ＪＡポイントサービス
選べるカタログギフト
2015

ＪＡ京都にのくに オリジナル商品
3,000 ポイント

５,000 ポイント

特上平箱セット(特上玉露・特上煎茶)
各 100ｇ入り

丹の国米こしひかり 10 ㎏

3,000ポイント(＋税相当ポイント240）①

自立型ダストフー・虫よけ帽子セット
申込番号

300013

●自立式ダストフー：サイズ 600×600×650㎜ 材質 PP
ワイヤー支柱入りで型崩れしない。※火のそばに置かない
でください。 ●ネット付虫よけ帽子 フリーサイズ

２０ℓガソリン携行缶
申込番号

300016

●本体サイズ：435（Ｗ）×265（Ｈ）×310（Ｄ）㎜ ●本体：ＳＥ
ＣＤ・キャップ：ＳＰＣＤ／ノズル・締め付け部：ＰＥ ●粉体塗
装 ●鉄板の厚み 0.6㎜ ●単品重量 約2.55㎏

トラックシート＜軽四車用＞
申込番号

300014

●シートサイズ：約175×210㎝ ●軽四車用 ●ゴムひも18
本付 ●積載量：350㎏ ●耐熱温度：-35～+55℃
●完全防水 ●取付け簡単

岡恒剪定鋏＜２００㎜＞
申込番号

300017

●最高級の刃物鋼を使用 ●正確な熱処理と精密な加工に
技と心をこめてつくりあげた剪定鋏

横車＜椅子回転上下式＞
申込番号

300015

●サイズ：縦28×横37×高さ33～40㎝ ●座面：高さ23～30
㎝で調節可能 ●重量：約3.4㎏ ●イスが上下して作業が
楽にできます。

八八 ２０ｃｍ両手鍋
申込番号

300018

●規格：20cm ●ステンレス三層底構造 ●電磁調理器対
応 ●持ちやすい安全設計

3,000ポイント(＋税相当ポイント240）②

木製まな板(大）
申込番号

ホワイトボード

300019

申込番号

●厚さ：3cm ●サイズ：45×22.5cm

●サイズ：60×45㎝ ●両面使用可能 ●肥料・農薬などの
記録メモ、ご家庭内の覚書・伝言などにも。

おまかせチップソー（ハイグレード） ２枚
申込番号

おまかせチップソー ３枚

300020

300022

●おまかせ選定2枚セット
※サイズは230mm×36P及び255mm×40Pよりお選びい
ただけます。メーカー指定はできません。

申込番号

300021

●おまかせ選定3枚セット
※サイズは230mm×36P及び255mm×40Pよりお選びいた
だけます。メーカー指定はできません。

LED防獣ライト
申込番号

300023

●割れにくいポリカーボネイト製 ●単一電池2本使用（別売） ●昼は
消えて、夜になると点灯する昼夜センサー付き ●LEDライト8灯、両面
点灯 ●屋外用（紫外線センサー）

3,000ポイント（+税相当ポイント240）③

和のこころ さくら

今治綿紗織（片面ガーゼ織）

バス・フェイス・ハンドタオルセット

バス・ウォッシュタオルセット

申込品番 ３０００２４
●箱入：40×27×6㎝、重量約850ｇ●
内容：ﾊﾞｽﾀｵﾙ・ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ 各2枚、ﾌｪｲｽ
ﾀｵﾙ 1枚 中国製

申込品番 ３０００２５
●箱入：37.5×26×6.5㎝●
内容：バスタオル・ウォッシュタオル
×各1 日本製
※色はベージュとネイビーから、お
選びください。

あいのや バスマット
申込品番 ３０００２６
●箱入：27×47×6㎝●
内容：バスマット 60×45㎝ アクリル
100％（抗菌防臭・吸水速乾・裏面：
すべりにくい加工）×1 日本製

フォルテック・パーク

市田ひろみ 京うたげ 長手盆
申込品番 ３０００２７
●箱入：47×30.8×5.1㎝●
内容：長手盆 45.3×28.9×4.3㎝（ユリア樹脂
〈カシュー塗〉）×1 日本製

サースティマグ（６００ｍｌ）
申込品番 ３０００２８
●箱入：8.2×8.2×21.2㎝●
本体 7.6φ ×20.2㎝ 重量 約400ｇ
ステンレス鋼（二重断熱構造）、蓋、
飲み口 ポリプロピレン、パッキン
シリコンゴム 口径 59㎜ 中国製
※色はレッドとブラックから、お選びください。

3,000ポイント（+税相当ポイント240）④

ラッキーウッド

イルムス

グラーツティータイム１１本セット
申込品番 ３０００２９
●箱入：24.5×19×3㎝、重量約450ｇ●
内容：18-8ｽﾃﾝﾚｽ ﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ・ｹｰｷﾌｫｰ
ｸ各5本 ﾊﾞﾀｰﾅｲﾌ1本 日本製

