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■ マークの説明
直送商品。表示価格に送料が含まれます。
※酒税法に規定する酒類、自転車以外は軽減税率8%になります。

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。
※送料には消費税10%がかかります。

■ 注意事項
※カタログ有効期限 2021年4月1日〜 2022 年3月31日
※商品は製造メーカーの都合により、予告なしに後継・類似機種へ変更、
または販売完了とな
る場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お酒の販売は、
酒類免許が必要となります。未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
※商品サイズは概数になります。

01

バルミューダ

9779

8133

BALMUDA The Toaster
9779
9780

23,500
［税抜］¥ 23,500
［税抜］¥

97 ブラック
97 ホワイト

BALMUDA The Pot
8133 97 ブラック
8134 97 ホワイト

［税抜］¥
［税抜］¥

11,000
11,000

感動の香りと食感を実現するトースター。スチームテ
クノロジーと温度制御により、窯から出したばかりの
焼きたての味を再現。約32×36×21cm、1300W

小さくて美しい電気ケトル。コンパクトなので、キッチ
ンでのスペースも最小に。
0.6ℓ、約27×14×19cm、1200W

8545

8547

BALMUDA The Gohan
8545
8546

41,500
［税抜］¥ 41,500
［税抜］¥

97 ブラック
97 ホワイト

エネルギーの使い方から見直した、まったく新しい蒸
気炊飯器。3合炊き。
約28×25 ×19cm、670W

BALMUDA The Range
［税抜］¥ 43,500
8547 97 ブラック
［税抜］¥ 43,500
8548 97 ホワイト
必要な機能だけをまとめた美しく楽しいオーブンレン
ジ。約45 ×41×33cm、
1270W

9344

9781

BALMUDA The Pure
9343
9344

97 ホワイト

［税抜］¥

97 ダークグレー

［税抜］¥

52,000
52,000

独自の構造で天井まで届く大風量を実現。部屋中の
空気を循環させながら、0.3μmの微粒子を99.97％
キャッチするTrueHEPAフィルターに通過させます。
約26 × 26 ×70cm

02 バルミューダ

BALMUDA The Cleaner
9781
9782

97 ブラック

［税抜］¥

97 ホワイト

［税抜］¥

54,000
54,000

独自のホバーテクノロジーにより、まるで浮いているかのよう
な操作性。パワフルなサイクロン方式、付属アタッチメントで
ハンディタイプに。リチウムイオンバッテリー。運転：標準モー
ド約30分 /強モード約10分、充電：4時間。約30×17×124cm

ダイキン

遠赤外線暖房機セラムヒート CER11XS
［税抜］¥ 55,000
9862 82 マットホワイト

ストリーマ空気清浄機 ACM55X
［税抜］¥ 58,000
9863 82 ホワイト

遠赤外線は直進性が高く、熱の浸透性が強力。遠赤
外線がからだにあたると熱量のほとんどが吸収され、
さらにからだの構成分子を振るわせて発熱を促し、
からだの芯からあたためます。約34×34×66cm

飛び出すアクティブプラズマイオン＋吸い込んで分解
するストリーマのダブル方式。高さを抑えたコンパク
トタイプ。適用床面積：25畳、8畳を清浄する目安は
11分。約27×27×50cm

9864

9867

ストリーマ空気清浄機 ACK55X
［税抜］¥ 73,000
9864 82 ホワイト
9865 82 ディープブラウン ［税抜］¥ 73,000

ストリーマ空気清浄機 ACK70X
［税抜］¥ 92,000
9866 74 ホワイト
［税抜］¥ 92,000
9867 74 ビターブラウン

加湿機能付き。飛び出すアクティブプラズマイオン＋吸
い込んで分解するストリーマのダブル方式。寝室や子ど
も部屋にぴったりのスリムタワータイプ。適用床面積：
25畳、8畳を清浄する目安は11分。約27×27×70cm

加湿機能付き。飛び出すアクティブプラズマイオン
＋吸い込んで分解するストリーマのダブル方式。リビ
ングにおすすめのハイグレードタイプ。適用床面積：
31畳、8畳を清浄する目安は9分。約29×40×60cm

ストリーマ空気清浄機 ACZ70X
9868 82 ビターブラウン ［税抜］¥187,000

ストリーマ空気清浄機 ACEF12X
［税抜］¥ 300,000
9869 71 ホワイト

除湿・加湿もできるダイキンの最高級モデル。飛び出
すアクティブプラズマイオン＋吸い込んで分解するス
トリーマのダブル方式。除湿・加湿のタンク窓を光ら
せることで水量がより見やすく、給水、排水のタイミン
グを視覚的にお知らせ。約36 × 42×69cm

集塵も脱臭もすべておまかせ。人が集まる広い空間
に威力を発揮する業務用空気清浄機。前面パネルに
は、衝撃に強い頑丈な樹脂を採用。適用床面積：最
大88m2 。約39×43×101cm

ダイキン 03

ティファール

ウォッシャブル 0.8L
9367

87

［税抜］¥

12,500

スチームシュシュ
9366

87 プレミアムシルバー ［税抜］¥15,000

ティファール初の丸洗いできるケトル。毎日使うケトル
も清潔に保ちたいもの。IPX５に準拠したティファール
独自の特許取得済防水構造だから、水道水でも洗剤で
も丸洗いできるケトル。本体のみ約22×16×21cm

ドレープやギャザーなどの繊細な洋服は、お出かけ前に
さっとスチームで。シャツの裾やボタン周りの細かいとこ
ろにはアイロンで。便利な２WAYタイプでしっかりシワを
のばせます。タンク容量：70㎖。約8 ×17×14cm、950W

アクセススチーム プラス

クリプソミニット イージー 6L
［税抜］¥ 26,500
8648 76 ルビーレッド

8922

91

［税抜］¥

15,000

わずか約40秒で立ち上がり、ターボモードや、デリケートモー
ドの強力スチームでキレイにシワを伸ばします。連続使用時間
約18分で大量の衣類も一度にケア。衣類の除菌、脱臭、花粉や
アレル物質対策も。タンク容量：185㎖。約13×14×28cm

片手でカンタンに開閉できる使いやすい圧力鍋です。
圧力なべは普通のなべに比べて調理時間を最大約
1/3 まで短縮します。蒸し料理に便利な中かご付き。
約37×25×22ｃｍ

クックフォーミー ブラック 3L
［税抜］¥ 57,000
9786 77

クックフォーミー エクスプレス
［税抜］¥60,000
9787 77

キッチンに置きやすく、収納しやすい３Lサイズが登
場。レシピを選び、食材を入れてボタンを押せば、あ
とはおまかせ自動調理。約32×31×27cm

前菜、
メインディッシュからデザートまで、内蔵レシピ
は210種類。レシピ選びから調理の手順まで、液晶画
面でナビゲート。ボタンひとつの簡単操作で、どなた
でも美味しく料理が仕上がります。約38×35×33cm

04 ティファール

デロンギ

アイコナヴィンテージ
電気ケトル
8169

79 グリーン

［税抜］¥

12,000

アイコナ ヴィンテージ
ポップアップトースター
9412

78 グリーン

［税抜］¥

18,000

アイコナ・ヴィンテージ コレクションの電気ケトル。
ステンレスボディで高級感と清潔感を実現。使いや
すく場所をとらないコンパクトサイズながら、パワフ
ルな1.0ℓサイズ。約21×17×24cm

アイコナ・ヴィンテージ コレクションのポップアップトー
スター。解凍・温め直し・キャンセル・ベーグル（片面焼き）
機能や、無段階の焼き目調整設定でおいしいトーストを
お好みに合わせて焼く事ができます。約20×33×21cm

アクティブ
エスプレッソ・カプチーノメーカー
［税抜］¥ 24,880
8982 96 ブラック

コンビコーヒーメーカー

カプチーノやカフェラテなどを手軽にお楽しみいただ
けます。業務用と同様のポンプ式で、抽出時気圧はエ
スプレッソに最適な９気圧を実現。コーヒーパウダーだ
けでなく、44mmカフェポッド対応。約21×27×31cm

本格的なエスプレッソとドリップコーヒーを同時に作
ることができ、カプチーノやカフェラテ作りのための
ミルクのあたため・泡立て作業もこなせる１台３役の
マシン。約37×30×32cm

アイコナ コレクション
エスプレッソ・カプチーノメーカー
［税抜］¥ 36,000
9789 80 ブラック

デディカ
エスプレッソ・カプチーノメーカー
［税抜］¥ 47,800
8657 80 メタルシルバー

情熱とエレガンスが共存する、1950年代のイタリア
をイメージしたブレックファーストコレクションのエ
スプレッソメーカー。約27×29×33cm

スタイリッシュでデザイン性の高いポンプ式エスプ
レッソマシン。カプチーノやカフェラテなどの本格カ
フェメニューも手軽にご自宅でお楽しみいただけま
す。最大使用水量：1.0ℓ。約15×33×31cm、1300W

9788

80 ブラック

［税抜］¥

36,000

デロンギ 05

ストウブ

9479

9474

ラ・ココット de GOHAN M 16cm
［税抜］¥19,000
9479 91 ブラック
［税抜］¥19,000
9480 91 グレー

ピコ・ココット ラウンド 18cm
［税抜］¥ 23,000
9473 91 ブラック
［税抜］¥ 23,000
9474 91 チェリー

高い蓄熱性を誇る羽釜型の鋳物ホーロー鍋。熱をむ
らなく全体に回し、お米を一気に炊きあげます。IH不
可。約21×16×16cm、1.74ℓ

アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約24×18×14cm、
1.7ℓ

9476

9482

ピコ・ココット ラウンド 20cm
［税抜］¥ 26,000
9475 91 ブラック
［税抜］¥ 26,000
9476 91 チェリー

ピコ・ココット オーバル 23cm
［税抜］¥ 26,000
9481 91 ブラック
［税抜］¥ 26,000
9482 91 グレー

アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約27×20×15cm、
2.2ℓ

アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。
IH対応。約30×23×14cm、
2.35ℓ

9477

9484

ピコ・ココット ラウンド 22cm
［税抜］¥ 30,000
9477 91 ブラック
［税抜］¥ 30,000
9478 91 チェリー

ピコ・ココット オーバル 27cm
［税抜］¥ 33,000
9483 91 ブラック
［税抜］¥ 33,000
9484 91 チェリー

アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。IH対応。約29×22×15cm、2.6ℓ

アロマ・レインにより、食材本来の美味しさを逃しませ
ん。お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。熱伝
導性も優れています。
IH対応。約34×27×15cm、3.2ℓ

※出荷スタートが、夏頃になります。

06 ストウブ

象印

スタン

9414

STAN. コーヒーメーカー
9413

［税抜］¥

110 ブラック

8,980

象印が提案する新シリーズで、
デザインコンセプトは
「見せる家電」
。
おいしく飲むための
「ダブル加熱」や、
お手入れ性の高い「シンプルジャグ」を採用。容量：
0.42ℓ、約23×15×24cm

STAN. 電動ポット
9414
9415

110 ブラック

［税抜］¥

110 ホワイト

［税抜］¥

12,800
12,800

電気ケトルのような使い方が出来る、1300Ｗ「ハイ
スピード沸とう」
、ミルク作りに便利な「70℃保温」な
どの機能も充実。容量：1.2ℓ、約27×18×25cm

9417

STAN. ホットプレート
9416

110 ブラック

［税抜］¥

12,800

料理のレパートリーが広がる、深さ４cmの「深型プ
レート」
。このプレートならではの「レシピブック」も
付属しています。約31×45×14cm

STAN. IH炊飯ジャー
9417
9418

110 ブラック

［税抜］¥

110 ホワイト

［税抜］¥

29,800
29,800

おいしさ引き出す「IH炊飯」
「白米炊きわけ３コース」
に加えて、手間のかかる離乳食が作れるメニューも搭
載しています。5.5合炊き。約24×29×20cm

9790

象印マホービン
電気フライヤー あげあげ
9419

69

［税抜］¥

11,000

約19cmのエビもすっぽり入るハイパワー 1000Wの
電気フライヤー。メニューに合わせて適温が選べる油
温調節機能付き。容量：1ℓ、約17×30 ×18cm

象印マホービン
ふとん乾燥機 スマートドライ
［税抜］¥ 22,000
9790 84 グレー
［税抜］¥ 22,000
9791 84 ホワイト
マット＆ホース不要のふとん乾燥機。大風量でスピー
ド乾燥35分。約15×23×36cm
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サーモス

6846

真空断熱タンブラー
6846
6847

78
78

6847

2,500
［税抜］¥ 3,000

［税抜］¥

飲み頃温度をキープ。食洗機対応。
6846 約φ8×12cm、320㎖、約100g
6847 約φ8×15cm、400㎖、約200g

9345

9346

真空断熱マグカップ
9345
9346

73 ブラック

［税抜］¥

73 ホワイト

［税抜］¥

ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
シンプルなハンドル付き。普段使いにぴったり。ステ
ンレス製魔法びん構造だから温かさ長持ち。保温・
保冷力が違います。約8×11×10cm、350㎖、約200g

7637

真空断熱タンブラーセット
8480

78

［税抜］¥

4,000

真空断熱構造のタンブラー 2個セット。ギフトとして
喜ばれるアイテムです。
約8 × 8 ×16cm、400㎖、約260g

9767

7638

真空断熱ケータイマグ
7637
7638

78 クリアステンレス

［税抜］¥

78 クリアステンレス

［税抜］¥

4,000
5,000

超軽量！開けやすい！握りやすい！洗いやすい！魔法
びん構造で高い保温・保冷力。
7637 約6×6 ×20cm、350㎖、約170g
7638 約7×7×22cm、500㎖、約210g

9768

ステンレスポット
9767
9768

3,000
3,000

75 ステンレスブラック
75 ステンレスブラック

5,000
［税抜］¥ 5,500

［税抜］¥

飲み物を最適の温度に保ちます。クリアコート加工で丸
洗いもでき衛生的。ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
。
9767 約13×19×19cm、
１ℓ、約560g
9768 約13×19×23cm、
１.5ℓ、約630g

08 サーモス

フライパン
9769

70

［税抜］¥

6,000

アルミ基材の表面を17000度のプラズマジェットで加
工した超硬質のプラズマコート。表面のふっ素コー
ティングが削れても、超硬質のプラズマ加工コートが
残ったふっ素層をしっかりと守り、焦げ付きにくさを
キープ。サイズ：26cm、約45×27×6cm、約800g

ムーベ
ローゼンダール・デザイングループ

9793
9354

ローゼンダール社 コペンハーゲン
サーモジャグ
［税抜］¥ 6,000
9792 86 ブラック
［税抜］¥ 6,000
9793 86 ホワイト
中がガラス製のサーモジャグ。朝コーヒーを淹れて
ジャグに入れておくと好きな時にあたたかいコーヒー
が飲め、お家でもオフィスでも活躍してくれます。
容量１ℓ。食洗機不可。約φ15×18×29cm、約930g

9355

ムーベ フレーム オーク
9205
9354

86 A4

［税抜］¥

86 A3

［税抜］¥

6,000
8,000

透明なアクリルガラス２枚を４片のフレームで囲み、
ラバーバンドで固定したシンプルな構造を持つ美し
いフレームです。オーク材、アクリルガラス、ゴム。
9205 約32×23× 1cm 9354 約44×32×1cm

9357

ムーベ スタンディングミラー ブラス
［税抜］¥ 6,000
9204 86 φ20cm
［税抜］¥ 10,000
9355 86 φ30cm

ムーベ ウォールミラー ブラス
［税抜］¥ 15,000
9356 86 φ30cm
［税抜］¥ 28,000
9357 86 φ50cm

STANDING MIRRORはフレームレスの自立型のミ
ラーです。軽量のワイヤーにミラーを立てかけるだけ
のシンプルな構造で、洗練されたデザインになってい
ます。鏡、真鍮。
9204 約23×20cm 9355 約35×30cm

軽量のワイヤーのみで支えるフレームレスの壁掛けミ
ラーです。本質的な要素だけを残したシンプルなデ
ザインで、どんなシーンにも溶け込みます。鏡、真鍮。
9356 約45×30×2cm 9357 約69×50×2cm

ホルムガード Design With Light
オイルランタン
［税抜］¥ 20,000
9206 86

ローゼンダール社 コペンハーゲン
ポータブルランプ
［税抜］¥ 22,000
9794 86 ホワイト

吹きガラスとステンレスという素材の組み合わせのオイ
ルランタン。環境に優しいランプオイルとグラスファイ
バーの芯を使用し、使いやすさと安全性に配慮されて
います。暖かな灯りで、窓辺やテラス、アウトドアライフ
を演出します。無鉛ガラス
（吹きガラス）
。約33×φ14cm

家庭的でゆったりとした時間に寄り添う北欧のポー
タブルランプはキャンドルの灯りをイメージしてデザ
インされました。USB充電式。シェードトップ長押し
で3段階調光。充電：2時間、MAXの明るさで8時間
使用可能。約φ13×25cm、約980g
（充電器込み)

ムーベ / ローゼンダール・デザイングループ 0 9

リーデル

リーデル・オー
オー・ビアー（2 個入）

3,000

リーデル
オヴァチュア レッドワイン（2 個入）
［税抜］¥ 3,000
8984 90

ビール本来のアロマを引き出し、ソフトでクリーミー
な舌触りを強調してくれます。縦長の形状とすぼまり
により濃密な泡が持続することで、ビールの酸化を防
ぎます。素材：クリスタル 。高さ：約15cm、245㎖

リーデルのビギナー向けとして1989年に発表された
＜オヴァチュアシリーズ＞。ブドウの品種や生産地で選
ぶことができ、
幅広い用途でご利用いただけるカジュア
ルグラスです。素材：クリスタル。高さ：約19cm、
350㎖

リーデル・オー
オー・フォー・ユー（2 個入）

リーデル 大吟醸オー
酒テイスターペア（2 個入）

8983

8985

90

90

［税抜］¥

［税抜］¥

4,000

8551

90

［税抜］¥

5,000

新たにデザインされた日本オリジナルパッケージ。
最も目立つフタの部分に、お祝いや感謝の気持ちを
伝える”For You”のメッセージも添えました。
素材：クリスタル。高さ：約11cm、375㎖

日本酒の中でも、大吟醸酒や吟醸酒に適したグラ
ス。縦長のボウル形状が、みずみずしくフルーティ
な香りや爽やかなのど越しをもたらします。2個入。
素材：クリスタル。高さ：約11cm、375㎖

リーデル
（ 2 個入）
ヴィノム 大吟醸〈木箱入〉
［税抜］¥ 9,000
9350 90

リーデル・オー
ハッピー・オー Vol.2（4 色入）
［税抜］¥ 10,000
9351 90

蔵元や日本酒専門家、のべ200人の協力を得て開発さ
れた、大吟醸酒や吟醸酒に適したグラスです。みずみ
ずしくフルーティな香りや爽やかなのど越しをもたら
します。素材：クリスタル。高さ：約21cm、380㎖

ウチ飲みにぴったりな「脚なしワインタンブラー」
。底
部に鮮やかなカラーを施しています。カラーはシナバー
レッド、オレンジ、パープル、アジュールブルーの４色。
素材：クリスタル。高さ：約10cm、320㎖

10 リーデル

メリタ

電動コーヒーミル バリエ シンプル
［税抜］¥ 5,000
9421 65 ダークネイビー

コーヒーメーカー ツイスト

スイッチを押すだけで簡単グラインド。豆の粗さはスイッチの押
す時間でお好みに調整できます。お掃除がしやすい高級クリーニ
ングブラシを付属。コーヒー豆70ｇ、本体：ポリプロピレン、アク
リル、ステンレス、
ブラシ：毛 /豚毛、柄：ウッド。約10×10×18cm

コーヒーの豊かな味を引き出す新機能、アロマツイスター搭
載。抽出されたコーヒーを自然に攪拌します。小型で、操作
はシンプル。最大水容量0.7ℓ（2 ～ 5杯用）、素材 :ポリプロ
ピレン、ガラス、ステンレス。約18× 20×27cm、600W

コーヒーメーカー ノア

コーヒーメーカー
ルックセレクション

8120

68 ブラック

［税抜］¥

12,000

8932

8934

70 ブラック

70 ブラック

［税抜］¥

［税抜］¥

5,500

15,000

ステンレス製真空二重構造だから保温性があります。
ポットに氷を直接入れることで、香り高いアイスコー
ヒーも気軽に作れます。素材：ポリプロピレン、ステ
ンレス。2〜5杯用。約27×15×31cm

４段階の水質設定機能＆カルキ洗浄お知らせ機能。３
段階保温時間設定機能
（20分、40分、60分）
。オートオフ
機能付。最大水容量1.4ℓ
（2～10杯用）
、素材：ポリプロ
ピレン、ガラス、ステンレス。約23×23×33cm、900W

コーヒーメーカー オルフィ

全自動コーヒーメーカー
アロマフレッシュ サーモ

9770

65 ブラック

［税抜］¥

15,000

おいしさとデザインの美しさを追求して誕生したのが
「ALLFI（オルフィ）
」です。メリタ専用浄水フィルター
は99％以上カルキを除去。取り外しのできるタンク
で給水や洗浄が簡単・便利。アラーム＆オートオフで
省電力。0.7ℓ
（ 2 ～ 5杯用）
。約31×15 ×29cm

9422

88 ブラック

［税抜］¥

40,000

独自の「メリタゴールドスタンダード」で豆本来の味
わいを抽出するミル付全自動コーヒーメーカー。業
務用コニカル形式のグラインダー採用。真空二重構
造のステンレスサーバー。1.25ℓ
（2 ～10杯用）
。
約23×27×45cm

メリタ 11

ブルーノ

9798

9795

電動ミルコーヒーメーカー

LEDスティックライト

9797
9798

9795
9796

89 ベージュ
89 カーキ

5,500
［税抜］¥ 5,500
［税抜］¥

電動ミル・ドリッパー・真空カップが一体に。挽きたて
の豆からドリップコーヒーが愉しめるコーヒーメーカー。
「ステンレスメッシュフィルター」を採用。リチウムイオ
ン蓄電池、充電：約4時間。挽き目5段階調整、真空二
重構造。約15回連続使用可能。約8×8×23cm、200㎖

89 ブラック

［税抜］¥

89 シルバー

［税抜］¥

3,400
3,400

収納フックやマグネットで常備灯に、台座を使ってハ
ンズフリーの置きライトにも。モバイルバッテリー機能
付。リチウムイオン蓄電池、充電：約3.5時間。連続点
灯：強約4時間 /弱約50時間。調色3段階、点滅、無段
階調光。約Φ2.2×31cm

9800

マルチスティックブレンダー
9004

89 アイボリー

［税抜］¥

6,000

つぶす・混ぜる・泡立てる・刻むが１台でできるスリム
＆軽量なハンディブレンダー、料理の下ごしらえから
ポタージュ、スムージー、離乳食づくりまで。アタッチ
メントを付け替えて、片手で簡単調理！ 氷も砕くこと
ができます。約7× 6×37cm、200W

スタイリングハンディスチーマー
［税抜］¥6,500
9799 89 グレージュ
［税抜］¥6,500
9800 89 ブルーグレイ
約25秒でスピーディに準備完了。片手で作業できる軽量
コンパクトながら、大容量タンク約130㎖。花粉などの
アレルゲンの除去、除菌、消臭もできます。最大約8分連
続使用可能。自動ヒーター OFF機能。約11× 9 ×22cm

7236

ホットサンドメーカー ダブル
9006

89 レッド

［税抜］¥

9,000

タイマーをセットして待つだけ！ 耳までカリッとおい
しい遊び心のある焼き目のホットサンドが簡単に作
れます。耳を切らずにそのままのせられる大き目のプ
レートなので時短。本体は縦置きでき、電源コードは
脚部分に巻き付け収納可能。
約25×26×10cm、900W

12 ブルーノ

コンパクトホットプレート
7236
8561

89 レッド

［税抜］¥

89 ホワイト

［税抜］¥

8,800
8,800

コンパクトサイズながら最大250℃まで設定できる
満足の火力。フッ素コートの平プレートとたこ焼きプ
レート、木べらが付属してます。
約24×38×14cm、
1200W

9359

マルチふとんドライヤー
9008

［税抜］¥

89 アイボリー

12,000

ほかほかふとんでしあわせ快眠！マルチに活躍する
コンパクトふとん乾燥機。マット不要、ふとんに伸縮
式のノズルを入れるだけでほかほか！ふとんの温め
やダニ対策以外にも。衣類乾燥や靴乾燥もＯＫ。コ
ンパクトボディに木目調のハンドルでインテリアにも
馴染むデザイン。約12×36×23cm、500Ｗ

オーバルホットプレート
9359
9360

94 グレージュ

［税抜］¥

94 ブラック

［税抜］¥

16,000
16,000

平面、たこ焼き、深鍋と充実のプレートセット。テーブ
ルで次々と調理できるので、ホストもゲストも一緒に
たのしめます。プレートの取り換えも楽々。くず受けト
レイ付きでお手入れ簡単。約26×39 ×15cm、
1200W

9804
9362

スチーム＆ベイクトースター
［税抜］¥14,000
9803 94 グレージュ
［税抜］¥14,000
9804 94 ブラック

マルチ圧力クッカー

トーストが見違えるほどの味に。そして毎晩の料理が手早くお
いしく仕上がるトースター。食パン４枚が一度に焼ける広い
庫内でお手入れも簡単。加熱モード (スチーム、コンベクショ
ン、ノーマル )、温度調節、タイマー 30分。約37×35×23cm

下準備をしてボタンを押すだけ。いつものおかずか
ら手間のかかる煮込み料理までを自動調理ができま
す。
計量カップ、
専用電源コード、
専用レシピリーフレッ
ト付き。約27× 25 × 28cm、700W、約1.5ℓ

9361
9362

94 アイボリー

［税抜］¥

94 ブラウン

［税抜］¥

15,000
15,000

9009
9801

ホットプレートグランデサイズ
［税抜］¥16,000
9009 89 レッド
［税抜］¥16,000
9010 89 ホワイト

マルチグリルポット

食卓に笑顔が集まる、愉しさ広がる。鋳物ホーロー
のお鍋をイメージしたコンパクトホットプレートに４
～５人にぴったりなサイズが仲間入り。毎日の食卓～
ちょっと特別なおうちパーティと、さまざまなシーン
で大活躍！ 約28×48×16cm、1200W

１台５役をこなすマルチな電気鍋。直火とＩＨにも対
応。重厚感のあるフタと裏側の小さな突起が、食材か
らでた蒸気を逃さず鍋の中で循環させ、旨みをぎゅっ
と凝縮します。蒸し網、揚げ物カバー、マグネット式脱
着電源コード付き。約23 ×31× 24cm

9801
9802

89 レッド

［税抜］¥

89 ホワイト

［税抜］¥

13,000
13,000
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シロカ

温度調節ケトル
9805

78

［税抜］¥

12,000

モップ付きスティッククリーナー
［税抜］¥10,000
9389 70

細やかな温度調節で最適な温度のお湯が沸かせま
す。設定温度で自動的に保温。一度沸騰してから冷
ますこともできるので、赤ちゃんの粉ミルクにも安心
してお使いいただけます。約26×22×20cm、0.8L

立ったまま、お掃除とモップ掛けができる自立式なの
で、掃除途中にその場で立て置きできる。
約19 × 25 ×112cm

おうちベーカリー

おりょうりケトルちょいなべ

9806

74

［税抜］¥

16,000

9807

80

［税抜］¥

17,000

焼きたての食パン、もち、ケーキやヨーグルトなどの
豊富なメニューと、置き場所を選ばないコンパクトサ
イズ
（一斤タイプ ）
で毎日使えます。生クリームを使っ
た濃厚でほんのり甘い、そのまま食べてもおいしい生
食パンも作れます。約23×30 ×25cm

お湯を沸かすだけじゃない、食事がもっと楽しくなる
おりょうりケトル ちょいなべ。食卓で作って食べて、
手間なく簡単。コンロも調理器具もいりません。湯切
りアタッチメント付きで、あえるだけの料理に大変便
利。約28×20×19cm、1L

全自動コーヒーメーカー カフェばこ
［税抜］¥ 25,000
9390 69

電気圧力鍋 4L

豆挽きからドリップまで全自動デジタルの時計表示
でタイマー機能搭載。約28×16×26cm

圧力調理、無水調理、蒸し調理、炊飯、スロー調理
（ス
ロークッカー）
、温め直しができる。
、１台６役のかん
たん電気圧力鍋。これ１台あれば、いろいろな料理が
作れます。調理容量：2.6L、呼び容量：4L。
約27×28×28cm、約4400g

14 シロカ

A180

70 白

［税抜］¥

30,000

ドリーム

プロイデア

福辻式骨盤クッション ツインフリー
［税抜］¥ 3,980
9923 103

馬具マットエアー

大人気整体師、福辻鋭記先生使用の治療用ブロック
から着想を得ました。太もも裏、坐骨・尾骨周りの圧迫
を防ぐ形状になっているため、長時間使用いただいて
も負担を感じにくくなっております。約23×43×12cm

カリスマ美容整体師と馬具職人の２人の匠と共同開発し
た、長時間快適にラクに座れる姿勢マット。エアリー素材と
立体構造へバージョンアップ。通気性抜群のムレにくい素
材で、
丸洗いもＯＫなのでいつでも清潔に。約32×40×15cm

ネックストレッチャーエアリフト
［税抜］¥ 9,000
9925 103

背筋が GUUUN 美姿勢座椅子
［税抜］¥ 9,333
9926 103 グリーン
［税抜］¥ 9,333
9927 103 ブラウン

リラックス感を日常にも取り入れたい。適度にリフ
レッシュして、疲れた体を癒してほしいという思いか
ら誕生しました。首の自然なカーブにあうように設計
されているため、違和感なく力を抜いた状態でご使用
いただけます。約16×30×10cm

島田流 温巡かっさ

9924

103

［税抜］¥

7,255

腰が辛い、背中がはる！ そんな方に居心地最高の座椅子。肉
厚クッション＋２つの14段階リクライニング！ 背中クッション
が90度に曲がるので、
〈ストレッチ〉と〈リラックス〉の２通り
の使い方ができます。約60(60-97)×49×18(18-56)cm

12,800

ハルノア キュットブルオリジナル
［税抜］¥ 21,000
9929 103

かっさの第一人者、島田淑子監修。巡りを整えて、本
来の美しさと健やかさを引き出す！ 美顔器としてもヘ
ルスケアツールとしても使える、温熱・振動・イオン導
入搭載のトータルケアかっさ。これひとつで全身整え
ます。男性にもおすすめ。充電台付。約3× 9×12cm

日本初の尿漏れ予防・改善ブランド「harunoa」ハルノ
アから、産学医連携プロジェクトによって開発された
骨盤底筋エクササイズクッションが登場！１回５分の
骨盤底筋エクササイズで姿勢改善、下腹エクサ、夜のト
イレ、夜の生活を解決！男性にも。約28×40×13cm

9928

103

［税抜］¥
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8813

EKO アロマ センサーソープ
ディスペンサー泡タイプ
A116

92 シルバー

［税抜］¥

7,500

手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープ
が自動的に出てきます。ご使用になるソープは３段階
に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
素材：ABS樹脂。約12×7×18cm、約700g

