
 応募要項

ビューティフェア対象商品お買い上げ金額に応じて応募券を差
し上げます。応募券が集まりましたら、下記の応募ハガキに必要
事項、希望プレゼント番号と必要点数分の応募券を貼付の上、
ポストへ投函してください。また、有効期限内の応募券を組み合
わせてのご応募も可能です。

応募の際は、必ずこちらの
応募ハガキをご使用ください。

有効期限の過ぎた応募券を含めた応募は無効となりますので、
ご注意ください。
本カタログ有効期限
2021年（令和3年）8月1日〜
2022年（令和4年）8月31日（当日消印有効）

応募ハガキ到着後、約2週間でお届けします。
ただし、年末年始、長期の連休などにあたる場合は、
多少遅れる場合もございます。

応募に際しての注意

掲載商品に関しての注意

●ご応募の際は、必ず応募ハガキをご使用ください。
●お一人様何回でもご応募いただけます。
●カタログ記載商品のデザイン・色などは変更になることもございます。
●一時的な品切れ、モデルチェンジなどの際には、同格または、上級種の商

品に変更させていただく場合がございます。
●商品の原産国は生産の都合上変更になることがございます。
●ご応募後の商品の変更はできませんので、ご注意ください。
●応募ハガキに不備がございますと応募が無効になる場合がございます

ので、ご注意ください。
●応募ハガキの郵送時の紛失・遅延・破損が生じた場合の責任は負いかね

ます。
●「配達日ご指定」マークのある商品以外は、配達日の指定はできかねます

ので、ご了承ください。
●詳しくはビューティコンサルタントにお尋ねください。

●写真のサイズは原寸大ではありませんのでご応募の際は記載サイズをよ
　くご確認ください。
●印刷の都合上、商品の色とカタログ掲載の色が多少異なる場合がござい
　ます。あらかじめご了承ください。

応募方法

応募期間

プレゼントの
お届け

応募券の有効期限

プレゼントに関するお問い合わせ
ナガセ フル・フル プレゼント専用コールセンター
にお問い合わせください。

受付時間 A.M.9：00〜P.M.5：00

※プレゼント専用ダイヤルですので、化粧品・健康食品などの商品に関する
　お問い合わせは、フリーダイヤル 0120-65-3616までお願いいたします。

※三越•伊勢丹各店舗へのお問い合わせ、商品のお取り換えなどは 
　受付いたしておりませんので、ご容赦願います。

※ ただし1ページのビューティラインナップセレクションは除く。

フリーダイヤル　0120 -71-3690

個人情報の使用について
ご記入いただいた個人情報につきましては、プレゼント発送、ダイレクトメール等のご案
内の送付に利用させていただきます。また、商品やサービスの参考とするために個人を特
定できない統計情報として利用させていただきます。ご記入いただいた個人情報をお客
様の同意なしに、業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令等
により開示を求められた場合を除く）。

NAGASE Beauty Care Catalog Collection 2021-2022
ワンダフルでビューティフルなアイテムがいっぱい

（夏季休業、年末年始、
  土・日・祝日を除く）

商品提供 : 株式会社三越伊勢丹

ナガセビューティケァ
ホームページ https://nbc.jp
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2022 年（令和4年）3 月31日（消印有効）
までご利用になれます。

2024 年（令和6年）3 月31日（消印有効）
までご利用になれます。
※2022年4月1日より発行いたします。

2023 年（令和5年）3 月31日（消印有効）
までご利用になれます。

390　8770-料金受取人払郵便

〈切手不要〉

差出有効期間
2023年7月31日
まで

郵便私書箱8号
（受取人）

郵 便 は が き

2021-2022 フル・フル プレゼント 係行

(株)ナガセビューティケァ

松本郵便局承認

4  3

〈キリトリ線〉

■担当ビューティコンサルタント名

■お届け先 （M.G.送りの場合はお届け先を記入する必要はありません）

詳しくは担当のビューティコンサルタントへお尋ね下さい。
フィルド名

B.C. 名

フリガナ M.G. コード

いずれかに○印 C.B.C.
B.C.

M.G. 名

※必須項目となります。

郵便番号

フリガナ

ご住所

フリガナ ご年令

お名前

電話番号

都　道

府　県

〜20代

70代〜

30代

50代

40代

60代

フル・フルプレゼント
カタログをお届けします！
ナガセビューティケァの商品をご愛用いただきましてありがとうございます。
応募券点数に応じて、素敵なプレゼントと交換いたします。

ワンダフルでビューティフルなアイテムがいっぱい

カタログ有効期限 2021年8月1日～2022年8月31日まで

NAGASE Beauty Care Catalog Collection

2021-2022
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NAGASE Ful・Ful 2021-2022 NAGASE Ful・Ful 2021-2022 0201

20103プレゼント番号  （アイボリー）

20104プレゼント番号  （ブルー）

〈タニタ〉非接触体温計
○サイズ／幅49㎜×高さ129㎜×奥行39㎜、質量90g 
○素材／ABS・PMMA ○中国製
※使用環境温度：温度範囲 16℃～40℃
医療機器認証番号：301AFBZX00069000
※どちらか1点をお選びください。15102プレゼント番号

オラコンティセット
○セット内容／オラコンティ CL1（歯み
がき）100g、オラコンティ CL2（洗口液）
450mL各1

15104プレゼント番号

ケアシス
ボディソープ
○セット内容／ボトル、レフィル各1
○容量約700mL

15108プレゼント番号

ケアシス ラプトネス 
ヘアシャンプー
○容量約300mL

15105プレゼント番号

ケアシス 
ヘアシャンプー
○セット内容／ボトル、レフィル各1
○容量約700mL

15109プレゼント番号

ケアシス ラプトネス 
ヘアトリートメント
○質量約250g

15106プレゼント番号

ケアシス 
ヘアトリートメント
○セット内容／ボトル、レフィル各1
○質量約700g

15103プレゼント番号

ボディクリーム
○質量約150g　
※医薬部外品

15107プレゼント番号

ケアシス ラプトネス 
ヘアエッセンス
○質量約130g

20101プレゼント番号

ケアシス　タフティープ
○容量約150mL
※医薬部外品

20102プレゼント番号

プレミアム バス36
○容量約20mL×36包入（4種類×9包）（アクティブオレンジ、ビューティ
ピンク、フレッシュグリーン、リラックスパープル）
※共通成分：ローズマリーエキス配合

男女問わず、
すこやかな育毛ケアに

4 つの香りで
活美若健を応援。

入浴剤

ボディケァオーラルケァ

ヘアケァ ヘアケァヘアケァヘアケァ

ヘアケァ

ヘアケァ

ボディケァ

ローズマリーの泡でお肌をすべ
すべにするやさしいボディソープ。

デンタルケァをしながら、年齢と
ともに気になるお口の渇きをケァ
します。

根元ケァ成分で、髪をいたわる。 ローズマリーの泡でやさしく髪を
洗いあげる髪いたわりシャンプー。

ハリ・コシ強化成分ふんわり。ローズマリーのクリームで傷んだ髪を
補修する髪なめらかトリートメント。

カサつきやすい大人のボディも
全身すべすべ。

髪を補修しながらツヤを持続。

15110プレゼント番号

ナチュラルハーブティー
○セット内容／スウィーティー＆ビュー
ティー30g、クリア＆リフレッシュ30g、リセット
＆リラックス15g各１

リラックス

オーガニックの認定基準の厳しいヨーロッパで栽培され、
すべての基準をクリアしたハーブのみを厳選。

“安全”そして“おいしさ”にこだわった
ナガセオリジナルブレンドのハーブティーです。

15101プレゼント番号

高級ファッション洗剤
モール（３本）
○セット内容／600mL×3

ファッション洗剤

大切な衣類を
ふっくらしなやかに洗い上げる
高級ファッション洗剤です。
汚れをきれいに落とし、
泡切れもすっきり。

15111プレゼント番号  （ノエ）

15112プレゼント番号  （ローズ）

15113プレゼント番号  （シトラス）

サロンアロマ
○質量約200g
※いずれか1点をお選びください。

リラックス お部屋をほのかに香らせるアロマディフューザー
です。従来のディフューザーにくらべて電源、
火気を使わないので安全に香りを楽しめます。

15111
（ノエ）

15112
（ローズ）

15113
（シトラス）

触らず計測ができる体温計、
モード切替機能でミルクやスープの
表面温度も測定可能です。

タニタ食堂・タニタカフェで
提供されているクロロゲン酸豊富な
プレミアムブレンドコーヒー

iPhone®とAndroid™スマートフォンと
連携し、測定データを
スマートフォンアプリで
管理できる活動量計です。

滑りにくいシリコン脚、収納に便利なフック穴付き。

片手で簡単に取り扱える血圧計です。

継続測定向きの体組成計
・ 31日分の毎日の測定データがグラフになり、更に週平均グラフも表示
・ 顔イラスト入りの画面で、設定方法の案内やボタンの紹介をしてくれるのでスムーズに操作ができます。

30103プレゼント番号

〈タニタ〉 上腕式血圧計
○サイズ／約高さ5.7×幅9.3×奥行14.4㎝、質量約
228g ○素材／ABS樹脂、ポリエステル ○中国製
※カフ（腕帯）の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」
を採用。カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴
んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻
きやすい仕組みです。医療器認証番号：２２７ＡＡＢＺＸ
０００８５０００

06101プレゼント番号

〈タニタ〉 タニタコーヒー
プレミアムブレンド
ドリップパック10 個入りセット
○セット内容／幅241㎜×高さ57㎜×奥行138㎜、質量
306g ○グアテマラ、エルサルバドル他製
※丸みのある酸味と甘みが合わさった上質な味わいのタ
ニタこだわりのコーヒー

30101プレゼント番号  （シルバー）

30102プレゼント番号  （ブラック）

〈タニタ〉 活動量計 カロリズム
○サイズ／幅75×高さ35×奥行14㎜、質量26g 
○素材／ABS、PMMA ○中国製
※歩数：最大99999歩　1歩単位
総消費エネルギー量：最大9999.9kcal
※どちらか1点をお選びください。

