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気化熱作用で優しく冷却。
身体を冷やしすぎずに、涼感とうるおいを

エアコンの風をかくはんし、
素早くお部屋を好みの温度に
部屋干しの乾きを早めたり、
押入の除湿にも効果的

7枚羽根を搭載したDCフロア―扇風機。
高い位置から大きな7枚羽根で、
広いお部屋の空気を効果的に循環

「補助翼付きの羽根」だから
効率よく遠くまで送風
「斜め40°ガード」で
風の抵抗を抑え、とても静か

申込No.

小型オゾン除菌・消臭機 バクテクターO3
H002-07

7967404〔タムラテコ〕

￥186,000（税別・送料込）
■本体サイズ：W180×D76.8×H200mm■本体重量：1400g
■電源：AC100V 50/60Hz■消費電力：12W■付属品：取扱説明書■TM-11MFE

申込No.

涼風扇
H002-04

3713859〔アピックス〕

￥19,800（税別）
■本体サイズ：W290×D315×H746mm■本体重量：6600ｇ■電源：100V 50/60Hz
■消費電力：最大52W　最小47W■付属品：本体、取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却
ボックス2個、吸水フィルター（ハニカム形状）■ACF-189R

申込No.

DC フロアー扇風機　
H002-03

6794451〔アピックス〕

￥14,800（税別）
■本体サイズ：W450×D400×H1150～1460mm■本体重量：8300g■電源：100V
50/60Hz■消費電力：最大24W 最小2W■付属品：本体、取扱説明書、保証書、薄型リモコ
ン■AFL-289R

申込No.

補助翼扇風機Y620 ホワイト
H002-01

3913609〔プラスマイナスゼロ〕

￥18,000（税別）
■本体サイズ：W354×H820～1080×D310mm■本体重量：約5.2kg
■消費電力：風量1：1.7W 風量9：28W■付属品：リモコン、取り扱い説明書
■XQS-Y620Ｗ（ホワイト）

申込No.

サーキュレーターC311
H002-02

1951503〔プラスマイナスゼロ〕

￥8,000（税別）
■本体サイズ：W250×H325×D240mm■本体重量：約2.5kg
■消費電力：微風：24/21W 強風：40/35W■付属品：リモコン、取り扱い説明書
■XQS-C311W

爽やかな空間へ
オゾンの力で菌やウイルス、
ニオイの原因成分を強力分解！※

オゾンの強力な酸化力が、菌・ウイルスの細
胞壁を分解。薬品ではないので耐性菌が発
生する心配もありません。

※全ての菌やウイルス・臭いに効果があるわけではありません。

処理風量
16.7～
26.1㎥/h

オゾン発生量
10～40mg/h
（無段階可変）

×

いつでも手軽に
熱中対策を。
汗に近いイオンバランスで
暑さから体を守ってくれます。

まろやかな味わいで
手軽に塩分補給。
にがりを含んだ
「赤穂の天塩」使用

1ケース
24本

カロリー
燃焼系

L-カルニチン
配合

1ケース
10袋

※沖縄・離島は配達いたし
かねます。

※送料が別途かかります。

※沖縄・離島は配達いたし
かねます。

※送料が別途かかります。

レモン味

レモン味

数量
限定

申込No. ￥3,360（税別）
■内容量：500ml■賞味期限：1年■ケース入数：24本
■重量（1ケース）：13.5kg■NTS-L 500/24

熱中対策水レモン味 500ml
（24本入り）

H002-05

7858502〔赤穂化成〕

申込No. ￥16,000（税別）
■内容量:1kg■賞味期限:1年■ケース入数:10袋
■重量(1ケース):10.8kg■AMS-L1000/10

H002-06

3864908〔赤穂化成〕

天塩塩あめレモン味 1kg
(10袋入り)

気配り運転
そよ風

自動センサー
送風調節
3段階

オフタイマー
1/2/4/8
時間

モード風
リズム
おやすみ
フィルター乾燥

左右自動
首振り
約75度

送風調節
12段階

9段階
18種類
豊富な風

真上を向く
上向き90°

省エネ
1.7W
静音8dB

オフタイマー
1/2/4/8
時間

モード風
リズム
おやすみ

2

涼しいも温かいもこれ1台でOK！
オールシーズン使える温冷風扇

送風 涼風 温風 加湿

気化熱を
利用した
ひんやり
涼風

ヒーター
ONで

うるおい
加湿暖房

1台4役でオールシーズン活躍します！

※「涼風/加湿」ボタンON時イメージ

申込No.

■本体サイズ：W25×D29×H67cm■本体重量：6.4kg（キャスター含む）■電源：
AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：[涼風モード]50W、[ヒーター]（強）1200W（弱）
900W■付属品：リモコン・キャスター・保冷剤・取扱説明書・保証書■ZHC-1200

スリム温冷風扇ヒート＆クール
H003-03

3925908〔ゼンケン〕

￥18,000（税別）

申込No.

■本体サイズ：約H482×W320×D284ｍｍ■本体重量：約6.5kg■電源・電
圧：AC100V／DC12V 50/60Hz■消費電力：55～98W
■付属品：AC コード、DC コード、取扱説明書／保証書■RA-WS20

二重冷却システム 20L冷温庫
H003-05

5853901〔RAMASU〕

￥19,800（税別）

申込No.

■本体サイズ：W598×D560×H845mm■本体重量：27kg■定格周波数：
50/60Hz■定格電圧：100V■年間消費電力量：296kWh/年■付属品：バス
ケット×１、取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ×１、鍵×２■JF100ML01WH

上開き冷凍庫 98L ホワイト　
JF100ML01WH

H003-04

9865453〔MAXZEN〕

￥22,800（税別・送料込）

全方位シームレスに
風が送れる快適さ

大切な人を暑さから守りたい
“WFan(ダブルファン)”

首振り機能
約22.5°～
360°

申込No.

■本体サイズ：W34×H90×D21.5cm■本体重量：約6.1kg■電源：
AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：33W■付属品：ACアダプター/
リモコン(お試し用電池付)/取扱説明書(保証書付)■MA-001-A

PIROUETTE（ピルエット）
H003-02

3915208〔マインツ〕

￥50,000（税別・送料込）

スライドドア
フリーザー

1951506〔ノーフロスト〕 3818454〔ノーフロスト〕■原産国：中国

H003-07

￥38,000価格（税別）
送料1,000円

商品名
申込No.
型式

定格内容積（L）
庫内温度（℃）
電気定格

定格消費電力（W）
年間消費電力（kWh/年）

製品重量（kg）

アップライトフリーザー

FFU85R
85

70
158
550
576
848
31

-20℃±2℃

幅
奥行
高さ

外形寸法
（mm）

￥30,000

スライドドアフリーザー

JH41SRW
41

41
187
495
315
860
22

送料1,000円

H003-06

まとめて冷凍！たっぷり保存！

うしろ
スッキリ
タイプ

庫内温度
調節ダイヤル
付き

アップライト
フリーザー

英国最大の冷凍庫メーカーノーフロス
ト社のフリーザー。
生鮮食品の細胞破壊を抑えて新鮮な
ままで長期保存できます。

送料850円

送料850円

数量
限定

数量
限定

アイスとホットを同時に貯蔵。
2電源で使えるから、お部屋でも車でも飲み頃をキープ。
1台で2役の冷温庫です。

※送料が別途かかります。

2電源対応

送料700円

申込No.

■本体サイズ：約W190×H290×D40■本体重量：約225ｇ■電源：DC5V 
1.0A■付属品：充電用USBケーブル、ヘアゴム■DF201WH（ホワイト）
/DF201BK（ブラック）/DF202AB（アクアブルー）

W FAN ハンズフリー
ポータブル扇風機

H003-01

8846956〔スパイス〕

￥3,000（税別） 送料850円

3

季
節
ア
イ
テ
ム

季
節
ア
イ
テ
ム

Ⓡ

お得にまとめ買いして
賢く冷凍ストック

コンパクト設計

上開き式

6段階冷却モード

バスケット付き

鍵つき

たっぷり

98L

数量
限定※ご注文時にご希望カラーを

お知らせください。

ホワイト ブラック アクアブルー

POINT 01
首にかけるだけの携帯用扇風機

POINT 02
USBポートから簡単充電

POINT 03
最大180度お好みの方向に

POINT 04
軽量約225g

POINT 05
フル充電で最大7時間連続使用

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

8%
軽減税率

8%
軽減税率

（風量１設定時）

上下左右
同時首振り ４段階の

風量設定
ON/OFF
ダブル
タイマー

単相100V・50/60Hz

185㎖缶
25本収納

350㎖缶
14本収納

500㎖
ペットボトル
９本収納

家庭用／自動車用
家でも、車（12V車）でもつかえる うれしい2電源

2ドアで、
上と下が独立！

デュアル
システム

保冷・保温組み
合せて使える

OR

OR

保温＆保冷

保温＆保温
保冷＆保冷

COOL HOT

60℃‒９℃
最低設定温度

最高設定温度

送料1,000円

送料1,000円



Portable Gas Series
Sengoku Aladdin

5

ア
ウ
ト
ド
ア

4

低温時
対応タイプ

H004-04

いつでも、どこでも、Aladdinを身近に
遊び心のあるポップなカラーバリエーションは

これまでのクラシカルなアラジンとは
一味違うライフスタイルを提案します。

イエロー

レッド

付属品

1パック
3本入

申込No.

〈3P〉■本体サイズ：W20.3×H19.6×D6.8cm■重量：約1.1kg■SAG-B3P
〈16P〉■本体サイズ：W42.0×H20.0×D57.0cm■重量：約18.7kg

センゴクアラジンボンベ3P
H004-04

3923807〔センゴクアラジン〕

￥600（税別） 送料700円

申込No.

■本体サイズ：W278×H188×D295mm■本体重量：約2.8kg
■発熱量：2.8kW（2400kcal/h）■付属品：グリルキット、収納袋
■SAG-HB01（R）（レッド）/SAG-HB01（Y）（イエロー）

ポータブルカセットコンロ（ヒバリン）
H004-03

3898657〔センゴクアラジン〕

￥16,000（税別） 送料700円

出荷単位：16

カセット
ボンベ
式

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

前面には広くて開放的な
リビングスペースを確保！
ツールームドームテント

持ち運びに便利な折りたたみ式。
焚き火に最適なロースタイルベンチ。
二人掛け。丈夫で軽量なアルミ製。

アルミ背付ベンチ＆カバー

耐荷重80kgで
キャンプ道具をらくらく運べる

収束型4輪キャリー

1台で焚き火・バーベキュー、
ダッチオーブンが楽しめる

ヘキサステンレスファイヤグリル

６本フレームで強度アップ
リビング空間の開放感もアップ！！
リビングシェルター

5～6人用
グラス
ファイバー
製

UV
CUT

1000mm
防水

UV
CUT

持ち運びにも
便利な
収納袋付き

左右2か所に
張り出し
ひさしを
装備

※送料が別途かかります。 ※送料が別途かかります。

申込No.

■サイズ（約）：280×620×H190cm■パッキングサイズ（約）：
70×20×20cm■重量（約）：16kg■UA-44

モンテ スクリーンツールームドームテント
H004-02 ￥80,000（税別）

7835553

申込No.

■本体サイズ：Ｗ587×Ｄ344 ×Ｈ261mm■重量： 約9.5Kg
■MCG15 BL(ブルー)/MCG15ＷＨ(ホワイト)

ポータブル2wayコンプレッサー
冷凍庫/冷蔵庫

H004-05 ￥44,880（税別）

6978403〔ドメティック〕

後面には出入り口兼用の便利な荷
物室を装備しています。

テント前面には広くて開放的なリビ
ングスペースを確保。インナーテント
は大型のD型出入り口を前後に装備
しています。

①小物入れに便利なメッシュポケット付。
②天井部分の縫い目から、雨の侵入を防
　ぐシームレス加工

申込No.

■製品サイズ：320×320×H210cm■収納サイズ：52×16×16cm■重量：7.2kg
■ UA-5

CS リビングシェルター320UV-S
H004-01

8892758

￥30,000（税別）

※送料が別途かかります。

申込No.

CSブラックラベル アルミ背付ベンチ
■製品サイズ：幅1,040×奥行560×高さ665mm、座面の高さ：285mm
■収納サイズ：1,040×640×厚さ85mm■重量：3.8kg■UC-1660
アルミ背付ベンチ用着せかえカバー (ブラック)
■製品サイズ：930×820ｍｍ■重量：200g■UC-1680

アルミ背付ベンチ＆
着せかえカバーセット 

H005-01

3845454

￥13,200（税別）
セット内容

申込No.

■製品サイズ：幅475×奥行410×高さ300mm
■収納サイズ：570×470×厚さ60mm■重量：3.8kg■UG-50

CSブラックラベル
ヘキサステンレスファイアグリル

H005-02

1826555

￥8,500（税別）

※送料が別途かかります。

申込No.

■製品サイズ：幅1,010×奥行490×高さ980mm■収納サイズ：幅180×奥
行350×高さ760mm■重量：10.8kg■耐荷重（約）：80kg■UL-1031

CSブラックラベル
収束型4輪キャリー

H005-03

5944401

￥15,000（税別）

軽量
アルミ製

折り
たたみ

折りたためば
薄型コンパクトに

持ち運びや収納時に
便利なバッグ付

ステンレス
製

折り
たたみ耐荷重

80kg
折り
たたみ

収束型なので
コンパクトに収納

折りたたみ式で持ち運びもラクラク

本体カバーは取り外し式で
お手入れ簡単！

卓越したクッション性と安定性を発揮する
TRUFUSEミッドソールと洗練されたフォルムで、
ウォーキングから旅行、デイリーユースまで
幅広く対応する好評のウォーキングシューズ。

申込No.

■ワイズ：4E■サイズ：25.0～27.0cm
■カラー：NAVY

MW880NS4
H005-04 ￥10,900（税別）

2917406〔ニューバランス〕

申込No.

■ワイズ：4E■サイズ：25.0～27.0cm
■カラー：GRAY

MW880GS4
H005-05 ￥10,900（税別）

4998206〔ニューバランス〕

申込No.

■ワイズ：D■サイズ：25.5～28.0cm
■カラー：BLACK/RED

MTMPOBR
H005-06 ￥11,900（税別）

2915305〔ニューバランス〕

申込No.

■ワイズ：D■サイズ：25.5～28.0cm
■カラー：BLACK

MTMPOBK
H005-07 ￥11,900（税別）

1913104〔ニューバランス〕

申込No.

■ワイズ：D■サイズ：23.0～25.0cm
■カラー：NAVY

WW880NG4
H005-08 ￥10,900（税別）

8958505〔ニューバランス〕

申込No.

■ワイズ：B■サイズ：23.0～24.5cm
■カラー：NAVY/PINK

WTMPONP
H005-09 ￥11,900（税別）

6939604〔ニューバランス〕

申込No.

■ワイズ：B■サイズ：23.0～24.5cm
■カラー：BLACK

WTMPOBK
H005-10 ￥11,900（税別）

3983807〔ニューバランス〕

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認ください。

※ご注文時にご希望サイズを
お知らせください。 ※送料が別途かかります。

数量
限定

メンズ

メンズ

メンズ

メンズレディース

レディース ランニング

ランニングランニング

ランニング

レディース

持ち運びにも便利な
キャリーバッグ付き

ア
ウ
ト
ド
ア

簡単装着、4面どこにでも取付可能なサイドパ
ネルを2枚装備。サイドからの日差しをカットし、
キャンプスペースでのプライバシーの保護にも
役立ちます。

CSブラックラベル
アルミ背付ベンチ

着せかえカバー

ウォーキング

ウォーキングウォーキング

あなたの毎日をより自由に、
より快適に。
家でも、車でも、
楽しく使える
ポータブル冷凍・冷蔵庫。

1℃単位で温度設定が可能
なため、フルーツやスイーツ、
シャンパンなどをお好
みの温度帯に素早
く冷やせます。ま
た、14.5Lと使い
やすいサイズのた
め、家の中での持
ち運びにも便利。

冷蔵品はもちろん、市販
の冷凍食品や作り置きの
おかず、お子様のおや
つのアイスクリー
ム、離乳食用の冷
凍庫として使用
するなど、用途は
自由自在。

ホワイト

ブルー

2way電源チャイルドロック付き
操作パネル

庫内容量
14.5L
350ml缶
19本

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

※送料が別途かかります。

送料1,000円
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シャンパンゴールド

磁気のチカラで血行改善し、コリに効く医療機器のコラントッテ ※ご注文時にご希望カラーまたは
サイズをお知らせください。 ※送料が別途かかります。

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石 （55mTを10mm間隔
でN極S極交互配列）■ジョイント：SUS316L（18金仕上）
■ジョイント内部：POM■付属品：添付文書・取扱説明書
■サイズ：Mサイズ：43cm/Ｌサイズ：47cm/LLサイズ：51cm

￥18,000（税別）H006-04

2821409
〔コラントッテ〕医療機器認証番号：230AGBZX00077000

コラントッテ TAO ネックレス スリム 
RAFFI mini シャンパンゴールド

ラフィ

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石 （55mTを10mm間隔
でN極S極交互配列）■ジョイント：SUS316L
■ジョイント内部：POM■付属品：添付文書・取扱説明書
■サイズ：Mサイズ：43cm/Ｌサイズ：47cm/LLサイズ：51cm

￥16,000（税別）H006-05

4854906
〔コラントッテ〕医療機器認証番号：230AGBZX00077000

コラントッテ TAO ネックレス スリム 
RAFFI mini ブラック

ラフィ

AURAをリサイズしたミニタイプで
幅わずか3mmのスリムループが新登場。

シャンパンゴールド×ピンクラメ

シャンパンゴールド×ホワイトラメ

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石（55mTを10mm間隔でN極S極交互配列）■ジ
ョイント：SUS316L （18金仕上）、エポキシ樹脂■ジョイント内部：POM■付属品：添付文書・
取扱説明書
■サイズ：Mサイズ：43ｃｍ/Lサイズ：47ｃｍ
■カラー：シャンパンゴールド×ホワイトラメ・シャンパンゴールド×ピンクラメ

￥22,000（税別）H006-03

4891707〔コラントッテ〕医療機器認証番号：230AGBZX00077000

コラントッテ TAO ネックレス スリム 
AURA mini

アウラ

申込No.

■ループ部分：樹脂コーティング磁石 (55mTを10mm間隔でN極S極交互配列)
■トップ・ジョイント：SUS316L■付属品：添付文書・取扱説明書
■サイズ：Sサイズ：約16cm/Mサイズ：約17.5cm/Lサイズ：約19cm

￥13,000（税別）H006-01

8885302〔コラントッテ〕医療機器認証番号：227AGBZX0082A01

コラントッテ TAO ループ ARIE
アリエ

AURAAURA mini

ブラック

コ
ラ
ン
ト
ッ
テ

コ
ラ
ン
ト
ッ
テ

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石（55mTを10mm間隔
でN極S極交互配列）■ジョイント：SUS316L
■ジョイント内部：POM■付属品：添付文書・取扱説明書
■サイズ：Mサイズ：43cm/Lサイズ：47cm/LLサイズ：51cm

￥16,000（税別）H006-09

5889006
〔コラントッテ〕医療機器認証番号：221AGBZX00065000

コラントッテ TAO ネックレス 
RAFFI ブラック

ラフィ

申込No.

■本体商品サイズ：W約121×D約62mm
■内容物：1セット（2極タイプ（2枚入り））

￥2,600（税別）H007-10

コラントッテ レスノ 
デュアルパッド交換用ゲルパッド

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石 （55mTを10mm間隔
でN極S極交互配列）■ジョイント：SUS316L （24金仕上）
■ジョイント内部：POM■付属品：添付文書・取扱説明書
■サイズ：Mサイズ：43cm/Lサイズ：47cm/LLサイズ：51cm

￥18,000（税別）H006-08

5831207
〔コラントッテ〕医療機器認証番号：221AGBZX00065000

コラントッテ TAO ネックレス 
RAFFI プレミアムゴールド

ラフィ

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石（55mTを10mm間隔でN極
S極交互配列）■ジョイント：SUS316L、エポキシ樹脂■ジョイント内
部：POM■付属品：添付文書・取扱説明書■サイズ：Mサイズ：43cm/L
サイズ：47cm/LLサイズ：51cm

￥20,000（税別）H006-07

5889006
〔コラントッテ〕医療機器認証番号：221AGBZX00065000

コラントッテ TAO ネックレス 
AURA ブラック

アウラ

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石（55mTを10mm間隔でN極
S極交互配列）
■ジョイント：SUS316L（24金仕上）、エポキシ樹脂■ジョイント内部：
POM■付属品：添付文書・取扱説明書■サイズ：Mサイズ：43cm/Lサイ
ズ：47cm/LLサイズ：51cm

￥22,000（税別）H006-06

5889006
〔コラントッテ〕医療機器認証番号：221AGBZX00065000

コラントッテ TAO ネックレス 
AURA プレミアムゴールド

アウラ

申込No.

■本体商品サイズ：W約135×D約70×H約16.45mm■本体重量：親機：約34g/子機：約33g（ゲルパッド未装着時）
■消費電流：35mA（最大値）■電源方式：リチウムイオン充電池内蔵（DC3.7V　55mAｈ）■充電時間：約1.5時間
■電源：AC100V‐240V　50/60Hz■出力電圧/電流：DC5V/500ｍA■ケーブル長さ：約81.5cm
■内容物：本体（コントローラー・シリコンパッド）×2/保管用シート×2/Y字USBケーブル×1/電源アダプター×1/
ゲルパッド2枚セット×1/取扱説明書

コラントッテ レスノ デュアルパッド
￥19,000（税別）H007-09

1818107〔コラントッテ〕

申込No.

■材質：＜前身頃・後上身頃・衿部＞ポリエステル90％／ポリウレタン10％
＜後下身頃・袖＞ポリエステル100％　＜磁石当て布部分＞ポリエステル
85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久磁
石10個■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
スイッチングシャツ ロングスリーブ

￥8,800（税別）H007-01

1849109〔コラントッテ〕

鍛えて引き締める。優しく緩める。
全身をバランス良くセルフケア。
筋肉を鍛えるトレーニングモード。
筋肉を緩め、リラックスに導くケアモード。
貼るだけ、手間なしの1台2役。
2個が連動して動くから、
2ヶ所同時にも使えます。

足（太もも、ふくらはぎ） お腹まわり腰まわり ヒップ腕肩

※ケアモードのみ

使用部位

親機のコントローラーを設定すれば、子機も同時に動く連動タイプ。時間や動き
のズレがなく、腕と足など２ヶ所同時にも使えます。2人で1個ずつ同時使用
も可能です。
※本製品は無線で親機と子機が連動する仕様です。近くで複数の親機を使用
　した場合、使用中の子機に影響を与える可能性があります。

●ワイヤレス通信により2個を同時に動かせる連動タイプ。

コンパクトでコードレスだから、オフィスや出張先など、場所を選ばずトレーニング
＆ケアが可能。充電時に便利なコントローラーセパレート仕様。

●持ち運びに便利なコンパクト設計。

●トレーニング＆ケアをボタン1つで切替可能。

筋肉に電気刺激を与え、収縮させて鍛えるEMS（Electrical Muscle Stimulation）
トレーニングのためのモードです。

筋肉に強い負荷をかけ、効率的なトレーニングを。トレーニングモード

気になる部分の深層筋にまで穏やかな電気振動を届け、震わせることで温めて
リラックスに導く、ケアのためのモードです。

おだやかな振動で肌の深層まで温めるリラクゼーションケア。ケアモード

4839506〔コラントッテ〕

プレミアムゴールド

シルバー

シルバー

ブラック

ブラック

ブラック

左右どちらからも
取り外し可能

左右どちらからも
取り外し可能

申込No.

