


　いつも、パチンコ・パチスロをご愛好いただきまして、誠に

ありがとうございます。

　さて、パチンコ・パチスロ店の全国組織である全日遊連

（全日本遊技事業協同組合連合会）では、より多くの賞品の

中からお客様にご満足いただける品をお選びいただけます

よう、特選賞品カタログを発行いたしました。

　この賞品カタログでは、生活に潤いを与える洗練された品々を

540点（季節限定品27点含む）取り揃えております。ご注文された

品物は、お客様のご自宅へお届けしますので、お気軽にご利用

くださいますようお願い申し上げます。

ごあいさつ

平成28年4月1日

全　　日　　遊　　連
（全日本遊技事業協同組合連合会）

本賞品カタログの表示玉数/メダル数は下記の金額で換算しています。

1玉 = 4円　 1枚 = 20円

賞品は、「10,000円、6,060円、4,520円（税込み）」の
３つの価格帯になっており、それぞれに応じた玉数・
メダル数を表記しております。

お申込方法は、最後のページに記載しております。

専用申込用紙の到着後、約 2週間でお届けいたします。

FAX



S e l e c t i o n  g i f t  c a t a l o g

I N D E X

フレッシュ グルメ
Fresh Gourmet
バラエティ フーズ
Variety Foods
和洋食器
Tableware
キッチン雑貨
Kitchenware
インテリア＆ファブリック
Interior & Fabrics
服飾雑貨／ヘルシーグッズ
Accessory & Fashion / Healthy Goods

2,500玉
500枚

P. 1～P. 20

フレッシュ グルメ
Fresh Gourmet

バラエティ フーズ
Variety Foods

和洋食器
Tableware

キッチン雑貨
Kitchenware

インテリア＆ファブリック
Interior & Fabrics

ヘルシーグッズ＆ホビー
Healthy Goods & Hobby

服飾雑貨
Accessory & Fashion

1,515玉
303枚

P. 21～P. 40

フレッシュ グルメ
Fresh Gourmet
バラエティ フーズ
Variety Foods
和洋食器
Tableware
キッチン雑貨
Kitchenware
インテリア＆ファブリック
Interior & Fabrics
ビューティグッズ＆ステーショナリー
Beauty Goods & Stationery
服飾雑貨
Accessory & Fashion

1,130玉
226枚

P. 41～P. 62

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）



賞品番号┃ 801-04
鹿児島県産黒毛和牛
一膳小包
　

●セット内容／モモ肉（すき焼き用）・バ
ラ肉（焼肉用）各80g×3、モモ肉（サ
イコロステーキ用）80g×2 ●牛肉／
鹿 児 島 県 産 
●賞味期限／
冷凍30日

賞品番号┃ 801-06
鹿児島県産黒毛和牛
すき焼き用
　

●セット内容／肩肉700g 
●牛肉／鹿児島県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 801-03
鹿児島県産黒毛和牛
焼肉用
　

●セット内容／肩肉700g 
●牛肉／鹿児島県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 801-07
鹿児島県産黒毛和牛
ステーキ用
　

●セット内容／サーロイン180g×2
●牛肉／鹿児島県産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 801-05
神戸牛 
ステーキ用
●セット内容／モモ120ｇ×3
●牛肉／兵庫県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 801-08
神戸牛 
すき焼き しゃぶしゃぶ用
●セット内容／モモ・バラ550g 
●牛肉／兵庫県産
●賞味期限／冷凍30日 

日本の銘柄牛を代表する「松阪牛」は三重県松阪市及びその近郊で肥育される黒毛和牛

であり未経産の雌牛、飼育日数の基準など厳格に定義されています。肉の芸術品とも称さ

れるその肉質は柔らかく、霜降りがきめ細かく入っていて、脂肪分にも甘みがあります。

［三重県産］

松阪牛松阪牛

賞品番号┃ 801-01
松阪牛 すき焼き用
　

●セット内容／モモ450g
●牛肉／三重県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 801-02
松阪牛 しゃぶしゃぶ用
　

●セット内容／モモ450g
●牛肉／三重県産
●賞味期限／冷凍30日

（801-01イメージ）

おすすめ品

おすすめ品
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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、

様々な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。

［兵庫県産］

但馬牛但馬牛

賞品番号┃ 802-01
但馬牛 
ミニステーキ用
　

●セット内容／モモ110ｇ×4
●牛肉／兵庫県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 802-02
但馬牛 
焼肉用
　

●セット内容／モモ・バラ500g
●牛肉／兵庫県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 802-03
但馬牛 
すき焼き用
　

●セット内容／肩肉550g
●牛肉／兵庫県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 802-07
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／肩ロース肉・バラ肉
各300g、モモ肉400g、ゆずポン
酢・ごまだれ各50g×4 
●豚肉／鹿児島県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 802-04
鹿児島県産黒毛和牛・黒豚 
ミニロールステーキ
　

●セット内容／黒毛和牛ミニロー
ルステーキ50g×10、黒豚ミニロ
ールステーキ50g×9 
●牛肉・豚肉／鹿児島県産
●加工地／鹿児島県
●賞味期限／冷凍30日 

賞品番号┃ 802-05
鹿児島県産黒毛和牛・黒豚 
バラエティーセット
　

●セット内容／黒毛和牛（すき焼
き用）肩肉350g、黒豚（しゃぶし
ゃぶ用）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 
●牛肉・豚肉／鹿児島県産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 802-06
鹿児島県産黒豚 
味噌漬
　

●セット内容／ロース味噌漬
100g×10 
●豚肉／鹿児島県産 
●加工地／鹿児島県
●賞味期限／冷凍30日

（802-02イメージ）
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賞品番号┃ 803-03
上州牛 サーロインステーキ用
　

●セット内容／サーロインステー
キ用180g×3
●牛肉／群馬県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 803-04
上州牛 すき焼き用
　

●セット内容／肩ロース肉600g 
●牛肉／群馬県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 803-05
上州牛 焼肉用
　

●セット内容／肩ロース肉600g 
●牛肉／群馬県産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 803-01
前沢牛 すき焼き用
　

●セット内容／肩肉400g
●牛肉／岩手県産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 803-02
前沢牛 焼肉用
　

●セット内容／バラ肉400g
●牛肉／岩手県産 
●賞味期限／冷凍30日

岩手県の冷涼で穏やかな気候の中、高い飼育技術で愛情を注いで育てた「前沢牛」。全

国肉用牛枝肉共励会で幾度も名誉賞に輝いた黒毛和牛です。鮮やかな霜降りととろける

ような食感をご堪能ください。

利根川水系の豊富な水資源と上毛三山（赤城山・榛名山・妙義山）に囲まれ、畜産の盛

んな地として知られる群馬県。その肉牛のおいしさは主に関東地域で親しまれてきまし

た。今では地域銘柄牛として、その地で肥育され、質の基準を満たしたものだけを「上州

牛」と呼び全国に広がっています。

［岩手県産］

［群馬県産］

前沢牛

上州牛

前沢牛

上州牛
（803-01イメージ）

（803-04イメージ）
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賞品番号┃ 804-01
〈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500g、ローストビーフ
ソース×5 ●加工地／新潟県

賞品番号┃ 804-06
〈鎌倉ハム富岡商会〉 鎌倉ハムギフト

　

●セット内容／特選ロースハム380ｇ、特選ボンレ
スハム290g、ローストポーク（ロース）230ｇ、鎌
倉焼（焼豚）300ｇ ●加工地／神奈川県
●賞味期限／冷蔵45日

賞品番号┃ 804-05
〈鹿児島・ナンチク〉 鹿児島黒豚ハム詰合せ

　

●セット内容／黒豚炭火焼豚200g×2、黒豚ボン
レスハム250g、黒豚炭焼コロコロ120g×2、黒
豚生ハム50g×2、黒豚荒挽きウインナー120g 
●加工地／鹿児島県 ●賞味期限／冷蔵30日

賞品番号┃ 804-07
〈北海道・かみふらの工房〉 ふらのハムギフト

●セット内容／ロースハム・ペパーポークハム・ベー
コン各300g、ショルダーハム300g×2、あらびき
ウインナー130g 
●加工地／北海道 ●賞味期限／冷蔵50日

賞品番号┃ 804-08
〈佐賀・田嶋ハム工房〉 
こだわりハム・ソーセージ詰合せ
●セット内容／ロースハムブロック300g×3、ベー
コンブロック250g×2、プレーンウインナー125g（5
本入）、黒胡椒ウインナー125g（5本入）、フラン
クフルト180g（3本入）、ボロニアソーセージ180g
●加工地／佐賀県  

賞品番号┃ 804-04
〈プリマハム〉 岩手ハムギフト

　

●セット内容／ホワイトロースハム400g、ボンレス
ハム340g、焼豚300g、ミートローフ・パストラミ
ポーク各280g ●加工地／岩手県 
●賞味期限／冷蔵60日

賞品番号┃ 804-02
鹿児島県産黒毛和牛・黒豚ハンバーグと
黒豚ミンチカツ詰合せ
●セット内容／黒毛和牛・黒豚ハンバーグ80g×
12、黒豚ミンチカツ80g×12 ●牛肉・豚肉／
鹿児島県産 ●加工地／鹿児島県 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 804-03
〈愛知・三和〉 純鶏名古屋コーチン
正肉セット
　

●セット内容／モモ肉・ムネ肉×各4枚、ささみ・手
羽先×各4本 1,540g ●鶏肉／愛知県産 
●賞味期限／冷蔵8日

（804-05イメージ）

（804-08イメージ）

（804-01イメージ）

（804-03イメージ）
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賞品番号┃ 805-07
博多辛子明太子
　

●セット内容／辛子明太子800g
（16～20本） ●スケトウダラの卵
／ロシア産 ●賞味期限／冷凍
30日

賞品番号┃ 805-09
味付け数の子
●セット内容／味付け数の子
110g×6 ●ニシンの卵／アメリ
カ産 ●加工地／北海道 ●賞味
期限／冷凍30日

賞品番号┃ 805-01
北海道襟裳産 活蒸毛がに
●セット内容／活蒸毛がに500g×2
●毛がに／北海道産
●賞味期限／冷凍90日

賞品番号┃ 805-08
甘塩たらこ・明太子詰合せ
 

●セット内容／たらこ（無着色）・
明太子（無着色）各150g×3 
●スケトウダラの卵／ロシア又
は、アメリカ産 ●賞味期限／冷
凍60日

（805-09イメージ）

賞品番号┃ 805-05
ゆでずわいがに脚
 

●セット内容／ゆでずわいがに脚2㎏ 
●ずわいがに／ロシア又は、カナダ又は、アメリカ産 
●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 805-06
しゃぶしゃぶ用 生ずわいがに脚
●セット内容／生ずわいがに脚500g×2 
●ずわいがに／ロシア又は、カナダ又は、アメリカ産 
●賞味期限／冷凍60日 

賞品番号┃ 805-04
ゆでたらばがに肩・脚
 

●セット内容／ゆでたらばがに肩・脚600g×2 
●たらばがに／ロシア又は、アメリカ産 
●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 805-03
ゆでたらばがに脚（セイロ入）
 

●セット内容／ゆでたらばがに脚800g（セイロ入） 
●たらばがに／ロシア産 ●賞味期限／冷凍30日  

賞品番号┃ 805-02
かに三昧
 

●セット内容／ゆでずわいがに姿400g、ゆで毛
がに姿350g、ゆでたらばがに肩・脚600g
●ずわいがに／ロシア又は、カナダ産、毛が
に／北海道産、たらばがに／ロシア又は、アメ
リカ産 ●賞味期限／冷凍60日

（805-03イメージ）（805-01イメージ）
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賞品番号┃ 806-05
本まぐろ刺身詰合せ
●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 
●加工地／神奈川県 ●賞味期限／冷凍10日 

賞品番号┃ 806-06
〈静岡・山政〉 炭火焼本まぐろあぶりトロ・
あぶりまぐろ詰合せ
●セット内容／本まぐろあぶりトロ×2（240g）、めば
ちまぐろあぶり×3～4（340g）、本わさび×1、あぶり
トロたれ90㎖ ●加工地／静岡県
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 806-02
とらふぐぶつ切り（ちり鍋用）
●セット内容／とらふぐぶつ切り
500g、ふぐ白子豆腐130g、と
らふぐ皮入生つみれ160g、と
らふぐヒレ5枚、ふぐポン酢
100㎖、もみじおろし10g×3 
●とらふぐ／長崎県又は、熊本
県産（養殖） ●加工地／山口県 
●賞味期限／冷凍90日 

賞品番号┃ 806-03
燻製職人セット
●セット内容／海峡サーモン120g×3、鯖の冷
燻170g×2、帆立の冷燻70g×3 
●加工地／青森県

賞品番号┃ 806-04
北海道産サーモン 柵造り刺身用
　

●セット内容／秋鮭・時鮭各150g×3 ●秋鮭・時鮭
／北海道産 ●賞味期限／冷凍90日

（806-04イメージ）

（806-07イメージ）

（806-01イメージ）

賞品番号┃ 806-08
鮭寒風干切身詰合せ
●セット内容／銀鮭寒風干切身・紅鮭寒風干切
身各800g ●銀鮭／チリ産、紅鮭／ロシア産 
●加工地／宮城県 ●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 806-07
〈静岡・山政〉 炭火焼鰹たたき・
炭火焼びんながまぐろたたき詰合せ
●セット内容／炭火焼鰹たたき×3（1,350g）、炭
火焼びんながまぐろ×2（500g）、たれ20㎖×9、し
ょうが3g×6、醤油5㎖×5 ●鰹・びんながまぐろ／
静岡県産 ●加工地／静岡県 ●賞味期限／冷
凍30日 
※パッケージデザインが変更になる場合がございます。

賞品番号┃ 806-10
長崎対馬の煮あなご
●セット内容／煮あなご200g×5 ●あなご／
長崎県産 ●賞味期限／冷凍90日

賞品番号┃ 806-09
冷凍車海老（養殖）
 

●セット内容／車海老380g（30～36本）、ぽん
酢200㎖ ●車海老／熊本県又は、沖縄県産（養
殖） ●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 806-01
とらふぐ刺身セット
　

●セット内容／とらふぐ刺身90g
（24 ㎝ プ ラ 皿 ）、とら ふ ぐ 皮
30g、ふぐポン酢100㎖、もみじ
おろし10g×4、小ネギ ●とらふ
ぐ／長崎県又は、熊本県産（養
殖） ●加工地／山口県 
●消費期限／冷蔵4日

（806-09イメージ）
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賞品番号┃ 807-03
〈福岡・博多華味鳥〉 
水たきセット
●セット内容／水たきスープ600g×4、華味鳥切り身300g×2、
華つくね200g×2、ちゃんぽん麺180g×2、柚子胡椒30g×2、
博多ぽん酢220㎖×2 ●加工地／福岡県・佐賀県 ●鶏肉／国産 
●賞味期限／冷凍50日 

賞品番号┃ 807-05
山陰の味 一夜干詰合せ
●セット内容／エテカレイ・アジ開き・ノドグロ開き×各3、ハタハ
タ丸干し×5、白いか×2 ●エテカレイ・アジ・ノドグロ・ハタハ
タ・白いか／山陰沖 ●加工地／日本 ●賞味期限／冷凍40日

賞品番号┃ 807-02
天然くえ 鍋用
●セット内容／くえ320g、ポン酢200㎖、もみじおろし×4 
●くえ／九州近海 ●加工地／福岡県 ●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 807-01
天然鮭スモーク詰合せ
　

●セット内容／紅鮭スモークスライス・秋鮭スモークスライス各200g
×2 ●紅鮭／ロシア産、秋鮭／北海道産 ●加工地／北海道
※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。

賞品番号┃ 807-04
西京漬詰合せ
●セット内容／銀だら西京漬・金目鯛西京漬・さわら西京漬・サーモン
トラウト西京漬各90g×3 ●加工地／神奈川県 ●賞味期限／
冷凍60日

（807-02イメージ）

（807-03イメージ）

（807-01イメージ）

（807-04イメージ） （807-05イメージ）
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賞品番号┃ 808-01
紀州南高梅セット
　

●セット内容／ハチミツ入梅干1kg（3L粒）塩分約7％、しそ漬梅干
1kg（梅干800g、しそ葉200g）3L粒、塩分約18％ ●梅／和歌山
県産

賞品番号┃ 808-07
〈静岡・山政〉 本節けずり  だしまかせ 日高昆布詰合せ

　

●セット内容／本節けずり（3g×23）×2、だしまかせ5g×28、日高昆布200g×1 
●加工地／静岡県

賞品番号┃ 808-03
梅の吟味セット
　

●セット内容／ハチミツ入梅干400g（3L粒）塩分約7％、しそ風味梅干400g
（2L粒）塩分約8％、しそ漬梅干400g（梅干350g、しそ葉50g）2L粒、塩分
約18%、黒糖漬梅干400g（3L粒）塩分約7% ●梅／和歌山県産

賞品番号┃ 808-04
北海道産昆布詰合せ
　

●セット内容／羅臼昆布・利尻昆布各250g ●加工地／北海道

賞品番号┃ 808-06
特別誂え味噌
　

●セット内容／特別誂え味噌4kg（豊穣茜みそ・豊穣糀みそ）各2kg ●加工地
／長野県

賞品番号┃ 808-05
〈寛文五年堂〉 いなにわ手綯うどん
●セット内容／いなにわ手綯うどん140g×20 ●加工地／秋田県

賞品番号┃ 808-02
信州八割蕎麦
●セット内容／信州八割蕎麦200g×20 ●加工地／長野県

（808-01イメージ） （808-02イメージ）

（808-06イメージ） （808-07イメージ）
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Variety Foods

賞品番号┃ 809-02
手づくりのお惣菜 
ビーフステーキガーリックライス
●セット内容／ビーフステーキガーリックライス200g
×10 ●加工地／静岡県
※パッケージデザインが変更になる場合がござい
ます。

賞品番号┃ 809-05
中華風あわび姿煮
●セット内容／あわび姿煮×2（計180g）、貝柱入オイスター
ソース・焼豚入上湯ソース各100g ●加工地／山梨県

賞品番号┃ 809-03
鹿児島黒豚生餃子
 

●セット内容／黒豚生餃子（16g×12個）×10、
たれ13g×10 ●加工地／鹿児島県 
●賞味期限／冷凍30日 

賞品番号┃ 809-06
〈大阪・活黒〉 
焼さば・あなごの棒鮨セット
●セット内容／焼さば棒鮨280g
×3、あなご棒鮨280g×2 
●加工地／奈良県 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 809-07
鯖寿司・ほたて寿司セット
●セット内容／鯖棒寿司・鯖浜焼
棒寿司・鯖昆布巻寿司・鯖寿司
はちのへ巻・ほたての押し寿司
各300g ●加工地／青森県 
●賞味期限／冷凍90日

賞品番号┃ 809-04
手づくりのお惣菜 洋食セット
●セット内容／ビーフシチュー・
シーフードピラフ・海老ときの
このドリア各250g×2、鶏のク
リーム煮・海の幸のリゾット各
200g×2、ハッシュドビーフ180g
×2 ●加工地／島根県

賞品番号┃ 809-01
手づくりのお惣菜 中華セット
●セット内容／広東風チャーハン200g×3、肉
焼売170g×3、肉団子の甘酢煮130g×3、海
老玉・中華丼の具各150g×2、白身魚の甘酢
あん120g×2 ●加工地／島根県

（809-01イメージ） （809-02イメージ）

（809-04イメージ） （809-05イメージ） （809-06イメージ）
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賞品番号┃ 810-02
エキストラバージンオリーブオイルでつくった
紅鮭フレークと夏ビン長鮪の缶詰詰合せ
●セット内容／アラスカ産紅鮭フレークエキストラバージンオリーブ
オイル仕込190g・夏ビン長鮪エキストラバージンオリーブオイル漬
175g×各4 ●加工地／鮭：北海道、鮪：静岡県

賞品番号┃ 810-01
根室産 さんま味付缶詰詰合せ
●セット内容／さんま味付190g×16 ●加工地／北海道

オ ー ガ ニック フ ード

賞品番号┃ 810-03
北海道のスープセット
●セット内容／コーンスープ160g×8、パンプキンスープ・オニオンスープ各
160g×6  ●加工地／北海道

賞品番号┃ 810-08
愛媛県産オーガニックマーマレード詰合せ
 

●セット内容／有機はるみマーマレード150g×2、有機甘夏マーマレー
ド・有機いよかんマーマレード各150g×3 ●加工地／愛媛県

賞品番号┃ 810-07
有機讃岐手延べそうめん・うどん詰合せ
　

●セット内容／有機讃岐手延べそうめん・有機讃岐手延べうどん各150g×
10 ●加工地／香川県

賞品番号┃ 810-06
長野県産フルーツジャム＆
岡山県産フルーツジャム
●セット内容／長野県産いちご145g×2、岡山県産清水白桃・岡山県産マ
スカットオブアレキサンドリア・岡山県産ニューピオーネ・長野県産あ
んず・長野県産ブルーベリー・長野県産紅玉りんご各145g×1 
●加工地／日本

賞品番号┃ 810-05
有機黒胡麻油4本セット
●セット内容／黒胡麻油225g×4 ●加工地／鹿児島県

（810-03イメージ）

賞品番号┃ 810-09
静岡有機栽培茶
　

●セット内容／有機静岡煎茶85g×8 ●茶葉／静岡県産 ●加工地／
静岡県

賞品番号┃ 810-04
〈ボナミチ〉エキストラバージンオリーブオイル
●セット内容／エキストラバージンオリーブオイル（木箱入）220g×2 
●加工地／イタリア

（810-02イメージ） （810-05イメージ）

102,500玉／500枚
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賞品番号┃ 811-05
長野県産 樹上熟成栽培サンふじ
　

