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●容量：60g×3　
●セレブレイトフレッシュフローラル
の香り ●ボディソープやハンドソー
プとしてもお使いいただけます

●容量：30ml　
●クリスタルフルーティフローラル
の香り

ボンマリアージュ 
パフュームドソープサシェ

ジルバイ  ジルスチュアート
オードトワレ

2159-001

2159-002

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

ジルスチュアート
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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。

ジュリーク

2159-003 ボディケアセット
●容量：ハンドクリーム40mL、ローズミストバランシング

（化粧水）15mL、シャワージェル30mL、
ボディケアローション30mL　●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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●容量：ファイブハーブス リペアリングシャンプー300ml、ファイブハーブス 
リペアリングコンディショナー250ml、ボンメールソープ ワイルドローズ 
100ｇ　●アロマティックハーブの香り
●本ページの掲載商品は、内容･パッケージ変更になる場合がございます。

ファイブハーブス ヘアケア&ソープセット
2159-004 2159-005

◦サイズ（約）：フェイスタオル 34×80cm、ウォッシュ
タオル34×35cm　◦容量：シャンプー、コンディショ
ナー、ボディウォッシュ各60ml
◦素材：タオル 綿100%

タオル＆ヘアケアセット

ロクシタン ジョンマスターオーガニック

基準色

■ PANTONE 1545C

分解色（CMYK）

■ C55 M80 Y100 K35

john masters organics LOGO

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロヴァンス。1976年にその地で生まれ
たロクシタンは、厳選された植物素材を使用したフレグランス製品やスキンケア製品などを通じ
て、プロヴァンスの生活を提案するライフスタイルコスメティックブランドです。その上質なアイテム
の数々は世界約90ヶ国以上で展開しています。

「地球に敬意を払うラグジュアリーなビューティラインを」というコンセプトのもとNYで生まれたジョ
ンマスターオーガニック。現在は独自の厳しい開発基準のもと、人や地球に優しいだけではなく、
髪や肌への効果も追求した実力派オーガニックアイテムを生み出し続けています。
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2159-007

●容量：ハンドクリーム60ｇ、
ルームフレグランス、ボディミスト各200ｍｌ
※デザインは変更になる場合がございます。

ルームケアセット

ジェラート ピケ
"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。

ニールズヤード　レメディーズ
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。

2159-006

◦容量：アロマティックマッサージオイル100ml
◦サイズ（約）：ビューティローラー12×8cm
◦ラベンダー・ゼラニウムの香り

ビューティマッサージキット
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ヴェレダ
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。

2159-009
ボディミルク＆ハンドクリームセット
◦容量：ざくろボディミルク200ml、ざくろハンドクリーム
50ml　◦フルーティ＆スパイシーは大人の香り　※デザイ
ンは変更になる場合がございます。

ロベルタ ディ カメリーノ
ロベルタ ディ カメリーノは、ヴェニスの有名な3人の画家、テ
ィツィアーノ、ヴェロネーゼ、ティントレットの作品から影響を受
けた「赤、緑、紺」をメインカラーに、流行に左右される事の
ない余裕のある大人のためのデザインを創造し続けます。
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2159-008 
レディスウォッチ
●サイズ（約）:ケースφ3.2cm、腕周り～17cm　
●素材:ABS樹脂、牛革、合成皮革　
●日常生活防水



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。

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

●容量：ビッグアップルレッド15ml、
アセトンフリーポリッシュリムーバー30ml、
スタートトゥフィニッシュ15ml

●容量：ハンドクリーム50g、ハンドクリームミニ
8g、ハンドミルククレンジング220g、あぶらとり
紙50枚　●乳香の香り

2159-011
トータルネイルカラーセット

2159-010
ハンドケアセット
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●容量：150g
※デザインは変更になる場合がございます

●サイズ（約）：7.5×17×高さ3cm
●素材：（表地）綿（シュニール織）、（裏地）ナイロ
ン、レーヨン

ポアホワイトローション
2159-013

2159-012
メガネケース

ドクターシーラボフェイラー
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。

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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トッカ
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。

2159-014
ハンド＆ボディーローションセット
◦容量：ハンドクリーム60ml、ボディーケアロー
ション266ml　◦グレープフルーツ・キューカ
ンバーのフレッシュなグリーンの香り

ザ・ランドレス
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。

2159-015
オーガニックタオル＆
ファブリックケアセット
◦サイズ（約）：バスタオル60×120cm ◦容
量：ベビーデタージェント（洗剤）60ml ◦素材：
タオル綿100％（パイル部オーガニック100％）
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2159-016
トートバッグ
◦サイズ（約）：22×31×マチ11cm ◦素材：ウール、綿

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

ハリスツイード
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オロビアンコは“美しく、知的なファッション”
を信念とし、モノづくりの根底にある職人
気質の“素材とディテール”にこだわったイタ
リア発のブランドです。

オロビアンコ

2159-017
IDカードホルダー
●サイズ（約）：ストラップ含む全長61.5×横7cm　
●素材：牛革
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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。

●サイズ：スーツリフレッシャー容量200ml×3本　
●グルーミングシトラス、シトラスムスク、グリーンウッドの香り

2159-018
スーツリフレッシャーセット

プラウドメン

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。

ティンバーランド

2159-019  シューケアセット
◦容量：エアライダーブーツ＆シューリフレッシャー（防菌・防臭）
150ml×2、オールパーパスプロテクター（防水・防汚）150ml、
ワックスド レザープロテクター（撥水・防汚・保湿）100ml、
◦フットウェアドライクリーニングキット（汚れ落とし）付
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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。

ケント

2159-020
静電気除去服ブラシ
◦サイズ（約）：全長27.4cm　
◦素材：柄：天然木　毛：天然毛、銅イ
オン含浸アクリル繊維

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。

2159-021
ハードポーチ
◦サイズ（約）：26×18×マチ6cm　
◦ポケット内5、外1
◦素材：合皮
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コンバース
アメリカマサチューセッツ州モールデンでマーキス・M・
コンバース氏が創業。シューズを起源に、老若男女
問わず高い人気を誇るライフスタイルブランドです。

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

2159-022
ショルダーバッグ
◦サイズ（約）：15.5×26.5×マチ10cm◦素材：綿、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

アーバンリサーチ
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2159-023 
デジタルメンズウォッチ
●サイズ（約）:ケースφ4.5cm、腕周り～21cm　
●素材:ABS樹脂、ポリウレタン　
●タッチパネル式　●日常生活防水



ラッシュ
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。

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

グリーン
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2159-024 
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%）　
●（バスボム）1個、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

2159-025 
シームレスウォッシュ＋ローションセット
●容量：全身用洗浄液500ml、全身用保湿液
250ml



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。

2159-026
デイパック
◦サイズ（約）：39×29×マチ13cm
◦素材：ポリエステル　◦ポケット内1外2

「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。

ブートブラックシルバーライン

2159-027
シューケアセット
◦サイズ（約）：シュークリームニュートラル重量55g、シュークリームブラック
重量55g、ツーフェイスローション（クリーナー）容量100ml、ブラシ103（豚
毛ブラシ）全長12.5cm、ウォータープルーフ（防水スプレー）容量180ml
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2159-028
アイゾーンエッセンス
◦容量：美容液25g

ディノメン

DiNOMENはバイタリティーあふれる大人の男性の肌に、凛々
し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。

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。

2159-029
ジェルクリーム
◦容量：50ml
◦グリーンティーとシトラスフルーツの香り

トムロビン
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フルーテッド シグネチャーフリーカップペア
2159-030

●サイズ（約）：φ8×高さ11cm　
●素材：磁器

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

ロイヤル コペンハーゲン
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マルチソーサーペア
2159-031

●サイズ（約）：φ13.5×高さ4.5cm
●素材：ファインボーンチャイナ

ウェッジウッド

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。
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ディッシュ　ピクルス
2159-032

●サイズ（約）：13×25×高さ3.5cm
●素材：磁器

リチャード ジノリ

1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレン
ツェに誕生しました。磁器製造を夢見たカルロ・
ジノリ侯爵が、窯を創設したのが始まりです。
以来３世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの
伝統に育てられ、バラエティ豊かな美しい陶磁
器を創り出してきました。
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タンブラー
2159-033

●サイズ（約）：φ9×高さ11cm　
●素材：磁器

マイセン

マイセン磁器は1710年、東洋の磁器に魅せら
れたザクセン公国アウグスト強王の命によって
生まれました。以来今日まで、ヨーロッパ最高
の硬質磁器として知られています。
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フォション
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。

2159-035
ペアティーセット
◦サイズ（約）：カップφ8×高さ5.4cm、
ソーサーφ15cm　
◦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

2159-034
ペアモーニングセット
◦サイズ（約）：マグφ8.5×高さ9.3cm
プレートφ19.4cm　◦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。

スクエアプレートペアセット
2159-036

◦サイズ（約）：19.2×19.2×高さ
2.4cm◦素材：磁器

ノリタケ ナハトマン

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

2159-037
ペタルシリーズ オーバルベース
◦サイズ（約）：9×16×高さ22cm
◦素材：無鉛クリスタル
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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。

取り鉢揃
2159-039

◦サイズ（約）：大鉢φ24×高さ6cm、
小鉢φ14×高さ4cm

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。

きいちごプチケーキ皿ペア
2159-038

◦サイズ（約）：φ15cm
◦素材：陶磁器
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ダックス

100年以上受け継がれる歴史、英国王
室御用達に指名されている確かな品質、
人々から愛され続けるデザインが魅力の英
国を代表するブランド「ダックス」。

2159-041
タオルケット
◦サイズ（約）：150×190cm　
◦素材：綿

ミラ・ショーン

30年以上に渡り、モード界の最先端をいくミ
ラ・ショーン。時代を超えても変わらない、永
遠のスタイルとして完璧なまでのクオリティを
実現しています。

2159-040
スリッパ5Pセット
◦サイズ（約）:26.5cm
◦素材：ポリエステル
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●サイズ（約）：ネックレス42cm、ペンダント40cm、パール
各7ｍｍ　●素材：貝パール

●素材：真鍮

パール3点セット（リョウコ キクチ）

リング9号（ファルチニューヨーク）2159-046

2159-042
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2159-043  シフォンサブバッグ
●サイズ（約）:26×29cm　
●素材:サテン、シフォン　●カラー:シャンパン

2159-044  リボンドレス（M） 
2159-045  リボンドレス（L）
●サイズ（約）:M着丈79×アンダーバスト82cm
L着丈80×アンダーバスト86cm　
●素材:ブルーミングレース、サテン　●カラー:ネイビー



●サイズ（約）：3×2cm、腕周り～19cm　
●素材：合金、ラインストーン、牛革　●日常生活防水

●サイズ（約）：親骨50cm　●素材：ポリエステル

レディースウォッチ（バレンチノ・ルディ）

晴雨兼用折りたたみ傘（ロベルタ ディ カメリーノ）

2159-050 2159-051

2159-048

●サイズ（約）：ネックレス全長42cm、イヤリングφ8㎜　●

素材：貝真珠、真鍮

ネックレス＆イヤリング（大内順子）

●サイズ（約）：全長45×トップ2.2×1.2cm
●素材：真鍮、キュービックジルコニア　

ペンダント（ファルチニューヨーク）2159-047
●サイズ（約）：9.3×18.7×厚さ2.3cm　●素材：（表面）
牛革、（中側）合皮　●札入1、小銭入1、カード入12

長財布（チェルベ）2159-049
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2159-052  フォーマルバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:21×27×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：念珠袋11×16cm、金封ふくさ20×12cm、
ひざかけ58×58cm　●素材：レーヨン、ポリエステル

●サイズ（約）：全長40×トップ1.3×0.5cm
●素材：シルバー、キュービックジルコニア　

●サイズ（約）：クリスタル1.1×0.4cm、パールφ
0.7cm　●素材：貝パール、真鍮、クリスタルガラス

フォーマルセット

ペンダント（ファルチニューヨーク）

2WAYイヤリング（ミチコ ロンドン）

2159-056 2159-058
2159-059

2159-053 2159-054

●サイズ（約）：貝パールφ11mm　●素材：貝パール、ジルコニア

リング9号
リング11号

●サイズ（約）：2.4×2cm、腕周り～17.0cm　
●素材：合金　●カラー:シルバー×ホワイト

レディースウォッチ（ジェイアクシス）2159-055
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2159-057  フォーマルバッグ（ベルーガ）
●サイズ（約）:16×23×マチ7cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：パールφ0.5cm、シェルフラワーφ0.9cm
●素材：アコヤパール　●付属のシェルフラワーで三通り楽しめます

●サイズ（約）：手提げ33×25cm、ひざかけ58×58cm
●素材：レーヨン、ポリエステル

3WAYピアス 手提げバッグ＆ひざかけ

2159-064

2159-060 2159-061

●サイズ（約）：クリスタル1.1×0.4cm、パールφ1cm
●素材：真鍮、クリスタルガラス、樹脂パール

ピアス（ミチコ ロンドン）
●サイズ（約）：20×39×マチ12.5cm　●素材：ポリエステル、合皮
●ポケット内3外　●カラー:ブラック

手提げバッグ2159-063

●サイズ（約）：全長40cm、トップ3.5×0.7cm、
パールφ0.5～0.7cm　●素材：シルバー、アコヤパール

ペンダント（大内順子）2159-062
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2159-065  長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.8×19.2×厚さ3cm　●素材:合成皮革
●札入2、小銭入1、カード入14　●カラー:ネイビー