■ネックループ部分：樹脂コーティング磁石 (55mTを10mm間隔でN極S極交互配列)
■トップ・ジョイント：SUS316L■付属品：添付文書・取扱説明書
■サイズ：Mサイズ：約43cm/Lサイズ：約47cm/LLサイズ：約51cm

￥17,000（税別）H006-02

8859502〔コラントッテ〕医療機器認証番号：230AGBZX00077000

コラントッテ TAO ネックレス スリム
ARIE

アリエ

左右どちらからも
取り外し可能

レスノ

申込No.

■材質：＜前身頃・後上身頃・衿部＞ポリエステル90％／ポリウレタン10％
＜後下身頃・袖＞ポリエステル100％　＜磁石当て布部分＞ポリエステル
85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久磁
石10個■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
スイッチングシャツ ショートスリーブ

￥7,800（税別）H007-02

8858808〔コラントッテ〕
レスノ

申込No.

■材質：＜前身頃・後上身頃・衿部＞ポリエステル90％／ポリウレタン10％
＜後下身頃・袖＞ポリエステル100％　＜磁石当て布部分＞ポリエステル
85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久磁
石10個■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
ロングスリーブ ウィメンズ

￥8,800（税別）H007-03

7861407〔コラントッテ〕
レスノ

申込No.

■材質：＜前身頃・後上身頃・衿部＞ポリエステル90％／ポリウレタン10％
＜後下身頃・袖＞ポリエステル100％　＜磁石当て布部分＞ポリエステル
85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久磁
石10個■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
ショートスリーブ ウィメンズ

￥7,800（税別）H007-04

9892601〔コラントッテ〕
レスノ

申込No.

■材質：＜前身頃・後下身頃＞ポリエステル100％　＜ウエスト・後上身頃＞
ポリエステル90％／ポリウレタン10％　＜磁石当て布部分＞ポリエステ
ル85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久
磁石6個 ■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
スイッチングパンツ ロング

￥8,800（税別）H007-05

9841102〔コラントッテ〕
レスノ

申込No.

■材質：＜前身頃・後下身頃＞ポリエステル100％　＜ウエスト・後上身頃＞
ポリエステル90％／ポリウレタン10％　＜磁石当て布部分＞ポリエステ
ル85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久
磁石 6個■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
スイッチングパンツ ハーフ

￥7,800（税別）H007-06

2852908〔コラントッテ〕
レスノ

申込No.

■材質：＜前身頃・後下身頃＞ポリエステル100％　＜ウエスト・後上身頃＞
ポリエステル90％／ポリウレタン10％　＜磁石当て布部分＞ポリエステ
ル85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久
磁石6個 ■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
スイッチングパンツ ロング ウィメンズ

￥8,800（税別）H007-07

1846206〔コラントッテ〕
レスノ

申込No.

■材質：＜前身頃・後下身頃＞ポリエステル100％　＜ウエスト・後上身頃＞
ポリエステル90％／ポリウレタン10％　＜磁石当て布部分＞ポリエステ
ル85％ポリウレタン15％　＜磁石＞180mT（1800G）フェライト永久
磁石6個 ■付属品：添付文書

コラントッテ ＲＥＳＮＯ
スイッチングパンツ ハーフ ウィメンズ

￥7,800（税別）H007-08

2825106〔コラントッテ〕
レスノ

スイッチングパンツ
ロング

スイッチングシャツ
ロングスリーブ

スイッチングシャツ
ショートスリーブ

スイッチングシャツ
ロングスリーブ
ウィメンズ

スイッチングシャツ
ショートスリーブ

ウィメンズ

スイッチングパンツ
ロング ウィメンズ

スイッチングパンツ
ハーフ ウィメンズ

スイッチングパンツ
ハーフ

肌に触れて心地良い、
生地裏の特殊凸凹加工。

動きやすい
高ストレッチ素材。

SIZE S M L XL
胸 囲
身 長

85～91 89～95 93～99 97～103
162～168 167～173 172～178 177～183

（cm）約

約約

約
SIZE S M L XL
ウエスト
身 長

71～77 75～81 79～85 83～89
162～168 167～173 172～178 177～183

（cm）

SIZE S M L
胸 囲
身 長

77～83 80～86 83～89
152～158 157～163 162～168

（cm）
SIZE S M L
ウエスト
身 長

58～64 61～67 64～70
152～158 157～163 162～168

（cm）

※腕に密着させて使用してください。
（本製品は、ブレスレットなど手首に使用する機器及び
足首に使用する機器ではありません）

医療機器認証番号：231AGBZX00004000医療機器認証番号：231AGBZX00005000

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

医療機器認証番号：231AGBZX00004000



充電式で
コードレス

組立不要の簡単設計！
箱から取り出して
すぐに使えます！

見やすい大きな文字のコントロールパネル。クイックス
ピードボタンで一気にお好みのスピードまで上げ下げ出
来ます。
表示内容
●運動時間 
●走行速度
●走行距離
●消費カロリー
●脈拍数

コントロールユニット

家庭用

表示内容
●運動時間 
●走行速度
●走行距離
●消費カロリー
●脈拍数
●ステップ数

コントロールユニット

折り畳み
収納可

折り畳み
収納可

正面パネルを立ち上げ、
ハンドルを広げるだけで
すぐにご使用できます。
工具が苦手な方にも
オススメです。

使わないときは
スッキリ収納できるように、
折り畳み式。
置く場所をとりません。

文字が大きく見やすい！ 
簡単組立！ 簡単操作！

家庭用

※組み立て・設置費が別途
かかります。

申込No.

■本体サイズ:W700×L1,500×H1,300mm
■本体重量:49Kg■電源:AC100V・15A■HJ-2017

ヘルスジョガー HJ-2017
H008-06 ￥110,000（税別）

5918404〔KAWAI〕

※送料が別途かかります。

￥150,000（税別）申込No.

■本体サイズ：W630×L1,600×H1,330mm　　　　
■本体重量：53kg■電源:AC100V・15A■HJ-P100

ヘルスジョガーHJ-P100
（100V用）

H008-05

6954907〔KAWAI〕

ドリンク
ホルダー
装備

グリップ式脈拍センサーなので、グリップ
を握るだけで簡易的な脈拍が表示さ
れます。

●脈拍センサー

背面はささっとメモを残せて消せる
便利なホワイトボードとしてご使用で
きます。専用ペンが1本ついていま
す。
運動記録も残せてとっても便利です。

●ホワイトボード

申込No.

■本体サイズ：W460×D1,115×H1,225mm■本体重量：約23.5kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：9.5W■付属品：取扱説明書、
タブレットトレー■AFB6319

プログラムバイク6319
H008-02

6879756〔アルインコ〕

￥39,800（税別・送料込） 申込No.

■本体サイズ：W765×H1,630×D1,130mm■本体重量：約
59.0kg■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：540W■付属
品：取扱説明書、シリコンオイル、保護マット■AFR1319

 ランニングマシン1319
H008-01

9893653〔アルインコ〕

￥128,000（税別・送料込）

申込No.

■本体サイズ：通常時：W680×D1,040×H990mm　最大リクラ
イニング時：W680×D1,045×H795mm■本体重量：約54.0kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：65W（電熱部26W）
■付属品：取扱説明書■MSC2119

マッサージチェア2119
H008-03

7877753〔アルインコ〕

￥128,000（税別・送料込）

アルインコの　
健康管理アプリ対応モデル！

傾斜角度を電動調整できる
最大時速16kmの
ランニングマシーン

心拍数
測定可能

組立不要！！

まるで
手もみ感覚

もみボール+もみアームで
「つかみもみ」
広範囲にもみほぐす! 多彩なマッサージ機能と

こだわりのデザイン!

ふくらはぎ、太もも、腰
さまざまな部位に

申込No.

■本体サイズ：W530×D565×H200mm■本体重量：約2.2kg（ACア
ダプタ除く）■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：14W（電熱部2W）
■付属品：取扱説明書、ACアダプター■MCR8818T

コードレス首マッサージャー　もみたいむ
H008-04 ￥9,980（税別） 送料800円

2879952〔アルインコ〕

※送料が別途かかります。

医療機器認証番号：230AGBZX00031000

ハンドル部のグリップセンサーで
心拍数を測定でき、安全で効果的
な運動を行うことができます。

9

健
康

8

健
康

「鍛える」を手軽に、
「整える」で健やかに。

トレーニング

気になる部位に適度な刺激を与えら
れるため、理想のボディメイクを実現
できます。

短時間で鍛えて、理想のカラダへ

コンディショニング

デスクワークや立ち仕事、育児、家事
のほか、ストレスなどで固まりがちな
筋肉や、加齢や運動不足により固く
なった筋肉や関節などを程よい音波
振動（50Hz～60Hz）でゆるめて
リラックス状態へと導きます。

全身の筋肉をゆるめて整える、
健康ライフを

音波振動が
カラダを
変える。

申込No.

■本体サイズ：W675×H1360×D835mm■本体重量：55kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：320W■DT-C1000

H009-0７ ￥298,000（税別・送料込）

6864407〔フジ医療器〕

ダイエットトレーナーコア　
DT-C1000

軽い力でがっちり締める
固定タイプの骨盤ベルトです

腰に力を入れる介護に腰を回旋するスポーツに

座り仕事や運転時に日常生活、中高年の方に

ピン
ポイント
圧迫

※送料が別途かかります。

申込No.

■全長：LL:126cm■前幅：6.5cm
■背幅：10cm■仙骨周囲：95～115cm

バリアスツイスト LL
H009-0５ ￥5,500（税別）

2963005〔bonbone〕

※送料が別途かかります。

申込No.

■全長：フリー:106cm■前幅：6.5cm
■背幅：10cm■仙骨周囲：75～95cm

バリアスツイスト フリー
H009-0６ ￥5,000（税別）

2923804〔bonbone〕

折り畳み
収納可 キャスターで移動できるのでお部屋

の隙間に移動させて収納できます。

運動時に傾斜角度がボタン一つ
で調節可能。 傾斜角度を変えるこ
とでより高度なトレーニングが可
能です。

傾斜角度電動昇降機能

医療機器認証番号301AGBZX00086000

お好みの角度が選べる
リクライニング機能
背もたれが前方にスライドする
ので、壁に近づけて設置可能。
空間をムダなく使えます。
最大リクライニング角度は約
148度!

フットレストは出し入れでき、
使わないときは足元部分を
収納することができます。

収納式フットレスト
フットレストには、ヒーター機
能が搭載されており、マッ
サージをアシストします。

ヒーター機能搭載

※1

業 界 初
※2業 界 初

人工知能システムで
まさに感動の気持ちよさ！

家族のために健康管理機
器は必需品となりました。

ファミリーイナダ開発者モデル

健康管理機器

サポートシステム

5年間
無料

※ご注文の際は納期を
　ご確認下さい。

※送料・設置費等が 
別途かかります。

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※1.人工知能システム：ファミリーイナダ独自のアジャストセンター指圧点自動検索システムと人工知能メカによるもみ動作制御を用い
て、個人の筋肉の形や大きさに合わせて、最適な強さで最適な時間、施術する点。※2.通信ネットワーク：タブレットにWi-Fiもしくは、LTE
通信機能を有し、ネットワークに接続。クラウドとデータの通信を行う点。2016年8月現在ファミリーイナダ調べ。
※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

アイボリー

キャメル

ブラック

アイボリー

ブラック

シリーズ最多の全24コース※
をご用意しています。
※2018年12月現在

AIハイブリッドメカで、気持ちよさの真髄へ。
指の第二関節まで持ったメカとAIのハイブリッドで、
人の手を超える“もみ心地”を実現。

申込No.

■本体サイズ：W約91cm×D約165（192）cm×H約110（76）cm ※（　）内の数字は最大リクライニング時■本体重量：約100kg
■電源：AC100V 50-60Hz■定格消費電力：230W■付属品：イヤホン/タブレット（8.1インチ）/脈拍センサー/指圧ボール×2
■FMC-LPN10000 Wi-Fi

H009-01 ￥474,000（税別）

3946203〔ファミリーイナダ〕医療機器認証番号：228AKBZX00053000

ファミリーメディカルチェア ルピナス FMC-LPN10000 Wi-Fi

申込No.

■本体サイズ：W約91cm×D約165（192）cm×H約110（76）cm ※（　）内の数字は最大リクライニング時■本体重量：約100kg
■電源：AC100V 50-60Hz■定格消費電力：230W■付属品：イヤホン/タブレット（8.1インチ）/脈拍センサー/指圧ボール×2
■FMC-LPN10000 LTE

H009-02 ￥534,000（税別）

6932907〔ファミリーイナダ〕医療機器認証番号：228AKBZX00053000

ファミリーメディカルチェア ルピナス FMC-LPN10000 LTE

申込No.

■本体サイズ：W約100cm×D約143（217）cm×H約143（110）cm■本体重量：約115kg■電源：AC100V 50-60Hz
■定格消費電力：270W（ヒーター使用時）ヒーターのみ動作時の定格消費電力38W■付属品：タブレット（10.1インチ）
■FMC-LPN30000 WIFI

H009-03 ￥588,000（税別）

4936808〔ファミリーイナダ〕医療機器認証番号：230AKBZX00048000

ルピナス ROBO FMC-LPN30000 WIFI

申込No.

■本体サイズ：W約100cm×D約143（217）cm×H約143（110）cm■本体重量：約115kg■電源：AC100V 50-60Hz
■定格消費電力：270W（ヒーター使用時）ヒーターのみ動作時の定格消費電力38W■付属品：タブレット（10.1インチ）
■FMC-LPN30000 LTE

H009-04 ￥648,000（税別）

9959101〔ファミリーイナダ〕医療機器認証番号：230AKBZX00048000

ルピナス ROBO FMC-LPN30000 LTE

通信ネットワーク
システム登場

折畳み
収納可



風でうるおう

申込No.

■本体サイズ：W110×H250×D60mm■本体重量：約400g（コードを
除く）■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1,000W
■付属品：スタイリングノズル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
■BD-E1-BK（ブラック）/BD-E1-WH（ホワイト）

カドークオーラ ヘアドライヤー
H011-03

8938208〔カドークオーラ〕

￥28,000（税別・送料込）

毎日使うものだからこそ、
手に馴染みやすく使いやすい。

「最適な風」が
無駄なく地肌に届く。

■最高風温約85℃、
　遠赤外線で地肌に負担が少なく速乾性が高い

■業界トップクラスのパワフルな風量
　これまでの一般的なドライヤーの40倍以上にあたる
　20,000時間という長寿命化を達成

■デュアル遠赤外線と
　マイナスイオンユニットで高い風質を実現

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。 専用のノズル付

BD-E1-BK（ブラック）

BD-E1-WH（ホワイト）
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コンパクト 3WAY
マネジメントメディカル
マシンの誕生！ ふくら

はぎ

足モミ 腰

尻

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

ブラウン

ガンメタ

若さと健康を維持できる
未来のトレーニングツール

一台でトレーニングから
フェイシャルケアまで
プロ仕様の高度な機能を搭載

足を乗せることで、
歩くために必要な筋肉が
鍛えられる。

12時間連続使用で
筋肉をトリートメント

ケア
ツインビート史上初EMSで

フェイシャルケア

ビューティー

5000Hzの4極干渉波で
深層筋をトレーニング

部位ごとに合わせた
プログラム

トレーニング リラックス

気分で選べる4コース

【付属品】
ベルト、通電パッド（4枚）
丸電極コード（4枚）

【付属品】
ベルト
通電パッド（4枚）

H010-05H010-04

H010-03

5,000ヘルツの
EMSと回転刺激で、
ボディをシェイプ

KyBounder（KB）の上で
運動を行うと、足裏の感覚
受容器が刺激され、伸筋と
屈筋、上肢と下肢の筋肉、
深層筋（インナーマッス
ル）と表層筋（アウターマッ
スル）が同時にバランスよ
く鍛えられ、全身のバラン
スが均等に整います。

座ったまま足を乗せることで、EMS（筋電
気刺激）が、足裏、前すね、ふくらはぎと
いった
歩行を支える筋肉に効率的にアプローチ
します。

医師 産業医 森林医学医
佐野 正行

医師も推薦しています

緻密な駆動系制御により世界最速※のリニアモー
ター駆動（約14,000ストローク/分）を実現。パワー
ロスなく高速化させることで、常にハイパワーをキー
プしながら早剃りを可能にします。

H010-06

H010-07

H010-08

・腰
・肩こう骨
・背中全体

・足指の間
・土踏まず

・土踏まず
・かかと
・ふくらはぎ

・尻
・太もも

専用置き台を使用することで
据え置きでの使用が可能

申込No.

■本体サイズ：W44×H23.6×D37.3cm■本体重量：7.7kg
■電源：AC100V（50/60Hz）■消費電力：72W
■付属品：取扱説明書・保証書■MD-8415

ゲンジュ
H010-01

4642503
〔メルシー〕

￥180,000（税別・送料込）

医療機器認証番号：229AGBZX00099A01

申込No.

■本体サイズ：410×238×455mm■本体重量：5.2kg■電源：AC100Ｖ
（50/60Hｚ）■消費電力：60W/115W■付属品：取扱説明書■SM-3300

風雅(FUGA)
H010-0２

9872953
〔ヤマト〕

￥158,000（税別・送料込）

管理医療機器/承認番号：224AKBZX00007000

申込No.

■本体サイズ：H174×W85×D32mm■本体重量：約310g（リチウムイオン
充電池含む）■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：約15W（最大出力時）
■付属品：取扱説明書、リチウム充電池■TB-04R

ツインビートR
H010-0９ ￥198,000（税別・送料込）

3993802〔伊藤超短波〕

申込No.

■本体サイズ：H16.7×W7.2×D5.9cm（キャップを除く）■本体重量：約
210g（キャップを除く）■ES-CLV7E-T（茶）/ES-CLV7E-A（青）

リニアシェーバー ラムダッシュ 5枚刃
H011-06 ￥35,000（税別・送料込）

1959904〔パナソニック〕

申込No.

■本体サイズ：約W335×D329×H82mm■本体重量：約1,500g■電源：単
３電池4本■付属品：取扱説明書、お試し電池（単3形アルカリ乾電池4本）
■SP-FF2310F

FootFit
H010-１０ ￥36,800（税別・送料込）

2916805〔MTG〕

申込No.

■本体サイズ：W180×H260×D121mm■本体重量：650g
■電源：5V 1.0A■消費電力：LED消費電力：1.0Ｗ
■付属品：取扱説明書、USBケーブル（1.0ｍ）１本■RVMR9029J

フェイシャルビューティミラー
H011-04 ￥6,000（税別）

6824308〔レブロン〕

申込No.

■本体サイズ：46×196×6cm■本体重量：7.4kg
■付属品：取扱説明書■KYB-2000

キーバウンダーロング
H010-0８ ￥194,000（税別・送料込）

5992208

申込No.

■本体サイズ：46×96×6cm■本体重量：3.7kg
■付属品：取扱説明書■KYB-1000

キーバウンダーミドル
H010-0７ ￥98,800（税別・送料込）

2932104

申込No.

■本体サイズ：46×46×6cm■本体重量：1.7kg
■付属品：取扱説明書■KYB-500

キーバウンダーショート
H010-0６ ￥52,800（税別・送料込）

6989101

申込No.

■本体サイズ：縦154×横83×厚さ30mm■本体重量：260ｇ■電源：DC7.4V（リチウム
イオン充電池）■消費電力：約79VA（最大出力時）■付属品：取扱説明書■ST-０１

スタイリフト
H010-0３

9982509〔伊藤超短波〕

￥148,000（税別・送料込）

申込No.

■本体サイズ：W630mm×D80mm■本体重量：220g■BBW-02

ビューモ コアベルト(脚用)
H010-0５ ￥23,500（税別・送料込）

8959402〔伊藤超短波〕

申込No.

■ウエストサイズ：58cm～100cm■本体重量：220g■BBW-01

ビューモ コアベルト（腰用）
H010-0４ ￥27,500（税別・送料込）

3910208〔伊藤超短波〕

H010-04、H010-05はH010-09（ツインビートR）でもご使用いただけます

三次元マッサージ！
ゆらぎながら・温めながら・
回転磁場が癒します。

フッ素
樹脂加工

フッ素
樹脂加工

機能的なスタンダードタイプ3300JC

3300JC
マホガニー（MG）

3300JC
ブラック（BK）

ES-CLV7E-T（茶） ES-CLV7E-A（青）

3300JC
ホワイト（WB）

世界の一流ホテルが採用する
英国製高性能ズボンプレッサー

リニアシェービングテクノロジーで、
早剃り・深剃り・肌へのやさしさを実現。

"仕上がり"を極めた
スチーム＆ドライアイロン
フッ素加工された底部は熱伝導率が高いアルミ
製熱版を使用。強力スチームを噴射し、適度なプ
レスでムラの無い美しい"仕上がり"を実現します。

"使い易さ"を追及した
ドライ専用アイロン

拡大率5倍と等倍の両面ミラーで
日々のメイクのお供に最適

お肌の活性化と潤いのために！

シンプルな操作性と最高温度まで60秒という立ち
上がりの早さに加え、本体重量620gと驚きの軽さ
でストレスなく快適にアイロンがけができます。

高級感あふれるデザイン4400JTC

フレキシブル
コード

フレキシブル
コード

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

申込No.

■本体寸法：W46×D36×H109cm■重さ（約）：9.8㎏
■電源：100V（50/60Hz）■定格消費電力：250W
■付属品：取扱説明書■カラー：マホガニー

ズボンプレッサー4400JTC
H011-08

2872102〔コルビー〕

￥38,000（税別） 送料1,000円 申込No.

