
AL3

3500_オールマイティ H1



3500_オールマイティ H2



2029-003

●容量：シア ハンドクリーム30ml、シアバター10ml、
シアソープ ミルク100ｇ　

●本ページの掲載商品は、内容･パッケージ変更になる場合がございます。

シアバター＆ハンドケアセット
●容量：250ml
●アロマティックホワイト
フローラルブーケの香り ●容量：200ml

2029-001
リラックスボディミルク

クレンジングオイル
2029-002

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。

ロクシタン
ジルスチュアート
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●容量：ローズ　フレグランスオイル　ロールオン10ｍL、
ローズミストバランシング（化粧水）15ｍL　●ローズの香り
※デザインは変更になる場合がございます。

フレグランスセット
2029-004 2029-005

●容量：ハンドクリーム60ｇ、ルームフレグランス200ｍｌ
●ルームフレグランス フローラルティーの香り
※デザインは変更になる場合がございます。

ハンドクリーム&ルームフレグランス

ジェラート ピケ
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。

"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。
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トッカ

●容量：266g
●グレープフルーツとキューカンバーの香り

ボディーケアウォッシュ
2029-007

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。

2029-006

●サイズ（約）：全長10.5×3.5cm　
●素材：ステンレス

スターキーホルダー

フォリフォリ

フォリフォリは、1982年、ヨーロッパのバカンスの地、ギリ
シャ生まれ。 高品質でトレンディなジュエリー、ウォッチ、
アクセサリーを、ファッションに敏感な働く女性のニーズ
に応えてアフォータブルプライスで提供する「フルファッ
ションコンセプト」です。
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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。

●容量：100ml
●ジンジャーやジュニパーなどの香り

●サイズ（約）：オーガニックコットンフェイスタオル34×
80cm、ベビーデタージェント容量60mL　
●素材：綿

ボディオイル
タオル＆ファブリックケアセット 2029-009
2029-008

ザ・ランドレス ニールズヤード レメディーズ

ファッションを愛する人のためにニューヨークで生まれた
ファブリックケアのスペシャリティブランド。環境にも配慮し
たこだわりのアイテムを展開しています。
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ヴェレダ

●容量：ヒッポファンフルーティハンドクリーム50ml、ざくろハンドクリーム50ml　
●柑橘系の香り※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カ国以上の人々に親しま
れています。

ハンドクリームセット
2029-011

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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2029-010 
ルームフレグランス
●サイズ（約）:ポプリグラスφ7×高さ9cm、
エッセンシャルオイルAWボトル容量10ml　
●素材:プラスチック、ガラス　
●柑橘系の甘い香り
※デザインは変更になる場合がございます。



アビステ

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。

●サイズ（約）：1.5×全長6.8cm　
●素材：錫合金（金色メッキ）、クリスタルガラス、ポリエステル

ストラップ
2029-012

オーピーアイ

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。

●容量：ビッグアップルレッド15ml、オリジナルポリッシュリ
ムーバー30ml、オーピーアイ アボジュース バニラ30ml

ネイル＆ハンドローションセット
2029-013
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●容量：120g

スーパークレンジングEXⅡ
2029-015

フェイラー

1928年にドイツで誕生しました。伝統工芸であるシュニー
ル織は美しい色柄で世界中の人 を々魅了し続けています。

●サイズ（約）：27×35cm　●素材：綿

バッグ
2029-014

ドクターシーラボ

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。

3500_オールマイティ 7



近沢レース店 イルムス
多くの外国文化発祥の地である横濱元町で、レースと
刺繍の美しさと手作りの温もりを伝え続け、「夢とゆとりあ
るライフスタイルアップ」のお手伝いをさせていただいてお
ります。

2029-016
巾着＆タオルハンカチセット
●サイズ（約）：巾着20×横21cm、タオルハンカチ
25×横25cm ●素材：綿

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。

3500_オールマイティ 8

2029-017 
パスケース
●サイズ（約）:7.5×10.8×厚さ1.5cm　
●素材:牛革、合皮　
●内パス入2、外パス入2、ポケット2　
●カラー:ブルー



ハリスツイード

●サイズ（約）：14×23cm
●素材：ウール、綿

ポーチ
2029-018

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。

●サイズ（約）：33×48（28.5）×マチ21cm　
●素材：綿　●ポケット内1、外1

トートバッグ
2029-019

アーバンリサーチ
「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。
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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。 

2029-020
ノート&ブックバンド
●サイズ（約）：ツインリングノート16.8×11×厚さ
2.9cm、ブックバンド2.2×10.8cm　
●素材：特殊板紙、上質紙、中革

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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2029-021 
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、セク
シー･ダイナマイト約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、ハッピーヒッ
ピー100g（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。



コムサデモード・ホーム
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。

リプレイアンダーウェア

2029-023
REPLAYアンダーウェア グレー
◦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。

2029-871
タオルセット
◦サイズ（約）：バスタオル60×120cm、
ウォッシュタオル34×35cm
◦素材：綿100％

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。
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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。

2029-024
スーツ＆フットリフレッシャー
●容量：スーツリフレッシャー200mL、フットリフレッ
シャー50mL　
●グルーミングシトラスの香り

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。

2029-025
シューケアセット
●サイズ（約）：豚毛ブラシ全長12.5cm　
●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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ディノメン

"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。"

2029-026
フェイスローション　ドライ
●容量：150mL

トムロビン
"南仏の皮膚科学者とパリの二人のメンズファッションデザ
イナー、トムとロビンの出会いから生まれた“男がつくった男
のためのスキンケア”。2013年、大幅にリニューアルし日本
に上陸。パリで注目されるメンズスキンケアブランドです。"

2029-027
クレンジングジェル
●容量：125mL
※デザインは変更する場合がございます。
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グリーン

Greenは、ライフスタイルの原点を見つめ直し、煩雑な
毎日をスマートに変える。人生を賢く楽しみ、シームレス
に生きる人のためにGreenは生まれました。

2029-028
シームレスウォッシュ
●容量：500mL
●全身用洗浄液

ケント

230年以上にわたりブラシのトップブランドとして世界的地
位を保っているGBケント社。1955年にエリザベス2世より
英国王室御用達証を授けられています。

2029-029
ブラッシングブラシ
●サイズ（約）：全長20.8cm　
●素材：天然木　毛：天然毛（豚毛）
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トロイカ

洗練されたメタル製ギフトウェアのメーカーとして1972年
に誕生しました。モダンデザインの中にあふれるユニーク
さで、思い出に残るギフトシーンを演出します。

2029-030
カードケース
●サイズ（約）：10.2×7.2×高さ0.9cm　
●素材：アルミニウム、プラスチック

エルベクリスタル

東ヨーロッパの森林地帯をとうとうと流れるエルベ河。エ
ルベクリスタルは、その豊かな森林資源と水を用い中世
の昔から受け継がれている伝統的なガラス工芸です。

2029-031
ビアグラスセット
●サイズ（約）：φ6×高さ17.3cm　
●素材：カリガラス
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ナハトマン

1834年にドイツで生まれ、上質なクリスタルウェアを創り出
してきたブランド。170年以上の歴史の中で培われた高い
技術とデザインが、高く評価されています。

リッツェンホフ

ドイツで100年以上の歴史を誇るリッツェンホフ社とシー
ガーデザイン社の共同プロジェクトとして発表されたコレ
クションはコレクター垂涎の的です。

2029-033
ビアクリスタル
●サイズ（約）：φ6.5×高さ25cm　
●素材：カリクリスタルガラス　

2029-032
ボサノバシリーズ レクタングラープレート
●サイズ（約）：14×28cm
●素材:24％クリスタル
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ロイヤル コペンハーゲン ウェッジウッド

1775年開窯当時からデンマーク王室との深い結びつき
が続くロイヤル コペンハーゲン。上質でシンプルなデザイ
ンのテーブルウエアは多くのファンに愛されています。

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。

2029-035
スクエアボール
●サイズ（約）：23×23×高さ6.5cm　
●素材：ファインボーンチャイナ
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2029-034 
フラワーエンブレム クープ プレート
●サイズ（約）:φ23×高さ2.5cm　●素材:磁器



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。

京香旬彩プレート
2029-037

◦サイズ（約）φ27×高さ2.8cm
◦素材：磁器

ノリタケリチャードジノリ
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。

2029-036
ペアディッシュ
●サイズ（約）：φ13×高さ2.5cm ◦素材：磁器
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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。

2029-039
ペアマグ
●サイズ（約）：φ8.6×高さ8cm　
●素材：磁器

2029-038
ペアプチケーキ皿
●サイズ（約）：φ15cm　●素材：陶磁器
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ナルミ

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。

「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。

スイーツ皿セット
2029-040

●サイズ（約）：大皿20×20×高さ1.5cm、
小皿14×14×高さ1cm  ●素材：ガラス
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2029-041 
トリオボウル
●サイズ（約）:φ13×高さ5.5cm　
●素材:ボーンチャイナ



●容量：各113g　
●クレオパトラの香り、ジュリエッタの香り

ソープバーセット（トッカ） 2029-0452029-044

●サイズ：フリーサイズ
●素材：ウール、ナイロン

レディースグローブ（ビューティーバー）
2029-043

●サイズ（約）：32.5×35.5×マチ11.5cm　
●素材：綿（ビニール加工）　●ポケット内1

トートバッグ（ミントン）
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2029-042   
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～16.5cm　
●素材:アロイ、合成皮革　
●カラー:ブラウン×ブルー



●サイズ（約）：親骨55cm、16本骨　
●素材：ポリエステル　●カラー:ブルー

長傘（エグレマ）

2029-050

2029-047

●サイズ（約）：2.9×1.9cm、腕周り～17cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

レディースウォッチ（マレリーデュエ）

●サイズ（約）：最大ウエスト93cm　●素材：牛革
●カラー:ダークブラウン

レディースベルト2029-048
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2029-046  長財布
●サイズ（約）:19×9.5×厚さ2cm　●カラー:ベージュ
●素材:（表）合皮、（中）ポリエステル　●札入2、小銭入1、カード入8

2029-049  トートバッグ
●サイズ（約）:34×30.5×マチ11cm　
●素材:ナイロン　●ポケット内2　●カラー:ブラウン

2029-051  トートバッグ（ロベルタ ディ カメリーノ）
●サイズ（約）:20×28×マチ11cm　●カラー:ブラウン
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1



●サイズ（約）：9.5×12×厚さ2.5cm　●素材：合皮　
●札入2、カード入3、小銭入1　●カラー:ベージュ

折財布（ヴィヴィフルール・コレクション）2029-055

●サイズ（約）：全長42×トップ0.9×0.5cm　
●素材：ジルコニア、真鍮

●サイズ（約）：23×34×マチ11.5cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット内1外2　●カラー:パープル

ペンダント（ノーマジーン） ショルダーバッグ2029-052 2029-053

●容量：ハンド&ボディローションバニララベンダー30ml、
キューティクル オイル7.5ml、ネイルファイル

ハンド＆ネイルケアセット（オーピーアイ）2029-057
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2029-056  コットンパールネックレス
●サイズ（約）:全長40×トップφ0.6cm　●素材:コットンパール、
真鍮金メッキ　●手作り感のあるコットンパール使用

2029-054  手提げバッグ
●サイズ（約）:20×30×マチ7.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラウン



2029-062
●サイズ（約）：9.3×18.7×厚さ2.3cm　
●素材：牛床革、合皮　●札入1、カード入10

札入れ（チェルベ）

●サイズ：フリーサイズ　
●素材：真鍮、ガラスビーズ

●サイズ（約）：全長4.5cm　
●素材：クリスタルガラス、人工パール

●サイズ（約）：全長17.5×14cm　
●ペンが5本まで入ります。

アームバンド ピアス（キャティフェラーリ）

牛革ペンケース2029-063

2029-058 2029-060
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2029-059  レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト90cm　●素材:ゴム
●カラー:カーキ

2029-061  手提げバッグ
●サイズ（約）:22.5×25×マチ18.5cm　●カラー:ブラウン
●素材:ポリエステル、合成皮革　●ポケット内2外2



●サイズ（約）：3×3.1cm　
●素材：合金、カットガラス

ブローチ2029-067
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2029-064  
貝パールセット（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:ネックレス全長42cm、
パールφ6mm、イヤリングφ6mm　
●素材:貝パール、真鍮、ロジウムメッキ
●カラー:ホワイト

2029-065  長財布
●サイズ（約）:19×9.5×厚さ2cm　
●素材:ポリエステル、合皮
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラック

