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＜注 意 事 項＞

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。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

＜マークの説明＞

※カタログ有効期限  2016年4月1日〜 2017年3月31日
※商品は製造メーカーの都合により、予告なしに後継・類似機種へ変更、または販売完了と

なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お酒の販売は、酒類免許が必要となります。 未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
※商品サイズは概数になります。 
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GreenFan Japan
02-7825 97 ホワイト/ ブラック ［税抜］¥36,000
独自の技術により大きく広がってゆっくりと移動する
空気の流れをつくり、夏の午後を吹き抜けたあの時の
風を再現します。最小運転時わずか1.5Wの省エネル
ギー性能、羽根の音がほとんど聞こえない静音性能
なども備えています。約33×32×87cm、1.5 〜20W

BALMUDA The Toaster
02-7824 97 ブラック ［税抜］¥22,900
独自のスチームテクノロジーと完璧な温度制御が、最
高の香りと食感を実現する感動のトースター。最初
に表面にさっくりとした焼けた層を作り、水分を閉じ
込め、内部をしっかり温めて焼き上げ。窯から出した
ばかりの味を再現します。約36×32×21cm、1300W

AirEngine
02-7827 97 ホワイト/グレー ［税抜］¥46,200
離れた空気を引き寄せるための強力な循環気流を実
現するのが独自のWファン構造。部屋中の空気を動
かすのでウイルスサイズの微細粒子や大気汚染物質
PM2.5 はもちろん、花粉などの大きい粒子も吸引す
ることができます。新しい360°酵素フィルターは集じ
んと同時に除菌と脱臭を行います。約25×25×70cm

GreenFan Cirq
02-7826 97 ［税抜］¥18,333
冷暖房時、足元と天井付近では最大7°Cもの温度差
が発生することがあります。従来にない圧倒的大風
量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気
を一気に循環させるサーキュレーター。エアコンの
電気代は最大20％下がり、室内干しの洗濯物は最
大3倍速く乾きます。約34×26×36cm、3 〜 20W

バルミューダ
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ソテーパン 24cm(IH対応)
03-7630 75 ［税抜］¥23,000
フライパンより深さがあり、焼く・炒める・煮る・蒸すな
ど、ひとつで様々な調理が可能。フタのスチーム調節
機能が煮物、蒸し物、食材の中まで火を通すなど、と
ても便利です。サイズ：24cm、深さ：7.5cm、本体：ア
ルミダイキャスト。表面材質：フッ素樹脂塗膜加工 (ダ
イヤモンドコーティング)、ハンドル：フェノール樹脂

フライパン 24cm(IH対応)
03-7629 75 ［税抜］¥16,000
高い熱伝導率で、食材にやさしく熱が入り、中はふん
わり、外はパッリッと焼きあがります。ノンスティック

（こびり付きにくい）だから、後片付けも簡単です。サ
イズ：24cm、深さ：4cm。本体：アルミダイキャスト、
表面材質：フッ素樹脂塗膜加工 (ダイヤモンドコー
ティング )、ハンドル：フェノール樹脂

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

スイスダイヤモンド

IMPRESSA F40
03-7628 100 ［税抜］¥168,889
シャープでシンプルなデザインのコンパクト全自動エ
スプレッソマシン。抽出ボタンと抽出量を調整できる
ロータリースイッチでパーフェクトなコーヒーが、簡単
にできます。抽出中、琥珀色に染まるカップイルミネー
ションに魅せられます。約28×35×44cm、約9.1kg

ENA Micro1
03-7627 100 ［税抜］¥125,000
ワンタッチでパーフェクトなコーヒーが抽出できるだ
けでなく、コンパクトでスタイリッシュなデザイン。カッ
プサイズは3サイズ、濃度調節は2 レベルの設定がで
きます。アロマ +グラインダーは豆のカッティングア
ングルにこだわりました。 約23×32×45cm、約8.8kg

ユラ
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IH ルビー・エクセレンス
シチューパン 20cm
04-7748 89 ［税抜］¥7,200
進化した「チタンエクセレンス」コーティングで耐久
性がアップ。6層コーティング。新お知らせマーク付。
素材：アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂。
約33×21×16cm

IH ルビー・エクセレンス
ソースパン 18cm
04-7747 89 ［税抜］¥6,400
進化した「チタンエクセレンス」コーティングで耐久
性がアップ。6層コーティング。新お知らせマーク付。
素材：アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂。
約38×19×15cm

ティファール

IH ルビー・エクセレンス
フライパン 21cm
04-7743 89 ［税抜］¥4,500
進化した「チタンエクセレンス」コーティングで耐久
性がアップ。6層コーティング。新お知らせマーク付。
素材：アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂。
約39×23×9cm

IH ルビー・エクセレンス
ウォックパン 28cm
04-7746 89 ［税抜］¥6,400
進化した「チタンエクセレンス」コーティングで耐久
性がアップ。6層コーティング。新お知らせマーク付。
素材：アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂。
約47×29×12cm

IH ルビー・エクセレンス
フライパン 28cm
04-7745 89 ［税抜］¥6,000
進化した「チタンエクセレンス」コーティングで耐久
性がアップ。6層コーティング。新お知らせマーク付。
素材：アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂。
約48×30×8cm

IH ルビー・エクセレンス
フライパン 26cm
04-7744 89 ［税抜］¥5,500
進化した「チタンエクセレンス」コーティングで耐久
性がアップ。6層コーティング。新お知らせマーク付。
素材：アルミニウム、ステンレス、フェノール樹脂。
約46×28×8cm
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ハンディチョッパー 500㎖
05-7742 87 ［税抜］¥3,500
ハンドルを引くだけで「きざむ・つぶす・まぜる」を
手早く簡単にできるマルチみじん切り器。
素材：AS樹脂ほか。約12×12×11cm

アクティフライ
05-7279 95 レッド ［税抜］¥36,852
2006年にフランスで誕生し世界各国で700万台も
愛用されています。揚げ物はもちろん、煮物まで、多
彩な調理がこれ一台で。約40×27×25cm

クリプソ  アーチ 4ℓ
05-7280 82 アイボリー ［税抜］¥26,000
ハンドルを上げ下げするだけで簡単にふたの開閉
ができます。360℃どの位置でもふたを閉められま
す。「低圧」「高圧」も簡単切り替え。
約34 × 24×20cm

ヴィテス  ネオ１ℓ
05-7128 90 ホワイト ［税抜］¥8,500
カップ 1杯分のお湯（140㎖）なら約50秒で沸かせ
ます。お湯が沸いたら自動でスイッチがきれる「自動
電源オフ機能」。約24×18 ×21cm

インスタントスチーム 3360
05-7750 80 ［税抜］¥20,800
パワフルなスチームで様々な衣類をリフレッシュ。
60秒で準備完了。ワイドな三角ヘッド。たっぷり＆コ
ンパクトな1ℓのタンク。使用中でも水が継ぎ足せる。
カルキ抜き機能。約47×33×33cm

インジニオ・ネオ
セラミックコントロール  セット7
05-7749 89 ［税抜］¥18,500
内面はお料理をカリッとこんがり焼き上げるセラミッ
クコーティング。フライパン 22/26cm、ウォックパン
26cm、ソースパン 18cm、ガラスふた18cm、シール
リッド 18cm、専用取っ手。
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06-7640

レンピ
グラスペアセット
06-6479 95 クリア ［税抜］¥3,600
ワイン、ミルク、ジュース、ビール等汎用性が高い。
約φ8 ×11cm、340㎖   
デザイン：マッティ・クレネル

ティーマ  ホワイトプレート 
17cmペアセット
06-7643 95 ［税抜］¥3,600
無限の組み合わせが広がるティーマ。オーブン対応
のため調理にも使えます。φ17×3cm

06-7641

ティーマ  ホワイトマグカップ 
ペアセット
06-7644 95 ［税抜］¥5,000
1948年にデザインされた名作キルタシリーズが基
になっています。φ8×8cm、300㎖

カステヘルミ  プレート
17cmペアセット
06-7645 95 ［税抜］¥5,000
カステヘルミは「しずく」という意味。朝日を浴び
て煌めく草露からインスピレーションを得て名づけ
られました。φ17×2cm

アイノ・アアルト 
タンブラー  ペアセット 
06-7639 95 クリア ［税抜］¥2,400
06-7640 95 ライトブルー ［税抜］¥2,400
約φ7.5×9cm、220㎖　
デザイン：アイノ・アアルト

イッタラ

アイノ・アアルト
ハイボール  ペアセット
06-7641 95 クリア ［税抜］¥3,000
06-7642 95 ライトブルー ［税抜］¥3,000
約φ8×11cm、330㎖　
デザイン：アイノ・アアルト
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ダンスク ビストロ
バターウォーマー
07-7660 85 ホワイト ［税抜］¥5,000
チーク材の持ち手が温かみを感じさせます。程よい
厚みがムラなく熱を伝えて時短で調理。焦げや臭い
も付きにくいです。φ約10×19×8cm、550㎖。ホー
ロー製。直火、IH可。電子レンジ不可。

アラビア
ムーミンマグ  スナフキン
07-7658 95 ［税抜］¥3,000
哲学者スナフキンは、夏は小川のそばのテントで暮ら
し、秋になるとおさびし山を越えて南に旅立ちます。
根っからの自由人で孤独を好む彼ですが、ムーミンの
親友でもあります。約8×11×8cm、300㎖

アラビア
ムーミンマグ  ミイ
07-7659 95 ［税抜］¥3,000
ミムラの末の妹であるミイは、ムーミン一家と一緒に
暮らしています。とても小さい彼女に怖いものはあり
ません！いつも怒り顔のミイですが、誰にも縛られず
に幸せに生きています。約φ8×11×8cm、300㎖

ダンスク  コベンスタイル
片手鍋
07-7661 85 ターコイズ ［税抜］¥15,000
チーク材の持ち手が温かみを感じさせます。程よい
厚みがムラなく熱を伝えて時短で調理。焦げや臭い
も付きにくいです。φ約19×36×12cm、2.2ℓ。ホー
ロー製。直火、IH可。電子レンジ不可。

ダンスク  コベンスタイル
両手鍋   18cm
07-7662 85 マスタードイエロー ［税抜］¥15,000
鍋敷きにもなる可愛い蓋は、収納にも便利。程よい
厚みがムラなく熱を伝えて時短で調理。焦げや臭い
も付きにくいです。φ約19×36×12cm、2.2ℓ。ホー
ロー製。直火、IH可。電子レンジ不可。

ダンスク  コベンスタイル
両手鍋   23cm
07-7663 85 チリレッド ［税抜］¥20,000
鍋敷きにもなる可愛い蓋は、収納にも便利。程よい
厚みがムラなく熱を伝えて時短で調理。焦げや臭い
も付きにくいです。φ約23×31×13cm、4ℓ。ホーロー
製。直火、IH可。電子レンジ不可。

アラビア
ダンスク
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フィスラー

圧力鍋  プレミアム  4.5ℓ
08-6964 86 ［税抜］¥58,000
超高圧・高圧・低圧の3段階の圧力調整＋スチーム機
能を搭載。蒸気を逃さず音が静かで安心。長く愛
用していただける逸品です。約Φ22×15cm。IH可。

アルックス・フライパン 26cm
08-6462 86 ［税抜］¥9,000
軽くて使いやすく、フッ素加工がされているので焦
げにくい。ハンドルには滑り止めと熱よけのフィン
ガープロテクトが付いていて安心。IH可。

カントリー深型・フライパン 24cm
08-6165 86 ［税抜］¥15,000
ナノテクノロジーをいち早く実用化し、コーティング
の高密度化・高硬度化を実現。高熱にも強く、耐久
性に優れます。IH可。

C+S キャセロール  24cm
08-7687 86 ［税抜］¥32,000
Cook(料理）にServe（おもてなし）をプラスしたシ
リーズ、熱々メニューも美味しさもそのままテーブル
でお楽しみください。素材：ステンレス、アルミニウ
ム、強化ガラス。容量4.3ℓ、重量2.5kg。IH可。

カントリー深型・フライパン 26cm
08-6463 86 ［税抜］¥16,000
ナノテクノロジーをいち早く実用化し、コーティング
の高密度化・高硬度化を実現。高熱にも強く、耐久
性に優れます。IH可。

ルノグラタンパン  24cm 
08-7688 86 ［税抜］¥23,000

「プロテクタル・コーティング」でお手入れ簡単。シ
チューなど焦げやすい料理や鍋料理にも。素材：アル
ミニウム、ステンレス。容量2.4ℓ、重量1.17kg。IH可。
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真空断熱タンブラー
09-6846 78 ［税抜］¥2,500
魔法ビン構造だから飲み頃温度をキープ。氷を入れ
ても結露しない。食洗機対応。
約φ8×12cm、0.32ℓ、約100g

サーモス

真空断熱ケータイマグ 
クリアステンレス
09-7637 78 ［税抜］¥4,000
超軽量スクリューマグ。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。ワン
タッチ・オープン、そのまま飲めます。
約6×6×20cm、0.35ℓ、約170g

真空断熱ケータイマグ 
クリアステンレス
09-7638 78 ［税抜］¥5,000
超軽量スクリューマグ。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。ワン
タッチ・オープン、そのまま飲めます。
約7×7×22cm、0.50ℓ、約210g

真空断熱タンブラー
09-6847 78 ［税抜］¥3,000
魔法ビン構造だから飲み頃温度をキープ。氷を入れ
ても結露しない。食洗機対応。
約φ8×15cm、0.40ℓ、約200g

真空断熱オフィスマグ
09-7259 72 ［税抜］¥3,000
ホコリを防ぐフラップ付きの飲み口がついたオフィス
マグ。結露しないから、デスクをぬらしたりせず安心
して使えます。約12×9×12cm、280㎖

シャトルシェフ
09-7261 72 クリアブラウン ［税抜］¥20,000
保温調理は時間と手間をかけず、素材のおいしさを生
かします。さっと煮込んであとはおまかせ。クッキング
ブック付き。約31×27×19cm、3.0ℓ。IH 200V対応。
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スキレット 20cm
10-7917 89 チェリーレッド ［税抜］¥18,000
今メディアで話題のスキレット。熱のまわりがよく、保
温性に優れているのでオムレツやパンケーキをふっく
らと仕上げます。20cm、1.5kg。IH可。

ラムカン L（2個入り）
10-7919 89 ディジョンイエロー［税抜］¥3,500
ラムカンの色に合わせてカラフルなフルーツや野菜
を盛るとテーブルが華やぎます。約φ10×5.5cm。
容量200㎖ ×2、260g×2

TNS シャロー・フライパン 24cm
10-7918 89 ［税抜］¥12,000
熱伝導がすばやい硬質アルマイトを使用しているの
でスピードクッキングが可能です。お手入れが簡単で、
260℃までのオーブン調理も可能。24cm、1.5ℓ。IH可。

ココット・ロンド  オレンジ
10-7600 89 20cm ［税抜］¥30,000
10-7601 89 22cm ［税抜］¥33,000
煮込み料理はもちろん、ごはんもふっくら炊き上が
ります。IH可。オーブン可。
10-7600  2.4ℓ、2.8kg　10-7601  3.3ℓ、3.5kg

ケトル  デミ
10-7189 89 オレンジ ［税抜］¥10,000
トラディショナルなフォルムのデミケトルは、取り扱い
やすく便利なサイズです。笛の無いシンプルタイプは
世界に先がけ日本での発売です。1.1ℓ、0.95kg。IH可。

オーバル・ボール   23cm （2個入り）
10-7190 89 ホワイトラスター ［税抜］¥5,000
パスタやカレーなどにぴったりな深さのある楕円形の
ボール。サラダや前菜などの大皿としてパーティーシー
ンにも活躍します。約16×24×6cm、610g×2p、770㎖

ル・クルーゼ
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ザッセンハウス

メリタ  電動コーヒーミル 
11-7689 75 ブラック ［税抜］¥5,500
豆から挽く事でより香り高い風味をお楽しみいただ
けます。挽く時間により豆の粗さはお好みで調整でき
ます。素材：ＰＰ、ステンレス。約10×10×18cm

ザッセンハウス・ミル  ブラジリア
11-7690 83 ［税抜］¥15,600
1867年創業からの伝統を引き継ぐ、ドイツの職人技。
ゆったりとした時間をかけて珈琲の香りを感じませ
んか？ 素材：木、鉄。約18×14×20cm

メリタ  ノア
11-7692 73 グレー ［税抜］¥12,000
ステンレス製真空二重構造だから保温性があります。
ポットに氷を直接入れることで、香り高いアイスコー
ヒーも気軽に作れます。素材：PP、ガラス、ステンレス。
約27×15×31cm

メリタ  オルフィ
11-7693 73 ブラック ［税抜］¥15,000
浄水フィルターや着脱可能な水タンク、アラーム＆
オートオフは、便利で人にやさしい機能です。保温ポッ
トもステンレス製真空二重構造採用。素材：PP、ガラ
ス、ステンレス。約31×15×29cm

メリタ  コーヒーメーカー
11-4933 74 ホワイト ［税抜］¥5,500
スリムでスタイリッシュな日常使いにぴったりのコー
ヒーメーカーです。5杯用。
約21× 14 × 29cm

メリタ

メリタ  ミアス
11-7691 76 ブラック ［税抜］¥6,000
小型なボディですが、一度にコーヒーカップ 10杯分
も作れるコーヒーメーカーです。操作が簡単です。素
材：PP、ガラス、ステンレス。約17×23×31cm
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リーデル

リーデル・オー  バリューパック
カベルネ＆ヴィオニエ（Pay6 Get8）
12-6882 90 ［税抜］¥12,000

『カベルネ /メルロ（赤ワイン）』『ヴィオニエ /シャル
ドネ（白ワイン）』が4個ずつ、計8個入ったパックです。
パーティなど多様なシーンでお使いいただけます。

ソムリエ
ブルゴーニュ・グラン・クリュ
12-7667 90 ［税抜］¥20,000
リーデルの原点であり、代表作でもあるハンドメイドシリーズ。
舌先に導かれたワインは果実の芳果と酸味を絶妙に調和させ、
素晴らしい余韻を作り出しています。高さ：約25cm。1050㎖

ヴェリタス
カベルネ / メルロ  ペア
12-7668 90 ［税抜］¥8,000
リーデル史上最軽量のクリスタル製マシンメイドグ
ラス。フルボディで渋みの強い赤ワインに。高さ：
約24cm。625㎖

ヴェリタス  ニューワールド・ピノ・ノワール /
ネッビオーロ / ロゼ・シャンパーニュ  ペア
12-7669 90 ［税抜］¥8,000
リーデル史上最軽量のクリスタル製マシンメイドグ
ラス。酸味が強く渋みは中程度、複雑な香りの赤ワ
インに最適です。高さ：約24cm。790㎖

リーデル・オー  バリューパック
カベルネ / メルロ・ヴィオニエ /シャルドネ
12-7670 90 ［税抜］¥6,000
ステムレスのカジュアルなワイングラス「<リーデル・
オー >」から人気のブドウ品種2種類セット。グラス
3個分の価格で4個手に入るお得なセットです。

リーデル・オー  バリューパック
シャンパーニュ（Pay3 Get4）
12-7671 90 ［税抜］¥4,500
安定性がよく幅広いシーンで気軽に楽しめます。優
雅に立ち上る泡を美しく演出し、豊かな香りを蓄え
る空間も備えています。高さ：約12cm。246㎖
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ツバメ

シュピゲラウ  クラフトビール・テイ
スティング・キット  3個セット
13-7768 90 ［税抜］¥5,000
代表的な3つのスタイルを楽しめるセット。「インディア・
ペール・エール (IPA)」、「スタウト」、「アメリカン・ウィー
ト・ビール /ヴィットビア」。素材：クリスタルガラス

シュピゲラウ  ビールクラシックス
ビールチューリップ 2 個セット
13-7769 90 ［税抜］¥3,000
半分まで注いだ状態でお飲みいただくと、ビールの
風味と味わいを最大限にお楽しみいただけます。
H=約16cm、440㎖。素材：クリスタルガラス

Made in TSUBAME
純銅タンブラー
13-7771 70 ［税抜］¥5,000
飲み物の冷たさを素早く伝え、キープします。ビールの
泡立ちはクリーミー。素材：純銅（内面錫メッキ仕上げ・
側面クリヤー塗装仕上げ）。約φ8×14cm、440㎖

リーデル・オー  
コカ・コーラ＋リーデルグラス（チューブ缶入）
13-7772 90 ［税抜］¥3,000
リーデルが作ったコカ・コーラ専用グラス。コカ・コー
ラ本社のメンバーテイスティングを重ねて決定されま
した。H=約16cm、480㎖。素材：クリスタルガラス

イッタラ  エッセンス
レッドワイングラス  ペア
13-7224 95 ［税抜］¥5,000
約φ7×23cm、450㎖
デザイン：アルフレッド・ハベリ

シュビゲラウ

イッタラ
センタホワイトワイングラス  ペア
13-7770 95 ［税抜］¥3,600
上に行くほど細くなるステムは持ちやすく、カットされ
たベースの部分は全体の形が光と影によって美しい
視覚効果を与えてくれます。約φ6×19cm、290㎖
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ミレストブルーノ

ブルーノ アルファベットタンブラー350
14-7652 90 ［税抜］¥2,800
お気に入りのタンブラーでほっとひと息。ホーローの
ような真っ白なボトルは保温・保冷対応のTHERMOS
の魔法瓶タイプ。約7×7×16cm、220g、350㎖

ブルーノ コンパクトブレンダー
14-7654 90 グリーン ［税抜］¥4,200
たっぷり２人分！レトロなガラス風ジャー。注ぎや
すく、スイッチを押している間だけ運転するので安心
安全。約15×12×31cm、400㎖。本体：ABS

ブルーノ ポケッタブルレインポンチョ
14-7655 86 ［税抜］¥4,500
憂鬱な雨の日も、すっぽりかぶれるキレイ色のレイン
ウェアでアクティブに！袖口を絞れるので、雨が入りに
くいです。サイズ：フリーサイズ。材質：ポリエステル

ブルーノドリップケトル
14-7656 90 ［税抜］¥7,000
注ぎ口がとても細いのでゆっくりおいしいコーヒー
を淹れるのに最適。電源コードは収納可。空焚き
防止機能付。約30×20×16cm。本体：ステンレス

ミレスト FLOPPY メッセンジャーL
14-7657 86 ［税抜］¥8,000
背面のファスナーで出し入れがスムーズ。ショートハン
ドル付きでトランクにセットアップも可能。撥水性があ
り、丈夫で軽い！約40×25×16cm。材質：ナイロン

ブルーノ コンパクトホットプレート
14-7236 89 レッド ［税抜］¥8,800
コンパクトサイズながら最大250℃まで設定できる
満足の火力。フッ素コートの平プレートとたこ焼き
プレート、木べらが付属してます。約38 ×14×24cm

ミレスト  キャリー キャビンサイズ
14-7237 86 ネイビー ［税抜］¥26,000
機内持ち込みOK！コーディネートを愉しむ本格レ
ザー調キャリー。本体はポリカーボネート使用。
35ℓ、約39×52×24cm

ミレスト ポケッタブルバックパック16ℓ
14-7653 86 ブラック ［税抜］¥4,000
小さく折りたためるバックパックは、旅先のアクティ
ブシーンで大活躍。サイズ：約33×44×12cm。収
納時：約20×14cm。材質：ポリエステル
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レコルト  ソロカフェ
15-7681 90 グロスレッド ［税抜］¥5,000
1カップコーヒーメーカー。ウォータータンクとフィル
ターホルダーが一体になった新機構 “スマートコー
ヒー・システム”を採用。約9×17×21cm

レコルト  カプセルカッターキャトル
15-7682 90 パールピンク ［税抜］¥6,000
市販の氷や冷凍フルーツなどの硬い食材をすばやくみ
じん切り〜ペーストに。プッシュ回数と時間を調整し
て、手元でコントロールできます。約12×12×23cm

レコルト  クラシックケトル  リーブル
15-7683 90 ブルーシェル ［税抜］¥6,000
湯切れのよい注ぎ口は水流のコントロールが容易
で、コーヒーのドリップに最適。お部屋のインテリア
としても。約23×13×21cm、約0.8ℓ

レコルト  ポットデュオエスプリ
15-7684 90 オレンジ ［税抜］¥6,000
１〜２人にちょうどいい。大好評のミニ・マルチクッ
カー。｢蒸す・煮る・焼く｣ の三役に ｢揚げる」機能を
さらに追加。約22×21×17cm、約1ℓ

レコルト  スマイルベイカー
15-7685 90 オレンジ ［税抜］¥6,000
卓上で本格的な「ベイクド・コナモン・スイーツ」が楽しめ
ます。交換式のプレートで、気分にあわせてパパッと手
作り。焼き時間も2〜4分でとっても早い！約18×21×12cm

レコルト  クラシックオーブンルンド
15-7686 90 ホワイト ［税抜］¥6,000
外側にある持ち手で熱々のグリルプレートも簡単・安
全に取り出せます。食パンを2枚並べられ、グリルプ
レートでおかずを同時に調理可能。約37×23×23cm

レコルト  レスサンドメーカーキルト
15-7680 90 レッド ［税抜］¥4,000
耳つき食パンがキルト模様に焼ける。かわいい焼き目
と、耳付きの食パンが入るサイズ、そして、短時間で焼
ける固定式プレートが特長です。約13×23×10cm

レコルト

レコルト  ソロ ブレンダーサンテ
15-7679 90 グリーン ［税抜］¥3,500
作りたてをそのまま飲めるコンパクトブレンダー。ボト
ルをはめてスイッチを押している間だけ刃が動く安心
設計。約10×10×29cm、300㎖
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ホルムガード ポット クリア H10cm
16-7694 86 ［税抜］¥3,800
吹きガラスのボディに、天然皮革のストラップがコン
テンポラリーな表情を与え、ディスプレイやキャンドル
入れなど、自由な発想でお楽しみいただけます。素材：
吹きガラス・皮革・ステンレス銅。約11×12×12cm

