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お知らせ
※景品のお届けは日本国内に限らせていただきます。
※景品と印刷物に色味の差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※万一、ご希望景品がメーカー事情により品切れ・製造中止の場合は、カタログの中から別景品をお選び直しいただく場合もございます。
※生産国・原産地・パッケージ等は変更になる場合がございます。
※環境保護に基づく資源節約のため、簡易包装にてお届けいたします。
※納品日の指定はできません。

返品・交換について

グルメページ内容表示について
食品は美味しく安心してお召し上がりいただくために､賞味期間の表示をしております。
賞味期間が6日以上90日以内の食品については保存方法(常温･冷蔵･冷凍)と賞味日数を表示しております。
※農作物については景品の特性上、賞味期間を表示しておりません。食品アレルギー物質7品目［小麦･卵･乳･そば･落花生･エビ･カニ］を含む食品に
は、食品衛生法に基づいてその表示をしております。

※景品の性質上、お客様のご都合による返品・交換はご容赦ください。
※景品に汚損・破損などがある場合は、景品到着後直ちに取扱店にご連絡ください。新しい景品とお取替えいたします。

グルメページ掲載景品について
生鮮食品は基本的に産地より直接発送いたしますが、
一部出荷場所が異なる場合がございます。

マークのない景品に関しては基本的に常温便でお届けします。・※ 冷蔵 冷凍
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ご当地グルメ

●セット内容：130g×4
●賞味期間：要冷凍で25日間
●加工地：日本（れんこ鯛／長崎県産）

●セット内容:たぐりゆば70g・だしふ
くみ湯葉130g・くみあげゆば90g（ゆ
ば70g、つゆ20g）各3、野菜ゆば巻き
102g・だし味うの花桜えび入り135g
各2 ●加工地:日本【小麦・卵・エビ】

豆やの台所　生ゆばお惣菜詰合せ

H1824-01景品番号

れんこ鯛一夜干しB

T9565-01景品番号

●セット内容:700g（塩分約6％）
●賞味期間:常温で85日
●加工地:和歌山県（梅/和歌山県産）

はちみつ梅干(塩分約6%)C

R1870-01景品番号

●セット内容:2kg(200g×10束)
●加工地:長野県【小麦・そば】

信州蕎麦B

R1894-01景品番号

●セット内容：5kg
●原産地：富山県

●セット内容：肩380g
●賞味期間：要冷凍で85日間
●原産地：岩手県

富山県産てんたかく

前沢牛　すき焼用

C9558-11景品番号

H9551-11景品番号
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肉・肉加工品・水産品

●セット内容:225g
●賞味期間:冷蔵で9日
●加工地:福岡県（スケトウダラの卵/ロシア産）【小麦】

●セット内容:ボイルズワイガニカット100g×1、ボイル甘えび×6、ボイル帆
立・かに入つみれ各3、ラーメン80g×1、たれ付●賞味期間:冷凍で25日●加
工地:北海道（ズワイガニ/ロシア・カナダ産他、甘えび/カナダ・グリーンランド
産他、帆立/北海道産）【小麦・卵・エビ・カニ】

やまや　辛子明太子(無着色)A

北海鍋(しお味)A

A1834-01

T1836-01

景品番号

景品番号

●セット内容:ロース400g
●賞味期間:冷凍で25日
●原産地:沖縄県

琉球ロイヤルポーク　しゃぶしゃぶ用A

T1827-03景品番号

●セット内容:西京漬120g×3、粕漬
120g×2
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地・加工地:北海道

小樽産　ほっけ西京漬・粕漬セット

T1840-03景品番号

●セット内容:バラ100g、モモ100g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:宮崎県

宮崎牛　すき焼用A

A1816-01景品番号

●セット内容:モモ300g●賞味期間:
冷凍で55日●原産地:日本

国産牛　すき焼用A

A1820-01景品番号

●セット内容:バラ400g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:宮崎県

おいも豚　焼肉用

A1821-03景品番号

●セット内容:120g×6●加工地:日本
【小麦・卵・乳】

チーズインハンバーグA

G1855-04景品番号

●セット内容:秋鮭切身40g×2、ボイル甘えび×3、
ボイル帆立・えび入つみれ各2、ツボ抜するめいか
100g・うどん250g各1、たれ付●賞味期間:冷凍で
25日●加工地:北海道（秋鮭・帆立・いか/北海道産、
えび/カナダ・グリーンランド産他）【小麦・乳・エビ】

石狩鍋A

G1859-01景品番号

●セット内容:80g×5
●賞味期間:冷凍で25日
●加工地:福岡県

博多いわし明太子A

G1863-03景品番号
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肉・肉加工品・水産品

●セット内容:ボイルズワイガニカット100g×1、ボイル甘えび
×6、ボイル帆立・かに入つみれ各3・ツボ抜するめいか100g・
ラーメン80g各1、たれ付●賞味期間:冷凍で25日●加工地:北
海道（ズワイガニ/ロシア・カナダ産他、帆立・いか/北海道産、甘
えび/カナダ・グリーンランド産他）【小麦・卵・エビ・カニ】

北海鍋(しお味)B

R1856-01景品番号

●セット内容:秋鮭切身40g×3、ボイル甘えび×6、ボイル
帆立×3、つみれ（かに入・えび入各3）、ツボ抜するめいか
100g・うどん250g各1、たれ付●賞味期間:冷凍で25日
●加工地:日本（秋鮭・帆立・いか/北海道産、甘えび/カナ
ダ・グリーンランド産他）【小麦・卵・乳・エビ・カニ】

石狩鍋B

R1857-01景品番号

●セット内容:1kg
●賞味期間:冷凍で10日
●原産地:兵庫県【エビ】

日本海甘えび

R1855-01景品番号

●セット内容:80g×8枚
●加工地:日本【小麦】

国産豚ロース味噌漬

R8855-51景品番号

●セット内容:しろさばふぐ480g
●賞味期間:冷凍で25日
●加工地:福岡県（ふぐ/中国産）

●セット内容:ロース340g、バラ290g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:新潟県

越後もちぶた すき焼用

R1847-03景品番号

●セット内容:ロースハム380g・焼豚肩
ロース280g・熟成ウインナー120g各1
●賞味期間:冷蔵で25日
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

伊藤ハム　ハム詰合せ

R1848-02景品番号

●セット内容:130g×5
●賞味期間:冷凍で25日
●加工地:北海道【小麦】

小樽産　浅羽かれいの煮つけA

T1842-01景品番号

●セット内容:つみれ（かに入・えび入・とりごぼう各
3、たこ入×6）、ボイル甘えび×6、ボイル帆立×3、ツボ
抜するめいか100g×1、たれ付●賞味期間:冷凍で25
日●加工地:日本（甘えび/カナダ・グリーンランド産
他、帆立・いか/北海道産）【小麦・卵・乳・エビ・カニ】

海鮮つみれ鍋A

T1837-03景品番号

ふぐ一夜干し

T1841-01景品番号

●セット内容:80g×7
●賞味期間:冷凍で25日
●加工地:福岡県

博多いわし明太子B

T1841-03景品番号

●セット内容:130g×4
●賞味期間:冷凍で25日
●原産地・加工地:日本

れんこ鯛一夜干しA

T1838-02景品番号

●セット内容:目鉢マグロ赤身200g×1、目
鉢マグロとろみ60g×3●賞味期間:商品到
着後、お早目にお召し上がりください●加
工地:日本（赤身・とろみ/台湾・韓国・中国
産他）

目鉢マグロ丼セット

T2835-01景品番号
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肉・肉加工品・水産品

●セット内容:ミックス（モモ・バラ）
300g
●賞味期間:冷凍で85日●
原産地:兵庫県

神戸ビーフ　すき焼用A

C1848-01景品番号

●セット内容:ロース100g×6枚
●賞味期間：要冷凍で25日間
●原産地：高知県

四万十ポーク　ステーキ用

C9566-91景品番号

●セット内容:ローストビーフ（モモ/オー
ストラリア産）300g×1、合挽チーズハ
ンバーグ100g×4、ローストビーフソー
ス・ハンバーグソース付●賞味期間:冷
凍で55日●加工地:日本【小麦・卵・乳】

ミヤチク　グルメセット

R1852-01景品番号

●セット内容:400g
●賞味期間:冷凍で55日
●加工地:福岡県（スケトウダラの卵/ア
メリカ・ロシア産）【小麦】

博多ふくいち　博多ふくいちの辛子明太子B

R1863-01景品番号

●セット内容:いわし煮付け50g・鮭
チーズ焼50g各2、さば味噌煮70g・さ
わら煮付け70g・鮭マヨネーズ焼50g
各1●賞味期間:冷凍で55日●加工地:
日本【小麦・卵・乳】

活黒　煮魚&焼魚セットA

R1860-03景品番号

●セット内容:ミックス（肩ロース・モ
モ）250g
●賞味期間:冷凍で25日
●原産地:佐賀県

佐賀牛　しゃぶしゃぶ用A

C1849-01景品番号

●セット内容:ロースハム350g・ボンレ
スハム340g・焼豚300g各1
●賞味期間:冷蔵で15日
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

プリマハム　バラエティハムセット

C1853-03景品番号

●セット内容:肩ロース300g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:日本

国産黒毛和牛　しゃぶしゃぶ用

C1851-01景品番号

●セット内容:ミックス（肩ロース・モ
モ）300g
●賞味期間:冷凍で25日
●原産地:佐賀県

佐賀牛　しゃぶしゃぶ用B

I1814-03景品番号

●セット内容:肩350g
●賞味期間:冷凍で85日
●原産地:岩手県

前沢牛　しゃぶしゃぶ用

I1814-01景品番号

●セット内容:モモ550g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:日本

国産牛　すき焼用B

R1802-71景品番号

●セット内容:バラ200g、モモ200g
●賞味期間:冷凍で55日●
原産地:日本

国産黒毛和牛　焼肉用

R1845-03景品番号
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肉・肉加工品・水産品

●セット内容:270g×2
●賞味期間:冷凍で85日
●加工地:日本（スケトウダラの卵/アメ
リカ・ロシア産）【小麦】

●セット内容:肩ロース250g
●賞味期間:冷凍で25日
●原産地:兵庫県

かねふく　かねふくの
無着色辛子明太子A

神戸ビーフ
しゃぶしゃぶ用

I1833-01景品番号

H1803-01景品番号

●セット内容:特撰ロースハム350g・
特撰肩ロース300g・あぶり焼焼豚
180g・黒胡椒ミートローフ170g各1
●賞味期間:冷蔵で40日
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

丸大食品
煌彩ハム

●セット内容:モモ560g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:宮崎県

H1808-01景品番号

宮崎牛
すき焼用E

●セット内容:ロース800g
●賞味期間:冷凍で25日
●原産地:沖縄県

H1804-02景品番号

●セット内容:モモ480g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:宮崎県

宮崎牛
すき焼用D

●セット内容:ロースハム300g・サッポ
ロ焼豚300g・農家のベーコン160g・
ビアヴルスト150g・レバーペースト
100g・北海道チーズウインナー100g・
北海道玉葱ウインナー100g各1、ロー
スシンケン（生ハム）40g×3
●賞味期間:冷蔵で10日
●加工地:北海道【小麦・乳】

I1813-02景品番号

●セット内容:モモ135g×4枚
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:日本

札幌バルナバハム　
バラエティセット

琉球ロイヤルポーク
しゃぶしゃぶ用B

ミヤチク　国産黒毛
和牛　ステーキ用

P2838-01景品番号

I1816-01景品番号

I1807-01景品番号

●セット内容:ミックス（モモ・バラ）440g
●賞味期間:冷凍で85日
●原産地:三重県

松阪牛
すき焼用B

P1832-01景品番号
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肉・肉加工品・水産品

●セット内容:つみれ(かに入・えび入・とりごぼう・たこ入各12)、ボ
イル甘えび×6、ボイル帆立×3、ツボ抜するめいか100g・ボイルつぶ
貝60g各2、うどん250g×1、たれ付●賞味期間:要冷凍で25日間●
加工地:日本(甘えび/カナダ・グリーンランド産他、帆立・いか/北海
道産、つぶ貝/カナダ・アイスランド産他)【小麦・卵・乳・エビ・カニ】
※漁獲量により原産地等が変更になる場合がございます。

●セット内容:モモ640g
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:宮崎県

宮崎牛　焼肉用C

P1833-03景品番号

海鮮つみれ鍋B

P9847-01景品番号

●セット内容:肩ロース280g
●賞味期間:冷凍で25日
●原産地:兵庫県

神戸ビーフ　すき焼用B

P1832-02景品番号

●セット内容:西京漬120g・粕漬120g各7
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地・加工地:北海道

P1851-02景品番号

●セット内容:ボイルズワイガニカット400g×1、ボ
イル甘えび×6、ボイル帆立×3、つみれ（かに入・え
び入各4）、油揚げ×2、ツボ抜するめいか100g・ボ
イルつぶ貝60g・ラーメン80g各1、たれ付●賞味
期間:冷凍で25日●加工地:北海道（ズワイガニ/ロ
シア・カナダ産他、甘えび/カナダ・グリーンランド
産他、帆立・いか/北海道産、つぶ貝/カナダ・デン
マーク・アイスランド産他）【小麦・卵・エビ・カニ】

北海鍋(しお味)C

P1846-01景品番号

●セット内容:秋鮭甘味噌漬80g・しまほっけ甘
味噌漬80g・真鱈粕漬80g・紅鮭西京漬80g・トラ
ウトサーモン粕漬80g各2、銀鱈粕漬80g・キング
サーモン西京漬80g・真いか粕漬150g各1●賞
味期間:冷凍で85日●加工地:日本（秋鮭・真鱈・
いか/北海道産、しまほっけ・紅鮭/ロシア産他、銀
鱈/アメリカ産他、トラウトサーモン/チリ産他、キ
ングサーモン/カナダ・ニュージーランド産他）

漬け魚切身詰合せ
●セット内容:130g×14
●賞味期間:冷凍で25日
●加工地:北海道【小麦】

小樽産
浅羽かれいの煮つけC

小樽産 ほっけ西京
漬・粕漬セットB

P1851-01

●セット内容:鮭マヨネーズ焼50g・さば
味噌煮70g・鮭チーズ焼50g各2、さわ
ら煮付け70g・金目鯛煮付け70g・いわ
し煮付け50g・金目鯛味噌漬焼60g・さ
ば味噌漬焼90g・紅鮭味噌漬焼60g各1
●賞味期間:冷凍で55日
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

活黒
煮魚&焼魚セットC

P1863-02景品番号

景品番号P1850-02景品番号

●セット内容:中トロサク200g・赤身サ
ク100g各1
●賞味期間:商品到着後、お早目にお召
し上がりください
●原産地:台湾・韓国他

天然南まぐろセット

P1844-01景品番号

●セット内容:モモ480g（3枚）
●賞味期間:冷凍で55日
●原産地:佐賀県

佐賀牛
ステーキ用

P1834-03景品番号
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こだわり一品／スイーツ

●セット内容:餃子60個(タレ付)、醤油
ラーメン(麺120g・スープ付)×8●賞
味期間:要冷凍で10日間●加工地:日
本 【小麦・卵・乳】※生麺です。

●セット内容:黒糖かりんとう45g・ピー
ナッツかりんとう45g各2、牛乳かりんと
う45g・チョコかりんとう45g・黒ごまかり
んとう45g・キャラメルかりんとう45g各1 
●加工地:日本【小麦・乳・落花生】

かりんとう詰合わせ

M5160-01景品番号

宇都宮発　雷オヤジの餃子
と佐野ラーメン8食セット

天王寺堂　黒豆パ
ウンドケーキA

C1895-03景品番号

●セット内容:2本
●賞味期間:常温で15日
●加工地:日本【小麦・卵】

F1829-01景品番号

● セット内 容:パテドカンパ ー ニュ
50g・トロピカルフルーツのパテ50g・
ポークとナッツのテリーヌ50g各4
●賞味期間:冷凍で55日
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

P1868-02景品番号

パテとテリーヌセット

●セット内容:カスタード78ml×3、ス
トロベリー78ml・抹茶78ml各2
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

