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ひとつひとつのギフトに込めた、
私たちからの精一杯の「ありがとう」。
そして、これからもどうぞよろしく。

皆様と迎えたこの日を境に、

私たちは人生の新しいステージへと歩みを進めます。

ここまでたどり着くことができたのは、

たくさんの方のサポート、励ましがあってこそ。

普段はなかなか伝えられない感謝の気持ち、

ハッピーのおすそわけを

とっておきの「MUSUBI」ギフトに託して……。



モダンジャパニーズ

和雑貨

東北・九州 復興支援特集

Japan  Goods & Foods

J1

W1

R1

レディースブランド

レディースファッション

フォーマル

メンズブランド

メンズファッション

Yosoou

T3

T9

T23

T27

T31

アウトドア

スポーツ

ヘルス

ビューティー

ホビー

キッズ ＆ ベビー

Tanoshimu

Z3

Z7

Z9

Z11

Z13

Z15

テーブルウエアブランド

テーブルウエア

キッチンウエアブランド

キッチンウエア

Irodoru

K2

K9

K21

K25 銘店の味

肉

海鮮

くだもの

やさい

スイーツ

和菓子

名産地のこだわり米

梅干し

らーめん

そうめん・うどん・そば

ごはんのおとも

飲料

Ajiwau

F2

F21

F31

F39

F41

F43

F45

F47

F49

F51

F52

F53

F58

インテリア

ツールズ

ガーデニング

Kutsurogu

A3

A15

A17

Tashinamu

C o n t e n t s

Sweets  Brand  Selection

スイーツブランドセレクション

B1

H1

E2

D1

Hot Spring & Day Trip / Restaurant
Esthetic / Amusement&Art

with Brands
世界中で愛されて
いる美品たち



〈ロイヤル コペンハーゲン〉

申込番号 BC6-B0101
1. フラワーエンブレム クープ プレート

◦径約23、高さ約2.5cm◦主材／磁器◦電子レンジ、
食洗機使用可◦タイ製

BE8-B0101

〈ロイヤル コペンハーゲン〉

申込番号
1. ブルーパルメッテ プレート

◦径約26、高さ約3.5cm◦主材／磁器◦電子レンジ
使用可◦食器洗浄機使用可◦タイ製
※ハンドペイントの商品のため、写真と色や柄が多少異
なる場合がございます。

パルメッテシリーズは東洋と西洋の壁を越え
る新しい感覚のテーブルウエア。
ハンドペイントされたモチーフがお料理を引
き立てます。

1775年、ジュリアン マリー皇太后の保護のもと開窯した
ロイヤル コペンハーゲン。
上質な白い磁器にロイヤル コペンハーゲン ブルーでハンド
ペイントが施されたシリーズをはじめ、シンプルで使いやすい
テーブルウエアは、世界中のファンに愛されています。

with Brands
世界中で愛されて
いる美品たち
普段使いの食器や雑貨こそいいものを揃えたい。
そんな心も豊かにしてくれる世界のブランド雑貨を集めました。
きっとあなたの生活に彩りと幸せを運んでくれます。

ROYAL COPENHAGEN / WEDGWOOD / RALPH LAUREN HOME
Herend / MEISSEN / Nachtmann / RIEDEL / FAUCHON
NARUMI / innovator / LA  AMYS / bodum / Werner Meister
LE CREUSET / Sori Yanagi / DANSK / LISA LARSON / INDIVI
ZONE / ENVIROSAX / Millefiori / NAO / FEILER

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B2B1



誰もが知っている「ワイルド ストロベリー」
は、その愛らしさで時代や国を超えて愛され
ています。

BE8-B0301

〈ウェッジウッド〉

申込番号

1. ワイルド ストロベリー
オクタゴナルディッシュ L

◦幅約24、奥行約24、高さ約3.5cm◦主材／ファイン
ボーン チャイナ◦イギリス製

世界の王侯貴族に愛されてきたウェッジウッド。英国陶
工の父と称されるジョサイア・ウェッジウッドにより1759年
に創設されました。気高さと温もりを感じさせる英国を
代表する陶磁器ブランドです。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B4B3



ヨーロッパの伝統的な磁器絵付けの手法を取り入れなが
らも、ハンガリー独自のデザインを施したヘレンドの磁器。
白く透き通った肌合いと、色鮮やかな手描きが特徴です。

永遠のベストセラー"ヘレンドグリーン"で彩っ
たアポニー・グリーン。食卓を華やかに演出で
きます。

白磁に波のシルエットが刻まれているシリー
ズです。さざ波のような柔らかく女性らしい
フォルムです。

BE8-B0501

〈ヘレンド〉

申込番号

1. アポニー・グリーン
スイートディッシュ

◦幅約15.5、奥行約11.5、高さ約3cm◦主材／磁器
◦ハンガリー製
※手描きの為、色･柄が写真と多少異なる場合があり
ます。

BE8-B0601

〈マイセン〉

申込番号

2. 波の戯れホワイト
19cmケーキプレート

◦径約19、高さ約2.7cm◦主材／磁器◦ドイツ製

約300年前、ヨーロッパで初めて硬質磁器を生みだし
たドイツの名窯 マイセン。独自の優美な造形や装飾
が施され、世界中から愛される名窯となっています。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B6B5



BE8-B0701

〈ナハトマン〉

申込番号
1. ジンユィ プレート 24cm

◦セット内容／プレート（幅約27、奥行約24、高さ約
4.5cm）×2枚◦主材／クリスタルガラス◦食器洗浄機
使用可◦ドイツ製 BE8-B0801

〈リーデル〉

申込番号

2. リーデル・オー　大吟醸オー
酒テイスターペア（木箱入）

◦セット内容／グラス（口径約5.8、高さ約
10.6cm）×2個◦主材／クリスタルガラス
◦食器洗浄機使用可◦ドイツ製

1 8 3 4年、ドイツのバイエルン地方で誕生した
ナハトマン。バラエティ豊かなクリスタルガラスの
テーブルウエアを揃え、フォーマルにもカジュアルにも
お楽しみいただくことができます。

中国語で「金魚」を意味する“ジンユィ”。
流れるように動く金魚のしっぽにインスピ
レーションを受けてデザインされています。

縦長のボウル形状が、大吟醸酒や吟
醸酒のみずみずしくフルーティな香
りや爽やかな喉ごしを、より一層引
き立ててくれます。

世界で初めてブドウの品種ごとに
理想的な形状のワイングラスを開発
したリーデル。ワイン生産者や愛好
家から絶大な支持を受けています。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B8B7



1886年、パリ・マドレーヌ広場の一角に誕生
して以来、美味追求の姿勢を守り続けている
フォション。フランスはもとより、世界中のグルメ
の賞賛を浴び、今や食のトップブランドとして
輝いています。

1

BE8-B0902

〈フォション〉

申込番号
2. 5客コーヒーセット

◦セット内容／カップ（径約8.5、高さ
約6cm）・ソーサー（径約15.5、高さ約
2cm）×5客◦主材／磁器◦電子レン
ジ使用可◦中国製

BE8-B0901

〈フォション〉

申込番号

1. ラ・レイユール
ファイブボウルセット

◦セット内容／ボウル（径約16、高さ
約5cm）×5個◦主材／磁器◦電子レ
ンジ使用可◦日本製

BE8-B1001

〈ナルミ〉

申込番号

3. フローラルブティック
6ピースティーセット

◦セット内容／カップ（口径約9.7、高さ約6cm）・ソー
サー（径約15.7、高さ約1.9cm）・プレート（径約19、高
さ約1.9cm）×2個◦主材／磁器◦日本製
※色合いが商品と多少異なる場合がございます。

フォションのシンプルな食器シ
リーズ。

日本の桜のお花見をイメージし
た華やかなテーブルウエア。

1946年創業の日本を代表するテーブルウエアブランド
ナルミ。ボーンチャイナの量産化に日本で初めて成功し
日本だけでなく世界中のホテルやレストランで使用されて
います。ナルミは、いつの時代もこころの温度、器のぬくもり
を大切に、さまざまなシーンにそっと寄り添っています。

花々の咲き誇る、華やかな印象のテーブル 
ウエア。2組の絵柄違いのティーセットです。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B10B9



イノベーターの歴史は1969年に始まり、従来の
概念にとらわれない斬新なアイデアは多くの人に
共感されており、どんな世代にも受け入れられる新
しいライフスタイルを提案し続けています。

BE8-B1101

〈イノベーター〉

申込番号
1. カトラリー14本セット

◦セット内容／ディナーナイフ（全長約20.4cm）・ディナースプー
ン（全長約17.7cm）・ディナーフォーク（全長約17.7cm）・コー
ヒースプーン（全長約13cm）・ヒメフォーク（全長約13.4cm）・ア
イスクリームスプーン（全長約13.1cm）・スープスプーン（全長約
13.7cm）×2本◦主材／ディナーナイフ：ステンレススチール（ツ
ヤ消し仕上げ）、その他：18-8ステンレススチール（ツヤ消し仕上
げ）◦日本製

BE8-B1201

〈ラ・エミーズ〉

申込番号
2. ファイブケーキセット

◦セット内容／プレート（径約19.5、高さ約2.5cm）×5
枚◦主材／磁器◦電子レンジ使用可◦日本製

北欧のインテリアブランド イノベーターは、シンプル
で軽快なデザインフォルムに定評があります。

料理研究家の井上絵美さんのオリ
ジナルブランド。シックなデザインに
プラスして、生活のアクセントとなる
ような“大人のかわいらしさ”を意識
した色や柄も取り入れるなど、さまざ
まな生活シーンで活躍するアイテム
を発表しています。

ハーブのデザインが料理を引き立ててくれま
す。使いやすい形状が人気の秘密です。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B12B11



ウェルナーマイスターのグラスは、高い
技術力を持った職人が、ひとつひとつ
丁 寧に作り上げた高 品 質なグラスで
す。耐熱温度は180℃と高温に強く、日
本人の手に合わせた形状も魅力です。

※コーヒーは含まれません。

お湯と豆の量を合わせれば、家でプロの抽出
を再現できるフレンチプレス式コーヒーメー
カーです。

1944年、デンマーク コペンハーゲン
で設立されたボダム。センスが光る
北欧らしいおしゃれなデザイン、飽き
のこないシンプルなフォルム、使い勝
手の良い実用的な機能が世界中で
愛されています。

BE8-B1401

〈ウェルナーマイスター〉

申込番号

2. 耐熱二重ガラス・フリーグラス
4個セット

◦セット内容／グラス（径約8、高さ約9cm）×4個◦主
材／耐熱ガラス（耐熱温度180℃）◦取扱説明書付き 
◦中国製

BE8-B1301

〈ボダム〉

申込番号

1. プレス式コーヒーメーカー
『シャンボール』

◦約16.6×10.5×19cm◦主材／耐熱ガラス、ステ
ンレススチール◦容量／約0.5L◦食器洗浄機使用可 
◦付属品／スプーン◦取扱説明書付き◦ポルトガル製

二重構造の耐熱ガラスで熱いものにも冷た
いものにも1年中使えます。中身が浮いてい
るように見えて遊び心も満載。

2010年グッドデザイン賞受賞

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B14B13



BE8-B1601

〈柳宗理〉

申込番号
2. 南部鉄器 オイルパン22cm

◦幅約33、奥行約25、高さ約9cm◦主材／鉄鋳物 
◦満水容量／0.9L◦200Vの電磁調理器を含む全て
の熱源に対応◦日本製

BE8-B1501

〈ル・クルーゼ〉

申込番号
1. マルチボール 15cm（2個入り）

◦セット内容／ボール（径約15.5、高さ約6.5cm）×2個
◦主材／ストーンウェア◦電子レンジ、オーブンレンジ
使用可◦中国製
※手作り品の為、お届けする商品により色・サイズが
多少異なります。手作り品の風合いとしてご理解くだ
さい。

日本のモダンデザインを支えたインダストリアル
デザイナー、柳宗理。シンプルながらスタイリッ
シュで使いやすいデザインは、多くの人の心を
とらえています。

カラフルな色合いとおしゃれなデザインのみならず、
料理をおいしく仕上げてくれることで人気のル・クルーゼ。
機能的で美しいキッチンウエアを作ることをモットーに、
様 な々商品を世に送り出しています。

シリアル皿や取り皿としていろいろ使える便
利なボウルの2個セット。電子レンジでの温め
もできます。

南部鉄器で作られたオイルパン。ふんわりと
した熱が全体に早く行き渡り、美味しい料理
ができあがります。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B16B15



BE8-B1701

〈ダンスク〉

申込番号
1. コベンスタイル バターウォーマー

◦径約9.5、幅約18.8、高さ約8cm◦主材／琺瑯用鋼
板◦満水容量／0.55L◦直火使用可◦タイ製

BE8-B1801

〈リサ・ラーソン〉

申込番号
2. ストッカー3点セット

◦セット内容／ストッカーS（径約9.5、高さ約8.5cm）×
2個、ストッカーL（径約9.5、高さ約11.5cm）×1個◦主
材／ストッカー：ストーン、フタ：天然木◦電子レンジ使
用可（ストッカー本体のみ）◦日本製（フタのみ中国製）
※手作り商品のため多少の色のバラつきがあります
が、手作り本来の良さでもありますのでご了承下さい。

内面は段差のないプレス加工で仕上げられ
ており、ヘラなどが使いやすく、洗いやすい
のが魅力です。

木製のフタ付きのストッカー。調味料やコー
ヒー豆、ティーパックなどの保存に最適。その
まま電子レンジにもお使いいただけます。

スウェーデンを代表する陶芸デザイナーとして活
躍するリサ・ラーソン。やさしくかわいらしい印象の
動物や素朴で温かみのある表情豊かなフィギュ
アは、世界中でファンが急増しています。

「デンマーク風」という意味を持つ
ダンスク。ダンスクのテーブルウエア
は、流行に左右されないデザイン
で、飽きのこないものばかり。現代
的な機能性に優れていることも魅
力です。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B18B17



BE8-B1901

〈インディヴィ〉

申込番号
1. タオルセット

◦セット内容／バスタオル（約60×120cm）・フェイ
スタオル（約34×75cm）・ウォッシュタオル（約34×
35cm）・タオルハンカチ（約20×20cm）×2枚◦主材
／綿100％◦中国製

BE8-B2001

〈ゾーン〉

申込番号
2. ソープディスペンサー

◦径約8、高さ約11.5cm◦主材／磁器、ポリプロピレ
ン、ポリエチレン◦容量／250ml◦中国製

「デ ザイン」「インテリジェンス」「 バ
リュー」の3要素のバランスを更に向上さ
せ、常に変化するマーケットを席巻する、
キャリアブランド。

1995年、デンマークで創業。デンマーク国内の
トップデザイナーを起用して、シンプルモダンに代
表される“スカンジナビアンデザイン”にフォーカス
したバス・キッチンアクセサリーのブランド。その先
端的なデザインは国際的なデザイン賞『reddot 
design award』を獲得しています。

吸汗性・速乾性に優れ、さらっとした肌触りのタ
オルセット。素材は綿100％で、衣料品にも幅
広く使われている天然繊維を使用しています。

丸みのあるシンプルモダンなデザインの磁器
製ソープディスペンサー。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B20B19



2004年、温暖化などの環境問題に取
り組むブランドとしてオーストラリアで誕
生。レジ袋からエコバッグへ・・・、その
メッセージは今も多くのファンから支持
され続けています。

オープン時

BE8-B2201

〈ミッレフィオーリ〉

申込番号

2. センテッドスティック
リードディフューザー

◦セット内容／本体（幅約6.7、奥行約6.7、高さ約
14.5cm）×1個、スティック（全長約30cm）×8本◦容
量／約250ml◦イタリア製
※容器のデザインやパッケージ等変更する場合がござ
います。

グレープフルーツ

BE8-B2202 ベルガモット

BE8-B2203 ジャスミンイランBE8-B2101

〈エンビロサックス〉

申込番号
1. 多機能ショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン7つ、
ファスナー1つ、外にオープン2つ、ファスナー1つ
◦約46×30×13.5cm◦主材／合成皮革◦付属品／
パスケース付キーストラップ◦中国製

様々な用途に使える多機能ポケットが11ヶ所
に付いたショルダーバッグ。鍵やパスケース
の迷子防止に便利なキーストラップも付いて
います。

ミッレフィオーリはフレグランスの世界を無限に広げたブランド。
1994年にイタリア・ミラノで創設されて以来、様々なアイテムで
上質な香りを提供しています。

グレープフルーツ

グレープフルーツ

ベルガモット

ベルガモット

ジャスミンイラン

ジャスミンイラン

＜グレープフルーツ＞
シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、グレープ
フルーツの甘酸っぱくさわやかな香り。

＜ベルガモット＞
南イタリアの美しい自然を思わせる、フレッシュで
清々しいシトラス系の香り。

＜ジャスミンイラン＞
ジャスミンやイランイランのブーケにローズウッド
が香る甘くて柔らかい香り。

付属のスティックをボトルに挿すと、部屋全体
に香りが広がるフレグランスインテリア。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B22B21



BE8-B2301

〈ナオ〉

申込番号

1. 天使の音楽隊
<トランペット>

◦約9×11×5cm◦主材／磁器◦ス
ペイン製
※ハンドメイドの為、色・サイズなど若
干異なる場合がございます。

BE8-B2302

〈ナオ〉

申込番号

2. 天使の音楽隊
<バイオリン>

◦約7×11×5cm◦主材／磁器◦ス
ペイン製
※ハンドメイドの為、色・サイズなど若
干異なる場合がございます。

BE8-B2401

〈フェイラー〉

申込番号
3. ハイジ ポーチ

☆開閉部：ファスナー式
◦約20×12×3cm◦主材／表地：綿（シュニール
織）、裏地：ポリエステル◦日本製（シュニール織部分
ドイツ製）
※お届けする商品により柄の出方が多少異なります。

スペイン・バレンシアの陶磁器の伝統を受け
継ぎ、卓越した職人たちによる伝統製法で
制作されるフィギュリンです。インテリアとして
も人気の高い作品の中からあなたのお気に
入りを見つけてください。

1

2

バイオリンを奏でる楽しそうな
表情の天使が愛らしい作品。

トランペットを吹く天使のやさし
い表情に癒される作品。

歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール
織の名門 フェイラー。深く美しい発色
と、ひと柄ひと柄を丁寧に織り込んだ
デザインは織 物の域を超えた生 活
の中の芸術品。

ドイツの野にいる小さな生き物たちが織りな
すハイジ柄を存分に楽しめるフェイラーの可
愛らしいポーチ。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 B24B23



BE8-D0101

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉

申込番号
1. プラリネ　16粒入

◦内容量／プラリネ×16◦賞味期限／冷蔵で56日◦製造加工／
フランス◦7大アレルゲン／乳
※詰合せ内容、パッケージは変更になる場合がございます。

BE8-D0201

〈ゴディバ〉

申込番号
2. ゴールドコレクション20粒入

◦内容量／チョコレート×20◦賞味期限／常
温で30日以上のものをお届けします◦製造
加工／ベルギー◦7大アレルゲン／乳・小麦
※お申込時期によっては、翌年の表示期間とな
る場合がございますので予めご了承ください。
※詰合せ内容、パッケージは変更になる場合が
ございます。

お届け期間 10月下旬▶3月下旬

BE8-D0202

〈ゴディバ〉

申込番号

3. クッキーアソートメント
55枚入

◦内容量／ミルクチョコレートクッキー×
20、ダークチョコレートクッキー×20、サブ
レノア×15◦賞味期限／常温で30日以上
のものをお届けします◦製造加工／日本 
◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

1926年にドラップス一家がベルギー・ブリュッ

セルで高級チョコレートを作り始めたことがゴ

ディバの歴史の幕開けでした。厳選したカカオ

豆を用いて作られる芸術性の高いチョコレート

は、贅沢でスタイリッシュなパッケージに詰め

られ、世界中のショコラ通に愛されています。

チョコレートの名門ゴディバ

芸術性の高い装飾と伝統の味

フランスのパリにショコラトリーの文化を浸透させたのが、

La Maison du Chocolat。

1977年の創業以来、絶妙なバランスと繊細な風味付けをさ

れたガナッシュはさまざまな創作を生み、今も進化し続けて

います。

ガナッシュの魔術師ロベール・ランクスが

創業したショコラトリー

01 02

メゾンを代表する定番人気の様々なナッツを使ったプラリネの詰合せ。

2

なめらかな口溶け、上質な香り、美しいフォ
ルム、ひと口ごとに広がる深い味わいを。

軽やかなラングドシャ生地にチョコレートを
サンド。風味豊かなチョコレートのハーモ
ニーです。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D2D1



BE8-D0401

〈デルレイ〉

申込番号
2. ショコラ16個入

◦内容量／チョコレート×16◦賞味期限／常温で10日間◦製造
加工／ベルギー◦7大アレルゲン／小麦・乳
※お申込時期によっては、翌年の表示期間となる場合がございま
すので予めご了承ください。

お届け期間 11月上旬▶4月上旬

BE8-D0301

〈ダロワイヨ〉

申込番号
1. マカロン２３個入

◦内容量／マカロン×23（あまおう×5、和栗・テヴェール・シトロ
ン・ヴァニーユ・フランボワーズ・ショコラ×3）◦賞味期限／常温で
14日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳
※パッケージデザインが変更になる場合がございます。

プラリネに代表されるベルギーチョコレートの

伝統を守りながら“ひとくちで大きな感動を”を

テーマに、絶え間ない技術改良を手がけ、想像

力にあふれた創造性を表現し続けています。

1949年の創業以来、世界中のショコラ

愛好家から長年愛されています

02

デルレイ不動の人気を誇るダイヤモンドやハンズショコラの他に、オランジェットを詰め合わせました。

ダロワイヨの歴史は、シャルル・ダロワイヨがルイ14世に仕

えていた17世紀までさかのぼります。パリのダロワイヨの

創業は1802年。19世紀前半のフランス文学作品にも、食

通の通う店として登場した伝統の技と精神は今も生き続

けています。

フランスのスペシャリテを

創り続けるダロワイヨ

01

外側はカリッとしているのに中はふんわり。香り豊かでとろけるような口当たりが絶品のマカロンです。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D4D3



BE8-D0501

〈サロンドロワイヤル京都〉

申込番号
1. 京ぴーかん３種

◦内容量／キャンディコートピーカンナッツ216g(12袋入)、抹
茶ピーカンナッツ216g(12袋入)、ココアがけピーカンナッツ
216g(12袋入)◦賞味期限／常温で240日◦製造加工／日本 
◦7大アレルゲン／乳
※お申込時期によっては翌年の表示期間となる場合がございます
ので、予めご了承ください。

お届け期間 11月上旬▶4月上旬

BE8-D0601

〈ランス〉

申込番号

2. 東京青山「ランス・ヤナギダテ」
レストランのケーキ

◦内容量／アリス・オ・ショコラ（15cm×15cm）・半熟チーズケー
キ（直径15cm）×1◦賞味期限／冷凍で90日◦製造加工／日本 
◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

フレンチの名手・柳舘功シェフが1997年東京青山

にレストラン「ランス・YANAGIDATE」をオープ

ン。「ランス」とはフランスシャンパーニュ地方の中

心地でもあり、柳舘シェフが修行した思い出深い土

地の名前です。

特別な人と特別な時間を

過ごすために

02

まったりとした濃厚な半熟チーズケーキと、味わい深いチョコレートケーキのセットです。

1935年創業、日本のチョコレートの草分け的存在の一画を

占める老舗ショコラティエ、サロンドロワイヤル京都。その高

い品質と技術力は日本のチョコレート業界において全国的

な評価を受けており、和と洋を融合させた本物の美味しさ

をお届けしています。

忘れられない味がある

記憶に残る美味しさを

01

ピーカンナッツを香ばしくキャンディコーティングし、クーベルチュールチョコレートで包んだ贅沢な逸品。
素材をそのまま活かしており、大きさにばらつきがあるのは自然の恵みの証です。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D6D5



BE8-D0701

〈ドゥバイヨル〉

申込番号
1. セレクション ド プラリネ

◦内容量／チョコレート×21◦賞味期限／冷蔵で77日◦製造加
工／ベルギー◦7大アレルゲン／小麦・乳
※商品デザインが変更になることがあります。味、色に変更はあり
ません。

BE8-D0801

〈アンリ・シャルパンティエ〉

申込番号
2. クレーム・ビスキュイ・アソート

◦内容量／クレーム・ビスキュイ×27（プレーン×14、チョコレート
×13）、フィナンシェ・マドレーヌ×9◦賞味期限／常温で25日◦製
造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦
※パッケージデザインが変更になる場合がございます。

1969年、芦屋に誕生して以来、数々のヒット商品を

作り出してきたアンリ・シャルパンティエ。ロゴマーク

のキャンドルは、お菓子を囲む笑顔のシーンを象徴

するもので、お菓子を通して人の心に「幸せ」「喜び」

「驚き」を灯し続けたいという、創業時から変わらな

い想いが息づいています。

お菓子を通して人の心に

「幸せ」「喜び」「驚き」を灯し続ける

ベルギーにアトリエを構えるドゥバイヨル社は、伝説的な

MOF（フランス最優秀職人）パティシエ、マルク・ドゥバイ

ヨル氏が創設したメゾンです。完璧な味わいを追求する

創業者の精神を忠実に守り、素朴さと洗練さを兼ね備え

た味わいを作り続けています。

ベルギーチョコレートの伝統に

斬新なアイデアのマリアージュ

01 02

ナッツの豊かな風味を楽しめる、まるで宝石箱のようなプラリネの詰め合わせ。 ラムレーズン入りのバタークリームサンドクッキーと、アンリ・シャルパンティエの自信作フィナンシェ、マドレーヌの詰め合わせ。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D8D7



BE8-D0901

〈銀座千疋屋〉

申込番号
1. 銀座フルーツタルトアイス

◦内容量／ストロベリー・マンゴー・オレンジ・マロン・ブルーベリー
×2◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦
※パッケージデザインが変更になる場合がございます。
※商品の特性上、沖縄、離島へはお届けできません。

BE8-D1001

〈帝国ホテル〉

申込番号
2. 焼菓子詰合せ

◦内容量／スティック型ケーキ×10（プレーン・チョコレート×3、
メープル×4）、スライス型ケーキ×10（フルーツケーキ・ペカン
ナッツケーキ×5）◦賞味期限／常温で90日◦製造加工／日本 
◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

銀座千疋屋は、日本初の「フルーツパーラー」を開業、フ

ルーツポンチを誕生させるなど、伝統を守りながら果物

の新しい楽しみ方を提案して参りました。1931（昭和6）

年には、宮内庁御用達を拝命。翌年、りんごの品種「ス

ターキング」を日本に紹介した折、初めて実った果物を宮

内庁に献上しました。伝統の味、本物の味をお届け致し

ます。

伝統を誇るフルーツの老舗

01

厳選素材を使用したアイスに、彩り鮮やかなフルーツをトッピングしたタルトアイスです。

1890（明治23）年、日本の迎賓館の役割を担って誕生した

帝国ホテル。磨き上げた味わいに、おもてなしの心を盛り込

んで、食卓に華やぎと幸せをお届け。「帝国ホテルの味をご

家庭で」、「一人ひとりの心に届く料理を」、その思いで日々

研鑽と研究を重ね、さらにおいしく食卓に感動を呼ぶ味の

開発に努めています。

世界のVIPや内外の美食家に

供してきた伝統の味

02

しっとりした食感のスティック型ケーキやフルーツ、ペカンが香るスライス型ケーキの詰め合わせ。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D10D9



BE8-D1101

〈ムラキョウ〉

申込番号
1. 村恭のクレープ１４個セット

◦内容量／60g×14（ブルーベリー・チョコ×3、マロン・小倉・抹茶・
いちじく×2）◦賞味期限／冷凍で30日◦製造加工／日本◦7大ア
レルゲン／卵・乳・小麦

BE8-D1201

〈オーガニックサイバーストア〉

申込番号

2. 濃厚ミルクシュー5・黄金のチーズケーキ・
禁断のウルトラチョコレートケーキ

◦内容量／濃厚ミルクシュー5（90g）×6、黄金のチーズケーキ
（280g）×1、禁断のウルトラチョコレートケーキ（250g）×1◦賞
味期限／冷凍で6ヵ月◦製造加工／国産◦7大アレルゲン／卵・
乳・小麦

薄く柔らかい生地と、軽い口当たりながら濃厚な後味を持

つクリームがやみつきになる「MURAKYO」のクレープ。４

代目社長が長年にわたって改良を重ねたクリーム、職人の

技術で柔らかさを追求した生地、丁寧な手作業。心がこ

もった逸品です。

新潟発、ファンを魅了する

MURAKYOのクレープ

01

一度食べたらやみつきになる絶品クレープ。チョコレート・小倉・抹茶・ブルーベリー・マロン・いちじくの6種入り。

これまでに数多くのストアランキングやスイーツラン

キング、グルメランキングで1位を受賞し、お取り寄

せグルメ通販の代表的存在となりつつある「オーガ

ニックサイバーストア」。シュークリーム、チーズケー

キ等のスイーツや季節のフルーツが大人気です。

大人気の

「オーガニックサイバーストア」

02

フレッシュなミルク感が楽しめる濃厚ミルクシュー5と、チーズ本来の美味しさを追求した黄金のチーズケーキに、
魅惑の5層構造のチョコレートケーキをセットにしました。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D12D11



BE8-D1401

〈銀座鈴屋〉

申込番号
2. 栗甘納糖詰合せ

◦内容量／栗×13、渋皮付栗×12◦賞味期限／常温で20日◦原
料原産地／栗：韓国◦製造加工／日本

BE8-D1402

〈鶴屋八幡〉

申込番号
3. 和菓子詰合せ

◦内容量／玉子せんべい（10枚入）×1、夜乃梅・明の春・抹茶羊
羹・黒羊羹（各45g）×1、栗羊羹45g×2、丹波黒豆寒天寄せ88g×
3、山清水×12◦賞味期限／常温で30日◦製造加工／日本◦7大
アレルゲン／卵・小麦

BE8-D1301

〈塩瀬総本家〉

申込番号
1. 栗羊羹・焼菓子詰め合わせ

◦内容量／栗ひとつぶ38g・杏ひとつぶ38g・栗饅頭38g×2、栗羊
羹280g・桃山38g・里の梅38g×1◦賞味期限／常温で20日◦製
造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

塩瀬の初代、林浄因は貞和五年(1349年)中国より来朝

し、日本で初めて餡入り饅頭を作りました。後土御門天

皇、足利将軍義政公、豊臣秀吉、徳川家康など多くの歴

史的人物に愛され、創業より660余年連綿として今日に及

んでおります。

創業以来六百六十余年、

伝統の味を守り続けています

01

栗がたっぷり入った栗羊羹と焼菓子に、栗ひとつぶ・杏ひとつぶといった塩瀬自慢の銘菓を詰め合わせました。

02

03

鶴屋八幡・自慢の玉子せんべいと5種類の一口羊羹、丹波黒豆
寒天寄せ、国産大納言小豆をじっくりと糖蜜に浸し、寒天と砂糖
で包み込んだ山清水の詰め合わせです。

選りすぐりの栗の一粒一粒を、素材本来の風味はそのままに、
上品で豊潤な味わいの甘納糖に仕上げました。

昭和26年創業以来、厳選された素材と受け継がれ

てきた匠の技による馥郁とした逸品は多くの甘党の

方に愛されてきました。保存料、合成着色料、漂白

剤を一切使用せず、素材の持つ風味や色合いを存

分に生かして仕上げています。

甘納豆を造り続けて六十余年

冴える伝統と匠の技

鶴屋八幡の前身は江戸中期の元禄時代、大阪で創

業した「虎屋大和大掾藤原伊織」。文久３年（1863

年）に現在の屋号に改め、大阪高麗橋で創業した

老舗の和菓子屋。素材にこだわり、丹波大納言小

豆、丹波黒大豆、白小豆など、産地や品質共に厳選

された原材料を使用し上方菓子の伝統を守り続け

ています。

受け継がれる三百十余年の伝統

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D14D13



BE8-D1501

〈マリアージュ フレール〉

申込番号
1. 紅茶の贈り物

◦内容量／〈リーフティー〉マルコ ポーロ100g、アールグレイ イ
ンペリアル100g、茶さじ×1◦賞味期限まで8ヵ月以上あるものを
お届けします。◦原料原産地／マルコ ポーロ：中国、アールグレイ 
インペリアル：インド◦製造加工／フランス
※パッケージデザインなどが変更になる場合がございます。
※茶さじは写真と異なる場合がございます。

BE8-D1601

〈フォション〉

申込番号
2. ジャム詰合せ

◦内容量／マンダリンオレンジジャム・ブルーベリージャム・スト
ロベリージャム×365g◦賞味期限／常温で3年◦製造加工／フ
ランス

1886年からパリ・マドレーヌ広場に本店を構え

るフォションは、世界のグルメが賞賛する美食の

ステイタスブランド。世界中から選び抜いた旬の

素材を加工して生まれる紅茶やジャムなど、伝

統が息づくフォションの美味は、日本でもおなじ

みです。

世界の食通を魅了し続ける

紅茶と美食の伝統ブランド

風格ある黒い纏いの紅茶缶。ルイ14世の治世に興隆し、

1854年パリのマレにて創業したフランス流紅茶専門店。マ

リアージュ家が確立した典雅な味わいは、東洋の妙なるお

茶に魅せられた創業者の情熱が注ぎ込まれる逸品。

世界的に知られる唯一のメゾン ド テ。

伝統のフランス流紅茶芸術老舗

マリアージュ フレール

01 02

フルーツと花の香りの異国情緒あふれる「マルコ ポーロ」と、ベルガモットが香る「アールグレイ インペリアル」。 不動の人気を誇るフォションのストロベリーと、マンダリンオレンジ、ブルーベリーのジャムをセットにしました。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 D16D15



BE8-H0201

〈泉州タオル〉

申込番号

1. 臭いにくいふわふわ吸水タオルセット

◦セット内容／フェイスタオル（約29×80cm）×4枚、ハンガーに
掛けられるバスタオル（約34×120cm）×2枚◦主材／綿100％
◦抗菌防臭加工◦日本製

モカ

BE8-H0202 モスピンク

BE8-H0203 ライトグレー

BE8-H0204 スカイブルー

HOT
ITEM

臭
い
に
く
い
ふ
わ
ふ
わ
吸
水
タ
オ
ル
セ
ッ
ト

H
O

T
 IT

EM
 

多くの皆様に愛され、支持される品には、

それだけの理由があります。

機能やデザイン、使い勝手と、細部にまでこだわった

とっておきのホットなアイテムを揃えました。

迷 っ た とき は コレ！

Everyone Loves This!10Good

抗菌防臭加工

安心の MADE IN JAPAN
吸水性の高い「泉州タオル」。
日本 3 大タオル名産地の一つである泉州タ
オル。吸い取りたい水分を「素早く、たくさん
吸う」というタオル本来の機能向上をめざし、
厳しい吸水基準をクリアするまで何度も作り
直すという徹底した品質管理により、丹念に
作り上げられた綿 100%の国産タオルです。
泉州タオルの合格基準クリア
※「沈降法1秒以内」・・1秒以内に水を吸って沈むという基準

同色セットだから自宅タオルに統一感が出る。

優しい肌触りが
嬉しいタオル

1Good

抗菌防臭加工を施した、
後晒製法で作っています。

吸水性にすぐれ、肌ざわりの良い泉州タオルに

抗菌防臭加工を施しました。

シンプルなデザインで、デイリーユーズにぴったり。

抗菌防臭加工付き。
生乾きでも臭いにくい。

乾かしやすい
バスタオルサイズ。
横幅はハンガーサイズ、長さは一般的
なバスタオルと同じなので、干すスペー
スを気にせず毎日洗えます。また、洗濯
ボリュームが減り、乾燥機でも生乾きに
なりにくいのも嬉しい。

ココが人気のポイント
スカイブルー

ライトグレー
モスピンク

モスピンク

モカ

ライトグレー

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 H2H1

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK



BE8-H0301

〈プリマポポ〉

申込番号
1. チョッパー付ハンディブレンダー

◦径約6.5、高さ約36cm◦主材／ABS樹脂、AS樹
脂、ステンレススチール◦家庭用電源使用（AC100V-
150W）◦有効コード長さ／約1.2m◦付属品／ブレン
ドカップ、チョッパー容器、泡立て◦取扱説明書・保証書
付き◦中国製
※連続使用時間1分以内

BE8-H0401

〈ドリテック〉

申込番号

2. 体重体組成計「ピエトラプラス」

◦約28×24.5×2.8cm◦主材／ABS樹脂、脚部：シリ
コーン◦単四乾電池3個使用（付属）◦取扱説明書・保
証書付き◦中国製
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合がご
ざいます。

ホワイト

BE8-H0402 ピンク

ココが人気のポイント

ココが人気のポイント

使いやすいスリムタイプ。
片手で持ってスイッチを押すだけの簡単操作。
スリム設計だから置き場所にも困りません。

つぶす、ねる、まぜるの一台三役。
健康的な食事作りに最適。

ブレンダー、チョッパー、泡立て、専用カップのセット。

お料理の下ごしらえに活躍してくれます。

丸みのあるデザインが人気。
体重だけではなく体組成も測定。

軽量なので、部屋間の持ち運びもラクラク。

体重・体脂肪率・体水分率・筋肉量・基礎代謝量・推定骨量

・内臓脂肪レベルの7項目が測定できます。 体
重
体
組
成
計
「
ピ
エ
ト
ラ
プ
ラ
ス
」
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下ごしらえは
おまかせ

2Good

家族の
健康管理に

3Good

角が丸く安全で、
軽量なため使いやすい！
約 628gと軽量なので、部屋間の持ち運び
もラクです。

ユーザーを自動認識して、
素早くカンタンに測定！
ユーザー登録できるので、測定がカンタンに
できて便利です。

ホワイト ピンク

ホワイト

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 H4H3

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK



BE8-H0501

〈ドリテック〉

申込番号

1. 電気ケトル １．２Ｌ

◦約23.5×15.9×19.8cm◦主材／ポリプロピレ
ン◦満水容量／1.2L◦家庭用電源使用（AC100V-
900W）◦有効コード長さ／約1.2m◦取扱説明書・保
証書付き◦中国製
※ケトル本体底部や給電スタンドを水に浸さないで下
さい。

ホワイト

BE8-H0502 ブラック BE8-H0601

〈ヤマゼン〉

申込番号
2. たこ焼き器

◦約36.5×24.5×7.2cm◦主材／ポリプロピレン 
◦家庭用電源使用（AC100V-800W）◦有効コード長
さ／約1.4m◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

必要な時に必要な分だけ、
スイッチ一つで沸かせます。

ホコリが侵入しにくい注ぎ口カバー。

ワンタッチで簡単にふたが開きます。

スイッチONの簡単操作。
切り離しやすい串ガイド付き。

焼き穴からあふれたタネでたこ焼き同士がくっついても、

竹串などで切り離しやすいように溝が付いています。

一度に24個焼くことができます。
た
こ
焼
き
器

H
O

t
 It

em
 

電
気
ケ
ト
ル
1.2
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H
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朝の食卓に
温かいコーヒーを

