29×高さ33㎝　約2.6㎏　コード長
約1.4m　110W　タンク容量約6L（抗菌カートリッジ付）　連続加
湿：約12時間　最大加湿量：500ml/h　加湿量3段階切替　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〉

10　 アロマ加湿器
デュードロップL／スリーアップ

申込番号

ホワイト 192482 ダーク
ウッド 　192484

ナチュラル
ウッド  192483 
お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分）
HFT-1717　径23.5×高さ25.4㎝　1㎏　コード長1.5m　
25W　タンク容量：3.3L　連続加湿：10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ライト機能付　アロマパッド3枚・抗菌カートリッジ付　
〈中国製〉　※本商品にはアロマオイルは付いておりません。

12　 電熱発熱ヒートベスト
申込番号

M　192811 L　192812
お買物ギフト券 26枚（13,000ポイント分）

スポット
暖房

電気代
約27円※

（1時間あたり）

信頼の日本製！ 
速暖Wヒーター。
速暖カーボンと遠赤シーズ、2種類の
ヒーターで体の芯まで暖めます。

数量
限定

上から
給水できる
のでラク！

※イメージ

約18㎝

数量
限定

加湿目安
最大8畳

数量
限定超音波式

電気代
2畳用：約9.7円※

3畳用：約14円※

（1時間あたり強の場合）

数量
限定

（一部）

数量
限定

レッド

レッド

スポット
暖房

数量
限定

暖房
6～8畳

加湿目安
最大14畳

加熱式＋
超音波式

87   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　 ※記載の1時間あたりの電気代は目安です。使用環境、使用方法により異なります。部屋を部分的に暖める暖房器具であり、
部屋全体を暖めるものではありません。

スポット
暖房  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。



11　 シルク混の縫い目がないおやすみマスク
申込番号 314851 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
絹61％・レーヨン39％　最大幅29×高さ14㎝　5.5g　〈日本製〉

9　 ファイバー
ダウン寝袋

申込番号 お買物ギフト券

192852 9枚（4,500ポイント分）
側地：ポリエステル100％（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）　約1.3㎏　〈中国製〉

4　 防ダニ・抗菌防臭加工
ボリュームウール
布団シリーズ

申込番号 お買物ギフト券
掛布団シングル2色組
（ピンク・ブルー）  133318 29枚（14,500ポイント分）
４層式敷布団
シングル　ピンク 133312 19枚／  18枚（9,000ポイント分）
４層式敷布団
シングル　ブルー 133313 19枚／  18枚（9,000ポイント分）
［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)・ペガサス
ウール30％　約210×150㎝　約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㎝ 約210×100㎝　約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。

吸湿発熱ふわふわ素材で、
つま先の冷えを解消。

掛布団が毛布に変身？ 便利な布団カバー。 特選ウール綿ならではの吸湿・保湿・
発散性に優れ、1年中快適に使えます。

お手持ちの寝具に
重ねるだけで
寝心地グレードアップ！

睡眠時の首・肩の負担を軽減する枕。 今お使いのベッドや布団に敷くだけ！ 
睡眠中の腰や肩の負担を軽減。

岩盤浴のような
暖かさを体感できる
不思議な掛布団。

体圧分散で頭・首・肩の負担を軽減。
快適な姿勢をサポート。

3種の機能綿で熱を逃がさず暖かい。
いざという時も活躍。

疲れた首が、
ラク＆気持ちいい！

顔に跡が付きにくい。
縫い目のない
ふんわりマスク。

身体の約40％の重さを支える未体験の枕。

で か。っ

肌に当たる襟裏地に柔らかく暖かいマイクロフリース生地を使用。
暖かく衛生的な掛布団は特殊キルティング加工で
ふっくらボリュームのある仕上がりです。
敷布団は身体の沈み込みを防ぎ、
通気性に優れた4層式キルティング構造。

夏蒸れにくく、冬暖かい両面使用。
カバーは抗菌・防臭で快適！

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

天然鉱石繊維＋中空繊維
ダクロンで、芯から体を
あたため、快眠をサポート。

特殊ゲルとウレタンの2層構造。
適度に沈み込み、
優しく支えます。

中綿には羽毛よりも暖かい高機能綿を使用。 首のS字カーブを
サポートし、首裏を
心地よく伸ばします。

背中まである特殊形状。 身体全体が包み込まれるような寝心地。

1　 ホットα ふわふわ
足ポケット付き敷パッド

申込番号 お買物ギフト券

133253 5枚（2,500ポイント分） ポリエステル　105×205×厚さ1.5㎝　
4隅ゴムバンド付　〈中国製〉

2　 岩盤浴のような掛布団
申込番号 お買物ギフト券

133479 13枚（6,500ポイント分）
側地：ポリエステル100％（ダニを通さない高密度生地）　中綿：ポ
リエステル100％（鉱石繊維50％・ダクロン50％　※蓄熱・保温・
抗菌防臭効果）　210×150㎝　約2.1㎏　〈中国製〉

5　 リバーシブル敷布団　
シングル2枚組

申込番号 お買物ギフト券

133141 30枚（15,000ポイント分）

表地：ポリエステル100％　襟裏地：ポリエステル100%（マイ
クロフリース）　210×150㎝　約690g　内側に8か所のヒ
モ付　〈中国製〉

表地・裏地：ポリエステル100%　中綿：ポリエステル
100%　200×100×厚さ8㎝　重さ（1枚あたり）：約3㎏
（中綿2.16㎏）　色違い2枚セット　〈中国製〉　※商品
によって柄の出方が異なります。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

1年中使えるリバーシブルタイプの敷布団。

お得な
2枚組

表面

裏面

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

冬はふんわり
夏はサラッと！

6　 エアウィーヴ
スマート025EC
シングル

申込番号 お買物ギフト券

162109 58枚（29,000ポイント分）
マットレスパッド（エアファイバー）：ポリエチレン
100％　カバー：ポリエステル100％　約幅97×
長さ195×厚さ3.5㎝　約4㎏　本体：〈日本製〉　
カバー：〈中国製〉　たたみやすく収納しやすい。

中のエアファイバーも
カバーも洗えて清潔。

優れた体圧分散でからだへの負担を軽減。

多くの
トップアスリートが

愛用！

（カバー） 12　  ショップジャパン
トゥルースリーパー　
セブンスピロー

申込番号 お買物ギフト券

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

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

申込番号 お買物ギフト券
シングル
195×97㎝ 133424 54枚（27,000ポイント分）
セミダブル
195×120㎝ 133425 58枚（29,000ポイント分）
ダブル
195×140㎝ 133426 63枚（31,500ポイント分）

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

本体：ウレタンフォーム　インナーカバー：
ポリエステル100％　厚さ約5㎝　シン
グル：約4.6㎏　セミダブル：約5.6㎏　ダ
ブル：約6.6㎏　本体：〈日本製〉　カバー：
〈中国製〉　

数量
限定

（カバー）

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

スムース面

メッシュ面

季節に合わせて使える
リバーシブル保護カバーを採用。

防ダニ※加工仕様！

※第三者機関でJISL1920を参考にした
　自主実験を実施。

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品! 人気

商品!人気商品!

岩盤浴の鉱石を繊維に練り込
みました。

全開ファスナーで布団の出し入れがラク。

抗菌防臭

防ダニ
ニュージーランド産
ペガサスウール使用

ピンク

掛布団
シングル
2色組

敷布団
シングル
ピンク

敷布団
シングル
ブルー

ブルー

人間工学に
基づく設計。

寝返りしやすいアーチ設計。
両サイド高めで、横向き寝にも対応。

収納袋
付き。

もちもち・ふかふかの
クッションが重たい頭を
しっかり支えます。

寝ながら潤いケア。

ゆったりとした生地で
耳も痛くなりにくい。

抗菌・消臭※
仕様のカバー。

数量
限定

（カバー）

7　 プレミアム3Dゲル枕
申込番号 お買物ギフト券

314849 8枚（4,000ポイント分）
カバー：ポリエステル100%　中材：ポリウレタン樹脂　スチレン
系熱可塑性エラストマー樹脂　幅49×奥行29.5×高さ10㎝　
約1.04㎏　〈中国製〉　※カバーを付けてお使いください。

数量
限定

（カバー）

肩と枕の間にできる隙間をうめるように
設計された形状。

トライアングル
メッシュ構造ゲル

低反発ウレタン
※イメージ

※イメージ

8　 ギガ枕／昭和西川
申込番号 お買物ギフト券

133472 29枚（14,500ポイント分）
本体：（側地）ポリエステル100％　（裏面）ポリエステル95%・ポリウ
レタン5%　（中材）ポリエステル100%（ウレタンフォーム）　調整
シート：（側地）ポリエステル100％　（中材）ウレタンフォーム　専用
カバー：ポリエステル65％・綿35％　約90×70×最大高さ9.5㎝　
約2.4㎏　収納袋付　〈中国製〉

（側生地・カバー）

肌触りのよい
ふわふわロング起毛。

4隅ゴムバンドで簡単取り付け！

※イメージ

足ポケット付き。

数量
限定

寝返りが楽で
朝までぐっすり。

数量
限定

10　 首楽ストレッチピロー
申込番号 133487 お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
側地：ポリエステル86%・ポリウレタン14%　メッシュ部：ポリエステル
100%　中材：ポリスチレンビーズ　ポリウレタンフォーム　ポリエステル綿　
幅40×奥行25×高さ12㎝　415g　〈日本製〉　（側地：〈中国製〉）

3　 襟裏マイクロフリース
あったか掛け布団カバー

申込番号

ピンク 133474 ブルー 133475
お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）

柔らかく、暖かい。
肌掛け布団としても

使えます。

数量
限定

ピンク

ブルー

取り外し可能な
カバー付き。

数量
限定

このフィット感が
ポイント！

保温・蓄熱効果に
優れています。

気にせず寝返りが
できる長い幅。

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

11　 マキタ　
紙パック式パワフル
コードレスクリーナー

申込番号 お買物ギフト券

192345 45枚（22,500ポイント分）
CL107FDSHW　幅22.2×奥行15×高さ
96㎝　1.42㎏（ノズル・パイプ含む）　22分充
電で約25分使用可（標準モード）　モード切替
（標準/強/パワフル）　バッテリー着脱式　ダス
トバッグ水洗い可　充電切れお知らせ機能・
LEDライト付　紙パック10枚付　〈中国製〉　
※本体は自立しません。

12　 マキタ　クリーナー用　
紙パック10枚

申込番号 お買物ギフト券

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

ダニ対策モード搭載！
マット要らずで
コンパクト。

水拭きで家中ラクしてピッカピカ。

お掃除&除菌！
約100℃の高温スチームで
頑固な汚れを落とす。

レバーを引くだけで簡単に絞れる！ 
吸水性抜群なので
作業効率アップ！

高温スチームで、掃除機だけでは落ちない
フローリングの皮脂汚れなどもスッキリ落とす！

静音モデルで最軽量！ 高圧で徹底洗浄。面倒な窓掃除を3倍速く！

掃除機では取りきれない皮脂汚れも
しっかり拭き取ります。

3　 コードレス回転
モップクリーナーNEO

申込番号 お買物ギフト券

192822 23枚（11,500ポイント分）
TZJ-MA817-WH　幅29×奥行10.5×高さ104㎝　1㎏　3.5
時間充電で約1時間使用可　〈中国製〉

4　 伸縮式スーパーV モップ
申込番号 お買物ギフト券

192830 5枚（2,500ポイント分）
ポリプロピレン　スチール（亜鉛メッキ加工）　PVA他　約幅
29×奥行5.8×長さ94～122.5㎝　約640g　〈中国製〉

6　 ケルヒャー　
高圧洗浄機

申込番号 お買物ギフト券

192823 44枚（22,000ポイント分）
K2サイレント　幅53.8×奥行29.3×高さ30.3㎝　5.8㎏　
コード長5m　1250W　最大許容圧力：10Mpa　最
大吐出水量：360L/h　バリオスプレーランス・サイクロ
ンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース（8m）・フォーム
ノズル・本体側カップリング付　〈中国製〉

2　 ケルヒャー　
スチームクリーナー

申込番号 お買物ギフト券

192815 41枚（20,500ポイント分）
SC1 EasyFix　本体：幅32.1×奥行12.7×高さ18.6㎝　
1.6㎏　コード長4m　1200W　タンク容量：200ml　ス
チーム：連続噴射約6分・吐出圧力0.3MPa　〈中国製〉

長さ2段階調整式で窓や
階段の水拭きにも。

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。

8　 ふとん乾燥機カラリエ
／アイリスオーヤマ

申込番号 お買物ギフト券

シングルノズル 192582 28枚（14,000ポイント分）
ツインノズル 192585 33枚（16,500ポイント分）
［シングルノズル］FK-C3-P　幅16×奥行14×高さ36㎝　1.8㎏　コード長
2m　560W　切タイマー（15・30・45・60・75・90・120・180分）　くつ
乾燥アタッチメント付　［ツインノズル］FK-W1-WP　幅16.8×奥行19.5×
高さ36㎝　2.2㎏　コード長1.9m　760W　切タイマー（15・30・45・
60・75・90・120・180分）　くつ乾燥アタッチメント2コ付　〈中国製〉

ツインノズルなら2足同時に
くつを乾燥。

数量
限定

1日6.3Lの除湿能力で、
衣類をカラッと乾燥。

3.5Lの大型タンクで約13～
15時間の連続運転が可能。
（満水になったらメロディでお
知らせ♪）

数量
限定

数量
限定

風向きを
調節できます。

大人気の日本製クリーナー。
リチウムイオン電池内蔵で
パワフル＆長寿命。

階段や車内もスイスイ♪
ゴミは紙パックいらずで
簡単にポイッ！

じゅうたんも
OKの万能
ノズル。

水回り・
油汚れに！ 排水口も！

集じん容量
約560ml

紙パック
不要

大人気の日本製クリーナー。人気
商品!人気商品!

マット要らずで
人気
商品!人気商品!

圧倒的な吸引力&
軽快な取り回し！

軽量でバランスの
取れた設計。

紙パック
10枚

数量
限定

集じん容量
約600ml

集じん容量
約330ml

紙パック
不要

紙パック
不要

吸込仕事率
320W

狭いところでも
使いやすい構造。

吸込仕事率
560W

集じん容量
約1.5L

紙パック
式

パワフル
ヘッド。

人気
商品!人気商品!

電動ヘッド
で

スイスイ軽
快。

軽くて
使いやすい

！

スムーズに
動く

ヘッドで、家
具の

下や狭い隙
間も

ラクラク！

ヒートアップ

タイムは約
3分！

すぐに使え
る！

レバーを
引いてラク

ラク
水絞り♪

付属品は
本体背面に

スマート収
納！

数量
限定

数量
限定

かがまず拭けて腰の負担軽減。

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

専用洗浄剤を窓ガラスに吹きかけ、
ワイプパッドで汚れを浮かせ、吸引するだけ！
拭き跡が残らず、仕上がりもきれい。

（一部）

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

車の洗浄に！

UVランプで除菌。
ダニやほこりをたたき出して、しっかり吸引！

UV除菌率・ハウスダスト
除去率約99％！
目に見えない
アレル物質を除菌！

数量
限定

シングルノズル ツインノズル

ふとん2組を同時に
乾燥できるツインノズルタイプ。
ダブルサイズのふとんにも対応。

レッド
アイボリー

集じん容量
約500ml

紙パック
式

日本の
住宅向けに設計した
クリーナーヘッド。
性能はそのままで
より小さく軽く。 最長40分の運転時間

で、家のすみずみまで
掃除できます。

紙パック
不要

ボタンひとつで
部屋中をくまなく清掃。

14　 ロボット掃除機ルンバ642
／ iRobot

申込番号 お買物ギフト券

192880 67枚（33,500ポイント分）
R642060　径34×高さ9.2㎝　3.6㎏　3時間充電
で約60分使用可　ホームベース・デュアルバーチャル
ウォール・単3×2（お試し用）・交換用フィルター・お手入
れカッター付　〈中国製〉

15　 サイクロン式
クリーナー
／三菱電機

申込番号 お買物ギフト券

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

17　 Wet ＆ Dry
ハンディクリーナー

申込番号 お買物ギフト券

192876 7枚（3,500ポイント分）
FC-800　幅11×奥行35.5×高さ10.5㎝　720g　
約12時間充電で最大約15分使用可　ノズル3種（す
き間・ブラシ・液体）付　〈中国製〉

16　 紙パック式パワーブラシ
クリーナー／日立

申込番号 お買物ギフト券

191398 41枚（20,500ポイント分）
CV-P500H　幅28.8×奥行25.6×高さ21.4㎝　3.4㎏　
コード長5m　1000W　〈日本製〉

カーペット、フローリング、
たたみなど、状況に合わせて
対応し、すみずみまで
キレイにします。

数量
限定

紙パック
不要

自動
充電

軽量＆コンパクトなのに
強い吸引力を実現!