9645

ソーダストリーム スターターキット ホワイト
［税抜］¥14,000
8813 93 スピリット
［税抜］¥ 29,000
9645 93 ソースパワー
簡単な操作で、普段の水をわずか数秒でお好みの強
度の炭酸水にできます。素材：プラスチック。
8813 約13×19×42cm
9645 約12×23×42cm 全自動

A119

ジョセフジョセフ
インデックスまな板 フォリオ
［税抜］¥15,000
A117 92 スチール
ラージサイズのカラーコードまな板４枚をきれいに並
べて収納できるステンレス製ケース付きまな板セッ
ト。素材：ポリプロピレン、ステンレススチール、熱可
塑性エラストマー、ABS樹脂。約7×36×27cm

EKO デラックスファントムセンサービン
［税抜］¥16,000
A118 95 20ℓ
［税抜］¥ 23,000
A119 95 30ℓ
手をかざすだけでフタが開く、衛生的かつセンサー機能
搭載のダストボックス。素材：ステンレススチール、
ポリプ
ロピレン、ABS樹脂。アルカリ単3電池 ×6本使用
（別売）
。

A121

アラジン グリル & トースター
9166

97 グリーン

［税抜］¥

20,000

短時間かつ高温で一気に焼き上げることで、外はカ
リッと中はモチモチしたトーストを焼き上げること
ができます。約36×36×25cm、1300W

ロータスグリル レッド
A120
A121

22,000
31,000

95 レギュラー

［税抜］¥

95 XL

［税抜］¥

「煙」と
「着火」を気にせず、様々な場所でバーベキュー
を楽しめます。素材：ステンレス、
スチール、ABS樹脂。
A120 約35×35× 23cm A121 約44×44× 26cm

アラジン グラファイトグリラー
［税抜］¥ 32,000
A122 99

ネスプレッソ クレアティスタ・プラス
［税抜］¥65,000
A123 95

熱源が上部のみに配置され、また、プレートの下に
水トレイがあることで食材から出る脂が水トレイに
落ち、煙・油の飛び散りを防ぎ、ニオイも気になりま
せん。素材：鋼板、樹脂。約31×55×31cm

カフェラテ、ラテマッキャートを全自動のスチームノズ
ルが、その一杯に適したテクスチャーのフォームミルク
を作ります。水タンク容量：1.5ℓ。ポンプ最大圧力：19
気圧。材質：ステンレス、ABS樹脂。約41×17×31cm

16 ブランドキッチン

貝印

カイハウス
スクエア型 18cm（底取式）
9858

75

［税抜］¥

1,800

カイハウス

関孫六

貝印 軽量・高熱効率・
マルチ炒め鍋ＩＨ対応（24cm）
［税抜］¥1,800
9168 75

切り分けや、均等サイズにカットする事が簡単なスク
エア型。型離れしやすく、片付けも楽な底取れタイプ。
素材：鉄（シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装）
。
約19×19×5cm

アルミの軽いフライパン。炒める、茹でる、揚げるな
ど様々な調理で活躍します。内面：フッ素樹脂塗膜
加工、外面：耐熱焼付塗装。約25×40×12cm

カイハウス
アイスクリームメーカー

カイハウス
鰹ぶし削り器（カバー付）

8177

75

［税抜］¥

3,000

約20分で滑らかなアイスが作れます。邪魔にならな
いコンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が作れま
す。(オリジナルレシピ付）
。約φ16×15cm

カイハウス
HAND MIXER（WHIPPER）B
9861

80

［税抜］¥

5,000

9859

75

［税抜］¥

3,800

40年以上愛され続けた貝印の鰹ぶし削り器。削り具
合が一目でわかる受け皿と削った鰹ぶしはカンナを
外さずに取り出し可能。食洗器対応。約27×6×7cm

関孫六 いまよう 牛刀 150ｍｍ
［税抜］¥ 4,200
9860 75

手入れが楽、軽さ・コンパクトさに重点をおいた新ハ
ンドミキサー。用途によって大小２種類の羽を使い分
け。小は200㎖計量カップで使用可能。速度：２段階、
コード：1.5ｍ、約9×6×18cm

関孫六シリーズ初の槌目模様丁。プロの料理人や男性
に好まれる牛刀。刀身：モリブデンバナジウムステン
レス刃物鋼、
口金：ステンレススチール、柄：積層強化
木。約28 × 4×2cm

カイハウス
ザ シャープナー（電動研ぎ器）
［税抜］¥10,000
7805 75

カイハウス 低温調理器

コンパクトで収納等に便利な、本格的な刃付ができる
電動包丁研ぎ器になります。静音性に優れ、ストレス
を感じずに作業して頂けます。安全装置を設置してお
り安心安全。素材：ABS樹脂等。約11×11×11cm

9172

76

［税抜］¥

50,000

家庭で本格的な真空低温調理ができます。レストラン
でも使用されているマシーンです。
約19×8×31cm

貝印 17

カドー

デュクス

カドークオーラ
ヘアドライヤー
BD-E1
9047
9048

9047

100 ブラック

［税抜］¥

100 ホワイト

［税抜］¥

28,000
28,000

実用性と収納性を併せ持つノーズレスの「P-フォルム」
「
。風温」
「風質」
「風量」の3つによる【Triple Treatment Technology】
で、速乾性と髪・地肌へのやさしさを実現。約11× 25 × 6cm

カドー
電気ヒーター
SOL 001
9930
9931

9931

100 ホワイト

［税抜］¥

100 クールグレー

［税抜］¥

22,545
22,545

実用機能と、スリムでスタイリッシュな円柱型の電気
ヒーター。電源コード長：約2.0m。約25×72cm、約
2900g

9934

カドー 除菌脱臭機 SAP
9932

100

［税抜］¥

36,182

生活の４大悪臭のニオイの元となる菌をスピード分
解・脱臭。素材：ステンレス、ABS樹脂 。推奨床面積：
10畳（16m²）、運転音：40dBA（急速モード）
26dBA
（ナイトモード）
。約17×35cm、約2300g

9935
9936

105 ブラック

［税抜］¥

105 ホワイト

［税抜］¥

13,455
13,455

快適な湿度を、どこにでも。３ℓまで給水可能な大容量タンクを搭載、
最大約20時間の連続使用も可能。寝室やワンルーム、職場での使用
に最適。適用畳数：5畳（木造和室）。約18×18×40cm、約1500g

デュクス
ウィスパーフレックス タッチ
27センチ リビング扇
9939
9940

105 グレー
105 ホワイト

デュクス
ビーム タワー型超音波式加湿器
［税抜］¥18,000
9937 105 ブラック
［税抜］¥18,000
9938 105 ホワイト
上から水を注げる超音波加湿器。５ℓと大容量のタンクで長時間お
使いいただけます。アロマも使用可能。高い加湿量で広範囲を潤わ
せます。適用畳数：6畳（木造和室）。約22×22×68cm、約2000g

9940

18,000
［税抜］¥18,000

［税抜］¥

夏は爽やかな風を送る扇風機として、冬は暖かい空気を循環
させるサーキュレーターとして、直感的に風量をコントロール
できるリビング扇。風量：26段階、首振角度 (自動 )：左右3
段階、上下2段階、オフタイマー。約33×33×88cm、約4300g

18 カドー / デュクス

高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザイン。素材：
鉄＆ABS。適用床面積：～42m²（26畳）、最大機器風量：360m³/h
運転音：30dBA（弱）60dBA（急速）。約24×65cm、約6400g

9938

9936

デュクス ビーム ミニ
タワー型超音波式加湿器

カドー 空気清浄機 LEAF 320i
［税抜］¥ 55,000
9933 100 クールグレー
9934 100 インディゴブラック ［税抜］¥55,000

デュクス チューブ 空気清浄機
［税抜］¥ 54,364
9941 105
広い空間をすみずみまで綺麗に。毎分9,300ℓの空気
を清浄。第三者機関による試験で優れた性能を立証。
パワフルなのに音は静かめ。Wi-Fi機能で離れていても
操作可能。最大風量：9.3m³/分、適用床面積：約44畳、
清浄時間：8畳を約7分。約32×32×68cm、約7800g

エープラス

オリジナル アウトドアツール
ガーデントーチポータブル
9942

100

［税抜］¥

3,200

シンプルかつ使いやすさを追求したアウトドア用オイ
ルトーチ。美しい炎が長時間続き、幻想的に辺りを照
らします。ポールは３つに分割でき、持ち運びも簡単
です。素材：ステンレス。約φ8×120cm、約1000g

ブルナー BBQ 鍋
キャセロールラウンド 20cm
［税抜］¥ 26,000
9944 100

ホーファッツ
アウトドアランタン
グラビティキャンドル
9943

100

［税抜］¥

10,000

ドイツ生まれのキャンドルランタン。ろうそくが常に垂直で
点火消火が簡単、消火は天地をさかさまにするだけ。屋内
外で使用可能です。揺らぐ炎が心を落ち着かせてくれます。
素材：ガラス、ステンレススチール。約φ8×13cm、約600g

ホーファッツ
アウトドアランタン
スピンテーブルランタン
9945

100

［税抜］¥

32,000

ヨーロッパ最高峰の鋳物工場を持つブルナー製。熱伝
導率が良く、
食材の旨みを十分に引き出します。蓋もパン
として使用可能。底面はフラット仕上げで、グリルにキズ
が付きません。素材：鋳鉄、容量：2.6ℓ。約φ20×13cm

ガラスシリンダーの中に炎が美しく渦を巻いて立ち上
る、ドイツ生まれの屋外用テーブルランプ。消火はシ
リンダーに蓋をするだけととても簡単です。素材：ガ
ラス、ステンレススチール。約φ12×54cm、約4100g

オリジナル BBQグリル リボルバー
［税抜］¥ 32,000
9946 100

ホーファッツ 焚き火スタンド
キューブ・ファイヤー・バスケット
［税抜］¥64,800
9947 100

シンプルかつ使いやすさを追求しました。ファイヤーピット、
付属のバンブー（竹）製テーブルトップを載せてテーブルに
もなるグリル。パエリアパンも使用でき、幅広く楽しめます。
素材：スチール・ステンレス。約φ60×37cm、約14000g

ドイツ生まれのスタイリッシュなスクウェア型ファイヤー
ピット。消火作業はひっくり返すだけ。網・鉄板でグリル
として、板を用意すれば椅子として使用可能です。素材：
ステンレススチール。約43×43×44cm、約15000g

オフィア BBQグリル ターブロー
［税抜］¥ 70,000
9948 100
オランダ発の２～６人が楽しめるアウトドアグリル。クッキング
プレートはフラット面と波形面のリバーシブル。ハンディツール
で通気口を開け閉めして火加減を調節でき、火起こしが簡単に
できるクイックスターター付き。素材：スチール、鋳鉄、樹脂（本
体）、ココナッツ（チャコール）。約φ40×9cm、約17200g

ホーファッツ BBQツール
コーン チャコールグリル
9949

100

［税抜］¥

160,000

ドイツ生まれのBBQグリル。世界で初めて直接、火
の調整を可能にした炭グリルです。ハンドルを動かす
だけで、炭グリッドからグリルまでの距離と給気を調
節し、火の熱量を３段階コントロールできます。素材：
ステンレススチール。約60×60×105cm、約17000g

エープラス 19

マクセル

マクセル Qi（チー）対応
ワイヤレス充電器エアボルテージ
［税抜］¥ 3,280
9966 99 ブラック

マクセル
除菌消臭器 部屋干し用オゾネオ
［税抜］¥ 12,800
9753 99

たて・よこ・平置き３通りの置き方で充電可能、折りたためて
コンパクト。ワイヤレス充電規格「Ｑｉ
（チー）」準拠、Ｑｉに対
応した機器を置くだけで充電。入力端子：Type C、最大出力
10W、規格：Qi(チー Ver 1.2.4)付。約9×7×11cm、約160g

部屋干しの気になるニオイの原因菌をオゾンの力で
元から分解しながら、ファンの風で衣類の乾燥をサ
ポート。リモコン付き。約25×25×20cm

マクセル脚用 EMS 運動器
ACTIVEPAD「もてケア Foot」
［税抜］¥ 13,800
9967 99

カレア 復元ドライヤー

ミライが変わる、足から変える。低周波の刺激が脚の
広い範囲に働きかけて、
脚の筋⾁をトレーニング。元気
なミライに続く歩みが、ここから始まります。電極数：2
極、連続動作時間：約10分。約2×36×34cm、約150g

髪を乾かすだけだった従来のドライヤーから大きく進
化し、ビューティーローラーとのダブル使いでボディケ
アまで可能に。電源コード：1.8m、育成光線（遠赤外
線）
セラミックフィルター。約10×18×18cm、約600g

マクセル Bluetooth 対応
完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン
［税抜］¥ 22,800
9969 99 ブラック
クリアな高音域とレスポンスの速さを体感。グラフェンコート振動
板を搭載した完全ワイヤレスで、磨きぬかれた音の世界へ。型式：
密閉ダイナミック、通信方式：Bluetooth® 標準規格 Ver5.0、対応
コーデック：SBC、AAC、aptX™、充電用ケーブル Typc-C。約7g

ポータブル電源
エナジーステーション
9754

99

［税抜］¥

118,000

停電・非常時のバックアップ電源、アウトドアに。高性能のマ
クセル製電池を搭載し、約1,000回くり返し充電を実現。自己
放電率の少ない優れた電池を使用するので、本体充電回数は
１年に１回のみ。電池容量474Ｗｈ、最大出力400W電源につ
なげたまま使用可能。約21×25×17cm(ハンドル、突起部除く)

20 マクセル

9968

99

［税抜］¥

レクサム
冷却機能付き
光美容器
9970

99

［税抜］¥

19,800

39,800

おうちケアにもエステサロン感覚のいたわりを。照射ラ
ンプの下に冷却プレートを搭載し、照射と同時にお肌
をクールダウン。肌にやさしくムダ毛ケアをします。
使用温度範囲：5 ～35℃ 。約5×7×21cm、約290g

マクセル UPS 機能付き非常用電源
［税抜］¥ 248,000
9971 99
停電時でも業務を継続するために、急な停電を自動的に
検知し、直ちにバッテリー出力へと切り替え、機器への
電源供給を継続します。内蔵バッテリー：1000Wh(リ
チウムイオン電池）
、AC出力：正面 ×1、背面 ×1、USB
出力：USB Aポート×2。約34×43×10cm、約14400g

フィリップス

ノーズエチケットカッター
9972

106

9973

ブリーズマスク

（鼻 / 耳 / 眉 / ヒゲ）

［税抜］¥

2,700

9973
9974

106 ブラック

［税抜］¥

106 グレー

［税抜］¥

9,800
9,800

安心保護ガード構造で肌を傷から守りながら、快適
に鼻毛をカット。収納ケース、キワ剃り用ヘッド、キワ
剃り用コーム (3mm)、眉毛用コーム (3mm、5mm)。
単3 アルカリ乾電池。約3×3×16cm、約74g

N95 レベル、UPF50＋レベルの高いプロテクト性能と、スタ
イリッシュなデザイン。マスクカバー、ファンモジュール、マ
スクフィルター（洗浄再利用不可）、microUSBケーブル ×各
1。電動ファン駆動：2～3.5時間。約12×15×10cm、約60g

プロテクトクリーン〈プラス〉紫外線除菌器付
［税抜］¥ 15,000
9975 106

SmartSleep ウェイクアップ ライト
［税抜］¥ 13,600
9976 106

ブラシヘッド全体に紫外線を当て、最適な除菌を行います。ホワ
イトプラスブラシ (レギュラー、コンパクト ×各1）、ハードトラベル
ケース、紫外線除菌器付充電器、充電：約24時間、使用時間：約
2週間 (1日2回、1回2分間使用の場合）。約3×3×25cm、約133g

朝日の光をヒントに開発されたライトで、緩やかにお部屋を明
るく照らし、自然な目覚めへと導きます。照度：45cmの距離で
およそ1～300lux。色温度：およそ1500 ～2800K。FMラジ
オ周波数帯：76.0 ～108.0MHz。約15×20×20cm、約760g

Series 5000

Series 7000

9977

106

［税抜］¥

13,100

9978

106

［税抜］¥

25,200

ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、個性に合わせたシェービングへガ
イド・最適化するフィリップス独自のSkin IQテクノロジーを搭載。
自動でパワーを調節するので、しっかり早剃りできます。充電：約1
時間。使用時間：約60分、海外電圧対応。約7×7×18cm、約205g

ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、個性に合わせたシェービング
へガイド・最適化するフィリップス独自のSkin IQテクノロジーを
搭載。洗浄機、ヒゲスタイラー、ノーズトリマー付。充電：約1時
間、使用時間：約60分、海外電圧対応。約7×7×18cm、約194g

ダイヤモンドクリーン 9000

ダイヤモンドクリーン スマート
［税抜］¥ 29,000
9980 106 ホワイト

9979

106 ホワイト

［税抜］¥

24,400

その歯の輝き、まるでダイヤモンド。優れた歯垢除去力
とステイン除去を誇る、エレガントなデザイン。プレミア
ムクリーン ブラシヘッド、充電器用グラス、USB充電トラ
ベルケース。使用時間：約2週間（クリーンモードで、2
分間のブラッシングを1日2回）
。約3×3×25cm。約134g

様々なニーズに対応する４つのRFID対応ブラシヘッド
を付属。ブラシヘッド
（プレミアムクリーン、プレミアム
ガムケア、プレミアムホワイト、舌磨き×各1）
、充電器用
グラス、USB充電トラベルケース。使用時間：約2週間。
海外電圧対応可能。約3×3×26cm、約143.6g
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ベリタス

9090

イミディーン
タイムパーフェクション
9093

85

［税抜］¥

8,700

美と健康の源は体の中から。世界68の国と地域で
4,443万箱販売されているベストセラーのスキンケア
サプリメント。コラーゲンとエラスチンをサポートする
海洋性たんぱく質を使用した栄養機能性食品（ビタミ
ンB1・C・E・亜鉛）
で10年先も若々しく！ 60粒

眉毛美容液 ラピッドブロウ
9884

85

［税抜］¥

5,500

まつ毛美容液 ラピッドラッシュ
［税抜］¥ 5,500
9089 85 1.5㎖
［税抜］¥ 9,000
9090 80 3㎖
シリーズで世界600万本突破！1日1回塗るだけですっぴん
でも長く濃く豊かなまつ毛に！ 独自成分を配合し、臨床的
に証明された高性能な美容液です。短くて抜けやすい傷
んだまつ毛にもおすすめ。目元にやさしい低刺激タイプ。

養毛料 ラピッドヘア
9885

85

［税抜］¥

12,000

シリーズで世界で600万本突破（2019年5月現在）の眉
毛美容液。すっぴんでも濃く太い眉毛に！ 独自成分を配
合し、臨床的に証明された高性能な眉毛用美容液です。
薄い、まばらな眉毛にもおすすめ。低刺激タイプ。１本
で約１ヵ月分の試しやすいハーフサイズです。1.5㎖

シリーズで世界で600万本突破（2019年5月現在）
の
養毛料。独自成分が６つの成分が頭髪の６つのお悩
み
（ツヤ、ハリ・コシ、ボリューム、保湿、スカルプケア、
ダメージケア）
に働きかけ、髪をいきいきと整えます。
50㎖

セイクレッドビューティ アイクリーム
［税抜］¥ 8,000
9092 75

爪用ジェル ナーバ

目元の悩みであるシワ・タルミ・クマを一つでケアす
るデンマーク発のアイクリーム。低刺激なのにパワフ
ル！安定型「水溶性ビタミン A」のほか、初乳、アセチ
ルテトラペプチド -5 を配合。下地としてもおすすめ。
効能評価試験済み。15㎖。

アルコール消毒による乾燥をケア。
ナーバは独自の1.5
－ペンタンジオールとニガヨモギエキスを含んだ爪専
用のジェルタイプ美容液です。爪にうるおいを与え、
健やかに保ちます。エタノール、防腐剤、香料不使用。
15ｇ

22 ベリタス

9394

85

［税抜］¥

3,600

ケルヒャー

窓用バキュームクリーナー
WV1 プラス LR
9783

103

［税抜］¥

6,980

回転ウォータージェット WBS 3
［税抜］¥ 4,580
9784 103

窓やガラスなどを手軽で簡単にキレイに。浴室の水滴、冬
場の結露、洗車後の窓の拭き上げにも最適。約25分連続
使用。充電：約100分。汚水タンク容量：100㎖。標準装
備品：スプレーボトル、ワイプパッド、窓用バキュームクリー
ナー専用洗浄剤、充電アダプター。約13×25×28cm

ライトな汚れを勢いよく洗い流す新感覚の散水スプレーガ
ン。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とします。
高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイ
に。単3形乾電池×2個。スプレーパターン：直噴ジェット、
回転ジェット。約60分連続使用。約17×6×20cm

高圧洗浄機 K2 クラシック
［税抜］¥ 11,980
7829 97

高圧洗浄機 K2クラシックカーキット
［税抜］¥ 13,980
7830 97

初心者向けのケルヒャー家庭用高圧洗浄機。軽量＆コンパ
クトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1 ジェットノズ
ルがセットになってリーズナブル。ノズルは背面に収納が
可能。自吸できるので、水道がない場所でも使用できます
（フィルター、自吸用ホースが必要です）。約39×17×24cm

軽量＆コンパクトタイプの高圧洗浄機。1 ジェットノズ
ルで、
自吸が可能なので水道がない場所でも使用でき
ます
（フィルター、
自吸用ホースが必要です）
。フォーム
ノズル、ウォッシュブラシ、洗浄剤のカーキットのセッ
ト。約39×17×24cm ※水道ホースは付属しておりません。

高圧洗浄機 K MINI
9785

103

［税抜］¥

19,800

マンションのベランダや窓、狭い場所での洗浄に便利。
軽量＆コンパクトサイズだから、手軽に高圧洗浄が可能で
す。標準装備品：ショートトリガーガン、ショート延長ラン
ス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス
高圧ホース(5m)、本体側カップリング。約28×23×30cm

マルチクリーナー OC3
9363

103

［税抜］¥

19,980

コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄
機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず
色々な場所・シーンで使用できます。低圧（水道の約２
倍の圧力）
の水流でサッと手軽に、すぐに汚れを落とす
ことができます。給水タンク容量4ℓ、約28×23×20cm
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アイリスオーヤマ

両面ホットプレート
9808

102 オレンジ

［税抜］¥

8,980

空気清浄機 16畳
9809

102

［税抜］¥

12,800

２枚のプレートで２種類の料理が同時にできる両面
ホットプレートです。折りたたみ式でコンパクト収納
が可能です。約34×65×9cm

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラク
で場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・
おやすみの4 モード搭載されています。
約24×24×41cm

サーキュレーターアイ DC JET 15cm
［税抜］¥12,800
9810 102

リンサークリーナー

強力な省エネ性で静音性も高いDCジェットサーキュレーター。
衣類乾燥モード搭載。10段階風量切替、角度調整：左右 /60、
90、120°・上下 /60°、24畳適応畳、切タイマー：2,4,8時間、コー
ド：約1.8m。約21×21×29cm、DC24V,AC100 ～ 240V

レバーを引くだけでラクに水を吹きかけ、汚れを浮かせ、ブラ
シ付きヘッドで汚れをかき出し水と共に吸い取ります。ソファや
車のシートなどの洗浄に最適。タンク容量：1.1L、お湯使用温
度：約40℃まで、コード：約3ｍ。約18×29×27cm、AC100V

加湿空気清浄機 17畳

キャニスティッククリーナー
［税抜］¥ 20,000
9750 90 レッド

9812

102

［税抜］¥

17,800

9811

94

［税抜］¥

15,300

加湿機能は、自動・うるおいの２モード、空気清浄機能は静音・標準・強・
自動の４モード。HEPAフィルターで花粉やたばこの煙・かびの胞子な
どを捕集。お手入れランプが自動点灯。空気清浄機（強）：28m2(17
2
。約29×30×65cm、AC100V
畳 )、加湿器：木造和室 /8m（5畳）

従来の掃除機の吸引力・集塵容量と、コードレススティッククリーナー
の手軽さをあわせ持ったACコード式クリーナー。自走式パワーヘッ
ド、ほこり感知センサー搭載。紙パック式。消費電力：600W、吸込
仕事率：100W、使い捨てダストパック×25枚付。約24×25×105cm

サーキュレーター衣類乾燥除湿機
［税抜］¥ 24,000
9752 98

インバーター発電機

単独運転ができるサーキュレーター搭載で室内干しに最適
です。首振り、左右自動、上下手動の調整可能。切タイマー、
オートオフ機能付き。静音なので夜の部屋干しにも使用でき
ます。除湿可能面積：
〈木造〉約6畳(10m2)。約29×23×64cm

アウトドアやDIYなど非常時の電源確保に役立ちます。交流電
源はアース付３本足コンセントが２個、直流電源はハ型コンセン
トが１個。オイル警告ランプ付き。USB充電可。50Hz/60Hz 切
替式、連続運転：3.5時間、9時間（エコモード）。約31×50×42cm

24 アイリスオーヤマ

9813

102

［税抜］¥

89,800

レッドレンザー

レッドレンザー
LED ミニキーライト K1
8503

80

［税抜］¥

1,000

国際的なデザイン賞を受賞したミニキーライト。明る
さ：約13lm、最長照射距離：約16m、LR41ボタン電
池 ×4、
素材：アルミニウム合金。約φ1×4.3cm、10g
（電池含む）

レッドレンザー P6R Core
9815

93

［税抜］¥

9,600

「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質にする「マルチコア
オプティクス」搭 載で、水中でも安 定した 照 射を可能に。光 束：
900/600/240/15lm、照射距離：240/190/120/25m、点灯：2/6/95h、
専用充電池（Li-ion）、充電：5h、保護等級：IP68。約φ4×15cm、約170g

ジェントス

レッドレンザー P7 Core
9814

93

［税抜］¥

8,400

革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・ス
ポット照射を素早く切替える「ラピッドフォーカス」を搭載。光束：
450/250/40lm、照射距離：300/220/100m、点灯：1/2/25h、単4アル
カリ電池×4本、保護等級：IP54（防まつ形）。約φ4×13cm、約175g

レッドレンザー H7R Core
9816

93

［税抜］¥

10,800

最大１０００lmの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可
能。ヘッド部分は130度の調整が可能。光束：1000/600/15lm、
照射距離：250/200/25m、点灯：4/65h、専用充電池
（Li-ion）、
充電：3.5h、保護等級：IP67。約7×4×5cm、約259g

ジェントス
LEDヘッドライト GTR-831D
［税抜］¥1,850
9373 70

ジェントス
フラッシュライト GF-011DG

手軽に使える、単３×1本モデル。使用光源：高輝度チップタ
イプ白色 LED×1個、明るさ：最大約80lm、点灯：約12時間、
照射特性：スポットビーム、照射距離：最大約112m、防滴仕
様
（IPX4準拠）、落下耐久1m。約6×5×5cm、93g（電池含む）

スライドフォーカス搭載。専用設計のムーンレンズ
搭載でムラの無い美しい照射面。最長照射距離約
25m、単４アルカリ電池 ×1。18lm。約φ2×10cm、
40g
（電池含む）

ジェントス LEDランタン EX-236D
［税抜］¥ 5,000
9817 70

ジェントス
LEDコンパクト投光器 GZ-306
［税抜］¥ 12,000
9818 75

EX-136Sのアップグレードモデル。明るさはアップも、
耐塵・１ｍ防水仕様（IP67準拠）
や水に浮くフローティ
ング機能は健在。アウトドアはもちろん、災害などの緊
急時でも大活躍です。
約φ8×14cm、
約355g(電池含む)

小さくても明るさ最大1100lmの高出力。COB（面発光）LED搭
載で、照射角も155°と広範囲照射が可能。白色・昼白色・暖色の
調色機能搭載。10,000ｍ Ahという大容量充電池を内蔵し、ス
マホなどＵＳＢ機器への給電が可能。約3×15×8cm、約295g

8066

73

［税抜］¥

2,200
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ボーズ

SoundLink Micro
Bluetooth® speaker
9535

111 ブラック

［税抜］¥

12,750

サイズからは想像できない迫力のサウンド、驚くほど
上質なサウンドを実現した超小型スピーカー。あらゆ
るアクティビティに対応。高い耐久性と防水性を備
え、待ち運びに便利な丈夫なシリコン製ストラップも
装備。ワイヤレス通信距離：最大9m、バッテリー：最
大6時間連続再生。約4×10×10cm

Bose Sport Earbuds
9819

111 トリプルブラック

9536
9537

111 トリプルブラック

［税抜］¥

111 ラックスシルバー

［税抜］¥

22,000
22,000

深みのある低音域を備えた豊かでナチュラルなサウ
ンドを再生。通話用マイク内蔵で、簡単にワイヤレス
接続可能。バッテリー持続時間20％アップ、USB-C
充電ポートを装備。ワイヤレス通信距離：最大9m、
12時間連続再生。約6×18×5cm

22,000

A181

9536

SoundLink Mini Ⅱ
Special Edition

［税抜］¥

ボーズの臨場感あふれるオーディオと、快適で安定し
た装着感を実現。独自の音響ポートとプレミアムドラ
イバーが、
クリアでバランスのとれた音楽再生を実現。
バッテリー持続時間：最大5時間。充電：約2時間（イ
ヤホン）約3時間（充電ケース）
。防滴仕様：IPX4。
約2×3×2cm、約68g(イヤホン片耳）

SoundLink Revolve Ⅱ
Bluetooth® speaker
A181
A182

111 トリプルブラック

［税抜］¥

111 ラックスシルバー

［税抜］¥

25,000
25,000

深く、パワフル。夢中にさせるサウンドを実現。360°自
然なサウンドが拡がります。防塵・防滴性に優れた、持
ち運びしやすいコンパクトなデザイン。満充電で最大約
13時間の連続再生可能。対応アプリ：Bose Connect
アプリ、防水・防塵性能：IP55。約8×8×15cm

9543

Bose TV Speaker
9820

111

［税抜］¥

30,000

Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こ
え、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサ
ウンドバー。設置はとても簡単。テレビとケーブルを
１本接続するだけで完了です。Bluetooth接続にも対
応。ワイヤレス通信距離：最大9m。約10×59×6cm

26 BOSE

Bose Portable Smart Speaker
9542 111 トリプルブラック ［税抜］¥40,000
9543 111 ラックスシルバー ［税抜］¥40,000
スマート＆ポータブル、パワフルな360°スピーカー。
Wi-Fi環境では、音声コントロールやクラウドからス
トリーミング。Wi-Fiのない環境でもポータブルスピー
カーとして機能し、Bluetooth接続でスマートフォン
やタブレットのコンテンツを再生。約10×12×19cm

バウワース & ウィルキンス

デノン

ポーク

9823

B & W ワイヤレスノイズキャンセリング
オーバーイヤーヘッドホン
［税抜］¥ 54,000
9821 92
クラス最高の高音質に、
改良されたappsとaptXアダプ
ティブ・テクノロジーを結び付けた最新技術搭載。カー
ボンファイバー複合材を採用した先駆的なPX7 を強
調するためにデザインされた新しいCarbonEdition。
リチウムイオン電池内蔵。約22×18×8cm、約310g

