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花王 / ライオン  72
クラシエ / 洗剤 73
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美容 81
健康 / 生活関連 82
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アウトドア 86 
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ブリヂストン（ゴルフ） 90
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ソニー / 三菱 92
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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  2017年4月1日〜 2018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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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、強力な循環気流を実現する
独自のWファン構造。部屋中の空気を動かしウイルス
サイズの微細粒子、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。360°酵素フィルターは
集じんと同時に除菌と脱臭も。約25×25×70cm

GreenFan Cirq
02-7826 97 ［税抜］¥18,333
冷暖房時、足元と天井では最大7°Cの温度差が発生す
ることがあります。圧倒的大風量と、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
アコンの電気代を最大20％節約。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

バルミューダ

BALMUDA The Toaster
02-7824 97 ブラック ［税抜］¥22,900
02-8132 97 ホワイト ［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、簡
単に感動の味を実現。4つの専用モードを設定。(トー
スト、チーズトースト、フランスパン、クロワッサン)。 ス
チーム調理は行わないクラシックモードが温度表示
となり、さらに便利に。約36×32×21cm、1300W

BALMUDA The Pot
02-8133 97 ブラック ［税抜］¥11,000
02-8134 97 ホワイト ［税抜］¥11,000
小さくて美しい電気ケトル。持ちやすくて注ぎやすい
ので、余分な力を使わずに的確に注ぎ入れることが可
能。色々な角度から見やすい電源ランプは、沸かし終
わるとランプが消えて自動で電源オフ。
約27×14×19cm、0.6ℓ、1200W

02-813302-7824
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スタッキング真空パイント  0.47ℓ
03-8160 88 グリーン ［税抜］¥2,500
軽くてスリム、積み重ねられるので収納に便利です。
真空2重構造で結露が出ず、温かい飲み物も熱くなら
ずに持てます。錆びにくい18/8ステンレス使用。BPA
フリー。保温力目安：60度以上/45分、保冷力目安：10
度以下/4時間。食洗機使用可。約φ9×15cm、0.47ℓ

真空スイッチバック 0.47ℓ
03-8162 88 マットブラック ［税抜］¥3,800
片手で簡単に飲める真空マグ。フタが飲み口をほこ
りなどからガード。フタは簡単に分解して洗えます。
錆びない18/8 ステンレススチール、BPAフリー。保
温力目安：60度以上 /7時間、保冷力目安：10度以
下 /9時間。食洗機使用可。約10×23×7cm、0.47ℓ

スタンレー

スタンレー

ＳＳフラスコ  0.23ℓ
03-8161 88 グリーン ［税抜］¥3,500
ステンレス製のフラスコです。携帯に便利なスリム形
状に加えて、フタには紛失防止用のストッパーが付い
ています。錆びにくい18/8 ステンレス使用。BPAフ
リー。約7×15×3cm、0.23ℓ

真空ワンハンドマグ  0.35ℓ
03-8163 88 グリーン ［税抜］¥4,000
野外やオフィスでのティータイムに最適な高い保温
効果を発揮する真空断熱マグ。片手でフタ（飲み口）
の開閉が可能です。錆びにくい18/8ステンレス使用。
BPAフリー。保温力目安：60度以上 /4.5時間、保冷
力目安：10度以下 /5時間。約φ8×20cm、0.35ℓ

クラシック真空ボトル 0.47ℓ
03-8164 88 グリーン ［税抜］¥5,200
定番人気モデル。コンパクトなボディで日常使いに
もおすすめ。錆びにくい18/8 ステンレス使用。BPA
フリー。保温力目安：80度以上 /6時間、45度以上
/24時間、保冷力目安：5度以下 /6時間。
約φ8×26cm、0.47ℓ

クラシック真空ボトル 1ℓ
03-8165 88 グリーン ［税抜］¥6,000
真空断熱ステンレスボトルの先駆け的モデル。保温・
保冷力だけでなく、耐久性も魅力。錆びにくい18/8
ステンレス使用。BPAフリー。保温力目安：86度以
上 /6時間、64度以上 /24時間、保冷力目安：3度以
下/6時間、9度以下 /24時間。約11×36×10cm、1ℓ
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ティファール

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

ヴィテス  ネオ１ℓ
04-7128 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

インジニオ・ネオ
IHトパーズ・エクセレンス  セット５
04-8166 96 ［税抜］¥15,000
取っ手がとれるから重ねてコンパクトに収納可能。フ
ライパン 26cm、ソースパン 18cm、専用取っ手、ガラ
スぶた18cm、シールリッド 18cm。IH可。

ティファール

クックフォーミー
04-8168 81 ［税抜］¥60,000
内蔵60レシピが毎日の料理をカンタンに時短で作っ
てくれる、未来型クッキングサポーター。
約38×35×33cm

アクセススチーム
04-8167 91 ［税抜］¥15,000
おでかけ前にパワフル連続スチームで手軽にサッと
シワのばし。約12×15×28cm
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デロンギ

アイコナヴィンテージ
電気ケトル
05-8169 79 グリーン ［税抜］¥12,000
アイコナ・ヴィンテージ コレクションの電気ケトル。
ステンレスボディで高級感と清潔感を実現。使いや
すく場所をとらないコンパクトサイズながら、パワフ
ルな1.0ℓサイズ。約21×17×24cm

ディスティンタコレクション
オーブン＆トースター
05-7721 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

ブレンデックス  パワーブレンダー
05-7723 79 ［税抜］¥24,000
マルチゾーンブレードで強力撹拌。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いものから冷たいものま
で簡単に。本体素材：ABS樹脂。約20×20×39cm

デロンギ

True 
ドリップコーヒーメーカー
05-6252 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

ディスティンタコレクション
ドリップコーヒーメーカー
05-8171 80 コッパー ［税抜］¥24,000
高度なモールディング技術が実現するスクエアクル
デザイン。コーヒー本来の風味を引き出すチタンコー
トフィルター採用。デザインも機能も優れたドリップ
コーヒーメーカー。約17×23×29cm

アイコナヴィンテージ
ポップアップトースター
05-8170 79 ベージュ ［税抜］¥18,000
アイコナ・ヴィンテージ コレクションのポップアップ
トースター。解凍・温め直し・キャンセル・ベーグル（片
面焼き）機能や、無段階の焼き目調整設定でお好み
に合わせて焼く事ができます。約20×33×21cm
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06-7220

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

アルヴァアアルトコレクション 
フラワーベース S
06-8065 95 クリア ［税抜］¥8,000
流れるような有機的フォルムは今もイッタラの工房
で手吹きで制作されています。
約11（最大）×10cm

06-7642

タイカ 
マグカップ  ペアセット
06-8064 95 ホワイト ［税抜］¥7,000
タイカとはフィンランド語で「魔法」という意味です。
幻想的なイラストがシンプルなフォルムに表現され
ています。
約φ9×12×12cm、約400㎖ 

カステヘルミ  ボウル  ペアセット
06-5871 95 ［税抜］¥5,000
約φ11×5cm、約230㎖　
デザイン：オイバ・トイッカ

アイノ・アアルト 
タンブラー  ペアセット 
06-7220 95 グレー ［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
06-7222 95 グレー ［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

イッタラ06



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㎖。ホーロー用鋼
板、表面ホーロー加工。直火可、電子レンジ、IH不可。

アラビア ムーミンマグ
おしゃまさん（トゥーティッキー）
07-8092 95 ［税抜］¥3,000
おしゃまさんはムーミン谷の物語の中で主要なキャ
ラクターの一人です。彼女は分別のある賢い人で、地
に足のついた常識的な判断で多くの問題をテキパキ
と解決します。約φ8×11×8cm、300㎖

アラビア
ムーミンマグ  ミムラ
07-8093 95 ［税抜］¥3,000
ミムラはちびのミイのお姉さんで、スナフキンとは父
親ちがいの兄弟です。いちばん年上のミムラはお母さ
んを助けて弟妹の面倒を見ています。
約φ8×11×8cm、300㎖

ダンスク  コベンスタイル
両手鍋   18cm
07-6280 85 ティール ［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19×26×12cm、2.2ℓ。ホーロー用
鋼板、表面ホーロー加工。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24×31×13cm、4ℓ。ホーロー用鋼
板、表面ホーロー加工。直火、IH可。電子レンジ不可。

アラビア
ダンスク

アラビア/ ダンスク

ダンスク  コベンスタイル  ケトル
07-8094 85 イエロー ［税抜］¥8,000
温かみのある木製ハンドル。お湯を注ぐ際に蓋が落ち
る心配のない安全設計。容量を増やし、熱を受ける面積
を増やしました。φ約18×23×25cm、2.2ℓ。ホーロー用
鋼板、表面ホーロー加工。直火、IH可。電子レンジ不可。
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富士ホーロー

ハニーウエア
コンテ  深型角容器  Ｍ
08-8123 80 ホワイト ［税抜］¥1,800
ホーロー製保存角容器は、酸や塩分に強く食材の保存
に最適。表面がガラス質で、汚れが付きにくく、匂いう
つりも少ないです。耐熱性も高く、オーブン調理にも使
用可能。素材：ほうろう用鋼板。約18×12×8cm、1.12ℓ

ハニーウエア
コンテ  浅型角容器  Ｍ
08-8122 80 ホワイト ［税抜］¥1,600
ホーロー製保存角容器は、酸や塩分に強く食材の保存
に最適。表面がガラス質で、汚れが付きにくく、匂いう
つりも少ないです。耐熱性も高く、オーブン調理にも使
用可能。素材：ほうろう用鋼板。約19×14×5cm、0.9ℓ

ハニーウエア
ソリッド 15cm ミルクパン
08-8125 80 ホワイト ［税抜］¥4,000
IH調理器で使用可能なミルクパンです。15cmと小ぶり
ながら、蓋つきなので保温性にも優れた使いがっての良
さが自慢です。不要な金属イオンを発生せず、清潔さを
保ちやすいほうろう鍋は、離乳食調理に最適。素材：ほ
うろう用鋼板。約28×16×12cm、1.2ℓ。IH 200V対応。

ハニーウエア
ソリッド 12cm ミルクパン
08-8124 80 レッド ［税抜］¥3,000
小ぶりで使い勝手の良いミルクパンです。厚さ1ｍｍの
鋼板を使い、丈夫で永く使えるようにしました。持ちや
すさを慎重に考慮したハンドルは、滑らかな木肌が自然
に手に馴染み、使うことが楽しくなります。素材：ほう
ろう用鋼板。約24×12 ×10cm、0.75ℓ。ガス火専用。

ハニーウエア
ソリッド 1.6ℓ コーヒーケトル
08-8127 80 スモークブルー ［税抜］¥4,500
コーヒーポットとしてもご使用いただけるコーヒーケト
ルです。7 〜 8人の一般的な市販のドリッパーをセット
できます。片手ハンドルで使いやすく、場所をとらない
ので現代の私たちの暮らしにフィットします。素材：ほ
うろう用鋼板。約23×13×19ｃｍ、1.6ℓ。IH 200V対応。

ハニーウエア
ソリッド 18cm ソースパン
08-8126 80 グリーン ［税抜］¥4,500
直径18cmのソースパンは、キッチンで最も使用頻度
が高いベーシックなアイテムです。それだけに徹底的
に使いやすさにこだわりました。トータルでバランス
の優れた製品です。素材：ほうろう用鋼板。
約36×19×13cm、2.2ℓ。IH 200V対応。

富士ホーロー
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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

真空断熱スープジャー
09-8069 72 モカ ［税抜］¥5,000
オープンアシスト構造でさらに便利に！パーツがわか
れてすみずみまで洗える。食洗機 OK（本体を除く）。
約10×10×13cm、0.4ℓ

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。

サーモス

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㎖

真空断熱タンブラー
09-6846 78 ［税抜］¥2,500
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。
09-6846  約φ8×12cm、0.32ℓ、約100g
09-6847  約φ8×15cm、0.40ℓ、約200g

09-6847
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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。オーブ
ン可。

ラムカン L（2個入り）
10-8070 89 ローズクオーツ ［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。適正容量1.1ℓ、
満水容量2.2ℓ。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㎖ ×2

ル・クルーゼ

ル・クルーゼ
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電動コーヒーミル 
11-7689 73 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

コーヒーメーカー  ノア
11-8120 68 ブラック ［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。
2〜5杯用。約27×15×31cm

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。90℃以上のお湯だけをバ
イメタルが感知。適温の熱湯だけをフィルター内に
注ぎます。1〜5杯用。約21× 14 × 29cm

メリタ

メリタ

フラットカッターディスク
コーヒーグラインダー
11-8118 73 ［税抜］¥12,000
エスプレッソ用から粗挽きまで17段階の挽き目がで
きます。素材：ポリプロピレン、鉄。
約10×16×26cm

コーヒーメーカー  エズ
11-8119 80 ダークブラウン ［税抜］¥4,000
コンパクトでシンプルデザイン。保温プレート、しず
く漏れ防止機能付。素材：ポリプロピレン、ガラス。
2〜5杯用。約18×20×27cm

コーヒーメーカー
イージートップサーモ
11-8121 68 ［税抜］¥17,000
10杯用の大容量ですが、スリムなボディ。真空二重
構造のポットで、煮詰りません。素材：ポリプロピレ
ン、ステンレス。約18×24×35cm
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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㎖

リーデル・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㎖

ヴィノム
大吟醸  ペア（木箱入）
12-8095 90 ［税抜］¥8,000
蔵元や日本酒専門家、のべ200人の協力を得て開
発。大吟醸酒や吟醸酒に適したグラスです。みずみ
ずしくフルーティな香りや爽やかなのど越しをもた
らします。高さ：約21cm、380㎖

リーデル・オー  バリューパック
カベルネ＆ヴィオニエ（3＋1）
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。

オヴァチュア
レッドワイン  ペア
12-6412 90 ［税抜］¥3,000
ブドウの品種や生産地で迷うことなくグラスを選ぶ
ことができ、幅広い用途でご利用いただけるカジュ
アルグラスです。高さ：約19cm、350㎖

リーデル12



木本硝子

シュピゲラウ  クラフトビールグラス
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

江戸切子   木本硝子
星剣菱  一口ビールペア
13-8130 85 ［税抜］¥15,000
国の伝統的工芸品、東京都の伝統工芸品に指定され
た江戸切子。匠の職人が 1つ1つ心を込めて造り上げ
ている逸品です。約φ6 ×10cm、120㎖

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

東洋佐々木ガラス
琥珀ペアビアーセット
13-8128 92 ［税抜］¥2,000
グラスの内側に、柔らかな風合いの縦モールを施し
た、ナチュラルでやさしい雰囲気のグラスです。キラ
キラと光が反射し、ガラスならではの風合いをお楽
しみいただけます。約φ6×17cm、360㎖

シュビゲラウ

東洋佐々木ガラス
薄氷  ロックグラスセット
13-8129 92 ［税抜］¥2,500
上質感あふれるフォルム、口当たりの良さと軽さが魅
力の薄づくりグラス「薄氷（うすらい）」。 耐久性も追及し、
当社独自の全面イオン強化加工（HS）を施しました。 
家庭用食器洗い乾燥機使用可。約φ8×9cm、305㎖

グラス

東洋佐々木ガラス

江戸切子   木本硝子
星剣菱  オールドペア
13-8131 85 ［税抜］¥20,000
国の伝統的工芸品、東京都の伝統工芸品に指定され
た江戸切子。カットは深く、仕上がりがはっきりとして
華やか。脈 と々受け継がれてきた繊細な職人技が冴
える逸品です。約φ8×9cm、200㎖
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ミレストブルーノ

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

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

ブルーノ/ ミレスト

ブルーノ BIG LEDランタン
14-8135 86 ネイビー ［税抜］¥2,800
オイルランプのようなレトロデザイン。電池式（別売）なので、
アウトドアにもおすすめ。電球色LEDライト(14灯）、照度調
節機能、吊り下げハンガー付。単1電池×2。約18×30×14cm

ブルーノ アルファベットガーランドライト
14-8136 86 ホワイト ［税抜］¥3,500
20個のLED電球にアルファベットを付けてメッセージを作れ
るガーランドライト。防滴仕様。単3電池 ×3。(別売）全長：約
2.7m。アルファベットモチーフ約4 〜7×6 ×0.6cm×60個入。

ミレスト ポケッタブルトートバッグ 18ℓ
14-8137 86 迷彩 ［税抜］¥3,800
旅先でのお土産などの収納に便利。小さめなキャリーに取
り付ける際にもちょうど良いサイズで載せられます。素材：
ポリエステル。約54×37×25cm。収納時：約20×16cm

ブルーノ  セラミックプレートセットφ21
14-8138 89 グリーン ［税抜］¥4,800
蚤の市で見つけてきたような、デザインの異なるセラミッ
クプレートのセット。多角形やロープなどモチーフには幸
せを願う意味が込められています。約21×2×21cm×4枚

ブルーノ グリルポット
14-8141 86 レッド ［税抜］¥12,000
ホーロー風の鍋は、取り外して直火もOK。内側はセラミック
ホーローが施され、揚げ物カバー、蒸し網も付属。「煮る」「焼
く」「蒸す」「揚げる」と1台4役。鍋：約31×15×25cm、1000W