■本体サイズ：W460×D360×H1,090mm■本体重量：9.8kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：250W■付属品：取扱説明書
■3300JCMG（マホガニー）/3300JCBK（ブラック）/3300JCWB（ホワイト）

ズボンプレッサー3300JC
H011-07

3872101〔コルビー〕

￥32,000（税別） 送料1,000円

申込No.

■本体サイズ：W11.2ＸH10.7ＸD23.5cm■本体重量：620g
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：770W
■付属品：取扱説明書■J77D

ドライ専用アイロン ザ・ドライ
H011-02

　4872102〔ドイツD.B.K.社〕

￥3,600（税別） 送料800円 申込No.

■本体サイズ：W125×H145×D240mm■本体重量：1.5kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：950W
■付属品：取扱説明書、注水カップ■J80T

スチーム＆ドライアイロン
H011-01

1851859〔ドイツD.B.K.社〕

￥6,500（税別） 送料800円

歩行を支える筋肉に
効率的にアプローチ

ふくらはぎ

前すね

足裏

健
康

送料800円申込No.

■本体サイズ：W145×H227×D153mm■本体重量：900g
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：250W■付属品：取扱説明書
■RVSP3537J

フェイシャルビューティスチーマー
H011-05 ￥9,000（税別）

3864803〔レブロン〕

送料800円
リチウムイオン
バッテリー内蔵・
USBケーブル付き

乾電池不要

アングル調整可能

拡大率5倍と等倍の両面ミラー

2段階切替(15分・20分)

約45℃のスチーム
（スチームノズルから約25cmの距離）

転倒時
電源OFF
機能付き

パナソニック

急速

IPX7基準充電
1時間

防水
設計

※家庭用電気シェーバーにおいて。2019年7月10日現在。

世界最速 リニアモーター駆動の
ハイパワーだから、濃いヒゲでも
スピーディーに早剃り。

※

※ご注文の際は納期をご確認下さい。



部屋のすみずみまで清浄。
首振り機能でお好みの範
囲に涼風を届けます。

Dyson Pure Cool TP00
PM0.1レベルの粒子を99.95％捕らえて、
空気を徹底的にきれいにする
空気清浄機能付きタワーファン。

パーソナル空気清浄ファン。
HEPAフィルターが、PM 0.1の微粒子までも
 99.95%捕らえます。

※送料が別途かかります。 ※送料が別途かかります。

ナイト
モード

首振り
機能

首振り
機能

リモコン

空気清浄機付
扇風機

申込No.

TP00 Dyson Pure Cool 空気清浄機付タワーファン
H013-0２ ￥49,800（税別）

■本体サイズ：W196×H1018×D196mm■本体重量：3.7kg
■消費電力：6/56W（最小/最大首振りなし）■付属品：リモコン
■TP 00 IB（アイアン/ブルー）/TP 00 WS（ホワイト/シルバー）

7941507〔ダイソン〕

※送料が別途かかります。申込No.

dyson hot+cool ファンヒーター
H013-0３ ￥58,800（税別）

■本体サイズ：W20.4×H59.5×D20.4cm
■本体重量：約2.68kg■付属品：取扱説明書、リモコン
■AM09IB（アイアン/ブルー）/AM09WN（ホワイト/ニッケル）

5919003〔ダイソン〕

申込No.

Dyson Pure Cool Me™ 空気清浄パーソナルファン
H013-01 ￥40,000（税別）

■本体サイズ：W245×H401×D245mm■本体重量：2.8kg
■消費電力：6/40W(最小/最大首振りなし）■付属品：リモコン
■BP01WS（ホワイト/シルバー）/ BP01GC（ガンメタル/コッパ―）

7992501〔ダイソン〕

数量
限定

数量
限定
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申込No.

■本体サイズ：W20×H42.5×D20cm■本体重量：約1.5kg■電源：AC100-240V（50/60Hｚ）
■消費電力：10W■付属品：取扱説明書■101436

Blue Pure 411 Particle + Carbon
H012-05

3910205〔ブルーエア社〕

￥18,000（税別・送料込）

国内基準

申込No.

Blue Pure 231 Particle + Carbon
H012-04

7975807〔ブルーエア社〕

￥39,000（税別・送料込）

申込No.

■本体サイズ：W47×H49.2×D17cm■本体重量：約11kg■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：36W
■付属品：取扱説明書、クリーニングクロス■SensePK120PACRR（ルビーレッド）/SensePK120PACLG（リーフ
グリーン）/SensePK120PACMB（ミッドナイトブルー）/SensePK120PACPW（ポーラーホワイト）
/SensePK120PACWG（ウォームグレー）/SensePK120PACGB（グラファイトブラック）

Blueair Sense +
H012-06

3947707〔ブルーエア社〕

￥54,500（税別・送料込）

夏は勢いのある風で涼しく、
冬はより早く、均一に部屋を暖めます。

ホワイト/ニッケル

ファンヒーター
扇風機

数量
限定

アイアン/ブルーアイアン/ブルー ガンメタル/コッパー ホワイト/シルバー

安全への配慮
転倒時自動停止機能を搭載しています。

正確で、エネルギー効率に優れた暖房
自動温度制御機能により、
常に部屋の温度をモニターします。

Dyson DC48 Turbinehead
取り回しのしやすい軽量ヘッドで、
さまざまな床面から確実にゴミを吸い取ります。

Dyson Supersonic Ionic
速乾のためのパワフルな
デジタルモーター。
髪本来の輝きを
ヒートコントロール機能で。

コードの長さ
5m

コードの長さ
5m

使用時間
最長60分
使用時間
最長60分

充電時間
3.5時間
充電時間
3.5時間

本体質量
2.72kg
本体質量
2.72kg

使用時間
最長60分
使用時間
最長60分

充電時間
3.5時間
充電時間
3.5時間

本体質量
2.72kg
本体質量
2.72kg

申込No.

■本体サイズ：W25.3×D19.3×H36.1cm■本体重量：2.70kg ■電源：AC100V
（50/60Hz）■消費電力：1150W■付属品：フレキシブル隙間ノズル、
ソフトブラシツール、フトンツール■DC48 TH SB

Dyson DC48 Turbinehead
H013-06 ￥30,000（税別）

2996102〔ダイソン〕

※送料が別途かかります。
申込No.

■本体サイズ：W250×D1,257×H246mm(スティック時ソフトローラークリーナーヘッ
ド装着時）■本体重量：1.7kg■電源：リチウムイオンバッテリー■付属品：収納用ブラケット、
隙間ノズル、コンビネーションノズル、ミニソフトブラシ、ツールクリップ、Dyson V11™コ
ードレスクリーナー専用充電ドック、ミニモーターヘッド■SV14 ABL

Dyson V11 Absolute
H013-05 ￥92,000（税別）

2988902〔ダイソン〕

※送料が別途かかります。
申込No.

■本体サイズ：W250×D1,257×H246mm(スティック時）■本体重量：2.72kg■電源：
リチウムイオンバッテリー■付属品：ミニ モーターヘッド、収納用ブラケット、隙間ノズル、コ
ンビネーションノズル、ミニソフトブラシ、ツールクリップ■SV14 FF

Dyson V11 Fluffy
H013-04 ￥70,000（税別）

6959204〔ダイソン〕

※送料が別途かかります。

申込No.

■本体サイズ：W50×H59×D27.5cm■本体重量：約14kg■電源：
AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：60W■付属品：取扱説明書■103681

Blueair Classic 405
H012-0２

9902605〔ブルーエア社〕

￥64,800（税別・送料込）申込No.

■本体サイズ：W50×H66×D34cm■本体重量：約14kg■電源：AC100
Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：80W■付属品：取扱説明書■103682　

Blueair Classic 605
H012-0３

3902701〔ブルーエア社〕

￥89,800（税別・送料込） 申込No.

■本体サイズ：W44×H53×D21cm■本体重量：約10kg■電源：AC100
Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：52W■付属品：取扱説明書■200403

Blueair Classic 205
H012-01

6902507〔ブルーエア社〕

￥49,800（税別・送料込）
適用床面積
～75畳

国内基準

適用床面積
～33畳

国内基準

適用床面積
～25畳

国内基準

12

申込No.

■本体サイズ：W315×H590×D315mm■本体重量：7.9kg■電源：AC100V 50/60Hz
■消費電力：4.2～26.1W■付属品：取扱説明書■PA91-406GY （グレー）/ PA91-406DG（ダークグレー）

空気清浄機 PURE A9
H012-07

8923804〔エレクトロラックス〕

￥59,800（税別・送料込）

グラファイト
ブラック

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

ファブリックを使用したインテリアに調和する
北欧デザイン。
持ち運びに便利なレザー調のハンドルとキャ
スター付きでお部屋のどこへでも簡単に移動
可能。

ルビー
レッド

リーフ
グリーン

ミッドナイト
ブルー

ポーラー
ホワイト

ダークグレーグレー

ウォーム
グレー

国内基準

360度から空気を吸い込む
円筒形のフィルターで、ハウ
スダスト、花粉、PM2.5など
全方位の空気をキレイに!

北欧のキレイな空気を
あなたのお部屋に

適用床面積
(JEMA)
約37畳

国内基準

フィルター寿命：約2年

風を正確にコントロール
清浄された風をあなたの
すぐそばに届けます。

Dyson V11 Absolute
クリーナーヘッド2点。付属ツール6点。
コード付き掃除機よりも
確実にゴミを吸い取ります。

Dyson V11 Fluffy
クリーナーヘッド1点。付属ツール5点。
コード付き掃除機よりも
確実にゴミを吸い取ります。

数量
限定

数量
限定

数量
限定

世界遺産の秋田山上山地のお膝元、
秋田県の曲木工房にて制作された
スティック型掃除機用スタンド

北欧を思わせるブナ
の美しい木肌とクー
ルな印象のスティッ
ク型掃除機との相性
は抜群です

掃除機ヘッドに合わせて
ストッパーの位置を変え
ることができます

うしろ

木製 コードレスクリーナースタンド【ダイソン専用】
申込No.

■本体サイズ：W29.5×D38.5～41×H84cm■本体重量：約3kg■0070-4008
対 応 機 種：ダイソン製コードレスクリーナー（V11・V10・V8・V7・V6シリーズ）

H013-07

5956209〔ドリーム〕

￥27,000（税別・送料込）
Spuersonic ionic
申込No.

■本体サイズ：W78×H245×D97mm■本体重量：630g■電源：AC100V（50/60Hz）■消費電力：1,200W■付属品：ディフュー
ザー、スムージングノズル、スタイリングコンセントレーター、滑り止めマット、収納ストラップ、レザー調ボックス■HD01 ULF BBG

H013-08

1943801〔ダイソン〕

￥60,000（税別・送料込）

数量
限定

数量
限定

重心の低い安定した構造で、思いどおり
の自在な操作性を実現しました。

ダイソン デジタルモーター V11
はDyson Cyclone V10™コード
レスクリーナーに比べて、吸引力が
25%アップ。

ダイソン史上、最もパワフルなバッ
テリー。マイクロプロセッサーがバ
ッテリーのパフォーマンスをモニタ
ーし、本体各部と交信してバッテリ
ー出力を最適化します。必要な時だ
け稼働できるトリガー式のため、
バッテリーを効率的に使えます。

本体質量
630g
本体質量
630g

最大消費電力
1200W

最大消費電力
1200W

風量
2.4 m³/分
風量

2.4 m³/分

コードの長さ
1.9m

コードの長さ
1.9m

過度な熱によるダメージを防ぎ、髪のツヤを
守るインテリジェント・ヒートコントロールが、
風温を毎秒20回測定し、過度な熱によるダメ
ージを防ぎます。

生
活
家
電
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適用床面積
～39畳

適用床面積
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■本体サイズ：W33×H52.2×D33cm■本体重量：約7kg■消費電力：42W
■付属品：取扱説明書、プレフィルター（ダークシャドウ、ディーバブルー）■103984
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ホワイト/シルバー

※ご注文時にご希望カラーをお知らせください。 ※ご注文時にご希望カラーをお知らせください。 ※ご注文時にご希望カラーをお知らせください。



飲み物そのままスパークリング飲料に！！

ワインを
スパークリング
ワインに

オレンジ
ジュースを
オレンジ
ソーダに！

気の抜けた
ビールを
復活！

炭酸を直接注入して

ガスシリンダーのご購入、ご質問につきましては、
エニーソーダ総発売元ブルマン株式会社まで

お問い合わせ下さい。

申込No.

■本体サイズ：W171×H429×D211mm■本体重量：1.7kg■耐熱温度：40℃
■耐冷温度：1℃■材質：ABS■ANY-100B

家庭用炭酸飲料メーカー エニーソーダ
H015-07

2977608

￥19,880（税別・送料込）
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電動ヘッドで
汚れを落とす

水スプレーで
きれいスッキリ

拭くだけで雑菌
99%以上除菌

いろいろな汚れや、落としずらい
隙間の汚れなど、

さまざまな場面で力を発揮します。

スイスイ

手軽なのにしっかり
いつでもスイスイ床の拭き掃除

もっと軽く、もっとパワフルに
スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。
ハンドルにはアルミ素材を採用、
空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。

家中を、パッと手軽に、
サッとキレイに。

掃除機に
新しい驚きを。
どこにも置ける、さっと使える

ここまで違う、実力の差

コードレス電動モップ シートタイプモップ 一般的なモップ

申込No.

■本体サイズ：W305×D280×H1170mm（本体組立時）■本体重量：2.8kg
■電源：入力：100-240V 50/60Hz、出力：DC12.6V 1000mA
■消費電力：充電式（リチウムイオンバッテリー11.1V）
■付属品：充電用アダプター、モップパッド×2、注水用カップ■EM-011W

コードレス電動モップ（水スプレー機能付き）
H014-06 ￥18,000（税別・送料込）

1966106〔livease〕

申込No.

■本体サイズ：W220×D135×H963mm■本体重量：約1.25kg■消費電力・電
源：AC100V 50/60Hz 0.5A■付属品：すきまノズル、すきまノズルホルダー、ス
タンド、充電用ACアダプター■XJC-C030CW（ホワイト）/XJC-C030CYG（イ
エローグリーン）

プラスマイナスゼロ
コードレスクリーナーVer.3 C030

H014-05 ￥25,000（税別）

1811156〔プラスマイナスゼロ〕

申込No.

■使用時の製品サイズ：H419×W53×D61mm■収納時の製品サイズ：
H383×W105×D229mm■使用時の重量：620g■電源：リチウムイオンバッテリー
(2個)■付属品：隙間用ノズル、マルチノズル、布団用ノズル
■WV280J(グレイ)/WV280JLP(ライトピンク)/WV280JAB(アクアブルー)

SHARK EVOPOWER W35
H014-10 ￥22,000（税別・送料込）

8956405〔シャーク〕

申込No.

■使用時の製品サイズ：H419×W53×D61mm■収納時の製品サイズ：
H383×W105×D205mm■使用時の重量：620g■電源：リチウムイオンバッテ
リー(1個)■付属品：隙間用ノズル、マルチノズル、布団用ノズル■WV270J

SHARK EVOPOWER W25
H014-09 ￥17,500（税別）

4956406〔シャーク〕

申込No.

■本体サイズ：W76.1mm×D384.2mm×H210.8mm■標準サイズ（本体+延
長パイプ+パワーヘッド）：W207.4mm×D1,039.5mm×H210.8mm■標準
質量（本体質量）：1.6kg（1kg）■電源：充電式■付属品：本体、UVヘッド、ハンディ
ノズル、すき間ノズル、充電アダプター■RHC-300JPWH 

レイコップ スティッククリーナー RHC-300JPWH
H014-07 ￥27,800（税別・送料込）

6969909〔レイコップ〕

申込No.

■本体サイズ：W76.1mm×D384.2mm×H210.8mm■標準サイズ（本体+延
長パイプ+パワーヘッド）：W207.4mm×D1,039.5mm×H210.8mm■標準
質量（本体質量）：1.6kg（1kg）■電源：充電式■付属品：本体、布用ノズル、ハンディ
ノズル、すき間ノズル、充電アダプター ■RHC-100JPWH

レイコップ スティッククリーナー RHC-100JPWH
H014-08 ￥19,800（税別）

8986206〔レイコップ〕

申込No.

窓掃除ロボット ウインドウメイト RTシリーズ
WM1000-RT10PW

H014-01 ￥64,800（税別・送料込）

2933503〔windowmate〕

申込No.

窓掃除ロボット ウインドウメイト RTシリーズ
WM1000-RT16PW

H014-02 ￥64,800（税別・送料込）

9945306〔windowmate〕

申込No.

窓掃除ロボット ウインドウメイト RTシリーズ
WM1000-RT22PW

H014-03 ￥69,800（税別・送料込）

4957709〔windowmate〕

申込No.

■本体サイズ：ナビゲーションユニットW263×H56×D250mm　クリーニングユニットW250×H50×
D250mm■電源：入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC5V　1A■消費電力：5W■付属品：ナビゲーション
パッド（4枚）、クリーニングパッド（4枚）、専用洗剤、専用充電器・リチウムイオンバッテリー（2本）、リモコン（試用乾
電池付き）、着脱落下防止ストラップ、取付補助パッド、取扱説明書、保証書、簡単スタートガイド

窓掃除ロボット ウインドウメイト RTシリーズ
WM1000-RT28PW

H014-04 ￥69,800（税別・送料込）

6965205〔windowmate〕

対応窓厚5～10mm

対応窓厚11～16mm

対応窓厚17～22mm

対応窓厚23～28mm

窓掃除の新しいスタイル
窓のお掃除は何かと面倒。気になっていても、
ついつい窓の汚れをそのままにしていませんか？
ウインドウメイトなら、あなたの代わりに、
自動でロボットが窓を拭き掃除。
窓掃除のお悩みからあなたを解放します。

いつでもどこでも気軽に手軽にお掃除。

左右ジグザグに進みながら、同じところを重ね拭きし、
ムラなくキレイにします。また、洗剤を拭きつけたパッ
ド面（クリーニングユニット）とカラ拭き面（ナビゲー
ションユニット）でガラス両面を同時に掃除します。

毎日使うものだから使い勝手はも
ちろん、デザイン性にもこだわりま
した。Ver.3 C030は2019年に
世界三大デザイン賞であるiFデザ
インアワードおよびIDEAブロンズ
賞を受賞しました。

窓に本体をセットしたら
ボタンをひとつ押すだけ。

永久磁石で充電が
切れても本体が落ちる
心配はありません。

窓についた様々な汚れを
しっかり拭き上げます。

モーター
ヘッド搭載

1.6kg
UV除菌

99.9%
ウイルス除菌

96.0%

※1.標準質量は本体・延長パイプ・パワーヘッドの合計質
量です。（本体質量）は本体のみの質量です。 ※2.【UV除
菌】（一財）日本食品分析センター調べ 【方法】菌液を含む
布に製品のUVを照射し生菌数を測定 ※自社換算値 ※全
ての菌に有効ではありません。第19010284号 平成30
年4月1日 ※3.【ウイルス除去】（一財）北里環境科学セン
ター調べ 【方法】菌液を含む布に製品のUVを照射し生菌
数を測定 ※自社換算値 ※全てのウイルスに有効ではあり
ません。北環発2018_0053号 平成30年3月6日

UVランプ＋パワフル
たたきを搭載したUV
ヘッドがふとんなどに
潜むダニのフンや死が
いを含むハウスダスト
をパワフルに吸引。

標準質量※１

※2 ※3

（※RHC-300のみ）

パナソニック

パナソニック

申込No.

■本体サイズ：W600×D672（ハンドル・調節脚除く）×H1,734mm
■本体重量：75kg■年間消費電力量：349kWh/年■GR-R36SXV-EW

冷蔵庫 GR-R36SXV-EW
H015-01 ￥119,000（税別）

8957203〔東芝〕

リサイクル料金が別途かかります。

※配送設置は別途ご相談ください

363L

申込No.

■本体サイズ：W600×D699×H1,826mm(ハンドル・脚カバーを除く) 
■本体重量：106kg■年間消費電力量： 255kWh/年 ■MR-MB45F-ZT

冷蔵庫 MR-MB45F-ZT
H015-02 ￥275,000（税別）

4995704〔三菱電機〕

申込No.

■本体サイズ：W685×D699×H1828mm(ハンドル・脚カバーを除く) 
■本体重量：110kg■年間消費電力量 ：266kWh/年■NR-F556WPX-H

冷蔵庫 NR-F556WPX-H
H015-03 ￥442,000（税別）

6938505〔パナソニック〕

451L550L

申込No.

■本体サイズ：W645×D750×H1060mm（排水ホースを含む）■本体重量：約87kg■消費電力：洗濯時 170W、乾燥時 1150W
■TW-117A8L-W

H015-04 ￥214,000（税別）
ドラム式洗濯乾燥機 TW-117A8L-W

6944806〔東芝〕

洗濯・脱水容量 11kg 乾燥容量 7kg

申込No.

■本体サイズ：約W639×H1050×D665mm (給･排水ホース含む)■本体重量：約74kg■消費電力：電動機 約230W 、湯沸かし用
電熱装置 約1000W、最大 洗濯時：約1190W、乾燥時：約800W 
■NA-VG2400L-X（左開き）/NA-VG2400R-X（右開き）

H015-06 ￥342,000（税別）
ななめドラム洗濯乾燥機　NA-VG2400L-X/NA-VG2400R-X

4929504〔パナソニック〕

洗濯・脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg

申込No.