●セット内容／サンふじ5㎏（12～18玉） 
●サンふじ／長野県産
●お申込み期間：8月1日～11月30日、
●お届け期間：12月上旬～12月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 811-01 
宮古島産 キーツマンゴー
●セット内容／キーツマンゴー1.8kg（2～
3玉） ●キーツマンゴー／沖縄県宮古島産
●お申込み期間：5月1日～7月31日、
●お届け期間：8月上旬～8月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 811-02
宮古島産 アップルマンゴー
　

●セット内容／アップルマンゴー2kg（3
～6玉） ●アップルマンゴー／沖縄県宮
古島産 
●お申込み期間：4月1日～6月30日、
●お届け期間：6月下旬～7月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 811-03
静岡県産 クラウンマスクメロン
　

●セット内容／クラウンマスクメロン1.2㎏×2玉 
●クラウンマスクメロン／静岡県産
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 811-07
新潟県産 ル・レクチェ
●セット内容／ル・レクチェ4㎏（10～12玉）  
●ル・レクチェ／新潟県産
●お申込み期間：8月1日～11月15日、
●お届け期間：12月上旬～12月中旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 811-04
山梨県産 水蜜桃
●セット内容／水蜜桃4㎏（16玉） （木箱入）
●水蜜桃／山梨県産
●お申込み期間：4月1日～6月30日、
●お届け期間：7月上旬～8月上旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 811-06
北海道産 夕張メロン
　

●セット内容／夕張メロン1.8㎏×2玉 
●夕張メロン／北海道産
●お申込み期間：3月1日～6月30日、
●お届け期間：7月上旬～7月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

（811-01イメージ） （811-03イメージ）

おすすめ品

（811-04イメージ）

（811-06イメージ）

（811-05イメージ）

（811-07イメージ）
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等の天候不順により、産地が変わる場合がございます。到着後お早
めにお召し上がりください。 



賞品番号┃ 812-05
旬に搾ったとまとジュース
●セット内容／トマトジュース190ｇ×40 ●加工地／北海道

賞品番号┃ 812-04
長野県産果実100％
ストレートジュース詰合せ
●セット内容／長野県産白桃ジュース・長野県産巨峰
ジュース各500㎖×3、長野県産ふじりんごジュース500㎖
×2 ●加工地／長野県
※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。

賞品番号┃ 812-07
横浜三塔物語スイーツ・コーヒーセット 
●セット内容／吟煎400ｇ×6、横浜三塔物語・横浜バ
ウムクーヘン玉楠の木・横浜たまくすチョコパイ・素
焚糖マドレーヌ・フィナンシェバニラ・フィナンシェ 
チョコ・ストロベリーケーキ・オレンジケーキ・メロン
ケーキ・スティックメイプル・スティック紅茶・ブルー
ベリーマフィン・アーモンドフロランタン×各1 
●加工地／神奈川県 ●賞味期限／常温30日

賞品番号┃ 812-08
横浜バラエティーセット 
●セット内容／有機栽培ココア50g×2、職人芸珈琲
1kg（オリジナルブレンド・マイルドブレンド）・美味珈
琲グルメ200g・マカロンクッキー・チョコマカロンクッ
キー・ローズマリークッキー・ココアクッキー・モザイ
ククッキー・セサミクッキー・ピーナッツクッキー・パ
ルミエパイ・横浜菓子物語ミルククッキー（30枚入）・
横浜ロリケット（5個入）・横浜シュガーラスク（12枚入）
×各1 ●加工地／神奈川県 ●賞味期限／常温90日

賞品番号┃ 812-06
SADAJI農法 こだわり掛川煎茶
●セット内容／静岡掛川煎茶100g×10 ●茶葉／
静岡県産 ●加工地／静岡県

賞品番号┃ 812-03
〈和歌山・カネ上農園〉
和歌山県産 有田みかん
　

●セット内容／赤秀7.5kg（MまたはLサイズ）  
●みかん／和歌山県有田産
●お申込み期間：8月1日～12月20日
●お届け期間：11月下旬～12月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 812-01
山形県南陽産 佐藤錦
●セット内容／佐藤錦
500g （バラ詰） 
●佐藤錦／山形県産
●お申込み期間：3月1日～6月5日、
●お届け期間：6月下旬～7月上旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 812-02
〈長崎・川口農園〉 長崎県産 茂木枇杷
●セット内容／茂木枇杷2kg（9房・27～36粒）
（枝付き・木箱入） ●茂木枇杷／長崎県産
●お申込み期間：4月1日～5月15日
●お届け期間：6月上旬～6月中旬
※天候や成育状況などによりお届け期間が
変更となる場合がございます。
※配達日のご指定はご容赦ください。

（812-01イメージ）

おすすめ品

（812-02イメージ）

（812-03イメージ）

（812-04イメージ）

（812-05イメージ）

（812-06イメージ）
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賞品番号┃ 813-04
シェーナ タンブラーMセット
　

●セット内容／タンブラー4 ●サイズ／約高さ17.5×径5.5cm、
容量約280mℓ ●素材／ガラス ●ポーランド製
※手作り品の為、柄・サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 813-03
ル・クルーゼ ラムカン・ダムール

（S・フタ付き）4個セット
　

●セット内容／ラムカン・ダムール（S・フタ付き）4 ●サイズ／約高さ8.2（フタ
含む）×幅9.5×奥行9㎝ ●素材／ストーンウェア ●中国製
※電子レンジ可、オーブン可。アイデア次第で使い方いろいろです。
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 813-01
研磨マイスター 
ステンレスWカップ260㎖木箱入2個セット
　

●セット内容／カップ2 ●サイズ／約高さ9.6×径7.5㎝、容量約260㎖、重
量約170g ●素材／18-8ステンレス ●日本製 

賞品番号┃ 813-10
砥部焼 呉須唐草中鉢・ソバチョコ揃
　

●セット内容／中鉢1、ソバチョコ5 ●サイズ／中鉢：約高さ7×径19㎝、ソ
バチョコ：約高さ7×径8㎝ ●素材／磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が多少異なる場合があります。電子レン
ジ可。

賞品番号┃ 813-08
手塗うるし 8.0 深鉢
　

●サイズ／約高さ10.5×径24㎝ ●素材／木粉入フェノール樹脂・漆塗（手
塗うるし） ●日本製
※電子レンジ不可。

賞品番号┃ 813-09
砥部焼 呉須唐草飯碗揃
　

●セット内容／飯碗5 ●サイズ／約高さ6×径11㎝ ●素材／磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電子レンジ可。

賞品番号┃ 813-11
メプラ アンブレイカブルエスプレッソ5個セット
●セット内容／カップ、ソーサー、スプーン各5 ●サイズ／カップ：約高さ5.6×
径5.5cm、容量約84mℓ、ソーサー：約高さ1.4×径12cm、スプーン：全長
約11.4cm ●素材／カップ＆ソーサー：ポリカーボネート、スプーン：18-10ス
テンレス鋼 ●イタリア製
※電子レンジ可（カップ＆ソーサーのみ）

賞品番号┃ 813-12
IH対応ハンドル着脱式マーブル鍋4点セット
●セット内容／鍋16㎝、鍋18㎝、いため鍋21㎝、フライパン24㎝、ガラス蓋
16㎝、ガラス蓋18㎝、着脱ハンドル各1 ●サイズ／鍋16㎝：約高さ7.9×径
16㎝、厚み約2.6㎜、容量約1.5ℓ、重量約340g、鍋18㎝：約高さ8.7×径
18㎝、厚み約2.6㎜、容量約1.8ℓ、重量約440g、いため鍋21㎝：約高さ7
×径21㎝、厚み約2.6㎜、重量約440g、フライパン24㎝：約高さ5.4×径
24㎝、厚み約2.6㎜、重量約480g、ガラス蓋16㎝：約高さ3.6×径17.1㎝、
重量約270g、ガラス蓋18㎝：約高さ3.6×径19.2㎝、重量約340g、着脱
ハンドル：全長約19.3㎝、重量約170ｇ ●素材／鍋・フライパン/本体：アル
ミニウム合金（フッ素樹脂加工・マーブルコート）、底部：ステンレス鋼、ガラス
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。

賞品番号┃ 813-07
燕三 純銅急須＆茶筒セット
　

●セット内容／急須、茶筒、茶さじ各1 ●サイズ／急須：約高さ8×径9.6㎝、
容量約345ｍℓ、重量約200g、茶筒：約高さ11×径9㎝、重量:約310g、
茶さじ：約タテ8×ヨコ3.9㎝、重量約20g ●素材／急須：純銅、茶筒：純銅、
中筒：スチール、茶さじ：純銅 ●日本製

賞品番号┃ 813-05
ダンテ ワイングラスセット
　

●セット内容／ワイングラス4 ●サイズ／約高さ23×径7.5㎝（口径約5.5㎝）、
容量約300㎖ ●素材／ガラス ●ポーランド製
※手作り品の為、サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 813-02
セラミカ ドヌーブ ティーポットセット
　

●セット内容／カップ、ソーサー各2、ティーポット1 ●サイズ／カップ：約高さ6
×径9.2㎝、容量約230㎖、ソーサー：約高さ2×径15㎝、ティーポット：約高
さ15×幅17.5×奥行11.5㎝、容量約700㎖ ●素材／陶器 ●ポーランド製 
※電子レンジ可。手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。
ティースプーン2本付。

賞品番号┃ 813-06
ダンスク 
アラベスク サラダプレート＆マグ ペアセット
　

●セット内容／サラダプレート、マグ各2 ●サイズ／サラダプレート：約高さ2.5
×径20㎝、マグ：約高さ11×径8㎝、容量約320㎖ ●素材／磁器 ●スリラ
ンカ製
※電子レンジ可。手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。
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賞品番号┃ 814-05
濃州孫六作 料理包丁4点セット
　

●セット内容／三徳包丁、牛刀包丁、小三徳包丁、ペティー
ナイフ各1 ●サイズ／三徳包丁：全長約29㎝、刃渡約17
㎝、重量約110g、牛刀包丁：全長約29㎝、刃渡約17㎝、
重量約110g、小三徳包丁：全長約27㎝、刃渡約15㎝、
重量約105g、ペティーナイフ：全長約23.5㎝、刃渡約
12.5㎝、重量約60g ●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）
※握りやすさ、使いやすさを追求した太めのハンドルの包丁
です。

賞品番号┃ 814-04
ロップ・タック 深型両手鍋
　

●サイズ／約高さ20×径19㎝、厚み約2.6㎜、容量約4ℓ、
重量約1.8㎏ ●素材／本体：アルミニウム合金（セラミック
塗装）、底部：ステンレス鋼、フタ：耐熱ガラス、取手：フェノー
ル樹脂・ABS樹脂 ●韓国製
※電磁調理器200V可。簡単・省エネの減圧鍋です。減
圧による真空効果で味がじっくり染み込みます。レシピブッ
ク付。

賞品番号┃ 814-06
MVS フルメタル包丁3点セット
　

●セット内容／三徳包丁、パン切りナイフ、ペティーナイフ各
1 ●サイズ／三徳包丁：全長約29cm、刃渡約17cm、重
量約125g、パン切りナイフ：全長約31cm、刃渡約19cm、
重量約130g、ペティーナイフ：全長約24cm、刃渡約
13.5cm、重量約80g ●素材／刃部：ハイカーボンステンレ
ス刃物鋼、柄：ステンレススチール ●三徳包丁：本体：中
国製（刃付け加工：日本）、パン切りナイフ：中国製、ペティ
ーナイフ：本体：中国製（刃付け加工：日本）

賞品番号┃ 814-07
メプラ フライパン（22cm）
　

●サイズ／約高さ12×径22cm、本体厚み約0.8mm、底部
厚み約4.6mm、重量約1.3kg ●素材／本体：18-10ステ
ンレス鋼（フッ素樹脂加工）、底部：18-0ステンレス鋼・アル
ミニウム、フタ：強化ガラス ●イタリア製
※電磁調理器200V可。

賞品番号┃ 814-08
肴七味 ステンレス製卓上鍋セット
　

●セット内容／本体、お玉、ボール、目皿各1 ●サイズ／本
体：約高さ13.5×径27.3㎝、厚み約1㎜、容量約3ℓ、重
量約800g、お玉：全長約23.3㎝、ボール：約高さ4.5×径
20㎝、重量約570g、目皿：約高さ3.5×径21.7㎝、重量
約160g ●素材／本体：ステンレス鋼、お玉：アルミニウム、
ボール：磁器、目皿：ステンレス鋼 ●日本製 ※卓上鍋：電
磁調理器200V可。調理時は取手が熱くなりますので、鍋
つかみ等をご使用ください。

目皿セット時

賞品番号┃ 814-11（クリーム）
賞品番号┃ 814-12（パープル）
ラッセルホブス ヘリテージ ケトル
　

●サイズ／約高さ27.5×幅24.5×奥行21.5㎝、容量約1.8ℓ、重量約1.1㎏、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-1200W。丸みのあるシンプルなフォルム。たっぷりの湯量（約1.8ℓ）で安
定感のあるケトル。オートオフ機能、空焚き防止機能付。ロゴデザインが一部変更になる
場合がございます。

賞品番号┃ 814-14
ラッセルホブス 
ウォーターフィルターケトル
●セット内容／本体、ブリタマクストラカートリッジ各1 ●サイズ／本
体：約高さ24.5（ベース含まず）×幅25×奥行16.5㎝、容量約1ℓ、
重量約1.1kg（ベース含まず）、コード約1.3m ●素材／ポリプロピ
レン ●中国製（カートリッジ：ドイツ製）
※電源/100V-1200W。ドイツの浄水器ブランドBRITAとのコラ
ボレーションケトル。オートオフ機能付。カートリッジの交換時期を
表示するBRITA MEMO付きなので、交換時期が一目でわかりま
す。空焚き防止機能付。

賞品番号┃ 814-10
象印 オーブントースター
　

●サイズ／約高さ23.5×幅40×奥行28㎝、重量約3.7㎏、コード
約1.2m ●素材／塗装鋼鈑 ●中国製 
※電源/100V-1000W。上下遠赤外線ヒーター。メニュー広がる

「80℃～高温250℃温度調理」はずせるとびら・はずせる焼き網・
スライド式くず受け皿・15分タイマー。

賞品番号┃ 814-13
象印 ミル付コーヒーメーカー 珈琲通
●サイズ／約高さ31×幅28×奥行16.5㎝、容量約810㎖、重量
約2.5㎏、コード約1.3m ●素材／ポリプロピレン、ほうけい酸ガラ
ス ●中国製
※電源/100V-650W。コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダ
ブル加熱95℃抽出」フィルターケースとジャグが分離していて注ぎ
やすい構造です。

賞品番号┃ 814-09
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、重量約2.1
㎏、コード約1.9m ●素材／印刷鋼板 ●中国製
※電源/100V-1000W。160℃～200℃の油温調節機能。お
手入れらくらくのフッ素樹脂加工内容器。引っ掛けてもすぐ本体か
らはずれるマグネットプラグ付。

814-12

814-11

賞品番号┃ 814-01
燕三 ハンドル着脱式鍋

（18・20㎝）セット
　

●セット内容／鍋18㎝、鍋20㎝、兼用フタ、着脱ハンドル各1 ●サ
イズ／鍋18㎝：約高さ8.3×径18㎝（持手含まない）、厚み約1.5
㎜、容量約2.1ℓ、重量約640g、鍋20㎝：約高さ8.8×径20㎝（持
手含まない）、厚み約1.5㎜、容量約2.8ℓ、重量約760g、兼用フ
タ：約高さ3.4×径22.2㎝、重量約195g、着脱ハンドル：全長約
19㎝、重量約155g ●素材／鍋本体：18-0ステンレス鋼、フタ：
18-8ステンレス鋼、持手：フェノール樹脂 ●日本製
※電磁調理器200V可。兼用フタ、ハンドル付。ハンドルが着脱
式なので、コンパクトに収納ができます。

賞品番号┃ 814-02
クックトップ 丸 浅型（24㎝）
　

●サイズ／約高さ11.5（フタ含む）×径24㎝（持手含まな
い）、容量約2ℓ、重量約4.6㎏ ●素材／鋳鉄 ●日本製 
※直火可、電磁調理器200V可。鉄器は、ゆっくり優しく熱
が鍋全体に均一に伝わり、蓄熱効果が高いので、食材の
旨味を逃さず、すき焼きや煮魚も形を崩しにくく美味しく調理
します。フタには蒸気穴があるので、蒸し料理にも便利です。
調理時は取手が熱くなりますので、鍋つかみ等をご使用くだ
さい。

賞品番号┃ 814-03
IH対応
オーバルスチームグリラーセット
　

●セット内容／スチームグリラー、ターナー各1 ●サイズ／
スチームグリラー：約高さ11（フタ含む）×幅33×奥行25㎝

（持手含まない）、厚み約7㎜、重量約2.64㎏、ターナー：
約タテ17.9×ヨコ22㎝、重量約95g ●素材／スチームグリ
ラー/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、持手：フェノール樹脂、ター
ナー：18-8ステンレス鋼 ●本体：韓国製、ターナー：日本製 
※電磁調理器200V可。
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賞品番号┃ 815-11
胡蝶蘭ホワイト（造花）
●サイズ／約高さ60㎝、鉢サイズ：約径18㎝ 
●本体：中国製、鉢：日本製、加工・組立：日本
※造花の胡蝶蘭になります。

賞品番号┃ 815-08
スタンド式人体型アイロン台 替えカバー付
●サイズ／約高さ25～78×幅90×奥行37㎝、重量約4.2㎏（収納
時：約高さ5×幅109×奥行37㎝） ●素材／表面布：ポリエステル
65％・綿35％、天板・脚部：スチール（粉体塗装）、クッション材：ポリ
エステル、アイロン置き台：スチール（クロームメッキ）、キャップ：ポリエ
チレン、ボタンプレスゾーン：ポリウレタンフォーム ●中国製
※簡易組立。好みの高さを13段階に調節可能。ボタンプレスゾーン
を使えば、ボタン周りも素早く仕上がります。替えカバー1枚付。

賞品番号┃ 815-05
カシオ ウェーブセプター 掛時計
　

●サイズ／約高さ39.2×幅17.3×奥行3.6㎝、重量約800g ●素
材／ABS樹脂 ●中国製
※電源/単2乾電池×2付属（モニター用）、壁掛式。電波時計、
マンスリーカレンダー、六曜表示機能。温度/湿度計、月ごとに変
わる「野鳥のさえずり」時報付き。縦長の柱時計風デザイン。

賞品番号┃ 815-02（ホワイト）
賞品番号┃ 815-03（ブラウン）
ダストボックス（ペントレー付）
　

●セット内容／ダストボックス、ペントレー各1 ●サイズ／本体：約高さ60×幅19×奥行32㎝、
重量約3.4㎏、ペントレー：約高さ1×幅22×奥行6㎝ ●素材／本体：繊維板、扉：シナ合板、
ペントレー：ウォールナット ●日本製
※パカパカ揺れる扉から、ゴミを捨てます。中は、袋掛けがあり、ゴミ袋がセットできます。ウォー
ルナット製のペントレー付です。

815-03

815-02

賞品番号┃ 815-13
舞花（造花）
●サイズ／約高さ50㎝、鉢サイズ：幅12×奥行12㎝ 
●本体・鉢：中国製、加工・組立：日本
※造花のアレンジメントフラワーになります。

賞品番号┃ 815-04
ウォールナット ウォールクロック
　

●サイズ／約径29.5×厚み4㎝、重量約660g ●素材／ウォールナ
ット材、MDF（繊維板）、ガラス ●日本製（ムーブメント：中国製） 
※電源/単3乾電池×1付属（モニター用）、壁掛式。天然木を使用
している為、木目の出方が一つひとつ異なります。連続秒針。

賞品番号┃ 815-01
エコステップ1ダストビンL
●サイズ／約高さ63.5×幅26.5×奥行46㎝、重量約
5.5㎏ ●素材／スチール、ポリプロピレン ●中国製 
※スタイリッシュなダストビン。ゆっくり蓋が閉まります。
内容器容量約30ℓ。ゴミ袋ホルダー付。

賞品番号┃ 815-09
マルチオープンラック
●サイズ／約高さ63.4×幅74.4×奥行26.3㎝、重量
約14.3㎏ ●素材／プリント紙化粧繊維板 ●マレーシ
ア製 
※天板耐荷重約2㎏。お客様組立品。

賞品番号┃ 815-10
パキラ7号鉢
●サイズ／約高さ80㎝、鉢サイズ：径約21㎝ ●日本製 
※パキラの形状は一つひとつ異なります。バスケットの
デザインが変わる場合がございます。ずんぐり幹に、手
を広げたような葉が魅力の観葉植物です。

賞品番号┃ 815-12
アルデシア（造花）
●サイズ／約高さ90㎝、鉢サイズ：径約18.5㎝ 
●本体：中国製、鉢：日本製、加工・組立：日本 
※造花の観葉植物になります。

賞品番号┃ 815-06（ブラウン）
賞品番号┃ 815-07（ホワイト）
ツインバード LEDベッドライト
　

●サイズ／約高さ10.5×幅6.5×奥行10㎝、重量約490g、コード約1.8m ●素材／本体・給電台：ABS樹脂、ジョ
イント部：ポリアセタール、可動板：冷間圧延鋼板 ●中国製 
※電源/100V-2.8W、単4乾電池×4（別売）。ACアダプタ付属。消費電力：強点灯時2.8W・中点灯時1.3W・
弱点灯時0.6W・消灯時0.5W、光源：1W白色パワーLED×1灯。就寝前の読書に最適な照度と配光を実現。
操作のしやすい大型スイッチで操作性を向上。集光・拡散切替。1時間後に自動消灯するスリープタイマー機能付。

815-06

815-07
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賞品番号┃ 816-08
ブリヂストン エンジェルピロー
　

●サイズ／約タテ30×ヨコ50×厚み7～10㎝、重量約
700g ●素材／側地：ポリエステル100％、詰物：高通気
低反発ウレタンフォーム ●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。