ミレスト ポケッタブル Rain boots
ワイルドフラワーズネイビー
14-8139 80  M ［税抜］¥6,000
14-8140 80   L ［税抜］¥6,000
折りたたんで付属の巾着に入れて持ち運びができます。素
材：合成ゴム /インナー綿100％。履き口回り（M:約38cm  L:
約39cm)  高さ約40cm  サイズ目安（M:約24cm  L:約25cm）
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レコルト  ポップアップトースター  マタン
15-8088 90 ナチュラルホワイト ［税抜］¥4,000
外はサクッ、中はふんわりとしたトーストが焼ける。４〜10
枚切りの食パンに対応！ ７段階の焼き色調整ダイヤル。
トーストリフトとガイド付き。約17×28×19cm、800W

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  フェット
15-8090 90 レッド ［税抜］¥8,000
煮る、蒸す、焼く、揚げる、炊くの1台5役。テーブルで見せ
たい！マット琺瑯調デザイン。テーブルにも気軽に置け
る、コンパクトなサイズ感。約24×22×18cm、650W

レコルト  ホームバーベキュー
15-8091 90 レッド ［税抜］¥9,000
火力が自慢のホットプレート。凹凸のスリットが余分な油
を水トレイに落とします。万能なフラットプレートも付属。
丸洗い可能で、片付けも簡単。約42×23×17cm、1200W

レコルト  プ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
15-8087 90 サンシャインイエロー［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㎖

レコルト

ワッフルボウルメーカー
15-8089 90 レッド ［税抜］¥7,000
生地を流し入れるだけで、“ボウル型 ”のワッフルが
焼ける。生地の種類 ×トッピング次第で、楽しみ方の
バリエーションは無限大。約20×22×14cm、750W
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ローゼンダール社  コペンハーゲン
グランクリュ バンブーチョッピングボード S
16-8144 86 ［税抜］¥5,000
エリック・バッガー氏デザイン「グランクリュ」のコレクション。
環境にも優しく、抗菌作用のあるバンブー製。前菜を盛り
付けるプレートととしても適しています。約36×24×2cm

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  ブランケット
16-8145 86 ブルー ［税抜］¥16,000
16-8146 86 レッド ［税抜］¥16,000
100％ラムウールの温かいブランケット。カイボイスンのモ
ンキーのイラスト入り。リバーシブル仕様。約80×120cm

ローゼンダールデザイングループ

ホルムガード   MINIMA
フタ付きボトル  900㎖
16-8143 86 ［税抜］¥4,400
セシリエ・マンツがデザイン。密封性が高く内容物
をフレッシュに保ち、ミネラルウォーター、オレンジ
ジュース、スムージーなどに最適です。約φ9×27cm

16-8145

ホルムガード  FUTURE
タンブラー 370㎖   4セット
16-8142 86 ［税抜］¥3,600
ガラス工芸家であり工業デザイナーでもあるピー
ター・スヴェアが「未来のガラス」をコンセプトに作っ
たグラスシリーズ。高さ約12cm

16-8146

ホルムガード  オールド  イングリッシュ
ソリティアベース H12cm
16-8375 86 ［税抜］¥3,500
花の芸術家クラウス・ダルビーとホルムガードが開発した
花器は、花が美しく見えるよう計算されており、シングルカッ
トの花でも存在感を発揮することでしょう。高さ約12cm

カイ・ボイスン  デンマーク  カバ
16-8203 86 ブラック ［税抜］¥13,000
黒板塗料で塗られたヒッポ（カバ）は遊びながら学習したり、
親から子供へメッセージを残したり、家族が自然とヒッポの
周りに集まることでしょう。素材：ピーチ材。約10×6×26cm
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フィリップス

フィリップス  シェーバー  S7520/26
17-8189 99 ［税抜］¥28,800
顔の凹凸に超密着。スキンコンフォートリングがシェーバー
と肌の摩擦を低減。深剃りと肌へのやさしさを両立。お風
呂シェーブ可能。トリマー付属。約6×6×16cm、164g

フィリップス  シェーバー  S9731/33
17-8188 99 ［税抜］¥41,800
8方向に可動するヘッドがどんな凹凸にも密着。自動研磨
システム採用＆本体水洗い可能でメンテナンスも簡単。5段
階の長さ調節可能。洗顔ブラシ付。約6×7×16cm、169g

フィリップス  シェーバー  S5251/12
17-8190 99 ［税抜］¥13,800
シェービングヘッドが顔の起伏に密着し、5方向フレッ
クスヘッドとマルチプレシジョン刃がヒゲを捕え、肌に
やさしく、素早い深剃りを実現。約6 ×7×16cm、173g

フィリップス  ヘアーカッター  HC5441/15
17-8191 99 ［税抜］¥4,980
23段階の長さ調節可能（1ミリ単位）。キッズコーム付。デュア
ルカットテクノロジーでスムーズな切れ味。自動研磨システム
搭載。オイル差し不要でお手入れ簡単。約5×5×19cm、182g

ソニッケアー  フレックスケアープラス
17-8185 99 ホワイト ［税抜］¥14,800
音波水流が奥歯や歯間部などの歯垢を除去。お手入れ
簡単。海外電源対応。手早く磨きたいときに使えるリフ
レッシュモード。舌磨きブラシ付。約3×3×25cm、138g

ソニッケアー  ダイヤモンドクリーン
17-8184 103 ローズゴールド ［税抜］¥25,800
5つのモード（クリーン・センシティブ・ホワイト・ガム
ケアー・ディープクリーン）を搭載。アダプティブクリー
ンブラシヘッドが新たに付属。約3×3×26cm、140g

フィリップス

ソニッケアー  エアーフロス
17-8187 99 グリーン ［税抜］¥13,800
すべての歯間のお掃除が約30秒で行えます。水を入れて
電源を押し、歯間部に合わせて噴射するだけの簡単3ステッ
プ。マウスウォッシュの使用可能。約4×8×24cm、163g

ソニッケアー  ガムヘルス
17-8186 99 フロストブルー ［税抜］¥13,800
毛先の届きにくい所の歯垢を除去。強さを3段階から選択。
磨き時間を一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能搭
載。歯科矯正、インプラントに使用可。約3×3×25cm、141g

17



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

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

ブランドキッチン

ネスプレッソ  プロディジオ  チタン
18-8174 95 ［税抜］¥23,000
Bluetooth機能を使ってスマートフォン等とつながるコー
ヒーメーカー。コーヒー抽出の予約、コーヒーカプセルの残
数管理、メンテナンスのお知らせします。約13×38×26cm

クビンス  ヨーグルト＆チーズメーカー
18-8175 95 ［税抜］¥11,800
ローコストでヨーグルトやチーズ、甘酒、果実酢、酵素ドリンク、
味噌、納豆、漬物などが簡単に作れるマルチ発酵クッカー。手
入れが簡単、最大2000㎖まで調理が可能。約18×18×20cm

ビタントニオ  ワッフル＆ホットサンドベーカー
18-8173 90 ［税抜］¥10,000
1台でベルジャンワッフルとホットサンドが楽しめます。900W
のハイパワー &高温設計で調理時間は短く、外はサクサク、中
はふっくらの食感。電源スイッチ機能付き。別売オプション
プレートで多彩なスイーツが楽しめます。約25×24×11cm

ビタントニオ  ツイスティ
18-8172 90 ［税抜］¥2,400
TWISTしてTEAの濃さをキープできるキャップ付きの
美味しいポータブルティーボトル。2層構造のため、熱
湯を入れても熱くなりにくく結露しにくいので、デスク
等が濡れません。約8× 8×21cm

クビンス  ホールスロージューサー
18-8176 95 ［税抜］¥39,800
材料を切らずに丸ごと投入でき、手間と搾汁時間を短縮。果物
と野菜の栄養と味を維持します。低速圧搾搾汁方式、J.M.C.S
新技術で、栄養素の損失を最小限に抑えます。約21×23×45cm

18



ドメティック  ミニフリッジ保冷庫
19-8182 88 スカイブルー ［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

ブランドキッチン

関孫六  10000CL  三徳 165ｍｍ
19-8180 75 ［税抜］¥10,000
特殊精密接合(ろう付け)の技術で背側と刃側のコントラスト
で波のような刃紋を表現。ハンドルには白合板を採用。様々
な調理で活躍する日本が生んだ万能包丁です。約30×5×2cm

関孫六  桃山  三徳 165ｍｍ
19-8179 75 ［税抜］¥5,500
鋼とステンレスの特性が活きる「複合三層鋼」。柄は高級感があ
り、強度に優れた積層強化木を使用。耐久性に優れ長時間使
用しても疲れにくい刀身バランスの本通し仕様。約29×5×2cm

アルフィ ステンレスポット クーゲル 1ℓ
18-8181 78 ホワイト ［税抜］¥10,000
デンマークのデザイナー、オーレ・パルスビー氏による美し
い曲線が織りなす上質で存在感のあるデザイン。内筒ステ
ンレス。実用的なスクリュー栓付。約18×16×20cm、1.0ℓ

カイハウス WAVECUT&シャープナーセット
19-8178 75 ［税抜］¥4,000
ギザ刃・波刃・直線刃の組み合わせで切りにくいサンド
ウィッチや太巻きもスムーズにカットできる波刃包丁
と、貝印独自の独立サスペンション構造により、刃の形
状に合わせて砥げる波刃シャープナーとのセット。

カイハウス アイスクリームメーカー
19-8177 75 ［税抜］¥3,000
材料を入れてスイッチを押して約20分で濃厚で滑ら
かなアイスが作れます。冷凍庫でも邪魔にならない
コンパクトサイズ。約3人分の食べきり量が作れま
す。(オリジナルレシピ付 )。約φ16×15cm

ユラ ENA Micro1
19-7627 100 ［税抜］¥125,000
ワンタッチでパーフェクトなコーヒーを抽出。3サイズ、濃度調
節は2レベルの設定が可能。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

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

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
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柳  宗理

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。
約24×19 ×20cm（把手含）。IH可。

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。

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。

柳  宗理

ステンレス  両手鍋  浅型
つや消し 22cm 
20-8097 86 ［税抜］¥7,000
耐食性に優れた18-8 ステンレス製。軽量で扱いや
すく、持ち手も樹脂製で持ちやすい。満水3.8ℓ。
約35×24×15cm。IH不可。

柳デザイン  鉄フライパン 22cm
フタ付マグマプレート
20-8096 86 ［税抜］¥5,000
ブルーテンパ材の表裏両面に南部鉄器風の凹凸を
浮き立たせ、表面保護のための黒色酸化皮膜、さら
にシリコン樹脂塗装を施しました。こげつきやこび
りつきを抑えます。約40×26×11cm。IH不可。
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日本ブランド

さかさ富士　盃
21-8195 80 ［税抜］¥5,000
お酒を注ぐと富士山が映り込む新感覚の酒器。口元へ
近づけると、ダイナミックな景観が目に飛び込み自然と
笑みがこぼれることでしょう。約5×10 ×11cm、62㎖

SIWA*URUSHI
パスケース   kani
21-8193 92 ［税抜］¥4,800
強度のある和紙「ナオロン」に特殊加工を施すことで
細かな漆をのせる印刷を可能にしました。熟練した
職人が手刷りによって印刷を施し、細かな柄の表現も
独自の技術開発により実現しました。約7×11cm

SIWA*URUSHI
ブックカバー L of F
21-8192 92 ［税抜］¥8,000
強度のある和紙「ナオロン」に特殊加工を施すことで
細かな漆をのせる印刷を可能にしました。熟練した
職人が手刷りによって印刷を施し、細かな柄の表現も
独自の技術開発により実現しました。約16×31cm

さかさ富士　香立て
21-8196 80 青富士 ［税抜］¥4,800
水面に富士山が映り込む小さな香立て。富士を望む
ダイナミックな景観が生まれます。水を張ると現れる
さかさ富士に心が安らぐことでしょう。約5×18×9cm

輪島キリモト
あすなろのBENTO-BAKO
21-7184 90 深型 ［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

輪島キリモト
あすなろのトレー
21-8194 90 大 ［税抜］¥7,500
輪島の地元材であるヒノキアスナロを使い無塗装で
仕上げました。シンプルだからこそ、素材の良さ、技術
の確かさが分かる逸品。A4 サイズの書類や、小物な
どを美しく納めることができます。約33×24×4cm
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ハセガワ

Purill  ステップツール
22-8080 79 ミントブルー ［税抜］¥12,600
温もりのある樹脂製で女性や子供も扱いやすい軽量
タイプ（1.6㎏）。踏台やスツール、子供の遊び道具な
ど多目的に使えて便利。イタリアの回転成形技術で
製造。W38×D26×H24cm。最大使用重量150㎏

Purill  ステップツール
22-8081 79 レモンイエロー ［税抜］¥12,600
温もりのある樹脂製で女性や子供も扱いやすい軽量
タイプ（1.6㎏）。踏台やスツール、子供の遊び道具な
ど多目的に使えて便利。イタリアの回転成形技術で
製造。W38×D26×H24cm。最大使用重量150㎏

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
22-6833 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。天
板 高さ58cm、W43×D58cm、収 納時：W43×D8×
H111cm。最大使用重量100kg

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

プリル
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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

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

クラシック SD
24-7618 78 レッド ［税抜］¥2,100
24-7619 78 ブラック ［税抜］¥2,100
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 レッド ［税抜］¥4,200

「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。

24-7618

ビクトリノックス

テクニシャン 13
24-8148 80 ブラック ［税抜］¥27,000
リップストップナイロンを使用し、軽量化を計りまし
た。機能性も兼ね備え、スーツスタイルからジャケット
＋パンツスタイルまで幅広く対応。約39×27×10cm

ネイルクリップ 580
24-8147 78 レッド ［税抜］¥3,700
突然訪れるつめトラブルの解決をスムーズにサポート
する8つの機能。使い方次第で、様々なシーンでの活
躍を期待できるマルチツールです。約7×2×2cm

スペクトラ エキスパンダブル コンパクト
グローバル キャリーオン
24-8149 80 ［税抜］¥68,000
整理収納力に優れたトラベル・コンパニオンです。ジッパー
エキスパンション機能を備えており、ほとんどの航空会社
の規定に合わせてマチ幅調整をスムーズに行なえます。8
ホイール。素材：ポリカーボネート。約35×55×20-23cm

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。
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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  H5
25-8068 80 ［税抜］¥3,850
特殊リフレクターレンズによる明るくて美しい配光。
ヘッドの角度調整が可能。アドバンスフォーカス機
能付き。最大光束約25ルーメン、最長照射距離約
70m。単4アルカリ電池 ×3本使用。約116g

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  閃
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  P2
25-8067 80 ［税抜］¥2,420
スタイリッシュフォルムのペン型ライト。特殊レンズ
による美しいブルームーンフォーカス機能付き。最
大光束約16ルーメン、最長照射距離約25m。単4ア
ルカリ電池 × 1本使用。約φ2×10cm、約36g

ジェントス  フラッシュライト  
25-8066 73 ［税抜］¥2,200
スライドフォーカス搭載。専用設計のムーンレンズ
搭載でムラの無い美しい照射面。最長照射距離約
25m。18ルーメン。約φ2×10cm、40g 

レッドレンザージェントス

ジェントス / レッドレンザー

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。単4
アルカリ電池×3本使用。最大光束約280ルーメン、
最長照射距離約220m。約φ3×12cm、約132g

セン
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Ｂ＆Ｗ
ポータブル bluetooth スピーカー
26-8114 97 ゴールド ［税抜］¥40,500
Bluetoothワイヤレス・ストリーミング、コンパクトサイ
ズのT7 にゴールドを追加して楽しめる範囲がさらに
広がったハイファイ・スピーカー。マイクロ・マトリック
ス補強構造で、キャビネットの振動や共振が減り、さ
らに澄んだ正確な音が得られます。約11×21×5cm

Ｂ＆Ｗ
ワイヤレス高音質ヘッドホン
26-8115 97 ［税抜］¥46,800
P7が更に進化。Bluetooth技術aptXの使いやすさと
信頼性を活用したケーブルフリーワイヤレスヘッドホン。
画期的ドライブユニットを搭載。臨場感あふれるサウ
ンドと非の打ちどころのな品質です。約19×19×7cm

Ｂ＆Ｗ
モバイル高音質ヘッドホン
26-8116 97 ［税抜］¥18,000
レザー仕上げと新しいドライバー採用により飛躍的に
改善したP3シリーズ２は軽量でありながら上位機種
の技術を採用した豪華さと耐久性を兼ね備えたHi-Fi
サウンドを移動中でも再生します。約17×15×5cm

B&W / DENON / DALI

バウワース & ウィルキンス デノン
ダリ

Ｂ＆Ｗ
ワイヤレスミュージックシステム
26-7712 97 ブラック ［税抜］¥90,000
26-8113 97 ホワイト ［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

26-8113

DALI
ポータブル bluetooth スピーカー
26-8117 97 グリーン ［税抜］¥45,000
ポータブルオーディオに新たな基準を設定し、魅力的
なデザインを採用した新しい「KATCH」はDALIの高
度なデジタル技術と独自の設計ノウハウを随所に投
入。豊かなサウンドをコンパクトなシャシーから再生
するスピーカーに仕上がっています。約17×15×5cm

DENON
ワイヤレススポーツヘッドホン
26-8478 97 ブルー ［税抜］¥13,500
大口径 11.5mmドライバーで迫力の低音再生。Hi-Fi 
オーディオ機器や高級ヘッドホンと同様にサウンドマ
ネージャーによる厳密なリスニングテストを実施。さらに
トレーニング中でもボーカルやビートが周囲の騒音に埋
もれないように独自の DSP チューニングを施しました。