2029-066  
ジュエリーポーチ
●サイズ（約）:9×13.5×厚さ3.5cm　
●素材:合成皮革、ポリエステルベルベット



●サイズ（約）：4×5.8cm　
●素材：アコヤ真珠、真鍮

パールピンブローチ2029-071 2029-072
●容量：マニキュア（アイラブヨコハマ）15ml、ポリッシュリムーバ
ー30ml、ハンド&ボディーローション（バニララベンダー）30ml

ネイルセット（オーピーアイ）

●サイズ（約）：13.5×22×マチ3.5cm　
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内1

トートバッグ（デービットヒックス）2029-069
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2029-068  手提げバッグ
●サイズ（約）:20×30×マチ7.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラック

2029-070  ネックレス
●サイズ（約）:全長45cm　
●素材:真鍮、金メッキ、オニキス　

2029-073  ポーチ（イルムス）
●サイズ（約）:12.5×23×マチ2cm　●カラー:ブラック
●素材:合成皮革　●ポケット内2、カード入3



●サイズ：フリーサイズ　
●素材：人工パール、バネ銅

●サイズ（約）：3.4×2.12cm、腕周り～17cm　
●素材：合皮、合金　●日常生活防水

アームバンド

レディースウォッチ（マレリーデュエ）2029-079

2029-076

●サイズ（約）：全長43×トップφ1cm　
●素材：真鍮、クリスタルガラス

ペンダント（リョウコキクチ）2029-078
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2029-074  パールピアス
●サイズ（約）:パールφ0.5cm　●素材:シルバー925
（ロジウムメッキ）、アコヤパール　●カラー:ホワイト

2029-075  袱紗
●サイズ（約）:12×21cm　●素材:ポリエステル
●カラー:ブラック

2029-077  キルトミニボストン
●サイズ（約）:14.5×20×マチ15cm　●カラー:ブラック
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット内1外1



●サイズ（約）：ネックレス44cm、φ7mm、イヤリング
φ7mm、ブレスレットφ7mm　●素材：人工パール

●サイズ（約）：9.5×18.5×厚さ4cm　●素材：合皮　
●札入2、小銭入1、カード入14　●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：全長20cm　
●素材：人工パール、合金

長財布

パール3点セット

チェーンブレスレット（ユミ・ジェンヌ）

2029-083

2029-081 2029-082

●サイズ（約）：4.7×4cm　
●素材：人工パール、真鍮

パールブローチ2029-085

●サイズ（約）：32×28×マチ6cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内3外1

トートバッグ（イコールジュンココシノ）2029-080
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2029-084  UVカット晴雨兼用折りたたみ傘
●サイズ（約）:折りたたみ時23.5cm 重量170g
●素材:ポリエステル



●サイズ（約）：11.5×18×マチ9cm　
●素材：ポリエステルジャガード

ポーチ（クレアトラベラー）2029-089

●サイズ（約）：10.5×20×マチ2cm
●素材：（表面）牛床革、（中側）合皮
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:イエロー

長財布（アッシュエル）2029-088

●サイズ（約）：30×56×マチ20.5cm　●素材：綿、合皮　
●ポケット内3　●カラー:グレー×ブラック

ボストンバッグ2029-090
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2029-086  パンプス23cm 
2029-087  パンプス23.5cm
●素材:合成皮革　●ヒール8cm　●カラー:ベージュ



●サイズ（約）：ネックレス42cm、φ6mm、
イヤリングφ6mm　●素材：貝パール

ネックレス＆イヤリング（リョウコキクチ）2029-093
●サイズ（約）：7.7×11×厚さ1.8cm　●素材：牛革、ポリエステル　
●ポケット内2外1　●カラー:モーヴ

カードケース（キャサリンハムネット）2029-092

●サイズ（約）：全長12.3cm　
●素材：ステンレス、樹脂

万年筆2029-095
●サイズ（約）：7.5×10.8×厚さ1.9cm　
●素材：牛革、牛床革、合皮　●カラー:ベージュ

名刺入れ（カンサイセレクション）2029-094
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2029-096  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●カラー:ブラウン

2029-091  手提げバッグ
●サイズ（約）:20×30×マチ7.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:赤茶



●サイズ（約）：30.5×45.5×マチ11.5cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内3　●カラー:ブラック

トートバッグ

●サイズ（約）：M 着丈67cm、身巾49.5cm　
L 着丈69cm、身巾51cm　●素材：ポリエステル

レディースシャツM
レディースシャツL

2029-097
2029-098 2029-099
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2029-101  パールペンダント
●サイズ（約）:全長40×トップ1.7×1.1cm　●素材:真鍮、
ロジウム、キュービックジルコニア、淡水パールφ6mm

2029-102  ホック式財布（イルムス）
●サイズ（約）:9×10×厚さ2.5cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:グレー

2029-103  パールピアス
●サイズ（約）:淡水パールφ6mm　●素材:淡水パール、チタン
●付属のシェルフラワーで3通りで楽しめます。

2029-100  ポーチ（イルムス）
●サイズ（約）:12.5×23×マチ2cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内2、カード入3　●カラー:ネイビー
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●サイズ（約）：15.5×25×マチ5cm
●素材：綿

バッグインバッグ（ジュビリー･ジージー）2029-111
●サイズ（約）：12.8×高さ6cm
●素材：樹脂

2029-110 ファッショングラス（ファルチニューヨーク）
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2029-112  小銭入れ（ヴィオール）
●サイズ（約）:約10.8×8×厚さ2cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内2　●カラー:イエロー

2029-113  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～19.5cm　
●素材:アロイ、シリコン　●カラー:ピンク



●サイズ（約）：18×11.2×厚さ5cm
●素材：樹脂、真鍮　●耳かき付

ネイルケア8点セット

2029-118

2029-114

●サイズ（約）：10×17×マチ9cm
●素材：綿　●ポケット内3、外1

ポーチ（ビューティーバー）

●サイズ（約）：20×27×マチ9cm
●ポケット1

ポーチバッグ（ベルーガ）2029-115
●サイズ（約）：33×34.5×マチ16cm
●素材：ポリエステル

トートバッグ（フォション）2029-131
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2029-117  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.4cm、腕周り～19cm　●カラー:ブルー
●素材:樹脂、ポリウレタン　●10気圧防水

2029-119  バッグ
●サイズ（約）:30×20×マチ17.5cm　●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　
●ポケット外1　●カラー:ブラウン×グリーン



●サイズ（約）：14.5×高さ5.2cm
●素材：樹脂

●サイズ（約）：全長42×トップ1.3×1cm
●素材：真鍮

●サイズ（約）：11×12×厚さ5cm
●素材：合皮

ダイヤペンダント（ヴィヴィフルールコレクション）

ファッショングラス（ファルチニューヨーク） 折財布（サクスニーイザック）2029-123 2029-124 2029-125

2029-122

●サイズ（約）：40×180cm
●素材：竹繊維

バンブースカーフ（ナチュラルレーベル）
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2029-120  パスケース（キャティフェラーリ）
●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2　●カラー:パープル

2029-121  化粧ポーチ（マックスモード）
●サイズ（約）:13×20.5×マチ7cm　
●素材:ナイロン　●ポケット内2外1



●サイズ（約）：最大ウエスト93cm
●素材：牛革

●サイズ（約）：11.3×3.1×厚さ0.7cm
●素材：スプリットレザー、メタル

●サイズ（約）：37×27×マチ14cm
●素材：綿　●ポケット内1

リングベルト キーリング（トロイカ）

トートバッグ（ベルーガ）2029-130 2029-872

2029-126 2029-127

●サイズ（約）：7.5×11×厚さ1.5cm
●素材：山羊革　●カード入1、ポケット2

カードケース（ベネトン）
●サイズ（約）：φ0.3cm
●素材：真鍮、ジルコニア

ピアス2029-129

●サイズ（約）：16.7×25×マチ0.9cm
●素材：ナイロン

トラベルボード（トライストラムス）2029-128
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●サイズ（約）：9.5×13×厚さ3cm　
●素材：合皮　●札入2、小銭入1、カード入6

財布2029-134 2029-873
●サイズ（約）：4.3×2.5×厚さ0.6cm　
●素材：ステンレス

キーホルダー（フォリフォリ）
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2029-133  ミニオードパルファム（トッカ）
●容量:15ml　●クレオパトラの香り（グレープフルーツと
グリーンが、ホワイトジャスミンに包まれていく香り）

2029-132  リングホルダー
●サイズ（約）:12.5×5.5×高さ12.5cm　
●素材:ポリレジン



●素材：真鍮、ジルコニア

●サイズ（約）：全長44×トップ0.6×1.8cm　
●素材：真鍮、クリスタルガラス

●サイズ（約）：33×21×マチ14cm　
●素材：綿、合皮　●ポケット内2外3

リング9号（キャティフェラーリ）
リング11号（キャティフェラーリ）

キルティングバッグ

ペンダント2029-1422029-141

2029-136
2029-137

2029-139

●サイズ（約）：10×11cm　●素材：ポリエステル　
●札入1、カード入3、小銭入1

財布（プライベートレーベル）
●サイズ（約）：全長2.6cm　
●素材：ジルコニア、クリスタルガラス、真鍮

ピアス（ファルチニューヨーク）2029-140
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2029-138  ジュエリーボックス
●サイズ（約）:14×9.5×高さ7cm　
●素材:ポリウレタン、ポリエステル、ガラス



●サイズ（約）：最大ウエスト80cm　
●素材：ナイロン、アクリル、ポリエステル

●サイズ：フリーサイズ　
●素材：人工パール、バネ鋼　●カラー:ピンク

ゴムベルト

アームバンド2029-148

2029-145
●サイズ（約）：22×24×マチ5cm　
●素材：合皮　●カラー：ベージュ

トートバッグ2029-890
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2029-143  パスケース付小銭入れ（イルムス）
●サイズ（約）:7.5×10×厚さ2cm　●素材:合成皮革　
●カード入2　●カラー:ブルー

2029-146  ジャンプ長傘（ドリー･オブ･トロイ）
●サイズ（約）:親骨60cm　
●素材:ポリエステル、スチール、樹脂　●カラー:ピンク

2029-147  ホック式財布（イルムス）
●サイズ（約）:9×10×厚さ2.5cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:ピンク
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2029-149  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2　●カラー:ピンク

2029-150  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●カラー:ベージュ

2029-152  ハートカギペンダント（ミチコロンドンコシノ）
●サイズ（約）:全長43cm×トップ2.5×1cm　●素材:真鍮、
錫合金（ピンクゴールドメッキ）、キュービックジルコニア

2029-153  ポーチ（イルムス）
●サイズ（約）:12.5×23×マチ2cm　●素材:合成皮革
●ポケット2、カード入3　●カラー:パープル

2029-154  コットンパールピアス
●サイズ（約）:φ0.6×2.5cm　●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

2029-151  トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:25×28cm　●素材:綿、ポリエステル　
●ポケット内1　●カラー:ベージュ



●素材：ポリエステル　●カラー:ネイビー●サイズ（約）：4.4×3.4cm、腕周り～19cm　
●素材：合金

●サイズ（約）：28×49×マチ18cm　
●素材：ポリエステル、樹脂　●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

蝶タイ（フェイスミックス）牛革メンズウォッチ（レガッタクラブ）

ボストンバッグ2029-158

2029-155 2029-156
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2029-157  ノートPC保護ケース
●サイズ（約）:26×35.5×マチ3cm　●素材:合皮、ポリエチレン　
●内部に衝撃吸収材入り　●13インチまでのノートPC収納可



●素材：シルバー

リング17号（ヴィオール）
リング19号（ヴィオール）

2029-161
2029-162

2029-163
●サイズ（約）：8×10.5×厚さ2.5cm
●素材：牛革　●カラー:ブラウン

牛革コインケース（トロイ）
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2029-159  メンズウォッチ（カシオ）
●サイズ（約）:3.9×3.5cm、腕周り～20.5cm　
●素材:樹脂　●日常生活防水　●カラー:ブラック×ホワイト

2029-160  ペンダント
●サイズ（約）:全長50×トップ3.5×2cm　
●素材:ステンレス

2029-164  ブレスレット（デービットヒックス）
●サイズ（約）:全長21cm　●素材:ステンレス、牛革

2029-165  パスケース
●サイズ（約）:7.5×10.5×厚さ1cm　●素材:牛革
●カード入4　●カラー:ブラック　●カードは撮影用です



●サイズ（約）：5.5×3.7×厚さ1.2cm　
●素材：真鍮

●サイズ（約）：6×11×厚さ2cm
●素材：牛革　●キーフック5　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：ケース17.2×10.2×厚さ2.6cm　
●素材：ステンレス、合皮