B & W 完全ワイヤレス
ノイズキャンセリングイヤホン
［税抜］¥ 49,800
9822 92 チャコール
［税抜］¥ 49,800
9823 92 ホワイト
Qualcomm aptXアダプティブによる24ビット完全ワイヤレスデザインで
高解像度サウンドを実現。適応型ノイズキャンセリングと４つのマイクで完
璧なサウンドと通話の明瞭さを実現。オーディオ送信機能に加えて、急速・
ワイヤレス充電。リチウムイオンポリマー電池内蔵。約6×6×3cm、約8 g

9403

9824

B & W 完全ワイヤレス
ノイズキャンセリングイヤホン
［税抜］¥ 34,800
9824 92 ブラック
［税抜］¥ 34,800
9825 92 ホワイト

DENON ワイヤレススピーカー
［税抜］¥ 32,000
9403 92 ブラック
［税抜］¥ 32,000
9404 92 ホワイト

Qualcomm aptXアダプティブによる完全ワイヤレスデザイ
ンで高音質を実現。高度なノイズキャンセリングとツインマ
イクで通話の明瞭度を向上。音声アシスタントサポートと直
感的なウェアセンサー。急速充電やワイヤレス充電にも対応。
リチウムイオンポリマー電池内蔵。約6×6×3cm、約8 g

Wi-Fiでつなぐワイヤレスオーディオ。ハイレゾ音源に
も対応。音楽ストリーミングサービスにも、あなたの
スマートフォンやタブレットに保存した音楽にも、
ホー
ムネットワークの音楽ライブラリーにも自在にアクセ
ス。約12×12×19cm

DENON サウンドバー

POLK サウンドバー

9402

92

［税抜］¥

22,500

Hi-Fiオーディオのデノンが作る本格的シアターサウ
ンド。専用にチューニングされたミッドレンジドライ
バーとツイーターに加えて、大口径のダウンファイア
リングサブウーハーを内蔵し、本格的なシアターサウ
ンドをお楽しみいただけます。約12×89×7cm

9826

92

［税抜］¥

27,000

米国の名門スピーカーブランド POLK AUDIOのワン
バータイプ・フルレンジ・サウンドバー。ＨＤＭＩケー
ブル１本 TVと簡単に接続、高品位なサウンドがすぐ
にお楽しみいただけます。Amazon Alexaを内蔵。
約12×86×6cm

B&W / DENON / POLK 27

バング＆オルフセン

エレクトロラックス

9950

8971

バング＆オルフセン
防水ポータブル Bluetoothスピーカー
［税抜］¥ 27,182
9950 95 ミストグレー
9951 95 チャコールブラック ［税抜］¥27,182

バング＆オルフセン
ワイヤレスネットワークスピーカー M3
［税抜］¥ 33,241
8970 95 ブラック
［税抜］¥ 33,241
8971 95 ナチュラル

オーディオ再生時間を延長し、音声アシスタントも内蔵した、完
全防水のスピーカーフォン。アップグレードモデルで、移動中も
素晴らしいサウンドを。接続：Bluetooth Ver.5.1準拠、対応コー
デック：AAC, SBC, aptX、防塵防滴：IP67。約13×13×5cm

コンパクトながら、身も心も音楽に包まれるようなリ
スニング体験を実現。密閉型、接続：Bluetooth 4.2、
AirPlay, Wi-Fi,Chromecast built-in、電源：AC 電
源駆動。約14 ×11×15cm

9439
9937

バング＆オルフセン
ワイヤレス
ノイズキャンセリング ヘッドフォン Ｈ９ 3rd
［税抜］¥ 55,463
9436 95 マットブラック
9437 95 アルジッラブライト ［税抜］¥55,463

バング＆オルフセン
ワイヤレスネットワークスピーカー M5
［税抜］¥64,722
9438 95 ブラック
［税抜］¥64,722
9439 95 ナチュラル

最新テクノロジーとラグジュアリーを極めた最高峰。接
続：Bluetooth 4.2 (マルチポイント機能採用）
、対応コー
デック：AAC, aptX-LL、連続使用：25時間
（Bluetooth、
ANC 使用時）
、充電：3時間。約5×20×22cm

ワイヤレススピーカーの 概 念を変える、テクノロ
ジーとデザインの両面で挑戦した意欲作。接続：
Bluetooth 4.0、対応コーデック：AAC, SBC。
約17×17×19cm

エレクトロラックス
Well Q6

エレクトロラックス
Well Q6

9952

100 グラニットグレー

［税抜］¥

31,800

9953

100 デニムブルー

［税抜］¥

35,800

いつでも簡単、隅々までキレイに。カーペット環境に
最適なブラシロールクリーンタイプのフロアノズルモ
デル。３種のノズルを備えたハイパワーモデル。付属
ノズル：すき間、ブラシ。約14×26×111cm、約2650g

いつでも簡単、隅々までキレイに。ハードフロア掃除向
けのパワープロフロアノズルモデル。４種類のノズルを
備えたスタンダードモデル。付属ノズル：スーパーロン
グ、ブラシ、ソフトブラシ。約14×26×111cm、約2650g

エレクトロラックス
Well Q7

エレクトロラックス
Pure Q9

9954

100 サテンホワイト

［税抜］¥

49,800

いつでも簡単、隅々までキレイ。ハードフロア掃除向けのパワー
プロフロアノズルモデル。ＵＶベッドノズルを含む５種類のノズ
ルを備えたハイパワーモデル。付属ノズル：スーパーロング、ブ
ラシ、ソフトブラシ、UVベッド。約14×26×111cm、約2800g

28 ハング＆オルフセン / エレクトロラックス

9955

100 サテンホワイト

［税抜］¥

63,400

２つのクリーナーヘッドと５種類のノズルを備えたパワープロフロアノ
ズルモデル。パワフルな吸引力、こだわり抜いた操作性と静音性。付
属ノズル：すき間、ブラシ、ブラシロールクリーンフロア、スーパーロン
グ、ソフトブラシン、UVベッド、収納袋。約16×26×110cm、約2900g

シャーク

充電式サイクロン
ハンディクリーナー CH951J
［税抜］¥11,000
9956 101

ハンディスチームクリーナー
［税抜］¥11,000
9957 101

部屋や車内はもちろん、お子様やペットがいるご家庭にぴったり
な、パワフルな大容量ハンディクリーナー。ミニモーターヘッドで、
布団クリーナーとしても活躍。スクラビングブラシ、隙間ツール、
ミニモーターヘッド、運転：約10分。約43×10×11cm、約1010g

スチームが出始めるまでたったの30秒、気になった時に手軽
に使えます。小さなお子様のいる家庭でも安心。付属ホース、
小型ポケットツール、衣類用スチーマー、注水容器タンク容量：
380㎖、ヒートアップ時間：30秒。約18×13×29cm、約1550g

GENIUS ジーニアス
スチームモップ

EVOPOWER W25
充電式
ハンディクリーナー

9958

101

［税抜］¥

13,500

9959

101

［税抜］¥

17,500

お掃除をもっと楽しく、快適に。様々な床の汚れを徹底的に落と
すスチームモップ。専用パッド、三角ヘッド、ブラシ付き三角パッ
ド、注水容器。スチーム調整：3段階、タンク容量：350㎖、ヒー
トアップ時間：30秒。約18×30×112cm、約3500g

スリムで軽いボディながらパワフルな吸引力。バッテリー
の残り時間や充電状況がひと目でわかるバッテリーゲージ
搭載。充電ドック
（ノズル収納2 ポケット）
、ノズル
（マルチ、
隙間用、布団用）
。運転：約12分。約6×5×42cm、約620g

EVOPOWER W35
充電式
ハンディクリーナー

EVOPOWER Plus W35P
充電式
ハンディクリーナー

9960

101 グレイ

［税抜］¥

22,000

9961

101

［税抜］¥

25,500

スリムで軽いボディながらパワフルな吸引力。バッテリーの残り時
間や充電状況がひと目でわかるバッテリーゲージ搭載。リチウム
イオンバッテリー×2、
充電ドック、ノズル（マルチ、隙間用、布団用）。
運転：約24分
（バッテリー 2個使用時）。約6×5 × 42cm、約620g

スリムでパワフルなハンディにフローリング用ノズルがプラス！バッテリー
の残り時間や充電状況がひと目でわかるバッテリーゲージ搭載。リチウムイ
オンバッテリー×2、充電ドック、ノズル（マルチ、隙間用、布団用、フローリン
グ用延長）。運転：約24分（バッテリー 2個使用時）。約6×5×42cm、約620g

EVOPOWER SYSTEM
コードレス
スティッククリーナー
CS200J

EVOPOWER SYSTEM
コードレス
スティッククリーナー
CS401J

9962
9963

101 ルビーレッド

［税抜］¥

9962

30,000

101 ノルディックブルー ［税抜］¥ 30,000

ハンディ部分が１kg未満の製品の中で最も強力な吸引力。空気の流
れと床面との密閉性を追求したフローリング専用の独自ヘッドで、ゴミ
を逃さず吸い込みます。ノズル（布団、マルチ、ブラシ付き隙間用）。運
転：最長20分
（ハンディでの使用時）。約12×27×100cm、約1500g

9964
9965

9965

101 メタリックグレイ

［税抜］¥

101 ロイヤルブルー

［税抜］¥

45,000
45,000

新開発「ブラシレスパワーフィン」搭載。ハンディ部分が１kg未
満の製品の中で最も強力な吸引力。ミニモーターヘッド、ノズル
（布団、
マルチ、
ブラシ付き隙間用、運転：最長40分（ハンディで
の使用時、バッテリー 2個使用）。約12×27×101cm、約1900g

シャーク 29

アイロボット

床拭きロボット
ブラーバ ジェット250

29,880

床拭きロボット ブラーバ 390j
［税抜］¥ 39,880
9486 106

ナビゲーションシステム「iAdapt2.0」搭載。キッチン
などの床を、汚れに合わせて念入りに拭き掃除。バッ
テリー充電器使用時：約2時間、
ウェットモード：12畳。
ダンプモード、ドライモード：15畳。約17×18×8cm

ナビゲーションシステム「iAdapt2.0」搭載。リビング
やダイニングなどの広い部屋、複数の部屋の拭き掃除
におもに対応。付属品：NorthStarキューブ。ウェット
モード：20畳 ドライモード：56畳。約22×24×8cm

ロボット掃除機 ルンバ i3

ロボット掃除機 ルンバ 671
［税抜］¥ 39,800
9828 108

9485

9827

106

108

［税抜］¥

［税抜］¥

63,455

iRobot Genius™を搭載したロボット掃除機ルンバ ® i3
はあなたの清掃習慣を学習して、最適な清掃スケジュー
ルを提案します。スマートスピーカーに対応しているた
め、
話しかけるだけで清掃を開始します。充電：約3時間、
稼働
（通常清掃時）
：最大75分。約34×34×9cm

ロボット掃除機 ルンバ i7
9829

108

［税抜］¥

99,880

部屋の環境を学習して記憶、最適なパターンで清掃。10倍の
吸引力とパワフルな清掃力で家中を徹底的にキレイに。付属
品：ホームベース、デュアルバーチャルウォール、交換用ダス
トカットフィルター、交換用エッジクリーニングブラシ。充電：
約3時間、稼働（通常清掃時）：最大75分。約35×35×9cm

30 アイロボット

３段階のクリーニングシステム搭載。部屋をさまざま
な角度から複数回走行し、毎日のゴミやホコリをすみ
ずみまで清掃します。付属品：ホームベース、デュア
ルバーチャルウォール。充電：約3時間、稼働
（通常
清掃時）
：最大90分。約34×34×9cm

ロボット掃除機 ルンバ i7＋
［税抜］¥129,880
9338 108
スマートマッピングで部屋の環境を学習してゴミや
汚れを感知、徹底的にキレイにします。ゴミ捨てまで
自動なので、清掃がさらに快適。連続稼働：
（通常清
掃時）最大75分。最大幅約35×9cm

ディクラッセ

9838

LED Solar stone
8632
8633

88 S
88 L

2,500
［税抜］¥ 3,000

［税抜］¥

センサー式ソーラーライト。石のカタチのLEDライト
は太陽の光で充電し、暗くなると自動で点灯します。
(屋外での使用可能 )単4 ニッケル水素電池 × 1
8632 約15×13×8cm 8633 約17×15×11cm

Ferreo D/L
9838
9839

88 アンティークゴールド ［税抜］¥ 8,000
［税抜］¥

88 マットブラック

8,000

コンパクトで機能的な金属の質感を生かしたデスクラン
プ。コード：ON/OFFスイッチ付
（中間スイッチ）ブラック
コード、付属電球：E-17/ 40Ｗ 白熱 ミニ球（フロスト）
※
LED電球使用可
※電球型蛍光灯不可
約28×14×34cm

9841

U-umbrella stand
9840
9841

88 ホワイト
88 ブラック

9,000
［税抜］¥ 9,000
［税抜］¥

天然の大理石を使った、コンパクトながら高級感あふ
れるアンブレラスタンド。傘が4本まで立てられます。
約φ12.2 ×15cm ※石の色味や柄には個体差があります。

スナフキンの忘れもの
8636

88 グリーン

［税抜］¥

18,000

スナフキンの帽子をモチーフにしたムーミンシリーズ
のペンダントランプ。羽根の部分がプルスイッチに
なっています。E-26/60Ｗ 白熱 普通球
（ホワイト）
。
約φ40×24cm

9842

LED エトワール テーブルランプ
［税抜］¥17,500
9842 88
［税抜］¥ 25,500
9547 88
「エトワール」はフランス語で、
「星」という意味。真鍮の素材を
生かしたシェードは時間の経過とともに、味わい深い色合いに。
付属電球：LEDフィラメント電球 E-17/4Ｗ、440lm（白熱球
40W相当）。 9842 約17×17×16cm 9547 約26×30×25cm

LED Cardinal P/L BK
9548

88 ブラック

［税抜］¥

56,000

６つの光を自由な高さに角度調整できます。自分好
みに光をアレンジできます。迫力のあるサイズ感な
ので、広めのリビングやワンルームにおすすめです。
付属電 球：LEDフィラメント電 球 E-26/6.5Ｗ × 6、
800lm
（白熱球60W相当）
。約φ111×51cm

ディクラッセ 31

ドクターエア

8686

3D マッサージロール

（家庭用電気マッサージ器）

8686
9095

95 ピンク

［税抜］¥

95 ブラック

［税抜］¥

9774

３Ｄハンディマッサージャー

9,074
9,074

3分間で最大10,000回の振動。軽くて充電式コード
レスだから、場所を選ばず全身を強力にマッサージ。
最長約180分使用可能。付属のアシストカバーで手
の届かない部位にもご使用可能。約φ9×31cm

（家庭用電気マッサージ器）

9773
9774

95 シャンパンゴールド ［税抜］¥11,637
95 ネイビー

［税抜］¥

11,637

様々な部位をワイドにほぐす。デスクワークによる筋肉のコリ
をほぐしたい方、長時間の運転による疲れを取りたい方、ト
レーニング後の疲労回復をしたい方などにオススメです。ソ
フト・ワイドアタッチメント付き。約8×40×9cm、約760g

9423

3Dコンディショニングボール
［税抜］¥12,963
9098 95
振動する球体で筋肉にアプローチ！ 振動＆ピンポイ
ントアプローチで、
セルフストレッチをさらに加速！ リ
チウムイオン充電池内蔵、
充電：約3時間。約φ12cm

３ＤアイマジックＳ
9423
9424

8689
9100

95 ブラック
95 レッド

［税抜］¥

14,630
14,630

9427

17,593
［税抜］¥17,593
［税抜］¥

振動刺激によって、より深部へのアプローチが可能と
なり、かつ身体を動かして刺激を与える必要がないの
で、
リラックスしたポジションでリリースが可能になり
ます。充電：約3.5時間
（満充電まで）
。約φ15×32cm

32 ドクターエア

［税抜］¥

95 ブラック

目の周りやこめかみをじんわりと温め、ほどよい振動と加圧
で、目もとを優しくケア。半透明のフロント構造。Bluetooth
搭載で体感中に音楽を聞きながらリラックス効果が期待でき
ます。充電：約2時間、電池持続：約60分。約21×8×11cm

9100

ストレッチロール S

95 ホワイト

3Dスーパーブレード PRO
9427
9428

95 ピンク

［税抜］¥

95 ブラック

［税抜］¥

53,364
53,364

お好みに合わせて振動の種類を変えられる本格エクササイ
ズマシーン。さまざまな部位にアプローチして、気になる部位
と全身のスタイルアップをサポートします。
USBで音楽
（MP2）
再生可能。単4型乾電池（リモコン用）×2。約75×21×43cm

ルルド

スタイル EMSシート
9833

95

［税抜］¥

5,000

ラッピングマッサージャー
9834

95 オレンジ

［税抜］¥

5,500

パワフル＆スマートに鍛える、筋肉に直接働きかける
シート型 EMS。低周波、中周波、高周波の３種類の
刺激アプローチ。
リチウムイオン充電式。丸めて収納、
簡単ふき取り。自動オフタイマー。付属品：USBケー
ブル、アトマイザー、収納バンド。約36×34×2cm

パワフルモーター振動でマッサージ、骨盤まわり・腕・
脚スッキリ。１つに繋いで骨盤まわり、２つにわけて
腕や脚などに装着。強弱交互、連続強振動の２モー
ド。ヒーター機能付。10分自動オフタイマー。付属品：
ACアダプター。約66×6×17cm

スタイルバランスボード

ハンドケア

9835

95 シルバー

［税抜］¥

9,000

9836

95 ホワイト

［税抜］¥

10,000

光と音で楽しむ体幹トレーナー。不安定なボードの
上でバランスを取ることで、全身の筋力を向上。理想
のスタイルをメイクするフィットネスマシンです。側面
のLEDライトが１周60秒かけて点灯しバランス成否
判定、新感覚バランスボードです。約40×28× 9cm

15層のエアバッグで指１本ずつを包み、もみ出しマッ
サージで手全体の血行を良くし、筋肉の疲れを取り除
きます。指先と手全体の２プログラムモード。ヒーター
機能付。１０分自動オフタイマー。付属品：ACアダプ
ター、フェイスシール、ビニール手袋。約17×19×10cm

ツイストアームケア

ひざカツマッサージャー

9837

95 ピンク

［税抜］¥

10,000

二の腕専用ケア商品。すっと腕を入れて、ボタンを押
すだけで360° 本格ケア。コードレス＆ハンズフリー設
計だから場所を選ばず「ながらケア」
。エアバッグに
よるねじりツイストケア。選べるＡ・Ｂコース。強さ設
定有。置くだけ充電スタンド付き。約16×16×19cm

9766

95

［税抜］¥

13,600

ひざ専用マッサージ器。10カ所、全15層のエアバックで
ひざ周りの筋肉をもみほぐします。ひざ、ふともも、ふくら
はぎに対応。２段階調整ヒーター、弱中強マッサージ強度
調整、2つのもみコース機能付き。ファスナーとバックス
で装着します。付属品：ACアダプター。67×30×11cm
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ビクトリノックス

クラシック シグネチャー
8591

88

［税抜］¥

2,160

ハンティング Pro ALOX
9852

88

［税抜］¥

11,800

急にペンが必要になった時。このモデルを持っていれ
ば心配無用です。マルチツールの基本的な機能だけ
でなく、ボールペンも付いています。ユニークな機能
を搭載したシリーズ。7機能。約1× 6cm

ビクトリノックスのアイコンカラーに輝く、アウトドアア
ナイフ。クッキング用としてはもちろん、本格的な両刃
仕上げの堅牢なブレードにはロック機能が搭載されて
おり、薪割りに用いることも可能です。耐久性の高い
ALOXハンドルは、握りやすさも特徴。約2×14cm

フリップトップ
ラップトップ バックパック

ワークス プロフェッショナル
マルチブリーフケース
［税抜］¥ 29,000
9853 80

8594

80

［税抜］¥

15,000

様々な仕分けポケットが付いており、用途に合わせた
整理収納スタイルが見つかります。素材：ポリエステ
ル。約33×49×26cm

エアロックス
フリークエントフライヤー キャリーオン
［税抜］¥ 35,000
9854 80
100% 純正ポリカーボネート製ながら、従来モデルか
ら約25%の軽量化と、耐久性・強靭性、使いやすさの
両立を実現しました。HINOMOTO 社製 8ホイール
キャスター、TSAロック付。
容量：34ℓ、約55×35×
（マチ）
23cm、約2300g

34 ビクトリノックス

ブリーフケース、ショルダー、リュックと使える3wayビ
ジネスバッグ。日本のビジネスシーンに最適のコンパ
クトなマルチブリーフです。14inchラップトップ PC対
応。容量：16ℓ、約30 ×40 ×
（マチ）
17cm、約960g

イノックス メカニカル
9115

80

［税抜］¥

105,000

ビクトリノックス・スイスアーミーのフラッグシップモ
デル「I.N.O.X」
。シックなデザインながら視認性は抜
群。自動巻き、20気圧。

ソト

ミニポップアップテーブル
フィールドホッパー
A110

99

［税抜］¥

4,800

アミカス
A111

99

［税抜］¥

4,800

パッと開いてサッと閉じる！ 軽量約395g！ A4 ハーフ
サイズに小さくたためるソロテーブル。独自構造により
ワンアクションで4本のスタンドが飛出します。また、天
板サイドは立ち上がりを付けた転落防止加工。使用時
はA4 サイズになります。約30×21× 8cm、約395g

コストパフォーマンスや使用感などトータルバランスに優
れたコンパクトストーブ。オートキャンプや山行などでの
使用に応えます。わずか81ｇのコンパクトなボディには、
SOTOがこれまで生み出してきた、さまざまなテクノロジー
が注ぎ込まれています。ボンベ
（別売）
。約76×10×9cm

サーモスタック

レギュレーターストーブ

A113

99

［税抜］¥

5,400

２つのマグカップ、ジョイント、マグリッド、リフターの
多機能マグセット。重ねて使うと、保温・保冷機能の
高いダブルウォールマグに。荷物を絞りたい時には
必要なパーツを自由にお選びいただけます。約182g

マイクロレギュレーターストーブ
［税抜］¥6,300
A114 99
「寒さ」というガスストーブの弱点を克服！ 独自開発
のマイクロレギュレーター（超小型ガス減圧器）
によ
り、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に
影響されにくく氷点下（−５℃）
においても安定した火
力を持続。ボンベ
（別売）
。約10×9×9cm、約73g

A112

99

［税抜］¥

5,800

火力が落ちにくい！ 新開発マイクロレギュレーター搭載、
冷えに影響されることなく、いつでも高出力を実現。点火
不良の原因となる圧電と通電線を本体に内蔵。不意の衝
撃からも守ります。約17×14×11cm、約350g(本体のみ)

ステンレスタッチオープン
10インチハーフ
A115

99

［税抜］¥

19,000

蓄熱性に優れた４ミリ厚のステンレス鋼板。耐衝撃
性も抜群！ 家庭のガスコンロ、オーブン、電磁調理器
等でも使用できます。IHクッキングヒーター対応。鉄
製のダッチオーブンのようなシーズニングは不要。お
手入れも簡単。
（内寸）約φ26×8cm、約5100g

ソト 35

マグ・フォーマー
（26ピース）
ポリス＆レスキューセット
［税抜］¥ 4,500
9843 90

マグ・フォーマー
（30ピース）
ベーシックセット

パトカーやヘリコプターなど自由な発想で何種類も
のはたらく車をつくって遊べます。材質：ABS、TPE、
磁石。内容：三角形 × 8、正方形 × 8、長方形（大）
×1、
人形（警察官 ×1、
消防士× 1）
、タイヤ× 2、その他アク
セサリー×5）
。対象年齢：3歳頃～。

正三角形と正方形のみの、遊びやすいセット。磁力
を操り簡単な造形あそびが楽しめます。材質：ABS、
磁石、内容：30ピース
（三角形 ×12、正方形 × 18）
、対
象年齢：3歳頃～。

ボーネエクスプレス ビッグブリッジ・タウン
［税抜］¥12,000
9844 90

クアドリラ・ツイスト＆レールセット
［税抜］¥15,000
9845 90

子どもたちの情操、社会性を育む「ごっこ遊び」
。実在
の電車の動きを再現する楽しさ、自由に想像の世界を
広げられる喜びを体験できます。材質：木、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、スチール、他。対象年齢：3歳頃～。

重力や摩擦などの物理理論が隠された「クアドリラ」は、
組み立て方によって、ビー玉のスピードや方向が変わり、
大人も夢中になる魅力がいっぱいです。材質：ポリプロ
ピレン、木、ガラス、プラスチック。対象年齢：4歳頃～。

マグ・フォーマー
ディスカバリー BOX（71ピース）
［税抜］¥15,500
9038 90
カーブや車輪など創造が広がるパーツをセットにし
た日本限定商品。材質：ABS、磁石、内容：71 ピース
（14種類の図形、
車輪、
人形付きパーツ入り）
、
収納ボッ
クス付。対象年齢：3歳頃～。

36 ボーネルンド

9037

90

［税抜］¥

6,600

オリジナル積み木 カラー

【積み木のほん付】

9846

90

［税抜］¥

16,000

ドイツの教育学者で、幼稚園の創始者フレーベルが「神の
贈り物」と呼んだ積み木。子どものあそびの基本となるも
のだからこそ、
「正確で良質なものを」とボーネルンドが
開発したオリジナル商品です。材質：ぶな。内容：43ピー
ス。立方体サイズ：約5×5×5cm。対象年齢：1歳頃～。

ミカド珈琲

1948年 東京・日本橋で生まれ、長野・軽井沢でも人気を博す老舗コーヒー専門店。
世界各国から厳選した生豆を使用し、焙煎士たちがじっくり焼き上げております。
日本人の味覚に合う美味しいコーヒーと、コーヒーに良く合う焼菓子をお楽しみ下さい。

9446

9856

旧軽モカロールケーキ

トリュフショコラ

9446
9855

9448
9856

98 1本入
98 2本入

2,000
［税抜］¥ 4,000

［税抜］¥

＜ミカド珈琲＞軽井沢旧道店のハウスブレンド「旧軽通
り」の香りが引き立つよう丁寧にローストして練り込ん
だ生地と、ふんわりなめらかなコーヒークリームとの絶
妙な味わいが楽しめるロールケーキです。約15.5cm

8945
8946

（各8g）
98 20杯入
（各8g）
98 30杯入

［税抜］¥

98 8個入

［税抜］¥

濃厚なチョコレートをまるごと一粒、しっとりとした生
地に包み込んで丁寧に焼き上げました。ミカド珈琲軽
井沢旧道店の大人気スイーツメニューの一つで、コー
ヒーとの相性抜群です。

8946

ワンパックコーヒー

2,000
2,500

98 6個入

9450

2,000
［税抜］¥ 3,000

［税抜］¥

マイルドブレンドとコクのあるリッチブレンドのセット。
8945 ワンパックコーヒーマイルドブレンド、リッチブ
レンド × 各10
8946 ワンパックコーヒーマイルドブレンド、リッチブ
レンド × 各15

コーヒーゼリー
9449
9450

98 8 個入

［税抜］¥

98 9 個入

［税抜］¥

2,500
3,000

みずみずしく、口どけのよい食感の中に、芳醇なコー
ヒーの香りと旨みがたっぷり凝縮されています。本格
的な味わいは、まさに「食べるコーヒー」です。

8949

MAJO ミスティー無糖
9857

98 6 本入（各1,000㎖）

［税抜］¥

3,000

世界三大銘茶（ダージリン）
のフルリーフ茶葉を、南ア
ルプスの清らかな水で淹れました。その豊かな香りと
爽やかなあと味は、優雅なひとときを約束します。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

MAJO リキッドコーヒー無糖
8948
8949

98 3 本入（各1,000㎖）

［税抜］¥

98 6 本入（各1,000㎖）

［税抜］¥

1,500
3,000

清らかで美味しい南アルプスの水でネルドリップ抽出
した逸品。口当たりの良い味に仕上がっております。
氷を入れたグラスに注ぐだけで、まろやかでコクのあ
る本格的なアイスコーヒーがお楽しみいただけます。
直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。

ミカド珈琲 37

デメル

古都ウィーンの象徴と言われるデメルは、ハプスブルク家の紋章をブランドマークに、
王政時から老舗の洋菓子舗として栄誉と伝統を何よりも尊び、
華麗で優雅なお菓子作りを驚嘆すべき厳格さをもって今日まで継承してまいりました。

ソリッドチョコ 詰合せ
7724

108 94g

［税抜］¥

1,400

スウィート・ミルク・ヘーゼルナッツ・コーヒー 4種
類の味が楽しめるタブレットチョコです。各2枚。

オレンジピールチョコレート
7468

108 16 本入

8206
8207

108 スウィート

［税抜］¥

108 ミルク

［税抜］¥

1,800
1,800

猫の舌の形をした可愛らしいチョコレート。105g

クライネクーヘン
8208
8209

ココスツィーゲル
5848
5527

［税抜］¥

108 12 個入

［税抜］¥

108 12 枚入

［税抜］¥

108 16 枚入

［税抜］¥

1,500
2,000

ヘーゼルナッツのペーストとミルクチョコレートを加
えたクリームをココナッツ入りのラングドシャ生地で
サンドした香ばしさが口の中に広がるお菓子です。

9016

8209

108 9 個入

2,000

5527

8207

ソリッドチョコ 猫ラベル

［税抜］¥

オレンジの皮を砂糖漬けにして、スウィートチョコ
レートでコーティングした香りと食感が 楽しめる
ピールチョコです。

1,500
2,000

ココア風味のしっとりとした生地と、イチジクを加え
たスウィートチョコ味が楽しめるフィグ
（イチジク）
。ピ
スタチオ風味の香ばしい生地と、爽やかなサワーチェ
リーを加えたミルクチョコ味が楽しめるピスタチオ。
8208 フィグ × 5、ピスタチオ × 4
8209 フィグ × 6、ピスタチオ × 6

クッキー詰合せ
9015
9016

108 285g

［税抜］¥

108 430g

［税抜］¥

3,000
5,000

香辛料やナッツを加えて個性あふれる風味豊かなクッ
キーに焼き上げました。

直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

38 デメル

資生堂パーラー

1902年創業以来 、伝統の味を継承するとともに、
つねに新しい美味しさを追求してきた資生堂パーラー。
銀座本店では、新たな時代の息吹をおりまぜた西洋料理もお楽しみいただけます。

6208

サブレ 22 枚入
9397

［税抜］¥

105

1,000

サブレの身上は、さくさくとした軽やかな食感です。
ココナッツの甘い香りをまとわせたノワドココ、ココ
アパウダーとチョコレートパウダーの陰影豊かな苦み
が特徴のカカオ、２種の詰め合わせ。いつ、どんな場
所にも寄り添える、シンプルな装いと深みのある味わ
いが魅力的です。ノワドココ、カカオ各11枚。

ショコラヴィオン
6207
6208

［税抜］¥

105 24 個入

［税抜］¥

口どけのよいチョコレートに練り込んだ、香ばしいプ
ラリネや砕いたフイユティーヌ、クッキーなどが、さくさ
くとした食感を演出します。ほろ苦いノワール、甘酸っ
ぱさがこぼれるフレーズの２種を詰め合わせました。
6207 ノワール × 8、フレーズ × 4
6208 ノワール ×16、フレーズ × 8