＋ ＋
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ディクラッセ

アルル
27-8109 88 ブラック ［税抜］¥15,000
アルル地方の女性の帽子をモチーフにデザインされ
たデスクランプ。ON/OF中間スイッチ付で、シェー
ドは角度調節可能です。約24×21×36cm。白熱球：
E-17 40Ｗ レフ球

パティオ
27-8110 88 ［税抜］¥15,000
アロマの香りとグリーンをお部屋に。プレートにアロ
マオイルをたらすと、ライトの熱でふんわり香ります。
約φ23×41cm（取っ手を含む）  白熱球：E-17 40Ｗ ミ
ニ球（クリアー）　※ アロマオイルは付属しておりません。

エトワール ペンダントランプ LED球
27-8105 88 フロスト ［税抜］¥26,000
27-8106 88 クリア ［税抜］¥26,000
Etoile(エトワール)はフランス語で、「星」。真鍮で作
られた星型ペンダントランプはビンテージ加工の、落
ち着いた大人の佇まい。約 30×30×32cm。LED球：
E-26 7.5W 2700K エジソン球 800lm（60W相当）

ディクラッセ

エトワール テーブルランプ 白熱球
27-8107 88 フロスト ［税抜］¥23,000
27-8108 88 クリア ［税抜］¥23,000
落ち着いた明るさのライトなので、寝室やリビング
などのくつろぎの灯りにおすすめな星型テーブルラ
ンプです。約30×30×24cm。白熱球：E-17 40Ｗ ミ
ニ球（クリアー）

27-8105 27-8108

ティッシュケース　ムシャムシャ
27-8111 88 グリーン ［税抜］¥2,800
草原の中、ムシャムシャ草を食べ歩くヤギ。そのうち
ティッシュまで食べてしまいそう！物語を感じるユニー
クなティッシュケースです。約27×14×13cm。ティッシュ
ボックス対応サイズ：幅25.5× 奥行12.5× 高さ6.5cm
　

クオーレ  ムーミン
27-8112 88 ホワイト ［税抜］¥1,500
吹き消すLEDキャンドルライト！息を吹きかけると、点
灯・消灯ができる便利な「ブロウスイッチ」付き。本物
のキャンドルのような揺らめきを楽しめます。
約φ5×10cm。電池：単４電池×2 （スターター電池付き）
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アイロボット

ブラーバ  380j
28-7777 103 ［税抜］¥39,000
水拭き、から拭きの清掃モードで、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拭き取
ります。付属の「NorthStar ™キューブ」は、位置情報
を把握し、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、家具の間でも隅々ま
でキレイにします。素材：ABS樹脂。約24×22×8cm

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

ルンバ  960
28-8198 104 ［税抜］¥89,880
カメラとフロアトラッキングセンサーなどにより、フロ
ア全体をナビゲーション。どこがまだ清掃されていな
いのかを高精度に判断。「AeroForce®」クリーニング
システムは特殊素材のローラーでゴミを浮き上がら
せ、ハイパワーモーターユニットで微細なホコリまで
も強力に吸引するルンバ独自のクリーニングシステム
です。最大幅約35×9cm

ルンバ  876
28-8199 104 ［税抜］¥74,000

「AeroForce®」クリーニングシステム搭載。センサー
が部屋の状況を把握してくまなく清掃。清掃力とお手
入れのカンタンさを両立させたハイエンドモデル。
最大幅約35×9cm

ルンバ  680
28-8200 104 ［税抜］¥49,880
1回の走行でホコリやゴミをかきだし、確実にキレイ
にする、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。高速応
答プロセス「iAdapt®2.0」が状況に応じて最適な動
作を選択実行し、お部屋をキレイにします。スケジュー
ル機能搭載。最大幅約34×9cm

アイロボット 

ブラーバ   ジェット240
28-8197 104 ［税抜］¥29,880
コンパクトなボディと、正確なナビゲーションシステム

「iAdapt®2.0」により、部屋をすみずみまで拭き掃除し
ます。クリーニングパッドを装着すると、自動的に清掃
モードを選択。ジェットスプレーと振動するクリーニ
ングヘッドでこびりついた汚れやベタつきを浮き上が
らせ、しっかり拭き取ります。約18×17×8cm
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レイコップ

レイコップ

レイコップ RP
29-7778 103 ホワイト ［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

レイコップ RS2
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 RS2
29-7780 103 ホワイト ［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 RX
29-8201 102 ホワイト ［税抜］¥64,500
ドライエアブローとホメスタイオン +脱臭オゾンで
99％以上の除菌・脱臭する「まくらモード」。寝具の
通気性を自動検知、寝具に吸いつかずハウスダストを
３分で90％以上除去する「自動モード」。デジタルモー
ターとリチウムイオンバッテリー採用での初「コード
レス化」。レイコップ最上位機種。約35×44×17cm

レイコップ LITE 
29-7784 103 ベビーピンク ［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 LITE 
29-7783 103 ホワイト ［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
クスは水洗いができて清潔・安心です。
素材：ABS/PP/POM。約30×35×15cm
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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。

ダイソン 

30-8233

30-7256

hot +cool　AM09
30-7678 99 ホワイト/ ニッケル ［税抜］¥58,800
30-7256 99 アイアン/ サテンブルー［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、

ても対応します。他の空気清浄機とは違いPM0.1レ
ベルの微細な粒子を99.95％除去。新たに搭載され
たセンサーにより空気の汚れに応じて風量を調整、
最適な室内環境を維持し、外出先でもアプリでコント
ロールできます。約63×22×22cm。最大1200W

Pure Hot + Cool   link
30-8233 99 ホワイト/シルバー［税抜］¥72,800
30-8234 99 アイアン/ ブルー ［税抜］¥72,800
寒い時にはファンヒーター、暑い時には扇風機、さら
に年間を通じて空気清浄機やサーキュレーターとし

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

ダイソン
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ハンディクリーナー
V6 トリガー
31-7677 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

ダイソン

ハンディクリーナー
 V6 カーアンドボート
31-8230 99 ［税抜］¥39,800
車内は飲食物などの目に見えるゴミだけではなく、
花粉などの微粒子もたまりやすい場所です。強力な
吸引力と多彩なツールで車の隅々までお掃除頂けま
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

V6
31-8231 99 ［税抜］¥51,800
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。 Dyson 
V6 はポストモーターフィルターなどにより、 0.3 ミク
ロンもの微細な粒子を99.97%以上捕らえ、部屋の空
気よりもきれいな空気を排出します。 使用時間：通
常モード 20分、充電時間：3.5時間。
約21×118×21cm、2.1kg

ボール  アニマルプラスフラフィ
31-8232 99 ［税抜］¥97,800
ダイソンの掃除機で最も強力な吸引力を発揮する
キャニスタータイプに、様々な床面に対応できる2 つ
のクリーナーヘッドがセットになったことで、より徹
底的にお掃除できます。0.3 ミクロンの微細な粒子
を99.97％以上捕え続けます。花粉シーズンや寒い
季節でも、窓を閉め切ってお掃除できます。
約25×21×39cm
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エレクトロラックス
エルゴラピード・リチウム ベッド・プロ・パワー™
32-8218 92 ラグジュアリーローズ ［税抜］¥53,800
3 in 1 ふとんクリーナー。ふとんのホコリやアレルゲ
ン物質をしっかり除去。ハンディ＆豊富なアクセサ
リーですき間もクルマもこれ1本。どんな床も楽々お
掃除、スタミナ長持ち45分。約26×15×107cm

カドー 加湿器  MH-C11U
32-8217 100 ブラック ［税抜］¥18,500
リチウムイオンバッテリー内蔵でパーソナルスペース用の
加湿器として使用可能。弱(15㎖/h)･強(30㎖/h)・連続3分
強の3つの運転モード搭載。付属の〈ピーズガード〉で除菌
消臭器に。カーソケット付。約φ7×21cm（突起部含む）

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 カラーポップ
32-8219 92 ウォーターメロンレッド［税抜］¥23,800
お部屋のアクセントになる、おしゃれな北欧カラー。
別売りノズルをプラスして、自由にカスタマイズ。エル
ゴラピードの使いやすさを実感できるエントリーモデ
ルです。運転時間20分。約26×15×107cm

ディンプレックス
電気暖炉　Arkley（アークリー）
32-8220 98 ［税抜］¥45,000
5段階の光の反射 ･屈折により炎のようなゆらめきを
実現。LED採用で燃焼物・火気を一切使用しません。
8畳サイズ対応電気ヒーター内蔵。転倒防止電源遮
断装置・加熱防止機能付。約51×34×60cm

ディンプレックス
電気暖炉　Gosford（ゴスフォード）
32-8221 98 ［税抜］¥98,000
水蒸気のゆらめきと光の反射で、立体的な炎を演出。暖
炉のある暮らしを楽しめます。8畳サイズ対応電気ヒー
ター内蔵で暖房効果も得られます。転倒防止電源遮断
装置・加熱防止機能付。リモコン付。約48×30×62cm

カドー エレクトロラックス ディンプレックス

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
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スライヴ  つかみもみマッサージャー
33-8224 95 レッド ［税抜］¥9,000
人でしかできなかった深く、強く、しっかり届く「つかみ
もみ」を再現。「４つのもみボール」で首、肩を大きく
とらえ、「もみアーム」がポイントに深く入って押し上げ
ます。速度２段階、10分タイマー付。約37×44×19cm

ルルド マッサージクッションSSフット
33-8222 78 ピンク ［税抜］¥8,800
フット専用に設計された凹凸のあるもみ玉で、手もみ
感覚の足裏マッサージ。 天面のカバーを半分外して
足を入れれば、もみ感を逃さずキープ。 暖かさも保ち
ながら、心地よくもみほぐします。約26×26×13cm

ルルド  ホットネックマッサージピロー
33-8223 78 グレー ［税抜］¥13,800
首筋にしっかりフィットして、じんわり暖かい独自の
シームレスヒーターと新もみ玉が手もみ感覚を再現。
表裏を入れ替えることで、「もみ位置」と「もみ感」
が変わり、コリを的確にとらえます。約44×44×14cm

スライヴ  フットマッサージャー
33-8225 95 ベージュ ［税抜］¥22,900
エアーバッグがググッと脚をしぼりこんでもみほぐす。
選べる3つのマッサージコース。強さ3段階。10分タ
イマー付。約41×43×43cm

スライヴルルド アルインコ

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

ルルド / スライヴ / アルインコ

スライヴ
くつろぎ指定席  Light
33-8226 95 ブラック ［税抜］¥60,000
軽量・コンパクト設計。 新発想「横回転もみ玉」で、しっ
かりなめらかに、親指でこねるようにマッサージ。背
中を広範囲に、繊細にほぐす「ゆらぎ」機能採用。最
大5種類のマッサージが選べます。約62×135×75cm

アルインコ  電動楽らくムーブサイクル
33-8227 97 ［税抜］¥14,800
電動ペダルが回転するアシスト機能がついたコンパ
クトサイクルです。最近足腰が弱ってきた人にピッ
タリです。大事な床をキズから守る専用保護マット
付。約42×40×29cm

アルインコ
プログラムバイク 6016
33-8228 97 ［税抜］¥29,800
コンパクトに折りたたみが可能なプログラムバイク。
多彩なプログラムで効果的な運動をサポートします。
運動後、1分間でどの程度心拍数が正常に戻ったかを
６段階で評価します。約45×88×115cm

アルインコ  ランニングマシン 1115
33-8229 97 ［税抜］¥59,800
面倒な組立が一切不要。時速10kmまで対応。音声
ガイド付きのランニングマシンです。見やすいホワイ
ト液晶と安心の大きな操作ボタン。充実の機能とホ
ルダーを配備しています。約64×140×110cm
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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
34-7701 97 ブルー ［税抜］¥18,000
34-7353 97 レッド ［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）

34-7700 34-7353

±0

サーキュレーター   Z310
34-8082 97 ホワイト ［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

セラミックファンヒーター
34-8083 97 ベージュ ［税抜］¥8,000
消費電力(強のとき) 1200/1100W(50/60Hz)。強弱
2段階切替。1・3・6時間切タイマースイッチ。連続運
転はありませんので、万が一の切り忘れが無いので
安心です。転倒時 OFF機能付き。コード長：約1.7m
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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
35-7889 83 ピンストライプブラック ［税抜］¥7,800
35-8240 83 ピースブラック ［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

T.200 ミディアムデュオマティック
35-7893 83 マットクロス ［税抜］¥7,000
35-8239 83 チェック ［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

Ｘ１
35-7896 83 ウッドランド カモフラージュ［税抜］¥5,800
35-8238 83 ストライプブルー ［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
35-8235 83 ネイビードット ［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

35-7889

35-7898

35-7896

35-8235

35-8238
35-8239

35-8240

クニルプス

35-7893

T.010  スモールマニュアル
35-8236 83 チェック ［税抜］¥5,300
35-8237 83 チェックボーダー ［税抜］¥5,300
高品質素材の組み合わせで最適化された重量。風による
ねじれの耐久性が向上した12角シャフト。収納時：約φ6×
18cm、使用時：φ94（8本骨）×54cm/親骨52cm、約255g

35-8236

35-8237

トップマティックSL
35-8241 83 ブラック ［税抜］¥10,000
35-8242 83 チェック ［税抜］¥10,000
高級感溢れるウッドハンドルの折りたたみ傘。スチール製
の頑丈で弾力あるフレーム構造。収納時：約11×6×45cm、
使用時：φ102（8本骨）×64cm/親骨55cm、約560g

35-8241

35-8242
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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］¥12,000
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〜

ルーピング   汽車
36-8151 90 ［税抜］¥10,000
色とりどりのワイヤーにそってビーズを動かして遊び
に夢中になります。指を動かすことで目と手の協応
力が培われます。素材：ブナ、スティール製。約48
×19×37cm。1歳半頃〜

アンビトーイ・ベビーギフトセット
36-8150 90 ［税抜］¥5,000
オランダ生まれのモダンデザインの傑作ベビー遊具
ブランド。赤ちゃんの月齢と、発達段階にあった機能
を持たせることで、あそびのヒントを与えてくれます。
素材：ABS樹脂。箱：36×30×13cm。3ヶ月頃〜。

ペリカンサンリンシャ ＶハンドルＳ
36-8152 90 アカ ［税抜］¥15,500
世界的に有名なペリカンデザイン社が設計した、子ど
もたちに美しいデザインです。乗りやすさ、安全性を
十分に考慮した設計。サドル位置調節可。素材：スチー
ル、ポリプロピレン。約65×43cm。1歳半頃〜。組立式。
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知の贈り物シリーズ  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

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

キッズ

知の贈り物シリーズ  脳力タングラム
37-8204 86 ［税抜］¥2,200
7つのカラフルなピースでいろいろな形を作りましょ
う。変形ピースを使って柔軟に考えることで、形の合
成・分解能力が身につき、「脳力」を高めます。101 の
問題を掲載したテキストブック付き。約15×12×2cm

MOEBE  PINCH 2 個
37-8202 86 ［税抜］¥3,000
ミニマルでシンプルなデザインで注目が集まるデンマーク
の建築家と家具デザイナーの MOEBE（ムーベ）の木とゴ
ムで作られたピンチ。直立させてメモや写真を挟んだり、
壁に掛けても使えます。素材：無垢オーク。約10×4×4cm

エド・インター  ふわふわなげっこ
37-8205 86 ［税抜］¥2,500
ライオン、ぞう、パンダ、ひよこ、うさぎがリングになっ
た輪なげです。ソフトボアの柔らかい肌触りも気持ち
よく、輪っかの中には鈴やビーズが入っているのでラ
トルとしても使用できます。最大約17×17×19cm

サクラクレパス  水でおとせるクレヨン
37-8376 83 12色 ［税抜］¥720
37-8377 83 16色 ［税抜］¥940
手足についても水で洗えば容易におとせます。ミツバ
チの巣より採取されるみつろうを原材料の一部に使
用。力いっぱい握って書いても折れにくい太さです。

37-8377
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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

38-5527

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。

デメル

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。

ソリッドチョコ  猫ラベル
38-8206 108 スウィート ［税抜］¥1,800
38-8207 108 ミルク ［税抜］¥1,800
猫の舌の形をした可愛らしいチョコレート。105g

クライネクーヘン
38-8208 108 9 個入 ［税抜］¥1,500
38-8209 108 12 個入 ［税抜］¥2,000
ココア風味のしっとりとした生地と、イチジクを加え
たスウィートチョコ味が楽しめるフィグ（イチジク）。ピ
スタチオ風味の香ばしい生地と、爽やかなサワーチェ
リーを加えたミルクチョコ味が楽しめるピスタチオ。
38-8208  フィグ × 5、ピスタチオ × 4
38-8209  フィグ × 6、ピスタチオ × 6

38-8209

38-8207
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39-6208

菓子詰合せ
39-6209 105 28 個入 ［税抜］¥3,000
39-6210 105 49 個入 ［税抜］¥5,000
皆様に喜んでいただける人気のお菓子のセット。
39-6209 ビスキュイ ×8、チーズケーキ × 6、ラ・ガナ

シュ ×14
39-6210 ビスキュイ ×16、チーズケーキ × 9、ラ・ガナ

シュ ×24

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

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
39-7727 105 30枚入 ［税抜］¥2,000
39-8210 105 50枚入 ［税抜］¥3,000
それぞれにふさわしい素材を吟味して焼き上げました。
39-7727  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

39-8210  ショコラ ×8、キャラメル ×7、カネル ×8、
アマンド ×8、ヴァニーユ ×6、シュクレ ×7、
キャラメリゼ ×6

39-8210

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

資生堂パーラー

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。
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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㎖ × 各2

