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ロクシタン
ジルスチュアート

女の子が美しく輝く瞬間、大切な人と過ごす瞬間、そして人生に訪れる幸せなできごと。
JILL STUARTは、女の子の毎日を幸福で満たします。あなたがもっと美しくなれるお手
伝いができることを、心から願っています。

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロ
ヴァンス。1976年にその地で生まれたロクシタンは、厳選さ
れた植物素材を使用したフレグランス製品やスキンケア製
品などを通じて、プロヴァンスの生活を提案するライフスタイ
ルコスメティックブランドです。2019-001

リラックス ハンド
クリームセット
●容量：30g
●アロマティックホワイト
フローラルブーケの香り

2019-002
リラックス
ハンドクリーム
Rセット
●容量：30g
●チュベローズ
＆ローズの香り

2019-003
ハンドクリームデュオセット
◦容量：ローズベルベットハンド＆ネイルクリーム30ml、
チェリーブロッサム ソフトハンドクリーム30ml
◦本ページの掲載商品は、内容・パッケージ等が変更に
なる場合がございます。
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ジュリーク
1985年から約30年間、南オーストラリアにあるジュリークの
オーガニック自社農園で、育まれた植物を手摘みで収穫しま
した。化学薬品等は一切使用しない、自社農園からの植物
と世界中から厳選された自然由来成分を独自の配合製法
で魅力的にブレンド。自然の恵みと自然科学の融合で生ま
れたすこやかで美しい肌へのスキンケアブランドです。

2019-004
ローズ フレグランスオイル ロールオン
●容量（約）：10mL　●ローズの香り
※デザインが変更になる場合があります。

2019-005

●サイズ：ウォッシュタオル34×35cm×2 
●容量（約）：シャンプー60ml
●素材：タオル 綿100%

タオル＆シャンプーセット

ジョンマスターオーガニック

基準色

■ PANTONE 1545C

分解色（CMYK）

■ C55 M80 Y100 K35

john masters organics LOGO

「地球に敬意を払うラグジュアリーなビューティラインを」
というコンセプトのもとNYで生まれたジョンマスターオー
ガニック。現在は独自の厳しい開発基準のもと、人や地
球に優しいだけではなく、髪や肌への効果も追求した実
力派オーガニックアイテムを生み出し続けています。
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上品なヨーロピアンテイストで表現された女性らしさに満
ちたコレクションは「女性が美しくあるために」という共通
項のもと誕生しました。

トッカ

2019-006
フレグランススティック
●カラー：ピンク　●容量：100ml　●ローズの香り
※デザインは変更になる場合がございます。

"大人のデザート"をブランドコンセプトに、さまざまなライフ
スタイルに喜ばれるアイテムをファッションのスイーツとして
表現したルームウェアブランドgelato piqueのコスメシリー
ズ。

ジェラート ピケ
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2019-007 
ハンドソープ
●容量:236ml　
●グレープフルーツとキューカンバーのフレッシュで
クリーンな香り



1976年の創業当時から、日本におけるコスチュームジュ
エリーの普及、「大人のおしゃれ」を提案するパイオニアと
して時代をリードしているブランドです。

アビステ

2019-009
ポーチ付アロマシート
●サイズ（約）：ポーチφ10×高さ18cm、アロマシート10枚
●素材：アルガンオイル、温州みかんエキス、カンゾウ根エ
キス、カミツレ花エキス、藍エキス、アロエベラ果汁

2019-008
ブローチ
●サイズ（約）：2.8×3×厚さ1.6cm　
●素材：合金（カラー仕上げ）、クリスタルガラス

心も体も癒されたいと願うすべての人のために。DEICA
が独自にブレンドした美しい香りが生み出すハーモニー
を五感で感じてみてください。

デイカ
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2019-010
スーパーウォッシングフォームEXⅡ
●容量：90g

ドクターシーラボは皮膚の専門家が作ったスキンケアブラ
ンドです。肌が本来持っている美しくなろうとする力を高
め、1年後、5年後、10年後の輝く素肌をめざします。

ドクターシーラボ

2019-011
ネイルラッカー＆リムーバー
●容量：ネイルプリンセスルールズ！15ml、アセトンフ
リーポリッシュリムーバー30ml

OPIはプロのネイリストや、セレブに愛用されているネイル
のトップブランドです。プロフェッショナルネイルとして、世
界100ヵ国以上で販売されています。

オーピーアイ
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スカンジナビアモダンテイストをコンセプトにした、ライフス
タイル専門店。「使い込むほどに良さがわかる」本物の商
品を通して、暮らしの楽しみ方を発信し続けています。

イルムス

2019-013
シャワージェル
●容量：320ml

THANNは“自然と共生するモダンなライフスタイル”を提
案する、タイ生まれのナチュラルスキンケアブランドです。
厳選された植物エキスや精油が生かされた、個性的な
香りと使用感の良さが特徴です。

タン
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2019-012 
折財布
●サイズ（約）:9×10×厚さ2.5cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入6、ポケット2



2019-014
アロマティックマッサージオイル
●容量：100ml
●ラベンダー・ゼラニウム・マージョラムの香り

1981年ロンドン生まれのニールズヤード レメディーズ。良
質なオーガニック&ナチュラルスキンケアやアロマ・ハーブ
製品などをお届けしています。

ニールズヤード　レメディーズ ヴェレダ

2019-015
モイスチャークリーム
●容量：30ml　●メンズ向け
※デザインは変更になる場合がございます。

ヴェレダは１９２１年ルドルフ・シュタイナーたちによって、スイス
で誕生しました。現在では世界５０カ国以上の人 に々親しま
れています。
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2019-017
レディースベルト
●サイズ（約）：最大ウエスト87cm
●素材：合皮

誰かの好みで、選ばない。流行は、スパイスのひとつ。
自分のカラーをしってる。だから、人にもやさしくなれる。
自分スタイル。PRIVATELABEL。

東京生まれ。共立女子大学卒業後、フランスへ留学。
日本のブライダルファッション界の第一人者であり、草分
け的存在、桂由美。

桂　由美 プライベｰトレｰベル
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2019-016 
パーティーバッグ
●サイズ（約）:14.5×20×マチ6cm　
●素材:ポリエステル、合金　
●ハンドチェーン、ショルダーチェーン付　
●ポケット内1　●カラー:ブラック



ハリスツイード

●サイズ（約）：13×21cm
●素材：ウール、綿

ポーチ
2019-018

18世紀から変わらない古式製法を守り続けるハ
リスツイードは、スコットランド北西部のハリス＆ル
イス島で作られています。島民が手紡ぎした糸
を手織り織機で織り上げ、加工を一切施さない、
素朴であたたかみのある質感が魅力です。

「DESIGN YOUR LIFE STYLE」をテーマに、様 な々都市をリサーチ
(URBAN RESEARCH) し、カジュアルテイストをベースに世界中からデ
イリーウェアーやドレス、ライフスタイル雑貨までをセレクト。フレキシブルに
今の空気をモノやカルチャーに乗せて伝えるSPECIALITY SHOP。

2019-019
ファッショングラス
●サイズ（約）：ファッショングラス14.5×15×高さ
4.2cm  ●素材：プラスチック  ●可視光線透過率95
％、紫外線透過率1.0％以下

アーバンリサーチ
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オロビアンコ
「オロビアンコ」は“美しく、知的なファッション”を信念とし、
モノづくりの根底にある職人気質の“素材とディテール”に
こだわったイタリア発のブランドです。 

2019-020
ノートセット
●サイズ（約）：ノートブック17×11×厚さ0.5cm×3、
ブックバンド2.2×10.8cm
●素材：表紙特殊板紙、中紙筆記用紙

ラッシュ
心弾むバスライフとフレッシュな毎日をあなたに。ラッシュ
は、新鮮でオーガニックなフルーツや野菜、エッセンシャ
ルオイルをふんだんに使って手作りした、スキンケア・ヘア
ケア製品やバスアイテムをお届けしています。
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2019-021 
カラフルバスタイムセット
●容量:アボバス?約180g、みつばちB約200g、
トワイライトムーン約200g（バスボム/浴用化粧
品）、みつばちマーチ シャワージェル110g（シャ
ワージェル/ボディソープ）
※ 商品又はパッケージデザインが変更になる場合

がございます。



2019-023
REPLAYアンダーウェアブラック
●サイズ：Mサイズ
●素材：コットン93％、ポリウレタン7％
●海外ブランド品のため、通常より1サイズ大きめです。

リプレイアンダーウェア
1978年、クラウディオ・ブジオールがリプレイをスタート。リプレイ
はイタリアンデニムのリーディングブランドであり、ヨーロッパで
は絶大な人気を誇るブランド。トレンドを取り入れつつも、独創
性と本物志向を求めるファッションフリークから支持されている。

2019-027
ミネラルファンゴ フェイスウォッシュ
●容量：130g

DiNOMENはバイタリティーあふれる大人の男性の肌に、
凛 し々さと力強さを導く事を使命として生まれた、国産メ
ンズスキンケアブランドです。年齢を重ねても若 し々く、清
潔感ある肌を保ち、肌と心に自信が持てる「デキる男」へ
DiNOMENが導きます。

ディノメン
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プラウドメン
プラウドメンはできる男のビジネスツール。香りを身嗜みの
一部として考えるビジネスマンの為に作られました。ほの
かで爽やかな香りがビジネスシーンを演出します。

2019-024
グルーミングバーム
●容量：40g
●グルーミングシトラスの香り
●全身用クリーム

ブートブラックシルバーライン
「ブートブラックシルバーライン」は、創業９５年の歴史
のある靴クリームメーカー「コロンブス」が、“未来のシャ
イニスト”のために、クリームの伸び、拭き取りの軽さ
などの使いやすさと皮革への優しさを追求した基礎
シューケア用品です。

2019-025
シューズケアセット
●容量：シュークリーム ニュートラル55g、シュークリーム 
ブラック55g、ツーフェイスローション（クリーナー）100ml
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2019-157
サファリボールペン（ラミー）
●サイズ（約）:φ1×全長13.5cm　
●素材:樹脂、ステンレス

2019-026
ショルダーバッグ
●サイズ（約）：20×15×マチ6cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット内1

グローバル リーディングスポーツブランドとして長い歴史
を誇る「アディダス」。スリーストライプス（3本ライン）は誰も
が知るアディダスのトレードマーク。最新のテクノロジーと
高いデザイン性を併せ持つ信頼性の高い商品群はトップ
アスリート達をはじめ、世界中の人々から愛され続けてい
ます。

アディダス ラミー
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2019-028
メンズベルト
●サイズ（約）：最大ウエスト100cm　
●素材：合皮

カジュアルからエレガントまで、対応できるトータルブランド。
こだわりのイタリアン・デザインはおしゃれ心を持った幅広
い年齢層に支持されています。

ベネトン

2019-029
A5ノート＆プラスティック万年筆黒赤セット
●サイズ（約）：万年筆黒全長14.5cm、万年筆赤
14.5cm、A5ノート　●素材：ペレー樹脂、ノート・パ
ルプ紙　●カートリッジ式

「日本の文具を世界に発信する」 日本の老舗文具メー
カーの技術を結集し、デザインという付加価値を融
合させたブランド。 機能美に溢れたアイテムが揃う。 

クラフトデザインテクノロジー
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2019-030
ワインオープナー
●サイズ（約）：7.1×4.1×高さ17cm　
●素材：ステンレススチール、樹脂

ビクトリノックスは、スイスアーミーナイフで世界的なシェア
を持っています。単なる機能や利便性だけではなく、そ
のデザイン美も称賛されています。

ビクトリノックス

2019-031
ヴィノムシリーズ シャルドネ
●サイズ（約）：高さ19.8cm、容量350ml　
●素材：クリスタル

250年以上の歴史を誇るリーデルはグラスの形で香りや
味わいが変わることに着目し、様 な々個性に合ったグラス
を生み出しており、ワイン愛好家から絶大な信頼を寄せ
られています。

リーデル
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2019-032
ぐいのみ
●サイズ（約）：φ5.2×高さ3.6cm　
●素材：ステンレス、(内面)錫メッキ

「磨き屋シンジケート×YOSHIKAWA」シリーズは職人達
がその確かな技術を用い、細やかな心遣いと手間を惜
しみなく注いだプレミアムな逸品です。

磨き屋シンジケート

2019-033
タオルセット
●サイズ（約）：フェイスタオル34×75cm×2、
ウォッシュタオル34×35cm　
●素材：綿100％

長く付き合っても飽きのこないシンプルなデザインと素
材へのこだわりがベースのコムサデモード・ホーム。さり
気ないモード感と、より上質なリラックス感を大切にす
るブランドです。

コムサデモード・ホーム
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リチャードジノリ
1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレンツェに誕生
しました。磁器製造を夢見たカルロ・ジノリ侯爵が、窯を
創設したのが始まりです。以来３世紀にわたり、芸術を
愛するイタリアの伝統に育てられ、バラエティ豊かな美し
い陶磁器を創り出してきました。

2019-035
ディッシュ
●サイズ（約）：φ19×高さ3.5cm ●素材：磁器

2019-034
クイーンズプレーンフリーディッシュ
●サイズ（約）：15.5×26×高さ5cm　
●素材：硬質陶器

250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたク
オリティ、ブリティッシュエレガンスの漂う洗練を極めたデ
ザインは、特別の日を記念するアイテムとして最適です。

ウェッジウッド
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2019-036
大皿
●サイズ（約）：φ25×高さ4cm　
●素材：磁器

日本を代表するテーブルウェアブランド。やさしい乳白色
と強度に優れたボーンチャイナの量産化に日本ではじめ
て成功、世界市場でも高い評価を得ています。

ナルミ

2019-037
マリフルールプレート
●サイズ（約）：φ21cm　●素材：硬質陶器

創業から260余年、世界でも歴史ある陶磁器ブランドの
ひとつ。その斬新なデザインとすぐれた機能性で多くの
人 を々魅了しつづけています。

ビレロイ＆ボッホ
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2019-038
きいちごプチケーキ皿
●サイズ（約）：φ15cm　●素材：磁器

2019-039
ハーベストグレープ　マグカップ
●サイズ（約）：高さ9.5cm　●素材：磁器

1919（大正8）年の創業以来、“オークラチャイナ”の愛称と
ともに親しまれてまいりました。製品は日本国迎賓館など
でご使用頂き、高い評価を得ております。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を
集大成し有田の伝統様式を一歩前進させたとして評価
され、世に香蘭社調とも呼ばれ広く親しまれています。
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「たち吉」が提案する商品は、四季を暮らしに取り入
れ、伝統の技術や使い方の工夫を生かし現代生活
にマッチさせることを絶えず意識しています。

