
(旧)500円値引券 (新)500円値引券

カタログ有効期限：2020年3月31日

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♪

交換商品カタログ
お近くの店舗でお申し込みください

もっと貯めやすく
楽しく使えるように
なりました!

ご自由に
お持ち
ください

数量限定
値引券

お得な

10枚均一
特集

創刊記念

※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）



全面多層構造により「熱しやすく冷めにくい」

6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）
ダーク
ブラウン 申込番号 105836 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

食パン

2枚

ハンドルを右へ回すと
フタが開き、戻すと
閉まります。

ダークブラウン ネイビーブルー

便利なサイドファスナーポケット。

大きく開き取り出しやすい。

職人技の丁寧な仕上がり。

ネイビーブルーオレンジ

1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

5ステンレス圧力鍋／落合務
3.2ℓ申込番号 123183 16枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）
6ℓ 申込番号 123397 24枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）
ステンレス　底厚5㎜　レシピ（8メニュー）　［3.2ℓ］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）　
白米約3合炊き　［6ℓ］最大幅38×高さ25.5㎝　径21.5×深さ17㎝　
3.42㎏　適正容量4ℓ（満水6ℓ）　白米約8合炊き　㋑

2ビタクラフトモンタナ鍋
片手鍋18㎝ 申込番号 520240 16枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）
両手鍋20㎝ 申込番号 520244 17枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）
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　底厚2.5㎝　［片手鍋18㎝］最大幅約37×高さ12㎝　径18×深さ8.5㎝　
約1㎏　2.2ℓ　［両手鍋20㎝］最大幅約30×高さ13㎝　径20×深さ9.7㎝　約1.3㎏　
3.1ℓ　［両手鍋22㎝］最大幅約32×高さ14㎝　径22×深さ10.7㎝　約1.6㎏　4.1ℓ　
㋞

ハンドルを回すだけ!開閉しやすい!大容量の両手タイプ。

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。

長年愛され続けた日
本ハムの

ギフト「本格派」シリー
ズ!

ボリュームたっぷりな
セットです。

1939年から続くステンレス多層鍋のビタクラフト。
無水調理もできるので、食材の旨み栄養を逃しません。

10,000円（税抜）
メーカー参考価格

12,000円（税抜）
メーカー参考価格両手鍋

22㎝

片手鍋
18㎝ 10,000円（税抜）

メーカー参考価格

両手鍋
20㎝ 11,000円（税抜）

メーカー参考価格

10,000円（税抜）メーカー参考価格

上下遠赤外
線ヒーター

で

こんがりお
いしく。

創刊
記念 10枚均一特集
お得

ドラッグストア セキ 値引き券

10枚均一

数量
限定

ビタクラフトの一生ものの高級なお鍋。

前扉は取り外して
丸洗いできます。

1台でさまざまな調理ができます。

無水調理

揚げる 炒める 炊  く オーブン
調理

ゆでる 煮  る 蒸  す

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

10,000円（税抜）
メーカー参考価格

15,000円（税抜）
メーカー参考価格

日本製

低圧・高圧調整
ができる!

使いやすい片手タイプ
。

3日本ハム　4種6点
詰合せセット

申込番号 251257 16枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）
本格派吟王特撰ロースハム380ℊ×3・たれ漬け焼豚180ℊ×1・本
格派吟王特撰肩ロース180ℊ×1・本格派吟王あらびきミートローフ
150ℊ×1　【賞味期限】製造日より冷蔵で50日　※申込期限：2019
年9月30日まで。

4新潟県産　
特別栽培米こしひかり

申込番号 251258 13枚／（相当） 値引券10枚（6,700円相当）
8㎏(2㎏×4）　※申込期限：2019年5月31日まで。

お米の名産地「新潟県」の美味しいこしひかりです。

お申込日より3週間
以上先の日付で
ご指定が承れます。

午前・午後・夜間
(18～21時)のいずれかで
ご指定が承れます。

このマークの商品は
ご自宅お届けになります。

※お届けの地域によりご希望に沿え
　ない場合があります。
※一部離島へのお届けはできません。

オレンジ

すてきな商品まだまだあります！

10,000円（税抜）
メーカー参考価格

8,000円（税抜）
メーカー参考価格

※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）1 2



外側
3.5
㎝

内側
3
㎝

この傾斜がポイント♪

やわらかエアークッション
で頭皮を心地よく刺激し
ます。（パドルタイプのみ）

ラジオ体操第1 ラジオ体操第2

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 !

お鼻のボタンを長押しするとラジオ体操が流れます♪

低反発ウレタンのやわらかな履き心地。
立体ソールで美脚もサポート。

ネイビー

ワイン

歩くたびに土踏まずが
刺激され気持ちいい！

※イメージヒールアップと内加重で
美脚シルエットに。

ふかふか
インソール

手を使わずに
足裏ツルツル！

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。

大風量で、パワフル乾燥。

裏面は吸着マット。
壁にペタッと貼れる。

特殊繊維が角質の汚れをかき出します！

ピンク

ホワイト

カール ブローストレート カール

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32mmパイプ。

1台でカールもストレートも
楽しめる2WAYタイプ。

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
32㎜

パイプ径
26㎜

髪をとかせば、すぐにサラツヤ髪に！
話題のエステブラシ。

携帯に便利！

ピンク

※パドルタイプ／約2000ガウス
　折りたたみタイプ／約1000ガウス

ビビッド
ピンク

パドル
タイプ

折りたたみ
タイプ

※パドルタイプ／約2000ガウス

強力磁気※と
約6,000回転/分
の音波振動で
サラツヤ髪に。

ホワイト
ビビッド
ピンク

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ラジオ体操ブーブー
ラジオ体操第1 申込番号 162041 値引券3枚（2,010円相当）
ラジオ体操第２ 申込番号 162042 値引券3枚（2,010円相当）
幅7×奥行5.5×高さ8.5㎝　65ℊ　LR44×3（別売）　おしゃべり9語内蔵　
㋑

2フィット低反発スリッパ
ネイビー 申込番号 313488 値引券2枚（1,340円相当）
ワイン 申込番号 313489 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル　ポリエチレン　ポリウレタン　滑り止め：合成皮革　
サイズの目安：22～24.5㎝　底面滑り止め付　㋑

好きな場所・時間に「ラジオ体操！」
ブーブーの癒しのおしゃべりでやる気もＵＰ。

3日本製
足裏角質洗浄マット

申込番号141440 値引券3枚（2,010円相当）
ポリエステル　ポリウレタンフォーム　アクリル
樹脂　約24×32×厚さ1.6㎝　約98ℊ　フック
穴付　㋐

5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141457 値引券9枚（6,030円相当）
EH-NE5A-PN　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

日本製 4 マイナスイオン
ヘアードライヤー／テスコム

 申込番号

ピンク 141257 値引券4枚（2,680円相当）
ホワイト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

数量
限定

数量
限定

数量
限定 7２WAYヘアアイロン　

／ヴィダルサスーン
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。

8マイナスイオンカールドライヤー
／テスコム

申込番号141464 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　

数量
限定

数量
限定

数量
限定

（パドルタイプのみ）

KBE-2812/2911　単4×2（別売）　［パドルタイプ］幅8.6×奥行5.5×長さ25.3㎝　170ℊ　［折りたたみタイプ］幅4×奥行4×長さ22.5㎝　
折りたたみ時：幅４.５×長さ12.1㎝　97ℊ　㋑　※1ヵ所ピンが抜けたような穴がありますが、空気穴です。ピン抜けではありません。

6リセットブラシ／コイズミ
パドルタイプ 
ホワイト 申込番号 141452 値引券10枚（6,700円相当）
パドルタイプ 
ビビッドピンク 申込番号 141451 値引券10枚（6,700円相当）

折りたたみタイプ 
ビビッドピンク 申込番号 141404 値引券5枚（3,350円相当）
折りたたみタイプ 
ピンク 申込番号 141405 値引券5枚（3,350円相当）

速乾ノズルで
スピーディー乾燥。

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。

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。

Beauty & Health美容・健康
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腰をしっかり
支える
イメージ

腰をしっかり腰をしっかり
支える支える
イメージイメージ

ふんわり

1ボディメイクシート スタイル／MTG
申込番号141251 値引券13枚（8,710円相当）
表地：ポリエステル92％・ポリウレタン8％　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　※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。