液体も吸引できる、
コンパクトなハンディクリーナー。

モーター式パワーブラシが、
強力にゴミをかき出す!

0.5μm以上の微細なゴミを
99.9％以上逃さない!

乾湿両用だから、
液体もゴミも
これ1台で
吸い取ります！

家具の下も
ラクラク
お掃除。

数量
限定

窓ガラス
拭きも快適に。

5　 ケルヒャー　
窓用バキュームクリーナー

申込番号 192807 お買物ギフト券 16枚（8,000ポイント分）
WV1プラスLR　幅25×奥行13×高さ27.5㎝　500g　約100分充電
で約25分使用可　タンク容量：100ml　充電用アダプタ・スプレーボトル・
ワイプパッド・専用洗浄剤付　〈イタリア製〉　※新商品のため、2020年
10月上旬以降のお届けとなります。

1　 ブラック・アンド・デッカー　コード式スチームモップ
申込番号 192826 お買物ギフト券 27枚（13,500ポイント分）
FSM1215W　幅17×奥行29.5×高さ110㎝　2.02㎏　コード長5m　
1200W　給水タンク容量：350ml　マイクロファイバーパッド2枚・カーペットスラ
イダー・スタンドマット付　〈中国製〉　※本体は自立しません。

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

9　 衣類乾燥除湿機／コロナ
申込番号 192756 お買物ギフト券 43枚（21,500ポイント分）
CD-P6320　幅22×奥行33×高さ51.5㎝　7.9㎏　コード長1.8m　
175/185W（50/60Hz）　タンク容量：3.5L　除湿能力：約6.3L/日　適
応床面積（目安）：木造7～8畳・鉄筋14～16畳　フィルター寿命：約10年　
切タイマー（2・4・8時間）　モード3種（衣類乾燥・除湿・送風）　〈日本製〉

10　 マキタ　日本製
コードレスクリーナー

申込番号

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

13　 ダイソン Ｖ8 スリム フラフィ
コードレスクリーナー

申込番号 192788 お買物ギフト券 105枚（52,500ポイント分）
SV10K SLM　幅25×奥行112.3×高さ21㎝　2.15kg　5時間充電で
最大約40分（モーター駆動のヘッド使用時は最大約30分）使用可　コンビ
ネーションノズル・隙間ノズル・収納用ブラケット付　〈マレーシア・フィリピン製〉　
（時期により生産国が異なります。）　※本体は自立しません。

軽くてコンパクト、
扱いがラク！

（モップパッド）

持ち手は
伸縮して
便利。

UVランプ
※イメージ

充電時間は
わずか22分！

1211   お客様にて組立てが必要な商品です　   ご家庭で手洗いできます　 　
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・家電

3　 T-fal　アクセススチーム
申込番号  プラス 192490 お買物ギフト券 25枚（12,500ポイント分）
申込番号  ポケット 192800 お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
水タンク取り外し可　ドアフック・アタッチメントブラシ・ヘッドカバー付　［プラス］DT8100JO　
幅13×奥行14.1×高さ28.3㎝　1.2㎏　コード長約3m　1200W　タンク容量：
185ml　モード2種（ターボ・デリケート）　［ポケット］DT3030JO　幅10.5×奥行12.5×
高さ22㎝　800g　コード長約2.6m　1100W　タンク容量：120ml　収納バッグ・ブラ
シ・計量カップ付　〈中国製〉

16　 コンピュータミシン
／ジャガー

申込番号 お買物ギフト券

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

17　 パーソナルシュレッダー
／アイリスオーヤマ

申込番号 お買物ギフト券

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

18　 テプラPRO 
／キングジム

申込番号 お買物ギフト券

150363 18枚（9,000ポイント分）
SR170　幅18.3×奥行21.9×高さ5.8㎝　単3×6
（別売）　熟語数：約63,000語　オートカッター　4・6・
9・12・18㎜幅テープ対応　ＡＣアダプタ・試用テープ
1コ付　〈中国製〉

折りたたんで
収納可。

6　 節水シャワープロ　プレミアム
申込番号 お買物ギフト券

192668 15枚（7,500ポイント分）
幅6.4×奥行6.2×高さ23.9㎝　152g　節水効果：ハード水
流時50％・ソフト水流時70％　アダプタ4コ付　〈日本製〉　
※バランス釜（浴室に釜があるタイプ）には使用できません。

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

連続スチーム

プレスも
 おまかせ。

アイロン面でプレスもできる。

消臭 洗浄 除菌＋ ＋

嬉しい3つの効果！

本品 従来品
※メーカー調べ

同時間での
吐出水量比較

数量
限定

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

8　 SIAA 折りたたみ風呂ふた
申込番号 お買物ギフト券

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

抗 菌 防カビ

滑らかな波型の刃先で、硬い物から
ダンボール、カーペットまで切断できます。

粗大ゴミの削減に！
いろいろな素材が切れる。

手にフィット
しやすい曲線の
持ち手。

ステンレス・鉄 プラスチック 木製品

 節水シャワープロ　プレミアム

人気
商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!

最上段はクッション付き
なので、イスとしても
使えます。

荷物が落下しにくい
バスケット型カート。

2段

3段

103㎝

79㎝

51
㎝

75
㎝

47㎝47㎝
66㎝51㎝

初心者も安心の
コンピュータ制御ミシン。
縫い目長さ・振り幅を自動設定。
生地の厚さを感知し、自動でパワー調整します。

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

数量
限定

バック
ライト付き
液晶画面。

チャイルドロック
機能付き。

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に細断します。

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

みんなにやさしい
かんたん「テプラ」。

幸せな時を刻む八角型の
掛け時計。

乗った瞬間、超吸水！ 洗えるので清潔。 えっ、これ珪藻土？ やわらかいバスマット。
タイルが床に接地しないので通気性も抜群。 軽いからお手入れしやすい。冷たくないから、年中安心。

スロープ構造で
足の引っ掛けを

防止!

天日干しも可能。

珪藻土パウダー入りで乾きやすい。

裏面は天然ゴム製で滑りにくい。パーツは1つ1つ取り外し可。商品に関するお問い合わせは…アネスティ（株）　0120-23-1321（平日9～17時）

※イメージ

ピンク

珪藻土パウダーを
練りこんでいます。

ハンガーにかけたまま、
サッとシワ＆ニオイとり。

ハンガーにかけたまま、サッとあててパッとシワのばし。 部屋干しの嫌なニオイを解消。
洗剤はいつもの半分※でOK！

汗臭・タバコ臭・飲食臭・防虫剤臭を約90％脱臭。除菌も。
パワフルスチームがからみついた繊維に水分を与えてほぐし、シワを伸ばします。

水の中に入れると水道水がアルカリ水に変身。
（除菌効果99％以上！）

プラス

ポケット

数量
限定

立ち上がり
プラス：40秒
ポケット：15秒

スチーム
プラス：平均20g/分
ポケット：平均13g/分

連続使用時間
プラス：約9分

（ターボモード時）
ポケット：約9分

使わないときは
ヘッド部分を折りたたむことができるので、

場所を取らずコンパクトに収納。
※ポケットのみ 化学物質を使わない

天然素材のマグネシウムを使用。

洗濯物と一緒に入れるだけ！
洗濯槽や排水ホースのカビや
汚れも徐々に落とす！
※洗濯物の量が5kg以下の場合、本
品2個使用で洗剤不要。（7kg以下
の場合、3個使用で洗剤不要！）

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。

使い心地と座りやすさに
こだわったバスアイテム。

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

ボタンを左に押すと
止水できます。

7　 ヒューバス 
バスアイテムシリーズ

申込番号 お買物ギフト券
２点
セット 192638 8枚（4,000ポイント分）
バス
スツール 192673 6枚（3,000ポイント分）
ポリプロピレン　湯桶：幅24×奥行26.5×高さ10.3㎝　バス
スツール：幅30×奥行35.5×高さ40㎝　座面の高さ30㎝　
〈日本製〉　※2点セットは、バススツールと湯桶のセットです。

スツールはバスタブに掛けられるので、
しっかり水が切れて衛生的。

体をしっかり
包み込む

座面のラインが
前すべりを防ぎ、
座り心地抜群！

強力防カビ剤とAg+
抗菌剤でカビ、
細菌の繁殖を
抑制。
抗菌製品技術協議会
（SIAA）の安全性と
抗菌・防カビ性基準
に合格。

折りたたみ式で
コンパクトに
収納できます。

人気
商品!人気商品!

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

人気
商品!人気商品!

ポリタンク2個が
しっかり収まる
サイズです。

バスケット型だから、
段差があるところでも
荷物が落ちにくい！

最軽量で、
最小クラス。
なのにパワフルスチーム。

シャツがぴったりフィットする形状。
アイロン掛けがラク！

普段から使える多機能な
ラジオテレビ。

さまざまな状況で使える、
4電源方式。

12　 T-fal　コードレスアイロン　
フリームーブミニ

申込番号 お買物ギフト券

192810 19枚（9,500ポイント分）
FV6420J0　幅10.6×奥行21×高さ13.4㎝　870g　
コード長1.45m（自動巻取りコードリール式）　1200W　
タンク容量：100ml　温度調節：約85～195℃　2段階
スチーム切替　収納ケース付　〈中国製〉

13　 ラク速ッ！アルミ
コートアイロン台座式

申込番号 お買物ギフト券

192731 8枚（4,000ポイント分）
本体・仕上げ馬：スチール（粉体塗装）　カバー：綿（アル
ミコーティング）　クッション材：ポリエステル　幅81×奥
行46×高さ24㎝　収納時：幅38×奥行6×高さ81㎝
（フック使用時）　3.4㎏　〈中国製〉

14　 エコラジ7
申込番号 お買物ギフト券

180638 29枚（14,500ポイント分）
TLM-ETR007　約幅14.7×奥行4.2×高さ9.5㎝　
294g　単4×4（別売）　ACアダプタ・USBケーブル・
イヤホン付　〈中国製〉

15　 スマホ対応　
マルチ充電
ランタン＆ワイドFMラジオ

申込番号 お買物ギフト券

180640 10枚（5,000ポイント分）
33647　幅9.2×奥行8.2×高さ19.8㎝　290g　単3
×3（別売）　USBマイクロB充電コード付　〈中国製〉　
※ワイドFMの対応をしていない地域もあります。詳細は
各放送局へお問い合わせください。　※スマートフォン充
電は新商品や一部の機種でできない場合があります。

数量
限定

数量
限定

袖のアイロン掛け
がしやすい仕上げ
馬付き。

最大80g/分のパワフルスチームが
繊維の奥に浸透し、頑固なシワをサッとほぐします。

フック付きで
掛けて収納可。

ストライプ模様。
7つの機能＋3電源方式。大きな掛け面。シャツや

スカートなどの衣類を本
体に通せる仕様。

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。

明るさは3段階に
調整可。

手回し充電
にも対応。

ワンセグ
TV

FM
ラジオ

AM
ラジオ

短波
ラジオ

携帯電話
の充電

LED
ライト サイレン

①手回し

④USB

②乾電池 ③ソーラー

人気
商品!人気商品!

19　 電波掛け時計／カシオ
申込番号 お買物ギフト券

133164 8枚（4,000ポイント分）
IQ-1106J-5JF　木材繊維混合樹脂枠　幅29.5×奥行
6×高さ29.5㎝　940g　単3×1（お試し用）付　ステッ
プ秒針　電波受信ランプ・受信オフ機能付　〈中国製〉

1　 カラリ珪藻土バスマット　スロープ
申込番号 192855 お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
珪藻土　ポリプロピレン　EVA樹脂　幅52.2×奥行36.3×厚さ2.2㎝　
1.95㎏　滑り止めシート付　〈中国製〉

2　 珪藻土パウダー入り
ソフトバスマット

申込番号

ブルー　192860 ピンク　192861
お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
表面：ポリウレタン　中材：不織布　底面：天然ゴム　珪藻土　幅60×奥行
40×厚さ0.5㎝　615g　洗濯不可　〈台湾製〉

4　 衣類スチーマー／パナソニック
申込番号 192789 お買物ギフト券 27枚（13,500ポイント分）
NI-FS560-P　幅7×奥行15×高さ15㎝　690g　コード長2.5ｍ　
950W　タンク容量：50ml　立ち上がり時間：約23秒　連続使用：約
4分　3倍パワフルスチームモード　〈中国製〉

9　 いろいろ切れる！万能のこぎり
申込番号 192562 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
持ち手：ABS樹脂　熱可塑性エラストマー樹脂　シリコーン　刃：特殊焼入鋼
（JIS　SK85）　幅2×全長28.6㎝　刃渡り約15.3㎝　約102g　〈日本製〉　
※材質・厚さ・強度により、切断しにくい物や、切断できない場合があります。

11　 折りたたみバスケットカート
申込番号 192841 お買物ギフト券 13枚（6,500ポイント分）
スチール　PVC　使用時：幅39.5×奥行59.5×高さ88㎝　収納時：
幅39.5×奥行70×高さ27㎝　約6㎏　耐荷重約50㎏　〈中国製〉　

スマホへ
充電でき
ます。

ブルー

※イメージ

衛生的な
ステンレス
コーティング。

1413   ご家庭で手洗いできます  マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



ハウスキーピング インテリア・寝具

9  拭ける＆抗菌・防臭
北欧風トイレマット

申込番号

ドット　314842 ベルベル　314843
お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
PVC　幅60×奥行55×厚さ0.5㎝　410g　〈中国製〉 ※商品により柄の
出方が異なります。

数量
限定（ネット使用）

人気
商品!人気商品!

上着から小物まで収納できる、
ハンガーパイプ付きの引出し。

面倒な組み立ては不要！
すぐに使える
折りたたみベッド。

好きな角度に形を変えて、ラクな姿勢でくつろげる！ 汚れても拭き取れる！ お洗濯いらずの拭けるマット。

キャスター付きで
移動もラクラク。

高級感あるカバーで見慣れたソファーが大変身！ 柔らかく滑らかな手触り。 
マルチに使えるカバー。

優雅で上品な
ゴブラン調素材。

古いソファーも、
新品のような美し
いソファーに生ま
れ変わります。

2人用（幅140～190㎝）

3人用（幅180～240㎝）

11  ゴブラン調フィット式
伸縮ソファーカバー

申込番号 お買物ギフト券

ひじ有り3人掛用 133382 13枚（6,500ポイント分）
ひじ有り2人掛用 133381 11枚（5,500ポイント分）
ポリエステル83％・綿10％・レーヨン6％・ポリウレタン1％　適応ソ
ファーサイズ：奥行80～90×高さ90㎝　［ひじ有り3人掛用］幅180～
240㎝　約1.45㎏　［ひじ有り2人掛用］幅140～190㎝　約1.35㎏　
〈中国製〉　※ひじ有りタイプのみご使用いただけます。　※商品によ
り柄の出方が異なります。

のび～～
る

伸びやす
く

装着カン
タン!

散らかりがちな
雑貨をスッキリ収納!