50101プレゼント番号  （ホワイト）

50102プレゼント番号  （ブラウン）

〈タニタ〉 体組成計
○サイズ／幅 300㎜×高さ38㎜×奥行300㎜、質量1.5㎏ 
○素材／ABS・AS・PE・ステンレス ○日本製
※測定範囲：０～150㎏ 
最小表示：100g（0～100㎏）200g（100～
150㎏）
※どちらか1点をお選びください。

10103プレゼント番号

〈タニタ〉 デジタルクッキングスケール
○サイズ／約高さ3.1×幅12.5×奥行18.8㎝（計量皿113×113㎜） 
○素材／ABS樹脂・PET・シリコーンゴム ○中国製
※手軽に、ごはんのカロリーもはかれるクッキングスケール。最大2㎏まで、最小
1g単位ではかれます。安心・信頼のJISマーク取得。
※いずれか1点をお選びください。

10102プレゼント番号

10101プレゼント番号 （ホワイト）

（グリーン）

（ピンク）

10101
（ホワイト）

30101
（シルバー）

30102
（ブラック）

10102
（グリーン）

10103
（ピンク）

NE
W

NE
W

06102プレゼント番号  （ホワイト）

06103プレゼント番号  （ブラック）

06104プレゼント番号  （ライトブラウン）

〈タニタ〉 デジタル温湿度計
○セット内容／単4形乾電池×1本 ○素材／ABS・PMMA 
○中国製
※いずれか1点をお選びください。

インテリアになじむ色合いのシンプルなデザイン。
時刻・温度・湿度を表示します。

06104
（ライトブラウン）

06102
（ホワイト）

06103
（ブラック）

NE
W

NE
W

20105プレゼント番号

〈タニタ〉ジムボール+ エキスパンダー
かため+リングダンベル0.7㎏×2個セット
○セット内容／ジムボール+エキスパンダーかため+リングダンベル 
○素材／TS962：PVC/TS965：TPE/TS967：PVC・鉄 ○中国製

「いつもの生活に取り込みながら、無理なく」が
コンセプトの手軽な運動具シリーズ

TS962 TS965

TS967

50102
（ブラウン）

50101
（ホワイト）

20103
（アイボリー）

20104
（ブルー）



Gourmet 25万円 コース

Gourmet 20 万円 コースグルメ40point

グルメ50point グルメ30point Gourmet 15万円 コース

Gourmet lineup selection

グ ル メ
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セレクション

NAGASE Ful・Ful 2021-2022 NAGASE Ful・Ful 2021-2022 0403

秋田県の「特別栽培農産物」
認証の特別栽培米をお届けします。

30111プレゼント番号

秋田県桧山産
特別栽培米桧山こまち10㎏
○セット内容／特別栽培米あきたこまち5㎏×2 

恵まれた環境で育った「但馬牛」の
純粋種がもつ旨みをミニステーキで
お楽しみください。

30199プレゼント番号

但馬牛 ミニステーキ
○セット内容／モモ肉360g

（計6枚） 
○賞味期間／冷凍30日

30190プレゼント番号

近江牛 すき焼き用
○セット内容／モモ・バラ肉計600g 
○賞味期間／冷凍30日

日本三大和牛の一角「近江牛」。

まぐろ専門店が目利きした
良質の本まぐろの詰合わせです。

程よく細かいさし、肉・脂肪の
鮮やかな色合いとその風味豊かな
味わいをお楽しみください。

40192プレゼント番号

本まぐろ詰合せ
○セット内容／本まぐろ中トロ100g、本まぐろ 
赤身・本まぐろすきみ各200g、醤油・わさび付  
○賞味期間／冷凍10日
○本まぐろ：北大西洋・
大西洋・地中海産 

黒毛和牛の柔らかい牛もも肉を時間を
かけて調理し旨みを引き出しました。

30194プレゼント番号

〈東京・キッチンハンズ〉
黒毛和牛ローストビーフ
○セット内容／ローストビーフ400g、ローストビー
フソース×4
○賞味期間／冷凍180日

じっくり時間をかけて焼き上げた本
格吊るしチャーシュー。
大ぶりな肉の中まで旨みが深い一
品です。

30198プレゼント番号

〈東京・キッチンハンズ〉 
焼豚・豚とろ煮チャーシュー
○セット内容／焼豚600g、
豚とろ煮チャーシュー550g
○賞味期間／冷凍180日

果実をシロップ漬けにしたフルーツ
コンポート詰合わせです。岡山県
産の清水白桃・中山金桃は、手作
業で湯剥きをしてシロップ漬けに。
マスカットオブアレキサンドリアは、
一粒一粒手作業で皮と種を取り除
き、シロップ漬けにしています。

30106プレゼント番号

岡山産フルーツコンポート
○セット内容／清水白桃・中山金桃各360g、
マスカット360g×2

NE
W

北海道沖で漁獲された脂ののった
秋鮭と時鮭をお刺身で味わえます。

30197プレゼント番号

北海道産 
サーモン柵造り刺身用
○セット内容／秋鮭刺身・
時鮭刺身各150g×2
○賞味期間／冷凍90日 

NE
W

NE
W

NE
W

濃厚な味わいの北海道利尻産の
エゾバフンウニを使用し、
塩だけで漬け込みました。

40193プレゼント番号

利尻産 一汐粒うに
○セット内容／エゾバフンウニ60g×2 
○賞味期間／冷凍90日
○うに：北海道産

旬の時期に漁獲し、生きたまま蒸し上げて急速
冷凍しました。蒸しがにならではの甘みと締まっ
た身肉をお楽しみください。

滋賀県の伝統あ
るブランド牛「近
江牛」。風味、柔
らかさが際立つこ
だわりの味をお楽
しみください。

50193プレゼント番号

北海道産 活蒸毛がに
○セット内容／活蒸毛がに300g×3
○賞味期間／冷凍90日

50194プレゼント番号

近江牛 ロース肉しゃぶしゃぶ用 
○セット内容／ロース肉650g
○賞味期間／冷凍20日 

50195プレゼント番号

鰻蒲焼本半串詰合せ
○セット内容／蒲焼本半串100g×4、たれ・山
椒×4、きもすい160g×4 
○賞味期間／冷凍180日
○鰻：国産

国産うなぎを、しっかりと時間をか
け蒸しを入れ、外はカリッと身はふっ
くら柔らかに焼上げました。きもすい
とともにお楽しみください。

40191プレゼント番号

宮崎牛 モモステーキ用 
○セット内容／モモ肉ステーキ150g×5
○賞味期間／冷凍30日

担当者
お薦め

身が締まり、脂ののりが良い北海道
産のほっけです。

30195プレゼント番号

北海道産 ほっけ
○セット内容／
ほっけ350g×5 
○賞味期間／冷凍30日
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ご飯との相性がとても良い、国産の海苔や
きのこの佃煮惣菜詰合わせです。

赤えびを使用した赤えびせんべい、二度
焼き製法で優しい食感に仕上げたうず巻
き、えび松風。3 種類のえびせんを小袋
で詰合わせました。

10104プレゼント番号

佃煮惣菜詰合せ
○セット内容／のり佃煮145g、原種えのき茸
140g、茸 生姜佃煮110g 

10105プレゼント番号

華優雅 えびせんギフト
○セット内容／赤えび×10、えびせん（うず巻き・えび
松風）各15g×2

NE
W
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京都祇園の老舗『原了郭』の黒七味・
一味を使った北海道産さんま醤油煮。
香り高い上品な辛味と旨みが味わえる
特別な一品です。

10109プレゼント番号

祇園原了郭薬味
北海道産さんま
黒七味醤油煮・一味醤油煮
○セット内容／さんま黒七味醤油煮95g×2、
さんま一味醤油煮95g

おいしい米どころとし
て有名な米沢にて
稲作を営む『佐藤
ファーム』推奨の
「はえぬき」をお
届けします。

10108プレゼント番号

〈山形・佐藤ファーム〉
特別栽培米
はえぬき「和久栄米」
○セット内容／特別栽培米はえぬき3㎏

20112プレゼント番号

鹿児島 黒豚カレージャンボ
○セット内容／黒豚カレージャンボ250g×5

柔らかく歯切れの良い食感で旨みが
濃厚な鹿児島県産黒豚を使ったレトルト
カレーです。250gと大容量のパックです。

20113プレゼント番号

〈東京・銀座 ブールミッシュ〉 
ギフトセット26 個入
○セット内容／トリュフケーキ・ガトーオマロン×各5、
フィナンシェ・フィナンシェショコラ×各2、マドレーヌ・
ヌーヴェルガレット（バニラ・チョコ）×各4 
○賞味期間／常温60日 

しっとり焼き上がった生地の中に美味しさを
閉じ込めた「トリュフケーキ」と「ガトー・オ・
マロン」。さらに人気の焼菓子を合わせた
バラエティー豊かな詰合わせです。

20196プレゼント番号

鹿児島県産 アベル牧場黒豚
しゃぶしゃぶ用セット
○セット内容／モモ肉200g、肩ロース肉・バラ肉
各150g、ゆずポン酢・ごまだ
れ各50g×2
○賞味期間／冷凍30日

20108プレゼント番号

〈東京・精華堂あられ総本舗〉
有機柿の種 3 種詰合せ
○セット内容／手打ち柿の種・落花生柿の種・
ミックス柿の種各85g×2

肉質はきめ細かく独特の甘みと風味、
歯切れの良い食感があります。

つきたてのお餅を「手のし」で延ばした、
中までぎっしり詰まった柿の種。有機栽
培の国産もち米を100％使用しています。
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20197プレゼント番号

〈日本ハム〉
本格派 吟王詰合せ
○セット内容／特撰ロースハム380g、特撰肩ロース
180g、焼豚150g、あらびき
ミートローフ150g 
○賞味期間／冷蔵60日