骨盤が倒れたまま座ると
背骨が曲がり、腰に負担。

骨盤が立つように支えると、
背骨は自然なS字ラインに。

正しい姿勢をつくるポイント

骨盤と腰椎を支えます。

床でも！

ソファー
でも！

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
。

肩に沿ったラインで
頭部・肩をしっかりサポート。

パイプ部分の出し入れで、
お好みの高さに微調整できます。ポイント1

首・頸椎・身体を「面」で支
えず、「点」で支えることで、
安定した寝姿勢を保ちます。

ムアツとは？

首・頚椎を点でしっかり支える
新感覚の枕。

寝心地に合わせて
両面使用できます。ポイント2

点で支える
ムアツ

通気性の良い
パイプ２WAY

くぼみがあるので、
長時間の使用でも
耳に負担がかかりにくい。

頭・首・肩・背中をしっかりサポート。
横向き寝で、いびき対策。

パープル

ブラウン

ブラウン

パープル

頸椎から脊椎の
S字をキープし、
身体への負担を
軽減します。

抱きまくら
としても
使えます。

座骨にかかる体圧を効果的に分散。
背筋も自然と伸びやすくなります。

中央の穴が
お尻を包み込むように
フィット。

〈茶色〉
さらさらメッシュ

〈白色〉
ふわふわボア生地

前下がり形状で、きれいな姿勢を
サポート。 ※背筋角座のみ

背
筋
角
座

骨
盤
円
座

ピンク×ブラック

ピンク×ブラック
グレー

※イメージ

※イメージ

スニーカーのようにラクに歩けるサンダル。

外反母趾
美脚対策

ストッパー付き
なのでヒモを
結ぶ手間なし！

足のアーチを整える
アーチケア構造

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

※イメージ

2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。

幅広タイプで
足指ラクラク。

医学博士
勝野 浩先生
監修

3ムアツまくら／昭和西川
申込番号 133338 値引券9枚（6,030円相当）
側地：ポリエステル100％（ポリエチレンパイプ入り）　中芯：ウレタンフォーム　約幅50
×奥行35×高さ5～8㎝　約600ℊ　㋐

数量
限定

日本製

（カバー）

洗濯機
OK

4安眠のための横向き寝枕　
スリープバンテージ／フランスベッド

パープル 申込番号 133301 値引券7枚（4,690円相当）
ブラウン 申込番号 133302 値引券7枚（4,690円相当）
側地・詰め物：ポリエステル100％　専用カバー：ポリエステル88％・ポリ
ウレタン12％（ニット地）　幅42×奥行55×厚さ13㎝　約820ℊ　㋑

数量
限定

（カバー）

洗濯機
OK

5リバーシブルクッション
骨盤円座 申込番号 161751 値引券2枚（1,340円相当）
背筋角座 申込番号 161750 値引券2枚（1,340円相当）
表地：ポリエステル100%　中材：ポリウレタン樹脂　骨盤円座：径37×厚さ
9㎝　約650ℊ　背筋角座：37×37×厚さ11㎝　約800ℊ　洗濯不可　
㋑

イメージキャラクター／マツコ・デラックスさん

※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）

数量
限定

リバーシブル

リバーシブル

Beauty & Health美容・健康
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5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　リチウム
電池CR2016×1（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　前回値メモリー　わき専用　収納ケース付　
医療機器認証番号225ACBZX00050000　㋑

10瞬乾力　バスマット
M 申込番号 192229 値引券6枚（4,020円相当）
L 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　［M］幅45×奥行35×
厚さ0.9㎝　1.5㎏　［L］幅60×奥行45×厚さ0.9㎝　2.5㎏　㋐

7４枚刃シェーバー
エスブレード／日立

申込番号141366 値引券28枚（18,760円相当）
RM-LF463R　幅6.3×奥行5.4×高さ15.7㎝　
170ℊ　5時間充電で約30分使用可　AC100-
240V（海外使用対応）　光触媒コーティング内刃　
防水（IPX7）　㋐

2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　5人分メモリー　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

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。

※この商品はペースメーカー等、医療機器を装着している方は、
　機器に重大な影響を与える可能性がありますので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）

ボタンひとつで測定を開始。持ち運びに便利な手首式。
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。

「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！

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。

今治タオルの原点
純白を基本に丁寧に仕上げました。
ふっくらと心地良い仕上がりのタオルです。

カビが生えにくく、消臭機能も
あり、いつでも清潔。天然素材が
主成分で安心!

吸収 乾燥

吸収 乾燥

ぐんぐん吸収、
さらっと乾燥! いつもサラサラ。

60㎝
45㎝

45㎝
35㎝

お風呂あがりの水分を
ぐんぐん吸収！ 
あっという間に乾き
はじめます！

先端がフラットな形状で、
ずれにくく
正しく検温。

予測平均

約20秒

大きな
文字で、
検温結果が
見やすい。

はさみやすく、ずれ
にくいフラット感温部

本体丸ごと水洗いで
お手入れ簡単な
4枚刃シェーバー。

交流式
　

充電式
　+

1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㎝　990ℊ　単3×2
（お試し用）付　㋑

3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

4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

6エチケットカッター／パナソニック
申込番号141235 値引券3枚（2,010円相当）
ER-GN10　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
日本製 日本製

通気性が良く、汚れにくい！

9清潔に使える風呂いす
申込番号192454 値引券3枚（2,010円相当）
座面：ポリプロピレン　脚：アルミニウム　約33.5×25.5×高さ32.5㎝　
約1.2㎏　耐荷重100㎏　㋑

8今治純白バスタオル
申込番号311531 値引券4枚（2,680円相当）
綿100％　幅60×高さ120㎝　今治認定番号：第2012-291号　㋐

カビや汚れが
こもりにくく、
お手入れも簡単 !

32.5
㎝

足裏にゴムキャップ付き。安定感があります。地球環境に配慮した
オゾンブリーチ加工。

ちょっと高め
で、

立ち座りが
ラク！

数量
限定

銀イオンが
細菌の繁殖を抑制。

11銀イオン配合  折りたたみ風呂ふた
70×99㎝ 申込番号 141337 値引券 7枚（4,690円相当）
70×109㎝ 申込番号 141338 値引券 9枚（6,030円相当）
70×119㎝ 申込番号 141339 値引券10枚（6,700円相当）
75×139㎝ 申込番号 141341 値引券13枚（8,710円相当）
75×149㎝ 申込番号 312538 値引券13枚（8,710円相当）
ポリプロピレン　オレフィン系エラストマー　厚さ1.1㎝　［70×99㎝］1.5㎏　
［70×109㎝］1.7㎏　［70×119㎝］1.9㎏　［75×139㎝］2.4㎏　［75×
149㎝］3㎏　㋐

抗 菌 防 臭

純銀を

加工した特
殊粉

を配合!

折畳み式で
コンパクトに

収納できま
す!

初期設定
必要

M

L

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定日本製洗濯機

OK

※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 マークの商品はご自宅お届けになります。

日本製

Beauty & Health美容・健康
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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

5マリ・クレール　カラーズシリーズ
フライパン26㎝ 申込番号 124739 値引券5枚（3,350円相当）
フライパン20㎝ 申込番号 124738 値引券4枚（2,680円相当）
片手鍋18㎝ 申込番号 124740 値引券5枚（3,350円相当）
両手鍋20㎝ 申込番号 124741 値引券6枚（4,020円相当）
エッグパン 申込番号 124737 値引券3枚（2,010円相当）
アルミニウム合金（内面マーブルフッ素樹脂加工）　ステンレス　フタ：
強化ガラス　［フライパン26㎝］最大幅42.3×奥行26.5×高さ11.7㎝　
径26×深さ5.1㎝　約1.2㎏　［フライパン20㎝］最大幅35.8×奥行
20.8×高さ10㎝　径20×深さ4.2㎝　約822ℊ　［片手鍋18㎝］最大
幅34×奥行18.7×高さ13.8㎝　径18×深さ8㎝　約860ℊ　2ℓ　［両
手鍋20㎝］最大幅33.5×奥行20.6×高さ14.3㎝　径20×深さ8.6㎝　
約1㎏　2.7ℓ　［エッグパン］最大幅34.3×奥行13.6×高さ4.6㎝　焼
き面：18×13×深さ3.1㎝　約351ℊ　㋑　※使用火力は中火以下
で、空だきはしないでください。

ゴールドマーブル加工だから焦げつきにくい！
ガラスふた付きで調理中の料理が見える。

ガラスふたを
使えば、
蒸し焼きも
できて便利。

シリコン
ハンドルで
しっかり
持てる。

マリ・クレールは本物を求める知的な大人に贈るブランドです。
キッチンを明るくするカラフルなシリーズです。

数量
限定

数量
限定

2ガス火専用　エバークック
αエアーシリーズ

玉子焼きパン 申込番号 124524 値引券6枚（4,020円相当）
ディープパン20㎝ 申込番号 124525 値引券6枚（4,020円相当）
フライパン22㎝ 申込番号 124526 値引券6枚（4,020円相当）
フライパン26㎝ 申込番号 124527 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）　底厚2.0㎜　[玉子
焼きパン］最大幅36×高さ5.4㎝　焼き面：9.2×14.2×深さ
3.9㎝　約300ℊ [ディープパン20㎝］最大幅38×高さ9.5㎝　
径20×深さ8㎝　約450ℊ [フライパン22㎝］最大幅39.8×高
さ9.5㎝　径22×深さ4.4㎝　約410ℊ [フライパン26㎝］最大
幅46×高さ6.8㎝　径26×深さ5.2㎝　約540ℊ ㋒  
※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。※2年保
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。

ウォックパン
26㎝

ウォックパン
20㎝

いため鍋
28㎝

深型両手鍋22㎝
玉子焼きパン

片手鍋18㎝

焼きムラなしでキレイに焼ける！

軽さと美しさをまとった、
新しいフライパン。

テストする女性誌LDK2017年年末超特大号の
ランキングで2位のシリーズ。

選ばれました！
に

2018年4月号の
テストする女性誌『LDK』

ランキングで
位1

ビタクラフトの技術が生きるフライパン。
抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コートでこげつきを防止。
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。

