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ジュリーク

●容量：40mL　●ローズの香り
●デザインが変更になる場合があります。

ハンドクリーム
2039-001

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。

4000_オールマイティ 2



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。

"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
ジルスチュアート

●容量：ハンドクリーム30g、ハンドクリーム74g
●アロマティックフローラルブーケの香り

リラックス ハンドクリームセット
2039-002 2039-003

●容量：各200ml　●ボディミスト ブーケの香り、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。

ボディミスト＆ルームフレグランス
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生活の木ドクターシーラボ
生活の木は、「ハーバルライフ」を提案し35年のハーブ・アロマ
テラピーの専門企業です。世界51カ国の提携農園から厳選
したハーブや精油などを販売しています。

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。

2039-0052039-004

●容量：450g　
●ラベンダー、パチュリエッセンシャルオイル配合

●容量：30g
●色：ナチュラル

ボディースクラブBBパーフェクトクリーム
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まかないこすめオーピーアイ ニールズヤード　レメディーズ

●容量：マッサージオイル100ml　●サイズ（約）：コットンハンドタ
オル34×37cm　●ラベンダー、ゼラニウム、マージョラムの香り

●容量：30ml×6本　※一部フレーバーの変更が生じる
場合があります

老舗金箔屋「吉鷹」の“まかない”［作業所や台所］で働
く女性たちが、肌に厳しい特有の作業環境の中から生
み出した自然素材による和コスメです。

マッサージオイル＆タオルセットアボジュースハンド＆ボディローションセット
2039-0082039-006

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。

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。
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2039-007 
美容オイル
●容量:20ml　●ゆずの香り



ヴェレダ タントッカ

●容量：シトラスフレグランスミスト30ml、エーデルワイスUVプロテクト
50ml　●柑橘系の香り ※デザインが変更になる場合がございます

●容量：200ml　●グレープフルーツとキューカンバーのグ
リーンの香り

フレグランス＆UVプロテクトセットボディーケアスクラブ
2039-0102039-009

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。

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。

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。

4000_オールマイティ 6

2039-011 
ボディバター
●容量:150ml　●ジャスミン、ローズの香り
※デザインは変更になる場合がございます。
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フォション ファーバーカステル近沢レース店

●水彩色鉛筆、6号筆、ポストカード　
●素材：顔料、木軸、紙

●サイズ（約）：ジュエリーケースφ8×高さ6.5cm、タオルハンカチ25×25cm　●素
材：ポリエステル、綿　●カラー：ジュエリーケース シャンパン　タオルハンカチ ホワイト

●サイズ（約）：11.5×19×高さ12cm　
●素材：磁器

世界中のグルメに愛され続けるフォション。時代にフィット
した独創性からロゴやFのマークをモチーフに美しい食器
が生まれ、至福のひと時を楽しめます。

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。

水彩色鉛筆12色セットジュエリーケース&タオルハンカチセットポット
2039-0172039-0162039-015

創業250年を誇る世界最古の筆記具メーカーです。現
在の鉛筆の形、長さ、太さ、硬度の基準を定め、世界一
の鉛筆生産量を誇っています。
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オロビアンコ

イタリアミラノの新進ファクトリーブランド『Orobianco』。時代とリンクする洗練されたデザイン 
ワークにより生み出された、ライフスタイルアイテムと融合した新たなビジネスツールの誕生です。
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2039-018 
Orobianco  
スーツアップバーム+タグ アズーロ
●サイズ（約）:スーツアップバーム40g、
スーツアップタグ9.2×8.6cm　
●全身クリーム、室内用芳香消臭剤



米国東部の大自然を背景に生まれたアウトドア・ライフスタ
イルブランド、ティンバーランド。“世の中を良い方向に変え
ていく人 に々提供する”をミッションに「イエローブーツ」の愛
称で知られる完全防水ブーツを生み出しました。

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。

2039-020

●容量：エアライダーブーツ＆シューリフレッシャー
150ml、ブーツソースコンディショナー100ml、ブー
ツソースクリーナージェル100ml　
※デザインは変更する場合がございます。

シューケアセット

ティンバーランドラッシュ
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2039-019 
オーガニックタオル&LUSHギフトセット
●サイズ（約）:フェイスタオル34×80cm、ウォッシュタオル34×35cm　
●素材:綿100%（パイル部オーガニック100%）　●オリーブの収穫
祭（シャワージェル）1個、バターボール（バスボム）1個



2039-021 2039-022

●容量：スーツリフレッシャー200ml、スーツリフレッシャ
ーCM200ml　●グルーミントシトラスの香りとシトラス
ムスクの香り

●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、
豚毛ブラシ全長12.5cm、グローブ式靴磨き

スーツリフレッシャー シューケアセット

ブートブラックシルバーラインプラウドメン
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。

「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。
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ディノメン ミシェルクラン

●サイズ（約）：24×35×マチ13cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット内1外3

●容量：保湿液60ml

ショルダーバッグスキンインフィルトレーション モイスチャージェル
2039-0242039-023

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。

アディダス

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。

MICHEL KLEINのファーストラインとして洗練されたセ
ンスを基本にし、KLEIN氏のインスピレーションを追及し
たグレード感ある商品を提案しています。
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2039-025 
ソフトポーチ
●サイズ（約）:25×14×マチ7cm　●素材:合成皮革
●ポケット内3　●カラー:ダークブラウン



アーバンリサーチ リプレイアンダーウェア ベネトン

●サイズ（約）：最大ウエスト100cm　
●素材：合皮

「DESIGN YOUR LIFE STYLE」をテーマに、様々な都市をリサーチ（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。

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。

メンズベルト
2039-026

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。

●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。

REPLAYアンダーウェアイエロー
2039-027
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2039-028 
トートバッグ
●サイズ（約）:28×37×マチ14cm　●素材:ポリエステル、
合皮　●ポケット内2外1　●カラー:オレンジ×ダークブラウン



ケント トロイカクラフトデザインテクノロジー

●サイズ（約）：全長15cm　●素材：真鍮・ゴム　●全4機能（ボールペン、水平器、ド
ライバー、スタイラス）　●カラー：レッド　※デザインは変更する場合がございます

●サイズ（約）：26.2×31.5×厚さ10.3cm　
●素材：紙　●組立式

●サイズ（約）：本体20.8×3.5×奥行3.3cm、ポーチ24×7.5×0.5cm　●素材：天然
木、樹脂、豚毛　※GBケント社とのライセンス契約により日本で製造されたものです

多機能ペンボックスファイルブラシ
2039-0312039-0302039-029

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。

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。

「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。
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ナハトマン エインズレイエルベクリスタル

●サイズ（約）：φ9×12cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

●サイズ（約）：φ8×高さ21cm　
●素材：カリガラス

●サイズ（約）：32×29cm　
●素材：クリスタルガラス

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。

1775年英国にエインズレイ窯を創設。英国の名窯とし
て多くの皇族、貴族に愛され続け、丁寧なものづくりを続
けています。

マグカップペアワイングラスマンボシリーズ チャージャープレート
2039-0342039-0332039-032

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。
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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。

和蘭陀人ペアスナックセット
2039-035

●サイズ（約）：カップ高さ11cm、皿24cm　
●素材：磁器
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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。

パーティープレート
2039-036

●サイズ（約）：28×25×高さ3.2cm　
●素材：ボーンチャイナ

ノリタケ
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1919年（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。

フルーツプレートブルーローズ
2039-037

●サイズ（約）：φ14cm　●素材：陶磁器
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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。

銘々皿
2039-038

●サイズ（約）：16.5×12.5×高さ2cm
●素材：陶器
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1775年に開窯したデンマーク王室御用達のロイ
ヤル コペンハーゲン。シンプルで優美なデザイン
のテーブルウェアは多くのファンに愛されています。

ロイヤル コペンハーゲン
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2039-039 
ホワイトパルメッテ オーバル ディッシュ
●サイズ（約）:23×14×高さ3cm　
●素材:磁器



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。

ロンドンベアコレクション　マグカップ
2039-040

●サイズ（約）：φ8×高さ8.5cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

ウェッジウッド
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角取り皿揃い
2039-041

●サイズ（約）：15.5×15.5×高さ2.5cm
●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
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サラダディープボウル
2039-042

●サイズ（約）：29×22×高さ6cm　
●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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●サイズ（約）：3×2.3cm、腕周り～17cm
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

レディースウォッチ（レキシー）
2039-043

●サイズ（約）：ポーチ11.5×18×マチ9cm、
ミニトート22.5×23×マチ8cm　
●素材：ポリエステル、合皮

ポーチ＆ミニトート（クレアトラベラー）
2039-045
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2039-044  携帯シューズ
●対応サイズ（約）:23～24.5cm　
●素材:合皮、樹脂　●カラー:ネイビー

2039-046  クロコ型押し財布
●サイズ（約）:10×19×厚さ4cm　●素材:合皮、ポリエステル
●札入4、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラック
●商品により型押しの出方が多少異なります



●サイズ（約）：全長2.6cm　
●素材：ジルコニア、人工パール、真鍮

ピアス（キャティフェラーリ）2039-048
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2039-047  キルトリュック
●サイズ（約）:29×20×マチ12cm　●素材:ポリ塩化ビニル、
合皮　●ポケット外1　●カラー:ブラック

2039-049  トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:21×18.5cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内1　●カラー:ネイビー

2039-051  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.5×2.3cm、腕周り～17.5cm　
●素材:アロイ、合皮　●日常生活防水

2039-052  ポーチ（ヴィオール）
●サイズ（約）:10.5×19.5×マチ3.5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ブラック

2039-050  ストライプボストン
●サイズ（約）:27×35×マチ19cm　●素材:ポリ塩化ビニル、合皮
●ポケット内1外1　●カラー:ブラウン×ダークグリーン



●サイズ（約）：0.6cm　
●素材：シルバー、ジルコニア

●素材：ジルコニア、シルバー

ピアス（ヴィオール）

リング9号
リング11号

2039-057

2039-054
2039-055

●サイズ（約）：最大ウエスト87cm　
●素材：合皮　●カラー:ブラック×チョコ

レディースベルト（プライベートレーベル）2039-059
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2039-056  ワンショルダーバッグ
●サイズ（約）:21×32×マチ8cm　●素材:ポリエステル、
合皮　●ポケット内2　●カラー:ブラウン

2039-853  折財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9.5×12.5×厚さ2.5cm
●素材:牛革、合皮

2039-053  UVミニ傘（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:親骨50cm　●素材:ポリエステル、鉄、 
樹脂　●手開き式　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：φ1cm　
●素材：真鍮、樹脂パール

●サイズ（約）：24×23×マチ5cm　
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内1

ピアス（ミチコロンドン） トートバッグ（デービットヒックス）2039-063 2039-065
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2039-061  ペンダント（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:全長40×トップ1×0.4cm　●素材:シルバー925、
キュービックジルコニア、真鍮　●カラー:ピンクゴールド

2039-062  パスケース付小銭入（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、パス入1　●カラー:ネイビー

2039-060  ベルバッグ
●サイズ（約）:23.5×29.5×マチ10cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ポケット内1　●カラー:ブラック

2039-064  ショルダーバッグ
●サイズ（約）:27×22×マチ4.5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1外1　●カラー:赤茶