●サイズ（約）：13.4×高さ3.9cm　
●素材：合金、プラスチック

●サイズ（約）：φ4.68×4cm、腕周り～20.5cm
●5気圧防水

オイルライター（ジッポ） ネイルケアセット

牛革キーケース（トロイ）

ファッショングラス（エフアール837）

多機能メンズウォッチ（カシオ）2029-169 2029-171

2029-166 2029-167 2029-168
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2029-170  メンズベルト（チェルベ）
●サイズ（約）:最大ウエスト99cm　
●素材:（表）牛床皮、（裏）合成皮革　●カラー:ブラック



●内容：シュークリームカラーレス50ml、ウォーターストップ
100ml、ベルライトキーパー24～27.5cm

●サイズ（約）：24.5×30×マチ10cm　●素材：ポリエステ
ル、合皮、樹脂　●ポケット内2外1　●カラー:カーキ

シューケアセット（コロニル） トートバッグ（アッシュエル）

2029-176

2029-172 2029-174

●サイズ（約）：全長45×トップ4.3cm　
●素材：合皮、合金

ペンダント
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2029-175  折財布
●サイズ（約）:11×9×厚さ1cm　●素材:牛革
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

2029-177  メンズウォッチ（リンクス）
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～21cm　●素材:亜鉛合金、
合成皮革　●日常生活防水　●カラー:ブラック×ホワイト

2029-173  ペンケース
●サイズ（約）:18.5×4×厚さ2cm　
●素材:牛革　●カラー:ネイビー



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

折りたたみキャリーバッグ2029-181

2029-178
●サイズ（約）：25×47×マチ24cm　
●素材：ポリエステル、合金　●ポケット内1

ボストンバッグ
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2029-180  PC対応ビジネスバッグ
●サイズ（約）:29×39×マチ8cm
●素材:ポリエステル、ポリエチレン　●ポケット内6外1

2029-179  シューズクリーナー
●サイズ（約）:ケース7×16×高さ5cm　●素材:合皮、 
油脂、豚毛、木　●内容:ケース1、クリーム2、布2、ブラシ2



●サイズ（約）：最大ウエスト94.5cm　
●素材：合皮　●カラー：ブラック

●サイズ（約）：23×14×厚さ2.5cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内6

メンズベルト マルチケース（イルムス） 

2029-186
●サイズ（約）：全長13.3cm　●キーフック4

牛革キーホルダー2029-187

2029-182 2029-891

●サイズ（約）：12.3cm　●素材：ステンレス・樹脂
●カラー:ブラック

万年筆
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2029-183  キーケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:6×11×厚さ2.5cm　
●素材:合成皮革　●キーフック5　●カラー：ブラック

2029-185  ブックカバー
●サイズ:文庫本サイズ　●素材:合成皮革、ポリエステル、
スチール　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：8.5×4cm

●サイズ（約）：1.3×1.3cm　●素材：真鍮

●サイズ（約）：9×12×厚さ2.5cm　●素材：（表面）牛革、 
（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー：ブラック

●サイズ（約）：6.5×11.5×厚さ1.5cm　
●素材：牛革、ディンプル仕上　●キーフック5

ステンレス靴べら（磨き屋シンジケート） 二つ折財布

カフス キーケース2029-191 2029-193

2029-188 2029-190
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2029-189  メンズケアセット
●セット内容:ケース、キューティクルトリマー、耳かき、プッ
シャー、爪やすり、横向き爪切り、爪切り、はさみ

2029-192  自動開閉傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時28cm　
●素材:ポンジー　●カラー：ネイビー



●サイズ（約）：6.5×9.5×厚さ1.3cm　
●素材：（表面）牛革（中側）合皮　●カラー：ブラック

コインケース2029-195
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2029-194  ダイヤモンドカット タイピン
●サイズ（約）:全長5.2cm　
●素材:真鍮、ガンメタメッキ　●カラー：ガンメタ

2029-196  クロコ型名刺入
●サイズ（約）:7×11×厚さ1.3cm　●素材:牛革、レーヨン
●カード入1　●カラー：ブラック

2029-197  携帯&メガネスタンド
●サイズ（約）:13.5×5×高さ8cm　●素材:合成皮革、 
ポリエステル、スチール　●カラー：ブラック

2029-198  ボストンバッグ（ブリティッシュホースライディング）
●サイズ（約）:20×37×マチ16.5cm　●カラー：ブラック
●素材:ポリエステル、合成皮革　●ポケット内1外1

2029-199  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～20.5cm　●素材:アロイ、ステンレス　
●5気圧防水　●カラー：シルバー×ホワイト



●サイズ（約）：9.5×13×厚さ1.5cm　●素材：（表面）牛革、（中側）合皮
●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー：ブラウン

●対応サイズ：24～27.5cm

折財布

シューキーパーセット2029-202 2029-203

2029-200

●素材：合成底、合皮　●カラー：キャメル
シューズ26.5cm（ブラジリアン）

●サイズ（約）：幅8.5×142cm　●素材：絹
●カラー：ブラック×パープル

ネクタイ（ベネトン）2029-201
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●サイズ（約）：1×2cm　●素材：真鍮

●サイズ（約）：6.5×9.5×厚さ1.3cm　
●素材：牛革、合皮　●カラー：ブラウン

●全長サイズ（約）：14cm　●素材：真鍮　
●黒・赤2色ボールペン、シャープペン

カフス（ユーピーレノマ） 機能ペン（セーラー万年筆）

コインケース2029-207

2029-204 2029-206
●サイズ（約）：親骨60cm
●素材：ポリエステル、鉄　●カラー：ブラウン

長傘（イルムス）2029-874
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2029-208  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～20cm　●素材:アロイ、
ステンレス　●5気圧防水　●カラー：シルバー×ゴールド

2029-209  鍵付ウォッチケース
●サイズ（約）:9.5×10×高さ7cm　●素材:合皮



●サイズ（約）：13.7×高さ3.7cm　
●素材：樹脂　●ブルーライト37％カット

●サイズ（約）：33×29×マチ8cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1　●カラー：ブラウン

●サイズ（約）：10×19×厚さ4cm　●カラー：ブラック
●素材：合皮　●札入2、小銭入1、カード入14

●サイズ（約）：全長～100cm　
●素材：ポリエステル、ゴム

PCグラス 長財布

トートバッグ（アッシュエル） サスペンダー2029-213 2029-215

2029-210 2029-212
●サイズ（約）：最大ウエスト95cm　
●素材：合皮　●カラー：ブラック／ブルー

メンズベルト2029-875
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2029-214  マルチトレー
●サイズ（約）:28.5×19×高さ4cm　
●素材:合成皮革、ポリエステルベルベット
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●素材：合成底・合皮　●カラー：ワイン
シューズ26.5cm（ブラジリアン）2029-222

●サイズ（約）：9×0.9×厚さ2.5cm
●素材：真鍮・合金

キーリング（トロイカ）2029-223

2029-224
●全長サイズ（約）：12.3cm
●素材：ステンレス・樹脂

万年筆
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2029-225  ボクサーブリーフM（ジェイプレス） 
2029-226  ボクサーブリーフL（ジェイプレス）
●サイズ（約）：M 脇丈26.5×ウエスト62cm
L 脇丈27.5×ウエスト68cm
●素材:綿、ポリウレタン　●カラー：レッド



●対応サイズ（約）：27cm以下
●素材：コットン、ナイロン、ポリウレタン　●カラー：イエロー

●対応サイズ：全長～100cm
●素材：ポリエステル、ゴム

●サイズ（約）：21×19×マチ3.5cm
●素材：合皮、ポリエステル　●ポケット外1　●カラー：ブルー

●サイズ（約）：最大ウエスト105cm
●素材：牛革、合皮　●カラー：ブラック

靴下（ル・スリップ・フランセ） ショルダーバッグ（アッシュエル）

サスペンダー メンズベルト2029-230 2029-232
2029-231

2029-233

2029-227 2029-229

●サイズ（約）：M 身丈67cm、身巾50cm 
L 身丈70cm、身巾53cm　●素材：綿・ポリエステル

パーカーL
パーカーM
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2029-228  メンズウォッチ（バルタザール）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～18cm　●素材:亜鉛合金、真鍮、ステンレス　
●日常生活防水　●カラー：シルバー



2029-238
●サイズ（約）：9×18.2×厚さ2.3cm　●素材：（表面）牛革
（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入5

長財布

●サイズ（約）：16.7×25×厚さ0.9cm
●素材：ナイロン・ウレタン・樹脂・金属

トラベルボード（トライストラムス）2029-236
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2029-237  バッグインバッグ（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:15.5×25×マチ5cm　
●素材:綿　●カラー：バイオレット

2029-239  ファスナー式小銭入れ（アッシュエル）
●サイズ（約）:7.7×10.7×厚さ2.3cm　
●素材:合成皮革　●ポケット2　●カラー：イエロー

2029-235  折傘（ヴァレンチノクリスティー）
●サイズ（約）:親骨58cm、折りたたみ時38cm　
●素材:ポリエステル　●カラー：ネイビー

2029-234  ポケッタブルショルダーバッグ（ノースポール）
●サイズ（約）:33×23×マチ10cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1外3　●カラー：ライトグリーン



●サイズ（約）：32×30×マチ12cm
●素材：合皮、樹脂　●ポケット外1

●サイズ（約）：26×26×マチ9cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：20×28×厚さ0.5cm
●素材：ポリエステル、牛革、レーヨン、天然ゴム

●サイズ（約）：5×25×マチ15.5cm
●素材：綿

ショルダーバック（ベネトン） トートバック（ジップイット）ガジェットケース（トライストラムス）

バッグインバッグ（ジュビリー･ジージー）2029-245

2029-240 2029-241 2029-242
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2029-244  自動開閉傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時28cm　
●素材:ポンジー　●カラー：ブルー

2029-876  ソックス4足セット
●サイズ（約）:27cm　
●素材:綿、ポリウレタン、ナイロン



●サイズ（約）：44×40×高さ123.5cm　
●組立式

●サイズ（約）：φ30×高さ52.5cm　
●素材：合成木材、樹脂　●組立式

天然木ポールハンガーサイドテーブル2029-877 2029-247
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2029-248  壁掛けミラー
●サイズ（約）:61.5×23×厚さ1.5cm　
●素材:アルミ、樹脂、合成木材　●吊りひも付

2029-249  掛時計
●サイズ（約）:φ30.5×厚さ4.3cm
●素材:樹脂　●スイープ運針



●サイズ（約）：φ9×11.5cm　
●素材：合皮、樹脂

●サイズ（約）：クリップ最大5×高さ29cm　
●素材：樹脂　●ACアダプター付

クリップ型ライト（ジェントス）

ネクタイ＆ウォッチケース2029-253

2029-252

3500_オールマイティ 58

2029-250  ダストボックス
●サイズ（約）:φ24.5×高さ32cm　
●素材:樹脂

2029-251  クリップホルダー（アレッシィ）
●サイズ（約）:10.6×7.4×高さ5cm　
●素材:樹脂　※クリップはついておりません

2029-254  4段ラック
●サイズ（約）:28.5×60×高さ71cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

2029-255  フォトフレーム
●サイズ（約）:14.7×29.5×厚さ14cm　
●素材:スチール　●置掛兼用



●サイズ（約）：15×18×高さ25cm　
●素材：ポリエステル、陶器

●サイズ（約）：33×22×高さ55cm　
●素材：スチール、樹脂

●サイズ（約）：マグφ7.5×高さ10cm、プレート20×20cm
●素材：磁器、ソーダガラス

光触媒グリーン ゴミ袋ホルダー

モーニングセット（ジバンシィ）2029-261

2029-256 2029-258
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2029-257  キーフックスタンド
●サイズ（約）:7.5×20×高さ27cm　
●素材:スチール

2029-259  スライド式シューズラック
●サイズ（約）:25×41～70×高さ17.5cm　
●素材:スチール　●耐荷重:約3kg

2029-260  小物入れ
●サイズ（約）:8×21.5×高さ9cm
●素材:合皮、ポリエステル



●サイズ（約）：8.6×7×厚さ2.5cm　
●素材：樹脂　●アラーム、カレンダー、温度計付

多機能電波時計

2029-266

2029-263

●サイズ（約）：φ8.4×高さ6.4cm　●素材：白磁
フタ付容器ペア（プラマイゼロ）
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2029-262  リモコンラック
●サイズ（約）:9.7×24.5×高さ16.2cm　
●素材:スチール

2029-264  ウェットティッシュ密封ケース
●サイズ（約）:10×17×高さ7.5cm
●素材:スチール、合成木材

2029-265  スタンドミラー
●サイズ（約）:26.5×27×厚さ1cm　
●素材:アルミ

2029-267  5段階リクライニング座椅子
●サイズ（約）:36×33×高さ36cm　
●素材:ポリエステル、ウレタンフォーム、スチール



●サイズ（約）：45×17×高さ90.5cm
●素材：樹脂　●4輪付

4段オープンワゴン2029-878
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2029-268  コースターセット
●サイズ（約）:φ9.6×厚さ1cm　●素材:陶器