3ソフィアⅡシリーズ／ビタクラフト
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20㎝ 申込番号 124557 値引券5枚（3,350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）
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
20㎝］最大幅40×高さ12㎝　径20×深さ7㎝　690ℊ　［ウォックパン
26㎝］最大幅46×高さ11㎝　径26×深さ7㎝　956ℊ　㋑
※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

1エバークック　αシリーズ
玉子焼きパン 申込番号 124224 値引券6枚（4,020円相当）
フライパン22㎝ 申込番号 124225 値引券 7枚（4,690円相当）
フライパン26㎝ 申込番号 124226 値引券8枚（5,360円相当）
フライパン28㎝ 申込番号 124227 値引券8枚（5,360円相当）
いため鍋26㎝ 申込番号 124228 値引券8枚（5,360円相当）
いため鍋28㎝ 申込番号 124229 値引券9枚（6,030円相当）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工） 底厚2.5㎜　［玉子焼きパン］最大幅36.7×高さ
3.7㎝　焼き面：13×18×深さ3㎝　440ℊ ［フライパン22㎝］最大幅40×高さ6㎝　
径22×深さ5.5㎝　580ℊ ［フライパン26㎝］最大幅48×高さ6㎝　径26×深さ5.7㎝　
680ℊ ［フライパン28㎝］最大幅50.5×高さ6.6㎝　径28×深さ6.1㎝　810ℊ ［いため
鍋26㎝］最大幅47.7×高さ7.5㎝　径26×深さ7.2㎝　750ℊ ［いため鍋28㎝］最大幅
49.5×高さ8㎝ 径28×深さ7.5㎝　800ℊ　㋑ ※使用火力は中火以下で、空だきは
しないでください。　※2年保証は通常使用による内面フッ素樹脂のはがれが対象です。

4ゴールドマーブルシリーズ
いため鍋28㎝ 申込番号 123825 値引券5枚（3,350円相当）
フライパン20㎝　 申込番号 123823 値引券3枚（2,010円相当）
フライパン26㎝ 申込番号 123824 値引券4枚（2,680円相当）
片手鍋18㎝ 申込番号 123826 値引券3枚（2,010円相当）
深型両手鍋 22㎝ 申込番号 124338 値引券4枚（2,680円相当）
玉子焼きパン 申込番号 123828 値引券2枚（1,340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㎜　［いため鍋28㎝］最大幅49.5×高さ13.8㎝　径28×深さ6.7㎝　
1.57㎏　［フライパン20㎝］最大幅39×高さ10.8㎝　径20×深さ4.4㎝　
885ℊ　［フライパン26㎝］最大幅47.6×高さ11.8㎝　径26×深さ5.4㎝　
1.37㎏　［片手鍋18㎝］最大幅37×高さ15㎝　径18×深さ8.9㎝　895ℊ　
2.05ℓ　［深型両手鍋22㎝］最大幅35×高さ18.2㎝　径22×深さ12㎝　
1.35㎏　4.2ℓ　［玉子焼きパン］最大幅37×高さ6.7㎝　焼き面：13.5×18×
深さ2.7㎝　380ℊ　㋑
※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

フライパン28㎝

玉子焼きパン

いため鍋28㎝

 フライパン26㎝

いため鍋26㎝

フライパン22㎝

フライパン 
22㎝

玉子焼きパン
※4本爪のゴトク
　使用不可

フライパン 
26㎝

ディープパン20㎝
※4本爪のゴトク
　使用不可

NEW
驚くほど軽い！

毎日の料理を楽しく♪

数量
限定

フライパン
26㎝

フライパン
20㎝

片手鍋
18㎝

両手鍋
20㎝ エッグパン

フライパン20㎝ フライパン26㎝

※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）

エバークック イメージキャラクター 
小倉 優子 さん

フライパン
22・26・28㎝
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40.5
㎝

10㎝

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

オレンジ

ブラウン

イエロー

根強い人気!
ロングセラーの
定番レミパン。

蒸気穴を開けて、
フタをしたまま差し
水ができます。

［1年保証の対象］鍋本体内面のフッ素樹脂のはがれと底部
の金属面の加工のはがれや、熱による変形。（フタは保証の
対象外）

特許の「アルプレッサ」
加工で熱を均一に伝え
ます。

はさんで焼くだけ！

フタを開けると油切りになるから省スペース！

ワイド設計で大きな魚やステーキもおまかせ！

温度計付きなので素材に合わせて
適温を確認できます。

底面は余分な脂を落とす波形構造。
こんがりおいしい焦げ目の
ステーキが焼けます。

鍋フタの内側には油切り網が
付いていて、切った
油が鍋に戻ります。

「段付構造」で吹きこぼれにくい。
  用途が広がるザル付き。

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。

驚きの大きさ！大画面で数字が見やすい！

ホワイト

ピンク

たくさんはかれる3kgのスケール。

文字高2cmの
見やすい
デジタル表示。

上から押すだけ！力を入れずに簡単水切り。

ブレーキボタンでピタッと
回転が止まります。

27㎝

20.5
㎝

12㎏

使い勝手にこだわった、
スリムな米びつ。

釜に移しやすい米受け
形状。

ワンプッシュで1合。

横幅10㎝だから、
キッチンのわずか
なすき間にもぴっ
たり！

6㎏

両サイドに水切り穴があり、
中の物が溢れ
出しません。

底足付きで
ゴミがたまりにくく
 衛生的です。

落ち着いた
 ツヤ消し仕上げ。

7デジタルクッキングスケール／タニタ
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　
ボタンを押すと0ℊになり、追加計量できます。　㋐ 

2ピンクダイヤモンドコート　
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　※使用火力は中火以下で、空だきはしないでくだ
さい。　※ターナーはついておりません。

3 IH２００V対応
ホットサンドメーカー

申込番号123189 値引券6枚（4,020円相当）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工）　幅16×奥行37.5×高さ4㎝　
焼き面9.4×10.4㎝　1.2㎏　㋐

4燕三条発いいもの小路　鉄製フタ付天ぷら鍋
20㎝ 申込番号 123509 値引券7枚（4,690円相当）
24㎝ 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）　底厚1.6㎜　油切り網：鉄（クロムメッキ
仕上）　温度計・網付　［20㎝］最大幅28.5×高さ13.2㎝　径20×深さ8㎝　
1.33㎏　適正約1ℓ（満水約2.2ℓ）　［24㎝］最大幅33×高さ13.5㎝　径
24×深さ8㎝　1.71㎏　適正約1.3ℓ（満水約3.2ℓ）　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でか見えプラスタイマー／タニタ
ピンク 申込番号 124218 値引券2枚（1,340円相当）
ホワイト 申込番号 124219 値引券2枚（1,340円相当）
ＴＤ-395　約幅13.4×奥行1.7×高さ4.8㎝　約73ℊ　ボタン型電池
CR2032×1（お試し用）付　ストラップ用穴・背面マグネット付　㋑
※ストラップは付いておりません。

日本製

9燕　オールステンレス製の
小判型洗い桶

申込番号124506 値引券4枚（2,680円相当）
18-8ステンレス　幅37.5×奥行26.5×高さ
12.3㎝　内寸：幅34.2×奥行23.3×深さ
11.8㎝　572ℊ　約7.6ℊ　㋐

10スリム米びつ　
スリムエース／エムケー

6㎏ 申込
番号 124005 値引券5枚（3,350円相当）

12㎏ 申込
番号 124006 値引券7枚（4,690円相当）

ポリプロピレン　ポリスチレン　計量単位：1合　
米受け容量：4合　異物混入防止構造　キャス
ター2コ（後ろ側）付　［6㎏］幅10×奥行40.5×
高さ45㎝ 1.6㎏　［12㎏］幅10×奥行40.5×
高さ64㎝　2㎏　㋞

8クリアサラダスピナー
／オクソー

申込番号124257 値引券8枚（5,360円相当）
AS樹脂　熱可塑性エラストマー　ポリプロピレン　
約径27×高さ20.5㎝　約1.2㎏　ボウル約6.5ℓ　
㋑

日本製

日本製

1レミパン／Remi♪Hirano
イエロー 申込番号 122248 値引券16枚（10,720円相当）
ブラウン 申込番号 122249 値引券16枚（10,720円相当）
オレンジ 申込番号 122620 値引券16枚（10,720円相当）
本体：アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・底面鉄溶射加
工）　最大幅45×高さ16.4㎝  径24×深さ8㎝　底厚3.5㎜  
1.16㎏  3ℓ  レシピブック（38メニュー）付　本体：㋒  
フタ：㋐  
※使用火力は中火以下で、空だきはしないでください。

ガラスふた付き
なので、煙や油ハネ
も防げます。

さんまも
丸ごとOK!