■本体サイズ：W650×D645×H1,060mm■本体重量：約65kg
■消費電力：洗濯 380W、乾燥 1,180W■BW-DV120E-N

H015-05 ￥213,600（税別）
タテ型洗濯乾燥機 BW-DV120E-N

6991204〔日立〕

洗濯・脱水容量 11kg

切れちゃう
瞬冷凍

朝どれ
野菜室

まるごと
クリーン清氷

置ける
スマート大容量

省エネ・節電
おまかせエコ

氷点下
ストッカーD

フロント
ブライト照明

うるおいラップ
野菜室

かってに氷

野菜
そのまま冷凍

オート
パワフル冷凍

右開き 右開き

クーリング
アシスト

微凍結
パーシャル

Ｗシャキシャキ
野菜室

ワンダフル
オープン

エコナビ

ナノイーＸ・
ナノイー

時短もこだわり料理もサポートする
「はやうま冷却」「はやうま冷凍」

スリムな幅60cm。
野菜室が真ん中で、出し入れしやすい。

省スペースでも置ける、
スリムな片開きドア。

AIが、洗い方や時間を自動で判断。
細かな設定をしなくても、
かしこくきれいに洗います。

業界最大※117kg乾燥できて、
洗乾スピード約108分！

空間を美しく演出する
「キュービックフォルム」。
コースが増えて、
洗浄力がさらに進化。

液体洗剤・柔軟剤　自動投入
AIが洗い方や時間を自動で判断
細かな設定をしなくても、かしこく
きれいに洗います。
ナイアガラ ビート洗浄
ふんわりはやく仕上げ［速乾ビート乾燥］

ザブーン洗浄
ふんわリッチ乾燥
液体洗剤・柔軟剤　自動投入
業界最大※1乾燥容量7kg
低振動・低騒音設計※2

●
●

●
●

●
●
●
●
●

外出先から、スマートフォンで
洗濯の操作ができる「スマホで洗濯」
液体洗剤・柔軟剤　自動投入
「ナノイー X」で衣類などについた
花粉を抑制
黄ばみやニオイを落としてスッキリ洗浄
「温水泡洗浄W」

●

●
●

●

洗濯～乾燥・乾燥容量 ６kg

※1 国内家庭用ドラム式洗濯乾燥機において。
　　2019年8月6日現在
※2 ［洗濯行程のみ］洗い約32dB 脱水約37dB 乾燥約49dB。
（運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による）

パワフル
吸引仕事率

38W
長時間運転ハンディ時

75分

運転時間

約12分
充電時間

約2.5
時間

運転時間

約24分
充電時間

約2.5
時間

約0.85kg約

ホワイト

イエローグリーン

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※バッテリー2個使用時

※

W35 グレイ

W35
ライトピンク

W25

W35
アクアブルー

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

（※RHC-100のみ）

布製品用の専用
ノズル付き

※送料が別途かかります。

※送料が別途かかります。

送料1,000円

リサイクル料金が別途かかります。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

リサイクル料金が別途かかります。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

リサイクル料金が別途かかります。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

リサイクル料金が別途かかります。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

リサイクル料金が別途かかります。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。 左開き



スリムな
注ぎ口

空だき
防止機能

自動
電源オフ

空焚き
防止機能

オートオフ
機能

コードレス
（本体）

見やすい
「目盛り
付き窓」

パールホワイト
オニキスブラック

見やすい液晶パネル＆ボタンで
使い方簡単。

ずっと変わらずに
愛され続けてきたケトル

カプチーノやラテアートまで楽しめる、
こだわりのエスプレッソ・カプチーノメーカー。

できたてを、囲もう。ホットトリベットは、
あなたの卓上で映えるＩＨ調理器です。

※ご注文時にご希望カラーをお知らせください。

申込No.

■本体サイズ：W21×H20×D16cm■本体重量：982g■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1,250W
■KO6208JP（オニキスブラック）/KO6201JP（パールホワイト）

アプレシア エージー・プラス コントロール0.8L
H016-08 ￥10,000（税別）

3911409〔T-fal〕

送料850円
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旨みを逃さず、おいしく調理できる
アラジンのキッチン家電

アラジングリーン

アラジンホワイト

短時間かつ高温で一気に焼き上げるトースター

「遠赤グラファイト」とは、株式会社千石の
特許技術※1であり、ポリイミドシートをグラファイト結晶化した、
鉄の約10倍の熱伝導率をもつ素材です。
※1 特許番号　特許第４７３９３１４号

特許技術
「遠赤グラファイト」

網
取り外し
可能

遠赤
グラファイト
搭載

網
取り外し
可能

遠赤
グラファイト
搭載

アラジングリーン

アラジンホワイト

進化したアラジンのグラファイト グリル＆トースター

料理の幅を広げる
グリルパン付き 受け皿付き

短時間＆高温だから
外カリ中モチの
おいしいトーストが

焼ける！

便利な
卓上型

オート
モード
付き

ガス式と変わらない
焙煎が可能です！

焙煎中の豆の温度と窯(ドラム)内の温
度がLCDディスプレイにリアルタイム
で表示されます。また、窯には大きな
窓もついているため、焙煎中の豆の
色を直接目で見て確認ができます。

リアルタイム表示

ガス不要の卓上型で手軽に焙煎
新鮮な味がいつでも

“心とからだ”の健康は
ヨシノクラフトから

特 別
価 格 70,000円（税別）

【通常セット価格】
本体希望
小売価格77,000円(税別)が

これは便利！

乾煎りもOK!
豆・ゴマ・乾燥物・ピーナッツ・ぎんなん等、
香ばしく仕上がります。

お鍋同士の組み合わせが自由自在！

お鍋でオーブン料理！
アイデア次第で蒸し料理も。

セット
内容

新３点セット
●１８ｃｍ片手鍋
●２０ｃｍ両手鍋
●２０ｃｍフライパン

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

申込No.

■本体サイズ：W35.0×H23.5×D29.5cm■本体重量：約3.4kg■電源：AC100Ｖ
（50/60Hｚ）■消費電力：1250W■付属品：取扱説明書、受け皿
■CAT-GS13B（G）（アラジングリーン）/AET-GS13B（W）（アラジンホワイト）

グラファイトトースター
H017-01

9856659〔アラジン〕

￥12,800（税別） 送料700円

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

申込No.

■本体サイズ：W36.0×H25.0×D35.5cm■本体重量：約4.7kg■電源：AC100Ｖ
（50/60Hｚ）■消費電力：1300W■付属品：グリルパン、グリルネット、レシピブック
■AGT-G13A（G）（アラジングリーン）/AGT-G13A（W）（アラジンホワイト）

グラファイトグリル＆トースター
H017-02

4898156〔アラジン〕

￥20,000（税別） 送料700円

トースター
2枚焼き

トースター
4枚焼き

申込No.

■本体サイズ：W483×D254×H356mm■本体重量：約9kg■電源：AC100Ｖ
（50/60Hｚ）■消費電力：740W■付属品：取扱説明書、交換用リアフィルター1枚
■KN-8828B-2KJ+

HOTTOPコーヒー焙煎機
H016-09

3946301〔日本ニーダー〕

￥336,000（税別・送料込）

申込No.

■本体サイズ：縦28.4×横22×高さ14.7 cm■本体重量：約3.98kg
■付属品：取扱説明書■ブラック・チェリー・グレーの３色展開

ピコ・ココットラウンド22cm
H016-06

1997608〔staub〕

￥30,000（税別・送料込）

申込No.

■本体サイズ：W280×D320×H310mm■本体重量：約7kg■電圧/周波数:AC100V／
50/60Hz■消費電力：1300W■付属品：フイルターホルダー、一杯・二杯用フイルター、カフェ
ポッド用フイルター、計量スプーン、給湯ノズル、ミルクコンテナ、徐石灰剤■EC860M

エスプレッソ・カプチーノメーカー
オートマティックカプチーノ シルバーxブラック

H016-01

9868756〔デロンギ〕

￥50,000（税別・送料込）

申込No.

■本体サイズ：W25.5×H22.0×D13.0cm■本体重量：730g■電源：100V 50/60HZ
■消費電力：1250W■2192－033

カフェケトル 1.0ℓ
H016-07

9965507〔ラッセルホブス〕

￥11,000（税別）

申込No.

■本体サイズ：約280mm×280mm×40mm■本体重量約2.2kg： (電源コード含む)■電源：
本体AC100V 50-60Hz/リモコン単4電池2本(別売)■消費電力1200W■付属品リモコン×１、
電源コード×１、収納袋×１■MA-004（ブラック×ステンレス）

MAINTSホットトリベット（ブラック）
H016-03

4924502〔マインツ〕

￥50,000（税別）

申込No.

■本体サイズ：約280mm×280mm×40mm■本体重量約2.2kg： (電源コード含む)■電源：
本体AC100V 50-60Hz/リモコン単4電池2本(別売)■消費電力1200W■付属品リモコン×１、
電源コード×１■MA-003（ホワイト×ウッド）

MAINTSホットトリベット（ホワイト）
H016-02

4924501〔マインツ〕

￥35,000（税別）

申込No.

■サイズ：ES-18/内径18*深さ8.57cm/容量2.2L/重量1150g、EW-20/内径20*深さ12.07cm/容量3.75Ｌ/重量1595g、
EF-20/内径20*深さ5.22cm/容量1.6L/重量1320g■付属品：取扱説明書■CT-E3SF

新3点セット
H017-05

8962901〔ヨシノクラフト〕

￥70,000（税別）

※送料が別途かかります。

家庭でふわっふわの
かき氷が楽しめる！

刃物は
シャープな切れ味で
お手入れ簡単な
ステンレス製！

氷収容量
約8個

氷削能力
43g/分

どうしてふわふわに？
氷を回転させながら刃に当たった
部分だけを削り取る「遠心力回転
式」！氷を圧迫せずに薄く削るから、
空気をたっぷり含んで雪山のように
ふわふわに♪

申込No.

■本体サイズ：W168×D192×H245mm■本体重量：1.2kg■電源：AC100Ｖ
（50/60Hｚ）■消費電力：20W■定格時間：15分■付属品：取扱説明書■ECQ08A

家庭用電気氷削機 アイスロボ
H017-04 ￥9,074（税別）

7831105〔Hatsuyuki〕

送料800円

ハイパワーな静音モーターが効率よく果汁を搾り出す

いつでも搾りたてが楽しめるジューサー

DBKシトラスジューサーは
横半分にカットしたかんきつ
類をカッターに押し付けるだ
けで果汁を搾り出します。

不足しがちな
ビタミンCの補給に

申込No.

■本体サイズ：直径17,5×H21cm■本体重量：2,9kg■電源：AC100Ｖ
（50/60Hｚ）■消費電力：65W■付属品：取扱説明書■CJ65

オートマチックシトラスジューサー
H017-03

3888257〔ドイツD.B.K.社〕

￥12,800（税別） 送料800円

ホワイト

A-oneだけの独自の技術力
油蒸気浄化システム

レッド

申込No.

■本体サイズ：約300×514×134mm■本体重量：約4.12kg■定格電圧：
100V 50/60Hz■消費電力：1,200W■付属品：電源ケーブル、シリコン取っ手
　■CL-Aone-R（レッド）/CL-Aone-W（ホワイト）

無煙ロースター A-oneグリル
H017-06

6971708〔DAWON E&A〕

送料800円￥24,800（税別）

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

煙、油の心配が
なくなりました
煙の心配がない
環境に優しいグリルプレート

後片付けも
簡単

送料850円

申込No.

■本体サイズ：縦26.3×横20×高さ14.2 cm■本体重量：約3.6kg
■付属品：取扱説明書■ブラック・チェリー・グレーの３色展開

ピコ・ココットラウンド20cm
H016-05

1973408〔staub〕

￥26,000（税別・送料込）

申込No.

■本体サイズ：縦24×横18×高さ12.6 cm■本体重量：約2.9kg
■付属品：取扱説明書■ブラック・チェリー・グレーの３色展開

ピコ・ココットラウンド18cm
H016-04

8919602〔staub〕

￥23,000（税別・送料込）

IH 対応

ケトル中に手が入る
からお手入れが簡単

ドリップしやすい
注ぎ口

持ちやすい
ストッパー付きの
取っ手

鍋料理をもっと美味しくする魔法のお鍋。
素材本来の旨味を最大限に引き出す
ストウブのベーシーックなココットです。

煮込み、炒め物など
日常使いで大活躍。
美しいラウンドのフォ
ルムは長年使っても
飽きがきません。

時間のない朝などはミルクコンテナを
取り付けボタンひとつでカフェラテを。
余裕のあるときにはミルクコンテナか
らフロッサーに取り替えてこだわりの
あるカプチーノに、ライフスタイルに
合わせてお楽しめます。

ホットトリベットは、あなたの卓上で映えるIH調理器です。薄さ38mm。
設計を一から見直し、スリムなデザインを追求しました。どの席からで
もスマートに操作できる、ワイヤレスコントローラーで、5段階の火力
出力調節が可能。保温から調理まで幅広い料理を楽しめます。

18cm ブラック

20cm チェリー

22cm グレー

抽出量設定機能

自動ミルク泡立

ワンタッチカプチーノ機能

カップウォーマー

二重構造スチームノズル

高級感のある
ブラック×ステンレス

温かみのある
ホワイト×ウッド

送料1000円

送料1000円

出力切替5段階

切り忘れ防止機能

過熱防止機能

なべなし自動停止機能

小物検知機能

※ご注文時にご希望カラーをお知らせください。
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激しい
熱の対流

厚く設計した
釜のふち

「鉄」を
仕込んだ内釜

業界初※1 3つのIHヒーターを独立制御する

※1 底IHヒーターを3つにし、それぞれを独立制御する技術 2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。
※2 家庭用炊飯ジャーにおいて、アルミ・ステンレスのクラッド材に鉄をはさんだ釜として。2018年５月31日新聞発表による。当社調べ。

激しい炎のゆらぎを再現すると、
お米が激しく
舞い上がる。

「ローテーションIH構造」
炎舞炊きの集中加熱を活かし、
「鉄」も仕込んだ。

豪炎かまど釜
業界初※2

※3 内釜のフッ素加工は5年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※4 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

※5 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

※5

内釜
3年保証

40時間
おいしく保温する
「極め保温」

申込No.

■本体サイズ：W31×H26.5×D37.5cm■本体重量：10kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1370W
■付属品：取扱説明書
■NW-KB18-BZ（黒漆）/NW-KB18-WZ（雪白）

圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 1升
H018-01

3999709〔象印マホービン〕

￥95,800（税別・送料込）

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

申込No.

■本体サイズ：W23×H20.5×D30.5cm■本体重量：6kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1140W
■付属品：取扱説明書■NW-ES07-BZ

圧力ＩＨ炊飯ジャー 炎舞炊き 4合
H018-03

2985106〔象印マホービン〕

￥85,200（税別・送料込） 申込No.

■本体サイズ：W27.5×H23.5×D34.5cm■本体重量：8.5kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1240W
■付属品：取扱説明書
■NW-KB10-BZ（黒漆）/NW-KB10-WZ（雪白）

圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き 5.5合
H018-02

9974503〔象印マホービン〕

￥90,600（税別・送料込）

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

黒漆

雪白

ごはんの甘み成分（還元糖）を引き出す！ 
発熱効率を高めた「鉄器コートプラチナ厚釜」

コンパクトサイズで、
食卓に出しっぱなしにできる！
新・団らんスタイル。

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。
おいしさにこだわったIH。

40時間
おいしく保温する
「極め保温」

わが家
炊き
81通り

クリーニング
機能

30時間
おいしく保温する
「うるつや保温」
「高め保温」

炊き方が
選べる

「白米炊き分け
3コース」

クリーニング
機能

わが家
炊き
121通り

クリーニング
機能

※4

内釜
3年保証

わが家
炊き
81通り

30時間
おいしく保温する
「うるつや保温」

クリーニング
機能

おいしさの理由は、
かまどの炎のゆらぎにあった。

高火力と泡で旨味を守る。
土
鍋ご泡火炊き

ほ う び

「土鍋ご泡火炊き」でふっくらもちもちの
土鍋ごはんの香りをご堪能ください。

可変
W圧力

土鍋
遠赤

※3

内釜
5年保証

申込No.

■本体サイズ：W30.5×H24.5×D37cm■本体重量：7.5kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1370W
■付属品：取扱説明書■NW-JC18-TA

圧力ＩＨ炊飯ジャー 極め炊き 1升
H018-06

6922505〔象印マホービン〕

￥42,500（税別・送料込）申込No.

■本体サイズ：W27.5×H21.5×D34.5cm■本体重量：6.5kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1240W
■付属品：取扱説明書■NW-JC10-TA

圧力ＩＨ炊飯ジャー 極め炊き 5.5合
H018-07

4916801〔象印マホービン〕

￥40,000（税別・送料込）
申込No.

■本体サイズ：W28×H24.5×D40.5cm■本体重量：5kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1295W
■付属品：取扱説明書■NW-VA18-TA

ＩＨ炊飯ジャー 極め炊き 1升
H018-04

1977901〔象印マホービン〕

￥21,800（税別）申込No.

■本体サイズ：W25.5×H20.5×D37.5cm■本体重量：4kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1105W
■付属品：取扱説明書■NW-VA10-TA

ＩＨ炊飯ジャー 極め炊き 5.5合
H018-05

6916605〔象印マホービン〕

￥19,800（税別）

申込No.

■本体サイズ：W26.1×D32.5×H22.0cm■本体重量：7.0kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■最大消費電力：1075W
■JPH-A102TM

土鍋圧力ＩＨ炊飯ジャー5.5合
H019-02

8956802〔タイガー〕

￥128,000（税別・送料込）申込No.

■本体サイズ：W26.1×D32.5×H22.0cm■本体重量：6.6kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■最大消費電力：1075W
■JPH-B102KW

土鍋圧力ＩＨ炊飯ジャー5.5合
H019-03

9944805〔タイガー〕

￥98,000（税別・送料込）

キ
ッ
チ
ン
ウ
エ
ア

つや艶
内ふた

金属に比べ
とても硬度が高く
耐磨耗性にも優れた
ファイン
セラミックス

ステンレス製
真空断熱構造

＆
セラミック
加工

しっかり焼けるのに焦げつきにくい
「美食系」フライパン

ワンランク上の
キッチンライフがはじまる

「とっておきの一杯」に
こだわりのタンブラーを

熱伝導の良さと
遠赤外線効果で素早く
おいしく焼き上げる

セラミック加工 フッ素樹脂加工

焦げつきにくく
お手入れカンタン

W効果

※保冷効力とは、室温20℃±2℃において、製品に冷水を規定量まで満たし、水の温度が
　4℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその水の温度。

H019-06 ブラック/H019-06 ホワイト H019-07 ブラック/H019-07 ホワイト

申込No.

■寸法：20cm/26cm■底の厚さ：3.7mm■CFFP20-26-BBK

新セラフォート・フライパンセット
H019-09

7843759〔京セラ〕

送料700円￥11,000（税別）
申込No.

■三徳ナイフ（大）/サイズ：303×47×17mm、刃渡り：17cm、重さ：100ｇ
■三徳ナイフ（小）/サイズ：258×38×17mm、刃渡り：13cm、重さ：88ｇ
■ピーラー/サイズ：150×86×15mm、重さ：42g■KS-301FL

セラミックキッチンセット
H019-08

7806551〔京セラ〕

送料700円￥15,000（税別）
申込No.

■寸法：約77mmφ×155mm■実容量：420ml■重量：約180g■保冷効力：7度以下（1時間）※
■材質：ステンレス鋼（セラミック塗膜加工）■CTB-420-BK（ブラック）/CTB-420-WH（ホワイト）

セラブリッド® タンブラー 420ml
H019-07

6845256〔京セラ〕

送料700円￥3,500（税別）

申込No.

■寸法：約85mmφ×97mm■実容量：300ml■重量：約129g■保冷効力：8度以下（1時間）※
■材質：ステンレス鋼（セラミック塗膜加工）■CTB-300-BK（ブラック）/CTB-300-WH（ホワイト）

セラブリッド® タンブラー 300ml
H019-06

2866256〔京セラ〕

送料700円￥3,200（税別）

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

スリムボディで台所の
空きスペースにぴったり！

白米受皿には
約600g（4合）
入ります！

計量レバー
を押すだけ！
（150g/1合）

玄米残量
警告ランプ
で安心！

いつでも新鮮
食べた分だけ
自動精米！

ホッパーに玄米を入
れておくだけで、自
動的に食べた分だ
け精米して追加さ
れます。

H019-04申込No.

■本体サイズ：約W190×H770×D525mm■本体質量：約20.7kg■電源：
AC100V（50／60Hz）■所要動力：200W■付属品：取扱説明書■MH-190R

家庭用精米機 MH-190R（玄米専用）
5899104〔アグリテクノ矢崎〕

￥79,800（税別） 送料1,000円

ホッパー容量約12kg
白米タンク容量約1.5kg/1升

宅配
不可

H019-05申込No.

■本体サイズ：約W38.7×D24.9×H17.7cm■本体重量：4.3kg■消費電力：
1200W■付属品：なべ、グリルプレート■CRL-A200KI（アイアンブラック）
/CRL-A200WC（セラミックホワイト）

マルチプレート　CRL-A200
2813653〔タイガー〕

￥25,000（税別） 送料850円 送料700円送料700円

黒まる厚釜
厚釜1.7mm

あなたの暮らしにスタンバイ。象印のSTAN.シリーズ。

「焼く」「煮る」ができて料理の幅が広がる

深さ4cmの「深型プレート」
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」
コーヒーカップ2杯が約2分で沸とう

1300W「ハイスピード沸とう」
強火で炊き続け、うまみを引き出す

「豪熱沸とうIH」

黒まる厚釜（釜厚1.7mm）

内釜3年保証※

マイコン空だき防止

傾斜湯もれ防止構造 自動給湯ロック

転倒湯もれ防止構造 はずせる水タンク

目盛つきガラス容器

本体ガード プレート＆本体ガード
丸洗いOK

コーヒーカップ
約1～3杯分

2.5ｍロングコード

※ 内釜のフッ素加工は3年間
 無償交換します。取扱説明書の
 記載事項にそわない使い方を
 された場合は対象外です。

数量
限定

申込No.

■本体サイズ：W44.5×H14×D30.5cm■本体重量：4.8kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1200W■付属品：
取扱説明書■EA-FA10-BA

ホットプレート
H018-08 ￥13,800（税別） 送料700円

4914301〔象印マホービン〕

申込No.

■本体サイズ：W15×H23.5×D22.5cm■本体重量：1.8kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：650W■付属品：
取扱説明書■EC-XA30-BA

コーヒーメーカー
H018-09 ￥9,580（税別） 送料700円

7951601〔象印マホービン〕

申込No.

■本体サイズ：W17.5×H25×D27cm■本体重量：2.0kg
■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1300W■付属品：取
扱説明書■CP-CA12-BA（ブラック）/CP-CA12-WA（ホワイト）

電動ポット 1.2L
H018-10 ￥13,800（税別） 送料700円

2988405〔象印マホービン〕

申込No.

■本体サイズ：W23.5×H19.5×D29cm■本体重量：4.3kg■
電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：1115W■付属品：取扱
説明書■NW-SA10-BA（ブラック）/NW-SA10-WA（ホワイト）

IH炊飯ジャー 5.5合
H018-11 ￥31,800（税別） 送料700円

9975503〔象印マホービン〕

18

ブラック ブラック

煙が少ないから
お部屋のニオイも安心！！

スッキリ
しまえる
樹脂製収納
ホルダー付申込No.