8210

ビスキュイ
7727
8210

105 30枚入
105 50枚入

7291

2,225
［税抜］¥ 3,350

［税抜］¥

それぞれにふさわしい素材を吟味して焼き上げました。
7727 ショコラ × 5、キャラメル × 3、カネル × 3、アマン
ド × 8、ヴァニーユ × 3、シュクレ × 5、キャラメリゼ × 3
8210 ショコラ × 8、キャラメル × 7、カネル × 8、アマン
ド × 8、ヴァニーユ × 6、シュクレ × 7、キャラメリゼ × 6

7728

花椿ビスケット
7728
7729

105 24枚入
105 48枚入

1,000
2,000

105 12個入

ラ・ガナシュ
7290
7291

［税抜］¥

105 28個入

［税抜］¥

ココアクランチを加えたなめらかなチョコレートを、
ベルギー産の上質なチョコレートで包み込み、さら
にココアクランチをまぶしました。
7290 ノワール × 12、ブラン × 9
7291 ノワール × 16、ブラン × 12

6210

7729

1,675
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥

まるで洋菓子の原形のような、シンプルなレシピのビ
スケットこそ、昭和初期から誇りを持ってつくり続け
てきた、資生堂パーラーを代表するお菓子。母親が
つくるおやつのような、素朴で優しいおいしさが、幅
広い年代のお客さまに愛されています。
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

1,850
2,450

105 21個入

菓子詰合せ
6209
6210

105 28 個入

［税抜］¥

105 49 個入

［税抜］¥

3,000
5,000

皆様に喜んでいただける人気のお菓子のセット。
6209 ビスキュイ × 8、
チーズケーキ × 6、
ラ・ガナシュ ×14
6210 ビスキュイ × 16、
チーズケーキ × 9、
ラ・ガナシュ ×24
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

資生堂パーラー 39

パティスリー キハチ

四季折々の、いちばんおいしい素材を、いちばんおいしいときに。自由な発想と
アイディアが詰まった、レストランのデザートから生まれた patisserie KIHACHI。
スイーツの新しい発見と、楽しさと、喜びが、ここにあります。

キハチ バームクーヘン S
4904

［税抜］¥

108

1,000

しっとりとした食感を生み出すために、一層一層を
弾力のある生地に焼き上げています。バームクーヘ
ン ×１個。
※中身直径10cm

アソート BOX
9117

108

［税抜］¥

9778

バームクーヘン
9777
9778

1,200
［税抜］¥ 2,000
［税抜］¥

108 5 個入
108 8 個入

1,000

小麦粉、バター、卵などの基本素材の持ち味を活かし
焼き上げた、パティスリー キハチ人気の焼菓子を詰合
せました。ちょっとした贈り物にぴったりです。
バームクーヘンプレーン・ケークアングレ ×各1、黒胡
麻と黒糖クッキー・バニラクッキー × 各3

7300

焼菓子ギフト
7632
7300

108 ８種 11個入

［税抜］¥

108 ８種 15 個入

［税抜］¥

2,000
3,000

バニラの優しく甘い香りが広がるプレーンと、チョコ
レートの香りが口の中にふわっと広がるショコラを
詰合せました。パティスリー キハチならではの、風味
豊かな味わいをお楽しみください。
9777 プレーン ×3、ショコラ× 2
9778 プレーン ×4、ショコラ× 4

7632 バームクーヘン
（プレーン・ショコラ）
・フィナン
シェ・はちみつマドレーヌ・ケークアングレ・マーブル
ケーク・マロンケーク × 各1、パルミエ × 4
7300 バームクーヘン（プレーン・ショコラ）
・ケークア
ングレ・マーブルケーク × 各2、フィナンシェ・はちみ
つマドレーヌ・マロンケーク ×各1、パルミエ × 4

焼菓子ギフト 10 種 32個入

アイス＆ソルベ 6 種 12個入

8154

［税抜］¥

108

5,000

毎日同じ素材と向き合い、本物の美味しさをお届けす
るために、ひとつひとつ丁寧に仕上げました。
バームクーヘン（プレーン・ショコラ）
・ケークアングレ
× 各2、フィナンシェ・はちみつマドレーヌ × 各4、マー
ブルケーク・マロンケーク × 各1、パルミエ ×4、黒胡
麻と黒糖クッキー・バニラクッキー × 6

5524

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

40 パティスリー キハチ

108

［税抜］¥

5,000

パティスリー キハチのアイス＆ソルベは、なめらかで
口の中いっぱいに広がる幸せな味わい。６種の味を
お楽しみください。ストロベリー＆ミルク、抹茶＆ミ
ルク、カスタード、オレンジマンゴー、チョコレート、
キャラメル＆シブスト×各2

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

銀座千疋屋

創業明治27年。果物専門店として明治から変わらぬ信頼を受け続けています。
その秘密は変わらぬ伝統と、卓越した目利きの存在。
銀座千疋屋が選ぶ果実をデザートにしてお届けします。

銀座レーズンサンド
9886

107 15 個入

［税抜］¥

3,000

洋酒の香りをまとったレーズンを、上品な甘さの特製
クリームとサンドしました。なめらかなクリームと香り
豊かなレーズンのハーモニーをお楽しみください。

銀座フルーツクーヘン
8100

107 16 個入

9504

3,000

9113

銀座ストレートジュース
9503
9504

［税抜］¥

一層一層丁寧に焼き上げられた生地に、フルーツ果
汁を混ぜ、2層に仕上げました。しっとりした口当たり
にフルーツの程よい甘さが相まって、深い味わいが広
がります。イチゴ＆ミルク、レモン＆はちみつ、メロン
＆ミルク、バナナ＆チョコ × 各 4

107 180㎖ × 6 本

［税抜］¥

107 180㎖ × 10 本

［税抜］¥

3,000
4,500

銀座ゼリー
7790
9113

107 9 個入

［税抜］¥

107 16 個入

［税抜］¥

3,000
5,000

旬の時期に収穫した果物をそのまま、砂糖、香料を加
えずに美味しいジュースにしました。
9503 みかん、
ぶどう、
りんご、
グレープフルーツ × 各1、
パイナップル× 2
9504 パイナップル、みかん、ぶどう、りんご、グレープ
フルーツ× 各2

果物の味をそのまま生かし、上品な香りと優しい甘みに
仕上げた、銀座千疋屋オリジナルのフルーツゼリーです。
7790 マンゴー、キウイ、ブルーベリー 各75g×2、さくら
んぼ、グレープフルーツ、ラ・フランス 各75g×1
9113 マンゴー、キウイ、ブルーベリー、さくらんぼ 各
75g×3、グレープフルーツ、ラ・フランス 各75g×2

銀座プリン詰合せ

銀座プレミアムアイス

9887

107 8 個入

［税抜］¥

5,000

素材の個性を考えたフルーツソースの風味と味わい、
滑らかな食感を楽しんでいただけるプリンです。銀
座プリン
（プレーン、いちごプリン、マンゴープリン、ベ
リーチーズ ）各95g × 各2

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

7792

107 1

［税抜］¥

5,000

香り高く芳醇な味わいの果汁を濃厚なクリームと合
せました。
カスタードバニラ、とちおとめ、マスカット、ピーチ、ブ
ルーベリーチーズ 各120㎖ ×2

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

銀座千疋屋 41

ブールミッシュ

1973年に創立 、現在は銀座に本店を構え、日本の本格的フランス菓子の草分け的
存在で知られています。
伝統的なフランス菓子を基本に新しい創作菓子にも挑戦しております。

9895

グランリュクス
9894
9895

105 8 個入
105 12 個入

9897

ミルフレット

1,000
［税抜］¥ 1,500

9896
9897

［税抜］¥

9894 フィナンシェ・マロン、いちごケーキ、チョコオレンジケーキ、マドレー
ヌ・ブラウン、フィナンシェ・ピスタチオ、りんごバターケーキ、フィナンシェ、
フィナンシェ・ショコラ × 各1。 9895 フィナンシェ・マロン、マドレーヌ・
ブラウン、フィナンシェ・ピスタチオ、フィナンシェ・ショコラ ×各1、いちご
ケーキ、チョコオレンジケーキ、りんごバターケーキ、フィナンシェ× 各2

105 6 個入

［税抜］¥

105 12 個入

［税抜］¥

三層が織りなすザクザクとした新食感。網目模様の
香ばしい生地を３枚重ね、口どけ良いクリーム
（バニ
ラ、チョコレート、フランボワーズ ）
をサンドしました。
9896 バニラ、チョコ、フランボワーズ ×各2
9897 バニラ、チョコ、フランボワーズ ×各4

9899

ミニトリュフケーキ
9898
9899

105 12 個入
105 20 個入

9901

マカロン

2,000
［税抜］¥ 3,000

9900
9901

［税抜］¥

ミニトリュフケーキ、宇治抹茶のミニトリュフケーキ、ガトー・
シブーストのミニサイズを詰め合わせました。
9898 ミニトリュフケーキ、宇治抹茶のミニトリュフケーキ ×
各3、ガトー・シブースト× 6。 9899 ミニトリュフケーキ、ガ
トー・シブースト× 各8、宇治抹茶のミニトリュフケーキ × 4

105 10 個入

［税抜］¥

105 15 個入

［税抜］¥

9902
9903

105 10 個入
105 16 個入

9905

ギフトセット

2,000
［税抜］¥ 3,000

9904
9905

［税抜］¥

しっとりとした生地に美味しさを閉じ込めた人気の焼き菓子の詰合せ。
9902 トリュフケーキ、ガトー・オ・マロン、マドレーヌ ×各2、フィナンシェ、
フィナンシェ・ショコラ、ヌーヴェルガレット (バニラ・チョコ）× 各1。
9903 トリュフケーキ、ガトー・オ・マロン、マドレーヌ ×各3、フィナンシェ、
ヌーヴェルガレット(バニラ・チョコ）×各2、フィナンシェ・ショコラ ×1

105 21 個入

［税抜］¥

105 26 個入

［税抜］¥

4,000
5,000

しっとりとした生地に美味しさを閉じ込めた人気の焼き菓子の詰合せ。
9904 トリュフケーキ、ガトー・オ・マロン ×各4、マドレーヌ、ヌーヴェルガ
レット(バニラ・チョコ）×各3、フィナンシェ、フィナンシェ・ショコラ ×各2
9905 トリュフケーキ、ガトー・オ・マロン ×各5、マドレーヌ、ヌーヴェルガ
レット(バニラ・チョコ）×各4、フィナンシェ、フィナンシェ・ショコラ ×各2

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

42 ブールミッシュ

2,200
3,300

中はしっとり、とろけるクリームをサンドしたマカロン。
9900 ヴァニーユ、フランボワーズ、ショコラ、ピスタチ
オ、シトロン ×各2
9901 ヴァニーユ、フランボワーズ、ショコラ、ピスタチ
オ、シトロン ×各3

9903

ギフトセット

1,000
2,000

直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

メリーチョコレート

東京生まれのメリーチョコレートは「想いを贈る」をテーマに、安全でおいしい商品を
お届けいたします。また毎年、世界最大のチョコレート展「サロン・デュ・ショコラ パリ」
に出展し、世界からも品質を認められています。

9374

ミルフィーユ
9026
9374

105 10 個入
105 15 個入

7940

1,000
［税抜］¥1,500

［税抜］¥

オリジナルレシピで作ったおいしいチョコレートを主役に、サクサク
のパイ生地と素材をいかしたなめらかなクリームとの豊かな味のハー
モニーが楽しめます。5月から10月中旬まではクール便で出荷します。
9026 アーモンド、ストロベリー × 各3、チョコレート × 4
9374 アーモンド、ストロベリー、チョコレート × 各5

チョコレートミックス
8565
7940

105 160g

［税抜］¥

105 286g

［税抜］¥

1,000
2,000

カカオの風味豊かなプレーンタイプや、フルーツ、ナッ
ツが入ったチョコレートなど、いろいろな味をみんな
で楽しめる詰め合わせ。
5月から10月中旬まではクール便で出荷します。

8156

ファンシーチョコレート
9375
8156

105 40個入
105 54個入

1,500
［税抜］¥ 2,000
［税抜］¥

形も、味も、食感もそれぞれ楽しいバラエティ豊かな
可愛らしいチョコレート。ご自分用にも、気軽に贈れ
るギフトにもおすすめです。
5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。

プレーンチョコレート1kg
6691

9376

サヴール ド メリー
7303
9376

105 22枚入
105 41枚入

［税抜］¥

105

2,800

ミルク、スイート、ビター、3種類のプレーンチョコレー
トがずっしり1kg。約195粒。小分け袋3枚つきます。
5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。

7941

1,500
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥

バターの香り広がるクッキーとサクッとした食感の
リーフパイを詰め合わせました。生地に練り込んだ
フランス産岩塩が素材の持ち味を引き立たせてい
ます。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

マロングラッセ
9377
7941

105 8 個入本

［税抜］¥

105 13 個入

［税抜］¥

2,000
3,000

イタリア産の栗を糖蜜に漬け込み、芳醇なブランディ
を香らせました。上品な甘さとしっとり食感、奥深い
余韻すべてが贅沢なひとときをお届けします。

直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。

メリーチョコレート 43

上野凮月堂

上野凮月堂は1747年の創業以来 、創業者 大住喜右衛門の志と技を受け継ぎ、
どんな時代にも、
おいしいお菓子に出会うよろこびをお届けできるよう努めてまいりました。
今後も、変化を愉しみ、新しい文化をつくりつづける企業を目指してまいります。

8527

レーズンケーキ
8526
8527

8529

1,000
［税抜］¥ 1,500
［税抜］¥

108 8個
108 12個

ラム酒に漬け込んだレーズンと、ラムレーズン風味の
クリームを、サクッと香ばしく焼き上げたクッキーで
サンドしました。

フラットバークッキー
8528
8529

108 20本

［税抜］¥

108 30本

［税抜］¥

食べやすくスティック状に焼き上げたクッキーです。
風味豊かなアーモンド、白胡麻と黒胡麻が香ばしい
胡麻、パプリカとエダムチーズの組合せが絶妙なチー
ズ、ほんのりビターなチョコレート風味の4種類の詰
め合わせです。

8525

8531

キャリスドールセレクション

プティゴーフル

8530
8531

9451
8525

1,000
［税抜］¥ 1,875
［税抜］¥

108 8個
108 15個

オレンジピールが入った爽やかな風味のオレンジケー
キ、ココアとプレーン生地で美しいマーブル模様に焼
き上げたマーブルケーキ、一層一層丁寧に焼き重ねた
バウムクーヘン、抹茶パウダーを練り込んで焼き上げ
たバウムクーヘン 抹茶の4種類を詰め合せしました。

108 2枚入×18袋

［税抜］¥

108 2枚入×24袋

［税抜］¥

1,500
2,000

伝統菓子ゴーフルのさっくりとした食感をそのまま
に、小さなサイズに仕上げました。バニラ、ストロベ
リー、チョコレート風味クリームの3種類の詰め合わ
せです。

8523

8533

ゴーフル
8522
8523

1,000
1,500

108 12枚入× 1缶

［税抜］¥

108 12枚入×2缶

［税抜］¥

1,500
3,000

直径15cmほどの丸いウエハースの間に、バニラ、スト
ロベリー、チョコレート風味クリームの3種類をそれ
ぞれサンド。さっくりと軽い口あたりのウエハースとの
コンビネーションで長年皆様に親しまれている上野
凮月堂の伝統菓子です。

ゴーフルアソート
9452
8533

108

［税抜］¥

108

［税抜］¥

1,500
5,000

上野凮月堂自慢のお菓子を詰め合わせました。
9452 プティゴーフル 6袋（12枚）、レーズンケーキ 2個、グレ
メアレン 3個、フラットバークッキー 7本
8533 ゴーフル 7枚、プティゴーフル 12枚
（2枚×6袋）、レーズ
ンケーキ 6個、グレメアレン 8個、フラットバークッキー 6本、
チョコレートシャラン 6枚、マロングラッセ 4個、パリジェ 6本

直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

44 上野凮月堂

新杵堂

新杵堂は、良質な栗の産地である岐阜県中津川市に昭和23年に創業しました。
栗を中心とした自然素材を使ったスイーツ専門店として、
伝統的な技法を取り入れながらも新しい「和スイーツ」を皆様にご提供いたします。

7307

9119

スーパースターロール
7307
7308

90 1本入

［税抜］¥

90 2本入

［税抜］¥

1,300
2,600

2018年
（3年連続）
モンドセレクション金賞を受賞い
たしました。ボリュームたっぷりのクリームを一巻きに
したロールケーキです。ラム酒がほんのり香るクリー
ムは、あっさりめ。ふんわり感重視の生地はクリーム
との相性が◎です。

遠州森町抹茶使用
もちふわ抹茶クリーム大福
9118
9119

90 4個入

［税抜］¥

90 8個入

［税抜］¥

代表的な抹茶の産地の一つ、遠州森町の抹茶をふん
だんに使用。
お茶の「渋み」
「旨み」を全面に押し出し、
「甘味」はほどほどに。お餅にも惜しみなく抹茶を使
い、クリームはヘルシーな植物性。小豆には味の面だ
けでなく食感にも一役担ってもらいました。

8062

まるごとみかん大福
8062
8063

6921

1,400
［税抜］¥ 2,600
［税抜］¥

90 4個入
90 8個入

1,400
2,600

上質な完熟みかんを1個まるごと、ふわふわなお餅に
包み込みました。みかんをほんの少しの白手亡豆の白
餡で包みこみ酸味がまろやかに。お子様から通なお
客様までお楽しみいただける商品となっております。

栗きんとん
6921
6922

90 6個入

［税抜］¥

90 10 個入

［税抜］¥

1,520
2,400

2018年
（3年連続）
モンドセレクション金賞受賞作品
でもある新杵堂の栗きんとんは国産100％の栗を使
用しております。栗きんとんは栗と味を引き立てるだ
けの砂糖を熟練の技にて練り合わせた岐阜県中津川
市の銘菓です。1個 約23g

9848

まるごとシャインマスカット大福
［税抜］¥1,650
9847 90 4個入
［税抜］¥ 3,100
9848 90 8個入
コロンとしたフォルムが特徴の『新杵堂まるごとシ
リーズ』に仲間入りしたのは、グリーンの輝きを放つ
長野県産シャインマスカットを一粒、白手亡豆白餡と
昭和23年創業当時から継承される羽二重餅で包み
込んだ「まるごとシャインマスカット大福」です。

ロールケーキ 2 種セット

（スーパースター・栗きんとん）

9120

90 本

［税抜］¥

3,750

新杵堂で人気の２本のロールケーキを詰合せました。
スーパースターロール、栗きんとんロール ×各1

直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

新杵堂 45

かねふく

創業以来たらこの質と明太調味液にこだわり、
たらこの豊潤な風味を逃すことなく手間ひまをかけ丁寧な商品作りをしています。
贈って喜ばれる、人気商品ばかりを取り揃えましたのできっとご満足いただけます。

無着色からし明太子
7314

97 270g

［税抜］¥

3,500

かねふく特製の調味液でじっくり68時間以上熟成さ
せ旨みを引き出しました。

無着色からし明太子
7315

94 450g

［税抜］¥

5,000

かねふく特製の調味液でじっくり68時間以上熟成さ
せ旨みを引き出しました。

無着色からし明太子 上切れ子
［税抜］¥ 3,500
7900 101 400g

無着色明太子 切れ子

かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。旨味
を引き出しました。端が少しだけ切れてしまった「上
切れ子」を集めました。

かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。製造
工程で破れたり、切れたりした「切れ子」をボリューム
たっぷり500ｇでお届けします。

9028

100 500g

［税抜］¥

4,000

築地ふく竹 明太もつ鍋セット
［税抜］¥ 4,000
7313 100

無着色辛子明太子 一本物 1kg
［税抜］¥10,000
9771 94

モツとお好みの野菜をダシスープで煮込んで、明太子を
かけるだけ、簡単に出来上がります。牛もつ300ｇ、明太
子ばらこ300ｇ、
濃縮だし400ｇ、
ちゃんぽん麺180ｇ×2、
唐辛子5g ※野菜
（キャベツ、
ニラ等）
は別途ご用意ください。

かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。無着
色で仕立てた一本物の明太子をたっぷり１kg 集めま
した。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

46 かねふく

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

今半

創業明治２８年。浅草今半はすき焼の名店として、
１世紀以上にわたって浅草の粋と文化に育まれた伝統の味を守り続けて参りました。
これからも老舗の名に甘んじることなく、浅草今半流をつらぬき続けます。

黒毛和牛 味噌漬け
7311

108 90g ×3 袋

［税抜］¥

5,000

吟味された黒毛和牛もも肉を3切れづつ白味噌に包
み、漬け込みました。豊かな香りの白味噌がやわら
かい牛肉に染み込み風味豊かに仕上りました。

黒毛和牛 ハンバーグセット
8101

［税抜］¥

108

5,000

浅草今半の味を守り続ける指南役が調整した、風味
豊かで味わい深い黒毛和牛の旨味を封じ込めたビー
フハンバーグ。特製和風ソースでお楽しみください。
ハンバーグ 120g×6、和風ソース 35g×6

4995

黒毛和牛ロース すき焼き用
［税抜］¥8,000
5800 108 500g
［税抜］¥10,000
4995 108 670g
程よいサシと肉の旨みが濃い肩肉・肩ロース肉。すき
焼きの老舗「浅草今半」が厳選した黒毛和牛。とろ
けるような肉質をお楽しみいただけます。

9365

黒毛和牛ローストビーフ
7902

［税抜］¥

108

12,000

伝統の製法でひとつひとつ丁寧に焼き上げた自慢の
一品です。やわらかくジューシーな風味は上質な黒
毛和牛ならではのもの。わさび醤油で浅草今半流に
お召し上がりください。モモ肉550g、醤油、わさび。

8559

黒毛和牛ロース すき焼き用
［税抜］¥15,000
9364 108 650g
［税抜］¥ 20,000
9365 108 900g

黒毛和牛ステーキ
7903 108 520g
8559 108 720g

すき焼の老舗「浅草今半」が選び抜いた黒毛和牛の
ロース肉。とろける様な肉質をお楽しみいただけます。

肉質、
脂つき、
風味、口の中でとろける良質の脂、香ば
しい肉汁。最高級サーロインの醍醐味を味わえます。
7903 3枚
8559 4枚

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

［税抜］¥
［税抜］¥

15,000
20,000

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

今半 47

ホテルオークラ

格式あるホテルの代名詞「ホテルオークラ」
。
最高の料理と洗練されたサービスで世界各国のセレブからも愛されています。
伝統を大切に常に新しさを追求するホテルオークラから、贅をつくしたギフトのご紹介。

キャラメルサンドクッキー
9888

100 16 枚入

［税抜］¥

2,000

ガトーセレクション
9455

100

［税抜］¥

3,000

キャラメルソースをスイートチョコで包み込み、キャ
ラメルソースに合わせた色のクッキーでサンドしま
した。プレーン・ストロベリー・オレンジ・パッション
フルーツ各4枚

人気のリーフパイとステックケーキとマドレーヌ、クッキー
をアソート致しました。リーフパイ 6枚（レギュラー・シナモ
ン ×各3）、スティックケーキ プティボワ 3本（オレンジ・レー
ズン・チョコレート ×各1）、マドレーヌ 5個
（バニラ ×3・抹茶
×2）、クッキー 3枚（アーモンド・フルーツ・チョコレート ×各1）

レトルトスープセット

スープ缶詰 詰合せ

9889

100 16 枚入

［税抜］¥

3,000

6865

100 7缶

［税抜］¥

3,000

国産の素材を生かした３種類のスープをアソート致
しました。コーンスープ、パンプキンスープ、安納芋の
スープ 各150g× 各2

いつもの食卓をリッチに彩るスープの詰合せ。
粒入りコーンスープ 160g ×3､ベジタブルチャウダー、
8種の野菜ポタージュ 各160g ×各2

グラタン＆ドリア詰合せ

プレミアムアイス

6551

［税抜］¥

108

5,000

ホテルオークラ伝統のソースで作りました。
シュリンプマカロニグラタン 120g ×2、
ポテトグラタ
ン・ビーフドリア・チキンドリア各135g × 各2

7882

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

48 ホテルオークラ

108

［税抜］¥

5,000

濃厚な味わいとなめらかな口どけ、ホテルオークラこだわり
のアイスギフトです。
アイスクリームバニラ、ソルベマンゴー、アイスミルクアルマ
ニャックレザン、アイスミルクストロベリー 各100㎖ ×各2、
ア
イスミルク抹茶、アイスミルクチョコレート 各100㎖ ×各1
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

伊藤農園

みかんをしぼる。ただ、それだけ。大切にしているのは、
果実そのままの味と香りを化学添加物を一切使用せずお届けすること。
もぎたての果実を半分に切り、上からお碗でやさしく押してしぼったジュースです。

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 2,500
6702 90 8 本

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 3,040
6703 90 10 本

贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。
「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん、きよみ、はっさく、あまなつ × 各2

贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。
「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん ×4、
きよみ、
はっさく、
あまなつ × 各2

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 4,520
6704 90 15 本

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 7,260
6705 90 24 本

贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。
「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん、きよみ、はっさく× 各5

贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。
「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん、きよみ、はっさく、あまなつ×各6

素朴ドリンク 200㎖

日々みかん酢 270㎖

9066

90 15 本

［税抜］¥

3,100

香酸柑橘と呼ばれる酸味の強い柑橘の果汁に粗糖
だけを加えまろやかな味に仕上げました。独特の
香り・苦みをお楽しみ頂けます。ゆず、レモン、だい
だい×各5

9772

90 8 本

［税抜］¥

4,194

１日１杯（180㎖＝60㎖の3倍希釈）で15㎖のお酢を
摂取できます。温州みかん果汁をたっぷり使用し、
すっぱさ控えめで飲みやすく仕上げましたのでお湯割
りやソーダ割りにもお勧めです。１杯に約1,000億個
の植物性乳酸菌が含まれています。

伊藤農園 49

祇園さゝ木

京割烹店「祇園さゝ木」は、
ミシュランガイド2010年版より10年連続で 2 つ星、
2020年版で3つ星を獲得しました。味はもちろんのこと、おもてなしへのこだわりにも定評があります。
板前の手元を間近に見ながら、食事を楽しめる時間がまるで劇場のようと人気です。
※ミシュランガイドで 3 つ星を獲得したのはお店で提供された料理で、本品ではありません。

9511

黒豚の金山寺みそ漬け

パウンドケーキ
9514

107

［税抜］¥

3,000

9510
9511

107

［税抜］¥

100

［税抜］¥

3,000
5,000

ランチコースのデザートとしても提供されています。
宇治抹茶を使用した生地に北海道産のあずきを混ぜ
込んだ「抹茶あずき」と、粒よりの能登産大納言あず
きをちりばめた風味豊かな「大納言あずき」
、シンプ
ルな美味しさが味わえる
「プレーン」
の３種類を各1本。

温暖な気候で育てられた九州産の黒豚肉を、金山寺
もろみみそをベースにした程よい甘さの漬けだれで
漬けました。旨味が増したお肉をご賞味ください。
9510 100g
（もも肉80g・たれ20g）×4枚
9511 100g
（ロース肉80g・たれ20g）×5枚

カレーうどん

うなぎおこわ

9890

101

［税抜］¥

5,000

9891

101

［税抜］¥

5,000

京都市東山区にある京割烹店「祇園 さゝ木」
。かつお
と昆布のだしが利いた風味豊かな味わいのつゆに、
ゆば・アサリのカレー餡と讃岐うどんをセットにして
お届けします。カレー餡（ゆば・アサリ）
100g、だしつ
ゆ100g、讃岐うどん200g×各4袋。

熟練した生産者に大切に育てられた国産うなぎの蒲
焼きをスライスし、もっちり食感のおこわと合わせ、祇
園さゝ木オリジナルのタレで仕上げました。電子レン
ジで温めるだけで美味しくお召し上がりいただけま
す。12個、計540g

うなぎおこわと
国産牛すき焼き風包み蒸しセット
［税抜］¥ 10,000
9892 100

すき焼きセット

国産うなぎの蒲焼きをスライスし、もっちり食感のおこわ
と合わせた「うなぎおこわ」と、国産牛や玉ねぎ、ゴボウな
どの具材を紙で丁寧に包んだ「すき焼き風包み蒸し」の
セット。どちらも電子レンジで温めるだけ！うなぎおこわ ×
12個、計540g、国産牛すき焼き風包み蒸し135g×5個。

きめ細かい肉質と旨味が特長の米沢牛と、芳醇な香
りのシェリー酒を使用して作ったこだわりの割下を詰
合せました。お好みの具材に、店主おすすめのごぼう
や玉ねぎを加えてお召し上がりください。米沢牛（も
も肉250g、肩ロース肉200g）
、割下300㎖。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

50 祇園さゝ木

9893

100

［税抜］¥

10,000

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

下鴨茶寮

下鴨茶寮 至高の昆布
A157

105

［税抜］¥

3,850

千房

うめもり

下鴨茶寮 きんぴらまぐろ（木箱）
［税抜］¥ 3,850
A158 105

卵かけ昆布は、北海道産の天然真昆布を粒状に裁断し、
醤油で炊き上げ、３日以上乾燥させてつくりました。昆布
ふりかけは、北海道道南産がごめ昆布・塩昆布を贅沢に使
い、干しえび、ごまの香ばしさ、そして山椒の香りを絶妙に
調和させました。昆布ふりかけ65g、卵かけ昆布90g

ささがき牛蒡とまぐろをじっくりと炊き合わせまし
た。ふっくらとしたまぐろと、しゃきっとした牛蒡の歯
ごたえを楽しんで頂けます。婦人画報お取り寄せ上
位ランキングなど、好評の定番商品です。280g

下鴨茶寮 料亭の西京漬け (6切)
［税抜］¥6,050
A159 110

下鴨茶寮 料亭の昆布〆（漁味）
［税抜］¥ 9,050
A160 110

海から遠く離れた京都で、魚の保存性を高め、美味し
くいただくために生まれた西京漬け。麹が多く塩分
が少ないため、品の良い甘みと香りを醸し出す西京白
味噌を使用した当茶寮特製の西京味噌漬けです。
カラ
スカレイ・銀鮭・銀鱈・金目鯛・鰆・鰤 × 各1切。約450g

昆布で〆た５種の魚介と野菜に煎り酒をつけて。和
のサラダ感覚でお愉しみください。昆布〆
（帆立、鯛、
鮭、平目、海老、その他）
、付け合せ味付野菜（大根、人
参、壬生菜塩漬、その他）
、卵黄醤油漬、煎り酒 × 各3。
約800g

千房 お好み焼・たこ焼セット
［税抜］¥ 5,000
A161 101

千房 宮崎県産黒毛和牛お好み焼
［税抜］¥ 5,000
A162 101 5 枚

定番「豚玉」や女性人気の「もちチーズ」
、醤油味の「ね
ぎ焼」とダシの風味を効かした「たこ焼」などの詰合せ。
豚玉200g、ねぎ焼180g、もちチーズ 200g×各2、たこ焼
8個入×1、お好み焼ソース 25ｇ×5、醬油たれ10g×2、ホ
ワイトソース 10ｇ、あおさのり0.2ｇ、かつお節1ｇ×各7