夫婦湯呑
2019-040

◦サイズ（約）：大φ7.5×高さ9.5cm、
小φ7×高さ9cm
◦素材：陶器

ノリタケでは永年に渡り培われた技術と伝
統に新しさを融合し、各種テーブルウェア、
インテリア商品をお届けし、心豊かなライフ
スタイルを提案して参ります。

スクエアプレート
2019-041

◦サイズ（約）：23×23×高さ3cm
◦素材：磁器

ノリタケ
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●サイズ（約）：9.5×12×厚さ2.5cm
●素材：ポリエステル、合皮　●札入2、小銭入1、カード入3

折財布（プライベートレーベル）2019-045
●サイズ（約）：2.3cm、腕周り～16cm
●素材：合皮、合金　●日常生活防水

レディースウォッチ（レキシー）2019-044

●サイズ（約）：11×6.8×厚さ0.5cm
●素材：合皮　●パス入2

パスケース（キャティフェラーリ）2019-900
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2019-042  ペンケース（イルムス）
●サイズ（約）:9×24×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合成皮革　●カラー:ライトブルー



●サイズ（約）：全長43×トップ1.8cm
●素材：真鍮、ジルコニア

●サイズ（約）：全長45×トップ1cm
●素材：真鍮

●サイズ（約）:親骨86cm
●素材：ポリエステル

ペンダント（ファルチニューヨーク）

ペンダント（ミチコロンドン） 長傘（ダンケ）2019-049

2019-047

2019-861

2019-046
●サイズ（約）：22.5×33.5×マチ9.5cm
●素材：綿、ポリエステル　●ポケット内2

トートバッグ（ヴィヴィフルール・コレクション）
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2019-048  まつ毛カーラー
●サイズ（約）:φ1.8×13.4cm　
●素材:樹脂　●電池式

2019-050  ポーチ（プライベートレーベル）
●サイズ（約）:17×11×マチ6cm　
●素材:ポリエステル（ジャガード織）　●カラー：ピンク



●サイズ（約）：7.5×4×厚さ0.4cm
●素材：合金、スワロフスキーエレメンツ

●サイズ（約）：8.5×3.5×厚さ2cm
●素材：合金

キーリング（トロイカ）バッグハンガー（トロイカ）2019-053 2019-054
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2019-052  折財布（ヴィヴィフルール･コレクション）
●サイズ（約）:10×11×厚さ2cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー：ピンク

2019-056  トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:15×29×マチ6cm　
●素材:綿、ポリエステル　●ポケット内1　●カラー：ブルー

2019-057  レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:2.4×1.5cm、腕周り～17cm　
●素材:亜鉛合金、合成皮革　●日常生活防水

2019-055  ネックレス
●サイズ（約）:全長44cm　●素材:真鍮、ロジウムメッキ、
ガラスパール、ビーズ



●サイズ（約）：最大ウエスト90cm
●素材：ゴム

●サイズ（約）：12×18cm
●素材：ポリエステル　●カラー：ゴールド

●サイズ（約）：11.5×18×マチ9cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：3.5×2.4cm
●素材：真鍮

ゴムベルト

ポーチ（近沢レース店）

ポーチ（クレアトラベラー）

ピアス（ミチコロンドン）2019-061 2019-063

2019-058 2019-059
●サイズ（約）：37.5×高さ12cm
●素材：綿、天然木

花柄リボンハンガー6本セット2019-060
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2019-062  コットンパールピアス
●サイズ（約）:φ0.6×3cm　●素材:コットンパール、真鍮金メッキ、
チタン製ポスト　●手作り感のあるコットンパールを使用
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2019-064  フォーマルバッグ（ユミカツラ）
●サイズ（約）：14.5×20×マチ6cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット内1

2019-066  パールネックレス
●サイズ（約）:全長85cm（アジャスター5cm含む）　
●素材:プラスチックパール

2019-067  UV手袋（シビラ）
●サイズ（約）:全長23cm　●素材:綿
●カラー:ブラック

2019-862  小銭入れ（ヴィオール）
●サイズ（約）:7×9.9×厚さ1.8cm　●素材:合皮
●ポケット内2外1　●カラー：ホワイト



●サイズ（約）：30×42×マチ12.5cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内3外2
トートバッグ

●サイズ（約）：30×42×マチ12.5cm　●素材：ポリエス
テル、合皮　●ポケット内3外2　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：2.6×2.8cm、腕周り～17cm　
●素材：合金、合皮

トートバッグ

レディースウォッチ（スクリプト）2019-073

2019-069
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2019-068  レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ1.9cm、腕周り～19cm　
●素材:亜鉛合金、ステンレス　●日常生活防水

2019-070  グローブホルダー
●サイズ（約）:5.5×3cm、チェーン20cm　
●素材:錫合金、ニッケルメッキ　●カラー:シルバー

2019-071  ボリードバッグ（エクセレントエヌ）
●サイズ（約）:26×40×マチ14cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●カラー:ブラック

2019-072  貝パールネックレス（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長42cm、パールφ6mm　
●素材:貝パール、真鍮、ロジウムメッキ　●カラー:グレー



●サイズ（約）：全長7×トップφ1.5cm　
●素材：ジルコニア、真鍮

●サイズ（約）：全長45×トップ4.1×0.7cm　●素材：真
鍮、スワロフスキークリスタルガラス、人工パール

ピアス（ミチコ ロンドン） ペンダント（リョウコキクチ）

2019-078

2019-074 2019-076

●サイズ（約）：73×3cm、最大ウエスト90cm　
●素材：ゴム　●カラー：ラメブラック

レディースゴムベルト

●サイズ（約）：23.5×27.5×マチ8cm　●素材：合皮　
●ポケット外1　●カラー:アイボリー

手提げバッグ（キャティフェラーリ）2019-075
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2019-077  フォーマルバッグ
●サイズ（約）:15×24×マチ4.5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2　●カラー:ブラック

2019-079  レディースウォッチ（スクリプト）
●サイズ（約）:φ2.6cm、腕周り～16cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●日常生活防水



●サイズ（約）：全長43×トップ1×2.1cm　
●素材：真鍮、カットガラス

●サイズ（約）：親骨50cm　
●素材：ポリエステル、樹脂

ペンダント（ミチコロンドン）

UVカット晴雨兼用傘

2019-083 2019-864

2019-081

●サイズ（約）：9.5×19×厚さ3cm　●素材：合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー：ブラック

長財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）：12×18cm　●素材：ポリエステル　
●カラー：シルバー

ミニポーチ（近沢レース店）2019-085
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2019-080  ライン2WAYバッグ
●サイズ（約）:20.5×17.5×マチ10cm　●素材:ポリエステル
●ポケット内2外1　●ショルダーと手提げの2WAY　●カラー:ブラック

2019-863  バッグハンガー
●サイズ（約）:5.6×6.8×厚さ1.3cm　
●素材:合金　●耐荷重：3kg



●サイズ（約）：3×2.5cm、
腕周り～18cm　
●素材：合金、合皮
●日常生活防水

●サイズ（約）：13.5×21.5×マチ3.5cm　
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内1　
●カラー:パープル

レディースウォッチ
（チェイスタイム）

トートバッグ（デービットヒックス）

2019-088

2019-086

●サイズ（約）：31×42×マチ10.5cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内4　
●カラー:ブラック

ショルダーバッグ2019-089
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2019-087   
パスケース（ヴィオール）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　
●素材:合成皮革
●カード入2、パス入1、
ポケット内1外1
●カラー:ブラック



●サイズ（約）：7.5×11×厚さ2cm　●素材：牛革 ●サイズ（約）：0.7×0.7cm　
●素材：スワロフスキークリスタルガラス

●サイズ（約）：全長40×トップ1.2×1.4cm　
●素材：ジルコニア

●サイズ（約）：11.5×18×マチ9cm　
●素材：ポリエステル

名刺入れ（シンプルライフ） ピアス（ファルチニューヨーク）ペンダント（ファルチニューヨーク）

ポーチ（クレアトラベラー）2019-094 2019-095

2019-090 2019-091 2019-092

●サイズ（約）：φ3cm、腕周り～18cm　
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

レディースウォッチ（チェイスタイム）
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2019-093  ペンダント
●サイズ（約）:全長40×トップ1.6×0.8cm　●素材:真鍮
（錫合金メッキ）、キュービックジルコニア　●カラー:シルバー



●サイズ（約）：9.5×12.5×厚さ2cm　●素材：（表面）牛
床革、（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入4

●サイズ（約）：7.5×1.9×厚み0.9cm　
●素材：合皮

●サイズ（約）：全長42×トップ1.4×0.8cm　
●素材：真鍮、カットガラス

●サイズ（約）：最大ウエスト100cm　
●素材：合皮

キーリング（トロイカ）

オーストリッチ調財布（カンサイセレクション）

パールネックレス（ファルチニューヨーク）

レディースベルト（セ・ルーアン）2019-099 2019-100 2019-101

2019-097 2019-098

●サイズ（約）：9×18×マチ5.7cm
●素材：ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:ブラウン

ポーチ（ハナエモリ）
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2019-096  リュック（エクセレントエヌ）
●サイズ（約）:28×21×マチ12cm　
●素材:高級発泡ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラック



●素材：シルバー
リング9号（ファルチニューヨーク）2019-051

●サイズ（約）：φ2.3cm腕周り～19cm　
●素材：ステンレス　●日常生活防水

●サイズ（約）：全長45×トップ1×0.8cm　
●素材：真鍮

レディースウォッチ（レキシー） パールネックレス（ユキコハナイ）

2019-106

2019-102 2019-103

●サイズ（約）：7.5×11.5×厚さ2cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内2

カードケース（セ・ルーアン）
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2019-104  ハンド&スタンドミラー
●サイズ（約）:23.5×16.3×厚さ1.3cm　
●素材:ミラー、スチール、アルミニウム　●カラー:シルバー

2019-107  晴雨兼用傘（トジュールアンサンブル）
●サイズ（約）:親骨47cm　
●素材:ポリエステル、スチール、樹脂　●晴雨兼用



●サイズ（約）：33×28×マチ7cm　
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：全長14cm　
●素材：樹脂　●電池式

トートバッグ（フォション）

まつ毛カーラー2019-111

2019-108
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2019-109  ホック式折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9×10×厚さ2cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入6、ポケット2　●カラー:イエロー

2019-110  ロールオンパフュームオイル（モア）
●容量:15ml　●ライチフラワーの香り
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●サイズ（約）：大16×23cm、ポーチ11×15cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：14.5×22×厚さ0.5cm　
●素材：合皮、ポリエステル

●サイズ（約）：全長43×トップ0.7×1.2cm
●素材：合金　●カラー:ゴールド

ポーチセット（ロベルタディカメリーノ） ガジェットケース（トライストラムス）ペンダント（ミチコロンドン）

2019-123

2019-119 2019-120 2019-121

●サイズ（約）：7×3.4cm　●素材：合金
スワロフスキーキーリング（トロイカ）
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2019-122  リング時計
●サイズ（約）:2.5×2.3×厚さ2.6cm　
●素材:シリコン、ABS　●指輪タイプの時計

2019-124  トラベルハンガーバッグ
●サイズ（約）:23×14×マチ18cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:黄緑　●ポーチ内にフック付



●サイズ（約）：11.5×4×高さ4.5cm　
●素材：樹脂　●電池式　●やすり5種付

●サイズ（約）：17.5×22×マチ8cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット2

●サイズ（約）：17.8×10×マチ1cm　
●素材：ナイロン、ウレタン

ネイルケアセット

トートバッグ（ロベルタディカメリーノ） ポーチ（トライストラムス）2019-128 2019-129 2019-130

2019-125

●サイズ（約）：8.5×3.5cm　●素材：合金
バッグハンガー（トロイカ）
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2019-126  ハートペンダント（ケーティーピー）
●サイズ（約）:全長47×トップ4×3cm　
●素材:錫合金、クリスタルガラス

2019-127  トートバッグ（ビューティーバー）
●サイズ（約）:16×25×マチ8cm　●素材:綿（ビニール
コーティング）　●ポケット内2　●カラー:ブルー



●サイズ（約）：φ2.3cm、腕周り～17.5cm　
●素材：合皮、合金　●日常生活防水

レディースウォッチ（チェイスタイム）2019-134

●サイズ（約）：62×全長180cm　●素材：アクリル
ストールポンチョ2019-132
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2019-131  コットンパールペンダント
●サイズ（約）:全長40×トップφ1cm　●素材:コットンパール、
真鍮メッキ　●手作り感のあるコットンパール使用

2019-133  ペイズリー柄ストール
●サイズ（約）:200×33cm　●カラー:ブラック
●素材:ナイロン、ポリエステル　●ラメ加工　



●サイズ（約）：全長40×トップ2.5cm　
●素材：真鍮、ジルコニア

●サイズ（約）：13.5×21.5×マチ3.5cm　
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

●サイズ（約）：φ2.4cm、腕周り～16.5cm　
●素材：合金、合皮　●5気圧防水

ペンダント（ミチコロンドン）

ミニバッグ（デービットヒックス）

レディースウォッチ（ジェイアクシス）

2019-138

2019-135 2019-136
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2019-137  ライン2WAYバッグ
●サイズ（約）:20.5×17.5×マチ10cm　●素材:ポリエステル
●ポケット内2外1　●ショルダーと手提げの2WAY　●カラー:ブラウン

2019-139  ボストンバッグ
●サイズ（約）:20×30×マチ17.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット外1

2019-140  ペンケース（イルムス）
●サイズ（約）:9×24×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合成皮革　●カラー:アイボリー



●サイズ（約）：最大ウエスト90cm　
●素材：ゴム　●カラー：ベージュ

●サイズ（約）：10×11×厚さ2cm　
●素材：合皮　●札入1、カード入3、小銭入1

ゴムベルト

折財布（ヴィヴィフルール・コレクション）2019-144 2019-145

2019-141

●サイズ（約）：φ3cm、腕周り～16.5cm
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

ドレスウォッチ（オペル）

●サイズ（約）：全長42×トップ0.9cm　
●素材：合金　●カラー:ゴールド

ペンダント（ファルチニューヨーク）2019-142 2019-143
●サイズ（約）：27×37×マチ14cm　
●素材：綿　●ポケット内1

トートバッグ（ベルーガ）
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2019-146  手提げバッグ（ジュンココシノ イコール）
●サイズ（約）:20×27×マチ7.5cm　●素材:ポリエステル、
合成皮革　●ポケット内3外1　●カラー:ブラウン