●サイズ（約）：13×24×マチ5cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1

●サイズ：フリーサイズ　●素材：毛、ナイロン

ミニバッグ（ハナエモリ）

手袋（シビラ）2039-066

2039-068
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2039-069  ダイヤリング11号
●素材:シルバー925、金メッキ、ダイヤ（0.01ct）
●カラー:ゴールド

2039-067  ネックレスセット
●サイズ（約）:ネックレス全長44cm、ブレス全長21cm、パール
φ1cm　●素材:真鍮、ロジュウムメッキ、ガラスパール、ビーズ



●サイズ（約）：7×6mm
●素材：真鍮、人工真珠

●サイズ（約）：14.5×24×マチ5.5cm　
●素材：ポリエステル、樹脂　●ポケット内1　●カラー:モーヴ

●サイズ（約）：18×35×マチ9cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内2

ピアス（ミチコロンドン）

ミニバッグ（キャサリンハムネット）

トートバッグ（ギ･ラロッシュ）2039-073 2039-075

2039-071
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2039-070  パールネックレス
●サイズ（約）:全長45cm　●素材:ガラスパール約
10mm･4mm珠、真鍮（ロジウムメッキ）

2039-072  袱紗
●サイズ（約）:12×21cm　●素材:ポリエステル
●カラー:ブラック

2039-074  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～17.5cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●日常生活防水



●サイズ（約）：全長4cm
●素材：シルバー、淡水真珠

●サイズ（約）：4.2×2cm、腕周り～18.5cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：9×10.5×厚さ2.5cm　●素材：合皮　
●札入1、小銭入1、カード入2　●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：23×30×マチ10cm　●カラー:ブラック
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内3外3

●サイズ（約）：19×7.5×厚さ1.5cm　●素材：牛革、牛床革、
合皮　●カード入12　●カラー:ベージュ

ピアス（ケーピーティー） 折財布（セ・ルーアン）

レディースウォッチ

トートバッグ（ナイスクラップ）

カードケース（カンサイセレクション）2039-079 2039-081

2039-076 2039-077 2039-078
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2039-080  ワンショルダーバッグ
●サイズ（約）:21×32×マチ8cm　●素材:ポリエステル、
合成皮革　●ポケット内2　●カラー:ブラック



●全長サイズ（約）：ペンダント40cm、ネックレス42cm、イ
ヤリングφ6mm　●素材：貝パール（各φ6mm）

●サイズ（約）：18.5×26×マチ9cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内2 ●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：18.5×25×マチ11.5cm　
●素材：ナイロン　●ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：親骨50cm、折りたたみ時36cm　
●素材：ポリエステル

トートバッグ（ピエールカルダン）

パール3点セット（ユキコハナイ） ショルダーバッグ 晴雨兼用折傘（ロベルタディカメリーノ）2039-085 2039-0872039-086

2039-084
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2039-083  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～17.5cm　●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

2039-082  小銭入れ（アッシュエル）
●サイズ（約）:9×11.5×厚さ1.5cm　●素材:ポリエステル、
合成皮革　●ポケット内3、カード入2　●カラー:ベージュ
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●サイズ（約）：φ2.8cm、腕周り～17cm　
●素材：合金、合皮

●サイズ（約）：親骨約50cm　
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：最大ウエスト99cm

レディースウォッチ（ジェイアクシス）

晴雨兼用長傘（アズアズ） 牛革ベルト2039-101 2039-103

2039-098

●サイズ（約）：全長40×トップ1.3×1cm　
●素材：シルバー、真鍮　●カラー：ピンクゴールド

ペンダント（ノーマ・ジーン）2039-102

●サイズ（約）：身丈75.5cm、肩幅38cm
●素材：ポリエステル

チュニックポロシャツM2039-100
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2039-099  折財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9.5×11.5×厚さ3cm　●素材:合成皮革
●札入1、小銭入1、カード入4　●カラー:パープル



●サイズ（約）：6×10cm　●素材：合皮
キーケース（カンサイセレクション）2039-108 2039-109

●サイズ（約）：φ2.5cm、腕周り～19cm
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

レディースウォッチ（ヴィヴィフルールコレクション）

●サイズ（約）：3.8×1.1cm　
●素材：カットガラス、真鍮

ピアス（ミチコロンドン）2039-105
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2039-104    ファッショングラス（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:14.7×高さ6cm　●素材:樹脂　
●カラー:ブラウン

2039-106  トラベルハンガーバッグ
●サイズ（約）:19.5×27.5×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:黄緑　●ポーチ内にフック付

2039-107  ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:14×22×マチ55cm　●素材:合皮、ポリエステル　
●ポケット内2外1　●カラー:ワイン



●サイズ（約）：着丈70×肩幅36.5cm　
●素材：綿

チュニック2039-112
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2039-110  長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.5×18.8×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:ブラウン

2039-111  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～17cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●5気圧防水　
●カラー:ブラウン×ゴールド

2039-113  かぶせショルダーバッグ
●サイズ（約）:19×26×マチ12cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ポケット内3外1



●内容：マニキュア（アイラブヨコハマ）15㎖、ポリッシュリムー
バー30㎖、ハンド＆ボディーローション30㎖、ネイルファイル

●サイズ（約）：全長45×トップ1.6×2.4cm　
●素材：真鍮、合金

●サイズ（約）：ポーチ11.5×18×マチ9cm、ミニトート
22.5×23×マチ8cm　●素材：ポリエステル、合皮

ハンド＆ネイルケアセット（オーピーアイ）

ペンダント（ミチコロンドン）

ポーチ＆ミニトート（クレアトラベラー）

2039-117

2039-114 2039-115
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2039-116  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.4×2cm、腕周り～16.5cm　
●素材:アロイ、合皮　●カラー:ピンクゴールド×ブラウン

2039-118  ヌメ革小銭入れ
●サイズ（約）:7×8×厚さ2.5cm　●素材:ヌメ革
●カラー:キャメル

2039-119  半袖シャツS（エイミー） 
2039-120  半袖シャツM（エイミー）
●サイズ（約）:S着丈65×肩幅48cm、M着丈67×肩幅49.5cm
●素材:綿、ポリエステル



●サイズ（約）：22.5×33×マチ13.5cm
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1

●サイズ（約）：親骨60cm　●手開き式
●素材：ポリエステル　●カラー:ベージュ

長傘（ロベルタディカメリーノ）

トートバッグ（ロベルタ ディ カメリーノ）2039-124 2039-125

2039-123

●サイズ（約）：φ2.7cm、腕周り～16.5cm　
●素材：合金、合皮、白蝶貝

レディースウォッチ
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2039-126  ショルダーバッグ
●サイズ（約）:27×22×マチ4.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内1外1　●カラー:ブラウン

2039-122  コットンパールイヤリング
●サイズ（約）:全長3.5cm　●素材:コットンパールφ6mm、真鍮
金メッキ　●手作り感のあるコットンパールを使用

2039-121  ベルバッグ
●サイズ（約）:23.5×29.5×マチ10cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ポケット内1　●カラー:ブラウン



●サイズ（約）：最大ウエスト99cm　
●素材：牛革

●サイズ（約）：全長43×トップ2cm
●素材：真鍮

●サイズ（約）：親骨53cm、折りたたみ時24cm
●素材：ナイロン

牛革ベルトペンダント（ファルチニューヨーク）折りたたみ傘

2039-131

2039-127 2039-128 2039-129

●サイズ（約）：φ2.6cm、腕周り～18.5cm
●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）
●サイズ（約）：24×23×マチ5cm　
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内1

トートバッグ2039-130

4000_オールマイティ 40

2039-132  コットンパールネックレス
●サイズ（約）:全長40×トップφ0.6×3.5cm　●素材:パール、
真鍮金メッキ　●手作り感のあるコットンパールを使用
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●サイズ（約）：2.5×3.45cm、腕周り～20cm　
●素材：合皮　●日常生活防水

●容量：スーツリフレッシャー200ml、化粧水200ml●サイズ（約）：142×幅：8cm　
●素材：絹　●カラー:ネイビー

メンズウォッチ（チェイスタイム） メンズケアセット（プラウドメン）ネクタイ2039-137 2039-138 2039-139
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2039-140  パスケース（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:10.5×7cm　●素材:牛革　
●パス入1、カード入1、ポケット1　●カラー:オレンジ

2039-142  折札入
●サイズ（約）:9.3×10×厚さ1.3cm　●素材:牛革
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ワイン

2039-141  メンズケア8点セット
●セット内容:簡易ナイフ、ニッパ型爪きり、毛抜き、
折込ヤスリ、ミニドライバー、ハサミ、爪切り、ヤスリ



●サイズ（約）：13.5×2.8×厚さ1.5cm　
●素材：本革、真鍮

ベルトループキーホルダー（フェイバリスト）2039-143
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2039-144  クロコ型折札入
●サイズ（約）:10.5×9×厚さ1.8cm　●素材:牛革、レーヨン　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラウン

2039-147  ミニトートバッグ（ローリーローゼンウォルド）
●サイズ（約）:20×30×マチ10cm　
●素材:綿　●ポケット内2　●カラー:レッド×ホワイト

2039-148  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.9cm、腕周り～20cm　●素材:アロイ、
ポリウレタン　●5気圧防水　●カラー:ブルー

2039-146  トートバッグ（モズ）
●サイズ（約）:36×37×マチ10cm　●カラー:グレー
●素材:綿ジャージ、ポリエステル　●ポケット内3外1

2039-145  トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×48×マチ21cm　
●素材:綿　●ポケット内1　●カラー:ベージュ×ブルー
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●サイズ（約）：最大ウエスト105cm　
●素材：（表）牛革、（裏）合皮　●カラー：ブラック

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

ベルト

折りたたみキャリーケース（エマ―ジョン）2039-159

2039-157
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2039-156  底Wマチビジネスバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:28×37×マチ6～12cm　●素材:ポリエステル
（ウレタン入）　●ポケット内2外3　●カラー:ブラック

2039-158  靴磨きセット
●サイズ（約）:ケースφ7.5×17.5cm　●素材:合皮（ケース）
●セット内容:ケース×1、靴べら×1、クリーム×2、ブラシ×2、布×2



●サイズ（約）：着丈：78cm、肩幅45cm　
●素材：綿、ポリエステル　●カラー：ホワイト、無地

シャツ（フェイスミックス）2039-161
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2039-162  長札入
●サイズ（約）:8.8×17.7×厚さ1cm　●素材:牛革
●札入1、小銭入1、カード入4　●カラー:ブラック

2039-163  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～18.5cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●日常生活防水

2039-164  ポーチ（ビジツール）
●サイズ（約）:26×18×マチ6cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラック

2039-165  PC対応ビジネスバッグ
●サイズ（約）:29×38×マチ8cm　●素材:ポリエステル、 
ポリエチレン　●内部に衝撃吸収材入り　●ポケット内6外2

2039-160  クロコ型札入
●サイズ（約）:10.5×9×厚さ1.8cm　●素材:牛革、レーヨン　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：7.3×9.1×厚さ2cm　
●素材：牛革、レーヨン　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：親骨62cm　
●素材：ポリエステル、グラスファイバー