2029-270  天然木ガラス温度計
●サイズ（約）:4×7.5×高さ18cm
●測定可能:18℃～26℃

2029-271  テーブルマットセット（グッチーニ）
●サイズ（約）:29.5×43.5cm　●素材:樹脂



●サイズ（約）：33×40×厚さ12cm　
●素材：ナイロン、樹脂、発泡ポリスチレン

●サイズ（約）：25×8.7cm　
●素材：磁器

クッション（モグ）

デリプレートセット（イルムス）2029-879

2029-274
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2029-272  マルチステップ
●サイズ（約）:28×39.5×高さ20cm　
●素材:樹脂

2029-276  光触媒オンシジューム
●サイズ（約）:20×15×高さ30cm　
●素材:ポリエステル

2029-277  電池式ミニ扇風器
●サイズ（約）:18×17×高さ23.5cm　
●素材:樹脂　●専用USBケーブル1.2m付

2029-273  ポールハンガー
●サイズ（約）:42×42×高さ130cm　●素材:スチール
●組立式



●サイズ（約）：13×31×高さ14cm　●素材：樹脂

●サイズ（約）：16.7×厚さ4cm　
●素材：樹脂スチール

ウォッチケース

アラーム付置時計2029-281 2029-282

2029-278

●サイズ（約）：グラスφ10×高さ9cm、トレー20×
20cm　●素材：ソーダガラス

スインググラス（ジバンシィ）
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2029-279  アロマキャンドルセット
●サイズ（約）:φ9×高さ18cm　●素材:磁器
●キャンドル（ラベンダーの香り）×6付

2029-280  コーヒーメーカー（クオーレ）
●サイズ（約）：12.5×12.5×高さ19.5cm、容量170ml　●AC100V-
450W・電源コード0.8m　●素材：樹脂、陶器　●陶器カップ付

2029-880  アイメイクパレット（ザ・ボディショップ）
●内容：アイブロウ＆アイライナーキット3g



●サイズ（約）：13.5×26.5×高さ8cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ5.9×高さ24cm　
●素材：クリスタル

●サイズ（約）：φ30×高さ52.5cm　
●素材：合成木材　●組立式

トレイ付ティッシュケース ペアシャンパングラス

サイドテーブル2029-288 2029-289

2029-284 2029-286

●サイズ（約）：15×15×高さ22.5cm
●素材：合成木材

ダストボックス（ヤマトジャパン）

3500_オールマイティ 64

2029-285  ライト（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）：φ7.5×高さ15cm　●素材：パラフィン　
●ザクロの香り、電池式、タイマー機能

2029-287  ペアスリッパ
●サイズ（約）:26cm　
●素材:合皮、綿、ポリエステル



●サイズ（約）：20.5×31×高さ23cm　
●素材：鉄

●サイズ（約）：φ32×厚さ4cm　
●素材：樹脂　●スイープ運針

●サイズ（約）：48.5×25.8×厚さ1.5cm●サイズ（約）:26×43.5×厚さ1.5cm　
●素材:樹脂、ガラス

マガジンラック掛時計

天然木壁掛けミラーフォトフレーム 2029-2932029-292

2029-290 2029-892
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●サイズ（約）：45×45×厚さ15cm　
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：45×65cm　●素材：アクリル

座布団クッション

抗菌防臭玄関マット2029-311

2029-306
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2029-307  アクセサリーボックス
●サイズ（約）:φ9×高さ10cm　●素材:天然木

2029-308  マルチラック
●サイズ（約）：15.5×17.5×高さ14cm　
●素材：合皮、スチール

2029-309  3段オープンラック
●サイズ（約）:15×16.8×高さ46cm　●素材:繊維板　
●組立式　●耐荷重約1kg/棚

2029-310  ウォッチケース
●サイズ（約）:9.5×14×高さ7cm　●素材:樹脂
●3本収納可



ELEGANCE

●サイズ（約）：φ11×高さ15cm　
●素材：クリスタルガラス

●サイズ（約）：φ7.8×高さ10cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

ロンシャン　ボンボン（クリスタル・ダルク）マグカップ（エインズレイ）2029-312 2029-313

2029-315
●サイズ（約）：φ12.5×26×高さ6.5cm　
●素材：ポリエステル

ティッシュケース（ジェニファー・テイラー）
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2029-314  マット
●サイズ（約）:50×80cm　●素材:綿



●サイズ（約）：メジャー9cm、容量700ml　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：マグφ8.5×高さ10.5cm、プレート13×
20.5cm　●素材：磁器、強化ガラス

耐熱ガラスティーポット

ペアマグ＆プレート（プルーン）2029-321

2029-316
●サイズ（約）：φ24×高さ6cm　●素材：磁器

ペアプレート2029-317
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2029-318  八角ミラー
●サイズ（約）:26.5×26.5×厚さ2.5cm　
●素材:天然木

2029-319  レンジパック4点セット
●サイズ（約）:大φ14.5×高さ7.1cm、中φ12×高さ6.5cm、
小φ9.7×高さ5.5cm×2　●素材:ニューボン　●食洗機対応可

2029-320  電卓付タイマー（ドリテック）
●サイズ（約）:10.6×4×厚さ1.1cm　●素材:樹脂



●サイズ（約）：φ11.2×高さ6cm
●素材：磁器　●レンゲ4本付

●サイズ（約）：11.8×9.3×高さ19cm　
●素材：パラフィン、ガラス　●リフィル付

●サイズ（約）：φ7.4×高さ8.2cm　
●素材：磁器

スープカップ4pc ローズキャンドルセット（ヤンキーキャンドル）ペアマグ

2029-326

2029-882 2029-883 2029-324

●サイズ（約）：φ12×厚さ6cm　
●素材：プラスチック

アラームライト付時計（シチズン）
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2029-325    カトラリー10ピースセット（カンサイヤマモトメゾン）
●全長サイズ（約）:各12～20.8cm　
●素材:ステンレス

2029-327  プレート5枚セット（ラ･エミーズ）
●サイズ（約）:φ16×高さ2.5cm　●素材:磁器



●サイズ（約）：φ6.9×高さ14.9cm　
●素材：ソーダガラス

●サイズ（約）：6.5×6.5×高さ20cm　
●素材：陶器

ペアグラス

フラワーベースセット

2029-331

2029-329
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2029-328  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　●置掛兼用

2029-330  コーヒースプーン5ピース
●全長サイズ（約）:11.5cm　
●素材:ステンレス　●カラー:ピンクゴールド

2029-332  ダストボックス
●サイズ（約）:φ24.5×高さ32cm　
●素材:樹脂

2029-333  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



●サイズ（約）：φ12.5×高さ10.5cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ12.5×高さ22cm　
●素材：クリスタルガラス

●サイズ（約）：φ6.8×高さ15cm、メジャーφ3.9×高さ9cm、メジャー
容量：大30ml、小20ml　●素材：ステンレス

アイスペール（バレンチノ・ルディ）花瓶（ボヘミアガラス）

カクテルセット2029-337

2029-334 2029-335
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2029-336  ライト（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ8.3×高さ15cm　●素材:パラフィン　
●電池式　●タイマー機能付



●サイズ（約）：23.5×23.5×厚さ2.5cm　
●素材：磁器

●サイズ（約）：φ5.3×高さ15cm
●素材：無鉛クリスタル

●サイズ（約）：φ6.8×高さ16.4cm　
●素材：カットガラス

●サイズ（約）：16.5×12×高さ11cm　
●素材：ステンレス

プレート ペアワイングラス（クリスタルダルク）

オーシリーズ ビア ペア（リーデル）

ワインラック

2029-341 2029-342

2029-338 2029-339 2029-340

●サイズ（約）：φ8.5×高さ14cm　●素材：ガラス
ペアボウル（ヴェトリ）

3500_オールマイティ 74

2029-343  ペアロックカップ
●サイズ（約）:φ7.4×高さ9.7cm　
●素材:ステンレス　●2重構造



●サイズ（約）：φ10×13cm　●素材：ソーダガラス

●サイズ（約）：φ30×52.5cm　
●素材：合成木材　●組立式

●サイズ（約）：カップφ7.7×高さ8.9cm、コースター
φ8.6cm　●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ23×高さ5cm　●素材：磁器

ドームグラス

サイドテーブル

カップ＆コースター（カンサイヤマモトメゾン）

パスタプレートセット（セセラ）2029-347 2029-349

2029-344 2029-345
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2029-884  マルチグラスセット（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ8.7×高さ11cm　●素材:ガラス

2029-885  ボトル型ツールセット
●ケースサイズ（約）:8×8×高さ33cm　●内容:ソムリエナイフ、ボ
トルポアラード、ドロップリング、フォイルカッター、ボトルストッパー



●サイズ（約）：φ11.5×高さ4.5cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：20×33.6×高さ28.6cm　
●素材：スチール

デザートボウルセット

マガジンラック

2029-353 2029-354

2029-351

●サイズ（約）：φ7.5×高さ10.5cm
●素材：ソーダガラス

ペアロックグラス
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2029-350  カトラリー8ピース（イノベーター）
●全長サイズ（約）:ディナーナイフ20.4cm、ディナースプーン17.7cm、
ディナーフォーク17.7cm、コーヒースプーン13cm　●素材:ステンレス

2029-352  ティー&コーヒーサーバー
●サイズ（約）:φ7.6×高さ18.8cm　
●素材:耐熱ガラス、ステンレス

2029-355  コレクションボックス
●サイズ（約）:20×28×高さ8cm　
●素材:パンダン、合皮、不織布、ガラス



●サイズ（約）：皿φ23.5×高さ3.2cm、猪口φ8.7×高さ
6.8cm　●素材：陶器　●箸2膳、ざる付

●サイズ（約）：菓子鉢φ21cm、茶筒φ8.8cm×高さ
9.2cm、茶托φ12cm　●素材：樹脂

そばちょこセット

茶菓セット2029-358 2029-359

2029-886

●サイズ（約）：全長14.2cm　●素材：アルミ
●シャープペン0.5mm、ボールペン0.7mm（黒、赤）

3機能ペン（セーラー万年筆）

3500_オールマイティ 77

2029-357  汁椀5客セット
●サイズ（約）:φ10.7×高さ7cm　●素材:樹脂



●サイズ（約）：φ14.2×高さ8.5cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：15.5×15.5×厚さ1.5cm
●素材：樹脂

箸付ペアどんぶり

フォトフレーム

2029-363 2029-364

2029-361

●サイズ（約）：6.5×8.5×マチ2.5cm　
●素材：牛革、羊革

小銭入れ
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2029-360  リバーシブル慶弔ふくさ&あぶらとり紙
●サイズ（約）:ふくさ20.5×12cm、あぶらとり紙10.2×10.2cm
●素材:ポリエステル　●赤地に鶴柄でもお使いいただけます

2029-362  酒器セット
●サイズ（約）:徳利φ9.5×高さ11.6cm、猪口φ6×高さ5cm
●素材:ガラス

2029-365  土鍋
●サイズ（約）:24.8×21×高さ12.5cm　●素材:陶器
●レンジ･食洗機、直火対応可



●サイズ（約）：φ10.5×高さ10.5cm、カップφ9.5×高さ
8.5cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：φ15×高さ6cm　●素材：陶器●サイズ（約）：φ12.5×厚さ4cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：φ21×高さ38cm　●素材：陶器

ペア小鉢

焼酎セット

信楽焼掛け時計

信楽焼傘立て2029-369 2029-370 2029-371

2029-367 2029-368

●サイズ（約）：φ12×高さ25.5cm　●素材：陶器
信楽焼花瓶
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2029-366  パール念珠
●サイズ（約）:φ0.8×全長27cm　
●素材:ガラスパール、レーヨン



●サイズ（約）：酒器φ9×高さ11cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：12.5×12×高さ18cm
●素材：陶器

●サイズ（約）：10×7×高さ26cm、容量950ml　
●素材：陶器

冷酒器

信楽焼甘えん坊ねこ

信楽焼イオンボトル2029-375 2029-376 2029-377

2029-373

●サイズ（約）：φ9×高さ8.5cm　●素材：陶器
信楽焼ロックカップ
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2029-372  ペア茶碗
●サイズ（約）:φ11.2×高さ7cm　●素材:陶器