4Good

ココが人気のポイント

簡単操作！
スイッチ一つでお湯が沸きます。
電源 ONでスイッチ内のランプが
点灯します。

目盛りが見やすい。
大きな水量窓と目盛りで、水量や
沸き具合がひと目でわかります。

ホワイト

ホワイト

ブラック

ホームパーティで
大活躍

5Good

ココが人気のポイント

簡単着脱式プレート。
プレートは取り外して丸洗いができるので、
お手入れも簡単です。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 H6H5

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK



BE8-H0701

〈カンサイセレクション〉

申込番号
1. メンズベルト

◦全長約112.5、幅約3cm◦主材／牛床革（スプリット
レザー）、合成皮革◦日本製

BE8-H0801

〈濃州孫六作〉

申込番号
2. 料理包丁2点セット

◦セット内容／三徳包丁（全長約29、刃渡り約17cm）、
ペティナイフ（全長約23.5、刃渡り約12cm）◦主材／
刃部：モリブデンステンレス刃物鋼、柄部：ポリプロピレ
ン◦取扱説明書・保証書付き◦日本製

ココが人気のポイント

最大ウエスト
約101.5cmまで対応可。
ウエストサイズに合わせて、切断に
よるサイズ調整が可能です。

オンにもオフにも使える。
ビジネスからカジュアルまで、
幅広いシーンで活躍します。

ココが人気のポイント

刃物の町
「岐阜県関市」の包丁。
日本でも有数の刃物の町として有名な
岐阜県関市で製造された包丁です。
職人により一本ずつ冴えた切れ味に仕
上げてあります。

握りやすい太めのハンドル。
握りやすさ、使いやすさを追求した太めの
波型ハンドルの包丁です。樹脂ハンドルの
ため、水に強く、汚れにくいです。

7Good

大人の装いに重宝する
シンプルなデザイン。

コーディネートを選ばない、シンプルなデザインの

黒のレザーベルト。

カジュアルから
ビジネスまで

6Good

S E L E C T I O N
メ
ン
ズ
ベ
ル
ト

H
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料
理
包
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2
点
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ト
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手になじむ
衛生的な包丁

手にしっくりとなじみ、
切りやすい形状に。

握りやすさ、使いやすさを追求し、

ハンドルを波型にして、水に強く、

お手入れしやすい樹脂製にしました。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 H8H7

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK



BE8-H0901

〈プロンジュ〉

申込番号
1. ステンレス2段水切りかご

◦約48×28×40cm（本体のみ：幅約40cm）◦主材／
本体・トレー・まな板立て：ステンレススチール、ポケット：
ポリプロピレン◦中国製

BE8-H1001

〈たいめいけん〉

申込番号
2. フライパン＆ディープパン

◦セット内容／フタ付ディープパン22cm（約22.2×
40.5×15cm）、フライパン24cm（約24.4×43.5×
10cm）◦主材／本体：アルミニウム合金（内面：フッ素
樹脂加工）、底部：ステンレススチール、ツマミ・ハンドル：
フェノール樹脂、蓋：強化ガラス◦200Vの電磁調理器
を含む全ての熱源に対応◦中国製

BE8-H1002申込番号
3. 極厚揚げ鍋24cm（アミ・温度計付）

◦セット内容／揚げ鍋（約29.5×25×11cm）、アミ（約
25.5×8cm）、温度計◦主材／スチール（透明シリコー
ン塗装）◦満水容量／2.6L（適正油量／1.2L）◦200V
の電磁調理器を含むすべての熱源に対応◦日本製（温
度計のみ中国製）
※揚げ物・天ぷら専用鍋

たっぷり水切りできる
2段式のバスケット。

まな板立てやお箸、スプーンなどの小物も立てられる

ポケット付き。収納力バツグンの水切りカゴです。

ストーンマーブル模様の
フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。

使いやすいアップハンドルでお料理の腕もアップ！ 

「たいめいけん」ミニレシピ付き。

油温が下がりにくい
3.2mm厚鉄製揚げ鍋。

温度計と油切りアミ付きで便利です。

小ぶりなサイズで使いやすい。

フ
ラ
イ
パ
ン
＆
デ
ィ
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プ
パ
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こびりつきにくく
お手入れラクラク

9Good

カラッと揚がる
鉄製鍋

10Good

少ないスペースを
有効活用

8Good

ココが人気のポイント

全ての熱源に対応！
直火はもちろん、200V の電磁調理器を含む全ての熱源に
対応しています。

ココが人気のポイント

便利な揚げアミ付き。
サッと油切りができる揚げアミ付き。
揚げたものをちょっと置くのに便利です。

ココが人気のポイント

上段にも水受け専用トレイ付き。
下段だけでなく、上段にも水受け専用トレイが付いているので、
下段の食器を濡らさず衛生的です。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 H10H9

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK

https://ohikikae.net/

交換は
WEBへ！
お引き換え 検 索

CHECK



Atsumi Onsen
YAMAGATA

BE8-E0201申込番号
1. たちばなや 2名様 日帰り入浴プラン

◦日帰り入浴2名様◦ドリンク・おつまみ付◦チケット
有効期限：約5ヵ月◦除外日：ゴールデンウィーク、お盆、
年末年始◦フェイスタオル・バスタオル付◦泉質：ナト
リウム・カルシウム・塩化物・硫酸塩泉◦入浴：12：00～
15:00◦休憩：12：00～15：00（ロビー）◦山形県鶴岡
市湯温海丁3◦交通：電車／JR羽越本線あつみ温泉駅
より車約5分、車／日本海東北自動車道あつみ温泉IC
より約5分◦送迎：なし

巡る
m e g u r u

忙
し
い
毎
日
を

少
し
だ
け
忘
れ
て
、ゆ
っ
た
り
と
。

至
福
の
旅
や
、

美
し
さ
を
磨
く
特
別
な
体
験
で

新
し
い
あ
な
た
と

出
逢
っ
て
く
だ
さ
い
。

Hot Spring & Day Trip / Restaurant / Esthetic / Amusement

2名様／日帰り入浴プラン

たちばなや

山・川・海の恵みあふれる山形県・あつみ温泉は、開湯約1,000年の

歴史ある温泉地。

緑と人のやさしさに包まれる癒しの湯宿｢たちばなや｣は360年前より

火を灯し、情緒溢れる日本庭園は、錦鯉と季節の花々に彩られ、日本

の四季を楽しませてくれます。

湯けむりと里山の心地よい風に包まれる自慢の露天風呂は、殿方用

が石造り、ご婦人用は檜造りとなっており、どちらも野趣あふれる空間

です。内湯の大浴場は、天井が高く開放的な造り。絶えず注ぐまろや

かなお湯が身体をやさしく包み込みます。

山形・あつみ温泉

情
緒
豊
か
な
大
浴
場
と

心
安
ら
ぐ
日
本
の
風
情

Experience
Hot Spring & Day Trip

タオル付ドリンク付

JTB

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286  J T Bお申込みの前に

E2E1



Kamisuwa Onsen
NAGANO

Arima Onsen
HYOGO

BE8-E0401申込番号

2. メープル有馬 2名様 
日帰り入浴プラン

◦日帰り入浴2名様◦デザート・ソフトドリンク・お土産
付◦チケット有効期限：約5ヵ月◦除外日：ゴールデン
ウィーク、お盆、年末年始◦フェイスタオル・バスタオ
ル付◦泉質：放射能泉◦入浴：13：00～15：00◦休憩：
11：30～15：00（ロビー）◦兵庫県神戸市北区有馬町
406-3◦交通：電車／神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩約
10分、車／中国自動車道西宮北ICより約15分◦送迎：
有馬温泉駅・バス停より

BE8-E0301申込番号

1. ホテル紅や 2名様
日帰り入浴プラン

◦日帰り入浴2名様◦チケット有効期限：約5ヵ月◦除
外日：花火大会等イベント開催時◦泉質：単純硫黄温泉
◦入浴：10：00～20：00◦休憩：10：00～20：00（別館ロ
ビー）◦長野県諏訪市湖岸通り2-7-21◦交通：電車／
JR上諏訪駅より徒歩約10分、車／中央自動車道諏訪
ICより約15分◦送迎：なし

2名様／日帰り入浴プラン 2名様／日帰り入浴プラン

ホテル紅や メープル有馬
長野・上諏訪温泉 兵庫・有馬温泉

Experience
Hot Spring & Day Trip

美
景
と
情
緒
を

愉
し
め
る
温
泉

有
馬
温
泉
の

銀
泉
で
の
ん
び
り

「メープル有馬」は、有馬温泉の山間に位置しており、別邸感覚でご

利用いただけるホテルです。

敷地内にある自家源泉から湧き出す良質なラジウム銀泉を用いた大

浴場「豐壽の湯」は、寝湯・泡沫浴・圧注浴・全身浴・滝（うたせ）湯・歩

行浴という趣の異なる6つの湯で、ゆったりとした安らぎへと導いてくれ

ます。

また自慢の遠赤外線低温サウナは、ゆっくりと身体の芯から温まり、リ

フレッシュにぴったり。

透明でやわらかく、くせもなく、身体にやさしい上質のお湯で、古くから

多くの人に愛され親しまれている上諏訪温泉に位置する「ホテル紅

や」。自然豊かな諏訪湖の四季の情景から北アルプスまでが一望で

き、その美しい眺望が自慢のレイクリゾートホテルです。

諏訪湖の湖面を渡ってくる風が流れる空洞の中、やわらかなお湯に

包まれる露天風呂や、源泉温度の高い上諏訪温泉の熱で温められ

る岩盤浴など、多彩な温浴施設をお楽しみ下さい。

ドリンク付デザート付 お土産付 タオル付

JTBJ T B

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286  J T Bお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286J T Bお申込みの前に

E4E3



Himi Onsen
TOYAMA

BE8-E0501申込番号

1. 氷見温泉郷くつろぎの宿 うみあかり
2名様 日帰り入浴&昼食付プラン

◦日帰り入浴2名様◦昼食付（和定食）◦チケット有効
期限：約5ヵ月◦除外日：ゴールデンウィーク、お盆、年
末年始◦フェイスタオル付◦泉質：ナトリウム塩化物泉 
◦入浴：11：30～15：00◦昼食：11：30～13：00（LO）
◦休憩：11：00～15：00（ロビー）◦富山県氷見市宇波
10-1◦交通：電車／JR氷見線氷見駅より車約15分、車
／能越自動車道灘浦ICより約5分◦送迎：なし

Katayamazu Onsen
ISHIKAWA

BE8-E0601申込番号

2. 癒しのリゾート・加賀の幸
ホテルアローレ 2名様 日帰り入浴プラン

◦日帰り入浴2名様◦チケット有効期限：約5ヵ月◦除
外日：ゴールデンウィーク、お盆、年末年始◦泉質：塩化
物泉◦入浴：9：00～21：00◦休憩：9：00～21：00（ロ
ビー）◦石川県加賀市柴山町と5-1◦JR加賀温泉駅よ
り車約15分、車／北陸自動車道片山津ICより約5分 
◦送迎：加賀温泉駅より

2名様／日帰り入浴&昼食付プラン 2名様／日帰り入浴プラン

氷見温泉郷くつろぎの宿 うみあかり 癒しのリゾート・加賀の幸 ホテルアローレ
富山・氷見温泉 石川・片山津温泉

Experience
Hot Spring & Day Trip

天
然
温
泉
か
け
流
し
の

美
人
の
湯

雄大な立山と日本海に抱かれ、絶景を望みながら、源泉100％かけ流

しの天然温泉が楽しめる「うみあかり」。富山湾の海越しに3000ｍ級

の立山連峰を望める開放感あふれるロケーションは贅沢のひとことに

つきます。

また、別館「潮の香亭」の天然岩風呂は源泉100％のかけ流し。

潮の香を感じながら、ゆっくりのんびりお楽しみください。

J T B J T B

ア
ク
ア
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を

体
感

霊峰白山を望み、柴山潟を一望する高台に建つ「ホテルアローレ」。

季節の花が可憐に咲きそろう1万坪の庭園や池のほとりに佇むチャペ

ルなど、ヨーロピアンでクラシカルな雰囲気が漂うスパ・リゾートホテル

です。

湯量と個性豊かな泉質に恵まれ、1300年の伝統があるとされる北陸

の「加賀温泉郷」に位置しています。

昼食付 フェイスタオル付

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286  J T Bお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286J T Bお申込みの前に

E6E5



Gero Onsen
GIFU

Amagase Onsen
OITA

BE8-E0701申込番号

1. 下呂温泉 山形屋 2名様 
日帰り入浴プラン

◦日帰り入浴2名様（貸切露天風呂1回）◦コーヒー券
付◦チケット有効期限：約5ヵ月◦除外日：ゴールデン
ウィーク、お盆、年末年始◦フェイスタオル・バスタオ
ル付◦泉質：アルカリ性単純泉◦入浴：11：30～14：30 
◦休憩：11：30～14：30（ロビー）◦岐阜県下呂市湯之島
260-1◦交通：電車／JR高山本線下呂駅より車約5分、
車／中央自動車道中津川ICより約55分◦送迎：なし

BE8-E0801申込番号

2. 瀬音・湯音の宿 浮羽 2名様 
日帰り入浴プラン

◦日帰り入浴2名様◦お土産付◦チケット有効期限：約
5ヵ月◦除外日：ゴールデンウィーク、お盆、年末年始 
◦泉質：炭酸水素塩泉◦入浴：11：30～16：00◦休憩：
11：30～16：00（ロビー）◦大分県日田市天瀬町赤岩
3-5◦交通：電車／JR久大本線天ヶ瀬駅より車約3分、
車／大分自動車道天瀬高塚ICより約15分◦送迎：天ヶ
瀬駅より

Experience
Hot Spring & Day Trip

2名様／日帰り入浴プラン

下呂温泉 山形屋
岐阜・下呂温泉

広
々
と
し
た
大
浴
場
と

美
し
い
景
観

2名様／日帰り入浴プラン

瀬音・湯音の宿 浮羽
大分・天ヶ瀬温泉

豊
富
な
湯
量
と

緑
の
癒
し
の
宿

湯治場として広く知られた下呂温泉。10世紀に温泉が湧出したのが

始まりとされ、江戸期の儒学者・林羅山により有馬・草津と並ぶ「日本三

名泉」のひとつに数えられています。

「山形屋」は江戸時代・天保年間に創業した老舗旅館。

広 と々した大浴場と、竹やもみじの緑陰が気持ちよく、その向こうから

は飛騨川のせせらぎが聞こえてくる露天風呂で、体と心をゆっくりと癒

やしてください。

タオル付ドリンク付

歴史ある大分県・天瀬町に静かに佇む、和をコンセプトとした「瀬音・

湯音の宿 浮羽」。館内には静かに音楽が流れ、落ち着いた雰囲気

の中でやすらぎの時をお過ごしいただけます。敷地内には暖房用の 

泉源を有し、お湯は常に湯船からあ

ふれる掛け流しの温泉で、湯煙がた

なびいております。湯量豊富な大浴

場、庭園風呂と呼ばれる緑に囲まれ

た露天風呂、昔懐かしい五右衛門

風呂がお楽しみいただけます。

お土産付

JTB J T B

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286  J T Bお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286J T Bお申込みの前に

E8E7



Kada Awashima Onsen
WAKAYAMA

Sansuien Onsen
KOCHI

BE8-E0901申込番号

1. 加太淡嶋温泉 大阪屋ひいなの湯 
2名様 日帰り入浴&昼食付プラン

◦日帰り入浴2名様◦昼食付（和定食）◦チケット有効
期限：5ヵ月◦除外日：ゴールデンウィーク、お盆、年末
年始◦フェイスタオル付◦泉質：炭酸水素塩泉◦入浴：
11：00～14：30◦昼食：11：00～13：00（LO）◦休憩：
11：00～14：30（ロビー）◦和歌山県和歌山市加太142
◦交通：電車／南海電鉄加太駅より車約5分、車／阪和
自動車道泉南ICより約50分◦送迎：加太駅より

BE8-E1001申込番号

2. 高知城下の天然温泉 三翠園 2名様
日帰り入浴&昼食付プラン

◦日帰り入浴2名様◦昼食付（和食膳）◦チケット有効
期限：約5ヵ月◦除外日：ゴールデンウィーク、お盆、年末
年始◦フェイスタオル・バスタオル付◦泉質：塩化物泉
◦入浴：11：30～15：00◦昼食：11：30～15：00◦休憩：
11：30～15：00（ロビーまたは個室会場）◦高知県高知
市鷹匠町1-3-35◦交通：電車／JR土讃線高知駅より車
約10分、車／高知自動車道高知ICより約15分◦送迎：
なし

土
佐
藩
主
山
内
家
跡
に
湧
く

温
泉
の
宿

2名様／日帰り入浴&昼食付プラン 2名様／日帰り入浴&昼食付プラン

大阪屋ひいなの湯 高知城下の天然温泉 三翠園
和歌山・加太淡嶋温泉 高知・三翠園温泉

海
と
風
と
温
泉
と

加
太
の
自
然
を
五
感
で
た
の
し
む

Experience
Hot Spring & Day Trip

和歌山県の最西端に位置し、万葉の歌人が“潟見の浦”と詠い上げた

風光明媚な加太湾にある「大阪屋ひいなの湯」は目の前が海。ロビー

にはお香のかおり、館内にはこの地に伝わる神事「ひな流し」にちなん

だひな人形が飾られるなど、粋な演出が随所に。大浴場や露天風呂か

らも雄大な海が広がり、穏やかな紀淡海峡と沖の友ケ島が織りなす海

景色を眺めながらの湯浴みは、ま

さに極上の癒しです。大阪からの

アクセスもよく、料理人の心づくしの

昼食が付いた、日帰りの小旅行に

ぴったりのプランです。

大政奉還を翌年に控えた慶応３年。三翠園の庭園で、薩摩藩島津家

の使者・西郷隆盛を迎えたのは土佐藩主・山内容堂公でした。この由

緒ある地に天然温泉が湧出したのは平成になってから。高知初の良

質天然温泉です。湯殿の銘となっている水哉閣（すいさいかく）は、大

正天皇が皇太子であられた頃にご宿泊のおり、東郷平八郎大将に命

じて墨書させたものです。

タオル付昼食付

JTB J T B

昼食付 フェイスタオル付

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286  J T Bお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286J T Bお申込みの前に

E10E9



Hakone Onsen
KANAGAWA Yugawara Onsen

KANAGAWA

BE8-E1101申込番号

1. 湯本富士屋ホテル 2名様 
日帰り入浴プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦喫茶券付◦チケッ
ト有効期限：約5ヵ月◦フェイスタオル・バスタオル付 
◦泉質：アルカリ性単純泉◦利用時間：12：00～15：00
◦休憩場所：大広間◦除外日：年末年始、ゴールデン
ウィーク、お盆期間◦住所：神奈川県足柄下郡箱根町湯
本256-1◦交通：電車／小田急箱根湯本駅より徒歩約
3分、車／小田原厚木道路箱根口ICより約5分◦送迎：
なし

BE8-E1201申込番号
2. 大滝ホテル 2名様 日帰り入浴プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦喫茶券・お土産付 
◦チケット有効期限：5ヵ月◦フェイスタオル・バスタ
オル付◦泉質：ナトリウム・カルシウム塩化物硫酸塩泉 
◦利用時間：15：00～18：00（最終入館17：00）◦休憩
場所：ロビー◦除外日：土曜日、年末年始、ゴールデン
ウィーク、お盆期間、2018年10月11・24日、11月20・
23日、その他連休◦住所：神奈川県足柄下郡湯河原町
宮上750-1◦交通：電車／JR湯河原駅よりバス約15
分、車／東名高速厚木ICより約15分◦送迎：なし

2名様／日帰り入浴プラン 2名様／日帰り入浴プラン

湯本富士屋ホテル 大滝ホテル

箱根の玄関口、箱根湯本駅近くに建つ快適で機能的なリゾート空間

「湯本富士屋ホテル」。

湯本温泉は戦国武将の雄・北条早雲にとくに好まれ、日本を代表する

温泉地として親しまれてきました。温泉湯処「早雲」には、目に鮮やかな

緑を愛でながら湯にひたれる野趣に富む露天風呂をはじめ、開放感の

ある大浴場や低温サウナなど多彩な湯遊空間が広がっています。

箱根十七湯の中でも最古の温泉として知られる箱根湯本温泉で、大

自然のなかゆったりとくつろげます。

神奈川・箱根湯本 神奈川・湯河原温泉

大
自
然
に
囲
ま
れ
た

箱
根
の
名
湯
温
泉

Experience
Hot Spring & Day Trip

ホ
テ
ル
の
敷
地
内
に

湯
河
原
の
温
泉
が
湧
く

相模湾に面し、一年を通じて温暖で風光明媚な地・湯河原は、かの

万葉集にも詠まれ、古くから万病に効くと評判の良質な温泉が湧く場

所として知られています。「大滝ホテル」は、そんな湯河原温泉の名勝

「不動滝」に隣接する温泉宿です。

露天風呂の他、湯河原では唯一の水着でお入りいただける男女混

浴の野天風呂や、足湯を完備。

春は新緑、秋は紅葉と周囲の山々の季節のうつろいをお楽しみいた

だけます。

お土産付ドリンク付 タオル付タオル付ドリンク付

リロクラブ
リロクラブ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355  リロクラブお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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Fushio Onsen
OSAKA

Hiraizumi Onsen
IWATE

BE8-E1301申込番号

1. 不死王閣 2名様 
日帰り入浴＆昼食付プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦昼食付（日替わり弁
当）◦チケット有効期限：約5ヵ月◦フェイスタオル・バス
タオル付◦泉質：ラジウム泉◦利用時間：11：00～21：
00◦休憩場所：ロビー◦昼食：11：30～13：30◦除外
日：年末年始、ゴールデンウィーク、お盆期間◦住所：大
阪府池田市伏尾町128-1◦交通：電車／阪急電鉄池
田駅よりバス約15分、車／阪神高速木部ICより約5分 
◦送迎：あり（10：40と11：40、要予約）

BE8-E1401申込番号

2. 奥州平泉温泉 そば庵しづか亭
2名様 日帰り入浴&昼食付プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦昼食付（松花堂弁
当）◦チケット有効期限：5ヵ月◦フェイスタオル付 
◦泉質：炭酸水素イオン温泉◦利用時間：10：30～ 
15：00◦休憩場所：ロビー◦昼食：11：30～13：00（LO）
◦除外日：年末年始、ゴールデンウィーク、お盆期間 
◦定休日：毎週水・木曜日（12月1日～3月31日）、毎週
木曜日（4月1日～11月30日）◦住所：岩手県西磐井郡
平泉町平泉長倉10-5◦交通：電車／JR平泉駅より車約
10分、車／東北自動車道平泉前沢ICより約20分◦送
迎：なし

2名様／日帰り入浴＆昼食付プラン 2名様／日帰り入浴＆昼食付プラン

不死王閣 奥州平泉温泉 そば庵しづか亭

伏尾温泉は大阪市内や神戸・奈良からも近く、都市近郊ながら閑静

な趣ある温泉地に位置する「不死王閣」。約2万坪もある広大な敷地

では、春は桜、夏は深緑、秋は紅葉、冬は寒椿などのさまざまな情景

が楽しめます。

北摂山系の麓、緑豊かな山あいに湧く、豊富な湯量に恵まれた天然

ラジウム温泉は、なめらかな肌触りが特徴。露天風呂や寝湯など、庭

園に配した様々な湯船でゆっくりとご堪能ください。

大阪・伏尾温泉 岩手・平泉温泉

大
阪
市
内
か
ら
車
で

約
30
分
の
温
泉
旅
館

Experience
Hot Spring & Day Trip

世
界
遺
産
、

平
泉
に
佇
む
隠
れ
宿

タオル付昼食付

世界遺産に登録された平泉の温泉旅館。中尊寺から約5km、昔懐

かしい景色の中に佇む、静かな山の中の隠れ宿「しづか亭」。

平泉の地底から湧き出る源泉100％の掛け流しのお風呂は、肌にさら

りと柔らかい炭酸イオンやラドンを多く含む美肌の湯。日常の喧騒を

忘れ、体の芯から疲れを癒してくれます。

昼食には、栗駒の「山根寄路寿耕望」の石臼で挽いたそば粉と山か

らの湧き水を使って、職人が心をこめて打った、薫り高く、こしのある自

慢の手打ちそばがお楽しみいただけます。

リロクラブ リロクラブ

昼食付 フェイスタオル付

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355  リロクラブお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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BE8-E1501申込番号

1. 華やぎの章 慶山 2名様 
日帰り入浴プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦コーヒー券・お土産
付◦チケット有効期限：約5ヵ月◦泉質：アルカリ単純温
泉◦利用時間：11：00～17：00◦休憩場所：パブリック
スペース◦除外日：なし◦住所：山梨県笛吹市石和町市
部822◦交通：電車／JR石和温泉駅より徒歩約5分、車
／中央自動車道一宮御坂ICより約5分◦送迎：あり（要
事前連絡）

Yakushi Onsen
GUNMA

BE8-E1601申込番号

2. かやぶきの郷 薬師温泉旅籠
2名様 日帰り入浴プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦そば打ち体験 
（10：30～のみ）◦チケット有効期限：約5ヵ月◦泉質：
ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉◦利用時間：

「郷の湯」10：00～16：00、「滝見乃露天風呂」11：00～ 
14：00◦休憩場所：茅葺の古民家「木村家」◦除外日：月
～金（土日祝日のみの営業となります）◦住所：群馬県
吾妻郡東吾妻町本宿3330-20◦交通：電車／JR吾妻
線中之条駅よりバス約60分、車／関越自動車道渋川伊
香保ICより約60分◦送迎：なし

2名様／日帰り入浴プラン 2名様／日帰り入浴プラン

華やぎの章 慶山 かやぶきの郷 薬師温泉旅籠
山梨・石和温泉 群馬・薬師温泉

Experience
Hot Spring & Day Trip

自
家
源
泉
か
け
流
し
の

美
肌
の
湯

Isawa Onsen
YAMANASHI

石和温泉駅から徒歩で行ける好立地にあり、規模も施設も充実して

おり、湯量豊富な自家源泉かけ流しの温泉が自慢。大浴場や露天風

呂のほか、ドライサウナとミストサウナを備えています。

湯は柔らかな感触で肌がツルツルになる美肌の湯として知られてい

ます。

お土産付ドリンク付

リロクラブ リロクラブ

歴
史
あ
る
秘
湯
と

心
や
す
ら
ぐ
郷

かやぶきの郷「薬師温泉旅籠」は、上州吾妻にある浅間隠山の山懐

に抱かれた静かな一軒宿。7000坪の広大な敷地には全国から移築

した由緒あるかやぶき家屋が7棟あり、その中に4518点もの懐かし

い古民具が展示されており、古き良き日本を彷彿とさせる湯宿です。

二百余年前より自噴する源泉を所有し、目の前に流れる温川の滝を

見ながら入れる絶景露天風呂

「滝見乃湯」や、天然の薬草を

利用した「郷の湯」など多くの湯

屋があり、湯めぐりがお楽しみい

ただけます。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355  リロクラブお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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BE8-E1702申込番号

2. 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ
2名様 日帰り入浴＆昼食付プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦昼食付（ランチメ
ニューより選択）◦チケット有効期限：約5ヵ月◦泉質：ナ
トリウム、カルシウム一塩化物泉◦利用時間：12：00～
22：00◦昼食：12：00～14：00◦除外日：なし◦住所：福
島県いわき市泉町下川字大畑17◦交通：電車／JR泉駅
より車約15分、車／常磐自動車道いわき勿来IC・いわ
き湯本ICより約20分◦送迎：無料シャトルバスあり

BE8-E1801申込番号

3. ハイアット リージェンシー 福岡 
ル・カフェ ランチブッフェ 2名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦利用時間：
11：30～15：00（LO14：30）◦除外日：年末年始、ゴー
ルデンウィーク、お盆期間、クリスマス期間（要問い合
わせ）◦住所：福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1 
◦交通：電車／JR・地下鉄博多駅、地下鉄東比恵駅より
徒歩約7分、車／都市高速博多駅東・半道橋IC

BE8-E1802申込番号

4. ホテル雅叙園東京「カナデテラス」
ランチブッフェ １名様

◦予約必要◦百段階段企画展入場券◦チケット有効期
限：5ヵ月◦利用時間：平日11：00～15：00（LO14：30）
土日祝11：00～16：30（LO16：00）◦除外日：年末年
始、ゴールデンウィーク、お盆期間、クリスマス期間、特
別催事期間※貸切・イベント等でご利用いただけない
場合がございます。※季節・仕入れ状況によりメニュー
内容は変更になる場合がございます。※百段階段企画
展実施期間のみご利用可能となります。◦住所：東京都
目黒区下目黒1-8-1◦交通：JR目黒駅より徒歩約3分

BE8-E1701申込番号

1. 湯けむりまごころの宿 一心館 
２名様 日帰り入浴＆昼食付プラン

◦予約必要◦日帰り入浴2名様◦昼食付（松花堂弁当）
◦チケット有効期限：約5ヵ月◦フェイスタオル・バスタ
オル付◦泉質：アルカリ性単純泉◦利用時間：13：00～
21：00（最終受付20:00）◦休憩場所：クアハウスラウン
ジ◦昼食：11：00～14：30◦除外日：不定休◦住所：栃木
県日光市鬼怒川温泉滝542-3◦交通：電車／東武鉄道
鬼怒川温泉駅より車約5分、車／日光宇都宮道今市IC
より約25分◦送迎：なし

彩り豊かなブッフェメニューが揃う
オールデイダイニング
文化財「百段階段」や昭和初期の絵画・美術工
芸品など、他にはない日本文化を感じられるホテル
です。洋食でありながら日本料理に見る“ひと手間”
を加えた調理法により引き立つ素材の“旨み”をご
堪能ください。

ホテル雅叙園東京（旧 目黒雅叙園）
New American Grill

「KANADE TERRACE」
1名様／ランチブッフェ

湯けむりまごころの宿 

一心館 
2名様／日帰り入浴＆昼食付プラン

小名浜オーシャンホテル＆
ゴルフクラブ 
2名様／日帰り入浴＆昼食付プラン

実感する美肌効果！
若返りの湯
鬼怒川で唯一の100％自家源泉の一心館。色々な
温泉が楽しめ、各浴槽の伝統的な湯治療法に加
え、温泉科学や運動生理学を取り入れた健康促進
施設です。

オーシャンビューの天然温泉で至福のひとときを
雄大な太平洋を眼下に望む、広 と々した大浴場、
石造りのダイナミックな露天風呂はともに天然温泉。
開放的なオーシャンビューで、心身ともにリフレッシュ
できます。露天風呂の女湯には木造の屋根が設置
されていて、天候の心配がなく湯浴みが楽しめま
す。微黄褐色の湯は、ナトリウム、カルシウム塩化物
泉です。

栃木・鬼怒川温泉

福島・いわき照島温泉

各国のアレンジを加えた
「ル・カフェ」人気のブッフェ
世界的な建築家、マイケル・グレイヴスの設計による
「ハイアットリージェンシー福岡」。leCafeならでは
の料理をオープンキッチンからお届けします。

ハイアット
リージェンシー
福岡
2名様／ランチブッフェ

昼食付 タオル付

昼食付

リロクラブ

リロクラブ

リロクラブ

リロクラブ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355  リロクラブお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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内側から美しく
代謝へのアプローチ

アロマの香りに包まれて
心身ともにリッチなひとときを

トータルビューティサロンで、エッセンシャルオイルのトリートメント。
心身を癒し、体のコンディションを整える効果が期待できます。

クオリア銀座／グランドケイラ名古屋 アンプス
1名様／腸セラピー 1名様／オイルトリートメント

BE8-E1901申込番号
1. 腸セラピー　1名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦所要時間：約35分
◦女性専用サロンです【クオリア】◦営業時間：11：00～20：
00（最終入店18：30）◦定休日：12／31、1／1、2月・8月第3
月曜日【グランドケイラ】◦営業時間：平日／11:00～20:00、
土日祝日／10:30～19:30◦定休日：12／30～1／3【クオ
リア】◦住所：東京都中央区銀座2-7-18メルサ銀座2丁目3
階◦交通：東京メトロ各線銀座駅より徒歩約3分、銀座一丁
目駅すぐ、JR有楽町駅より徒歩約7分【グランドケイラ】◦住
所：愛知県名古屋市中区栄3-15-37　エフジー栄ビル6階 
◦交通：電車／地下鉄栄駅より徒歩約4分、矢場町駅より徒歩約
4分

BE8-E2001申込番号
2. アンプス オイルトリートメント 1名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦所要時間：トリートメン
ト約30分＋フットバス約10分◦営業時間：11：00～20：00（平日）、
10：00～19：00（土）、10：00～18：00（日・祝日）◦定休日：火曜日、
第3月曜日◦アンプスヘアー＆スパは女性専用とさせていただい
ております。◦妊娠中の方、病気をお持ちの方などは、施術ができ
ない場合がございます。ご了承ください。◦住所：東京都港区虎ノ
門5-8-8◦交通：JR田町駅より徒歩約5分

腸の働きに着目したアプローチでトリートメントするとともに、
全身のこわばり感のある部分を
ハンドテクニックで流していきます。
アロマオイルを贅沢に使用するため、
リラクゼーション効果や美肌効果ももたらします。

リロクラブ リロクラブ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355  リロクラブお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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結果がわかるスッキリ感！
体の要である骨盤を中心に、気づかないうちに捻れ
歪んでしまった筋肉や関節を調整し、柔らかくほぐして
美しい体に仕上げます。肩こりや腰痛でお悩みの方、
姿勢を綺麗にしたい、代謝を上げてダイエットしたい
方におすすめです。

ナチュラルボディ
1名様／整体コース

BE8-E2101申込番号
1. 整体コース　1名様　

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦所要時間：約45分（骨盤
を中心に、捻れ歪んでしまった筋肉や関節を調整し、肩こりや腰痛
などでお悩みの方におすすめのコース）◦全国12店舗でご利用で
きます（2018年3月現在）◦営業時間、除外日は各店舗により異な
りますので、詳細はホームページにてご確認ください。
◦http://www.natural-body.co.jp/

BE8-E2201申込番号
2. euga ホワイトハンド　1名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦所要時間：
30分◦20歳以上の女性の方を対象とさせていただき
ます。◦フリーダイヤルにて最寄りの店舗をご確認のう
え、お申込みください。【ソシエの問い合わせ先】ソシエ
フリーダイヤル：0120-44-1136　受付時間／10：00
～20：00※ご予約は「ご利用チケット」到着後のご案内
になります。
◦http://www.socie.jp/

BE8-E2202申込番号

3. ラフィネ リフレクソロジー＆
ボディケア 1名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦内容：リフレ
クソロジー（もしくはハンドリフレクソロジー）20分＋
ボディケア30分◦全国約490店舗でご利用できます。
（2018年3月現在）
◦http://www.bodywork.co.jp/

至福のハンドケアで、
艶やかに潤う明るい手肌へ

エステティックサロン ソシエは、美容業界で創業
50年を超える長い歴史と、綿密な教育制度に裏
打ちされた確かな技術で、お客様がエステに求
める、そのすべてにお応えしたいと考えています。

エステティックサロン

ソシエ
１名様／ハンドケア

心と身体を解放させる
贅沢なひととき
足の裏または手のひらのツボを刺激し身体の機
能へとアプローチするリフレクソロジーと、心と身体
のバランスを整えるボディケアでリラックス。

リラクゼーションスペース

ラフィネ
１名様／リフレクソロジーまたは
ハンドリフレクソロジー＆ボディケア

リロクラブ

リロクラブ

リロクラブ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355  リロクラブお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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BE8-E2401申込番号
2. シンフォニー アフタヌーンクルーズ 2名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦ケーキセット（乗船料含
む）2名様◦利用時間／15：00～15：50◦除外日：詳しくはお問い
合わせください。◦住所：東京都港区海岸2-7-104◦交通：ゆりか
もめ日の出駅より徒歩約1分・JR浜松町駅より徒歩約12分

BE8-E2301申込番号
1. コンチェルト 乗船券 2名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦ランチ、ティー、トワイラ
イト、ナイトクルーズより1コースお選びいただけます◦クルーズ
時間／ランチ12：00～14：00、ティー14：30～16：00、トワイライ
ト16：45～18：30、ナイト19：00～21：10※クルーズ時間は時期
により変更になる場合がございます。◦混雑状況によりご利用い
ただけない場合がございます。◦一部設定除外日がございます。
詳細はお問い合わせください。※飲食をご希望の場合は別途費用
が必要となります。（現地払い）◦住所：兵庫県神戸市中央区東川
崎町1-6-1◦交通：電車／JR神戸駅、車／阪神高速京橋IC

生演奏とともに、
心躍るクルージングを

神戸ハーバーランドから出航するクルーズ船「コンチェ
ルト」は、六甲の山並みや明石海峡大橋など大阪湾
を一望する風景をたっぷり堪能できます。

神戸 船の旅 コンチェルト
2名様／乗船券

東京の名所を
優雅な客船で巡る

船の上からレインボーブリッジやお台場など、
東京の名所を見ながらのんびりとクルーズ。客
船ならではの内装の観覧など、船内巡りも楽
しめます。

シンフォニー
2名様／アフタヌーンクルーズ

Experience
Amusement

リロクラブ リロクラブ

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355  リロクラブお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に

E24E23



BE8-E2501申込番号
1. 松島島巡り 遊覧船乗船 2名様

◦遊覧船乗船（お土産付）2名様◦有効期限：約5ヵ月◦除外日：不
定◦営業時間9：00～16：00（11月～3月は15：00まで）◦松島湾
一周コース約50分（グリーン船室）◦宮城県宮城郡松島町松島字
松内85◦交通：電車／JR仙石線松島海岸駅より徒歩約5分、車／
三陸自動車道松島海岸ICより約5分

BE8-E2601申込番号
2. 那須りんどう湖 LAKE VIEW 入園券 2名様

◦入園券2名様（サービス券付）◦有効期限：約5ヵ月◦営業時間：
9：00～17：00（季節により変動します）◦栃木県那須郡那須町大
字高久丙414-2◦交通：電車／東北本線黒磯駅より車約20分、車
／東北自動車道那須インターより約10分

松島湾内の260の島々を
間近に巡る

日本三景のひとつ、宮城県・松島。美しい島々の景色
を遊覧船からお楽しみください。

松島島巡り観光船
2名様／遊覧船乗船プラン

湖、牧場、動物、乗り物が揃った
レジャーランド

約30万㎡の広さを誇る牧場パーク。アルパカ、ジャー
ジー牛などの動物とのふれあいや四季の美しい自
然、手作り体験、湖上を空中滑空する爽快なアトラク
ションなど楽しさ満載！

那須りんどう湖 LAKE VIEW
2名様／入園券

Experience
Amusement

J T BJ T B

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286  J T Bお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286J T Bお申込みの前に
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BE8-E2801申込番号

2. ウエストジャパンアウトドアスクール
パラグライダー体験 1名様

◦パラグライダー2時間入門体験1名様プラン◦チケッ
ト有効期限：約5ヵ月◦利用時間：①9：30～、②13：30～
◦除外日：不定◦住所：兵庫県丹波市市島町上田スカイ
スポーツアイランド市島◦交通：電車／JR福知山線市
島町駅より徒歩約15分、車／舞鶴自動車道春日ICより
約15分◦施設利用料：お1人様1,500円を現地でお支
払いください。