コインケースジャンプ長傘（アクアストップ）2039-167 2039-168

4000_オールマイティ 47

2039-166  メンズウォッチ（リンクス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～21cm　●素材:合金、
合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラック

2039-169  ガジェットボード（トライストラムス）
●サイズ（約）:25.8×20.3×厚さ0.9cm　
●素材:ナイロン、ウレタン、PE、金属　●カラー:グレー

2039-170  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.7cm、腕周り～19cm　●素材:樹脂、
ポリウレタン　●10気圧防水　●カラー:ブラック

2039-171  ボストンバッグ（ダイアンボードリー）
●サイズ（約）:28×37×マチ12cm　●素材:ポリエステル
●ポケット内1外2　●下着ポーチ付　●カラー:ブラック
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●サイズ（約）：保護艶出しクリーナー5.3×5.3×4.2cm、クリーナー14.9×4.1×
2.5cm、テレンプ8.3×37cm　●素材：木・ブタ毛・ロウ・油脂・有機溶剤・ネル

靴磨きセット（ライカ）2039-181
●サイズ（約）：φ4.5cm、腕周り～20.5cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

メンズウォッチ（チェイスタイム）2039-180

●サイズ（約）：34×29×マチ8cm　●素材：合皮、ポリエステル
●ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

トートバック（アッシュエル）2039-178
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2039-179  タイピン
●サイズ（約）:5.5×厚さ1.2cm　
●素材:真鍮、ブラックダイヤモンド



●サイズ（約）：17.5×24×マチ6.5cm　●素材：ポリエステル、
合皮　●ポケット内2外1　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：19×27×マチ6cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内2外1

●サイズ（約）：2.5×2cm、腕周り～20cm　
●素材：合皮

●サイズ（約）：10×14×厚さ1cm
●カード入4　●カラー:ブラウン

セカンドバッグ メンズウォッチ（チェイスタイム）

ショルダーバック（エドクルーガー）

牛革パスポートケース

2039-185

2039-182 2039-183 2039-184

●サイズ（約）：全長6.9cm　
●素材：真鍮

ラペルピン2039-186
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2039-187  ショルダーバッグ（イングランドハウス）
●サイズ（約）:28×39×マチ15cm　●素材:ナイロン　
●ポケット内2外1　●折りたたみ収納用可　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：7.5×7.3×厚さ1.8cm　
●カラー:ブラウン

牛革コインケース（ユーピーレノマ）

2039-192

2039-190

●サイズ（約）：7.2×10.5×厚さ0.4cm　
●ポケット3　●カラー:ブラック

牛革パスケース
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2039-188  ルーペ付懐中時計
●サイズ（約）:φ4.1cm　●素材:合金　●ルーペ倍率約3倍　
●ルーペがスタンドになり、卓上ウォッチとしてもご使用頂けます。

2039-191  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:3×2.9cm、腕周り～18.5cm　●素材:アロイ、
合皮　●日常生活防水　●カラー:ゴールド×ブラック

2039-193  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　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1外3　●カラー:ブラック

2039-189  折財布
●サイズ（約）:9.3×10×厚さ1.3cm　●素材:牛革、裏合皮
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：15×24×マチ7cm　●素材：合皮
●カラー:カーキ×ブラウン

●サイズ（約）：1.3×1.3cm　●素材：真鍮

セカンドポーチ（アッシュエル）

カフス

2039-197

2039-195
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2039-194  名刺入れ
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ1.3cm　●素材:牛革、
ディンプル仕上　●ポケット2　●カラー:ブラック

2039-196  メンズウォッチ（リンクス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～21cm　●素材:亜鉛合
金（金メッキ）、合成皮革　●日常生活防水

2039-199  PC対応ビジネスバッグ
●サイズ（約）:29×37×マチ7～11cm　
●素材:ポリエステル、ポリエチレン　●ポケット内1外1

2039-198  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～19cm　●素材:アロイ、
合皮　●5気圧防水　●カラー:ゴールド×ブラウン



●素材：合皮、合成底
靴27cm2039-203
靴26.5cm2039-202
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2039-204  ライトフライトキーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:9×4.6×高さ1.5cm　●素材:亜鉛合金、
鉄、LEDライト（ブルー）　●カラー:シルバー

2039-200  キーケース（ハンテン）
●サイズ（約）:6.5×11×厚さ3cm　●素材:（表）牛革、
豚革、（内）合成皮革　●キーフック4　●カラー:オーク

2039-201  ミニショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×20×マチ3cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1　●カラー:ベージュ



●サイズ（約）：3.1×2.7cm、腕周り～19cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：9×10×厚さ1.8cm　●素材：（表面）牛革、
（中側）合皮　●札入1、小銭入1、カード入3

●サイズ（約）：親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材：ポリエステル

メンズウォッチ（チェイスタイム） 折りたたみ傘（ラモット）

折財布2039-209

2039-205 2039-208

●素材：シルバー
リング21号2039-207
リング19号2039-206
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2039-211  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:樹脂、
ポリウレタン　●10気圧防水　●カラー:ホワイト

2039-210  ショルダーバッグ
●サイズ（約）:17×26.5×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外5



●サイズ（約）：7.5×7.3×厚さ1.8cm　
●素材：牛革　●カラー:グリーン

●サイズ（約）：6.9cm　●素材：真鍮、ブラックダイヤモン
ド、クリスタル

リバーシブルラペルピン

コインケース（ユーピーレノマ）2039-215

2039-214
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2039-212  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.7cm、腕周り～19cm　●素材:樹脂、
ポリウレタン　●10気圧防水　●カラー:ブルー

2039-213  ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:20.5×18×マチ3.5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外2　●カラー:カーキ

2039-216  財布（イングランドハウス）
●サイズ（約）:11.5×9.5×厚さ2.5cm　●素材:合成皮革
●札入2、小銭入1、カード入2　●カラー:ブラウン

2039-217  ブレスレット
●サイズ（約）:全長20cm　●素材:ステンレス



●サイズ（約）：7.5×8×厚さ1.5cm　
●素材：（表面）牛革、（中側）合皮　●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：25×14×マチ7cm　
●素材：合皮　●ポケット内3　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：親骨55cm、折りたたみ時36cm　
●素材：ポリエステル

コインケース ポーチ（ミッシェルクラン）

折りたたみ傘（アクアストップ）2039-223

2039-218 2039-220

●内容：ポリッシングクロス34×34cm、アニリンカラーレス
50ml、デリケートクリーム50ml、ウォーターストップ100ml

レザーケアセット（コロニル）2039-221
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2039-219  ペンダント
●サイズ（約）:全長55×トップ3.9×2.5cm　●素材:真鍮
（ロジウムメッキ･いぶし仕上げ）、キュービックジルコニア

2039-222  牛革ディンプル長札入
●サイズ（約）:8.5×17.8×厚さ1.3cm　●素材:牛革、合皮　
●札入2、小銭入1、カード入6　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：φ6.5cm　●素材：ステンレス
スイングペン立て（バレンチノ・ルディ）2039-224
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2039-225 6段ラック
●サイズ（約）:28.5×60×高さ105.5cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

2039-226  置き掛け兼用フォトフレーム
●サイズ（約）:22.5×20.3×厚さ16cm　
●素材:スチール

2039-227  LEDライト付目覚まし時計
●サイズ（約）:9.8×8.8×厚さ5.7cm　●素材:樹脂
●スイープ運針　●スヌーズ付



●サイズ（約）：9.7×24.5×高さ11.3cm　
●素材：スチール、ゴム

●サイズ（約）：9×42×高さ13cm　
●素材：スチール　●4足収納可

●サイズ（約）：27×40×高さ30.5cm　
●素材：樹脂、綿

デスクバースリッパラック

バスケットセット2039-232 2039-233

2039-229 2039-230

●サイズ（約）：7×9.5×高さ16cm　
●素材：樹脂　●電池式　●アラーム付

多機能ソーラー電波時計
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2039-228  キャスター付ハンガー
●サイズ（約）:43×88.5×高さ101～170cm　
●素材:スチール、樹脂　●耐荷重約15㎏　●組立式

2039-231  ディスプレイラック
●サイズ（約）:14×26×高さ36cm　
●素材:スチール　●組立式　●耐荷重約1kg/棚



●サイズ（約）：22×17×奥行4.5cm　
●素材：樹脂　●USB、電池式

●サイズ（約）：13×12.4×高さ4.5cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：24×34×高さ25cm　
●素材：パンダン、合皮

ミラー機能付フォトフレーム

ペンたて（アレッシィ）

ボックス2039-237 2039-238 2039-239

2039-235

●サイズ（約）：42×38.5×高さ160cm　
●素材：スチール、天然木

立て掛けスリムハンガー
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2039-236  壁掛け姿見
●サイズ（約）:91.9×20.5×厚さ1.5cm　
●素材:アルミ、樹脂　●吊りひも付

2039-234　LEDスタンドライト（ドリテック）
●サイズ（約）:ベース7×11.5cm、アーム全長28cm、シェード5.5×9.3cm　
●素材:樹脂、スチール、シリコン　●AC100-240V



●サイズ（約）：全長25.5cm　●素材：樹脂　
●電池式

●サイズ（約）：φ12×高さ36cm　
●素材：樹脂　●USB、電池式

●サイズ（約）：25.5×12×奥行8.5cm　
●素材：樹脂　●電池式

小型扇風機付きライト

ハンドシュレッダー

ポータブルスピーカー

2039-243 2039-244

2039-241 2039-242

●サイズ（約）：18×25×高さ71cm　
●素材：スチール

マガジンスタンド
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2039-240  電波掛時計（マグ）
●サイズ（約）:φ25.3×厚さ4.3cm　
●素材:樹脂、ガラス

2039-245  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）：φ7×高さ15.5cm　●素材：樹脂
綿棒入れ（アレッシィ）2039-246
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2039-248  クッション
●サイズ（約）:45×45×厚さ15cm　●素材:ポリエステル
粉砕ウレタンフォーム　●カバー洗濯可

2039-249  コスメボックス
●サイズ（約）:20.2×25.1×高さ19.8cm　
●素材:樹脂

2039-247  ダストボックス（ジェニファー･テイラー）
●サイズ（約）:26×26×高さ30cm　●素材:ポリエステル



●サイズ（約）：28×27×高さ53cm　
●素材：合皮

●サイズ（約）：φ25×高さ7cm　●素材：樹脂

折りたたみチェア

ブレッドバスケット（グッチーニ）2039-255

2039-250
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2039-251  コーヒーメーカー（クオーレ）
●サイズ（約）：19×15.5×高さ21cm　●AC100V-450W・電源コード
0.8m　●フィルターカップ、計量スプーン各1、カップ2付

2039-252  タブレットラック
●サイズ（約）:10.5×22.5×高さ12cm　
●素材:合皮、ポリエステル

2039-253  アロマライト
●サイズ（約）:φ7×高さ12cm　●素材:ガラス、天然木　
●AC100V-15W、コード1.5m　●15Wクリアナツメ球×1付

2039-254  アイススプーン3ピース
●全長サイズ（約）:15.3cm　
●素材:アルミ



●サイズ（約）：4×3.9×高さ16.5cm　
●素材：樹脂　●電池式

LEDセンサーライト

2039-260

2039-256

●サイズ（約）：23×18cm　
●素材：樹脂、スチール

フォトフレーム（グッチーニ）
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2039-257  ペアグラス（グッチーニ）
●サイズ（約）:φ9×高さ9.5cm　●素材:ガラス

