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ブランド

02 マジス

02

03 ディクラッセ
04 ティファール
05 デロンギ
06 シロカ
07 象印 / スタン
08 サーモス
09 ムーベ / ローゼンダール・デザイングループ
10 リーデル
11 メリタ
12 ブルーノ
14 ブランドキッチン
15 貝印
16 エコバックス / レイコップ
17 エレクトロラックス
18 デュクス
19 ダイキン
20 マクセル
21 フィリップス
22 ベリタス
23 ケルヒャー
24 アイリスオーヤマ
25 レッドレンザー / ジェントス
26 BOSE
27 B&W / DENON / POLK

ギフト券

52

食品・飲料

52 ディナーギフト券

60 お米

53 フルーツギフト券

62 地ビール

54 アイスクリームギフト券

63 肉

60

55 グルメギフト券

65 肉 / 肉加工品

56 うましま / やさしいごちそう

66 海鮮 / 海苔

57 選べる国産和牛/選べる47都道
府県 / 選べる鍋グルメ

68 カレー / 梅干 / 海苔 /カニ缶

58 カタログギフト ヴァリアス

69 煎餅 / ラー油 / コメ/ 油 /ジュース /
調味料詰合せ

59 カタログギフト たびもの撰華

70 うどん / そば / 素麺 /カゴメ
71 洋菓子 / コーヒー / プリン /
アイスクリーム

■ 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。

28 カドー
29 ルルド
30 アイロボット
31 マキタ
32 ドクターエア
33 シャーク
34 ビクトリノックス
35 ソト
36 ボーネルンド
37 ミカド珈琲
38 デメル
39 資生堂パーラー
40 パティスリー キハチ
41 銀座千疋屋
42 ブールミッシュ
43 メリーチョコレート
44 上野凮月堂
45 新杵堂
46 かねふく
47 浅草今半
48 ホテルオークラ
49 伊藤農園
50 祇園さゝ木
51 レ ロジェ / 千房

72

ライフスタイル
72 花王

アウトドア・防災・スポーツ

90

90 ロゴス

73 ライオン / 洗剤

91 アウトドア

74 セイコー / シチズン / リズム

92 防災 / タオル

75 時計

93 自転車

76 クッション / 座椅子 / マット /
寝具

95 ダンロップ
（ゴルフ）

94 ブリヂストン
（ゴルフ）

77 ライフスタイル
88 ヤーマン
89 タニタ

家電

96

96 ソニー / 三菱
97 シャープ / パナソニック

■ 注意事項

※カタログ有効期限 2022年4月1日〜 2023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、価
格改定、仕様の変更、欠品、
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。
※表示価格は 、
税抜になります。

01

マジス

チェア ワン
A344 105

［税抜］¥

59,000

三角形を立体的に、モジュールに落とし込んだ斬新な
デザイン。屋外使用が可能ですので、お部屋でもベラ
ンダにもご利用いただけます。８脚までスタッキング
（積み重ね）
も可能。背・座：ダイキャストアルミニウム、
脚：アルミニウム。約59×55×82cm、約4300g

リンナット スーロ S
A346 100

［税抜］¥

56,000

Linnut（フィンランド語で鳥）は、オイバ・トイッカがイッタラにデ
ザインした吹きガラス「Birds by Toikka」の質感を再現したLED
充電式ポータブルランプ。バッテリー駆動：約６時間、調光機能
付。ABS樹脂、ポリカーボネート。約φ14×22cm、約800g

エットレ
A345 100

［税抜］¥

27,900

創業40周年を記念して、マジスのシンボルであったラバ
（ミュール）を模してコンスタンティン・グルチッチがデザイ
ンしたオブジェ。ブックスタンドやドアストッパーなどに。
屈強な体で重い荷物を運ぶ姿が、困難へと立ち向かう象徴
として好まれています。鋳鉄。約25×7×18cm、約4600g

360°
コンテナ５段
A347 100 ホワイト

［税抜］¥

86,000

軸を中心に360° 引き出しがまわる事によって、物の
出し入れができるコンテナ。本体：ABS 樹脂、
ジョイ
ント：アルミニウム。約42×35×72cm、約10000g

A349

A350

トロイ４スターキャスター付き
［税抜］¥ 56,000
A348 105 ホワイト
［税抜］¥ 56,000
A349 105 ブラック

フォーリーブス

カーブの付いた座面が優しい座り心地を実現し、シン
プルなフォルムで、オフィス、ミーティングルームなど
で軽快に。グリーンガード認定商品。背・座：ポリプロ
ピレン、脚：スティール。約50×50× 80cm、約8100g

シンプルだが花びらのようなフォルムが優しいコート
ハンガー。ハンガー・ベース：ダイキャストアルミニウ
ム、フレーム：アルミニウムチューブ。
約φ35×160cm、約12800g

02 マジス

A350 105
A351 105

91,000
65,000

ポリッシュ

［税抜］¥

ブラック

［税抜］¥

ディクラッセ

LED Solar stone
8632
8633

2,800
［税抜］¥ 3,300

［税抜］¥

88 S
88 L

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

スナフキンの忘れもの
8636

88

［税抜］¥

20,000

オーランド テーブルランプ
A304

88

［税抜］¥

18,000

葉っぱの間から木漏れ日のような光が灯り、壁に映る影
が、
木陰にいるような穏やかな空間をつくります。日中も、
爽やかなグリーンがお部屋のアクセントに。素材：スチー
ル、アーティフィシャルグリーン、付属電球：E-17 25Ｗ 白
熱 ミニ球（クリアー）約φ27×22cm ※ LED電球使用可。

LED ルナーリー デスクランプ
［税抜］¥ 28,000
A305 88 ウッド

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

ぬくもりを感じる木に真鍮カラーのアクセント。素材：ラバー
ウッド、
スチール、
付属電球：LEDフィラメント電球(ミニ球）
E-17/4Ｗ、440lm
（白熱球40W相当）
、色温度：3000K。人
感センサー等併用不可。LED電球専用。約φ18×39cm

オーエイチ テーブルランプ
［税抜］¥ 30,000
A306 88 ホワイト

LED Cardinal P/L BK

繭のように繊細でやさしい灯り。自然形成された流
線形の美しい形状、繭をモチーフに、伝統ある越前和
紙を用いてやわらかな灯りをつくりました。素材：ス
チール、紙（越前和紙）
、付属電球：E-17 40Ｗ 白熱 ミ
ニ球
（ホワイト）。約18×18×39cm ※LED電球使用可。

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

9548

88 ブラック

［税抜］¥

58,000

ディクラッセ 03

ティファール

アプレシア コントロール
ホワイト 0.8L
A337

89

［税抜］¥

11,725

ウォッシャブル 0.8L
9367

87

［税抜］¥

12,500

８段階の温度設定で飲み物に合わせたおいしい温度
で楽しむことができます。おいしい温度で60分間保温
が可能。タッチパネル式電源プレートで操作が快適に。
約17×22×21cm

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

フルフラットIH リーガルレッド
［税抜］¥12,500
A338 89

インジニオ・ネオ
ヴィンテージボルドー・インテンスセット６
［税抜］¥18,000
A339 83

上面フルフラットのガラスパネルで美しくお手入れも
ラクラク。６つの調理プログラム
（湯沸かし、煮込む、
鍋、揚げる、炒める、保温／手動）で自動温度管理。
コード：2.5ｍ。約28 ×34×5cm、1400W

ガス火専用。最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコー
ティングで、エナメル（ほうろう）仕上げ。外面もキズ・汚れに強く、
美しさが続きます。フライパン 22cm/26cm、ソースパン 18cm、
バタフライガラス蓋18㎝、シールリッド 18cm、専用ハンドル

ラクラ・クッカー プラス
コンパクト電気圧力鍋

27,500

クックフォーミー エクスプレス
［税抜］¥60,000
9787 77

１台16役。平日はやワザ時短調理、週末じっくり本格
調理。多彩なお料理もボタンを押したら後はおまか
せ。
「無水・発酵・ベイク」モードが追加。予約調理（12
時間まで）
、保温
（24時間）
が可能。約26×29×28cm

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

A340

92 アイボリー

04 ティファール

［税抜］¥

デロンギ

A255

ディスティンタ・ペルラコレクション
電気ケトル
［税抜］¥ 9,800
A254 99 イエロー
［税抜］¥ 9,800
A255 99 シルバー
パールのような輝きと、上質な質感、そして美しいフォ
ルムが特徴のディスティンタ・ペルラ。コンパクトで使
いやすい1.0Lサイズ。約17×22×23cm、1200W

マルチグリル
エブリデイサンド& ワッフルメーカー
［税抜］¥12,880
A256 99 シルバー
食卓でも使えるコンパクトサイズのマルチグリル。
毎日お使いいただけるように３つのプレート付き。
（各2枚：グリル /ホットサンド /ワッフル )オリジナル
レシピブック。約25×30×11cm、800W

A259

スフォルナトゥット・イーヴォ
ミニコンベクションオーブン
A257 99 ホワイト／ブラック ［税抜］¥19,800
コンベクション機能を最大限引き出す「サラウンドコンベク
ションシステム」を新たに搭載。付属品：ワイヤーラック、
トレイ、オイルプレート、ピザストーン（角型）、グリップ、くず
受け、オリジナルレシピブック。約36×44×23cm、1400W

クレシドラ
ドリップコーヒーメーカー
A261

99

［税抜］¥

24,800

品質のプロが認めた「アイスコーヒーモード」搭載。
砂時計のように優美さと軽やかさを伝える独創的な
外観デザイン。ECBC認証モード、アイスコーヒーモー
ド、プアオーバーモード。約29×19×34cm、1200W

ディスティンタコレクション
ドリップコーヒーメーカー
A258
A259

99 スタイルコッパー

［税抜］¥

19,800

99 エレガンスブラック ［税抜］¥19,800

高度なモールディング技術が実現するスクエアクルデザ
イン。コーヒー本来の風味を引き出すチタンコートフィル
ター採用。計量スプーン付き。約23×17×29cm、750W

マルチグリル
BBQ & コンタクトグリルプレート
［税抜］¥ 39,880
A260 99 シルバー
BBQ、コンタクト、
グリル。３つの調理ポジションでど
んな食材もイメージ通りに焼き上げます。上プレート
は４段階に高さ調整可能。便利なデジタルタイマー搭
載。お手入れ用へら付き。約36×46×19cm、
1400W

デロンギ 05

シロカ

全自動コーヒーメーカー
A247

71

［税抜］¥

15,000

2Way コードレス
スティッククリーナー
A248

77

［税抜］¥

20,000

ミル内蔵でいつでも挽きたてのコーヒー豆から全自
動でコーヒーを淹れられます。ステンレスメッシュフィ
ルターで豆の油分ごと抽出する、だからおいしい。蒸
らし機能あり、全て中細挽き。約17×22×27cm

わずか0.9kgの業界最軽量クラスで驚くほどパワフルな
吸引力。手元のスイッチで切替えできるので、
操作もらく
らくです。運転時間：
（約）強：10分、標準：25分、付属品：
隙間ノズル、ブラシ付きノズル。約22×17×106cm

電子レンジ

電気圧力鍋 おうちシェフ PRO
［税抜］¥ 20,000
A250 80

A249

81

［税抜］¥

20,000

出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ
解凍」が、熱の通しすぎや加熱ムラを防止。
「さっピカコー
ト」で時間が経った汚れもふき取りやすい。庫内構造：フ
ラット式、自動メニュー数：11。約46×35×28cm、1350W

圧力、
無水、
蒸し、
炊飯、
スロー調理、
温め直し、
低温調理、
炒め、発酵、温度調理ができる、
１台10役の電気圧力鍋。
短時間で美味しい料理ができます。予約調理可能。容量：
1.68L、プリセットメニュー：83。約24×26×27cm

ホームベーカリー

全自動コーヒーメーカー カフェばこ
［税抜］¥ 25,000
9390 71

A251

68

［税抜］¥

23,800

焼きたてのパンが、材料をセットしてボタンを押すだ
け！ ヨーグルト、バター、チーズも作れます。風味豊か
な打ち立てのお蕎麦がおうちで簡単に楽しめる、そば生
地コース搭載。タイマー：13時間まで。約26×36×31cm

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

すばやきトースター とっておき
［税抜］¥ 25,000
A252 80

食器洗い乾燥機

90秒で理想の焼き上がり（6枚切り食パン1枚）。庫内が高く、
厚いパンや焼き芋にも対応。食材に合わせて温度管理するオー
トモードで、焼き加減の難しいメニューも、おいしさの最高点
へ。マイコンプリセットメニュー：9。約35×32×23cm、1400W

水道工事不要、省スペースですぐに使えます。75℃の高温洗浄＆独自の
洗浄技術「360°キレイウォッシュ」で99.9％除菌を実現。さらに送風と、
新機能のＵＶライト照射によって、除菌状態が８時間以上も持続。除菌
専用コース搭載。標準収納容量：16点 (2-3人用）。約42×44×47cm

06 シロカ

A253

96

［税抜］¥

59,800

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

A287

STAN. 自動調理なべ

象印マホービン

A287
A288

A289

71 ブラック
71 ホワイト

50,000
［税抜］¥ 50,000
［税抜］¥

ほったらかしでもおいしく出来上がる「おまかせ自動調理」
「おまかせ予約調理」。煮込み料理に適した、
「ホーローなべ」。
同時に最大２品まで調理できる「パック調理」対応。6人前
サイズ。最大調理容量：2.3L、約31×29×23cm、900Ｗ

72 ダークネイビー

電気ケトル
［税抜］¥10,000

６つの安全設計！「転倒湯もれ防止構造」
。清潔「注ぎ口
ほこりブロック」
。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー
1300Ｗ」
「カップ１杯（140mL）約60秒」
。お手入れもらくら
く
「軽くはずせるふた」
。
「見やすい水量窓」。注ぎやすい「な
めらか注ぎ口」
。1000mL、約17×22×22cm、1300Ｗ

9790

象印マホービン ミル付きミキサー
［税抜］¥15,000
A290 83
「粉砕」
と
「切削」
、
2つの役割を持つ象印の「クラッシュ
＆カット チタンコートブレード」
。食材や用途に合わ
せて選べる３つのモード。コーヒー豆などが挽けるミ
ル容器付き。1000mL、約15×15×37cm、225Ｗ

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

A194

A195

真空断熱マグカップ
A194
A195

73 ネイビー
73 ミルクホワイト

3,000
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥

保温も保冷もでき、飲み物を最適の温度に保ちます。
ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）
、ABS 樹脂、ポリ
プロピレン。約8×11×10cm、350mL、約200g

真空断熱タンブラーセット
8480

78

7637

真空断熱タンブラーセット
A196

73

［税抜］¥

5,000

真空断熱構造のタンブラー 2個セット。高級感のあ
るミラー仕上げ。食洗機対応。ステンレス鋼。
約8×8×15cm、400mL、約700g

9768

9767

ステンレスポット
9767
9768

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］¥

テーブルの上にいつでもある、
くつろぎを演出するポット。保温
も保冷もでき、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

［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、400mL、約260g

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、350mL、約170g
7638 約7×7×22cm、500mL、約210g

A197

A198

真空保温調理器シャトルシェフ
［税抜］¥18,000
A197 73 レッド
［税抜］¥18,000
A198 73 クールグレー
「熱」を閉じ込めて調理する保温容器で、時間とエネル
ギーを大幅に節約。ふっ素コーティング加工でこびり
つきにくく、
使いやすい。3 ～5人用。
アルミニウム合金、
ステンレス鋼。約30×24×19cm、2.8L、約2300g

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

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

A202

A200

ムーベ スタンディングミラー ブラック
［税抜］¥ 7,500
A199 86 φ20cm
［税抜］¥ 10,000
A200 86 φ30cm

ローゼンダール社 コペンハーゲン
ソフトスポット ソーラー オリーブ
［税抜］¥ 14,500
A201 86 高さ18.5cm
［税抜］¥ 19,000
A202 86 高さ 25cm

フレームレスの自立型のミラー。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
たデザインのアイテムです。スチール塗装、ガラス鏡。
A199 約10 ×20 × 23cm、約425g
A200 約15 ×30 ×35cm、約1385g

USBとソーラーエネルギーの両方で充電できるので、
室内はもちろん、テラスや庭、ビーチでも一年中使用
することができます。スチール塗装、プラスチック。
A201 約19 ×φ12cm、約504g
A202 約25×φ15cm、約1066g

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

ローゼンダール社 コペンハーゲン
ストレージボックス ブラック
［税抜］¥ 22,000
A203 86

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)

シンプル構造で簡単に組み立てと分解ができる収納
ボックス。スチール製フレームはハンドル機能にもな
るのでスタッキングしたり、縦置きしサイドテーブル
にするなど自由な発想でお使いいただけます。MDF、
オーク材ベニア、塗装スチール。
約60 ×31× 33cm、約5200g
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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、245mL

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、
350mL

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、375mL

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。素材
：クリスタル。
高さ：約11cm、375mL

リーデル フォー・トゥー
レッドワイン+ミニデカンタ・セット
［税抜］¥ 5,000
A204 90

リーデル リーデル・ヴェリタス
カベルネ /メルロ（2 個入）
［税抜］¥ 10,000
A205 90

赤ワインを中心に幅広く楽しめるフルボディタイプの
赤ワイングラス２個＆一度に飲みきる量をデカンター
ジュできるミニデカンタセット。素材：クリスタル、マ
シンメイド。デカンタ [高さ：約16cm、400mL]
グラス
（２脚）[高さ：約12cm、
570mL]

リーデル史上最軽量のマシンメイド赤ワイングラス。ゆる
やかなすぼまりの大きなボウルによって、複雑で芳醇な香
りを解きほぐします。また、ワインが舌上で横に広がるた
め、厚みのあるボディを感じつつ強い渋みをやわらげます。
素材：クリスタル、マシンメイド。高さ：約24cm、625mL

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

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

ミルクフォーマークレミオ

フラットカッターディスク
コーヒーグラインダー

A291

99

［税抜］¥

11,000

8932

A292

70 ジェットブラック

73

［税抜］¥

［税抜］¥

5,500

12,000

電源台にポットを乗せ、蓋をロック。ミルクの味に最も影
響を与える熱に配慮し、キメ細かさと適度な硬さの泡にこ
だわって設計しているため、シルクのようななめらかな舌
触りをお楽しみいただけます。250mL、約11×17×21cm

ダイヤル式目盛り付きなので、粗挽きから細挽きまで自
由自在にカンタンに調整ができます。臼式・フラットカッ
ターディスクのミルによってコーヒー豆をスピーディー
にすりつぶします。容量：200g、約10×16×26cm