カイ・ボイスン  デンマーク  ゼブラ
16-7698 86 ［税抜］¥12,000
美しいストライプが映える立ち姿と柔軟な丸みを合
わせ持つフォルムは、どこか愉快で愛くるしく、見る
側に笑みをもたらします。素材：ビーチ材・塗装仕
上げ。約7×14×16cm

ホルムガード  ウラニア  クリア
16-7695 86 ［税抜］¥18,900
Aric Snee (アリック・スネー )の伝統と革新・過去と
現代を継ぐデザイン。電気に頼らないiPhone用ス
ピーカーです。素材：ハンドプレスガラス。対応機種：
iPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c, 6, 6s。約14×10×24cm

カイ・ボイスン  デンマーク
ペア  ラブバード
16-7267 86 ［税抜］¥14,000
モチーフとなったTurtlebirds(コキジバト）は、生涯、
同じつがいで連れ 添う仲睦まじい鳥。愛と結婚の
誓い の象徴としても知られています。約10×9×5cm

カイ・ボイスン  デンマーク
モンキー  スモール
16-4613 86 ［税抜］¥22,500
世界でもっとも有名なお猿さんといっても過言ではな
い、白いおなかがシンボルのお猿さんは1951年から
ずっと愛され続けています。チーク/リンバ製。約20cm

ローゼンダール・デザイングループ

カイ・ボイスン  デンマーク  ティム
16-7696 86 ナチュラル ［税抜］¥3,500
16-7697 86 ブラウン ［税抜］¥3,500
1935年に誕生したテリア犬のティムは、カイ・ボイスンが
実際に飼っていた動物の中で最も表情豊かでした。素
材：ナチュラルオーク材、スモークオーク材。約3×8×7cm
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ディスティンタコレクション
電気ケトル
17-7720 79 スタイルコッパー［税抜］¥12,000
卓越したモールディング技術が実現する「スクエア

（四角）」と「サークル（丸）」を合わせた『スクエアクル』
デザイン。ケトル本体：ステンレススチール。
約22×17×23cm

ディスティンタコレクション
オーブン＆トースター
17-7721 79 フューチャーブロンズ［税抜］¥18,000
トースター機能はもちろん、オーブンとしての様々な
機能も備え、毎日のトーストから、本格的なオーブン
料理やお菓子作りまでが、これ一台で可能。
約44×35×22cm、1100W

ミニコンベクションオーブン
17-7722 79 ［税抜］¥22,667
8.5ℓのコンパクトサイズ。強力火力と充実の機能で、
毎日手軽に使える。ピザストーン付き。温度設定：
230℃、タイマー：45分。素材：ステンレススチール、
ABS樹脂。約41×32×20cm

ブレンデックス  パワーブレンダー
17-7723 79 ［税抜］¥24,000
マルチゾーンブレードで強力撹拌でき、よりムラな
く、なめらかなスムージーやスープができます。サー
モレジスト素材の大容量ガラスボトルで熱々スープ
から氷を使った冷たいジュースまでも簡単に。本体
素材：ABS樹脂。約20 ×20×39cm

デロンギ

クアッドブレード
ミニフードプロセッサー
17-6563 80 ［税抜］¥12,000
切れ味鋭いデロンギ独自の4枚刃と刃の高さを上下
２段階にすることで、途中でかき混ぜる手間がなく、
すばやく均一に刻むことができます。約16×16×24cm

True 
ドリップコーヒーメーカー
17-6252 78 ［税抜］¥6,000
シンプルなデザインと使い勝手で様々な生活シーン
に溶け込みます。４杯分。ペーパーレスフィルター。
約17×20×25cm
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ソーダミニ  家庭用炭酸水メーカー
18-7796 85 ［税抜］¥10,000
ご家庭で炭酸水が楽しめます。用意するのはソーダ
ミニとお水だけ！350㎖あたり約16円（交換用ボンベ
の運用コストより）。素材：ABS樹脂。約11×18×31cm

ラッセルホブス  カフェケトル  0.8ℓ
18-7797 90 ［税抜］¥10,000
沸騰時間は0.8ℓで約5分。カップ１杯分なら約1分
で沸かすことができます。コードレスタイプ。 素材：
ステンレス・ポリプロピレン。約13×25×20cm

OIGEN  鉄瓶まろみアラレ  1.1ℓ
18-7798 88 ［税抜］¥10,000
南部鉄瓶で沸かしたお湯は塩素臭などを抑え、まろやか
な味わいに。鉄分補給にもお薦めです。鉄鋳物：内面 /
酸化皮膜仕上、外面 /カシュー塗装仕上。約φ16×20cm

アラジン  グリル＆トースター
18-7799 100 グリーン ［税抜］¥18,500

「遠赤グラファイト」が0.2秒で発熱。高温で一気に
焼き上げ、外はこんがり、中はモチモチのトーストに。
素材：ABS樹脂、耐熱強化ガラス。約35×33×24cm

ロータスグリル 
無煙炭火バーベキューグリル
18-7800 100 レッド ［税抜］¥19,200
煙が気になった場所でもバーベキューが楽しめる無煙
炭火グリル。どんな場所でもバーベキューが楽しめます。
素材：ステンレス、スチール、樹脂。約35×26×23cm

ネスプレッソ  ラテシマ・タッチ
18-7801 95 ホワイト ［税抜］¥27,500
エスプレッソはもちろん、カプチーノ、ラテ、マッキャー
トもボタンひとつでミルクの泡立てからコーヒーの抽
出までできます。素材：ABS樹脂。約18×32×26cm

パイクロプレイン  スパイラルカッター
18-7794 85 グリーン ［税抜］¥2,400
きゅうりや人参などの野菜を2種類の刃でリボン状にカッ
トして、野菜でパスタをつくります。刃：ステンレススチー
ル、本体：ABS樹脂・エラストマー。約13 ×8×6cm

マイヤー  電子レンジ圧力鍋２  2.5ℓ
18-7795 85 レッド ［税抜］¥8,000
材料を入れて、電子レンジにかけるだけ。従来の圧力
鍋や通常の鍋と比べ、すべてレンジ任せでOKなので
簡単です。本体：ポリプロピレン。約16×21×15cm
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カイハウス
ザ・コーヒーミル
19-7804 75 スノーホワイト ［税抜］¥8,000
コーヒーハンター川島良彰氏が認める、美味しいコーヒー
ためのミル。3人分を一度に挽けます。粒度は調整可能で
軽い力で挽けます。約20×11×11cm  ※ハンドル部分を含まず

ユーイング  水耕栽培器
グリーンファーム  キューブ
19-7348 98 ホワイト ［税抜］¥9,980
種子と水、液体肥料、栽培スポンジをセット、あとは運
転ボタンを押すだけ。約30日で新鮮な野菜が収穫でき
ます。お試し種子キット（1回分）別送。約23×23×29cm

関孫六  ダマスカス三徳包丁 165mm
19-7341 75 ［税抜］¥12,000
日本刀をイメージさせる、ダマスカス模様は異なるステ
ンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶。刀鍛冶の誇り
が息づく『関孫六』の最上位包丁です。約39×27×5cm

カイハウス
ザ シャープナー（電動研ぎ器）
19-7805 75 ［税抜］¥10,000
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。静音性に優れています。安全装
置で安心安全。素材：ABS樹脂等。約11×11×11cm

ドメティック  ミニフリッジ保冷庫
19-7806 88 レッド ［税抜］¥10,000
コンパクトで軽量なボディは持ち運びや設置も簡単。
2電源式で、車内でも使えます。ヒンジ交換も可能。庫
内に最大1.5ℓ×4本まで収納可能。約27×51×27cm

携帯型水素水生成器  ジームスシルキー
19-7807 80 ［税抜］¥53,000
約3分で濃度900ppbの水素水を生成。熱湯からも可能。特殊セラ
ミックカートリッジで塩素を分解。約180分の充電で約10回使用
可能。生活防水。コンセント、USB充電可能。約φ8×21cm、350cc

SOLIDA  チタンコートフライパン  24cm
19-7803 75 ［税抜］¥6,000
デザインからパッケージまでイタリア製。軽量で内面はチタ
ンコーティング層、no-stickコーティング層。「PFOA FREE」
認証基準。本体：アルミニウム合金。約43×25×7cm

祐成陽子  カーブキッチンバサミ
19-7802 75 ［税抜］¥3,500
料理研究家・クッキングスクール校長の祐成陽子氏が
考えたキッチンバサミ。ギザ刃なので切る食材を逃が
しません。素材：ステンレススチール。約23×10×1cm
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ヤナギ  ソウリ

ステンレスケトル つや消し２.５ℓ
20-5154 86 ［税抜］¥10,000
握った感触が使い易いハンドル形状など、あらゆる
面でこだわったやかん。満水2.5ℓ。
W24×D19 ×H20cm（把手含）。IH可。

ステンレスボールセット　
19、23、27cm  3pcs
20-5152 86 ［税抜］¥9,300
18-8ステンレスを使用し丈夫で清潔。23cmはミキ
シングしやすい様に深めの曲線、27cmは洗い桶にも
使える大きさ。

パンチングストレーナー
16、19、23、27cm  4pcs
20-5274 86 ［税抜］¥11,600
丈夫で清潔なオールステンレス製。継ぎ目のない
一体成形。その個性的なフォルムとも相まって、ずっ
と使いたくなる逸品。

ファイバーライン
鉄フライパン 18cm ふた付
20-6273 86 ［税抜］¥3,500
金属の表面に繊維状の凹凸を浮き立たせた特殊加
工が、食材とランダムな点で接触し焦げにくくさびに
くい。約34×22 ×7cm。IH可。

ステンレス  片手鍋  つや消し18cm 
20-7205 86 ［税抜］¥6,500
ふたを回転させ隙間を加減できます。隙間を大きく
して吹きこぼれを防いだり、ふたで押さえて湯切り
できます。満水2.0ℓ。約35×22×12cm。IH不可。

ステンレス  片手鍋  つや消し 22cm 
20-7664 86 ［税抜］¥8,000
ふたを回転させ隙間を加減できます。隙間を大きく
して吹きこぼれを防いだり、ふたで押さえて湯切り
できます。満水2.5ℓ。約42×26×13cm。IH不可。
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輪島キリモト
あすなろのBENTO-BAKO
21-7184 90 ［税抜］¥10,000
輪島漆器素地の木材を活かしたデザインは、手工芸
のデザインをする大治将典氏。“あすなろ”の香りに含
まれるヒノチオールは殺菌作用もあります。職人の
技術と木の美しさを感じられます。約21×9×6cm

naft 雫影（しずか）   すいれん・消炭色
21-7665 80 ［税抜］¥4,500
雫影は、日本庭園のような水紋が浮かぶ小さな水
盤です。水を上面に入れて、まるで池のような楽し
み方ができます。本体はアルミ製で、見た目より軽
く、丈夫です。約15×15×6cm

21-7200 21-7201

ナガエ

naft sprinkle コートフック ブラック
21-7200 80   S ［税抜］¥3,600
21-7201 80  M ［税抜］¥4,000
自然現象のランダムな様子をモチーフとし、何も掛
けていない時も壁面を飾るオブジェの様。照明が
当たりランダムに伸びる影も美しい。素材：ブロンズ。
21-7200  約10×9×5cm　21-7201  約15×9×6cm

naft   さかさ富士  青富士
21-7529 80 ［税抜］¥4,800
水面に富士山が映り込む小さな水盤。季節の花や枝
を活けると、富士山のダイナミックな風景を凝縮した
ような世界が生まれます。約15×13×8cm

naft  Section 傘立て ブラック
21-7202 80 ［税抜］¥5,000
アルミ鋳物の質感、素材感を生かした傘立て。玄関
先など小スペースな場所に。傘5本立て。素材：アル
ミ、約15×15×11cm

輪島キリモト
あすなろの蓋付きティッシュケース
21-7666 90 ［税抜］¥20,000
輪島の地元材ヒノキアスナロを使用。蓋を片手で
両側から開閉でき、衛生的に保つだけでなく、空間
を美しく見せてくれます。デザインは大治将典氏。
約15×26×11cm。素材：ヒノキアスナロ、ガラス塗料。

・・

・・

21



ハセガワ

lucano  ワンステップ  踏台
22-6829 79 ブラック ［税抜］¥8,000
ちょっとした高いところのものを取るのに便利な
天板高約24cm。キッチン、玄関、お子様の補助台、
ディスプレイツールとして！ アルミ合金製。使用時：
W39×D33×H24cm。最大使用重量100kg

lucano  ワンステップ  踏台
22-6830 79 ホワイト ［税抜］¥8,000
ちょっとした高いところのものを取るのに便利な
天板高約24cm。キッチン、玄関、お子様の補助台、
ディスプレイツールとして！ アルミ合金製。使用時：
W39×D33×H24cm。最大使用重量100kg

lucano  ツーステップ  踏台
22-6832 79 ホワイト ［税抜］¥12,000
折りたたんでも自立する機能で使わないときも美し
い。ワンタッチバーにより簡単に折りたたみが可能
に。アルミ合金製。使用時：W48×D57×H56cm。
最大使用重量100kg

lucano  ツーステップ  踏台
22-6831 79 ブラック ［税抜］¥12,000
折りたたんでも自立する機能で使わないときも美し
い。ワンタッチバーにより簡単に折りたたみが可能
に。アルミ合金製。使用時：W48×D57×H56cm。
最大使用重量100kg

lucano  ツーステップ  踏台
22-6833 79 レッド ［税抜］¥12,000
折りたたんでも自立する機能で使わないときも美し
い。ワンタッチバーにより簡単に折りたたみが可能
に。アルミ合金製。使用時：W48×D57×H56cm。
最大使用重量100kg

HANDLE STEP ハンドルステップ 
22-7204 79 ホワイト ［税抜］¥16,000
片手ハンドル付きで上がりやすい、ユニバーサルデ
ザイン踏台。アルミ製なので3.3kgと軽量。最大使
用 重 量100kg。 天 板 高さ58cm、W43×D58cm、
収納時：W43×D8×H111cm
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窓用バキュームクリーナー  WV 50 PLUS
23-7828 97 ［税抜］¥8,480
水ダレや拭きあとを残さず、汚れや洗剤をしっかり吸
引。窓掃除の際には、洗剤を吹きかけてワイプパッド
でのばし、汚れを浮き立たせます。充電式（コードレ
ス）なので、思い立ったらすぐ使えます。 1回の充電で
およそ20分間の連続使用が可能。約13×28×36cm

高圧洗浄機   K2 クラシック
23-7829 97 ［税抜］¥11,980
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

高圧洗浄機  K2 クラシックカーキット
23-7830 97 ［税抜］¥13,980
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   K2
23-7831 97 ［税抜］¥17,980
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高
圧洗浄機です。バリオスプレーランスとサイクロン
ジェットノズルの2 つのノズルがセットされているの
で、どんな汚れも効果的に落とせます。約24×28×
78cm。※水道ホースは付属しておりません。

スチームクリーナー  SC1クラシック
23-7832 97 ［税抜］¥19,980
驚くほどコンパクト。ヒートアップタイムは約3分と短
いので、いつでも思い立った時に手軽にスチーム掃除
できます。本格的なボイラー式なので、約100°の高
温スチームを高圧噴射し、汚れをしっかり落として除
菌もできます。約32×13×19cm

高圧洗浄機   K2 ホームキット
23-7833 97 ［税抜］¥22,980
持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスと
サイクロンジェットノズルの2 つのノズルで、どんな汚
れも効果的に落とせます。テラスクリーナーが水ハネ
を防ぎ、床面を効率よく洗浄。洗浄剤付。
約24×28×78cm  ※水道ホースは付属しておりません。

ケルヒャー
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ビクトリノックス

ベルサイユ
24-7248 80 ネイビー ［税抜］¥27,000
軽量で強度の高いナイロン素材「DURATECH™｣ を
採用。フロントポケット内はオーガニゼーショナル・
パネルで、ポータブル電子機器も整理して収納可能。
15 インチPC 専用ポケットを装備。約41×30×8cm

ラート
24-7623 80 ［税抜］¥38,000
17"PC, 10"タブレット用ポケット付。ラップトップ 
バックパック w/タブレット ポケット。リサイクルポリ
エステル。約34×46×18cm

スペクトラ グローバルキャリーオン
24-7624 80 ブラック ［税抜］¥48,000
スリム、超軽量で破裂耐性の高い100%純正のバイエ
ル社製ポリカーボネート素材を使用。短期滞在に最
適。日本の100席以上の国内線を含めたいていの国
際線機内持込サイズ規定に適合。約38×55×20cm

WT 20 デュアルキャスター
24-7625 80 ［税抜］¥56,000
外装に耐摩擦性に優れたバリスティックナイロンを、フ
レームには耐衝撃性のあるポリカーボネイトを使用。
ハンドルチューブは、前シリーズより約25%の軽量化を
実現。理想的に仕上がりました。約36×51×23cm

I.N.O.X.
24-7626 80 ［税抜］¥72,000
130もの過酷な状況下において、耐久性を保つよう標
準以上の強度テストを行ない、これまで以上に頑丈か
つ高い信頼性を誇るモデルです。脱着式バンパープロ
テクターが様々な衝撃を吸収する構造となっています。

クラシック SD
24-7618 78 レッド ［税抜］¥2,000
24-7619 78 ブラック ［税抜］¥2,000
必要最小限の7機能（スモールブレード、はさみ等）を
装備したベストセラー「クラシック」。軽くてコンパ
クトサイズのため、女性にも人気のミニツールです。

スイスカードライト T
24-7620 78 ［税抜］¥4,000

「レッドドット･デザイン アワード 2004」ベスト･オ
ブ･ベスト賞受賞。はさみ、ボールペン、レターオープ
ナー等の機能に加え、暗がりを照らすライト（LED）、
ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。

トラベラー
24-7621 78 レッド ［税抜］¥4,800
24-7622 78 ブラック ［税抜］¥4,800
大小ブレード（刃）、カン切り、せん抜き、コルク抜きな
ど、トラベルに必要な機能を備えた定評のあるはさみ
付きモデル。右利き、左利きでもOK、爪もカット可能。

24-7618

24-7622
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ジェントス  エクスプローラーランタン
25-7243 82 ［税抜］¥4,200
ヘッドカバーを外して吊り下げ可能。明るく目に優しい
光の暖色LED3灯搭載。単１電池 ×3本使用で長時間
の点灯可能。チップタイプ暖色 LED×3灯。点滅。イン
スタントオフスイッチ。防滴仕様。約φ8×19cm、817g 

レッドレンザー  TT
25-7710 80 ［税抜］¥7,000
グリップ表面には滑り止め加工。ツイストフォーカスと2段
階調光。転がり防止ロールプロテクション、ローバッテリー
機能付き。単4 アルカリ電池×3本使用。最大光束約280
ルーメン、最大照射距離約220m。約φ3×12cm、約132g

レッドレンザー  P7.2
25-7240 80 ［税抜］¥8,250
ベストセラー P7の第2世代モデル。スピードフォーカ
スと3段階調光。国際的なデザイン賞受賞。単4アル
カリ電池 ×4本使用。最大光束約320ルーメン、最長
照射距離約260m。約φ4×13cm、約175g

ジェントス   ヘッドライト
25-7707 82 ［税抜］¥3,480
防塵、防水性に優れたヘッドライト。工事現場、防災
用品としても使えます。最長照射距離約42m。最
大光束210ルーメン。約7×4×4cm、180g 

ジェントス  フラッシュライト
25-7708 80 ［税抜］¥3,480
防災用品、散歩、床下点検、警備巡回など誰でも簡単
に使えるLEDライト。最長照射距離約120m。最大光
束200ルーメン。約φ3×12cm、122g 

レッドレンザー  P4BM
25-7709 80 ［税抜］¥2,750
ポーチ、ストラップ、クリップ付属のペンライト。内
ポケットから簡単に取り出せるので携帯に便利。単
4 アルカリ電池 ×2本使用。最大光束約18ルーメン、
最長照射距離約25m。約φ1.5×15cm、約53g

レッドレンザー  H7.2
25-7711 80 ［税抜］¥7,700
IPX6の高い耐水性。3種類のライトプログラムと5種類
の照射モード。ヘッドの角度は調整可能。ソフトバンド
で長時間でも快適。単4 アルカリ電池 ×4本使用。最大
光束約250 ルーメン、最長照射距離約160m、約165g

ジェントス   ヘッドライト
25-7706 80 ［税抜］¥1,600
単3 × 1本で使える、シンプルヘッド。防災用品、レ
ジャー（山登り）にも。最長照射距離約36m。最大
光束50ルーメン。約7×3×5cm、55g 

レッドレンザージェントス
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DENON
ポータブル bluetooth スピーカー
26-7333 97 ブラック ［税抜］¥16,500
26-7334 97 ホワイト ［税抜］¥16,500
持ち運びやすいスティック・デザイン。水しぶきがか
かったり、濡れた手で触れても安心なIPX4相当の防
沫設計。連続再生時間：10時間、充電時間：2.5 時間、
ハンズフリー通話用マイク内蔵。約5×20×5cm

Ｂ＆Ｗ   ノイズ・アイソレーション
イン・イヤー・ヘッドフォン
26-7335 97 ブラック ［税抜］¥18,952
音質を高めた新設計のドライブ・ユニット。クッショ
ン性のあるセキュア・ループが広がり、耳の内側に
フィットすることでヘッドホンがしっかり固定されま
す。iPhone、iPod、iPad専用。

Ｂ＆Ｗ
ワイヤレスミュージックシステム
26-7712 97 ［税抜］¥90,000
5 つのドライブユニットは、個別に専用設計されたマニ
ア仕様のクラス Dアンプでドライブされます。150mm
のサブウーファーにはウルトラロングスローのボイスコ
イルを使用。DSPは2倍パワフルに。約19×66×18cm

DENON
CDレシーバーシステム
26-7713 97 ［税抜］¥60,600
テレビやデジタル機器を接続できる光デジタル音声入力を2
系統搭載。30 W + 30 W ハイパワーアンプ。約21×12×31cm。
自然な響きを再現するソフトドームツィーターを採用。12cm
口径のペーパーコーンウーハーを搭載。約15×24×23cm

DENON
ステレオヘッドホン
26-7714 97 ［税抜］¥40,000
40mm フリーエッジ・カーボン /ペーパーコンポジッ
ト振動板とネオジウムマグネットによる新開発ドライ
バー搭載。肌触りの良い人工皮革イヤーパッド＆ヘッ
ドバンド。折りたためるフォールド・イン機構を採用。

DENON ワイヤレス・ノイズキャンセ
リング・ステレオヘッドホン
26-7715 97 ［税抜］¥35,000
Bluetooth ワイヤレス機能 （Bluetooth Ver.4.0 デュ
アルモード）。高音質コーデックaptX Low Latency、
AAC対応。ハンズフリー通話対応。豊かな低音を実
現する40mm 専用ドライバー。

26-7334

バウワース & ウィルキンス
＋

デノン
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ブラウン  電卓
27-6916 80 ［税抜］¥6,000
道具として使用する為の意味をもつ配色、持ち運び
する時に重宝するケース、押しやすいように適度に
膨らみをもたせたボタン。1987年に発売した“あの”
名作を復刻。8桁。約14×8×2cm。113g

ブラウン  クロック
27-7331 80 ［税抜］¥5,200
デジタルクロック「DN50（1979年）」をベースにLCD
をはじめ高品質プラスチック、電波機能を搭載。もっ
ともコンパクトなサイズでトラベルにも最適なアラー
ムクロック。約6×6×2cm、65g。単4電池 ×1（別売）

アルネ・ヤコブセン　
Station 29cm
27-7716 80 ［税抜］¥41,000
デンマークの駅にこのデザインの時計が採用されたこと
から「STATION」と呼ばれ、シンプルなデザインとどん
な空間にも馴染むクロックになります。ムーブメント：日
本製クォーツ。ケース素材：アルミニウム。約φ29×6cm

アルネ・ヤコブセン　
Bankers 29cm
27-7717 80 ［税抜］¥38,000
現存する希少なオリジナルクロックを忠実に再現した
バンカーズクロック。ケースとの一体成型をした文字盤
が、独特の立体感を演出しています。ムーブメント：日本
製クォーツ。ケース素材：アルミニウム。約φ29×6cm

ベーリング
ソーラーウォッチ  男性用
27-7718 80 ［税抜］¥27,500
全世界共通のソーラー充電。北欧モダンの香るシンプルデ
ザイン。ソーラー充電はエネルギー残量が少ない事を教え
てくれるシグナルモーション機能を兼ね揃えます。ムーブメ
ント：日本製ソーラームーブメント。風防：サファイアガラス。

ベーリング
ソーラーウォッチ  女性用
27-7719 80 ［税抜］¥24,500
BERING初となる女性の為のソーラーモデル。ベスト
セラーとなったスカンジナヴィアンソーラーシリーズ
は、デザインと機能を両立しました。ムーブメント：日
本製ソーラームーブメント。風防：サファイアガラス。

ブラウンベーリングアルネ・ヤコブセン
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アイロボット

ルンバ  875
28-7775 103 ［税抜］¥74,000
高速応答プロセス iAdapt®は、高度な状況判断と、
理想的な清掃動作を同時に実現。考えながら行動
するルンバ独自のテクノロジーは、ボタンひとつ押す
だけ。まったく新しい吸引機構 AeroForce ®（エアロ
フォース）クリーニングシステムで吸引力5倍に。バー
チャルウォール機能付。
素材：ABS樹脂。最大幅約35×9cm

ルンバ  885
28-7774 103 ［税抜］¥84,000
購入後10 ヶ月後に無料フルメンテナンスを行う「アイ
ロボットケア ルンバ 885/875 バリュープラン」をご
用意。まったく新しい吸引機構 AeroForce ®（エアロ
フォース）クリーニングシステム。段差約2cmまで乗
り越えます。ダートディテクトモードで、ゴミの多い場
所をセンサーが感知。ルンバの進入を防ぐバーチャル
ウォールモード、複数の部屋を順番に清掃させるライ
トモードが選べるお部屋ナビ付き。素材：ABS樹脂。
最大幅約35×9cm