2039-258  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　●カラー:ネイビー

2039-259  ペンたて（アレッシィ）
●サイズ（約）:13×12.4×高さ4.5cm　
●素材:樹脂

2039-261  ガラス温度計
●サイズ（約）:6×10×高さ14.5cm　
●素材:合成木材　●測定可能:18℃～24℃



●サイズ（約）：φ8.7×高さ9.1cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：（全開時）26×43×厚さ13cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：カップφ8×高さ5.4cm、ソーサーφ15cm、
トレー17×21cm　●素材：磁器

卓上三面鏡

カバー付マグカップ3個セット ペアカップ＆トレーセット（フォション）2039-265 2039-266 2039-267

2039-264

●サイズ（約）：7×11.5×高さ28cm　
●素材：樹脂、スチール　●AC100-240V

LEDスタンドライト

4000_オールマイティ 64

2039-262  LEDデジタル時計（マグ）
●サイズ（約）:7.1×13×高さ5.8cm　●素材:樹脂
●AC100V-5W、コード1.6m　●スヌーズ付

2039-263  ティースプーン4ピース（グッチーニ）
●全長サイズ（約）:10cm　●素材:ステンレス



●サイズ（約）：17×40×高さ20cm　
●素材：合成木材

●サイズ（約）：39×39×高さ43cm　
●素材：ナイロン

収納ボックス

座椅子2039-270

2039-269
●サイズ（約）：133×100cm　
●素材：ポリエステル

レースカーテン（モズ）2039-268
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2039-271  天然木ミラー
●サイズ（約）:50×27×厚さ1.2cm　



●サイズ（約）：28×27×高さ53cm　
●素材：合皮

●サイズ（約）：フレーム15×12cm　
●素材：ポリエステル、木

折りたたみチェア

光触媒グリーンフレーム2039-277

2039-274
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2039-272  スリッパラック
●サイズ（約）:12×52×高さ33cm　
●素材:天然木　●組立式

2039-273  キーフックスタンド
●サイズ（約）:7.5×20×高さ24cm　
●素材:スチール、天然木

2039-276  3段シューズラック
●サイズ（約）:17.5×45×高さ60.5cm　
●素材:樹脂、スチール

2039-275  4段オープンラック
●サイズ（約）:15×60×高さ16.8cm　●素材:合成木材
●組立式



●サイズ（約）：15×15×高さ40cm　
●素材：ポリエステル、陶器

●サイズ（約）：φ30×高さ15cm　
●素材：ポリエステル、発砲ビーズ

●サイズ（約）：32×70cm　●素材：アクリル

●サイズ（約）：14.5×25.5×高さ6～9cm　
●素材：合成木材、スチール

光触媒パキラ

ビーズクッション

モケット織りマット

ティッシュケース2039-281 2039-283

2039-278 2039-279
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2039-280  マルチラック
●サイズ（約）:7×25×高さ10.2cm　
●素材:スチール、合板

2039-282  ポールハンガー
●サイズ（約）:37×37×高さ123.5cm　●素材:天然木
●耐荷重約1㎏/フック　●組立式
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●サイズ（約）：φ23.5cm　●素材：磁器●サイズ（約）：φ8×高さ11.5cm、容量200ml　
●パウダリーピンクの香り

パスタ皿5枚セット（プリンセス・ローザ）アロマディフューザー（デイカ） 2039-2932039-292

ELEGANCE

2039-290  フォトフレーム
●サイズ（約）:18.5×24.5×厚さ1.5cm　
●素材:ガラス、ラインストーン　●縦横兼用

2039-291  ジュエルケース
●サイズ（約）:10×15.5×高さ9cm　●素材:ポリレジン
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●サイズ（約）：φ10.8×高さ5.5cm　●素材：陶器●サイズ（約）：15×45×高さ32cm　
●素材：合板　●組立式

スタックボウル5個セット2段オープンラック2039-295 2039-2962039-294  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　●さくら柄

2039-298  ペアケーキプレート（ハナエモリ）
●サイズ（約）:φ19.5×高さ2cm　●素材:磁器

2039-299  ダストボックス（ジェニファー･テイラー）
●サイズ（約）:26×26×高さ30cm　●素材:ポリエステル

2039-297  掛時計
●サイズ（約）:φ31×厚さ3.4cm　●素材:樹脂
●スイープ運針
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●サイズ（約）：プレートφ16cm、マグφ8.5×高さ11cm　
●素材：磁器

●サイズ（約）：18×18×厚さ1.8cm　
●素材：樹脂　●電池式

モーニングセット（ジバンシィ）

時計付フォトフレーム（アデッソ）

2039-303 2039-304

2039-301

●サイズ（約）：φ6.2×高さ8.8cm　
●クリーンコットン、ローズの香り

キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）：カップφ8×高さ7cm、
ソーサーφ15.5cm　●素材：磁器

カップ＆ソーサー（ミスターボス）2039-305

2039-300  スリッパラック
●サイズ（約）:10.5×42×高さ14cm　
●素材:スチール　●4足収納可

2039-302  カトラリー12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
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●サイズ（約）：スプーン全長13.5cm、フォーク全長
14cm、ナイフ全長14.5cm　●素材：ステンレス

●サイズ（約）：13.5×16.5×高さ25.5cm
●素材：樹脂　●等倍鏡と3倍鏡の2wayタイプ

●サイズ（約）：45×75cm　●素材：ポリエステル

カトラリー7ピース（ラッキーウッド）

拡大鏡付きスタンドミラー 玄関マット2039-309 2039-854 2039-311

2039-306

●サイズ（約）：カップ9.5×高さ6cm、ソーサーφ15cm、
プレートφ16cm　●素材：磁器

ティーカップ＆プレートセット（ナルミ）

2039-307  ディフューザー
●サイズ（約）:4×9×高さ13cm、オイル容量150ml、スティック全長26cm　
●素材:陶器　●スイートローズの香り（女性らしい甘さと透明感のあるローズの香り）

2039-308  ペタルズ チャージャープレート 32cm（ナハトマン）
●サイズ（約）:φ32×高さ2.6cm　●素材:無鉛クリスタル
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●サイズ（約）：9.5×16×厚さ1.5cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

●サイズ（約）：φ8.4×高さ9.1cm　
●素材：カットガラス

●サイズ（約）：φ7.6×高さ6.7cm　
●素材：ステンレス

トレー（ニッコー）ペアグラス（クリスタル・ダルク）

ペアタンブラー（バレンチノ・ルディ）2039-315

2039-312 2039-313

2039-314  ライト（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ6×高さ9cm　●素材:パラフィン　
●ラベンダー&カモマイルの香り　●電池式
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●全長サイズ（約）：フォーク13cm、バターナイフ
14.5cm、スプーン小13・大18cm　●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ5.5×高さ16cm　
●素材：アクリル、鉄、ステンレス

●サイズ（約）：φ8×高さ16.5cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ16.5×高さ14cm　
●素材：ステンレス

カトラリー10ピースセット（ジバンシィ） ペッパーミル（プジョー）ウォーターポット（バレンチノ・ルディ）

ワインクーラーセット2039-320 2039-321

2039-316 2039-317 2039-318

●サイズ（約）：φ5.4×高さ18cm　
●素材：クウォークス

ペアワイングラス（シェフ&ソムリエ）2039-319  掛時計
●サイズ（約）:φ30×厚さ4.2cm　●素材:樹脂　
●ステップ運針
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●サイズ（約）：φ8×高さ15cm　
●素材：耐熱ガラス

●サイズ（約）：3.4×7.6×高さ16.3cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：34×29×厚さ3cm　
●素材：樹脂　●飛散防止テープ付

●サイズ（約）：φ5.7×高さ11cm
●素材：無鉛クリスタル

タンブラーペア（ウェルナーマイスター） 拡大鏡付ミラー

ワインオープナー4点セット

オーシリーズ リースリング ペア（リーデル）

2039-325 2039-326

2039-322 2039-323 2039-324

●サイズ（約）：13×26×高さ8.2cm　
●素材：合成木材、スチール

ティッシュケース 2039-327  スフィアシリーズ チャージャープレート 32cm（ナハトマン）
●サイズ（約）:φ32×高さ2cm　●素材:無鉛クリスタル
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●サイズ（約）：7.1×7.1×厚さ4.1cm　●素材：木●サイズ（約）：φ7.5×高さ14.5cm　
●素材：カリクリスタル

●サイズ（約）：φ12.9×高さ21.8cm　
●素材：カットガラス

アラームクロックペアワイングラス（ボヘミアガラス）

フラワーベース（クリスタル・ダルク）2039-332 2039-333

2039-329 2039-330

●サイズ（約）：φ9.5×高さ14cm　●素材：ガラス
ペアタンブラー

2039-328  純銅一口ビールカップ
●サイズ（約）：φ5.5cm、150ml　

2039-331  カトラリー21ピースセット
●全長サイズ（約）:各11.3～14.5cm　
●素材:ステンレス
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●サイズ（約）：10×13cm●サイズ（約）：ペールφ12.5×12cm、カップφ9×13cm
●素材：陶器

●サイズ（約）：φ9×高さ9cm　●素材：木粉、樹脂●サイズ（約）：11.5×16.5×高さ5cm　
●素材：樹脂

牛革がま口アイスペール＆ペアカップ

ペア漆塗りフリーカップアクセサリーボックス 2039-3372039-336

2039-334 2039-335
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●サイズ（約）：14×14cm

●サイズ（約）：24.3×29.3×厚さ1.9cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ13.5×高さ8cm　●素材：陶器●サイズ（約）：盆φ26.8cm、菓子鉢φ21cm、茶托φ11.9cm
●素材：樹脂

ペアガラスプレート 信楽焼ペア丼

置き掛けシルク版画「赤富士」

おもてなしセット

2039-341 2039-342

2039-338 2039-339 2039-340

●サイズ（約）：カップφ7.5×高さ16cm、プレートφ14cm
●素材：陶器

ペアロングカップ＆プレート
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2039-343  ペアほっけ皿
●サイズ（約）:18×27cm　●素材:磁器



●サイズ（約）：13.5×13.5×高さ2.8cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：11.5×11.5×厚さ5.5cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：湯燗器12×13×高さ12cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：7×13×高さ8cm　●素材：陶器

角皿五枚揃

信楽焼置き時計

湯燗酒器セット

信楽焼花入れ2039-347 2039-348 2039-349

2039-344 2039-345

●サイズ（約）：25×25cm　●素材：陶器
信楽焼一枚皿
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2039-346  取り分け皿揃
●サイズ（約）:大皿24.5cm、小鉢13.5cm　
●素材:磁器



●サイズ（約）：茶碗φ14×8cm、湯呑φ7.5×8.5cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：φ8×高さ13.5cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：13.5×21×高さ13cm　
●素材：樹脂、ポリエステル

