
チューリップポイントカード
ご自由に
お持ちください



お得!お得お得!!お得!お得!

1 超深いいね　ダイヤモンドコート　
両口フライパン24cm

申込番号 125954 6枚／／（相当） 値引券3枚（2,010円相当）

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅45×径27×深さ
8㎝　680ℊ　㋑　※使用火力は中火以下で、空だきはしない
でください。

2 マリ・クレール　
ホットサンドトースター　ダブル

申込番号 125953 6枚／／（相当） 値引券3枚（2,010円相当）

MC-814　幅22.5×奥行22×高さ8.5㎝　965ℊ　コード長1.4m　
520W　㋑　※プレートは取り外し不可のためお手入れの際は濡
れた布巾等をお使いください。

4 タニタ　電子体温計
申込番号 161940 4枚／／（相当） 値引券3枚（2,010円相当）

BT470　幅2.9×奥行1.5×全長13.6㎝  23ℊ  CR2032コイン型電
池×1（お試し用）付　自動電源オフ（約3分）　前回値表示  保護ケース
付  医療機器認証番号229AFBZX00027000　㋑

3 うごく　
どこでもデスク　木目調

申込番号 133718 4枚／／（相当） 値引券3枚（2,010円相当）

天板：中密度繊維板　PVC　スチール　使用時：幅56×奥行32.5
×高さ24（収納時4.5）㎝　2.1㎏　耐荷重10㎏　㋑　※重い
物を乗せたり、体重をかけないでください。倒れる恐れがあります。

5 マリ・クレール　
パーソナル電気ケトル 1.2L

申込番号 125963 6枚／／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

MC-710　幅20.5×奥行14.5×高さ20.5㎝　800ℊ　コード長
75㎝　900W　㋑

8 まいにち使いの多用途
深型片手鍋 18cm

申込番号 312607 7枚／／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

ステンレス　最大幅36.7×径18×深さ14.5㎝　960ℊ　4L　
ガラスふた・脚付き片手ザル付　㋑

7 エレット　マルチコンパクトラジオ
申込番号 193136 8枚／／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

ET-14　幅14×奥行4×高さ8㎝　285ℊ　単4×3（別売）　スト
ラップ・充電用USBケーブル付　㋑　※必要に応じてお使い
の携帯電話・スマートフォンに適したUSBケーブルをご用意くだ
さい。

6 プリマポポ　ヨーグルト＆甘酒メーカー
申込番号 125964 8枚／／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

PP-116　本体：幅20.5×奥行18.5×高さ20.5㎝　650ℊ　コー
ド長1.4m　15W　㋑

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く） お得!な均一特集は次のページにもあります!

深いから煮物もできる！
軽くて便利なフライパン。

気軽にホットサンドが作れる♪
2コ同時調理もできるダブルタイプ。

「段付構造」で吹きこぼれにくい。
  用途が広がるザル付き。

ダイヤモンドコートで、お手入れも簡単。 お湯が沸くと自動で
電源が切れる安全設計。

好きなヨーグルト、
ブームの甘酒をコスパ良く作れます。

3,850円
メーカー参考価格（（税込）

4,400円
メーカー参考価格（（税込）

4,400円
メーカー参考価格（（税込）

5,500円
メーカー参考価格（（税込）

2,728円
メーカー参考価格（（税込） 2,750円

メーカー参考価格（（税込）

5,500円
メーカー参考価格（（税込）

4,950円
メーカー参考価格（（税込）

両サイドの注ぎ口で、
盛り付けもらくらく♪

マリ・クレールブランドの
おしゃれなデザイン。

暗い部屋でも測定しやすいバック
ライト表示。大きい文字で数値も
みやすい。

5段階に
角度調整
可能。

先端が柔らかく先端が柔らかく
ワキにフィットする体温計。ワキにフィットする体温計。

今だけ使いたい！そんな時でもスグ使える！今だけ使いたい！そんな時でもスグ使える！

ワキ
専用

予測平均
約20秒

レトルト食品や麺類など、
いろいろ調理可能。

ヨーグルトは500ml牛乳パックの
まま調理もできる2WAY仕様！

ザルを入れた
まま茹でられ
るので、湯切り
が簡単。

4つの電源で安心。4つの電源で安心。
機能充実のコンパクトな機能充実のコンパクトな
ラジオライト。ラジオライト。

大人かわいいマリ・クレールの大人かわいいマリ・クレールの
電気ケトル。電気ケトル。

自家製ヨーグルト・自家製ヨーグルト・
甘酒で毎日健康生活！甘酒で毎日健康生活！

FM・AMラジオ
ソーラー充電 手回し充電

サイレン LEDライト
USB充電

元気がでる
キレイな

カラーリング。

落下防止の
ストッパー

付き。

ドリンク
ホルダー

人気
商品!人気商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!人気商品!
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お得!お得お得!!お得!お得!

4 日本製ステンレスハンガー　40ピンチ
申込番号 193114 10枚／／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

ステンレス　幅68.5×奥行34×高さ21.8㎝　収納時：幅37.5×奥
行34×高さ7㎝　1.08㎏　耐荷重8㎏　㋐

3 アルス　伸縮式高枝バサミ
ズームチョキエコノ２ｍ

申込番号 193193 9枚／／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

高炭素刃物鋼　全長1.25～２m　刃渡り5㎝　760ℊ　専用ノコギ
リ・刃カバー付　㋐

2 MTG　リファイオンケアブラシ
申込番号 141643 9枚／／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

RS-AI00A　幅19.6×奥行5.8×高さ5㎝　110ℊ　スタンド付
㋐

6 勝野式　医学博士の三層構造マット
～More Sleep～

申込番号 162353 15枚／／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

ポリエステル　95×200×厚さ1.5㎝　1.94㎏　㋑

5 勝野式　美姿勢習慣　コンフォート
オレンジ申込番号 162402 16枚／／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

グリーン 申込番号 162403 16枚／／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

側地：ポリエステル　ウレタンフォーム　ポリエチレン　幅46×奥行
50～90×高さ16～56㎝　2.8㎏　耐荷重100㎏　14段階リクライ
ニング　楽々エクササイズレシピ付　㋑

7 tower　ブレッドケース
ホワイト 申込番号 125077 13枚／／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

ブラック 申込番号 125078 13枚／／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

スチール　幅40×奥行34.5×高さ24㎝　内寸：幅39.5×奥行32×
高さ20.5㎝　5.1㎏　耐荷重10㎏　㋑

1 ヤマト屋　
スコッシュ

ブラック 申込番号 106496 9枚／／（相当） 値引券7枚（4,690円相当）

ブルーグレー 申込番号 106495 9枚／／（相当） 値引券7枚（4,690円相当）

ナイロン（表面：ポリカーボネートコーティング）　縦19×横13㎝
ショルダー76～146㎝（着脱可）　70ℊ　ファスナー開閉式　外
側：オープンポケット1コ　㋐

8 落合務　
ステンレス圧力鍋　3.2L

申込番号 123183 16枚／／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

ステンレス　最大幅38.7×高さ20.4㎝　径18×深さ13㎝　1.86㎏　
適正容量2.2L（満水3.2L）　レシピ（8メニュー）　㋑

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

伸びた庭木を整える！ とにかく丈夫な高級ステンレスハンガー。

70gの超軽量!高級感ある老舗の
ミニショルダーバッグ。

毎日の毛穴ブラッシングで
すこやかな頭皮へ。

布団やベッドに敷くだけで
体がラク～になる！
腰の沈みすぎを防ぎ、肩や腰への
負担を軽減する体圧分散マットレス。

リラックスタイムが
エクササイズタイムに早変わり。

すてきな商品まだまだあります!

伸びる軽量の伸縮式ハサミ。 
切った枝をつかめる便利なつかみ刃が付いています。

お買い物や旅行で大活躍！ シャンプー中にブラッシングするだけ。
頭皮の汚れまですっきり！

10,780円
メーカー参考価格（税込）

医学博士
勝野 浩先生監修

抜群の通気性！
蒸れにくく

1年中快適。 10,456円
メーカー参考価格（税込）

姿勢と骨盤をケアする
健康座椅子。

マークの商品はご自宅お届けになります。

体への圧力を軽減する三層メッシュ構造
❶  サラッとした感触で 

やさしく体を支える。

❷  ソフトな弾力で寝返りを 
サポート。

❸  沈み込みを軽減し楽な 
寝姿勢へ導く。

オレンジ

ブルーグレー

ブラック

ホワイト

ブラック

グリーン

立体構造で
骨盤を左右から

 包み込む。

一般的な座椅子 美姿勢習慣
コンフォート

だ
る
〜
ん

シ
ャ
キ
ッ
！！

寝転ぶだけでぐい〜ん！

※イメージ

6,380円
メーカー参考価格（税込）

6,820円
メーカー参考価格（税込）

予約の取れない人気レストランの
オーナーシェフ「落合務」プロデュース。

干しやすいロングピンチと絡みにくいリング留め仕様で、使いやすさに
こだわりました。

上にトースターなどを置くこともできます。

低圧・高圧調整ができる!
使いやすい片手タイプ。

パンや調味料、紅茶などを
すっきりまとめて収納できます。

3.2L
3合 11,000円

メーカー参考価格（税込）

切ってつかめる！
カットキャッチ機能。

2つの硬さのピンで届きにくい頭皮
に入り込む。

太い枝は
ノコギリ刃でカット。

スマートフォンや
ミニ財布を入れて
サッとお出かけ！

27Lの
  大容量。

6,050円
メーカー参考価格（税込）6,160円

メーカー参考価格（税込）

8,910円
メーカー参考価格（税込）

イオン
プレート
搭載！

色々と改良を重ねて
きた愛着ある商品で
す。 長く使っていた
だけるように！ そん
な気持ちでいつも商
品をつくっています。

本多工業
工業長／本多さん

日本製

日本製

日本製

肩こり

姿勢補整

猫背

日本製

（ネット使用）

洗濯機
OK

（ネット使用）

洗濯機
OK
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キッチン Kitchenフライパン・鍋

マルチパン

7役
1台

和える

沸かす 焼く 揚げる 炊く

炒める 茹でる

アルミ基材

ミドルコート
プライマーコート

トップコート
ふっ素層

アルミの1010倍の硬さを誇る、  
独自のプラズマコーティングが、 
ふっ素層とアルミ基材を高密着。 
抜群の耐久性を実現しました。

限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

 ハンドルの留め具が
無いので、

汚れが溜まらず
 洗いやすい。

人気の取っ手形状で、
洗うのも収納も

ラクラク♪

驚くほど
つるつるスベスベ！

プラズマ超硬質コートを施した圧倒的な耐久力。プラズマ超硬質コートを施した圧倒的な耐久力。

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最大幅36.8㎝　焼き面：
13×18×深さ3.5㎝　413ℊ　②最大幅40.1×径22×深さ6㎝　
597ℊ　③最大幅48.5×径26×深さ6㎝　674ℊ　④最大幅50.5×径
28×深さ6.5㎝　780ℊ　⑤最大幅48.5×径26×深さ7.5㎝　720ℊ　
⑥最大幅49.7×径28×深さ8㎝　793ℊ　㋑　※2年間保証は通常
使用による内面フッ素樹脂加工のはがれが対象です。