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、黒胡麻黒糖クッキー・バニラクッキー ×各5

キハチバームクーヘン S ラウンド
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”厳選した素
材 ”と”しっとり焼き”が特長です。絶妙なタイミング
で弾力のある生地に仕上げました。きめが細かくしっ
とりとした口あたりをお楽しみください。約220g

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

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

パティスリー・キハチ

バームクーヘン 5個入
40-8153 108 ［税抜］¥1,200
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× 3、バームクーヘンショコラ×2

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¥800(税別）かかります。

焼菓子詰合せ ８種 32個入
40-8154 108 ［税抜］¥5,000
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
上げています。バームクーヘン（プレーン・ショコラ）×各4、は
ちみつマドレーヌ×3、フィナンシェ・ケークアングレ・ビスキュ
イサンド ×各2、黒胡麻黒糖クッキー×10、バニラクッキー×5
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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。

銀座フルーツタルト  12 個
41-8099 108 本 ［税抜］¥3,000
ほんのりチーズが香る生地を香ばしく焼き上げたタ
ルトに、フルーツゼリーと果肉をトッピング。冷やし
ても美味しくお召し上がり頂けます。マスカット、マン
ゴー、フランボワーズ、レモン ×各3

銀座ゼリー  9 個
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

銀座千疋屋

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

銀座フルーツクーヘン  16個
41-8100 108 1 ［税抜］¥3,000
生地にはフルーツ果汁を混ぜ、一層一層丁寧に焼き上
げました。しっとりした口当たりに程よい甘さが相まっ
て、深い味わいに。イチゴ＆ミルク、レモン＆はちみつ、
メロン＆ミルク、バナナ＆チョコ×各4
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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］¥1,420
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　瓦・横濱白　瓦詰合せ
42-8086 105 8個入 ［税抜］¥1,860
焼きたてのチョコレートケーキにクルミソースを含ま
せたフォンダンショコラ「横濱　瓦」と、厳選されたホ
ワイトチョコとアクセントのラズベリーソースで優しい
甘さを表現した「横濱白　瓦」の詰合せです。

横濱　瓦
42-7544 105 8個入 ［税抜］¥1,860
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。

霧笛楼

　瓦の魅惑コレクション
42-8085 105 8個入 ［税抜］¥1,300
しっとり濃厚チョコレートケーキ「　瓦の誘惑」、ホワイト
チョコとラズベリーのバランスが絶妙な「白　瓦の誘惑」、
洋酒にじっくり漬け込んだ大人の美味しさ「　瓦の誘惑ラ
ムレーズン」と「　瓦の誘惑オレンジピール」の詰合せです。

横濱　瓦・横濱白　瓦詰合せ
42-8084 105 6個入 ［税抜］¥1,420
焼きたてのチョコレートケーキにクルミソースを含ま
せたフォンダンショコラ「横濱　瓦」と、厳選されたホ
ワイトチョコとアクセントのラズベリーソースで優しい
甘さを表現した「横濱白　瓦」の詰合せです。
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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。

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。

メリーチョコレート

ル  ボヌール
43-7303 105 20枚入 ［税抜］¥1,500
43-8155 105 29 枚入 ［税抜］¥2,000
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。

ファンシーチョコレート
43-8156 105 54個入 ［税抜］¥2,000
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。

43-8155

43-3783

想いを贈る
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天保元年創業の日本料理の老舗「なだ万」、2010年から7年連続ミシュランガイドで二つ
星を獲得した京割烹店「祇園 さゝ 木」、2012年から6年連続ミシュランガイドで一つ星
を獲得した大阪市・本町の「味吉兆ぶんぶ庵」よりおすすめの商品をご紹介します。

さゝ木

なだ万  プリン詰合せ
44-8211 102 ［税抜］¥2,381
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。各90g×2

なだ万  和風スープ
44-8212 102 ［税抜］¥3,500
各素材の味わいを大切にしながら、すり潰したじゃが
いもをベースに昆布や鰹の旨み等を加えて仕上げた
ポタージュ仕立ての和風スープです。温めても冷やし
ても美味しくお召し上がりいただけます。かぼちゃ、渡
り蟹、繊維野菜  各130g×2

なだ万 / 祇園  さゝ 木 / ぶんぶ庵

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。

なだ万 ぶんぶ庵

※ミシュランガイドで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。

祇園  さゝ木   西京漬け
44-8213 105 ［税抜］¥5,000
銀だらと銀鮭を、程よい甘さの西京味噌だれで漬け込
み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・銀鮭  各3切

祇園  さゝ木   すき焼きセット
44-8214 100 ［税抜］¥10,000
芳醇な香りのシェリー酒を使用して作ったこだわりの
割下は、黒毛和牛をよりいっそう豊かな味わいに仕上
げます。お好みの具材に、佐々木料理長お勧めの「ご
ぼう」や「玉ねぎ」を加えて、銘店の味をご堪能くだ
さい。国産黒毛和牛（もも肉250g・肩ロース肉200g）
計450g、割下360㎖（濃縮3倍タイプ）

味吉兆ぶんぶ庵   信州そばセット
44-8215 105 ［税抜］¥3,000
紀州南高梅のさわやかな酸味の「梅だれ」、かつおと
昆布の旨味を優しく効かせたつゆ「旨だし」と、信州
そばのセット。太さの違う3種類の麺を混ぜ合わせた
そばの風味と食感をお楽しみください。旨だし・梅だ
れ各195㎖ ×1、信州そば270g（90ｇ ×3束）×2

味吉兆ぶんぶ庵  アイスクリーム詰合せ
44-8216 101 ［税抜］¥5,000
北海道産の塩と小豆を使用した程よい甘さの「塩あ
ずき」。コクのある味わいの「宇治抹茶」。北海道産の
きな粉が香ばしい「きな粉」。八ヶ岳の牛乳がすっき
りとして後引く美味しさの「みるく」。栃木県産とちお
とめの風味が広がる「苺」。各120㎖ ×2
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抹茶スターロール
45-8378 90 1本入 ［税抜］¥1,300
45-8379 90 2本入 ［税抜］¥2,600
見た目でも味わいでも抹茶の美味しさを感じていた
だけます。苦味の利いた抹茶の風味が生地からもク
リームからも味わえる抹茶づくしのロールケーキです。

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
2016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
2016年モンドセレクション金賞受賞作品でもある
新杵堂の栗きんとんは国産100％の栗を使用してお
ります。栗きんとんは栗と味を引き立てるだけの砂
糖を熟練の技にて練り合わせた岐阜県中津川市の
銘菓です。1個 約23g

アイスロール
45-8380 90 4本入 ［税抜］¥1,500
45-8381 90 8本入 ［税抜］¥2,600
片手で気軽に本格スイーツ。植物性クリームと、マーマ
レードソースを巻いた『オレンジ』、国産苺のクリームを
巻き、チョコチップを散りばめた『ストロベリーチョコ』。
45-8380　各2本　  45-8381　各4本

まるごとみかん大福
45-8062 90 4個入 ［税抜］¥1,400
45-8063 90 8個入 ［税抜］¥2,600
上質な和歌山県産みかんを1個まるごと、ふわふわな
お餅に包み込みました。みかんをほんの少しの白手
亡豆の白餡で包みこみ酸味がまろやかに。

45-8381

45-8062

45-6921 45-7309

45-7307 45-8379

新杵堂 45



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、唐辛子5g ※野菜（キャベツ、ニラ等）は別途

無着色からし明太子
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

無着色からし明太子
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

かねふく

からし明太子  切れ子
46-8183 98 1kg ［税抜］¥5,500
真子と呼ばれる成熟卵を使用。 かねふく独自の二度
漬け製法でじっくり熟成。素材の旨味を引き出しまし
た。端が少し切れてしまった切れ子ですが、その分、
たっぷり入って贅沢にお使いいただけます。
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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）。

浅草今半

黒毛和牛  ハンバーグセット
47-8101 108 ［税抜］¥5,000
浅草今半の味を守り続ける指南役が調整した、風味
豊かで味わい深い黒毛和牛の旨味を封じ込めたビー
フハンバーグ。特製和風ソースでお楽しみください。
ハンバーグ 120g×6、和風ソース 35g×6

今半
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48-8158

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
48-8158 104 ［税抜］¥3,000
48-8159 104 ［税抜］¥5,000
ホテルオークラ東京の和食・天ぷらの名店「山里」な
らではの優しい味わいをご賞味ください。
48-8158  おかゆ（特製あん付）、梅がゆ、玉子がゆ、

雑炊スープ（とり、鮭・たまご、帆立）×各1
48-8159  おかゆ（特製あん付）×6、雑炊スープ（とり、

鮭・たまご）×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

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

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

ホテル オークラ

ビスキュイ・サンド
48-8157 100 20枚入 ［税抜］¥2,000
サックリ焼き上げた生地でクリームをはさんだクッ
キー。プレーンとショコラの2つの味がお楽しみいた
だけます。プレーン、ショコラ×各10

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¥800(税別）かかります。
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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

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

伊藤農園

じゃばら果汁
49-8098 90 5本 ［税抜］¥3,000
花粉症シーズンの強い味方！伊藤農園の100％ピュ
アジュースと同じ製法で作った、すっきりとしたスト
レート果汁です。香りの良さは伊藤農園ならではの
逸品です。じゃばら果汁100㎖ ×5
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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
50-3801 106 1名様用 ［税抜］¥10,000
ディナーギフト券 DCコース
50-3802 104 2名様用 ［税抜］¥20,000
ディナーギフト券 DEコース
50-3803 109 2名様用 ［税抜］¥30,000
ディナーギフト券 DSコース
50-3804 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）

ビストロボンファム
（東京／赤坂）

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
52-3826 95 ［税抜］¥4,000

フルーツギフト券 SEコース
52-3827 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
53-4047 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
53-4050 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
53-4048 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
53-4049 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」、「エターナル フレンズ」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

54-1026

ご予算別のコース（システム料込み）
54-1014 95 フランクフルト（商品点数 870 点） ［税抜］¥2,600
54-1015 93 アムステルダム（商品点数 1,470 点） ［税抜］¥3,100
54-1016 92 ジェノバ（商品点数 1,690 点） ［税抜］¥3,600
54-1017 91 トロント（商品点数 1,540 点） ［税抜］¥4,100
54-1018 90 ローマ（商品点数 1,600 点） ［税抜］¥4,600
54-1019 88 カサブランカ（商品点数 1,780 点） ［税抜］¥5,600
54-1020 87 ハンブルク（商品点数 770 点） ［税抜］¥7,600
54-1021 86 キングストン（商品点数 1,030 点） ［税抜］¥10,600
54-1022 85 リスボン（商品点数 950 点） ［税抜］¥15,600
54-1023 84 ボストン（商品点数 890 点） ［税抜］¥20,600
54-1024 84 シアトル（商品点数 860 点） ［税抜］¥25,600
54-1025 84 オスロ（商品点数 750 点） ［税抜］¥30,600
54-1026 84 モントリオール（商品点数 600 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」、「エターナル フレンズ」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〉）

55-2014

ご予算別のコース（システム料込み）
55-2001 93 アル･マーレ（商品点数 530 点） ［税抜］¥2,600
55-2002 92 ブレッザ（商品点数 860 点） ［税抜］¥3,100
55-2003 88 チエーロ（商品点数 960 点） ［税抜］¥3,600
55-2004 88 デゼルト（商品点数 870 点） ［税抜］¥4,100
55-2005 88 エテルノ（商品点数 960点） ［税抜］¥4,600
55-2006 87 フィオーレ（商品点数 1,020 点） ［税抜］¥5,600
55-2008 86 オメリク（商品点数 650 点） ［税抜］¥8,600
55-2009 85 ロンターノ（商品点数 795 点） ［税抜］¥10,600
55-2010 84 パラディソ（商品点数 550 点） ［税抜］¥15,600
55-2011 84 リーヴァ（商品点数 480 点） ［税抜］¥20,600
55-2012 84 ソーレ（商品点数 310 点） ［税抜］¥25,600
55-2013 84 テッラ（商品点数 295 点） ［税抜］¥30,600
55-2014 84 ヴェント（商品点数 235 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。

『エターナル フレンズ』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。

選べるギフト

エターナル フレンズ
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56-6529  約  63品
56-6530  約  64品
56-6531  約   84品
56-6532  約112品
56-6533  約154品

（2品選べる品含む）

すいーともぐもぐ
56-7319 102 シンバル ［税抜］¥2,000
56-7320 102 トランペット ［税抜］¥3,000
56-7321 102 アコーディオン ［税抜］¥4,000
56-7322 102 チェロ ［税抜］¥5,000
56-7319  約33品
56-7320  約36品
56-7321  約35品
56-7322  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
56-6529 99 アサンテ ［税抜］¥2,000
56-6530 99 キートス ［税抜］¥2,500
56-6531 99 メルシー ［税抜］¥3,000
56-6532 99 グラッツェ ［税抜］¥5,000
56-6533 99 ダンケ ［税抜］¥10,000

直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

58-7322

56-6533

すいーともぐもぐ / やさしいごちそう

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。
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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。

57-4416

グルメギフト券（システム料込み）
57-2015 97 SG ［税抜］¥2,100
57-2016 96 SA ［税抜］¥2,700
57-4319 95 ST ［税抜］¥3,100
57-2017 93 SB ［税抜］¥3,700
57-2018 92 SH ［税抜］¥4,700
57-2019 91 SC ［税抜］¥5,700
57-2020 90 SD ［税抜］¥7,700
57-2021 89 SE ［税抜］¥10,700
57-2022 89 SW ［税抜］¥15,700
57-2023 88 SL ［税抜］¥20,700
57-2024 87 SQ ［税抜］¥25,700
57-2025 87 SR ［税抜］¥30,700
57-4416 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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楽しい「時間」と「幸福」を、「感謝」の気持ちと
共に贈る JTB ならではのカタログ式ギフト

「旅・体験・レストラン」カタログと、魅力的な商品が満載の「グルメ・雑貨」カタログ
が 2 冊 1セットで、欲しい商品が選びやすい新たな形のカタログ式ギフトです。

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。

58-8324

「たびもの撰華」「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。

お申し込み後、2週間前後でお届けいたします。

たびもの撰華
58-8317 103 桜（約450アイテム） ［税抜］¥3,600
58-8318 103 楓（約440アイテム） ［税抜］¥5,600
58-8319 103 椿（約410アイテム） ［税抜］¥10,600
58-8320 108 梓（約340アイテム） ［税抜］¥20,600
58-8321 108 柊（約340アイテム） ［税抜］¥30,600

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 直送商品。別途送料が¥500(税別）かかります。

※一部、内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。

たびもの撰華 / 選べる国産和牛

58-8322 113 橘（約230アイテム） ［税抜］¥50,600
58-8323 115 極（約200アイテム）［税抜］¥100,600 58-8323

選べる国産和牛
58-7326 104 健勝（約70点） ［税抜］¥5,000
58-7327 104 溌剌（約60点） ［税抜］¥10,000
58-7328 104 延壽（約60点） ［税抜］¥20,000
58-8324 104 福禄（約60点） ［税抜］¥30,000

※「極」コースは1冊となります。
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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
59-8325 90 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

ロベール・シリュグ
ヴォーヌ・ロマネ  2014
59-8326 90 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

シモーヌ・トランブレイ  シャブリ
プルミエ  クリュ フルショーム 2010
59-8327 90 白 ［税抜］¥5,170
ビオワイン品評会で最も信頼性のある「チャレンジ・
ミレジム・ビオ 2012」で､全834本のエントリーで僅か
4本だけの最高金賞を受賞。翌年も2010年産が金賞受
賞。葡萄品種：シャルドネ100%、750㎖、Alc13度。白

ポール・ペルノ
ピュリニー・モンラッシェ  2014
59-8328 90 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100%、750㎖、
Alc.13.5度。白

ジュール・ラサール
キュヴェ・プレフェランス・ブリュット NV
59-8329 90 白泡 ［税抜］¥5,330
世界的ワイン評論家ロバート・パーカー氏による『ワイ
ン・バイヤーズ・ガイド』にて最高評価5ッ星評価の造り手。
WS-93pt.WA-90 pt. 葡萄品種：ピノムニエ 60％、シャル
ドネ 20％、ピノ・ノワール 20％、750㎖、Alc12度。白泡

ピエール・ジモネ
スペシャル・クラブ  2006
59-8330 90 白泡 ［税抜］¥10,000
規定により瓶詰め前と瓶熟成の後にエノロジストなど
専門家の試飲検査に合格したキュベェのみが販売さ
れます。瓶熟期間は最低3年。葡萄品種：シャルドネ
100%、750㎖、Alc.12.5度。白泡

ルモワスネ・ペール・エ・フィス
20年熟成ワイン紅白セット
59-8331 90 赤・白 ［税抜］¥12,500
ヴィクトリア女王の治世60周年イベントをきっかけに
創業者が特別な Cuvée を選んで Diamond Jubilee
のラベルをつけた限定品。葡萄品種：赤ピノ・ノワール
100％、白シャルドネ 100%、750㎖、Alc13度。赤・白

ルモワスネ・
ブルゴーニュ・ルージュ 飲み比べセット
59-8332 90 赤 ［税抜］¥11,000
2007年：ベリー系の果実味と、こなれた熟成感が味わ
えます。2008年：果実味の厚みがあり、芳醇な味わい。
2011年：活き活きとした果実味と綺麗な酸が印象的。
エレガントでバランス良し。750㎖、Alc13度。赤
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地ビール