■本体サイズ：W54×H12×D37.5cm■本体重量：8.5kg■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）
■消費電力：1300W■付属品：取扱説明書■EA-GW30-XB

ホットプレート やきやき
H019-01

3914403〔象印マホービン〕 

￥17,800（税別） 送料700円

安心のなべ3年保証
※保証は本体、グリルプレートを除く
　なべのみが対象です

アイアンブラック

セラミックホワイト

なべ料理も楽しめる！
深さ約46mmのなべ

焼きムラができにくい！
「3往復ヒーター」を搭載

操作しやすい
温度調節レバー

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

数量
限定

数量
限定
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ミ
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ワ
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キ
ン
グ

効果/胃腸症状の改善
●胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
●胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。
※本器は医薬品医療機器等法（旧薬事法）第2条第4項の政令で定める
医療機器であり、第6項の厚生労働大臣が指定した管理医療機器です。

管理医療機器TR IM  I O N  G R A C Eは、ここが違う。

東証一部上場
証券コード6788

ウォーターヘルスケアという、新習慣。

医療現場の技術で作られた水。
より高品質な水をより安全に、大量に供給すること。透析の現場で使われる水には、
妥協の許されない品質が要求されます。そんな場所で磨かれた高度な技術を家
庭用に。このコンセプトがGRACEをいままでにない電解水素水整水器にしまし
た。日本初の高性能なハイブリッドダブル電解システムを搭載することで弱アルカ
リ性のまま、水素濃度の高い電解水素水を作ることに成功しました。「高濃度で医療
効果の認められた電解水素水」を毎日の暮らしのあたりまえに。

ビルトイン
タイプ

ご希望の方は
こちら

ひと目で
分かる

溶存水素濃度表示
（目安）

メンテ不要

ダブル・オートチェンジ・
クロスライン方式

1ℓあたり
約7円

低コスト

申込No.

■本体寸法：260（W）×321（H）×126（D）mm■本体重量：約5.5kg■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）
■定格取水量：【電解水素水】約3L/分（max）、【酸性水】約3L/分（max）、【浄水】約3.5L/分（max）

トリムイオンGRACE
H020-01

3988208〔日本トリム〕

￥248,000（税別・送料込）

管理医療機器
医療機器製造販売認証番号：229AGBZX00069000

※取り付けに追加部品必要時はお客様に費用をご負担いただきます。

医療機器製造販売認証番号：224AGBZX00024000

申込No.

■本体寸法：310（W）×329（H）×100（D）mm■本体重量：約5kg■電源：AC100V（50/60Hz）
■定格生成量：【電解水素水】4L/分（max）、【酸性水】4L/分（max）、【浄水】5L/分（max）

トリムイオンGRACIA
H020-03

8991202〔日本トリム〕

￥378,000（税別・送料込）

管理医療機器

※取り付けに追加部品必要時はお客様に費用をご負担いただきます。

申込No.

■本体寸法：234（W）×239（H）×112.5（D）mm■本体重量：約2.8kg■電源：AC100V（50/60Hz）
■定格生成量：【電解水素水】4L/分（max）、【酸性水】4L/分（max）、【浄水】5L/分（max）

トリムイオン HYPER
H020-02

8991101〔日本トリム〕

￥164,000（税別・送料込）

管理医療機器
医療機器製造販売認証番号：226AGBZX00012000

※取り付けに追加部品必要時はお客様に費用をご負担いただきます。

キッチンの新しい
美しさを創造する。
ハンドシャワー付
マルチ水栓。

水を変える
暮らしを変える

電
解
水
素
水
整
水
器

WORKSHOES 数量
限定※送料が別途かかります。 ※ご注文の際は在庫を

ご確認ください。
※ご注文時にご希望カラーと
サイズをお知らせください。

※ご注文時にご希望カラーと
サイズをお知らせください。

ミズノ　オールマイティ TD11L
申込No. H021-02 ￥7,400（税別）オレンジ×ブラック

3852452〔ミズノ〕

申込No. H021-03 ￥7,400（税別）ブルー×ブラック
申込No. H021-04 ￥7,400（税別）ブラック×ダークグレー×イエロー
申込No. H021-05 ￥7,400（税別）ホワイト×ブラック×イエロー
■甲材：人工皮革・合成繊維■底材：ゴム底■質量：約370g（26.0cm 片方）■カンボジア製
■シューレース長さ：約110cm(28.0cm以上約120cm)
■F1GA190054（オレンジ×ブラック）/F1GA190027（ブルー×ブラック）/F1GA190009（ブラック×
ダークグレー×イエロー）/F1GA190001（ホワイト×ブラック×イエロー）

ミズノ　オールマイティ TD22L
申込No. H021-06 ￥7,400（税別）エンジ×レッド

7891854〔ミズノ〕

申込No. H021-07 ￥7,400（税別）ネイビー×ブルー
申込No. H021-08 ￥7,400（税別）ブラック×ダークグレー
■甲材：人工皮革・合成繊維■底材：ゴム底■質量：約375g（26.0cm 片方）■カンボジア製
■F1GA190163（エンジ×レッド）/F1GA190109（ブラック×ダークグレー）/F1GA190114（ネイ
ビー×ブルー）

サイズ
S、M、L、XL、
2XL、3XL-8、
4XL-8

グレー ネイビー

肩
甲
骨
周
り
の

運
動
性
を
ア
ッ
プ
！

バック
スタイル

ミズノ独自のパターン設計で空気の流れをコントロール

ファンより取り込んだ空気が
首の前後、腕から抜けるパターン設計。
だから、素早い空気の流れが快適性を生む。

再帰反射プリント 内側はメッシュ ペンが入るスリット

申込No.

エアリージャケット：■組成：ポリエステル77%・綿23%■ベトナム製
■C2JE818004（グレー)/C2JE818014（ネイビー)
エアリージャケット用ファン：■F6JSF09010（サンエス社品番 RD9010H)
エアリージャケット用バッテリー：■F6JSB09090（サンエス社品番 RD9090J)
※2018、2019年モデルとの互換性はありません
※製品のデザイン・仕様については予告なく変更になる場合があります。
※ご使用前にはサンエス社の取扱い説明書を必ず良くお読みいただき正し
　くご使用いただくようお願いします。
※エアリージャケットにはサンエス社製の専用ファン・バッテリーを必ずご使
　用ください。指定品外を使用して発生した事故、故障については責任を負
　えません。
※火を使用する場所や火花が飛ぶ場所で使用しないでください。

エアリージャケット（ファン・バッテリー込）
H021-01

7814155〔ミズノ〕

￥28,000（税別）

運送、建設、製造業の現場で本領発揮 ! ミズノのワークシューズ

H021-02
オレンジ×ブラック
サイズ:24.5～28.0・29.0cm

H021-03
ブルー×ブラック
サイズ:24.5～28.0・29.0cm

H021-04
ブラック×ダークグレー×イエロー
サイズ:24.5～28.0・29.0cm

H021-05
ホワイト×ブラック×イエロー
サイズ:24.5～28.0・29.0cm

H021-08
ブラック×ダークグレー
サイズ:24.5～28.0・29.0cm

H021-07
ネイビー×ブルー
サイズ:24.5～28.0・29.0cm

H021-06
エンジ×レッド
サイズ:24.5～28.0・29.0cm

夜間の作業時に光を反射
する再帰反射材を採用

傷みやすいつま先を耐久
性のある人工皮革で補強

つま先を保護するために
樹脂製先芯を使用

擦り減りやすい履き口に
人工皮革を使用

脱ぎ履きしやすい、3本ベルトモデル。 

ファン・バッテリー
2020年モデル
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SDカード8GB付 

SDカード8GB付 

有効画素数
約1602
万画素

デュアル
スクリーン

4K
HDR動画

4K／
60fps

8倍スロー
モーション

防水
１１m

Rock
Steady

光学ズーム

83倍
手ブレ補正
デュアル検知
光学VR

映像エンジン
DIGIC
8

有効画素数
約3250
万画素

連続撮影速度
約10.0
コマ／秒

実用ISO
100～
25600

測距点

４５

有効画素数
約2088
万画素

ISO感度
100～
51200

高速連続撮影
約11.0
コマ／秒

D-Movie
フルHD
1080/120p

D-Movie
4K UHD
30p

マイクロSDHC
カード32GB・
グリップポッド付

SDカード8GB付 

気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、
肉眼では見えない世界を切り取る、
光学83倍の超望遠ズーム。

ブレを抑えた安定した映像を実現。
鮮明なフロント画面ではセルフィーのアングルを確認しながら撮影、
バック画面ではパワフルなディスプレイを搭載。
思い立った瞬間にアクションの世界を激写しよう。

アクションの世界へ 光学ファインダー撮影での
最高約10コマ／秒の高速連写、
約3250万画素の高い解像度を
実現した一眼レフカメラ。

高い描写力と多彩な表現力を
小型・軽量ボディーに凝縮した
ニコンDXフォーマットミラーレスカメラ

■本体サイズ：約W140.7×H104.8×D76.8mm■本体重量：約619g（本体のみ）
■付属品：バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ストラップ■EOS　90D　ボディ

デジタル一眼レフ EOS 90D ボディ
H022-03 ￥169,000（税別・送料込）

4918604〔キヤノン〕

申込No.

■本体サイズ：約W140.2×H109.6×D149.8mm（突起部除く）■本体重量：約1005g（電池、メモリーカード
含む）■付属品：ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電AC
アダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20■COOLPIX P950

超迫力83倍ズームデジカメ　COOLPIX P950
H022-02 ￥114,800（税別）

6935301〔ニコン〕

申込No.
■本体サイズ：約W126.5×H93.5×D60mm ■本体重量：約395g（本体のみ）
■付属品：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25（端子カバー付）、バッテリーチャージャー MH-32、接眼目
当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップAN-DC20、ボディーキャップBF-N1
■Z50　ダブルズームキット(ZDX16-50mm f/3.5-6.3VR,ZDX50-250mm f/4.5-6.3VR)

ミラーレス一眼 Z50 ダブルズームキット
H022-01 ￥188,000（税別・送料込）

6985209〔ニコン〕

申込No.

■本体サイズ：65×42×35mm■本体重量：124g■付属品：カメラフレーム、接着式フラットマウント、接着式カ
ーブマウント、クイックリリースベース、バッテリー、バッテリーケース、止めねじ、ケーブル■OSMO Action

アクションカメラ DJI OSMO ACTION
H022-04 ￥64,800（税別・送料込）

6939605〔DJI〕

申込No.

SDカード8GB付 

有効画素数
約1317
万画素

家族みんなで使える安心のタフカメラ

光学
ズーム
3倍

耐衝撃
・
防水

SDカード16GB付 

スマホへ自動転送。小型・軽量かんたん一眼レフ

動きのあるシーンも、なんなく
ベストショットが撮れる高速性能 どこからでも被写体をダイナミ

ックに捉える超望遠2000mm
相当の光学83倍ズーム

機動性に優れるニコンDXフォー
マットのメリットを活かした小型・
軽量ボディーで、いつでも、どこに
でも、気軽に持って行けます。濡れても落としても安心

「子どもも使える安心性能」

有効画素数
約2416
万画素

Wi-Fi
内蔵

タッチ
パネル

ブルー

ホワイト リゾート

■本体サイズ：約W124×H97×D70mm■本体重量：約415g（本体のみ）
■付属品：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、
ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25■D5600ダブルズームキット

小型・軽量一眼レフ D5600ダブルズームキット
H023-01 ￥99,800（税別） 送料800円

7947206〔ニコン〕

申込No.

■本体サイズ：約W109.5×H67.0×D38.0mm（突起部除く）■本体重量：約177g（電池、メモリーカード含む）■付属品：ストラップ、
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ■COOLPIX W150

お手軽防水カメラ COOLPIX W150
H023-02 ￥24,800（税別） 送料800円

2943209〔ニコン〕

申込No.

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

5軸ハイブリッド
手ブレ補正機能付き防水・防油

コーティング

透過率
アップ

コーティング

高性能スペック満載の双眼鏡
明るく、シャープな性能を求める方へ

JIS保護等級6級相当の防水構造
海での使用でも安心!

質量
約355g

有効画素数
4K

約829万画素

録画時間
約27時間30分
（HEモード時)

内蔵メモリー
約64GB

かんたんにキレイに撮ろう
4K AIRで、ビデオカメラを始めよう。

ピュアホワイト
アーバンレッド

カカオブラウン

■本体サイズ：高さ178mm×幅183mm×鏡体の厚み79mm
　■本体重量：約1080g■付属品：ケース・ストラップ付■SP 12X50 WP

防水式双眼鏡 SP 12X50 WP
H023-08 ￥36,800（税別）

6965109〔ペンタックス〕

申込No. 送料800円 ■本体サイズ（突起部含む）：W65mm×H73mm×D141mm（同梱バッテリーパック装着時）
/W65mm×H73mm×D151mm（同梱バッテリーパック・レンズフード装着時）■本体重量：約355g/
約360g（レンズフード装着時）■付属品：レンズフード、バッテリーパック（VW-VBT190-K）、ACアダプター、
DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル、シューアダプター■HC-VX992M

デジタル4Kビデオカメラ HC-VX992M
H023-07 ￥89,800（税別）

4963204〔パナソニック〕

申込No. 送料800円

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。
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本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒過酷な条件下で頼りになるタフネスボディ

SDカード8GB付 SDカード8GB付 

防水
20m

耐衝撃
2.1m

仕事に使える「CALSモード」搭載
国土交通省写真管理基準（案）平成27
年3月に適合。
CALSモード時の記録サイズが設定変
更可能です。

アルミパネルを採用した
堅牢性の高いボディに、
ダイヤルを回すだけのモード切り換え、
操作し易い縦型のズームボタンを採用。

グローブでも操作しやすく。
向上した操作性。

水中から雪山まで、
過酷なシーンでも頼れるタフネスボディ。
本格14ｍ防水（連続2時間）・耐衝撃1.6ｍ。

全天候
アドベンチャーモデル

ブラック

ブラックオレンジ

オレンジ

■本体サイズ：約W122.5×H61.5×D29.5mm（操作部材、突起部を除く）■本体重量：約173g（電池、SDメモリーカー
ド含まず）■付属品：専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド■WG-70

工事用防水カメラ WG-70
H022-05 ￥39,800（税別）

6921906〔リコー〕

申込No. 送料800円

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

■本体サイズ：W118.2×H65.5×D33.1mm（操作部材、突起部を除く）■本体重量：約219g（本体のみ）
■付属品：充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド■WG-6

本格工事用防水カメラ WG-6
H022-06 ￥49,800（税別）

2963402〔リコー〕

申込No. 送料800円

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

耐寒
-10℃

防水
14m

耐衝撃
1.6m

耐寒
-10℃

耐荷重
100kgf

送料800円

SDカード8GB付 

有効画素数
約2000
万画素

光学ズーム
10倍

Wi-Fi
内蔵

有効画素数
約2037
万画素

質量
約366g
（本体のみ）

防塵・防滴・
耐低温

高倍率・高性能ズームを凝縮
気軽に持ち運べるボディーサイズに

ブラック
シルバー

■本体サイズ：W95.3×H56.8×D23.6mm■本体重量：約122g（本体のみ）■付属品：リストストラップ 
WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF■IXY210

コンパクトデジタルカメラ　IXY210
H023-03 ￥18,500（税別）

6976408〔キヤノン〕

申込No. 送料1000円

SDカード8GB付 

■本体サイズ：W125.3mm×H85.2mm×D49.7mm（突起部含まず）■本体重量：約366g（本体のみ）■付属品
：ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、付属フラッシュFL-LM3、リチウムイオン充電
池BLS-50、リチウムイオン電池充電器BCS-5■OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット

ミラーレス一眼 OM-D E-M5 Mark III
14-150mm II レンズキット

H023-04 ￥218,000（税別）

9931407〔オリンパス〕

申込No.

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

ミラーレス一眼カメラ
小型軽量ボディーに高性能を凝縮。

内蔵メモリー
約14GB

質量
約104g

有効画素数
約1200
万画素

すべての人が気軽に360°を楽しめるように
全ての空間の写真・動画をワンタッチで撮影

■本体サイズ：W45.2mm×H130.6mm×D22.9mm(17.9mm*レンズ部除
く)■本体重量：約104g■付属品：ソフトケース、USBケーブル■THETA SC2

360度カメラ THETA SC2
H023-05 ￥38,800（税別）

1992308〔リコー〕

申込No. 送料1000円

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

防水
25m

耐衝撃
1.8m

耐寒
-10℃

SDカード8GB付 

イエロー

いつでもどこでもアクティブカメラ

シルバー

ブルーピンクホワイト

ブルー※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

■本体サイズ：W109.6mm ×H71.0mm ×D※27.8mm（※突起部含まず）■本体重量： 約190.6g（バ
ッテリー、メモリーカード含まず）■付属品：充電式バッテリーNP-45S（リチウムイオンタイプ）、ACパワーア
ダプターAC-5VG、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブル、使用説明書・保証書一式■XP140

防水防塵デジタルカメラ XP140
H023-06 ￥28,800（税別） 送料1,000円

9999504〔フジフイルム〕

申込No.

※レンズは別売です。

ブラック

シルバー

ベージュ

全4色のネイルカラーバリエーション

※ご注文の際は納期を
　ご確認下さい。※ご注文の際は納期をご確認下さい。

※ご注文の際は納期を
　ご確認下さい。

バック画面
2.25インチ
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4K対応液晶テレビ
映像美+録画機能（HDD録画）をギュッと濃縮

55V
型

LED直下型
バックライト
搭載

1000日保証で
あんしん
サポート

32V
型

HDD録画
対応

1000日保証で
あんしん
サポート

32型

新シリーズ「ERIZA」登場
あんしんの日本設計エンジン搭載、
高精細でクリアな映像美を実現しました。

申込No.

■サイズ：W1242.9×H802.8×D245.1mm■重量：14.32kg（総重量）■消費電力：144W■JU55SK03

4K対応液晶テレビ JU55SK03
H024-0６ ￥69,800（税別）

9871851〔MAXZEN〕

リサイクル料金が別途かかります。

申込No.

■サイズ：W734×H474×D178mm（スタンド含む）■重量：4.3kg（総重量）■消費電力：52W■JE32TH01

ERIZA 32インチ JE32TH01
H024-0５ ￥29,800（税別）

2817457〔MAXZEN〕
※配送のみ対応可能 ※配送のみ対応可能

取説
動画は
スマホで
確認

ぬい目お好み調節
液晶ディスプレイ

充実の模様からつくる
楽しさ広がる！

®

申込No.

■本体サイズ：30.6×41.8×19.0cm
■質量：6.5ｋｇ■CPV0305

テディ55
H025-03

3965203〔ブラザー〕

￥46,111（税別・送料込）申込No.

■本体サイズ：W41.3×H29.6×D17.8cm
■質量：4.6kg■T61-SB

コンピュータミシン T61-SB
H025-04

4913805〔ブラザー〕

￥27,500（税別・送料込）

シンプル！パワフル！
私に「ちょうどいい」ミシン

取説
DVD
付きバックライト付き液晶画面

ぬい目の長さ＆振り幅調整
イラストでエラーメッセージ表示
自動設定でおまかせ止めぬい

申込No.

■本体サイズ：W170mm（ブラシホルダー・ジェットハンドルホルダー含む）
×D140mm×H220mm■本体重量：965g■電源：AC100－240V　
50/60Hz■消費電力：28.8W■付属品：ジェットノズル2本、ノズル識別
カラーマーカー（白・緑）、電動歯ブラシ本体1本、歯ブラシ1本、タンク用
交換パッキン1個■FLTM-19B

トータルオーラルケア　
T-Time（電動歯ブラシ付き）

H025-06 ￥31,800（税別・送料込）

4967603〔フラックス〕

数量
限定

歯周病予防と対策に水素の力を！

世界初 電動歯ブラシ × ハイドロ・ジェット

歯周病の
予防に

ホワイトブラック

100以上の言語対応、即時音声翻訳機

言語を選んで話しかけるだけ。
2ステップ、1秒未満で翻訳完了

どなたにも見やすい大きめタッチパネルで言語を設定し、
ボタン一つで音声入力スタート！
24の翻訳エンジンから最適な翻訳を音声で出力します。

主要4言語でオフライン翻訳も可能に！
英 語 日 本 語 韓 国 語

（翻訳機能のみ）

※電波環境によりお時間掛かる場合がございます。

※サイズ仕様等、また2年目以降通信料金金額は変更になる場合もございます。ご了承お願いします。

海外旅行や

大事なコミ
ュニケーシ

ョンを

必要とする
シーン、

また語学学
習にも活躍

wifi接続可能

MicroSIM
スロット搭載

海外wifi
ルーター機能
 （データプランの
購入決済が必要です）

申込No.

■本体サイズ：121.3×54.4×13.2mm■本体重量：115g■電源：内蔵バッテリー
■付属品：充電用USBケーブル、ストラップ■Langogo Genesis

グローバル翻訳機 Langogo Genesis
H025-07

6941305〔langogo〕

送料1,000円￥29,800（税別）

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

中国語
（標準語）

※2年目終了以降は有料（年間5,000円税別※2020年3月時点）

100以上の
言語対応

2年間無料通信
パッケージ付
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49V
型

アコースティック
サーフェス

オーディオプラス

4K
X-Reality
PRO

レグザ
エンジン
Cloud PRO

美肌
リアライザー
PRO

※写真はKJ-65X9500Gです

BS4K/
110度CS4K
ダブルチューナー
内蔵

3ウェイ
スピーカーシステム
ダイナミック
サウンドシステム

進化した有機ELビエラの映像美と
こだわりのスピーカーシステム

華やかな色彩と高いコントラスト。
速い動きもくっきりと。

息をのむほどの輝きと色彩で、
毎日に驚きと感動を。

録画予約しなくても、
約1か月分の番組をぜんぶ自動録画
「新4K衛星放送」チューナー内蔵
4K放送2番組同時・4K長時間録画に対応

パナソニック

65V
型

HDD容量
10TB

55V
型

申込No.

■本体サイズ：W109.3×H69.9×D27.4cm（スタンド含む）■本体重量：14.4kg（スタンド含む）■消費電力：
195W、0.5W(待機時)■KJ-49X9500G

液晶テレビ　KJ-49X9500G
H024-03 ￥186,000（税別）

4993804〔ソニー〕

申込No.

■本体サイズ：W1237×H766×D237mm（スタンド含む）■本体重量：20.0kg（スタンド含む）■消費電力：
定格動作時（リモコン待機時）：271W（0.4W）■55Z740X

液晶テレビ　55Z740X
H024-04 ￥258,000（税別）

9991503〔東芝〕

申込No.

■本体サイズ：W1449mm×H909mm×D330mm（スタンドと付属スピーカー含む）■本体重量：約36.0kg(ス
タンドと付属スピーカー含む)■使用電源：AC100V　50/60Hz ■消費電力：475W■TH-65GZ1800

4K有機ELテレビ TH-65GZ1800
H024-01 ￥490,000（税別）

2988507〔パナソニック〕

申込No.

■本体サイズ：W430mm×H66mm×D239mm（突起部含まず）■本体重量：4.3kg■DMR-4X1000

ブルーレイディスクレコーダー DMR-4X1000
H024-02 ￥423,000（税別・送料込）

1942701〔パナソニック〕

毎日測る、正確に測る

基準値を超えたらお知らせ
電源ONから約1.5秒で測定

血圧の変化をより早く、
気づきやすく

歯周ポケットケアに最適な
45度の角度を光でお知らせ
選べる４つのブラッシングモードのフルスペックモデル。

オーラルケアを、極める

申込No.