ホワイト

ブラック
ブラック ホワイト

積み
重ねできます。

洗面所でキッチンで

背もたれと膝部はそれぞれ14段階リクライニング可能。好みの角度に調整できます。 抗菌防臭機能付きなの
で毎日清潔！

ホットカーペットカバー、
こたつ掛け、ソファーやベッドなど、
多用途に使えます。

ホコリが出ずお洗濯も不要。

ゴミ箱の上のスペースがサイドテーブルに。

ゴブラン

ベルベル

ドット

グレー

フラワーズフレーム

アーバンウッドウェルカム

グレー パープル

ダークブラウン

フラットにできるから、
ごろ寝にもちょうどいい！

リビングや寝室など置く場所を選びません。

センサーでフタが自動
開閉するダストボックス。

フタがゆっくり閉まるソフトクローズ
機能で、フタの開閉音がとても静
か。スタイリッシュなデザインで、置
く場所を選びません。

OPENボタンで
フタを開けっ放しに
しておくことも
可能。

片手で軽く押すだけ！ エコ＆家計に優しい。 スタイリッシュなデザインの
ダストボックス＋テーブル。

1プッシュで適量1ml！ 従来の7倍※長持ち。
※メーカー調べ。（市販のボトル吐出6～7mlと比較。）

スポンジを
載せて
 プッシュ！

背もたれは6段階リクライ
ニング機能付き。

折りたたんでコンパクトに！
そのまま布団干しにも。

使いたいときにサッと出せる便利なテーブル！ 天板下+引き出し収納付き。
シンプルで使いやすいワゴン。

クッション性抜群！ 汚れをしっかり落とします。

木目調
ホワイト

パソコンに

食事に

ホワイトの天板は
石目調。

折りたためば厚さ約8㎝、天板の角度は3段階調節可。

数量
限定

撥水効果があるので、
あわや大惨事…
でも全然大丈夫！

程よい厚みとクッション性で、キッチンでの
立ち仕事でも足が疲れにくい。

表面は上品な刺繍の花のメダリオン柄。

水はけが良いので、置き場所
を選びません。

10  拭ける　
北欧風キッチンマット

申込番号

45×120㎝
ドット　　     125092 45×120㎝

ベルベル　　125093
お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
45×180㎝
ドット　　     125094 45×180㎝

ベルベル　　125095
お買物ギフト券 7枚（3,500ポイント分）
45×240㎝
ドット　　     125096 45×240㎝

ベルベル　　125097
お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
PVC　厚さ0.8㎝　〈中国製〉　※商品により柄の出方が異なります。

数量
限定

ドット

ベルベル

ぷにぷにの
触感。

裏面

両面使える
リバーシブル仕様。
表面はあったか
起毛生地。

小さなものも収納しやすい。

リバーシブル天板。
表と裏でブラウン・ベージュ
の2色を楽しめる。

2  モコモコごろ寝座イス
申込番号

ダークブラウン　133478 ゴブラン　133477
お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
側地：ポリエステル　綿他　中材：スチール　ウレタンフォーム　ウレタンチッ
プ　約幅57×奥行106～160×高さ17～69.5㎝　約7㎏　耐荷重約
80㎏　14段階リクライニング　クッション付　〈中国製〉

3  EKO　ファントムセンサービン45L
申込番号 192817 お買物ギフト券 38枚（19,000ポイント分）
ステンレス　ABS樹脂　幅27×奥行46×高さ65.5㎝（フタを開けた時の高
さ約76.5㎝）　約7.3㎏　単3×6（別売）　〈中国製〉

4  食器用洗剤　　　　　　　　　　　　　
詰め替えボトル　エコポン

申込番号 192808 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
PET樹脂　ポリプロピレン　ポリエチレン　トライタン　幅6.4×奥行6.4×高さ
17.2㎝　約52g　300ml 〈日本製〉※洗剤は入っておりません。市販の食
器用洗剤をお使いください。

5  ダストボックス＆サイドテーブル　タワー
申込番号 133495 お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
ABS樹脂　幅38×奥行18.5×高さ45㎝　1.75㎏　15L　〈中国製〉

6  組立不要　折りたたみベッド
申込番号 133473 お買物ギフト券 37枚（18,500ポイント分）
本体：スチール　マット：（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　使用時：約幅90×奥行200×高さ34㎝　折りたたみ時：約幅90
×奥行28×高さ109.5㎝　マット厚約8㎝　約24.3㎏　耐荷重約90㎏  
キャスター付 〈中国製〉

7  シーズユニット収納5段
ハンガーパイプ付き

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

8  マルチテーブルⅡ
申込番号

木目調　133341 ホワイト　133342
お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）
スチール（粉体塗装）　天板：ポリプロピレン　使用時：
幅44.5×奥行45×高さ58.5・64.5・70.5㎝（3段階調
節可）　収納時：幅44.5×奥行58×高さ8㎝　天板サイ
ズ：43×43㎝　約2.6㎏　耐荷重約25㎏　〈中国製〉

数量
限定

12  マルチカバー　プードラ
申込番号

グレー　133485 パープル　133484
お買物ギフト券 16枚（8,000ポイント分）
表地：ポリエステル100％　裏地：綿100％（中綿入り）　200×
200㎝　2.6㎏　〈中国製〉

13  キッチンスタッキングバスケット４段
申込番号

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

14  サージュ　キッチンワゴン3段
申込番号 125073 お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
ポリプロピレン　幅40×奥行25.5×高さ68.5㎝　2.4㎏　耐荷重
8.5㎏（全体）　〈マレーシア製〉

15  エントランスマット
申込番号

フラワーズフレーム　314841 アーバンウッド
ウェルカム 314840

お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
PVC　幅60×奥行40×厚さ1㎝　760g　〈中国製〉

数量
限定

1  メイドイン和歌山
さりげなく開運シリーズ

申込番号

玄関用
（ワイン） 133488 トイレ用

(イエロー) 133489
お買物ギフト券 8枚（4,000ポイント分）

いい「気」をもたらす赤・黄色。
高級感のある質の高いマット。

玄関用（ワイン）

便器の奥までカバーする
耳長タイプ。

糸には抗菌・防臭加工の東レ「セベリス®」を使用しています。 トイレ用
（イエロー）

縁起の良い
 八角型。

アクリル100％　裏面滑り止め加工　［玄関用］
50×80㎝　約610g　［トイレ用］70×90㎝　
約574g　〈日本製〉

直接
触れないから
衛生的。

裏面は
絵画のような
デザイン。

（工具不要）

1615 マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。  お客様にて組立てが必要な商品です　   完成品でお届けします　   ご家庭で洗濯機を使って洗えます　   ご家庭で手洗いできます



キッチン フライパン・鍋

卵も
ツルん

！

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

11  デリシャスサイン フライパン26㎝
申込番号 125056 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅46×高さ10㎝　径26×
深さ5.9㎝　750g　〈韓国製〉

耐摩耗性と焦げつきにくさが
特徴のフライパン・鍋セット。

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

焦げつきにくい、ムラができにくい。
おいしく焼ける、最強の１本！

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

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

アルミニウム合金（外面セラミック加工・内面フッ
素樹脂加工）　［玉子焼きパン］最大幅37×高
さ8.3㎝　焼き面：13×18×深さ3.2㎝　485g　
［フライパン20㎝］最大幅40.4×高さ8.2㎝　
径20×深さ5.2㎝　548g　［フライパン26㎝］
最大幅49.3×高さ10.1㎝　径26×深さ5.6㎝　
874g　［フライパン28㎝］最大幅51.1×高さ
11.2㎝　径28×深さ5.7㎝　957g　［いため
鍋28㎝］最大幅51.2×高さ11㎝　径28×深さ
6.9㎝　921g　〈ベトナム製〉

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　［20㎝］
最大幅38×高さ8.5㎝　径20×深さ5.5㎝　
610g　［24㎝］最大幅44×高さ8.5㎝　径24
×深さ6㎝　840g　［26㎝］最大幅45.5×高さ
9.5㎝　径26×深さ6.5㎝　1.065㎏　［28㎝］
最大幅47.5×高さ10.5㎝　径28×深さ6.5㎝　
1.175㎏　〈イタリア製〉

数量
限定

シリーズ
累計販売数

万枚突破
1000

※2019年4月
　メーカー　
　調べ

耐摩耗性テスト

50万回
クリア※

※一般財団法人
　日用金属製品
　検査センター調べ

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

フタ付きソテーパン28㎝

ソテーパン24㎝

人気
商品!人気商品! 人気

商品!人気商品! 人気
商品!人気商品!キレイな

焼き上がり
ずーっと続く！

※一般財団法人
　日用金属製品
　検査センター調べ

耐摩耗性テスト

60万回
クリア※

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　約
幅23.5×高さ7.4㎝　焼き面：15.5×15.5×
深さ約7㎝　ハンドル：約幅4.5×長さ19.5㎝　
クイックタッチハンドル・ガラスふた付　〈中国製〉

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

焼き・炒め・煮込み・揚げ・茹で・無水調理が
これ1台で！

ハンドルを外してオーブン調理もでき、
食卓に並べられます。

中はふっくら、焼き目は均一に。
熱が素早く均等に広がり、温度が下がりにくい。

使えばわかるカタチの違い！ 耐摩耗テスト150万回合格の超硬質コーティング。

5  ビタクラフト  　　　　　　　
ソフィアⅡシリーズ

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

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　[フライパン
20㎝］最大幅40×高さ9.3㎝　径20×深さ4.8㎝ 
654g　［フライパン22㎝］最大幅42.1×高さ9.3㎝　
径22×深さ4.8㎝　726g　［フライパン26㎝］最大幅
46.3×高さ10㎝　径26×深さ5.8㎝　974g　［フライ
パン28㎝］最大幅48.3×高さ10㎝　径28×深さ5.8㎝　
1.08㎏　［ウォックパン20㎝］最大幅40×高さ12㎝　
径20×深さ7㎝　690g　［ウォックパン26㎝］最大幅
46.3×高さ11㎝　径26×深さ7㎝　956g　［エッグパ
ン］最大幅38×高さ7.5㎝　焼き面：14×20×深
さ3.4㎝　600g　〈中国製〉

焼きムラなしでキレイに焼ける！
ビタクラフトの技術が生きるフライパン。
抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コートで焦げつきを防止。
ステンレスとアルミの全面2層構造で抜群の熱効率を実現。
（エッグパンは3層構造）

フライパン20・22・26・28㎝

エッグパン

数量
限定

ティファール最高峰の耐久性！6層「チタン・エクセレンス」コーティング。

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

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

数量
限定

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

フライパン21・26・28㎝

ウォックパン28㎝

エッグ
ロースター

シチューパン
20㎝

人気
商品!人気商品!

ソースパン
18㎝

使いやすさをとことん追求！
革新的な機能をプラス！

ネイビー

レッド

オレンジ

ブラウン

ロングセラーの定番レミパン。 おいしく調理ができる温度がわかる！
レミさんのアイデアがギュッとつまった万
能フライパン。使いやすい便利な機能と
うれしい工夫が人気のヒミツです。

イエロー

蒸気穴を開けて、
フタをしたまま
差し水ができます。

底の傾斜はわずかなので、
普通のフライパンと同じように
使えます。

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

ワイド設計で大きな魚やステーキもおまかせ！5層「チタン・プレミア」
コーティングで高い耐久性。

※ ソースパンのみ
　4層チタン・
　エクストラコーティング。 ふたのつまみに

ターナーが置ける!

底面は余分な脂を落とす
波形構造。こんがりおい
しい焦げ目に。

ステーキ

ハンバーグ

焦げつきにくく
お手入れも簡単！

さんまも
丸ごとOK!

数量
限定

4  フレーバーストーン　　　　　　　　
ダイヤモンドディープパンセット

申込番号 お買物ギフト券

124767 17枚（8,500ポイント分）

しっかり焼けるのに、焦げつきにくい。

1  セラフォート®シリーズ／京セラ
申込番号 お買物ギフト券
玉子焼き
パン　　 125024 7枚（3,500ポイント分）
フライパン
20㎝　　 125025 7枚（3,500ポイント分）
フライパン
26㎝　　 125026 8枚（4,000ポイント分）
フライパン
28㎝　　 125027 9枚（4,500ポイント分）
炒め鍋
28㎝ 125028 9枚（4,500ポイント分）

2  フィスラー　セニットIH　　　　　
フライパンシリーズ

申込番号 お買物ギフト券

20㎝ 125035 8枚（4,000ポイント分）
24㎝ 125036 9枚（4,500ポイント分）
26㎝ 125037 10枚（5,000ポイント分）
28㎝ 125038 11枚（5,500ポイント分）

熱回りが良く、省エネ。

持ちやすい
ソフトな
ハンドル。

炒め鍋 28㎝

玉子焼き
パン

フライパン 
20・26・28㎝

深型でフチが広がってい
るので、素材が返しやす
く、炒め物やオムレツ作り
などに最適！

こびりつきにくく、
お手入れも簡単！

深型で使いやすい形状

人間工学に基づき
設計されたハンドル

フィスラー独自の3層
フッ素コーティング

熱伝導と熱保持に優れた本体

熱伝導率が非常に良いので、餃子
やパンケーキもきれいにおいしく仕
上がります。

料理がおいしく、きれいに作れる秘密
は中華鍋から着想を得た「まるい底」。
チャーハンもパラパラに!

アルミニウム板（内面圧縮フッ素樹脂加工）　
角の丸い金属ヘラ使用可　［フライパン20㎝］
最大幅38.5×高さ9.2㎝　径20×深さ4.8㎝　
470g　［フライパン26㎝］最大幅47.2×高さ
10㎝　径26×深さ4.8㎝　710g　［フライパ
ン30㎝］最大幅51.4×高さ10.5㎝　径30×深
さ5.9㎝　880g　［深型パン24㎝］最大幅
44.3×高さ13㎝　径24×深さ7㎝　685g　
［いため鍋28㎝］最大幅48.8×高さ11㎝　径
28×深さ7.5㎝　815g　［玉子焼きパン］最大
幅36.8×高さ5.5㎝　焼き面：13×18×深
さ3.2㎝　410g　〈日本製〉

8  ハイブリッドマーブルコート　
New彩

さい

シリーズ
申込番号 お買物ギフト券
フライパン
20㎝　　 125112 4枚（2,000ポイント分）
フライパン
26㎝　　 125108 5枚（2,500ポイント分）
フライパン
30㎝　　 125109 6枚（3,000ポイント分）
深型パン
24㎝　　 125111 5枚（2,500ポイント分）
いため鍋
28㎝　　 125110 6枚（3,000ポイント分）
玉子焼きパン 125113 4枚（2,000ポイント分）

鉛など体に悪い物質を含まない日本製安全品質。
厚底（二重構造）で
変形しにくく、
熱ムラも少ない。

軽くて変形に強い鍛造プレス加工。

マークでお知らせ!!

約180～200℃で
模様が浮かび
上がります。

焼き始めの
ベストなタイミングを
教えてくれる

内面は汚れがこびりつき
にくく、お手入れ簡単。

12 T-fal　取っ手のとれる　　　　　　　
グランブルー プレミアセット6

申込番号 お買物ギフト券

123951 26枚（13,000ポイント分）
アルミニウム合金（内面チタン配合フッ素樹脂加工）　［フライパン
22㎝］径22×深さ4.5㎝　420g　［フライパン26㎝］径26×深さ5.5㎝　
660g  ［ソースパン18㎝］径18×深さ9㎝　420g　2.2L　［ガラスふ
た］径18㎝  325g　［シールふた］径18㎝　75g　［専用ハンドル］全
長18.5㎝　190g　各1コ　〈フランス製〉

13  サーモス　取っ手の取れる
フライパン5点セット

申込番号 お買物ギフト券

125081 20枚（10,000ポイント分）
フライパン：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　プレート：天然木　
［深型フライパン］径24×深さ6.2㎝　約600g　［鍋］径18×深さ8.2㎝　
約500g　2.1L　［専用取っ手］全長19㎝　［鍋専用フタ］径20㎝　［プ
レート］径20×厚さ1.5㎝　各1コ　〈中国製〉

取っ手は
ワンタッチで取り付け・
取り外しOK！

 いため鍋28㎝

深型パン24㎝

玉子焼きパン

フライパン
20・26・30㎝

餃 子餃 子

パンケーキ

パンケーキ

チャーハン オムレツ

（10メニュー）
※4点セットのみに付いています。

キャセロールパン
24㎝

お得な4点セット
ガラス
ふた
24㎝

ディープパン24㎝

ソテーパン24㎝

ホワイト

数量
限定

ガス火専用

7  メイドイン富山　まるっとパン／北陸アルミ
申込番号 125014 お買物ギフト券 21枚（10,500ポイント分）
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　フタ：アルミニウム（表面ア
ルマイト加工）　約最大幅42.5×高さ16㎝　約径24×深さ8㎝　約
1.31㎏　3L　〈日本製〉

9  レミパンプラス　　　　　　　
申込番号

ホワイト　124445 ネイビー　124951 レッド　124444
お買物ギフト券 25枚（12,500ポイント分）
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・底面鉄溶射加工）　フタ：強
化ガラス　最大幅44×高さ14.5㎝　径24×深さ8㎝　1.35（本体のみ
0.75）㎏　3.3L　レシピブック（24メニュー）付
本体〈韓国製〉　フタ：〈中国製〉（検査・組立：日本）

10  Remi♪Hirano レミパン　　
申込番号

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

1年保証

便利なガラスふた付き。
※ターナーは付いておりません。

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

ウォックパン20・26㎝

キッチンツールが
くっついて、手際よく調理ができる

マグネットハンドル。

1年保証

耐摩耗性テスト

100万回
クリア※

※一般財団法人
　日用金属製品
　検査センター調べ

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



キッチン 鍋・キッチン雑貨

23.5㎝23.5㎝

11  美濃焼　軽量食器　　　　　　　　　
蓋付マグ　花紋　2色組

申込番号 112262 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
磁器　マグ：幅8×奥行10.5×高さ9.3㎝　フタ：径9×高さ1.6㎝　250g
（1コあたり）　340㎖　〈日本製〉

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。（鍋類）

職人によって薄く仕上げられた刃先が食材へ鋭く切り込みます。

ぺティナイフ

パンナイフ

小三徳

三徳

手にフィットする
形状。

職人が丹念に研ぎ上げた
ステンレス一体型の包丁。

1  村斗　フィットライン国産包丁
申込番号 お買物ギフト券
パン
ナイフ 125022 11枚（5,500ポイント分）
三徳 125023 11枚（5,500ポイント分）
小三徳 125021 10枚（5,000ポイント分）
ペティ
ナイフ 125020 9枚（4,500ポイント分）
刃：モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼　柄：18－8ステンレス　［パンナイ
フ］全長33.5㎝　刃渡り21㎝　120g　［三徳］全長30㎝　刃渡り16.5㎝　
150g　［小三徳］全長28㎝　刃渡り14.5㎝　140g　［ペティナイフ］全長
25㎝　刃渡り13㎝　100g　　〈日本製〉

煮物やスープを煮込むのにも
ちょうどいい。

目皿が付いているので蒸し料理にも。

独自のキャップが圧力を調節し、
レンジでおいしくご飯が炊ける。

IHで使用したい時は、付属の
金属プレートを底面に置くだけ！

少人数のご家庭に最適。

注ぎ口付きで、ケトルや
ミルクパンとしても
活躍する片手鍋。

軽くて持ちやすい、
コンパクトサイズの
圧力鍋。

中はふっくら、焼き目は均一に。
熱が素早く均等に広がり、
温度が下がりにくい。

フタを開けると油切りに
なるから省スペース!

