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2049-003

●容量：ハンドクリーム60g、ヘアミスト150ml、ハンドソープ300ml
●ヘアミスト フルーティフローラルの香り、ハンドソープ ピーチフロー
ラルの香り　※デザインは変更になる場合がございます。

ハンド＆ヘアケアセット

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。

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。

ジルスチュアート
ジェラート ピケ
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2049-002 
リラックスハンドケアセット
●容量：ハンドウォッシュ250g、フレッシュハンドジェル250g　
●アロマティックホワイトフローラルブーケの香り
※デザインは変更になる場合がございます。



●容量：ハンド＆ネイルクリーム50ml、
キューティクルオイル7.5ml

アボプレックスハンド＆
ネイルケアセット

2049-004 2049-005

●サイズ（約）：6.5×15.5×マチ3cm
●素材：表地：綿・裏地：合皮

メガネケース

フェイラー
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。

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。
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パニエデサンス ニールズヤード　レメディーズまかないこすめ

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。

●容量：バスソルトリラクセーション（ラベンダー・ゼラニウム・マンダリンなどの香
り）250g、バスソルトジンジャーウォーミン（ジンジャー・パインなどの香り）250g

香りの都グラースの調香師が奏でる良質な香りとフランス・地中海
地方の伝統や生活にゆかりのある植物から抽出された成分。まるで
自然の恵み豊かな南フランスの情景が浮かび上がるようです。

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。

バスソルトセット
2049-008
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2049-006 
ボディケアセット
●サイズ（約）:タオル25×100cm　
●容量:マッサージスクラブ90g　
●椿の香り、薄荷レモンの香り

2049-007 
ボディケアセット
●容量:ベジタブルソープ150g、
ハンドクリーム75ml、リキッドソープ500ml



ザ ランドレス グランセンスタン

●サイズ（約）：フェイスタオル34×80cm、ベビーデタージェント（洗剤）60ml、ステインソ
リューション（洗剤）60ml　●素材：【タオル】綿100％（パイル部オーガニック100％）

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。

タオル＆ファブリックケアセット
2049-010

クラシックでありながらアバンギャルド。個性的でありながらど
こか懐かしくて親しみやすい。その絶妙なブレンドアロマがあ
なたの記憶と感性を刺激するフレグランスシリーズです。

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。
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2049-011 
フレグランスセット
●サイズ（約）:スティック長さ31cm、サシェ1.5×12×高さ18cm
●容量:フレグランスオイル220ml　●アンティークローズの香り

2049-009 
アロマティックキャンドル
●容量:190ml　●エデンブリーズの香り（ジャスミン・ローズのブレンド）
※デザインは変更になる場合がございます。



エインズレイコムサデモード・ホーム桂由美

●サイズ（約）：ペーストリーフォーク1.5×全長15.7cm　
●素材：ファインボーンチャイナ、ステンレス　●6本セット

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。

フォークセット
2049-014

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。

東京生まれ。共立女子大学卒業後、フランスへ留学。日
本のブライダルファッション界の第一人者であり、草分け
的存在、桂由美。
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2049-012 
フォーマルバッグ
●サイズ（約）:25×23.5×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1

2049-013 
タオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェイスタオル34×75cm、
ウォッシュタオル34×35cm●素材:綿100%（パイル糸:新疆麺使用）



イルムスシンク ビー！ 柳宗理

●サイズ（約）：フェイスタオル80×34cm、
バスタオル135×64cm　●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。

本質を見極めることができる知性と美意識を兼ね備えた
女性の為のブランド。自分自身のライフスタイルを確立し
冒険心を忘れない大人の女性に贈ります。

タオルセット
2049-016

●サイズ（約）：レードル全長28.8cm、
バタービーター全長30.8cm　●素材：ステンレス

1915年東京生まれの柳宗理の作品は、余計な装飾を省いた機能的
で使いやすく美しい“日常の美”という思想性が一貫されているのが
特徴です。工業製品、家具など広範囲なデザインを手がけています。

キッチンツールセット
2049-017
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2049-015 
ミニポーチ
●サイズ（約）:7×9×マチ3cm　●素材:（表地）ヒスコース、アクリル、
（裏地）ポリエステル、（パイピング）合成皮革、（引手）牛革
●作品により柄や装飾の出方が異なる場合があります。
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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。

オロビアンコ
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2049-018 
スーツアップミスト+バーム アズーロ
●容量:スーツアップミスト容量200ml、
スーツアップバーム40g
●芳香消臭剤、全身クリーム



ラッシュ

2049-019

●容量：スーツリフレッシャーGW200ml、
グルーミングバームGW40g
●グリーンウッドの香り

スーツリフレッシャーセット

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。

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。

プラウドメン
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2049-020 
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
●オリーブの収穫祭（シャワージェル）、バター
ボール（バスボム）
●素材:綿100%（パイル部オーガニック100%）



アーバンリサーチ

2049-0222049-021

●カラー：ダークブラウン　
●サイズ（約）：18×26×マチ6cm　
●素材：合皮　●ポケット内3

●サイズ（約）：12.5×24.5×マチ8cm　
●素材：ポリエステル、合皮、ポリプロピレン　
●ポケット内2外1、ショルダー着脱可

ポーチショルダーバック

ミシェルクラン
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。

「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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トムロビンディノメン ヴェレダ

●容量：シェービングジェル125ml×2本　
※デザインは変更になる場合がございます。

●容量：薬用スカルプケアリンスインシャンプー500ml、
フェイスウォッシュ130g

●容量：ヘアトニック100ml、シャンプー（スカルプケア）190ml
※デザインは変更になる場合がございます。

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。

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。

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。

シェービングジェルボディケアセット オーガニックメンズケアセット
2049-0242049-023 2049-025
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アディダス ケントベネトン

●サイズ（約）：40×34×マチ10cm
●素材：ポリエステル　●ポケット内1外3

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。

トートバッグ
2049-026

●サイズ（約）：全長25cm　
●素材：天然木　毛：天然毛＋銅イオン含浸アクリル繊維

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。

静電気除去服ブラシ
2049-028

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。
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2049-027 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:16×24×マチ7cm　●素材:ポリエステル、
合皮、樹脂　●ポケット内3外1　●カラー:ブラウン×グリーン



ブートブラックシルバーライン UPレノマリプレイアンダーウェア

●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、豚毛ブラシ全長12.5cm、グローブ式靴磨き×2枚

「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。

シューケアセット
2049-029

●サイズ（約）：タイバー0.5×5.8×1.7cm、カフス1.2×2
×2cm　●素材：真鍮

フランス人デザイナーのモーリス・レノマの世界的なファッ
ションブランド「レノマ パリス」のベーシックで機能的なデ
ィフュージョンラインです。

タイバーカフスセット
2049-031

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。

●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タンクトップ
2049-030
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グラスワークスナルミナルミ フィッシャー

●サイズ（約）：φ8×高さ9cm　●素材：ソーダガラス　●容量：270ml　●本製品の柄カット部分は各職
人の感性よりアットランダムにカットしております。そのため各商品のデザインは異っております。

日本の洋食器ブランド【ナルミ】がガラスのもつあらゆる可能性を追求し、優れたデ
ザインと高い品質の商品群を提案し続けることを、使命とし、【グラスワークス ナル
ミ】を、立上げました。「豊かな生活・豊かな暮らしのライフスタイル」を発信致します。

日本の洋食器ブランド【ナルミ】がガラスのもつあらゆる可能性を追求し、優れたデ
ザインと高い品質の商品群を提案し続けることを、使命とし、【グラスワークス ナル
ミ】を、立上げました。「豊かな生活・豊かな暮らしのライフスタイル」を発信致します。

グラス
2049-032

●サイズ（約）：φ1×全長13.6cm
●素材：真鍮、パウダーコーティング

フィッシャー社が開発したスペースペンは、アポロ11号の
月面着陸を始め数々のスペースミッションに参加し、現在
でも宇宙で使えるボールペンとして有名です。

ボールペン
2049-034
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2049-033 
グラス
●サイズ（約）:φ7.9×高さ9cm　
●素材:ソーダガラス



「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。

花絵　取り鉢揃
2049-035

●サイズ（約）：大鉢15.5×26.5×高さ5.5cm、小鉢9×12×高さ
3.5cm×5　●素材：磁器　●取り分け箸付
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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。

ブルーローズ　プティプレートペア
2049-036

●サイズ（約）：φ15cm　●素材：陶磁器
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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。

スクエアプレート
2049-037

●サイズ（約）：28.5×25×高さ4.5cm　
●素材：磁器

ノリタケ
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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。

深鉢
2049-038

●サイズ（約）：21.5×21.5×高さ6.7cm　
●素材：磁器
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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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2049-039 
ホワイトパルメッテ プレート
●サイズ（約）:φ26×高さ3.5cm　
●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。

ストロベリー＆バイン　オーバルボール
2049-040

●サイズ（約）：28×22×高さ5.5cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

ウェッジウッド
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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。

スクエアプレート
2049-041

●サイズ（約）：28.5×25×高さ4.5cm　
●素材：磁器

ビレロイ＆ボッホ
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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。

リチャードジノリ
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2049-042 
ベッキオジノリホワイト 盛皿
●サイズ（約）:φ21×高さ4.5cm　
●素材:磁器



●サイズ（約）：11.5×3.5cm　
●素材：ステンレス、合皮

ストラップキーホルダー（フォリフォリ）2049-044
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2049-043  ガーネットペンダント（アデッソ）
●サイズ（約）:全長42×トップ0.9×0.5cm　●素材:ガーネット、
真鍮　※天然素材の為色合いに差があります。

2049-046  ラウンドファスナー長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.3cm　
●素材:合成皮革　●札入2、小銭入1、カード入8

2049-045  ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×22.5×マチ6.5cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●ポケット内1外3　●カラー:ワイン



●サイズ（約）：最大ウエスト93cm　●素材：合皮
●サイズ調整可

●サイズ（約）：1.3×1.1cm　
●素材：シルバー、ジルコニア

レディースベルト ピアス（ケーピーティー）

2049-051

2049-047 2049-049

●サイズ（約）：バッグ26×26×マチ9cm、
ポーチ20×12×マチ2cm　●素材：ポリエステル

トートバッグ＆ポーチ（ジップイット）

●サイズ（約）：1.8×1.9cm、腕周り～17cm　
●素材：合金、合皮、ナイロン

レディースウォッチ（ジェイアクシス）2049-048
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2049-050  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ4.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材:樹脂、ポリ塩化ビニル　●カラー:ブルー

2049-052  長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ3.5cm　
●素材:合成皮革　●札入1、小銭入1、カード入6



●サイズ（約）：2.5×2.5cm、腕周り～16.5cm　
●素材：合皮　●日常生活防水

レディースウォッチ（チェイスタイム）

2049-057

2049-053

●サイズ（約）：親骨50cm、折りたたみ時24cm　
●素材：ポリエステル

UVカット晴雨兼用折りたたみ傘（アズ・アズ）
●サイズ（約）：26×43×マチ13cm　
●素材：合皮　●ポケット内2

トートバッグ（リョウコキクチ）2049-058
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2049-054  折財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9×11.2×厚さ3cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:パープル

2049-055  リザード型押し財布（コグ）
●サイズ（約）:19×9.5×厚さ1.5cm　●素材:合成皮革、ポリエステル
●札入2、小銭入1、カード入18　●L字ファスナー

2049-056  ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:16×27×マチ10.5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内3外1　●カラー:イエロー