コーヒーメーカー
ルックセレクション

コーヒーメーカー
アロマサーモ

8934

70

［税抜］¥

15,000

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

A293

72

［税抜］¥

17,000

１度にたっぷり10杯抽出。ステンレス製真空二重構
造のため保温性があり、淹れたてのおいしさが長持ち
します。氷を直接ポットに入れることができ、そのま
まコーヒーを抽出して、すぐに香り高いアイスコーヒー
が味わえます。1400mL、約25×20×35cm
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ブルーノ

9798

電動ミルコーヒーメーカー
9797
9798

5,500
［税抜］¥ 5,500
［税抜］¥

89 ベージュ
89 カーキ

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、200mL

マルチスティックブレンダー
9004

［税抜］¥

89 アイボリー

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

9800

A206

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

マルチLEDランタン

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130mL。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

昼光色、電球色、揺らぎモードの３種類、25～400lmの無段
階調光。防水・防塵性能完備。電源はUSB充電か乾電池（単
3× 4）で最大約35時間連続使用可能。モバイルバッテリーと
しても。充電：約5時間、USBケーブル付き。約10 ×10×20cm

8561

A209

コンパクトホットプレート
7236
8561

89 レッド
89 ホワイト

9,000
［税抜］¥ 9,000
［税抜］¥

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

12 ブルーノ

A206
A207

［税抜］¥

89 アイボリー

7,800

89 グレイッシュブラック ［税抜］¥ 7,800

グリルサンドメーカー ダブル
［税抜］¥10,000
A208 89 グレージュ
［税抜］¥10,000
A209 89 レッド
朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメー
カー。付属のグリルプレートでお肉グリルなど本格料
理も愉しめます。プレートは取り外し式でお手入れも
簡単。油受けトレイ、タイマー、温度調節機能付。
約24×29×15cm、900W

9362

マルチふとんドライヤー
9008

［税抜］¥

89 アイボリー

12,000

マルチ圧力クッカー
9361
9362

94 アイボリー

［税抜］¥

94 ブラウン

［税抜］¥

15,000
15,000

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

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

9359

9804

オーバルホットプレート

16,000
［税抜］¥16,000

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

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

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

9359
9360

［税抜］¥

94 グレージュ
94 ブラック

9009
A210

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

コンパクトフロア空気清浄機
［税抜］¥ 20,000
A210 89 ホワイト
［税抜］¥ 20,000
A211 89 グレージュ

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

最大パワーのJETモードが外から入り込んだ花粉を
すばやく吸い込み、拡散させません。微細な粒子も逃
さないHEPAフィルター＆脱臭フィルター搭載。6つの
運転モード、
フィルター交換目安お知らせ、においセン
サー搭載、適用床面積：最大15畳。約16 ×39×39cm
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ネスプレッソ エッセンサ ミニ
ピュアホワイト C
［税抜］¥13,800
A475 95

ネスプレッソ アトリエ

本格的な味わいのコーヒーを、２種類のカップサイズ
で。お好みに合わせてエスプレッソ
（約40mL）
とルン
ゴ
（約110mL）
が、シンプルな操作性で簡単にお楽し
みいただけます。約8×33×20cm、約3100g

牛乳だけでなく植物性ミルクも泡立てる技術を備え、
カプチーノからアイスフラッペまで、多彩なレシピを
ワンタッチで楽しめるコーヒーメーカーです。
約43×12×28cm、約5000g、1350W

プリンセス テーブルグリル

13,000
20,000

ミニピュアホワイト ［税抜］¥
ピュアホワイト

［税抜］¥

95

41,000

9645

A478

A477 102
A478 102

A476

［税抜］¥

遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本
来の美味しさに出会えます。オイルフリー調理可能。
汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。
A477 台座：22×45×8cm A478 台座：22×61×7cm

ソーダストリーム
スターターキット ホワイト
A479
9645

93 スピリットワンタッチ ［税抜］¥19,000
93 ソースパワー

［税抜］¥

29,000

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。
A479 約13×19×42cm
9645 約12×23×42cm ソース全自動モデル

A119
A121

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

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］¥

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）
。

「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 グリル & トースター
［税抜］¥ 20,000
9166 97 グリーン

アラジン グラファイトグリラー
［税抜］¥ 32,000
A122 99

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

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

14 ブランドキッチン

貝印

カイハウス
アイスクリームメーカー
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
鰹ぶし削り器（カバー付）
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 関孫六匠創 三徳ディンプル
［税抜］¥ 5,000
A294 75 165mm

カイハウス

関孫六

貝印 電動シャープナー（コンパクト）
［税抜］¥ 3,500
A295 75
研ぎやすさ・コンパクト・静音を同時に実現。溝が一つで
簡単・スピーディーに刃付け。コードレスなので収納がしや
すく、従来品に比べ作業時の動作音によるストレスを軽減。
荒砥石と仕上砥石の新たな組合わせ構造における特許を
取得。単3アルカリ電池（別売）が必要です。約16×6×5cm

関孫六 いまよう 牛刀
9860

75 150mm

［税抜］¥

4,200

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
HAND MIXER（WHIPPER）B
9861

80

［税抜］¥

5,000

切れ味と研ぎ直しに優れたステンレス包丁。ハンドル
と刃体の継ぎ目がない一体構造で衛生的。刀身：ハ
イカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル 18-8 ステンレ
ススチール。食洗器対応。約30×5×2cm

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200mL計量カップで使用可能。速度：
２段階、
コード：1.5ｍ、約9×6×18cm

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
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エコバックス

レイコップ

エコバックス DEEBOT U3
A469 101

［税抜］¥

36,182

エコバックス DEEBOT N8 PRO
［税抜］¥ 59,000
A470 101

掃除機とモップを組み合わせた最も薄型なロボット掃除機で
す。ビジュアルマッピング機能「SmartNavi 2.0」や「OZMO™
モップシステム」の組み合わせで、広範囲の清掃が簡単に可
能です。最長稼働時間：100分、充電：約4時間。約31×6cm

最先端3D物体回避テクノロジー搭載で、家具への衝突
を事前に回避し、隅々まで徹底的に清掃。強力な吸引
清掃と水拭きを１回で行います
（細菌除去率99.26％）
。
最長稼働時間：約110分、
充電：約4時間。約35×9cm

エコバックス DEEBOT N8 PRO+
［税抜］¥ 77,091
A471 101

エコバックス DEEBOT OZMO T8 AIVI
［税抜］¥ 79,800
A472 101

最先端3D 物体回避テクノロジー搭載で、家具への衝突を事
前に回避し、隅々まで徹底的に清掃。強力な吸引清掃と水拭
きを１回で行います（細菌除去率99.26％）。
自動ゴミ収集機搭
載（最大60日分）。最長稼働時間：約110分、充電：約4時間。
本体：約35×9cm、自動ゴミ収集スタンド：42×30×43cm

高速、高精度に測定、把握するマッピングシステム「TrueMapping™」、
AI技術を応用した「AIVI™テクノロジー」搭載し、障害物を賢く回避
しながら清掃。OZMO Proストロング電動クリーニングモップが毎
分480回の振動で水拭き清掃を行います。最長稼働時間：175分、
充電：約6.5時間。約35×9cm

A601

レイコップ スティッククリーナー
レイコップ GENESIS
［税抜］¥ 29,818
A601 103 ブルー
［税抜］¥ 29,818
A602 103 レッド
一往復で、99％ＵＶ除菌。
ワンランク上の、
床掃除。新・
ＵＶ一体型ヘッド搭載。掃除も除菌も、一度でキレイ。
付属品：クリーンカバー、すき間ノズル、ハンディノズ
ル・ブラシ、充電アダプター。運転時間：最大約31分、
充電：約3時間30分。約115×25×23cm、約1700g
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レイコップ ふとんクリーナー
NewStyle RAYCOP
［税抜］¥ 20,727
A474 103
軽さ1.4kg。使いやすさを追求した、レイコップ初タ
テ型コードレス。寝具ケアが今よりラクになるＵＶふ
とんクリーナー。付属品：充電アダプター、パワフル
たたき：毎分3,600回（フィンパンチブラシ）
、連続使
用時間：標準28分、充電：約3.5時間。
約61×25×14cm、約1420g

エレクトロラックス

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

エレクトロラックス Well Q6
［税抜］¥ 35,800
9953 100 デニムブルー

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。2種のノズルを備えたスタンダードモデル。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
［税抜］¥ 49,800
9954 100 サテンホワイト

エレクトロラックス Pure Q9
9955 100 サテンホワイト ［税抜］¥ 63,400

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

２つのクリーナーヘッドと５種類のノズルを備えたハイ
グレードモデル。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、
UVベッ
ド、収納袋。約16×26×110cm、約2890g

A341

空気清浄機 Flow A3 UV
A341
A342

100 ノルディックグリーン ［税抜］¥ 31,700
100 ノルディックピンク ［税抜］¥ 31,700

洗練されたデザインと、優れた機能性を併せ持つ空気
清浄機。ウイルスを１分間で99.9％除菌するUV-Cラ
イト搭載。子ども部屋や仕事スペース、玄関にぴったり
、
のコンパクトタイプ。適用床面積：約15.4畳（25m2）
ファン･スピード：3段階。約24×24×38cm、約2800g

空気清浄機 Pure A9.2
A343 100

グレー

［税抜］¥

71,800

北欧のキレイな空気をあなたのお部屋に。360度全
方位フィルターで、ホコリや花粉、ＰＭ2.5 などのハウ
スダストや生活臭をキャッチ。ペンタゴンデザインは
広く空気を吸引しきれいな空気をお部屋に送り届け
、ファン･スピード：
ます。適用床面積：約43畳（71m2）
9段階。約32×32×59cm、約7900g
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デュクス

A482

スリーシックスティー
セラミックファンヒーター
A480 105

［税抜］¥

13,455

スイッチを入れた瞬間から360°、部屋全体をすばやく
あたためる暖房効率のいい全方位型セラミックファン
ヒーター。寒い日も快適にお過ごしいただけます。暖
房目安：約8畳まで、ヒーター調節：3段階、風量調節：
2段階（弱運転時のみ）
。約22×22×30cm、最大1200W

A483

ビーム ミニ タワー型超音波式加湿器
Wi-Fi 対応モデル
［税抜］¥18,000
A481 105 ブラック
［税抜］¥18,000
A482 105 ホワイト
快適な湿度をよりコンパクトにお届けします。３Lまで給水可能な大
容量タンク搭載。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です。加湿量：最大300mL/h（強運転時）、
適用畳数：
【木造和室】5畳【プレハブ洋室】8畳。約18×18×40cm

A485

ウィスパーフレックス タッチ
27センチ リビング扇
［税抜］¥ 18,000
A483 105 グレー
［税抜］¥ 18,000
A484 105 ホワイト

ビーム タワー型超音波式加湿器
Wi-Fi 対応モデル
［税抜］¥ 22,545
A485 105 ブラック
［税抜］¥ 22,545
A486 105 ホワイト

直感的に風量をコントロールできるリビング扇。夏は扇風機と
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、一
年の暮らしに快適な風を吹き込んでくれます。風量：26段階、
首
振角度：左右
（30°/60°/90°）、上下
（45°/90°）。約33×33×88cm

独自の湿度コントロールで健康的な空間を実現。上部から給水で
きる大容量5Lの水タンク搭載。最大約33時間連続運転。専用ア
プリから操作可能。加湿量：最大350mL/h（強運転時）、適用畳数：
【木造和室】6畳【プレハブ洋室】10畳。約22×22×68cm

ブライト 空気清浄機
A487 105

［税抜］¥

22,545

家のあらゆる場所に置けるコンパクトな空気清浄機。
18畳まで対応するためリビングにも最適。360°から
すばやく空気を浄化し快適を届けます。最大風量：
3.9m3/分、清浄時間：8畳 /約17分、運転モード：マニュ
アル/オート /ナイト。約22×22×36cm
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ブレード サーキュレーションファン
［税抜］¥ 22,545
A488 105
空気力学の視点から、今までにない静音性と力強い
風を実現したBlade。最大約17メートル先にも届く、
からだにやさしい均一な風が、気持ちのいい空気の
流れを生み出します。風量：30段階、
首振角度(自動）
：
左右3段階、上下2段階。約33×33×103cm

ダイキン

A592

ストリーマ空気清浄機 ACM55Y
［税抜］¥ 58,000
A591 82 ホワイト
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
※日本電機工業会規格 JEM1467に基づく試験方法により算出

加湿ストリーマ空気清浄機 ACK55Y
［税抜］¥ 73,000
A592 88 ホワイト
［税抜］¥ 73,000
A593 88 ブラウン
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に加湿機能を追加。スリム設計で
場所をとりません。操作部抗菌加工や加湿フィルター自動
乾燥機能で清潔にお使いいただけます。約27×27×70cm

A595

加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70Y
［税抜］¥ 97,000
A594 82 ホワイト
［税抜］¥ 97,000
A595 82 ブラウン

UVストリーマ空気清浄機 ACB50X
［税抜］¥ 140,000
A596 82 シルバー

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に加湿機能を追加したハイグレードタイ
プ。高風量ながらスリム設計になり省スペースかつ省メンテ
ナンス、加湿量も従来よりアップしました。約32×32×76cm

従来のストリーマ技術に加え、高い除菌能力を持つ
深紫外線を新たに搭載することで、集塵フィルター表
面のウイルス・菌を30分で99％以上抑制。また、抗菌
HEPAフィルターを搭載し、フィルター上の菌の繁殖
を抑制します。27×27×50cm

うるるとさらら空気清浄機 ACZ70Y
［税抜］¥190,100
A597 82 ブラウン

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

空気清浄に合わせて除湿も加湿もこれ１台。デザイン
性と性能を併せ持つフラグシップモデルです。全自
動で除湿と加湿をコントロールできます。ランドリー
乾燥や脱臭運転など大風量除加湿機ならではの機能
もあります。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
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マクセル

A489

【PSE 適合品】急速充電・大容量
モバイル充電バッテリー
［税抜］¥ 5,980
A489 102 ブラック
［税抜］¥ 5,980
A490 102 ホワイト
USB PD18W対応により30分間でスマートフォンを最大50％充
電。大容量15,000mAh、スマートフォンを約５回充電可能です。
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応。付属品：充電用ケー
ブル (AtoC、CtoC)、充電時：約5.5時間。約2×7×14cm、約300g

カレア 復元ドライヤー
9968

99 ブラック

［税抜］¥

19,800

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

オゾン除菌消臭器
オゾネオ部屋干しネクスト
A491 102

［税抜］¥

15,800

「部屋干し」
や
「帰宅後の衣類」
を除菌。
「部屋干しショット」
モー
ドで、ファンの風で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消
臭。「衣類ダイレクトショット」モードと専用カバーで、帰宅後、
コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制。使用モード：3
モード、オゾン発生量：最大10mg/h。約25×25×20cm

ACコンセント付き小型ポータブル電源
［税抜］¥ 24,545
A492 102
リモートワークにおすすめ2in1タブレット。PCの駆動時間を最
大13時間延長。USB Type-C対応ノート PC充電可能。付属品：
USB-AtoCケーブル(約70cm)、定格入力：Type-C(PD)最大
18W、定格出力：同時出力最大65W。約21×11×3cm、約700g

A494

オゾン除菌消臭器
オゾネオエアロプラス
A493 102
A494 102

ホワイト

［税抜］¥

ブラック

［税抜］¥

24,800
24,800

３段階のオゾン風量切替モードを搭載。部屋の広さに合わせてオゾン生
成量と内蔵ファンによる風量をコントロール。清掃用ブラシ付、推奨適用
範囲：1～20畳、オゾン発生量：最大5mg/h。約8×21×21cm、約1000g

業務用オゾン水ディスペンサー
［税抜］¥ 70,000
A496 102
強い酸化力をもつオゾンを溶け込ませたオゾン水で
衛生管理をサポート。手をかざすと、センサーが反
応してオゾン水を吹き付けます。オゾン水濃度：約
1.0mg/L
（水温20℃にて、吐出するオゾン水の濃度）
、
吐出量：3段階調整。約20×12×20cm、約730g
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アロマディフューザー機能付
オゾン除菌消臭器 オゾネオ アロマ
［税抜］¥ 24,800
A495 102
おでかけ中はオゾンで除菌消臭モード、家ではお好きなア
ロマの香りでリラックス。空ボトル、清掃用ブラシ、チュー
ブ 2本付、推奨適用範囲：20畳まで、オゾン発生量：最大
5mg/h、芳香空間：最大40畳。約14×14×23cm、約800g

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)

フィリップス

ブリーズマスク
9973
9974

106 ブラック
106 グレー

9973

9,800
［税抜］¥ 9,800
［税抜］¥

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

Series 5000
9977

106

［税抜］¥

13,100

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

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

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

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、充電器、充電：約48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

Series 7000

25,200

ダイヤモンドクリーン 9000
［税抜］¥ 30,500
A497 106 ホワイト

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

専用アプリと連動して正しい歯磨きをサポート。プレミアム
オールインワンブラシヘッド 1本、プレミアムガムケアブラ
シヘッド 1本付き。充電：約24時間、使用時間：約2週間（ス
タンダードモード、1日2回2分間）。約3×3×25cm、約134g

Series 9000

光美容器
ルメア プレステージ

9978

106

A498 106

［税抜］¥

［税抜］¥

34,800

世界初、過圧防止センサー搭載シェーバー。スマートセンサー
が毎秒30回、肌への圧力を感知。リアルタイムで色が変わり、
すぐに最適な圧力に調整が可能。アプリ連動でより細かなア
ドバイスを表示。充電：約1時間、使用時間：約60分、対応電
圧：AC100-240V(海外電圧対応 )。約7×7×18cm、約226g

A499 106

［税抜］¥

63,500

ワキ・脚・ビキニラインまで、からだの部位に合わせた
アタッチメントと光美容技術で効果を実感いただけま
す。スマートスキンセンサー搭載。電源：AC100-240V
（海外電圧対応）
、
付属アタッチメント：からだ、顔、
ワキ、
ビキニエリア用。約16×10×22cm、約495g

フィリップス 21
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9090

目元用クリーム ラピッドアイ
［税抜］¥ 4,800
A235 85 15mL
優美で感動的な目元に。目元は第一印象を決める大
切なパーツ。そしてまっ先に年齢サインを感じやすい
場所。独自成分が、乾燥による小ジワ、乾燥によるく
すみ、紫外線ダメージ、ハリ不足など様々な目元のお
悩みを全方位からケアします。効能評価試験済み。

まつ毛美容液 ラピッドラッシュ
9089 85 1.5mL（約 2ヵ月分） ［税抜］¥5,500
9090 80 3mL（約 4ヵ月分） ［税抜］¥ 9,000
シリーズで世界700万本突破！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。