宮崎県「有田牧畜産業」の黒毛和牛「エモー牛」を使った
お好み焼。和牛の旨みをより引き出すために生地に玉ね
ぎを加えてふっくらと焼き上げました。宮崎県産黒毛和
牛お好み焼 220g、お好み焼ソース 25g、醤油たれ10g、
ホワイトソース 10g、あおさのり0.2ｇ、かつお節1ｇ×各5

手鞠わさび葉寿し うめもり
わさび葉 鯖棒寿司３種食べ比べセット
［税抜］¥6,900
A163 100 各8切

手鞠わさび葉寿し うめもり
はれやか贅沢手鞠わさび葉寿し ( 帆立 )
［税抜］¥10,000
A164 100

わさびの葉をしゃりに混ぜあわせた、
うめもりオリジ
ナルの鯖棒寿司。しめ鯖、焼鯖、炙り鯖と３種類の詰
め合わせ。鯖の身も分厚いので食べ応えがあります。
梅酢炙り鯖棒寿司、焼き鯖棒寿司、しめ鯖棒寿司 ×各
１
（８貫）
。約1170g

旬の味覚を、彩りも味わいも豊かに仕上げました。ご家
族の団らんや友人の集いに、華を添えてくれる一品。わ
さび葉寿し
（鯖、鮭、海老、鰻）
、古代あなら寿司、手鞠紅
ずわいがに すだち添え、鮭いくら錦糸巻、手鞠赤海老、
贅沢うに手鞠、手鞠帆立の柚子いくら添え。約700g

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。
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ディナーギフト券

至福を贈る。
美食家たちを魅了したあのお店で、至福のひと時を。
贈る方の心が届くディナーギフト券。
■ 下記レストランは一例です。

聘珍樓（神奈川 / 横浜 他）
ANAクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋

（愛知 / 名古屋）

日本料理 おかざき

（宮城 / 仙台）

ホテルニューオータニ

（東京 / 赤坂）

資生堂パーラー 銀座本店

（東京 / 銀座）

日本国有文化財 二木屋

（埼玉 / 北浦和）

リストランテ・アクアパッツァ

（東京 / 南青山）

アクアマーレ (神奈川 / 横須賀）
オーベルジュ オー・ミラドー

（神奈川 / 箱根）

ディナーギフト券とは、同封のレストランカードからお好みの１店舗を選び、
お食事に訪れていただけるギフト券です。
ディナーギフト券 DAコース
［税抜］¥ 10,000
3801 106 1名様用
ディナーギフト券 DCコース
［税抜］¥ 20,000
3802 104 2名様用
ディナーギフト券 DEコース
［税抜］¥ 30,000
3803 109 2名様用
ディナーギフト券 DSコース
［税抜］¥ 40,000
3804 110 2名様用

ディナーギフト券のシステム
1. 選ぶ
幅広いジャンルの
中からお好きな
1店舗を選びます。

2. 予約する
ギフトチケット
サービスセンターに
予約をします。

3. 訪れる
レストランで
至福の時を
ご堪能ください。

ご利用上の注意
●

●
●

チケットには、各コース分のお食事代、サービス料、消費税が含まれています。
※お飲物代や追加オーダーについては、お客様負担となります。
ご利用の際はあらかじめギフトチケットサービスセンターでご予約いただきます。
有効期限は発行日より6ヶ月となります。

※詳細はホームページ http://www.gifticket.jp/をご覧ください。現在、全国展開に向けて調整中です。

52 ディナーギフト券

フルーツギフト券

季節を贈る。
旬のフルーツが選べる、フルーツギフト券。
おいしい季節の味をお届けするために、お届け期間を限定しています。

フルーツギフト券のシステム
セット内容
● ご挨拶状

● フルーツギフト券
● お申込ハガキ
● 専用ケース

2. 申込

1. 選ぶ
同封のフルーツギフト券
の中からお好みの1点を
選びます。

フルーツギフト券 SCコース
3826

95

［税抜］¥

3. 届く

同封のハガキまたは
インターネットから
お申し込みできます。

旬なフルーツが
お届け時期に
届きます。

ご利用上の注意

4,000

フルーツギフト券 SEコース
［税抜］¥ 5,500
3827 95

商品の性格上、
天候等の影響により、産地・
出荷期間が変更になる場合がございます。
● お届けは日本国内に限らせていただきます。
（沖縄県を含む離島に商品をお届けする場
合には別途送料がかかります。）
● 配達日や時間の指定はご容赦ください。
● 有効期限は発行日より6ヶ月となります。
●

フルーツギフト券 53

アイスクリームギフト券

笑顔を贈る。
贈られた方の笑顔が目に浮かぶ、
おいしくてうれしい、ハーゲンダッツのギフト券。

アイスクリームギフト券の特徴
■贈られた方が、お好みのフレーバーのミニカップ・クリスピーサンド・バーのいず
れかと交換できます。
■全国のデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストアで交換いただけます。

ハーゲンダッツ ギフト券

アイスクリームギフト券 HA セット
［非課税］¥ 2,960
9339 118

アイスクリームギフト券 HC セット
［非課税］¥ 4,440
9341 118

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 4枚｡
ギフト券ケース入。

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 6枚｡
ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HB セット
［非課税］¥ 3,700
9340 118

アイスクリームギフト券 HD セット
［非課税］¥ 5,920
9342 118

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 5枚｡
ギフト券ケース入。

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 8枚｡
ギフト券ケース入。

ご利用上の注意
●

ハーゲンダッツ ギフト券1枚で、ミニカップ・クリスピーサンド・バーのいずれか2個と交換で
きます。

一部のお店ではお引換えになれない場合があります。
現金や他の商品とのお引換えはできません。
● 専用ギフト券ケース代込みの価格です。
●
●

●

商品とお引換えの際に消費税をお支払いいただく必要はありません。

54 アイスクリームギフト券

全国または、海外から美味しさを
追求して吟味しました。
贈られた 方が 好きな 産 直グルメを 選 べるグルメギフト券 。
貰った 方がお 好きな商 品を1点お 選び いただけるギフト券 です。
全14 コースをご 用 意しました 。

■各コースとも、10〜30種類前後
（一部コースは除く）
の商品からお選びいただき、
お
届けするシステムです。
もちろん、先様には一切負担はございません。
■グルメギフト券の中に入っている専用ハガキに、受取り主様が商品番号とお届け
先を記入し投函するだけです。

グルメギフト券（システム料込み）
［税抜］¥1,800
8563 103 SK
［税抜］¥ 2,300
2015 100 SG
［税抜］¥ 3,000
2016 98 SA
［税抜］¥ 3,500
4319 97 ST
［税抜］¥ 4,000
2017 96 SB
［税抜］¥ 5,000
2018 95 SH
［税抜］¥ 6,000
2019 94 SC
［税抜］¥ 8,000
2020 93 SD
［税抜］¥ 11,000
2021 92 SE
［税抜］¥ 16,000
2022 92 SW
［税抜］¥ 21,000
2023 91 SL
［税抜］¥ 26,000
2024 91 SQ
［税抜］¥ 31,000
2025 91 SR
［税抜］¥ 51,000
4416 90 SX

4416

ご利用上の注意
●

離島へのお届けには送料が別途かかります。

※一部、
内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。

グルメギフト券 55

好きな モノだけ ちょっとず つ 選 べ る
スイーツチョイスカタログ。
『Peck 』は、たくさん のスイーツの中から自分 の好きなモノを少しずつチョイス
できることから「鳥がついばむように選べる」をテーマに生まれました。

ペック
8739 102
8740 102
8741 102
8742 102

1,700
2,000
［税抜］¥ 2,500
［税抜］¥ 3,000

3 品選べるコース

［税抜］¥

5 品選べるコース

［税抜］¥

7 品選べるコース
9 品選べるコース

「好きなモノ、食べてみたいモノ」を自由にチョイス
して自分だけのスイーツセットを作れたら…。全60
品の中からお好きなスイーツをコースに合わせて
「ちょっとずつ」チョイス！

おいしいってやさしい。
「食べたい」シーンに合わせてごちそうを紹介。
「やさしいごちそう」は新 鮮食 材やシェフやパティシエの
こだわり料理など、いつもの食卓がちょっとうれしくなる
やさしいごちそうが載ったグルメチョイスカタログです。

やさしいごちそう
8743
8744
8745
8746
8747

98 ロッソ
98 セレステ
98 ジャッロ
98 ヴェルデ
98 ヴィオラ

8743 約 63品
8744 約 60品
8745 約 96品
8746 約107品
8747 約149品
1品及び
（2品選べるコース含む）

2,200
［税抜］¥ 2,500
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥ 5,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

8747
直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。

56 ペック / やさしいごちそう

日 本 全 国 か ら 選りすぐった
黒 毛 和 種 の 牛 肉 だけ をご 紹 介。
自信をもっておすすめできる国 産 和牛 銘 柄の、さまざまな部 位のお肉を豊富に
ラインナップ。美味しい召し上がり方レシピも掲載しています。

選べる国産和牛
7326 104 健勝（約70点）
7327 104 溌剌（約70点）
7328 104 延壽（約70点）
8324 104 福禄（約60点）

5,000
10,000
［税抜］¥ 20,000
［税抜］¥ 30,000
［税抜］¥

［税抜］¥

8324

全国のグルメを、行った気分で味わえる
ギフトカタログです。

冬の定番！ご家庭でほっかほかの
鍋グルメをお楽しみ ください。

47都道府県ギフト券
9409 108 Aコース
9410 104 Bコース
9411 101 Cコース

選べる鍋グルメ
9882 105 NSB コース
9883 103 NSC コース

3,000
［税抜］¥ 4,000
［税抜］¥ 6,000
［税抜］¥

9411

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

［税抜］¥
［税抜］¥

4,000
6,000

9883

※一部、
内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。
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温 泉・体 験 ギ フト や グル メ な ど も 充 実 。
ヴァリアス

カタログギフト『 ヴァリアス 』 は 様 々なギフトシーンに お 使 いいた だけます。
有 名ブランドはもちろん 、お 子 様 か らご年 配 の 方 向 け まで、豊 富 な 品 揃 えで
世 代 を 問 いません 。また、価 格 の 種 類を15 コースご 用 意しておりますの でご
予算 に合 わ せ て贈り分 けも簡 単です。

「ヴァリアスカタログ」のシステム
■贈られた方が届いたカタログより、お好みの商品をお選びいただけます。

■同封のお申込ハガキをポストに投函していただきます。

■お申込ハガキ投函から2 〜3週間で、ご希望の商品を宅配にてお届けいたします。

ご予算別のコース（システム料込み）
1014 95 フランクフルト（商品点数 915 点）
1015 94 アムステルダム（商品点数 1,410 点）
1016 93 ジェノバ（商品点数 1,720 点）
1017 92 トロント（商品点数 1,510 点）
1018 91 ローマ（商品点数 1,600 点）
1019 90 マルセイユ（商品点数 1,740 点）
1020 89 ハンブルク（商品点数 760 点）
1027 89 ブリュッセル（商品点数 740 点）
1021 88 キングストン（商品点数 1,000 点）
1028 88 マンチェスター（商品点数 970 点）
1022 87 リスボン（商品点数 1,620 点）
1023 87 ボストン（商品点数 1,500 点）
1024 87 シアトル（商品点数 1,530 点）
1025 86 オスロ（商品点数 1,350 点）
1026 86 モントリオール（商品点数 1,220 点）

直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。

58 選べるギフト

2,800
3,300
［税抜］¥ 3,800
［税抜］¥ 4,300
［税抜］¥ 4,800
［税抜］¥ 5,800
［税抜］¥ 7,800
［税抜］¥ 8,800
［税抜］¥ 10,800
［税抜］¥ 12,800
［税抜］¥ 15,800
［税抜］¥ 20,800
［税抜］¥ 25,800
［税抜］¥ 30,800
［税抜］¥ 50,800
［税抜］¥

［税抜］¥

1026

楽しい「時間」と
「幸福」を、
「 感謝」の気持ちと
共に贈る JTB ならではのカタログ式ギフト。
「たびもの撰華」は、 贈られた方がお好きな品を選べるカタログギフト。大きな特徴
は、温泉や宿泊など旅プランが特に充実している点です。他にもレストランプラン
やご当地グルメ、雑貨や伝統工芸品など幅広いジャンルからお選びいただけます。
さまざまな用途に応じて、大変重宝にお使いいただけます。

たびもの撰華
8317 103 桜（約420アイテム）
8318 103 楓（約440アイテム）
8319 103 椿（約440アイテム）
8320 108 梓（約380アイテム）
8321 108 柊（約360アイテム）
8322
9765
8323

113 橘（約310アイテム）
115 檜（約180アイテム）
115 極（約210アイテム）

3,600
5,600
［税抜］¥ 10,600
［税抜］¥ 20,600
［税抜］¥ 30,600
［税抜］¥

［税抜］¥

50,600
70,600
［税抜］¥100,600
［税抜］¥

［税抜］¥

8323

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

※一部、
内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。
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軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビールセット
9224

108

［税抜］¥

4,100

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビール瓶セット
9225

108

［税抜］¥

4,100

軽井沢浅間山の清らかな冷涼名水で仕込んだクラフトビー
ルの飲み比べセット。プレミアム・クリア、プレミアム・ダーク、
クリア、ダーク、白ビール、軽井沢エール、黒ビール、赤ビール
× 各1缶。清涼飛泉プレミアム ×4缶。350㎖、Alc.5〜5.5度。

軽井沢浅間山の清らかな冷涼名水で仕込んだクラフトビー
プレミアム・クリア、プレミアム・ダー
ルの飲み比べセット。
白ビール、軽井沢エール × 各1本。清涼
ク、クリア、
ダーク、
飛泉プレミアム × 2本。330㎖瓶 、Alc.5〜5.5度。

この街を奏でる
音楽のようなビール ギフトセット
［税抜］¥ 4,100
8333 105

ホルゲートバラエティセット

街そのものの味わいをあらわした音楽のようなクラフト
ビール。TOKYO BLUES セッションエール、TOKYO
BLUES ゴールデンエール × 各2本 、OSAKA BAY BLUES、
KYOTO CLASSIC × 各1本。330㎖瓶 、Alc.4.5〜6.5度。

オーストラリア クラフトビール界のパイオニアが手掛
けたビールセット。
Mt.マセドンペールエール、
アルファ
クルーシス IPA × 各2本。ロードトリップ IPA、
ノート
ンラガー × 各1本。330㎖瓶 、
Alc.4.3〜5.8度。

エチゴビール エチゴ FLYING IPA
［税抜］¥6,500
9226 108

銀河高原ビール 小麦のビール
［税抜］¥6,500
8749 108

日本最初のクラフトビールメーカーが生んだ、最も
新しくエキサイティングなインディアンペールエール
（ IPA）
。突き抜ける苦みとさわやかなシトラスの香りが
海外でも人気です。
350㎖、24本入り。Alc5.5度。

「アジアビアカップ 2 017（ヴァイスビア部門）
」金賞
受賞。小麦を贅沢に使用し南ドイツ伝統のヴァイツ
エンタイプのレシピで醸造された、滑らかでリッチな
味わいの無濾過ビール。350㎖、24本入り。Alc.5度。

COEDO 瑠璃
9708

108

［税抜］¥

6,408

爽やかな飲み口の国産ピルスナービール。ほど良い
ホップの香味が、飲み飽きしない透明感を生み出して
います。その特徴にちなみ瑠璃と名付けられました。
350㎖、24本入り。Alc5度。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

60 地ビール

8334

105

［税抜］¥

4,300

雷電カンヌキ IPA
9709

108

［税抜］¥

7,176

長野県東御市オラホビールが生んだ個性派のクラフトビー
ル。柑橘系の香りと二杯目を誘うキレが特徴のインディア
ンペールエール（ IPA）
。カンヌキは江戸時代伝説の力士 雷
電為右衛門の禁じ手閂に由来。350㎖、24本入り。Alc.6度。

賀茂鶴酒造
純米吟醸 一滴入魂
9710

107

3,500

［税抜］¥

2016年全国燗酒コンテスト最高金賞。
2018年ワイングラ
スでおいしい日本酒アワードプレミアム金賞受賞。
2019年
日本清酒品評会金賞。広島県産酒造好適米で醸した純米
吟醸。冷でも燗でもお楽しみ頂けます。
1800㎖。Alc.15度。

小澤酒造 澤乃井蔵元直送
東京蔵人・特別純米セット
8752

109

［税抜］¥

4,000

五代 山元酒造 芋焼酎造り
五代梅酒 蔵元直送
［税抜］¥ 3,500
9232 108
「全国梅酒品評会 2018」金賞受賞。薩摩焼酎の名門
「五代」の原酒で漬け込んだ梅酒は梅の酸味と原酒の
深みが絶妙のバランスで食を引き立てます。
1800㎖。Alc.12度。

天山酒造 天山
純米吟醸 蔵元直送
9228

［税抜］¥

89

4,250

三百年に亘り東京の地酒として親しまれてきた澤乃
井。
「 東京蔵人」は伝統の「生もと造り」で醸した純米
吟醸酒。米の旨みに程よい酸がキレを生み料理との
相性をひきたてます。
720㎖×2。Alc.16.5度。

ANA 国際線ファーストクラス採用酒。地元佐賀の「山
田錦」を 55％精米。蛍の郷として知られる天山水系で醸
した純米吟醸はフルーティーな香りと味わいが特徴。和
洋を問わず料理との相性も抜群です。
1800㎖。
Alc.16度。

賀茂鶴酒造
特製 ゴールド賀茂鶴

小玉醸造
純米大吟醸 天巧

9711

104

［税抜］¥

6,000

9712

108

［税抜］¥

6,370

広島県産酒造好適米で醸した大吟醸。昭和33年発
売の吟醸酒のパイオニア。優雅な香り、
芳醇な味わい、
リッチな金箔入りで高級感たっぷりな逸品です。
720㎖×2。Alc.16.5度。

モンドセレクション最高金賞受賞。IWC ゴールドメ
ダル受賞。ANA 国際線ファーストクラス等で採用さ
れた実力の純米大吟醸。和洋中どの料理とも抜群の
相性を示す食中酒の逸品です。
1800㎖。Alc.16度。

老松酒造 本格焼酎
閻魔 陶器カップ付セット

小正醸造 薩摩の地焼酎セット
赤猿黄猿黒猿
［税抜］¥ 3,600
8757 106

8758

103

［税抜］¥

3,400

モンドセレクション最高金賞8年連続受賞の樽熟成
麦焼酎「赤閻魔」と全麹仕込みでキレの良い麦焼酎
「黒閻魔」のギフトセット。720㎖ ×2。Alc.25度。

黄金千貫を黒麹で醸した力強い味わいの黒猿 、香
りのよい紫芋を採用した赤猿 、黄麹を使用しフルー
ティーな香味の黄猿と、それぞれに全く個性の異なる
三品を飲み比べられるセット。
900㎖ ×3。Alc.25度。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

酒 61

7757

8805

9878

8807

9876

9515

8076

9518

9877

9516

9040

9879

山形県産はえぬき 1㎏
7757

83

［税抜］¥

800

玄米 宮城県産金のいぶき 2kg
［税抜］¥ 2,000
9878 82

歯ごたえが良く粒揃い、噛む程に広がる独特の甘みが
口の中に広がる、山形生まれの自信作。

金のいぶきは、精白米にしなくても、食味は玄米その
ままのごはんとして十分美味しく、また、栄養の宝庫
である胚芽が通常の約３倍もあるお米です。

北海道産ゆめぴりか 1kg

香川県産おいでまい 5㎏

9876

88

［税抜］¥

900

8076

89

［税抜］¥

3,000

ほど良い粘りと豊かな甘み、北海道米の最高峰「ゆ
めぴりか」をお楽しみください。

粒揃いの色白美人で米本来の食感が楽しめます。

山形県産つや姫 1kg

滋賀 みずかがみ 5㎏

9877

88

［税抜］¥

900

9040

89

［税抜］¥

3,100

白く光沢のある粒は粘りが少なく、さっぱりとした味
わいで、冷めても味が落ちないお米です。

滋賀の自然環境に配慮して栽培されました。炊きあが
りが白く、光沢があります。ほどよい粘りで、かみしめる
とまろやかな甘みがあり、とても美味しいお米です。

新潟県魚沼産こしひかり 1㎏
［税抜］¥1,000
8805 81

金賞米 5kg
8807 86

上品な甘みと香り、ほのかな粘りが口に広がる大人気
のお米です。

米飯管理士が認証した金賞米です。山形県産はえぬ
き70%・夢いっぱい20%・ミルキークイーン 10%で
ブレンドした山形の恵みをお楽しみください。

香川県産おいでまい 2㎏

富山県産こしひかり 5kg
［税抜］¥ 3,200
9518 87

9515

74

［税抜］¥

1,800

［税抜］¥

3,200

粒揃いの色白美人で米本来の食感が楽しめます。

富山県産こしひかりは、甘みと粘りが非常に美味しい
お米です。

新潟県魚沼産こしひかり 2㎏
［税抜］¥ 2,000
9516 79

石川県産ゆめみづほ 5kg
［税抜］¥ 3,200
9879 86

上品な甘みと香り、ほのかな粘りが口に広がる大人気
のお米です。

味・香り・粘りともに抜群なお米で、瑞穂（みづほ）
の
国の夢のあるブランドとして名づけられました。おにぎ
りや弁当にしてもそのおいしさが長持ちします。

62 お米

岩手 銀河のしずく 5kg
［税抜］¥ 3,300
9041 85

宮城県産だて正夢 5kg

宮沢賢治の作品から名づけられたお米です。炊きあ
がったお米は白くて艶やか。あっさりとした粘りに噛
めば噛むほど口の中に甘味が広がります。

食味の良さともっちりとした粘り強さが特徴のお米で
す。

無洗米新潟県産こしひかり 5㎏
［税抜］¥ 3,500
7475 88

青森県産青天の霹靂 5㎏

粘り・艶・香り・甘みと4拍子揃ったお米です。また、新潟県産
のお米は全国の中でも最優良産地として知られております。

金賞健康米
（山形県産はえぬき使用） 5㎏
8808

80

［税抜］¥

3,500

9880

8074

86

79

［税抜］¥

3,800

4,200

［税抜］¥

「青」は青森の青、
「天」は遥かに広がる北の空。
「霹靂」
は稲妻。稲に寄りそい、米を実らせます。

新潟県産新之助 5kg
9881

81

［税抜］¥

4,300

近畿大学農学部と幸南食糧との共同開発商品。新精
米法により、健康と美味しさをまるごと詰め込んだお
米です。お米は山形県産はえぬきを使用しております。

大粒でふっくらとした食感と、程良い粘りと甘みが特
徴です。

北海道産ゆめぴりか 5㎏

新潟県魚沼産こしひかり 5㎏
［税抜］¥ 4,400
7473 81

7764

84

［税抜］¥

3,600

ほど良い粘りと豊かな甘み、北海道米の最高峰「ゆ
めぴりか」をお楽しみください。

金賞健康米
（北海道産ゆめぴりか使用）5㎏
7765

84

［税抜］¥

3,600

日本一の米処である新潟県の魚沼産こしひかりは艶・
粘り・香りの3拍子揃った高級米です。白ご飯やおに
ぎりなどに最適なお米であり贅沢な逸品であります。

兵庫県但馬産こしひかり
コウノトリ育むお米（特別栽培米）5㎏
［税抜］¥ 4,500
8078 79

近畿大学農学部との共同開発商品。
健康と美味しさをまるごと詰め込んだお米です。

特別天然記念物のコウノトリが育む自然にも人にもや
さしいお米です。

無洗米北海道ゆめぴりか 5㎏
［税抜］¥ 3,700
7470 85

富山県産こしひかり 10㎏

「日本一おいしいお米を」という北海道民の「夢」に、アイヌ
語で美しいを意味する「ピリカ」を合わせて名付けられまし
た。粘りがあり、炊き上がりがやわらかく、艶があります。

甘みと粘りが非常に美味しいお米です。

7767

87

［税抜］¥

6,400

9041

7764

9880

7473

7475

7765

8074

8078

8808

7470

9881

7767

お米 63

松阪牛 焼肉
A051
A052

88 200g バラ
88 400g もも・バラ

5,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

全国から優秀な血統の子牛を、管理システムの対象地
域で肥育した未経産の黒毛和種の雌牛が『松阪牛』です。
「肉の芸術品」として全国、世界から賞賛されています。

松阪牛 すき焼き
A053
A054

88 260g バラ
88 450g もも・バラ

5,000
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

全国から優秀な血統の子牛を、管理システムの対象地
域で肥育した未経産の黒毛和種の雌牛が『松阪牛』です。
「肉の芸術品」として全国、世界から賞賛されています。

前沢牛ステーキ・ハンバーグセット
［税抜］¥ 8,000
9288 88
［税抜］¥12,000
9289 87

前沢牛贅沢セット

岩手県奥州市の恵まれた自然の中で育った雑味のない味わいの
前沢牛。9288 赤身ステーキ 50ｇ×3枚、ハンバーグ 150ｇ×3
個。 9289 赤身ステーキ 50ｇ×5枚、ハンバーグ 150ｇ ×5個。

8871 サーロインステーキ、赤身ステーキ 50g ×各2枚、
薄切り200g 8872 サーロインステーキ、赤身ステー
キ 50g ×各3枚、霜降り薄切り300g

神戸牛すきやき用

神戸牛ミニステーキ

9272
9273

84 400g モモ
84 600g モモ

10,000
［税抜］¥15,000

［税抜］¥

8871
8872

9274
9275

11,000
17,000

89

［税抜］¥

90

［税抜］¥

84 60g × 5枚

［税抜］¥

84 60g × 8枚

［税抜］¥

10,000
15,000

「神戸ビーフ」は、兵庫県内で生産される優れた但馬牛
から、恵まれた自然環境の中で、熟練した農家が高度
な飼育技術を駆使してつくりだした最高牛肉です。

「神戸ビーフ」は、兵庫県内で生産される優れた但馬牛
から、恵まれた自然環境の中で、熟練した農家が高度
な飼育技術を駆使してつくりだした最高牛肉です。

米沢牛黄木 米沢牛すき焼用
［税抜］¥ 5,000
9549 95 220g 肩
9550 88 500g 肩ロース・肩 ［税抜］¥10,000

米沢牛黄木 米沢牛ステーキ詰合せ
9551 88 560g ロース・もも ［税抜］¥15,000
9552 88 720g ロース・もも ［税抜］¥20,000

創業大正12年 老舗「米沢牛黄木」が、一頭単位の目利きをして選ん
だ米沢牛のすき焼用をお届けします。コクと旨味が味わえる肩肉、霜
降りのバランスが良い肩ロース肉のすき焼用に詰合せました。

口溶け柔らかな霜降りロース肉、赤身独特のコクと旨味
が凝縮したもも肉のステーキ用に詰合せました。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

64 肉

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

かみふらの和牛焼肉
A059

91 350g もも・バラ

［税抜］¥

5,000

北海道上富良野町で肥育された黒毛和種「かみふら
の和牛」
。すっきりしたクセのない口当たりと、噛むほど
に増すまろやかな旨みが自慢です。

A060

北海道かみふらの和牛・サーロインステーキ
［税抜］¥10,000
8826 95 約150g ×3枚
［税抜］¥15,000
8827 89 約200g ×3枚
北海道上富良野町で肥育された黒毛和種「かみふら
の和牛」
。すっきりしたクセのない口当たりと、噛むほ
どに増すまろやかな旨みが自慢です。

A061

びらとり和牛

10,000
［税抜］¥10,000

神戸牛 & 松阪牛& 近江牛 三大和牛焼肉食べ比べ
［税抜］¥10,000
A062 99 420g
［税抜］¥ 20,000
A063 95 840g

すき焼きは鍋全体に旨みが絡まり、すべての食材へ美味さが伝わりま
す。焼肉は噛んだ瞬間ジューシーな肉汁があふれて絶品です。A060
すき焼き用 肩ロース 600g A061 焼肉用 もも・肩・バラ 700g

日本が誇るブランド牛を焼肉用に、職人が丁寧にカットしました。A062 神
戸牛モモ・バラ、松阪牛モモ・バラ、近江牛モモ・バラ × 各70g A063 神
戸牛モモ・バラ、松阪牛モモ・バラ、近江牛モモ・バラ ×各70g ×2 セット

A060
A061

91 すき焼き用
92 焼肉用

［税抜］¥

A064

A065

神戸牛 希少部位３種セット
A064
A065

99 ステーキ用
99 焼肉用

10,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

日本が誇るブランド牛「神戸牛」の希少部位を、職人が丁
寧にカットしました。A064 ランプ、イチボ、マルシン 各
60g × 2セット A065 ランプ、イチボ、マルシン× 各120g

京都モリタ屋 黒毛和牛 ロースステーキ
［税抜］¥10,000
8347 88 2枚（360g）
［税抜］¥15,000
8348 88 3枚（540g）
創業明治弐年の老舗、京都モリタ屋がプロの眼で目利
きしたロースステーキです。

9560

フジチク 馬刺し詰合せ
9559
9560

95 ふじ馬刺し詰合せ【松】 ［税抜］¥10,000
95 馬さしと焼酎の晩酌セット【松】［税抜］¥10,000

本場熊本の新鮮な馬刺しをお届け致します。9559 ふじ馬刺し
大トロ、中トロ 100g×各1、上赤身100g×2、たれ・生姜各8個
付き。9560 本格米焼酎「馬花誉（うまかよ）」720㎖、ふじ馬
刺し 大トロ、中トロ、上赤身 100g×各1、たれ・生姜各6個付き。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

陣中 仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成
［税抜］¥ 5,000
9557 98 300g
［税抜］¥ 7,500
9558 98 500g
「陣中の牛タンは162時間の二段階熟成」
。オランダ産
の仔牛のタンを、塩麹を使った陣中秘伝のタレにつけ
込み、低温熟成。柔らかく仕上げ素材本来の濃厚な
旨みを引き出しました。味付け、
スライス、
目入れ済み。
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。
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陣中仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成詰合せ
［税抜］¥10,000
A055 98
オランダ産の仔牛のタンを、塩麹を使った陣中秘伝のタレにつ
け込み、低温熟成。素材本来の濃厚な旨みを引き出しました。
味付け、スライス、目入れ済み。仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹
熟成約300ｇ、仔牛の牛タン厚切り塩麹熟成約120ｇ×3

はままつ餃子
A056 100

［税抜］¥

3,800

丸大食品 煌彩ハムギフト
5953
3728

98

［税抜］¥

98

［税抜］¥

3,000
5,000

5953 特級スモークハム 200g、あぶり焼 焼豚180g、
黒胡椒ミートローフ 170g
3728 特撰ロースハム
350g､特撰肩ロース 300g、黒胡椒ミートローフ 170g

宇都宮餃子館 人気の３種セット
［税抜］¥ 4,800
A057 89

近年、餃子の街として名高い浜松から、野菜たっぷり、
国産豚肉を使用した餃子をお届けします。
約17g ×45個。

宇都宮餃子館を代表する野菜と豚肉の旨味たっぷりの
健太餃子、しその爽やか風味豊かなシソ餃子、青森県
産の粒ニンニクを増量したニンニク餃子の詰合せ。健
太餃子、
シソ餃子、
ニンニク餃子 各8個 ×各2。計48個。