●サイズ（約）：50×180cm　●素材：竹繊維

●サイズ（約）：13×20.5×マチ7cm　●素材：ナイロン
●オープンポケット2、口紅入2、ファスナーポケット1

バンブースカーフ（ナチュラルレーベル）

チャーム付ポーチ（マックスモード）2049-063 2049-064

2049-060

●サイズ（約）：全長9.5×1.8cm　
●素材：合金、淡水パール、ラインストーン

スマホ用ストラップ

●サイズ（約）：39×32×マチ2cm　
●素材：綿　●A4縦型

トートバッグ（ジュビリー・ジージー）2049-059
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2049-061  折りたたみ傘（イルムス）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブルー

2049-062  ペンケース（パリス）
●サイズ（約）:7×19×厚さ3cm　●素材:山羊革
●カラー:ピンク



●サイズ（約）：3.7×3.7cm　
●素材：合金、真鍮、カットガラス

ブローチ2049-068

●香水
●容量：100ml　
●フルーティで
エキゾチックな香り

スルタンEPS
2049-065

●サイズ（約）：20×30×マチ10cm　
●素材：綿（ビニール加工）、合皮

ハイジバッグ（フェイラー）2049-066
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2049-067  ボディクリーム（パンピューリ）
●容量:200ml　
●レモングラス、マンダリン、ベルガモットの香り



●サイズ（約）：φ2.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材：合金　●日常生活防水

●サイズ（約）：21×30×マチ9cm　●素材：ポリエステル、
合皮　●ポケット内1　●カラー:モーヴ

トートバッグ（キャサリンハムネット）

レディースウォッチ2049-072 2049-073

2049-071

●サイズ（約）：最大ウエスト93cm　●素材：合皮
●サイズ調節可

レディースベルト 2049-074
●サイズ（約）：φ4.7cm、チェーン36.5cm　
●素材：合金、スチール　●日常生活防水

ポケットウォッチ（チェイスタイム）
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2049-069  長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.5×18.8×厚さ2.5cm　●カラー:ネイビー
●素材:合成皮革　●札入1、小銭入1、カード入6

2049-070  パールネックレス
●サイズ（約）:全長45cm　●素材:ガラスパール約12mm･ 
5mm珠、真鍮（ロジウムメッキ）



●サイズ（約）：5.3×5.3cm　
●素材：合金、真鍮、カットガラス

●サイズ（約）：17.5×26×マチ6.7cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット内1

●素材：ジルコニア

ブローチフォーマルバッグ

シルバーリング11号2049-079

2049-076 2049-077

2049-078
●サイズ（約）：親骨47cm　●手開き式
●素材：ポリエステル、スチール　●カラー:ブラック

晴雨兼用長傘（ロベルタディカメリーノ）
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2049-075  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）:2.2×3.2cm、腕周り～18cm　●素材:合金、
パラジュウムメッキ、合皮　●日常生活防水

2049-080  貝パールセット
●サイズ（約）:ネックレス全長42cm、パール各φ6mm　
●素材:貝パール、真鍮、ロジュウムメッキ　●カラー:グレー



●サイズ（約）：2.5×1.9cm、腕周り～17.5cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：パールφ5mm　フラワーφ9mm　●素材：
シルバー　●付属のシェルフラワーで三通りに楽しめます

アコヤ真珠ピアス レディースウォッチ2049-0832049-082
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2049-081  トートバッグ
●サイズ（約）:24.5×32.5×マチ9cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2　●カラー:ブラック

2049-084  レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.4×1.9cm、腕周り～15.5cm　
●素材:アロイ　●カラー:ゴールド×ブラック

2049-086  ディンプルショルダー
●サイズ（約）:24×31×マチ9.5cm　●素材:ポリ塩化ビニル　
●コインケース付　●カラー:ブラック

2049-085  晴雨兼用傘（ドリー･オブ･トロイ）
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステル、
スチール、合成皮革　●手開き式



●サイズ（約）：　S 総丈
93.5cm、ウエスト67cm、
股下72cm　
M 総丈94.5cm、ウエスト
72cm、股下72cm　
●素材：ポリエステル、綿 

チノパンM（エイミー）

チノパンS（エイミー）
2049-090

2049-089
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2049-088   
レディースウォッチ 

（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.6cm、
腕周り～19.5cm　
●素材:アロイ、ステンレス　
●日常生活防水

2049-091  折りたたみキャリーケース（ダイアンボードリー）
●サイズ（約）:17×31×高さ46cm　●素材:ポリエステル、
樹脂　●ポケット内1　●カギ付

2049-087  折りたたみ傘（イルムス）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●手開き式　●カラー:グレー



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

●サイズ（約）：50×180cm

●サイズ（約）：ポーチ16×25×マチ3.5cm、トート22.5×
23×マチ8cm　●素材：ポリエステル、合皮

長傘（ロベルタ・ディ・カメリーノ）バンブースカーフ

バッグインポーチ＆ミニトート（クレアトラベラー）2049-096 2049-097

2049-093 2049-094

●サイズ（約）：全長40×トップ1.3×1cm　
●素材：シルバー、ジルコニア

ペンダント（ノーマ・ジーン）
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2049-092  折財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9×11.2×厚さ3cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラウン

2049-095  トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:20×33×マチ13.5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：2×2.3cm、腕周り～17cm　
●素材：合金、牛革　●日常生活防水

●サイズ（約）：親骨50cm、折りたたみ時24cm　
●素材：ポリエステル　●カラー:アイボリー

レディースウォッチ（エイチツーオー）

UVカット晴雨兼用折りたたみ傘（クリショオンサイモン）2049-104

2049-098 2049-099
2049-100
●サイズ（約）：S 着丈65×肩幅39cm、M 着丈67×肩
幅40cm　●素材：綿、ポリエステル　●カラー：イエロー

シャツS（エイミー）
シャツM（エイミー）

●サイズ（約）：全長40×トップ1×2.5cm　
●素材：合金、スワロフスキー　

ペンダント（オールドローズブルーレーベル）2049-103
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2049-101  ショルダーバッグ
●サイズ（約）:24×31×マチ9.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●コインケース付　●カラー:赤茶

2049-102  ラウンドファスナー長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　●素材:合皮、ポリエステル　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラウン



●サイズ（約）：φ2.5cm、腕周り～18.5cm　
●素材：ステンレス　●日常生活防水

レディースウォッチ（エイチツーオー）2049-108
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2049-105  ポーチ
●サイズ（約）:13×23×マチ5cm　●素材:合成皮革
●カラー:ネイビー

2049-106  コットンパールピアス
●サイズ（約）:φ0.8×高さ3cm　●素材:コットンパール、真鍮金
メッキ、チタン製ポスト　●手作り感のあるコットンパールを使用

2049-107  ラウンドファスナー長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.3cm　●素材:合成皮革
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ガンメタ

2049-109  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　●南京錠付　●カラー:ブラウン×ダークグリーン

2049-110  ペンケース（パリス）
●サイズ（約）:7×19×マチ3cm　●素材:山羊革
●カラー:ネイビー



●サイズ（約）：親骨50cm　●手開き式
●素材：ポリエステル　●カラー:アイボリー

晴雨兼用傘（クリショオンサイモン）
2049-113
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2049-111  バー付ショルダーバッグ
●サイズ（約）:27.5×32×マチ13cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット内1

2049-112  長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ3.5cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:ブラウン

2049-114  ボストンバッグ
●サイズ（約）:26×45×マチ18cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット外1　
●カラー:ブラウン



●サイズ（約）：最大ウエスト93cm　
●素材：合皮　●サイズ調節可　●カラー:ベージュ

●サイズ（約）：22.5×33×マチ14cm
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1外1

レディースベルト

トートバッグ（ロベルタディカメリーノ）2049-120

2049-115

4500_オールマイティ 38

2049-116  コットンパールネックレス
●サイズ（約）:全長40cm、トップφ8mm　●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を使用

2049-117  リュック
●サイズ（約）:32×30×マチ14cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ポケット内1外2

2049-118  折財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:9.5×11×厚さ3cm　●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー:ゴールド

2049-119  ボストンバッグ（プライベートレーベル）
●サイズ（約）:29×47×マチ18.5cm　●折りたたみ可
●素材:ナイロン　●ポケット内2外3　●カラー:ベージュ



●サイズ（約）：22×35×マチ10cm
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

トートバッグ（デービットヒックス）

2049-125

2049-123

●サイズ（約）：19×21×マチ8cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット外2

ショルダーバッグ（イコールジュンココシノ）
●サイズ（約）：3.3×2.6cm、腕周り～16.5cm　
●素材：合金、合皮

レディースウォッチ（ジェイアクシス）2049-124
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2049-121  折財布（ヴィヴィフルールコレクション）
●サイズ（約）:10×12×厚さ2.5cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ベージュ

2049-122  コットンパールイヤリング
●サイズ（約）:φ0.8×高さ3cm　●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を使用

2049-126  ショルダーバッグ
●サイズ（約）:24×31×マチ9.5cm　●素材:ポリ塩化ビニル　
●コインケース付　●カラー:ブラウン



●サイズ（約）：32.5×47×マチ21cm
●素材：綿　●ポケット内1外1

●サイズ（約）：9.3×11.8×厚さ2.3cm　●素材：牛革、合皮
●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー:ベージュ

●サイズ（約）：2.4×2.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材：合金、合皮

折財布（カンサイセレクション）

トートバッグ（ベルーガ）

レディースウォッチ（ジェイアクシス）

2049-130

2049-128 2049-129
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2049-131  ネックレス&ブレスレット
●サイズ（約）:ネックレス45cm、ブレス20cm　
●素材:真鍮、ロジュウムメッキ、淡水パール、ビーズ

2049-127  長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.8×19.2×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入14

2049-132  手提げバッグ
●サイズ（約）:29×36×マチ18cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●内ポケット1



●サイズ（約）：19×29.5×高さ49.5cm　●素材：ポリエステル
●下着ポーチ付　●ポケット外2　●二輪

折りたたみキャリーバッグ2049-138

●サイズ（約）：3.25×3.25cm、腕周り～20cm
●素材：ステンレス　●日常生活防水

メンズウォッチ（クワトロ）2049-135

●サイズ（約）： M 着丈76cm、肩幅44cm　 L 着丈78cm、肩幅45cm　
●素材：綿、ポリエステル

長袖ボタンダウンシャツL（エイミー）2049-137
長袖ボタンダウンシャツM（エイミー）2049-136

2049-133  ビジネスシューズ26.5cm 
2049-134  ビジネスシューズ27cm
●素材:合成皮革、合成ゴム底
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●サイズ（約）：7.8×10.7×厚さ1.8cm　
●素材：牛革、合皮　●カード入2

●サイズ（約）：7.8×17.8×厚さ1.3cm　
●素材：（表面）牛革、（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入5

●サイズ（約）：φ1.5cm　
●素材：真鍮

名刺入れ（カンサイセレクション） カフス

札入れ2049-142

2049-140 2049-1412049-139  ビジネスバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:29×38×マチ10cm　
●素材:ポリエステル（ウレタン入）　●ポケット内4外3

2049-143  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～20.5cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●日常生活防水

2049-144  ボストンバッグ
●サイズ（約）:33×50×マチ25cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内3外2
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●サイズ（約）：9.5×11.5×厚さ2cm　
●素材：（表面）牛革、（中側）合皮　●札入2、カード入8

●サイズ（約）：5.2×1.2cm
●素材：真鍮、アコヤ真珠

●サイズ（約）：φ3.6cm、腕周り～17.5cm　
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

札入れ（ゴールデンベア）

タイピン

メンズウォッチ（クワトロ）

2049-148

2049-145 2049-146 2049-147  タブレットラック
●サイズ（約）:11×21.5×高さ12cm　
●素材:合成皮革、ポリエステル、スチール