BE8-E2802申込番号

3. スポーツクラブ アクトス
施設利用券 2枚

◦チケット有効期限：約5ヵ月◦全国の店舗でご利用い
ただけます。◦利用できるサービス内容：トレーニング
ジム・エクササイズスタジオ・プール・リラクゼーション
スペース◦施設内容・営業時間・休館日・年齢制限（下
限）は店舗により異なります。事前にホームページまた
は各店舗にてご確認ください。
◦URL：http://www.axtos.com/

BE8-E2701申込番号
1. 入場券　4枚

◦チケット有効期限：約2ヵ月◦営業時間：10：00～22：00（※最終
入場は終了1時間前です。※営業時間が変更になる場合がありま
す。）◦休館日：なし（※特別営業等ご利用いただけない場合がござ
います。）◦住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サ
ンシャイン60ビル・60F◦交通：電車／各線池袋駅より徒歩約8分 
車／首都高速東池袋出口
※VRコンテンツのご利用は別途チケットが必要です。

初心者でも安心
大空をふわり空中散歩
パラグライダー初心者でもインストラクターがつい
ているので安心。専用講習場で自分の力でフライ
トできます。特別な浮遊感を味わいましょう。

そら遊び！

パラグライダー
1名様／パラグライダー体験

ココロとカラダを快適にリフレッシュ
爽やかな汗を流しませんか？全国にネットワークを
拡大中の本格的スポーツ施設です。

スポーツクラブ

アクトス
２枚／施設利用券

東京を、
空からおもしろく

「遊べる」展望台、SKY CIRCUS サンシャイン60展望台。
その目玉はVRデザイス「HTC Vive」を使用した体感型コ
ンテンツ。装着するだけで目の前にバーチャル世界が！
海抜251mの展望台で池袋の眺望と共に、今までにない

“空遊び”を体感してみてください。

SKY CIRCUS サンシャイン６０展望台

4枚／入場券

リロクラブ

リロクラブ

JTB

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-632-286  J T Bお申込みの前にE30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。 　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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BE8-E2901申込番号
1. クレイン 乗馬体験2回コース 1名様

◦予約必要◦チケット有効期限：約5ヵ月◦お一人様で
受講いただく、1日1回の2回コースです。2回目は初回
受講日から1ヵ月以内に受講ください。◦ブーツ・ヘル
メット・ボディプロテクターのレンタル代、AIU一口保険
代が含まれています。◦所要時間：約90分（うち騎乗時
間は約30分となります。）◦身長130cm以上、7～70
歳の方までご利用いただけます。◦全国33ヶ所（2018
年3月現在）

BE8-E2902申込番号

2. くるま屋 人力車ご乗車
下町遊覧プラン 2名様

◦予約必要（3日前迄）◦チケット有効期限：約5ヵ月 
◦所要時間：約15分◦営業時間／9：00～18：00（季節
変動あり）◦定休日：なし◦除外日：ゴールデンウィーク、
お盆期間、年末年始の予定◦雨天時も利用可（台風や
大雪等の悪天候を除く）◦交通／各線浅草駅

健康維持にも癒しにも「乗馬」にチャレンジ
乗馬初心者でも安心。馬への接し方から騎乗し
てゆっくり歩く、少し走るまでを体験できます。新し
いスポーツにチャレンジしたい人におすすめです。

乗馬クラブクレイン
全国33ヶ所
1名様／乗馬体験

浅草のことはプロにお任せ！
浅草観光なら人力車
抜群の乗り心地と、知識豊富な「車夫」の軽快
なトークを是非ご堪能ください。名所での記念
撮影もいたします。素敵な思い出を残してみま
せんか？

くるま屋 人力車
2名様／人力車ご乗車

リロクラブ

リロクラブ

E2からE29ページのご案内

ご利用の流れ
①「お申込みはがき」の到着確認後、約2週間でご利
用希望施設の「目録（ご利用券・チケット）」をお届
けします。
　※お届け日の指定はできかねます。
②「目録（ご利用券・チケット）」に記載されている「施
設」にお電話でご予約ください。ご利用日は、「目録
（ご利用券・チケット）」の有効期限内でお願いいた
します。
　※「目録（ご利用券・チケット）」の有効期限は「お
申込みはがき」の投函日より約5ヵ月となります。
③人数の追加は施設にお問い合わせください。また
追加代金は現地でお支払いください。
④ご利用当日は「目録（ご利用券・チケット）」をご持参
ください。「目録（ご利用券・チケット）」をお持ちいた
だかないと、ご利用いただけませんので、ご注意くだ
さい。

利用日変更、お取消について
●利用日変更、お取消の場合は「施設」へご連絡を
お願いいたします。
●基本的にご利用3日前にあたる日より所定の取消
料が発生しますのでご注意ください。

　取消料が発生する場合、お客様に次の2通りより
選択をしていただきます。
1、取消料の支払いをせず、「目録（ご利用券・チケッ
ト）」の利用権利を放棄する。
2、取消料をお支払いいただき、「目録（ご利用券・
チケット）」の利用権利はそのまま保留する。その
場合、「目録（ご利用券・チケット）」の有効期間
内で再度ご予約のうえ、ご利用いただけます。

ご注意事項
●お申込み後の商品変更・取消はできません。
●施設の混雑状況によりご予約できない場合もご
ざいます。
●ご利用いただく施設の、休憩場所や食事場所指
定などはお受けできません。

●施設の都合により除外日・食事・休憩場所等が
カタログ記載と変更になる場合がございます。
●掲載されているサービスには、消費税、サービス
料が含まれております。入湯税、及び現地までの
交通費や個人的な性質の諸費用は含まれてお
りません。
●お客様の都合により、一部サービスをご利用され
なくても差額分としての払戻しはいたしません。ま
たそれに伴う代わりのサービスをご提供すること
もできません。
●カタログ掲載の写真は一例であり、実際と異なる
場合がございます。

●カタログ掲載の温泉表示は、大浴場、露天風呂
等のすべての浴槽が温泉（鉱泉を含む）とは限り
ません。
●カタログ掲載の温泉（鉱泉を含む）の泉質・効能
に関する表示は温泉法に基づいて掲載されてお
りますが、その掲載内容は湧出口を基準とする
場合と、浴槽内を基準とする場合があります。

●ご利用時間帯により、大浴場、露天風呂、サウナ
など清掃のためお待ちいただいたり、ご利用いた
だけない場合がございます。
●「目録（ご利用券・チケット）」の有効期限がきれ
た場合の、期限の延長や再発行はいたしませ
ん。有効期限がきれるとご利用いただけなくなり
ますのでご注意ください。
●「目録（ご利用券・チケット）」の有効期限間際で
予約が取れない場合でも、有効期限の延長はで
きません。余裕をもって予約されることをおすすめ
します。
●「目録（ご利用券・チケット）」を紛失された場合、
再発行はできません。紛失されるとご利用いただ
けなくなりますのでご注意ください。
●他の特典や割引券と併用してのご利用はできま
せん。
●「目録（ご利用券・チケット）」がお手元に届く前
にご予約やご利用はしていただけません。
●カタログ掲載のプラン内容は予告なく変更、中
止する場合がございます。予めご了承いただきま
すようお願いいたします。
●「目録（ご利用券・チケット）」は換金・譲渡・転売
できません。
●ご利用いただく施設のサービス内容を事前にお
知りになりたい場合は、下記の【お問い合せ】に
ご連絡ください。

【お問い合せ】

リロクラブギフトセンター
電話：０１２０ー924ー355
営業日、営業時間：�月〜金曜日／10：00〜17：00�

土、日、祝日、年末年始／休業

【お問い合せ】

JTBギフトトラベルセンター
住所：�〒541ー0058�大阪市中央区南久宝寺町３丁目１ー８
　　�MPR本町ビル11階
電話：０１２０ー632ー286
営業日、営業時間：�月〜金曜日／10：00〜17：00�

土、日、祝日、年末年始（12/30〜1/3）／休業

※写真はイメージです。
E30ページに記載しております「ご利用の流れ」をお読みの上、お申込みください。�　　　　　お問い合せ先：0120-924-355リロクラブお申込みの前に
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BE8-J0101

〈アルアート〉

申込番号
1. つみきセット

◦セット内容／つみきの木正方形（約15×15×
2.4cm）、つみきS（約4×4.2×8.2cm）、つみきM

（約4×4.2×13cm）◦主材／アルミニウム、木、
ガラス◦付属品／ガラス花器S、ガラス花器M 
◦日本製
※つみきS、Mは花器としてもお使いいただけます。
※手作り品のため、お届けする商品により色・サイ
ズが多少異なります。

BE8-J0201

〈山田平安堂〉

申込番号
2. 梅盆金箔

◦径約21、高さ約2cm◦主材／天然木（ウレタン
塗装）◦日本製

心安らぐ空間づくりに活かせる、

作り手の真摯な心とあたたかさを感じる日本の道具をご用意しました。

美しいニッポンの名品

和　雑　貨

MODERN　JAPANESE

木
の
存
在
感
の
あ
る
温
か
さ
に

ソ
リ
ッ
ド
な
ア
ル
ミ
を
組
み
合
わ
せ
ま
し
た
。

木
材
な
ら
で
は
の
質
感
と
金
属
の
柔
ら
か
な
色
合
い
。

シ
ン
プ
ル
な
中
に
素
材
美
が
際
立
ち
ま
す
。

1シ
ン
プ
ル
な
色
で
愛
で
る

積
み
木
を
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
に

色
と
形
を
遊
ぶ

可
愛
ら
し
い
梅
形
を
し
た
小
盆
で
す
。

運
び
盆
は
も
と
よ
り
、ち
ょ
っ
と
し
た

お
菓
子
や
、オ
ー
ド
ブ
ル
を
盛
り
付
け
て
の

ご
使
用
も
お
す
す
め
で
す
。

2オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に

富
ん
だ
新
し
い
漆
器

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 J2J1



BE8-J0301

〈伝〉

申込番号

1. トールカップ

◦径約8、高さ約10cm◦主材／天然木（ケヤキ
〈漆塗〉）◦日本製
※手作り品のため、お届けする商品により色・サイ
ズが多少異なります。

黒

BE8-J0302 朱

BE8-J0401申込番号
2. じゃぱん　飲みくらべセット

◦セット内容／酒器（約15×7×7.1cm）、ワングリ
（口径約6、高さ約5cm）、ツボミ（口径約5、高さ
約6cm）、ストレート（口径約4.5、高さ約7cm）、
ラッパ（口径約7、高さ約5.5cm）◦主材／磁器 
◦電子レンジ使用可◦日本製

黒

朱

山
中
漆
器
伝
統
の
技
と
こ
だ
わ
り
を

生
か
し
た
国
産
木
製
漆
器
。
手
に
な

じ
む
温
か
さ
を
感
じ
ら
れ
ま
す
。

1伝
統
技
法
か
ら
生
ま
れ
る

趣
と
実
用
性
を

兼
ね
備
え
た
名
品

す
っ
き
り
と
し
た
美
味
し
さ
が
味
わ
え
る
ス
ト
レ
ー
ト
型
、

し
っ
か
り
と
し
た
味
わ
い
が
口
の
中
に
広
が
る

ラ
ッ
パ
型
な
ど
、お
酒
の
種
類
に
よ
っ
て
杯
を
変
え
て

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
ア
イ
テ
ム
で
す
。

2こ
だ
わ
り
派
の
方
に

お
す
す
め
の

『
飲
み
く
ら
べ
セ
ッ
ト
』

J4J3



BE8-J0501

〈中瀬織布〉

申込番号

1. 四重織ガーゼハーフケット

◦約100×140cm◦主材／綿100％（四重織
ガーゼ）◦日本製

パープル

BE8-J0502 ブルー

BE8-W0101

〈印伝〉

申込番号

2. 親子がま口財布

☆開閉部：がま口式、ポケット2室、がま口1室
◦約13×8×2cm◦主材／牛革、鹿革、合成皮革◦日
本製
※素材の特質上、色・柄が異なることがございます。

レッド

BE8-W0102 ベージュ

ブルー

パープル

三
河
木
綿
の
歴
史
を
年
輪
に
見
立
て
、

涼
し
げ
な
柄
に
仕
上
げ
た
蒲
郡
産
の

四
重
織
ガ
ー
ゼ
ケ
ッ
ト
で
す
。
洗
う
ほ

ど
に
ふ
ん
わ
り
、肌
に
や
さ
し
い
ガ
ー
ゼ

の
風
合
い
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

1三
河
木
綿
の

伝
統
を

受
け
継
い
だ

多
重
織
の
逸
品

レッド

ベージュ

オープン時

J A P A N E S E  I T E M

和
み
あ
る

暮
ら
し
の

道
具

心
安
ら
ぐ
空
間
づ
く
り
に
活
か
せ
る
、

作
り
手
の
真
摯
な
心
と

あ
た
た
か
さ
を
感
じ
る

和
の
ア
イ
テ
ム
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。

和
雑
貨

鹿革に漆で模様を描く伝統工芸「印伝」のがま
口財布。トンボは勝虫といわれる、吉祥文様です。

W1J5



BE8-W0203

〈京都かほり屋〉

申込番号
3. 十二単衣物語　紬

◦セット内容／お香外装（約9.5×6×0.5cm）・12
本入×6個、香皿（径約10.8、高さ約1.6cm）×1
枚、香立て（径約2.3、高さ約0.8cm）×2個◦主
材／お香：タブ香、香料、和紙、香皿・香立て：陶器 
◦日本製
※手作り品の為、お届けする商品により色・サイズ
が多少異なります。手作り商品の風合いとしてご
理解ください。

BE8-W0204

〈箔一〉

申込番号
4. 銀古代箔　手許箱

◦約33.2×23.5×8cm◦主材／ABS
樹脂◦日本製

BE8-W0202申込番号
2. 正絹西陣織金封ふくさ　波紋

◦約12×10×1cm◦主材／表地：絹100%
◦日本製

BE8-W0201

〈信楽焼〉

申込番号
1. 掛時計　華絵

◦約15.5×4×18cm◦主材／陶器◦単三乾電池1個使用（付属）
◦取扱説明書・保証書付き◦日本製
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合がございます。
※手作り品の為、お届けする商品により色・サイズが多少異なりま
す。手作り商品の風合いとしてご理解ください。

BE8-W0301

〈匠魅〉

申込番号
5. 懐石向付揃

◦セット内容／向付（径約13.5、高さ
約5cm）×5個◦主材／陶器◦電子レ
ンジ使用可◦日本製

茶室、森林、桜、白粉、沈香、フルーティな香り
の6種類。香皿と香立て2個もセット。

冠婚葬祭の必需品。
上品な正絹西陣織を使用した
金封ふくさです。

熟練職人の手による銀箔。
使い込むほどに愛着がわく一品
です。

手描きの華絵が印象的。土の温もり
が伝わる信楽焼の時計です。

和
み
あ
る

暮
ら
し
の

道
具 J A P A N E S E  I T E M

和
雑
貨

毎日使うものだから、色とりどりの
組み合わせで遊び心を。ひとつひ
とつ形や釉薬の違う、味わいのあ
る小鉢揃です。

W3W2



BE8-W0403申込番号

3. ピンク吹
仕切焼物皿揃

◦セット内容／皿（約30.5×11×
2.5cm）×5枚◦主材／磁器◦電子レ
ンジ使用可◦日本製

BE8-W0404申込番号
4. 青白磁桔梗渕盛鉢

◦径約26.5、高さ約6.5cm◦主材／
磁器◦電子レンジ使用可◦日本製

BE8-W0402

〈萬古焼〉

申込番号
2. 葉形皿揃

◦セット内容／皿（幅約26.5、奥行約
11、高さ約4cm）×5枚◦主材／陶器
◦電子レンジ使用可◦日本製
※陶器製の為、お届けの商品によって
色・風合い・サイズが多少異なる場合
がございます。予めご了承ください。

BE8-W0501

〈山中塗〉

申込番号
5. 和紋　片口鉢ペア

◦セット内容／鉢（幅約21、奥行約
18.5、高さ約7cm）×2個◦主材／フェ
ノール樹脂、ウレタン塗装◦日本製
※電子レンジ・食器洗浄機でのご使用
はできません。

BE8-W0401

〈萩焼〉

申込番号
1. 白萩掛分け大鉢

◦幅約24.5、奥行約25.5、高さ約
8cm◦主材／陶器◦日本製

和
み
あ
る

暮
ら
し
の

道
具 J A P A N E S E  I T E M

和
雑
貨

醤油や薬味を入れられる仕切
り皿。ほんのりとしたピンク色
が食卓を優しい空気で包んで
くれます。

青磁釉の上品な佇まいの盛鉢。
焼き物や煮物など、どんな料理に
も合います。

陶器の風合いの違う葉形皿
は料理や気分によって使い
分けができる5柄セット。

サラダやパスタ、
煮物などの器に好適です。

白萩釉を掛分けにした、
モダンなデザインの大鉢です。

W5W4



栗
原
産　
ひ
と
め
ぼ
れ

宮城

BE8-W0604申込番号

4. 6.5三段角重
（タッパ付） はるか

◦幅約19.5、奥行約19.5、高さ約
21cm◦主材／ABS樹脂（ウレタン塗
装）◦付属品／シールフタ・3枚◦日
本製

BE8-W0603申込番号
3. 洗朱椿皿揃

◦セット内容／皿（径約14、高さ約
3.2cm）×5枚◦主材／フェノール樹
脂◦日本製

BE8-W0602

〈紀州塗〉

申込番号
2. ちいさい花咲いた 丸盆

◦径約24.3、高さ約2cm◦主材／
MDF・カシュー塗装◦日本製

BE8-W0601申込番号
1. 深山　羽反汁椀揃　盆付

◦セット内容／汁椀（径約10.9、高さ
約7.2cm）×5個、盆（幅約36、奥行約
28.7、高さ約2.3cm）×1枚◦主材／
汁椀：PET<ウレタン塗装>、盆：ABS樹
脂<ウレタン塗装>◦電子レンジ使用可
（汁椀のみ）◦日本製

BE8-R0101申込番号

5. 特別栽培米
宮城県栗原産ひとめぼれ

◦内容量／5kg◦原産地／宮城県

和
み
あ
る

暮
ら
し
の

道
具

ナチュラルな仕上がりで様々な
食卓のシーンに。お椀は食器
洗浄機・電子レンジ対応です。

山中塗のシンプルかつモダン
なお皿。脚の付いたデザイン
で、おもてなしのお菓子用にも
使えます。

シール蓋が付いた、便利な
タッパタイプの三段角重。

蒔絵師の技が光るシャープな
花の絵が魅力。鏡のような表
面の塗りも最高級の仕上がり
です。

宮城県北部の栗原地方は、雄大な栗駒山麓の原
生林が育む水と大地に恵まれた場所。自然と共存
しながらこだわって作られた格別なお米です。

東北・九州
復興支援特集

Cheer Up! 

TOHOKU
KYUSHU

※お米に賞味期限はありませんが、おいしくお召し上がりいただく目安は精米年月日より約30日です。※冷暗所にて保管してください。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 R1W6
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BE8-R0201申込番号
1. 岩手県産ひとめぼれ

◦内容量／5kg◦原産地／岩手県

BE8-R0301申込番号
3. 稲庭うどん

◦内容量／160g×10◦賞味期限／常温で
24ヵ月◦製造加工／日本◦7大アレルゲン
／小麦

BE8-R0302申込番号
4. 比内地鶏スモーク

◦内容量／80g×4◦賞味期限／冷蔵で30
日◦製造加工／日本

BE8-R0202申込番号
2. 赤りんごと青りんご詰合せ

◦内容量／3.5kg（サンふじ・王林×7）◦原
産地／青森県
※気象条件により、お届け期間を早めたり、
遅らせていただくことがございます。
※お申込み時期によっては、翌年の表示期
間となる場合がございますので予めご了承
ください。

お届け期間 11月中旬▶4月上旬

日本三大地鶏のひとつ比内地鶏。その
ままでもサラダに添えてもおいしく召し上
がれます。

岩手県での生産量が多い品種「ひとめ
ぼれ」。冷めても美味しく、口当たりが比
較的さらっとしています。

豊かな自然と厳しい寒暖差に育まれた
青森県産りんご。2つの味を楽しめる詰
合せです。

透き通るような白さ、滑らかな舌触り、コシ
の強さが自慢です。伝統の多加水、一晩
熟成生地で作り上げた稲庭うどんです。

岩
手
県
産 

ひ
と
め
ぼ
れ

岩手

り
ん
ご

青森

稲
庭
う
ど
ん

秋田

比
内
地
鶏

秋田

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

※お米に賞味期限はありませんが、おいしくお召し上がりいただく目安は精米年月日より約30日です。※冷暗所にて保管してください。
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BE8-R0401

〈津軽びいどろ〉

申込番号
1. フリル花器

◦約19×19×20cm◦主材／ソーダガラス
◦日本製
※手作り品の為、お届けする商品により色・
サイズが多少異なります。手作り商品の風
合いとしてご理解ください。

BE8-R0402申込番号
2. 長方形盆

◦約30×20.5×1.5cm◦主材／桜皮、合
板、ウレタン塗装◦日本製

BE8-R0403

〈大野木工〉

申込番号
3. つまようじ立て＆トレイセット

◦セット内容／コーヒートレイ（約26×12×2.5cm）、つ
まようじ立て（径約7、高さ約6cm）◦主材／天然木（松
材＜プレポリマー、ウレタン塗装＞）◦食器洗浄機使用
可◦日本製
※手作り品の為、お届けする商品により色・木目・サイズ
が多少異なります。手作り商品の風合いとしてご理解く
ださい。

BE8-R0404申込番号
4. 京うさぎ8.0丸盆

◦径約24.5、高さ約1.2cm◦主材／MDF
（カシュー塗装）◦日本製

BE8-R0501

〈センコウ コウネ〉

申込番号
5. コウネ モイスチャーゲル

◦内容量／約50g◦日本製
※お肌に異常が生じていないかよく注意し
て使用してください。お肌に合わないとき
は、ご使用をおやめください。

BE8-R0502申込番号

6. ポコポコクッション小梅

◦約45×45×8cm◦主材／国産いぐさ
100％、縁：綿100％、中材：ポリエステルわた
◦日本製
※風通しが悪く高温多湿な状態で保管する
とカビが生える可能性がございます。
※裁断の場所によって柄の見え方が異なる
場合がございます。

黒

BE8-R0503 白

コウネ馬油や甘草根粉末など、天然の
美容成分がたっぷり入った保湿クリー
ム。キメ細かく透明感のある肌へ。

国産のい草を使用したポコポコクッショ
ン。枕としてもクッションとしても使え、涼し
げな夏を演出してくれます。江戸時代から続く、伝統ある漆器

「会津塗」。昔ながらの技法で、職人
が仕上げた逸品。

山桜の皮を使った伝統工芸品。おひとり
のおもてなしに最適なサイズです。

みちのくの豊かな自然に育まれた「津軽
びいどろ」。色合いをシンプルに活かした
フリル花器。

岩手県産樹木を1つ1つ、ロクロを引いて作った
ぬくもりある一品です。

白

収納時収納時

黒

白
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BE8-R0601

〈吉兆楽〉

申込番号

1. 雪蔵仕込み　熊本県産
森のくまさん（真空パック）

◦内容量／2kg×2◦原産地／熊本県

BE8-R0602申込番号
2. 大分産原木乾椎茸どんこ

◦内容量／210g◦賞味期限／常温で12ヵ
月◦原産地／大分県

BE8-R0701申込番号

4. 大分県　別府湾
釜揚げちりめん

◦内容量／釜揚げちりめん（しらす干し）
100g×5◦賞味期限／冷凍で30日◦原料
原産地／国産◦製造加工／日本

BE8-R0603

〈もっこす亭〉

申込番号
3. 熊本ら〜めんもっこす亭（15食）

◦内容量／（麺80g・スープ13g・調味油7g）
×15◦賞味期限／常温で6ヵ月◦製造加工
／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

BE8-R0704申込番号
7. 大分県　干物詰合せ

◦内容量／あじみりん干し（25g×4枚入り）
×2、うるめいわし（25cm串）×2、真いわし
丸干し（3尾入り）×4◦賞味期限／冷凍で
30日◦原料原産地／国産◦製造加工／日
本◦7大アレルゲン／小麦

BE8-R0703申込番号
6. ポンカン

◦内容量／4kg（M～L）◦原産地／熊本県
※気象条件により、お届け期間を早めたり、
遅らせていただくことがございます。
※お申込み時期によっては、翌年の表示期
間となる場合がございますので予めご了承
ください。

お届け期間 2月中旬▶2月下旬

BE8-R0702

〈豊後絆屋〉

申込番号

5. 大分冠地どり
鶏白湯鍋セット

◦内容量／冠地どり鍋用ぶつ切360g、冠
地どり肉醤つみれ240g、濃厚鶏白湯スープ
100g、ちゃんぽん麺200g◦賞味期限／冷
凍で30日◦原料原産地／国産◦製造加工
／日本◦7大アレルゲン／小麦

この玄米を吉兆楽の雪蔵にて保管。「お
いしいお米をいつもおいしく」の思いを届
けます。

甘くコクのある濃厚な味わいのポンカン。
表皮に若干の傷があるものが含まれます。

豊後別府湾で水揚げされたシラスを天
日干し。鮮度、味、香り、どれをとっても抜
群な釜揚げちりめんです。

香り豊かな、椎茸の最高峰「どんこ」。
見た目に美しく、大分県産ならではの深
い味わいをもった干し椎茸をお楽しみく
ださい。

豊後水道で水揚げされた真鰺をみりん 
干しに、旨味が凝縮されたうるめいわし、
脂ののりが抜群な真いわしの丸干しを
セットにしてお届けします。

大分県の地鶏「冠地どり」を濃厚な鶏白
湯スープ仕立ての鍋にしました。

熊本の老舗ラーメン店「もっこす亭」。
じっくりと煮込んだ豚骨スープに、マー油

（香味油）が利いた職人の味をご家庭で
お楽しみいただけます。
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熊本

※お米に賞味期限はありませんが、おいしくお召し上がりいただく目安は精米年月日より約30日です。※冷暗所にて保管してください。
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※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 R7R6



ケヴンハウン

BE8-K0201

〈ケヴンハウン〉

申込番号
1. ディナーペアセット

◦セット内容／デザートナイフ（全長
約22cm）、デザートフォーク（全長約
1 7 . 4 cm）、デザートスプーン（全長
約17 .2cm）、ティースプーン（全長約
13.3cm）、ケーキフォーク（全長約14.2cm）
×2本◦主材／デザートナイフ：18-0ステン
レススチール、その他：18-8ステンレスス
チール◦食器洗浄機使用可◦日本製

キッチンをいつもとは違う
特別な雰囲気に演出
世界中から愛される北欧デザインのルーツである
デンマークデザインをモチーフにしたブランド。
デンマークの首都コペンハーゲンは、デンマーク語でケヴンハウンと呼ばれており、
ディースタイルは、北欧らしいスタイリッシュなデザインをイメージして作られています。

高品質なステンレス製カトラリー。ホテルや
レストラン向けのプロフェッショナル仕様の
デザインです。
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Table  &  Kitchen

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K2K1



BE8-K0401

〈ハナエモリ〉

申込番号
2. サービスベリーセット

◦セット内容／プレート（径約23.5、高さ約
3.5cm）×2枚、ボウル（径約13.5、高さ約
5cm）×5個◦主材／磁器◦電子レンジ使用
可◦日本製

BE8-K0301

〈エズアニマル〉

申込番号

1. シュガーポット＆
キリンのスプーンセット

◦セット内容／シュガーポット（径約9.5、高
さ約7.5cm）、スプーン（全長約13cm）◦主
材／磁器◦日本製
※お届けはシュガーポット・スプーン各1個
です。

モードの世界で名高いハナエモリのプレート
とボウルのセット。食卓を華やかに演出して
くれます。

品と華を併せもつ
独自のスタイルを追求
1951年のスタジオ設立以来、数々のコレクションを発表、
ニューヨークでは、「East Meets West」と絶賛される。
その後パリでオートクチュールコレクションなど
多くの作品を発表し、今日ではライフスタイル全てに
関わり美しく豊かな毎日を過ごせるよう
ハナエモリならではのスタイルを提案し続けています。

ハナエモリ

ジュエリーを作る職人と瀬戸の磁器職人の
技術によって生まれたアニマルシリーズの
ひとつ、キリンのスプーンがかわいらしい
シュガーポット。

動物のモチーフが伝える
ハンドメイドのぬくもり

「PROOF OF GUILD=職人の証」をコンセプトに、
名古屋を拠点にジュエリーとフラワーの
オーダー専門ショップとしてスタート。
動物がモチーフの「EZA animal/エズアニマル」や
職人の手から生まれるモノをモチーフにした

「Hands & Hand/ハンズ&ハンド」などの
ハンドメイド・アイテムを発表しており、
今注目の斬新で温もりあふれるプロダクトです。

エズアニマル

キリンのスプーン

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K4K3



BE8-K0601

〈モズ〉

申込番号
2. パーティーセット

◦セット内容／プレート大（径約26、高さ約
3.5cm）×2枚、プレート小（径約16、高さ約
2.5cm）×5枚◦主材／磁器◦電子レンジ使
用可◦日本製

BE8-K0501

〈アンナ・エミリア〉

申込番号
1. ペアコーヒーセット

◦セット内容／カップ（口径約8.1、高さ約
6.8cm）・ソーサー（径約15、高さ約1.8cm）
×2個◦主材／ボーンチャイナ◦日本製

エルクのモチーフが印象的なテーブルウェ
ア。北欧らしいスタイリッシュさがありながら、
身近に感じられるエルクは世界中で愛され
ています。

スウェーデン発の世界中で
愛されるキャラクター
スウェーデン Fａｒｇ＆Ｆｏｒｍ（フェルグ アンド フォルム）社の
アニマルコンセプトのギフト商品 「ｍｏｚ（モズ）」。 
アイテムの多くは「エルク（ヘラジカ）」のモチーフが基本と
なっており、なんとなく不器用そうで人なつこそうな姿は、
世界中で愛されるキャラクターとなっています。

モズ

フィンランドでは馴染み深い鳥、ブルーが美
しい「フィンチ」を描いたカップ＆ソーサー。

アンナ・エミリアが描く
北欧の世界
自然と共に暮らし四季の花々や風景を描くアンナ・エミリア。
そんな彼女の愛らしく深みのあるデザイン画を
テーブルウエアに彩りました。
どこか懐かしさを感じる北欧の心地よい風を感じて
豊かな食事の時間をお過ごしください。

エッセンスアンナ・エミリア

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K6K5



BE8-K0701

〈大倉陶園〉

申込番号
1. 初御代桜銘々皿ペアセット

◦セット内容／銘々皿（径約15、高さ約
2cm）×2枚◦主材／磁器◦日本製

長いしべが優雅な初御代桜（はつみよざく
ら）。はんなりとした淡い色と金彩で春の輝
きを繊細に表現しています。

〜葉は花を思い、花は葉を思う〜...というロ
マンチックなネーミングの「相思花」。独特の
趣を軽やかに表現したデザインが、お料理を
引き立ててくれます。

受け継がれたこだわり
世界に誇る上質の洋食器
「良きが上にも良きものを」という創業者の理念のもと
1919年に創業された大倉陶園。
どの工程もいっさい妥協せず、伝統に支えられた気品と
風格を持つ大倉陶園の洋食器は、
宮内庁をはじめ日本国迎賓館などで使用されています。

300年の歴史が語る
名窯の技と心意気
長い歴史の中で伝統を守り続け、
日本のみならず世界中へ陶磁器の数 を々
送り出してきた香蘭社の製品は、
かつて宮内庁御用達で伝統を誇る
有田色絵磁器の多様な文様を集大成し、
有田の伝統様式を一歩前進させたものであり、
世に「香蘭社スタイル」とも「香蘭社調」とも呼ばれ、
広く親しまれています。

コウランシャオオクラトウエン

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K8K7

BE8-K0801

〈香蘭社〉

申込番号
2. 相思花 深鉢

◦径約21.5、高さ約7cm◦主材／磁器◦日
本製



BE8-K1001申込番号

3. 匠魅黒十草
コーヒーペア碗皿

◦セット内容／碗（口径約8.2、高さ
6.8cm）・皿（径約14、高さ約2.2cm）
×2客◦主材／陶器◦電子レンジ使用
可◦日本製

BE8-K1002

〈片岡鶴太郎〉

申込番号

4. つたぶどうスプーン付
コーヒー5客

◦セット内容／カップ（口径約8、高さ
約6.5cm）・ソーサー（径約13.5、高さ
約2.5cm）・スプーン（全長約13cm）×
5客◦主材／カップ＆ソーサー：磁器、
スプーン：天然木（竹）◦電子レンジ、
食器洗浄機使用可（スプーンは除く） 
◦日本製（スプーンのみ中国製）

BE8-K1003

〈森野熊八〉

申込番号
5. シルキー茶器揃

◦セット内容／ポット（幅約21、奥行約
13、高さ約11cm）×1個、千茶（口径
約9、高さ約6cm）×5個◦主材／磁器

（ニューボーンチャイナ）◦電子レン
ジ使用可（茶こしは除く）◦日本製

BE8-K1004申込番号

6. プリンセス・ローザ
コーヒー5客

◦セット内容／カップ（口径約8、高さ
約7cm）・ソーサー（径約15、高さ約
2cm）×5客◦主材／磁器◦電子レン
ジ使用可◦日本製

BE8-K0902

〈ロイヤルオニオン〉

申込番号
2. カップ＆ソーサー5客セット

◦セット内容／カップ（口径約8、高さ約7cm）・ソーサー
（径約14.6、高さ約2cm）×5客◦主材／磁器◦電子レ
ンジ、食器洗浄機使用可◦日本製

BE8-K0901

〈ミスターボス〉

申込番号
1. 神の祝福レイン マグカップ5個セット

◦セット内容／マグカップ（口径約8、高さ約9cm）×5
個◦主材／磁器◦電子レンジ、食器洗浄機使用可◦日
本製

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK
Tableware & Tools

Cups

使いやすさと見た目の美しさを兼ね備え、

テーブルを囲むのが楽しくなる

そんな、おすすめのテーブルウエア＆ツールを揃えました。

くらしを 彩る

テーブルウエア

La Boutique de Vivre

2
1

3

5

4

6

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K10K9



BE8-K1202申込番号

5. フルーツハーモニー
オードブルセット

◦セット内容／トレー（幅約31.5、奥行約
15、高さ約3cm）×1枚、小皿（幅約9.5、奥
行約9.5、高さ約1.5cm）×5枚◦主材／磁
器◦電子レンジ使用可◦日本製

BE8-K1102申込番号

2. シチュー＆グラタン
ボウルセット スプーン付

◦セット内容／ボウル（径約12、高さ約
6cm）・スプーン（全長約15.5cm）×5個 
◦主材／ボウル：陶器、スプーン：天然木 
◦電子レンジ、オーブンレンジ使用可◦日
本製（ボウル）、中国製（スプーン）

BE8-K1103申込番号

3. ル・クール
カレー皿＆ボウル

◦セット内容／カレー皿（径約22、高さ約
4cm）・ボウル（径約14.7、高さ約4.7cm）×
5個◦主材／磁器◦電子レンジ使用可◦日
本製

BE8-K1201申込番号

4. アーレ
カレー皿スプーン付5セット

◦セット内容／カレー皿（幅約22.5、奥行
約19.5、高さ約5cm）・スプーン（全長約
19cm）×5個◦主材／カレー皿：磁器、ス
プーン：天然木◦電子レンジ使用可◦日本製

（カレー皿）、中国製（スプーン）

BE8-K1101

〈ブローチズ〉

申込番号
1. パスタプレート4枚セット

◦セット内容／プレート（径約24.5、高さ約
3.5cm）×4枚◦主材／磁器◦日本製

BE8-K1203申込番号

6. ブナ　仕切りつきプレート
2枚セット

◦セット内容／プレート（幅約21、奥行約
15.2、高さ約2cm）×2枚◦主材／天然木ブ
ナ材（ウレタン塗装）◦ベトナム製
※手作り品の為、お届けする商品により色・
サイズが多少異なります。手作り商品の風
合いとしてご理解ください。

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK
Tableware & Tools

Plates

Tableware & Tools

Plates

1

4

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K12K11



BE8-K1302申込番号
2. 藍小町軽量丼5個

◦セット内容／丼（径約16、高さ約
8cm）×5個◦主材／磁器◦電子レン
ジ使用可◦日本製

BE8-K1301申込番号
1. 絵変り　八角小鉢揃

◦セット内容／小鉢（径約12、高さ約
5.5cm）×5個◦主材／磁器◦電子レ
ンジ使用可◦日本製

BE8-K1303申込番号
3. 古窯群青　ボウル＆プレート　

◦セット内容／プレート（径約16、高さ約2.7cm）・ボウ
ル（約13.7×13.3×5cm）×5個◦主材／磁器◦電子レ
ンジ使用可◦日本製

BE8-K1401申込番号
4. 今様古染　菊型8号皿揃

◦セット内容／プレート（径約23、高さ約3.5cm）×5枚
◦主材／磁器◦電子レンジ使用可◦日本製

BE8-K1402申込番号
5. 和桜食卓揃

◦セット内容／飯碗（径約11、高さ約
6cm）・小皿（径約12、高さ約2cm）・
湯呑（口径約8.2、高さ約8.5cm・
230ml）×5個◦主材／磁器◦日本製

BE8-K1403申込番号
6. 染小紋小鉢取皿揃

◦セット内容／小鉢（径約14、高さ
約3.8cm）・取り皿（径約14、高さ約
2.6cm）×5個◦主材／磁器◦電子レ
ンジ使用可◦日本製

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK
Tableware & Tools

Japanese

Tableware & Tools

Japanese

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K14K13



BE8-K1502

〈ペリプエスト〉

申込番号
2. ディナーセット21本セット

◦セット内容／デザートナイフ（全長約20.4cm）・デザートスプーン
（全長約17.7cm）・デザートフォーク（全長約17.5cm）・コーヒー
スプーン（全長約12.4cm）・ヒメフォーク（全長約13.4cm）×4本、
バターナイフ（全長約13.5cm）×1本◦主材／ステンレススチー
ル◦日本製

BE8-K1603

〈ピエール・カルダン〉

申込番号
6. ディナー22本セット

◦セット内容／デザートナイフ（全長約20.4cm）・デザートス
プーン（全長約17.7cm）・デザートフォーク（全長約17.5cm）・
コーヒースプーン（全長約12.4cm）×5本、バターナイフ（全長約
13.5cm）・シュガースプーン（全長約12.5cm）×1本◦主材／ステ
ンレススチール◦日本製

BE8-K1501

〈ハナエモリ〉

申込番号
1. デザート16ピースセット

◦セット内容／コーヒースプーン（全
長約13cm）・ヒメフォーク（全長約
13cm）・ディナースプーン（全長約
17.5cm）×5本、バターナイフ（全長約
14.5cm）×1本◦主材／ステンレスス
チール◦日本製

BE8-K1602

〈カンサイヤマモトメゾン〉

申込番号
5. ディナー16本セット

◦セット内容／ディナーナイフ（全長約20.8cm）・ディナースプー
ン（全長約18cm）・ディナーフォーク（全長約18cm）・ヒメフォーク
（全長約12.3cm）×4本◦主材／ステンレススチール（ミラー仕
上げ）◦取扱説明書付き◦日本製