長年愛され続ける『日本ハム』の「本格
派」シリーズの詰合わせです。

オレンジのさわやかな味わいと香りが
広がるしっとりケーキと甘みが強くコク
のあるアッサムティーをセットにしました。

10110プレゼント番号

アソートギフトセット
○セット内容／オレンジケージ6個、アッサム紅茶
ティーバッグ2ｇ×5袋

長野県産のふじり
んごと、和歌山県産
のみかんを搾ったス
トレートジュースで
す。果実そのままの
味わいを大切にして
います。

10111プレゼント番号

産地限定国産果実100％ 
ストレートジュース詰合せ
○セット内容／長野県産ふじりんごジュース
500ml×2、和歌山県産みかんジュース500ml 
※収穫時期まで、お届けにお時間をいただく場合
がございます。

北海道富良野産の「ゆめぴりか」。
粘りがあり、つややかな炊き上がりの
お米です。

20111プレゼント番号

北海道富良野産 
ゆめぴりか5㎏
○セット内容／ゆめぴりか5㎏

20199プレゼント番号

但馬牛 焼肉用
○セット内容／バラ肉300g 
○賞味期間／冷凍30日 

兵庫県北部の但馬地方は古くから優
秀な牛を生産しており、肉質が良く、
様 な々銘柄牛の素牛や種雄牛として知
られています。優れた伝統と血統を持ち、
恵まれた環境で育った「但馬牛」の純
粋種がもつ旨みをお楽しみください。

担当者
お薦め

程よい脂身の旨み、赤身の柔らかさ
を是非、ご賞味ください。

10196プレゼント番号

鹿児島県産黒毛和牛 
すき焼き用
○セット内容／モモ肉250g
○賞味期間／冷凍30日

特別栽培梅を化学合成調味料を
使わずまろやかな梅干に仕上げました。

10107プレゼント番号

〈和歌山・紀州高田果園〉 
特別栽培 紀州南高梅 
まろやか梅
○セット内容／まろやか梅500g（2～3L粒）
塩分約10％ ○梅：和歌山県産

着色料を使わず独自の
タレにじっくり漬け込んだ明太子です。

20190プレゼント番号

〈福岡・海正堂〉  博多辛子明太子
○セット内容／辛子明太子

（無着色）450g 
○賞味期間／冷蔵10日 
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50112プレゼント番号

タケダブラシ スターターセット椿
○セット内容／チークブラシ、シャドウブラシ大（ソフトタイプ）、シャドウブラシ中（ソフトタイプ）、携帯
用リップブラシ平筆大、アイブロウ＆コーム、ブラシケース各1 ○サイズ／チークブラシ：全長約15㎝、
シャドウブラシ大（ソフトタイプ）：全長約13.5㎝、シャドウブラシ中（ソフトタイプ）：全長約13㎝、携帯
用リップブラシ平筆大：全長約11.7㎝（収納時：全長約12㎝）、アイブロウ＆コーム：全長約15.7㎝、
ブラシケース：約タテ30.5×ヨコ20㎝ ○素材／チークブラシ/穂先：青染上質細毛やぎ毛100％、
口金具：真鍮（黒クロームメッキ）、軸：天然木、シャドウブラシ大（ソフトタイプ）/穂先：特細毛やぎ毛
100％、口金具：真鍮（黒クロームメッキ）、軸：天然木、シャドウブラシ中（ソフトタイプ）/穂先：特殊整
毛 細毛やぎ毛 100％、口金具：真鍮（黒クロームメッキ）、軸：天然木、携帯用リップブラシ平筆大/
穂先：イタチ毛100％、口金具・軸：アルミニウム（アルマイト加工）、アイブロウ＆コーム/穂先：馬毛、
口金具：真鍮（黒クロームメッキ）、軸：天然木、ブラシケース/合成皮革 ○日本製

一つ一つ手作りされた
肌触りの良いブラシを、
アイメイクに少し重点を
置いたセットに。合皮
ブラシケース付きで持
ち運びにも便利です。

50114プレゼント番号

16型折りたたみ自転車 シンプルスタイル
○サイズ／約高さ92×幅130×奥行53㎝（折りたたみ時：約高さ58×幅74×奥行40㎝）、
質量約13㎏ ○素材／フレーム：スチール ○中国製 
※お客様組立品・整備点検式。タイヤサイズ：16インチ。JISフレーム基準適合。ハンドルは工具固定式。
SG認定工場生産品。適正身長約145㎝以上、サドル高さ約66〜91㎝。付属品：工具、本体結束ベルト

50109プレゼント番号

ラッセルホブス 
グランドリップ8 カップ＆グラインダー
○セット内容／グランドリップ 8カップ、グラインダー各1 ○サイズ／グランドリップ 8カップ：約高さ33
×幅16.5×奥行22㎝、容量約1.16ﾘｯﾄﾙ、質量約2.4㎏、コード約1m、グラインダー：約高さ21.5×幅
12.5×奥行12.5㎝、質量約1.1㎏、コード約1.3m ○素材／グランドリップ 8カップ：ステンレス鋼・ポ
リプロピレン、グラインダー：ステンレス鋼、AS樹脂 ○中国製
※グランドリップ 8カップ：電源/100V-900W、3〜8杯用。ゴールドフィルター付属（ペーパーフィル
ター対応可）、グラインダー：電源/100V-150W。

50106プレゼント番号

ツインバード 
2 電源式コンパクト電子保冷保温ボックス
○サイズ／約高さ30×幅23.5×奥行30.5㎝、質量約3.3㎏、コード約2m 
○素材／ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコーン、アルミニウム ○中国製 
※電源/100V-55W。庫内容量約5.5ℓ。保冷：約5℃（周囲温度25℃）/保温：約60℃（周
囲温度20℃）。500㎖ペットボトル4本収納可能。おしぼり等に便利なドアポケット付。
寝室にもおすすめの静音モード。

フレームはダブルロックジョイントの
セーフティ機構採用。

焙煎された豆そのもの
の個性を、たっぷりと紡
ぎ出すラッセルホブスの
コーヒーメーカーです。
大容量なのに、スマート
なデザイン。産地から一
杯のカップに至るまでの
物語を、家族や仲間、
大切な人たちと存分にお
楽しみください。

NE
W

NE
W

スタイリッシュな
ミラーガラスデザイン。
庫内を広々使えるフラット 
タイプで大きな弁当もOK。
全国で使えるヘルツフリー。

50116プレゼント番号

〈アイビストリー〉 ミラーガラスフラット電子レンジ
○サイズ／約高さ27.5×幅46×奥行35㎝、庫内容量約20ℓ、質量約13.5㎏、コード約1.4m 
○素材／冷間圧延鋼板、ABS樹脂
○中国製
※電源/100V-900W（50Hｚ）/1200W（60Hｚ）。用途に合わせたモード切替4段階搭載。
表示が見やすいバックライト付液晶。
非使用時はミラーガラスに風景が反射され、庫内は見えません。

50115プレゼント番号

〈ツインバード〉 家庭用クリーナー 
デュアルドラムサイクロン 
○サイズ／約高さ24.5×幅23.5×奥行35㎝、質量約3.9㎏、コード約5m 
○素材／本体：ABS樹脂、ポリプロピレン、ダストケース：ABS樹脂、ホース：塩化ビ
ニル樹脂 ○中国製
※電源/100V-1000W。吸込仕事率250W。集塵容量約1.2ℓ。デカダストケー
ス搭載のサイクロン式家庭用クリーナー。二重の「Dual Drum Cyclone」で吸込
力持続。ゴミを分離する高速遠心分離システム「HiCYCS」。きれいに収納ができ
る新発想スマート収納方式。

タービンブラシにより
絨毯や畳・フローリング
などの掃除が可能。

50110プレゼント番号

パナソニック コードレススチームアイロン
○サイズ／約高さ13×幅11×奥行23㎝、質量約1.1㎏、コード約1.4m（収納時：約高さ21×幅18×奥
行29㎝） ○素材／ポリカーボネート ○中国製
※電源/100V-1400W。

握りやすさに配慮した、指か
けグリップ採用。持ち替えずに
前後左右にスイスイ動かせる
W ヘッドベース。約 160mL
の大容量タンクで、スチーム
が長続き。

50113プレゼント番号

〈象印〉 空気清浄機
○サイズ／約高さ41.5×幅39.5×奥行12.5㎝、質量約3.9㎏、コード約1.8m 
○素材／本体ケース：ポリプロピレン、フロントパネル：ハイインパクトポリスチレン ○中国製 
※電源/100V-50/60HZ急速38/44W。適用床面積〜16畳。

花粉を素早くパワフル除去「花粉モード」。お部屋のにおいを感知して
ランプの色でお知らせする「エアーサイン」。

50107プレゼント番号

パナソニック ヘアードライヤー ナノケア
○サイズ／約高さ21.7×幅15.7×奥行7.9㎝、質量約475g、コード約1.7m 
○素材／ABS樹脂  ○タイ製
※電源/100V-1200W。

コンパクトでも「ナノイー」で
髪のうねりを整え、
なめらかな指通りと
うるおい地肌へ。

ステンレス着脱シンク 6 人タイプ。まな板専用乾燥室付。
トリプルワイドフローですみずみまで乾燥します。

500ml ペットボトル 4 本収納可能。
おしぼり等に便利なドアポケット付。
静音モード搭載で寝室にもおすすめです。 連続的に、つまみ流す。

ダブルのインパクトで、
表情、全身、軽やかに艶めく。

50111プレゼント番号

ReFa 4 CARAT
○セット内容／取扱説明書、ギャランティーカード、ガイドブック、ポーチ、クリーンクロス ○サイズ／7
×6.9×16.8 ○素材／ABS、アクリル、ステンレス、ナイロン、シリコーンゴム、アルミニウム、プラチナ 
○日本製（ポーチ、クリーンクロスのみ中国製）

50108プレゼント番号

三菱電機 キッチンドライヤー
○サイズ／約高さ35.4×幅48.8×奥行42.6㎝、質量約4.5㎏、コード約1.4m 
○素材／ポリプロピレン・ポリスチレン ○日本製 
※電源/100V-285W。
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40121プレゼント番号