八天堂
くりーむアイス

G1905-01景品番号

●セット内容:帆立めしの素230g（2
合用）・じゃこめしの素230g（2合用）
各3●加工地:日本【小麦】

宝食品
炊き込みご飯の素B

G1882-02景品番号

●セット内容:500g（塩分約10%）
●加工地:和歌山県（梅/和歌山県産）

紀州南高梅(しそ風味)
●セット内容:75個、たれ付●賞味期
間:冷凍で25日●加工地:福岡県【小
麦】

博多ぎょうざ

R1887-02景品番号G1876-03

●セット内容:みたらし×12本、こしあ
ん・ごま各6本
●賞味期間:冷凍で55日●加工地:日本

（米/国内産）

景品番号

串だんご3種詰合せ

A2871-01景品番号

●セット内容:バニラ80ml・クリーム
チーズ80ml・ストロベリー80ml各2、
赤肉メロン80ml×1
●加工地:北海道【卵・乳】

十勝スイーツアイス

A1864-02景品番号
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スイーツ／おかき・せんべい／麺・米・乾物

●セット内容:4本
●賞味期間:常温で15日
●加工地:日本【小麦・卵】

R1897-03景品番号

●セット内容:あんみつ・豆寒天各4、と
ろり冷しあずき×2
●賞味期間:常温で75日
●加工地:日本

C1909-01景品番号

●セット内容:アイスクリーム（バニラ
80ml・ストロベリー80ml各3、カス
タード80ml×2）、マンゴーシャーベッ
ト80ml×3
●加工地:兵庫県【卵・乳】

芦屋アサヤマ　アイスクリー
ム・シャーベットセットC

リストランテ・サバティーニ青山　
アイスセット

T1876-01景品番号

●セット内容:ミルク120ml・マンゴー
120ml各3、チョコ120ml・イチゴミル
ク120ml各2
●加工地:日本【卵・乳】

R1810-01景品番号

天王寺堂　黒豆パ
ウンドケーキB

銚子屋　羽衣　甘
味詰合せ

●セット内容:粒焼きしょうゆ・紫いも各8、
青のりしょうゆ・ざらめ各6、丸サラダ・海老
しょうゆ各4
●賞味期間:常温で55日
●加工地:日本（米/国内産）【小麦・エビ】

金澤兼六製菓　米菓詰合せA

A1873-01景品番号

●セット内容:156g（トマト・ごぼう・
コーン・かぼちゃ・ジャガバター） 
●加工地:日本（米/国内産）【小麦・乳・
カニ】

いろどり野菜のおかきA

M5064-03景品番号

●セット内容:えびせんべい15g・ソースせん
べい15g各3、コーンせんべい15g・うま塩せ
んべい15g・カレーせんべい15g各2 ●加工
地:日本（米/国内産）【小麦・乳・エビ】

米菓穂のなごみ

M5182-04景品番号

●セット内容:とんこつ（半生麺100g、
スープ付）×9
●賞味期間:常温で55日
●加工地:日本【小麦・卵】

博多長浜屋台ラーメン9食

A1857-02景品番号

●セット内容:醤油(麺80g×2、スープ
付)×6
●加工地:日本(店主監修)【小麦・卵】
※乾麺です。

富山ブラックラーメン「いろは」12食

G0903-01景品番号

●セット内容:とんこつ（半生麺100g、
スープ付）×11
●賞味期間:常温で55日
●加工地:日本【小麦・卵】

博多長浜屋台ラー
メン11食

G1897-02景品番号

●セット内容:黒豆きな粉90g×3、抹茶
85g×2
●賞味期間:冷凍で55日
●加工地:日本【卵・乳】

中村楼
和のプリンA

G1908-01景品番号

●セット内容:156g 
●加工地:日本（米/国内産）

丹波黒豆あられ

M5170-08景品番号

●セット内容:赤えび×10、うず巻10g・
えび松風10g各1 
●加工地:日本【小麦・エビ】

華優雅　えびせんギフト

M5170-09景品番号

●セット内容:400g（100g×4束）、つゆ付 
●加工地:うどん/秋田県【小麦】

延寿庵　稲庭手延うどんA

V3098-06景品番号

● セット内 容:讃 岐うどん（ 太 麺 ）
300g・讃岐うどん（細麺）300g・うど
ん用チキンカレー230g・うどん用きの
ことあさりのカレー200g各1●加工
地:日本【小麦・乳】

匠風庵 
カレーうどんを楽しむ讃岐うどん

M5172-03景品番号
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麺・米・乾物／瓶詰・調味料

●セット内容:1.8kg（200g×9束）
●加工地:長野県【小麦・そば】

信州蕎麦A

T1872-01景品番号

●セット内容:醤油（乾麺70g×2、柚子
風味スープ付）×7
●加工地:日本（店主監修）【小麦・卵】

与ろゐ屋　醤油ラーメン14食

T2869-01景品番号

●セット内容:3kg
●原産地:新潟県

魚沼産特別栽培米こしひかりB

R1869-01景品番号

●セット内容:4kg（2kg×2）
●原産地:熊本県

熊本県産森のくまさん

R1869-04景品番号

●セット内容:5kg（2.5kg×2）
●原産地:北海道

北海道産ゆめぴりかB

C1877-03景品番号

●セット内容:醤油（生麺110g・スープ30g・ふか
ひれ餡100g各2）×2●賞味期間:常温で15日
●加工地:日本（料理長監修）【小麦・卵・乳】

新広東菜　嘉禅　ふかひれ
らーめん「新広東菜　嘉禅」4食

C1845-02景品番号

●セット内容:85g
●原産地:大分県

大分産どんこ椎茸A

G1881-03景品番号

●セット内容:200g×5
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

横須賀海軍カレー中辛

F1804-03

●セット内容:200g×4
●加工地:日本【小麦・乳】

レストランブレンド　ビーフシチュー

A1850-03景品番号

景品番号

●セット内容:きのこクリームソース
140g・ナポリタンソース140g・なすの
ミートソース140g各2
●加工地:日本【小麦・卵・乳】

マルコパスタ　パスタソース3種セットA

A1852-01景品番号

●セット内容:300g×6
●加工地:日本

瀬戸内の藻塩物語

A1843-03景品番号

●セット内容:コーンスープ150g・ミネ
ストローネ150g各3
●加工地:日本【小麦・乳】

スープセットA

A1851-02景品番号

●セット内容:550g×3
●賞味期間:常温で55日
●加工地:長野県

マルマン　有機減塩みそA

G1880-01景品番号

●セット内容:エクストラバージンオ
リーブオイル229g（250ml）×4
●原産地:スペイン

オリーブオイル　ティエラ

G1894-01景品番号
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瓶詰・調味料／飲み物／キッチン・家電

●セット内容:500ml×3
●加工地:広島県【小麦】

寺岡家の醤油　有機濃口しょうゆA

G1878-03景品番号

●セット内容:天然蔵ぽんず500ml×
2、天然蔵つゆ500ml×5
●加工地:三重県【小麦】

伊賀越　天然蔵ぽんず・つゆ詰合せ

R1873-02景品番号

● セ ット 内 容:こ い く ち し ょ う ゆ
500ml・うすくちしょうゆ500ml各2、
白みそ1kg・赤みそ1kg各1
●賞味期間:常温で55日
●加工地:新潟県【小麦】

山崎醸造　越後調味料セット

C1881-03景品番号

●セット内容:170g×5
●加工地:日本

アマニ油

C2883-01景品番号

●セット内容:160g×12●加工地:日本
【小麦・乳】

福島正八　クリームコーンスープ

I1821-03景品番号

●セット内容:煎茶80g×2
●茶葉原産地:福岡県

八女茶詰合せ

F1822-03景品番号

●セット内容:スペシャルブレンドマイ
ルド70g×3
●加工地:日本

キーコーヒー　インスタントコーヒーセット

F1825-03景品番号

●セット内容:150ml×5
●加工地:長野県

マルマン　信州甘味り
んご酢(希釈タイプ)A

F1831-03景品番号

●セット内容:玉緑茶100g×2
●茶葉原産地:佐賀県

嬉野銘茶詰合せ

A1875-02景品番号

●セット内容:200ml×2
●加工地:日本

永谷園　飲む生姜(希釈タイプ)A

A1879-01景品番号

●セット内容:1L×3
●加工地:日本（みかん/和歌山県産）

みかんジュース（濃縮還元）

G2919-01景品番号

●セット内容:1L×3
●加工地:青森県

青森りんごジュース(ストレート)B

G1919-02景品番号

●セット内容:ティーバッグ（アップル×
40袋、ストロベリー・オレンジ各20袋）
●茶葉原産地:アップル/インドネシア・
スリランカ、ストロベリー /タンザニア、
オレンジ/スリランカ・ベトナム

アシュビィズ　フレーバーティーセットA

T1885-01景品番号

●セット内容:深蒸し茶110g×3
●茶葉原産地:静岡県

静岡銘茶詰合せ

I1839-01景品番号

●セット内容:8g×80
●生豆生産国:コロンビア

三本珈琲　有機栽培ドリップコーヒー

P1880-03景品番号

●商品:約16.7×9.5×高さ6.8cm
●材質:AS樹脂・ポリエチレン・ABS樹
脂・18ー8ステンレス
●日本製

バターカッター

F1022-01景品番号

●商品:約19.3×4.7×高さ5.7cm●材質:ABS樹脂・シ
リコーンゴム・ステンレス鋼・炭素鋼（ダイヤモンド粒
子配合）●内容:荒研ぎ・仕上げ研ぎ●中国製※両刃
包丁専用です。※片刃の包丁、特殊な包丁、厚刃包丁

（3.5mm以上）、セラミック包丁には使用できません。

包丁研ぎ器

F1154-02景品番号

● 商 品:容 器（ 約 径14.7×高 さ9.8cm・
700ml）・スライサー・千切り・おろし・ホル
ダー・ベース各1●材質:AS樹脂・スチロー
ル樹脂・ステンレススチール・熱可塑性エラ
ストマー●日本製【食器洗浄機使用不可】

フリフリ調理器

F1141-01景品番号
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キッチン・家電

●商品:バターナイフ/全長約16.5cm、
バターケース/約15×10×高さ5cm●
材質:バターナイフ/tステンレス鋼、バ
ターケース/メタクリル樹脂●日本製

【バターケース/食器洗浄機使用不可】

バターナイフセット

F1162-02景品番号

●商品:芯抜き（約2.9×3.3×長さ20cm）・ヘタ
取り（約5×3×長さ9.5cm）各1●材質:芯抜き
/ステンレス鋼・ポリプロピレン、ヘタ取り/ステ
ンレススチール・ポリプロピレン●芯抜き/中
国製、ヘタ取り/日本製【食器洗浄機使用不可】

芯抜き＆ヘタ取り

F1162-04景品番号

● 商 品:ボ ウ ルM（ 約 径19×高 さ
8.7cm・1.3L）・S（ 約 径17×高 さ
8.1cm・900ml）各1
●材質:ポリメチルペンテン
●日本製【食器洗浄機使用不可】

レンジボウル2点セット

F1164-02景品番号

●商品:約径20×高さ7.5cm・適正油量
1.2L・重量約620g●材質:鉄（シリコン
焼付塗装・底厚1mm）●内容:カス揚
げ・揚げアミ付●天ぷら鍋・カス揚げ/
日本製、揚げアミ/中国製【ガス火専用】

天ぷら鍋20cm

F1149-01景品番号

●商品:約35×20.5×厚さ1.3cm
●材質:ポリエチレン
●日本製

抗菌まな板　ピーチ×ミルク

F1152-05景品番号

●商品:約15.4×15.4×高さ9.2cm・1L
●材質:ポリプロピレン・18ー8ステン
レス
●日本製※ザルは電子レンジに使えま
せん。

水切りヨーグルトポット

F1021-01景品番号

● 商 品:ボウル（ 約16.5×18.2×高さ
8.6cm・1.1L）×3・ザル（約16.5×18.2
×高さ9.3cm）×1  
●材質:ポリプロピレン
●日本製

チリトリ　ザルボウル

F1161-01景品番号

● 商 品:約25×5.5×高 さ5cm● 材 質:ABS
樹脂・ステンレス●内容:耐荷重約500g・マ
グネット式●中国製※ラップの適応サイズ
は、幅23cmまで（紙管含む）50ｍ巻の直径
4.3cm以内、紙管の内径2.5cm以上です。

マグネットラップケース

F1163-02景品番号

● 商 品:ボウル（ 約19.8×12.2×高さ
6cm）×2
●材質:陶器
●日本製

サラダボウルペア

F1174-01景品番号

●商品:約幅11×奥15.4×高さ3cm
●材質:ABS樹脂・PET樹脂
●内容:最大計量2kg・最小表示1g単位
●電池:単4乾電池2本（お試し用）付
●中国製

タニタ　デジタルクッキングスケール　ホワイト

A1191-01景品番号

●商品:約15.5×11.9×高さ15cm・1L
●材質:ポリプロピレン・PET樹脂
●日本製

電子レンジ用だしポット

A1026-01景品番号

●商品:プレート（約径22×高さ4cm）
×4
●材質:磁器
●日本製

プレート4枚セット

A1216-01景品番号

●商品:約18.5×6.5×高さ15.5cm●材質:本体/ス
チール（粉体塗装）、バー /天然木、ストッパー /シ
リコン樹脂●内容:マグネット式・予備ストッパー付
●中国製※約4.5×4.5cm以内、高さ15cm以上の
食品包装用ラップフィルム箱に対応しております。

マグネットラップホルダー

A1197-01景品番号

●商品:アイススプーン×3
●材質:アルミニウム（カラーアルマイト
仕上）
●日本製【食器洗浄機使用不可】

メイド・イン・ツバメ　アイススプーン3ピース

A1203-04景品番号

●商品:約径16×高さ16.2cm
●材質:ポリプロピレン・ポリアセタール
●日本製【食器洗浄機使用不可】

サラダスピナー

A1188-01景品番号

●商品:約15.2×13×高さ13.7cm
●材質:ポリプロピレン（受皿・蓋内側/
アルミニウム〈アルマイト加工〉）
●日本製【食器洗浄機使用不可】

レンジでゆでたまご

A1166-01景品番号

●商品:約26×26×高さ5.8cm・満水容
量3.4L・重量約1.4kg●材質:鉄（底厚
1.2mm・シリコン樹脂塗装）●日本製

【ガス火専用】※鉄製品のため、保管
状態などにより錆びることがあります。

鉄角型焼肉＆すきやき鍋

G1186-01景品番号

●商品:約幅27×奥28.5×高さ7cm
●材質:本体/ポリプロピレン、プレート
/アルミダイキャスト●内容:プレート固
定式●電源:AC100V ー650W●中国
製【内面フッ素樹脂加工】

電気たこ焼き器A

G1210-01景品番号
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キッチン・家電

●商品:本体/約幅30.5×奥21×高さ7.5cm、プ
レート/約幅25×奥16.5×高さ2.5cm●材質:本
体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合
金●内容:プレート固定式●電源:AC100V ー
700W●中国製【内面フッ素樹脂加工】

ミニホットプレート

G1211-04景品番号

● 商 品:約 幅25×奥15.5×高 さ16cm●
材質:ポリプロピレン・ステンレス●内
容:5〜8枚切り対応●機能:焼き時間調
節ダイヤル・焼き過ぎ防止ストップボタン
付●電源:AC100V ー650W●中国製

ポップアップトースターA

G1209-02景品番号

●商品:約幅5.5×高さ7.5×長さ21cm・LED
球●材質:ABS樹脂・アクリル●内容:ライト

（1灯）・緊急用フラッシュライト（赤色）・ガ
ラスハンマー・シートベルトカッター・マグ
ネット付●機能:ダイナモ充電式●中国製

レスキューツールライト

G1153-02景品番号

● 商 品:約21.5×12.5×蓋 含 む 高 さ
10.5cm
●材質:耐熱陶器
●内容:天然石300g付
●日本製【食器洗浄機使用不可】

電子レンジで石焼いも器

G1204-02景品番号

●商品:約28.7×16.5×高さ1.5cm
●材質:天然木
●日本製

カッティングウッドプレート

G1214-01景品番号

●商品:約径17×蓋含む高さ16cm（1
〜2合炊き）・1.1L
●材質:本体/耐熱陶器、蓋・内蓋/陶器
●内容:内蓋付
●中国製【ガス火専用】

ご飯鍋2合炊き

G1202-03景品番号

●商品:約径26×高さ5cm・重量約1.9kg●材
質:本体/鉄（底厚1.2mm）、蓋/強化ガラス●
内容:ターナー付●ぎょうざ鍋・ターナー /日本
製、蓋/中国製【ガス火専用】※鉄製品のため、
保管状態などにより錆びることがあります。