藍色調座布団カバー ５枚セット

四重織ガーゼ おでかけセット

申込品番 ３０００３１
●箱入：36×27×6㎝、重量約800ｇ●
内容：座布団ｶﾊﾞｰ 約55×59㎝ 5枚 綿
100％ 表裏柄違い 日本製

申込品番 ３０００３０
●箱入：25×23×6㎝、重量約350ｇ●
内容：ケット 約50×70㎝ 綿100％
日本製
※色はピンクとブルーから、お選びください。

サンスター

電動歯ブラシ
申込品番

３０００３２

●パッケージ：約9.5×3.7×24.5㎝●
内容：歯ブラシ約2.9×2.9×23.9㎝ 重量約87
ｇ ＡＢＳ樹脂、ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ、ﾅｲﾛﾝ、飽和ﾎﾟﾘｴｽ
ﾃﾙ樹脂×1 単3乾電池1本付（ﾓﾆﾀｰ用） 替
ﾌﾞﾗｼ（高速反転ﾀｲﾌﾟ、ｽｸﾗﾌﾞﾀｲﾌﾟ×各1）付 ﾌﾞ
ﾘｽﾀｰﾊﾟｯｸ入 インドネシア製
※色は、ピンクのみです。

セラミックアロマライト
申込品番

３０００３３

●箱入：約14×12.5×14㎝●
内容：ﾗｲﾄ約11.7φ ×13㎝ 重量約600ｇ、
ｾﾗﾐｯｸ、電源＝ＡＣ100Ｖ25Ｗ（Ｅ-17）ﾅﾂﾒ
球1個使用、中間ｽｲｯﾁ式、ｺｰﾄﾞ長約1m、
白箱入×1 中国製
※星タイプ、ハートタイプからお選びくださ
い。

3,000ポイント（+税相当ポイント240）⑤
クミーチェ

マルチ調理器
申込品番 ３０００２９
●箱入：約21.5×21.5×32㎝、重量約1.7㎏●
内容：現品約21×26×29㎝ ABS樹脂・AS樹
脂・ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ・ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ・ｽﾃﾝﾚｽ鋼 本体容
器・蓋・野菜の水切り・かくはん・ﾚﾓﾝｵﾚﾝｼﾞ絞
り・薄切り・細千切り・千切り、千六本、おろし、
黄身取り、ﾁｮｯﾊﾟｰ・安全ﾎﾙﾀﾞｰ×各1 中国製
カリーナ

電気ケトル
申込品番 ３０００３０

ザ・ボディショップ

ハニーマニア シャワータイムセット
申込品番 ３０００３１

●箱入：約17.5×11.5×16.5㎝、重量約598ｇ●
内容：ﾀｵﾙ約34×35㎝ 有機栽培綿 内容量＝ｿｰ
ﾌﾟ標準重量100ｇ・ﾎﾞﾃﾞｨｼｬﾝﾌﾟｰ250ｍｌ・ﾀｵﾙ 各1
ｿｰﾌﾟ＝ｲｷﾞﾘｽ製、ﾎﾞﾃﾞｨｼｬﾝﾌﾟｰ＝ｲｷﾞﾘｽ製又はﾀｲ製、
ﾀｵﾙ＝日本製

●箱入：20×14.5×20.5㎝、重量約700ｇ●
内容：現品約20.5×13×21.6㎝ 本体重量約
560ｇ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 電源＝AC100V・消費電力
＝550Ｗ ｺｰﾄﾞ長約1.1ｍ 沸騰時間約13分
（1.0ℓ満水時） 自動電源OFF機能、空焚き防止

4,000ポイント(＋税相当ポイント320）①

アロチャーム

洗顔フォーム・化粧水・乳液
申込番号

刈払機専用マルチ穴明カッター

400013

申込番号

●アロチャーム洗顔フォーム：内容量 120ｇ 保湿成分（アロエエ
キス・コラーゲン配合） ●アロチャームスキンローション：内容量
120ml 保湿成分（アロエエキス・コラーゲン配合） ●アロチャーム
ミルキーローション：内容量 120ml 保湿成分（アロエエキス・ヒア
ルロン酸・コラーゲン配合）

400014

●穴明けカッターサイズ：直径4㎝・6㎝・8㎝ ●マルチの穴明けと
定植用の穴明けが素早く一度に可能 ●刈払機に簡単取り付け

月鹿 レバー式強力太枝切鋏 ＜１．８m＞
申込番号

400015

●全長：約1.8m ●切断能力：約40㎜ ●レバーを開閉し、テコの
原理で太い枝も軽く切断 ●刃が90度回転するから、使いやすい
向きに調整可能 ●サブやヤニに強いノンスティックコーティング
刃 ●軽量アルミボディ ●すべりにくく手になじむＴＰＲグリップ

