
チューリップポイントカード

チューリップカード値引券で
カタログ商品がもらえます♪

楽しく選べる商品もりだくさん! ぜひご覧ください。

ご自由に
お持ちください

交換商品カタログ

500円値引券

※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）

2021年3月31日カタログ有効期限 お近くの店舗でお申し込みください

数量限定

均一特集
3・5・7・10

値 引 券

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） お得!な均一特集は次のページにもあります!

4あげた亭 温度計付き
天ぷら鍋20㎝

申込番号 124672 6枚／（相当） 値引券3枚（2,010円相当）

本体：鉄（シリコーン焼付塗装）  最大幅30.2×高さ11㎝  径20×深さ
8㎝  730ℊ  2.4ℓ ㋐  ※揚げ物専用。使用後は水かお湯で洗って、
サビの発生を防ぐために、水気を完全に飛ばしてから収納してください。 

7ホームスワン グリルパン24㎝
申込番号 124771 8枚／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

SGR-24（B）  本体：ポリプロピレン  鍋：アルミニウム（内面フッ素樹脂加工）
フタ：強化ガラス  幅28×奥行29×高さ17㎝  鍋：径24×深さ6㎝
1.97㎏  2ℓ  1000W  コード長約1.8m　温度調節：保温〜200℃
㋑

1miffy 電気ケトル0.8ℓ
申込番号 520254 5枚／（相当） 値引券3枚（2,010円相当）

DB-201  約幅22×奥行14.5×高さ17㎝  約667ℊ  900Ｗ  コード長約
75㎝　㋑  ※保温はできません。

2アンナロッシ 
フタ付フライパン26㎝

申込番号 520308 5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）  フタ：強化ガラス  最大幅44×
奥行26.5×高さ12.5㎝  径26×深さ5.3㎝  底厚2.8㎜  1.3㎏  ㋑  
※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

5ホットシートマッサージャー／ツインバード
申込番号 314475 8枚／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

EM-2538R　幅40×奥行35×高さ5㎝　470ℊ　10W　コード長
1.8ｍ　オートオフ：10分　弱/強2段階切替　㋑

8サイクロンスティック型クリーナー
／ツインバード

申込番号 314473 8枚／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

TC-E151W　幅23×奥行15.5×高さ105㎝　1.7㎏　240W　
コード長5ｍ　すき間ノズル・すき間ノズルホルダー付　㋑

3ベジフル ベジタブルスピナー
申込番号 520247 4枚／（相当） 値引券3枚（2,010円相当）

本体：メラミン樹脂  バスケット・フタ：ポリプロピレン  約径23×高さ
16.2㎝  約425ℊ  3.2ℓ  ㋑

6幸福の「黄色い胡蝶蘭」八角玄関マット
申込番号 192590 8枚／（相当） 値引券5枚（3,350円相当）

表地：アクリル100％　裏地：綿　ポリエステル　レーヨン　50×
80㎝  ㋑　※裏面に滑り止め加工はありません。

4,000円（税抜）メーカー参考価格

5,000円（税抜）メーカー参考価格

5,000円（税抜）
メーカー参考価格

4,980円（税抜）
メーカー参考価格

温度計と適温表付き！
お店レベルのサクサク天ぷらをご自宅で！

ヒーターで幅広く
温めながら、心地よい
振動でマッサージ。

ハンドルを外せばハンディタイプに
変身する2way仕様。

手頃な大きさの深型グリル鍋。

必要な分だけ手早く沸かせる、
かわいい電気ケトル。

そのまま食卓に出せるオシャレな水切り。
カラフルな模様がサラダを引き立てます。

便利な
注ぎ口付き。

温度の目安がわかりやすい
イラスト付き。

腰・背中・太もも・肩など、
色々な部位に使えます。

200℃まで
測れる温度計。

深型タイプなので煮込み料理にぴったり。

鍋が取り外せて
洗いやすい。

凹凸感のある立体的な
カービング加工で、模様
に高級感があります。

玄関から「福」と「金運」を招く、
八角形の美しい玄関マット。
風水の基本、福（赤=幸福）・禄（黄=財運）・寿（緑=寿命）を
基調にした仕上げ。

プレート
丸洗い可日本製

3,000円（税抜）
メーカー参考価格 3,000円（税抜）メーカー参考価格

2,500円（税抜）
メーカー参考価格

5,000円（税抜）メーカー参考価格

40W

500

イタリアンカラーが綺麗な、
フタ付きフライパン。
ガラスふた付きで調理中の料理が見える。

本体は
ウェーブ加工で

軽い!

Illustrations Dick Bruna 
©copyright Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com
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オレンジ
キャメル

オリーブ

ブルー

※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ハンディアイロン＆スチーマー／ツインバード
申込番号 192769 13枚／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

SA-4097VO　かけ面：セラミック加工　幅30×奥行7.6×高さ8㎝  640ℊ  
800W　コード長2.5m　タンク容量：80㎖　温度調節：約100～180℃  
衣類ブラシ・毛ブラシ・計量カップ付  ㋑  ※連続スチームではあり
ません。

7ステンレス圧力鍋6ℓ／落合務
申込番号 123397 24枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

ステンレス　最大幅38×高さ25.5㎝　径21.5×深さ17㎝　底厚5㎜　
3.42㎏　適正容量4ℓ （満水6ℓ）　白米約8合炊き　レシピ（8メニュー）  
㋑

5ビタクラフト モンタナ 両手鍋22㎝
申込番号 520241 19枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

ステンレス　最大幅約32×高さ14㎝　径22×深さ10.7㎝　底厚2.5㎝　
約1.6㎏　4.1ℓ　㋞

1ビタクラフト マルチナイフ
申込番号 124798 11枚／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

刃身：ステンレス  柄：黒合板  全長31㎝  刃渡り18㎝  約125ℊ  ㋐

2木目調 体重体組成計
／ドリテック

申込番号 314492 13枚／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

BS-244NW　ABS樹脂　約幅28×奥行24.5×高さ2.8㎝　約628ℊ　
単4×3（お試し用）付　個人データ5人分　㋑　※測定の際に微弱電
流を体内に流すため、ペースメーカーなどの医療電子機器を装着している
方は絶対に使用しないでください。

8,000円（税抜）
メーカー参考価格

「除菌･除カビ･脱臭･殺ダニ」
梅雨時期の生乾き臭対策にも。

ハンドルを回すだけ!開閉しやすい!
大容量の両手タイプ。

岐阜県関市で伝統の職人が
丹念に仕上げた逸品。

日本製

日本製
3牛革コンパクト財布／豊岡工房
ブルー 申込番号 106009 11枚／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

オリーブ 申込番号 106007 11枚／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）
オレンジ
キャメル 申込番号 106008 11枚／（相当） 値引券 7枚（4,690円相当）

牛革  幅10×厚さ2.5×高さ9㎝  約80ℊ  ホック開閉式  前面：ホック
式ボックス小銭入れ1コ  内側：札入れ1コ  カード入れ6コ  オープン
ポケット2コ　㋐

刃部には切れ味が長続きする、モリブデンステンレス
刃物鋼を使用。柄は高級家具に使われる広葉樹を
使用し、耐久性に優れた握りやすい仕様です。

ユーザーを自動認識できるの
で、誰が乗っているかを自動で判
別して7つの項目を測定します。

人気の豊岡工房からコンパクト財布が登場。
手に馴染むソフトで美しい牛革。

上下遠赤外線ヒーターでこんがりおいしく。インテリアにも合う美しい木目調デザイン。
軽量のため、部屋間の持ち運びもラクラク。

豊岡の鞄職人が仕上げた
男女兼用のプレーンショルダー。

ハンドルを右へ回すとフタが
開き、戻すと閉まります。

ネイビーブルー

15,000円（税抜）
メーカー参考価格

日本製

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

6遠赤外線オーブントースター／象印
申込番号124510 16枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

ET-WG22　幅40×奥行28×高さ23.5㎝　庫内：幅27×奥行22×高
さ11㎝　3.7㎏　1000W　コード長1.2m　温度調節：80〜250℃　
15分タイマー　着脱式焼き網・トレイ付　㋑

10,000円（税抜）
メーカー参考価格

8牛革ショルダーバッグ／ウノフク
オレンジ 申込番号 105835 16枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）
ネイビー
ブルー 申込番号 105837 16枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）

本体：牛革　ショルダー：アクリル　約幅23×マチ8×高さ23㎝　ショ
ルダーベルト：約72〜122㎝　約340ℊ　ファスナー開閉式　外側：
サイドファスナーポケット1コ　内側：ホック式ポケット1コ・オープンポ
ケット2コ　㋐

前扉は取り外して
丸洗いできます。

折り目付けに便利な
アイロン機能。 

7,000円（税抜）メーカー参考価格

8,000円（税抜）メーカー参考価格

7,000円（税抜）メーカー参考価格

12,000円（税抜）メーカー参考価格

体重 体脂肪率

体水分率推定骨量

筋肉量内臓脂肪
レベル

基礎
代謝量
最小表示
50g

初期設定
必要

全面多層構造により
「熱しやすく冷めにくい」

便利なサイド
ファスナー
ポケット。

10,000円（税抜）メーカー参考価格

すてきな商品まだまだあります!

1台で、無水調理・ゆでる・煮る・蒸す・揚げる・
炒める・炊く・オーブン調理ができます。

ビタクラフトの一生ものの高級なお鍋。

オレンジ

小さなバッグにも
収納が可能。

食パン

2枚
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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） 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

大人かわいい星空モチーフの
レジカゴバッグ。

車の中で使えるねこの手フック。
クセになるにぎり心地だよ♪

突然のインターホンにもあわてない！
靴を履かずに来客対応。

ふかふか肉球で車内でも
ぐっすり眠れる☆
ミニクッション。

財布やスマホなど、小物の持ち運びに
便利なサコッシュです。

洗ってくりかえし使える
タンブラーです。

ロールペーパーを
手軽に使える、
収納ホルダーです。

中のビーズを動かすと、スーパーキノコが
ネックピローに変身！

「テレサ」モチーフのかわいいアイマスク。

コンパクトに
折りたためる、 
スーパーマリオの
リュックサック。

1リラックマ　
レジカゴバッグ スター柄

申込番号192781 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　約幅33×
マチ21.5×高さ29.5㎝　持ち手約55㎝　約250ℊ  約27ℓ  巾着
開閉式  外側オープンポケット1コ・底板付　㋑

7スーパーマリオ トラベルサコッシュ（マリオ）
申込番号173120 値引券4枚（2,680円相当）
ナイロン　ポリエステル　アルミニウム　本体：約幅21×マチ4×高さ
18㎝　約86ℊ　ショルダー：幅2×長さ69～129㎝　ファスナー開閉
式　前面：オープンポケット1コ　ファスナーポケット1コ　内側：ファス
ナーポケット1コ　カラビナ2コ付　㋑

