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ブランド

02

バルミューダ
バング＆オルフセン

人 か ら 生 ま れ る も の 。 人 が も の を つ く る 。

ティファール
デロンギ
スタンレー
ダンスク
サーモス
ムーベ /
ローゼンダール・デザイングループ
リーデル
メリタ
ブルーノ
レコルト
シロカ
カドー
ブランドキッチン
貝印
ヴィダルサスーン / アルファックス・コイズミ
ブルーエア / ヤーマン
アルフィ / ブラウン
ベリタス
フィリップス / ブラウド /
山崎実業 / エコバックス
ケルヒャー
ビクトリノックス
レッドレンザー / ジェントス
BOSE
B&W / DENON
アイロボット
エレクトロラックス / レイコップ
ダイソン
シャーク
ドクターエア
アテックス
±0
ディクラッセ
ボーネルンド
ミカド珈琲
デメル
資生堂パーラー
パティスリー キハチ
銀座千疋屋
新宿 中村屋
メリーチョコレート
上野凮月堂
新杵堂
かねふく
浅草今半
ホテルオークラ
伊藤農園
ありあけ
霧笛楼

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

ギフト券

ディナーギフト券

52

ペック / やさしいごちそう

56

フルーツギフト券
アイスクリームギフト券
グルメギフト券 /ぐるポス便 /
北海道グルメチョイス

53
54
55

たびもの撰華 / 選べる国産和牛
選べるギフト

58

60
61
62
64
66

カレー / 海苔 / 梅干 / お米セット
飲料 / 油
麺類
お菓子
グルメ

67
68
69
70
71

72
73
74
75

繊維 / 寝具
美容
日本ブランド / キッチンウェア
キッチンウェア / 生活関連

76
77
78
79

83

タニタ

87

88
89
90

自転車
ブリヂストン
（ゴルフ）
ダンロップ
（ゴルフ）

91
92
93

94
95

キヤノン / 日立
象印 / タイガー

96
97

食品・飲料

60

地ビール
酒
お米
肉
海鮮

キッチンウエア / 生活関連
花王 / ライオン
クラシエ / 洗剤
セイコー / シチズン
時計

健康 / 生活関連

アウトドア・防災・スポーツ
ロゴス
アウトドア
防災

72

83

健康 / 生活関連

家電

57

88

94

ソニー / 三菱
シャープ / パナソニック

■ マークの説明
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¥700(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。
直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。

■ 注意事項
※カタログ有効期限 2019年4月1日〜 2020年3月31日
※商品は製造メーカーの都合により、予告なしに後継・類似機種へ変更、
または販売完了とな
る場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お酒の販売は、
酒類免許が必要となります。未成年者の飲酒は法律で禁止されております。
※商品サイズは概数になります。

01

バルミューダ

02-7824

02-8133

BALMUDA The Toaster
02-7824
02-8132

97 ブラック
97 ホワイト

22,900
［税抜］¥ 22,900
［税抜］¥

BALMUDA The Pot
02-8133 97 ブラック
02-8134 97 ホワイト

［税抜］¥
［税抜］¥

11,000
11,000

最高の香りと食感でパンを焼き上げる究極のトース
ター。4 つの専用モードを設定。
約36×32×21cm、1300W

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

02-8545

02-8547

BALMUDA The Gohan
02-8545
02-8546

97 ブラック
97 ホワイト

41,500
［税抜］¥ 41,500
［税抜］¥

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

BALMUDA The Range
［税抜］¥ 43,500
02-8547 97 ブラック
［税抜］¥ 43,500
02-8548 97 ホワイト
必要な機能だけをまとめた美しく楽しいオーブンレン
ジ。約45 ×41×33cm、1270W

02-8962

02-8964

BALMUDA The GreenFan
02-8962 97 ダークグレー × ブラック ［税抜］¥ 36,000
02-8963 97 ホワイト × ブラック ［税抜］¥ 36,000

BALMUDA The Light

二重構造の羽根が作り出すのは、自然界の風と同じ、
大きな面で移動する空気の流れ。一般的な扇風機に
比べ、約４倍に広がる風は自然界の風の気持ちよさ。
約32×33× 87cm、
1.5～20W
（バッテリー非充電時）
。

医療用の手術灯をヒントに開発した独自の構造で、離れ
た場所から広く手元を照らします。美術館などで使用さ
れる太陽光 LEDは自然光に近い光。目にやさしく、集中
力を妨げません。約26×19×46cm、全灯時最大14W

02 バルミューダ

02-8964
02-8965

97 ブラック

［税抜］¥

97 ホワイト

［税抜］¥

37,000
37,000

バング＆オルフセン

03-8967

03-8969

バング＆オルフセン ヘッドフォン
［税抜］¥ 30,463
03-8966 95 ブラック
03-8967 95 チャコールグレー ［税抜］¥ 30,463

バング＆オルフセン イヤフォン
03-8968 95 グラファイトブラウン ［税抜］¥ 30,463
［税抜］¥ 30,463
03-8969 95 ホワイト

快適な装着感とデザインを備えた革新的なオーバーイヤーヘッド
フォン。ダイナミック密閉型、連続使用19時間
（Bluetooth使用時）
充電：2.5時間、デザイナー：ヤコブ・ワグナー。約5×20×22cm

都会的デザインで多くのオーディオファンを魅了した
EARSET 3iのワイヤレスイヤフォン。ダイナミック密閉
型、デザイナー：バング & オルフセン。約2× 4×6cm

03-8971

03-8973

バング＆オルフセン スピーカー
［税抜］¥ 33,241
03-8970 95 ブラック
［税抜］¥ 33,241
03-8971 95 ナチュラル

バング＆オルフセン ヘッドフォン
［税抜］¥ 55,463
03-8972 95 ブラック
03-8973 95 ナチュラル ［税抜］¥55,463

コンパクトながら、身も心も音楽に包まれるようなリスニング体験を
実現。密閉型、接続：Bluetooth 4.2、AirPlay、Wi-Fi、QPLAY、
Chromecast built-in、デザイナー：セシリエ・マンツ。14×11×15cm

最新テクノロジーとラグジュアリーを極めた最高峰ヘッドフォン。ダ
イナミック密閉型、連続使用：18時間（Bluetooth、ANC 使用時）、
充電：2.5時間、デザイナー：ヤコブ・ワグナー 。約5×20×22cm

03-8974

03-8977

バング＆オルフセン スピーカー
［税抜］¥ 27,685
03-8974 95 ナチュラル
［税抜］¥ 27,685
03-8975 95 グリーン

バング＆オルフセン スピーカー
［税抜］¥ 46,287
03-8976 95 ブラック
03-8977 95 ナチュラル ［税抜］¥46,287

上 質 な エレガ ンスをまとった 美しいデ ザインの
Bluetoothスピーカー。密閉型、電源：リチウムイオ
ンバッテリー（充電：約2.5時間、再生：最大24時間）
、
デザイナー：セシリエ・マンツ。約13 × 5 ×13cm

何処へ置いても際立つ美しさに、驚きのサウンドを併
せ持つニューコンセプトスピーカー。密閉型、防塵防
滴：IP54、デザイナー：セシリエ・マンツ。
約7×17×13cm

バング＆オルフセン 03

ティファール

ハンディチョッパー
バラエティキット
04-8978 105

［税抜］¥

4,980

簡単スピーディ！ ハンディチョッパーシリーズ。ハンド
ルを引く回数次第で思い通りの仕上がりに。
「きざむ」
「氷を砕く」
「泡立てる」の３種のブレードが1 つになっ
たセットです。容器：AS樹脂。約14×13×14cm

トゥイニージェットスチーム
04-8979

81

［税抜］¥

6,500

細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、手
軽にシワのばし。スチーム時も、プレス時も、快適に操作
できます。本体・ハンドル・水タンク・ランプカバー：ポリ
カーボネート、かけ面：アルミニウム。約9×30×10cm

アプレシア
エージー・プラス コントロール
04-8646 86 パールホワイト ［税抜］¥ 11,500

ティファール
アクセススチーム プラス

おいしさを引き出す7段階の温度コントロールと保温
もできる電気ケトル。いつでも清潔。Ag+
（銀イオン）
の抗菌力 Ag+配合の抗菌素材
「マイクロバン」
を使用。
約16 × 21×20cm

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

クリプソミニット
イージー ルビーレッド 6ℓ
04-8648

76

［税抜］¥

26,500

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

04 ティファール

04-8922

91

［税抜］¥

15,000

クックフォーミーエクスプレス
［税抜］¥60,000
04-8980 75
時短調理をしたいけど、やっぱり味にはこだわりたい。
レパートリーを増やしたい。そんな願いを叶える機能が
この一台に。材料を入れてボタンを押すだけ。150の
内蔵レシピでもう献立にも悩まない。約38×35×33cm

デロンギ

ドリップコーヒーメーカー
05-8655

74

［税抜］¥

7,429

ゆっくり時間をかけてアロマを最大限に抽出するア
ロマスイッチを搭載。ペーパーレスフィルター付。抽
出杯数：5杯
（125㎖ × 5杯）
、最大タンク容量：650㎖、
最大ジャグ容量：625㎖、約18×20×27cm、600W

アイコナヴィンテージ 電気ケトル
［税抜］¥12,000
05-8169 79 グリーン
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

ケーミックス 電気ケトル
05-8981

99 ブラック

［税抜］¥

9,880

使いやすさと美しさを兼ね備えたkMixコレクション
の電気ケトル。ワンプッシュで開くふた、見やすい水
量計。
自動電源オフ、
空だき防止機能付き。
容量:1.0ℓ、
約21×14×23cm (本体＋ベース）

ディスティンタコレクション
オーブン＆トースター
05-8656

80 フューチャーブロンズ ［税抜］¥ 18,000

卓越したモールディング技術が実現する「スクエア
（四角）
」と「サークル
（丸）
」を合わせた『スクエアクル』
デザイン。温度と時間を設定するだけで誰でも簡単
に使えます。8.5ℓ、約44×35×22cm、
1200W

アクティブ
エスプレッソ・カプチーノメーカー
［税抜］¥ 24,880
05-8982 96 ブラック

デディカ
エスプレッソ・カプチーノメーカー
05-8657 80 メタルシルバー ［税抜］¥47,800

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

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

デロンギ 05

スタンレー

スタッキング真空パイント 0.47ℓ
［税抜］¥ 2,500
06-8160 88 グリーン

真空スイッチバック 0.47ℓ

積み重ねられるので持ち運びや収納に便利。真空2
重構造。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15×φ9 cm

片手で簡単に飲める真空マグ。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×φ7cm

マスター真空マグ 0.53ℓ

マスターフラスコ 0.23ℓ

06-9159

88

［税抜］¥

5,500

06-8162

06-9160

88 マットブラック

88

［税抜］¥

［税抜］¥

3,800

5,500

直飲みタイプの真空断熱構造の携帯マグ。高い保温
保冷性はもちろん、漏れ防止構造で携帯に便利。素
材：ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーン。約23
×φ8cm

重厚感が魅力のフラスコ。フタは紛失しない一体型。
素材：ステンレス鋼、シリコーン。約9 ×13×φ3cm

マスター真空ボトル 0.75ℓ

マスター真空ボトル 1.3ℓ

06-9161

88

［税抜］¥

8,500

スタンレー史上最強モデル。優れた耐久性と保温保
冷性能。本物志向のあなたに。素材：ステンレス鋼、
ポリプロピレン、シリコーン。約29 ×φ9cm

06 スタンレー

06-9162

88

［税抜］¥

11,000

スタンレー史上最強モデル。優れた耐久性と保温保
冷性能。本物志向のあなたに。素材：ステンレス鋼、
ポリプロピレン、シリコーン。約17×36×φ10cm

ダンスク

アラベスク シリアルボウル
07-8791

85

［税抜］¥

3,000

アラベスク パスタボウル
07-9263

85

［税抜］¥

3,500

ダンスクの中でもひときわ人気が高いアラベスク・シ
リーズ。熟練の職人たちによってひと筆ひと筆描か
れたハンドペイントです。素材：磁器。電子レンジ・
オーブン・食器洗浄機可。約φ14 ×6cm、525㎖

ダンスクの中でもひときわ人気が高いアラベスク・シ
リーズ。熟練の職人たちによってひと筆ひと筆描か
れたハンドペイントです。素材：磁器。電子レンジ・
オーブン・食器洗浄機可。約φ21×6cm、1,215㎖

ビストロ バターウォーマー

5,000

コベンスタイル 片手鍋 13cm
［税抜］¥10,000
07-9264 85 チリレッド

品質のよいホーロー鍋は毎日のお料理に大活躍。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。ホーロー用鋼板、表面ホーロー加工。持ち手：チーク
材。直火可、電子レンジ、IH不可。φ約10×19×8cm、0.5ℓ

品質のよいホーロー鍋は毎日のお料理に大活躍。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。ホーロー用鋼板、持ち手：チー
ク材。直火可、電子レンジ、IH不可。約φ14×13cm、1ℓ

コベンスタイル 片手鍋 18cm
［税抜］¥15,000
07-9265 85 チリレッド

コベンスタイル 両手鍋 18cm
［税抜］¥15,000
07-6280 85 ティール

品質のよいホーロー鍋は毎日のお料理に大活躍。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。
ホーロー用鋼板、持ち手：チーク材、直火可、
ＩＨ200V対応、電子レンジ不可。約φ19×12cm、2.2ℓ

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。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。φ約19×26×12cm、2.2ℓ

07-8793

85 ティール

［税抜］¥

ダンスク 0 7

サーモス

08-6846

08-6847

真空断熱タンブラー
08-6846
08-6847

78

［税抜］¥

78

［税抜］¥

2,500
3,000

飲み頃温度をキープ。食洗機対応。
08-6846 約φ8×12cm、0.32ℓ、約100g
08-6847 約φ8×15cm、0.40ℓ、約200g

保冷缶クーラー
08-8935

70

［税抜］¥

08-7637

08-7638

真空断熱ケータイマグ
クリアステンレス
08-7637
08-7638

78

［税抜］¥

78

［税抜］¥

4,000
5,000

超軽量！開けやすい！握りやすい！洗いやすい！魔法
びん構造で高い保温・保冷力。ワンタッチ・オープン。
08-7637 約6×6 ×20cm、0.35ℓ、約170g
08-7638 約7×7×22cm、0.50ℓ、約210g

3,000

350㎖缶を差し込むだけで冷たいままキープ。本体
の外側に熱を伝えない真空断熱構造で、結露しない
から、手を濡らすことなく冷たいドリンクを味わえる。
ステンレス鋼、シリコーン 。約8×8×12cm、約100g

真空断熱タンブラーセット
08-8480

［税抜］¥

78

4,000

真空断熱構造のタンブラー 2個セット。ギフトとして
喜ばれるアイテムです。
約8 × 8 ×16cm、0.40ℓ、約260g

08-8938

ステンレススリムボトル
08-8936

70 マットブラック

［税抜］¥

5,000

コップ＆中せん付きのステンレスボトルは、長時間の
保温や保冷が可能です。軽量・コンパクトで携帯性に
優れ、使いやすさ、お手入れのしやすさなどを重視。
ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーン。約7×7×
24cm、0.50ℓ、約300g

08 サーモス

真空断熱ケータイマグ
08-8937
08-8938

70 ジェットブラック ［税抜］¥6,000
70 クランベリー

［税抜］¥

6,000

ベストセラーのケータイマグ。高い保温・保冷力。結露
せず、もれない。
ワンタッチ・オープン。
ロックリング付き。
お手入れカンタン。丸洗いＯＫ。ステンレス鋼、ポリプロ
ピレン、シリコーン。約7× 8 ×22cm、0.50ℓ、約210g

ムーベ
ローゼンダール・デザイングループ

09-9202

ローゼンダール社 コペンハーゲン
プレミアムウォーターグラス 2 個セット
［税抜］¥ 3,000
09-8609 86
「良いグラスは日常的に使われるべきである。
」デン
マークのワイン愛好家、トム・ニーブロエによってデザ
インされたグラスシリーズ。素材：無鉛ガラス。
約 H10cm、520㎖

09-9203

ビヨン・ヴィンブラッド フラワーポット
［税抜］¥ 6,000
09-9202 86 S：ブルー
［税抜］¥ 8,000
09-9203 86 M：レッド
1950年代から半世紀にわたり活躍したデンマークの
国民的アーティスト、ビヨン・ヴィンブラッドが描いた
絵柄を陶器に復刻したフラワーポットです。
09-9202 約φ11×14cm 09-9203 約φ14×18cm

ムーベ ミラー φ20cm Brass
［税抜］¥ 6,000
09-9204 86

ムーベ フレーム A4 オーク

フレームレスの自立型のミラーです。軽量なワイヤー
にミラーを立てかけるシンプルな構造で、洗練された
デザインになっています。約23×20cm

透明なアクリル板２枚を４片のフレームで囲み、ラ
バーバンドで固定したシンプルな構造を持つ美しいフ
レームです。ラバーバンドの一辺を伸ばして、フレーム
を壁にかけることもできます。約32×23×1cm

ホルムガード Design With Light
オイルランタン
［税抜］¥ 20,000
09-9206 86

カイ・ボイスン デンマーク
モンキー S チーク

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

カイ・ボイスンは、もともと、このモンキーを子供のた
めのユーモラスなコートフックとしてデザインしまし
た。1951年の発表以降、多くのトレンド雑誌の表紙を
飾り、デンマークデザインの真のアイコン的存在に成
長しています。約19×6×20cm

09-9205

09-4613

86

86

［税抜］¥

［税抜］¥

6,000

22,500

ローゼンダール・デザイングループ / ムーベ 09

リーデル

リーデル・オー
オー・ビアー（2 個入）
10-8983

90

［税抜］¥

3,000

リーデル オヴァチュア
レッドワイン（2 個入）
10-8984

90

［税抜］¥

3,000

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

ブドウの品種や生産地で迷うことなく選ぶことがで
き、軽めの赤ワインやさっぱりとした白ワインなど、幅
広い用途でご利用いただけるカジュアルグラスです。
素材：クリスタル 。高さ：約19cm、350㎖

リーデル・オー
オー・フォー・ユー（2 個入）

リーデル オヴァチュア
シャンパーニュ（2 個入）

10-8985

90

［税抜］¥

3,500

10-8986

90

［税抜］¥

4,000

日本オリジナルパッケージ。グラスを蝶ネクタイとリボ
ンで飾って華やかさをプラスし、フタの部分に、お祝
いや感謝の気持ちを伝える”For You”のメッセージも
添えました。素材：クリスタル 。高さ：約11cm、375㎖

ボウルのふくらみによって、ワインと空気の接触面積
や香りをとどめる空間の容積は大きくなり、複雑な香
りを感じやすくなります。ボウル底部の傷が泡立ちを
促します。素材：クリスタル 。 高さ：約22cm、260㎖

リーデル 大吟醸オー
酒テイスターペア（2 個入）

5,000

グレープ＠リーデル
ピノ
・ノワール/ネッビオーロ（2 個入）
［税抜］¥ 10,000
10-8987 90

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

酸味が強く渋みは中程度、複雑な香りの赤ワインに
最適。大きなボウルが香りを十分にひらかせます。
素材：クリスタル。高さ：約24cm、700㎖

10-8551

90

10 リーデル

［税抜］¥

メリタ

電動コーヒーミル
11-7689

73 ブラック

［税抜］¥

5,500

コーヒーメーカー ツイスト
11-8932

［税抜］¥

70 ブラック

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

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

電気ケトル プライムアクアミニ
［税抜］¥ 8,000
11-8933 70 ステンレス

コーヒーメーカー ノア

朝から晩まで様々なシーンで活躍。さっとお湯が沸
かせて熱いコーヒーを待たずに愉しめます。フードや
スープにも。最大水容量1.0ℓ、素材：ポリプロピレン、
ステンレス。約22×16× 21cm、1200W

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

コーヒーメーカー
ルックセレクション

コーヒーメーカー
イージートップサーモ

11-8934

70 ブラック

［税抜］¥

15,000

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

11-8120

11-8121

68 ブラック

68

［税抜］¥

12,000

［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、コーヒーが煮詰りません。
素材：ポリプロピレン、ステンレス。約18 ×24 ×35cm

メリタ 11

ブルーノ

ブルーノ オーブントースター

6,000

ブルーノ マルチスティックブレンダー
［税抜］¥6,000
12-9004 89 アイボリー

食パンが２枚横に並ぶ広々サイズ。上下に１本ずつ設置
されたパワフルなヒーターは、別々にON/OFF切り替
えができ、使い勝手抜群。約27×34×23cm、1,000W

つぶす・混ぜる・泡立てる・刻むが１台で手軽に本格
調理できます。料理の下ごしらえからポタージュ、ス
ムージー、離乳食づくりまで。約7×6×37cm、200W

ブルーノ マルチふとんドライヤー
［税抜］¥12,000
12-9008 89 アイボリー

ブルーノ かき氷・アイスクリームメーカー
［税抜］¥ 9,800
12-9007 89 ブルーグレー

ほかほかふとんでしあわせ快眠！マット不要、伸縮式
のノズルを入れるだけ！ふとんの温めやダニ対策以
外に、
衣類や靴乾燥もOK。約12×36×23cm、500Ｗ

一台でアイスとかき氷が作れる2in1 タイプ。アイスク
リームカップ実用容量：約200㎖、専用アイスクリー
ムカップ、専用製氷カップ付属。約16×18×32cm

ブルーノ ホットサンドメーカー ダブル
［税抜］¥ 8,000
12-9006 89 レッド

ブルーノ トースターグリル

耳までカリッとおいしい、遊び心のある焼き目のホットサ
ンドが簡単に作れます。本体は縦置きでき、電源コードは
脚部分に巻き付け収納可能。約25×26×10cm、900W

焼きたてあつあつを食卓でシェアできるトップオープ
ン式トースター＆グリル。約41×22×24cm、
1050W

12-7236

12-9009

ブルーノ コンパクトホットプレート
［税抜］¥ 8,800
12-7236 89 レッド
［税抜］¥ 8,800
12-8561 89 ホワイト

ブルーノ ホットプレートグランデサイズ
［税抜］¥16,000
12-9009 89 レッド
［税抜］¥16,000
12-9010 89 ホワイト

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

食卓に笑顔が集まる、愉しさ広がる。鋳物ホーローのお
鍋をイメージしたコンパクトホットプレートに４～５人に
ぴったりなサイズが仲間入り。約28×48×16cm、
1200W

12-9005

89 レッド

12 ブルーノ

［税抜］¥

12-8492

89 レッド

［税抜］¥

12,000

レコルト

レコルト スマイルベイカーミニ
13-8552 90 スマイルピンク ［税抜］¥2,500

レコルト ホームコーヒースタンド
［税抜］¥ 3,800
13-8553 90 ブラック

フォトジェニックなスイーツ作りに大活躍。短時間で
焼きあがる、熱伝導に優れた固定式プレート。扱い
やすい小さめサイズ。約13 ×15×10cm、350W

コーヒー豆をフィルターに入れ、
タンクに水をセットす
るだけ。600㎖サイズ。カップ４～５杯分。
約15×21×25cm、550W

レコルト
スライドラック オーブン デリカ
［税抜］¥6,500
13-8555 90 ホワイト

レコルト グラインド＆ドリップ
コーヒーメーカーフィーカ
［税抜］¥12,000
13-9014 90 ブラック

パン２枚分の奥行きのトースターで、横幅を取りません。短
時間でムラなく調理（トースト約３分）。本体から完全に取
り外せるスライドラックも便利。約27×31×24cm、1000W

挽きたての豆で本格的なドリップコーヒーが１杯から４
杯まで楽しめる、ミル内蔵の全自動コーヒーメーカー。
B5サイズに収まるコンパクト設計。約28 ×18×30cm

レコルト ガラスブレンダーリコ
13-9012 90 カーマインレッド ［税抜］¥6,500

レコルト ホームバーベキュー
［税抜］¥ 9,000
13-8091 90 レッド

熱々の食材から氷まで調理可能の安心＆安全設計。
耐熱ガラスボトルはにおい移りの心配も少なく、スー
プやパスタソース作りに最適です。約13×16×33cm

凹凸スリットが余分な油を水トレイに落とす、火力が
自慢のホットプレート。万能フラットプレート付属。丸
洗い可能で、片付け簡単。約42×23×17cm、
1200W