安
心
枠

アルミステップラダー３段
申込番号

400016

●天板までの高さ：約65㎝ ●自重：2,700ｇ ●アルミ製 ●持ち
手は安心枠付で、昇降時や作業時も安全 ●台縁部・脚部の色の
仕様が変わる場合がございます。

ブルーシート＜５．４ｍ×５．４ｍ＞
申込番号

400017

●サイズ：5.4×5.4m ●仕上り寸法：5.3×5.3m 材質：ポリエチレ
ン100% ●ハト目数：24穴

ステンレス一体型庖丁＜木箱入＞
申込番号

400018

●サイズ全長：（小）265㎜ （中）305㎜ （大）330㎜ ●入り数：3
本組

押切り
申込番号
『きるきる』
400021 ３００㎜

4,000ポイント(＋税相当ポイント320）②

ヨコ車（エアータイヤ）
申込番号

400019

木製まな板（大大）
申込番号

400020

●厚さ：3cm ●サイズ：51×25cm

糸入りガーデンホース 50m
申込番号
●15×20㎜（50m）

400022

軽四トラックマット ３㎜厚
申込番号

400023

●サイズ：幅1,400×長さ2,010×厚み3㎜ ●合成ゴム使用。ノン
スリップライン加工 ●合成ゴムだから弾力があり、滑りにくく耐久
性に優れています！ ●荷台の保護に。荷物のすべり止めに。荷
物の荷くずれを防ぎ、安心して運搬できます。 ●牛舎・鶏舎・ゴル
フ場その他の通路にもご利用いただけます。

押切り 『きるきる』 ３００㎜
申込番号

400021

●自動スライド式 ●わらをしっかりとらえてスムーズに切断

4,000ポイント（＋税相当ポイント320）③

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ ｸﾞﾚｲｰﾝﾚｰﾍﾞﾙﾘﾗｸｼﾝｸﾞ

ヒューゴ ヴァレンティノ

バス・フェイス・ウォッシュタオルセット
申込品番

バスマット・フェイスタオルセット
申込品番

４０００２４

●箱入：41×32×6㎝●
内容：バスタオル約60×120㎝（綿100%）・フェイス
タオル約34×80㎝（綿100%）・ウォッシュタオル
34×34㎝（綿100%）×各1 中国製

クミーチェ
申込品番

●箱入：27×47×6㎝●
内容：バスマット約 60×45㎝（アクリル100%）抗菌
防臭・吸水速乾・裏面：すべりにくい加工×1・フェ
イスタオル約 34×75㎝（綿100%）×2 日本製

申込品番

４０００２７

４０００２６

●箱入：約30×14.5×10㎝●
内容：お玉長さ約29㎝ ｼﾘｺﾝ樹脂、ﾅｲﾛﾝ×1・ﾀｰ
ﾅｰ長さ約30㎝ ｼﾘｺﾝ樹脂、ﾅｲﾛﾝ×1・ﾄﾝｸﾞ長さ約
27.5㎝ ｼﾘｺﾝ樹脂、18-8ｽﾃﾝﾚｽ×1・ｽﾁｰﾏｰ約
26×13.5×7.8㎝ ｼﾘｺﾝ樹脂 容量約1ℓ ｽﾁｰﾏｰ
用ｽﾉｺ付×1 中国製

●箱入：33.5×23.8×8.2㎝●
内容：磯じまん磯のり・山海ぶし
各115ｇ・白子味のり（8切5枚14
袋）・マルトモ直火焼かつおぶし
（0.7ｇ×20袋）×各1・シーチキン
マイルド70ｇ・鮭フレーク60ｇ×各
2

●箱入：23.3×15.3×19.7㎝●
内容：ライオントップナノックス420g×1、
ナノックス詰替用320ｇ×3・ライオン
チャーミー260ml×3・ランジェリーネット・
ブルーバススポンジ×各1 日本製、
ランジェリーネット・ブルーバススポンジ
中国製

クリーンライフギフトセット

シリコンキッチン４点セット

４０００２５

のり・かつおぶし・瓶詰・缶詰セット
申込品番 ４０００２８

4,000ポイント（＋税相当ポイント320）④

くろちく

バス・フェイスタオルセット
申込品番 ４０００２９
●箱入：39×29×5㎝、重量約710ｇ●
内容：ﾊﾞｽﾀｵﾙ 約60×120㎝ 1枚・ﾌｪｲｽﾀｵﾙ
約34×75㎝ 2枚・綿100％ 日本製

イルムス

マイクロファイバー敷パッド
申込品番 ４０００３０
●箱入：43.5×33×12㎝、重量約1.2㎏●
内容：敷ﾊﾟｯﾄ 100×205㎝ (表)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％（ﾏｲｸﾛ
ﾌｧｲﾊﾞｰ生地） (裏)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ80％・綿20％ (詰物)ﾎﾟﾘｴ
ｽﾃﾙ100％（約0.2㎏） 中国製
※色はグリーンとブラウンから、お選びください。

会津塗 溜塗貝合せ 汁椀５客揃
申込品番 ４０００３２
●箱入：12×18×11.5㎝●
内容：汁椀 約11φ ×6.7㎝ 5客
飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ABC樹脂・ｳﾚﾀﾝ塗装
（電子ﾚﾝｼﾞ・食洗機使用可）
日本製

今治 「設」 バスマット
申込品番 ４０００３１
●箱入：25.5×30.5×10㎝、重量約630ｇ●
内容：バスマット約 68×45㎝ 1枚 綿100％ 日本製

4,000ポイント（＋税相当ポイント320）⑤
イワキ

アレチン レンジココット
申込品番 ４０００３３
●箱入：26×17×10.5㎝、重量約1.4㎏●
内容：現品約26×16.5×11.5㎝ 本体・フタ＝耐
熱ガラス、把手ｶﾊﾞｰ・ﾌﾀつまみｶﾊﾞｰ・ｽﾉｺ＝ｼﾘ
ｺｰﾝｺﾞﾑ 容量約1.3ℓ タイ製又は中国製
※ 色はアプリコットピンク、ピスタチオグリーン
からお選びください。
アルコレ