●サイズ（約）：19×29.5×高さ51cm　
●素材：ポリエステル　●重量1.5kg　●ポーチ付

折りたたみ式キャリーバッグ（プライベートレーベル）2159-069
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2159-066  晴雨兼用傘（レノマ）
●サイズ（約）:全長43cm　●素材:ポリエステル、
木、合皮、アルミニウム　●手開き式

2159-067  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2.5cm　●素材:合成皮革
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラック

2159-068  トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:26×37.5×マチ15cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ネイビー



●サイズ（約）：全長1.8cm　●素材：ジルコニア
シルバーピアス

2159-074

2159-072

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

ペンダント（ノーマ・ジーン）
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2159-070  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:ブラス、ステンレス　●10気圧防水

2159-071  ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:23×28×マチ6cm　●素材:合皮、ポリエステル　
●ポケット内3外1　●カラー:ブラック

2159-073  ハンドバッグ
●サイズ（約）:23×13×マチ5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

2159-075  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:ワイン



●サイズ（約）：11×15.5×厚さ2cm　●素材：ポリエステ
ル、合皮　●ポケット内4

●サイズ（約）：φ2.5、腕周り～17cm　
●素材：合金、牛革　●日常生活防水

マルチホルダー（ロベルタ ディ カメリーノ）

レディースウォッチ（カンサイセレクション）

2159-0812159-079

2159-078

●サイズ（約）：7.5×11×厚さ2cm　●ポケット4

牛革名刺入れ（ギ･ラロッシュ）
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2159-076  フェイスケアセット
●サイズ（約）:フェイストリマーφ1.3×全長13.5cm、鼻毛カッター
φ3×全長12.5cm　●素材:樹脂、アルミ　●電池式

2159-080  ダイヤペンダント（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長43×トップ1.3×1.1cm　●素材:真鍮、シルバー
925、金メッキ、ダイヤ（0.01ct）、アコヤパールφ5mm

2159-077  ハンドバッグ
●サイズ（約）:20×36×マチ15cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ネイビー



●サイズ（約）：15×24×マチ8cm　●素材：ポリエステル、
合皮、樹脂　●ポケット内2外1　●カラー:グレー

●サイズ（約）：2.5×2cm、腕周り～17.7cm　
●素材：合金　●日常生活防水

●サイズ（約）：11.5×16×厚さ2.5cm　
●ポケット2、カード入7　●素材：合皮

本革レディースウォッチ（チェイスタイム）

ショルダーバッグ（セ・ルーアン） パスポートケース（メゾンドゥファミーユ）2159-085 2159-086 2159-087

●サイズ（約）：全長11cm　●素材：真鍮
ボールペン（フォリフォリ）2159-082 2159-084

●サイズ（約）：25×38×マチ10cm　
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内1

トートバッグ（デービットヒックス）
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2159-083  ペンダント（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）：全長40×トップ1.5×0.6cm　
●素材:シルバー、ジルコニア



●サイズ（約）：φ1.9cm、腕周り～16.5cm　
●素材：合金、本革　●日常生活防水

●サイズ（約）：46×27.5×マチ13cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1

●サイズ（約）：全長40cm　
●素材：ラピスラズリ、真鍮

レディースウォッチ（マレリー）

トートバッグ（ロベルタ ディ カメリーノ）ラピスラズリネックレス 2159-0912159-090

2159-088
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2159-089  マルチケース（バービー）
●サイズ（約）:9×15×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　●ポケット2　●カラー:ネイビー



●サイズ（約）：全長13.4cm　●素材：樹脂 ●サイズ（約）：18×29.5×マチ7.5cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1

万年筆（セーラー万年筆） ショルダーバッグ（ギ・ラロッシュ）2159-095 2159-0972159-096
●サイズ（約）：全長42×トップ2.9×1.8cm　
●素材：真鍮、金メッキ、琥珀

ペンダント
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2159-092  ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:23×28×マチ6cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●ポケット内3外1　●カラー:ワイン

2159-093  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
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:パープル

2159-094  ハンドバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:21×30×マチ9cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内3　●カラー:イエロー



●サイズ（約）：全長40×トップ0.3×3cm　
●素材：ラピスラズリ、真鍮

●サイズ（約）：φ2×1.5cm、腕周り～17.5cm
●素材：合金、本革　●日常生活防水

●サイズ（約）：22×42×マチ12cm　
●素材：合皮、ポリエステル　●ポケット：内3、外1

レディースウォッチ（エイチツーオー）ペンダント（ノーマ・ジーン）

手提げバッグ（アン・アン）

2159-101

2159-1002159-099

2159-102

●サイズ（約）：全長42×トップ1.3×1.5cm　
●素材：合金、クリスタルガラス、真鍮　●カラー:ゴールド

リバーシブルペンダント（ファルチニューヨーク）

●サイズ（約）：14×高さ6.6cm　
●素材：プラスチック　●カラー:ブラウン

ファッショングラス（ファルチニューヨーク）2159-103

●サイズ（約）：9.5×12×厚さ3.5cm　●素材：（表面）
牛革、（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入9

折財布（ミントン）2159-098
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●サイズ（約）：10×18.7×厚さ4cm　●素材：（表面）
牛床革、（中側）合皮　●札入1、小銭入1、カード入4

●素材：シルバー、ジルコニア●サイズ（約）：25×36.5×マチ11cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内1

●サイズ（約）：全長45×トップ1.1×0.8cm　
●素材：シルバー、キュービックジルコニア、トルコ石

リング9号（マックスモード）

長財布（アッシュエル）

トートバッグ（ロベルタ ディ カメリーノ）

ペンダント（メゾンドゥファミーユ）2159-107 2159-108

2159-105 2159-106
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2159-104  メイクアップセット
●サイズ（約）:ネイルケアセット全長11.5cm、
まつ毛カーラー全長14.9cm　●素材:樹脂　●電池式

2159-109  トートバッグ（イツコルベイユ）
●サイズ（約）:24×40×マチ10cm　
●素材:ポリエステル、綿　●ポケット内1　●カラー:ブルー



●サイズ（約）：φ1.8×2.1cm、腕周り～16.5cm　
●素材：合金、本革　

レディースウォッチ（レキシー）

●サイズ（約）：9×9.5×厚さ2cm　
●素材：牛ヌメ革　

コインケース（メゾンドゥファミーユ）2159-113

2159-110
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2159-111  ハンドバッグ
●サイズ（約）:36×20×マチ15cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

2159-112  ボストンバッグ（クリスティーナ ノワレ）
●サイズ（約）:34×45×マチ19cm　●素材:ナイロンジャガード織、
ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット内1外1　●カラー:ベージュ



●サイズ（約）：全長42×トップ1.6×1.2cm　
●素材：合金、真鍮　●カラー:ピンクゴールド

●サイズ（約）：25×38×マチ10cm　
●素材：ナイロン、合皮　●ポケット内2

●サイズ（約）：15×24×マチ8cm　●素材：ポリエステル、
合皮、樹脂　●ポケット内2外1　●カラー:ベージュ

ペンダント（ファルチニューヨーク）

トートバッグ（デービットヒックス） ショルダーバッグ（セ・ルーアン）2159-117 2159-118 2159-119

2159-114

●サイズ（約）：9.5×12.5×厚さ3cm　●素材：（表面）
牛床革、（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入4

折財布（イルムス）

2159-116
●サイズ（約）：2×1.5cm、腕周り～16.5cm
●素材：本革、合金　●日常生活防水

レディースウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）：33×54×マチ10cm　
●素材：綿　●ポケット内1外1

トートバッグ（ベルーガ）2159-115
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●サイズ（約）：21×33×マチ12cm　●素材：合皮　
●ショルダーベルト付、ポケット内2外1　●カラー:アイボリー

●サイズ（約）：φ1.7cm、腕周り～18cm
●素材：本革、合金　●日常生活防水

2wayバッグ（キャティフェラーリ） レディースウォッチ（チェイスタイム）2159-120 2159-121

●サイズ（約）：14.5×21.5×マチ4.5cm　
●素材：ビスコース、アクリル　●ポケット内1

ポシェット（シンクビー）2159-124
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2159-122  長財布（ダイアンボードリー）
●サイズ（約）:10.5×19×厚み3cm　●素材:合皮
●札入1、小銭入1、カード入12　●カラー:キャメル

2159-123  長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ4cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入2、カード入6　●カラー:ブラウン

2159-125  コットンパールピアス
●サイズ（約）:パールφ4～10mm　●素材:コットンパール、プラパール、
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



●サイズ（約）：1.9×2.6cm、腕周り～19cm
●素材：合金、牛革　●日常生活防水

●サイズ（約）：ウエスト76×股下88cm
●素材：ポリエステル、綿　●カラー:ベージュ

レディースウォッチ（メゾンドゥファミーユ）

レディースチノパン7号（フェイスミックス）2159-131

2159-127
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2159-128  ハンドバッグ
●サイズ（約）:13×23×マチ5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ネイビー

2159-130  ボストンバッグ（クリスチャンベルレーヌ）
●サイズ（約）:28×45×マチ22cm　●素材:ナイロンジャガード織、
ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット内1外1

2159-129  コットンパールネックレス（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長（外側）58cm　●素材:コットンパール、プラスチックパール、 
金メッキ（ノンニッケル）　●手作り感のあるコットンパールを使用　●カラー:ベージュ

2159-126  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:合皮
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ベージュ



●フリーサイズ　●素材：ウール、ナイロン　
●カラー:ダークブラウン×ベージュ

●サイズ（約）：φ4.2cm
●素材：合金　●日常生活防水

タッチパネル対応グローブ（オロビアンコ）ポケットウォッチ（チェイスタイム）2159-132 2159-133

●サイズ（約）：缶φ18.8×高さ5.8cm　
●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）2159-135
●サイズ（約）：最大ウエスト110cm　
●素材：牛革　●カラー:ブラウン

メンズベルト2159-134
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●サイズ（約）：26×17×マチ7cm　
●素材：ナイロン　●ポケット外1内1　●カラー:ダークブラウン

●サイズ（約）：9×19×厚さ2cm　●カラー:ブラック
●素材：牛革、レーヨン　●札入2、小銭入1、カード入10

●サイズ（約）：3×2.5cm×腕周り～20cm　
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

●サイズ（約）：30×32×マチ12cm　●素材：ポリエステル、
合皮　●ポケット外3内3　●カラー：ブラック

セカンドバッグ（バジェックス） メンズウォッチ（バレンチノルーディー）

長財布

トートバッグ（チェルベ）

2159-146

2159-143 2159-875 2159-145
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2159-147  メンズベルト（エルオム）
●サイズ（約）:最大ウエスト103cm　●素材:牛革（床革）
●カラー:ブラウン

2159-148  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）:53×34.5×マチ21.5cm、重量1.7㎏　
●素材:ポリエステル、樹脂　●ポケット内1　●二輪　●カギ付



●サイズ（約）：φ3.4cm、腕周り～19.5cm　
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

メンズウォッチ（オペル）2159-1512159-149
●サイズ（約）：5×6.5cm　
●素材：シルバー、ジルコニア

ピンブローチ（デービットヒックス）

●サイズ（約）：28×45×マチ22cm
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内4　●カラー:ブラウン

ボストンバッグ（アッシュエル）2159-154
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2159-150  底Wマチビジネスバッグ
●サイズ（約）:28×38×マチ7～12cm　
●素材:ポリエステル（ウレタン入）　●ポケット内1外3

2159-152  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2　●カラー:カーキ

2159-153  巾着付きトートバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:19×21.5×マチ8cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ベージュ



●容量：スーツリフレッシャー200ml、
  フットリフレッシャー50ml、レザークリーム40g

リフレッシャーセット（プラウドメン）2159-155

2159-157
2159-158
●素材：合皮、合成ゴム底 ●カラー：ブラック

シューズ26.5cm
シューズ27cm
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2159-156  折財布&名刺入
●サイズ（約）:（財布）9×12×厚さ2.5cm、（名刺）7.5×11×厚さ1cm　
●素材:（財布）牛革、合皮、（名刺）牛革　●（財布）札入2、小銭入1、カード入3

2159-159  ビジネスバッグ&メンズベルト
●サイズ（約）:（バッグ）29×40×マチ8cm、（ベルト）最大ウエスト109cm　
●素材:（バッグ）ポリエステル、（ベルト）牛革、合皮　●ポケット内3外1



●サイズ（約）：φ4cm、腕周り～20.4cm　
●素材：合金　●日常生活防水

●サイズ（約）：全長13.6cm　
●素材：ステンレス、樹脂

牛革メンズウォッチ（チェイスタイム）

万年筆（セーラー万年筆）2159-163

2159-160

●サイズ（約）：9×18.7×厚さ2.2cm　●素材：（表面）牛
革、（中側）合皮　●札入1、カード入8　●カラー：ブラウン

札入（イルムス）2159-164
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2159-161  ガーメントバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:43×59×マチ6cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1　●ハンガー付

2159-162  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:亜鉛合金（PNPメッキ）、牛革　●防汗防滴仕様

2159-165  ショルダーバッグ
●サイズ（約）:26×31cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内3外2　●カラー:ブラック