9スーパーマリオ 
アイマスク（テレサ）

申込番号173122 値引券3枚（2,010円相当）
ポリエステル　約幅22×高さ10㎝　約43ℊ　収納袋付　㋑

8スーパーマリオ トラベル　
折りたたみリュックサック（マリオ）

申込番号173121 値引券6枚（4,020円相当）
ポリエステル  シリコーン  使用時：約幅28.5×奥行14.5×高さ41㎝  
収納時：約幅24×奥行3×高さ16.5㎝　約168ℊ　ファスナー開閉
式  前面：ファスナーポケット1コ　側面：オープンポケット2コ  ㋑

10スーパーマリオ 2WAY
ネックピロー（スーパーキノコ）

申込番号173123 値引券5枚（3,350円相当）
側地：ポリエステル90％・ポリウレタン10％　中材：発泡ポリスチレン  
クッション時：約幅26×奥行25×高さ15㎝　ネックピロー時：約幅34
×奥行34×高さ10㎝　約235ℊ　㋑

12スーパーマリオ ホーム＆パーティ　
ロールペーパーホルダー（ボムへい）

申込番号173124 値引券5枚（3,350円相当）
ポリエステル　ポリウレタン　約幅18×奥行24×高さ16.5㎝　75ℊ  
㋑　※ロールペーパーは付いておりません。

11スーパーマリオ ホーム＆パーティ　
ストロータンブラー(水中コース)

申込番号173125 値引券3枚（2,010円相当）
AS樹脂　ポリプロピレン　PVC　本体：径8.3
×高さ13.5㎝　ストロー：約長さ21㎝　350㎖  
ストローマーカー付　㋑  ※飲み物は付いて
おりません。 ※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。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

6才〜

6才〜

6才〜

6才〜

数量
限定

6才〜

6才〜

ファスナーチャームは、
「スーパーキノコ」と

「クリボー」♪

飲み物を入れると
水中コース
みたいに。

導火線部分から
ペーパーを
引き出せます。

ファスナーを開けて
ビーズを移動♪

肉球ファン待望の
可愛いマット。

大人っぽいシックカラー。
人気のレジカゴバッグ。

数量
限定

数量
限定

（ネット使用）

洗濯機
OK

車の中やお部屋・玄関で使えます。

6肉球 シートマット
申込番号173080 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル他　約幅53×高さ42㎝　裏面滑り止め加工　㋑

5玄関のちょい乗り ねこふんじゃった！
申込番号314607 値引券2枚（1,340円相当）
本体：ポリウレタン  底材：合成ゴム  約幅15×奥行15×厚さ2㎝　
165ℊ  裏面は滑りにくいラバー素材  1コ入  ㋑

3肉球 ヘッドレストフック
申込番号173127 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル　ポリプロピレン　約幅5.5×奥行12×高さ14㎝  
40ℊ　耐荷重5㎏　㋑

4肉球 シートベルトクッション
申込番号173128 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル　約幅18×奥行7×高さ33㎝　115ℊ　㋑

レジカゴに
すっぽり入る!

レジカゴに
すっぽり入る!

2リラックマ 
レジカゴバッグ こぐま柄

申込番号313749 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　約幅33×
マチ21.5×高さ29.5㎝　持ち手約55㎝  約250ℊ  約27ℓ  巾着
開閉式　外側オープンポケット1コ・底板付　㋑

数量
限定

テレサ型の
収納袋付き。

数量
限定

数量
限定

※「スーパーマリオ トラベル・ホーム＆パーティグッズ」は任天堂販売株式会社のオリジナル商品です。©︎2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

向きは自由に
変えられるよ♪

かわいい猫の足型。
やわらかな素材｡

肉球に片足を置いて
使います♪

肉球の感触が
すごくイイ！

数量
限定 数量

限定

収納時

巾着部分にも
リラックマが
います。

巾着部分にも
リラックマが
います。

©2019 Nintendo

©2019 Nintendo

©Nintendo

©2018 Nintendo

©2018 Nintendo

©2019 Nintendo
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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） 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

おしゃべりと光で温度と湿度をお知らせ。

8にゃんこ計 ミケネコ／ Hashy
申込番号192626 値引券5枚（3,350円相当）

EX-2873　幅6×奥行10.5×高さ7.2㎝　150ℊ　単4×3
（別売）  ㋑

トイレ空間がかわいくなる、
豆しばのペーパーホルダー。

走行中の車の安全を守るワン！ 走行中の車の安全を守るニャン！ しっぽの先からお水が出る、
可愛いねこのじょうろ。

1豆しばトイレロール
ペーパーホルダー / 茶

申込番号520219 値引券2枚（1,340円相当）

ポリエステル　上部：約幅15.5×奥行5.5×高さ31㎝　下部：約
幅16×奥行1×高さ23.5㎝　㋑

3豆しばドライブレコーダー
マグネットサイン 2枚セット／茶

申込番号173129 値引券2枚（1,340円相当）

マグネット　塩化ビニル　幅14.8×厚さ0.1×高さ11㎝　2枚
セット　㋑

9ねこのドライブレコーダー
マグネットサイン 2枚セット／ミケ

申込番号173130 値引券2枚（1,340円相当）

マグネット　塩化ビニル　幅14.6×厚さ0.1×高さ11.5㎝　2枚
セット　㋑

10ねこのじょうろ／ミケ
申込番号173131 値引券2枚（1,340円相当）

ポリプロピレン　幅23×奥行12.5×高さ25.5㎝　175ℊ　1.5ℓ　
㋑

数量
限定

豆しばの存在感抜群！
置くだけでお部屋がなごみます。

2豆しばぬいぐるみ
ティッシュカバー

申込番号520209 値引券3枚（2,010円相当）

ポリエステル　ポリウレタン他　約幅22×奥行35×高さ19㎝　
㋑

数量
限定

おすわりポーズが
「けなげ」なダストボックス。

4豆しばぬいぐるみダストボックス
申込番号520211 値引券3枚（2,010円相当）

ポリエステル　ポリプロピレン他　約幅20×奥行24×高さ
21㎝　約2ℓ　㋑

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

「フセ」のポーズが可愛い豆しばマット♪ 挟んでかわいいマグネットクリップ♪

5豆しばマット
申込番号173069 値引券2枚（1,340円相当）

ポリエステル他　約幅64×高さ42㎝　裏面滑り止め加工　
㋑

6豆しば マグネット
クリップ4匹セット

申込番号150371 値引券2枚（1,340円相当）

PVC　磁石　約幅3.5×奥行1×高さ6.6㎝　1匹：10ℊ  ㋑

（ネット使用）

洗濯機
OK

11カワイイねこ長財布
グレージュ 申込番号 106171 値引券2枚（1,340円相当）

ブラック 申込番号 106170 値引券2枚（1,340円相当）

合成皮革  約幅20×厚さ3×高さ12㎝  約181ℊ  ファスナー
開閉式  内側：札入れ3コ  カード入れ8コ  ファスナー開閉式
小銭入れ1コ  オープンポケット2コ  ㋑

トイレ空間がかわいくなる、
ねこのペーパーホルダー。

カワイイのに高機能！カードもたっぷり入る。大人っぽいねこ型長財布♪

7ねこのトイレロール
ペーパーホルダー /ミケ

申込番号173025 値引券2枚（1,340円相当）

ポリエステル　上部：約幅15.5×奥行5.5×高さ31㎝　下部：
約幅16×奥行1×高さ23.5㎝　㋑

数量
限定

数量
限定

頭を１回なでるように押すとおしゃべり、２回押すと温度と湿度
をお知らせ。60分に１回自動でおしゃべりします。

熱中症・風邪対策の目安に。

温度は26℃
湿度は
68％だよ。

にゃー
にゃー

冷蔵庫に貼って、
色々なメモを
かわいく整理★

グレージュ

ブラック

数量
限定

数量
限定

マットな
加工で

手にフィット。

高級感のある
ゴールドカラー
のファスナー。
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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） 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

オレンジフラワー

トウキョウ

マヨルカ

エコ先進国、オーストラリアで誕生。
カラフルで華やかな柄と軽くて使いやすい
実用性が世界中で大人気。
ショッピングや旅行に大活躍します。

世界のセレブも愛用する人気エコバッグ。 レジカゴにかけられるビッグサイズ。

持ち手一体型のおしゃれなレジカゴバッグ。
車に乗せても安心な口もと巾着仕様。

落ち着きのあるネイビーをベースに、
キュートなオレンジハートを
配したデザイン。

レジカゴに入る。保冷保温機能付きの
シンプルなデザインのバッグ。

大人気ブランドの保冷保温機能付きレジカゴバッグ。

お買物やおでかけに使える、
レジカゴサイズの保冷保温リュック。

1エンビロサックス　エコバッグ
マヨルカ 申込番号 192431 値引券2枚（1,340円相当）

オレンジフラワー 申込番号 105322 値引券2枚（1,340円相当）

トウキョウ 申込番号 192677 値引券2枚（1,340円相当）

ポリエステル　約幅50×高さ42㎝　収納時：約幅9.5×高さ5㎝  約50ℊ  
約15ℓ　オープン開閉式  ㋑ （デザイン：オーストラリア）

2エンビロサックス　
保冷保温レジカゴバッグ

オレンジフラワー 申込番号 192641 値引券3枚（2,010円相当）

エトニコ 申込番号 192747 値引券3枚（2,010円相当）

トウキョウ 申込番号 192642 値引券3枚（2,010円相当）

ポリエステル　アルミ蒸着フィルム　使用時：約幅48×マチ30×高さ
24㎝　収納時：約幅16×高さ6㎝　約140ℊ　約24ℓ  巾着開閉式  
保冷剤用メッシュ内ポケット付　㋑（デザイン：オーストラリア）

エトニコ

トウキョウ

オレンジ
フラワー

レジカゴにぴったり！

くるっと丸めて
コンパクト！

レジカゴに
スッポリ入ります。

両側を持って“シュパッ”と引っ張るだけ！一気にたためます。

4コンパクトバッグ
シュパット L ／マーナ

ドット 申込番号 192245 値引券4枚（2,680円相当）

ネイビー 申込番号 192244 値引券4枚（2,680円相当）

ポリエステル　約幅50×マチ10×高さ38㎝　収納時:幅10×奥行7.5
×高さ7.5㎝　183ℊ　約31.4ℓ　スナップボタン開閉式　㋑　
※使用時のサイズは入れる物により異なります。

5クルリト レジカゴ BIG
マルシェバッグ／ MOTTERU

ブラック 申込番号 192608 値引券2枚（1,340円相当）

ネイビー 申込番号 192607 値引券2枚（1,340円相当）

ポリエステル　約幅60×マチ24×高さ30㎝　収納時：約径8×高さ
13㎝　約165ℊ　約25ℓ　巾着開閉式　前面：ミニファスナーポケッ
ト付　ゴム留め　㋞

ネイビードット

アルミ断熱シートの
内面でしっかり保冷！

ネイビー

ブラック

3リュックになる
保冷保温レジカゴバッグ

申込番号192703 値引券 6枚（4,020円相当）

ポリエステル  PVC断熱材  アルミ蒸着フィルム  ポリプロピレン  リュック時：約
幅32×マチ32×高さ30㎝  最大展開時：約幅60×マチ32×高さ27㎝  底面：
約幅37×奥行32㎝  約570ℊ  約10～28ℓ  巾着・ファスナー開閉式  前面：
スナップポケット1コ  背面：スナップポケット1コ  ㋑　

数量
限定

背負えるので
   両手がすっきり。

リュック・
肩掛けの
2WAY。

持ち手が長く
肩にかけて使える!