〈象印〉 電動ポット 3L
○サイズ／約高さ29×幅21×奥行28.5㎝、電源コード約
1m、定格容量約3ℓ、質量約2.2㎏ ○素材／本体：印刷
鋼板、フタ：ポリプロピレン ○中国製
※電源/100V-700W。商品のモデルチェンジなどの際は
新商品をお届けさせていただくことがございます。

ラクラク注げる電動給湯、
使いやすさ充実。

40116プレゼント番号

高反発オーバーレイマットレス
（D-SLEEP）

○サイズ／約タテ193×ヨコ97㎝、質量約2.6㎏（詰物約2㎏） ○素材／側地：ポリエステル100％、
詰物：ウレタンフォーム ○日本製 
※収納ケース付。表面凸凹形状は指圧代用効果が期待できます。カバーは取り外して洗濯ができ 
衛生的です。お使いの布団の上に敷いてご使用ください。

弾力性のある材料を使用しており
体圧分散性に優れております。

40114プレゼント番号

〈西川〉 
ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん
○サイズ／約タテ210×ヨコ150㎝、質量約1.2㎏（詰物約300g） 
○素材／側地：綿100％、詰物：ダウン50％・フェザー50％ ○日本製 
※1年を通じてご使用いただけます。洗濯可。

1 年通して使える肌掛け布団。

40120プレゼント番号

ç マイコンオーブントースター
○サイズ／約高さ22.5×幅39.5×奥行34.5㎝、質量約5㎏、コード約
1.2m ○素材／本体：塗装鋼板、扉：メッキ鋼板・強化ガラス ○中国製 
※電源/100V-1300W。便利な8つの「マイコン自動コース」（トースト焼き
色調節機能付）。メニュー広がる「80℃〜高温250℃温度調節」、手作り
パンが簡単に作れる「手作りパン」コース搭載。焼きムラを抑える「5本ヒー
ター」（上遠赤2本、下3本）、30分ロングデジタルタイマー搭載。扉が外せ
るのでお手入れが簡単です。庫内寸法：約高さ9×幅27×奥行29.5㎝。

A4サイズのコピー用紙を
5枚同時細断可能な
クロスカットタイプの
シュレッダーです。

40110プレゼント番号

フットタタキトントン
○サイズ／約高さ16×幅35×奥行29.5㎝、質量約2.4㎏、コード約2.5m 
○素材／ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、シリコーンゴム ○中国製
※電源／100V-19W、医療機器認証番号：220AGBZX00101A01。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。

40115プレゼント番号

肘付き座椅子（ブラック）
○サイズ／約高さ12〜60（座面高約12㎝）
×幅70×奥行64〜111㎝、質量約5㎏ ○素
材／本体：ウレタンフォーム、張地：ポリエステル
100％、中材：スチールパイプ・5段ギア 
○日本製（側地：中国製） 
※総耐荷重約80㎏。

5段階リクライニング式なので
お好みの角度でご利用いただけます。

高火力で炊き続ける、
『豪熱ふっとう』&ハイパ
ワー495W（最大電力）、
食べやすくおいしく炊ける

『麦ごはんメニュー』搭載。

1～2人用にピッタリ。
材料を入れてタイマーを
セットするだけの簡単操作。
コンパクトな電気圧力鍋。

6枚刃のチタンカッター採用。
氷も砕き、よりパワフルな
大容量のミキサー。

スタッキングブリッジやカーブ、
坂レールを使って、いろいろなレイアウトを
楽しむことができます。

卓上で使えるクッキングヒーターです。
加熱モード・揚げ物モード・
煮込みモードがあり
用途によって
使い分けができます。

40107プレゼント番号

卓上 IH クッキングヒーター
○サイズ／約高さ6×幅27.5×奥行34.5㎝、質量約2㎏、コード約1.7m ○素材／本体：ABS樹脂、
トッププレート：結晶化ガラス、ベース：ポリプロピレン ○中国製 
※電源/100V-1200W。

40106プレゼント番号

電気圧力鍋
○サイズ／約高さ25.5×幅26.8×奥行26㎝、調理容量約1.2ℓ、豆類0.6ℓ（呼び容量約2ℓ）、
質量約2.7㎏、コード約1.5m ○素材／ポリプロピレン、ステンレス鋼 ○中国製 
※電源/100V-600W。

40108プレゼント番号

シロカ ミル付ミキサー
○サイズ／約高さ38.8×幅15×奥行17㎝、容
量約1.5ℓ、質量約3㎏、コード約1m ○素材／
ABS樹脂・ステンレス鋼・ガラス ○中国製 
※電源/100V-500W。
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40113プレゼント番号

シュレッダー
○サイズ／幅約16.8ｘ奥行約35.5ｘ高さ約34.9㎝。重量：約4.7㎏。コード約1.4m 
○素材／ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール ○中国製 
※電源/100V-75W
※オフィスでも気にせず細断できる静音タイプ！ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、
ゴミの量を確認しやすく便利♪斜め挿入口仕様で紙の挿入がスムーズにできます。ダイレクトメールやハ
ガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。

NE
W

40117プレゼント番号

〈西川〉 
ふっくら2枚合わせ毛布
○サイズ／約タテ200×ヨコ140㎝、質量約2.7㎏ 
○素材／パイル糸（毛羽部分）：アクリル100%、
地糸：ポリエステル100% ○日本製 
※襟元と裏面はふわふわあったかマフラー仕様です。

2 枚合わせタイプの
アクリル毛布。

40118プレゼント番号

ベルギー製ウィルトン織
エレガント柄カーペット （レッド）
○サイズ／約タテ160×ヨコ230㎝ 
○素材／ポリプロピレン100％ ○ベルギー製 

クラシカルで美しい
色柄が魅力的です。

40119プレゼント番号

〈シロカ〉 2WAY ハンディ& 布団
クリーナー 
○サイズ／約高さ19.2×幅29.2×奥行41.8㎝、質量約2.1㎏、
コード約4.5m ○素材／ABS樹脂 ○中国製 
※電源/100V-400W。紙パックレス式。
布団掃除から普段のハンディ使いまで1台2役のクリーナー。
布団掃除をするときはUVランプ照射とたたき機能で布団に潜
むハウスダストを除菌しながら吸引します。

ワンタッチでハンディクリーナーとして
気軽に使えるので、細かいデスク周りや
ソファーの隙間もらくらくお掃除ができます。

40105プレゼント番号

象印 マイコン炊飯ジャー
○サイズ／約幅23.5×奥行32.5×高さ19.5㎝、質量約2.7㎏  
○素材／本体：ポリプロピレン、内釜：アルミニウム、外容器：ガルバリウム鋼板 
○中国製

８つのタタキパターンで心地よくほぐします。
体の縮図と言われる足の裏を強力マッサージ。
足の裏はもちろんふくらはぎにも使えます。
つま先で操作できる
使いやすい大型スイッチ。 

扉が外せるのでお手入れが簡単です。

15層のエアバックで手の平と指を
1本ずつ包み込むハンドマッサージャー。

40111プレゼント番号 （ホワイト）

40112プレゼント番号 （ブラック）

ルルドハンドケア
○セット内容／ACアダプター、ビニール手袋、フェイスシール 
○サイズ／（約）W170×L185×H100㎜ ○素材／ABS樹
脂、ナイロン、ポリウレタン、PVC ○中国製 
※医療機器認証番号：302AABZX00005000。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。
※期中、モデルチェンジの予定です。

40111
（ホワイト）

40112
（ブラック）※どちらか1点をお選びください。

40109プレゼント番号

ブリオ ウェアハウスレールセット
○サイズ／約高さ37×幅72×奥行64㎝（レイアウトサイズ）、質量約2.8㎏ 
○素材／天然木・ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリカーボネート ○中国製 
※対象年齢：3歳〜。

40104プレゼント番号

ツインバード ホームベーカリ
○サイズ／約高さ28×幅24×奥行35㎝、質量約4.2㎏、コード約1.4m 
○素材／ポリプロピレン、ガラス、アルミニウム ○中国製
※電源/100V-450W。

手作りが楽しいホーム
ベーカリー。標準1斤と大
きめ1.5斤の2サイズに対
応。人気のもち、焼きいも、
甘酒モードも搭載。
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30117プレゼント番号

〈ツインバード〉
サイクロンスティック型
クリーナー
○サイズ／約高さ105×幅23×奥行
22.5㎝、質量約2.1㎏、コード約5m ○素
材／ABS樹脂・ポリプロピレン ○中国製
※電源/100V-450W。集塵容量約0.9
ℓ。吸込仕事率100W。扱い易い本体
質量約2.1㎏の軽量設計。高速遠心分
離サイクロンで吸込持続かつ紙パック不
要。ハンディでもスティックでも手元で操
作可能。

30113
（マットブラック）

30114
（シルバー）

30129プレゼント番号

〈D＆S〉 圧力鍋3.0ℓ
○サイズ／約高さ16（フタ含む）×直径20㎝ （持手含まない）、厚み約1.2㎜、質量約2.2㎏ ○素材／
本体・フタ：ステンレス鋼、底部：アルミニウム合金、ステンレス鋼、持手：フェノール樹脂 ○中国製
※電磁調理器200V可。圧力調理による本格調理をご家庭でお楽しみください。50品目収録のレシピ
ブック付。

30128プレゼント番号

IH 対応フライパン3 点セット
○セット内容／フライパン26㎝、ディープパン24㎝、玉子焼各1 ○サイズ／フライパン26㎝：約高さ6×
直径26㎝（持手含まない）、厚み約2.6㎜、質量約740g、ディープパン24㎝：約高さ8×直径24㎝（持手
含まない）、厚み約2.6㎜、質量約700g、玉子焼：約高さ3.5×幅13×奥行18㎝（持手含まない）、厚み約
2.6㎜、質量約390g ○素材／本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工・ダイヤモンドコート）、底部：ステ
ンレス鋼、持手：フェノール樹脂 ○中国製 
※電磁調理器200V可。