用途が広がるザル付き片手鍋。

5  燕三条発いいもの小路　　　　　　　　
鉄製フタ付天ぷら鍋

申込番号 お買物ギフト券

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

4  まいにち使いの多用途　　　　　　　　
深型片手鍋18㎝（ザル・目皿付）

申込番号 125064 お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
ステンレス　強化ガラス　最大幅36.7×高さ16.3㎝　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〉

8  スタイリッシュ　　　　　　
鉄瓶

申込番号 お買物ギフト券

124909 15枚（7,500ポイント分）
鉄鋳物　つまみ：天然木　約幅19.6×奥行15.3×高さ
16.4（持ち手除く10.4）㎝　約2㎏　適正容量：約1L　持
ち手可動式（片側）　〈中国製〉　※鉄鋳物はお手入れ
をしないと、サビが発生します。商品の説明書きをよくお読
みの上、お手入れを行ってください。

9  ハーモニカ　　　　　　　
笛吹ケトル

申込番号 お買物ギフト券

125090 9枚（4,500ポイント分）
18-8ステンレス　幅22×奥行18.8×高さ17（持ち手除く
12.7）㎝　500g　適正容量：1.8L（満水2.5L）　持ち手
可動式（片側）　〈日本製〉

吹きこぼれ
にくい構造。

どの年代にも聞き取りやすい音域、500～650Hzの
音でお知らせ。

鉄瓶で沸かしたお湯は鉄分が
溶け出し、効果的に鉄分補給。

聞き取りやすいハーモニカの
音でお知らせ！

レンジで簡単、炊きたてのご飯！

数量
限定

食卓が華やぐモダンな花柄2種セット。
カレーやパスタに便利！ ボート型の軽いお皿。

カビ、雑菌に強い特殊ゴム製。

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

熱湯消毒もOK!

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

13  合成ゴム製まな板　　　　　　　　　
アサヒクッキンカット

申込番号 お買物ギフト券

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

M L

カビ、雑菌に強い特殊ゴム製。
プロの料理人も愛用! 木製に近い
刃あたりと傷つきにくさを

人気
商品!人気商品! ありそうで無かった、究極のデザイン。

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

おかずをすくいやすい
大きめサイズ。

レンゲ
スプーン

一般的な
スプーン

フルーツや野菜を切って並べて干すだけで、
手軽に自家製ドライ食品。

ドライフルーツ、干し野菜、干物
のレシピ付き。

ステンレスで
ニオイ移り
しにくい。

2段式なのでたっぷり干せます。

おかゆもOK！ すのこや蒸し器が付いて
いるので、炊く以外の調理も可能。

おひつとしても。
再加熱しても
おいしい。

6  カルーナ　両手圧力鍋3L　
／ワンダーシェフ

申込番号 お買物ギフト券

125074 15枚（7,500ポイント分）
ステンレス　最大幅32.5×高さ19㎝　径18×深さ
11.6㎝　1.6㎏　適正容量2L（満水3L）　白米約3
合炊き　レシピ（8メニュー）　〈中国製〉

7  フィスラー　セニットIH　
サーブパン28cm

申込番号 お買物ギフト券

125115 12枚（6,000ポイント分）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅
47.5×高さ10.5㎝　径28×深さ6.5㎝　1.18㎏
〈イタリア製〉

18  楽々レンジゆでたまご
申込番号 お買物ギフト券

124473 3枚（1,500ポイント分）
ポリプロピレン　アルミニウム　幅15×奥行12.7×高さ
13.3㎝　165g　〈日本製〉

2 メイドイン三重　白らせんIH土鍋
申込番号 お買物ギフト券
7号　　　　
（2～3人用） 125030 14枚（7,000ポイント分）
9号　　　　
（4～5人用） 125029 19枚（9,500ポイント分）
本体：耐熱陶器　フタ：陶器　［7号］最大幅24.5×高さ12.5㎝　径21×
深さ5.5㎝　1.7㎏　1.4L　［9号］最大幅31×高さ16㎝　径28×深さ7㎝　
2.9㎏　3.3L　ステンレス発熱体（金属プレート）付　〈日本製〉

9号7号

普段使いからおもてなしまで幅広くお使いいただけます。 ほこりなどが入りにくく衛生的。
和洋どちらにも合う
萬古焼のIH対応土鍋。

軽くて使いやすい美濃焼のお茶碗。 フタはお菓子トレイやティーバッグトレイに！

電子レンジで同時に3個の
ゆでたまご！
卵と水を入れ、電子レンジで加熱するだけ！

加熱時間は
3個の場合、約9～11分。
半熟・普通・固めの
調節ができます。

16  フライパンにのせて使う蒸しプレート
申込番号 125032 お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）
プレート：18-8ステンレス　フタ：ステンレス　径28.8×高さ11.6㎝　目皿に入る食器の高さ目安：約
7㎝　530g　径24～26㎝のフライパンに対応。　〈日本製〉　※フライパンは付いておりません。

3  マリ・クレール　　　　　　　　　　　
ハンディクックパン15㎝

申込番号 314821 お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅26.5×高さ17.3㎝　径
15×深さ11.7㎝　810g　2.5L　〈中国製〉

長く使うほどに増していく風合いを
楽しめます。

10  美濃焼　軽量食器　　　　　　　　　
ブルーフラワー飯碗　　　　　　　　
4柄組

申込番号 112261 お買物ギフト券 6枚（3,000ポイント分）
磁器　径12.6×高さ6.7㎝　170g（1コあたり）　360㎖　〈日本製〉

12  美濃焼　軽量廻り花　　　　　　　　
ボート型プレート２柄組

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

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

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

17  圧力弁でおいしく炊ける　　　　　　
電子レンジ用炊飯器

申込番号 125043 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ポリプロピレン　径21.8×高さ11.8㎝　約396g　1L　0.5～2合炊き　
炊飯時間の目安（約）：浸水30分・加熱9分・蒸らし5分（1合）　上フタ・
中フタ・圧力キャップ・すのこ・蒸し器・計量カップ・レシピ（15メニュー）付　
〈日本製〉

お手持ちのフライパンが、
蒸し器に早変わり！

蒸し野菜、中華まんやシュウマイまで！

約3合
3L

三徳

萬古焼

取っ手が
下向きで
幅をとらない

  コンパクト設計。 ザルを入れたままゆでられ
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。

フタを
回すだけの
 簡単開閉。

大きめサイズ！

こびりつきにくく、
お手入れも簡単！

フィスラー独自の3層
フッ素コーティング

両手ハンドルと深型の
使いやすい形状

握りやすくて切れがよく、サビや汚れにも
強い、丈夫で長持ちする優れものです。
継ぎ目がなく、お手入れも簡単です。

数量
限定

大きい蒸し鍋を取り出さずに手軽に

蒸し調理ができて本当に便利です！

使ってみました！

※個人の感想です。

2019   IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   電子レンジ可　   オーブン可　   食器洗い乾燥機使用可　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



差出有効期限
平成30年2月9日

8961  IHツインパン
申込番号 お買物ギフト券

125071 6枚（3,000ポイント分）
本体：アルミダイキャスト（内面フッ素樹脂加工）　
最大幅32.5×高さ3.5㎝　焼き面（片面）：9×
13.5×深さ3㎝　495g　〈韓国製〉

6  スゴ切れ　斜めおろし器　水切り付
申込番号 125085 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ポリプロピレン　ステンレス　幅11.7×奥行23×高さ6.5㎝　180g　裏面
滑り止め付　〈日本製〉

7  キッチンはさみ
申込番号 124012 お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
刃：ステンレス刃物鋼　柄：亜鉛ダイカスト　全長20.5㎝　刃渡り7㎝　
150g　〈日本製〉　※食洗機は使用できません。

8  アップルピーラー
申込番号 125042 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ポリスチレン　ポリプロピレン　ポリアセタール　PVC　ステンレス　幅24×
奥行12×高さ17㎝　350g　径7～10㎝のリンゴや梨に対応　〈中国製〉

4  簡単みじん切りビッグチョッパー
申込番号 125089 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
PS樹脂　TPR樹脂　ポリプロピレン　ABS樹脂　POM樹脂　ステンレス　
径12.5×高さ14㎝　395g　約880ml　〈中国製〉

5  ヘルシーグリル＆バット
ワイドタイプ

申込番号 125066 お買物ギフト券 3枚（1,500ポイント分）
ガルバリウム鋼板（内面フッ素樹脂加工）　アミ：鉄線（フッ素樹脂加工）　幅
16×奥行24.5×高さ2.5㎝　355g　〈日本製〉　※内面に少量の食用油を
ひいて、空だきせずにお使いください。

7  ホームベーカリー／シロカ
申込番号 お買物ギフト券

123380 31枚（15,500ポイント分）
SHB-712　約幅26×奥行36×高さ31㎝　4.15㎏　コード長
1.4m　500W　13時間タイマー　自動メニュー：29　操作音や
ブザー音のオン・オフが設定できるマナーモード搭載　ミトン・レシ
ピブック（80メニュー）付　〈中国製〉

5 ビタントニオ　ヨーグルトメーカー
申込番号 125076 お買物ギフト券 12枚（6,000ポイント分）
VYG-20　約幅13×奥行15×高さ28㎝　840g　コード長約1.4m　30W　温度
調節：25～70℃　タイマー：0.5～99時間　ガラス製容器（800ml）・牛乳パック用
カバー・スプーン付　〈中国製〉

6 プリズメイト　ホームカフェメーカー　Moco
申込番号 125019 お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
PR-SK014　幅16×奥行13×高さ23㎝　896g　コード長1.3m　410W
350ml　モード切替4種（ホット/ライトフォーム・ホット・コールド・ホットチョコレー
ト）　フォームブレンダー2種・フラットブレンダー・ラテアートプレート8種・レシピブッ
ク（50メニュー）付　〈中国製〉

2  ののじ　パクハグパスタトング
申込番号 お買物ギフト券

125044 4枚（2,000ポイント分）
ステンレス　ナイロン　幅5.3×奥行9.8×全長26.3㎝ 　
103g　〈中国製〉

1  マルチロースター／アイリスオーヤマ
申込番号 125088 お買物ギフト券 13枚（6,500ポイント分）
EMT-1101-R　幅49.6×奥行30.6×高さ19.2㎝　焼き網サイズ：
幅34.8×奥行21.5㎝　4.2㎏　コード長約1.5m　1100W　30
分タイマー　脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載　〈中国製〉

2  マルチスモークレス
グリル／イワタニ

申込番号 お買物ギフト券

124958 20枚（10,000ポイント分）

4 着脱式電気たこ焼き器
申込番号 お買物ギフト券

125052 8枚（4,000ポイント分）

お弁当や朝食作りに大活躍！

料理の下ごしらえはもちろん、
栓抜きやフタ開けにも使える!

同時に2つの調理ができる！

ザクッと切れる!

玉子1個で
玉子焼きが
できる！

これ１つで調理が変わる！
革新的トング。

揚げ物の油切りも簡単！まぜて、いためて、つまめる！

ザルを使わず
湯切り！

便利な
仕切り付き！

4層のワイヤーで
食材をホールド。

※イメージ

ヒモを引くだけ！みじん切りとかき混ぜ・
泡立ての1台2役。

グリルの掃除がラク！
便利なアミ付き！余分な脂が落ちてヘルシー。

ヒモを引く回数で、食材の細かさを
調整できます。

水を入れて
蒸し焼きも可能。

オーブン
トースターで！

グリルで！

おろし面が幅広で、傾斜付きだから
軽い力でおろせます！

上下往復でシャキシャキ食感に、円を描
くようにおろせばフワフワ食感に仕上が
ります。

鋭い刃と絶妙な角度で
ラクラク大根おろし。

軽くて使いやすい。

まな板いらずで肉や魚、野菜を
ザクッと切れる!

簡単に外して
洗えます。

ハンドルをくるくる回すだけ！
あっという間に皮むき！

底面に
吸着盤付きで
   固定できます。

フタ・受け皿・焼網を分解して丸洗い、フッ素樹脂加工でお手入れがラク。
魚やお肉、様々な料理に使えるマルチロースター。

幅35㎝のワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。

焼きナスやローストチキンにも。

煙を気にせず、室内で焼肉が楽しめる！
プレートの表面温度を210～250℃に一定化させることで、肉の脂の煙化を抑制。
さらに、炎に焼肉中の油脂が当たらない構造なので、煙の発生が抑制されます。

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

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

限定

数量
限定

数量
限定

プレート
丸洗い可

CB-MSG-1　プレート：アルミダイキャスト（表面フッ素樹脂加工）　本体：
幅30.3×奥行27.8×高さ14㎝　コンロ使用時：約1.9㎏　最大発熱量
1.0kW　連続燃焼時間（コンロ使用時）：約213分　焼肉プレート・たこ焼
きプレート付　〈日本製〉　※五徳使用時の適応鍋サイズ：底面径10～
14㎝（土鍋は6号まで）。　※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

SNT-80　プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）　幅33
×奥行25.5×高さ8㎝　たこ焼き穴：径4㎝（20穴）　平面プレー
ト：幅27×奥行18×深さ2.2㎝　1.2㎏　コード長1.4m　800W　
〈中国製〉

ホットプレート、グリル鍋の調理がこれ1台で！

プレート
丸洗い可

たこ焼きと平面プレートの2枚セット。
フッ素樹脂加工でたこ焼きをクルクルかえせます。

プレートは
着脱式で
丸洗い可。

プレート
丸洗い可

フレッシュチーズも作れる
多機能ベーカリー。

人気
商品!人気商品!

幅広い温度設定が可
能だから、様々な手作
り食品が楽しめます。

飲むヨーグルトも
作れる！

牛乳パックでそのまま
ヨーグルトが作れます。

ヨーグルト作りはもちろん、手作りの
発酵食品、低温調理まで幅広く。

1台で加熱・かくはんして
くれるので、忙しい朝でも
気軽に楽しめます。

ミルクフォームが乗ったカプチーノや
ホットチョコレートなどをご自宅で。

ヨーグルトムースやスクランブルエッグ、
ポタージュなど、来客時のおもてなしにも。

  IH 調理器（100・200V）可　   直火可　   オーブントースター可　   魚焼きグリル可　   食器洗い乾燥機使用可
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。

多彩な29メニュー

もち（2～４合）

ヨーグルト

うどん・パスタ生地

天然酵母パン

ピザ生地

フレッシュバター

そば生地

軽くて小ぶりなので
食卓でさっと使いやすい。

朝食の用意はこれ1本で！

先丸の極薄刃がしなるので、バター
を切ってパンに塗ったり、ジャムを瓶
からすくったり。

ギザ刃で、トマトやサンドウィッチも
切りやすい。

しなる

ギザ刃

5枚刃

刃物の名産地
岐阜県関市の
職人手作り。

3  朝食ナイフ
申込番号 お買物ギフト券

125051 4枚（2,000ポイント分）
刃身：ステンレス刃物鋼　柄：ABS樹脂　全長21.7㎝　
刃渡り8㎝　約28g　〈日本製〉

3 カセットフー
ビストロの達人Ⅲ
／イワタニ

申込番号 お買物ギフト券

125082  21枚（10,500ポイント分）

CB-BST-3　プレート：アルミダイキャスト（表面フッ素樹脂加工）
幅38.7×奥行31.8×高さ18.4㎝　約3.4㎏　2L　最大発熱量
2.3kW　連続燃焼時間：約107分　ガラスふた・レシピブック付　
〈日本製〉　※五徳使用時の適応サイズ：底面径10～14㎝（土鍋
は9号まで）。　※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

すき焼き

パエリア

ローストビーフ 牛すねカレー 白味噌

くるくる回すだけで、

あっという間にむけて、

子供も大喜びでした！

使ってみました！

※個人の感想です。

プレートを外せば
カセットコンロとしても!