日本製

お好みの具材をパンに
はさんで焼くだけ!耳も
しっかりくっつきます。

ノブを
引っ込めて重ねて
収納OK。

※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）

時間設定ボタン
(1分/3分/5分/秒)で
設定が簡単！

幅13.4cmのビッグサイズ

数量
限定 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

たっぷり
サイズで約4人分
まで入ります。

キッチン Kitchen鍋・その他

11 12



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

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！
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。

自然な使い心地。
手を汚さずにパパッと調理!
細かい作業も器用にこなす
指先のような先端形状。

逆さにすれば先端が浮いて
テーブルを汚しません。

そのままお鍋でみそ
溶きに使える。

卵溶きや
ドレッシング
作りにも便利。

最後の最後まできれい
にすくえる。

大さじ2杯
おみそ汁
約2杯分

濃い、薄いの失敗なし！ 
おみそ汁がいつも同じ味に！ 大さじ1杯

おみそ汁
約1杯分

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。

新潟県のほぼ中央に位置する
「燕市」と「三条市」は、作業工
具や刃物を主体とした金属製品
や金属洋食器などの製造を行っ
ており、「金物の町」と呼ばれて
います。その品質の高さは、国内
ではもちろん世界でもその優秀
性を誇っています。

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

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!1燕三条　計量みそマドラー
／オークス

申込番号 122643 値引券2枚（1,340円相当）
18-8ステンレス　最大径4×全長20㎝　20ℊ　㋐

日本製

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

2マミー　ダイヤモンドシャープナー
申込番号 313640 値引券2枚（1,340円相当）
砥石（ダイヤモンド粒子配合）　ABS樹脂　シリコンゴム　幅17.5×奥行
4.2×高さ5.6㎝　75ℊ　㋐

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

手前に引くだけで簡単に研げる。

握りやすいハンドル形状が
使いやすい。

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

・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。

4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　マグ
カップサイズ：幅2.6×長さ14.8㎝　約25ℊ　㋐

6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

高品質
の

日本製

日本製日本製

日本製

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。

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

24c
m

※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）13 14



8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。

3クリアティーポット
L 申込番号 123724 値引券2枚（1,340円相当）
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　ストレーナー付　［L］
幅15×奥行10.8×高さ12.5㎝　約176ℊ　
480㎖　［LL］幅16.8×奥行11.9×高さ13.5㎝　
約260ℊ　730㎖　㋐

4こびりつきにくいグリル・
オーブントースタートレー

申込番号124024 値引券2枚（1,340円相当）
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工・外面耐
熱シリコン加工）　幅24.8×奥行20.9×高さ2㎝　
108ℊ　IH・直火・レンジ不可　㋐　※内面
に食用油をひいてお使いください。また、空だき
はしないでください。

7やさしいおろし器
申込番号123606 値引券2枚（1,340円相当）
ポリプロピレン　ステンレス　幅11.7×奥行23
×高さ6.5㎝　150ℊ　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

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

1燕三条 
日本製ゆきひら鍋

18㎝ 申込番号 123769 値引券2枚（1,340円相当）
20㎝ 申込番号 124446 値引券3枚（2,010円相当）
24㎝ 申込番号 123770 値引券3枚（2,010円相当）
18・20㎝
兼用フタ 申込番号 124448 値引券2枚（1,340円相当）
ステンレス　底厚1㎜　［18㎝］最大幅33×高さ9.5㎝　
約径18×深さ8.3㎝　470ℊ　1.9ℓ　［20㎝］最大幅
36×高さ13㎝　約径20×深さ8.3㎝　560ℊ　2.4ℓ　
［24㎝］最大幅40.5×高さ10.2㎝　約径24×深さ
8.4㎝　630ℊ　3.2ℓ　［フタ］外径22×高さ４．５㎝　
約180ℊ　㋐　※兼用フタは24㎝には対応してい
ません。

2センレンキャストプロシリーズ
／北陸アルミ

玉子焼き
パン 申込番号 124270 値引券 8枚（5,360円相当）
フライパン
20㎝ 申込番号 124265 値引券 6枚（4,020円相当）
フライパン
24㎝ 申込番号 124266 値引券 7枚（4,690円相当）
フライパン
26㎝ 申込番号 124267 値引券 8枚（5,360円相当）
フライパン
28㎝ 申込番号 124268 値引券 8枚（5,360円相当）
いため鍋
30㎝ 申込番号 124269 値引券10枚（6,700円相当）
アルミ・マグネシウム合金（内面テフロン™プロファイ
ル加工）　ハンドル： 天然木　底厚3㎜　［玉子焼きパ
ン］最大幅37.9×高さ8.4㎝　焼き面：13×19×深さ
3.6㎝　520ℊ　［フライパン20㎝］最大幅40.9×高さ
9.6㎝　径20×深さ5.9㎝　450ℊ　［フライパン24㎝］
最大幅44.9×高さ9.9㎝　径24×深さ6.1㎝　600ℊ　
［フライパン26㎝］最大幅48.2×高さ10.5㎝　径26×
深さ6.2㎝　630ℊ  ［フライパン28㎝］最大幅50.5×
高さ10.5㎝　径28×深さ6.5㎝　700ℊ　［いため鍋
30㎝］最大幅52.5×高さ12.7㎝　径30×深さ8.5㎝　
770ℊ　㋐　※使用火力は中火以下で、空だきはし
ないでください。

楽 レ々ンジ

滑り止め付き。

ギュッ！

約9～11分
（3個の場合）

加熱時間

内
側に

便利な目盛り付
き

約27㎝

14.6㎝
ワイド幅！

18㎝

24㎝

内側に便利な目盛り付き。
両口付きで注ぎやすい。

ガス火専用だから軽くて
使いやすい日本製フライパン。

職人がピッカピカに仕上げた
上質なゆきひら鍋です。

ステンレスの約1/3の重量の
特殊合金と特殊加工で底厚
をキープしたまま側面を薄く
して軽量化。熱ムラがなく時短
調理を実現します。

20㎝

注ぎ口付きで
移しやすい。

傾斜が
ポイント

L

大きくて使いやすいワイドな24㎝。　

あると便利な兼用フタ。

LL

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。

くっつきやすいおもちもお手入れがラク。
溝に余分な油が落ちるので、フライの温め直しにも便利。

中身が見えるから、お茶の飲み頃が分かる！
オーブントースターや魚焼きグリルで簡単調理!

電子レンジで同時に3個のゆで卵！

軽くて扱いやすく、割れにくい。

ギュッとひと押しで約5gずつにカット。

おろし面が幅広・傾斜付き! 軽い力でおろせます!

日本製

日
本
製

高品質
の

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。

特殊目立てで、縦おろしな
ら粗め、円おろしなら細か
いふっくらとしたおろしが
できます。

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

ガラス製では
ありません。 オーブントースターで グリルで

テフロンの最高級グレード6つ星の内面コーティング！
ダイヤモンドとほぼ同等の硬度を持つSiC(シリコンカーバイト）と
特殊な表面形状がフライパンをキズから守り、こびりつきにくさが長続き。

軽さの
追求

フライパン
20㎝

玉子焼き
パン

 フライパン
24㎝

フライパン
26㎝

 フライパン
28㎝

 いため鍋
30㎝

たっぷり
サイズのＬＬ

ついに登場！

日本製

※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
日本製

日本製レンジ
専用

日本製

日本製

日本製
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ツナマヨ
＋

きゅうり

ゆで卵
＋
ポテト
サラダ

スマイルピンク ワッフルイエロー

本体はミニサイズで軽く、
場所を取りません。生地
を流し込んで３分！あっと
いう間に焼き上がり。同じ
大きさでドンドン焼ける
からパーティーに便利！

グリーン レッド

オレンジ

トライタン樹脂ボトル

ジュース スムージー
スープ ドレッシング
氷OK※ フローズンドリンク

グッズ

goods

リラックマの
かわいい本格カトラリー。

2リラックマ レジカゴバッグ
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　ポリプロピレン　ポリ
エチレン　約幅33×奥行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

3リラックマ　
IH対応アルミシリーズ

 申込番号

玉子焼きパン 124647 値引券3枚（2,010円相当）
フライパン20㎝ 124648 値引券4枚（2,680円相当）
片手鍋16㎝ 124649 値引券5枚（3,350円相当）
ディープ
フライパン24㎝ 124650 値引券6枚（4,020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　底厚2.7㎜　[玉子焼きパン]最大幅34.5×
高さ6.5㎝　焼き面：13×18×深さ3.1㎝　400ℊ　
[フライパン20㎝]最大幅36.3×高さ8.8㎝　径20
×深さ5.2㎝　528ℊ　[片手鍋16㎝]最大幅32.2
×高さ13.2㎝　径16×深さ7.7㎝　793ℊ　1.6ℓ　
[ディープフライパン24㎝]最大幅42.5×高さ11㎝　
径24×深さ6.8㎝　775ℊ　㋑　※使用火力は
中火以下で、空だきはしないでください。

4リラックマ　電気ケトル０.６ℓ
申込番号124651 値引券5枚（3,350円相当）
RK-13　約幅18.5×奥行10.5×高さ20㎝　約
530ℊ　670W　コード長約75㎝　㋑　
※保温はできません。

小ぶりで使いやすい
電気ケトル。

5リラックマ　
ポップアップトースター

申込番号124652 値引券6枚（4,020円相当）
RI -14　約幅12.3×奥行24.3×高さ16㎝　
約800ℊ　700W　コード長約75㎝　焼き
加減5段階調節ダイヤル付　6枚切・8枚切角
型食パン専用　㋑

楽しくパンをトーストできる♪

1リラックマ
スプーン＆フォーク
セット

申込番号

313638 値引券2枚（1,340円相当）
本体：ステンレス　キャラクター
部分：ＰＶＣ樹脂　リラックマス
プーン：約幅3.6×長さ13㎝　
15ℊ　リラックマフォーク：約幅
3.6×長さ13㎝　13.5ℊ　コリ
ラックマスプーン：約幅3.4×長さ
12.8㎝　13.5ℊ　コリラックマ
フォーク：約幅3.4×長さ12.8㎝　
12.5ℊ　本体：㋐ 　キャラ
クター部分：㋑

大人っぽいシックカラー。
人気のレジカゴバッグ。

かわいいリラックマのキッチンアイテム！
全部欲しくなっちゃう。

フライ
パン 
20㎝

片手鍋
16㎝

ディープ
フライパン
24㎝

玉子焼き
パン

カワイイ！
とってもキュートな
スマイルパンケーキが手軽に焼ける！

耳までカリッと簡単、オシャレに
おいしいホットサンドが焼ける！

2種類のボトルが付いた2WAYブレンダー。

スマイルフェイスのパンケーキとミニワッフルが
簡単に焼ける、手のひらサイズのホットプレート。

耳つきの食パンがぴったり入るサイズ。固定式プレートだから
約3分であっという間にこんがり焼けます。

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

©2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

レジカゴに
すっぽり入る!