●サイズ（約）：φ19×厚さ4cm　●素材：陶器

ペア茶碗＆湯のみ 正座椅子

信楽焼花入れ 信楽焼掛け時計2039-353 2039-354 2039-355

2039-350 2039-352

●サイズ（約）：10×10×高さ14.5cm　
●素材：陶器　●AC100V-15W

信楽焼ランプ
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2039-351  リバーシブル慶弔ふくさ&風呂敷
●サイズ（約）:ふくさ20.5×12cm、風呂敷48×50cm
●素材:ポリエステル　●ふくさは赤地に鶴柄でもお使いいただけます



●容量：2.3ℓ　●素材：ステンレス
しゃぶしゃぶ鍋25cm2039-855 2039-856  万能包丁（則國作）

●全長サイズ（約）:30.5cm　●素材:鉄、鋼　

2039-358  IH対応2段蒸し器16cm（陳建一）
●サイズ（約）:セット時φ16×高さ19cm　
●素材:ステンレス、樹脂

2039-359  ステンレスボウルセット（柳宗理）
●サイズ（約）:φ13.2×高さ5cm、φ18.5×高さ7.7cm
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●サイズ（約）：43×25cm　
●素材：発砲スチロール、発砲ポリエチレン、樹脂

抗菌まな板（セーブ）2039-363 2039-364
●全長サイズ（約）：30cm　●素材：ステンレス

中華包丁（濃州孫六作）

2039-857  IH対応炒め鍋23cm&玉子焼きセット
●サイズ（約）:炒め鍋高さ8cm、玉子焼き39.2×14.3×
高さ4.3cm　●ヘラスプーン付　●素材:鉄、樹脂、ナイロン

2039-361  卓上ポット
●サイズ（約）:φ13.5×高さ21cm、容量1ℓ　
●素材:ステンレス

2039-362  IH対応すき焼鍋26cm&ターナー
●サイズ（約）:高さ7cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●ターナー付　●フッ素加工

2039-365  キッチンツールセット
●サイズ（約）:フードプロセッサーφ17×高さ24.2cm　
●素材:樹脂　●スライサー、おろし、薬味おろし、千切り
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●サイズ（約）：高さ8cm　●素材：鉄、天然木

●全長サイズ（約）：三徳29cm、ナイフ23.5cm、
ハサミ20.5cm　●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：φ13、15、16.5、19、22、25cm　
●素材：ステンレス

●全長サイズ（約）：20cm　
●素材：ポリアミド、ゴム、ステンレス

中華鍋26cm

包丁3点セット（濃州孫六作）

ザルセット（郷技）

キッチンバサミ（グッチーニ）2039-863 2039-371

2039-366 2039-367 2039-368  ステンレス二重構造タンブラー
●サイズ（約）:φ7×高さ8cm　
●素材:ステンレス（内面24金メッキ）

2039-370  角バットセット
●サイズ（約）:20×25×厚さ2.8cm　●素材:ステンレス
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●サイズ（約）：高さ8cm　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工

●サイズ（約）：φ10×高さ12cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：ボウルφ16.6×高さ8.5cm、ザルφ16.5×
高さ7.7cm　●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ26×高さ13.3cm　●素材：鉄

IH対応深型フライパン28cm ボウル＆ザルセット（郷技）

アイスペール（バレンチノ・ルディ） 串揚げ天ぷら鍋セット26cm2039-375 2039-376 2039-377

2039-372 2039-374

●サイズ（約）：鍋φ26×高さ5cm　
●素材：鉄、ステンレス

餃子鍋26cmセット

2039-373  IH対応片手鍋16cm
●サイズ（約）:高さ12cm　●素材:ステンレス
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2039-378  マルチスライサー（グッチーニ）
●サイズ（約）:20×9×高さ1.2cm　●素材:ステンレス、樹脂　
●粗目リボン、細目粉状、スライス

2039-379  IH対応深型フライパン22cm&片手鍋16cm
●サイズ（約）:炒め鍋高さ7cm、片手鍋高さ7.5cm　
●素材:アルミ、強化ガラス

2039-381  IH対応深型フライパン24cm
●サイズ（約）：高さ15cm　●素材：アルミニウム合金、
ステンレス、樹脂　●フッ素加工

2039-858  IH対応両口フライパン28cm
●サイズ（約）:高さ13.5cm　●ターナー付　
●素材:アルミ、ステンレス、樹脂
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●サイズ（約）：φ7.5×高さ26.5cm、容量250ml　●素材：樹脂、
ステンレス　●AC100V-110W　●電源コード1.1m

●サイズ（約）：炒めヘラ29.5cm、お玉27.5cm、他17.2～
24cm　●素材：ステンレス刃物鋼、樹脂、軟質塩化ビニール

コンパクトブレンダー

キッチンツールセット

2039-859 2039-386

2039-383

●サイズ（約）：φ17.3×高さ3.8cm
●素材：コルク樫：陶器　●コルク付

ペアグラタン

2039-382  2段水切りかご
●サイズ（約）:23×43.5×高さ40cm　
●素材:鉄、樹脂

2039-384  電気たこ焼き器
●サイズ（約）:27×28.5×高さ7cm　
●素材:アルミ、樹脂　●フッ素加工　●18穴

2039-387  IH対応笛吹ケトル
●サイズ（約）:満水3.6ℓ（適正容量2.3ℓ）　
●素材:ステンレス、樹脂
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●サイズ（約）：19×15.5×高さ21cm　●AC100V-450W・電源
コード0.8m　●フィルターカップ、計量スプーン各1、カップ2付

●サイズ（約）：20×26cm　
●素材：樹脂　●3枚

●サイズ（約）：ボール21.7×27.4×高さ10cmストレーナー
17.8×35.5×高さ9cm　●素材：シリコンゴム・ステンレス鋼

カップコーヒーメーカー（クオーレ） カッティングボードセット

折りたたみ式シリコンボウル＆ザル（クオーレ）2039-393

2039-388 2039-3902039-389  IH対応温度計付天ぷら鍋22cm
●サイズ（約）:高さ10cm、容量3.2ℓ　●素材:鉄

2039-391  ホットサンドメーカー
●サイズ（約）:23×22×高さ9cm　
●素材:アルミ、樹脂　●AC100V-600W、コード1.4m

2039-392  フラワーボウルペア
●サイズ（約）:φ22×高さ5cm　●素材:ヤシの木
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●サイズ（約）：20.5×24.5×高さ10.5cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：ヘラ全長24.5cm　
●7色13パーツ

●サイズ（約）：φ24×高さ10cm　
●素材：ステンレス

日本地図クッキー型セット

ペアシリコンスチーマー（クオーレ）

ボウル＆シリコンマット（イイトコ）

2039-397

2039-395 2039-3962039-394  カップ&ソーサーラック
●サイズ（約）:15×24.5×高さ23cm　●素材:スチール、天然木化粧繊維板　
●6セット収納可　●耐荷重約300g（フック1つ当たり）

2039-398  レンジパックセット
●サイズ（約）:大φ15.4×高さ5.8cm、中φ12.8×高さ5.5cm、小φ9.8
×高さ5.7cm　●素材:磁器、樹脂、ステンレス　●トング付

2039-860  寄せ鍋25cm（陳建一）
●容量:3.1ℓ　
●素材:ステンレス、強化ガラス、樹脂
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2039-404  デジタル体重計（タニタ）
●サイズ（約）:30×32×高さ2.2cm　●素材:ガラス、
樹脂　●本体を軽く叩くと電源が入る設計　●電池式

2039-401  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1、ACアダプター1

2039-402  今治タオルセット（手わざ紀行）
●サイズ（約）:34×75cm×2、34×36cm×2　
●素材:綿100%

2039-403  ロールブラシヘアーアイロン（テスコム）
●サイズ（約）:4.3×21.2×高さ4.3cm　●素材:PC、バレルアルミ
ニウム　●AC100～240V-22W、コード1.5m　●22mm径

2039-400 ウォッシャブル枕
●サイズ（約）:63×43×高さ11cm　
●素材:ポリエステル100%、内 ポリエステル綿

2039-405  ネイルケアセット
●サイズ（約）:ネイルドライヤー12×11.5×高さ7.5cm、ポリッシャー
11.5×4.5×高さ5cm　●素材:樹脂　●ビット5種類付　●電池式
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●サイズ（約）：100×205cm　●素材：（表地）ポリエステ
ル100％ （裏地）ポリエステル90％、綿10％

抗菌防臭加工敷パット（東洋紡）2039-406 2039-407  2段室内物干し
●サイズ（約）:38×38×高さ113cm　●素材:樹脂　
●組立式　●耐荷重7㎏

2039-408  LEDセンサーライト
●サイズ（約）:3.9×4×高さ16.5cm　
●素材:樹脂　●屋内専用

2039-409  カークリーナー
●サイズ（約）:33×9.5×高さ10.5cm　●素材:樹脂　
●DC12V、コード4.1m　●ノズル付

2039-410  シャワーラジオ（コイズミ）
●サイズ（約）:7×9.3×高さ14cm　●素材:樹脂
●時計機能付

2039-411  ヘッド振動器&リフレッシュローラー
●サイズ（約）:ヘッド振動器7×9.5×高さ5cm、リフレッシュローラー
6.5×11×高さ3.5cm　●素材:樹脂、シリコン　●電池式
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●サイズ（約）：16×48×厚さ4.5cm　
●素材：ポリエステル、内　ポリウレタン

●サイズ（約）：14.5×14×高さ59.5cm　
●素材：合成木材

トイレットペーパーラック

ゲルマニウム低反発足枕2039-415

2039-414
●サイズ（約）：全長92～135cm　
●素材：スチール、アルミ、樹脂　●替えモップ×2

多機能モップ2039-412 2039-413  音波洗浄器
●サイズ（約）:13×16.4×高さ10.3cm　
●素材:樹脂、ゴム　●電池式

2039-416  おぼろタオルセット（伊勢のおぼろタオル）
●サイズ（約）:60×120cm、34×85cm　
●素材:綿100%

2039-417  折りたたみ式アイロン台
●サイズ（約）:36×60×高さ19cm　
●素材:綿、鉄、樹脂
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●サイズ（約）：φ10×高さ11.8cm　
●素材：パラフィン、ガラス、木

●サイズ（約）：100×140cm　
●素材：ポリエステル100%

●サイズ（約）：41×46cm　
●素材：ポリエステル、綿、セラミック

シトラスキャンドル

ブランケット（東洋紡）

レンジ式肩用スチームパッド

2039-421 2039-422

2039-418 2039-419

●サイズ（約）：15×10×高さ30cm　
●素材：ポリエステル、陶器

光触媒コチョウラン

2039-420  タイマー付防滴クロック
●サイズ（約）:φ12.8×厚さ6cm　
●素材:樹脂　●置き掛け兼用

2039-423  アロマランプオイルセット
●サイズ（約）:φ10.5×高さ11.5cm、オイル容量5ml　●素材:磁器　
●AC100V-10W、コード1.5m　●ラベンダーの香り
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●サイズ（約）：コード長1.2m　●素材：樹脂
ポータブルヘッドホン2039-427

●サイズ（約）：ケース10.5×28×厚さ3cm

アクリル絵具12色セット
（リキテックス）

2039-425

●サイズ（約）：4.9×16.5×高さ9.5cm（1/12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。