2029-374  丼3客セット
●サイズ（約）:φ20×高さ7cm　●素材:磁器



●サイズ（約）：26.5×10.5×高さ10cm　
●素材：ステンレス、テトロン

●サイズ（約）：4×3.5cm　●素材：ステンレス

ハンドジューサー

くるみ割り（アレッシィ）2029-380 2029-893

2029-379

●全長サイズ（約）：牛刃32cm、三徳29.5cm、薄刃
28.5cm

ステンレス包丁3点セット
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2029-378  北京鍋26cm
●サイズ（約）:高さ8cm　●素材:鉄



●全長サイズ（約）：32cm　
●素材：ステンレス、天然木

●全長サイズ（約）：お玉30.7cm、
穴ターナー33cm　●素材：ステンレス

●全長サイズ（約）：20.5cm　
●素材：工業用ダイヤモンド、鋼

●サイズ（約）：φ14×高さ23cm、容量1.5ℓ

刺身和包丁（濃州孫六作）

キッチンツールセット 包丁研ぎ器卓上ポット

2029-382

2029-385 2029-386 2029-387

●サイズ（約）：オイルポット12×13.5×16.8cm、バット15.7×24.2×
2cm　●素材：鉄、フッ素樹脂加工、ステンレス　●カス揚げ付

オイルポットセット2029-384

3500_オールマイティ 82

2029-383  ソルトペッパーボール（シェフン）
●サイズ（約）:7×5.7×高さ9.2cm　
●素材:合金、樹脂
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●サイズ（約）：φ18×高さ7.6cm、
φ21×高さ8.6cm、φ24×高さ9.5cm

●サイズ（約）：高さ9cm
●素材：ステンレス、ガラス、樹脂　●IH可

●全長サイズ（約）：各17cm、ハサミ20.5cm

●容量（約）：3.4ℓ　●素材：ステンレス
ステンレスボウルセット 片手鍋18cm

ピーラー3種＆キッチンハサミ

IH対応天ぷら鍋25cm＆トング2029-394 2029-395 2029-894

2029-399
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2029-397  ステンレスザル5点セット（郷技）
●サイズ（約）:φ13cm、φ15cm、φ19cm、φ22cm、
φ25cm　●素材:ステンレス

2029-398  IH対応寄せ鍋24cm
●サイズ（約）:高さ9.2cm　
●素材:ステンレス



●サイズ（約）：高さ8cm　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工

IH対応深型フライパン26cm

2029-402

2029-400

●容量（約）：2.3ℓ　●素材：鉄　●フッ素加工
IH対応温度計付天ぷら鍋20cm2029-401

●サイズ（約）：高さ10cm、容量3.5ℓ　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工

IH対応両手鍋22cm
2029-403  ピーラー（グッチーニ）
●全長サイズ（約）:20cm　
●素材:ステンレス、樹脂、ゴム
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●サイズ（約）：ボード21×30cm、ピーラー全長15.7cm
●素材：樹脂、ステンレス

●サイズ（約）：ボウル21.7×27.4×高さ10cm、ザル20.7
×26.1×高さ10cm　●素材：シリコンゴム・ステンレス鋼

●サイズ（約）：包丁28.7cm、まな板21×32cm、キッチンバサミ
全長20.5ｃｍ、ピーラー全長12cm　●素材：ステンレス、樹脂

カッティングボード＆ピーラー（タツヤカワゴエ）

折りたたみ式シリコンボウル＆ザル（クオーレ）

スタンダードクック4点セット2029-407 2029-408 2029-887

2029-405

●全長サイズ（約）：包丁29cm、スライサー14cm
●素材：ステンレス、樹脂

包丁セット

2029-895  野菜水切り器＆トングセット
●サイズ（約）：21.7×16×高さ16.2cm
●素材：樹脂、ステンレス

2029-406  ペップス（プジョー）
●サイズ（約）:高さ8cm　●素材:アクリル、鉄、ステンレス、
シリコン　●ペッパーミル、ソルトシェイカー機能
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●素材：スチロール樹脂

●サイズ（約）：11×24×高さ5cm　●素材：樹脂

●サイズ（約）：12.5×12.5×高さ19.5cm、容量170ml　●AC100V-
450W・電源コード0.8m　●素材：樹脂、陶器　●陶器カップ付

●サイズ（約）：φ24×高さ10cm
●素材：ステンレス　●計量スプーン4pcs付

日本地図クッキー型

お玉置き（グッチーニ）

コーヒーメーカー（クオーレ）

ボウル（イイトコ）2029-413 2029-414 2029-415

2029-410 2029-411

●全長サイズ（約）：お玉29.5cm、ターナー30.2cm、トン
グ29cm、メッシュサーバー35.4cm　●素材：ナイロン

キッチンツール4点セット

2029-412  IH対応四つ葉のフライパン
●サイズ（約）:19×19×高さ7cm　●素材:アルミ　
●フッ素加工
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●サイズ（約）：φ17.2×高さ8cm　
●素材：鉄　●トング付

●サイズ（約）：8.8×18×高さ12.8cm　●素材：ステンレ
ス、樹脂　●AC650V-65W、コード1.7m

●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）：21.3×15.2×高さ14cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：21×14.6×14cm　
●素材：樹脂　●最小1g最大1kg　●電池式

IH対応ミニ揚げポットセット IH対応フライパン26cm＆ターナー

ハンドミキサー（ドリテック）

チップスメーカー

計量カップ型デジタルスケール2029-419 2029-421

2029-416 2029-417 2029-418

2029-420  醤油さし&計量スプーン
●サイズ（約）:醤油さしφ4×高さ12cm、計量スプーン（セット時）9×13×高さ4cm　
●素材:樹脂　●一滴ずつ注げ、倒れても流れ出ることのない設計
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●サイズ（約）：φ26×高さ5.5cm　●素材：アルミ、強化ガ
ラス、木、ナイロン　●フッ素加工　●IH可　●ターナー付

フタ付フライパン2029-425

●サイズ（約）：φ13×高さ5.3cm　
●素材：陶器

スープボウルセット2029-424

●サイズ（約）：21.5×38×厚さ2cm
●素材：アカシア材

カッティングボード（ケヴンハウン）2029-422

2029-423  デジタルキッチンスケール（ドリテック）
●サイズ（約）:17.6×11×高さ3cm　●素材:樹脂　
●電池式　●最大1㎏、最小1gを計れます
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●サイズ（約）：18×12.5×高さ3.5cm　●素材：陶器　●コル
クマット付、直火・オーブン・電子レンジ使用可、食洗器不可

グリルプレートセット2029-427

2029-430
●サイズ（約）：13×13×高さ27.5cm　●素材：樹脂　
●AC100V-8W、コード長さ約1.4m

ヨーグルトメーカー

2029-428  レンジでゆでたまご&たまご切り
●サイズ（約）：ゆでたまご10.2×16.8×高さ10.5cm、たまご切り12.7×9.2×高さ4.3cm
●素材：アルミ、ステンレス、エラストマー、樹脂

2029-429  抗菌まな板
●サイズ（約）:35×22.5×厚さ3cm　●素材:樹脂

2029-431  調理器セット
●サイズ（約）:23.2×12×高さ8.8cm　●素材:樹脂、ステンレス
●受け容器、スライサー、千切り、おろし、薬味おろし、ピーラー、安全ホルダー付

2029-426  ガーリックズーム&コーンカッター（シェフン）
●全長サイズ（約）:ガーリックズーム4.6cm、コーンカッター12.6cm　
●素材:樹脂、ステンレス
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●サイズ（約）：7×8×高さ11.5cm　
●素材：樹脂　●電池式

●サイズ（約）：玉子焼器18×13×高さ3.3cm、いため鍋φ2×
高さ7cm　●素材：アルミ合金、ベークライト　●フッ素加工

●サイズ（約）：φ10×高さ6.1cm
●素材：陶器、コルク樫　●コルク付

ミニオゾンリフレッシャー 玉子焼器＆いため鍋

シチューボウルペア2029-436 2029-437

2029-432 2029-434

●全長サイズ（約）：31cm　
●素材：鋼、ステンレス

パン切りナイフ（パイシーズ）

2029-433  ホーローコーヒーポット
●サイズ（約）:20.5×11×高さ19.5cm、容量0.7ℓ　

2029-435  カトラリー25ピース（ウェルナーマイスター）
●サイズ（約）:デザートスプーン17.9cm、デザートフォーク18cm、他12cm　
●素材:ステンレス
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●サイズ（約）：16.4×21.8×高さ24.2cm　
●素材：樹脂

ベーカリースライサー2029-4432029-442
●サイズ（約）：21×30.5×7.5cm　
●素材：アルミ、樹脂　●AC100V-700W

フッ素加工ホットプレート

2029-438  ランチョンマットセット
●サイズ（約）:33×45cm　●素材:綿、麻

2029-439  ツーウィングボードセット
●サイズ（約）:32.5×22×厚さ0.5cm　
●素材:樹脂

2029-440  スパゲッティメジャー（ホグリ）
●サイズ（約）:8×5cm　●素材:ステンレス
●1人分から3人分の計量ができます

2029-441  タンブラー（郷技）
●サイズ（約）:φ7.3×高さ9cm　●素材:ステンレス
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●サイズ（約）：70×100cm
●素材：ポリエステル、内 ダウン、フェザー各50％

ダウンブランケット（ピンク）（ホールマーク）2029-447
ダウンブランケット（ブルー）（ホールマーク）2029-446

2029-444  今治産タオルセット（オーガニックリュクス）
●サイズ（約）:60×100cm、34×35cm
●素材:綿100%

2029-445  音波振動式歯ブラシ（ツインバード）
●サイズ（約）:2×2.9×全長15.7cm　
●素材:樹脂　●USBケーブル付

2029-448  ウォッシャブル枕
●サイズ（約）:50×35×高さ10cm　
●素材:ポリエステル、内 ポリエステル綿

2029-449  体重計（ドリテック）
●サイズ（約）:22.5×19.5×高さ2.3cm　
●素材:樹脂　●5㎏～150㎏計測可　●電池式

2029-450  活動量計（ドリテック）
●サイズ（約）:3.4×7.8×厚さ1.5cm　●素材:樹脂　●歩数/歩行距離/強活動歩数/エク
ササイズ/累計歩数累計歩行距離/時計/総消費カロリー/活動消費カロリー　●電池式
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●サイズ（約）：φ76×高さ165cm　●素材：樹脂
●組立式

3段室内物干し2029-452
●サイズ（約）：26.7×24.1×高さ8.5cm
●素材：樹脂、ゴム　●電池式

マルチリラックス振動器2029-4532029-451  ヘアーアイロン（テスコム）
●サイズ（約）:16.5×2×高さ5.4cm　●素材:樹脂
●AC100V-18W、コード1.5m

2029-454  カークリーナー
●サイズ（約）:29×9.5×高さ11cm　●素材:樹脂　
●DC12V、コード2.5m　●ノズル付

2029-455  アロマランプ
●サイズ（約）:φ10.5×高さ11.5cm　●素材:磁器　
●AC100V-10W、コード1.5m

2029-456  ボアー敷パット（東洋紡）
●サイズ（約）:205×100cm　
●素材:ポリエステル100%　●四方ゴム付
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2029-458
●サイズ（約）：42×62cm
●素材：ポリエステル、内 トルマリンパイプ

トルマリンピロー2029-457  フローリングワイパー収納スタンド
●サイズ（約）:9×11×高さ26cm　●素材:スチール　●対応サイズ:約
10.5×4×高さ26cm　●取替シート収納可　●ワイパーは付きません

2029-896  今治タオルセット（東洋紡）
●サイズ（約）：60×120cm、34×36cm　
●素材：綿100%

2029-897  ひざ掛け（東洋紡）
●サイズ（約）：80×135cm　
●素材：ポリエステル100%

2029-461  フェイスタオルセット（泉州こだわりタオル）
●サイズ（約）:34×80cm×4　●素材:綿100%

2029-462  レンズ付ニッパー
●全長サイズ（約）:つめ切り11cm、レンズ6cm、つめヤスリ
10.3cm　●素材:鋼、樹脂、ステンレス　
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●サイズ（約）：φ3×全長14cm
●素材：樹脂　●電池式

●サイズ（約）：40×68×高さ19cm
●素材：綿、鉄

鼻毛カッター

折りたたみ式アイロン台2029-467 2029-468

2029-465

●サイズ（約）：45×65cm
●素材：吸水アクリル

滑り止め付バスマット

●サイズ（約）：100×205cm
●素材：ポリエステル100％　●四方ゴム付

抗菌防臭加工敷パット（東洋紡）2029-463 2029-464
●サイズ（約）：着丈40×肩幅70cm
●素材：ポリエステル（メタルギア不織布入）

保温肩当て（東洋紡）

2029-466  柿渋石けん
●容量:100g　●素材:カキタンニン、石けん素地
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●サイズ（約）：14.9×8.7×厚さ1.6cm　
●素材：ステンレス、合金