スチームアイロン
申込品番 ４０００３５
●箱入：約30×13.2×16㎝、重量約1.3㎏●
内容：現品約27.5×12×14.5㎝ 本体重量約
1㎏ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 電源＝AC100V 消費電力
＝1200W コード長約1.8ｍ 中国製
オムロン

低周波治療器 足い～きもち
申込品番 ４０００３４

●箱入：約8.5×3.5×22.8㎝、重量約124ｇ●
内容：現品約5.5×9.5×1.9㎝ 本体重量約60ｇ
ABS樹脂 単4乾電池2本付（ﾓﾆﾀｰ用） ｼﾞｬﾝﾎﾞﾊﾟｯﾄﾞ
2枚（1組） 導子収納具付 中国製

5,000ポイント（+税相当ポイント400）①

アロチャーム

ゴールドクリーム（栄養クリーム）
申込番号

５０００１３

●アロチャームゴールドクリーム：内容量 65g 純金箔配合（無着
色・無香料・弱酸性）

中山式腰椎医学コルセットスリムライト
申込番号

５０００１６

●腰椎医学コルセット：素材 ナイロン・ポリウレタン・レーヨン・綿・
ポリエステル・指定繊維外（PET・ポリエチレン・合成ゴム） ●サイ
ズ Ｓ（腰回り60～80㎝、全長85㎝）・Ｍ（腰回り70～90㎝、全長95
㎝）・Ｌ（腰回り80～100㎝、全長105㎝）、幅12～16㎝

本職用刈込鋏
申込番号

５０００１４

●特殊鋼手打 ●最高級 なにくそ作 ●全長：約68㎝ ●木柄
●サック付

山広剪定鋸
申込番号

５０００１７

●サヤ付 ●210㎜ ●替刃式 ●特徴：切り口が鮮やか!!

おまかせチップソー＜５枚組＞
申込番号

５０００１５

●サイズ：255㎜×40P
※メーカー指定はできません。

らくちん能率車＜椅子回転上下式＞
申込番号

５０００１８

●サイズ：縦20×横46×高さ40～47㎝ ●座面：高さ23～30㎝で
調節可能 ●重量：約3.7㎏

5,000ポイント（+税相当ポイント400）②

軽四車用トラックマット５㎜厚
申込番号

５０００１９

●サイズ：幅1,400×長さ2,010×厚み5㎜ ●合成ゴム使用。ノン
スリップライン加工 ●合成ゴムだから弾力があり、滑りにくく耐久
性に優れています！ ●荷台の保護に。荷物のすべり止めに。荷
物の荷くずれを防ぎ、安心して運搬できます。 ●牛舎・鶏舎・ゴ
ルフ場その他の通路にもご利用いただけます。

伸縮高枝切鋏『かるのび』
申込番号

５０００２２

●全長：1.8～3.0ｍ（6段階伸縮式） ●2段ポール式 ●重量：
1,100ｇ ●切断能力：10㎜ ●切ってつかめる万能刃先 ●素材：
超軽量アルミ合金 ●専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断 ●
採取鋏・ノコギリ・枝の切断として使える便利な3機能

八八 鍋２点セット
申込番号

５０００２０

●セット内容：片手鍋（18cm）・両手鍋（20cm） ●ステンレス三層
底構造 ●電磁調理器対応 ●持ちやすい安全設計

上皿秤スタンダード２０㎏
申込番号

５０００２３

●サイズ：(約）Ｗ24.5×Ｄ29×Ｈ25.5㎝ ●使用範囲：1㎏～20㎏
●ひょう量：20㎏ ●目量：100g ●使用温度範囲：10～30℃ ●
取引証明以外用 ●収穫コンテナを乗せ易く上皿をフラットにして
います。目盛表示が大きいので、とても見易くなっています。

農園芸用結束機
申込番号

５０００２１

●結束機本体 1本・結束テープ 30m×20巻・ホッチキス 4,800
本（一連接着本数200本） ●中国製 ●手作業より作業時間3～
4倍短縮。軽量だから持ち運びに大変便利。テープの切りカスが
出ません。野菜果物等の枝、茎などの支柱への結束に最適。

山広 剪定鋏
申込番号

５０００２４

●山廣剪定鋏は、最高級刃物鋼を使用、永年の伝統と技術を生
かした最高の熱処理を施し、皆様に安心して使っていただける優
れた切れ味と耐久性を持った製品で、庭木・鉢物・果樹・農作物
等、幅広くご使用できます。 ●『山廣印』剪定鋏は日本刀の切れ
味を活用した手作りを本質とした本格的伝統工芸品です。

5,000ポイント（+税相当ポイント400）③

モグラ撃退器『モールチェイサー』
申込番号

500025

申込番号

●サイズ：（約）高さ41.5㎝ （約）直径8㎝ ●重量：（約）350g（電
池無し） ●電力：6V 単一電池4本（別売り） ●周波数：300Hz
●有効範囲：約1,000㎡ ●モグラは聴覚が非常に発達しており、
わずかな振動や音に敏感に反応します。約15秒間隔で音波を地
中に発し、直径約36ｍの範囲に生息するモグラや、他の地下生
息生物（地ネズミ・ハタネズミ等）に対する忌避効果があります。
危険なガスやワナなどとは違って、人間や植物には無害ですの
で、安全にご使用になれます。