●サイズ（約）：大16×23cm、小11×15cm　
●素材：ポリエステル

ポーチセット（ロベルタディカメリーノ）2019-152
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2019-147  巾着ショルダーバッグ（ハイロック）
●サイズ（約）:バッグ26×20×マチ13cm
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ミニ財布付

2019-148  パスケース（イルムス）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:合成皮革
●パス入1、カード入2、ポケット内1外1　●カラー:ブラウン

2019-149  晴雨兼用折傘（トジュールアンサンブル）
●サイズ（約）:親骨50cm、折りたたみ時23cm　
●素材:ポリエステル、アルミニウム、樹脂　●カラー:ブラック

2019-150  レディースウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:2.4×1.5cm、腕周り～17cm　
●素材:亜鉛合金、合成皮革　●日常生活防水

2019-151  イヤリング
●サイズ（約）:1.8×2.8cm　●素材:人工パール、真鍮　
●カラー:ブラウン



●サイズ（約）：最大ウエスト109cm　●素材：（表）牛革、
（裏）合皮　●サイズ調整可　●カラー：ブラック

●サイズ（約）：19×29.5×高さ49.5cm　重量1.2kg　
●素材：ポリエステル　●ポケット外1　●二輪

●サイズ（約）：29×40×マチ8cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット内3外1

メンズベルト

折りたたみ式キャリーバッグビジネスバッグ 2019-1562019-155

2019-154
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2019-153  靴みがきセット
●サイズ（約）:ケースφ7.5×高さ13.2cm　
●素材:合皮　●セット内容:クリーム、ブラシ、布、靴べら



●サイズ（約）：7.5×10.8×厚さ1.5cm　
●素材：牛床革　●パス入2、ポケット4

●サイズ（約）：φ3.6cm、腕周り～19cm　
●素材：合金、合皮　●5気圧防水

●サイズ（約）：9.5×11×厚さ1.5cm　●素材：（表面）牛床革、
（中側）合皮、ナイロン　●札入2、小銭入1、カード入3

メンズウォッチ（ジェイアクシス）

パスケース（カンサイセレクション）

折財布（リンクス）

2019-160 2019-161

2019-158 2019-159

●サイズ（約）：親骨68.5cm　
●素材：ポリエステル、グラスファイバー　●カラー:ブラック

ジャンプ長傘
●サイズ（約）：6.5×9.8×厚さ1.3cm　
●素材：牛革、レーヨン　●仕切りポケット1

コインケース2019-162
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2019-865  ボールペン（セーラー万年筆）
●サイズ（約）:φ1.55×全長13.4cm　●素材:樹脂



●サイズ（約）：4.5×18.5×厚さ1.5cm　
●カラー:ブラック

●サイズ（約）：全長14.5cm　●素材：樹脂
●3色フリクション　●A5ノートパッド付

牛革ペンケース

ボールペン（クラフトデザインテクノロジー）2019-167 2019-168

2019-164

●サイズ（約）：7.5×8×厚さ2.3cm　
●素材：牛革　●カラー:ブラック

コインケース（ユーピーレノマ）
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2019-163  カーボン定規15cm
●サイズ（約）:全長18cm　●素材:カーボンクロス　
●カラー:ブラック

2019-165  ポーチ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:10×20×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

2019-166  メンズウォッチ（リンクス）
●サイズ（約）:φ3.2cm、腕周り～21cm　●素材:合金、
合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラック×ホワイト



●サイズ（約）：17.8×10×厚さ1cm　
●素材：ナイロン・ウレタン

●サイズ（約）：7.5×11×厚さ1cm　●カード入2

ポーチ（トライストラムス） 牛革名刺入れ2019-172 2019-173 2019-174
●サイズ（約）：φ4.6cm、腕周り～21cm　
●素材：合金、ステンレス　●5気圧防水

メンズウォッチ（ジェイアクシス）
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2019-169  タイピン
●サイズ（約）:全長5.2cm　
●素材:真鍮、代用ロジウムメッキ

2019-170  ボストンバッグ（エマージョン）
●サイズ（約）:25×43.5×マチ25cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外1　●カラー:グレー

2019-171  メンズケアセット
●素材:ステンレス　●セット内容:爪切り、はさみ、爪ヤスリ、
耳かき、キューティクルトリマー



●サイズ（約）：φ3cm　腕周り～19cm　
●素材：合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：9.5×13×厚さ2cm　●素材：合皮　
●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー:ライトブラウン

●サイズ（約）：31.5×46×マチ27cm　●素材：ポリエステル、
合皮　●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

メンズウォッチ（オペル）

折財布ボストンバッグ 2019-1782019-177

2019-175

3000_オールマイティ 45

2019-176  キーケース
●サイズ（約）:5.5×10×厚さ1cm　●素材:牛革、裏合皮、
メッキ金具　●キーフック5、ポケット2　●カラー:ワイン



●サイズ（約）：3.7×3.5cm、腕周り～20cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：7.5×11.5×厚さ2cm
●カラー：ダークブラウン

●サイズ（約）：親骨55cm、折りたたみ時36cm　
●素材：ナイロン

●サイズ（約）：7.5×8×厚さ2.3cm
●カラー：グリーン

メンズウォッチ（チェイスタイム）

牛革コインケース（シンプルライフ）

折りたたみ傘

牛革コインケース（ユーピーレノマ）2019-182 2019-184

2019-179 2019-180
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2019-181  タイピン
●サイズ（約）:全長5.2cm　
●素材:真鍮、代用ロジウムメッキ

2019-183  PC対応ビジネスバッグ
●サイズ（約）:27×34×マチ7cm　
●素材:ポリエステル、ポリエチレン　●ポケット外2



●サイズ（約）：最大ウエスト98cm
●素材：合皮　●カラー：ブラウン

メンズベルト2019-190

●サイズ（約）：7.5×10.5×厚さ1cm　●ポケット4
●素材：牛革　●カラー:ワイン

牛革パスケース2019-186

●サイズ（約）：8×11.5×厚さ1cm　
●ポケット2　●素材：合皮　●カラー:ブラック×グリーン

パスケース2019-188
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2019-185  16本骨長傘（エグレマ）
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステル、スチール、
樹脂　●手開き式　●カラー:ブラック

2019-187  靴みがきセット（ライカ）
●素材:木、ブタ毛、ロウ、油脂、有機溶剤、ネル　
●セット内容:保護艶出しクリーム（黒）、ブラシ、テレンプ

2019-189    メンズウォッチ（スクリプト）
●サイズ（約）:φ3.2cm、腕周り～17.5cm　●素材:アロイ、
合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラウン×ゴールド



●サイズ（約）：φ3cm、腕周り～19cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：6.5×11×厚さ1.5cm　
●素材：牛床革、合皮　●キーフック4

●サイズ（約）：9×19×厚さ2.5cm　●素材：合皮　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:ブラック

メンズウォッチ（クワトロ） キーケース（アッシュエル）

長財布2019-195 2019-196

2019-191 2019-193

●サイズ（約）：0.5×6cm　●素材：真鍮
タイピン
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2019-194  しおりペンケース（革工房いんのしま）
●サイズ（約）:16×4.5×厚さ0.3cm　
●素材:牛革　●カラー:ブラウン

2019-192  ショルダーバッグ
●サイズ（約）:20×27×マチ7.5cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内2外4　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：最大ウエスト113cm　
●素材：（表）牛革、（裏）合皮　●サイズ調整可　●カラー：ブラウン

メンズベルト2019-197

2019-202
2019-203
●サイズ：M 身丈68×肩幅44cm、L 身丈71×肩幅46cm
●素材：ポリエステル　●カラー:ブラック

ポロシャツM（マキシマム）
ポロシャツL（マキシマム）
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2019-198  ボストンバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:21×33×マチ15cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1外1　●カラー:ネイビー

2019-199  コンフォートサンダル25㎝ 
2019-200  コンフォートサンダル26㎝ 
2019-201  コンフォートサンダル27㎝
●素材:合成皮革、樹脂　●カラー:マルチブラウン



●サイズ（約）：親骨55cm、折りたたみ時38cm　
●素材：樹脂　●カラー:ベージュ

●サイズ（約）：7.5×11.5×厚さ2cm　
●素材：牛革

折りたたみ傘

牛革コインケース（シンプルライフ）2019-207 2019-208

2019-204

●サイズ（約）：全長50×トップ2.4×1.7cm　
●素材：合金、真鍮、銀いぶしメッキ

ペンダント
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2019-205  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～19.5cm　●素材:アロイ、
ステンレス　●日常生活防水　●カラー:シルバー×ブラック

2019-206  モバイル保護ケース
●サイズ（約）:22.5×27.5×マチ3cm　●素材:合皮、ポリエチレン　
●内部に衝撃吸収材入り　●8インチまでのタブレット収納可

2019-209  牛革小銭入
●サイズ（約）:7.8×8×厚さ1cm　
●素材:牛革　●ポケット1　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：全長20.5cm　
●素材：ステンレス・牛革・マグネット

●サイズ（約）：31×33.5×マチ13cm　●素材：ポリエステル、
合皮　●ポケット内2外2　●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：8×11.5×厚さ1.3cm　
●ポケット内2　●カラー:ブラック

ブレスレット（デービットヒックス）

トートバッグ（マサキマツシマ）

牛革パスケース

2019-213

2019-210 2019-211
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2019-212  フックウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ4cm　●素材:アロイ、ナイロン
●カラー:ブラック

2019-214  ファッショングラス（エマージョン）
●サイズ（約）:14×高さ4cm　●素材:樹脂　
●UV加工あり

2019-215  エレキギターブローチ&タイバー
●サイズ（約）:全長4cm　●素材:メタル
●カラー:ゴールド



●サイズ（約）：9×12×厚さ2.5cm　
●素材：合皮　●札入2、小銭入1、カード入7

●サイズ（約）：7.5×1.9×厚さ0.9cm　
●素材：スプリットレザー

二つ折財布 キーリング（トロイカ）

2019-220

2019-216 2019-217

●サイズ（約）：親骨60cm　●素材：ポリエステル
●カラー:ネイビーブルー

ジャンプ長傘
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2019-218  デジタルウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:φ4.5cm、腕周り～21.5cm　●素材:樹脂、
ポリウレタン　●5気圧防水　●カラー:ブラック

2019-219  ペンダント
●サイズ（約）:全長57×トップ3×1cm　
●素材:シルバー925（ロジウムメッキ）、錫合金、合皮

2019-221  クロコ型パスケース
●サイズ（約）:7.7×11.3×厚さ1cm　●カラー:ブラウン
●素材:牛革、合皮　●パス入1、カード入2、ポケット1



●サイズ（約）：16×23.2×厚さ1.4cm
●素材：綿　●ポケット外1

●サイズ（約）：M 着丈71cm、肩幅51cm　L 着丈
75cm、肩幅54cm　●素材：綿、ポリエステル

A5ノートカバー（ジュビリー・ジージー）

長袖ポロシャツL（プリントスター）
長袖ポロシャツM（プリントスター）

2019-227
2019-226

2019-224
●素材：合成皮革、樹脂　●カラー:トリコロール

コンフォートサンダル27cm
コンフォートサンダル26cm

2019-223
2019-222
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2019-225  リュック
●サイズ（約）:38×29×マチ10cm　●素材:ポリエステル
●ポケット内2外5　●カラー:レッド



●サイズ（約）：11.4×6.8×マチ2cm　
●素材：ナイロン　●カラー:ブルー

●サイズ（約）：φ4.3cm、腕周り～20.5cm　
●素材：樹脂、ポリウレタン　●5気圧防水

パスケース（トライストラムス） 多機能メンズウォッチ（サイビート）2019-228 2019-229

●サイズ（約）：親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材：ポリエステル

折りたたみ傘（アクアストップ）2019-232
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2019-230  電卓付長時間タイマー（ドリテック）
●サイズ（約）:11.8×4.2×厚さ1.1cm　●素材:樹脂
●99時間99分99秒まで可

2019-233  ポーチ（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:12×19.5×マチ5cm　
●素材:綿　●カラー:バイオレット

2019-231  A4ファイル5冊セット
●素材:合皮　●34ポケット　
●色はアソートとなります



●サイズ（約）：17.8×10×厚さ1cm　
●素材：ナイロン、ウレタン

●サイズ（約）：14.5×高さ4.2cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：7.5×1.9×厚さ0.9cm
●素材：合皮、スプリットレザー

ポーチ（トライストラムス）

メンズファッショングラス（エフアール837）

キーリング（トロイカ）2019-237 2019-239

2019-235
●サイズ（約）：φ3.4cm、腕周り～19cm　
●素材：合金、ステンレス　●5気圧防水

メンズウォッチ（ジェイアクシス）2019-236
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2019-234  牛革小銭入
●サイズ（約）:7.8×8×厚さ1cm　
●素材:牛革　●ポケット1　●カラー:ワイン

2019-238  パスケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:合成皮革
●パス入1、カード入2、ポケット1　●カラー:イエロー



●サイズ（約）：23×29×マチ5cm　
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：21×19.5×マチ6cm　
●素材：合皮　●ポケット内1、外1　●カラー:ブルー

ショルダーバッグ（ジップイット）

ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）2019-246

2019-240

2019-244
2019-245
●サイズ（約）：M 身丈68cm、肩幅44cm　
L 身丈71cm、肩幅46cm　●素材：ポリエステル

ポロシャツM（マキシマム）
ポロシャツL（マキシマム）

●サイズ（約）：27×35.5×マチ10cm　
●素材：ポリエステル、樹脂

トートバッグ（エフアール837）2019-243
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2019-241  カードケース
●サイズ（約）:7.3×13×厚さ1cm　●素材:牛革
●カラー:ブラウン　●カード入8