フラーバ  380j
28-7777 103 ［税抜］¥39,000
水拭き、から拭きの清掃モードで、ホコリや髪の毛は
もちろん、普段の掃除では取りきれない皮脂汚れや、
食べこぼしまで残さずキレイに。部屋全体を記憶し
ながら、家具の間でも隅々までキレイにします。さら
に、付属の「NorthStar ™キューブ」は、正確な位置
情報の把握し、いま部屋のどこを掃除しているか、次
にどこを掃除すればよいかを判断します。
素材：ABS樹脂。約24×22×8cm

ルンバ  654
28-7776 103 ［税抜］¥54,000
600 シリーズで初めて、「スケジュール機能」を搭載し
ました。3段階クリーニングシステムなど、ベーシック
な清掃機能を搭載したスタンダードモデル。料理中
のキッチンなど、ルンバに進入してほしくない場所に 
付属のバーチャルウォールで、清掃エリアを設定する
ことが可能です。
素材：ABS樹脂。最大幅約34×9cm

ルンバ  980
28-7773 103 ［税抜］¥125,000
本体に搭載したカメラと多彩なセンサーでルンバ自
身の位置を把握。隅々まで清掃します。一度に清掃
できる面積は112畳、清掃可能な部屋数に制限はあり

ません。さらにアプリを使えば、いつでもどこからで
もスマートフォンからルンバを操作できます。
素材：ABS樹脂。最大幅約35×9cm
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29-7780

29-7781

29-7782

レイコップ

レイコップ RS2
29-7780 103 ホワイト ［税抜］¥37,000
29-7781 103 ピンク ［税抜］¥37,000
29-7782 103 ブルー ［税抜］¥37,000
新機能「ふとんケアコントロール」搭載。ふとんブラ
シ、たたき、吸引力を寝具に合わせて最適に設定。敷
き布団、掛け布団、羽毛布団の3つのモードに切替可
能。さらに、レイコップ初の電源コードの巻取り方式
を採用し、収納台をセットにすることで収納しやすく
なりました。
素材：ABS。約38×43×17cm

レイコップ LITE 
29-7783 103 ホワイト ［税抜］¥19,800
29-7784 103 ベビーピンク ［税抜］¥19,800
29-7785 103 パステルブルー ［税抜］¥19,800
“UV・パワフルたたき・吸引 ”の「光クリーンメカニ
ズム」「水洗いダストボックス」「クリーン排気」の基
本性能を詰め込んだ軽量コンパクトモデル。ハウス
ダストを除去し、快適な睡眠環境を約束します。ダ
ストボックスで、ゴミがたまっていくのを確認ます。
ダストボックスは水洗いができて清潔・安心です。
素材：ABS/PP/POM。約30×35×15cm

レイコップ RP
29-7778 103 ホワイト ［税抜］¥55,370
29-7779 103 ブラック ［税抜］¥55,370

「光クリーンメカニズム」に加え、新たに開発された
「ドライエアブロー」機能で、ふとん内部の湿気を取り
除き、ダニが繁殖しにくい環境を作ります。徹底的に
キレイに、かつふかふかにしたい方におすすめです。
素材：ABS/PC/POM/PP。約36×49×17cm

29-7783

29-7784

29-7785

29-7779
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現在、世界72 ヶ国で販売されているダイソン製品は、その技術性やデザイン性が認められ、

ビクトリア＆アルバート博物館（ロンドン）、サンフランシスコ現代美術館、デザインミュージアム（チューリッヒ）、

ジョージュ・ポンピドー・センター（パリ）といった世界各国の美術館で展示されています。

除去。冬はヒーターとしてより早く、均一に部屋を
暖め、夏は扇風機として使えます。 転倒時自動停止
機能を搭載しています。また、お手入れが大変なカ
バーや羽根がありません。
約63×22×22cm、3.79kg

ハンディクリーナー  V6 トリガー
30-7677 99 ［税抜］¥34,800
最も多くのハウスダストを取り除く布団クリーナー。
部屋の空気よりもきれいな空気を排出します。ベッド

や布団の内部まで届くパワフルな吸引力を生み出し
ます。安定したパワー供給により、変わらない吸引
力が続きます。使用時間：通常モード 20分、充電時
間：3.5時間。約14×40×21cm、1.63kg

Pure Hot + Cool　HP01
30-8060 99 ホワイト/ シルバー ［税抜］¥68,800
30-8061 99 アイアン/ サテンブルー［税抜］¥68,800
空気を清浄しながら、暖かい風、涼しい風。他の空気
清浄機とは違い、微細なPM 0.1レベルまで99.95％

ダイソン
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コードレスクリーナー
フラフィ
31-7253 99 ［税抜］¥69,800
大きなゴミから小さなゴミまで最も多くのゴミを同
時に吸い取り、部屋の空気よりもきれいな空気を排
出します。ナイロンフェルトで覆われた全幅サイズの
ローラーに、静電気の発生を抑えるカーボンファイ
バーブラシを搭載した、ただひとつのクリーナーヘッ
ド。使用時間：通常モード 20分、充電時間：3.5時
間。約25×121×21cm、2.34kg

コードレスクリーナー
V6 モーターヘッド
31-7675 99 ［税抜］¥59,800
コード付き掃除機よりも多くのゴミを吸い取り、部
屋の空気よりもきれいな空気を排出します。 カーボ
ンファイバーブラシ搭載モーターヘッドがフローリ
ング上の微細なホコリを取り除き、カーペットからゴ
ミをかき出します。使用時間：通常モード 20分、充
電時間：3.5時間。約21×118×21cm、2.10kg

hot +cool　AM09
31-7256 99 アイアン/ サテンブルー［税抜］¥58,800
31-7678 99 ホワイト/ ニッケル ［税抜］¥58,800
冬はヒーターとしてより早く、均一に部屋を暖め、夏
は扇風機として使えます。新たなフォーカスモード
は、パワフルな風を遠くまで届けます。暖まるため
にファンヒーターに近寄る必要はありません。 露出
した発熱体が無く、ヒーター特有のにおいが発生し
ません。約59×20 ×20cm、2.68kg
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カドー  空気清浄機   MP-C20U
32-7811 100 シルバー ［税抜］¥18,500
車内など、小スペース用のコンパクトモデルです。独自のセ
ルフクリーニングテクノロジー搭載。フィルターに吸着した
汚れや菌を分解し、確実に除去。クルマの中でも使用可能な
シガーソケット電源標準装備。素材：アルミ。約φ7×18cm

エレクトロラックス
エルゴラピード・リチウム18V
32-7812 97 タングステン ［税抜］¥43,800
スティックとハンディの2in1クリーナー。最長45分
間の連続運転で、コードレスティックでトップクラス
の吸引力。布団ノズルやホースなど、付属品も充実し
たモデル。素材：ABS樹脂。約26×15×107cm

カドー  空気清浄機   AP-C200
32-7808 100 ブラック ［税抜］¥49,000
活性炭フィルター標準搭載。セルフクリーニング機能で長
寿命化。独自の二層構造「フォトクレアシステム光触媒活性
炭」と「銀イオン抗菌 HEPAタイプフィルター」が脱臭・集じん・
除菌します。素材：板金 +プラスチック。約24×24×65cm

カドー  空気清浄機   AP-C110
32-7809 100 ゴールド ［税抜］¥43,000
独自のセルフクリーニングテクノロジー搭載。フィルターに
吸着した汚れや菌を分解し、確実に除去。ニオイセンサーを
搭載し、風量を自動コントロール。適応床面積：〜20m2（12
畳）素材：アルミ+プラスチック。約24×24×31cm

カドー 加湿器  HM-C610S
32-7810 100 ホワイト ［税抜］¥42,500
日本家屋の平均的な天井の高さ2.4mを元に設計。天井付
近から部屋全体を効率よく加湿。カートリッジにイオン交
換樹脂を搭載。カルキを除去し白い粉の発生を抑制。素材：
ABS樹脂 /アクリル /アルミ /ステンレス。約φ27×86cm

エレクトロラックス
エルゴラピード・リチウム14.4V
32-7813 97 ダークボルドー ［税抜］¥33,800
最大30分の連続運転で、家中すみずみまでお掃除で
きる、2in1コードレススティッククリーナー。掃除の流
れを妨げない自立式。自在に曲がるヘッドでスムーズ
な操作が可能に。素材：ABS樹脂。約26×15×107cm

エレクトロラックス
ラピード・リチウム  ウェットアンドドライ
32-7814 101 ［税抜］¥15,800
清潔に保ちたい食卓や、車の中まで気軽に掃除。さら
に水回りなど、濡れた場所でもしっかり吸引が可能。
パワフルで充電時間が短いリチウムイオン電池を搭
載。素材：ABS樹脂。約41×14×12cｍ

エレクトロラックス
ラピード  ウェットアンドドライ
32-7815 101 ［税抜］¥6,980
吸込み口の下にフロントホイール（ミニタイヤ）を搭載。
滑らかな動きで手首への負担が軽減され、家具を傷つ
けにくくなりました。キッチンなどでも威力を発揮する
乾湿両用タイプ。素材：ABS樹脂。約41×14×12cm

カドー エレクトロラックス
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ルルド  マッサージロールクッション
33-7819 80 アイボリー ［税抜］¥12,000
スイッチを押すだけの簡単スタート。10分でストップ！安心
のタイマー付。洗濯できるカバーで清潔。左右のもみ玉に
モーターを搭載することで、パワフルな揉みごこちを実現。
フリークリップ構造でもみ強弱、もみ幅が調整できます。

アウル  ベーシック
33-7820 98 ベージュ ［税抜］¥13,000
エクスジェルとアウル（ふくろう）デザインの効果で、お尻（坐骨）にか
かる圧力を効果的に分散し、長時間の正しい姿勢をサポート。フラッ
トタイプで優れた体圧分散性。坐骨の痛みが気になる方におすすめ。
素材：クロロブレンゴム・ナイロン 100%。約40×40×（厚み）4cm

ルルド バスピロー
33-7816 78 ［税抜］¥4,280
振動するバスピローにもたれると、１日の疲れもリフレッ
シュ。乾きやすく、清潔でお手入れ簡単。10分間のタイマー
付き。8種類の動きの２モードからお選び頂けます。単３電
池４本使用。本体カバー：ポリエステル。約29×7×25cm

ルルド めめホットチャージ
33-7817 78 ピンク ［税抜］¥7,500
空気中の水分を吸収しやすい生地を使用。心地よい暖かさ
と潤いが目の周りを包み込み、疲れを癒やします。電池式
だから携帯できて便利。約10分で自動停止の安心・安全設
計です。充電式電池に対応していて経済的。約20×9×2cm

たび・ざぶ L
33-7818 98 ブラック ［税抜］¥8,500
乗り物に長時間座っていると腰やお尻が痛くなる、という方
に。坐骨部周辺に内蔵されたエクスジェルが乗り物の振動
や衝撃を吸収し、身体のずれに対してもエクスジェルが追
随するため、負担が軽減されます。4 つ折りすればバッグに
も入る大きさです。約20×22×8cm（折りたたみ時）

アウル  FIT
33-7821 98 ブラック ［税抜］¥18,000
骨盤に優しくフィット。優れた体圧分散性と骨盤を支える立
体形状。骨盤を立てて良い姿勢を保ちます。座骨部周辺のエ
クスジェルでお尻や腰の負担を和らげ、姿勢を整えます。素
材：クロロブレンゴム・ナイロン100％。約40×40×2〜5cm

マッサージャー  MD-8610
33-7822 98 グレー ［税抜］¥22,800
肩周辺のコリをぎゅーとつかむ、「つかみもみマッサー
ジャー」。「もみたたき」機能も追加！持ち運びや収納に便
利だからどこでも気軽にマッサージ。素材：合成皮革､ポ
リエステル。背部：約44×76×18cm、座面：約36×29cm

アウル  FIT  プルミエ
33-7823 98 オリーブ ［税抜］¥30,000
エクスジェルは優れた体圧分散性を有し、ウレタンフォーム
の5倍〜 10倍の衝撃吸収で、お尻にかかる圧力（痛み）を分
散します。特徴的なふくろう形状は、座っている時に負担に
感じる坐骨、尾骨への圧力を分散します。約40×40×6cm

スライヴルルド
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サーキュレーター   Z310
34-7703 97 ブラウン ［税抜］¥7,400
扇風機としても使用できます。微風・弱・中・強の4段
階切替。タイマー設定可能（OFF：1･2･4 ON：2･4･6
時間）。上下、左右の同時首振り可能。フルリモコン対
応。素材：ABS、PP、スチール。約31×25×24cm

リビングファン   Z710
34-7704 97 ブラウン ［税抜］¥7,400
女性に優しい「収納便利」「持ち運び便利」なサイズ
感。伸長時は727ｍｍの高さに。時間とともに風量を
減らす「SLEEP運転」。微風・弱・中・強の4段風量切
替。素材：ABS、PP、AS、スチール。約62×34×29cm

遠赤外線ストーブ   Y010
34-7705 97 ブラウン ［税抜］¥4,500
熱効果が大きく、体に浸透しやすい遠赤外線タイプ。
強弱切替。消費電力： 強800W / 弱400W。ロータリー
スイッチで簡単操作。コード長：約1.7m。温度ヒュー
ズ、転倒時 OFF機能付き。約31×33×17cm

プラスマイナスゼロ

コードレスクリーナー Ver.2 A020
34-7699 97 クリアホワイト ［税抜］¥22,000
34-7700 97 クリアブラウン ［税抜］¥22,000
2000mAｈから2500mAhへ容量拡大。通常：約70
分 /強：約30分 /ハイパワー：約20分と長時間化を実現。
超光沢クリアー塗装。本体：ABS。約100×20×14cm

コードレスクリーナー  Y010
34-7352 97 ライトグリーン ［税抜］¥18,000
34-7701 97 ブルー ［税抜］¥18,000
重さわずか1.3kg。標準で約57分の連続運転。リチウムイ
オンバッテリー、寿命の長いDCブラシレスモーター採用。
3段階運転。スタンド付属。約100×20×14cm（最大時）

DECT コードレス電話機   Z040
34-7702 97 グリーングレー ［税抜］¥12,800
DECT方式により他の電波干渉を受けにくいクリアな通話
品質。子機を最大5機まで増設可能（別売）。留守番電話機
能（最大59件/最大約12分）。素材：ABS、PS（スチロール）、
アクリル。親機：約12×10×5cm、子機：約18×5×3cm

34-7700 34-7701
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クニルプス

T.320 ラージ デュオマティック  セーフティー
35-7888 83 ブラック ［税抜］¥7,800
35-7889 83 ピンストライプブラック ［税抜］¥7,800
スチールシャフトにより高い耐久性。ファスナー付き
収納袋で出し入れが簡単。収納時：約φ6×30cm、
使用時：約φ105（8本骨）×59cm/親骨58cm、約520g

NIMBUS
35-7890 83 ブラック ［税抜］¥7,000
35-7891 83 ブラウン ［税抜］¥7,000
Fiber T2 Duomaticを基に作られたプレミアムコレクション。オ
リジナルのモノグラム柄で落ち着いたデザイン。収納時：約φ5
×28cm、使用時：約φ95（8本骨）×55cm/親骨54cm、約360g

T.200 ミディアムデュオマティック
35-7892 83 チェックグレー ［税抜］¥7,000
35-7893 83 マットクロス ［税抜］¥7,000
ワンタッチ開閉式。ファスナー付き収納袋で出し入れが
簡単。収納時：約φ6×28cm、使用時：約φ98（8本骨）
×56cm/親骨53cm、約320g

フラット  デュオマティック
35-7894 83 ソリッドブルー ［税抜］¥5,500
35-7895 83 レシィフェピンク ［税抜］¥5,500
ワンタッチ開閉式。ファスナー付き収納袋で出し入
れが簡単。収納時：約6×4×26.5cm、使用時：約φ
94（6本骨）×54cm/親骨53cm、約265g

Ｘ１
35-7896 83 ウッドランド カモフラージュ［税抜］¥5,800
35-7897 83 エアプレーン ［税抜］¥5,800
グラスファイバーを使用して軽量かつ柔軟性があり、コンパ
クトでも広げれば直径94cmに。収納時：約φ6×17.5cm、
使用時：約φ94（8本骨）×51cm/親骨52cm、約230g

トラベル
35-7898 83 ネイビー ［税抜］¥4,800
35-7899 83 フレークブルー ［税抜］¥4,800
クニルプスのテクノロジーを、このライトスリムな1本に詰め
込んだ『Travel』。クニルプス最小・最軽量。収納時：6×4×
17cm、使用時：φ93（6本骨）×53cm/親骨52cm、約195g

35-789035-7888

35-789435-7893

35-789835-7897

35-789935-7896

35-789535-7892

35-789135-7889
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カラフルギア
36-6896 90 ［税抜］¥3,600
ブロックを組立てて、そこに歯車となるギア同士を
噛み合わせるようにはめましょう。ギアを上手く噛み
合わせると、１つのギアを動かすだけで、全てのギア
が連動し動きだします。31×29×9cm。3歳頃〜

マグフォーマー 90
36-7674 90 ［税抜］¥18,000
マグ・フォーマーは幾何学形を磁石でつなげるブロッ
ク。シリーズ最大セットに含まれるパーツは、基本的
な形のすべてとカーブを描くものの全13種類！
箱：約33×58× 6cm。素材：ABS、マグネット

クアドリラ・ツイスト＆レールセット
36-6899 90 ［税抜］¥14,000
何種類ものレーンやキューブには、しかけがいっぱい。
組み立て方によって、ビー玉のスピードや方向が変わ
り、クルクル回って落ちる様子から、目が離せません。
ポリプロピレン、木、ガラス。34×54×14cm。4歳頃〜

キッチンセンター
36-6895 90 ［税抜］¥13,500
シンプルなつくりで世界中の子ども部屋に合う様に
デザインされました。お料理に必要なお鍋、フライパ
ン、調味料入れ等がセットになっています。ポリエチ
レン、ポリプロピレン。33×72×48cm。1歳半頃〜

BOSCH  サービスステーション
36-7672 90 ［税抜］¥6,300
気分はまるで整備士！バラバラのパーツから、サー
ビスステーションを組み立てる、洗車やタイヤ交換
をするなど、整備士さんのごっこ遊びを存分に楽し
むことができます。箱：約39×29×12cm

カラコロツリー L
36-7673 90 ［税抜］¥10,000
カラーグラデーションが音のグラデーションにもなっ
ている木製のオブジェ。ビー玉が落ちるたびに、カラ
コロと木のやさしい響きが聞こえます。繰り返し遊び
たくなる遊具です。素材：かえで。約72×25×25cm
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エド・インター   賢人パズル
37-7834 86 ［税抜］¥2,300
カラフルな7つのブロックで木製プレートの上に立方体
を組み立てます。完成時の満足感が遊ぶ意欲を引出し、
忍耐力と集中力を養います。56種類の作品例を掲載し
たテキストッブック付き。完成時：約9×9×9cm

カイ・ボイスン  デンマーク
アルファベットブロック
37-7268 86 ［税抜］¥16,000
1950年代に学校の為にデザインされたアルファベッ
ト・ブロック。2種類のブロックを使って、子供と一
緒に文字遊びを楽しんでいただけます。箱サイズ：
約10×27×11cm

エド・インター   
ふわふわファームハウス
37-7838 86 ［税抜］¥3,800
ストーリーを考えてごっこあそびをしたり、動物たちは
パペットにもなるので、想像が広がります。布の手ざ
わりは安心感を与え、情緒を豊かに育みます。お家の
中に全てのパーツを収納できます。約30×17×17cm

カイ・ボイスン  デンマーク
ガラガラ
37-7837 86 ［税抜］¥3,000
小さな手にぎゅっと握りしめられたガラガラは、未来
へ羽ばたく赤ちゃんに未知なる想像力を、というカイ・
ボイスンの思いが込められています。赤ちゃんへの
最初のプレゼントに。オーク材。約φ8cm

エド・インター   脳活キューブ
37-7835 86 ［税抜］¥2,900
平面140問＋立体１０種類の作品例を収録したテキス
トブックを参考にキューブを自由に組み合わせる模様
合わせパズル。レベルが高くになるにつれ、使用する
キューブは増えていきます。トレー：約19×19×2cm

エド・インター   育脳タワー
37-7836 86 ［税抜］¥3,000
問題は74問、レベルは3段階。テキストブックのヒント
を元に、タワーにぴったりおさまるよう、ブロックを積
み上げるパズルです。夢中になって遊ぶうちに脳が
活性化されていきます。タワー：約5×5×20cm
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ココスツィーゲル
38-5848 108 12   枚入 ［税抜］¥1,500
38-5527 108 16   枚入 ［税抜］¥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。

38-6723

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。

38-5527

ソリッドチョコ  ミント
38-7467 108 17   枚入 ［税抜］¥1,800
チョコレートと相性のよいミントの香りは、大人の
味の一品です。85g

オレンジピールチョコレート
38-7468 108 16   本入 ［税抜］¥2,000
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。

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。

デメル

デメルセレクション
38-6722 108 ［税抜］¥3,000
38-6723 108 ［税抜］¥5,000
上品な焼菓子と風味豊かなクッキーなどが楽しめます。
38-6722  カイザークーヘン、ココスツィーゲル ×4、

サワースティック×12 、クライネクーヘン
（フィグ、ピスタチオ × 各2）

38-6723  ココスツィーゲル×8、サワースティック×
12 、クライネクーヘン（フィグ、ピスタチオ
× 各3）、クッキー詰合せ140g

ソリッドチョコ  詰合せ
38-7724 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。

チョコバンブー
38-7725 108 12   本入 ［税抜］¥2,000
ヘーゼルナッツの入ったシナモン風味のクッキー
生地を、スウィートチョコレートでコーティングしま
した。竹をモチーフにしたクッキータイプのチョコ
レートです。

38



39-6208

菓子詰合せ
39-6209 105 30個入 ［税抜］¥3,000
39-6210 105 46 個入 ［税抜］¥5,000
資生堂パーラーの人気商品ベスト３を詰合せ。
39-6209 チーズケーキ ×4、ラ・ガナシュ ×14、ビス

キュイ ×12
39-6210 チーズケーキ × 8、ラ・ガナシュ ×14、ビス

キュイ ×24

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

ラ・ガナシュ
39-7290 105 21個入 ［税抜］¥1,650
39-7291 105 28 個入 ［税抜］¥2,200
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。
39-7290  ノワール × 12、ブラン × 9
39-7291  ノワール × 16、ブラン × 12

ショコラヴィオン
39-6207 105 15個入 ［税抜］¥1,000
39-6208 105 30個入 ［税抜］¥2,000
ベルギー産チョコレートにプラリネや砕いたフイユ
ティーヌ、クッキーなどを練り込んだ、さくさくとし
た食感のお菓子。ほろ苦いノワール、甘酸っぱさがこ
ぼれるフレーズの２種を詰め合せです。
39-6207  ノワール × 9、フレーズ × 6
39-6208  ノワール ×18、フレーズ ×12

※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。

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。

資生堂パーラー

ビスキュイ
39-7726 105 20枚入 ［税抜］¥1,500
39-7727 105 30枚入 ［税抜］¥2,000
それぞれにふさわしい素材を吟味して焼き上げました。
39-7726  ショコラ ×4、キャラメル ×3、カネル ×3、

アマンド ×3、ヴァニーユ ×3、シュクレ ×4
39-7727  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

39-7727

39-7291

花椿ビスケット
39-7728 105 24個入 ［税抜］¥1,500
39-7729 105 48 個入 ［税抜］¥2,500
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。

39-7728

チーズケーキ
39-7730 105 9個入 ［税抜］¥2,500
39-7731 105 15個入 ［税抜］¥4,100
銀座で生まれ育ったチーズケーキ。北海道産の小
麦粉を使った香ばしいビスキュイ生地で、デンマー
ク産のクリームチーズを包み込んで焼き上げました。
口の中でなめらかにほどける、チーズよりチーズらし
い、このうえなく濃厚で贅沢なチーズケーキです。

39-7729

39-7731 39-6210
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日々旬感アイス詰合せ
40-5524 108 ［税抜］¥5,000
パティスリー キハチのアイスは、なめらかな口どけ
で口の中いっぱいに広がる幸せな味わい。黒胡麻
はちみつ・たまご味カスタード・お煎茶とカスタード・
いちごと牛乳・オレンジマンゴー・ブルーベリーとク
リームチーズ各120㎖ ×12個

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¥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。

焼菓子詰合せ ８種 20 個入
40-7300 108 ［税抜］¥3,000
美味しさの基本は、小麦粉やバターなどの素材選び。パティ
スリー キハチ定番の焼菓子は、香り高い豊かな味わいに焼
きあげています。バームクーヘン（プレーン・ショコラ）×各3、
フィナンシェ・はちみつマドレーヌ・ケークアングレ・ビスキュ
イサンド ×各1、黒胡麻と黒糖クッキー・バニラクッキー ×各5

むかしバームクーヘン S
40-4904 108 ［税抜］¥1,000
パティスリー キハチのバームクーヘンは”しっとり焼
き”。絶妙なタイミングで弾力のある生地に仕上げ
ています。

キハチ ＢＯＸ M
40-5783 108 ［税抜］¥1,500
人気の焼菓子をバラエティ豊かに詰合せました。定
番の美味しさをお楽しみください。バームクーヘン
プレーン、バームクーヘンショコラ、フィナンシェ、は
ちみつマドレーヌ ×各1個、バニラクッキー 5枚

バームクーヘン 8 個入
40-7631 108 ［税抜］¥2,000
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（プレーン・ショコラ）×各4個

焼菓子詰合せ 5 種 9 個入
40-7632 108 ［税抜］¥2,000
美味しさの基本は、小麦粉やバターなどの素材選び。
パティスリー キハチ定番の焼菓子は、香り高い豊か
な味わいに焼きあげています。バームクーヘンプレー
ン ×2、バームクーヘンショコラ ×1、フィナンシェ、は
ちみつマドレーヌ、ビスキュイサンド ×各2個