A236

眉毛美容液 ラピッドブロウ
9884
A236

85 1.5mL（約 1ヵ月分） ［税抜］¥5,500
85 3mL（約2ヵ月分）

［税抜］¥

9,000

シリーズで世界で700万本突破の眉毛美容液。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。

爪用ジェル ナーバ
9394

85 15g

［税抜］¥

3,600

アルコールや手洗いによる乾燥で割れやすい爪をケ
ア。ナーバは独自の保湿成分を含んだスウェーデンの
爪の美容液です。
ジェルタイプなのでしっかり浸透し、
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。

22 ベリタス

養毛料 ラピッドヘア
9885

85 50mL

［税抜］¥

12,000

シリーズで世界で700万本突破の養毛料。独自の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。

イミディーン
タイムパーフェクション
9093

85 60 粒

［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！

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：100mL。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

ケルヒャー 23
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サーキュレーターアイ DCsilent
［税抜］¥18,481
A296 71

両面ホットプレート

DCモーター搭載により静音性がアップ。８段階の風量調整
のうち、１～５段階までが静音
（35dB以下）。特殊形状ス
パイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効
果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。20畳適
用、送風モード：連続 /リズム風。約21×21×29cm、27W

２枚のプレートで同時に調理できます。付属の蓋を
使って蒸し料理や煮込み料理も。蓋の持ち手はシリ
コン素材で折り畳んでホットプレート内に収納できま
す。プレートごとの温度調節可能。付属品：平面・ディ
ンプル・たこ焼き(20穴 )。約16×34×34cm、1300W

リンサークリーナー

ふとん乾燥機

A298

69

［税抜］¥

23,527

電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きか
け汚れを浮かせ、水と共に吸い取ります。回収タンク有効
容量：0.4L、清水タンク容量：1.1L、付属品：ブラシ付きヘッ
ド、
Ｔ型ヘッド、ホルダー。約29×18×27cm、310W

サーキュレーター衣類乾燥除湿機
［税抜］¥ 38,727
A300 69 ホワイト

A297

A299

71 ブラック

75 ナチュラルオーク

［税抜］¥

［税抜］¥

21,918

25,336

ホースが800ｍｍとなり、
遠く足下までの暖めが可能になり
ました。よりロングになった立体フラップにより大きな空間
ができ、
さらに左右フラップで倒れにくくなったので、ふとん
の隅々まで温風が行き届きます。約16×26×34cm、780W

充電式サイクロン
スティッククリーナー
モップスタンド付き
A301

71

［税抜］¥

42,445

自然乾燥に比べ乾燥時間を１／６に短縮、室内干し対策に最適。
除湿機、サーキュレーターの単独運転ができるので、
１年中大活躍。
首振り、左右自動、上下手動（水平～垂直６段階）の調整可能。除
湿可能面積の目安：木造：6畳(10m3)。約29×23×64cm、590W

静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引す
るから何度も使えて経済的。自走式軽量パワーヘッド搭載。約15分（標
準）連続使用、セット内容：静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズ
ル、ブラシノズル、クリーニングブラシ。約22×24×104cm、約1.4kg

分離式量り炊きIHジャー炊飯器 3合
［税抜］¥ 47,570
A302 71

スチームオーブンレンジ 26ℓカップ式
［税抜］¥62,525
A303 71

１台２役、炊飯器としてもＩＨコンロとしても使える分離式Ｉ
Ｈジャー炊飯器。
【炊飯器】3合炊き【IH調理器】5段階調
節、付属品：しゃもじ、計量カップ。50銘柄炊き機能、極厚
銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約。約23×28×22cm

時短ブースト機能搭載！ レンジ出力と時間をセットして「時短」
ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり、温め時間を短縮。
専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置するカップ式ス
チーム。庫内総容量：約26L。約49×39×37cm、最大1430W

24 アイリスオーヤマ

レッドレンザー

レッドレンザー K4R
A212

93

［税抜］¥

1,800

ジェントス

レッドレンザー P7 Core
9814

93

［税抜］¥

8,400

最大120lmの明るさを備えた充電式キーチェーンライ
ト。充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式
USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケー
ターで一目で確認。誤作動を防ぐスイッチロック、取り
付けが簡単なカラビナ付きです。約5×3×1cm、約63g

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 P6R Core

レッドレンザー H7R 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

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
CPシリーズヘッドライト CP-195DK
［税抜］¥1,980
A213 85

ジェントス
フラッシュライト GF-011DG

単３乾電池１本で使用できる軽量ヘッドライト。軽量
なためアウトドアシーンでも活躍します。最大明るさ：
120lm、継続時間：7.5時間、素材：プラスチック、単３
乾電池1本付。約4 × 6× 3cm、約69g

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本付。18lm。約φ2×
10cm、40g
（電池含む）

ジェントス
エクスプローラーランタン EX-3340
［税抜］¥ 2,480
A214 86

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

小型なのに明るいランタン。単３乾電池４本で最大
440lmで８時間継続点灯するため、アウトドアも防災
備蓄品としてもオススメ。素材：プラスチック、単3乾
電池4本付。φ約5.9×13cm、約250g

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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SoundLink Micro
Bluetooth® speaker
9535

111 ブラック

14,000

［税抜］¥

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

［税抜］¥

22,000

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7g(イヤホン片耳）

9536

SoundLink Mini Ⅱ
Special Edition
9536
9537

111 トリプルブラック
111 ラックスシルバー

25,000
［税抜］¥ 25,000

［税抜］¥

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。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

Bose TV Speaker
9820

111

［税抜］¥

33,000

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 QuietComfort® Earbuds
A352 111 トリプルブラック ［税抜］¥ 30,000
世界で最も効果的なノイズキャンセリングとハイ・フィ
デリティオーディオを搭載。さらにStayHear™ Max
チップで抜群の装着感を実現。付属品：充電ケース、
3種類のサイズのイヤーチップ、
USB-C
（A-C）
充電ケー
ブル、
持続時間：最大6時間、
充電：約2時間
（イヤホン）
、
防滴仕様：IPX4。約3×3×4cm

Bose QuietComfort®45 headphones
［税抜］¥ 36,000
A353 111 ブラック
アイコニックな静寂、快適さ、サウンド世界最高クラス
のノイズキャンセリング、快適な装着感、独自の音響
技術による深く、
クリアなサウンドを実現します。付属
品：キャリーケース、充電用 USBケーブル Type-C、
音声ケーブル。持続時間：約24時間。約8×15×18cm

バウワース & ウィルキンス

デノン

ポーク

9823

B & W 完全ワイヤレス
ノイズキャンセリングイヤホン PI7
［税抜］¥ 40,000
9822 92 チャコール
［税抜］¥ 40,000
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

B &W ワイヤレススマートスピーカー
ZEPPELIN/MGJP
［税抜］¥ 99,000
A599 92
All-new Zeppelin The Beauty of Sound. Amazon
Alexa、Amazon Musicにも対応したワイヤレス・ス
マートスピーカー Bowers & Wilkins Zeppelin
約19×65×21cm

9403

デノン ワイヤレス サブウーファー付
サウンドバー DHT-S517K
［税抜］¥ 54,364
A215 95
Dolby Atmosに対応する3.1.2chドライバーアレイを
搭載し部屋いっぱいに広がる臨場感豊かな3Dサウン
ドをお届け。HDMI eARCに対応、テレビとの接続は
付属のＨＤＭＩケーブル１本だけ。コイン型リチウム電
池付属。本体：約6×105×10cm、サブウーファー：約
37 ×17×32cm、約9700g

デノン ワイヤレススピーカー
DENON HOME150
［税抜］¥ 32,000
9403 92 ブラック
［税抜］¥ 32,000
9404 92 ホワイト
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

A606

Denon 完全ワイヤレス
ノイズキャンセリングイヤホン
AHC830NCW
［税抜］¥ 15,000
A606 92 ブラック
［税抜］¥ 15,000
A607 92 ホワイト
デノンから初となる完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン。ノ
イズキャンセリング機能、周囲音ミックス機能を搭載。深み
があり、音の輪郭やベースの弾力感の表現力に優れた低音と、
全帯域にわたり分解能の高い、細やかで質感の高いサウンド
が特長。リチウムイオン電池内蔵。約3×6×5cm、約200g

POLK サウンドバー REACT
［税抜］¥ 23,500
9826 92
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

カドー

A354

9461

除菌サーキュレーター STREAM1800
［税抜］¥ 24,800
A354 102 クールグレー
［税抜］¥ 24,800
A355 102 ホワイト

加湿器 STEM 300

触媒フィルター・オゾン生成ユニットを搭載。室内の
空気循環の効率化・換気・衣類の消臭乾燥など快適
2
、
な空間を作り出します。推奨床面積：～ 52m（32畳）
4段階風量調節、タイマー運転、除菌運転、首振り：左
右自動約120度 /上下手動約90度。約28×28×32cm

置き場所を選ばないコンパクトデザイン。開口が大き
く給水もお手入れも簡単。ナイトモードで照明の消灯
が可能に。タンク容量：3.5L。約φ21×35cm

9462
9461

100 クールグレー

［税抜］¥

100 ホワイト

［税抜］¥

9047

A357

ヘアドライヤー BD-E2

除菌脱臭機 SAP002

9047
9048

A356 102
A357 102

102 クールグレー
102 ホワイト

27,000
［税抜］¥ 27,000
［税抜］¥

鼻のないドライヤー。日々の「道具」として、より使い
やすく、より手に馴染むように。
「最適な風」が、より
無駄なく地肌に届くように。髪と地肌にやさしい３つ
のポイント
（風量・風温・風質）
でしなやかな美しい髪
を実現。コード：約1.8ｍ。約6×11×25cm、1000W

クールグレー

［税抜］¥

ホワイト

［税抜］¥

A361

空気清浄機 LEAF 250

除湿機 ROOT 7100

A358 102
A359 102

A360 102
A361 102

ホワイト

36,182
［税抜］¥ 36,182
［税抜］¥

すべてのパーツが取り外せるので、隅々までメンテナ
ンス可能。天面の大きいハニカムメッシュで空気の
2
、最
循環効率を強化。適応床面積：～ 35m（21畳）
（急速）
、ニオイセンサー、ホコ
大機器風量：275m2/h
リセンサー。約24×49cm(突起部含む)

28 カドー

33,000
33,000

空間に浮遊する菌・ウィルスをスピード除去。独自の
触媒オゾン方式を採用。オゾンの酸化作用と触媒に
よりニオイの原因を分解し、元から脱臭します。推奨
。運転モード：オート、人感セ
床面積：10畳（16m2）
ンサー連動、急速、ナイト。約17×35cm

A358

クールグレー

25,273
25,273

クールグレー

［税抜］¥

ホワイト

［税抜］¥

39,500
39,500

室内の除湿から衣類乾燥まで、
最適な2つの運転モー
ドで幅広く活躍。アルミハンドルと、360° 回転する
キャスターを搭載で部屋間の移動がラク。コンプレッ
サー方式、タンク容量：3.5L、
除湿量：
【50Hz】6.5L/
日【60Hz】7.5L/日。約21×33×68cm

ルルド

モノルルド グリグリ温灸
A275

95 ブラック

［税抜］¥

6,000

最大55℃で筋肉の疲れをとり、コリをほぐす。ニオイ
も煙もない、アップデートした温灸のスタイル。金属
アーム＋温灸で気になる部分のアプローチ。首・背中・
肩甲骨まわり、腰のコリにとっても便利。充電式。
約40×35×3cm、約350g

ルルド ハンドケア
A277

95 ピンク

［税抜］¥

10,000

指を１本ずつ包むグローブ型ハンドマッサージャー。
指圧プレート搭載。電源：AC100V、消費電力：12W
（ヒーター 5W）
。18.5×17×10cm、約750g

ひざカツマッサージャー
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、約700g

モノルルド

ルルドスタイル

ルルドスタイル EMSマスク
A276

95 ピンク

［税抜］¥

8,000

マスク時間を美しさに変える。EMSテクノロジーで
こっそり顔エクササイズ。専用ポーチ、USBケーブル
付き。本体：約8×5×2cm、マスク部（折りたたみ）
：
約14×26×1cm。約50g

モノルルド
リリースガンプラスアーム
A278

95 ブラック

［税抜］¥

13,455

手のひらに収まるコンパクトで軽量なボディケアアイ
テム「モノルルド リリースガン」
。４段階の振動レベル
調節と４種類のアタッチメントによる多彩な使い心地。
背中に届く付属の専用アームで全身をカバーできます。
リチウムイオン充電池。約8 ×12×4cm、約250g

ルルド フットケア
A279

95 ホワイト

［税抜］¥

20,000

細やかで丁寧なケアをおうちで何度でも両足合計22
枚のエアバッグを足先から足裏まで上と下から包み
込むように配置。足全体をしっかりとマッサージ＆ス
トレッチできます。専用ソックス
（抗菌仕様）
。約30×
31×21cm、約2500g

ルルド 29

アイロボット

ロボット掃除機 ルンバ 693
［税抜］¥ 29,800
A262 108

ロボット掃除機 ルンバ e5

あなたの習慣を学習し、ライフスタイルに合わせて清
掃（iRobot Homeアプリを使用）
。部屋をすみずみ
までキレイに。毎日の床掃除の負担を軽減させます。
付属品：ホームベース、電源コード。稼働：最大90分。
充電：約3時間。約34×34× 9cm

ゴム製のデュアルアクションブラシが、パワフルな清
掃力を発揮。AeroForce ３段階クリーニングシステム
搭載。水洗い可能なダスト容器など、お手入れも手軽
なハイエンドモデル。稼働：最大90分。充電：約3時
間。約35×35×9cm

ロボット掃除機 ルンバ i3

床拭きロボット
ブラーバ ジェット m6

9827

108

［税抜］¥

45,273

A263 108

A264 108 グラファイト

［税抜］¥

［税抜］¥

36,182

69,880

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

家全体の間取りを学習・記憶。ジェットスプレーで家
中の床のベタつく汚れやこびりついた汚れもスッキリ
拭き掃除。最大稼働面積：ウェットモード /60畳（ア
プリから設定。初期設定は最大24畳）
、ドライモード
/60畳。充電：約3時間。約25×27×9cm

ロボット掃除機 ルンバ i3+
［税抜］¥ 72,546
A265 108

ロボット掃除機 ルンバ j7＋
［税抜］¥118,000
A600 108

あなたに最適な清掃を提案（iRobot HOMEアプリ
を使用）
。面倒なお掃除から解放します。パワーリフ
ト吸引と無駄のない動きであらゆるゴミを確実に除
去。掃除からゴミ捨てまで全自動。稼働：最大75分。
充電：約3時間。約34×34×9cm

散らかったままの部屋も障害物を認識して回避しな
がら確実に清掃。最新のロボット技術を駆使して誕
生したハイスペックモデル。掃除からゴミ捨てまで
全自動。稼働時間：最大75分、充電：約3時間。
約34×34×9cm、約9500g

30 アイロボット

マキタ

充電式クリーナ CL116DWI
［税抜］¥13,600
A266 105 アイボリー

充電式クリーナ CL115FDWI
［税抜］¥15,200
A267 105 アイボリー

0.93kgと軽量。
トリガスイッチで使いたい時だけスイッ
チオン。カプセル式でゴミ捨ても簡単。付属品：フロア・
カーペットノズル、サッシ
（すきま）用ノズル、ストレー
トパイプ、フィルタ、プレフィルタ。吸込仕事率：21W、
連続使用時間：15分。本体：
（最大）約93×10×11cm

1.0kgと軽量。吸込仕事率と使用時間をアップさせ、確かな吸引力
と手軽さ。紙パック式でゴミ捨てもラクラク。バッテリ内蔵型。付
属品：フロア・カーペットノズル、サッシ（すきま）用ノズル、スト
レートパイプ、紙パック（10枚）、ダストバッグ。吸込仕事率：【標準】
5W、連続使用時間：
【標準】50分。本体：
（最大）約98×11×14cm

充電式クリーナ CL108FDSHW
［税抜］¥19,400
A268 105

充電式草刈機 MUR100DSH
［税抜］¥ 24,200
A269 105

パワフル吸引かつ軽量ボディ。ワンタッチで簡単にモード切
替えができ、連続運転が可能です。カプセル式で経済的！
付属品：バッテリ BL1015、充電器 DC10SA、ノズル、サッ
シ（すきま）ノズル、ストレートパイプ。吸込み仕事率：
【標準】
5W。連続使用：
【標準】約25分。約(最大）96×11×15cm

10.8Ｖスライドバッテリ＆軽量ボディ。工具レス交換
できる切れ味シャープな樹脂刃。セット内容：バッテリ
BL1015、充電器 DC10SA、肩掛けバンド、保護メガネ、
六角棒スパナ、樹脂刃ベースセット、替え刃5枚、アクセサ
リバッグ。連続運転：約21分。約
（最大）120×27×32cm

充電式インパクトドライバ
TD110DSHX
A270 105

［税抜］¥

25,800

使用感と作業性を変える10.8Ｖスライド式バッテリ。締付けト
ルク＆スピード向上！ 細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
セット内容：バッテリ BL1015×2本、充電器 DC10SA、ケース、
プラスビット 2-65、フック。最大締付けトルク：110N/m、作
業量目安：約110本
（木ネジΦ4.2×65mm）。約15×7×20cm

充電式クリーナ CL281FDFCW
［税抜］¥ 46,000
A271 105
ブラシレスモータ搭載で、圧倒的な吸引力と耐久性。付属品：
バッテリ BL1830B、充電器 DC18RF、ノズル、サッシノズル、
ノズルホルダ、ロック付サイクロンアタッチメント、ストレー
トパイプ 340、高機能フィルタ EX。吸込み仕事率：
【標準】
15W、連続使用：
【標準】約50分。約
（最大）
102×11×16cm

マキタ 31

ドクターエア

8686

A227

A226

リカバリーガン
A226
A227

95 ブラック
95 ホワイト

9,000
［税抜］¥ 9,000
［税抜］¥

細かく振動する小型・軽量のハンディガンタイプのコンディショニ
ングツール。弱・中・強モードで調整可能。
４種類のアタッチメント
で気になる部位にアプローチ。充電：最短約2.5時間、電池持続：
最長約4時間（振動レベル 1動作時）。約12×16×7cm、約620g

95 シャンパンゴールド ［税抜］¥11,637
［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

３ＤアイマジックＳ
9423
9424

95 ホワイト
95 ブラック

8686
9095

95 ピンク

［税抜］¥

95 ブラック

［税抜］¥

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

A229

３Ｄネックマッサージャー S

（家庭用電気マッサージ器）
95 ネイビー

（家庭用電気マッサージ器）

9774

３Ｄハンディ
マッサージャー
9773
9774

3D マッサージロール

9423

14,630
［税抜］¥14,630
［税抜］¥

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、380g

（家庭用電気マッサージ器）

A228
A229

95 ブラウン

［税抜］¥

95 レッド

［税抜］¥

13,600
13,600

大小８つのもみ玉がコリや疲れをしっかりほぐすシンプル
なコードレスマッサージャー。もみ玉の回転方向やスピー
ドの切り替え可能。もみ回数：通常・低速、充電：約3時間、
電池持続：最長約1時間。約45×52×14cm、約1700g