2019-242  16本骨長傘（エグレマ）
●サイズ（約）:親骨55cm　
●素材:ポリエステル、スチール、樹脂　●カラー:エンジ



●サイズ（約）：23×30×高さ53.5cm　
●素材：合板　●組立式

●サイズ（約）：φ26×厚さ4cm　●素材：樹脂　
●スイープ運針

●サイズ（約）：φ8.5×高さ7cm　
●素材：クリスタリン

2段ラック

掛時計スライスシリーズ キャンドルホルダー（ナハトマン） 2019-2502019-249

2019-247
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2019-248  フォトフレーム
●サイズ（約）:21×24×厚さ3.5cm　●素材:樹脂、アルミ　
●フォトサイズ:2L判、85×85mm、75×75mm



●サイズ（約）：8.5×8×高さ10.5cm　
●au、FOMA、SoftBank 3G対応

●サイズ（約）：11.7×20.5×高さ29cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ20×高さ57cm　
●素材：スチール　●7～9本収納可

メガネコレクションケース

USBハブ付携帯電話充電スタンド

傘立て

2019-254

2019-252 2019-253
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2019-251  キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）：キャンドルφ6.2×高さ8.8cm、シェードφ
7.5×高さ4.2cm　●素材：パラフィン、ガラス

2019-255  ペダルペール
●サイズ（約）:26×21×高さ27.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂

2019-256    ソムリエナイフ&ボトルストッパー
●全長サイズ（約）:折りたたみ時ナイフ11.8cm、
ストッパー8cm　●素材:ステンレス



●サイズ（約）：11.3×9.5×厚さ4.5cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ15×高さ50.5cm　
●素材：樹脂　●電池式

デジタル時計（アデッソ）

USBケーブル付LED電気スタンド2019-262

2019-259
●サイズ（約）：40×84.5×高さ98.5～170cm　
●耐荷重10kg　●組立式

キャスター付スチールハンガー2019-258
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2019-257  拡大鏡付スタンドミラー
●サイズ（約）:18.5×17×高さ17.5cm　
●素材:スチール

2019-260  スライド式シューズラック
●サイズ（約）:12×34～60×高さ10cm　
●素材:スチール　●耐荷重約3㎏　●組立式

2019-261  ディスプレイラック
●サイズ（約）:26.5×14×高さ30cm　●素材:スチール
●耐荷重約1kg/棚　●組立式



●サイズ（約）：31×24×高さ48cm　
●素材：スチール

●サイズ（約）：20×26.5×高さ最大15.5cm　
●素材：樹脂　●USBファン付

ゴミ袋スタンド

パソコンスタンド2019-266 2019-267

2019-263

●サイズ（約）：8.5×14×高さ11cm　
●素材：ポリエステル、合皮

リモコンラック
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2019-264  3段ラック
●サイズ（約）:28.5×60×高さ54cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

2019-265  ガラス砂時計3分･4分･5分計
●サイズ（約）:3.5×16.5×高さ10.5cm　

2019-268  ペアラーメンボウル
●サイズ（約）:φ15.5×高さ8.1cm　
●素材:磁器　●レンゲ付



●サイズ（約）：45×45×厚さ12cm　
●素材：ナイロン、発泡ポリスチレン

●サイズ（約）：11.7×20.5×高さ29cm　
●素材：樹脂

ビーズクッション（モグ）

メガネコレクションケース2019-271

2019-270

3000_オールマイティ 61

2019-269  コンパクトLEDライト
●サイズ（約）:折りたたみ時13×7×高さ4.5cm　
●素材:樹脂　●USBケーブル×1付

2019-272  ペアグラス
●サイズ（約）:φ6.5×高さ13cm　●素材:ガラス



●容量：ソープ100g、ボディバター200ml
●コットン巾着付　●ハニーマニアのほんのり甘い香り

●サイズ（約）：35×26×高さ18.5cm　
●素材：樹脂、スチール

●サイズ（約）：φ9×高さ15.5cm　
●素材：ガラス、パラフィン

ハニーマニア　ボディケアセット A4書類ケース

ローズ＆キャンドル（トゥレジュール）2019-278

2019-866 2019-275
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2019-274  フォトフレーム（アンブラ）
●サイズ（約）:29.5×29.5×厚さ2.7cm　
●素材:樹脂、ガラス

2019-276  目覚まし時計（マグ）
●サイズ（約）:17×11.6×厚さ7.2cm　
●素材:樹脂　●スヌーズ･ライト付

2019-867  フォトフレーム
●サイズ（約）:16.5×13×厚さ4.5cm　●素材:樹脂



●サイズ（約）：31.5×19cm　
●素材：スチール

●サイズ（約）：14×28×高さ9cm　
●素材：合成木材

●サイズ（約）：φ25.5×厚さ4cm　
●素材：樹脂　●スイープ運針

●サイズ（約）：φ9.9×高さ9.7cm　
●素材：ソーダガラス、樹脂

拡大鏡付きスタンドミラー 掛時計

ティッシュケース（ヤマトジャパン） キャニスター5個（リュミナルク）2019-282 2019-283 2019-284

2019-279 2019-281

●サイズ（約）：22.5×42cm　●素材：樹脂
●10本セット

ノンスリップハンガーセット
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2019-280  ペアマルチスツール（セルテヴィエ）
●サイズ（約）:φ25.4×高さ21.1cm　
●素材:樹脂



●サイズ（約）：φ11×17.5cm　●素材：ガラス　
●AC100V-15W、E12白熱電球付き

ミニランプ2019-286
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2019-285  ペンホルダー（イーマイ）
●サイズ（約）:8.5×12×高さ13cm　●素材:陶器

2019-287  デジタル温湿度計（ドリテック）
●サイズ（約）:12.2×9.5×厚さ2.2cm　
●素材:樹脂、ガラス、アクリル

2019-868  ペアマグカップ
●サイズ（約）:φ7.8×高さ9.4cm　●素材:磁器

2019-288  薄型ティッシュケース（プラマイゼロ）
●サイズ（約）：14.2×25.4×高さ7.8cm　
●素材：樹脂

2019-290  低反発座布団
●サイズ（約）:φ40×厚さ10cm　●素材:ポリエステル、 
粉砕ウレタンフォーム　



●サイズ（約）：φ28×厚さ3.7cm　●素材：樹脂、ガラス
掛時計（フェリオ）2019-292

Felio 新ロゴ
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2019-291  ナプキンスタンド（セバスチャンデザイン）
●サイズ（約）:6.5×12×高さ10.5cm　●素材:木

2019-293  低反発座布団
●サイズ（約）:42×42×厚さ10cm　
●素材:ポリエステル、粉砕ウレタンフォーム

2019-294  低反発シートクッション（モズ）
●サイズ（約）:φ40×厚さ4cm　●素材:ポリエステル、 
ポリウレタン、ウレタンフォーム



●サイズ（約）：28.6×23.5cm　
●素材：天然木

●サイズ（約）：10×10.5×高さ8cm、6.5×7.5×高さ
10.5cm　●素材：樹脂、ポリスチレン、ポリエチレン、陶器、石

卓上ミラー消臭グリーンセット2019-901 2019-297

●サイズ（約）：12×52×高さ28cm　
●素材：天然木　●組立式

スリッパラック2019-3002019-299
●サイズ（約）：36×25×高さ20cm　
●素材：布、ペーパーボード

折りたたみバスケットセット
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2019-295  ピアススタンド
●サイズ（約）:10.3×15.2×高さ19.7cm　
●素材:スチール

2019-298  ペアプレート
●サイズ（約）:21.2×21.2×高さ6.2cm　
●素材:ニューボーン



●サイズ（約）：30×45×高さ20cm　
●素材：合成木材、スチール

折りたたみミニテーブル2019-3032019-870
●サイズ（約）：6×16.5×高さ7.2cm　
●素材：紙　●ローズの香り

ルームフレグランス2019-869
●サイズ（約）：φ16×厚さ4cm　
●素材：スチール、樹脂

置き掛け時計

2019-304
●サイズ（約）：34×34×高さ34cm　●素材：ポリエステ
ル、合成木材、ペーパーボード、不織布

収納スツール
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2019-305  スリッパラック
●サイズ（約）:22×30×高さ71cm　●素材:合成木材
●組立式

2019-871  丼ぶりペア
●サイズ（約）:φ15×高さ8.5cm　●素材:陶器　
●箸2膳付



2019-308
●サイズ（約）：12×12×高さ15cm　
●素材：ポリエステル

光触媒シュガーバイン

2019-310
●サイズ（約）：φ20.3×厚さ2.5cm　
●素材：天然木

プレート
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2019-307  リモコンラック
●サイズ（約）:12×15×高さ15.5cm　
●素材:天然木合板

2019-311  2段ラック
●サイズ（約）:15×16.8×高さ32cm　●素材:合成木材

2019-312  アロマルームランプセット
●サイズ（約）：φ7.5×高さ11.5cm、オイル容量：5ml
●AC100V-10W　●ラベンダーの香り

2019-309  充電ラック
●サイズ（約）:13.5×13.5×高さ13cm　●素材:天然竹



●サイズ（約）：キャンドルφ6.2×高さ8.8cm、シェードφ
7.5×高さ4.2cm　●素材：パラフィン、ガラス

●サイズ（約）：φ17.5cm　●素材：磁器　
●デザイン、カラーは異なる場合がございます。

キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）

絵変わりケーキ皿5点セット2019-316

2019-314

ELEGANCE
●サイズ（約）：～26cm　●素材：ポリエステル

スリッパ（ジェニファー・テイラー）2019-315
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2019-313  ペアスープカップ
●サイズ（約）:φ11.9×高さ6.6cm　●素材:磁器　
●スプーン×2付



●サイズ（約）：10.5×10.5×高さ4.5cm　
●素材：磁器

●サイズ（約）：全長13.5cm　●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ22×高さ12.5cm
●素材：スチール

●サイズ（約）：15.5×21×高さ6cm　
●素材：磁器

●サイズ（約）：3.5×4.5×高さ7cm　●素材：磁器

ボウルセット 木製バスケット

ケーキフォーク5ピースセット

組鉢（ハナエモリ）

オブジェ2019-320 2019-872

2019-902 2019-318 2019-319
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2019-321  ペアワイングラス
●サイズ（約）:φ7.5×高さ25cm　●素材:ガラス



●サイズ（約）：70×100cm　
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：カップφ9.5×高さ6cm、ソーサーφ15cm
●素材：磁器

ふわふわクォーターケット（東洋紡）

ペアティーセット（ナルミ）2019-874

2019-324
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2019-325  ペアスウィンググラス
●サイズ（約）:φ7.5×高さ9.5cm　●素材:ガラス

2019-326  ランチョンマットセット
●サイズ（約）:33×45cm　●素材:綿、ポリエステル

2019-873  ペアボウル（ナルミ）
●サイズ（約）:φ14×高さ5.8cm　
●素材:ボーンチャイナ

2019-323　ウェットティッシュケース
●サイズ（約）:10×16×高さ6cm　
●素材:樹脂



●サイズ（約）：23.5～24cm　●素材：綿

●サイズ（約）：φ21.5×高さ30.5cm　
●素材：スチール、樹脂

●サイズ（約）：大φ13.5×7.6cm、中φ11.9×6.6cm、
小φ9.6×5.4cm　●素材：磁器

ペダル式ダストボックス

ルームシューズ

レンジパックセット

2019-876 2019-333

2019-330 2019-331

●サイズ（約）：9.8×15×高さ5cm　●素材：磁器
バターケース
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2019-875  袱紗
●サイズ（約）:20.3×10.6cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン

2019-334  デジタル温湿度計（ドリテック）
●サイズ（約）:8.1×9.1×厚さ1.7cm　●素材:樹脂



●サイズ（約）：中φ28.5cm、小φ23cm（ふちクリア）　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：シェーカーφ6×高さ15cm　
●素材：ステンレス、アルミ

●サイズ（約）：φ16.5×高さ14cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：大φ14×6.2cm、小φ6×高さ2.5cm
●素材：ガラス　

クリアマジックトレーセットカクテルセット＆絞り器

ワインクーラー（バレンチノ・ルディ）ミニボウルセット（リュミナルク） 2019-3382019-337

2019-335 2019-336
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●サイズ（約）：φ8.9×高さ9.2cm　
●素材：クリスタルガラス

●サイズ（約）：φ5.6×高さ17.5cm　
●素材：クウォークス

●サイズ（約）：全長31×高さ17.5cm　
●素材：スチール、木

グラス ペアビアグラス（シェフ＆ソムリエ）スイングバスケット2019-339 2019-340 2019-341

カッティングボード（ディーアンドエス）
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2019-877  カッティングボード（ディーアンドエス）
●サイズ（約）:28×39.8×厚さ1.5cm　
●素材:アカシア材

2019-344  ペアロックグラス
●サイズ（約）:φ7.2×高さ8.2cm　●素材:ガラス

2019-343  カトラリー16ピースセット
●全長サイズ（約）:各11.3～14.5cm　
●素材:ステンレス



●サイズ（約）：φ6.8×高さ11cm　
●素材：クウォークス

●サイズ（約）：全長23cm　●素材：樹脂
●フォイルカッター付

●サイズ（約）：φ6.9×高さ8.4cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

●サイズ（約）：φ21.5×7cm　●素材：磁器
●カラー：ホワイト

エアーワインオープナー

グラスセット（シェフ＆ソムリエ）

マグカップ（ニッコー）

ボウル（ジバンシィ） 2019-3502019-3492019-348

2019-346 2019-347

●サイズ（約）：φ12×高さ11.3cm、容量900ml　
●素材：アクリル

氷入れ
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2019-878  真空断熱タンブラー
●サイズ（約）:φ7×高さ16cm
●素材:ステンレス



●サイズ（約）：φ2.2×5.1×長さ7.1cm
●素材：樹脂・シリコン

●サイズ（約）：13×13×高さ8.2cm　
●素材：スチール、合成木材　●ハーフサイズ用

●サイズ（約）：φ8×高さ11.7cm　
●素材：ソーダガラス

●サイズ（約）：φ8×高さ9cm　●素材：耐熱ガラス

蓋付ティッシュケース

ボトルストッパー（グッチーニ）

ワイングラスセット（リュミナルク）

二重ペアグラス（ウェルナーマイスター）2019-354 2019-355 2019-356

2019-352 2019-353

●サイズ（約）：φ7.7×高さ8.9cm
●素材：ステンレス

二重カップ（カンサイヤマモトメゾン）
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2019-351  LEDキャンドル（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ8.3×高さ10cm　●素材:パラフィン　
●無香料