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビールセット
60-7550 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
60-7551 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。

この街を奏でる
音楽のようなビール  ギフトセット
60-8333 105 ［税抜］¥4,100
街そのものの味わいをあらわした音楽のようなクラフトビー
ル。TOKYO BLUES セッションエール、TOKYO BLUES
ゴールデンエール × 各2本 、OSAKA BAY BLUES、KYOTO 
CLASSIC × 各1本。330㎖、Alc.4.5～6.5度。

ヤッホー   水曜日のネコ
60-7922 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
60-7923 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。

小江戸ビール  瑠璃
60-7920 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
60-7921 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。

ホルゲートバラエティセット
60-8334 105 ［税抜］¥4,300
オーストラリア クラフトビール界のパイオニアが手掛けたビー
ルセット。HOLGATE ジャーマンピルスナー、Mt.マセドンペー
ルエール、ロードトリップ IPA、アルファクルーシス IPA、ノート
ンラガー、ホップタルト× 各1本。330㎖、Alc.4.3～5.8度。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。
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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。

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。

酒

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

旭川 純米大吟醸酒セット  
61-8336 101 ［税抜］¥5,600
北海道産酒造好適米「彗星」「吟風」を使用して醸し
た香り華やかすっきりした味わいの「純米大吟醸酒  
国士無双   北海道限定」とコクのある「純米大吟醸酒   
国士無双   あさひかわ」の2本セット。720㎖、Alc.15度。

土屋酒造店 茜さす
オリジナルセット
61-8335 101 ［税抜］¥6,000
信州佐久の肥沃な粘土質土壌の一帯、浅科五郎兵衛
新田にて、農薬を一切散布せずに栽培収穫した酒米
を用い、醸した逸品のセット。茜さす  純米大吟醸 、茜
さす 特別純米 ×各1本。720㎖、Alc.17度。

多満自慢 淡麗 ６本セット
61-8337 97 ［税抜］¥4,700
さらりと爽やかなのど越しの純米大吟醸酒、きめ細くさば
けの良い淡麗純米酒、爽やかな口当たりとキレの良い淡麗
吟醸酒のセット。多満自慢 淡麗純米大吟醸、多満自慢 淡麗
吟醸、多満自慢 淡麗純米 ×各2本。300㎖、Alc.14～15度。

東の麓特別純米酒＆つや姫
受賞酒セット
61-8338 101 ［税抜］¥3,800
ワイングラスでおいしい日本酒アワードにおいて、最
高金賞＆金賞受賞酒セット。ワイングラスで楽しめる
これ以上にない組み合わせです。東の麓  特別純米酒 
720㎖、つや姫なんどでも 500㎖、Alc.15～16度。

妙高山地酒限定晩酌セット
61-8339 99 ［税抜］¥3,100
インターナショナルワインチャレンジで2012・2014年部
門第1位を2度獲得した本醸造妙高山と、地元で長く愛
されている無糖加辛口越後おやじのセット。本醸造妙高
山 、無糖加  辛口越後おやじ×各1本。720㎖、Alc.15.6度。

倉吉ウイスキー シェリーカスク８年
61-8340 108 ［税抜］¥7,500
厳選したシェリー樽にて熟成させ奥深いリッチで芳
醇な香りに、洋ナシやレーズンなどの果実香が特徴
です。長期熟成のまろやかさに大山の伏流水を使い
とても美味しく仕上げました。700㎖、Alc.46度。
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玄米  宮城県産金のいぶき  2㎏
62-8071 76 ［税抜］¥2,000
従来の玄米とは違い、白米に近い食感（もちもち感）
を保ちました。毎日食べていただく為に、栄養と美味
しさを追求した「金のいぶき」をお楽しみください。

宮城県産ひとめぼれ  5㎏
62-8072 81 ［税抜］¥3,000
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。

北海道中空知産ゆめぴりか  5㎏
62-8073 82 ［税抜］¥4,200
北海道中空知地区で取り組んでいる「特別栽培米」
基準を超える厳しい減農薬・減化学肥料基準で生産
されたお米を詰め合わせました。

62-7754 62-7757 62-7479 62-7470

62-7755 62-7762 62-7469 62-8072

62-7756 62-8071 62-7764 62-8073

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。

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。

お米

島根県仁多米コシヒカリ 3㎏
62-7479 83 ［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㎏
62-7469 84 ［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㎏
62-7764 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㎏
62-7470 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。
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青森県産青天の霹靂 5㎏
63-8074 80 ［税抜］¥4,200

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

北海道産きたくりん  5㎏
63-8075 84 ［税抜］¥2,800
甘くて冷めても美味しいのが特徴です。

香川県産おいでまい  5㎏
63-8076 84 ［税抜］¥2,800
粒揃いの色白美人で米本来の食感が楽しめます。

宮城県産ささにしき  5㎏
63-8077 81 ［税抜］¥3,000
粘り気が少なくパラパラとほぐれやすいあっさりとした
お米なので、お寿司・雑炊などに良く合うお米です。

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）  5㎏
63-8078 79 ［税抜］¥4,200
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。

金賞健康米（秋田県産あきたこまち使用） 5㎏
63-8079 77 ［税抜］¥3,300
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。

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。

63-8074 63-8077 63-7475 63-7473

63-8075 63-8078 63-7765 63-7471

63-8076 63-7474 63-8079 63-7767

お米

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。

秋田県産あきたこまち  10㎏
63-7471 81 ［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。

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。
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松阪牛  焼肉
64-8341 88 250g もも・バラ ［税抜］¥5,000
64-8342 88 550g もも・バラ ［税抜］¥10,000

「世界のブランド」としてその名を馳せ、「味の芸術品」
と親しまれている松阪牛ならではの肉質のキメ細やか
さ、柔らかく芳醇な肉の旨味をぜひお楽しみください。

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。

松阪牛  すき焼き肉
64-8343 88 250g もも・バラ ［税抜］¥5,000
64-8344 88 600g もも・バラ ［税抜］¥10,000

「世界のブランド」としてその名を馳せ、「味の芸術品」
と親しまれている松阪牛ならではの肉質のキメ細やか
さ、柔らかく芳醇な肉の旨味をぜひお楽しみください。

肉

京都モリタ屋  黒毛和牛  すき焼き肉
64-8345 88 300g 肩もも ［税抜］¥5,000
64-8346 88 450g ロース ［税抜］¥10,000
日本が誇る黒毛和牛のすき焼き用です。さすが黒毛和
牛と思わず驚嘆の声が出るほど柔らかくジューシー
です。

京都モリタ屋  黒毛和牛  ロースステーキ
64-8347 88 2枚（360g） ［税抜］¥10,000
64-8348 88 3枚（540g） ［税抜］¥15,000
日本が誇る黒毛和牛のロースステーキ用です。さす
が黒毛和牛と思わず驚嘆の声が出るほど柔らかく
ジューシーです。

神戸牛  すき焼き肉
64-8349 84 400g 肩ロース ［税抜］¥10,000
64-8350 84 400gリブロース ［税抜］¥20,000

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

神戸牛  焼肉
64-8351 84 400g もも ［税抜］¥10,000
64-8352 84 800g もも ［税抜］¥20,000

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

北海道びらとり和牛特選すき焼き肉
64-8353 88 550g 肩ロース ［税抜］¥10,000
64-8354 89 肩ロース・もも 各450g［税抜］¥15,000
びらとり和牛で食べるすき焼きは鍋全体に旨みが絡ま
り、すべての食材へ旨さが伝わります。食べてみてわか
る納得のいく本物の味、ぜひ一度ご賞味いただきたい
自慢の和牛です。

佐賀牛  焼肉
64-8355 88 250g もも・バラ ［税抜］¥5,000
64-8356 88 550g もも・バラ ［税抜］¥10,000
数ある銘柄牛の中でも全国トップレベルの佐賀牛は、
その名声に恥じない繊細な肉質とやわらかさが特徴で
す。佐賀牛特有のきめ細かなとろけるような舌触りを
ご堪能ください。
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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165g（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）

海鮮

天然南まぐろ赤身と中とろ
65-8358 88 ［税抜］¥10,000
65-8359 88 6 ［税抜］¥20,000
上質な甘みと食感が特徴の高級南まぐろの詰め合わせです。
65-8358　南まぐろ赤身150g×1、南まぐろ中とろ150g×2
65-8359　南まぐろ赤身150g×3、南まぐろ中とろ150g×4

北海道の毛ガニ ２尾
65-8357 90 ［税抜］¥7,000
厳選された北海道産の毛がにのみを使用し、新鮮な
ままボイル、急速冷凍をかけて旨味をぎゅっと閉じ込
めました。北の前浜育ちの毛ガニは身が締まり、美味
しさは格別です。約430g×2

ずわい毛ガニ ３尾セット
65-8360 88 ［税抜］¥10,000
濃厚な味が自慢の北海道産毛ガニと食べやすさ抜
群のずわいがにを豪華なセットにしてお届けします。
ずわいがに約500g×2、毛ガニ約400g×1

新･豪華蟹三昧 150
65-8361 90 ［税抜］¥15,000
高級感溢れるたらばがに脚、食べやすさ抜群のず
わいがに、そして身のびっしり詰まった旨さいちばん
の毛ガニ。三大ガニが勢揃い。ボイルたらばがに脚
Net700g・ずわいがに約450g×各1、毛ガニ約400g×2

蟹の宝箱
65-8362 90 ［税抜］¥20,000
高級感溢れるたらばがに脚、食べやすさ抜群のずわ
いがに、そして身のびっしり詰まった旨さいちばん
の毛ガニ。三大ガニが勢揃いした豪華蟹の宝箱。ボ
イルたらばがに脚Net 500g×2、ずわいがに約450g
×2、毛ガニ約330g×2

伊勢海老とあわび詰合せ
65-8363 88 ［税抜］¥20,000
65-8364 88 6 ［税抜］¥30,000
徳島県産のあわびを贅沢にまるごと煮て伊勢海老はステーキ
にしました。縁起物のあわび、伊勢海老をお楽しみください。
65-8363　あわびやわらか煮150g×2、伊勢海老ステーキ 2尾
65-8364　あわびやわらか煮150g×3、伊勢海老ステーキ 3尾
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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

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。

特選グルメ

神戸牛ハンバーグ
66-8368 84 約100g×5P ［税抜］¥5,000
66-8369 84 約100g×8P ［税抜］¥8,000

「神戸ビーフ」は、兵庫県内で生産される優れた但馬牛か
ら、県内の熟練した農家が高度な飼育技術を駆使してつ
くりだした最高牛肉です。ハンバーグでお楽しみください。

有名産地のこしひかり
4 種食べ比べセット
66-8004 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

話題の人気米 3種詰め合わせ
66-8371 78 ［税抜］¥2,500
ブランド米3種類 (北海道産ゆめぴりか・新潟北越後
産こしひかり・山形県産つや姫）を詰め合わせました。
各450g

自慢の生ハムと特製ローストビーフ
66-8370 90 ［税抜］¥5,000
自家製・こだわり生ハムは、そのままでももちろん、サ
ラダとして、季節のフルーツと合わせても召しあがって
いただけます。ハングのオールドハンバーグ 100g、手
作り燻製生ハム40g ×各2、ローストビーフ250g、ロー
ストビーフ用ソース 50g、デミグラスソース 90g×各1

京都モリタ屋   黒毛和牛コロッケ
66-8367 88 ［税抜］¥4,000
日本が誇る黒毛和牛が100％入ったコロッケです。さ
すが黒毛和牛と思わず驚嘆の声が出るほど柔らかく
ジューシーです。黒毛和牛100％生コロッケ80g×14

宇都宮餃子館   健太餃子詰合せ
66-8365 89 ［税抜］¥3,659
野菜と豚肉の旨みたっぷりの健太餃子のお買い得詰
合せ。独自の0.75mmの極薄皮と一昼夜氷低温で熟
成させた餡の理想的なコラボで本格餃子を、ご家庭
でどうぞお楽しみください。健太餃子8個 ×6   計48個

蓬莱本館   豚まんセット３Ｐ
66-8366 95 ［税抜］¥3,840
大阪は、難波の蓬莱本館の豚まん。具たっぷりの、
本格派の豚まんです。豚まん（120g×4個）×3袋
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横濱馬車道あいす＆もなかセット
67-7864 89 ［税抜］¥5,000
素朴で懐かしい味わいが多くの人に親しまれています。
横濱馬車道あいす110㎖ ×8（カスタード・渋皮栗・みる
く大納言・緑茶みるく各2個）、横濱馬車道あいすもなか
65㎖×6（ミルク・抹茶  各2個、小豆・チョコレート  各1個）

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※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。

スウィーツ / クッキー

函館ふうげつどう ライチフロマージュ
67-8374 88 ［税抜］¥4,500
ムース仕立てのライチフロマージュ。中はフランボワー
ズのジュレでアクセントをつけました。底の生地はサ
クサク食感のダックワーズを使用、 見て、食べて、二
度おいしいが伝わるオリジナルスイーツです。4号

札幌欧風洋菓子エル・ドール
プレミアムプリン ６本
67-8372 90 ［税抜］¥4,000
北海道産の牛乳と生クリームを贅沢に使用。品のあ
るバニラの香りと、濃厚なかぼちゃの風味のプレミア
ムプリン。バニラ、かぼちゃ  約92g ×各3

フルーツティアラ
フルーツアイスパフェセット
67-8373 90 ［税抜］¥4,000
果肉とソースをのせた『マンゴーパフェ』。苺、レッドグローブ

（ぶどう）とラズベリーソースをのせた『いちごパフェ』のセット。
マンゴーアイスパフェ、ストロベリーアイスパフェ 100㎖×各4

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

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。

67-7106
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68-6294

68-4719

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
UCCが長年培ってきたブレンド技術を活かして仕上
げた、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

100％、コロンビア100％70g × 各1、炭焼
珈琲65g×1

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。

コーヒー / カレー / 海苔

エスビー食品  ディナーカレーギフト
68-2082 92 ［税抜］¥2,000
68-8386 92 ［税抜］¥3,000

「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。
68-2082　中辛200g×6
68-8386　中辛200g×9

68-8386 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 20 袋入 ［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。

エスビー食品  レストランディナーレトルトカレーセット
68-8387 85 20 袋入 ［税抜］¥5,000
レストランのレトルトカレー。じっくり煮込んだプロの
味をご家庭で。

68-8387

大森屋  海苔・カニ缶・ほぐし瓶詰合せ
68-8388 90 ［税抜］¥3,000
68-8389 90 ［税抜］¥5,000
68-8388  焼のり木箱(2切10枚2袋）、のり茶漬(5ｇ×10
袋）、紅ずわいがにほぐし脚肉かざり65ｇ、焼鮭ほぐし55
ｇ、たらこほぐし50ｇ×各1
68-8389  味のり木箱 (8切5枚16袋）、焼のり木箱(2切
10枚2袋）、たらこほぐし50ｇ、鶏そぼろ60g×各1、紅ず
わいがにほぐし脚肉かざり65ｇ、焼鮭ほぐし55ｇ×各2

68-8389

牛乃匠  ビーフカレー
68-8384 89 ［税抜］¥3,000
68-8385 89 ［税抜］¥5,000
最初はマイルド、後から独自にブレンドした十数種類
のスパイスの辛さが広がるコクのあるカレーです。神
戸牛乃匠専門店「創作焼肉 神戸 牛乃匠」。厳選され
た素材と牛を極めた匠の技をご堪能ください。
68-8384　200g×6　　68-8385　200g×10

68-8385

UCC ジャパンプレミアム ドリップコーヒー
68-8382 88 ［税抜］¥3,000
68-8383 88 ［税抜］¥5,000
日本の、美しいコーヒー。
68-8382　凛（すっきり仕立て）、艶（なめらか仕立て）

〈8g×5P〉×各1、雅（深いコク仕立て）〈8g×5P〉×2
68-8383　凛（すっきり仕立て）、艶（なめらか仕立て）、
雅（深いコク仕立て）〈8g×5P〉×各2

68-8383
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69-7028

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  煎茶清緑ティーバッグ 2g×10、煎茶ティーバッ
グ 2g×10×2
69-7887  煎茶清緑ティーバッグ 2g×10×2、煎茶ティー
バッグ2g×10、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）

油 / 梅干 / お茶 / カニ缶

味の素オリーブオイル＆新鮮調味料セット
69-8405 87 ［税抜］¥2,000
69-8406 87 ［税抜］¥3,000
69-8405  日清キャノーラ油600ｇ、キッコーマンいつ

でも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖、味
の素オリーブオイルピュア 200ｇ ×各1

69-8406  日清キャノーラ油600ｇ、キッコーマンいつ
でも新鮮しぼりたて生しょうゆ450㎖ ×各
1、味の素オリーブオイルピュア 200ｇ ×3

69-8406

NEW 調味料＆ツナ缶セット
69-8407 78 ［税抜］¥2,500
69-8408 78 ［税抜］¥4,000
69-8407  ヤマサ丸大豆しょうゆ、日の出みりんタイプ調

味料 各500㎖ × 各1、日清キャノーラ油380ｇ
×各1、ホテイライトツナフレーク 1/2 70ｇ×3

69-8408  ヤマサ丸大豆しょうゆ、日の出みりんタイプ
調味料、日の出料理酒 各500㎖ × 各1、日清
キャノーラ油380ｇ×各1、ホテイライトツナ
フレーク1/2  70ｇ×6