●サイズ（約）：19×22.9cm（1/48スケール）　●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。

●サイズ（約）：コード長1.2m　
●素材：樹脂

ダース・ベイダーカードケース

三菱零式艦上戦闘機五二型（タミヤ）
ポータブルヘッドホン

（オーディオテクニカ）2029-469
2029-472

●サイズ（約）：高さ31cm　●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。

RG　MSZ-006　Zガンダム（バンダイ）
2029-470

2029-471

3500_オールマイティ 97



●サイズ（約）：45.5×38cm

●サイズ（約）：8.5×13×高さ22.5cm　●素材：合金、樹脂、
ガラス　●対物レンズ倍率300、600、1200倍　●電池式

スケッチブック（ウィンザー＆ニュートン）

プレパラート付顕微鏡2029-478

2029-4742029-473  グラスジャーテラリウムキット
●キットサイズ（約）:16×20×高さ12cm　
●素材:ガラス、モス、木、砂、サンゴ、貝殻

2029-475  レターボックス
●サイズ（約）:26×18×高さ19.5cm　
●素材:木、スチール

2029-476  木製パズル4点セット
●サイズ（約）:各8×8×高さ8cm　
●素材:天然木

2029-477  カレイドラインズセット
●サイズ（約）:キットケース17.5×11.8×厚さ3.1cm、
テキスト15.5×20.5×厚さ1cm

3500_オールマイティ 98



●サイズ（約）：高さ16.5cm　
●素材：樹脂　●カメラは付いておりません

●サイズ（約）：φ8.4×26.6cm　
●素材：ラバーウッド

カメラ用スタンド

マラカス2029-484

2029-4802029-479  コンパクト望遠鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:24×40×高さ30cm　●素材:樹脂
●倍率30倍

2029-481  アンティーク調地球儀
●サイズ（約）:φ13×高さ18cm　
●素材:樹脂、紙

2029-482  子リス写真集
●サイズ（約）:22×30.5×厚さ1.5cm　
●素材:紙　●全97ページ、A4サイズ

2029-483  バランスブロック 75ピース
●サイズ（約）:ブロック6.5×2×厚さ1.5cm　
●素材:天然木
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●サイズ（約）：φ36×高さ36cm　
●素材：ポリエステル、樹脂

ポップアップボックス（コールマン）
2029-492

2029-491  レジャーシート（ロゴス）
●サイズ（約）:145×185cm　●素材:ポリエステル、
樹脂　●防水タイプ　●ケース付

2029-493  
マルチツール（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:5.8×1.8×奥行0.6cm　
●素材:ステンレス、アルミ
●全3機能

2029-494  クーラーバッグ&ボトルセット
●サイズ（約）:クーラーバッグ31×23×高さ11.5cm、
ステンレスボトルφ7.3×高さ20cm、容量380ml　
●素材:ポリエステル、綿、ステンレス、樹脂
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●サイズ（約）：26×50×高さ27cm　●素材：鉄

●サイズ（約）：25×49.5×マチ33cm　
●素材：ポリエステル、樹脂、アルミ

●サイズ（約）：15×15×高さ12cm　●素材：樹脂
●小分けケース4個付

バーベキューコンロ

クーラーバッグ30ℓ

2段オードブルランチボックス2029-498 2029-500

2029-4962029-495  LEDランタン
●サイズ（約）:13×13×高さ20cm　
●素材:樹脂　●電池式

2029-497  折りたたみテーブル（ロゴス）
●サイズ（約）:48×40×高さ18cm　
●素材:アルミ、プリント紙化粧板、樹脂

2029-499  フックウォッチ
●サイズ（約）:文字盤φ4cm　●素材:合金、コットン
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●サイズ（約）：大φ14.5×3cm、中φ14×7cm、小φ12
×6.5cm

●サイズ（約）：φ7.5×高さ13.7cm、容量370㎖

●サイズ（約）：φ5.8×高さ19cm、容量290㎖

2重構造ステンレスペアタンブラー

ステンレスクッカーセット ステンレスマグ（ベネトン）2029-510 2029-511 2029-512

2029-509

●サイズ（約）：9.5×10.5×厚さ3.5cm　
●素材：合金、樹脂、ガラス

8倍双眼鏡

2029-508  食器セット
●サイズ（約）:収納時15×22cm　●セット内容:スタッキングカップ230ml、
深型プレート16cm、丸型カレー皿22cm、スプーン、フォーク各4個

2029-507  LEDランタンライト
●サイズ（約）:12×12×高さ22cm　●素材:樹脂
●ハンディライトになる2Wayタイプ
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●サイズ（約）：φ13×高さ27cm

ステンレスジョーロ2029-515

●サイズ（約）：27.5×10cm　●素材：合皮

ガーデングローブ
（ウエストカウンティー）

2029-514

●サイズ：フリー　●素材：綿
キャップ（ケーティーシー）
2029-513 2029-516   

コンパクトツールセット（マルチクラフト）
●サイズ（約）:ケース13×14.5×厚さ5.5cm　
●素材:炭素鋼、樹脂　●21点セット
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●全長サイズ（約）：19.5cm　
●素材：刃物鋼、樹脂

●サイズ（約）：45×60cm　
●素材：綿、ポリエステル

園芸鋏（源正宗作）ペットクッション

2029-521

2029-518 2029-519

●サイズ（約）：44×32×高さ71cm　
●素材：スチール

ガーデンスタンド2段

2029-517  つめとぎキャット
●サイズ（約）:25×35.5×高さ30.5cm　
●素材:ダンボール　●またたび粉付

2029-520  ペットベッド
●サイズ（約）:40×54×高さ17.5cm　
●素材:樹脂、鉄、ポリエステル、綿

2029-522  アルミ柄刈込ハサミ
●全長サイズ（約）:70cm　
●素材:ステンレス、アルミ、樹脂
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●サイズ（約）：28.5×51×高さ30.5cm　
●素材：樹脂　●耐荷重80kg

●サイズ（約）：19.8×20.2×高さ25.2cm　
●救急セット4種付

●サイズ（約）：小φ12×10.5cm、中φ16×13cm、大φ
20×16cm

収納BOX付ガーデニングチェア

救急箱

陶器植木鉢セット

2029-526

2029-523 2029-524 2029-525  ワークエプロン
●サイズ（約）:20×40×マチ1cm　●素材:綿　
●ポケット5

2029-527  ドアマット
●サイズ（約）:42×75×厚さ2cm　
●素材:ココナッツファイバー

2029-528  ガーデンボックス
●サイズ（約）:53.1×36.1×高さ27cm 容量29ℓ　
●素材:樹脂
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●サイズ（約）：9.7×19×高さ20.5cm　
●素材：樹脂

●全長サイズ（約）：115cm、82cm　
●素材：スチール、鋼

●全長サイズ（約）：18cm、27cm、27.8cm　
●素材：鋼、天然木

●サイズ（約）：φ5.9×高さ42cm　
●素材：ステンレス、樹脂

電池式噴霧器0.5ℓ

立鎌＆スコップ

植木鋏・根かき鎌・スコップセット

ソーラー式ガーデンライトセット2029-532 2029-533 2029-534

2029-529 2029-530

●サイズ（約）：48×31.5×高さ31cm　
●素材：樹脂、スチール　●耐荷重5kg

組立式ハードキャリー

2029-531  ウッドボックス
●サイズ（約）:23×17×高さ7cm　●素材:木
●中の小物は演出品です
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2029-535

●素材：アクリル　
●460cc対応ドライバー用、
フェアウェイウッド用

ニットヘッドカバーセット
2029-537

●サイズ（約）：M身丈68.4×肩幅39.9cm、
L身丈70.5×肩幅41.5cm
●素材：ポリエステル

ゲームシャツL（カッパ）
2029-539
ゲームシャツM（カッパ）
2029-538

●サイズ（約）：22×16×マチ9cm　●素材：ポリエステル
●ポケット内1外1　●カラー：ブルー

ショルダーバッグ（アディダス）2029-888

2029-536   
ウエストパック（ナイキ）
●サイズ（約）:12×35×マチ3cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン
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●サイズ（約）：61×173cm　●素材：樹脂

●サイズ（約）：34×120cm、28×90cm　
●素材：綿100％

●サイズ（約）：φ55cm　
●素材：樹脂　●耐荷重100kg

●サイズ（約）：14.5×148cm
●素材：ポリエステル

ヨガエクサマット（ラッキーウエスト） 空気入れ付バランスボール

バス＆フェイスタオル（アウトドアプロダクツ） パッティンググリーン2029-543 2029-544 2029-545

2029-540 2029-542

●サイズ：子供用9インチ、大人用12インチ
●素材：樹脂　

親子グローブセット

2029-541  リュック（チャンピオン）
●サイズ（約）:38×29×マチ15cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外3
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●サイズ（約）：マーカーφ2.5cm、クリップ1.8×5cm　
●素材：鉄、磁石、リン青銅

●サイズ（約）：コード長1.2m　●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ90cm　●素材：樹脂
クリップマーカー（マジェスティ）

スポーツ用インナーイヤーヘッドホン（オーディオテクニカ）

シェイプアップフラフープ

2029-549 2029-550

2029-546 2029-547

●レンズカラー：スモーク×フラッシュブルーミラー　●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

ゴーグル（スワンズ）

2029-548  バイザー（キャロウェイゴルフ）
●サイズ（約）:頭囲57～59cm　●素材:綿

2029-551  セカンドバッグ（エドウィンゴルフ）
●サイズ（約）:15×24×マチ10cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内3外1
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●サイズ（約）：84×125×高さ84cm　
●素材：ポリエステル、スチール

●サイズ（約）：6.7×6×厚さ2.2cm　
●素材：樹脂

折りたたみ式ワンタッチサッカーゴール

ストップウォッチ（カシオ）

2029-555 2029-556

2029-553

●サイズ（約）：40×81cm
●素材：ナイロン

スポーツカイト

2029-552  スリムボトル
●サイズ（約）:6.7×7.2×高さ22.5cm 容量500ml　
●素材:ステンレス、樹脂

2029-554  マルチシェイプアップトレーナー
●サイズ（約）:37×27×高さ12cm　
●素材:樹脂、スチール･ウレタン

2029-557  アイアンカバー（キャロウェイゴルフ）
●素材:アクリル　●カラー:ネイビー/ブラック　
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●サイズ（約）：30×高さ
20cm　●素材：樹脂

フィットネスローラー
（ゴールドジム）

2029-561

2029-558  
リストウェイト（ナイキ）
●素材：鉄　●約1.13㎏

2029-559  スマートシェイクスリム
●サイズ（約）:8.5×9×高さ21cm 容量500mℓ　
●素材:ポリプロピレン　
●フィットネスシェイカーボトル（サプリメントケース一体型）

2029-560  縄跳び（アディダス）
●サイズ（約）:長さ3m（調節可）　●素材:ABS、TPT
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●サイズ（約）：全長75cm、ハンドル33cm　
●素材：ナイロン

シットアップサポート

ワイルド・スピード
ワイルド・スピードX2

2029-565 ボーン・アイデンティティー
ボーン・スプレマシー

2029-567 ボーン・アルティメイタム
ボーン・レガシー

2029-568

2029-563

2029-566 ワイルド・スピードMAX
ワイルド・スピードMEGA MAX

DVD

2029-562  インナーイヤーヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:7.7×3.5×厚さ2.7cm　●素材:樹脂

2029-564  エクササイズセット
●内容:なわとび長さ3m、ハンドグリッパー（負荷約10㎏）、BMI算定機能付メタボメジャー、
クールタオル、デオドラントシート、ポーチ、薬用入浴剤、温感入浴料　●素材:樹脂
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バッドマンビギンズ
ダークナイト

2029-569 マン・オブ・スティール
パシフィック・リム

2029-570

ボディガードスペシャルエディション
コンスタンティン

2029-574華麗なるギャツビー
オーシャンズ13

2029-573

グラディエーター
ベン・ハー特別版（2枚組）

2029-571

マトリックスリローデッド
マトリックス特別版

2029-575

ハムナプトラ失われた砂漠の都
ハムナプトラ2黄金のピラミッド

2029-572

A.I.
オブリビオン

2029-576
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©Disney

©Disney

©Disney

©Disney

●サイズ（約）：7.3×6.8×高さ23.7cm、500ml
●素材：ステンレス

二重構造ワンタッチスリムボトル
2029-588

●サイズ（約）：φ3.1、腕周り～17.5cm　
●素材：合金、合皮

ウォッチ2029-587

●サイズ（約）：ピロー28×37×厚さ12cm、アイマスク9.5×
20cm　●素材：綿、ポリエステル、ピロー本体/PVC

トラベルピロー＆アイマスク2029-585
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2029-586  ハンドドローイングペアマグ
●サイズ（約）:φ8×高さ7.5cm　●素材:磁器