ネスカフェ レギュラー

ソリュブルコーヒーギフト
申込品番

Ａ＆Ｄ 上腕式血圧計 ＵＡ－７７２Ｋ

500028

●箱入：31.9×26.6×7.6㎝●
内容：ゴールドブレンドオリジナル65ｇ
×3・ゴールドブレンド雫のアロマ65ｇ・エク
セラオリジナル80ｇ・エクセラ深緑のマイ
ルド80ｇ×各1・エクセラ太陽のストロング
80ｇ×2

接木鋏

500026

●幅147×奥行110×高さ64㎜ 質量 約300ｇ（乾電池除く） ●
電源：ＤＣ6Ｖ（単3形乾電池4個） ＡＣ100Ｖ（ＡＣアダプタ使用時）
●標準付属品：取扱説明書（保証書付）・収納ケース・ＡＣアダプ
タ・モニタ用単3形アルカリ乾電池4個・添付文書・カフ（消耗品）・
血圧管理手帳

さくら染め

申込番号

500027

●接木鋏：サイズ 約縦21.5×幅12㎝ 重量 約300ｇ 材質 本
体・・・ナイロン・ＰＶＣ、刃・・・合金ＳＫＳ7 ●接ぎ木カット可能サイ
ズ 約3～8㎜ ●この接木鋏でカットするだけで、手の掛かる台木
と穂木に切り込みを入れる作業が簡単、キレイにできます。芽切
鋏としてもご使用頂けます。

四紀季行

バス・フェイス・ウォッシュタオルセット

衿・二重ガーゼ生地使用肌掛けふとん

申込品番 500029
●箱入：41.4×29.7×5.5㎝●
内容：バスタオル・ウォッシュタオル×各1・フェ
イスタオル×2 日本製

申込品番 500030
●箱入：37×53.5×12㎝●
内容：肌掛けふとん 140×190㎝ ふとんがわ
＝（表）ポリエステル100％・（衿・裏）綿100％
（二重ガーゼ）・詰め物＝ポリエステル100％
中国製

5,000ポイント（＋税相当ポイント400）④

段通調 玄関マット

池坊美佳

ヒューゴ バレンティノ

バスタオル２枚セット（木箱入）

衿付タオルケット

申込品番 ５０００３１
●箱入：44×32×6㎝、重量約1.2㎏●
内容：ﾊﾞｽﾀｵﾙ 約60×120㎝ 2枚、木箱
入 日本製

申込品番 ５０００３２

申込品番 ５０００３３
●箱入：35×57×6㎝、重量約1.6㎏●
内容：ﾏｯﾄ 約85×55㎝ 1枚 ｱｸﾘﾙ100％
中国製

●箱入：36×51×11㎝、重量約1.3㎏●
内容：ﾀｵﾙｹｯﾄ 約140×190㎝ 綿100％（ｼﾞｬ
ｶﾞｰﾄﾞ織） 中国製
※色はピンク、ベージュからお選びください

象印

ステンレスフードジャー（２６０ｍｌ）
申込品番 ５０００３４
●箱入：10.5×11×12.5㎝、重量約330ｇ●
内容：ｼﾞｬｰ 約9.5φ ×11㎝ ｽﾃﾝﾚｽ（真空二重まほ
うびん） 栓 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 容量 約260ｍｌ タイ製
※色はパプリカオレンジ、ラズベリーピンク、ボル
ドーからお選びください

クレアトラベラー

２ウェイショルダー
申込品番 ５０００３５
●袋入●
内容：現品約30×ﾏﾁ11×28㎝ ｼｮﾙﾀﾞｰ長さ
約50～105㎝ 本体重量約395ｇ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼﾞｬ
ｶﾞｰﾄﾞ・合皮皮革 外側＝ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟｹｯﾄ×2、ﾌｧ
ｽﾅｰﾎﾟｹｯﾄ×1 内側＝ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟｹｯﾄ×2、ﾌｧｽ
ﾅｰﾎﾟｹｯﾄ×1 ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄ付 開閉＝ﾌｧｽﾅｰ
式 中国製
※色はブラック、ゴールドからお選びください

5,000ポイント（＋税相当ポイント400）⑤
アンパンマン

天才脳らくがき教室
申込品番

ルクエ

サルーテ

スチームケース おじや
申込品番

５０００３８

５０００３６

●箱入：約21.6×16×9.5㎝●
内容：ｽﾁｰﾑｹｰｽ約21.4×15.5×8.8㎝ ｼﾘ
ｺﾝ 容量 約500ml×1 ﾚｼﾋﾟ付 ｽﾍﾟｲﾝ製
※色はレタス、トマトよりお選びください。

