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EXCHANGE GOODS 
CATALOG
No.5

食　品

キッチン・日用品
美容・健康

時　計
家電製品

タオル・インテリア
アウトドア・ホビー
国内旅行

引換商品カタログ

7

内容/いつものおみそ汁(とうふ・なす・ほうれん草×各2個・
赤だし・なめこ・長ねぎ×各1個）

アマノフーズ おみそ汁ギフト
5B1-7イ

食　品

7●日本一のお茶所「静岡県」の銘茶
　

●缶入
　

商品内容/特上玄米茶70g・上煎茶70g各1
静岡茶詰合せ
5B1-7ア

枚

国内旅行

120
●引換券の枚数に応じ、日帰りバスツアー（120枚～）
　国内ご宿泊（200枚～）ディズニーリゾート・
　USJ宿泊付き（300枚～）等、ご利用いただけます。
　

●キャンプ、登山、釣り、野外フェス、
　運動会、ＢＢＱなど様々なシーンで
　大活躍です。

●ボリューム調整ができ、
　サイレント（無音）にすると光で
　テンポがわかる！

●おき火・焚火で調理する
　本格派ダッチオーブン。

●折りたたんで持ち運べるので
　アウトドアにも便利です。

●大容量！保冷専用 ●豊富なリズム（50種類）
　音色（100種類）デモ曲（10曲）を
　内臓
●レッスン機能（メロディーオン/オフ）有り。

●AC/DC 2電源で室内も車載もOK

●コンパクト収納の
　ロースタイルベッド。
　（収納バッグ付き）

●燃焼効率が良いメッシュタイプの
　焚き火台です。
●ダッチオーブンや鍋が吊るせるチェーン付き。
●収納バッグ付き

●スイング軸を意識した
　ゴルフ練習器具です。

●自宅でも静かに
　ショートアプローチの練習が
　可能です。

●ツーリング,ソロキャンプに最適

●初めの一台にぴったりの
　スタンダードモデルです。
●誰でも簡単に音が出せて、
　口パクパクのビブラートが
　気持ちいい！

※ご注文受付後、担当者より直接ご連絡申し上げます。 ※枚数はお一人様あたりの枚数となります。※画像はイメージです。
国内旅行
5A8-120テX

枚

枚 8

内容/スティックケーキ×7本（プレーン、ショコラ、
フランボワーズ、ブルーベリー、チーズ、ピスタチオ、
レモンティ×各1）

井桁堂 スティックケーキギフト（小）
5B1-8ウ

枚 8

内容/カゴメ野菜生活100　160ｇ×4（オリジナル×2、
ベリーサラダ・マンゴーサラダ×各1）100％フルーツジュース
160ｇ×4（オレンジ×2、アップル・グレープ×各2）

カゴメ すこやかファミリーギフト
5B1-8エ

枚 9

内容/瀬戸内海産真鯛茶漬け5.1g×3袋×1、
北海道産鮭茶漬け4g×3袋×2

和遊膳（海の幸詰合せ）
5B1-9オ

枚

10

内容/ベイクドクッキー・ショコラリーフパイ×各３、
ラングドシャ×６（プレーン・ショコラ×各３）

ミル・ガトースイーツアソート
5B1-10キ

枚 10

内容/おかき４種（サラダ・しょうゆ・ざらめ・黒海苔巻）２２０ｇ
個包装ミックス

越後 餅づくりＢ
5B1-10ク

枚 10

内容/コーンスープ17g・中華わかめスープ3g・
洋風オニオンスープ7g・欧風野菜スープ10g×各3

64℃ スープギフト（12袋）
5B1-10ケ

枚 10

内容/味付のり牡蠣醤油味（8切25枚）しじみ味（8切25枚）
あごだし（12切30枚）

こだわり3種の味付のり御詰合せ
5B1-10コ

枚

19

サイズ/25×25×28cm　耐荷重/80kg　専用バック付き
クイックスツール
5Ｚ8-19アＸ

枚 20

セット内容/ゴール本体×1・
ボール×1・空気入れ×1・ピック×4サイズ/
ゴール本体：幅約90cm×高さ約61cm×奥行約59cm

NEWサッカーセット
5Ｂ8-20イ

枚 21

サイズ/ポット（片手鍋）：外径124×高さ100mm、
ミニポット（ふた）：外径112×高さ50mm（本体のみ）
収納バッグ付き

トレッカー
アルミソロクッカーセット 〈M〉

5Ｐ8-21ウ

枚 22

サイズ(約)/ケース：幅37×奥行8×高さ16.2cm
ターナー：全長35cm　ピック：全長34.5cm 
トング炭用：全長34cm　トング食材用：全長31.5cm
串：全長33.6cm　材質/ケース：アルミニウム
ツール/ステンレススチール

BBQの達人
5Ｂ8-22エ

枚 22

サイズ/67×270×133mm　電源/単4乾電池×3本
オタマトーン　

枚

27

サイズ/78×167×52mm　重量/240g
電源/単3形乾電池×2本

セイコー 振り子メトロノーム 
5Ｊ8-27キ

枚 31

サイズ/60×180×18cm　収納サイズ/20×5×65cm
重量/約3.1kg

グラシア
ロースタイルコンパクトベッド

5Ｐ8-31ク

枚 32

サイズ/500×500×950mm
収納サイズ/70×70×600mm　重量/1.2kg

クアッド ファイアスタンド
5Ｐ8-32ケ

枚 39

サイズ/全長1040mm 重量/ハード：290ｇ、ソフト：300ｇ
トルネードスティック

枚 42

サイズ/600×420×1200mm
ゴルフ練習用アプローチネット
5Ｇ8-42シ

枚

42

セット内容/ダッチオーブン25cm×1、リッドリフター×1、
収納バッグ×1　セット重量/5.5ｋｇ

ダッチオーブン セット〈25ｃｍ〉
5Ｐ8-42ス

枚 43

サイズ/79×57×83cm　耐荷重/80kg　収納バッグ付き
ムーンチェア

枚 46

サイズ/175×145×355mm　重量/約1100g
容量/3000ml

サーモス
真空断熱スポーツジャグ 3.0L

5Ｋ8-46タ

枚 66

サイズ/604×211×57mm　電源/単3形乾電池×6本
カシオ 電子キーボード
5Ｅ8-66チ

枚 116

サイズ/約235×305×300mm　重量/約2.9kg
付属品/トレイ、AC電源コード、DC電源コード

ツインバード
電子保冷保温ボックス

5Ｅ8-116ツ

枚

11

内容/チョコチップクッキー×5、リーフパイ×4、
ロングスティックパイ×3、ミニラスク(約20g)
(キャラメル味・プレーン味)×各1

ロイヤルスイートコレクション
5B1-11シ

枚 11

内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て・カフェオレ深煎珈琲仕立て
ミルクたっぷり(各14g)・カフェオレ深煎珈琲仕立て甘さひか
えめ・抹茶オレ(各12g)・紅茶オレ・ココアオレ(各11g)×各4

ＡＧＦブレンディ 
スティックカフェオレコレクション

5B1-11ス

枚 13

内容/あまおう苺バウムクーヘン×3、プチフィナンシェ6個入
（あまおう苺、プレーン）、焼きほろろクッキー（イチゴ）×2　

あまおう苺
バウムクーヘン＆プチフェナンシェ 
ギフトボックス

5B1-13セ

枚 13

内容/小豆パイ×2、バニラヴァッフェル×2、
豆菓子（竹炭豆）×2、豆菓子（きなこ豆）×2、
豆菓子（抹茶ミルク豆）×2

小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
5B1-13ソ

枚

13

内容/「カルピス」470ml×2、「カルピス」北海道470ml×1
カルピスギフト
5B1-13チ

枚 13

内容／ウェルチ１６０ｇ×１２
（グレープ・アップル・オレンジ×各４）

ウェルチ ギフト
5B1-13ツ

枚 14

内容/18枚（アーモンド＆ミルクチョコレート×4枚、
アーモンド＆ホワイトチョコレート×4枚、
ヘーゼル＆ミルクチョコレート×6枚、
ヘーゼル＆スイートチョコレート×4枚）

モロゾフ ファヤージュ
5B1-14テ

枚 14

内容/フリーズドライ（卵スープ×２、なすの味噌汁×３、
ほうれん草の味噌汁×３、なめこの味噌汁×４、海藻のお吸い物×２）

マルトモ 鰹節屋のこだわり椀
5B1-14ト

枚

16

内容/計10本（カフェラテ・キャラメルラテ×各３、
抹茶ラテ・カフェモカ×各２）

スターバックス 
プレミアムミックスギフト

5B1-16ニ

枚

9

内容/乾麺7食[小樽（塩味）・秋田（醤油味）・米沢（醤油味）・
博多（とんこつ味）・札幌（味噌味）・喜多方（醤油味）・
尾道（醤油味）×各1]

乾麺 ご当地ラーメン味くらべ7食
5B1-9カ

枚

10

内容/しその実わかめ（50g）・ちりめん昆布・
鰹入わかめ昆布（各45ｇ）・汐吹昆布（20g）×各1

御昆布 4品佃煮詰合せ
5B1-10サ

枚

13

内容/讃岐うどん（150ｇ）×3、讃岐細うどん（150ｇ）×2、
梅入乾麺・よもぎ入乾麺（各70ｇ）×各1

花ごよみ
5B1-13タ

枚

15

内容/ボスコピュアオリーブオイル140g・
ボスコエキストラバージンオリーブオイル140g×各2

日清オイリオ 
早摘みグリーンオリーブが
贅沢なボスコギフト

5B1-15ナ

枚 16

内容/華味鳥カレー200g・手羽元カレー200g・
粗挽きキーマカレー160g×各2

博多華味鳥 カレーセット6食入り
5B1-16ヌ

枚 17

内容/ドリップコーヒーマイルドブレンド(7g×2袋)・
ドリップコーヒーオリジナルブレンド(7g×2袋)×各1、
パウンドケーキ(プレーン)×2

金澤パウンドケーキ＆珈琲詰合せ
5B1-17ネ

枚 17

内容/粒焼きしょうゆ･紫いも各8、青のりしょうゆ･
ざらめ各6、丸サラダ･海老しょうゆ各4

おいしさいろいろ
5B1-17ノ

枚

5Ｊ8-22オ

5Ｊ8-22カ

（ブラック）

(ホワイト)

5Ｇ8-39コ 5Ｇ8-39サ
（ソフト） (ハード)

5Ｚ8-43セＸ 5Ｚ8-43ソＸ
（ブラック） (ブラウン)

直送

直送

直送

引換券商品交換方法
1. 引換券に商品番号、商品名を添えて、販売店へお申し込みください。
2. 引換券商品はクイズの結果、又はクイズ用紙と一緒に販売店へ
 　お届けいたします。
●　　  マークはメーカー・産地より直送となりますので、住所、氏名、電話番号を必ずお書き添えください。
● 商品の色・柄指定はできません。（一部商品を除く）
● 商品はメーカーの都合により中止、変更する場合がございます。

直送

販売店を通さずに、直接当社へ引換券を送られる場合は、直送商品を除き送料
着払いとなります。予めＪＳＡまでご連絡の上、引換券をお送りください。

■ ご注文・お問い合わせは、こちらの商品番号（例）　　　　でお願いします。
■ 品薄、メーカー欠品の場合は、納品にお時間がかかる場合がございます。
■ 商品は、メーカーの都合で予告なくデザイン・容量の変更、又は代替品になる場合がございます。
　 以上ご了承ください。

5Ｂ1-7ア

カタログに関するお問い合わせは

〒491-0838  一宮市猿海道2-10-1
TEL.0586-23-2866  FAX.0586-23-2864

有限会社 ジェイエスエイ 管理配送センター

user1
完売

user1
完売

user1
完売
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17

内容/たまごスープ×４、長ねぎのおみそ汁×２、
ほうれん草のおみそ汁×２、豚汁×２

フリーズドライ
おみそ汁＆たまごスープ

5B2-17ア

枚 17

内容/手延そうめん50ｇ×20束
島原手延そうめん（２０束）木箱
5B2-17イ

枚 18

内容/500ｍｌ×2缶・350ml×9缶
※時期によって銘柄は変わります。

ほろよい・酎ハイセット
5A2-18ウ

枚 20

内容/チェスクッキー×6、チーズケーキ・ソフトケーキ(チョコ)・
チョコチップクッキー×各2

Ｓｅｎｊｕｄｏ スイーツセット
5B2-20エ

枚 20

内容/塩昆布(18g)・焼き海苔佃煮(85g)・たらこ(フレーク40g)・
北海道さば(フレーク40g)・さんまの旨煮(レトルト95g)・
さばの味噌煮(レトルト80g)

雅和膳 詰合せ
5B2-20オ

20

内容/十勝牛しぐれ90g×4
贅鮮 北海道十勝牛しぐれ詰合せ
5B2-20カ

枚 20

内容/500ｍｌ×2缶・350ml×9缶
※時期によって銘柄は変わります。

健康志向ビールセット
5A2-20キ

枚 21

内容/250ｍｌ×20缶
ウィルキンソン炭酸水 缶

直送

直送

直送 直送 直送 直送 直送

直送 直送 直送 直送 直送

直送 直送 直送

5N2-21クＸ

枚 22

内容/トアルコトラジャ・トラジャブレンド・スペシャルブレンド・
モカブレンド・キリマンジェロブレンド・
コロンビアブレンド(各8g×5p)×各1

キーコーヒー ドリップオンギフト　
5B2-22ケ

枚 24

内容/神戸牛カレー160g×2、松阪牛カレー160g×2、
近江牛カレー160g×2、宮崎黒毛和牛ビーフカレー160g×1、
佐賀黒毛和牛カレー160g×1

ご当地カレーセット 8人前
5B2-24コ

24

内容/160ｍｌ×30缶
カナダドライ ジンジャーエール 缶
5N2-24サＸ

枚 25

内容/浜松餃子15粒×3、たれ×6
総重量/約1kg 賞味期間/冷凍60日

浜松餃子
5B2-25シＸ

枚 25

内容/計16個(イチゴ&ミルク・レモン＆はちみつ・
メロン&ミルク・バナナ&チョコ ×各4）

銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン
5B2-25ス

枚 26

内容/特選肩ロース180g・肩ロース焼豚185g各1本・
特選あらびきウインナー85g×2個　賞味期間/冷蔵55日

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット
5B2-26セＸ

枚 28

内容/900ｍｌ×2本

芋・麦焼酎2本セット
黒霧島ＥＸ900ｍｌ 二階堂900ｍｌ

5N2-28ソＸ

28

内容/340ｍｌ×24缶
大塚製薬 ポカリスエット 缶
5N2-28タＸ

枚 30

内容/1.8L
百寿 久保田 本醸造酒
5N2-30チＸ

枚 31

内容/1.8L
田苑 金ラベル 麦焼酎
5N2-31ツＸ

枚 37

内容/5ｋｇ
魚沼産こしひかり 白米5kg
5N2-37テＸ

枚 39

内容/350ｍｌ×24缶
アサヒ クリアアサヒ 缶
5N2-39トＸ

39

内容/5ｋｇ

山形県高畠町産
上和田米こしひかり 白米5kg

5N2-39ナＸ

枚 40

内容/350ｍｌ×24缶
サッポロ ゴールドスター 缶
5N2-40ニＸ

枚 40

内容/190g×30缶
カゴメ トマトジュース食塩無添加 缶
5N2-40ヌＸ

枚 43

内容/スモークウインナー(100g)×2、
焼豚・ホワイトボンレスハム(各120g)・パストラミローフ・
あらびきローフ(各100g)×各1　賞味期間/冷蔵45日