ぎょうざ鍋26cm

G1203-02景品番号

●商品:約径6.6×長さ34.9cm・重量500g
●材質:ブレンダー /ポリプロピレン・ステン
レス、専用カップ/AS樹脂・シリコン●内容:
連続使用時間約1分、専用カップ（700ml）
付●電源:AC100V ー200W●中国製

ドリテック　ハンドブレンダー

G1211-02景品番号

● 商 品:角 型 保 存 容 器（ 約17.8×17.8×高さ
9.6cm・1.9L）・ザル（約16×16×高さ7.7cm）
各1●材質:角型保存容器/（本体）ポリメチル
ペンテン・（蓋）ポリプロピレン、ザル/18ー8ス
テンレス●日本製【ザル/食器洗浄機使用不可】

角型保存容器(ザル付)

G1199-05景品番号

●商品:約幅18.5×奥20.5×高さ20.5cm
●材質:本体・専用容器・容器蓋/ポリプ
ロピレン、本体蓋/ポリカーボネート
●内容:牛乳パック500ml用
●電源:AC100V−15W●中国製

ヨーグルトメーカー

T1181-04景品番号

●商品:約幅23×奥22×高さ9cm
●材質:本体/フェノール樹脂・ポリカー
ボネート、プレート/アルミダイキャスト
●電源:AC100V−600W
●中国製【内面フッ素樹脂加工】

ホットサンドメーカーB

T1178-01景品番号

● 商 品:約 幅15.5×奥27×高 さ17cm
●材質:ポリプロピレン・ABS樹脂・ス
テンレス●内容:食パンの厚さ5〜8
枚切り対応●機能:焼き加減調節●電
源:AC100V−650W●中国製

ポップアップトースターB

T1179-02景品番号

● 商 品:本 体/約 幅10.2×奥24.6×高さ
12.2cm、スタンド/約幅13.1×奥23.4×
高さ11cm●内容:計量カップ付●機能:
スプレー・ショット・セルフクリーニング
●電源:AC100V−1000W●中国製

コードレススチームアイロン

T1126-01景品番号

●商品:約39×18×高さ3.2cm・重量約
520g●材質:アルミニウム合金（底厚
1.6mm）●中国製【ガス火専用】【フッ
素樹脂加工】

マルチサンドパン

T1024-01景品番号

●商 品:約 径19×蓋 含む高さ11cm・
1.25L
●材質:耐熱陶器
●内容:レシピブック付
●日本製【ガス火可】【オーブン可】

トーセラム　ひとり鍋

T1177-01景品番号

●商品:カレー皿（約径20.7×高さ3.8cm）・ボ
ウル（約径13.5×高さ5cm）・スプーン各2●材
質:カレー皿・ボウル/磁器、スプーン/天然木（ウ
レタン塗装）●カレー皿・ボウル/日本製、スプー
ン/中国製【スプーン/食器洗浄機使用不可】

カレー皿・ボウルセット

T1182-01景品番号

●商品:約25×16.2×高さ4cm
●材質:本体/18−8ステンレス
●日本製【オーブン可】

レイエ　グリルホットサンドメーカー

T1151-01景品番号

● 商 品:約 径20cm・ 重 量 約740g●
材質:本体/鉄（マグマプレート・底厚
1.6mm）、持手/天然木●日本製【ガス
火・IH200V可】※鉄製品のため、保管
状態などにより錆びることがあります。

匠　鉄フライパン20cm

T1163-01景品番号
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●商品:約径28cm・重量約730g●材質:本体/
アルミニウム合金（内面ダイヤモンドコート）、
底部/ステンレス鋼（底厚2.2mm）●内容:ター
ナー付●フライパン/中国製、ターナー/日本製

【ガス火・IH200V可】【内面フッ素樹脂加工】

来栖　けい　フライパン28cm

R1171-01景品番号

●商品:約径19.5×高さ12.4cm・適正
容量2.1L
●材質:本体/18−8ステンレス、底部
/18−0ステンレス（底厚0.8mm）
●日本製【ガス火・IH200V可】

笛吹きケトル3L

R1178-01景品番号

●商品:碗（約口径6.7×高さ6.7cm・
160ml）・ 皿（ 約15.5×11.2×高 さ
1.8cm）各5
●材質:磁器
●日本製

コーヒー碗皿揃

R1207-04景品番号

●商 品:約 幅27×奥22.5×高さ8cm●
材質:本体/ポリプロピレン、プレート/
アルミダイキャスト●内容:プレート着
脱式●電源:AC100V−500W●中国製

【内面フッ素樹脂加工】

電気たこ焼き器B

R1189-05景品番号

●商品:約幅16.5×奥4.5〜15×高さ16cm
・LED球●内容:コードの長さ約2m●電
源:AC100V－15W●中国製
※完全防水ではございませんので、大量
の水がかからないようご注意下さい。

薄型LEDライト

R1143-04景品番号

●商品:約幅26.5×奥18.7×高さ2.3cm●材質:強化ガラス・ABS樹脂●内
容:秤量136kg・最小表示3〜100kgまで100g単位・100〜136kgまで
200g単位・体脂肪率0.1％単位●機能:体重・体脂肪率・基礎代謝量・BMI
測定・登録人数10人分●電池:単4乾電池3本（お試し用）付●中国製※
ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の方はご利用できません。

体組成計　ホワイトA

R1102-02景品番号

● 商 品:約31.6×19.5×高 さ7.5cm・
2.2L
●材質:本体/耐熱ガラス、蓋/ポリプロ
ピレン、パッキン/シリコーンゴム
●中国製【本体/オーブン可】

耐熱浅型ガラス容器

R1025-01景品番号

●商品:ボウルLL（約径24×高さ11.3cm・
2.8L）・L（約径21×高さ9.7cm・1.9L）・M

（約径19×高さ8.7cm・1.3L）・S（約径17
×高さ8.1cm・900ml）各1●材質:ポリメチ
ルペンテン●日本製【食器洗浄機使用不可】

レンジボウル4点セット

R1160-01景品番号

● 商 品:本 体/約 幅19×奥15.5×高 さ
24.5cm・650ml●材質:本体/ポリプロピ
レン、容器/耐熱ガラス●内容:紙フィルター
付、ドリップ式●機能:バスケット取り外し
可能●電源:AC100V−625W●中国製

コーヒーメーカー(5杯用)

R1188-01景品番号

●商品:約径24.5cm・重量約820g
●材質:本体/アルミニウム合金、底部/
鉄溶射加工（底厚3.8mm）
●中国製【ガス火・IH200V可】【内面
フッ素樹脂加工】

センターエッグトリプルパン

R1185-03景品番号

●商品:約径8×高さ14.5cm・本体容量約52g（茶葉の場合）●
材質:本体/ポリプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・鉄（三
価ブラック）、中フタ・容器/AS樹脂、刃部/セラミック磁器、上フ
タ/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン・鉄（クロームメッ
キ）、滑り止め/熱可塑性エラストマー●機能:粗さ調節●日本製

お茶ミル

C1035-01景品番号

● 商 品:約 幅11.4×奥11.2×高 さ
30.6cm・500ml● 材 質:本 体/ABS
樹 脂、 容 器/AS樹 脂、カッター /ス
テンレス、 蓋/ポリプロピレン● 電
源:AC100V−200W●中国製

ブレンダー

T1179-04景品番号

●商品:本体/約幅28×奥29×高さ17cm、鍋/
約径24×高さ6cm・2L●材質:本体/ポリプロ
ピレン、鍋/アルミニウム、蓋/強化ガラス●内
容:鍋着脱式●機能:温度調節●電源:AC100V
−1000W●中国製【内面フッ素樹脂加工】

グリルパン

C1213-01景品番号

●商品:約幅20×奥27.5×高さ11cm
●材質:本体/フェノール樹脂・ポリプロ
ピレン、プレート/アルミダイキャスト
●電源:AC100V−650W
●中国製【内面フッ素樹脂加工】

ミニドーナツメーカー

C1207-02景品番号

●商品:約幅29×奥24.5×高さ10cm
●材質:本体/フェノール樹脂、プレー
ト/アルミダイキャスト
●電源:AC100V−900W
●中国製【内面フッ素樹脂加工】

そのままホットサンド

C1214-01景品番号

●商品:本体/約幅34.5×奥35×高さ14.5cm、プレート/約径28×高
さ3cm●材質: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）、蓋/全面物理強化ガラス●内容:プレート着脱式●
機能:温度調節●電源:AC100V−1000W●中国製【内面フッ素樹脂
加工】※裏面にヒーターがあるため、プレートは丸洗いできません。

ホットプレート28cm

C1212-01景品番号

●商品:約幅16.5×奥15.5×高さ17.5cm（0.5
〜1.5合炊き）●材質:本体/ポリプロピレン、
内鍋/アルミニウム板●内容:計量カップ・しゃ
もじ付●機能:保温●電源:AC100V−230W

（炊飯時）●中国製【内面フッ素樹脂加工】

ミニ炊飯器(1.5合炊き)

C1209-04景品番号

●商品:本体/約幅35×奥8×高さ10.3cm・
重量約600g（本体）、スタンドセット時/
約幅36.7×奥9×高さ11.5cm●内容:衣類
ブラシ・毛ブラシ・スタンド・専用カップ付
●電源:AC100V−900W●中国製

ハンディスチームアイロン

C1149-01景品番号
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●商品:約幅21×奥14×高さ20.5cm
●材質:18－8ステンレス・ポリプロピレン
●機能:自動電源OFF
●電源:AC100V－830W
●中国製

電気ケトル1L

C2215-01景品番号

●商品:蓋使用時/約25×19×高さ5cm
●材質:耐熱陶器
●内容:コルクマット付
●プレート・蓋/日本製、コルクマット/
中国製【オーブン可】
※魚焼きグリルの適応サイズは、入口
幅21×奥行26×アミの上からグリル入
口の高さ5cm以上です。

ケデップ
グリルココット

C1207-03景品番号

C1204-02景品番号

●商品:カレープレート（約径22×高さ
4cm）・木製スプーン各5
●材質:磁器
●カレープレート/日本製、木製スプー
ン/中国製

スプーン付カレー
プレートセット

C1216-01景品番号

●商品:グラス（約口径9×高さ9cm・
265ml）×5
●材質:ソーダガラス
●日本製

フリーグラス5客
セット

C1224-01景品番号

●商品:本体/約幅24.5×奥20×高さ17cm、焼
きものプレート/約径16×高さ2.5cm、鍋/約
径16×高さ5.5cm・1.2L●材質:本体/鉄（粉体
塗装）、プレート・鍋/アルミ板、蓋/強化ガラス
●内容:プレート・鍋着脱式●電源:AC100V−
600W●中国製【内面フッ素樹脂加工】

ミニグリルパン

C1209-03景品番号

●商品:約幅33.2×奥24×高さ10.5cm
●材質:鉄・ステンレス
●電源:AC100V－900W
●日本製【フッ素樹脂加工】

●商品:両手鍋（約径20×高さ9.6cm・満水
容量2.8L・重量約1.02kg）・フライパン（約
径26cm・重量約630g）各1●材質:本体/
アルミニウム合金、底部/ステンレス鋼（底
厚2.2mm）、蓋/強化ガラス●中国製【ガス
火・IH200V可】【内面フッ素樹脂加工】

タツヤ・カワゴエ　両手鍋
20cm＆フライパン26cm

網焼き器

I1133-03I1120-01 景品番号景品番号

●商品:約幅37.5×奥27×高さ23cm
●材質:塗装鋼板・強化ガラス
●内容:トレー付
●機能:15分タイマー
●電源:AC100V−1000W●中国製

● 商 品 : 鍋（ 約 径 2 4 × 蓋 含 む 高 さ
13.8cm・1.6L）・蒸し皿各1
●材質:本体/耐熱陶器（萬古焼）、蓋・
蒸し皿/陶器（萬古焼）
●日本製【ガス火可】

象印　オーブントースター蒸し土鍋

H1132-01I1125-03 景品番号景品番号

●商品:約幅3.4×奥1.9×長さ20.4cm
●材質:本体/ABS樹脂、先端部/ポリプ
ロピレン、センサー部/鉛レス黄銅（金
メッキ）
●内容:塩分測定範囲/0.4% 〜1.4%、
測定可能温度範囲/約30℃〜90℃
●機能:塩分濃度6段階表示
●電池:ボタン型電池1個（お試し用）付
●ベトナム製

タニタ
電子塩分計

I1127-02景品番号

●商品:本体/約幅45×奥38×高さ13.5cm、プレート/約
径33×高さ1.8cm●材質:本体/ポリプロピレン、プレー
ト/アルミダイキャスト、蓋/全面物理強化ガラス●内容:
プレート着脱式●機能:温度調節●電源:AC100V ー
1300W●中国製【内面フッ素樹脂加工】※裏面にヒー
ターがあるため、プレートは丸洗いできません。

ホットプレート33cm

I1132-01景品番号

●商品:約幅34×奥24×高さ24.5cm・タンク
容量約1.1L・重量約1.5kg●材質:容器・水タ
ンク・受け皿・ヒーターリング/ポリプロピレン、
蒸し器・蓋/ポリカーボネート、ヒーター/アル
ミダイキャスト●内容:60分タイマー●電源
:AC100Vー600W●中国製

スチームクッカー

I1130-01景品番号

景品番号

●商品:ボウルL（約径22×高さ9cm・2.1L）・M（約
径18×高さ7.7cm・1.1L）・S（約径14×高さ6.4cm・
500ml）各1●材質:ボウル/耐熱ガラス、蓋/ポリプロ
ピレン、パッキン/シリコーンゴム●中国製【ボウル／
オーブン可】【蓋・パッキン／食器洗浄機使用不可】

蓋付耐熱ガラスボウルセット

カレー皿＆ボウルセット
●商品:カレー皿（約径22×高さ4cm）・
ボウル（約径14.7×高さ4.7cm）各5
●材質:磁器
●日本製

C1229-03
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2WAYクリーナー

●商品:本体/約幅15×奥17×高さ21cm
（約1.15kg）
●内容:コードの長さ約4m・床用吸込口・
ブラシノズル・隙間ノズル・延長パイプ2
本・つなぎパイプ（大・小）・ホース・ショル
ダーベルト付・吸込仕事率約80W
●電源:AC100V－400W
●中国製

ショルダークリーナー

P1117-03景品番号

●商品:約径24×高さ14.4cm・下鍋満水容量3.5L・
重量約1.6kg●材質:下鍋/（三層構造）18−10ステ
ンレス・鉄・18−10ステンレス（底厚0.8mm）、蒸し器
/19−0ステンレス、蓋/強化ガラス●本体・蒸し器/日
本製、蓋/中国製【ガス火・IH200V可】

二段蒸し器24cm

H1124-01景品番号

●商品:約径22.5×蓋含む高さ14.5cm・満水容量
2.3L・重量約1.7kg●材質:耐熱陶器（耐熱セラミック
ス）●内容:ステンレス金網・レシピブック付●日本製

【ガス火可】【オーブン可】※IHでは使用できません。
※ステンレス金網は電子レンジで使用できません。

トーセラム
ニュートーセラム鍋22cm

H1110-01景品番号

●商品:本体/約幅33×奥41×高さ13.7cm、プレート/約
径28×高さ2.5cm●材質:本体/ポリプロピレン・ステンレ
ス鋼、プレート/アルミニウム合金、蓋/強化ガラス●内容:
プレート着脱式●機能:自動温度調節●電源:AC100V
−1200W●日本製【内面フッ素樹脂加工】※裏面にヒー
ターがあるため、プレートは丸洗いできません。

ホットプレート

H1133-03景品番号

●商品:約幅10.4×奥4.6×高さ6.6cm・LED球●材質:ABS
樹脂●内容:スマートフォン接続コード・携帯電話機接続プ
ラグ1種・ストラップ付●機能:ライト・サイレン・AM/FMラ
ジオ（ワイドFM対応）・携帯電話充電●電池:単4乾電池2
本使用（別売）●中国製【電池別売】※地域・地形などの条
件により、電波を受信できない場合もあります。

備蓄ラジオライト

H1101-03景品番号

●商品:約幅23.5×奥22.5×高さ9cm●材質:本体/
フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト●内
容:プレート着脱式・プレート3種（ホットサンド・ワッ
フル・たい焼き）●電源:AC100V−650W●中国製