リカバリーガン PRO ブラック
［税抜］¥ 27,000
A230 95
12ｍｍの大きなストロークと４段階スピードで筋肉にしっ
かりアプローチ。オリジナルの開閉アームで、手が届きにく
い背中や腰なども対応可能。からだにフィットする５種類
のアタッチメントから最適なものを選べます。充電：約3
時間、
電池持続：約2時間。約φ8×28×18cm、約1000g

9427

3Dスーパーブレード PRO
9427
9428

95 ピンク
95 ブラック

54,364
［税抜］¥ 54,364
［税抜］¥

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
（MP3）再生可能。
単4型乾電池（リモコン用）×2。約75×21×43cm、約24000g

32 ドクターエア

3Dバランスブレード
A231

95

［税抜］¥

63,000

手軽に効率的にボディメイクをしたい方にドクターエアとライ
ザップが共同開発したオリジナル仕様。RIZAP監修のバラン
スブレード専用トレーニングメソッドと、そのメソッドにリンク
するRZモードを搭載。プログラム：マニュアルモード、オート
モード (5種）、ライザップモード。約76×21×55cm、約1900g

シャーク

ハンディスチームクリーナー
［税抜］¥11,000
9957 101

2-IN-1プロ
スチームモップ
A216

［税抜］¥

101

16,500

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

スチームモップ独自の４つのテクノロジーを搭載した最上位モデル。
広い床も、細かい場所にも使えます。専用パッド ×2、
付属ホース、衣
類用スチーマー、小型ポケットツールとパッド、注入容器。スチーム
調整：3段階、タンク容量：380㎖。約25×30×112cm、約4100g

充電式
サイクロンスティッククリーナー
A217
CH966J
［税抜］¥18,000
A217 101 ブルージーン
［税抜］¥18,000
A218 101 ライトコーラル

EVOPOWER EX
充電式ハンディクリーナー
WV400J

必要な性能がしっかり備わったシンプルで使いやすいコードレスス
ティック。１回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプ。スクラビン
グブラシ、隙間用ノズル、ミニモーターヘッド、収納スタンド、運転：最
大20分、充電：約4時間。(スティック時）約20×26×105cm、約1660g

EVOPOWER EX
充電式ハンディクリーナー
WV405J
A220 101 グレイ

［税抜］¥

23,500

A219

［税抜］¥

101

20,000

３つのモード搭載で幅広い掃除に使えるプレミアムモ
デル。リチウムイオンバッテリー、充電ドック、隙間用ノ
ズル、マルチノズル。最大運転：
【エコモード】約35分、
充電：約3.5時間。(使用時）約7×6×39cm、約680g

EVOPOWER EX
充電式ハンディクリーナー
WV406J
A221

［税抜］¥

101

27,000

３つのモード搭載で幅広い掃除に使えるプレミアムモデル。ミニモー
ターヘッドで布団のお手入れも。リチウムイオンバッテリー、充電ドック、
隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド。最大運転：
【エコモー
ド】約35分、充電：約3.5時間。(使用時）約7×6×39cm、約680g

３つのモード搭載で幅広い掃除に使えるプレミアムモデル。リチウ
ムイオンバッテリー、充電ドック、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニ
モーターヘッド、フローリング用延長ノズル。最大運転：
【エコモー
ド】約35分、充電：約3.5時間。(使用時）約7×6×39cm、約680g

EVOPOWER SYSTEM ADV
コードレススティッククリーナー
CS601J

EVOPOWER SYSTEM ADV
コードレススティッククリーナー
CS651J

A222 101
A223 101

ブラックメタリック ［税抜］¥
サンドピンク

［税抜］¥

A222

50,000
50,000

新開発ヘッドでマルチフロア対応。３モード搭載。リチウムイオンバッテリー ×
2、充電ドック兼アクセサリースタンド、ミニモーターヘッド、布団ノズル、ペット
マルチノズル、ブラシ付き隙間用ノズル、最大運転（バッテリー2個連続）：
【エ
コモード・ハンディ】約60分、充電：約3.5時間。約11×26×104cm、約1900g

A224 101
A225 101

キャメル

［税抜］¥

ロイヤルブルー

［税抜］¥

A224

54,500
54,500

新開発ヘッドでマルチフロア対応。３モード搭載。リチウムイオンバッテリー ×
2、充電ドック兼アクセサリースタンド、ミニモーターヘッド、布団ノズル、ペット
マルチノズル、ブラシ付き隙間用ノズル、最大運転（バッテリー2個連続）：
【エ
コモード・ハンディ】約60分、充電：約3.5時間。約11×26×106cm、約2000g

シャーク 33

ビクトリノックス

ハンティング Pro ALOX
9852

88

［税抜］¥

11,800

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14×4×2cm、約186g

フリップトップ
ラップトップ バックパック
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。容量：26L、素材：
ポリエステル。約33×49×26cm、約960g

アウトドアマスターL
A232

88

［税抜］¥

25,000

グリップとブレード部分が一体型の堅牢なフルタング
構造。軽量かつ頑丈で防水性にも優れています。ハン
ドルには耐熱、耐水、耐摩耗性に優れた美しい等高線
模様が特徴のマイカルタを採用。カイデックスシース、
ファイヤースターター付き。約22×2×3cm、約220g

アロックスネロ バックパック
［税抜］¥ 29,000
A233 80
新ビジネスバッグコレクション「ALOX NERO」
。艶の
あるブラックナイロン素材をベースに、ALOXの格子
柄を表現したブラックレザーをアクセントにしてマット
ブラックのメタルパーツを配置。容量：約17L、素材：
ナイロン、合皮、牛革。約19×31× 42cm、約1100g

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

フィールドフォース スポーツクロノ
［税抜］¥ 58,000
A234 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

スポーティな感覚を取りいれたアイコニックかつクラ
シックなスタイルで、どのようなシーンにもマッチし
ます。クロノグラフ機能とタキメーター搭載で高い信
頼性を誇ります。ムーブメント：クオーツクロノグラフ
(Ronda 5030.D)、蓄光針、蓄光インデック、10気圧。

34 ビクトリノックス

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］¥

5,273

アミカス
A111

99

［税抜］¥

5,000

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。ガス缶
（別売）
。約76×10×9cm

ミニマルホットサンドメーカー
［税抜］¥6,000
A280 100

レギュレーターストーブ

アウトドアでホットサンドを作りたいけど、重くてか
さばるし手入れも大変…。そんな不満を払拭する、ハ
ンドル折りたたみ式でコンパクトになるアウトドア用
ホットサンドメーカー。調理時の利便性や汎用性にも
注目しました。
（使用時）約14×31×4cm、約600g

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330g(本体のみ)

A112

99

［税抜］¥

6,182

※屋外使用専用品

レンジ（レギュレーターストーブ）
［税抜］¥ 8,000
A281 100
調理器具の底面を広範囲かつ均等に加熱できるよ
う、火口を直径66ｍｍに拡張。火力も2800kcal /hへ
アップ。炊飯や焼き物の調理がしやすく、
ソロはもち
ろんグループでの大鍋料理に最適です。
使用時間：1.5
時間。(使用時本体のみ）約17×14×11cm、約360g

フュージョントレック

（マイクロレギュレーターストーブ）

A282 100

［税抜］¥

9,000

マイクロレギュレーター搭載の分離型コンパクトストーブ。連続使用時や低
温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。風に
強いすり鉢状の火口。不整地の地面をしっかり捉える３本ゴトク。コンパク
トに収納可能。使用時間：約1.3時間、使用容器：SOTO製品専用容器（ボ
ンベ・OD缶タイプ）、収納ポーチ付。本体：約43×14 ×10cm、約182g

ソト 35

I’m green お砂場あそびセット
［税抜］¥ 3,600
A283 90

（30ピース）
スティック・オー ベーシック
［税抜］¥ 5,400
A284 90

砂遊びや水遊びに大活躍。お砂を掘る・盛る、お水を
すくう・運ぶなどこれさえあれば、すぐにあそびがはじ
まります。材質：ポリエチレン。内容：バケツ、スコッ
プ、くまで、ジョーロ。対象年齢：2歳頃～。

小さな手でも握りやすく、磁石で瞬時にくっつく。でき
た！のくり返しが満足感と達成感を生み出します。ベー
シックセットは、お城やすべり台、球体ピースを使い動物
やお人形などをつくって楽しめます。材質：ABS、鉄、ス
チール、磁石。内容：30 ピース。対象年齢：1歳半頃～。

※表面に細かい粒々が見られますが素材に含まれる竹の繊維です。

おさかなシロフォン
6898

90 黄

［税抜］¥

10,000

マグ・フォーマー
（62ピース）
ベーシックセット
［税抜］¥12,000
A285 90

赤ちゃんは美しい音にとても敏感。はじめて出合う楽器、音
階は正確で美しいものであるべき。おさかなシロフォンは
専門家によって調律されている本格派の木琴です。材質：
鍵盤以外：ホワイトウッド、鍵盤：ブラジリアンカリン。内容：
本体、ばち2本。対象年齢：1歳半頃～。約42×19×3cm

基本の形である正三角形と正方形に、五角形が入った
セットです。オリジナル日本語あそび方冊子付き。シリー
ズのほかのセットと組み合わせればステップアップして
長く遊べ、
「はじめてのマグ・フォーマー」におすすめです。
材質：ABS、磁石。内容：62 ピース。対象年齢：3歳頃～。

キッチンセンター

マグ・フォーマー
クリエイティブセット（90ピース）
［税抜］¥18,000
A286 90

6895

90

［税抜］¥

13,000

25年以上ロングセラー。世界中の子ども部屋にあう
ようにとデザインされました。子どもの等身大サイ
ズで、お料理に必要なお鍋、フライパン、調味料入れ
など、すべてセットに。材質：ポリエチレン、ポリプロ
ピレン。対象年齢：2歳頃～。約32×47×70cm

36 ボーネルンド

基本的な形のすべてとカーブを描く全13種のピース
で、
ボリュームたっぷりバリエーション豊かに遊べます。
かたち遊びから構造物づくりとステップアップしたい
方にぴったり。材質：ABS、磁石。内容：90 ピース、オ
リジナル日本語あそび方冊子付。対象年齢：3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

トリュフショコラケーキ

9446
9855

9448
9856

2,000
［税抜］¥ 4,000

［税抜］¥

98 1本入
98 2本入

＜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

［税抜］¥

98 8個入

［税抜］¥

なめらかで濃厚なチョコレートの焼菓子で、軽井沢
旧道店の大人気スイーツメニューの1つです。コー
ヒーや紅茶とともにお楽しみください。

8949

9450

MAJO リキッドコーヒー無糖

コーヒーゼリー

8948
8949

9449
9450

98 3 本入（各1000mL）
98 6 本入（各1000mL）

2,000
2,500

98 6個入

1,500
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥

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。

［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。

A191

A193

コーヒーゼリー＆リキッドコーヒーギフト
［税抜］¥ 3,000
A190 98
［税抜］¥ 5,000
A191 98
深煎り豆の芳醇な香りとコク・旨みを、中にしっかり
閉じ込めました。A190 コーヒーゼリー 67g × 6個、ア
イスコーヒー無糖1000mL× 2本 A191 コーヒーゼ
リー 67g ×12個、アイスコーヒー無糖1000mL× 2本。

98 8 個入

軽井沢セレクションコーヒーギフト
［税抜］¥ 3,600
A192 98 3 種
［税抜］¥ 5,000
A193 98 4 種
選びぬいたレギュラーコーヒーのセット。A192 旧軽
通り、メキシコ ラ・タサ、グアテマラ・クリスタリーナ
（粉）各150g A193 旧軽通り（粉）
150g×2、
メキシコ
ラ・タサ、グアテマラ・クリスタリーナ（粉）
150g ×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。

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

［税抜］¥

108 12 個入

［税抜］¥

ココスツィーゲル
5848
5527

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。

A386

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

アソートクッキー
A385 108
A386 108

285g

［税抜］¥

460g

［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

1,850
［税抜］¥ 3,250

［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］¥

106

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

106

［税抜］¥

9778

バームクーヘン
9777
9778

1,200
［税抜］¥ 2,000
［税抜］¥

106 5 個入
106 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

106 ８種 11個入

［税抜］¥

106 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］¥

106

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

106

［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。

銀座フルーツクーヘン
8100

107 16 個入

［税抜］¥

3,056

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

銀座焼きショコラサブレ
A237 107

16 個入

9504

4,074

9113

銀座ストレートジュース
9503
9504

［税抜］¥

焼き塩を使用し、チョコレートの風味を引き出した
さっくり食感のサブレ生地にフリーズドライのフルー
ツを混ぜ、焼き上げたフルーツショコラをサンドしま
した。ストロベリー、オレンジ、バナナ、キャラメル ×
各4

3,056
4,584

107 180㎖ × 6 本

［税抜］¥

107 180㎖ × 10 本

［税抜］¥

銀座ゼリー
7790
9113

107 9 個入

［税抜］¥

107 16 個入

［税抜］¥

3,056
5,093

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］¥

5,093

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 10 個入

［税抜］¥

5,093

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120mL×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

1950年に東京で生まれたメリーチョコレートは、創業から原料選びや製法にこだわり、
安全で豊かな味わいを作り続けてきました。高い品質を国内外で高く評価されています。
お菓子を通して “ 想いを贈る” 豊かな心の交流をご提案していきます。

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］¥

食感サクサクのパイになめらかなクリームをサンドして、オリジナルレシピ
で作ったチョコレートでコーティング。チョコレートのおいしさがより感じ
られるミルフィーユです。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］¥

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。

9375

A189

ファンシーチョコレート

ファンシーチョコレート

A188
9375

8156
A189

105 24個入
105 40個入

1,000
2,000

1,000
［税抜］¥ 1,500

［税抜］¥

バラエティ豊かでひと口サイズのチョコレートはひと
粒ずつ、大切に味わいたくなるおいしさです。
5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。

105 54個入

［税抜］¥

105 80個入

［税抜］¥

2,000
3,000

バラエティ豊かでひと口サイズのチョコレートはひと
粒ずつ、大切に味わいたくなるおいしさです。
5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。

9376

プレーンチョコレート1kg
6691

105

［税抜］¥

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。

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。

サヴール ド メリー
7303
9376

105 22枚入

［税抜］¥

105 41枚入

［税抜］¥

1,500
3,000

生地にフランス産の岩塩を練り込み、素材の持ち味
を引き立て、風味豊かに焼き上げました。サクッとし
た食感が人気のリーフパイとバターが香るクッキー
の詰め合わせです。

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。

A388

クリームサンド
A387 108
A388 108

A390

900
［税抜］¥ 1,800
［税抜］¥

6個
12個

ラムレーズン風味のクリームサンドと、クランベリーの
サンド。２種類を詰め合わせました。

ガトーコレクション
A389 108
A390 108

8個

［税抜］¥

15個

［税抜］¥

しっとりと焼き上げた焼菓子の詰合せです。オレンジ
ケーキ、マーブルケーキ、バウムクーヘン、マドレーヌ
の４種類を詰め合わせました。

A394

A392

ゴーフルクラッシュクッキー

プティゴーフル

A391 108
A392 108

A393 108
A394 108

1,000
［税抜］¥ 1,500
［税抜］¥

18本
28本

ゴーフルのウエハースを加えて焼き上げたスティック
状のクッキーです。アーモンド、チョコレート、ピスタ
チオ、アールグレイ４種類の詰め合わせです。

2枚入×18袋

［税抜］¥

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。

A396

A398

ゴーフル
A395 108
A396 108

1,000
1,875

12枚入× 1缶

［税抜］¥

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
ぞれサンドし、詰め合わせました。長年皆様に親しま
れている上野風月堂伝統菓子です。

ゴーフルセレクション
A397 108
A398 108

［税抜］¥
［税抜］¥

1,500
5,000

プティゴーフルを中心に、お菓子を詰め合わせました。
A397 プティゴーフル 6袋（12枚）
、クリームサンド 2個、
ゴーフルクラッシュクッキー5本、
ガナッシュケーキ3個。
A398 ゴーフル 6枚、プティゴーフル 6袋
（12枚）
、クリー
ムサンド 6個、ゴーフルクラッシュクッキー 6本、ガナッ
シュケーキ 4個、マロングラッセ 8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

A308

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

ミックスフルーツロール

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。

パイン・オレンジ・白桃・マスカットをミックスして職人
の技術で蜜漬けし、大豆由来植物性クリームでぎゅっ
巻き上げたいろんなフルーツをお楽しみいただけるフ
ルーツケーキです。

A307
A308

4,000
6,000

90 2本入

［税抜］¥

90 3本入

［税抜］¥

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ダレでじっくり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ダレでじっくり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。

A183

黒毛和牛 味噌漬け
7311
A183

5,000
［税抜］¥ 7,500

［税抜］¥

108
108

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。
7311 モモ肉 90g ×3 A183 モモ肉 90g ×5

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 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。
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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。

スープ缶詰 詰合せ

レトルトスープセット
9889

［税抜］¥

100

3,000

6865

［税抜］¥

100 7缶

3,000

国産の素材を生かしたコーンスープとパンプキン
スープに８種類の野菜のスープをセットに致しまし
た。コーンスープ、パンプキンスープ、8種の野菜ポ
タージュ各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

マロングラッセ＆クッキー詰合せ
［税抜］¥3,000
A309 100
［税抜］¥ 5,000
A310 100

プレミアムアイス
7882

［税抜］¥

108

5,000

マロングラッセとクッキーの詰め合わせました。
A309 マロングラッセ・ラズベリー各6、
ラング・モカ× 各4、サ
ルタナ×8、ティー ×7、ヌガー ×5。A310 マロングラッセ・ヌ
ガー ×各6、サルタナ ×9、ティー ×7、ラング・モカ・ラズベリー・
ガレット・ゴマサブレ・チョコレートサブレ・抹茶サブレ ×各4

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
100mL ×各2、
アイスミルク抹茶、アイスミルクチョコ
レート 各100mL×各1

グラタン＆ドリア詰合せ

中華点心セット

A312

6551

［税抜］¥

108

5,000

ホテルオークラレシピ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

A311
A312

108

5,000
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

A311 桃まん・肉まん・チャーシュー包 各40g× 各3、豚肉焼売・
蟹卵のせ焼売・エビニラ饅頭・エビ蒸し餃子・翡翠蒸し餃子 各
30ｇ × 各3。 A312 桃まん・肉まん・チャーシュー包 各40ｇ×
各5 、豚肉焼売・蟹卵のせ焼売・エビニラ饅頭・エビ蒸し餃子・
翡翠蒸し餃子各30ｇ× 各5 、フカヒレ入り餃子27ｇ× 5