米沢牛黄木 米沢牛入りハンバーグセット
9647 95 3種（各170g）×各2 ［税抜］¥5,000
9648 94 3種（各170g）×各5 ［税抜］¥10,000

小樽の小鍋

創業大正12年 老舗「米沢牛黄木」のハンバーグセッ
ト。デミグラス、イタリアン、和風と３種類の味わいに
直営レストラン「金剛閣」のレシピで仕上げました。

レンジで温めて食べられる、本格海鮮鍋の詰合せです。
8881 鮭うしお汁280ｇ、
つみれ鍋280ｇ×各2
8882 石狩鍋280ｇ、
かに鍋280ｇ、
鮭うしお汁280ｇ ×各2

北海道 知床羅臼産 いくら醤油漬け
［税抜］¥ 5,000
9652 98 50g × 4パック
［税抜］¥ 8,000
A058 98 50g × 7 パック

伊勢海老ステーキ

雄大な大自然が残る知床半島の羅臼町は秋になれば
秋鮭漁一色。沖獲りの銀毛鮭の薄皮原卵を丁寧にも
みほぐしこだわりの醤油たれに漬け込みました。

国産天然伊勢海老を鮮度のいいうちにステーキに。食
卓を豪華に彩ります。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
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8881
8882

8877
8878

86 4 個

［税抜］¥

86 6 個

［税抜］¥

89 2 切
89 4切

4,500
6,000

6,800
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

うなぎ割烹「一愼」鰻のひつまぶし
［税抜］¥ 5,000
A066 99
［税抜］¥ 7,000
A067 99

浜松・浜名湖うなぎセット

名古屋の郷土料理・名物料理として知られる「ひつまぶ
し」を、
うなぎ割烹「一愼」の監修で詰め合わせしました。
A066 鰻きざみ50g、吸い地（ダシ）
120g、たれ・山椒、
おろしわさび2.5g、きざみのり0.5g ×各3袋。
A067 鰻きざみ50g、吸い地（ダシ）
120g、おろしわさび
2.5g、きざみのり0.5g ×各5袋、ボトルたれ50㎖ ×1本。

うなぎの本場、浜名湖産のうなぎのみを使い丁寧に作り上げました。
8879 うなぎ蒲焼110g、うなぎ白焼110g、たれ＆山椒、醤油、わさ
び×各2、粉末吸い物 ×4
8880 うなぎ蒲焼110g、うなぎ白焼110g、たれ＆山椒、醤油、うな
ぎ茶漬け60g（うなぎ40g、たれ20g）、だし、刻み海苔 ×各2、わさび、
粉末吸い物 ×各4。

日本海 甘エビ

ずわいがに脚

A068
A069

99
99

3,800
［税抜］¥6,500

［税抜］¥

8879
8880

A070
A071

11,700
15,000

90 4人前

［税抜］¥

90 6人前

［税抜］¥

91
91

6,500
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

獲れたてを船の上で急速凍結。旨味と鮮度を封じ込
めたままお届けします。 A068 500g
（45～50尾）
、
×2
A069 500g
（45 ～50尾）

お鍋の主役に、バーベキューに、そのまま食べて蟹の
旨みを存分に味わうも良し、食べやすさ抜群です。
A070 約700g
（3 ～6脚） A071 約1.2kg
（ 5 ～9脚）

ずわいがにしゃぶポーション 500g
［税抜］¥ 8,000
A072 92

北海かにづくし

かに職人が素早く加工し、急速冷凍でカニの旨味を
凝縮。かにしゃぶ・天ぷら・グラタン…幅広く大活躍
の優れものです。約500g
（しゃぶしゃぶタレ付き）
。

人気の蟹３種、タラバ蟹、ずわい蟹、毛蟹を豪華にセッ
トしました。タラバ蟹肩脚500ｇ、ずわい蟹500ｇ、毛
蟹350ｇ × 各1。約1550g

北海道産ボイル毛がに特大2 尾
［税抜］¥18,000
9572 90

ボイルたらばがに脚 1.7kg

厳選された北海道産の毛がにのみを使用し、新鮮な
ままボイル、急速冷凍をかけて旨味をぎゅっと閉じ込
めました。北の前浜育ちの毛がには身が締まり、美味
しさは格別です。約600g×2尾。

今、最も貴重とされるカニの王様「たらばがに」
。旨み
がぎゅっと詰まった極上の味わいを豪華にご堪能く
ださい。約1.7kg
（2 ～ 3脚）
。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

A073

A074

93

97

［税抜］¥

［税抜］¥

15,000

20,000

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

海鮮 67

8386

エスビー食品 ディナーカレーギフト
［税抜］¥2,000
2082 92
［税抜］¥ 3,000
8386 92
「フォン・ド・ボー」という美味しさの原点にこだわり
続けるS＆ B 伝統の味わいです。保存しやすい缶タ
イプなので防災対策の備品目的にも対応します。
2082 中辛200g ×6
8386 中辛200g ×9

エスビー レストランレトルトギフト
［税抜］¥ 5,000
9574 85 20 袋入
ギフト限定の2種のオリジナルレトルトカレーや、プロ
仕様の業務用レトルトカレーを20個詰め合わせたオ
リジナルギフトセットです。専門店ビーフカレー中辛､
レストランディナーカレー中辛､牛すね肉のローストオ
ニオンカレー､北海道産野菜のビーフカレー ×各5

8833
8831

大森屋 海苔・ほぐし瓶・お茶漬詰合せ
［税抜］¥ 3,000
8830 87
［税抜］¥ 4,000
8831 87
8830 有明海産卓上味付のり
（10切50枚）
、のり茶漬
（5.4ｇ ×8袋）
×各2、
たらこほぐし
（50ｇ）
、
鶏そぼろ
（60
ｇ）
×各1。箱：約24×35× 9cm
8831 有明海産卓上味付のり
（10切50枚）×3、のり茶
漬（5.4ｇ×8袋）
、たらこほぐし
（50ｇ）
× 各2、鶏そぼろ
（60ｇ）×1。箱：約24×43×9cm

大森屋 海苔・ほぐし瓶・カニ缶・お茶漬詰合せ
［税抜］¥ 3,000
9575 90
有明海産焼のり木箱2袋詰（2切8枚）
、のり茶漬
（5ｇ×
10袋）
、焼鮭ほぐし
（55ｇ）
、たらこほぐし
（50ｇ）
、紅ず
わいがにほぐし身（55ｇ）
。箱：26×31×7cm

大森屋 海苔・ほぐし瓶詰合せ
［税抜］¥ 5,000
8833 90
有明海産味のり木箱14袋詰
（8切5枚）
、有明海産焼のり
木箱2袋詰
（2切8枚）各1、焼鮭ほぐし
（55ｇ）
、たらこほ
ぐし
（50ｇ）
、
鶏そぼろ
（60ｇ）
×各2。箱：約26×46×8cm

A098
A096

ナッツセレクション
A095
A096

1,500
2,000

83

［税抜］¥

83

［税抜］¥

油や塩を使わない素材そのままの美味しさの素焼き
ナッツと、宇治抹茶を使用した国産煎り大豆の詰合せ。
A095 素焼きアーモンド 40g×2、素焼きカシューナッ
ツ 35g ×2、国産抹茶大豆30g×2
A096 素焼きアーモンド 40g×4、素焼きカシューナッ
ツ 35g×2、国産抹茶大豆30g×2

フリーズドライおみそ汁と有明のり・佃煮詰合せ
［税抜］¥ 2,000
A097 68
鰹、昆布のおだしと熟成されたお味噌の風味仕立てのフリーズドラ
イと有明のり・佃煮の詰合せ。マルコメ京懐石お味噌汁フリーズド
ライ（豆腐・野菜）×各2、有明のり12切5枚8束、佃煮
（ごま昆布）45g

フリーズドライおみそ汁と有明のり合せ
［税抜］¥ 2,500
A098 68
鰹、昆布のおだしと熟成されたお味噌の風味仕立てのフ
リーズドライと有明のりの詰合せ。マルコメ京懐石お味噌汁
フリーズドライ（豆腐・野菜）×各4、有明のり12切5枚8束。

A100

A102

タニタ監修みそ汁＆厳選調味料ギフト
［税抜］¥ 2,000
A099 90
［税抜］¥ 2,500
A100 90

鮮度ボトルバラエティセット

みその甘みを活かしたやさしい味わいです。
A099 日清キャノーラ油380g、キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて
生しょうゆ450㎖ ×各1、マルコメタニタ食堂監修減塩みそ汁FD（なす・
オクラとめかぶ・あおさ・野菜）×各1 A100 日清キャノーラ油600g、
キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖ ×1、キッコー
マンいつでも新鮮料理人直伝極みつゆ450㎖ ×1、マルコメタニタ食
堂監修減塩みそ汁FD（なす・オクラとめかぶ・あおさ・野菜）×各1

塩分控えめ。体に優しい醤油セット。
A101 ヤマサ鮮度生活減塩しょうゆ 600㎖ ×1、キッ
コーマンいつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ 450
㎖ ×3、伊賀越塩分ひかえめ天然醸造醤油 450㎖ ×1
A102 ヤマサ鮮度生活減塩しょうゆ 600㎖ ×2、キッ
コーマンいつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ 450
㎖ ×4、伊賀越塩分ひかえめ天然醸造醤油450㎖ ×2

68 カレー / 海苔 / ナッツ / みそ汁

A101
A102

86

［税抜］¥

86

［税抜］¥

3,000
5,000

A125

A126

A127

AGF ブレンディスティック カフェオレセレクション
［税抜］¥1,000
A124 96
［税抜］¥ 2,000
A125 96

味の素 AGF「ブレンディ®とけた！」
［税抜］¥1,800
A126 90 ココア・オレ
［税抜］¥1,800
A127 90 いちご・オレ

カフェオレなどを中心に6種類の味が楽しめるスティックコーヒー。
A124 カフェオレ深煎珈琲仕立て14g、カフェオレ深煎珈琲仕立て
ミルクたっぷり14g、紅茶オレ 11g、ココア・オレ 11g×各3、カフェ
オレ深煎珈琲仕立て 甘さ控えめ12g、抹茶オレ 12g ×各2
A125 カフェオレ深煎珈琲仕立て 甘さ控えめ12g 、カフェオレ深
煎珈琲仕立て ミルクたっぷり14g、紅茶オレ 11g、抹茶オレ12g ×
各5、カフェオレ深煎珈琲仕立て14g 、ココア・オレ 11g×各6

カルシウム・鉄・ビタミンＤの栄養機能食品。冷たい
牛乳にもスティック１本を溶かすだけで、簡単に子供
に人気のココア・オレ、いちご・オレが楽しめます。
A126 9g×30本
A127 7.8g×30本

7885

AGF「ちょっと贅沢な珈琲店®」
ドリップパック スペシャル・ブレンド
［税抜］¥ 3,000
9655 91
厳 選したコーヒー豆を丁寧に焙煎し、深いコクと
芳醇な香りが織り成す、濃厚な味わいに仕上げた
「ちょっと贅沢な珈琲店 ®」ドリップパックのお徳用
100杯入りです。

A129

カゴメ 野菜飲料バラエティギフト
［税抜］¥ 2,000
7884 86
［税抜］¥ 3,000
7885 86
カゴメの人気の野菜飲料を詰め合せたバラエティセット。
7884 野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100（ベ
リーサラダ）、野菜生活100（マンゴーサラダ）各200㎖ ×各4
7885 野菜一日これ一本、野菜生活100 各200㎖ × 各6、野
菜生活100（アップルサラダ、ベリーサラダ、マンゴーサラダ）
各200㎖ ×各4

A131

タクセイ ごま屋匠成 胡麻三昧
［税抜］¥1,500
A128 88
［税抜］¥ 2,000
A129 88

タクセイ オメガセレクトクッキングオイル
［税抜］¥ 3,000
A130 88
［税抜］¥ 3,500
A131 88

体に良い胡麻をバリエーション豊かに詰合せました。
A128 いり胡麻白36ｇ、すりごま黒40ｇ、胡麻香味油
60ｇ × 各1
A129 いり胡麻白36ｇ、いり胡麻黒36ｇ、醤油あじ胡
麻33ｇ、胡麻香味油60ｇ × 各1

様々なクッキング用オイルの詰合せ。
A130 エキストラヴァージンオリーブオイル 185ｇ、胡麻香味
油185ｇ、アマニ油115ｇ、なたね油185ｇ×各1
A131 エキストラヴァージンオリーブオイル 185g、ひまわり油
185ｇ、えごま油115ｇ、胡麻香味油185ｇ、大豆油185ｇ× 各1

A133

A135

NEW 日清＆味の素ヘルシーオイルギフト
［税抜］¥ 2,500
A132 83
［税抜］¥ 3,000
A133 83

味の素オリーブオイル＆新鮮調味料セット
［税抜］¥ 2,500
A134 86
［税抜］¥ 3,000
A135 86

いつもの食卓に健康を気づかうオイルの詰合せです。
A132 日清キャノーラ油600g×2、味の素さらさら
キャノーラ油健康プラス 600g× 1、日清ヘルシー E
600g ×1
A133 日清キャノーラ油600g×2、味の素さらさら
キャノーラ油健康プラス 600g×2、日清ヘルシー E
600g ×1

新鮮なオリーブオイル、調味料との詰合せです。
A134 日清キャノーラ油600g ×1、キッコーマンいつ
でも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖ ×1、味の素オ
リーブオイルピュア 200g ×2
A135 日清キャノーラ油600g ×1、
キッコーマンいつで
も新鮮しぼりたて生しょうゆ 450㎖ ×1、
味の素オリー
ブオイルピュア 200g×3

飲料 / 油 69

A141

A139

播州そば・瀬戸内うどん

信州そば

A138
A139

A140
A141

59
59

1,000
［税抜］¥1,500

［税抜］¥

麺の本場・播州で仕上げた歯切れのよいそばと、の
ど越しの良い瀬戸内うどん。
A138 播州そば50g× 4束、瀬戸内うどん50g×4束
A139 播州そば50g×6束、瀬戸内うどん50g× 6束

62

［税抜］¥

62

［税抜］¥

「そば」といえば「信州」というように全国的にも有
名です。そばの名産地の信州長野で製麺された本場
の味わい。
A140 そば50g×8束
A141 そば50g×18束

A143

延寿庵 稲庭うどん
A142 88
A143 88

［税抜］¥
［税抜］¥

3,000
5,000

稲庭うどん業界で初めて、国際味覚審査機構「iTQi」
の優秀味覚賞を受賞。国内産小麦を使用し、コシの
ある歯応え、なめらかな舌触りが特徴のうどんです。
A142 稲庭手延うどん 150g×6袋
A143 稲庭手延うどん 150g×10袋

1,000
2,000

6942

全国繁盛店ラーメン
7926
6942

1,000
3,000

83 4食

［税抜］¥

83 12食

［税抜］¥

人気の繁盛ラーメン店の味をご家庭で手軽に！
7926 札幌「黒帯」
・喜多方「一平」各2食 ×各1箱
6942 札幌「黒帯」
・秋田「十郎兵衛」
・仙台「おり久」
・
喜多方「一平」
・広島
「満麺亭」
・熊本
「もっこす亭」
各2食 ×各1箱

A145

3,000

ストー 紅ずわいかに金線缶詰セット
［税抜］¥ 3,000
A144 98 60g ×4缶
［税抜］¥ 5,000
A145 98 60g ×7缶

小さくカットした牛タンを甘辛く煮込み、ゴマ油ベー
スの食油に唐辛子、にんにく等をなじませた調味油と
丁寧に合わせました。
ご飯や麺類等に乗せるのはもと
より、多様にお楽しみいただけます。

肩肉などを食べやすくほぐしたフレークを主体に、脚肉
を天面に飾った金線スタイルです。ジューシーで甘みの
ある上品な味わいです。そのままは勿論、和洋中さまざ
まな料理にも活躍する万能缶詰。

牛タン仙台ラー油詰合せ
9297

98 100g ×3個

［税抜］¥

A149

島原手延そうめん 波の白糸
A146
A147
A148
A149

68 250g
68 500g
68 750g
68 1000g

500
［税抜］¥1,000
［税抜］¥1,500
［税抜］¥2,000
［税抜］¥

A152

島原手延そうめん 波の白糸 木箱入
［税抜］¥ 3,000
A150 68 1200g
［税抜］¥ 4,000
A151 68 1800g
［税抜］¥ 5,000
A152 68 2400g
伝統の味絹糸のような美しさ高級手延べそうめん。

伝統の味絹糸のような美しさ高級手延べそうめん。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

70 麺類 / カニ缶

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

A168

A165

中田食品 梅道 紀州南高梅
A165
A166

（500g）
82 うす塩味

［税抜］¥

3,500

82 はちみつ味（500g） ［税抜］¥ 3,500

中田食品 紀州南高完熟梅干 禅の匠
［税抜］¥ 3,500
A167 82 12粒（300g）
［税抜］¥ 5,500
A168 82 20粒（500g）

塩分控えめでさっぱりとしたやさしい甘みの「うす塩味」
と、はちみつを加えたほんのり甘口の「はちみつ味」
。紀
州産南高梅の特選梅干を使用したおすすめの逸品です。
A165 塩分5％ A166 塩分6％

柔らかい紀州産南高梅の中から完熟した特大粒の梅を
選りすぐり、梅が本来持つ酸味を生かしながら、まろや
かで深みのある味わいに仕上げました。大切な方への
贈り物にふさわしい紀州梅干の逸品です。塩分14％

屋久島ふれあい食品
屋久島たんかんジュース果汁 100％
［税抜］¥ 3,000
A169 99 190g ×12本

乳蔵 北海道プリン

世界自然遺産の屋久島特産品「たんかん
（柑橘）
」の
果汁100％ストレートジュース。手作業で果皮を剥き
搾汁、糖度12度以上に仕上げています。

北海道産の牛乳を使用し仕上げた「乳蔵北海道プリ
ン」
。お好みで添付のカラメルソースをかけてお召し上
がりください。プリン 100g、カラメルソース 5g×各8

レモン牛乳カップ・ソフト

乳蔵 北海道アイスクリーム

9761

110 各6個

［税抜］¥

3,000

栃木県ご当地ドリンク「レモン牛乳」のカップアイスとアイ
スソフトのセット。乳飲料「関東・栃木レモン」を10％使っ
た、甘味と爽やかなレモンの香りを感じる美味しさです。レ
モン牛乳カップ 140㎖、レモン牛乳ソフト160㎖ ×各6個。

横濱馬車道あいす＆もなかセット
［税抜］¥ 5,000
7864 89 14個
素朴で懐かしい味わいが多くの人に親しまれていま
す。横濱馬車道あいす110㎖ ×8
（カスタード・渋皮栗・
みるく大納言・緑茶みるく各2個）
、横濱馬車道あいす
もなか65㎖ ×6（ミルク・抹茶 各2個、
小豆・チョコレー
ト 各1個）
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

9764

A170
A171

97 8個

［税抜］¥

99 各90㎖ 5種 ×10個

［税抜］¥

99 各90㎖ 5種 ×16個

［税抜］¥

4,000

3,500
5,000

A170 バニラ、赤肉メロン、青肉メロン、ハスカップ、いちご ×各2
A171 プレミアムバニラ×6、赤肉メロン、青肉メロン × 各3、ハ
スカップ、ストロベリー × 各2

高知アイス
土佐のこだわりアイスセット
A172

108 18個

［税抜］¥

5,000

Made in土佐の高知の素材を使用したアイス生産者
の顔の見える商品です。アイスクリン、ゆず、ぽんかん、
文旦、天日塩、土佐ジローバニラ、四万十の栗、吉本牛
乳最中、ドトールモナカ × 各2個。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

グルメ 71

ブルボン ミニギフトバタークッキー缶
［税抜］¥ 700
7495 90

ブルボン パウンドケーキセレクション
［税抜］¥1,000
5639 90

バターの風味を活かしたクッキーに4種のクリームを
トッピングしたバラエティ豊かなクッキー缶です。

バター、ココア、キャラメル、3種類のバウンドケーキ
詰合せ。箱：約34×24×5cm

7105

ブルボン デリシャス
9313
7105

90 230g（6種類）
90 300g（8種類）

1,000
［税抜］¥1,500

［税抜］¥

素材のおいしさを引き出した焼菓子を詰合せました。
食べたい時に好きなだけ食べられる便利な個包装です。
9313 箱：約34×24×4cm 7105 箱：約37×26×4cm

話題の人気米 3 種詰め合わせ
［税抜］¥ 2,500
8371 78
ブランド米3種類 (北海道産ゆめぴりか・新潟北越後
産こしひかり・山形県産つや姫）
を詰め合わせました。
各450g × 1

9634

みゆき堂本舗 味わい結び
亀田製菓 穂の香 10
3652

90

［税抜］¥

1,000

豊かな風味にこだわり抜いた逸品｡
箱：約24 ×24 ×9cm

9633
9634

83 5種類

［税抜］¥

83 6種類

［税抜］¥

1,500
3,000

個包装、
缶入りで贈答用・手土産に最適なおせんべい
の詰合せ。 9633 しょうゆ、えびしお、黒糖ミルク ×各
８枚、ざらめ×7枚、うす焼サラダ (15ｇ）×４袋。 9634
胡麻かき餅、しょうゆ×各12枚、えびしお、黒糖ミルク ×
各16枚、ざらめ×14枚、うす焼サラダ
（15ｇ）
×９袋。

A137

ナノックス＆ バラエティセット
［税抜］¥ 3,000
A136 79
［税抜］¥ 5,000
A137 79 の香

フロッシュ 食器用洗剤
100㎖ 3本セット
7880

75

［税抜］¥

800

「わたしにも、自然にも気持ちいい。
」フロッシュは環
境先進国ドイツで生まれ世界40ヶ国以上で愛されて
います。
「環境への配慮」を追求し、環境負荷を最小
限に抑えています。アロエヴェラ、重曹プラス、
ブラッ
ドオレンジ 各100㎖

72 お菓子 / 洗剤

A136 ライオントップスーパーナノックスニオイ専用 本体
400g、つめかえ用 350g、ライオントップクリアリキッド抗菌
300g、P&G除菌ジョイコンパクト175㎖、ライオンリード冷凍も
冷蔵も新鮮保存バッグ（S3枚）
、
キッチンクリーナー 24枚入×各1
A137 ライオントップスーパーナノックスニオイ専用 本体
400g、つめかえ用 350ｇ×各2、ライオントップクリアリキッド抗
菌300g、P&G除菌ジョイコンパクト175㎖、ライオントップスー
パーナノックス（10g×3袋）
、ライオンリード冷凍も冷蔵も新鮮保
存バッグ（Ｓ3枚）、キッチンクリーナー 24枚入×各1

花王

6469

7383

9030

食器洗い洗剤 キュキュット
6469

［税抜］¥

85 オレンジの香り

235

9031

バブ至福の柑橘めぐり浴
9030

［税抜］¥

98 40g×12錠

500

濃密泡で、パッと洗える！汚れ落ちを指先と音で
キュッと実感！オレンジの香りです。240㎖

炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めてほぐす。日
本中の数ある柑橘から４種の香りを厳選。4種×各3

食器洗い洗剤 キュキュット クリア除菌
［税抜］¥ 235
7383 85

バブ至福の森めぐり浴

濃密泡で、
まっさら清潔。
汚れ落ちを指先と音でキュッ
と実感！ 除菌・除渋・消臭・くすみ落としも。240㎖

炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めてほぐす。日
本中の数ある森から４種の香りを厳選。4種×各3

9033

9031

［税抜］¥

98 40g×12錠

9849

9850

めぐりズム
蒸気でホットアイマスク無香料

ビオレ U 手指の消毒液

9032
9033

9849
9850

95 5枚入
93 12枚入

475
［税抜］¥1,080
［税抜］¥

心地よい蒸気が目と目元を温かく包み込み、気分をリ
ラックスするアイマスクです。

500

104 本体 (400㎖ )

［税抜］¥

104 携帯用 (30㎖ )

［税抜］¥

570
285

家族の清潔習慣に！ 幅広いバイ菌をすばやく消毒。
手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早く
なじみ、さらっとした使用感。
（指定医薬部外品）

ライオン

8251

チャーミー マジカ 除菌プラス
［税抜］¥ 260
8251 80

リード クッキングセット
9851

［税抜］¥

85

510

人気のリードブランドの調理関連品を組み合わせた
セット。クッキングペーパー・新鮮保存バッグ・プチ圧
力調理バッグが入っているので、食材や料理の冷凍・
冷蔵保存や、電子レンジ調理など、料理に幅広く活躍
します。

8644

ライオンキッチンセット
8643
8644

9035

1,000
1,500

95

［税抜］¥

95 の香

［税抜］¥

チャーミー マジカ酵素プラスとリードのセットです。
8643 チャーミー マジカ（除菌プラス 220㎖、酵素プラス フルーティ
オレンジの香り 220㎖ × 各1）、リード（ヘルシークッキングペーパー
小8枚箱入、冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ M3枚箱入、アクも油もとる
シート 中12枚入 ×各1）
8644 チャーミー マジカ（除菌プラス 220㎖、除菌プラス レモンピー
ルの香り 220㎖、酵素プラス フルーティオレンジの香り 220㎖）、リー
ド（ヘルシークッキングペーパー小12枚箱入、冷凍も冷蔵も新鮮保存
バッグ S3枚箱入、M5枚箱入、
アクも油もとるシート中12枚入 ×各1）

油汚れを水のように「サラサラ落せて」手早く片付く、ナ
ノ洗浄の台所洗剤。スポンジの除菌もできます。220㎖

チャーミー マジカ 酵素プラス
9035 80 フルーティオレンジの香り ［税抜］¥260
酵素のチカラでつけおき分解！ ほったらかし洗いで
ゴシゴシ０へ。220㎖

9383

トップ スーパー NANOXギフト
［税抜］¥ 2,000
9382 99
［税抜］¥ 3,000
9383 99 の香
センイ１本１本から徹底クレンジング！“最高難度の
汚れ”まで落とす！さまざまな贈答シーンに最適な定
番のギフトです。
9382 トップ スーパー NANOX 本体450g ×1、
トップ
スーパー NANOX つめかえ用360g × 3袋
9383 トップ スーパー NANOX 本体450g ×1、
トップ
スーパー NANOX つめかえ用360g × 6袋

花王 / ライオン 73

セイコー

シチズン

リズム

セイコー 置時計
9561

83

［税抜］¥

5,000

セイコー 電波掛時計
9562

83

［税抜］¥

7,000

繊細な模様をあしらった透明感あるデザイン。ギフト
に最適な小振りな置時計。電池：SR626SW × 1。素
材：アクリル。約9×7×3cm

木枠を使用し大きな文字で時刻がはっきり見えやす
い電波掛時計。単3マンガン電池×1。素材：木枠。
約33×33×5cm

セイコー 電波デジタル時計
［税抜］¥10,000
8602 83

セイコー マルチサウンドクロック
［税抜］¥16,000
9563 83

マンスリーカレンダー表示、六曜表示機能付。お部屋
のコンディションチェックに最適な温度湿度表示機
能付き。素材：プラスチック枠。約11×23×5cm

500㎖缶サイズのコンパクトサイズで多彩な機能を
備えた防水マルチサウンドクロック。電池：交流電源。
素材：プラスチック。約15×7×6cm

リズム 電波目覚まし時計

シチズン ソーラーアシスト電源
電波目覚まし時計
［税抜］¥ 5,000
7954 83

9564

83

［税抜］¥

3,000

デジタル電波目覚まし時計。電子音アラーム。12時
間／24時間表示切替式。六曜表示つきカレンダー、
温度／湿度表示機能、文字盤照明ライト付き。単３
電池 ×２。素材：プラスチック。約9 ×15 ×4cm

デジタルソーラー目覚まし。電子音アラーム。12時間／
24時間表示切替式。時刻・カレンダー表示切替え、温度
／湿度表示機能、文字盤照明ライト付き。ソーラー電源
式。素材：プラスチック。単３電池 ×3。約10×16×6cm

シチズン
ソーラーアシスト電源電波時計
［税抜］¥ 7,000
8104 83

リズム
マンスリーカレンダー電波時計
［税抜］¥10,000
9565 83

電波時計で掛置兼用。大きな液晶パネルは視認性
抜群。温度・湿度表示が付いていますので、お部屋の
環境管理に役立ててください。カレンダー付き。単3
電池 ×2。素材：プラスチック枠。約18×26×3cm

デジタル電波時計。六曜表示つきマンスリーカレンダー
（表示される祝日は2018年9月時点で確定しているもの
です）
。12時間／24時間表示切替式。温度／湿度表示
機能。単３電池 ×2。素材：プラスチック。約28×28×3cm

74 セイコー / シチズン/ リズム

MAG デジタル時計カッシーニ
［税抜］¥ 2,000
9174 70

MAG 電波時計ウッドライン

温度湿度、カレンダー表示付きアラームクロック。タッ
チセンサー式でライトが点灯します。アラーム、スヌー
ズ、単４電池 × 2
（別売）
。約9.5×9×5cm

記念品に最適な木目調の温度湿度表示、カレンダー表示付
きデジタル電波目覚まし時計。電子音アラーム、スヌーズ、
ライト。素材：ABS樹脂。単４電池 ×2（別売）。約7×15×4cm

ＭＡＧ 電波時計エアサーチミチビキ
［税抜］¥ 4,000
9626 60

ＭＡＧ 日めくり電波時計デイトン
［税抜］¥ 5,000
9627 63

清潔感のあるデジタル電波目覚まし時計。電子音アラーム、ス
ヌーズ、ライト。部屋の環境表示（インフルエンザ注意・熱中症
注意・乾燥注意・快適を表示）、温度湿度、カレンダーを表示しま
す。単3電池 ×2付き（別売）。素材：ABS樹脂。約10×14×5cm

日めくりデザインの置掛兼用デジタル電波時計。電子音アラー
ム。部屋の環境表示（インフルエンザ注意・熱中症注意・乾燥
注意・快適を表示）、温度湿度、カレンダー、六曜を表示。単３
電池×2付き
（モニター用）。素材：ABS樹脂。約23×17×3cm

シチズン 温湿度計

アデッソ
ワイヤレスチャージングクロック
［税抜］¥6,000
9628 70

9981

83

［税抜］¥

5,000

9624

70

［税抜］¥

3,000

ソーラーアシスト式で電池寿命約５年間の長寿命。12時間
表示（午前・午後）。時計精度：月差 ±30秒以内（クオーツ）。
カレンダー表示機能付
（2099年12月31日まで）。単3電池 ×
2付き。素材：プラスチック。約24×12×3cm、約300g

置くだけでスマホの充電ができます。Ｑｉ商品規格の
み、USB充電もできます。ACアダプター。単3電池 ×
2付き
（補助）
。素材：ABS樹脂。約5×17×9cm

Phosh（フォッシュ）
USB充電モデル

Phosh（フォッシュ）
ワイヤレス充電+USB充電モデル
［税抜］¥12,000
9983 70

9982

70

［税抜］¥

10,000

スマホを洗う？ UV
（紫外線）
の力でスマートフォンを
綺麗にするクロック。USB充電機能付きでスマート
フォンを充電しながら除菌が出来ます。ABS 樹脂、
ACアダプター。約8×22×13cm、約595g

スマホを洗う？ UV
（紫外線）
の力でスマートフォンを
綺麗にするクロック。Qi充電、USB充電機能付きでス
マートフォンを充電しながら除菌が出来ます。ABS 樹
脂、ACアダプター。約8×22×13cm、約614g