4 エバークックαシリーズ
①玉子焼きパン 申込番号 125392 値引券 7枚（4,690円相当）

②フライパン22㎝ 申込番号 125393 値引券 8枚（5,360円相当）

③フライパン26㎝ 申込番号 125394 値引券 9枚（6,030円相当）

④フライパン28㎝　 申込番号 125395 値引券10枚（6,700円相当）

⑤いため鍋26㎝　 申込番号 125396 値引券10枚（6,700円相当）

⑥いため鍋28㎝ 申込番号 125397 値引券 11枚（7,370円相当）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最大幅29.5×径18×深さ
8.8㎝　960ℊ　2.5L　②最大幅31.5×径20×深さ8.9㎝　1.1㎏　3L
③④最大幅35×奥行18×深さ5㎝　870ℊ　㋑

1 ToMay シリーズ
①マルチパンM イエロー 申込番号 125921 値引券7枚（4,690円相当）

②マルチパンL レッド 申込番号 125922 値引券8枚（5,360円相当）

③スクエアパン18㎝ イエロー 申込番号 125920 値引券7枚（4,690円相当）

④スクエアパン18㎝ レッド 申込番号 125919 値引券7枚（4,690円相当）

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　①最大幅37.5×径20×深さ
5㎝　500ℊ　②最大幅43×径24×深さ5.5㎝　700ℊ　③最大幅45×
径26×深さ5.5㎝　800ℊ　④最大幅47×径28×深さ5.5㎝　900ℊ　
⑤最大幅47×径28×深さ8.5㎝　1㎏　㋑

2 サーモス　プラズマ超硬質コート 
フライパンシリーズ

①フライパン20㎝ 申込番号 125981 値引券 8枚（5,360円相当）

②フライパン24㎝ 申込番号 125982 値引券 9枚（6,030円相当）

③フライパン26㎝ 申込番号 125983 値引券 9枚（6,030円相当）

④フライパン28㎝ 申込番号 125984 値引券10枚（6,700円相当）

⑤いため鍋28㎝ 申込番号 125985 値引券 11枚（7,370円相当）

3 マリウス　
ダイヤモンド フライパンシリーズ

①フライパン20㎝ 申込番号 125490 値引券4枚（2,680円相当）

②玉子焼きパン 申込番号 125491 値引券4枚（2,680円相当）

③フライパン26㎝ 申込番号 125492 値引券5枚（3,350円相当）

④ディープパン24㎝ 申込番号 125493 値引券5枚（3,350円相当）

⑤フライパン28㎝ 申込番号 125494 値引券6枚（4,020円相当）

⑥いため鍋28㎝ 申込番号 125495 値引券7枚（4,690円相当）

アルミニウム合金(内面フッ素樹脂加工)　①最大幅38.3×径20×深さ
4.8㎝　460ℊ　②最大幅36㎝　焼き面：13×18×深さ3.6㎝　410ℊ
③最大幅48×径26×深さ5.6㎝　660ℊ　④最大幅46.2×径24×深さ
7.1㎝　680ℊ　⑤最大幅50×径28×深さ6.3㎝　890ℊ　⑥最大幅
50×径28×深さ8.1㎝　900ℊ　角の丸い金属ヘラ使用可　㋑

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

スクエアパンはギョウザ、玉子焼きに便利！

一つで何通りもこなせる便利なシリーズ。

17,000℃※の超高温プラズマジェットでコーティング。
抜群の耐久性を実現しました。
※コーティング時のプラズマジェットの電子温度

②マルチパンL 
　レッド

①マルチパンM 
　イエロー

③スクエアパン18㎝　　
　イエロー

④スクエアパン18㎝　
　レッド

①フライパン20㎝

②フライパン24㎝

③フライパン26㎝

④フライパン28㎝
⑤いため鍋28㎝

4層ダイヤモンドマーブルコート！強くて、軽くて、こびりつきにくい！4層ダイヤモンドマーブルコート！強くて、軽くて、こびりつきにくい！

こびりつき知らずでストレスフリー。こびりつき知らずでストレスフリー。

たくさんの調理器具はもういらない！たくさんの調理器具はもういらない！

レトルトの
あたためにも。
角があるから
注ぎもOK。

①玉子焼きパン

⑤ ⑥いため鍋 
26・28㎝

②③④
フライパン 22・26・28㎝

①③⑤
フライパン 20・26・28㎝ ②玉子焼きパン

④ディープパン 24㎝ ⑥いため鍋28㎝

クリア

耐摩耗性テスト
100万回

※ 一般財団法人日用 
金属製品検査センター 
調べ

人気
商品!人気商品!人気商品!

2 数量
限定
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2 家事問屋　フライパンカバー
申込番号125832 値引券6枚（4,020円相当）

18-8ステンレス　ガラス　径27.8×高さ7.5㎝　380ℊ　㋐

5 家事問屋　
横口ボールザルセット20

申込番号125833 値引券7枚（4,690円相当）

18-8ステンレス　ボール：径20×高さ10㎝　210ℊ　ザル：径19×
高さ8.5㎝　180ℊ　適正容量：1.2L　㋐

4 家事問屋　立つ洗い桶
申込番号125965 値引券8枚（5,360円相当）

18-8ステンレス　幅37.5×奥行26.8×高さ12.3㎝　650ℊ　7.6L
㋐

6 家事問屋　ツールスタンド15
申込番号125957 値引券6枚（4,020円相当）

18-8ステンレス　径10.8×高さ15㎝　370ℊ　㋐

1 家事問屋　マッシャー
申込番号125955 値引券2枚（1,340円相当）

18-8ステンレス　径7×高さ13㎝　84ℊ　㋐

3 家事問屋　てつまろ
申込番号125956 値引券2枚（1,340円相当）

鋳鉄　幅4.4×奥行4.4×高さ2㎝　100ℊ　㋐　※鉄製品はお手入
れをしないと、サビが発生します。商品の説明書きをよくお読みの上、お
手入れを行ってください。

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

力を入れやすい形状で、楽に潰せます。

２０・２２・２4・２6㎝のフライパンに使える！ 手軽に、鉄分を補給。

お玉や菜箸などのキッチンツールが
たっぷり入る。

調理の下ごしらえをしっかりサポート。

継ぎ目がなく汚れがたまりにくい。

缶の油切り・水切りにも使えます。

立てて置けるので、置き場所に困
りません。

握りやすいハンドル。

仕切りは外して丸洗いできる。

紐も取り付けやすいドーナツ型。  野菜が色よく漬かります。

スタンドで
立てて置けて

衛生的。

側面の穴から水が流れ出ます。

シンクの中でも場所を
取りません。

使い終わった後に、立てて水切りできるから衛生的。

生地を流すのに便利！

余分な水が横口から流
れ出るので、水を出し
たままでも食材があふ
れ出ません。

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

箸でさっと
取り出しやすい

中が見えて
調理しやすい。

ステンレス製で
長く使えます。

取っ手付きの
ザルで水切りも

ラクに。

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

「ありきたり、なのに使いやすい」
燕三条生まれの家事の道具です。
金物加工の一大産地、燕三条で生み出された
家事の道具は、使うたびにほんの少し喜びを
感じられる使い心地のよい製品です。

日
本製
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ギュッ！

約7分+余熱7分
（3個の場合）

加熱時間目安

3 カットできちゃうバターケース
申込番号123087 値引券2枚（1,340円相当）

ポリエチレン　AS樹脂　ABS樹脂　18-8ステ
ンレス　幅16.5×奥行9.5×高さ6.8㎝　152ℊ　
㋐

5 楽 レ々ンジゆでたまご
申込番号124473 値引券2枚（1,340円相当）

ポリプロピレン　アルミニウム　幅15×奥行12.7×高さ13.3㎝　165ℊ　
㋐

4 たまッシュ！
申込番号125958 値引券2枚（1,340円相当）

ABS樹脂　AS樹脂　ステンレス　幅10.5×奥行12.7×高さ6.5㎝　86ℊ　
㋐

2 レンゲスプーン5本組
申込番号123385 値引券2枚（1,340円相当）

18-8ステンレス　幅3.7×全長17.7㎝　43ℊ　㋐

限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

刃身：モリブデンバナジウム鋼　柄：ステンレス　［三徳包丁］全長
29㎝　刃渡り17㎝　130ℊ　［ミドル三徳包丁］全長26㎝　刃
渡り14.5㎝　95ℊ　［ペティナイフ］全長25㎝　刃渡り13.5㎝　
82ℊ　㋐

1 燕技　包丁シリーズ
三徳包丁 申込番号 125009 値引券9枚（6,030円相当）

ミドル三徳包丁 申込番号 125010 値引券8枚（5,360円相当）

ペティナイフ 申込番号 125011 値引券7枚（4,690円相当）

8 燕三条　職人技おろし
申込番号125349 値引券9枚（6,030円相当）

本体：ステンレス　滑り止めマット：エラストマー樹脂　幅10.6×奥行22
×高さ5.6㎝　450ℊ　滑り止めマット付　㋐

9 燕三条発いいもの小路　
鉄製フタ付天ぷら鍋24cm

申込番号123510 値引券8枚（5,360円相当）

本体・フタ：鉄（シリコン焼付塗装）　油切り網：鉄（クロムメッキ）　最大
幅33×径24×深さ8㎝　1.71㎏　適正容量1.3L（満水3.2L）　温度計・
網付　　㋐　※揚げ物以外の調理にはご使用いただけません。　※
鉄製品はお手入れをしないと、サビが発生します。商品の説明書きをよく
お読みの上、お手入れを行ってください。

6 関孫六　鍛造
オールステンレスキッチン鋏

申込番号125590 値引券9枚（6,030円相当）

刃：ステンレス刃物鋼　柄：ステンレス　幅7.5×全長20.7㎝　刃渡り
8.5㎝　160ℊ　㋐

7 燕三条　匠　ロールシャープナー
申込番号125472 値引券5枚（3,350円相当）

荒砥石：ダイヤモンド砥石　仕上砥石：セラミック砥石　本体：18-8ステ
ンレス　幅15×奥行2.7×高さ3㎝　160ℊ　㋐　※ステンレス製、
チタン製の両刃包丁専用。セラミック製の包丁には使用できません。

食材の旨味・栄養を損なわず調理できます。

分解して洗えます。

ハンドルカバーを開閉して
簡単に砥石のお手入れが
できます。常温に戻した市販のバター（200ℊ）をひと押しで

約5ℊの薄切りにカット。そのまま冷蔵庫で保存できます。
こぼれにくく、口に運びやすい。

ギュッとひと押しで約5ℊずつにカット。ありそうで無かった、究極のデザイン。

ゆでたまごを
素早くマッシュ！

酵素と食物繊維たっぷりの大根おろしを、
職人が造ったおろし器で。

抜群の切れ味の高級はさみ。
継ぎ目のない一体型で衛生的。

往復させるだけで簡単に砥げる！

新潟県燕市の熟練の職人が
一丁一丁丹念に本刃付け。
切れ味に自信あり。

電子レンジで同時に3個のゆで卵！
卵と水を入れ、
電子レンジで加熱するだけ！
半熟・普通・固めの
調節ができます。

たまごサラダがあっという間に
完成します。

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

包丁いらずでラクラク。

刃身はモリブデンバナジウム鋼を使用。
切れ味が持続します。

三徳包丁 ミドル三徳包丁 ペティナイフ

オール
ステンレスで
お手入れが
簡単です。

鏨
たがね

で一刃一刃
起こした本格目立て。

揚げ物を快適にする工夫がいっぱい！

温度計で
適温を確認。

おかずを
すくいやすい
大きめサイズ。

極細ワイヤーで、
簡単に細かく

カット。

柔らかい
食材も！

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

フタの内側に
油切り網付き。

日本製

日本製 日本製レンジ 
専用

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製 数量
限定

日本製

人気
商品!人気商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!人気商品!