●サイズ（約）：4×14×高さ4cm
●素材：樹脂

●サイズ（約）：パッド17.9×12.9cm、ペン全長13.5cm
●素材：樹脂

置き時計

マウスパッド＆ボールペン2019-360

2019-879
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2019-358  小付揃
●サイズ（約）:角型9×9cm、丸型φ11×5cm　
●素材:ガラス

2019-359  酒器セット
●サイズ（約）:徳利φ8×高さ13.5cm、猪口φ5×高さ4cm
●素材:陶器



●サイズ（約）：14×26.5×高さ9.5cm
●素材：樹脂

●サイズ（約）：12×12×高さ12cm
●素材：樹脂

鏡付ティッシュボックス 市松三段重2019-364 2019-365 2019-366
●サイズ（約）：φ8×高さ7.5cm
●素材：銅、合金

茶筒
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2019-361  ペア汁椀
●サイズ（約）:φ10.8×高さ6.3cm　
●素材:飽和ポリエステル（ウレタン塗装）　●箸2膳付

2019-362  リバーシブル慶弔ふくさ
●サイズ（約）:20.5×12cm　●素材:ポリエステル
●赤地に鶴柄でもお使いいただけます。

2019-363  北斎浮世絵額「神奈川沖浪裏」
●サイズ（約）:24.3×29.3×厚さ1.9cm　
●素材:樹脂



●サイズ（約）：カップφ8.5×7cm、ソーサー9×18.5cm
●素材：天然木

●サイズ（約）：ひし型8×7×高さ6cm、円錐φ7×高さ
10.5cm、丸φ7×高さ6cm　●素材：陶器、焼杉

●サイズ（約）：カップφ9.5×高さ12.5cm、小皿φ10cm
●素材：磁器

刷毛目塗カップ＆ソーサー

型変り一輪挿し ペアカップ＆小皿2019-370 2019-372

2019-367
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2019-368  アイスペール
●サイズ（約）:φ12.6×高さ12cm　
●素材:陶器　●トング付

2019-369  小鉢5点セット
●サイズ（約）:φ9×高さ4cm　●素材:磁器

2019-371  キーホルダー
●サイズ（約）:φ5.2cm　●素材:牛革、羊革



●サイズ（約）：18×17×高さ8.5cm
●素材：陶器

●サイズ（約）：φ12×高さ30cm
●素材：陶器、ポリエステル

●サイズ（約）：φ8.5×高さ6.5cm
●素材：磁器

●サイズ（約）：プレートφ24.5cm、小付φ9.5cm
●素材：磁器

●サイズ（約）：4×9×厚さ2cm

すり鉢 カップ4pc

光触媒オンシジューム

箸付プレートセット

牛革印鑑ケース2019-376 2019-378

2019-373 2019-374 2019-880
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2019-377  スマートフォンスタンド
●サイズ（約）:8.3×7×高さ3.8cm　●素材:磁器



●鍋容量（約）：2.9ℓ　●素材：アルミ、強化ガラス　
●フッ素加工

●サイズ（約）：おろし金20×4.5cm　
●素材：ステンレス、竹

●サイズ（約）：高さ5.5cm　●素材：アルミ、強化ガラ
ス　●フッ素加工

IH対応すき焼鍋24cmおろし金セット（イイトコ）

IH対応フライパン26cm2019-381

2019-379 2019-380
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2019-382  ペッパーボール（シェフン）
●サイズ（約）:9.3×7.2×高さ15.2cm　●素材:樹脂、合金　
●中のスパイスは別売です。



●容量（約）：2.3ℓ　●素材：鉄

●サイズ（約）：φ22×高さ8cm　
●素材：アルミ　●フッ素加工

●全長サイズ（約）：30.5cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：18×24×高さ13.5cm　
●素材：鉄、樹脂、ステンレス

オムフライパン

IH対応天ぷら鍋22cm

包丁

水切りラック2019-386 2019-387 2019-388

2019-384 2019-385

●サイズ（約）：12.8×16.3×高さ20ｃｍ、容量1ℓ　
●素材：ステンレス、樹脂

卓上ポット
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2019-383  鉄製いため鍋22㎝
●サイズ（約）:高さ12cm　●素材:鉄



●サイズ（約）：高さ8cm
●素材：鉄、樹脂、ナイロン

●サイズ（約）：高さ11.2cm、容量1.6ℓ　
●素材：ステンレス、強化ガラス、樹脂

●全長サイズ（約）：包丁29cm、ハサミ21cm　
●素材：ステンレス

●容量：満水1.6ℓ（適正1.2ℓ）
●素材：ステンレス、樹脂　●IH可

●全長サイズ（約）：ハサミ20cm、他17cm～18cm　
●素材：ステンレス、樹脂

IH対応炒め鍋23cm＆ヘラスプーン 包丁＆キッチンバサミ

IH対応片手鍋16cm

笛吹ケトル

キッチンツール8点セット2019-882 2019-394

2019-881 2019-903 2019-391
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2019-393  銅製おろし金
●サイズ（約）:10×6cm　●素材:銅、すずメッキ



●サイズ（約）：ホルダー8.8×27×高さ18.5cm、コルク抜
13cm　●素材：鉄、樹脂、木材

●全長サイズ（約）：刺身34cm、三徳30cm、ナイフ
23.5cm　●素材：ステンレス

●全長サイズ（約）：ワイド・太切り・細切り各17cm   
●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：ボウル18.5×23×高さ10cm、スケール
17.5×18×高さ6cm　●素材：樹脂

包丁3点セット

ワインツールセット（バレンチノ・ルディ）

ピーラー3種セット

ボウル付キッチンスケール2019-398 2019-399 2019-400

2019-396 2019-397

●サイズ（約）：高さ9cm、容量2.1ℓ　
●素材：ステンレス

IH対応片手鍋18cm
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2019-395  ダイヤモンドシャープナー
●サイズ（約）:25.5cm　●素材:刃物鋼



●サイズ（約）：高さ5.5cm　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工

●サイズ（約）：高さ9cm、容量2.8ℓ　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工

IH対応フライパン26cm

IH対応両手鍋20cm2019-404

2019-401
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2019-402  りんごの皮むき器
●サイズ（約）:皮むき21×12×高さ15.2cm、カッター17.5×10×高さ3.5cm
●素材:樹脂、ステンレス　●アップルカッター付

2019-403  キッチンツールセット
●全長サイズ（約）:麺お玉25cm、ヘラスプーン22cm、
サービススプーン22.2cm　●素材:ナイロン



●サイズ（約）：16×25×高さ7cm　
●素材：シリコン

●サイズ（約）：φ22.5×高さ14.2cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：ハサミ17cm、スライサー22cm、ピーラー
12.5cm　●素材：樹脂

シリコンスチーマー

電子レンジ専用炊飯器2合

キッチンツールセット2019-408 2019-409 2019-410

2019-406

●サイズ（約）：ひまわりトング25cm、トング17.5cm　
●素材：ステンレス、樹脂

スタンド付トングセット
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2019-405  ハート形鍋
●サイズ（約）:20.3×15.5×高さ10.5cm、容量950ml
●素材:ストーンウェア

2019-407  レンジ専用チップスメーカー
●サイズ（約）:プレートφ26×厚さ3cm、スライサー10.3×23.3×厚さ2.4cm
●素材:樹脂、ステンレス



●サイズ（約）：39.4×24.5×高さ10cm　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工

●サイズ（約）：22×38×高さ9cm　
●素材：アルミ　●フッ素加工

●サイズ（約）：高さ7cm　●素材：アルミ、強化ガラス

トリプルパン24cm

ハート型オムフライパン IH対応深型フライパン22cm2019-414 2019-415 2019-416

2019-883

●サイズ（約）：10×13.5×高さ20cm　
●素材：樹脂、天然木

ミンチメーカー＆めん棒

3000_オールマイティ 87

2019-412  調理ボウル
●サイズ（約）:19×15.8×高さ13.5cm　●素材:陶磁器

2019-413  ステンレスバットセット
●サイズ（約）:20.2×25.5×厚さ2.9cm



●容量（約）：2.3ℓ　●素材：鉄

●サイズ（約）：15.8×16.2×高さ7.8cm　
●素材：鉄　●フォーク付

●サイズ（約）：13×20.5cm　●素材：強化ガラス
IH対応温度計付天ぷら鍋20cm

IH対応ミニ揚げポット16cm

カッティングプレート2019-420 2019-421 2019-422

2019-418

●サイズ（約）：高さ9cm、容量2.2ℓ　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工

IH対応片手鍋18cm

3000_オールマイティ 88

2019-417  レンジ専用ゆでたまご器
●サイズ（約）:15.5×12.9×高さ13.7cm　
●素材:アルミ、樹脂

2019-419  レンジパックセット
●サイズ（約）:φ12.8×高さ5.5cm、容量430ml　
●素材:磁器、樹脂



●サイズ（約）：φ5.4×高さ13.5cm　
●素材：ブナ材、ステンレス、鉄

●サイズ（約）：φ26×高さ5cm　●素材：アルミ、強化ガラ
ス、木　●フッ素加工　●ＩＨ可

●サイズ（約）：19.5×14×厚さ1cm　●素材：樹脂、ガラ
ス　●最小1g、最大5kg　●電池式

ペッパーミル（プジョー）

フタ付フライパンデジタルキッチンスケール 2019-4262019-425

2019-423
●ケースサイズ（約）：26.3×8.5×高さ8.9cm
●素材：ステンレス、樹脂

キッチンスライサー2019-884
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●全長サイズ（約）：お玉28.5cm、ターナー31.5cm、他
24.5～28.5cm　●素材：ステンレス、自然木

●サイズ（約）：21×18×高さ18cm　
●素材：樹脂

キッチンツールセット みじん切り器2019-430 2019-885
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2019-427  シトラスジューサー
●サイズ（約）:21×15×高さ20cm、容量500ml　
●素材:樹脂　●AC100V-17W、コード1.4m

2019-429  クーラーディッシュ
●サイズ（約）:26.6×17.2×高さ2.9cm
●素材:磁器、ステンレス

2019-431  ランチョンマットセット
●サイズ（約）:33×45cm　●素材:綿、ポリエステル
●イエロー×2、オレンジ×2

2019-428  ソルト&シュガーキャニスターセット
●サイズ（約）:φ8×高さ9.4cm、容量270ml　
●素材:陶器



●サイズ（約）：16×16×高さ12.5cm　
●素材：樹脂、スチール、シリコーン

●全長サイズ（約）：37.7cm　
●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：玉子焼き19×13.5×高さ3.5cm　
●素材：アルミ　●フッ素加工

●サイズ（約）：φ10.5×高さ14cm　●素材：樹脂
三角コーナー IH対応玉子焼器＆ターナー

ホームベーカリーナイフ

テーブルクリーナー（グッチーニ）

2019-887

2019-886 2019-434 2019-435
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2019-437  2段式オイルポット
●サイズ（約）:φ12.5×高さ21cm、容量1.2ℓ　
●素材:鉄、樹脂、ステンレス

2019-438  フタ付ボウル18cm（郷技）
●サイズ（約）:高さ10.1cm　●素材:ステンレス



●サイズ（約）：ホルダー8.8×27×高さ18.5cm、チーズナ
イフ全長23cm　●素材：鉄、木材、ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：φ14.1×20.8×高さ3.4cm　
●素材：陶器、コルク樫

●サイズ（約）：10×13×高さ14.2cm　
●素材：スチール、木

●全長サイズ（約）：32.5cm

ワインツールセット（バレンチノ・ルディ） 片手キャセロールツールスタンド

ステンレス包丁2019-444

2019-439 2019-440 2019-441
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2019-442  ステンレスザルセット
●サイズ（約）:ザルφ13･φ15･φ19･φ25cm

2019-443  キッチンツールセット8点セット（ピエールバロン）
●サイズ（約）:おろし器全長28cm、ハサミ全長20.5cm、他7ｃｍ～18cm　
●素材:ステンレス、樹脂、ゴム、ダイキャストメタル



●サイズ（約）：76×高さ124cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：20×30×高さ2.2cm　●素材：樹脂、ガラ
ス　●100g～150kg計測可　●電池式

2段室内物干し

デジタル体重計2019-449

2019-447
●サイズ（約）：15.9×14.5×幅6.5cm　
●AC100V-1200W

●サイズ（約）：76×32×高さ21cm　
●素材：綿、鉄、樹脂

ヘアードライヤー

折りたたみ式アイロン台2019-448

2019-445
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2019-446  マイクロファイバーわた入り枕（東洋紡）
●サイズ（約）:50×35cm　●素材:ポリエステル100%
●ピロケース付

2019-450  フェイシャルケアセット
●サイズ（約）:7×4.5×高さ13cm　●素材:樹脂　
●ヘッド5種類付　●電池式
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●サイズ（約）：φ3×全長12.5cm　
●素材：樹脂　●電池式

●サイズ（約）：φ1.3×全長13.5cm　
●素材：樹脂、アルミ　●電池式　●替刃付

鼻毛カッター フェイストリマー

2019-461

2019-457 2019-458

●サイズ（約）：ビューラーφ2×14cm、ヘアピッカー3×3×
全長10.5cm　●素材：樹脂　●電池式

ビューラー＆ヘアピッカー
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2019-459  男のネイルケア8点セット
●サイズ（約）:ケース17.2×10.2×厚さ2.6cm　
●素材:ステンレス

2019-460  タオルセット（万葉いろかさね）
●サイズ（約）:34×75cm×2、34×35cm　
●素材:綿100%

2019-462  リラックスCD
●安らぎと静寂 全7曲（51分56秒）
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●サイズ（約）：高さ16.9cm（1/12スケール）
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立
てには別途工具が必要です。

ダース・ベイダー

●サイズ（約）：高さ31cm　●素材：樹脂　●写真は組立て塗装
済み完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

RG ZGMF-X42S　デスティニーガンダム（バンダイ）
2019-470

2019-471

●サイズ（約）：15.5×7.5×高さ5.5cm
（1/24スケール）　●素材：ダイキャスト

2019-472
ランボルギーニ
アベンタドール（マイスト）●サイズ（約）：30.3×3.1cm　●素材：樹脂　

●写真は組立て塗装済完成見本です。
組立てには別途工具が必要です。

ドイツ重巡洋艦プリンツ・オイゲン（タミヤ）
2019-469
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●サイズ（約）：ケース19.5×11.5×厚さ1cm　