2049-149  クロコ型長財布
●サイズ（約）:8.5×17.8×厚さ1.5cm　
●素材:牛革、合皮　●札入1、小銭入1、カード入6

2049-150  財布（イングランドハウス）
●サイズ（約）:9.5×11.5×厚さ2.5cm　
●素材:合成皮革　●札入2、小銭入1、カード入9
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●サイズ（約）：親骨55cm、折りたたみ時24cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：1.2×2cm　
●素材：真鍮、スワロフスキー

晴雨兼用折りたたみ傘（トロイ・ブロス）

カフス（エルコスチューム）2049-154 2049-155

2049-151

●サイズ（約）：最大ウエスト～95cm
●素材：（表）牛革（裏）合皮

メンズベルト（ミチコロンドン）

2049-152  名刺入
●サイズ（約）:10×7.3×厚さ1.3cm　
●素材:牛革、合皮　●カード入2、ポケット1

2049-156  メンズウォッチ（リンクス）
●サイズ（約）:3.3×2.9cm、腕周り～21cm　
●素材:合金、牛革　●防汗防滴仕様

2049-153  メンズベルト（ゴールデンベア）
●サイズ（約）:最大ウエスト110cm　
●素材:（表）牛革（裏）合皮　●カラー:ブラック
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●サイズ（約）：M 着丈56肩幅35cm
L 着丈58肩幅37cm　●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：缶18.8×高さ5.8cm
●保護艶出しクリーム、ブラシ、クリーナー

ベストL（フェイスミックス）

靴磨きセット（ライカ）2049-160

2049-158
ベストM（フェイスミックス）2049-157

●サイズ（約）：φ3.8cm、腕周り～19cm
●素材：本革　●日常生活防水

メンズウォッチ（レガッタクラブ）2049-159

●サイズ（約）：44×56×マチ2.5cm　
●素材：ポリエステル　●ポケット内1外1

スーツケース（アッシュエル）2049-161
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●サイズ（約）：φ1.5cm　
●素材：真鍮、クリスタル

カフス2049-165

●サイズ（約）：全長41cm、トップ2.5cm　
●素材：シルバー

ペンダント2049-163
●サイズ（約）：9.7×12×厚さ2.5cm　
●素材：牛革　●カラー:ブラウン

折財布（トロイ）2049-1642049-162  ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:25×27×マチ6cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内3外1　●カラー:カーキ

2049-166  ジャンプ長傘（ギャツビー）
●サイズ（約）:親骨62cm　
●素材:ポリエステル･スチール、樹脂　●カラー:ブラック

2049-167  折りたたみキャリーバッグ（ダイアンボードリー）
●サイズ（約）:17×31×高さ46cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●ポケット内1　●カギ付
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●サイズ（約）：7.5×11.5×厚さ1.5cm
●素材：牛革、合皮　●カード入3　●カラー:ブラウン

名刺入れ2049-168

2049-172  ウォッチケース
●サイズ（約）:9.5×20×厚さ7cm　●素材:樹脂

2049-173  ペンケース（革工房いんのしま）
●サイズ（約）:20×23cm　●素材:牛革　
●ペン挿し4　●カラー:ブラウン

2049-170  長財布
●サイズ（約）:8.5×17.7×厚さ1cm　●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

2049-171  底Wマチビジネスバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:27×36×マチ6～11cm　
●素材:ポリエステル（ウレタン入）　●ポケット内4外2

2049-169  メンズウォッチ（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:φ3.9cm、腕周り～21cm　●素材:亜鉛合金、パ
ラジュウムメッキ、合成皮革　●日常生活防水
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●サイズ（約）：20.5×31.5×マチ6.5cm　●素材：ポリエステル、
合皮　●ポケット内3外1　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：最大ウエスト115cm　
●素材:（表）牛床革（裏）合皮

●サイズ（約）：親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材：ポリエステル　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：7.8×17.8×厚さ1.3cm　●素材：牛革、
合皮　●札入2、小銭入1、カード入5　●カラー:ワイン

ショルダーバッグ（アッシュエル） メンズベルト（アッシュエル）折りたたみ傘（ギャツビー）

長財布2049-178 2049-179

2049-174 2049-175 2049-859

●サイズ（約）：φ3.7cm、腕周り～21.5cm　
●素材：合金　●日常生活防水

牛革メンズウォッチ（カンサイセレクション）2049-177  折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:11×10×厚さ3cm　●素材:牛床革、合成皮革
●札入2、小銭入2、カード入4　●カラー:ブラウン
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●サイズ（約）：φ3.9cm、腕周り～21cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：5.4×8.2×厚さ0.4cm　
●素材：ステンレス、樹脂　●電池式

メンズウォッチ（チェイスタイム） 多機能ツール（ビクトリノックス）

2049-189

2049-185 2049-186

●素材：シルバー
リング17号 2049-190

●サイズ（約）：19×29.5×高さ49.5cm、重量1.2kg
●巾着付　●ポケット外2　●二輪

折りたたみキャリーバッグ（エマージョン）

2049-187  レザーストラップ
●サイズ（約）:レザー8.8cm、ホルダー5.5cm
●素材:レザー、アロイ

2049-188  ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×22×マチ5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1　●カラー:ブラウン
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●サイズ（約）：40×24×マチ9.5cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1外2

●サイズ（約）：4.2×3.2cm、腕周り～19cm　
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

●サイズ（約）：最大ウエスト110cm
●素材：（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ブラック

メンズウォッチ

リュック

メンズベルト

2049-194

2049-192 2049-1932049-191  ケーブルボックス
●サイズ（約）:15.5×40×高さ14.5cm　
●素材:樹脂、シリコン　●7個ロタップまで収納可

2049-195  シャツM（エイミー） 
2049-196  シャツL（エイミー）
●サイズ（約）:M身丈76cm、身巾53.5cm、L身丈78cm、
身巾57.5cm　●素材:綿、ポリエステル　●カラー:デニム

2049-197  折財布（チェルベ）
●サイズ（約）:10×9.6×厚さ3cm　●素材:牛床革（スプリットレザー）、
合成皮革　●札入2、小銭入1、カード入4
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●サイズ（約）：4×3.3cm、腕周り～20cm　
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

●サイズ（約）：16×26×マチ9cm　
●素材：合皮　●ポケット内2外2　●カラー:ブラウン

●素材：合成ゴム　●カラー:ブラック

型押しボディバッグ（チェルベ）

メンズウォッチ（クワトロ） ブーツ26.5cm（ゴッドアンドブレス）2049-201 2049-203

2049-200

●香水　●容量：30ml　
●清潔感溢れるフレッシュな香り

フェラーリ ライトエッセンス2049-202

2049-198  折傘（ニューヨークストーリー）
●サイズ（約）:親骨55cm　
●素材:ポリエステル、プラスチック、鉄

2049-199  ペンダント（デービットヒックス）
●サイズ（約）:全長50cm、トップ5×3.7cm　
●素材:ステンレス
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●サイズ（約）：ペン全長14.5cm、キーリング9.8×3.5×
厚さ0.7cm　●素材：真鍮、合金

ボールペン＆キーリング（トロイカ）

●サイズ（約）：28×29×マチ12cm
●素材：ポリエステル　●ポケット内2外3

ショルダーバッグ（ディッキーズ）2049-211

2049-214
●サイズ（約）：最大ウエスト105cm
●素材：（表）牛革、（裏）合皮

メンズベルト2049-212

●サイズ（約）：φ3cm、腕周り～20cm
●素材：ステンレス　●日常生活防水

メンズウォッチ（マレリー）2049-2102049-209  カフス
●サイズ（約）:φ1.5cm　
●素材:真鍮、ロジウムメッキ、クリスタル

2049-213  手提げバッグ（エフアール837）
●サイズ（約）:31.5×40.5×マチ13cm　
●素材:ポリエステル、合成皮革、樹脂　●ポケット内4外1
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●サイズ（約）：30×45×マチ21cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内3外2

●容量：スーツリフレッシャー200ml、グルーミングバーム
40g

ボストンバッグ（アッシュエル） メンズケアセット（プラウドメン）

2049-220

2049-215 2049-216

●サイズ（約）：全長13.8cm　
●素材：アルミ、樹脂

ボールペン（ラミー）
2049-218
2049-219
●サイズ（約）：M 着丈66cm　L 着丈69cm
●素材：ポリエステル　●カラー:ターコイズ

フリースジャケットM（マキシマム）
フリースジャケットL（マキシマム）

2049-217  ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×22×マチ5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1　●カラー:ベージュ

2049-221  メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●日常生活防水
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●サイズ（約）：φ8.4×高さ25.5cm　
●超音波形式　●AC100～240V-12W

●サイズ（約）：36×33×高さ36cm
●素材：合皮、ウレタンフォーム、スチール　●カラー：ブラック

●サイズ（約）：カップφ8×高さ5.4cm、
ソーサーφ15cm　●素材：磁器　●電子レンジ可

アロマディフューザー（ドリテック）5段階リクライニング座椅子

ペアティーセット（フォション）2049-230

2049-860 2049-229

4500_オールマイティ 57

2049-231  電波掛時計（マグ）
●サイズ（約）:φ31.1×厚さ4.8cm　
●素材:樹脂、ガラス



●サイズ（約）：カップφ9×高さ6.5cm、ソーサーφ11.5cm
●素材：磁器

●サイズ（約）：45×120cm　●素材：ポリエステル●サイズ（約）：ホルダー14.5×20.8×30.5cm、
トレー14.9×16.1×14.2cm　●素材：樹脂

●サイズ（約）：16.8×11.5×厚さ1.1cm

ペアカップ＆ソーサー（セセラ） キッチンマットマルチホルダー＆トレー（セルテヴィエ）

電子計算機（トライストラムス）2049-237

2049-232 2049-233 2049-234
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2049-235  LED電気スタンド
●サイズ（約）：φ15×高さ50.5cm　●素材：樹脂
●USB、電池式　●ルーペ付

2049-236  傘立て
●サイズ（約）：11×16.5×高さ30cm　
●素材：スチール　●6本収納可



●サイズ（約）：15×25×高さ6cm　
●素材：合成木材

●サイズ（約）：12.7×12.2×厚さ7.4cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：28×28cm　
●素材：無鉛クリスタル

ティッシュケース（フィールバイヤマトジャパン） 電波時計（カシオ）

ボサノバシリーズ スクエアプレート（ナハトマン）2049-242 2049-243

2049-238 2049-240

●サイズ（約）：31.5×31.5×高さ80cm
●素材：スチール

折りたたみチェア
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2049-239  壁掛けミラー
●サイズ（約）：91.9×25.5×厚さ1.5cm　
●素材：合成木材、樹脂

2049-241  デジタルアラーム電波時計
●サイズ（約）:8.7×10.5×厚さ5.5cm　
●素材:樹脂　●スヌーズ･バックライト付



2049-248
●サイズ（約）：30.5×30cm　●素材：合成木材

スタンドミラー
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2049-244  フォトフレーム
●サイズ（約）:31.5×31.5×厚さ5cm　
●素材:樹脂、ガラス

2049-245  7段ラック
●サイズ（約）:29×59×高さ122cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

2049-246  ペダルペール
●サイズ（約）:32×25.5×高さ39cm　
●素材:ステンレス、樹脂

2049-247  インテリア地球儀
●サイズ（約）：φ13×高さ16.5cm　
●素材：樹脂、スチール　●英語表示

2049-249  傘立て
●サイズ（約）:φ14×高さ41cm　●素材:陶器
●4～5本収納可



2049-252  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）：43.2×50.8×厚さ3.8cm　
●素材：ポリスチレン