巾着部分にも
リラックマが
います。

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。

※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※

焼き上がりの
スマイルフェイスが
キュート！

6プレスサンドメーカーキルト／レコルト
申込番号　123717 値引券6枚（4,020円相当）
RPS-1　幅13×奥行23×高さ9.5㎝　約1㎏　600W　コード長1m　6～
8枚切食パン使用　レシピブック（33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。

7スマイルベイカーミニ／レコルト
スマイル
ピンク 申込番号 124513 値引券4枚（2,680円相当）
ワッフル
イエロー 申込番号 124514 値引券4枚（2,680円相当）
RSM-2　約幅13×奥行15×高さ10㎝　350W　
コード長約1m　レシピ（2メニュー）　[スマイル
ピンク］約550ℊ　[ワッフルイエロー］約560ℊ　
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。

8ソロブレンダーソラン／レコルト
オレンジ 申込番号 124319 値引券7枚（4,690円相当）
グリーン 申込番号 124317 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0.8m　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付　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。

※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）
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2コンパクトグリルちょこちょこ焼き
申込番号124467 値引券10枚（6,700円相当）
KS-2847　プレート：アルミニウム合金（マーブルフッ素樹脂加工）　幅36
×奥行24.5×高さ10.5㎝　プレート：幅21×奥行21×深さ3㎝　約1.6㎏  
1200W　コード長1.4m　温度調節：約100～250℃　㋐

10米屋の旨み銘柄炊きジャー炊飯器
／アイリスオーヤマ

3合 申込番号 124727 値引券15枚（10,050円相当）
5.5合 申込番号 124726 値引券 17枚（11,390円相当）
コード長1m　6メニュー　レシピ（4メニュー）　蒸しプレート・しゃもじ・
計量カップ（白米・無洗米用）付　[3合]RC-MＣ30-B　幅23.2×奥行
27.4×高さ20.1㎝　2.8㎏　475W　[5.5合]RC-MＣ50-B　幅26×奥行
31.2×高さ22.5㎝　3.5㎏　645W　㋑

6電気ケトルジャスティンプラス
１．２ℓ／ティファール

サーブル 申込番号 311244 値引券9枚（6,030円相当）
スカイブルー 申込番号 123963 値引券9枚（6,030円相当）
KO340177／KO340176　幅22.1×奥行16.1×高さ20.9㎝　710ℊ
（本体のみ）　1250W　コード長約1.3m　㋑　※保温はできません。

11圧力式電気鍋／アルファックス・コイズミ
1.2ℓ 申込番号 124070 値引券25枚（16,750円相当）
1.9ℓ 申込番号 124069 値引券30枚（20,100円相当）
コード長1.5m　30分タイマー　計量カップ・しゃもじ付　［1.2ℓ］LPC-
T12/W　幅26.8×奥行26×高さ25.5㎝　2.7㎏　600W　レシピブック
（30メニュー）付　［1.9ℓ］APCT19W　幅29.5×奥行30.5×高さ26.5㎝  
3.8㎏　700W　レシピブック（50メニュー）・蒸し皿付　㋑
※1.2ℓには蒸し皿は付いていません。

5カセットガス スモークレス 
焼肉グリル やきまる／イワタニ

申込番号124751 値引券 11枚（7,370円相当）
CB-SLG-1　プレート：アルミダイキャスト（フッ
素樹脂加工）　幅30.3×奥行27.8×高さ14.9㎝　
プレート径23.3㎝　約2㎏　連続燃焼時間：約
217分　㋐　※イワタニカセットガス（別売
り）をお使いください。

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カセットこんろエコプレミアム
／イワタニ

申込番号124747 値引券9枚（6,030円相当）
天板：フッ素樹脂加工　幅33.4×奥行27.4×高さ
8.9㎝　約1.5㎏　最大発熱量2.9kW　連続燃焼
時間約72分　10号土鍋まで対応　カセットガスマ
グネット着脱方式　圧力感知安全装置付　㋐
※イワタニカセットガス（別売り）をお使いください。

9マイコン式オーブントースター／Hi-Rose
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 

1コンパクトホットプレート／ブルーノ
ネイビー 申込番号 124460 値引券15枚（10,050円相当）
ペールピンク 申込番号 124459 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：アルミダイキャスト（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

7コーヒーメーカーノア
／メリタ

申込番号

123650 値引券12枚（8,040円相当）
SKT54　サーバー：ステンレス製保
温ポット　幅26.9×奥行15.2×高
さ31.1㎝　1.7㎏　700㎖  650W  
コード長1m　アラーム＆自動電源
オフ（1分）・しずく漏れ防止機能付  
フィルターペーパー（5枚）・計量ス
プーン付　㋑

2～
5杯

8ガラスボトルジュース
ミキサー／テスコム

申込番号

123582値引券 7枚（4,690円相当）
TM845W  容器：ガラス 幅15×
奥行18×高さ34㎝　2.3㎏　1ℓ　
190W　コード長1ｍ　㋑

ジュース スムージー 氷OK※

たこ焼き
プレート

平面
プレート

本体

フタ

チタンカッターで氷もOK！
大容量１ℓのガラスボトル。

ボタンひとつでベストな
焼き上がりに！

材料を入れてタイマーをセットするだけで、
本格圧力調理!　　　　　　

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。

パン温め
ピ ザ
フライ温め
も ち
グラタン
トースト

マイコン
6メニュー

ペール
ピンク

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!

軽量でスリムな電気ケトル。 アイスでもホットでも
淹れたての味わい長持ち。

サーブル スカイブルー

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

3合
1.9ℓ

5.5合

時間のかかる煮込み
料理も手早く完成!

1.2ℓ
2合 トロト

ロ

1～2人暮らしにピッタリ！
超小型で軽い卓上グリル。

内炎式バーナーで、
鍋底からもれる
ムダ火を抑制。

煙の発生を少なく抑え、
室内で焼肉が楽しめる！

焼きムラが少ないたこ焼きプレート。

コンパクトだから食卓でも邪魔にならない！
プレートはマーブルコート加工で焦げ付きにくく、
ハイパワー1200Wで早くおいしく焼けます。

お手入れも楽！

煙が出にくく、
余計な脂が落ちて
ヘルシー。

付属の
平面プレートに
差し替えれば
焼き肉も！

冷凍パン・
ピザにも対応。

銘柄に合わせ、
お米の旨味を
引き出します！

内側に向かって
炎が出る内炎式。

プレートの温度を
高温化させないことで
脂の煙化を抑える。

カップ1杯分
（140㎖）なら
約60秒で
沸きます。

粒の大きさや水分量に
合わせて、
火力や加熱時間を自動
でコントロール。

※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※

ステンレス製真空
二重構造のサーバーで
煮つまらない。

収
納
時
高
さ
26.8
㎝

上部を逆さにして
コンパクトに収納！

※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。

日本製

日本製

プレート
丸洗い可

日本製

プレート
丸洗い可

プレート
丸洗い可

プレート
丸洗い可

数量
限定

数量
限定

数量
限定数量

限定

数量
限定

食パン

4枚

キッチン Kitchen家電
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MY BAG &   BOTTLE
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。

ランチやアウトドアにぴったりの
マリ・クレールの
ボトルシリーズ。

アルミ断熱シートの
内面でしっかり保冷！

オレンジフラワー

サマースプラッシュ

マヨルカ

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。

エコ先進国、オーストラリアで
生まれたバッグは、
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。

レジカゴにかけられる
ビッグサイズ。

世界のセレブも愛用する人気エコバッグ。

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

軽くて
コンパクト！

3クーラーバッグ／マリ・クレール
ミニ 申込番号 313639 値引券2枚（1,340円相当）
トート 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　ファスナー開閉式　[ミニ]最大幅
約31×マチ11.5×高さ23㎝　約170ℊ　約3.5ℓ　[トート]最大幅約51×
マチ17×高さ30.5㎝　約310ℊ　約11ℓ　㋑

4マリ・クレール　ボトルシリーズ
フードポット300㎖ 申込番号 520266 値引券3枚（2,010円相当）
マグボトル300㎖ 申込番号 520267 値引券3枚（2,010円相当）
ステンレスボトル500㎖ 申込番号 520277 値引券4枚（2,680円相当）
ステンレス　ポリプロピレン　シリコン　[フードポット300㎖]約径8.9×高
さ11.3㎝　215ℊ　保温効力：43℃以上（6時間）　[マグボトル300㎖]約
径5.8×高さ20㎝　200ℊ　保温効力：59℃以上・保冷効力：10℃以下（各
6時間）　[ステンレスボトル500㎖]約径6.9×高さ25㎝　300ℊ　保温効
力：71℃以上・保冷効力8℃以下（各6時間）　㋑

1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）
草花 申込番号 192516 値引券4枚（2,680円相当）
ポリエステル　ポリプロピレン　約幅50×マチ10×高さ38㎝　持ち手
約50㎝　収納時:幅10×奥行7.5×高さ7.5㎝ 183ℊ 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。

2エコバッグ／エンビロサックス
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）
サマースプラッシュ 申込番号 192432 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル100％　約幅50×高さ42㎝　持ち手46㎝　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）

ネイビー

たたむとコンパクト!