日
本製
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キッチン Kitchen雑貨

凹凸刃が力を入れずに
食材へ鋭く食い込みます。

8ハリオ　
スタッキング耐熱ガラス
コンテナ 3個セット

申込番号125759 値引券4枚（2,680円相当）

本体：耐熱ガラス　フタ：ポリプロピレン　250ml：幅11.1×奥行10.7×
高さ4.7㎝　203ℊ　2コ　900ml：幅23.8×奥行12.5×高さ5.6㎝　
645ℊ　1コ　㋐

6とびだせおにぎり
申込番号125839 値引券3枚（2,010円相当）

ポリプロピレン　径18.8×高さ4.2㎝　344ℊ　しゃもじ付　㋐

2レンジで
発熱する皿 24cm

申込番号125897 値引券5枚（3,350円相当）

耐熱陶器　径24×高さ4㎝　720ℊ　㋑

5セレクト100　T 型ピーラー　
申込番号125959 値引券2枚（1,340円相当）

刃:ステンレス刃物鋼　本体:18-8ステンレス　幅6.8×奥行13.7×高さ
1.1㎝　57ℊ　㋑

1タップリィⅡ
ホットサンドメーカー

申込番号125536 値引券5枚（3,350円相当）

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　最大幅37.5×高さ3.8㎝　焼
き面：13×14㎝　750ℊ　㋑

10アンカラーズ
真空二重ステンレス
卓上ポット1L

申込番号125898 値引券4枚（2,680円相当）

ステンレス　ポリプロピレン　シリコーンゴム　幅14.4×奥行9.8×高
さ24.5㎝　510ℊ　保冷・保温効力：7℃以下（6時間）・66℃以上（10時
間）　㋑

3フタ付きデイリー・エッグパン
申込番号123632 値引券3枚（2,010円相当）

本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　フタ：ステンレス　最大幅
35㎝　焼き面：13×16.5×深さ3㎝　515ℊ　フタ付　㋑ 

7ハリオ　耐熱ガラス製
深型ボウル 3個セット

申込番号314831 値引券5枚（3,350円相当）

耐熱ガラス　小：径15.6×高さ10.2㎝　525ℊ　900ml　中：径18.7×高
さ11.5㎝　780ℊ　1.5L　大：径21×高さ12㎝　890ℊ　2.2L　㋐ 

9夢
ム

ゲンナイフ
申込番号125481 値引券5枚（3,350円相当）

刃：モリブデンバナジウム鋼　柄：ポリプロピレン　全長27㎝　刃渡り14㎝　
48ℊ　㋐

4浅ザル＆トレーセット
申込番号123742 値引券2枚（1,340円相当）

ステンレス　浅ザル：径25×高さ6㎝  トレー：径24×高さ1.8㎝  270ℊ  
㋐

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

フタをしたまま
電子レンジで
使用できる保存容器。

飲み物の冷たさ・温かさを
長時間キープ！

すべるような、軽くて薄い
感動の切れ味！

限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

※フライパンは使用火力を中火以下にして、空だきはしないでください。

芽取り付き。

すべりにくい
ウェーブ型。

フタ付きだから、目玉焼きや
ギョウザも”ふっくら” 焼ける。

夏は麺類の水切りに、
冬は鍋の材料の盛り付けに。

はさんで焼くだけ。
市販の食パンがまるまる収まります。

フチがカーブしているので、玉子焼きの返しがラクラク♪

調理や下ごしらえの時の
混ぜやすさを考えた形状です。

内面フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。

ご飯に直接触れず衛生的！ 
ダブルエンボス加工でご飯
がくっつきにくい。

お皿だから調理後はそのまま食卓へ♪洗い物が減らせます｡

電子レンジと陶器の
発熱効果で、調理時
間を短縮！

混ぜやすい深底形状のボウル。

チョコレートの湯せんも楽らく♪

ご飯を詰めて 型をはめて できあがり！

トマト、鶏肉など切りにくい食材もスッと切れる。
力を入れずに切れる不思議なナイフ！

みんなで楽しく
おにぎり作り！

レンジで肉や魚が焼けて、そのまま食卓に出せるお皿。

アルミニウム
合金で軽量
タイプ。

数量
限定

人気
商品!人気商品!人気商品!

トレー付きなのでそのまま
食卓に出せます。

着脱式で
ミニフライパンと
しても使用可能。

適度な深さのある、
料理が映える
デザイン。

一度に
6個作れ
ます。

絶妙な
ミニサイズ。使い

勝手が抜群。

氷も入れら
れます。

▶ ▶

（フタは除く）

日本製

日本製

数量
限定

数量
限定

日本製

数量
限定

日本製日本製

食パン

6・8枚切
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5ブルーノ　
コンパクトホットプレート

レッド 申込番号 123523 値引券 16枚（10,720円相当）

ネイビー 申込番号 124460 値引券 16枚（10,720円相当）

BOE021　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　幅37.5
×奥行23.5×高さ14㎝　2.3㎏（平面プレート使用時）　コード長1.7m　
1200W　温度：65～250℃　平面プレート・たこ焼きプレート・木べら付　
㋑

4ブルーノ　グリルサンドメーカー　
シングル　グレージュ 申込番号 125819 値引券 12枚（8,040円相当）

シングル　レッド 申込番号 125382 値引券 12枚（8,040円相当）

2レコルト　カプセルカッター　ボンヌ
カーマインレッド 申込番号 125273 値引券 11枚（7,370円相当）

クリームホワイト 申込番号 125274 値引券 11枚（7,370円相当）

RCP-3　幅12.4×奥行11.7×高さ23.4㎝　1.1㎏　コード長1m　260W　
500ml　㋑　※ご家庭の製氷皿で作った⾓氷や、市販の氷（4㎝⾓以下）
もご使用いただけます。

1レコルト　ソロブレンダー　シエル
ピンク 申込番号 125968 値引券 8枚（5,360円相当）

ブルー 申込番号 125967 値引券 8枚（5,360円相当）

ホワイト 申込番号 125966 値引券 8枚（5,360円相当）

RSB-4　ボトル：AS樹脂　幅8.5×奥行8.5×高さ29㎝　800ℊ　コード長
1m　170W　300ml　ボトルフタ・パッキン用スティック付　㋑　
※ご家庭の製氷皿で作った氷（3㎝⾓以下）3～4個まででご使用ください。

ダブル　グレージュ 申込番号 125818 値引券 17枚（11,390円相当）

ダブル　レッド 申込番号 125747 値引券 17枚（11,390円相当）

3レコルト　ハンディブレンダー
ベビーホワイト 申込番号 125547 値引券 10枚（6,700円相当）

ベビーピンク 申込番号 125548 値引券 10枚（6,700円相当）

RHB-1　ブレンダーセット時：幅6×奥行6×高さ36㎝　560ℊ　コード長
1.5m　200W　600ml　アタッチメント（ブレンダー・ダブルビーター・チョッ
パー）・メモリ付きスリムカップ付　㋑　※ご家庭の製氷皿で作った氷

（2.5㎝⾓以下）150ℊ（15個程度）まででご使用ください。

［シングル］BOE083　幅16.5×奥行24×高さ14.5㎝　2㎏　コード長1.3m　550W　ホットサンドプレート付　［ダブル］BOE084　幅28.5×奥行24×
高さ14.5㎝　3㎏　コード長1.3m　900W　ホットサンドプレート・グリルプレート付　㋑　※グリル調理ができるのはダブルのみです。

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く） 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

便利すぎる! 便利すぎる! 11台7役のフードプロセッサー。台7役のフードプロセッサー。

作ってそのまま飲める・持ち歩ける！ブレンダー。作ってそのまま飲める・持ち歩ける！ブレンダー。

ホットサンドから本格料理まで愉しめる！ホットサンドから本格料理まで愉しめる！

2～3人で使えるA4サイズ。2～3人で使えるA4サイズ。
温度調節自在で多彩な調理OK!温度調節自在で多彩な調理OK!

初めてでも簡単操作でレパートリー広がる！初めてでも簡単操作でレパートリー広がる！

手間のかかる料理の下ごしらえを簡単にします。

ダブルウォールボトルで、結露しづらくさらに便利になりました♪

中に好きな柄の
台紙を入れてア
レンジできる♪

フタをして気軽に持ち歩けます。

３種類のアタッチメントを付け替えて１台５役。

大根おろしも
ホイップクリームも。市販の氷も砕けるので、

かき氷も簡単に。

カーマインレッド

ピンク

ブルー
ホワイト

クリームホワイト

つぶす 泡立てまぜる

きざむ砕く おろす

練る 氷OK※

スムージー

スープ

ジュース

フローズンドリンク

氷OK※

つぶす

泡立て

まぜる

きざむ

砕く

氷OK※

ベビーピンクベビーホワイト

スピード調整&ダブ
ルビーターで料理の
仕上がりがワンラン
クアップ！

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

ヨーロッパの焼き菓子を 
イメージしたお洒落な焼き目。

プレートが取り外せて
お手入れラクラク！

シングル　レッド ダブル　グレージュ

ダブル　レッド

シングル　
グレージュ

「ダブル」は付属の
グリルプレートで
お肉のグリルなど、

本格料理が愉しめる！

ボリュームのある
ホットサンドが
簡単に完成！　

※ダブルは同時に
2個作れます。

人気
商品!人気商品!人気商品!フタ

平面
プレート

たこ焼き
プレート本体 ネイビー

レッド

ダブル　
レッド

シングル
レッド

（20メニュー）

（28メニュー）

（15メニュー）

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

食パン

6〜12枚切
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キッチン Kitchen家電

焼き面を
約210〜250℃に

コントロール。脂を炎に
落とさず煙が
出にくい。

アクアパッツァ

無水カレー

5アラジン  グラファイトトースター
ホワイト 申込番号 125821 値引券28枚（18,760円相当）

グリーン 申込番号 125820 値引券28枚（18,760円相当）

AET-GS13C　幅35×奥行29.5×高さ23.5㎝　庫内：幅31×奥行23.5×
高さ8.7㎝　3.4㎏　コード長1.2m　1270W　温度：100～280℃
中国・フィリピン製　※人気商品のため、お届けまでにお時間をいただく場合が
あります。