●サイズ（約）：3.8×3.2cm腕周り～19.5cm
●素材：本革

●サイズ（約）：9.5×11×マチ2cm　
●素材：牛革　●札入2、小銭入1、カード入4

折財布（ミチコロンドン）

メンズウォッチ（クワトロ）2159-169

2159-168

●香水　●容量：30ml　
●爽やかで清潔感あふれる香り

クリーン2159-170

2159-166
●サイズ（約）：1.2×2cm、厚さ5.8×0.5cm　
●素材：真鍮

タイバー＆カフス（エルコスチューム）

2159-171
●サイズ（約）：33×50×マチ25cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内2外2

ボストンバッグ（アッシュエル）
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2159-167  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）:53×34.5×マチ21.5cm、重量1.7㎏　
●素材:ポリエステル、樹脂　●ポケット内1　●二輪　●カギ付



●サイズ（約）：最大ウエスト113cm　
●サイズ調整可　●カラー：ブラック

●サイズ（約）：6.2×9.4cm　●素材：ステンレス

●サイズ（約）：3.5×3.9cm、腕周り～21cm　
●素材：合金、ステンレス　●日常生活防水

牛革メンズベルト

名刺入れ（磨き屋シンジケート）

メンズウォッチ（クワトロ）2159-175 2159-177

2159-173
●サイズ（約）：9×19×厚さ2cm　
●札入2、カード入6

牛革札入れ（ニノリバ）2159-174
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2159-172  セカンドバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:15×23×マチ7cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2外1

2159-176  ジャンプ長傘セット（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×グレー
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●サイズ（約）：9.5×19×厚さ2.3cm
●カラー：ダークブラウン

●サイズ（約）：23×23.5×マチ8cm　
●素材：ポリエステル、合皮　●ポケット内4外2　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：3.3×幅2.9cm、腕周り～18cm　
●素材：合金、牛革

●サイズ（約）：16×11×マチ5cm　●素材：合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

●全長サイズ（約）：ボールペン13.8cm、
　シャープペン14.1cm　●素材：樹脂

牛革札入れ（シンプルライフ） メンズウォッチ（リンクス）

ショルダーバッグ（アッシュエル）

ポーチ（エドクルーガー）

ボールペン＆シャープペン（ラミー）2159-186 2159-188

2159-183 2159-184 2159-185

●サイズ（約）：最大ウエスト100cm　
●素材：（表）牛革、（裏）合皮

ベルト2159-187
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●サイズ（約）：24×34.5×マチ7.5cm　
●素材：合皮　●ポケット内3　●カラー:ブラウン

●サイズ（約）：φ3.8cm、腕周り～21.5cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

●サイズ（約）：全長50×トップ2.4×2.1cm　
●素材：シルバー

ショルダーバッグ（チェルベ） メンズウォッチ（パーソンズ）ペンダント

2159-193

2159-189 2159-190 2159-191

●サイズ（約）：4.4×幅3.2cm、腕周り～19cm　
●素材：合金、本革　●日常生活防水　

メンズウォッチ（マレリー）
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2159-192  ドラムバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:18×33×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外3

2159-194  トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:34.5×34.5×マチ13.5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外2



●サイズ（約）：親骨65cm　●手開き式
●素材：ポリエステル、樹脂　●カラー:ブラック

●サイズ（約）：26×17×マチ7cm　
●素材：ナイロン　●ポケット内1外1

●サイズ（約）：最大ウエスト110cm　
　名刺入7.5×11×厚さ2cm　●素材：合皮、牛革

●サイズ（約）：φ4.8、腕周り～18.5cm　
●素材：樹脂　●5気圧防水

長傘（マサキマツシマ） 名刺入れ＆ベルト

ポーチ（バジェックス） 多機能メンズウォッチ（カシオ）2159-198 2159-199 2159-200

2159-195 2159-197

●全長サイズ（約）：13.4cm　●素材：樹脂
万年筆（セーラー万年筆）

2159-196
●サイズ（約）：27×18×マチ8cm　●素材：合皮　
●ポケット内2外2　●カラー:ブラック

ショルダーバッグ（エドクルーガー）
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●香水　●容量：30ml　
●クールミントがはじけるフレッシュな香り

●サイズ（約）：M着丈71cm、身幅60cm　 
L 着丈74cm、身幅63cm　●素材：ポリエステル

クリーン

ジャケットM（マキシマム）2159-204

2159-201

ジャケットL（マキシマム）2159-205
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2159-202  トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:バッグ33×48×マチ21cm　●素材:綿　
●ポケット内1外1　●ポーチ付　●カラー:べージュ×ブルー

2159-203  アナデジウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3.2cm、腕周り～21.5cm　
●素材:ABS樹脂、ウレタン　●日常生活防水



●全長サイズ（約）：13.4cm　●素材：樹脂

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

●全長サイズ（約）：ボールペン13.8cm、
　シャープペン14.1cm　●素材：樹脂

万年筆（セーラー万年筆）

ジャンプ長傘セット（スタジオ・ハリ） ボールペン＆シャープペン（ラミー）2159-209 2159-210 2159-211

2159-206

●サイズ（約）：9×18.7×厚さ2.2cm　●素材：（表面）牛
革、（中側）合皮　●札入1、カード入8　●カラー：ネイビー

札入れ（イルムス）
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2159-207  ドラムバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:18×33×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外3

2159-208  吸引&フェイスローラー
●サイズ（約）:全長15.4cm　●回転ローラーでフェイスライ
ンケアや2つのアタッチメントで吸引ケアができます



●サイズ（約）：3×幅4.3cm、腕周り～20.5cm　
●素材：合金ステンレス　●5気圧防水

●サイズ（約）：M着丈71cm、身幅60cm  
　L 着丈74cm、身幅63cm　●素材：ポリエステル

メンズウォッチ（オペル）ジャケットL（マキシマム）

2159-217

2159-214 2159-215

●サイズ（約）：142×幅8cm　●素材：絹
●カラー:シルバー

ネクタイ

ジャケットM（マキシマム）2159-213
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2159-212  デジタルウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～22cm　
●素材:ABS樹脂、ウレタン　●日常生活防水

2159-216  16本骨長傘セット（エグレマ）
●サイズ（約）:親骨55cm　
●素材:ポリエステル、スチール、樹脂　●手開き式

2159-218  電卓（カシオ）
●サイズ（約）:17.85×10.7×高さ2.61cm　
●税計算8時間計算機能　●カラー:ゴールド



●サイズ（約）：18×17×マチ8cm　●素材：ポリエステル
●ポケット内1外1　●カラー:ブルー

●サイズ（約）：最大ウエスト112cm　●素材：牛革
●カラー:ブラック

●サイズ（約）：20×30×マチ9cm　
●素材：ポリエステル、合皮、アクリル　●ポケット内5外1

●サイズ（約）：M着丈66cm、身幅46cm 
　L 着丈69cm、身幅48cm　●素材：ポリエステル

ショルダーバッグ（アウトドア） ショルダーバッグ（ベネトン）

メンズベルト（ゴールデンベア） スタジアムジャケットL2159-222 2159-2252159-224

2159-219 2159-220

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

メンズウォッチ（クワトロ）
スタジアムジャケットM2159-223
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2159-221  ブレスレット（デービットヒックス）
●サイズ（約）:21.5cm　●素材:ステンレス



●サイズ（約）：6×全長18.2cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：大φ29.4×高さ33.8cm、中φ25×高さ
26.5cm、小φ23.5×高さ21cm　●素材：樹脂

両利用ハサミ（クラフトデザインテクノロジー）

蓋付バケツ3ピース（セルテヴィエ）2159-228

2159-226
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2159-227  小物ケース
●サイズ（約）:15×26×高さ5.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル、スチール

2159-229  ウォッチケース
●サイズ（約）:10.5×19.5×高さ8.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル



●サイズ（約）：34×41.5×高さ66.1cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：24×33×厚さ1.3cm　
●素材：木、ガラス

●サイズ（約）：44×88.5×高さ97～165cm　
●素材：スチール、樹脂　●組立式

3段チェスト 生花プリント

ワンタッチ2段ハンガーラック2159-234 2159-235

2159-230 2159-232

●サイズ（約）：46～91×45×高さ26cm　
●素材：ポリエステル

テレビ枕
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2159-231  パイプワゴン
●サイズ（約）:32×45×高さ70cm　
●素材:スチール　●組立式

2159-233　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、ポリエステル、ウレタンフォーム、スチール



●サイズ（約）：カップφ7.5×高さ7.5cm、ソーサーφ
16cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：φ24×高さ41.5cm　
●素材：鉄　●8～10本収納可

●全長サイズ（約）：スプーン17.7cm、フォーク17.5cm、
ナイフ20.4cm　●素材：ステンレス　

傘立て

ペアコーヒーセット（ジバンシィ）

カトラリー22ピース（ピエールカルダン）

2159-239

2159-237 2159-238
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2159-236  電波掛時計（カシオ）
●サイズ（約）:φ33×厚さ5.4cm　●素材:樹脂
●ステップ運針

2159-240  電卓（カシオ）
●サイズ（約）:17.9×10.7×厚さ2.6cm　
●素材:樹脂

2159-241  折りたたみテーブル
●サイズ（約）:40×60×高さ33cm　
●素材:合成木材、スチール　●鏡面仕上げ



●サイズ（約）：150×33cm　
●素材：合成木材

●サイズ（約）：14×50×高さ45.5cm
●素材：スチール

●サイズ（約）：φ30×高さ8.8cm　
●素材：無鉛クリスタル

スタンド付き姿見シューズラック

スフィアシリーズ ボウル（ナハトマン）2159-246 2159-247

2159-876 2159-244

●サイズ（約）：28.5×14×高さ30cm　
●素材：スチール

ペダル式ダストボックス
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2159-242  デジタル電波時計（アデッソ）
●サイズ（約）:14×20×厚さ3cm　
●素材:樹脂

2159-245  2段ラックセット
●サイズ（約）:23×30×高さ53.6cm　
●素材:プリント化粧合板　●組立式



●サイズ（約）：34×41.5×高さ66.1cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：6.5×81×厚さ3.5cm　
●素材：木

3段チェスト8連壁掛けフック（アンブラ） 2159-2512159-250
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2159-248  ブレッドケース（グッチーニ）
●サイズ（約）:24.5×41×高さ18cm　
●素材:樹脂

2159-249  天然木ガラス温度計
●サイズ（約）：6×9.5×高さ30cm
●測定可能範囲18℃～26℃



●サイズ（約）：11.6×18.2×高さ9.8cm、容量620ml　
●素材：磁器

●サイズ（約）：24×33×厚さ1.3cm　
●素材：木、ガラス

●サイズ（約）：41.8×41.8×厚さ3cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：カップφ6×高さ5cm、ソーサーφ12cm　
●素材：樹脂、磁器

●サイズ（約）：φ31.5×厚さ4.7cm　●素材：樹脂

ポット（ナルミ） クロックフレーム

生花プリント

エスプレッソペアセット（グッチーニ）

電波掛時計2159-255 2159-256 2159-257

2159-877 2159-253 2159-254

●サイズ（約）：13×16.4×高さ10.3cm　
●素材：樹脂　●電池式

音波洗浄器
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●サイズ（約）：大33×50×高さ37.5cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ45×高さ25cm　
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：φ15×高さ22cm　
●素材：樹脂　●電源コード1.1m

●サイズ（約）：45×60×高さ31cm　
●素材：樹脂、スチール

バスケットセット（セルテヴィエ） ビーズクッションUSBルームランプ

折りたたみ式テーブル2159-262 2159-263

2159-258 2159-259 2159-260

●サイズ（約）：42×19×高さ45cm、手鏡25.6×
15.7cm　●素材：樹脂

手鏡付きスタンドミラー
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2159-261  トレイ（ダブルツーイームズオフィス）
●サイズ（約）:33.5×43.5×高さ1.2cm　●素材:木



●サイズ（約）：49×24×高さ54cm　
●素材：樹脂、スチール

●サイズ（約）：カップφ8.5×高さ7.5cm、ソーサーφ15×
2cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：15.8×16.9×高さ22cm、容量300ml、
カップ200ml　●素材：樹脂　●2カップ用

●サイズ（約）：12.5×12.5×高さ2cm　
●素材：磁器

●サイズ（約）：φ30×高さ49cm　
●素材：ポリエステル、スチール

ペダル式タテ型ダストボックス マグ付コーヒーメーカー（プラマイゼロ）

ペアコーヒーセット（ジバンシィ）

デザート皿セット（ミスターボス）

折りたたみスツール2159-267 2159-269

2159-264 2159-265 2159-266
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2159-268  5段階リクライニング座椅子
●サイズ（約）:49×38×高さ49cm
●素材:ポリエステル、ウレタンフォーム、スチール



●サイズ（約）：12×12cm　●素材：天然木

●サイズ（約）：43×43cm　●素材：綿●サイズ（約）：φ50×厚さ20cm　
●素材：ポリエステル

コーヒーお掃除セット（レデッカー）

クッションセット（カンサイヤマモトメゾン）ビーズクッション（モズ） 2159-2732159-272

2159-271
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2159-270  2段ラックセット
●サイズ（約）:29.5×40×高さ40cm　
●素材:プリント化粧合板　●組立式



●サイズ（約）：8.5×8.5×高さ9.5cm　●素材：ガラス　
●消費電力AC100V-15W、電源コード1.9m

●サイズ（約）：30×30×厚さ2cm　
●素材：ウッドパネル

●サイズ（約）：14×30×高さ16cm　
●素材：天然木

アロマランプファブリッククロック（ジャム）

引き出し付きボックス2159-279

2159-275 2159-276

2159-277
●サイズ（約）：46～91×45×高さ26cm　
●素材：ポリエステル

テレビ枕
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2159-274  収納スツールセット
●サイズ（約）:34×34×高さ34cm　
●素材:ポリエステル、不織布、合成木材