日本ハム 九州産黒豚 ハムギフト
5B2-43ネＸ

枚 43

直送 直送 直送 直送 直送

62
内容/250ｍｌ×24缶
タカラ CANチューハイ レモン缶
5N2-43ノＸ

44

内容/秋鮭粕漬切身80g×2、秋鮭西京味噌漬切身80g×2、
秋鮭甘味噌漬切身80g×2、秋鮭辛子明太子漬切身80g×2
賞味期間/冷凍90日

羅臼産 秋鮭の漬魚味くらべ
5B2-44ハＸ

枚 46

内容/350ｍｌ×24本
サントリー 黒烏龍茶 ペット
5N2-46ヒＸ

枚 53

内容/250ｍｌ×24缶
蝶矢ウメッシュ プレミアム 缶
5N2-53フＸ

枚 56

内容/350ｍｌ×24缶
キリン 一番搾り 糖質ゼロ 缶
5N2-56へＸ

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

内容/250ml×24缶
レッドブル エナジードリンク 缶
5N2-62ホＸ

サイズ/約8×20×8cm　重量/60g
とうふ専用マナ板
5Ｆ2-2マ

2

サイズ/210×65mm　重量/28g　材質/ポリプロピレン

ベジライブ
ダブルエンボススタンディング
しゃもじ(ホワイト)

5Ｐ2-2ミ

枚 2

サイズ/150×105×60mm　重量/58g　
材質/本体：ポリプロピレン　
ふた：ポリプロピレン、エラストマー

ネオキープロック
保存容器長方形<M>3個組 

5Ｐ2-2ム

枚 4

サイズ/185×110×295mm　容量/2.4L

密閉ハンディライスストッカー
2.4㎏用

5Ｐ2-4メ

枚 5

サイズ/直径約25cm×高さ3.5cm　重量/330g
裏面/滑り止め付き

冷蔵庫の中でも便利 くるっトレー
5Ｆ2-5モ

枚

枚

キッチン・日用品

2枚

●人気のチューハイ缶の
　バラエティセットです。　　　
　

●人気の健康志向ビールセットです。

●全国お米コンクール5年連続金賞

●体に脂肪がつきにくくなる
　特保ウーロン茶。

●お好みサイズに楽々カット、
　そのまま鍋に投入できます。

●4方向からしっかりとロック。
　冷凍可能！ふたを外してレンジ可能！

●お米を密閉して湿気から守ります。 ●奥に入れたモノを
　取り出しやすく便利に収納！

5

サイズ/107×210×63mm
貝印 おろし専科
5Ｍ3-5ア

枚

●おろすと同時に水切りができる
　便利な水切りトレー付き。　 5

サイズ/56ｘ40ｘ33ｍｍ
ＢＵＲＴＯＮ エッグパーフェクト
5Ｍ3-5イ

枚

●たまごと一緒にゆでれば、
　ゆでたまごの茹で加減が
　一目で分かるエッグタイマーです。 5

サイズ/76×82×23.2mm　
重量/75g　電源/単4形乾電池×1本

タニタ でか見えタイマー
5Ｍ3-5ウ

枚●見やすい大きな表示画面　 5

サイズ/430×300×230mm（マチ380×250mm）
重量/320g

マルチェ 
保冷レジカゴ用エコバッグ
(ネイビー)

5Ｐ3-5エ

枚

●レジかごにすっぽり入る便利な
　レジかごバッグです 6

内容/皮引き、キッチンバサミ×各1
材質/ステンレススチール・ＡＢＳ樹脂・ゴム系樹脂

メイクリーフ キッチン２点セット
5Ｂ3-6オ

枚

6

サイズ/10.6×16.4×2.5cm　重量/75g

マドーレ
替え刃のいらないダブルピーラー

5Ｆ3-6カ

枚

●刃物産地で有名な岐阜県関市で製造。
●千切り&スライスがこれひとつで
　出来ます。 6

サイズ/27.4×7×18.5cm 重量/207g
速攻おろし 
5Ｆ3-6キ

枚

●お年寄りやお子様でも簡単！
　軽い力で静かにおろせます。
●裏面にはシリコンゴム付き。  
●だし汁の容器にもなります。

7

サイズ/H40×W33×D12cm　重量/150ｇ
エマージェンシーリュック
5Ｂ3-7ク

枚

●避難時に必要な物を
　まとめておけます。　　 7

サイズ/直径19.5×高さ6.5cm、深さ4cm 重量/190g
おにぎり達人
5Ｆ3-7ケ

枚

●一度に1～6個の
　おにぎりが作れます！ 7

サイズ/直径21.8×高さ11.8cm　重量/396ｇ

圧力弁でおいしく炊ける
電子レンジ用炊飯器

5Ｆ3-7コ

枚

●便利な計量カップ・レシピ付き。

7

サイズ/外径85×高さ105mm　容量/370ml
重量/177g　材質/ステンレス鋼

真空コンビニカップL(ブラック)
5Ｐ3-7サ

枚

●コンビニコーヒーをそのまま
　入れるだけで保温＆保冷！　　 7

セット内容/チョッパー、プレートベース、安全ホルダー、
おろしプレート、スライスプレート、細切りプレート、
ツマ切りプレート、千切りプレートサイズ/外径12.5×高さ9.5cm
重量/0.35kg

Simplice
チョッパー&おろし･スライサー･
千切りセット

5Ｐ3-7シ

枚 7

サイズ/12.5×9×12cm　容量/330ml

カフェマグバリスタ
真空蓋付マグカップ330

5Ｐ3-7ス 5Ｐ3-7セ

枚

●真空断熱構造で
　おいしい温度をキープ！

（ミラー）

（ピンク） （シルバー）

(コーヒーチェリー)

8

サイズ/約380×140×230mm　重量/約270g
メッセンジャーバッグ
5Ｂ3-8ソ

枚 8

サイズ/300×300×75mm

ロッソ･ブラックシリコーン加工窓付
スタンドパンカバー24～28㎝用

5Ｐ3-8タ

枚

●大きな窓付きで中の様子も
　しっかり見えます

8

サイズ/71×135×229mm 　重量/約160g
電源/単3形乾電池×3本

ダミーカメラ 筒型
5Ｔ3-8チ

枚

●防犯効果アップの防犯ステッカー付属
●センサーで赤色LEDが点滅　 9

サイズ/2×25×2cｍ　重量/98g

貝印 セラミックシャープナ－
（スティックタイプ）

5Ｍ3-9ツ

枚

●数回研ぐだけで切れ味が
　よみがえる！棒タイプの包丁研ぎ器。 9

サイズサイズ/240×195×235mm
重量/591g　容量/2.7Ｌ 

デイトナプラス
ステンレス製広口笛吹きケットル 2.7L

5Ｐ3-9テ

枚

●オール熱源に対応。
　お湯が沸いたら笛の音でお知らせ！ 9

サイズ/345×195×110mm、鍋の高さ75mm
重量/380g　容量/1.8L

NEWブランチ
ステンレス製 行平鍋

5Ｐ3-9ト

枚 9

サイズ/7×7×20cm　重量/210g　容量/500ml
カフェマグフラフィ 軽量マグボトル500
5Ｐ3-9ナ 5Ｐ3-9ニ

枚

●真空断熱構造で保温保冷を
　キープしてくれます。

9

サイズ/210×260×275mm　重量/800g　容量/5L

カリスⅡ
ステンレス製ペダルペール5ℓ

5Ｐ3-9ヌ

枚

●お手入れしやすい
　プラスチック製中子付　　 10

内容/正角型小(130ml)・長角型(290ml)×各2、
正角型大(610ml)×1材質/本体：ポリプロピレン、蓋：EVA樹脂

マリ・クレール ＦＬ シール容器
5ｐｃセット

5Ｂ3-10ネ

枚 10

内容/コーヒースプーン:126mm・
ケーキフォーク:130mm×各4　材質/ステンレススチール

銀鱗 コーヒータイム8ｐｃセット
5Ｂ3-10ノ

枚 10

サイズ/約３×１１５ｃｍ　素材/（表）牛革（裏）合成皮革
バレンチノクリスティ ベルト
5Ｂ3-10ハ

枚

●ウエスト約105cmまで 10

サイズ/21.5×9.5×5cm、重量/約200g
※電子レンジ使用可 (フタを除く)

サーモス 
フレッシュランチボックス 700ml 

5Ｋ3-10ヒ

枚●汁漏れしにくいフタ
●仕切り付き　　

11

サイズ/340×70×270mm、ショルダーベルト付き
ビジネスバッグ（PC対応）
5Ｂ3-11フ

枚

●出張などにぴったり。 11

サイズ/14.1×5.1×5.5cm

貝印 関孫六 
ダイヤモンド＆セラミック
シャープナー両刃用

5Ｍ3-11ヘ

枚

●性質の違う3種類
　(ダイヤモンド・セラミック2種)の
　砥石を順番に使うことで、切れ味を
　簡単に蘇えらせることが可能。

11

サイズ/30.5×13.5×16cm、重量/0.38kg
適正容量/(約)700ml

美味カフェ
ステンレス製温度計付ドリップ
ポット1.1ℓ

5Ｐ3-11ホ

枚

●ドリップに最適な温度が一目で
　分かる温度計付き。 12

サイズ/35.5×15×3cm　重量/0.35kg

おやつDEっSEⅡ
ふっ素加工ホットサンドトースター

5Ｐ3-12マ

枚

●食パンであつあつ出来立てで
　おいしいホットサンドが！ 12

サイズ/7.5×23.5×19.0cm、重量/770g
電源/ＡＣ100V　コードの長さ/1.8m

ミラクルス 電動ハンドミキサー(R&R)
5Ｐ3-12ミ

枚

●3段階スピード。
●ビーターは取り外して
　本体持ち手サイドに収納可能。

13

サイズ/14.5×10.6×14.8cm
保温効力/46.4℃以上(10時間)

リフレ ステンレス卓上ポット0.5Ｌ
5Ｂ3-13ム

枚

●枕元にちょうど良いサイズ 13

サイズ/29.3×4.8×1.7ｃｍ 材質/本体：テンレス刃物鋼、
ハンドル：ポリプロピレン

貝印 
関孫六 わかたけ 三徳165mm

5Ｍ3-13メ

枚

●サビに強い
　ハイカーボンステンレス刃物鋼製。 14

セット内容/ステンレスタンブラー（400ｍｌ）×２個
サーモス 真空断熱タンブラー2P 
5Ｋ3-14モ

枚 14

サイズ/320×262×90mm　重量/920g
ホーロー天ぷら鍋 24cm
5Ｍ3-14ヤ

枚

●揚げ物だけでなく、卓上で
　チーズフォンデュやチョコレート
　フォンデュなども楽しめます。 15

内容/トップスーパーナノックス400g×1、詰替350g×3

ライオン 
トップスーパーナノックスギフト

5Ｂ3-15ユ

枚

user1
完売

user1
完売

user1
完売

user1
完売
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17

内容/たまごスープ×４、長ねぎのおみそ汁×２、
ほうれん草のおみそ汁×２、豚汁×２

フリーズドライ
おみそ汁＆たまごスープ

5B2-17ア

枚 17

内容/手延そうめん50ｇ×20束
島原手延そうめん（２０束）木箱
5B2-17イ

枚 18

内容/500ｍｌ×2缶・350ml×9缶
※時期によって銘柄は変わります。

ほろよい・酎ハイセット
5A2-18ウ

枚 20

内容/チェスクッキー×6、チーズケーキ・ソフトケーキ(チョコ)・
チョコチップクッキー×各2

Ｓｅｎｊｕｄｏ スイーツセット
5B2-20エ

枚 20

内容/塩昆布(18g)・焼き海苔佃煮(85g)・たらこ(フレーク40g)・
北海道さば(フレーク40g)・さんまの旨煮(レトルト95g)・
さばの味噌煮(レトルト80g)

雅和膳 詰合せ
5B2-20オ

20

内容/十勝牛しぐれ90g×4
贅鮮 北海道十勝牛しぐれ詰合せ
5B2-20カ

枚 20

内容/500ｍｌ×2缶・350ml×9缶
※時期によって銘柄は変わります。

健康志向ビールセット
5A2-20キ

枚 21

内容/250ｍｌ×20缶
ウィルキンソン炭酸水 缶

直送

直送

直送 直送 直送 直送 直送

直送 直送 直送 直送 直送

直送 直送 直送

5N2-21クＸ

枚 22

内容/トアルコトラジャ・トラジャブレンド・スペシャルブレンド・
モカブレンド・キリマンジェロブレンド・
コロンビアブレンド(各8g×5p)×各1

キーコーヒー ドリップオンギフト　
5B2-22ケ

枚 24

内容/神戸牛カレー160g×2、松阪牛カレー160g×2、
近江牛カレー160g×2、宮崎黒毛和牛ビーフカレー160g×1、
佐賀黒毛和牛カレー160g×1

ご当地カレーセット 8人前
5B2-24コ

24

内容/160ｍｌ×30缶
カナダドライ ジンジャーエール 缶
5N2-24サＸ

枚 25

内容/浜松餃子15粒×3、たれ×6
総重量/約1kg 賞味期間/冷凍60日

浜松餃子
5B2-25シＸ

枚 25

内容/計16個(イチゴ&ミルク・レモン＆はちみつ・
メロン&ミルク・バナナ&チョコ ×各4）

銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン
5B2-25ス

枚 26

内容/特選肩ロース180g・肩ロース焼豚185g各1本・
特選あらびきウインナー85g×2個　賞味期間/冷蔵55日

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット
5B2-26セＸ

枚 28

内容/900ｍｌ×2本

芋・麦焼酎2本セット
黒霧島ＥＸ900ｍｌ 二階堂900ｍｌ

5N2-28ソＸ

28

内容/340ｍｌ×24缶
大塚製薬 ポカリスエット 缶
5N2-28タＸ

枚 30

内容/1.8L
百寿 久保田 本醸造酒
5N2-30チＸ

枚 31

内容/1.8L
田苑 金ラベル 麦焼酎
5N2-31ツＸ

枚 37

内容/5ｋｇ
魚沼産こしひかり 白米5kg
5N2-37テＸ

枚 39

内容/350ｍｌ×24缶
アサヒ クリアアサヒ 缶
5N2-39トＸ

39

内容/5ｋｇ

山形県高畠町産
上和田米こしひかり 白米5kg

5N2-39ナＸ

枚 40

内容/350ｍｌ×24缶
サッポロ ゴールドスター 缶
5N2-40ニＸ

枚 40

内容/190g×30缶
カゴメ トマトジュース食塩無添加 缶
5N2-40ヌＸ

枚 43

内容/スモークウインナー(100g)×2、
焼豚・ホワイトボンレスハム(各120g)・パストラミローフ・
あらびきローフ(各100g)×各1　賞味期間/冷蔵45日