内面はダイヤモンドコート加工なので耐久性に優れ、
お手入れも簡単です。

2 段階圧力調整で
多様な食材に
対応しています。

大容量約2.5ℓタンク
にお好きな香りを楽
しめるアロマトレーと
お水に潤いを与える
ミネラルカートリッジ
を標準装備した超音
波式加湿器です。

30121プレゼント番号

アロマ超音波式加湿器 
Mｓ. ミスト
○サイズ／約高さ32×幅16×奥行17㎝、質量約1㎏、コー
ド約1.5m ○素材／ABS樹脂・ポリプロピレン ○中国製 
※電源/100V-30W。
推奨床面積：木造和室5畳、プレハブ洋室8畳。
※アロマ別売りです。

30122プレゼント番号

〈メリタ〉 コーヒーメーカーノア （ブラック）
○サイズ／約高さ31.1×幅26.9×奥行15.2㎝、容量約700㎖、
質量約1.7㎏、コード約1.0m 
○素材／ポリプロピレン、ステンレス鋼 ○中国製
※電源/100V-650W。2〜5杯用。いれたての味わいと香りをと
じこめるステンレスポット。ホットでも、アイスでも、おいしさが長持ち
します。ステンレスポットの口径を大きくしたことで洗いやすくなりま
した。オートオフ機能付（抽出後1分）。

お手入れもしやすく、
オートオフ・アラーム付で
省電力。

2WAY で狭いところは
ハンドルを取り外し使用可能。

包丁でざくっと切って遊べるおままごとセットと、
フライパンをコンロの上でゆすると、マグネット
の力で食材がひっくり返るキッチンセットです。

160℃～ 200℃の油温調節機能付き。
フッ素樹脂加工がされた内容器で
お手入れらくらく。

カップ 1 杯分なら約 60 秒で沸騰します。注ぐ湯量が調整しやすい
細長い注ぎ口は、コーヒーのドリップに便利です。

焼き加減調節ダイヤル付きで
お好みに合わせ焼くことができます。
一度に 2 枚まで焼け、
厚さは 4 枚切り相当まで焼くことができます。

新潟県燕市の金属研磨職人が、
手間と時間を掛けじっくりと
磨き上げて造ったタンブラー。
クリーミーな泡立ちで、
ビールの美味しさを引き立てます。

肌に触れた時に
ひんやり感が得られる
敷パット・
キルトケットです。

エアマットいらずの、さしこむだけでふとん乾燥。
シューズから長靴まで使える「くつアタッチメント」付き。
衣類乾燥としても使用可能です。 

付属のザルで
出汁を取って、
本格的な調理を
楽しめます。

焼肉やたこ焼などを楽しめる、
便利なグリルパンセット。

点で体を支えるムアツの凸凹構造が頚椎の
自然な湾曲を保ち、頭が沈み込み過ぎることなく
安定した寝姿勢を保ちます。

30118プレゼント番号  
ひんやり敷パット・キルトケット
○セット内容／キルトケット、敷パット各1 ○サイズ／キルトケット：約タテ190×ヨコ140㎝、質量約1㎏

（詰物約500g）、敷パット：約タテ205×ヨコ100㎝、質量約650g ○素材／キルトケット・側地：（表）
ポリエステル80％・綿20％、（裏・衿）ナイロン67％・ポリエステル33％（コールドアイス®+N生地使
用）、詰物：ポリエステル100％、敷パット・側地：（表）ナイロン67％・ポリエステル
33％（コールドアイス®+N生地使用）、（裏）ポリエステル80％・綿20％、詰物：ポリ
エステル100％ ○中国製
※『コールドアイス®＋N』は使用時にひんやり感が得られる素材です。一般繊維と
比べ接触面積の大きい糸構造を持っているので、肌に触れた時に、熱の移動がな
され、ひんやりとした肌ざわりを感じられます。敷パットは着脱に便利な四隅ゴム付。

30119プレゼント番号

〈昭和西川〉 ニュータイプ ムアツ枕 
○セット内容／ムアツ枕、ピロケース各1 ○サイズ／ムアツ枕：約タテ40×ヨコ53
×厚み8〜10㎝、質量約0.7㎏、ピロケース：約タテ47×ヨコ80㎝ ○素材／側地：
綿100％、詰物：上層・ウレタンフォーム、中層・ウレタンフォーム、下層・ポリエステル
100%（固わた）、ピロケース：綿100％ ○日本製
※サイズ表示の“厚み”は中材の状態により、実寸が異なる場合がございます。
目安としてご利用ください。
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30126
（ホワイト）

30126プレゼント番号  （ホワイト）

30127プレゼント番号  （レッド）

レミパンプラス
○サイズ／約高さ15（フタ含む）×直径24㎝（持手含まない）、厚み約3.5㎜、容量約3.3ℓ、質量約1.4㎏ 
○素材／本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、底部：鉄溶射加工、フタ：強化ガラス
○部品：韓国・中国製、組立：日本
※電磁調理器200V可。

30113プレゼント番号  （マットブラック）

30114プレゼント番号  （シルバー）

〈ラッセルホブス〉 カフェケトル
○サイズ／約高さ21.5×幅25×奥行14㎝（電源台含む）、容量約800㎖、質量約890g（電
源台含む）、コード約1.3ｍ ○素材／ステンレス鋼、ポリプロピレン ○中国製
※電源/100V-1250W。注ぐ湯量が調整しやすい細長い注ぎ口は、コーヒーのドリップに便利
です。オートオフ・空焚き防止機能。

30124プレゼント番号  
〈ダンチュウ〉 木柄ザル付鍋セット22㎝

○セット内容／鍋22㎝、ザル荒目、ザル細目各1 ○サイズ／本体：約高さ20（蓋含む）×直径22㎝（持
手含まない）、厚み約0.8㎜、容量約5.8ℓ、質量約1.2㎏、ザル（荒目・細目）：約高さ13×直径25㎝（持
手含まない） ○素材／鍋本体：ステンレス鋼、持手：フェノール樹脂、ザル：（荒目、細目）本体：18-8ステン
レス鋼、持手：天然木 ○日本製
※電磁調理器200V可。

30125プレゼント番号  
レギュール グリルパン3 点セット
○セット内容／本体、グリルパン、焼肉プレート、たこ焼きプレート各1 ○サイズ／約高さ17×幅28
×奥行31.5㎝（グリルパン使用時）、グリルパン容量約2.3ℓ、質量約2.9㎏、コード約1.4m 
○素材／本体：ポリプロピレン、グリルパン・焼肉プレート・たこ焼きプレート：アルミニウム合金（フッ素
樹脂加工）、フタ：強化ガラス ○日本製
※電源/100V-1050W。温度調節機能付。付属品：油引き、竹串（中国製）。

調理のしやすさを追求して生まれたフライパンです。

※どちらか1点を
お選びください。

※どちらか1点を
お選びください。

30127
（レッド）

30123プレゼント番号

磨き屋シンジケート ペアタンブラー
○セット内容／タンブラー2 ○サイズ／約高さ12.7×径7.2㎝、容量約400ml 
○素材／18-8ステンレス鋼 ○日本製

30120プレゼント番号

さしこむだけの
ふとん乾燥機アロマドライ
○セット内容／本体、ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホル
ダー、アロマケース ○サイズ／335×140×290㎜・コード約2,0m 
○素材／ＡＢＳ、ＰＰほか ○中国製
※電動式タイマー約120分
夏におすすめ送風モードやアロマケースでふとんの香りつけも可能。

30112プレゼント番号

〈DBK〉
ポップアップトースター
○サイズ／約高さ19.5×幅16.2×奥行28㎝、質量約1.4㎏、コード約1.5m 
○素材／スチール ○中国製
※電源/100V-850W。

30116プレゼント番号

ジュージューくるりん！ お料理セット
○サイズ／キッチン：約高さ11.5×幅31.5×奥行23㎝、最小パーツ：
約高さ1.4×幅8×奥行3.8㎝、質量約1.6㎏ ○素材／キッチン：天
然木・磁石、おままごとセット：天然木・ナイロン ○ベトナム製 
※対象年齢：3歳〜。

30115プレゼント番号

〈象印〉 電気フライヤー
○サイズ／約高さ18×幅30×奥行17㎝、容量約1ℓ、質量約2.1
㎏、コード約1.9m ○素材／印刷鋼板 ○中国製
※電源/100V-1000W。マグネットプラグ付。



おしゃれでコンパクトな
ボディなので持ち運びも便利。
スイッチを入れるだけで
すぐに温風が出ます。

20128プレゼント番号

〈DBK〉 
セラミックファンヒーター
○サイズ／約高さ26.2×幅18.5×奥行15.5㎝、質量約1.7㎏、コード約1.95m 
○素材／ポリプロピレン、ABS樹脂 ○中国製
※電源/100V-800W、海外使用不可。冬の寒さ対策は足元から。首ふり機能
搭載でまんべんなく暖まります。更に3重の安全装置とPTCヒーターを採用してい
ます。

20132プレゼント番号

〈ツインバード〉 
オーブントースター
○サイズ／約高さ24×幅32×奥行28.5㎝、
質量約3.3㎏、コード約1.2m ○素材／本体：
鋼板、扉ガラス：強化ガラス ○中国製
※電源/100V-1200W。出力切替300W/ 
600W/900W/1200W。用途に応じて使い
分けられる出力切替4段階。操作部を下に配
したコンパクト設計。

20122プレゼント番号

アロマミスト ウッディディフューザーセット
○セット内容／ディフューザー、アロマオイル（ラベンダー・グレープフルーツ）各1 ○サイズ／ディフュー
ザー：約高さ9.5×径10cm、質量約150g、アロマオイル：容量約5ml ○ディフューザー：
中国製、アロマオイル：（ラベンダー）ブルガリア製、（グレープフルーツ）メキシコ製
※電源/USB電源。5V-3W。メーカー都合により、パッケージ・原産国が変更になる
場合がございます。レインボーカラーに変化するLEDイルミネーション仕様。連続使
用時間約3～4時間。タンク容量約170㎖。入力電源はUSBポートからとなります。
家庭用電源からご使用される際は別売りのUSBアダプターが必要です。