■本体サイズ：W191×H85×D120mm■本体重量：約470g（電池含
まず）■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■付属品：専用カフ（型式
HEM-FSM50-B）、専用AC アダプタ、お試し用電池（単3 形アルカリ乾
電池4 個）、収納ソフトケース、取扱説明書（品質保証書付き）、医療機器添
付文書■HCR-7602T

上腕式血圧計
H025-02

7995306
〔オムロンヘルスケア〕

￥17,800（税別・送料込）

管理医療機器
医療機器認証番号：301AABZX00021000

申込No.

■本体サイズ：W89×H61×D25mm（手首カフ含まず）■本体重量：約
90g（電池含まず）■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■付属品：お試し用単
4形乾電池×2、収納ケース、取扱説明書（品質保証書付）、医療機器添付
文書、OMRON connect Setupガイド■HEM-6232T

手首式血圧計
H025-01

3941408
〔オムロンヘルスケア〕

￥14,800（税別・送料込）

管理医療機器
医療機器認証番号：230AGBZX00003000

申込No.

■本体サイズ：全長約230mm（ブラシ含む）、最大径約24mm■本体重
量：約64g（ブラシ取付状態）■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■付属品：幅
広プレミアムブラシ（SB-122：1本）、歯垢除去ブラシ（SB-172：1本）、
歯周ケアブラシ（SB-182：1本）、歯垢除去コンパクトブラシ（SB-142：1
本）、すき間磨きブラシ（SB-192：1本）、ブラシスタンド（1台）、携帯ケー
ス（1台）、充電器（1台）、取扱説明書（品質保証書付き）■HT-B324-BK

音波式電動歯ブラシ
H025-05

4926308〔オムロンヘルスケア〕

￥17,800（税別・送料込）

正しく測定できる
手首の位置をお知
らせする「測定姿勢ガイド」
ランプと液晶表示で、測定時の血圧計の正しい位置
を教えてくれます。

簡単に巻けて締め
つけ感を軽減する、
「e-フィットカフ」
ぴったり腕にフィット
する構造なので、ずれることなく片手で簡単

オムロン独自のブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や
凹凸部の汚れをしっかり落とせる【タテ振動】と、歯の表面
をキレイにし歯と歯ぐきの境目や歯周ポケットの汚れをしっ
かりかき出せる【ヨコ振動】の微細な振動で、しぶきの飛び
散りが少ない。

振動幅が小さく、口をあけても飛び散りが少ない。

49型4K4K 55型

65型4K

リサイクル料金が別途かかります。リサイクル料金が別途かかります。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。
※ご注文の際は納期をご確認下さい。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

※配送設置は別途ご相談ください

※ご注文の際は納期をご確認下さい。
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￥72,000（税別・送料込）￥72,000（税別・送料込）
本体価格

TS1 ドライバー
Titleist Diamana50

シャフト
ロフト角:9.5°､10.5°

申込No. H026-03
4855353

本体価格

￥120,000（税別・送料込）￥120,000（税別・送料込）

T200 アイアン
NS PRO MODUS3 
TOUR105 シャフト
5本セット(#6～9､PW)

申込No. H026-04
5836355

ヘッドカバー付

￥73,000（税別・送料込）￥73,000（税別・送料込）
本体価格

SIM MAX ドライバー
TENSEI BLUE
TM50 シャフト

ロフト角:9°､10.5°

申込No. H026-01
8833358

本体価格

￥90,000（税別・送料込）￥90,000（税別・送料込）

SIM MAX アイアン
KBS MAX85 JP シャフト
5本セット(#6～9､PW)

申込No. H026-02
1844153

ヘッドカバー付

￥69,000（税別・送料込）￥69,000（税別・送料込）
本体価格

G410 LST
ドライバー

ALTA J CB RED シャフト
ロフト角:9°､10.5°

申込No. H026-0７
1888151

本体価格

￥204,000（税別・送料込）￥204,000（税別・送料込）

BLUEPRINT アイアン
DG EX TOUR ISSUE シャフト
6本セット(#5～9､PW)

申込No. H026-0８
3861154

受注
生産

ヘッドカバー付

数量
限定

￥80,000（税別・送料込）￥80,000（税別・送料込）
本体価格

XXIO イレブン 
ドライバー

MP1100 シャフト
ロフト角:9.5°､10.5°

申込No. H026-１１
3839757

本体価格

￥120,000（税別・送料込）￥120,000（税別・送料込）

XXIO イレブン アイアン
MP1100 シャフト
5本セット(#6～9､PW)

申込No. H026-１２
9827556

ヘッドカバー付

本体価格

￥32,000（税別・送料込）￥32,000（税別・送料込）

VOLKS 
WAGEN 
キャディバッグ
VWCB-9251
9.5型 48インチ対応
重量:4.8kg

申込No. H026-１６
3853858

本体価格

￥55,000（税別・送料込）￥55,000（税別・送料込）

SPECIAL 
SELECTパター
NEWPORT2
長さ:34インチ

申込No. H026-１５
4964904

￥77,000（税別・送料込）￥77,000（税別・送料込）
本体価格

MAVRIK 
ドライバー

Diamana 50 For CW シャフト
ロフト角角:9°､10.5°

申込No. H026-0５
8884159

本体価格

￥120,000（税別・送料込）￥120,000（税別・送料込）

MAVRIK アイアン
NS PRO 950GH neo シャフト
5セット(#6～9､PW)

申込No. H026-0６
2859354

ヘッドカバー付

￥68,000（税別・送料込）￥68,000（税別・送料込）
本体価格

TOUR B JGR 
ドライバー

TOUR AD for TG2-5 
シャフト

ロフト角:9.5°､10.5°

申込No. H026-0９
9816253

￥95,000（税別・送料込）￥95,000（税別・送料込）
本体価格

TOUR B JGR アイアン
NS PRO 950GH neo シャフト
5本セット(#6～#9､PW)

申込No. H026-１０
4899555

ヘッドカバー付

￥120,000（税別・送料込）￥120,000（税別・送料込）
本体価格

MAJESTY ROYALE 
ドライバー

LV-530 シャフト
ロフト角:9.5°､10.5°、11.5°

申込No. H026-１３
5915602

￥175,000（税別・送料込）￥175,000（税別・送料込）
本体価格

MAJESTY ROYALE
アイアン
LV-530 シャフト
5本セット(#7～#10､PW)

申込No. H026-１４
6948503

ヘッドカバー付
ヘッドカバー付

Approach®
S60 Ceramic

送料700円申込No. H027-01
9945208

■本体サイズ：4.7×4.7×1.4cm
■重量：Black/White:52g、セラミック:61g ￥60,000（税別）￥60,000（税別）

本体価格

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

Approach®
S60 Black/White

送料700円申込No. H027-02
6996801

■本体サイズ：4.7×4.7×1.4cm
■重量：Black/White: 52g ￥50,741（税別）￥50,741（税別）

本体価格

White

送料700円申込No. H027-0４
3902608

■外形寸法：幅35mm×縦43mm×厚さ14mm
■重量：48g ￥17,000（税別）￥17,000（税別）

本体価格

EAGLE VISION
watch4 EV-717

送料700円申込No. H027-0３
4914603

■外形寸法：幅44mm×縦48mm×厚さ14mm
■重量：57g ￥28,000（税別）￥28,000（税別）

本体価格

EAGLE VISION 
watch ACE

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

ブラック

ホワイト

Black

電源を
入れるだけで
スタート！！

Bluetooth
スマホアプリ
対応

ハイブリッドGPS対応で
高精度。どこでも高低差
表示が可能！

EAGLE VISION NEXT
申込No. 送料700円H027-0７
9988804

■サイズ：幅62mm×縦112mm×厚さ14.7mm
■重量：115g

￥24,000（税別）￥24,000（税別）本体価格

S：21～23
M：23～25
L：25～27
LL：27～29

サイズ（cm）
ブラック
ホワイト
ネイビー

カラー

※ご注文時にご希望カラーと
　サイズをお知らせください。

申込No. H027-0９
2946707

送料500円

Jushinsox ショート

￥2,000（税別）￥2,000（税別）
本体価格

申込No. H027-１０
3923306

送料500円

Jushinsox ロング

￥2,500（税別）￥2,500（税別）
本体価格

■QUALITY：ポリエステル、綿、アクリル、
ポリウレタン

V-Ⅳ

￥87,000（税別・送料込）￥87,000（税別・送料込）
本体価格

■フジクラ7軸カーボン 
￥87,000（税別・送料込）￥87,000（税別・送料込）
本体価格

■オリジナルＩＰカーボン 
申込No. H027-20
5893157

申込No. H027-2１
3895155

シャフト　
フレックス　
キックポイント・トルク
シャフト重量
総重量
ヘッド素材
ヘッド製法
ヘッド体積
ヘッド重量
ロフト角
ライ角
長さ
バランス

オリジナルＩＰカーボン
ＬＡ，Ｒ，ＳＲ，Ｓ
中調子3.9
ＬＡ：48g,Ｒ:54ｇ,ＳＲ：54ｇ,Ｓ：57ｇ
298ｇ±
(フェイス)SP700チタン (ボディ)6AL-4Vチタン
(フェイス)鍛造 カップフェイス (ボディ)真空精密鍛造 ブラックＩＰ加工
460cc
196g± 標準ネジウェイト装着時（3.5ｇ）
8°,9°,10°,11°
59.5°
45.5インチ(オーダー可)
C8～D2

フジクラ7軸カーボン
R,SR,S
中調子4.3
R:58g,SR:59g,S:60g
302g±

#5
24
60.5
4.0
254g±
フジクラ７軸カーボン
37.25インチ（#7）

Ｒ・Ｓ
380ｇ±（#7Ｒ）

ＮＳ９５０ＧＨ
37インチ（#7）

Ｒ・Ｓ
413ｇ±（#7Ｒ）

ダイナミックゴールド
36.75インチ（#7）
Ｓ200・Ｘ100

436ｇ±（#7Ｓ200）

#6
27
61
4.5
261g±

#7
30
61.5
4.5
268g±

#8
34
62
4.5
275g±

#9
38
62.5
4.5
282g±

PW
43
63
4.5
290g±

AW
48
63
4.5
292g±

ヘッド素材・製法・仕上げ
番　手
ロフト角
ライ角
Ｆ Ｐ
ヘッド重量
シャフト
長　さ
フレックス
総重量

S20C（軟鉄）鍛造ハーフミラー仕上げCNC精密加工アンダーカット

TOUR V501

＃5 NS950GH 6863258

¥24,000（税別・送料込）H027-1５

AW NS950GH 3862855

¥24,000（税別・送料込）H027-1６

5本セット ＃6-PW ダイナミックゴールド 5869755

¥120,000（税別・送料込）H027-1７

＃5 ダイナミックゴールド 4843457

¥24,000（税別・送料込）H027-1８

AW ダイナミックゴールド 4863258

¥24,000（税別・送料込）H027-1９

5本セット ＃6-PW フジクラ7軸カーボン 4872958

¥140,000（税別・送料込）H027-11

＃5 フジクラ7軸カーボン 4857457

¥28,000（税別・送料込）H027-1２

AW フジクラ7軸カーボン 3801554

¥28,000（税別・送料込）H027-1３

5本セット ＃6-PW NS950GH 3856852

¥120,000（税別・送料込）H027-1４

申込No.

■サイズ：44×114×84mm■重量：315g 

ピンシーカープロ
XEジョルト

送料700円H027-08
8913505

￥68,000（税別）￥68,000（税別）本体価格

測定可能距離
5～1300
ヤード

1ヤード ±1ヤード以内表示単位 測定精度

完全防水
BITEマグネットマウント

ジョルト（バイブレーション）機能
ピンなど細い目標物測定時にピンシーカー機能が作動した際、
本体がビビッと振動し、測定完了を瞬時に教えてくれる便利な機能。

本体側面に協力
マグネットを内蔵。
カートフレーム等、
鉄素材に装着可能で
保管に便利。

大容量
バッテリー

片手でかんたん

らくらく
ボタン

操作いらずの簡単ナビ
オート表示で全て
「見るだけ」
ゴルフナビ YGN7000
申込No. 送料700円H027-06
5964707

■外形寸法：W61×H129×D17mm（突起部除く）
■本体重量：約150g（内蔵電池含む）

￥24,000（税別）￥24,000（税別）本体価格

送料700円申込No. H027-05
7924304

■外形寸法：48.5Φ×12（厚さ）mm■
重量：約60g（バッテリー含む）

￥37,500（税別）￥37,500（税別）
本体価格

THE GOLF WATCH 
A1-II

グリーンのアンジュレーション
(起伏)を色で見やすく表示し
ます。

グリーンとその手前の花道の
アンジュレーションが緑の濃淡
で表示され、グリーン周りの傾
斜環境を確認することができ
ます。

現在地とグリーンとの高低差
を画像で表示します。また、傾
斜を考慮した打つべき距離を"
目安距離"として表示します。
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パナソニック

宅配
不可

宅配
不可

●またぎやすさとスポーティさを両立
●ほぼメンテナンスフリーのベルトドライブ
●通学のトラブルを減らす安心機能
●走りながら自動充電
●モーターブレーキ

宅配
不可

●国産フレーム
●エコナビ液晶スイッチ4SL
●コンパクトスピードセンサー
●スタビタ2
●足も灯4-LED

宅配
不可

●パワフル＆スムーズ＆ナチュラルアシスト
●大容量＆快速充電バッテリー
●時計付き液晶5ファンクションメーター
●ご購入後も安心「長期保証＆盗難保険」

宅配
不可

●リトルLEDビームランプ2
●外装7段変速 41T×12-28T
●樹脂オリジナルチェーンケース
●700×38Cタイヤ
●アルミクランク

宅配
不可

●スマートパワーモード
●大容量＆快速充電バッテリー
●液晶5ファンクションメーター
●またぎやすい低床U型フレーム
●ご購入後も安心「長期保証＆盗難保険」

●子ども乗せ自転車として十分なスペック
●幼児2人同乗可能
●シンプルできれいなカラー
●お手頃な価格

E.XマスタードイエローE.Xマスタードイエロー

ソリッドグレー2ソリッドグレー2

T.XチェリーローズT.Xチェリーローズ

グリーングリーン

■車体サイズ：全長 1,845mm 全幅 590mm■重量：27.7kg
■タイヤサイズ：フロント 26×1.75 リア 26×1.75■シフト段数：3段■ST6B40

ステップクルーズ e
￥129,800（税別）

※送料・組み立て料が
　別途かかります

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。 3937402

〔ブリヂストン〕

申込No. H029-01

ピスタチオピスタチオ

■寸法：全長1,875mm　全幅580mm■質量：29.2kg
■タイヤサイズ：26×1-3/8 WO■BE-ELD636

ビビ・DX
￥110,800（税別）

※送料・組み立て料が
　別途かかります

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。 1953206

〔パナソニック〕

申込No. H029-03

■寸法：全長1,855mm 全幅590mm■車両重量：27.7kg
■タイヤサイズ：26×1.90HE■PA26RN

PAS RIN
￥119,000（税別）

※送料・組み立て料が
　別途かかります

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。 2953801

〔ヤマハ〕

申込No. H029-05

■寸法：全長1,865mm 全幅590mm■質量：22.4kg
■タイヤサイズ：700×38C■チェンジ：外装7段■BE-ELVS772

ベロスター
￥98,800（税別）

※送料・組み立て料が
　別途かかります

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。 2952404

〔パナソニック〕

申込No. H029-04

アクアシアンアクアシアン

■寸法：全長1,880mm 全幅560mm■車両重量：26.6kg
　■タイヤサイズ：26×1 1/2WO■PA26W

PAS With
￥111,000（税別）

※送料・組み立て料が
　別途かかります

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。 6912101

〔ヤマハ〕

申込No. H029-06

■車体サイズ：全長 1,790mm  全幅 580mm■重量：31.4kg
■タイヤサイズ：フロント 20×1.95 リア 20×2.125■シフト段数：3段■CC0C30

アシスタC STD
￥134,800（税別）

※送料・組み立て料が
　別途かかります

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。 9937101

〔ブリヂストン〕

申込No. H029-02
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またぎやすいのに、
スポーティ & スタイリッシュ。

快適装備が満載の
ロングセラーモデル。

通学、通勤、普段使いにおすすめ　
トレンドにマッチした
ボーイッシュモデル

街乗りからツーリングまで
楽しめる快速クロスバイク。

手軽な子乗せモデル。

毎日の通勤通学をスポーツに変える、
手軽に楽しめる電動スポーツバイク。

E.XバイオレットブルーE.Xバイオレットブルー

F.XアクティブレッドF.Xアクティブレッド

T.XマットカーキT.XマットカーキT.XクロツヤケシT.XクロツヤケシT.X
アンバーブラック

T.X
アンバーブラック

T.XHカーキT.XHカーキ

T.X
グレイッシュミント

T.X
グレイッシュミント

T.X
サファイヤブルー

T.X
サファイヤブルー

ピュアブラックピュアブラック

アクティブホワイトアクティブホワイト

フレアレッドパールフレアレッドパール

チョコブラウンチョコブラウン

PファインブルーPファインブルー

ミッドナイトブラックミッドナイトブラック

クリスタルホワイトクリスタルホワイト

パウダーブルー
（ツヤ消しカラー）
パウダーブルー
（ツヤ消しカラー）

マットオリーブ
（ツヤ消しカラー）
マットオリーブ

（ツヤ消しカラー）

マリーゴールドマリーゴールド

ピュア
パールホワイト
ピュア

パールホワイト

ビビッドレッドビビッドレッド

カカオカカオ

ピュアシルバーピュアシルバー

ノーブルネイビーノーブルネイビー

フルモデ
ルチェンジ

ビッグサイ
ズ復活

革新続く
船ゲーム

淡水ルア
ー専用

イベントや
災害時に

も

重宝

実用人気
スピニン

グ

ラインナッ
プ充実拡

大

15ソルティガ
5000番ボディ

（新10000番ボディ）

20ソルティガ
10000番ボディ

（旧5000番ボディ）

圧倒的な強さと耐久性

■ギア比：5.8■自重（g）：655
■巻取り長さ（cm/ハンドル1回転）：118■最大ドラグ力（kg）：25
■標準巻糸量PE（号-m）：4-400/5-300■ベアリング：12 / 1
■ドラグワッシャー数：14■10000-H

20ソルティガ
H028-02申込No. ￥119,000（税別）

5951703〔ダイワ〕
※送料が別途かかります。

真のタフネスを約束する。

■ギア比：6.2■実用ドラグ力（kg）：10■自重(g)：425
■PE糸巻量(号-m)：2-440,3-300,4-210
■最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：112■ハンドル長(mm)：65
■ベアリング数BB/ローラー：13/1■6000XG

ステラSW
H028-01申込No. ￥108,200（税別）

4929501〔シマノ〕
※送料が別途かかります。

さらに強く、さらに軽く。

■ギア比：6.2■自重(g)：175■実用ドラグ力（kg）：10.0
■PE糸巻量(号-m)：0.8-200/1.0-190
■最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：87■ハンドル長(mm)：55
■ベアリング数BB/ローラー：9 / 1■LT2500-XH

ルビアス
H028-03申込No. ￥38,900（税別）

4953209〔ダイワ〕
※送料が別途かかります。

コンパクト＆
高ラインキャパシティ。

■ギア比：4.4■自重(g)：785■最大ドラグ力（kg）：18
■PE糸巻量(号-m)：3-1200、5-700
■最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：101
■ハンドル長(mm)：98/110■ベアリング数BB/ローラー：6/1
■4000（右）

オシアジガー 4000
H028-04申込No. ￥65,000（税別）

8917206〔シマノ〕
※送料が別途かかります。

圧倒的な強さと速さを兼ね備え
たモンスタードライブ。

■ギア比：4.6■自重(g)：1090■最大ドラグ力（kg）：25
■PE糸巻量(号-m)：5-350､6-300、8-200
■最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：70■ハンドル長(mm)：75
■ベアリング数BB/ローラー：15/1■3000

ビーストマスター MD 3000
H028-06申込No. ￥158,000（税別）

3948106〔シマノ〕
※送料が別途かかります。

手加減無用の
超実戦型ウエポン。

■ギア比：6.0■実用ドラグ力（kg）：2.5■自重(g)：210
■PE糸巻量(号-m)：0.6-200、0.8-150、1-120
■最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：89■ハンドル長(mm)：55
■ベアリング数BB/ローラー：9/1■2500SHG

ツインパワー
H028-05申込No. ￥44,000（税別）

4952209〔シマノ〕
※送料が別途かかります。

次世代ワールドスタンダード。

■ギア比：8.1■自重(g)：190■実用ドラグ力（kg）：5.0
■標準糸巻量ナイロン（lb-m）：16-40～80、14-45～90
■最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：81■ハンドル長(mm)：85
■ベアリング数BB/ローラー：7/1■103XHL

タトゥーラ SV TW
H028-07申込No. ￥25,900（税別）

1982704〔ダイワ〕
※送料が別途かかります。

アルミJOGによる快適操作、
軽量化。

■ギア比：4.4■自重(g)：670■最大ドラグ力（kg）：13
■PE糸巻量(号-m)：3-400・4-300■ベアリング数：21
■JAFS基準巻上力（kg）：20
■JAFS基準速度（m/分）：Hi210/Lo145■300MJ（右）

シーボーグ 300MJ
H028-08申込No. ￥113,000（税別）

9958803〔ダイワ〕
※送料が別途かかります。

■容量（L）：70■外寸（cm）：759×439×487■色：ホワイト■装備品：クッショ
ン・仕切板・LEDライト・水抜き栓■素材：ノンフロン発泡ウレタン■BB-809

アイスマスタープロラギッド70
H028-10申込No. ￥31,000（税別）

3976504〔エクセル〕

■容量（L）：120■外寸（cm）：907×521×568■色：ホワイト■装備品：クッ
ション・仕切板・LEDライト・水抜き栓■素材：ノンフロン発泡ウレタン■BB-810

アイスマスタープロラギッド120
H028-11申込No. ￥37,000（税別）

2969906〔エクセル〕

※送料が別途かかります。

強さと軽さと
抜けの良さが実現。

■ギア比：7.1■自重(g)：175■実用ドラグ力（kg）：5.0
■標準糸巻量ナイロン（lb-m）：12-100、14-90
■最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：76■ハンドル長(mm)：84
■ベアリング数BB/ローラー：10/1■HG RIGHT

メタニウム
H028-09申込No. ￥44,100（税別）

2969501〔シマノ〕
※送料が別途かかります。

百花繚乱 新機種 揃い踏み

ジギング＆キャスティングリール 釣
り

28
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ネイビー

ブラック

撥水素材 スマートスリーブバックパックとしても使用可能多様なポケット

専用のベルトが
ついています

をコンセプトとしたビジネスシリーズ
【Mo d e】【M o d e r n】【 S t y l i s h】

申込No.