パティスリー キハチの洋菓子には、磨かれたパティシエの技が生きています。
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
ひとつひとつ丁寧に仕上げています。

パティスリー キハチ
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創業明治27年。高級贈答品の代名詞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。

銀座千疋屋

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。

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

銀座サンドケーキ
41-7079 99 10本 ［税抜］¥2,500
３種の香り豊かなフルーツコンフィチュールをしっと
り柔らかい３種の生地でサンドしました。
マンゴー、ストロベリー×各4、ラズベリー×2

銀座ひとくちフルーツゼリー
41-7789 99 本 ［税抜］¥2,500
国産フルーツ果汁で上品な甘さのひとくちゼリー。長
野県産グレープ・青森県産アップル・国産温州みかん・
瀬戸内産レモン・国産ピーチ・国産いちご×各8

銀座ゼリーＢ
41-7790 108 1 ［税抜］¥3,000
厳選したフルーツの果肉を使用して作り上げました。
マンゴー、キウイ、ブルーベリー ×各2、さくらんぼ、グ
レープフルーツ、ラ・フランス ×各1

銀座ガトーセレクションＢ
41-7791 108 10本 ［税抜］¥3,000
果実を贅沢に加えたクッキー、フロランタンなど７種
の焼菓子の詰合せ。ストロベリークッキー ×3、レーズ
ンクッキー、ピスタチオクッキー、アップルティークッ
キー、フルーツフロランタン、バナナブラウニー ×各2、
ミルクチョココルネット ×3

銀座プレミアムアイス
41-7792 108 1 ［税抜］¥5,000
銀座千疋屋が厳選した、香り高く芳醇な味わいの果
汁を濃厚なクリームと合せました。カスタードバニラ・
とちおとめ・マスカット・ピーチ・ブルーベリーチーズ 
各120㎖ ×2

銀座フルーツジュレ
41-7793 108 10本 ［税抜］¥5,000
フルーツの美味しさをギュッと閉じ込めた、果肉入り
のゼリーと彩りが美しい２層のゼリーの組み合せ。マ
ンゴー＆パッション、ピーチ＆グレープフルーツ各130
ｇ×3、シトラスミックス、アップル＆オレンジ、トマト
各130ｇ ×2
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新しい文明を柔軟に受け入れてきた横浜の良さを知り、
その土地の風土・人・街の影響を存分に感じ取り創り上げる、霧笛楼「横濱フレンチ」。
どこか懐かしい古き良き横濱の薫りと時代を感じる横濱のフレンチレストラン。 

霧笛楼

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。

横濱　瓦
42-7543 105 6個入 ［税抜］¥1,300
横濱元町発祥の　瓦に見立てた自慢のベストセラー。
焼き立てチョコレートケーキにクルミソースを染み込
ませておいしさの層を実現。リンゴとブランデーがほ
のかに香る、しっとりとしたチョコレートケーキです。

ギフトセット A
42-7545 105 ［税抜］¥2,500
霧笛楼の人気菓子「横濱　瓦」「横濱白　瓦」「横濱
仏蘭西瓦」に加えて6種類の焼菓子の入ったギフト
セットです。

フレンチカレー
42-7547 105 4個入 ［税抜］¥3,300
西洋料理発祥の地、横濱。カレーライスもここ横浜
で生まれました。ライスの周りにセットのポタージュ
スープを回しかけてカレールーと一緒に召し上がっ
ていただく新感覚のオリジナルフレンチカレーです。

ギフトセット B
42-7546 105 ［税抜］¥3,000
霧笛楼の人気菓子「横濱　瓦」「横濱仏蘭西瓦」に
加えてプリン、マロンデセール、フロマージュのムー
ス 3種を詰合わせたギフトセットです。

横濱　瓦
42-7544 105 8個入 ［税抜］¥1,700
横濱元町発祥の　瓦に見立てた自慢のベストセラー。
焼き立てチョコレートケーキにクルミソースを染み込
ませておいしさの層を実現。リンゴとブランデーがほ
のかに香る、しっとりとしたチョコレートケーキです。

横濱仏蘭西瓦
42-7751 105 6枚入 ［税抜］¥1,300
砂糖や水あめを煮詰めることで引き出される深いコ
クと、香ばしいアーモンドの食感が人気のキャラメル
菓子。アルフレッド・ジェラールが日本で初めて製造し
たと言われる西洋瓦（フランス瓦）がモチーフです。
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ファンシーチョコレート
43-3783 105 80個入 ［税抜］¥3,000
小さな一粒から広がる、奥深いチョコレートの世界
をお楽しみください｡
6月から9月中旬までは､クール便でお届けします。

厳選された最高の素材と製法にこだわった本物の味わい。
バラエティー豊かなバリエーションで見た目も楽しいギフトセットの数々です。
美味しさの花咲くティータイムを演出します。

メリーチョコレートカムパニー

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

ル  ボヌール
43-7303 105 20枚入本 ［税抜］¥1,500
ソフトな口あたりのバラエティ豊かなおいしさは、ル 
ボヌール「幸せ」の名にふさわしい、温かな気持ちが
込められています。

チョコレートミックス  286g
43-7940 105 1 ［税抜］¥2,000
赤いチェックのパッケージに、彩り鮮やかなチョコ
レートのお菓子が勢揃い。バラエティ豊かなチョコ
レートを楽しむギフトです。約17×22×7cm。
6月から9月中旬までは､クール便でお届けします。

マロングラッセ
43-7941 105 13個入本 ［税抜］¥3,000
艶やかな姿と上品な甘さが特徴のマロングラッセ。イ
タリア産の栗を糖蜜に漬け込み、しっとりやわらかに
仕上げました。芳醇なブランディの香りと深い味わ
いは大人のおもてなしです。約18×27×3cm

※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。

富士山ミニチュア
クランチチョコレート
43-7301 105 16個入 ［税抜］¥1,000
標高3,776 メートルの富士山の約18万分の1 サイズ
のかわいいクランチチョコレート。頂上には雪をイ
メージしてホワイトチョコレートをあしらいました。
6月から9月中旬までは､クール便でお届けします。

プレーンチョコレート1kg
御徳用パック
43-6691 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190粒。チョコレート工場
から直配いたします。小分け袋3枚つきます。
6月から9月中旬までは､クール便でお届けします。

想いを贈る

43



京割烹店「祇園さゝ 木」は、2010年から7年連続ミシュランガイドで二つ星を獲得。
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。
板前の手元を目の当たりにしながら食事を楽しむ時間はまるで劇場のようにと人気です。
※ミシュランガイドで 2 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。

さゝ木

パウンドケーキ 3 種
44-7839 108 ［税抜］¥3,000
3種類のパウンドケーキのセット。宇治抹茶を使用した
生地に北海道のあずきを混ぜ込んだ上品な甘さの抹茶
味、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じっくり味わえ
るプレーン。しっとり、ふんわりとした焼き上がりが自慢
です。抹茶あずき・プレーン・大納言あずき  各240g ×1

すき焼きセット
44-7843 100 ［税抜］¥10,000
芳醇な香りのシェリー酒を使用したこだわりの割下
と、柔らかな肉質が自慢の黒毛和牛のすき焼きセッ
トをお届けします。国産黒毛和牛（もも肉300g・肩
ロース肉200g）計500g、割下360㎖（濃縮3倍タイ
プ）

すき焼き風包み蒸し
44-7841 105 ［税抜］¥5,000
国産黒毛和牛に玉ねぎやゴボウなどの具材を合わ
せ、芳醇な香りのシェリー酒を使用した、こだわりの
割下で上品に仕上げた「牛すき焼き風包み蒸し」。お
好みで溶き卵につけてお召し上がりください。すき焼
き風包み蒸し135g×４（具材：黒毛和牛もも肉、長ネギ、
しいたけ、玉ねぎ、ゴボウ、くずきり、割下）

西京漬け
44-7840 105 ［税抜］¥5,000
新鮮で脂がのった魚介を上品な甘さの西京味噌で
じっくり漬け込み、味わい深く仕上げました。焼いた
ときの味噌の香ばしさと、旨味が引き出された魚介
の美味しさは是非ご賞味いただきたい一品です。銀
だら・沖目鯛 (ホワイトワレフー )・銀鮭  各2切、ホタ
テ（2個入）×1袋

カレーうどん詰合せ
44-7842 105 ［税抜］¥5,000
風味豊かで上品な味わいの「カレーうどん」は、かつ
おと昆布だしが効いた奥深い味わいに仕上げられた
つゆに、“ゆば・アサリ ”と“牛肉・ねぎ ”の2種類のカ
レー餡をご用意。讃岐うどんとの抜群の相性をご賞
味ください。カレー餡（牛肉・ねぎ100g×2、ゆば・アサ
リ 100g×3）、だしつゆ100g×5、讃岐うどん200g×5
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ロールケーキタワー
45-7305 90 1箱（9個） ［税抜］¥2,500
45-7306 90 2箱（18個） ［税抜］¥4,900
パーティで集まった皆様自ら盛り付けに参加いただ
き全員で楽しめるカラフルなロールケーキです。
1箱 ：ミニロールケーキ（プレーン､チョコ､黒ごま､
抹茶､フランボワーズ､苺､マンゴー､マロン､紅茶）各
約60g ×各１

スーパースターロール
45-7307 90 1本入 ［税抜］¥1,200
45-7308 90 2本入 ［税抜］¥2,400
2014年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。

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

栗～む大福
45-7309 90   6個入 ［税抜］¥1,100
45-7310 90 10個入 ［税抜］¥1,700
岐阜県中津川銘菓「栗きんとん」をカスタードクリー
ムに織り込んだ栗～む大福は、やわらかく練り上げ
られたお餅で包まれている餡がどこか洋風な味わ
い。お子様から甘味通の大人の方まで広く愛されて
いる和スイーツをお楽しみください。

※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。

新杵堂

栗きんとん
45-6921 90    6個入 ［税抜］¥1,520
45-6922 90 10個入 ［税抜］¥2,400
2009年、2010年モンドセレクション銀賞連続受賞
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

栗パウンドケーキ
45-7635 90 1本入 ［税抜］¥1,300
45-7636 90 2本入 ［税抜］¥2,600
新杵堂オリジナルの栗餡を練りこみ、刻んだ栗の甘
露煮・渋皮栗・ナッツの3種類をふんだんに散りばめ
てしっとりと焼き上げました。

栗ふわふわ
45-7633 90 1本入 ［税抜］¥850
45-7634 90 2本入 ［税抜］¥1,700
豆乳でしっとりふわふわに仕上げた生地に、やわら
かく煮込んだ栗を食べやすく刻んで散らしてありま
す。中には手亡豆 ･白いんげん豆と混ぜ合わせた、
さっぱりとした白餡をはさみこみました。

45-763545-7633

45-6921 45-7309

45-7307 45-7306
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無着色  明太子・たらこ詰合
46-6867 97 ［税抜］¥5,000
かねふく特製の調味液でじっくり68時間以上熟成
させ旨みを引き出しました。明太子とたらこを詰め
合わせた人気のセット。辛子めんたいこ200g、た
らこ200g

築地ふく竹  明太もつ鍋セット
46-7313 97 ［税抜］¥4,000
モツとお好みの野菜をダシスープで煮込んだら、 明太
子をかけるだけ、簡単に出来上がります。牛もつ300
ｇ、明太子ばらこ300ｇ、濃縮だし400ｇ、ちゃんぽん
麺180ｇ ×2。※野菜（キャベツ、ニラ等）は別途

無着色辛子明太子
46-7314 108 270g ［税抜］¥3,000
かねふく特製の調味液でじっくり68時間以上熟成さ
せ旨みを引き出しました。

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。

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。

かねふく

無着色辛子明太子
46-7315 92 450g ［税抜］¥5,000
かねふく特製の調味液でじっくり68時間以上熟成さ
せ旨みを引き出しました。

無着色からし明太子  上切れ子
46-7900 111 400g ［税抜］¥3,000
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。辛子明太子400g

無着色からし明太子  上切れ子
46-7901 103 800g ［税抜］¥5,000
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。辛子明太子800g
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牛肉佃煮詰合せ
47-6211 100 ［税抜］¥5,000
お酒の肴やご飯のおかずに。牛肉すきやき60g、牛
肉柔らか煮85g、牛肉れんこん55g、牛肉まいたけ
55g、牛肉ごぼう55g ×各1

黒毛和牛 すき焼き用
47-5800 108 500g ［税抜］¥8,000
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。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

黒毛和牛  味噌漬け
47-7311 108 90g ×3 袋 ［税抜］¥5,000
吟味された黒毛和牛もも肉を3切れづつ白味噌に包
み、漬け込みました。豊かな香りの白味噌がやわら
かい牛肉に染み込み風味豊かに仕上りました。

※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。

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

黒毛和牛 すき焼き用
47-4995 108 670g ［税抜］¥10,000
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。

黒毛和牛ローストビーフ
47-7902 108 ［税抜］¥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。

黒毛和牛ステーキ
47-7903 108 ［税抜］¥15,000
ステーキにおすすめの黒毛和牛サーロインを木箱に
詰合せ。肉質、脂つき、風味ともに最高級のサーロイン
は、口の中でとろける良質の脂、香ばしい肉汁とともに
牛肉の醍醐味を味わえます。サーロイン 3枚（520g）。

今半
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48-5798

48-6552

桃花林  飲茶・点心セット
48-6181 108 ［税抜］¥5,000
48-6552 108 ［税抜］¥10,000
48-6181  肉まん、エビチリまん、チャーシューまん、桃ま
ん、翡翠蒸し餃子、海老シュウマイ、フカヒレ入り蒸し餃
子、もち米団子、エビニラまんじゅう×各3
48-6552  肉まん、エビチリまん、チャーシューまん、桃ま
ん、肉シュウマイ、海老シュウマイ、フカヒレ入り蒸し餃子、
もち米団子、エビニラまんじゅう、ココナッツ大福 ×各5

おかゆ・雑炊スープセット
48-3753 104 ［税抜］¥3,000
48-5798 104 ［税抜］¥5,000
おかゆ本来の味わいにこだわり、コシヒカリで炊き上
げました｡
48-3753  おかゆ（特製あん付）、玉子かゆ、雑炊スープ

（松茸・蟹・帆立）×各1
48-5798  おかゆ（特製あん付）､玉子かゆ×各1、雑炊

スープ（松茸・蟹・帆立）×各2

スープ缶詰合せ
48-6865 104 7缶 ［税抜］¥3,000
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
160g、8種の野菜ポタージュ160g×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。直送商品。表示価格に送料が含まれます。

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。

ホテルオークラ

洋菓子詰合せ
48-7881 104 ［税抜］¥3,000
笑顔溢れるティータイムにぴったりの洋菓子の詰合
せ。レーズンサンド ×6、チョコレートケーキ、フルーツ
ケーキ、ダックワーズ（ヘーゼルナッツ）、ドライケーキ

（スターアーモンド）×各3、ダックワーズ（チーズ）、ドラ
イケーキ（ベリーチップ）×各2

グラタン＆ドリア詰合せ
48-6551 108 ［税抜］¥5,000
自慢のホワイトソースをたっぷり使用したグラタン
＆ドリアの詰合せ。シュリンプマカロニグラタン×4、
チキンドリア、ビーフドリア ×各2

アイスデザートセット
48-7882 108 ［税抜］¥5,000
ミルクと卵のコクが広がるバニラをはじめ、大人の味
わいのチョコレートとアルマニャックレザン。フルー
ティ－なストロベリーとマンゴー、和の香りと甘みを
生かした抹茶を詰合せました。アイスクリームバニラ、
ソルベマンゴー、アイスミルクアルマニャックレザン、
アイスミルクストロベリー 各100㎖  2個、アイスミル
ク抹茶、アイスミルクチョコレート 各100㎖  1個
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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。

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。

伊藤農園

100％ピュアジュース  180㎖
49-6702 90 8本 ［税抜］¥2,338
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

手むきあまなつ
49-7733 90 3個 ［税抜］¥3,800
甘酸っぱさとサクサク感が魅力のあまなつを一つひ
とつ丁寧に手むきしています。水は一切使用せず、体
に優しい粗精糖を使ってコンポートした、自然な甘み
とほろ苦さ、香りをそのままお楽しみいただけます。
手むきあまなつ380ｇ（固形量300ｇ）×3個

ピュアフルーツ寒天ジュレ
ドリンクタイプ
49-7732 90 8個 ［税抜］¥3,000
果肉だけがジュースになった伊東農園の100％スト
レートジュースを原料としているため、とってもクリ
アな味。ぷるんぷるんの食感がたまらない！ 
みかん、きよみ、不知火、あまなつ×各2個（150g)

100％ピュアジュース  180㎖
49-6703 90 10本 ［税抜］¥2,905
贅沢に約8個のみかんのおいしいところだけを搾り
取って180㎖のジュース1本を作ります。「みかん」そ
のままの甘さと美味しさが魅力です。
みかん×4、きよみ、はっさく、あまなつ ×各2

100％ピュアジュース  180㎖
49-6704 90 15本 ［税抜］¥4,286
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

100％ピュアジュース  180㎖
49-6705 90 24本 ［税抜］¥6,810
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
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ルモワスネ・ペール・エ・フィス　
ブルゴーニュ・ルージュ・ルノメ  2007
50-7734 89 赤 ［税抜］¥3,500
ルモワスネはブルゴーニュを代表する古酒の保有者で
す。素晴らしい出来栄えだと判断した AC ブルゴーニュ
には「ルノメ」というキュヴェの名前が付けられています。
葡萄品種：ピノノワール 100%、750㎖。Alc.13度。赤

ピュイスガン・サンテミリオン
シャトー・クラリス  2012
50-7735 89 赤 ［税抜］¥5,000
オーナーである ディディエ･ル ･カルヴェス氏は、世
界でも最高峰ホテルのひとつとされるル・ブリストル・
パリの社長でもあります。葡萄品種：メルロ 90%、カ
ベルネフラン 10%、750㎖。Alc13.5度。赤

モンジャール・ミュニュレ
ヴォーヌ・ロマネ  2013
50-7736 89 赤 ［税抜］¥9,670
1620年から始まる由緒ある造り手でブルゴーニュ
を代表するドメーヌ。香り立ちが非常に華やかで、フ
ローラルな香りに包まれています。葡萄品種：ピノノ
ワール 100%、750㎖。Alc.13度。赤

ルモワスネ・ペール・エ・フィス
シャブリ・アミラル・ヴェルノン  2008
50-7737 89 白 ［税抜］¥3,670
ルモワスネはブルゴーニュを代表する古酒の保有者
です。ミネラル、火打ち石 、レモン、リンゴなどのシャ
ブリらしいさわやかで新鮮な香り。葡萄品種：シャル
ドネ 100%、750㎖。Alc12.5度。白

アンドレ・ボノム
ヴィレ・クレッセ・レ・オー・デ・メナール 2012
50-7738 89 白 ［税抜］¥6,000
ブルゴーニュ・マコネ地区で最も優秀な造り手の一人。
ドメーヌの最上キュヴェで、果実味とミネラル感は南
国フルーツのように高い熟度と粘性が感じられます。
葡萄品種：シャルドネ 100%、750㎖。Alc.13.5度。白

ポール・ペルノ
ピュリニー・モンラッシェ  2014
50-7739 89 白 ［税抜］¥9,670
ポール・ペルノは 1850年の創設以来、常にピュリニー
モンラッシェ村のトップドメーヌであり続ける造り手
の一つです。葡萄品種：シャルドネ 10 0%、750㎖。
Alc.12.5度。白

ラミアブル
ブリュット・グラン・クリュ NV
50-7740 89 白 ［税抜］¥5,000
ラミアブル家はシャンパーニュ地方のトゥール・シェ
ル・マルヌで最も歴史のある家族の一つ。葡萄品種：
ピノノワール 60%、シャルドネ 40%、750㎖。Alc12.5
度。白泡

ピエール・ジモネ
ロゼ・ド・ブラン・ブリュット NV
50-7741 89 ロゼ ［税抜］¥7,000
ピエール・ジモネは 1936年から栽培 、醸造 、瓶詰め
販売まで一貫して行うレコルタン・マニュピュランとし
てシャンパーニュ造りを開始。葡萄品種：シャルドネ
88%、ピノノワール 12%、750㎖。Alc.12.5度。ロゼ泡
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軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビールセット
51-7550 105 ［税抜］¥3,800
新発売の上面発酵ビール「プレミアムエール」、軽井沢ビール
通年商品をすべて味わえるギフトセット。プレミアム・クリア、
プレミアム・ダーク、クリア、ダーク×各2缶、黒ビール、白ビール、
赤ビール、プレミアムエール × 各1缶。350㎖、Alc.5～5.5度。

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビール瓶セット
51-7551 107 ［税抜］¥3,900
軽井沢浅間山の清らかな冷涼名水で仕込んだク
ラフトビールの名作ギフトです。プレミアム・クリア、
プレミアム・ダーク、クリア、ダーク 各2本。330㎖、
Alc.5～5.5度。

小江戸ビール  瑠璃
51-7920 108 ［税抜］¥6,408
クリアな黄金色と白くやわらかな泡のコントラスト、
さわやかな飲み口が特徴のプレミアムピルスナー
ビール。香味苦味のバランスをとった上質な大人の
楽しみ。350㎖、24本入り。Alc.5度。

銀河高原  ペールエール
51-7921 108 ［税抜］¥6,408
ペール（淡い）エール（上面発酵ビール）は琥珀色で
ホップの香りが特徴のビールです。苦みと甘みのバラ
ンスは飲み飽きしない深い味わいです。
350㎖、24本入り。Alc.5度。

ヤッホー   水曜日のネコ
51-7922 108 ［税抜］¥6,408
フレッシュな青リンゴのような香りとオレンジの皮の
爽やかな香り。苦みがほとんどなく、すっきりとした飲
み口がやさしく喉を潤してくれる。ベルジャンホワイト
エールです。350㎖、24本入り。Alc.4.5度。

ヤッホー   インドの青鬼
51-7923 108 ［税抜］¥6,408
特徴はまさにホップによる苦みとコク。口に含んでみ
ると「ニガ」と思わず声に出てしまうほどの衝撃が心
と体を走る苦みです。熱狂的ビールファンの為のビー
ルです。350㎖、24本入り。Alc.5度。

いわて蔵   あかくらレッドエール
51-7924 108 ［税抜］¥7,920
瑠璃色のきれいな液体と苦みの押さえた味。レッド
エールタイプ。350㎖、24本入り。Alc.5度。

ネストビール  ホワイトエール 
51-7925 108 ［税抜］¥8,880
小麦麦芽を主原料に、コリアンダー、オレンジピール、
ナツメグ等を加えたホワイトエール。爽やかな香り
に、柔らかい味わいが特徴的です。
330㎖ 、24本入り。Alc.5.5度。

51



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。額面が表示されていないこと、
また、利用店舗が明確で予約をしてから使用する点が、従来のお食事券
とは異なり、幅広くご活用いただけるスマートで新しいギフトです。

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。

ディナーギフト券のシステム

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。

ディナーギフト券 DAコース
52-3801 106 1名様用 ［税抜］¥10,000
ディナーギフト券 DCコース
52-3802 104 2名様用 ［税抜］¥20,000
ディナーギフト券 DEコース
52-3803 109 2名様用 ［税抜］¥30,000
ディナーギフト券 DSコース
52-3804 110 2名様用 ［税抜］¥40,000
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上記レストランは一例です。詳細はホームページ http://www.gifticket.jp/をご覧ください。
現在、全国展開に向けて調整中です。

ディナーギフト券

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。

● レストランまでの交通費はお客様負担となります。
● 一部、店舗ではご利用頂けないコースがございます。
 詳細はホームページ http://www.gifticket.jp/をご覧ください。

● 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。
● ご予約の日時は混雑の状況によりましては、ご希望に添えない場合がございますので、あらか

じめご了承ください。
● 通常のご予約はご利用日の1週間以上前となりますが、詳しくは各レストランカードに記載して  

あります。
● ギフトチケットサービスセンターからの確認の連絡をもって予約完了となります。
● 有効期限は発行日より6ヶ月となります。

聘珍樓
（神奈川／横浜 他）

堂島ホテル
（大阪／堂島）

梅の花
（東日本）

京懐石 美濃吉
（東京／新宿）

オーベルジュ
ド・マノワール 吉庭

（千葉／佐原）

トレフ ミヤモト
（東京／六本木）

シェ松尾
（東京／青山）

堺筋倶楽部
（大阪／長堀橋）

ANAクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋

（愛知／名古屋）

日本国有文化財
二木屋

（埼玉／北浦和）

日本料理  おかざき
（宮城／仙台）

ナクレ
（宮城／仙台）

ホテルニューオータニ
（東京／赤坂）

横濱元町 霧笛楼
（神奈川／横浜）

フレンチレストラン
ミッシェル・トロワグロ

（東京／新宿）

資生堂パーラー
銀座本店

（東京／銀座）

ホテルオークラ
レストラン

（東京 他）

リストランテ・
アクアパッツァ

（東京／広尾）

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）
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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、期間を限定しています。

フルーツギフト券

ご利用上の注意
● 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。

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

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。

フルーツギフト券のシステム

2. 申込
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。

3. 届く
旬なフルーツが
お届け時期に
届きます。

フルーツギフト券 SCコース
54-3826 95 ［税抜］¥4,000

フルーツギフト券 SEコース
54-3827 95 ［税抜］¥5,500
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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。

ご利用上の注意
● ミニカップギフト券1枚で、ミニカップ 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。

ミニカップ2個ギフト券

アイスクリームギフト券 HLセット
55-4047 118 ［非課税］¥2,728
セット内容：ミニカップ2個券4枚｡

ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HOセット
55-4050 118 ［非課税］¥5,456
セット内容：ミニカップ2個券8枚｡

ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HMセット
55-4048 118 ［非課税］¥3,410
セット内容：ミニカップ2個券5枚｡

ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HNセット
55-4049 118 ［非課税］¥4,092
セット内容：ミニカップ2個券6枚｡

ギフト券ケース入。
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「ヴァリアスカタログ」、「ザ・チョイスカタログ」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。
●ご予算に合わせてカタログをお買い求めいただきます。
●先様がお好みの商品をお選びになります。

ヴァリアス

56-1026

ご予算別のコース（システム料込み）
56-1014 95 フランクフルト（商品点数 980 点） ［税抜］¥2,600
56-1015 93 アムステルダム（商品点数 1,340 点） ［税抜］¥3,100
56-1016 92 ジェノバ（商品点数 1,530 点） ［税抜］¥3,600
56-1017 91 トロント（商品点数 1,390 点） ［税抜］¥4,100
56-1018 90 ローマ（商品点数 1,460 点） ［税抜］¥4,600
56-1019 88 カサブランカ（商品点数 1,590 点） ［税抜］¥5,600
56-1020 87 ハンブルク（商品点数 740 点） ［税抜］¥7,600
56-1021 86 キングストン（商品点数 1,010 点） ［税抜］¥10,600
56-1022 85 リスボン（商品点数 800 点） ［税抜］¥15,600
56-1023 84 ボストン（商品点数 910 点） ［税抜］¥20,600
56-1024 84 シアトル（商品点数 810 点） ［税抜］¥25,600
56-1025 84 オスロ（商品点数 730 点） ［税抜］¥30,600
56-1026 84 モントリオール（商品点数 560 点） ［税抜］¥50,600

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

温泉・体験ギフトや
グルメなども充実。

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13 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。

■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。
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ご利用上の注意
● ご予算に応じてご希望のコースと数量をお選びください。カタログ一式をお届けします。
● システム料金￥600込みの価格です。
● カタログの発送及び商品の発送は日本国内に限ります。
● 沖縄県を含む離島にカタログ一式及び商品をお送りする場合は別途送料がかかります。

「ヴァリアスカタログ」、「ザ・チョイスカタログ」一式
●コース別カタログ　●お申込カード　●化粧箱
●さまざまなご挨拶状をご用意しております。（定型文〈無料〉・オリジナル〈有料〉）

57-2014

ご予算別のコース（システム料込み）
57-2001 93 アル･マーレ（商品点数 590 点） ［税抜］¥2,600
57-2002 92 ブレッザ（商品点数 910 点） ［税抜］¥3,100
57-2003 88 チエーロ（商品点数 1,050 点） ［税抜］¥3,600
57-2004 88 デゼルト（商品点数 950 点） ［税抜］¥4,100
57-2005 88 エテルノ（商品点数 1,040 点） ［税抜］¥4,600
57-2006 87 フィオーレ（商品点数 1,140 点） ［税抜］¥5,600
57-2008 86 オメリク（商品点数 695 点） ［税抜］¥8,600
57-2009 85 ロンターノ（商品点数 890 点） ［税抜］¥10,600
57-2010 84 パラディソ（商品点数 575 点） ［税抜］¥15,600
57-2011 84 リーヴァ（商品点数 530 点） ［税抜］¥20,600
57-2012 84 ソーレ（商品点数 315 点） ［税抜］¥25,600
57-2013 84 テッラ（商品点数 300 点） ［税抜］¥30,600
57-2014 84 ヴェント（商品点数 250 点） ［税抜］¥50,600

ブランド品から日常必需品まで、
充実したアイテム満載の選べるギフト。

ザ・チョイスカタログシステムは 、
先様 がお好きな商品を選べる理 想的なギフトシステムです。

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。 57



58-6529  約  63品
58-6530  約  64品
58-6531  約   84品
58-6532  約112品
58-6533  約154品

（2品選べる品含む）

すいーともぐもぐ
58-7319 102 シンバル ［税抜］¥2,000
58-7320 102 トランペット ［税抜］¥3,000
58-7321 102 アコーディオン ［税抜］¥4,000
58-7322 102 チェロ ［税抜］¥5,000
58-7319  約33品
58-7320  約36品
58-7321  約35品
58-7322  約69品「シンバル（約33品）・トランペット

（約36品）」からそれぞれ1品ずつ合計2品

ファンタジックなデザインで、
ワクワクしながらお好きなスイーツが選べます。

「すいーともぐもぐ」は、フルーツたっぷりのケーキや
こだわりの卵のプリン、老舗の和菓子など、
日本全国のスイーツががたくさんつまっています。

やさしいごちそう
58-6529 99 アサンテ ［税抜］¥2,000
58-6530 99 キートス ［税抜］¥2,500
58-6531 99 メルシー ［税抜］¥3,000
58-6532 99 グラッツェ ［税抜］¥5,000
58-6533 99 ダンケ ［税抜］¥10,000

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
やさしごちそうが載ったグルメチョイスカタログです。

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

58-7322

58-6533
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■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。

※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。

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。

59-4416

グルメギフト券（システム料込み）
59-2015 97 SG ［税抜］¥2,100
59-2016 96 SA ［税抜］¥2,700
59-4319 95 ST ［税抜］¥3,100
59-2017 93 SB ［税抜］¥3,700
59-2018 92 SH ［税抜］¥4,700
59-2019 91 SC ［税抜］¥5,700
59-2020 90 SD ［税抜］¥7,700
59-2021 89 SE ［税抜］¥10,700
59-2022 89 SW ［税抜］¥15,700
59-2023 88 SL ［税抜］¥20,700
59-2024 87 SQ ［税抜］¥25,700
59-2025 87 SR ［税抜］¥30,700
59-4416 87 SX ［税抜］¥50,700

「すいーともぐもぐ」「やさしいごちそう」「グルメギフト券」のシステム

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。
●ご予算に合わせてコースをお買い求めいただきます。

■先様がお好みの商品1点をお選びください。

■すいーともぐもぐ、やさしいごちそう
　 　　　　　　　— 専用ハガキか、インターネットでお申し込みください。
■グルメギフト券  — 専用ハガキをポストに投函していただきます。

■すいーともぐもぐ  — 通常ご注文をいただきまして当日あるいは翌日の出荷となります。
■やさしいごちそう —お申し込みから約2週間で、ご希望の商品をお届けいたします。
■グルメギフト券  — 専用ハガキ投函から約10日～14日間で、ご希望の商品をお届け
　　　　　　　　　 いたします。

逸 品の中から贈られた方がお好きな時に
自由に選べる美味しいギフト券です。
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※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。

4 7 都道府県の地方新聞社がお薦めする
“ 地元 ” のおいしいものをお届け！

知られざるグルメがバラエティー豊かにラインナップ！
各地の “ 本当においしいもの ” をぜひご賞味ください。

60-7788

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。
お気に入りの銘柄、部位、
食べ方をお選びください。

60-7328

選べる国産和牛  健勝
60-7326 104 約70点 ［税抜］¥5,000

選べる国産和牛  溌剌
60-7327 104 約60点 ［税抜］¥10,000

選べる国産和牛  延壽
60-7328 104 約60点 ［税抜］¥20,000

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

「47CLUB」「選べる国産和牛」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。
●ご予算に合わせてコースをお買い求めいただきます。

先様がお好みの商品1点をお選びいただき
専用ハガキ、インターネットなどでお申し込みください。

47CLUB  
60-7786 108 森（もり）コース ［税抜］¥3,500
60-7787 108 路（みち）コース ［税抜］¥5,000
60-7788 108 郷（さと）コース ［税抜］¥10,000
地域をすみずみまで知り尽くした日本全国の地方新
聞社が推薦するご当地グルメで有名な47CLUBと、
有名ブランドと日本全国の名産、名品を揃えたカタ
ログギフトのリンベルが本物の美味しさを求めてコ
ラボレートしました。掲載点数：約110点

お申し込み後、2週間前後でお届けいたします。
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老松酒造  閻魔  赤黒飲み比べ
61-5298 82 ［税抜］¥5,000
2015年モンドセレクションで最高金賞を受賞した閻
魔（樽）と2014金賞受賞の黒閻魔各720㎖のセット。
陶器カップ 2個付。Alc.25度

花春  純米大吟醸酒
61-8003 103 ［税抜］¥5,500
“ 程良い香と旨さ”の純米大吟醸酒です。ワイングラ
スでおいしい日本酒アワード2015　最高金賞受賞。
2015年度全米日本酒歓評会　大吟醸Ｂ部門　グラ
ンプリ受賞酒。1800㎖、Alc.16 ～17度

櫻正宗  櫻華一輪
61-8002 107 ［税抜］¥3,000
International Wine Challenge 2007 第1回SAKE部
門 吟醸・大吟醸の部　最優秀賞・金賞受賞、2015年ワ
イングラスでおいしい日本酒アワード金賞受賞。原料
米は特 A地区・吉川町産「山田錦」。720㎖、Alc.15.5度

老松酒造  麦焼酎  極上閻魔
61-8000 101 ［税抜］¥2,000
九州の自然豊かな環境の中、5年前後熟成させた薫
り良い原酒と25年以上樽熟成させた原酒を、自慢の
技術でブレンドした長期樽熟成麦焼酎です。心地良
い余韻を楽しめる逸品です。720㎖、Alc.25度

小正醸造  本格芋焼酎 ３本セット
61-7549 89 ［税抜］¥4,500
黒麹で仕込んだ「小鶴くろ」と、紅さつまを白麹で醸し
た甘く柔らかい「薩摩の大王殿」と白麹と黒麹仕込み
の原酒をブレンドした「薩摩剣士」の２本の鹿児島限
定焼酎。各900㎖、Alc.25度

小正醸造  本格芋焼酎  厳撰「黒猿」
61-8001 103 ［税抜］¥3,000
手作り黒麹の豊かな香り、さつまいものふくよかな風
味を甕でじっくりと育てるように仕込み、希少な木樽蒸
留機に抱かれ、暑い息吹を得て、複雑な香味が幾重に
も重なり、新しい命が目覚めます。720㎖、Alc.25度

宇都宮餃子館  食べ比べ6 種セット
61-8005 89 48 個 ［税抜］¥3,900
厳選６種類の本格餃子が楽しめます。一昼夜低温熟
成した餃子の餡を0.75mmの極薄皮で包みました。
パリッとした食感の後に餡の旨みが口の中に広がりま
す。健太・スタミナ・ニラ・ニンニク・シソ・お肉 ×各8個 

有名産地のこしひかり  4種食べ比べセット
61-8004 96 ［税抜］¥3,000
新潟県北魚沼産こしひかり、新潟県北越後産こしひか
り、兵庫県但馬産コウノトリ育むお米こしひかり、京
都府丹後産こしひかり各450g。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 61



滋賀県産みずかがみ  1㎏
62-7752 85 ［税抜］¥800
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、美味しいお米です。

特別栽培米  秋田県大潟村産あきたこまち  1㎏
62-7753 80 ［税抜］¥1,000
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。

島根県産仁多米こしひかり  1㎏
62-7754 80 ［税抜］¥1,000

「東の魚沼・西の仁多米」と言われる西の横綱。艶や
かで粘りが強く歯ごたえのあるお米です。

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）  1㎏
62-7755 80 ［税抜］¥1,000
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。

山形県産ミルキークイーン 1㎏
62-7756 85 ［税抜］¥800
艶やかな光沢と粘りが強く、モチモチとした食感が特
徴です。

山形県産はえぬき 1㎏
62-7757 84 ［税抜］¥800
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。

新潟県産コシヒカリ 佐渡の棚田米 2㎏
62-7758 80 ［税抜］¥2,000
自然にも人にもやさしい棚田米コシヒカリをご賞味く
ださい。

石川県産コシヒカリ能登の棚田米 2㎏
62-7759 80 ［税抜］¥1,600
能登の豊かな自然環境と伝統的な農村文化により育
まれた美味しいお米です。

高知県産ヒノヒカリ 四万十川流域の棚田米  2㎏
62-7760 80 ［税抜］¥1,600
粘りや甘みがありモチモチとした食感が特徴で冷めて
も美味しいお米です。

山形県産つや姫  2㎏
62-7761 80 ［税抜］¥2,000
白く光沢のある粒は粘りが少なく、さっぱりとした味
わいで、冷めても味が落ちないお米です。

熊本県産森のくまさん  2㎏
62-7762 80 ［税抜］¥2,000
粘りが強く、もちっとした食感が特徴です。

新潟県魚沼産コシヒカリ  2㎏
62-7763 81 ［税抜］¥2,000
日本最高峰のブランド米「新潟県魚沼産こしひかり」
は上品な甘みと香り、ほのかな粘りが口に広がります。

62-7752 62-7755 62-7758 62-7761

62-7753 62-7756 62-7759 62-7762

62-7754 62-7757 62-7760 62-7763
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島根県仁多米コシヒカリ 3㎏
63-7479 81 ［税抜］¥2,000

【農家が元祖と認めたお米】西の横綱といわれている
お米で、ふっくらとした炊き上がりで豊潤な粒揃い。つ
ややかで、粘りが強く歯ごたえのある自慢の逸品です。

北海道ななつぼし  5㎏
63-7469 80 ［税抜］¥2,800
食感が柔らかでつやがあり、粘りがあって甘くて冷め
てもおいしい事からお米には確かな目と舌を持つすし
職人も認めるお米です。

北海道産ゆめぴりか  5㎏
63-7464 82 ［税抜］¥3,400
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。

無洗米北海道ゆめぴりか  5㎏
63-7470 83 ［税抜］¥3,500

「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。

新潟県産コシヒカリ  5㎏
63-7474 81 ［税抜］¥3,400
新潟県はお米のブランド産地として日本全国で知られ
ている優良産地です。新潟のお米であれば間違いな
いと言われるほど大変美味しいお米です。

無洗米新潟県産コシヒカリ  5㎏
63-7475 84 ［税抜］¥3,400
コシヒカリは粘り・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
られており食味ランキングでも特 Aを取得しております。

金賞健康米（北海道産ゆめぴりか使用） 5㎏
63-7765 81 ［税抜］¥3,500
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。

日本米飯管理士協会認定  金賞米  5㎏
63-7476 80 ［税抜］¥3,200
NPO法人日本米飯管理士協会が厳選した金賞受賞
のお米です。山形県産米をブレンドして最高の食味の
お米に仕上げました。

新潟県魚沼産コシヒカリ  5㎏
63-7473 79 ［税抜］¥4,200
日本一の米処である新潟県の魚沼産コシヒカリは艶・
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。

秋田県産あきたこまち  10㎏
63-7471 80 ［税抜］¥5,800
東北で最初の「コシヒカリ」系統の食味を持つ良質・
良食味米品種です。炊飯米は透明感、光沢、香りとも
に優秀で、粘りが強く弾力性に富んでいます。

宮城県産ひとめぼれ  10㎏
63-7766 80 ［税抜］¥5,800
味と香りが良く、粘りの強いお米です。炊きたてはも
ちろん冷めた後も硬くなり過ぎず、食味・食感が落ち
にくいのが特徴です。

富山県産こしひかり 10㎏
63-7767 81 ［税抜］¥5,900
甘みと粘りが非常に美味しいお米です。

63-7479 63-7470 63-7765 63-7471

63-7469 63-7474 63-7476 63-7766

63-7764 63-7475 63-7473 63-7767
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北海道明正牧場・かみふらの
和牛サーロインステーキ３枚
64-7852 89 ［税抜］¥13,000
上富良野町の北海道明正牧場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。約180g×3枚 

米沢牛すきやき 500g
64-7483 88 ［税抜］¥10,000
寒暖差が厳しい置賜地方で30ヶ月以上の長い生育期間に
脂質に甘さが増すのが特徴。旨味と良い香りを持つ脂が
口の中でスッと溶けていきます。肩・肩ロース･バラ 500g

松阪牛  焼肉
64-7844 88 300g 肩・バラ ［税抜］¥5,000
64-7845 88 500g 肩・肩ロース・バラ ［税抜］¥10,000
日本三大和牛の代表格であり日本が誇る世界ブランド

「松阪牛」。松阪牛ならではのきめ細やかさ、柔らか
く芳醇な旨みを焼肉でお楽しみください。

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。

黒毛和牛肩すき焼き
64-7848 88 ［税抜］¥5,000
日本が誇るブランド黒毛和牛のすき焼きです。さすが
黒毛和牛と驚嘆の声が出るほど柔らかく、ジューシー
です。黒毛和牛肩すき焼き 400g

３大ブランド牛食べ比べセット
64-7850 88 ［税抜］¥15,000
日本３大ブランド牛の神戸ビーフ、近江牛、松阪牛が食
べ比べできるセットです。驚嘆の声が出るほど柔らかく、
ほんのりと甘みもあります。肩ロースすき焼き 各200g

奥田牧場・伊賀牛焼肉   400g
64-7851 89 ［税抜］¥8,000
自家牧場で元気に育てた自慢の伊賀黒毛和牛は、栄養バラ
ンスが整い、ミネラルがたっぷりで美味しくほどよい柔らか
さと風味のある上質な肉へとなりました。赤身･バラ 400g 

神戸ビーフ近江牛食べ比べセット
64-7849 88 ［税抜］¥10,000
日本３大ブランド牛の神戸ビーフと近江牛が食べ比べ
できるセットです。驚嘆の声が出るほど柔らかく、ほん
のりと甘みもあります。肩すき焼き 各300g

松阪牛  すき焼き肉
64-7846 88 300g 肩・バラ ［税抜］¥5,000
64-7847 88 500g 肩・肩ロース・バラ ［税抜］¥10,000
見事な霜降りが入り込み、独特の芳香と甘み・旨みの
バランスに優れた柔らかく上質な味わい。 生産者自
ら吟味した部位をボリューム豊かに。
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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。

北海道  いくら醤油漬
65-2682 100 ［税抜］¥4,800
最も脂の乗った鮭の卵を秘伝のタレで漬け込みまし
た。かつおだし・昆布だし×各170g（ビン入り）

ずわいがにしゃぶポーション 700g
65-7415 81 ［税抜］¥10,000
カニ職人が素早く加工し、急速冷凍で旨味を凝縮。
カニしゃぶはもちろん、天ぷら・グラタンなど幅広い
お料理に大活躍です。約700g（しゃぶしゃぶタレ付）

国産あわびやわらか煮
65-7855 88 ［税抜］¥12,000
徳島県産あわびを贅沢にまるごと煮ました。コリっとした食
感に磯の香りは天然ならでは。縁起物としても知られていま
す。2個（仕込み前原料150ｇ前後使用）ダシ込み150g×2袋 

蟹倶楽部デラックス 655
65-7857 85 ［税抜］¥15,000
高級なたらばがに脚、食べやすいずわいがに、身のびっしり
詰まった毛ガニ。三大ガニの贅沢なセットです。ボイルた
らばがに脚約600g、ずわいがに脚約500g、毛ガニ約500g

国産伊勢海老塩茹で
65-7856 88 ［税抜］¥12,000
祝いの席の縁起物として重宝される、えびの王様伊勢
海老。新鮮な伊勢海老を贅沢にまるごと塩茹でにしま
した。身が詰まり、歯ごたえも抜群です。2尾（計300ｇ）

豪華蟹三昧
65-7858 83 ［税抜］¥20,000
高級なたらばがに脚、食べやすいずわいがに、身のびっしり
詰まった毛ガニ。三大ガニの贅沢なセットです。ボイルたら
ばがに脚約600g、ずわいがに約500g×2、毛ガニ約440g×2

北海三大蟹揃組
65-7854 85 ［税抜］¥10,000
高級なたらばがに脚、食べやすいずわいがに、身のびっし
り詰まった毛ガニ。三大ガニの贅沢なセットです。ボイル
たらばがに脚約500g、ずわいがに約400g、毛ガニ約350g

はもしゃぶセット
65-7853 88 ［税抜］¥5,000
高級魚として知られる「はも」の全国有数の産地、徳島か
ら「はもしゃぶセット」をお届けします。淡白な甘みと独特
の食感をご堪能ください。はも身200g、濃縮出し汁250㎖
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横濱馬車道あいす＆もなかセット
66-7864 89 ［税抜］¥5,000
日本のアイスクリーム発祥は明治２年の横濱馬車道
通り。当時をイメージして作られた横濱馬車道あい
すは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120㎖ ×8（カスタード・
桜・みるく大納言・緑茶みるく各2）、横濱馬車道あ
いすもなか65㎖ ×6（ミルク・抹茶  各2、小豆・チョ
コレート 各1）

世界の生ハム食べ比べセット
66-7861 89 ［税抜］¥5,500
イタリア、スペイン、ドイツの代表的な生ハムが食べ
比べできるセット。アルプスの香りが漂うヨーロッパ
の生ハムをワインやチーズと共にお召し上がりくださ
い。ハモンセラーノ 200g､プロシュット ディ イタリア
200g､バウアルンシンケン 200g

札幌欧風洋菓子 エル・ドール
スノーレアチーズケーキ
66-7862 89 ［税抜］¥3,500
クリームチーズをたっぷり使ったムースタイプのチーズ
ケーキ。爽やかな風味と雪をイメージしたデコレート
がポイント。４号（直径約12cm） 

札幌欧風洋菓子 エル・ドール
ムースショコラ
66-7863 89 ［税抜］¥4,000
生チョコクリームで丁寧に全体を包んだムースショコ
ラ。「ひとくちで幸せ」、「ふたくちで笑顔に」、心地良
い食感のケーキです。４号（直径約14cm）

霧島山麓SPF豚金山寺味噌漬け
66-7859 89 ［税抜］¥5,000
南九州の新鮮な空気をたっぷりと吸って育った霧島山麓 SPF
豚は上品で豊かな味わい。雑味が少なく、甘みがあり金山寺
味噌との相性は抜群です。500g（肉375g、味噌125g）×2

神戸ビーフ 35％入り生ハンバーグ
66-7860 89 ［税抜］¥5,000
日本３大ブランドの神戸ビーフが35％と残りが黒毛和牛で
造った贅沢な生ハンバーグ。口の中でとろけるように柔らか
く、ジューシーでほんのりとした甘みもあります。100g×6

丸大食品 煌彩ハムギフト
66-5953 98 ［税抜］¥3,000
66-3728 98 ［税抜］¥5,000
66-5953  特級スモークハム 200g、あぶり焼 焼豚

210g、黒胡椒ミートローフ 180g
66-3728  特撰ロースハム 350g､黒胡椒ミートロー

フ 180g、特撰肩ロース 300g

66-6931

プレミアムアイスクリーム ミレピーニ
66-5885 105 8個 ［税抜］¥3,958
66-6931 105 12個 ［税抜］¥4,960
66-5885  バニラ ・ミルク・ロイヤルミルクティー・ミル

クコーヒー・チョコレート・ストロベリー・
宇治抹茶・塩 ×110㎖各1

66-6931  バニラ ×3・ロイヤルミルクティー・ミル
クコーヒー ×各2、ミルク・チョコレート・
ストロベリー・宇治抹茶・塩 ×110㎖各1

※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。表示価格に送料が含まれます。66



ブルボン  パウンドケーキセレクション
67-5639 90 ［税抜］¥1,000
バター、ココア、キャラメル、3種類のバウンドケーキ
詰合せ。箱：約34×24×5cm

ブルボン  デリシャス
67-7105 90 ［税抜］¥1,500
素材のおいしさを引き出し8種類の焼菓子を詰合せま
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。300g

ブルボン  ボンブーレ
67-7496 90 ［税抜］¥1,500
67-7106 90 ［税抜］¥2,000
個性豊かなおいしさをお楽しみいただけるギフト。
67-7496  クッキー ７種、米菓 １種、パイ１種
67-7106  クッキー 9種、米菓 2種、パイ１種

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。

ブルボンミニギフトバタークッキー缶
67-7495 90 ［税抜］¥700
バターの風味を活かしたクッキーに4種のクリームを
トッピングしたバラエティ豊かなクッキー缶です。

シェ松尾
フォンダンショコラ・アソート5
67-7294 108 ［税抜］¥2,400
ほろ苦く濃厚なチョコレートを口どけよく焼き上げ
たフォンダンショコラ。プレーン・フランボワーズ・マ
ロン・ノワ・オランジュの５種類を詰め合わせました。
時季により味が変わることがございます。

高木康政監修   T-CLASS
プレミアム焼き菓子詰合せ
67-7497 65 ［税抜］¥1,500
67-7498 65 ［税抜］¥2,000
67-7497  焦がしクッキーアーモンド、焦がしクッキーキャ

ラメル、ブレンドティー（ティーバッグ）×各4
67-7498  焦がしクッキーアーモンド、焦がしクッキーキャ

ラメル、ブレンドティー（ティーバッグ）×各5

67-7498

67-7106

菊乃井  焼き菓子詰合せ
67-7499 65 ［税抜］¥2,500
67-7500 65 ［税抜］¥3,000
京都・祇園の老舗料亭「菊乃井」。
67-7499  はんなりラング（抹茶）、はんなりラング（蜂蜜）、

あわせクッキー各4、紅茶ティーバッグ ×6
67-7500  はんなりラング（抹茶）、はんなりラング（蜂蜜）

各5、あわせクッキー ×6、紅茶ティーバッグ ×5

京竹風庵　想
67-7865 67 ［税抜］¥2,000
67-7866 67 ［税抜］¥3,000
67-7865  月のせせらぎ バニラ、イチゴ、ココア ×各2、

京羊羹こし×2、京羊羹抹茶 ×1、黒糖餅 ×3
67-7866  月のせせらぎ バニラ、イチゴ ×各3、月のせせ

らぎ ココア ×4、京羊羹こし ×2、京羊羹抹茶
×1、黒糖餅 ×3、葛まんじゅう×2、柚子羹 ×3

67-7866

67-7500
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68-3717 68-6294

68-4719

エスビー食品
ディナーカレーギフト
68-2082 92 ［税抜］¥2,000

「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。中
辛200g×6

エスビー食品ご推奨
レトルトカレー・ハヤシギフト
68-4298 85 ［税抜］¥4,000
レストラン(専門店）のレトルトカレー・ハヤシの詰合
せセット。じっくり煮込んだプロの味をご家庭で。
20袋入。