20117プレゼント番号

〈ツインバード〉 
シートマッサージャー
○サイズ／約タテ90×ヨコ47×厚み5㎝、質量約1.3㎏、コード約2.5m 
○素材／ポリエステル、ウレタンスポンジ、ABS樹脂 ○中国製 
※電源/100V-8W、医療機器認証番号：220AGBZX00097000。タイマー10分（オートオフ）。強・
弱切替。ペースメーカーなどの医用電気機器との併用は絶対にしないでください。医師からマッサージ
を禁じられている人は、使用しないでください。医師の治療を受けている人や、身体に異常を感じている
人、かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人などは、医師と相談してご使用ください。

20115プレゼント番号

〈象印〉 エアーポット 3ℓ
○サイズ／約高さ35.5×幅18.5×奥行24.5㎝、
容量約3ℓ、質量約1.8㎏ ○素材／胴体：印刷鋼
板、フタ：ポリプロピレン ○日本製

20114プレゼント番号

〈コロンブス〉
ブートブラックギムレットセット
○セット内容／シュークリーム（ブラック・ニュートラル）、クリーナー各1、ブラシ、竹ようじ、クロス各2 ○サイズ／シューク
リーム（ブラック・ニュートラル）：質量約55g、クリーナー：質量約10g、ブラシ：全長約9.2㎝、竹ようじ：全長約15.5㎝、
クロス：約タテ22×ヨコ30㎝ ○シュークリーム、クリーナー、クロス：日本製、ブラシ、竹ようじ：中国製
※箱サイズ：約高さ8.7×幅20.5×奥行13㎝。

20116プレゼント番号

〈ツインバード〉 酒燗器
○サイズ／セット時：約高さ22×幅17.5×奥行14㎝、容量約300㎖（一合半）、質量約920g、コード
約1.8m ○素材／アルミニウム（フッ素加工）、ポリプロピレン ○中国製
※電源/100V-250W。温度調節範囲4段階37～60℃（人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗）。一升瓶か
らでも注ぎやすい片口型酒器。小瓶の清酒が丁度呑み切りの一合半（約300㎖）。設定温度を丁寧
に保つ保温機能。

20130プレゼント番号

〈肴七味〉
IH 対応 蓋付 深型フライパン（24㎝）
○サイズ／約高さ14.5（フタ含む）×直径24㎝（持手含まない）、厚み
約3.6㎜、質量約990g ○素材／本体：アルミニウム合金（フッ素樹
脂加工・ダイヤモンドコート）、底部：鉄溶射加工、フタ：アルミニウム合金

（フッ素樹脂加工）、持手：フェノール樹脂 ○韓国製
※電磁調理器200V可。

20129プレゼント番号

ベルギー製ウィルトン織ラグ（レッド）
○サイズ／約タテ100×ヨコ140㎝ ○素材／ポリプロピレン100％ ○ベルギー製
※敷物の本場、ベルギー製の美しいウィルトン織ラグ。

センターラグ、玄関ホール、
ベットサイド等用途多彩な
カーペットです。

揚げる、炒める、煮る、
焼くと多彩に活躍する
フライパン。

こんがり焼ける
遠赤外線
ヒーター搭載。

靴に栄養と光沢を与えるシュークリーム2色と
ミニクリーナーの基本アイテムにブラシ、
竹ようじ、クロスがボックスに入った
シューケアセットです。

軽く押すだけで給湯できる
「らくらく給湯」。
一年中使える
ガラスマホービンです。

風味の違いをじっくり愉しむ
4 段階温度設定。手入れが
簡単にでき、ひれ酒などの
変わり酒にも最適です。

タイマー10 分（オートオフ）機能が
ついており、強・弱切替も可能です。 
椅子やベッドに敷くだけで
くつろぎマッサージ。

2カ所でパイプの出し
入れが可能で、簡単
にまくらの高さを調整
できます。

イタリアのオートクチュールメゾン
『ミラ・ショーン』。
品のある光沢感をたたえた
千鳥格子の生地を使った、
シンプル・エレガンスなバッグです。

レインボーカラーに変化する
LEDイルミネーションを
使用しています。

NE
W
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W
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ハンドルを外せば
スッキリコンパクトに収納。

20131プレゼント番号

IH 対応ハンドル着脱式
鍋3 点セット
○セット内容／フライパン、ディープパン、鍋、蓋、着脱ハンドル各1  
○サイズ／フライパン：約高さ6×直径18㎝（持手含まない）、厚み
約2.5㎜、質量約360g、ディープパン：約高さ7×直径24㎝（持手
含まない）、厚み約2.5㎜、質量約520g、鍋：約高さ8×直径16㎝

（持手含まない）、厚み約2.5㎜、容量約1.5ℓ、質量約350g、蓋：
約高さ3.5×径17㎝、質量約270g、着脱ハンドル：全長約19㎝  
○素材／本体：アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、底部：ステンレ
ス鋼、蓋：強化ガラス・シリコーンゴム、着脱ハンドル：フェノール樹脂 
○中国製 
※電磁調理器200V可。

大人気の
フェイラーシリーズ！

20123プレゼント番号

〈フェイラー〉 
リアローズ バッグ

（ブラック）
○サイズ／約高さ29×幅34×マチ19
㎝、質量約250g ○素材／本体：綿（塩
化ビニル樹脂加工）、持手：合成皮革  
○日本製
※開口部：マグネット式、内部：仕切りファ
スナーポケット1。商品によって柄の出方
が多少異なります。取り外し可能な底板
付。こちらの商品はシュニール織を使用し
ていません。

20124プレゼント番号 （ブラック）

20125プレゼント番号 （ブラウン）

ミラ・ショーン トートバッグ
○サイズ／約高さ26×幅35×マチ12.5cm、質量約400g 
○素材／本体：ポリエステル、持手：合成皮革  ○中国製
※開口部：ベロ付マグネット式、内部：オープンポケット2・ファス
ナーポケット1。
※どちらか1点をお選びください。

20125
（ブラウン）

20124
（ブラック）

20119プレゼント番号 （ブルー）

20120プレゼント番号 （ピンク）

20121プレゼント番号 （アイボリー）

ハンディーアイロン＆スチーマー
○サイズ／約高さ8×幅30×奥行7.6㎝、質量約640g、コード約2.5m 
○素材／ADCセラミック塗装、ポリプロピレン、ナイロン ○中国製
※電源/100V-800W。スチームの力で衣類のシワを簡単ケア。襟、袖、パンツ
の折り目付けに便利なアイロン機能。縦、横、斜めの角度で使えるフリーアングル
仕様。使いやすい大きな注水口とダイヤル、スチームボタン。
※いずれか1点をお選びください。

蒸気の力で、かんたんに
シワ伸ばし。除菌・消臭
にもおすすめです。スチー
マー・アイロンの1台2役。

20119
（ブルー）

20121
（アイボリー）

20120
（ピンク）

20118プレゼント番号

〈昭和西川〉 まくら
○サイズ／約タテ40×ヨコ60×厚み7㎝、質量約1.4㎏ ○素材／側地/表面（表側）：ポリエステ
ル90％・ポリウレタン10％、詰物：ポリエチレン（パイプ使用）、中仕切り・マチ（裏面）：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 ○中国製 
※サイズ表示の“厚み”は中材の状態により、実寸が異なる場合がございます。目安としてご利用ください。

20127プレゼント番号

コスメティックボックス
○サイズ／約高さ28.5×幅24×奥行23㎝、質量約1.22㎏
○素材／天然木（桐材） ○日本製
※毎日の身だしなみに必要なコスメをたくさん収納できます。
ミラーは3段階の角度調整が可能です。ミラー部サイズ：約140×213㎜。
本体以外の化粧品は演出です。

日本の職人が一つひとつ丁寧に製作した、
木製コスメティックボックス。

列車も自動車も両方
楽しめるセット。

20126プレゼント番号

〈ブリオ〉 レール＆ロードクレーンセット
○サイズ／約高さ15×幅59×奥行56㎝（レイアウトサイズ）、質量約1.3㎏、最小パーツ：約高さ4×
幅1.5×奥行1㎝ ○素材／天然木、ABS樹脂、ポリプロピレン、熱可塑性ゴム ○中国製
※対象年齢：3歳～。クレーンで荷物を積み替えて運びましょう。
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10133プレゼント番号

〈con•te〉 サイクロンスティック型クリーナー
○サイズ／約高さ105×幅23×奥行15.5㎝、質量約1.5㎏、コード約5m 
○素材／ABS樹脂、ポリプロピレン ○中国製 
※電源/100V-170W、吸込仕事率/20W。集塵容量0.3ℓ。スティックパイプを外してハンディでも使える
2WAY。お部屋のわずかなスペースで収納できる自立タイプ。インテリアに合うかわいいパステルカラー。

10132プレゼント番号

10131プレゼント番号 （ブラウン）

（ブルー）

（ピンク）

10135プレゼント番号

IH 対応ガラス蓋付
フライパン26㎝
○サイズ／約高さ13.4 （フタ含む）×直径26㎝ 

（持手含まない）、厚み約2.6㎜、質量約1.4㎏ 
○素材／本体：アルミニウム合金 （フッ素樹脂
加工・ダイヤモンドコート）、底部：ステンレス鋼、フ
タ：強化ガラス、持手：フェノール樹脂 ○中国製 
※電磁調理器200V可。

10129プレゼント番号

〈TAKAGI〉 スタッキング式 
3段マルチバスケット スリム（ブラウン）
○セット内容／バスケット上2、バスケット下1、ロック付キャスター2（六角ナット
付）、キャスター2（六角ナット付） ○サイズ／高さ62×幅19.5×奥行38.5㎝ ○
素材／スチール（エポキシ粉体焼付塗装）・ポリプロピレン ○中国製
※キッチン・リビング・脱衣所・クローゼット等、シーンに合わせて自由に使える便利
な収納ラックです。