日本ハム 九州産黒豚 ハムギフト
5B2-43ネＸ

枚 43

直送 直送 直送 直送 直送

62
内容/250ｍｌ×24缶
タカラ CANチューハイ レモン缶
5N2-43ノＸ

44

内容/秋鮭粕漬切身80g×2、秋鮭西京味噌漬切身80g×2、
秋鮭甘味噌漬切身80g×2、秋鮭辛子明太子漬切身80g×2
賞味期間/冷凍90日

羅臼産 秋鮭の漬魚味くらべ
5B2-44ハＸ

枚 46

内容/350ｍｌ×24本
サントリー 黒烏龍茶 ペット
5N2-46ヒＸ

枚 53

内容/250ｍｌ×24缶
蝶矢ウメッシュ プレミアム 缶
5N2-53フＸ

枚 56

内容/350ｍｌ×24缶
キリン 一番搾り 糖質ゼロ 缶
5N2-56へＸ

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

内容/250ml×24缶
レッドブル エナジードリンク 缶
5N2-62ホＸ

サイズ/約8×20×8cm　重量/60g
とうふ専用マナ板
5Ｆ2-2マ

2

サイズ/210×65mm　重量/28g　材質/ポリプロピレン

ベジライブ
ダブルエンボススタンディング
しゃもじ(ホワイト)

5Ｐ2-2ミ

枚 2

サイズ/150×105×60mm　重量/58g　
材質/本体：ポリプロピレン　
ふた：ポリプロピレン、エラストマー

ネオキープロック
保存容器長方形<M>3個組 

5Ｐ2-2ム

枚 4

サイズ/185×110×295mm　容量/2.4L

密閉ハンディライスストッカー
2.4㎏用

5Ｐ2-4メ

枚 5

サイズ/直径約25cm×高さ3.5cm　重量/330g
裏面/滑り止め付き

冷蔵庫の中でも便利 くるっトレー
5Ｆ2-5モ

枚

枚

キッチン・日用品

2枚

●人気のチューハイ缶の
　バラエティセットです。　　　
　

●人気の健康志向ビールセットです。

●全国お米コンクール5年連続金賞

●体に脂肪がつきにくくなる
　特保ウーロン茶。

●お好みサイズに楽々カット、
　そのまま鍋に投入できます。

●4方向からしっかりとロック。
　冷凍可能！ふたを外してレンジ可能！

●お米を密閉して湿気から守ります。 ●奥に入れたモノを
　取り出しやすく便利に収納！

5

サイズ/107×210×63mm
貝印 おろし専科
5Ｍ3-5ア

枚

●おろすと同時に水切りができる
　便利な水切りトレー付き。　 5

サイズ/56ｘ40ｘ33ｍｍ
ＢＵＲＴＯＮ エッグパーフェクト
5Ｍ3-5イ

枚

●たまごと一緒にゆでれば、
　ゆでたまごの茹で加減が
　一目で分かるエッグタイマーです。 5

サイズ/76×82×23.2mm　
重量/75g　電源/単4形乾電池×1本

タニタ でか見えタイマー
5Ｍ3-5ウ

枚●見やすい大きな表示画面　 5

サイズ/430×300×230mm（マチ380×250mm）
重量/320g

マルチェ 
保冷レジカゴ用エコバッグ
(ネイビー)

5Ｐ3-5エ

枚

●レジかごにすっぽり入る便利な
　レジかごバッグです 6

内容/皮引き、キッチンバサミ×各1
材質/ステンレススチール・ＡＢＳ樹脂・ゴム系樹脂

メイクリーフ キッチン２点セット
5Ｂ3-6オ

枚

6

サイズ/10.6×16.4×2.5cm　重量/75g

マドーレ
替え刃のいらないダブルピーラー

5Ｆ3-6カ

枚

●刃物産地で有名な岐阜県関市で製造。
●千切り&スライスがこれひとつで
　出来ます。 6

サイズ/27.4×7×18.5cm 重量/207g
速攻おろし 
5Ｆ3-6キ

枚

●お年寄りやお子様でも簡単！
　軽い力で静かにおろせます。
●裏面にはシリコンゴム付き。  
●だし汁の容器にもなります。

7

サイズ/H40×W33×D12cm　重量/150ｇ
エマージェンシーリュック
5Ｂ3-7ク

枚

●避難時に必要な物を
　まとめておけます。　　 7

サイズ/直径19.5×高さ6.5cm、深さ4cm 重量/190g
おにぎり達人
5Ｆ3-7ケ

枚

●一度に1～6個の
　おにぎりが作れます！ 7

サイズ/直径21.8×高さ11.8cm　重量/396ｇ

圧力弁でおいしく炊ける
電子レンジ用炊飯器

5Ｆ3-7コ

枚

●便利な計量カップ・レシピ付き。

7

サイズ/外径85×高さ105mm　容量/370ml
重量/177g　材質/ステンレス鋼

真空コンビニカップL(ブラック)
5Ｐ3-7サ

枚

●コンビニコーヒーをそのまま
　入れるだけで保温＆保冷！　　 7

セット内容/チョッパー、プレートベース、安全ホルダー、
おろしプレート、スライスプレート、細切りプレート、
ツマ切りプレート、千切りプレートサイズ/外径12.5×高さ9.5cm
重量/0.35kg

Simplice
チョッパー&おろし･スライサー･
千切りセット

5Ｐ3-7シ

枚 7

サイズ/12.5×9×12cm　容量/330ml

カフェマグバリスタ
真空蓋付マグカップ330

5Ｐ3-7ス 5Ｐ3-7セ

枚

●真空断熱構造で
　おいしい温度をキープ！

（ミラー）

（ピンク） （シルバー）

(コーヒーチェリー)

8

サイズ/約380×140×230mm　重量/約270g
メッセンジャーバッグ
5Ｂ3-8ソ

枚 8

サイズ/300×300×75mm

ロッソ･ブラックシリコーン加工窓付
スタンドパンカバー24～28㎝用

5Ｐ3-8タ

枚

●大きな窓付きで中の様子も
　しっかり見えます

8

サイズ/71×135×229mm 　重量/約160g
電源/単3形乾電池×3本

ダミーカメラ 筒型
5Ｔ3-8チ

枚

●防犯効果アップの防犯ステッカー付属
●センサーで赤色LEDが点滅　 9

サイズ/2×25×2cｍ　重量/98g

貝印 セラミックシャープナ－
（スティックタイプ）

5Ｍ3-9ツ

枚

●数回研ぐだけで切れ味が
　よみがえる！棒タイプの包丁研ぎ器。 9

サイズサイズ/240×195×235mm
重量/591g　容量/2.7Ｌ 

デイトナプラス
ステンレス製広口笛吹きケットル 2.7L

5Ｐ3-9テ

枚

●オール熱源に対応。
　お湯が沸いたら笛の音でお知らせ！ 9

サイズ/345×195×110mm、鍋の高さ75mm
重量/380g　容量/1.8L

NEWブランチ
ステンレス製 行平鍋

5Ｐ3-9ト

枚 9

サイズ/7×7×20cm　重量/210g　容量/500ml
カフェマグフラフィ 軽量マグボトル500
5Ｐ3-9ナ 5Ｐ3-9ニ

枚

●真空断熱構造で保温保冷を
　キープしてくれます。

9

サイズ/210×260×275mm　重量/800g　容量/5L

カリスⅡ
ステンレス製ペダルペール5ℓ

5Ｐ3-9ヌ

枚

●お手入れしやすい
　プラスチック製中子付　　 10

内容/正角型小(130ml)・長角型(290ml)×各2、
正角型大(610ml)×1材質/本体：ポリプロピレン、蓋：EVA樹脂

マリ・クレール ＦＬ シール容器
5ｐｃセット

5Ｂ3-10ネ

枚 10

内容/コーヒースプーン:126mm・
ケーキフォーク:130mm×各4　材質/ステンレススチール

銀鱗 コーヒータイム8ｐｃセット
5Ｂ3-10ノ

枚 10

サイズ/約３×１１５ｃｍ　素材/（表）牛革（裏）合成皮革
バレンチノクリスティ ベルト
5Ｂ3-10ハ

枚

●ウエスト約105cmまで 10

サイズ/21.5×9.5×5cm、重量/約200g
※電子レンジ使用可 (フタを除く)

サーモス 
フレッシュランチボックス 700ml 

5Ｋ3-10ヒ

枚●汁漏れしにくいフタ
●仕切り付き　　

11

サイズ/340×70×270mm、ショルダーベルト付き
ビジネスバッグ（PC対応）
5Ｂ3-11フ

枚

●出張などにぴったり。 11

サイズ/14.1×5.1×5.5cm

貝印 関孫六 
ダイヤモンド＆セラミック
シャープナー両刃用

5Ｍ3-11ヘ

枚

●性質の違う3種類
　(ダイヤモンド・セラミック2種)の
　砥石を順番に使うことで、切れ味を
　簡単に蘇えらせることが可能。

11

サイズ/30.5×13.5×16cm、重量/0.38kg
適正容量/(約)700ml

美味カフェ
ステンレス製温度計付ドリップ
ポット1.1ℓ

5Ｐ3-11ホ

枚

●ドリップに最適な温度が一目で
　分かる温度計付き。 12

サイズ/35.5×15×3cm　重量/0.35kg

おやつDEっSEⅡ
ふっ素加工ホットサンドトースター

5Ｐ3-12マ

枚

●食パンであつあつ出来立てで
　おいしいホットサンドが！ 12

サイズ/7.5×23.5×19.0cm、重量/770g
電源/ＡＣ100V　コードの長さ/1.8m

ミラクルス 電動ハンドミキサー(R&R)
5Ｐ3-12ミ

枚

●3段階スピード。
●ビーターは取り外して
　本体持ち手サイドに収納可能。

13

サイズ/14.5×10.6×14.8cm
保温効力/46.4℃以上(10時間)

リフレ ステンレス卓上ポット0.5Ｌ
5Ｂ3-13ム

枚

●枕元にちょうど良いサイズ 13

サイズ/29.3×4.8×1.7ｃｍ 材質/本体：テンレス刃物鋼、
ハンドル：ポリプロピレン

貝印 
関孫六 わかたけ 三徳165mm

5Ｍ3-13メ

枚

●サビに強い
　ハイカーボンステンレス刃物鋼製。 14

セット内容/ステンレスタンブラー（400ｍｌ）×２個
サーモス 真空断熱タンブラー2P 
5Ｋ3-14モ

枚 14

サイズ/320×262×90mm　重量/920g
ホーロー天ぷら鍋 24cm
5Ｍ3-14ヤ

枚

●揚げ物だけでなく、卓上で
　チーズフォンデュやチョコレート
　フォンデュなども楽しめます。 15

内容/トップスーパーナノックス400g×1、詰替350g×3

ライオン 
トップスーパーナノックスギフト

5Ｂ3-15ユ

枚

user1
完売

user1
完売
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15

サイズ/片手鍋：36×19.5×12cm、フライパン：48×27.5×9cm、
蓋：外径20×高さ7cm、重量/片手鍋：0.5kg、フライパン：0.7kg、
蓋：0.4kg

フレッシュアップ
IH対応クックウェア3点セット
(アイボリー)

5Ｐ4-15ア

枚 17

サイズ/483×207×35mm　材質/ユリア樹脂、カシュー塗

杢目春慶塗
山里ふくろう16.0コーヒートレー

5Ｂ4-17イ

枚 17

サイズ/150×135×170mm　容量/ご飯容器：0.43L、
おかず容器：0.3L、スープ容器：0.24L
保温効力/63度以上（6時間）

ホームレーベル
全真空ステンレスランチジャー
1500（ブラック）

5P4-17ウ

枚 18

セット内容/とっくりｘ1、おちょこｘ2、日本手ぬぐい（豆絞り）ｘ1
森乃響 雅（みやび）
5Ｆ4-18エ

枚 20

セット内容：天然檜グラス×2個
サイズ/約100×65×60mm×2個　重量/約66g×2

森乃響 凛(りん）
5Ｆ4-20オ

20

サイズ/12×8.5×13.5cm　容量/600ml
サーモス 真空断熱ジョッキ 600ml
5Ｋ4-20カ

枚 27

サイズ/直径6.5×高さ16.5cm　重量/約200g
容量/約350ml

サーモス 真空断熱ケータイマグ 350ml

5Ｋ4-27キ

5Ｋ4-27ク

5Ｋ4-27ケ

枚 20

サイズ/H93XW33XD8（mm）
電源/ボタン電池CR2032X1個

薄型アラームダブル検知２Ｐ
5Ｔ4-20コ

枚 22

サイズ/122×39×194mm　サイズ/383g
電源/単4形乾電池×2本

タニタ 洗えるクッキングスケール 
5Ｍ4-22サ

枚 25

サイズ/18×19.2×19cm
シートサイズ/（約）200×170ｍｍ（300枚入）

重曹電解クリーナー 300枚入り
5Ｆ4-25シ

25

サイズ/75×80×260mm　重量/約300g　容量/720ml

サーモス
真空断熱スポーツボトル 0.72L

5Ｋ4-25ス 5Ｋ4-25セ

枚 28

サイズ/ベルト：約3×115cm・札入：約11×9.5×2.5cm
素材/ベルト（表）牛革（裏）合成皮革、札入（表）
牛革（内側）合成皮革

バレンチノクリスティ
ベルト札入セット

5Ｂ4-28ソ

枚 28

おかず容器容量/0.19L×2個
ごはん容器容量/0.25L　箸・ポーチ付き

サーモス 保温弁当箱
5Ｋ4-28タ

枚 28

サイズ/本体：Φ46×高さ135mm、
ハンドル：28×113×高さ35mm
重量/219g　豆容量/約17g（本体に入る焙煎豆の量）

18-8ステンレスハンディー
コーヒーミルS(セラミック刃)