6クルリト クーラービッグ
マルシェバッグ／ MOTTERU

申込番号192709 値引券4枚（2,680円相当）

ポリエステル　アルミ蒸着フィルム　使用時：約幅60×マチ24×高さ35㎝  
収納時：約径10.5×高さ22㎝　約250ℊ　約30ℓ  巾着開閉式　㋞

7マリ・クレール　クーラートートバッグ
申込番号192376 値引券3枚（2,010円相当）

ポリエステル  綿  アルミ断熱フィルム  最大幅約51×マチ17×高さ
30.5㎝  約310ℊ  約11ℓ  ファスナー開閉式  ㋑

数量
限定

くるくる丸めて
コンパクトに。

くるっと丸めれば
手のひらサイズに。

しわになりにくい、
手触りがしなやかな

素材。

たたむと
コンパクト!

肩に食い込み
にくく、重いもの

でも痛くなりにくい、
幅の広い持ち手。

数量
限定（ネット使用）

洗濯機
OK

数量
限定（ネット使用）

洗濯機
OK
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消費カロリーが14％アップ。※
※バランスクッションを敷かずに椅子に座っ
ている時を比較。（20～40代女性の平均値
に基づいた計算例。）

※卵による実験。座り方によって
は割れる場合があります。

省スペースでのエクササイズが可能。

骨盤と腰椎を支えます。

腰をし
っかり

支える
イメー

ジ

※イメージ ※イメージ

※ヒップサイズが110㎝以上の方は本品が
正常に機能しない場合があります。

レッド

ディープブラウン

ディープレッド

短時間＆
省スペースで

できる、人気の
トレーニング

アイテム!

※イメージ

※イメージ

体圧分散×衝撃吸収で腰・座骨を保護。
浮いたような座り心地の
コンパクトなクッション!

※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）

※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。

2バランスクッション／タニタ
申込番号162060 値引券3枚（2,010円相当）

TS-959　約径33×高さ6㎝　約1㎏　耐荷重100㎏　空気入れポンプ1
本・空気針2本付　㋑

1プレミアムゲルクッション
申込番号314503 値引券4枚（2,680円相当）

カバー：ポリエステル100％　中材：スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂  
幅33.5×奥行26.5×高さ4㎝　約655ℊ　㋑  ※2020年6月中旬以
降のお届けとなります。

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくりを！

椅子に敷いて座るだけ！
体幹エクササイズ。

いつでもどこでもラジオ体操！ 
かけ声も9語内蔵されています。

持ち運び、収納がしやすい折りたためるヨガマット。

凸凹のあるローラーで全身をほぐす！

シンプルな動きで腹筋だけでなく
全身を鍛えるローラー。

座ることで美姿勢をサポート。

ス
〜
ッ
と
伸
び
た
後
ろ
姿
は
美
し
い
。

3ボディメイクシート スタイル／ MTG
レッド 申込番号 141251 値引券 13枚（8,710円相当）

ディープブラウン 申込番号 141449 値引券 13枚（8,710円相当）

ディープレッド 申込番号 141450 値引券 13枚（8,710円相当）

表地：レッド：ポリエステル  ポリウレタン  ディープブラウン：ポリエステル  
ディープレッド：ポリエステル  綿  レーヨン  構造素材：ポリプロピレン  
クッション材：ウレタンフォーム  EVA樹脂  約幅42×奥行39×高さ33㎝  
約1.6㎏  耐荷重約120㎏　㋑

6たためるヨガマット／ tone
オレンジ 申込番号 162074 値引券2枚（1,340円相当）

グリーン 申込番号 162075 値引券2枚（1,340円相当）

ブラウン 申込番号 162076 値引券2枚（1,340円相当）

PVC　使用時：61×173×厚さ0.4㎝ 折りたたみ時：30×24.5×厚さ
7.5㎝　約900ℊ　㋑

4体操ブーブー
ラジオ体操第1 申込番号 162081 値引券3枚（2,010円相当）

ラジオ体操第２ 申込番号 162082 値引券3枚（2,010円相当）

幅7×奥行5.5×高さ8.5㎝　65ℊ　単4×2（別売）　㋑

7お家でヨガローラー
ピンク 申込番号 162114 値引券2枚（1,340円相当）

サックスブルー 申込番号 162115 値引券2枚（1,340円相当）

EVA樹脂　約径9.5×高さ31㎝　約600ℊ　耐荷重200㎏　㋑

お鼻のボタンを
押すとブーブーの

かけ声の後に
ラジオ体操が

流れます♪

ラジオ体操
第1収録

ラジオ体操
第2収録

ブヒー!
健康って

素晴らしい!

たった3分やろうよ!ラジオ体操始まるよ!

5エクササイズローラー ダブル 
申込番号162087 値引券3枚（2,010円相当）

ポリプロピレン  EVA樹脂  スチール  幅30.5×奥行14×高さ14㎝  340ℊ  
㋑

オレンジ

グリーン ブラウン

サックスブルー

グリグリと
気持ちいい〜！

ふくらはぎ・足裏・腰回り・太もも・ヒップを
刺激してリフレッシュ。

アイドルからスポーツ選手まで
絶大な信頼を寄せる人気の整体師！

人気のマッサージ整体師
Pass 鍼灸整体院

先生監修小松原　学

クッション性の
ある素材で優しく

ほぐします。
床でも!

ソファー
でも!

数量
限定 数量

限定

数量
限定

折りたためるから、
持ち運びしやすい。

プルプルとした
ゲル素材×トライアングル

メッシュ構造で長時間
でもラクに座れる！

ピンク

卵が
割れない!?※

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

（カバー）

洗濯機
OK

取り外して
洗える

  カバー付き。

持ち運び
しやすい
サイズ!

Beauty & Health美容・健康
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12電子体温計
けんおんくん／オムロン

申込番号161880 値引券4枚（2,680円相当）

MC-681　幅3×奥行1.4×全長11㎝　18ℊ　CR2016コイン型電池
×1（お試し用）付　予測+実測検温兼用　自動電源オフ（約15分）  聞き
取りやすいお知らせブザー　前回値メモリ　収納ケース付　医療機器
認証番号225ACBZX00050000　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）

※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

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。

先端が柔らかくワキにフィットする体温計。

11体温計／タニタ
申込番号161940 値引券3枚（2,010円相当）

BT470　幅2.9×奥行1.5×全長13.6㎝  約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

5アゲツヤコーム ヘアアイロン
申込番号141483 値引券5枚（3,350円相当）

HB-200-BK　幅4×奥行4.5×長さ25.7㎝　約339ℊ　25W　コード
長2.5ｍ　温度6段階調節（120/140/160/180/200/220℃）　自動
電源オフ（約30分）  360°回転コード  海外使用可（AC100-240V）  
マイナスイオン発生のトルマリンコーティング  ㋑

2マイナスイオンドライヤー 
イオニティ／パナソニック

申込番号141548 値引券9枚（6,030円相当）

EH-NE5B-PP　幅20.8×奥行8.9×高さ21.5㎝　475ℊ　1200W　コー
ド長1.7m　冷風モード・風量2段階切替　㋔

数量
限定

ワキ
専用

予測平均
約20秒

数量
限定

ワキ
専用

予測平均
約20秒

先端がフラットな形状で、
ずれにくく正しく検温。

某ネット通販で大人気！
とかすだけでツヤツヤさらさらの仕上がりに！

MAX220℃のプロ仕様！
高級チタニウムプレートで
より美しいストレートヘアに。

はさみやすく、ずれにくい
フラット感温部。

ストレートはもちろん、内巻き＆ボリュームＵＰも簡単に！

6アゲツヤ PRO
ヴィヴィッドレッド 申込番号 141479 値引券5枚（3,350円相当）

パールシャンパン 申込番号 141480 値引券5枚（3,350円相当）

HS260BG　約幅3×奥行8×長さ26㎝　約344ℊ　45〜150W  コード
長2.6m　温度5段階調節（80/120/160/200/220℃）  自動電源オフ

（約60分）　360°回転コード　海外使用可（AC100-240V）　高級チタニ
ウムプレート　㋑

1マイナスイオンヘアードライヤー／テスコム
ピンク 申込番号 141257 値引券4枚（2,680円相当）

ホワイト 申込番号 141258 値引券4枚（2,680円相当）

TID295　幅19.6×奥行7.7×高さ21.5㎝　420ℊ　1200W　コード長
1.7m　冷風モード・風量2段階切替　㋑

3マイナスイオン
カールドライヤー／テスコム

ピンク 申込番号 141464 値引券5枚（3,350円相当）

シルバー 申込番号 141463 値引券5枚（3,350円相当）

TIC755　幅5.1×奥行5.1×高さ32.4㎝（クッション
ブラシ装着時）　320ℊ　700W　コード長1.7m　
冷風モード　ブラシ水洗い可　㋑　

ヴィヴィッドレッド

パール
シャンパン

マイナスイオンで潤いを守り、
毛先までしっとりまとまる髪に。

ピンク

ピンク シルバー

ホワイト 数量
限定

大風量で、パワフル乾燥。

数量
限定

髪の立ち上がりや
ナチュラルカールが
きれいに作れる径
32㎜パイプ。

1台でカールもストレートも
楽しめる2WAYタイプ。

パイプ径
32㎜

4ヴィダルサスーン
２WAY ヘアアイロン

申込番号141423 値引券7枚（4,690円相当）

VSI-3273/PJ　幅4.7×奥行8.4×長さ34.2㎝　約370ℊ　70W　コード長
1.9m　温度無段階調節（約100〜プレート時：180℃/パイプ時：165℃）　
自動電源オフ（約60分）　㋑　※やけどにご注意ください。

数量
限定

8体組成計
インナースキャン／タニタ

ブラウン 申込番号 161746 値引券7枚（4,690円相当）

ピンク 申込番号 161745 値引券7枚（4,690円相当）

BC-718　幅29.7×奥行21×高さ2.5㎝　約1.4㎏　単4×4
（お試し用）付　個人データ5人分　㋑

体重 最小表示
100g

面倒な設定不要！シンプルに
体重だけを測定したい方に。
ボタンを押さずに乗るだけで
電源が入る便利なステップオンタイプ。

ブラウン
ピンク

シンプルな計測項目の基本モデル。

体重 体脂肪率

BMI

内臓脂肪
レベル

最小表示
100g

強化ガラス
仕様

※体組成計は、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されている方は使用しないでください。
【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0570-783551）

7デジタルヘルスメーター／タニタ
申込番号161942 値引券4枚（2,680円相当）

HD-661　幅28×奥行28×高さ3.5㎝　約990ℊ　単3×2
（お試し用）付　㋑

初期設定
必要

数量
限定

数量
限定

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。

9手首式血圧計／タニタ
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　手首周り：約12.5〜21㎝　
単4×2（お試し用）付　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

数量
限定

ボタンひとつで測定を開始。
腕帯を正しく巻けているかを画面でお知らせ。
便利な30回分メモリー機能付き。

10上腕式血圧計／オムロン 
申込番号161755 値引券16枚（10,720円相当）

HEM-7122　幅10.3×奥行12.9×高さ8㎝　250ℊ　腕周り：約22〜32㎝　
単3×4（お試し用）付　医療機器認証番号225AABZX00102000　
㋐

日本製 数量
限定

数量
限定

2種類のブラシで根元ふんわり、
毛先はくっきりカール。

パイプ径
26㎜

キャッチクッション
ブラシ
毛先を逃さずセット。

ロールアイロン
ブラシ
熱伝導の良いアルミ
芯でしっかりカール。

約30秒で
使用ＯＫ！

大きな
文字で、

検温結果が
見やすい。

速乾ノズルで
スピーディー乾燥。

コーム型で
使いやすい!