●サイズ（約）：7.5×17×高さ6.5cm（1/24スケール）
●素材：ダイキャスト

●サイズ（約）：23.1×41×高さ45.5～100cm
●素材：スチール

●サイズ（約）：22×高さ48cm　●素材：天然木

●サイズ（約）：3×10×厚さ1.5cm　
●素材：スチール、樹脂

アーチストカラーペンシル12色セット（ダーウェント） 譜面台

VWバン（マイスト）

卓上ミニイーゼル（ターレンス）

ハーモニカ3点セット2019-482 2019-484

2019-479 2019-480 2019-481

3000_オールマイティ 99

2019-483  木製バランスブロック60ピース
●サイズ（約）:1ピース6.5×2×厚さ1.5cm　
●素材:天然木



●サイズ（約）：6×6×高さ10.5cm
●ケースは付いておりません。

●サイズ（約）：コード長1.2m　●サイズ（約）：12×17.5cm　
●素材：紙　●2都市（東京、ニューヨーク）

●サイズ（約）：15×6.5×高さ7cm（1/24スケール）
●素材：ダイキャスト

ミニチュアペーパーキット「トトロとバス停」 イヤフィットヘッドホン（オーディオテクニカ）3Dぬりえセット（モンプチアート）

1929フォードモデルA（マイスト）2019-490

2019-485 2019-486 2019-487
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2019-488  グラスジャー
●サイズ（約）:φ20×高さ33cm、容量6ℓ　
●素材:ガラス、シリコン　●中の毛糸は演出品です

2019-489  ミニツール23点セット
●サイズ（約）:ケース14.5×16×厚さ3cm　
●素材:炭素工具鋼、樹脂、ポリエステル
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2019-492  バスケット
●サイズ（約）:26.5×36.5×高さ16.5cm
（持ち手含まず）
●素材:木

2019-857  レジャーシート（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:130×150cm
●素材:ポリエステル（フリース）、樹脂

●サイズ（約）：6.8×6.8×高さ22cm、容量500ml
●素材：ステンレス鋼

ステンレスマグ
2019-888

●サイズ（約）：14×10×マチ7cm　
●素材：ナイロン、ポリエステル
●カラビナ、ショルダー紐付

ポーチ（コールマン）
2019-491



 2

●サイズ（約）：55.1×60.7×高さ23cm　
●素材：樹脂

折りたたみテーブル2019-499 2019-500
●サイズ（約）：15.5×15.5×高さ12.2cm　
●素材：樹脂　●上段折りたたみ可

ピクニックボックス
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2019-495  バーベキューコンロ（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:25×43×高さ17cm　●素材:鉄

2019-496  LEDヘッドライト
●サイズ（約）:6.9×6×厚さ4.4cm　
●素材:樹脂、ナイロン　●電池式

2019-497  オイルランタン（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:12×9.5×高さ19cm　●素材:鉄
●白灯油、ランタン用パラフィンオイル使用

2019-498  アウトドアドライバッグ（コールマン）
●サイズ（約）:28×28×高さ61cm　●素材:樹脂



 2

●サイズ（約）：大φ25.5×高さ5～27.5cm、小φ18×高
さ2.5～17cm　●素材：ナイロン、樹脂

●サイズ（約）：2.6×8.8×高さ3.7cm　
●倍率：60～120倍　●素材：樹脂

折りたたみバケツセット

ハンディ携帯型顕微鏡2019-904 2019-889

2019-502

●サイズ（約）：10×14×高さ18cm　
●素材：樹脂

LEDミニランタン
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2019-501  望遠鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:30×38×高さ39cm　●素材:樹脂
●倍率20･30･40倍

2019-503  キャリーカート
●サイズ（約）:37×36×高さ91cm　
●素材:鉄　●耐荷重20kg

2019-504  アウトドアグリルグローブ
●サイズ:フリー　●素材:牛革



 2

●サイズ（約）：29×29×高さ33.5cm　
●素材：樹脂　●折りたたみ式

ウォータージャグ20ℓ2019-890

●サイズ（約）：35×33×マチ21.5cm　
●素材：ポリエステル、アルミ

クーラーバッグ20ℓ2019-510

●サイズ（約）：大φ12.4×高さ6.2cm、小φ11.6×高さ
6cm、トレーφ13cm　●素材：樹脂　●折りたたみカップ付

ステンレスクッカーセット2019-508
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2019-509  LEDラジオライト
●サイズ（約）:4.5×13×高さ4.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

2019-511  多機能ナイフ（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:1.8×5.8×厚さ1cm　
●素材:ステンレス、樹脂　●全3機能

2019-512  折りたたみアウトドアチェア
●サイズ（約）:40×63.5×高さ52cm　
●素材:鋼、ポリエステル



●サイズ（約）：16×18×高さ24cm
●素材：ポリレジン

傘立て
2019-515

●サイズ（約）：頭囲～60cm　●素材：綿
ワークキャップ
2019-891
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2019-514   
ワークグローブ（ケーティーシー）
●サイズ（約）:23×11×厚さ2cm　
●素材:合皮、ポリエステル

2019-516  ツールセット
●サイズ（約）:ケース13.5×19.5×厚さ4.5cm　
●素材:樹脂、カーボンスチール　
●全35点



●全長サイズ（約）：67cm　
●素材：炭素鋼　●刃先カバー付

●全長サイズ（約）：24cm　●素材：特殊鋼

●容量：250ml

●全長サイズ（約）：35cm、18cm　●素材：真鍮

アルミ柄刈込鋏

除草具（みきかじや村）

犬猫用シャンプー

ペット用ネックレス＆オーナー用ブレスレット2019-520 2019-522

2019-517 2019-518
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2019-519  つめとぎソファ
●サイズ（約）:24×50.5×高さ13.5cm　
●素材:ダンボール　●またたび粉付

2019-521  LEDソーラーライト
●サイズ（約）:φ7×高さ37cm　
●素材:ステンレス、樹脂



●全長サイズ（約）：14cm、10cm　
●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：φ14.5×高さ14.5cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：小φ9×9cm、中φ12×11cm、大φ16×
13.5cm

ペット用カットハサミ＆つめ切り

立ちガエル 陶器植木鉢セット2019-526 2019-527 2019-528

2019-523

●サイズ（約）：25.5×37.3×高さ20cm　
●素材：樹脂　●耐荷重80kg

ガーデニングチェア
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2019-524  噴霧器4ℓ
●サイズ（約）:18.5×18.5×高さ37cm　●素材:樹脂　
●肩掛けベルト付

2019-525  ガーデニングラック
●サイズ（約）:21.5×55×高さ36.5cm　
●素材:鉄線



●全長サイズ（約）：根切33.5cm、コテ27.5cm、レーキ
26cm、熊手23cm　●素材：鉄

●全長サイズ（約）：鋏18cm、鎌27cm
●素材：特殊鋼、天然木

ガーデンツール4点セット

植木鋏＆根かき鎌（源正宗）2019-532 2019-533

2019-529

●サイズ（約）：40cm

牛革グローブ（キャプテンスタッグ）
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2019-530  ペットボウル
●サイズ（約）:φ18×高さ7.5cm　●素材:樹脂

2019-531  剪定鋏（源正宗）
●サイズ（約）:全長20cm　●素材:鋼

2019-534  パティオランタンセット
●サイズ（約）:ランタン12×12×高さ24cm、スタンド高さ33cm　
●素材:鉄、ガラス　●アルミカップキャンドル10個入



●サイズ（約）：スポーツタオル110×34cm、
フェイスタオル75×34cm

●素材：綿100%

リストタオルセット（アディダス）
2019-892

●素材：樹脂　
●サイズ：12インチ

グローブ
2019-537

●サイズ（約）：25×48×マチ23cm　
●素材：ポリエステル

ダッフルバッグ（ナイキ）
2019-536
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2019-535   
折りたたみヨガマット
●サイズ（約）:173×61×厚さ0.4cm
 （折りたたみ時25×31×厚さ6cm）
●素材:樹脂



●サイズ（約）：18×37×高さ26cm　
●素材：ポリエステル、樹脂　●メッシュポケット付

●サイズ（約）：34×120cm、40×28cm
●素材：綿100％

●サイズ（約）：腰回り40～70cm　
●素材：ゴム、ポリエステル、樹脂

●サイズ（約）：4.6×8×高さ9.6cm
●素材：樹脂　●約1kg×2個

スポーティーバス＆ハンドタオル（アウトドアプロダクツ）

クーラーバッグ15ℓ

3〜5号球用サッカートレーナー

リングダンベル（タニタ）2019-542 2019-543 2019-893

2019-540 2019-541

●3個入
 ゴルフボール
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2019-539  リュックサック
●サイズ（約）:38×29×マチ10cm　●素材:ポリエステル
●ポケット内2外5　●カラー:ブラック



●サイズ：フリー　●素材：ポリエステル　

●サイズ（約）：φ55cm　●素材：樹脂　
●耐荷重100kg

●サイズ（約）：φ8×高さ24cm、容量450mℓ

●サイズ（約）：φ22cm　●素材：合皮

ランニングキャップ ステンレスマグ

バランスボール バスケットボール5号2019-548 2019-549 2019-550

2019-545 2019-547

●サイズ（約）：20×34×マチ10cm　
●素材：ポリエステル

ドリンクポーチ
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2019-546  ボール付ポーチ（エドウィンゴルフ）
●サイズ（約）:10×14×マチ6cm　●素材:ポリエステル
●ポケット内2　●ゴルフボール3個付



●サイズ（約）：60×120cm　●素材：綿100％ ●サイズ（約）：φ8×高さ24.5cm、容量600mℓ●サイズ（約）：8.2×6.5×厚さ1.9cm　●時刻、アラーム、
カウントダウンタイマー、ホイッスル、コンパス付

●素材：ポリカーボネート、エラストマー、EPR　●曇り止めレンズ
●紫外線カット　●レンズカラー：ブルー×エメラルドミラー

バスタオル（アクアプラネット） ステンレスマグストップウォッチ

ゴーグル（スワンズ）2019-555 2019-556

2019-551 2019-552 2019-553

●サイズ（約）：5×4.5cm、腕周り～21.5cm　
●素材：樹脂

デジタルウォッチ
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2019-554  クーラーバッグ&フードポット
●サイズ（約）:クーラーバッグ31×23×マチ11.5cm、フードポットφ
7.5×高さ11.7cm、容量295ml　●素材:ポリエステル、綿、樹脂



磁気ネックレスM（コラントッテ）
2019-558

●サイズ（約）：M45cm　L50cm
●素材：ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿

磁気ネックレスL（コラントッテ）
2019-559

●約450g　●素材：鉄　
リストウェイト（ナイキ）
2019-557

●素材：ゴム
ダンベルペア1kg（イバンコ）
2019-560
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2019-561   
スポーツタオルセット（アディダス）
●サイズ（約）:スポーツタオル110×34cm、
マフラータオル120×15cm　
●素材:綿100%



●容量：1箱（8本入）×2　●アミノ酸サプリメント
●主成分：L-メチオニン、イノシトール、レシチン

●サイズ（約）：22×26.5×高さ18.7cm
●素材：ゴム、スチール、樹脂

HUAN（ファン）　
ウエイトコントロール（ムサシ）エクササイズホイール

ワイルド・スピード2019-565 ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT2019-567 ワイルド・スピード　MAX2019-568

2019-563

2019-564

2019-566 ワイルド・スピードX2

DVD

●ディスクケース（36枚収納可）付 ●ディスクケース（36枚収納可）付 ●ディスクケース（36枚収納可）付 ●ディスクケース（36枚収納可）付
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2019-562  スピードロープ（ナイキ）
●サイズ（約）:全長300cm　
●素材:TPU、ポリプロピレン、ラバー



ワイルド・スピード　MEGA MAX2019-569

ボーン・アイデンティティー2019-573

ワイルド・スピード　EURO MISSION2019-570

ボーン・スプレマシー2019-574

バットマン　ビギンズ2019-571

ボーン・アルティメイタム2019-575

ダークナイト2019-572

ボーン・レガシー2019-576
●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付
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ジュラシック・パーク2019-577 ロスト・ワールド　ジュラシック・パーク2019-578

ベン・ハー　特別版（2枚組）2019-582

ジュラシック・パークIII2019-579

グラディエーター2019-583

マン・オブ・スティール2019-580

ディア・ハンター　デジタル・ニューマスター版2019-584

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付
パシフィック・リム2019-581

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付

●ディスクケース（36枚収納可）付
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©Disney

©Disney

©Disney

©Disney

●サイズ（約）：16×30×マチ11cm　
●素材：ポリエステル　●発売元：（株）ラナ

ミニトートバッグ2019-587
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2019-586  ランチボックス
●サイズ（約）:13×13×高さ8cm　●素材:樹脂

2019-588  デスクトップカレンダー
●サイズ（約）:7.5×5×高さ9cm　●素材:樹脂

2019-894  箸置きセット
●サイズ（約）:φ4.5×高さ1.5cm　●素材:磁器



©Disney

©Disney ©Disney

●サイズ（約）：マグφ8.3×高さ9.5cm、皿φ10cm　
●素材：ストーン

●サイズ（約）：φ11×高さ3.5cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：ポーチ16×11cm、タグ11×9.5cm　
●素材：綿、ポリエステル

●サイズ（約）：φ14×高さ5.5cm、容量500mℓ
●素材：ストーン

小皿付マグカップペアセット

小鉢揃

ネックポーチ＆ネームタグ

ペアスープマグ2019-592 2019-593 2019-594

2019-589 2019-590

●サイズ（約）：80×34cm×2、35×34cm
●素材：綿

フェイス＆ハンドタオル（ミッキーマウス）

©Disney
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2019-591    ショッピングバッグ&スマートフォンポーチ（アリエル）
●サイズ（約）:ポーチ9×17cm、バッグ53×40cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン
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©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™

©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™

●サイズ（約）：φ13.5cm　
●素材：磁器

●サイズ（約）：大φ13×高さ9.5cm、小φ9.5×高さ8cm
×2　●素材：磁器、シリコン、樹脂

レンジストッカー3点セット

プレートセット2019-602

2019-601
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2019-599  スポンジワイプ
●サイズ（約）:20×17×厚さ0.2cm　
●素材:セルロース、コットン