大森屋 舞すがた海苔詰合せ
68-3716 86 ［税抜］¥3,000
68-3717 86 ［税抜］¥5,000
味付け海苔と焼き海苔詰合せ。
68-3716  箱：26×32× 9cm
68-3717  箱：26 ×49 ×9cm  

味付け海苔 ×2、焼き海苔 ×1

大森屋 海苔・カニ缶・お茶漬け詰合せ
68-6293 87 ［税抜］¥3,000
68-6294 87 ［税抜］¥4,000
68-6293  味付け海苔、のり茶漬、紅ずわいがにほぐ
し脚肉かざり×各2。箱：25×35× 9cm
68-6294  味付け海苔、紅ずわいがにほぐし脚肉か
ざり×各3、のり茶漬 ×2。箱：25× 44×9cm

AGF ブレンディスティック カフェオレセレクション
68-7867 96 ［税抜］¥1,000
68-7868 89 ［税抜］¥2,000
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。
68-7867 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
68-7868  カフェオレ深煎珈琲仕立て14g、ココア・オレ 11g×各6、
カフェオレ深煎珈琲仕立て ミルクたっぷり14g、カフェオレ深煎
珈琲仕立て 甘さ控えめ12g、紅茶オレ 11g、抹茶オレ 12g×各5

68-7868

UCC ザ・ブレンド
68-4718 88 ［税抜］¥2,000
68-4719 88 ［税抜］¥3,000
バラエティ豊かなインスタントコーヒーギフト。
68-4718  ザ・ブレンド114、117 70g×各1、炭焼珈琲

65g×1
68-4719 ザ・ブレンド114  70g×2、117、ブラジル、

コロンビア 70g × 各1、炭焼珈琲65g×1

但馬屋  牛たんのカレー
68-7871 89 ［税抜］¥3,320
電子レンジで５００W約２分、湯煎で約５分程度温め
ていただくだけで、セレブなランチが手軽に楽しめる
商品です。焼肉業界でも評価の高い但馬屋で実際に
使用している牛たんがたっぷり75g入っています。お
昼ごはんにちょっとした贅沢気分を味わってくださ
い。200g×6

※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。表示価格に送料が含まれます。

エスビー食品　バラエティギフト
68-7869 83 ［税抜］¥2,000
68-7870 83 ［税抜］¥3,000
毎日の食卓を豊かにする普段使いの人気の詰め合わせギフトです。
68-7869 本生本わさび、本生本からし、ゴールデンカレー甘口、ゴール
デンカレー中辛、とろけるカレー中辛、とろけるシチュークリーム、ディ
ナーカレー中辛、ディナーカレー甘口、ディナーカレー辛口 ×各1
68-7870  本生本わさび、本生本からし、ゴールデンカレー甘口・中辛・
辛口、ゴールデンハヤシライスソース、とろけるカレー中辛、とろけるシ
チュークリーム、ディナーカレー甘口・辛口 ×各1、ディナーカレー中辛 ×3

68-7870
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69-7028

69-6668

味工房  永谷園  お茶漬け・かつおギフト
69-6667 66 ［税抜］¥2,000
69-6668 66 ［税抜］¥4,000
永谷園がこだわり続けたお茶漬けと新鮮な素材を
極上の味わいに仕上げたかつお節などのセット。
69-6667  鮭茶漬け5.6g、お茶漬けのり6.3g × 各3、

かつお節30g×2
69-6668  鮭茶漬け5.6g、お茶漬けのり6.3g ×各3、

かにふりかけ50g、有明海苔（12切5枚 ×
8束）×各2、かつお節30g ×1

マルハ＆宝幸  カニ缶セット
69-7027 87 ［税抜］¥3,000
69-7028 87 ［税抜］¥5,000
69-7027 マルハまるずわいほぐしみガニT2缶135g×

2、宝幸紅ずわいがにほぐし身T2缶115g×2
69-7028 マルハまるずわいほぐしみガニT2缶135g×

3、宝幸紅ずわいがにほぐし身T2缶115g×3

カゴメ  野菜飲料バラエティギフト
69-7884 86 ［税抜］¥2,000
69-7885 86 ［税抜］¥3,000
カゴメの人気の野菜飲料を詰め合わせたバラエティセット。
69-7884  野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100

（エナジールーツ）、野菜生活100（フルーティサ
ラダ）各200㎖ ×各4

69-7885  野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100
（エナジールーツ）、野菜生活100（フルーティサ
ラダ）各200㎖ ×各6

69-7885

中田食品  紀州梅の都
69-7018 80 ［税抜］¥3,000
紀州産南高梅の完熟果実を食べやすい塩味控えめ
の７％に漬け込みました。まろやかな口当たりの「う
す塩味南高梅」を丸形の木樽に詰めてお届けいたし
ます。500g

静岡茶  天竜茶
69-7886 65 ［税抜］¥3,000
69-7887 65 ［税抜］¥5,000
全国茶品評会や農林水産大臣賞など数々の賞を受賞し
た、太田昌孝氏が栽培した天竜茶をお楽しみください。
69-7886  煎茶ティーバッグ 2g×10×2、煎茶清緑ティー
バッグ 2g×10
69-7887  煎茶ティーバッグ 2g×10×2、煎茶清緑ティー
バッグ 2g×10×2、煎茶神緑ティーバッグ 2g×10

69-7887

69-5978

日清＆味の素  ヘルシーオイルギフト
69-5977 83 ［税抜］¥2,500
69-5978 83 ［税抜］¥3,000
69-5977  日清キャノーラ油600g×2、味の素胚芽の

恵みコーン油600g、日清ヘルシー E600g
×各1

69-5978   日清キャノーラ油600g、味の素胚芽の恵み
コーン油600g×各2、日清ヘルシー E600g
×1

中田食品  紀州梅ぼし田舎漬
69-7883 73 ［税抜］¥1,500
中田食品の代表的商品「梅ぼし田舎漬」の個包装タ
イプです。コクのある旨味でご飯にピッタリです。紀
州産南高梅の特選品を原料に使用。塩分11％、15
粒入り（180g）

なだ万  プリン詰合せ
69-7521 90 ［税抜］¥3,000
白あんと小豆にマスカルポーネクリームチーズが融
合した絶妙な「白あんプリン」、上品な甘さの粒練り
小豆とココナッツミルクで香りつけした「あずきプリ
ン」、香ばしい豊かな風味となめらかな食感の「黒ご
まプリン」3種類のプリン詰合せです。
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70-2039 70-2049

70-5588

70-7378

70-7376

70-5586

福山製麺所「旨麺」
70-7375 60 4食 ［税抜］¥1,500
70-7376 60 6食 ［税抜］¥2,000
生麺をそのまま低温で48時間熟成乾燥させた、生麺
のようなのど越しと食感が特徴のこだわり麺。
70-7375  麺80ｇ× 4、醤油スープ35ｇ、塩スープ 36ｇ、

磯紫菜（汁物専用海苔）0.3ｇ×各2
70-7376  麺80ｇ× 6、醤油スープ35ｇ、塩スープ 36ｇ、

味噌スープ35ｇ× 各2

全国繁盛店ラーメン
70-7926 83 4食 ［税抜］¥1,000
70-6942 83 12食 ［税抜］¥3,000
人気の繁盛ラーメン店の味をご家庭で手軽に！ 
70-7926  札幌「黒帯」・喜多方「一平」各2食 ×各1箱
70-6942  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

信州そば
70-5585 69 ［税抜］¥1,000
70-5586 69 ［税抜］¥1,500
そばはご飯に比べてカロリーが少なく、それでいて
程よくバランスの取れた栄養素と食物繊維を多く含
む理想の健康食です。
70-5585　50g ×9束　　70-5586　50g ×14束

讃岐うどん
70-5587 66 ［税抜］¥1,000
70-5588 66 ［税抜］¥1,500
讃岐といえば「うどん」と言われるほど、讃岐うどん
の名声は全国的に高くなっています。コシが強く歯
切れも良いのが讃岐うどんの特徴です。
70-5587　50g×9束　　70-5588　50g×14束

讃岐うどん・信州そば
70-7377 66 ［税抜］¥2,500
70-7378 66 ［税抜］¥4,000
本場讃岐のコシが強く歯切れの良いうどんと信州が
誇るつるりとしたのど越しの良いそばのセットです。
70-7377　うどん50g ×10束、そば50g ×7束
70-7378　うどん50g ×17束、そば50g ×15束

長崎県
島原手延そうめん ｢波の白糸｣
70-2037 65 600g ［税抜］¥1,000
70-2038 65 900g ［税抜］¥1,500
70-2039 65 1200g ［税抜］¥2,000

長崎県
島原手延そうめん ｢波の白糸｣ 木箱入
70-2047 65 1600g ［税抜］¥3,000
70-2048 65 2300g ［税抜］¥4,000
70-2049 65 2900g ［税抜］¥5,000

70-6942

乾麺　喜多方「一平」セット
70-7927 83 8食 ［税抜］¥2,000
70-7928 83 12食 ［税抜］¥3,000
豚骨と鶏ガラのあっさりとした醤油スープに太ちぢ
れ麺の醤油味。信州みそをベースに、赤唐辛子・ラー
油で辛みを効かせた辛みそラーメン。
70-7927  醤油味、辛みそ味 各2食 × 各2箱
70-7928  醤油味、辛みそ味 各2食 ×各3箱

70-7928
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亀田製菓  穂の香 10
71-3652 90 ［税抜］¥1,000
豊かな風味にこだわり抜いた逸品｡ 約24 ×24×
9cm、251g、26袋入。

亀田製菓  おもちだま
71-4029 86 ［税抜］¥1,500
彩りも鮮やかなひとくちあられ｡ 選りすぐりの美味
しさを詰合せ｡ 約24 ×24 ×11cm、250g

亀田製菓  あられ道楽
71-3786 87 ［税抜］¥2,000
もち米の贅沢な味わいがいろいろ｡ あられ､ かきも
ち､ 海老巻ミックス等6種類入｡ 約27×33×8cm、
450g

亀田製菓  穂の香 20
71-6946 90 ［税抜］¥2,000
豊かな風味にこだわり抜いた逸品｡
約24 ×24×9cm、574g、64袋入｡

稲穂の恵み 20
71-7381 85 ［税抜］¥2,000
国産米100％使用。「サラダせんべい」、「しょうゆせんべ
い」、「丸大豆せんべい」、「白蜜せんべい」、「黒蜜せんべ
い」、「うす焼サラダせんべい」の６種詰合せです。880g

稲穂の恵み 30
71-7382 85 ［税抜］¥3,000
国産米100％使用。「サラダせんべい」、「しょうゆせんべ
い」、「丸大豆せんべい」、「白蜜せんべい」、「黒蜜せんべい」、

「うす焼サラダせんべい」の６種詰合せです。1300g

稲穂の恵み 15
71-7380 85 ［税抜］¥1,500
国産米100％使用。「しょうゆせんべい」、「丸大豆
せんべい」、「白蜜せんべい」、「黒蜜せんべい」、「う
す焼サラダせんべい」の５種詰合せです。730g

稲穂の恵み 10
71-7379 85 ［税抜］¥1,000
国産米100％使用。タレを何度も塗った「しょうゆせ
んべい」、黒豆を搗き込んだ「丸大豆せんべい」、「う
す焼サラダせんべい」の3種詰合せ。730g
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72

72-7383

花王

72-7388

72-646972-646872-6947

ウルトラアタックNeo  400g
72-6947 80 ［税抜］¥540
スピードコースでも標準コースと同等の洗浄力。も
ちろんすすぎ1回もOK。

トップ   NANOX  箱入
72-7387 83 300g ［税抜］¥475
72-7388 83 420g ［税抜］¥600
洗浄成分 MEEに加え、洗浄性能増強剤 ER(イージー・
リリース）を配合。イヤなニオイのもととなる汚れをナノ
レベルまで分解し、センイ本来の「白さ」に洗いあげます。

アタックNeo 抗菌EX Wパワー 400g
72-6468 80 ［税抜］¥540
少しの量で確かなニオイ洗浄力。洗うたびにニオイ
菌を99％抑え、洗濯槽・衣料のカビ菌まで防ぎます。

食器洗い洗剤  キュキュット  オレンジの香り
72-6469 80 ［税抜］¥235
濃密泡で、パッと洗える！汚れ落ちを指先と音で
キュッと実感！オレンジの香りです。240㎖

食器洗い洗剤  キュキュット  クリア除菌
72-7383 80 ［税抜］¥235
濃密泡で、まっさら清潔。汚れ落ちを指先と音で
キュッと実感！ 除菌・消臭・くすみ落としも。240㎖

アタックセット
72-7384 90 ［税抜］¥1,000
人気のアタック液体洗剤とキュキュット食器用洗剤
の詰合せです。アタック高浸透バイオジェル 900g ×
1、キュキュット 240㎖ ×1。約24×16 ×10cm

ファミリー＆アタックセット
72-2595 85 ［税抜］¥500
ファミリーコンパクト 270㎖､ 詰替え× 各1本、ワン
パックアタック 27g ×3袋 ×1箱。
箱：20 ×14 × 9cm

ライオン

キレイキレイ
液体ハンドソープギフトセット
72-7389 85 ［税抜］¥600
72-7876 90 ［税抜］¥800
殺菌成分配合で手肌を清潔にする薬用ハンドソープです。
72-7389  キレイキレイ薬用液体ハンドソープ 250㎖、キ
レイキレイ薬用液体ハンドソープつめかえ用200㎖
72-7876  キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 250㎖、キレ
イキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用200㎖

72-7876

ルックダック  おふろの洗剤 350㎖
72-7874 90 ［税抜］¥400
かわいいアヒルのキャプテン・ルックダックが、お風呂
そうじを楽しくします！お風呂のヌルつき、ザラつき、
汚れをスッキリ落とします。

ルックダック  BOX
72-7875 90 ［税抜］¥600
ルックダック おふろの洗剤350㎖にダックのオリジ
ナルスポンジ付！

72-7875

チャーミー  マジカ
72-7872 80 スプラッシュオレンジ ［税抜］¥260
72-7873 80 ハーバルグリーン ［税抜］¥260
洗いはじめから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。

72-787372-7872



73

73-7396

73-6238

ナイーブ ギフトセット 60
73-6952 80 ［税抜］¥600
ナイーブ ギフトセット 100
73-6238 80 ［税抜］¥1,000
薬用ハンドソープと「ナチュラルアミノ」配合で肌の
うるおい成分を守りながら洗えるボディーソープ。
73-6952   ハンドソープ250㎖、ソープ × 2
73-6238  ハンドソープ250㎖、ハンドソープ詰替え

200㎖、ボディーソープ300㎖ ×各1

フロッシュ  食器用洗剤  125㎖  3本セット
73-7880 85 ［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、ソーダ、オレンジ各125㎖

アリエールジェルボール＆
ハーブリッチソフターセット
73-7393 68 ［税抜］¥2,500
73-7394 68 ［税抜］¥3,000
73-7395 68 ［税抜］¥4,000
73-7396 68 ［税抜］¥5,000

73-7393  アリエールパワージェルボール 437g(18個
入）、ハーブリッチソフター 600㎖、ハーブリッチソフ
ター詰替え500㎖、抗菌ネットクリーナー1Ｐ、洗たく
槽クリーナー ×各1
73-7394  アリエールパワージェルボール 437g(18
個入）、ハーブリッチソフター 600㎖、洗たく槽クリー
ナー × 各1、ハーブリッチソフター詰替え500㎖ ×2
73-7395  アリエールパワージェルボール 437g(18個
入）、アリエールパワージェルボール詰替え（18個入）、
ハーブリッチソフター 600㎖、洗たく槽クリーナー、
パイプクリーナー ×各1、ハーブリッチソフター詰替え
500㎖ ×2
73-7396  アリエールパワージェルボール 437g(18個
入）、アリエールパワージェルボール詰替え（18個入）、
ハーブリッチソフター 600㎖、洗たく槽クリーナー、パ
イプクリーナー、キッチンブリーチ ×各1、ハーブリッ
チソフター詰替え500㎖ ×3

NEWランドリー＆キッチンセット
73-7391 75 ［税抜］¥1,500
73-7392 75 ［税抜］¥2,000
73-7391  ライオン液体部屋干しトップ 300㎖、ネッ

トキッチン1P、オレンジマイルドコンパクト
270㎖、キッチンクリーナー 24枚入×各1

73-7392　ライオントッププラチナクリア 300g、ライ
オン液体部屋干しトップ 300㎖、オレンジ
マイルドコンパクト270㎖、キッチンクリー
ナー 24枚入、ネットキッチン 1Ｐ× 各1 

73-7392

旅の宿 全国五箇所温泉気分湯めぐりセット10 包入
73-7877 70 ［税抜］¥750
ご自宅で全国有名五箇所の温泉情緒がお楽しみい
ただけます。5か所 25g×各2包

旅の宿 全国十箇所温泉気分湯めぐりセット20 包入
73-6235 70 ［税抜］¥1,500
ご自宅で全国有名十箇所の温泉情緒がお楽しみい
ただけます。10 か所  25g×各2包

73-6235

弱酸性  薬用ハンドソープ
73-5979 85 ［税抜］¥300
お肌と同じ弱酸性の薬用ハンドソープ。250㎖。
箱：約6 ×8 ×15cm

旅の宿
73-7878 80 2包入 ［税抜］¥140
73-7879 80 3包入 ［税抜］¥210
日本を代表する温泉がご家庭で楽しめます。
73-7878  箱根、草津
73-7879  別府、箱根、草津

73-7879
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カットできちゃうバターケース
74-7904 65 ［税抜］¥1,500
ギュッとひと押し、約5gのうす切りにカットできる。
かんたんにバターを切り分けそのまま保存。計量し
やすく便利。本体：AS樹脂。約10×7×20cm

ののじ  サラダおろし
74-7905 89 ［税抜］¥1,600
まな板を使わず、おろし感覚で瞬間サラダ。押すだけ
で２種類の細切りができる２Wayブレードとフードトレ
イ。ズル滑り防止、ストッパーヘッド付。約11×29×4cm

HS  My ホットプレート
74-6995 70 ［税抜］¥3,000
１〜２人に最適の大きさ。場所を取らずに調理がで
きます。フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。スイッチ
ON、OFFの簡易設計。約21×31×8cm、700W

食べきりホットプレート
74-7907 73 ［税抜］¥5,000
2〜3人に最適な食べきりサイズ。エンボス加工+ 2コー
トフッ素でこびり付きにくい。深さ2.4cmでパエリア等
レパートリーが広がります。約35×35×15cm、1000W

ツインバード
LULUNAフローズンスイーツメーカー
74-7909 75 ［税抜］¥8,000
ふわふわからシャリシャリまで食感調整 OK。フロー
ズンスムージーもOK。燕三条製高硬度ステンレス
刃を採用。本体：ABS樹脂。約10×10×31cm

HS  ホットサンドメーカー
74-6696 70 ［税抜］¥3,500
簡単に本格的なホットサンドが作れます。お好みの
具を挟んで焼くだけ。コンパクトサイズですっきり収
納できます。約23×22× 9cm、600W

ドリテック  しゃもじスケール
74-7906 67 ホワイト ［税抜］¥3,000
ごはん（白米のみ）のカロリーをはかれるしゃもじ型
スケール。重さは「g」、カロリーは「㎉」表示。素材：
ABS樹脂、アクリル樹脂ポリプロピレン。約24×6×3cm

ソフトクリームメーカー  ブランシェ
74-7908 82 ［税抜］¥6,980
自宅で簡単にソフトクリームが作れます。ホームパー
ティなどで大活躍。一度に８〜１０名分のソフトク
リームが作れます。レシピ本付。約43×23×23cm
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ミニフラット IH 調理器
75-7910 70 ブラック ［税抜］¥10,000
掃除が簡単なフラットガラス。5段階の加熱、定温調理モー
ド。鍋検知や切り忘れ防止など6つの安心設計。本体ケー
ス：PBT樹脂、ABS樹脂。約25×19×6cm、200〜1000W

ツインバード  ノンフライオーブン
75-7911 78 ［税抜］¥15,000
ムラなく焼き上げるコンベクション方式。熱風で包みこ
み、油を使わないノンフライ調理が可能。ワイヤーラッ
ク、天板、ピザプレート付。約44×35×30cm、1300W

ボルドー  両手圧力鍋  ４ℓ
75-6701 78 ブラウン ［税抜］¥12,000
ハンドルを持ち上げるだけで簡単オープン。ハンドル
を戻すと閉まる簡単安全機能。フタはどの方向にセッ
トしてもきちんと閉まります。約39 ×24×19cm

ヘアードライヤースタンド
75-7916 78 ［税抜］¥2,362
両手が使えてとっても便利。ヘアードライヤーをクリッ
プではさむだけ。場所にあわせて高さは約54 〜68cm、
角度はアームを自由に調節可能。約18×18×68cm

ツインバード　ホームベーカリー
75-7913 75 ［税抜］¥20,000
残ったご飯で手軽にごはんパンを作れます。「こね」「発酵」

「焼き」の工程をそれぞれ単独で使える「独立モード」。
容量0.5 〜 1斤。本体：PP、ガラス。約24×30×31cm

やわらかタッチ体温計
75-7915 62 ［税抜］¥2,500
先が曲がるので、やさしくワキにフィット。30秒予測式。37.8℃
以上でブザーのリズムを変えます。自動的に最後の値を保存。
医療機器認証番号：227AKBZX00022000　約14×2×1cm

ネイルポリッシャー
75-7914 65 ［税抜］¥1,500
自宅で簡単お手入れ。3つのアタッチメントで形づくりか
ら表面磨き・甘皮ケアまで自在。単4アルカリ電池×1（別
売）。本体：ABS樹脂、アルミニウム。約16×1×1cm

マルチエアーフライヤー
75-7912 80 ［税抜］¥15,980
油を使わずに揚げ料理、焼き料理ができるヒートコンベク
ションオーブン。食パンが6枚同時に焼けます。定番メニュー
の自動調理システム搭載。約33×26×27cm、1200W
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SIX PACK TRAINER
76-7929 80 ブラック ［税抜］¥1,980
ながら運動できるトレーニングパッド。15段階の刺激
調整が可能。裏面のＥＭＳアンテナが、腹筋を鍛え上げ
ます。CR2032×1個。本体：PET樹脂。約2×18×16cm

ハンディスチームアイロン  TAKUMI
76-7930 80 ［税抜］¥3,980
70-200℃の温度調整可能。シワ伸ばし、プレスが可
能。コード長、約1.8m。タンクは240㎖。素材：ポリカー
ボネート、PBT、ABS樹脂。約10×9×30cm、1000W

ツインバード  パーソナル加湿器
76-7932 76 ［税抜］¥4,000
小さいながらも本格的なスチーム式加湿器。アロマオイル
が楽しめるトレー付。空だき防止機能付。水タンク容量1.2
ℓ。連続使用約8時間。素材：PP。約14×22×23cm、130W

ソリング  シャープナー
76-7535 70 ［税抜］¥4,500
研ぎ方がわからなかったギザ刃のパン切包丁や、おろ
し金や園芸道具に至るまで、どんな金属製刃物でも、
ソリングで軽く研磨するだけです。約19×8×2cm

パール・パール・コウベ
本真珠SVペンダント オープンハート
76-7933 78 ［税抜］¥4,000
光沢の美しいアコヤ本真珠のベビーパールをあし
らったトップもチェーンもシルバー 925製のペンダン
ト。トップ：約1.2W×1.5cm チェーン：全長約40cm

アロマディフューザー「フォンテーヌ」
76-7931 68 ［税抜］¥4,000
アロマオイルですっきり気分転換！熱を加えない超音波式。
連続運転と間欠運転（5秒運転10秒休止）の切替付き。容量：
70㎖　連続運転：約5時間（最大水量時）。約8×8×26cm

エス・ハート・エス 
ボリュームアップブラシ
76-7934 70 Mサイズ ［税抜］¥4,296
ナイロンと豚毛のペア植毛により、髪の巻き付けや
すさと毛離れの良さを追求したブラシ。ボディ・柄：
チーク材　毛：ナイロン、純ブタ毛　約φ6×22cm

エス・ハート・エス
スカルプブラシ  ワールドモデル
76-7459 70 ［税抜］¥5,518
発毛促進ブラシとして特許取得。376個の全てのピン先を丸
く加工し、頭皮をキズつけずマッサージ。「心地よさ」を生
み出す段差植毛＆強弱２種ナイロン植毛。約5×16 ×4cm
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ツインバード  DC12Vカークリーナー
77-5103 76 ［税抜］¥3,000
吸込力が持続するカー電源式。電池式に比べ吸込
力が安定。時間を気にせず使えます。
約11×11×40cm、40W

ツインバード  
サイクロン家庭用クリーナー
77-7936 76 ［税抜］¥10,000
吸込み仕事率180W。軽量ホースと床用吸込口でお掃
除らくらく。紙パックを使わないので、目詰まりが少なく、
吸引力が持続。素材：PP。約29×47×28cm、1000W

ツインバード
サイクロンスティック型クリーナー
77-7935 76 ［税抜］¥5,000
机の下も簡単にお掃除。ハンドルを外せばハンディーク
リーナーに。紙パックを使わないので、目詰まりが少なく、
吸引力が持続。素材：PP。約23×16×105cm、120W

ラビットエアー  BioGS  2.0
77-8059 90 ［税抜］¥47,900
必要な時だけ操作ボタンが点灯、待機状態では自動消灯し節
電します。高速モードでは最大58㎡の室内空気を１時間に２
回浄化。4段階の空気浄化・脱臭機能。約56×42×25cm

ツインバード  ハンディーアイロン＆
スチーマー　STYLE  MAGIC
77-7937 76 ［税抜］¥12,000
ワイドスチームアタッチメントでスチームをワイドに広げ
て噴霧できます。温度調節付アイロン機能でしっかりプ
レスも可能。本体素材：PC。約20×14×14cm、800W