片手でラクラク
操作

使用シーンに
よって上手に使い分け

できます♪

草花

持ち手が長く
肩にかけて使える！

くるっと丸めれば
手のひらサイズに。

マットゴールド
360㎖

シルキー
ブラック
480㎖

※2016年7月、
　同サイズ比。

卵4個分の
重さ

サクラ

ソラ ワタアメ

日本一軽～い
マグボトル。

5 ステンレスボトル／象印
 申込番号
マットゴールド
360㎖ 161998 値引券6枚（4,020円相当）
シルキーブラック
360㎖ 161999 値引券6枚（4,020円相当）
マットゴールド
480㎖ 162000 値引券6枚（4,020円相当）
シルキーブラック
480㎖ 162001 値引券6枚（4,020円相当）
ステンレス　ポリプロピレン　シリコン　幅6.5×奥行
7㎝　[360㎖］SM-SD36　高さ17.5㎝　170ℊ　保
温効力：67℃以上・保冷効力：9℃以下（各6時間）　
[480㎖］SM-SD48　高さ22㎝　205ℊ　保温効力：
71℃以上・保冷効力：8℃以下（各6時間）　㋔

数量
限定

数量
限定

大容量サイズで

まとめ買いにも

便利！

ドット

トート
ミニ

6ふわふわAirボトル
480㎖／ドウシシャ

 申込番号

サクラ 161916 値引券3枚（2,010円相当）
ソラ 161917 値引券3枚（2,010円相当）
ワタアメ161918 値引券3枚（2,010円相当）
ステンレス ポリプロピレン シリコン 径6.6（口径
4.5）×高さ19.7㎝ 約180ℊ 保温効力：73℃以上・
保冷効力8℃以下（各6時間）　㋑

数量
限定

ステンレスボトル500㎖フードポット300㎖ マグボトル300㎖

※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）21 22



トイレ空間がかわいくなる、
ねこのペーパーホルダー。

クロねこちゃんの
つぶらな瞳が超かわいい！

トイレ空間がかわいくなる、
豆しばのペーパーホルダー。

黒豆しばの「まゆ毛」がかわいい！
ペーパーホルダーです。

「ごろん」の
寝ころびポーズがかわいい♪

クロねこだから汚れが目立ちにくい、
色々な場所で使えます。

座るのがかわいそう？
キュートな便座シート☆

ピンクの「肉球」がたまらない、
クロねこの便座シートです。

「フセ」のポーズが可愛い
豆しばマット♪

豆しばの存在感抜群！
置くだけで
お部屋がなごみます。

おすわりポーズが
「けなげ」なダストボックス。

保温・保冷対応のかわいいバッグ。
おにぎりが2コ入ります。

7 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

10豆しばトイレロールペーパーホルダー /黒
申込番号173076 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

2ねこのマット/ミケ
申込番号173033 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル他　約幅65×高さ46㎝　裏面すべ
り止め加工　㋑

5ねこのマット/クロ
申込番号173075 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル他　約幅65×高さ46㎝　裏面すべ
り止め加工　㋑

3 ねこの便座シート/ミケ
申込番号173064 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル他　サイズ片側：約幅13×厚さ0.5×
全長37.5㎝　裏面吸着加工　㋑

6 ねこの便座シート/クロ
申込番号173065 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル他　サイズ片側：約幅13×厚さ0.5×
全長37.5㎝　裏面吸着加工　㋑

8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

11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

9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

12豆しばランチバッグ
申込番号173077 値引券2枚（1,340円相当）
ポリエステル　アルミ蒸着フィルム　約幅15×奥行
16.5×高さ14.5㎝　ファスナー開閉式  ㋑

1 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

4 ねこのトイレロールペーパーホルダー /クロ
申込番号311353 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

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

数量
限定

数量
限定

数量
限定

ミケ

クロ

ミケ

クロ

ミケ

茶

黒

クロ

（ネット使用）

洗濯機
OK

（ネット使用）

洗濯機
OK

（ネット使用）

洗濯機
OK

（ネット使用）

洗濯機
OK

（ネット使用）

洗濯機
OK

※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

［メーカー広告］ ［メーカー広告］
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数字が見やすい
ソーラー式時計。

豊岡の職人が手作り！
信頼の日本製長財布。

小銭が見やすく 取り出しやすい！ 日本全国のグルメを、
同封のカードからお選びいただけます。

イエローイエロー

ブラック

コイン
分別

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。

お手元にグルメギフト券が届いたら
お好みの商品を1つお選びいただき、
同封のハガキかＷＥＢからお申し込みください。

SCコース SEコース

ピンク

オレンジ
キャメル

オリーブ

3ソーラー腕時計レグノ／シチズン
紳士 申込番号 102861 値引券9枚（6,030円相当）
婦人 申込番号 102862 値引券9枚（6,030円相当）
ステンレス　カーフ　フル充電で約6か月駆動　日常生活用防水　［紳士］
外枠径33×厚さ7.3㎜　28ℊ　最大手首周り19㎝　日付表示付　［婦人］
外枠径24×厚さ6.9㎜　17ℊ　最大手首周り18㎝　ムーブメント：㋐　
組立：㋑ ㋔　※時期により組立ての生産国が異なります。

2ボックス型小銭入れ 
牛革二つ折り財布／FRANCO COLLEZIONI

ブラック 申込番号 105925 値引券10枚（6,700円相当）
バーガンディ申込番号 105926 値引券10枚（6,700円相当）
牛革　約幅11.5×厚さ2.5×高さ10㎝　約100ℊ　内側札入れ2コ　
カード入れ15コ　ボックス型小銭入れ1コ　オープンポケット2コ　
㋑

紳士 婦人

1日本製 牛革コイン分別長財布／豊岡工房　
オリーブ 申込番号 105868 値引券19枚（12,730円相当）
オレンジキャメル 申込番号 105869 値引券19枚（12,730円相当）
イエロー 申込番号 105871 値引券19枚（12,730円相当）
ブラック 申込番号 105867 値引券19枚（12,730円相当）
ピンク 申込番号 106005 値引券19枚（12,730円相当）
牛革　約幅19.5×厚さ2×高さ10㎝　約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

日本製

4グルメギフト券 【ＳＣコース】
申込番号251250 値引券10枚（6,700円相当）
約30メニュー　ご注文ハガキ・個人情報保護シール付　※ご注文期限：ハ
ガキ発行月を含む6カ月後の末日。　
※季節により掲載内容や、メニュー数が変更になる場合があります。

5グルメギフト券 【ＳＥコース】
申込番号251251 値引券17枚（11,390円相当）
約27メニュー　ご注文ハガキ・個人情報保護シール付　※ご注文期限：ハ
ガキ発行月を含む6カ月後の末日。　
※季節により掲載内容や、メニュー数が変更になる場合があります。

ブラック

バーガンディ

※グルメギフト券イメージ
※パッケージデザインは変更に
　なる場合があります。

紳士用には
日付表示が
付きます。

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）

GourmetグルメFashionファッション

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

2625



9 CDラジオ／東芝
申込番号180581 値引券9枚（6,030円相当）
TY-C24（W）　幅31.8×奥行6.5×高さ15.2㎝  
約1.2㎏　単2×6（別売）　11W　コード長
1.5m  CD-R/RW再生対応　リピート・プログ
ラム・ランダム再生　スリープタイマー付（2時間
まで）　㋑　※CD-R/RWに記録されたディ
スクの再生は、ディスクの品質、記録状態、録音
環境により再生できない場合があります。　
※ワイドFMの対応をしていない地域もありま
す。詳しくは各放送局へお問い合わせください。