時計 75

A075

勝野式 横寝枕
A075 76 ピンク
A076 76 ブルー

4,800
［税抜］¥ 4,800
［税抜］¥

暖暖あったか 3WAYシュラフ
［税抜］¥6,980
A077 76

横向きに寝る事で背骨が沈み込まず、理想のＳ字ライン
を保ち、首・肩・腰にかかる負担を軽減。くぼんだ中央部
が頭部を安定させ、自然に横寝が出来る形状で呼吸が
楽になります。約64×63cm ※カバーのみ洗濯可能

寝袋、掛け布団、くつろぎ時のひざ掛けとしてポカポカ
快適。アルミシートに中綿を両面からニードル加工を
することで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性を発
揮します。全 開 時：約160×200cm､ 寝 袋 時：約80×
200cm､収納時：約φ22×40cm ※洗濯可能（ネット使用）

ホグスタイル
どこでも敷きパッド
A078 76 アイボリー
A079 76 グリーン

トゥルースリーパー
セブンスピロー シングルサイズ WS
［税抜］¥14,800
9183 98

A079

8,000
［税抜］¥ 8,000
［税抜］¥

一般医療機器の敷きパッド。セラミックを練り込んだ綿が遠赤外線
を放射。血行を促進し、筋肉の疲れを取り、
コリをほぐします。コンパ
クトにたためて、旅行先にもお持ちいただけます。約50×100×1cm

※医療機器製造販売届出番号21B2X10007000041 ※洗濯可能（ネット使用）

エアーヨーン ダブルサイズ
9577

95

［税抜］¥

14,800

まくらの概念を超える低反発枕「トゥルースリーパー
セブンスピロー」
。頭から背中まで七つの部位を支え
る設計。大きなサイズであなたをつつみ首・肩・背中
までラク～な枕。約68×90×9cm

トゥルースリーパー プレミアケア
スタンダードタイプ 5.0 シングル
［税抜］¥ 24,800
9184 98

まるで雲の上のような寝心地！ たった３分で膨らむ
エアーベッド。高反発・低反発も調整自在！
約205 ×135 ×45cm

従来のトゥルースリーパー プレミアケアの寝心地はそ
のままに、防ダニ加工を新採用。季節に合わせて使
えるリバーシブル保護カバーが年間を通して快適な
睡眠をサポートしてくれます。約195×97×5cm

ロフテー 枕ギフト
A080 95
A081 95 ペア

エアウイーヴ エアウイーヴシングル
［税抜］¥60,000
A082 104

15,000
［税抜］¥ 30,000

［税抜］¥

首のカーブを測るスケールで自宅で簡単に計測。低・中・高
の３段階から高さをご指定。素材は3種類からお好みで選択。
届いた後も微調整ができるので安心。3色から選べるピロー
ケース（枕カバー）。ロフテー独自の頸部支持構造の枕です。

76 寝具

肩回りを柔らかめにアレンジし、横向き寝では肩をやさしく受
け止め、仰向け寝では胸が開き、理想的な寝姿勢を実現します。
独自素材エアファイバーの特長である復元性の高さに加え、体
の軸がまっすぐになることでよりスムーズな寝返りをサポート
します。カバーは全て外せて洗濯が可能。約100×195×6cm

関孫六 ツメキリ type101
9189

75

［税抜］¥

1,300

関孫六の伝統から生まれた爪切。切った爪が飛び
散らないサイドポケット付き。滑らかなヤスリ掛けが
できるエッジング加工のＵ字溝ヤスリタイプ。
約9×3×2cm

充電式ミニハンディファン
A001

70

［税抜］¥

2,000

小さなカバンにもかさばらないコンパクトサイズ。持
ち運びに嬉しいネックストラップつき。風量は２段階
調節が可能。USB充電対応。USBコード、ネックスト
ラップ付き。約8×2×14cm、約65g

小伝具
（5・6・8 号）
アルミバット鶴セット
［税抜］¥ 2,000
9471 80
昭和レトロな黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感
じさせる台所道具。表面を保護し、
腐食、
錆に強いしゅ
う酸アルマイト加工。日本製のしっかりしたものづく
り。ひとつひとつ丁寧に仕上げています。アルミニウム
合金。約18× 24×3cm

ぶんぶんチョッパー
スーパー DX（ウィスク付）
9208

86

［税抜］¥

2,200

電池も電源も必要なし、持ち手を手前に引っ張るだ
けで、手軽にみじん切りができます。耐熱温度：蓋
80℃、本体70℃。ホイッパー付属。約φ13×14cm

アイリスオーヤマ
サーキュレーターアイ mini メカ式固定
［税抜］¥ 2,480
A002 102

ドリテック 荷物用はかり

アイリスオーヤマ史上最小最軽量。ジェット気流効果
により、
コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレー
ターアイmini。特殊形状スパイラルグリル・新ボール
型フォルムを採用。約18×18×24cm、約1100g

海外への渡航荷物の重量オーバー防止に。携帯に便
利なスリム荷物用はかり。CR2032×1個、表示単位：
50g、計量範囲：1.00～50.00kg、オートパワーオフ：
約 2分
（測定後）
、約1分
（測定前）
。約3×15×3cm、約82g

キントートラベルタンブラー 350㎖
［税抜］¥ 2,600
9221 89 ホワイト
真空二重構造により、ドリンクの温度や風味を長く
キープ。取りやすいくぼみのあるフタと携帯しやすい
サイズでどこでも持ち運びたくなります。約φ7×17cm

A003

65

［税抜］¥

2,500

アイリスオーヤマ
コードレススチームアイロン
A004 100

［税抜］¥

2,980

掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工
です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭
載で納得の仕上がりです。
約12×31×15cm、約1000g

ライフスタイル 77

ホームスワン My ホットプレート
［税抜］¥ 3,000
6995 70

小伝具
アルミ段付なべ（木蓋付）18.5cm
［税抜］¥ 3,500
9470 80

１〜２人に最適の大きさ。場所を取らずに調理がで
きます。フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。スイッチ
ON、OFFの簡易設計。約21×31× 8 cm、700W

昭和レトロな黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさ
せる台所道具。表面を保護し、腐食、錆に強いしゅう酸アル
マイト加工。日本製のしっかりしたものづくり。ひとつひと
つ丁寧に仕上げています。アルミニウム。約20×24 ×12cm

充電式ポータブル加湿器

油をなじませた鉄製玉子焼 14×18cm
［税抜］¥ 3,500
A006 80

A005

64

［税抜］¥

3,500

潤いを持ち歩いて風邪の予防、肌の乾燥を防ぎます。充電中も
３時間のオートオフ機能で、加湿しすぎることもありません。本
体充電中はUSBでアウトプットができ、スマートフォンなどの充
電の中継にも便利です。USBコード付き。約7×7×17cm、約177g

あらかじめ植物性の食用油をサビ止めとしてコーティ
ングしているので、面倒な『空焼き』
『油ならし』がい
らないすぐに使えるフライパンです。オール熱源対応。
日本製。取っ手：天然木。約15×40×8cm、約655g

コイズミ
マイナスイオンヘアドライヤー
［税抜］¥ 3,500
A007 72

お手入れ簡単
フィットする撥水椅子カバー

マイナスイオン機能。大 風 量1.2m3、低 騒 音化 約
60dB。独自形状のパワーイオンノズル。ハイパワー
でも軽量タイプ。2スピードの温風切換え。
約9×21×20cm、約390g、1200W

“サッと”ひと拭き、洗える椅子カバー。伸縮自在で取り付け、
取り外しが簡単。撥水加工でうっかり汚れも安心。洗濯機
で丸洗いOK（ネット使用）。適応椅子サイズ／座面幅約35～
50 ×座面奥行約40～50cm。約36×43×厚み1cm、約140g

フローレス
電動フェイスシェーバー

ベルソス
充電式バスポリッシャー S

A009

98 ホワイト

［税抜］¥

3,980

フローレスはコードレス電気シェーバー。肌に刃が直
接触れない構造で肌にも優しく、LEDライト搭載でム
ダ毛を見逃しません。約3×2×11cm、約100g

78 ライフスタイル

A008

A010

76 同色2枚組／グリーン ［税抜］¥ 3,680

74

［税抜］¥

3,980

強力な電動ブラシで力がいらず、グリップが持ちやすい形
状で軽く疲れにくいです。３種類のブラシを使い分けてす
みずみまでピカピカにできます。充電式、約30 ～45分連
続使用、防水等級：IPX4。約30×16×7cm、約1100g

ベルソス
スチームクッカー ホワイト
A011

74

［税抜］¥

3,980

本体に水を入れ、容器に食材を入れて、タイマーをセット
してスタートするだけ。付属の調理容器でご飯も炊ける優
れもの。最大60分のタイマー設定。簡単レシピブック付。
タンク容量：500mℓ。約19×24×高24cm、約900g

ツインバード サーキュレーター
［税抜］¥ 4,000
9243 76

ツインバード オーブントースター
［税抜］¥ 4,000
8764 76
近火だから外カリッ！ 中ふわっ！ トーストがおいしく
焼けるロースタイルオーブントースター。開閉式くず
受けでお手入れ簡単。約35×21×18cm、860W

ドリテック
LEDスタンドライト
「ラムード」
A012

66 ブラック

［税抜］¥

4,000

お部屋の温度ムラ解消、エアコンと同時使用で冷暖房の
効率アップ。角度は水平から真上90°まで５段階調整可
能。風量3段階切替、
ファン径約18cm。約16×28×28cm

シェードを折りたたむとルームライトに。2段階調光
調節、明るさ120lm。ACアダプター、USBケーブル付
き、材質：ABS樹脂。約9 ×9×1cm、約235g

アルコレ オーブントースター
［税抜］¥ 4,000
A013 70

油をなじませた鉄製フライパン26cm
［税抜］¥ 4,500
A014 80

15分計タイマーのシンプル操作。ヒーターは上面、下
面、両面の切換が可能。付属のトレーで、お餅やピザ
などの調理可能。くず受け皿は取り外し可能でお手入
れ簡単。約24×36×19cm、約2400g、1000W

あらかじめ植物性の食用油をサビ止めとしてコーティ
ングしているので、面倒な『空焼き』
『油ならし』がい
らないすぐに使えるフライパンです。オール熱源対応。
日本製。取っ手：天然木。約26×47×12cm、約1150g

プリズメイト
アロマ超音波式加湿器
9682

70

［税抜］¥

5,000

熱くならない超音波式、アロマトレー付なのでお好み
の香りをミストにのせてお楽しみいただけます。
ダイヤ
ル式なので微妙な加湿量の調整が可能。
約14×15×28cm、約745g

ホームスワン そのままホットサンド
［税抜］¥ 5,000
8263 68
食パンの耳を切らずに使えるホットサンドメーカー。
一度に２個作れて朝食やおやつにピッタリ。離型性
の良いフッ素樹脂塗装。約30×24×10cm、900W

ライフスタイル 79

ツインバード くつ乾燥機
8272

76 ブラウン

［税抜］¥

5,000

プラスモア
オートディスペンサー 泡タイプ
［税抜］¥ 5,000
A015 64

乾きにくい爪先まできちんと乾燥。スニーカーなら約
50分でOK。
「革靴モード」
「
、標準モード」
を選択可能。
折りたたみ式のスタンドが付いてコンパクト。
約15 ×9×22cm

ノズル下部の赤外線センサーに手をかざすと、フワフワの
泡が出てきます。抽出量は２段階調節。コンセントのない
場所でも設置可能。最大容量250㎖のタンク。セット品：
漏斗、単3電池 ×4本
（別売）。約7×12×20cm、約275g

充電式コードレス
リビングファン & サーキュレーター
［税抜］¥ 5,000
A016 95

ドリテック ヨーグルトメーカー
［税抜］¥ 5,000
A017 70

上下95°の角度調節が可能なので、冷暖房を循環させる
サーキュレーターとして１年中ご利用いただけます。充電
式でコードレス。コンパクトなので置く場所を選ばず収納や
移動にも便利。USBコード付き。約17×14×30cm、約532g

ドリテック 上腕式血圧計
A018

74 ホワイト

［税抜］¥

5,000

ご家庭で簡単ヨーグルト作り、低温調理も出来ます。
タイマー機能。専用カップ付き、
牛乳パック使用可能。
約15×15×27cm、約730g

ドリテック
超音波洗浄器 ｢ソニクリア コフレ｣
［税抜］¥ 5,000
A019 76 ホワイト

2人で使える血圧計。最大メモリー 2人× 60回。電源：
単3 アルカリ乾電池 ×４、材質：ABS樹脂。
約11×14×7cm、約275g

メガネの洗浄・入れ歯の洗浄・アクセサリーを超音波
洗浄で驚くほど綺麗に。材質：ABS 樹脂、タンク：ス
テンレス。
約13×20×13cm、約770g

マイスタープレミアムフライパン 28cm
［税抜］¥ 5,000
A020 80

パンラック 2 段

アルミ・マグネシウム合金仕様で軽くて丈夫。熱ムラのない均一
加熱で美味しく調理できます。内面は最高級グレードのTeflon™
Profileを採用。汚れをつきにくくし、表面をキズから守ります。ガ
ス火専用。日本製。取っ手：天然木。約29×49×10cm、約750g

ショップのように見せる収納で調理道具もすっきりまと
まります。丈夫な作りで重い鋳物鍋も余裕で置けます。
建築用鉄筋材をフレームに使用し、
インダストリアルな
質感が空間に映えます。約28×25×40cm、約1600g

80 ライフスタイル

A021

90

［税抜］¥

6,000

ブルーマジック
9667

95

［税抜］¥

6,800

ヴィダルサスーン
2WAY ヘアアイロン
9700

75

［税抜］¥

7,000

普段お使いの椅子や車のシートに敷くだけ！ 背中や腰
の負担を和らげ、ラクラク快適な座り心地を実現します。
硬い椅子に座るのがつらいご年配の方、長時間のドライ
ブや座り仕事の多い方におすすめです。約34×41×5cm

カールもストレートも楽しめる２WAYタイプ。髪にやさしく、
滑らかなクリスタルピンクコーティング。高温180℃設定で
髪型をしっかりキープ。自動電源 OFF機能（約60分後）。
使いやすい回転式コード。約34 ×4×8cm、約350g、55W

マジックブレットベーシック

プリズメイト
人感センサー付
セラミックファンヒーター

A022

98

［税抜］¥

7,980

A023

64

［税抜］¥

8,000

お料理の下ごしらえに必要な「きざむ、おろす、する、
まぜる、くだく、ひく、あわだてる」がカップを押すだ
けでカンタン！調理時間を短縮でき、忙しいときも早
くお料理できます。約11×11×17cm、約1100g

トイレやお風呂上りに足元から温めます。人感センサー機
能、オートオフ機能により自動停止する安心・節約設計。活
性炭フィルターでほこりを吸着、脱臭効果を発揮します。転
倒時運転停止用スイッチ搭載。約12×10×19cm、約687g

コンパクトミシン

ドリテック コンパクト除湿機 ｢クアラ｣
［税抜］¥ 8,000
A025 72 ホワイト

A024

64

［税抜］¥

8,000

縫い始め縫い終わりの糸処理に便利な返し縫い機能付。
家庭用電源、電池でも使用可能。２段階速度切り替え、
ライト付。セット
（ACアダプター、フットペダル、ボビン・
ミシン糸 ×2、糸通し、替針）
。約24×12×21cm、約1030g

玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる省ス
ペースに。動作音は35dB 以下の静音設計。タンク満
水容量：約450㎖、適用畳数：4.5畳以下。約14×14×
23cm、約900g

アイリスオーヤマ
卓上 IHコンロ 対面操作式 1400W
［税抜］¥ 8,980
A026 108

ゆらころん

操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。
1000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。
コー
ド：約1.8m。加熱調理モード：保温 + 6段階、揚げ物調
理モード：6段階。約36×29×5cm、約2500g

A027

98

［税抜］¥

9,000

１セット 30秒～！ 座ってゆらゆらするだけでお腹周
りを鍛えることができるエクササイズマシン。
約62×31×39cm、約3700g

ライフスタイル 81

フレーバーストーン
ダイヤモンドエディション６点セット
［税抜］¥ 9,800
A028 98

楽ちんヒアリング

コーティングを重ねた多層構造でこびり付きにくく、耐摩耗性
も抜群！ 取っ手を外してそのままオーブン調理や食卓に並べ
られて便利です。丸洗いできて楽ちん、重ねて収納できます。
フライパン：アルミニウム合金。約24×24×75cm、約2700g

超軽量でらくらく聞き取れる集音器 “楽ちんヒアリン
グ ”は通常の最大約30倍に増幅してくれる集音力が
あるから、いつもより音がはっきり。充電式だから電
池不要！ 約5g

ヴィダルサスーン
マイナスイオンヘアドライヤー
［税抜］¥10,000
9127 75

プリズメイト
アロマ超音波式加湿器 Ms.ミスト
［税抜］¥10,000
9694 68

マイナスイオン機能搭載。独立した温風 /冷風の切換えス
イッチ。きめ細かなスタイリングを楽しめます。TURBO/
SETの２スピードコントロールの風量切換え。コンパクト
に折り畳めます。約9 ×28×26cm、約560g、1200W

水、霧も熱くならない超音波式を採用しています。2.5ℓ
の大容量タンク！水に潤いを与えるミネラルカートリッジ
搭載。付属のアロマトレーにアロマオイルを含ませてお
好みの香りでリラックス。約16 ×17 ×32cm、約1000g

リアカメラ付ドライブレコーダー
［税抜］¥10,000
9254 74 ブラック

ツインバード
さしこむだけのふとん乾燥機 アロマドライ
［税抜］¥10,000
8275 79

後方もしっかり録画できます。電源電圧 /入力：DC12V 〜
24V(DC5V/500mA)。
フロントカメラセンサー：100万画素、
リアビューカメラセンサー：30万画素。microSDHCカード
(クラス 6以上推奨 /容量8 ～64GB)。約6×7×3cm

ホースをふとんにさしこむだけ。季節に合わせた
「夏
モード」と「冬モード」
。室内干しに役立つホースホ
ルダー、靴乾燥用アタッチメント、香りが楽しめるア
ロマケース付。約34×14×29cm、550W

スチームグリルメタルカバー
［税抜］¥10,000
A030 80 レッド
蒸しながら焼く、新発想魚焼き。余分な油を落としてヘルシーに焼
き上げます。ダイヤモンド粒子配合フッ素コートで焦げ付きにくく、
丸ごと洗えてお手入れがラク。蓋は立て置きが可能。使いこなし
レシピ冊子付き。食洗機使用不可。約40×22×13cm、約1600g

82 ライフスタイル

A029

98

［税抜］¥

メッシュ蓋で油ハネを防ぐ
オイルパン トング付
A031

80

［税抜］¥

9,900

10,000

細かい網目のメッシュ蓋で油ハネを防ぎ、調理後の掃除
も楽になります。網が黒色なので、鍋の中が見えやすく揚
げ物の状態が確認できます。鍋は伝え漏れしにくいフチ
形状。油切れの良いトング付き。約23×36×8cm、約435g

まるっとパンアルミ蓋付ＩＨ２４cm
［税抜］¥10,000
A032 80

デリッシュキッチン
コトコト煮込みシェフ
A033

71 シルバー

［税抜］¥

10,000

底が丸くくぼんでおり調理物が中心に集まるように設計
されています。少量からたっぷり調理までこれ１つで！
SG 基準クリア。日本製。取っ手：天然木、蓋：アルミニ
ウム
（硫酸アルマイト加工）。約25×42×16cm、約990g

タイマーは最大10時間まで設定可能。火を使わない
ので安心・安全。調理が終われば自動的に最大8時
間の保温に入ります。煮込み容量：約0.6 〜 1.7ℓ
約25×28×25cm、約3400g、
180W

アイリスオーヤマ 低温調理器
［税抜］¥12,800
A034 102

ベルソス
ペットボトル温冷水サーバー
［税抜］¥12,800
A035 76

ほったらかし調理が可能に。鍋を指定した温度で一定に保ち、幅
広いメニューを楽しめます。防水機能（IPX7相当）を搭載。設定可
能温度：25～95℃（0.5℃単位）、設定可能時間：1分～99時間59
分
（1分単位）、最大使用可能水量：15ℓ。約13×9×40cm、約1400g

市販のペットボトル
（２ℓ）の飲料水に付属の弁を取り付
け、上部に装着すると冷水または温水となり給水されま
す。冷水タンク：約0.6ℓ
（15℃）
、温水タンク：約0.8ℓ
（85℃）
。使用環境：屋内0℃～ 38℃。約34 ×29 ×42cm

ベルソス
サイクロニックマックスα
A036

80

［税抜］¥

12,800

オークス
大人の鉄板小 蓋付き
9150

90

［税抜］¥

13,000

スティック、ハンディ、ブロワーの３WAY。本体が1.3kgと軽く、階
段や車のお掃除にも便利。サッシの溝のほこりを風で掃き出しお掃
除できます。水洗いが出きるダストカップ式。連続使用時間：ハイ
モード約15分、通常モード約25分。約9×23×高112cm、約2900g

調理してそのまま食卓へ。板厚4.5ｍｍの厚い鉄板は広
く全体が温まることで焼きムラを防ぎ、表面を焦げ付か
せずに緩やかに食材の内部へ熱を伝えることが出来ま
す。約42×16×10cm
（蓋含む）
、焼き面：約25×15×2cm

大人の鉄板
フライパン26cm 蓋付き

クッキングプロ

A037

90

［税抜］¥

13,000

板厚4.5ｍｍの極厚鉄板は広く全体が温まり、表面を焦げ付かせず
に緩やかに食材の内部へ熱を伝えます。一度温度が上がると肉を
乗せても温度が下がらず、表面を瞬時に焼いて旨みを閉じ込め、外
はカリッと中はジューシーに。約φ27×全長45×11cm、約3110g

A038

98

［税抜］¥

14,700

材料を入れてボタンを押すだけで、美味しい料理が簡単
に作れる電気圧力鍋です。圧力調理はもちろん、蒸し、
スロー調理、煮込み、無水調理、炒め、温め直し、炊飯ま
で、１台で８通りの調理ができます。約29×27×30cm

ライフスタイル 83

シフラス
自立式ポータブルハンモック
［税抜］¥15,000
9696 77

シフラス
リトルティピー

インテリア、アウトドアとして使用できる自立式ポータ
ブルハンモック。約238×76×82cm、約9700g

お子様が喜ぶ小さな秘密のお部屋リトルティピー、工具なし
で簡単に組み立てができます。ネームカードや開け閉めできる
窓、ベル、ポケットなど、遊び心をくすぐるアイテムが揃ってい
ます。便利な収納バッグ付き。約90×90×170cm、約3500g

無水鍋 ® KING 無水鍋 ®20

大人の鉄板 鉄板大 角蓋付き
［税抜］¥17,500
A040 90

9465

80

［税抜］¥

15,800

A039

80

［税抜］¥

15,000

美味しいご飯が炊ける羽釜の原理を再現した、オリジナルモデル。
材料の水分を引き出す高温調理で栄養たっぷりのお料理ができ
ます。オール熱源対応（蓋のみガス専用）、オーブン・グリル可、電子
レンジ・ストーブ不可。4合炊き。約27×12×φ20.0cm、2.4ℓ

板厚4.5ｍｍの極厚鉄板は広く全体が温まり、表面を焦げ付かせ
ずに緩やかに食材の内部へ熱を伝えます。一度温度が上がると
肉をのせても温度が下がらず、表面を瞬時に焼いて旨みを閉じ込
め、外はカリッと中はジューシーに。約43×22×8cm、約3600g

無水鍋 ® KING 無水鍋 ®24

ベルソス 24ℓダブルペルチェ冷温庫
［税抜］¥19,800
A041 82

9466

80

［税抜］¥

17,800

美味しいご飯が炊ける羽釜の原理を再現した、オリジナルモデ
ル。材料の水分を引き出す高温調理で栄養たっぷりのお料理が
できます。オール熱源対応（蓋のみガス専用）、オーブン・グリル可、
電子レンジ・ストーブ不可。6.5合炊き。約32×14×φ24cm、4ℓ

プリズメイト
アロマ超音波式加湿器
Sablier
8790

70

［税抜］¥

20,000

背が高い加湿器は床を濡らしにくく、インテリア性も
優れています。加湿器の性能とシンプルでデザイン的
なフォルムを兼ね備えた一歩大人の加湿器です。
約17×17×80cm、1820g

84 ライフスタイル

持ち運びラクラク、AC/DCの２電源式で家でも車内でも
使えます。これ一台で夏はクール、冬はホット。
２ℓのペッ
トボトルも収納可能。設定可能温度：−9 ～ 60℃、容量：
24ℓ、冷却：ペルチェ方式。約38×31×46cm、約9300g

シフラス
自立式ポータブルハンモック
［税抜］¥ 20,000
A042 77
アウトドアはもちろんインテリアとしてもぴったりなカラーリ
ング。生地は通気性に優れたメッシュタイプ。付属の枕は高
さも調節でき、快適に読書ができます。収納バッグは両肩掛
けができて持ち運びも簡単。約245×78×84cm、約8500g

A044

低温調理器
BONIQ 2.0
A043
A044

98 ヘイズブラック
98 ミスティホワイト

A045

20,000
［税抜］¥ 20,000

［税抜］¥

肉汁流出が最小限でとどまる低温度帯で加熱することで、
硬くなりがちな赤身肉も衝撃のやわらかさ＆ジューシーさ。
さらに、ほったらかし調理、大量同時調理、冷蔵・冷凍保存
可能。温度範囲：５℃～95℃。約31×5×10cm、約1000g

アイリスオーヤマ
極細軽量
スティッククリーナー
A047 102

［税抜］¥

24,800

業界初「静電モップクリーンシステム」搭載。静電気でホコリを吸
着しスタンドで除電、ホコリを吸引するから何度も使えて経済的。
自走式パワーヘッド、ほこり感知センサー搭載。紙パック式。抗菌・
防臭加工の不織布製ダストパック。約19×26×104cm、約3100g

無水鍋 ® HAL 万能無水鍋 26
［税抜］¥ 27,500
9468 80

「無水鍋 ®」の技術を活かし、焼き物・炒め物のみならず煮炊きま
でできるフライパン。厚手のアルミ合金鋳物の本体と蓋で旨みを
逃がしません。お手入れ簡単。オール熱源対応、オーブン・グリル・
電子レンジ・ストーブ不可。5合炊き。約50×14×φ26.0cm、3.5ℓ

HAMON 琺瑯鍋 21cm
A045
A046

80 薄桜

［税抜］¥

80 青墨

［税抜］¥

20,000
20,000

厚手の鋳物鍋なのにアルミ製だから軽くて扱いやすいです。 蓋裏
の波紋型の突起が素材のうまみを引き出し、少ない調味料でヘル
シー且つ美味しく料理を仕上げます。満水容量2.6ℓ、ガス火専用、
電子レンジ不可、オーブン可。日本製。約23×31×13cm、約1950g

無水鍋 ® HAL 万能無水鍋 23
［税抜］¥ 25,500
9467 80

「無水鍋 ®」の技術を活かし、焼き物・炒め物のみならず煮炊きま
でできるフライパン。厚手のアルミ合金鋳物の本体と蓋で旨みを
逃がしません。お手入れ簡単。オール熱源対応、オーブン・グリル・
電子レンジ・ストーブ不可。3合炊き。約47×13×φ23.0cm、2.8ℓ

A049

低温調理器
「BONIQ Pro」
A048
A049

98 コスモブラック

［税抜］¥

98 ノーブルシルバー

［税抜］¥

29,800
29,800

肉汁流出が最小限でとどまる低温度帯で加熱することで、硬く
なりがちな赤身肉も衝撃のやわらかさ＆ジューシーさ。さらに、
ほったらかし調理、大量同時調理、冷蔵・冷凍保存可能。素材：
アルミ。低温調理ガイドブック同梱。約31×5×10cm、約1000g

ルカーノ プレミアム エディション
［税抜］¥ 30,000
9699 80 ゴールド

ベルソス 食器洗い乾燥機

発売10周年を記念したプレミアムカラー。デザイン性、機
能性を兼ね備えた出しっぱなしにできる踏台。片手で簡単
に折りたため、コンパクトに収納できます。最大使用質量
100kg。使用時：48×57×56cm、収納時：48×16×62cm

給水方式はタンク使用と分岐水栓使用の２種類から選べます。
タンク使用の場合、工事は一切不要。念入り、標準、お急ぎの
洗浄３コース、洗浄＋乾燥の３コース、乾燥のみコースを選択可
能。排水ホース：約1.5m。約41×44×高42.4cm、約17100g

A050

81

［税抜］¥

39,800

ライフスタイル 85

ヤーマントウキョウジャパン

ミーゼ

メディリフト
9606

106

［税抜］¥

25,000

メディリフト アイ
9607

106

［税抜］¥

28,000

肌を上げる、私が変わる。印象年齢を決める顔の下半
分に、医学的な見地からアプローチするウェアラブル
美顔器です。医療でも使われるメディカルシリコーンで
お肌を引き上げながら、独自波形のEMSで表情筋を刺
激。充電：1.5時間。約62×18cm
（シリコーンマスク）

ぐっと、鮮烈な目もとへ。目もとの美しさを引き上げ
る、
「目ヂカラ筋 ®ケア」という発想。繊細な構造ゆ
え”攻めのケア ”が難しかった目もとを鍛える3Dウェ
アラブル EMS 美顔器。充電：2.5時間
（約3時間使用
可能）
。約62×23cm
（シリコーンマスク）

フォトプラス

WAVY

9088

99

［税抜］¥

37,000

幅 広い肌 の 悩みに対応したオールインワン美 顔 器。
「ディープクレンジング」
、
「うるおい保湿」などに加え、
EMSによる「表情筋ケア」、
フォト
（赤色LED）による「エ
など、全５モードを搭載。
充電：約2.5時間、
イジングケア※」
動作時間：約40分。約4 ×6 ×19cm ※年齢に応じたケア

ミーゼ
ダブルピーリングプレミアム
9603

99

［税抜］¥

12,000

業務用レベルのウォーターピーリングで全身角質ケア。小
鼻のざらつき、黒ずみや角栓も水と超音波の力でお肌を
優しくケアします。さらに、ひじやかかとの角質ケアも可能
です。連続使用：約30分／充電：約3時間、防水レベル：
IPX5。フェイス用ヘッド、ボディ用ヘッド。約2×5×17cm

ミーゼ ディープコア
9605

99

［税抜］¥

14,800

エステの複雑な手技を再現し、
自宅で本格「もみ出し」
ケア。アタッチメントをかえれば、お顔のタッピングケ
アも。連続使用：約30分（満充電時）
／充電：約3時間、
防水レベル：IPX7。ボディアタッチメント、フェイスア
タッチメント。約15×10×7cm

86 ヤーマン トウキョウ ジャパン

9087

99

［税抜］¥

30,000

3Dを超えた４Ｄドレナージュ※美容器。特許を取得し
たトルネード形状ローラーが、立体的に刺激を与え、独
自開発の「LIFT WAVE EMS」が、深部の筋肉も効果的
に刺激します。動作時間：約1.5時間、充電：約3時間。
防水レベル：IPX7。約9× 6×18cm ※エステの手技