ロック＆ロック

デジタル体重体組成計
申込品番

５０００３７

●箱入：約41×33.5×6㎝●
内容：体重体組成計約37.5×30×3㎝ 重量約1.7㎏ ＡＢ
Ｓ樹脂 単3乾電池2本付（ﾓﾆﾀｰ用） 最大計量136㎏ 表
示単＝体重3～99.9㎏まで100ｇ、100㎏～136㎏まで200ｇ
表示内容＝体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨
量、基礎代謝量 12人分ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘｰ 中国製

アピックス

保存容器４点セット

ミニライスクッカー（１．５合）

申込品番 ５０００３９

申込品番 ５０００４０

●箱入：26.5×19.2×19.4㎝、重量約1.4㎏●
内容：本体＝ﾄﾗｲﾀﾝ、蓋＝ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾊﾟｯｷﾝ
＝ｼﾘﾝｺﾝ、Ｓ（約15.4×11.5×6.3㎝ 460ｍｌ）
Ｍ（約19×13.8×6.3㎝ 760ｍｌ）、Ｌ（約
19×13.8×9.1㎝ 1.1ℓ）、ＬＬ（約26.4×19×10
ｃｍ 2.8ℓ） 各1 ベトナム製

●箱入：約43.5×4.5×33㎝●
内容：現品約42×32.5×4.7㎝、重量約800ｇ、ＡＢＳ
樹脂、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ、本体専用ﾍﾟ
ﾝ×1、ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾀﾝﾌﾟ×3、ｷｬﾗｸﾀｰｼｰﾄ×2、対象年
齢1歳6ｹ月～、ＳＴ合格品 中国製

●箱入：18×18×20.5㎝、重量約1.3㎏●
内容：現品約15.5×15.5×18㎝ 本体重量約880ｇ
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 電源＝AC100V 消費電力＝250W
ｺｰﾄﾞ長約1.45ｍ 容量＝0.5～1.5合
付属品＝計量ｶｯﾌﾟ、しゃもじ
中国製

7,000ポイント（+税相当ポイント560）①

兼用かまど
申込番号

●兼用かまど 3升～5升用：高さ 45㎝ 直径 43㎝・材質 ス
チール・フリーサイズ天板付（14㎝、31㎝、35㎝、39㎝、43㎝）

猪鹿ネット＜２×５０ｍ＞
申込番号

大型割干し器（野菜スライサー）

700013

700016

●サイズ：2×50m ●ロープ太さ：1.6㎜ ●網目：12×12㎝ ※支
柱は別 ●用途：猪・鹿等の進入防止等

申込番号
●サイズ：長さ70×幅19㎝
1.2～6㎜

700014

●材質：白木 ●スライス厚調節：

大型切り干し器
申込番号

700017

●サイズ：長さ70×幅12㎝ ●材質：白木

たっぷり収納ケース５５M ４個組
申込番号

700015

●1個当たりサイズ：(約）幅40×奥行55×高さ25㎝ ●材質：ポリ
プロピレン ●カラー：ホワイト ●クローゼットにすっきり収まる奥
行55㎝

7,000ポイント（+税相当ポイント560）②

ｵﾊﾅ・ﾎｰﾑ

バスタオル２枚セット

桜皮細工

十六角盆 亀甲

申込品番 ７０００１８
●箱入：約34×22×9㎝、重量約760ｇ●
内容：ﾊﾞｽﾀｵﾙ2枚 日本製

申込品番 ７０００１９
●箱入：30.5×30.5×3㎝、重量約575ｇ●
本体 約30×30×2㎝ 桜皮・中質繊維板・ｳﾚﾀﾝ
塗装 日本製
ヒューゴ ヴァレンティノ

年間・両面使える敷パット
申込品番 ７０００２０
●箱入：約36×51×11㎝、重量約1.4㎏●
内容：ﾊﾟｯﾄ 約100×205㎝
(表)ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％ （裏）ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％（ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ生地使用）
（詰物）ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100％（約0.2㎏・帝人抗菌防臭わたｹﾐﾀｯｸ使用
中国製
※色はベージュとピンクから、お選びください。
ニッティングイン

バッグインバッグ
申込品番 ７０００２１
●袋入●
内容：ﾊﾞｯｸﾞ 約26×ﾏﾁ5.5×15.5㎝ 1個 (表)ｱｸﾘﾙ70％・ｳｰﾙ30％ 日本製
※色はレッドとパープルから、お選びください。

7,000ポイント（+税相当ポイント560）③

パリス ムッシュ

タイガー

ベルト・束入セット

オーブントースター やきたて

申込品番 ７０００２２
●箱入：約24.5×21×4.5㎝●
内容：ﾍﾞﾙﾄ約3.3×120㎝、表＝牛革（ｲﾀﾘｱ
ﾝﾚｻﾞｰ）、裏＝合成皮革、ﾋﾟﾝ式、調整可、
最大ｳｴｽﾄ約110㎝まで対応可×1・束入約
19×8.5×2㎝、表＝牛革、内側＝合成皮
革、札入×2、カード入×16、ﾎﾟｹｯﾄ×3、ﾌｧ
ｽﾅｰ式小銭入（中1室）×1 中国製