BE8-K1503

〈フォション〉

申込番号
3. デザート20ピースセット

◦セット内容／コーヒースプーン（全長約12.8cm）・ヒメフォーク
（全長約12.8cm）・ディナースプーン（全長約17.5cm）・ディナー
フォーク（全長約17.5cm）×5本◦主材／ステンレススチール◦日
本製

BE8-K1601

〈キットソン〉

申込番号
4. カトラリー11本セット(クリアボトル付き)

◦セット内容／ディナースプーン（全長約17.9cm）・コーヒース
プーン（全長約12.8cm）×5本、バターナイフ（全長約14.2cm）×
1本、クリアボトル（径約65×高さ約19.5cm）×1個◦主材／カトラ
リー：ステンレススチール、クリアボトル本体：飽和ポリエステル（ト
ライタン）、蓋：ポリエチレン、飲み口：ポリプロピレン◦日本製（クリ
アボトルのみ中国製）

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

モードの世界で名高いハナエモリのカ
トラリーセットです。食卓を優雅に演出
してくれます。

カラフルな水玉が可愛い、
ポップなカトラリーのセット。

ディナータイムに華が咲くカト
ラリーセット。シンプルな形状
でお手入れもカンタンなステン
レス製です。

来客用に1セットあると便利な
カトラリーセット。それぞれ5本
ずつ揃っています。

高感度なセレクトショップ「キット
ソン」のカトラリーセット。高級
感のある艶消し仕上げです。

Tableware & Tools

Cutlery

ピエール・カルダンのファッショナブル
なテーブルウエア。若々しいマインドを
持ち続ける人々のために創り出された
デザインです。

GOOD

K16K15



BE8-K1701申込番号
1. 日本酒セット

◦セット内容／徳利（径約6.5、高さ約
17.5cm）・盃（口径約6、高さ約4cm）
×2個◦主材／磁器◦電子レンジ使用
可◦日本製

BE8-K1702

〈有田焼〉

申込番号

2. 隆泉窯　淵釉変り
フリーカップ5個セット

◦セット内容／カップ（口径約8、高
さ約10.5cm）×5個◦主材／陶磁器 
◦日本製

BE8-K1703申込番号

3. 陶器フリーカップ
三個セット

◦セット内容／カップ（口径約9、高さ
約12.5cm）×3個◦主材／陶器◦日
本製
※手作り品の為、お届けする商品によ
り色・サイズが多少異なります。手作り
商品の風合いとしてご理解ください。

BE8-K1801

〈カンサイヤマモトメゾン〉

申込番号

4. ステンレス
二重カップ5個

◦セット内容／タンブラー（口径約
7.7、高さ約8.9cm）×5個◦主材／ス
テンレススチール◦中国製

BE8-K1802申込番号

5. 真空断熱ステンレス
タンブラー3個セット

◦セット内容／330ml（口径約8.5、高
さ約10.5cm）×2個、420ml（口径約
8、高さ約14cm）×1個◦主材／ステ
ンレス鋼◦中国製

BE8-K1803

〈食楽工房〉

申込番号

6. 銅製鎚目一口ビアカップ
4個＆栓抜きセット

◦セット内容／一口ビアカップ（口径約
5.8、高さ約9cm）×4個、栓抜き（約3.8
×11cm）×1個◦主材／銅、18-8ステ
ンレススチール◦日本製

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

北欧をイメージした涼しげな
カラーのウォーターカップ。
テーブルを楽しげに演出して
くれます。

二重構造になっているので、
温かいものも冷たいものもお
いしく飲めます。

味わい深い色合いで飽きるこ
となく使えるシンプルな酒器
セットです。

二重構造で間は真空になっ
ているので、温かいものも冷
たいものも温度を保ち、長時
間飲み頃をキープ。

5つとも縁の色が違うフリー
カップのセット。それぞれ好き
な色を選べば宴が盛り上がり
ます。

銅は熱伝導が優れているの
で、器自体が飲み物の温度ま
で下がり、おいしさを保ちます。

二重構造のイメージ

1

5

Tableware & Tools

Glass Ware

Tableware & Tools

Glass Ware

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K18K17



BE8-K2002

〈エル・ドラード〉

申込番号
5. サクラ　ビアーグラス

◦口径約6、高さ約21cm◦主材／
ソーダガラス◦日本製

BE8-K1902

〈クリスタルドナウ〉

申込番号

2. ハンドカットクリスタル
オンザロックグラス

◦口径約9.1、高さ約10cm◦主材／
クリスタルガラス◦スロベニア製

BE8-K1903申込番号

3. ピレネー
タンブラーセット

◦セット内容／タンブラー（口径約
8.2、高さ約12.5cm）×5個◦主材／
ソーダライムガラス◦日本製

BE8-K1901申込番号

1. ピレネー
フリーグラスセット

◦セット内容／グラス（口径約9、高さ
約9cm）×5個◦主材／ソーダライム
ガラス◦日本製

BE8-K2003

〈イタリアRCR〉

申込番号

6. オペラ
ウィスキーデカンタ

◦径約11.5、高さ約22.5cm◦主材／
クリスタルガラス◦イタリア製

BE8-K2001

〈プルミエールアオヤマ〉

申込番号

4. ニュイ　サーモ
ロックカップ4個セット

◦セット内容／サーモロックカップ（口
径約7.5、高さ約10.5cm）×4個◦主
材／耐熱ガラス◦電子レンジ使用可 
◦中国製

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK
Tableware & Tools

Glass Ware

Tableware & Tools

Glass Ware

ヨーロッパ伝統のクリスタルに
華麗なハンドカットのデザイン
を施したロックグラス。

上品な輝きと重量感が優雅
な時間を演出します。女性の
手にフィットする持ちやすい 
フリーグラスです。

ガラスの透明感と上品な輝き
が 美しい、カット調のタンブ
ラー。女性の手にフィットする
持ちやすい形状です。

ガラスの表面を結晶のように加
工し、その上に金転写。クラシ
カルできらびやかな印象です。

カットデザインが大胆にあしら
われたデカンタ。テーブルトッ
プが華やかになります。

2層の耐熱ガラスで、保温保
冷が可能なロックカップ。電子
レンジ使用可能です。

4

1

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K20K19



BE8-K2201

〈ジャンヌ・エコール〉

申込番号
1. アルミ鍋3点セット

◦セット内容／両手鍋（約21×33×15cm）、フライパン20cm（約
21×38.5×7cm）、フライパン24cm（約25×45×8cm）◦主材／本
体：アルミニウム合金、表面加工／内側：フッ素樹脂加工、外側：焼付
塗装、取っ手・ツマミ：フェノール樹脂、フタ：強化ガラス、フタ金属部：
ステンレス鋼◦満水容量／両手鍋（2.3L）◦直火使用可◦中国製

BE8-K2202

〈アンナ・ロッシ〉

申込番号
2. アルミ両手鍋＆フライパン

◦セット内容／フライパン26cm（約26.5×44×8.5cm）、両手鍋
20cm（約20.5×33×15.5cm）◦主材／本体：アルミニウム合金、
貼底：ステンレス鋼（内側：フッ素樹脂加工、外側：カラー焼付塗装）、
取っ手・ツマミ：フェノール樹脂、フタ：強化ガラス、ステンレス鋼 
◦満水容量／両手鍋20cm（2.5L）◦200Vの電磁調理器を含む
全ての熱源に対応◦中国製

本体外面はウエーブ加工。軽くて使いやすいアルミ鍋のセット。
フッ素樹脂加工で汚れ落ちもスムーズです。

ジャンヌ・エコールの鍋は、落ち着いたデザインでハイセンス。
キッチンをシックに彩ります。

アンナ・ロッシのクッキングウエアは、ベーシックでありながらお洒落
心をくすぐる色合いと、機能性に優れたデザインが特徴です。

アンナ・ロッシ

調理中のミスを軽減し、美しく仕上げられるガラス蓋、メンテナンス
しやすい内面の加工など、機能性もバツグンです。

ジャンヌ・エコール

1

KITCHEN
&DINING

キッチンに立ちたくなる素敵な食器や
個性あふれるキッチン用品をラインナップ

毎日の食卓に笑顔と彩りを。

Pots & Pans / Knives / Tools / Electrical Appliance

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K22K21



BE8-K2301

〈陳建一〉

申込番号

1. ステンレス片手鍋16cm&
両手鍋20cmセット

◦セット内容／片手鍋16cm（約32 .2×17 .8×
13.5cm）、両手鍋20cm（約33.5×22×15.5cm） 
◦主材／本体・蓋：ステンレススチール、ツマミ・ハンド
ル：フェノール樹脂◦満水容量／片手鍋（1.5L）、両手鍋

（2.4L）◦200Vの電磁調理器を含む全ての熱源に対
応◦中国製

BE8-K2401

〈若兆〉

申込番号
2. 豆一段型弁当（中）

◦約17×9×5.3cm◦主材／天然木
（杉＜ウレタン塗装＞）◦中国製

若兆陳建一

寒い夜などに、手早く温かい物を食べたい時にも重宝
します。中華料理の鉄人・陳建一のステンレス鍋セット。

木のぬくもりと優しさを感じる曲げわっ
ぱ弁当箱。美しい木目が、料理を美味し
く引き立ててくれます。

中華料理の鉄人・陳建一の
ステンレス鍋
プロの技を支えるのは、しっかりとした道具類。
使いやすさを追求した、
鉄人・陳建一の調理器具で、
手際よくおいしい料理のお手伝いをします。

木のぬくもりを感じる
木製漆器
木製漆器を専門とする若兆。
人気の木製スプーン、木製汁椀、木製お盆や
キッチンツールを幅広く取り揃えています。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K24K23



BE8-K2501

〈ささら〉

申込番号
1. アルミ大型鍋28cm

◦約41.5×29×18.8cm◦主材／本体：アルミニウム
合金（内面：フッ素樹脂加工）、底面：ステンレススチー
ル、蓋：強化ガラス、ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂 
◦満水容量／7L◦200Vの電磁調理器を含む全ての
熱源に対応◦中国製

BE8-K2602申込番号
3. 片手鍋16cm＆両手鍋20cm

◦セット内容／片手鍋16cm（約33 .5×16 .8×
12.2cm）、両手鍋20cm（約36×20.6×16cm）◦主
材／本体：アルミニウム合金＜内面：フッ素樹脂塗膜加
工・外面：焼付け塗装＞、はり底：ステンレススチール、蓋：
強化ガラス、ツマミ・ハンドル・取っ手：フェノール樹脂 
◦満水容量／片手鍋16cm（1.5L）、両手鍋20cm

（2.7L）◦200Vの電磁調理器を含む全ての熱源に対
応◦中国製

BE8-K2601

〈匠弥〉

申込番号
2. ＩＨ対応ステンレス卓上鍋26cm

◦約28.5×34×14.5cm◦主材／本体：ステンレスス
チール◦満水容量／3L◦200Vの電磁調理器を含む
全ての熱源に対応◦日本製

BE8-K2603

〈アンナ・ロッシ〉

申込番号
4. 深型マルチポット24cm

◦約39×28×18cm◦主材／本体：アルミニウム合金
（内面：マーブルフッ素樹脂加工）、はり底：ステンレスス
チール、取っ手：フェノール樹脂、蓋：強化ガラス◦満水
容量／5.3L◦200Vの電磁調理器を含む全ての熱源
に対応◦付属品／目皿◦中国製

Kitchen & Dining

Pots&Pans

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

01

02

03

04

焦げつきにくくお手入れもラクラクの内面フッ素樹脂加工。
何かと重宝するガラス蓋付きの大型鍋です。

IH対応片手鍋＆両手鍋。どちらも内側は
焦げ付きにくいフッ素樹脂加工で、 
フタは強化ガラスです。

煮物に便利な深鍋と蒸し目皿のセット。栄養満
点の温野菜を手軽に楽しめます。蓋はスタンド
式。

耐久性が高く、お手入れのしやすいステンレ
ス製の卓上鍋。いろいろな鍋料理にお使いい
ただけます。

L e t ’ s  C o o k!

Boil
gently ほっこりと茹でる

煮たり茹でたりと、何かと出番が多いはず。上質でシンプルな鍋は万能です。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K26K25



BE8-H1002申込番号
1. 極厚揚げ鍋24cm（アミ・温度計付）

◦セット内容／揚げ鍋（約29.5×25×11cm）、アミ（約
25.5×8cm）、温度計◦主材／スチール（透明シリコー
ン塗装）◦満水容量／2.6L（適正油量／1.2L）◦200V
の電磁調理器を含むすべての熱源に対応◦日本製（温
度計のみ中国製）
※揚げ物・天ぷら専用鍋

BE8-K2801

〈エムデザイン〉

申込番号
2. 天ぷら串揚げ鍋23cm

◦約33.5×24.5×11cm◦主材／鉄（シリコン塗装） 
◦満水容量／3.0L（適正油量／1.3L）◦付属品／
フォーク×9本、温度計、ミトン◦200Vの電磁調理器を
含む全ての熱源に対応◦中国製（ミトンのみ台湾製）

BE8-K2802

〈匠弥〉

申込番号
3. 鉄　揚げ鍋24cm

◦約25×28.7×10.6cm◦主材／本体：鉄◦満水容量
／2.6L（適正油量／1.0L）◦200Vの電磁調理器を含
む全ての熱源に対応◦日本製
※揚げ物・天ぷら専用鍋

BE8-K2803申込番号
4. 鉄製蓋付天ぷら鍋20cm

◦約28.6×23×13.2cm◦主材／本体・蓋：鉄（シリコン
塗装）、アミ：鉄（クロムメッキ）◦満水容量／2.2L（適正
油量／1.0L）◦200Vの電磁調理器を含む全ての熱源
に対応◦日本製
※揚げ物・天ぷら専用鍋

Kitchen & Dining

Pots&Pans

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

01

02

03

04

油温が下がりにくい3.2mm厚鉄製揚げ鍋。
温度計と油切りアミ付きで便利です。IH対応。

油なじみの良い鉄製の揚げ鍋。カラッとした 
サクサクの天ぷらを揚げることができます。

フタの裏に油切りアミが付いて、揚げ物を
乗せると落ちた油が鍋に戻る天ぷら鍋です。
温度計付き。

天ぷら、串揚げ、オイルフォンデュと、マルチに
使えるIH対応天ぷら鍋。楽しい団らんやホー
ムパーティに。

カラッと揚げる
億劫になりがちな揚げ物も、使いやすい鍋ひとつでメニューが広がります。

L e t ’ s  C o o k!

Fry
deep

使用イメージ

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K28K27



BE8-K2901

〈ファインマーブル〉

申込番号
1. ガラス蓋付フライパン28cm

◦約48×29×12.5cm◦主材／本体：アルミニウム合金
（内面：フッ素樹脂加工・マーブル）、底面：ステンレスス
チール、蓋：強化ガラス、ツマミ・ハンドル：フェノール樹
脂◦200Vの電磁調理器を含む全ての熱源に対応◦韓
国製

BE8-K3001

〈ペスカロロ〉

申込番号
2. 両手鍋＆フライパン

◦セット内容／両手鍋20cm（約32.3×21×15.3cm）、
フライパン26cm（約43.6×26.4×8cm）◦主材／本
体：アルミニウム合金（内面：フッ素樹脂加工・クイック
マーブル）、底面：ステンレススチール、蓋：強化ガラス、
ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂◦満水容量／両手鍋
（2.8L）◦200Vの電磁調理器を含む全ての熱源に対
応◦中国製

BE8-K3002

〈モデロス〉

申込番号

3. ガラス蓋付
スーパーディープパン 24cm

◦約44.6×25.6×17.7cm◦主材／本体：アルミニウ
ム合金（内面：フッ素樹脂加工・ダイヤモンドコート）、底
面：ステンレススチール、蓋：強化ガラス、ハンドル：フェ
ノール樹脂、スチーマ：アルミニウム合金・フッ素樹脂加
工◦200Vの電磁調理器を含む全ての熱源に対応◦付
属品／スチーマ◦中国製

BE8-K3003申込番号
4. 北京鍋30cm＆片手天ぷら鍋20cm

◦セット内容／北京鍋（約48.5×30.8×12.3cm）、天ぷ
ら鍋（約38×20.6×11cm）◦主材／本体：スチール（シ
リコン焼付塗装）、ハンドル：天然木◦満水容量／天ぷら
鍋：1.7L（適正油量／0.7L）◦直火使用可◦付属品／お
玉◦台湾製（天ぷら鍋のみ日本製）

Kitchen & Dining

Pots&Pans

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

01

02

03

04

マーブル模様のフッ素樹脂加工だから少しの油で調理できます。
滑りがよく、炒めやすいことも特長。金属ヘラも使えます。

焼物、炒め物はもちろん、深型タイプなので揚
げ物や汁物にもお使いいただけます。スタンド
式の蓋は置き場所に困りません。

余計な厚みを取るスーパースピン加工で軽量
化した北京鍋と、油ハネを抑えるガード型タイ
プの天ぷら鍋のセットです。

滑りやすく焦げつきにくい内面マーブル加工。
両手鍋とフライパンをセットにしました。

シャキッと炒める
激務をこなす何でも屋。使いやすいフライパンは幸せキッチンの必須アイテムです。

L e t ’ s  C o o k!

Stir
fry

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K30K29
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BE8-H1001

〈たいめいけん〉

申込番号
1. フライパン＆ディープパン

◦セット内容／フタ付ディープパン
22cm（約22.2×40.5×15cm）、フラ
イパン24cm（約24.4×43.5×10cm）
◦主材／本体：アルミニウム合金（内面：
フッ素樹脂加工）、底部：ステンレスス
チール、ツマミ・ハンドル：フェノール樹
脂、蓋：強化ガラス◦200Vの電磁調理
器を含む全ての熱源に対応◦中国製

BE8-K3102

〈ラ・ベットラ・ダ・オチアイ〉

申込番号

2. マーブルフッ素
フライパン&玉子焼セット

◦セット内容／玉子焼（約33.6×13.5
×7cm）、フライパン26cm（約45×
26.5×5.6cm）◦主材／本体：アルミ
ニウム合金（内面：フッ素樹脂加工）、底
部：ステンレススチール、ハンドル：フェ
ノール樹脂（シリコーン塗装）◦200V
の電磁調理器を含む全ての熱源に対
応◦中国製

BE8-K3103

〈ヴェライト〉

申込番号
3. 超軽量いため鍋28cm

◦約29×48.3×13cm◦主材／本体：
アルミニウム合金（内面：フッ素樹脂塗
膜加工・外面：焼付け塗装）、取っ手：フェ
ノール樹脂◦直火使用可◦付属品／
お玉、ターナー◦韓国製（いため鍋）、
日本製（お玉・ターナー）

BE8-K3104

〈ブラナーノ〉

申込番号

4. ガラス蓋付
いため鍋28cm

◦約47.7×29.5×15.5cm◦主材／
本体：アルミニウム合金、内面：フッ素樹
脂加工（ダイヤモンドコート）、外面：焼
付け塗装、底面：ステンレススチール、
ツマミ・ハンドル：フェノール樹脂、ABS
樹脂、蓋：強化ガラス・フェノール樹脂 
◦満水容量／4.3L◦200Vの電磁調理
器を含む全ての熱源に対応◦中国製

BE8-K3201

〈陳建太郎〉

申込番号

5. マーブル
フッ素フライパン26cm

◦約45×26×11.5cm◦主材／本体：
スチール（内面：マーブルフッ素樹脂
加工、外面：焼付け塗装）、ハンドル：フェ
ノール樹脂◦200Vの電磁調理器を含
む全ての熱源に対応◦付属品／ター
ナー◦台湾製（ターナーのみ日本製）

BE8-K3202申込番号

6. 両口フライパン20cm&
26cmセット

◦セット内容／フライパン26cm（約
47.5×27×14.8cm）、フライパン
20cm（約39.5×21.5×10.8cm） 
◦主材／本体：アルミニウム合金（内面：
フッ素樹脂加工、外面：焼付け塗装）、底
部：ステンレススチール、ハンドル：フェ
ノール樹脂◦200Vの電磁調理器を含
む全ての熱源に対応◦付属品／ター
ナー◦中国製（ターナーのみ日本製）

BE8-K3203申込番号
7. 蓋付ミニパン2個セット

◦セット内容／ミニパン（約24.3×16
×3.1（7.2）cm）×2個、ターナー（全長
約23cm）×1個◦主材／鉄（シリコン
焼付塗装）、蓋・取手・ツマミ：鉄（シリコ
ン焼付塗装）◦200Vの電磁調理器を
含む全ての熱源に対応◦日本製

BE8-K3204

〈マローネシェフ〉

申込番号
8. お手軽魚焼パン

◦約41.1×33.8×10.1cm◦主材／
本体：アルミニウム合金、内面：フッ素樹
脂加工（ダイヤモンドコート）◦直火使
用可◦韓国製

ストーンマーブル模様のフッ素樹脂加
工でお手入れ簡単、使いやすいアップ
ハンドルでお料理の腕もアップ！ 「たい
めいけん」ミニレシピ付き。

予 約 の と れ な いレ ストラ ン オ ー
ナーシェフの落合務氏公認のクッ
キングウエア。ミニレシピ付き。

使いやすい軽量設計のいため鍋。
お玉とターナ ー 、便 利なツー ルを
セットにしました。

少量の油でもこげつきにくく、焼きム
ラになりにくいダイヤモンドコート。
お手入れも簡単です。

熱ムラが少なく熱 効 率 の 良 い 鉄 製
のフライパン。内面はマーブルフッ
素樹脂加工でお手入れが簡単です。

深型タイプで食材がこぼれにくく、
炒め物はもちろん、少量の煮物に
も使えるフライパン。ターナー付き
です。

魚焼きグリルにも入れられる鉄製
のミニパン。そのまま食卓に並べれ
ば、熱々の料理がいただけます。

お魚やお肉が丸ごと焼けるオーバ
ルタイプのフライパン。サンマも3
尾切らずに丸ごと入ります。魚以外
もハンバーグ等も溝に余分な油が落
ちて美味しく焼けます。

Kitchen & Dining

Pots&Pans

Kitchen & Dining

Pots&Pans

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

K32K31



軽やかに刻む
包丁の切れ味＝料理の味。上質な包丁は調理ストレスも軽減します。

BE8-K3301

〈陳建一〉

申込番号
1. 四川御料理庖丁セット8ピース

◦セット内容／穴明万能庖丁（全長約27.5、刃渡り約
16cm）、牛刀庖丁（全長約31.5、刃渡り約20cm）、
菜切庖丁（全長約28.5、刃渡り約16.3cm）、冷凍庖
丁（全長約31.5、刃渡り約18.5cm）、パン切庖丁（全
長約31.5、刃渡り約18.5cm）、ペティナイフ（全長約
18.7、刃渡り約8cm）、キッチンバサミ（約20.5×7.5×
0.9cm）、セラミック研ぎ器（約8×4×1.5cm）◦主材／
刃部：ステンレス刃物鋼、柄部：ABS樹脂、キッチンバサ
ミ：ステンレススチール、ABS樹脂、砥ぎ器：ABS樹脂、ア
ルミナセラミック◦中国製（砥ぎ器のみ日本製）

BE8-K3401

〈濃州孫六作〉

申込番号
2. フルメタル包丁2点セット

◦セット内容／三徳包丁（全長約29、刃渡り約17cm）、
ペティナイフ（全長約24、刃渡り約13.5cm）◦主材／
刃部：モリブデンステンレス刃物鋼、柄部：ステンレスス
チール◦取扱説明書・保証書付き◦日本製

BE8-K3402

〈濃州正宗作〉

申込番号
3. 料理包丁4点セット

◦セット内容／三徳包丁（全長約29、刃渡り約17cm）、
出刃包丁（全長約28、刃渡り約16cm）、刺身包丁（全長
約32、刃渡り約20.5cm）、ペティナイフ（全長約23.5、
刃渡り約12cm）◦主材／刃部：モリブデンステンレス
刃物鋼、柄部：ポリプロピレン◦取扱説明書・保証書付
き◦中国製

Kitchen & Dining

Knives

L e t ’ s  C o o k!

Cut
with 
knife https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

三徳包丁とペティナイフをセットにしました。
ヒップアップハンドルでラクに押し切りできます。

伝統的な和包丁の柄を、水に強く手入れしやすい
樹脂ハンドルにしました。

02 03

中華の鉄人・陳建一プロデュースの本
格包丁セット。桐箱に入れてお届けし
ます。

01

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 K34K33



Kitchen & Dining

Knives

Kitchen & Dining

Knives

01 02

03 04 07

05

08

06

ピンク

グリーン

ブルー

3カラー

BE8-K3504

〈バイアキッチン〉

申込番号

4. キッチンナイフ２点セット

◦セット内容／三徳包丁（全長約29、刃渡り
約17cm）、パン切りナイフ（全長約32、刃渡
り約19cm）◦主材／刃部：モリブデンステ
ンレス刃物鋼、柄部：ABS樹脂・熱可塑性ゴム
◦取扱説明書・保証書付き◦日本製（パン切
りナイフ：中国製）

ブルー

BE8-K3505 ピンク

BE8-K3506 グリーン

BE8-K3604

〈メルペール〉

申込番号

8. シロクマ
三徳包丁＆ペティナイフ

◦セット内容／三徳包丁（全長約
30.5cm、刃渡り約17cm）、ペティ
ナイフ（全長約23.2cm、刃渡り約
11.5cm）◦主材／刀身：モリブデンバ
ナジウムステンレス鋼（両刃）、柄部：ポ
リプロピレン◦中国製

BE8-K3502

〈濃州孫六作〉

申込番号

2. 料理包丁3点セット
（和式丸柄）

◦セット内容／三徳包丁（全長約29、
刃渡り約17cm）、菜切包丁（全長約
30、刃渡り約17cm）、ペティナイフ（全
長約23.5、刃渡り約12cm）◦主材／
刃部：モリブデンステンレス刃物鋼、柄
部：ポリプロピレン◦取扱説明書・保証
書付き◦日本製

BE8-H0801

〈濃州孫六作〉

申込番号
3. 料理包丁2点セット

◦セット内容／三徳包丁（全長約29、
刃渡り約17cm）、ペティナイフ（全長
約23.5、刃渡り約12cm）◦主材／刃
部：モリブデンステンレス刃物鋼、柄部：
ポリプロピレン◦取扱説明書・保証書
付き◦日本製

BE8-K3602

〈彩華〉

申込番号

6. ディンプル三徳・
ぺティナイフ2点セット

◦セット内容／三徳包丁（全長約
29cm・刃渡り約16cm）、ぺティナイフ
（全長約23cm・刃渡り約12cm）◦主
材／ステンレス刃物鋼・ABS樹脂◦取
扱説明書付き◦中国製（刃付け・検品
のみ日本製）

BE8-K3603

〈濃州孫六作〉

申込番号

7. AODチタン
コーティング三徳包丁

◦全長約29、刃渡り約17cm◦主材／
刃部：モリブデンステンレス刃物鋼（チ
タンコーティング）、柄部：ポリプロピレ
ン◦取扱説明書・保証書付き◦日本製

BE8-K3601

〈濃州孫六作〉

申込番号

5. チタンコーティング
包丁2点セット

◦セット内容／三徳包丁（全長約29、
刃渡り約17cm）、ペティナイフ（全長
約23.5、刃渡り約12cm）◦主材／刃
部：モリブデンステンレス刃物鋼（チタ
ンコーティング）、柄部：ポリプロピレン
◦取扱説明書・保証書付き◦日本製

BE8-K3501

〈濃州孫六作〉

申込番号
1. 三徳包丁

◦全長約29、刃渡り約17cm◦主材／
刃：モリブデンステンレス刃物鋼、柄：マ
ホガニー積層強化木◦日本製

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

ブルー

刃部にAOD（エアーオフディンプル）が
施され、切った食材が刃につきにくいの
が特長です。

チタンコーティングを施した包丁です。
さびにくく、金属臭や汚れがつきにくいため
衛生的。

切った食材が刃につきにくい
ディンプル構造の三徳包丁と
ペティナイフのセットです。

プロも好む、重量感のある衛生的な
溶接口金構造の三徳包丁。
本物志向の方に。

伝統的な和包丁の柄に、水に強く手入れしやすい
樹脂ハンドルを採用した菜切包丁、
三徳包丁、ペティナイフです。

握りやすさ、使いやすさを追求し、ハンドルを
波形にして、水に強く手入れしやすい
樹脂製にしました。

握りやすさ、使いやすさを追求した逸品。
滑りにくいラバーグリップハンドルです。

切れ味抜群で使いやすいデザインのシロクマ包丁。
売り上げの2%を公益財団法人世界自然保護基金
ジャパン（WWF JAPAN）に寄付し、自然環境保護
を支援しています。

K36K35



5

Pack & Microwave System Set

2

Butter Case Set

3

Non Wrap Bowl

6

Cutting Board

4

Bowl & Basket

1

Kettle

BE8-K3701申込番号

1. スッキリ収納ケトル
ストレーナー付

◦約23.6×20.3×16.2cm◦主材／
18-8ステンレススチール◦満水容量
／2.1L◦200Vの電磁調理器を含む
全ての熱源に対応◦付属品／ストレー
ナー◦日本製

BE8-K3702

〈スマイル〉

申込番号

2. エンジェル
バターケースセット

◦セット内容／バターケース（約15
×9.5×5cm）、バターナイフ（全長約
15.5cm）◦主材／バターケース：陶
器・天然木、バターナイフ：アルミニウ
ム◦中国製

BE8-K3801申込番号

3. フレイヤ
ノンラップボウル

◦セット内容／ボウルL（径約16.5、
高さ約8cm）×1個、ボウルM（径約
13.5、高さ6.5cm）×2個、ボウルS（径
約11、高さ約5.5cm）×5個◦主材／
磁器◦電子レンジ使用可◦日本製

BE8-K3803

〈iwaki〉

申込番号

5. パック＆レンジ
システムセット

◦セット内容／容器200ml（約9.3×
9.2×5.4cm）×4個、容器500ml（約
18.6×9.3×5.5cm）×2個、容器1.2L
（約18.5×18.5×5.5cm）×1個◦主
材／本体：耐熱ガラス、フタ：ポリプロピ
レン◦電子レンジ使用可、オーブン使
用可（フタを除く）◦タイまたは中国製

BE8-K3804申込番号
6. 新潟加茂産桐まな板

◦約25×18×1.5cm◦主材／桐◦日
本製
※食器洗浄機使用不可

BE8-K3802申込番号
4. キッチンボウル＆パンチングボウルセット

◦セット内容／キッチンボウル13cm（径約13、高さ約5cm）、キッチン
ボウル15cm（径約15、高さ約6cm）、キッチンボウル18cm（径約18、
高さ約6.8cm）、キッチンボウル21cm（径約21、高さ約7.7cm）、キッチ
ンボウル24cm（径約24、高さ約9cm）、パンチングボウル18cm（径約
18、高さ約6.8cm）、パンチングボウル21cm（径約21、高さ約7.7cm）、
パンチングボウル24cm（径約24、高さ約9cm）、計量スプーン（全長約
16cm）◦主材／ステンレス鋼◦インド製（計量スプーンのみ日本製）

KITCHEN TOOLS
For Your Kitchen Life

It makes your life more useful and colorful.
Have fun in your kitchen with your family.

常備したい便利ツール

重ねて保存できるフタ付きの
ボウルL１個・M２個・S５個
のセット。美濃焼の磁器で
電子レンジにも使えます。

アルミの熱伝導を利用して
硬いバターをじんわり溶かし
ながら塗れるバターナイフと、
カットボード兼用フタ付き 
バターケースのセット。

フタをしたまま電子レンジ
OK! フタを外せばオーブン
OK! 冷蔵庫保存も積み重
ねできてスッキリ!

木肌のあたたかみや美しさ
をそのままに、加茂の桐箪
笥職人が一枚一枚、丁寧
に仕上げました。

ハンドルを折りたためば高
さ約10.5cmの薄型設計。
冷蔵庫の棚にもスッキリ
収納できます。

キッチンツールは年々進化しています

毎日使うものだから、より便利でより使いやすく

洗いやすさなどメンテナンス性も重要なポイントです

おしゃれで高性能なアイテムが日々の家事を応援します

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

丈夫で衛生的なステンレス製のキッチンボウルとパンチングボウルのセット。
便利な軽量スプーン付き。

K38K37



7

Hot Sandwich Maker

1

Drainer

4

Wine tool set

6

Knife

2

Drainer

3

Bread Maker

5

Pot

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ 刃部アップ

使用イメージ

BE8-H0901

〈プロンジュ〉

申込番号
1. ステンレス2段水切りかご

◦約48×28×40cm（本体のみ：幅約
40cm）◦主材／本体・トレー・まな板立て：ス
テンレススチール、ポケット：ポリプロピレン
◦中国製

BE8-K4005

〈スマイル〉

申込番号
7. ホットサンドメーカー

◦約22×16×40cm◦主材／ステンレス鋼
◦オーブンレンジ使用可◦中国製

BE8-K4001申込番号
4. ワインツールセット

◦セット内容／ワインボトルホルダー（約27×8.8×18.5cm）、カッ
ティングボード（約15×21.5cm）、チーズナイフ（全長約23cm）、
ボトルストッパー（約2.2×2.2×8cm）◦主材／ワインボトルホル
ダー（鉄〈クロムメッキ〉、木材）、カッティングボード（ポリプロピレ
ン）、チーズナイフ（ステンレス刃物鋼、ポリプロピレン）、ボトルス
トッパー（亜鉛合金クロムメッキ、シリコーン樹脂）◦中国製（カッ
ティングボードのみ日本製）

BE8-K4004

〈ニサク〉

申込番号
6. 木柄波刃ナイフ

◦全長約43.2、刃渡り約27cm◦主材／ス
テンレス刃物鋼・天然木（ウレタン塗装）◦日
本製

BE8-K3902申込番号
2. 水切りラック

◦セット内容／水切りラック（約27×35×
15cm）、トレー（約29×32.5×2cm）◦主材
／本体：鉄（樹脂コーティング）、トレー：ステ
ンレス鋼◦日本製

BE8-K3903

〈スマイル〉

申込番号
3. バケツパン&ケーキメーカー

◦約15.5×15×15.7cm◦主材／シリコー
ン樹脂◦電子レンジ、オーブンレンジ使用
可◦付属品／オリジナルレシピ◦取扱説明
書付き◦中国製

BE8-K4002

〈ピーコック魔法瓶工業〉

申込番号

5. ステンレス卓上ポット

◦約12.7×16.3×19.4cm◦主材／本体：
ステンレス、栓ユニット：ポリプロピレン、パッ
キン：シリコン◦容量／1.0L◦中国製

ステンレス

BE8-K4003 レッド

オーブントースターで簡単、
手軽に作れるホットサンド
メーカーです。

ワインを楽しむためのツールをそろえたセットです。パーティなどで重宝します。

押しても引いても抜群の切
れ味で、硬いパン、やわらか
いパン、トマト等もスッと切
れます。

シンク横のちょっとしたス
ペースに置ける水切りラッ
ク。プレートが斜めになって
いるため、トレーに水が溜ま
らない設計です。

まな板立てやお箸やスプー
ンなどの小物も立てられる
ポケット付き。収納力バツグ
ンの水切りカゴです。

KITCHEN TOOLS
For Your Kitchen Life

It makes your life more useful and colorful.
Have fun in your kitchen with your family.