水切り
ザル

※土鍋は付いておりません。

1～2斤

目玉焼きや
トーストにも！
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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

1 ブルーノ
マルチスティックブレンダー

2  ブルーノ　スチーム&ベイク　トースター

10  バルミューダ　ザ・レンジ

9 クイジナート
ノンフライ　オーブントースター

7  Toffy　遠赤ヒーターオーブントースター 8  Toffy　電気グリル鍋

3  ブルーノ　コンパクトホットプレート

5  レコルト　プレスサンドメーカー　プラッド

6  レコルト
エアーオーブン

申込番号

グレージュ  124807 ブラック  124808
お買物ギフト券 36枚（18,000ポイント分）

申込番号

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

申込番号

ホワイト 125016 ブラック 125017
お買物ギフト券 96枚（48,000ポイント分）

申込番号 お買物ギフト券

125069 30枚（15,000ポイント分）

申込番号

アッシュ
ホワイト314827 ペール

アクア 314826
お買物ギフト券 12枚（6,000ポイント分）

申込番号

ペール
アクア125106 アッシュ

ホワイト125107
お買物ギフト券 25枚（12,500ポイント分）

申込番号

レッド  123523 ネイビー  124460
お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）

申込番号 お買物ギフト券

124869 9枚（4,500ポイント分）

申込番号

レッド  125083 クリーム
ホワイト125084

お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）

BOE053　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）
深鍋：アルミニウム合金（内面セラミック加工）　平面プレート・
フタ使用時：幅39×奥行26×高さ15㎝　約2.8㎏　コード長
約1.8m　1200W　深鍋：約2L　温度調節：65～250℃　
プレート取替え用ハンドル2コ・シリコンマット付　〈中国製〉

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
長約1.2m　1350W　温度調節：90～250℃ 
30分タイマー　給水カップ・ベイキングトレイ・ベ
イキングトレイ用網・パンくずトレイ付　〈中国製〉

K04A　幅45×奥行41.2×高さ33㎝（ハンドル部
分含む）　庫内：幅35.3×奥行29.3×高さ16.8㎝　
約12㎏　コード長約1.4m　電子レンジ：1270W　
オーブン：1130W　18L　オーブン温度調節：100
～250℃（発酵：40℃）　タイマー：10秒～60分　
6モード（自動あたため・手動あたため・飲み物・冷凍
ご飯・解凍・オーブン）　角皿付　〈中国製〉

TOA28J　約幅29.8×奥行31.5×高さ29.2㎝　庫内：
幅25.2×奥行30×高さ12.8㎝　5.4㎏　コード長約
1.5m　1450W　温度調節：90～230℃　トースト焼き
色3段階設定　60分タイマー　調理モード6種　 トレイ・
メッシュバスケット・オーブンラック付　〈中国製〉

K-TS3　約幅31×奥行24.5×高さ22㎝　庫内：約幅24
×奥行15.5×高さ7㎝　約2.6㎏　コード長約1m　
900W　火力3段階切替（360・540・900W）　15分タ
イマー　トレイ・レシピブック（12メニュー）付　〈中国製〉

K-HP2　鍋：アルミダイキャスト（内側フッ素樹脂加工）　
約幅34×奥行29.4×高さ18.3㎝　3.3㎏　コード長約
1.8m　1200W　3.5L　温度調節：保温～240℃　ガラ
スふた・レシピブック（10メニュー）付　〈中国製〉

BOE021　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹
脂加工）　幅37.5×奥行23.5×高さ14㎝　平面プ
レート：幅30×奥行20.3×深さ2.8㎝　2.3㎏（平面プ
レート使用時）　コード長約1.7m　1200W　温度調
節：65～250℃　木べら付　〈中国製〉

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

RAO-1　幅21.2×奥行27×高さ26.6㎝　3.1㎏　
コード長約1m　1200W　適正容量：2.4L（満水
2.8L）　レシピブック（28メニュー）付　〈中国製〉

3種類の専用プレートで幅広い調理が可能です。
お手入れしやすい、毎日使えるホットプレート。

プレート
丸洗い可

数量
限定

深鍋・たこ焼きプレート・
平面プレート付き。

人気
商品!人気商品!

トーストや料理が手早くおいしく仕上がるトースター。
3つの加熱モード（スチーム・コンベクション・ノーマル）で
料理のレパートリーが広がります。

数量
限定

食パン

4枚

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

─ ブルーノ ─

─ レコルト ─

3段階の火力切替で
フライの温めや
グリルなど
様々なレシピに対応！

ブラック

グレージュ

プレート
丸洗い可

数量
限定

平面
プレート

フタ

レッド

たこ焼き
プレート

本体

高温調理ができるので、焼肉、餃子、たこ焼き
など様々な料理を作れます。

2～3人で使えるA4サイズ。 
温度調節自在で多彩な調理OK!

厚みのある具材もしっかりサンド！
「萌え断サンド」を楽しもう！

油で揚げないヘルシーな揚げ物が作れるエアーオーブン。

ネイビー

具沢山ホットサンドが約2分半で耳までカリッと焼けちゃいます。

食パンがピッタリ入る
サイズなので、耳まで
カリッと焼きあがる。

揚げ物はもちろん、ローストやグリル、ベイク…
これ1台で様々な料理を作ることができます。

レッド クリームホワイト

コンパクトサイズで狭いキッチンにも置きやすい。

はさむ具材の
アイデア次第で
アレンジも無限大。

表面こんがり、中はふんわり！

アッシュホワイト

食パン

2枚 数量
限定

数量
限定

遠赤外線ヒーター搭載で、焼きムラを抑えて、おいしく焼き上げます。

プレート
丸洗い可

アッシュホワイト

ペールアクア

ペールアクア
アッシュホワイトアッシュホワイト

チーズフォンデュや火鍋も楽しめる電気グリル鍋。

数量
限定

ホワイト

ブラック

モードを選んで、タイ
マーダイヤルを回すだ
け。ディスプレイに表示
された情報に従って簡
単に機能が選べます。

必要な機能を無駄のないデザインにまとめた
オーブンレンジ。

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

極上トースト＆調理も
できる魔法のトースター。

グリーン

グリーン

ホワイト

ホワイト数量
限定

調理ができる
便利なフタ付きの
グリルパン。

11  アラジン
グラファイトグリル
＆トースター

申込番号

グリーン 124710 ホワイト 124711
お買物ギフト券 44枚（22,000ポイント分）

12 アラジン  グラファイト　トースター
申込番号

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

人気
商品!人気商品! 遠赤グラファイト搭載。外はこんがり、

中はもちもちの絶品トーストが完成します。

高温＆短時間だから、おいしい。

数量
限定

食パン

2枚

食材を包み込む熱風調理！
余分な油を使わずに絶品揚げ物も。

食パン

4枚

 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。

チョッパーは
クラッシュ氷も
作れます！

手軽に本格調理ができる
スリム＆軽量なハンディブレンダー。
料理の下ごしらえから離乳食作りまでがこれ1台で！

泡立てもラクラク！ すりつぶしや撹拌に。

ホイッパー ブレンダー
スティック

グレージュ

ブラック

─ トフィー ─

─ クイジナート ─ ─ バルミューダ ─

内鍋・鍋・たこ焼き
プレートの3WAY。

13  ビタントニオ
縦型オーブントースター

VOT-20　約幅24.2×奥行27×高さ33㎝　庫内：（上段）約幅20
×奥行16.7×高さ7㎝　（下段）約幅20×奥行16.7×高さ6㎝
3.5㎏　コード長約1.2m　1000W　火力4段階切替（300・400・
700・1000W）　15分タイマー　トレイ付　〈中国製〉

コンパクトで機能的な
縦型2段式オーブン
トースター。

ブラウン アイボリー 数量
限定

食パン

2枚

2種類の
料理が同時に
  作れます。

申込番号

ブラウン 125118 アイボリー 125119
お買物ギフト券 15枚（7,500ポイント分）

─ ビタントニオ ─
─ アラジン ─

食パン

4枚 数量
限定

低温で行うドライフルーツづくりから、
高温調理までこれ1台で！トースト、お惣菜
の温め直しや冷凍食品の加熱もおまかせ。

深さのある（4㎝）便利なメッシュバスケット付き。
細かい食材も入れられます。

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

ペールアクア

冷凍唐揚げも
サクッと

クリスピーに！

申込番号 お買物ギフト券

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

氷OK※

つぶす

まぜる

泡立て

きざむ

砕く

4 ブルーノ　オーバル
ホットプレート

2423



キッチン キッチン家電

ヨーグルト塩麹

白米 玄米 甘酒

数量
限定

8  マイコン式　　　　　　　
オーブントースター　　　　
／Hi-Rose

申込番号 お買物ギフト券

122862 12枚（6,000ポイント分）
HR-MT120　幅35×奥行31×高さ23㎝　庫内：
幅30.6×奥行25.5×高さ9㎝　3.8㎏　コード長1m　
1200W　ピザ：25㎝まで　温度調節：70～250℃
（5℃単位）　焼き色5段階調節　30分デジタル液晶タ
イマー　手作りパンの発酵・焼きメニュー搭載　レシピ（4
メニュー）　着脱式焼き網・トレイ付　〈中国製〉

5  ショップジャパン
マジックブレットベーシック

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

3  T-fal
ブレンドフォースネオ

申込番号 お買物ギフト券

125072 19枚（9,500ポイント分）
BL4255JP　容器：AS樹脂　幅18.2×奥行17.2×高
さ37.1㎝　1.84㎏　コード長約1.4m　350W　1.25L　
スパチュラ付　〈中国製〉

12  ＩＨ炊飯ジャー／象印
申込番号 お買物ギフト券

５．５合　125104 46枚（23,000ポイント分）
１升　 　125105 50枚（25,000ポイント分）
コード長1m　15メニュー　レシピ（9メニュー）　しゃも
じ・計量カップ（白米・無洗米用）付　［5 . 5合］
NW-VB10-TA　幅25.5×奥行37.5×高さ20.5㎝　
4㎏　1105W　［1升］NW-VB18-TA　幅28×奥行
40.5×高さ24.5㎝　5㎏　1295W　〈日本製〉

内側2層構造で
触れても熱くない!

18  カセットこんろ　　　　　
達人スリムⅢ　　　　　　
／イワタニ

申込番号 お買物ギフト券

124845 9枚（4,500ポイント分）
CB-SS-50　幅33.5×奥行27.5×高さ8.4㎝　約1.3㎏　
最大発熱量3.3kW　連続燃焼時間約70分　圧力感
知安全装置付　〈日本製〉　※イワタニカセットガス（別
売）をお使いください。

17  miffy 電気ケトル0.8L
申込番号 お買物ギフト券

520254 5枚（2,500ポイント分）
DB-201  約幅22×奥行14.5×高さ17㎝  約667ℊ  コー
ド長約75㎝　900Ｗ  〈中国製〉　※保温はできません。

14 IHコンロ／アイリスオーヤマ
申込番号 お買物ギフト券

124509 16枚（8,000ポイント分）
IHK-T35-B　幅28×奥行32.6×高さ5.4㎝　対応鍋底
径：12～24㎝（加熱調理）・18～22㎝（揚げ物）　2.2㎏　
コード長1.8m　1400W　加熱・揚げ物調理6段階切替　
〈中国製〉

11 ミニライスクッカー　　　
　　デリシャス1.5合
申込番号 お買物ギフト券

124820 14枚（7,000ポイント分）
LRC-T106　幅15.5×奥行17.5×高さ19.6㎝　1.4㎏　
コード長約1.4m　250W　炊飯（0.5～1.5合）　レシ
ピブック（40メニュー）・しゃもじ・蒸し網・計量カップ付　
〈中国製〉

飲み頃温度を
長時間キープ。

ガス栓やコンセントの
ない場所でも大活躍。

必要な分だけ手早く沸かせる、
かわいい電気ケトル。

電気やガスを使わず保温・保冷。
ニオイが移りにくいガラスマホービン。

メタリックグレーエレガンスフラワー

21  ガラスマホービン　1L
　　／象印
申込番号

エレガンス
フラワー 314828 メタリック

グレー 314829
お買物ギフト券 5枚（2,500ポイント分）
AG-KD10　幅13.5×奥行18×高さ26.5㎝　700g　
保温効力：66℃以上（10時間）　保冷効力：8℃以下
（10時間）　〈日本製〉

16 T-fal  電気ケトル
セーフ・トゥ・タッチ1L

申込番号

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

15 メリタ
コーヒーメーカーノア

申込番号

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

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

野菜、肉まんやシューマイなども簡単に蒸し調理！ 
別々の2つの具材を上下で同時に調理できます。 コーヒー、紅茶、

カップラーメンなど、
それぞれに適切な
温度ですぐに出る！

粒の大きさや水分量に合わせて
火力や加熱時間を自動で
コントロール。

ブロンズ
1.5L

ダーク
ブラウン1L

保冷

保温

軽く押すだけでラクラク給湯。

20  押すだけポット
みェ～る／象印

申込番号 お買物ギフト券

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

2.2L
保冷

保温

保冷

保温

「コードレス給湯」できる
電気まほうびん。

19  蒸気レスＶＥ　　　　　　
電気まほうびん／タイガー

申込番号 お買物ギフト券

２．２L　124765 29枚（14,500ポイント分）
３L　 　124766 30枚（15,000ポイント分）
幅21.7×奥行28.2㎝　コード長1m　700W　保温
（98・90・80℃・まほうびん）　節電タイマー機能付　
［2.2L］PIS-A220T　高さ28.3㎝　2.7㎏　［3L］
PIS-A300T　高さ32.3㎝　3㎏　〈中国製〉

3L

使い場所を選ばない2
にとうりゅう

湯流。

レンジ加熱対応容器で
スープ作りにも。

らくらく電動給湯

コードレスエアー給湯

電気まほうびん。
使い場所を選ばない

人気
商品!人気商品!

数量
限定

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

一度沸かせば、約80℃以上で30分保温OK!

30時間おいしく
保温できる
「うるつや保温」。

運転音を抑えて静かに調理ができます。

ホワイト
ブラック

※イメージ

数量
限定

熱く
ない！

保温

アイスでもホットでも
淹れたての味わいが長持ち。

パワフルハイパワー
だから、1.25Lの
大容量も
あっという間！

半熟もおまかせ！簡単ゆでたまご調理。

ステンレス製真空二重構造サーバー。

ブラック ホワイト

2～
5杯

人気
商品!人気商品!

銘柄に合わせ、お米の
旨味を引き出します！

13  米屋の旨み銘柄炊きジャー
炊飯器／アイリスオーヤマ

申込番号 お買物ギフト券

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

5.5合

強火で炊き続け、うまみを
引き出す「豪熱沸とうIH」。

約2秒で
お湯が出る！

圧力調理で手間いらず、
低温調理でじっくりと。

マイコン＆5段階圧力。
煮込み料理からごはんまで、簡単本格調理！

火を使わないので安心です。
コンセントに差すだけ！

発酵や
調理もできる
ミニ炊飯器。

5.5合

人気
商品!人気商品!

蒸し料理も作れる
専用プレート付き。

数量
限定

掃除がしやすい
ガラストップ。

便利な
取っ手付き。

わずか10秒で
あっという間に下ごしらえ!

数量
限定

氷OK※

氷OK※ひくまぜるおろす

きざむ する くだく 泡立て

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

押す
だけ！

1台7役

わずか10秒で人気
商品!人気商品!

カットした
食材を入れて
押すだけ！

10  フードプロセッサー
／テスコム

申込番号 お買物ギフト券

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

料理の下ごしらえはもちろん、
自家製バターも簡単！

氷も粉砕できる日本製ミルミキサー。

泡立ておろすまぜるきざむ

バターも
作れる! 