●サイズ（約）：φ40×高さ18cm　
●素材：ナイロン、樹脂、発砲ポリスチレン

●サイズ（約）：ホルダー14.5×20.8×高さ30.5cm、
トレー14.9×16.1×高さ14.2cm　●素材：樹脂

ウォールデコレーション（アンブラ）クッション（モグ）

マルチホルダー＆トレー（セルテヴィエ）2049-253

2049-250 2049-251
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2049-255  ビーズクッション
●サイズ（約）:φ38×高さ20cm　
●素材:ポリエステル、発泡ビーズ

2049-257  アイスクリームスプーン4ピース
●全長サイズ（約）:15.3cm　
●素材:アルミ

2049-259  天然木ガラス温度計
●サイズ（約）：5×9×高さ22.5cm　
●測定可能18℃～26℃

2049-254  マルチステップ
●サイズ（約）:28×59×高さ20cm　
●素材:樹脂

●サイズ（約）：34×42×高さ68cm　
●素材：樹脂　●組立式

移動式3段チェスト

2049-258

2049-256

●サイズ（約）：φ7.5×高さ14cm　
●素材：樹脂

爪楊枝入れ（アレッシィ）
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2049-263  光触媒ポピー
●サイズ（約）:20×15×高さ35cm　
●素材:ポリエステル、陶器

●サイズ（約）：9.5×13×高さ9.5cm　
●素材：樹脂　●AC5V-8W、電源コード1.7m

●サイズ（約）：マグφ7×高さ10.4cm、ボウル6×19.5×
高さ14.5cm　●素材：ストーンウェア

●サイズ（約）：31.5×31.5×高さ80cm
●素材：スチール、樹脂

●サイズ（約）：7.5×7×高さ14cm、オイル：容量5ml　●電力：
AC100V-12W　●USBケーブル付　●ラベンダーの香り

アロマディフューザーマグ＆ボウル（ケヴンハウンディースタイル）折りたたみチェア

アロマディフューザー2049-264 2049-265

2049-2612049-260 2049-262

●サイズ（約）：18×18×高さ33cm　●素材：樹脂
ダストボックス
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2049-267  2カップコーヒーメーカー
●サイズ（約）：18×16.5×高さ21.5cm　●陶器カップ
2個付（容量各150ml）　●AC100V-450W、コード1m

2049-268  フォトフレーム（アレッシィ）
●サイズ（約）:13×11cm　●素材:ステンレス

2049-266　目覚まし時計
●サイズ（約）:12.3×16.5×厚さ5.5cm　
●素材:樹脂、スチール　●ステップ運針　●ライト付

●サイズ（約）：27×47×高さ43cm　
●素材：樹脂、スチール

●サイズ（約）：15×25×高さ6cm　
●素材：合成木材

ヨコ型ペダルペール ティッシュケース（フィールバイヤマトジャパン）2049-269 2049-270 2049-271
●サイズ（約）：9.5×18×27cm　●素材：樹脂

スタンドミラー
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2049-278  デジタル電波時計（フェリオ）
●サイズ（約）:7×12×厚さ5cm　●素材:樹脂
●スヌーズ・ライト付

2049-281  靴べら&スタンド
●サイズ（約）：靴ベラ全長54cm
●素材：天然木、合皮

2049-280  ウッドボード
●サイズ（約）:42×23×厚さ2cm　●素材:木

Felio 新ロゴ

●サイズ（約）：15×25×高さ6cm　
●素材：合成木材

●サイズ（約）：φ20.5×高さ40cm　
●素材：ソーダガラス

●サイズ（約）：44×44×高さ125.5cm　
●組立式

ティッシュケース（フィールバイヤマトジャパン）

ガラスベース

天然木ポールハンガー

2049-279

2049-276 2049-277
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2049-282  フォトフレーム
●サイズ（約）:30.9×27.1×厚さ1.2cm　
●素材:ウォールナット材、ラバー材

2049-285  5段階リクライニング座椅子
●サイズ（約）:36×33×高さ36cm　
●素材:合皮、ウレタンフォーム、スチール　●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：カップφ9×高さ8cm、ソーサーφ14cm　
●素材：陶器　●竹スプーン付

●サイズ（約）：45×88×高さ155cm　
●素材：スチールパイプ、不織布、樹脂　●組立式

●サイズ（約）：45×45×厚さ15cm　
●素材：ポリエステル　●カラー：ブラック

コーヒーカップペアカバー付ハンガー

クッション2049-286 2049-287

2049-283 2049-284

●サイズ（約）：19×19×高さ29cm　
●素材：合成木材

ダストボックス（ヤマトジャパン）
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2049-288  ブランケット
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル　

2049-289  壁掛けミラー
●サイズ（約）:80.5×25.8×厚さ1.5cm　
●素材:天然木、ミラー

2049-290  アクセサリースタンド
●サイズ（約）:14.5×16.5×高さ28.5cm　
●素材:アイアン、ジュミリーナウッド

2049-291  ティッシュカバー
●サイズ（約）:13×25.3×高さ5.5cm　●素材:本革 ●サイズ（約）：φ22×高さ41.5cm　

●素材：鉄　●7～9本収納可

傘立て2049-292 2049-293
●サイズ（約）：カップφ9×高さ6.5cm、
ソーサーφ11.5cm　●素材：磁器

ペアカップ（セセラ）
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2049-296  掛時計（フェリオ）
●サイズ（約）:φ30.6×厚さ4.6cm　
●素材:樹脂、ガラス

Felio 新ロゴ
●サイズ（約）：φ21cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

●サイズ（約）：35×35cm　
●素材：ムートン、ポリエステル

プレート（エインズレイ）

ムートンクッション2049-297

2049-295

ELEGANCE

●サイズ（約）：13.5×18×高さ13.5cm　
●素材：ポリエステル

収納ボックス（ジェニファー・テイラー）2049-294
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2049-299  ジュエルケース
●サイズ（約）:14×14×高さ7.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル

2049-302  ペアシャンパングラスキャンドル
●サイズ（約）:φ6.5×高さ20.5cm　
●素材:パラフィン、ガラス

2049-303  ティーサーバー
●サイズ（約）:φ7.9×高さ16.1cm、容量380ml　
●素材:樹脂、強化ガラス　●ティーメジャー付

●サイズ（約）：φ8.4×高さ25.5cm　
●超音波形式　●AC100～240V-12W

●サイズ（約）：大30×30cm、小12×12cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：カップφ8.8×高さ6.7cm、ソーサーφ
16.2cm、プレートφ19.8cm　●素材：磁器

アロマディフューザー（ドリテック） デザート皿＆ティーセット

四つ葉プレートセット2049-301

2049-298 2049-300
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2049-304  クッション（ジェニファー･テイラー）
●サイズ（約）:40×40cm　●素材:ポリエステル

2049-305  ひざ掛け
●サイズ（約）:65×100cm　
●素材:ポリエステル、アクリル

2049-307  ホットサンドトースター（マリ･クレール）
●サイズ（約）:22.5×23×高さ7.5cm　
●素材:樹脂、アルミ　●AC100V　●2枚焼可

2049-309  ペアマグ&プレート（ラ･エミーズ）
●サイズ（約）:マグφ7.5×高さ10.5cm、
プレートφ19.5×高さ2.5cm　●素材:磁器

●サイズ（約）：φ19.5×高さ16cm　
●素材：ホーロー鋼板

IH対応両手鍋2049-306

6049-861 ティーカップセット（ナルミ）
●サイズ（約）：カップφ9.5×高さ6cm、ソーサーφ15cm、
プレートφ16cm　●素材：磁器
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2049-310  カトラリー14ピースセット（カンサイヤマモトメゾン）
●全長サイズ（約）:各11.2～20.8cm　
●素材:ステンレス

2049-314  プレートセット
●サイズ（約）:14.5×17×高さ1.6cm　●素材:磁器

2049-315  フラワーベース（クリスタル･ダルク）
●サイズ（約）:φ14×高さ23.8cm　
●素材:無鉛ガラス

●サイズ（約）：φ8.5×高さ13.5cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：カップφ8.5×高さ6.5cm、
ソーサーφ15cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：φ24×高さ41.5cm　
●素材：スチール、ガラス　●3～4本収納可

コーヒーセット（ジバンシィ）

アロマランプ

傘立て

2049-313

2049-311 2049-312
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2049-318  タンブラーセット（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ6.2×高さ10.2cm　
●素材:無鉛ガラス　●カラー:シルバー・ゴールド・コッパー

●サイズ（約）：φ8.5×高さ14.1cm　
●素材：カットガラス

●サイズ（約）：口径6×高さ22cm、容量380ml　
●素材：無鉛クリスタル

●サイズ（約）：φ15×高さ14.5cm

ペアワイングラス（クリスタル・ダルク）ワインシリーズ リースリング ペア（リーデル）

ステンレスアイスペール（ナハトマン）2049-319

2049-316 2049-317
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2049-321  クッキングバーナー
●サイズ（約）:5.8×14.3×高さ15.3cm　
●素材:樹脂、ステンレス

2049-325  傘立て
●サイズ（約）：13×27.5×高さ44cm　
●素材：スチール　●8本収納可

●サイズ（約）：φ32cm　●素材：クリスタリン

●サイズ（約）：φ6.2×高さ16.6cm　
●素材：ソーダガラス

●サイズ（約）：シェーカーφ7×15cm、
バースプーン全長25.5cm　●素材：ステンレス

ボサノバシリーズ チャージャープレート（ナハトマン） カクテルセット

ビアグラスセット（リュミナルク）2049-323 2049-324

2049-320 2049-322

●サイズ（約）：φ4.8×高さ19.3cm　●素材：樹脂
ワインオープナー4点セット
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2049-330  テーブルポット
●サイズ（約）:17.5×13.5×高さ23.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂　●保温保冷可

●サイズ（約）：全長13cm　
●素材：樹脂、ステンレス、鉄

●サイズ（約）：スキレット17×25.9×高さ3.5cm、木台16.5×22.5
×高さ1.6cm　●素材：鉄、天然木、ステンレス　●おろし金付

●サイズ（約）：φ6.1×高さ10.7cm
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ16×高さ5cm　●素材：磁器

●全長サイズ（約）：スプーン20cm、フォーク20.2cm　
●素材：ステンレス

ワインオープナー（プジョー） ビアカップ（磨き屋シンジケート）

スキレット

ボウル5点セット（ジバンシー）

カトラリー8ピースセット（シビラ）2049-872 2049-331

2049-326 2049-327 2049-328
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2049-332  フォトフレーム
●サイズ（約）:32×32×厚さ5cm　
●素材:樹脂、ガラス

6049-862  茶漉し（アレッシィ）
●全長サイズ（約）:14.5cm　
●素材:ステンレス

●サイズ（約）：φ14×高さ25.5cm　●素材：プラスチック、
天然木　●AC100V-40W、電源コード2.4m

●サイズ（約）：φ6×高さ15.3cm　
●素材：カットガラス

●サイズ（約）：φ5.8×高さ19.8cm　
●素材：カリクリスタル

●サイズ（約）：32×35×高さ55cm　
●素材：合成木材、スチール

シャンパングラス（クリスタル・ダルク）

テーブルランプ

グラス（ボヘミアグラス）

折りたたみ椅子2049-335 2049-337

2049-333 2049-334
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●サイズ（約）：7.5×19.8×高さ12cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ8×高さ9cm　●素材：ガラス