賞品番号┃ 816-07
ブリヂストン 高通気低反発枕
　

●サイズ／約タテ30×ヨコ50×厚み7～10㎝、重量約
640g ●素材／側地：（パイル部）綿100％、（基布部）
ポリエステル100％、詰物：高通気低反発ウレタンフォー
ム ●日本製（側地：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。

賞品番号┃ 816-09
カラー綿毛布（シルク混）
　

●サイズ／約タテ200×ヨコ140cm、重量約1.1kg ●素
材／綿85％・シルク15％ ●日本製

賞品番号┃ 816-10
ドクター・スミス
メディカル炭わた入敷パッド
　

●サイズ／約タテ200×ヨコ100㎝、重量約1㎏ ●素材
／表地：パイル：綿100％、グランド：ポリエステル65％・
綿35％、裏地：ポリエステル65％・綿35％、中わた：ポリ
エステル100％（炭分散コートわた入り） ●日本製 
※炭を粉末にして、ポリエステルわたに全面コーティングし
た“炭わた”を本体内部に使用したパッドです。色落ちしにく
い炭わたに仕上げていて、ご自宅で手洗いもできます。

賞品番号┃ 816-13
ブリヂストン 五つ折り
バランスマットレス
●サイズ／約タテ200×ヨコ97×厚み4㎝、重量約2.4㎏（詰物1.6㎏） ●素材／側地：ポリエステル65％・綿35
％、詰物：ウレタンフォーム ●日本製（側地：中国製）
※体圧のかかりやすい腰の部分を硬めにする事でラクな寝姿勢を保てるようにしました。収納時は5つ折りタイプ
なので場所をとりません。

賞品番号┃ 816-12
ヘリンボン・ウールミックス
コットンブランケット
●サイズ／約タテ200×ヨコ140㎝、重量約1.25㎏ ●素
材／綿85％ ・毛15％ ●日本製

賞品番号┃ 816-11
東京西川 毛布・敷き毛布セット
●セット内容／毛布、敷き毛布各1 ●サイズ／毛布：約タ
テ200×ヨコ140㎝、重量約900g、敷き毛布：約タテ
205×ヨコ100㎝、重量約600g ●素材／毛布・敷き毛
布：ポリエステル100％ ●中国製 
※同じ柄の毛布と敷き毛布のセットです。毛布は軽量タイ
プ、敷き毛布は四隅ゴム付きで敷きふとんなどにも簡単に
セットできます。

（折畳時）

（展開時）

賞品番号┃ 816-03
ツインバード 空気清浄機
ファンディファインヘパ
　

●サイズ／約高さ43×幅41×奥行14㎝、重量約4㎏、コード約
2m ●素材／本体：ポリスチレン、フロントカバー：ABS樹脂 ●中
国製 
※電源/100V-49W。HEPAフィルター採用＆12畳対応（目安）。
タバコの臭いやペットなどに便利な脱臭フィルター。静音・標準・
強の3段切替モード。便利な3時間タイマー付。

賞品番号┃ 816-04
ツインバード 
ハンディーイオンスチーマー
　

●サイズ／約高さ12×幅35.5×奥行10㎝、重量約900g、コード
約2.5m ●素材／本体：ポリカーボネート・エラストマー、タンク：ポ
リプロピレン、スチーム噴出口：ステンレス鋼、スタンド・計量カップ：
ポリプロピレン ●中国製
※電源⊘100Vー600W。タンク容量（約）：100㎖、定格時間：
20分、アイロン台不要。電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで
連続スチーム。衣類がビショビショになりにくいイオンスチーム採用。
テカリや静電気、防虫剤やタバコ臭対策にもお勧め。着脱式衣類
ブラシ、スタンド、計量カップ付。

賞品番号┃ 816-02
ツインバード 
毛トラッシュ AC ハンディークリーナー
　

●サイズ／約高さ16×幅16.5×奥行42㎝、重量約1.4㎏、コード
約5m ●素材／本体：ABS樹脂・収納台・すきまノズル：ポリプロ
ピレン、吸込口ホース：ポリプロピレン・LDPE・EVA樹脂、毛トラッ
シュブラシ：ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー ●中国製
※電源/100V－250W。集じん方式：サイクロン式、集じん容量：
約0.3ℓ、吸込仕事率：60W、ペットの毛を効率よくかき出す「毛ト
ラッシュブラシ」。軽量コンパクトでありながら吸込仕事率パワフル。
狭い場所でもホースを使って効率よくお掃除できます。毛トラッシュ
ブラシを使いやすくする吸込口ホース付。

賞品番号┃ 816-01
ツインバード 
コードレスハンディークリーナー 
サットリーナサイクロン
　

●サイズ／約高さ17×幅32×奥行47㎝（収納時）、重量約2.1㎏、
コード約1.8m ●素材／ABS樹脂、ポリプロピレン ●中国製 
※電源/100V-6W、充電式。集じん方式/サイクロン式、集じん容
量約0.45ℓ。豊富なアタッチメント付属。吸込口ホースで自動車な
どの掃除に対応。6時間充電（連続使用時間約10分）・充電終了
をLED消灯でお知らせ。

賞品番号┃ 816-05
カシオ ミニキーボード
　

●サイズ／約タテ21.1×ヨコ60.4×厚み5.7㎝、重量約1.4㎏（乾電池含まず） ●素材／ポリスチレ
ン ●中国製
※電源/単3乾電池×6（別売）、専用ACアダプター（別売）。44ミニ鍵盤・最大同時発音数8音・
100音色・50パターン（曲想）・10ソングバンク（内蔵曲）。小さなボディでどこでも手軽に楽しく弾ける
ミニキーボード。

賞品番号┃ 816-06
カシオ スタンプメーカーポムリエ スタンプセット
　

●サイズ／約タテ8.2×ヨコ12.3×厚み6㎝、重量約305g ●素材／ABS樹脂 ●中国製 
※写真入りスタンプやフルネームスタンプを簡単作成、USB接続、接続機器OS：WindowsⓇ 8.1/
WindowsⓇ 8/WindowsⓇ 7/Windows VistaⓇ/WindowsⓇ XP SP3。付属品：ACアダプター、
パソコンリンクソフト、スタンプキット15×15㎜及び15×30㎜、専用インク（ブラック）、専用USBケー
ブル。
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賞品番号┃ 817-08
フリーウェイ
ソーラーレディースウオッチ
　

●サイズ／約タテ2.4×ヨコ2.3×厚み0.9㎝、手首回り約12
～17.5㎝ ●素材／ステンレス鋼 ●中国製（ムーブメント：日
本製） 
※5気圧防水。手首回り調整可。文字盤の数字と秒針に
ハートをあしらったかわいいスタイルの角型ファッションレディー
スウオッチ。調整はお客様ご自身にてお願いいたします。

賞品番号┃ 817-01（9号）

賞品番号┃ 817-02（11号）

賞品番号┃ 817-03（13号）

ファルチニューヨーク 
スパイラルリング
　

●サイズ／9号、11号、13号、重量各約5.7g ●素材／シルバー925・キュービックジルコニア 
●中国製

賞品番号┃ 817-04
淡水パール・
マルチカラーペンダント
　

●サイズ／トップ：約タテ20×ヨコ12×厚み7㎜、
チェーン：全長約42㎝（アジャスター約3㎝含む）、重
量約3g ●素材／トップ：淡水真珠（直径約5～6㎜
玉）・シルバー925（ロジウムメッキ）、チェーン：シルバー
925（ロジウムメッキ） ●日本製
※トップ着脱可。

817-01
817-02
817-03

 FASHION
ACCESSORY
凛とした美しさをたたえる、気品を漂わせるデザイン。
エレガントな装いやフォーマルシーンに映える品物を
集めました。

賞品番号┃ 817-09
フリーウェイ
ソーラーレディースウオッチ
　

●サイズ／約径2.7×厚み0.7㎝、手首回り約12.5～19.5㎝ 
●素材／ステンレス鋼 ●中国製（ムーブメント：日本製） 
※日常生活用防水。手首回り調整可。調整はお客様ご自
身にてお願いいたします。

賞品番号┃ 817-06
パールペンダント（スイング）
　

●サイズ／トップ：約タテ20×ヨコ6×厚み6㎜、チェー
ン：全長約42㎝（アジャスター約3㎝含む）、重量約
4.2g ●素材／シルバー925（ロジウムメッキ）・あこや
真珠（直径約6㎜玉） ●日本製 

賞品番号┃ 817-11
フリーウェイ 
ソーラーレディースウオッチ
　

●サイズ／約径2.5×厚み0.8㎝、手首回り約13～17.5㎝ 
●素材／ステンレス鋼 ●中国製（ムーブメント：日本製）
※5気圧防水。手首回り調整可。調整はお客様ご自身にて
お願いいたします。

賞品番号┃ 817-07
あこや花珠真珠 一粒ペンダント
　

●サイズ／トップ：直径約7㎜玉、チェーン：全長約44
㎝（アジャスター約4㎝含む）、重量約1.4g ●素材／
トップ：あこや真珠（花珠）、チェーン：シルバー925（ロ
ジウムメッキ） ●日本製 

賞品番号┃ 817-05
淡水パールペンダント
　

●サイズ／トップ：約タテ10×ヨコ25×厚み6㎜、
チェーン：全長約39㎝（アジャスター約3㎝含む）、重
量約4g ●素材／トップ：淡水真珠（直径約4～5㎜
玉）・シルバー925（ロジウムメッキ）、チェーン：シル
バー925（ロジウムメッキ） ●日本製

賞品番号┃ 817-10
カシオ ツインセンサー搭載
スポーツウオッチ
　

●サイズ／約タテ5×ヨコ5.1×厚み1.4㎝、手首回り約14.5
～21.5㎝ ●素材／本体：ABS樹脂・アルミニウム、ベルト：
ポリウレタン ●中国製又はタイ製
※10気圧防水、お届け時はモニター用（試用）電池を使用
しております。アウトドアスポーツ向け、デジタル/アナログコン
ビモデル。ツインセンサー（気圧/高度・温度）・カレンダー・ワー
ルドタイム・アラーム等の便利な機能付。

おすすめ品
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賞品番号┃ 818-01（ローズ）

賞品番号┃ 818-02（ブラウン）

レディースウォレット
　

●サイズ／約タテ10×ヨコ13×厚み3.5㎝
●素材／表：牛革、内側：牛革・綿 ●中国製
※開口部：ホック式、内部：札入1・ファスナー式小銭入1・カード入7・オープン
ポケット5、外部：オープンポケット1。天然皮革のため、濡れると色落ちする場
合がありますのでご注意ください。

賞品番号┃ 818-04
大判コットンシルクストール
　

●サイズ／約タテ100×ヨコ200㎝（フリンジ含む） 
●素材／綿65％・絹35％ ●インド製
※手作り品の為、色・サイズが異なる場合があります。

賞品番号┃ 818-05
ウ−ル大判スト−ル
　

●サイズ／約タテ60×ヨコ190㎝（フリンジ含む） 
●素材／毛100％ ●中国製 
※糸の原料の段階で、染められた大判スト－ルです。

賞品番号┃ 818-06
ツーカラーウールマフラー
　

●サイズ／約タテ30×ヨコ160㎝（フリンジ含む） 
●素材／毛100％ ●日本製 

賞品番号┃ 818-07
クリショオン・サイモン
晴雨兼用丸ミニ傘＆長傘セット
　

●セット内容／丸ミニ傘、長傘各1 ●サイズ／丸ミニ傘：全長約56㎝（使用時）・全長
約25㎝（折りたたみ時）、親骨約55㎝×6本、重量約190g、長傘：全長約89㎝、親
骨約60㎝×8本、重量約400g ●素材／丸ミニ傘/生地：ポリエステル、シャフト：アル
ミニウム、持手：ポリプロピレン、長傘/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）。長傘ケース付。

賞品番号┃ 818-03
アロマディフューザー（オイル付）
　

●セット内容／アロマディフューザー、アロマオイル （ラベンダー・ペパーミント・グレープフルーツ・ティートゥリー）
各1 ●サイズ／アロマディフューザー：約高さ14×幅7.5×奥行7㎝、重量約150g、アロマオイル （ラベンダー・
ペパーミント・グレープフルーツ・ティートゥリー）：容量約10㎖ ●素材／アロマディフューザー：ABS樹脂 ●アロマ
ディフューザー：中国製、アロマオイル/原料：（ラベンダー・ペパーミント）フランス製、（グレープフルーツ）アルゼ
ンチン製、（ティートゥリー）オーストラリア製、充填：日本
※電源/2電源対応/100V（家庭用電源）・パソコンUSB電源出力5V、消費電力3W、タンク容量：約40㎖。ボ
タンを押すと色が変化します。

柄拡大

ミニ傘

長傘

818-01

818-02
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賞品番号┃ 819-05
アッシュ・エル カジュアルバッグ
　

●サイズ／約高さ26.5×幅44×マチ14.5㎝、重量約430g 
●素材／本体：ポリエステル・合成皮革、ショルダーベルト：ポリ
エステル ●中国製 
※開口部：被せ差込式、内部：オープンポケット2、ショルダーベ
ルト着脱不可（長さ調節可）。

賞品番号┃ 819-06
アッシュ・エル ボストンバッグ
　

●サイズ／約高さ26×幅36×マチ14㎝、重量約480g ●素材
／本体：ポリエステル・合成皮革・牛床革（スプリットレザー）、
持手：合成皮革・牛床革（スプリットレザー） ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット1・マグネット
式ポケット1、内部：オープンポケット2・ファスナーポケット1、ショ
ルダーベルト付（着脱可・長さ調節可）。

賞品番号┃ 819-07（グリーン）

賞品番号┃ 819-08（ネイビー）

京都三昌 牛革手提げ
　

●サイズ／約高さ19×幅38×マチ12㎝、重量約400g ●素材／牛革（底：ナイロン） ●日本製 
※開口部：オープン式、内部：オープンポケット2・仕切りファスナーポケット1、ファスナーポケット1。革の
部位や染色により一つひとつ色合いが異なる場合があります。

賞品番号┃ 819-02
タケオニシダ 
コンパクト財布
　

●サイズ／約タテ9.6×ヨコ11.6×厚み1.8㎝ ●素材／本体：山羊
革（ゴート）、内側：牛革 ●日本製
※開口部：ファスナー式、内部：2室・カード入4・オープンポケット3。
L字ファスナーで開口部が広く、中身の取り出しがスムーズに行え
ます。

賞品番号┃ 819-03（ブラック） 

賞品番号┃ 819-04（ブラウン）

メンズ財布
　

●サイズ／約タテ9.5×ヨコ11.5×厚み2㎝ ●素材／表：牛革、内
側：牛革・綿 ●中国製
※内部：札入2・ボックス式小銭入1・カード入7・オープンポケット4。
天然皮革のため、濡れると色落ちする場合がありますのでご注意く
ださい。

賞品番号┃ 819-01
タケオニシダ メンズベルト
バックルタイプ
　

●サイズ／幅約3㎝、最大ウエスト約95㎝ ●素材／表：山羊
革（ゴート） 、裏：牛革 ●日本製
※長さ調節可。

819-03

819-04

819-02

賞品番号┃ 819-09 
パナソニック ヘアーアイロン
　

●サイズ／約高さ35.5×幅4.5×奥行7.5㎝、重量約370g、コード約1.7m ●素材／ポリカーボネート 
●タイ製 
※電源/100V-125W。はさんで、回して、すべらせるだけで簡単･ふんわりカール。

819-07 819-08

賞品番号┃ 819-10
ヴィックス 気化式加湿器
　

●サイズ／約高さ31.6×幅25.8×奥行26.1㎝、重量約2.4㎏、コード約1.8m ●素材／ABS樹脂 ●中
国製 
※電源/100V-32W。気化式加湿なので加熱しすぎを抑えます。
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賞品番号┃ 820-07
パナソニック メンズシェーバー 
　

●サイズ／約高さ16×幅6.5×奥行4.7㎝、重量約165g、コード約1.8m 
●素材／ABS樹脂 ●中国製 
※電源/100V-7W。

賞品番号┃ 820-10
アロマ超音波式加湿器 Mｓ.ミスト
　

●サイズ／約高さ32×幅17×奥行16㎝、重量約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。大容量2.5ℓタンクにお好きな香りを楽しめるアロマト
レーと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。推奨床面
積：木造和室5畳、プレハブ洋室8畳。付属品：アロマパッド5、エアーフィル
ター3、ミネラルカートリッジ1。

賞品番号┃ 820-08
オムロン 体重体組成計
　

●サイズ／約タテ32.7×ヨコ30.3×厚み5.5cm、最大計量135kg、重量約
2.1kg ●素材／ABS樹脂 ●中国製
※電源/単3乾電池×4付属（モニター用）。基礎代謝、体脂肪率、体年齢、
BMI、内臓脂肪レベル機能付。個人データを4人分まで登録可能。理想的な
体づくりをサポート。体脂肪率だけでなく、基礎代謝や体年齢などの測定も可
能。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。

賞品番号┃ 820-06
オムロン 上腕式血圧計
　

●サイズ／約高さ9.9×幅18.3×奥行23㎝、重量約640g ●素材／ABS樹
脂 ●中国製
※ 電 源/単3乾 電 池×4付 属（モニター用 ）、医 療 機 器 認 証 番 号：
225AABZX00103000。読みやすい大きな文字表示。カフ（腕帯）が本
体に収納できて便利です。機能：カフぴったり巻きチェック、不規則脈波お
知らせ、体動お知らせ、メモリ60回×2人。メーカー都合により原産国が変
更になる場合がございます。

賞品番号┃ 820-03
エミネント
ソフトキャリーケース
　

●サイズ／約高さ52.5（キャスター含む）×幅33×奥
行22cm、取手長さ約52cm、容量約27ℓ、重量約
2.9kg●素材／本体：ポリエステル、取手：アルミニ
ウム合金●中国製
※4輪キャスター式、開口部：ファスナー式、内部：フ
ァスナーポケット1、外部：ファスナーポケット3、取手：
伸縮式ハンドル（2段階調節）。南京錠付。

賞品番号┃ 820-02
エミネント ボストンキャリー
　

●サイズ／約高さ30×幅53×奥行30cm、取手長さ
約40cm、容量約29ℓ、重量約2.2kg ●素材／本体：
ポリエステル、取手：アルミニウム合金 ●中国製
※2輪キャスター式、開口部：ファスナー式、外部：フ
ァスナーポケット1、ショルダーベルト付（着脱可・長さ
調節可）。南京錠付。取手長さ調節不可。

賞品番号┃ 820-01
ダイアンボードリー 
ガーメントケース
　

●サイズ／約高さ42×幅52×マチ7.5㎝、重量約
1.09㎏ ●素材／本体：ポリエステル、持手：合成皮
革 ●中国製
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット1、
内部：ファスナーポケット1、ネクタイホルダー・ハン
ガー各2、ショルダーベルト付（着脱可・長さ調節可）。

賞品番号┃ 820-04
エドウィン ゴルフ
ボストンバッグ
　

●サイズ／約高さ27×幅45×マチ23㎝、重量約
600g ●素材／本体：ポリエステル・牛床革（スプリッ
トレザー）、持手：ポリエステル・合成皮革、ショルダー
ベルト：ポリプロピレン ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナー式シュー
ズポケット1、内部：オープンポケット2・ファスナーポケ
ット1、ショルダーベルト付（着脱可・長さ調節可）。底
鋲付。

賞品番号┃ 820-05
ツインバード パーソナル加湿空気清浄機
　

●サイズ／約高さ29×幅33×奥行15㎝、重量約2.9㎏、コード約1.8m ●素
材／ABS樹脂、ポリプロピレン ●日本製 
※電源/100V-32W。消費電力/強32/28W・弱14/12W（50/60Hz）、
適応畳数：適用床面積2～3畳（約5平方メートル）・加湿機能：木造和室
2.5畳プレハブ洋室4畳。空気清浄と加湿が同時にできる気化式のパーソ
ナルサイズ加湿空気清浄機。

賞品番号┃ 820-09
タニタ 体組成計
　

●サイズ／約タテ29.5×ヨコ29.5×厚み3.7cm、最大計量150㎏、重量約
1.2㎏ ●素材／ABS樹脂、ステンレス鋼、AS樹脂 ●中国製
※電源⊘単3乾電池×4付属（モニター用）。乗れば自動で電源が入り、「の
るピタ」自動認識機能付き高精度体組成計。ボタン操作は一切いらず、簡
単スピード測定。主な測定項目：体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基
礎代謝量、体内年齢、推定骨量、BMIなど。アスリートモード機能つき。ゲ
ストモード機能つき。体重最小表示100g。登録人数5人。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。

持ちやすさと
質感を高めた
メタル＆ラバー調
デザイン

好きな香りが
楽しめる
加湿器

おすすめ品

Healthy Goods
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おすすめ品

賞品番号┃ 821-01
鹿児島県産黒毛和牛 すき焼き用
　

●セット内容／肩肉350g 
●牛肉／鹿児島県産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 821-02
鹿児島県産黒毛和牛 
しゃぶしゃぶ用
　

●セット内容／肩肉350g 
●牛肉／鹿児島県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 821-03
鹿児島県産黒毛和牛 焼肉用
　

●セット内容／肩肉350g 
●牛肉／鹿児島県産
●賞味期限／冷凍30日（821-01 イメージ）

（821-06 イメージ）

賞品番号┃ 821-04
上州牛 すき焼き用
　

●セット内容／肩肉400g 
●牛肉／群馬県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 821-05
上州牛 しゃぶしゃぶ用
　

●セット内容／肩肉400g 
●牛肉／群馬県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 821-06
上州牛 ミニステーキ用
　