KITCHEN TOOLS
For Your Kitchen Life

It makes your life more useful and colorful.
Have fun in your kitchen with your family.

https://ohikikae.net/

WEB限定
商品あります

お引き換え 検 索

CHECK

丸型の食パンからスポンジ
ケーキまで作れます。15種
類のレシピ付き。

保温・保冷性に優れたステ
ンレス製卓上ポット。口径
が約5cmあるので、氷も
スッポリと入ります。

ステンレス レッド

K40K39



BE8-H0501

〈ドリテック〉

申込番号

2. 電気ケトル 1．2L

◦約23.5×15.9×19.8cm◦主材／ポリプ
ロピレン◦満水容量／1.2L◦家庭用電源使
用（AC100V-900W）◦有効コード長さ／
約1.2m◦取扱説明書・保証書付き◦中国製
※ケトル本体底部や給電スタンドを水に浸
さないで下さい。

ホワイト

BE8-H0502 ブラック

BE8-H0601

〈ヤマゼン〉

申込番号
3. たこ焼き器

◦約36.5×24.5×7.2cm◦主材
／ポリプロピレン◦家庭用電源使用
（AC100V-800W）◦有効コード長
さ／約1.4m◦取扱説明書・保証書付
き◦中国製

BE8-K4202

〈ヤマゼン〉

申込番号
4. コーヒーミル

◦約8.6×11×16cm◦主材／ポリプ
ロピレン、ステンレススチール◦家庭
用電源使用（AC100V-120W）◦有
効コード長さ／約1m◦取扱説明書・
保証書付き◦中国製

BE8-K4101

〈ドリテック〉

申込番号

1. ステンレスケトル
「マキアート」0.8L

◦約23.7×14.4×20cm◦主材／
ステンレススチール、ポリプロピレン
◦満水容量／0.8L◦家庭用電源使用
（AC100V-900W）◦有効コード長
さ／約1.2m◦取扱説明書・保証書付
き◦中国製

ホワイト ブラック

2カラー

一度に24個焼けるたこ焼き
器。プレートはフッ素樹脂加
工で焦げつきにくく、お手入
れが簡単です。

Appliance

 02

Appliance

 03
Appliance

 01

Appliance

04

Electrical Appliance in a kitchen
素敵であればあるほどキッチンに立つのが楽しくなるから、
デザイン性と機能性のバランスはとても大事。
ライフスタイルに合うアイテムをチョイスしよう。

機 能 も ル ック ス も 優 秀 な ア イ テ ム を 厳 選

ホコリが侵入しにくい注ぎ口カ
バー。ワンタッチで簡単にふたが
あきます。

ホワイト

いつでも手軽に挽きたてのお
いしさを楽しめるコーヒーミ
ル。フタをセットしないと運転し
ない安全スイッチ付きで安心。

ティーポットのような細い注ぎ
口のステンレス製電気ケトル。

K42K41



フォークレスト付き

使用イメージ

BE8-K4401

〈ヤマゼン〉

申込番号
3. フードプロセッサー

◦約18×10.5×13cm◦主材／ポリ
プロピレン、ステンレススチール◦家
庭用電源使用（AC100V-60W）◦有
効コード長さ／約1.2m◦取扱説明
書・保証書付き◦中国製

BE8-K4301

〈ホームスワン〉

申込番号
1. そのままホットサンド

◦約29×24.5×10cm◦主材／本体：
フェノール樹脂、プレート：アルミダイ
キャスト（フッ素樹脂塗装）◦家庭用電
源使用（AC100V-900W）◦有効コー
ド長さ／約1.4m◦取扱説明書・保証
書付き◦中国製
※プレート固定式

BE8-K4302

〈プリズメイト〉

申込番号
2. フォンデュブロック

◦約12.5×12.5×13.2cm◦主材
／本体：ABS樹脂、アルミニウム、鍋：
アルミニウム（フッ素樹脂塗膜加工） 
◦満水容量／250ml◦家庭用電源
使用（AC100V-20W）◦有効コー
ド長さ／約1.5m◦温度（約）HEAT
時：65℃、KEEP（保温）45℃、耐熱温度

（約）：鍋300℃、本体：80℃◦付属品
／フォーク×4本、スペア用鍋◦取扱説
明書・保証書付き◦中国製

BE8-K4402

〈セレシオン〉

申込番号

4. コンパクト
スチームクッカー

◦約27×23×24.5cm◦主材／ポリ
プロピレン◦満水容量／0.68L（タ
ンク）◦家庭用電源使用（AC100V-
400W）◦有効コード長さ／約1.4m
◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

簡単操作で楽しくフォンデュ。
電源は一目でわかるオフ、
ヒート、キープの3段階。
フォーク4本付き。

食パンの耳を切らずにそのまま
焼けるホットサンドメーカー。
プレートには離型性の良いフッ
素樹脂塗装を施しています。

料理の下ごしらえから、刻ん
で混ぜる作業まで素早くこな
すフードプロセッサーです。

Appliance

 01
Appliance

 03

Appliance

 02
Appliance

 04

Electrical Appliance in a kitchen

ヘルシーな毎日を約束する、
蒸し料理を手軽にできるコン
パクトサイズのスチームクッ
カー。

K44K43



BE8-K4501

〈プリズメイト〉

申込番号
1. ハッコウブロック

◦約11.3×11.3×22cm◦主材／
ABS樹脂、AS樹脂、PET樹脂◦満
水容量／500ml◦家庭用電源使用
（AC100V-27W）◦有効コード長さ
／約1.5m◦付属品／カバー、容器、ス
プーン3本、牛乳パック用クリップ3個
◦中国製

BE8-H0301

〈プリマポポ〉

申込番号

4. チョッパー付
ハンディブレンダー

◦径約6.5、高さ約36cm◦主材／
ABS樹脂、AS樹脂、ステンレススチー
ル◦家庭用電源使用（AC100V -
150W）◦有効コード長さ／約1.2m
◦付属品／ブレンドカップ、チョッパー
容器、泡立て◦取扱説明書・保証書付
き◦中国製
※連続使用時間1分以内

BE8-K4502

〈ヤマゼン〉

申込番号
2. オーブントースター

◦約36×26 .5×20cm◦主材／
ガラス、スチール◦家庭用電源使用
（AC100V-1000W）◦有効コード長
さ／約1m◦取扱説明書・保証書付き
◦中国製

BE8-K4601

〈ホームスワン〉

申込番号

3. 食べきり
ホットプレート28cm

◦約34.5×35×14.5cm◦主材／
本体：ポリプロピレン、プレート：アル
ミダイキャストエンボス加工（2コー
トフッ素樹脂塗装）◦家庭用電源使用
（AC100V-1000W）◦有効コード長
さ／約1.4m◦取扱説明書・保証書付
き◦中国製
※ヒーター固定式

1000Wハイパワーのオーブ
ントースター。食パンを2枚同
時に焼くことができます。パン
くずトレイ・受皿付き。

ダイヤルを回すだけで、ヨー
グルトやフルーツビネガー、塩
こうじ等が簡単に作れます。

ブレンダー、チョッパー、泡立
て、専用カップのセット。お料
理の下ごしらえに活躍してくれ
ます。

2〜3人に最適なサイズのホッ
トプレート。保温から230℃の
温度調節機能付き。

Appliance

 01
Appliance

 03

Appliance

 02
Appliance

 04

Electrical Appliance in a kitchen

K46K45
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2カラー

レッド グリーン

2カラー

ホワイト ブラウン

4カラー

ホワイト ブラウン ブルー グレー

2カラー

ブラウン ナチュラル蓋を外して内側に袋を
掛けられます。

2カラー

アンティーク
アイボリー

アンティーク
ブラウン

2カラー

ナチュラル
ウッド

ダークウッド

BE8-A0303

〈ドリテック〉

申込番号

2. 木目調LEDスタンドライト

◦ベース：約7×12cm、アーム：約33.5cm、
シェード：約5×8.5cm◦主材／ABS樹脂、
スチール◦家庭用電源使用（AC100～
240V-4W）◦有効コード長さ／約1.8m 
◦付属品／専用ACアダプター◦取扱説明
書・保証書付き◦中国製

ナチュラルウッド

BE8-A0304ダークウッド
BE8-A0301申込番号

1. ベルギー製
ウィルトン織マット

◦約60×90cm◦主材／ポリプロピレン
100%◦ベルギー製

レッド

BE8-A0302 グリーン
BE8-A0307申込番号

4. ピュアエア（気化式・加湿・
除湿・消臭器）エクセレント

◦約24.5×12.6×17.5cm◦主材／
ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン 
◦単二乾電池2本使用（別売）◦付属
品／除湿剤、消臭剤、吸水フィルター、
ビタミンCフィルター、銀イオンカート
リッジ◦取扱説明書・保証書付き◦日
本製

BE8-A0305

〈トップランド〉

申込番号

3. どこでもFAN 
コンパクトタイプ

◦約16×4.5×18cm◦主材／ABS樹脂 
◦家庭用電源（AC100V-3W）、USB電源、
単三乾電池4本使用（別売）◦有効コード長
さ／約1.3m◦取扱説明書・保証書付き◦中
国製

ホワイト

BE8-A0306 ブラウン
BE8-A0403

申込番号

6. トラッシュカンラウンド

◦約26×26×35cm◦主材／ABS樹脂 
◦容量／10.5L◦中国製

ホワイト

BE8-A0404 ブラウン

BE8-A0405 ブルー

BE8-A0406 グレー

BE8-A0401

〈ヤマゼン〉

申込番号

5. アイアンサイドテーブル

◦約40×40×45cm◦主材／合成樹脂化
粧繊維板（ポリエステル樹脂）◦製品重量／
約4.6kg◦耐荷重量／約10kg（天板）◦組
み立て商品◦取扱説明書付き◦中国製

アンティークブラウン

BE8-A0402 アンティークアイボリー
BE8-A0407申込番号

7. 飛散防止ミラー

◦約31.5×1.9×62.5cm◦主材／木、鏡 
◦日本製
※フレーム等が変更になる場合がございます。

ブラウン

BE8-A0408ナチュラル

マグネット付きで、どこにでも置けるコンパクト扇風機。 シンプルでスタイリッシュなゴミ箱。蓋を外して内側に袋を掛けられます。1台で気化式加湿・除湿・消臭機能付き。オールシーズン使えるコンパクト設計。 インテリアになる壁掛け鏡。鏡裏に飛散防止テープを貼ってあります。

AT HOME

Interior & More

AT HOME

Interior & More

01 05

0403 06

02 07

アームを自由に動かすことのできる、木目調のLEDスタンドライト。織密度が高く、丈夫で美しいウィルトン織りマット。
メダリオン柄をモチーフとした高級感のあるブロックデザインです。

ソファーやベッドサイドにぴったりのサイドテーブル。

ナチュラル
ウッド

レッド

ホワイト

ホワイト

アンティーク
アイボリー

ナチュラル

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 A4A3



2カラー

レッド ブラウン

使用イメージ

BE8-A0501申込番号
1. ポールハンガー

◦約28.5×28.5×176cm◦主材／天
然木、スチール（紛体塗装）◦耐荷重量
／約6kg（全体）◦組み立て商品◦取
扱説明書付き◦台湾製

BE8-A0502申込番号

2. キューブ型収納ボックス

◦約38×38×38cm◦主材／ポリ塩化ビニ
ル、ポリプロピレン不織布、ポリエステル、繊
維板（MDF）◦耐荷重量／約80kg（全体） 
◦組み立て商品◦折りたたみ式◦中国製

レッド

BE8-A0503 ブラウン
BE8-A0504申込番号

3. コートハンガーダブル

◦約84×44×100～170cm◦主材
／スチール（エポキシ樹脂粉体塗装・
クロームメッキ）、ポリプロピレン樹脂 
◦耐荷重量／約15kg（全体）◦組み立
て商品◦取扱説明書付き◦台湾製

BE8-A0601申込番号

4. スリムシューズラック 
2段

◦約53×17.5×40cm◦主材／ス
チール（エポキシ樹脂粉体塗装）◦耐
荷重量／約3kg（1段につき）◦組み
立て商品◦付属品／連結パーツ2個 
◦中国製

BE8-A0602申込番号
5. スリッパラック

◦約33×27×80cm◦主材／スチー
ルパイプ、クロムメッキ◦組み立て商
品◦台湾製

BE8-A0603申込番号
6. マガジンラック

◦約29.5×16.5×25cm◦主材／合
成皮革（ポリウレタン）、ポリエステル
ベルベット◦中国製

コートやバッグ等のハンガーとして活躍します。 パイプ２本が後ろに反って、出し入れしやすい形のスリッパラック。２段コートハンガー。キャスター付きで移動もスムーズです。 フェイクレザーの質感とシルバーのアクセントがモダンな雰囲気のマガジンラック。

AT HOME

Storage

AT HOME

Storage

01 04

03 05 06

02

簡単組立のキューブ型収納ボックス。腰掛けたり、オットマンとしても使えます。 大きいサイズの靴もすっきり収納できる２段ラック。

レッド

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 A6A5



ホワイト

白

ブラウン

2カラー

白 黒

3カラー

ブラウン ホワイト ナチュラル

BE8-A0701申込番号
1. マガジンラック

◦約32.5×49×33cm◦主材／ラバー
ウッド◦折りたたみ式◦ベトナム製

BE8-A0702申込番号

2. スタッキングマルチ
3段バスケット

☆バスケット有効内寸：約22.5×32.5×
17cm
◦約29.5×38.5×62cm（3段使用時）◦主
材／スチール（粉体塗装）◦重量／約1.9kg
◦耐荷重量／約3kg（1棚あたり）◦組み立て
商品◦付属品／キャスター×4個（内ロック付
2個）◦取扱説明書付き◦中国製

ホワイト

BE8-A0703 ブラウン
BE8-A0704申込番号

3. 陶器傘立て

◦径約20、高さ約41cm◦主材／陶器◦付
属品／底マット◦ベトナム製
※手作り品の為、お届けする商品により色・
サイズが多少異なります。手作り商品の風
合いとしてご理解ください。

白

BE8-A0705 黒
BE8-A0802申込番号

6. miniツールボックス

◦約22×10×7cm◦主材／スチール
（塗装）◦日本製

BE8-A0803申込番号

7. 吊り下げ収納ラック6段
2個組

◦セット内容／本体（幅約31、奥行約
30、高さ約106cm）×2個◦主材／不
織布、厚紙◦折りたたみ式◦取扱説明
書付き◦中国製

BE8-A0706

〈アイリスオーヤマ〉

申込番号

4. カラーボックス

◦約41.4×29.0×88.2cm◦主材／プリン
ト紙化粧パーティクルボード◦耐荷重量／
天板：約10kg、底板：約10kg、棚板1枚当た
り：約10kg◦組み立て商品◦中国製

ブラウン

BE8-A0707 ホワイト

BE8-A0708ナチュラル

BE8-A0801申込番号
5. ミニラック3段

◦約44×15×60cm◦主材／天然木
（水性ステイン塗装）◦製品重量／約
1.4kg◦耐荷重量／約5kg（棚1段あ
たり）◦組み立て商品◦取扱説明書付
き◦日本製
※水性塗料を使用している為、色の濃
淡に若干の差が出る事があります。

食品や衣類、タオルなどの整理に。中身が見えて便利なマルチバスケット。 ウッディなミニラック。２色のコンビが部屋を明るくします。

シンプルなデザインの陶器の傘立て。 ハンガーラックに取り付けられる不織布の収納ラック。
不要な時には折りたたんでコンパクトに。

AT HOME

Storage

AT HOME

Storage

01 05 07

04

02

03 06

使い方自在の3段ボックス。棚板は可動式です。 工具入れやリビング小物の整理にと、いろいろ使えるスチールBOX。

レトロでおしゃれな木製マガジンラック。

ブラウン

使用イメージ

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 A8A7



ホワイト

点灯時

2カラー

ライトオーク ダークオーク

4カラー

ブラック ブラウン アイボリー ピンク

3カラー

ブラック ブラウン アイボリー

2カラー

ブラック ホワイト

2カラー

ブラウン ナチュラル

BE8-A0901申込番号

1. カレンダー付
連続秒針の掛時計

☆カレンダー機能・連続秒針
◦径約32.5、厚さ5.6cm◦主材／
ABS樹脂◦単三乾電池2個使用（付属）
◦取扱説明書・保証書付き◦台湾製
※付属の電池はモニター用の為、寿命
が短い場合がございます。

BE8-A0902申込番号

2. 球面ガラスの
ウッドウォールクロック

☆連続秒針
◦径約28、厚さ4cm◦主材／ABS樹脂 
◦単三乾電池1個使用（付属）◦取扱説明
書・保証書付き◦中国製
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

ブラウン

BE8-A0903ナチュラル
BE8-A0905申込番号

4 タッチセンサー式
デジタル電波時計

☆電波時計・カレンダー・温度表示・バックラ
イト・電子音アラーム・スヌーズ・タッチセン
サー式操作部
◦約7.7×9.1×3.9cm◦主材／ABS樹脂 
◦単三乾電池1個使用（付属）◦取扱説明
書・保証書付き◦中国製
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

ブラック

BE8-A0906 ホワイト
BE8-A0904申込番号

3. 置掛兼用
デジタル温湿度計

☆温湿度表示・熱中症警告表示・熱中
症警告アラーム
◦約5.5×13.2×1.3cm◦主材／ABS
樹脂◦CR2032電池1個使用（付属）
◦取扱説明書・保証書付き◦中国製
※付属の電池はモニター用の為、寿命
が短い場合がございます。

BE8-A1003
申込番号

6. タイコ型ビーズクッション

◦約50×50×20cm◦主材／側地：ポリエ
ステル100％、詰め物：ビーズ◦日本製

ブラック

BE8-A1004 ブラウン

BE8-A1005 アイボリー

BE8-A1006 ピンク

BE8-A1001申込番号

5. オーク柄キッチンマット
(滑り止めシート付）

◦約60×230cm◦主材／表面：塩化ビニ
ル、中間：塩ビ発泡層、裏面：ガラス基材◦付
属品／滑り止めシート◦日本製

ライトオーク

BE8-A1002 ダークオーク
BE8-A1007申込番号

7. マイクロファイバーラグ

◦約100×140cm◦主材／ポリエス
テル、ウレタンフォーム、不織布◦中
国製

BE8-A1008
申込番号

8. LHフラット座椅子

◦約43×59～96×51cm◦主材／側地：合
成皮革、構造部材：スチールパイプ、中材：ウ
レタンフォーム◦日本製

ブラック

BE8-A1009 ブラウン

BE8-A1010 アイボリー

AT HOME

Clock

AT HOME

Fabric

01 0502 06

04 0803 07

ナチュラル

使用イメージ

ライトオーク

アイボリー

アイボリー

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 A10A9



2カラー

ブルー ピンク

BE8-A1101

〈東洋紡〉

申込番号

1. 低反発枕
（ピロケース付）

◦約50×30cm◦主材／＜枕＞側地：
ポリエステル100％、中材：ポリウレタ
ン100％（低反発タイプ）、＜ピロケー
ス＞綿95％、ポリエステル5％◦付属
品／ピロケース◦中国製

〈ピロケース〉

BE8-A1103

〈東洋紡〉

申込番号

3. 冷たさにこだわった
ひんやり枕

◦約43×63cm◦主材／＜枕＞側地：
ポリエステル100％、詰め物：ポリエ
ステル100％、＜枕カバー＞表地：綿
52％・ポリエチレン48％（コールドア
イスEX生地使用）、裏地：ポリエステ
ル80％・綿20％◦付属品／枕カバー 
◦中国製

〈枕カバー〉

BE8-A1102申込番号

2. ドライアイス®枕パット＆
ウォッシャブル枕

◦セット内 容 ／ 枕 パット（ 約 3 5×
50cm）、枕（約35×50cm）◦主材／
枕パット（表地：ポリエステル100%、裏
地：ポリエステル65%・綿35%、詰物：ポ
リエステル100%）、まくら（側生地：ポ
リエステル65%・綿35%、詰め物：ポリ
エステル100%）◦日本製

BE8-A1201

〈東洋紡〉

申込番号

4. シルク混肌ふとん

◦約135×185cm◦主材／側地：ポリエス
テル100％、詰め物：ポリエステル95％、絹
5％◦中国製

ブルー

BE8-A1202 ピンク
BE8-A1203

〈東洋紡〉

申込番号

5. ひんやり敷パット
（コールドアイス+N生地使用）

◦約100×205cm◦主材／表地：ナイ
ロン67％、ポリエステル33％（コール
ドアイス+N生地使用）、裏地：ポリエス
テル80％、綿20％、詰め物：ポリエステ
ル100％◦中国製

BE8-A1204

〈東洋紡〉

申込番号

6. マイヤータオルケット

◦約140×190cm◦主材／パイル：綿
100％、グランド：ポリエステル100％◦中
国製

ブルー

BE8-A1205 ベージュ
BE8-A1206

〈ヤマゼン〉

申込番号
7. 電気敷毛布

◦ 約 1 4 0×8 0 c m ◦ 主 材 ／ ポリ
エステル100％◦家庭用電源使用

（AC100V-55W）◦有効コード長さ
／約1.9m◦取扱説明書・保証書付き
◦中国製

〈コントローラー部除く〉

AT HOME

Pillow

AT HOME

Linen

01 04 05

03 0702 06

ピンク

ブルー

ベージュ

GOOD

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 A12A11



ハンガーに干せるバス
タオルサイズなので、
干すスペースを気にせ
ず毎日洗えます。

吸気口カバーオープン時

吊して収納できる
フック付き

使用イメージ（ホワイト）

BE8-H0201

〈泉州タオル〉

申込番号

1. 臭いにくい
ふわふわ吸水タオルセット

◦セット内容／フェイスタオル（約29×
80cm）×4枚、ハンガーに掛けられるバス
タオル（約34×120cm）×2枚◦主材／綿
100％◦抗菌防臭加工◦日本製

モカ

BE8-H0202 モスピンク

BE8-H0203 ライトグレー

BE8-H0204 スカイブルー

BE8-A1305

〈トップランド〉

申込番号

2. USBパーソナル
エアクリーナー

◦約6.5×5.4×8.3cm◦主材／ABS樹脂 
◦有効コード長さ／約1m◦適用床面積／
約0.6畳◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

ホワイト

BE8-A1306 ブラック
BE8-A1307

〈ツインバード〉

申込番号
3. サーキュレーター

◦約28×16×28cm◦主材／ポリプロピ
レン◦家庭用電源使用（AC100V-36W／
34W）◦有効コード長さ／約1.8m◦取扱
説明書・保証書付き◦中国製

BE8-A1402申込番号

5. スマートワゴン　
ランドリー3段

◦約12.5×55×66.2cm◦主材／ポ
リプロピレン◦組み立て商品◦取扱
説明書付き◦日本製

BE8-A1404

〈スマイル〉

申込番号
7. スチームプレッサーイージー

◦約32×8×9cm◦主材／ポリカーボ
ネート◦家庭用電源使用（AC100V-
650W）◦有効コード長さ／約2.5m
◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

BE8-A1403

〈アイリスオーヤマ〉

申込番号
6. ステンレス室内物干し

◦約84×66×132～180cm◦主材
／ステンレス巻きスチールパイプ、
ABS樹脂、スチール（エポキシ粉体塗
装）◦製品重量／約4.1kg◦耐荷重
量／ハンガーパイプ：約3kg（1本あた
り）、タオルハンガー用パイプ：約4kg
◦組み立て商品◦折りたたみ式◦取
扱説明書付き◦中国製

BE8-A1401申込番号
4. フック付きアイロン台

◦約71×36×20cm◦主材／本体：ス
チール（エポキシ樹脂粉体塗装）、表面
布：綿、クッション材：ポリエステル◦折
りたたみ式（脚部）◦中国製

AT HOME

House Keeping

AT HOME

House Keeping

01 04 05

03 0702 06

スカイ
ブルー

ライト
グレー

モス
ピンク

モカ

ブラック

GOOD

抗菌防臭加工

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 A14A13



AT HOME AT HOME

使用イメージ

使用イメージ 使用イメージ

BE8-A1501

〈ケンコー〉

申込番号
1. 193mmジャンボルーペ

◦約23×1.5×17.5cm◦主材／ABS樹脂
◦付属品／レンズケース、簡易スタンド◦取
扱説明書付き◦日本製

BE8-A1502

〈グリーンライフ〉

申込番号
2. カラーポスト

◦約36.1×15.1×26cm◦主材／亜鉛メッ
キ鋼板（焼付塗装）◦製品重量／約1.4kg 
◦付属品／木ネジ3本、ネーマー◦取扱説
明書付き◦日本製

BE8-A1503申込番号
3. ホリデーツールセット

◦セット内容／ハンマー（約26×10×
2.5cm）×1、ビット×10、六角レンチ×8、
コンビネーションレンチ×3、プラスマイナ
ス精密ドライバー×各2、プラスドライバー
大・小、マイナスドライバー大・小、ラジオペ
ンチ、ニッパー、ビットドライバー、メジャー

（3m）、カッターナイフ×各1◦約32×22.5
×6cm◦主材／PET樹脂、カーボンスチー
ル、ポリプロピレン、ポリスチレン、他◦中国
製または台湾製

BE8-A1601申込番号
4. 小型加湿器ミニ・ミスト          

◦径約10cm、高さ約9cm◦主材／ABS樹
脂◦容量／約200ml◦USB電源専用◦有
効コード長さ／約0.9m◦付属品／吸水ス
ティック×3、USBケーブル×1◦取扱説明
書・保証書付き◦中国製

BE8-A1604申込番号

7. 電動シュレッダー
USBケーブル付

◦約27.5×12×15cm◦主材／ABS樹脂、
AS樹脂、スチール◦単三乾電池6本使用（別
売）◦付属品／USBケーブル◦取扱説明書
付き◦中国製

BE8-A1603申込番号
6. 安心防災14点セット

◦セット内容／エマージェンシーリュック（約33×40×
12cm）、蓄光LEDライト、ブルーシート、エアークッショ
ン、非常用給水バッグ（5L）、使い捨てカイロ、使い捨て
マスク、絆創膏・綿棒セット、ポケットティッシュ、ウェット
ティッシュ、アルミ温熱シート、携帯トイレ（小用）、非常
用呼子笛、防災ガイドメモ◦主材／ナイロン、ポリスチ
レン、ポリプロピレン、他◦単三乾電池2個使用（別売）
◦中国製、タイ製または日本製

BE8-A1602

〈キャンパーズコレクション〉

申込番号
5. キャリーカート

◦約34×46×100cm（折りたたみ時：34
×18×56cm）◦主材／金属（粉体塗装） 
◦安全荷重量／約60kg（全体）◦折りたた
み式◦中国製

BE8-A1605申込番号
8. LEDセンサースリムDX

◦約4.2×5.6×20.3cm◦主材／ABS樹脂
◦単二乾電池3個使用（別売）◦取扱説明書
付き◦中国製

超軽量・高画質大型ワイドレンズの
ルーペ。携帯用のケースと、組立式の
簡易スタンドが付いています。

A4サイズの郵便物も楽に入る、家
庭用ポストです。投函口が風でバタ
バタしないスプリング機構。

多様な用途に素早く対応できるツー
ルを備えたスグレモノ。

使用イメージ

USBケーブル付き小型
加湿器。低周波の振動で
ミストを発生させるので
発熱しません。

動きを感知して自動で
点灯。常時点灯モード
でハンディライトとして
も使える1台2役のポー
タブルライト。

安全荷重60k gのキャ
リーカートで、重い荷物
もラクラク移動できます。

USBケーブル付きシュ
レッダー。普通ハガキ1
枚、コピー用紙なら２枚
の厚さに対応。

LEDライトや携帯トイレ、給
水バッグ、アルミ温熱シート
などの防災グッズ14点を持
ち運びに便利なリュックに
セットしました。

TOOLS
Useful as

暮らしの便利アイテム

こまっ
たときの強い味方

A16A15



AT HOME AT HOME

点灯時

BE8-A1701

〈源正宗〉

申込番号
1. ガーデン2点セット

◦セット内容／刈込鋏（全長約60.5cm）、
剪定鋏（全長約17.5cm）◦主材／刃物特殊
鋼、アルミ合金、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプ
ロピレン◦取扱説明書付き◦中国製

BE8-A1702

〈天神作〉

申込番号
2. ガーデニング3点セット

◦セット内容／万能鋏（全長約21cm）、剪定
鋏（全長約20cm）、盆栽鋏（全長約15cm）
◦主材／万能鋏：刃部＝ステンレス刃物鋼、
柄部＝ABS樹脂、剪定鋏：刃部＝刃物鋼、柄部
＝スチールビニール加工、盆栽鋏：刃部＝ス
テンレス刃物鋼、柄部＝ABS樹脂◦取扱説
明書付き◦日本製（万能鋏・盆栽鋏）、中国製

（剪定鋏）

BE8-A1703申込番号
3. 高枝切りハサミ＆雑草たわし

◦セット内容／高枝切りハサミ（約100×9
×3cm、刃渡り約5.5cm）、雑草たわし（全長
約9cm、刃幅約8cm）◦主材／アルミパイプ

（ブロンズアルマイト）、刃物鋼◦日本製

BE8-A1803申込番号
6. 木製プランター2個組

◦約30×15×23cm・2個◦主材／天然木
（オイルステイン塗装）◦組み立て商品 
◦取扱説明書付き◦中国製
※色の濃淡に若干の差が出る事があります。

BE8-A1804申込番号

7. フィールドカート＆
レディース剪定鋏＆移植ゴテ

◦約51×30×29cm◦主材／フィールド
カート：ポリプロピレン、剪定鋏：炭素鋼・ポリ
プロピレン、移植ゴテ：ポリカーボネイト◦重
量／約2.1kg◦耐荷重量／約80kg◦付属
品／剪定鋏、移植ゴテ◦日本製（剪定鋏は台
湾製）
※剪定鋏は、お届けの色・柄が異なる場合が
ございます。

BE8-A1805申込番号

8. 折りたたみ式
フラワーラック 2段

◦約46×35×53.5cm◦主材／スチール
（粉体塗装）◦耐荷重量／約5kg（1段あた
り）◦組み立て商品◦折りたたみ式◦取扱
説明書付き◦中国製
※屋外にて長時間ご使用されますと本体に
サビが発生する場合がございます。

BE8-A1802申込番号

5. ソーラー式
8LEDガーデンライト

◦約19.5×19.5×62cm◦主材／本体：
ABS樹脂、透明カバー：ポリカーボネート、支
柱・固定くさび：ポリプロピレン樹脂、光源：
LEDランプ◦ソーラー式（充電式Ni-MH単
三電池1200mAh×3個）◦取扱説明書付き
◦中国製

BE8-A1801申込番号
4. 蓄圧式噴射器　ハイパー4L

◦約19×19×36cm◦主材／ポリプロピレ
ン、ポリエチレン、軟質ビニール樹脂、グラス
ファイバー◦満水容量／4L◦取扱説明書付
き◦中国製

庭木のお手入れや家庭菜園の基本と
なる剪定鋏・盆栽鋏・万能鋏の3点セッ
ト。盆栽や生け花にも使えます。

デザイン性の高いアジャスター付きの
フラワーラック。ベランダや庭、室内
でもお使いいただけます。

庭木の剪定や生け垣の刈り込みに。
刈込鋏と剪定鋏の2点セットです。

地中に差し込むだけの簡単設置。太陽
光で自動充電するLEDガーデンライ
トです。

ラクラク作業できる噴霧器です。連続
噴霧ができるレバーロック機能付き。

樽型のかわいらしいプランター２個
組。天然木のあたたかみのある風合
いも魅力です。脚付なので通気性が
よく、植物にもやさしいです。

庭や畑につきものの草取りや苗の植
え替えが座ったままで楽々。乗った
まま移動もできる園芸用カートに剪
定鋏と移植ゴテをセットにしました。

軽いグリップ操作で切れ味抜群の高
枝切りハサミ。レンガやブロックのす
き間に生えた雑草をキレイに刈り取る
雑草たわし付き。

GARDEN
Delight
Make a

ガーデニング特集

お庭を
美しく演出する

A18A17
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BE8-T0301

〈ロベルタ ディ カメリーノ〉

申込番号
1. トートバッグ

☆開閉部：ファスナー式、内オープンポケット1つ、携帯
電話ポケット1つ
◦約46×27.5×13cm◦主材／ポリエステル、合成皮
革◦中国製

BE8-T0401

〈ピエール・カルダン〉

申込番号
2. ショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン1つ、外
にオープン1つ、マグネット付き1つ
◦約25×27cm◦主材／ポリエステル（ジャカード織）、
合成皮革◦中国製
※ショルダー調節可

ロベルタらしい色使い。持ち手の根元のRがデザイン
のアクセントになっています。

モナコ王妃も愛した

幸福を呼ぶブランド

ベニスから世界へ美を送り続けるロベルタ ディ カメリーノ。

ブランド名は、創業者であるジュリアーナ・カメリーノが

少女時代に大好きだったミュージカル映画「ロバータ」を

イタリア語読みしたもの。

ロベルタ ディ カメリーノ

ブランドロゴをジャカード織りにしたシックな柄のショル
ダーバッグ。背面にもポケットがあります。

時を経ても色褪せない

エレガントパリシック

パリにアトリエを構え、自らの名前でオートクチュールを

発表してから半世紀を迎えた今も、世界的に愛され、

注目を集め続ける信頼のブランド。

伝統的なデザインの中にさりげなくトレンドを漂わせ、

大人の気品を演出します。

ピエール・カルダン

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 T4T3



BE8-T0501

〈キャサリン ハムネット ロンドン〉

申込番号

1. ショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：外にマグネット1つ、
中にオープン1つ
◦約24×23.5×5cm◦主材／ポリエステル（ジャカー
ド織）、合成皮革◦中国製
※ショルダー調節可

クロ

BE8-T0502 モーブ
BE8-T0601

〈ハナエモリ〉

申込番号
2. トートバッグ

☆開閉部：マグネットホック式、ポケット：中にオープン2つ
◦約27.5×27×9cm◦主材／ポリエステル、合成皮革
◦中国製

シックな色使いで、大人らしい上品な可愛らしさを演
出してくれるショルダーバッグ。

ブランドの象徴である「蝶」がポイントに。ベーシックな
作りながらも洗練されたデザインに仕上げました。

トラディショナルなイメージに

革新的な感性をミックス

英国の伝統あるクラシックスタイルとキャサリン自身の

メッセージ性・社会性のある独自のデザインが

見事に調和したキャサリン ハムネット ロンドン。

ブリティッシュエレガントな華やかさの中に、

こだわりのあるデザインが特長です。

キャサリン ハムネット ロンドン

クロ モーブ

モーブ

クロ

ハナエモリ

日本を代表する

ファッションブランド

1965年ニューヨークで初の海外コレクションを発表後、

国内外でも数々の作品を発表。

今日ではライフスタイルの全てに関わり

美しく豊かな毎日を過ごせるよう、ハナエモリならではの

スタイルを提案し続けています。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 T6T5



BE8-T0801

〈イルムス〉

申込番号
2. ハンドバッグ

☆開閉部：マグネット式、ポケット：中にオープン2つ、
ファスナー式1つ、外にマグネット式1つ
◦約26×30×7.5cm◦主材／合成皮革◦中国製

BE8-T0701

〈クリスタルパール〉

申込番号

1. クリスタルパールネックレス

◦全長約43cm（アジャスター約5cm含む）、珠径約
0.6cm◦主材／スワロフスキー®.クリスタルパール、
スワロフスキー®.クリスタル、真鍮（ロジウムメッキ） 
◦付属品／オリジナルケース◦日本製
※手作り品の為、お届けする商品により色・サイズが多少
異なります。手作り商品の風合いとしてご理解ください。

ホワイト

BE8-T0702 グレー

「シンプル×ナチュラル」がキーワード

自分らしく暮らしたい人に使ってほしい

スカンジナビアモダンをコンセプトとした

ライフスタイル専門店「イルムス」。

｢心地のよい家｣と｢暮らしを楽しむこと｣を提案し続ける

人気ショップです。

上品なスワロフスキー®.クリスタルパールを使用。
オリジナルケース付きです。

ポケットが多く、多機能なハンドバッグです。
開口部は、大きく開いて出し入れ簡単なマグネット式。

イルムスクリスタルパール

ホワイト

グレー

オープン時

クラフトマンシップと匠の技

スワロフスキー®.クリスタルパールの類まれな美しいきらめき。

それはスワロフスキー社が開発した独自のコーティング技術を

使用して実現したもの。

革新的技術によってパールに神秘的な輝きが加わり、パール内部

から発光しているように見えます。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 T8T7



BE8-T0901

〈マヒナ〉

申込番号

1. 貝パールネックレス 
2本セット

◦セット内容／ネックレス（全長約42、
珠径約0.7cm）×2本◦主材／貝パー
ル、金具：真鍮ロジウムメッキ◦日本製

BE8-T0902申込番号

2. 本真珠ペンダント

◦全長約40cm、トップ径約0.75～0.8cm
◦主材／トップ：アコヤ真珠、チェーン：ゴー
ルドカラー（真鍮（金メッキ））・プラチナカラー
（真鍮（ロジウムメッキ））◦日本製
※アコヤ真珠は天然素材のため、お届けす
る商品によりエクボやシワ、色合いが多少異
なります。

ゴールドカラー

BE8-T0903 プラチナカラー
BE8-T1002

〈ユキコハナイ〉

申込番号
4. パール3点セット

◦セット内容／ネックレス（全長約42、
珠径約0.7cm）、ペンダント（全長約
40cm、珠径約0.7cm）、ピアス（珠径
約0.7cm）◦主材／貝パール・真鍮（ロ
ジウムメッキ）◦日本製

BE8-T1004

〈ユキコハナイ〉

申込番号
6. パール3点セット

◦セット内容／ネックレス（全長約
42、珠径約0.7cm）、ペンダント（全長
約40cm、珠径約0.7cm）、イヤリング
（珠径約0.7cm）◦主材／貝パール・
真鍮（ロジウムメッキ）◦日本製

BE8-T1001

〈シーアングル〉

申込番号
3. ピアス(クロス)

◦下り部分約1.3×0.7cm◦主材／
シルバー925、ロジウムメッキ、キュー
ビックジルコニア◦中国製

BE8-T1003

〈シーアングル〉

申込番号
5. シルバーペンダント

◦トップ約1×2.2×0.7cm、チェー
ン約45cm◦主材／シルバー925、
キュービックジルコニア◦日本製

身に着けるだけでコーディネイトが華やぐ、

美と品格を備えた正統派ジュエリー・パール。

バラエティに富んだデザインを揃えました。

Ladies Trend   PEAR L

真珠の中央にチェーンを通し
たシンプルでスタイリッシュなデ
ザイン。肌にすっとなじみます。

シンプルな装いの日でも、
このパールを合わせれ
ば、ハイクラスな印象に。

ネックレスとイヤリングの
基本のパールセットとペ
ンダントの3点セットです。

美しい輝きを放つキュービックジル
コニア。エレガントな女性らしさを
演出してくれます。

定番のクロスモチーフに、キュー
ビックジルコニアをふんだんに配し
たシルバー925のピアスです。

オーソドックスな、ネック
レス・ペンダント・ピアスの
パール3点セットです。

1

プラチナ
カラー

2

ゴールド
カラー

2

5

6

3

4
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BE8-T1102

〈アトリエエトラ〉

申込番号

2. ダイヤモンドピアス

◦約0.7×1.65cm◦主材／ダイヤ2石
（0.02ct）、シルバー：シルバー925（ロジウ
ムメッキ）、ゴールド：シルバー925（ゴールド
メッキ）◦日本製

シルバー

BE8-T1103 ゴールド
BE8-T1206

〈アトリエエトラ〉

申込番号

7. 2WAYコットンパール
ネックレス

◦内側53cm（アジャスター6cm含む）、
外側約58cm、ロングネックレス使用時：
全長約92cm、コットンパール珠径約0.8
～1cm、プラスチックパール珠径約0.3～
0.4cm）◦主材／コットンパール、プラス
チックパール、ガラス、真鍮にゴールドメッキ

（ノンニッケル）◦日本製
※素材の性質上、色・サイズ・形が異なるこ
とがあります。

ホワイト

BE8-T1207 キスカ

BE8-T1208 ベージュ

BE8-T1101

〈ミチコ ロンドン コシノ〉

申込番号
1. ペンダント

◦全長約40、トップ約2.6×0.8cm 
◦主材／真鍮（ロジウムメッキ）・貝
パール・キュービックジルコニア◦日
本製

BE8-T1107
申込番号

4. イニシャルペンダント

◦全長約45、トップ約1.8cm、珠径約
0.6cm◦主材／ステンレススチール、キュー
ビックジルコニア、アコヤパール◦日本製

A

BE8-T1108 K

BE8-T1109 M

BE8-T1110 R

BE8-T1201申込番号

5. バースタイルペンダント

◦全長約43、トップ約3.2×0.2cm◦主材／
トップ：ゴールドカラー（シルバー925金メッ
キ）・プラチナカラー（シルバー925ロジウム
メッキ）、キュービックジルコニア、チェーン：
ゴールドカラー（真鍮金メッキ）・プラチナカ
ラー（真鍮ロジウムメッキ）◦トップ：中国製、
チェーン：日本製

ゴールドカラー

BE8-T1202 プラチナカラー
BE8-T1203

申込番号

6. 白蝶真珠風 貝パールリング

◦幅約0.2、リングデザイン部分径約1.5、珠
径約1.1cm◦主材／シルバー925ロジウム
メッキ、貝パール、キュービックジルコニア
◦日本製

9号

BE8-T1204 11号

BE8-T1205 13号

BE8-T1104

〈シーアングル〉

申込番号

3. リング

◦幅約0.5cm◦主材／シルバー925、
キュービックジルコニア（ホワイト・ピンク・ブ
ルー）◦日本製

9号

BE8-T1105 11号

BE8-T1106 13号

人気のイニシャルペンダント。デイリー
からお出かけまで、様々なコーディネイ
トに合わせられます。

ダイヤモンドの上品な輝きが耳元を美
しく演出。カジュアルにもエレガントにも
つけられます。

大粒の真珠と、ランダムに光を集めて
きらめくジルコニアが指先を美しく見
せてくれます。

上品な華やかさももつコットンパール。
長時間身に着けても軽くて疲れにくい
のが特徴です。

一粒の貝パールがさり
気ない存在感で、デイ
リーユースにもぴったり。

デコルテを上品に引き立てる、エレガ
ントなバースタイルが人気のペンダント
です。

シルバーリングに、ホワイト・ピンク・ブ
ルーのキュービックジルコニアを配した
キュートなデザイン。

取り外し可能なアジャス
ターを外して、ロングネッ
クレスとしても使えます。

ホワイト キスカ ベージュ

K

ゴールドカラー

プラチナカラー

R

A
M

1

シルバーゴールド

2

4

5

6
キスカ

7
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BE8-T1402

〈レガッタクラブ〉

申込番号

4. レディース 
ダイヤ入りウォッチ

◦全長約27cm、フェイス（縦約3、横約2.3、
厚さ約0.8cm）◦主材／亜鉛合金（PNPメッ
キ）、ステンレススチール◦日常生活用防水
◦平均月差±20秒◦取扱説明書・保証書付
き◦中国製（ムーブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

BE8-T1401

〈チェイスタイム〉

申込番号
3. レディースウォッチ

◦全長約22.4cm、フェイス（縦約2.2、横約
2.1、厚さ約0.8cm）◦主材／亜鉛合金（IPG
メッキ）、本革◦日常生活用防水◦平均月差
±20秒◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

（ムーブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

BE8-T1301

〈チェイスタイム〉

申込番号
1. レディスウォッチ

◦全長約21cm、フェイス（約2.3×2.3、厚さ約0.7cm）
◦主材／亜鉛合金、牛革◦日常生活用防水◦平均月差
±20秒以内◦取扱説明書・保証書付き◦中国製（ムー
ブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合がご
ざいます。

BE8-T1302

〈メゾン・ドゥ・ファミーユ〉

申込番号

2. レディースウォッチ

◦全長約21.5cm、フェイス（径約2.4、厚さ0.8cm） 
◦主材／亜鉛合金（パラジュームメッキ）、牛革◦日常
生活用防水◦平均月差±20秒◦取扱説明書・保証書付
き◦中国製（ムーブメントのみ日本製）
※付属の乾電池はモニター用の為、寿命が短い場合が
ございます。

ブラック

BE8-T1303 レッド

BE8-T1403

〈バレンチノ・ルーディー〉

申込番号

5. レディースウォッチ

◦全長約21.5cm、フェイス（縦約3、横約2、
厚さ約0.85cm）◦主材／亜鉛合金、パラジ
ウムメッキ、牛革◦日常生活用防水◦平均
月差±20秒◦取扱説明書・保証書付き◦中
国製（ムーブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

ホワイト

BE8-T1404 ブラック

ブラック

レッド ブラック

ホワイト

2

5

4
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BE8-T1501

〈キャティフェラーリ〉

申込番号

1. 長財布

☆札入れ1室、ファスナー式小銭入れ1室（中
2室）、カード入れ4室、ポケット4室
◦約19×10×4.5cm◦主材／合成皮革 
◦中国製

ブラック

BE8-T1502 ブロンズ

BE8-T1503

〈アッシュエル〉

申込番号

2. レディース長財布

☆札入れ1室、ファスナー式小銭入れ1室（中
2室）、カード入れ4室、ポケット4室
◦約18.7×10×4cm◦主材／牛床革（スプ
リットレザー）、合成皮革◦中国製

ブラック

BE8-T1504 イエロー

BE8-T1603

〈イルムス〉

申込番号

5. ラウンドファスナー長財布

☆札入れ2室、ファスナー式小銭入れ1室、
カード入れ8室、ポケット4室
◦約19.5×10×2.5cm◦主材／合成皮革
◦中国製

ブルー

BE8-T1604 ブラウン
BE8-T1505

〈キャティフェラーリ〉

申込番号

3. ラウンドファスナー長財布

☆札入れ2室、ファスナー式小銭入れ1室、
カード入れ8室、ポケット3室
◦約19.5×10×2.5cm◦主材／合成皮革
◦中国製

パープル

BE8-T1506 ブラウン

BE8-T1601

〈ファイブナイン〉

申込番号

4. 長財布

☆外側ポケット1室、内側ポケット2室、札入
れ3室、ファスナー式小銭入れ1室、カード入
れ8室
◦約19×9.5×2.5cm◦主材／合成皮革 
◦中国製

ピンク

BE8-T1602 ゴールド

ファスナー式の小銭入れは大きく口が開き、
中が見やすく出し入れがとっても便利。

ラウンドファスナー式の長財布。
多彩なポケットが付いており収納力抜群です。

シンプルなデザインの長財布。
オンにもオフにもいろんなシーンに馴染みます。

人気のラウンドファスナー
タイプ。中の機能も充実
している長財布です。

多彩なポケットが付いた
収納力のある長財布です。
背面の小銭入れが
Ｌ字型に開いて便利。

INSIDE
INSIDE

INSIDE

INSIDE

INSIDE

Ladies Trend   WALLET

ブロンズ

ブロンズ

ブラック

ブラック

ブラック

イエロー

ブラウン

ブラウン

イエロー

パープル
ブルー

ブルー

ブラウン

ブラウン

ピンク ゴールド

ゴールド
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BE8-T1701

〈メゾン・ドゥ・ファミーユ〉

申込番号

1. 名刺入れ

☆外側ポケット1つ、内側ポケット2つ、名刺
入れ1つ
◦約11×7×1.5cm◦主材／牛革（ヌメ革）、
ポリエステル◦中国製

ブラウン

BE8-T1702 ナチュラル

BE8-T1806

〈アッシュエル〉

申込番号
7. 晴雨兼用婦人傘

☆開閉部：手開き式
◦全長約59cm（最短時）◦主材／生地：ポリ
エステル・綿、骨：鉄◦中国製
※伸縮できます。

BE8-T1801

〈エドマイスター〉

申込番号

4. スヌードマフラー

◦約30×140cm◦主材／アクリル、ナイロ
ン、毛◦日本製

ブルー

BE8-T1802 オレンジ

BE8-T1703申込番号
2. 帽子

◦適応サイズ：約56～57.6cm（サイズ調整
機能付き）◦主材／フィールサーモポリエス
テル◦付属品／ハットクリップ◦ベトナム製

BE8-T1805申込番号

6. シューズキーパー 
（レディース）2足セット

◦適応サイズ：約22.5～24cm・2セット◦主
材／天然木、スチール◦中国製
※お届けする商品により色・サイズが多少異
なります。

BE8-T1704申込番号
3. ジュエリーケース

◦約16.5×13×9cm◦主材／合成皮革（ポ
リウレタン）、ポリエステルベルベット◦中
国製

BE8-T1803

〈セーラー万年筆〉

申込番号

5. ファシーネ　ボールペン

☆回転式、インク：油性黒、ボール径0.7mm
◦径約1.55、全長約13.4cm◦主材／メタ
クリル樹脂、金属部品（ピンクゴールドメッ
キ仕上げ）◦取扱説明書付き◦日本製

パールピンク

BE8-T1804 ネイビー

ブルー

オレンジ

パールピンク ネイビー

ブラウン

ナチュラル

可愛らしくエレガントな色味
のジュエリーケース。大切
なアクセサリーを整理して
収納できます。

丸めてコンパクトに携帯で
きるオシャレなハット。便利
なハットクリップ付き。

靴をきれいにキープできる
シューズキーパーは今や
欠かせないアイテムです。
2足セット。

首元にぬくもりとおしゃれな
アクセントをプラスしてくれ
るスヌードマフラー。

縁 の 変 わった デ ザインが 
可愛らしい晴雨兼用傘です。

大 人 の 女 性にぴったりの 
シンプルなデザイン。可愛くて 
少し贅沢なペンです。

使うほどに手に馴染む牛革の
名刺入れ。服やバッグに合わせ
やすいナチュラルカラーです。

Ladies Trend   GOODS
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BE8-T1901

〈カンサイセレクション〉

申込番号

1. ハンドバッグ

☆開閉部：マグネット式、ポケット：中にオープ
ン2つ、ファスナー式1つ
◦約30×21×9cm◦主材／合成皮革◦中
国製

ブルー

BE8-T1902 ピンク

BE8-T1903 イエロー

BE8-T1904

〈クリスティーナノーレ〉

申込番号

2. ドーヴィルタイプ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中に吊り
下げ1つ、外にスナップ留め1つ
◦約45×34×19cm◦主材／ポリエステ
ル・ポリ塩化ビニル◦日本製
※ショルダー調節可、取り外し可

黒

BE8-T1905 ベージュ

BE8-T2001

〈キャティフェラーリ〉

申込番号

3. ショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオー
プン2つ、ファスナー付き1つ、外にファス
ナー式1つ
◦約28×23×6cm◦主材／合成皮革◦中
国製
※ショルダー調節可

ブラック

BE8-T2002 ワイン

BE8-T2003

〈イルムス〉

申込番号

4. トートバッグ

☆開閉部：マグネット式、ポケット：中にオープ
ン1つ
◦約37.5×26×15cm◦主材／合成皮革
◦中国製

ブラック

BE8-T2004 ネイビー

BE8-T2005 ラベンダー

BE8-T2006申込番号
5. ハンドバッグ

☆開閉部：マグネット式、ポケット：中にオープ
ン1つ
◦約23×13×5cm◦主材／合成皮革◦中
国製

イエロー

ネイビー

イエロー

ベージュ

ワイン

ピンク

ラベンダー

ピンク

ブルー ブラック

ブルー

黒

1

シンプルデザインのハンド
バッグ。開口部は出し入れ
がラクなマグネット式です。

POINT

高級感あふれるジャカード
織生地採用。エレガントさ
と機能性を備えます。

POINT

ベーシックなスタイリングの
ハンドバッグ。ちょっとした
お出かけに便利です。

POINT

生地が柔らかく使いやす
いショルダーバッグ。外側
のファスナー付きポケットも
便利。

POINT

シンプルなトートバッグはど
んな時でも使えて、ひとつ
あると便利です。

POINT

Ladies Trend   BAG
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BE8-T2101

〈イルムス〉

申込番号

1. ハンドバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：外にファス
ナー1つ
◦約41.5×25.5×14cm◦主材／本体：ポリ
エステル、合成皮革◦中国製

アイボリー

BE8-T2102 ライトブルー

BE8-T2201

〈三昌〉

申込番号

3. 帆布機能手提げ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオー
プン2つ、外にホック付き1つ
◦約25×21×10cm◦主材／綿、裏地：ナイ
ロン◦日本製

生成り

BE8-T2202 マスタード
BE8-T2203 ライトグリーン

BE8-T2103

〈キャティフェラーリ〉

申込番号

2. トートバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にファス
ナー式1つ
◦約40×28×13cm◦主材／ナイロン、合
成皮革◦中国製

ベージュ

BE8-T2104 パープル
BE8-T2206

〈ブランヌーボー〉

申込番号
5. 合皮五室ショルダー

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオー
プン5室、外にファスナー式1つ
◦約25×14×6cm◦主材／合成皮革◦中
国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-T2207

〈カンゴールスポーツ〉

申込番号

6. 巾着付きトートバッグ

☆開閉部：巾着式
◦約21.5×19×8cm◦主材／ポリエステ
ル◦中国製

ベージュ

BE8-T2208 カーキ

BE8-T2204

〈シャルミス〉

申込番号

4. ショッピングカート

☆開閉部：巾着の上にカブセ式、ポケット：外に
ファスナー式1つ
◦バッグ本体：約32×40×21、総外寸：約34×
86×30cm◦主材／ポリエステル◦中国製

チャコールグレー

BE8-T2205 ブラウン

ライトブルー1

アイボリー1

ライトブルー

ベージュ

アイボリー
パープル

チャコールグレー

ブラウン

生成り

マスタード

ベージュ

ライトグリーン

カーキ

軽やかな色合いのカジュ
アルなハンドバッグ。軽くて
使い勝手も抜群です。

POINT

軽くて使い勝手のいいトー
トバッグ。たっぷりの収納力
も魅力です。

POINT

コンパクトなのにたっぷりの
収納力。スタイリングに取り
入れやすいシンプルなデ
ザインです。

POINT

巾着付きのトートバッグ。普
段使いはもちろん、アウトド
アでも活躍します。

POINT

スタンダードなフォルムの
手提げバッグ。使い勝手
のいいサイズで、デイリー
に活躍します。

POINT

水玉模様がかわいらしい、
近所へのお買い物に便利
なショッピングカート。

POINT

Ladies Trend   BAG

GOOD

Fashion&Style
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BE8-T2302申込番号
2. フォーマルバッグ3点セット

☆開閉部（フォーマルバッグ）：マグネット式、
ポケット：中にオープン1つ
◦セット内容／フォーマルバッグ（約24×16
×8cm）、サブバッグ（約35×32cm）、リバー
シブルふくさ（約12×20.5×1.5cm）◦主材
／ポリエステル、ポリウレタン、ポリ塩化ビ
ニル◦中国製または日本製

BE8-T2301申込番号
1. グログランリボンフォーマル

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオー
プン2つ
◦約25×12.5×6cm◦主材／ポリエステ
ル◦中国製

BE8-T2401

〈ダイアナバレンチノ〉

申込番号
3. フォーマルバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン2つ
◦約26×13×6cm◦主材／合成皮革◦中国製

BE8-T2402

〈イルムス〉

申込番号
4. フォーマルサブバッグ

☆開閉部：オープン式、ポケット：中にオープン1つ
◦約24.5×22.5×7.5cm◦主材／ポリエステル◦中
国製

ベーシックで使いやすいフォルムの
フォーマルバッグ。コンパクトにたた
めるサブバッグとふくさの3点セット。

POINT

小物が収納できるポケット付きなので、スマー
トに整理収納ができます。

POINT

ベーシックで使いやすい形状のフォーマル
バッグ。

POINT

マチが広いので収納力バツグン。

POINT

ポーチや財布、スマートフォンなど、すっぽり
と収納できるサブバッグ。

POINT

4

1

2

3Formal
ColleCtion
f o r  c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s

フォーマルな場にはすっきりとしたデザインの、

こんなバッグがあるとスマートに振る舞えます。

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018
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4
5

BE8-T2501

〈セ・ルーアン〉

申込番号

1. 貝パールセット

◦セット内容／ネックレス（全長約42cm）、
イヤリング（珠径約0.8cm）◦主材／真鍮
（ロジウムメッキ）、貝パール◦日本製
※素材の性質上、色・サイズ・形が異なるこ
とがあります。

ホワイト

BE8-T2502 グレー

BE8-T2503申込番号
2. 慶弔ふくさ3点セット

◦セット内容／ふくさ（20.5×12×1.5cm）、念珠（内径
約26cm）、念珠入れ（約16×11×1cm）◦主材／念珠：
プラスチック、レーヨン、念珠入れ：ポリエステル◦日本製

BE8-T2504申込番号
3. 慶弔ふくさ3点セット

◦セット内容／ふくさ（20.5×12×1.5cm）、念珠（内径
約26cm）、念珠入れ（約16×11×1cm）◦主材／念珠：
プラスチック、レーヨン、念珠入れ：ポリエステル◦日本製

BE8-T2601申込番号
4. 男性用念珠セット　縞黒檀

◦セット内容／念珠（内周約26.5cm）、念珠入れ（15.2
×8.4cm）◦主材／念珠：縞黒檀・レーヨン、念珠入れ：
レーヨン・ポリエステル◦日本製
※手作り品の為、お届けする商品により色・サイズが多
少異なります。手作り商品の風合いとしてご理解くだ
さい。

BE8-T2602申込番号
5. 女性用念珠セット　蝶貝

◦セット内容／念珠（内周約24.5cm）、念珠入れ（15.2
×8.4cm）◦主材／念珠：貝・プラスチック・レーヨン、念
珠入れ：レーヨン・ポリエステル◦日本製
※手作り品の為、お届けする商品により色・サイズが多
少異なります。手作り商品の風合いとしてご理解くだ
さい。

BE8-T2603

〈ポロ〉

申込番号

6. 紳士ネクタイ

◦約144×8.5cm◦主材／シルク100％◦日本製

ブラック

BE8-T2604 ホワイト

1

ホワイト

グレー

裏面使用時 裏面使用時

2 3

ブラック

ホワイト

6

Fashion&Style
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BE8-T2701

〈ロベルタ ディ カメリーノ〉

申込番号
1. 札入れ

☆札入れ1室、小銭入れ1室、カード入れ3
室、ポケット2室
◦約10.5×9×1.5cm◦主材／牛革◦中
国製

BE8-T2801

〈フィッシャー〉

申込番号

2. スペースシャトル 
ボールペン

☆キャップ式
◦約13.6×1cm（筆記時）◦主材／真鍮 
◦取扱説明書・保証書付き◦アメリカ製

クローム

BE8-T2802 ブラック

Men's Fashion Style
An appearance is cool

男性のファッションは小物選びが一番のポイント。

ビジネスでもプライベートでもおしゃれ感と適度なぬけ感が決め手です。

バッグや時計、ベルトなど、いつもの日常を

ワンランクアップさせてくれるアイテムを集めました。

服やバッグなどとも合わせやすいシ
ンプルなデザイン。オーソドックスな
二つ折り財布です。

ファッション界のオスカーといわれる
ニーマン・マーカス賞を1956年に受賞。
独自のスタイルで積極的に創作活動を続ける
ロベルタ ディ カメリーノ 。
クラシカルかつ斬新なデザインが魅力です。

クローム

クローム

ブラック

オープン時

ブラック

1960年代に世界を驚かせたフィッシャー社の
スペースペンは、無重力、極寒や灼熱、
水中でも筆記が可能。
アポロ11号の月面着陸のほか、
数々のスペースミッションに参加しています。

逆さにしても、極寒でも、変わらぬな
めらかな書き味を宇宙でも立証済み
のボールペン。スペースシャトルの
ワンポイント付き。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 T28T27



BE8-T2901

〈イングランドハウス〉

申込番号

1. メンズ二つ折り財布

☆札入れ2室、カード入れ6室、ポケット6室、
ホック式小銭入れ1室
◦約11.5×9.5×2.5cm◦主材／合成皮革
◦中国製

ブラック

BE8-T2902 ブラウン
BE8-T2903

〈イングランドハウス〉

申込番号

2. メンズリバーシブルベルト

◦全長約105cm、幅約3cm◦主材／本体：
牛革、合成皮革◦中国製

ブラック

BE8-T2904 ブラウン

BE8-T3001

〈エヌワイシー〉

申込番号
3. メンズウォッチ

◦全長約25.5cm、フェイス（径約4.5、厚さ約1.2cm）
◦主材／ABS樹脂、ウレタン◦日常生活用防水◦平
均月差±30秒以内◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

（ムーブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合がご
ざいます。

Men's Fashion Style

ブラック ブラック

ブラウン2

ブラウン1

最近の流行を取り入れたイングランドハウス 
のアイテムは、上品で使いやすく、普段使いか
らフォーマルまでシーンを選ばず、ご愛用いた
だけます。

裏面のポップな色使いがカジュアル
な牛革のベルトです。

服やバッグなどとも合わせやすいシ
ンプルデザインの二つ折り財布。

オープン時
お洒落さとカジュアルさが融合した大人のメン
ズウォッチです。

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018

世界で最も刺激的な街と称され、
ロンドンと並ぶ世界トップクラスの都市、
世界中のファッションやエンターテインメントに多大な影響を及ぼしている
ニューヨーク市公認ブランドです。

Ⓒ2018.City of New York.All rights reserved.
※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 T30T29



Business Bag

BE8-T3101

〈カンサイセレクション〉

申込番号
1. ボストンバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：外にファスナー付き1
つ、ベルクロ式1つ
◦約46×28×22cm◦主材／ポリエステル◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-T3102申込番号
2. ビジネスバッグ（PC対応）

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：外にファスナー付き3
つ、中にオープン4つ、ペン差し3つ、名刺入1つ
◦約45×32×10cm◦主材／ポリエステル・ポリエチ
レン◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-T3103

〈チェルベ〉

申込番号
3. メンズビジネスバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にファスナー式1
つ、オープン1つ、外にベルクロ式1つ
◦約42×31×6cm◦主材／ポリエステル、合成皮革 
◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-T3201

〈イルムス〉

申込番号
4. ガーメントバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にファスナー付き1
つ、外にファスナー付き1つ
◦約56×44×2.5cm◦主材／ポリエステル、合成皮革
◦付属品／ハンガー1つ◦中国製

BE8-T3203

〈リナジーノ〉

申込番号
6. ビジネスバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にメッシュオープン
2つ、外にファスナー付き1つ
◦約40×29×6cm◦主材／ポリエステル◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-T3202申込番号
5. ビジネスバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン2つ、ペ
ン差し3つ、外にファスナー付き2つ、キャリー用ループ
1つ◦約40×29×9.5cm◦主材／ポリエステル、合成
皮革◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

使用イメージ
使用イメージ

取り外し可 能なハン
ガー付き。小物をひと
まとめにできるポケット
も便利です。

ベルトは取り外し可能。

軽くて丈夫なバッグは
荷物の多いビジネスマンに。

Bag

1
スーツを畳まず持って行けるから
出張もスマートに。

Bag

4

Bag

3
B4サイズ対応のビジネスバッグ。
着脱可能なショルダーベルト付き。

Bag

5
ウレタン入りでノートPCやタブレットを入れても
安心。背面にキャリーバー用のループ付き。

Bag

6
大きく開く前ポケットは小物の収納などに便利。
A4サイズまでの書類が入ります。

Bag

2
衝撃吸収材入りでノートPC等を収納でき、
B4サイズ対応のビジネスバッグ。

S E L E C T I O N

キャリーバー用ループ付き
オープン時オープン時

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018

GOOD
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BE8-T3404

〈フレッチャ〉

申込番号
6. カード／パスポートケース

☆カードポケット6室、オープンポケット2室
◦約8×11.5×0.5cm◦主材／牛革◦中国
製またはタイ製
※手作り品の為、お届けする商品により色・
サイズが多少異なります。手作り商品の風
合いとしてご理解ください。

BE8-T3302

〈アッシュエル〉

申込番号

2. メンズキーケース

☆キーフック5連、ポケット2室
◦約11×5.6×1.5cm◦主材／牛革、合成
皮革◦中国製

ブラック

BE8-T3303 カーキ

BE8-T3304

〈ビジツール〉

申込番号
3. ポーチ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にファス
ナー付き1つ、外にファスナー付き1つ
◦約25×16×7cm◦主材／合成皮革◦中
国製

BE8-T3401

〈サルバトーレ・マーラ〉

申込番号
4. メンズベルト2本セット

◦セット内容／ピン式ベルト（全長約122、
幅約3cm）、スライド式ベルト（全長約119、
幅約3cm）◦主材／表：牛革、裏：合成皮革 
◦中国製

BE8-H0701

〈カンサイセレクション〉

申込番号
1. メンズベルト

◦全長約112.5、幅約3cm◦主材／牛床革
（スプリットレザー）、合成皮革◦日本製

BE8-T3405申込番号
7. シューズキーパー（メンズ）2足セット

◦適応サイズ：約25～27cm×2セット◦主材／天然
木、スチール◦取扱説明書付き◦中国製
※お届けする商品により色・サイズが多少異なります。

BE8-T3402

〈デービッドヒックス〉

申込番号

5. タイバー

◦約0.6×5.4cm◦主材／シルバー：真鍮、
ロジウムメッキ、エポキシ、ゴールド：真鍮、金
メッキ、エポキシ◦日本製

シルバー

BE8-T3403 ゴールド

ブラック

カーキ

シルバー

ゴールド

ビジネスからパーティシーンまで
スタイリッシュなタイバーで胸元をドレスアップ。

Accessory

5

携帯電話やカードなど小物整理に使いやすい
ベーシックなデザインのメンズポーチ。

Accessory

3

スーツ姿をより際立たせる、
シンプルな黒の革ベルト。
ウエスト約101.5cmまで対応。

Accessory

1

大切な靴のお手入れに。
清潔さを保ち、型崩れを防ぎます。

Accessory

7

Business Accessory

S E L E C T I O N

良質な牛革を使用したカードケース。
パスポートケースとしてもお使いいただけます。

Accessory

6

キーフックが５つ付いたキーケース。
スマートで飽きのこないデザイン。

Accessory

2
ピンタイプ・スライドタイプの2本セット。
ウエストは共に約105cmまで対応可能。

Accessory

4

オープン時

ブラック
オープン時

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018

GOOD
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BE8-T3504

〈グレンオーバー〉

申込番号
2. ボストンバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にテープ式オープン
1つ、外にオープン1つ
◦約45.5×25×20cm◦主材／ナイロン◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-T3505

〈アッシュエル〉

申込番号
3. ガーメントケース

☆開閉部：ホック式、ポケット：中にオープン1つ、外に
ファスナー付き1つ
◦約58×43.5cm◦主材／ポリエステル◦付属品／ハ
ンガー1つ◦中国製

BE8-T3501

〈カンサイセレクション〉

申込番号

1. トラベルポーチセット

☆開閉部：ファスナー式、外にオープン1つ
◦セット内容／小（約25.5×12×16cm）、大（約43×
17.5×26cm）◦主材／ポリエステル◦中国製

ホワイト

BE8-T3502 グレー

BE8-T3503 ブラック

BE8-T3601

〈アッシュエル〉

申込番号
4. ボストンバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン4つ、
ファスナー付き1つ
◦約45×28×22cm◦主材／ポリエステル、合成皮革
◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-T3602申込番号

5. ブラックストライプ
特大ルーズボストン

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：外にオープン1つ、中
にオープン1つ
◦約67（上部）、56（中部）×40×25cm◦主材／ポリ塩
化ビニル◦日本製

BE8-T3603

〈クリスチャン ヴェドリーヌ〉

申込番号
6. ボストンバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中に吊り下げ1つ、外
にオープン1つ
◦約45×28×22cm◦主材／ポリエステル、ポリ塩化
ビニル◦日本製
※ショルダー調節可、取り外し可

オープン時

ブラック

グレー

ホワイト

オープン時

出張や遠方での冠婚葬祭など、
スーツの持ち運びに最適。

S E L E C T I O N

Travel Bag

ショートステイに便利なボストンバッグ。
持ち手の丸みが手に馴染みやすく持ちやすい。

ちょっとした旅行などに便利なボストンバッグ。
ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに。

旅行やスポーツに一つはもっていたい、
収納力抜群のルーズタイプボストン。

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018

GOOD
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BE8-T3703

〈アッシュエル〉

申込番号
2. セカンドバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン2つ、外
にファスナー式1つ
◦約23×15×7cm◦主材／ポリエステル、合成皮革 
◦ストラップ着脱可◦中国製

BE8-T3801

〈チェルベ〉

申込番号

4. メンズビッグトートバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン2つ、
ファスナー付き1つ、外にマグネット2つ
◦約35×36×11cm◦主材／合成皮革◦中国製

ブラック

BE8-T3802 ブラウン☆開閉部：マグネット式、ポケット：中にファスナー式1
つ、中仕切りファスナー式1つ、オープン2つ、外にオー
プン1つ、マグネット式1つ
◦約23.5×23×8cm◦主材／ポリエステル、合成皮革
◦中国製

BE8-T3704

〈アッシュエル〉

申込番号
3. メンズカジュアルバッグ

※ショルダー調節可

BE8-T3701

〈アッシュエル〉

申込番号

1. ショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン2つ、
ファスナー式1つ、外にファスナー式2つ
◦約27×25×6cm◦主材／ポリエステル◦中国製
※ショルダー調節可

ブラック

BE8-T3702 カーキ
BE8-T3804

〈エドクルーガー〉

申込番号
6. ショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にファスナー付き1
つ、外にカブセマグネットホック付き2つ、オープン1つ
◦約31×23×10cm◦主材／ポリエステル◦中国製
※ショルダー調節可

BE8-T3803

〈カンサイセレクション〉

申込番号
5. ショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン1つ、
ファスナー1つ、外にマグネット付き1つ
◦約17×22×6cm◦合成皮革◦中国製
※ショルダー調節可

ブラック

カーキ

Bag

2
ちょっとしたお出かけに便利なセカンドバッグ。
携帯電話や財布などの小物入れに最適。

Bag

4
荷物がたっぷり入ってタウンユースに使える
大きめサイズのトートバッグ。

Bag

3
収納力抜群のショルダーバッグ。
ポケットも多く、小物の仕分けに便利です。

Bag

5
ちょっとしたお出かけに便利なサイズの
ショルダーバッグです。

Bag

6
Bag

1

Casual Bag

ブラック

ブラウン

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018
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BE8-T3904

〈アッシュエル〉

申込番号

2. メンズトートバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン2つ、
ファスナー式1つ、外にオープン3つ
◦約35×35×12cm◦主材／ポリエステル、合成皮革
◦中国製

ブラック

BE8-T3905 ブルー
BE8-T3901

〈カンゴールスポーツ〉

申込番号

1. 二つ折りショルダーバッグ

☆開閉部：マグネット式
◦約30×23×5cm◦主材／ポリエステル◦中国製
※ショルダー調節可

ブラック

BE8-T3902 ブラウン

BE8-T3903 ベージュ

BE8-T4001

〈カンゴールスポーツ〉

申込番号

3. サイドポケット付きドラムバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオープン1つ、外
にオープン3つ
◦約33×18×18cm◦主材／ポリエステル◦中国製

ブラック

BE8-T4002 ピンク

BE8-T4003 ネイビー

BE8-T4004

〈ディッキーズ〉

申込番号

4. ワンショルダーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にファスナー付き1
つ、外にファスナー付き1つ
◦約16×33×8cm◦主材／ポリエステル◦ベトナム製
※ショルダー調節可、左右取付可

ブラック

BE8-T4005 レッド

BE8-T4006 ネイビー

ブラック

ブラック

ブラック

レッド ネイビー

ネイビー

ブラウン

ベージュ

ブルー

Bag

1
マグネット式の開閉口が使いやすいお洒落な
デザインの二つ折りショルダーバッグです。

Bag

3
スポーツやアウトドアに最適なカジュアル
バッグです。

Bag

4
日常使いに一つあると便利。
使い勝手の良さにこだわったワンショルダー。

Casual Bag

ブラック

ピンク

Bag

2
シーンを選ばない、色々な場面で活躍できる
シンプルなメンズトートバッグ。

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018

ブラック1

ブラック3

ネイビー3

ピンク3

GOOD
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Casual Accessory

BE8-T4204
申込番号

6. ニットキャップ

◦フリーサイズ◦主材／アクリル◦中国製

ブラック

BE8-T4205
BE8-T4206

レッド

ネイビー

BE8-T4207

〈レノマ〉

申込番号
7. メンズビジネスベルト

◦全長約110、幅約3cm◦主材／表：牛革、
裏：合成皮革◦中国製

BE8-T4208

〈バジェックス〉

申込番号

8. ポーチ

☆開閉部：ファスナー式
◦約18.3×12.6cm◦主材／山羊革◦日本製

ブラック

BE8-T4209 ブラウン

BE8-T4203

BE8-T4201

〈メイド　イン　アンダーグラウンド　オーサカ　ジャパン〉

申込番号

5. ヌメ革　ペンケース

☆開閉部：ファスナー式
◦約20×5.5×3cm◦主材／牛革（ヌメ革）
◦日本製
※天然皮革の為、色が多少異なったりシワ
などがある場合があります。天然皮革の風
合いとしてご理解下さい。

ブラック

BE8-T4202 チョコ

キャメル

BE8-T4101

〈ジャパンマイスター〉

申込番号

1. メンズ天然石ブレスレット

◦内周約17cm（伸縮可）◦主材／ブラウン：
スモーキークォーツ、水晶、ラブラドライト、
ブラック：タイガーアイ、オニキス、マラカイ
ト、シルバー925（銀古美メッキ）、シリコー
ンゴム◦日本製
※素材の性質上、若干の色・サイズが異なり
ます。

ブラウン

BE8-T4102 ブラック

BE8-T4103

〈デービッドヒックス〉

申込番号
2. ピンブローチ（男女兼用）

◦約5×6.5cm◦主材／シルバー925、
ロジュームメッキ、キュービック、真鍮、ロ
ジュームメッキ◦日本製

BE8-T4104申込番号
3. メンズペンダント

◦全長約55cm（アジャスター約5cm含む）、
トップ（約径1.6cm）◦主材／真鍮（ロジウ
ムメッキ）・真鍮（ロジウムメッキ＜いぶし仕
上げ＞）◦中国製

BE8-T4105申込番号

4. ハンチング

◦頭周りサイズ約57～60cm◦主材／綿、
牛革◦日本製

ブラック

BE8-T4106 サンドベージュ

レッド

ネイビー

ブラック

石の魅力がたっぷりと感じられる
天然石のブレスレット。

Accessory

1
使い込むほどに愛着がわく
牛革の上質なペンケース。

Accessory

5

ブラック

サンドベージュ

ブラック

ブラウン

ブラックチョコ

キャメル

ブラック

ブラウン

大人の男性の首元をさり気なく飾る
クールな印象のペンダント。

Accessory

3
定番の黒の牛革ベルトは
多彩なシーンで活躍してくれます。

Accessory

7

スノーボードアパレルをはじめ、多彩な「あそび」を
テーマにデザインするブランドPLAYDESIGNの
ニットキャップ。

Accessory

6

上質で柔らかな山羊革を
ていねいに仕立てたポーチ。

Accessory

8

カジュアルなパーティーや特別な日に。
男性の背広の襟を彩るピンブローチ。

Accessory

2

熟練の職人の手により
1点1点ていねいに仕上げられたハンチング。

Accessory

4

Fashion&Style
Brand New ITEM
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Wallet

BE8-T4302

〈ファイブナイン〉

申込番号
2. メンズ二つ折り財布

☆札入れ2室、カード入れ3室、ポケット3室、ホック式
小銭入れ1室
◦約11×9.5×2.4cm◦主材／牛床革、内側：合成皮
革、ポリエステル◦中国製

BE8-T4301

〈ファイブナイン〉

申込番号
1. メンズ長財布

☆札入れ2室、ファスナー式小銭入れ1室、ポケット2室、
カード入れ12室
◦約19×9.5×2cm◦主材／合成皮革、ポリエステル
◦中国製

BE8-T4303

〈メゾン・ドゥ・ファミーユ〉

申込番号

3. 小銭入れ

☆カブセ差し込み式、外にポケット1室、中にポケット1
室、小銭入れ1室
◦約9×8.5×1.5cm◦主材／牛革（ヌメ革）、ポリエス
テル◦中国製

ナチュラル

BE8-T4304 ブラウン
BE8-T4401

〈イルムス〉

申込番号

4. メンズ長財布

☆札入れ1室、ファスナー式小銭入れ1室、カード入れ
11室、ポケット3室
◦約18.8×9.3×2cm◦主材／合成皮革◦中国製

ネイビー

BE8-T4402 ブラウン
BE8-T4403

〈チェルベ〉

申込番号

5. ダブルステッチ財布

☆札入れ2室、ファスナー式小銭入れ1室（中2室）、カー
ド入れ6室、ポケット2室
◦約11×10×3.5cm◦主材／合成皮革◦中国製

ブラウン

BE8-T4404 ネイビー

ネイビー
ネイビー

ブラウン ブラウンネイビー

ブラウン

ブラウンブラウン

ナチュラル

1
3

2
4 5

オープン時オープン時
オープン時 オープン時 オープン時

Fashion&Style
Brand New ITEM

2018

GOOD
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BE8-T4503

〈クワトロ〉

申込番号
3. メンズウォッチ

◦全長約26cm、フェイス（径約3.6、厚さ約
0.9cm）◦主材／亜鉛合金（PNPメッキ）、ス
テンレススチール◦日常生活用防水◦平均
月差±20秒◦取扱説明書・保証書付き◦中
国製（ムーブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

BE8-T4502

〈クワトロ〉

申込番号
2. デジタルウォッチ

◦全長約27.5cm、フェイス（径約5.1、厚さ
1.5cm）◦主材／ABS樹脂、ウレタン◦日常
生活用防水◦平均月差±30秒以内◦取扱
説明書・保証書付き◦中国製（ムーブメント
のみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

BE8-T4501

〈クワトロ〉

申込番号
1. メンズカジュアルウォッチ

◦全長約25cm、フェイス（縦約3.5、横約
3.2、厚さ約0.7cm）◦主材／亜鉛合金（IP
メッキ）、牛革◦日常生活用防水◦平均月差
±20秒◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

（ムーブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

BE8-T4605

〈エヌワイシー〉

申込番号
6. メンズウォッチ

◦全長約26cm、フェイス（径約4.2、厚さ
約1.2cm）◦主材／亜鉛合金、合成皮革 
◦日常生活用防水◦平均月差±20秒以内
◦取扱説明書・保証書付き◦中国製（ムーブ
メントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

BE8-T4601

〈ファイブナイン〉

申込番号

4. メンズウォッチ

◦全長約24cm、フェイス（径約3.5、厚さ
0.7cm）◦主材／亜鉛合金（パラジューム
メッキ）、合成皮革◦日常生活用防水◦平均
月差±20秒◦取扱説明書・保証書付き◦中
国製（ムーブメントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

ブラック

BE8-T4602 ホワイト

BE8-T4603 ブルー

BE8-T4604

〈マレリー〉

申込番号
5. メンズウォッチ

◦全長約24.1cm、フェイス（径約3.8、厚さ
約0.8cm）◦主材／亜鉛合金（IPSメッキ）、
本革◦日常生活用防水◦平均月差±30秒
◦取扱説明書・保証書付き◦中国製（ムーブ
メントのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

3 6

1

2

4

5

Men's Watch

ホワイト

ブルー

ブラック

Fashion&Style
Brand New ITEM
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BE8-Z0301申込番号
1. ビーチテント

◦使用時：約210×160×130cm、収
納時：約12×12×63cm◦主材／生
地：ポリエステル、フロアー：ポリエス
テル、ポール：グラスファイバー◦付
属品／ポール・2本、ペグ・4本、収納袋
◦中国製

BE8-Z0302

〈キャプテンスタッグ〉

申込番号

2. リクライニング
ラウンジチェア

◦幅約79、奥行約68.5・76・84、高
さ約91.5・91・89cm（座面の高さ約
38cm）◦主材／鋼（エポキシ樹脂塗
装）、ポリエステル、ウレタンフォーム、
ナイロン◦付属品／収納袋◦耐荷重
量／約80kg◦中国製

BE8-Z0401申込番号
3. アルミクーラーバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：外に
ファスナー付き2つ、中にメッシュ1つ
◦約35×30×30cm◦主材／アルミ
ニウム、EVA、ポリエチレン◦中国製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-Z0402申込番号

4. ツーリング
クッカー5ピースセット

◦セット内容／フライパン（約13×
3cm）、トレー（約12×2.5cm）、カップ

（約10.5×6cm）、クッカー（約12×
9.5cm）、マグカップ（約7.3×7cm） 
◦主材／ステンレス鋼、18-8ステンレ
ス鋼◦直火使用可◦日本製

BE8-Z0404申込番号
6. ワイドベンチ

◦約102.5×43×61.5cm◦主材／フ
レーム：スチール（粉体塗装）、生地：ポ
リエステル◦耐荷重量／約80kg◦折
りたたみ式◦中国製

BE8-Z0403申込番号
5. バーベキューコンロ

◦約57.5×40.5×50cm◦主材／本
体：スチール（焼付塗装）、網：スチール

（メッキ）、鉄板：スチール（焼付塗装）
◦付属品／鉄板◦取扱説明書付き 
◦日本製

愉しく健康的に汗を流すのは気持ちいいものです。

海や山、川の大自然を満喫するアクティブなものまで、

アウトドアシーンで役に立つ、

優れたアイテムをセレクトしました。

Outdoor Style & Gear

出かけよう
海へ、山へ

0 5_BARBECUE STOVE

0 3_COOLER BAG

0 6_BENCH

0 4_TOURING COOKER SET

0 1_BEACH TENT 0 2_LOUNGE CHAIR

収納時

鉄板

Z4Z3



BE8-Z0502

〈バンドック〉

申込番号

2. ミニグリルQ　温度計付

◦約29×29×40cm◦主材／スチール（焼
付塗装）・スチール（クロームメッキ）・亜鉛
メッキ鋼鈑・天然木・アルミニウム・銅（ク
ロームメッキ）・強化ガラス◦組み立て商品
◦付属品／焼網・焼網ハンドル・温度計◦中
国製