10122プレゼント番号

ベルギー製ウィルトン織キリム柄
ロングマット（レッド）
○サイズ／約タテ50×ヨコ100㎝ 
○素材／ポリプロピレン100％ ○ベルギー製
※手洗い可
※キリム柄をマットに美しくデザインしました。便利なロングマット
は玄関・洗面所・キッチン・ベッドサイド等用途多彩です。

10118プレゼント番号

メリート 
ハンディブレンダー

（専用カップ付）
○セット内容／ハンディブレンダー、専用カップ各1 ○サイズ／ハン
ディブレンダー：約高さ35.5×幅7×奥行6.5㎝、質量約720g、コー
ド約1.4m、専用カップ：約高さ15.5×幅10.5×奥行9.5㎝、容量約 
500㎖、質量約100g ○素材／本体：ABS樹脂、カッター：ステンレス
鋼、スイッチ部：熱可塑性エラストマー、専用カップ：AS樹脂 ○中国製
※ハンディブレンダー：電源/100V-150W、

10115プレゼント番号

檜 酒器 3 点セット
○セット内容／徳利1、ぐいのみ2 ○サイズ／徳利：約高さ14×径
6.5㎝（口径約4㎝）、容量約135㎖、ぐいのみ：約高さ5.6×径4.8
㎝（口径約3.8㎝）、容量約40㎖ ○素材／天然木 ○日本製
※電子レンジ不可。手作り品の為、色・柄が異なる場合がありま
す。お酒を入れると檜が香ります。

10113プレゼント番号

〈オーディオテクニカ〉
ダイナミックヘッドホン
○サイズ／質量約97g、コード約3.5m ○素材／ABS樹脂 
○中国製
※クリアなサウンドが楽しめるφ40㎜ドライバーを搭載。音漏
れしにくい密閉タイプ。ホームユースに最適な3.5mコード。

10112プレゼント番号

マイナスイオンヘアードライヤー
○サイズ／約高さ21.8×幅23.2×奥行8.8㎝、質量約470g、コード約1.7m  
○素材／ABS樹脂、ポリカーボネート ○中国製
※電源/100V-1200W。

10116プレゼント番号

ラノー　電気ケトル1.0L
○サイズ／約高さ21×幅20.5×奥行13㎝、容量約1.0L、
質量約590g ○素材／ポリプロピレン ○中国製

10128プレゼント番号

レターオープナー付
電動シュレッダー
○サイズ／約高さ15×幅16.2×奥行12㎝、質量約530g 
○素材／本体：ABS樹脂、ダストボックス：AS樹脂 ○中国製
※電源/単3乾電池×4（別売）
※普通はがき1枚、コピー用紙2枚の厚さまで裁断可能です。

10130プレゼント番号

ベーシック伸縮ステッキ 
ブラウン

（替えゴム付き）
○サイズ／全長約73～95.5㎝（収納
時：全長約63㎝）、質量約320g ○素材
／グリップ：ポリプロピレン、シャフト：アル
ミニウム、ストラップ：ポリプロピレン、先ゴ
ム：合成ゴム ○台湾製

スリムタイプなので、
ちょっとしたスペースに最適。

替えゴム付。
スタンダードカラーの
伸縮ステッキです。

サイドにレターオープナー機能がついた
ミニシュレッダーです。

内面はダイヤモンドコート加工
なので耐久性に優れ、
お手入れも簡単です。

10126プレゼント番号

アズアズ 
晴雨兼用パラソル ゼブラ柄
○サイズ／全長約66㎝、親骨約50㎝×8本、質量約
280g ○素材／生地：ポリエステル、シャフト：スチール、持
手：合成皮革 ○中国製
※手開き式。中棒スライド式（使用時約74㎝）。晴雨兼用

（UVカット加工・撥水加工）。

10127プレゼント番号

〈西川〉
洗える肩口フィット枕（カバー付き）
○サイズ／約タテ43×ヨコ63×厚み11㎝、質量約580g 
○素材／枕（側地）･枕カバー：綿100％、詰物：ポリエステル
100％○日本製
※洗濯可（ネット使用）。サイズ表示の“厚み”は中材の状態によ
り、実寸が異なる場合がございます。目安としてご利用ください。

首にあたる部分は肩口にやさしくフィットするアーチ形状。
中心部は後頭部を包み込むよう凹型デザインになっています。

NE
W

NE
W

10134プレゼント番号

ホットサンドメーカー
○サイズ／約高さ8.5×幅13 .5×奥行
19.5cm、質量約670g、コード約1.1m ○素
材／本体：フェノール樹脂、プレート：アルミニ
ウム合金（フッ素樹脂加工） ○中国製
※電源/100V-320W。

10117プレゼント番号

濃州孫六作 料理包丁2 点セット
○セット内容／三徳包丁、ペティーナイフ各1 ○サイズ／三徳包
丁：全長約29cm、刃渡約17cm、ペティーナイフ：全長約23.5cm、
刃渡約12cm ○素材／刃部：ステンレス刃物鋼、柄：ポリプロピレ
ン ○本体：中国製（刃付け加工：日本）

10114プレゼント番号

〈ラッセルホブス〉
電動ミル ソルト・ペッパー
○サイズ／約高さ23×径6㎝、質量約330g ○素材／ステン
レス鋼・セラミック・ABS樹脂・AS樹脂 ○中国製
※電源/単3乾電池x4本（別売）。刃はセラミック製なので錆び
にくく、ソルトとペッパーどちらも使用できます。稼働時にはLED
ライトが点灯し、明るく手元を照らします。受皿となるスタンドが
付属。粒の大きさや硬度により使用できない場合があります。

ゼブラ柄部分の裏は
シルバーコーティング加工が
施されている
晴雨兼用の傘です。

10120プレゼント番号

〈セラミカ〉 
チェルシー マルチプレート
○サイズ／約高さ5×幅26×奥行21㎝ ○素材／陶器 
○ポーランド製
※電子レンジ可。手作り品の為、色・柄・サイズが異なる場合があり
ます。

10121プレゼント番号

〈セラミカ〉 
フィオーレ カップ＆ソーサー
○セット内容／カップ、ソーサー各2 ○サイズ／カップ：約高さ7.7×
径8㎝、容量約180㎖、ソーサー： 高さ2×径15㎝ ○素材／陶器 
○ポーランド製
※電子レンジ可。手作り品の為、色・柄・サイズが異なる場合がござ
います。

敷物の本場ベルギーより美しくて丈夫な
ウィルトン織マット。

野菜を潰したり、混ぜたり。
お料理の下ごしらえに便利。

一つ一つ手作りされた
檜の酒器です。お酒を
入れると檜の香りが広
がります。

沸騰後に自動的に電源が切れ、
空焚きの心配がなく安心して
お使いいただけます。

ワンタッチの簡単操作。
押している時間だけ
作動するのでお好みの
量を挽くことができます。

乾かしながら髪をいたわる
マイナスイオン機能を搭載。

クリアなサウンドが
楽しめ、音漏れが
しにくい密閉タイプ。
ホームユースに最
適な長さの 3.5m
コードです。

握りやすさを追求した
樹脂ハンドルの包丁です。

おやつやランチに手軽にできたて
ホットサンドを。

女性にも使いやすい
コンパクト・軽量デザインです。

10131
（ブラウン）

10132
（ブルー）

10133
（ピンク）

※いずれか1点を
お選びください。

10119プレゼント番号

LED ランタンライト
○サイズ／約高さ（ランタン時：22㎝・ライト時：18.5㎝）×径12㎝、
質量約560g ○素材／ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ○中国製
※電源/単1乾電池×3（別売）。

アウトドアや夜間の
作業時だけでなく、
防災用品としても活
用できます。伸ばし
て置けばランタンに、
手に持てばハンディ
ライトになる2ウェイ
スタイル。

綿ボコリやフケなどを
手軽にとれる衣類ブラシ付。
カーテンやカーペット、
ソファーにもお勧めです。

10123プレゼント番号

〈ツインバード〉 ハンディースチーマー
○サイズ／約高さ7.2×幅29.5×奥行6.8㎝、質量約545g、コード
約2.5m ○素材／本体：ポリカーボネート、タンクふた：合成ゴム、計量
カップ：ポリプロピレン ○中国製
※電源/100V-600W。注水量：約50㎖、蒸気の
力でシワ、テカリ、ニオイ、静電気を解消。高温のス
チームが繊維の復元作用を促します。デリケートな
衣類もハンガーに掛けたままでOK。

10124
（ネイビー）

10125
（ピンク）

10124プレゼント番号 （ネイビー）

10125プレゼント番号 （ピンク）

〈キャティフェラーリ〉 トートバッグ
○サイズ／約高さ23.5×幅35×マチ13㎝、質量約270g 
○素材／本体：合成皮革・ポリエステル、持手：合成皮革 
○中国製
※開口部：マグネット式、内部：オープンポケット2。
※どちらか1点をお選びください。
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10 point
5万円 コース
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ご応募の際は必ずこちらの応募ハガキをご使用ください。

※4種類以上の応募をされる場合は、応募ハガキ2通でご応募ください。

プレゼント番号とお客さま
名、ポストに投函なさった日
付をご記入いただき、お客さ
まの控えとしてご利用くだ
さい。

お客さま控え

お客さま名

ご投函日

プレゼント番号
(　　　　ポイントコース)

(　　　個 )

プレゼント番号
(　　　　ポイントコース)

(　　　個 )

プレゼント番号
(　　　　ポイントコース)

(　　　個 )

〈キリトリ線〉〈キリトリ線〉

NE
W

必ず最新号のフル・フルプレゼントカタログよりお選びください。
本カタログ有効期限　2021.8.1 〜 2022.8.31

1
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41

46

2
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4
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5

10
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35
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45