レコルト
ラクレット＆フォンデュメーカーメルト
［税抜］¥ 5,000
13-9011 90 レッド

レコルト ポットデュオタント
［税抜］¥10,000
13-9013 90 レッド

スイスやフランスで定番の家庭料理「ラクレット」を
おウチで気軽に楽しめます。付属のココットを使え
ばフォンデュ料理も楽しめます。約11×30 ×11cm

プレートを換えて煮る・炊く・蒸す料理ができる［セラ
ミックボウル］
と、
１度に14個のたこ焼きが焼ける［たこ
焼きプレート］付属。約25×28×22cm(収納時）
、1.9ℓ

レコルト 13

シロカ

スチームアイロン
14-8493

72

［税抜］¥

3,000

電気ケトル
14-8494

68 ベージュ

［税抜］¥

5,000

低価格なのに機能充実！スチーム＆ショットのテフロ
ンアイロン。素材：[本体 ] PP / [かけ面 ]スチール。
約10 ×25×12cm、900W

ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。使いやすいコ
ンパクトサイズ。
容量：0.8ℓ。素材：PP。約21×16×17cm、1000W

全自動コーヒーメーカー

15,000

おりょうりケトル ちょいなべ
［税抜］¥15,000
14-8989 78

挽いて、蒸らして、
ドリップする。スイッチ1つで挽きた
てコーヒー。最大使用水量：0.58ℓ。素材：PP/PC/シ
リコンゴム /POM/SUS。約17×22×27cm、600W

いろんなお料理がケトル感覚でさっと作れます。ケトルと
ヒーター部を分離させることで、丸洗いが可能になりま
した。素材：アルミニウム/PP。約18×28×18cm、
1200W

プレミアムオーブントースター すばやき
［税抜］¥ 20,000
14-8988 78 ブラック

電気圧力鍋

14-8495

69

［税抜］¥

「すばやき製法」で、
トーストをすばやく焼き上げます。パ
ンの水分が中心に集まり、
外はサクッと中はもちもちの食
感に。素材：亜鉛メッキ鋼板。約29×35×23cm、1400W

ホームベーカリー
14-8496

70

［税抜］¥

23,800

手づくりパンが、
簡単に。素材：[本体] PP / [パンケー
ス・パン羽根]アルミニウム（フッ素樹脂加工）
。
約26 × 36 ×31cm、ヒーター 500W/モーター 50W

14 シロカ

14-8497

70 レッド

［税抜］¥

25,000

1台6役。圧力調理、
無水調理、
蒸し調理、
炊飯、
スロー
調理、温め直しができます。素材：PP/PA/シリコン
ゴム /SUS/鉄。約22×24 ×25cm、700W

コーン式全自動コーヒーメーカー
［税抜］¥ 30,000
14-8498 73
豆から挽きたて、淹れたての香り高いコーヒーがお好
みの時間に楽しめます。最大使用水量：0.54ℓ。素材：
ABS/PP/AS/ステンレス。約16×27×39cm、750W

カドー

15-9046

15-9047

カドー空気清浄機 MP-C20U
［税抜］¥18,500
15-9045 100 ブラック
［税抜］¥18,500
15-9046 100 シルバー

カドークオーラ ヘアドライヤー
［税抜］¥ 28,000
15-9047 100 ブラック
［税抜］¥ 28,000
15-9048 100 ホワイト

本格派ポータブル空気清浄機。500㎖缶とほぼ同じ
サイズながら、PM2.5を確実にキャッチ。小型高性
能フィルター搭載。電源：USBコード、DC5V、カー
DCアダプター DC12V/24V。約φ7×18cm

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

15-8697

15-8698

カドー空気清浄機 LEAF 120
［税抜］¥ 39,000
15-8696 100 ホワイト
［税抜］¥ 39,000
15-8697 100 ブラック

カドー加湿器 STEM 620

世界的権威デザイン賞 金賞受賞の最上位モデルの
空気清浄機。高性能フィルターが汚れを確実にキャッ
チ。フィルターの自己再生効果。素材：鉄、ABS。約
φ24×32cm

専用のフォレストウォーターで、ディフューザーとしてご使用可
能。水槽内部の水を抗菌し、
空気中にミストとして放出され、
ウ
イルスや浮遊菌を抑制します。加湿能力は最大600㎖/h。素
材：ABS樹脂、アクリル、アルミ、ステンレス。約φ27×86cm

15-8698 100
15-8699 100

ホワイト

［税抜］¥

ブラック

［税抜］¥

15-9051

15-9049

空気清浄機 LEAF 320i

カドー除湿機 DH-C7000

15-9049 100
15-9050 100

15-9051 100
15-9052 100

55,000
インディゴブラック ［税抜］¥ 55,000
クールグレー

［税抜］¥

ニオイもウィルスも99％以上分解・除去。
「cadosync アプ
リ」で、外出先からリモート操作可能。極限までスリム化す
ることで空気の循環効率を強化。セルフクリーニングでフィ
ルターが「長寿命」。26畳
（42m2）対応。約φ24×65cm

42,500
42,500

ブラック

［税抜］¥

ホワイト

［税抜］¥

49,500
49,500

部屋干し臭の原因菌などをもとから分解する除菌消臭モード
搭載。伸縮可能なアルミハンドルと、360°回転するキャスター
付。コンプレッサー方式。適応床面積：コンクリート住宅16
～ 19畳／木造住宅8 ～ 9畳、容量：3.5ℓ。約33×21×68cm

カドー 15

つばめのパンナイフ

5,000

ラッセルホブス カフェケトル 0.8ℓ
16-8814 89 マットブラック ［税抜］¥10,000

硬いフランスパンも、柔らかい食パンも簡単に切れま
す。刃渡り23.5ｃｍと長く、
色々な大きさのパンやホー
ルのケーキにも便利。約39×刃渡り23.5cm

コーヒーポットのような細長い注ぎ口なので湯量を
調節しやすく便利です。カップ 1杯分 (130㎖ )なら約
60秒で沸騰します。約25×13×20cm
（ケトル本体）

ラッセルホブス オーブントースター
16-8815 89 マットブラック ［税抜］¥10,000

ラッセルホブス 10カップコーヒーメーカー
16-9164 89 マットブラック ［税抜］¥10,000

食パン４枚がいっぺんに焼けるから、忙しい朝の時間
の節約に。一般的なトースターよりもタイマーとヒー
ターの調節が細かく設定できます。約35×33×22cm

スペシャルティコーヒーを楽しむために生まれました。豆
本来の風味・甘みを味わえる、
純金コーティングメッシュの
ゴールドフィルターも標準装備。約17×22×33cm、900W

16-9163

86

［税抜］¥

ソーダストリーム
スピリット
スターターキット

14,000

センゴクアラジン
ポータブルガスホットプレート
［税抜］¥17,000
16-9165 97 レッド

普段の水をわずか数秒で炭酸水にできます。簡単な
操作で、楽しく誰でもお好みの強度の新鮮な炭酸水
がお楽しみいただけます。約13 ×19×42cm

コンパクトサイズで持ち運びに便利なポータブルガス
ホットプレート。室内はもちろんベランダやキャンプ
でも使っていただけます。約42×22×19cm

アラジン グリル & トースター
［税抜］¥ 20,000
16-9166 97 グリーン

マインツ ホットトリベット

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

薄さ38ｍｍのスリムなデザイン。どの席からでも操作できる
IHクックウエア・アクセサリー。ワイヤレスコントローラーで
５段階の火力出力調整が可能。約28×28×4cm、1200W

16-8813

93 ホワイト

16 ブランドキッチン

［税抜］¥

16-9167

93 ホワイト × ウッド ［税抜］¥ 35,000

貝印

オーイーシー

貝印 軽量・高熱効率・
マルチ炒め鍋ＩＨ対応（24cm）
［税抜］¥1,800
17-9168 75
アルミの軽いフライパン。炒める、茹でる、揚げるな
ど様々な調理で活躍します。内面：フッ素樹脂塗膜
加工、外面：耐熱焼付塗装。約25×40×12cm

関孫六

カイハウス

関孫六 わかたけ 三徳 165mm
［税抜］¥ 2,200
17-9169 75
ベーシックな三徳包丁。耐熱性の高いハンドルは食
器洗い洗浄機に対応。刀身：ハイカーボンステンレス
刃物鋼。約30×5×2cm

カイハウス アイスクリームメーカー
［税抜］¥ 3,000
17-8177 75

セレクト100 調理器セット
［税抜］¥6,000
17-9170 75

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

スライサー、千切り、細千切り、おろしの４つの調理器
セット。安心の指ガードと、おろし用水切り網付き。収
納ケースは、上も下も受皿になります。約31×10×12cm

カイハウス
ザ シャープナー（電動研ぎ器）
［税抜］¥10,000
17-7805 75

関孫六 ダマスカス三徳 165mm
［税抜］¥12,000
17-8738 75

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。約11×11×11cm

刃体表面には日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカ
ス模様が広がり、ハンドルは手にフィットする逆三角
形。機能美を追求した包丁です。約30×5×2cm

OEC ＩＨフライパン 25cm（ふた付）
［税抜］¥15,000
17-9171 75

カイハウス 低温調理器

料理研究家脇雅世さんとのコラボで生まれました。炒・揚・煮・
茹・蒸に加え、オーブンにも対応（蓋除く）
。本体：アルミニウム合
金、
ステンレス鋼、内面：フッ素樹脂塗膜加工。約40×27×12cm

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

17-9172

76

［税抜］¥

50,000

貝印 17

ヴィダルサスーン

アルファックス・コイズミ

ヴィダルサスーン カールアイロン
［税抜］¥ 5,000
18-9124 76

ヴィダルサスーン ２ＷＡＹヘアアイロン
［税抜］¥ 7,000
18-9125 75

髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルピンクコーティ
ング。立ち上がりやナチュラルカールが綺麗につくれる
32ｍｍ。セーフティスタンド、自動電源 OFF機能付き
（約
60分後）
。最高温度：約180℃。約6×36 ×8cm、約73W

１台でカールもストレートも楽しめる２WAYタイプ。
髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティン
グ。高温180℃設定で髪型しっかりキープ。温度調
節：約100-180℃｡ 約5×34×8cm、約70W

ヴィダルサスーン マルチヘアアイロン
［税抜］¥ 8,000
18-9126 75

ヴィダルサスーン
マイナスイオンヘアドライヤー
［税抜］¥10,000
18-9127 75

４つのスタイリングプレートでカールヘアも作れる２ＷＡ
Ｙタイプ。海外でも使えるワールドボルテージ対応。
（海
外で使用される場合は市販のアダプターが必要です。
）
温度調節：約120/180℃｡ 約3×31× 9cm、約23-60W

マイナスイオン機能搭載。独立した温風 /冷風の切替
えスイッチ。TURBO/SETの２スピードコントロール
の風量切換え。ひねる動作でコンパクトになる折り畳
みハンドル。約9 ×28×26cm、約1200W

アルコレ オーブントースター
［税抜］¥ 5,000
18-9128 80

アルコレ ハンディスチーマー
［税抜］¥ 8,000
18-9129 71

温度調整機能
（90 ～230℃ ）で様々な調理が可能。
付属のトレーでピザや揚げ物のあたためも出来ます。
お餅も焼けるメッシュ網。15分タイマー｡ 約23×37×
21cm、1,000W(上550W/下450W)

パワフルなスチームでシワや臭いを除去。多彩なア
タッチメント付属。普通のアイロンとしても使用可能。
約7×31×8cm、900W

リブセトラ
ミニライスクッカーデリシャス
［税抜］¥10,000
18-9130 71

リブセトラ ミニ電気圧力鍋
［税抜］¥15,000
18-9131 72

コンパクトなライスクッカー。取っ手付きで持ち運び
楽々。炊飯容量0.5 ～ 1.5合。付属の蒸し網で蒸し料
理も作れます。ヨーグルトや甘酒などの発酵食品も作
れます。約18×16× 20cm、250W

材料を入れてタイマーをセットするだけの簡単操作。
１～２人用にピッタリ、コンパクトな電気圧力鍋。安
全なマグネットプラグ式。調理容量：1.2ℓ、
豆類0.6ℓ。
30種類のレシピ付属。約26×27×26cm、600W

18 ヴィダルサスーン / アルファックス・コイズミ

ブルーエア

ブルーエア Blue Pure 411
Particle + Carbon
19-9080

104

［税抜］¥

18,000

本体下部360° 全方向から吸引しハイスピード清浄、
天面からきれいな空気をたっぷり供給するパワフル
空気清浄機。パーソナルな空間に最適なボディ。適
2
。約20×20×43cm
用床面積：～ 22m（～13畳）

ヤーマン

ブルーエア Blue Pure 231
Particle + Carbon
［税抜］¥ 39,000
19-9081 104
人が集まる場所や大空間にも対応。360° 吸引のカジュ
アル＆パワフルモデル。インテリアや好みに合わせて付
け替え可能なプレフィルター2色（グレー・ブルー）を付
2
。約33×33×52cm
属。適用床面積：～ 64m（～39畳）

19-9082

ブルーエア Blueair Sense+
［税抜］¥ 54,500
19-9082 104 ブラック
［税抜］¥ 54,500
19-9083 104 ホワイト
機能美を極めたWi-Fi対応インテリジェント空気清浄
機。各国のデザイン賞を受賞した革新的なミニマル
2
20畳）
。約47×
デザイン。適用床面積：～ 32m（～
17×49cm

ヤーマン アセチノヘッドスパリフト
［税抜］¥12,500
19-9085 99 ゴールド

ブルーエア Blueair Classic 480i
［税抜］¥ 74,800
19-9084 104

独自の「HEPA Silent® テクノロジー」により、高い
除去性能とハイスピード清浄の両立を実現。Blueair
Friendアプリとの連動で空気の可視化が可能となり
2
。
ました。Wi-Fi対応。適用床面積：～55m（～33畳）
約50×28×59cm

ヤーマン
スカルプドライヤー
19-9086

99 ロゼ

［税抜］¥

20,000

頭皮から引き上げる新しいリフトケア。毎分約57,600
回の3Dフィンガームーブ ×マイクロエステタッチでゆ
るんだ頭皮に刺激を与えます。動作時間：約20分、充
電：約3時間、防水レベル：IPX7。約10×10×11cm

高性能ドライヤー ×頭皮リフトケア。じんわり温かい遠赤外線を
含む風と、毎分3,700回の美容音波振動で頭皮をケア。ダメージ
レスに髪を乾かせるだけではなく冷えて固まった頭皮を温めリズ
ミカルに揉み込んで上へ上へと引きあげます。約11×19×30cm

ヤーマン WAVY

ヤーマン RFボーテ フォトプラス
［税抜］¥ 37,000
19-9088 99

19-9087

99

［税抜］¥

30,000

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

幅広い肌の悩みに対応したオールインワン美顔器。
「ディープク
レンジング」、「うるおい保湿」などに加え、EMSによる「表情筋
ケア」、フォト（赤色LED）による「エイジングケア」など、全５モー
ドを搭載。充電：約2.5時間、動作時間：約40分。約4×6×19cm
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ブラウン

アルフィ

アルフィ 真空断熱タンブラー
20-9074 80 ホットチョコレート ［税抜］¥ 3,000

アルフィ グスト

シリコーンホルダー付きの真空断熱タンブラー。冷
たいものも温かいものも、おいしい温度をキープ。
長時間飲み頃温度を楽しめます。0.26ℓ、約8×8×
11cm

レトロでカジュアル、
カラフルが特長のグスト。軽くて持
ちやすいボディとワンタッチで注げる機能性を持ち合
わせたステンレスポット。ホームパーティーや日常の卓
上シーンを華やかに彩ります。
1.0ℓ、約17 ×14×26cm

アルフィ アイスポッド

ブラウン ピュアイーズ 電気ケトル
［税抜］¥ 4,880
20-9077 99 ホワイト

20-9076

80

［税抜］¥

15,000

20-9075

80 パウダーブルー ［税抜］¥10,000

シンプルで機能的、取り外し可能な保冷剤付きワイン
クーラー。0.7 ～ 1ℓのワインボトルにフィットする差
込口で、ホームパーティー等に活躍するアイテムです。
約14×14×17cm

ブラウンから国内初となる電気ケトル。手にすっとなじむデザイ
ン。人間工学に基づいたハンドルは、持ちやすく注ぎやすい設計。
だから使いやすい。見やすい水量計。３つの自動電源オフ機能。
ワンプッシュ式の便利なふた。約23×14×22(本体＋ベース）cm

ブラウン パワーブレンド
コンパクト 3 ブレンダー

ブラウン
マルチクイック9 ハンドブレンダー
［税抜］¥17,880
20-9079 99

20-9078

92

［税抜］¥

6,880

ハンドブレンダーのブラウンから、コンパクトなミル付き
ブレンダーが登場。スムージーやスープはもちろんのこと、
付属のミルを使えば、オリジナルのふりかけやスパイス
なども簡単に作れます。食洗機対応。約13×14×33cm

20 アルフィ/ ブラウン

ハンドブレンダーの最高峰が日本上陸！
！革新的なパワー
を追求した世界初アクティブブレードテクノロジー搭載。
業界最大級500Ｗパワフルモーターと独自のパワーベルテク
ノロジープラス。
オリジナルレシピブック付き。約7×7×41cm

ベリタス

ラピッドラッシュ 1.5㎖
21-9089

80

［税抜］¥

5,500

ラピッドラッシュ 3㎖
21-9090

80

［税抜］¥

9,000

シリーズ世界500万本突破！1日1回塗るだけですっぴん
でも長く濃く豊かなまつ毛に！独自成分を配合し、臨床的
に証明された高性能な美容液です。短くて抜けやすい傷
んだまつ毛にもおすすめ。目元にやさしい低刺激タイプ。

シリーズ世界500万本突破！1日1回塗るだけですっぴん
でも長く濃く豊かなまつ毛に！独自成分を配合し、臨床的
に証明された高性能な美容液です。短くて抜けやすい傷
んだまつ毛にもおすすめ。目元にやさしい低刺激タイプ。

ラピッドブロウ 3㎖

セイクレッドビューティ
アイクリーム 15㎖

21-9091

80

［税抜］¥

9,000

21-9092

75

［税抜］¥

8,000

シリーズ世界500万本突破！すっぴんでも濃く太い眉毛に！
若々しい印象を叶えます。独自成分を配合し、臨床的に証明
された高性能な美容液です。年齢をともに薄くなってきた、
生えてこない、まばらな眉毛にもおすすめ。低刺激タイプ。

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

イミディーン
タイムパーフェクション 60 粒
［税抜］¥ 8,700
21-9093 85

エコレーヌ
パーフェクションベルベット 45㎖
［税抜］¥15,000
21-9094 65

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

シリーズ累計69.6万個突破！スウェーデン発、タルミ知らずの
フェイスラインを目指すリフトアップ美容液。トリクタン複合体
が肌のハリ・弾力をケア、角質ケア、3種のセラミドによる保湿
ケア。トリプルアクションでなめらかなV字のフェイスラインへ。
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フィリップス ダイヤモンドクリーン
ディープクリーンエディション
［税抜］¥ 26,800
22-9132 105

フィリップス S9000 シェーバー
［税抜］¥ 29,800
22-9133 105

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る5 つのモード
（ディープクリーンモード搭載）
。約 2 週間で健康な歯ぐ
きへ
（手磨き同様）。付属のグラスに置くだけで充電可
能。充電：約24時間
（約3週間使用可能）
。約26×3×3cm

ワンストロークあたり最大20％多くのヒゲをキャッ
チ。ダブルＶトラック刃。８方向に可動する輪郭検知
ヘッド。ウエット＆ドライシェーバー。使用時間：約
60分間 /約20回分。海外使用対応。約6×7×16cm

22-9134
22-9136

22-9135

TENGRILL
22-9134
22-9135

98 ミント
98 ブラック

22-9137

22,800
［税抜］¥ 22,800
［税抜］¥

山崎実業 コードレスクリーナースタンド
［税抜］¥ 7,000
22-9136 105 ホワイト
［税抜］¥ 7,000
22-9137 105 ブラック

食材をタテにはさむだけ！ ヘルシーなグリル料理が簡単に
楽しめます。肉や魚、野菜、パン、冷凍食品などを焦がさず
スピーディーに焼けます。食材を裏返す必要がありません。
約14cmの超スリムなデザイン。約18×45×30cm、1300W

壁に穴をあけずに、ダイソンのコードレスクリーナーとヘッド
クリーナーツールをスタイリッシュに一括収納。対応機種：
ダイソン製コードレスクリーナー（※充電ブラケット対応モ
デル、V10・V8・V7・V6 シリーズ）。約22×29×127cm

エコバックス 床用ロボット掃除機
DEEBOT MINI2
［税抜］¥ 23,000
22-9138 105

エコバックス 床用ロボット掃除機
DEEBOT OZMO SLIM10
［税抜］¥ 34,800
22-9139 105

人気のDEEBOT MINIに待望のスマホ対応モデルが登
場。赤外線やサスペンションホイールを搭載して、安全
に様々な場所で使用することができます。充電：約3 ～
4時間、最大90分間連続使用可能。約27×27×8cm

超薄型デザインにオズモモップシステムをプラス。家具の下な
どでもお掃除できます。高性能センサー搭載で効率的なコース
を判断しながら、お部屋全体をお掃除。Google Home対応、
ECOVACS HOME アプリで状況確認可能。約31×31×6cm
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ケルヒャー

窓用バキュームクリーナー WV1プラス
［税抜］¥ 6,980
23-8926 103

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

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13×25×28cm

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
［税抜］¥ 13,980
23-7830 97

高圧洗浄機 K2

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。

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 SC 1 EASYFIX
［税抜］¥ 19,980
23-8990 97

高圧洗浄機 K2 ホームキット
［税抜］¥ 22,980
23-7833 97

ヒートアップ
（待ち時間）約３分、連続噴射時間約６分。
待ち時間が短く、軽量・コンパクトなので、毎日手軽にお
掃除したい方に最適です。高温の安定したスチームで
しっかりお掃除＆除菌ができる、ボイラー式。クロスの
交換が便利になった新ノズル採用。約32×13 ×19cm

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。

23-7831

97

［税抜］¥

17,980

ケルヒャー 23

ビクトリノックス

クラシック シグネチャー
24-8591

88

［税抜］¥

2,160

マルチツールの基本的な機能だけでなく、ボールペン
も付いています。ユニークな機能を搭載したシリーズ。
7機能。約1× 6cm

ネイルクリップウッド 580

スイスカード T
24-8592

［税抜］¥

88

2,560

「レッドドット ･デザイン アワード 2004」で、
「ベス
ト ･オブ ･ ベスト賞」を受賞。便利なツールをスマー
トに収納。
10機能。約8 × 5×1cm

4,720

フリップトップ ラップトップ バックパック
［税抜］¥14,000
24-8594 80

ボディからワンタッチで出し入れできる、シンプルな
構造で、つめのお手入れはもちろん、安全にお使いい
ただけます。6機能。約2×7cm

様々な仕分けポケットが付いており、用途に合わせた
整理収納スタイルが見つかります。素材：ポリエステ
ル。約28 ×45×20cm

ワークス プロフェッショナル エンジニア
［税抜］¥ 35,000
24-9114 80

イノックス メカニカル

電子機器を安全に携帯できるので、仕事も遊びも完
璧にこなせる3wayラップトップブリーフケース。バッ
クパックとしても使えます。約32×46×18cm

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

24-8593

88

［税抜］¥

ワークストラベラー6.0
フリークエントフライヤー
ソフトサイド キャリーオン
24-9116

80

［税抜］¥

40,000

プレミアムコンポーネント（USBポート、SIMカードツール、スペー
スボールペン、IDタグ）搭載。日乃本錠前と三菱ケミカルが共同
開発した「HINOMOTO Lisof SILENTRUN キャスター」採用。
進化したパックモアシステム。8 ホイール。約55×35×23-27cm