9イワタニ　カセットガス
クッキングトーチバーナー

申込番号 125401 値引券 5枚（3,350円相当）

CB-TC-CKGR　幅16.9×奥行4.2×高さ9.3㎝　175ℊ　最大発熱量
1.9kW　連続燃焼約110分（カセットガス1本）　安定プレート付　
㋐　※カセットガスはついておりません。　※イワタニカセットガス（別
売）をお使いください。

6シロカ　ノンフライオーブン
申込番号 125666 値引券 30枚（20,100円相当）

ST-4N231　幅38×奥行31×高さ24㎝　庫内:幅25×奥行24×高さ7㎝　
3.9㎏　コード長1.1ｍ　1200Ｗ　温度:100～250℃　㋑

1電気圧力鍋　インスタントポット　
Nova Plus Mini

申込番号125726 値引券 27枚（18,090円相当）

ISP1003　幅29×奥行25.5×高さ28.5㎝　3.7㎏　700W　コード長
1.1m　蒸し台・計量カップ・しゃもじ・おたま付　㋑

2 T-fal　ラクラ・クッカー
申込番号125755 値引券 44枚（29,480円相当）

CY3511JP　幅26×奥行28.5×高さ28.3㎝　4.2㎏　コード長1.5m　
700W　蒸し台・炊飯用カップ付　㋑

8イワタニ　カセットガス
スモークレス焼肉グリル　やきまるⅡ

申込番号125398 値引券14枚（9,380円相当）

CB-SLG-2　プレート：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）　幅30.3×
奥行27.8×高さ14.9㎝　2㎏　最大発熱量1.0kW　連続燃焼約217分　
㋐　※イワタニカセットガス（別売）をお使いください。

4タイガー
オーブントースター

申込番号 125846 値引券 11枚（7,370円相当）

KAK-G101K　幅31.2×奥行27.1×高さ22.4㎝　庫内：幅26×奥
行21×高さ8.5㎝　2.8㎏　コード長1m　1000W　 火 力5段 階　

（260/490/510/750/1000W）　㋑

3リブセトラ　電気圧力鍋
レッド 申込番号 125347 値引券18枚（12,060円相当）

ブラック 申込番号 125348 値引券18枚（12,060円相当）

LPC-T1201　幅26.8×奥行26×高さ25.5㎝　2.7㎏　コード長1.5m　
600W　30分タイマー　計量カップ・しゃもじ・蒸し皿付　㋑

7タニタ　デジタルクッキングスケール
申込番号 123106 値引券 6枚（4,020円相当）

KD-312　幅16.2×奥行19×高さ3.8㎝　388ℊ　単3×2（お試し用）付　
㋐ 

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く） 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

グリーンホワイト

遠赤グラファイト搭載。外はこんがり、
中はモチモチの絶品トーストが完成します。

トーストが一度に4枚まで焼ける広々庫内。

簡単ほったらかしなのにプロの味！

忙しい平日も、ひと手間を楽しむ休日にも大活躍♪

高温＆短時間だから、おいしい。

レッド
ブラック

料理の幅が広がる
レシピブック2種付き！

肉じゃが1.2L
3合

3L
4合

3L
4合

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

19,800円
メーカー参考価格（税込）

点火レバーを 
握ると点火、 
離すと消火する
ラクラク操作！

煙の発生を少なく抑え、
室内で焼肉が楽しめる！

時短料理から本格料理まで1台1２役！

材料を入れてセットするだけ！
1～２人用に最適なコンパクトタイプ。

1台７役！簡単操作のマルチクッカー。

炙りや焦げ目をつけて、
おうちごはんをアップグレード。

油を使わずに揚げ物ができる、
ヘルシーなノンフライ調理。

人気
商品!人気商品!人気商品!

遠赤ヒーター採用
（上部ヒーター）。

簡単操作のコンパクトタイプ。

たくさんはかれる3kgのスケール。

文字高2㎝の
見やすい
デジタル表示。

日本製 数量
限定

1台7役
多機能圧力鍋！ 
❶ 圧力　　
❷ 煮込む
❸ 炒める　
❹ 蒸す 　
❺ 炊飯　　
❻ スロークック　
❼ ヨーグルト
    メーカー　

1台12役！ 
多機能圧力鍋

❶ 圧力調理　
❷ 蒸す
❸ 煮る　　　
❹ 炒め　
❺ 低温調理　
❻ 無水料理   
❼ 発酵
❽ 炊飯モード（2種）
❾  レシピモード（3種）

食パン

2枚

食パン

4枚

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

（100メニュー）

（80メニュー） （16メニュー）

（各50メニュー）

数量
限定

お得!お得!お得!

数量
限定

日本製
数量
限定

日本製

角煮

肉じゃが

食パン

2枚 数量
限定
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気分が

上がる
♪

※実用新案取得
　第3218846号

3ロココローズ　ペットボトルバッグ
グリーン 申込番号 106508 値引券3枚（2,010円相当）

ピンク 申込番号106509 値引券3枚（2,010円相当）

表地：綿(塩化ビニル樹脂コーティング)　内側：アルミ蒸着フィルム　幅
12.5×高さ24㎝　持ち手高さ12㎝　60ℊ　㋑　※660mlまでのペ
ットボトルに対応。

4シェニールゴブランバッグ
ブラック 申込番号 106510 値引券4枚（2,680円相当）

ブラウン 申込番号106511 値引券4枚（2,680円相当）

ポリエステル　綿　幅45×マチ8×高さ40㎝　270ℊ　ファスナー開閉
式　内側：オープンポケット1コ　㋑

6豊岡工房　 
牛革コイン分別長財布

オリーブ 申込番号 105868 値引券 18枚（12,060円相当）

オレンジキャメル 申込番号 105869 値引券 18枚（12,060円相当）

ブラック 申込番号 105867 値引券 18枚（12,060円相当）

イエロー 申込番号 105871 値引券 18枚（12,060円相当）

牛革　幅19.5×厚さ2×高さ10㎝　200ℊ　ファスナー開閉式　内側：
札入れ2コ　カード入れ12コ　ファスナー式小銭入れ1コ（内側4室）　
オープンポケット2コ　㋐

7  豊岡工房　 
国産牛革ショルダーバッグ

オリーブ 申込番号 106484 値引券 17枚（11,390円相当）

キャメル 申込番号 106485 値引券 17枚（11,390円相当）

ブラック 申込番号 106486 値引券 17枚（11,390円相当）

本体：牛革　ショルダー：ポリエステル　幅26×マチ5.5×高さ24㎝　シ
ョルダー76～138㎝　520ℊ　ファスナー開閉式　外側：ファスナーポケ
ット2コ　内側：ファスナーポケット1コ　オープンポケット2コ　㋐

5シンプルダイヤモンド
ネックレス  プラチナ 申込番号 106474 値引券60枚（40,200円相当）
ネックレス  
１８金イエローゴールド 申込番号 106475 値引券60枚（40,200円相当）

ピアス  プラチナ 申込番号 106514 値引券35枚（23,450円相当）
ピアス  
１８金イエローゴールド 申込番号 106515 値引券35枚（23,450円相当）

専用BOX・鑑別カード付［ネックレス］プラチナ：トップ（プラチナ900）・
チェーン（プラチナ850）　ダイヤ1石（0.1ct）　ペンダントトップ：縦
0.5×横0.3㎝　ベネチアンチェーン37・40㎝　［ピアス］プラチナ900
ダイヤ2石（1石0.1ct・合計0.2ct）　直径約0.25×長さ1㎝　㋐

1プレミアム 
ねむねむ　
アニマルズ抱き枕　パンダ

申込番号133619 値引券 6枚（4,020円相当）

側地：ポリエステル95％・ポリウレタン5％　中材：ポリエステル　幅70
×奥行32×高さ20㎝　1㎏　㋑

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

思わずギュッとしたくなる抱き枕♪

ペットボトルを
エレガントに
持ち運び！

重厚で高級感のあるゴブラン生地のバッグ。

かわいいネコ顔に
癒される♥

流行に左右されない品格。
シンプルな１粒石のダイヤモンドジュエリー。

豊岡の職人が手作り！ 信頼の日本製長財布。

細部にまでこだわった
職人仕上げのバッグ。

スリムタイプのティッシュボックスに
かぶせるだけで、かわいく変身！

ソフトで肌触りの良い牛革が使い込むほど手に馴染みます。

普段使いからフォーマルまで。

シンプルで実用的！
男女兼用で使える。

複数のポケットで小物も
キレイに整理整頓。

便利なフック付き。内側はアルミ蒸着フィルムで保温・保冷効果。

しっとりモチモチ
のやさしい手触り
に癒されます♥

華やかな花柄。使い勝手のいい大きめサイズ。

ファスナー開閉で、バッグの中身を
しっかり守ります。

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

ブラック

ブラウン

黒ねこ

グリーン
ピンク

 白ねこ

すやすや
眠る顔がとても
愛らしい！

ピアス 18金イエローゴールドネックレス 18金イエローゴールド

ピアス プラチナ

ネックレス プラチナ

コインが見やすく
使いやすい。

男女兼用の
定番デザイン。

オリーブ

ブラック

イエロー

オレンジ
キャメル

キャメル ブラック
オリーブ

ソフトで
肌触りの良い
 牛革を使用。

マークの商品はご自宅お届けになります。 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

日本製

2ねこ顔ティッシュカバー
黒ねこ 申込番号 173316 値引券3枚（2,010円相当）

白ねこ 申込番号 173317 値引券3枚（2,010円相当）

側地：ポリエステル　中材：ポリプロピレン　幅30×奥行18×高さ20㎝
170ℊ　底面2か所ゴム付　㋑　※ティッシュは付いておりません。
スリムタイプ専用です。

数量
限定

数量
限定

日本製

日本製 数量
限定
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生活雑貨 Housekeepingインテリア・雑貨

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

77.8㎝77.8㎝

食事にパソコン作業に

6  リラックスフロアチェア
ネイビー 申込番号 133629 値引券 21枚（14,070円相当）

ブラウン 申込番号 133630 値引券 21枚（14,070円相当）

側地：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム　ポリエステル綿　幅68×
奥行68～165×高さ15～70㎝　座面の高さ12/23.5㎝（2段階）　
9.1㎏　14段階リクライニング　マルチクッション付　㋑

5ごろ寝長座布団
申込番号133739 値引券 5枚（3,350円相当）

側地・裏地：ポリエステル（ピーチスキン）　中材：ポリエステル　70×
180×厚さ4㎝　1.1㎏　丸めてコンパクト収納可　㋑

7自立式
ポータブルハンモック

申込番号133758 値引券 25枚（16,750円相当）

ハンモック：ポリエステル　スタンド：スチール　幅260.5×奥行78×高
さ76㎝　7.8㎏　耐荷重100㎏　適応サイズ(身長)：180㎝以下　㋑

1モバイル　ワイドスクリーン
申込番号193162 値引券2枚（1,340円相当）

ABS樹脂　シリコーン　収納時：幅26×奥行17.2×厚さ0.9㎝　使用時：
幅26×奥行17.2×高さ15.5㎝　画面サイズ：12インチ　290ℊ　倍率：3～
4倍　推奨距離：1～2m　㋑　※スマートフォンは付いておりません。