●サイズ（約）：12×12×高さ12.5cm、トング全長15cm
●素材：陶器、ステンレス

●サイズ（約）：茶碗黒φ12.2×6cm、赤φ11.5×5.5cm
●素材：磁器

銀古代箔リモコンラックペア切子グラス

美濃焼アイスペール夫婦茶碗＆湯呑セット 2049-3412049-340

2049-338 2049-339
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●サイズ（約）：盆φ26.8cm、菓子鉢φ21cm、茶托φ12cm
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ9×高さ9cm　●素材：樹脂●サイズ（約）：φ10×高さ10cm、容量450ml　
●素材：陶器

●サイズ（約）：15×15×厚さ4cm　●素材：陶器

おもてなしセット ペアフリーカップ信楽焼白紬ポット

信楽焼掛け時計2049-346 2049-347

2049-342 2049-343 2049-344

●サイズ（約）：15×15×高さ15cm　●素材：樹脂
市松GOLD三段重
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2049-345  汁椀5客セット
●サイズ（約）:φ11×高さ7.5cm　
●素材:樹脂、天然木　●箸5膳付



●サイズ（約）：19×21×高さ9cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：21×22×高さ6.5cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：φ21×高さ38cm　●素材：陶器●サイズ（約）：φ8×高さ11cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：9×14×厚さ3.5cm　
●素材：牛革、羊革　●ポケット内3

信楽焼つくばい 信楽焼傘立て

信楽焼たわみ鉢

信楽焼茶香炉

小銭入れ2049-351 2049-353

2049-348 2049-349 2049-350
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2049-352  レンジパックセット
●サイズ（約）:大φ13.5×高さ7.6cm、中φ11.9×高さ
6.6cm、小φ9.6×高さ5.4cm　●素材：陶器



●サイズ（約）：φ11×高さ16cm　
●素材：和紙、スチール、天然木

●サイズ（約）：パスタφ22cm、プレートφ12cm　
●素材：磁器

ミニスタンドライト

パスタ＆プレート10点セット2049-358 2049-359

2049-355

●サイズ（約）：φ11×高さ7.5cm　●素材：陶器
信楽焼ペアスープカップ

2049-356
●サイズ（約）：7×7×高さ15cm　●素材：磁器

うぐいす鳴酒器セット

4500_オールマイティ 80

2049-357  リバーシブル慶弔ふくさ3点セット
●サイズ（約）:ふくさ20.5×12cm、風呂敷48×50cm、あぶらとり紙10.2×
10.2cm　●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

2049-354  お好み丼揃
●サイズ（約）:φ15.5×高さ8.5cm　●素材:磁器



●サイズ（約）：8cm　●素材：樹脂、ステンレス、鉄
ペッパーミル（プジョー）2049-360 2049-361  IH対応2段蒸し器20cm

●サイズ（約）:セット時φ20×高さ30cm　
●素材:ステンレス

2049-362  ステンレス包丁2本セット
●全長サイズ（約）:32.5cm　

2049-363  オイルポットセット
●サイズ（約）:オイルポット12×16.8×高さ20.5cm、容量1.2ℓ、バット15.7×
24.2×高さ2cm　●素材:鉄、ステンレス　●カス揚げ付　●フッ素加工
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●サイズ（約）：φ10×高さ12cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：高さ8cm　●素材：アルミ、強化ガラス

●サイズ（約）：27.5×15×高さ10cm　
●素材：アルミ　●AC100V-650W

IH対応深型フライパン28cm

アイスペール 卓上網焼器2049-367 2049-369

2049-3662049-365
●サイズ（約）：φ7.4×高さ16.2cm　
●素材：ステンレス鋼（二重構造）　●容量420ml

ステンレスペアタンブラー（颯）2049-364  IH対応炒め鍋29.5cm&玉子焼き器
●サイズ（約）:炒め鍋高さ8cm、玉子焼き器13×18×13cm　
●素材:アルミ、樹脂　●ターナー付

2049-368  パンチングストレーナー27cm（柳宗理）
●サイズ（約）:φ27.6×高さ10.3cm　●素材:ステンレス
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●サイズ（約）：33.4×26×高さ11.6cm
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：高さ7.1cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ26×高さ5cm　●素材：鉄●サイズ（約）：ワインスタンド：12×22×高さ15cm、
ボトルストッパー：全長8cm　●素材：ステンレス

●容量（約）：満水1.1ℓ（適正容量650ml）
●素材：ステンレス　●IH200V可

しゃぶしゃぶ鍋25cm パエリア鍋（燕三）

IH対応ちりすき鍋26cm

ワインスタンドセット

ドリップポット2049-373 2049-374 2049-375

2049-370 2049-371 2049-372

●全長サイズ（約）：三徳30cm、薄刃29.5cm、 
ナイフ24cm　●素材：ステンレス

包丁3点セット
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●サイズ（約）：φ10.5×高さ20.5cm、容量260ml　●素材：
樹脂、ステンレス　●AC100V-120W・電源コード1.2m

フードチョッパー（クオーレ）2049-384
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2049-382  ポップアップトースター
●サイズ（約）:15.5×27×高さ17cm　●素材:樹脂
●AC100V-650W、コード1.4m　●6枚･8枚切り対応

2049-383  フタ付トリプルパン24cm&フタ付フライパン22cm
●サイズ（約）:トリプルパン高さ3.5cm、フライパン高さ5cm　●素材:アルミ、強化ガラス　
●ターナー付　●トリプルパン:IH不可、フライパン:IH対応　●フッ素加工

2049-385  IH対応笛吹ケトル
●サイズ（約）:満水2.8ℓ（適正2.1ℓ）　
●素材:ステンレス



●サイズ（約）：大17×14.5cm、小13×9cm　
●素材：白磁

プレートペア4pc（イルムス）

2049-390

2049-864

●サイズ（約）：21×14×高さ3cm　
●素材：磁器、樹脂

レンジ焼き魚プレート

●サイズ（約）：ボード21×30cm、
スライサー14×19.7×高さ11.8cm　●素材：樹脂

カッティングボード＆スライサーセット（タツヤカワゴエ）2049-386
●サイズ（約）：フライパン高さ 9.2cm、ディープパン高さ
14cm　●素材：スチール、アルミ

IH対応フライパン22cm＆ディープパン20cm2049-863
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2049-389  レンジご飯炊きセット
●サイズ（約）:φ20×高さ14.2cm　●素材：樹脂
●しゃもじ、おむすび型付

2049-391  おかゆ炊飯鍋2号用
●サイズ（約）:φ23×高さ15.5cm　●素材:陶器



●サイズ（約）：大25×16×高さ7cm、
小20.5×13×高さ7cm　●素材：シリコン

●全長サイズ（約）：三徳29cm、スライサー25cm、
ピーラー14cm

シリコンスチーマーセット

キッチン3点セット2049-397

2049-393
●サイズ（約）：φ18.8×高さ7.8cm、容量1450ml
●素材：陶器

シチューパン2049-392
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2049-865  電気ケトル
●サイズ（約）:23×15.5×高さ17cm
●素材:樹脂　●AC100V-900W

2049-395  ハンディブレンダー
●サイズ（約）:7×6.5×高さ35.5cm　●素材:樹脂、ステンレス
●AC100V-150W、コード1.4m　●専用カップ付

2049-396  たこ焼き器
●サイズ（約）:φ28.7×26×高さ7.6cm　●素材:アルミ、樹脂
●油引き、竹串付　●AC100V-650W、コード1.4m



●サイズ（約）：29×20×高さ21cm　●素材：樹脂、
ステンレス鋼、ナイロン　●パン切りナイフ付

●サイズ（約）：φ14.1×20.8×高さ3.4cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：φ27×高さ8cm　
●素材：樹脂　●AC100V-25W

ブレッドスライサー 片手キャセロールペア

チョコフォンデュセット2049-403

2049-398 2049-4002049-399
●サイズ（約）：17.6×11cm　●素材：シリコン、樹脂
●最小2g最大3kg　●電池式

デジタルキッチンスケール

●全長サイズ（約）：三徳29cm、ペティナイフ24cm
●素材：ステンレス刃物鋼、ゴム、樹脂

包丁2点セット（バイアキッチン）2049-401
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2049-402  スライサーセット
●サイズ（約）:ケースサイズ28.3×9.2×高さ10.2cm　
●素材:樹脂、ステンレス



2049-404  ピュアエア（加湿･除湿･消臭）
●サイズ（約）:12.5×24.5×高さ17.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

2049-405  柿渋石けんセット
●容量:100g　●素材:カキタンニン、石けん素地

2049-407  マイナスイオンヘアードライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:7.7×19.6×高さ21.5cm　
●素材:樹脂　●AC100V-1200W、コード1.7m

●サイズ（約）：φ2.4×全長22.4cm　
●電池式　●交換用歯ブラシ2本付

●サイズ（約）：4.6×3.5×高さ18.5cm　
●素材：樹脂　●電池式

音波式電動歯ブラシ（オムロン）

角質リムーバー2049-408 2049-409

2049-406

●サイズ（約）：140×190cm　
●素材：ポリエステル

マイクロファイバー毛布（東洋紡）
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2049-411  音波洗浄器
●サイズ（約）:16.4×13×高さ10.3cm　●素材:樹脂　
●電池式　●小物ホルダー付

2049-412  体重計（ドリテック）
●サイズ（約）:24.5×28×高さ2.5cm　●素材:樹脂
●電池式

●サイズ（約）：3.2×5.3×全長12.6cm　
●素材：樹脂、ステンレス

首振り2枚刃シェーバー2049-410

●サイズ（約）：26.7×24.1×高さ8.5cm　
●素材：樹脂、ゴム　●電池付

マルチリラックス振動器2049-413 2049-414
●サイズ（約）：45×65cm、スリッパ　フリーサイズ
●素材：吸水アクリル

滑り止め付バスマット＆スリッパ
●全長サイズ（約）：散髪ハサミ16cm、スキハサミ15.5cm
●素材：ステンレス、鋼

ヘアカットハサミセット2049-415
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2049-416  マイクロファイバー敷パット（東洋紡）
●サイズ（約）:100×205cm　
●素材:ポリエステル100%　●四方ゴム付

2049-420  タオルケット（東洋紡）
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:ポリエステル、綿

2049-419  ひざ掛けセット（エイチパーエイチ）
●サイズ（約）:70×100cm　●素材:ポリエステル100%

●サイズ（約）：バケツ23×40×高さ22cm、
ポール全長125cm　●素材：樹脂、ステンレス

●サイズ（約）：φ11.5×高さ8cm　●素材：磁器　
●AC100V-10W　●ラベンダーの香り

●サイズ（約）：30×50cm　
●素材：側ポリエステル、綿

アロマウォーマー＆オイル10ml 回転式モップセット

ウレタンフォーム枕（ブリヂストン）

2049-418

2049-421

2049-417
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2049-425  シルク混肌ふとん（東洋紡）
●サイズ（約）:185×135cm　
●素材:側 ポリエステル100%、内 ポリエステル90%、絹10%

●サイズ（約）：15×20×高さ35cm　
●素材：ポリエステル、陶器

●サイズ（約）：φ10.5×15.5cm　
●素材：樹脂　●AC100V-6W、コード1.8m

●サイズ（約）：33×46×高さ10cm　
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：φ10×厚さ4.3cm　
●素材：樹脂、アルミ　●スイープ運針

光触媒ポピー アロマオーロラタワーゲルマニウム低反発チップ枕

アラームクロック2049-426 2049-427

2049-422 2049-423 2049-424

●サイズ（約）：140×200cm　
●素材：ポリエステル100％

エンボスブランケット
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●サイズ（約）：42.5×20.5×高さ17cm
●素材：樹脂