5Ｐ4-28チ

枚 29

サイズ/1650×245×430mm　重量/2250g
電源/単1形乾電池×2個、単2形乾電池×2個。

流麺 スライダーそうめん流し器
(ミントブルー)

5Ｐ4-29ツ

32

サイズ/約１８×１０×３５ｃｍ・ショルダー長さ約６１～１１２ｃｍ
重量/２４０ｇ　素材/ポリエステル

アディダス ワンショルダーバッグ
5Ｂ4-32テ

枚 37

サイズ/338×273×95mm　重量/1.4kg

イワタニ カセットフー
エコプレミアム

5Ｋ4-37ト

枚 46

サイズ/直径340×高さ343mm　重量/約2Kg
全手動ウォッシャー
5Ｔ4-46ナ

枚 58

サイズ/348×231×139mm　重量/約2.2kg
イワタニ カセットガスたこ焼き器
5Ｅ4-58ニ

枚 61

サイズ/27.8×30.3×14.9cm　重量/2ｋｇ

イワタニ 
スモークレス焼肉グリルやきまるⅡ

5Ｋ4-61ヌ

65

サイズ/409×214×134mm　重量/約2.4kg
イワタニ 炉ばた焼器 炙りやⅡ
5Ｋ4-65ネ

枚 7

サイズ/W65×D27×H37mm
電源/ボタン電池CR2032×1コ(付属)

タニタ 歩数計
5Ｂ4-7ハ

枚 7

サイズ/130×130×30mm　重量/130g
タニタ 温湿度計
5Ｍ4-7ヒ

枚 8

14
サイズ/150×50×40mm、重量/120g
電源/単3形乾電池×2本

音波振動シリコン洗顔ブラシ
5Ｍ4-8フ

10

内容/70g化粧石鹸(ローズ・アロエ)各2個・
250mlボディソープ(ローズ・アロエ)各1本

ティアーズオブフローラ
5Ｂ4-10ヘ

枚 11

サイズ/15.5×5×高さ4cm　電源/単3乾電池×2本
ハンディブルブル
5Ｂ4-11ホ

枚 13

内容/薬用入浴剤(登別・草津・箱根・別府各25g×3包)×各１
薬用入浴剤(有馬)500g×１

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト
5Ｂ4-13マ

枚 14

サイズ/約幅325×奥行325×高さ75mm 重量/約1.18kg
バランス＆ツイストボード キュキュ
5Ｂ4-14ミ

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

セット内容/Doクリアハブラシ×2、
Ora2プレミアムSC100ｇ×1、Ora2ミーＳＣ130g×1、
GUMデンタルペースト120g×1、GUMリンス250ml×1

サンスター ヘルシーギフト
5Ｂ4-14ム

16

適応サイズ/足のサイズ23.0～24.5cm、重量/330g
体幹を整えるスリッパ スリエット
5Ｂ4-16モ

枚 17

サイズ/約395×135×110mm　重量/約570ｇ

鉄人倶楽部
ストッパー付ツインウィール

5Ｂ4-17ヤ

枚 17

サイズ/31×29.2×17.2cm、重量/1.31 Kg
ビューティシェイプ ストレッチャー
5Ｆ4-17ユ

枚 20

サイズ/直径65cm　重量/約1.2kg
付属品/取扱説明書(保証書付き)、空気入れポンプ×1本、
栓×2本、栓抜き×1本

タニタ ジムボール
5Ｂ4-20ヨ

枚

枚

●縁起の良い「ふくろう」を
　あしらった漆器

●自宅でちょっとリッチな晩酌。
　天然檜のぐい呑みセット

●天然檜のグラスで
　美味しい一杯を！　

●保温・保冷できる
　コンパクトなマグボトルです。

●窓ガラスの衝撃、開放を検知して、
　大音量で知らせます。

●専用ポーチにコンパクトに収納

●10号土鍋が使えます。
●内炎式エコバーナーで鍋底から
　こぼれるムダ火を抑制。　

●ハンドル1周で洗濯物が5回転
●避難時や停電時も活躍！

●プレートはフッ素加工されている
　ので、お手入れもラクラクです。

●セラミック刃だから
　コーヒー本来の風味をそこなわない。　

●滑り降りてくるそうめんをキャッチ。
　つかみ損ねたそうめんは流れる器で
　ゆっくり頂けます。　

●食器用洗剤で丸洗いできる！

●重曹のマイナスイオンの働きで
　汚れを良く落とします。
●界面活性剤を使用しないので、
　二度拭きの必要がありません。

（ダークグレー）

（ライトブルー）

（ピンクグレージュ）

（ブラック） （ピンク）

●6時間たっても氷が
　解け切らない保冷力。　　　

●卓上で七輪焼きの
　楽しさを味わえる！

●強さは2段階切り替え ●1台でバランス運動・ツイスト運動が
　できます。

●天然成分を含んだ肌に優しい
　ボディソープセット　

サイズ/W65×D27×H37mm
電源/ボタン電池CR2032×1コ(付属)

シチズン 電子体温計
5Ｂ4-5ノ

美容・健康

5枚●オートパワーオフ（約16分後）
●防水・前回値メモリー機能付き

サイズ/W80×H93×D80mm
電源/単4形乾電池×3本(別売)

トーキングクロック
5Ｂ5-11ソ

時　計

11枚●プロジェクターライト表示・
　音声時刻アナウンス機能付き　

サイズ/118.5×70×8mm　電源/ソーラー・電池2電源
カシオ 抗菌電卓手帳タイプ
5Ｂ5-7ハ

家電製品

7枚●抗菌加工で衛生的です。

●腰に付けたままでも見やすい
　大型表示。

●壁掛けタイプの温湿度計です。

●毎分約6,000回の音波振動で
　「浮かせて落とす」から、肌への
　負担を抑えながらも汚れは
　きちんと落とします。　　

●ウエストやぽっこりお腹を
　引き締めたい方に。16

サイズ/42×35×3.8cm　
材質/本体：SEBS、カバー：ポリエステル

コンフォートハニカムゲルクッション
5Ｂ4-16メ

枚

●カバー洗濯可能なカバー付き。 ●体幹立ちで、ナチュラルトレーニング。　 ●背筋ストレッチや首筋ストレッチも可能。
●4段階に角度を変える事ができます。

20

サイズ/40×25×12cm 重量/415ｇ
首楽 ストレッチピロー
5Ｆ5-20ア

枚

●1日1回の使用で首裏を
　しっかりとサポートします。 21

サイズ/45×5×44cm　電源/専用ACアダプター（付属）
ツインバード シートマッサージャーS
5Ｂ5-21イ

枚

●腰・背中・太もも・足に
　使い方いろいろ

●肌を傷から守りながら
　快適に鼻毛をカット。　　22

サイズ/12.6×4.6×5.8cm 重量/約125g
 充電タイプ/プラグイン充電式(100V専用)

パナソニック 回転刃メンズシェーバー
5Ｅ5-22ウ

枚 29

サイズ/18.4×20.6×9.3cm　電源/AC100V　重量/460g

テスコム 
マイナスイオンヘアドライヤー

5Ｅ5-29エ

枚 29

サイズ/2.8×15.5×3.0cm　質量/74g
電源/単3乾電池×1本

フィリップス 
ノーズエチケットカッター

5Ｅ5-29オ

枚

33

サイズ/39×49×129mm　電源/単4乾電池×2本
タニタ 非接触体温計
5Ｂ5-33カ

枚●測定時間は約1秒。
●バックライト付き大型液晶。

33

サイズ/約266×φ60mm　コード長さ/約1.5m
スライヴ ハンディマッサージャー
5Ｅ5-33キ

枚

●コードレス・コンセント使用、
　どちらでも使えます。 37

サイズ/260×33×216mm　重量/880g
電源/単3形乾電池×4本

タニタ 体組成計
5Ｍ5-37ク

枚●A4サイズ、約880gの
　小型軽量設計　

51

サイズ/17.8×4.5×3.8cm　重量/約157g
電源/AC100V　電源コード長さ/1.8m
付属アタッチメント（４種）

パナソニック ファミリーバリカン
5Ｅ5-51ケ

枚●コードレスでも使える充電・交流式　

●キワぞりトリマー付き

55

サイズ/220×1.85×19mm（ブラシ含む）
重量/約55g 電源/充電式

パナソニック 電動歯ブラシ ドルツ
5Ｅ5-55コ

枚

75

サイズ/約0.9×4.3×3.9cm　重量/約6g
付属品/充電台・ケーブル・アダプター・イヤーパッド・
掃除ブラシ

集音器 イヤリスチャージ
5Ｔ5-75サ

枚

●小さな音が聞き取りにくい方に。
●充電式なので、電池交換不要。 77

サイズ/16.4×6.5×5.0cm 質量/約175g 
電源/充電式 (急速1時間充電)

パナソニック
3枚刃メンズシェーバー 

5Ｅ5-77シ

枚 98

サイズ/166×64×51mm　質量/173g　電源/充電式
ブラウン 充電式シェーバー
5Ｅ5-98セ

枚97

本体サイズ/87×105×153㎜　重量/310g
対応周囲長/17～36cm　電源/単3形乾電池×4本

オムロン 上腕式血圧計
5Ｅ5-97ス

枚

13

サイズ/178×127×78mm　重量/360g
電源/単2形乾電池×1本

MAGベル音目覚まし時計
ベルズDX

5Ｌ5-13タ

枚

●ジリリと鳴り響く大きなベル音　 17

サイズ/50×268×268mm　重量/(約)630g
電源/単3アルカリ乾電池×1本

カシオ スタンダード電波掛時計
5Ｂ5-17チ

枚●暗いお部屋での秒針停止機能付き 17

サイズ/(約)高さ7.0×幅15.0×奥行き4.0cm
電源/単3型乾電池×2本

アデッソ 竹の電波時計
5Ｂ5-17ツ

枚 17

サイズ/76×122×127mm　重量/270ｇ
電源/単3形乾電池x2本

リズム
目覚まし時計 リフレR679

5Ｒ5-17テ

枚●文字板が全面発光する照明ライト。 31

サイズ/330×330×46mm　重量/0.92kg
電源/単3形乾電池×4本

SEIKO 夜間自動点灯電波掛時計
5Ｌ5-31ト

枚●部屋が暗くなると自動的に
　文字板を照らし、夜でも時刻を
　確認できます。

25

サイズ/約21.5×12.5mm　重量/約24g　電源/USB充電式
ブレスレット型スマートウオッチ
5Ｌ5-25ナ

枚

●メール電話通知・カロリー計算・
　心拍数など多機能。

使用説明（動画）

●「時刻」「日付」「温度・湿度」を
　3秒毎に自動切替。

●温・湿度計付きの電波目覚ましです。　26

サイズ/95×190×44mm　重量/182g
電源/ACアダプター・CR2032×1（バックアップ用）

ルークデジットD78
5Ｒ5-26ニ

枚 29

サイズ/117×173×57mm　重量/260ｇ
電源/単3形乾電池×2本

シチズン パルデジットワイドDL
5Ｒ5-29ヌ

枚 33

ケースサイズ/(約)直径35.0×厚さ10.0mm(リューズ含まず)
重量/約77g

Q&Qソーラータイプウオッチ
5Ｌ5-33ネ

枚●電池交換の必要が無い、
　ソーラー電源です。

49

サイズ/340X340X50mm　重量/1200ｇ
電源/単3形乾電池x2本

電波時計 ネムリーナハピネス 木枠
5Ｒ5-49ノ

枚

8

サイズ/39×92×22.5mm　重量/224g
エレコム シャッタータップ
5Ｅ5-8ヒ

枚

●「ほこり防止シャッター」を
　装備した電源タップ 8

サイズ/64×146×21mm　電源/単4形乾電池×2本
簡単テレビリモコン
5Ｔ5-8フ

枚

●国内主要なメーカー対応の
　かんたんリモコンです。 9

サイズ/7.8×17×29.3cm　重量/380g
サンワサプライ メディアケース
5Ｅ5-9ヘ

枚

●セミハードタイプのブルーレイ
　ディスク対応ケース。
●96枚収納 10

サイズ/径66×218mm　容量/350ml×2本
付属品/ノズル（135mm）

エレコム ダストブロワー2P
5Ｅ5-10ホ

枚

●地球に優しいノンフロン仕様。

10

サイズ/幅120×高さ150mm　電源/DC5V（USB）、
単3形乾電池×3本

小物が入るLEDナイトライト
5Ｔ5-10マ

枚

●メガネなどベッドサイドの
　小物入れに。

●ゲル吸盤タイプで、
　車のダッシュボードなどに
　しっかりと固定可能です。13

サイズ/240×50×27mm　コード長さ/2m
定格容量/15A・125V（1500Wまで）

サンワサプライ 節電エコタップ
5Ｅ5-13ミ

枚 13

サイズ/（最大）約64×135×80mm　重量/80g
付属品/設置補助板×1

エレコム 車載用スマホスタンド
5Ｅ5-13ム

枚 13

内容/単3アルカリ乾電池×20本

パナソニック
単3アルカリ乾電池20P

5Ｅ5-13メ

枚 13

内容/単4アルカリ乾電池×20本

パナソニック
単4アルカリ乾電池20P

5Ｅ5-13モ

枚

user1
完売

user1
完売



04 05

15

サイズ/片手鍋：36×19.5×12cm、フライパン：48×27.5×9cm、
蓋：外径20×高さ7cm、重量/片手鍋：0.5kg、フライパン：0.7kg、
蓋：0.4kg

フレッシュアップ
IH対応クックウェア3点セット
(アイボリー)