Honda NS500'84（タミヤ）
2039-426

●サイズ（約）：2.6×5.3×高さ2.2cm　
●素材：ダイキャスト、樹脂　●8GB

USBメモリー（オートドライブ）
2039-424

4000_オールマイティ 93



●サイズ（約）：12×12×厚さ4cm　
●素材：樹脂　●グルースティック23本付

●サイズ（約）：ケース4×15.5×厚さ3.6cm

グルーガン（アースマン）油絵具スケッチセット（ターレンス）2039-429 2039-430

2039-4322039-431
●サイズ（約）：23×50.3×高さ50～119cm　
●素材：アルミ　●ワンタッチ角度調節可

●サイズ（約）：ケース7.5×23×厚さ2.5cm

卓上譜面台固形水彩絵具12色セット（ウィンザー&ニュートン）

2039-428  木製ドミノ120ピース
●サイズ（約）:4.2×2.3×厚さ0.9cm　
●素材:天然木　

2039-433  ブックカバー&ペンケース
●サイズ（約）:ペンケース18.5×6.5×マチ4.5cm、ブック
カバー16.7×6.5cm　●素材:ポリエステル、綿
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●サイズ（約）：コード長1.2m　●素材：樹脂　
●スマートフォン用

ポータブルヘッドホン（オーディオテクニカ）2039-436

●サイズ（約）：9×7×高さ16.5cm　
●倍率100、300、600倍

ルーペ・スライドガラス付顕微鏡2039-437

2039-434  バルブテラリウムキット
●キットサイズ（約）:16×20×高さ12cm　
●素材:ガラス、モス、木、砂、サンゴ、石

2039-435  アースボール（ビクセン）
●サイズ（約）:φ21×高さ24cm　●素材:樹脂、紙　
●縮尺6000万分の1　●行政図型

2039-438  水彩鉛筆12色セット
●サイズ（約）:ケース10.5×18.3×厚さ1.2cm、A4ブリーフケース25×33
×厚さ4cm、シャープナー5×4×厚さ1.6cm　●素材:顔料、木軸、メタル

2039-439  ウクレレ
●サイズ（約）:54.5×16.5×厚さ6.5cm　
●素材:木
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●サイズ（約）：16.8×13.4×高さ10.5cm　
●素材：木　●制作参考時間7時間

●サイズ（約）：11×25×厚さ2cm　

●サイズ（約）：26×38cm　　
●300ピース　●木製パネル付

●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。

建築模型「カナディアンハウス」 パズル「モン・サン・ミシェルとその湾Ⅶ」

ソフトパステル20色セット（コンテ・ア・パリ） プラモデル「天空の城ラピュタ」2039-443 2039-445

2039-440 2039-4422039-441  バランスブロック90ピース
●サイズ（約）:6.5×2×厚さ1.5cm　
●素材:天然木

2039-444  ソーイングボックス
●サイズ（約）:14×21×高さ15.5cm　
●素材:天然木
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●サイズ（約）：8.5×6.2×高さ13.8cm　
●素材：樹脂

LEDランタン（ロゴス）
2039-864

●サイズ（約）：9.3×2.3×厚さ1.2cm　
●素材：ステンレス、アルミ　●全8機能

ソルジャーCVAL（ビクトリノックス）
2039-447

2039-448   
クーラーボックス14ℓ 

（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:37×24×高さ28.5cm　
●素材:樹脂

2039-449   
木製折りたたみまな板（ロゴス）
●サイズ（約）:44×29×厚さ1.2cm　
●素材:木　●収納袋付
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●サイズ（約）：φ11.8×高さ25cm、容量1ℓ

●サイズ（約）：φ9×高さ12.7cm、容量360㎖　
●素材：ステンレス

ステンレスメガジョッキ

保温フードポット2039-454 2039-455

2039-450

●サイズ（約）：29×40×高さ12cm

アルミローテーブル（キャプテンスタッグ）

2039-451  アウトドアチェア
●サイズ（約）:33×34×高さ68cm、収納時15×15×高さ
68cm　●素材:ポリエステル、スチール

2039-452  コンパクト望遠鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:30×41×高さ40cm　●素材:樹脂
●倍率20･30･40倍

2039-453  双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:7.6×10.2×高さ4cm　
●素材:樹脂、アクリルレンズ　●倍率8倍
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●サイズ（約）：大φ12×9.5cm、中φ13×3cm、
小φ10.5×6cm

●サイズ（約）：24×32×高さ24cm　
●素材：綿、樹脂

ステンレスクッカーセット クーラーバッグ15ℓ

2039-460

2039-456 2039-457

●サイズ（約）：7.5×12×厚さ4.5cm　
●スマートフォン充電コネクタ付

ダイナモ多機能ラジオ

2039-458  マルチバスケット
●サイズ（約）:40×27×高さ30.5cm 容量19ℓ
●素材:樹脂、綿

2039-459  ホットサンドトースター（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:14.7×35.3×高さ3.5cm　
●素材:アルミ、樹脂

2039-461  ランプランタン
●サイズ（約）:φ16×高さ26cm　
●素材:スチール、耐熱ガラス　●灯油ランプ
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●全長サイズ（約）：21cm
●素材：特殊合金鋼

モンキレンチ（ケーティーシー）
2039-471

●全長サイズ（約）：29cm
●素材：ハイカーボン鋼、天然木

ハンドフォーク（デウィット）
2039-469 2039-470  

ツールセット
●サイズ（約）:ケース13×19.5×厚さ5cm　
●素材:ポリエチレン、カーボンスチール、
プラスチック

2039-468   
ガーデニングエプロン
●サイズ（約）:45×96cm　
●素材:ポリエステル、綿
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●サイズ（約）：φ0.8cm×全長7.5m　
●素材：樹脂　●ミスト調節可

●全長サイズ（約）：48cm　
●素材：炭素鋼

●サイズ（約）：φ7.5×高さ39.5cm　
●素材：ステンレス、樹脂

●全長サイズ（約）：20cm、48cm　
●素材：刃物特殊鋼

ガーデンミストクーラー ソーラーライト

太枝切鋏（ガーデニングプロ）

剪定鋏＆折込鋸

2039-475 2039-476

2039-472 2039-473 2039-474

●サイズ（約）：94cm（72cmに調節可）　
●素材：合金

組立式スコップ 2039-477  軽量刈込ハサミ
●全長サイズ（約）:68cm　
●素材:炭素刃物鋼、樹脂、アルミ
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●サイズ（約）：首周り20～30cm　
●素材：ナイロン、樹脂

●サイズ（約）：23×51×高さ30cm　
●素材：樹脂　●耐荷重80kg

●全長サイズ（約）：20cm　
●素材：刃物特殊鋼

LED付犬用首輪セット

収納袋付ガーデニングチェア

剪定鋏（源正宗作）

2039-481 2039-482

2039-478 2039-479

●全長サイズ（約）：散髪バサミ、スキバサミ各14cm　
●素材：ステンレス、樹脂

ペット用カットハサミ2点セット

2039-480  蓄圧式噴霧器5ℓ
●サイズ（約）:φ17.5×高さ44.5cm　
●素材:真鍮、樹脂 ●腰掛けベルト付

2039-483  防災13点セット
●サイズ（約）:エマージェンシーバッグ45×36cm、蓄光LEDライト15×35cm、
アルミ温熱シート213×137cm　●素材:ポリエステル、ポリエチレン
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●素材：合皮
サッカーボール5号（モルテン）
2039-492

●素材：アクリル、樹脂　●ヘッドカバー460cc、ドライバー用、
フェアウェイウッド用、カウンター1～12ワンリセット機能付

ヘッドカバー＆カウンターセット2039-491

●サイズ（約）：120×60cm　●素材：綿
ラージタオル（ナイキ）
2039-490

2039-493 
ハイドレーションパック（ナイキ）
●サイズ（約）:15×40×マチ5cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン
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●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、
ナイロン、シリコーンエラストマー　●曇り止めレンズ　●紫外線カット

●サイズ（約）：25×18×厚さ2cm、ネット幅最大152cm
●素材：樹脂、ナイロン、木

●サイズ（約）：5.9×3×厚さ1.3cm　●歩数、消費カロリー、
脂肪燃焼量、目標活動時間、目標総消費カロリー

ゴーグル（スワンズ）

どこでも卓球セット

活動量計（オムロン）

2039-497 2039-498

2039-494 2039-495

●サイズ（約）：16×12×マチ5cm　
●素材：ポリエステル、合皮、樹脂

ミニショルダーバッグ

2039-496  ハーフイボヨガボール
●サイズ（約）:φ65cm　●素材:樹脂　
●耐荷重80㎏　●適応サイズ:身長160～175cm

2039-499  クーラーバッグ15ℓ（ベネトン）
●サイズ（約）:26×31×高さ25cm　
●素材:ポリエステル、樹脂
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●容量：1箱（10g×14本入）×2

●容量：200粒 ●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

クエン酸POWERスティック（ジャコラ）

エキストラアミノアシッド（グリコ） ポーチ（エドウィンゴルフ）2039-503 2039-504 2039-505

2039-500

●サイズ（約）：身丈69cm　●素材：ナイロン
ジャケット（プリントスター）

●サイズ（約）：16.5×26.5×厚さ6cm　
●素材：樹脂

パッティンググリーン2039-5022039-501  トートバッグ（チャンピオン）
●サイズ（約）:38×34×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外3
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●素材：ポリエステル、ポリウレタン　
●繊維に特殊プラチナが練りこまれ、副交感神経を優位にします

2WAYコンフォート（ネックウォーマー&キャップ）（ベネクス）
2039-515

●素材：ゴム
ダンベルペア1.5kg（イバンコ）
2039-512

ドライシャツブラック（M）
（ゴールドジム）

2039-513

●サイズ（約）：M 着丈68×身幅51cm、
L 着丈69×身幅54cm　
●素材：ポリエステル

ドライシャツブラック（L）
（ゴールドジム）

2039-514

ドライシャツイエロー（M）
（ゴールドジム）

2039-516

●サイズ（約）：M 着丈68×身幅51cm、
L 着丈69×身幅54cm　
●素材：ポリエステル

ドライシャツイエロー（L）
（ゴールドジム）

2039-517
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●サイズ（約）：40×40cm　●素材：綿
●キットにクッション材は含まれておりません。

刺繍キット

●サイズ（約）：10.2×7.2cm×4枚　●素材：磁器
トランプカードプレートセット2039-544

●サイズ（約）：φ7.8×高さ15cm、容量400ml

ステンレス二重構造タンブラーセット
2039-543

2039-541

©Disney

©Disney

©Disney

●サイズ（約）：40×37×マチ8cm　●素材：綿
ヴィンテージバッグ2039-542

©Disney
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©Disney ©Disney ©Disney

©Disney

●サイズ（約）：パスポートカバー13.8×10cm、ネームタグ11×9.5 
cm、アイマスク9.5×20cm　●素材：綿、ポリエステル、樹脂、TPU

●全長サイズ（約）：23cm、20.5cm　
●素材：天然木（黒檀）

●サイズ（約）：5.1×10.2×高さ21.3cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：盛鉢φ21.5cm、カップφ8.8×高さ7.9cm、
小皿φ10cm　●素材：ストーン