【内面フッ素樹脂加工】

ホットサンドメーカーC

P1158-01景品番号

●商品:使用時/約30×7.6×高さ8cm
・重量約640g、収納時/約31×8.8×
高さ10.7cm●内容:計量カップ・衣類
ブラシ・毛ブラシ・スタンド付●電源
:AC100V－800W●中国製

ツインバード　ハンディー
アイロン&スチーマー

●商品:本体/約17×14.5×長さ27cm（約
1.28kg）●内容:コードの長さ約5m・サイ
クロン方式・大型ブラシノズル・蛇腹ホー
ス・アダプター・収納バッグ付●機能:ノズ
ル角度調節●電源:DC12V●中国製

P2118-01景品番号

P1117-02景品番号

●商 品:本 体/約 幅33×奥25.5×高さ8cm、 平 面プ
レート・波型プレート・たこ焼きプレート/約幅30×
奥21×高さ3cm●材質:本体/ポリプロピレン、プレー
ト/アルミニウム合金●内容:プレート着脱式●電
源:AC100V−800W●中国製【内面フッ素樹脂加工】

着脱式プレート3枚セット

P1162-02景品番号

●商品:本体/約幅15.5×奥20×高さ27cm・750ml
●材質:本体/ポリプロピレン・ステンレス、容器/ガ
ラス●内容:パーマネントフィルター付・パーマネン
トフィルター・ペーパーフィルター式●機能:予約・
保温・オートオフ●電源:AC100V−700W●中国製

●商品:約33.4×27.4×高さ8.9cm
●内容:最大発熱量2.9kW（2500kcal/h）
●日本製

H1131-03

P1163-02

景品番号

景品番号

H1126-01景品番号

ラッセルホブス　
コーヒーメーカー
(5杯用)

イワタニ
カセットコンロ

●商品:約径26×高さ10.6cm・満水容量4.3L・重量
約1.8kg●材質:本体/アルミニウム合金、貼り底/ステ
ンレス（底厚5.2mm）、蓋/強化ガラス●内容:お玉付
●鍋/日本製、蓋/中国製【ガス火・IH200V可】【内面
フッ素樹脂加工】

仕切り鍋26cm

●商品:本体/約幅39×奥36.5×高さ23.5cm、鍋/約
径27×高さ6.5cm・3L、蒸し鍋/約径28×高さ8cm●
材質:本体/ポリプロピレン、鍋/アルミニウム、蒸し鍋
/アルミニウム（アルマイト加工）、蓋/強化ガラス●
内容:鍋着脱式・蒸し鍋付●機能:温度調節●電源
:AC100V－1200W●中国製【内面フッ素樹脂加工】

P1163-03

P1161-01

景品番号

景品番号

●商品:スティック時/約25×15×高さ100.8cm（約
1.7kg）、 ハ ン デ ィ 時/約10×14×長 さ42cm（ 約
1.3kg）●内容:スティックハンドル・大型ヘッド・すき
まノズル・布フィルター（本体装着）付・吸込仕事率
約100W●電源:AC100V−600W●中国製

H1092-01景品番号

着脱グリルパン 蒸
し鍋付き

● 商 品:約 幅16.1×奥21.2×高さ16.7cm●
材質:本体/ポリプロピレン、内容器底部/ステ
ンレス●機能:転倒時湯もれ防止・省スチー
ム設計●電源:AC100V−1300W●中国製

タイガー　電気ケトル0.6L　
アッシュグレー

ブラック・アンド・デッカー　
カークリーナー
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ビューティー・ヘルスケア

●商品:全長約13cm
●材質:白尖峰（山羊毛）・アルミニウム・木
●日本製

●商品:球径約30cm
●材質:PVC・ポリプロピレン
●内容:耐荷重約300kg・ポンプ付
●台湾製

●商品:約3.3×5×長さ17cm・重量約183g
●機能:設定温度約180℃
●電源:AC100〜120V−20W
●中国製

●商品:約100×20×0.4cm
●材質:SBR
●内容:胴回り約95cmまで使用可
●台湾製

熊野筆　チークブラシ

F1088-03景品番号

エクササイズボール

エクササイズベルト　
ウエスト用

F1088-04景品番号

A1108-01景品番号

● 商 品:約 幅2.18×奥2.18×長 さ20cm● 材
質:ABS樹脂●内容:替えブラシ4本付●機能:約
20000回/分の高速音波振動●電池:単4乾電池2
本（お試し用）付●中国製※ペースメーカー等の医
療用電気機器をご使用の方はご利用できません。

オムロン　音波式電動歯
ブラシ(替えブラシ付)

R1103-01

●商品:約幅40×奥35×厚さ5cm●材質:本体/ポリエステ
ル、内部/ウレタンスポンジ●内容:ACアダプター付・医療機
器認証番号228AGBZX00079000●機能:バイブレーター
強弱切替・ヒーターオンオフ切替・タイマー約10分（オート
オフ）●電源:AC100V−10W●中国製※ペースメーカー等
の医療用電気機器をご使用の方はご利用できません。

ツインバード　ホットシー
トマッサージャー　レッド

C1108-01景品番号

景品番号

●商品:約幅26.7×奥24.1×高さ8.5cm●材
質:ABS樹脂●内容:ACアダプター付●電池:
単3乾電池4本使用(別売)●電源:AC100V
●日本製※ペースメーカー等の医療用電気
機器をご使用の方はご利用できません。

健康習慣ラクリラ

C1109-07景品番号

G1107-02景品番号

G1109-04景品番号

●商品:約幅13.5×奥15×高さ28cm・タン
ク容量1.8L●内容:適用床面積/〜3畳（
木造和室）・〜6畳（プレハブ洋室）、アロマ
パッド×5、ミネラルカートリッジ付●機能
:連続使用時間約8時間・加湿量無段階調
節●電源:AC100V－20W●中国製
※アロマオイルは別売です。

プリズメイト
超音波式加湿器

I1092-01景品番号

ミニストレートアイロン

●商 品:約 幅2×奥2.1×長さ14.8cm・
重量約27g●材質:ABS樹脂●内容:
アタッチメント（フェイスシェーバー・
ノーズケア）●電池:単4乾電池1本使用

（別売）●中国製【電池別売】

コイズミ　フェイス＆
ノーズケア　ホワイト

●商品:プッシュアップバー（約23.5×
14.5×14cm）×2●材質:ポリプロピレ
ン・PVC・NBR●台湾製

プッシュアップバー　

G1103-01景品番号

● 商 品:約 径25.5×高 さ3.5cm● 材
質:ABS樹脂・ポリプロピレン・スチー
ル●中国製

シェイプツイスター

G1105-04景品番号

●商品:スタンド使用時/約幅6.5×奥
11×長さ18cm・重量約147g●材質
:ABS樹脂・PBT樹脂●内容:専用スタ
ンド・替ブラシ付●電池:単3乾電池2
本使用（別売）●中国製【電池別売】

フェイシャルクリーナー

G1106-01景品番号

● 商 品 : 使 用 時 / 約 長 さ 2 1 × 高 さ
20.1cm・重量約390g●内容:折り
たたみ式●機能:3段階切替●電源
:AC100V−1200・600W●中国製

コイズミ　マイナスイ
オンヘアドライヤー

T1098-01景品番号

●商品:約幅2.2×奥18.5×高さ1.5cm●材
質:ABS樹脂・ポリプロピレン・真鍮（金メッ
キ）●内容:測定範囲0.3〜1.5%●機能:3
色のLEDで7段階表示●電池:ボタン型電
池3個（お試し用）付●中国製

塩分測定器

T1097-01景品番号

● 商 品:約 幅30×奥27×高 さ2.5cm● 材
質:ABS樹 脂・ 強 化 ガ ラス ● 内 容:秤 量
135kg・最小表示２〜100kgまで100g単
位・100〜135kgまで500g単位・体脂肪率
0.1％単位●機能:体重・体脂肪・体水分量・
筋肉量・基礎代謝量・骨量・登録人数5人分●
電池:単４乾電池３本（お試し用）付●中国製
※ペースメーカー等の医療用電気機器をご
使用の方はご利用できません。

体組成計　ホワイトB

I1072-01景品番号
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インテリア雑貨

●商品:約径14×2.9cm
●材質:ポリスチレン
●日本製

エンペックス　壁掛温湿度計

●商品:約21.8×9.5×高さ11cm
●材質:ゴムの木・ポリエステル・ゴム
●内容:パーツ12ピース
●対象年齢:1才6カ月〜
●CE適合品
●タイ製

ボイラ　スタッキングトイ

F1106-03

G1160-01

景品番号

景品番号

●商品:約16×10×高さ12.5cm
●材質:ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗)
●日本製

F1124-01景品番号

●商品:約13×11×高さ25.5cm
●材質:ABS樹脂
●内容:ティッシュボックス厚さ約
5.3cmまで収納可
●中国製

F1105-01景品番号

●商品:約22×21×高さ86cm
●材質:スチール（粉体塗装）
●中国製

T1115-03景品番号

●商品:上ホルダー（約18.8×5×高さ5cm）・下
ホルダー（約18.8×5×高さ8cm）各1
●材質:ABS樹脂
●内容:耐荷重約2kg、マグネット式
●中国製

アンブレラスタンド　
ブラック

スリムティッシュケース　
ホワイト

F1111-02景品番号

● 商 品:約60×29.5×高 さ41cm● 材
質:ポリエチレン・ポリプロピレン・プリ
ント紙化粧パーティクルボード●内容:
耐荷重約10kg（天板・棚板1枚あたり）
●マレーシア製【組立式】

システムラック2段

G1117-01景品番号

●商品:約46×29×高さ29cm
●材質:張地/ポリエステル、中材/ウレタン
フォーム、芯材/繊維板
●内容:静止耐荷重約80kg、折りたたみ式
●中国製

収納スツール　
ネイビーB

T1107-03景品番号

●商品:上ホルダー（約16×5×高さ5cm）・下
ホルダー（約16×5×高さ8cm）各1●材質:ス
チール（粉体塗装）・シリコーン●内容:耐荷
重約2kg、マグネット式●中国製
※排水用の穴は開いておりません。

A1127-03景品番号

●商品:約7.8×高さ7.9×3.6cm
●材質:樹脂
●機能:電子音アラーム・スヌーズ・温度計・カレン
ダー表示・LEDライト
●電池:単4乾電池1本（お試し用）付
●中国製

A1111-03景品番号

ミニリモコンラック スリッパラック　ホワイト

カシオ　薄型ミニ
目覚まし時計

マグネット傘立　
ホワイト
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インテリア雑貨／ファッション雑貨

ポールハンガー　
アイボリー

●商品:約11×9.5×1.5cm●材質:表面
/合成皮革、中側/合成皮革・ポリエステ
ル●内容:札入2室・ホック式小銭入1室
・カード入・ポケット各3●中国製

ポケット付収納ス
ツール　ブラウン

カシオ
電波掛時計

● 商 品:約 横 幅22.5×高 さ20×マ チ
7.5cm（約275g）●材質:合成皮革●
内容:内部/オープンポケット×2・ファス
ナーポケット×1、開閉部ファスナー式、
着脱式ショルダーベルト●中国製

景品番号

● 商 品:使 用 時/約 幅46×奥48×高さ
44cm・座面高さ約18.5cm、収納時/
約幅46×奥37×高さ27.5cm●材質:張
地/ポリエステル、中材/ウレタンフォー
ム、フレーム/積層材、脚部/積層材（ウ
レタン樹脂塗装）●内容:折りたたみ式
●中国製

レトロガール　ミニショ
ルダーバッグ　ベージュ

あぐら座椅子
ストライプ

●商品:約48×69.5cm
●材質:側地/ポリエステル100%、詰め
もの/ビーズ
●内容:直詰めタイプ
●日本製

A1052-01景品番号

● 商 品:約50×30×高 さ70.5cm● 材
質:スチール（エポキシ樹脂塗装）・合
成樹脂繊維化粧板●内容:耐荷重約
5kg（1段あたり）・約8kg（天板）、キャ
スター付●中国製【組立式】

キッチンワゴン

C1203-04景品番号 A1065-02景品番号

●商品:約幅52×奥30×高さ50cm、座面高
さ約32〜40cm●材質:張地/ポリエステル、
中材/ウレタンフォーム、脚部/籐（ウレタン樹
脂塗装）●内容:耐荷重約100kg・座面高さ3
段階調整●インドネシア製【組立式】

腰掛け足置きベンチ

P1125-01景品番号

H1083-07

●商品:約横幅25×高さ14×マチ7cm
（約250g）●材質:合成皮革●内容:内
オープンポケット×1、開閉部かぶせマ
グネット式●色:ブラック●中国製

景品番号

● 商 品:約30.5×53.5×高 さ72.5cm
●材質:天然木（アミノアルキド樹脂塗
装）●内容:耐荷重約3kg（天板・棚板
1枚あたり）・キャスター付●インドネ
シア製【組立式】

木製3段ワゴン

洋梨型ビーズクッション1個　
ベージュ

●商品:約60×39.5×高さ28.5cm●
材質:ポリエチレン・ポリプロピレン・
プリント紙化粧パーティクルボード
●内容:耐荷重約10kg（天板・棚板
1枚あたり）、キャスター付●マレー
シア製【組立式】

●商品:約50×44×高さ182cm
●材質:天然木（ラッカー塗装）
●内容:耐荷重約1.5kg（フック1本あた
り）・約15kg（全体）
●ベトナム製【組立式】

●商品:約横幅40×高さ30×マチ10cm（約400g）
●材質:本体/ポリエステル、付属部/合成皮革・ポ
リプロピレン●内容:内部/ファスナーポケット・か
ぶせテープ式ポケット・メッシュオープンポケット
各1、開閉部ファスナー式、着脱式ショルダーベル
ト●色:ブラック●中国製

メンズビジネス
バッグ

A1062-01景品番号

ローボード

●商品:約横幅28×高さ45×マチ14cm（約420g）●
材質:本体/ポリエステル、付属部/ポリアセタール●
内容:内部/オープンポケット×1、前面/ファスナーポ
ケット×1、両サイド/メッシュオープンポケット各1、
開閉部巾着式（ジョイント式かぶせ付）●中国製

バックパック　
カーキ

A1076-01景品番号

R1111-02景品番号

C1120-02景品番号

●商品:約76×38×高さ40cm
●材質:張地/ポリエステル、中材/ウ
レタン、芯材/繊維板
●内容:静止耐荷重約160kg・折り
たたみ式
●中国製

I1093-04景品番号

● 商 品:約26×高 さ18×3.5cm● 材
質:ABS樹脂●機能:温度計・湿度計・カ
レンダー表示・生活環境お知らせアイ
コン表示・LEDライト●電池:単3乾電
池3本（お試し用）付●中国製

H1073-04景品番号

H1098-02景品番号

H1129-03景品番号

●商品:約幅40×奥75・100×高さ35・30cm
●材質:側地/ポリエステル100%、中材/ウレ
タンチップ
●内容:2段階折りたたみ式
●日本製

リラックスクッション

H1099-03景品番号

A1044-01

フォーマルバッグ

イングランドハウス　メン
ズ二つ折財布　ブラウン

＜折りたたみ時＞
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ファッション雑貨

●商品:約横幅24（最小幅15）×高さ
20×マチ15cm（約130g）●材質:ポリ
エステル●内容:ファスナーポケット×
1、開閉部巾着式、着脱式ショルダーベ
ルト●色:ブラック●中国製

モズ　巾着ポーチ

●商品:約横幅35.5×高さ26×マチ8cm（約180g）
●材質:本体/ポリエステル・ポリエチレン、付属部/合
成皮革●内容:内部/オープンポケット×2・ペン挿し
×1、開閉部ファスナー式●色:ブラック●中国製※約
32×23×2.5cmのノートPCが収納可能です。

ビジネスバッグ
(PC対応)

デービッド・ヒックス　
二つ折財布

ヘンリーコットン
ズ　ネックポーチ

●商品:約19×9.5×2cm●材質:表面/
合成皮革（クロコ型押し）、中側/ポリエ
ステル●内容:札入2室・ファスナー式
小銭入1室・カード入×8・ポケット×4、
開閉部ファスナー式●中国製

長財布　ブラック

A1046-02

●商品:約横幅47×高さ28×マチ27cm（約300g）
●材質:本体/ポリエステル、付属部/ポリプロピレン
●内容:前面ファスナーポケット×1、開閉部ファス
ナー式、着脱式ショルダーベルト
●色:ベージュ
●中国製