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

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 180mL
［税抜］¥ 2,500
6702 90 8 本

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

100％ピュアジュース 180mL
［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

A314

フルーツ寒天ジュレ
A313
A314

90 8 個
90 12 個

3,000
［税抜］¥ 4,450
［税抜］¥

和歌山県産のみかんを独自製法で搾ったジュースを
寒天とミネラルやさとうきび本来の風味を残した粗糖
だけで仕上げました。 A313 みかん、きよみ、はっさ
く、
あまなつ各90g ×各2 A314 みかん、
きよみ、
はっ
さく、あまなつ、だいだい、うめ各90g × 各2

有田のはちみつ
A315

90 3個

［税抜］¥

3,000

春頃、和歌山有田ではみかんの花が咲いている様子
を一望することができます。そのみかん花からミツバ
チが集めたはちみつは、みかんのフルーティーな香り
とすっきりとした甘さが魅力。フルーツやヨーグルト、
パンケーキなどにお使いください。みかんはちみつ
100ｇ×1、山花のはちみつ100ｇ× 2

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。
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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

うなぎおこわ

牛すき煮丼

9891

101

［税抜］¥

5,000

A272 101

［税抜］¥

5,000

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

国産の牛肉に玉ねぎやしめじを合わせ、
「祇園さゝ木」
オリジナルの割下で深みのある味わいに仕上げた牛
すき煮丼です。ご飯に盛ってあるので電子レンジで温
めるだけでお召し上がりいただけます。190g×5食。
約1215g

国産牛すき焼き風包み蒸し

西京漬け

A273 100

［税抜］¥

7,000

国産牛や玉ねぎ、ゴボウなどと芳醇な香りのシェリー酒
を使用した「祇園さゝ木」オリジナルの割下を、紙で丁寧
に包み込みました。電子レンジで温めるだけでお召し上
がりいただけます。具材：国産牛バラ肉、玉ねぎ、
くずき
り、
しいたけ、ゴボウ、長ネギ、たれ。
135g×5個。約942g
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

50 祇園さゝ木

A274 100

［税抜］¥

7,000

銀だらと銀鮭を程よい甘さの西京味噌だれで漬け込
みました。味噌の香ばしさと旨味が引き出された漬
魚の、調和のとれた美味しさはご賞味いただきたい
一品です。銀鮭70g × 6切、銀だら70g×3切 /計9切。
約970g
※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。

レ ロジェ

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
銀座プチガトー
［税抜］¥ 3,000
A500 106 計 48 個
引き出しを開けると、ひと口サイズのカラフルな焼き
菓子がたくさん！６種類のバラエティ豊かなフィナン
シェやマドレーヌの詰合せです。華やかなギフトボッ
クスに仕上げました。フィナンシェ (プレーン ･ショコ
ラ ･フランボワーズ )､マドレーヌ (ピスタチオ ･アール
グレイ･マンゴー )×各8

千房

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
銀座フルーツゼリー
［税抜］¥ 4,000
A501 106 計 8 個
［税抜］¥ 5,000
A502 106 計 10 個
みずみずしいフルーツを果汁感のあるプリンやゼリー
にとじこめました。ご家族やご友人で楽しめる、華や
かで爽やかなデザートです。
A501 フランボワーズ･マンゴー × 各3、洋梨 ×2
A502 フランボワーズ･マンゴー × 各4､洋梨 ×2

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
銀座アイスバラエティ
［税抜］¥ 3,000
A503 106 計 8 個
［税抜］¥ 5,000
A504 106 計 18 個

銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール
プレミアムアイスギフト
［税抜］¥ 5,000
A505 106 計 9 個
［税抜］¥ 10,000
A506 106 計 18 個

フランス国家最優秀職人章「M.O.F.」受賞の女性天
才シェフ、アンドレ・ロジェ監修のアイスギフトです。
A503 バニラ・チョコ・マンゴー・フランボワーズ 各
74mL×各2
A504 バニラ・チョコ 各74mL×各5、マンゴー・フラ
ンボワーズ 各74mL×各4

A505 マンゴーパフェ･ストロベリー ･バニラ＆ストロベリー･チョ
コオレンジ ･洋梨パフェ 各105mL×各1、チョコ＆ミックスフルーツ
･チョコ＆ミックスナッツ ･バニラ＆ミックスベリー ･バニラ＆トロピ
カルフルーツ 各50mL×各1 A506 マンゴーパフェ･ストロベリー
･バニラ＆ストロベリー･チョコオレンジ･洋梨パフェ 各105mL×各
2、チョコ＆ミックスフルーツ･チョコ＆ミックスナッツ･バニラ＆ミッ
クスベリー ･バニラ＆トロピカルフルーツ 各50mL×各2

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

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（東京 / 日比谷 他）
横濱元町 霧笛楼

（神奈川 / 横浜）

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。

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
4416

90 SX

［税抜］¥

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。

51,000

直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

※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

うましまは 、「 お いしい」を 集 め た
カタログギフトで す。
『うましま』では、おいしいの裏側にあるつくり手のひたむきな想いまでしっかり
伝える。『うましま』を贈られた人はきっと、ページを眺めながらどれにしよう
かと悩むはず。そんな時間も、楽しくて幸 せなひとときになる。

うましま
A184 98
A185 98
A186 98
A187 98

月コース
里コース
凪コース
詩コース

3,800
4,800
［税抜］¥ 5,800
［税抜］¥ 10,800
［税抜］¥

［税抜］¥

コース

贈られた人はお好みの商品を1点お選びいただけ
ます。

A187

詩コースは、お好みの商品
を1品コースから1点、もし
くは2品コース から2点お
選びいただけます。

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 64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 うましま / 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70点）
A246 104 弥栄（約20点）

5,000
10,000
［税抜］¥ 20,000
［税抜］¥ 30,000
［税抜］¥ 50,000
［税抜］¥

［税抜］¥

※「弥栄」は、数店舗分のグルメチケットも掲載してい
ます。

A246

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］¥

［税抜］¥
［税抜］¥

9411
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

4,000
6,000

9883
直送商品。別途送料が¥700(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。

選べる国産和牛 / 選べる47都道府県 / 選べる鍋グルメ 57

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 855 点）
1015 94 アムステルダム（商品点数 1,310 点）
1016 93 ジェノバ（商品点数 1,670 点）
1017 92 トロント（商品点数 1,510 点）
1018 91 ローマ（商品点数 1,620 点）
1019 90 マルセイユ（商品点数 1,720 点）
1020 89 ハンブルク（商品点数 690 点）
1027 89 ブリュッセル（商品点数 710 点）
1021 88 キングストン（商品点数 940 点）
1028 88 マンチェスター（商品点数 930 点）
1022 87 リスボン（商品点数 1,540 点）
1023 87 ボストン（商品点数 1,480 点）
1024 87 シアトル（商品点数 1,500 点）
1025 86 オスロ（商品点数 1,330 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401 アイテム）
8318 103 楓（約424 アイテム）
8319 103 椿（約408 アイテム）
8320 108 梓（約355 アイテム）
8321 108 柊（約332 アイテム）
8322
9765
8323

113 橘（約326 アイテム）
115 檜（約164 アイテム）
115 極（約196 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。

たびもの撰華 59

7757

8805

9515

9516

8076

9040

A238

8807

9518

A239

A240

7475

山形県産はえぬき 1kg
7757

［税抜］¥

83

800

北海道産ななつぼし 5kg
A238

79

［税抜］¥

3,600

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。

艶・粘り・甘みのバランスが抜群、あっさり系の味わ
いで冷めても美味しさが長持ちします。

新潟県魚沼産こしひかり 1kg
［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 2kg

富山県産こしひかり 5kg
［税抜］¥ 3,700
9518 78

9515

74

［税抜］¥

1,800

［税抜］¥

3,700

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 2kg
［税抜］¥ 2,000
9516 79

宮城県産ささにしき 5kg

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。

ささにしきは、粘りが少なく、パラパラとほぐれやすい
あっさりとしたお米なので、お寿司・炒飯・カレー・
雑炊などに良く合うお米です。

香川県産おいでまい 5kg
8076

89

［税抜］¥

3,500

A239

82

［税抜］¥

金賞健康米
秋田県産あきたこまち 5kg
A240

70

［税抜］¥

3,700

3,800

粒揃いの色白美人で米本来の食感が楽しめます。

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。なお、お米は秋田県産あ
きたこまちを使用しております。

滋賀 みずかがみ 5kg

無洗米新潟県産こしひかり 5kg
［税抜］¥ 4,000
7475 88

9040

89

［税抜］¥

3,600

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。

60 お米

こしひかりは粘り・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。

特別栽培米
新潟県北越後産こしひかり 5kg
［税抜］¥ 4,000
A241 80

無洗米宮城県産ひとめぼれ 5kg
［税抜］¥ 4,300
A244 77

気候風土共に米作りに適した日本有数の穀倉地。噛
むごとに広がる上品な甘みはまさに一級品です。

一粒吟選、産地・旨み・色・艶・選りすぐった宮城の
最上級米をお届けします。炊きたてはもちろん冷めた
後も食味・食感が落ちにくいのが特長です。

福井県産いちほまれ 5kg

青森県産青天の霹靂 5kg

A242

75

［税抜］¥

4,000

絹のような白さと艶、口に広がる優しい甘さが特徴のお米で
す。

北海道産ゆめぴりか 5kg
7764

84

［税抜］¥

4,100

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）5kg
［税抜］¥ 4,100
7765 84

8074

79

［税抜］¥

4,700

「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。

新潟県魚沼産こしひかり 5kg
［税抜］¥ 4,900
7473 81
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）5kg
［税抜］¥ 5,000
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 5kg
［税抜］¥ 4,200
7470 85

青森県産まっしぐら 10kg

「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。

A245

82

［税抜］¥

6,000

北国ならではの良好な気候と土壌で育まれた美味し
いお米です。

無洗米秋田県産あきたこまち５kg
［税抜］¥ 4,300
A243 77

富山県産こしひかり 10kg

秋田の気候風土に育てられたツヤツヤと輝く粒水分が
多く、もち米のような食感が特徴です。旨み・甘味が強
く、粘りと歯ごたえもあるバランスの良いお米です。

甘みと粘りが非常に美味しいお米です。

7767

87

［税抜］¥

6,900

A241

A242

7764

7765

7470

A243

A244

8074

7473

8078

A245

7767

お米 61

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。350mL、
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。330mL 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。330mL 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。330mL 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。
350mL、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。350mL、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。
350mL、24本入り。Alc5度。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

62 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。350mL、24本入り。
Alc.6度。

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］¥

「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。

A060

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。

A061

びらとり和牛
A060
A061

91 すき焼き用
92 焼肉用

10,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

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・バラ 700g
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

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。
※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。

肉 63

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

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。深み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といたしました。

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。

米沢牛黄木 米沢牛焼肉詰合せ
A370 98 200gロース・250gバラ ［税抜］¥10,000
A371 98 400gロース・300g肩ロース［税抜］¥20,000

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び
ました。柔らかでとろける食感のロース肉、旨みと脂の甘みのバラ肉、
柔らかさと旨味が味わえる肩ロース肉を焼肉用といたしました。

口溶け柔らかな霜降りロース肉、赤身の濃厚な味わい
と旨味が凝縮したもも肉のステーキ用に詰合せました。

和歌山 熊野牛 焼肉

熊本 くまもとあか牛 切落し

A372
A373

90 200g バラ
90 500g モモ

5,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

A374
A375

98 300g
94 900g

5,000
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

和歌山県のブランド牛「熊野牛」
。熊野牛の飼育数は
約200頭と少なく他府県にはあまり流通していない貴
重な和牛です。

阿蘇、矢部および球磨地方の在来種とシンメンタール種の交
配により改良された固有種です。赤身が多く、適度の脂肪分
も含み、うま味とやわらかさ、ヘルシーさを兼ね備えています。

宮崎牛 焼肉

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

A376
A377

90 200g バラ
90 500g モモ

5,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

宮崎牛の最大の特徴は、肉質と霜降りの良さです。等級４
級以上の赤身は、締りが良く、滑らかな舌触り。キメの細
かな霜降りがもたらすジューシーで柔らかな脂肪は、芳醇
なコクでありながらも口の中でさっぱりと溶け出します。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

64 肉

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
※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。

はままつ餃子
A056 100

［税抜］¥

3,800

宇都宮餃子館 宇都宮餃子 3 種
［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20g ×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、しその爽やかな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。

丸大食品 煌彩ハムギフト

フジチク ふじ馬刺し

5953
3728

A378
A379

98
98

3,000
［税抜］¥ 5,000

［税抜］¥

5,000
7,000

95

［税抜］¥

95

［税抜］¥

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

馬刺しの本場熊本より新鮮な馬刺しを産地直送に
てお届けいたします。馬刺し用たれ、生姜適量付き。
A378 上赤身100g ×2 A379 中トロ 100g ×2

岩手佐助豚 豚しゃぶ

陣中 仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成
［税抜］¥ 5,000
A382 98

A380
A381

99 750g
99 1.2kg

5,000
［税抜］¥ 7,400

［税抜］¥

上質な脂の甘みと、とろける旨みが調和されています。
A380 バラ 250g ×3
A381 ロース・肩ロース・バラ 各400g ×3

「陣中の牛タンは162時間の二段階熟成」
。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。240ｇ

陣中 牛タン・豚タン塩麹熟成食べ比べセット
［税抜］¥ 8,000
A383 98 480g
［税抜］¥10,000
A384 98 720g

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）

A383 仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成 、国産豚タン
厚切り塩麹熟成 各120ｇ× 2
A384 仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成、牛タン丸ごと
一本塩麹熟成、国産豚タン厚切り塩麹熟成 各240ｇ× 1

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。

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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伊勢海老ステーキ
8877
8878

89 2 切
89 4切

6,800
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

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。

北の海鮮味紀行
A399

99

［税抜］¥

7,000

北の美味を種類豊富に揃えた詰め合わせです。ずわい
がに脚約280g、ほたて片貝 2枚、味付数の子100g、紅
鮭切り身 3切。

ボイルズワイガニ姿＆ボイル毛ガニセット
［税抜］¥10,000
A400 103

ボイルずわいがに 2 尾

ずわいがにと北海道産毛がにの詰め合わせです。プリ
プリの身と濃厚な蟹みそが絶品です。ボイル姿ずわい
がに 450g
（カナダ・ロシア産）
、ボイル毛がに 350g
（北
海道産）
。

北の極海の海で育った繊細で繊維質豊富な弾力のある
身を持つずわいがに。約550g ×2尾。

北の海鮮宝箱

ボイルたらばがに脚 800g
［税抜］¥15,000
A403 96

A402

99

［税抜］¥

12,000

A401

97

［税抜］¥

12,000

北の美味を種類豊富に揃えた詰め合わせです。ずわ
いがに姿 約350g、紅鮭切り身 3切、いくら醤油漬け
60g、松前漬け 200g、北海道辛子明太子 100g、ほた
て片貝3枚。

今、最も貴重なたらばがに脚、食べ応えある濃厚な旨
味をご堪能ください。約800g

新・北海蟹づくし 170

17,000

ずわいがにしゃぶポーション 1kg
［税抜］¥ 23,000
A405 97

三大ガニが勢揃いした贅沢なセットです。ボイルた
らばがに脚 約500g、ずわいがに 約500g、毛がに 約
320g

急速冷凍でカニの旨味を凝縮。しゃぶしゃぶ、天ぷ
らなど幅広く活用できる手間要らずの逸品です。約
1kg、しゃぶしゃぶタレ付き。

A404

97

［税抜］¥

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

66 海鮮

※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。

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

北海道 樽入りお宝松前漬
A406 105

［税抜］¥

4,500

北海道伝統の松前漬に数の子と帆立、いくら、本ずわ
いがに棒肉、紅鮭、エンガワなど様々な海の幸を入れた
豪華で旨味ある松前漬です。ご飯に盛りつけ海鮮丼に
もご利用いただけます。300g
（樽入り）

「豊後絆屋」大分りゅうきゅう漬けセット
［税抜］¥ 5,000
A408 103
新鮮なぶり、真鯛、真あじを切身にして、大分産丸大豆醤油ベー
スの特製ダレに漬け込みました。解凍してすぐにお召し上がり
いただけます。真鯛りゅうきゅう漬け、ぶりりゅうきゅう漬け、
あじりゅうきゅう漬け 各80ｇ×2、練りわさび2.5ｇ ×6袋

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

「明神水産」藁焼き鰹たたき小分けセット
［税抜］¥ 5,000
A407 101
北西太平洋にて一本釣り漁法で漁獲した鰹（船上凍結品）
を高知県の伝統製法『藁焼き』により仕上げました。藁焼
き鰹たたき4 〜 5ブロック
（550g）
、たれ20mL×8パック、薬
味（すりおろしにんにく5g、すりおろし生姜8g）× 各4パック

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
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。

浜松・浜名湖うなぎセット
宮崎「鰻楽」九州産うなぎ蒲焼
［税抜］¥6,000
A409 105
［税抜］¥ 12,000
A410 101
養鰻家達の手で大切に育てられたうなぎを丹念に香ば
しく焼き上げました。
A409 うなぎ蒲焼2尾（計280ｇ）
、タレ
（山椒付き）
×4
A410 うなぎ蒲焼4尾（計560ｇ）
、タレ
（山椒付き）
×8
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

8879
8880

11,700
15,000

90 4人前

［税抜］¥

90 6人前

［税抜］¥

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
※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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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

A165

中田食品 梅道 紀州南高梅
A165
A166

（500g）
82 うす塩味

82 はちみつ味（500g）

3,500
［税抜］¥ 3,500
［税抜］¥

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％

A168

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）
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％

A098

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。

A145

A412

有明のり・永谷園松茸風味お吸い物詰合せ
［税抜］¥ 2,000
A411 65
［税抜］¥ 3,000
A412 65
松茸の香りが楽しめる永谷園のお吸い物と有明海の恵
みを受けて育った風味豊かな海苔の詰合せです。
A411 有明のり全型5枚
（8切5枚 ×8）
×2、永谷園松茸
風味お吸い物2.3g × 4個入り× 2
A412 有明のり全型5枚
（8切5枚×8）
×3、永谷園松茸
風味お吸い物2.3g× 4個入り× 3

A414

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

紅ずわいがに＆シーフードギフト
［税抜］¥ 5,000
A413 91
［税抜］¥ 8,000
A414 91

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。

A413 ニッスイ紅ずわいがにほぐし身100ｇ、はごろも
シーチキンマイルド 140ｇ、宝幸鯖味噌煮（八丁味噌使
用）
Ｆ2缶 200ｇ× 各2
A414 ニッスイ紅ずわいがにほぐし身100ｇ、はごろも
シーチキンマイルド 140ｇ ×各3、宝幸鯖味噌煮（八丁
味噌使用）
Ｆ2缶 200ｇ×5
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亀田製菓 亀田の彩めぐり七種
［税抜］¥1,200
A415 90