2159-278  ポールスタンド
●サイズ（約）:45×45×高さ183cm　
●素材:天然木　●耐荷重約1㎏/フック　●組立式



●サイズ（約）：12.5×38×厚み1.5cm　
●素材：楠

天然木防虫ハンガー2159-284
●サイズ（約）：40×50×高さ32cm　
●素材：合成木材

●サイズ（約）：27×27×高さ84cm　
●素材：天然木

テーブル コーナーシェルフ2159-283 2159-285
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2159-280  玄関踏み台
●サイズ（約）:30×45×高さ13cm　●素材:天然木

2159-281  3段バスケット
●サイズ（約）:38.5×29.5×高さ62cm　
●素材:スチール、樹脂

2159-282  リビングラック
●サイズ（約）:10.5×31.5×高さ22.5cm　
●素材:合皮



●サイズ（約）：10.7×26.5×高さ8.5～12cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：カップφ8.7×高さ9.1cm、プレート
φ23×厚さ3.1cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：6.5×6.5×高さ10cm　
●素材：ポリエステル、陶器

●サイズ（約）：16.5×26.5×高さ19cm　
●素材：パンダン、合皮

●サイズ（約）：61.5×30.6×厚さ2.1cm　
●素材：樹脂　●飛散防止テープ付き

シューズストッカー 光触媒カクタスセット

ワンプレート＆マグカップセット

マルチボックス

壁掛けミラー2159-289 2159-291

2159-286 2159-287 2159-288
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2159-290  2段ステップ
●サイズ（約）:59.5×41×高さ77cm　
●素材:スチール、樹脂



●サイズ（約）：シューズ～25cm、巾着21×17cm　
●素材：綿、合皮

●サイズ（約）：40×40cm　
●素材：ムートン、ポリエステル

●サイズ（約）：33×47.5×厚さ3.5cm　
●素材：ポリエステル

巾着付ルームシューズ（レイジースーザン）

ムートンクッション取手付トレー（ミントン） 2159-2952159-294

2159-293

ELEGANCE
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2159-892  ケーキドーム
●サイズ（約）：φ19×高さ24cm　●素材：ソーダガラス



●サイズ（約）：43.2×34cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：マグφ9.5×高さ11cm、プレートφ
16cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：10.6×19.6×高さ25cm　
●素材：樹脂、ガラス

壁掛け絵画「花束」モーニングセット（セセラ）

回転飾り付置時計（シチズン）2159-300 2159-301

2159-297 2159-298

●サイズ（約）：φ7.5×高さ10.5cm　
●素材：ガラス

タンブラー4色セット（ヴェトリ）
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2159-296  ペアキャニスターキャンドル
●サイズ（約）:φ10×高さ13cm　
●素材:パラフィン、ガラス　●ローズ、ラベンダーの香り

2159-299  ティースプーン5ピース
●全長サイズ（約）:12.8cm　
●素材:ステンレス　●カラー:ピンクゴールド



●サイズ（約）：カップφ6.8×高さ7cm、ソーサーφ14cm、
ケーキ皿φ19.5cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：φ19×高さ2cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：35×35×厚さ12cm　
●素材：綿、ポリエステル　●フリル幅6cm

●サイズ（約）：φ21.5×高さ42cm　●素材：陶器
●3～4本収納可

ティーカップ＆プレートセット（ミスターボス） クッション（アンジャルダン）

ケーキ皿5枚セット（ミスターボス） 八角形陶器傘立て2159-305 2159-307

2159-302 2159-304
●サイズ（約）：150×33cm　●素材：合成木材

スタンド付姿見2159-303
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2159-306  デザートフォーク5ピース
●全長サイズ（約）:13.2cm　
●素材:ステンレス　●カラー:ピンクゴールド



●サイズ（約）：カップφ8.5×高さ6.5cm、ソーサφ15cm、
プレートφ27cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：小φ23.5×高さ21.1cm、中φ24.9×高さ
26.5cm、大φ29.4×高さ33.8cm　●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ10.5×高さ11.5cm　●消費電力：AC100V-10W、
電源コード1.5m、ラベンダー、ペパーミントオイル10ml付

プレート＆コーヒーカップ（ジバンシィ） アロマランプセット

蓋付バケツ（セルテヴィエ）2159-311 2159-312

2159-308 2159-310

●サイズ（約）：φ20×高さ25cm　
●素材：ポリエステル、陶器

光触媒ローズ
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2159-309  カレー皿5枚セット（ミスターボス）
●サイズ（約）:φ21×高さ4cm　●素材:磁器

2159-313  ペダルペール
●サイズ（約）:31.5×26.5×高さ42.5cm　
●素材:鉄、樹脂



●サイズ（約）：φ13×高さ24cm　
●素材：カットガラス

●サイズ（約）：φ7.2×高さ12.7cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ6.9×高さ8.4cm　
●素材：ファインボーンチャイナ　●カラー：ゴールド

●サイズ（約）：9×5.3×高さ19.3cm　
●素材：樹脂　●電池式

フラワーベース（クリスタル・ダルク）ビアタンブラー（磨き屋シンジケート）

ペアマグカップ（ニッコー）電動ワインオープナー 2159-3172159-316

2159-314 2159-315
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●サイズ（約）：23×28×高さ10.5cm　
●素材：クリスタル

●サイズ（約）：φ3.6×高さ5.2cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：7.6×6.5×厚さ2.5cm　
●素材：ガラス

●サイズ（約）：φ8.9×高さ9.2cm　
●素材：カットガラス

オーシャンシリーズ ボウル（ナハトマン） ぐいのみペア（磨き屋シンジケート）置時計（グラスワークスナルミ）

ペアグラス（クリスタル・ダルク）2159-323

2159-318 2159-319 2159-320
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2159-321  ペアシャンパングラス（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ7.2×高さ23.3cm　
●素材:無鉛ガラス

2159-322  傘立て
●サイズ（約）:15.3×15.3×高さ48.5cm　
●素材:スチール　●約6本収納可



●サイズ（約）：φ8×高さ9cm　
●素材：ソーダガラス

●サイズ（約）：φ30×高さ8.5cm　
●素材：無鉛クリスタル

●全長サイズ（約）：コーヒースプーン13cm、フォーク13cm、バタ
ーナイフ14.5cm、ディナースプーン18cm　●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ7.8×高さ17cm　
●素材：クリスタル

サンバシリーズ ボウル（ナハトマン）

ペアロックグラス（ジバンシィ）

カトラリー16ピース（ジバンシィ）

ペアワイングラス（ボヘミアガラス）2159-327 2159-328 2159-329

2159-325 2159-326

●サイズ（約）：5×17.5×高さ19cm　
●素材：ガラス

フォトスタンド
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2159-324  クラフトビアシリーズ テイスティングキット（シュピゲラウ）
●サイズ（約）:φ6×18.6cm、φ6.6×17cm、φ6.1×18cm　
●容量（約）:540mℓ、750mℓ、600mℓ　●素材:クリスタルガラス



●サイズ（約）：φ8.8×高さ8cm　
●素材：クリスタル

●サイズ（約）：φ7.7×高さ8.9cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：8×8×高さ13cm　●素材：ガラス、スチー
ル　●AC100V-15W、電源コード1.4m

二重カップセット（カンサイヤマモトメゾン）

ペアグラス（ボヘミアガラス）

アロマランプ

2159-333 2159-334

2159-331 2159-332

●サイズ（約）：φ8×高さ9cm　●素材：耐熱ガラス
グラスセット（ウェルナーマイスター）
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2159-330  カクテル6点セット
●サイズ（約）:シェーカーφ6×高さ15cm　
●素材:ステンレス、アルミ、鉄

2159-335  LEDキャンドル（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ8.8×高さ10cm　
●素材:グラス、パラフィン　●無香料



●サイズ（約）：15×15×高さ15cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：19×39.5×厚み4cm　
●素材：樹脂

●サイズ（約）：φ15×高さ29cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：20.5×12cm　●素材：絹、レーヨン

三段重屏風時計

信楽焼花瓶桐箱入りふくさセット 2159-8792159-338

2159-336 2159-337
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●サイズ（約）：φ14.2×8.5cm、φ10.8×6.3cm
●素材：ポリエステル

●サイズ（約）：10×16cm　●素材：絹、レーヨン●サイズ（約）：φ8×高さ11cm　●素材：陶器
正絹念珠袋＆信玄袋

箸付どんぶり＆汁椀セット

備前焼カップ

2159-343 2159-344

2159-341 2159-342

●サイズ（約）：φ19×高さ5cm　
●素材：樹脂、漆塗

手塗うるし盛鉢（カゼヤスタイル）
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2159-340  丼5客揃
●サイズ（約）:φ19.8×高さ8.6cm　
●素材:磁器

2159-345  小丼5客揃
●サイズ（約）:φ14×高さ8cm　
●素材:樹脂



●サイズ（約）：45×45cm　●素材：絹

●サイズ（約）：鉢φ21×厚み4cm、茶托φ11cm　
●素材：天然木漆塗

●サイズ（約）：φ0.8×全長27cm　
●素材：水晶、アクリル、レーヨン

●サイズ（約）：57×36cm　●素材：綿

●サイズ（約）：一段重12×12×高さ5cm　
●素材：樹脂

正絹両面ふろしき 念珠

天然木漆塗菓子鉢・茶托揃

色紙掛「吉兆」

オードブルセット（カゼヤスタイル）2159-349 2159-351

2159-346 2159-347 2159-348
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2159-350  デザートカップセット
●サイズ（約）:カップφ9.5×高さ9cm、ソーサーφ10×高さ3cm
●素材:ストーンウェア



●サイズ（約）：φ8.5×高さ9cm　●素材：樹脂 ●サイズ（約）：φ7.7×高さ8.9cm　●素材：陶器

●サイズ（約）：15×20×厚さ1cm　
●素材：ガラス

手塗漆ペアタンブラー（カゼヤスタイル） 萩焼湯呑ペア

クリスタル絵画「白富士桜」2159-357

2159-352 2159-354
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2159-353  信楽焼傘立て
●サイズ（約）:φ21×高さ38cm　
●素材:陶器

2159-355  盛鉢
●サイズ（約）:24×24×高さ5.5cm　●素材:磁器

2159-356  台付き靴べら
●サイズ（約）:靴べら全長75cm、台φ10.5×高さ8cm　
●素材:ブナ材、樹脂



●全長サイズ（約）：牛刀33.5cm、三徳31cm

ステンレス包丁セット2159-359
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2159-358  IH対応両手鍋22㎝
●サイズ（約）:高さ16cm　●素材:ステンレス

2159-880  寄せしゃぶ鍋25cm（陳建一）
●容量:3.1ℓ　●素材:ステンレス、樹脂　
●蒸し目皿付

2159-361  IH対応深型両手鍋20㎝
●サイズ（約）:高さ19.5cm　●素材:ステンレス　
●片手ザル付



●サイズ（約）：19×20×高さ23.5cm　
●素材：スチール、クロムメッキ

●サイズ（約）：高さ10cm　
●素材：ステンレス　●200VIH対応

スープポット20cm

パスタマシーン2159-365

2159-364
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2159-362  ステンレスボウルセット（柳宗理）
●サイズ（約）:大φ23×高さ12cm、
小φ15.8×高さ6.5cm　●素材:ステンレス

2159-363  IH対応深型フライパン28㎝&玉子焼き器
●サイズ（約）:炒め鍋高さ8cm、玉子焼き器13×18×高さ3.5cm
●素材:アルミ、ガラス、樹脂　●ターナー付

2159-366  IH対応笛吹きケトル&卓上ポット
●サイズ（約）:ケトル満水2.5ℓ（適正容量1.75ℓ）、
ポットφ14×高さ23cm、容量1.5ℓ　●素材:ステンレス

2159-367  IH対応いため鍋27㎝&天ぷら鍋20㎝（菰田欣也）
●サイズ（約）:いため鍋高さ7.2cm、天ぷら鍋高さ7cm　
●素材:鉄



●サイズ（約）：φ15×高さ14.5cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：28×37×高さ15cm、容量2.3ℓ　●素材：樹
脂、アルミ鋳造フッ素仕上　●1200W・電源コード1.4m

●全長サイズ（約）：三徳29cm、鋏19.5cm　
●素材：ステンレス刃物鋼、合板、樹脂

●サイズ（約）：8.6×高さ9.8cm　
●素材：ステンレス

ワインクーラーセット ステンレス包丁＆はさみセット

仕切グリルパン ワインタンブラー（磨き屋シンジケート）2159-371 2159-373

2159-368 2159-370
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2159-369  カップケーキメーカー
●サイズ（約）:18.6×39.5×高さ5cm
●素材:アルミニウム合金　●フッ素加工

2159-881  IH対応笛吹ケトル
●サイズ（約）:満水2.5ℓ（適正容量1.8ℓ）　
●素材:ステンレス



●全長サイズ（約）：三徳29cm、ペティナイフ23.5cm　
●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：コーヒーメーカー16.5×18×高さ22cm　●マドラー、
カップ2、フィルター、計量スプーン付　●素材：樹脂、ステンレス