散らかりがちな雑貨をスッキリ収納。

子供にも使いやすい高さの
ハンガーパイプ付きの引き出し収納。

重い荷物をまとめて
スムーズに運べる軽量台車。

積み重ねできます。

ホワイトブラック

ブルー

ピンク

キッチンで 洗面所で

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！

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！

電波

夜でも時刻が見える
ライト付き目覚まし時計。

本体上部のボタンを
押すと照明が点灯します。

幸せな時を刻む八角型の
掛け時計。

防災用としても最適。
携帯しやすいポケットラジオ。

FM
AM FM

AM散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。 

4.5cmの
スピーカー内蔵で、
イヤホンを外して、
卓上での使用にも
便利です。

AM放送が入りにくい所でも
FM放送でAMラジオを聴けるワイドFM対応※

お好みボタンでラジオの
選局もしやすい！

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

背面

※衣類ハンガーは付属しません。

日本製

1キッチンスタッキングバスケット４段 
ブラック 申込番号 123291 値引券6枚（4,020円相当）
ホワイト 申込番号 123602 値引券6枚（4,020円相当）
スチール（ポリエチレンコーティング）　幅25.5×奥行31.5×高さ64.5㎝
（キャスター含む）　1コあたり：高さ16.7㎝　約1.84㎏　耐荷重：1コ使用時
5㎏・積み重ね時各3㎏　㋐

2カラーシーズユニット収納４段ハンガーパイプ付
ピンク 申込番号 133197 値引券10枚（6,700円相当）
ブルー 申込番号 133198 値引券10枚（6,700円相当）
ポリプロピレン　スチール　幅83.5×奥行42×高さ91.2㎝　
引出し内寸：幅26.2×奥行37.2×深さ16.3㎝　4.4㎏　耐荷
重：ハンガーパイプ部5㎏、天板・引出し1段あたり1㎏　ハン
ガーパイプは左右に取付可　キャスター6個付　㋐

日本製

7電波掛け時計／カシオ 
申込番号133164 値引券7枚（4,690円相当）
IQ-1106J-5JF　樹脂枠　幅29.5×奥行6×
高さ29.5㎝　940ℊ　単3×1（お試し用）付　
ステップ秒針　電波受信ランプ・受信オフ機能付　
㋑

3らくらく日本製
軽量ファミリーカート 

申込番号192401 値引券6枚（4,020円相当）
本体：ポリプロピレン　ハンドル：アルミニウム合金　キャスター樹脂部：
PVC　金属部：鉄（亜鉛めっき）　使用時：幅40×奥行60×高さ76.5㎝　
収納時：幅40×奥行12.5×高さ76㎝　車輪：径7.5㎝　約2.9㎏　耐荷重
50㎏　ハンドルロック機能付　㋐

8ポケットラジオ／ＡＮＤＯ
申込番号313780 値引券2枚（1,340円相当）
Ｒ16-522　幅6.3×奥行2.4×高さ10㎝　約77ℊ　
単3×2（別売）　連続使用：約20時間（マンガン
乾電池使用時）　両耳イヤホン付　ワイドFM
対応※　㋑　※ワイドFMの対応をしてい
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。

数量
限定数量

限定

数量
限定

数量
限定

CD

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

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

6目覚まし時計フェイス２８
／リズム時計

申込番号133125 値引券5枚（3,350円相当）
8REA28SR05　幅14.5×奥行6.7×高さ12.3㎝　
240ℊ　クオーツ　単3×2（お試し用）付　コチコ
チ音が気にならない連続秒針　スヌーズ機能付　
㋑

91.2
㎝

キャスター付きで
移動もカンタン! 

ハンドルを倒せば
平台車として!

キャスター付きで
移動もカンタン! 

マークの商品はご自宅お届けになります。

電波

※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。

40㎝60㎝

数量
限定

日本製

生活雑貨 Housekeeping

［メーカー広告］ ［メーカー広告］
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レッド

アイボリー

キレイに仕上がる
ボタンプレスゾーン。

3コードリール式スチーム
アイロン／パナソニック

申込番号192499 値引券8枚（5,360円相当）
NI-R36-S　幅11×奥行27×高さ14㎝　1.3㎏　
1000W　コード長1.9m　タンク容量：160㎖　温
度調節：約80～205℃　2段階スチーム切替　ハ
イパワーショット・ハンガーショット機能付　㋑

立ち上がり45秒

サビに強く丈夫で清潔なステンレス製。 大人気の日本製クリーナー

自然な形で一気にアイロンがけ。 玄関先を豪華に演出！モダンな玄関マット。たっぷりのスチームと
スプレー機能でパリっと仕上がる。

衣類スチーマーとアイロンの1台2役。
風が吹いても安心な
キャッチフック付き。

フローリングも絨毯もこれひとつでＯＫの
万能ノズル。ヘッドの可動範囲が広がり、
ソファの下なども使いやすくなりました！

人体形状で、
アイロンがけの悩みを解決！

シャツがぴったりフィットし、
立体部分にもかけやすい。

リチウムイオン
電池内蔵で
パワフル＆長寿命。

スティックパイプを外せば
ハンディクリーナーに早変わり。

高温・高圧スチームで
頑固な汚れも強力洗浄。
油汚れや細かい箇所の
お掃除にぴったり。

ベランダなど
小スペースでも使える！
収納もコンパクト。

ハンディタイプで手軽。
除菌・防カビにも効果があります。

水流切替
5種

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トゥイニー ジェットスチーム
／ティファール

申込番号192478 値引券 11枚（7,370円相当）
DV9000J0　かけ面：フッ素樹脂加工　幅29.8×奥
行8.8×高さ9.8㎝　650ℊ　950W　コード長約
3m　タンク容量：50㎖　温度調節3段階　アタッチメ
ントブラシ・エチケットブラシ・計量カップ付　㋑

数量
限定

※イメージ。
　連続スチーム
　ではありません。

コードを本体に巻き取れるコードリール式。

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

2ステンレスピンチハンガー
／アイリスオーヤマ

 申込番号

32ピンチ192163 値引券3枚（2,010円相当）
42ピンチ192164 値引券3枚（2,010円相当）
50ピンチ192165 値引券4枚（2,680円相当）
ステンレス　折りたたみ可　［32ピンチ］幅47.5×奥
行34×高さ29.5㎝　737ℊ　［42ピンチ］幅60.4×
奥行34×高さ30.8㎝　928ℊ　［50ピンチ］幅60.4
×奥行34×高さ30.8㎝　1.01㎏　㋑

42ピンチ

数量
限定

4解決人体型アイロン台
アルミコート

申込番号192203 値引券8枚（5,360円相当）
表面布：綿（アルミコーティング）　クッション材：ポリエ
ステル他　天板・脚部・フック：スチール　約幅75×
奥行37×高さ23㎝　収納時：約幅81×奥行37×高
さ4.8㎝（フック使用時）　約2.1㎏　㋑

5スチームクリーナー　ハンディタイプ
／アイリスオーヤマ

申込番号192162 値引券10枚（6,700円相当）
STM-303　幅31×奥行13×高さ24㎝　約1.8㎏　
1000W　コード長4m　タンク容量：約300㎖　
連続使用：最大約12分　スチーム温度：約100℃　
布用ノズル・布用ノズルカバー2枚・ポイントブラシ3
コ・ストレートノズル・アングルノズル・フレキシブルノ
ズル・じょうご・メジャーカップ付　安心のチャイルド
ロック機能付　㋑

7スティック＆ハンディクリーナー
／アナバス

申込番号191906 値引券6枚（4,020円相当）
SSC-100　幅25×奥行14.3×高さ106.7㎝　
1.5㎏　400W　コード長4.8ｍ　ダストケースは
水洗い可　㋑

自立式で
収納に
便利。

6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。

8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

日本製

数量
限定

9コンパクトホースリール
／アイリスオーヤマ

10m 申込番号 192380 値引券5枚（3,350円相当）
15m 申込番号 192381 値引券5枚（3,350円相当）
20m 申込番号 192382 値引券6枚（4,020円相当）
ホース内径8㎜　水流切替5種　適合蛇口：径1.4～1.8㎝（丸型）・外径対角
2㎝まで（角型）　ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付　[10m］幅
17.3×奥行28.3×高さ26.9㎝　2.18㎏　[15m］幅19.2×奥行32.8×高さ
31.3㎝　2.6㎏　[20m］幅19.2×奥行32.8×高さ31.3㎝　2.92㎏　㋑

数量
限定

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）

※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。

パワフルな
ジェットスチームで
繊維の奥に浸透し、
シワやニオイを

ケア。

細かな部分も
キレイに仕上がる
先細りチップ。

Housekeeping生活雑貨

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

ハウスキーピング
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5 Nintendo Switch
／任天堂

 申込番号

グレー173043 値引券66枚
ネオン173042 値引券66枚
㋑

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時に細断します。

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。

高速細断で、
一気に片付け！

透明度・彩度・硬度に優れた
高級な色鉛筆。

一番人気のモデルがリニューアル。

印字幅が1.5倍になり
「お名前タグ」
「ピッとコード」
印刷機能が付きました。

「ピッとコード」印刷機能を使えば、写真や
動画をひも付けて登録できる二次元コード
を、かんたんに印刷することができます。

1

2

3

※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 Nintendo
Original Game: ©Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
Characters: ©Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / 
Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / 
INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA 
/ CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / 
MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.