Beauty & Health美容・健康
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足裏に合わせた立体形状で指先から指の間まで洗いやすく、土踏まず
部分には踏み心地のいい先丸ブラシを配置。

両足で乗るだけで、歩くための
筋肉を刺激。

※イメージ

※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）

※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

1電動ビューティシェーバー
フローレス／ダイレクトテレショップ

申込番号141528 値引券6枚（4,020円相当）

幅2.5×奥行2.2×長さ10.6㎝　約32ℊ　単3×1（別売）　掃除ブラシ付  
㋑

4メンズシェーバー回転刃／パナソニック
申込番号311315 値引券4枚（2,680円相当）

ES-KS30　幅4.6×奥行5.8×高さ12.6㎝　125ℊ　8時間充電で約21
分使用可　㋑

6ドクター・リー ピロー スタンダード／昭和西川
申込番号162151 値引券9枚（6,030円相当）

側地：(表側)ポリエステル65％・再生繊維（テンセル）35％・（詰め物・中仕切り）
ポリエステル100％（ポリエチレンパイプ使用）・（裏面・マチ部）ポリエステル
100％  調整シート：（側地）ポリエステル100％・（中材）ウレタンフォーム  幅
60×奥行43×高さ10㎝  1.2㎏  調整シート6枚入（厚さ約7㎜）  ㋑

メイク前の新習慣。産毛カットで
肌色＆メイクのりアップ！

短い毛・細い毛・太い毛も抜ける！

お風呂で洗いながら足裏ケア！

コンパクトで持ち運びに
便利な、回転刃シェーバー。

シリーズ
累計販売数

2200万本
突破

数量
限定 2驚きの毛抜き／グリーンベル

先斜めタイプ 申込番号 141526 値引券2枚（1,340円相当）

先丸タイプ 申込番号 141527 値引券2枚（1,340円相当）

ステンレス　全長9.5㎝　16ℊ　㋐

5抗菌フットブラシ シェル／ tone
コーラルピンク 申込番号 141511 値引券2枚（1,340円相当）

シーウィードグリーン 申込番号 141510 値引券2枚（1,340円相当）

アクアブルー 申込番号 141509 値引券2枚（1,340円相当）

PVC　貝殻焼成カルシウム　幅25×奥行28×高さ4㎝　約300ℊ　日本
製抗菌剤（ホタテの貝殻を約1200℃で焼成して細かい粉末状にして作っ
た抗菌剤）を配合し、抗菌効果実証済。　㋑

日本製

角を使って
狙った一本を、また
全体を使って数本
抜きも可能です。

肌のあたりが
非常に優しく、

デリケートな部分の
お手入れに最適。

ムダ毛を確実に捉える
新構造。抜くことを追求した
こだわりの毛抜きです。

コーラル
ピンク

アクア
ブルー

シーウィード
グリーン

充電器不要の「プラグイン充電式」
海外でも使えるAC100～240V対応

「デュアルエッジ刃」で鼻毛だけで
なくマユ、ヒゲ、耳とマルチに
使える！

ピンク×ブラックピンク×ブラック
グレー

※イメージ

スニーカーのようにラクに
歩けるサンダル。

シンガポール国立大学教授が 
おすすめする究極のリラックス枕。

外反母趾 美脚対策

足のアーチを整える
アーチケア構造。

7勝野式 ドクターアーチスニーカー
ピンク×ブラック M 申込番号 161936 値引券6枚（4,020円相当）

ピンク×ブラック L 申込番号 161937 値引券6枚（4,020円相当）

グレー M 申込番号 161938 値引券6枚（4,020円相当）

グレー L 申込番号 161939 値引券6枚（4,020円相当）

甲部：合成皮革　ポリエステル  底：合成底  ［M］22～23.5㎝　約210ℊ（片足）　
［L］24～25.5㎝　約230ℊ（片足）　通気性に優れたメッシュ素材　㋑　
※本品は特殊形状ソールのため、履き始めはきつさを感じる場合があります。
しっかりつま先を奥まで入れる事で、徐々に足の形にフィットします。

足のアーチを整える特殊インソールが
歩く時の衝撃を和らげ、正しい足運び
を助けます。

※イメージ

幅広タイプで
足指ラクラク。

医学博士
勝野 浩 先生
監修

数量
限定

数量
限定

便利なLEDライト付き！
細かい産毛も見逃さない。

デリケートなお肌にも。
低刺激なニッケルフリー＆18金コーティング。

先斜めタイプ 先丸タイプ

8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）

ABS樹脂  ポリウレタン  ポリエチレン  幅28×奥行30×高さ2㎝  約61ℊ  CR2032
コイン型電池×1（お試し用）付  強度10段階調節可  自動電源オフ（約20分）  適応サイ
ズ（足）：27.5㎝まで  収納袋付  ㋑  ※必ず素足で両足をお乗せください。

足裏から電気の刺激。足裏・ふくらはぎへ
美脚アプローチ。

（ネット使用）

洗濯機
OK

横向き寝した際の耳の圧迫を軽減
するイヤーポケット設計。

スムーズな寝返りを
サポートするアーチ構造。

横向き寝の時の耳にかかる負担を和らげ、質の高い睡眠を
サポートします。 中材に通気性と

程よい硬さの
パイプを使用。

付属の調整シートで
高さが変えられます。

脳神経工学 博士・教授
Li Xiaoping 監修

ボタンを押すだけの簡単操作。水拭きできます。

※2017年2月〜2019年6月
※メーカー調べ

ストッパー付き
なのでヒモを結
ぶ手間なし！

20分の
オート

トレーニング!

リップ
スティック型
のコンパクト
サイズ。

「EMS」の
はたらきとは?

EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、
自己の意志による場合と同じようなメカニズムで
行われるため、簡単にトレーニングができます。

数量
限定

ギューっ
と刺激。

3エチケットカッター
／パナソニック

申込番号141563 値引券3枚（2,010円相当）

ER-GN11  幅2.6×奥行3.2×高さ12.7㎝  46ℊ  単3
×1（別売）　㋐　※本体は水洗いできません。

日本製

側面からだけでなく、上から入る毛もカットできる
デュアルエッジ刃を採用。マユやヒゲの形作りに
も、これ一つで対応できます。

Beauty & Health美容・健康
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大きめ
サイズ

ありそうで無かった、究極のデザイン。

スープを
すくいやすい
小さめサイズ。

おかずを
すくいやすい
大きめサイズ。

レンゲ
スプーン

一般的な
スプーン

マグカップ
サイズ

・つなぎ目の無いハンドルは中空構造で軽く、
　汚れがたまりにくく衛生的。
・オールステンレスなのでお手入れも簡単。食洗機OK。
・握りやすく、手になじむよう考えられたハンドルデザイン。

日本で熟練した職人が、
一丁ずつ本刃付けをしています。 研ぎ直しできます。

モリブデン鋼使用で
切れ味が持続します。

熟
練
の
職
人
が
数
工
程
を
か
け
て

一
丁
ず
つ
丁
寧
に
本
刃
付
け
を
し

て
い
る
の
で
、
プ
ロ
も
納
得
の

シ
ャ
ー
プ
な
切
れ
味
。

丈夫で衛生的な
ステンレス一体ハンドル。

※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

外側のくぼみでおろし汁を逃さないアイデア設計。

力の入れ加減で食感が変えられる！

しっかり握れて、おろしやすい！

某TV番組でおろしがねベスト6に入った
人気商品。V字の刃並びでおろしやすい！1薬味おろし

申込番号124642 値引券2枚（1,340円相当）

ステンレス　幅20×奥行7.5×高さ2㎝　100ℊ　㋐

6おろしま専科
申込番号124646 値引券3枚（2,010円相当）

ステンレス　ポリプロピレン　幅27.3×奥行10.5×高さ6㎝　245ℊ  
受皿底面滑り止め付　㋐

日本製

日本製

粗目：力を入れて
しっかりおろす。 

細目：力を入れず
やさしくおろす。

3レンゲスプーン　5本組
大きめサイズ 申込番号 123385 値引券2枚（1,340円相当）

マグカップサイズ 申込番号 124472 値引券2枚（1,340円相当）

18-8ステンレス  大きめサイズ：幅3.7×長さ17.7㎝  約43ℊ（1本）  
マグカップサイズ：幅2.6×長さ14.8㎝  約25ℊ（1本）  ㋐

日本製

持ちやすく、すくいやすい。こぼれにくく、口に運びやすい。
ちょっとした形の工夫でこんなに
使いやすくなりました。

熱にも強いオールステンレス製。

菜ばしのような細めの先端部で、
つかみにくい食材も
簡単につかめる！

荒研ぎ（ダイヤモンド）・
仕上げ研ぎ（セラミック）で研ぎ味長持ち！

食卓での取り分けや、
揚げ物やゆでた食材を
取り出すのに便利！

どの向きに置いても先端が
テーブルに触れません。

4これは便利！ お助けトング
申込番号124357 値引券2枚（1,340円相当）

ステンレス　幅3.5×奥行3.7×全長24㎝　60ℊ　㋐

日本製

24cm

新潟県三条市は江戸時代から
続く全国有数の金属製造の
一大産地です。その産業発展の
基礎となったのは、和釘づくりから
始まる鍛冶（かじ）の技術と、
ものづくりへのあくなき挑戦精神です。経済産業大臣指定の伝統的工
芸品に「越後三条打刃物」が選定されたように、職人の匠の技が今で
も息づいています。特に刃物類は高い品質で知られ、現在は「SANJO 
JAPAN ブランド」として海外でも高い評価を得ています。

肉や魚・野菜にも使える万能タイプ。

小ぶりなので、軽く扱いやすい。

肉や魚用として最適。

熟練した職人による、
本格的な本刃付包丁の
切れ味！

越後鍛冶の技

燕市

三条市

新潟県

ミドル
三徳包丁

牛刀
包丁

三徳
包丁

5ＳＡＮＪＯＨ 
包丁シリーズ

三徳包丁 申込番号 520268 値引券6枚（4,020円相当）

ミドル三徳包丁 申込番号 520269 値引券6枚（4,020円相当）

牛刀包丁 申込番号 520270 値引券8枚（5,360円相当）

刀身：モリブデン鋼　柄：18-8ステンレス　[三徳包丁]全長約
29.5㎝　刃渡り約16.5㎝　約118ℊ　[ミドル三徳包丁]全長約
26.5㎝　刃渡り約14.5㎝　約95ℊ　[牛刀包丁]全長約34.5㎝　
刃渡り約21㎝　約131ℊ　㋐

数量
限定

日本製

簡単に外して洗えます。

ザ
ク
ッ
と
切
れ
る
!