50

6point 10point

20point

15point

30point

40point

50point

2021-2022  フル・フルプレゼント申込応募券貼付

応募可能シール
応募券の上からクリアテープで留めていただきますようお願い致します。

シールの有効期限にご注意ください。

［合計点数　　　点］
プレゼント番号 個数

個

プレゼント番号 個数

個

プレゼント番号 個数

個

※必ず最新号のフル・フル　プレゼントカタログよりお選び下さい。

左記マークの商品をお選びの方は、ご投函日より
2週間以降のお届け希望日をご記入ください。

●月曜日及び祝日の翌日のご指定はご遠慮ください。
●12/25～1/12、5/3～5/10、8/11～8/19のご指定はできませんのでご了承ください。

月　　　日
午前
午後
夜間

応募可能シール

（　　個） （　　個） （　　個）

10夏～11春
2012.3.31まで

11夏～12春
ナガセビューティケァ

2013.3.31まで

2倍拡大鏡付の
ミラー。

パステルカラーのおしゃれな
エクササイズマットです。

金糸・銀糸を使うことで
さりげない豪華さと
気品をそなえています。

06117プレゼント番号

〈イワキ〉 パック＆レンジ角型3点セット 
（グリーン）

○セット内容／角型S2、角型M1 ○サイズ／角型S：約高さ5.4×幅
9.3×奥行9.2㎝、容量約200㎖、角型M：約高さ5.5×幅18.6×奥行
9.3㎝、容量約500㎖ 
○素材／本体：耐熱ガラス、フタ：ポリカーボネート ○タイ又は中国製 
※電子レンジ可、オーブン可（フタ：オーブン不可）。

06119プレゼント番号

〈ディアーノ〉 木柄ガラス蓋付
フライパン（26㎝）
○サイズ／約高さ12（フタ含む）×直径26㎝（持手含まない）、
厚み約2㎜、質量約1.2㎏ ○素材／本体：アルミニウム合金

（フッ素樹脂加工）、フタ：強化ガラス、持手：天然木 ○中国製 
※電磁調理器不可。内面はフッ素樹脂加工なのでこびりつき
にくく、お手入れも楽々。

06120プレゼント番号

IH 対応ステンレス
片手鍋16㎝
○サイズ／約高さ13.8（フタ含む）×直
径16㎝（持手含まない）、厚み約0.5㎜、
容量約1.5ℓ、質量約630g ○素材／本
体：ステンレス鋼、フタ：強化ガラス、持手：
フェノール樹脂 ○中国製
※電磁調理器200V可。

06124プレゼント番号

今治きらめき フェイスタオルセット
○セット内容／フェイスタオル2 ○サイズ／約タテ75×ヨコ34㎝ 
○素材／綿100％ ○日本製
※お肌になじみ、水分をしっかり吸収してくれます。今治マーク認定番号：第2017-1009号、認定番
号：第2017-1109号。

06121プレゼント番号

コスメ収納ケースチェスト1段
○サイズ／約高さ11.5×幅18.8×
奥行11.6㎝、質量約523g 
○素材／アクリル樹脂  ○台湾製
※机の周りや引き出しがすっきり片
付きます。本体以外の化粧品は演
出品です。

ご家庭で丸洗い
できるため、
いつでも清潔に
保てます。

スキンケァボトルも入る
大容量バニティ。

化粧品等の小物を収納するのに
ちょうど良いサイズ。

天然木使用、
ナチュラルで
やさしく味わい
深いデザインの
カッティングボードです。

撥水加工を施した
晴雨兼用傘です。

インテリアになじむ
シンプルデザインの
トラッシュボックス。

北欧柄が可愛いマルチポーチ。
中身が見えるメッシュポケットで、
必要な物をすぐに取り出せます。

高温になる魚焼きグリルや、直火・オー
ブン・電子レンジで使用できる角型の耐
熱皿です。

電子レンジでの
使用もできる、
使い勝手の良い
マグカップです。

お茶の色合いが
目で愉しめます。

年間を通して
ご使用いただける
ショートマフラーです。

先が曲がるので、
やさしくわきにフィットします。

06126プレゼント番号

〈西川〉 洗える肩口フィット枕（小さめ）
○サイズ／約タテ35×ヨコ50×厚み9㎝、質量約300g 
○素材／側地：綿100％、詰物：ポリエステル
100％ ○日本製
※洗濯可（ネット使用）。サイズ表示の“厚み”は
中材の状態により、実寸が異なる場合がございま
す。目安としてご利用ください。

06123プレゼント番号

アコウスティック
スタンドミラーL（ナチュラル）
○サイズ／約高さ31.6×幅16×奥行8㎝、質量約
360g ○素材／ガラス、アルミニウム、天然木 
○日本製

06127プレゼント番号

安心防災12 点セット（250B）
○セット内容／蓄光LEDライト、非常用給水バッグ（3L）、アルミ温熱
シート、携帯トイレ（小用）各1 ○サイズ／化粧箱サイズ（収納時）：約高
さ26.5×幅19.5×奥行6.5㎝、質量約360g ○素材／蓄光LEDライ
ト：ポリスチレン、他、非常用給水バッグ（3L）：ポリエチレン、アルミ温熱
シート：アルミ蒸着PET樹脂、携帯トイレ（小用）：ポリエチレン、PET、吸
水性ポリマー ○中国製（携帯トイレ（小用）：日本製、非常用給水バッグ

（3L）：タイ製）
※LEDライト：電源/単3電池×2（別売）。その他付属品：使い捨てカイ
ロ、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、
ウェットティッシュ（5年保存）、非常用呼子笛（IDカード付）、滑り止め加
工付軍手、防災ガイドメモ。メーカー都合によりセット内容が一部変更
になる場合がございます。

06116プレゼント番号

ピラティス＆ヨガマット
（ブルー）

○サイズ／約タテ173×ヨコ61×厚み0.4㎝ 
○素材／塩化ビニル樹脂 ○中国製

06112プレゼント番号

マイトラッシュⅡ  
ペダルペール3ℓ （アイボリー）
○サイズ／約高さ26.5×幅17×奥行23㎝、質量約
720g、容量約3ℓ ○素材／本体：鉄（粉体塗装）、
内容器：ポリプロピレン ○中国製 

06114プレゼント番号

天然草木染しぐれ織 
コットンウール 
ショートマフラー（ピンク）
○サイズ／約タテ35×ヨコ100cm（フリンジ含む） 
○素材／綿55％・ウール45％ ○日本製
※年間を通してご使用いただけます。ピンクの染料は「すおう」という植
物です。手作り品の為、色・柄・サイズが多少異なる場合があります。

06115プレゼント番号

やわらかタッチ体温計
（ホワイト）

○サイズ／約タテ14×ヨコ2.2×厚み1.2cm、質量約13g ○素材／
ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、飽和ポリエステル
樹脂、ステンレス鋼 ○中国製
※電源/ボタン電池×1（本体内蔵・モニター用）。先が曲がるので、
やさしくわきにフィットします。メモリ機能で自動的に最後の測定温度
を保存します。測定温度が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズム
を変えてお知らせ。電源の切り忘れにも安心のオートパワーオフ機
能付、電池交換可能、わきの下、口中ではかれます。医療認証番号
226AKBZX00012000。
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06122プレゼント番号

コスメ ラージバニティ
○サイズ／約高さ17×幅
21×奥行14.5㎝ ○素材
／ポリエステル ○中国製
※本体以外の化粧品は演
出品です。

06125プレゼント番号

今治 綾バスタオル
○サイズ／約タテ120×ヨコ60cm ○素材／綿100％ ○日本製
※タオルの名産地である四国今治で作られたタオルには100年以上にわたる伝統と職人の技が光りま
す。杉綾織で仕上げたタオルは見る角度で表情が変わる立体的な織柄で真っ白なタオルに変化をつけて
います。今治マーク認定番号：第2014-657号。
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06118プレゼント番号

ディーアンドエス カッティングボードS
○サイズ／約タテ19×ヨコ29（持手含まない）×
厚み1.5cm、質量約531g ○素材／天然木（ア
カシア）・鉄（クロムメッキ） ○タイ製 
※天然木の為、木目・サイズ・重量が異なる場合
があります。

06113プレゼント番号

トゥジュールアンサンブル 
晴雨兼用パラソル

（ブラック/ オフホワイト）
○サイズ／全長約61cm、親骨約47cm×8本、質量約250g 
○素材／生地：ポリエステル、シャフト：スチール、持手：ポリプロピレ
ン ○中国製
※手開き式。晴雨兼用（UV紫外線カット・撥水加工）。

見る角度で表情が変わる
立体的な織柄で真っ白な
タオルに変化を
つけています。

06110プレゼント番号 （ピンク）

06111プレゼント番号 （ネイビー）

〈キッピス〉 マルチポーチ
○サイズ／約高さ7×幅21×マチ11㎝、質量約70g 
○素材／ポリエステル ○中国製 
※開口部：ファスナー式、内部：メッシュオープンポケット2・ファスナーポケット1。
化粧品はもちろん旅行や出張時などに必要な小物をまとめて収納できます。
※どちらか1点をお選びください。

06110
（ピンク）

06105
（モカ）

06106
（ミルクティー）

06107
（サクラ）

06111
（ネイビー）

06108プレゼント番号

ビストロ・ナチュレ 
マグカップペア

（セピア・ベージュ）
○セット内容／マグカップ2 ○サイズ／
約高さ9.1×径8.7㎝、容量約380㎖ 
○素材／陶器 ○日本製
※電子レンジ可。

06109プレゼント番号

〈ハリオ〉
茶茶急須 丸 450㎖
○サイズ／約高さ9.5（フタ含む）×径
11.8㎝（持手含まない）、容量約450
㎖、質量約250g ○素材／本体・フタ：
耐熱ガラス、茶こし：ステンレス鋼 
○本体・フタ：日本製、茶こし：中国製

06105プレゼント番号 （モカ）

06106プレゼント番号 （ミルクティー）

06107プレゼント番号 （サクラ）

グリルディッシュ
○セット内容／ディッシュ、マット各1 ○サイズ／ディッシュ：約高さ3.5
×幅18×奥行12.5㎝、マット：約タテ11×ヨコ14.5㎝ ○素材／ディッ
シュ：耐熱陶器、マット：コルク ○ディッシュ：日本製、マット：中国製 
※ディッシュ：直火可、電子レンジ可、オーブン可、電磁調理器不可。
※いずれか1点をお選びください。
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6 point
3万円 コース