24 ビクトリノックス

24-9115

80

［税抜］¥

105,000

レキシコン
ミディアム ハードサイド ケース
［税抜］¥68,000
24-8597 80
ホイールとハンドルを深く埋め込むことで、さらに大
きな収納力を実現。お手入れしやすい大型ポケットの
ついたジッパー式ディバイダー・ウォール。素材：ポリ
カーボネート。約45×68×28cm

レッドレンザー

レッドレンザー
LED ミニキーライト K1
25-8503

80 ブラック

［税抜］¥

1,000

ジェントス

レッドレンザー フォーカス機能付
LEDライト P2
［税抜］¥ 2,420
25-8067 80

国際的なデザイン賞を受賞したミニキーライト。明る
さ：約13lm、最長照射距離：約16m、LR41ボタン電
池 × 4 、素材：アルミニウム合金。約φ1×4.5cm。約
10g

ペン型 LEDライト。特殊レンズによる美しい配光。
明るさ：約16lm、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

レッドレンザー フォーカス機能付
LED ヘッドライトH3.2
［税抜］¥ 5,000
25-8505 80

レッドレンザー フォーカス機能付
LEDライト P7
［税抜］¥ 8,000
25-8506 80

ソフトベルトなので長時間利用しても疲れにくい。
ヘッド角度調整可能。ベルトは取外し可能。明るさ：
約120lm、最長照射距離：約100m、単４アルカリ電
池 ×3、素材：ABS樹脂、
フリーサイズ、約133g

P7最新モデル。3種類の照射モード・片手操作が簡単
なフォーカス機能付。明るさ：約450lm、最長照射距
離：約300m、単４アルカリ電池×4、素材：アルミニウ
ム合金。約φ4×13cm。約175g

ジェントス フラッシュライト

ジェントス ヘッドライト

25-8066

73

［税抜］¥

2,200

25-7707

82

［税抜］¥

3,480

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。18lm。約φ2×10cm。40g

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210lm。約7×4 ×4cm。
180g

ジェントス LED ランタン

ジェントス GZ-300 LED小型投光器
［税抜］¥ 7,750
25-9017 75

25-8502

73

［税抜］¥

4,500

フローティング機能。耐塵・1m防水仕様
（IP67準拠）
&2m落下耐久。バッテリーインジケーター搭載。単3
アルカリ電池 ×6本使用。最大約370lm、最長約142
時間点灯
（Ecoモード）
。約φ8×14cm。約355g

作業・レジャーや災害時に。内蔵充電池、コンセントでも使用
可能。耐塵・防滴（IP64準拠）
＆１ｍ落下耐久。使用光源：高
輝度白色COB LED×1、明るさ：約1,200lm（High）、充電約3
時間、点灯：約5時間
（Eco）/ 約2時間
（High）
。約17×12×8cm

レッドレンザー / ジェントス 25

ボーズ

26-8676

Bose® SoundLink®
Mini Bluetooth® speaker Ⅱ
［税抜］¥18,380
26-9018 111
超コンパクトサイズでありながら、深みのある低音域
を備え、豊かでナチュラルなサウンドを再生。通話用
マイク内蔵で、いつでもどこでも簡単にワイヤレス接
続ができます。連続10時間再生可能。約18×5×6cm

Bose® SoundSport®
Free wireless headphones
［税抜］¥ 24,000
26-8676 111 ブラック
26-8677 111 ミッドナイトブルー ［税抜］¥24,000
ボーズ初の完全ワイヤレスインイヤーヘッドホン。どん
な動きも妨げません。クリアでパワフルなサウンドを
実現しました。満充電で最大5時間。約3×3×3cm

26-8674

Bose® SoundLink®
Revolve Bluetooth® speaker
26-8674 111 トリプルブラック ［税抜］¥25,000
26-8675 111 ラックスグレー ［税抜］¥25,000
ポータブルサイズで360°にいきわたる、深みのある驚
きのサウンドを実現。屋外使用に対応。防滴仕様。
12時間連続再生可能。670g。約8×15×8cm

Bose®
noise-masking sleepbuds™
［税抜］¥ 30,000
26-9019 111
適度にノイズをブロックしながら穏やかなサウンド
を再生可能。高音質のヒーリングサウンドで一晩中
ぐっすり眠れるようにサポート。横向きに寝てもフィッ
トする装着感も実現。バッテリー持続時間：16時間、
BluetoothのStreeming再生不可。約3 ×2×1cm

26-8924

Bose®
SoundWear Companion® Speaker
［税抜］¥ 32,000
26-9020 111
周りの音も聴くことができる、便利なウェアラブルス
ピーカー。定評のあるウェーブガイドテクノロジーを
採用、安定したパフォーマンスを実現。通話やSiri
などにも対応。約12時間使用可能、Bose Connect
app対応、IPX4準拠。約24 ×19×5cm

26 BOSE

Bose® QuietComfort® 35
wireless headphones Ⅱ
26-8924
26-8925

111 ブラック

［税抜］¥

111 シルバー

［税抜］¥

37,000
37,000

業界最高クラスのノイズキャンセリングヘッドホン。
Googleアシスタントを搭載し音声操作が可能。ワイ
ヤレステクノロジー搭載。バッテリー持続時間：ワイヤ
レス 20時間、有線40時間、234g。約17×18×8cm

デノン

バウワース & ウィルキンス

27-8508

Ｂ＆Ｗ P9 Signature
27-8507

97 ブラウン

［税抜］¥

99,000

Bowers ＆ Wilkins 創立50年を記念し蓄積してきた
全ての音響、設計技術を技術を詰めこみ、開発されま
した。ヘッドバンドとイヤーパッドは最高級のイタリア
製サフィアーノ・レザーを使用。

Ｂ＆Ｗ PX
27-8508
27-8509

97 ゴールド

［税抜］¥

97 グレー

［税抜］¥

48,600
48,600

クラス最高のサウンドと、最適化されたノイズキャンセ
リング機能、22時間のバッテリー駆動時間、インテリ
ジェントコントロールを一つにまとめました。

27-8992

DENON ワイヤレスヘッドホン
［税抜］¥ 35,800
27-8991 94 ブラック
［税抜］¥ 35,800
27-8992 94 ホワイト
シーンに応じた最適なノイズキャンセリングを実現。
デノンオリジナルフリーエッジドライバー搭載。20
時間連続再生可能。
USB-DAC機能
（48kHz/16bit）
。
Siri/Googleアシスタント呼出対応。約21×16×9cm

DENON
ワイヤレスインイヤーヘッドホン
［税抜］¥ 25,800
27-8993 86
ダブル・エアーコンプレッション・ドライバー搭載。低音再生
の常識を覆した特許取得の新方式ドライバー。Bluetooth
は高音質コーデック aptX™ Low Latency、aptX™、AAC
対応。約10時間再生可能。USB-DAC機能（48kHz/16bit）。
Siri/Googleアシスタント呼出対応。約18×15cm

27-8512

DENON サウンドバーシステム
［税抜］¥ 32,800
27-8994 77
テレビの音を豊かにするTV用サラウンドシステム。
ワイヤレスサブウーハーで迫力の重低音とテレビ画
面をさえぎらない薄型サウンドバー（壁掛け対応）
。
Bluetooth®機能搭載。
本体：約5×90×8cm、
サブウーハー：約34×17×32cm

DENON New Envaya
27-8511
27-8512

92 ブラック

［税抜］¥

92 グレー

［税抜］¥

22,000
22,000

ポータブル Bluetoothスピーカー。使う場所を選ば
ない防塵（IP67）
・防水性能（IPX7）
。最大13時間再生
可能。ハンズフリー通話 ＆ Siri / Google Now 対応。
約21×8×7cm

B&W / DENON 27

アイロボット

ブラーバ ジェット 240
28-8197

104

［税抜］¥

29,880

「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。ウェットモップモードでは、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

ルンバ i7＋
28-9338 108

［税抜］¥

129,880

ブラーバ 380 j
28-7777 103

［税抜］¥

39,000

水拭き、から拭きの清掃モードで、皮脂汚れや、食べ
こぼしまで拭き取ります。付属の
「NorthStar ™キュー
ブ」で、位置情報を把握し家具の間でも隅々までキレ
イにします。約24×22×8cm

ルンバ 960
28-9021 108

［税抜］¥

69,880

スマートマッピングで部屋の環境を学習してゴミや汚
れを感知、徹底的にキレイにします。ゴミ捨てまで自
動なので、清掃がさらに快適。連続稼働時間
（通常清
掃時）
：最大75分。最大幅約35×9cm

カメラとセンサーを駆使した高性能なナビゲーショ
ンシステムで、家中くまなく清掃。iRobotHOMEアプ
リにも対応。連続稼働時間（通常清掃時）
：最大75分。
最大幅約35×9cm

ルンバ e5

ルンバ 643

28-9022 111

［税抜］¥

49,880

パワフルな清掃力を発揮するAeroForce 3段階ク
リーニングシステム搭載。水洗い可能なダスト容器
など、お手入れも手軽なハイエンドモデル。連続稼働
時間
（通常清掃時）
：最大90分。最大幅約35×9cm

28 アイロボット

28-8600 108

［税抜］¥

29,880

毎日のゴミやホコリに、確かな清掃力で床掃除の負担
を軽減させるスタンダードモデル。CLEANボタンを
押すだけで、様々な床材に合わせて隅々まキレイにし
ます。最大幅約34×9cm

エレクトロラックス

レイコップ

エレクトロラックス
ラピード ウェットアンドドライ
29-7815 102 ディープブルー ［税抜］¥6,980

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
29-8694 95 ウォーターメロンレッド ［税抜］¥23,800

濡れた場所も吸引できる乾湿両用タイプ。手首の負
担を減らすフロントホイール搭載。収納しながら充電
できる充電ステーション。
スタイリッシュな北欧デザイ
ン。運転時間（最大10分）
。約41×14×12cm

お部屋のアクセントにしたい北欧カラー。
ワンタッチでハ
ンディになるから、棚や階段も手軽にお掃除。大小どん
なゴミやホコリもお任せ、トライアングル・パワーノズル
搭載。運転時間（通常モード 20分）
。約26×15×107cm

エレクトロラックス
エルゴラピード・リチウム プレミアム
29-9053 95 ソフトサンド ［税抜］¥64,800

エレクトロラックス
モーションセンス

床、
すき間、
おふとんも、家中掃除できる１台３役スティッ
ククリーナー。トップクラスの吸引力とクリーンな排気。
1.0ミクロンレベルの微粒子を99.99％除去。運転時
間（通常：約48分/最大：約16分）
。約27×14×107cm

独自の三角形ボディとパワーブラシで四隅のゴミまで
しっかりお掃除。２cmまでの高さの障害は立ち往生
することなく乗り越えます。連続稼働時間（約60分 +
ドッキング約10分）
。約34×29×9cm

レイコップ
ふとんクリーナー レイコップＲＮ
29-8692 105 ピュアホワイト ［税抜］¥23,000

ふとんコンディショナー
レイコップ futocon

軽量モデル。弾力性が強く磨耗に強いフィンパンチブ
ラシ搭載。吸引幅がレイコップ LITEに比べて20％拡
大、より高い除菌効果が得られます。素材：ABS樹脂。
約29×37×15cm

スムーズな寝返りをサポートする高反発設計で睡眠中
の負荷が減らせます。50℃以上の温風をマットレスにい
きわたらせ、まるごと除湿、脱臭、ダニ対策を行います。
約46×22×53cm、エアマット部：約198×101×5cm

29-9054 100 アイスホワイト

29-9055 108

［税抜］¥

［税抜］¥

44,800

128,000

エレクトロラックス / レイコップ 29

ダイソン

V7 Trigger ハンディクリーナー
［税抜］¥ 28,000
30-9023 100

DC48 Turbinehead

最も吸引力の強いコードレスハンディクリーナー。部
屋の空気よりもきれいな空気を排出します。充電池
使用時間：
【通常モード】約30分、
【強モード】約6分、
充電：3.5時間。約14×40×21cm

ダイソンデジタルモーター V4 を搭載した小型の掃除
機です。静電気の発生を抑えるブラシでフローリン
グ上のホコリを取り除き、ナイロン素材のブラシでラ
グやカーペットからゴミをかき取ります。約70×21×
69cm

Pure Cool™ 空気清浄機能付ファン
30-9322 106 ホワイト/ ニッケル ［税抜］¥44,800

V6 Slim Origin（SV07 SPL）
［税抜］¥ 47,200
30-9025 97

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％除去し、さらに有害なガスも除去します。季節を問
わず、空気清浄機やサーキュレーターとして使用でき、夏に
はスムーズな風を遠くまで送り出す扇風機として使えます。
適用床面積
（畳）
：9（30分）/ 26（60分）。約102×20×20cm

特 許 技 術 の ダイソンデジタル モーター V6 は、毎 分 最 大
110,000回転し、強力な吸引力を生み出します。高い密閉性と
精密な製品設計により、0.3μもの微細な粒子を99.97％捕らえ
ます。充電池使用時間：
【通常モード】約20分（モーター駆動の
ヘッド使用時：約17分）【
、強モード】約6分。約21×118×21cm

Pure Cool Link™ DP03
空気清浄機能付テーブルファン
30-9323 99 アイアン/ブルー ［税抜］¥49,800

V8 Fluffy+

空気清浄機が付いたコンパクトなダイソンファン。お手入れ
が大変なカバーや羽根がありません。自動でモニター、反応、
清浄し、お手持ちのスマートフォンのDyson Linkアプリに
お知らせ。離れていても、室内環境をコントロールできます。
適用床面積〈畳〉
：8（30分）/23（60分）。約22×36×62cm

30 ダイソン

30-9024 100

30-8930

71

［税抜］¥

［税抜］¥

39,800

86,800

大きなゴミから小さなゴミまで、最も多くのゴミを同時に吸
い取り、充分な運転時間で家のすみずみまで掃除できます。
【通常モード】約40分、
【通常モード モーター駆動のヘッド
使用時】
ソフトローラークリーナーヘッド：約30分、
ミニモー
ターヘッド：約30分、
【強モード】約７分。約25×124×22cm

シャーク

エヴォパワー W20
31-9056

［税抜］¥

96 ブラック

16,500

2-in-1 スチームモップ
31-9057

96

［税抜］¥

16,500

スリムな軽いボディからは想像できないパワフルな
吸引力で、ゴミをすばやく取り除きます。ボタンを押す
だけでゴミを捨てることができるので衛生的。運転
時間：約12分。約54×61×42cm

広い床も、床上の細かい場所も両方使える、モップと
ハンディが一体の最上位モデル。掃除機で取れない、
キッチンの油汚れや洗面台の水垢、浴室のカビなど
多彩にお掃除。高温のスチームを集中的に噴射。ス
チーム 3段階調整。約30×112×25cm

エヴォパワー W30

エヴォロボット R72

31-9058

［税抜］¥

96 グレイ

21,000

31-9059

96

［税抜］¥

36,500

スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸
引力で、ゴミをすばやく取り除きます。洗練されたエル
ゴノミックデザインによる優れた操作性。ボタンを押す
だけでゴミを捨てることができるので衛生的。運転時
間：約24分（バッテリー 2個使用時）
。約54×61×42cm

スマートセンサーナビゲーションとブラシロールと２つ
のサイド＆エッジブラシによって髪の毛やホコリ、アレル
ゲンを吸い込み、すみずみまで掃除します。革新的なセ
ルフグルーミングシステムにより自動除去。ダストカップ
は水洗い可。稼働時間：最長約60分。約32× 9×32cm

エヴォフレックス S10

エヴォフレックス S30

31-9060

96

［税抜］¥

36,500

日本を考えてデザインされた全く新しい充電式コー
ドレス掃除機。フローリングからカーペットまでひと
つのヘッドで対応する「DuoClean」
。パイプが曲がる
「MultiFLEX™」
。コンパクトな自立式。DuoClean装
着時：標準19分、強12分。約24×13×109cm
（使用時）

31-9061

96

［税抜］¥

46,000

日本を考えてデザインされた全く新しい充電式コードレス
掃除機。フローリングからカーペットまでひとつのヘッドで
対応する「DuoClean」。パイプが曲がる「MultiFLEX™」。コ
ンパクトな自立式。着脱式のＷバッテリー。DuoClean 装
着時：標準19分×2、強12分× 2。約24×13×109cm（使用時）

シャーク 31

ドクターエア

32-9097
32-8686

3D マッサージロール

（家庭用電気マッサージ器）

32-8686
32-9095

95 ピンク
95 ブラック

9,074
［税抜］¥ 9,074
［税抜］¥

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

3Dコンディショニングロール
32-9096
32-9097

95 ブラック

［税抜］¥

95 ブルー

［税抜］¥

9,074
9,074

トレーニング後のコンディションを整えます。専用ア
シストカバーを使用・バックル取付で首・肩、ふともも、
尻腰・お尻にも使用可能。充電：約2.5時間、電池持
続時間：約360分
（弱）
。約φ9×31cm、AC100V

32-8687

3Dコンディショニングボール
［税抜］¥12,963
32-9098 95

3Dネックマッサージャー
95 ピンク

［税抜］¥

振動する球体で筋肉にアプローチ！ 振動＆ピンポイ
ントアプローチで、
セルフストレッチをさらに加速！ リ
チウムイオン充電池内蔵、
充電：約3時間。約φ12cm

95 ブラック

［税抜］¥

32-8689
32-9100

95 ブラック
95 レッド

17,593
［税抜］¥17,593
［税抜］¥

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

32 ドクターエア

13,704
13,704

首や肩周りにフィットしやすいコンパクトボディ。コードレ
スなので好きな場所でいつでもご使用可能。モミ玉に搭
載されたヒーターにより、まるで人の手のようなもみ心地
を実現。充電：約3.5時間（満充電まで）
。約45×15×60cm

32-8691

32-9100

ストレッチロール S

32-8687
32-9099

3Dスーパーブレード S
32-8691
32-9101

95 ピンク

［税抜］¥

95 ブラック

［税抜］¥

55,371
55,371

乗るだけでヘルシー BODYに！
！ ポージングやエクサ
サイズで適度な負荷をかけることで、インナーマッス
ルはもちろん体幹バランスのトレーニングにもなりま
す。約79 ×19×42cm

アテックス

ルルド
ハンディマッサージャー リラミンゴ
［税抜］¥ 3,700
33-8801 95 ピンク

ルルド
ソニックヘッドスパエイリラン
［税抜］¥ 5,000
33-9062 96 ピンク

アームの曲線が体にフィット。いろんな箇所をほぐせ
ます。身体に押し当てると自動的に振動がスタートす
る“タッチ式電源 ”を採用。防水設計だから、濡れても
安心です。単3電池×4（別売）
、連続使用：約90分（使
用電池による）
。約23×36×6cm

頭にスポっと被せると超音波のブルブル振動が心地
よいヘッドリラックスグッズ。単4乾電池×3
（別売）、連
続使用：約60分
（使用電池による）
。約15×15×2cm

ルルド めめホットチャージプラス
［税抜］¥ 5,500
33-9063 96 ピンク

ルルド ハンドケア

繰り返し使えるホットアイマスク！速暖ヒーター搭載
ですぐにあったかリラックス。連続使用：約2時間。
リチウムイオン充電池内蔵。約21× 10 ×2cm

指を１本ずつ包むグローブ型ハンドマッサージャー。
15層のエアバッグとマッサージヒーターで、手のひ
らはもちろん指の1本1本までホットマッサージ。タイ
マー：約10分自動 OFF。AC電源。約17×18×10cm

トール
ネックマッサージャー
タタキもみコードレス
33-9064

96

［税抜］¥

15,000

タタキもみ機能搭載のネックマッサージャー！ 充電
式で使い勝手 GOOD。電池持続時間：約1時間（負
荷有り/ ヒーター ONの場合）。リチウムイオン充電池
内蔵。約42×40×23cm

33-8799

95

［税抜］¥

ルルド
エアブーツマッサージャー
33-9065

96 グレー

［税抜］¥

10,000

23,000

12層のエアバッグ搭載のブーツ型フットマッサー
ジャー！ 足裏からふくらはぎまでエアマッサージ。AC
電源。約22×28×50cm
（両足）

アテックス 33

プラスマイナスゼロ

34-8996

34-8516

コードレスクリーナー Ver.3 C030
34-8995 97 クリアホワイト ［税抜］¥ 25,000
34-8996 97 クリアイエローグリーン［税抜］¥ 25,000

コードレスクリーナー B021
34-8515 97 クリアホワイト ［税抜］¥ 22,000
34-8516 97 クリアブラウン ［税抜］¥ 22,000

アルミハンドルを採用したY010の上位モデル。最大で約
38Wのハイパワー。標準で約75分の連続運転。
３段階運
転。
リチウムイオンバッテリー、DCブラシレスモーター採
用。スタンド付属。約14 ×22× 96cm
（最大時）
、約1.25kg

標準で約57分の連続運転。
リチウムイオンバッテリー、
DCブラシレスモーター採用。3段階運転。
スタンド付
属。布団ノズル付。高級感のあるクリア塗装仕上。
約100×20×14cm
（最大時）
、1.3kg

34-7353

34-8998

コードレスクリーナー Y010
［税抜］¥ 18,000
34-7701 97 ブルー
［税抜］¥ 18,000
34-7353 97 レッド

空気清浄機 C030

標準で約57分の連続運転。
リチウムイオンバッテリー、
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）
、1.3kg

360°から空気を吸うための脚がデザインの特徴。静
音、標準、急速、AUTO、花粉の５モード。フィルターは
H12準 HEPAに脱臭活性炭とイオン抗菌機能を付加
したものを採用。０
（PM2.5対応）
。約30×30×50cm

遠赤外線電気ストーブ Y010
［税抜］¥ 4,500
34-7705 97 ブラウン

リビングファン Z710

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

女性に優しい
「収納便利」
「持ち運び便利」
なサイズ感。
伸長時は約73cm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。
リ
モコン付属。約62×34×29cm

34 ±0

34-8997
34-8998

34-7704

97 ホワイト

［税抜］¥

42,000

97 ディープブルー ［税抜］¥ 42,000

97 ブラウン

［税抜］¥

7,400

ディクラッセ

35-9000

35-8633

LED Solar stone
35-8632
35-8633

88 S
88 L

2,500
［税抜］¥ 3,000

［税抜］¥

LED Solar lantern Notte
35-8999
35-9000

88 S

［税抜］¥

88 L

［税抜］¥

3,500
4,000

石のカタチのLEDライトは太陽の光で充電し、暗くな
ると自動で点灯します。(屋外での使用可能 )単4 ニッ
ケル水素電池 ×1。
35-8632 約15×13×8cm 35-8633 約17×15×11cm

オレンジ色の灯りが揺れるLEDランタン。ソーラーパネル
内臓で、日中は太陽の光で充電し、暗くなると自動で点灯
します。
（屋外での使用可能）単4ニッケル水素電池 ×1
35-8999 約φ10×21cm 35-9000 約φ10×25cm

ムーミンハウス

スナフキンの忘れもの

35-8635

88 レッド

［税抜］¥

12,000

35-8636

88 グリーン

［税抜］¥

18,000

にぎやかなムーミン屋敷をモチーフにしたテーブル
ランプ。屋根の部分はフェルト素材で出来ています。
E-17/25Ｗ 白熱 ミニ球
（フロスト）
。
約φ13×35cm

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

ムーミン谷の切り株

ムーミンのかくれんぼ

35-9001

88 イエロー

［税抜］¥

20,000

物語のワンシーンが 描かれたシェードと、切り株
の様な天然木のベースを合わせたテーブルランプ。
E-17/40Ｗ 白熱 ミニ球
（フロスト）
。
約φ28×37cm

35-9002

88

［税抜］¥

38,000

小枝をモチーフにしたペンダントランプ。灯りを点
けると、ムーミンと仲間たちが森の中でかくれんぼ
をしてるような楽しげな情景が壁に映し出されます。
E-26/100Ｗ 白熱 普通球
（クリア）
。約φ36×21cm

ディクラッセ 35

かんてんネンドスタジオ８色セット
［税抜］¥ 3,200
36-8620 90

ボーネシェフ・フルーツ & ベジタブル
［税抜］¥ 3,900
36-9036 90

「寒天」が原料なので、
保水性に優れ、
やわらかく、
くっ
つきにくいのが特徴。全8色のセットで、かんてんネン
ドの楽しさがさらに広がります。
素材：寒天、セルロース、にがり、無機塩、食品色素。