トラベル3点セット ソープディスペンサー

夫婦箸 ティータイムセット2039-548 2039-550

2039-545 2039-861
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2039-546  パーソナルボトル
●サイズ（約）:φ6.7×高さ24.2cm　
●素材:ステンレス、樹脂　●真空二重構造、氷止め付

2039-549  マルチスタンド
●サイズ（約）:11×11×高さ11cm　●素材:樹脂



©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

●サイズ（約）：マグφ8.5×高さ9cm、スプーン全長
13cm　●素材：磁器

スプーン付トリオマグセット
2039-551

●サイズ（約）：39×45×マチ11cm　
●素材：ナイロン

ミィエコバッグ2039-552

●サイズ（約）：50×36×厚さ5cm　
●素材：ポリエステル　●クッション材付

ムーミンクッション2039-554
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2039-553   
ピロケース
●サイズ（約）:45×90cm　
●素材:綿100%
●中の枕は入っておりません
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●サイズ（約）：ポットφ8.5×高さ29cm､容量1.1L、グラス
φ7.8×高さ9.2cm　●素材：ソーダライムガラス、樹脂

●サイズ（約）：62×50×高さ18cm
●素材：綿、内 ポリエステル

ドリンクセット

授乳ウェストクッション2039-563

2039-561
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2039-562  クロックフレーム
●サイズ（約）:23×28×厚み1.5cm　
●素材:アルミ合金、ガラス　●置掛兼用

2039-564  おままごとセット
●サイズ（約）:16×22.8×高さ7.6cm　●素材:木



●サイズ（約）：12×22×高さ21.5cm　
●素材：木、鉄

●サイズ（約）：φ30.5×厚さ5cm　
●素材:樹脂

●サイズ（約）：23×19.5×高さ24cm
●素材：ポリエステル　●電池式

●サイズ（約）：φ16×5cm　
●素材：磁器

●サイズ（約）：φ7.5×8.5cm　
●素材：磁器

ビーズコースター ピーカブーメロディベア

掛時計

ボウル5個セット

フリーカップセット2039-568 2039-569 2039-570

2039-565 2039-566 2039-567

●サイズ（約）：6.5×44.5×高さ8cm　
●素材：木

プルトイ 木馬
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©Moomin Characters™

●サイズ（約）：19.5×24cm
●素材：磁器

●サイズ（約）：ゾウ9×10×高さ14.5cm、くま6×7.5×高さ15cm、ひ
よこ3.5×11×高さ13.5cm　●素材：綿80％、ポリエステル20％

●サイズ（約）：32×40×マチ15cm　●素材：綿　●ポケット内1外1

ミィオーバルディッシュ

ソフトプレイジム

エコトートバッグ（ネイビーブルー）エコトートバッグ（レッド）2039-571

2039-575

2039-572 2039-573
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2039-574  フォトフレーム付身長計
●サイズ（約）:87.5×18×厚さ1.5cm　
●素材:綿、ポリエステル、樹脂　●測定可能範囲:75～145cm

2039-576  ドラムパズル
●サイズ（約）:φ16×高さ13cm　●素材:木
●対象年齢1才6ヶ月～



●サイズ：短肌着39×24cm、コンビ肌着46×26cm
●素材：綿100％

●サイズ（約）：φ22cm　
●素材：磁器

肌着セット

パスタプレートセット2039-582

2039-579

©Moomin Characters™
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2039-577  ベビードラム
●サイズ（約）:φ15.5×高さ16.5cm　
●素材:ラバーウッド、本革、綿

2039-580  ペタペタブロック
●ケースサイズ（約）:21.5×21×高さ20cm　●素材:樹脂
●対象年齢3才～　●ブロック74ピース、タイヤ8ピース、人形2ピース

2039-581  2WAY補助便座 おしゃべり付き
●サイズ（約）:34×25×高さ27cm　●素材:樹脂　
●対象年齢1.5才～　●電池式

2039-578  木製つみき40ピース
●最小パーツサイズ（約）:3×3×高さ3cm　
●素材:ブナ材



和食の銘店
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2039-1001　無着色昆布明太子（やまや）
●容量:昆布明太子315g　●賞味期限:冷蔵で10日

2039-1002　三田牛肉ちりめん（三田屋総本家）
●容量:70g×3　

小麦　

小麦　
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2039-1005　煮豆4種詰合せ（新橋玉木屋）
●容量:ざぜん豆55g・昆布豆55g・きんとき豆55g・白福豆55g×各2　

2039-1004　京華漬ふもと鶏（蔦の家）
●容量:100g×6　

2039-1006　金の三膳（金の穂銀の水）
●容量:鮭と水菜と細切昆布茶漬け35g・ゆばと柚子若布とオクラ茶漬け38g・
鶏とひじきと三つ葉茶漬け33g×各2、旨だし130ml×6

2039-1003　赤・白味噌詰合せ（石井味噌）
●容量:三年蔵赤味噌500g、三年蔵白味噌500g

小麦　

小麦　

乳・小麦　



2039-1010　ちりめん山椒・松茸昆布（赤坂松葉屋）
●容量:ちりめん山椒30g×3、お茶漬け松茸昆布50g×3
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2039-1009　烏骨鶏ふりかけ・佃煮（烏鶏庵）
●容量:烏骨鶏ふりかけ70g×4、烏骨鶏佃煮70g×3

2039-1008　佃煮3種（鵜舞屋）
●容量:牛肉しぐれ100g×1、ちりめん山椒昆布120g・小鮎やわらか煮70g×各2

2039-1007　ほたて黄金煮（銀座新之助貝新）
●容量:60g×5

小麦　

小麦　

小麦　

小麦　



2039-1014　紅白亀の最中つぶ餡・こし餡（龜屋）
●容量:つぶ餡20g×20、こし餡20g×20
●賞味期限:常温で14日
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2039-1011　プレミアム信玄餅アイス（桔梗屋）
●容量:100ml×10　

2039-1013　香木実（長門屋本店）
●容量:34個 　
●賞味期限:常温で11日　

2039-1012　花園春日山・ぬれ甘なつとお手玉（花園万頭）
●容量:花園春日山×8、ぬれ甘なつとお手玉36g×10
●賞味期限:常温で18日

乳・小麦　

卵・乳・小麦　



洋食の銘店
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2039-1016　イタリアンハンバーグ3食（JUGEMU）
●容量:イタリアンハンバーグ210g×3　

2039-1015　生パスタ5食
●容量:カルボナーラ・アマトリチャーナ・クリーミィボロネーゼ・蟹のトマト
クリーム・きのこクリーム 各260g×1　 卵・乳・小麦・えび・かに　

卵・乳・小麦　

植竹隆正シェフ 監修
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2039-1017　アラカルト6種（ドミニクコルビ）
●容量:ロブスタースープ80g・チキンのトマトバジル煮90g・赤ピーマンムースとチーズ豆腐70g・
キッシュ65g・魚介のマリネ90g・フォンダンショコラ70g×各1　

2039-1018　ビーフカレー7食（レストラン大宮）
●容量:180g×7　

2039-1019　チキンカレー5食（虎ノ門バール）
●容量:200g×5　

2039-1020　トマトデミハンバーグ6食（神戸精養軒）
●容量:150g×6

乳・小麦　

乳・小麦　卵・乳・小麦・えび　

卵・乳・小麦　
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2039-1021　黒毛和牛チーズニョッキ2食（西洋食堂PaPa）
●容量:黒毛和牛ラグーソース180g・チーズニョッキ50g×各2　
●賞味期限:冷凍で2日

2039-1022　海老クリーム生パスタ6食（ダニエルズ）
●容量:ぷりぷり海老クリームソース300g×3、フィットチー二110g×6　

2039-1024　カボチャのスープ6食（シェ・ケン）
●容量:150ml×6

2039-1023　ビーフカレー6食（日比谷松本楼）
●容量:200g×6　
乳・小麦　

乳・小麦　

乳・小麦　

卵・乳・小麦・えび　
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2039-1026　アイスクリーム（稚内牛乳）
●容量：  バニラ･チョコ･宗谷産塩･抹茶各110g×3　

2039-1028　カシスのバターケーキ（ノリエット）
●容量:7×18cm 2本　

2039-1027　牧場ジャムセット（長門牧場）
●容量:牛乳ジャム・キャラメルジャム・ミルクティージャム各100g×各2　

2039-1025　アサイー&カムカムジェラート（キャナレット）
●容量:アサイーミックスベリー･アサイーココパイン･アサイーマンゴー･アサイー
パッション･カムカムミルク･カムカムソルベ各90ml×1　 乳　乳　

卵・乳・小麦　卵・乳・そば　



漁港の地魚
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2039-1036　生桜海老
●容量:240g

2039-1037　干物詰合せ
●容量:干し赤がれい130g×2、干しはたはた30g×6、開きいか130g、
開きれんこ鯛100g　

えび　

由比漁港

越前漁港
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2039-1038　殻付生牡蠣
●容量:2kg
●消費期限：冷蔵で1日　※お届け期間：11月1日～6月30日

2039-1041　一本釣りかつおの揚げたたき
●容量:一本釣り鰹の揚げたたき250g×2、シーフードドレッシング23ml×2　

2039-1039　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×5　

2039-1040　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×2
姫鱈120g×2　

小麦　乳　

小樽高島漁港相生漁港

焼津漁港小樽高島漁港
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2039-1042　刺身生しらす
●容量:200g×3　

2039-1043　ほうぼう昆布じめ
●容量:50g×4

2039-1044　ふく一夜干し
●容量:30～50g×15　

2039-1045　炙り金華〆さば
●容量:110～130g×4　●燻製風味

小麦　

金華山沖魚場

瀬戸内海 南風泊漁港

魚津漁港
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2039-1049　刺身いか
●容量:180g×8

2039-1046　ばい貝昆布じめ
●容量:50g×3

2039-1047　本ししゃも生干し
●容量:3袋（メス12匹オス12匹）

2039-1048　一夜干しするめ
●容量:200g×5

魚津漁港 八戸漁港

十勝港 越前漁港



銘 柄 肉
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2039-1029　
焼肉用400g
●容量：焼肉用ロース400g　
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2039-1030　
すきやき・しゃぶしゃぶ用250g
●容量：モモ・ウデ250g　

2039-585　
しゃぶしゃぶ用600g
●容量：切り落としモモ600g　
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2039-1033　
切落し300g
●容量：モモ・ウデ・バラ300g　

2039-1032　
焼肉用250g
●容量：モモ・バラ250g
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卵・乳・小麦　

2039-1035　
ロールステーキ300g
●容量：50g×6

2039-1034　
切落し300g
●容量：モモ・ウデ・バラ300g
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2039-595　
伊賀越　醤油セット
●容量：天然醸造しょうゆ1ℓ×4、
国産丸大豆しょうゆ1ℓ×2

2039-590　
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量：ちゃんぽん麺80g×12、
長崎ちゃんぽんスープ20g×12　

2039-592　
紀州はちみつ梅

「紀の和み」
●容量：600g

2039-587　
静岡銘茶 深むし茶
●容量：煎茶80g×1、煎茶（清緑）
80g×1

2039-586　
手延べ島原素麺
●容量：50g×25　

2039-591　
讃岐うどん
●容量：50g×35

小麦　

小麦　小麦　 乳・小麦　
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2039-604　
淡路島たまねぎのビーフハヤシ
●容量：180g×6