話題の人気米 3 種詰合せ

人気の７種の味の米菓が楽しめる、アソートギフトで
す。約229g

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

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
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。

A129

8371

78

［税抜］¥

牛タン仙台ラー油詰合せ
9297

98 100g ×3個

［税抜］¥

2,500

3,000

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。

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

A417

A419

サラサラ焼塩＆贅沢調味料詰合せ
［税抜］¥ 2,000
A416 88
［税抜］¥ 3,000
A417 88

キャンベルスープ＆調味料セット
［税抜］¥ 2,500
A418 81
［税抜］¥ 4,000
A419 81

A416 キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450mL、キッ
コーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ450mL、マルトモ直
火焼だしの素（50ｇ×3袋）、伯方の塩、焼塩（2ｇ×25）箱入× 各1
A417 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 450mL、キッコーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ
450mL、キッコーマンいつでも新鮮料理人直伝極みつゆ 450mL、マル
トモ直火焼だしの素（50ｇ×3袋）、伯方の塩、焼塩（2ｇ×25）箱入×各1

A134 ヤマサ丸大豆しょうゆ500mL、日清キャノー
ラ油 380ｇ、
日の出料理酒 500mL、
キャンベル濃縮缶
スープ
（コーンポタージュ、
クラムチャウダー）各305ｇ×
各1 A134 ヤマサ丸大豆しょうゆ 500mL、
日清キャ
ノーラ 油 380ｇ×各1、キャンベル濃縮缶スープ
（コー
ンポタージュ、クラムチャウダー）各305ｇ× 各2、ホテ
イライトツナフレーク 1/2 70ｇ×3

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
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A421

讃岐うどん
A420
A421

65 50g × 9束
65 50g × 14束

1,000
［税抜］¥1,500

［税抜］¥

「うどん」といえば讃岐、讃岐といえば「うどん」と
言われる程讃岐うどんの名声は全国的に高くなって
います。うどんの本場の香川県で製麺されたうどん
をご賞味あれ。

A423

讃岐うどん・信州そば つゆ付き
［税抜］¥ 1,000
A422 62
［税抜］¥1,500
A423 62
本場讃岐のコシが強いうどんと信州が誇るつるりとしたのど越しのよ
いそば、かつおと昆布の風味がバランスの良いつゆのセットです。
A422 讃岐うどん50g×4束、信州そば50g×3束、めんつゆ20mL×3個。
A423 讃岐うどん50g×6束、信州そば50g×5束、めんつゆ20mL×5個。

A425

7885

信州八割そば・黒胡麻うどん
［税抜］¥1,000
A424 80
［税抜］¥1,500
A425 80

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

風味豊かなそば粉を使用し、麺線を細目に仕上げた
喉越し・歯切れの良い八割そばと、長崎県五島列島が
誇る五島うどんの製法で麺を延ばし、麺の生地に黒
ゴマを練り込んだ手延べうどんの詰合せ。
A424 八割そば50g×3束、黒胡麻うどん50g×4束。
A425 八割そば50g×5束、黒胡麻うどん50g×6束。

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200mL×各4
7885 野菜一日これ一本、野菜生活100 各200mL× 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200mL×各4

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

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］¥

伝統の味絹糸のような美しさ高級手延べそうめん。
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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

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。

ブルボン 缶入バタークッキー
［税抜］¥ 800
A426 85

ブルボン パウンドケーキセレクション
［税抜］¥1,000
A427 90

５種類の生地にバターを４％配合したクッキーです。
約524g

老若男女が食べやすい、バター味、ココア味、キャラ
メル味の３種類が、各６個ずつ入っています。約550g

A125

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

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

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

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

乳蔵 北海道プリン

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。

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

横濱馬車道あいす＆もなかセット
［税抜］¥ 5,000
7864 89 14個

乳蔵 北海道アイスクリーム

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110mL×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
65mL×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］¥

4,000

99 各90mL 5種 ×10個 ［税抜］¥ 3,500
99 各90mL 5種 ×16個 ［税抜］¥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
※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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6469
A316

A317

ビオレU 除菌やわらかウエットシート
［税抜］¥100
A316 104 ノンアルコール
［税抜］¥100
A317 104 アルコール
厚手でやぶれにくい凸凹シートが身のまわりのものの
泥・油汚れ・バイ菌もしっかりふきとる！ 素肌と同じ弱
酸性、無香料。10枚入。A316 お子さまの口もとまでや
さしくふけるノンアルコールタイプ。 A317 外出先での
しつこい汚れまでしっかりふけるアルコールタイプ。

9849

ビオレ U 手指の消毒液
9849
9850

104 本体 (400mL)
104 携帯用 (30mL)

9850

570
［税抜］¥ 285
［税抜］¥

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）

A320

7383

食器洗い洗剤 キュキュット

85 240mL・オレンジの香り ［税抜］¥ 235

6469

泡が触れただけで、
ベッタリ油汚れを細かく分解！長もち泡がす
すいだ瞬間、
一気にパッ！汚れ落ちを指先と音でキュッと実感。

食器洗い洗剤 キュキュット クリア除菌
7383 85 240mL・グレープフルーツの香り［税抜］¥235
ベッタリ油汚れを細かく分解！長もち泡がすすいだ瞬間、一
気にパッ！汚れ落ちを指先と音でキュッと実感してください。

A318

A319

クイックルハンディ本体
A318
A319

99 ノーマル

［税抜］¥

99 ブラック

［税抜］¥

両面のもふもふが、凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・
ハウスダストも吸い付ける！ PC／TVまわりや本棚、
小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。

9030

A321

9031

バブ至福の柑橘めぐり浴
リセッシュ除菌 EX香りが残らないタイプ
［税抜］¥ 420
A320 103 携帯用 (72mL)
［税抜］¥ 450
A321 100 本体 (370mL)
布上のニオイ・菌・ウイルスをまとめて撃退！ 先回り消臭で汗・
皮脂臭を24時間ニオわせません。
（中和消臭技術＋皮脂酸
化ブロック技術）。布製品の防カビ効果もあります。
（すべて
のカビを防ぐわけではありません）。香りが残らないタイプ。

330
330

9030

98 40g×12錠

［税抜］¥

500

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

バブ至福の森めぐり浴
9031

98 40g×12錠

［税抜］¥

500

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

A323

めぐりズム蒸気でホットアイマスク無香料
［税抜］¥ 475
9032 95 5枚入
［税抜］¥1,080
9033 93 12枚入

キュキュットセットA

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。

キュキュットセットB

A322

88

［税抜］¥

500

キュキュット本体とクリア除菌のセット。240mL ×各1

A323

88 40g×12錠

［税抜］¥

1,000

キュキュット本体とクリア除菌（240mL× 各1）
、キュ
キュトCLEAE泡スプレー無香
（300m×１）
のセット。
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ライオン

8251

9035

ライオン チャーミー マジカ 除菌プラス
［税抜］¥ 260
8251 80
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。220mL

ライオン トップ NANOX
布類・布製品の除菌・消臭スプレー
［税抜］¥ 380
A362 105
除菌・消臭はもちろん、抗菌・抗カビ・ウイルス除去まで
できる衣類・布製品の除菌・消臭スプレーです。

※すべての菌・カビ・ウィルスを取り除くまたは抑えるわけではあ
りません。

A364

ライオン リード クッキングセット
［税抜］¥ 510
9851 85
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。

ライオン キレイキレイギフトセット
［税抜］¥600
A363 98
［税抜］¥1,000
A364 98
家族みんなの清潔習慣を応援する、キレイキレイのギフトです。
A363 キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 250mL、キレイキレイ
除菌ウェットシートノンアルコールタイプ 10枚
A364 キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 250mL、キレイキレ
イ薬用泡ハンドソープつめかえ用250mL、キレイキレイ除菌
ウェットシートノンアルコールタイプ 10枚

8644

ライオンキッチンセット
8643
8644

9383

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（速乾 + カラッと除菌 シトラスミントの香り 220㎖ 、
酵素 + フルーティオレンジの香り 220mL×各1）、リード ヘルシークッキング
ペーパー 小8枚、冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ M3枚箱入、リード（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（速乾 +カラッと除菌 シトラスミントの香り
220mL、除菌 + レモンピールの香り 220mL、酵素 + フルーティオレンジの
香り 220mL）、リード（ヘルシークッキングペーパー小12枚入、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）

ライオントップ 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400g ×1、
トップ
スーパー NANOX つめかえ用350g × 3袋
9383 トップ スーパー NANOX 本体400g ×1、
トップ
スーパー NANOX つめかえ用350g × 6

A137

NANOX ＆ バラエティセット
A136
A137

フロッシュ 食器用洗剤
100mL 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100mL

79

［税抜］¥

79 の香

［税抜］¥

3,000
5,000

A136 ライオントップスーパーNANOX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175mL、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 NANOX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175mL、ライオントップスー
パー NANOX（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
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セイコー

シチズン

リズム

セイコー 電波掛時計
9562

83

［税抜］¥

7,000

セイコー 電波デジタル時計
［税抜］¥10,000
A365 83

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

月めくりカレンダー表示、六曜表示機能付き。掛・置き兼用
タイプ。お部屋のコンディションチェックに便利な温度・湿
度表示機能付き。単3マンガン電池×2。約29×29×3cm

セイコー 電波デジタル時計

セイコー マルチサウンドクロック
［税抜］¥16,000
9563 83

8602

83

［税抜］¥

11,000

マンスリーカレンダー表示、六曜表示機能付き。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。単３電池 ×3。素材：プラスチック。約10×16×6cm

シチズン 掛置兼用電波時計

リズム カレンダー温湿度付き掛時計
［税抜］¥ 8,500
A604 84

A603

84

［税抜］¥

5,000

掛置兼用で大きな液晶は視認性抜群。温度湿度計が付
いているので、お部屋の環境管理にお役立てください。
電波時計。温度湿度計、カレンダー、六曜表示付き。単３
電池 ×2。素材：プラスチック枠。約15×24×3cm、約480g

74 セイコー / シチズン/ リズム

ご家庭、オフィスのマスター時計として大変便利な多
機能掛時計。コチコチしない連続秒針。電波時計。
温度湿度計、カレンダー付き。単３電池 ×2。素材：
プラスチック枠。約35× 35×5cm、約1600g

MAG デジタル温度湿度計 シースルー
［税抜］¥1,500
A366 70

MAG 電波時計ファルマン

手のひらサイズのミニシースルーデジタル温度湿度
計。ライトをつけるとレンズ部全体が光ります。単４
電池 × 2（別売）
。素材：ABS樹脂。約6×8×4cm

スタイリッシュデザインの温度表示付きデジタル電波
時計です。単４電池 × 2
（別売）
。素材：ABS樹脂。
約8×10×4cm

MAG 電波時計ウッドライン

シチズン 高精度温度湿度計
［税抜］¥ 3,000
A605 84

9624

70

［税抜］¥

3,000

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。単４電池 ×2（別売）。素材：ABS樹脂。約7×15×4cm

アデッソ
日めくり電波時計 with メモパット
［税抜］¥ 4,000
A368 70

A367

59

［税抜］¥

2,500

温度計精度 ±1℃、湿度計精度 ±3％の高精度タイプ。
24時間以内の最高最低温度湿度を記憶。クオーツ時
計、カレンダー付き。温度湿度計。単3電池 ×2。素材：
プラスチック枠。約11×15×2cm、約280g

ＭＡＧ 電波時計エアサーチミチビキ
［税抜］¥ 4,000
9626 60

日めくり電波時計とメモパットが一体に。リビングの
伝言板などに便利。単3電池 ×2、
専用ペン付き。
素材：
ABS樹脂。約2×15×25cm、約292g

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（別売）。素材：ABS樹脂。約10×14×5cm

MAG 置掛兼用電波時計ガードマン
［税抜］¥ 5,000
A369 65

Phosh（フォッシュ）USB充電モデル
［税抜］¥10,000
9982 70

お部屋の環境表示（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。注意マーク点灯をブザーでお知らせ。単3電
池 ×2
（別売）
。素材：ABS樹脂。約17×25×3cm

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できます。ACアダプ
ター。素材：ABS樹脂。約8×22×13cm、約595g
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9927
9926

勝野式
座るだけで骨盤キュッとクッション
［税抜］¥ 3,800
A463 77 ブラウン
低反発と高反発と硬質ウレタンの立体３層構造の働き
で、使用時は骨盤回りをキュッと引き締め。座骨が最も
圧迫される部分に座骨の形状を考慮した穴を設けるこ
とで負担を軽減。上段の高反発ウレタンが骨盤を左右
後方から包み込んでしっかり支えます。約31×42×9cm

勝野式 医学博士の三層構造マット
［税抜］¥ 9,505
A464 77
立体編みメッシュのマットは通気性抜群で夏は蒸れ
を軽減し涼しく、冬は湿気を溜め込まず冷えを抑え、
快適な睡眠を実現し、目覚めの良さが変わります。優
れた体圧分散は腰痛の方や寝たきりで床ずれの心配
な方など介護用としても最適です。約200×95×2cm

プロイデア
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
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

プロイデア
SONAENO クッション型多機能寝袋
［税抜］¥11,637
A465 103
いつもの便利と、もしもの備えを。
「クッション」として
自宅や車の中で日常使いができ、被災時には「寝袋」
「ブランケット」
「着替えスペース」
と活用できる防災グッ
ズ。備え・防災アドバイザー 高荷智也さん監修。使用時：
約160×200cm、収納時：約45×45cm。約1280g

セブンスピローウルトラフィット
［税抜］¥15,273
A466 98 シングル

トゥルースリーパー プレミアケア 5.0
［税抜］¥ 20,728
A467 101 シングル

低反発枕「セブンスピロー」がリニューアル！12本の
スリットが入った、ウルトラフィットカット構造により、
従来品に比べ横向き寝のフィット性が向上しました。
頭から背中まで七つの部位を支える設計。大きなサ
イズで首・肩・背中までラク～な枕。約68×90×10cm

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。本体：ウレタンフォーム、イ
ンナーカバー：ポリエステル 100％。約195×97×5cm

トゥルースリーパー プレミアリッチ 5.0
［税抜］¥ 25,273
A468 101 シングル

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

「トゥルースリーパー プレミアケア」がリニューアル！
やさしくフィットするだけでなく、体全体を下からしっ
かり支える２層構造マットレスに進化。全身にかかる
平均圧力を低減し、睡眠時の負担をさらに軽減！ 専
用内カバー、オリジナルカバー付。約195×97×5cm

76 クッション / 座椅子 / マット / 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

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

関孫六の伝統から生まれた爪切。切った爪が飛び散
らないサイドストッパーケース付き。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

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。本体：アルミニウム合金。
約25×40×12cm

ぶんぶんチョッパー
スーパー DX（ウィスク付）

2,200

ドリテック
ボディスケール「クラベール」
［税抜］¥ 2,500
A608 75 ホワイト

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

前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を
表示。のると自動で電源が入り測定を開始（ステップ
ＯＮ）
。ホールド機能（表示固定方式）
。
約23×3×20cm、約422g

タニタ バランスクッション

タニタ カロリージャンプ

9208

A508

86

80

［税抜］¥

［税抜］¥

2,500

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。椅
子に敷いて座るだけでトレーニングができます。オ
フィスでも使いやすい上品なグレーカラー。運動方
法が分かるエクササイズメニュー付き。付属品：空
気入れポンプ ×1本、空気針 ×2本。約33×33×6cm

9221

A509

80

［税抜］¥

2,500

２種類のロープでいつでもどこでも使える縄跳び。
手軽に有酸素運動が可能で跳んだ回数はもちろん、
何kcal 消費したか表示します。付属品：室外用ロー
プ ×1本、室内用ロープ × 2本、ドライバー × 1本、お試
し用電池（CR2032)×1個。約19 ×3 ×3cm

A510

キントー トラベルタンブラー ホワイト
［税抜］¥ 2,600
9221 89 350mL
［税抜］¥ 2,800
A510 89 500mL
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。
9221 約φ7×17cm A510 約φ7×20cm

メイダイ
ごきげんホットサンド倶楽部
A511

77

［税抜］¥

2,980

食パン１枚だけでつくれるホットサンド。一人ご飯の
ときやちょっと食べたいとき、片手で食べやすくお弁
当にもぴったり。パン以外でのアレンジメニューも楽
しい。IH非対応。約33×18×4cm、約480g
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plusmore オートディスペンサー
アルコールタイプ
［税抜］¥ 3,000
A512 70

アイリスオーヤマ
コードレススチームアイロン

ノズル下部の赤外線センサーに手をかざすと、適量の霧
状アルコールが出てきます。単三電池を４本使用でコード
レス。
「IPX4」テスト基準をクリア、
生活防水対応。吐出量：
2段階（弱 /強）
、タンク容量：約320mL。約8×11×19cm

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

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

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

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

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：21×11×1cm］
。86g。ベルト：ブラック。

アルコレ オーブントースター
［税抜］¥ 4,000
A013 70

ホームスワン あつもりホットサンド
［税抜］¥ 4,000
A513 73

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

８枚切り３枚使えるボリューム感。食パンの耳まで焼
けるそのまま形状。食パン 4 ～ 8枚切り対応。スイッ
チ付きで安心。通電がわかるパイロットランプ付き。
約30×15×11cm

ドリテック
ガラスケトル「エルダー」1.0L
［税抜］¥ 5,000
A514 76 ブラック

ドリテック 上腕式血圧計

水量や中の様子がひと目でわかるガラス製の電気ケ
トル。最大容量：1L。約21×16×22cm、900W

78 ライフスタイル

A004 102

A018

74 ホワイト

［税抜］¥

［税抜］¥

3,500

5,000

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

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

ドリテック
さすだけ充電ラジオライト 2

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

突然の災害時に備えて安心、便利な機能（ラジオ、
LEDライト、サイレンなど）電池が無くてもご利用い
ただけます。約8 ×16×7cm

ドリテック ハンドブレンダーセット
「クイックスティック」
［税抜］¥ 5,000
A516 76 アイボリー
力いらずで女性でも扱いやすく、２つのスピードで多
彩な調理に活用できます。固定しやすいシリコンのす
べり止め付専用カップ。
【つぶす・まぜる・きざむ・泡
立てる】の3つのアタッチメント。約59×59×35cm

ベルソス
スピンモップクリーナー
A518

81

［税抜］¥

5,680

「電動ツインヘッド」が２つのモップパッドを回転させる
から、軽ーい力で動かせる。洗剤不要、水だけでキレ
イ！ 充電式コードレス、充電：約5時間、連続使用：約
60分。ハンディタイプにもなります。約33×15×136cm

A515

76 ブラック

［税抜］¥

ドリテック ドリップケトル
「ティピカ」0.8L
A517

76 シルバー

［税抜］¥

5,000

5,000

ノズルの先端、断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形
状。湯量が調節しやすい細口形状のためドリップに
最適です。約27×16 ×18cm