ハマー　ラジコンカー2049-866

●サイズ（約）：17.3cm（1／12スケール）
●素材：樹脂
●写真は組立て塗装完成品です。
組立てには別途工具が必要です。

ドゥカティ1199パニガーレS（タミヤ）
2049-430

●サイズ（約）：ケース12.5×22.5×マチ6cm
●素材：ポリエステル、合皮

ソーイングセット2049-429

●サイズ（約）：9.5×25.5×厚さ2cm
パステル24色セット（コンテ・ア・パリ）
2049-428
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●サイズ（約）：各12×17.5cm　
●3都市（東京、パリ、ニューヨーク）

●素材：木、アクリル、紙
●12インチ・6インチ×2の作品が作れるキット

●容量：各14㎖

●サイズ（約）：14×2.5cm
●ラベンダーオイル、ペパーミントオイル各5㎖付

3Dぬりえセット

スクラップブッキングセット

インク12色セット（ウィンザー＆ニュートン）

ドライブアロマディフューザー2049-441 2049-443

2049-438 2049-439 2049-440  書道セット
●バッグサイズ（約）:26×33×マチ5cm　
●素材:ポリエステル、樹脂、鉄、竹、毛

2049-442  大人の木製パズル6点
●サイズ（約）:各8×8×高さ8cm　●素材:天然木
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●サイズ（約）：高さ175cm　
●素材：アルミ　●収納バッグ付

●サイズ（約）：9.6×26.5×厚さ2.4cm

メタルイーゼル

ソフトパステル30色セット（レンブラント）

2049-447 2049-448

2049-445

●サイズ（約）：13.3×26.4×厚さ1.5cm

クレパス36色セット（サクラクレパス）

2049-444  地球儀（ビクセン）
●サイズ（約）:φ21×高さ31cm　
●素材:樹脂、紙　●縮尺6000万分の1

2049-446  ダイナミックヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:コード長3m　●素材:樹脂

2049-449  パズル「サイレントイリュージョン」
●サイズ（約）:26×38cm　●300ピース
●木製パネル付
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2049-453   
レジャーマット（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:170×170cm　
●素材:アクリル、樹脂

2049-450   
バーベキューグリル（コールマン）
●サイズ（約）:φ28×高さ21cm　
●素材:スチール

2049-452   
ヒーリングチェア（ロゴス）
●サイズ（約）:76×60×高さ78cm　
●素材:スチール、ポリエステル

2049-867  フリースレジャーシート（コールマン）
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル、アルミ

●サイズ（約）：φ12×高さ22cm　
●素材：鉄、樹脂、ガラス　●電池式

暖色LEDランタン（キャプテンスタッグ）
2049-451
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2049-454  コンパクト天体望遠鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:24×62×高さ30cm　
●素材:樹脂、スチール　●倍率40倍

2049-455  双眼鏡（ビクセン×コールマン）
●サイズ（約）:8.2×10.9×高さ4.1cm　
●素材:光学ガラス、樹脂

2049-458  サンシェルター
●サイズ（約）:180×160×高さ118cm　
●素材:ポリエステル

●サイズ（約）：φ11.5×高さ12cm　●容量280㎖
●素材：ゴム、樹脂

●サイズ（約）：58×67×高さ49cm　
●素材：鉄、アルミ、ナイロン

●サイズ（約）：φ3×11.2cm　
●素材：アルミ、樹脂

ポール＆パラソル三脚スタンド

ステンレス二重構造マグカップ（ベネトン） LEDライト2049-457 2049-459

2049-456
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2049-461  折りたたみ式多機能クーラーボックス
●サイズ（約）:26.5×66×23.7cm 容量5.4ℓ　
●素材:樹脂

2049-462  シトロネラキャンドルセット
●サイズ（約）:S10×9×高さ11cm、L12.5×11.5×高さ14.5cm　
●素材:ブリキ缶、シトロネラオイル配合キャンドル

2049-464  フリースラップシュラフ（ロゴス）
●サイズ（約）:75×190cm　
●素材:ポリエステルフリース

2049-465  ランチバッグ8ℓ（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:32×20×高さ22cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●中生地洗濯可

●サイズ（約）：7.5×15.5×高さ13cm　
●素材：樹脂　●携帯電話充電機能付

●サイズ（約）：マグφ7.5×7cm、フライパンφ14.5×
3cm、トレーφ12×2.5cm　●素材：ステンレス

ラジオライト

ツーリングクッカーセット2049-463

2049-460

4500_オールマイティ 99



 2

2049-466  リュック
●サイズ（約）:51×35×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外4

●サイズ（約）：ライト4×5.5×厚さ6cm　
●電池式　●サイズ調節可

●サイズ（約）：26～27.5cm　●素材：ナイロン、指定外
繊維（エチレン酢酸ビニル）、合成ゴム

●サイズ（約）：37×45.1×マチ32.2cm　
●素材：樹脂

ズーム機能付LEDヘッドライトマリンシューズ

クーラーボックス28ℓ（ノースイーグル）
●サイズ（約）：20×20×高さ23cm　
●素材：アルミ、ポリエステル　●収納バッグ付

折りたたみチェア（キャプテンスタッグ）2049-470 2049-471

2049-868 2049-468

2049-469
●サイズ（約）：5.2×11×高さ4.3cm　●素材：樹脂　
●LEDライト、AM/FM、携帯電話充電機能付

ミニダイナモラジオライト
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2049-474   
パーソナルツールセット（マルチクラフト）
●サイズ（約）:ケース15.5×22.5×厚さ5cm　
●素材:炭素鋼、樹脂
●全33点

●サイズ（約）：35×100cm
●素材：ポリエステル、綿

●全長サイズ（約）：39.5cm　●素材：人工皮革
●サイズ（約）：20×39×高さ14cm
●素材：樹脂

ガーデンエプロン

ガーデングローブ（ウエストカウンティー）工具ケース（ケーティーシー） 2049-4752049-473

2049-472
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●全長サイズ（約）：散髪、スキバサミ各14cm、つめ切り
10cm　●素材：ステンレス、樹脂

●全長サイズ（約）：20cm、18cm、48cm　
●素材：鋼、天然木

●サイズ（約）：φ7×高さ37cm　
●素材：ステンレス、樹脂

●全長サイズ（約）：66.5～100cm　
●素材：炭素鋼　●刃先カバー付

ペット用カットハサミ3点セット

剪定鋏・植木鋏・折込鋸（源正宗作）

ソーラー式LEDガーデンライト5本セット

アルミ柄伸縮刈込鋏2049-479 2049-480 2049-481

2049-476 2049-477
●サイズ（約）：φ18×50.5cm　●素材：樹脂
●シャワータイプ

畜圧式散水器7ℓ2049-478

●サイズ（約）：各17.5×16.5×高さ6cm　
●素材：陶器

ペアペットフードボウル
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©Disney

2049-483  玄関マット
●サイズ（約）:46×76cm　●素材:ゴム、ナイロン

2049-486  ガーデンボックス
●サイズ（約）:63.5×43.9×高さ32.6cm 容量56ℓ
●素材:樹脂

●サイズ（約）：ジョーロ10.5×23.5×高さ12cm、
鋏19.5cm　●素材：刃物鋼

●サイズ（約）：29×51×高さ30cm　●素材：炭素鋼、樹脂
●耐荷重80kg　●芽切鋏・グローブ付

●サイズ（約）：60×80×高さ12cm　
●素材：綿、ポリエステル

●サイズ（約）：49×32×高さ32cm　●素材：樹脂
●適応体重～7kg

ステンレスジョーロ＆刃長木鋏 消臭機能付ペットクッション

収納BOX付ガーデニングチェア ペット用ハードキャリー2049-485 2049-487

2049-482 2049-484
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2049-491  キャットタワー
●サイズ（約）:φ32×高さ57cm　●素材:パーティクルボード、
紙管、麻縄、ポリエステル、スチール、ゴム　●体重5kgまで

●サイズ（約）：11.1×15.6×厚さ5cm
●素材：樹脂、ナイロン　●適応体重～30kg

●サイズ（約）：25.5×36×高さ20.5cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：31.5×32.5×高さ39cm、容量18ℓ　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：12.2×25×高さ35.5cm　
●素材：樹脂、ステンレス　●水形5段階切替可

LEDライト付リールリード ガーデニングチェア＆ツール3点セット発酵促進剤付堆肥ボックス

コンパクトリール10m2049-492 2049-493

2049-488 2049-489 2049-490

●サイズ（約）：36.5×28.5×高さ67cm　
●素材：樹脂

ちりとり
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●素材：ポリエステル
●サイズ（約）：M胸囲92cm、L胸囲96cm

ゲームシャツL（プーマ）

ゲームシャツM（プーマ）
2049-498

2049-497

◦サイズ（約）：φ65cm　◦素材：樹脂　
◦空気入れポンプ付

バランスボール（タニタ）
2049-869

●サイズ：12インチ
●素材：樹脂

グローブセット
2049-494

2049-495  ヨガマット（ナイキ）
●サイズ（約）:61×168×厚さ0.3cm　
●素材:スチレンゴム、ポリエステル
●持ち運び用ストラップ付
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●サイズ（約）：42×60×高さ120cm　
●素材：ポリエステル、ナイロン

●サイズ（約）：14.5×148cm　
●素材：ポリエステル、ラバー　●ボール付

●サイズ（約）：φ55cm　●素材：樹脂
●耐荷重100kg

打ちっぱなしネット ソフトエクサドーナツ（ラッキーウエスト）

パッティンググリーン2049-502 2049-503

2049-499 2049-501

●サイズ（約）：16×34×マチ18cm　
●素材：ポリエステル　●着脱式ショルダーベルト付

ミニボストンバッグ（アウトドアプロダクツ）

2049-500  スポーツウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:4.8×4.2cm、腕周り～20cm　
●素材:樹脂、ステンレス　●10気圧防水

2049-504  折りたたみ式双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:11.5×10.5×高さ4cm　
●素材:光学ガラス、樹脂、ラバー　●倍率10倍
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●サイズ（約）：着丈70cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：ウエスト74～83cm、股下71cm
●素材：ポリエステル

●サイズ：50cm　●カラー：ブラック　●素材：側生地：ポリエステル、中芯：エラストマー、
留め具：ステンレス、アルミ、ウレタン　●技術：アクアチタン X50、ミクロチタンボール

●サイズ（約）：5.9×3×厚さ1.3cm　●歩数、消費カロリー、
脂肪燃焼量　●Androidでデータ転送可

●サイズ（約）：7.8×6×厚さ1.8cm　
●単純計算、積算計算、スプリット計算

トレーニングジャケット R
ラ ク ワ
AKUWAネックX50 ハイエンドⅢ（ファイテン）

トレーニングパンツ

活動量計（オムロン）

ストップウォッチ（シチズン）2049-508 2049-509 2049-510

2049-505 2049-506 2049-507

●サイズ（約）：φ14.5×高さ29cm、容量2ℓ　
●素材：樹脂

ワンタッチハンディーウォータージャグ
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●サイズ（約）：34×120cm、28×90cm、
ハンド28×40cm×2　●素材：綿100％

●サイズ（約）：φ90cm　
●素材：樹脂、スチール　●組立式

●サイズ（約）：22×30×高さ43cm　
●素材：ポリエステル

スポーティータオルセット（アウトドアプロダクツ） リュック（キャプテンスタッグ）

ウエイトフラフープ1.5kg2049-514 2049-515

2049-511 2049-513

●サイズ（約）：22×43×マチ13cm　
●素材：ポリエステル

ショルダーバッグ（チャンピオン）

2049-512  セカンドバッグ（エドウィンゴルフ）
●サイズ（約）:17×27×マチ12cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内3外1

2049-516  エナメルクーラーバッグ
●サイズ（約）:30×40×マチ30cm　
●素材:樹脂、アルミ蒸着　●ポケット外4
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©Disney