グリーン

BE8-Z0503 ピンク
BE8-Z0501

〈マルカ〉

申込番号
1. くんせい器スモーくんＤＸ

◦約24.5×24.5×31.2cm◦主材
／ガルバリウム鋼板◦付属品／サ
クラチップ100g◦取扱説明書付き 
◦日本製

BE8-Z0504

〈プロマリン〉

申込番号

3. 初心者用
簡単サビキ釣りセット

◦セット内容／振出し竿（約165～
42cm）、スピニングリール（3号100m
糸付き）、仕掛けケース（サビキ仕掛
け、ハサミ、オモリ付きアミカゴ、ハン
ドタオル）◦主材／グラス、プラスチッ
ク、ナイロン◦付属品／手さげ収納袋 
◦取扱説明書付き◦中国製
※対象魚（アジ、サバ、イワシ等）
※タオルの色、デザイン等変更する場
合がございます。

BE8-Z0505申込番号

4. デオライド 
クーラーボックス

◦約48×30×32cm◦主材：ポリプロ
ピレン、発泡ポリエチレン、発泡スチ
ロール◦容量／約24.5L◦付属品／
ショルダーベルト◦取扱説明書付き 
◦日本製
※ショルダー調節可、取り外し可

BE8-Z0601

〈ケンコー〉

申込番号
5. 10倍コンパクト双眼鏡

◦約4.4×6.7×11.6cm◦主材／エラ
ストマー樹脂◦付属品／ケース◦取
扱説明書・保証書付き◦中国製

BE8-Z0604

〈キャプテンスタッグ〉

申込番号

7. デザイヤーファン付き
LEDライト

◦約17×16.5×23.5cm◦主材／
ABS樹脂◦電池寿命／ライト：連続約
36時間（扇風機使用時＜使用状況によ
り異なります。＞）◦使用電源／単一乾
電池2個使用（別売）◦中国製

BE8-Z0605申込番号
8. LEDライト 1W＆3W

◦約19.5×12.5×16cm◦主材／
ABS樹脂◦単一乾電池3個使用（別
売）◦取扱説明書付き◦中国製

BE8-Z0602申込番号

6. ディフェンドレインスーツ

◦適応サイズ／M：身長約160～170cm、
胸 囲 約 8 4 ～ 9 2 c m 、L：身 長 約 1 7 0 ～
180cm、胸囲約90～98cm◦主材／ポリ
エステル、ナイロン◦中国製またはミャン
マー製

M

BE8-Z0603 L

0 7_LED LIGHT0 3_FISHING ROD

0 5_BINOCULARS0 1_SMOKED STOVE

0 8_LED LIGHT0 4_COOLER BOX

0 6_RAIN SUIT0 2_MINI GRILL

使用イメージ

グリーン

ピンク

Z6Z5



スポーツといえどもおしゃれもしたい。

そんな方にオススメなバッグや小物類。

レベルアップを目指して励む方には、本格的なフォローアップのグッズを。

スポーツが今までより楽しくなるアイテムをご紹介します。

美しいカラダ
 になる。

Sports & Fitness

BE8-Z0701

〈ディッキーズ〉

申込番号

1. 防水バッグ

☆開閉部：折り曲げ、バックル式
◦約19×37×19cm◦主材／ポリエステル

（ターポリン）◦中国製

ブラック

BE8-Z0702 オレンジ

BE8-Z0703 ブルー

BE8-Z0801

〈ドーン・オン・デック〉

申込番号

3. ボストンバッグ

☆開閉部：ファスナー式、ポケット：中にオー
プン2つ、外にファスナー付き1つ、メッシュ
ワンタッチテープ付1つ
◦約54×29×23cm◦主材／ポリエステル
◦中国製
※ショルダー調節可、着脱可

ブラック

BE8-Z0802 ネイビー
BE8-Z0804申込番号

5. スポーツマグ

◦約10.5×10.5×34cm◦主材／ステンレ
ス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム、塩化ビ
ニール◦容量／1.5L◦付属品／携帯ポー
チ◦中国製

ブラック

BE8-Z0805 レッド

BE8-Z0704

〈フォルカス〉

申込番号

2. レディースウォッチ

◦全長約21.8cm、フェイス（約径3.5cm、
厚さ約1cm）◦主材／ABS樹脂、ウレタン
◦10気圧防水◦平均月差±20秒以内◦取
扱説明書・保証書付き◦中国製（ムーブメン
トのみ日本製）
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

ピンク

BE8-Z0705 ブルー

BE8-Z0806

〈鉄人倶楽部〉

申込番号
6. パンチングボール

◦タンク水入れ時約15.6kg・高さ
調節可◦径約43cm、高さ約118～
142cm◦主材／ポリ塩化ビニル、ス
チールクロームメッキ、ポリエチレン 
◦付属品／ハンドポンプ◦取扱説明
書付き◦ベトナム製

BE8-Z0803

〈アウトドアプロダクツ〉

申込番号
4. タオルセット

◦セット内容／スポーティフェイスタ
オル（約31×80cm）×4枚、ミニタオ
ル（約25×25cm）×2枚◦主材／綿
100％◦中国製

01_WATERPROOF BAG

ブラック

オレンジ

ブルー

03_DUFFEL BAG

05_SPORTS MUG

02_LADIES WATCH

06_PUNCHING BALL

ネイビー

ブラック

ピンク ブルー

ブラック

レッド

04_TOWEL SET

Z8Z7



Tonometer
2

BE8-Z0901

〈アルインコ〉

申込番号

1. ハンディマッサージャー
アルキュア

◦約4.4×4.3×23cm◦主材／ABS樹脂 
◦単三乾電池2個（別売）◦医療機器認証番
号／226AKBZX00055000◦付属品／収
納ポーチ◦取扱説明書・保証書付き◦中国製
※ペースメーカー等の体内埋込型医療電子
機器をご使用の方は医師とご相談の上ご利
用ください。

BE8-Z0902

〈オムロン〉

申込番号
2. オムロンヘルス自動血圧計

◦約10.7×14.1×7.9cm◦主材／ABS樹
脂◦AC100V（専用ACアダプタ別売）◦医
療機器認証番号225AABZX00105000
◦付属品／お試し用単三乾電池×4個、腕
帯◦取扱説明書・保証書付き◦中国製
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。
※対象腕周：22～32cm

BE8-H0401

〈ドリテック〉

申込番号

3. 体重体組成計
「ピエトラプラス」

◦約28×24.5×2.8cm◦主材／ABS樹脂、
脚部：シリコーン◦単四乾電池3個使用（付
属）◦取扱説明書・保証書付き◦中国製
※付属の電池はモニター用の為、寿命が短
い場合がございます。

ホワイト

BE8-H0402 ピンク

BE8-Z1003申込番号
4. 健康習慣ラクリラ

◦約26.7×24.1×8.5cm◦主材／ABS樹
脂、エラストマー◦ACアダプター付き又
は、単三乾電池4個使用（別売）の2電源方式
◦オートオフタイマー（5分）付き◦取扱説
明書・保証書付き◦日本製（モーター部のみ
中国製）

BE8-Z1004

〈鉄人倶楽部〉

申込番号
5. TPEヨガマット

◦約173×61×0.8cm◦主材／TPE（熱
可塑性エラストマ）◦付属品／収納ケース 
◦中国製

筋肉のこりや疲れの部位にあて、 
ぷるぷると心地よい振動で揉みほぐ
すマッサージャーです。いつでも・ど
こでも使いやすい、コードレスの軽量
ハンディーサイズ。リビングや寝室、
お出掛け先でも手軽に使えます。

Handy Massager
1

丸みのあるデザインが人気。
体重だけではなく体組成も測定。

Weight & 
Organization composition

3

腕帯が正しく巻けたかをお知
らせする機能付きで、正確な
測定が簡単に。

ホワイト

ピンク

角が丸く安全で、
軽量なため使いやすい！

ユーザーを自動認識して、
素早くカンタンに測定！小型サイズのため

肩のマッサージも楽々
普段使わない筋肉の
ほぐしにも最適

Want to be beautiful

Healthy life
フィットネス、ヘルスケアにお役立ちのアイテムを集めました。

最新の機能搭載でさらに使いやすく、ハイクオリティに。ぜひお試しを。

心地よい振動、じんわり気持
ちいい。立つ、座る、寝転ぶ
の３体勢で爽快リフレッシュ。

Home health appliance
4

ニオイも少なく弾力性に富む
エコ素材TPEを使用。汗を
吸っても丸洗いできるヨガマッ
トです。

Yoga mat
5使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

収納時

Z10Z9



日々のお手入れをもっと楽しく、効果的にするには道具も厳選したいもの。

美しく輝き続けるためのアイテムをセレクトしました。Beauty My HabitWant to be beautiful

5

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

2カラー

オレンジ シルバー

オレンジ

2カラー

シルバー

BE8-Z1103

〈テスコム〉

申込番号

2. マイナスイオン
カールドライヤー

◦約32.4×5.1×5.1cm◦主材／ポリ
カーボネート、PBT樹脂◦家庭用電源使用

（AC100V-700W）◦有効コード長さ／約
1.7m◦付属品／キャッチクッションブラシ
◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

オレンジ

BE8-Z1104 シルバー

BE8-Z1101

〈テスコム〉

申込番号

1. マイナスイオン
ヘアードライヤー

◦約19×7.9×26cm◦主材／ABS樹脂
◦家庭用電源使用（AC100V-1200W）
◦有効コード長さ／約1.7m◦折りたたみ
式◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

オレンジ

BE8-Z1102 シルバー

BE8-Z1201

〈ヴィダルサスーン〉

申込番号
3. カールアイロン

◦約36×5.5×7.5cm◦主材／ハンドル：ポリ
カーボネート、コテ板・パイプ：スチール◦家
庭用電源使用（AC100V-73W）◦有効コー
ド長さ／約1.9m◦取扱説明書・保証書付き 
◦中国製

BE8-Z1202申込番号
4. ヘアーアイロン

◦約3.8×3.7×26.6cm◦主材／ポリエ
チレンテレフタレート◦家庭用電源使用

（AC100V-280W）◦有効コード長さ／約
1.8m◦中国製

BE8-Z1203申込番号
5. 電動歯ブラシ2本セット

◦セット内容／電動歯ブラシ（2×1.9×
16cm）×2本◦主材／ABS樹脂◦単四乾電
池各1個使用（別売）◦中国製

髪の立ち上がりやナチュラルカールがき
れいに作れる径32mmパイプ。180℃
の高温設定で美しいカールスタイルを。

2

3

4

1

シルバー

オレンジ

オレンジ

シルバー

［DRY-COOL-OFF］の3段階。温風・冷
風両方で使えるターボスイッチ付きで、素
早く乾燥し、キレイにセットできます。

マイナスイオンでうるおいカール。毛先を
逃さずカールできるキャッチクッションブ
ラシ付きです。ブラシは水洗いもOK！

ストレートはもちろん、カールヘアーも作
れる2WAYタイプ。スタイリングしやすく、
タオルドライ後の濡れ髪にも使えます。

音波振動とマイナスイオンの働きで歯
垢をきれいに取り除き、ブラッシングによ
る美白・消臭効果で歯を美しく健康に
保ちます。

Z12Z11



enjoy

BE8-Z1301

〈スタビロ〉

申込番号
1. 水彩色鉛筆セット

◦セット内容／アクアカラーセット12色（約18.3×
10.5×1.2cm）、絵葉書スケッチブック（約14.9×10.5
×1.4cm）、A4ブリーフケース（約25×33×4cm）、
シャープナー（スワン）（約4×5×1.6cm）、水彩用筆
（丸）6号（約全長19.3×径0.7cm）、水彩用筆（平）4号
（約全長18.8×径0.7cm）◦主材／アクアカラーセッ
ト12色：顔料×木軸、絵葉書スケッチブック：水彩画紙、
厚紙張り、A4ブリーフケース：ポリプロピレン、シャープ
ナー（スワン）：プラスチック、水彩用筆（丸）6号、水彩用筆
（平）4号：木軸、毛先:吸湿性ナイロン◦チェコ製（色鉛
筆）、日本製（その他）

BE8-Z1402申込番号
3. 大人の木製パズル7点

◦9歳以上対象◦セット内容／木製パズル（約6×6×6cm）×5個、
（約7.5×7.5×7.5cm）・（約10×10×10cm）×各1個◦主材／天
然木◦解説書付き◦中国製

BE8-Z1403

〈ケンコー〉

申込番号
4. 600倍顕微鏡拡大ビュアー付きセット

◦約6×9.8×19cm◦主材／ABS樹脂◦単四乾電池2個使用（別
売）◦付属品／接眼レンズ、ビュアヘッド、スライドグラス、スライド
カバー、ラベル、プレパラート、採集ピン、ピンセット、ドライバー、3
倍拡大鏡、予備電球◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

BE8-Z1401

〈ケンコー〉

申込番号
2. ホームプラネタリウムスターサテライト

◦約16.5×17×17.5cm◦主材／ABS樹脂◦単三乾電池3個使用
（別売）◦投影恒星数：北天316個（1～4等星、星座名、星座ライン
入り）◦最大投影距離：約2.5m◦光源：LED◦連続動作時間：約24
時間（アルカリ電池使用時）◦付属品／ドームカバー◦取扱説明
書・保証書付き◦中国製

閉じた状態

北天の夜空がお部屋に広がり、星座線・星座名入りで学
習用としてもお使いいただけます。使わない時はドーム
カバーをかぶせてインテリアとしても。

解説書付き

使用イメージ

スワンスタビロ社は、
1865年にドイツ・ニュールンベルクで
創業して以来、筆記具のブランドとして
ヨーロッパで愛されてきました。
スタビロの革新的でハイクオリティな
ステーショナリーは、デザインも機能性も
世界のリーダー的存在です。

お気に入りのものに囲まれて、じっくり自分と向き合いながら過ごす時間。
その中に加えてもらえそうなアイテムを厳選しました。

人生はこだわりに
あふれている

Hobby

“アクアカラー”は絵筆で水と混ぜて水彩絵の具のように使えます。色鉛筆12色、
ブリーフケース、絵葉書スケッチブック、シャープナーに筆をセットにして。

2

3 4

enjoy

付属品

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 Z14Z13



BE8-Z1501

〈ブリオ〉

申込番号

1. クラシックレール
貨物輸送セット

◦2歳以上対象◦セット内容／全18ピース
◦約45×51×8cm（レイアウトサイズ）◦主
材／ブナ材、ポリプロピレン◦中国製

BE8-Z1601

〈ミキハウス〉

申込番号

2. バス＆フェイス＆ハンド＆
ミニタオルセット

◦セット内容／バスタオル（約60×120cm）・フェイス
タオル（約34×75cm）・ハンドタオル（約34×35cm）
×1枚、ミニタオル（約20×20cm）×2枚◦主材／綿
100%◦日本製
（認定番号：第2015-980号）

BE8-Z1602

〈フェイラー〉

申込番号
3. ハイジコンパクトスタイ＆ハンカチ

◦6ヵ月以上対象◦セット内容／スタイ（約22.5×
13cm）、ハンカチ（約25×25cm）◦スタイ／本体・裏：
綿100％・中糸ポリエステル100％・ボーダー（シュニー
ル織）・縁・紐：綿100％◦ハンカチ：綿100％（シュニール
織）◦日本製（スタイ）、ドイツ製（ハンカチ、スタイシュ
ニール織部分）
※商品によって柄の出方が異なります。
（ハンカチのみ）

ドイツの野にいる小さな生き物たちが織りなす楽しい柄
「ハイジ」。スタイとハンカチのセットです。

ミキハウスらしいビビッドカラーのキュートな今治タオル
セット。柔らかさと丈夫さを兼ね備えた、優しい肌ざわり
が魅力です。

歴史と伝統に彩られた、
ドイツ・シュニール織の名門ブランドFEILER。
FEILERのシュニール織は、美しい色柄が心を、
ソフトな質感が身体を癒し、世界中の人 を々
魅了し続けています。

「赤」がキーカラーの
ベーシックカジュアルブランド。
子どもの笑顔に似合うウェア、くつ、バッグや
帽子、おもちゃ、雑貨まで
幅広く展開しています。

クレーンで荷物を載せたり降ろし
たり、ワゴンで運べます。
ぬくもりを感じる木製玩具で、モ
ダンなデザインも魅力です。

見るものすべてが新鮮、そんな子供達にぴったりのアイテムを厳選。
木製玩具から、キッズインテリアなどを取り揃えています。

好奇心旺盛な
妖精たちへ

Kids & Baby

認定番号
第2015-980号

enjoy

BRIO（ブリオ）は、スウェーデン王室御用達の老舗玩具メーカー。
世代を超えて愛されるおもちゃの数々。
北欧ならではの温かみのあるキュートなデザインは、
インテリアとしてもおすすめです。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 Z16Z15



Kids & Baby

enjoy

使用イメージ

ベージュ

ブルー

BE8-Z1701申込番号

1. ジュニアハンガー

◦6歳以上対象◦径約28、高さ約122.5cm◦主材／本体：スチー
ルパイプ・ポリプロピレン、クロムメッキ＜粉体塗装＞◦耐荷重量
／約1kg（フック1本当たり）◦組み立て商品◦台湾製

ホワイト

BE8-Z1702 レッド

BE8-Z1703申込番号
2. ベビーフォトフレームクロック

☆ミニサイズ12枚収納
◦径約30.6cm◦主材／スチール、マットシルバーメッキ◦単三乾
電池1個使用（別売）◦取扱説明書・保証書付き◦中国製

BE8-Z1704申込番号
3. キッズ食器7点セット

◦セット内容／お茶椀（径約10.4、高さ約5.5cm）・汁椀（径約10、高
さ約5.8cm）・小丼（径約12.5、高さ約6.5cm）・コップ（口径約7.5、
高さ約7.5cm）・スナックプレート（径約13.6、高さ約2.1cm）・スナッ
ク小鉢（約15×13×4.4cm）・ランチプレート（幅約23、奥行約23、
高さ約2.1cm）◦主材／飽和ポリエステル樹脂とABS樹脂の合成
品◦電子レンジ、食器洗浄機使用可◦取扱説明書付き◦日本製

BE8-Z1801申込番号

4. フレンドリーブロック
ビルディング

◦3歳以上対象◦セット内容／ブロック550
ピース（最小ブロック約1.9×0.9×1.5cm）
◦約29.5×20.5×22cm◦主材／ポリスチ
レン・ABS樹脂・ポリエチレン◦付属品／収
納ケース◦台湾製

BE8-Z1802

〈エド・インター〉

申込番号
5. 色いっぱいままごとセット

◦3歳以上対象◦セット内容／食材×9個、ナイフ（約13×2.58×
1.5cm）・フォーク（約13×3×1cm）・お皿（径約11、高さ約1cm）×
1個◦主材／天然木◦付属品／布袋◦中国製またはベトナム製
※イメージ写真と商品の仕様が多少異なる場合があります。

BE8-Z1803

〈アイムトイ〉

申込番号
6. 3wayスライダー

◦3歳以上対象◦セット内容／本体（約35×7×42cm）・転がり
パーツ（約6cm×9cm）×1個、ボール（直径約2.4cm）×3個、リ
バーシブルパーツ（約5.2cm×厚さ1.5cm）×2個◦主材／ゴムの
木、プライウッド、鉄◦タイ製

BE8-Z1804

〈ピーナッツ〉

申込番号
7. ファイブパスタセット

◦セット内容／プレート（径約21.5、高さ約4cm）×5枚◦主材／磁
器◦電子レンジ使用可◦日本製

BE8-Z1805申込番号
8. ウッドランドつみき57ピース

◦3歳以上対象◦セット内容／つみき57
ピース（最少つみき：約3×3×1.5cm）◦主
材／天然木（ブナ材）◦台湾製

BE8-Z1806申込番号

9. ジュニアソファー

◦2歳以上対象◦約51×42×32cm◦主材
／側地：ポリエステル100％、中材：ウレタン
フォーム◦日本製

ベージュ

BE8-Z1807 ブルー

GOOD

レッド

ホワイト

収納時

3通りの遊び方が
楽しめます。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 Z18Z17



白いご飯が欲しくなる、名店の佃煮。
ほたてや、たらこくきわかめといった海の幸と、
人気の牛肉佃煮を詰め合わせました。

おこの味連

［東京｜浅草今半］

GE8-F0201

〈浅草今半〉

申込番号
1. おこの味連

◦内容量／ほたて美味煮・たらこくき
わかめ80g、牛肉やわらか煮・牛肉しい
たけ70g、牛肉すきやき・牛肉ごぼう
60g◦賞味期限／常温で9ヵ月◦製造
加工／日本◦7大アレルゲン／小麦

一流
と
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ば
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る
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に
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ず一流
に
ふ
さ
わ
し
い
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由
が
あ
り
ま
す
。
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に
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を
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て
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し
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品
。

だ
か
ら
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そ
、人
々
に
愛
さ
れ
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
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さ
れ
る
味
に
は
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由
が
あ
る
。

味わう
a j i w a u

老
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ご
当
地
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名
物
ま
で
、

味
も
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質
も
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鼓
判
の

美
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を
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選
し
ま
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さ
あ
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し
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も
の
を
存
分
に
。

Delicious foods

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F2F1

Premium Gourmet

 ご飯がすすむ佃煮セット。

Premium Gourmet



創業250年の伝統が誇るごま豆腐。
わさび醤油の他、甘味噌やめんつゆなどお好みで。
黒蜜やきなこで和スイーツとしてもおいしくいただけます。

ごま豆腐３種

［京都｜魚三楼］

創業大正11年、割烹旅館 若松の成田料理長監修。丁寧に焼き上
げてからお届けするので、温めるだけでお召し上がりいただけます。

割烹旅館 若松　西京焼きセット

［北海道｜若松］

GE8-F0301

〈魚三楼〉

申込番号
1. ごま豆腐３種

◦内容量／白ごま豆腐・黒ごま豆腐・
金ごま豆腐120g×4◦賞味期限／常
温で90日◦製造加工／日本

GE8-F0401

〈割烹旅館　若松〉

申込番号
2. 西京焼きセット

◦内容量／鰆西京焼き60g×2、秋鮭
西京焼き・真鱈西京焼き・赤魚西京焼
き60g×1◦賞味期限／常温で90日
◦原料原産地／秋鮭：北海道、真鱈：北
海道、鰆：韓国、赤魚：アメリカ◦製造加
工／日本

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F4F3

Premium GourmetPremium Gourmet

 まろやかな口どけでデザートにも。 風味豊かな味わいが特徴の西京焼き。



明治32年創業。伝統に裏打ちされた職人が
監修した技で、深みのある上品な味に仕上げた、
鶏肉の塩麹漬けです。

鶏肉の塩麹漬け

［京都｜六盛］

京都の四季折々の風情を、
精妙な味と姿に息づかせる名店
“割烹なか川”のこだわりの味わいを。

うなぎ昆布

［京都｜割烹なか川］

GE8-F0501

〈六盛〉

申込番号
1. 鶏肉の塩麹漬け

◦内容量／120g×6◦賞味期限／冷
凍で30日◦原料原産地／鶏肉：ブラジ
ル◦製造加工／日本

GE8-F0601

〈割烹なか川〉

申込番号
2. うなぎ昆布

◦内容量／180g×4◦賞味期限／常
温で30日◦原料原産地／うなぎ：国産
◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／
小麦

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F6F5

Premium GourmetPremium Gourmet

 煮ても、焼いても、おいしい一品。  昆布と刻み鰻をしっかりと煮込んだ一品。



九州産の華味鳥の水たきで人気のブランドから、
ご家庭で楽しめる水たきのセットをお届け。
オリジナルのぽん酢、ちゃんぽん麺付き。

水たきセット

［福岡｜博多華味鳥］

二葉の釜上げは普通の釜揚げとは異なり、つけ麺ではありません。
ゆがきたてのうどんとそばに、こだわりの鰹節をドバッと入れて、更
に厳選した醤油で味をつけて召し上がっていただきます。

釜上げうどん＆釜上げそば食べ比べ

［大阪｜黒門市場 二葉製麺所］

GE8-F0701

〈博多華味鳥〉

申込番号
1. 水たきセット

◦内容量／水たきスープ600g×2、
華味鳥切り身300g・華味鳥ぶつ切り
300g・華味鳥つくね200g×1、ちゃん
ぽん麺180g×2、博多ぽん酢150ml×
1◦賞味期限／冷凍で6ヵ月◦製造加
工／日本◦7大アレルゲン／卵・小麦

GE8-F0801

〈黒門市場 二葉製麺所〉

申込番号

2. 釜上げうどん＆
釜上げそば食べ比べ

◦内容量／（釜上げうどん120g・釜上
げそば120g）×4、かつおパック×8、丸
大豆醤油200ml◦賞味期限／冷凍で
30日◦製造加工／日本◦7大アレル
ゲン／小麦・そば

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F8F7

Premium GourmetPremium Gourmet

 鶏のおいしさを存分に。 黒門で１００年以上続く製麺所が営むうどん屋。



神戸の老舗洋食店「ハング」。
特製の調味料で味付けし、じっくりとオーブンで焼き上げた
ローストビーフと名物ハンバーグをセットに。

予約が取れないイタリアンレストラン
「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」の落合務シェフ監修。
牛肉に香味野菜を加えた、風味豊かなハンバーグです。

手造りローストビーフ＆ハンバーグ香味野菜と牛肉のハンバーグ

［兵庫｜ハング］［東京｜ラ・ベットラ・ダ・オチアイ］

GE8-F1001

〈神戸「ハング」〉

申込番号

2. 手造りロースト
ビーフ＆ハンバーグ

◦内容量／ローストビーフ（モモ）
250g、ローストビーフソース50g×
1、焼ハンバーグ100g×3、デミグラス
ソース90g×1◦賞味期限／冷凍で90
日◦原料原産地／牛肉：オーストラリ
ア、豚肉：鹿児島県、鶏肉：日本◦製造加
工／日本◦7大アレルゲン／卵・小麦

GE8-F0901

〈ラ・ベットラ・ダ・オチアイ〉

申込番号

1. 落合務監修 香味野菜と
牛肉のハンバーグ

◦内容量／150g×8◦賞味期限／冷
凍で60日◦製造加工／日本◦7大ア
レルゲン／卵・乳・小麦

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F10F9 F10F9

Premium GourmetPremium Gourmet

 昔からの製法を守る伝統の味。 イタリアンを極めたシェフの味。



素材の味を活かすため、味付けはほどほどに抑え、生クリームと
赤ワインを隠し味にまろやかな味わいに仕上げた、イベリコ豚入
りのハンバーグです。

大きめにカットした野菜と牛肉がうれしい、
スエヒロ自慢のカレーに、洋食の定番ハヤシ、
和牛をじっくり煮込んだビーフシチューの詰め合わせ。

イベリコ豚入りハンバーグセット カレー・ハヤシ・シチュー詰め合わせ

［神奈川｜ローストビーフの店鎌倉山］ ［東京｜銀座4丁目スエヒロ］

GE8-F1101

〈ローストビーフの店鎌倉山〉

申込番号

1. イベリコ豚入り
ハンバーグ7個入り

◦内容量／イベリコ豚入りハンバーグ
100g×7、ハンバーグソース20g×7
◦賞味期限／冷凍で6ヵ月◦製造加工
／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F1201

〈銀座4丁目スエヒロ〉

申込番号

2. カレー・ハヤシ・
シチュー詰め合わせ

◦内容量／和牛ビーフカレー200g
×3、和牛ビーフハヤシ200g×2、和
牛ビーフシチュー200g×3◦賞味期
限／常温で12ヵ月◦製造加工／日本 
◦7大アレルゲン／乳・小麦

Premium Gourmet Premium Gourmet

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F12F11 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

 美味しさの決め手は良質のお肉。  3種の洋食をご自宅の食卓に。



「神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」の総料理長が選び抜いた
素材を使った、深いコクと旨みの本格ビーフカレーです。

神戸牛カレー

［兵庫｜神戸ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ］

10年に１度の世界パスタコンクール（1995年・2005年）で2連覇を
成し遂げた、マルコ氏の本格パスタソースです。

マルコパスタソース 3種セット

［東京｜マルコパスタ］

GE8-F1301

〈神戸ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ〉

申込番号
1. 神戸牛カレー

◦内容量／200g×6◦賞味期限／常
温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7大
アレルゲン／小麦

GE8-F1401申込番号

2. マルコパスタソース　
3種セット

◦内容量／なすのミートソース・きの
こクリームソース140g×5、カルボ
ナーラ140g×4◦賞味期限／常温で
12ヵ月◦製造加工／日本◦7大アレル
ゲン／卵・乳・小麦

Premium Gourmet

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F14F13 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

Premium Gourmet

 神戸屈指のラグジュアリーホテルの味を。  世界ＮＯ.1のパスタを手軽に再現



広東名菜・赤坂璃宮の譚彦彬総料理長が監修した4種類の中華料
理セット。芳醇にして軽やか、広東料理の神髄をお届けします。

アラカルトセット

［東京｜赤坂璃宮］

人気のひとくち餃子は、カリッとした皮とジューシーな具材の
バランスが絶妙です。お店の味をご家庭でご賞味ください。

一風堂ひとくち餃子

［福岡｜一風堂］

GE8-F1601

〈一風堂〉

申込番号
2. 一風堂ひとくち餃子

◦内容量／（12g×15）×6◦賞味期
限／冷凍で12ヵ月◦製造加工／日本 
◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F1501

〈赤坂璃宮〉 

申込番号

1. 譚総料理長監修　
アラカルトセット

◦内容量／赤坂璃宮監修XO醤が極め手！え
びといか入り海鮮春巻（30g×10）×1・あお
り炒め中華炒飯250g×1・譚総料理長監修
えび餃子（15g×24）×1・赤坂璃宮監修たけ
のこ入り肉焼売（14g×12）×1◦賞味期限
／冷凍で12ヵ月◦製造加工／日本◦7大ア
レルゲン／卵・小麦・えび

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F16F15 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

 医食同源をうたう広東料理。  皮も具もすべて一風堂の監修。

Premium GourmetPremium Gourmet



1973年創業、大阪お好み焼の
名店「千房」の味をご家庭で。
電子レンジで温めるだけなのでお手軽です。

お好み焼セレクトセット

［大阪｜千房］

GE8-F1701

〈千房〉

申込番号
1. お好み焼セレクトセット

◦内容量／イカ豚ミックス焼そば
220g・豚玉・もちチーズ200g・ねぎ焼
180g×2、お好み焼ソース25g×4、醤
油たれ10g×2、ホワイトソース10g・か
つお節1g・あおさのり0.2g×6◦賞味
期限／冷凍で12ヵ月◦製造加工／日
本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F1801

〈青山ランス〉

申込番号
2. レストランのケーキ詰合せ

◦内容量／半熟チーズケーキ（直径15cm）×1、アリ
ス・オ・ショコラ（15cm角）×1◦賞味期限／冷凍で90
日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

濃厚なチーズの香りと味わい、滑らかな舌ざわ
りが人気のチーズケーキと、クーベルチョコを
贅沢に使った本格的な味わいのチョコレート
ケーキをセットでお届けします。

卵の風味が生きたカステーラ、ドイツ風堅焼き
ワッフルにヴァニラ風味のクリームをサンドした
ヴァッフェル、カスタードプリン、カステララスクを
セットに。

 ［東京｜青山ランス］

 ［大阪｜長﨑堂］

GE8-F1802

〈長﨑堂〉

申込番号
3. 銘菓詰合せ

◦内容量／カステーラ（5切×2袋入）・抹茶カステーラ
（5切入）・黒糖カステーラ（5切入）×1、ヴァッフェル×
8、カスタードプリン×5、カステララスク×2◦賞味期限
／常温で50日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／
卵・乳・小麦

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F18F17

Premium GourmetPremium Gourmet

 焼きたてのおいしさをお届け。

  人気の逸品ケーキを詰め合わせました。

 心和む伝統の甘味。



Glamorous Meat

肉が本来持つ旨みをたっぷり味わえる、
名実ともに上質なお肉を厳選しました。特別な晩餐の主役に。

贅を尽くした
厳選の美味肉

京で「きれいどころ」といったら、舞妓さん、芸妓
さんのこと。彼女たちにちなんだ地名「先斗町」
「三年坂」や「祇園情話」などの名を冠した、半
生一口菓子の詰め合せです。

明治15年創業、吉野葛の歴史と共に歩んでき
た奈良吉野「吉田屋」。伝統の製法を守りなが
ら丁寧に作り上げた葛餅を２種詰め合わせま
した。

 ［京都｜たちばなや］

 ［奈良｜𠮷田屋］

GE8-F1901

〈たちばなや〉

申込番号
1. 京半生菓子　きれいどころ

◦内容量／30個×2◦賞味期限／常温で30日◦製造
加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦・そば

GE8-F1902

〈吉田屋〉

申込番号
2. 葛六楽

◦内容量／葛餅130g×4、柚子くず餅130g×2、くろみ
つきなこ（黒蜜20g×4、きなこ10g×2、抹茶きなこ18g
×2）◦賞味期限／常温で90日◦製造加工／日本

F20F19 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

Premium Gourmet

  一口サイズの本格京菓子。

 創業百有余年、伝統を今に。
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今や国際的ブランドである松阪牛。きめの細
かいサシ（霜降り）と柔らかな肉質は特別な
ディナーにもおすすめです。

神戸牛の究極の味を作り出せるのは純血の但
馬牛だけ。その中でも一定の品質基準を満た
す物だけを「神戸牛」と呼ぶことが出来ます。

「KOBE BEEF」として世界をも魅了する神
戸牛。きめ細かく上品な甘みのある赤身が、脂
身の風味、香りと溶け合います。

3

1

松
阪
牛

神
戸
牛

神
戸
牛

GE8-F2101申込番号
1. 松阪牛スライス（バラ）

◦内容量／270g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／三重県◦製造加工／日本

GE8-F2201申込番号
2. 神戸牛　焼肉用（バラ）

◦内容量／250g◦賞味期限／冷凍30日◦原産地／
兵庫県◦製造加工／日本

GE8-F2202申込番号
3. 神戸牛こま切れ

◦内容量／350g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／兵庫県◦製造加工／日本

Glamorous Meat

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F22F21
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芳醇で奥深い味わいが、国内外で高評価を得
ている宮崎牛。さまざまな料理に使いやすい
こま切れ肉をたっぷり400gお届けします。

近年、そのおいしさが評判を呼んでいる“上州
牛”。交雑種ならではのマイルドな肉質の中に
赤身の深い旨みをしゃぶしゃぶで。

利根川水系と上毛三山に囲まれた自然豊か
な環境で大切に育てられた上州牛。バラ肉
の良質な脂身をお楽しみください。

飛
騨
牛

宮
崎
牛

上
州
牛

味
彩
牛

味
彩
牛

上
州
牛

飛騨牛本来の柔らかい肉質、良質な脂。まろ
やかな旨みと風味を、すき焼きでお楽しみく
ださい。

くまもとの味彩牛は、柔らかく、ほどよい脂
肪を含んだ霜降り肉が特長。食卓を華やか
に演出する逸品です。

くまもとの味彩牛は、肉質が柔らかく、ほどよ
い脂肪を含んだ霜降りが特長です。霜降りと
肉本来の味わいを併せ持つモモのステーキ
肉です。

GE8-F2301申込番号
1. 飛騨牛すき焼き（モモ）

◦内容量／270g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／岐阜県◦製造加工／日本

GE8-F2302申込番号
2. 上州牛バラすき焼き（バラ）

◦内容量／600g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／群馬県◦製造加工／日本

GE8-F2303申込番号
3. 上州牛しゃぶしゃぶ（モモ）

◦内容量／500g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／群馬県◦製造加工／日本

GE8-F2401申込番号
4. 宮崎牛こま切れ

◦内容量／400g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／宮崎県◦製造加工／日本

GE8-F2402申込番号
5. 味彩牛すき焼・しゃぶしゃぶ（モモ）

◦内容量／400g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／熊本県◦製造加工／日本

GE8-F2403申込番号
6. 味彩牛ミニステーキ（モモ）

◦内容量／300g（5枚）◦賞味期限／冷凍で30日◦原
産地／熊本県◦製造加工／日本

Glamorous Meat

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F24F23
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国産の黒毛和牛の旨みを焼肉でどうぞ。口
に入れると濃厚な肉汁があふれ、とろけるよ
うな食感を楽しめます。

優良な国産牛から脂身が少なくヘルシーな
モモをたっぷりご用意しました。あっさりした
しゃぶしゃぶでどうぞ。

米国農務省及び世界的に有名なＢＲＣ食品
規格認証をうけ、厳格に安全管理されたブ
ランド牛の希少部位「ミスジ」です。

国産牛ならではの味わいをたっぷりと。ステー
キ用肉を2枚セットでお届けします。

味
彩
牛

国
産
牛

国
産
黒
毛
和
牛

ブ
ラ
ッ
ク
ア
ン
ガ
ス
牛

国
産
黒
毛
和
牛

優れた血統の銘柄牛として、高い人気を誇る
鹿児島県産黒毛和牛。程よい弾力と肉本来
の旨味がうれしい、ヘルシーなモモのステー
キ肉です。

鹿
児
島
県
産 一度食べたらやみつきになる短角牛。旨みが

濃い赤身をご賞味ください。

北
海
道
産
短
角
牛

GE8-F2501申込番号
1. 鹿児島県産黒毛和牛モモステーキ

◦内容量／80g×5◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／鹿児島県◦製造加工／日本

GE8-F2502申込番号
2. 国産黒毛和牛しゃぶしゃぶ（モモ）

◦内容量／500g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／国産◦製造加工／日本

GE8-F2503申込番号
3. 国産黒毛和牛焼肉（バラ）

◦内容量／500g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／国産◦製造加工／日本

GE8-F2601申込番号

4. 北十勝ファーム　
短角牛すき焼き（肩ロース）

◦内容量／450g◦賞味期限／冷凍で30日◦原産地
／北海道◦製造加工／日本

GE8-F2602

〈ブラックアンガス牛〉

申込番号
5. ブラックアンガス牛すきしゃぶ（ミスジ）

◦内容量／500g◦賞味期限／冷凍で60日◦原産地
／アメリカ◦製造加工／日本

GE8-F2603申込番号
6. 国産牛（ホルス）ロースステーキ

◦内容量／300g（2枚）◦賞味期限／冷凍で30日◦原
産地／国産◦製造加工／日本

Glamorous Meat

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F26F25
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大自然に囲まれた和歌山県すさみ町で生まれたイノ
ブタはイノシシの旨み、豚肉のやわらかさを兼ね備
えた新しいお肉です。中でもとろけるような脂身は
さっぱりとしてくせがなく、美味しくいただけます。

保存料・抗生剤を一切含まない自家製飼料と
ミネラル豊富な水で育った四万十鶏。高たん
ぱくでとてもジューシー！

ヤマトポークは、奈良県が誇るブランド豚。口
の中ですっと溶ける甘い脂身と、やわらかく
ジューシーな肉質が特徴です。

スペイン産イベリコ豚はドングリなどを主食として
育ち、赤身の濃厚な旨味と脂身の芳醇さのバラン
スが素晴らしく、世界中の食通を唸らせています。 風味豊かでジューシーな熊本県大阿蘇どり。