3どこでもデスク
木目調
ナチュラル 申込番号 193096 値引券3枚（2,010円相当）
木目調
ホワイト 申込番号 193095 値引券3枚（2,010円相当）

PVC　スチール　発泡ポリエチレン　天板：MDF　使用時：幅60×奥
行40×高さ27（収納時4.5）㎝　2.1㎏　耐荷重10㎏　㋑　※重
い物を乗せたり、体重をかけないでください。倒れる恐れがあります。

2マルチテーブルⅡ
石目調ホワイト 申込番号 133342 値引券8枚（5,360円相当）

ブラック 申込番号 133746 値引券8枚（5,360円相当）

天板：ポリプロピレン　脚部：スチール　幅44.5×奥行45×高さ58.5/
64.5/70.5㎝（3段階）　収納時：幅44.5×奥行58×高さ8㎝　天板：43
×43㎝　2.6㎏　耐荷重25㎏　㋑

4トレー付 
アルミ製脚立４段

申込番号193365 値引券25枚（16,750円相当）

本体：アルミニウム　トレー：ポリプロピレン　耐荷重：本体100㎏・トレ
ー10㎏　幅50×奥行77.8×高さ144㎝　収納時：幅50×奥行12.2×高
さ155.1㎝　7.8㎏　㋑

144144㎝㎝

わがままを叶えるリラックスチェア。

アウトドアはもちろん室内でも！
優雅なひと時を演出します。

お昼寝やテレビを見る時に。
布団を出さずに、お手軽リラックス！

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

どこでもスマホが大画面に！軽量・薄型だから持ち運びが楽 ♪々
スマホを置くだけでOK！ 拡大鏡スクリーンを通して画面を見やすく。

約
12インチ

引き出して
立てるだけで
すぐに使える！

小さな文字や
画像が

苦手な方に！

※イメージ

おうち時間に！どこでも使える。

使いたいときに使いたい場所にサッと出せる便利なテーブル。

軽量＆丈夫なマルチデスク。 

オールシーズン使える生地を使用。インテリアになじむリバーシブルカラー。

フルフラットにもできます。

ナチュラル

ドリンク
ホルダー

タブレット
ホルダー

ホワイト

石目調ホワイト ブラック

マークの商品はご自宅お届けになります。 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

ブラウン

ネイビー

ネイビー

電球交換やエアコンの
そうじに最適なトレー付き。

50㎝50㎝

たためば
厚さ8㎝、

コンパクトに
収納できます。

やわらかな
メッシュ生地。

収納バッグ
付き。

折り返して
ヒモを結べば
枕に！

ベッドサイドで
使うのも便利。

3段階に
高さ調節
可能。

天板の
角度は3段階
調節可能。

こんな
使い方も！

便利な
トレー。

持ち運び
ラクラク♪

数量
限定

数量
限定

数量
限定 数量

限定 数量
限定

数量
限定

数量
限定

（トレーのみ）
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生活雑貨 Housekeepingハウスキーピング

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

ステンレス・鉄 プラスチック木製品

階段や車内も
ラクラク！

7 COB 充電式ヘッドライト
申込番号193275 値引券3枚（2,010円相当）

WJ-8040　ライト：幅7.3×奥行3×高さ5㎝　60ℊ　明るさ3段階（HI/
LOW/点灯）　約6時間充電で最大約3時間使用可　ヘッドバンド（調整
可）・充電用USBケーブル付　㋑　※ACアダプタは付いておりません。

9立ったまま
根こそぎ雑草取り

申込番号193330 値引券7枚（4,690円相当）

刃：スチール　ステンレス　柄：アルミニウム　PVC　幅14.5×全長82～
132㎝　490ℊ　㋐

11キャプテンスタッグ　収束型4輪キャリー
申込番号193301 値引券30枚（20,100円相当）

本体：鉄　ポリエステル　タイヤ：PVC　幅100×奥行50×高さ93㎝　
収納時：幅34×奥行22×高さ74㎝　8.9㎏　耐荷重80㎏　㋑

6 100LEDソーラーセンサーライト
申込番号193238 値引券2枚（1,340円相当）

ABS樹脂　幅13.5×奥行5.1×高さ9.8㎝　147ℊ　200lm　点灯モード
3種　取り付け用ネジ・コンクリートプラグ各2コ付　㋑

2タカギ　ホースリール　ナノネクスト
15m 申込番号 193345 値引券 9枚（6,030円相当）

20m 申込番号 193346 値引券 11枚（7,370円相当）

ケース：ABS樹脂　ホース：PVC　幅15.3×奥行27.2×高さ28.1㎝　水
形4種　［15m］2.6㎏　［20m］3㎏　㋞　※蛇口径1.4～1.8㎝の
横水栓・万能ホーム水栓に取付可（別売のニップルを使用すれば、それ以
外の蛇口にも取付け可。）

5いろいろ切れる！万能のこぎり
申込番号192562 値引券 3枚（2,010円相当）

持ち手：ABS樹脂　熱可塑性エラストマー樹脂　シリコーン　刃：特殊焼入鋼
（JIS　SK85）　幅2×全長28.6㎝　刃渡り15.3㎝　102ℊ　㋐　
※材質・厚さ・強度により、切断しにくい物や、切断できない場合があります。 

8ラク〜に草取り
申込番号193276 値引券 3枚（2,010円相当）

刃部：ステンレス鋼　持ち手：木　幅24.5×奥行8.5×高さ3㎝　126ℊ　
㋓

10 握りやすいカチカチ剪定ばさみ
申込番号193306 値引券 3枚（2,010円相当）

ハンドル：アルミニウム合金　TPE樹脂　刃：炭素工具鋼SK5　幅8×全
長20㎝　刃渡り5㎝　202ℊ　㋑

商品に関するお問い合わせは…
（株）タカギ　0120-37-5580  平日（ 9～12時／13～17時 ）　　

3伸びる水やりホース
申込番号193318 値引券 6枚（4,020円相当）

EVA樹脂　ポリエチレン　ABS樹脂　TPR樹脂　全長：0.64～12m
㋑　※丸形蛇口外径1.6～1.8㎝の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓
に取付可。　※組立には、プラスドライバーが必要です。

1マキタ　日本製充電式 
クリーナー　スタンドセット

アイボリー 申込番号 193369 値引券 31枚（20,770円相当）

レッド 申込番号 193370 値引券 31枚（20,770円相当）

［クリーナー］CL116DW　幅10.2×奥行11.1×高さ92.8㎝　1.25㎏　
約4時間充電で最大約15分使用可　フィルター水洗い可　すき間用ノズル付　
㋐　［スタンド］スチール　幅22.5×奥行24×高さ76.5㎝　1.2㎏
㋑　※本体は自立しません。

軽量で使いやすい日本製クリーナーと、 
収納に便利な
スタンドのセット。

液体も吸引できる、
コンパクトなハンディクリーナー。

究極のコンパクト設計の散水ホースリール。 最長12mまで、
ぐぅーんと伸びる！

人感センサーで
動きを感知して照らす！

3段階のラチェット機能で
ラクラク切断。

安心の日本製。いろいろな素材が切れる。 キャンプ道具をラクラク運べます。

刈る・掘る・土を整えるができる
万能草刈り鎌。

キャンプや釣りなどのアウトドアに重宝！

腰をかがめず、立ったまま
雑草が取れる！

手にフィットしやすい曲線の持ち手。

車の洗浄にも！

アイボリー レッド

スタンド

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

常時弱点灯

常時消灯

MODE3

MODE2

MODE1

近づくと
強点灯

近づくと
強点灯

常時
点灯

薄明り

センサー

3つの点灯モード

ソーラー
パネルで自動

充電！

暗くなると
常時弱点灯

散水ノズルは軽くてコンパクトなスティックノズル。

本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。

直径約2㎝までの枝をカットできます。

滑らかな波型の刃先で、硬い物から
ダンボール、カーペットまで切断できます。

防滴仕様で小雨程度なら
使用OK。災害の備えにも。

角度調整可能で足元も
しっかり照射！手をかざ
すだけでオンオフ！

滑りにくいグリップで
疲れにくい。

収束型なので
コンパクトに
収納できます。

横刃が両側についている
ので右利き、左利きどちら
でもOK！

スパッとかる〜く切れる。

マークの商品はご自宅お届けになります。 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

使わない時は
コンパクトに。

前輪はストッパー付きで
傾斜でもしっかりブレーキ。

長い草の
切断に。

横刃

土ならしに。直刃

雑草を土ごと
掘り起こします。

大型ギザ刃

 8種の散水機能

ぐぅ〜ん
82〜132㎝に
調整可能。

※イメージ

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

日本製

日本製

4充電式 
ウェット＆ハンディクリーナー

申込番号193354 値引券 8枚（5,360円相当）

FC-810　幅11×奥行36×高さ10.5㎝　750ℊ　約12時間充電で最大
約15分使用可　ノズル3種（すき間・ブラシ・吸水）付　㋑

（一部）

（IPX4相当）

数量
限定

数量
限定
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※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

日本製

ハンガーにかけたまま、パワフルなスチームで
気になるシワをサッと伸ばします。

日常のあらゆるシーンで使いやすい、
コンパクトで機能的なスチーマー。

衣類はもちろん、ソフ
ァー、カーテン、ぬいぐ
るみなどのインテリア
も、スチームで簡単に除
菌&においケア完了！

数量
限定

人気
商品!人気商品!人気商品!