C1073-02景品番号

景品番号

A1041-01景品番号

A1074-01景品番号

●商品:約11×9×2.5cm
●材質:牛革
●内容:札入2室・ホック式小銭入1室・カード入・ポ
ケット各3
●色:ブラック
●インド製

G1080-06

C1057-04景品番号

景品番号

R1079-03景品番号

●商品:約横幅30×高さ28×マチ14cm（約390g）●
材質:本体/ポリエステル、付属部/ポリプロピレン・合
成皮革●内容:内部/オープンポケット×2・吊り下げ
ファスナーポケット×1、背面/ファスナーポケット×1、
底板付、開閉部かぶせバックル式、ショルダーベルト

（着脱不可）●ベトナム製または中国製

ディッキーズ　メッセン
ジャーバッグ　ネイビー

H1050-02景品番号

T1051-03景品番号

T1027-02 C1043-01

R1072-02

景品番号 景品番号

景品番号

G1084-03景品番号

H1021-01景品番号

H1053-06景品番号

●商品:約横幅14×高さ9×マチ2cm
●材質:ポリエステル
●内容:内部/オープンポケット×2、前
面/オープンポケット×1、背面/テープ
式ポケット×1、開閉部ファスナー式
●色:グレー（内部/ブラウン）
●中国製 G1079-02景品番号

●商品:約横幅19×高さ13×マチ3cm●材質:合成皮
革●内容:内部/オープンポケット×15・メッシュファス
ナーポケット×1・カード入×20、開閉部ファスナー式
●色:ブラック●中国製

ミッシェル　ジョルダン　
メッシュ多機能ポーチ

●商品:約横幅55×高さ20×マチ30cm
（約700g）●材質:本体/ポリエステ
ル、付属部/ポリアセタール●内容:内
部・前面/ファスナーポケット各1、開閉
部ファスナー式●中国製

2WAY大型ボスト
ンバッグ　カーキ

●商品:ネックレス（全長約42cm）・イ
ヤリング各1
●材質:人工貝パール（約径6.5mm）・
真鍮（ロジウムメッキ）
●日本製

人工貝パール2点
セット　ホワイト

●商品:全長約80cm・親骨61cm・8本
骨●材質:生地/ポリエステル100%、持
手/ゴム、シャフト/鉄（クロムメッキ塗
装）・グラスファイバー●機能:手開き
タイプ●中国製

二重傘　ストライ
プ×ブラック

●商品:約横幅40（最小幅34）×高さ36×
マチ10cm（約580g）●材質:本体/ポリエス
テル、付属部/合成皮革●内容:内部/オープ
ンポケット×2・ファスナーポケット×1、前面
/ファスナーポケット×1、サイド/オープンポ
ケット×1、開閉部オープンタイプ●中国製

デービッド・ヒックス　トー
トバッグ　ネイビーブルー

●商品:幅約3cm・ウエスト約95cmまで使用可
●材質:表/床革（牛）、裏/合成皮革
●内容:フィット式
●色:ブラック
●日本製

マックレガー
紳士ベルト

●商品:約横幅36（最小幅32）×高さ
24×マチ13cm（約360g）●材質:ポ
リエステル●内容:内オープンポケット
×2、開閉部ファスナー式●色:ブラック
●中国製

レディースフォー
マルバッグ

アーバンリサーチ　
ポケッタブルボストンバッグ

●商品:約横幅16×高さ30×マチ6cm（約410g）●
材質:本体/ポリエステル、付属部/合成皮革・アクリル
●内容:内部/ファスナーポケット・オープンポケット
各1、前面/ファスナーポケット×1、開閉部ファスナー
式、ショルダーベルト（左右取付可）、コインケース付
●中国製

プロスペリティ　
ボディバッグ　ブラック

●商品:約横幅27×高さ43×マチ16cm（約410g）
●材質:本体/ポリエステル、付属部/ポリプロピレン
●内容:内メッシュファスナーポケット・前面ファス
ナーポケット・両サイドメッシュオープンポケット各
1、開閉部ファスナー式●色:ブラック●中国製

モズ　デイパック
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ファブリック・繊維雑貨

G1167-03景品番号

T1125-02景品番号

A1125-02景品番号

A1138-01景品番号

G1134-02景品番号

G1143-03景品番号

R1131-01景品番号

I1082-01景品番号

H1091-04景品番号

P1121-04景品番号

F1116-01景品番号

A1134-01景品番号

● 商 品:約60×48cm● 材 質:表 地/ポ
リエステル100%（東レ クールモー
ションR素材使用）、裏地/ポリエステル
100%●日本製【洗濯機可】

清涼枕カバー1枚　
ピンク

● 商 品:約63×43cm● 材 質:側 地/綿
100%、詰めもの/ポリエステル100%
●日本製【洗濯機可（ネット使用）】

西川
肩口フィット枕A

●商品:約80×50cm●材質:綿100％
●インド製【手洗い可】

モンステラ柄　インド
綿マット　グリーン

● 商 品:約48×48cm● 材 質:側 地/綿
100%、詰めもの/ポリエステル100%
●内容:直詰めタイプ●日本製

クッション1個　イ
ンディゴ

●商品:約45×30cm、高さ/低い方約
6cm・高い方約9cm●材質:側地・中
袋/ポリエステル100%、中材/ウレタン
フォーム●中国製

西川　ソフトタッ
チ低反発枕A

●商品:フェイスタオル（約40×85cm）
×2●材質:綿100%●日本製

今治フェイスタオ
ル2枚セット

●商品:クッション・クッションカバー
（約42×47cm）各1●材質:ポリエス
テル100%●日本製

肩楽クッション

●商品:約100×205cm●材質:表地/
綿100%、裏地/ポリエステル65%・綿
35%、詰めもの/ポリエステル100%●
内容:四方ゴムバンド付●中国製【手洗
い可】

ヴァレンティノ・クリスティー　
二重ガーゼ敷パッド

●商品:約100×205cm●材質:表地/
ポリエステル70％・ナイロン30％、裏
地/ポリエステル100％、詰めもの/ポリ
エステル100％●内容:四方ゴムバンド
付●中国製【手洗い可】

ひんやり敷パッド

●商品:約120×70cm●材質:ポリプロ
ピレン100%●中国製

ウィルトン織マット

●商品:約140×190cm●材質:側地/
綿100%、詰めもの（約0.5kg）/ポリエ
ステル100%●日本製【洗濯機可】

ガーゼ肌布団1枚　
ピンク

●商品:大判バスタオル（約76×155cm）
×1・ワイドフェイスタオル（約40×85cm）
×2●材質:綿100％●日本製

今治バス・フェイス
タオルセット

認定番号：第2012−666号 認定番号：第2012−666号
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バスライフ／アウトドア・ガーデニング

G1145-04景品番号 G1145-03景品番号

●商品:約径17×5cm（スタンド使用時奥行約
10cm）●材質:ABS樹脂●内容:ステップ秒針
●機能:防沫●電池:単3乾電池1本（お試し用）
付●台湾製※完全防水仕様ではございません。
大量の水がかからないようご注意ください。

置掛兼用防沫クロック
●商品:約7×6×長さ20.5cm
●材質:ABS樹脂・POM樹脂
●内容:アダプター3種付
●機能:切替ボタン（シャワー・ストレート）
●日本製

節水マッサージシャワー

●商品:薬用入浴剤25g×20包（草津・登別・加賀・紀伊各5包）・ボトル入浴剤
500g×3（湯の街×2・湯の華×1） 
●日本製

薬用入浴剤　湯ギフト

M5212-09景品番号

●商 品:約 径10×高さ14cm・LED球
使用●材質:本体/ABS樹脂、セード/
AS樹脂●電池:単3乾電池3本使用（別
売）●中国製【電池別売】

LEDミニランタン

F1084-04景品番号

● 商 品:約36×25.5×高 さ20cm● 材
質:ポリプロピレン●内容:耐荷重約
80kg●日本製

フィールドカートジュニア

A1153-01景品番号

● 商 品:約29.6×20×高 さ27.3cm・
7.6L●材質:ポリプロピレン・発泡スチ
ロール●内容:500mlペットボトル6本
収納可、着脱式ショルダーベルト付●
日本製

クーラーボックス

A1095-04景品番号

● 商 品:使 用 時/約14.5×5.3×長
さ57.5cm、 収 納 時/約14.5×6.3×
24.5cm● 材 質:本 体/スチ ール（ 塗
装）、ケース/テトロン・ポリプロピレン
●内容:収納ケース付●台湾製

折りたたみスコップ

A1097-02景品番号

●商品:約19×19×高さ36cm・4L●材
質:ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化
ビニール●内容:ホース約1.25m・ノ
ズル約4.5cm・パイプ約32cm・ショル
ダーベルト付●中国製

蓄圧式噴霧器A

A1153-02景品番号
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アウトドア・ガーデニング

C1027-01景品番号

T1088-01景品番号

●商品:フェイスタオル（約34×75cm）
・ウォッシュタオル（約34×30cm）各2 
●材質:綿100%（Etak®抗ウイルス加
工） ●日本製

今治うまれのタオ
ルセット

●商品:使用時/約200×150×高さ125cm、収納時/約径10×60cm
●材質:本体/ポリエステル・ポリエチレン、ポール/グラスファイバー
●内容:2人用、ポール×2・ペグ×4・収納袋付
●中国製【組立式】

折りたたみ式テント

●商品:パタット320（使用時/約幅38×奥
25×高さ36.3cm・座面高さ約32cm、折り
たたみ時/約45.8×3×40cm・約595g）×2
●材質:ポリプロピレン・スチール●内容:耐
荷重約100kg・折りたたみ式●中国製

ソルシオン　パタット320　
2個セット

キャプテンスタッグ　
カマド スマートグリル B6型

キャプテンスタッグ　
ステンレスソロテーブル

●商品:全長約67cm・重量約700g
●材質:SK－5刃物鋼・楕円アルミパイ
プ・エラストマー樹脂
●日本製

刈込鋏

C1097-04景品番号

C2165-02景品番号

● 商 品:シ ュ ラ フ（ 使 用 時/約70×
180cm、収納時/約41×41×16cm）×
2●材質:側地/ポリエステル、中綿/ポ
リエステル・約400g●内容:収納袋付
●中国製

シュラフ2点セット

景品番号 I1069-02 景品番号 H1065-04

●商品:全長約20cm
●材質:SK－3・SK－5・アルミニウム
●内容:牛革ケース付
●剪定鋏/台湾製、牛革ケース/日本製

剪定鋏

P1131-02景品番号 M5035-04景品番号

●商品:使用時/約29.5×21.5×高さ9.5cm
、収納時/約29.5×10.5×高さ2.5cm●材質
:ステンレス鋼・鉄（クロムメッキ）●内容:収
納袋付●中国製【組立式】

●商品:使用時/約20×12.5×高さ18cm、
焼面/約16.3×10.8cm、収納時/約24×
18×3.5cm●材質:ステンレス鋼・鉄（ク
ロムメッキ）●内容:網1枚（本体1枚装着
済み）・収納袋付●中国製【組立式】

認定番号：第2020−1334号

＜収納時＞
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まだまだ選べる景品一覧
●セット内容：270g●賞味期間：冷蔵で9日●加工地：福岡県（ス
ケトウダラの卵/ロシア産）【小麦】

やまや　辛子明太子(無着色)B
G1868-01景品番号

●セット内容：モモ240g●賞味期間：冷凍で55日●原産地：宮崎県
宮崎牛　すき焼用B

G1846-01景品番号

●セット内容：300g●賞味期間：冷凍で55日●加工地：福岡県
（スケトウダラの卵/アメリカ・ロシア産）【小麦】

博多ふくいち　博多ふくいちの辛子明太子A
G1869-01景品番号

●セット内容:目鉢マグロづけ80g・目鉢マグロとろみ60g各3●賞味期間:商品到着後、
お早目にお召し上がりください●加工地:日本（目鉢マグロ/韓国・台湾産他）【小麦】

目鉢マグロたたき詰合せ
R2859-02景品番号

●セット内容：130g×6●賞味期間：冷凍で25日●加工地：北海道
【小麦】

小樽産　浅羽かれいの煮つけB
R1861-01景品番号

●セット内容：120g×10●加工地：日本【小麦・卵・乳】
チーズインハンバーグB

C1857-03景品番号

●セット内容：モモ400g●賞味期間：冷凍で55日●原産地：宮崎県
宮崎牛　すき焼用C

C1847-02景品番号

●セット内容：モモ400g●賞味期間：冷凍で55日●原産地：宮崎県
宮崎牛　焼肉用A

C1847-03景品番号

●セット内容：モモ700g●賞味期間：冷凍で55日●原産地：日本
国産牛　すき焼用C

C1851-03景品番号

●セット内容：ミックス（モモ・バラ）330g●賞味期間：冷凍で85
日●原産地：三重県

松阪牛　すき焼用A
I1812-01景品番号

●セット内容：西京漬120g・粕漬120g各5●賞味期間：冷凍で
55日●原産地・加工地：北海道

小樽産　ほっけ西京漬・粕漬セットA
I1831-03景品番号

●セット内容：モモ480g●賞味期間：冷凍で55日●原産地：宮崎県
宮崎牛　焼肉用B

I1813-01景品番号

●セット内容：鮭チーズ焼50g・鮭マヨネーズ焼50g・さば味噌煮70g各2、いわし煮付け50g・さば味噌漬焼90g・
さわら煮付け70g・金目鯛煮付け70g・紅鮭味噌焼60g各1●賞味期間：冷凍で55日●加工地：日本【小麦・卵・乳】

活黒　煮魚&焼魚セットB
H1812-02景品番号

●セット内容：360g×2●賞味期間：冷凍で85日●加工地：日本
（スケトウダラの卵/アメリカ・ロシア産）【小麦】

かねふく　かねふくの無着色辛子明太子B
P1852-02景品番号

●セット内容：400g×2●賞味期間：冷凍で55日●加工地：福岡県
（スケトウダラの卵/アメリカ・ロシア産）【小麦】

博多ふくいち　博多ふくいちの辛子明太子C
P1853-01景品番号

●セット内容：モモ640g●賞味期間：冷凍で55日●原産地：宮崎県
宮崎牛　すき焼用F

P1833-02景品番号

●セット内容:まふぐ45g×5、ポン酢・もみじおろし付●賞味期間:冷凍
で25日●加工地:日本（ふぐ/国内産）【小麦】

まふぐ刺し
P1845-02景品番号

●セット内容：300g（塩分約6%）●賞味期間：常温で85日●加
工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

はちみつ梅干(塩分約6%)A
F1812-01景品番号

●セット内容：250g（塩分約8%）●賞味期間：常温で85日●加
工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

こんぶ梅干A
F1813-01景品番号

●セット内容：400g（塩分約8％）●加工地：和歌山県（梅/和歌
山県産）

はちみつ梅干(塩分約8％)
A1840-02景品番号

●セット内容：60個、たれ付●賞味期間：冷凍で25日●加工地：
日本【小麦・乳】

宇都宮発　雷オヤジの餃子
G1892-01景品番号

●セット内容：500g（塩分約6%）●賞味期間：常温で85日●加
工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

はちみつ梅干(塩分約6%)B
G1876-01景品番号

●セット内容：450g（塩分約8%）●賞味期間：常温で85日●加
工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