5Ｐ4-15ア

枚 17

サイズ/483×207×35mm　材質/ユリア樹脂、カシュー塗

杢目春慶塗
山里ふくろう16.0コーヒートレー

5Ｂ4-17イ

枚 17

サイズ/150×135×170mm　容量/ご飯容器：0.43L、
おかず容器：0.3L、スープ容器：0.24L
保温効力/63度以上（6時間）

ホームレーベル
全真空ステンレスランチジャー
1500（ブラック）

5P4-17ウ

枚 18

セット内容/とっくりｘ1、おちょこｘ2、日本手ぬぐい（豆絞り）ｘ1
森乃響 雅（みやび）
5Ｆ4-18エ

枚 20

セット内容：天然檜グラス×2個
サイズ/約100×65×60mm×2個　重量/約66g×2

森乃響 凛(りん）
5Ｆ4-20オ

20

サイズ/12×8.5×13.5cm　容量/600ml
サーモス 真空断熱ジョッキ 600ml
5Ｋ4-20カ

枚 27

サイズ/直径6.5×高さ16.5cm　重量/約200g
容量/約350ml

サーモス 真空断熱ケータイマグ 350ml

5Ｋ4-27キ

5Ｋ4-27ク

5Ｋ4-27ケ

枚 20

サイズ/H93XW33XD8（mm）
電源/ボタン電池CR2032X1個

薄型アラームダブル検知２Ｐ
5Ｔ4-20コ

枚 22

サイズ/122×39×194mm　サイズ/383g
電源/単4形乾電池×2本

タニタ 洗えるクッキングスケール 
5Ｍ4-22サ

枚 25

サイズ/18×19.2×19cm
シートサイズ/（約）200×170ｍｍ（300枚入）

重曹電解クリーナー 300枚入り
5Ｆ4-25シ

25

サイズ/75×80×260mm　重量/約300g　容量/720ml

サーモス
真空断熱スポーツボトル 0.72L

5Ｋ4-25ス 5Ｋ4-25セ

枚 28

サイズ/ベルト：約3×115cm・札入：約11×9.5×2.5cm
素材/ベルト（表）牛革（裏）合成皮革、札入（表）
牛革（内側）合成皮革

バレンチノクリスティ
ベルト札入セット

5Ｂ4-28ソ

枚 28

おかず容器容量/0.19L×2個
ごはん容器容量/0.25L　箸・ポーチ付き

サーモス 保温弁当箱
5Ｋ4-28タ

枚 28

サイズ/本体：Φ46×高さ135mm、
ハンドル：28×113×高さ35mm
重量/219g　豆容量/約17g（本体に入る焙煎豆の量）

18-8ステンレスハンディー
コーヒーミルS(セラミック刃)

5Ｐ4-28チ

枚 29

サイズ/1650×245×430mm　重量/2250g
電源/単1形乾電池×2個、単2形乾電池×2個。

流麺 スライダーそうめん流し器
(ミントブルー)

5Ｐ4-29ツ

32

サイズ/約１８×１０×３５ｃｍ・ショルダー長さ約６１～１１２ｃｍ
重量/２４０ｇ　素材/ポリエステル

アディダス ワンショルダーバッグ
5Ｂ4-32テ

枚 37

サイズ/338×273×95mm　重量/1.4kg

イワタニ カセットフー
エコプレミアム

5Ｋ4-37ト

枚 46

サイズ/直径340×高さ343mm　重量/約2Kg
全手動ウォッシャー
5Ｔ4-46ナ

枚 58

サイズ/348×231×139mm　重量/約2.2kg
イワタニ カセットガスたこ焼き器
5Ｅ4-58ニ

枚 61

サイズ/27.8×30.3×14.9cm　重量/2ｋｇ

イワタニ 
スモークレス焼肉グリルやきまるⅡ

5Ｋ4-61ヌ

65

サイズ/409×214×134mm　重量/約2.4kg
イワタニ 炉ばた焼器 炙りやⅡ
5Ｋ4-65ネ

枚 7

サイズ/W65×D27×H37mm
電源/ボタン電池CR2032×1コ(付属)

タニタ 歩数計
5Ｂ4-7ハ

枚 7

サイズ/130×130×30mm　重量/130g
タニタ 温湿度計
5Ｍ4-7ヒ

枚 8

14
サイズ/150×50×40mm、重量/120g
電源/単3形乾電池×2本

音波振動シリコン洗顔ブラシ
5Ｍ4-8フ

10

内容/70g化粧石鹸(ローズ・アロエ)各2個・
250mlボディソープ(ローズ・アロエ)各1本

ティアーズオブフローラ
5Ｂ4-10ヘ

枚 11

サイズ/15.5×5×高さ4cm　電源/単3乾電池×2本
ハンディブルブル
5Ｂ4-11ホ

枚 13

内容/薬用入浴剤(登別・草津・箱根・別府各25g×3包)×各１
薬用入浴剤(有馬)500g×１

薬用入浴剤 湯・賛歌ギフト
5Ｂ4-13マ

枚 14

サイズ/約幅325×奥行325×高さ75mm 重量/約1.18kg
バランス＆ツイストボード キュキュ
5Ｂ4-14ミ

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

セット内容/Doクリアハブラシ×2、
Ora2プレミアムSC100ｇ×1、Ora2ミーＳＣ130g×1、
GUMデンタルペースト120g×1、GUMリンス250ml×1

サンスター ヘルシーギフト
5Ｂ4-14ム

16

適応サイズ/足のサイズ23.0～24.5cm、重量/330g
体幹を整えるスリッパ スリエット
5Ｂ4-16モ

枚 17

サイズ/約395×135×110mm　重量/約570ｇ

鉄人倶楽部
ストッパー付ツインウィール

5Ｂ4-17ヤ

枚 17

サイズ/31×29.2×17.2cm、重量/1.31 Kg
ビューティシェイプ ストレッチャー
5Ｆ4-17ユ

枚 20

サイズ/直径65cm　重量/約1.2kg
付属品/取扱説明書(保証書付き)、空気入れポンプ×1本、
栓×2本、栓抜き×1本

タニタ ジムボール
5Ｂ4-20ヨ

枚

枚

●縁起の良い「ふくろう」を
　あしらった漆器

●自宅でちょっとリッチな晩酌。
　天然檜のぐい呑みセット

●天然檜のグラスで
　美味しい一杯を！　

●保温・保冷できる
　コンパクトなマグボトルです。

●窓ガラスの衝撃、開放を検知して、
　大音量で知らせます。

●専用ポーチにコンパクトに収納

●10号土鍋が使えます。
●内炎式エコバーナーで鍋底から
　こぼれるムダ火を抑制。　

●ハンドル1周で洗濯物が5回転
●避難時や停電時も活躍！

●プレートはフッ素加工されている
　ので、お手入れもラクラクです。

●セラミック刃だから
　コーヒー本来の風味をそこなわない。　

●滑り降りてくるそうめんをキャッチ。
　つかみ損ねたそうめんは流れる器で
　ゆっくり頂けます。　

●食器用洗剤で丸洗いできる！

●重曹のマイナスイオンの働きで
　汚れを良く落とします。
●界面活性剤を使用しないので、
　二度拭きの必要がありません。

（ダークグレー）

（ライトブルー）

（ピンクグレージュ）

（ブラック） （ピンク）

●6時間たっても氷が
　解け切らない保冷力。　　　

●卓上で七輪焼きの
　楽しさを味わえる！

●強さは2段階切り替え ●1台でバランス運動・ツイスト運動が
　できます。

●天然成分を含んだ肌に優しい
　ボディソープセット　

サイズ/W65×D27×H37mm
電源/ボタン電池CR2032×1コ(付属)

シチズン 電子体温計
5Ｂ4-5ノ

美容・健康

5枚●オートパワーオフ（約16分後）
●防水・前回値メモリー機能付き

サイズ/W80×H93×D80mm
電源/単4形乾電池×3本(別売)

トーキングクロック
5Ｂ5-11ソ

時　計

11枚●プロジェクターライト表示・
　音声時刻アナウンス機能付き　

サイズ/118.5×70×8mm　電源/ソーラー・電池2電源
カシオ 抗菌電卓手帳タイプ
5Ｂ5-7ハ

家電製品

7枚●抗菌加工で衛生的です。

●腰に付けたままでも見やすい
　大型表示。

●壁掛けタイプの温湿度計です。

●毎分約6,000回の音波振動で
　「浮かせて落とす」から、肌への
　負担を抑えながらも汚れは
　きちんと落とします。　　

●ウエストやぽっこりお腹を
　引き締めたい方に。16

サイズ/42×35×3.8cm　
材質/本体：SEBS、カバー：ポリエステル

コンフォートハニカムゲルクッション
5Ｂ4-16メ

枚

●カバー洗濯可能なカバー付き。 ●体幹立ちで、ナチュラルトレーニング。　 ●背筋ストレッチや首筋ストレッチも可能。
●4段階に角度を変える事ができます。

20

サイズ/40×25×12cm 重量/415ｇ
首楽 ストレッチピロー
5Ｆ5-20ア

枚

●1日1回の使用で首裏を
　しっかりとサポートします。 21

サイズ/45×5×44cm　電源/専用ACアダプター（付属）
ツインバード シートマッサージャーS
5Ｂ5-21イ

枚

●腰・背中・太もも・足に
　使い方いろいろ

●肌を傷から守りながら
　快適に鼻毛をカット。　　22

サイズ/12.6×4.6×5.8cm 重量/約125g
 充電タイプ/プラグイン充電式(100V専用)

パナソニック 回転刃メンズシェーバー
5Ｅ5-22ウ

枚 29

サイズ/18.4×20.6×9.3cm　電源/AC100V　重量/460g

テスコム 
マイナスイオンヘアドライヤー

5Ｅ5-29エ

枚 29

サイズ/2.8×15.5×3.0cm　質量/74g
電源/単3乾電池×1本

フィリップス 
ノーズエチケットカッター

5Ｅ5-29オ

枚

33

サイズ/39×49×129mm　電源/単4乾電池×2本
タニタ 非接触体温計
5Ｂ5-33カ

枚●測定時間は約1秒。
●バックライト付き大型液晶。

33

サイズ/約266×φ60mm　コード長さ/約1.5m
スライヴ ハンディマッサージャー
5Ｅ5-33キ

枚

●コードレス・コンセント使用、
　どちらでも使えます。 37

サイズ/260×33×216mm　重量/880g
電源/単3形乾電池×4本

タニタ 体組成計
5Ｍ5-37ク

枚●A4サイズ、約880gの
　小型軽量設計　

51

サイズ/17.8×4.5×3.8cm　重量/約157g
電源/AC100V　電源コード長さ/1.8m
付属アタッチメント（４種）

パナソニック ファミリーバリカン
5Ｅ5-51ケ

枚●コードレスでも使える充電・交流式　

●キワぞりトリマー付き

55

サイズ/220×1.85×19mm（ブラシ含む）
重量/約55g 電源/充電式

パナソニック 電動歯ブラシ ドルツ
5Ｅ5-55コ

枚

75

サイズ/約0.9×4.3×3.9cm　重量/約6g
付属品/充電台・ケーブル・アダプター・イヤーパッド・
掃除ブラシ

集音器 イヤリスチャージ
5Ｔ5-75サ

枚

●小さな音が聞き取りにくい方に。
●充電式なので、電池交換不要。 77

サイズ/16.4×6.5×5.0cm 質量/約175g 
電源/充電式 (急速1時間充電)