69-8408
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70-2039 70-2049

70-5588

70-7378

70-5586

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｣ 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

麺類

長崎県
島原手延そうめん ｢波の白糸｣
70-8246 65 300g ［税抜］¥500
70-2037 65 600g ［税抜］¥1,000
70-2038 65 900g ［税抜］¥1,500
70-2039 65 1200g ［税抜］¥2,000

延寿庵  稲庭手延うどん
70-8244 88 ［税抜］¥3,000
70-8245 88 ［税抜］¥5,000
稲庭うどん業界で初めて、国際味覚審査機構「ｉＴＱｉ」
の優秀味覚賞受賞。コシのある歯応え、なめらかでツ
ルツルした舌触り、サラリとした軽い食味が特徴です。
70-8244　160g×6袋　　70-8245　160g×10袋

70-8245

銀座「みちば和食 たて野」 和らーめん
70-8243 88 10食 ［税抜］¥3,000
東京・銀座「みちば和食 たて野」は、四季折々の味覚を
大切にした会席料理が楽しめるお店。店主の舘野が監
修した、練りごまのコクと昆布やかつおの深い旨味が調
和したスープと、生麺の美味しさが味わえる熟成乾燥
麺セット。乾麺80g×2食入×5箱（ごま味噌スープ付き）
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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

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

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

鉄火武蔵
71-8247 95 27枚 ［税抜］¥1,000
昔ながらの堅焼煎餅４種（醤油、胡麻、海苔はり、抹
茶）詰合せです。約37×30×7cm

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 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

煎餅

草加銘煎
71-8249 83 ［税抜］¥1,500
草加煎餅伝統の味を受け継いだ四種類の本格堅焼
煎餅と丸粒のもち米を蒸かして醤油で味付けをし、
田舎風揚げあられを詰め合わせしました。堅焼24
枚、揚あられ100g。約42×34×7cm

えびの磯だより B
71-8248 70 ［税抜］¥1,500
わさびの刺激とほんのり甘いえびの風味を感じる「え
びわさび」。軽い塩味に磯の香りたっぷりの「えびわ
かめ」。胡麻の風味が口いっぱいに広がる「えび胡麻」。
えびわさび・えびわかめ・えび胡麻　各16ｇ×3
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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

「濃縮酵素パワー」エリ汚れに直接塗るだけ、もみ洗
いなしで濃く効きます。

トップ   スーパー 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
驚きの抗菌水洗浄！ 衣類、洗たく水、洗たく槽まで
働く。抗菌+防カビのWパワー。

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㎖

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

72-7876

チャーミー  マジカ
72-7872 80 スプラッシュオレンジ  230㎖［税抜］¥260
72-8251 80 除菌プラス  220㎖ ［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。

72-825172-7872

アタックバイオジェルギフト
72-8250 100 ［税抜］¥1,000
暮らしに役立つ贈りもの。液体のアタックとキュキュッ
トのセットです。アタック高浸透バイオジェル（本体
900g・詰替810g ×各1）、キュキュット240㎖ ×1
箱：約25×22×14cm

GUEST&ME ソープ&リラックス BOX
72-8252 86 リラックス（ピンク）［税抜］¥3,000
72-8253 86 リフレッシュ（グリーン）［税抜］¥3,000
お客様のためだから、自分と同じものを。自分のた
めだからお客様と同じものを。おもてなしの気持ち
を表現する「香り」を新鮮な状態で封じ込めました。
フレグランスバー 100g、リネンウォーター 150㎖、
ソープ 80g×2

72-8253
キレイキレイ
薬用ハンドソープギフトセット
72-7389 85 液体 ［税抜］¥600
72-7876 90 泡 ［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㎖

花王 / ライオン
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73-7396

73-6238

ナイーブ ギフトセット 60
73-6952 82 ［税抜］¥600
ナイーブ ギフトセット 100
73-6238 82 ［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 75 ［税抜］¥800

「わたしにも、自然にも気持ちいい。」フロッシュは環
境先進国ドイツで生まれ世界40ヶ国以上で愛されて
います。「環境への配慮」を追求し、環境負荷を最小
限に抑えています。アロエ、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 352g(18
個）、ハーブリッチソフター 600㎖、ハーブリッチソフ
ター詰替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 352g(18
個）、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500㎖ ×2
73-7395  アリエールパワージェルボール 352g(18
個）、アリエールパワージェルボールつめかえ用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500㎖ × 2
73-7396  アリエールパワージェルボール 352g(18
個）、アリエールパワージェルボールつめかえ用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500㎖ ×3

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

クラシエ / 洗剤

洗って爽快液体洗剤セット
73-8254 79 ［税抜］¥2,000
73-8255 79 4 ［税抜］¥3,000
72-8254　ライオン香りつづくトップ 900ｇ、花王アタック
抗菌 EXスーパークリアジェル 900ｇ、ハーバルソフター香
り長持ちＳ450㎖ ×各1
72-8255　ライオン香りつづくトップ 900ｇ、花王アタック
抗菌 EXスーパークリアジェル 900ｇ、NSファーファ液体衣
料用洗剤1kg、ハーバルソフター香り長持ちＳ450㎖ ×各1

73-8255
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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

キッチンウェア / 生活関連

スイスダイヤモンド  ベイクイット　
電子レンジ専用  ホットサンドメーカー
74-8262 79 ［税抜］¥3,800
電子レンジで手軽にホットサンドを作る事が出来る、
画期的な商品です。食洗器にも対応しているので、
お手入れも簡単です。約20×15×6cm

ミラくるザル・ボウル  米とぎセット
74-8260 65 ［税抜］¥2,000
くるっと水切り！ボウルは回転・ザルはそのまま！！片
手で傾けるだけで簡単水切り。手をぬらさなくても簡
単に米とぎができる米トギーナ付。約13×27×28cm

カイハウス  トング付きキッチンハサミ
74-8261 75 ［税抜］¥2,000
ハサミとトングが合体！「切る」「つかむ」がひとつででき
る！食材のカットサイズに「目盛り付」、食材をしっかり
切れる「カーブ刃」、衛生的な「分解式」。約20×7×2cm

ぶんぶんチョッパー DX
74-8258 86 ［税抜］¥1,850
ハンドルを引っ張るだけでお野菜がみじん切りになり
ます。フタと刃を分解して洗えるので、お手入れが簡
単で衛生的です。約13×13×12cm

チリス トマトピーラー
74-8259 80 ［税抜］¥2,000
トマトはもちろん、マンゴーなど柔らかいフルーツの皮
むきに。先端の芽取り部分を切れ味鋭く改良しました。
握りやすい形状で、右・左利き両用。約25× 9×3cm

レイエ  ゆびさきトング
74-8256 89 ［税抜］¥1,300
指の延長のような使い心地。にんにくや魚など、におい
の強いものにおすすめで手を洗う回数が減ります。逆
さに置けばテーブルを汚さずに使えます。約15×5cm

レイエ  計量みそマドラー
74-8257 89 ［税抜］¥1,500
味噌に差してくるりと回すと大は約大さじ2、小は約大さ
じ1 の計量がカンタンにできます。卵溶きや調味料を
混ぜる時にも便利に使えます。約全長20cm



75

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

キッチンウェア / 生活関連

HS  そのままホットサンド
75-8263 68 ［税抜］¥5,000
食パンの耳を切らずに使えるホットサンドメーカー。
一度に２個作れて朝食やおやつにピッタリ。離型性
の良いフッ素樹脂塗装。約30×24×10cm、900W

NEWボルドーステンレス両手圧力鍋 4ℓ
75-82 64 78 ［税抜］¥12,000
具材を入れ、フタをかぶせてロックするだけ。面倒な
操作は必要ないので初心者でもすぐにご利用いただ
けます。レシピブック付。約39×24×18cm。IH可。

ブラウン パワーブレンド３ ブレンダー
75-82 65 89 ブラック ［税抜］¥12,800
独自のジャグ構造とドイツテクノロジーのハイパワー設
計で素早く均一な仕上がりを実現。素材：ABS樹脂、サー
モレジストガラス、ステンレス、PP。約19×19×39cm

スイスダイヤモンド  
フライパン 24cm（IH 対応）
75-7629 80 ［税抜］¥16,000
中はふんわり、外はパッリッと焼きあがります。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

ベルソス　ポータブル 20ℓ  冷温庫
75-82 66 80 ［税抜］¥16,800
AC、DCの２種類の電源供給対応で、自宅やレジャーでの車
内、ホテルなどで大活躍。温度表示ディスプレイで設定温度
や庫内温度を確認可能。素材：ABS樹脂。約32×37×46cm

ブラウン 
マルチクイック７  ハンドブレンダー
75-82 67 80 ホワイト ［税抜］¥18,000

「つぶす」「混ぜる」「きざむ」「泡立てる」「砕く」を簡単に！
手軽にひと手間かけたお料理が楽しめます。素材：PP/
TPE、ステンレス、SAN、PP、シリコン。約7×7×40cm

フィスラー  圧力鍋  ビタクイック 3.5ℓ
75-82 68 68 ［税抜］¥37,000
加圧中は音や蒸気をほとんど出さず、静かで安心なスプリ
ング式。風味や香り、栄養素を守ります。使い勝手にこだわっ
た機能付。3 ～ 4人前と普段使いに最適。約25×43×15cm
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セイコー  交流式デジタル目覚まし
76-7951 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  電波掛け時計
76-8103 83 ［税抜］¥10,000
ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるオフィ
スタイプの電波掛け時計。質感高い金属枠。単3電
池 ×2。素材：金属枠、前面ガラス。
約30×30×5cm

セイコー  木枠アラームクロック
76-8102 83 ［税抜］¥4,500
ナチュラルテイストのお部屋にぴったりな木枠のア
ラームクロック。机や棚に置くだけではなく、壁にか
けてもご使用いただけます。単3電池 ×1。素材：木
枠、プラスチック。約11×11×4cm

セイコー  電波掛け時計
76-7950 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  電波時計 パルデジットユーイ
76-7952 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
76-7953 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  電波時計
パルデジットソーラー R128
76-7954 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。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  電波時計
ソーラーアシスト電源
76-8104 83 ［税抜］¥7,000
電波時計で掛置兼用。大きな液晶パネルは視認性
抜群。温度・湿度表示が付いていますので、お部屋の
環境管理に役立ててください。カレンダー付き。単3
電池 ×2。素材：プラスチック枠。約18×26×3cm

リズムセイコー

セイコー / シチズン / リズム

シチズン
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カシオ  Gショック  GA-200-1AJF
77-7944 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

アデッソ  大画面デジタル目覚まし
77-7947 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

時計

アルネ・ヤコブセン  Station 29cm
77-7716 80 ［税抜］¥44,000
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

ベーリング  ソーラーウォッチ  男性用
77-7718 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。

ANABAS  CDクロックラジオシステム
77-8390 95 ［税抜］¥37,000
オーセンティックなウッドデザインながら2.1ch方式の高音
質・重低音再生を実現。CD/FM（ワイド対応）/AM。USB/ヘッ
ドホン端子装備。AUX-IN外部入力端子付属なのでアナロ
グプレーヤー等に対応。リモコン搭載。約20×18×36cm

アデッソ  目覚まし電波クロック
77-8392 70 ［税抜］¥1,800
トラベルクロックとしても便利な電波時計。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 ×1。素材：ABS樹脂。約9×7×4cm

アデッソ  ウッド電波時計
77-8391 70 ［税抜］¥2,500
天然木仕様の定番電波時計。日付表示、アラーム・ス
ヌーズ機能。湿度表示。単4電池 ×2。素材：ABS樹
脂・木。約11×12×4cm

アデッソ  大画面スリムクロック
77-8393 70 ［税抜］¥1,500
折りたたみ可能で持ち運びに便利なクロック。日付
表示、温度表示、アラーム・スヌーズ機能付。CR2025
×1。素材：ABS樹脂・アルミ。約8×9×1cm
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アラミス  デルタ  ショルダー
78-8409 78 ［税抜］¥5,000
アラミスブランドから新しいシリーズとしてワンショ
ルダーバッグが登場です。タウンでもトラベルでもご
使用できます。素材：ポリエステル。約34×18×8cm

アラミス  デルタ  トート
78-8410 78 ［税抜］¥7,500
アラミスブランドから新しいシリーズとしてトートバッ
グが登場です。タウンでもトラベルでもご使用できま
す。素材：ポリエステル。約38×34×14cm

アラミス  デルタ  リュック
78-8411 78 ［税抜］¥10,000
アラミスブランドから新しいシリーズとして自転車通
勤にも非常に便利な2ウェイビジネスバッグが登場で
す。素材：ポリエステル。約40×30×14cm

エース  アバロン  ファビオ
78-8412 80 ［税抜］¥10,000
国内・国際線100席以上の機内持込可能なトラベル・
ビジネスに使えるキャリーケースです。四輪。キャリー
バー 4段階式。素材：ポリエステル。約46×34×23cm

絵葉書   日本の城
78-8414 89 16枚入り ［税抜］¥500
日本を代表する城を集めたポストカーセット。姫路城、
弘前城など城の説明付。ケースサイズ：約19×13cm

絵葉書   広重東海道五十三次
78-8413 89 8枚入り ［税抜］¥400
浮世絵の大家、広重の最高傑作「東海道五十三次」
のポストカードセット。ケースサイズ：約16×12cm

張子ダルマ
78-8415 89 2号 ［税抜］¥600
78-8416 89 3号 ［税抜］¥900
江戸時代には〈七転び八起き〉の縁起と結びついて一
般に喜ばれ、縁起物の置物に。
78-8415   約11×11cm 　 78-8416   約15×13cm

南部風鈴  吊り鐘
78-8419 89 小 ［税抜］¥500
78-8420 89 大 ［税抜］¥700
伝統的な釣鐘型は、風流で小粋な佇まい。南部鉄器
の風鈴は、より余韻のある音色が心地よく響きます。 
78-8419   約4×4cm 　 78-8420  約5×5cm 

豆うちわ  横笛
78-8418 95 ［税抜］¥350
和風封筒、におい袋付き。約19×11cm

豆うちわミニ  鼓美人
78-8417 95 ［税抜］¥300
和風封筒、におい袋付き。約15×9cm

78-842078-841978-8415 78-8416

78-841878-841778-841478-8413
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ツインバード  DC12Vカークリーナー
79-5103 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

ホームツール

9灯式 LEDパワーライト
79-5650 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

リョービ  高圧洗浄機
79-7971 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

ベルソス 9インチ防水ワンセグ搭載
DVDプレーヤー
79-8055 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

SUNDRY  精密ドライバー 6 本セット
79-8421 75 ［税抜］¥500
時計・メガネの修理、精密ネジの締め付け、緩め作
業に便利です。精密ドライバー6本（+00、+0、+1、
-1.4、-2.4、-3.0mm）約115g、約13×8×2cm

ツインバード  
サイクロンスティック型
クリーナー
79-8422 76 ［税抜］¥5,000
スティックとハンディの2WAY式で床の掃除から棚
の上まで様々な箇所で使えます。素材：ABS、PP。
約23×16×105cm、170W

B+D  
2in1 スティッククリーナー
フロアタピ
79-8423 80 ブルー ［税抜］¥23,500
フロアヘッド、パイプノズル、ハンディで使用可能。0.3μmの
微粒子を99.97％以上キャッチするGORE社製の「HEPAフィ
ルター」搭載。フロアー、フィルター、バッテリーと3つのセンサー
も搭載され、快適にお掃除ができます。約16×27×112cm

エコバックス  DEEBOT
床用ロボット掃除機
79-8424 106 ［税抜］¥39,800
掃き掃除と同時に水拭きも行うモップシステム搭載。
ECOVACSアプリ、本体とWi-Fiで繋ぐと、方向制御・清掃
モードの変更、タイマー設定などを簡単に行えます。オート、
１部屋、スポット、壁際の4つの清掃モード。約34×34×8cm

直送商品。表示価格に送料が含まれます。 ※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。
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濱文様　濱こもんセミ　
80-8394 90 洒落七宝　グレー ［税抜］¥500
80-8395 90 姫七宝　サーモン ［税抜］¥500
表ガーゼ／裏パイル生地の二重織のハンドタオル。
円満、調和、ご縁などの願いが込められた縁起の良
い柄です。綿100%、25×25cm

天然ヒノキチップ配合　そば枕
80-8396 80 ［税抜］¥7,800
天然の土佐ヒノキのチップを配合した国産のそば枕
です。頭寒足熱＋リラックス効果の期待でき、物干し
ループが付いているので気軽に干すことができます。
高さ調整可能。約35×55cm。ピロケース付。

東洋紡  ニュータイプ羽根ふとん
80-8397 68 ［税抜］¥10,000
羽根わたの吸放湿性と、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）フェザー 90％、ダウン 10％（約0.4kg入）、（サイ
ド）ポリエステル 100％（約0.6kg入）。約150×210cm

フィールサーモ使用
軽量・保温蓄熱ふとん
80-8398 64 ［税抜］¥15,000
側地は超軽量赤外線吸収蓄熱繊維フィールサーモⓇ、中綿
には特殊セラミックス練り込みの帝人ウォーマルⓇと、同じ
く帝人の極細繊維フワリーヌⓇを使用した軽量・保温蓄熱ふ
とん。ご家庭での丸洗いもＯＫ。日本製。約150×210cm