包丁セット

コーヒーメーカー2159-883 2159-378

2159-882

●サイズ（約）：21.5×10.5cm　●素材：銅、すずメッキ　
●表側：あら目　裏側：細目

銅製おろし金
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2159-375  IH対応2段蒸し器22㎝（陳建一）
●サイズ（約）:セット時φ22×高さ23.5cm　
●素材:ステンレス

2159-376  キッチンスライサー
●サイズ（約）:ケースサイズ29×10.5×高さ11.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂

2159-379  フタ付ボウルセット（郷技）
●サイズ（約）:大23.2×高さ11.5cm、小φ17.2×高さ8.5cm　
●素材:ステンレス



●サイズ（約）：20×27.5×高さ11cm　
●素材：アルミダイキャスト、フッ素樹脂塗装、樹脂

●サイズ（約）：セット時φ14.5×高さ24cm　●素材：樹脂、ステンレス
●ピック5本、シトラスカッター、マッシャー、アボカドスクープ各1付

●サイズ（約）：13×13.5×高さ34.5cm　容量750mℓ　●素材：ス
テンレスチタンコーティング刃、樹脂　●100V-250W　●コード1m

ドーナツメーカー多機能フルーツキット

ブレンダー2159-382

2159-380 2159-381
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2159-884  IH対応深型マルチポット24cm
●容量:5.3ℓ　
●素材:アルミ、ステンレス　●蒸し目皿付



●サイズ（約）：φ12.5×高さ24.5cm　
●素材：樹脂・ゴム

●サイズ（約）：φ13×高さ5.3cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：18×11cm　●素材：樹脂、シリコン　
●0.1ｇ単位で計測可能（1～200ｇ迄）　●電池式

●サイズ（約）：ペッパーミルφ5.4×高さ13.5cm、ソルトミ
ルφ5.4×13.5cm　●素材：ブナ材、ステンレス、鉄

キッチンペーパーホルダー（グッチーニ）

スープボウルセット キッチンスケール（ドリテック） ソルト＆ペッパーミル（プジョー）2159-387 2159-389

2159-384

2159-388
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2159-385  キャセロール20㎝（ディーアンドエス）
●サイズ（約）:高さ15.5cm、容量2.7ℓ　
●素材:アルミニウム合金、ステンレス

2159-386  IH対応両手鍋20㎝&片手鍋18㎝
●サイズ（約）:両手鍋高さ9cm、片手鍋高さ9cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工



●サイズ（約）：11×10.5×高さ28.4cm、容量400㎖　●素材：樹脂、ステン
レス鋼　●オリジナルレシピ、ミル付　●AC100V-110W、コード1.3m

●全長サイズ（約）：三徳29cm、ペティナイフ27cm　
●素材：ステンレス刃物鋼、樹脂、アクリル

●サイズ（約）：φ24×高さ10cm、φ13.7×高さ5cm
●素材：ステンレス　●ミニ泡たて付

●サイズ（約）：30×24.5×高さ16.1cm　
●素材：樹脂、発泡スチロール　●レシピ付

●サイズ（約）：18.8×高さ7.8cm　
●素材：陶器、コルク樫　●フタ、コルクシート付

コンパクトミキサー ボウルセット（イイトコ）

包丁2点セット（エーキューウェアー）

レンジ調理鍋

シチューパン2159-393 2159-395

2159-390 2159-391 2159-392
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2159-394  カッティングボード&サラダボウル（ディーアンドエス）
●サイズ（約）:ボード28×39.8×厚さ1.5cm、
ボウルφ15×高さ6.4cm　●素材:アカシア材



●サイズ（約）：16.5×15.5×高さ17.5cm　●素材：アル
ミニウム、樹脂　●しゃもじ、計量カップ付　●1.5合炊き

●サイズ（約）：33×23.5×厚さ1.7cm　●素材：飽和ポリエステル・ウレタン塗
装　●家庭用食洗機・電子レンジ対応、（-20～+140℃）対応（滑り止め）加工

●容量（約）：満水1.1ℓ（適正容量650㎖）
●素材：ステンレス　●本体側面には桜の模様入り

●サイズ（約）：φ16.8×高さ18.1cm　
●素材：アルミ、樹脂

トレーセット

ミニ炊飯器

IH対応コーヒーケトル

アイスクリームメーカー2159-399 2159-401

2159-397 2159-398
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2159-396  デジタル塩分計（ドリテック）
●サイズ（約）:19×2.7×厚さ1.4cm　
●素材:樹脂　●測定範囲:0.3～1.5%　●電池式

2159-885  IH対応フライパン24cm＆深型フライパン22cm
●サイズ（約）:高さ10cm、ディープパン（フタ付）高さ
15cm　●素材:アルミ、樹脂



●サイズ（約）：22.5×15.5×高さ105cm　●素材：樹脂　●すき間ノズ
ル、すき間ノズルホルダー付　●コード4.5m　●AC100V-1200W

●サイズ（約）：28×24.5×2.8cm　●素材：樹脂　●体重、体脂肪率、
体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル　●電池式

滑り止め付バスマットセット（セゾニエ）サイクロンスティック型クリーナー（ツインバード）

体重体組成計（ドリテック）

2159-407
●サイズ（約）：45×65cm　
●素材：吸水アクリル

2159-406

2159-403

2159-405
●サイズ（約）：8.5×27.5×12.5cm　●スタンド、計量カップ付
●コード2.5m　●AC100V-1000W

ハンディーアイロン＆スチーマー（ツインバード）

●容量：ハンドクリーム75㎖、ボディーローション250㎖、
リキッドマルセイユソープ500㎖　●プロバンスの香り

ボディケアセット（パニエデサンス）2159-404
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2159-402  トイレットペーパーストッカー
●サイズ（約）:12.5×33×高さ48cm　
●素材:スチール　●12ロール収納可



●サイズ（約）：16×19×高さ11cm　●素材：樹脂　
●トレイ・ブラシ×各1個付　●電池式

●サイズ（約）：7.5×5×高さ19.4cm、容量300㎖　
●素材：ステンレス、樹脂、合金

●サイズ（約）：φ76×高さ124cm　
●素材：樹脂　●2段　●組立式

金属クリーナー

ソープディスペンサー2PC

室内物干し2個セット2159-409 2159-410

2159-411 2159-413
●サイズ（約）：15×65×高さ75cm　
●素材：スチール　●4枚収納可

バスタオルハンガー

●サイズ（約）：88×32×高さ39～68cm　
●素材：綿、鉄

9段階調節アイロン台2159-408
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2159-412  手首式血圧計（タニタ）
●サイズ（約）:6×6.9×高さ6.8cm　●素材:樹脂　●収納ケース付
●電池式　1人分の測定結果を最大200回分までメモリー可能



●サイズ（約）：73×135cm　●素材：綿100％

●全長サイズ（約）：鼻毛カッター13cm、シェーバー12.6cm
●鼻毛カッター：電池式、シェーバー：電源AC100V

●サイズ（約）：ソープディスペンサー9.4×7.7×高さ17.5cm容量220㎖、
カップφ7.7×高さ12cm　●素材：陶器、天然木、樹脂、クロムメッキ

●サイズ（約）：70×120cm　
●素材：タテ糸：ポリエステル100％、ヨコ糸：綿100％

今治産タオルセット

鼻毛カッター＆首振りシェーバー

ソープディスペンサー＆カップ

ひざ掛け2159-419

2159-415 2159-416

2159-417
●サイズ（約）：16×28×高さ28cm　●素材：樹脂　
●AC100V-36W　●コード1.8m

サーキュレーター（ツインバード）2159-418
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2159-414  頭皮クレンジングブラシ（コイズミ）
●サイズ（約）:φ9×高さ10cm　●電池式



●サイズ（約）：100×50×厚さ5cm　●素材：側：綿100％・
中材：ウレタンフォーム　●折りたたみ可

●サイズ（約）：140×190cm　
●素材：パイル：綿100%、グランド：ポリエステル100%

2WAYマット（ブリヂストン）

タオルケット（東洋紡）

2159-423

2159-421
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2159-420  カーペット
●サイズ（約）:185×185cm
●素材:ポリエステル、裏 ウレタン

2159-424  保温ベスト（東洋紡）
●サイズ（約）:着丈70×身幅65cm　
●素材:ポリエステル

2159-425  吸水速乾敷パット（グランフランセヌーベル）
●サイズ（約）:100×200cm　
●素材:ポリエステル100%　●四方ゴム付

2159-422  ウォッシャブル枕&涼感枕パット（シンクエンス）
●サイズ（約）:枕パット35×50cm、枕35×50cm　
●素材:ポリエステル、綿



●サイズ（約）：20.8×47×高5cm　●素材：樹脂
ミニキーボード（カシオ）2159-426

●サイズ（約）：11×70×高さ23cm（1/450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。

戦艦大和2159-429

●サイズ（約）：15×18×高さ24cm　●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。

MG　ユニコーンガンダム（マスターグレード）
2159-428

●サイズ（約）：19.2×33×厚さ2.4cm

パステル48色セット（ヌーベル）2159-427
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●サイズ（約）：ケース16×16×厚さ2.5cm　

●サイズ（約）：トトロ5.8×5.2×高さ8.6cm　
●素材：カラー硬質紙

●サイズ（約）：10.5×29.5×高さ90.5cm　
●素材：ブナ材　●最大対応サイズ：F12号タテ

●サイズ（約）：8×11.9×厚さ1.3cm　●英和辞典（見出し語：約41000語）
  語義（約66000語）、和英辞典（見出し語：約23000語）語義（約30000語）

●サイズ（約）：36×29cm　●素材：綿　
●キットに額は含まれておりません。

油絵具6色セット（ウィンザー&ニュートン） イーゼル（ウィンザー&ニュートン）

ミニチュアペーパーキット「トトロ」

電子辞書（カシオ）

刺繍キット「桜と富士山」2159-433 2159-435

2159-430 2159-431 2159-432
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2159-434  刺繍枠
●サイズ（約）:φ12.5cm　●素材:アセテート



●サイズ（約）：9.8×12.5×高さ16cm　●素材：カラー硬
質紙　●ケースは付いておりません。

●サイズ（約）：ケース16×37×厚さ4cm
●素材：豚毛、顔料、鉄、木

●サイズ（約）：各12×17.5cm
●4都市（東京・パリ・ニューヨーク・バルセロナ）

ミニチュアペーパーキット「姫路城」

油絵具スケッチセット（ヴァンゴッホ）

3Dぬりえセット（モンプチアート）

2159-439 2159-440

2159-436 2159-437

●サイズ（約）：11.5×18.9×高さ4.3cm　
●素材：樹脂　●和文2書体、定型フォーマット内蔵

ラベルライター（カシオ）
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2159-438  アートウクレレ
●サイズ（約）:53×17×厚さ5.5cm　●素材:合板

2159-441  ソーイングボックス（ニナロッサ）
●サイズ（約）:18×29×高さ20cm　
●素材:天然木



●サイズ（約）：φ2.5×9cm
●素材：木、金属

●サイズ（約）：19×21.5×厚さ1.3cm　
●メタルケース入り

鳥笛水彩色鉛筆24色セット（ヴァンゴッホ）

2159-446

2159-443 2159-444

●サイズ（約）：2.8×11.2×高さ6.4cm
●素材：木、ガラス

ボトルシップ「日本丸」
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2159-442  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

2159-445  ホームプラネタリウム（ケンコー）
●サイズ（約）:17.5×17×高さ16.5cm　●素材:樹脂
●星座線･星座名入り　●LED光源

2159-447  ハンドミシン
●サイズ（約）:21×5×高さ7.2cm　●素材:樹脂、スチール、
ニッケルメッキ、ポリエステル　●電池式



●サイズ（約）：5.8×2×厚さ1.5cm　
●素材：ステンレス

多機能ツール（ビクトリノックス）
2159-449

●サイズ（約）：ケース9×23.5×高さ7cm、ナイフ・
  フォーク・スプーン・箸各20cm×4本●素材：ステンレス、天然木、ポリエステル

カトラリーセット（コールマン）2159-450

5500_オールマイティ 97

2159-448   
レジャーマット（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:200×200cm　
●素材:アクリル、樹脂

2159-451  アクアトレージボックス（ロゴス）
●サイズ（約）:45×29×高さ30cm　●素材:樹脂



●サイズ（約）：φ7.5×高さ20.6cm、容量600㎖
●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：200×200×高さ120cm　●素材：ポリエス
テル、ナイロン　●ポール2、ペグ4付

マグボトル（ピーコック） 折りたたみ式ビーチテント2159-893 2159-453

5500_オールマイティ 98

2159-454  双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:13.4×12×高さ4.3cm　
●素材:光学ガラス、樹脂　●高倍率12倍

2159-455  ディレクターチェア
●サイズ（約）:49×39×高さ56cm　
●素材:アルミ、ポリエステル

2159-456  温度計付ミニグリル（バンドック）
●サイズ（約）:φ29×高さ40cm　●素材:スチール、亜鉛
メッキ鋼鈑、天然木、アルミ、鋼、強化ガラス

2159-457　ヘッドライト
●サイズ（約）:3.8×5.9×高さ4.9cm　●素材:樹脂
●調光機能付（フル･スポット･広域照射モード時）



●サイズ（約）：最大120cm、最小90cm　
●素材：合金、樹脂　●2段スライド式

●サイズ（約）：φ26×高さ29.5cm　
●素材：鉄、天然木

●サイズ（約）：φ12×高さ23cm　
●素材：樹脂　●携帯充電機能付

スモーカーセット

登山用スティックセット ラジオランタン2159-461 2159-463

2159-460
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2159-462  シュラフ（ロゴス）
●サイズ（約）:80×190cm　●素材:モイスポリス、
ダイナチューブファイバー　●丸洗い可