パナソニック
3枚刃メンズシェーバー 

5Ｅ5-77シ

枚 98

サイズ/166×64×51mm　質量/173g　電源/充電式
ブラウン 充電式シェーバー
5Ｅ5-98セ

枚97

本体サイズ/87×105×153㎜　重量/310g
対応周囲長/17～36cm　電源/単3形乾電池×4本

オムロン 上腕式血圧計
5Ｅ5-97ス

枚

13

サイズ/178×127×78mm　重量/360g
電源/単2形乾電池×1本

MAGベル音目覚まし時計
ベルズDX

5Ｌ5-13タ

枚

●ジリリと鳴り響く大きなベル音　 17

サイズ/50×268×268mm　重量/(約)630g
電源/単3アルカリ乾電池×1本

カシオ スタンダード電波掛時計
5Ｂ5-17チ

枚●暗いお部屋での秒針停止機能付き 17

サイズ/(約)高さ7.0×幅15.0×奥行き4.0cm
電源/単3型乾電池×2本

アデッソ 竹の電波時計
5Ｂ5-17ツ

枚 17

サイズ/76×122×127mm　重量/270ｇ
電源/単3形乾電池x2本

リズム
目覚まし時計 リフレR679

5Ｒ5-17テ

枚●文字板が全面発光する照明ライト。 31

サイズ/330×330×46mm　重量/0.92kg
電源/単3形乾電池×4本

SEIKO 夜間自動点灯電波掛時計
5Ｌ5-31ト

枚●部屋が暗くなると自動的に
　文字板を照らし、夜でも時刻を
　確認できます。

25

サイズ/約21.5×12.5mm　重量/約24g　電源/USB充電式
ブレスレット型スマートウオッチ
5Ｌ5-25ナ

枚

●メール電話通知・カロリー計算・
　心拍数など多機能。

使用説明（動画）

●「時刻」「日付」「温度・湿度」を
　3秒毎に自動切替。

●温・湿度計付きの電波目覚ましです。　26

サイズ/95×190×44mm　重量/182g
電源/ACアダプター・CR2032×1（バックアップ用）

ルークデジットD78
5Ｒ5-26ニ

枚 29

サイズ/117×173×57mm　重量/260ｇ
電源/単3形乾電池×2本

シチズン パルデジットワイドDL
5Ｒ5-29ヌ

枚 33

ケースサイズ/(約)直径35.0×厚さ10.0mm(リューズ含まず)
重量/約77g

Q&Qソーラータイプウオッチ
5Ｌ5-33ネ

枚●電池交換の必要が無い、
　ソーラー電源です。

49

サイズ/340X340X50mm　重量/1200ｇ
電源/単3形乾電池x2本

電波時計 ネムリーナハピネス 木枠
5Ｒ5-49ノ

枚

8

サイズ/39×92×22.5mm　重量/224g
エレコム シャッタータップ
5Ｅ5-8ヒ

枚

●「ほこり防止シャッター」を
　装備した電源タップ 8

サイズ/64×146×21mm　電源/単4形乾電池×2本
簡単テレビリモコン
5Ｔ5-8フ

枚

●国内主要なメーカー対応の
　かんたんリモコンです。 9

サイズ/7.8×17×29.3cm　重量/380g
サンワサプライ メディアケース
5Ｅ5-9ヘ

枚

●セミハードタイプのブルーレイ
　ディスク対応ケース。
●96枚収納 10

サイズ/径66×218mm　容量/350ml×2本
付属品/ノズル（135mm）

エレコム ダストブロワー2P
5Ｅ5-10ホ

枚

●地球に優しいノンフロン仕様。

10

サイズ/幅120×高さ150mm　電源/DC5V（USB）、
単3形乾電池×3本

小物が入るLEDナイトライト
5Ｔ5-10マ

枚

●メガネなどベッドサイドの
　小物入れに。

●ゲル吸盤タイプで、
　車のダッシュボードなどに
　しっかりと固定可能です。13

サイズ/240×50×27mm　コード長さ/2m
定格容量/15A・125V（1500Wまで）

サンワサプライ 節電エコタップ
5Ｅ5-13ミ

枚 13

サイズ/（最大）約64×135×80mm　重量/80g
付属品/設置補助板×1

エレコム 車載用スマホスタンド
5Ｅ5-13ム

枚 13

内容/単3アルカリ乾電池×20本

パナソニック
単3アルカリ乾電池20P

5Ｅ5-13メ

枚 13

内容/単4アルカリ乾電池×20本

パナソニック
単4アルカリ乾電池20P

5Ｅ5-13モ

枚

user1
完売

user1
完売
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18

サイズ/59.0×99.8×39.0mm 重量/約52g
エレコム 無線IRマウス
5Ｅ6-18ア

枚

●レシーバはマウス本体内に
　収納可能 20

サイズ/15.5×11.5×57.4mm　最大通信距離/約10ｍ
電源/充電式付属品/USB充電ケーブル、
イヤーピース（S・M・L）

エレコム Bluetoothヘッドセット
5Ｅ6-20イ

枚 20

サイズ/40×39×135mm　最大アーム長さ/42cm
重量/約104g　使用電池/CR2032

エレコム Bluetooth自撮り棒
5Ｅ6-20ウ

枚

●ワイヤレスリモコン付き 21

口金/Ｅ26　明るさ/40W形相当（昼光色）
パナソニック パルック LED電球2P
5Ｅ6-21エ

枚●省エネで長持ちするＬＥＤ電球です。　 21

サイズ/100×160×130mm 重量/約415g　
電源/単2形乾電池×4本付属品/φ3.5ミニプラグケーブル（3m）

AM/FMスピーカーラジオ
5Ｔ6-21オ

枚

●テレビと繋ぐ手元で聴ける
　モニターに。
　ラジオも付いた1台二役。

24

内容/エボルタネオ24本（単3・単4×各12本）
パナソニック エボルタネオセット　　　　　　
5Ｅ6-24カ

枚●単3形12本・単4形12本の
　セットです。

25

サイズ/100×100×222mm 電源/単3形乾電池×3本
東芝 LEDランタン
5Ｅ6-25キ

枚●人感・明暗センサー搭載 25

サイズ/179×126×30.9mm　重量/165ｇ
電源/ソーラー＋電池（CR2032×1個）

カシオ 実務電卓
5Ｅ6-25ク

枚●2つの税率計算を可能にする
　「W税率」機能を搭載。　

26

入り数/20枚(ケース)　容量/25GB（1枚）
盤面/カラーミックスレーベル

ソニー ブルーレイディスク
（1回録画用）

5Ｅ6-26ケ

枚●BD-R1層/4倍速
●1回のみの録画が可能　　

28

サイズ/410×70×310mm
エレコム パソコンバック 
5Ｅ6-28コ

枚

●ショルダー+手提げの2WAY
●16.4インチまでの
　ノートパソコンが収納可能です。

30

サイズ/19.5×18×26.5cm
ガラスポット要領/700ml（5杯分）
付属品/フィルターペーパー5枚・メジャースプーン

メリタ コーヒーメーカー ツイスト
5Ｂ6-30サ

枚

●毎日手軽にコーヒーを
　楽しみたい方へ。 30

サイズ/15×9×22cm 電源/AC100V 
消費電力/「標準」モード時:150W、「革靴」モード時:135W

ツインバード くつ乾燥機
5B6-30シ

枚

●最長120分タイマー付き　 30

本体サイズ/151×161×212mm　重量/約0.69kg
電源コード長さ/1.3m

タイガー 電気ケトル
5Ｋ6-30ス

枚●転倒お湯漏れ防止構造で安心です。
　カップ1杯分たった約60秒！　　

30

サイズ/116×90×35mm　重量/約163g
電源/単3形乾電池×2本

ポータブルカセットレコーダー
5Ｔ6-30セ

枚

●お持ちのカセットテープが楽しめます。 31

入り数/20枚(ケース)　容量/25GB（1枚）
盤面/カラーミックスレーベル

ソニー ブルーレイディスク
（くりかえし録画用）

5Ｅ6-31ソ

枚●BD-RE1層:2倍速
●繰り返し録画が可能　

32

サイズ/69.5×119×38m　重量/約184g
電源/単3形乾電池×2本　ハンドストラップ、イヤホン付き

ソニー ポータブルラジオ 
5Ｅ6-32タ

枚●AM/ワイドFM対応 33

サイズ/67×147×90mm 電源/単4形アルカリ電池2本

タカラトミー
インスタント トイカメラ ピックトス

5B6-33チ

枚

●チェキ用のフィルムが使用できます。　　
●重ね撮りできる「多重露光」機能が
　たのしい！ 33

サイズ/64.2×18×8.4mm　容量/32ＧＢ 
ソニー USBメモリー(32GB)
5Ｅ6-33ツ

枚●ノックスライド機構で
　ワンプッシュでUSBポートに
　かんたん接続。　

33

サイズ/直径107×高さ175mm　重量/約288g　
電源/単1形乾電池X4本

もてなしライト・据置（大・白色）
5Ｔ6-33テ

枚

●人を検知すると自動で点灯し、
　約12秒後に自動で消灯します。 35

サイズ/125×190×148mm　重量/約984g(電池含む)
電池/単1形電池×4本

ジェントス LED懐中電灯
5Ｅ6-35ト

枚

●明るさ450ルーメン
●角度調整スタンド搭載

35

バッテリー容量/6700mAh
コネクタ形状（電源出力側）/USB-A(メス)×2

エレコム モバイルバッテリー 
5Ｅ6-35ナ

枚

●スマホと本体を
　まとめて充電できます。 37

サイズ/(三脚開いたとき)260×170×430mm
エレコム LEDリングライト 
5Ｅ6-37ニ

枚

●10段階調整 
　(昼光色、電球色、昼白色)
●360°ボールジョイントを搭載 40

サイズ/54□17－131重量/16g
エレコム ブルーライト対策眼鏡
5Ｅ6-40ヌ

枚

●ブルーライトを65％カットする
　日本製の高品質モデル 42

サイズ/304×350×148mm　重量/3.5kg
電源/AC100V

オーム電気
クロスカットシュレッダー

5Ｅ6-42ネ

枚

●A4サイズ（最大５枚まで）対応 42

サイズ/301×154×272mm　重量/1.9kg
容量/(ドリップ時最大カップ数) 5～6杯

タイガー コーヒーメーカー
5Ｋ6-42ノ

枚●テイストマイスターで
　お好みの濃さに抽出。

48

庫内寸法/27.0×7.5×19.0cm　重量/約3.0kg
温度調節/約80～230℃

コイズミ オーブントースター
5Ｅ6-48ハ

枚

●1200Wハイパワーで
　山型トースト2枚焼ける、ピザは
　20cmOK。　 52

サイズ/35.1×33.0×22.5㎝　重量/3.7ｋｇ
電源/AC100V　付属品/深皿調理トレイ

タイガー
オーブントースター やきたて

5Ｋ6-52ヒ

枚●幅約30cmの庫内で
　トースト3枚が一度に焼ける。

57

サイズ/21.2×28.0×25.4cm 　重量/2kg　容量/2.2L

タイガー
マイコン電気ポット 2.2L 

5Ｋ6-57フ

枚●6時間の節電タイマーで
　電気代がお得。

●3.5mmステレオミニプラグ59

サイズ/（アイロン本体）10×13×22cm　重量/0.9kg
注水量/約80ml(カセット式タンク)
電源/充電式　充電台コード/約1.4m

パナソニック コードレスアイロン
5Ｅ6-59ヘ

枚 63

コード長/1.2m　質量/約170g
オーディオテクニカ ヘッドホン
5Ｅ6-63ホ

枚

63

サイズ/30.0×5.8×33.5cm　重量/約2.2kg
電源/AC100V

山善 卓上IH調理器
5Ｅ6-63マ

枚

●電源切り忘れ防止自動OFFなど、
　5つの安全機能付。　　 65

サイズ/25.2×34.9×21.5cm　重量/3kg
　電源/AC100V

タイガー マイコン炊飯ジャー
5Ｋ6-65ミ

枚●5.5合炊き
●ふっくらごはんが炊ける
　黒遠赤厚釜。　　　

66

サイズ/14×30×99mm 重量/48.4g 付属/USBケーブル、
電源アダプタ、HDMI延長ケーブル、単4電池2本、
スタートガイド

Amazon
Fire TV Stick 4K Max

5Ｅ6-66ム

枚

●Alexa対応音声認識リモコン付き。 66

サイズ/約21×13.5×4cm　付属/Bluetooth送信機、
USB-ACアダプター、USB充電ケーブル、
オーディオケーブル φ3.5mm×2(長さ0.8 m/5 m)

ライソン
テレビ用ワイヤレススピーカー

5Ｅ6-66メ

枚 75

サイズ/31.3×14.6×12.5cm
電源/AC100Ｖ(コード長:3m)

ムサシ
フリーアーム式LEDセンサーライト

5Ｅ6-75モ

枚

●14W×2灯
●ひもスイッチで投光器にもなる。

75

子機サイズ/57×137×22ｍｍ
付属/充電池・充電台・ACアダプター×各2

DECT方式
ワイヤレスインターホン

5Ｔ7-75ア

枚

●合計4台まで増設可能。
●「呼びかけ」ですべての端末に
　一斉通知。 81

サイズ/15×15×7cm　重量/約690g
タンク容量/約50mL　コードの長さ/約2.5m

パナソニック 衣類スチーマー
5Ｅ7-81イ

枚

102

サイズ/53.8×35.8×12.7cm　温度幅/保温～250℃
プレート/穴あき・波形/平面/たこ焼き

タイガー ホットプレート〈これ1台〉
5Ｋ7-102カ

枚●余分な油を落として、
　おいしくヘルシー。

168

サイズ/26.0×35.4×20.0cm
重量/3.8kg

タイガー IH炊飯ジャー
5Ｋ7-168キ

枚●5.5合炊き
●ふっくら粘りのあるごはんを
　炊き上げる「遠赤3層釜」 

6

サイズ/120×60ｃｍ
土俵入りバスタオル
5Ａ7-6ケ

枚 7

サイズ/120×60ｃｍ
大相撲バスタオル
5Ａ7-7コ

枚

13

サイズ/34×75cm（2枚）　材質/綿100％

今治
四季織 「々風かほる」フェイスタオル2Ｐ

5Ｂ7-13セ

枚 20

サイズ/35×13×8cm 重量/90g
ネクウェスト

枚

●二つに折るとコンパクトに鞄に
　収まる、トラベル用クッションです。
●ネックピロー、腰当クッションとして
　使えます。

7

サイズ/120×60ｃｍ
千秋楽バスタオル
5Ａ7-7シ

枚7

サイズ/120×60ｃｍ
大入りバスタオル
5Ａ7-7サ

枚 10

サイズ/約35×110cm　材質/綿100％
ラコステ スポーツタオル
5Ｂ7-10ス

枚

26

サイズ/34×17ｃｍ　重量/300ｇ
小 ざえもん

枚

●置き方によってカタチや高さが
　変わる、フロア用クッションです。 40

サイズ/45×45×43cm
材質/天然木(アカシア)ウレタン塗装、ポリエステル

バレル マガジンラック
5Ｚ7-40ハＸ

枚

62

サイズ/120×120×150cm　材質/天然木(パイン) コットン
ティピーテント
5Ｚ7-62ホＸ

枚

●設置するだけで特別な空間を
　演出してくれます！　 10

サイズ/160×265×270mm　重量/950g
キャプテンスタッグ 大型火起こし器
5Ｐ7-10ミ

枚●煙突効果で、たくさんの木炭を
　とめて火起こし。　

●折りたたみ式アウトドアチェア

15

サイズ/87×87×高さ148mm(ハンドル含まず)重量/245g
明るさ/high：200ルーメン、middle：100ルーメン、
low：60ルーメン、常夜灯：2ルーメン

CS COBランタンミニ（カーキ）
5Ｐ7-15ユ

枚15

サイズ/138×238×125mm　重量/約578g
光源/COB LED×4灯、赤色LED×3灯　電源/単1形乾電池×4本

LED強力ランタン
5Ｔ7-15ヤ

枚

●4段階で調光でき、緊急時には
　赤色点滅で周囲にお知らせ。　13

使用サイズ/265×195×160mm　※網（鉄製）付属

キャプテンスタッグ
ステンレスソログリル BBQコンロ

5Ｐ7-13モ

枚●ネジ不要で、脚を開くだけで組み
　立てられるので設営＆収納が簡単。

12

サイズ/580×190×365mm　重量/約410g
容量/約22L　断熱材/ポリエチレンフォーム

76シリーズ トートクーラーバッグL
（ヴィンテージグリーン）

5Ｐ7-12メ

枚●トートバッグタイプの
　クーラーバッグ。

10

サイズ/355×145×295mm　容量/(約)10L

抗菌 ボルディーウォータータンク
10L(オリーブ)

5Ｐ7-10ム

枚●タンクを置いたまま、ラクラク水を
　出すことができます。
●無機系抗菌剤使用で細菌の発育や増殖を防止

18

サイズ/２００×１７０×９８ｍｍ　電源/９Ｖ乾電池
ミニ ギターアンプ
5Ｊ7-18レ

枚

●トーン・ボリューム
　コントロールの他に、ドライブ
　（オン・オフ）切り替え付き。　18

サイズ/大人用：190×130×310mm・
子供用：140×130×230mm×各1　
材質/PVC　備考/右投げ用

ファミリーキャッチボールセット
5Ｂ7-18ル

枚17

サイズ/450×420×400mm
ダイヤ ベタピンアプローチ
5Ｂ7-17リ

枚

●スコアアップの近道は
　アプローチ練習です。17

内容/1スリーブ（３個入）
ダンロップ ゼクシオＸＸ10 ３個入り
5Ｇ7-17ラ

枚14

内容/1スリーブ（３個入）
スリクソン Ｚスター ３個入り
5Ｇ7-14ヨ

枚

58

サイズ/50.5×35.5×63.5cm　重量/5.5kg
素材/天然木(ビーチ)　ラッカー塗装 スチール(粉体塗装)