●セット内容／モモ肉500g 
●牛肉／群馬県産
●賞味期限／冷凍30日

上州牛

黒毛和牛

上州牛

南国の温暖な気候と緑豊かな大自然を流れる

水、豊富な牧草…と、恵まれた環境の中で育

てられた鹿児島県産黒毛和牛。鹿児島県は全

国有数の黒毛和牛の生産県です。産地としての

経験が生み出す、程よい脂質の旨味、赤身の

柔らかさを是非、ご賞味ください。

利根川水系の豊富な水資源と上毛三山（赤城

山・榛名山・妙義山）に囲まれ、畜産の盛ん

な地として知られる群馬県。その肉牛のおい

しさは主に関東地域で親しまれてきました。

今では地域銘柄牛として、その地で肥育され、

質の基準を満たしたものだけを「上州牛」と

呼び全国に広がっています。

鹿児島県産黒毛和牛
［鹿児島県産］

［群馬県産］
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賞品番号┃ 822-02
鹿児島県産黒毛和牛・黒豚ハンバーグと
黒豚ミンチカツ詰合せ
　

●セット内容／黒毛和牛・黒豚ハンバー
グ80g×6、黒豚ミンチカツ80g×6 
●牛肉・豚肉／鹿児島県産 
●加工地／鹿児島県 ●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 822-05
神奈川県産はまかぜポーク 
味噌漬
●セット内容／ロース味噌漬
90g×５ ●豚肉／神奈川県産
●加工地／神奈川県 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 822-01
鹿児島県産黒毛和牛・黒豚 ロールステーキ
●セット内容／黒毛和牛ロールステーキ90g×
3、黒豚ロールステーキ100g×3 ●牛肉・豚肉
／鹿児島県産 ●加工地／鹿児島県 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 822-06
神奈川県産はまかぜポーク 
しゃぶしゃぶ用
●セット内容／ロース肉・バラ肉
各250g ●豚肉／神奈川県産 
●賞味期限／冷凍30日 

賞品番号┃ 822-03
黒毛和牛たれ漬け焼肉用小包
●セット内容／モモ肉（塩胡麻だれ）80g×
2、モモ肉（味噌醤油だれ）80g×3 ●牛肉
／鹿児島県産 ●加工地／鹿児島県 
●賞味期限／冷凍30日

（822-03 イメージ）（822-01 イメージ）

（822-05 イメージ）（822-04 イメージ）

賞品番号┃ 822-07
鹿児島県産黒豚
しゃぶしゃぶ用セット
　

●セット内容／黒豚モモ肉200g、 
黒豚肩ロース肉・黒豚バラ肉各
150g、ゆずポン酢・ごまだれ各
50g×2
●豚肉／鹿児島県産 ●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 822-04
〈キッチンハンズ〉
ビーフシチュー・ハンバーグ
●セット内容／ビーフシチュー
230g×2、ソースハンバーグ 
170g×4 ●加工地／東京都
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賞品番号┃ 823-04
黒豚ギフトセット
●セット内容／黒豚パストラミローフ100g、
黒豚焼豚120g、黒豚スモークウインナー
100g×2、黒豚あらびきローフ100g、黒豚
ホワイトボンレスハム120g 
●加工地／宮崎県 ●賞味期限／冷蔵40日 

賞品番号┃ 823-01
〈鹿児島・ナンチク〉 直伝工房ハムセット

　

●セット内容／ボンレスハム220g、ロースハム320g
●加工地／鹿児島県 ●賞味期限／冷蔵30日 

賞品番号┃ 823-02
〈鹿児島・ナンチク〉 鹿児島黒豚ハム詰合せ

　

●セット内容／黒豚炭火焼豚220g、黒豚炭焼コ
ロコロ・黒豚荒挽きウインナー各120g、黒豚生ハ
ム50g ●加工地／鹿児島県 ●賞味期限／冷蔵
30日

賞品番号┃ 823-05
〈北海道・かみふらの工房〉 ふらのハムギフト

●セット内容／ショルダーハム・ペパーポー
クハム・ベーコン各300g ●加工地／
北海道 ●賞味期限／冷蔵75日

（823-02 イメージ）

（823-03 イメージ）

（823-06 イメージ）

ハム・
ソーセージ

賞品番号┃ 823-06
〈佐賀・田嶋ハム工房〉 こだわりハム・ベーコン詰合せ

　

●セット内容／ロースハムブロック300g×
2、ベーコンブロック250g ●加工地／
佐賀県

賞品番号┃ 823-03
〈鎌倉ハム富岡商会〉
鎌倉ハムギフト
　

●セット内容／スパイシーポーク200ｇ、
ロースハム360ｇ、スモークドハム250ｇ
●加工地／神奈川県
●賞味期限／冷蔵45日
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賞品番号┃ 824-02
〈愛知・三和〉 純鶏名古屋コーチン正肉セット

　

●セット内容／モモ肉・ムネ肉×各2枚、ささみ・手
羽先×各2本 計770g ●鶏肉／愛知県産 
●賞味期限／冷蔵8日

賞品番号┃ 824-04
比内地鶏きりたんぽ鍋セット（3〜4人前）
●セット内容／きりたんぽ（5本入）×1、比内地鶏（カット肉）300g、比内地鶏コ
ラーゲン50g、比内地鶏ガラスープ1,000㎖ ●比内地鶏／秋田県産 
●加工地／秋田県 ●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 824-03
〈福岡・博多華味鳥〉 水たきセット

●セット内容／水たきスープ600g×2、華味鳥切り身300g、華つくね200g、 
ちゃんぽん麺180g、柚子胡椒30g、博多ぽん酢220㎖ ●鶏肉／国産、加工
地／福岡県・佐賀県 ●賞味期限／冷凍50日

賞品番号┃ 824-01
鹿児島の美味 味わい詰合せ
●セット内容／黒豚モモ味噌漬80g×4、桜島ぶり幽
庵漬70g×2、真鯛西京漬60g×2 ●黒豚・ぶり・真
鯛／鹿児島県産 ●加工地／鹿児島県 ●賞味期限
／冷凍30日

福岡　水たき 秋田　きりたんぽ鍋

（824-01 イメージ）

（824-03 イメージ）

（824-02 イメージ）

（824-04 イメージ）

24（フレッシュ グルメ） Fresh Gourmet 1,515玉／303枚

Selection gift catalog



（825-05 イメージ）（825-01 イメージ） （825-06 イメージ）

賞品番号┃ 825-01
ゆでずわいがに脚・爪詰合せ
●セット内容／ゆでずわいがに脚300g、
ゆでずわいがに爪200g ●ずわいがに／
ロシア又は、カナダ又は、アメリカ産 
●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 825-02
生ずわいがにむき身
●セット内容／生ずわいがにむき身400g
●ずわいがに／ロシア又は、カナダ又は、
アメリカ産 ●賞味期限／冷凍60日

シーフード

賞品番号┃ 825-05
車海老味噌漬
　

●セット内容／車海老味噌漬
60g×8 
●車海老／熊本県・沖縄県産

（養殖）
●加工地／京都府
●賞味期間／冷凍60日 

賞品番号┃ 825-06
函館仕込 大吟醸いか粕漬詰合せ
　

●セット内容／大吟醸いか粕漬
135g×3、大吟醸いかわさび粕
漬135g×2 ●加工地／北海道 
●賞味期限／冷凍90日

賞品番号┃ 825-04
味付け数の子
　

●セット内容／味付け数の子
110g×3 ●ニシンの卵／アメリ
カ産 ●加工地／北海道 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 825-03
博多辛子明太子
　

●セット内容／辛子明太子400g 
（8～10本）

●スケトウダラの卵／ロシア産 
●賞味期限／冷凍30日
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（826-03 イメージ） （826-07 イメージ）（826-06 イメージ）

賞品番号┃ 826-03
〈静岡・山政〉 炭火焼本まぐろあぶりトロ・
あぶりまぐろ詰合せ
●セット内容／本まぐろあぶりトロ×1（120g）、めば
ちまぐろあぶり×2（180g）、わさび×3、あぶりトロ
たれ90㎖ ●加工地／静岡県 ●賞味期限／冷凍
30日

賞品番号┃ 826-01
とらふぐ刺身とふくちりセット
●セット内容／とらふぐ刺身50g（22㎝プラ皿）、と
らふぐ皮30g、ふぐちり200g（サバフグ切身・と
らふぐアラ各100g）、ふぐポン酢・もみじおろし各
10g×3、小ネギ ●とらふぐ／長崎県又は、熊本
県産（養殖）、しろさばふぐ／福岡県又は、長崎
県産 ●加工地／山口県 ●消費期限／冷蔵4日

賞品番号┃ 826-02
ふぐの詰合せ
　

●セット内容／ふぐタタキ2本、ふぐ一夜干170g、
ふぐ唐揚げ用300g、ふぐポン酢・もみじおろし各
10g×2 ●しろさばふぐ一夜干し用・唐揚げ用／中
国産、しろさばふぐタタキ用／国産 ●加工地／山
口県 
●賞味期限／冷凍90日

賞品番号┃ 826-07
〈新潟・万越屋〉 
骨取り味噌漬焼魚詰合せ
●セット内容／骨取り味噌漬焼魚（鰆・メバル・真鱈・カラ
スカレイ・マカジキ・さば・ぶり各60g）●加工地／新潟県 
●賞味期限／常温90日

賞品番号┃ 826-06
北海道産 甘塩時鮭切身
●セット内容／甘塩時鮭切身×8 
●時鮭／北海道産 ●加工地／
北海道 ●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 826-04
西京漬詰合せ
　

●セット内容／銀だら西京漬・さ
わら西京漬・サーモントラウト西
京漬各90ｇ×2 
●加工地／神奈川県 
●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 826-05
山陰の味 一夜干詰合せ
　

●セット内容／エテカレイ・アジ
開き・ノドグロ開き×各2、ハタ
ハタ丸干×5 ●エテカレイ・ア
ジ・ノドグロ・ハタハタ／山陰沖 
●加工地／日本 
●賞味期限／冷凍40日
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Variety Foods

（827-06 イメージ）

（827-08 イメージ）

賞品番号┃ 827-05
〈大阪・活黒〉 活黒のおでん

●セット内容／おでん6種（大根・こんにゃく・たまご・
ごぼう天・厚揚げ・こんぶ 計320g）×9 ●加工地／
香川県

賞品番号┃ 827-04
〈大阪・おつけもの処髙野〉
白ぬか床泉州水茄子漬
●セット内容／白ぬか床泉州水茄
子漬×7 ●水茄子／大阪府産 
●加工地／大阪府 ●賞味期限
／冷蔵7日

賞品番号┃ 827-03
黒毛和牛すき焼き丼の具
●セット内容／すき焼き丼の具180g×5
●牛肉／山形県産
●加工地／山形県

賞品番号┃ 827-08
〈熊本・森からし蓮根〉
からし蓮根4本セット
●セット内容／からし蓮根
280g×4 
●加工地／熊本県 
●賞味期限／冷蔵10日

賞品番号┃ 827-06
鹿児島黒豚生餃子
 

●セット内容／黒豚生餃子
（16ｇ×12個 ）×5、たれ

13ｇ×5 ●加工地／鹿児
島県 ●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 827-01
紀州南高梅 ハチミツ入梅干
　

●セット内容／ハチミツ入梅干1.1kg（3L粒）塩分約7％
●梅／和歌山県産

賞品番号┃ 827-02
紀州南高梅 うす塩しそ漬梅干
　

●セット内容／しそ漬梅干1.1kg（梅干900g、しそ葉
200g）（3L粒）塩分約8％ ●梅／和歌山県産

賞品番号┃ 827-07
大分県産原木乾椎茸どんこ
　

●セット内容／原木乾椎茸どんこ160g 
●椎茸／大分県産

（827-03 イメージ）
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賞品番号┃ 828-01
手延素麺 揖保乃糸
●セット内容／手延素麺特級品50g×34 
●加工地／兵庫県

賞品番号┃ 828-02
有機讃岐手延べそうめん
●セット内容／有機讃岐手延べそうめん150g×10 
●加工地／香川県

（828-05 イメージ）

（828-06 イメージ）

賞品番号┃ 828-03
〈寛文五年堂〉いなにわ手綯うどん

●セット内容／いなにわ手綯うどん140g×10 
●加工地／秋田県

賞品番号┃ 828-04
〈なごやきしめん亭〉手延べきしめん

●セット内容／手延べきしめん200g×12 
●加工地／日本

賞品番号┃ 828-06
定温熟成長崎ちゃんぽん
●セット内容／ちゃんぽん麺（乾麺）80g×20、スープ20g
×20 ●加工地／日本

賞品番号┃ 828-05
〈香川・うす家〉 讃岐手延うどん詰合せ

●セット内容／梅海藻・カレー・えび
玉各540g、かき揚げ530g、しっぽ
く535g、なべ焼き685g、ざるうど
ん275g×2 ●加工地／香川県 

（828-07 イメージ）

（828-08 イメージ）

賞品番号┃ 828-07
博多「ラー麦」ラーメンセット
 

●セット内容／乾麺80g×15、あごだし醤油スープ40g・岩塩スープ36g・水
炊きスープ30g×各5、磯紫菜（干し海苔）×15 ●加工地／福岡県

賞品番号┃ 828-09
全国ラーメン店食べくらべセット（乾燥麺）
●セット内容／旭川「八海」醤油味・小樽「桂苑」味噌味・秋田「周助」醤油味・山形「三男坊」味噌味・
喜多方「まるや」醤油味・東京「楓家」醤油味・高山「なないろ」醤油味・倉敷「てんりょう」醤油味・
博多「いっちょいっちょ」とんこつ味・熊本「もっこす亭」とんこつ味各2食（スープ付） ●加工地／日本

賞品番号┃ 828-08
喜多方らーめんセット
 

●セット内容／生麺120g・醤油スープ38g・ストレートガラスープ300g×
各10、メンマ80g×2 ●加工地／福島県 ●賞味期限／常温30日

（828-01 イメージ）
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賞品番号┃ 829-05
有機黒胡麻油2本セット
 

●セット内容／黒胡麻油225g×2
●加工地／鹿児島県

賞品番号┃ 829-01
〈あけぼの〉 
紅ずわいがに缶詰詰合せ
●セット内容／紅ずわいがにほぐし脚飾り100g×6
●加工地／北海道

賞品番号┃ 829-02
北海道のスープセット
●セット内容／コーンスープ160g×4、パンプキンスープ・
オニオンスープ各160g×3
●加工地／北海道

賞品番号┃ 829-03
〈長野・石井味噌〉三年蔵赤味噌

●セット内容／三年蔵 赤味噌2㎏詰め（1㎏×2）
●加工地／長野県

賞品番号┃ 829-04
〈白子のり〉 海苔詰合せ

 

●セット内容／焼のり8切5枚×16、味のり8切
5枚×16、焼のり全形6枚×3 
●加工地／群馬県 

賞品番号┃ 829-06
長期熟成丸大豆醤油詰合せ
 

●セット内容／丸大豆醤油（うすくち・こいくち）・
ぽん酢各500㎖×1、二年熟成丸大豆醤油こ
いくち500㎖×2 ●加工地／和歌山県

（829-04 イメージ）

（829-05 イメージ）

（829-02 イメージ）

（829-01 イメージ）
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（830-05 イメージ）

（830-04 イメージ）

賞品番号┃ 830-03
〈山口・萩 井上商店〉 バラエティー詰合せ

●セット内容／ふぐぞうすいスープ341g・かにぞうすいスープ333g×各2、し
そわかめ90g×2、しそひじき65g・夏みかんわかめ80g×各1、ふぐめしまぜご
飯の素（2〜3人前）・ふぐちらし寿司の素（2〜3人前）・生風味ふぐ茶漬・生
風味さけ茶漬×各1 ●加工地／日本

（830-01 イメージ）

（830-02 イメージ）

賞品番号┃ 830-01
鹿児島 黒豚カレー
●セット内容／黒豚カレー200g×9 ●加工地／北海道

賞品番号┃ 830-04
鹿児島県産
黒豚の肉巻きおにぎり
●セット内容／鹿児島県産黒豚の肉巻きおにぎり
100g×9 ●賞味期限／冷凍90日
●豚肉／鹿児島県産 ●加工地／静岡県

（830-03 イメージ）

賞品番号┃ 830-05
道場六三郎スープセット
 

●セット内容／ふかひれスープ・とん汁・わかめと油あげの味噌汁・海の幸スー
プ・中華スープ・こだわり卵と野菜のスープ各5食 ●加工地／日本

賞品番号┃ 830-02
アソートメントギフト 
レトルトセット
●セット内容／北海道十勝牛のビーフカリー・北海道中札内鶏のチキンカリー
各200g×2、北海道産豚のポークカリー200g×1、イタリアエキストラバージ
ンオリーブオイルのパスタソース（ベーコントマトソース250g×2、ミートソース・
ホワイトクリームソース各250g×1） ●加工地／北海道
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賞品番号┃ 831-01
愛知県産 蒲郡温室みかん
　

●セット内容／蒲郡温室みかん1.7kg 
●みかん／愛知県産 
●お申込み期間：4月1日〜8月31日
●お届け期間：7月上旬〜9月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-11
兵庫県南あわじ産
南あわじ市松帆野菜研究会の玉葱
 

●セット内容／玉葱2Lサイズ10㎏（30〜35玉） 
●玉葱／兵庫県南あわじ産
●お申込み期間：4月1日〜10月31日
●お届け期間：7月1日〜11月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-02
水蜜桃
●セット内容／水蜜桃1.5㎏（6玉） 
●水蜜桃／山梨県産又は長野県産
●お申込み期間：4月1日〜7月31日
●お届け期間：7月上旬〜8月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-10
北海道産 今金男しやく
●セット内容／今金男しやくいもLサイズ3㎏×3 
●男しやく／北海道産
●お申込み期間：5月1日〜1月31日
●お届け期間：9月下旬〜2月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

（831-01 イメージ）

賞品番号┃ 831-06
静岡県産 クラウンマスクメロン
●セット内容／クラウンマスクメロン1.3㎏（1玉） 
●クラウンマスクメロン／静岡県産

賞品番号┃ 831-09
〈長野・浜農場〉 
安曇野産 サンふじりんご
●セット内容／サンふじりんご3㎏（8〜10玉）
●お申込み期間：7月1日〜10月31日
●お届け期間：11月中旬〜12月上旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-08
山形県産 ラ・フランス
●セット内容／ラ・フランス3.2㎏（10玉） 
●ラ・フランス／山形県産
●お申込み期間：8月1日〜11月30日
●お届け期間：11月中旬〜12月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-07
山形県産 青肉メロン
●セット内容／青肉メロン3㎏（2玉） ●青肉
メロン／山形県産
●お申込み期間：4月1日〜7月5日
●お届け期間：7月下旬〜8月上旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-05
宮古島産 キーツマンゴー
●セット内容／キーツマンゴー890g（1玉） 
●キーツマンゴー／沖縄県宮古島産
●お申込み期間：5月1日〜7月31日
●お届け期間：8月上旬〜8月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-04
宮古島産 アップルマンゴー
　

●セット内容／アップルマンゴー1kg
（2〜3玉） ●アップルマンゴー／
沖縄県宮古島産 
●お申込み期間：4月1日〜6月30日
●お届け期間：6月下旬〜7月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 831-03
福岡県産 いちぢく「とよみつひめ」
●セット内容／いちぢく（とよみつひめ）
1.2㎏（12個） ●いちぢく／福岡県産
●お申込み期間：4月1日〜8月31日
●お届け期間：7月下旬〜9月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

おすすめ品

おすすめ品

おすすめ品
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賞品番号┃ 832-01
〈NACHA COFFEE〉 
クラシックコーヒー
●セット内容／クラシック200g×4（中挽き、粉） 
●加工地／タイ

賞品番号┃ 832-02
オーガニックドリンクセット
　

●セット内容／カフェグラッセ（無糖・低糖）各1,000㎖×3、
テグラッセ（無糖）・アールグレイ（無糖）各1,000㎖×2
●加工地／日本

賞品番号┃ 832-03
旬に搾ったとまとジュース
●セット内容／とまとジュース190g×20
●加工地／北海道

賞品番号┃ 832-15
岡山県産 ミディトマトゼリー
 

●セット内容／ミディトマトゼリー180g×9
●加工地／岡山県

賞品番号┃ 832-12
岡山県産 果肉入ゼリー
●セット内容／ニューピオーネゼリー150g×5、清水白桃ゼ
リー150g×4 ●加工地／岡山県 

賞品番号┃ 832-06
岩手県産 
100％ストレートジュース詰合せ
　

●セット内容／りんごジュース720㎖×2、ラ・フランスジュー
ス720㎖×2、ぶどうジュース720㎖×1 
●加工地／岩手県 

賞品番号┃ 832-07
長野県産ふじりんごジュース
100％
　

●セット内容／長野県産ふじりんごジュース100％ 1,000㎖×5 
●加工地／長野県
※パッケージデザインが変更になる場合がございます。

賞品番号┃ 832-04
ワイナリーの旬に搾ったぶどう
ジュース
　

●セット内容／コンコード・ナイアガラ各250㎖×5
●加工地／長野県

賞品番号┃ 832-05
〈フロリダスモーニング〉 
野菜と果物のジュース
　

●セット内容／冬人参ジュース・冬人参と林檎のジュース
各195g×6、トマトブレンド・にんじんブレンド各160g×6
●加工地／福岡県

（832-15 イメージ）

賞品番号┃ 832-09
清水一芳園 
台湾烏龍茶3種セット
●セット内容／香檳烏龍茶・文山包種茶各25g・凍頂烏
龍茶80g×各1 ●茶葉／台湾産 ●加工地／大阪府

賞品番号┃ 832-10
京茶匠 銘茶詰合せ
●セット内容／煎茶100g、玉露125g×各1 ●茶葉／国産
●加工地／京都府

賞品番号┃ 832-11
静岡掛川深むし茶
 

●セット内容／静岡掛川深むし茶85ｇ×5 ●茶葉／
静岡県産 ●加工地／静岡県

賞品番号┃ 832-08
〈栃木・千本松牧場〉
牧場直送の 
アイスクリーム詰合せ 
●セット内容／バニラ・ロイヤル
ミルクティー・ミルクコーヒー・塩・
チョコレート・ストロベリー・宇治
抹茶・ミルク各110㎖×2
 ●加工地／栃木県