2039-601　
デローボルドールージュ ハーフ
●容量：375ml×4　
●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

2039-607　
キュベ・リオン・ドール　白
●容量：750ml×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

2039-602　
サーロイン入りハンバーグ
●容量：100g×6

2039-615　
ポルチーニと完熟トマトの
ミートソース
●容量：140g×13　

2039-612　
炭火焼肉「BULLS」国産牛カレー
●容量：レトルトカレー200g×8

小麦　

乳・小麦　

卵・乳・小麦　

乳・小麦　
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2039-619　
博多・長崎ラーメンセット
●容量:ラーメン麺80g、博多豚骨スープ35g、
ちゃんぽん麺80g、長崎ちゃんぽんスープ20g各7　

2039-636　
ふかひれスープ濃縮タイプ
●容量：160g×8　

2039-627　
熊本ラーメン詰合せ
●容量：麺80g×12、熊本スープ
40g×12

2039-625　
喜多方醤油ラーメン
●容量：生麺120g×14、醤油スープ
40g×14　

2039-620　
醤油・塩ラーメンセット
●容量：麺80g×8、醤油スープ35g×4、
塩スープ36g×4、磯紫菜（汁物専用海苔）
0.3g×4　

2039-634　
紅ずわいがにスープ濃縮タイプ
●容量：160g×8

小麦　

小麦　乳・小麦　

乳・小麦　 乳・小麦　

乳・小麦・えび・かに　
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2039-600　
万葉庵　どらやき詰合せ
●容量：どらやき×8、抹茶クッキー
40g、梅こんぶ茶5g×6　

2039-597　
うすば焼あられ詰合せ
●容量：胡麻50g×2、黒胡椒40g、
海苔40g×2、青のり35g、青のり40g、
海老45g　

2039-613　
茶寮「チェリーブラッサム-桜庵-」
スープセット
●容量：コーンスープ150g×3、ミネストローネ・クラム
チャウダー150g×各2　

2039-583　
新潟県産こしいぶき
●容量：2kg×2

2039-614　
生クリーム仕立ての
たらこクリームソース
●容量：110g×13

2039-609　
近江牛入り生ハンバーグ
●容量：100g×5

乳・小麦　

乳・小麦・えび　

卵・乳・小麦　卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　



フランス料理 メザニーンイタリア料理 ブレッツァ

サラダ、パスタorピザ、パン、デザート、コーヒー（各2）
2039-637 パスタランチセット 2名様

◦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

◦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。

前菜3種盛り合わせ＋パスタ料理＋お魚料理またはお肉料理＋デザート
2039-638 ランチコース

◦東京都 都営地下鉄「三越前駅」より徒歩1分　
◦ご利用時間：11：30～14：00　
◦休業日：土日祝
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日本料理 なるみ乃 薬院店
ステーキ＆イタリア料理
キッチン伊志川

海鮮丼定食（海鮮丼+みそ汁+小鉢+つけもの+サラダ）（各2）
2039-639 夜の定食「梅」 2名様

◦福岡県 西鉄天神大牟田線「薬院駅」より徒歩5分
◦ご利用時間：11:00～23:00　
◦休業日：日曜　◦ランチでのご利用も可

◦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。

サラダ、ハンバーグ、パンorライス、デザート、コーヒー
2039-640 黒毛和牛ハンバーグランチ

◦神奈川県 JR「平塚駅」よりバス15分
◦ご利用時間：11：00～14：00
◦休業日：水曜
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南国酒家原宿店 本館
1961年創業の中国料理レストラン「南国酒
家」旗艦店の原宿店。四季折々の旬の食材を
使用した「日本（にっぽん）の、美味しい中国料
理」をテーマに、広東料理をベースにした伝統
的な味の中華料理をご提供しております。

前菜、点心、こだわり野菜中心のメイン料理他、ご飯、スー
プ含む全8品

2039-641 ベジタブルランチセット 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。
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京はやしや ア・ラ・カンパーニュ

◦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）
ケーキセット 2名様

コーヒーまたは紅茶＋18種類のケーキからお一つ＋クッキー添えカフェ 2名様

2039-643 博多店

2039-642 京都三条店

◦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

2039-646 町田店
◦東京都 JR「町田駅」より徒歩1分
◦ご利用時間：11：00～23：00
◦休業日：施設に準ずる
2039-647 トアロード店
◦兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩5分
◦ご利用時間：11：00～23：00
◦休業日：不定休

◦京都府 京阪「三条駅」より徒歩3分　
◦ご利用時間：11:30～21:30（L.O.21:00）　
◦休業日：無休

2039-645 三宮店
◦兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩1分
◦ご利用時間：11：30～23：00　
◦休業日：不定休

2039-644 自由ヶ丘店
◦東京都 各線「自由ヶ丘駅」より徒歩5分　
◦ご利用時間：11:00～22:00　
◦休業日：不定休
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ハンバーガーセット 2名様
クアアイナ

ハンバーガー2品（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＋ハワイア
ンコブサラダ＋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2039-658

◦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2039-648

◦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2039-659

◦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2039-649

◦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2039-650

◦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2039-651

◦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2039-652

◦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2039-653

◦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2039-654

◦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2039-655

◦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2039-656

◦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2039-657

◦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2039-660

◦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2039-661

◦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2039-662

◦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2039-663

◦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2039-664

◦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2039-665

◦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2039-666

◦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2039-667

◦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2039-668

◦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2039-669

◦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2039-670
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サンハウス
カブトスカフェ

ハンバーガー＋ドリンク＋ケーキ（各2）
2039-671 ハンバーガーセット 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

レギュラーサイズハンバーガー＋タコス（各2）
2039-672 ハンバーガーセット2名様

◦福岡県 西鉄天神大牟田線「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。
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ねこカフェ もふもふ

大人1名、子供2名／60分、ドリンク、猫用おやつ付
2039-673 猫カフェ 3名様

◦長野県 「松本駅」よりバス10分　
◦ご利用時間：11:00～12:00 詳しくはご予約時
にご確認ください。　◦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。
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猫式 ネコリパブリック

1名／120分
2039-674 猫ヨガ

◦神奈川県 JR「溝の口駅」より徒歩5分　
◦ご利用時間：10:00～12:00　◦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

猫ルーム30分＋お好きなドリンク1杯＆猫の手サンドイッチ（各2）
2039-675 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（最終受付17：30）
◦休業日：年末年始

◦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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宇都宮餃子館
麺や 虎の巻き 
牛若丸

健太・お肉・ニンニク・しそ・えび（各6）
2039-687 宇都宮餃子 5種盛り合わせ

◦栃木県 JR「宇都宮駅」より徒歩1分　
◦ご利用時間：11:00〜22:00
◦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。

お好きなラーメン、お好きな丼、お好きなドリンク（各2）
2039-688 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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◦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。

ネイルケア 酸素カプセル
すっきりとして美しい指先を 酸素の持つ癒しの力を感じてください

フレンチジェルワンカラー+ストーン／120分　
◦千葉県 JR「千葉駅」より徒歩5分　◦ご利
用時間：10:00〜23:00　◦休業日:不定休

2039-692 ネイルサロン ファインアート
ネイルケア＆カラーコース／60分　
◦青森県 JR「青森駅」より徒歩1分　◦ご利
用時間：10:00〜20:00　◦休業日:不定休

2039-689 OopsNAIL 青森ラビナ店

ネイルケア＆カラーコース／60分　◦岩手県 JR
「盛岡駅」より徒歩10分　◦ご利用時間：10:00
〜19:00　◦休業日:不定休 施設に準ずる

2039-691 OopsNAIL 盛岡フェザン店

ネイルケア＆カラーコース／60分　
◦岩手県 JR「北上駅」よりバス15分　◦ご
利用時間：10:00〜20:00　◦休業日:無休

2039-690 OopsNAIL 北上パル店

1名／酸素カプセル活用法講座＋酸素カプセル45分＋骨格バランスチェック
◦東京都 JR 「東中野駅」より徒歩8分　
◦ご利用時間：9:00〜17:30　
◦休業日:日曜日・水曜日
◦完全予約制、妊娠中・12歳未満不可

2039-693 AIRFLO
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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。

岩盤浴
汗をかいてリフレッシュ

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／35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:毎週月曜・第1・3月火曜

2039-694ヒーリングサロン f分の1

足湯＋足つぼ施術／35分　◦愛媛県 JR「松山市駅」より徒歩10分　
◦ご利用時間：11:00〜22:00　◦休業日:水曜

2039-695 Relaxation Space 212

フットバス&カウンセリング→ひざ下から足裏までのオイルトリートメント→アフターカウンセリング
＆ティー／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

2039-696 MZA

2名／薬石湯＋ドリンク／60分　
◦山梨県 「石和温泉駅」よりバス8分　
◦ご利用時間：12:30〜21:00　
◦休業日:無休

2039-697 ホテル春日居
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エステ
癒しと美しさを手に入れるエステ

フェイシャルベーシックコース／50分　
●東京都 JR「目黒駅」より徒歩4分　●ご利用時間：10:00～20:00　
●休業日:不定休

2039-698 ファセテラピーサロン目黒

ディープクレンジングコース／25分　
●石川県 「金沢駅」よりバス15分　●ご利用時間：10:30～21:30（最終受付19:30）
●休業日:無休

2039-699 エステティックサロン テラピ 藤江店

●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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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

スタジオ・ヨギー
ピラティスレッスン 約60分（2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

2039-700 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2039-709 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2039-708 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

2039-717 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2039-707 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

2039-716 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2039-706 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

2039-715 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

2039-705 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2039-714 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2039-704 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2039-713 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2039-703 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

2039-712 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2039-702 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2039-711 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2039-701 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

2039-710 スタジオ・ヨギーOSAKA

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。

●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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スタジオ・ヨギー
骨盤調整レッスン 約75分（2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 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

2039-718 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2039-727 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分　

2039-726 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

2039-735 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2039-725 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

2039-734 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2039-724 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

2039-733 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

2039-723 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2039-732 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2039-722 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2039-731 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2039-721 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

2039-730 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2039-720 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2039-729 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2039-719 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

2039-728 スタジオ・ヨギーOSAKA

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。

●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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スタジオ・ヨギー
ヨガレッスン 約75分（2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

2039-736 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2039-745 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2039-744 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

2039-753 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2039-743 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

2039-752 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2039-742 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

2039-751 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

2039-741 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2039-750 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2039-740 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2039-749 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2039-739 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

2039-748 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2039-738 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2039-747 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2039-737 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

2039-746 スタジオ・ヨギーOSAKA

●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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2039-790 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

2039-791 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）

2039-792 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）

2039-793 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）

2039-794 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）

2039-795 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）

2039-796 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）

2039-797 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）

2039-798 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）

2039-799 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

2039-800 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）

2039-806 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）

2039-807 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

2039-808 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）

2039-809 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

2039-810 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）

2039-811 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）

2039-812 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）

2039-813 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）

2039-814 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）

2039-815 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）

2039-816 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

2039-817 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）

2039-818 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

2039-819 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）

2039-820  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

2039-801 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

2039-802 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）

2039-803 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）

2039-804 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）

2039-805 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）

4000_オールマイティ 157



9：00〜18：00
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