ホームスワン スチームクッカー
［税抜］¥6,000
A519 74
蒸気が出るまで早く、調理しながら給水もできる。
60分タイマー付きでほったらかし調理ＯＫ。タンク
1100mL 。約24×34×25cm

ベルソス ボイスレコーダー内蔵
［税抜］¥6,400
A520 79

アイリスオーヤマ
サーキュレーター DC モーター
［税抜］¥6,980
A521 101

マルチな ボイスレコーダー。外 部メディア 対応：
microSD/SDHC/SDXC。録音形式：MP3/WAV、録
音ビットレート：
（MP3）
4段階、
（WAV）
5段階、最大録
音可能時間：
（MP3）約84時間。約85×26×12cm

パワフル送風、上下左右首振り型。エアコンと併用で、
冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全
体へ、
１年中使えます。換気、部屋干しにも。省エネ
＆静音。適用床面積
（目安）
16畳。約22×22×30cm
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ヴィダルサスーン
2WAY ヘアアイロン
9700

75

［税抜］¥

7,000

Refeelin’
スティック& ハンディ
2WAYクリーナー
A522

70

［税抜］¥

7,000

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

吸引仕事率100Wのハイパワーで隅々まできれいに
お掃除ができます。水洗い可能なダストカップで清
潔に保てます。ダストカップ容量：約0.8L
約25×15×101cm、約2150g、600W

マジックブレットベーシック

ベルソス メディアプレイヤー
［税抜］¥ 7,980
A523 81

A022

98

［税抜］¥

7,980

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

PCなしで、動画や写真を大画面・高画質再生。HDMIケーブ
ル付き。対応メディア：SDカード、USB（32GBまで）、映像出
入力：ＨＤＭＩ/RCAコンポジット、画像フォーマット：JPG・
BMP・PNG・GIF、電源 AC100V。約8×6 ×2cm、約70g

ベルソス ペルチェ式除湿器
［税抜］¥ 7,980
A524 81

ベルソス 糖質カット炊飯器

脱衣所や押し入れでも静かに除湿。タンクがいっぱいに
なると自動停止。ペルチェ式だから低消費電力で経済
的。除湿能力：約750mL/1日、
タンク容量：約1.5L。電源：
AC100V 50/60Ｈｚ。約24×14×37cm、約2000g、85W

おかずは我慢できてもお米は我慢できない！ そんな
あなたに。3合炊き。調理モード：炊飯、低糖質（1.5合
まで）
、玄米、スープ、おかゆ。予約炊飯、保温機能。電
源:AC100V 50/60Hz、
約22×25×22cm、
1900g、
300W

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
［税抜］¥ 8,000
A023 64

ドリテックIHクッカー「ピッコリーノ」
［税抜］¥ 8,000
A526 76 ブラック

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
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A525

81

［税抜］¥

7,980

コンパクトサイズでも、MAX1000Wのハイパワーを
出力。本体サイズが小さいのでテーブルを広く使え
ます。約21×21×5cm

PRISMATE スリムホットプレート
［税抜］¥ 8,000
A527 70 レッド

コンパクトスチームポット17cm
［税抜］¥ 8,500
A528 86

５つすべてのパーツがスタッキング可能。スリムな形
状なので収納時に場所をとりません。ダイヤル式の無
段階温度調節可能です。フラット、グリル、たこ焼きの
３種類のプレート付き。約40×16×13cm、650W

コンパクトなサイズ感だからサッと蒸し料理が楽しめ
る。容量：満水1.5L 、IH200V対応。
約23×18×20cm

ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン
フレッシュ＆セーブ真空パック機
スターター7点セット（プラスティックコンテナM・L付）
［税抜］¥ 8,619
A529 97

ベルソス
冷ご飯でパン ホームベーカリー
［税抜］¥ 8,778
A530 81

まとめ買いした食材もお料理も、ワンプッシュの簡単真空保
存で鮮度と美味しさぐーんと長持ち。セット内容：真空ポンプ、
USBケーブル、プラスチックコンテナ M・L各 ×1、バッグ S・
M 各×2、
クリップ、リキッドプロテクター。約5 ×5×19cm

残りご飯で基本の食パンからケーキ、ジャム、お餅ま
でこれ一台で作れます。豊富な選べる18メニュー！ タ
イマー：15時間まで、
電源：AC100V 50/60Hz、
レシピ
付き取扱説明書。約23×31×24cm、
約3000g、
500W

日立 紙パック式クリーナー

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

7574

105

［税抜］¥

9,500

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

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

ベルソス タワー冷風扇

楽ちんヒアリング

A531

81

［税抜］¥

9,800

気化熱で冷風を。抗菌フィルターで気になる雑菌も安心。
取り外し・水洗い可能の着脱式タンク。上下は手動。左右
は自動で送風するオートルーバーです。電源：AC100V
50/60Hz、約22×23×59cm、約4100g、50W/48W

A029

98

［税抜］¥

9,900

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
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ショップジャパン
フォーサ 角型セットＷＳ
A532 100

［税抜］¥

9,900

ベルソス サイクロニックマックス SVAN
［税抜］¥ 9,980
A533 85

ポンと押すだけで腐敗の原因となる酸素をシャットアウ
ト、料理のおいしさや鮮度をキープします。自動ストッ
プ機能で、簡単にささっと真空保存できます。本体 ×1、
角形真空コンテナ
（中）
×2、
（大）
×2、真空コンテナ
（中）×3

吸引力の強弱も手元のレバーで無段階に調節が可能。ダ
ストカップを取り外しワンタッチで下から「ポイッ」ゴミ
に触れずに清潔・簡単ゴミ捨て。ダストカップ 1.5Ｌ、フロ
ア、隙間、ブラシノズル付き。約22×30×26cm、約3400g

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 ピンク

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

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

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

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

Refeelin’
HEPAフィルター式空気清浄機
［税抜］¥10,000
A534 70

象印マホービン
電気フライヤー あげあげ

HEPAフィルターが0.3μｍの微粒子を取り除き、花粉やPM2.5
もしっかり除去。360°からの吸引で、どこに置いても大丈夫
です。活性炭フィルターで空気中の嫌な臭いも吸着。わずか
40dbの静穏性。推奨面積：約6畳 (10m2）。約15×15×22cm

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
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9419

69

［税抜］¥

11,000

ホームスワン 電気圧力なべ 2.5L
［税抜］¥12,000
A535 73
角煮が簡単に作れる電気圧力鍋、
材料を入れてほった
らかしＯＫ。2.5L（調理容量1.9L)。約28×24×25cm

シロカ
DC 音声操作サーキュレーター扇風機
［税抜］¥14,000
A536 95
やさしい風も、換気の力強い風も、手が離せない時に呼び
かけるだけで自在に操作。風力調整：8段階、上下左右首振
り、
DCブラシレスモーター（日本メーカー製）
、
モード：3種類、
ON/OFFタイマー。
（最大）約36×30×88cm、約4200g

アイリスオーヤマ クッキングケトル
［税抜］¥12,800
A537 108

j5create USB-C Triple Display
13in1ドッキングステーション
［税抜］¥12,880
A538 105

お鍋や炊飯器にもなるケトル。１人暮らしに最適なサイズで
自動調理（５メニュー）や低温調理に対応できます。タイマー
機能搭載で、低温調理や煮込み料理が可能です。容量：約
1.0L、温度設定：40 ～ 100℃。約28×20×19cm、1200W

ケーブル１本でデスク回りがすっきり。HDMI、Display
Port、VGAの３種信号コネクタをサポート。最大３台のディ
スプレイ増設が可能。USB/SD/HDMI/LANなど13個の機
能を拡張可能。パソコン接続端子：USB-C。約8×35×2cm

A540

15,000

ショップジャパン クッキングプロ
［税抜］¥13,546
A539 100 V2（2.4L）
［税抜］¥15,273
A540 100 V3（3.2L）

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

材料を入れてボタンを押すだけで、美味しい料理が作れます。発
酵調理機能が新搭載。
「圧力調理」のほかに「炊飯・無水調理・蒸
し調理・スロー調理・発酵調理・温め直し・煮込み・炒め」の９役を
こなします。A539 約28×27×28cm A540 約30×29×30cm

アイリスオーヤマ
電気圧力鍋 3.0L

アイリスオーヤマ
スリム低温調理器

オークス
大人の鉄板小 蓋付き
9150

94

A541 108

［税抜］¥

［税抜］¥

14,800

本格料理も簡単にできる電気圧力鍋。共働き世帯にぴっ
たりの３Ｌ、グリル鍋としても使える２WAYタイプ。６種類
の自動メニュー搭載。炊飯容量：4合。計量カップ、蒸し
プレート、レシピブック付き。約30×29×22cm、800W

A542 108

［税抜］¥

14,800

スリムでコンパクトだから、おうちの鍋で使える。深さ
10cm以上の鍋に対応でき、幅広いメニューを楽しめま
す。ギザギザクリップ搭載、設定可能温度：25 ～ 95℃、
最大使用可能水量：12L。約5×10×33cm、800W
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※電波状況により受信で
きない場合があります。

ベルソス 13.3インチ DVD（ノーマル）
［税抜］¥14,800
A543 80

ベルソス 手回し充電テレビラジオ
［税抜］¥14,800
A544 81

大画面でDVD。CDをUSBメモリ・SDカードにダイレクト録
音可能。ＤＶＤの映像をＴＶ画面で楽しめるＡＶ出入力端子
搭載しています。液晶画面：13.3 インチTFT/ LEDバックライ
ト。充電：約4時間、約2時間再生。約33×23×5cm、約1300g

防災、アウトドアに。
３電源対応。テレビ番組（ワンセグ）やＡ
Ｍ＆ＦＭラジオが視聴可能。防犯非常用ブザー、LEDミニ
ライト機能付き。液晶画面：4.3インチTFT、受信：TV、AM、
FM。単3アルカリ乾電池 ×3（別売）。約16 ×9×5cm、約290g

シフラス
リトルティピー

15,000

APELUCA テーブルトップスモーカー
［税抜］¥15,000
A545 112

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

テーブルの上で手軽に楽しめる燻製器。IH、SIセンサー付き
のガスコンロ使用不可。ツーバーナーコンロ、分離型シングル
バーナー、カセットコンロ使用可。スモークチップ 50g、
スモー
クウッド 100g、収納布袋、レシピ冊子付き。約23×18×22cm

A039

80

［税抜］¥

9466

無水鍋 ® KING 無水鍋 ®
9465
9466

80 4合炊き・2.4L
80 6.5合炊き・4L

15,800
［税抜］¥17,800

［税抜］¥

※電波状況により受信で
きない場合があります。

A546

ベルソス 壁掛けテレビ
A546
A547

15,900
17,900

88 12V

［税抜］¥

90 16V

［税抜］¥

美味しいご飯が炊ける羽釜の原理を再現。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。9465 約27×12×φ20cm 9466 約32×14×φ24cm

ヘッドレストに装着すれば車内でも視聴できます
（ＡＣ
アダプターの他にDCアダプターも付属）
。充電：約4時
間、約2時間再生。受信チャンネル：地上デジタル放送
UHF(13 ～ 62ch)(フルセグ /ワンセグ）
。A546 約29×19
×33cm、約700g A547 約49×29×8cm、約1200g

ベルソス マルチレコードプレイヤー
［税抜］¥16,800
A548 81

大人の鉄板 鉄板大 角蓋付き
［税抜］¥ 20,000
A040 94

音楽データをこの１台で再生・録音が可能。デジタルデータ（MP3）に
することで、SDカードやUSBメモリへ簡単録音。AM/FMラジオ搭載。
再生可能メディア：レコード、カセットテープ、CD、CD-R/RW、USB
メモリ、SD/MMCカード。電源：ACアダプタ。約32×29×21cm

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
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abien MAGIC GRILL
A549

106

［税抜］¥

18,000

薄さ３mmの次世代ホットプレート。独自の全面フィ
ルムヒーターで食材をムラなく焼き上げます。分解し
て収納でき、プレートが丸洗いできるからお手入れ簡
単。温度設定：2段階。約30×40×8cm、約770W

j5create 360°
パノラマミーティングカメラ
A551

105

［税抜］¥

18,909

６種類の表示モードから選べるミーティング Webカメラ。押
すだけで全体が見られるパノラマ、司会者を指定するホスト、
個人使用向けのシングルビューなど簡単に切り替え。パソコン
端子：USB2.0 Type-A & Type-C、
タッチバー。約4×9×19cm

プリズメイト
アロマ超音波式加湿器
Sablier
8790

70 ホワイト

［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

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

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

ベルソス コンプレッサー除湿器
［税抜］¥18,900
A550 81
パワフルに除湿、部屋干しにも。生乾きのにおい対策や洗
濯の効率アップにも。霜取り機能、満水時自動停止機能付き。
コンプレッサー方式、除湿能力：約11L /1日、
タンク容量：２Ｌ。
目安除湿面積（木造）
：約12畳（19m2）。約29×24×48cm

ベルソス 15インチ 録画フルセグDVD
［税抜］¥18,900
A552 81
テレビが見れるＤＶＤプレイヤー。USBメモリ/SDカー
ド対応。メモリデバイス内の画像・音楽データの再生
が可能。
液晶画面：15.4インチ/LEDバックライト。
充電：
約4時間、約2時間再生。約38×27×5cm、約1750g

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。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

A554

A553

SONOS Sonos Roam
A553
A554

110 ルナホワイト

［税抜］¥

110 シャドーブラック

［税抜］¥

21,636
21,636

どこにでも素晴らしい音楽を持ち出せるポータブルス
マートスピーカー。Bluetooth®ストリーミング 対応。
WiFi・Bluetooth・Apple AirPlay 2対応、
最大10時間連
続再生、防水・防塵仕様：IP67準拠。約6×6×17cm
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A555

A556

SONOS Sonos One SL
A555
A556

110 ホワイト
110 ブラック

22,545
［税抜］¥ 22,545
［税抜］¥

ステレオペアやホームシアターサラウンドシステム用ス
ピーカー。部屋中に広がる深みのあるサウンドを。防湿
仕様なのでバスルームに置くこともできます。Sonos ア
プリ、Airplay2 などで操作できます。約12×12×16cm

A559

A560

SONOS Sonos One
A559
A560

110 ホワイト

［税抜］¥

110 ブラック

［税抜］¥

24,364
24,364

A557

A558

B & Oスピーカー Beosound Explore
A557 100 ブラック アンスラサイト ［税抜］¥22,636
［税抜］¥ 22,636
A558 100 グレイミスト
BANG ＆ OLUFSEN史上最もタフなポータブルスピーカー。
高い防塵・防水性能（IP67認証）で、表面は剥がれにくく頑丈な
アルマイト加工。密閉型、Bluetooth Ver.5.2。充電用 USB-C
ケーブル、カラビナ、クイックガイド付き。約8×8×12cm

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

音声操作機能を搭載したパワフルなスマートスピー
カー。部屋中に広がる深みのあるサウンドを。防湿
仕様なのでバスルームにも。Sonos アプリ、
リモコン、
Airplay2 などで操作できます。約12×12×16cm

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

アイリスオーヤマ
充電式スティッククリーナー
スタンド付き

エーワン・グリル

A561 108

［税抜］¥

24,800

A562 104

ブラック

［税抜］¥

24,800

ワンタッチでハンディになり、手軽に使用できます。自走式軽量パワー
ヘッド搭載。ＤＣブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用で
パワフルに稼働。サイクロン式、集じん容積：0.2L、連続使用時間：約
20分（
【スティック】標準モード）、充電：約4時間。約22×17×105cm

お家で焼肉・バーベキュー。気になっていた煙、油の心配はあり
ません。特許の技術力で、調理時に発生する粒子状物質を、水
を通してきれいな空気に浄化する「環境にやさしいホットプレー
ト」です。後片づけは簡単分離洗浄。約30×51×13cm、1200W

大人の焼魚 炭グリル

Sifflus
2WAY 自立式ポータブルハンモック
［税抜］¥ 25,000
A564 70

A563

92

［税抜］¥

25,000

遠赤効果で皮がパリッと焼き上がる！IHやガスなど
の様々な熱源に対応、食器洗い乾燥機不可。
約33×20 ×13cm

86 ライフスタイル

チェアとしてハンモックとして、室内でもアウトドアでも
使えます。簡単に組み立てが可能なスタンド。便利な収
納バッグ付き。ショルダーバッグなので持ち運び楽々。
耐荷重：約100kg以下。約245×78×84cm、約8500g

9468

無水鍋 ® HAL 万能無水鍋
9467
9468

25,500
27,500

80 3合炊き、2.8L

［税抜］¥

80 5合炊き、3.5L

［税抜］¥

「無水鍋 ®」の技術で焼き物、炒め物、煮炊きもできるフライパン。
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。 9467 約47×13×φ23.0cm 9468 約50×14×φ26.0cm

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］¥

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

A566

ベルソス 据え置き食洗器
［税抜］¥ 29,800
A565 91

29,800
29,800

A567

ShotNavi W1 Evolve
A566 106
A567 106

ブラック

［税抜］¥

ホワイト

［税抜］¥

29,800
29,800

給水方式はタンク使用と分岐水栓（要工事）使用の２種類から
選べます。タンク使用の給水方式の場合、面倒な工事は一切不
要！賃貸住宅などにお住まいの方にもおすすめです！念入り、
標準、
お急ぎの洗浄３コース。使用水量：6L、洗浄方式：水洗い、
すすぎ方式11KPA。約44×41×42cm、約17100g、730W

高精細反射型カラー液晶搭載。屋外での見やすさを追求し、
ハンドヘルドモデルの様なあらゆる情報をこの１台に集約。
充電器 /通信用 USBケーブル付き。GPS使用時：最大10時
間連続使用、防水：IPX7/3ATM(生活防水程度）。約5×2cm

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

アイリスオーヤマ
瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器 5.5合
［税抜］¥ 49,800
A568 108

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

業界初の熱伝導技術「ヒートパイプ」採用で、かまど炊きのような炊
き上がりを実現。釜全体が均一に加熱されることで、粒立ちのいい
ツヤのあるご飯を炊くことができます。量り炊きや銘柄炊き機能でお
米の美味しさを引き出します。5.5合炊き。約25×35×24cm、1240W

A569

A570

SONOS Sonos Beam (Gen2)
［税抜］¥ 54,364
A569 110 ホワイト
［税抜］¥ 54,364
A570 110 ブラック
Dolby Atmosに対応。パノラマサウンドとクリアな会話音声を楽し
め、テレビを見ていないときは、音楽などをストリーミング。Sonos
アプリ、音声、AirPlay2 で手軽に操作できます。約10×65×7cm
※ご利用には、Dolby AtmosとAtmosコンテンツ対応のテレビが必要です。