賞品番号┃ 832-13
横浜ロリケット
コーヒーセット
●セット内容／横浜ロリケット×5、味わい3種420ｇ(モカ・
スペシャル・マイルド）×各1、吟煎美味しい珈琲300ｇ、
横浜限定はろうきてぃの杏仁餅、はろうきてぃ中華胡麻団
子、スティックメイプル、スティック紅茶、スティックチョコ
×各1 ●加工地／神奈川県
●賞味期限／常温60日

賞品番号┃ 832-14
横浜バラエティーセット
●セット内容／手挽きミル・ビーンズコレクション50g（モカシ
ダモ・コロンビアスプレモ・キリマンジャロＡＡ）・横濱とら猫
のさんぽ（10枚入）・ハマ・クレープ（8個入）・ショコラクッ
キー・ローズマリークッキー・Ｉ．モザイククッキー・Ｉ．ピーナッ
ツクッキー×各1 ●加工地／神奈川県 
●賞味期限／常温90日 

おすすめ品
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賞品番号┃ 833-11
アン・キャセロール タジン鍋（L）
　

●サイズ／約高さ16.5×径25㎝、容量約800㎖、重量約
1.6㎏ ●素材／蓋：磁器、本体：耐熱陶器 ●日本製
※2〜3人用、直火可、電子レンジ可、電磁調理器不可。
タジン鍋で新しい料理の幅が増えます。

賞品番号┃ 833-01
波佐見焼 ペア手造り焼酎カップ
　

●セット内容／カップ2 ●サイズ／約高さ8.5×径10cm、
容量約300mℓ ●素材／陶器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合がありま
す。電子レンジ可。

賞品番号┃ 833-02
波佐見焼 手造り片口鉢
　

●サイズ／約高さ7.5×径17.5㎝ ●素材／陶器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合がありま
す。電子レンジ可。

賞品番号┃ 833-08
丸型ごはん鍋5合炊き
●サイズ／約高さ17.5×径21㎝、容量約2ℓ、重量約2.2
㎏ ●素材／耐熱陶器 ●日本製
※１〜５合用。手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる
場合があります。直火可、電磁調理器不可。

賞品番号┃ 833-09
一珍ドット 8号蒸し鍋
●サイズ／約高さ16（フタ含む）×径25㎝（取手含まない）、
容量約2.4ℓ、重量約2.8㎏ ●素材／鍋：耐熱陶器、蒸し
皿：陶器
●日本製
※３〜４人用。手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる
場合があります。直火可、電磁調理器不可。

賞品番号┃ 833-07
波佐見焼 のばらの葉 かぶと鉢
●サイズ／約高さ7×径24㎝ ●素材／磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合がありま
す。電子レンジ可。

内部
賞品番号┃ 833-10
萬古焼 蒸し土鍋（S）
　

●サイズ／約高さ17×径18.5cm、容量約1.3ℓ、重量約
1.8kg ●素材／耐熱陶器 ●日本製
※1〜2人用。直火可、電磁調理器不可。

内部

賞品番号┃ 833-05
小紋 そばちょこ揃
●セット内容／そばちょこ5 ●サイズ／約高さ6×径8.5㎝、容量約210㎖ 
●素材／磁器 ●日本製
※「木村ふみ」プロデュース、伝統の文様を今に蘇らせ、「質の高いこだ
わり」から生まれるデザインと暮らしの新たなる提案です。「見たことない
けど懐かしい」器は暮らしに変化と新しい風をふかせます。電子レンジ可。

賞品番号┃ 833-06
千段十草お好み碗揃
●セット内容／お好み碗、小皿各5 ●サイズ／お好み碗：
約高さ7.2×径13㎝、小皿：約高さ1.7×径8.5㎝ ●素材
／磁器 ●日本製 
※色の出方が異なる場合があります。電子レンジ可。

賞品番号┃ 833-03
胡桃ボウルセット
　

●セット内容／ボウル2 ●サイズ／約高さ6.9×径12㎝、容量約200㎖ ●素
材／天然木（ウレタン塗装） ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電子レンジ、オー
ブン不可。

賞品番号┃ 833-04
萩焼 茶こし付茶器揃
　

●セット内容／茶こし付急須1、汲出し碗5 ●サイズ／茶こし付急須：約高さ
9.5×径10.5㎝（口径約7.5㎝）、容量約350㎖、汲出し碗：約高さ5.5×径
8㎝、容量約120㎖ ●素材／陶器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電子レンジ不可。
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賞品番号┃ 834-05
波佐見焼 刷毛目手造り鉢
　

●サイズ／約高さ8.5×径17.5cm ●素材／陶器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合がありま
す。電子レンジ可。

賞品番号┃ 834-03
ボヘミア ガラスボール
　

●サイズ／約高さ5.6×径15.5cm ●素材／ガラス ●チェコ製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 834-04
波佐見焼 舟型小皿 5点セット
　

●セット内容／小皿5 ●サイズ／約高さ1.2×幅13.3×奥行6㎝ ●

素材／磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電子
レンジ可。

賞品番号┃ 834-10
シェーナ ペアタンブラー （M）
●セット内容／タンブラー2 ●サイズ／約高さ17.5×径5.5㎝、容
量約280㎖ ●素材／ガラス ●ポーランド製
※手作り品の為、柄・サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 834-11
ロサーナ ワイングラスセット
●セット内容／ワイングラス4 ●サイズ／約高さ22×径9㎝（口径約
6.5㎝）、容量約400㎖ ●素材／ガラス ●ポーランド製
※手作り品の為、サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 834-08
手塗うるしペア4.5お好み椀（溜・朱）
　

●セット内容／椀2 ●サイズ／約高さ9.3×径13.6㎝ ●素
材／木粉入フェノール樹脂・漆塗（手塗うるし） ●日本製 
※電子レンジ不可。

賞品番号┃ 834-07
うるしペア桜鉢（黒・銀朱）
　

●セット内容／桜鉢2 ●サイズ／約高さ4×幅20.5×奥行20.5㎝ 
●素材／木粉入フェノール樹脂・漆塗 ●日本製
※電子レンジ不可。

賞品番号┃ 834-01
セラミカ サフラン 波型盛鉢
●サイズ／約高さ5.2×径19.5㎝ ●素材／陶器 
●ポーランド製
※電子レンジ可、オーブン可。手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場
合があります。

賞品番号┃ 834-06
ル・クルーゼ ラムカン・ダムール・セット

（S・フタ付き）
●セット内容／ラムカン・ダムール（S・フタ付き）2 ●サイズ／約高
さ8.2（フタ含む）×幅9.5×奥行9㎝ ●素材／ストーンウェア 
●中国製
※電子レンジ可、オーブン可。
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。

〈ル・クルーゼ〉

賞品番号┃ 834-09
ル・クルーゼ ハート・ディッシュ・セット

（M・L）
●セット内容／ハート・ディッシュ（M・L）各1 ●サイズ／（M）：約
高さ4×幅12.8×奥行10.5㎝、（L）：約高さ5.3×幅16.2×奥行
13.5㎝ ●素材／ストーンウェア ●中国製
※電子レンジ可、オーブン可。
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 834-02
セラミカ ブラウ ボールセット
●セット内容／ボール（小・大）各1 ●サイズ／ボール（小）：約高さ6×径14.3
㎝、ボール（大）：約高さ7.3×径16.5㎝ ●素材／陶器 ●ポーランド製
※電子レンジ可。手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。
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賞品番号┃ 835-02
ささら IH対応大型鍋（28㎝）
●サイズ／約高さ18.8（フタ含む）×径28㎝（取手含まない）、
厚み約2.8㎜、容量約7ℓ、重量約1.85㎏ ●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、
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。

賞品番号┃ 835-09
IH対応スープ＆カレーポット

（20㎝）
●サイズ／約高さ15（フタ含む）×
径20㎝（口径約17㎝・取手含ま
ない）、厚み約1.2㎜、容量約2.7
ℓ、質量約800g ●素材／ステン
レス鋼 ●日本製 
※電磁調理器200V可。調理時
は取手が熱くなりますので鍋つか
み等をご使用ください。

賞品番号┃ 835-05
燕三 鉄餃子鍋（餃子返し付）
　

●セット内容／鉄餃子鍋、餃子返し各1 ●サイズ／鉄餃子鍋：約高さ7.8（フタ含む）×幅12×奥行22㎝、厚み約1.6㎜、
重量約800g、餃子返し：全長約36㎝、重量約130g ●素材／鉄餃子鍋/本体：鉄（シリコン樹脂塗装）、フタ：ステンレス
鋼、取手：天然木、餃子返し：ステンレス鋼 ●日本製
※電磁調理器200V可。

賞品番号┃ 835-07
ツバキ IH対応ガラスフタ付 
深型マルチパン（28㎝）
●サイズ／約高さ15×径28㎝、厚み約2.8㎜、重量約
1.6kg ●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、フタ：強化ガラス、取手：天然
木 ●中国製
※電磁調理器200V可。

賞品番号┃ 835-06
柳デザイン
アルミフライパン（22㎝）
●サイズ／約高さ6×径22㎝（取手含まない）、本体厚み
約2.4㎜、底部厚み約5.3㎜、重量約760g ●素材／本
体：アルミニウム合金（セラミック塗膜加工）、底部：ステン
レス鋼、取手：フェノール樹脂 ●中国製
※電磁調理器200V可。柳工業デザイン研究会のデザイ
ンによるフライパン。

賞品番号┃ 835-03
燕三 鉄製揚げ鍋（24cm）
　

●サイズ／約高さ7×径24cm、厚み約3.2mm、重量約
1.9kg ●素材／鉄（シリコン樹脂塗装） ●日本製
※電磁調理器200V可。調理時は取手が熱くなりますの
で鍋つかみ等をご使用ください。

賞品番号┃ 835-04
燕三 鉄共柄北京鍋＆ジャーレン鍋セット
　

●セット内容／北京鍋27cm、ジャーレン鍋24cm各1 ●サイズ／北京鍋27cm：約高さ7.8×径27cm、厚み約1.2mm、
重量約840g、ジャーレン鍋24cm：約高さ4.7×径24cm、厚み約1.2mm、重量約580g ●素材／北京鍋：鉄（クリア塗
装）、ジャーレン鍋：鉄（シリコン樹脂塗装） ●日本製 
※電磁調理器不可。調理時は取手が熱くなりますので鍋つかみ等をご使用ください。

賞品番号┃ 835-08
ガラスフタ付お手軽魚焼きパン
●サイズ／約高さ9.8（フタ含む）×幅32×奥行22㎝（取
手含まない）、厚み約2.8㎜、重量約1.5㎏ ●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、
取手：フェノール樹脂 ●韓国製 
※電磁調理器不可。

賞品番号┃ 835-01
肴七味 ステンレス製 卓上鍋
　

●サイズ／約高さ13.5×径27.3cm、厚み約1mm、容量
約3ℓ、重量約800g ●素材／ステンレス鋼 ●日本製
※電磁調理器200V可。調理時は取手が熱くなりますので
鍋つかみ等をご使用ください。

賞品番号┃ 835-10
パスタポット（20㎝）
●サイズ／約高さ21.5（フタ含む）×径20㎝（取手含まない）、厚み約0.7㎜、容量約4.5ℓ、重量約1.2㎏ ●素材／本体・
中かご：ステンレス鋼、取手：フェノール樹脂 ●日本製 
※電磁調理器200V可。
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賞品番号┃ 836-09（グリーン）
賞品番号┃ 836-10（ピンク）
タニタ
デジタルクッキングスケール＆デジタルタイマーセット
●セット内容／クッキングスケール、タイマー各1 ●サイズ／クッキングスケール：約タテ19.1×ヨコ13×厚み3.5㎝、最大計量2㎏、重量約323g、タイマー：約タテ6.5×ヨコ6.5×厚み3
㎝、重量約61g ●素材／ABS樹脂 ●中国製
※クッキングスケール：電源/単4乾電池×2付属（モニター用）、タイマー：電源/ボタン電池×1付属（モニター用）。「タニタ社員食堂」おすすめ！ごはんのカロリーもはかれるクッキングスケー
ルと、かわいいマカロンタイプのタイマーとの2点セットです。タニタ生活ダイエットの為には、ごはんのカロリーもしっかりコントロールする事と、ゆっくり時間をかけながらよく噛んで食べる事が大切
です。クッキングスケールにはパンやシリアル、麺類などその他の食材一つのカロリーもはかれる「マイカロリーモード」も搭載。最大計量2㎏、最小表示0．5g。フックなしで吊るせる便利な収
納式ハンガーフック付き。タイマーは側面のクリーム部分をまわすだけで簡単に時間のセットができます。マグネット付き。リピート＆カウントアップ機能付き。

賞品番号┃ 836-11
メリート パーソナルミキサー
●セット内容／本体、ボルトキャップ各１ ●サイズ／約高さ
34.5×幅13×奥行13.5㎝、重量約1㎏、容量約750㎖、
コード約1m ●素材／本体：ポリプロピレン、ボトル：AS樹
脂、カッター：ステンレス鋼、ボトルキャップ：ポリプロピレン 
●中国製
※電源/100V-250W。オリジナルレシピ付。

賞品番号┃ 836-06
暁里 古流三徳・菜切包丁セット
　

●セット内容／三徳包丁、菜切包丁各1 ●サイズ／三徳
包丁：全長約29cm、刃渡約17cm、重量約120g、菜切
包丁：全長約29cm、刃渡約17cm、重量約150g ●素
材／刃部：ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄：白木 ●日
本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 836-03
ステンレスボール5ピース＆
パンチングザル3ピースセット
　

●セット内容／ボール（13cm、15cm、18cm、20cm、
25cm）、パンチングザル（18cm、20cm、25cm）各
1 ●サイズ／ボール13cm：約高さ5×径13cm、ボール
15cm：約高さ6×径15cm、ボール18cm：約高さ7×径
18cm、ボール20cm：約高さ8×径20cm、ボール25cm：
約高さ9.5×径25cm、パンチングザル18cm：約高さ7×
径18cm、パンチングザル20cm：約高さ8×径20cm、パ
ンチングザル25cm：約高さ9.5×径25cm ●素材／ステン
レス鋼 ●インド製
※電子レンジ不可、オーブン不可。調理の小分けやドレッ
シング作りなど様々な用途に使えます。ザルはボールと組
み合わせれば野菜の水切りに便利です。

賞品番号┃ 836-04
パスタマシーン
　

●サイズ／約高さ23.5×幅19×奥行20cm、重量約3kg ●素材／スチール（クロムメッキ） ●中国製
※パスタ生地の厚み：0.2mm〜3.0mm（7段階調節機能付）、生地の幅：2.2mm、7mm。

賞品番号┃ 836-05
MVS 三徳包丁・キッチン鋏セット
　

●セット内容／三徳包丁、キッチン鋏各1 ●サイズ／三徳包
丁：全長約29㎝、刃渡約17㎝、重量約135g、キッチン鋏：
約タテ19.5×ヨコ8.5×厚み1㎝、重量約100g ●素材／三
徳包丁/刃部：ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄：ステンレス
スチール、キッチン鋏/ステンレススチール、ABS樹脂 ●三徳
包丁/本体：中国製（刃付け加工：日本）、キッチン鋏：日本製

賞品番号┃ 836-08
コンパクトスチームクッカー
●サイズ／約高さ24.5×幅27×奥行23㎝、タンク容量約
680㎖、重量約970g、コード約1.4m ●素材／ポリプロピ
レン ●中国製 
※電源/100V-400W。蒸し料理が手軽に楽しめるクッ
カーです。

賞品番号┃ 836-07
象印コーヒーメーカー
　

●サイズ／約高さ23×幅20.5×奥行15.5㎝、容量約540
㎖、重量約1.1㎏、コード約1.3m 
●素材／ポリプロピレン ●中国製 
※電源/100V-650W、1〜4杯用。浄水フィルター付。ペー
パーフィルターをセットしたままカップに注げる。コーヒーカッ
プ4杯分。

賞品番号┃ 836-02
イワキ パック＆レンジシステムセット
　

●セット内容／パック＆レンジ（200㎖）4、（500㎖）2、（1.2
ℓ）1 ●サイズ／（200㎖）：約高さ5.4×幅9.2×奥行9.3
㎝、（500㎖）：約高さ5.5×幅18.6×奥行9.3㎝、（1.2ℓ）：
約高さ5.5×幅18.5×奥行18.5㎝ ●素材／本体：耐熱ガ
ラス、フタ：ポリプロピレン 
●タイ又は中国製
※電子レンジ可、オーブン可（フタはオーブン不可）。フタを
したまま電子レンジ使用可能。フタを外せばオーブンにも
使えます。

賞品番号┃ 836-01
レンジdeグリルグルメパンセット
●セット内容／鍋1、角皿3、トング1 ●サイズ／鍋：約高さ10（フタ含
む）×径21㎝（取手含まない）、重量約950g、角皿：約高さ2×幅
12.5×奥行12.5㎝、トング：全長約19㎝ ●素材／鍋：耐熱陶器、フ
タ・角皿：磁器、トング：ステンレス鋼 ●本体・角皿：日本製、トング：
中国製
※鍋：1〜3人用、直火可、電子レンジ可、電磁調理器不可、角皿：
電子レンジ可。電子レンジのマイクロ波が鍋本体を発熱させ、食材
自体を加熱するので、色々なお料理が簡単に楽しめます。

賞品番号┃ 836-12（レッド）
賞品番号┃ 836-13（シルバー）
ツインバード オーブントースター
●サイズ／約高さ18×幅35×奥行21㎝、重量約2.1㎏、コード約1m ●素材／鋼板、フェノール樹脂、強化ガラス 
●中国製 
※電源/100V-860W。「外カリ、中ふわ」の美味しいトーストを。ロースタイルで近火のヒーターだから美味しく焼き
上げます。開閉式のくず受けで掃除がお手軽。安心のサーモスタット搭載。調理の幅が広がるトレー付。4段階出
力切替。

836-13

836-12

おすすめ品

おすすめ品

836-09 836-10
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賞品番号┃ 837-03（ブラウン）
賞品番号┃ 837-04（ブラック）

スエード調
座布団クッション
●サイズ／約タテ45×ヨコ45×厚み15㎝ ●素材／クッ
ションカバー：ポリエステル100％、中芯：粉砕ウレタン
フォーム ●日本製
※ファスナーをL字に取り付ける事で、簡単にカバーを取
り外せて、お洗濯もラクラクです。

837-03

837-04

賞品番号┃ 837-06
クローゼットハンガー
　

●サイズ／約高さ162.8×幅89.3×奥行49.2㎝、重量約
2.8㎏ ●素材／スチール・ポリプロピレン・不織布 ●台湾
製 
※総耐荷重約15㎏、お客様組立品。

賞品番号┃ 837-08
ワッフル織タオルセット
　

●セット内容／バスタオル1、フェイスタオル1、ウォッシュタ
オル3 ●サイズ／バスタオル：約タテ120×ヨコ60㎝、フェ
イスタオル：約タテ85×ヨコ34㎝、ウォッシュタオル：約タ
テ35×ヨコ34㎝ ●素材／綿100％ ●日本製 

賞品番号┃ 837-07
サイドテーブルワゴン
●サイズ／約高さ55×幅27.5×奥行32㎝、重量約3㎏ ●

素材／本体：スチール（粉体塗装）、ポケット：ABS樹脂、
キャスター：ポリアミド樹脂 ●中国製 
※総耐荷重約10㎏、お客様組立品。サイドポケットには
リモコンや小物を、マガジンラックには雑誌・新聞を収納。

賞品番号┃ 837-10
陶器かさたてアーバン
●サイズ／約高さ47.5×幅19×奥行19㎝、重量約2.5㎏ 
●素材／本体：陶器、マット：合成ゴム ●中国製 

賞品番号┃ 837-01（レッド）
賞品番号┃ 837-02（ブラック）
ツインバード
ミッシェルクラン シートマッサージャー
●サイズ／約高さ44.5×幅45×奥行5㎝、重量約730g、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-3W、医療機器認証番号：220AGBZX00098000。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。カバー付で洗濯可。二つ折りで腰枕スタイルにもでき、使い方いろいろ。強/弱・
連続/ウェーブ。オートオフタイマー。

賞品番号┃ 837-05
ビーズクッション
●サイズ／約高さ25×径45㎝ ●素材／側地：ポリエステ
ル100％、詰物：発泡ビーズ（中芯着脱不可） ●日本製 

賞品番号┃ 837-09
フォレ 温・湿・時計
●サイズ／約高さ12.2×幅29.2×奥行3.8㎝、重量約
450g ●素材／天然木、ポリスチレン ●日本製（時計／
ムーブメント：中国製）
※電源/単3乾電池×1付属（モニター用）、2針式。天然
木のナチュラルデザインがオシャレな温度・湿度計付の時
計。スタンド付。

837-01

837-02
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賞品番号┃838-08
ビクセン×コールマン
双眼鏡10倍
●サイズ／約タテ82×ヨコ109×厚み41㎜、重量約158g 
●素材／光学ガラス、ポリカーボネート、NBRゴム ●中国製 
※対物レンズ有効径：21㎜、倍率：10倍。キャンプ用品メーカーで
有名なコールマン社と、望遠鏡メーカーのビクセンとのコラボレーショ
ン商品です。手のひらサイズのコンパクト双眼鏡。ポケットやバッグ
に気軽に入れておける大きさです。手に触れる部分にラバーを使い、
手袋をしていても滑り落ちにくくなっています。倍率はやや高めの10
倍を採用。小型軽量タイプですので、アウトドアだけではなく普段持
ちで気軽に持ち出したい場合、旅行への携帯にも最適です。

賞品番号┃838-14
カシオ ネームランド
●セット内容／本体、お試し用テープ（9㎜）各1 ●サイズ
／約タテ11.5×ヨコ18.9×厚み5.5㎝ ●素材／ABS樹
脂 ●中国製
※電源/単3乾電池×6（付属）、ACアダプタ（別売）。コ
ンパクトボディで簡単操作のエントリーモデル。手軽にラベ
ル作成ができる定型フォーマット52種内蔵。使う場所を選
ばない2WAY電源。漢字2書体、かな4書体、英数4書
体内蔵。