2159-458  ダイナモラジオライトランタンセット
●サイズ（約）:ラジオライトφ5.5×19cm、ランタンφ8×高さ18cm
●素材:樹脂　●AM/FM、サイレン機能付（ラジオライト）

2159-459  クーラーボックス25ℓ
●サイズ（約）:48×30×高さ32cm　
●素材:樹脂



●サイズ（約）：39×45×高さ96cm　
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：56×68×高さ25cm　
●素材：樹脂　●カップ付

●サイズ（約）：12×19.5×高さ16cm　
●素材：樹脂、ナイロン　●電池式　●4通りの発光

●サイズ（約）：120×120×高さ186cm　
●素材：ポリエステル、スチール

●サイズ（約）：φ8.5×高さ14cm
●素材：樹脂

キャリーカート LEDライト

折りたたみテーブル

お着替テント（ノースイーグル）

二重構造ステンレスマグ2159-467 2159-469

2159-464 2159-465 2159-466
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2159-468　マルチバスケット
●各サイズ（約）:33×50×高さ37.5cm 容量38ℓ　
●素材:ポリエチレン、綿
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●サイズ（約）：φ18×高さ43cm　●素材：樹脂
●ホース180cm、ノズル80cm　

●サイズ（約）：60×80×高さ12cm、φ35cm　
●素材：綿、ポリエステル

●全長サイズ（約）：土堀具24cm、除草具28cm　
●素材：炭素鋼、樹脂

消臭機能付ペットクッション2点セット

噴霧器6ℓ 土堀具＆除草具（みきかじや村）2159-477 2159-478 2159-479

●全長サイズ（約）：60cm　●素材：炭素鋼
導突鋸（レザーソー）2159-474 2159-476

●全長サイズ（約）：23cm　
●素材：ハイカーボン鋼、天然木

ガーデンナイフ（デウィット）
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2159-475  軽量カート
●サイズ（約）:40×60×高さ76.5cm　●素材:樹脂
●耐荷重約50kg



●サイズ（約）：φ15×高さ42cm　
●素材：ステンレス、樹脂

●全長サイズ（約）：剪定鋏20cm、植木鋏18cm、生花
鋏16.5cm、折込鋸48cm　●素材：特殊鋼、天然木

ソーラー式LEDガーデンライトガーデン4点セット（源正宗作）

●サイズ（約）：23.5×18.9×高さ13.4cm、容量1.8ℓ　
●素材：活性炭、不織布、樹脂

猫用自動給水器2159-8952159-484

2159-481 2159-482

●サイズ（約）：鋏全長120cm、ゴーグル24×高さ6cm　
●素材：炭素鋼、ポリカーボネート

高枝切鋏＆園芸作業ゴーグル
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2159-894  携帯デジタルラジオ（ケンコー）
●サイズ（約）：2.4×10.2×高さ6.6cm　
●素材：樹脂　●FM/AM/SW

2159-483  刈込鋏&剪定鋏
●全長サイズ（約）:刈込鋏66.5cm、剪定鋏19.2cm　●素材:炭素鋼、
ステンレス、樹脂、アルミ　●100cmまで伸縮可（刈込鋏）



●全長サイズ（約）：爪切10cm、散髪ハサミ14cm、スキ
ハサミ14cm、爪ヤスリ8cm　●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：12.2×25×高さ35.5cm　
●素材：樹脂、ステンレス

●サイズ（約）：チェア29×51×高さ31cm、鋏全長20cm
●素材：炭素鋼、樹脂

●サイズ（約）：バッグ15×28×高さ18cm　
●素材：ポリエステル、樹脂

●サイズ（約）：ジョーロ13×27×高さ16cm、鋏全長19.5cm
●素材：刃物鋼

ペットケア4点セット 収納BOX付ガーデニングチェア＆剪定鋏

コンパクトホースリール15m

3WAY防災バッグセット

ステンレスジョーロ＆刀長木鋏2159-489 2159-491

2159-486 2159-487 2159-488
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2159-490  ワークエプロン
●サイズ（約）:80×46cm　●素材:綿（デニム）　
●Dカン付　●ポケット5



●サイズ（約）：22×38×マチ15cm　
●素材：ポリエステル

メッセンジャーバッグ（アンブロ）
2159-497

●サイズ（約）：M 身丈60.3×肩幅34.3cm、L 身丈62.4×肩幅
35.8cm、O 身丈64.5×肩幅37.5cm　●素材：ポリエステル

2159-495
ゲームシャツ＆コンプレッションインナーL（カッパ）

2159-494
ゲームシャツ＆コンプレッションインナーM（カッパ）

2159-496
ゲームシャツ＆コンプレッションインナーO（カッパ）
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2159-492  ダッフルバッグ（ナイキ）
●サイズ（約）:27×52×マチ27cm　
●素材:ポリエステル100%

2159-493   
ワンタッチマグボトル
●サイズ（約）:7.6×7.3×高さ25.4cm、容量700ml　
●素材:ステンレス



●サイズ（約）：34×120cm、28×90cm×2、28×40cm
×2　●素材：綿100%

●サイズ（約）：φ24×高さ31.5cm、容量6ℓ　
●素材：アルミ、鋼

●サイズ（約）：15×18×高さ18cm　●素材：樹脂　●ラケ
ット×2、ネット、ボール2、巾着付

●サイズ（約）：18.8×21.8×高さ2.3cm　●素材：樹脂、ガラス　●体
重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、基礎代謝量、推定骨量　●電池式

●サイズ（約）：8.1×6.6×厚さ2.3cm　●防滴、スプリット
タイム時計、カントダウンタイマー、カレンダー機能付

スポーティータオルセット（アウトドアプロダクツ）

ウォータージャグ

ポータブルピンポンセット 体重体組成計（ドリテック）

防滴ストップウォッチ（シチズン）2159-502 2159-504

2159-498 2159-499 2159-886
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2159-503  ポーチ&ゴルフボール
●サイズ（約）:15.5×35×マチ13cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2



●サイズ（約）：親骨70cm　●素材：ポリエステル　
●紫外線カット率99％　●耐水圧、通常傘の3倍

●サイズ（約）：60×42×高さ120cm　
●素材：ポリエステル、ナイロン

晴雨兼用クールダウン傘打ちっぱなしネット

2159-509

2159-506 2159-507

●サイズ（約）：56×34cm　
●素材：木、アルミ、樹脂

スケートボード
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2159-505  アジリティーディスク（アディダス）
●サイズ（約）:φ18.7×高さ5.8cm　
●素材:ポリエチレン、鉄　●30個入

2159-508  テニスボール（ブリヂストン）
●サイズ（約）:ケースφ20×高さ30cm　
●素材:ナイロン、天然ゴム　●30個入

2159-510  バスケットゴールセット
●サイズ（約）:30×40×奥行35cm　●素材:ポリカーボネイト、スチール、
ポリプロピレン、ポリエステル、天然ゴム　●ポンプ付



●サイズ（約）：28×67.5×高さ15cm　
●素材：樹脂　●耐荷重80kg

●サイズ（約）：173×61cm　
●素材：ゴム　●収納袋付

●サイズ（約）：φ43×高さ118～142cm　
●素材：樹脂、スチール

●サイズ（約）：4.3×4.3×高さ12.8cm×4　●素材：ウレ
タン　●1ダース

エアロビックステップ パンチングボール

ヨガマット

ゴルフボール（ゼータ）

2159-514 2159-887

2159-511 2159-512 2159-513

●サイズ（約）：3.3×7.5×厚さ1.4cm　●素材：樹脂　
●走行時間、距離、時速、消費カロリー　●バックライト搭載

活動量計（タニタ）
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2159-516  リュックサック
●サイズ（約）:41×28×マチ16cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1外4　●ウエストベルト、バストベルト付
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●サイズ（約）：φ3cm、腕周り～16cm　
●素材：合金

メタルウォッチ（シルバー）2159-548

●全長サイズ（約）：各13cm×各5本　
●素材：ステンレス、樹脂

スプーン＆フォークセット（レッド）
2159-547

●サイズ（約）：マグ大φ10.3×高さ8.1cm、マグ小φ7.5×
高さ8.9cm、プレートφ19.6cm、ボウルφ12.9×高さ
6.2cm ●素材：ニューボン

プレートセット2159-546

©Disney

©Disney

©Disney

©Disney
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2159-549  陶時計（アリス）
●サイズ（約）:16.5×16.5×奥行10cm　●素材:磁器



©Disney ©Disney

©Disney ©Disney ©Disney

●サイズ（約）：36×34cm×2、80×34cm×2、
120×60cm　●素材：綿

●サイズ（約）：マグ大φ10.3×高さ8.1cm、マグ小φ7.5×高さ8.9cm、
プレートφ19.6cm、ボウルφ12.9×高さ6.2cm　●素材：ニューボン

●サイズ（約）：ピロー28×37×厚さ12cm、スリッパ23～26cm、パスポ
ートカバー10×13.8cm　●素材：綿、ポリエステル、樹脂、EVA

●サイズ（約）：ピロー28×20×厚さ8cm、アイマスク9.5×20cm　
●素材：綿、ポリエステル、樹脂、ビーズ、ピロー本体PVC

オーガニックコットンタオルセット

プレートセット

トラベルセット

ビーズピロー＆アイマスクセット2159-553 2159-554 2159-555

2159-550 2159-551

●サイズ（約）：120×60cm、34×80cm×2、
34×35cm　●素材：綿

タオルセット（トイ・ストーリー）
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2159-552  フラワーピックセット
●サイズ（約）:各4.5×2.5×高さ30.5cm　
●素材:樹脂、竹
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©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™©Moomin Characters™

©Moomin Characters™ ©Moomin Characters™

●サイズ（約）：マグφ8.5×高さ8cm　●素材：磁器
●フタ付き

ペアマグ2159-562
●サイズ（約）：φ8.5×高さ9cm　●素材：磁器

マグセット（ムーミン・スナフキン）2159-560

●サイズ（約）：100×70cm　●素材：綿、アクリル
ジャガード織りブランケット2159-5652159-564

●サイズ（約）：50×80cm　
●素材：アクリル　●滑り止め加工付

マット（ムーミン）
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2159-561  フェイス&バスタオルセット
●サイズ（約）:フェイスタオル34×80cm、
バスタオル60×120cm　●素材:綿100%

2159-563  ムーミンマスコットセット
●各サイズ（約）:3×3×高さ6cm　
●素材:ポリウレタン、ナイロン、PVC　●8種



●サイズ（約）：33×36×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）：116×48×高さ76cm　
●素材：樹脂、ナイロン、不織布　●屋外用　●対象年齢6才～

5段階リクライニング座椅子

サッカーゴールセット2159-889

2159-888

2159-569
2159-570
●サイズ（約）：90×110cm　●素材：綿100％ 

6重ガーゼ ブランケット（ピンク）
6重ガーゼ ブランケット（ブルー）

5500_オールマイティ 117

2159-567  ワンタッチマグボトル
●サイズ（約）:7.5×6.4×高さ18.2cm、容量350ml　
●素材:ステンレス鋼、ポリプロピレン



●サイズ（約）：バスタオル 60×120cm、ハンドタオル 34×35cm
●素材：綿100％

●サイズ（約）：85×85cm　
●素材：綿100％ 

●サイズ（約）：ドラムφ16.5×高さ15.5cm、マラカス全長
13cm　●素材：ラバーウッド、牛皮、綿　●対象年齢1才～

タオルセット ベビードラム＆ミニマラカスセット

6重ガーゼアフガン2159-574

2159-571 2159-890
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2159-572  バスポンチョ
●サイズ（約）:130×65cm　
●素材:綿100%

2159-575  ジュニアハンガー
●サイズ（約）:29×29×高さ119～175.5cm　
●素材:スチール

2159-576  バス･フェイス･バスタオルセット
●サイズ（約）:バスタオル120×60cm、フェイスタオル85×34cm、
ハンドタオル25×25cm　●素材:綿100%　●カラー:グレー



©Moomin Characters™

●サイズ（約）：プレートφ22×高さ1.9cm、ポリッジボウルφ16×高さ4.4cm、
マグφ8×高さ6.5cm、飯椀φ10.5×高さ5.5cm　●素材：磁器

●サイズ（約）：φ8.5×高さ9cm　
●素材：磁器

食器セット（ナルミ）

マグセット（仲間たち）2159-5792159-578 2159-580

2159-891

●サイズ（約）：24×11.5×高さ25cm　●素材：木材 
●対象年齢2才～

●サイズ（約）：本体10×32×高さ3.7cm、バチ全長9cm
●素材：スチール、ビーチウッド　●対象年齢3才～

パウンドザボールカラーメタロフォン
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●サイズ（約）：φ22×高さ22cm　●素材：木材、鉄線　
●対象年齢2才～