ボルネード    気化式加湿器
77-7056 85 ［税抜］¥20,350
6〜39畳タイプ。送気孔は竜巻状の気流を生み出す、
ボルネード社特有のグリル形状を採用。サーキュレー
ション効果もあります。 約40 ×26×31cm

MTG  スタイルドライブ
77-7938 87 ［税抜］¥13,800
車専用の腰の負担軽減シート。カイロプラクティック 
の理論を応用し、座るだけで「正しい姿勢」をサポー
ト。生地：ポリエステル 100％、約45×44×63cm

薄型ロボット掃除機   DEEBOT  D35
77-7289 80 ［税抜］¥30,000
カバーを開けダストボックスを取出し、ごみを捨てるだ
けの簡単メンテナンス。自動で充電台に戻ります。落
下防止センサー。タイマー設定可能。約30×30×6cm
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タニタ

体組成計
78-7646 80 ホワイト ［税抜］¥8,000
78-7647 80 ピンク ［税抜］¥8,000

「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。乗
るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。立て
かけ収納 OK。約22×26×3cm
78-7646：BC-760WH　78-7647：BC-760PK

体組成計
78-7648 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。「体
重急激増減お知らせ機能」付き。前回値との比較を
矢印で表示。「乗るピタ機能」を搭載。中型サイズ立
てかけ収納 OK。約28×31×4cm。BC-761

ガラスドアにも付けられる薄型タイマー
78-7649 80 ブルー ［税抜］¥2,500
特殊な吸盤を使用していますので、ガラストップの
冷蔵庫や鏡などにもつけられます。CR2032×1個。
本体 ABS、レンズ PMMA。約9×1×9cm
TD-410-BL

電子塩分計  しおみくん
78-7651 80 ホワイト ［税抜］¥6,000
0.4% 〜1.4%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「か
ら味」の3区分・6段階でLED 表示。測定可能温度
範囲：30 〜 90℃、本体部：ABS、先端部：PP、セン
サー部：鉛レス黄銅に金メッキ処理。
約3×20×2cm、約35g。SO-313

デジタルクッキングスケール
78-7650 80 レッド ［税抜］¥4,000
手軽に、ごはんのカロリーもはかれるクッキングス
ケール。最大１kgまで、最小0.5ｇ単位ではかれます。
滑りにくいシリコン脚付き。安心・信頼のJISマーク取
得。ごはんカロリーモード時２kcal単位。素材：ABS、
PP。約19×13×3cm、約290g。KJ111M-RD

78-7646

78-7647

体組成計インナースキャン
78-7061 80 ホワイト ［税抜］¥5,000
78-7272 80 ブラウン ［税抜］¥5,000
ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成
計です。強化ガラスを使用したスタイリッシュなデ
ザイン。立てかけ収納 OKで乗るピタ機能付き。5人
まで登録可。約21×30×3cm 
78-7061：BC-718WH　78-7272：BC-718BR

78-7061

78-7272
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体重体組成計カラダスキャン
79-8006 82 ホワイト ［税抜］¥11,000

「体重引き算機能」で、赤ちゃんやペットの体重管理も簡単。
50ｇ単位の体重測定。内臓脂肪レベル 30段階表示、体重、
体脂肪率、BMI(体格指数)表示。個人データ4人分登録可
能。素材：ABS樹脂。約32×25×3cm。HBF-251-W

電子体温計
79-8007 90 ［税抜］¥3,800
平均15秒のスピード検温。先端が柔らかく曲がるので、乳
幼児に安心。日時がわかる10回メモリ。電池交換可能。ブ
ザー音オフ機能。素材：ABS樹脂。約4×11×2cm。MC-682

エアマッサージャー
79-8009 90 ［税抜］¥25,000
ふくらはぎから足先まで、包みこむように空気で加圧
してマッサージ。｢あたため機能｣。３段階の切り替え。
足裏用アタッチメント（付属品）。素材：ポリエステル、
ポリウレタン。約61×6×55cm。HM-260-DB

耳あな型補聴器  イヤメイトデジタル
79-8008 90 ［非課税］¥50,000
デジタルだから、「電話」も「大きな音」もきれいに聴こえ
る。ハウリングキャンセラー機能でピー音をカット。大音
量クリア機能。軽度難聴用。左右両用。肌色で、目立た
ない耳穴タイプ。素材：ABS樹脂。約1×1×3cm。AK-05

体重体組成計カラダスキャン
79-7067 85 ［税抜］¥5,000

「内臓脂肪」までしっかりチェック。内臓脂肪レベル
30段階表示、体重、体脂肪率、BMI（体格指数）表示。
4人分登録可能。
約21×29×3cm。HBF-912

音波式電動歯ブラシ  メディクリーン
79-7277 85 ［税抜］¥5,000
充電式、最細、最軽量で持ちやすく、手入れしやすいス
タンダードモデル。約25,500回 /分の音波振動。手磨
きにないツルツル感。約23×φ2cm。HT-B450-T81

デジタル手首式血圧計
79-7278 85 ［税抜］¥10,000
カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかを
チェックし、手首が適切な測定位置（心臓の高さ）に
なると、画面でお知らせ。90回メモリー機能。
約6×9×1cm。HEM-6300F

エアマッサージャー
79-7068 85 ［税抜］¥8,300
2つのエアバッグが、ふくらはぎを優しく揉み上げ。強
さを選べる2段階切替。カバーは簡単に取り外して洗
濯や交換が可能。
約6×55×20cm、約600g。HM-253-BW

オムロン
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カシオ  Gショック  DW-5600E-1
80-7942 90 ［税抜］¥11,000
G-SHOCKの原点であるスクエアケースを採用。EL
バックライトを搭載しました。耐衝撃構造（ショック
レジスト）、20気圧防水、マルチアラーム、ELバック
ライト（残照機能付き）、樹脂バンド。約5×4×1cm

カシオ  Gショック  GA-110-1AJF
80-7943 90 ［税抜］¥15,000
衝撃構造、20気圧防水、1/1000秒計測ストップウオッ
チ、速度計測機能、JIS1種耐磁性能、ワールドタイム：
世界48都市、時刻アラーム 5本、オート LEDライト、
樹脂バンド。約5 ×5×2cm

カシオ  Gショック  GW-6900-1JF
80-7945 90 ［税抜］¥20,000
世界6局の標準電波を受信するマルチバンド 6 を搭載。
電波ソーラー、衝撃構造（ショックレジスト）、20気圧防
水、ワールドタイム：世界48都市、時刻アラーム 5本、フ
ルオート LEDバックライト、樹脂バンド。約5×5×2cm

カシオ  Gショック  GA-200-1AJF
80-7944 90 ［税抜］¥17,000
衝撃構造（ショックレジスト）、20気圧防水、1/1000
秒計測ストップウオッチ、速度計測機能、JIS1種耐磁
性能、ワールドタイム：世界48都市、時刻アラーム 5本、
オート LEDライト、樹脂バンド。約6×5×2cm

カシオ

アデッソ  電波目覚まし時計 
80-7946 70 ［税抜］¥1,200
電波時計、日付表示、温度表示、アラーム・スヌーズ機
能、バックライト付。単4電池 ×2。素材：ABS樹脂。
約6×10×4cm

アデッソ  大画面デジタル目覚まし
80-7947 70 ［税抜］¥1,500
コンパクトで大画面の高級感のあるボディがオフィス
やお部屋のインテリアに最適。日付表示、アラーム・
スヌーズ、温度表示、バックライト付。単3電池 ×1。
素材：ABS樹脂。約12×10×4cm

アデッソ  デジタル日めくり電波時計
80-7949 70 ［税抜］¥3,000
アナログ時計をデジタルで表現。大きな日付表示の
日めくりカレンダー電波時計。日付表示、アラーム・ス
ヌーズ機能。置掛兼用。単3電池 ×2。素材：ABS樹
脂。約24×13×2cm

アデッソ  お昼寝クロック
80-7948 70 ［税抜］¥2,500
起 ROCK！5、15、60分の３つのボタンを押すだけで
簡単アラーム設定できるお昼寝クロック。温度表示、
アラーム・スヌーズ機能、バックライト付。単3電池 ×2。
素材：ABS樹脂。約7×14×6cm
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セイコー  交流式デジタル目覚まし
81-7951 83 ［税抜］¥8,500
電波時計、交流式、温度湿度表示、USBポート付。交
流電源式で数字が光るデジタル時計。表示の色を７０
色からお好みで設定できます。CR2032×1。素材：プ
ラスチック。約7×22×4cm

セイコー   マンスリーカレンダー電波時計
81-7136 83 ［税抜］¥10,000
大きなマンスリーカレンダー表示のついたデジタル
電波時計。掛け置き兼用で、使う場所を選びません。
温度湿度表示。約29×29×3cm

セイコー RAIDEN   大音量目覚まし時計
81-7465 83 ［税抜］¥4,000
朝が苦手な方におすすめの大音量目覚まし時計。ア
ラーム音は12種類。音量はボリューム調整可能。電
波時計、温度湿度表示、アラーム２ch。約8×17×6cm

セイコー  電波掛け時計
81-7950 83 ［税抜］¥7,000
文字板に木目をデザインしたナチュラルなテイスト
の電波掛け時計。お部屋が暗くなると止まる秒針。
単3電池 ×1。素材：プラスチック、ガラス。
約30×30×5cm

シチズン  パルデジットユーイ
81-7952 74 ［税抜］¥3,000
残照機能ライト付。電子音アラーム（4段階に変化）。
セットボタンを前面に配置。カレンダー付。温度湿度
表示、環境目安表示、電波ＯＮＯＦＦ切替機能付。単
3電池×2。素材：プラスチック。約10×12×5cm 

リズム時計  アリアカンタービレ
81-7953 83 ［税抜］¥3,500
オーロラサウンド全38曲内蔵目覚時計。アラームオー
トストップ、電子音メロディアラーム機能、文字盤ライ
ト点灯機能、スヌーズ機能付。クオーツ、ステップ秒針。
単3電池 ×2。素材：プラスチック。約14×14×8cm

シチズン  パルデジットソーラー R128
81-7954 83 ［税抜］¥5,000
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。カレンダー、時刻・カレンダー表示
切替え、温度 /湿度表示機能、文字盤照明ライト付き。
ソーラー電源式。素材：プラスチック。約10×16×6cm

シチズン  パルデジットソーラーエア
81-7955 83 ［税抜］¥10,000
電波掛置時計（ソーラー）。12時間 /24時間表示切替
式。カレンダー、時刻・カレンダー表示切替え機能、温
度 /湿度表示機能付。ソーラー電源式（グリーン購入
法適合）素材：プラスチック。約19×30×3cm

リズムセイコー
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東洋紡  ニュータイプ羽毛ふとん
82-7960 68 ［税抜］¥20,000
天然素材である羽毛わたの吸放湿性と、超極細繊維わたの独
特のふんわり感を合わせ持ちます。側地：ポリエステル 100％、
詰め物：（センター）ダウン 50％、フェザー 50％（約0.4kg入）、（サ
イド）ポリエステル 100％（約0.6kg入）。約150×210cm

東洋紡 低反発チップ枕
ベージュ（ピロケース付）
82-5612 70 ［税抜］¥2,500
約30×50cm  【枕】側地：ポリエステル 100％、詰
物：低反発ポリウレタン 100％、【ピロケース】綿
80％、ポリエステル 20％

快眠枕  ジムナストプラス  Ｍ
82-5613 80 普通 ［税抜］¥8,800
ソラマメ型だから寝返りをしてもズレ落ちません。
真ん中から端にかけての緩やかなふくらみが自然な
寝姿勢を保ち、自由に高さを調節することができま
す。丸洗い可。約73×37×3〜4cm。ピロケース付。

西川のムアツ 健康敷ふとん（S）
82-6402 91 ピンク ［税抜］¥38,000
独特の凹凸構造で血行を良くし、正しい寝姿で深い
眠りが得られます。古い布団は無料でお引き取りし
ます。抗菌・防臭加工。約8×91×200cm

トゥルースリーパー プレミアム シングル
82-7002 98 ［税抜］¥22,800
高密度低反発素材 “ウルトラ ヴィスコエラスティッ
ク ”を使用。理想的な睡眠姿勢が保てます。オーバー
レイマットレスなので、今お使いの寝具の上に直接
敷くだけ。約5× 97×195cm

ナチュラルアイランド
今治エコマーク タオルセット
82-7956 62 ［税抜］¥1,500
82-7957 62 ［税抜］¥2,000
82-7958 62 ［税抜］¥3,000
82-7959 62 ［税抜］¥5,000

今治マーク認定の肌触りがよく、吸水性に優れたタ
オルのセットです。日本のタオル伝統産地の今治で
基本にていねいに、心地よいタオルに仕上げていま
す。地球にやさしいエコマーク認定です。
82-7956　フェイスタオル ×2　
82-7957　ハンドタオル ×1、フェイスタオル × 2
82-7958　ハンドタオル ×2、バスタオル ×1
82-7959　ハンドタオル ×3、フェイスタオル × 2、
                    バスタオル ×1

82-7958 82-7959

濱文様  和たおる セミウォッシュ
82-7210 90 豆まめだるま サーモン［税抜］¥500
82-7211 90 タワー  ブルー ［税抜］¥500
表ガーゼ／裏パイル生地の二重織のハンドタオル。
程よい厚みで吸水性も良く、かさばらず、速乾性に優
れています。綿、25×25cm、20g

82-7210 82-7211

82-7956 82-7958

認定番号
第2010-665号
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ワンダーコア
83-7996 99 ［税抜］¥13,800
背もたれの反発力で、体を倒す時も起こす時も常に腹筋を
刺激。180度以上体をそらすことができるので、床での腹筋
運動よりもはるかに広範囲の筋肉を鍛えられます。目的別
に選べる腹筋運動が6種類。約92×54×85cm、約11kg

ピュアフィット・スイング  コア
83-7995 89 ［税抜］¥9,334
前後左右の骨盤スイングでくびれウエストを作り、姿
勢を改善します。普段は骨盤クッションとして使用で
き、座骨の広がりを抑えてキュッとします。本体素材：
ABS樹脂。約40×21×16cm。エクササイズ DVD付。

ポータブル 25ℓ冷温庫
83-7997 80 ［税抜］¥16,800
コレ一台で夏はクール・冬はホット切替可能。25ℓの大容
量貯蔵スペースで優れた収納性。庫内ライト機能付。AC/
DC 2電源式でご家庭でも車内でも利用可能。静音モード
で寝室や勉強部屋に。素材：ABS樹脂。約35×43×49cm

プリマレックス敷きパッド 
スタンダード  シングル 
83-7998 80 ベージュ ［税抜］¥30,000
中材の編成樹脂構造体 E-COREは90％が空気層になっ
ているので通気性は抜群。断熱・循環効果で暖かさを保
ちます。中材のE-COREも水洗い可能。優れた体圧分散
性能で、睡眠中の負担を軽減します。約100×200×3cm

ストレッチングボード EV
83-7538 83 ダークグレー ［税抜］¥9,800
1日わずか90秒で硬くなった体を柔軟にしてくれま
す。5〜35度までの14段階設定可能。足裏アーチパッ
ドを併用して足裏も同時に刺激！約35×31×15cm

ボルネード   サーキュレーター
83-7057 83 ［税抜］¥21,000
60年前に生産されたボルネードのデザインを忠実
に再現したレプリカモデルのサーキュレーター（空気
循環器）。３段階の風量調整可能。 約31× 21× 35cm

kershaw カーショー
ユニバーサルツメキリ（スタンダード）
83-7460 80 ［税抜］¥6,500
ムリのない体勢で足のツメが切れるユニバーサルタイ
プツメキリです。MIM（Metal Injetion Molding）
という金属加工法でしか作れない美しい流線型の
フォルムとシャープな切れ味。約9×2×4cm

3WAY 自立式ポータブルハンモック
＆チェアー +One C-2 -WOOD-
83-7999 75 ［税抜］¥30,000
ハンモックとチェア、ハンガーラックの3WAYハンモック。
お部屋によく馴染む美しい木目調のスタンドがポイント
のハンモックセットはアウトドアはもちろんインテリアと
しても楽しめます。約245×78×84cm（ハンモック時）
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ランボルギーニ  RCカー  1/24スケール
84-7961 75 ［税抜］¥4,000
本物の走りをリアルに再現した1/24スケールのラン
ボルギーニ。本体単3乾電池 ×3、コントローラー単3
乾電池 ×2。（電池別売）素材：ABS樹脂、ポリスチレン。
本体：約20× 9×5cm

LEDスタンドライト  ブラック
84-7962 66 ［税抜］¥4,000
ルームライトとしても使えるLEDスタンドライト！
シェードを折りたたむとルームライトに。明るさを2
段階に調節できます。USB/ACアダプター両対応。素
材：ABS樹脂。約φ9×30cm

銀雅堂　戦国武将兜　真田幸村公
84-7964 80 ［税抜］¥15,000
赤色が強い印象を与える甲冑は「真田の赤備え」と呼ばれ、
恐れられました。武士の誇りに満ちた幸村は、大阪冬の
陣、夏の陣で西軍に付き、家康本陣への突入を果たすな
どの武勇を残しました。「天下一の兵」とも称されています。

ベルソス  マイク2本付 DVD ラジカセ
84-7534 80 ［税抜］¥14,800
歌も映画も音楽もTVにつないで楽しめる、多機能マル
チプレーヤーです。DVD、CD、CD-R/RW、カセットテー
プ、USBメモリ、SD/MMCカードから再生可能です。
USB、SD、テープへの録音可能。約36×21×17cm

パイロット
フリクションボール  ノック  0.5
84-6725 90 ［税抜］¥230
待望のノック式フリクションボール。こするとインキ
が透明に。消しカスがでない。何度でも書き直し可
能です。

アーテック ブロックバケツ220
84-7034 80 ビビッド ［税抜］¥4,400
たて・よこ・ななめに自由接続できる世界初のブロッ
ク。想像力をそのまま形にできる魔法のブロック。
220pcs。プラバケツ：約22×24×21cm

ACE  カムラッドⅡ
84-7963 75 ［税抜］¥7,000
軽量で、毎日の通勤スタイルに最適です。ファスナーポ
ケット、内面：差込みポケット×5、A4ファイル収納可、
ショルダーベルト付属。約40×30×8cm。ナイロン。

日本製
国際特許取得

9灯式 LEDパワーライト
84-5650 70 ［税抜］¥300
９灯式パワフル照射のコンパクトなアルミライト。ス
トラップ付で携帯に便利。単4電池3本使用（別売）。
約φ3× 9cm
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ガーデニングプロ 
ガーデニングツールセット
85-7967 70 計12 点 ［税抜］¥5,000
使いやすさを追求したガーデニングプロシリーズ。プラ
ンターガーデニングのマストアイテムを揃えたガーデニ
ングツールセットです。万能鋏、ミニプランター、ミニス
コップ、スリムミニスコップ、ガーデン熊手他。

B+D  3.6Vリチウムホームドライバー
85-7968 77 ［税抜］¥5,290
リチウムバッテリー採用で、継足充電などの使い勝手がさ
らにアップ！初めての人にも使いやすい簡単操作。LED機
能付きで、机の下などの作業にも。様々な作業に対応する
11種類のビットが付属。素材：ABS樹脂。約16×5×14cm

マルチクラフト  ブック型工具セットB5
85-7966 70 計27 点 ［税抜］¥5,000
書棚やロッカーにぴったり収まるブック型工具セット。
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せ
る場所に保管できます。六角棒レンチ、精密ドライバー、
カッター、モンキーレンチ、ラジオペンチ、ドライバー他。

ベルソス 充電式軽量コードレス草刈機
軽る刈った
85-7969 75 ［税抜］¥12,800
安全フリープロテクター採用。硬い茎、枯れ草、太い
茎はスチール刃でラクラクカット。グリップは握りや
すく、スイッチは誤動作防止の安全ロックレバー付き
のダブルスイッチを採用。約15× 9× 92cm

B+D  New ピボット3
85-7970 75 ［税抜］¥15,000
ICチャージャー化で充電性能を改善。お掃除の場所
に合わせてノズルの角度を調整可能。充電池セルフ
交換設計で、簡単な電池交換が可能に。ダストケース
は水洗いできるのでいつでも清潔。約17×14×27cm

リョービ  高圧洗浄機
85-7971 85 ［税抜］¥15,000
持ち運びやすく手軽に使えるエントリーモデル。噴射す
る水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標
準装備。電源コード長さ2.5m、約41×37×18cm、1200W

B+D  1100W 高圧洗浄機
クイックコネクトコンパクトワゴン
85-7441 80 ［税抜］¥20,000
コンパクトで使いやすい省エネモデル。高圧の水圧で
家周りや車のお掃除を。便利なオールインワン収納。
電源コード 5m、約27×24×67cm、約4.7kg

マルチクラフト  パーソナルツールセット
85-7965 70 計25 点 ［税抜］¥3,500
コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだツールセッ
ト。本棚や引き出しにも収納できる単行本サイズのボック
ス。カッター、ラジオペンチ、精密ドライバー、ソケット、ラ
チョットハンドル、ビット他。※電動ドライバーではありません。
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コールマン  パーティーシェード /300
86-7974 97 ライムグリーン ［税抜］¥20,800
トップベンチレーション採用で空気の流れがスムー
ズに。便利なサイドメッシュポケット付。ポップなカ
ラーで一回り小さな300×300cmサイズ。使用時：
約300×300×h210cm。収納時：φ23×94cm

キャプテンスタッグ  ジュール
リクライニングラウンジチェア
86-7976 73 ブラック ［税抜］¥5,000
折りたたみ式で収納袋付なので持ち運びに便利です。ひ
じ掛けには、飲み物や小物が置けるホルダー付。構造部
材：鋼（エポキシ樹脂塗装）、張り材：ポリエステル、クッ
ション材：ウレタンフォーム。使用時：約79×84×92cm

キャプテンスタッグ　
クイックシェード 250UV（キャリーバッグ付）
86-7977 75 ［税抜］¥28,000
設営簡単！各種イベントなどに便利！フレームは、丈夫な
スチールを使用し、錆やキズに強いパウダーコーティング
塗装。フライシートには、紫外線を90％以上カットするUV-
PROTECTION生地を使用。使用時：約250×250×H257cm

コールマン  タフワイドドーム  Ⅳ/300
86-7972 97 ［税抜］¥36,800
サークルベンチレーションシステム採用で空気が循
環し、ジッパー位置に迷わない２ラインジッパーのD
ドアで居住性抜群のドームテント。設営もよりわか
りやすくなりました。約300×300×185cm

コールマン  CPX 6
トライアゴ　LEDランタンⅡ
86-7975 97 ［税抜］¥10,980
3 つに分かれて本体も同時に点灯。まぶしさを抑え快適
な光に変換する面発光パネルを搭載した500 ルーメン
LEDランタン。CPX® 6 専用の充電式カートリッジ(別売)・
乾電池カートリッジどちらも対応可能。約φ16×27cm

コールマン  ナチュラルモザイク
ファミリーリビングセットプラス
86-7973 97 ［税抜］¥21,800
家族6人が囲めるベンチとスツールのセット。ベンチ
とスツールはテーブル内にすっきり収納。スツール
は濡れても大丈夫な合成樹脂座面、ジャグ置きとし
ても活躍します。テーブル使用時：約87×77×65cm

ワンタッチサンドーム
86-7436 75 ［税抜］¥5,000
ワイヤーのテンションでワンタッチで開くサンドーム。
簡単に設置できるので日よけ、雨よけ、荷物置きにと
大活躍。使用時：約145×168×115cm

ケンコー   10倍双眼鏡
86-7438 67 ［税抜］¥4,000
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム双眼
鏡。10倍モデル。旅行やコンサート、観劇などに幅
広い用途でお使いいただけます。有効径：25mm、
約12 × 4 ×11cm

コールマン
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ファイアグリル
87-7980 99 ［税抜］¥5,834
手軽に焚き火が楽しめ、ダッチオーブン料理や付属の焼
き網でBBQも楽しめる。リーズナブルながら、高い強度と
炉の熱変形を防ぐ確かな技術が詰まっています。炉・ロ
ストル：ステンレス鋼。使用時：約43×43×33（網高）cm

ごはんクッカープラス
87-7981 99 ［税抜］¥5,000
フタの動きで火加減がわかるライスクッカーと頑丈な黒皮
鉄板のフライパンをセット。収納時：約φ17×11cm、ライ
スクッカー（3合）：約φ16×9(深さ)cm、アルミクッカー（1
合）：約φ14×7（深さ）cm、フライパン：約φ14×4（深さ）cm

ダッチオーブン
10インチ SDダッチスタンド付
87-7979 99 ［税抜］¥13,519
１枚の鉄板から作られダッチオーブンは熱伝導が良く、
全体がムラなく加熱されるので、料理がとても美味しく
仕上がります。本体・フタ：黒皮鉄板4.5mm厚・クリア
ラッカー焼付塗装。約26×11cm、約5.0ℓ、約5.8kg

インスタント  スモーカー　　　　
87-7982 99 ［税抜］¥4,630
初心者でも気軽に楽しめるインスタントスモーカー。 
誰もが一度はやってみたかったアウトドア料理「燻
製」。時間をかけない簡単スモーカー。素材：ガルバ
リウム鋼板。使用時：約25×25×H28cm

チャコスタⅡ
87-7983 99 ［税抜］¥4,167
上昇気流で生み出される火力で、炭熾しの不安をゼロに。
木炭を入れて着火剤の上に置くだけで、誰でも簡単に炭火
を熾せます。たたむと厚さわずか約３ｃｍ。平たく収納で
きます。素材：ステンレス鋼。使用時：約19×25×H28cm

FD 先割れスプーン  チタン
87-7984 99 ［税抜］¥1,204
フォールディングする軽量なチタニウム製。コンパク
トに折りたため、専用の収納ケースも付いたチタン製
スプーン・フォークのシリーズ。
使用時：約15cm  収納時：約9cm