ミーゼ ヘッドスパリフト
9604

99 ピンク

［税抜］¥

12,500

ヘッドスパもお顔のケアもこれ1台。
ヘッドスパサロンの
「つかみもみ」
「つまみ上げ」を再現した心地よい動きで、
すっきりした印象のお顔へ。連続使用：約20分(満充電
時）／充電：約3時間、防水レベル：IPX7。ヘッド用アタッ
チメント、フェイス用アタッチメント。約10×10×11cm

ミーゼ スカルプリフト
9906

99

［税抜］¥

27,000

頭筋をEMSで刺激しながらお顔のリフトケア※『
。スカルプリ
フト』は、2つのモードで頭と顔の筋肉にアプローチ！ 防滴
仕様（IPX5）なので、
お風呂でのケアも◎。連続使用：約30分、
充電：約3時間、スカルプ用アタッチメント、
フェイス用アタッ
チメント。約18×5×5.6cm ※機器を上に動かすこと

タニタ

9398

デジタル温度計
9398 80 ライトブルー
9399 80 ピンク

9399

2,000
［税抜］¥ 2,000
［税抜］¥

インテリアに馴染むデザイン。置き式では傾斜がつき、マグネッ
ト使用時は傾斜がなくなる使い勝手のよい形状。カラカラ・カ
イテキ・ジメジメの３段階で快適レベルを表示。約8×7×5cm
9398：TT-585-BL 9399：TT-585-PK

電子体温計
9400 80

［税抜］¥

2,500

見やすい大型表示とバックライト。やわらかく曲がる測
定部で安心測定。約20秒で測定できる予測式を採用。
約2×14×3cm。BT-470-BL

9775

非接触体温計
9775 80 アイボリー
9776 80 ブルー

5,000
［税抜］¥ 5,000
［税抜］¥

センサーを額に向け、ボタンを押して約１秒で測定結果が表
示。直接触れずに測定可能なため衛生的。ミルクの表面温度
も測定可能な温度測定モードへの切替も可能。お試し用電池
付。約4×5 ×13cm。9775 : BT-540-IV 9776 : BT-540-BL

グラフ付デジタル温湿度計
［税抜］¥ 5,000
8521 80
オートフィット機能で24時間の温湿度変化を見逃が
さない。１日の温湿度変化に合わせて、グラフを自動
でみやすく調整。設定した快適範囲の同時表示で、理
想の環境づくりをサポートします。
約11×11×3cm。TT-581-WH

7272

アルコールチェッカー
8288 80

［税抜］¥

5,000

半導体センサーにより、呼気中のアルコール濃度を的
確に測定。胸ポケットに収まるサイズで携帯に便利。
センサー寿命は測定回数1000回またはご購入後1年。
約2× 4×12cm。HC-310-BK

体組成計
8282 80 ホワイト

［税抜］¥

10,000

「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。立てか
け収納 OK。機能：体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、
筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、
BMI、乗るピタプラス。約28×31×4cm。BC-723

体組成計インナースキャン
［税抜］¥ 5,000
7061 80 ホワイト
［税抜］¥ 5,000
7272 80 ブラウン
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザインの体
組成計。機能：体重、
体脂肪率、
内臓脂肪レベル、
BMI、
乗るピタプラス。5人まで登録可。約21×30×3cm
7061：BC-718WH 7272：BC-718BR

体組成計インナースキャン
［税抜］¥15,000
8283 80 ホワイト
音声案内機能で簡単操作。足腰の丈夫さがわかる「ア
クティブ度」を搭載。機能：体重、体脂肪、内臓脂肪レ
ベル、筋肉量、基礎代謝、推定骨量、体水分率、BMI、
乗るピタ機能。約30×31×4cm。BC-250
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ロゴス

9870

LOGOS the ピラミッド TAKIBI L
［税抜］¥ 9,700
9144 99

（ステンパーツ）7075
トレックチェア（背付）
9870
9871

99 レッド
99 ブルー

9871

3,200
［税抜］¥ 3,200
［税抜］¥

オプションパーツでカスタム自在！ ゴトク付きで料理も
楽しめる本格たき火台。簡単組立て約10秒。２個のゴ
トクが互いに補強しあう独自構造により抜群の強度を
実現。約39×39×28cm[収納時：約42×26.5×7.5cm］

7075超々ジュラルミン製フレームを採用。頑丈であり
ながら、超軽量を実現。厚さ約4.5cmと超スリム＆コ
ンパクトに折りたためます。耐荷重：約120kg、約29×
25×48cm［収納時：約24.5×4.5×34.5cm］
、約400g

Q-TOP フルシェード 200

Bamboo ゆらめき・モダーンランタン
［税抜］¥11,700
9872 99

9145

99

［税抜］¥

10,500

LOGOS 独自のQ-TOP SYSTEMにより、
たった30秒
で設営完了。UV-CUT 加工生地を使用し、紫外線から
しっかりガードしてくれるサンシェード。フルクローズタ
イプ。約200×150×117cm[収納時：約12×12×69cm］

ハイパー氷点下クーラー XL
9873

99

［税抜］¥

11,800

本体に竹素材、ホヤにガラスを使用しました。炎をイメージした
「ゆらめきモード」を搭載。ロータリー式無段階調光で、電池が
不要な蓄電タイプ。スマホなど外部 USB機器へ充電可能。光源：
LED、蓄電池容量：5000mAh。約20×15×34cm、約900g

グリルアタッシュ XL
9874

99

［税抜］¥

15,000

高性能ソフトクーラー。別売りの氷点下パックとセットで
使えばハードクーラー並みの保冷能力を発揮して冷凍食
品の保存もＯＫ。折りたたんでコンパクトに。約40ℓ、約
35×43×35cm［収納時］約44×12.5×35cm、約1950g

スタイリッシュなデザインの大型グリル。ケースに焼網
や火床が収納されているので、アタッシュケースを開い
てセットするだけ。約52×51×45cm［収納時］約51×
41×10cm、焼網：23 ×奥行45cm×2pcs、約4900g

Qセット Black タープ 220

Tradcanvas 丸洗いカーゴキャリー
［税抜］¥ 27,000
9875 99

9524

99

［税抜］¥

20,000

日射しを強力ブロック！わずか２分の組立て簡単 Qセットタープ。
屋根生地を黒色、裏側を特殊 PU加工で遮光率100％、UV-CUT
率99％以上。収納バッグ付。約220×220×230/215/151cm、
軒下サイズ：約167/151/88cm[収納時：約20×20×116cm］

88 ロゴス

キャンバス風の生地を使ったレトロな雰囲気のキャリー
カート。摩耗の少ないゴム製のホイールで静かな走行音。
生地は取り外して洗濯機で丸洗い可。容量：約145ℓ、
耐荷重：約105kg。約84×122×64cm、約11600g

A103

キャリー・ザ・サン ウォームライト
［税抜］¥ 3,800
9191 98 ミディアム
世界の夜に太陽を。時間も場所も越えて、太陽を持ち運
ぶ。環境や社会に配慮した新時代の明かり。LED10灯。
光調節3段階。弱（約10lm）
で72時間使用可。約11×11
×11cm[収納時：21×11×2cm］
。86g。ベルト：ブラック。

A104

キャプテンスタッグ CSネイティブ
ラウンジチェア
［税抜］¥ 5,000
A103 75 ブルー
［税抜］¥ 5,000
A104 75 レッド
広げるだけで組み立てができるアウトドアチェアです。
耐荷重：約80kg。約82×51× 80cm、約2300g

キャプテンスタッグ
モンテ洗えるクッションシュラフ
［税抜］¥ 10,000
9640 70 ネイビー

キャプテンスタッグ
アメリカンイージーグリル type Ⅱ
［税抜］¥ 18,000
9642 75

収納時はクッションとして使用できるシュラフです。クッショ
ンの中に洗濯可能なシュラフが入っています。中綿には丸洗
いに適したウルトラファインファイバーを使用しています。
シュ
ラフ使用時：約80×190cm。袋入：約43×43×18cm。1.3kg

「組み立てにくい」
「部品が多い」
「組み立てたら持ち運べない」
といったフード付グリルの問題をすべて解決！フレームに脚
を差し込んで本体を乗せるだけで簡単に組み立てできます。
ハイ・ロー２スタイルが楽しめます。約φ44 ×80・54cm

9638

A105

セイシェル 携帯浄水ボトル
9638
A105

98 PT
104 サバイバル プロ

［税抜］¥
［税抜］¥

7,800
8,900

災害用備品、アウトドア、スポーツ、海外旅行としても人気。放
射性物質セシウムの除去テストで99.78%の除去。※海水は濾

クレイモア Capon 120H
A106

104 コヨーテタン

［税抜］¥

5,980

9638 浄水能力：約380ℓ、容量：600㎖ 、約最大φ8×23cm
A105 浄水能力：約380ℓ、容量：700㎖ 、約12 × 7 × 25cm

モーションセンサー機能搭載。センサー横で手を振るとON/
OFFが作動。本体クリップで取り付け。カラビナ吊下げ可。
USB充電式（microUSB Type-C)。無段階調光。発光モー
ド：拡散光・赤色光・集中光。メモリー機能搭載。連続点灯：
2～ 90時間。防水防塵規格：IP54。約6×6×4cm、約60g

クレイモア 3 FACE mini

クレイモア ULTRA 3.0

過されません。※泥水を濾過すると目詰まりが早まります。

A107

104 モスグリーン

［税抜］¥

7,980

コンパクトなデザインに３つの発光面を持つ見た目が
特徴。モバイルバッテリー機能があり、お手持ちのデバ
イスへ給電。
（USB Type-C）
。最大照射範囲約200°。
三脚ネジ穴内蔵。無段階調光・3調色。各光色、各発
光面にて対応。
ベルクロストラップ付き。
防水防塵規格：
IP54。約8×11×2cm、約200g

A108
A109

104 M:約16×9×3cm、約405g ［税抜］¥ 9,980
104 L:約20×9×3cm、約540g ［税抜］¥ 11,980

災害時には光源、SOS点滅機能付きとして１台あれば安心。明
るさ
（無段階）
：電球色・昼光色。 A108 連続点灯：8 ～ 80時間。
バッテリー容量：11,600mAh。本体充電：6時間。防水防塵
規格：IP44。 A109 連続点灯：11～100時間。バッテリー容量：
17,400mAh。本体充電：7時間。防水防塵規格：IP44
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ステイアライブ ミニショルダー
［税抜］¥ 5,000
9714 75

最低限必要な防災 17点セット
［税抜］¥ 5,000
5411 85

避難行動時に必要なアイテムのセット。防災ミニショルダー
バッグ、給水バッグ 3ℓ、静音タイプアルミシート、レインコート
L、個包装マスク 2枚、緊急携帯トイレ１回分、
軍手、水に流せる
ティッシュ ×2、大地震対応防災マニュアル。約31×14×11cm

必要最低限の防災品をセット。携帯給水タンク3ℓ、
簡易救急セット、防塵マスク、コンビニトイレなど。

主食ほかほかセット

停電対策キット

9715

［税抜］¥

95

5,800

一人１日３食 ×３日分をコンパクトにセットしました。
（パッ
ケージには３日分の参考献立を掲載）小梅粥、パンの缶詰
×各2、安心米山菜おこわ、安心米わかめご飯、安心米五目ご
飯、安心米ドライカレー、カンパン ×各1。約23×18×22cm

※商品の廃番等により、画像と異なる同等品でのお届けとな
る場合がございます。

9716

［税抜］¥

75

10,000

停電時に必要な４つのアイテムを揃えました。LEDポータブル
ラジオ、スリムランタン、ポータブル充電器
（接続ケーブル 1本、
充電用コネクター 3種、アルカリ単3乾電池 ×3付）、3in1 ライ
トニングケーブル、アルカリ単3電池 ×2、アルカリ単4電池 ×6

9581

THE ISU PACKER 防災セット
［税抜］¥ 20,000
8661 83
座椅子になる全く新しいカタチのリュックを採用。防
災士が考え、避難所での生活で必要なものを取り揃
えた27点のセット。材質：ポリエステル 600D
（THE
ISU PACKER）
。約40×54×14cm

今治タオル 伊予のうすべに
9580
9581

75

［税抜］¥

75

［税抜］¥

3,000
5,000

「伊予のうすべに」は、厳選された綿を使用し手間暇をかけた晒や
染めを徹底しています。愛情をそそぎ、うすべに色に染め上げた、
使い心地のよい極上のタオルです。 9580 バスタオル ×1 9581
バスタオル、フェイスタオル、ウォッシュタオル × 各1

認定番号
第2019-1206号

9582

今治純白タオル
9582
9583
9584
9585
9586

62
62
62
62
62

90 防災 / タオル

9583

1,500
2,000
［税抜］¥ 2,500
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥ 5,000
［税抜］¥

［税抜］¥

9584

9585

9586

日本ジャガード紋繊タオルの産地今治。今治タオルの
原点純白を基本に丁寧に仕上げました。ふっくらと心
地よい仕上げのタオルです。綿100％
9582 ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 1
9583 フェイスタオル × 2
9584 ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 2
9585 ハンドタオル × 1、バスタオル × 1
9586 ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 2
バスタオル × 1、

16 型折畳自転車 f（エフ）
9152

80 アクアブルー

［税抜］¥

20,000

クラシック ミムゴ FDB16G
9984

80

［税抜］¥

20,000

フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構
採用。JISフレーム基準適合。フレーム：スチール。組
立時：約130×56×96cm、折畳時：約69×40×55cm

収納・移動時に便利なセカンドサイクルに最適の16イ
ンチ折畳自転車です。材質：スチール。組立時：約53×
128×91cm､折畳時：約53×73×82cm、約13.5kg

シンプルスタイル 20型折畳自転車 H20COL
［税抜］¥ 25,000
9985 80

シンプルスタイル ２０型折畳自転車 H20BS
［税抜］¥ 30,000
8727 79 ネイビー

フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。JIS
フレーム基準適合。フレーム：スチール、リム：アルミ。組立時：
約143×53×101cm、折畳時：約81×43×60cm。約14kg

付属のバスケットを取付可能。フレームはダブルロックジョイ
ントのセーフティ機構採用。LEDライト、ワイヤーロック付属。
組立時：約143×53×101cm、折畳時：約81×53×80cm

コールマン FDB206 CAMP
［税抜］¥ 38,000
9986 90

クラシック ミムゴ FDB700C7SG
［税抜］¥ 50,000
9987 75

フロントバスケット標準装備。ブロックダイナモラン
プ。車に積めば移動先での行動範囲広がります。アル
ミリム・外装6段変速。約153×53×105cm

７段変速機能搭載の快適走行モデル。
フレーム部分折
畳機能で収納・移動時に便利。材質：アルミ。組立時：
約55×174×97cm､折畳時：約56×98×88cm、約13kg

フィールドチャンプ ノーパンク電動アシストFDB20E
［税抜］¥120,000
9158 85 ブラック

電動アシスト軽快車内装 3段変速
［税抜］¥ 128,000
9988 90 ホワイト
［税抜］¥ 128,000
9989 90 ブラック

9988

フレーム・ハンドル部分折り畳み機能搭載。折り畳み部分は二
重ロックの安全設計。電動アシスト機能付き
（３モード）。組立
時：約154×56×102cm、折畳時：約88×46×68cm、約23kg

おしゃれなサドルと大型バスケット！ 通学、通勤、お買い物
に最適です。材質：スチール。約59×190×116cm、約25kg
直送商品。表示価格に送料が含まれます。
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ブリヂストン

TOURB JGR
9907

103 ホワイト

［税抜］¥

5,400

飛びの「マッスルコア」搭載で、飛距離モンスターが
更に進化！ 約14×19×5cm。12球。

TOURB X
8855

100 ホワイト

［税抜］¥

9908

TOURB XS
8856

100 ホワイト

［税抜］¥

6,300

トッププロが要求する「トータルパフォーマンス」が
更に進化。スピンとソフトフィーリングのXS。フェース
マークは人気のＢマーク。12球。

9910

9909

TOURB アイアンカバー
9908
9909

100 ブラック

［税抜］¥

100 レッド

［税抜］¥

2,800
2,800

ストレッチアイアンカバー。約23× 4×20cm

9911

トラベルカバー
9910
9911

6,300

トッププロが要求する「トータルパフォーマンス」が
更に進化。風に強い飛びのＸ。フェースマークは人気
のＢマーク。12球。

100 レッド
100 ブルー

4,500
［税抜］¥ 4,500
［税抜］¥

銀傘
9912

100

［税抜］¥

5,200

直径約110cmの銀傘。

キャディバックの運送に。

9913

セルフクラブスタンド
9913
9914

100 グレー
100 紺

9914

12,000
［税抜］¥ 12,000
［税抜］¥

フード付きのセルフクラブスタンド。

92 ブリヂストン（ゴルフ）

ゴルフシューズチェンジカタログ GIFT
［税抜］¥ 17,000
9915 105
シリーズ史上最高のグリップ力。ゼロスパイクバイ
ターツアー（品番：SHG100）
との交換券。

ダンロップ

ゼクシオ PREMIUM
9610

92 ロイヤルゴールド

［税抜］¥

9,600

ゼクシオ ELEVEN
9916

［税抜］¥

97 ホワイト

6,300

美しい輝き。心地の良いソフトなフィーリングで上質な
ゴルフを。12球、スリーピース構造。

驚きの飛距離。優れた直進性。非常にソフトなフィー
リング。12球、
スリーピース構造。

スリクソン Z-STARXV7

スリクソン AD SPEED

9917

97 ホワイト

［税抜］¥

6,300

9612

97 ホワイト

［税抜］¥

2,760

進化した飛距離性能とスピンコントロール。12球、
フォーピース構造。

ボールスピードアップで更に飛ばせる。アライメント機
能を持たせたサイドマーク搭載。12球、スリーピース構
造。

ピンポンパット

スリクソン スイングパートナーⅡ
［税抜］¥ 8,000
9918 89

8019

89

［税抜］¥

3,500

「距離感とタッチ」を楽しく練習できます。
まっすぐ正し
くパッティングをすると、ボールが戻ってきます。素材：
ABS樹脂、亜鉛合金、天然ゴム。約22×20×26cm

ヘッドスピードの強化、スイングパワーの強化、筋肉ス
トレッチから準備運動まで４つの効果が得られます。
素材：本体 /スチール、グリップ /ラバー、サイズ M：
約107×3×3cm、約550g

9922

9920

ゼクシオ
キャディバッグ
9919
9920

9919

89 ホワイト

［税抜］¥

89 ブラック／レッド

［税抜］¥

22,000
22,000

持ち運びやすい軽量スタンダードモデル。素材：合
成皮革、ネームタッグ：GGC-FZ174。
約42×29×46cm、約3,000g

ゼクシオ
キャディバッグ
9921
9922

9921

89 ホワイト

［税抜］
¥

89 ブラック

［税抜］
¥

33,000
33,000

プロモデルデザインとスポーティデザインを合わせ
持つスポーツレプリカ。素材：合成皮革、
ネームタッグ：
GGC-FZ191。約46×29×89cm、約4100g
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ソニー

三菱

ソニー ウェアラブルネックスピーカー
［税抜］¥ 24,880
9724 107

ソニー 首かけ集音器

音に包まれるような臨場感と振動による新たな音体験を実現
する、肩にのせるだけのウェアラブルネックスピーカー送信機、
充電台、ACアダプター、
マイクロUSBケーブル、音声ケーブル、
光デジタルケーブル、専用オーディオケーブル。約8×2×5cm

聞きたい音を、大きくクリアに。自宅でもお出かけ先
でも気軽に使えるデザイン充電台、ACアダプター、
電源用ケーブル
（USB）
、
光デジタルケーブル、
音声ケー
ブル、キャリングポーチ、イヤーピース
（S/M/L）

9725

101

［税抜］¥

34,880

A154

ソニー グラスサウンドスピーカー
［税抜］¥ 44,880
9726 107
有機ガラスが奏でるリアルでクリアなサウンド USBACアダプター、マイクロ USBケーブル、クリーニング
クロス。約φ9.0×28cm

ソニー デジタルカメラ VLOGCAM
［税抜］¥ 90,819
A153 112 ブラック
［税抜］¥ 90,819
A154 112 ホワイト
UP！ME セカイにジブンをアップしよう。付属：リ
チャージャブルバッテリーパック、マイクロ USBケー
ブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプ
ター。約11×6×4cm、約294g

三菱電機 ブレッドオーブン
［税抜］¥ 30,700
9728 105

三菱電機 サイクロンクリーナー Be-K
［税抜］¥ 33,300
A155 103

独自の断熱構造と密閉シールで、ヒーターの熱を食パ
ンへ効率よく伝える。食パンの水分と香りを庫内から
逃さず、耳までふんわりとした食感に。
約27×14×22cm

本体質量わずか2.4kgで軽くて使いやすい。驚きの
軽さでグイグイ進む自走式パワーブラシ。吸引力低下
につながる毛のからみも、回転ブラシをサッと引き抜
くだけで簡単除去。約21×22×32cm、約3900g

三菱電機 レンジグリル

64,100

三菱電機 IHジャー炊飯器 本炭釜
［税抜］¥ 66,700
A156 103

レンジ→グリルの自動リレー調理でカンタン時短調
理。庫内３面トリプルヒーター等しっかりとした基本
性能で本格調理。使う人に優しい音声ナビ機能。
約52×27×41cm

本炭釜が生む大火力と内釜底面の「泡昇り釜底」に
よる沸騰力で、粒感のある炊き上がりを実現。
「八重
全面加熱」でふっくら炊き上げ。少量
（0.5 ～2合）
でも
美味しく炊ける少量名人機能搭載。約24×23×29cm

9729

105

94 ソニー / 三菱

［税抜］¥

シャープ

A084

シャープ 空気清浄機
A083

97 ホワイト系

［税抜］¥

21,500

お部屋はもちろん、玄関やキッチン、ペットケージの横などで
気軽に使えるコンパクトデザイン。360° 下吸い込みで空気を
浄化する円柱型構造を採用。小空間や空気の汚れが気にな
る身の周りスペースでも空気を浄化します。約φ19×33cm

シャープ 加湿空気清浄機
A084
A085

97 ホワイト系

［税抜］¥

97 グレー系

［税抜］¥

たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやす
い薄型スリムモデル。シャープ独自の空気浄化技術、プラ
ズマクラスター25000を搭載しました。約23×38×62cm

A087

シャープ 加湿空気清浄機
A086
A087

97 ホワイト系
97 ブラウン系

64,000
［税抜］¥64,000
［税抜］¥

53,500
53,500

A088

シャープ ヘルシオ ホットクック
［税抜］¥64,000
A088 97 レッド系
［税抜］¥64,000
A089 97 ホワイト系

プラズマクラスター 25000搭載ハイグレードモデル。
賢い気流制御でお部屋をパワフルにキレイにする、不
在中におすすめの運転効果実感モード搭載。乾燥が
気になる季節にもたっぷり加湿。約34×40×69cm

材料を入れて、ボタンをおせばOK。あとはおまかせで、ふた
を開ければおいしいごはんができています。食材の水分を活
用し、おいしさが凝縮し「甘み」が多く残り、食材本来のおい
しさが味わえ、栄養素もより多く残ります。約28×36×23cm

パナソニック 衣類スチーマー
［税抜］¥ 9,300
A090 97 ピンクゴールド調

パナソニック スチーマー ナノケア
［税抜］¥ 21,800
A091 97 ゴールド調

立ち上がりが約30秒だから、忙しい朝にサッと使える。衣
類アイロンの場合は通電ランプが赤点灯して約20秒後に使
用可能。パワフルスチームで7つのニオイを脱臭。除菌やア
レル物質対策にも。スタンド、専用カップ。約22×17×9cm

ナノサイズのスチームが角質層まで浸透し、肌にうるお
いとハリ感。簡単操作、ワンタッチでアロマを楽しめ
ます。
コンパクトタイプ。
アロマタブレット1個付（100％
天然精油〈香り：真正ラベンダー〉
）。約10×16×15cm

パナソニック
ヘアードライヤー
ナノケア

パナソニック 目もとエステ

A092
A093

97 ルージュピンク
97 ピンクゴールド

A092

22,900
［税抜］¥ 22,900
［税抜］¥

ナノイー＆ミネラルで、キューティクルを密着、しっかりまとまる
髪へ。UVケア効果で、紫外線や摩擦ダメージに強い髪へ。バラ
ンスのよい風で、美しく速乾。セットノズル 。約21×23×9cm

A094

97 ゴールド調

［税抜］¥

25,000

たっぷりのホットスチームで、
乾きがちな目もとの隅々
までうるおい。約42℃の高温設定で、目もとにすっ
きり爽快感。選べる３つのコースとアロマの香りでリ
ラックスタイム。バンド。約14×6×11cm

シャープ / パナソニック 95

キヤノン

日立

キヤノン ミニフォトプリンター
［税抜］¥ 15,700
9743 103

キヤノン インクジェットプリンター PIXUS
［税抜］¥ 13,000
A173 103

スマホ専用プリンター、軽量コンパクト、内蔵バッテ
リー、シール紙、専用無料アプリ対応。専用写真用紙
別売
（専用フォト用紙10枚付き）
。約12×8×2cm

スマホフレンドリーなエントリーモデル。
約32× 40 ×15cm

キヤノン インクジェットプリンター PIXUS
［税抜］¥ 18,700
A174 103

キヤノン インクジェットプリンター PIXUS
［税抜］¥ 36,850
A175 103

５色独立のインクのスタンダードモデル。
約37×32×14cm

オールインワンインクジェット複合機、6色、A4 フチ
なし、4.3型タッチ液晶、背面給紙、前面カセット、自
動両面、SDカード、スクエア、名刺プリント、ディスク
レーベル、自動紙幅検知。約32×37×14cm

A177

日立 紙パック式クリーナー
7574

105

［税抜］¥

9,500

日立 衣類スチーマ―
A176
A177

99 オニキスブラック

［税抜］¥

99 ホワイト

［税抜］¥

12,000
12,000

3方向からごみを引き寄せる「３方取り構造」でお部屋
のスミ、
壁際もすっきり。
紙パック式。3.2kg（本体のみ）
、
消費電力：1000W～約300W。吸込仕事率：510W
～約80W。約29×26×21cm

たっぷりスチームでシワとニオイを快速お手入れ。１度ボタンを
押すだけで、1分間連続でスチームが出ます。高温・中温の２段階。
ほこりや毛くずを取り除き、テカリも防げます。約13×18×9cm

日立 電子レンジ

日立 次亜塩素酸加湿器

A178

99

［税抜］¥

21,000

ひろびろ・清潔、フラット庫内出し入れラクラク、庫内
の汚れもカンタンに拭き取れます。ボタンタッチで自
動あたため。1 あたため、2解凍あたため、3 飲み物・
牛乳の選べる3つのオート調理で、よく使う操作がカ
ンタンに。仕上がり具合も「弱・中・強」の3段階調節
可能。約28×46×39cm

96 キヤノン / 日立

A179

96

［税抜］¥

120,000

ターボ運転・自動・強・弱から選べる４段階加湿。約
3.8ℓの大容量タンクで、約６時間以上パワフル加湿。
水タンク内に入れた付属の塩化ナトリウムと水道水で
次亜塩素酸を生成。部屋の空気が本体に吸気され、
次亜塩素酸が含浸した除菌フィルターを通ることで
「除菌・ウイルス抑制」
。約52×40×22cm

エコバックス

モリモリ

アールケ

エコバックス 床用ロボット掃除機
DEEBOT 505
［税抜］¥ 21,636
9990 101

エコバックス 床用ロボット掃除機
DEEBOT OZMO SLIM15
［税抜］¥ 26,800
9991 101

２倍のパワーでゴミを吸引するMAXモードと３段階の清
掃システム、
３種類の清掃モードなどを搭載し、
あらゆるお
部屋の掃除を効率的に行います。最大110分稼働。
充電台、
交換用サイドブラシ
（1セット）
、交換用高性能フィルター、
カッター付きメンテナンスブラシ。約33×8cm、約2950g

わずか5.7cmの薄型。水拭きモップシステムでゴミの吸引
と水拭きを同時に可能に。最大100分稼働。充電台、交換
用高性能フィルター、
交換用サイドブラシ（1セット）
、
クリー
ニングモップ × 2枚、水タンク・モッププレート(各1)、カッ
ター付きメンテナンスブラシ。約31×31×6cm、約2000g

エコバックス 床用ロボット掃除機
DEEBOT U2 Pro
［税抜］¥ 29,800
9992 101

エコバックス 床用ロボット掃除機
DEEBOT OZMO 950
［税抜］¥ 64,800
9993 101

ゴミの吸引と本格的な水拭きが可能。最大150分稼働。充電台、交換用
高性能フィルター、交換用サイドブラシ（1セット）、
クリーニングモップ、使
い捨てクリーニングモップ×5枚、水タンク・モッププレート(各1）、カッター
付きメンテナンスブラシ、大容量キット(大容量ダストボックス/ゴム状の
メインブラシ /高性能フィルター ×2)。約34×34×8cm、約2750g

高性能レーザーマッピングシステム搭載。ゴミの吸引と本格的な水
拭きが可能。最大200分稼働。充電台、差替え用ダイレクト吸引口、
交換用高性能フィルター、交換用サイドブラシ(1セット）、
クリーニン
グモップ、使い捨てクリーニングモップ×5枚、水タンク・モッププレー
ト(各1）、カッター付きメンテナンスブラシ。約35×9cm、約3600g

MoriMori
LED T-Light LOUNGE

MoriMori
LEDランタンスピーカー S

9994

102 ホワイト

［税抜］¥

5,000

9995

102 ダークグリーン

［税抜］¥

12,800

ホテルラウンジ、レストラン、カフェ、ご自宅のさまざま
な場所へ。キッチン、リビング、寝室などに複数台置い
てアクセントとしても。充電式 LEDテーブルライト。
MicroUSB 接続常時点灯可能。連続点灯時間：高光量6
時間 / 低光量16時間、2段階調光。約11×7cm、約163g

室内外問わず灯りの演出、Bluetooth接続による音
源再生をお楽しみいただけます。本機２台までのペ
アリングが可能。L /Rのステレオサウンド。最大7時
間連続使用（中音量 /中光量）
、
最大20時間連続点灯、
無段階調光。約11×28cm、約500g

MoriMori
LASMO Speaker

aarke
carbonator 2

9997

9996

102 ホワイト

［税抜］¥

14,000

ご自宅のさまざまな場所へ持ち運べるLEDライトとブ
ルートゥーススピーカー。分離できる２つのLEDライトと
スピーカー１台。充電式。MicroUSB 接続常時点灯可能。
専用充電台１台、MicroUSBコード同梱。連続点灯時間：
高光量3時間 / 低光量6時間、音源再生時間：7時間（中
音量時）
。約(スピーカー）
11×8cm、約413g

9997
9998

9998

102 マットブラック

［税抜］¥

100 スチールシルバー

［税抜］¥

21,800
21,800

レバーを押すだけ。コンセントがないので、お好きな
場所で使用可能。炭酸ガスの量や泡の量を簡単に調
整可能。Sodastream等の410g/60ℓのスタンダード
タイプが使用可能。付属品：専用ボトル、水切板。約
25×15×42cm、約1450g。炭酸ガス別売。
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