かつお梅干
G1877-01景品番号

●セット内容：餃子30個（タレ付）、醤油ラーメン（生麺120g・スー
プ付）×6●賞味期間：冷凍で10日●加工地：日本 【小麦・卵・乳】

宇都宮発　雷オヤジの餃子と佐野ラーメン6食セット
T1867-01景品番号

●セット内容：帆立めしの素230g（2合用）×4、じゃこめしの素
230g（2合用）×3●加工地：日本【小麦】

宝食品　炊き込みご飯の素C
T1859-01景品番号

●セット内容：570g（塩分約8％）●賞味期間：常温で85日●加
工地：和歌山県（梅/和歌山県産）

こんぶ梅干B
R1871-02景品番号

●セット内容：15粒（375g・塩分約6%）●加工地：和歌山県（梅/
和歌山県産）

紀州南高梅はちみつ味15粒
C1878-04景品番号

●セット内容:ミルククランチバー ×4、ナッツとチョコのざっくりクッキー ×2、
ラングドシャ（プレーン・ショコラ各6） ●加工地:日本【小麦・卵・乳】

ミル・ガトー　スイーツアソート
M5159-03景品番号

●セット内容:バニラヴァッフェル×2、どら焼き（粒あん×4、八女
抹茶あん×3）●加工地:日本【小麦・卵・乳】

どら焼き&ヴァッフェル 詰合せ
M5060-02景品番号

●セット内容：アイスクリーム（バニラ80ml・ストロベリー80ml
各2）、マンゴーシャーベット80ml×3●加工地：兵庫県【乳】

芦屋アサヤマ　アイスクリーム・シャーベットセットA
A1864-01景品番号

●セット内容：抹茶80ml×2、大納言あずき入り抹茶80ml×3●加工地：日本【乳】
京都　北川半兵衞　お抹茶アイスセット

A1869-01景品番号

●セット内容：1本（9切入）●賞味期間：常温で25日●加工地：日
本【小麦・卵】

三源庵　桐箱入　カステラ
A1869-03景品番号

●セット内容:オレンジ・チョコ・フルーツコンポート・抹茶・マンゴー・ブ
ルーベリー各1●賞味期間:冷凍で25日●加工地:日本【小麦・卵・乳】

パフェセット
G1902-01景品番号

●セット内容：アイスクリーム（バニラ80ml・ストロベリー80ml・カスター
ド80ml各2）、マンゴーシャーベット80ml×3●加工地：兵庫県【卵・乳】

芦屋アサヤマ　アイスクリーム・シャーベットセットB
G1904-03景品番号

●セット内容：ミルク80g・抹茶ミルク80g各3●賞味期間：冷凍
で25日●加工地：北海道【乳】

十勝小豆ミルクプリンセットA
G1909-02景品番号

●セット内容:タルト直径約8cm（渋皮栗モンブラン・ブルーベリー・ポンム（りんご）・フ
ルーツ・フロマージュ・抹茶各1）●賞味期間:冷凍で25日●加工地:日本【小麦・卵・乳】

タルトセット
T1874-01景品番号

●セット内容:バニラ100ml×4、アイスカタラーナ80ml×3●加工地:北
海道【卵・乳】

十勝プレミアムアイスセット
R1899-02景品番号

●セット内容：330g（250ml）×4●原産地：カナダ
メープルシロップ(グレードA　ダーク)

C1906-03景品番号

●セット内容：十勝小豆ミルクプリン80g×6、十勝小豆抹茶ミル
クプリン80g×5●賞味期間：冷凍で25日●加工地：北海道【乳】

十勝小豆ミルクプリンセットB
C1909-02景品番号

●セット内容：黒豆きな粉90g×6、抹茶85g×5●賞味期間：冷凍
で55日●加工地：日本【卵・乳】

中村楼　和のプリンB
I1844-01景品番号
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まだまだ選べる景品一覧
●セット内容：黒かりんとう50g×2、きなこかりんとう50g・珈琲か
りんとう50g各1●賞味期間：常温で55日●加工地：日本【小麦】

金澤兼六製菓　かりんとう詰合せA
F1827-03景品番号

●セット内容:112g（トマト・ごぼう・コーン・かぼちゃ・ジャガバター） 
●加工地:日本（米/国内産）【小麦・乳・カニ】

いろどり野菜のおかきB
M5064-02景品番号

●セット内容:210g（個包装含む） ●加工地:日本（米/国内産）
【小麦・エビ】

まろやかさんA
M5170-07景品番号

●セット内容:285g（個包装含む） ●加工地:日本（米/国内産）
【小麦・エビ】

まろやかさんB
M5182-03景品番号

●セット内容：かりんとう（沖縄黒糖50g・きなこ50g・珈琲50g各
2）●賞味期間：常温で55日●加工地：日本【小麦】

金澤兼六製菓　かりんとう詰合せB
G1913-01景品番号

●セット内容：のり巻あられ×8、ざらめ・黒豆入りおかき各6、丸サラダ・海老サラダ・
海老しょうゆ各4●賞味期間：常温で55日●加工地：日本（米/国内産） 【小麦・エビ】

金澤兼六製菓　米菓詰合せA
G1913-02景品番号

●セット内容:粒焼きしょうゆ×16枚、青のりしょうゆ・ざらめ各12枚、紫いも×
8枚、海老サラダ・海老しょうゆ各4枚●加工地:日本（米/国内産）【小麦・エビ】

金澤兼六製菓　おいしさいろいろ
M5190-07景品番号

●セット内容:かりんとう（さつまいも）40g・かりんとう（黒糖）40g各4、ざらめ千枚40g・彩
りあられ40g・丸餅（醤油）40g・丸餅（サラダ）40g各3 ●加工地:日本（米/国内産）【小麦】

おかき・かりんとう詰合せ「菓撰」
M5200-04景品番号

●セット内容:310g（トマト・ごぼう・コーン・かぼちゃ・ジャガバ
ター） ●加工地:日本（米/国内産）【小麦・乳・カニ】

いろどり野菜のおかきC
M5200-06景品番号

●セット内容:讃岐そうめん500g（50g×10束）、小豆島そうめん
500g（50g×10束） ●加工地:香川県【小麦】

讃岐・小豆島素麺紀行
M5154-02景品番号

●セット内容：2kg●原産地：新潟県
魚沼産特別栽培米こしひかりA

A1839-02景品番号

●セット内容：醤油（生麺120g、スープ付）×6、味噌（生麺120g、スープ付）×4、塩（生
麺120g、スープ付）×2●賞味期間：常温で33日●加工地：日本（店主監修）【小麦・乳】

喜多方ラーメン「さくら亭」12食
A1857-01景品番号

●セット内容:味海苔（8切24枚）・めんたいこ風味味付のり（8切28枚）・のり茶漬（4袋入）・う
め茶漬（4袋入）・わかめスープ（4袋入）各1 ●加工地:日本（乾海苔/国内産）【小麦・乳・エビ】

ゆかり屋本舗　味海苔・お茶漬・スープ詰合せ
M5076-03景品番号

●セット内容:味付のり（8切32枚)×2、しそ風味のり（8切32枚)・のり茶漬け（3袋
入）・のりふりかけ（3袋入）各1 ●加工地:日本（乾海苔/国内産）【小麦・卵・乳・エビ】

やま磯　味のり卓上バラエティセットA
M5164-02景品番号

●セット内容:900g（50g×18束） ●加工地:香川県【小麦】
小豆島手延べそうめん

M5162-01景品番号

●セット内容:北海道（醤油/乾麺80g、スープ付）・北海道（味噌/乾麺80g、スープ付）・北海道（塩/乾麺80g、スープ付）・青森（魚介豚骨
醤油/乾麺80g、スープ付）・秋田（醤油/乾麺80g、スープ付）・宮城（辛味噌/乾麺80g、スープ付）・石川（醤油/乾麺80g・スープ付）・愛知（
醤油/乾麺80g、スープ付）・広島（醤油/乾麺80g、スープ付）・鹿児島（とんこつ/乾麺80g、スープ付）各1 ●加工地:日本【小麦・卵・乳】

全国こだわり素材ラーメン10食セット
V3100-06景品番号

●セット内容:600g（100g×6束）、つゆ付 ●加工地:うどん/秋
田県【小麦】

延寿庵　稲庭手延うどんB
V3098-07景品番号

●セット内容:900g（50g×18束）●加工地:奈良県【小麦】
手延三輪素麺 二年物A

G2899-01景品番号

●セット内容:1kg（50g×20束） ●加工地:長崎県【小麦】
島原手延そうめん

M5172-01景品番号

●セット内容:醤油（麺80g、スープ付）・塩（麺80g、スープ付）各
4、磯紫菜×4 ●加工地:日本【小麦】

福山製麺所 「旨麺」
M5172-08景品番号

●セット内容:北海道（醤油/乾麺80g、スープ付）・北海道（味噌/乾麺80g、スープ付）・北海道（塩/乾麺80g、スープ付）・青森（魚介豚骨醤油/乾麺80g、スープ
付）・秋田（醤油/乾麺80g、スープ付）・岩手（磯塩/乾麺80g、スープ付）・山形（味噌/乾麺80g、スープ付）・宮城（辛味噌/乾麺80g、スープ付）・福島（鶏塩/乾麺
80g、スープ付）・愛知（醤油/乾麺80g、スープ付）・広島（醤油/乾麺80g、スープ付）・鹿児島（とんこつ/乾麺80g、スープ付）各1●加工地:日本【小麦・卵・乳】

●セット内容:小樽桂苑（味噌/乾麺80g×1、スープ付）・山形だるまや（からし味噌/乾麺80g×1、スープ付）・
喜多方まるや（醤油/乾麺80g×1、スープ付）・東京楓家（醤油/乾麺80g×1、スープ付）・高山なないろ（醤油/
乾麺80g×1、スープ付）・鳥取香味徳（醤油/乾麺80g×1、スープ付）各2●加工地:日本（店主監修）【小麦・卵】

●セット内容:旭川八海（醤油/乾麺80ｇ、スープ付）・小樽桂苑（味噌/乾麺80g×1、スープ付）・山形だるまや（からし味噌/乾麺80g×1、スープ付
）・喜多方まるや（醤油/乾麺80g×1、スープ付）・高山なないろ（醤油/乾麺80g×1、スープ付）・鳥取香味徳（醤油/乾麺80g×1、スープ付）各2、・東
京楓家（醤油/乾麺80ｇ、スープ付）・博多いっちょいっちょ（とんこつ/乾麺80g×1、スープ付）各1●加工地:日本（店主監修）【小麦・卵・乳】

●セット内容：旭川八海（醤油/乾麺80ｇ、スープ付）・小樽桂苑（味噌/乾麺80g×1、スープ付）・山形だるまや（からし味噌/乾麺80g×1、スープ付）
・喜多方まるや（醤油/乾麺80g×1、スープ付）・高山なないろ（醤油/乾麺80g×1、スープ付）・鳥取香味徳（醤油/乾麺80g×1、スープ付）・東京楓家
（醤油/乾麺80ｇ、スープ付）各2、博多いっちょいっちょ（とんこつ/乾麺80g×1、スープ付）×3●加工地:日本（店主監修）【小麦・卵・乳】

全国こだわり素材ラーメン12食セット

ご当店ラーメン12食

ご当店ラーメン14食

V3100-07景品番号

●セット内容:味付のり（8切32枚）・しそ風味のり（8切32枚）・焼のり（2切6枚×2袋）・のり茶
漬け（3袋入）・のりふりかけ（3袋入）各1 ●加工地:日本（乾海苔/国内産）【小麦・卵・乳・エビ】

やま磯　味のり卓上バラエティセットB
M5174-08景品番号

●セット内容:1.1kg（50g×22束） ●加工地:香川県【小麦】
小豆島手延そうめんA

M5172-02景品番号

●セット内容:醤油（生麺130g×1、スープ付）×10●賞味期間:常
温で10日●加工地:日本（店主監修）【小麦・乳】

燕三条系ラーメン「中華亭」10食
T2902-32景品番号

●セット内容：醤油（生麺120g、スープ付）×9、味噌（生麺120g、スープ付）×5、塩（生
麺120g、スープ付）×4●賞味期間：常温で33日●加工地：日本（店主監修）【小麦・乳】

喜多方ラーメン「さくら亭」18食
T1868-02景品番号

●セット内容:醤油（乾麺80g×1、スープ付）・味噌（乾麺80g×1、
スープ付）各6●加工地:日本（店主監修）【小麦・卵】

米沢ラーメン「三男坊」12食
T2902-33景品番号

T2902-31景品番号

●セット内容:1.05kg（50g×21束）●加工地:奈良県【小麦】
手延三輪素麺 二年物B

T2870-01景品番号

●セット内容:1.9kg（50g×38束）●加工地:兵庫県【小麦】
※麺2段入です。

播州そうめん
R2892-01景品番号

●セット内容:1.8kg（45g×40束）●加工地:兵庫県【小麦・そば】
※麺2段入です。

播州そば
R2894-01景品番号

●セット内容：4kg（2kg×2）●原産地：北海道
北海道産ゆめぴりかA

R1869-02景品番号

●セット内容:4kg（2kg×2）●原産地:秋田県
秋田県大潟村産特別栽培米あきたこまち（無洗米）A

R1869-03景品番号

●セット内容：醤油（生麺120g、スープ付）×10、味噌（生麺120g、スープ付）×6、塩（生
麺120g、スープ付）×4●賞味期間：常温で33日●加工地：日本（店主監修）【小麦・乳】

喜多方ラーメン「さくら亭」20食
R1890-02景品番号

●セット内容：110g●原産地：大分県
大分産どんこ椎茸B

R1876-01景品番号

R2963-31景品番号

●セット内容:味付のり（8切32枚）・しそ風味のり（8切32枚）各2、焼のり（2切6枚×2袋）・のり
茶漬け（3袋入）・のりふりかけ（3袋入）各1 ●加工地:日本（乾海苔/国内産）【小麦・卵・乳・エビ】

やま磯　味のり卓上バラエティセットC
M5185-08景品番号

●セット内容:讃岐うどん850g（50g×17束）、信州そば750g
（50g×15束） ●加工地:日本【小麦・そば】

讃岐うどん・信州そば
M5184-04景品番号

●セット内容：5kg●原産地：秋田県
秋田県大潟村産特別栽培米あきたこまち(無洗米)B

C1877-04景品番号

●セット内容:醤油（乾麺80g×1、スープ付）×8、味噌（乾麺80g×
1、スープ付）×9●加工地:日本（店主監修）【小麦・卵】

米沢ラーメン「三男坊」17食
C2978-31景品番号

ご当店ラーメン17食
C2977-32景品番号
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まだまだ選べる景品一覧
●セット内容：醤油（生麺120g、スープ付）×12、味噌（生麺120g、スープ付）×7、塩（生
麺120g、スープ付）×6●賞味期間：常温で33日●加工地：日本（店主監修）【小麦・乳】

喜多方ラーメン「さくら亭」25食
C1896-02景品番号

●セット内容：140g●原産地：大分県
大分産どんこ椎茸C

C1885-01景品番号

●セット内容:味付のり（8切32枚）・しそ風味のり（8切32枚）各3、焼のり（2切6枚×2袋）・のり茶
漬け（3袋入）・のりふりかけ（3袋入）各1 ●加工地:日本（乾海苔/国内産）【小麦・卵・乳・エビ】

やま磯　味のり卓上バラエティセットD
M5193-02景品番号

●セット内容:1.8kg（50g×36束） ●加工地:香川県【小麦】
小豆島手延そうめんB

M5192-01景品番号

●セット内容:3.2kg（200g×16束）●加工地:長野県【小麦・そば】
信州蕎麦C

I1827-04景品番号

●セット内容：6kg（3kg×2）●原産地：秋田県
秋田県大潟村産特別栽培米あきたこまち(無洗米)C

I1835-02景品番号

●セット内容：6kg（3kg×2）●原産地：新潟県
魚沼産特別栽培米こしひかりC

P1859-01景品番号

●セット内容：8kg（2kg×4）●原産地：北海道
北海道産ゆめぴりかC

P1859-02景品番号

●セット内容：200g×6●加工地：日本【小麦・乳】
ビーフカレー中辛

F1804-02景品番号

●セット内容：1kg×2●賞味期間：常温で55日●加工地：新潟県
山崎醸造　越後赤みそA

A1844-01景品番号

●セット内容：帆立めしの素230g（2合用）×3、じゃこめしの素
230g（2合用）×2●加工地：日本【小麦】

宝食品　炊き込みご飯の素A
A1847-02景品番号

●セット内容：こいくちしょうゆ1L・うすくちしょうゆ1L各2●加
工地：新潟県【小麦】

マルタスギヨ　しょうゆ4本セット
A1842-02景品番号

●セット内容：丸大豆しょうゆ（こいくち）500ml・一番しぼりしょ
うゆ（こいくち）500ml各3●加工地：三重県【小麦】

伊賀越　天然蔵しょうゆ詰合せ
A1842-03景品番号

●セット内容：一番しぼりしょうゆ（こいくち）500ml×2、鰹だししょうゆ500ml・
つゆ500ml・ぽんず500ml・すき焼のたれ500ml各1●加工地：三重県【小麦】