賞品番号┃ 838-11
カシオ 電子辞書

（漢字・英和・和英）
●サイズ／約タテ7.9×ヨコ11.9×厚み1.3㎝（閉時）、重
量約90g ●素材／ABS樹脂 ●中国製
※電源/ボタン電池×2（付属）。

賞品番号┃838-02
オムロン 体脂肪計
●サイズ／約タテ12.8×ヨコ19.7×厚み4.9㎝、重量約230g ●素材／ABS樹脂 ●中国製
※電源/単4乾電池×2付属（モニター用）。手で測るから簡単。体脂肪率とBMI判定をもとに、肥満タイプを判定。
個人の身体データに基づいた測定が、服を着たまま手軽に可能。食事の目安となる基礎代謝も表示します。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。

賞品番号┃ 838-03
カシオ
アスリートウオッチ
●サイズ／約タテ4.4×ヨコ3.5×厚み1.1㎝、手首回り約
12.5〜18㎝ ●素材／本体：ABS樹脂・アルミニウム、ベ
ルト：ポリウレタン ●中国製又はタイ製
※5気圧防水、お届け時はモニター用（試用）電池を使用
しております。オートLEDライト機能、ラップ/スプリット60
本メモリー、デュアルタイム、ストップウオッチ、タイマー。

賞品番号┃ 838-01
オムロン 上腕式血圧計
●サイズ／約高さ7.9×幅10.7×奥行14.1㎝、重量約280g ●素材／ABS樹脂 ●中国製 
※電源/単3乾電池×4個付（モニター用）。医療機器認証番号：225AABZX00105000。機能：カフぴったり巻
きチェック、血圧値レベル表示、不規則脈波お知らせ、体動お知らせ、メモリ60回×1人、平均値。

賞品番号┃838-04
オムロン 
電動歯ブラシ
●サイズ／約高さ19.5×幅1.8×奥行1.8㎝、重量約46g 
●素材／ABS樹脂 ●中国製 
※電源/110V-1W。コンパクトで軽量ボディなので初めて
電動歯ブラシを使う方にオススメ。付属品：極細スパイラル
ブラシ（SB-032）、ブラシスタンド×1、充電器×1（コード
長さ約120㎝）。

賞品番号┃838-10
クロス
クラシック センチュリー
メダリスト ボールペン
●サイズ／約全長13.5×径0.8㎝、重量約16.2g ●素材
／ボディ・キャップ：真鍮・クロームプレート、口金・クリップ・
キャップトップ：23金ゴールドプレート ●中国製
※ボール径約1㎜。1946年クロス創業100周年を記念し
て誕生した「クラシック センチュリー」シリーズ。発売以来、
そのシンプルでエレガントなスタイルと書き味の良さで、世
界中で愛され続けています。

賞品番号┃838-07
パナソニック スチームアイロン
●サイズ／約高さ13.5×幅11.3×奥行25.6㎝、重量約1
㎏、コード約1.9m 
●素材／ポリプロピレン ●中国製 
※電源/100V-1000W。｢U型ラウンドベース｣ と｢シル
バーチタンコート｣ で戻りシワを抑えるコード付きスチームア
イロンです。

賞品番号┃838-06
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22.5×奥
行15.5㎝、重量約1.4㎏、コード約
4.5m ●素材／ポリプロピレン、ABS
樹脂 ●中国製 
※ 電 源/100V-120W。スティック
とハンディの2WAYで使えるクリー
ナー。廊下やフローリング、たたみの
お部屋のお掃除におすすめ。サイクロ
ン方式で吸込力が持続。

賞品番号┃ 838-05
ツインバード サーキュレーター
●サイズ／約高さ28×幅28×奥行16㎝、重量約1.7㎏、
コード約1.8m ●素材／本体：ポリプロピレン ●中国製 
※電源／100V-強36/34W・中26/24W・弱21/19W

（50/60Hz）、風向き調節角度（約）：90°（水平から真
上）、お部屋の温度ムラを少なくして冷暖房の効率UP。

賞品番号┃ 838-13
ケンコー 
コンパクト天体望遠鏡
●セット内容／本体、三脚各1 ●サイズ／本体：約高さ6×
幅65×奥行6.7㎝、三脚：約高さ30×幅21×奥行24㎝、
重量約900g ●素材／本体：ガラス・ABS樹脂、三脚：ス
チール ●中国製 
※倍率：50倍、レンズ径：50㎜、スチール製卓上三脚付。コン
パクトで取扱いが簡単な天体望遠鏡。天頂ミラー付で観察し
やすく、目標を見つけやすいファインダーも付いています。

賞品番号┃ 838-09
コンパクトラジオライト
●サイズ／約高さ6.5×幅10.9×奥行4.9㎝、重量約210g ●素材／
ABS樹脂・アルミニウム ●中国製
※電源／手回し充電式。FM、AMラジオ、携帯電話充電機能（PHS・
iPhone及び一部の携帯電話機種には対応しておりません。）、LED
ライト付、防滴タイプ。ハンドルを両方向に回転できますので、左利き
の方でも回しやすくなっています。使用目安：約180秒・約360回転
時／通話約2分、ラジオ約30分・ライト約30分使用できます。

賞品番号┃838-12
ライカ 靴ミガキセット
●セット内容／ブラシ1、液体艶出しクリーム2、テレンプ2、クリー
ナー1 ●サイズ／ブラシ：約高さ4×幅9×奥行3.2㎝、重量約
30g、液体艶出しクリーム：全長約14.5㎝、内容量約72㎖、
テレンプ：約タテ8.3×ヨコ37㎝、クリーナー：全長約15㎝、重
量約50g ●素材／ブラシ：天然木・ブタ毛、テレンプ：ネル ●ブ
ラシ：中国製、液体艶出しクリーム・テレンプ・クリーナー：日本製 
※皮革の仕上げ方法により、色落ちやシミになる場合があ
ります。
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賞品番号┃ 839-10
フリーウェイ 
レディースウオッチ
●サイズ／約タテ2.2×ヨコ2.2×厚み0.7㎝、手
首回り約13.5〜18㎝ ●素材／本体：亜鉛合
金、ベルト：牛革 ●中国製（ムーブメント：日本製）
※日常生活用防水。お届け時はモニター用（試
用）電池を使用しております。

賞品番号┃ 839-05
クレアトラベラー 
2WAYショルダーバッグ（ピンク）
●サイズ／約高さ28×幅30×マチ11㎝、重量約395g ●

素材／本体：ポリエステル（ジャカード）・合成皮革、持手：
合成皮革 ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：オープンポケット2・ファス
ナーポケット1、内部：オープンポケット2・ファスナーポケッ
ト1、ショルダーベルト付（着脱可・長さ調節可）。

賞品番号┃ 839-06
クレアトラベラー 
2WAYショルダーバッグ（ゴールド）
●サイズ／約高さ28×幅30×マチ11㎝、重量約395g ●

素材／本体：ポリエステル（ジャカード）・合成皮革、持手：
合成皮革 ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：オープンポケット2・ファス
ナーポケット1、内部：オープンポケット2・ファスナーポケッ
ト1、ショルダーベルト付（着脱可・長さ調節可）。

839-07 839-09

839-08

賞品番号┃ 839-07
淡水パールペンダント
●サイズ／トップ：約タテ15×ヨコ7×厚み6㎜、チェーン：全長約42㎝（アジャ
スター約3㎝含む）、重量約2.8g ●素材／トップ：シルバー925（ロジウムメッ
キ）、淡水真珠（直径約6㎜玉）、 チェーン：丹銅（ロジウムメッキ） ●日本製 
※トップ着脱可。

賞品番号┃ 839-09
淡水パールペンダント（リーフ）
●サイズ／トップ：約タテ30×ヨコ9×厚み4㎜、チェーン：全長約42㎝（アジャ
スター約3㎝含む）、重量約2.7g ●素材／トップ：シルバー925（ロジウムメッ
キ）、淡水真珠（直径約4.5㎜玉）、チェーン：丹銅（ロジウムメッキ） ●日本製 
※トップ着脱可。

賞品番号┃ 839-08
淡水パールペンダント（ローズ）
●サイズ／トップ：約タテ33×ヨコ7×厚み6㎜、チェーン：全長約42㎝（アジャ
スター約3㎝含む）、重量約3.2g ●素材／トップ：シルバー925（ロジウムメッ
キ）、淡水真珠（直径約6㎜玉）、チェーン：丹銅（ロジウムメッキ） ●日本製 

賞品番号┃ 839-01
キャティフェラーリ ショルダーバッグ
●サイズ／約高さ18×幅25×マチ10㎝、重量約300g ●素材／合成皮革 ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット1・マグネット式ポケット2、内部：オープンポケット2・ファ
スナーポケット1、ショルダーベルト着脱不可（長さ調節可）。

賞品番号┃ 839-02
キャティフェラーリ 長財布（ブロンズ）
●サイズ／約タテ10×ヨコ19.2×厚み4㎝ ●素材／合成皮革 ●中国製 
※開口部：ホック式、内部：札入2・ファスナー式小銭入（仕切り付）・カード入12・オープンポケット3。

賞品番号┃ 839-03（ブルー）
賞品番号┃ 839-04（ピンク）
イルムス レディース財布
●サイズ／約タテ9.5×ヨコ12.5×厚み3㎝ ●素材／本体：牛床革（スプリットレザー）、内側：合
成皮革 ●中国製 
※開口部：ホック式、内部：札入2・口金式小銭入れ（仕切り付）・カード入4・オープンポケット3。

839-03

839-04

839-06

839-05

39 Accessory & Fashion （服飾雑貨）1,515玉／303枚

Selection gift catalog



賞品番号┃ 840-07
リナジーノ 
ビジネスバッグ
●サイズ／約高さ29×幅40×マチ6㎝、重量約
550g ●素材／本体：ポリエステル、持手：合
成皮革 ●中国製
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケッ
ト1、内部：メッシュオープンポケット2、ショルダー
ベルト付（着脱可・長さ調節可）。A4ファイル
対応。

賞品番号┃ 840-05
アッシュ・エル 
メンズカジュアルバッグ
◦サイズ／約高さ23×幅23.5×マチ8㎝、重量約510g 
◦素材／本体：ナイロン・合成皮革、ショルダーベルト：
ナイロン ◦中国製
※開口部：被せマグネット式、外部：オープンポケット1・
マグネット式ポケット1、内部：オープンポケット2・ファス
ナーポケット1・仕切りファスナーポケット1、ショルダーベ
ルト着脱不可（長さ調節可）。

賞品番号┃ 840-01
フリーウェイ
メンズメタルウオッチ
●サイズ／約径3.4×厚み0.9㎝、手首回り約16〜20
㎝ ●素材／ステンレス鋼 
●中国製（ムーブメント：日本製）
※5気圧防水。お届け時はモニター用（試用）電池を
使用しております。カレンダー付。手首回り調節可。
調節はお客様ご自身にてお願いいたします。フリーア
ジャストバンド。

賞品番号┃ 840-04
タケオニシダ 
ボックス型 小銭入付き札入
●サイズ／約タテ9.3×ヨコ10.7×厚み2.5㎝ ●素材／本体：山羊革（ゴート）、内側：牛革・合成
皮革 ●中国製
※開口部：オープン式、内部：札入2・ホック式小銭入1・カード入3・オープンポケット2。

おすすめ品

賞品番号┃ 840-08
パナソニック
フェイスシェーバー フェリエ
●サイズ／約高さ14×幅1.6×奥行1.4㎝、重量約20g（乾電池含まず） 
●素材／ABS樹脂 ●中国製 
※電源/単4乾電池×1（別売）。肌にやさしい丸い刃先でウブ毛をカット
し、化粧のり、もちの良い肌へ。

賞品番号┃ 840-09
テスコム ホットカーラー
●サイズ／約高さ9.5×幅10×奥行10㎝、重量約285g 
●素材／ポリカーボネート ●中国製 
※電源/100V-34W。

賞品番号┃ 840-11
パナソニック まつ毛くるん
●サイズ／約高さ15.4×幅2×奥行2.3㎝、重量約18g（乾
電池含まず）
●素材／ポリカーボネート ●タイ製 
※電源/単3乾電池×1（別売）。

賞品番号┃ 840-10
ツインバード
フェイススポットクリーナー
●サイズ／約高さ20×幅8×奥行8.4㎝、重量約370g、コード約1m
●素材／ABS樹脂・AS樹脂 ●中国製 
※電源/AC100V-3W（充電時）。連続使用時間約25分（8時間充電）。
入浴時にも使えます。気になる小鼻の毛穴汚れや角栓、黒ズミ対策にお
すすめ。

賞品番号┃ 840-06
デービッドヒックス
ボディーバッグ
●サイズ／約高さ36×幅15×マチ7㎝、重量約450g ●素
材／ポリエステル・合成皮革 ●中国製又は、カンボジア製
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット1・ホック
式ポケット1、内部：ファスナーポケット1・オープンポケット
2、ショルダーベルト着脱不可（長さ調節可）。肩掛けショル
ダーは右肩左肩の両方に対応。

840-02

840-03賞品番号┃ 840-02
デービッドヒックス 
メンズベルト（リバーシブル）
◦サイズ／幅約3㎝、最大ウエスト約110㎝ ◦素材／牛
革 ◦中国製
※穴数：5穴。ブラックとブラウンのリバーシブルタイプとな
ります。その日の気分やコーディネートに色を変えて使うこ
とができます。

賞品番号┃ 840-03
デービッドヒックス メンズ札入（ブラウン）
◦サイズ／約タテ11×ヨコ9.5×厚み2.5㎝ ◦素材／表：牛革、裏：合成皮革 ◦中国製
※開口部：オープン式、内部：札入2・カード入8・オープンポケット2。札入れの裏地
に柄生地を使用しており、さりげないお洒落を演出します。
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牛

賞品番号┃ 841-07
神奈川県産相模豚 しゃぶしゃぶ用
●セット内容／バラ肉200g、モモ
肉200g ●豚肉／神奈川県産
●消費期限／冷蔵5日

賞品番号┃ 841-06
鹿児島県産黒豚 しゃぶしゃぶ用セット
●セット内容／黒豚バラ肉350ｇ、
ゆずぽん酢50ｇ×2 ●豚肉／鹿児
島県産 ●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 841-02
上州牛 ミニステーキ用
●セット内容／モモ肉360g 
●牛肉／群馬県産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 841-05
黒毛和牛ハンバーグ
●セット内容／黒毛和牛ハンバーグ（生） 
90g×5、ハンバーグソース90g×2 
●加工地／神奈川県 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 841-01
上州牛 しゃぶしゃぶ用
●セット内容／モモ肉360g 
●牛肉／群馬県産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 841-03
鹿児島県産黒毛和牛 すき焼き用
●セット内容／モモ肉300g 
●牛肉／鹿児島県産
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 841-04
鹿児島県産黒毛和牛 焼肉用
●セット内容／モモ肉300g 
●牛肉／鹿児島県産
●賞味期限／冷凍30日

（841-01 イメージ）

賞品番号┃ 841-08
〈日本ハム〉 長崎浪漫工房ギフト

●セット内容／ロースハムスライ
ス68g、ポークローフ250g、ベー
コンスライス80g ●加工地／長
崎県 ●賞味期限／冷蔵30日

おすすめ品
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鶏豚

賞品番号┃ 842-06
〈北海道・トンデンファーム〉 
ウインナー・ハムセット
●セット内容／荒挽ウインナー
100g×2、荒挽フランク150g、
生ハムロース60g×2 ●加工地／
北海道 ●賞味期限／冷蔵40日
※パッケージデザインが変更にな
る場合がございます。

賞品番号┃ 842-03
〈愛知・三和〉純鶏名古屋コーチン正肉セット

●セット内容／モモ肉・ムネ肉×
各1枚、ささみ・手羽先×各2本

（計460ｇ） ●鶏肉／愛知県産
●賞味期限／冷蔵8日

賞品番号┃ 842-07
〈鹿児島・ナンチク〉
鹿児島の黒豚ソーセージセット
●セット内容／黒豚炭焼コロコ
ロ・黒豚荒挽きウインナー各120
ｇ、黒豚ソーセージ200ｇ ● 加
工地／鹿児島県 ●賞味期限／
冷蔵30日

賞品番号┃ 842-08
〈北海道・かみふらの工房〉 
ベーコン・ウインナー詰合せ
●セット内容／ベーコン300g、あ
らびきウインナー・ホワイトウイン
ナー各130g ●加工地／北海道 
●賞味期限／冷蔵50日

賞品番号┃ 842-05
鹿児島県産黒豚 ミンチカツ
●セット内容／黒豚ミンチカツ
80g×16 ●加工地／鹿児島県 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 842-01
鹿児島県産黒豚 モモ味噌漬
●セット内容／モモ味噌漬80g×6
●豚肉／鹿児島県産 
●加工地／鹿児島県 
●賞味期限／冷凍30日 

賞品番号┃ 842-04
鹿児島県産黒豚 ミニロールステーキ
●セット内容／黒豚ミニロールス
テーキ50g×8 ●豚肉／鹿児島
県産 ●加工地／鹿児島県 
●賞味期限／冷凍30日

（842-03 イメージ）

賞品番号┃ 842-02
神奈川県産はまかぜポーク 味噌漬
●セット内容／肩ロース味噌漬
70g×5 ●豚肉／神奈川県産
●加工地／神奈川県 
●賞味期限／冷凍30日 

（842-01 イメージ）

賞品番号┃ 842-09
赤い屋根の日向工房ギフト
●セット内容／赤い野菜入りソー
セージ100g、桜チップスモークウ
インナー100g、ハーブ入りソー
セージ100g、ワイン入りウインナー
100g、直火焼ベーコン75g 
●加工地／宮崎県 ●賞味期限
／冷蔵40日
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賞品番号┃ 843-06
甘塩たらこ
 

●セット内容／たらこ（無着色）
250ｇ（4〜6本） ●スケトウダラ
の卵／ロシア又はアメリカ産 
●賞味期限／冷凍60日 

賞品番号┃ 843-01
〈大阪・活黒〉 まるごと煮魚

●セット内容／さば味噌煮・金目鯛煮付け・さわら
煮付け・かれい煮付け各70g、いわし煮付け50g
×2 ●さば／長崎県又は日本海産、金目鯛／
ニュージーランド又はアメリカ産、いわし・さわら／
国産、かれい／長崎県産 ●加工地／京都府
●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 843-03
博多辛子明太子
　

●セット内容／辛子明太子280g
（4〜6本） ●スケトウダラの卵／
ロシア産 
●賞味期限／冷凍30日

賞品番号┃ 843-02
紅鮭スモークサーモン
 

●セット内容／紅鮭スモークスラ
イス250ｇ ●紅鮭／ロシア産 
●加工地／北海道

賞品番号┃ 843-04
〈福岡・博多鳴海屋〉わさび明太子

●セット内容／わさび明太子（無
着色）280g（4〜6本） 
●スケトウダラの卵／ロシア又は
アメリカ産 
●賞味期限／冷蔵14日

賞品番号┃ 843-05
〈福岡・博多鳴海屋〉昆布漬辛子明太子

●セット内容／昆布漬辛子明太
子（無着色）300g（4〜6本） 
●スケトウダラの卵／ロシア又は
アメリカ産 
●賞味期限／冷蔵14日

（843-01 イメージ） （843-02 イメージ） （843-04 イメージ）

シーフード
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賞品番号┃ 844-01
鮭寒風干し詰合せ
　

●セット内容／紅鮭寒風干し70g
×3、鮭寒風干し70g×4 ●紅鮭
／ロシア産、秋鮭／北海道産 
●加工地／宮城県
●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 844-03
〈大阪・活黒〉 漬け魚詰合せ

　

●セット内容／味噌漬（キングサーモン・金目鯛・さ
ば・銀鮭×各1切）、粕漬（金目鯛×1切）、ポン酢
200㎖ ●キングサーモン・金目鯛／ニュージーラン
ド産、さば／北欧又は、国産、銀鮭／チリ産 ●加工
地／日本 
●賞味期限／冷凍60日

賞品番号┃ 844-06
利尻産 純粒うに一夜漬
 

●セット内容／キタムラサキウニ一夜漬60g
●加工地／北海道利尻産 
●賞味期限／冷凍90日

賞品番号┃ 844-05
〈大阪・活黒〉 簡単便利煮魚・焼魚詰合せ

 

●セット内容／さば味噌煮（2切入）・いわし生姜煮（2尾入）・秋刀魚おろし煮
（2切入）各80g、さば味噌漬焼80g、甘塩秋鮭塩焼60g×2 ●加工地／
日本
●賞味期限／常温90日

（844-02 イメージ） （844-04 イメージ） （844-06 イメージ）

賞品番号┃ 844-02
簡単調理 彩り魚菜詰合せ
 

●セット内容／鮭の金山寺味噌
焼・さばの塩麹焼き・鰆の香草焼・
かれい煮付・鱈の西京焼き・赤
魚の幽庵焼き各40g×2 ●加工
地／日本 
●賞味期限／冷凍90日 

賞品番号┃ 844-04
灰干ひもの詰合せ
●セット内容／さんま100g、真あじ150g、連子
鯛130g、ほっけ240g、かます110g ●さんま・ほっ
け／北海道産、真あじ・連子鯛／長崎県産、か
ます／中国産 ●加工地／兵庫県 
●賞味期限／冷凍30日
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賞品番号┃ 845-03
紀州南高梅 うす塩しそ漬梅干
●セット内容／しそ漬梅干700g（梅干550g、しそ葉150g）