●サイズ（約）：箱22×26.7×高さ5.5cm、最小パーツφ4.5cm
●素材：シナ材　●対象年齢6ヶ月～　●つみき19ピース

ビーズコースター ベアはじめてのつみき

2159-585

2159-582 2159-583

●サイズ（約）：ケース19.5×30.5×21cm、最小パーツφ
3.3×1.6cm ●素材：樹脂　●対象年齢2.5才～ 

ペタペタブロック
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2159-581  ジュニアポンチョ
●サイズ（約）:着丈90cm、胸囲150cm　●素材:ナイロン100%
●身長目安:140cmでひざ下サイズ

2159-584  ドミノ
●ドミノサイズ（約）:各3.5×5×厚さ1cm　
●素材:天然木、綿、ポリエステル、銅　●対象年齢3才～



和食の銘店
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2159-1001　無着色昆布明太子（やまや）
●容量:昆布明太子450g　●賞味期限:冷蔵で10日

2159-1002　胡麻豆腐3種（魚三楼）
●容量:金胡麻豆腐120g×5、白胡麻豆腐120g×5、黒胡麻豆腐120g×5　

小麦　
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2159-1003　ちりめん山椒5種詰合せ（わらびの里）
●容量:ちりめん山椒30g・焼き紅鮭43g・ちりめんくぎ煮45g・梅ひじき60g・
木耳山椒60g×各2　

2159-1004　昆布6種詰合せ（小倉屋山本）
●容量:えびすめ45g・極細切りかつお昆布60g・椎茸こんぶ60g・夕霧60g・
山海の味60g・細切りしょうが昆布60g×各2　

2159-1005　懐石茶漬6種（新橋玉木屋）
●容量:鯛･蛤･浅利･鯵･紅鮭･鱈子×各2　

2159-1006　海苔佃煮2種（山形屋海苔店）
●容量:椎茸海苔佃煮65g×8、海苔佃煮65g×4　

小麦　 小麦　

小麦　 小麦　
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2159-1007　ちりめん山椒・松茸昆布（赤坂松葉屋）
●容量:ちりめん山椒30g・お茶漬け松茸昆布50g×各4

2159-1008　三田牛肉ちりめん（三田屋総本家）
●容量:三田牛肉ちりめん70g×4

2159-1009　醤油2種（湯浅醤油）
●容量:九曜むらさき200ml×6、蔵匠 樽仕込み200ml×4

2159-1010　佃煮2種（銀座新之助貝新）
●容量:ほたて黄金煮60g×4、 浅炊きあさり80g×2

小麦　

小麦　小麦　

乳・小麦・大豆　
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2159-1011　和プリン3種詰合せ（なだ万）
●容量:白あんプリン90g×4、黒ごまプリン90g×4、あずきプリン90g×4　

2159-1013　越乃雪（越乃雪本舗大和屋）
●容量:越乃雪×64　

2159-1012　本竹皮包み羊羹 本煉・柚子（紅葉屋羊羹）
●容量:本竹皮包み羊羹 本煉羊羹230g・本竹皮包み羊羹 柚子羊羹230g×各2

2159-1014　和菓子5種詰合せ（麻布青野総本舗）
●容量:くす玉1.5g×32、はん月43g×4、老松35g×4、栗最中30g×6、六本木35g×4
●賞味期限:常温で7日　

卵・乳　

卵・乳・小麦　



洋食の銘店
2159-1015　アラカルト5種（JUGEMU）
●容量:クラムチャウダー200g・イタリアンハンバーグ210g・ビーフシチュー175g・
特製ビーフカレー180g・若鶏のクリーム煮170g×各1　
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植竹隆正シェフ 監修

2159-1016　生パスタ8食
●容量:ミートソース300g・カルボナーラ300g・ペペロンチーノ280g・醤油きのこ270g・海老トマト280g・
茄子トマト280g・明太子ソース280g・サーモンクリーム290g×各1 卵・乳・小麦　

乳・小麦　



5500_洋食 126

2159-1017　ハイカラビーフカレー8食（日比谷松本楼）
●容量:200g×8

2159-1020　ハンバーグ8食（ハング）
●容量:焼ハンバーグ100g、ハンバーグ赤ワイン煮150g×各4　
※調理例は赤ワイン煮です。　

2159-1018　牛肉コロッケ20食（三田屋総本家）
●容量:350g×4（20個入）

2159-1019　松阪牛40％ロールキャベツ8食（レマン）
●容量:240g×8

乳・小麦　

卵・小麦　

卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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2159-1021　パウンドケーキ詰合せ（パティスリーパブロフ）
●容量:パウンドケーキ6種×各2　●賞味期限:常温で14日

2159-1024　マカロン詰合せ（ダロワイヨ）
●容量:カフェ・テヴェール（宇治抹茶）・ヴァニーユ・フランボワーズ・シトロン
（瀬戸内レモン）・ショコラ×各4　●賞味期限:冷蔵で8日

2159-1022　タルト・オ・フランボワーズ（ア・ラ・カンパーニュ）
●容量:直径15cm×2

2159-1023　焼き菓子詰合せ（レザンジュ）
●容量:プティ・フール・サレ162g×2、モアールアマンダ・ティラミス×各4
●賞味期限:常温で14日卵・乳・小麦・落花生　

卵・乳・小麦　 卵・乳・小麦　

卵・乳・小麦　
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卵・乳　

乳　 卵・乳・小麦　

2159-1025　ヨーグルトセット（アトリエ・ド・フロマージュ）
●容量:飲むヨーグルト加糖500ml×8、プレーンヨーグルト400g×4
●賞味期限:冷蔵で10日　

2159-1026　ブラックベリーのチョコレートケーキ（クリオロ）
●容量:直径12cm×2

2159-1027　チーズケーキと半熟カステラ（オヴァール）
●容量:直径15cm×各2　●賞味期限:冷凍で14日

2159-1028　豆乳じぇらーと（ビオクラ）
●容量:ブルーベリー・抹茶・小豆 各110ml×4



漁港の地魚
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2159-1036　ミナミマグロ赤身400g
●容量:200g×2
●賞味期限:冷凍で5日

2159-1037　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×4、黒潮造りのたれ10ml×4　
小麦　

築地

焼津港
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2159-1039　ほうぼう昆布じめ
●容量:50g×6

2159-1038　お刺身生しらす
●容量:200g×5

2159-1041　ふく一夜干し
●容量:30～50g×25

2159-1040　さざえ・赤にし つぼ焼き
●容量:さざえ55g・赤にし60g×各2

小麦　

卵・小麦　

土庄港瀬戸内海

南風泊漁港魚津漁港
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2159-1042　炙り金華〆さば
●容量:110～130g×6　●燻製風味

2159-1044　一夜干しするめ
●容量:200g×8

2159-1043　本ししゃも生干し
●容量:5袋（メス20匹オス20匹）

2159-1045　ばい貝昆布じめ
●容量:50g×4

八戸漁港金華山沖魚場

魚津漁港十勝港
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2159-1046　うなぎの刺身
●容量:うなぎの刺身18g・熟成ポン酢15g・紅葉おろし3g×各2　

2159-1048　漬けまぐろ
●容量:めばちまぐろ・黄肌まぐろ漬け100g×6　
●賞味期限:冷凍で10日

2159-1047　ほや
●容量:400g×4

2159-1049　杉樽入り小鯛ささ漬け
●容量:180g×2　
●賞味期限:冷蔵で5日

小麦　 小麦　

三浦三崎漁港浜名湖

小浜港志津川港



銘 柄 肉

2159-1029　
しゃぶしゃぶ用600g
●容量：ロース300g･モモ300g、和風だし80g×2
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小麦　
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2159-1030　
すきやき・しゃぶしゃぶ用350g
●容量：モモ・ウデ350g　

2159-588　
しゃぶしゃぶ用900g
●容量：切り落としモモ900g　
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2159-1033　
切落し550g
●容量：モモ・ウデ・バラ550g　

2159-1035　
焼肉用350g
●容量：モモ・バラ350g
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2159-1034　
切落し450g
●容量：モモ・ウデ・バラ450g　 卵・乳・小麦　

2159-1032　
ロールステーキ450g
●容量：50g×9
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2159-597　
伊賀越　醤油セット
●容量：天然醸造しょうゆ1ℓ
×5、国産丸大豆しょうゆ1ℓ×4　

2159-595　
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量：ちゃんぽん麺80g×18、
長崎ちゃんぽんスープ20g×18

2159-592　
新潟こしいぶき
●容量：新潟県産こしいぶき5kg×1　

2159-598　
讃岐うどん
●容量：50g×50　

2159-593　
紀州はちみつ梅

「紀の和み」
●容量：1kg

2159-594　
手延べ島原素麺
●容量：50g×40

小麦　小麦　

小麦　

乳・小麦　
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2159-613　
炭火焼肉「BULLS」国産牛カレー
●容量：レトルトカレー200g×11

2159-605　
近江牛入り生ハンバーグ
●容量：100g×8

2159-611　
キュベ・リオン・ドール　白
●容量：750ml×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

2159-609　
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×4、ミネストローネ・クラム
チャウダー150g×各3

2159-610　
デロー ボルドールージュ ハーフ
●容量：375ml×5　
●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

2159-614　
淡路島たまねぎのビーフハヤシ
●容量：180g×9

小麦　乳・小麦　

乳・小麦　卵・乳・小麦　
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2159-628　
ラーメン4種セット
●容量：麺80g×16、スープ（醤油・
味噌・豚骨各35g×4、塩36g×4）

2159-624　
イベリコ豚点心セット
●容量：イベリコ豚入り餃子（20g×20）×1、
イベリコ豚背脂入り豚まん（40g×3）×7

2159-639　
ふかひれスープ濃縮タイプ
●容量：160g×12

2159-626　
紅ずわいがにスープ濃縮タイプ
●容量：160g×12

2159-622　
喜多方醤油ラーメン
●容量：生麺120g×20、醤油スープ
40g×20

2159-623　
九州ラーメンセット
●容量：麺80g×15、久留米スープ38g×5、鹿児島
スープ35g×5、熊本スープ40g×5、ラーメンふり
かけ3g×15　小麦　 乳・小麦　

乳・小麦　乳・小麦　

卵・乳・小麦・落花生　

乳・小麦・えび・かに　



2159-615　
ポルチーニと完熟トマトの
ミートソース
●容量：140g×18　
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2159-612　
大阿蘇どり焼肉セット
●容量：鶏モモ肉400g、鶏ムネ肉
400g

2159-620　
マンゴープリン
●容量：63g×36

2159-600　
「KIKORIYA」豆乳焼菓子詰合せ
●容量:豆乳バウムクーヘン×1、豆乳
パウンドケーキ抹茶小豆×1、豆乳フィナンシェ×6

2159-621　
「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3、
アーモンドサブレ（6枚）×3、グリーンクッキー／緑茶（6枚）×3、
チョコクッキー（6枚）×2　

2159-603　
静岡銘茶 深むし茶
●容量：煎茶80g×2、煎茶（清緑）
80g×1

乳　

乳・小麦　

卵・乳・小麦　卵・乳・小麦　



◦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 フランス料理 メザニーン

2159-640 フルコースランチ 2名様 2159-641 ディナーコース
前菜、パスタ、パン、魚料理、肉料理、
デザート、コーヒー（各2）

前菜3種盛合わせ・パスタ料理・お魚料理又はお
肉料理・デザート 

◦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

◦東京都 都営地下鉄「三越前駅」より徒歩1分
◦ご利用時間：17：00～22：00（L.O21：00）
◦休業日:土曜・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。

日本料理 なるみ乃 薬院店

特選海鮮丼定食（特選海鮮丼・みそ汁・
小鉢・つけもの・サラダ）＋天ぷら（各2）

2159-643 夜の定食「松」 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

2159-642 黒毛和牛ビーフシチューランチ 1名様
前菜、スープ、メイン、パンまたはライス、
サラダ、デザート、コーヒー
◦神奈川県 JR「平塚駅」よりバス10分　
◦ご利用時間：11：00～14：00　
◦休業日：水曜

ステーキ＆イタリア料理
キッチン伊志川
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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

クレープシュゼット＋コーヒーまたは紅茶＋ギフト

2159-646
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
◦営業時間：11：00～20：00
◦休業日：不定休

マリアージュフレール

お茶（1teapot）＋お茶を使ったデザート（各2）
アフターヌーンティーセット ２名様

2159-644 銀座本店
◦東京都 「銀座駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：11：
30～19：30（L.O）　◦休業日：無休

2159-645 新宿店
◦東京都 「新宿三丁目駅」より徒歩1分　◦ご利用時
間：11：00～19：30（L.O）　◦休業日：無休
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◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

一頭買焼肉 玄 東京ヴァンテアンクルーズ

サラダ、韓国総菜など約4種類、デザート、
松阪牛カルビ4種盛合せ、黒毛和牛カレー、スープ、ライス付（各2） デッキ乗船＋コース料理

2159-647
2159-648カルビランチ 2名様
ランチタイムクルーズ&ランチコース

◦東京都 つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩2分　◦ご利
用時間：月曜～土曜11:00～15:00、日曜・祝日11:00～
15:30　◦休業日：無休　◦メインお料理以外はビュッフェ形式

◦東京都 JR「浜松町駅」より徒歩7分　
◦ご利用時間：12:00～14:00　
◦休業日：不定休
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ア・ラ・カンパーニュ 自由ヶ丘店