伊賀越　天然蔵調味料詰合せA
G1879-02景品番号

●セット内容：150g×8●加工地：日本 【小麦・乳】
コーンスープ

G1889-02景品番号

●セット内容：150g×8●加工地：日本 【小麦・乳】
ミネストローネ

G1890-02景品番号

●セット内容：210g×7●加工地：日本【小麦・乳】
上原咖哩亭　ビーフカレー中辛

T1860-01景品番号

●セット内容：一番しぼりしょうゆ（こいくち）500ml・鰹だししょうゆ500ml・つ
ゆ500ml各2、ぽんず500ml・すき焼のたれ500ml各1●加工地：三重県【小麦】

伊賀越　天然蔵調味料詰合せB
R1873-01景品番号

●セット内容：きのこクリームソース140g・ナポリタンソース
140g・なすのミートソース140g各4●加工地：日本【小麦・卵・乳】

マルコパスタ　パスタソース3種セットB
R1888-02景品番号

●セット内容:こいくちしょうゆ1L×4、うすくちしょうゆ1L×2
●加工地:新潟県【小麦】

マルタスギヨ　しょうゆ6本セット
R1872-03景品番号

●セット内容：コーンスープ150g×6、ミネストローネ150g×5●
加工地：日本【小麦・乳】

スープセットB
R1883-03景品番号

●セット内容：1L×4●加工地：新潟県【小麦】
マルタスギヨ　だしつゆA

R1873-04景品番号

●セット内容：1kg×4●賞味期間：常温で55日●加工地：新潟県
山崎醸造　越後赤みそB

C1882-01景品番号

●セット内容:550g×5●賞味期間:常温で55日●加工地:長野県
【JASマーク】

マルマン　有機減塩みそB
C1883-01景品番号

●セット内容：500ml×5●加工地：広島県【小麦】【JASマーク】
寺岡家の醤油　有機濃口しょうゆB

C1880-03景品番号

●セット内容：コーンスープ150g・ミネストローネ150g各7●加
工地：日本【小麦・乳】

スープセットC
C1891-03景品番号

●セット内容：1L×5●加工地：新潟県【小麦】
マルタスギヨ　だしつゆB

C1881-02景品番号

●セット内容：1kg×5●賞味期間：常温で55日●加工地：新潟県
山崎醸造　越後赤みそC

I1836-01景品番号

●セット内容：1L×6●加工地：新潟県【小麦】
マルタスギヨ　だしつゆC

I1837-02景品番号

●セット内容：カレー290g・ビーフシチュー290g各5●加工地：
日本【小麦・乳】

キッチン飛騨　黒毛和牛カレー中辛・ビーフシチュー詰合せ
P1867-02景品番号

●セット内容：1L×2●加工地：青森県
青森りんごジュース(ストレート)A

F1831-01景品番号

●セット内容：150ml×6●加工地：長野県
マルマン　信州甘味りんご酢(希釈タイプ)B

A1879-02景品番号

●セット内容：煎茶120g×2●茶葉原産地：鹿児島県
知覧銘茶詰合せ

G1915-04景品番号

●セット内容：ティーバッグ（バニラ・キャラメル・ハニー各20袋）●茶葉原産地：バニ
ラ/ベトナム・スリランカ、キャラメル/スリランカ、ハニー /インド・ベトナム・スリランカ

アシュビィズ　ロイヤルミルクティーセット
T1885-02景品番号

●セット内容：150ml×10●加工地：長野県
マルマン　信州甘味りんご酢(希釈タイプ)C

R1909-03景品番号

●セット内容：ティーバッグ（ストロベリー・アップル各40袋、オレンジ×20袋）●茶葉原産地：
ストロベリー /タンザニア、アップル/インドネシア・スリランカ、オレンジ/スリランカ・ベトナム

アシュビィズ　フレーバーティーセットB
R1908-03景品番号

●セット内容：メイフェア・オールドロンドン各40袋●茶葉原産
地：メイフェア/インド・スリランカ、オールドロンドン/インド

アシュビィズ　ブレンドティーセット(ティーバッグ)
R1908-02景品番号

●セット内容：1L×4●加工地：青森県
青森りんごジュース(ストレート)C

R1909-01景品番号

●セット内容：煎茶120g×3●茶葉原産地：京都府
京都府産宇治茶詰合せ

C1913-02景品番号

●セット内容：イングリッシュブレックファースト120g・クィーンズダージリン110g各2●茶葉
原産地：イングリッシュブレックファースト/スリランカ・インド他、クィーンズダージリン/インド

メルローズ　紅茶
C1916-04景品番号
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まだまだ選べる景品一覧
●セット内容：メイフェア×60袋・オールドロンドン×40袋●茶葉
原産地：メイフェア/インド・スリランカ、オールドロンドン/インド

アシュビィズ　ブレンドティー（ティーバッグ）
C1916-03景品番号

●セット内容：200ml×4●加工地：日本
永谷園　飲む生姜(希釈タイプ)B

C1917-02景品番号

●セット内容：1L×5●加工地：青森県
青森りんごジュース(ストレート)D

C1917-03景品番号

●セット内容：ストロベリー・アップル・オレンジ各40袋●茶葉原産地：ストロベリー
/タンザニア、アップル/インドネシア・スリランカ、オレンジ/スリランカ・ベトナム

アシュビィズ　フレーバーティー（ティーバッグ）
C1916-02景品番号

●セット内容:マンデリンブレンド200g・ビクトリアブレンド200g各4●生豆生産国:マン
デリンブレンド/インドネシア・ブラジル他、ビクトリアブレンド/タンザニア・コロンビア他

キーコーヒー　レギュラーコーヒーセット（中挽き）
P1881-02景品番号

●商品：刃渡約17cm・全長約30.5cm●材質：刃部/ステンレス
刃物鋼、柄部/天然木●日本製

哲弘　万能庖丁
F1144-04景品番号

●商品：ボウル（約26.5×28×高さ13.1cm・3.2L）・ザル（約23.5×24×高
さ11.3cm）・米とぎ各1●材質：ポリプロピレン・ポリエチレン●日本製

ザル＆ボウルセット
F1164-03景品番号

●商品：約径13×高さ6.5cm・450ml●材質：耐熱陶器（萬古焼）
●日本製【ガス火可】【オーブン可】

アヒージョの器
A1207-02景品番号

●商品：約28×7×高さ6cm●材質：本体/スチール（粉体塗装）、バー /天然木、
ストッパー /シリコン樹脂●内容：マグネット式・予備ストッパー付●中国製

マグネットキッチンペーパーホルダー
A1197-02景品番号

●商品：本体/約径6×高さ14.7cm・容量約26g●材質：本体/ポリプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・鉄（三価
ブラック）、刃部/セラミック磁器、蓋・容器/メタクリルスチレン●機能：粗さ調節●日本製【食器洗浄機使用不可】

コーヒーミル
G1175-01景品番号

●商品:約口径7.2×高さ10.2cm・300ml●材質:18－8ステンレ
ス●日本製【食器洗浄機使用不可】

燕研磨ファクトリー　ステンレスタンブラー
G1007-01景品番号

●商品：約径19.5×蓋含む高さ10.5cm●材質：耐熱陶器●日本
製【食器洗浄機使用不可】

冷蔵庫用おひつ3合用
T1025-01景品番号

●商品：約34.2×14×高さ3.5cm・重量約460g●材質：アルミニ
ウム合金●中国製【ガス火専用】【フッ素樹脂加工】

ホットサンドメーカーA
T1176-01景品番号

●商品：約9.7×18cm・目立て8段●材質：銅（錫メッキ）●日本製
純銅製おろし金A

R1005-01景品番号

●商品：約26×8.5×高さ28.5cm●材質：スチール（クロムメッ
キ）●内容：吸盤・マグネット付●日本製

ラップ&ペーパーホルダー
R1183-04景品番号

●商品：約幅2.8×奥2.8×長さ16.3cm・重量約49g●材質：ABS樹脂・ステンレススチール●内容：刃保護キャッ
プ・ヘッド3種（鼻用・耳用・フェイス用）・眉用アタッチメント付●電池：単3乾電池1本（お試し用）付●中国製

パーソナルトリマー
R1105-07景品番号

●商品：蓋使用時/約22×15×高さ6cm●材質：プレート/磁器、蓋/ポリプロ
ピレン●内容：コルクマット付●プレート・蓋/日本製、コルクマット/中国製

ケデップ　レンジプレート　クリアホワイト
R1185-04景品番号

●商品：約47.5×33×高さ3.5cm●材質：本体/不飽和ポリエステ
ル樹脂（すべりにくい加工）、取手/木製●日本製

ミントン　トレー
C1227-04景品番号

●商品：約10.5×21.5cm●材質：銅（錫メッキ）●内容：表面/目
立て9段（中目）・裏面/目立て8段（細目）●日本製

純銅製おろし金B
C1004-01景品番号

●商品：約径10×高さ18.5cm・750ml●材質：ステンレス（真空
二重構造）●内容：オリジナルレシピ付●タイ製

象印　ステンレスフードジャー　ダークココア
I1109-02景品番号

●商品:約44〜54×19.5×高さ14cm●材質:スチール（ユニクロメッキ・
粉体塗装）・ABS樹脂●内容:カトラリー入れ・滑り止め4個付●中国製

伸縮水切りバスケット
I2129-01景品番号

●商品：万能庖丁（刃渡約16cm・全長約28.5cm）・ペティナイフ（刃渡約12cm・全長
約23cm）各1●材質：刃部/モリブデンバナジウム鋼、柄部/黒積層強化木●日本製

勝弘　庖丁2本セット
I1119-02景品番号

●商品：使用時/約径10.8×高さ12.2cm・250ml、収納時/約径10.8×高さ6cm●材
質：ポリプロピレン・ステンレス・アクリル・シリコーン●内容：収納ケース付●韓国製

カフラーノ　フレンチプレスコーヒーメーカー　レッド
H1017-01景品番号

●商品：タンブラー（約口径7.2×高さ8cm・390ml）×2●材質：
18−8ステンレス●日本製【食器洗浄機使用不可】

郷技　スイングタンブラー2個セット
H1018-01景品番号

●商品：ミキサー時/約径17×高さ32.5cm（ミキサー時/約750ml、ミル時/約250ml）●材質：本体/ポリ
プロピレン、容器/ソーダガラス、カッター /ステンレス（チタンコート）●電源：AC100V−200W●中国製

ミル＆ミキサー
H1130-01景品番号

●商品：パスタポット（約径20×高さ17cm・満水容量5.1L・重量約1.5kg）・コランダー各1●材質：パ
スタポット/（三層構造）18−10ステンレス・鉄・18−10ステンレス（底厚0.8mm）、コランダー /18−
0ステンレス、蓋/強化ガラス●パスタポット・コランダー /日本製、蓋/中国製【ガス火・IH200V可】

パスタポット20cm
H1125-01景品番号

●商品：ブレンダーセット時/約径5.6×長さ39cm・重量約855g●材質：ABS樹
脂・ポリプロピレン・AS樹脂・ステンレス●内容：ブレンドカップ・泡立て器・チョッ
パー・レシピブック付●機能：速度調節●電源：AC100V−200W●中国製

ハンドブレンダー
P1160-01景品番号

●商品：本体/約幅15.4×奥27.2×高さ30.1cm・810ml●材質：本体/ポリプロピレン、容器/耐熱ガラス●
内容：ペーパーフィルター・計量スプーン付・ペーパーフィルター式●電源：AC100V−550W●中国製

タイガー　コーヒーメーカー(6杯用)
P1161-05景品番号

●商品：約幅2×奥1.9×高さ16cm●材質：ABS樹脂・ナイロン●
電池：単4乾電池1本使用（別売）●日本製【電池別売】

マイナスイオン音波振動歯ブラシ
F1087-02景品番号

●商品：約幅28×奥24×高さ6.5cm●材質：AS樹脂・鋼板・ポリ
プロピレン●内容：秤量120kg・最小目盛1kg単位●中国製

タニタ　ヘルスメーター　シルバー
G1104-02景品番号

●商品：約幅2×奥2.1×長さ14.8cm・重量約27g●材質：ABS樹脂●内容：アタッチメント
（フェイスシェーバー・ノーズケア）●電池：単4乾電池1本使用（別売）●中国製【電池別売】

コイズミ　フェイス＆ノーズケア　ビビッドピンク
G1107-03景品番号

●商品：全長約21.8cm●材質：豚毛・ABS樹脂・天然木●日本製
ケント　レディースヘアブラシやわらかめ

G1109-01景品番号

●商品:約幅5.5×奥4.3×長さ15cm・重量約143g●材質:ABS樹脂・ニッケル合金・
ステンレス●内容:ポーチ・ACアダプター・掃除ブラシ付・充電/交流式・約8時間充
電・1日約3分で約10日間使用可●電源:AC100〜240V－1W（充電時）●中国製

カトレ　シェーバー
T1099-01景品番号

●商品:約183×62×厚さ1cm●材質:ニトリルゴム●内容:収納袋
付●中国製

ヨガマット
T1095-04景品番号

●商品：約幅40×奥35×厚さ5cm●材質：本体/ポリエステル、内部/ウレタンスポンジ●内容：ACアダプター付・医療機
器認証番号228AGBZX00079000●機能：バイブレーター強弱切替・ヒーターオンオフ切替・タイマー約10分（オート
オフ）●電源：AC100V−10W●中国製※ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の方はご利用できません。

ツインバード　ホットシートマッサージャー　ブラウン
C1108-02景品番号

●商品：約幅6.5×奥4×長さ15.5cm・重量約160g●材質：ABS樹脂・ステンレス・ニッ
ケル合金●内容：電源アダプター・掃除用ブラシ・交換用外刃付・往復式・充電/交流両
用式・約90分充電・約45分使用可●電源：AC100〜240V−4W（充電時）●中国製

シェーバー
C1113-03景品番号

●商品：約長さ27.2×高さ21.6cm・重量約530g●内容：モイスチャーフード付●機能：3段階
切替・イオン切替・ターボスイッチ・ハンズフリー●電源：AC100V−1200・600W●中国製

テスコム　マイナスイオンヘアドライヤー
P1095-02景品番号

●商品：約30×30×高さ41cm●材質：ポリエチレン・ポリプロピレン・プリン
ト紙化粧パーティクルボード●内容：耐荷重約10kg（天板・棚板1枚あた
り）●マレーシア製【組立式】※生産国をお選びいただくことはできません。

システムラックミニ3段　ダークブラウン×ブラック
A1117-01景品番号

●商品：約29×29×高さ29cm●材質：張地/ポリエステル、中材/ウレタン
フォーム、芯材/繊維板●内容：静止耐荷重約80kg、折りたたみ式●中国製

収納スツール　ネイビーA
A1119-05景品番号

●商品：約47×27×高さ63.5cm●材質：ポリエチレン・ポリプロピレン・プ
リント紙化粧パーティクルボード●内容：耐荷重約10kg（天板・棚板1枚
あたり）●マレーシア製【組立式】※棚板の色はダークブラウンです。

システムラック3段　ホワイトウォッシュ×ホワイト
G1116-02景品番号
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まだまだ選べる景品一覧
●商品：約12×高さ7.7×5.4cm●材質：プラスチック枠●機能：電子音ア
ラーム4段階・温湿度計・六曜表示・カレンダー表示・ライト●電池：単3乾
電池2本使用（別売）●中国製【電池別売】

リズム　電波置時計　白
G1112-01景品番号

●商品：約径33.1×4.3cm●材質：プラスチック枠●機能：ステッ
プ秒針●電池：単3乾電池1本使用（別売）●中国製【電池別売】

掛時計
G1111-03景品番号

●商品：約径9×高さ3.2cm（画面起立時高さ6.2cm）●材質：ABS樹脂●機能：アラーム時
振動機能付・アラーム・スヌーズ・バックライト●電池：単3乾電池2本（お試し用）付●中国製

アデッソ　振動機能付目覚まし時計
G1113-02景品番号

●商品：約16×12.5×高さ26cm（ハンドル含む）・25Wハロゲン電球×2●材質：ベース/鉄、シェー
ド/ガラス●内容：キャンドル対応サイズ最大高さ9cmまで●電源：AC100V−25W●中国製

キャンドルウォーマーランプミニ　ブラック
R1108-01景品番号

●商品：約60×29.5×高さ112cm●材質：プリント紙化粧パーティクルボード・ポリエチレ
ン・ポリプロピレン●内容：耐荷重約10kg（天板・棚板1枚あたり）●マレーシア製【組立式】