木の温もりをいかして、くだものや野菜の不思議な色
彩や瑞々しさ、おいしさまでも木のフォルムに表現し
ました。材質：天然木、内容：トマト、リンゴ、バナナ、
にんじん、ピーマン、なす、マッシュルーム、包丁、まな
板。対象年齢：2歳頃～

マグ・フォーマー
（30ピース）
ベーシックセット
36-9037

90

［税抜］¥

6,600

正三角形と正方形のみの、遊びやすいセット。磁力
を操り簡単な造形あそびが楽しめます。材質：ABS、
磁石、内容：30ピース
（三角形 ×12、四角 ×18）
、対象
年齢：3歳頃～。特許番号：3822062号

マグ・フォーマー
ディスカバリー BOX（71ピース）
［税抜］¥15,500
36-9038 90
カーブや車輪など創造が広がるパーツをセットにし
た日本限定商品。材質：ABS、磁石、内容：71 ピース
（14種類の図形、
車輪、
人形付きパーツ入り）
、
収納ボッ
クス付、対象年齢：3歳頃～。特許番号：3822062号

12,000

クアドリラ・ツイスト＆レールセット
［税抜］¥15,000
36-6899 90

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、全て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～

何種類ものレーンやキューブには、驚くしかけがいっ
ぱい。組み立て方によって、ビー玉のスピードや方向
が変わります。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

36 ボーネルンド

［税抜］¥

ミカド珈琲

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

37-8940

トリュフショコラギフト
37-8939
37-8940

98 9 個入
98 12 個入

37-8942

2,500
［税抜］¥ 3,300

［税抜］¥

なめらかで濃厚なトリュフチョコをまるごと一粒、
しっとりとした生地に包み込んで丁寧に焼き上げま
した。軽井沢旧道店の大人気スイーツメニューの一
つで、コーヒーとの相性抜群です。

モカチョコケーキギフト
37-8941
37-8942

98 2個入

［税抜］¥

98 3個入

［税抜］¥

2,100
3,200

甘すぎず濃厚な味わいが特徴の大人のチョコレート
ケーキ。ミカド珈琲のコーヒーをまぶし、リッチな味わ
いに仕上げております。

37-8946

37-8944

軽井沢セレクション ワンパックコーヒー
37-8943 98 24杯入（各10g） ［税抜］¥ 3,000
37-8944 98 40杯入（各10g） ［税抜］¥5,000

ワンパックコーヒーギフト

軽井沢旧道店で人気のレギュラーコーヒーを手軽に。
37-8943 旧軽通り×8、ラ・タサ グアテマラ・クリス
タリーナ ナチュレーザ マンデリン・ハルム×各4
37-8944 旧軽通り ラ・タサ グアテマラ・クリスタリー
ナ ×各10、ナチュレーザ マンデリン・ハルム×各5

マイルドブレンドとコクのあるリッチブレンドのセット。
37-8945 ワンパックコーヒーマイルドブレンド、リッチ
ブレンド × 各10
37-8946 ワンパックコーヒーマイルドブレンド、リッチ
ブレンド × 各15

37-8945
37-8946

37-8947

98 1

［税抜］¥

（各8g）
98 30杯入

［税抜］¥

2,000
3,000

37-8949

ワンパックコーヒー
&トリュフショコラギフト
37-8947

（各8g）
98 20杯入

［税抜］¥

MAJO リキッドコーヒー無糖

3,100

なめらかで濃厚なトリュフチョコをまるごと一粒、
しっ
とりとした生地に包み込んだ焼菓子と、ワンパック
コーヒーのセット。
ワンパックコーヒーマイルドブレンド リッチブレンド
× 各10袋
（各8g）
、トリュフショコラ × 4
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

37-8948
37-8949

98 3 本入（各1,000㎖）［税抜］¥ 1,500

98 6 本入（各1,000㎖）［税抜］¥ 3,000

清らかで美味しい南アルプスの水でネルドリップ抽
出した逸品。舌触りが滑らかで、口当たりの良い味
に仕上がっております。氷を入れたグラスに注ぐだ
けで、まろやかでコクのある本格的なアイスコーヒー
がお楽しみいただけます。
※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。

ミカド珈琲 37

デメル

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

ソリッドチョコ 詰合せ
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。

オレンジピールチョコレート
38-7468

108 16 本入

38-8206 108
38-8207 108

スウィート

［税抜］¥

ミルク

［税抜］¥

1,800
1,800

猫の舌の形をした可愛らしいチョコレート。105g

クライネクーヘン
38-8208
38-8209 108

108 9 個入
12 個入

ココスツィーゲル
38-5848 108
38-5527 108

［税抜］¥

1,500
2,000

ココア風味のしっとりとした生地と、イチジクを加え
たスウィートチョコ味が楽しめるフィグ
（イチジク）
。ピ
スタチオ風味の香ばしい生地と、爽やかなサワーチェ
リーを加えたミルクチョコ味が楽しめるピスタチオ。
38-8208 フィグ × 5、ピスタチオ × 4
38-8209 フィグ × 6、ピスタチオ × 6

12 枚入

［税抜］¥

16 枚入

［税抜］¥

1,500
2,000

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

38-8209
［税抜］¥

2,000

38-5527

38-8207

ソリッドチョコ 猫ラベル

［税抜］¥

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

38-9016

クッキー詰合せ
38-9015
38-9016

108 285g

［税抜］¥

108 430g

［税抜］¥

3,000
5,000

香辛料やナッツを加えて個性あふれる風味豊かなクッ
キーに焼き上げました。

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

38 デメル

資生堂パーラー

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

39-6208

39-8210

ショコラヴィオン
39-6207 105
39-6208 105

15個入

［税抜］¥

30個入

［税抜］¥

1,000
2,000

口どけのよいチョコレートに練り込んだ、香ばしいプ
ラリネや砕いたフイユティーヌ、クッキーなどが、さ
くさくと浮き立つような食感を演出するチョコレー
ト菓子。ほろ苦いノワール、甘酸っぱさがこぼれるフ
レーズの２種を詰め合わせました。
39-6207 ノワール × 9、フレーズ × 6
39-6208 ノワール ×18、フレーズ ×12

ビスキュイ
39-7727
39-8210

39-7290
39-7291

105 21個入
105 28個入

1,650
［税抜］¥ 2,200
［税抜］¥

39-7731

39-7730
39-7731

105 9個入
105 15個入

［税抜］¥

39-7728

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

チーズケーキ

［税抜］¥

105 50枚入

2,000
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

39-7291

ラ・ガナシュ

105 30枚入

39-7729

花椿ビスケット
39-7728
39-7729

105 24枚入

［税抜］¥

105 48枚入

［税抜］¥

1,500
2,700

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。

39-6210

2,500
［税抜］¥ 4,100
［税抜］¥

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。
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

菓子詰合せ
39-6209 105
39-6210 105

28 個入

［税抜］¥

49 個入

［税抜］¥

3,000
5,000

皆様に喜んでいただける人気のお菓子のセット。
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
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

資生堂パーラー 39

パティスリー キハチ

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

キハチ
バームクーヘン S ラウンド
40-4904 108

［税抜］¥

1,000

アソート BOX
40-9117

108

［税抜］¥

1,000

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

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

焼菓子ギフト 8 種11個入

焼菓子ギフト ８種15 個入

40-7632 108

［税抜］¥

2,000

40-7300 108

［税抜］¥

3,000

美味しさの基本は素材選び。毎日同じ素材と向き合
い、本物の美味しさをお届けするために、ひとつひと
つ丁寧に仕上げました。
バームクーヘン
（プレーン・ショコラ）
・フィナンシェ・
はちみつマドレーヌ・ケークアングレ・マーブルケー
ク・マロンケーク × 各1、パルミエ × 4

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

焼菓子ギフト 10 種 32個入

アイス＆ソルベ 6 種 12個入

40-8154 108

［税抜］¥

5,000

バームクーヘン（プレーン・ショコラ）
・ケークアングレ
× 各2、フィナンシェ・はちみつマドレーヌ × 各4、マー
ブルケーク・マロンケーク × 各1、パルミエ ×4、黒胡
麻と黒糖クッキー・バニラクッキー × 6

40-5524 108

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

40 パティスリー キハチ

［税抜］¥

5,000

パティスリー キハチのアイス＆ソルベは、なめらかで
口の中いっぱいに広がる幸せな味わい。６種の味を
お楽しみください。ストロベリー＆ミルク、抹茶＆ミ
ルク、カスタード、オレンジマンゴー、チョコレート、
キャラメル＆シブスト×各2
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

銀座千疋屋

創業明治27年。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。

41-8100

41-8557

銀座フルーツクーヘン
41-9109
41-8100

109 8 個入

109 16 個入

［税抜］¥

［税抜］¥

銀座フルーツフィナンシェ

1,500

41-9110 109
41-8557 109

41-9112

41-9111
41-9112

109 6 個入
109 10 個入

［税抜］¥

12 個入

［税抜］¥

2,600
3,000

フルーツのピューレを生地に混ぜ込み、果肉をトッピ
ングした、香り高いフィナンシェです。
41-9110 ストロベリー、アップル、
マロン、パイナップ
ル × 各2
41-8557 ストロベリー、アップル、
マロン、パイナップ
ル × 各３

3,000

生地に果汁を混ぜ、丁寧に焼き上げました。
41-9109 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2 41-8100 イチゴ＆ミルク、
レモン＆はちみつ、メロン＆ミルク、バナナ＆チョコ ×各 4

銀座レアチーズケーキ

8 個入

41-9113

銀座ゼリー

2,600
［税抜］¥ 3,000

41-7790 109
41-9113 109

［税抜］¥

9 個入

［税抜］¥

16 個入

［税抜］¥

3,000
5,000

濃厚で、爽やかな味わいが人気のレアチーズケーキです。
41-9111 プレーン、マスカット 各65ｇ×３、フルーツソース（ス
トロベリー＆フランボワーズ、はちみつ＆レモン）各10ｇ×３
41-9112 プレーン、マスカット 各65ｇ×5、フルーツソース（ス
トロベリー＆フランボワーズ、はちみつ＆レモン）各10ｇ×5

厳選したフルーツの果肉を使用して作り上げました。
41-7790 マンゴー、キウイ、ブルーベリー 各75g×2、
さくらんぼ、グレープフルーツ、ラ・フランス 各75g×1
41-9113 マンゴー、キウイ、ブルーベリー、さくらんぼ
各75g×3、グレープフルーツ、ラ・フランス 各75g×2

銀座プレミアムアイス

銀座フルーツジュレ

41-7792 109

1

［税抜］¥

5,000

41-7793 109

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

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

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
直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

銀座千疋屋 41

新宿 中村屋

1901年の創業から、
お客様に愛され続けて 117周年。
美味しさを極めようとする姿勢と情熱は、今も昔も変わりません。
心弾む美味しさをお届けするため、“おいしさの開拓者 ”として挑戦し、進化し続けます。

42-8951

うすあわせ
42-8950 105
42-8951 105

16 個入
20 個入

42-8953

2,000
［税抜］¥ 2,500

［税抜］¥

あずき・かぼちゃ・さつまいもの自然の味を生かした
風味の良い３種の餡を、うすいパイを重ねあわせたパ
イ生地で包んだ口当たりの良い洋風和菓子です。
42-8950 あずき×8、かぼちゃ、さつまいも× 各4
42-8951 あずき×10、かぼちゃ、さつまいも× 各5

あんまかろん
42-8952 105
42-8953 105

42-8954 105
42-8955 105

11 個入
15 個入

1,610
［税抜］¥ 2,150
［税抜］¥

42-8959

42-8958 105
42-8959 105

3 号（18袋入）
4 号（28袋入）

1,500
2,000

小形羊羹
42-8956 105
42-8957 105

7 本入

［税抜］¥

14本入

［税抜］¥

1,000
2,000

上品な甘さの「煉」
、
煉羊羹に小豆を煉り込んだ「小倉」
、
煉羊羹に栗を煉り込んだ「栗」
、黒糖風味の「黒光
（こっ
こう）
」
、
抹茶風味の「抹茶」
、
柚子風味の
「柚子」
の詰合せ。
42-8956 煉 × 2、小倉、栗、黒光、抹茶、柚子 × 各1
42-8957 煉 × 4、小倉、栗、黒光、抹茶、柚子 ×各2

42-8961

2,000
［税抜］¥ 3,000

［税抜］¥

海苔、昆布、黒豆、チーズなど個性豊かな18種類のあ
られを、
１袋に７種ずつ組合わせて入れた、華やかで
季節感あふれる食べきりサイズのあられ詰合せ。
42-8958 春
（桜）
、夏
（朝顔）
× 各5、秋
（菊）
、冬 (椿）
× 各4
42-8959 春
（桜）
、夏
（朝顔）
、秋
（菊）
、冬 (椿）
× 各7
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

42 新宿 中村屋

［税抜］¥

42-8957

発売してから90年の中村屋を代表する和焼菓子。香
ばしい皮で包んだ胡麻風味のくるみ入り小豆餡と、
１１種類のフルーツやナッツ入りの木の実餡の詰合せ。
42-8954 小豆餡 × 8、木の実餡 × 3
42-8955 小豆餡 × 10、木の実餡 × 5

花の色よせ

［税抜］¥

16 個入

木いちご、ちょこ、抹茶、れもんそれぞれ風味のよい、
しっとりした餡とクリームを、
アーモンドパウダーを使っ
たさっくりとした生地で包んだ洋風まんじゅうです。
42-8952 木いちご、ちょこ、抹茶、れもん× 各3
42-8953 木いちご、ちょこ、抹茶、れもん × 各4

42-8955

月餅

12 個入

民族レストラン
42-8960 105
42-8961 105

6 個入

［税抜］¥

11 個入

［税抜］¥

3,000
5,000

純印度式カリー、シチュー、
ボルシチなどバラエティな詰合せ。
42-8960 インドカリーチキン、ビーフカリーインド風、欧風ビー
フカレー、ボルシチ ×各1、ビーフシチュー×2
42-8961 インドカリーチキン ×3、ビーフカリーインド風、欧
風ビーフカレー、ボルシチ、ビーフシチュー×各2
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

メリーチョコレート

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

43-8155

ミルフィーユ
43-9026 105

1

［税抜］¥

1,000

オリジナルレシピのチョコレートで包まれたその中
は、クリームをサンドしたパイ生地が美しく幾層にも
折り重なっています。サクサク食感とともに、なめらか
なクリームとチョコレートの絶妙なバランスをお楽し
みいただけます。
アーモンド、
ストロベリー × 各3、
チョ
コレート × 4 ※期間限定：10月〜 3月のみ

サヴール ド メリー
43-7303 105
43-8155 105

1,500
2,000

22枚入

［税抜］¥

29 枚入

［税抜］¥

生地に素材の味を引き立てるフランス産の岩塩を
使用した焼き菓子。ナッツやチョコレートをアクセン
トにバター香るクッキーと軽やかでやさしい甘さの
リーフパイ。個包装で好きなとき、好きなだけ食べ
られます。

43-7940

チョコレートミックス
43-8565 105
43-7940 105

160g
286g

1,000
［税抜］¥ 2,000
［税抜］¥

カカオの香り高いプレーンチョコレートや、フルーツ、ナッ
ツのチョコレートなど、バラエティ豊かな味わいをタータ
ンチェックが印象的なパッケージに詰め合わせました。
5月から10月中旬まではクール便で出荷します。

プレーンチョコレート1kg
43-6691 105

［税抜］¥

43-9027

43-3783

ファンシーチョコレート

マロングラッセ

43-8156
43-3783

43-7941 105
43-9027 105

105 54個入
105 80個入

2,800

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

2,000
［税抜］¥ 3,000

［税抜］¥

ひと粒ひと粒、味わいも口どけも異なる小粒でライト
感覚に楽しめるのが魅力のチョコレート。お酒を使用
していないので、お子様からご年配の方まで幅広く親
しまれ、愛され続けています。
5月から10月中旬までは､クール便で出荷します。
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

13個入本

［税抜］¥

22個入

［税抜］¥

3,000
5,000

まろやかで上品な甘さと栗本来の風味、それを引き立
てる芳醇な香りが口の中いっぱいに広がります。ふっ
くら柔らかなイタリア産の大粒の栗を糖蜜に漬け込
み、ブランディを香らせた、ひと粒で幸せになれる大
人のためのひと箱です。
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

メリーチョコレート 43

上野凮月堂

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

44-8523

ゴーフル
44-8522 108
44-8523 108

12枚入× 1缶
12枚入×2缶

44-8525

1,500
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥

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

44-8527

レーズンケーキ
44-8526 108
44-8527 108

8個
12個

44-8524 108
44-8525 108

2枚入×12袋

［税抜］¥

2枚入×24袋

［税抜］¥

1,000
2,000

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

44-8529

1,000
［税抜］¥ 1,500
［税抜］¥

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

44-8531

フラットバークッキー
44-8528 108
44-8529 108

20本

［税抜］¥

30本

［税抜］¥

1,000
1,500

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

44-8533

キャリスドールセレクション
44-8530 108
44-8531 108

プティゴーフル

8個

［税抜］¥

15個

［税抜］¥

1,000
1,875

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

ゴーフルアソート
44-8532 108
44-8533 108

［税抜］¥
［税抜］¥

2,000
5,000

上野凮月堂自慢のお菓子を詰め合わせました。
44-8532 プティゴーフル18
（2×9袋）
、
レーズンケーキ2、
グレ
メアレン3、フラットバークッキー 7、チョコレートシャラン 4
44-8533 ゴーフル 7、プティゴーフル 12（2×6袋）、レーズン
ケーキ 6、グレメアレン 8、フラットバークッキー 6、チョコ
レートシャラン 6、マロングラッセ 4、パリジェ 6

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

44 上野凮月堂

新杵堂

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

45-7307

45-9119

スーパースターロール
45-7307
45-7308

90 1本入

［税抜］¥

90 2本入

［税抜］¥

1,200
2,400

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

遠州森町抹茶使用
もちふわ抹茶クリーム大福
45-9118
45-9119

45-8062
45-8063

90 4個入
90 8個入

1,400
［税抜］¥ 2,600
［税抜］¥

1,400
2,600

栗きんとん
45-6921
45-6922

90 6個入

［税抜］¥

90 10 個入

［税抜］¥

1,520
2,400

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

ロールケーキ 2 種セット

栗づくしセット
90 本

［税抜］¥

45-6921

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

45-8639

［税抜］¥

90 8個入

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

45-8062

まるごとみかん大福

90 4個入

［税抜］¥

2,640

たっぷりのクリームを巻き上げたロールケーキと、栗
の和菓子を詰め合わせたセットです。スーパースター
ロール ×1、栗きんとん、粒栗大福、粒栗三昧 ×各2

（スーパースター・栗きんとん）

45-9120

90 本

［税抜］¥

3,550

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

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

新杵堂 45

かねふく

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

無着色からし明太子
46-7314

97 270g

［税抜］¥

3,500

無着色からし明太子 上切れ子
［税抜］¥ 3,500
46-7900 101 400g

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。

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。

無着色明太子切れ子

無着色からし明太子

46-9028 100

500g

［税抜］¥

4,000

46-7315

94 450g

［税抜］¥

5,000

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

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。

築地ふく竹 明太もつ鍋セット
［税抜］¥ 4,000
46-7313 100

無着色からし明太子 上切れ子
［税抜］¥ 5,500
46-7901 97 800g

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

かねふく独自の二度漬け製法でじっくり熟成。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。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

46 かねふく

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

今半

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

黒毛和牛 味噌漬け
47-7311

［税抜］¥

108 90g ×3 袋

5,000

黒毛和牛 ハンバーグセット
47-8101

［税抜］¥

108

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。

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

黒毛和牛 すき焼き用

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。

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。

47-8559

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。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

黒毛和牛ステーキ
47-7903 108 520g
47-8559 108 720g

15,000
20,000

［税抜］¥
［税抜］¥

肉質、
脂つき、
風味、口の中でとろける良質の脂、香ば
しい肉汁。最高級サーロインの醍醐味を味わえます。
47-7903 3枚
（520g） 47-8559 4枚
（720g）
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

今半 47

ホテルオークラ

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

ビスキュイ・サンド
48-8157 100

20 枚入

［税抜］¥

スープ缶詰 詰合せ

2,000

48-6865 104

7缶

［税抜］¥

3,000

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

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

ガトーセレクション

グラタン＆ドリア詰合せ

48-9029 100

［税抜］¥

3,000

48-6551

108

［税抜］¥

5,000

しっとりとしたスティックケーキやサクサクのリーフパイ、
クッキー、フィナンシェの詰合せ。リーフパイ 7枚（ザラメ
4・シナモン3）
、スティックケーキ 4本（セサミ・バニラ ×
各2 ）
、クッキー 3枚
（フルーツ・チョコレート・アーモンド
× 各1）
、フィナンシェ6個
（チョコレート・バニラ × 各3）

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

プレミアムアイス

桃花林 飲茶・点心セット

48-6552

48-7882 108

［税抜］¥

5,000

濃厚な味わいとなめらかな口どけ、ホテルオークラこ
だわりのアイスギフトです。
アイスクリームバニラ、ソルベマンゴー、アイスミルク
アルマニャックレザン、アイスミルクストロベリー 各
100㎖ 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

48-6181 108
48-6552 108

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

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

48 ホテルオークラ

5,000
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

伊藤農園

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

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 2,580
49-6702 90 8 本

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 3,200
49-6703 90 10 本

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

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

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 4,720
49-6704 90 15 本

100％ピュアジュース 180㎖
［税抜］¥ 7,500
49-6705 90 24 本

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

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

素朴ドリンク 200㎖

50％果汁入り
有田みかんサイダー 200㎖

49-9066

90 15 本

［税抜］¥

3,100

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

49-8560
49-9067

90 8 本

［税抜］¥

90 12本

［税抜］¥

3,000
4,426

和歌山県産無添加ストレートみかん果汁を贅沢に
50％配合しているので、搾りたてのみかんの豊かな味
わいがひろがるサイダーです。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

伊藤農園 49

ありあけ

「ありあけ」
は、
お菓子を通して「人とひとのこころの架け橋」
のような
存在でありたいと願っております。1954年、
「横濱ハーバー」
が産声をあげてから60余年。
ロングセラーの商品としてご愛顧いただいております。ずっと横浜。これからもひとすじに。

50-8535

50-8537

横濱ハーバー
ダブルマロン

1,320
2,640

横濱ハーバーアソート
ダブルマロン＆ガトーショコラ
［税抜］¥ 1,320
50-8536 105 8個
［税抜］¥ 1,980
50-8537 105 12個

薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗と栗餡をやさし
く包み込み、しっとりとした食感とお口に広がるマロ
ンの味わいが絶妙です。

定番の「横濱ハーバーダブルマロン」と、リニューア
ルしてさらにおいしくなった
「黒船ハーバーガトーショ
コラ」を詰め合わせたアソートです。

50-8534 105
50-8535 105

8個

［税抜］¥

16個

［税抜］¥

50-8539

ミルクモンブラン
50-8538 105
50-8539 105

5個
10個

500
［税抜］¥ 1,000
［税抜］¥

生地には練乳とはちみつを使用し、絶妙なしっとり感
とミルク風味に仕上げました。モンブラン餡は、栗の
風味と独特の重厚感を味わえるように、マロンペース
トと白餡を練り上げた餡を使用しています。

50-9069

セレクションＭ
50-8540 105

22個

［税抜］¥

50-9071

ルージュリボン～赤いくつの物語

横濱ベイブリッジサブレ

50-9068 105
50-9069 105

50-9070 105
50-9071 105

7個
14個

650
［税抜］¥ 1,200
［税抜］¥

横浜ゆかりの「赤い靴」をテーマに、幼い女の子と娘の幸せ
を願う母との絆をリボンに、
愛情や温もりをハートに込めま
した。チョコレートのような口どけをお楽しみいただけます。
直送商品。別途送料が¥800(税別）かかります。