ジョゼフジョゼフ

インデックス付まな板 アドバンス
申込品番 ７０００２３
●箱入：約34×8.5×24.5㎝、重量約2.5㎏●
内容：現品（収納時）約33.7×8.4×23.5㎝ まな板
＝ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、滑り止め＝TPR樹脂、ｹｰｽ＝ABS
樹脂 まな板（約30×20×1㎝）×4 中国製

申込品番 ７０００２４
●箱入：約36.4×29.3×25㎝、重量約3.4㎏●
内容：現品約3.1×26.8×22.2㎝（庫内ｻｲｽﾞ約
26×21×8.5） 本体重量約2.9㎏ 本体・受け皿
＝鋼板、ﾀｲﾏｰつまみ・扉取って＝PBT樹脂 電
源＝AC100V・消費電力＝1000W ｺｰﾄﾞ長約
1.0m ｺﾝﾊﾟｸﾄ＆ﾜｲﾄﾞ庫内で20㎝のﾋﾟｻﾞが焼けま
す ﾊｲﾊﾟﾜｰ1000W 火力4段切替 15分ﾀｲﾏｰ
はずせるﾊﾟﾝくずﾄﾚｲ 焼アミ 中国製

オムロン

体重体組成計 カラダスキャン
申込品番 ７０００２５
●箱入：32.3×4.3×32.4㎝、重量約1.9㎏●
内容：現品約28.5×28×2.8㎝ 本体重量約1.6㎏ HIPS・ｶﾞﾗｽ 単4電池4本付（ﾓﾆﾀｰ用） 最大計量＝135㎏
表示単位＝体重2～100㎏まで100ｇ、100～135㎏まで200ｇ 表示＝体重・体脂肪率・骨格筋率（0.1％単位）・
基礎代謝量・内臓脂肪ﾚﾍﾞﾙ・体年齢・ＢＭＩ・判定機能・前回値ﾒﾓﾘ 4人分ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘｰ＋ｹﾞｽﾄﾓｰﾄﾞ 中国製
※色はピンクとホワイトから、お選びください。

10,000ポイント（+税相当ポイント800）①

４輪アルミコンテナカー＜ノーパンクタイヤ＞
申込番号

1000013

●規格：コンテナ1個積 ●荷台サイズ：約54×約37㎝ ●車輪
幅：約38㎝ ●荷台高さ：約23㎝ ●ハンドル高さ：約83㎝ ●タイ
ヤ：ノーパンクタイヤ仕様

糖度計＜０～３２°＞
申込番号

1000016

●規格：糖度0～32° ●付属品：お手入れ布・吸引チューブ・ドラ
イバー ●糖度が正確に計れ、ひと目でわかります。 ●参考数
値：スイカ/13°、メロン/13～15°、ブドウ（巨峰）/18°、りんご
（富士）/14°

アルミハウスカー＜エアタイヤ＞
申込番号

1000014

●ガード幅伸縮自在タイプ ●タイヤ幅伸縮自在タイプ ●車輪
幅：約27～43㎝ ●ガード幅：約42～60㎝ ●荷台長さ：約72～
100㎝

カキモチ切り器
申込番号

1000017

●カキモチ切り器：刃渡り 16㎝ セットサイズ 巾
33.5×全長47×高さ15㎝ まな板 巾12㎝×全長29
㎝×高さ9㎝ ●女性でも楽に切れます。厚みの調
節がねじで簡単にでき厚みが一定です。収納時は
台が2つに分かれるので、コンパクトです。

省力パイプ抜き
申込番号

1000015

●省力パイプ抜き：サイズ 縦63.3×横12×高さ78㎝ 重量
4,600ｇ つかみ4個タイプ ●テコの原理でハウスのパイプ・杭・支
柱などが簡単に抜けます。対象物は、地上に15㎝以上出ているも
のに適しています。 ●使用可能直径 最大4㎝

片手圧力鍋 ３．０Ｌ
申込番号

1000018

●商品サイズ：（外寸）378×250×190㎜ （内寸）直径180×121㎜ ●商品重
量：1.95㎏ ●規格：3.0L ●水の容量：(最高水位線）約2.0L （豆るい線）約１
1.0L ●白米最大炊量：約3合 ●大豆最大煮量：約2カップ（約300g） ●付属
品：掃除ピン・クッキングガイド ●主材質：ステンレス鋼・アルミニウム・フェノー
ル樹脂・66ナイロン・シリコンゴム ●200V電磁調理器対応 ●底三層構造 ●
4つの安心設計（おもり・第2安全弁・フロート式安全装置・取っ手プッシュボタ
ン） ●新SG基準認定製品

10,000ポイント（＋税相当ポイント800）②

ダックス
インビスタ

ダクロン肌掛けふとん
申込品番

1000019

●箱入：56×45×12㎝●
内容：肌掛けふとん 150×210㎝
ふとんがわ＝ポリエステル85％、綿
15％・詰めもの＝ポリエステル100％
（約0.4㎏インビスタダクロン綿使用）
日本製