システムラック4段
C1121-01景品番号

●商品：約42×30×高さ105cm●材質：鉄パイプ（粉体塗装）・不織布（ポ
リプロピレン）●内容：耐荷重約1kg（1段あたり）●中国製【組立式】

5段チェスト
C1123-06景品番号

●商品：約35.5〜65×21×高さ22cm●材質：ダークブラウン/天然木化粧繊維板（ウォール
ナット材・ラッカー塗装）、ライトブラウン/天然木（ラバーウッド材・ラッカー塗装）●ベトナム製

伸長式ブックスタンド　ダークブラウン
C1125-02景品番号

●商品：約径23×高さ28cm●材質：スチール（粉体塗装）・天然木積層
合板（ラッカー塗装）●内容：容量約7L・ポリ袋ストッパー付●中国製

トラッシュカン　ナチュラル
C1125-07景品番号

●商品：約76×38×高さ40cm●材質：張地/ポリエステル、中材/ウレタ
ン、芯材/繊維板●内容：静止耐荷重約160kg・折りたたみ式●中国製

ポケット付収納スツール　グレー
I1093-03景品番号

●商品：約12.2×高さ29.2×4cm●材質：天然木枠●機能：お天気予測・温度計・湿度計●電池：単3乾電
池3本付●日本製（ムーブメント/中国製またはベトナム製）※生産国をお選びいただくことはできません。

エンペックス　お天気掛時計
I1077-03景品番号

●商品:約径42×4.5cm●材質:HIPS樹脂●内容:ステップ秒針●
機能:夜間秒針停止●電池:単3乾電池1本（お試し用）付●中国製

電波掛時計
P2065-71景品番号

●商品：幅約3cm・ウエスト約100cmまで使用可●材質：表/床革
（牛）、裏/合成皮革●内容：フィット式●色：黒●中国製

ウェザーコック　ベルト
F1069-05景品番号

●商品：約横幅26×高さ20×マチ11cm（約320g）●材質：本体/ポリエス
テル、付属部/合成皮革●内容：内部/オープンポケット×2、前面/オープン
ポケット×1、開閉部ベロ付マグネット式●色：ブラック●中国製

トートバッグ
F1027-01景品番号

●商品：約19×9.5×2cm●材質：表面/合成皮革（クロコ型押し）、中側/ポリエステル●内容：
札入2室・ファスナー式小銭入1室・カード入×8・ポケット×4、開閉部ファスナー式●中国製

長財布　ベージュ
A1046-01景品番号

●商品：約横幅35×高さ27.5×マチ11.5cm（約350g）●材質：本体/ポリエステル、付属部/合
成皮革●内容：内部/オープンポケット×2・ファスナーポケット×1、前面/オープンポケット×1、
背面/マグネット式ポケット×1、両サイド/オープンポケット各1、開閉部マグネット式●中国製

ジュンコ　コシノ　イコール　ビジネスバッグ　ブラウン
G1030-02景品番号

●商品：約9.5×8×3.5cm●材質：合成皮革●内容：札入・ホック式
小銭入各1室・カード入×2・ポケット×1、開閉部ホック式●中国製

ジュンコ　コシノ　イコール　三つ折財布　ネイビー
T1031-01景品番号

●商品：幅約3.5cm・ウエスト約110cmまで使用可●材質：表/
床革（牛）、裏/合成皮革●内容：フィット式●色：ブラック●中国
製

デービッド・ヒックス　メンズベルト
R1079-06景品番号

●商品：約19×9×4cm●材質：表面/合成皮革（型押し）、中側/合成皮革●内容：札入2室・ファス
ナー式小銭入（仕切り付）1室・カード入×20・ポケット×3、開閉部ホック式、チャーム付●中国製

ピンキーウォルマンスポーツ　長財布　ピンク
C1051-06景品番号

●商品：約横幅34（最小幅25）×高さ29×マチ13cm（約535g）●材質：合成皮革●内
容：前部・後部/マグネット式ポケット各1、開閉部マグネット式、パスケース付●中国製

レトロガール　トートバッグ　ワイン
I1031-01景品番号

●商品：ビジネスバッグ（約横幅43×高さ31.5×マチ10cm・770g）●材質：本体/ポリエステル、付属部/合成皮革・ポリエステル●内
容：内部/オープンポケット・テープ式ポケット各1、開閉部ファスナー式、着脱式ショルダーベルト●色：ネイビーブルー●中国製●
商品：財布（約11×9×2.5cm）●材質：牛革●内容：札入2室・ホック式小銭入1室・カード入×3・ポケット×3●色：ブラック●インド製

デービッド・ヒックス　ビジネスバッグ＆財布
H1048-01景品番号

●商品：金封ふくさ（約12×20cm）×2●材質：ポリエステル
100%●日本製

慶弔用　金封ふくさセット
F1017-01景品番号

●商品：約60×48cm●材質：表地/ポリエステル100%（東レ クール
モーションR素材使用）、裏地/ポリエステル100%●日本製【洗濯機可】

清涼枕カバー1枚　ブルー
F1116-02景品番号

●商品：枕（約50×35cm）・枕カバー（約52×37cm）各1●材質：枕/（側地）綿100%・（詰
めもの）ポリエステル100%、枕カバー /綿100%●日本製【洗濯機可（ネット使用）】

西川　肩口フィット枕B
G1134-01景品番号

●商品：約100×205cm●材質：表地/綿100%、裏地/ポリエステル80%・綿20%、
詰めもの/ポリエステル100%●内容：四方ゴムバンド付●中国製【手洗い可】

ティツィアナ・ガロ　さわやかガーゼ敷パット
G1139-03景品番号

●商品：枕（約63×43cm）・枕カバー（約65×45cm）各1●材質：枕/（側地）綿100%・（詰
めもの）ポリエステル100%、枕カバー /綿100%●日本製【洗濯機可（ネット使用）】

西川　肩口フィット枕C
T1122-01景品番号

●商品：約50×35cm●材質：側地/ポリエステル85%・ポリウレ
タン15%、中材/ポリエチレンビーズ・ウレタンシート●中国製

エンジェルピロー
T1123-04景品番号

●商品：枕・枕カバー（約50×30cm、高さ/低い方約7cm・高い方約
10cm）各1●材質：枕/（側地・中袋）ポリエステル100％・（中材）ウレタン
フォーム、枕カバー /ポリエステル100％●中国製

西川　ソフトタッチ低反発枕B
R1126-01景品番号

●商品：約55×38cm、高さ/低い方約7cm・高い方約10cm●材質：
側地・中袋/ポリエステル100%、中材/ウレタンフォーム●中国製

西川　ソフトタッチ低反発枕C
C1140-01景品番号

●商品：約100×200cm●材質：側地/ポリエステル100%、詰めもの
/ポリエステル100%●内容：四方ゴムバンド付●中国製【手洗い可】

ルナ・グレイス　敷パッド
C1147-02景品番号

●商品：約140×200cm●材質：ポリエステル100%●中国製【洗
濯機可（ネット使用）】

西川　ニューマイヤー毛布1枚　ブルー
C1145-04景品番号

●商品：枕（約50×30cm、高さ/低い方約7cm・高い方約10cm）×2●
材質：側地・中袋/ポリエステル100%、中材/ウレタンフォーム●中国製

西川　ソフトタッチ低反発枕2個セット
H1088-01景品番号

●商品：約140×190cm●材質：側地/綿100%、詰めもの（約
0.5kg）/ポリエステル100%●日本製【洗濯機可】

ガーゼ肌布団1枚　ブルー
H1091-05景品番号

●商品：入浴料30g×12包（カモミール・セージ・ローズマリー・ラベ
ンダー各3包）・入浴料ボトル500g×1（ペパーミント） ●日本製

アロマハーブ　香りの物語ギフト
景品番号

●商品：薬用入浴剤25g×24包（登別・草津・加賀・紀伊各6包） ●
日本製

薬用入浴剤　湯　24包
景品番号

●商品：薬用入浴剤25g×10包（ゆず4包・よもぎ・もも・ひのき各2包）・
花王バブ40g×5（ゆず×2・森・ラベンダー・ひのき各1） ●日本製

四季折々　薬用入浴剤セット
景品番号

●商品：約60×8.5×高さ8cm●材質：スチール（ユニクロメッキ・粉体塗装）・シリコーン●内
容：マグネット式、耐荷重約4kg（本体）・約250g（フック1つあたり）・フック×3付●中国製

マグネットバスルームラック　ホワイト
R1138-01景品番号

●商品：約26.5×10.3×高さ25cm●材質：スチール（ユニクロメッキ・
粉体塗装）・シリコーン●内容：マグネット式、耐荷重約5kg●中国製

マグネット風呂蓋スタンド　ホワイト
R1138-04景品番号

●商品:使用時/約39×25×高さ15cm、収納時/約25.5×19×4.5cm●内
容:耐荷重約2kg●材質:ポリプロピレン●中国製

キャプテンスタッグ　収納テーブル
A1093-04景品番号

●商品：約径12×高さ15cm・LED球●材質：ABS樹脂・AS樹脂
●電池：単3乾電池4本使用（別売）●中国製【電池別売】

LEDランタンA
A1094-01景品番号

●商品：フィールドカップ大（約径12.3×高さ6.3cm・700ml）・フィールドカップ小（約径11.5×高さ5.3cm・
500ml）・トレー（約径13×高さ1.5cm）・マグカップ（約口径7.2×高さ4.5cm・200ml）各1●材質：ステン
レス●日本製【ガス火可】※家庭用コンロの五徳にはのらない場合がありますのでサイズをご確認ください。

フィールドカップセット
A1092-01景品番号

M5210-04

M5210-07

M5091-04
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まだまだ選べる景品一覧
●商品:約径7.6×高さ12.8cm・300ml●材質:本体/ステンレス鋼（真
空断熱構造）、蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム●中国製

イミオ　ランチポット　ホワイト
A1193-03景品番号

●商品：約径13×高さ20cm・LED球●材質：ABS樹脂・AS樹脂
●電池：単3乾電池4本使用（別売）●中国製【電池別売】

●商品:約幅17×9.5×高さ6cm・最大容量約850ml・重量約
160g●材質:アルミニウム●中国製

LEDランタンB
G1094-01景品番号

メスティン
G1095-01景品番号

●商品:マグカップ（約口径7.4×高さ7.2cm・200ml）・ドリッパー（約9.4×9.4×高
さ5cm）各1●材質:18－8ステンレス●内容:ドリッパー・蓋兼用トレー付●日本製

メイド・イン・ツバメ　二重マグカップ＆ドリッパーセット
T1083-02景品番号

●商品:約径8.5×高さ19cm・LED球●材質:本体・リフレクター /ABS樹脂、ホヤ/ポリスチレン、取っ手
/鉄（クロムメッキ）●機能:明るさ2段階調節●電池:単2乾電池4本使用（別売）●中国製【電池別売】

キャプテンスタッグ　LEDランタン
T1087-04景品番号

●商品:アルミケース（約37×8×高さ16.2cm）・ピック（全長約34.5cm）・ターナー（全長約35cm）・炭用トング（全長約34cm）・
食材用トング（全長約31.5cm）各1・串（全長約33.6cm）×4●材質:ケース/アルミニウム・PVC、他/ステンレススチール●中国製

バーベキューツールセット
R1089-02景品番号

●商品：約径18×高さ48cm・7L●材質：ポリプロピレン・ポリエチレン・軟質ビニール樹
脂●内容：ホース約2m・シャワーヘッド全長約18.5cm・ショルダーベルト付●中国製

蓄圧式シャワー
R1093-02景品番号

●商品:約径19×高さ39cm・5L●材質: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●内容:ホース約1.5m・ノズル約6cm・パイプ約34cm●
中国製

蓄圧式噴霧器B
R1146-02景品番号

●商品：約横幅35×高さ30×マチ30cm・25L●材質：アルミニウム・EVA・ポリエチ
レン●内容：内部/メッシュテープ式ポケット×1、前面/ファスナーポケット×2、開閉
部ファスナー式・2Lペットボトル9本収納可、着脱式ショルダーベルト付●中国製

アルミクーラーバッグ
C1095-05景品番号

●商品：使用時/約210×160×高さ130cm、収納時/約12×12×63cm●材質：本体/ポリエステル・ポ
リエチレン、ポール/グラスファイバー●内容：2〜3人用、ポール・ペグ・収納袋付●中国製【組立式】

ビーチテント
C1099-03景品番号

●商品:全長約45.5cm・重量約580g●材質:SK－5刃物鋼・楕円
アルミパイプ・エラストマー樹脂●日本製

太枝切鋏
C2165-01景品番号

●商品：約径10×高さ18.5cm・750ml●材質：ステンレス（真空
二重構造）●内容：オリジナルレシピ付●タイ製

象印　ステンレスフードジャー　トマトレッド
I1109-01景品番号

●商品：約26×16×高さ26cm・3L●材質：ポリプロピレン・軟質ビニール樹脂・グラ
スファイバー●内容：ノズル約32〜93cm（3段階伸縮式）・延長ジョイントパイプ・
スポイト・肩掛けベルト付●電池：単1乾電池4本使用（別売）●中国製【電池別売】

電池式噴霧器　3L
I1100-02景品番号

●商品：全長約14cm●材質：全鋼（刃物鋼）・革●日本製
SYU　ミニ剪定鋏

I1101-01景品番号

●商品：ケトルクッカー（約14×12.3×高さ11cm・1.07L）・分割式ドリッパー（約径9.5×5cm）・二
重マグカップ（約口径7.5×高さ7.2cm・200ml）・二重マグカップ蓋兼用受皿（約径7.9×高さ0.3cm）・
スプーン・フォーク各1●材質：ケトルクッカー蓋・スプーン・フォーク/18−0ステンレス、ケトルクッ
カーツマミ/天然木、その他/18−8ステンレス●内容：収納袋付●収納袋/中国製、その他/日本製

メイド・イン・ツバメ　ケトルクッカー&ドリッパーセット
H1062-01景品番号

●商品:全長約125〜200cm・重量約760g●材質:高炭素刃物鋼・アルミ合金・
ナイロン（ガラス繊維入）●内容:3段階伸縮式・専用鋸刃・刃カバー付●日本製

アルス　伸縮高枝鋏
H2105-02景品番号

●商品：使用時/約15.5×15.5×高さ12.7cm、収納時/約8.2×6.8×高さ10.9cm●材質：アルミ
ニウム・ステンレス●内容：最大発熱量2.7kW（2300kcal/h）・鍋18cm（鍋底16cm以下）ま
で使用可・屋外専用・折りたたみ式・専用ハードケース付●日本製※カセットガスは別売です。

イワタニ　ジュニアコンパクトバーナー
P1081-03景品番号
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【生活雑貨&食品】

景品番号
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※景品発送の依頼主は「カタログ受付センター」と記されます。

景品番号

・ 申込書にご記入漏れ、記載不備がある場合、申込を無効とさせて頂
 く場合がありますのでご了承ください。

〈カタログ景品申込方法〉

お届け先記入欄

カタログ景品をお申込みされるお客様は、下記4項目を記入後ホールスタッフにお渡し下さい。

個人情報のお取り扱いに関して
景品のお申込みの際にご提供頂いた個人情報は
以下の目的に限り使用致します。
・景品の発送及び関連するアフターサービスの実施のため。
・当社サービスの維持・向上を目的として、サービスに関する
 検討・分析等を行うため。

お届け先欄に「お名前」「ご住所」「電話番号」を
ご記入ください。

1

景品記入欄
ご希望景品の「景品番号」「景品名」「数量」を
ご記入ください。

2

景品記入欄（お客様控え用）
ご希望景品の「景品番号」「景品名」「数量」を
ご記入ください。

4

お名前記入欄（お客様控え用）
お客様の「お名前」をご記入ください。

3

株式会社ダイナムは一般財団法人日本情報経済社
会推進協会より「プライバシーマーク」使用の許諾
業者として認定されております。「個人情報保護方
針」に基づいて、お客様の個人情報を厳重かつ安全
に取り扱い、個人情報保護に努めてまいります。

景品に関するお問い合わせは、
お申込みの店舗までご連絡下さい。

景品に関するお問い合わせは、
お申込みの店舗までご連絡下さい。

株式会社ダイナムは一般財団法人日本情報経済社会推進協会
より「プライバシーマーク」使用の許諾業者として認定されてお
ります。「個人情報保護方針」に基づいて、お客様の個人情報を
厳重かつ安全に取り扱い、個人情報保護に努めてまいります。

※本カタログ掲載景品は株式会社 ハーモニック取扱景品です。
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