料理の下ごしらえはもちろん、栓抜きやフタ開けにも使える!

軽くて使いやすい。

まな板いらずで肉や魚、野菜をザクッと切れる!

7キッチンはさみ
申込番号 124012 値引券4枚（2,680円相当）

刃：ステンレス刃物鋼　柄：亜鉛ダイカスト　全長20.5㎝　刃渡り7㎝  
150ℊ　㋐

2プログレード ダブルシャープナー
申込番号 124992 値引券3枚（2,010円相当）

荒研ぎ：ダイヤモンド砥石、仕上げ研ぎ：アルミナ系セラミック砥石  
ABS樹脂　幅19.6×奥行5×高さ5.8㎝　110ℊ　㋐

日本製日本製

  手軽に使える
ほど良いサイズ。

すべり止め付きの
ハンドルで研ぎやすい。

往復させるだけで
簡単に包丁が研げます。

燕 三 条 製 品
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ギュッ！
約9～11分
（3個の場合）

加熱時間

約27㎝

14.6㎝
ワイド幅！

※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）

自然な使い心地。
手を汚さずにパパッと調理!

食器として使えて、保存、温めなおしもできる！

持ちやすい、注ぎやすい究極のボウル。

夏は麺類の水切りに、
冬は鍋の材料の盛り付けに。

グリルやトースターで簡単調理。
フタ付きなので、庫内を汚しにくい。

細かい作業も器用にこなす指先のような先端形状。

材料が量れる目盛り付き。

逆さにすれば先端が浮いて
テーブルを汚しません。

3燕三条
ゆびさきトング／オークス

申込番号122642 値引券2枚（1,340円相当）

ステンレス　幅4.5×全長14.7㎝　60ℊ　㋐

5フタ付きで便利！ グリル de ちょい焼き
申込番号124696 値引券2枚（1,340円相当）

ガルバリウム鋼板（内外面フッ素樹脂塗膜加工）  幅25.2×奥行17.8
×高さ3.5㎝ 280ℊ  オーブン不可  ㋐  ※ご使用の際は、調理面
に薄く油をひいて調理してください。

1燕三条下ごしらえボール
申込番号124360 値引券2枚（1,340円相当）

18-8ステンレス　幅18.8×奥行13.3×高さ7.7㎝　約140ℊ　750㎖　
目盛り：100㎖単位（500㎖まで）　㋐

2耐熱ガラス製保存容器　
丸型3コセット／ハリオ

申込番号124633 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　S：約径11×高さ5.3㎝　120ℊ  
300㎖  M：約径14×高さ6.5㎝　200ℊ　600㎖　L：約径17×高さ
7.8㎝  250ℊ  1200㎖　㋐　※オーブンには使えません。

日本製

日本製

熱い揚げ物を
切る時にも！

薄切り肉も
1枚ずつ
つまめる。

フタをしたまま電子レンジ調理が可能。

  ラップなしで保存、
重ね収納できる!

M

L

S

日本製 トレー付きなのでそのまま食卓に出せます。

日本製

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。

ギュッとひと押しで約5gずつにカット。 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。

中身が見えるから、お茶の飲み頃が分かる！
軽くて扱いやすく、割れにくい。

ガラス製では
ありません。

たっぷり
サイズのLL

お店顔負け! 約1ミリ幅の極細千切り!

目安：
キャベツ
半分サイズ

底面が波型構造で
油切れが良い!

フッ素コートで
焦げつきにくく、
お手入れ簡単!

トースターで

グリルで

フタがあるので
ふっくらジューシーに！
魚料理も便利。

日本製

日本製

6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

7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

8クリアティーポット LL
申込番号 124463 値引券2枚（1,340円相当）

飽和ポリエステル樹脂　幅16.8×奥行11.9×高さ13.5㎝　約260ℊ　
730㎖　ストレーナー付　㋐

9とんかつ屋さんのキャベツスライサー
申込番号122893 値引券2枚（1,340円相当）

ABS樹脂　ステンレス刃物鋼　幅14.6×奥行1.8×全長38㎝　約
395ℊ 安全ホルダー付　㋐　※ケガをする恐れがありますので、食
材が小さくなりましたら付属の安全ホルダーをご使用ください。

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

日本製 日本製

日本製レンジ 
専用

数量
限定

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19 20



調理中に中が見えるスタンドできるガラスふた付き。

シリコンハンドルでしっかり持てる。
いため鍋28㎝フライパン26㎝

両手鍋22㎝

フライパン20㎝

玉子焼きパン 片手鍋18㎝

1ウッドグレイン　マーブルコートシリーズ
玉子焼きパン 申込番号 124881 値引券2枚（1,340円相当）

片手鍋18㎝ 申込番号 124885 値引券4枚（2,680円相当）

両手鍋22㎝ 申込番号 124886 値引券5枚（3,350円相当）

フライパン20㎝ 申込番号 124882 値引券3枚（2,010円相当）

フライパン26㎝ 申込番号 124883 値引券4枚（2,680円相当）

いため鍋28㎝ 申込番号 124884 値引券5枚（3,350円相当）

アルミニウム合金（内面ゴールドマーブルフッ素樹脂加工）  フタ：強
化ガラス  底厚2.5㎜  ［玉子焼きパン］最大幅37.3×高さ6㎝  焼
き面：12×15×深さ3.2㎝  390ℊ  ［片手鍋18㎝］最大幅37×高
さ17.3㎝  径18×深さ8.9㎝  895ℊ  2.1ℓ  ［両手鍋22㎝］最大
幅35×高さ21.2㎝  径22×深さ12㎝  1.4㎏  4.3ℓ  ［フライパン
20㎝］最大幅39×高さ12.5㎝  径20×深さ4.4㎝  870（本体の
み430）ℊ  ［フライパン26㎝］最大幅47.6×高さ14.5㎝  径26×
深さ5.4㎝  1.4（本体のみ0.7）㎏  ［いため鍋28㎝］最大幅49.5×
高さ16.4㎝  径28×深さ6.7㎝  1.6（本体のみ0.8）㎏  ㋑  
※新商品のため、2020年5月中旬以降のお届けとなります。

※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）

※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

数量
限定

ウォックパン
26㎝

ウォックパン
20㎝

2ビタクラフト　ソフィアⅡシリーズ
フライパン22㎝ 申込番号 124554 値引券5枚（3,350円相当）

フライパン26㎝ 申込番号 124555 値引券7枚（4,690円相当）

フライパン28㎝ 申込番号 124556 値引券8枚（5,360円相当）

ウォックパン26㎝ 申込番号 124558 値引券8枚（5,360円相当）

ウォックパン20㎝ 申込番号 124557 値引券5枚（3,350円相当）

フライパン
22・26・28㎝

抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン
3コートで焦げつきを防止。ステン
レスとアルミの全面2層構造で抜群
の熱効率を実現。

焼きムラなしでキレイに焼ける！

ゴールドマーブル加工で焦げつきにくい！フタが立てられる。

アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　底厚2.5㎜　［フライパン22㎝］最大幅42×高さ9.3㎝　径22×深さ4.8㎝　726ℊ　［フライパン26㎝］最大幅
46×高さ10㎝　径26×深さ5.8㎝　974ℊ　［フライパン28㎝］最大幅48×高さ10㎝　径28×深さ5.8㎝　1.08㎏　［ウォックパン26㎝］最大幅46×高さ
11㎝　径26×深さ7㎝　956ℊ　［ウォックパン20㎝］最大幅40×高さ12㎝　径20×深さ7㎝　690ℊ　㋑

ビタクラフトの技術が生きるフライパン。

シャンパンゴールドカラーと木目調の持ち手がおしゃれなフライパン。

3日本製 オールステンレス鍋
ゆきひら鍋18㎝ 申込番号 124518 値引券3枚（2,010円相当）

ミルクパン14㎝ 申込番号 124517 値引券3枚（2,010円相当）

ステンレス　底厚0.7㎜　[ゆきひら鍋］最大幅33.2×高さ8.4㎝　径18×
深さ7.3㎝　約395ℊ　約1.8ℓ　[ミルクパン］最大幅28×高さ8.8㎝  径
14×深さ7.3㎝　約325ℊ　約1ℓ　㋐　

高級感のあるオールステンレス鍋。軽くて使いやすいのも魅力。

日本製

ワイド設計で大きな魚やステーキもおまかせ！ 横長の楕円形状で
トンカツや有頭エビなどを楽々揚げられます。底面は余分な脂を落とす波形構造。

焦げつきにくく、お手入れも簡単!

つまみにターナーが置ける!※

傾斜をかけたスリム形状で少ない油量
で揚げ物ができます。

段付構造だから吹きこぼれにくい。

揚げ物のちょっと置き
に便利なアミ付き。

大きな注ぎ口。

目皿付きなので蒸し料理
もできる。

4ピンクマーブル　
IH フィッシュ＆グリルパン

申込番号 124692 値引券5枚（3,350円相当）

アルミニウム合金（内外面ピンクダイヤモンド＋ピンクマーブルフッ素樹
脂加工）　フタ：強化ガラス　最大幅44.5×高さ11.2㎝　焼き面：約26×
17×深さ5.4㎝　底厚3.5㎜　1.6（本体のみ0.91）㎏　角の丸い金属ヘラ
使用可　ガラスふた付　㋒　※ターナーはついておりません。

5いろは天ぷら鍋24㎝
申込番号 124988 値引券4枚（2,680円相当）

本体・取っ手：鉄（シリコーン塗装）　網：鉄（クロムメッキ）　幅32.1×奥行
20.4×高さ11.4㎝　内寸24×18×深さ9.8㎝　底厚2㎜　1.3㎏　適正
1ℓ（満水2.9ℓ）　㋓　※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。

7まいにち使いの多用途 
両手鍋22㎝

申込番号 124989 値引券5枚（3,350円相当）

ステンレス  強化ガラス  最大幅34×奥行26×高さ
18.5㎝  径22×深さ15.5㎝  底厚0.5㎜  約1.4㎏　
約6ℓ　ガラスふた・脚付きザル・目皿付　㋑

ガラスふた付き
なので、煙や油ハネ

も防げます。

こんがり
  おいしい焦げ目に。

さんまも丸ごと
OK!