50 ありあけ

3,240

ダブルマロン、黒船ガトーショコラ ×各8、ミルクモン
ブラン × 6

18枚

［税抜］¥

27枚

［税抜］¥

1,000
1,500

アーモンド粉をベースに醗酵バターを使い、サックリ
と焼き上げた香ばしいサブレです。

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

霧笛楼

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。

51-7544

横濱 瓦
51-7543
51-7544

105 6 個入
105 8 個入

1,420
［税抜］¥ 1,860

［税抜］¥

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。

瓦の誘惑コレクション
51-8085 105

8個入

［税抜］¥

1,300

横濱仏蘭西瓦
51-7751 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。

霧笛楼プリン
51-9072

105 5個入

［税抜］¥

1,600

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。

牛乳と卵をふんだんに使用した、バニラが香る霧笛
楼のオリジナルカスタードプリンです。

横濱 瓦・横濱白 瓦詰合せ
［税抜］¥ 1,860
51-8086 105 8個入

霧笛楼ギフトセット

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。

丸ごと甘栗の入った濃厚なマロンムース、マロンデ
セール入りのギフトセットです。横濱 瓦、横濱白
瓦、霧笛楼プリン×各2、横濱仏蘭西瓦、マロンデセー
ル × 各3

51-9073

105 12個入

［税抜］¥

3,080

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

霧笛楼 51

ディナーギフト券

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

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

（愛知 / 名古屋）

日本料理 おかざき

（宮城 / 仙台）

ホテルニューオータニ

（東京 / 赤坂）

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）

リストランテ・アクアパッツァ

（東京 / 南青山）

アクアマーレ (神奈川 / 横須賀）
オーベルジュ オー・ミラドー

（神奈川 / 箱根）

ディナーギフト券とは、同封のレストランカードからお好みの１店舗を選び、
お食事に訪れていただけるギフト券です。
ディナーギフト券 DAコース
［税抜］¥ 10,000
52-3801 106 1名様用
ディナーギフト券 DCコース
［税抜］¥ 20,000
52-3802 104 2名様用
ディナーギフト券 DEコース
［税抜］¥ 30,000
52-3803 109 2名様用
ディナーギフト券 DSコース
［税抜］¥ 40,000
52-3804 110 2名様用

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

2. 予約する
ギフトチケット
サービスセンターに
予約をします。

3. 訪れる
レストランで
至福の時を
ご堪能ください。

ご利用上の注意
●

●
●

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

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

52 ディナーギフト券

フルーツギフト券

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

フルーツギフト券のシステム
セット内容
● ご挨拶状

● フルーツギフト券
● お申込ハガキ
● 専用ケース

2. 申込

1. 選ぶ
同封のフルーツギフト券
の中からお好みの1点を
選びます。

フルーツギフト券 SCコース
53-3826

95

［税抜］¥

3. 届く

同封のハガキまたは
インターネットから
お申し込みできます。

旬なフルーツが
お届け時期に
届きます。

ご利用上の注意

4,000

フルーツギフト券 SEコース
［税抜］¥ 5,500
53-3827 95

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

フルーツギフト券 53

アイスクリームギフト券

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

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

ハーゲンダッツ ギフト券

アイスクリームギフト券 HA セット
［非課税］¥ 2,960
54-9339 118

アイスクリームギフト券 HC セット
［非課税］¥ 4,440
54-9341 118

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 4枚｡
ギフト券ケース入。

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 6枚｡
ギフト券ケース入。

アイスクリームギフト券 HB セット
［非課税］¥ 3,700
54-9340 118

アイスクリームギフト券 HD セット
［非課税］¥ 5,920
54-9342 118

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 5枚｡
ギフト券ケース入。

セット内容：ハーゲンダッツ 2個引換券 8枚｡
ギフト券ケース入。

ご利用上の注意
●

ハーゲンダッツ ギフト券1枚で、ミニカップ・クリスピーサンド・バーのいずれかと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。
アイスクリームギフト券は、2019年6月1日からの販売となります。

54 アイスクリームギフト券

全国または、海外から美味しさを
追求して吟味しました。
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。

グルメギフト券（システム料込み）
［税抜］¥1,700
55-8563 102 SK
［税抜］¥ 2,100
55-2015 100 SG
［税抜］¥ 2,900
55-2016 99 SA
［税抜］¥ 3,300
55-4319 97 ST
［税抜］¥ 3,900
55-2017 95 SB
［税抜］¥ 4,900
55-2018 94 SH
［税抜］¥ 5,900
55-2019 94 SC
［税抜］¥ 7,900
55-2020 93 SD
［税抜］¥ 10,900
55-2021 92 SE
［税抜］¥ 15,900
55-2022 91 SW
［税抜］¥ 20,900
55-2023 91 SL
［税抜］¥ 25,900
55-2024 91 SQ
［税抜］¥ 30,900
55-2025 91 SR
［税抜］¥ 50,900
55-4416 90 SX

■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。

ご利用上の注意
●

55-4416

離島へのお届けには送料が別途かかります。

ネコポス便（ポストにお届け）を利用し
たリーズナブルなチョイスカタログ。
参加賞やイベントの記念品に最適です。

北海道の商品のみのカタログチョイスに
なります。お好きな商品を１点お選びい
ただけるギフトです。

（システム料込み）
ぐるポス便〈GPYコース〉
［税抜］¥1,300
55-9121 106

北海道グルメチョイス（システム料込み）
［税抜］¥ 3,900
55-9122 104 HKB コース
［税抜］¥ 5,900
55-9123 101 HKC コース

55-9123

※一部、
内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。
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好きな モノだけ ちょっとず つ 選 べ る
スイーツチョイスカタログ
『Peck 』は、たくさん のスイーツの中から自分 の好きなモノを少しずつチョイス
できることから「鳥がついばむように選べる」をテーマに生まれました。

Peck
56-8739 102
56-8740 102
56-8741 102
56-8742 102

1,700
2,000
［税抜］¥ 2,500
［税抜］¥ 3,000

3 品選べるコース ［税抜］¥
5 品選べるコース ［税抜］¥
7 品選べるコース
9 品選べるコース

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

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

やさしいごちそう
56-8743
56-8744
56-8745
56-8746
56-8747

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

56-8743 約 63品
56-8744 約 60品
56-8745 約 96品
56-8746 約107品
56-8747 約149品
（2品選べるコース含む）

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

［税抜］¥

56-8747
直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。

56 ペック / やさしいごちそう

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。

たびもの撰華
57-8317 103 桜（約450アイテム）
57-8318 103 楓（約430アイテム）
57-8319 103 椿（約410アイテム）
57-8320 108 梓（約310アイテム）
57-8321 108 柊（約340アイテム）
57-8322 113
57-9337 115
57-8323 115

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

［税抜］¥

50,600
90,000
極
（約200アイテム）［税抜］¥100,600
橘
（約280アイテム） ［税抜］¥
楠
（約160アイテム） ［税抜］¥

57-8323

※
「極」
「楠」コースは1冊となります。

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。
自信をもっておすすめできる国産和牛銘 柄の、
さまざまな部位のお肉を豊富にラインナップ。
美味しい召し上がり方レシピも掲載しています。

選べる国産和牛
57-7326 104 健勝（約70点）
57-7327 104 溌剌（約70点）
57-7328 104 延壽（約70点）
57-8324 104 福禄（約60点）

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

［税抜］¥

57-8324

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 57

温 泉・体 験 ギ フト や グル メ な ど も 充 実 。
ヴァリアス

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

「ヴァリアスカタログ」、
「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。

■同封のお申込ハガキをポストに投函していただきます。

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

ご予算別のコース（システム料込み）
58-1014 95 フランクフルト（商品点数 885 点）
58-1015 94 アムステルダム（商品点数 1,440 点）
58-1016 93 ジェノバ（商品点数 1,720 点）
58-1017 92 トロント（商品点数 1,530 点）
58-1018 91 ローマ（商品点数 1,610 点）
58-1019 90 マルセイユ（商品点数 1,770 点）
58-1020 89 ハンブルク（商品点数 790 点）
58-1027 89 ブリュッセル（商品点数 770 点）
58-1021 88 キングストン（商品点数 1,020 点）
58-1028 88 マンチェスター（商品点数 990 点）
58-1022 87 リスボン（商品点数 1,660 点）
58-1023 87 ボストン（商品点数 1,540 点）
58-1024 87 シアトル（商品点数 1,570 点）
58-1025 86 オスロ（商品点数 1,400 点）
58-1026 86 モントリオール（商品点数 1,260 点）
直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。

58 選べるギフト

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

［税抜］¥

58-1026

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

『 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。

「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〉
）

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。
システム料金込みの価格です。
（￥800）
● 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。

ご予算別のコース（システム料込み）
59-2001 93 アル･マーレ（商品点数 480 点）
59-2002 92 ブレッザ（商品点数 730 点）
59-2003 88 チエーロ（商品点数 710 点）
59-2004 88 デゼルト（商品点数 500 点）
59-2005 88 エテルノ（商品点数 830点）
59-2006 87 フィオーレ（商品点数 880 点）
59-2008 86 オメリク（商品点数 630 点）
59-2009 85 ロンターノ（商品点数 750 点）
59-2010 84 パラディソ（商品点数 500 点）
59-2011 84 リーヴァ（商品点数 420 点）
59-2012 84 ソーレ（商品点数 320 点）
59-2013 84 テッラ（商品点数 290 点）
59-2014 84 ヴェント（商品点数 280 点）

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

［税抜］¥

59-2014

直送商品。別途送料が¥700(税別）かかります。

選べるギフト 59

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビールセット
60-9224 108

［税抜］¥

4,100

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビール瓶セット
60-9225 108

［税抜］¥

4,100

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

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

この街を奏でる
音楽のようなビール ギフトセット
［税抜］¥ 4,100
60-8333 105

ホルゲートバラエティセット

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

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

エチゴビール エチゴ FLYING IPA
［税抜］¥6,500
60-9226 108

銀河高原ビール 小麦のビール
［税抜］¥6,500
60-8749 108

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

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

オラホビール キャプテンクロウ
エクストラペールエール（XPA）
［税抜］¥6,500
60-8750 109
「ワールドビアカップ 2017（ビター 4.0-5.0部門）
」
に
おいて金賞受賞。通常の倍以上のホップを投入し、野
性味あふれるホップアロマと飲み飽きしないビターな
味わいが特徴。
350㎖、24本入り。Alc.5度。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

60 地ビール

60-8334 105

［税抜］¥

木内酒造 常陸野ネスト
ホワイトエール
60-9227 100

［税抜］¥

4,300

8,880

ジャパニーズクラフトビールを代表する「常陸野ネスト」の
人気 No.1「ホワイトエール」。コリアンダー、オレンジピー
ル、ナツメグなどのスパイスを加えたベルジャンホワイト独
特の香味をお楽しみ下さい。
350㎖、24本入り。Alc.5.5度。

小澤酒造 澤乃井蔵元直送
東京蔵人・特別純米セット
61-8752

109

［税抜］¥

4,000

天山酒造 天山
純米吟醸 蔵元直送
61-9228

89

［税抜］¥

4,250

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

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

天領酒造 純米吟醸
ひだほまれ天領 蔵元直送

五代 山元酒造
蔵の神・黒蔵の神セット 蔵元直送
［税抜］¥ 5,500
61-9230 108

61-9229

105

［税抜］¥

4,500

「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」プレミアム
純米酒部門金賞受賞。岐阜産の酒造好適米「ひだほ
まれ」を 50％精米し醸した純米吟醸酒。香りは華や
かだが、
味わいは力強く芳醇。
1800㎖。
Alc.15～16度。

酔心 山根本店
鳳凰酔心 究極の大吟醸
61-9231

105

［税抜］¥

10,500

「ワイングラスでおいしい日本酒アワード２０１８」大吟醸
部門最高金賞受賞。
「 インターナショナルワインチャレン
ジ 2018」
で銀賞受賞。山田錦を 30％精米した滑らかな味
わいを生み出した贅沢な逸品。
1800㎖。Alc.17～18度。

老松酒造 本格焼酎
閻魔 陶器カップ付セット
61-8758

103

［税抜］¥

3,400

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

国内の評価とともに「ベルリンインターナショナルスピ
リッツコンペティション 2018」
で金賞受賞。白麹によるま
ろやかなで上品な味わいの「蔵の神」
、黒麹の力強い香
味を楽しめる
「黒蔵の神」
をセット。
1800㎖ ×2。Alc.25度。

五代 山元酒造 芋焼酎造り
五代梅酒 蔵元直送
［税抜］¥ 3,500
61-9232 108
「全国梅酒品評会2018」金賞受賞。薩摩焼酎の名門
「五代」の原酒で漬け込んだ梅酒は梅の酸味と原酒の
深みが絶妙のバランスで食を引き立てます。
18 0 0㎖。
Alc.12度。

小正醸造 薩摩の地焼酎セット
赤猿黄猿黒猿
［税抜］¥ 3,600
61-8757 106
黄金千貫を黒麹で醸した力強い味わいの黒猿 、香
りのよい紫芋を採用した赤猿 、黄麹を使用しフルー
ティーな香味の黄猿と、それぞれに全く個性の異なる
三品を飲み比べられるセット。
900㎖ ×3。Alc.25度。
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

酒 61

62-8804

62-8805

62-8076

62-8807

62-7755

62-9039

62-7469

62-9041

62-7757

62-7479

62-9040

62-7474

新潟県産こしひかり佐渡の棚田米 1㎏
［税抜］¥1,000
62-8804 79

香川県産おいでまい 5㎏

朱鶯と一緒に育てられた、自然にも人にもやさしい棚
田米こしひかりをご賞味ください。

粒揃いの色白美人で米本来の食感が楽しめます。

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㎏
［税抜］¥1,000
62-7755 82

62-8076

88

［税抜］¥

3,000

北海道 ななつぼし 5㎏
62-7469

88

［税抜］¥

3,100

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。

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。

山形県産はえぬき 1㎏

滋賀 みずかがみ 5㎏

62-7757

84

［税抜］¥

800

62-9040

90

［税抜］¥

3,100

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。

炊きあがりが白く、光沢があり、ほどよい粘りで、かみし
めるとまろやかな甘みのあるとても美味しいお米です。

新潟県魚沼産こしひかり 1㎏
［税抜］¥1,000
62-8805 82

金賞米 5kg
62-8807 87

上品な甘みと香り、ほのかな粘りが口に広がる大人気
のお米です。

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

石川県能登の棚田米コシヒカリ1㎏
［税抜］¥1,000
62-9039 79

岩手 銀河のしずく 5kg
［税抜］¥ 3,300
62-9041 87

能登の豊かな自然環境と、清らかな水と風、先人が守
り続けた棚田で、環境に配慮した栽培法で育てた美味
しいお米をお楽しみください。

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

島根県仁多米こしひかり 3㎏
［税抜］¥ 2,100
62-7479 86

新潟県産こしひかり 5㎏

【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。

62 お米

62-7474

83

［税抜］¥

［税抜］¥

3,200

3,500

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。

無洗米新潟県産こしひかり 5㎏
［税抜］¥ 3,500
63-7475 86

無洗米宮城県産ひとめぼれ 5㎏
［税抜］¥ 3,800
63-9043 84

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。

一粒吟選、産地・旨み・色・艶・選りすぐった宮城の最
上級米です。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長です。

金賞健康米（山形県産はえぬき使用）5㎏
［税抜］¥ 3,500
63-8808 81

新潟県魚沼産こしひかり 5㎏
［税抜］¥ 4,400
63-7473 82

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

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

北海道産ゆめぴりか 5㎏

青森県産青天の霹靂 5㎏

63-7764

84

［税抜］¥

3,600

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

金賞健康米
（北海道産ゆめぴりか使用）5㎏
63-7765

82

［税抜］¥

3,600

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。

兵庫県但馬産こしひかり
コウノトリ育むお米（特別栽培米）5㎏
［税抜］¥ 4,500
63-8078 81

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

特別天然記念物のコウノトリが育む自然にも人にもや
さしいお米です。

無洗米北海道ゆめぴりか 5㎏
［税抜］¥ 3,700
63-7470 85

富山県産こしひかり 10㎏

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

甘みと粘りが非常に美味しいお米です。

無洗米秋田県産あきたこまち 5㎏
［税抜］¥ 3,800
63-9042 84
秋田の気候風土に育てられたツヤツヤと輝く粒水分が
多く、もち米のような食感が特徴です。旨み・甘味が強
く、粘りと歯ごたえのバランスが良い無洗米です。

63-7767

85

［税抜］¥

福井 コシヒカリ 10㎏
63-9044

90

［税抜］¥

6,400

6,400

「コシヒカリ」のふるさと福井県で育ったお米、もちっとした
食感と甘みが口の中に広がります。自然の恵み・作り手の愛
情・環境に優しい農地によって生まれたこだわりのお米です。

63-7475

63-7765

63-9043

63-8078

63-8808

63-7470

63-7473

63-7767

63-7764

63-9042

63-8074

63-9044

お米 63

松阪牛 焼肉
64-8341
64-8342

88 220g もも・バラ
88 520g もも・バラ

5,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

「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。

但馬牛 焼肉
64-9286
64-9287

88 200g もも・バラ
88 560g もも・バラ

5,000
［税抜］¥10,000
［税抜］¥

松阪牛 すき焼き
64-8343
64-8344

88 230g もも・バラ

［税抜］¥

5,000

88 570g 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。

宮崎牛 焼肉
64-8863
64-8864

88 220g もも・バラ

［税抜］¥

5,000

88 470g もも・バラ ［税抜］¥10,000

きめ細やかで柔らかな肉質、風味、コクともにこの上な
い美味しさをお楽しみください。

宮崎牛とは宮崎県内で生産・肥育された黒毛和牛で肉
質等級が4等級以上のもの。
「和牛のオリンピック大会」
で日本一の栄誉を受けたその味をご賞味ください。

前沢牛ステーキ・ハンバーグセット
［税抜］¥ 8,000
64-9288 88
［税抜］¥12,000
64-9289 87

前沢牛贅沢セット

岩手県奥州市の恵まれた自然の中で育った雑味のない味わいの前
沢牛。64-9288 赤身ステーキ50ｇ×3枚、ハンバーグ150ｇ×3個。
64-9289 赤身ステーキ 50ｇ×5枚、ハンバーグ 150ｇ ×5個。

64-8871 サーロインステーキ、赤身ステーキ 50g × 各
2枚、薄切り200g 64-8872 サーロインステーキ、赤
身ステーキ 50g ×各3枚、霜降り薄切り300g

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

北海道かみふらの和牛・サーロインステーキ
64-8826 95 約150g ×3枚 ［税抜］¥10,000
64-8827 89 約200g ×3枚 ［税抜］¥15,000

創業明治弐年の老舗、京都モリタ屋がプロの眼で目利
きしたロースステーキです。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

64 肉

64-8871
64-8872

11,000
17,000

89

［税抜］¥

90

［税抜］¥

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

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

牛タン丸ごと一本塩麹熟成
65-9266
65-9267

98 300g
98 600g

4,500
［税抜］¥ 7,300

［税抜］¥

「陣中の牛タンは162時間の二段階熟成」
。ジューシーな霜
降り部位からコリコリ食感の赤身部位まで牛タンを丸ごと
お楽しみいただけます。味付け、
スライス、
目入れ済みです。

三大銘柄和牛 夢の饗宴薄切り
65-9268 88 各250g ×3種 ［税抜］¥10,000
65-9269 88 各550g ×3種 ［税抜］¥20,000
日本の三大銘柄和牛と称される
「松阪牛」
「神戸ビーフ」
「近江牛」の食べ比べセット。松阪牛薄切り
（切落し）
、
神戸ビーフ薄切り
（切落し）
、近江牛薄切り
（切落し）
。

近江牛＆神戸ビーフ すきやき食べ比べ
65-8828 88 各200g もも ［税抜］¥10,000
65-8829 88 各460g もも ［税抜］¥20,000

知多牛 ステーキ食べ比べ

特有の甘みと豊かな旨味がある近江牛、きめ細かく上
品な甘みがあり、赤身が脂肪の風味 ･ 香りと溶け合う
神戸ビーフのセット。

愛知県知多産の美味しい牛肉、知多牛を是非ご賞味
下さい。 65-9270（もも、ロース）各90ｇ× 2枚。659271（もも、ロース）各100ｇ × 4枚。

神戸牛すきやき用

神戸牛ミニステーキ

65-9272
65-9273

84 400g モモ
84 600g モモ

10,000
［税抜］¥15,000

［税抜］¥

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

宇都宮餃子館 人気の３種セット
［税抜］¥ 4,200
65-8873 89
野菜と豚肉の旨みたっぷりの健太餃子、爽やかな風味
が豊かなシソ餃子、那須高原産の新鮮な豚肉を増量
したお肉餃子の人気の３種類の餃子セット。健太餃
子８個、シソ餃子８個、お肉餃子８個 ×各2、計48個。

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

65-9270
65-9271

65-9274
65-9275

10,000
20,000

88 計360g

［税抜］¥

88 計800g

［税抜］¥

84 60g × 5枚

［税抜］¥

84 60g × 8枚

［税抜］¥

10,000
15,000

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

丸大食品 煌彩ハムギフト
65-5953
65-3728

98

［税抜］¥

98

［税抜］¥

3,000
5,000

65-5953 特級スモークハム 200g、あぶり焼 焼豚
180g、黒胡椒ミートローフ 170g
65-3728 特撰ロースハム 350g､黒胡椒ミートロー
フ 170g、特撰肩ロース 300g
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

肉 65

66-8882

小樽の小鍋
66-8881
66-8882

86 4 個
86 6 個

4,500
［税抜］¥ 6,000
［税抜］¥

レンジで温めて食べられる、本格海鮮鍋の詰合せです。
66-8881 鮭うしお汁280ｇ、
つみれ鍋280ｇ×各2
66-8882 石狩鍋280ｇ、
かに鍋280ｇ、鮭うしお汁280ｇ ×各2

あわびのやわらか煮
66-9309
66-9310

89 1 個
89 2 個

良質の磯で育った天然あわびを弱火で丁寧に煮まし
た。磯の風味と独特の食感をご堪能下さい。1個160ｇ
（殻付固形量50ｇ）
。

浜松・浜名湖うなぎセット
66-8879
66-8880

伊勢海老ステーキ
66-8877
66-8878

89 2 切
89 4切

6,800
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

国産天然伊勢海老を鮮度のいいうちにステーキに。食
卓を豪華に彩ります。

ボイルずわいがに 400g×2尾
［税抜］¥6,800
66-9311 94

6,500
11,500

［税抜］¥
［税抜］¥

11,700
15,000

90 4人前

［税抜］¥

90 6人前

［税抜］¥

うなぎの本場、浜名湖産のうなぎのみを使い丁寧に作り上げました。
66-8879 うなぎ蒲焼110g、うなぎ白焼110g、たれ＆山椒、醤油、わ
さび×各2、粉末吸い物 ×4
66-8880 うなぎ蒲焼110g、うなぎ白焼110g、たれ＆山椒、醤油、う
なぎ茶漬け60g（うなぎ40g、たれ20g）、だし、刻み海苔 ×各2、わさび、
粉末吸い物 ×各4。

ずわいがにしゃぶポーション 600g
［税抜］¥10,000
66-7415 85

北の極寒の海で育った繊細で繊維質豊富な弾力の
ある身を持つずわいがに。

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600g
（しゃぶしゃぶタレ付）

新 ･ 豪華蟹三昧 150

15,000

北海道産ボイル毛がに2 尾
［税抜］¥10,000
66-9312 95

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
Net500g・ずわいがに約400g×各1、
毛ガニ約350g×2

厳選された北海道産の毛がにのみを使用し、新鮮なま
まボイル、急速冷凍をかけて旨味をぎゅっと閉じ込め
ました。北の前浜育ちの毛がには身が締まり、美味し
さは格別です。約400 〜450g × 2尾。

66-8361

90

［税抜］¥

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

66 海鮮

※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

67-8387
67-8386

エスビー食品 ディナーカレーギフト
［税抜］¥2,000
67-2082 92
［税抜］¥ 3,000
67-8386 92
「フォン・ド・ボー」という美味しさの原点にこだわり
続けるS＆Ｂ伝統の味わいです。保存しやすい缶タ
イプなので防災対策の備品目的にも対応します。
67-2082 中辛200g ×6
67-8386 中辛200g ×9