（2〜3L粒）塩分約8％ ●梅／和歌山県産

賞品番号┃ 845-02
紀州南高梅 ハチミツ入梅干
　

●セット内容／ハチミツ入梅干700g（2〜3L粒）塩分約7％
●梅／和歌山県産

賞品番号┃ 845-01
紀州南高梅 黒糖漬
●セット内容／黒糖入梅干600g（3L粒）塩分約7％
●梅／和歌山県産 

賞品番号┃ 845-04
紀州南高梅 味いろいろ
 

●セット内容／うす塩味梅干（塩分約8％）・しそ風味梅干（塩分約8％）・はち
みつ入り梅干（塩分約8％）・松葉エキス入り梅干（塩分約14％）・かつお味
梅（塩分約14％）・白干梅（塩分約20％）・こんぶ梅干（塩分約8％）各80ｇ 
●梅／和歌山県産

賞品番号┃ 845-07
〈長野・石井味噌〉三年蔵味噌 赤・白詰合せ

●セット内容／三年蔵赤味噌500g×1、三年蔵白味噌500g×2 ●加工地
／長野県

賞品番号┃ 845-05
〈おつけもの処髙野〉 白ぬか床泉州水茄子漬

●セット内容／白ぬか床泉州水茄子漬×5 
●水茄子／大阪府産 ●加工地／大阪府 
●賞味期限／冷蔵7日 

（845-09 イメージ）

賞品番号┃ 845-06
大分県産原木乾椎茸どんこ
●セット内容／原木乾椎茸どんこ110g ●椎茸／大分県産 

賞品番号┃ 845-08
〈静岡・山政〉 本節けずり詰合せ

　

●セット内容／かつおかれぶしけずりぶし（血合抜）3g×16、本節けずり（3g
×9）×2 ●加工地／静岡県 

賞品番号┃ 845-09
〈長崎・チョーコー醤油〉 香味百彩

●セット内容／有機醤油（こいくち・うすくち）各500㎖、有機味噌（麦・
麦米あわせ）各500g ●加工地／長崎県

おすすめ品

（845-01 イメージ）
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賞品番号┃ 846-01
手延素麺 豊穣
　

●セット内容／手延素麺50g×25 ●加工地／兵庫県

麺

賞品番号┃ 846-04
手延うどん 豊穣
 

●セット内容／手延うどん50ｇ×25 ●加工地／兵庫県 

（846-01 イメージ）

（846-06 イメージ）

（846-04 イメージ）

賞品番号┃ 846-02
有機讃岐手延べそうめん
　

●セット内容／有機讃岐手延べそうめん150g×7 
●加工地／香川県

賞品番号┃ 846-03
有機讃岐手延べうどん
　

●セット内容／有機讃岐手延べうどん150g×7 
●加工地／香川県

賞品番号┃ 846-06
田舎煮込みほうとう
●セット内容／ほうとう（生麺160g・生みそ25g×各5）×3 
●加工地／山梨県 ●賞味期限／常温90日

賞品番号┃ 846-05
〈大阪・黒門市場 二葉〉 釜上げうどん

●セット内容／うどん120g×5、生醤油
200㎖、鰹節8g×5、ごま、しょうが
●加工地／大阪府 
●賞味期限／冷凍30日 
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賞品番号┃ 847-06
定温熟成長崎ちゃんぽん
　

●セット内容／ちゃんぽん麺（乾麺）80ｇ×14、スープ20ｇ×14
●加工地／日本

賞品番号┃ 847-04
定温熟成九州ラーメンセット
●セット内容／乾麺80g×10、久留米スープ38g×4、鹿児島スー
プ35g・熊本スープ40g×各3、ラーメンふりかけ×10 
●加工地／日本

賞品番号┃ 847-02
信州八割蕎麦・信州蕎麦
詰合せ
●セット内容／信州八割蕎麦・信州蕎麦
各200g×4 ●加工地／長野県

賞品番号┃ 847-03
お湯をかけるだけの即席麺詰合せ
●セット内容／即席手延にゅうめん（麺60g・めんつゆ30g・わかめ・
乾燥ねぎ）×4、即席そば（麺60g・めんつゆ30g・わかめ・乾燥ねぎ）
×3 ●加工地／香川県 

賞品番号┃ 847-05
博多「ラー麦」ラーメンセット
●セット内容／乾麺80g×10、あごだし醤油スープ40g×4、岩塩スー
プ36g・水炊きスープ30g×各3、磯紫菜（干し海苔）×10 
●加工地／日本 

賞品番号┃ 847-01
〈長野・こばやし〉 伝承の干麺

●セット内容／そば（乾麺）200g×5 ●加工地／長野県

（847-01 イメージ）

（847-03 イメージ）

（847-04 イメージ）

（847-06 イメージ）
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賞品番号┃ 848-02
〈大阪・活黒〉 活黒のおでん

●セット内容／おでん6種（大根・こんにゃく・たまご・ごぼう天・厚揚げ・こ
んぶ 計320g）×6 ●加工地／香川県

賞品番号┃ 848-04
〈山口・萩 井上商店〉バラエティー詰合せ

●セット内容／ふぐぞうすいスープ341g×2、かにぞうすいスープ333g×1、
しそわかめ90g×2、ふぐめしまぜご飯の素（2〜3人前）×1、あなごめしま
ぜご飯の素（2〜3人前）×1 ●加工地／日本

賞品番号┃ 848-06
〈新潟・ゆのたに手づくり村〉 
銘水杵つきもち
●セット内容／白もち300g×7 ●加工地／新潟県

賞品番号┃ 848-01
〈東京・浅草今半〉 牛肉つくだ煮詰合せ

●セット内容／牛肉すきやき・牛肉そぼろやわらか煮・牛肉ごぼう・牛肉し
めじ各70g ●加工地／千葉県

賞品番号┃ 848-03
こだわり素材のおにぎり詰合せ
●セット内容／特別栽培夢ごこち米と二年熟
成丸大豆醤油の焼きおにぎり80g×6、秋田
県比内地鶏の鶏飯おにぎり80g×5 
●加工地／静岡県 ●賞味期限／冷凍90日

賞品番号┃ 848-05
焼ふぐ・ふぐちり用切身
 

●セット内容／しろさばふぐ切身500g、ポン酢・
もみじおろし各10g×4 ●しろさばふぐ／中国産 
●加工地／山口県 ●賞味期限／冷凍90日

（848-01 イメージ）

（848-02 イメージ）

（848-04 イメージ）

（848-06 イメージ）
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賞品番号┃ 849-06
イタリアエキストラバージン
オリーブオイルのパスタソース
 

●セット内容／ミートソース・ホワイトクリームソース各
250g×2、ベーコントマトソース250g 
●加工地／日本

賞品番号┃ 849-03
北海道のカリーセット
　

●セット内容／北海道十勝牛のビーフカリー・北海道
産豚のポークカリー・北海道中札内鶏のチキンカリー
各200g×2 ●加工地／北海道

賞品番号┃ 849-05
〈東京・日本橋古樹軒〉 
ふかひれスープ詰合せ
 

●セット内容／ふかひれスープ（酸辣湯仕立て）・ふか
ひれスープ（上湯仕立て）各200g ●加工地／宮城
県

賞品番号┃ 849-04
鹿児島 黒豚カレー
●セット内容／黒豚カレー200g×6 ●加工地／北海
道

賞品番号┃ 849-01
エキストラバージン
オリーブオイル詰合せ
●セット内容／オリーブオイル（グリーン）218g×２ ●加工地／イタリア  

（849-02 イメージ）

（849-03 イメージ） （849-06 イメージ）

賞品番号┃ 849-02
〈東京・キッチンハンズ〉 
たっぷりソースのハンバーグ
●セット内容／ソースハンバーグ170g×5
●加工地／東京都
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賞品番号┃ 850-05
山形県産 白桃
 

●セット内容／白桃1.4㎏（4〜5玉） 
●白桃／山形県産
●お申込み期間：5月10日〜8月31日
●お届け期間：8月下旬〜9月中旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 850-08
熊本県産 でこぽん
　

●セット内容／でこぽん2Lサイズ×6玉 
●でこぽん／熊本県産
●お申込み期間：11月1日〜3月15日
●お届け期間：3月上旬〜4月中旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 850-03
岐阜県産 富有柿
●セット内容／富有柿2.8㎏（14〜16玉） 
●富有柿／岐阜県産
●お申込み期間：8月1日〜11月15日
●お届け期間：11月中旬〜12月中旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 850-01
山形県産 ラ・フランス
　

●セット内容／ラ・フランス2kg（7〜8玉） 
●ラ・フランス／山形県産
●お申込み期間：8月1日〜12月15日
●お届け期間：11月中旬〜12月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

（850-01 イメージ）

賞品番号┃ 850-06
信州安曇野産 りんご「梓川」
　

●セット内容／サンふじ3kg（10〜12玉）
●サンふじ／長野県安曇野産 
●お申込み期間：8月1日〜12月15日
●お届け期間：11月下旬〜1月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

（850-07 イメージ） （850-08 イメージ）

賞品番号┃ 850-04
静岡県三ヶ日産 アルギットみかん
　

●セット内容／温州みかん3㎏ ●みかん／静岡県産
●お申込み期間：9月1日〜12月20日
●お届け期間：12月上旬〜2月上旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

賞品番号┃ 850-02
国産 アールスメロン
　

●セット内容／アールスメロン1.2㎏（1玉） 
●アールスメロン／国産
●お申込み期間：4月1日〜12月20日
●お届け期間：6月上旬〜1月下旬
※配達日のご指定はご容赦ください。

おすすめ品

おすすめ品

賞品番号┃ 850-07
長野県産 南水梨
 

●セット内容／南水梨2.5㎏（7〜8玉） 
●南水梨／長野県産
●お申込み期間：6月1日〜10月10日
●お届け期間：9月下旬〜11月中旬
※配達日のご指定はご容赦ください。
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天候不順により、産地が変わる場合がございます。到着後お早めにお召
し上がりください。



賞品番号┃ 851-03
〈栃木・千本松牧場〉牧場直送の
アイスクリーム詰合せ
●セット内容／バニラ・ロイヤルミ
ルクティー・ミルク各110㎖×2、ミ
ルクコーヒー・塩・チョコレート・スト
ロベリー・宇治抹茶各110㎖×1 
●加工地／栃木県 

賞品番号┃ 851-04
マンゴープリン
●セット内容／マンゴープリン
70g×6 ●加工地／長野県
●賞味期限／冷凍90日

（851-04 イメージ）

賞品番号┃ 851-01
プリン
●セット内容／カスタード100g×
3、パンプキン・チーズ各100g×
2 ●加工地／和歌山県 ●賞味
期限／冷凍90日 

賞品番号┃ 851-02
岡山県産 ミディトマトゼリー
●セット内容／ミディトマトゼリー180g×6 
●加工地／岡山県

賞品番号┃ 851-08
精華堂あられ総本舗 
有機揚げあられ詰合せ
　

●セット内容／えび揚げ・小揚げ（醤油）・月見揚げ（塩）・
胡麻揚げ各60g ●加工地／宮城県

賞品番号┃ 851-07
チョコレートタルト
●セット内容／チョコレートタルト（4号サイ
ズ） ●加工地／和歌山県 ●賞味期限／
冷凍90日

賞品番号┃ 851-09
〈京都・井六園〉 抹茶わらび餅

●セット内容／抹茶わらび餅（わらび餅130g・蜜10g・きな
こ5g）×7 ●加工地／滋賀県

（851-07 イメージ）

（851-08 イメージ）

賞品番号┃ 851-05
横浜Café お菓子セット
●セット内容／横浜Ｃａｆｅリッチ5Ｐ・横浜Ｃａｆｅマイルド5Ｐ・ハイレーズン・
ダックワーズ×各2、横浜象の鼻物語マカロン・横浜限定 杏仁キャラメル
×各1 ●加工地／神奈川県 ●賞味期限／常温60日

賞品番号┃ 851-06
横浜バラエティーセット
●セット内容／横濱珈琲物語×2、有機栽培珈琲300g・横浜ベイクドクッ
キー（12枚入）・横浜ちょこふらーる（9個入）×各1 ●加工地／神奈川県 

51 Variety Foods （バラエティ フーズ）1,130玉／226枚

Selection gift catalog



賞品番号┃ 852-08
静岡 川根煎茶
●セット内容／静岡県川根煎茶80g×3 
●茶葉／静岡県産 ●加工地／静岡県

賞品番号┃ 852-10
静岡有機栽培茶
 

●セット内容／有機静岡煎茶78g×3 
●茶葉／静岡県産 ●加工地／静岡県

賞品番号┃ 852-11
井六園 銘茶詰合せ
　

●セット内容／煎茶120g×2
●茶葉／国産 ●加工地／京都府

賞品番号┃ 852-09
清水一芳園 台湾烏龍茶
 

●セット内容／香檳烏龍茶70ｇ ●茶
葉／台湾産 ●加工地／大阪府

賞品番号┃ 852-06
オーガニックドリンク
セット
●セット内容／カフェグラッセ（無糖・低
糖）・テグラッセ（無糖）各1,000㎖×2、
アールグレイ（無糖）1,000㎖×1
●加工地／日本

賞品番号┃ 852-07
〈NACHA COFFEE〉 
オリジナル
●セット内容／オリジナル200g×2（中挽
き、粉） ●加工地／タイ 

賞品番号┃ 852-04
カフェアパショナート
シアトルコーヒーセット
●セット内容／タターズブレンド・エンペラーズブ
レンド各200g（中細挽き、粉）
●加工地／神奈川県 

賞品番号┃ 852-05
カフェアパショナート 
シアトルコーヒーセット
　

●セット内容／ロースターズカップ・エンペ
ラーズブレンド各200g（中細挽き、粉）
●加工地／神奈川県

賞品番号┃ 852-03
樵
きこり

のわけ前1117
●セット内容／樵のわけ前1117（ナチュラルミネラルウォーター）
500㎖×24 ●加工地／鹿児島県

賞品番号┃ 852-01
旬に搾ったとまとジュース
 

●セット内容／とまとジュース190g×14 ●加工地／北海道

賞品番号┃ 852-02
長野県産果実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500㎖×2、長野県産白桃ジュース500㎖×1
●加工地／長野県
※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。

（852-11 イメージ）

（852-06 イメージ）

（852-01 イメージ）
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賞品番号┃ 853-03
ボール
　

●サイズ／約高さ8.8×径13cm ●素材／ガラス ●チェコ製
※手作り品の為、柄・サイズ等が異なる場合があります。

賞品番号┃ 853-06
メプラ テーブルスプーン 
5ピースセット
　

●セット内容／テーブルスプーン5 ●サイズ／全長約
19.5cm ●素材／18-10ステンレス鋼 ●イタリア製

賞品番号┃ 853-05
メプラ テーブルフォーク 
5ピースセット
　

●セット内容／テーブルフォーク5 ●サイズ／全長約
19.5cm ●素材／18-10ステンレス鋼 ●イタリア製

賞品番号┃ 853-01
セラミカ ブラウ オーバルディッ
シュ
　

●サイズ／約高さ5.8×幅24×奥行16.3㎝ ●素材／陶器 
●ポーランド製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合がありま
す。電子レンジ・オーブン可。

賞品番号┃ 853-04
ペアショートフルートグラス
●セット内容／フルートグラス2 ●サイズ／約高さ17.5×径
6.5㎝、容量約170㎖ ●素材／ガラス ●スロバキア製
※手作り品の為、柄・サイズ等が異なる場合があります。
また気泡の状態や色の出方がひとつひとつ異なります。

賞品番号┃ 853-09
波佐見焼 竹林彫平ボール
　

●サイズ／約高さ6.5×径21.5㎝ ●素材／磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。
電子レンジ可。

賞品番号┃ 853-08
ダンスク アラベスク パスタボウル
　

●サイズ／約高さ5.5×径20.5㎝ ●素材／磁器 ●スリランカ製 
※手作り品の為、色・柄が異なる場合があります。電子レンジ可。オーブン可。

賞品番号┃ 853-07
ダンスク セージソング サラダプレート
　

●サイズ／約高さ2.5×径20㎝ ●素材／磁器 ●スリランカ製
※電子レンジ可。

賞品番号┃ 853-02
セラミカ ガーデン オーバルディッ
シュ
　

●サイズ／約高さ5.8×幅24×奥行16.3㎝ ●素材／陶器 
●ポーランド製 
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合がありま
す。電子レンジ可、オーブン可。

Tableware
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賞品番号┃ 854-05
砥部焼 太陽紋ペア飯碗揃
●セット内容／飯碗2 ●サイズ／約高さ6×径11㎝ ●素材／
磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電子
レンジ可。

賞品番号┃ 854-04
萩焼 御本手夫婦飯茶碗
　

●セット内容／飯茶碗 大、飯茶碗 小各1 ●サイズ／飯茶碗 大：
約高さ6×径14㎝、飯茶碗 小：約高さ5.5×径13㎝ ●素材／陶
器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電
子レンジ不可。

賞品番号┃ 854-09
彩花おもてなしセット
●セット内容／大皿1、小鉢5 ●サイズ／大皿：約高さ6×径28.5
㎝、小鉢：約高さ4.5×径11㎝ ●素材／磁器 ●日本製
※電子レンジ可。

賞品番号┃ 854-06（太陽）
賞品番号┃ 854-07（唐草）
砥部焼 呉須アメリカンコーヒー碗皿
●セット内容／碗、皿各1 ●サイズ／碗：約高さ8.5×径9㎝、容
量約200㎖、皿：約高さ2.5×径16㎝ ●素材／磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電
子レンジ可。

854-06 854-07

賞品番号┃ 854-08
輪花11.0大鉢（銀朱）（取箸付）
●セット内容／大鉢、取箸各1 ●サイズ／大鉢：約高さ3.5×径33
㎝、取箸：全長約33㎝ ●素材／本体：木粉入フェノール樹脂（ウ
レタン塗装）、取箸：天然木 ●日本製

賞品番号┃ 854-02
縁起豆皿揃 鳳凰、青手鶴、七福神
●セット内容／縁起豆皿3 ●サイズ／約高さ2×径10㎝ 
●素材／磁器 ●日本製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電
子レンジ不可。

賞品番号┃ 854-01
粉引十草ラーメン丼（スプーン付）
●セット内容／丼、スプーン各1 ●サイズ／丼：約高さ9.2×径22
㎝、スプーン：全長約19㎝ ●素材／丼：陶器、スプーン：天然木 
●丼：日本製、スプーン：中国製
※手作り品の為、色・柄・サイズ等が異なる場合があります。電
子レンジ可。

賞品番号┃ 854-03
白と黒 スクエアボウルセット
●セット内容／スクエアボウル5 ●サイズ／約高さ5×幅15×奥行
15㎝ ●素材／磁器 ●中国製 
※電子レンジ可。

おすすめ品

おすすめ品
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賞品番号┃ 855-01（ピンク）
賞品番号┃ 855-02（グリーン）
シリコンスチーマー2ピース
●セット内容／本体2 ●サイズ／約高さ7×幅20.6×奥行13.2㎝、容量約
800㎖ ●素材／シリコンゴム ●中国製
※電子レンジ可、オーブン可。レンジで手軽に蒸し野菜や個食メニューが作
れます。

賞品番号┃ 855-07
ドリテック 電気ケトル
　

●サイズ／約高さ16×幅15×奥行14.1㎝（持手含まな
い）、容量約800㎖、重量約698g（スタンド含む）、コー
ド約1.2m ●素材／ポリプロピレン ●中国製 
※電源/100V-900W。お湯が沸いたら自動的にスイッ
チオフ。空焚き防止機能付。

賞品番号┃ 855-06
セレシオン 
コーヒーメーカー5カップ
●サイズ／約高さ26×幅22×奥行18.5㎝、容量約
600㎖、重量約960g、コード約1.4m ●素材／本体：
ポリプロピレン、サーバー：耐熱ガラス ●中国製 
※電源/100V-600W。約5カップ分のコーヒーが作れ
ます。

賞品番号┃ 855-03
ステンレスボール4個＆パンチングザル2個セット
●セット内容／ボール（15㎝、18㎝、20㎝、25㎝）、パンチングザル（18㎝、20㎝）各1 ●サイ
ズ／ボール（15㎝）：約高さ6×径15㎝、ボール・パンチングザル（18㎝）：約高さ7×径18㎝、ボー
ル・パンチングザル（20㎝）：約高さ8×径20㎝、ボール（25㎝）：約高さ9.5×径25㎝ ●素材／ス
テンレス鋼 ●インド製
※調理の小分けやドレッシングつくりなど様々な用途に使えます。ザルと組み合わせれば野菜の水
切りに便利です。

賞品番号┃ 855-04（オレンジ）
賞品番号┃ 855-05（グリーン）
タニタ デジタルクッキングスケール
●サイズ／約タテ20.4×ヨコ14.5×厚み3.4㎝、重量約275g ●素材／ABS樹脂 ●中国製
※電源/単3乾電池×2本付属（モニター用）。最小表示0.5g、最大計量1㎏。

855-05855-04

855-01

855-02
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賞品番号┃ 856-07（ピスタチオ）
賞品番号┃ 856-08（フランボワーズ）
賞品番号┃ 856-09（スカイ）
穴明包丁
　

●サイズ／全長約30㎝、刃渡約17.5㎝ ●素材／刃部：ステン
レス刃物鋼、柄：ゴム系樹脂・ABS樹脂 ●本体：中国製（刃付
け加工：日本）
※握りやすさ、使いやすさを追求した手に馴染みやすく、滑りに
くいラバーグリップハンドルの包丁です。キッチンクロス付。

賞品番号┃ 856-10
暁里 特撰三徳包丁
　

●サイズ／全長約28.5cm、刃渡約17cm、重量約110g ●

素材／刃部：ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄：黒色積層強
化木 ●日本製
※3年間品質保証書付。

賞品番号┃ 856-01
木柄北京鍋26㎝

（お玉・スキンマー付）
●セット内容／北京鍋、お玉、スキンマー各1 ●サイズ／北
京鍋：約高さ8×径26㎝、本体厚み約1.2㎜、底部厚み
約1.2㎜、重量約765g、お玉：全長約35.2㎝、重量約
185g、スキンマー：全長約39㎝、重量約240g ●素材／鉄