数量
限定

日本製洗濯機
OK 数量

限定

数量
限定

日本製

数量
限定

日本製洗濯機
OK

認定番号：
第2022-981号

数量
限定

気持ち
いい〜

！

吸収 乾燥

※イメージ
吸収 乾燥

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※イメージ

1　今治
ワッフルソフトフェイスタオル

①グレー 申込番号 193282 値引券 2枚（1,340円相当）

②ブラウン 申込番号 193284 値引券 2枚（1,340円相当）

③ホワイト 申込番号 193283 値引券 2枚（1,340円相当）

綿　31×70㎝　67ℊ　１枚　㋐

2　今治
ワッフルソフトバスタオル

①グレー 申込番号 193279 値引券 3枚（2,010円相当）

②ホワイト 申込番号 193280 値引券 3枚（2,010円相当）

③ブラウン 申込番号 193281 値引券 3枚（2,010円相当）

綿　57×110㎝　170ℊ　１枚　㋐

7 ペット用 手袋型ブラシ左右セット
申込番号193235 値引券3枚（2,010円相当）

ポリエステル　TPR（熱可塑性エラストマー）樹脂　幅17×厚さ1.2×高さ
22㎝　45ℊ　㋑

8リラックマ　
レジカゴバッグ　ブラック

申込番号192862 値引券3枚（2,010円相当）

ポリエステル　アルミ蒸着シート　発泡ポリウレタン　幅33×マチ21.5
×高さ29.5㎝　250ℊ　27L　巾着開閉式　外側オープンポケット1コ
底板付　㋑

6 アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8 畳
首振りマカロン型

申込番号193180 値引券 7枚（4,690円相当）

PCF-MKM15-W　幅24.1×奥行17.7×高さ28.6㎝　羽根径15㎝　
1.6㎏　コード長1.4m　33/32W（50/60Hz）　首振り：左右65°（自
動）・上下6段階（手動：-22.5〜90°）　㋑

5 ブルーノ　スタイリングハンディスチーマー
申込番号 193057 値引券 12枚（8,040円相当）

BOE076-BGY　幅9.3×奥行11×高さ21.7㎝　750ℊ　コード長3m　
1000W　タンク容量：130ml　スチーム量：最大18ℊ/分　連続使用時間：
最大8分　注水カップ・ヘッドカバー・ブラシ付　㋑

3　瞬乾力バスマット 
M 45×35㎝ 申込番号 192229 値引券 6枚（4,020円相当）

L 60×45㎝ 申込番号 192230 値引券 8枚（5,360円相当）

消石灰　珪砂　バーミキュライト　珪藻土　パルプ　厚さ0.9㎝　M：
1.5㎏　L：2.5㎏　㋐　※アスベストは含まれておりません。

4 ペーパータオル
＋ティッシュケース　クリア

申込番号192932 値引券2枚（1,340円相当）

ポリスチレン　幅26.5×奥行12.5×高さ9.5㎝　405ℊ　幅25.5×奥行 
12×高さ8.5㎝までのサイズに対応　㋐　※ペーパータオル、ティ
ッシュは付いておりません。

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く） 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

なでるだけ！ペットを
優しくブラッシング！

コンパクトでもパワフル送風。

ペーパータオルもティッシュも
両方使えるケース。

柔らかで肌触りの良いワッフル織。

お風呂上がりの水分を
ぐんぐん吸収！

吸水・速乾性に優れたワッフル織。

ごっそり！

フタが下がっていくから、
ペーパーの残りがすぐに分かり、
最後まで取り出しやすい。

さらっと乾燥！ いつもサラサラ。

凹凸がある分肌に触れ
る面積が少ないので、
ベタつかず乾きやすい！

直進性の高い気流で、
素早い換気が可能。使い込むことでより

「ふっくら」に。
軽くサラリとした使い心地。

手のひら側は
やわらかく
気持ちいい素材。

甲側は通気性の
良いメッシュ。

インテリアに
マッチするシンプル
デザイン。

あっという間に
乾き始めます！

①

①

②

②

②
③

③
③

シンプルで使いやすい、
リラックマのレジカゴバッグ。

レジカゴに
すっぽり
入る！

高級感のある刺繍ネーム付き。

認定番号：
第2022-981号

生活雑貨 Housekeeping

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

ハウスキーピング
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大風量で、パワフル乾燥。

髪に優しく、どんな髪質も思いのまま！ 驚くほど
コンパクト！
小さくて
パワフル。

「ナノイー」で、美しく
  健やかな髪と地肌へ。

うぶ毛カットで
肌色&メイクのりアップ！

機能性抜群！散らかりがちな机もスッキリ。

 美容脱毛サロン
『ミュゼプラチナム』が監修。
  お肌に優しいムダ毛処理！

数量
限定

フェイス・ボディ・VIO、1台3役の
トータルボディシェーバー。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

カールストレート

数量
限定

（IPX7）

3つの
アタッチメント

1 パナソニック
マイナスイオンドライヤー　イオニティ

ブラック 申込番号 141705 値引券10枚（6,700円相当）

ホワイト 申込番号 141706 値引券10枚（6,700円相当）

EH-NE5J　幅20.8×奥行8.9×高さ21.5㎝　475ℊ　コード長1.7m　
1200W　風量2段階　㋔　

3 アゲツヤプロ　ヘアアイロン
ブラック 申込番号 141712 値引券 6枚（4,020円相当）

パールシャンパン 申込番号 141713 値引券 6枚（4,020円相当）

HS260　幅3×奥行8×高さ26㎝　366ℊ　コード長2.6m　150W　
温度5段階（80/120/160/200/220℃）　㋑　

5 フローレス　フェイスプレミアム
ラベンダー 申込番号 141722 値引券 6枚（4,020円相当）

ピンク 申込番号 141721 値引券 6枚（4,020円相当）

幅2.3×奥行2.9×高さ10.9㎝　33ℊ　単3×1（別売）　掃除ブラシ付　
㋑　※肌が敏感な方や炎症など異常がある場合はご使用いただけま
せん。

7 レザー調 トレイ付き
コスメボックス

ブラック 申込番号 141730 値引券 8枚（5,360円相当）

ピンク 申込番号 141729 値引券 8枚（5,360円相当）

幅27×奥行18.5×高さ23㎝　トレー内寸：幅11.5×奥行14.5×高さ
2㎝　1.65㎏　ボックス内高さ11㎝まで収納可　㋑

2 パナソニック
ドライヤー　ナノケア

ピンクゴールド 申込番号 141703 値引券 30枚（20,100円相当）

ホワイト 申込番号 141704 値引券 30枚（20,100円相当）

EH-NA2J　幅15.7×奥行7.9×高さ21.7㎝　475ℊ　コード長1.7m　
1200W　風量2段階　㋔

4 コイズミ　ミニドライヤー
マカロンピンク 申込番号 141727 値引券 5枚（3,350円相当）

ピスタチオグリーン 申込番号 141726 値引券 5枚（3,350円相当）

ミルキィホワイト 申込番号 141728 値引券 5枚（3,350円相当）

KHD9730　幅11.4×奥行6.1×高さ12.4㎝　230ℊ　コード長1.2m　
700W　風量0.55㎥/分　㋑

6 ミュゼ 
3inスムースシェーバー

申込番号141655 値引券9枚（6,030円相当）

MS-YP7016　幅3.3×奥行2.8×高さ12.4㎝　103ℊ　約5時間充電で
最大約1.5時間使用可　充電用USBケーブル・お掃除ブラシ付　㋑　
※ACアダプタは付いておりません。

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。

防水仕様（IPX7）で
お風呂で使用OK！

左右に広がる観音開き仕様。左右各3段のトレー付き。

ブラック

ブラック

パール
シャンパン

ホワイト ホワイト

ミルキィ
ホワイト

ピスタチオ
グリーン

マカロン
ピンク

ピンク

ボディ VIO フェイス

ラベンダー

ブラック

ピンク

ピンク
ゴールド

超コンパクト
で持ち運び
簡単。

ミラーも
付いてメイク
しやすい！

高級感のある
レザー調。

手のひら
サイズ。

速乾ノズルで
スピーディーに

乾燥。

マークの商品はご自宅お届けになります。 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

Beauty & Health美容・健康
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※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

数量
限定

数量
限定

両足で乗るだけで、
歩くための筋肉を刺激。

足裏から電気の刺激。足裏・ふくらはぎへ足裏から電気の刺激。足裏・ふくらはぎへ
美脚アプローチ。美脚アプローチ。

ボタンを押すだけの簡単操作。
水拭きできます。

※イメージ

人気
商品!人気商品!人気商品!

人気
商品!人気商品!人気商品!数量

限定

数量
限定

数量
限定

日本製

（IPX5相当）

※実験時の条件：界面活性剤を肌に塗布し洗浄力を比較（群馬大
学機器分析センター調べ）

※1 美容機器により肌が持ち上げられる力のこと

通常の水に含まれる気泡は、
大きすぎて毛穴には入りません。

超極小のナノバブルは毛穴の隅々
まで入り、汚れをかき出します。

一般のシャワー 本製品

※イメージ

ボディデザイン
インストラクター
増田 由美氏

動画はこちら!

動画を見ながら一緒に
トレーニングしましょう！

マイクロナノバブル（0.1㎜未満）

毛穴より小さな気泡

※ノーマル
　モード時

取り付けに関するお問い合わせは…
ジャパンスターお客様相談室　06-6748-8805　平日（10〜17時）

4 体幹ぴょんぴょんホップステッパー
ネイビー 申込番号 162384 値引券6枚（4,020円相当）

ブラウン 申込番号 162428 値引券6枚（4,020円相当）

側地：ポリエステル　中材：ポリウレタン　ポリエチレン　紙　幅40×
奥行44×高さ15㎝　1.23㎏　耐荷重100㎏　持ち手付　㋑

6 フットエクサペンタゴン
申込番号314504 値引券5枚（3,350円相当）

幅28×奥行30×高さ2㎝　61ℊ　CR2032コイン型電池×1（お試し用）
付　強度１０段階　適応サイズ（足）：27.5㎝まで　収納袋付　㋑  
※必ず素足で両足を乗せてください。　※ベースメーカーなど医用電気
機器を装着している方は使用しないでください。　※商品の構造上、右
に比べ、左の電気出力が若干弱くなっています。

1 ナノフェミラス プラス　シャワーヘッド
申込番号141735 値引券21枚（14,070円相当）

幅7.2×奥行5.1×高さ23.8㎝　163ℊ　変換アダプタ3コ付　㋐　
※バランス釜（浴室に釜があるタイプ）には使用できません。

3 ヤーマン　ミーゼ 
スカルプリフト プラス

申込番号141717 値引券53枚（35,510円相当）

MS-82W1　幅5.4×奥行5.6×高さ18㎝　125.5ℊ（アタッチメント
除く）　約3時間充電で最大約30分使用可　モード2種（スカルプ・フェ
イス）　充電台（USBケーブル付）・ACアダプタ・アタッチメント2種（ス
カルプ・フェイス）ポーチ付　㋑　※完全防水ではありません。　
※ぺースメーカーなど体内埋込式の医療電気機器を装着している方は、
ご使用いただけませんのでご注意ください。

2 バブリージュ 
マイクロナノバブル シャワーヘッド

申込番号141745 値引券5枚（3,350円相当）

幅8.5×奥行7×高さ25㎝　242ℊ　変換アダプタ4個付　㋑　
※バランス釜（浴室に釜があるタイプ）には使用できません。
※新商品のため、2023年4月中旬以降からのお届けとなります。

5 体操ブーブー MEGA２
申込番号 162359 値引券5枚（3,350円相当）

OX-3241　幅13.4×奥行10.4×高さ16㎝　230ℊ　単3×3（別売）　収
録曲：ラジオ体操第1・ラジオ体操第2 ©JAPAN POST INSURANCE　
㋑

節水率最大

約36％

限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

おうちで楽しく運動。TVで話題のトランポリンクッション！

ラジオ体操第1と第2が
両方できるメガサイズ！

※イメージ

オットマンやスツールとしても使える。

踏み台昇降
   運動にも。

自然な潤い
美肌。

頭皮を
刺激！

さらに進化！毛穴より小さい超極小泡で、
浴びるだけで、高い洗浄力・保湿力を実感。

リフト力※1体感がさらにUP!
進化した美顔器。

超微細なマイクロナノバブルでしっかり洗浄！

節水率

約3４％

洗浄
モード

スカルプモード

浴室のケアに。

ブラウン

ネイビー

ブラウン

本製品で生成されるナノバブル水では、通常の水道に比
べ約4.2倍の洗浄力を実現します。毛穴の洗浄はもちろ
ん、腕時計や貴金属の洗浄にも最適です。

大人気の大人気の
体操ブーブーが体操ブーブーが
大きく使いやすく大きく使いやすく
なりました。なりました。

いつでもどこでも
ラジオ体操！

水流は3種類。簡単切り替え。

ノーマル/
フェイスモード

４つの水流モード

マイクロバブル
0.001㎜〜0.1㎜

ナノバブル
0.001㎜未満

通常の気泡
0.1㎜〜1㎜

EMSで
ギューっと
刺激。

20分の
オート

トレーニング!