80-8394 80-8395

超軽量敷ふとん  かーるとん
80-8399 77 ベージュ ［税抜］¥25,000
高反発素材が腰部分をしっかり支え、寝返りをサポート。
最新のクロスメッシュを三層にすることによる高いクッショ
ン性で床付感を解消。市販されている三層式敷きふとんの
約半分の軽さ。通気性も抜群。日本製。約98×200cm

トゥルースリーパー プレミアム シングル
80-7002 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
80-7956 62 ［税抜］¥1,500
80-7957 62 ［税抜］¥2,000
80-7958 62 ［税抜］¥3,000
80-7959 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。
80-7956　フェイスタオル ×2　
80-7957　ハンドタオル ×1、フェイスタオル × 2
80-7958　ハンドタオル ×2、バスタオル ×1
80-7959　ハンドタオル ×3、フェイスタオル × 2、
                    バスタオル ×1

80-7958 80-795980-7956 80-7957

認定番号
第2010-665号
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EIGHT PACK TRAINER
81-7929 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です。15段階の
刺激調整が可能。運動効果を考えて様々な設定がで
きます。EMSアンテナがあなたの腹筋を鍛え上げま
す。CR2032×1個。本体：PET樹脂。約2×19×17cm

エス・ハート・エス
スカルプブラシ  ワールドモデル
81-7459 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

ネイルポリッシャー
81-7914 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

神戸べっぴんものがたり
パールブローチ　ブルーリボン
81-8401 78 ［税抜］¥3,000
リボンモチーフにアコヤ本真珠とスワロフスキーが付
いたブローチ。キュートなスワロフスキーに真珠がエ
レガントさをプラス。アコヤ本真珠：4-4.5mm、スワ
ロフスキー、ブラス(ロジューム仕上げ)。約3 ×4cm

MISOKA
MISOKA 歯ブラシ 3本セット
81-8400 88 ［税抜］¥3,000
世界各国で販売されている画期的プレミアム歯ブラシ
MISOKA（ミソカ）。ナノシオンドリームという微細加工
(ミネラル物質のコーティング )を施し、毛先を水に浸
けて磨くだけで、汚れをさっぱりと洗い上げます。

ヤーマン
スカルプドライヤー  ロゼ
81-8402 98 ［税抜］¥20,000
ドライヤーは熱風を髪にあてるという常識を覆し、遠赤
外線を頭皮にマイナスイオンを髪にあてる、という新習
慣へ。DRY、スカルプ H、スカルプ Cと選べる3種のモー
ドと3種のアタッチメント。約11×19×30cm、約930W

ワンダーコア スマート
81-8403 98 ［税抜］¥9,990
たったの30秒！体を倒すだけで腹筋を鍛えられる腹
筋マシーン・ワンダーコアに、コンパクトサイズの「ワ
ンダーコア スマート」が登場！ クッション 1枚分のサ
イズだから省スペースで収納も便利です。

フラックス
ケータイ水素マルチポッド  マルーン
81-8404 85 ［税抜］¥75,000
簡単操作で水素風呂が楽しめます。泡が発生してLEDイル
ミネーションが色を変えながら点灯し続けます。お風呂だけ
でなく、野菜を洗浄して農薬除去ができ、洗米にも使用いた
だけます。小さくて軽いハンディサイズ。約φ14×6cm
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ハンディスチームアイロン  TAKUMI
82-7930 80 ［税抜］¥3,980
65-210℃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
82-7932 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1.2ℓ。
連続使用約8時間。素材：PP。約14×22×23cm、130W

アロマディフューザー「フォンテーヌ」
82-7931 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

貝印  電動洗顔ブラシ
82-8269 75 ［税抜］¥2,600
ブラシが360度回転するので力を入れずに軽くあてる
だけでお肌スッキリすべすべ。2段階のスピード設定と
２種類の洗顔ブラシを選べます。アルカリ単3電池×2

ツインバード  くつ乾燥機
82-8272 76 ブラウン ［税抜］¥5,000
乾きにくい爪先まできちんと乾燥。スニーカーなら約50分
でOK。「革靴モード」、「標準モード」を選択可能。折りた
たみ式のスタンドが付いてコンパクト。約15×9×22cm

ツインバード
ハンディーアイロン＆スチーマー
82-8273 76 ［税抜］¥5,000
衣類をハンガーにかけたまま、スチームを当ててシワ伸ば
しができます。高 /中 /低の温度調節機能付。毛ブラシと
衣類ブラシのアタッチメント付。約34×8×10cm、800W

ツインバード
ホットシートマッサージャー HOT BEAT
82-8270 76 レッド ［税抜］¥5,000
幅広く温めながら、心地よい振動のマッサージで血
行促進や疲労回復。全身の多彩なポジションにご活
用いただけます。強 /弱切替可能。約40×5×35cm

貝印  電動角質リムーバー
82-8271 75 ［税抜］¥5,000
角質受け+掃除ブラシ付き。スティック型でかかと部分
や細かな指の付け根などにも使いやすいです。ヤスリ、
角質受け、掃除ブラシは取り外して水洗い可能。充電式。
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ラビットエアー  BioGS  2.0
83-8059 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

ボルネード    気化式加湿器
83-7056 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

ツインバード
さしこむだけのふとん乾燥機 アロマドライ
83-8275 79 ［税抜］¥10,000
ホースをふとんにさしこむだけ。季節に合わせた「夏モー
ド」と「冬モード」。ホースホルダー、靴乾燥用アタッチメント、
香りが楽しめるアロマケース付。約34×14×29cm、550W

アクア  ハンディ洗濯機  コトン
83-8274 95 スカーレットオレンジ ［税抜］¥10,000
世界初！手の平サイズの洗濯機。スプーン1杯(約5cc)の水
で最短約30秒でお掃除。頑固な汚れはコトンで予洗い+
家庭洗濯機で高洗浄お洗濯。単4電池 ×3、約5×5×18cm

ブライトミスティーケア
83-8276 78 ［税抜］¥7,980
微粒子スチームは普通の粒子と比べ、体積が微細のため浸
透力が高く、潤いあるみずみずしい肌に導きます。メイク汚
れ落とし、洗顔後のお手入れに。約16×17×22cm、360W

ドリテック  ふとんクリーナー
83-8277 75 ［税抜］¥15,000
毎分約9,600回の回転ブラシでたたいてかき込み、吸
引します。サイクロン方式なので、ゴミが詰まりにくく
吸引力が長持ち。約31×26×14cm、約2kg、300W

ルームサイクル  オリンピア
83-8278 90 ［税抜］¥18,000
自動回転するペダルで関節の可動域を広げます。有酸素
運動ができ、脚の筋肉の維持に最適です。速度を12段階変
更可能。専用マット、専用工具付。約40×49×29cm、70W

マインツ
PIROUETTE
83-8279 94 ［税抜］¥50,000
360°すべての方向へ優雅な風を送り届けます。直感的
に操作できるダブルセンサーリングとリモコンでお好み
の風量と首振りの範囲を調節。約34×18×90cm、33W
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体組成計インナースキャン
84-7061 80 ホワイト ［税抜］¥5,000
84-7272 80 ブラウン ［税抜］¥5,000
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザインの体
組成計。機能：体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、
乗るピタプラス。5人まで登録可。約21×30×3cm 
84-7061：BC-718WH　84-7272：BC-718BR

84-7272

体組成計
84-8280 80 ホワイト ［税抜］¥8,000
84-8281 80 レッド ［税抜］¥8,000
軽量コンパクト。立てかけ収納OK。機能：体重、体脂肪
率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体
水分率、BMI、アクティブ度、乗るピタプラス。約22×26×
3cm  84-8280：BC-722WH　84-8281：BC-722RD

84-8281

体組成計
84-8282 80 ホワイト ［税抜］¥10,000

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

体組成計インナースキャン
84-8283 80 ホワイト ［税抜］¥15,000
音声案内機能で簡単操作。足腰の丈夫さがわかる「ア
クティブ度」を搭載。機能：体重、体脂肪、内臓脂肪レ
ベル、筋肉量、基礎代謝、推定骨量、体水分率、BMI、
乗るピタ機能。約30×31×4cm。BC-250

3Dセンサー搭載歩数計  旅のおとも
84-8284 80 ［税抜］¥3,000
歩いた距離が、累計約10,000kmまでわかる！1日の歩数
と、9,999日間の累計歩数も表示。 ストラップ穴が大きく
使いやすい。電池寿命：約1年(1日4時間使用）、過去の
歩数を14日間保存。時計機能付。約1×8×4cm。FB733

デジタルクッキングスケール
84-8285 80 ゴールド ［税抜］¥3,000
タニタ社員食堂おすすめ、シンプル＆スタイリッシュな
クッキングスケール。機能：最大計量2000g、表示：1
〜2000gまで1g 単位、風袋引き、オートパワーオフ（約
6分）、地域設定機能。約19×12×3cm。KD410-GD

アルコールセンサー
84-8288 80 ［税抜］¥5,000
半導体センサーにより、呼気中のアルコール濃度を的
確に測定。胸ポケットに収まるサイズで携帯に便利。
センサー寿命は測定回数1000回またはご購入後1年。
約2×4×12cm。HC-310

コンディションセンサーシラセル
84-8286 80 ブルー ［税抜］¥5,000
84-8287 80 レッド ［税抜］¥5,000
お部屋の状況を分析し「熱中症」「カビ・ダニ」「食中
毒」「季節性インフルエンザ」が発生しやすい環境を、
4色の光と音と画面で知らせる温湿度計。約10×10×
12cm 84-8286：TT555-BL　84-8287：TT555-RD

84-8286 84-8287
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電子体温計  けんおんくん
85-8289 92 ［税抜］¥1,250
防水＆アルコール消毒対応の病院向け実測式体温計。
丸洗い可能。前回値メモリ機能。検温が安定するとブザー
で終了のお知らせ。わき測定：約10分、口中測定：約5分。
ボタン電池 LR41×1。約2×13×1cm。MC-141W-HP

電子体温計  けんおんくん
85-8290 92 ［税抜］¥2,500
平均20秒の予測検温。大きな文字で検温結果をお知らせ。
わきにはさみやすいコンパクトデザイン。ずれにくいフラッ
ト感温部。検温終了をお知らせする聞き取りやすいブザー
音。前回値メモリ。CR2016×1。約3×11×1cm。MC-681

音波式電動歯ブラシ
85-8291 92 ホワイト ［税抜］¥4,980
初めての方でも使いやすい。ボタンひとつ簡単操作。
重さ46ｇと軽量で、持ちやすくて磨きやすいコンパクト
サイズ。約25,500回 /分のクリーンモードで、歯垢を
除去します。充電式。約20×2×2cm。HT-B302-W

体重体組成計カラダスキャン
85-8292 92 ブルー ［税抜］¥6,000
乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」。６歳から体組
成を測定。厚さ28mmのコンパクトなA4サイズ。両足測定。
登録人数4人分。体重・体脂肪率・内臓脂肪レベル・BMI
表示。アルカリ単4電池 ×4。約29×21×3cm。HBF-225-B

エアマッサージャー
85-8009 92 ［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

低周波治療器  エレパレス
85-8293 92 ［税抜］¥8,800
多彩な治療プログラムの低周波治療器。12の自動コース

（もみ方や部位）と、５つのこだわりモード（コリや痛みに
合せて）を搭載。ロングライプパッドは、はがしやすいつま
み付き。アルカリ単4電池×2。約6×2×20cm。HV-F128

手首式血圧計
85-8294 92 ［税抜］¥10,000
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「カフぴっ
たり巻きチェック」機能付。サイレント測定機能付。薄
型・軽量のコンパクトタイプ。90回メモリー機能付。ア
ルカリ単4電池 ×2。約6×9×1cm。HEM-6301

上腕式血圧計
85-8295 92 ［税抜］¥10,000
片手で簡単に腕に巻くことができる安心の「フィットカ
フ」。「血圧値レベル表示」付き。10分以内の測定値（最
大3回）の平均値表示。60回分のメモリ機能。正しく巻
けたか確認できる「カフぴったり巻きチェック」機能。
アルカリ単3電池 ×4。約11×14×8cm。HEM-8713

オムロン
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ユニフレーム  ファイアグリル
86-7980 99 ［税抜］¥6,389
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

コールマン  パーティーシェード /360
86-8427 97 ライムグリーン ［税抜］¥19,800
アウトドアパーティーに最適な大型シェード。独特の
シルエットと開放感あるデザイン。トップベンチレー
ションを装備。2 か所にメッシュポケット付。使用時：
約360×360×h218cm。収納時：φ23×98cm

コールマン  クアッドマルチパネルランタン
86-8428 97 ［税抜］¥9,800
四つの八光パネルが取り外し出来てマルチに使える。
携帯の充電もできるUSBポート付800ルーメンランタ
ン。約φ15×24cm

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
86-8426 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

ユニフレーム  UFシェラカップ  420
86-7985 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φ13×19×5cm、約420㎖

アウトドア

コールマン  タフワイドドーム  Ⅳ/300
86-8425 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

ビクセン  SG2.1×42
86-8430 95 ［税抜］¥24,000
星座観察用の双眼鏡。この双眼鏡は超低倍率（2.1倍）で
あるため、広い範囲を見渡すことができ、星座の観察に最
適です。肉眼で見るより集光力があるので、沢山の星を
見ることができます。約17×14×7cm

ビクセン  コールマン H8×25
86-8429 75 ターコイズブルー ［税抜］¥10,000
コールマン社とのコラボレーション商品。 倍率8倍、対物レンズ
有効径25mm。薄暗い森林でも明るい視野を得られることを前
提としたスペックを採用（ひとみ径3mm以上）。 レンズ全面に反
射防止多層膜コートを施し、光のロスを抑制。約12×8×5cm



87

ワンタッチサンドーム
87-7436 80 ［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

アウトドア

キャプテンスタング  ジュール　
ラウンジチェア TypeⅡ
87-8431 75 ブラック ［税抜］¥3,000
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。
約82×51×80cm、約2.3kg

3WAY 自立式ポータブルハンモック
87-7999 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）

キャプテンスタング  エクスギア
ステンレスウォータージャグ 6ℓ
87-8433 76 ［税抜］¥7,000
コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後
まで注ぐことを可能にしました。保温＆保冷両方使
えて便利！コップ 2個付（大、小）注水や洗浄の際に使
いやすい広口タイプ。約26×30×37cm

キャプテンスタング  エクスギア
アルミミニディレクターチェア
87-8432 78 ブラウン ［税抜］¥6,500
お子様から大人まで座れるミニディレクターチェア！
様々なシーンで活躍します。風合いのある木のひじ
掛け付き。軽量なアルミ製で持ち運びにも便利！
組立時：約50×39×56cm、収納時：40×10×56cm

キャプテンスタング  ストレッチ
伸縮４輪キャリー TYPE2
87-8434 75 ブラウン ［税抜］¥25,000
かさばる荷物をまとめて運べる大容量ワゴンアウトド
ア以外にも様々な用途に大活躍。使用時：113×52×
97cm、収納時：52×76×20cm。最大耐荷重80kg、
タイヤの直径20cm、約12.3kg

PRGR  NEW EGG DISTANCE
WH 6PC
87-8436 86 ［税抜］¥4,200
低いヘッドスピードでも飛ばせる、高初速・ソフトフィー
リングのディスタンスボール。３ピース構造（330 ディン
プル）

PRGR  NEW  SOFT  DISTANCE
WH 12PC
87-8435 95 ［税抜］¥2,700
高反発・高弾道の飛びに加えて、ソフトな打感をプラ
ス。ドライバーからウェッジまですべてのショットでや
わらかな打感を実現。２ピース構造（330ディンプル）
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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。

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。

防災

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

IZAMESHI  キャリーボックス Deli
88-8296 102 ［税抜］¥5,000
自宅や会社での備蓄はもちろん、ギフトとしても！ 
紙皿、スプーン付きで緊急時対応。IZAMESHI Deli 
8種類が、１つになった便利なセット。約33×35×6cm

ポータブルファーストエイドキット
88-8297 96 ［税抜］¥5,400

「ドイター」のバッグを採用。マウスシールド、感染防止用手袋、滅菌
ガーゼ S、清浄綿、絆創膏、三角巾、ハサミ、ピンセット、刺抜き、ド
イターファーストエイドキットアクティブ、応急手当ガイドライン付。

ダイナモスウィングライトラジオ
88-8298 70 ［税抜］¥5,000
LEDライトのヘッドがスウィングして角度を自在に変えられま
す。乾電池とダイナモハンドルの2電源。携帯電話の充電も
可能（一部機種を除く）。単4電池（別売）×2。約17×5×6cm

マルチポータブルランタン
88-8299 70 ［税抜］¥6,000
ライト、ランタン、AM/FMラジオ、サイレン、携帯電話充電と、5つの
機能を搭載したラジオライト。高光度白色 LEDライトを装備。乾電
池とダイナモハンドルの2電源。単4電池（別売）×3。約18×5×6cm

マルチパワーステーション 2
88-8300 70 ［税抜］¥9,000
多機能ラジオライト。より明るいLED４灯式のランタン。USBから
携帯電話への充電、本体への充電も可能。ダイナモハンドルもソー
ラー充電も可能。単3電池（別売 /アルカリ推奨）×3。約7×7×34cm
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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130×53×94cm｡ 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150×56×105cm｡ 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 アシスタ DX
89-8305 110 シルバー ［税抜］¥114,800
26インチ。内装3段変速。12.3Ahリチウムイオンバッテリー
搭載。軽量化を実現。残りアシスト走行可能距離、バッテリー
残量、スピードを表示。充電時間約3.5時間。約26.1kg