©2018 Nintendo
©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・モンス
ターボールは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリー
クの登録商標です。

©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon・モンス
ターボールは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリー
クの登録商標です。

©2017 Nintendo ©2018 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo ©2017 Nintendo©2018 Nintendo

6大乱闘スマッシュ
ブラザーズ 
SPECIAL ／任天堂

申込番号

173041 値引券16枚

7ポケットモンスター 
Let's Go! 
ピカチュウ／任天堂

申込番号

173038 値引券13枚

8ポケットモンスター 
Let's Go! 
イーブイ／任天堂

申込番号

173039 値引券13枚

11星のカービィ　
スターアライズ
／任天堂

申込番号

173008 値引券13枚

10マリオカート８ 
デラックス
／任天堂

申込番号

173004 値引券13枚

9 スーパー 
マリオパーティ
／任天堂

申込番号

173040 値引券13枚

12スプラトゥーン2
／任天堂

申込番号

173005 値引券13枚

1テプラPRO／キングジム
申込番号150363 値引券15枚（10,050円相当）
SR170　ＡＢＳ樹脂　幅18.3×奥行21.9×高さ
5.8㎝　単3×6（別売）　熟語数：約63,000語　
オートカッター　4・6・9・12・18㎜幅テープ対応　
ＡＣアダプター・試用テープ1コ付　㋑

2色鉛筆 ユニカラー
３６色セット／三菱鉛筆

申込番号150369 値引券8枚（5,360円相当）
幅33.7×厚さ2.2×高さ21.1㎝　㋐

3 パーソナルシュレッダー
／アイリスオーヤマ

申込番号150374 値引券8枚（5,360円相当）
Ｐ8ＧＣ-Ｃ　幅32.1×奥行16.9×高さ35㎝　3.7㎏　
ダストボックス容量：8.9ℓ　165W　コード長1.4m　
定格細断枚数：A4コピー用紙5枚　細断寸法：0.5
×3.7㎝　安全装置付　㋑
※CD・カードは細断できません。

4  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

Joy-Con(L) ネオンブルー/
(R) ネオンレッド

Joy-Con(L)/(R) グレー

日本製

「ピッとコード」を印刷。

専用アプリで
スマホ内データと
ひも付け。

専用アプリで
スマホ内データを
呼び出し。

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。※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）

任天堂の商品は全てご自宅お届けになります。

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。

Kidsキッズ

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

文具・ゲーム
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12NEWスタディ将棋
／くもん出版

申込番号171913 値引券5枚（3,350円相当）
盤：35.7×33.6×3.2㎝　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。

9カードでピピッと
はじめてのプログラミングカー
／学研ステイフル

申込番号173015 値引券10枚（6,700円相当）
9.5×13×6㎝　単3×3（別売）　くるま・めいれい
カード60枚・めいれいタグ10枚・カードボード2枚・冒
険マップ1枚付　㋑

©TOMY
「トミカ」は株式会社
タカラトミーの登録商標です。

©TOMY
「トミカ」は株式会社
タカラトミーの登録商標です。

約15台のトミカが
駐車・収納できる！

トミカが18台収納できる、
楽しいパノラマの世界！

トーマスとパーシーが
大冒険に出発！

はじめてのお人形に
ぴったり。

髪をとかしたり、
むすんであげたりできる
メルちゃん。

正面のうさぎさんが
かわいいワンピース。

すぐに着せ替え遊び・
ヘア遊びができる充実のセット。

昔話や童謡など全450種、
お話や歌を聴かせてくれます。

自然に論理的思考が身に付く！
学研の知育玩具。

小さいお子様も安心、
柔らかく大きいブロック。

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。

駒の動かし方が
ひと目でわかる。
初めてでも将棋が
楽しめます。

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。

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

3才～ 3才～

3才～ 3才～

1 ★トミカ
でるでるバケツ

申込番号

172218 値引券5枚（3,350円相当）
22×26㎝　㋑
※トミカは付いておりません。

2 ★トミカ
パノラマケース

申込番号

173070 値引券6枚（4,020円相当）
42×70×25.5㎝　㋞
※トミカは付いておりません。

3トーマス
レッツゴー大冒険 !
／学研ステイフル

申込番号

171230 値引券8枚（5,360円相当）
36.5×36.5×23.5㎝　㋔

3才～ 4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

5おしゃれヘア
メルちゃん

申込番号

172497 値引券6枚（4,020円相当）
メルちゃん：全長25.5㎝　パンツ・ワン
ピース・ヘアゴム・ブラシ・ミニブック付　
中国・カンボジア製

6メルちゃん
うさちゃんワンピ

申込番号

172498 値引券2枚（1,340円相当）
中国・カンボジア製

※人形は付いておりません。

1.5才～
2才～

10ニューブロック　はじめてのセット１
／学研ステイフル

申込番号172992 値引券5枚（3,350円相当）
35×24.5×16㎝　70パーツ　作品を紹介した解
説書付　㋑

3才～
3才～

3才～3才～

5才～

昔話・童話
300話
童謡・わらべ歌
100曲
英語の歌
50曲

8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

数量
限定

11NEW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

13 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

★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。

7 ★だいすきリカちゃん ギフトセット
申込番号173071 値引券8枚（5,360円相当）
リカちゃん：全長22㎝（ワンピース他着用）　ロングドレス・ミニワンピース・クツ2種・
ハートコンパクト・ブラシ・ローズクリップ2コ・ヘアゴム・ハンガー2コ付　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）

©TOMY

Kidsキッズ

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

男の子・女の子・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・タイ・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
ＮＥＷまるまるパズル

申込番号313103 値引券3枚（2,010円相当）
径17㎝　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

ロングセラーの人気商品。
ころがし遊びもできる！

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！！

49.5cm

ボールを入れると楽しい
メロディが流れます。

人気のスティック掃除機で
お掃除ごっこ。

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～ 3才～

3才～

1.5才～ 1.5才～
1.5才～

1.5才～ 7か月～
2才

10アンパンマン
にぎって！おとして！
くるコロタワー

申込番号172400 値引券6枚（4,020円相当）
25.7×26.5×31.7㎝　単4×2（別売）　㋑

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

3才～1.5才～

★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。

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♪

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）

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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2ランドセルスタンドスマート
ホワイト 申込番号 133271 値引券10枚（6,700円相当）
ブラック 申込番号 133272 値引券10枚（6,700円相当）
本体：スチール（粉体塗装）　キャップ：ポリプロピレン　約幅28×奥行28×高さ
100㎝　約4.9㎏　耐荷重：ハンガー約10㎏・フック1コあたり約2㎏　六角レン
チ（大・小）付　㋑

6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）
オレンジ 申込番号 172998 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。

7バランスバイク
アルミボディ
／ラングス

レッド 申込番号 172996 値引券 11枚（7,370円相当）
ブルー 申込番号 172997 値引券 11枚（7,370円相当）
アルミニウム　スチール　TPE　EBA樹脂　約幅85×奥行40×高さ60㎝　
ハンドル高調整範囲：約52～56㎝　シート高調整範囲：約30～36㎝　
約1.7㎏　耐荷重約20㎏　組立工具付　㋑
※ヘルメット・プロテクターは付いておりません。

8 R1ラングススクーター
申込番号173012 値引券10枚（6,700円相当）
アルミニウム　スチール他　使用時：幅33×奥行71×高さ85㎝　ハンド
ル高調整範囲3段階：約75～82㎝　約2.3㎏　耐荷重約100㎏　㋑　
※ヘルメット・プロテクターは付いておりません。

家族やお友達みんなで楽しめる
14種類のボードゲームセット！

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。

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 オレンジ

レッド

ブルー

自転車に乗れるまでのトレーニングに！
持ち運びラクラク、2kgの軽量ボディ。

かっこいいデザインのスクーター、
バランス感覚が身につきます。

折り畳めて
コンパクトに!

遊びながら体幹が鍛えられる。
体をひねり前進！

ピース
グリーン

置き場所に困るランドセルを
スマートに２つまで掛けられる。

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～
6才～

8才～

5才～

6才～

7か月
頃～

3ゲームスタジアムスタンダード
申込番号172456 値引券6枚（4,020円相当）
ゲーム盤：幅36.7×奥行29.2×高さ4㎝　お好
きなゲームボードを選んで差し替えるだけ！　
リバーシ・ミニリバーシ・囲碁十三路盤・五目並
べ・囲碁九路盤・将棋・はさみ将棋・回り将棋・
チェス・チェッカー・ダイヤモンド・シーカ・ソリ
ティア・フォックス＆ヘンズ　㋑

4 ★人生ゲーム
申込番号172484 値引券7枚（4,690円相当）
ゲーム盤：90×59.5㎝　㋑

5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。

ホワイト

ブラウン

ナチュラル
ブラック

9リップスティック
デラックスミニ／ラングス

申込番号173013 値引券16枚（10,720円相当）
アクリロニトリル　ブタジエン他　幅22×奥行68×高さ12㎝　約2㎏　
耐荷重79㎏　㋑
※ヘルメット・プロテクターは付いておりません。

（一部）
2才位～

※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

リニューアルした人生ゲーム。
4つの追加エリアで、全16種の
色々な人生が楽しめます。

©TOMY　
©1968,2016 Hasbro. All Rights Reserved.

1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

★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。 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）

Kidsキッズ

［メーカー広告］ ［メーカー広告］

その他・スポーツトイ
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5枚×

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。
※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
「ゴールドマーブルいため鍋28㎝」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
例えば10ページ4番の

(新)500円値引券

(旧)500円値引券

ゴールドマーブル
いため鍋28㎝

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

SK01/1903
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