タニタ

体組成計 インナースキャン
申込品番

スリッパ５足セット

池坊美佳

1000023

●箱入：約33.4×36.1×5.8㎝●
内容：体組成計約28.4×28.7×4.4㎝ 重量約2.6
㎏ ABS樹脂、AS樹脂、鋼板 単3乾電池4本付
（ﾓﾆﾀｰ用） 最大計量136㎏ 表示単位＝体重
100㎏まで100ｇ、100～136㎏まで200ｇ 表示内
容＝体重、体脂肪率、内臓脂肪ﾚﾍﾞﾙ、推定骨量、
基礎代謝量、体内年齢、筋肉量、ＢＭＩ 5人分
ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘｰ＋ｹﾞｽﾄﾓｰﾄﾞ 日本製

マイヤー衿付合わせ毛布

申込品番

申込品番 1000020

1000021

●箱入：49×31×9.5㎝●
内容：スリッパ対応サイズ約26㎝（フリーサイ
ズ） 甲・中敷＝綿100％・裏底面＝ポリ塩化
ビニル スリッパ5足 日本製

●箱入：38×58×15㎝●
内容：毛布 140×200㎝（毛羽部分/
ポリエステル100%）×1 中国製

ダックス

ベルト・小銭入・ハンカチセット
申込品番

1000024

●箱入：約29×23×5.2㎝●
内容：ﾍﾞﾙﾄ約3×110㎝、表＝牛革、裏＝合成
皮革、ﾋﾟﾝ式、調整可、最大ｳｴｽﾄ約100㎝まで
対応可×1・小銭入約8.6×6.4×1.5㎝、牛革、
開閉ﾎｯｸ式（ﾎﾞｯｸｽ型）×1・ﾊﾝｶﾁ約50×50㎝、
綿×1 日本製

10,000ポイント（＋税相当ポイント800）③

ウィルトン織大判玄関マット
申込品番 １００００２６
●箱入：40×73×6㎝、重量約2.2㎏●
内容：ﾏｯﾄ 約120×70㎝ 1枚
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ100％ 中国製

紀州備長炭繊維使用ガーゼケット
申込品番 １００００２５
●箱入：45×37×8㎝、重量約1.1㎏●
内容：ｹｯﾄ 約140×190㎝ 綿94％・ﾚｰﾖﾝ6％ 日
本製

マイヤー

電子レンジ圧力鍋２
申込品番 １００００２８
●箱入：約25×25×14.5㎝ 重量 約1.5㎏●
内容：本体 約26×23×15㎝ 本体・蓋＝ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾊﾟｯｷﾝ＝ｼﾘｺﾝｺﾞﾑ 容量 約2.5ℓ
インド製
※色はレッド、グリーン、オレンジよりお選びください。

チタンタンブラー プレミアム
（３５０ｍｌ）
申込品番 １００００２７
●箱入：13×18.5×8㎝、重量約260ｇ●
内容：ﾀﾝﾌﾞﾗｰ 約7φ ×13.4㎝ ﾁﾀﾝ（二重構
造） 容量約350ｍｌ 日本製

10,000ポイント（＋税相当ポイント800）④
ジェリエール

コードレスクリーナー（サイクロン式）
申込品番 １００００２９

●箱入：約59×16.5×16.5㎝、重量約2.6㎏●
内容：現品約25×13.5×115㎝ 本体重量約1.9㎏
ABS樹脂 定格電圧＝9.6V(ﾆｯｹﾙ水素充電池）
消費電力＝85W 連続使用時間＝10分（約14～16
時間の充電時） ﾀｰﾎﾞﾌﾞﾗｼ、すき間ﾉｽﾞﾙ、ﾜｲﾄﾞﾌﾞﾗ
ｼ、ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｺｰﾄﾞ長約1.87ｍ）
集塵容量＝約800ｍｌ 中国製

オムロン

エアマッサージャ
ダックス

ベルト・小銭入セット
申込品番 １００００３０
●箱入：約23×19×4.5㎝ 重量 約290ｇ●
内容：現品約（ﾍﾞﾙﾄ）3×110㎝（小銭入）13×8×2㎝ （ﾍﾞﾙ
ﾄ）表＝牛革・裏＝合成皮革 （小銭入）牛革・綿（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
混紡） （ﾍﾞﾙﾄ）ﾋﾟﾝ式・調整可・最大ｳｴｽﾄ約100㎝まで対応
可 （小銭入）ﾎﾟｹｯﾄ×1、ｶｰﾄﾞ入×2、内ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟｹｯﾄ×2、背
面ﾎﾟｹｯﾄ×1・開閉ﾎｯｸ式 日本製

申込品番 １００００３１
●箱入：約20×15.5×25㎝、重量約860ｇ●
内容：現品約55×5.5×20㎝ 本体重量約600ｇ 本体ｶﾊﾞｰ・
ｲﾝﾅｰｶﾊﾞｰ＝ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ｴｱｰﾊﾞｯｸﾞ、接続ﾁｭｰﾌﾞ＝ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
電源＝AC100V 消費電力＝6W 対象ふくらはぎ周＝30～
43㎝ もみ上げ効果：上下2つのｴｱｰﾊﾞｯｸﾞが交互にふくらみ
揉みあげます。強弱2段階切替 布ｶﾊﾞｰは着脱・洗濯可能
ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ（約15分） 付属品＝専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ、本体ｶﾊﾞｰ、
収納ﾊﾞｯｸﾞ、ｸｲｯｸﾏﾆｭｱﾙ 中国製
※色はブラウンとピンクから、お選びください。