数量
限定

ティファール独自の
6枚刃で、スピーディーに
しっかりブレンド。

スピードは
2段階調整。

氷OK※

ミルを使えば
粉茶・ふりかけなど
作れます。

7  スチームオーブンレンジ
／アイリスオーヤマ

申込番号 お買物ギフト券

124832 50枚（25,000ポイント分）
MO-F2402　幅51.3×奥行40.3×高さ33.2㎝　庫
内：幅32.8×奥行35.5×高さ20.6㎝　13.1㎏　コード
長1.5m　1450W　24L　タイマー：5秒～90分（グリ
ルは30分）　オーブン温度調節：100～250℃（発
酵：35・40℃）　自動メニュー数：20　角皿・スチーム用
カップ付　〈中国製〉

4  ゆで玉子名人＆かんたん蒸し器
申込番号 125061 お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
SE-002　幅20.5×奥行18×高さ26.2㎝　800g　コード長1.2m　370W　
30分タイマー　たまご5コ可（1段あたり）　計量カップ付　〈中国製〉

6  フラッシュウォーマー
申込番号 125031 お買物ギフト券 19枚（9,500ポイント分）
MR-01FW　幅11×奥行14.7×高さ20㎝　900g　コード長約1m　
1300W　温度5段階調節（50/70/80/90/95℃）　チャイルドロック・転倒・
空だき防止機能　キャップ2種（28・30㎜用）付　〈中国製〉　※ペットボト
ルは付いておりません。市販の500mlペットボトルをお使いください。

2 T-fal　電気圧力鍋
ラクラ・クッカー
コンパクト

申込番号 お買物ギフト券

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

1 マイコン電気圧力鍋
／コイズミ

申込番号 お買物ギフト券

125080 27枚（13,500ポイント分）
KSC4501W　約幅27.5×奥行31×高さ27.5㎝　約
3.9㎏　コード長1m　700W　入タイマー（最大19時間
30分）・保温（12時間）　自動メニュー6種　計量カップ・
おたま・しゃもじ・レシピブック（55メニュー）付　〈中国製〉

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、出し入れもスムーズ。

ボタンひとつでベストな焼き上がりに！

数量
限定

食パン

4枚

人気
商品!人気商品!

トーストマイコン
6メニュー グラタン

も ち
フライ温め

ピ ザ
パン温め

冷凍パン・
ピザにも
対応。

数量
限定

ブロッコリー

シューマイ

ゆでたまご

肉まん

数量
限定

スイッチを押す
だけで給湯！

数量
限定

4合3L
5合3L

ダイヤル操作＆ボタンを
押すだけ！

9  クラッシュミルサー／イワタニ
申込番号 お買物ギフト券

124750 18枚／／ 16枚（8,000ポイント分）
IFM-C20G　容器：強化ガラス　幅10.6×奥行13.1×
高さ27.3㎝　大容器使用時：約1.5㎏　コード長約
1.6m　210W　260ml（大容器）・75ml（小容器）　
レシピブック（35メニュー）付　〈日本製〉

Illustrations Dick Bruna 
©copyright Mercis bv,1953-2020
www.miffy.com

22 サーモス
ステンレス卓上ポット

申込番号

ダーク　　　
ブラウン 1L   125120 ブロンズ 1L125121
ダーク　　　　
ブラウン 1.5L125122 ブロンズ 1.5L125123
お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
ステンレス　ポリプロピレン　シリコーン　幅19×奥行
12.5㎝　口径約7㎝　［1L］高さ18㎝　約560g　保温
効力：66℃以上・保冷効力：11℃以下（各10時間）　
［1.5L］高さ22.5㎝　約630g　保温効力：72℃以上・保
冷効力：10℃以下（各10時間）　〈中国製〉

材料を入れて
ボタンを押すだけ
簡単調理。

高級ステンレス
トレイで清潔。

1.5合

0.8Lが
約6分で沸きます。

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



進化し続ける 進化し続ける ヤーマンヤーマンの美容家電の美容家電

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。

1  メディリフト／ヤーマン
申込番号 お買物ギフト券

141568 54枚（27,000ポイント分）
EP-14BB　シリコーン　約幅60×高さ18㎝　約
146g　DC5V　1.5時間充電で約5時間使用可　
モード3種（アップ・ストレッチ・オート）　シリコーンマス
ク：〈中国製〉　コントローラー：〈日本製〉　※入浴時
での使用はできません。

3  ミーゼ  ディープコア
／ヤーマン

申込番号 お買物ギフト券

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

4  ミーゼ  ダブルピーリング
プレミアム／ヤーマン

申込番号 お買物ギフト券

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

5  ミーゼ　クレンズリフト
／ヤーマン

申込番号 お買物ギフト券

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

7 スイングビート／ヤーマン
申込番号 お買物ギフト券

162263 42枚（21,000ポイント分）
AYS-35R　約幅47×奥行22.5×高さ19㎝　
約3.7㎏　コード長約2m　50W　単4×2（別
売）　リモコン付　〈中国製〉　※ペースメー
カーをご使用の方、心臓疾患などの持病のある
方、腰に不安がある方、骨粗しょう症の方、骨粗
しょう症の疑いのある方、妊娠中の方等ご使用
いただけない場合があります。

8 骨盤ビューティー　コアスリム
プレミアム／ヤーマン

申込番号

モカ
ブラウン 162266 グレイッシュ

レッド  162265
お買物ギフト券 21枚（10,500ポイント分）
AYS-33　側地：ポリエステル　構造素材：ウレタン　鉄　約
幅37×奥行41×高さ36㎝　約1.58㎏　耐荷重約100㎏　
適応サイズ（ヒップ周り）：約100㎝まで　〈台湾製〉　

6  ダブルヒートEMS／ヤーマン
申込番号 162108 お買物ギフト券 48枚（24,000ポイント分）
EP20W　 約幅26×奥行14.85×厚さ1.5㎝　約92g（ゲルパッドを除く）　
2時間充電で約40分使用可　自動電源オフ（10分）　モード2種　ゲルパッ
ド2コ付　〈中国製〉　※本製品は防水ではありません。　

アタッチメントを
付け替えれば
ボディもフェイスも
これ1台。 

3つのプロ級エステの
ハンドテクニックを
1つのローラーで再現。

“もみ出し”でかなえるエステ級ボディメイク。

1回1分からの新習慣、洗顔しながら
EMSで表情筋をケアする洗顔器。

ヒーター×EMS＝温感トレーニング。
2つのアプローチで理想のシルエットへ。

乗せるだけ※のエクササイズ！
誰でも気軽にブルブルケア！

座るだけでシャキッ！
骨盤周りもリセット。

気になるところにあてるだけ。 
毎分約1000回の
高速タッピング。

IPX7相当IPX7相当

防水防水

IPX7相当IPX7相当

防水防水

アタッチメントを付け
替えれば、ひじやかか
とのケアも可能。

1秒間に27000回ものハイパワーピーリング。

本格毛穴ケア美顔器がさらにパワーUP！
気になる毛穴の汚れもすっきり！

身体を温めながらウエストやヒップの
筋肉を刺激することで、
消費カロリー約124%※にUP！

エステで人気のウォーターピーリングで
全身ツルツル素肌に！

毛穴汚れをはじき飛ばす。
ダブルピーリングモード

モイストリフトモード

ボディモード

1.

2.

3.

美容成分を角質層まで浸透させる。

IPX5相当IPX5相当

防滴防滴

顔・お腹・二の腕・太もも・ふくらはぎにも。

リモコン付き。

※使用方法

ぽっこりおなか対策にも！

骨盤トレーナー Micacoさん監修！
座ると自然に背筋が伸び、ゆらゆら
揺れると骨盤周りのエクササイズに。

モカブラウン

ラウンド形状だから、自然と揺れて腹筋運動に。

背もたれで腰周
りサポート＋骨
盤周りをまっすぐ
整える。

運動効果が
1.6倍に!
※従来品比
※腹斜筋の筋刺
　激において

※イメージ

加齢による筋肉の衰えで
ボリュームダウンしがちな
お尻にも！

太ももにも！

お腹を温めることで
効率的に全身を温められる。 加齢による筋肉の衰えで効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。効率的に全身を温められる。

Before After

※千葉大学調べ。
※本品の腹部使用時、ヒーター有無による比較。

千葉大学調べ。 結果には個人差があり、
効果を保証するものではありません。
（モニター期間：2019年8月22日～9月18日）

※1

中央のボタンで簡単操作

はさめば内もも
エクササイズ。
脚組み防止にも。

グレイッシュレッド

毛穴
ケア

保湿
ケア

リフト
ケア

話題の表情筋トレーニングで
スッキリフェイスに！

・目的にあわせて選べる3モード
・左右のレベル調整可能

・約40℃のヒーターで温感ケア
・左右のレベル調整可能

つけるだけで目もと集中ケア！ 目の周りを支える「眼輪筋」
と、頭部をつないで引き上げる「側頭筋」にアプローチ。

1回10分、つけるだけ。
2つのアプローチで表情筋を
効率的に刺激！

目ヂカラ筋 TM※3を鍛えて
目もと印象アップ！

“何もしなくていい”ハンズフリーの［ながら美顔］！

※1 電波で筋肉を刺激する運動。　※2 使用時間の目安。　※3 EMS波形による感じ方

※1 電流で筋肉を刺激する運動。※2 使用時間の目安。
※3 目ヂカラ筋™：目もと印象を大きく左右する眼輪筋と　
　側頭筋の総称を指した造語。

1回
10分※2

5段階の
EMS※1

ヒーター
でリラックス

トーニング系のEMSを採用。「トントン」
という筋肉運動で、眼輪筋と側頭筋を
鍛えます。

リリース系のEMSを採用。「ギュー」と
いう筋肉運動で、眼輪筋と側頭筋を心
地よく刺激します。

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

食べ物の咀嚼やストレスによる噛み締
めなど、日常生活で酷使しがちな筋肉

「休ませる」べき筋肉 ： 咬筋

※イメージ

※イメージ※イメージ

※イメージ

※イメージ

EMS
で引き締め

※1

1回
10分※2

6段階の
EMS※1

リフトモード

ストレッチモード

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

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

トレーニングEMS リリースEMS※3

2  メディリフトアイ／ヤーマン
申込番号 お買物ギフト券

141570 60枚（30,000ポイント分）
EPE-10BB　シリコーン　約幅62×高さ23㎝　
約162g　DC5V　2.5時間で約3時間使用可　
モード2種（リフト・ストレッチ）　シリコーンマスク：
〈中国製〉　コントローラー：〈日本製〉　※入浴時
での使用はできません。

  ご家庭で洗濯機を使って洗えます

❶もみ出し

❷ひねり上げ

❸押し流す

※使用時間目安
1部位5分

内側からEMSで
筋肉を動かし、
外側からヒーターで
温めることが効果的。

数量
限定

運動が苦手な方
にもおススメ！

顔にも使える！毎分約400～800
回の振動運動。

※イメージ※イメージ

二の腕

ふくらはぎお腹

太もも

顔

6のパッドの購入、及びその他の商品に関するお問い合わせ窓口
ヤーマンカスタマーサポート 0120-776-282（平日9～17時）（携帯電話からは0570-550637）

（カバー）

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

リフトケアしながら美容液の浸透※2をサ
ポート。

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

良く泡立てた
洗顔料が
オススメ！

EMSで表情筋トレーニング！

振動ケアで毛穴すっきり！

洗顔後の浸透※2ケアも！

同時に

※イメージ

※イメージ

※イメージ

クレンズリフト

モイストリフト

※1 機器を上へ動かすこと。 ※2 角質層まで。

※1

※1

2827



健康・美容 ボディケア・健康雑貨

12 充電式集音器きこえ上手
申込番号 お買物ギフト券

162281 8枚（4,000ポイント分）
ABS樹脂　シリコーンゴム　幅3.8×奥行1×高さ4.4㎝
（本体のみ）　約6.5g　約4～5時間充電で約8～10
時間使用可(充電回数：約500回まで)　音量4段階調
節　USBケーブル・イヤーキャップ6種・掃除ブラシ付　
〈中国製〉　※使用感には個人差があります。※ペース
メーカーなど医療機器との併用はしないでください。 

表面の凹凸と振動で
筋肉に心地よく
アプローチ。
全身のセルフ
ストレッチを実現。

6 スライヴ　フット
　  マッサージャー　もみギア
申込番号 お買物ギフト券

162032 27枚／／ 22枚（11,000ポイント分）
MD-4225WH　幅48.5×奥行35.5×高さ22.5㎝　約4㎏　コード長
2m　30W　モード：自動3種・速度2段階切替（速/遅）　自動電源オフ（10
分）　医療機器認証番号226AKBZX00153A01　〈中国製〉

9 ハズキルーペ
1.6倍 クリアレンズ

申込番号    　コンパクト        　　ラージ

ルビー          162033 162034
ブラック 
グレー          162035 162036
ニュー 
パープル       162063 162064
お買物ギフト券       22枚（11,000ポイント分）
レンズ：アクリル樹脂　フレーム：特殊ポリアミド樹脂　
ブルーライト35％カット　UV99.9％カット　専用
ケース・クロス付　［コンパクト］幅14.2×フレーム長
15.8×高さ3.5㎝　22.6g　［ラージ］幅14.5×フ
レーム長16.4×高さ4.5㎝　27.5g　〈日本製〉　
※1メガネのデザインによっては重ね掛けに適さない
場合があります。

体重 体脂肪率

BMI

内臓脂肪
レベル

最小表示
100g

体重 体脂肪率 BMI内臓脂肪
レベル 筋肉量最小表示

100g

体内年齢基礎
代謝量 体水分率

自宅はもちろん、車の中やオフィスでも。

パワフルなもみ玉の回転と温熱ヒーターで、
本格的なマッサージが体感できます。

軽量・コンパクトなマッサージ器。

3つのエアーバッグで、美腰・美尻・美脚までアプローチ。
エアーのチカラで“ながら”骨盤ケア。

4つのコースが充実！ ウエストストレッチ・
ヒップエクササイズ・ヒップシェイプ＆アップ・
レッグシェイプ。

リクライニング機能で、寝ながらさらに
リラックス。

ローズ ブラウニー

リクライニング
42段階

体力に合わせて背もたれが倒れる角度、
スピード、回数を設定。

座椅子のように座るだけで
背もたれが自動で動いて
腹筋運動をサポートします。

数量
限定

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

8  SIXPADフィットネス
    パワーローラーエス／MTG
申込番号162096 お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）
SE-AA03S　約径8.5×長さ31.5㎝　約840g　10W　3時間充電で約
2～6時間使用可（モードによる）　タイマー15分　モード：4段階切替　使
用限界重量120kg　〈中国製〉　

最大
3,000回/1分
の振動機能
搭載。

数量
限定

13  アームイン血圧計／テルモ
申込番号 お買物ギフト券

162026 25枚（12,500ポイント分）
ES-P2020ZZ　幅17×奥行17.7×高さ22.9㎝　腕周
り：約18～33㎝　単3×4（お試し用）付　医療機器認
証番号228AHBZX00015　〈中国製〉

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

数量
限定

ブルーライトカット UVカット

男女
兼用

お手持ちの眼鏡や
老眼鏡の上からも
重ね掛け可能。
※1

ハズキルーペ
大きく
拡大

大きく
拡大

老眼鏡
ピントを
合わせる

老眼鏡

ルーペと老眼鏡の違いは？

通常の腹筋運動の
約2倍の効果！
（大阪産業大学にて測定）

4  スライヴ　腹筋トレーナー
申込番号 お買物ギフト券

162262 29枚（14,500ポイント分）
FD-102WR　幅33.5×奥行39×高さ30㎝　3.5㎏　
コード長1.8m　30W　角度3段階・スピード2段階・
回数3段階調整　耐荷重100㎏　〈中国製〉

ブラウン

ブラック

パープル

レッド

1 ドクターエア　3Dコンディショニング
ボール　スマート

申込番号

ブラック　 162282 パープル 162283
お買物ギフト券 21枚（10,500ポイント分）
CB-04　径9×高さ9㎝　約300g　耐荷重約100㎏　約3時間充
電で最大約95分使用可　振動3段階調節　切タイマー（10分）　ア
シストカバー・ボールスタンド付　〈中国製〉

手のひらに収まるコンパクトサイズで、
気になる部分にピンポイントで
アプローチ！

「振動＋ヒーター」機能で、
手軽にセルフケア。

申込番号

ブラック　 

お買物ギフト券 

CB-04　径9×高さ9㎝　約300g　耐荷重約100㎏　約3時間充
電で最大約95分使用可　振動3段階調節　切タイマー（10分）　ア
シストカバー・ボールスタンド付

付属のアシストカバーを使えば、手の
届かない背中や腰にも使えます。

球体形状なので、関節部にもフィット。

肩周りや腕の付け根、フェイスラインにも。
付属のアシストカバーを使えば、手の

数量
限定

電池交換不要の
充電式集音器。

目立ちにくい肌色。
耳掛けタイプで
落ちにくい。

大切な人との
会話をサポート。

AC充電
USB充電

人気
商品!人気商品!