©Disney ©Disney

©Disney ©Disney ©Disney

●サイズ（約）：60×60cm　●素材：ポリエステル100%
●クッション材は付いておりません。

●サイズ（約）：φ7.5×高さ12.5cm

ミッキー／カーニバルクッションカバー

ステンレス二重構造タンブラー2029-593 2029-594

2029-591

●サイズ（約）：φ15.9cm　●素材：ストーン
プレートセット

©Disney
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2029-589  トレー
●サイズ（約）:18×27×高さ1.5cm　●素材:樹脂

2029-590  長角2段ランチボックス
●サイズ（約）:19×10×高さ8cm　●素材:樹脂
容量 下段300mℓ、上段260mℓ

2029-592  電気ケトル
●サイズ（約）:18.5×10.5×高さ20cm 容量600mℓ
●素材:樹脂　●AC100V-670W、コード0.8m
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©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™

©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

●サイズ（約）：φ8.5×高さ9cm　●素材：磁器
トリオマグセット2029-602

●サイズ（約）：37×50cm　
●素材：ポリエステル、綿

クッション（ミィ）2029-600
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2029-601  箸置きセット
●全長サイズ（約）:各5～8cm　●素材:磁器

2029-604  バス&ウォッシュタオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、
ウォッシュタオル34×36cm　●素材:綿

2029-599  ウォッシュ&フェイスタオルセット
●サイズ（約）:ウォッシュタオル34×36cm、
フェイスタオル34×80cm×2　●素材:綿

2029-603  温度計（ムーミン）
●サイズ（約）:17×12cm　●素材:メタル
●吸盤の向きを変えて、室内用としても使用可



©Disney

●サイズ（約）：クラッチバック20×26×マチ3.5cm　
●内容：ノート2、鉛筆2、鉛筆削り1、消しゴム1、ポーチ1

●サイズ（約）：24.4×24×高さ3.7cm
●素材：樹脂

文房具セット

ランチプレートセット2029-607

2029-889 2029-606  フォトフレーム
●サイズ（約）:27.8×22.8×厚さ1.6cm　
●素材:スチール

2029-608  ソフトボーリング
●サイズ（約）:動物ピン8×8×高さ21cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●対象年齢1才～
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●サイズ（約）：φ13×高さ18.5cm
●素材：木、ビニロンロープ

●サイズ（約）：34×35cm、60×120cm　
●素材：綿

きりんさんわなげ ハンドタオル＆バスタオル2029-612 2029-614

2029-609  リュックサック
●サイズ（約）:29×30×マチ13cm　
●素材:ポリエステル、ポリウレタン

2029-610  形合わせボックス（ブリオ）
●サイズ（約）:13×14.4×高さ11cm　●素材:ブナ材　
●全7ピース　●対象年齢1才～

2029-611  スヌーピー モーニングペアセット
●サイズ（約）:プレートφ15.5×高さ2.5cm、
マグφ8.5×高さ9cm　●素材:磁器

2029-613  トンピング
●サイズ（約）:6.6×26.3×高さ90.5cm　
●素材:スチール、樹脂　●耐荷重50㎏　●対象年齢6才～
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●サイズ（約）：15×13×高さ22cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：えほん17×3×高さ14cm、虫ティーザー12×3×高さ11cm、アニ
マルラトル9×5×高さ14cm、フック6×高さ1cm　●素材：樹脂　●フック×6

●サイズ（約）：22×22×高さ5.5cm、最小パーツφ2×2.5cm
●素材：木材 　●対象年齢3才～

オルゴールラビット

乳児用おもちゃセット

おままごとセット2029-618 2029-619 2029-620

2029-616

●サイズ（約）：ボウル20×20×高さ8cm、つりざお4×4×高さ30cm　
●素材：ポリエステル、綿、樹脂　●対象年齢18ヶ月～　●おさかな×10

おさかなつり

2029-615  フェイスタオルセット
●サイズ（約）:75×34cm×3　●素材:綿100%

2029-617  フォトフレーム付身長計
●サイズ（約）:17×全長92cm　●素材:コットン、ポリエス
テル、樹脂　●測定可能範囲:90～160cm
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●サイズ（約）：短肌着37×横24cm、肌着46×横29cm
×2、ソックス7～9cm　●素材：綿

●サイズ（約）：箱27.5×28×高さ20.5cm、最小パーツ6×6×高
さ5.4cm　●素材：ポリプロピレン　●対象年齢2才～

新生児4点セット

ジャンボブロック2029-626

2029-621 2029-622  バスタオル（モズ）
●サイズ（約）:120×60cm　●素材:綿100%

2029-623  マグセット
●容量（約）:マグ270ml　●素材:ポリプロピレン、
シリコンゴム、ポリアセタール

2029-624  あいうえおドミノ48ピース
●サイズ（約）:木箱14.2×17×高さ8cm、ドミノ5.3×3.6×厚さ0.9cm、ボール 
φ3.6cm　●素材:木　●対象年齢3才～

2029-625  ポールスタンド
●サイズ（約）:42×42×高さ130cm　●素材:スチール　
●耐荷重約1.5㎏
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和食の銘店
2029-1001　無着色明太子（やまや）
●容量:225g

2029-1002　ちりめん山椒6種詰合せ（わらびの里）
●容量:ちりめん山椒30g、ちりめんくぎ煮45g、焼き紅鮭43g、木耳山椒55g、木の芽
ちりめん50g、梅ひじき60g　

小麦　

小麦　



2029-1003　ほたて黄金煮（銀座新之助貝新）
●容量:60g×4　
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2029-1005　海苔3種（山形屋海苔店）
●容量:〈辛口〉味付海苔（8切52枚）×2、味付海苔（8切52枚）×2、
焼海苔（8切52枚）×2

2029-1004　えびすめ詰合せ（小倉屋山本）
●容量:えびすめ45g×2、ちりめん山椒30g×1、極細切りかつお昆布60g×1、
山海の味60g×1、細切りごま昆布60g×1　

2029-1006　赤・白味噌詰合せ（石井味噌）
●容量:三年蔵赤味噌750g×1、三年蔵白味噌750g×1

小麦　

小麦　小麦　



2029-1010　ちりめん山椒・松茸昆布（赤坂松葉屋）
●容量:ちりめん山椒30g×2、お茶漬け松茸昆布50g×3　　
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2029-1009　牛肉佃煮詰合せ（浅草今半）
●容量:牛肉ごぼう70g×2、牛肉れんこん70g×2、牛肉まいたけ70g×2　　

2029-1008　胡麻豆腐セット（魚三楼）
●容量:金胡麻豆腐120g×3、白胡麻豆腐120g×3、黒胡麻豆腐120g×3　

2029-1007　佃煮3種詰合せ（新橋玉木屋）
●容量:子宝あさり70g×1、葡萄しらす70g×1、葡萄帆立70g×1　　

小麦　小麦　

小麦　



2029-1014　栗甘納糖（銀座鈴屋）
●容量:栗8個、渋皮付栗7個
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2029-1011　土佐づくり醤油3種（土佐いろ）
●容量:まろみ（土佐ダシ味）200ml、うまみ（黄金生姜味）200ml、ごまみ（えごま味）
200ml　

2029-1013　志ほせ饅頭（塩瀬総本家）
●容量:24個 　

2029-1012　栗きんとん（新杵堂）
●容量:23g×12

乳・小麦・大豆　



洋食の銘店
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2029-1016　若鶏クリーム煮と牛タンシチュー2食（JUGEMU）
●容量:若鶏クリーム煮170g×1、牛タンシチュー180g×1　

植竹隆正シェフ 監修

2029-1015　生パスタ4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・
きのこクリーム 各260g×1

乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2029-1017　黒毛和牛と国産豚のハンバーグ3食（銀座4丁目スエヒロ）
●容量:ハンバーグ120g×3、デミグラスソース・和風ソース・トマトソース
各50g×1　

2029-1018　国産牛ほほ肉赤ワイン煮込み2食（アルポルト）
●容量:ほほ肉赤ワイン煮込み120g×2、マッシュポテト40g×2

2029-1020　ハンバーグ3食（三田屋総本家）
●容量:170g×3

2029-1019　フレンチカレー6食（モナリザ）
●容量:200g×6

乳　

乳・小麦　卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2029-1024　ベジタブルスイーツ詰合せ（パティスリーポタジエ）
●容量:マドレーヌ・カップケーキ各2種×各2、パウンドケーキ2種×各1、クッキー3種×各1
●賞味期限:常温で5日

2029-1021　イタリアン牛丼5食（リストランテ ホンダ）
●容量:130g×5

2029-1022　国産牛ビーフシチュー2食（Kitchen伊志川）
●容量:200g×2

2029-1023　ゴルゴンゾーラクリームニョッキ（西洋食堂PaPa）
●容量:ソース130g、チーズニョッキ170g　
●賞味期限:冷凍で2日小麦　

乳・小麦　

乳・小麦　

卵・乳・小麦　



Oyabu  Dairy  Farms  ～～
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2029-1026　十勝牧場アイスクリーム
●容量：  バニラビーンズ･ストロベリー･クリームチーズ･赤肉メロン
各80ml×2　

2029-1028　野菜と果実の生ジェラート（ベジターレ）
●容量：  ローズヨーグルト･完熟トマト･ほうれん草&豆乳バナナ･キャロットマンゴー･
フレッシュミント&生レモン･ブルーベリーチーズケーキ各120ml×1

2029-1027　ジャージー乳のエイジングヨーグルト（オオヤブデイリーファーム）
●容量:200g×3　　
※醗酵がすすむと酸味が出てくる熟成ヨーグルト

2029-1025　フルーツタルト（銀座千疋屋）
●容量:マンゴー・レモン・フランボワーズ・マスカット×各3　　

卵・乳　 乳　

乳　卵・乳・小麦　



漁港の地魚

築地のマグロ

北海道の帆立
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2029-1036　メバチマグロ中トロ
●容量:250～300g（1～2サク）
●賞味期限:冷凍で7日

2029-1037　帆立バター焼きセット
●容量:帆立バター焼き（片貝帆立、グリーンアスパラ、とうもろこし、バター）
100g×4　 乳　

小樽高島漁港

築地



唐津の干物

高知の金目

房総の金目

三陸のさんま
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2029-1038　干物詰合せ
●容量:アジ開き一汐60g×3、アジミリン40g×2、アジ白醤油ミリン50g×2　

2029-1040　金目鯛干物
●容量:300～450g×2　

2029-1039　金目鯛たたき
●容量:80g

2029-1041　さんま開干し
●容量:80g×8

小麦　

大原漁港唐津港

女川漁港室戸岬漁港



能登のいか北海道一夜干し

房総のはまぐり 広島の牡蠣
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2029-1042　一夜干し詰合せ
●容量:ほっけ開き250g、秋刀魚開き90g、宗八かれい90g、姫鱈60g×2　

2029-1044　能登小木いかセット
●容量:いかの鉄砲焼き2尾、いかの一夜干し1枚、いか刺し100g　

2029-1043　はまぐり
●容量:100～130g×6～7
●消費期限：冷蔵で1日

2029-1045　牡蠣のガンガン焼きセット
●容量:1kg　
●牡蠣ナイフ、軍手、蒸缶付　

小麦　

能登半島小城港小樽高島漁港

江田港片貝港



北陸のすずき

越前のいか

築地のかつお

山口のとらふく
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2029-1046　トロカツオ
●容量:500～600g（1～2サク）　
●賞味期限:冷凍で7日

2029-1048　すずき昆布じめ
●容量:50g×3

2029-1047　とらふく刺身
●とらふぐ（刺身35g、皮10g）、刻みねぎ10g、ポン酢12g、もみじおろし3g
●消費期限：冷蔵で1日　

2029-1049　刺身いか
●容量:180g×7

小麦　

魚津漁港築地

越前漁港南風泊漁港



銘 柄 肉

3600_肉 137

米 澤 豚

2029-1034　
ロースステーキ320g
●容量：ステーキ用ロース肉80g×4　
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2029-1030　
すきやき・しゃぶしゃぶ用200g
●容量：モモ・ウデ200g　

2029-632　
しゃぶしゃぶ用500g
●容量：切り落としモモ500g　

宮崎県産黒毛和牛 養老山麓豚



ヤマトポーク
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2029-1032　
焼肉用200g
●容量：モモ・バラ200g　