6まいにち使いの多用途
深型片手鍋１８㎝

申込番号 312607 値引券3枚（2,010円相当）

ステンレス　強化ガラス　最大幅36.7×高さ16.3㎝　
径18×深さ14.5㎝　底厚0.5㎜　約960ℊ　約4ℓ　
ガラスふた・脚付き片手ザル付　㋑

「段付構造」で吹きこぼれにくい。
  用途が広がるザル付き。

ザル・目皿付きで用途が広がる！
毎日使いにうれしい多用途お鍋。

レトルト食品や麺類など、
いろいろ調理可能。

ザルを入れたまま
ゆでられるので、
湯切りが簡単。

麺類、ゆでもの、
レトルト食品等、
用途はいろいろ。

便利な目盛付き。

ゆきひら鍋18㎝ ミルクパン14㎝

※フライパン・鍋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。

注ぎ口付きで、
移し替えしやすい。

数量
限定

キッチン Kitchenフライパン・鍋
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3たこ焼き２ＷＡＹプレート 
／ アイリスオーヤマ

申込番号123648 値引券5枚（3,350円相当）

ITY-20WA-R　プレート：アルミニウム（フッ素
樹脂加工）　幅34.5×奥行23×高さ7.5㎝　た
こ焼き穴径4㎝　20穴　平面プレート：幅26×
奥行17.5×深さ2㎝　1.59㎏　800W　コード
長1.4m　㋑

4 Hi-Rose　マイコン式オーブントースター
申込番号122862 値引券10枚（6,700円相当）

HR-MT120　幅35×奥行31×高さ23㎝　庫内：幅30.6×奥行25.5×高さ9㎝
3.8㎏　1200W　コード長1m　ピザ：25㎝まで　温度調節：70～250℃（5℃
単位）　焼き色5段階調節　30分デジタル液晶タイマー　手作りパンの発酵・焼
きメニュー搭載　レシピ（4メニュー）　着脱式焼き網・トレイ付　㋑ 

2ホームスワン　そのままホットサンド　シングル
申込番号124930 値引券4枚（2,680円相当）

SSH-60　幅15.5×奥行22×高さ9.5㎝　約860ℊ　600W　コード長1m
8枚切食パン対応　レシピ（5メニュー）付　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。

6レコルト　プレスサンドメーカー　プラッド
申込番号124869 値引券7枚（4,690円相当）

RSP-2　幅13×奥行21×高さ12㎝　960ℊ　700W　コード長1m　レ
シピブック（50メニュー）付　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。

5ブルーノ　コンパクトホットプレート
ネイビー 申込番号 124460 値引券15枚（10,050円相当）

レッド 申込番号 123523 値引券15枚（10,050円相当）

BOE021　本体：スチール　幅37.5×奥行23.5×高さ14㎝　2.3㎏（平面
プレート使用時）　プレート：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　平面
プレート：幅30×奥行20.3×深さ2.8㎝　たこ焼き穴：径4.3㎝（24穴）　
1200W　コード長約1.7m　温度調節：65～250℃　木べら付　㋑

1ホームスワン　電気ケトル1ℓ
申込番号313382 値引券4枚（2,680円相当）

SWK-10　幅21×奥行15.5×高さ19㎝　620ℊ　800W　コード長1m
㋑ 　※保温はできません。

たこ焼き
プレート

平面
プレート

本体

フタ

※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）

※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。

焼きムラが少ないたこ焼きプレート。

ネイビー

レッド

2〜3人で使えるA4サイズ。
温度調節自在で多彩な調理OK!

レッドオレンジ

オレンジ

トライタン
樹脂ボトル

ジュース
スープ
氷OK※

スムージー
ドレッシング
フローズンドリンク

2種類のボトルが付いた2WAYブレンダー。

※ご家庭の製氷皿で作った角氷（約2㎝角以下）をお使いください。氷OK※

7レコルト　ソロブレンダー　ソラン
オレンジ 申込番号 124319 値引券7枚（4,690円相当）

レッド 申込番号 124318 値引券7枚（4,690円相当）

RSB-3　トライタン樹脂ボトルセット時：約幅10×奥行10.5×高さ28㎝　約
690ℊ　約400㎖　ガラスボトルセット時：約幅11×奥行10.5×高さ26㎝　
約990ℊ　約300㎖　160W　コード長約80㎝　メタルキャップ・ドリンク
キャップ・パッキン用スティック・レシピブック（22メニュー）付　㋑　※ス
トローは付いておりません。

ボタンひとつでベストな
焼き上がりに！

食パンの耳を切らずにそのまま使える
ホットサンドメーカー。

厚みのある具材もしっかりサンド！
「萌え断サンド」を楽しもう！

食パンのサイズに合わせた形状。 約2分半で焼けちゃいます。

お湯が沸くと自動で
電源が切れるので安心！

プレートはお手入れが楽なフッ素樹脂
塗装。

シングルタイプ
なので

 コンパクトサイズ。

付属の
平面プレートに
差し替えれば
焼き肉も！

電気で簡単に
お湯が沸かせる

   ケトル。

はさむ具材で
アレンジも
  無限大。

冷凍パン・
ピザにも対応。 おうちでカフェ気分が

 楽しめるガラスボトル。

持ち歩きもできる、
トライタン樹脂ボトル。

耳までカリッと
   焼きあがる。

トースト

マイコン
6メニュー

グラタン
も ち

フライ温め
ピ ザ

パン温め

プレート
丸洗い可 数量

限定

食パン

4枚

プレート
丸洗い可

数量
限定

キッチン Kitchen

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

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

家電
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4低反発ピロー「かるラクーン」
申込番号162062 値引券 4枚（2,680円相当）

ポリエステル　ポリウレタン　低反発ウレタン　使用時：約幅
21×奥行20×高さ12㎝　約240ℊ　㋑ 

3超軽量！たためるトートバッグ／ヤマト屋
ピンクゴールド 申込番号 106118 値引券 9枚（6,030円相当）

パープル 申込番号 106119 値引券 9枚（6,030円相当）

ナイロン（表地：ポリカーボネート加工　裏地：撥水ナイロン）　約幅29.5（底部）・42（開
口部）×マチ13×高さ29㎝　約120ℊ　約11ℓ　内側：オープンポケット1コ　㋐

2ユリ・コジマ　オーストリッチ型押しコイン分別かぶせ長財布
ダークブルー 申込番号 105619 値引券 6枚（4,020円相当）イエロー 申込番号 105621 値引券 6枚 （4,020円相当）

パープル 申込番号 105620 値引券 6枚（4,020円相当）ブラック 申込番号 105618 値引券 6枚 （4,020円相当）

合成皮革　約幅19.5×厚さ4×高さ10㎝　約210ℊ　かぶせホック開閉式　内側：札入れ2コ　カード入れ19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3コ　ペンホルダー1コ　背面：オープンポケット1コ　㋑

1スキミング防止ジャバラ
カードケース

グレージュ 申込番号 106169 値引券 2枚（1,340円相当）

ネイビー 申込番号 106168 値引券 2枚（1,340円相当）

ピンクベージュ 申込番号 106167 値引券 2枚（1,340円相当）

合成皮革　約幅11×厚さ2×高さ8㎝　約95ℊ　ファスナー開閉式　カー
ドポケット11コ　㋑

5カーボン柄キャリーケース
／アジア・ラゲージ

カーボンネイビー 31ℓ 申込番号 106123 値引券13枚（8,710円相当）

カーボンワイン 31ℓ 申込番号 106124 値引券13枚（8,710円相当）

カーボンネイビー 47ℓ 申込番号 106125 値引券15枚（10,050円相当）

カーボンワイン 47ℓ 申込番号 106126 値引券15枚（10,050円相当）

カーボンネイビー 66ℓ 申込番号 106127 値引券 17枚（11,390円相当）

カーボンワイン 66ℓ 申込番号 106128 値引券 17枚（11,390円相当）

ポリカーボネート　両面仕切りポケット　3段伸縮キャリーバー　ダイ
ヤル式TSAロック　アルファベットシール付　［31ℓ］幅36.5×奥行23.5
×高さ54.5㎝　2.8kg　［47ℓ］幅42×奥行26×高さ61.5㎝　3.1kg

［66ℓ］幅46.5×奥行28×高さ67.5㎝　3.5kg　㋑　※47・66ℓサイ
ズは機内持込みできません。

肩がけもできる長めのハンドル。

エレガントで上質なたためるトートバッグ。
ピンクゴールド

パープル

14㎝ 3㎝

10㎝

手洗い
OK

（カバーのみ）

47ℓ 2～3泊

人気のカーボン柄

66ℓ 3～4泊31ℓ 1～2泊
  機内持込み可。
（100席以上）

日本製

たたんで
コンパクトに

   持ち運べる。

丸めて
手のひら

   サイズ。（ネット使用）

洗濯機
OK

マークの商品はご自宅お届けになります。※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）

旅行に欠かせなくなる低反発ピロー。
丸めれば手のひらサイズになります！
ブランケットを引っかけられるゴム付き。

動きがスムーズ！
女性にも扱いやすい。

オーストリッチ風型押しで高級感たっぷり。

スキミングから情報を守る、カードケース。

ブラック

ダークブルー

ダーク
ブルー

小銭を仕分け
できて一目瞭然。

イエロー

パープル

カーボン
ネイビー

カーボン
ワイン

360°回転する
4輪ダブルホイール
キャスターで快適。

ネイビー

ピンクベージュ

グレージュ

大きく開いて
 取り出しやすい。

おしゃれな
  タッセルチャーム。

ファスナー
  開閉式。

※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。

Fashionファッション

［メーカー広告］ ［メーカー広告］
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ステンレス・鉄

プラスチック

木製品

手にフィットしやすい曲線の持ち手。
洗車や水やり
にも使える。

窓ガラス
にも！

安心の日本製。いろいろな素材が切れる。
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。

使用後の巻き取り不要！
形状記憶で簡単収納。

アルミシートが熱を逃がさず暖かい。
キャンプや行楽、いざという時も活躍。

3つの電源 4つの機能。
手回し、ソーラー充電も
できる。

女性の手でも扱いやすいミニ
タイプ。軽量なので作業しや
すく疲れにくい。

大きな文字で選局しやすい！
簡単操作のコンパクトラジオ。

1台あると便利、乾電池式の
充電器。

避難所など、布団で
寝られない時に大活躍。

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

8ミニホームラジオ／ANDO
申込番号180633 値引券3枚（2,010円相当）
R17-418　幅12.6×奥行2.7×高さ7.4㎝　約
134ℊ（電池含まず）　単3×2（別売）　ストラップ
付　㋑　※対応しない地域もあります。詳しく
は各放送局へお問い合わせください。

9備えて安心　乾電池式充電器
申込番号192708 値引券2枚（1,340円相当）
約幅8.2×奥行6.5×厚さ2㎝　37ℊ　単3×4

（別売）　㋑　※ケーブルは付いておりま
せん。

10かんたんエアーマット
申込番号192712 値引券3枚（2,010円相当）
ポリエチレン　ナイロン　約190×67×厚さ5㎝　
約375ℊ　耐荷重120㎏　㋑

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
渡り約15.3㎝　約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。 