■本体サイズ：W42×H29×D8cm■GD5-003

Combrio 3Way Bag
H030-09

7957806〔Samsonite〕

￥30,000（税別・送料込）

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

「革を育てる楽しみ」を
存分に楽しめるアイテム

ブラック

ブラウン

多数のポケット等や仕切りなど
使い勝手が良い面でも愛着が湧きます。

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

■サイズ：約W40×H30×D10cm■BTN20289 

ビジネスバッグ
H030-１０申込No. ￥72,000（税別・送料込）

4931405〔barantani〕

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

■本体サイズ：約W30×H25×D17cm■素材：キャンバス/レザー
■339933 AQ38N 1081

ネイビーカバ S
H030-01申込No. ￥114,000（税別・送料込）

8964205〔BALENCIAGA〕

■本体サイズ：約W35×H25×D11cm■素材：GGキャンバス/レザー■919883

ハンドバッグ
H030-02申込No. ￥109,000（税別・送料込）

3976607〔GUCCI〕

数量
限定

数量
限定

数量
限定

なめらかで使いやすいレザーを
使用したシンプルな札入れ。

申込No.

■本体サイズ：W11×H8×D2.5cm■L2V347A 

MICRO D-EIGHT
H030-１１

7938308〔dunhill〕

￥19,000（税別） 送料1,000円

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

優れた復元力を持つ
P Cファイバー採用

特 許 構 造タイヤで
軽くて快 適＆安心

スモールサイズのコットンキャンバス
＆カーフスキントートバッグ

レザートップハンドルが魅力的、
ミディアムサイズのトートバッグ。

旅行に必須の鍵
TSAロック

充実した内装 ブラックカーボンホワイトカーボンシルバーカーボン

ブラック
ライトグレー

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

5603 BLADE series
H030-0６ 5603-48

5603-59

5603-70

H030-0７

■タイプ［高さ］：70cm■本体サイズ：70×47×30(33)cm
■全体サイズ：75×50×30(33)cm■本体重量：3.6kg■容量（L）：89(98)L■5603-70

■タイプ［高さ］：59cm■本体サイズ：59×40×27cm
■全体サイズ：65×43×27cm■本体重量：2.9kg■容量（L）：57L■5603-59

■タイプ［高さ］：48cm■本体サイズ：48×35×23cm
■全体サイズ：54×36×23cm■本体重量：1.9kg■容量（L）：35L■5603-48

H030-0８

3935303〔LEGEND WALKER GRAND〕

¥19,800（税別・送料込）

¥22,800（税別・送料込）

¥25,800（税別・送料込）

スーツケース
H030-03 ３４L B０１０

56L B０2０

91L B０3０

H030-0４

■本体：Ｗ520×Ｄ300×Ｈ670mm■外周：Ｗ520×Ｄ300×Ｈ740mm(タイヤ含む)■本体重
量：約5.4kg■ZFS-B030 B（ブラック）/ZFS-B030 LH（ライトグレー）/ZFS-B030 R（レッド）

■本体：W440×Ｄ260×Ｈ570mm■外周：W440×Ｄ260×Ｈ640mm(タイヤ含む)■本体重
量：約4.2kg■ZFS-B020 B（ブラック）/ZFS-B020 LH（ライトグレー）/ZFS-B020 R（レッド）

■本体：Ｗ385×Ｄ240×Ｈ455mm■外周：Ｗ385×Ｄ240×Ｈ525mm(タイヤ含む)■本体重
量：約3.9kg■ZFS-B010 B（ブラック）/ZFS-B010 LH（ライトグレー）/ZFS-B010 R（レッド）

H030-0５

4947108
〔プラスマイナスゼロ〕

　¥35,000（税別）

　¥40,000（税別）

　¥50,000（税別）

※容量拡張機能（5603-70の
　み）ダブルファスナーで容量ア
　ップ。ファスナー操作でマチ幅
　が約3cmアップします。

BL

DBR

申込No.

■サイズ:24～26.5cm/3E

PRESTIGE U1108/3E 
H031-09

5917903〔UNION IMPERIAL〕

￥43,000（税別・送料込）

高い技術と時間を要するハンドソーン・ウェルテッド製法によるプレステージシリーズ。
長年、日本人の足を研究して独自のノウハウを蓄積したラストを用いています。UNION IMPERIAL

※ご注文時にご希望カラーと
サイズをお知らせください。

※ご注文の際は納期を
ご確認ください。

DBR

BL

H031-10申込No.

■サイズ：24.0～27.0cm/3E

GOODYEAR WELTED U2005/3E
3935603〔UNION IMPERIAL〕

￥38,000（税別・送料込）申込No.

■サイズ：24.0～27.0cm/3E

GOODYEAR WELTED U2006/3E
H031-11

3946801〔UNION IMPERIAL〕

￥38,000（税別・送料込）申込No.

■サイズ：24.0～27.0cm/3E

GOODYEAR WELTED U2007/3E
H031-12

7993605〔UNION IMPERIAL〕

￥38,000（税別・送料込）

185m
m

98mm

59mm

シンプル＆スマート! 3カラー展開でインテリアに馴染むコンパクト超音波洗浄器です。

申込No. H031-07 ￥9,000（税別）
■サイズ:W185×D59×H98mm■重量:410g■定格電圧:DC12V
■消費電力:15W■超音波周波数:45khz■洗浄槽容量:500ml
■上限容積:450ml

超音波洗浄器「スマートクリーン」
6981404〔廈門超音波洗浄機〕

送料600円

超音波洗浄器「スマートクリーン」

5分で隅々まで汚れスッキリ!

片手サイズのコンパクト設計

ボタンを押すだけ!簡単操作

好みで選べるカラー展開

ライトブルー

グリーン

洗浄時間

5分

自動停止機能付

※AC-100-240V アダプター付属

「勝」の刻印入

※ご注文時にご希望カラーを
お知らせください。

ブラック レッド
ライトグレー

開口部は中身を出し入れ
しやすいオープンタイプ。

マグネット開閉式、サイド
は拡張可能なホック付き

フロントポケットから
メインルームにもア
クセス可能

レッド

超軽量！レイバン
偏光サングラス
男女兼用

TOKYO OLYMPICS TEAM JAPANカラー

「勝」の刻印入

「夢」の刻印入

「夢」の刻印入

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

BL

DBR

申込No.

■サイズ:24～26.5cm/3E

PREMIUM U1520/3E
H031-08

8974609〔UNION IMPERIAL〕

￥48,000（税別・送料込）

申込No.

■RB2140F 901/64
■フロントカラー：ブラック■レンズカラー：クリスタルブルーグレー

Ray Ban サングラス
H031-01

9944307〔レイバン〕

￥２１,000（税別） 送料600円

申込No.

■RB4323F 601/9A 51
■フロントカラー：ブラック■レンズカラー：ポラライズドダークグリーン

Ray Ban サングラス
H031-02

3943706〔レイバン〕

￥２4,000（税別） 送料600円

申込No.

■009424-TS
■フロントカラー：ブルー・レッドシフト■レンズカラー：プリズムグレー

TOKYO OLYMPICS  TEAM 
JAPAN　MERCENARY

H031-03

6935105〔オークリー〕

￥２４,000（税別） 送料600円

申込No.

■009245-TS
■フロントカラー：ブルー・レッドシフト■レンズカラー：プリズムグレー

TOKYO OLYMPICS  TEAM 
JAPAN 　FROGSKINS

H031-04

5991909〔オークリー〕

￥18,000（税別） 送料600円

申込No.

■009271-TS
■フロントカラー：ブルー・レッドシフト■レンズカラー：プリズムグレー

TOKYO OLYMPICS  TEAM 
JAPAN　FLAK2.0

H031-05

7947906〔オークリー〕

￥２４,000（税別） 送料600円

申込No.

■009206-TS
■フロントカラー：ブルー・レッドシフト■レンズカラー：プリズムグレー

TOKYO OLYMPICS  TEAM 
JAPAN  RADARLOCK

H031-06

8973508〔オークリー〕

￥２8,000（税別） 送料600円
※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

送料1,000円※ご注文の際は在庫・納期をご確認下さい。
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モノクロとカラー、
2つのディスプレイを使い分けることで、
シーンに応じて常に優れた視認性をキープ。
効率的な電力マネジメントにより、
バッテリー節約にも貢献します。

ソトでアソベ。

WSD-F30-BU
（ブルー）

カラー表示 モノクロ表示

WSD-F30-RG
（オレンジ）

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。

申込No.

■MIL-STD-810G 準拠■5気圧防水構造■WSD-F30-BU（ブルー）/
WSD-F30-RG（オレンジ）/WSD-F30-BK（ブラック）

スマートウォッチ WSD-F30
H033-12 ￥61,000（税別・送料込）

2974302〔CASIO〕

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。

申込No.

■MIL-STD-810G  準拠■5気圧防水構造
■WSD-F21HR-RD（レッド）/WSD-F21HR-BK（ブラック）

スマートウォッチ　WSD-F21HR
H033-11 ￥56,000（税別・送料込）

2912205〔CASIO〕

WSD-F30-BK
（ブラック） WSD-F21HR-RD

（レッド）

WSD-F21HR-BK
（ブラック）

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

申込No.

■駆動方式 :電池式クオーツ■精度 :年差±10秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SBGN013
H032-01

9932807〔グランドセイコー〕

￥310,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :電池式クオーツ■精度 :年差±5秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SBGP007
H032-02

9921204〔グランドセイコー〕

￥400,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :電池式クオーツ■精度 :年差±10秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SBGN011
H032-03

5933808〔グランドセイコー〕

￥310,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :電池式クオーツ■精度 :年差±10秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

STGF295
H032-04

5963509〔グランドセイコー〕

￥320,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :電池式クオーツ■精度 :年差±10秒
■防水 : 日常生活用強化防水（10気圧）

STGF277
H032-05

7937805〔グランドセイコー〕

￥320,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :メカニカル　自動巻（手巻つき）
■精度 :静的精度:平均日差+5秒～-3秒 （携帯精度:平
均日差+10秒～-1秒）
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SBGR315
H032-06

9941908〔グランドセイコー〕

￥480,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :ソーラーGPS衛星電波修正
■精度 :非受信時平均月差±15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SBXC053
H032-07

3962401〔アストロン〕

￥210,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :ソーラーGPS衛星電波修正
■精度 :非受信時平均月差±15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SBXC047
H032-08

5995501〔アストロン〕

￥210,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :ソーラーGPS衛星電波修正
■精度 :非受信時平均月差±15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SBXC045
H032-09

1929908〔アストロン〕

￥270,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :メカニカル　自動巻（手巻つき）
■精度 :日差＋25秒～－15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SARX073
H032-10

3919101〔プレサージュ〕

￥83,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :メカニカル　自動巻（手巻つき）
■精度 :日差＋25秒～－15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SARX071
H032-11

2986505〔プレサージュ〕

￥83,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :メカニカル　自動巻（手巻つき）
■精度 :日差＋25秒～－15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SARX069
H032-12

5949401〔プレサージュ〕

￥83,000（税別・送料込）

100年を超える、機械式時計の正統。日本が誇る技術に、本物の自信が宿る。

実用時計の最高峰を目指す…。
グランドセイコーであり続ける、ということ。

誰かが決めた女性らしさよりも
あなたの「好き」を、もっと楽しめるように

世界初、GPSソーラーウオッチ。地球上の様々な場所で位置情報を取得し、
時差がわからないときでも簡単な操作で、いつでも正確な時を知ることができます。世界に挑む人へ。

H032-01H032-02H032-03

H033-01H033-02H033-03

H033-04H033-05H033-06 H032-04H032-05H032-06 

H032-07H032-08H032-09

H032-10H032-11H032-12

申込No.

■精度：±15秒/月■日常生活用防水性能（3気圧防水性能）

AR5050-51L
H033-04

2974603〔ECO-DRIVE ONE〕

￥400,000（税別・送料込）

申込No.

■精度：±15秒/月■日常生活用防水性能（3気圧防水性能）

AR5055-58E
H033-0５

9985704〔ECO-DRIVE ONE〕

￥400,000（税別・送料込）

申込No.

■精度：±15秒/月■日常生活用防水性能（3気圧防水性能）

AR5054-51E
H033-0６

7988806〔ECO-DRIVE ONE〕

￥430,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :ソーラー電波修正■精度 :非受信時平均月差±15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SSQW050
H033-01

1989506〔ルキア〕

￥100,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :ソーラー■精度 :平均月差±15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SSVS044
H033-02

9921807〔ルキア〕

￥50,000（税別・送料込）

申込No.

■駆動方式 :ソーラー電波修正■精度 :非受信時平均月差±15秒
■防水 :日常生活用強化防水（10気圧）

SSVV059
H033-03

1925601〔ルキア〕

￥150,000（税別・送料込）

申込No.

■ケース： ナイロン■ストラップ： シリコン■ガラス： ダブルドームミ
ネラルガラス■ケースサイズ： 50mm■ムーヴメント： クオーツ■防
水性： 5 気圧防水■Ref. TY023011

TENDENCE King Dome
H033-10

3934105〔テンデンス〕

￥55,000（税別・送料込） 申込No.

■ケース： ナイロン■ストラップ： シリコン■ガラス： ミネラルガラス
■ケース： サイズ51mm■ムーヴメント： クオーツ・クロノグラフ■防
水性： 10 気圧防水■Ref. TG460011

TENDENCE GULLIVER
H033-09

1978703〔テンデンス〕

￥51,000（税別・送料込）

美しさ。だけしか要らない。

人生を豊かに。

時計の本質を究め、すべてを削ぎ落とした美しさ。 ※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

※ご注文の際は在庫・納期を
ご確認下さい。

申込No.

■ケース： アルミニウム■ストラップ： シリコン■ガラス： ミネラルガ
ラス■ケースサイズ： 51mm■ムーヴメント： クオーツ・クロノグラフ
■防水性： 10 気圧防水■Ref. TY146001

TENDENCE ALUTECH GULLIVER
H033-08

6984305〔テンデンス〕

￥51,000（税別・送料込） 申込No.

■ケース： アルミニウム■ストラップ： シリコン■ガラス： ミネラルガ
ラス■ケースサイズ： 51mm■ムーヴメント： クオーツ・クロノグラフ
■防水性： 10 気圧防水■Ref. TY146008

TENDENCE ALUTECH GULLIVER
H033-07

2974108〔テンデンス〕

￥51,000（税別・送料込）

あなたの人生に寄り添い、ともに豊かさを探すパーソナルプロダクト。

ブ
ラ
ン
ド
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木炭練り込み
ソフトパイプ

通気性の良い
メッシュ生地

高さ調節用
ウレタンシート付

高さ調節ができる
パイプ入り

表面

ソフトな
つぶ綿入り

裏面

申込No. H035-02 ￥10,000（税別）
■まくら本体：側地/表生地・マチ：ポリエステル95% ポリウレタン5% 中生地・裏生地：
ポリエステル100% 詰めもの/ポリエステル100%（粒わた） ポリエチレンパイプ
■ビューティーフィットシート：側地/ポリエステル100% 中材/ウレタンフォーム
■専用ピローケース：綿80% ポリエステル20%（椿オイル加工）■中国製

ぐっすり美人枕 6112-056
4847758〔西川株式会社〕

送料850円

申込No. H035-01 ￥10,000（税別）
■まくら本体：側地/表面（上部）・マチ・中生地：ポリエステル100% 裏面（下部）・
裏生地：綿50% ポリエステル50%（抗菌・消臭加工）（首元）消臭テープ付 詰めもの
/ポリエチレンパイプ■高さ調節シート：側地/ポリエステル100% 詰めもの/ウレ
タンフォーム■デオドラントシート：側地/ポリエステル100% 中材/シリカゲル
Bタイプ■専用ピローケース：ポリエステル100%（抗菌・消臭加工）■中国製

ぐっすりMEN'S枕 6112-047
9873755〔西川株式会社〕

送料850円

気になる加齢臭や
汗のニオイを吸着・消臭。
ニオイ対策にオススメ。

首と肩にやさしくフィット。

抗菌・
消臭加工

吸湿性がよい
シンカーパイル
ピローケース付

（ビューティーフィットシートは
 洗えません）

洗濯機で丸洗いOK

専用ピローケースで、
枕＋シートをまとめて
セットできます！

（調節用ウレタンシート・
 デオドラントシートは洗えません。）

洗濯機で丸洗いOK

申込No.

■本体サイズ：W55.3×H17.6×D33.1cm■本体重量：14.5kg■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）■消費電力：
70W■付属品：リモコン、FM室内アンテナ、AM室内アンテナ、保証書、取扱説明書■NF-07

NF-07premium
H035-05

4942205〔ラシュラン〕

￥370,000（税別・送料込）

限定
販売

ハイレゾ
オーディオ

至福の音、さらなる極みへ。

貴方のお部屋が、

瞬時に世界の有名音楽ホールに…

感性を揺さぶる臨場感に、

陶酔の心地に満たされる。

ノベルティの
用途やご予算に
合わせて選べる。

オリジナル製品を
お探しの皆様へ

クレシア
トイレットティシュー
12ロールダブル

「日本製紙クレシア」だから、できること。

※日本製紙クレシア㈱のブランドデザインは
　使用できませんのでご了承下さい。

オリジナルデザインやロットなど、
詳しくはお問い合わせ下さい。

※こちらはイメージです。

※パッケージが変更になる
　場合もございます。

※デザイン・製品仕様が変更になる場合がございます。

オリジナル商品
スコッティ
カシミヤキューブ 80組

●NB製品

※沖縄・離島は配達いたし
かねます。

この他にも多数の商品がございます。この他にも多数の商品がございます。

スコッティ
ティッシュー130組5箱パック

スコッティ　カシミヤ寿

ノベルティ商品

オリジナル商品

記念品に

キャンペーンの景品に

販売促進の頒布品に

300曲

150曲

サクラモデル共鳴台 H035-08

サクラモデル H035-07

マホガニーモデルH035-06

心の深いところに響く音。

職人の熟練した技と最先端の

テクノロジーが融合して生まれた

革新的なオルゴール。

職人のこだわりが、
上質な癒しの
音色5 2 8 H zを奏でる櫛歯。
職人が熟練の技で1本ずつ研磨し528Hzの音を
奏でるように調律した特別な櫛歯を使用しており
ます。

￥10,000（税別・送料込）申込No.

■製品仕様：4枚重ね 140組
■製品サイズ：W248mm×H109mm×D121mm
■ケース入数:10箱（金襴 5箱/黒硯 5箱）

クリネックス ティシュー
至高 極（きわみ）

H035-04

6985609〔日本製紙クレシア〕

申込No.

■セット内容：クリネックスティシューウルトラファミリーサイズ×2ボックス、
クリネックスティシューローション肌うるる×2ボックス、スコッティカシミヤ×
3ボックス、スコッティカシミヤキューブ×2ボックス、クリネックスティシュー
プレミアム×2ボックス、クリネックスソフティ4ロール（ダブル）×3パック、
クリネックスシスティ4ロール（ダブル）×4パック

T51 ティシュー・トイレットロール詰合せ
H035-03

6996609〔日本製紙クレシア〕

￥5,400（税別・送料込）

3862259〔プリモトーン〕

申込No. H035-06 ￥630,000（税別・送料込）
■ 本 体：木 製（ マ ホ ガ ニ ー ）■ 本 体 外 形 寸 法：約
W304mm×D210mm×
H159mm■重量：約4.7kg■櫛歯：40弁（528Hz仕様）■演奏機
能：再生 / 一時停止 / ジャンル再生 / ランダム再生 / 1曲リピート再
生 / テンポ調整 / 音量調整■その他機能：アラーム機能 / オフタイ
マー機能 / 時報機能■曲数：300曲
■共鳴台：本体と同系色の共鳴台が付属しております。
材質：木製（ナラ）
■共鳴台外形寸法：約W400mm×D315mm×H123mm
■MBX-100H528

プリモトーン マホガニーモデル
3882957〔プリモトーン〕

申込No. H035-08 ￥50,000（税別・送料込）
■共鳴台外形寸法：約W400mm×D315mm×H123mm
　■MBX-R1NW

プリモトーン サクラモデル 共鳴台
1857151〔プリモトーン〕

申込No. H035-07￥298,000（税別・送料込）
■ 本 体 ： 木 製 （ サ ク ラ ） ■ 本 体 外 形 寸 法 ： 約
W304mm×D210mm×H152mm■重量：約3.9kg■櫛歯：40弁
（528Hz仕様）■演奏機能：再生 / 一時停止 / ジャンル再生 / ランダム再
生 / 1曲リピート再生 / テンポ調整 / 音量調整
■その他機能：アラーム機能 / オフタイマー機能 / 時報機能
■曲数：150曲■共鳴台：本体と同系色の共鳴台が別売りでお買い求
めいただけます。材質：木製（ナラ）
■共鳴台外形寸法：約W400mm×D315mm×H123mm
■MBX-100HSR

プリモトーン サクラモデル

共鳴台 付属

共鳴台 別売

フット
スツール
付き

ヘッドボードの上部框と棚部にムク材を使用。

木の質感を心地よく感じさせます。

雑誌やタブレットを立て掛けられたりと、

コンパクトに身近なものを納められます。

スリムなフォルムに多様性を付加したデザイン。

高貴なフレンチテイストに、シモンズらしさをほどこした逸品です。
エクリュとブラックの2色から選べます。

曲線と直線が調和したシンプルなシモンズベッド

牛本革とタフティングが生み出す
程よいボリューム感が、
至福の眠りへとあなたを誘います。

ヘッドボード部分
コンセント付き

7839458〔シモンズ〕

¥108,000（税別）
¥118,000（税別）
¥133,000（税別）

フレーム:BSシェルフスリムST
■サイズ:W98×L205×HB88cm■SR1730004/5/6   ¥98,000（税別）H034-17 シングル

■サイズ：W121×L205×HB88cm■SR1730004/5/6H034-18 セミダブル

■サイズ:W141×L205×HB88cm■SR1730004/5/6H034-19 ダブル

■サイズ:W153×L205×HB88cm■SR1730004/5/6H034-20 クイーン

7839458〔シモンズ〕

¥410,000（税別）
¥440,000（税別）
¥520,000（税別）

フレーム:グロゼーユ SC
■サイズ：W136×L214×HB116■SR1310001/2 ¥380,000（税別）H034-01 セミダブル

■サイズ：W156×L214×HB116■SR1310001/2H034-02 ダブル

■サイズ：W168×L214×HB116■SR1310001/2H034-03 クイーン

■サイズ：W196×L214×HB116■SR1310001/2H034-04 キング

7839458〔シモンズ〕

¥250,000（税別）
¥270,000（税別）
¥370,000（税別）

マットレス：エグゼクティブ
■サイズ：W120×L195×H32cm■AA16121 ¥220,000（税別）H034-05 セミダブル

■サイズ：W140×L195×H32cm■AA16121H034-06 ダブル

■サイズ：W152×L195×H32cm■AA16121H034-07 クイーン

■サイズ：W180（90+90）×L195×H32cm■AA16121H034-08 キング

6839456〔シモンズ〕

¥165,000（税別）
¥185,000（税別）
¥195,000（税別）

フレーム：ケンドリック 引出付
■サイズ：W100×L202×HB90■ＳＲ1610024/5 ¥155,000（税別）H034-09 シングル

■サイズ：W123×L202×HB90■ＳＲ1610024/5H034-10 セミダブル

■サイズ：W143×L202×HB90■ＳＲ1610024/5H034-11 ダブル

■サイズ：W155×L202×HB90■ＳＲ1610024/5H034-12 クイーン

5844556〔シモンズ〕

¥170,000（税別）
¥190,000（税別）
¥210,000（税別）

マットレス：ゴールデンバリュー
■サイズ：W97×L195×　H29.5cm■AA16223 ¥160,000（税別）H034-13 シングル

■サイズ：W120×L195×H29.5cm■AA16223H034-14 セミダブル

■サイズ：W140×L195×H29.5cm■AA16223H034-15 ダブル

■サイズ：W152×L195×H29.5cm■AA16223H034-16 クイーン

3856756〔シモンズ〕

¥115,000（税別）
¥125,000（税別）
¥145,000（税別）
¥165,000（税別）

マットレス:6.5GV
■サイズ:W97×L195×H25.5cm■AB1711AH034-21 シングル

■サイズ:W120×L195×H25.5cm■AB1711AH034-22 セミダブル

■サイズ:W140×L195×H25.5cm■AB1711AH034-23 ダブル

■サイズ:W152×L195×H25.5cm■AB1711AH034-24 クイーン

ダーク ナチュラルミディアム

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。

※送料が別途かかります。

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。 ※送料が別途かかります。

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。

※送料が別途かかります。

■サイズ：チェア：W77×H105×D78～122×SH42×SD50cm
■色：革部：ジャワ、タイガーアイ、バニラ
　木部：ナチュラル、エスプレッソ、ダークチェリー

アルファ Cベースチェア
H034-27 ¥318,000（税別）

6879956〔シモンズ〕

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。 ※送料が別途かかります。

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。

※送料が別途かかります。

タイガーアイ バニラ

タイガーアイ バニラ

ナチュラル エスプレッソ ダークチェリー

革
部

木
部
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寝
具

ジャワ

ノルウェーで生まれた、ワンランク上の心地よさ。
座ると身体が自然とくつろぐリクライニングチェアです。

すっぽりと包まれるような柔らかい座り心地の
ハイバックソファーです。

申込No.