節水率

約７４％

頭のスイッチを
押すとラジオ体操が

流れます。

多構造の中材で
着地も静か。

Beauty & Health美容・健康

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。
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数量
限定

数量
限定

コンパクトでも最大約3500回の本格パワフル振動で
筋肉をしっかりケア。

（側地・カバー）

洗濯機
OK

数量
限定

人気
商品!人気商品!人気商品!

座るだけで簡単、
前屈ストレッチも！

身体の沈み込みを抑え全身を包み込む。

アシストカバーで使い方が
広がる。

数量
限定

数量
限定

Afit高反発マットレス。

一般的な敷ふとん。

レギュラー レギュラーソフト＋ハード

（カバーのみ）

洗濯機
OK

※イメージ

ホワイト ブラック

足裏にも！

ボディデザインインストラクター
増田 由美氏

股関節周りの筋肉が柔らかくな
ると、歩きやすくなり、ケガをし
にくくなります。また美脚や美姿
勢にもつながります。動画を見
ながらトレーニングしましょう。

動画はこちら!

ゆ
ゆ
ら
ら

1:わた、２〜６：パイプ

2ドクターエア
3D マッサージロール

申込番号 162560 値引券 20枚（13,400円相当）

MR-02　径8.5×長さ31.5㎝　980ℊ　約3
時間充電で約６０分使用可（振動レベル3使用
時）　レベル4段階（弱/中/強/たたき）　ACア
ダプタ・アシストカバー付　医療機器認証番号
304AHBZX00015000　㋑

1ドクターエア　リカバリーガン
ホワイト 申込番号 162465 値引券15枚（10,050円相当）

ブラック 申込番号 162466 値引券15枚（10,050円相当）

RG-01　幅11.5×奥行7×高さ16㎝　620ℊ　振動回数：約（2300/2900/
3500）/分　5時間充電で最大約4時間使用可　自動電源オフ（10分）　ア
タッチメント4種（球形・円錐形・円形・U字形）　充電用USBケーブル付　
㋑　※ACアダプタは付いておりません。　

5 昭和西川　ギガ枕EX
申込番号 162534 値引券21枚（14,070円相当）

本体：（側地）ポリエステル　（裏面）ポリエステル99％・ポリウレタン1%　
（中材）ポリエステル（ウレタンフォーム）　調整シート：（側地）ポリエステル　
（中材）ウレタンフォーム　専用カバー：ポリエステル65%・綿35%　幅90
×奥行70×最大高さ9.5㎝　2.4㎏　収納袋付　㋑

4 昭和西川　まるでオーダーメイド　
私のお気に入り枕

申込番号 162562 値引券 9枚（6,030円相当）

本体:（表地白部分）ポリエステル65%・レーヨン35%　（表地色部分）ポリエ
ステル　（中材）ポリエステル　ポリエチレンパイプ　調整シート：（側地）ポ
リエステル　（中材）ウレタンフォーム　幅56×奥行43×高さ6㎝　1.6㎏　
㋑

6 体幹開脚ストレッチクッション
申込番号 162547 値引券 4枚（2,680円相当）

側地：ポリエステル　中材：ポリエチレン樹脂　幅26×奥行33.5×高さ
15㎝　215ℊ　耐荷重約100㎏　㋑　

3 西川　Afit高反発マットレス　シングル
申込番号 162561 値引券 36枚（24,120円相当）

側地:ポリエステル　中材:ウレタンフォーム　97×200×厚さ8.5㎝　6.7㎏　㋑

（本体のみ）

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

4つのアタッチメントで、肩〜手のひら・足裏までケア。

3つ折りにできて、
コンパクトに
収納できます。

頭

約8％
肩・胸
約33％

お尻がフィットして
ズレにくい形状。
自然に体を倒せます♪

厚さ：1㎝ 厚さ：2㎝

高反発で身体にフィットする
リッチな寝心地。
腰部分のみ硬めの
ウレタンを使った二層構造で、
体の凸凹を優しく
受け止め負担を軽減。

どこでも自在にマッサージ。
気になる部位へ
押し当てるだけ。

選べる寝心地、6分割構造。
簡単に自分で“理想的な高さ”に調整できます！

身体の40%の重さを支える
未体験の枕。
両サイド高めで、横向き寝にも対応。

広げてゆらして、かんたん股関節ストレッチ！
骨盤の前傾を補助して、自重で楽々ストレッチ。

マークの商品はご自宅お届けになります。 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

Beauty & Health美容・健康

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

※交換商品が製造終了などによりご提供できなくなった場合は、同等の代替商品をお届けするか、
　やむを得ず受付終了とさせていただく場合があります。
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数量
限定

数量
限定

4 はかるくん　家庭用　酸素飽和度メーター　
申込番号162489 値引券3枚（2,010円相当）

幅5.8×奥行3.2×高さ3.2㎝　27ℊ　自動電源オフ（10秒）　ストラップ付　
単4×2（別売）　㋑　※充電式乾電池使用不可。　※医療機器ではあ
りません。　

6 多機能電子腕時計　
スマートファイブ

申込番号 315707 値引券5枚（3,350円相当）

外枠幅1.8×高さ4.5×厚さ1.1㎝　0.96インチディスプレイ　16.8ℊ　
最大手首回り25㎝　充電用ケーブル付　㋑　※約2時間充電で最大
1日間使用目安（使用内容により異なります。）防水ではありません。ACア
ダプタは付いておりません。使用にはスマートフォン及びスマートフォ
ンへのアプリ登録が必要です。　　

商品の仕様・使い方に関するお問い合わせは…
株式会社グローバルジャパン　customer@gjapan.co.jp　　

8 アイリスオーヤマ
パーソナルシュレッダー

申込番号 193326 値引券 11枚（7,370円相当）

PS-A8C-W　幅32.1×奥行16.9×高さ35㎝　3.7㎏　コード長1.4m　
165W　ダストボックス容量：8.9L　細断サイズ：0.5×3.7㎝　㋑　
※CD・カードは細断できません。

2 タニタ　体組成計
ホワイト 申込番号 162057 値引券 7枚（4,690円相当）

ブラウン 申込番号 162058 値引券 7枚（4,690円相当）

BC-759　幅26×奥行21.6×高さ3.3㎝　880ℊ　単3×4（お試し用）付　個
人データ5人分　㋐　※測定に際して微弱な電流を流しますのでペー
スメーカーなど医用電気機器を装着している方は使用しないでください。

日本製

3 タニタ　非接触体温計
申込番号315312 値引券 8枚（5,360円相当）

BT-543 　幅4.9×奥行3.9×全長12.9㎝　90ℊ　単4×2（お試し用）付　
体温測定モード：34.0〜43.0℃　温度測定モード：0.1〜99.9℃　過去
メモリー30回　室温10℃未満または40℃を超える場合お知らせ機能
医療機器認証番号301AFBZX00069000　㋑　

5 アルコールチェッカー
申込番号 162532 値引券3枚（2,010円相当）

GRS302AC-W　全長9.5㎝　20ℊ　単4×2（別売）　測定範囲：0.00〜
0.99㎎/L　㋑　※本品は飲酒運転の可否を判断するものではありま
せん。　※センサーの精度の保証は使用回数3000回までとなります。

7 モバイルバッテリー 10000mAh
申込番号 193356 値引券5枚（3,350円相当）

幅6.7×奥行13.7×厚さ1.5㎝　224ℊ　約６時間充電で最大約13時間
使用可　最大2.4A出力　本体充電用ケーブル付　㋑

1 タニタ　手首式血圧計
申込番号161886 値引券8枚（5,360円相当）

BP-512　幅7.1×奥行3.2×高さ8.4㎝　105ℊ　単4×2（お試し用）付　手首
周り：約12.5〜21㎝　直近2回の平均値表示　収納ケース付　医療機器認
証番号227AABZX00086000　㋑

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く） 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

数量
限定

約11秒で測定！
肌に触れない体温計。

運動の前後に、日常の健康チェックに！

おでこの温度から体温
(舌下温度)を計算します。
脇式よりも高く測定される
傾向があります。

ミルクの温度
(表面温度)も

測れる。

バックライト付大型表示

自分の平均値を知って、体調管理の目安に！

血中酸素飽和度（血液中の
酸素の濃度）の標準値は96
～99％と言われています。

指を挟んでボタンを押すだけ！
10秒で測定。

ワンプッシュ測定で、1人分の測定結果を
60回分自動記録。

持ち運びに便利な手首式。

数量
限定

４段階LEDランプで
電池残量を確認

できます。

ホワイト ブラウン

【初期設定の方法などタニタ製品の使い方に関するお問い合わせ窓口】 
タニタ　0120-133-821

（平日9〜18時）（携帯電話からは0570-783-551）

コンパクトで軽量な
スタイリッシュデザイン。

毎日の健康管理や
スポーツに便利な
スマートウォッチ。

A4コピー用紙を
最大8枚細断可能。

2台同時充電ができる！

呼気中のアルコール濃度を
ひと吹きで測定。

消費カロリー 心拍

睡眠

ミュージック

着信通知

携帯を探す

天気予報

歩数/
ワークアウト
血圧/

酸素濃度
メッセージ

通知

体重

体脂肪率

基礎
代謝量筋肉量

BMI

内臓脂肪
レベル

最小表示
100ℊ

前回値 
表示

初期設定
必要

体内年齢

数量
限定 数量

限定

数量
限定

Stationery文具・他

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

Beauty & Health美容・健康
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数量
限定

1 スポーツ竹馬　
2 段式

赤 申込番号 173298 値引券 7枚（4,690円相当）

青 申込番号 173299 値引券 7枚（4,690円相当）

ABS樹脂他　幅6.5×奥行24×高さ135/155㎝　2.3㎏　耐荷重80㎏　
㋑

7 ダイソン　
コードレストイクリーナー　Casdon

申込番号 173231 値引券 7枚（4,690円相当）

ABS樹脂　幅17×奥行15×高さ80㎝　653ℊ　単3×3（別売）
㋦　※おもちゃのため、お子様に安心安全な吸引力です。　

5 よびかけアクション 
柴犬むぎちゃん

申込番号 173276 値引券8枚（5,360円相当）

ポリエステル他　幅14×奥行25×高さ21.5㎝　395ℊ　単3×4（別売）　
㋑　

8 プレミアム
ベビーチェアmamy

申込番号 173238 値引券20枚（13,400円相当）

天然木（ブナ材）　幅52×奥行63×高さ81㎝　座面高さ3段階（46/50/
54㎝）　ステップ5段階（22.5/26.5/30.5/34.5/38.5㎝）　8.4㎏　
耐荷重60㎏　テーブルカバー・スタビライザー付　㋑　