ルビー

数量
限定

外出先でも、必要な時に
すぐに使用できます。

おしゃれなペンダント型ルーペ。

スワロフスキー・
クリスタル®を8個
使用した、高級感ある
デザインです。

10 エッシェンバッハ
ペンダントルーペ　グレッツェンエイト

申込番号 お買物ギフト券

106288 18枚（9,000ポイント分）
本体：スズ合金　光学ガラス　スワロフスキー・クリスタル®
チェーン：真鍮　チェーン：59～67.5㎝　レンズ：径2.5㎝　
約18g　倍率：3倍　〈日本製〉

数量
限定

人気
商品!人気商品!

血管音を聴いて
正確に測る、
医師と同じ測定方法。

腕を通すだけで
簡単に測定できます。

17  体組成計フィットスキャン
　　 ／タニタ
申込番号

ピンク 162106 ホワイト 162107
お買物ギフト券 9枚（4,500ポイント分）
FS-104　幅29.7×奥行21×高さ2.5㎝　約1.4㎏　
単4×4（お試し用）付　個人データ5人分　〈中国製〉

ピンク ホワイト

おしゃれなデザイン＆
シンプル機能で使いやすい。

強化ガラス仕様

初期設定必要前回値
表示

16  体組成計／タニタ
申込番号

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

軽量コンパクトな
小型体組成計。

初期設定必要

ホワイト レッド

※16～17の体組成計は、測定に際して微弱な電
流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気
機器を装着している方は使用しないでください。

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

　（携帯電話からは0570-783551）

持ち運びに便利な手首式。

15  手首式血圧計／タニタ
申込番号 お買物ギフト券

161886 8枚（4,000ポイント分）
BP-512　幅7.1×奥行3.2×高さ8.4㎝　105g　手
首周り：約12.5～21㎝　単4×2（お試し用）付　直近
2回の平均値表示　収納ケース付　医療機器認証番
号227AABZX00086000　〈中国製〉

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。

腕帯を正しく巻けているかを
画面でお知らせ。
便利な30回分メモリ機能付き。

ボタンひとつで測定を開始。

14  上腕式血圧計
　　 ／オムロン
申込番号 お買物ギフト券

161755 15枚（7,500ポイント分）
HEM-7122　幅10.3×奥行12.9×高さ8㎝　250g
腕周り：約22～32㎝　単3×4（お試し用）付　医療機
器認証番号225AABZX00102000　〈日本製〉

人気
商品!人気商品!

7 振動マシン バランスウェーブミニ
／アルインコ

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

エクササイズバンドで
上半身のトレーニング。

伸縮式ハンドル
とキャスター付
きで持ち運びし
やすい。

※振動イメージ

ふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ
込みながらマッサージ。

足裏やふくらはぎを回転して刺激。

もみとたたきの
ダブルマッサージで
疲れた脚をほぐします。

モミボード たたきローラー

数量
限定

6つのもみ玉で
「人の手」の動きに
近い動きを
実現。

コードレスなので場所を選ばず
「つかみもみ」。

腰・ふともも・ふくら
はぎにも使えます。

充・交
両用

5  スライヴ　ヒーター搭載
　  つかみもみマッサージャー
申込番号 お買物ギフト券

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

3 ポルト　エアリーシェイプ
申込番号

ローズ 162279 ブラウニー162280
お買物ギフト券 65枚（32,500ポイント分）
AIM-FN050　約幅53×奥行61～91×高さ39.5～56㎝　約8.1㎏　
コード長1.8m　25W　耐荷重約90㎏　自動電源オフ（15分）　モード4
種　強度2段階切替　〈中国製〉 ※ペースメーカーをご使用の方、心臓
疾患などの持病のある方、腰に不安がある方、骨粗しょう症の方、骨粗しょ
う症の疑いのある方、妊娠中の方等ご使用いただけない場合があります。

2 ドクターエア　3Dマッサージ
　  ピローS　コードレス
申込番号

ブラウン 162284 レッド162285
お買物ギフト券 22枚（11,000ポイント分）
MP-05　幅34×奥行11.5×高さ18㎝　約1.3㎏　約3時間充電
で最大約1時間使用可　切タイマー（15分）　医療機器認証番号
229AHBZX00030000　〈中国製〉

歪みが少なく大きく見えます！
大人気のメガネ型拡大鏡。

コンパクト
タイプ

携帯に便利
!

ラージ
タイプ

視野が広い

 お買物ギフト券

人気
商品!人気商品!

側面についたギザギザ面で爪の長さ
調節も可能。

爪の先端に当ててクルクル回すだけ！

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

粗削り面 仕上げ
削り面

BEFORE AFTER

粗削り面と仕上げ削り面を
使い分けて滑らかな仕上がりに。

ひ
っ
く
り

返
す
と

ブラックグレー

ニューパープル

3029 マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



健康・美容 スキンケア・美容家電 ファッション バッグ・財布

3 DUO 
   ザ クレンジング
　 バーム
申込番号 お買物ギフト券

141474 8枚（4,000ポイント分）
90g　無香料　無着色　パラベン無配合　スパ
チュラ付　〈日本製〉

径6㎝の大型8輪ダブルキャスターで、
凸凹な路面でも安定走行。

4 キャリーケース40L
申込番号

ブラック　106324 シルバー 106325
ピンク 　 106326
お買物ギフト券 13枚（6,500ポイント分）
ABS樹脂　幅38×奥行22×高さ55㎝　約2.7㎏　ファスナー開閉式
3段伸縮キャリーバー　ダイヤル式TSAロック　〈中国製〉 

4 電動ビューティ
シェーバー
フローレス

申込番号 お買物ギフト券

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

7 アゲツヤコーム ヘアアイロン
申込番号 お買物ギフト券

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

某ネット通販で大人気！
とかすだけでツヤツヤ
さらさらの仕上がりに！
ストレートはもちろん、
内巻き＆ボリュームＵＰも簡単に！

ワン
カールストレート

内巻き＆ボリュームＵＰも簡単に！

ワン

1 リファカラット／MTG
申込番号 お買物ギフト券

141571 52枚（26,000ポイント分）
PEC-L1706　約幅9.2×奥行6.1×長さ14.9㎝　約190g
ガイドブック・ポーチ・クリーンクロス付　本体：〈日本製〉
ポーチ・クリーンクロス：〈中国製〉　※金属アレルギー体質
の方は、ご使用をお控えください。

9 マイナスイオンドライヤー　
イオニティ／パナソニック

申込番号 お買物ギフト券

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

10 マイナスイオン
　　 ヘアドライヤー／コイズミ
申込番号 お買物ギフト券

141560 5枚（2,500ポイント分）
KHD1285　幅21×奥行8.8×高さ20.1㎝　390g
コード長1.7m　1200W　冷風モード・風量2段階切
替　大風量：1.2m/分　〈中国製〉

メイク前の新習慣。
産毛カットで肌色＆
メイクのりアップ！

数量
限定

回転刃が直接肌に触れないため、
痛みがなくキレイに剃れます。

便利なLEDライト付き！
細かい産毛も見逃さない。

※2017年2月～
　2019年6月　
※メーカー調べ

シリーズ
累計販売数

2200万本
突破

電動ビューティ

 お買物ギフト券

人気
商品!人気商品!
携帯しやすい
リップスティック型。

低刺激な
ニッケルフリー&
18金コーティング。

「ナノイー」で
しっとりまとまる髪へ。

ホワイト ゴールド調

大風量で、
パワフル乾燥。
速乾ノズルで
スピーディー乾燥。

※イメージ8  ヘアードライヤーナノケア
／パナソニック

申込番号

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

速乾ノズル付

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。

深く、つまみ流す動きは、ま
るでエステの手技のよう。

光を取り込み、微弱電流
「マイクロカレント」を発生。

防水
（IPX7）

深く、つまみ流す。フェイスから
ボディまで、艶やかに美しく！

役割の異なる7種の
コラーゲン※3配合

※2009年2月～
2018年7月末
までのReFa美
容機器累計出
荷数

コンパクトで軽量なのに
ハイパワー！

数量
限定

数量
限定

1  カナナプロジェクト コレクション
申込番号     カーキ        　　　ブラック お買物ギフト券　　　      　
A4対応
リュック　  106265  106266 19枚（9,500ポイント分）
ショルダー
バッグ　　106263  106264 13枚（6,500ポイント分）
ナイロン　ファスナー開閉式　［A4対応リュック］約幅30×マチ15×高さ41㎝　440g　
外側：ファスナーポケット3コ（内オープンポケット2コ）　オープンポケット2コ　内側：オー
プンポケット1コ　ファスナーポケット1コ　［ショルダーバッグ］約幅23×マチ7×高さ16㎝　
190g　外側：ファスナーポケット・ホック付オープンポケット各1コ　内側：オープンポケッ
ト2コ　ファスナーポケット1コ　旅のお守りチャーム付（共通）　〈中国製〉

数量
限定

7　 ベルギーゴブラン織ショルダー／京都三昌
申込番号106287 お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）
表地：綿　アクリル　サイド・底面・背面：ナイロン　約幅24（最大28）×マ
チ6×高さ24㎝　約205g　ショルダー約65～125㎝　ファスナー開閉式　
内側：オープンポケット2コ　ファスナーポケット1コ　〈日本製〉　（生地：ベル
ギー製）　※商品により柄の出方が異なります。　

数量
限定

ひとつで5役
クレンジング／洗顔／角質ケア／
マッサージケア／トリートメント

31種の美容
成分配合で
お肌しっとり。

※1 毛穴汚れを洗い流すことによるもの　
※2 2010年2月～2020年4月末時点出荷数（メーカー調べ）

1500万個
突破！

シリーズ累計
出荷実績

※2

デュオ本兄弟もおすすめ！

肌になじませたとた
ん、固形のバームが
透明のオイル状に！

ローズ精油の香り

「とろけるクレンジング」で
毛穴すっきり※1♪
メイクも汚れもしっかり
オフでW洗顔不要。

カーキ ブラック

カナナプロジェクトならではのこだわりと
充実の収納！

お出かけやお散歩に。
使いやすいシンプルなデザイン。

肩の負担が
少ない

 軽量仕様。

プチ散歩に
ピッタリの
 サイズ！

ヨーロッパ屈指の繊維産
地、ベルギーフランドル地
方で織り上げられる立体
感ある色合が特徴です。

ベルギーゴブランを使い、
京都の職人が丁寧に仕立てました。

上質な素材と縫製にこだわり、
金具をなるべく使用しないこと
により軽量化をはかりました。

軽くて柔らか！
牛革日本製ショルダー。

ショルダーは結んで長さを自由に調節。

傷も目立ちにくく、使うほどに
なじむシュリンク仕上げ。

2  シュリンクレザー
ショルダー

申込番号

イエロー　 106279 カーキ       106280
ブラック     106281
お買物ギフト券 18枚（9,000ポイント分）
牛革　約幅26×マチ11×高さ22㎝　約110g　ショルダー約130㎝　ファス
ナー開閉式　外側：オープンポケット1コ　内側：オープンポケット1コ　〈日本製〉

イエロー

カーキ

ブラック

数量
限定

3  国産姫路牛革
ドット柄軽量長財布

申込番号

メタリック
ゴールド 106261 メタリック

シルバー 106260
ブラック   106262
お買物ギフト券 20枚（10,000ポイント分）
牛革　約幅19.5×マチ2×高さ9.5㎝　約140g　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　オー
プンポケット5コ　〈日本製〉 ※商品により柄の出方が異なります。

心地よい手触りの姫路産ソフトレザーを贅沢に使いました。

上品なドットの型押しがアクセントの日本製長財布。

メタリック
シルバー

ブラック

メタリック
ゴールド

カジュアルに寄りすぎず大人が
楽しんで使える長財布。

熟練した職人が
1点1点丁寧に
仕上げています。

軽量

メタリック
ゴールド

大きく
開き使いやすい
   ラウンド型。

数量
限定

シルバーブラック ピンク

キャスターは
360°回転式
で方向転換も
スムーズ。

ピンク

機内
持込可

40L 2～3泊

快適な
走行！

持ちやすく、しっかり
深剃り。

3枚刃防水
（IPX7）

お風呂でも
優しく剃れる
防水設計。

ブラック レッド

11  メンズシェーバーラムダッシュ
　　  ／パナソニック
申込番号

ブラック 141561 レッド  141562
お買物ギフト券 25枚（12,500ポイント分）
ES-ST2S　幅6.5×奥行5×高さ15.5㎝　145g　1
時間充電で約42分使用可　海外使用可（AC100-
240V）　30°鋭角ナノエッジ内刃　リニアモーター駆動
〈日本製〉

2本のブラシでつくる、
根元ふんわり、毛先くっきり。

シルバー

スパークル
ピンク

キャッチ
クッション
ブラシ

ロール
アイロンブラシ

毛先を逃さず
セット。

熱伝導の良い
アルミ芯で
しっかりカール。

カールも、
ストレートも、
素早く
艶スタイリング。

カールストレート
パイプ径
32㎜

5 ヴィダルサスーン
マイナスイオン
2WAYアイロン

申込番号 お買物ギフト券

141579 6枚（3,000ポイント分）
VSI3250KJ　 幅3.2×奥行6.8×高さ33.5㎝　約
420g　コード長1.9m　71W　温度4段階調節（約
140/160/180/200℃）　自動電源オフ（約60分）　
〈中国製〉 　※やけどにご注意ください。

6 マイナスイオン
    カールドライヤー
     ／テスコム
申込番号

シルバー 141566 スパークル
ピンク　 141567

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

数量
限定

数量
限定

これ1つで
スキンケア完了

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

乾燥小ジワを目立たなくします。

カリスマ美容家
IKKOさんも注目！

120g

（効能評価試験済）

55g

※1 角質層まで　※２ 年齢に応じたお手入れのこと

※3 保湿成分

濃厚なうるおいを届ける※1

エイジングケア※２ジェル。

数量
限定数量

限定

持ちやすい
ソフトグリップ
ハンドル。

グレー
ブラック

角にはPCのズレ防止用のゴム付き。

衝撃から保護。 撥水加工で
水や汚れに強い。

※使用イメージ

5  ノートPCケース15.6インチ
申込番号

グレー　 314858 ブラック 314859
お買物ギフト券 4枚（2,000ポイント分）
ポリエステル　幅39.5×マチ3×高さ22㎝　持ち手上がり：約12㎝　365g　
ファスナー開閉式　前面：ファスナーポケット3コ　オープンポケット1コ　背
面：マジックテープ式ポケット1コ　〈中国製〉  

キャリーケースに
掛けられます。

数量
限定

数量
限定

ブリーフバッグ、リュックサック、
ショルダーバッグと、用途に合わ
せて持ち方を選べます。

機能性とデザイン性を
兼ね備えた3WAY
ビジネスリュック。

充実したポケット
で持ち物が整理
しやすい。

6  3WAY　
    ビジネスリュック
申込番号 お買物ギフト券

314860 11枚（5,500ポイント分）
ナイロン（ポリウレタンレザー）　幅41×マチ9×高さ31㎝　
約860g　ファスナー開閉式　前面：ファスナーポケット2
コ（内ポケット：ペン差し3コ・オープンポケット1コ・フラップ
付きポケット1コ）　内側：ファスナーポケット1コ　マジック
テープ付ポケット2コ　PCフォルダ1コ　〈中国製〉 

今だけ特別！
　　　　　　　 には
スーパーモイストII
120ｇサイズ

ミニサイズ（20ｇ）付き！ 20g
カーキ

ショルダーバッグ

A4対応リュック

ブラック

立体的な花柄が美しい、高級ゴブラン。

2  スーパーオールインワン
美容ジェルクリーム
／キューサイ

申込番号 お買物ギフト券
コラリッチEX
スーパーモイストⅡ 55g 141447 12枚（6,000ポイント分）
コラリッチEX
スーパーモイストⅡ 120g 141580 23枚（11,500ポイント分）
無香料　無着色　無鉱物油　パラベン無添加　スパチュラ
付　〈日本製〉　※55gには〈ミニサイズ〉は付いておりまません。

3231 マークの商品は（他のお申込み商品と）別便でお届けします。　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。



キッズ＆ゲーム 任天堂ゲーム・アンパンマン

4　 Minecraft
／日本マイクロソフト

申込番号 お買物ギフト券

173044 9枚（4,500ポイント分）
〈日本製〉

7　 スーパーマリオ
メーカー2 ／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173094 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

10　 ヨッシークラフト
ワールド／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173083 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

13　 ルイージマンション３
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173100 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

16　 星のカービィ　
スターアライズ
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173008 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

5　 スプラトゥーン２
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173005 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

8　 New
スーパーマリオブラザーズU 
デラックス／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173072 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

11　 ポケットモンスター 
ソード／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173101 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

14　 世界のアソビ大全51　
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173171 10枚（5,000ポイント分）
〈日本製〉