4スーパースパイラルホース
15m

申込番号192706 値引券3枚（2,010円相当）
EVA樹脂　ABS樹脂　全長0.78～15m　約
785ℊ　噴射パターン4種　丸型で外径約1.4
～1.8㎝の蛇口に適応　水流切替4種　㋑ 

3伸縮式高枝切りばさみ
3m／アルス

申込番号190975 値引券8枚（5,360円相当）
高炭素刃物鋼　全長：約1.8～3m　刃渡り5㎝　約
1.2㎏　専用ノコギリ・刃カバー付　㋐

7アルミシート入り　洗える！寝袋
申込番号192591 値引券6枚（4,020円相当）
側地：ポリエステル100％ （無地部に抗菌防臭加工）
中綿：ポリエステル100%　アルミシート　190×170㎝
寝袋時：190×85㎝　1.13㎏　収納袋付　㋑2らくらく剪定ハサミ　女性用

申込番号192524 値引券3枚（2,010円相当）
ステンレス　アルミ　PVC他　全長：約17.5㎝　刃
渡り4.5㎝　約145ℊ　枝径1㎝まで　㋓

1業務用花はさみ　
フルール／アルス

申込番号192776 値引券4枚（2,680円相当）
高炭素刃物鋼（フッ素樹脂加工）　幅10.5×全長
17.1㎝　刃渡り4.1㎝　約140ℊ　㋐

マークの商品はご自宅お届けになります。※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）

日本製

太さ１㎝の枝が
切れるパワー。

切ることが
楽しくなる
切れ味と、操作性。

花屋さんの
ために
開発された
花はさみ。

空気入れ用
ポンプ付き。
（所要時間：
約2分※目安）

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。

数量
限定

6マルチ　ラジオライト
申込番号180632 値引券8枚（5,360円相当）
XF-09　幅14×奥行3.5×高さ8㎝　230ℊ　単4×3（別売）　ワイドFM対
応　USBマイクロB充電ケーブル付　㋑

ソーラー充電

手回し充電

サイレン

LEDライト

AM・FMラジオ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。

つかみ刃で
切った枝を
つかみます。

太い枝は
ノコギリ刃
でカット。

伸びた庭木を整える！

日本製 日本製
収納袋に入れれ
ば、クッションに。

広げれば掛布団に変身！

剪定はもちろん
生け花・

花切りにも!

刃先はフッ素
樹脂加工で汚れにくく

 お手入れも簡単。 高い木
だって

バッサリ!
ケータイ充電

LED
ライト機能付き

  で安心。

（ネット使用）

洗濯機
OK

端を丸めて
  枕にできます。

［メーカー広告］ ［メーカー広告］
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レッド

アイボリー

洗濯槽や排水ホースの
カビや汚れも徐々に落
とします。

洗濯物と一緒に入れるだけ！

洗剤は
いつもの半分でOK！

消臭 ＋ ＋洗浄 除菌嬉しい3つの効果！

化学物質を使わ
ない天然素材の
マグネシウムを
使用。衣類にも環
境にも優しい！

洗濯物の量が5kg以
下の場合、本品2個使
用で洗剤不要。（7㎏
以下の場合、3個使
用で洗剤不要！）

専用ノズル
ホルダー付き。

ダストケースと
フィルターは水洗いOK！

自立式で収納
に便利！

長傘4本・折りたたみ傘1本が入る大容量。

下部ポケットを外して
たまった水捨てもラクラク。

32ピンチ

風が吹いても
安心なキャッチ
フック。

ワンアクションで、
とりこみ完了！

入れやすい
センターイン！

大人気の日本製クリーナー。

部屋干しの嫌なニオイもスッキリ解消。
洗濯槽や排水ホースのカビや汚れもケア！

玄関先を豪華に演出！モダンな玄関マット。車内を濡らさない
便利なケース。
傘の置き場に困りません。

とりこみは「引っぱる」だけ！

フローリングも絨毯もこれひとつでＯＫの万能ノズル。

水の中に入れると水道水がアルカリ水に変わり、汚れとニオイを落とします。
（除菌効果99％以上！）

リチウムイオン
電池内蔵で
パワフル＆
長寿命。

ハンディクリーナーにもなる
便利な２ＷＡＹ仕様！

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

汚れたら水洗いするだけで
お手入れ簡単。

表面の凹凸が、泥や汚れ
をしっかりキャッチ。

半円形

長方形

7日本製コードレスクリーナー／マキタ
アイボリー 申込番号 192302 値引券22枚（14,740円相当）

レッド 申込番号 192303 値引券22枚（14,740円相当）

CL110DW　幅22.2×奥行10.9×高さ90.6㎝　1.2㎏（ノズ
ル・パイプ含む）　3時間充電で約10分使用可（バッテリー内
蔵式）　フィルター水洗い可　㋐　※自立しません。

1洗濯マグちゃん
申込番号 192670 値引券3枚（2,010円相当）

側地：ポリエステル　内袋：ナイロン　中材：金
属マグネシウム（純度99.9％）　径12.5×厚さ
1.5㎝　約50ℊ　使用期間の目安：約1年（300
回以上）　特許番号5312663号　㋐

4玄関クリーンマット石タイル調　オーロラ
半円形 申込番号 192127 値引券4枚（2,680円相当）

長方形 申込番号 192100 値引券4枚（2,680円相当）

表面：ナイロン　裏面：ゴム（廃タイヤリサイクル）　［半円形］76×46×厚さ
0.7㎝　約1.8㎏　［長方形］76×46×厚さ0.7㎝　約2.2㎏　㋑

2らくとりハンガー
32ピンチ 申込番号 192704 値引券3枚（2,010円相当）

42ピンチ 申込番号 192705 値引券3枚（2,010円相当）

ポリプロピレン　スチール　折りたたみ可　 ［32ピンチ］幅60×奥行34×
高さ34㎝　610ℊ　［42ピンチ］幅77×奥行38×高さ34㎝　770ℊ　
㋑

日本製
8 ANABAS
2WAYスティック&
ハンディクリーナー

申込番号 192629 値引券7枚（4,690円相当）

SSC-110　幅25×奥行14.3×高さ106.7㎝　
約1.5㎏　400W　コード長6m　専用ノズル
ホルダー・すき間ノズル付　㋑

6 T-fal　
アクセススチーム　ライト

申込番号 192491 値引券 17枚（11,390円相当）

DT7002JO　幅11.1×奥行14.1×高さ25.8㎝　
925ℊ　1100W　コード長約2.4m　タンク容
量：140㎖　連続使用：約16分　水タンク取り外
し可　ドアフック・アタッチメントブラシ・ヘッドカ
バー付　㋑

3車内対応！アンブレラケース
申込番号 192702 値引券2枚（1,340円相当）

ポリエステル（PVCコーティング）　PVC　約幅17×高さ67㎝（ハンドル
含まず）　100ℊ　㋑

数量
限定

※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）

※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。

シンプルでスタイリッシュな
アルミ製パイプハンガー。
脚部には、約40㎜の極太パイプを使用。耐荷重約
40㎏と丈夫で安心です。

パワフル連続スチームで大量の衣類も一度にケア。

5丈夫な
アルミパイプハンガー

申込番号192602 値引券 11枚（7,370円相当）

アルミニウム合金　ABS樹脂　幅91×奥行
39.5×高さ108〜170㎝　約2.2㎏　耐荷重
約40㎏　㋑

数量
限定

数量
限定

サッとあてて、パッとシワのばし。

組立式
日本製

Housekeeping生活雑貨

［メーカー広告］ ［メーカー広告］
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上下の伸縮も、アルミ製の
レバー式で簡単＆おしゃれ。

衣類の
除菌 脱臭 花粉

対策
殺ダニ
効果

アレル
物質対策

45秒  約8枚
立ち上がり ワイシャツ

ゴミは紙パックいらずで
簡単にポイッ！

※使用条件等に
　よっても異なり
　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つお選びいただだき、同封のハガキ・
ＷＥＢいずれかでお申し込みください。

6 グルメカタログ　ア・ラ・グルメ　トム コリンズ
申込番号251309 値引券9枚（6,030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。

7 グルメカタログ　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400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。

※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）

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に
細断します。

2 パーソナルシュレッダー
／アイリスオーヤマ

申込番号150386 値引券7枚（4,690円相当）
P5GCX　幅31×奥行19×高さ30㎝　3㎏　ダ
ストボックス容量：8.7ℓ　120W　コード長
1.5m　定格細断枚数：A4コピー用紙5枚　細
断寸法：0.4×4㎝　㋑　※CD・カードは細
断できません。

慶事用の黒と弔事用のうす墨、2色のスタンプパッド付き。

1  慶弔おなまえスタンプ／シヤチハタ
申込番号150303 値引券2枚（1,340円相当）
慶事用の黒と弔事用の薄墨のスタンプパッド各1コ付　書
体は4書体（楷書体・行書体・明朝体・角ゴシック体）、レイア
ウトは4タイプ（氏名・社名＋氏名・社名＋肩書き＋氏名・連
名）から選べます。　㋑

うす墨

黒

印面部は商品到着後、ご自分で商品
台紙の間に入っているハガキか、イン
ターネットでご注文ください。

専用ハガキに必要事項を記入します。

ハガキの内容確認後、
約8日間で印面が届きます。

取扱説明書から切り離し、ハガキのみを
ポストに投函します（切手不要）。

印面部のお申込方法

※商品到着時に印面部は付いておりません。

印面部注文ハガキは商品台紙の間に
入っています。

便利な時計表示と
目覚ましアラーム付き！
お部屋の温湿度管理に！

ウイスキーの樽材をグリップ
に使用した、ジェットストリーム
の高級商品。

ひと目でお部屋の状況
（乾燥/快適/不快）が

わかる3段階の
   快適レベル表示。

1台で2つのアラーム時刻を
設定できるから、平日と
休日の使い分けもOK！

背面

数量
限定4 デジタル温湿度計／タニタ

申込番号133282 値引券3枚（2,010円相当）
TT-559GY　幅7.5×奥行3×高さ13.2㎝　
168ℊ　単4×1（お試し用）付　測定範囲：温度
−5～50℃、湿度20～95％　掛け置き両用
（背面マグネット・壁掛け用穴付）　㋑

3 ピュアモルト 
３機能ペン ２＆１／三菱鉛筆

申込番号150364 値引券2枚（1,340円相当）
軸径1.4×長さ14.7㎝　22.7ℊ　シャープペン
芯径：0.5㎜　ボールペン芯径：0.7㎜（黒・赤）
入り　㋐

5 電波目覚ましアラーム
２チャンネル／セイコー

申込番号133236 値引券4枚（2,680円相当）
SQ767W　幅12.7×奥行5.8×高さ9㎝　210ℊ　
単3×2（お試し用）付　スヌーズ機能付　㋑

日本製

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

GourmetグルメStationery文具・他

［メーカー広告］ ［メーカー広告］
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3 おせわだいすき
メルちゃん