数量
限定

2 みんなでボッチャ
申込番号 173315 値引券9枚（6,030円相当）

セラミック　PVC　ポリエステル　ターゲットマット：90×90㎝　ボー
ル：径7.5㎝　ボール：赤６コ・青６コ・白1コ　収納袋付　㋑

3 折りたたみ
ファミリーピンポン台セット

申込番号 173310 値引券 26枚（17,420円相当）

MDF　アルミニウム　スチール　幅83×奥行162×高さ83㎝　収納時：
幅83×奥行81×高さ10㎝　10㎏　耐荷重10㎏　ネット1コ・ラケット2
コ・ピンポン玉3コ付　㋑

4 TV麻雀ゲーム
申込番号 173309 値引券6枚（4,020円相当）

EF-HO09　幅27.8×奥行11×高さ2.5㎝　267ℊ　コード長2m　単3
×4（別売）　㋑

6 レゴ®クラシック　
黄色のアイデアボックス＜プラス＞

申込番号173183 値引券10枚（6,700円相当）

ABS樹脂　ケース：幅37×奥行18×高さ17.9㎝　35色484ピース　
㋑

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

簡単ルールで、友達・家族みんなで楽しめる！公園や、お外で遊ぶのに
ピッタリ！

折りたたみ式だから、
キャンプやBBQの
お供にも！

TVにつなぐだけで、すぐに遊べる！
２人打ちの本格麻雀ゲーム。

本物そっくり！ 
パパ・ママの真似をして一緒に
お掃除ができます♪

8種類の呼びかけに
応じた動きをするよ！

工具不要！
簡単に高さ調節できる
ベビーチェア。

3才〜

4才〜

12才〜

6才〜赤 青

7か月
頃〜

簡易テーブルとしても使えます。

昔懐かしい80年代画面。
操作パネルも簡単で
見やすい！

電池式なので、どこでも
手軽に持ち運んで遊べます。

軽くて小さな紙や
ポリビーズなら
吸引できます！

お子様の
安全に

配慮した
吸引力！

耐荷重
60㎏だから、

大人になるまで
長く使えます。

ポールの長さは
2段階調節可能。

黄色と白の
端子をTVに
つなぐだけ！

無限に広がる創造力を
育てるレゴブロック。

LEGO and the LEGO loℊo are trademarks of 
the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. 

4才〜

お手入れが楽になるテーブルカバー、
安定感がアップして、
床を傷つけにくくする
スタビライザー付き！

かわいい
動きと

鳴き声に
癒される♪

話題のボッチャ。独自のルールで遊び方は無限！

数量
限定

数量
限定

数量
限定

マークの商品はご自宅お届けになります。 限定数を超えた場合、受付を終了させていただきます。数量
限定

Kidsキッズ

［メーカー広告］［メーカー広告］

おもちゃ
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1 Nintendo Switch　
（有機ELモデル）

ホワイト 申込番号 173236 値引券76枚
ネオンブルー・
ネオンレッド 申込番号 173237 値引券76枚
Joy-Con取り付け時：幅24.2×奥行13.9×高さ10.2㎝
Joy-Con(L) ・Joy-Con(R) ・ACアダプタ・ドック・グリップ・
ストラップ （ブラック）2コ・HDMIケーブル付　㋑

13マリオカート８ 
デラックス

申込番号173004 値引券13枚

14マリオパーティ　
スーパースターズ

申込番号315390 値引券13枚

7 星のカービィ  
Wii デラックス

申込番号320527 値引券13枚

3 スプラトゥーン 3
申込番号173295 値引券13枚

6 星のカービィ 
ディスカバリー

申込番号315596 値引券13枚

5 Nintendo 
Switch Sports

申込番号315604 値引券11枚

4 リングフィット　 
アドベンチャー

申込番号173108 値引券17枚

8 Minecraft
（マインクラフト）

申込番号173044 値引券8枚

11あつまれどうぶつの森
申込番号173137 値引券13枚

10 太鼓の達人 
ドンダフル
フェスティバル

申込番号315771 値引券13枚

12マリオ＋ラビッツ 
ギャラクシーバトル

申込番号320494 値引券13枚

15スーパーマリオ　
3D ワールド+
フューリーワールド

申込番号173197 値引券13枚

2 Nintendo Switch
ネオンブルー・ネオンレッド

申込番号173103 値引券66枚
Joy-Con取り付け時：幅23.9×奥行13.9×高さ10.2㎝
Joy-Con（L）・Joy-Con（R）・ACアダプタ・ドック・グリップ・
ストラップ（ブラック）2コ・HDMIケーブル付　㋑　

9 世界の
アソビ大全５１

申込番号173171 値引券9枚

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

商品入荷が不安定なため、お届けまで6か月以上お待ちいただく場合があります。
ご了承いただける方のみ、お申し込みください。また、状況によっては受付を中止する場合があります。

ホワイト ネオンブルー
／ネオンレッド

©Nintendo

©Nintendo

© 2021 Nintendo

日本製 ゲームソフトは全て日本製です。任天堂の商品は全て数量限定です。数量
限定

© 2019 Nintendo

©2018 Mojanℊ. MINECRAFT® 
is a trademark of Mojanℊ Synerℊies AB .

©2020 Nintendo太鼓の達人™ ドンダフルフェス
ティバル & ©Bandai Namco 
Entertainment Inc.　©Nintendo

MARIO + 
RABBIDS 
GALAXY 
BATTLE 
©2022 
Ubisoft 
Entertainment. 
All Rights 
Reserved. 
Rabbids, 
Ubisoft and 
the Ubisoft 
logo are 
registered or 
unregistered 
trademarks 
of Ubisoft 
Entertainment 
in the U.S. and
/or other countries. Nintendo properties are 
licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. 
SUPER MARIO characters ©Nintendo. 
Trademarks are property of their respective 
owners. Nintendo Switch is a trademark of 
Nintendo.

©2013-2021 Nintendo©2017 Nintendo

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

©HAL Laboratory, Inc./Nintendo©2019 Nintendo ©Nintendo ©HAL Laboratory, Inc./Nintendo

©2020 Nintendo

Kidsキッズ

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

任天堂の商品はカタログの有効期限内であってもメーカーが取り扱いを終了した場合は、申込受付を終了させていただく事がございます。

任天堂の商品は全てご自宅お届けになります。

ゲーム
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2 アンパンマン　
お絵かきピアノ知育いっぱい！
ようちえんバッグ

申込番号173194 値引券 9枚（6,030円相当）

64×3×26㎝　単3×3（別売）　㋑

3 アンパンマン
ばいきんまんとだだんだん
ドキドキアンパンチ！

申込番号173272 値引券5枚（3,350円相当）

15.5×14×22.5㎝　㋑

1 おにぎりもギュッ★
シューッとたけたよ！
すいはんきと
元気１00ばいSP和食セット

申込番号173281 値引券10枚（6,700円相当）

すいはんき：13.2×17.4×11.8㎝　単3×4（別
売）　㋑　

6 わくわくアウトドア気分♪
アンパンマンのおうち
キャンプセット

申込番号173280 値引券10枚（6,700円相当）

77×77×90㎝　単３×２（別売）　㋑

5 アンパンマンカー　
メロディ付き

申込番号173302 値引券 11枚（7,370円相当）

25.5×52×47㎝　2.1㎏　単４×２（別売）　
耐荷重25㎏　㋑

4 アンパンマン　
遊んで体幹トレーニング !
ポップンボール

申込番号172398 値引券5枚（3,350円相当）

径40×高さ51㎝　570ℊ　フットポンプ付　
㋑

7 グルメカタログギフト　ア・ラ・グルメ　シンデレラ
申込番号251310 値引券11枚（7,370円相当）

商品点数：約370点
※期間途中で表紙デザイン・掲載内容等が変更になる場合がございます。

8 グルメカタログギフト　ア・ラ・グルメ　ピンク レディー
申込番号251380 値引券16枚（10,720円相当）

商品点数：約220点
※期間途中で表紙デザイン・掲載内容等が変更になる場合がございます。

座面が
開いて小物が

入るよ！

※カタログ上の景品に交換する際は500円値引券1枚が670円相当になります。（一部商品除く）

バッグの中に、
たのしいお勉強と
遊びがいっぱい！

スティックをさして
ばいきんまんを
飛ばしちゃおう！

遊びながら配膳マナーを
身につけちゃおう！

テントをお部屋に広げて
おうちで楽しく
キャンプ気分。

アンパンマンと
一緒にドライブ。

3才〜 3才〜

マークの商品はご自宅お届けになります。

産地直送品や全国の有名店の銘菓・銘品など、
こだわりぬいた品々を一冊に。

お手元にギフトカタログが届いたら、お好みの
商品を1つお選びいただき、同封のハガキ・ＷＥＢ
いずれかでお申し込みください。

©やなせたかし／フレーベル館・TＭＳ・ＮＴＶ

アンパンマンの顔が
バランスボールに。

3才〜

3才〜

3才〜1.5
〜5才

GourmetグルメKidsキッズ

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

カタログギフトアンパンマン
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商品は約2週間でお店に届きます。
控えを持参して、お店で商品をお受け取りください。

お店で商品を受け取る3

! ご注意 　　 マークの商品はご自宅お届けになります。

株式会社セキ薬品 〒345-0801 埼玉県南埼玉郡宮代町百間4-2-22

注意事項
①万一品切れの際はご容赦願います。
②交換受付後の変更・取消は致しかねますのでご了承ください。
③商品に汚損・破損などがある場合は、2週間以内にご連絡ください。
④印刷の関係上、写真と実物の色が多少異なる場合があります。
⑤サイズや重量・容量・時間等の表記は全て「約」となります。
⑥ご利用頂ける「500円値引券」は有効期限内のものに限ります。
⑦社会情勢等により、商品の入荷遅れが発生し、お届けに時間がかかる場合がございます。
※500円値引券の有効期限については、店内告知物をご確認ください。

カタログ商品のお申込方法

レジで商品申込の希望を伝え、カタログ商品申込書に
ご記入し500円値引券をお出しください。

必ず控えをお受け取りください。! ご注意

お店で申込書に記入する2

商品を選ぶ1

リップー

0120-991-651受付時間 10:00〜20:00
（土・日・祝日・12/30〜1/3除く）

交換商品カタログお客様サービス係
交換商品カタログについてのお問い合わせは

0480-34-4829   受付時間 10:00〜18:00
（土・日・祝日・12/30〜1/3除く）

店舗・ポイントカードに
ついてのお問い合わせは

SK05/2303

3枚×
500円値引券

例えば1ページ2番の
「マリ・クレール 
   ホットサンド
   トースター 
   ダブル」は

マリ・クレール
ホットサンドトースター ダブル