2019-600  ビニール袋ストッカー（ミィ）
●サイズ（約）:38×17×高さ9cm　●素材:綿

2019-603  木製ジオラマコレクション（ムーミン×ソフス）
●サイズ（約）:21.9×29.5cm　●素材:木

2019-604  マスコット付タオルセット
●サイズ（約）:フェイス34×80cm、マスコット付20×30cm
（マスコット部分除く）　●素材:綿



●サイズ（約）：スタイ16×21cm、ラトル10cm　
●素材：綿、ポリエステル

●サイズ（約）：本体22×22×高さ26cm　
●素材：天然木、スチール　●対象年齢1才～　

スタイ＆ラトルセット

おさんぽくまさん2019-610

2019-905

2019-896
●サイズ（約）：17×17×19cm　
●素材：ポリエステル、樹脂　●対象年齢1才～　

ふわふわなげっこ
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2019-606  キッズウォッチ（ピンク） 
2019-607  キッズウォッチ（ブルー）
●サイズ（約）:φ2.8cm、腕周り～16cm　
●素材:樹脂



●サイズ（約）：26.5×14×高さ9.5cm
●素材：樹脂

●サイズ（約）：てるてる坊主9cm、月10.5cm、
星8.5cm　●素材：綿100%

●サイズ（約）：8.7×8.3×厚さ2.6cm　●素材：天然木
●対象年齢3ヶ月～ 

●サイズ（約）：全長54cm、最小パーツφ2.5×高さ4.3cm
●素材：ゴム、ブナ、樹脂

鏡付きティッシュボックス

にぎにぎセット

ラトルセット

トレイン2019-614 2019-616

2019-611 2019-612

©Disney
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2019-613  フェイスタオルセット（モズ）
●サイズ（約）:各85×34cm　●素材:綿100%

2019-615  パズルトラック
●サイズ（約）:10.5×21.5×高さ14.5cm　●素材:木



●サイズ（約）：φ21×10.5cm、最小パーツ4cm　
●素材：イジュの木、リンデン材、樹脂　●対象年齢1.5才～

●サイズ（約）：ミトン7×10cm、にぎにぎ15×10×厚さ4cm　
●素材：綿100％（オーガニックコットン）　●対象年齢0才～ 

たたいてコロン ミトン＆にぎにぎセット2019-621 2019-623
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2019-617  フォトフレーム（ブルー） 
2019-618  フォトフレーム（ピンク）
●サイズ（約）:24×24×奥行10cm
●素材:ガラス、ラインストーン

2019-619  ひざ掛け（ロディ）
●サイズ（約）:100×70cm　●素材:ポリエステル100%

2019-898    ソフトブック
●サイズ（約）:14×20×厚さ3.5cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●対象年齢0才～

2019-622  クラウン（ブリオ）
●サイズ（約）:7×7×高さ24cm　●素材:ブナ材　
●全9ピース　●対象年齢1才7ヶ月～



●サイズ（約）：ギロシェーカー4.1×15.3×高さ4.1cm、
カスタネット6×6×高さ2ｃｍ　●素材：ラバーウッド、ゴム

●サイズ(約):15.5×14×4cm
●素材:天然木

●サイズ（約）:φ10.5×高さ8.5cm
●素材:磁器

●サイズ（約）：7.5×11.5×厚さ4.5cm
●素材：木、綿、ポリエステル、樹脂

ギロシェーカー＆カスタネットセット ペアスープマグセット

ジャンピングエンジェル

パタパタゾウ

2019-627

2019-899 2019-625 2019-626
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2019-628  天然木つみき
●サイズ（約）:21×21×高さ3.5cm　●素材:天然木
●24ピース

2019-629  キッズカトラリー15点セット
●全長サイズ（約）:コーヒースプーン13.7cm、ヒメフォーク14cm、
ディナースプーン16cm　●素材:ステンレス、樹脂
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和食の銘店
2019-1001　無着色昆布明太子（やまや）
●容量:昆布明太子230g　

2019-1002　ちりめん山椒5種詰合せ（わらびの里）
●容量:ちりめん山椒30g、焼き紅鮭43g、ちりめんくぎ煮45g、梅ひじき・木耳山椒各60g　

小麦　

小麦　
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2019-1003　懐石茶漬6種（新橋玉木屋）
●容量:懐石茶漬け鯛･蛤･浅利･鯵･紅鮭･鱈子×各1　

2019-1005　昆布6種詰合せ（小倉屋山本）
●容量:えびすめ45g・極細切りかつお昆布60g・椎茸こんぶ60g・夕霧60g・山海の味
60g・細切りしょうが昆布60g　

2019-1004　海苔佃煮2種（山形屋海苔店）
●容量:椎茸海苔佃煮65g×4、海苔佃煮65g×3　

2019-1006　ちりめん山椒・松茸昆布（赤坂松葉屋）
●容量:ちりめん山椒30g・お茶漬け松茸昆布50g×各2　

小麦　 小麦　

小麦　 小麦　
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2019-1007　三田牛肉ちりめん・肉みそ（三田屋総本家）
●容量:肉ちりめん70g、肉みそ180g　

2019-1009　醤油2種（湯浅醤油）
●容量:九曜むらさき200ml×3、蔵匠 樽仕込み200ml×2　

2019-1008　さんま佃煮2種（萩・井上）
●容量:さんまあられ150g×3、明太さんま120g×3　

2019-1010　佃煮2種（銀座新之助貝新）
●容量:ほたて黄金煮60g×2、 浅炊きあさり80g×1　

小麦　

小麦　 小麦　

乳・小麦・大豆　
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2019-1011　和プリン3種詰合せ（なだ万）
●容量:白あんプリン90g・黒ごまプリン90g・あずきプリン90g×各2　

2019-1013　越乃雪（越乃雪本舗大和屋）
●容量:32個　

2019-1012　本竹皮包み羊羹 本煉・柚子（紅葉屋羊羹）
●容量:各230g

2019-1014　和菓子5種詰合せ（麻布青野総本舗）
●容量:くす玉1.5g×16、はん月43g×2、老松35g×2、栗最中30g×3、六本木35g×2　

卵・乳　

卵・乳・小麦　



洋食の銘店 植竹隆正シェフ 監修
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2019-1016　生パスタ3食
●容量:カルボナーラ・クリーミィボロネーゼ・かにのトマトクリーム
各260g×1　 卵・乳・小麦　

2019-1019　香味野菜牛肉ハンバーグ5食（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ）
●容量:150g×5　
卵・乳・小麦　
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2019-1017　パスタ4食（リストランテ マッサ）
●容量:黒トリュフのクリーミーソース・なすがごろごろミートソース・粗挽き胡椒のカルボ
ナーラ・イタリアンシェフのナポリタン 各140g×1、パスタ麺300g×1　

2019-1018　ハイカラビーフカレー3食（日比谷松本楼）
●容量:200g×4　

2019-1020　ハンバーグ4食（ハング）
●容量:焼ハンバーグ100g・ハンバーグ赤ワイン煮150g×各2　
※調理例は赤ワイン煮です。　卵・小麦　乳・小麦　

卵・乳・小麦　

2019-1015　松阪牛40％ロールキャベツ4食（レマン）
●容量:240g×4　　
卵・乳・小麦　
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2019-1021　パウンドケーキ詰合せ（パティスリーパブロフ）
●容量:パウンドケーキ6種　●賞味期限:常温で14日

2019-1022　焼き菓子詰合せ（レザンジュ）
●容量:プティ・フール・サレ162g×1、モアールアマンダ・ティラミス×各2
●賞味期限:常温で12日

2019-1024　マカロン詰合せ（ダロワイヨ）
●容量:カフェ・テヴェール（宇治抹茶）・ヴァニーユ・ニーユ・フランボワーズ・
シトロン（瀬戸内レモン）・ショコラ×各2　●賞味期限:冷蔵で8日

2019-1023　タルト・オ・フランボワーズ（ア・ラ・カンパーニュ）
●容量:直径15cm　●賞味期限:冷凍で15日

卵・乳・小麦・落花生　

卵・乳・小麦　 卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2019-1025　ヨーグルトセット（アトリエ・ド・フロマージュ）
●容量:飲むヨーグルト加糖500ml×4、プレーンヨーグルト400g×2
●賞味期限:冷蔵で10日　

2019-1026　ブラックベリーのチョコレートケーキ（クリオロ）
●容量:直径12cm×1　●賞味期限:冷凍で21日

2019-1028　豆乳じぇらーと（ビオクラ）
●容量:ブルーベリー・抹茶・小豆 各110ml×2

2019-1027　チーズケーキと半熟カステラ（オヴァール）
●容量:直径15cm×各1　●賞味期限:冷凍で14日

卵・乳　

乳　 卵・乳・小麦　



漁港の地魚

築地のマグロ

焼津のかつお
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2019-1029　ミナミマグロ赤身200g
●容量:200g
●賞味期限:冷凍で5日

2019-1030　かつおのたたき黒潮造り
●容量:250g×2、黒潮造りのたれ10ml×2　
小麦　

築地

焼津港



瀬戸内のしらす

北陸のほうぼう

小豆島のさざえ

山口のふく
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2019-1031　瀬戸内海産お刺身生しらす
●容量:200g×2

2019-1033　さざえ・赤にし つぼ焼き
●容量:さざえ55g、赤にし60g

2019-1032　ほうぼう昆布じめ
●容量:50g×3

2019-1034　ふく一夜干し
●容量:30～50g×10
小麦　

卵・小麦　

土庄港瀬戸内海

南風泊漁港魚津漁港



日本海のするめ

北陸のばい貝

金華山のさば

広尾のししゃも
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2019-1035　炙り金華〆さば
●容量:110～130g×3　●燻製風味　

2019-1037　一夜干しするめ
●容量:200g×4　

2019-1036　本ししゃも生干し
●容量:2袋（メス8匹オス8匹）　

2019-1038　ばい貝昆布じめ
●容量:50g×2　

八戸漁港金華山沖魚場

魚津漁港十勝港



三浦のまぐろ浜名湖のうなぎ

三陸のほや 若狭の小鯛
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2019-1039　うなぎの刺身
●容量:うなぎの刺身18g、熟成ポン酢15g、紅葉おろし3g

2019-1041　漬けまぐろ
●容量:めばちまぐろ・黄肌まぐろ漬け100g×3

2019-1040　ほや
●容量:400g×2

2019-1042　杉樽入り小鯛ささ漬け
●容量:180g　
●賞味期限:冷蔵で5日

小麦　小麦　

三浦三崎漁港浜名湖

小浜港志津川港



銘 柄 肉
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2019-1043　
モモステーキ160g
●容量：モモステーキ80g×2　

鹿児島県産黒毛和牛
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2019-1044　
すきやき・しゃぶしゃぶ用150g
●容量：モモ・ウデ150g　

2019-631　
しゃぶしゃぶ用400g
●容量：切り落としモモ400g　

宮崎県産黒毛和牛養老山麓豚
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2019-1046　
切落し250g
●容量：モモ・ウデ・バラ250g　

2019-1045　
焼肉用200g
●容量：バラ200g　

鹿児島県産黒毛和牛宮崎県産黒毛和牛
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卵・乳・小麦　

2019-1048　
ロールステーキ200g
●容量：50g×4

2019-1047　
切落し200g
●容量：モモ・ウデ・バラ200g

九州黒豚熟成国産黒毛和牛
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2019-632　
紀州はちみつ梅

「紀の和み」
●容量:400g

2019-643　
静岡銘茶 深むし茶
●容量:煎茶80g×1、
煎茶（清緑）80g×1

2019-640　
伊賀越　醤油セット
●容量：天然醸造しょうゆ・
国産丸大豆しょうゆ各1ℓ（各2本）　

2019-637　
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量：ちゃんぽん麺80g×8、
長崎ちゃんぽんスープ20g×8

2019-635　
山形天童市産はえぬき
●容量:2kg

2019-647　
手延べ島原素麺
●容量:50g×16

小麦　小麦　

乳・小麦　
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2019-649　
サーロイン入りハンバーグ
●容量：生ハンバーグ100g×4　
　

2019-655　
缶ワイン スパークリングロゼ
●容量:250ml×3　
●アルコール度数13％　
※未成年の方は酒類をお申込みいただけません

2019-654　
キュベ・リオン・ドール　白
●容量：750ml×2　
●アルコール度数12％　
※未成年の方は酒類をお申込みいただけません

2019-653　
マンゴープリン
●容量：63g×16

2019-651　
デロー　レゼルヴ　赤
●容量：750ml　
●アルコール度数12.5％　
※未成年の方は酒類をお申し込みいただけません

2019-657　
淡路島たまねぎのビーフハヤシ
●容量：ビーフハヤシ180g×4

小麦　

乳　卵・乳・小麦　
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2019-658　
炭火焼肉「BULLS」国産牛カレー
●容量：レトルトカレー200g×5

2019-667　
博多豚骨ラーメン
●容量：半生麺90g×8、豚骨スープ
30g×8

2019-665　
山梨県産桃ジュース
●容量：1ℓ×2　
●果汁：100％

2019-660　
生クリーム仕立ての
たらこクリームソース
●容量：110g×9

2019-661　
ポルチーニと完熟トマトの
ミートソース
●容量：140g×9　

2019-668　
紅ずわいがにスープ濃縮タイプ
●容量:160g×6

小麦　

乳・小麦　 乳・小麦　

乳・小麦・えび・かに　

卵・乳・小麦　
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2019-669　
グリーンカレー
●容量:180g×11

※パッケージが変更する場合があります。

2019-683　
熊本ラーメン詰合せ
●容量：麺80g×8、熊本スープ40g×8

2019-682　
喜多方醤油ラーメン
●容量：生麺120g×10、醤油スープ
40g×10

2019-634　
茶寮「桜庵」スイーツごま豆腐
●容量：白胡麻豆腐100g×3、黒胡麻
豆腐100g×3、黒蜜10g×6、きなこ3g
×6

2019-680　
ふかひれスープ濃縮タイプ
●容量:160g×6

2019-638　
讃岐うどん
●容量:50g×25

小麦　

小麦　

乳・小麦　 乳・小麦　

卵・乳・小麦　



イタリア料理 ブレッツァ

◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

Gourmet Ticket

前菜、パスタ、パン、魚料理、肉料理、デザート、コーヒー
2019-684 フルコースランチ

◦東京都 地下鉄「青山一丁目駅」より徒歩5分
◦ご利用時間：11：00～14：00　◦休業日：日曜、祝日
◦店内は、オープンテラスとなっております
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麺や 虎の巻き 
牛若丸

◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

お好きなラーメン、お好きなトッピング、雑炊セット（各2）
2019-685 ラーメンセット 2名様

◦愛知県 「丸の内駅」より徒歩5分
◦ご利用時間：18:00～26:00
◦休業日：日曜、祝日
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ネコリパブリック

30分／ドリンク1杯付
2019-686 猫カフェ 2名様

◦岐阜県 JR「岐阜駅」よりバス15分　
◦ご利用時間：11:00～18:00（L.O 17:30）　◦休業日：
年末年始　◦中学生未満のお子様保護者の同伴要

◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。
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ねこカフェ もふもふ 猫式

60分／ドリンク／猫おやつ付
2019-687 猫カフェ 

◦長野県 JR「松本駅」よりバス10分　
◦ご利用時間：11:00～12:00　
◦休業日：水曜

◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

60分／ソフトドリンク2品＋猫おやつ付
2019-688 猫カフェ 2名様

◦神奈川県 「溝の口駅」より徒歩5分　
◦ご利用時間：12:00～20:00　
◦休業日：月曜　◦小学生未満入店不可、小学
生のお子様は保護者同伴要
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焼き餃子（健太・シソ）、ソフトドリンク（各2）
2019-700 宇都宮餃子 2名様

◦栃木県 「宇都宮駅」より徒歩1分
◦ご利用時間：11:00〜14:00
◦休業日：GW

◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

餃子50個
2019-701 浜松餃子

◦静岡県 「助信駅」より徒歩6分　
◦ご利用時間：火〜木曜11:00〜14:00、金〜日
曜・祝日11:00〜19:00　◦休業日：月曜

ビワの木 本店宇都宮餃子館
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ハンバーガーセット 2名様

◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

クアアイナ

アボカドバーガー＋チーズバーガー＋
フレンチフライ（S）＋オニオンリング

（S）＋ソフトドリンク2品

◦神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩15分　◦ご利用時間：
10:00〜21:30（L.O21:00）　◦休業日：無休

鎌倉店2019-712

◦東京都 東京メトロ「表参道駅」より徒歩1分　◦ご利用
時間：10：00〜22：30（L.O22:00）　◦休業日：年末年始

青山本店2019-702

◦東京都 各線「池袋駅」より徒歩8分　◦ご利用時間：
10:00〜23:00（L.O22:00）　◦休業日：施設に準ずる

池袋サンシャインシティ店2019-703

◦東京都 各線「とうきょうスカイツリー駅」「押上駅」直
結　◦ご利用時間：10:00〜22:00　◦休業日：無休

東京スカイツリータウン・ソラマチ店2019-704

◦東京都 各線「二子玉川駅」より徒歩1分　◦ご利用時
間：11:00〜23:00（L.O22:00）　◦休業日：施設に準ずる

二子玉川店2019-705

◦東京都 りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩12分　
◦ご利用時間：11:00〜23:00（L.O22:00）　◦休業日：施設に準ずる

アクアシティお台場店2019-706

◦東京都 JR「東京駅」より徒歩2分　◦ご利用時間：月〜土11:00〜
23:00（L.O22:30）、日祝11:00〜22:00　◦休業日：施設に準ずる

丸ビル店2019-707

◦東京都 JR「御茶ノ水駅」より徒歩10分　◦ご利用時
間：10:00〜21:30（L.O21:00）　◦休業日：年末年始

神田駿河台店2019-708

◦東京都 各線「五反田駅」より徒歩5分　◦ご利用時間：
10:00〜22:30（L.O22:00）　◦休業日：年末年始

五反田店2019-709

◦東京都 各線「渋谷駅」より徒歩10分　◦ご利用時間：
10:00〜22:30（L.O22:00）　◦休業日：年末年始

渋谷宮益坂店2019-710

◦神奈川県 各線「横浜駅」より徒歩10分　◦ご利用時
間：11:00〜23:00（L.O22:30）　◦休業日：施設に準ずる

横浜ベイクォーター店2019-711

◦千葉県 JR「袖ヶ浦駅」よりバス10分　◦ご利用時間：
11:00〜21:00（L.O20:30）　◦休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク木更津店2019-713

◦千葉県 JR「南船橋駅」より徒歩5分　◦ご利用時間：月〜木
11:00〜22:30、金土日祝11:00〜23:00　◦休業日：施設に準ずる

ららぽーとTOKYO-BAY店2019-714

◦千葉県 JR「舞浜駅」南口左手すぐ　◦ご利用時間：平日11:00
〜23:00、土日祝10:00〜23:00　◦休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店2019-715

◦埼玉県 JR「さいたま新都心駅」東口直結　◦ご利用時間：
11:00〜23:00（L.O22:00）　◦休業日：施設に準ずる

さいたま新都心店2019-716

◦埼玉県 西武池袋線「入間市駅」よりバス15分　◦ご利用時間：平
日11:00〜21:00、土日祝11:00〜22:00　◦休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク入間店2019-717

◦埼玉県 武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結　◦ご利用時
間：10:00〜23:00（L.O22:00）　◦休業日：施設に準ずる

イオン越谷レイクタウン店2019-718

◦栃木県 JR「佐野駅」よりバス15分　◦ご利用時間：
11:00〜21:00（L.O20:30）　◦休業日：施設に準ずる

佐野プレミアム・アウトレット店2019-719

◦大阪府 地下鉄各線「なんば駅」より徒歩8分　◦ご利用時
間：11:00〜22:30（L.O22:00）　◦休業日：施設に準ずる

なんばパークス店2019-720

◦大阪府 各線「りんくうタウン駅」より徒歩6分　◦ご利用時
間：11:00〜21:00（L.O20:30）　◦休業日：施設に準ずる

りんくうプレミアム・アウトレット店2019-721

◦滋賀県 JR「野洲駅」「近江八幡駅」よりバス30分　◦ご利
用時間：11:00〜21:00（L.O20:30）　◦休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク滋賀竜王店2019-722

◦大阪府 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩7
分　◦ご利用時間：10:00〜20:30　◦休業日：不定休

ららぽーとEXPOCITY店2019-723

◦長野県 JR「軽井沢駅」より徒歩4分　◦ご利用時間：
11:00〜19:30　◦休業日：施設に準ずる

軽井沢店2019-724
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佐世保サンド、ソフトドリンク（各2）
2019-725 佐世保サンドセット 2名様

◦宮城県 「勾当台公園駅」より徒歩2分　
◦ご利用時間：月〜土10:00〜26:00、日10:00
〜24:00　◦休業日：年始、不定休

◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

ジュニアサイズ・ハンバーガー、タコス（各2）
2019-726 ハンバーガーセット 2名様

◦福岡県 「西鉄二日市駅」より徒歩2分　
◦ご利用時間：11:00〜15:00、18:00〜24:00　
◦休業日：水曜

サンハウス佐世保バーガー
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

マッサージ・リフレクソロジー
疲れやストレスの解消に

リフレクソロジー フットバス後、パウダーを使用したフ
ットリフレクソロジー／20分　●宮城県 JR仙山線 
「東北福祉大前駅」より徒歩10分　●ご利用時間
:10:00～19:00　●休業日:月曜・第1、3月火連休

2019-727 ヒーリングサロン f分の1

リフレクソロジー（足湯＋足つぼ施術）／
25分　●愛媛県「松山市駅」より徒歩10
分　●ご利用時間:11:00～20:00
●休業日:水曜

2019-728 Relaxation Space 212
1名／顔つぼ付ヘッドマッサージ／30分
●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩5分
●ご利用時間：12:00～20:00
●休業日:年末年始

2019-731 MZA

肩こり、首こりほぐし／30分　●鳥取県 
「鳥取駅」より徒歩10分　●ご利用時
間：平日11:00～21:00、土日祝日9:00～
21:00　●休業日:不定休

2019-730 メディカルO2サロン梨花

リフレクソロジー ／25分　●福島県 飯坂
線 「笹谷駅」、「上松川駅」より徒歩18
分　●ご利用時間:平日10:00～20:00、日
曜10:00～17:00　●休業日:火曜・祝日

2019-729 リフレッシュサロン 山椿

Experience
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

スタジオ・ヨギー
ヨガレッスン 約75分（1回）　※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

ヨガレッスン 人気のヨガで身体と心を美しく

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2019-732 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2019-741 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2019-740 スタジオ・ヨギー新宿WEST
●大阪府 地下鉄「心斎橋駅」より徒歩1分

2019-749 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2019-739 スタジオ・ヨギー神楽坂
●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分

2019-748 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2019-738 スタジオ・ヨギー中目黒
●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分

2019-747 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分

2019-737 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2019-746 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2019-736 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2019-745 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2019-735 スタジオ・ヨギー静岡ﾊﾟﾙｺ
●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分

2019-744 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2019-734 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2019-743 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2019-733 スタジオ・ヨギー横浜
●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分

2019-742 スタジオ・ヨギーOSAKA
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

体癖や感覚によって無意識のうちに形づくられた体に意識を向
け、健康的な美しさやバランスを取り戻すためのセルフケアです。

スタジオ・ヨギー
骨盤調整レッスン 約75分（1回）　※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

ビューティー・ペルヴィス（骨盤調整）レッスン 身体本来の美しさを引き出します

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2019-750 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2019-759 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分　

2019-758 スタジオ・ヨギー新宿WEST
●大阪府 地下鉄「心斎橋駅」より徒歩1分

2019-767 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2019-757 スタジオ・ヨギー神楽坂
●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分

2019-766 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2019-756 スタジオ・ヨギー中目黒
●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分

2019-765 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分

2019-755 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2019-764 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2019-754 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2019-763 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2019-753 スタジオ・ヨギー静岡ﾊﾟﾙｺ
●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分

2019-762 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2019-752 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2019-761 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2019-751 スタジオ・ヨギー横浜
●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分

2019-760 スタジオ・ヨギーOSAKA
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

ピラティスレッスン ライフスタイルに健康と美と癒しを

医学的な根拠にもとづき、深層部の筋肉へアプローチするエクサ
サイズがピラティス。マットピラティスを体験してあなたの身体と心
のバランスをこの機会に整えてみませんか。

スタジオ・ヨギー
ピラティスレッスン 約60分（1回）　※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2019-768 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2019-777 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2019-776 スタジオ・ヨギー新宿WEST
●大阪府 地下鉄「心斎橋駅」より徒歩1分

2019-785 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2019-775 スタジオ・ヨギー神楽坂
●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分

2019-784 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2019-774 スタジオ・ヨギー中目黒
●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分

2019-783 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分

2019-773 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2019-782 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2019-772 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2019-781 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2019-771 スタジオ・ヨギー静岡ﾊﾟﾙｺ
●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分

2019-780 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2019-770 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2019-779 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2019-769 スタジオ・ヨギー横浜
●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分

2019-778 スタジオ・ヨギーOSAKA
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2019-837 M&S乗馬クラブ
滋賀県・JR「能登川駅」より車約20分（送迎あり）

2019-838 乗馬クラブ クレイン京都
京都府・JR「松井山手駅」よりバス利用「きんめい公園」下車徒歩約8分

2019-839 乗馬クラブ クレイン奈良
奈良県・近鉄「橿原神宮前駅」より車約30分（送迎あり）

2019-840 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク
奈良県・JR「天理駅」より車約20分

2019-841 乗馬クラブ クレイン大阪
大阪府・御堂筋線「中百舌鳥駅」より車約25分（送迎あり）

2019-842 服部緑地乗馬センター
大阪府・阪急「曽根駅」より車約10分（送迎あり）

2019-821 乗馬クラブ クレイン仙台泉パークタウン
宮城県・地下鉄「泉中央駅」よりパークバス約15分

2019-822 TRC乗馬クラブ高崎
群馬県・JR「高崎駅」より車約15分（送迎あり）

2019-823 乗馬クラブ クレイン栃木
栃木県・JR「古河駅」より車約5分（送迎あり）

2019-824 乗馬クラブ クレイン竜ヶ崎
茨城県・JR「佐貫駅」より車約15分（送迎あり）

2019-825 乗馬クラブ クレイン茨城
茨城県・TX線「万博記念公園駅」より車約5分（送迎あり）

2019-826 東武乗馬クラブ＆クレイン ★
埼玉県・JR「白岡駅」より車約15分（送迎あり）

2019-827 乗馬クラブ クレイン伊奈
埼玉県・JR「上尾駅」より車約10分（送迎あり）

2019-828 SRC狭山乗馬センター
埼玉県・西武線「狭山市駅」より車約15分（送迎あり）

2019-829 乗馬クラブ クレイン千葉
千葉県・JR「千葉駅」より車約20分（送迎あり）

2019-830 乗馬クラブ クレイン東京
東京都・小田急「鶴川駅」よりバス約15分

2019-831 乗馬クラブ クレイン神奈川
神奈川県・小田急「渋沢駅」より車約15分（送迎あり）

2019-843 ニッケ乗馬クラブ・クレイン加古川
兵庫県・JR「加古川駅」より車約10分（送迎あり）

2019-844 両備乗馬クラブ・クレイン岡山
岡山県・JR「東岡山駅」より車約25分（送迎あり）

2019-845 乗馬クラブ クレイン倉敷
岡山県・瀬戸大橋線「児島駅」より車約25分（送迎あり）

2019-846 MRC乗馬クラブ広島
広島県・JR「宮内串戸駅」より車約70分（送迎あり）

2019-847 乗馬クラブ クレイン多々良
山口県・JR「大道駅」より車約15分

2019-848 MRC乗馬クラブ松山
愛媛県・伊予鉄道「松山市駅」より車約15分（送迎あり）

2019-849 乗馬クラブ クレイン福岡
福岡県・JR「西戸崎駅」より徒歩約3分

2019-850 乗馬クラブ クレイン湯布院
大分県・JR「別府駅」より車約45分（送迎あり）

2019-851 乗馬クラブ クレイン千葉富里
千葉県・JR「成田駅」より車約15分

※休業日：★＝月曜　無印＝火曜

2019-832 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

2019-833 乗馬クラブ クレイン恵那
岐阜県・JR「恵那駅」より車約30分（送迎あり）

2019-834 名鉄乗馬クラブ・クレイン東海
三重県・JR「桑名駅」より車約15分（送迎あり）

2019-835 乗馬クラブ クレイン三重
三重県・近鉄「西青山駅」より車約5分（送迎あり）

2019-836 ヴィテン乗馬クラブ・クレイン金沢
石川県・JR「金沢駅」より車約25分（送迎あり）
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9：00〜18：00
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