ツヴィリング J.A.
ヘンケルスジャパン
パワーブレンダー プロ
A571

97

［税抜］¥

78,000

ボタン一つで、ジュースからスープまで。ブレンドしなが
ら加熱調理できるスープモード搭載。パワフルなのに
驚くほど静かなＤＣモーターモデル。６種の自動モー
ド／ 12段階スピードのマニュアルモード搭載。容量：
1800mL。約21×20×43cm、1200W
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ヤーマン

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、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

9087

99

［税抜］¥

30,000

美容クリニックでも使われている技術、RF
（ラジオ波）
を搭載。さらにクレンジング・うるおいケア・EMSによ
る表情筋のケア・赤色 LEDによるフォトケアなど全5
モードで本格的なケアが可能。充電：約2.5時間、動
作時間：約40分。約4 ×6 ×19cm ※年齢に応じたケア

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、深部の筋肉も効率的
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
ダブルピーリング プレミアム

ミーゼ ヘッドスパリフト

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

88 ヤーマン

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！ 防水
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

A324

デジタル温湿度計
A324 80 ホワイト
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
A324：TT-585-WH 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

A325

非接触体温計
A325 80 ブルー
A326 80 アイボリー

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。A325 : BT-543-BL A326 : BT-543-IV

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

A327

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
A327 80 ホワイト
A328 80 ブラック

［税抜］¥
［税抜］¥

15,000
15,000

Bluetooth対応で、iPhone・Android端末にデータを転送。
アプリでデータ管理ができます。乗るだけで測定ができる
「乗るピタ機能」搭載。お試し用電池付。約32×22×3cm
A327：BC-766-WH A328：BC-766-BK
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ロゴス

断熱防水ピクニックサーモマット

グリルアタッシュ mini
A329

111

［税抜］¥

3,619

（LOGOS LAND）

A330

99

［税抜］¥

4,528

アタッシュケースを開くとグリルになる卓上ミニグリ
ル。焼網や火床が収納されているので、開いてセット
するだけで簡単にBBQを楽しめます。持ち手とロック
付きで、移動もラクラク。約16×19×15cm、約1000g

ネイティブ柄デザインが個性的。アルミ仕上げにより熱
や冷気をやわらげる断熱効果があり、湿った地面や濡れ
た芝生でも使える防水仕様もプラス。ピクニックやイベン
ト、テント室内にでも使えます。約195×155cm、約900g

ハイパー氷点下クーラー M

8,000

難燃 BRICK・回るんバケットチェア
［税抜］¥ 9,910
A332 99

クーラーバッグ。衝撃に強く、シェルプロテクト構造に
より瓶類などを守ります。表面は太陽光を反射するメタ
ルシルバーカラー。使わない時は折りたたんでコンパク
トに収納できます。約12L、約24×30×24cm、約1100g

火の粉が飛んでも燃え広がらない難燃性生地を使用。座る
のも立つのも楽々な回転式座面。フレームはスチール素材
で回転する構造ながら安定感もあります。組立て式。耐荷
重目安
（静止荷重）
：約150kg。約60×59×85cm、約2900g

ソーラーブロック Q-TOP フルシェード-BA
［税抜］¥14,364
A333 99

QセットBlackタープ・ポータブル-BA
［税抜］¥ 21,637
A334 108

約30秒で組立てられるQ-TOP システム採用。ソーラーブロッ
クコーティング生地の採用でUV-CUT 率９９．
９％以上、遮光
率100％。夏場の使用にぴったりです。プライベート空間を
作るフルクローズタイプ。約150×200×117cm、約3100g

UV-CUT率99.9％以上、遮光率100％。ワンアクションで広
がるQ-TOP システム採用。脚部を３本継ぎにしたことでコ
ンパクト収納が可能となり、軽自動車にも積みやすいです。
約300/240×300/240×260/250/210/145cm、約11000g

LOGOS Life オートレッグ
ベンチテーブルセット4（ヴィンテージ）
［税抜］¥ 22,546
A335 108

Tradcanvas 丸洗い長いモノOKキャリー
［税抜］¥ 27,091
A336 99

ヴィンテージな色合いのテーブル＆ベンチ２脚の４人用セッ
ト。フレームを広げれば自動で脚部が開くからセッティングも
簡単＆テーブルは２段階の高さ調節。収納バッグ付。[テーブル]
約52×90×64/44cm、[ベンチ]約36×92×35cm。約11500g

後部の仕切りが倒せるので、タープやテントもスマートに
収容可能。生地が取り外せるため、
汚れたら丸洗いもＯＫ。
収納もコンパクト。容量：約117L、耐荷重目安（静止荷重）
：
約105kg。荷室内寸：約86×40×34cm。約15000g

A331

99

90 ロゴス

［税抜］¥

A103

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

9638

98 PT
104 サバイバル プロ

A428

70

［税抜］¥

8,000

５通りの使い方が可能。ライトは取り外し可能。電源：
ランタン：DC6V 単1乾電池4個使用（別売）
、ライト：
DC4.5V 単4乾電池3個使用（別売）
。
約13×13×26cm

A105

セイシェル 携帯浄水ボトル
9638
A105

キャプテンスタッグ
リムーブ LEDランタンDX

7,800
［税抜］¥ 8,900
［税抜］¥

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

過されません。※泥水を濾過すると目詰まりが早まります。

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

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
A430 73 カーキ
収納時はクッションとして使用できる洗濯可能なシュラ
フ。
表地：ポリエステル100%、
裏地：ポリエステル100%
（マ
イクロファイバー）
、
中綿：ポリエステル100%
（ウルトラファ
インファイバー）
800g、バッグ：綿100%。シュラフ使用時：
約80×190cm､クッション使用時：43×43×厚み18cm

CLAYMORE LAMP 'Cabin'
［税抜］¥ 12,900
A429 104

ベンチインテーブルセット

４種類の光モードを楽しめるムードランタン。グランピング
やおうちキャンプにもピッタリ。USB入出力：5V2A、充電
ケーブル
（USB Type-C)、バッテリー容量：6,700mAh、充
電：5.5時間、連続稼働：6 ～55時間。約14×11×23cm

一台で家族４人分。ベンチとテーブルがオールインワン収
納。テーブル：甲板、ベンチ張り材：合成樹脂化粧繊維板、
構造部材 =アルミニウム
（表面加工アルマイト）
。テーブル：
約 90×62×70･38cm､ベンチ：86×24×38cm。約9400g

キャプテンスタッグ
クイックシェード200UV (キャリーバッグ付）
［税抜］¥ 24,000
A432 82

キャプテンスタッグ
プレーナドームテント（５～６人用）
［税抜］¥ 30,000
A433 76

組立簡単なワンタッチタープ。フリーマーケットや町内会・祭
事などのイベントやレジャーでスペースが確保できます。フラ
イ：ポリエステル 150D（PU1000MM）UV加工、フレーム：
鉄（紛体塗装）。約200×200×237･228･219cm、約13500g

ベーシックで使いやすい、クロスポール型のドームテント。出入口とイン
ナーテント天井部には、ノーシームメッシュを使用。フライ・ウォール：ポリ
エステル（PU加工・防水）、グランドシート：PEクロス、メインポール・セン
ターポール：φ11mmグラスファイバー。約270×270×170cm、約6700g

A431

75

［税抜］¥

20,000

アウトドア 91

A435

非常食安心セット
A434
A435

87

［税抜］¥

91

［税抜］¥

2,000
3,000

A434 大観峯北アルプス 5年保存水500mL、K&Kかんぱん（氷
砂糖入り）110ｇ、アルファー安心米（梅がゆ）42ｇ、SSKカロリー
OFFフルーツミックス185ｇ、SSKカロリーOFFみかん185ｇ×各1
A435 大観峯北アルプス 5年保存水500mL、K&Kかんぱん（氷
砂糖入り）110ｇ、5年保存「生命のパンあんしん」
（ココア 2個入）
100g、アルファー安心米（梅がゆ）42ｇ、アルファー安心米（白が
ゆ）41g、SSKカロリーＯＦＦフルーツミックス 185ｇ、SSKカロリー
OFFみかん185ｇ ×各1

最低限必要な防災 17点セット
［税抜］¥ 5,000
5411 85
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。
※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。

ステイアライブ ミニショルダー
［税抜］¥ 5,000
9714 75

THE ISU PACKER 防災セット
［税抜］¥ 20,000
8661 83

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

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等
（THE
ISU PACKER）
。約40×54×14cm

認定番号：第 2020-1150号

A437

伊予の花笑み タオルセット
A436
A437

1,500
2,500

65

［税抜］¥

65

［税抜］¥

「花が咲くこと」
「咲いた花のように微笑む人」花笑
みとは古来から日本人が使う大和言葉の１つです。
A436 フェイスタオル ×1､ウォッシュタオル ×1
A437 フェイスタオル × 2､ウォッシュタオル ×1

A439

エアーかおる プリンセス タオルセット
［税抜］¥ 3,200
A438 77
［税抜］¥ 4,800
A439 77
インド グジャラート州で栽培された上質な中長綿「シャンカール６」
（オーガニックコットン）を使用。世界初の特殊撚糸工法で作られ、
吸水力が抜群でふんわり感も持続します。
A438 フェイスタオル ×2
A439 エニータイムタオル、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

92 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

82 アクアブルー

［税抜］¥

20,000

シンプルスタイル 20型折畳自転車 H20COL
［税抜］¥ 25,000
9985 82

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

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

シンプルスタイル ２０型折畳自転車 H20BS
［税抜］¥ 30,000
8727 82 ネイビー

スウィツスポート 20型折畳自転車 M206
［税抜］¥ 30,000
A440 82

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

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147×53×104cm､ 折畳時：約85×49×63cm。約15kg

クラシック ミムゴ FDB20K

フィールドチャンプ WサスFD-MTB266SK
［税抜］¥ 50,000
A442 82

A441

82

［税抜］¥

30,000

流行のマットカラーで都会にも自然に映えます。フレーム折り
たたみ式で収納・移動に便利です。素材：スチール。組立時：
約58×153×95cm､折畳時：約58×94×80cm。約13kg

ダブルサスペンション機能搭載。折りたたんでコンパクトに収
納でき、車のトランクに入れて運べます。素材：スチール。組立
時：約59×175×107cm､折畳時：約64×99×87cm。約17.5kg

A444

フィールドチャンプ 電動アシストFDB26EB
［税抜］¥ 100,000
A443 88 ガンメタ
A444 88 オフホワイト ［税抜］¥ 100,000
フレーム折りたたみ式で収納・移動時に便利です。素材：スチール。
組立時：約59×190×112cm､折畳時：約64×130×94cm。約25kg

E-PARTON 電動アシスト三輪自転車
［税抜］¥ 200,000
A445 82
三輪自転車にアシスト機能を搭載。前後のカゴに荷物
もたっぷり載せられ、後ろ二輪で安定感バッチリ！ 素材：
スチール。組立時：約58×162×106cm。約30.3kg
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

自転車 93

ブリヂストン

TOUR B X
A446 103

［税抜］¥

ホワイト

6,300

TOUR B XS
A447 103

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。風に強い飛びのＸ。フェースマークは人気
のＢマーク。

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。

TOUR B JGR

EXTRA SOFT

9907

［税抜］¥

103 ホワイト

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。

A448 103

［税抜］¥

ホワイト

A450

BSG プロモデル キャップ
A449

［税抜］¥

92

3,400

プロモデルキャップ。

2,760

全番手でソフトな打感と大きな飛び。

A451

BSG プロモデル ヘッドカバー
［税抜］¥ 3,700
A450 100 ブラック
［税抜］¥ 3,700
A451 100 ホワイト
プロモデルヘッドカバー（ドライバー用）
。

A453
A452

BSG
総エナメルキャディバッグ
A452 100
A453 100

ネイビー

［税抜］¥

トリコロール

［税抜］¥

美しさ光る、総エナメルモデル。

94 ブリヂストン（ゴルフ）

A455
A454

29,000
29,000

BSG
総キャディバッグ プロレプリカモデル
A454 100 ホワイト/ネイビー ［税抜］¥ 36,000
A455 100 ホワイト/レッド ［税抜］¥ 36,000
ツアー仕様プロレプリカモデル。

ダンロップ

ゼクシオ PREMIUM
A456

92 ロイヤルゴールド

［税抜］¥

9,600

ゼクシオ リバウンドドライブ
［税抜］¥6,300
A457 97 ホワイト

揺るぎない輝きと上品さ。極上の心地良さを目指した
ラグジュアリーな一品。最上級のフィーリングと大き
な飛びで上質なゴルフを。12球入り、
スリーピース構造。

幅広いゴルファーに満足いただける。飛び、打感、スピ
ン、全ての性能に優れたボール。12球入り、スリーピー
ス構造。

スリクソン Z-STARXV7

スリクソン AD SPEED2

9917

97 ホワイト

［税抜］¥

6,300

A458

97 ホワイト

［税抜］¥

2,880

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。

飛び・スピン・ソフトな打感。AD SPEED 進化。12球
入り、ツーピース構造。

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

A462

A460

ゼクシオ
キャディバッグ
A459
A460

A459

89 ブラックチェック

［税抜］¥

89 ホワイト

［税抜］¥

22,000
22,000

オリジナル開発パーツ採用により、さらなる軽量化を
実現！人気の柄を採用したスタンダードモデル。素材：
ポリエステル、ネームタッグ：GGC-FZ188。約2,400g

スリクソン
キャディバッグ
A461
A462

A461

89 ホワイト

［税抜］¥

89 ブラック

［税抜］¥

30,000
30,000

持ち運びやすさを追求した、軽量・機能性抜群のス
タンドタイプ。素材：ポリエステル、ネームタッグ：
GGC-FZ173。約2,600g

ダンロップ（ゴルフ） 95

ソニー

三菱

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリング
ステレオヘッドセット
［税抜］¥ 34,000
A572 105

ソニー サウンドバー

業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ音質完全ワイヤレス。
ノイズをより的確にとらえる「デュアルノイズセンサーテクノ
ロジー」。風を検知すると、フィードフォワードマイクがOFF
となり自動的に風ノイズを低減。本体：充電器 約4×7×3cm

天井／壁からの音の反射と、独自のバーチャル技術が進
化した没入体験を実現する7.1.2chフラッグシップサウ
ンドバー。サブウーファーを内蔵し、
サラウンドシステムを
1本のバースピーカーにまとめました。約130 ×8×14cm

ソニー ホームシアターシステム
［税抜］¥ 235,000
A574 105

ソニー デジタル一眼カメラ α7 Ⅳボディ
［税抜］¥ 340,000
A575 105

リビングに圧倒的な音の広がりと臨場感を創出。ソニー
独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」
により、リビングが音で満たされるような360立体音響
を体験できます。本体：スピーカー 約160×313×147cm

A573 105

［税抜］¥

160,000

「Beyond Basic」次代の、新基準へ。有効約3300万
画素のフルサイズ裏面照射型 CMOSセンサー、最新
世代の画像処理エンジンを搭載。最新の画像処理エ
ンジンで新しい映像体験。約13×10×8cm、約1127 g

三菱電機 ブレッドオーブン
［税抜］¥ 30,700
9728 105 レトロブラウン

三菱電機 サイクロンクリーナー Be-K
［税抜］¥ 33,300
A576 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

2.4kgの軽量ボディで持ち運びもラクラク。ハンドル部や
回転ブラシなどに抗菌加工。壁ぎわの掃除をしながら回
転ブラシについた毛やゴミをクリーニングする機能を搭
載「らくリーニングヘッド」
。約21×22×32cm、約3800g

三菱電機 空気清浄機

40,000

三菱電機 IHジャー炊飯器 本炭釜
［税抜］¥ 66,700
A578 103

大風量・ハイパワー集塵で花粉・ホコリ・浮遊ウイル
スを抑制。
「おそうじメカ」でプレフィルターのおそう
じいらず。ナノテクプラチナ触媒＋特殊活性炭フィル
ターで生活臭を脱臭。約43×55×24cm、約9500g

本炭釜が丸ごと発熱体となり、内釜全体が一気に発
熱。
「八重全面加熱」
で内釜全体を効率よく加熱。
「少
量名人」で0.5 ～２合の小容量をおいしく炊く。
約24×23×29cm、約5100g

A577 103

96 ソニー / 三菱

［税抜］¥

シャープ

A579

シャープ
プラズマクラスターイオン発生器
［税抜］¥13,500
A579 97 ホワイト
［税抜］¥13,500
A580 97 ブラック
手のひらサイズのイオン発生機。身の周りケアの新
習慣としてお使い下さい。プラズマクラスターイオン
25,000個を搭載しています。約3×8×10cm、約215g

シャープ 除加湿空気清浄機
A581

97 ホワイト

A583

シャープ 加湿空気清浄機
A582
A583

97 ホワイト
97 ブラウン

68,000
［税抜］¥68,000
［税抜］¥

プラズマクラスター NEXT 搭載。シャープ最高峰の
空気浄化力。自然界をはるかに上回る１cm3 あたり
50,000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立
ち向かいます。約40×27×65cm、約1350g

［税抜］¥

61,000

春夏秋冬オールシーズン大活躍、
「除湿・加湿」＋空
気清浄機。プラズマクラスター 25,000個を搭載しま
した。約35×29×66cm、約1400g

A585

シャープ ヘルシオ ホットクック
［税抜］¥64,500
A584 97 ホワイト・3.4L
［税抜］¥ 75,000
A585 97 レッド・4.7L
コンパクトな新デザイン。メニュー名表示、音声発話機
能、無線 LAN機能。自動かきまぜ機能、絶妙な火加減、
食材の水分を活かす構造で、おいしく作れます。

A587

パナソニック 衣類スチーマー
［税抜］¥ 9,300
A586 97 ホワイト
立ち上がりが約30秒で、簡単・手軽にサッと使える。連
続パワフル＆ワイドスチームで、しっかり衣類をケアし
て７つのニオイを脱臭できる。除菌やアレル物質抑制
にも。スタンド、専用カップ。約16×13×7cm、約925g

パナソニック スチーマー ナノケア
［税抜］¥ 20,000
A589 97 ゴールド調
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。ワンタッチでアロマを楽しめるタブレット付属
〈100％天然精油〉。簡単操作で、コンパクト。アロマタブレッ
ト1個付/香り：真正ラベンダー。約10×16×15cm、約1040g

パナソニック
ドライヤー ナノケア
A587
A588

97 ペールピンク

［税抜］¥

97 ブラウン

［税抜］¥

14,300
14,300

「ナノイー」で髪のうねりを整え、なめらかな指通り＆うるおい
地肌へ。コンパクトで使いやすい。速乾ノズルで毛束をほぐし、
スピーディに乾燥。速乾ノズル付属。約16×22×8cm、約668g

パナソニック 目もとエステ
A590

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、約481g

シャープ / パナソニック 97