本日のワンプレート料理＋コーヒーまたは紅茶＋
18種類のケーキからお一つ＋ギフト

2159-650 カフェ 2名様

◦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

先附け＋副菜＋豚しゃぶ＋牛しゃぶ＋
お野菜＋おうどん＋甘味

2159-649 美しゃぶ味わいコース 1名様

◦東京都 地下鉄「青山一丁目駅」より徒歩3分
◦ご利用時間：17：00〜21：00　
◦休業日：日曜、祝日

◦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。

日本料理 美しゃぶ 伊志川
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京はやしや カブトスカフェ

前菜＋ハンバーガー＋ドリンク＋ケーキ（各2）
2159-653 ディナーコース 2名様

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

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

抹茶パフェ又は特製あんみつ＋選べるお茶＋プチギフト（各2）
カフェチケット 2名様

2159-652 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

2159-651 京都三条店
◦京都府　京阪「三条駅」より徒歩3分　
◦ご利用時間：11:30〜21:30（L.O21:00）
◦休業日：無休
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◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

クアアイナ

ハンバーガー4品＋フレンチフライ
（L）＋パンケーキブリュレ＋ソフトドリ
ンク4品

ハンバーガーセット 4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2159-664

◦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2159-654

◦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2159-665

◦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2159-655

◦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2159-656

◦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2159-657

◦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2159-658

◦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2159-659

◦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2159-660

◦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2159-661

◦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2159-662

◦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2159-663

◦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2159-666

◦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2159-667

◦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2159-668

◦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2159-669

◦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2159-670

◦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2159-671

◦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2159-672

◦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2159-673

◦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2159-674

◦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2159-675

◦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2159-676
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猫式

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

ヨガ120分、カフェ60分・ソフトドリンク、猫おやつ付
2159-677 猫ヨガ＆猫カフェ

◦神奈川県 「溝の口駅」より徒歩5分　◦ご利用
時間：10:00〜13:00　◦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

5500_オールマイティ 148



◦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。

◦宮城県 JR「仙台駅」より徒歩3分　◦ご利用時間：月～金7:00～23:00、
土9：00～23：00、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第3月曜、夏季、年末年始

2159-704 ゴールドジム　仙台宮城
◦千葉県 京成「津田沼駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：月～金7:00～23:00、
土9:00～23:00、日・祝日9:00～20:00　◦休業日：第3月曜、夏季、年末年始

2159-714 ゴールドジム　津田沼千葉

◦埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：24時間
営業、日曜21：00～月曜7:00はクローズ　◦休業日：第2月曜

2159-705 ゴールドジム　大宮さいたま
◦千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩5分　◦ご利用時間：月
～土7：00～23：30、日・祝日9：30～20：00　◦休業日：第2月曜

2159-715 ゴールドジム　幕張千葉ANNEX

◦東京都 JR「北千住」駅より徒歩8分　◦ご利用時間：月～金7：00
～23：30、土9：00～23：30、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第3月曜

2159-706 ゴールドジム　北千住東京
◦千葉県 東西線「浦安駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：月～金7：00～23：30、
土9：00～23：30、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第3月曜、夏季、年末年始

2159-716 ゴールドジム　浦安千葉

◦東京都 各線「銀座駅」より徒歩4分　◦ご利用時間：月～金7：00
～23：00、土9：00～23：00、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第2月曜

2159-707 ゴールドジム　銀座東京
◦愛知県 JR「金山駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：24時間
営業、日曜20：00～月曜7：00はクローズ　◦休業日：第3月曜

2159-717 ゴールドジム　名古屋金山

◦東京都 JR「渋谷駅」より徒歩4分　◦ご利用時間：月～金7:00～
23:30、土9：00～23：30、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第3月曜

2159-708 ゴールドジム　渋谷東京
◦滋賀県 JR「栗東駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：月～金7：00～
23：00、土9：00～23：00、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第2月曜

2159-718 ゴールドジム 栗東滋賀

◦東京都 JR「中野駅」より徒歩5分　◦ご利用時間：月～金7：00～
23：30、土9：00～23：30、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第3月曜

2159-709 ゴールドジム　ウエスト東京（中野）
◦大阪府 阪急「梅田駅」より徒歩5分　◦ご利用時間：24時
間営業、日曜20：00～月曜7：00はクローズ　◦休業日：第3月曜

2159-719 ゴールドジム　梅田大阪

◦東京都 JR「八王子駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：月～金：7：00
～23：30、土9：00～23：30、日・祝日：9：00～20：00　◦休業日：第3月曜

2159-710 ゴールドジム　八王子
◦大阪府 JR「高槻駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：7：00～23：
00、土9：00～23：00、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第2月曜

2159-720 ゴールドジム　高槻大阪

◦神奈川県 JR「戸塚駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：月～金7：00
～23：00、土9：00～23：00、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第2月曜

2159-711 ゴールドジム　戸塚神奈川
◦兵庫県 東海道本線「元町駅」より徒歩3分　◦ご利用時間：月～金：7：
00～23：00、土9：00～23：00、日・祝日：9：00～20：00　◦休業日：第3月曜

2159-721 ゴールドジム　神戸元町

◦神奈川県 JR「辻堂駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：月～金7：00～23：30、
土9：00～23：00、日・祝日9：00～20：00　◦休業日：第3月曜、夏季、年末年始

2159-712 ゴールドジム　湘南神奈川
◦京都駅 JR「二条駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：月7：00～
27：00、火～土6：00～27：00、日6：00～20：00　◦休業日：第3月曜

2159-722 ゴールドジム　京都二条

◦神奈川県 小田急線「本厚木駅」より徒歩1分　◦ご利用時間：
24時間営業、日曜21：00～月曜7:00はクローズ　◦休業日：第3月曜

2159-713 ゴールドジム　厚木神奈川
◦福岡県 地下鉄「天神駅」より徒歩3分　◦ご利用時間：月7：00～27：00、
火～土5：00～27：00、日5：00～20：00　◦休業日：第2月曜、夏季、年末年始

2159-723 ゴールドジム　博多福岡

プライベートトレーニング／60分

世界30カ国・700カ所以上・300万
人のメンバーを誇る世界最大級のネッ
トワークのフィットネスクラブです。

ゴールドジム
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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。

音楽教室
音楽の魅力を体験

テニスレッスン
レベルに合わせて楽しくテニス

テニスプライベートレッスン／50分　
◦ 茨城県 つくばエクスプレス「つくば駅」
よりバス15分　
◦ご利用時間：９：00～21：00　
◦休業日：無休

2159-724 T-1インドアテニススクール
個人レッスン60分×2回コース・ギター、ドラム、ピアノ、他
から選べます　◦福島県「会津若松駅」より徒歩9
分　◦ご利用時間：10:00～22:00　◦休業日:月曜

2159-725 DONミュージックスクール

音楽レッスン/50分　ボーカル/ギター/ピアノの中か
ら選べます。　◦愛知県  「今池駅」より徒歩5分　
◦ご利用時間：10:00～21:00　◦休業日:不定休

2159-727 スナフキンズ音楽教室

アコースティックギター、個人レッスン／30分×2
回　◦広島県 「本通駅」より徒歩2分　◦ご利
用時間：10:00～20:00　◦休業日:年末年始

2159-726 木定音楽センター本通
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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。

メンズエステ
身体を磨いて、リフレッシュ

フェイシャルエステ／45分　
◦奈良県 「真管駅」より徒歩2分　◦ご利用時間：月～土10:00～20:00　
◦休業日:第2、4、5日

2159-731 MEME for MEN

フェイスマッサージ+モイストチャージパック／40分　
◦石川県 「金沢駅」よりバス15分　◦ご利用時間：10:30～21:30　
◦休業日：無休

2159-732 エステティックサロン テラピ 

エステ
癒しと美しさを手に入れるエステ

フェイシャルトリートメント＋デコルテ、首、肩、背中のオイルマッサージ／60分　
◦東京都 「目黒駅」より徒歩4分　
◦ご利用時間:10:00～20:00　◦休業日:不定休

2159-728 ファセテラピーサロン目黒

造美顔フェイスマッサージ＋モイストチャージパック／40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

2159-730 エステティックサロンテラピ

フェイシャルトリートメント+デコルテ、首、肩、背中のオイルマッサージ／60分　
◦地下鉄「東銀座駅」より徒歩7分　
◦ご利用時間:10:00～20:00　◦休業日：不定休

2159-729 ファセテラピーサロン 銀座店
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◦写真はイメージです。
◦お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

マッサージ・リフレクソロジー
疲れやストレスの解消に 第二の心臓と言われる足裏をケア

経路整体＋アロマテラピーリンパトリートメント
／60分　
◦福島県 飯坂線 「笠谷駅」・「上松川駅」より
　徒歩18分　
◦休業日:火曜・祝日　
◦ご利用時間:平日10:00～20:00
　日曜10:00～17:00（要予約）

2159-736 リフレッシュサロン 山椿
ハワイアンロミロミ&ホットストーン／40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　◦定休日:年末年始

2159-733 MZA

足湯＋足つぼ施術／50分　
◦愛媛県 伊予鉄「松山市駅」徒歩10分　
◦ご利用時間:11:00～20:00　休業日:水曜日

2159-737 Relaxation Space 212
ボディリンパコース／60分　
◦愛媛県 JR「市坪駅」徒歩10分　◦ご利
用時間:9:30～19:00　◦休業日:日曜

2159-735 東洋系リンパマッサージ ルナ コスメティックサロン

ほぐれしあクリームを使ったリンパドレナージュ／60分
◦鳥取県 JR「鳥取駅」より徒歩10分　◦ご利用時間：
11：00～21:00　土日祝9：00～21:00　◦休業日:不定休

2159-734 メディカルO2サロン梨花

ネイルケア
すっきりとして美しい指先を

ジェルネイル 選べるカラーでフレンチ ラメライン付き／90
分　◦愛知県 「名古屋駅」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

2159-741 ネイルサロン マシェリ
ケアカラー＆ハンドマッサージ／80分　◦青森県 
JR「青森駅」徒歩1分　◦ご利用時間：10：00～
20：00　◦休業日:不定休（施設に準ずる）

2159-738 OopsNAIL 青森ラビナ店

メンズハンドケアベーシックコース／40分　◦神奈川県 
各線「横浜駅」より徒歩4分　◦ご利用時間:平日12:00
～22:00、土日祝日10:00～20:00　◦休業日：無休

2159-743 ファストネイルプラス横浜店
ケアカラー＆ハンドマッサージ／80分　◦岩手
県 「盛岡駅」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）

2159-740 OopsNAIL 盛岡フェザン店

メンズハンドケアベーシックコース／40分　◦東京都 各
線「新宿駅」より徒歩2分　◦ご利用時間:平日12:00～
22:00、土日祝日10:00～20:00　◦休業日：無休

2159-742 ファストネイルプラス新宿店
ケアカラー＆ハンドマッサージ／80分　
◦岩手県 JR「北上駅」バス15分　◦ご利用
時間：10：00～20：00　◦休業日:無休

2159-739 OopsNAIL 北上パル店
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

ピラティスレッスン ライフスタイルに健康と美と癒しを

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

スタジオ・ヨギー
ピラティスレッスン 約60分（ペア1回）　※レンタルマット無料　※ドリンク付
※全店舗休業日：年末年始

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2159-747 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2159-756 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2159-755 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

2159-764 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2159-754 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

2159-763 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2159-753 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

2159-762 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

2159-752 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2159-761 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道JR「札幌駅」より徒歩1分

2159-751 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2159-760 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2159-750 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

2159-759 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2159-749 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2159-758 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2159-748 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

2159-757 スタジオ・ヨギーOSAKA
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。

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

スタジオ・ヨギー
骨盤調整レッスン 約75分（ペア1回）　※レンタルマット無料　※ドリンク付
※全店舗休業日：年末年始

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

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分

2159-765 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2159-774 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2159-773 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

2159-782 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2159-772 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

2159-781 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2159-771 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

2159-780 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

2159-770 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2159-779 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道JR「札幌駅」より徒歩1分

2159-769 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2159-778 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2159-768 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

2159-777 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2159-767 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2159-776 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2159-766 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

2159-775 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（ペア1回）　※レンタルマット無料　※ドリンク付
※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

2159-783 スタジオ・ヨギー新宿EAST
●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分

2159-792 スタジオ・ヨギー名古屋

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分

2159-791 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

2159-800 スタジオ・ヨギー心斎橋

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分

2159-790 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

2159-799 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分

2159-789 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

2159-798 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

2159-788 スタジオ・ヨギーTOKYO
●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分

2159-797 スタジオ・ヨギー池袋

●北海道JR「札幌駅」より徒歩1分

2159-787 スタジオ・ヨギー札幌
●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分

2159-796 スタジオ・ヨギー渋谷

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分

2159-786 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

2159-795 スタジオ・ヨギー京都

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分

2159-785 スタジオ・ヨギー大宮
●福岡県 西鉄「天神駅」より徒歩1分

2159-794 スタジオ・ヨギー福岡

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分

2159-784 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

2159-793 スタジオ・ヨギーOSAKA

5500_オールマイティ 156



2159-817 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

2159-818 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）

2159-819 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）

2159-820 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）

2159-821 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）

2159-822 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）

2159-823 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）

2159-824 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）

2159-825 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）

2159-826 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

2159-827 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）

2159-833 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）

2159-834 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

2159-835 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）

2159-836 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

2159-837 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）

2159-838 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）

2159-839 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）

2159-840 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）

2159-841 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）

2159-842 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）

2159-843 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

2159-844 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）

2159-845 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

2159-846 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）

2159-847  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

2159-828 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

2159-829 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）

2159-830 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）

2159-831 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）

2159-832 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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