ワゴン 2D

枚

●北欧家具のような丸みを持たせた
　デザイン
●棚板は安心なトレー仕様です。46

サイズ/58×67×90cm　耐荷重/80kg　専用バック付き
クイックハイチェア
5Ｚ7-46ヒＸ

枚

●工具を必要とせず、シンプルな
　構造なのであっという間に設置
　できます。

21

サイズ/約直径29.5×高さ29.5cm　重量/約1.0kg
材質/繊維板 天然木(パイン材)、ラッカー塗装
組立/ねじ込み式

トレーテーブルS

枚

●美しいモロッコ風の模様が映える
　トレーテーブル！20

サイズ/38×26×23　重量/0.2kg　材質/クラフト紙
バスケット

枚

●クラフト製のシンプルな
　バスケット。 23

サイズ/100×205cm　材質/ポリエステル100%

アイデア＆厳選素材ポケット
足ポカパットシーツ

5Ｂ7-23ニ

枚

●足元がポケット状になっています。

88

サイズ/5.6×5.7×40.2cm　電源/バッテリー式

アイリスオーヤマ
コードレスハンディクリーナー 

5Ｅ7-88ウ

枚

●充電はスタンドに置くだけ。
　2種類のアタッチメント付き 94

サイズ/402×191×360mm　重量/4.9 kg
タイガー グリル鍋（3枚プレート）
5Ｋ7-94エ

枚●3枚プレート
　（深なべ・波形・たこ焼き）で、
　料理の幅が広がります。　

97

イヤホン質量/約5.4ｇ×2
充電ケース付き（ケースサイズ/80.0×34.8×30.9ｍｍ）　

ソニー
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホン 

5Ｅ7-97オ

枚

タオル・インテリア

6

サイズ/120×60ｃｍ
横綱バスタオル
5Ａ7-6ク

枚

アウトドア・ボビー

5

サイズ/28×27×41.5cm　収納サイズ/28×33×5cm
耐荷重/60kg

グラシア 
レジャーチェア 〈中〉（ブラック）

5Ｐ7-5マ

枚

5Ｔ7-20ソ

5Ｔ7-20タ

5Ｔ7-20チ

（グリーン）

（ネイビー）

（ピンク）

5Ｔ7-26ヌ

5Ｔ7-26ネ

5Ｔ7-26ノ

（茶）

（藍）

（緑）
5Ｚ7-20ツＸ 5Ｚ7-20テＸ

（グレー） (カーキ) 5Ｚ7-21トＸ 5Ｚ7-21ナＸ
（Aレース） (B太陽)

5Ｚ7-58フＸ 5Ｚ7-58ヘＸ
（グリーン） (ホワイト)

直送 直送 直送

直送 直送 直送

user1
完売

user1
完売

user1
完売

user1
完売
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18

サイズ/59.0×99.8×39.0mm 重量/約52g
エレコム 無線IRマウス
5Ｅ6-18ア

枚

●レシーバはマウス本体内に
　収納可能 20

サイズ/15.5×11.5×57.4mm　最大通信距離/約10ｍ
電源/充電式付属品/USB充電ケーブル、
イヤーピース（S・M・L）

エレコム Bluetoothヘッドセット
5Ｅ6-20イ

枚 20

サイズ/40×39×135mm　最大アーム長さ/42cm
重量/約104g　使用電池/CR2032

エレコム Bluetooth自撮り棒
5Ｅ6-20ウ

枚

●ワイヤレスリモコン付き 21

口金/Ｅ26　明るさ/40W形相当（昼光色）
パナソニック パルック LED電球2P
5Ｅ6-21エ

枚●省エネで長持ちするＬＥＤ電球です。　 21

サイズ/100×160×130mm 重量/約415g　
電源/単2形乾電池×4本付属品/φ3.5ミニプラグケーブル（3m）

AM/FMスピーカーラジオ
5Ｔ6-21オ

枚

●テレビと繋ぐ手元で聴ける
　モニターに。
　ラジオも付いた1台二役。

24

内容/エボルタネオ24本（単3・単4×各12本）
パナソニック エボルタネオセット　　　　　　
5Ｅ6-24カ

枚●単3形12本・単4形12本の
　セットです。

25

サイズ/100×100×222mm 電源/単3形乾電池×3本
東芝 LEDランタン
5Ｅ6-25キ

枚●人感・明暗センサー搭載 25

サイズ/179×126×30.9mm　重量/165ｇ
電源/ソーラー＋電池（CR2032×1個）

カシオ 実務電卓
5Ｅ6-25ク

枚●2つの税率計算を可能にする
　「W税率」機能を搭載。　

26

入り数/20枚(ケース)　容量/25GB（1枚）
盤面/カラーミックスレーベル

ソニー ブルーレイディスク
（1回録画用）

5Ｅ6-26ケ

枚●BD-R1層/4倍速
●1回のみの録画が可能　　

28

サイズ/410×70×310mm
エレコム パソコンバック 
5Ｅ6-28コ

枚

●ショルダー+手提げの2WAY
●16.4インチまでの
　ノートパソコンが収納可能です。

30

サイズ/19.5×18×26.5cm
ガラスポット要領/700ml（5杯分）
付属品/フィルターペーパー5枚・メジャースプーン

メリタ コーヒーメーカー ツイスト
5Ｂ6-30サ

枚

●毎日手軽にコーヒーを
　楽しみたい方へ。 30

サイズ/15×9×22cm 電源/AC100V 
消費電力/「標準」モード時:150W、「革靴」モード時:135W

ツインバード くつ乾燥機
5B6-30シ

枚

●最長120分タイマー付き　 30

本体サイズ/151×161×212mm　重量/約0.69kg
電源コード長さ/1.3m

タイガー 電気ケトル
5Ｋ6-30ス

枚●転倒お湯漏れ防止構造で安心です。
　カップ1杯分たった約60秒！　　

30

サイズ/116×90×35mm　重量/約163g
電源/単3形乾電池×2本

ポータブルカセットレコーダー
5Ｔ6-30セ

枚

●お持ちのカセットテープが楽しめます。 31

入り数/20枚(ケース)　容量/25GB（1枚）
盤面/カラーミックスレーベル

ソニー ブルーレイディスク
（くりかえし録画用）

5Ｅ6-31ソ

枚●BD-RE1層:2倍速
●繰り返し録画が可能　

32

サイズ/69.5×119×38m　重量/約184g
電源/単3形乾電池×2本　ハンドストラップ、イヤホン付き

ソニー ポータブルラジオ 
5Ｅ6-32タ

枚●AM/ワイドFM対応 33

サイズ/67×147×90mm 電源/単4形アルカリ電池2本

タカラトミー
インスタント トイカメラ ピックトス

5B6-33チ

枚

●チェキ用のフィルムが使用できます。　　
●重ね撮りできる「多重露光」機能が
　たのしい！ 33

サイズ/64.2×18×8.4mm　容量/32ＧＢ 
ソニー USBメモリー(32GB)
5Ｅ6-33ツ

枚●ノックスライド機構で
　ワンプッシュでUSBポートに
　かんたん接続。　

33

サイズ/直径107×高さ175mm　重量/約288g　
電源/単1形乾電池X4本

もてなしライト・据置（大・白色）
5Ｔ6-33テ

枚

●人を検知すると自動で点灯し、
　約12秒後に自動で消灯します。 35

サイズ/125×190×148mm　重量/約984g(電池含む)
電池/単1形電池×4本

ジェントス LED懐中電灯
5Ｅ6-35ト

枚

●明るさ450ルーメン
●角度調整スタンド搭載

35

バッテリー容量/6700mAh
コネクタ形状（電源出力側）/USB-A(メス)×2

エレコム モバイルバッテリー 
5Ｅ6-35ナ

枚

●スマホと本体を
　まとめて充電できます。 37

サイズ/(三脚開いたとき)260×170×430mm
エレコム LEDリングライト 
5Ｅ6-37ニ

枚

●10段階調整 
　(昼光色、電球色、昼白色)
●360°ボールジョイントを搭載 40

サイズ/54□17－131重量/16g
エレコム ブルーライト対策眼鏡
5Ｅ6-40ヌ

枚

●ブルーライトを65％カットする
　日本製の高品質モデル 42

サイズ/304×350×148mm　重量/3.5kg
電源/AC100V

オーム電気
クロスカットシュレッダー

5Ｅ6-42ネ

枚

●A4サイズ（最大５枚まで）対応 42

サイズ/301×154×272mm　重量/1.9kg
容量/(ドリップ時最大カップ数) 5～6杯

タイガー コーヒーメーカー
5Ｋ6-42ノ

枚●テイストマイスターで
　お好みの濃さに抽出。

48

庫内寸法/27.0×7.5×19.0cm　重量/約3.0kg
温度調節/約80～230℃

コイズミ オーブントースター
5Ｅ6-48ハ

枚

●1200Wハイパワーで
　山型トースト2枚焼ける、ピザは
　20cmOK。　 52

サイズ/35.1×33.0×22.5㎝　重量/3.7ｋｇ
電源/AC100V　付属品/深皿調理トレイ

タイガー
オーブントースター やきたて

5Ｋ6-52ヒ

枚●幅約30cmの庫内で
　トースト3枚が一度に焼ける。

57

サイズ/21.2×28.0×25.4cm 　重量/2kg　容量/2.2L

タイガー
マイコン電気ポット 2.2L 

5Ｋ6-57フ

枚●6時間の節電タイマーで
　電気代がお得。

●3.5mmステレオミニプラグ59

サイズ/（アイロン本体）10×13×22cm　重量/0.9kg
注水量/約80ml(カセット式タンク)
電源/充電式　充電台コード/約1.4m

パナソニック コードレスアイロン
5Ｅ6-59ヘ

枚 63

コード長/1.2m　質量/約170g
オーディオテクニカ ヘッドホン
5Ｅ6-63ホ

枚

63

サイズ/30.0×5.8×33.5cm　重量/約2.2kg
電源/AC100V

山善 卓上IH調理器
5Ｅ6-63マ

枚

●電源切り忘れ防止自動OFFなど、
　5つの安全機能付。　　 65

サイズ/25.2×34.9×21.5cm　重量/3kg
　電源/AC100V

タイガー マイコン炊飯ジャー
5Ｋ6-65ミ

枚●5.5合炊き
●ふっくらごはんが炊ける
　黒遠赤厚釜。　　　

66

サイズ/14×30×99mm 重量/48.4g 付属/USBケーブル、
電源アダプタ、HDMI延長ケーブル、単4電池2本、
スタートガイド

Amazon
Fire TV Stick 4K Max

5Ｅ6-66ム

枚

●Alexa対応音声認識リモコン付き。 66

サイズ/約21×13.5×4cm　付属/Bluetooth送信機、
USB-ACアダプター、USB充電ケーブル、
オーディオケーブル φ3.5mm×2(長さ0.8 m/5 m)

ライソン
テレビ用ワイヤレススピーカー

5Ｅ6-66メ

枚 75

サイズ/31.3×14.6×12.5cm
電源/AC100Ｖ(コード長:3m)

ムサシ
フリーアーム式LEDセンサーライト

5Ｅ6-75モ

枚

●14W×2灯
●ひもスイッチで投光器にもなる。

75

子機サイズ/57×137×22ｍｍ
付属/充電池・充電台・ACアダプター×各2

DECT方式
ワイヤレスインターホン

5Ｔ7-75ア

枚

●合計4台まで増設可能。
●「呼びかけ」ですべての端末に
　一斉通知。 81

サイズ/15×15×7cm　重量/約690g
タンク容量/約50mL　コードの長さ/約2.5m

パナソニック 衣類スチーマー
5Ｅ7-81イ

枚

102

サイズ/53.8×35.8×12.7cm　温度幅/保温～250℃
プレート/穴あき・波形/平面/たこ焼き

タイガー ホットプレート〈これ1台〉
5Ｋ7-102カ

枚●余分な油を落として、
　おいしくヘルシー。

168

サイズ/26.0×35.4×20.0cm
重量/3.8kg

タイガー IH炊飯ジャー
5Ｋ7-168キ

枚●5.5合炊き
●ふっくら粘りのあるごはんを
　炊き上げる「遠赤3層釜」 

6

サイズ/120×60ｃｍ
土俵入りバスタオル
5Ａ7-6ケ

枚 7

サイズ/120×60ｃｍ
大相撲バスタオル
5Ａ7-7コ

枚

13

サイズ/34×75cm（2枚）　材質/綿100％

今治
四季織 「々風かほる」フェイスタオル2Ｐ

5Ｂ7-13セ

枚 20

サイズ/35×13×8cm 重量/90g
ネクウェスト

枚

●二つに折るとコンパクトに鞄に
　収まる、トラベル用クッションです。
●ネックピロー、腰当クッションとして
　使えます。

7

サイズ/120×60ｃｍ
千秋楽バスタオル
5Ａ7-7シ

枚7

サイズ/120×60ｃｍ
大入りバスタオル
5Ａ7-7サ

枚 10

サイズ/約35×110cm　材質/綿100％
ラコステ スポーツタオル
5Ｂ7-10ス

枚

26

サイズ/34×17ｃｍ　重量/300ｇ
小 ざえもん

枚

●置き方によってカタチや高さが
　変わる、フロア用クッションです。 40

サイズ/45×45×43cm
材質/天然木(アカシア)ウレタン塗装、ポリエステル

バレル マガジンラック
5Ｚ7-40ハＸ

枚

62

サイズ/120×120×150cm　材質/天然木(パイン) コットン
ティピーテント
5Ｚ7-62ホＸ

枚

●設置するだけで特別な空間を
　演出してくれます！　 10

サイズ/160×265×270mm　重量/950g
キャプテンスタッグ 大型火起こし器
5Ｐ7-10ミ

枚●煙突効果で、たくさんの木炭を
　とめて火起こし。　

●折りたたみ式アウトドアチェア

15

サイズ/87×87×高さ148mm(ハンドル含まず)重量/245g
明るさ/high：200ルーメン、middle：100ルーメン、
low：60ルーメン、常夜灯：2ルーメン

CS COBランタンミニ（カーキ）
5Ｐ7-15ユ

枚15

サイズ/138×238×125mm　重量/約578g
光源/COB LED×4灯、赤色LED×3灯　電源/単1形乾電池×4本

LED強力ランタン
5Ｔ7-15ヤ

枚

●4段階で調光でき、緊急時には
　赤色点滅で周囲にお知らせ。　13

使用サイズ/265×195×160mm　※網（鉄製）付属

キャプテンスタッグ
ステンレスソログリル BBQコンロ

5Ｐ7-13モ

枚●ネジ不要で、脚を開くだけで組み
　立てられるので設営＆収納が簡単。

12

サイズ/580×190×365mm　重量/約410g
容量/約22L　断熱材/ポリエチレンフォーム

76シリーズ トートクーラーバッグL
（ヴィンテージグリーン）

5Ｐ7-12メ

枚●トートバッグタイプの
　クーラーバッグ。

10

サイズ/355×145×295mm　容量/(約)10L

抗菌 ボルディーウォータータンク
10L(オリーブ)

5Ｐ7-10ム

枚●タンクを置いたまま、ラクラク水を
　出すことができます。
●無機系抗菌剤使用で細菌の発育や増殖を防止

18

サイズ/２００×１７０×９８ｍｍ　電源/９Ｖ乾電池
ミニ ギターアンプ
5Ｊ7-18レ

枚

●トーン・ボリューム
　コントロールの他に、ドライブ
　（オン・オフ）切り替え付き。　18

サイズ/大人用：190×130×310mm・
子供用：140×130×230mm×各1　
材質/PVC　備考/右投げ用

ファミリーキャッチボールセット
5Ｂ7-18ル

枚17

サイズ/450×420×400mm
ダイヤ ベタピンアプローチ
5Ｂ7-17リ

枚

●スコアアップの近道は
　アプローチ練習です。17

内容/1スリーブ（３個入）
ダンロップ ゼクシオＸＸ10 ３個入り
5Ｇ7-17ラ

枚14

内容/1スリーブ（３個入）
スリクソン Ｚスター ３個入り
5Ｇ7-14ヨ

枚

58

サイズ/50.5×35.5×63.5cm　重量/5.5kg
素材/天然木(ビーチ)　ラッカー塗装 スチール(粉体塗装)