エスビー食品 レトルトカレーセット
67-9290

85 20 袋入

［税抜］¥

4,000

レストラン(専門店）のレトルトカレーのセット。レストラン
ディナービーフカレー､専門店ビーフカレー 200g×各10袋。

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
［税抜］¥ 5,000
67-8387 85 20 袋入
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。

67-8833
67-8831

大森屋 海苔・ほぐし瓶・お茶漬詰合せ
［税抜］¥ 3,000
67-8830 87
［税抜］¥ 4,000
67-8831 87

大森屋 海苔・ほぐし瓶・お茶漬・和牛肉みそ瓶詰合せ
［税抜］¥ 3,000
67-9291 90
有明海産焼のり木箱2袋詰（2切8枚）
、
のり茶漬（5g×
10袋）
、焼鮭ほぐし
（55g）
、たらこほぐし
（50g）
、黒毛
和牛のこだわり肉みそ
（90g）
。箱：約26×31×7cm

67-8830 有明海産卓上味付のり
（10切50枚）
、のり
茶漬
（5.4ｇ ×8袋）
×各2、たらこほぐし
（50ｇ）
、鶏そぼ
ろ
（60ｇ）
×各1。箱：約24×35× 9cm
67-8831 有明海産卓上味付のり
（10切50枚）×3、の
り茶漬（5.4ｇ×8袋）
、たらこほぐし
（50ｇ）
× 各2、鶏そ
ぼろ
（60ｇ）×1。箱：約24×43×9cm

大森屋 海苔・ほぐし瓶詰合せ
［税抜］¥ 5,000
67-8833 90

中田食品 紀州梅ぼし田舎漬

中田食品 紀州梅の都

67-7883

76

［税抜］¥

1,500

有明海産味のり木箱14袋詰
（8切5枚）
、有明海産焼のり
木箱2袋詰
（2切8枚）各1、焼鮭ほぐし
（55ｇ）
、たらこほ
ぐし
（50ｇ）
、
鶏そぼろ
（60ｇ）
×各2。箱：約26×46×8cm

67-7018

82

［税抜］¥

3,000

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）

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

話題の人気米 3 種詰め合わせ
［税抜］¥ 2,500
67-8371 78

こしひかり 4 種詰合せ 雅 4 個入
［税抜］¥ 3,000
67-9292 100

ブランド米3種類 (北海道産ゆめぴりか・新潟北越後
産こしひかり・山形県産つや姫）
を詰め合わせました。
各450g × 1

有名産地のこしひかり４種食べ比べセットです。新潟
北魚沼産こしひかり、兵庫但馬産コウノトリ育むお米
こしひかり、京都丹後産こしひかり、新潟北越後産こ
しひかり 各450g × 1

カレー / 海苔 / 梅干 / お米セット 67

68-9308

68-4719

AGF ブレンディスティック カフェオレセレクション
［税抜］¥1,000
68-7867 96
［税抜］¥ 3,000
68-9308 96

UCC ザ・ブレンド

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
68-9308 カフェオレ深煎珈琲仕立て14g ×12、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×各10、ココア・オレ 11g×6、紅茶オレ 11g、抹茶オレ 12g×各5

UCCが永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 スペシャル、117スペシャ
ル 各70g × 各1、炭焼珈琲65g×1
68-4719 ザ・ブレンド 114 スペシャル 70g× 2 、117
スペシャル 、
ブラジル 100％、
コロンビア
100％ 各70g × 各1、炭焼珈琲65g ×1

68-4718
68-4719

88

［税抜］¥

88

［税抜］¥

2,000
3,000

68-9279

68-9277

ブレンディカフェラトリースティック プレミアムギフト
［税抜］¥ 2,000
68-9276 93
［税抜］¥ 3,000
68-9277 92

天竜茶 ティーバッグ

68-9276 贅沢カフェモカ、贅沢カプチーノ、贅沢キャラメ
ルマキアート 各20g ×各4、贅沢カフェラテ 20g×6
68-9277 贅沢カフェモカ 20g、
贅沢ロイヤルミルクティー
19g、贅沢抹茶ラテ 20.5g、贅沢キャラメルマキアート
20g×各4、贅沢カプチーノ、贅沢カフェラテ 各20g ×各6

農林水産大臣賞を何度も受賞している、太田昌孝氏
の茶園で生産されたお茶をティーバッグにしました。
68-9278 煎茶ティーバッグ 2g×10 ×2、煎茶清緑
ティーバッグ 2g×10 68-9279 煎茶清緑ティーバッ
グ 2g×15、煎茶神緑2g×15×2

68-7885

68-9278
68-9279

65

［税抜］¥

65

［税抜］¥

3,000
5,000

68-9281

カゴメ 野菜飲料バラエティギフト
［税抜］¥ 2,000
68-7884 86
［税抜］¥ 3,000
68-7885 86

風味豊かなヘルシーみそ汁バラエティセット
［税抜］¥ 2,000
68-9280 80
［税抜］¥ 3,000
68-9281 80

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。
68-7884 野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100
（ベリーサラダ）、野菜生活100
（マンゴーサラダ）
各200㎖ ×各4
68-7885 野菜一日これ一本、野菜生活100、野菜生活100
（ベリーサラダ）、野菜生活100
（マンゴーサラダ）
各200㎖ ×各6

タニタ食堂監修のインスタントみそ汁と調味料のセット。
68-9280 日清キャノーラ油380ｇ、ヤマサ丸大豆しょうゆ500
㎖ ×各1、マルコメタニタ食堂監修減塩みそ汁ＦＤ
（なす・オク
ラとめかぶ・あおさ・野菜）×各1 68-9281 日清キャノーラ油
380ｇ、ヤマサ丸大豆しょうゆ500㎖、日の出料理酒500㎖、日
の出みりんタイプ調味料500㎖ ×各1、マルコメタニタ食堂監
修減塩みそ汁ＦＤ
（なす・オクラとめかぶ・あおさ・野菜）×各1

68-5978

68-9283

日清＆味の素 ヘルシーオイルギフト
［税抜］¥ 2,500
68-5977 83
［税抜］¥ 3,000
68-5978 83

キッコーマン バラエティセット
［税抜］¥ 3,000
68-9282 75
［税抜］¥ 4,000
68-9283 75

68-5977 日清キャノーラ油600g ×2、
味の素胚芽の
恵みコーン油、日清ヘルシー E各600g×
各1
68-5978 日清キャノーラ油、味の素胚芽の恵みコー
ン油 各600g× 各2、
日清ヘルシー E600g
×1

68-9282 キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょう
ゆ 450㎖、キッコーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょ
うゆ 450㎖ ×各1、
キッコーマン濃いだし本つゆ 500㎖ ×2
68-9283 キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょう
ゆ 450㎖、キッコーマン濃いだし本つゆ 500㎖ ×各2、キッ
コーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ 450㎖ ×1

68 飲料 / 油

69-5586

信州そば
69-5585
69-5586

1,000
1,500

69

［税抜］¥

69

［税抜］¥

細く長く伸びる事などから、縁起物として食されてき
た蕎麦。信州長野で製麺された、昔ながらの本場の
味わいをお楽しみください。
69-5585 50g ×9束
69-5586 50g ×14束

69-5588

讃岐うどん
69-5587
69-5588

［税抜］¥

66

［税抜］¥

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。
69-5587 50g×9束
69-5588 50g ×14束

69-8245

69-7378

讃岐うどん・信州そば
69-7377 66
69-7378 66

2,500
［税抜］¥ 4,000
［税抜］¥

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。
69-7377 うどん50g ×10束、そば50g ×7束
69-7378 うどん50g ×17束、そば50g ×15束

全国繁盛店ラーメン
69-7926
69-6942

83 4食
83 12食

69-6942

1,000
［税抜］¥ 3,000
［税抜］¥

人気の繁盛ラーメン店の味をご家庭で手軽に！
69-7926 札幌「黒帯」
・喜多方「一平」各2食 ×各1箱
69-6942 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

69-2039

長崎県
島原手延そうめん ｢波の白糸｣
69-8246
69-2037
69-2038
69-2039

68 300g
68 600g
68 900g
68 1200g

500
1,000
［税抜］¥1,500
［税抜］¥2,000
［税抜］¥

［税抜］¥

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

1,000
1,500

66

延寿庵 稲庭手延うどん
［税抜］¥ 3,000
69-8244 88
［税抜］¥ 5,000
69-8245 88
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。
69-8244 160g×6袋
69-8245 160g ×10袋

3 つの味の博多ラーメン
69-9284
69-9285

98 10食

［税抜］¥

95 14食

［税抜］¥

3,800
4,800

69-9284 半生麺100ｇ ×10袋、とんこつスープ 32ｇ ×
5袋、しょうゆスープ 40ｇ ×3袋、みそスープ 40ｇ、すり
ごま20ｇ × 各2袋。 69-9285 半生麺 100ｇ×14袋、
とんこつスープ 32ｇ ×6袋、しょうゆスープ、みそスープ
各40ｇ × 各4袋、すりごま 20ｇ × 4袋。

69-2049

長崎県
島原手延そうめん ｢波の白糸｣ 木箱入
［税抜］¥ 3,000
69-2047 68 1600g
［税抜］¥ 4,000
69-2048 68 2300g
［税抜］¥ 5,000
69-2049 68 2900g
※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。

麺類 69

ブルボン ミニギフトバタークッキー缶
［税抜］¥ 700
70-7495 90

ブルボン パウンドケーキセレクション
［税抜］¥1,000
70-5639 90

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

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

70-7105

ブルボン デリシャス
70-9313
70-7105

90 230g（6種類）
90 300g（8種類）

1,000
［税抜］¥1,500

［税抜］¥

札幌欧風洋菓子
エル･ドール ショコラドレッセ
［税抜］¥ 5,000
70-9314 96

素材のおいしさを引き出した焼菓子を詰合せました。食
べたい時に好きなだけ食べられる便利な個包装です。709313 箱：約34×24×4cm 70-7105 箱：約37×26×4cm

コクのあるまろやかな生チョコクリームをカカオ分
60％のショコラで閉じ込めました。深みのある濃厚な
味わいで贅沢なひとときを。4号。

亀田製菓 穂の香 10

伊勢極み海老せんべい

70-3652

90

［税抜］¥

1,000

豊かな風味にこだわり抜いた逸品｡
箱：約24 ×24 ×9cm

85

［税抜］¥

2,000

国産米100％使用。
「サラダせんべい」
「
、しょうゆせん
べい」
「丸大豆せんべい」
、
、
「白蜜せんべい」
「
、黒蜜せん
べい」
「
、うす焼サラダせんべい」の６種詰合せです。
880g
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

70 お菓子

95 8枚
95 26枚

600
1,500

［税抜］¥
［税抜］¥

伊勢海老まるごとパウダーを使用しており、香ばしい海老
の香り、そしてカリっとした食感が特徴です。 70-9315
箱：約11×14×5cm 70 -9316 箱：約29×27× 4cm

稲穂の恵み 20
70-9317

70-9315
70-9316

稲穂の恵み 30
70-7382

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」
、
のボリューム感のある
６種詰合せです。1300g
※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。

千本松牧場 ミレピーニ
71-9293
71-9294

100 各110㎖ ×8個
100 各110㎖ ×10個

4,193
［税抜］¥ 4,862
［税抜］¥

横濱馬車道あいす＆もなかセット
［税抜］¥ 5,000
71-7864 89

71-9293 バニラ・ロイヤルミルクティー・ミルクコーヒー・アー
モンド・チョコレート・ストロベリー・宇治抹茶・ミルク 各 ×1
71-9294 バニラ×2、
ロイヤルミルクティー・ミルクコーヒー・アー
モンド・チョコレート・ストロベリー・宇治抹茶・ミルク・塩 ×1

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）

千本松牧場
いちごのレアチーズケーキセット
［税抜］¥ 5,025
71-9295 100

千本松牧場 ドルセ・デ・レチェ
＆「極み」アイス５個セット
［税抜］¥ 5,888
71-9296 100

とちおとめを使用したいちごのレアチーズケーキとプレミアムアイ
スクリーム《ミレピーニ》のセット。いちごのレアチーズケーキ 4号
240ｇ ×1、バニラ・ロイヤルミルクティー・ミルクコーヒー・アーモ
ンド・チョコレート・ストロベリー・宇治抹茶・ミルク 各110㎖ ×1

選抜された牛で作られた高品質アイスと、濃厚ミルク
ジャム「ドルセ・ド・レチェ」のセット。生乳の味を極
めた特撰アイス 110㎖ × 5、ドルセ・デ・レチェ155ｇ、
アルミアイスクリームスプーン。

牛タン仙台ラー油詰合せ
71-9297

98 100g ×3個

［税抜］¥

3,000

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

100 9個

堀川シェフが監修したイタリアン鍋。トマトスープ
400g、国産鶏もも肉150g、国産豚ばら肉80g、プレー
ンソーセージ・ハーブソーセージ 各90g、イカリング
100g、無頭エビ 3尾、
生パスタ
（フェットチーネ）
120g

博多華味鳥 水たきセット

なだ万 和風スープ
71-9299

「テルツィーナ」イタリアン鍋
［税抜］¥ 5,000
71-9298 104

［税抜］¥

5,000

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。冷製でも温め
ても、どちらでもおいしくお召し上がり頂けます。かぼ
ちゃ・渡り蟹・繊維野菜 各130ｇ×3

直送商品。表示価格に送料が含まれます。

71-8890 103
71-8891 103

約3〜4人前
約7〜9人前

5,000
10,000

［税抜］¥
［税抜］¥

九州地区に限定し、数種類のハーブを配合した専用飼料にて大切に育て
た華味鳥の肉質は程よい歯応えがあり、あっさりとした味わいです。
71-8890 水たきスープ600ｇ×2、華味鳥切り身、華味鳥ぶつ切り各300ｇ
×各1、華つくね200ｇ、柚胡椒30ｇ、博多ぽん酢220㎖ ×各1
71-8891 水たきスープ600ｇ×4、華味鳥切り身、
華味鳥ぶつ切り各300ｇ
×各2、華つくね200ｇ×2、博多ぽん酢220㎖ ×1、柚胡椒30ｇ×1
※お届けにはご注文後5日から10日前後お時間がかかります。

グルメ 71

花王

72-6469

72-7383

72-9030

72-9031

食器洗い洗剤 キュキュット オレンジの香り
［税抜］¥ 235
72-6469 85

バブ至福の柑橘めぐり浴

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

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

食器洗い洗剤 キュキュット クリア除菌
［税抜］¥ 235
72-7383 85

バブ至福の森めぐり浴

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

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

72-9030

72-9031

98 40g×12錠

98 40g×12錠

［税抜］¥

［税抜］¥

500

500

72-9033

めぐりズム
蒸気でホットアイマスク無香料
72-9032
72-9033

95 5枚入
93 12枚入

475
［税抜］¥1,080
［税抜］¥

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

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。

ライオン

72-8251

72-9035

チャーミー マジカ 除菌プラス
［税抜］¥ 260
72-8251 80
ハレタギフトセット
72-9034

98

［税抜］¥

1,000

新発想「晴れた日の乾き上がり」を実現！ 毎日忙し
いママたちが ”いつでも晴れ干しお洗たく”でゴキゲ
ンになれるギフトです。トップハレタ 本体425g、トッ
プハレタ つめかえ用 350g × 各1

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

チャーミー マジカ 酵素プラス
72-9035 80 フルーティオレンジの香り ［税抜］¥260
新発売の酵素プラスは酵素のチカラでつけおき分
解！ ほったらかし洗いでゴシゴシ０へ。220㎖

72-8644

ライオンキッチンセット
72-8643
72-8644

1,000
1,500

95

［税抜］¥

95 の香

［税抜］¥

新商品、チャーミー マジカ酵素プラスとリードのセットです。
72-8643 チャーミー マジカ（除菌プラス 220㎖、酵素プラス フルー
ティオレンジの香り 220㎖ ×各1）、リード（ヘルシークッキングペーパー
小8枚箱入、冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ M3枚箱入、アクも油もとる
シート 中12枚入 ×各1）
72-8644 チャーミー マジカ（除菌プラス 220㎖、除菌プラス レモン
ピールの香り 220㎖、酵素プラス フルーティオレンジの香り 220㎖）、
リード（ヘルシークッキングペーパー小12枚箱入、冷凍も冷蔵も新鮮保
存バッグ S3枚箱入、M5枚箱入、
アクも油もとるシート中12枚入 ×各1）

72 花王 / ライオン

hadakara ギフト
72-8645 100

［税抜］¥

2,000

日本初、吸着保湿処方で保湿成分が洗い流されないボ
ディソープ hadakara(ハダカラ )です。洗うたび、つい触
りたくなるやわらかな肌へ。家族みんなで使える、やさ
しいボディソープのギフトです。hadakaraボディソープ
フローラルブーケの香り 本体500㎖、hadakaraボディ
ソープ フローラルブーケの香り詰め替え用360㎖ ×3

73-6235
73-7879

旅の宿
73-7878
73-7879

80 2包入
80 3包入

旅の宿 全国五箇所温泉気分湯めぐりセット10包入
［税抜］¥ 750
73-7877 70

140
［税抜］¥ 210

［税抜］¥

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

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
［税抜］¥1,500
73-6235 70
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

73-6238

ナイーブ ギフトセット 600

［税抜］¥600
73-6952 82
ナイーブ ギフトセット 1000
［税抜］¥1,000
73-6238 82

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230㎖、ハンドソープ詰替え
180㎖ ×各1
73-6238 ハンドソープ230㎖、ハンドソープ詰替え
180㎖、ボディーソープ300㎖ ×各1

73-9147

フロッシュ 食器用洗剤
100㎖ 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。アロエヴェラ、重曹プラス、
ブラッ
ドオレンジ 各100㎖

73-9149

ウタマロ 石鹸・キッチン洗剤ギフト
［税抜］¥ 1,500
73-9146 80
［税抜］¥ 2,000
73-9147 80 3

NEW 洗って爽快液体洗剤セット
［税抜］¥ 2,000
73-9148 80
［税抜］¥ 3,000
73-9149 80 3

ガンコな汚れもしっかり落とす。気持ちのいい暮らし。
73-9146 ウタマロキッチン洗剤300㎖、ウタマロ石鹸
133g×各1、マイクロファイバークロス
（25×25cm）
×2
73-9147 ウタマロキッチン洗剤300㎖、ウタマロ石鹸
133g×各1、マイクロファイバークロス
（25×25cm）
×2、
ウォッシュタオル
（34×35cm・綿100％）
×1

頑固な汚れもしっかり洗って、心地よい香りが長続き。
73-9148 ライオン香りつづくトップ900ｇ、花王フレグランスニュー
ビーズジェルフラワーリュクス 820ｇ、ハーバルソフター香り長持ち
Ｓ450㎖ ×各1
73-9149 ライオン香りつづくトップ 900ｇ、花王フレグランスニュー
ビーズジェルフラワーリュクス 820ｇ、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

73-8710

P & G アリエールジェルボール &
ハーブリッチソフターセット
［税抜］¥ 2,500
73-8707 68
［税抜］¥ 3,000
73-8708 68
［税抜］¥ 4,000
73-8709 68
［税抜］¥ 5,000
73-8710 68

一粒つまんで洗濯機に入れるだけ。計量不要・簡単
便利なアリエールジェルボールが入った、毎日の生活
に役立つクリーンギフトセットです。
73-8707 アリエールパワージェルボール 3Ｄ本体
356ｇ
（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
73-8708 アリエールパワージェルボール 3Ｄ本体
356ｇ
（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㎖、ハーブリッチ食器用洗剤
250㎖、抗菌ネットクリーナー 1Ｐ
73-8709 アリエールパワージェルボール 3Ｄ本体
356ｇ
（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㎖ ×2、今治フェイスタオル
73-8710 アリエールパワージェルボール 3Ｄ本体
356ｇ
（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㎖ ×3、洗たく槽クリーナー、
抗菌ネットクリーナー 1Ｐ、今治フェイスタオル、今治
ウオッシュタオル

クラシエ / 洗剤 73

セイコー

シチズン

セイコー 置時計
74-8601

［税抜］¥

83

5,000

セイコー 電波掛け時計
74-9003

83

［税抜］¥

7,000

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

枠に天然木を使用したシンプルでスタンダードな電
波時計。流れるように動く連続秒針。単3電池 ×1。約
30× 30× 5cm

ピクシス かっこう時計

10,000

セイコー 電波デジタル時計
［税抜］¥10,000
74-8602 83

モダンなデザインのかっこう時計。毎正時をおがわのせ
せらぎ音とかっこうの鳴き声でお知らせします。掛け置き
兼用タイプ。単3電池 ×3。素材：木枠。約19×12×9cm

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

シチズン 電波目覚まし時計

シチズン ソーラーアシスト電源
電波目覚まし時計
［税抜］¥ 5,000
74-7954 83

74-8603

74-7952

83

［税抜］¥

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切替機能付き。
単3電池 ×2。素材：プラスチック。約10 ×12×5cm

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

シチズン 電波時計

74-8104

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

74 セイコー / シチズン

74-8605

83

［税抜］¥

8,000

電波置時計。ステップ秒針。見やすい文字盤。単3電
池 ×3。素材：プラスチック。約25×20×11cm

MAG ペンスタンド付き時計プロフィット
［税抜］¥1,500
75-9173 70

MAG デジタル時計カッシーニ
［税抜］¥ 2,000
75-9174 70

記念品などに最適なデスクトップアラームクロック。
アラーム、スヌーズ、温度表示、カレンダー表示。モニ
ター用ボタン電池 CR2025×1付属。約12×10×5cm

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

アデッソ 大画面デジタル目覚まし
［税抜］¥ 2,000
75-9175 70

アデッソ 竹の電波時計

コンパクトで大画面の目覚ましクロック。クォーツ、日
付、温度、バックライト、アラーム、スヌーズ。単３乾
電池 ×１。約11×10×5cm

竹の温もりが感じられる電波時計。電波、日付、温湿
度、
バックライト、
アラーム、
スヌーズ。単３乾電池 ×２。
約7×15×4cm

MAG 電波時計ロゼッタ

アデッソ ワイヤレスチャージングクロック
［税抜］¥6,000
75-9178 70

75-9177

63

［税抜］¥

5,000

75-9176

70

［税抜］¥

3,000

お部屋の環境を
（インフルエンザ注意・熱中症注意・乾
燥注意・快適）表示します。アラーム、スヌーズ、温度湿度
表示、カレンダー表示、六曜表示、エアサーチ機能、置掛
兼用、モニター用単３乾電池 ×3付属。約24×17×3cm

置くだけでスマホの充電が可能。クォーツ、ワイヤレス充
電、ベッドランプ、液晶明るさ切替、アラーム、スヌーズ、
日付、曜日、温度、対応機種 iPhone8以上、galaxy S9
以上、ACアダプター。CR2032付属。約8×16×11cm

ガーミン フォアアスリート235J
75-8653 100 ブラックレッド ［税抜］¥ 31,297

スント スパルタン トレーナー
［税抜］¥ 31,900
75-9179 95

手首に装着するだけで心拍データが計測できるランニ
ングウォッチ。光学式心拍計など新しい機能が強化さ
れました。50m完全防水、GPSチップ／ GLONASS・
みちびき対応高感度 GPSチップ
（捕捉時間短縮化）
。

待望の光学式リストＨＲ搭載。GPSで移動時の速度や距
離、軌跡を記録。リスト HRで心拍数を計測、消費カロリー
や最大酸素摂取量、リカバリータイムの提案を行うハイパ
フォーマンスウォッチ。トレーニングモード：約9時間稼働。

時計 75

アース製薬開発 防ダニ不織布シート入
敷パッドとピローパッド
［税抜］¥ 7,000
76-9180 75 クリーム

ジムナスト ジムナストプラス
［税抜］¥ 8,800
76-9181 80 普通タイプ

防虫対策商品で有名なアース製薬と老舗寝具メーカーが共同
開発。ダニを身体に寄せ付けない効果が非常に高く、洗濯して
も効果が持続。綿使用だから年間を通してご使用可能。四隅ゴ
ムバンド付。敷パッド：100×205cm、ピローパッド：43×63cm