©Disney

©Disney

●サイズ（約）：45×45cm　●素材：ポリエステル100%　
●クッション材は付いておりません。　

ミッキー／カーニバルペアクッション
2049-545

●サイズ（約）：ピロー28×37×厚さ12cm、スリッパ23～
26cm　●素材：綿、ポリエステル、樹脂、EVA
ピロー本体PVC

トラベルセット（くまのプーさん）2049-544
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2049-546   
ブレスウォッチ 

（アナと雪の女王）
●サイズ（約）:φ2.2cm、
腕周り～17cm　
●素材:合金

2049-547  ペアカップ&ソーサー
●サイズ（約）:カップφ8×高さ5.5cm、容量200ml、
ソーサーφ14.5×高さ2cm　●素材:磁器
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●サイズ（約）：φ8.5×高さ9cm　●素材：磁器
マグセット2049-556

●サイズ（約）：16×16cm　●素材：磁器
ペアケーキプレート2049-554

●サイズ（約）：52×27×高さ22cm　
●素材：ポリエステル

ムーミン抱きまくら2049-555

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™
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2049-557  ブックスタンド（ミィ）
●サイズ（約）:10×高さ16cm　●素材:メタル



©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™

©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™

●サイズ（約）：39×45×マチ11cm
●素材：ポリエステル

エコバッグ（レイニング）2049-562 2049-563
●サイズ（約）：φ12×高さ6.5cm　●素材：磁器

ペアスープボウル

●サイズ（約）：カバー49×45cm、マット55×60cm　
●素材：アクリル

●サイズ（約）：25×25cm　●素材：綿
●クッション材付き

トイレタリーセット（ムーミン）シェニール織りクッション2049-559 2049-560
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2049-870  フタ付マグセット
●サイズ（約）：マグφ9×高さ8.5cm
フタφ9.5×高さ6cm　●素材：磁器

2049-558  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、バスタオル60×120cm　●素材:綿



●サイズ（約）：45×51cm、最小パーツ4×5×高さ
3.5cm　●素材：ブナ

●サイズ（約）：20.7×24.2×高さ7cm　
●素材：ラバーウッド

貨物輸送セット

つみき2049-566

2049-564
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2049-565  フォトフレーム
●サイズ（約）:21×32.5×厚さ1cm　
●素材:ガラス、スチール、クリスタルラインストーン

2049-567  シロフォン
●サイズ（約）:14.5×33×高さ3.5cm、最小パーツ2.5×
2.5×高さ15cm　●素材:天然木、樹脂



●サイズ（約）：10.5×18cm、身丈47×幅31cm
●素材：綿

●サイズ（約）：9.5×26.5×高さ31.5cm　
●素材：天然木　●対象年令3歳以上

●サイズ（約）：24×20.5×高さ34.5cm　
●素材：天然木、合板、ナイロン

●サイズ（約）：大φ24.5cm、小φ16cm×5　
●素材：磁器

●サイズ（約）：短肌着身丈37×幅25cm、カーディガン丈33×幅31cm
●素材：綿100％　●新生児用

オーガニックスタイ＆コンビ肌着 5つの音おもちゃ

くるくるスロープ

プレートセット

短肌着＆カーディガン2049-873 2049-572 2049-573

2049-568 2049-569 2049-570

●サイズ（約）：φ30.8×厚み5.6cm　
●素材：樹脂

電波時計
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●サイズ（約）：バス120×60cm、ハンド35×34cm、
ミニ20×20cm　●素材：綿100%

●サイズ（約）：大φ24.5×2cm、小φ16×2cm　
●素材：磁器

タオルセット

プレート6点セット2049-577

2049-574

4500_オールマイティ 119

2049-575  ビーズコースター
●サイズ（約）:18×22×高さ18cm　●素材:天然木

2049-576  お食事セット
●サイズ（約）:プレート21.5×21.5×高さ3cm、ボウル14.5×
14.5×高さ4.5cm、スプーン&フォーク各12.5cm、ビブ 首周り
35cm　●素材:メラミン、鋼、樹脂、ポリエステル

2049-578  マット
●サイズ（約）:99×40×厚さ3.5cm　
●素材:綿100%、低反発モールドウレタン

2049-579  あいうえおブロック
●サイズ（約）:35×42×高さ3.5cm　
●素材:ABS樹脂、紙　●対象年齢3歳～



●サイズ（約）：44×44×高さ130cm　●素材：天然木　
●組立式

●サイズ（約）：φ21.5cm　
●素材：磁器

くまさんポールハンガー

ペアケーキプレート2049-584 2049-585

2049-580

●サイズ（約）：100×150cm　
●素材：綿100%（パイル）、裏発泡ポリエチレン

おねしょシーツ

©Moomin Characters™
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2049-581  キッズドラム
●サイズ（約）:18.5×18.5×高さ10.5cm　
●素材:ラバーウッド、カダムウッド、本革、綿

2049-582  ソフトブロック
●サイズ（約）:三角ブロック10×8×高さ6cm、四角ブロック
8×8×高さ8cm　●素材:ポリエステル、綿、ナイロン

2049-583  サウンドブロック
●サイズ（約）:7×12×高さ24cm、最小ブロック5×5×5cm　
●素材:木、ポリエステル、樹脂



和食の銘店
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2049-1001　無着色昆布明太子（やまや）
●容量:昆布明太子360g　●賞味期限:冷蔵で10日

2049-1002　牛たん詰合せ（味の牛たん喜助）
●容量:牛たんしお味90g×2、牛たんたれ味90g×2　

小麦　

小麦　



2049-1006　佃煮2種（銀座新之助貝新）
●容量:ほたて黄金煮60g×3、 浅炊きあさり80g×2
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2049-1005　江戸前佃煮3種詰合せ（柳橋小松屋）
●容量:生あみ佃煮70g・小えび佃煮65g・糸切昆布70g×各2　

2049-1003　塩昆布6種詰合せ（新大阪小倉屋）
●容量:山椒昆布55g・塩昆布（細切）50g・かつおしぐれ40g・汐ふぶき昆布（細切）
35g・たらこ木耳55g・とろろ昆布15g×各2　

2049-1004　ちりめん山椒6種詰合せ（わらびの里）
●容量:ちりめん山椒・ピリ辛ちりめん・木耳山椒・ゆず若布・梅こんぶ各30g・牛肉
おぼろ煮40g×各2　 小麦　

小麦　

乳・小麦　

小麦・えび　
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2049-1008　おかず味噌3種（石井味噌）
●容量:から味噌130g・くるみ味噌120g・ねぎ味噌140g×各2

2049-1007　佃煮4種詰合せ（炭屋）
●容量:いかなごくぎ煮・本かつをれんこん・山椒ひじき・山椒昆布各50g×各2　

2049-1009　胡麻豆腐3種（魚三楼）
●容量:金胡麻豆腐120g×4、白胡麻豆腐120g×4、黒胡麻豆腐120g×4　

2049-1010　えびすめ昆布5種詰合せ（小倉屋山本）
●容量:えびすめ45g×2、極細切りかつお昆布・椎茸こんぶ・夕霧・細切りしょうが
昆布各60g×2　

小麦　

小麦　 小麦　



2049-1014　華やぎ甘納豆6種（銀座鈴屋）
●容量:栗3個、蓮の実・大納言・うぐいす・大福豆・虎豆計234g×2
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2049-1011　和菓子3種詰合せ（清月堂本店）
●容量:おとし文・あずま銀座・ごまもち 各5×2

2049-1013　関の戸2種詰合せ（深川屋）
●容量:関の戸12g×20、お茶の香関の戸12g×20
●賞味期限:常温で13日

2049-1012　柿山おかきセレクト（赤坂柿山）
●容量:慶長（醤油・しぶき海苔・胡麻各12枚）、慶凰（醤油12粒）、かきもち（豆柿・
昆布各4枚）　 小麦　

卵　



洋食の銘店

2049-1016　ビーフシチュー5食（シェ・ケン）
●容量:200ml×5　
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2049-1015　松阪牛100％ハンバーグ4食（レマン）
●容量:ハンバーグ120g・デミグラスソース40g×各4　

乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2049-1017　黒トリュフソースハンバーグ6食（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ）
●容量:ハンバーグ150g×6、黒トリュフソース180g　

2049-1018　ロールキャベツ6食（銀座4丁目スエヒロ）
●容量:ロールキャベツ160g×6

2049-1019　ナポリ風ピッツア6食（リストランテ マッサ）
●容量:黒トリュフとチーズのピッツァ200g・赤ワインの風味のボロネーゼピッツァ215g・
粗漉しトマトのマルゲリータピッツァ210g×各2

2049-1020　ローストビーフ6食（ラ・ロシェル）
●容量:ローストビーフ400g×1、特製ガーリックペッパーソース120g×1
小麦　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2049-1022　マカロン詰合せ（グラモウディーズ）
●容量:24個　

2049-1024　フィナンシェ・マドレーヌ詰合せ（アンリ・シャルパンティエ）
●容量:フィナンシェ・マドレーヌ×各16　

2049-1023　スープ5食（JUGEMU）
●容量:クラムチャウダー200g×1、じゃがいもスープ180g×2、挽き肉とオニオンの
トマトスープ165g×1、国産豆のトマトスープ180g×1　

植竹隆正シェフ 監修

2049-1021　生パスタ6食
●容量:カルボナーラ260g×2、アマトリチャーナ・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　卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦・えび・かに　
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2049-1026　焼きシブースト（ブールミッシュ）
●・容量:  24個　　

2049-1028　フレンチチェリーパイ（モンテローザ）
●容量:15cm×2　　

2049-1027　クライネクーヘン（デメル）
●容量:フィグ・ピスタチオ×各12　　　

2049-1025　焼き菓子詰合せ（アンテノール）
●容量:焼き菓子6種 全66枚　　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　



漁港の地魚
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2049-1037　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×6　

2049-1036　一夜干し詰合せ
●容量:ほっけ開き250g×1、秋刀魚開き90g・宗八かれい90g・姫鱈120g
×各2

乳　

小樽高島漁港

小樽高島漁港
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2049-1038　かつおのたたき黒潮造り
●容量:かつおのたたき黒潮造り250g×3、黒潮造りのたれ10ml×3

2049-1039　ほうぼう昆布じめ
●容量:50g×5

2049-1040　お刺身生しらす
●容量:800g（4パック）　

2049-1041　ふく一夜干し
●容量:30～50g×20
小麦　

小麦　

瀬戸内海

南風泊漁港魚津漁港

焼津漁港
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2049-1042　炙り金華〆さば
●容量:110～130g×5　●燻製風味　

2049-1043　一夜干しするめ
●容量:200g×6

2049-1044　本ししゃも生干し
●容量:4袋（メス16匹オス16匹）　

2049-1045　金目鯛たたき
●容量:80g×2

室戸岬漁港

十勝港金華山沖魚場

八戸漁港
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2049-1046　刺身いか
●容量:180g×9

2049-1047　さんま開干し
●容量:80g×9

2049-1049　ほや
●容量:400g×3

2049-1048　すずき昆布じめ
●容量:50g×4

越前漁港 魚津漁港

志津川港女川漁港



銘 柄 肉
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ヤマトポーク

2049-1029　
焼肉用600g
●容量：バラ600g　
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2049-1030　
すきやき・しゃぶしゃぶ用300g
●容量：モモ・ウデ300g　

2049-590　
しゃぶしゃぶ用700g
●容量：切り落としモモ700g　

宮崎県産黒毛和牛 養老山麓豚
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2049-1033　
切落し350g
●容量：モモ・ウデ・バラ350g　