ワゴン 2D

枚

●北欧家具のような丸みを持たせた
　デザイン
●棚板は安心なトレー仕様です。46

サイズ/58×67×90cm　耐荷重/80kg　専用バック付き
クイックハイチェア
5Ｚ7-46ヒＸ

枚

●工具を必要とせず、シンプルな
　構造なのであっという間に設置
　できます。

21

サイズ/約直径29.5×高さ29.5cm　重量/約1.0kg
材質/繊維板 天然木(パイン材)、ラッカー塗装
組立/ねじ込み式

トレーテーブルS

枚

●美しいモロッコ風の模様が映える
　トレーテーブル！20

サイズ/38×26×23　重量/0.2kg　材質/クラフト紙
バスケット

枚

●クラフト製のシンプルな
　バスケット。 23

サイズ/100×205cm　材質/ポリエステル100%

アイデア＆厳選素材ポケット
足ポカパットシーツ

5Ｂ7-23ニ

枚

●足元がポケット状になっています。

88

サイズ/5.6×5.7×40.2cm　電源/バッテリー式

アイリスオーヤマ
コードレスハンディクリーナー 

5Ｅ7-88ウ

枚

●充電はスタンドに置くだけ。
　2種類のアタッチメント付き 94

サイズ/402×191×360mm　重量/4.9 kg
タイガー グリル鍋（3枚プレート）
5Ｋ7-94エ

枚●3枚プレート
　（深なべ・波形・たこ焼き）で、
　料理の幅が広がります。　

97

イヤホン質量/約5.4ｇ×2
充電ケース付き（ケースサイズ/80.0×34.8×30.9ｍｍ）　

ソニー
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホン 

5Ｅ7-97オ

枚

タオル・インテリア

6

サイズ/120×60ｃｍ
横綱バスタオル
5Ａ7-6ク

枚

アウトドア・ボビー

5

サイズ/28×27×41.5cm　収納サイズ/28×33×5cm
耐荷重/60kg

グラシア 
レジャーチェア 〈中〉（ブラック）

5Ｐ7-5マ

枚

5Ｔ7-20ソ

5Ｔ7-20タ

5Ｔ7-20チ

（グリーン）

（ネイビー）

（ピンク）

5Ｔ7-26ヌ

5Ｔ7-26ネ

5Ｔ7-26ノ

（茶）

（藍）

（緑）
5Ｚ7-20ツＸ 5Ｚ7-20テＸ

（グレー） (カーキ) 5Ｚ7-21トＸ 5Ｚ7-21ナＸ
（Aレース） (B太陽)

5Ｚ7-58フＸ 5Ｚ7-58ヘＸ
（グリーン） (ホワイト)

直送 直送 直送

直送 直送 直送

user1
完売

user1
完売

user1
完売

user1
完売
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食　品

キッチン・日用品
美容・健康

時　計
家電製品

タオル・インテリア
アウトドア・ホビー
国内旅行

引換商品カタログ

7

内容/いつものおみそ汁(とうふ・なす・ほうれん草×各2個・
赤だし・なめこ・長ねぎ×各1個）

アマノフーズ おみそ汁ギフト
5B1-7イ

食　品

7●日本一のお茶所「静岡県」の銘茶
　

●缶入
　

商品内容/特上玄米茶70g・上煎茶70g各1
静岡茶詰合せ
5B1-7ア

枚

国内旅行

120
●引換券の枚数に応じ、日帰りバスツアー（120枚～）
　国内ご宿泊（200枚～）ディズニーリゾート・
　USJ宿泊付き（300枚～）等、ご利用いただけます。
　

●キャンプ、登山、釣り、野外フェス、
　運動会、ＢＢＱなど様々なシーンで
　大活躍です。

●ボリューム調整ができ、
　サイレント（無音）にすると光で
　テンポがわかる！

●おき火・焚火で調理する
　本格派ダッチオーブン。

●折りたたんで持ち運べるので
　アウトドアにも便利です。

●大容量！保冷専用 ●豊富なリズム（50種類）
　音色（100種類）デモ曲（10曲）を
　内臓
●レッスン機能（メロディーオン/オフ）有り。

●AC/DC 2電源で室内も車載もOK

●コンパクト収納の
　ロースタイルベッド。
　（収納バッグ付き）

●燃焼効率が良いメッシュタイプの
　焚き火台です。
●ダッチオーブンや鍋が吊るせるチェーン付き。
●収納バッグ付き

●スイング軸を意識した
　ゴルフ練習器具です。

●自宅でも静かに
　ショートアプローチの練習が
　可能です。

●ツーリング,ソロキャンプに最適

●初めの一台にぴったりの
　スタンダードモデルです。
●誰でも簡単に音が出せて、
　口パクパクのビブラートが
　気持ちいい！

※ご注文受付後、担当者より直接ご連絡申し上げます。 ※枚数はお一人様あたりの枚数となります。※画像はイメージです。
国内旅行
5A8-120テX

枚

枚 8

内容/スティックケーキ×7本（プレーン、ショコラ、
フランボワーズ、ブルーベリー、チーズ、ピスタチオ、
レモンティ×各1）

井桁堂 スティックケーキギフト（小）
5B1-8ウ

枚 8

内容/カゴメ野菜生活100　160ｇ×4（オリジナル×2、
ベリーサラダ・マンゴーサラダ×各1）100％フルーツジュース
160ｇ×4（オレンジ×2、アップル・グレープ×各2）

カゴメ すこやかファミリーギフト
5B1-8エ

枚 9

内容/瀬戸内海産真鯛茶漬け5.1g×3袋×1、
北海道産鮭茶漬け4g×3袋×2

和遊膳（海の幸詰合せ）
5B1-9オ

枚

10

内容/ベイクドクッキー・ショコラリーフパイ×各３、
ラングドシャ×６（プレーン・ショコラ×各３）

ミル・ガトースイーツアソート
5B1-10キ

枚 10

内容/おかき４種（サラダ・しょうゆ・ざらめ・黒海苔巻）２２０ｇ
個包装ミックス

越後 餅づくりＢ
5B1-10ク

枚 10

内容/コーンスープ17g・中華わかめスープ3g・
洋風オニオンスープ7g・欧風野菜スープ10g×各3

64℃ スープギフト（12袋）
5B1-10ケ

枚 10

内容/味付のり牡蠣醤油味（8切25枚）しじみ味（8切25枚）
あごだし（12切30枚）

こだわり3種の味付のり御詰合せ
5B1-10コ

枚

19

サイズ/25×25×28cm　耐荷重/80kg　専用バック付き
クイックスツール
5Ｚ8-19アＸ

枚 20

セット内容/ゴール本体×1・
ボール×1・空気入れ×1・ピック×4サイズ/
ゴール本体：幅約90cm×高さ約61cm×奥行約59cm

NEWサッカーセット
5Ｂ8-20イ

枚 21

サイズ/ポット（片手鍋）：外径124×高さ100mm、
ミニポット（ふた）：外径112×高さ50mm（本体のみ）
収納バッグ付き

トレッカー
アルミソロクッカーセット 〈M〉

5Ｐ8-21ウ

枚 22

サイズ(約)/ケース：幅37×奥行8×高さ16.2cm
ターナー：全長35cm　ピック：全長34.5cm 
トング炭用：全長34cm　トング食材用：全長31.5cm
串：全長33.6cm　材質/ケース：アルミニウム
ツール/ステンレススチール

BBQの達人
5Ｂ8-22エ

枚 22

サイズ/67×270×133mm　電源/単4乾電池×3本
オタマトーン　

枚

27

サイズ/78×167×52mm　重量/240g
電源/単3形乾電池×2本

セイコー 振り子メトロノーム 
5Ｊ8-27キ

枚 31

サイズ/60×180×18cm　収納サイズ/20×5×65cm
重量/約3.1kg

グラシア
ロースタイルコンパクトベッド

5Ｐ8-31ク

枚 32

サイズ/500×500×950mm
収納サイズ/70×70×600mm　重量/1.2kg

クアッド ファイアスタンド
5Ｐ8-32ケ

枚 39

サイズ/全長1040mm 重量/ハード：290ｇ、ソフト：300ｇ
トルネードスティック

枚 42

サイズ/600×420×1200mm
ゴルフ練習用アプローチネット
5Ｇ8-42シ

枚

42

セット内容/ダッチオーブン25cm×1、リッドリフター×1、
収納バッグ×1　セット重量/5.5ｋｇ

ダッチオーブン セット〈25ｃｍ〉
5Ｐ8-42ス

枚 43

サイズ/79×57×83cm　耐荷重/80kg　収納バッグ付き
ムーンチェア

枚 46

サイズ/175×145×355mm　重量/約1100g
容量/3000ml

サーモス
真空断熱スポーツジャグ 3.0L

5Ｋ8-46タ

枚 66

サイズ/604×211×57mm　電源/単3形乾電池×6本
カシオ 電子キーボード
5Ｅ8-66チ

枚 116

サイズ/約235×305×300mm　重量/約2.9kg
付属品/トレイ、AC電源コード、DC電源コード

ツインバード
電子保冷保温ボックス

5Ｅ8-116ツ

枚

11

内容/チョコチップクッキー×5、リーフパイ×4、
ロングスティックパイ×3、ミニラスク(約20g)
(キャラメル味・プレーン味)×各1

ロイヤルスイートコレクション
5B1-11シ

枚 11

内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て・カフェオレ深煎珈琲仕立て
ミルクたっぷり(各14g)・カフェオレ深煎珈琲仕立て甘さひか
えめ・抹茶オレ(各12g)・紅茶オレ・ココアオレ(各11g)×各4

ＡＧＦブレンディ 
スティックカフェオレコレクション

5B1-11ス

枚 13

内容/あまおう苺バウムクーヘン×3、プチフィナンシェ6個入
（あまおう苺、プレーン）、焼きほろろクッキー（イチゴ）×2　

あまおう苺
バウムクーヘン＆プチフェナンシェ 
ギフトボックス

5B1-13セ

枚 13

内容/小豆パイ×2、バニラヴァッフェル×2、
豆菓子（竹炭豆）×2、豆菓子（きなこ豆）×2、
豆菓子（抹茶ミルク豆）×2

小豆パイ・ヴァッフェル和菓子詰合せ
5B1-13ソ

枚

13

内容/「カルピス」470ml×2、「カルピス」北海道470ml×1
カルピスギフト
5B1-13チ

枚 13

内容／ウェルチ１６０ｇ×１２
（グレープ・アップル・オレンジ×各４）

ウェルチ ギフト
5B1-13ツ

枚 14

内容/18枚（アーモンド＆ミルクチョコレート×4枚、
アーモンド＆ホワイトチョコレート×4枚、
ヘーゼル＆ミルクチョコレート×6枚、
ヘーゼル＆スイートチョコレート×4枚）

モロゾフ ファヤージュ
5B1-14テ

枚 14

内容/フリーズドライ（卵スープ×２、なすの味噌汁×３、
ほうれん草の味噌汁×３、なめこの味噌汁×４、海藻のお吸い物×２）

マルトモ 鰹節屋のこだわり椀
5B1-14ト

枚

16

内容/計10本（カフェラテ・キャラメルラテ×各３、
抹茶ラテ・カフェモカ×各２）

スターバックス 
プレミアムミックスギフト

5B1-16ニ

枚

9

内容/乾麺7食[小樽（塩味）・秋田（醤油味）・米沢（醤油味）・
博多（とんこつ味）・札幌（味噌味）・喜多方（醤油味）・
尾道（醤油味）×各1]

乾麺 ご当地ラーメン味くらべ7食
5B1-9カ

枚

10

内容/しその実わかめ（50g）・ちりめん昆布・
鰹入わかめ昆布（各45ｇ）・汐吹昆布（20g）×各1

御昆布 4品佃煮詰合せ
5B1-10サ

枚

13

内容/讃岐うどん（150ｇ）×3、讃岐細うどん（150ｇ）×2、
梅入乾麺・よもぎ入乾麺（各70ｇ）×各1

花ごよみ
5B1-13タ

枚

15

内容/ボスコピュアオリーブオイル140g・
ボスコエキストラバージンオリーブオイル140g×各2

日清オイリオ 
早摘みグリーンオリーブが
贅沢なボスコギフト

5B1-15ナ

枚 16

内容/華味鳥カレー200g・手羽元カレー200g・
粗挽きキーマカレー160g×各2

博多華味鳥 カレーセット6食入り
5B1-16ヌ

枚 17

内容/ドリップコーヒーマイルドブレンド(7g×2袋)・
ドリップコーヒーオリジナルブレンド(7g×2袋)×各1、
パウンドケーキ(プレーン)×2

金澤パウンドケーキ＆珈琲詰合せ
5B1-17ネ

枚 17

内容/粒焼きしょうゆ･紫いも各8、青のりしょうゆ･
ざらめ各6、丸サラダ･海老しょうゆ各4

おいしさいろいろ
5B1-17ノ

枚

5Ｊ8-22オ

5Ｊ8-22カ

（ブラック）

(ホワイト)

5Ｇ8-39コ 5Ｇ8-39サ
（ソフト） (ハード)

5Ｚ8-43セＸ 5Ｚ8-43ソＸ
（ブラック） (ブラウン)

直送

直送

直送

引換券商品交換方法
1. 引換券に商品番号、商品名を添えて、販売店へお申し込みください。
2. 引換券商品はクイズの結果、又はクイズ用紙と一緒に販売店へ
 　お届けいたします。
●　　  マークはメーカー・産地より直送となりますので、住所、氏名、電話番号を必ずお書き添えください。
● 商品の色・柄指定はできません。（一部商品を除く）
● 商品はメーカーの都合により中止、変更する場合がございます。

直送

販売店を通さずに、直接当社へ引換券を送られる場合は、直送商品を除き送料
着払いとなります。予めＪＳＡまでご連絡の上、引換券をお送りください。

■ ご注文・お問い合わせは、こちらの商品番号（例）　　　　でお願いします。
■ 品薄、メーカー欠品の場合は、納品にお時間がかかる場合がございます。
■ 商品は、メーカーの都合で予告なくデザイン・容量の変更、又は代替品になる場合がございます。
　 以上ご了承ください。

5Ｂ1-7ア

カタログに関するお問い合わせは

〒491-0838  一宮市猿海道2-10-1
TEL.0586-23-2866  FAX.0586-23-2864

有限会社 ジェイエスエイ 管理配送センター
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