快適睡眠、そら豆型だから寝返りをしてもズレ落ちに
くく、真ん中から端にかけてのゆるやかなふくらみが自
然な寝姿勢を保ちます。また自分の好みの高さに調整
できるので快適です。丸洗い可。約73 ×37×3 ～4cm

ロフテー 快眠枕スマート 羽根Ｍ
［税抜］¥ 8,500
76-8842 95

フォームエース敷パッド
76-9182

［税抜］¥

83

9,241

寝返りしても中身の片寄りにくい、立体縫製の４分割ユニッ
ト構造。首筋をやさしく支え、中央部は低めなので後頭部
が自然にフィット。両サイドの枕の高さが高くなっています。
側地：綿100%、中身：フェザー 100%。約63×43cm

古河電工の技術によって開発された中材が体温を溜め込む
暖かな蓄熱敷パッド。洗濯可能。表地：ポリエステル 100％、
裏地：ポリエステル 65％、綿35％、中材：ポリエチレン 100％
（カーボン入）。四隅ゴムバンド付。約100×205cm

トゥルースリーパー
セブンスピロー シングルサイズ WS
［税抜］¥14,800
76-9183 98

トゥルースリーパー プレミアケア
スタンダードタイプ 5.0 シングル
［税抜］¥ 24,800
76-9184 98

まくらの概念を超える低反発枕。頭から背中まで七
つの部位を支える設計。ベッドと同幅90cmでどれだ
け寝返ってもシームレス。68×90×9cm

新しくなったロングセラー低反発マットレス「トゥルース
リーパー プレミアケア」
。新配合の抗菌素材「Ａｇ」が
清潔に保ち、季節に合わせて使えるリバーシブル保護カ
バーが快適な睡眠をサポートします。約195×97×5cm

認定番号
第2015-338号

76-8844

76-8845

今治 ぼかし織り タオルセット
［税抜］¥1,500
76-8844 62
［税抜］¥ 2,000
76-8845 62
［税抜］¥ 2,500
76-8846 62
［税抜］¥ 3,000
76-8847 62
［税抜］¥ 5,000
76-8848 62

76 繊維 / 寝具

76-8846

76-8847

76-8848

今治蒼社川の名水と伝統の技が育んだふっくらやさし
いタオルです。繊細な極細の四十番単糸をパイルに使
用し、経糸に色糸を使うことでやわらかな肌触りとやさ
しい彩りの美しい仕上がりになっています。綿100％
76-8844 ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 1
76-8845 フェイスタオル × 2
76-8846 ハンドタオル × 1、フェイスタオル × 2
76-8847 ハンドタオル × 1、バスタオル × 1
76-8848 ハンドタオル × 1、バスタオル × 1、
フェイスタオル × 2

フェスティノ
ホットアイラッシュカーラー

1,500

フェスティノ
フェイシャルホットトリートメント
［税抜］¥ 2,300
77-9186 90 ピンク

熱のチカラでまつ毛をカール。きれいなカールが１日
長持ち。持ちやすく使いやすいデザイン。温度設定
２モード。温度センサー表示付き。LED照明で暗が
りでも使いやすい。約2×2×12cm

ピンポイント潤い温熱ケア。マイクロカレント＆約
13000回／分の音波振動、角質層へ美容成分の浸透
促進。じんわり温まる温熱ヘッドでリラックス。
約2 × 2 ×12cm

フェスティノ
フェイシャルスキンケアトリートメント
［税抜］¥ 2,700
77-9187 90 ピンク

フェスティノ
フェイシャルクレンジングブラシ
［税抜］¥ 2,800
77-9188 90 ピンク

マイクロカレント＆約10000回／分の音波振動。美
容成分が角質層まで浸透し、ハリ艶・潤いを与えます。
約2×3×14cm

顔全体・首すじ・デコルテに。もこもこ吸着ブラシで毎日の
毛穴を優しくスッキリ。回転スピード２モード。濡れた手で使
用可能な防滴仕様
（IPX5）。
ブラシ２種類付属。約8×6×9cm

関孫六 ツメキリ type101

EIGHT PACK TRAINER

77-9185

77-9189

90 ピンク

75

［税抜］¥

［税抜］¥

1,300

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

77-7929

80 ブラック

［税抜］¥

2,400

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。約2×19×17cm

MISOKA
MISOKA 歯ブラシ 3 本セット
［税抜］¥ 3,000
77-8400 88

ワンダーコア スマート

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。

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。

77-8403

98

［税抜］¥

9,990

美容 77

柳 宗理

サンクラフト

柳宗理 ステンレス 両手鍋
浅型つや消し 22cm
78-8097

［税抜］¥

86

7,000

オークス

柳宗理
ステンレスケトル つや消し２.５ℓ
［税抜］¥10,000
78-5154 86

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。

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。

柳宗理 パンチングストレーナー
16、19、23、27cm 4pcs
［税抜］¥11,600
78-5274 86

サンクラフト
スーパーおろし器快菜

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。

特殊なおろし金で、おいしい大根おろしがおろせます。
傾斜を付ける事により、少ない力でおろせます。18-8
ステンレス。約19×11×7cm

サンクラフト MOKA
三徳包丁

輪島キリモト
あすなろの BENTO-BAKO

78-8796

［税抜］¥

75

6,000

78-8795

78-7184

75 ブラック・レッド ［税抜］¥ 2,500

90 深型

［税抜］¥

10,000

刃物の産地関市で作られた、オールステンレス包丁で
す。川上元美さんデザイン。モリブデンバナジウムス
テンレス鋼・18-8 ステンレス。約31×5×2cm

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。約21× 9× 6cm

オークス
大人の鉄板小 蓋付き

オークス
大人の鉄板 フライパン 26cm 蓋付き
［税抜］¥13,000
78-9151 90

78-9150

90

［税抜］¥

13,000

調理してそのまま食卓へ。4.5ｍｍの厚い鉄板は広く全
体が温まることで焼きムラや焦げを防ぎ、緩やかに食
材の内部へ熱を伝えます。約42×16×10cm
（蓋含む）
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毎日の料理がワンランク上に。4.5ｍｍの厚い鉄板は広
く全体が温まることで焼きムラや焦げを防ぎ、緩やかに
食材の内部へ熱を伝えます。
約φ27×45×11cm
（蓋含む）

プレミアム
ドームランチボックス 500㎖
［税抜］¥ 2,000
79-9207 89

ぶんぶんチョッパー
スーパー DX（ウィスク付）

盛り付けもしやすく、食材がきれいに見えます。離型
性、防汚性に優れ、耐熱性が高い新素材 TPXを使用。
蓋を外してレンジ使用可能です。約19×12×7cm

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

ティファール IH ルビー・エクセレンス
フライパン 26cm
［税抜］¥ 5,500
79-7744 89

イタル マルチパン 20cm

進化した「チタンエクセレンス」6層コーティングで耐
久性がアップ。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

焼き物はもちろん煮物、炊飯もできるオールインワン
性能。熱伝導性と蓄熱性に優れ、焼きムラなく美味し
く仕上げます。
フラットガラス蓋付き。約39×21×11cm

ビタクラフト
Dear フライパン 16cm

ティファール インジニオ・ネオ
IHルビー・エクセレンス セット6
［税抜］¥ 13,500
79-8647 105

79-9210

92

［税抜］¥

8,000

世界中で使われているビタクラフト。小回りの利く16cm
のフライパンは焦げつきにくいマジックコートでお手入れ
も簡単。100VIH、200VIH使用可能。約φ16×4cm

ティファール ミックス＆ドリンク
79-9211 80 ルビーレッド ［税抜］¥10,000
冷凍フルーツもそのまま粉砕してフレッシュジュースやス
ブレンダー：
ムージーに。
コーヒーミル付き。お手入れ簡単。
600㎖、ミル：200㎖。ブレンダー使用時：約11×11×32cm

79-9208

79-9209

86

86

［税抜］¥

［税抜］¥

2,200

8,000

6層「チタン・エクセレンス」
コーティングで、こびりつきにくさ長持ち。
（ソースパンのみ4層）フライパン 22/26cm、
ソースパン 18cm、バ
タフライガラスぶた 18cm、シールリッド 18cm、専用取っ手 1本。

江戸切子 木本硝子
星剣菱 一口ビールペア
79-8130

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㎖
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ホームスワン My ホットプレート
［税抜］¥ 3,000
80-6995 70

解凍ディッシュプレート

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

冷却・解凍が可能、料理の盛り付けにもおしゃれな
ディッシュプレート。アルミの特性により冷凍食材を
早く解凍することができます。約20×30×0.8cm

ツインバード オーブントースター
［税抜］¥ 4,000
80-8764 76

ホームスワン アイスクリームメーカー
［税抜］¥ 5,000
80-9213 70

80-9212

74

［税抜］¥

3,500

近火だから外カリッ！ 中ふわっ！ トーストがおいしく
焼けるロースタイルオーブントースター。開閉式くず
受けでお手入れ簡単。約35×21×18cm、860W

自宅で簡単！ 手作りアイスクリーム。食べ切りサイズ
の250㎖容量で冷凍庫の中で場所を取らないコンパ
クトサイズ。レシピ付き。約17×17×17cm

ホームスワン ミニグリルパン 16cm
［税抜］¥ 5,000
80-9214 72

ホームスワン そのままホットサンド
［税抜］¥ 5,000
80-8263 68

卓上で煮る、焼くが簡単にできます。１～２人、少人数
にピッタリ。温度調整、加熱加温が可能です。丸洗
いＯＫの鍋と焼き物プレート付き。約25×20×17cm

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

ベルソス
１～２人用コンパクト多機能炊飯器
［税抜］¥6,000
80-9215 80

18-8 ステン２重構造タンブラー
300cc ２ＰＣ
［税抜］¥ 9,000
80-9216 72

スリム＆コンパクト。１～２人に最適な多機能マイコ
ン炊 飯器。2合 炊き7種の料理に対応。約19×21×
21cm、300W

２重構造で空気層ができ、保温・保冷力が抜群。内面
構造がR形状で洗いやすく、
衛生的。
ビールの泡をクリー
ミーにさせ、美味しさを引き立たせます。約φ8×13cm
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まぜ卵
81-9217

75

［税抜］¥

380

アルミ アイスコーヒーストロー
81-9218

76

［税抜］¥

700

先端の刃で、生卵の白身を切りながら混ぜると綺麗
に黄身と白身が混ざります。約23×1×1cm

アルミの熱伝導を利用し、冷たいドリンクに使うとスト
ロー本体が冷え、
より冷たく感じられます。
繰り返し洗っ
て使用できる環境にやさしい製品です。約φ1×20cm

チリトリザルボウル フタ付

クリアティーポットＬ ステンレスメッシュ
［税抜］¥ 2,000
81-9220 65

81-9219

65

［税抜］¥

1,000

お料理の下ごしらえがはかどります。使い方が広がる
フタ付タイプ。冷蔵庫内でも積み重ねてスッキリ。ボ
ウル
（650㎖）約14×16×9cm

ホットもアイスもＯＫ！ 網目が細かいので、緑茶にも
どうぞ。お茶の出具合がわかります。割れにくく安全
性の高い飽和ポリエステル。
480㎖。約11×15×13cm

キントートラベルタンブラー 350㎖
［税抜］¥ 2,600
81-9221 89 ホワイト

京セラ セラブリッドタンブラー 420㎖
［税抜］¥ 3,500
81-9222 89 白

真空二重構造により、ドリンクの温度や風味を長く
キープ。取りやすいくぼみのあるフタと携帯しやすい
サイズでどこでも持ち運びたくなります。約φ7×17cm

陶器の様な風合い。真空二重構造で保温・保冷効力
があるタンブラーの全面にセラミック加工が施され
た機能的な逸品。金属臭が移りません。約φ8×16cm

パニーニ風 ホットサンドメーカー ダブル
［税抜］¥ 2,500
81-9223 72

ホームスワン 電気たこ焼器 １８穴
［税抜］¥ 3,000
81-8761 70

パニーニ風の焼き目がおしゃれなダブルホットサンド
を作れます。真ん中に仕切りがあるのでハーフサイズ
に簡単に切り分けられます。約15×36×3cm

シンプルな固定型たこ焼き器 18穴。プレートはフッ
素樹脂加工。約27×29× 7cm、650 W
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ドリテック I Hクッカーピコ

10,000

ベルソス オイルカットフライヤー
［税抜］¥10,000
82-8773 83

汚れてもサッとふき取れます。火を使わないので、空
気を汚しません。すき間に立ててスッキリ収納できま
す。約25×19×6cm

油を使わず熱風でから揚げヘルシークッキング。調
理タイマー：0 ～ 30分、温度調節：80 ～ 200℃（サー
モスタット付き）
、約25×34×33cm、1400W

ベルソス
ダブルペルチェ 10ℓ保冷温庫
［税抜］¥12,800
82-9245 80 白

ドリテック I Hクッカーラルジュ
［税抜］¥15,000
82-9246 65

設定氷点下可能。ダブルペルチェで冷却機能アップ。
冷温機能でフルシーズン使用可、AC：DC 電源対応
で車載も可能。約24×30×40cm

見やすく押しやすい大きなボタンで手軽においしく調
理。加熱、保温モード時にタイマー機能が便利です。
安心のマグネットプラグです。約36×29×6cm

82-9244

68

［税抜］¥

スイスダイヤモンド
フライパン 24cm（IH 対応）
82-7629

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
［税抜］¥16,800
82-8266 80
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。約32×37×46cm
※周囲環境により設定温度にならない場合があります。

BONIQ 低温調理器「ボニーク」
［税抜］¥19,800
82-9247 98

ベルソス
車載搭載可能氷点下保冷庫２０ℓ
［税抜］¥ 33,000
82-9248 80

タンパク質が縮まず、肉汁流出を最小限でとどめる低温調
理で、固くなりがちな赤身肉や鶏むね肉なども、驚くほどみ
ずみずしくしっとりジューシーに。約37×10×11cm、800W

アウトドアでも氷点下保冷！家庭でも車でも。最大
設定氷点下20度、飲料や食品のストックに、キャンプ
でも大活躍。コンプレッサー式。約57×32×32cm
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9灯式 LEDパワーライト
83-5650

［税抜］¥

70

300

体脂肪計付歩数計
83-9240

75

［税抜］¥

1,000

９灯式パワフル照射のコンパクトなアルミライト。ス
トラップ付きで携帯に便利。単4電池 ×3（別売）
。
約φ3 × 9cm

体脂肪計、
歩数計、
クロック他機能付き！ 毎日のウォー
キングの必需品！5名迄登録可能です。ボタン電池
CR2025×1
（別売）
、
ストラップ付き。約2×9×5cm

折りたたみスコップ

ドリテック デジタル温湿度計 ルミール
［税抜］¥ 2,500
83-9242 65

83-9241

70

［税抜］¥

2,500

堅牢なスチール製。アウトドアで使用するほか、雪道
脱出用、ガーデニングなど多用途に使用できます。使
用時：約58×15×5cm、収納時：25×15×6cm

ツインバード
サイクロンスティック型
クリーナー con・te
83-8778

76 ブラウン

［税抜］¥

4,000

熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかります。
光の色ではっきりわかる警告ランプも付いていて安心で
す。壁掛けフック穴付き、
スタンド付き。約10×10×2cm

ツインバード
コードレスハンディークリーナー
［税抜］¥ 4,000
83-8779 76

コンパクトなボディで省スペースに置け、気づいた時にサッ
と掃除できます。様々な箇所の掃除ができる2WAYタイプ。
吸引力が持続するサイクロン式。約23×16×105cm、170W

サッと取出し、サッと使える充電式コードレス。10時
間充電で連続8分間使用可能。本体底にすき間ノズ
ルを収納。スタンド収納式。約11×11×34cm、2.8W

ツインバード サーキュレーター
［税抜］¥ 4,000
83-9243 76

ツインバード くつ乾燥機

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

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

83-8272

76 ブラウン

［税抜］¥

5,000
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ツインバード
ハンディーアイロン＆スチーマー
［税抜］¥ 5,000
84-9249 76 ブルー

ツインバード HEPA フィルター付
イオン発生器 AOR BOTTLE
［税抜］¥ 5,000
84-9250 76 ホワイト

服のメンテナンスが驚くほど手軽にできます。繊維の
奥に潜んだニオイもスチームが吹き飛ばすのでタバコ
のニオイが気になるときに、服をハンガーにかけたま
まさっとひと当てするだけでＯＫです。約8×34×10cm

USB 給電＆コンパクトでパーソナル使用に最適で
す。粒径0.26μｍまで90％除去できる「HEPAフィ
ルター」
、脱臭効果のある「活性炭」
「
、マイナスイオン」
搭載。電源 DC5V 0.35A 強1.3W。約8× 8 ×17cm

ベルソス
フレキシブルアタプター付きガンドライバー
［税抜］¥6,000
84-9251 80 オレンジ

ツインバード
ボトル型クリーナー

簡単ビット交換機能、フレキシブルアダプター搭載で
隙間などのいろいろなシーンに活躍！二カド充電池
4.8V 700mA、充電時間3 〜 5時間、最大トルク３N。
約20×5×13cm

本体直径6cmペットボトルサイズのクリーナー。ワンタッ
チでゴミ捨て可能。360° 回転可能の排気口で、ゴミを巻
き上げない。隙間の掃除用毛ブラシ付き。充電式（入力
AC100V・出力5.0V 0.25A）、
約8分連続使用。約6×6×24cm

84-9252

76

［税抜］¥

8,000

84-8711

アジア・ラゲージ
機内持込可能
軽量ジッパーキャリー（TSALOCK 搭載）
84-8711 83 カーボンブラック ［税抜］¥ 7,600
84-8712 83 カーボンホワイト ［税抜］¥ 7,600

アサヒ ストレッチングボードEV
84-9253 95 ダークグレー ［税抜］¥ 9,800

軽量スーツケース。ポリカーボネートとABS樹脂を合
わせて耐久性を実現しました。目安：1〜3泊
容量：約29ℓ 重量：約2.6kg 。約54×34×23cm

硬くなった筋肉を柔らかくほぐして健 康維持スト
レッチ。足裏アーチパッド、敷きマット付。約31×35×
15cm

84-8713

アジア・ラゲージ
手荷物預け無料サイズ
軽量ジッパーキャリー（TSALOCK 搭載）
84-8713 83 カーボンネイビー ［税抜］¥10,000
84-8714 83 カーボンワイン ［税抜］¥10,000
軽量スーツケース。ポリカーボネートとABS樹脂を合
わせて耐久性を実現しました。目安：3 〜5泊
容量：約61ℓ 重量：約3.8kg 。約67×44×26cm
直送商品。別途送料が¥1,000(税別）かかります。
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リアカメラ付ドライブレコーダー
［税抜］¥10,000
84-9254 74 ブラック
後方もしっかり録画できます。電源電圧 /入力：DC12V 〜
24V(DC5V/500mA)。
フロントカメラセンサー：100万画素、
リアビューカメラセンサー：30万画素。microSDHCカード
(クラス 6以上推奨 /容量8 ～ 64GB)。約6×7×3cm

ツインバード
さしこむだけのふとん乾燥機 アロマドライ
［税抜］¥10,000
85-8275 79

ベルソス
伸縮コードレス草刈り機「軽る刈った２」
［税抜］¥10,000
85-9255 80

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

79～111cmに伸 縮自在 庭木などの簡単な剪定も
できるコードレス草刈り機。DC 二カドバッテリー
2000mAh。約14×79-111×20cm

YBike Cruze 3 輪キックスクーター
［税抜］¥10,000
85-9256 80

Wizz
9 インチポータブルDVDプレーヤー
［税抜］¥11,800
85-8838 83

幼児から安心して乗れる３輪キックスクーター。幅広
な後輪を使用した安定性の高いデザイン。前輪を操
舵できる構造を採用しています。対象年齢：２～５歳、
耐荷重：20kg。約67×30×56cm

かわいいピンクのポータブルＤＶＤプレーヤー。車載
キットが付属されているのでお子様を連れたドライブ
やくつろぎのひと時に最適です。連続再生時間：5時
間、3電源対応。約24×17×4cm

フェローズ マイクロカットシュレッダー
JB-06CDM
［税抜］¥13,000
85-9257 99

HANDLE STEP
ハンドルステップ
85-8584
85-8585

79 ライトグレー
79 コーラルピンク

85-8585

15,000
［税抜］¥15,000
［税抜］¥

省スペース性とセキュリティ性を兼ね備えた縦型コン
パクトシュレッダー。幅18cmの小型シュレッダー。
A4 サイズ対応。約38×18×41cm

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。
使用時：W43×D58×H103cm。最大使用質量100kg

リョービ 高圧洗浄機

ディンプレックス
電気暖炉 Micro Stove BK

85-7971

85

［税抜］¥

15,000

持ち運びやすく手軽に使えるエントリーモデル。噴射
する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズル
を標準装備。電源コード長さ2.5m、
約41×37×18cm、
1200W

85-9258 100

ブラック

［税抜］¥

15,800

暖炉をプライベートな空間にも。ゆらめく炎と優しい
ぬくもりを、身近に感じる日々をお愉しみいただけま
す。暖房目安：3畳（木造住宅）～ 8畳（コンクリート
住宅）
。約42×35×22cm、最大消費電力：1200W

健康 / 生活関連 85

東京卵日和 卵のバスマット
［税抜］¥15,800
86-9259 80 Lサイズ

ルームサイクル オリンピア

卵の殻を再利用してできた卵のバスマット。優れた
吸水力、放湿力を持ち、水滴を一瞬で吸い取り、素早
く放湿します。
エッグタイルは美濃焼き。木製フレーム
は紀州の杉材を使用。滑り止め付き。約39×51×2cm

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

3.2 型液晶ワンセグ TV 搭載ラジオ
［税抜］¥18,000
86-9260 80

Wizz 地デジ対応
10.1インチポータブルDVDプレーヤー
［税抜］¥19,800
86-8839 81

通常時はもちろん災害時にも役立ちます！USB、電
池の二電源対応。受信チャンネル：TV、FM、AM。
外部用電源 USB 端子(MicroBメス）
。単3乾電池 ×3
本。約2×9×14cm

ＴＶチューナーを内蔵しているのでお好みの番組を
パーソナルで楽しむことが出来ます。スマートシフト
機能を搭載しています。連続使用時間：ＤＶＤ4.5時間
TV視聴3.5時間、3電源対応。約26×19×4cm

シリウス
水洗いクリーナーヘッド Switle
［税抜］¥19,800
86-9261 74

助長器 ミミスケ

世界初 ! 今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけ
で水洗い掃除機に早変わり！ 約28×15×51cm

※吸込仕事率170W以上の床移動型キャニスター掃除機をご
使用下さい。※掃除機の種類によってはホースが接続できな
い場合があります。

PRISMATE
アロマ超音波式加湿器
Sablier
86-8790

70

［税抜］¥

20,000

背が高い加湿器は床を濡らしにくく、インテリア性も
優れています。加湿器の性能とシンプルでデザイン的
なフォルムを兼ね備えた一歩大人の加湿器です。
約17×17×80cm
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86-8278

86-9262

90

80

［税抜］¥

18,000

［税抜］¥

19,800

軽量コンパクトで高性能。聞くを助ける家庭用助長器。
電池寿命約２ヶ月（１日８時間使用時）
。単４アルカリ
電池使用、最大出力：110dB、標準付属品：単４アル
カリ電池、ネックストラップ、イヤーピース
（S/M/L)。ア
ンプ部：約5×2×5cm

マインツ
PIROUETTE
86-8279

94 ホワイト

［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34×20×90cm、33W

タニタ

87-7272

体組成計インナースキャン
［税抜］¥ 5,000
87-7061 80 ホワイト
［税抜］¥ 5,000
87-7272 80 ブラウン
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザインの体
組成計。機能：体重、
体脂肪率、
内臓脂肪レベル、
BMI、
乗るピタプラス。5人まで登録可。約21×30×3cm
87-7061：BC-718WH 87-7272：BC-718BR