UFシェラカップ  420　
87-7985 99 ［税抜］¥1,019
アウトドアの定番　シェラカップ。内側に目盛が付い
ているので計量カップとしても重宝します。
約φ12×19×5cm、約420㎖

ツインバーナー US-1900　
87-7978 99 ［税抜］¥18,334
軽量ながら、MAX3900kcal/hのハイパワーと高強度を実
現。カセットボンベ式。メンテナンスしやすく、女性にもオス
スメ。最大火力時：（プレミアムガス）約45分、（レギュラー
ガス）約55分。使用時：約54×33×29cm（ゴトク面）。約3.9kg

ユニフレーム
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IZAMESHI  パワーセット
88-7988 100 ［税抜］¥2,900
朝・昼・夜、１日の食事がセットに。ごはん（5年）、煮込み
ハンバー グ（3年）、醤油ラーメン（3年）、メープルデニッ
シュ（3年）、黒みつきなこ餅（3年）、7年保存水500㎖

３＋４どっちもLEDライト
88-7986 70 ［税抜］¥1,500
単3、単4電池が使えるLEDライト。単3電池と単4電
池を同時装填が可能で、手元のスイッチで切替えれ
ば、より長時間ライトを使用できます。連続点灯時
間約70時間。素材：ABS樹脂。約6×6×15cm

AM/FM デスクラジオ
88-7987 70 ［税抜］¥2,500
ワイドＦＭ対応（AM放送内容をそのままFM電波で
も同時放送すること）。周波数帯域は90 ～ 95MHz。
AM/FM ２バンドラジオ。FMロッドアンテナ、イヤホ
ン端子付 。素材：ABS樹脂。約15×4×10cm

浮くリュック  防災セット7years
88-7990 86 ［税抜］¥15,000
防災士が監修した水に浮くリュックを採用した防災
12点セット。80kgまで浮かせる事が可能。超長期保
存7年の部材を採用したオールインワンタイプです。

ソーラーダイナモラジオライト
88-7426 70 ［税抜］¥7,000
ソーラー、手巻きハンドル、USBポートより本体充
電可能。携帯電話の充電はケーブルを繋ぐだけで
可能。約13 ×7×4cm

簡易消火具 スーパールームガードⅣ
88-3985 43 ［税抜］¥3,400
日本消防検定協会の受託評価適合品｡ 家庭内の火
災（天ぷら鍋･ストーブ等）の初期消火に適応｡スプ
レー式｡ Φ7×22cm

最低限必要な防災 17点セット
88-5411 85 ［税抜］¥5,000
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。

防水リュック  防災セット
88-7989 86 ［税抜］¥12,000
普段使いのようなインナー防水仕様のリュックに入っ
た12点の防災セット。中身が濡れる心配が無く避難
可能。防災士が考えた必要不可欠な内容にしました。
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シボレー  FDB20R
89-7421 87 ［税抜］¥25,000
アメリカを代表するブランド「シボレー」。折畳式20
インチ｡ 組 立 = 約143×58×99cm｡ 折 畳 = 約80×
46×56cm｡ 約14kg｡スチール製（リム：アルミ合金）

シンプルスタイル FV16
89-4091 80 ［税抜］¥20,000
16型折畳式｡ 組立 =約135× 53×92cm｡ 折畳 =約
74×40×58cm、約13kg｡スチール製

クラシック ミムゴ  FDB16
89-7418 90 ［税抜］¥15,000
都会のおしゃれな雰囲気にピッタリ！折畳式16イ
ンチ。組立 =約130×53×92cm｡ 折畳 =約73×44×
56cm｡ 約13kg｡スチール製（リム：スチール）

クラシック ミムゴ  FDB20 6S
89-7419 87 ［税抜］¥25,000
走行時ワイヤーロックをサドルポストに装着！折畳式
20インチ。組立 =約150×56×102cm｡ 折畳 =約85×
42×78cm｡ 約17kg｡スチール製（リム：アルミ合金）

ブリヂストンサイクル アルベルトe
89-7994 110 スパークルシルバー ［税抜］¥128,800
27インチ。5段変速。8.1Ahリチウムイオンバッテリー
搭載。両輪駆動のデュアルドライブ。すべてのギヤで
24km/hまでアシスト。充電時間約3.6時間。約26.8kg

テスタ FCU200
89-7993 70 ［税抜］¥30,000
カゴ・カギ付きの20インチ折畳自転車。組立 =約155
×55×98cm｡ 折畳 =約44×75×63cm｡スチール製（リ
ム：アルミ）

コールマン  FDB186
89-7991 90 ターコイズ / ホワイト ［税抜］¥27,000
傷害保険付き。移動・持ち運びに最適なコンパクトタ
イプ。折畳式18インチ｡ 組立 = 約98×135×54cm｡
折畳 =約70×67×33cm｡スチール製（リム：アルミ）

コールマン SEEN206
89-7992 90 ダークグリーン ［税抜］¥31,000
カゴ・ライト・リング錠、チェーンケース付。傷害保険
付き。折畳式20 インチ｡ 組立 =約105×149×56cm｡
折畳 =約76×80×45cm｡スチール製（リム：アルミ）

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
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ブリヂストン

TOUR  B  V10
90-8010 95 ホワイト ［税抜］¥8,400
ソフト・ハイドロコアにより「曲がりにくく、大きな飛び」を
実現。高耐久ソフトウレタンカバーとスリップレスバイト・
コーティングによりソフトな打感とスピン性能を実現。

JOKER
90-8011 103 ホワイト ［税抜］¥6,000
飛距離重視。大容量高初速ソリッドコアにより飛距
離に繋がる高初速、高耐久ウレタンカバーによるスピ
ン性能を実現。弾きの良いしっかりした手ごたえ。

TOUR  B330S
90-8012 103 ホワイト ［税抜］¥6,000
プロ仕様モデル。自社対比で最軟カバーとスリップレスバ
イト・コーティングによる高スピン。スーパーハイドロコアに
よる高い飛距離。フェースに吸い付くようなソフトな打感。

キャディバッグ
90-8016 97 ブラック ［税抜］¥35,500
スピード感のあるデザインで、モータースポーツの世
界観を表現。9.5型。合成皮革。4.2kg。ネームタッグ付。

TOUR  B330X
90-8013 103 ホワイト ［税抜］¥6,000
プロ仕様モデル。スーパーハイドロコアによる高い飛
距離性能と強弾道。スリップレスバイト・コーディング
による高いスピン性能。芯を感じるしっかりした打感。

ボストンバッグ
90-8014 97 ブラック ［税抜］¥11,500
シューズインポケット付。素材：ポリエステル、合成
皮革。約48×24×30cm

ゴルフシューズチェンジカード
90-8015 105 ［税抜］¥12,950
ゴルフシューズと交換できるギフトカード。メンズ：
SHG550、レディース：SHG510  からお選びいただ
けます。

キャディバッグ
90-8017 97 ネイビー・イエロー ［税抜］¥36,000
フラッシュカラーが主張する、エナメルスポーティー
モデル。9.5型。合成皮革。4.0kg。ネームタッグ付。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
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ダンロップ

ゼクシオ プレミアム ロイヤルプラチナ
91-8018 92 ホワイト ［税抜］¥9,600
プレミアムな飛びとフィーリング。「高反発大径スーパー
ソフト E.G.G.コア」により、高打ち出し・低スピンを実
現。シームレス高弾道324 スピードエアロディンプル。

ゼクシオ  エアロドライブ
91-7451 92 ホワイト ［税抜］¥8,400
風に強い伸びのある弾道。「高反発大径スーパーソフ
ト Neo E.G.G.コア」により、高打ち出し・低スピンを
実現。シームレス高弾道324スピードエアロディンプル。

スリクソン トライスター
91-7452 97 ホワイト ［税抜］¥3,600
Z-STARシリーズのテクノロジーが生んだ攻めの3
ピース。力強い高弾道と安定したスピンコントロール
性能を発揮。344 スピードディンプル。

スリクソン   Z-STAR  ＸＶ
91-7117 97 ホワイト ［税抜］¥6,000
驚異的な飛距離性能とスピンコントロール。極薄スー
パーソフトウレタンカバーフォーピース構造。324 ス
ピードディンプル。

ゼクシオ  キャディバッグ
91-8021 97 ホワイト ［税抜］¥34,000
ゼクシオ ナインのテイストを盛り込んだプロレプリ
カモデル。合成皮革。デジボトム。重さ4.0kg、9.5型。

ゼクシオ  キャディバッグ
91-8020 97 グレンチェック ［税抜］¥22,000
使いやすさと扱いやすさを追求した軽量モデル。ポ
リエステル、合成皮革。重さ2.9kg、9.5型。

ピンポンパット
91-8019 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

パタードーム＆マット
91-7453 89 ［税抜］¥4,000
パタードーム&マット。ドーム(ポリエチレン)。脚部(真
鍮約11×11×22cm)。マット (ポリエステル 100%、約
30×230cm)。
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ソニー

ソニー  ステレオ IC レコーダー
92-8022 110 ブラック ［税抜］¥15,380
薄さ約7.4mm重さ約29gとコンパクト。薄くて堅牢なアルミ
ニウム（表）とステンレス（裏）を採用。しっかり録音できる「高
性能デジタルマイク」・「16GBの大容量メモリー」内蔵。録
音機会を逃さない「ワンプッシュ録音」機能。約10×2×1cm

ソニー  デジタルスチルカメラ
92-8024 105 ［税抜］¥57,124
1.0型センサー、F1.8 レンズ、カールツァイスの「バリオ・ゾ
ナーT＊」の名を冠した光学3.6倍ズームレンズ。美しいボケ
味を生む7枚羽根円形絞り。わずかな手ブレも高精度に補正
する「光学式手ブレ補正」。約2020万画素。約10×6×4cm

ソニー  デジタル一眼カメラ α6000 
パワーズームレンズキット
92-8025 110 シルバー ［税抜］¥78,857
フォーカスの速度と精度を両立する「ファストハイブリッド AF」
が進化。世界最速0.06秒のAFスピードを実現。新開発の有効
約2430万画素「Exmor（エクスモア）」APS HD CMOSセンサー
を搭載。一眼ならではの美しい描写を実現。約12×7×5cm

三菱  ふとん乾燥機
92-5124 105 ［税抜］¥6,810
しっかり乾く「乾燥マット方式」Wサイズマット。ホー
ス一体化したくつ乾燥ノズルで長ぐつもしっかり温
風乾燥。抗菌、防カビ効果のある「プラチナ抗菌フィ
ルター」で、清潔に乾燥できます。約28×16×33cm

ソニー  ワイヤレスポータブルスピーカー
92-8023 106 ブラック ［税抜］¥17,880
新規開発φ48mm口径フルレンジスピーカーユニット搭載。Extra 
Bassボタンでサイズを超えた重低音サウンドを実現。高音質デ
ジタルアンプ技術「S-Master」や、高音域を補完する「DSEE」、推
奨サウンド設定を実現する「ClearAudio＋」。約21×8×8cm

三菱

三菱  紙パック式掃除機
92-7171 105 ［税抜］¥13,000
本体質量わずか2.4kgで軽くて使いやすい。タービ
ンブラシでごみを吸い取る。すみずみブラシで棚の
上もラクラクお掃除。約21×21×32cm

三菱  サイクロン式掃除機
92-7581 105 ［税抜］¥33,750
ブラシの回転で前に進む自走機能。毛髪やペット
の毛がからみ付いても、回転ブラシを引き抜くだけ
でサッと除去できるので、お手入れが簡単。本体質
量も2.4kgで軽くて使いやすい。約21×22×32cm

三菱  IH ジャー炊飯器  炭炊釜   5.5合
92-6819 105 ［税抜］¥15,000
沸騰後に上昇するおねば（うまみ成分）を「うまさカー
トリッジ」に閉じ込め、蒸らし工程でごはんに還元す
ることにより、ねばりを引き出し、もちもちしたごは
んに仕上げることができます。約26×34×21cm
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シャープ

パナソニック  目もとエステ  リフレタイプ
93-7568 105 ブラウン ［税抜］¥14,140
一気に温まるアイホール集中スチームではたらく目も
とを温感リセット。3 つの温度モード付。（高：約42 ℃
/中：約40 ℃ /低：約38 ℃）コンパクトでスタイリッ
シュなデザイン。約6×14×8cm

パナソニック  スチーマー ナノケア
93-8027 110 ［税抜］¥18,925
ナノサイズのスチームが奥深く角質層までうるおい浸
透。肌にうるおいとハリ感を与えます。取りつけワン
タッチ！3つの香りが楽しめるアロマタブレット。お
試し用1個付（香り：真正ラベンダー）約16×10×15cm

パナソニック  加湿空気清浄機
93-8028 110 ホワイト ［税抜］¥52,160
床上30cmを強力吸引する新形状のメガキャッチフォル
ムと新搭載の「花粉撃退モード」で吸引スピードが従来
品比約1.5倍。「新・寝室モード」で睡眠前にしっかり加湿。

「選べる湿度設定」で快適湿度に。約56×36×23cm

シャープ  プラズマクラスタードライヤー
93-8029 110 ［税抜］¥14,630

「速乾エアロフォルム」で、風量や熱だけに頼らない速乾力を
実現してドライ時間約23％カット。プラズマクラスターで静電
気を抑制。海外・国内両用仕様で、［AC100～120V］と［AC200
～240V］の電圧切換スイッチを搭載。約18×8×18cm

パナソニック ヘアードライヤー ナノケア
93-8026 110 ピンクゴールド ［税抜］¥15,100
美しく健やかな髪と地肌へ。髪のうねりを整えなめ
らかな指通り。「ナノイー」発生量ＵＰで、さらにしっ
とりまとまる髪へ。100～120V/200 ～240Vの簡単
切替で海外でも使える。約21×19×8cm

シャープ  ヘルシオジュースプレッソ
93-8031 110 レッド系 ［税抜］¥34,380
低速圧縮絞りだから、素材の持つ味や香りを大切に
した、栄養成分の高いジュースを作ることができます。
フローズンが可能。果物や野菜、ヨーグルトなどを加
えて色々な味が楽しめます。約15×18×43cm

シャープ  電気無水鍋
93-8032 110 ［税抜］¥50,000
食材に含まれる水分で調理するので、抗酸化作用のある栄養
素（ビタミンC、葉酸など）をより多く残します。煮物も必要最
低限の調味料で調理でき、栄養成分の流出が抑えられます。
かきまぜや、火加減も自動でコントロール。約27×28×23cm

シャープ  ヘルシオお茶プレッソ
93-8030 110 グリーン系 ［税抜］¥23,130
茶道道具の「挽く・沸かす・点てる」をこの一台に凝縮。
茶葉の栄養成分がまるごと詰まった、まろやかで深み
のあるお茶が楽しめます。うす・お茶容器の投入口が
大きく、茶葉や粉末茶が入れやすい。約22×21×28cm
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キャノン ビクター

キヤノン  PowerShot  G7X  MarkⅡ
94-8034 110 ブラック ［税抜］¥75,850
飛躍的な進化を遂げた映像エンジンが、高画質化、高機能化
に大きく貢献。ズーム全域で明るく、24mm-100mm（光学4.2
倍ズーム）を達成。広角から望遠まで、鮮鋭な描写力を発揮。1.0
型センサーならではの高画質。約2010万画素。約11×6×4cm

キヤノン  PIXUS  MG7730
94-8035 110 ブラック ［税抜］¥21,930
新インクで写真あざやか文字もくっきり「6色ハイブ
リッド」。「Wi-Fi」＆「自動電源 ON」でかんたんプリ
ント。NFC搭載のスマホなら、プリンター本体にかざ
すだけでプリントが楽しめます。約44×37×15cm

キヤノン  PIXUS  MG3630
94-8036 110 ブラック ［税抜］¥8,080
新インクで写真あざやか文字もくっきり「6色ハイブ
リッド」。「Wi-Fi」＆「自動電源 ON」でかんたんプリ
ント。一度に表裏をまとめて印刷。「自動両面プリン
ト」。約44×37×15cm

JVC ワイヤレス ステレオヘッドセット
94-8037 101 ブラック ［税抜］¥9,980
Bluetooth® 搭載で約15gの小型軽量化を実現。耳
にしっかりフィットして外れにくい“ピボットモーショ
ンサポート”を採用。汗や水しぶきに強い防滴仕様。

キヤノン  PowerShot  G5X
94-8033 110 ブラック ［税抜］¥89,500
0.39型、約236万ドットの高性能なEVF（電子ビューファ
インダー）を内蔵。ズーム全域で明るいレンズを搭載。
24mm-100mm（光学4.2倍ズーム）の焦点距離を達成。
1.0型 約2020万画素 CMOSセンサー。約11×8×4cm

JVC  ビデオカメラ
94-8038 101 オレンジ ［税抜］¥74,880
5ｍ防水/ 耐衝撃（1.5m）/ 耐低温（ー10℃）対応。光
学40倍 /ダイナミック 60倍ズーム。大容量内蔵バッ
テリー (約5時間連続撮影）内蔵メモリー 64GB+SD
スロット。約6×6×13cm

JVC  ビデオカメラ
94-8039 101 ホワイト ［税抜］¥54,880
耐衝撃（1.5m）/ 耐低温（ー10℃）対応。光学40倍 /
ダイナミック60倍ズーム。大容量内蔵バッテリー(約
5時間連続撮影）内蔵メモリー 32GB+SDスロット。
約6×6×13cm

JVC  インナーイヤーヘッドフォン
94-7584 101 ［税抜］¥18,857
伸びやかなボーカル再現力で豊かな音声空間を創
造。“新ウッドドーム振動板 ”搭載モデル。密閉タイ
プ、Y型コード。
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日立 リコー

日立  オーブントースター
95-8041 97 ［税抜］¥4,280
焼き網の下にオーブン皿をスライドイン、油落ちのお
手入れがカンタンです。小さな食材も落ちにくく、お
もちも垂れにくいメッシュ焼き網を採用。こんがり焼
き上げます。約31×30×23cm、1000W

日立  ナノイオンドライヤー  ナノシルキー
95-8042 97 ゴールド ［税抜］¥11,430
1.4㎥ /分の大風量。約70℃のヘアケアーモードでやさしく
乾燥。髪の静電気を抑制し、まとまりのある髪へ。2 つの
クラウン(王冠 )形状のマイナスイオン発生電極搭載により、
効率良く発生させ、髪に潤いを届ける。約24×24×8cm

日立  紙パック式クリーナー
95-7574 105 ［税抜］¥8,750
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、約29
×26×21cm。消費電力：1000W～約300W。吸込
仕事率：510W～約80W

リコー  THETA S
95-8043 106 ［税抜］¥39,630
静止画も長時間のムービー（最大25分間）も。360°の世界をより
鮮やかに高画質で記録。スマホ専用アプリで露出やホワイトバラ
ンスを確認しながら撮影ができ、1/6400秒～ 60秒のシャッター
スピード設定が可能。内蔵メモリー：約8GB。約4×13×2cm

日立  コードレススチームアイロン
95-8040 97 ［税抜］¥4,000
電源コードのわずらわしさのないコードレスタイプ。360°
回転する給電台なので、お好みの向きにアイロンを置くこ
とが可能。1100Wの高温スチームでしつこいシワもきれ
いに。約22×14×21cm（スタンド設置時）、1100W

リコー  GR2
95-8044 95 ［税抜］¥92,500
GR 史上最高の写りを実現したGRレンズ 18.3mmF2.8
とAPS-Cサイズ 相 当のCMOSイメージ セン サー、妥
協なき画作りをさらに極めた画像処理エンジン「GR 
ENGINE V」。Wi-Fiも内蔵。約1620万画素。約12×6×3cm

リコー   G800   安心保証モデル
95-7590 94 ［税抜］¥99,000
妥協を許さないプロのために。ハードな現場に必要な
防水、防塵、耐衝撃。緻密な画像が可能な有効1600
万画素。通常1年の保証を3年に延長した安心サポー
ト体制。約12×7×4cm

ペンタックス  WG-5  GPS
95-7589 111 ガンメタリック ［税抜］¥37,500
耐衝撃性能を高めたGPS搭載の防水ハイエンドモデ
ル。水深14mで連続2時間の撮影が可能なタフネス
設計。約1600万画素。約13×6×3cm
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タイガー

蒸気レス VE 電気まほうびん
96-8045 75 ブラウン ［税抜］¥30,000
蒸気レス＋節電 VE保温で安心・安全。場所に合わせて使い分
けできる 「電動＆エアー給湯」タイプ。操作パネルはシンプルな
ピクトデザインを採用。「待機時消費電力0.0W」の電気を使わ
ない「まほうびん保温」コース。約22×31×32cm、700W、3.0ℓ

蒸気レス VE 電気まほうびん
96-8046 74 バーミリオン ［税抜］¥25,000
蒸気レス＋節電 VE保温で安心・安全。操作パネルは
シンプルなピクトデザインを採用。「高真空2重瓶（VE
まほうびん構造・ステンレス製）」での保温も併用した
経済的な保温方式。約22×31×28cm、700W、2.2ℓ

スマートブレンダー
96-8051 66 ホワイト ［税抜］¥25,000
つぶす、まぜる、きざむ、泡立てる、おろすの1台5役。毎日
の料理がスピーディーに。「おろしカッター」で、「ベジソース」
づくりが簡単に。ニオイがつきにくい「ガラス製のカッター・
ブレード専用カップ」。最大約7×6×43cm、最大250W

ホットプレート  ２枚
96-8049 73 ［税抜］¥30,000
遠赤土鍋コーティングしたプレートが、旨みをじっくり引き
出します。穴あき・波形プレートは余分な油を落とし、料理
をおいしくヘルシーに仕上げます。収納スタンドで垂直に
収納できます。2枚プレート。約52×38×14cm、1300W

グリル鍋  ２枚
96-8050 74 ［税抜］¥20,000
遠赤土鍋コーティングした深鍋が、旨味をじっくり引き出し
ます。お肉も野菜もおいしく焼ける波形プレート（野菜ゾー
ンつき）。蒸し台をセットして、蒸し料理も。ステンレス製だ
から丈夫でお手入れもラク。約40×36×19cm、1100W

テーブルポット
96-8052 74 ［税抜］¥9,000
業務用特選品。2013年度グッドデザイン・ロングラ
イフデザイン賞受賞。保温効力：51度以上 /66度以
上（24時間 /10時間）　保冷効力：8度以下（10時間）。
約13×16×22cm、0.73ℓ

マイコン炊飯ジャー 3合
96-8048 77 ホワイト ［税抜］¥20,000
炊飯ジャー 1台でごはんとおかずが同時調理できる
ので、家事の「時短」と光熱費の「節電」ができる頼も
しい機能です。約23×29×20cm、705W

IH 炊飯ジャー 5.5合
96-8047 74 ダークブラウン ［税抜］¥30,000
銅入3層遠赤釜を採用。お米本来の甘み（旨み）を引き
出す約130℃の強火で加熱し、お米のα化を促進す
る約110～115度の高温蒸らしで、芯からふっくら炊
きあげます。約26×35×21cm、1200W
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グリーンハウス ７型ワイド  CPRM付
ポータブル DVD プレーヤー
97-7616 105 ブラック ［税抜］¥6,648
AV出力端子搭載、専用 AVケーブル付属。画面が
180度回転して折りたためる！SD/SDHC/USBメモ
リー対応。CPRM（VRモード）対応で地デジ録画の
DVDも楽しめる。約23×17×4cm

ベルソス  精米機ステラ
97-8054 80 ［税抜］¥12,800
食べたい分だけ精米、炊く前に精米、少しだけ贅沢に・・・。
かくはん棒で玄米を空気を巻き込みながらお米をやさしく
かくはんします。お米の温度上昇を防いで精米したての風
味を損ないません。約27×22×22cm、200W、1 ～ 4合

ベルソス 9インチ防水ワンセグ搭載
DVDプレーヤー
97-8055 80 ［税抜］¥19,800
２電源タイプ AC/バッテリー内蔵。CPRM/VRモード対応。
SDカード /USBポート搭載で音楽、静止画、動画も楽しめ、レ
ジューム機能で前回のDVD停止位置から続き再生が可能。AV
入力＆出力搭載、大型テレビを楽しめます。約26×18×45cm

スポーツ用ハイビジョンカメラ
97-8058 60 ［税抜］¥49,800
30M防水ケース付属。水中カメラに最適。自転車、カー、ヘ
ルメットなどのマウント付属。広角140°カメラレンズ搭載し、
マイクで録音もでき、1.5インチ液晶で録画映像の再生も可能
です。連続録画120分。HDMI出力端子付。約7×5×4cm

クマザキエイム  充電式超音波クリーナー
ソニック・エリーナ
97-8053 97 ［税抜］¥5,980
１秒間に50,000回の超音波振動が、衣類のエリ・袖
口の汚れや、食べこぼしのシミ等を弾き飛ばす超音波
クリーナー。汚れを水に浸し、ボタンを押してなぞる
だけ。衣類の生地を傷めません。約22×4×7cm

クマザキエイム  マルチ・オーディオ・
プレーヤー / レコーダー
97-8056 72 ［税抜］¥20,000
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、
外部機器、SDカード、USBメモリと多彩。それらの音
声をSDカード、USBメモリへのデジタル録音ができ、
メディアを選ばず音楽ライブラリーを増やせます。

ベルソス　高速製氷機
97-8057 80 ［税抜］¥26,800
1＆2 STEPの簡単操作。水を入れて、ボタンを押すだ
け。約6 ～13分高速製氷 ほしいときにすぐできる。S 
or L 2種類サイズ。用途に合わせて作る穴あきキャッ
プ型の氷。約25×37×33cm、110W

フラックス  スパーレ
97-7939 92 ［税抜］¥92,500
話題の水素水が自宅のお風呂でお手軽に楽しめます。
スイッチひとつで簡単操作。お風呂上りもポカポカが持
続し、湯冷めが気になりません。素材：ポリカーボネー
ト、シリコン、プラチナ /チタン。約φ20×8cm