塩麹鍋で大阿蘇どりの旨味を余すところなく
お召し上がりください。

厳選したハーブを入れた飼料で大切に育て
た健康な鶏です。臭みが少なく程よい歯ごた
えを焼肉でどうぞ。

GE8-F2701

〈イブ美豚〉

申込番号

1. イノブタしゃぶしゃぶ
（ロース・バラ・モモ）

◦内容量／バラ・モモ・ロース×250g◦賞味期限／冷
凍で90日◦原産地／和歌山県◦製造加工／日本
※加熱用ですので、調理の際に中心部まで加熱してく
ださい。

GE8-F2702

〈ヤマトポーク〉

申込番号
2. ヤマトポークロースステーキ

◦内容量／80g×8◦賞味期限／冷凍で60日◦原産地
／奈良県◦製造加工／日本
※加熱用ですので、調理の際に中心部まで加熱してく
ださい。

GE8-F2703

〈イベリコ豚〉

申込番号
3. イベリコ豚焼肉（バラ）

◦内容量／600g◦賞味期限／冷凍で60日◦原産地
／スペイン◦製造加工／日本
※加熱用ですので、調理の際に中心部まで加熱してく
ださい。

GE8-F2801

〈四万十鶏〉

申込番号
4. 焼肉

◦内容量／モモ・ムネ×400g◦賞味期限／冷凍で30
日◦原産地／高知県◦製造加工／日本

GE8-F2802

〈九州うまかハーブ鳥〉

申込番号
5. 九州うまかハーブ鳥焼肉セット

◦内容量／モモ・ムネ×400g◦賞味期限／冷凍で60
日◦原産地／九州◦製造加工／日本

GE8-F2803

〈大阿蘇どり〉

申込番号
6. 大阿蘇どり塩麹鍋セット

◦内容量／モモ・ムネ×400g、液体塩麹20ml×5◦賞
味期限／冷凍で60日◦原産地／熊本県◦製造加工／
日本

Glamorous Meat
豚肉／鶏肉

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F28F27
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幅広い世代に喜ばれるロースハム、たれ漬
け焼豚、肩ロース、あらびきミートローフ、生
ハムと、食卓を華やかに彩るギフトです。

2017年モンドセレクション最高金賞を受賞
したJAS特級規格の特撰ロースハムを盛り
込んだ高級ギフトセットです。

和歌山県すさみ町産イノブタ使用。甘くとろ
けるような味わいが人気のハムとウイン
ナーのセット。

北海道・大雪山連峰十勝岳の麓、上富良野町に
ある「かみふらの工房」で造り上げたベーコンと
ハムのギフトセットです。北海道産の豚肉にこだ
わり美味しさをお届けしております。

ドイツ農業協会国際品質競技会で金賞を受
賞した農家のベーコンと、生ハム、北海道産
豚肉のソーセージを詰め合わせました。

GE8-F2901

〈日本ハム〉

申込番号
1. ギフト5点セット

◦内容量／特撰ロースハム380g、たれ漬け焼豚
180g、特撰肩ロース180g、あらびきミートローフ
150g、生ハム27g◦賞味期限／冷蔵で50日◦製造加
工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F2902

〈丸大食品〉

申込番号
2. 煌彩ハムギフト

◦内容量／特撰ロースハム350g、特撰肩ロース
300g、黒胡椒ミートローフ180g◦賞味期限／冷蔵で
60日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳

GE8-F3001申込番号
3. ふらのベーコン＆ハムギフトセット

◦内容量／ふらのベーコン300g、ふらのショルダーハ
ム・ふらのペパーポークハム270g◦賞味期限／冷蔵で
75日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳

GE8-F3002

〈イブ美豚〉

申込番号
4. 手作りハム・ウインナーセット

◦内容量／ケーゼ・モモハムスライス150g、あらびき
ウインナー・ホワイトウインナー110g、ベーコンスラ
イス100g、ジャーキー30g◦賞味期限／冷蔵で25日 
◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／乳・小麦

GE8-F3003

〈札幌バルナバフーズ（株）〉

申込番号
5. ハム＆ウインナーセット

◦内容量／農家のベーコン160g・ビアヴルスト150g・
粒々コーンウインナー100g・チーズウインナー100g・
玉葱ウインナー100g・レバーペースト100g×1、ロー
スシンケン40g×3◦賞味期限／冷蔵で15日◦製造加
工／日本◦7大アレルゲン／乳

Glamorous Meat
加工肉

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F30F29



ズワイ
ガニ

毛ガニ

上品な甘みと繊細な味わいが格
別のずわいがに。蟹味噌は甲羅
焼きにしてお楽しみください。

毛がにを生きたまま程よい塩加
減で茹であげ、旨味を逃さないよ
うに急速冷凍しました。

上品な甘みときめ細かな身が特
徴のずわいがにの脚だけを、食
べやすくカットしました。

ズワイ
ガニ

1

3

2

GE8-F3201申込番号

1. 冷凍ずわいがに
2尾セット

◦内容量／400g×2◦賞味期限／冷
凍で90日◦原料原産地／ロシアまた
はカナダ◦製造加工／日本◦7大アレ
ルゲン／かに
※内容量は氷の膜を含む表記となります。

GE8-F3202申込番号
2. 冷凍ずわいがに脚

◦内容量／650g◦賞味期限／冷凍で
90日◦原料原産地／ロシア◦製造加
工／日本◦7大アレルゲン／かに
※内容量は氷の膜を含む表記となります。

GE8-F3203申込番号
3. 冷凍毛がに

◦内容量／500g◦賞味期限／冷凍で
90日◦原料原産地／北海道またはロ
シア◦製造加工／日本◦7大アレルゲ
ン／かに
※内容量は氷の膜を含む表記となります。

蟹冬になると食べたくなる、そんな食材の代表ともいえる「蟹」。
厳寒の海で獲れた蟹は、旨味たっぷりの身と濃厚なミソが最大の魅力。

海に恵まれた日本が誇る新鮮な魚介類は、力強く滋味にあふれるグルメといえます。
おいしさを最大限に引き出すため職人が丁寧に処理・調理し、皆様のお手元にお届けします。

Sea's Harvest

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F32F31 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。
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静岡茶と焼津かつおだしがベース
のたれで焼き上げました。鰻本来
の淡白な味を引き立てています。

自慢の醤油だれに、いくらを漬け込
み加工した、いくら醤油漬けです。

新鮮で良質なたらこの旨みと風味
を生かし、こだわりのかつおだし
ベースに漬け込んだ明太子です。

あなごの“拓海”の伝統ある味を。
継ぎ足し続けた拓海のたれで焼き
上げました。

GE8-F3301

〈博多徳永〉

申込番号
1. 辛子明太子（無着色）

◦内容量／100g×5◦賞味期限／冷
凍で90日◦原料原産地／ロシアまた
はアメリカ◦製造加工／日本

GE8-F3302申込番号
2. いくら醤油漬

◦内容量／100g×2◦賞味期限／冷
凍で60日◦原料原産地／カナダまた
はロシア産その他◦製造加工／日本
◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F3401申込番号
3. うなぎ静岡焼

◦内容量／180g、タレ15ml×2、肝
吸い1人前◦賞味期限／冷凍で6ヵ月 
◦原料原産地／国産◦製造加工／日
本◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F3402申込番号
4. 焼あなご

◦内容量／360g（3～4尾）、煮詰たれ
30g◦賞味期限／冷凍で60日◦原料
原産地／韓国◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／小麦
※天然のため大きさに多少の違いが
ございます。

Sea's Harvest
海の幸

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F34F33
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上品な薄味と数の子独自の食感を存分
に楽しめる味付け数の子です。解凍する
だけで召し上がれます。

大分県産の新鮮な車海老を、すばやく
ボイルし、風味豊かな柚子の酒粕で、丁
寧に漬け込みました。

一本一本丁寧に釣り上げ、船上で急
速凍結した新鮮な鰹を香ばしく焼き上
げました。たれ付き。

脂乗りの良い丸々と太った真いわし
に、明太子（バラコ）をたっぷりと詰め
込みました。

北海道産の秋鮭をソフト燻製に仕上げまし
た。スモークの風味が鮭の旨味を引き立
て、しっとりとした舌ざわりは格別です。

北海道産のホタテを食べやすいように
殻を一枚取りました。大きく弾力ある貝
柱の歯ごたえと甘みを。

GE8-F3603申込番号
6. かつおの黒潮たたき造り

◦内容量／かつおの黒潮たたき造り250g
×2、黒潮のタレ10ml×2◦賞味期限／冷凍
で35日◦原産地／静岡県◦製造加工／日
本◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F3501申込番号
1. 味付け数の子

◦内容量／110g×3◦賞味期限／冷凍で
60日◦原料原産地／アメリカ◦製造加工／
日本◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F3502申込番号
2. ほたて片貝

◦内容量／10枚◦賞味期限／冷凍で30日
◦原料原産地／北海道◦製造加工／日本

GE8-F3503

〈豊後　絆屋〉

申込番号

3. 大分産ゆず風味
車海老酒粕漬け

◦内容量／200g◦賞味期限／冷凍で30日
◦原料原産地／えび：大分県◦製造加工／
日本◦7大アレルゲン／えび

GE8-F3601申込番号

4. 北海道産天然鮭
スモークサーモン

◦内容量／80g×5◦賞味期限／冷凍で
60日◦原料原産地／北海道◦製造加工／
日本

GE8-F3602申込番号
5. いわし明太子

◦内容量／（80g×5）×2◦賞味期限／冷凍
で30日◦原料原産地／真いわし：アメリカま
たは国産、バラコ：ロシアまたは国産◦製造
加工／日本

Sea's Harvest
海の幸

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F36F35 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。
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蟹の王様「たらばがに」、繊細な甘みが
特長の「ずわいがに」をはじめ、オホー
ツクの海の幸の詰め合わせ。

ふぐ鍋・ふぐしゃぶ・ふぐつみれの３つ
の味が楽しめる、天然真ふぐを使用し
た贅沢なセットです。

大分県南部の漁師のまかない料理
「あつめし」。だし汁等をかけてお茶
漬けにしても美味しくお召し上がりい
ただけます。

北海道産の天然鮭を2つの味わいで。
塩とオリジナル塩糀など厳選素材を
使用した自信作。

南房総の太陽の恵みを受けた天日干
し干物のセット。滋養あふれるおいし
さをお届けします。

新鮮な魚に西京味噌の風味がコクを
プラス。まろやかな甘さとほんのりと
した風味の上品な味です。

GE8-F3701申込番号
1. 北海道産天然鮭切身詰合せ

◦内容量／秋鮭塩切身×5（計400g）・秋鮭
さざ浪（塩糀）漬×5（計350g）◦賞味期限／
冷凍で60日◦原料原産地／北海道◦製造
加工／日本

GE8-F3702申込番号
2. 西京漬詰合せ

◦内容量／紅鮭西京漬×4（計160g）、さわ
ら西京漬×4（計160g）、銀ヒラス西京漬×4

（計160g）◦賞味期限／冷凍で60日◦原
料原産地／紅鮭：ロシアその他・さわら：韓国
その他・銀ヒラス：ニュージーランドその他 
◦製造加工／日本

GE8-F3703申込番号

3. 南房総館山「天日干し
干物セット」（7種11枚）

◦内容量／サバ開き、イナダ（ワカシ）開き、
トビウオ開き、アジ開き、本カマス開き、ジン
タアジ開き×4、サンマ丸干し×2◦賞味期
限／冷凍で30日◦原料原産地／千葉県ま
たは国産◦製造加工／日本

GE8-F3801申込番号

4. あつめし
（ぶりの漬け丼の素）

◦内容量／80g×7◦賞味期限／冷凍で
12ヵ月◦原料原産地／大分県◦製造加工
／日本◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F3802申込番号
5. 北海道オホーツク海鮮鍋   

◦内容量／ゆでずわいがにカット200g、生
たらばがにカット100g、ボイル海老36g（6
尾）、ボイル帆立×3、ツボ抜きいか100g×
1、たこ入つみれ15g×6、助宗鱈切身40g×
3、たれ（濃縮：塩仕立て）50ml×2◦賞味期
限／冷凍で30日◦原料原産地／北海道・ロ
シア・カナダ◦製造加工／北海道（小樽）◦7
大アレルゲン／小麦・かに・えび

GE8-F3803

〈ヤマニシ〉

申込番号

6. 下関　
真ふぐ鍋しゃぶしゃぶセット

◦内容量／ふぐ切り身300g、ふぐしゃぶ
100g、ふぐつみれ10個、ふぐスープ500g、
ぽんず30ml×3、もみじおろし×3◦賞味
期限／冷凍で90日◦原料原産地／山口県 
◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・小麦

Sea's Harvest
海の幸

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F38F37



果肉は緑色でややかたく、味と香りはマ
スクメロンに似ています。

果肉はなめらか、果汁たっぷり。口の中に
品のある甘い香りがふわっと広がります。

生産量が少なく、希少性のある大粒ぶど
う。種がなく、皮も食べられるのでお子
様にも人気。

宮崎産マンゴーの中から選び抜かれた
マンゴーをお届け。クリーミーな食感と
濃厚な甘みを。

青森県産の赤りんごと青りんごを詰め合わ
せました。味や香りの違いも楽しめます。

GE8-F3901申込番号
1. アンデスメロン

◦内容量／830g×2◦原産地／茨城県また
は山形県

お届け期間 5月中旬▶7月下旬

BE8-R0202申込番号
2. 赤りんごと青りんご詰合せ

◦内容量／3.5kg（サンふじ・王林×7）◦原
産地／青森県

お届け期間 11月中旬▶4月上旬

GE8-F4001申込番号
3. 旬の白桃

◦内容量／1.75kg◦原産地／山梨県また
は長野県

お届け期間 7月中旬▶7月下旬

GE8-F4002申込番号
4. ナガノパープル

◦内容量／450g×2◦原産地／長野県

お届け期間 9月中旬▶10月上旬

GE8-F4003申込番号
5. 完熟マンゴー

◦内容量／330g◦原産地／宮崎県

お届け期間 6月上旬▶6月中旬

f rom 

長野県
「ナガノパープル」

f rom 

宮崎県
「完熟マンゴー」

f rom 

茨城・山形県
「アンデスメロン」

f rom 

山梨・長野県
「白桃」

f rom 

青森県
「赤りんごと
青りんご」

1

2

4

3

5

※気象条件により、お届け期間を早めたり、遅らせていただくことがございます。
※お申込み時期によっては、翌年の表示期間となる場合がございますので予めご了承ください。

全国の名産地から、味はもちろん、香り
や食感にまでこだわって厳選しました。
もっともジューシーで甘みが増す、旬の
時期にお届けします。

Fruits

こだわりの

くだもの

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F40F39



f rom 

北海道
「グリーン
アスパラ」

f rom 

兵庫県
「丹波栗」

f rom 

山形県
「だだちゃ豆」

丹波地域でとれる栗のことを「丹波
栗」と呼び、大きく高品質な栗の代表と
して全国的なブランドとなっています。

金沢市の伝統野菜・加賀野菜の代
表選手です。ホクホクの食感はぜ
ひ焼き芋で。

生でも甘いと感じる北海道グリー
ンアスパラ。シャキシャキの食感と
ジューシーさが秀逸。

日本原産の自然薯。その粘りの強
さ、ほのかな甘みと風味のバラン
スが絶品です。

夏から秋にかけて収穫が行われる
北海道の野菜3種の詰合わせです。

その独特の甘みや香りは“枝豆の
王様”とも呼ばれるほど。山形県鶴
岡産のだだちゃ豆です。

GE8-F4102申込番号

2. グリーンアスパラ　
Lサイズ

◦内容量／400g×3（Lサイズ）◦原産
地／北海道

お届け期間 5月下旬

GE8-F4201

〈丹波屋〉

申込番号
3. 秋の味覚　丹波栗

◦内容量／1kg◦原産地／兵庫県

お届け期間 9月下旬▶10月下旬

GE8-F4202申込番号
4. だだちゃ豆

◦内容量／1kg◦原産地／山形県

お届け期間 8月下旬

GE8-F4203申込番号
5. 五郎島金時

◦内容量／5.3kg◦原産地／石川県

お届け期間 11月上旬▶3月上旬

GE8-F4204申込番号
6. 自然薯

◦内容量／1.2kg◦原産地／茨城県

お届け期間 12月上旬▶4月上旬

GE8-F4101申込番号
1. 夏の北海道野菜セット

◦内容量／とうもろこし2.4kg、男爵
いも3.5kg、玉ねぎ1.5kg◦原産地／
北海道

お届け期間 8月上旬▶9月下旬

f rom 

石川県
「五郎金時」

f rom 

茨城県
「自然薯」

1 5

3

6

4

2

f rom 

北海道
「野菜セット」

※気象条件により、お届け期間を早めたり、遅らせていただくことがございます。
※お申込み時期によっては、翌年の表示期間となる場合がございますので予めご了承ください。

鮮やかな色づき、もぎたての香り、
そして口に入れたときに感じる食感と
旨みたっぷりの味わい。ひと味違う、
こだわりの野菜をどうぞ。

Vegetables

こだわりの

やさい

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F42F41



GE8-F4301申込番号
1. ベイクドチーズケーキ

◦内容量／540g◦賞味期限／冷凍で30日◦製造加
工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F4402

〈いちごいちえ〉

申込番号

4. 手作りパウンドケーキ＆
ロールケーキ食べ比べ

◦内容量／手作りパウンドケーキ（アーモンド）、手作り
パウンドケーキ（さつまいも）、手作りロールケーキ（バ
ニラ）、手作りロールケーキ（くり）◦賞味期限／常温で
45日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F4403申込番号
5. バームクーヘン

◦内容量／30個◦賞味期限／常温で40日◦製造加工
／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F4302申込番号
2. 十勝スイーツプリン

◦内容量／80ml×13◦賞味期限／冷凍で30日◦製
造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳
※シーズン途中でパッケージ等が変更になる場合がご
ざいます。

GE8-F4401申込番号
3. 

NANBANとコキーユの
アソート

◦内容量／NANBAN・コキーユ×10◦賞味期限／冷
凍で30日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・
小麦

1

デンマークチーズを使い、クレームパティシ
エールを練り込みタルトに流し込んでいます。

ブ ッ セ に チ ー ズ クリ ー ム を サ ンドし た
「NANBAN」と、蜂蜜たっぷりのマドレーヌ 
「コキーユ」の贅沢なアソートです。

北海道産の卵を使用した濃厚なプリンです。 しっとりした口当たりのバームクーヘンは、甘
さ控えめの本格派。お祝いごとやおもてなしに
もおすすめです。

有名ホテル出身のシェフがおもてなしをする
「いちごいちえ」の手作りのパウンドケーキ&
ロールケーキです。

4

2

5

3

ほっと一息つくときに欠かせない、
洋のこだわりスイーツを
取り揃えました。

European Sweets

こだわりの

スイーツ

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F44F43



GE8-F4602申込番号
5. 北海道十勝生どら25個

◦内容量／70g×25◦賞味期限／冷凍で12ヵ月◦製
造加工／日本◦7大アレルゲン／乳・卵・小麦

GE8-F4502申込番号
2. 五黒カステラ

◦内容量／350g（2本入）×2◦賞味期限／常温で30
日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・小麦

GE8-F4503申込番号
3. くず餅５個セット

◦内容量／くず餅・きな粉・黒蜜×5◦賞味期限／常温
で120日◦7大アレルゲン／卵

GE8-F4601

〈優雅亭〉

申込番号
4. えびせんギフト

◦内容量／赤えび5g×20、えびせん（うずまき）15g・え
びせん（えび松風）15g×2◦賞味期限／常温で12ヵ月 
◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／小麦・えび

GE8-F4501

〈銀座鹿乃子〉

申込番号
1. 和菓子詰合せ

◦内容量／黒蜜かりんとう10g・白蜜かりんとう10g×
5、羊羹（小倉）50g・羊羹（本練）50g×2◦賞味期限／
常温で12ヵ月◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／
乳・小麦

GE8-F4603申込番号
6. いろどり野菜あられ

◦内容量／400g（個包装含む）◦賞味期限／常温で
7ヵ月◦原料原産地／国産（もち米）◦製造加工／日本
◦7大アレルゲン／乳・小麦・かに

1 5

2

4

6

3

えびせんべいの原料として最適な海老を使用
し、こだわりの製法で仕上げた、優雅亭自慢の
ギフトです。

国産のもち米を使用。お野菜が入ったあられを
食べやすい個包装にして、バラエティ豊かに
詰め合わせました。

東京銀座、独特の技術による手づくり和菓子
の専門店「銀座鹿乃子」監修、オリジナル和菓
子詰め合わせです。

こだわりの素材を使い、しっかりとした歯ごた
えのある食感にこだわったくず餅。熟練職人が
ひとつひとつ丁寧に手作りしました。

黒い食材である五黒（黒米・黒豆・黒ゴマ・黒糖・
昆布）を生地に入れて焼き上げたカステラで
す。ふわふわ食感と優しい甘さをぜひ。

北海道十勝産小豆使用の小倉あんにホイップ
クリームをブレンドした、とろりとしたあんが特
徴のどら焼きです。

ほんわか和やかな気持ちになれる、
和テイストのお菓子を揃えました。
優しい味わいはお子様からシニアまで
幅広い世代のお茶うけにぴったりです。

Japanese Sweets

こだわりの

和菓子

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F46F45



GE8-F4801申込番号
1. 新潟県産こしひかり

◦内容量／5kg◦原産地／新潟県
GE8-F4802申込番号

2. 特別栽培米
秋田県大潟村産あきたこまち

◦内容量／5kg◦原産地／秋田県

GE8-F4803申込番号
3. 北海道産ゆめぴりか

◦内容量／5kg◦原産地／北海道
GE8-F4804申込番号

4. 京都府丹後産こしひかり

◦内容量／5kg◦原産地／京都府

GE8-F4805申込番号
5. 福井県産こしひかり

◦内容量／5kg◦原産地／福井県
GE8-F4806

〈吉兆楽〉

申込番号
6. 東北地方美味米セット

◦内容量／宮城ひとめぼれ2kg、福島会津こしひかり
2kg◦原産地／宮城県、福島県

全国の米どころでとれる、美味しいお米
を厳選しました。水、日照時間、気温差、土
壌と、何より生産農家の丹精と愛情が込
められた白米です。炊きたてご飯をお召
しあがり下さい。

Japanese Delicious Rice

名産地の
こだわり米

※お米に賞味期限はありませんが、おいしくお召し上がりいただく目安は精米年月日より約30日です。※冷暗所にて保管してください。

日本有数の米どころ、越前は「こしひかり」の名前の由
来となった地です。透き通るような白さ、艶やかな炊き
上がり、味と香りの強さが特長。

秋田県大潟村は琵琶湖に次いで大きかった八郎潟を
干拓して生まれた村です。ミネラルが豊富な土地で作
られたこのお米は最初に噛んだ時から甘味を感じ、も
ちもちした食感が特長です。

東北地方を代表する米どころ、宮城・福島産の玄米を
超低温保管し鮮度を保持。新米のみずみずしい美味し
さを「そのまま」お届けします。

北は日本海に面し、南は大江山をはじめとする中国山
脈に囲まれた京丹後市。昼と夜の寒暖差が米づくりに
最適で、粘りのあるおいしいお米に育ちました。

平成21年産から全国デビューした「ゆめぴりか」。炊
き上がりが柔らかく、ツヤがあり、粘りが強くもちもち
した食感で、冷めてもおいしいと大評判です。

日本を代表する米どころ、新潟県のこしひかり。甘みが
あって香り高く、粘りや色ツヤ、舌触りの良さがたまら
ないお米です。

福井県産
こしひかり

特別栽培米
秋田県大潟村産
あきたこまち

東北地方
美味米セット

京都府丹後産
こしひかり

北海道産
ゆめぴりか

新潟県産
こしひかり

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F48F47



GE8-F5001申込番号
1. 紀州南高梅　はちみつ入り梅干

◦内容量／900g◦賞味期限／常温で6ヵ月◦原料原
産地／和歌山県（梅）◦製造加工／日本◦7大アレルゲ
ン／小麦

GE8-F5002申込番号
2. 紀州南高梅　しそ漬梅干

◦内容量／900g◦賞味期限／常温で6ヵ月◦原料原
産地／和歌山県（梅）◦製造加工／日本

GE8-F5003申込番号
3. 紀州南高梅　白干梅

◦内容量／900g◦賞味期限／常温で12ヵ月◦原料原
産地／和歌山県（梅）◦製造加工／日本

GE8-F5004申込番号
4. 紀州南高梅　こんぶ梅干

◦内容量／900g◦賞味期限／常温で6ヵ月◦原料原
産地／和歌山県（梅）◦製造加工／日本◦7大アレルゲ
ン／小麦

GE8-F5005申込番号
5. 紀州南高梅　かつお梅干

◦内容量／900g◦賞味期限／常温で6ヵ月◦原料原
産地／和歌山県（梅）◦製造加工／日本◦7大アレルゲ
ン／小麦

Delicious Pickled Plum

丁寧仕上げの

梅干し
土や水から厳選した梅の実を、名人たち
がまごころを込め、一粒一粒丁寧に仕上
げました。酸味、風味、甘み、そして食感
にも個性がある逸品ぞろい。
お好みの梅干しをお選びください。

紀州南高梅に国産のかつお節と紫蘇を合わせました。
梅干にかつお節と紫蘇の風味がプラスされ、ご飯によ
く合います。

紀州南高梅に「しそ液」を加えて、漬け込みました。ふ
わっと香る、しその風味が豊かです。

紀州南高梅に「はちみつ」を加えて、漬け上げました。
まろやかな、どなたでも食べやすい味わいに仕上がっ
ています。

紀州南高梅に北海道産きざみ昆布を合わせた、海の香
り漂う、風味豊かなこんぶ梅干です。

「梅干しはやっぱり、しょっぱくなきゃ！」という方に。塩
だけで漬け込んだ一品です。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F50F49



GE8-F5103申込番号
3. 和歌山中華そば（15食）

◦内容量／麺110g×15、スープ44.5g×15◦賞味期
限／常温で60日◦製造加工／日本◦7大アレルゲン
／小麦

GE8-F5104申込番号
4. 博多長浜とんこつラーメン（19食）

◦内容量／半生麺100g×19、とんこつスープ30g×
19◦賞味期限／常温で60日◦製造加工／日本◦7大
アレルゲン／卵・小麦

GE8-F5202申込番号
6. 小豆島そうめん

◦内容量／50g×57◦賞味期限／常温で24ヵ月◦製
造加工／日本◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F5204申込番号
8. 信州そば

◦内容量／100g×18◦賞味期限／常温で12ヵ月 
◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／小麦・そば

GE8-F5102申込番号
2. ご当地ラーメン味くらべ（15食）

◦内容量／（札幌味噌味80g・スープ40g、小樽塩味
80g・スープ39g、秋田比内地鶏醤油味80g・スープ
40g、米沢醤油味80g・スープ31g、喜多方醤油味80g・
スープ36g、尾道醤油味80g・スープ40.5g、博多とん
こつ味80g・スープ32g）×2、（熊本「もっこす亭」とんこ
つ味80g・スープ13g・調味油7g）×1◦賞味期限／常
温で6ヵ月◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／卵・乳・
小麦

GE8-F5101申込番号

1. 北海道三大産地
ラーメンセット

（15食）

◦内容量／北海道ラーメン札幌味噌
114g・北海道ラーメン旭川醤油112g・
北海道ラーメン函館塩111g×5◦賞
味期限／常温で6ヵ月◦製造加工／日
本◦7大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F5201申込番号
5. 讃岐うどん

◦内容量／100g×28◦賞味期限／
常温で12ヵ月◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／小麦

GE8-F5203申込番号
7. 極寒三輪手延素麺　古蔵

◦内容量／50g×36◦賞味期限／常温で24ヵ月◦製
造加工／日本◦7大アレルゲン／小麦

1 5

札幌や小樽といった北海道、米沢、秋田、尾道
や博多など、各地のラーメンの食べ比べセット。

古くから手延べそうめんづくりが続けられてき
た、小豆島のそうめん。つるりとした喉越しが
自慢です。

2

6

蕎麦の実の中心部のみ
を使って作られた上品な
香りとほんのりとした甘
み。素朴な中に味わいの
ある信州そばです。

低温で丸２日かけて処理した生
麺はコシが違います。北海道を
代表する三種のスープ付き。

日本の伝統の味を受け継
いでいる三輪素麺。昔な
がらの手延べ技法で丹念
に仕上げた逸品です。

白濁の豚骨スープにつるっ
とした細麺でおなじみの福
岡・長浜ラーメン。本場の味
をご家庭でどうぞ。

本場和歌山からお届けす
る和歌山中華そば。細打ち
のストレート麺が豚骨醤油
味のスープに絡み絶妙な
味わいです。

口当たりよくなめらかな、コシの
ある讃岐うどんです。保存に適
した乾麺タイプ。

3
7

4
8

いまや国民食とまで言われ、職人技
の領域にまで達したラーメン。
こだわりの麺と時間をかけて作った
スープの味をお楽しみください。

Noodles 

こだわりの
らーめん

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

日本の伝統的な食文化である
うどん・そば・素麺。
季節に合わせて、さまざまな
食べ方を味わってください。

Japanese Noodles

こだわりの
そうめん・うどん・そば

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F52F51



GE8-F5301申込番号

1. 神戸異人館倶楽部
ビーフカリー

◦内容量／180g×10◦賞味期限／
常温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／小麦

GE8-F5302申込番号
2. 牛すじカレー

◦内容量／180g×10◦賞味期限／
常温で24ヵ月 ◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／小麦

GE8-F5304申込番号

4. 大人の激旨激辛
ビーフカレー

◦内容量／180g×10◦賞味期限／
常温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／小麦

GE8-F5401申込番号
5. コーンスープ

◦内容量／150g×10◦賞味期限／
常温で12ヵ月◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／乳・小麦

GE8-F5402申込番号
6. クラムチャウダー

◦内容量／150g×9◦賞味期限／常
温で12ヵ月◦製造加工／日本◦7大
アレルゲン／乳・小麦

GE8-F5403申込番号
7. 豚汁

◦内容量／280g×7◦賞味期限／常
温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7大
アレルゲン／小麦

GE8-F5404申込番号

8. 牛肉と野菜の
シチュー

◦内容量／280g×7◦賞味期限／常
温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7大
アレルゲン／乳・小麦

GE8-F5303

〈横浜本牧亭〉

申込番号
3. ビーフカレー

◦内容量／210g×10◦賞味期限／
常温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／乳・小麦
※シーズン途中でパッケージ等が変更
になる場合がございます。

2 6

コーンに上質のブーケガルニを
加えて、さらりとした口当たりの
中にコクを持たせたスープです。

魚介類に野菜・ベーコンなどを加
えてコトコトと煮込んだ、アメリ
カの代表的なスープです。

時間をかけてじっくり煮込んだ
国産牛すじを使用した、スパイ
シーで濃厚なカレーです。

ジューシーな牛肉の旨みとスパ
イスの効いたカレーです。

30種類のオリジナルカレーパウ
ダーを使用。赤唐辛子、青唐辛
子も入った激辛カレーです。

野菜がたっぷり取れる定番の日
本の味。栄養バランスのいい食
事に一役買ってくれます。

厳選された牛肉と手間ひまかけ
てソテーした玉ねぎを、たっぷり
の香辛料でじっくり煮込んだ本
格カレーです。

野菜の旨味が生きたビーフシ
チュー。ごろっと大きめのじゃが
いもや人参は、食べごたえがあ
ります。

GOOD

食材を吟味するところからス
パイスの調合まで、手間ひま
を惜しまずに作られたプロの
味をご家庭でどうぞ。

Curry

カレー

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

厳選された素材の旨みを
丸ごといただけるスープ。
日々の健康の源に。あと
一品プラスしたいときに。

Soup

スープ

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F54F53



GE8-F5501申込番号
1. 煮込みハンバーグ

◦内容量／120g×10◦賞味期限／
常温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7
大アレルゲン／卵・乳・小麦

GE8-F5502申込番号
2. 飛騨牛入りハンバーグ

◦内容量／130g×6◦賞味期限／冷
凍で12ヵ月◦原料原産地／牛肉：岐阜
県産7.1％・鶏肉：国産14.3％・豚肉：国
産7.2％◦製造加工／日本◦7大アレ
ルゲン／乳・小麦

GE8-F5503申込番号

3. 倶楽部北海道　
道産牛丼の具

◦内容量／190g×6◦賞味期限／冷
凍で12ヵ月◦原料原産地／牛肉：北海
道◦製造加工／日本◦7大アレルゲン
／小麦

GE8-F5504申込番号

4. 鹿児島県産
黒豚ロース味噌漬

◦内容量／120g×5◦賞味期限／冷
凍で12ヵ月◦原料原産地／鹿児島県
◦製造加工／日本◦7大アレルゲン／
小麦
※加熱用ですので、調理の際に中心部
まで加熱してください。

GE8-F5601申込番号
5. 博多焼ぎょうざ

◦内容量／焼ぎょうざ（16g×15入）
×6、ぎょうざのたれ10g×12◦賞味
期限／冷凍で30日◦製造加工／日本 
◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F5602申込番号
6. 有明味付海苔

◦内容量／（8切44枚）×10◦賞味期
限／常温で12ヵ月◦原料原産地／国産

（有明海）◦製造加工／日本

GE8-F5603申込番号
7. 釜飯の素3種セット

◦内容量／あわび入釜飯の素・ほた
て入釜飯の素・あさり釜飯の素220g 
◦賞味期限／常温で6ヵ月◦製造加工
／日本◦7大アレルゲン／小麦

GE8-F5604申込番号

8. 国産原木乾椎茸
（遠赤外線仕上）

◦内容量／160g◦賞味期限／常温で
12ヵ月◦原料原産地／国産◦製造加
工／日本

1 52 6

3 74 8

デミグラスソースが美味しい、
ふっくら煮込みハンバーグです。

博多屋台でおなじみのぎょうざ。
特製のたれでお召し上がりくだ
さい。

飛騨牛と厳選した国産豚肉、鶏
肉を使用。自家製デミグラスソー
ス付き。

北海道産の牛肉をふんだんに
使った牛丼の具です。こだわり
のタレで仕上げました。

健康食材の椎茸。遠赤外線と紫
外線にあてて、さらに旨みをアッ
プさせました。

鹿児島県産の黒豚ロース肉を、
独自の肉味噌に漬け込みまし
た。酒の肴にもおすすめです。

各種3合用の釜飯の素セットです。
炊き込み、混ぜ込み、どちらでもお
いしくいただけます。

有明海で摘んだ高級海苔に、伝
統の出汁で丁寧に味を付けまし
た。朝食やおにぎりにどうぞ。

そのままかけたり温めたりする
だけの簡単調理。忙しい時でも
自宅でしっかり食事ができる、
お惣菜あれこれ。

Daily dish

お惣菜

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F56F55



GE8-F5702申込番号

2. エキストラバージン
オリーブオイル

◦内容量／135g×5◦賞味期限／常
温で18ヵ月◦原産国／スペイン◦製
造加工／日本

GE8-F5701申込番号

1. 国産丸大豆
醤油秋津

◦内容量／丸大豆醤油300ml×3、再
仕込醤油300ml×2◦賞味期限／常
温で24ヵ月◦製造加工／日本◦7大
アレルゲン／小麦

GE8-F5703申込番号
3. 紅白 合わせ味噌

◦内容量／2kg◦賞味期限／常温で
6ヵ月◦製造加工／日本

GE8-F5801

〈キーコーヒー〉

申込番号
5. ドリップオン　スペシャルブレンド

◦内容量／（8g×30パック）×2◦賞味期限／常温で
18ヵ月◦生豆生産国／コロンビアまたはブラジルその
他◦製造加工／日本

GE8-F5802

〈豆の心〉

申込番号
6. オリジナルコーヒー

◦内容量／ハーフビターブレンドレギュラーコーヒー
（中細挽き）缶入200g、クリアブレンドレギュラーコー
ヒー（中細挽き）袋入500g◦賞味期限／常温で13ヵ月
◦生豆生産国／ブラジルまたはコロンビアまたはイン
ドネシアその他◦製造加工／日本

GE8-F5803申込番号
7. 鹿児島紅茶ティーバッグ詰合せ

◦内容量／（3g×12入）×5◦賞味期限／常温で12ヵ
月◦原料原産地／鹿児島県◦製造加工／日本

GE8-F5704申込番号
4. 特選　海幸彩

◦内容量／伊賀越天然醸造しょうゆ
450ml・島乃香のり佃煮80g・島乃香
しそのり80g・オルソン鮭ほぐし35g・
宝幸紅ずわいがにほぐし身50g×1、ヤ
マキかつおだし（4g×10）×2、日清ヘ
ルシーべジオイル380g×2、白子のり
味のり1P（8切8枚）×3◦賞味期限／
常温で8ヵ月以上あるものをお届けし
ます。◦製造加工／日本（宝幸紅ずわ
いがにほぐし身のみ韓国）◦7大アレ
ルゲン／小麦・エビ・カニ

1

3 4

2

苦みと酸味のバランスがよく、コクのあるすっ
きりとした口当たりのブレンドコーヒーです。
６０杯分。

昭和から続く、伝統ある鹿児島ブランドの紅
茶。すっきりした飲み心地が特長です。

酸味とコクのバランスが取れたハーフビター
ブレンドと、スッキリした味のクリアブレンドの
セット。

バージンオリーブオイルは、フ
ルーティーで豊かな香り。

国産の大豆と小麦にこだわり、
杉桶で熟成させた天然醸造醤
油。香りと旨みが一味違います。

サラダオイルをメインに、ご飯の
お供や欠かせない調味料を詰め
合わせました。

赤味噌と白味噌をオリジナルで
ブレンドした合わせ味噌。おめで
たい紅白味噌になっています。

毎日使う調味料はこだわりた
いもの。よりおいしく、多彩な
味を楽しめる品を揃えました。

Seasoning

調味料

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。

家事に仕事にあわただしい
日々を癒してくれるひととき
に。優しい味わいの銘茶やお
茶請けを集めました。

Drink

飲料

F58F57



GE8-F5901申込番号
1. 静岡茶詰合せ

◦内容量／特上煎茶・煎茶・ほうじ茶・抹茶入り玄米茶・
かりがね茶60g◦賞味期限／常温で14ヵ月◦原料原
産地／静岡県◦製造加工／日本

GE8-F5902申込番号
2. 宇治茶「健康応援茶®」

◦内容量／深蒸し上煎茶100g×2、深蒸し煎茶・抹茶入
煎茶100g×1◦賞味期限／常温で12ヵ月◦原料原産
地／国産◦製造加工／日本

GE8-F5903

〈JAふくおか八女〉

申込番号
3. 八女茶詰合せ

◦内容量／煎茶120g×2◦賞味期限／常温で12ヵ月
◦原料原産地／福岡県◦製造加工／日本

GE8-F5904申込番号
4. 九州三大地お茶飲み比べ

◦内容量／八女高級煎茶・八女煎茶・特上知覧深むし
茶・嬉野玉緑茶・知覧玄米茶90g◦賞味期限／常温で
6ヵ月◦原料原産地／福岡・佐賀・鹿児島◦製造加工／
日本

お客さま用やご自宅用、煎茶やほうじ茶など、
用途や気分で使い分けたいお茶を、バラエ
ティ豊かに詰め合わせました。

深蒸し茶は茶葉を長く蒸すためサッと濃く出せ
ます。また、旨みや甘みに富んだ抹茶を入れる
事で、さらに美味しくなりました。

日本有数の高級茶産地である福岡で育まれ
た、まろやかな味わいの八女茶詰合せです。

福岡の「八女」、佐賀の「嬉野」、鹿児島の「知
覧」。九州三大産地のお茶を飲み比べ。

※写真はイメージです （小物類は含まれません）。 F60F59 ※写真はイメージです （小物類は含まれません）。
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