（クリアラッカー塗装） ●日本製
※電磁調理器不可。強火に適した鉄製の北京鍋。スキン
マー付きで油通しもラクラク、便利です。

賞品番号┃ 856-04
お手軽魚焼きパン
●サイズ／約高さ5.2×幅32×奥行22㎝（取手含ま
ない）、厚み約2.8㎜、重量約840g ●素材／本体：
アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、取手：フェノー
ル樹脂 ●韓国製 
※電磁調理器不可。

賞品番号┃ 856-05
燕三 鉄 木柄玉子焼（18×18㎝）
ターナー付
●セット内容／玉子焼、ターナー各1 ●サイズ／玉
子焼：約高さ3.4×幅18×奥行18㎝、厚み約1.6
㎜、重量約750g、ターナー：全長約28.7㎝、重量
約70g ●素材／玉子焼/本体：鉄（シリコン樹脂塗
装）、取手：天然木、ターナー/金属部：ステンレス
鋼、ハンドル：ポリプロピレン、皿部：ナイロン樹脂 
●日本製 ※電磁調理器200V可。

賞品番号┃ 856-06
燕三 鉄 木柄フライパン

（26㎝）
●サイズ／約高さ5.8×径26㎝、厚み約1.6
㎜、重量約1.2㎏ ●素材／本体：鉄（シリコ
ン樹脂塗装）、取手：天然木 ●日本製
※電磁調理器200V可。

賞品番号┃ 856-03
燕三 鉄 共柄天ぷら鍋

（24㎝）
　

●サイズ／約高さ7×径24㎝、厚み約2
㎜、重量約1.3㎏ ●素材／本体：鉄（シ
リコン樹脂塗装）、アミ：鉄（クロムメッキ）
●日本製
※電磁調理器200V可。

856-09856-08856-07

賞品番号┃ 856-02
美味工房 パエリア・バーベ
キュー鍋
　

●サイズ／約高さ4.5×径37.5cm、厚み約
2mm、重量約2kg ●素材／鉄（シリコン樹
脂塗装） ●台湾製
※電磁調理器100V可。調理時は取手が
熱くなりますので、鍋つかみ等をご使用くだ
さい。
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賞品番号┃ 857-07
アイロン台（アルミコート）
●サイズ／約高さ19×幅60×奥行36㎝、重量約1.5㎏ ●素材／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、天板：スチール（粉体塗装）、脚部：スチール（ユニクロメッ
キ） ●中国製 
※折りたたみ式（折りたたみ時：高さ約3㎝）。表面布にアルミコーティングを施している折り
たたみ式アイロン台。高い熱効率を発揮し、素早く綺麗に仕上がります。また、耐熱性に優
れ、焦げにくく丈夫です。天板は熱に強く、蒸気を良く通すスチールメッシュ構造。

賞品番号┃ 857-06
救急箱（小）
●サイズ／約高さ13.5×幅23×奥行16.5㎝、重量約600g 
●素材／天然木・合板 ●日本製

賞品番号┃ 857-03
シチズン 掛時計
●サイズ／約径31×厚み4㎝、重量約850g ●素材／天然木 ●中国製 
※電源/単3乾電池×1（付属）、壁掛式、ステップ秒針。大きく見やすい
文字盤と、シンプルでスタンダードなデザインの掛時計。天然木枠のナ
チュラル感と落ち着いた雰囲気が様々なお部屋にもマッチします。

賞品番号┃ 857-01
ビーズクッション
●サイズ／約高さ15×径30㎝ ●素材／側地：ポリエス
テル100％、詰物：発泡ビーズ（中芯着脱不可） 
●日本製 

賞品番号┃ 857-05
ミニテーブル45
●サイズ／約高さ18.5×幅45×奥行33㎝（収納時：約高さ4×幅44.5×奥行33㎝）、重量
約1.95㎏ ●素材／天板：中質繊維板（ラッカー塗装）、脚：スチール線材（クロームメッキ） 
●ベトナム製 
※総耐荷重約5㎏。コンパクトな折りたたみテーブルです。

賞品番号┃ 857-04
ウィルトン織モノトーンマット
●サイズ／約タテ50×ヨコ80㎝ ●素材／ポリプロピレン100％ ●ベルギー製 
※敷物の本場ベルギーの美しくて丈夫なウィルトン織マット。玄関・キッチン・洗面所・
ベッドサイド等用途多彩です。踏み心地の良いマットです。

賞品番号┃ 857-02
ティッシュケース リン
●サイズ／約高さ25.5×幅14.5×奥行9㎝、重量約460g 
●素材／本体：天然木積層合板（ラッカー塗装）・スチール

（粉体塗装） ●中国製 
※落ち着いた佇まいの縦型ティッシュケース。縦型の為、省
スペースでとても使いやすくなっています。

賞品番号┃ 857-08
ジュエルケース
●サイズ／約高さ5×幅15×奥行10.5㎝、重量約210g 
●素材／合成皮革、ポリエステルベルベット 
●中国製 
※柔らかでシンプルなシルエットのジュエルケース。フタ裏にミ
ラー付。

Interior

（857-01 イメージ）
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858-02

858-03

858-01

858-04

賞品番号┃ 858-11
ポンチョ
　

●サイズ／約着丈72×身幅105㎝（フ
リーサイズ） ●素材／タテ糸：アクリル
100％、ヨコ糸：ポリエステル100％ 
●日本製
※男女兼用。

賞品番号┃ 858-01（ブラウン）
賞品番号┃ 858-02（グレー）
賞品番号┃ 858-03（グリーン）
賞品番号┃ 858-04（レッド）
今治タオル フェルガナ・タオルセット
●セット内容／バスタオル、ウォッシュタオル各1 ●サイズ／バスタオル：約タテ120×ヨコ60
㎝、ウォッシュタオル：約タテ35×ヨコ34㎝ ●素材／綿100％ ●日本製
※今治タオル。使い心地と肌触りにこだわったソフトパイルです。
今治マーク認定番号：第2008-070号

賞品番号┃ 858-06
ブリヂストン 低反発ミニ枕
●サイズ／約タテ20×ヨコ30×厚み8㎝、重量約300g ●素材／
側地：パイル部・綿100％（シンカーベロア）、基布部・ポリエステ
ル100％、詰物：低反発ウレタンフォーム ●日本製（側地：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。

賞品番号┃ 858-05
ドクター・スミス 
メディカル炭わた入枕
●サイズ／約タテ35×ヨコ50×厚み11㎝、重量約280g ●素材
／側地：綿100％、ネット部分：ポリエステル100％、詰物：ポリエ
ステル100％（炭分散コート加工わた入り） ●日本製
※手洗い可。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。

賞品番号┃ 858-09
東洋紡 ふわふわ
シープタッチハーフケット
　

●サイズ／約タテ140×ヨコ100㎝、重量約500g ●素材／毛羽
部分：ポリエステル100％ ●中国製
※シープタッチのマイクロファイバー繊維を使用しました。やさしくふ
んわりとしたマイクロファイバーの手ざわりにボリューム感もプラス。

賞品番号┃ 858-10
カラードコットンタオルセット
　

●セット内容／バスタオル、フェイスタオル各1 ●サイズ／バスタオル：
約タテ130×ヨコ70cm、フェイスタオル：約タテ85×ヨコ34cm 
●素材／綿100％ ●中国製

賞品番号┃ 858-07
東洋紡 ビーズ枕
　

●サイズ／約タテ35×ヨコ50×厚み10㎝、重量約400g ●素材
／側地：ポリエステル100％、詰物：ポリスチレンビーズ 
●中国製 

賞品番号┃ 858-08
ソフトタッチ低反発枕
　

●サイズ／約タテ30×ヨコ50×厚み7〜10㎝、重量約520g ●素
材／カバー部分/側生地：ポリエステル100％、枕本体部分/中
袋：ポリエステル100％､ 詰物：ウレタンフォーム ●中国製 
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賞品番号┃ 859-05
スタンドミラー＆トレイ
●サイズ／約高さ33×幅17.5×奥行16㎝、重量約
620g ●素材／ガラス、スチール（粉体塗装） 
●中国製 
※組立式。

賞品番号┃ 859-06
トレーニング＆ヨガマット
●サイズ／約タテ183×ヨコ62×厚み1㎝ ●素材／ニトリルゴム ●中国製
※収納ケース付。クッション性の高いマットで衝撃吸収に最適です。

BeautyGoods

賞品番号┃ 859-03
コウユウドウ コレクション
熊野筆 ハートパウダーブラシ
●サイズ／全長約11.5㎝ ●素材／穂先：山羊・ポリエステル、口金具：ア
ルミニウム、軸：木材 ●日本製
※見た目に愛らしいハート型のパウダーブラシです。手作り品の為、色・サ
イズが多少異なる場合があります。

賞品番号┃ 859-01
テスコム マイナスイオンカールドライヤー
●サイズ／約高さ32.1×径5.2㎝、重量約300g（ワイドクッションブラシ込）、
コード約1.7m ●素材／本体：ポリカーボネート ●中国製 
※電源/100V-650W。

賞品番号┃ 859-02
テスコム マイナスイオンドライヤー
●サイズ／約高さ21.5×幅19.6×奥行7.7㎝、重量約420g（フード込）、
コード約1.7m ●素材／本体：ABS樹脂 ●中国製 
※電源/100V-1200W。

賞品番号┃ 859-04
ハーフイボ ヨガボール65
●サイズ／直径約65㎝ ●素材／塩化ビニル樹脂 ●中国製
※耐荷重：約80㎏、適応サイズ：約身長160〜175㎝。ダブ
ルアクションポンプ付。

59 BeautyGoods & Stationery （ビューティグッズ & ステーショナリー）1,130玉／226枚

Selection gift catalog



賞品番号┃ 860-04
ビクセン
ルミナールルーペ75
　

●サイズ／約全長21.2×径8.4㎝、重量約78g 
●素材／アクリル樹脂、ABS樹脂●日本製 
※電源／単4乾電池×1付属（モニター用）。倍
率：約2.5倍、光源：白色LED。暗い場所でも使
える、明るいLEDライト照明が付いています。

賞品番号┃ 860-01（ブラックグリーン）
賞品番号┃ 860-02（ブラックピンク）
オーディオテクニカ
スマートフォン用ポータブルヘッドホン
　

●重量約110g、コード約1.2m（片出し） ●素材／ABS樹脂 ●中国製
※ストリート使いに最適な片出しコードスタイル。通話や操作などが楽しめるス
マートフォン対応モデル。

賞品番号┃ 860-03
地球儀
　

●サイズ／約高さ24×径21㎝、重量約400g ●素材／ポリスチレン・上質紙・
ABS樹脂 ●日本製
※縮尺：6千万分の1。行政図（国や地域別に色分け）。18分割した世界地図
を「手貼り」製法で仕上げています。地図の改訂等により、画像と実物は異な
る場合があります。予めご了承ください。

賞品番号┃ 860-08
ケンコー コンパクト望遠鏡
　

●セット内容／本体、三脚各1 ●サイズ／本体：約高さ5.1×幅41
×奥行6.5㎝、三脚：約高さ28×幅28×奥行32㎝、重量約280g 
●素材／ABS樹脂 ●中国製
※接眼レンズを換えることにより、倍率を20・30・40倍の3通りで
観測することができます。月のクレーター観測にも最適。卓上三脚
付。レンズ径：30㎜。

賞品番号┃ 860-07
ケンコー ライト付顕微鏡
　

●サイズ／約高さ18.5×幅9.8×奥行6㎝、重量約410g ●素材
／ABS樹脂 ●中国製
※電源/単4乾電池×2（別売）、標本スライドセット付属。ライト付
の見やすい顕微鏡。ワンタッチダイヤルで倍率100・300・600倍
の3通りで観察が楽しめます。

賞品番号┃ 860-09
ケンコー コンパクト双眼鏡
●サイズ／約高さ4×幅10.2×奥行7.6㎝ ●素材／ABS樹脂、メタクリル
樹脂 ●中国製
※倍率：8倍、レンズ径：18㎜。軽量・コンパクトボディで携帯に便利な
双眼鏡です。ケース付。

賞品番号┃ 860-05
ファーバーカステル
水彩12色色鉛筆スケッチ3点セット
　

●セット内容／水彩色鉛筆12色セット、水彩筆6号、ポストカード
各1 ●サイズ／水彩色鉛筆：約タテ18.3×ヨコ10.4㎝、重量約
150g、筆6号：約全長18.7×径0.7㎝、ポストカード：約タテ10×
ヨコ15㎝ ●素材／筆6号：馬毛・イタチ毛 ●水彩色鉛筆：ドイツ
製、筆6号・ポストカード：日本製
※公式「線画風カメラ」アプリを使えば、カメラで撮った写真をぬり
絵にして楽しむこともできます。

Stationery

賞品番号┃ 860-06
ラミー
アルスター ボールペン
　

●サイズ／約全長13.8×径1.2㎝、重量約17g 
●素材／アルミニウム ●ドイツ製

860-01 860-02

60  （ヘルシーグッズ & ステーショナリー） HealthyGoods & Stationery 1,130玉／226枚

Selection gift catalog



861-03 861-04

861-10

861-09

861-08

賞品番号┃ 861-06
フリーウェイ
レディースウオッチ
●サイズ／約径2.2×厚み0.7㎝、手首回り約12.5
〜18.5㎝ ●素材／本体：亜鉛合金、ベルト：ステ
ンレス鋼 ●中国製（ムーブメント：日本製）
※日常生活用防水。お届け時はモニター用（試用）
電池を使用しております。手首回り調整可。調整は
お客様ご自身にてお願いいたします。フリーアジャス
トバンド。

賞品番号┃ 861-07
デイデイトレディースウオッチ
　

●サイズ／約タテ2.4×ヨコ2.2×厚み0.9㎝、手首回り
約11〜19.5㎝ ●素材／本体：亜鉛合金（ゴールドカ
ラーメッキ、パラジウムメッキ）、ベルト：ステンレス鋼 
●中国製（ムーブメント：日本製） 
※日常生活用防水。お届け時はモニター用（試用）電
池を使用しております。手首回り調整可。サイズ調整を
承っておりません。予めご了承ください。

賞品番号┃ 861-08
クラウンシルバー
ペンダント
●サイズ／トップ：約タテ11.9×厚み8.9
㎜、チェーン：全長約40㎝、重量約2g 
●素材／シルバー925（ロジウムメッキ） 
●中国製
※トップ着脱可。

賞品番号┃ 861-09
カラーキュービック
ジルコニアペンダント

（ライトピンク）
●サイズ／トップ：約径6×厚み4㎜、
チェーン：全長約40㎝、重量約1.7g ●
素材／真鍮（ロジウムメッキ）・キュービッ
クジルコニア ●中国製
※トップ着脱可。

賞品番号┃ 861-10
カラーキュービック
ジルコニアペンダント

（ライトグリーン）
●サイズ／トップ：約径6×厚み4㎜、
チェーン：全長約40㎝、重量約1.7g ●
素材／真鍮（ロジウムメッキ）・キュービッ
クジルコニア ●中国製
※トップ着脱可。

賞品番号┃ 861-02
アン・アン
キャリーバッグ
●サイズ／約高さ56（キャスター含む）×幅30×奥行20㎝、取手長さ約34.5㎝、容
量約25.5ℓ、重量約1.75㎏ ●素材／本体：ポリエステル（テフロン加工）・合成皮
革、取手：ABS樹脂 ●中国製 
※2輪キャスター式、開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット4、取手：伸縮
式ハンドル（ストッパー調節）、ネームホルダー付。スタンド部分は組立式になります。

賞品番号┃ 861-01
アン・アン
ボストンバッグ＆折りたたみバッグ
●セット内容／ボストンバッグ、折りたたみバッグ各1 ●サイズ／ボストンバッグ：約高さ31×幅44×マチ19
㎝、重量約720g、折りたたみバッグ：約高さ37×幅43×マチ16㎝、重量約50g ●素材／ボストンバッグ
/本体：ポリエステル（テフロン加工）・合成皮革、持手：合成皮革、折りたたみバッグ：ポリエステル ●ボス
トンバッグ：中国又はカンボジア製、折りたたみバッグ：中国製
※ボストンバッグ/開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット4、内部：オープンポケット2・ファスナー
ポケット1、ショルダーベルト付（着脱可・長さ調節可）。

折りたたみバッグ

折りたたみ時

賞品番号┃ 861-03（ブラウン）
賞品番号┃ 861-04（ブラック）
ジュンココシノイコール
エルガリーショルダーバッグ
●サイズ／約高さ22×幅20×マチ6.5㎝、重量約
190g ●素材／本体：ポリエステル、合成皮革、ショ
ルダーベルト：ポリプロピレン ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：マグネット式ポケット
1、内部：オープンポケット2・ファスナーポケット1、ショ
ルダーベルト着脱不可（長さ調節可）。タテ、ヨコ色
違いの糸を平織りで織り上げたキャンパス地「エルガ
リー」のショルダーバッグです。ちょっとしたお出掛け
やお散歩、通勤通学などに重宝します。

賞品番号┃ 861-05
リョウコキクチ
フォーマル3点セット（グレー）
●セット内容／ネックレス、ペンダント、イヤリング各1 ●サイズ／ネック
レス：直径約6㎜玉、全長約42㎝、重量約23.4g、ペンダント：直径
約6㎜玉、全長約40㎝、重量約2.4g、イヤリング：約タテ1.9×ヨコ0.6
×厚み0.6㎝、重量約2.5g ●素材／ネックレス/玉部分：人工真珠、
留具：真鍮（ロジウムメッキ）、ペンダント/トップ：人工真珠、チェーン：
真鍮（ロジウムメッキ）、イヤリング：人工真珠・真鍮（ロジウムメッキ） 
●中国製

Accessory&Bag

INSIDE FRONT
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賞品番号┃ 862-03
ペスカロロ メンズベルト
　

●サイズ／幅約3.3cm、最大ウエスト約110cm ●素材／表：牛革（イタリア
ンレザー）、裏：合成皮革 ●中国製
※長さ調節可、穴数：5穴

賞品番号┃ 862-02
フリーウェイ 
メンズウオッチ
　

●サイズ／約径3.6×厚み0.7㎝、手首回り約14.5〜19.7㎝ ●素材／本
体：亜鉛合金、ベルト：ステンレス鋼
●中国製（ムーブメント：日本製）
※日常生活用防水。お届け時はモニター用（試用）電池を使用しておりま
す。手首回り調整可。調整はお客様ご自身にてお願いいたします。フリーア
ジャストバンド。

賞品番号┃ 862-05
メッセンジャーバッグ
●サイズ／約高さ22×幅33×マチ12㎝、重量約
200g ●素材／本体：ターポリン・合成皮革、ショル
ダーベルト：ポリプロピレン ●中国製
※開口部：被せ面ファスナー式、内部：オープンポケッ
ト1・ファスナーポケット1、ショルダーベルト着脱不可
（長さ調節可）。

賞品番号┃ 862-07
ビジネスバッグ
　

●サイズ／約高さ30×幅40×マチ8cm、重量約670g ●素材／本体：ナイロ
ン、持手：ポリプロピレン・合成皮革 ●中国製
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット2、内部：オープンポケット
2・ペン差し3、ショルダーベルト付（着脱可・長さ調節可）。内側ウレタン入り。

賞品番号┃ 862-08
底ダブルマチ多機能ビジネスバッグ
　

●サイズ／約高さ28×幅37×マチ6cm、重量約520g ●素材／本体：ポリエ
ステル、持手：ポリプロピレン ●中国製
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット2・ホック式ポケット1、内
部：面ファスナー式ポケット2・オープンポケット1、ショルダーベルト付（着脱可・
長さ調節可）。荷物の多さに応じて約12cmまで底幅を広げることができる、
機能的なビジネスバッグです。A4ファイル・モバイル機器対応。

賞品番号┃ 862-04
イングランドハウス
メンズ財布
　

●サイズ／約タテ9.5×ヨコ11.5×厚み2.5㎝ ●素材
／合成皮革 ●中国製
※内部：札入2・ホック式小銭入・カード入2・オープ
ンポケット4。

賞品番号┃ 862-01
フリーウェイ
10気圧防水スポーツウオッチ
　

●サイズ／約径4.2×厚み1.3㎝、手首回り約14〜20㎝ 
●素材／本体：合成樹脂、ベルト：ウレタン ●中国製（ムーブメント：日本製）
※10気圧防水、お届け時はモニター用（試用）電池を使用しております。
アウトドアでも活躍する10気圧防水のスポーツウオッチ。日付・曜日も確認
できるのでとても便利に使えます。

賞品番号┃ 862-06
デュミラン デイパック
●サイズ／約高さ45×幅32×マチ12㎝、重量約500g ●素材／ポリエステ
ル ●中国製
※開口部：ファスナー式、外部：メッシュオープンポケット3・ファスナーポケッ
ト1。

賞品番号┃ 862-11
アウトウォーク 
ボストンバッグ
　

●サイズ／約高さ27×幅45.5×マチ22㎝、重量約700g ●素材
／本体：ポリエステル、持手：ポリプロピレン ●中国製
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット1、ショルダー
ベルト付（着脱可・長さ調節可）。

賞品番号┃ 862-09
サーフクルー 
リュック
　

●サイズ／約高さ40×幅30×マチ16㎝、
重量約390g ●素材／本体：ナイロン、持
手：ポリプロピレン ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナー
ポケット1。シンプルですっきりとしたデザイ
ンのリュック。

賞品番号┃ 862-10
イングランドハウス
折りたたみトートバッグ
　

●サイズ／約高さ28×幅39×マチ15㎝、重量約215g ●素材／本体：ナイロン、
持手：ポリエステル ●中国製 
※開口部：ファスナー式、外部：ファスナーポケット1、内部：オープンポケット2。
底部折りたたみ収納用ファスナー付き、背面キャリーバー用ポケット付（幅約25
㎝）、収納時サイズ：約タテ15×ヨコ20×厚み3㎝。
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