■サイズ：Ｗ210×Ｈ103×Ｄ85-130×ＳＨ41×ＳＤ50cm

アルファ 3Ｐソファ
H034-26 ￥445,000（税別）

7876655〔シモンズ〕

申込No.

■サイズ：Ｗ154×Ｈ103×Ｄ85-130×ＳＨ41×SD50cm

アルファ ２Ｐソファ
H034-25 ￥330,000（税別）

7878654〔シモンズ〕

●ブラックは受注生産（約45日）●キングサイズは受注生産（約45日）●キングサイズは受注生産（約45日）

エクリュ

ブラック

リッチナット
ダーク
ブラウン

薄型キャビネットスタイルでＵＳＢ、コンセント付で
開口部ＬＥＤ照明など機能的でシンプルなベッドフレームです。

※画像の商品は引出付きタイプではございません

２杯抽出
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ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

「手元ストップ」＆水量調整で
快適節水!!

※送料が別途かかります。※送料が別途かかります。

※送料が別途かかります。※送料が別途かかります。

※1 ソフト水流とハード水流を
同時間ご使用のとき。

節水効果
約60%※1

節水効果
約50%

増圧
機能 水量調整

機能

安心
ストップ
機能

申込No.

■本体サイズ：W64×H239×D62mm■本体重量：152ｇ■付属品：取扱説明書・アダプター4種・アダプター返却封筒■ST-X3B
＜ご注意＞バランス釜にはご使用になれません。

節水シャワープロ・プレミアム
H036-01

5712352〔アラミック〕

￥5,480（税別）申込No.

■本体サイズ：64×239×58mm■本体重量：145ｇ
■付属品：取扱説明書・アダプター4種・アダプター返却封筒■ST-A3B

節水シャワープロ
H036-0２

8722351〔アラミック〕

￥3,480（税別）

シルクのような肌ざわり、
最適な水の速さを実現！

いつまでも強く、清潔。

蛍光灯などの映り込みを低減
アルミニウムボディ 打ちやすく心地よいタッチ感

数字が消えない2色成型仕上げ
細部にまでこだわった、洗練されたデザイン

made in YAMAGATA CASIO

S100（ブラック）

S100BU
（ネイビーブルー）

※ご注文時にご希望カラーを
　お知らせください。

申込No.

■本体サイズ：D183×W110.5×H17.8mm■本体重量：約250g（電池込み）
■電源：太陽電池+リチウム電池■S100（ブラック）/S100BU（ネイビーブルー）

プレミアム電卓
H037-05 ￥30,000（税別・送料込）

6971109〔CASIO〕

持
つ
誇
り
、使
う
悦
び
。

電
卓
に
革
新
と
こ
だ
わ
り
を
込
め
て
。

被写体を検知して自動追尾、
双方向同時通話もできるロボットカメラ

ペ
ダ
ル
を
踏
む
こ
と
も
な
く
手
を
か
ざ
す
だ
け
で

ス
テ
ン
レ
ス
の
ふ
た
が
音
も
な
く
開
き
そ
し
て
閉
じ
る
。

防犯･監視カメラでセキュリティ強化！
運用に差がつく単体稼働の専用カメラ

micro
SD

フル HD
動画

360 度
自動追尾

パン／チルト
操作

マルチビュー
機能

デイ／ナイト
機能

256ビット
暗号化対応

かんたん
取り付け

録画データ
保存

0：000：00

May 24, 2, 2016 15:35:4400 スマートフォン・
タブレットで
いつでもどこでも
確認・操作できます。

配線工事不要
電球ソケットに差し込むだけ 申込No.

■本体サイズ：Ø100×210mm■本体重量：390g■電源：AC100V～240V
■消費電力：7.2W（AC100V時）■付属品：取扱説明書■PIC-360

PluginCamROBOT PIC-360
H037-03 ￥45,800（税別・送料込）

9981206〔カシオテクノ〕

申込No.

■本体サイズ：W69×H72×D185mm■本体重量：415g■電源：AC100Ｖ
（50/60Hｚ）■消費電力：7W（ヒータ作動時）■付属品：ACアダプター、接続ケー
ブル、取扱説明書、MicroSD 32GB■SUGUREC-SET MR8322B2

すぐレク MR8322B2
H037-04 ￥58,000（税別・送料込）

1929402〔カシオテクノ〕

申込No.

■本体サイズ：W27.0×D46.0×H66.0cm(開口時高さ76.5cm)
■本体重量：約8.8kg■EK9287MT-45L

プレミアムライン 
デラックスファントムセンサービン45L （ステンレス）

H037-06 ￥25,000（税別）

8879355〔ＥＫＯ〕

申込No.

■本体サイズ：W25.2×D37.7×H62.0cm(開口時高さ72.2cm)
　■本体重量：約6.1kg■EK9287MT-30L

プレミアムライン 
デラックスファントムセンサービン30L （ステンレス）

H037-07 ￥23,000（税別）

3881257〔ＥＫＯ〕

申込No.

■本体サイズ：W22×D22×H9.5cm■本体重量：約1700g■使用電池：リチウムイ
オン電池■消費電力：約24W（AC100V充電時）■付属品：電源アダプター
■MHY-B02

風呂用水素生成器
H036-06 ￥128,000（税別・送料込）

3992003〔マクセル〕

申込No.

■本体サイズ：W7.2×D11.3×H26.4cm■本体重量：約460g■使用電池：リチウ
ムイオン電池■消費電力：約10W（AC100V充電時）■付属品：電源アダプター、取
付アダプター（KVK・MYM・ガスター用）■MHY-BS01

電解式水素シャワー
H036-05 ￥80,000（税別・送料込）

3992004〔マクセル〕

申込No.

■PKG(パッケージ)サイズ：26mm×1.8m■本体重量：335g■付属品：アダプター
4種、パッキン、保証登録ハガキ■H-A1ASG

アラミック 高耐久・抗菌シャワー
ホース 1.8ｍ（シルバーグレー）

H036-0４ ￥3,980（税別込）

6721456〔アラミック〕

申込No.

■PKG(パッケージ)サイズ：26mm×1.8m■本体重量：335g■付属品：アダプター
4種、パッキン、保証登録ハガキ■H-A1A

アラミック 高耐久・抗菌シャワー
ホース 1.8ｍ（ホワイト）

H036-0３ ￥3,980（税別込）

9787256〔アラミック〕

進化した水素浴で、
　たっぷり、うっとり、
　　うるおいに満たされる。

水素シャワーで、
洗うたび、
髪しっとり、なめらか。

水素をたっぷり含んだマイクロバブル
で肌あたりのよいお湯に。

水素の発生時間を
LEDが点灯して

お知らせ。

電池残量ゼロ オレンジ水素発生中 ブルー

10種類以上の「耐久・寿命試験」を実施し
「高耐久」の名を手に入れた、
自信を持っておすすめするシャワーホースです。

新型光オービス・レーザー式移動オービスに
受信対応

日中はもちろん！夜間も明るく記録！
ピクセルサイズ2.9μm角を
前後カメラに採用。

申込No.

■本体サイズ：W106×H60×D17mm■本体重量：115g■電源：DC12V
■消費電力：待機時215mA以下、最大420mA以下■付属品：ダッシュボード取付用ブラケット、シガープラグ
コード(約3m)、粘着マット、粘着シート、直付け用両面テープ、microSDカード※あらかじめ本機に装着済、ＳＤ
カードアダプター※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書■GS203

GPSレーザー＆レーダー探知機
H037-02

9931809〔ユピテル〕

￥34,000（税別・送料込）
申込No.

■本体サイズ：【フロント】W65×H54×D27mm【リア】WW57×D30mm
■本体重量：【フロント】76g【リア】28g■電源：AC100Ｖ（50/60Hｚ）　
DC12V（5V入力）■消費電力：5W■付属品：5Vコンバーター付電源直結コード
（約4m）、フロントカメラ用ブラケット、リアカメラ用ブラケット、ナット、両面テー
プ、リアカメラケーブル(約9ｍ)、microSDカード（16GB）、ドライブレコーダー
搭載ステッカー、取扱説明書・保証書■SN-TW9500d

前後2カメラドライブレコーダー
H037-01

4944504〔ユピテル〕

￥24,000（税別・送料込）

これまでのレーダー探知
機では警報できなかっ
た、新型の「レーザー光
を用いたオービス」に
受信対応。

レーザー式移動オービス取り付けイメージ

フロントカメラ
ユニット

フロントカメラ取り付けイメージ

リアカメラユニット

※1:セットのMicroSDカードは32GBとなります。
　32GBで約20日録画可能です。

蓋を開けっ放しにしたい時はタ
ッチボタンの開くを押すと開い
たままになります。 

Micro
SDカード
対応※1

カメラ単体で
運用が可能

動作温度
－40℃～
＋50℃

夜間に差のつく機能。
周囲の光源の影響を分析し、最
適な明度で録画可能。

夜間に差がつく専用カメラ

MR8322B

一般的なカメラ（当社比）

カメラの状態が
一目瞭然！

【点滅】正常録画
【点灯】カード挿入済・
　　　録画せず
【消灯】カメラ電源未
供給またはカード無し

EK9287MT-45L

EK9287MT-30L

増圧
機能

数量
限定

数量
限定

2カメラで車両の前後を記録
前後200万画素、FULL HDの高画質記録。
広角記録で撮り逃しを防ぎます。

※電源直結モデル

送料1,000円

送料1,000円
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高輝度蓄光テープ

最長6～8時間 発光タイプ (見え方には個人差があります)

秒でも早く出口へ�

JIS
規格

JIS
規格

JIS
規格

消防
認定品

防災
グッズに 出入口に 階段の

ステップに

世界最高レベルの明るさ。
薄暗くてもしっかり光を蓄えます。

国内最高レベルの明るさ。
様々な施設で採用実績豊富なロングセラー。

パソコン充電可能！
小型家電製品使用可能、
大容量24000mAhの
ハイパワー

21Wの高効率
ソーラーパネル

業界で初めて環境に優しいPETフィルムを使用。

屋外対応 超高輝度PLC(蓄光)反射道路鋲
PLC の機能で日没後の視認効果アップ！

通常時 暗所時 通常時 暗所時

通常時 暗所時

通常時通常時

暗所時

暗所時

大切な所持品の目印や防災/停電対策に

貼るだけなので簡単に施工可能

金

超高輝度蓄光テープ

+*4�;�����剑♳秷鋉呓⦼+%秷㼎䘔
最長10～12時間 発光タイプ (見え方には個人差があります)

使用例： 平和堂アルプラザ堅田
通常時 暗所時

輝度・蓄光力
★★★★★

輝度・蓄光力
★★★★★

￥7,800（税別・送料込）申込No.

■幅25mm×長さ5M■AF2505

高輝度蓄光テープ
アルファ・フラッシュ（幅25mm）

H039-05

2531452〔エルティーアイ〕

￥3,400（税別・送料込）申込No.

■幅10mm×長さ5M■AF1005

高輝度蓄光テープ
アルファ・フラッシュ（幅10mm）

H039-06

4532853〔エルティーアイ〕

￥3,000（税別・送料込）申込No.

■サイズ：縦94mm×横112mm■厚み：約22mm
■重さ：約134g■ASDC94-Y

α-STUD ハイグレード
H039-07

5565256〔エルティーアイ〕

￥12,800（税別・送料込）申込No.

■幅10mm×長さ5M■SAF1005

超高輝度蓄光テープ
スーパーアルファ・フラッシュ（幅10mm）

H039-02

8537753〔エルティーアイ〕

￥28,800（税別・送料込）申込No.

■幅25mm×長さ5M■SAF2505

超高輝度蓄光テープ
スーパーアルファ・フラッシュ（幅25mm）

H039-01

8519551〔エルティーアイ〕

￥3,800（税別・送料込）申込No.

■サイズ：120mm×120mm■SN805（C級認定品 C200級）

高輝度蓄光式誘導標識（120mm角）
改正消防法適合製品

H039-04

7596758〔エルティーアイ〕

￥8,800（税別・送料込）申込No.

■サイズ：120mm×360mm■SN804（C級認定品 C200級）

高輝度蓄光式誘導標識（120mm×360mm）
改正消防法適合製品

H039-03

6538557〔エルティーアイ〕
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大麦アロエ青汁大麦アロエ青汁大麦アロエ青汁
国産の安心素材で不足しがちな
栄養素を手軽に補給。
国産の安心素材で不足しがちな
栄養素を手軽に補給。

カルシウムたっぷりカルシウムたっぷりカルシウムたっぷり

ぜひ一度
「大麦アロエ青汁」を
お試しください。

毎日、おいしく。
家族みんなの
健康アシスト

食生活が気になる方
野菜が足りていないと感じる方
ご家族の健康が気になる方
骨の健康が気になる方
青汁はおいしくないと思っている方

こんな方におすすめ

地震災害だけでなく、
近年多発している集中豪雨災害にも
対応した避難セットです。

非常時でも
食べ物の安全に
こだわりたい方へ
充実のセット内容

有機認定
国産米
使用

3食×3日分
1人分
セット

賞味期限
1年半

保存料・
着色料
不使用

申込No.

■内容量：240g（4g×60袋）■TSY-60

大麦アロエ青汁
H038-06 ￥5,695（税別・送料込）

9775008〔ヤマゼンクリエイト〕

申込No.

■本体サイズ：Ｗ245×Ｈ170×Ｄ215mm（ハンドル、突起部を除く）
■本体重量：約6.8ｋｇ■電源：専用 AC アダプタ（ AC 100 240 V/DC 
19 V 3 4 A)■付属品：専用ACアダプター、ACケーブル、ACアダプター
収納ポーチ、本体カバー、ゴムキャップ■MES-TR470

ポータブル蓄電池
H038-05 ￥118,000（税別・送料込）

1857551〔maxell〕

■サイズ：（開）815×290×20ｍｍ （閉）290×195×35ｍｍ
■重量：880ｇ■付属品：出力ケーブル（2ｍ）、メガパワーバンク
用プラグ、ノートＰＣ用プラグアダプター（12個）、カラビナ（2
個）、取扱説明書■SSBSP-21W

21Ｗソーラーパネル
6821209〔EVERBright〕

■サイズ：144×77×105ｍｍ■重量：1030ｇ■付属品：ＡＣア
ダプター、シガレットライターアダプター（出力用）、ＵＳＢケーブ
ル（ＵＳＢ－Micro　USB）、携帯電話用プラグ（５個）、タイプC
プラグ、取扱説明書■SSBACMPB

ACコンセント2個付　メガパワーバンク
4875502〔EVERBright〕

■箱サイズ：縦215×横275×奥行き263mm（便利な持ち手付き）■重量：約3,920g■賞味期限：1年半

エコワン防災食あたたかセット1人分
H038-04申込No.

3887650〔エコワン〕

￥9,800（税別） 送料900円
■本体サイズ：30×45×20cm■本体重量：約3.3kg■付属品：ダイナモエマージェンシーライト、ホイッスル、アルミシ
ート、アイマスク、マスク、緊急用トイレ1P×3個、ペーパー歯磨き×5個、非常用保存ウェットタオル、ウェットティッシュ、
レインコート、使い捨てカイロ×2、キズバン（大×2、小×2）、ポケットティッシュ×3、給水袋3L、首枕・軍手・耳栓、ポリラッ
プ、防災手帳、備蓄用飲料水×2■2325－026

集中豪雨対策セット
H038-03申込No.

6861758〔ゼニス〕

￥20,000（税別） 送料900円

白粥 2食（お米は有機米）
のり粥（お米は有機米）
白米 6食（お米は有機米）
こんぶ豆
ひじきと大豆の煮物
切り昆布の煮物
切り干し大根の煮物
肉じゃが
筑前煮
ようかん 3本
紙皿 6枚
先割れスプーン 9本
ティッシュ 1個
白米・お粥容器開封用ナイフ 9本
発熱剤40g 6個
加熱袋 1枚
水500ml（加熱用）

■セットサイズ(外寸mm)：236(L)×168(W)×152(H)■セット重量：1.52kg / セット
■賞味期間：製造月から５年６ヶ月■SE12袋

尾西のごはんシリーズAY(和風)
H038-01申込No.

8938902〔尾西食品〕

￥4,300（税別）

※表示・パッケージが一部変更になる場合があります。

送料（税別）
1セット　250円
2セット　500円
3セット以上で
送料込み 

■セットサイズ(外寸mm)：236(L)×168(W)×152(H)■セット重量：1.52kg / セット
■賞味期間：製造月から５年６ヶ月■SE12袋

尾西のごはんシリーズCY（和風・洋風）
H038-02申込No.

4949609〔尾西食品〕

￥4,300（税別）

※表示・パッケージが一部変更になる場合があります。

送料（税別）
1セット　250円
2セット　500円
3セット以上で
送料込み 

●五目ごはん(3袋)
●わかめごはん(3袋)
●ドライカレー(3袋)
●チキンライス(3袋)

CYセット内容
●五目ごはん(3袋)
●わかめごはん(3袋)
●山菜おこわ(3袋)
●赤飯(3袋)

AYセット内容

「お湯」又は「水｣を
注いでできあがり

食器いらず 100%国産米使用

炊きたてご飯のおいしさを
そのままに急速乾燥したアルファ米を、
ごはん４種類を各3袋づつセットにしました。

収納にも無駄が
ありません。

わかりやすいLED表示で使用できる残
り時間と容量を確認できます。

（1.5号30分炊）（35W18L）

いつでも電気が使える嬉しさを
Safety, Long Life, Easy

複数スマホが
充電できる

遠くを照らす
2灯式LEDライト

通常時 蓄光

反射

※縁石の上など直接車輌がのらない場所への
　設置を推奨します。

※ご注文は30個からとなり
ます。

■サイズ：約 横幅34×奥行き35×高さ45（持ち手引き上げ
時/92）cm■重量：約 6.2kg（バッグ本体：2.3kg）■バッグ
容量：28L■貯水タンク容量：28L（走行時：23L）■材質：バ
ッグ本体：［表地］ポリエステル、［裏地/貯水バッグ］PEVA、断
熱材：発泡ポリエチレン、ハンドル：スチール・PVC（ポリ塩化
ビニル）、タイヤ：PVC■EX48BXWNB

EX.48 サバイバルローラーバッグ 
ニューベーシック

8828903〔EX.48〕

家族2～３人がより快適に過ごすための、
必須アイテムを厳選したモデル。

セット内容

大量の水の運搬に便利なローラーバッグ

貯水タンク内臓

医療機器認証番号27B3X00138000001

保存料や着色料を使わず作った、
安心・安全で美味しい防災食に
加熱セットをプラス!

※ご注文の際は納期をご確認下さい。※ご注文の際は納期をご確認下さい。

8%
軽減税率

8%
軽減税率

8%
軽減税率

8%
軽減税率

●ろ過フィルター×5枚
●マスク×4枚
●アルミシート×2枚
●大型ゴミ袋×2枚
●収納ポーチ×1
●シート体温計
●生理ナプキン×6
●雨衣（レインコート又は
　ポンチョ）×2枚
●災害マニュアル・
　電話会社災害伝言リスト

●ローリングバッグ×1
●貯水タンク×1
●保存飲料水×1
　（合計1.5L以上）
●長期保存主食×3袋
●長期保存副食×2袋
●長期保存甘味物×1袋
●フォークスプーン×2本
●加熱袋×1
●発熱剤×1
●ラジオ付き多機能
　自家発電ライト×1
●使い捨てライター×1
●簡易トイレセット×3セット
●包帯×1
●ガーゼ付き救急絆創膏×6枚
●トイレットペーパー×1
●軍手・笛・ロープ×1セット
●カッターナイフ×1
●ラップフィルム×1

※ご注文の際は納期をご確認下さい。

￥16,500（税別）申込No. H039-08 送料700円

申込No. H039-10￥10,000（税別）送料700円

申込No. H039-09￥21,000（税別）送料700円
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