申込番号172481 値引券5枚（3,350円相当）

メルちゃん：全長25.5㎝　おむつ・ミルクびん・ブラ
シ・ミニブック付　 中国・カンボジア製

4 ラングス　バランスホッピング
ブルー 申込番号 172999 値引券5枚（3,350円相当）

フラワーピンク 申込番号 173098 値引券5枚（3,350円相当）

ポリプロピレン　ポリエチレン　スチール　ゴム他　約幅28×奥行6×高さ
90㎝　約1.4㎏　耐荷重40㎏　㋑
※ヘルメット・プロテクターは付いておりません。

可愛いデザインのホッピングで
楽しくバランス感覚を身につけよう！

ブルー フラワーピンク 5才〜

マークの商品はご自宅お届けになります。

空気で浮き上がるパックを、
相手ゴールをめがけて打ち合
います。得点カウンター付き。

卓球選手も絶賛のピンポンセット。
テーブルがあればすぐにセットして
遊べます。

フロント
ガード

股ベルト
テーブル

大人になるまで長くつかえる。

6才〜

6才〜

1.5才〜

7か月
頃〜

1 ハイスピードエアーホッケー
申込番号172971 値引券4枚（2,680円相当）

42.5×26.5×10㎝　単1×2（別売）　㋑

2 ラングス　ドコデモピンポン
申込番号172972 値引券4枚（2,680円相当）

ネット・ラケット2本・ボール3コ付　㋑
※厚さ5㎝までのテーブルに設置可能。
ネット幅最大約170㎝まで伸長可能。

ブラウン

ナチュラル

はじめてのお人形に
ぴったり。

5 プレミアムベビーチェア／カトージ
ナチュラル 申込番号 172477 値引券15枚（10,050円相当）

ブラウン 申込番号 173045 値引券15枚（10,050円相当）

天然木（ブナ材）　幅49×奥行60.5×高さ80㎝　7.7㎏　耐荷重約60㎏　
㋑　※光の当たり方で、カタログ写真の色と多少異なる場合がございます。

※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）

自動読み上げ機で一人でも、
二人でも楽しめます。
ランダムに読み上げるので、
いつも新鮮に楽しめます。

11ひとりでできる
読み上げ機付き 小倉百人一首

申込番号173019 値引券5枚（3,350円相当）

読み上げ機：15.5×6.8×1.8㎝　札：7.6×5.2㎝　
単3×2（お試し用）付　読み上げ機：㋑　札：
㋐

昔話や童謡など全450種、
お話や歌を聴かせてくれます。

遊びながら論理的思考力を
養える。

3才〜

4才〜
大人

昔話・童話
300話
童謡・わらべ歌
100曲
英語の歌
50曲

7 おりこうKUMA－TAN
申込番号312007 値引券11枚（7,370円相当）

11×8.5×15㎝　単3×3（別売）　メッセージ録音
可　㋑

10ロジカルルートパズル
／くもん出版

申込番号173115 値引券5枚（3,350円相当）

ABS樹脂　ボード：幅22.7×奥行33.3×高さ8㎝　
ピース30コ・ボール10コ・問題集付　㋑　
※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。

自由にボールが転がる
コースを作る！
創造力・考える力を
養います。

はらぺこあおむしの体で
楽しくリズムあそび♪

安心なねんどで、
スイーツ作りが楽しめる。

3才〜

3才〜

1.5才〜

9 NEWくみくみスロープ
／くもん出版

申込番号173011 値引券7枚（4,690円相当）

パーツ18種57コ　ボール12コ　作例集付
㋑

6 はらぺこあおむし　
リズムたいこ／学研ステイフル

申込番号173110 値引券4枚（2,680円相当）

ABS樹脂他　幅23.9×奥行5×高さ16.4㎝
単4×2（別売）　歌詞カード付　童謡8曲内蔵
テンポ・リズム変更ボタン　㋑

8 ★ねんＤｏ！
ねんどでパティシエセット

申込番号173132 値引券3枚（2,010円相当）

パッケージ：29×6×23㎝　㋑

狙ったゴールに同色のボールが
入る様にルートを作ろう！

※2・4の商品のお問い合わせは…ラングスジャパン　03-5430-9181　平日10：00～17：00 ★印の商品は時期により生産国が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 Kidsキッズ

［メーカー広告］［メーカー広告］

スポーツトイ・知育
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洋式
補助

取っ手付き
補助

8 ★アンパンマン　
はじめてのブロックバケツL

申込番号172106 値引券6枚（4,020円相当）

ケース：26×18×25.7㎝　51ピース
インドネシア・中国製

9 アンパンマン 
ノリノリおんがく
キーボードだいすき

申込番号172276 値引券8枚（5,360円相当）

49.5×6.2×23.6㎝　単3×3（別売）　㋑

7 アンパンマン　
らくがき教室ジュニア

申込番号172311 値引券4枚（2,680円相当）

30×3.8×25.4㎝　㋑

4 アンパンマン
のっけてポン !
NEW アイスちょうだい!!

申込番号173002 値引券6枚（4,020円相当）

27×15×15㎝　単4×2（別売）　㋑

1 アンパンマンごう
やわらかパズル

申込番号313470 値引券3枚（2,010円相当）

11.5×17×20㎝　㋑

2 ★アンパンマン　
天才脳つみかさねカップ

申込番号173134 値引券2枚（1,340円相当）

つみかさね時：11.9×48.2㎝　㋑

3 湯切りでチャッチャ！
アンパンマンラーメン

申込番号173020 値引券4枚（2,680円相当）

パッケージ：28×12.5×23㎝　㋑

5 ★アンパンマン　
おふろでもおへやでも使える
やわらかチェアー

申込番号173022 値引券4枚（2,680円相当）

使用時：約52×52×35㎝　㋑

6 ★アンパンマン
２WAY 補助便座
おしゃべり付き

申込番号172314 値引券6枚（4,020円相当）

25×34×27㎝　単3×2（別売）　㋑

湯切りの音がカッコイイ、
気分はラーメン屋さん。

ディッシャーで
アイスをポン!

空気でやさしく包むやわらかチェアー。
ポンプ内蔵だから
持ち運びも便利。

やる気を引き出す
おしゃべり＆サウンド付き！

くり返し何度も描ける！ プレゼントにぴったり！
アンパンマンの
ブロックセット。

楽しい音と曲がいっぱい入った、
すぐに弾けちゃうキーボード！！

49.5㎝

人気のスティック掃除機で
お掃除ごっこ。

おふろでバイキンＵＦＯに
ボールを飛ばそう！

アンパンマンの顔が
バランスボールに。

©やなせたかし／フレーベル館・TＭＳ・ＮＴＶ

3才〜2才〜 1才〜 3才〜

3才〜

1.5才〜
1.5才〜

1.5才〜 7か月〜
2才

12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4枚（2,680円相当）

40×40×51㎝　フットポンプ付　㋑

11★アンパンマン　
スティックスイスイそうじき

申込番号313697 値引券3枚（2,010円相当）

12×11×50㎝　㋑

10アンパンマンでポン！
おふろたまいれ

申込番号173090 値引券4枚（2,680円相当）

シューター：約9.2×9×14.7㎝　㋑

3才〜3才〜

アンパンマンごうの中に
パズルを入れよう！
転がしあそびや
人形ごっこもできる♪

カップを重ねて、並べて、
数えて、物を入れて。
知的好奇心を刺激
します。

3才〜

※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）

★印の商品は時期により生産国が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

数量
限定

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］

アンパンマン
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おうち
で

おそと
で

小さく、軽く、
持ち運び
やすい。

5 アンパンマン 
手帳型スマートフォン　

申込番号173097 値引券4枚（2,680円相当）

7.6×3.1×10.6㎝　単4×2（別売） 　㋑

6 ★アンパンマン　
大きなスズオトシ

申込番号313819 値引券3枚（2,010円相当）

35×19×75㎝　㋑

4 アンパンマン
たたいて ! まわして !トントン大工さん

申込番号173017 値引券6枚（4,020円相当）

27.1×20×37.9㎝　㋑

2 ★アンパンマン　
ゴー！ゴー！バギー

申込番号173133 値引券6枚（4,020円相当）

24×48×36.5㎝　耐荷重約25㎏　㋑

4輪だから安心。
コンパクトで小回り抜群。

専用コインを使って、
自販機ごっこ。

ごはんを炊いて、よそって！
楽しくごっこ遊び。

なりきりスマホ遊びができる手帳型！
パパ・ママのまねっこが楽しい！

アンパンマンの中の鈴が
「リンリン」鳴るよ♪

気分は大工さん。
組立て遊びで好奇心を
刺激しよう！

3才〜
3才〜

3 おしゃべりじはんき !
アンパンマンのジュースちょうだい !!

申込番号173074 値引券4枚（2,680円相当）

14×10×21㎝　単3×2（別売）　㋑

1 ごはんがたけたよ！
アンパンマンのすいはんきセット

申込番号173089 値引券5枚（3,350円相当）

10.5×12×9.5㎝　単4×2（別売）　㋑

1.5才〜

3才〜 3才〜

3才〜

※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）

レバーを下げると
ライトが光って
おしゃべりするよ !

7 Nintendo Switch ／任天堂
 Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド
申込番号173103 値引券66枚

Joy-Con(L)/(R) グレー
申込番号173104 値引券66枚
Joy-Con取り付け時：約幅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　※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。

8 Nintendo Switch Lite ／任天堂
イエロー 申込番号173105 値引券43枚

グレー 申込番号173106 値引券43枚

ターコイズ 申込番号173107 値引券43枚
約幅20.8×厚さ1.39×高さ9.1㎝（※アナログスティック先端
からZL/ZR突起部分までの最大の厚さ2.84㎝）　約275ℊ
ACアダプタ・セーフティーガイド付　㋑

※任天堂の商品は全て数量限定です。数量
限定

日本製 ゲームソフトは全て日本製です。

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

12 Minecraft
／日本マイクロソフト

申込番号173044 値引券8枚

10 ポケットモンスター 
ソード／任天堂

申込番号173101 値引券13枚

11 ポケットモンスター 
シールド／任天堂

申込番号173102 値引券13枚

9 東北大学加齢医学研究所 
川島隆太教授監修 脳を
鍛える大人の Nintendo 
Switchトレーニング
／任天堂

申込番号173109 値引券8枚
Nintendo Switchタッチペン付

13リングフィット　
アドベンチャー／任天堂

申込番号173108 値引券17枚
※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。

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。

©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモン
スター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリー
チャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモン
スター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリー
チャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

★印の商品は時期により生産国が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
©やなせたかし／フレーベル館・TＭＳ・ＮＴＶ Kidsキッズ

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

アンパンマン・ゲーム
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ネオンブルー／ネオンレッド

グレー

© 2019 Nintendo

ターコイズグレー

イエロー

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

© 2019 Nintendo

© 2019 Nintendo
© 2019 Tohoku University/Nintendo



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。
⑥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

例えば10ページ4番の
「コンパクトバッグ
  シュパットL
  ／マーナ
  ネイビー」は

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

4枚×
500円値引券

コンパクトバッグシュパットL
／マーナ ネイビー

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

SK02/2003
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	セキポイントカタログvol2_P05-06
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	セキポイントカタログvol2_P15-16
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