17　 大乱闘スマッシュ
ブラザーズSPECIAL
 ／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173041 17枚（8,500ポイント分）
〈日本製〉

6　 あつまれ　
どうぶつの森／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173137 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

9　 スーパーマリオ
パーティ／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173040 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

12　 ポケットモンスター 
シールド／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173102 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

15　 ポケモン不思議の  
ダンジョン救助隊ＤＸ
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173136 14枚（7,000ポイント分）
〈日本製〉

18　 リングフィット　
アドベンチャー
／任天堂

申込番号 お買物ギフト券

173108 19枚（9,500ポイント分）
〈日本製〉　※人気商品のためお届けまでにお時間をい
ただく場合があります。

© 2019 Nintendo
© 2019 Nintendo

© 2019 Tohoku University/Nintendo

ネオンブルー／ネオンレッド

1　 Nintendo Switch 
／任天堂

申込番号 
Joy-Con(L) ネオンブルー
/(R) ネオンレッド  173103 Joy-Con(L)/(R) グレー 173104
お買物ギフト券 76枚（38,000ポイント分）
Joy-Con取り付け時：約幅23.9×奥行13.9×高さ10.2㎝　Joy-Con(L) ・Joy-Con(R) ・
ACアダプタ・ドック・グリップ・ストラップ （ブラック）2コ・HDMIケーブル付　〈中国製〉　
※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。

19　 アンパンマン　
たこやきノリノリ♪
パーティーしちゃお！
おしゃべりホットプレート

申込番号 お買物ギフト券

173116 11枚（5,500ポイント分）
ABS樹脂他　幅26×奥行16.8×高さ5.2㎝　単3×4

（別売）　たこやき5コ・おこのみやき・やきそば3本・ホッ
トケーキ・ソース・マヨネーズ・トング・ヘラ・フォーク・ツー
ルスタンド・お皿・舟皿・平面プレート付　〈中国製〉
 製造元：株式会社ジョイパレット

23　 うちの子天才　
アンパンマン しずかでかるくて
やわらか安全つみき

申込番号 お買物ギフト券

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

27　 アンパンマン　
3WAY補助便座　
おしゃべり・メロディ付き

申込番号 お買物ギフト券

173159 7枚（3,500ポイント分）
ABS樹脂他　幅25×奥行34×高さ25.5㎝　単4×2

（別売）　トイレトレーニングガイド付　〈中国製〉
 製造元：株式会社アガツマ

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

申込番号 お買物ギフト券

173167 11枚（5,500ポイント分）
ABS樹脂他　すいはんき：幅13.2×奥行17.4×高さ
11.8㎝　単3×4（別売）　各種小物付き。　詳しくは

（株）ジョイパレットHPをご覧ください。　〈中国製〉
 製造元：株式会社ジョイパレット

24　 にほんご えいご 二語文も！
アンパンマン
おしゃべりいっぱい！
ことばずかん Super ＤＸ

申込番号 お買物ギフト券

172960 21枚（10,500ポイント分）
ＡＢＳ樹脂他　紙　幅26×奥行4.5×高さ29㎝　単4×2

（別売）　Super DX専用ペン型リーダー・おしゃべりポス
ター付　日本語1400語・英単語800語・二語文350
文・おしゃべりの数は2200種類以上！　〈中国製〉
 製造元：株式会社セガトイズ

28　 アンパンマン　
ゴー！ゴー！バギー

申込番号 お買物ギフト券

173133 8枚（4,000ポイント分）
ABS樹脂　ポリプロピレン　幅24×奥行48×高さ
36.5㎝　耐荷重約25㎏　〈中国製〉
 製造元：株式会社アガツマ

21　 アンパンマン
おおきなよくばりボックス

申込番号 お買物ギフト券

173168 15枚（7,500ポイント分）
ABS樹脂　POM他　幅35×奥行33×高さ31㎝　
単3×3（別売）　スマホ型パーツ・ケチャップリン・ビーズ
コースター各1コ　パズル3コ付　〈中国製〉
 製造元：株式会社アガツマ

25　 アンパンマン　2WAY で学べる！
あいうえお教室

申込番号 お買物ギフト券

173111 11枚（5,500ポイント分）
ABS樹脂他　幅40×奥行3.5×高さ28㎝　単3×2

（別売）　専用ペン付　〈中国製〉 製造元：株式会社アガツマ

29　 アンパンマンよくばりビジーカー
押し棒＋ガード付き

申込番号 お買物ギフト券

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

22　 ねぇアンパンマン！
はじめてのおしゃべりDX

申込番号 お買物ギフト券

173169 18枚（9,000ポイント分）
ポリエステル　ABS樹脂他　約幅29.5×奥行18.5
×高さ41.5㎝　約635g　単4×3（別売）　〈中国製〉
 製造元：株式会社アガツマ

26　 アンパンマン
遊んで体幹トレーニング！
ポップンボール

申込番号 お買物ギフト券

172398 6枚（3,000ポイント分）
PVC樹脂　幅40×奥行40×高さ51㎝　フットポンプ付　

〈中国製〉　　　　　　　　　 製造元：株式会社ジョイパレット

30　 アンパンマン
三輪車オールインワンUP Ⅱ

申込番号 お買物ギフト券

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

〈台湾製〉 製造元：エム・アンド・エム株式会社

2　 Nintendo Switch Lite／任天堂
申込番号 　

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

〈中国製〉　※人気商品のためお届けまでにお時間をいただく場合があります。

グレー

イエロー ターコイズ

数量
限定

数量
限定

人気
商品!人気商品!

グレー

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

申込番号 お買物ギフト券

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

数量
限定

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

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

© やなせたかし/フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

©2017 Nintendo ©2020 Nintendo

©2012-2018 Nintendo©2019 Nintendo

©2019 Nintendo

© 2019 Nintendo ©2020 Nintendo ©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©1993-2020 Spike Chunsoft. 
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©2018 Nintendo
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©2018 HAL Laboratory, Inc./Nintendo

数量
限定

数量
限定

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

© 2019 Nintendo

数量
限定

柔らかい・軽い・踏んでも
痛くない、静かに遊べる
安全つみき。

大人気のことばずかんが
パワーアップ！

おしゃれなホットプレートで
ホームパーティーごっこ♪

蒸気がシューッ！と出る
迫力満点のすいはんき！

1.5才～ 3才～

3才～ 3才～

★

40コあるから
たくさん
あそべるね♪

★

ひらがなの
「発音・読み方・書き方」の
お勉強がたくさんできる！

4輪だから安心。
コンパクトで小回り抜群。

やるきを引き出す、
おしゃべり＆サウンド付き！

2つのモードと10の
コンテンツで遊んで学べる。

1.5才～

1.5才～1.5才～

1.5才～

表

裏
★

アンパンマンの顔が
バランスボールに。 3才～

成長に合わせて
長く遊べる！

（一部）

10か月～
5才

折りたたみ式だから、
収納も持ち運びも
ラクラク!

1.5～
4才頃

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

人気
商品!人気商品!

数量

人気
商品!人気商品!

7つの面に発育を促す遊
びが26種類！パタパタ絵
本部分は英語も学べます。

8か月～
はなしかけたり、タッチをすると
おしゃべりするよ。

マイクを
つかった
おしゃべりも
できるよ。

★

おうちで
おそとで

座る練習・またいで座る・
取っ手につかまり座りの3WAY。

★
★

★

数量
限定

3433

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

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



キッズ＆ゲーム スポーツトイ・知育玩具

1　 ラングス　バランスバイク　
アルミボディ　マット

申込番号 

レッド　173160 ブルー　173161
お買物ギフト券 16枚（8,000ポイント分）
アルミニウム　スチール　TPE　EVA樹脂　約幅85×
奥行40×高さ60㎝　ハンドル高調整範囲：約52～
56㎝　シート高調整範囲：約30～36㎝　約2㎏　耐荷
重約20㎏　組立工具付　〈中国製〉　※ヘルメット・
プロテクターは付いておりません。

2　 R5 ラングススクーター
申込番号 

レッド　173050 ブルー　173051
お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分）
アルミニウム　スチール他　使用時：約幅33×奥行68×
高さ82㎝　ハンドル高調整範囲3段階：72・77・82㎝　
約2.3㎏　耐荷重約100㎏　ストラップ付　〈中国製〉

5　 ドラえもん　
カメラでひらめきパッド

申込番号 お買物ギフト券

173162 31枚（15,500ポイント分）
ABS樹脂他　本体：幅20.5×奥行2×高さ15㎝　単3×
4（別売）　タッチペン付　〈中国製〉

9　 くもんの世界地図パズル
／くもん出版

申込番号 お買物ギフト券

173148 10枚（5,000ポイント分）
ABS樹脂他　幅32.9×奥行30×高さ3.2ｃｍ　解説
書&世界の国旗チェックブック付　〈日本・中国製〉

6　 元祖ドンジャラドラえもん
申込番号 お買物ギフト券

173144 11枚（5,500ポイント分）
ABS樹脂他　盤面：幅40×奥行40×高さ3㎝　〈中国製〉

10　 NEW くみくみスロープ
たっぷり100 ／くもん出版

申込番号 お買物ギフト券

173163 19枚（9,500ポイント分）
ABS樹脂他　パーツ31種100コ　カラーボール12コ　
蓄光ボール12コ　作例集1部付　〈中国製〉

3　 ホップフィット　ミニオンズ
／エム・アンド・エム

申込番号 お買物ギフト券

173114 19枚（9,500ポイント分）
スチール　PVC他　径92.5×高さ22㎝　耐荷重70㎏　

〈中国製〉

7　 RC マリオカート　マリオ
申込番号 お買物ギフト券

173151 12枚（6,000ポイント分）
PVC　ABS樹脂　ポリプロピレン　約幅17.3×奥行
21.3×高さ14.1㎝　単3×8（別売）　〈中国製〉

11　 折りたたみパイプイス　
モンポケ（ピカチュウ）

申込番号 お買物ギフト券

173149 6枚（3,000ポイント分）
鉄　PVC他　使用時：幅35.5×奥行36×高さ38㎝　
耐荷重約16㎏　〈中国製〉

4　 ラジオ体操ブーブー　R1
申込番号 お買物ギフト券

162291 4枚（2,000ポイント分）
OX-3192　幅7×奥行5.5×高さ8.5㎝　65g　単4×2

（別売）　R1収録曲：ラジオ体操第1ⒸJAPAN POST　
INSURANCE　〈中国製〉

8　 おりこうＫＵＭＡ-ＴＡＮ
申込番号 お買物ギフト券

312007 14枚（7,000ポイント分）
ABS樹脂　幅11×奥行8.5×高さ15㎝　155g　単3×3

（別売）　メッセージも録音可　〈中国製〉

12　 プレミアム
ベビーチェア／カトージ

申込番号 お買物ギフト券

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

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。

プログラミング・カメラ・
STEAM学習など、
問題が2000以上！
たっぷり学べます。

誕生から40周年の
ドンジャラ！
みんなで楽しめます。

遊びながら楽しく
世界地図を学べます。

可愛いポケモンの
デザインが入った
パイプ椅子。

たっぷりの100パーツで、
大きなコースを作る創造力・
考える力を養います。

360度スピンや反重力
モード、ウィリー走行など、
さまざまなギミックが
楽しめます。

いつでもどこでも、
ラジオ体操！

自転車に乗れるまでの
トレーニングに！ 持ち運び
ラクラク、2㎏の軽量ボディ。

折りたためるので、収納場所をとりません。

継続をサポートする
ブタちゃんのおしゃべりを全9語収録。

3才～

3才～

3才～5才～

6才～

2才位～

昔話や童謡など全450種類を
聴かせてくれる♪

3才～昔話・童話
300話
童謡・わらべ歌
100曲
英語の歌
50曲

大人になるまで
長くつかえる。 7か月

頃～
股ベルト テーブル

フロントガード

（一部）

ブルー

レッド

子供から大人まで楽しめる！
メタリックでかっこいい
スクーター。

6才～

6才～

レッド

ブルー

ストラップ付きで
持ち運びしやすい。

※1～2 商品のお問い合わせは…ラングスジャパン 
support@rangsjapan.co.jp

鼻を押すと、
ナレーション付きの
「ラジオ体操」が
流れます。

ラジオ体操
始まるよ!

ブヒー!
健康って素晴らしい!

数量
限定

数量
限定

©2018 Nintendo ©2018 
MANUFACTURED BY 
JAKKS PACIFIC, INC., 
2951 28TH STREET, 
SANTA MONICA, CA 
90405 U.S.A.

7か月
～3才

折りたためるので収納しやすい。

数量
限定

人気
商品!人気商品!

©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・ADK

国名確認地図・
世界遺産すごろく

世界の気候区分・
世界のことば

©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・ADK

©2020 Pokémon. 
©1995-2020 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

数量
限定

3635   お客様にて組立てが必要な商品です 　
数量
限定   限定数を超えた場合は受付を終了させていただきます。
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TVで
話題！ あの人気商品をポイントで交換！あの人気商品あの人気商品あの人気商品あの人気商品あの人気商品あの人気商品あの人気商品あの人気商品をあの人気商品をポイントをポイントポイントポイントポイントでポイントで交換でで交換交換交換交換交換交換！あの人気商品をポイントで交換！

 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

R143/2009

郵送でカタログ商品の
お申込みができます。

●切手は不要です。 
●「お買物ギフト券」と「郵送専用申込書」を
同封してください。

詳しくは3ページをご覧ください。
※封筒の裏

面にも「ご
住所」、「お

名前」のご
記入をお願

いします。

ご住所

お名前

差出有効期限

2022年1月31
日

5146
北
海
道
札
幌
市
豊
平
区

平
岸
3
条
5
丁
目
4-

22

平
岸
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
201
号

アークスグループ 検 索

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

896

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

ポイントをためている、おもなご利用店舗を記入してください。

交換に必要な枚数の「お買物ギフト券」と、下の

「郵送専用申込書」をお手持ちの封筒に入れ、

左の「ポイント交換カタログ事務局行き」宛名を

貼って投函してください。

A
B

A

B ポイントをためている

おもなご利用店舗

RARAカードNo.とご利用店舗もご記入をお願いいたします。お申込日

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日
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宛名を切り取り、お手持ちの

封筒に貼ってください。

郵送途中にはがれないよう、しっかりと

テープ等で貼ってください。封もしっかり

閉じて投函してください。

（例）

※封筒の裏面にも「ご住所」、「お名前」のご記入をお願いします。

ご住所

お名前

差出有効期限2022年1月31日
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3　 Gゼロクッション
申込番号 お買物ギフト券

162258 11枚（5,500ポイント分）

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

切れ味が悪くなった包丁も数秒で蘇る！ 1台8役！TVで人気のあの電気圧力鍋が登場！
電源不要！ 包丁を開口部に通し、数回引き抜くだけ。 圧力調理はもちろん、炊飯、無水調理、蒸す、

スロー調理、温め直し、煮込み、炒めまでOK。

1　 卓上型包丁シャープナー
バイエルンエッジ

申込番号 お買物ギフト券

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

使い方は材料を全部入れてフタを閉め、
ボタンを押すだけ！ ほったらかしの自動調理。

5合
3.2L

2　 ショップジャパン　
クッキングプロ

申込番号 お買物ギフト券

125063 31枚（15,500ポイント分）
CKP-WS01　幅28.5×奥行27.3×高さ29.5㎝　約3.6㎏　
コード長1.2m　700W　入タイマー（最大12時間）・保温（最
大３時間）　レシピブック（100メニュー）付　〈中国製〉

数量
限定

4　 パーフェクトワン
薬用ホワイトニングジェル

申込番号 141397 お買物ギフト券 10枚（5,000ポイント分）
75g　無香料　無着色　スパチュラ付　〈日本製〉

※1 メラニンの生成を抑え（乾燥に
よる小ジワを目立たなくする）、シミ・
ソバカスを防ぐこと。

人気
商品!人気商品!医薬部外品

美白
※1タイプ

※パーフェクトワン オールインワンジ
ェルシリーズとして：富士経済「化粧
品マーケティング要覧2020」（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2019
年実績）

オールインワンスキンケア
国内売上

化粧水 ／ 乳液 ／ 美容液
クリーム ／ パック
化粧下地

1品6役

シミ対策※１

潤い有効成分：アルブチン、トラネキサム酸

（カバー）

通気性抜群！

高反発
でもない

低反発
でもない

特殊な素材と構造がまるで宙に
浮いているような座り心地を実現！

洗顔後はこれ1つ！
1つで6役のパーフェクトジェル。体圧が

分散するので
腰への負担を
軽減。

丈夫で
耐久性の高い
2つのスプリング
シャープナー。

角煮も
トロトロ！

デスクワークや
車の運転に。 取り外し

可能な
カバー付き。