2049-1032　
焼肉用300g
●容量：モモ・バラ300g

鹿児島県産黒毛和牛宮崎県産黒毛和牛



小麦　
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卵・乳・小麦　

2049-1035　
ロールステーキ350g
●容量：50g×7

2049-1034　
しゃぶしゃぶ用500g
●容量：ロース200g･モモ300g、和風だし80g×2

九州黒豚キビまる豚
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2049-596　
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×3

2049-597　
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量：ちゃんぽん麺80g×14、
長崎ちゃんぽんスープ20g×14

2049-592　
茨城県産米詰合せ
●容量：こしひかり・あきたこまち
各2kg　

2049-598　
讃岐うどん
●容量：50g×40　

2049-593　
紀州はちみつ梅

「紀の和み」
●容量：700g

2049-600　
手延べ島原素麺
●容量：50g×32

小麦　小麦　

小麦　

乳・小麦　
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2049-615　
ポルチーニと完熟トマトの
ミートソース
●容量：140g×15

2049-617　
炭火焼肉「BULLS」国産牛カレー
●容量：200g×9

2049-609　
「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）各2、アーモンドサブレ（6枚）、グリーンクッ
キー（6枚）、チョコクッキー（6枚）各2　

2049-606　
近江牛入り生ハンバーグ
●容量：100g×6。

2049-605　
黒毛和牛サイコロステーキ
●容量：200g

2049-611　
デロー  レゼルヴ  赤
●容量：750ml×2　
●アルコール度数：12.5％　
※未成年の方は酒類をお申し込みいただけません

乳・小麦　

乳・小麦　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2049-622　
ラーメン3種セット
●容量：麺80g×12、スープ
（醤油・味噌各35g×4、塩36g×4）　

2049-634　
いか焼き
●容量：110g×7

2049-631　
ふかひれスープ濃縮タイプ
●容量：160g×10

2049-633　
紅ずわいがにスープ濃縮タイプ
●容量：160g×10

2049-623　
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8

2049-629　
熊本ラーメン詰合せ
●容量：麺80g×14、熊本スープ
40g×14

小麦　

乳・小麦　 乳・小麦　乳・小麦　

卵・小麦　乳・小麦・えび・かに　
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2049-587　
茶寮「桜庵」スイーツごま豆腐
●容量：白胡麻豆腐・黒胡麻豆腐各
100g×6、黒蜜10g×12、きなこ3g
×12

2049-607　
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・ミネストローネ各150g×3、クラ
ムチャウダー150g×2　

2049-614　
生クリーム仕立ての
たらこクリームソース
●容量：110g×15

2049-618　
淡路島たまねぎのビーフハヤシ
●容量：180g×7　

2049-601　
静岡銘茶 深むし茶
●容量：煎茶80g×2

2049-620　
マンゴープリン
●容量：63g×28

小麦　

乳　乳・小麦　

卵・乳・小麦　



フランス料理 メザニーン

◦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。

イタリア料理 ブレッツァ
2049-641 贅沢プレートランチ 2名様
前菜、プレート、サラダ、パン、デザート、
コーヒー（各2）
◦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

デザート盛合せ＋ドリンク（各2）
2049-640 デザートセット 2名様

◦東京都 都営地下鉄「三越前駅」より徒歩1分　
◦休業日:土日祝

2049-640

4500_オールマイティ 141



◦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。

2049-642 黒毛和牛とパスタのプレートランチ 2049-643 美しゃぶ 美肌薬膳コース
前菜、スープ、プレート、サラダ、パン、
デザート、コーヒー

先附＋副菜＋野菜しゃぶ＋豚しゃぶ＋雑炊＋甘味

◦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

◦東京都 地下鉄「青山一丁目駅」より徒歩5分
◦ご利用時間：17：00～23：00　
◦休業日：日曜、祝日

ステーキ＆イタリア料理
キッチン伊志川 日本料理 美しゃぶ 伊志川
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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。

アンリ・シャルパンティエ 銀座店 南国酒家原宿店 本館

クレープシュゼット＋コーヒーまたは紅茶
2049-644 クレープシュゼットセット 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

2049-645 スペシャルランチセット 2名様
前菜、点心、メイン料理他、ご飯、スープ含む全8品
◦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
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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。

ア・ラ・カンパーニュ 日本料理 なるみ乃 薬院店

海鮮丼定食（海鮮丼+みそ汁+小鉢+つけもの+
サラダ）+天ぷら（各2）

2049-650 夜の定食｢竹｣ 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：11：30～23：00◦休業日：日
曜　◦ランチでのご利用も可

コーヒー、カフェオレ、エスプレッソまたは紅茶＋18種類のケーキからお一つ＋ギフトカフェ 2名様
2049-648 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
2049-649 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

2049-647 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

2049-646 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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クアアイナ

◦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。

ハンバーガー3品（アボカドバーガー、
チーズバーガー、B.L.T.サンドウィッ
チ）＋フレンチフライ（S）＋パンケーキ
ブリュレ＋ソフトドリンク3品

ハンバーガーセット 3名様
◦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2049-661

◦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2049-651

◦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2049-662

◦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2049-652

◦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2049-653

◦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2049-654

◦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2049-655

◦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2049-656

◦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2049-657

◦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2049-658

◦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2049-659

◦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）※年末年始・GW・夏休み等 変更あり　◦休業日：施設に準ずる

横浜ベイクォーター店2049-660

◦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2049-663

◦千葉県 JR「舞浜駅」南口左手すぐ　◦ご利用時間：平日11:00～23:00
（L.O22:30）、土日祝10：00～23：00（L.O22：30）　◦休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店2049-664

◦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2049-665

◦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2049-666

◦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2049-667

◦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2049-668

◦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2049-669

◦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）※施設営業時間に準ずる　◦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2049-670

◦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2049-671

◦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2049-672

◦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2049-673
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カブトスカフェ
サンハウス

前菜＋ハンバーガー＋ドリンク（各2）
2049-674 ディナーコース 2名様

◦神奈川県 「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。

レギュラーサイズ・ベーコンチーズバーガー、タコス（各2）
2049-675 ハンバーガーセット 2名様

◦福岡県 「西鉄二日市駅」より徒歩2分　
◦ご利用時間：11:00～15:00、18:00～24:00
◦休業日：水曜
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佐世保バーガー
京はやしや 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

2049-677 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

2049-676 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

◦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。

選べるハンバーガー又はオニポテ（オニオンリン
グ、フライドポテト、スパイシーポテト）＋ソフトドリン
ク飲み放題（90分）（各2）

2049-678 ハンバーガーセット 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16:00～26:00、日10:00～24:00
◦休業日：年末年始、不定休

4500_オールマイティ 147



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。

3名／ソフトドリンク飲み放題＋猫おやつ付
2049-679 猫カフェ 3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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麺や 虎の巻き 
牛若丸 宇都宮餃子館 

お好きなラーメン、お好きなドリンク（各3）
2049-691 ラーメンセット 3名様

◦愛知県 各線「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・揚げ・蒸し餃子、スープ、ライス、お新香、杏仁豆腐（各2）
2049-692 宇都宮餃子セット 2名様

◦栃木県 各線 「宇都宮駅」より徒歩1分　
◦ご利用時間：11:00〜21:00　
◦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。
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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。

1名／酸素カプセル／60分＋足つぼ／30分　◦宮
城県 地下鉄「勾当台公園駅」より徒歩10分　◦ご
利用時間：10：00〜18：30　◦休業日:木曜・祝日

2049-693 ほぐし屋 まごの手

1名／酸素カプセル45分＋ローラーベッド10分＋骨格バラン
スチェックカウンセリング　◦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

2049-694 AIRFLO

1名／高気圧・高濃度酸素カプセル／60分　◦鳥取県 
JR「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

2049-695 メディカルO2サロン梨花

2名／薬石浴＋ドリンク／90分　◦山梨
県 「石和温泉駅」よりバス8分　◦ご利
用時間:13:00〜21:30　休業日:休館有

2049-696 ホテル春日居

酸素カプセル 岩盤浴
酸素の持つ癒しの力を感じてください 汗をかいてリフレッシュ
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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 ヘッドスパ
すっきりとして美しい指先を 頭皮のケアでリフレッシュ

1名／ヘッドスパ＋ブロー／50分　◦長野県 「松本駅」
よりバス10分　◦ご利用時間：9：30〜18：30、金曜10：
00〜20：00　◦休業日:月曜、第1・2火曜、年末年始

2049-700 美容室ビーブルー本店
1名／爪を整え、マニキュアで1色カラーリング／
45分　◦徳島県 「南小松島駅」より徒歩15分　
◦ご利用時間：10：00〜19：00　◦休業日:水曜

2049-697 ネイルサロン／スクール Cure

1名／ヘッドスパ＋ブロー／50分　◦長野県「南松本
駅」より徒歩15分　◦ご利用時間：9：30〜18：30、金曜
10：00〜20：00　◦休業日:月曜、第2・3火曜、年末年始

2049-701 美容室ビーブルー フェリス店
1名／ジェルネイル（ドライケア込み）+デザイン（グ
ラデーション）　◦高知県「高知駅」より徒歩15分　
◦ご利用時間：11：00〜19：00　◦休業日：日曜

2049-698 NAIL SALON PETRADY

1名／ジェルネイル選べるワンカラー／90分　◦愛知
県 「名古屋駅」より徒歩3分　◦ご利用時間：平日10：
00〜19：00　土日祝10：00〜16：00　◦休業日:無休

2049-699 ネイルサロン マシェリ
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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。

エステ
癒しと美しさを手に入れるエステ

1名／ハンドメイクフェイシャル（デコルテ付）／60分　
●広島県 「紙屋町東電停駅」より徒歩2分　
●ご利用時間：11：00～21：00（最終受付19：30）　●休業日:不定休

2049-702 CoCo Nuts ココナッツ

1名／上半身ハワイアンロミロミ／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

2049-703 MZA
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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

スタジオ・ヨギー
ピラティスレッスン 約60分（2回）　※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

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。

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2049-704 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2049-713 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2049-712 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

2049-721 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2049-711 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

2049-720 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2049-710 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

2049-719 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

2049-709 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2049-718 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2049-708 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2049-717 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2049-707 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

2049-716 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2049-706 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2049-715 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2049-705 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

2049-714 スタジオ・ヨギーOSAKA
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

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

スタジオ・ヨギー
骨盤調整レッスン 約75分（2回）　※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

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。

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2049-722 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2049-731 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2049-730 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

2049-739 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2049-729 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

2049-738 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2049-728 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

2049-737 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

2049-727 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2049-736 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2049-726 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2049-735 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2049-725 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

2049-734 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2049-724 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2049-733 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2049-723 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

2049-732 スタジオ・ヨギーOSAKA
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

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

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2049-740 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2049-749 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2049-748 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

2049-757 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2049-747 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

2049-756 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2049-746 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

2049-755 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

2049-745 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2049-754 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分

2049-744 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2049-753 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2049-743 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

2049-752 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2049-742 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2049-751 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2049-741 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

2049-750 スタジオ・ヨギーOSAKA
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2049-793 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

2049-794 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）

2049-795 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）

2049-796 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）

2049-797 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）

2049-798 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）

2049-799 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）

2049-800 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）

2049-801 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）

2049-802 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

2049-803 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）

2049-809 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）

2049-810 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

2049-811 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）

2049-812 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

2049-813 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）

2049-814 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）

2049-815 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）

2049-816 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）

2049-817 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）

2049-818 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）

2049-819 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

2049-820 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）

2049-821 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

2049-822 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）

2049-823  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

2049-804 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

2049-805 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）

2049-806 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）

2049-807 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）

2049-808 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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