コールマン  FDB206-YOUTH
89-8301 95 モスグリーン ［税抜］¥25,000
実績No.1モデルの復刻版！パイプキャリア採用。
サークル錠。外装６段変速。20型折畳式｡ スチール
製（リム：アルミ）。

自転車

コールマン  FDB206-CARGO
89-8302 96 ガンメタ ［税抜］¥28,000
カゴ・ライト・サークル錠付き、オールインワンモデル。
チェーンケース付で裾汚れの心配なし。外装6段変
速。20型折畳式｡スチール製（リム：アルミ）。

HUMMER   Fサス FD-MTB266SE
89-8304 75 ［税抜］¥50,000
フロントサスペンション搭載。シマノ製外装6段変速。
折畳式26インチ。組立 =約172×56×106cm｡ 折畳 = 約
100×57×96cm｡約17kg｡スチール製（リム：アルミ合金）

トニーノ・ランボルギーニ  HRN LP207
89-8303 80 パーライズドオレンジ ［税抜］¥33,000
シマノ7段変速機を搭載。ハンドル高さ調整機能付。
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構
採用。20型折畳式。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。

TOURB  330S  Bマーク
90-8307 103 ホワイト ［税抜］¥6,000
Ｂマークエディション。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。吸い付く様なソフトな打感。

TOURB  トートバッグ
90-8311 97 ［税抜］¥9,500
背面にセパレートポケット有。素材：ポリエステル ×
塩化ビニール樹脂。色黒のみ。39×17×35cm

TOURB  330X  Bマーク
90-8308 103 ホワイト ［税抜］¥6,000
Ｂマークエディション。スーパーハイドロコアによる高い
飛距離と強弾道。スリップレスバイト・コーティングに
よる高いスピン性能。芯を感じるしっかりとした打感。

ゴルフシューズチェンジカード
90-8310 105 ［税抜］¥17,500
ゴルフシューズと交換できるギフトカード。メンズ：
SHG650、レディース：SHG610 からお選びいただけ
ます。プロも認める高いグリップ力と快適な履き心地。

キャディバッグ　TOURB
90-8312 97 トリコロール ［税抜］¥25,000
複合素材を採用して質感に変化を加えたクールス
ポーティーモデル。９型。ネームタッグ付。素材：合
成皮革、ポリエステル。重量：3.8㎏

ブリヂストン（ゴルフ）

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

エクストラ  ソフト
90-8309 103 ホワイト ［税抜］¥2,760
TOURBシリーズのテクノロジーが生んだ、全番手で
ソフトな打感、大きな飛びを追求したソフト２ピース
ボール。

17ファイズ
90-8306 95 ホワイト ［税抜］¥8,400

「つかまる」から曲がりにくい大きな飛び。「つかまる」
から心地よい打感。「つかまる」ボール PHZYで心地
よいBIG  DRIVEを。
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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。

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。

ゼクシオ  キャディバッグ
91-8316 89 チドリ ［税抜］¥22,000
デザインも扱いやすさも“軽さ”が魅力の軽量クラ
シック。重さ2.9kg、9.5型。

ゼクシオ  トラベルカバー
91-8315 89 ブラック ［税抜］¥6,300
ポリエステル。8.5～9.5型用。47インチ対応。

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)。

ダンロップ（ゴルフ）

スリクソン　Z-STAR XV
91-8314 97 ホワイト ［税抜］¥6,300
ウレタンカバーフォーピースにより様々な条件でのス
ピン性能をアップ。高弾道338スピードディンプルが空
気抵抗を低減、ボールスピードを高次元に維持します。

ゼクシオ  スーパーソフトＸ
91-8313 92 ホワイト ［税抜］¥8,400
ゼクシオ史上最軟のコアがもたらす“ス－パーソフトフィー
リング ”と“飛ばす快感 ”。高弾道338 スピードディンプル
が空気抵抗を低減、ボールスピードを高次元に維持します。
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ソニー

ソニー  ポータブルオーディオプレーヤー
ウォークマン
92-8438 110 シナバーレッド ［税抜］¥30,600
ハイレゾ音源のクオリティーを存分に引き出すフルデジタル
アンプ「S-Master HX」を搭載。圧縮音源やCD音源もアップ
スケーリングできる「DSEE HX」や、Bluetooth®のワイヤレス
音楽再生を楽しめるLDAC™にも対応。16GB。約6×10×1cm

ソニー  ワイヤレスノイズキャンセリング
ステレオヘッドセット
92-8439 110 ブラック ［税抜］¥39,880
ハイレゾ相当の高音質で楽しめる、高音質コーデック｢LDAC｣
に対応。さらに、CD音源やMP3 などの圧縮音源を、アッ
プスケーリングする「DSEE HX」搭載。フルデジタルアンプ

「S-Master HX」で、臨場感あふれるサウンドを体感できます。

ソニー  デジタルスチルカメラ
92-8440 110 シルバー ［税抜］¥59,880
1.0型センサーと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倍ズームレンズを搭載。美しいボケ
味を生む7枚羽根円形絞りを採用。「光学式手ブレ補正」を搭
載し動式のチルト液晶を採用。約2020万画素。約10×6×4cm

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
先端に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  ホームシアターシステム
92-8437 105 ブラック ［税抜］¥32,880
テレビと付属の光ケーブル 1本接続するだけ。バースピーカー
とサブウーファーをコンパクトにまとめ、Bluetooth®対応、
オーディオ機器の音楽をワイヤレスで楽しめます。バースピー
カー：約50×5×10cm、サブウーファー：約10×38×37cm

三菱

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

ソニー  / 三菱

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  コードレスステッククリーナー
92-8441 105 ピンクゴールド ［税抜］¥62,500
短い充電時間、空気清浄機能、ふとんアタッチメントな
ど、家中をキレイにできる機能満載。通常充電 約90分、
急速充電 約70分。連続運転時間：標準 約20分、急速 約
10分。空気清浄機能  8畳　約51分。約25×25×109cm
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シャープ

パナソニック  目もとエステ
93-8443 105 ピンク ［税抜］¥18,900
リラックス気分を楽しめるアロマタブレット付。うるおい
スチーム＆温感ヒーターで、ハリとうるおいのある明るい
目もとに。選べる3 つのリズムタッチ。新たな香りを追
加（ティートゥリー、イランイラン）。約6×14 ×10cm

パナソニック  スチーマー  ナノケア
93-8444 105 ピンク ［税抜］¥19,800
ナノサイズのスチームが角質層まで浸透し、肌にうる
おいとハリ感。簡単操作で使いやすいコンパクトタイ
プ。アロマタブレットに新たな香りを追加（ティートゥ
リー、イランイラン）。約16×10×15cm

パナソニック  ロボット掃除機
93-8445 105 ホワイト ［税抜］¥78,800
ルーロー形状で、部屋の隅や壁際のゴミまでよく取れ、ハ
ウスダスト発見センサーで、目に見えないゴミまで検知。
走行スタイルを使い分けて部屋全体を効率的に掃除。ブ
ラシやダストボックスを水洗いできます。約33×33×9cm

シャープ
プラズマクラスター  スカルプエステ
93-8446 105 ブラック ［税抜］¥19,400
頭皮へのトリプルケア。熱くないのに速く乾くから、
ダメージ抑制。ワンタッチでツヤ髪「ビューティモー
ド」。約21×8×24cm、1200W

パナソニック ヘアードライヤー ナノケア
93-8442 105 ペールピンク ［税抜］¥15,800

「ナノイー」で、髪のうねりを整えなめらかな指通り。
100～120V/200 ～240Vの簡単切替で海外でも使
える。海外でも快適に使える1000 ～1400Wパワフ
ルドライ＆「COLD」モード。約21×19×8cm

シャープ  加湿空気清浄機
93-8448 105 ホワイト ［税抜］¥37,500
高濃度プラズマクラスター7000搭載。静電HEPAフィ
ルター＆ダブル脱臭フィルター。たっぷり加湿と静音
の、うるおい「静か寝」運転。空気清浄適用床面積（目
安） ～23畳。約40×23×62cm

シャープ  コードレスサイクロンタイプ
93-8449 105 ピンク ［税抜］¥52,500

「ドライカーボン」採用。軽量ボディ1.5kgでラクラク
お掃除。床だけでなく、ホコリが溜まりやすい高いと
ころも軽快にお掃除。大風量ターボモーター＆遠心
分離サイクロンで強力に吸引。約22×22×98cm

シャープ ウォーターオーブン専用機
ヘルシオ  グリエ
93-8447 105 レッド ［税抜］¥34,800
パンもお惣菜も作りたてのようなおいしさ。モーニン
グセットもノンフライ調理もできる。ヘルシオテクノロ
ジーが、作りたてのおいしさを復元。
約41×32×22cm、1410W

パナソニック / シャープ
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キャノン ビクター

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「4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

キャノン/ JVC

キヤノン  IXY 200
94-8451 104 シルバー ［税抜］¥15,500
約126gの薄型・軽量ボディーに光学8倍ズームレンズ（28-
224mm相当）、デジタルズームを進化させた「プログレッシブ
ファインズーム」を搭載。約16倍までのデジタルズーム領域
でも高い解像感を保持。約2000万画素。約9×5×2cm

キヤノン  Powershot  SX430IS
94-8452 104 ［税抜］¥32,500
コンパクトなボディに光学45倍の高倍率ズーム搭載。シーンを
判断してブレ補正を切り替える「マルチシーン IS」。32 シーン
を認識する「こだわりオート」。Wi-Fi対応で写真や動画をその
場でスマートフォンなどの携帯端末に転送可能。約10×7×9cm

JVC 
ワイヤスステレオヘッドセット Bluetooth
94-8453 101 イエロー ［税抜］¥9,880
安定した装着性を実現するピボットモーションサポート
を採用。内蔵バッテリーにより、小型軽量ながら約9時
間の長時間再生を実現。ナノコーティングにより水洗い
も可能な防水仕様。携帯に便利な本体マグネット内蔵。

キヤノン  PIXUS  TS8030
94-8450 104 ブラック ［税抜］¥25,880
写真もあざやか文字もくっきり「6色ハイブリッド」。
可動式4.3型タッチパネル搭載。置き場所や用途で
選べる２WAY給紙。約32×37×14cm

JVC  バンドポータブルヘッドホン
94-8454 101 ブルー ［税抜］¥14,880
キレのある重低音サウンドを実現する、ハイレゾ対応
40mmドライバーユニット。鮮やかな中高域を表現
する、ハイレゾ対応チタンコート振動板を採用。コン
パクトに持ち運べる2Wayの折りたたみ機構を採用。

JVC  ビデオカメラ
94-8455 101 ホワイト ［税抜］¥54,880
耐衝撃・耐低温性能対応モデル。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4時
間20分連続撮影）内蔵メモリー 32GB+SDスロット。
約6 ×6×13cm

JVC  ビデオカメラ
94-8456 101 マットブラック ［税抜］¥74,880
Wi-Fi機能搭載でスマホなどと接続、離れた場所から操作可能。ハ
イグレードモデル（防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能）。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4時間20分
連続撮影）。内蔵メモリー 64GB+SDスロット。約6×6 ×13cm



95

日立

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  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

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

日立 / タイガー

タイガー

日立  ロボットクリーナー　ミニマル
95-8457 105 ［税抜］¥89,880
小さいからイスの脚の間などの狭い場所や、ベッドの下など
もしっかりお掃除。新開発小型ハイパワーファンモーター
Rが生み出す強い吸引力と、ダブルかきとりブラシでさまざ
まな床のごみをしっかり吸い込みます。約25×25×9cm

タイガー  電気ケトル
95-8458 75 ホワイト ［税抜］¥8,000
パーソナルユースに。カップ一杯分約60秒。湯沸か
し電力を約10％カットする節電沸騰。蒸気量を約
70％カットする省スチーム設計。約15×22×19cm、
1300W、0.8ℓ

タイガー  IH陶板焼き器
95-8460 88 ブラック ［税抜］¥34,800
厳選された土から焼き上げた四日市萬古焼の陶板が高
い蓄熱性と優れた遠赤効果で、低電力700Wでも中ま
でしっかり焼き上げます。立ち上がりが早く、温度の安
定性も高いIH熱源を採用。約36×36×16cm、700W

タイガー  IHホームベーカリー
95-8461 97 ホワイト ［税抜］¥39,800
DCモーター搭載、熟成のミキシングプログラムでき
め細かい生地を作成。IH加熱により側面温度を最高
温度（約200度）に一気に加熱、香ばしいパンを焼き上
げます。選べる35メニュー。約23×32×34cm、700W

タイガー  ヨーグルトメーカー
95-8459 88 クリアブルー ［税抜］¥10,000

「我が家好みのヨーグルト」を手軽に手作り。20 ～
60度まで1度刻みで温度設定ができるからカスピ海
ヨーグルトから塩麹などの発酵食品も作れます。パッ
ク牛乳をそのままセットできます。約12×15×27cm
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徳間書店
マップス : 新・世界図絵（１冊もの）
96-8462 105 ［税抜］¥3,200
世界42か国の地理・歴史・建物・動物・偉人・食べ物
などを4000以上のイラストで紹介。世代を越えて楽
しめる、世界で累計300万部を突破した大人気の大
型地図絵本。Ａ３判変型。約38×28×2cm

学研＋　0さい～ 4 さい
こどもずかん 英語つき 4 さつセット
96-8463 102 ［税抜］¥3,800
身近なものをかわいくて楽しいイラストで紹介。英語
の呼び方も並記し発音の参考になる読みがなとアク
セント表示付き。言葉を覚えはじめたお子さまから
幼児期まで使えます。セットサイズ：20×18×8cm

学研＋　学研の図鑑ＬＩＶＥ
第１期４冊セット（各巻ＤＶＤ付き）
96-8464 102 ［税抜］¥8,200
迫力ある写真で子どもの知的好奇心にも応える最新
図鑑の人気の４冊セット。イギリス BBC製作のDVD
と、スマートフォンなどをかざすと生き物などの動く
姿が映像で見られます。セットサイズ：31×23×12cm

朝日学生新聞社  学習漫画　
日本の歴史きのうのあしたは…（７巻セット）
96-8465 102 ［税抜］¥8,400
発売わずか５年で累計27万部を突破した、楽しくて
読みやすい歴史まんがです。旧石器時代～平成まで
を丁寧に解説。小学校の勉強や中学受験にも役立ち
ます。セットサイズ：24×17×18cm

童心社
14ひきのシリーズ 12 冊セット
96-8466 102 ［税抜］¥14,400
おとうさん、おかあさん、おじいさん、おばあさん、そ
してきょうだい10 ぴき。ねずみの大家族が自然と共
に生きる絵本の世界。世界中で愛されているロング
セラー絵本シリーズ。セットサイズ：27×20 ×10cm

学研＋　学研まんが
NEW 日本の歴史  別巻つき14 冊セット
96-8467 102 ［税抜］¥14,600
最新の日本の歴史の学習まんが。各時代で中心とな
る人物を軸に、政治・経済・社会・文化を通史的に描
く。巻末には年表や解説があり、参考書としても使え
ます。人事学習事典・文化遺産学習事典がプラスさ
れた１４冊セット。セットサイズ：25×30×19cm
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蚊帳生地ふきん
97-8469 102 ミンミ ［税抜］¥500
97-8468 102 はりねずみ ［税抜］¥500
97-8470 102 ベイビーマイキー ［税抜］¥500
日本で唯一残っている蚊帳の産地、奈良県で時間をか
け丁寧に作られている蚊帳生地ふきん。レーヨン糸で
できたふきんは吸水性に優れ、 油汚れにも強く、さっと
拭くだけで汚れをとってくれます。約30×40cm

キーホルダー ハリネズミ
97-8474 102 ピギー ［税抜］¥900
97-8472 102 パンキー ［税抜］¥900
97-8473 102 イギー ［税抜］¥900
思わずコレクションしたくなる新感覚の可愛さ。全て
のファンの入り口となるキーホルダーシリーズがます
ます充実しました。ピギー、パンキー、イギーのハリネ
ズミ三兄弟のシリーズです。約3×3×2cm

マイキーつよいこグラス
97-8471 102 ［税抜］¥1,800
ガラスのコップは、お子様には危険だからと避けるの
ではなく、割れるからこそ丁寧に、子供にこそ本物を
と考えて作られました。持ちやすいデザインと強化さ
れた飲み口で安心です。M：φ7×10cm   S：φ6×8cm

マイキーポーチ
97-8475 102 レッド ［税抜］¥2,800
コスメポーチやペンシルケース、通帳入れ、パスポー
ト入れ、などなど用途は様々。中を開けると、MIKEY
と書かれたタグがちらりと見えるのもなんだか心がく
すぐられます。約20×15cm

ぬいぐるみ ライオン
97-8476 102 ［税抜］¥3,200
大人気のライオンが、ぬいぐるみになりました。愛嬌
のある表情とサイズ感がポイント。椅子の上やソファ
に置くと、こてっと寄りかかってしまう所もとってもか
わいい。思わず抱きしめたくなるぬいぐるみです。
約15×20×15cm

ぬいぐるみ ミアキャット
97-8477 102 ［税抜］¥4,500
コンセプトは「抱きしめられるリサ・ラーソン」。お子
様にも楽しんでもらいたい、というリサの想いから、ぬ
いぐるみがうまれました。ぎゅっとだきしめられて、膝
にのせてもちょうどいいサイズです。
約20×30×25cm

97-8474 97-8472 97-8473
97-8469 97-8468 97-8470