2029-1033　
焼肉用400g
●容量：モモ・バラ400g　

宮崎県産黒毛和牛



小麦　
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卵・乳・小麦　

2029-1035　
ロールステーキ250g
●容量：50g×5

2029-1029　
しゃぶしゃぶ用400g
●容量：ウデ200g･モモ200g、和風だし80g×2

九州黒豚キビまる豚
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2029-633　
山形県産つや姫特別栽培米
●容量:2kg

2029-637　
伊賀越　醤油セット
●容量:天然醸造しょうゆ1ℓ×3、
国産丸大豆しょうゆ1ℓ×2

2029-639　
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量:ちゃんぽん麺80g×10、
長崎ちゃんぽんスープ20g×10

2029-635　
紀州はちみつ梅

「紀の和み」
●容量:500g

2029-643　
長崎五黒カステラ
●容量:350g×2

2029-638　
手延べ島原素麺
●容量:50g×20

小麦　小麦　

乳・小麦　

卵・小麦　
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2029-647　
水ようかん小倉＆マンゴープリンセット
●容量：水ようかん小倉60g×8、
マンゴープリン63g×8

2029-656　
淡路島たまねぎのビーフハヤシ
●容量：180g×5

2029-651　
デロー　ボルドールージュ ハーフ
●容量：375ml×3　
●アルコール度数：12％　
※未成年の方は酒類をお申し込みいただけません

2029-649　
近江牛入り生ハンバーグ
●容量：100g×4

2029-659　
生クリーム仕立ての
たらこクリームソース
●容量：110g×11

2029-660　
ポルチーニと完熟トマトの
ミートソース
●容量：140g×11　小麦　

乳　

乳・小麦　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2029-663　
ラーメン4種セット
●容量：麺80g×8、醤油スープ・
味噌スープ・豚骨スープ各35g×2、塩スープ36g×2

2029-666　
ふかひれスープ濃縮タイプ
●容量：160g×7　

2029-679　
インドネシア産　ビンタン
●容量：330ml×7　
●アルコール度数：4.8％　
※未成年の方は酒類をお申し込みいただけません

2029-665　
熊本ラーメン詰合せ
●容量：麺80g×10、熊本スープ
40g×10　

2029-670　
喜多方醤油ラーメン
●容量：生麺120g×12、醤油スープ
40g×12　

2029-673　
紅ずわいがにスープ濃縮タイプ
●容量:160g×7

小麦　

乳・小麦　 乳・小麦　 乳・小麦　

乳・小麦・えび・かに　
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2029-664　
博多水炊きラーメンセット
●容量：麺80g×7、博多水炊きスープ
30g×7、磯紫菜×7

2029-650　
イベリコ豚使用コロッケ
●容量：70g×7

2029-655　
「WIN-WIN」焼き菓子セット
●容量:チュイル/ゴマ（6枚）、チュイル/アーモンド（6枚）、
アーモンドサブレ（6枚）各2、グリーンクッキー（6枚）、
チョコクッキー（6枚）

2029-630　
万葉庵　どらやき詰合せ
●容量：どらやき×6、抹茶クッキー
40g、梅こんぶ茶5g×6　

2029-658　
炭火焼肉「BULLS」国産牛カレー
●容量：レトルトカレー200g×7

2029-644　
静岡銘茶 深むし茶
●容量：煎茶80g×3

乳・小麦　卵・小麦　卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　 卵・乳・小麦　



2029-682 新宿店
◦東京都 「新宿三丁目駅」より徒歩1分
◦ご利用時間：11：00〜20：00（L.O19：30）　　
◦休業日：無休

500種以上のお茶銘柄から1teapot（各２）
ティーセット 2名様

2029-681 銀座本店
◦東京都 「銀座駅」より徒歩1分　
◦ご利用時間：11：30〜20：00（L.O19：30）　
◦休業日：無休

マリアージュフレール

MARIAGE FRÈRES 
Photograph by 

FRANCIS HAMMOND

◦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
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アンリ・シャルパンティエ 銀座店南国酒家原宿店 本館

前菜、点心、メイン料理他、ご飯、スープ含む全8品
2029-683 ランチセット 2名様

◦東京都  JR「原宿駅」より徒歩1分
◦ご利用時間：平日11:30〜14:30　
◦休業日：12/31

◦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。

お好きなケーキ（小物ケーキ）＋ドリンク（コーヒー
か紅茶）＋フィナンシェまたはマドレーヌ付

2029-684 ケーキセット 2名様

◦東京都 「銀座1丁目駅」より徒歩1分　
◦ご利用時間：11：00〜20：00　
◦休業日：不定休
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京はやしやカブトスカフェ

ハンバーガー＋ドリンク（各2）
2029-685 ディナーコース 2名様

◦神奈川県 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」より
徒歩1分
◦ご利用時間：15:00〜21:00　
◦休業日：火曜

◦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。

抹茶パフェ又は特製あんみつ＋プチギフト（各2）
カフェチケット 2名様

2029-687 博多店
◦福岡県 JR「博多駅」直結　
◦ご利用時間：11:00〜23:00（L.O 22:00）　
◦休業日：不定休、施設に準ずる

2029-686 京都三条店
◦京都府　京阪「三条駅」より徒歩3分
◦ご利用時間：11:30〜21:30（L.O21:00）
◦休業日：無休
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猫式

◦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、ソフトドリンク飲み放題＋猫おやつ付（各2）
2029-688 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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宇都宮餃子館

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2つ、お好きな一品1つ、お好きな
ドリンク2杯

2029-700 ラーメンセット 2名様

◦愛知県 名古屋市営桜通線「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

焼き餃子12種（健太・シソ・ニラ・ニンニク・舞ちゃ
ん・お肉・スタミナ・激辛・丼コ・チーズ・エビ・舞茸）

（各2）

2029-701 宇都宮餃子食べ比べ 2名様

◦栃木県 JR「宇都宮駅」より徒歩1分
◦ご利用時間：11:00〜21:00
◦休業日：GW
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ハンバーガーセット 2名様
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）＋パンケーキブリ
ュレ＋ソフトドリンク2品

◦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。

◦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2029-706

◦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2029-704

◦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2029-707

◦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2029-705

◦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2029-708

◦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2029-703

◦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2029-702

◦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2029-709

◦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2029-710

◦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2029-711

◦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2029-712

◦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2029-713

◦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2029-714

◦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2029-715

◦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2029-716

◦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2029-717

◦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2029-718

◦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2029-719

◦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2029-720

◦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2029-721

◦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2029-722

◦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2029-723

◦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2029-724
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サンハウス 佐世保バーガー

ジュニアサイズベーコンチーズバーガー、タコス
（各2）

2029-725 ハンバーガーセット 2名様

◦福岡県 西鉄天神大牟田「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

◦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。

佐世保サンド、ソフトドリンク、デザート（各2）
2029-726 佐世保サンドセット 2名様

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

リフレクソロジー
第二の心臓と言われる足裏をケア

フットバス後、パウダーを使用しフットリフレクソロジー／30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火曜

2029-770 ヒーリングサロン f分の1

足湯／40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9：00～21：00　
●休業日:不定休

2029-771 メディカルO2サロン梨花

足湯＋足つぼ施術／30分　
●愛媛県 伊予鉄「松山市駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：11：00～22：00　
●休業日:水曜

2029-772 Relaxation Space 212
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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）　※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

●北海道・JR「札幌駅」より徒歩1分

2029-773 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都・地下鉄「銀座駅」より徒歩3分

2029-782 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都・各線「北千住駅」より徒歩1分

2029-781 スタジオ・ヨギー北千住
●埼玉県・JR「大宮駅」より徒歩4分

2029-790 スタジオ・ヨギー大宮

●東京都・JR「池袋駅」より徒歩1分

2029-780 スタジオ・ヨギー池袋
●福岡県・西鉄「天神駅」より徒歩1分

2029-789 スタジオ・ヨギー福岡

●東京都・各線「渋谷駅」より徒歩1分

2029-779 スタジオ・ヨギー渋谷
●大阪府・地下鉄「心斎橋駅」より徒歩1分

2029-788 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都・JR「新宿駅」より徒歩6分

2029-778 スタジオ・ヨギー新宿WEST
●大阪府・御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分

2029-787 スタジオ・ヨギーOSAKA

●東京都・各線「新宿駅」より徒歩1分

2029-777 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●京都府・阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分

2029-786 スタジオ・ヨギー京都

●東京都・JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2029-776 スタジオ・ヨギー神楽坂
●愛知県・JR「名古屋駅」より徒歩1分

2029-785 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都・各線「中目黒駅」より徒歩2分

2029-775 スタジオ・ヨギー中目黒
●静岡県・JR「静岡駅」より徒歩3分

2029-784 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●東京都・各線「有楽町駅」より徒歩1分

2029-774 スタジオ・ヨギーTOKYO
●神奈川県・JR「横浜駅」より徒歩2分

2029-783 スタジオ・ヨギー横浜

3500_オールマイティ 154



●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）　※レンタルマット無料
※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

●北海道・JR「札幌駅」より徒歩1分

2029-791 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都・地下鉄「銀座駅」より徒歩3分

2029-800 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都・各線「北千住駅」より徒歩1分

2029-799 スタジオ・ヨギー北千住
●埼玉県・JR「大宮駅」より徒歩4分

2029-808 スタジオ・ヨギー大宮

●東京都・JR「池袋駅」より徒歩1分

2029-798 スタジオ・ヨギー池袋
●福岡県・西鉄「天神駅」より徒歩1分

2029-807 スタジオ・ヨギー福岡

●東京都・各線「渋谷駅」より徒歩1分

2029-797 スタジオ・ヨギー渋谷
●大阪府・地下鉄「心斎橋駅」より徒歩1分

2029-806 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都・JR「新宿駅」より徒歩6分

2029-796 スタジオ・ヨギー新宿WEST
●大阪府・御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分

2029-805 スタジオ・ヨギーOSAKA

●東京都・各線「新宿駅」より徒歩1分

2029-795 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●京都府・阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分

2029-804 スタジオ・ヨギー京都

●東京都・JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2029-794 スタジオ・ヨギー神楽坂
●愛知県・JR「名古屋駅」より徒歩1分

2029-803 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都・各線「中目黒駅」より徒歩2分

2029-793 スタジオ・ヨギー中目黒
●静岡県・JR「静岡駅」より徒歩3分

2029-802 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●東京都・各線「有楽町駅」より徒歩1分

2029-792 スタジオ・ヨギーTOKYO
●神奈川県・JR「横浜駅」より徒歩2分

2029-801 スタジオ・ヨギー横浜
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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）　※レンタルマット無料
※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

●北海道・JR「札幌駅」より徒歩1分

2029-809 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都・地下鉄「銀座駅」より徒歩3分

2029-818 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都・各線「北千住駅」より徒歩1分

2029-817 スタジオ・ヨギー北千住
●埼玉県・JR「大宮駅」より徒歩4分

2029-826 スタジオ・ヨギー大宮

●東京都・JR「池袋駅」より徒歩1分

2029-816 スタジオ・ヨギー池袋
●福岡県・西鉄「天神駅」より徒歩1分

2029-825 スタジオ・ヨギー福岡

●東京都・各線「渋谷駅」より徒歩1分

2029-815 スタジオ・ヨギー渋谷
●大阪府・地下鉄「心斎橋駅」より徒歩1分

2029-824 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都・JR「新宿駅」より徒歩6分

2029-814 スタジオ・ヨギー新宿WEST
●大阪府・御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分

2029-823 スタジオ・ヨギーOSAKA

●東京都・各線「新宿駅」より徒歩1分

2029-813 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●京都府・阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分

2029-822 スタジオ・ヨギー京都

●東京都・JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2029-812 スタジオ・ヨギー神楽坂
●愛知県・JR「名古屋駅」より徒歩1分

2029-821 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都・各線「中目黒駅」より徒歩2分

2029-811 スタジオ・ヨギー中目黒
●静岡県・JR「静岡駅」より徒歩3分

2029-820 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●東京都・各線「有楽町駅」より徒歩1分

2029-810 スタジオ・ヨギーTOKYO
●神奈川県・JR「横浜駅」より徒歩2分

2029-819 スタジオ・ヨギー横浜

3500_オールマイティ 156



2029-843 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）

2029-844 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

2029-845 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）

2029-846 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

2029-847 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）

2029-848 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）

2029-827 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

2029-828 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）

2029-829 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）

2029-830 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）

2029-831 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）

2029-832 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）

2029-833 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）

2029-834 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）

2029-835 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）

2029-836 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

2029-837 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）

2029-849 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）

2029-850 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）

2029-851 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）

2029-852 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）

2029-853 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

2029-854 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）

2029-855 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

2029-856 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）

2029-857  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

2029-838 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

2029-839 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）

2029-840 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）

2029-841 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）

2029-842 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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