体組成計
87-8282 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

87-8520

体組成計インナースキャン
［税抜］¥15,000
87-8283 80 ホワイト
音声案内機能で簡単操作。足腰の丈夫さがわかる「ア
クティブ度」を搭載。機能：体重、体脂肪、内臓脂肪レ
ベル、筋肉量、基礎代謝、推定骨量、体水分率、BMI、
乗るピタ機能。約30×31×4cm。BC-250

デジタル温湿度計
87-9102 80

［税抜］¥

2,000

体組成計
87-8519 80
87-8520 80

ホワイト

［税抜］¥

ブラウン

［税抜］¥

20,000
20,000

フルドットモニター採用で表現力が格段にアップ。文字数
字サイズを
「標準」
「大きな文字」
から選べる。日グラフ
（31
日分）
、週平均グラフ
（12週分）表示。約30×4×30cm
87-8519：BC-810WT 87-8520：BC- 810BR

グラフ付デジタル温湿度計
［税抜］¥ 5,000
87-8521 80

厚さ12ｍｍのスッキリした薄型コンパクトサイズの温
湿度計。マグネット、スタンド付き。過去の最高、最低
温湿度表示機能付き。時計、日付表示機能付。材質：
ABS、PMMA。付属品：お試し用電池 (CR2032 コイ
ン形リチウム電池 ×1）
。約6×9×1cm。TT-575-BK

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

アルコールチェッカー
87-8288 80

においチェッカー
87-9103 80

［税抜］¥

5,000

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

［税抜］¥

15,000

ポケットに入るコンパクトサイズで、においの強度を11
段階で表示。センサー寿命は2000回、またはご購入後
１年間。センサーが交換できるので複数人での使用や
複数の部位を測定する時も衛生的。単4形アルカリ乾
電池（LR03×2)。約3×9×5cm。ES-100-BK
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ロゴス

インフレートざぶとん
88-9140

99

［税抜］¥

1,500

グリルキューブ
88-9141

99

［税抜］¥

4,300

自動で膨らむ快適クッション座布団。角にあるバル
ブを開くだけで自動的に空気が入ります。収納時は
圧縮コンパクトなので、スポーツ観戦やレジャーに
おすすめ。約38×28×3cm [収納時：約5.5×30cm］

手軽に楽しめるマルチグリル！ 最適なお肉４枚サイ
ズ。専用ゴトクで焼き鳥やフライパンやケトルも置い
ての調理も可能。収納袋付きなので持ち運びや収納
時も便利。約17×17×13cm[焼網：約15.2×15.9cm］

ストライプあぐらチェア-AH（オレンジ）
［税抜］¥ 4,300
88-8574 99

LOGOS Life バックホールドチェア（ブラウン）
［税抜］¥6,100
88-9142 99

あぐらを組んでゆったり座れるローポジションチェ
ア。フレーム :スチール、
生地 :ポリエステル（PVCコー
ティング ）
。約65×57×65cm（座高20cm）

腰をしっかりホールドする背もたれのラウンド。隣の
チェアとぶつからないサイズの肘掛けで、2脚ぴった
り並べることも可能。約80×63×104cm
（座高46cm）

ハイパー氷点下クーラー L

LOGOS the ピラミッド TAKIBI L
［税抜］¥ 9,700
88-9144 99

88-9143

99

［税抜］¥

9,200

「氷点下パック」
（別売）シリーズの性能をより高めるアイ
テムとして誕生した高性能ソフトクーラー。セットで使え
ばハードクーラー並みの保冷能力を発揮、外部からの衝
撃に強く、瓶類などを守ります。約20ℓ、約39×30×29cm

Q-TOP フルシェード 200
88-9145

99

［税抜］¥

10,500

LOGOS 独自のQ-TOP SYSTEMにより、
たった30秒
で設営完了。UV-CUT 加工生地を使用し、紫外線から
しっかりガードしてくれるサンシェード。フルクローズタ
イプ。約200×150×117cm[収納時：約12×12×69cm］
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オプションパーツでカスタム自在！ ゴトク付きで料理も
楽しめる本格たき火台。簡単組立て約10秒。２個のゴ
トクが互いに補強しあう独自構造により抜群の強度を
実現。約39×39×28cm[収納時：約42×26.5×7.5cm］

丸洗いストライプ ミディキャリー（ブルー）
［税抜］¥15,000
88-8578 99
小回りが利くコンパクトキャリー。小型ながら走行時
の耐荷重が約60kg。
フレーム：スチール、生地：ポリ
エステル。約70 ×42×51cm、荷室内寸：約48×32×
22cm

ZERO-ONE FIELD
フォールディングチェア 20
89-9190

［税抜］¥

75

2,000

キャプテンスタッグ ジュール
ラウンジチェア TypeⅡ
［税抜］¥ 3,000
89-8431 75 ブラック

アウトドアに最適なコンパクトチェアー！
！ キャンプや
ピクニック、スポーツ観戦などで大活躍。専用収納袋
付き。約35×35×49cm[収納時：約φ11.5×49cm］

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

キャリー・ザ・サン ウォームライト
［税抜］¥ 3,800
89-9191 98 ミディアム

ユニフレーム ファイアグリル
［税抜］¥ 6,389
89-7980 99

世界の夜に太陽を。時間も場所も越えて、太陽を持ち運
ぶ。環境や社会に配慮した新時代の明かり。LED10灯。
光調節3段階。弱（約10lm）
で72時間使用可。約11×
11×11cm[収納時：21×11×2cm］
。ベルト：ブラック。

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

89-9193

89-9195

スキンズ
DNAmic メンズ
ロングスリーブトップ BKBK
［税抜］¥ 11,500
89-9192 102 サイズ : M
［税抜］¥ 11,500
89-9193 102 サイズ : L

スキンズ
DNAmic メンズ
ロングタイツ BKBK

スキンズ DNAmicは、独自の「動的段階着圧」を搭載
したNEWモデル。大胆な脇部分のメッシュ素材での
通気性と腹部のシリコンストッパーでズレを抑える事
により、着用感を追求しています。

スキンズ DNAmicは、独自の「動的段階着圧」を搭載
したNEWモデル。ブランドカラーの鮮度ＵＰにプラス
し、ウエストゴムのソフトな風合いやパターン変化を取
り入れて着用感を追求したメインアイテムです。

ハイマウント レザーマン SIDE KICK
［税抜］¥ 10,000
89-9196 105

ビクセン SG2.1×42

細かい作業でも使いやすいスプリングアクションのプライ
ヤー、新開発のワイヤーカッター装備、ケース・カラビナ付
き。本体：ステンレススチール、ブレード：420HCステン
レススチール。[収納時：約97mm
（ブレード：約66mm）
］

超低倍率（2.1倍）
であるため、広い範囲を見渡すことが
できる星座観察用の双眼鏡。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

89-9194
89-9195

89-8430

102 サイズ : M

［税抜］¥

102 サイズ : L

［税抜］¥

95

［税抜］¥

13,500
13,500

24,000

アウトドア 89

簡易消火具 スーパールームガードⅣ
［税抜］¥ 3,400
90-3985 42

非常用圧縮毛布 EB-201（1枚入）
［税抜］¥ 5,000
90-9197 95

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

A4 サイズだから簡単に書棚や引き出しに収納でき
る。ポリエステル 100%。200×120cm

最低限必要な防災 17点セット
［税抜］¥ 5,000
90-5411 85

マルチポータブルチャージャー
［税抜］¥ 8,000
90-9198 65

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。

いざという時にこれ1台でマルチに活躍するラジオラ
イト。LEDライト、LEDランタン、AM/FMラジオ、サ
イレン、プラグイン携帯充電、ダイナモハンドル、単4
乾電池 ×3
（別売）
。USB充電。約18×5× 6cm

マルチパワーステーション２

初動対応キットDX

90-9199

70

［税抜］¥

9,000

90-9200

70

［税抜］¥

10,000

ハンドル回転式に代わり、アルカリ乾電池や蓄電された電源か
ら携帯電話への充電が可能。LEDライト、LEDランタン、AM/
FMラジオ、サイレン、ダイナモハンドル、太陽電池、USB充電、
プラグイン携帯充電、単3乾電池 ×3本（別売）
。約7×7×34cm

防災士が選定した災害時に初動対応するためのセット。
灯り、ラジオライト、ビル火災の避難時に必要なスモー
クシャットアウトなど、箱ごと動きやすいショルダーバッ
グに入れ、すぐに持ち出せます。約21×30×13cm

Power Go
ポータブルバッテリー＆ソーラーセット
［税抜］¥14,980
90-9201 102

THE ISU PACKER 防災セット
［税抜］¥ 20,000
90-8661 83

5000mAhのバッテリー内蔵、繰返し充電可能。iPhone8 でフ
ル充電２回分。充電しながら給電可能。
１年後電池残量は85%、
耐用年数は２年。ソーラーパネル開放時：約23×41×1cm

座椅子になる全く新しいカタチのリュック
（意匠登録申
請中）
を採用。防災士が考え、避難所での生活で必要
なものを取り揃えた27点のセット。約40×54×13cm

90 防災

16 型折畳自転車 f（エフ）
91-9152

80 アクアブルー

［税抜］¥

20,000

クラシックミムゴ FDB16G
91-9153

80 クラシックグリーン ［税抜］¥ 20,000

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

フレーム部分折り畳み機能搭載。折り畳み部分は二重
ロックの安全設計！ 16型。組立時：約53×128×91cm、
折畳時：約53×73×82cm

コールマン FDB206-HUNTER
［税抜］¥ 28,000
91-9154 95 グリーン

シンプルスタイル ２０型折畳自転車 H20BS
［税抜］¥ 30,000
91-8727 79 ネイビー

アーチ型フレームの折り畳み自転車。外装６段変速
で快適走行。20型、アルミリム、外装6段変速。
約154×58×103cm

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

クラシックミムゴ FDB206SG-RL
91-9155 80 クラシックレッド ［税抜］¥ 30,000

コールマン FDB206-YOUTH
［税抜］¥ 31,000
91-9156 95 グリーン

フレーム・ハンドル部分折り畳み機能搭載。折り畳み
部分は二重ロックの安全設計！６段変速。20型。組
立時：約56×150×105cm、折畳時：約42×85×78cm

キャリア付き折り畳み自転車。外装６段変速で快適
走行。20型、アルミリム、外装6段変速。約153×53×
105cm

シトロエン FD-MINIVELO206SG
91-9157 80 バニラホワイト ［税抜］¥50,000

フィールドチャンプ ノーパンク電動アシストFDB20E
［税抜］¥120,000
91-9158 85 ブラック

シトロエンは長い伝統と多彩なモデルによって、フランス人の心に
刻まれています。折り畳み部分は二重ロックの安全設計！６段変速。
20型。組立時：約57×149×90.5cm、折畳時：約58×94×80cm

フレーム・ハンドル部分折り畳み機能搭載。折り畳み部分は二
重ロックの安全設計！ 電動アシスト機能付き
（３モード）。20
型。組立時：約56×154×102cm、折畳時：約46×88×68cm
直送商品。表示価格に送料が含まれます。

自転車 91

ブリヂストン

PHYZ
92-9233

95 ホワイト

［税抜］¥

8,400

TOURB JGR
92-8854 103

ホワイト

［税抜］¥

5,400

飛びのアーチスト。無駄のない最適弾道で飛ばそう。

効率的にしっかり潰れて、しっかり弾く。全ては飛距
離の為に、飛距離モンスター登場。

TOURB X

TOURB XS

92-8855

99 ホワイト

［税抜］¥

6,300

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

92-9234

99 ホワイト

［税抜］¥

6,300

92-9235

３Ｄソックスエキスパート
92-9234
92-9235

92-8856

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

90 ブラック
90 ホワイト

2,500
［税抜］¥ 2,500
［税抜］¥

立体設計とホールド設計によるパワフルなフィット
感。防菌消臭効果、衝撃吸収、疲れ軽減等色々な効
果あり。フリーサイズ
（25 ～ 27cm）

ゴルフシューズチェンジカード
［税抜］¥ 13,800
92-9237 105
ゴルフシューズと交換できるギフトカード。
（メンズ ）

クラシックトートバッグ
92-9236

99 ブラック

［税抜］¥

11,000

カジュアルすぎないデザインと落ち着きのあるカラー
で、ゴルフ場までの移動中も気兼ねなく私服と合わせ
られるクラシックトートバッグ。約38×17×38cm

TOURB レインセット オレンジ
［税抜］¥16,000
92-9238 90 サイズ : M
［税抜］¥16,000
92-9239 90 サイズ : L
雨天時も快適にプレーできる高機能スペックのレインウエア。
92-9238 M：身長165-175cm 92-9239 L：身長175-185cm

92 ブリヂストン（ゴルフ）

ダンロップ

ゼクシオ プレミアム
93-8662

92 ロイヤルゴールド ［税抜］¥ 9,600

スリクソン Z-STARXV6
93-9104

97 ホワイト

［税抜］¥

6,300

ゼクシオ史上最軟の「高反発大径ソフト E.G.G.コア」に
より、高打ち出し低スピンの大きな飛びと非常にソフトな
フィーリングを実現。高弾道338スピードディンプル搭載。

新２層コアにより高反発化。飛距離性能を維持しながら、
SeRM®をコーティングに配合することで、フェースに食い
つくソフトな打感を実現し、スピン性能も大きく向上。

スリクソン AD333-7

ピンポンパット

93-9105

97 ホワイト

［税抜］¥

2,760

飛距離、スピン、ソフトフィーリングのベストバランス
ツーピース。

パタードーム＆マット
93-7453

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)。

93-8019

［税抜］¥

89

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

スリクソン ピップインビンゴ
［税抜］¥ 6,800
93-9106 89
ゲーム感覚でアプローチショットが上達する屋内専用練
習器具。
ビンゴカードをターゲットにすることで、楽しく、
集中して練習できます。ネット×2、マット×1、ボール
（赤、
青、白 ×各3）付き。φ約70cm［収納時：φ約37cm］

93-9108
93-8665

スリクソン スタンド式クラブケース
［税抜］¥ 8,500
93-8664 89 ネイビー
［税抜］¥ 8,500
93-8665 89 ブラック
スタンド式なのでクラブの出し入れがスムーズ。5 ～
6本のクラブを収納して楽に持ち運びできます。
素材：ポリエステル。※フードは付属しておりません。

ゼクシオ
キャディバッグ
93-9107
93-9108

93-9107

89 ホワイト

［税抜］¥

89 ブラック

［税抜］¥

29,000
29,000

口枠ハンドルを採用し、利便性とゼクシオの高級感を
追求したモデル。口枠ハンドル、フルオープンポケッ
ト、47 インチ対応。素材：合成皮革 (P.U.)。

ダンロップ（ゴルフ） 93

ソニー

三菱

94-9301

ソニー ワイヤレスステレオヘッドセット
［税抜］¥ 7,880
94-9300 102 ブラック
［税抜］¥ 7,880
94-9301 102 ブルー
フラットに折りたためるコンパクトタイプ。ワイヤレス
最大20時間再生。密閉ダイナミック型、30mmドラ
イバーユニット、フェライトマグネット。

ソニー グラスサウンドスピーカー
［税抜］¥ 73,880
94-8894 106
有機ガラス管が奏でる透明感のある音色で、部屋中
を満たす。約φ8 × 30cm

94-9302

ソニー デジタルビデオカメラ アクションカム
［税抜］¥ 40,830
94-9304 110
ブレに強く、スタミナ長持ちベーシックモデル。リチャージャブル
バッテリーパック、
マイクロUSBケーブル、アンダーウォーターハウ
ジング、装着バックル、ライブビューリモコン、クレードル、マウン
トアダプター、ベルト付属。約2×5× 8cm（バッテリー装着時）

三菱電機 ふとん乾燥機
94-5124

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つま先までしっかり温風
乾燥。抗菌、防カビ効果のある「プラチナ抗菌フィルター」を
通したきれいな風で、清潔に乾燥できます。約28×16×33cm

ソニー IC レコーダー
94-9302 107
94-9303 107

ブラック

［税抜］¥

ゴールド

［税抜］¥

8,360
8,360

USBダイレクト接続対応＆乾電池でも使用可能。簡単
操作と高音質録音を兼ね備えたスタンダードモデル。
ソニー単4形アルカリ乾電池 ×2付属。約4×11×2cm

三菱電機 ＩＨジャー炊飯器
［税抜］¥ 23,750
94-9305 105
特許 連続沸騰でうまみ濃厚。2.0mmの備長炭コー
ト、2層釜でふっくら、麦の食感を活かしつつ、おいし
く炊き上げる「麦飯モード」
。約24×29×23cm

41,250

三菱電機
コードレススティッククリーナー
［税抜］¥ 62,500
94-9307 105

大容量ハイパワー・ハイスピード除湿。市販ホースを
つなげて連続除湿（排水）
、室温１℃から除湿可能で
冬にも強い。約37×59×28cm

圧倒的な吸引力と軽さの両立、スティックにもハン
ディにもワンモーションでラクラク、インテリアに調
和するデザイン。約27×102×27cm

三菱電機 除湿機
94-9306 105

94 ソニー / 三菱

［税抜］¥

シャープ

シャープ 空気清浄機
95-9324 105

ホワイト系

［税抜］¥

18,800

寝室・パーソナルルームにおすすめ、スタンダードタイプ。消
費 電 力（50/60Hz）：「強 」37W/43W「中」22W/25W「弱」
10.5W(10.4W)/10.5W(10.4W)［（ ）内はモニターランプ切
時］、適用床面積（目安）
：～ 13畳（21m2）。約18×40×46cm

シャープ プラズマクラスター
スカルプエステドライヤー
95-9325 105 ブラック系 ［税抜］¥ 21,650
かっさアタッチメントを取り付け、心地よい刺激とイオンで頭皮ケ
ア。温風温度：約115℃（ホット/ドライ運転時 室温30℃）、消費電力：
1200W（ホット /ターボ運転時）、かっさアタッチメント、セット用ノ
ズル、スピードノズル、ユニット清掃ブラシ付属。約24×8×21cm

95-8905

シャープ ウェアラブルネックスピーカー
AQUOS サウンドパートナー
［税抜］¥ 12,890
95-9326 105 ホワイト
軽量、わずか88ｇ。様々なシーンでテレビや音楽が楽しめます。約14時間
再生、充電：約2時間30分、到達距離：約10m、端子：マイクロ USB端子
（充電用）、Bluetooth送信機、マイクロ USB充電ケーブル、USB延長ケー
ブル、オーディオケーブル、送信機固定用ケーブル付属。約18×18×2cm

パナソニック
くるくるドライヤー
ナノケア
95-8907 105

［税抜］¥

18,900

「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまと
まる髪へ。サロンブローブラシで、ツヤがあり毛先まで
しっかりまとまる美容室のブローのような仕上がり。ス
タイルに合わせて選べるアタッチメント付。約7×34cm

パナソニック スチーマー
95-9328 105

［税抜］¥

32,750

寝ながらエステも、集中エステも、これひとつ。アロマ
タブレット
（お試し用）
1個 。約20×13×18cm

シャープ ウォーターオーブン専用機
ヘルシオグリエ
［税抜］¥ 29,750
95-8905 105 レッド系
［税抜］¥ 29,750
95-8906 105 ホワイト系
｢水のチカラ」で調理するから、作りたてのようなおいしさに！ノンフライ調
理で、とってもジューシー＆うれしいカロリーダウン。加熱方式：過熱水蒸
気。パワー 3段階（弱・中・強）、タイマー：15分、1410W、約41×32×22cm

パナソニック ドライヤー
95-9327 105

ゴールド

［税抜］¥

15,300

国内でも、海外でも「ナノイー」
。美しく健やかな髪と
地肌へ。速乾ノズル、C-2プラグアダプター。
約8×19×21cm

パナソニック イオンエフェクター
［税抜］¥ 34,650
95-9329 105
イオンの力で、ビタミンＣ浸透。透明感のある明るい
肌へ。コットンリング、保護キャップ、ACアダプター。
約5×5×20cm

シャープ / パナソニック 95

キャノン

日立

キャノン PIXUS プリンター TS3130
［税抜］¥ 8,380
96-9318 105 ブラック

キャノン PIXUS プリンター TS8230
［税抜］¥ 27,500
96-9319 105 ブラック

写真あざやか文字もくっきり「４色ハイブリッド」
。写
真も文字もさらに見やすく美しくなりました。
「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。シンプルモデル。約44×32×15cm

写真もあざやか文字もくっきり「６色ハイブリッド」
。
4.3型タッチパネル搭載。置き場所や用途に合わせ
て給紙口が選べる、2WAY給紙。約37×32×14cm

キヤノン IXY200

キヤノン Powershot G9X MarkⅡ
［税抜］¥ 62,000
96-8912 101

96-8451 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（28224mm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2,000万画素。約9×5 ×2cm

高画質 軽々。薄型・軽量ボディ、F2.0大口径レンズ。
有効画素数／約2,090万画素、光学ズーム約3倍、3.0
型 TFTカラー液晶。約10×3×6cm

日立 オーブントースター

日立 紙パック式クリーナー

96-8041

97 レッド

［税抜］¥

4,280

96-7574

［税抜］¥

105

8,750

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。1000W、約31×30×23cm

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、消費
電力：1000W～約300W。吸込仕事率：510W～約
80W。約29×26×21cm

日立 ふとん乾燥機

日立 衣類スチーマー

96-9320 106

ウィステリア

［税抜］¥

15,580

マットを使わずスピード乾燥、ダニ対策コース約100分
＆専用デオドラント剤新開発、
静音コース新搭載。ふと
ん乾燥、靴乾燥アタッチメント付属。約34×28×22cm

96 キャノン / 日立

96-9321 106

ホワイト

［税抜］¥

10,350

ボタン１プッシュで、１分間連続でスチーム、高温・中温の２段階
スチーム、かけ面セラミックコートですべりやすい。ブラシアタッ
チメント、スタンド、注水カップ (約70㎖）付属。約13×18×9cm

タイガー

象印

象印 オーブントースター
こんがり倶楽部
97-9330

73

［税抜］¥

10,000

象印 ホットプレート やきやき
［税抜］¥ 20,000
97-9331 69

メニューに合わせて調節できる「80℃～高温250℃
温度調節」
。表面をこんがり焼き上げる
「上火グリル」
。
お手入れ簡単！「はずせるとびら」
。約29×34×26cm

丈夫で長持ち「トリプルチタンセラミックコートの遠赤
平面プレート」
。焼肉しながら野菜も焼ける
「平面スペー
スつき遠赤溝つき焼肉プレート」
。約39×49×13cm

象印 ふとん乾燥機 スマートドライ
［税抜］¥ 30,000
97-9332 63

象印 IH 炊飯ジャー 極め炊き
［税抜］¥ 30,000
97-9333 74

マット＆ホース不要のふとん乾燥機。ふとんにフィッ
トする台形ノズルとＷファン・大きな吹出口による大
風量でパワフル乾燥。ちょっとした隙間に収納できる
「薄さ13cm」
。約13×34×35cm

タイガー ヨーグルトメーカー
97-8459 85 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

タイガー ＶＥまほうびん

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
。
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
。30時間お
いしく保温できる「うるつや保温」
。約38×26×21cm

タイガー 食器乾燥機
97-9334

90

［税抜］¥

15,000

約100度の高温熱風とAg 抗菌加工フィルターで清潔
な庫内。お手入れしやすい取り外せるステンレス製ト
レイ。ふきんも乾燥できるふきんかけつき。温風式6
人用。約50×37×38cm

22,000

タイガー ＩＨホームベーカリー
［税抜］¥ 30,000
97-9336 94

蒸気を外に出さない構造でやけどの心配もありません。節電や安
全性・利便性にも配慮した新しい「とく子さん」。お湯をたっぷり使
うご家庭におすすめ。待機時間消費電力ゼロ。約23×30×31cm

ホームベーカリーで初めて一斤サイズの角食パンが焼けます。外は
パリッと中はふっくらとダブルＩＨで耳までおいしい食感を楽しめ
ます。全27種、多彩なメニュー。フラット庫内。約23×31×32cm

97-9335

94

［税抜］¥

象印 / タイガー 97

