
グリーン住宅ポイントの最新情報は、こちらでご確認ください
グリーン住宅ポイント事務局ホームページ

グリーン住宅ポイント事務局

ギフトパッド グリーン住宅ポイント交換商品窓口（土・日・祝除く10：00～17：00）

お申し込みから約 1ヶ月で商品お届けとなります。

グリーン住宅ポイント

このカタログについてのお問い合わせ

https://greenpt.mlit.go.jp

0570-550-744

0121-264-012

giftpad@support-point.jp

042-303-1414

※詳細はP.4 へ 『グリーン住宅ポイント」とは？
コロナウイルスの影響によって落ち込んだ経済の回復を図るため、
要件を満たす住宅の建築や購入、リフォーム工事を行った方に追加工事や
商品交換ができるポイントを発行する制度です。
※消費税率8%が適用される場合は、特例を除き、本制度の対象です。
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ポイントをもらったらすぐに交換
グリーン住宅ポイントと交換できる商品は、どれも暮らしや住まいに役立つものばかり。

幅広い商品ラインナップも魅力なので、
お得にかしこく新生活を彩るアイテムを手に入れよう。

C O N T E N T S

P.  3申込方法
Q & A P.  5

Energy saving
省エネ

P.20

Disaster prevention
防災

P.34

Parenting
子育て

P.21

Regional promotion
地域振興

P.36

Housework P.  6
家事

Health
健康

P.26

New daily life
新生活

P.42

住まいに役立つ
アイテムを手に入れよう！



申 込 方 法

ポイント×数量を計算して記入してください。

交換を希望する商品の情報を記入してください。
商品の情報を確認の上、《商品コード》《ポイント》《数量》《事業者名/事業・サービス
名》《商品名》を記入してください。

欲しい商品を上から順に記入してください。
ポイントが不足する場合や交換できない商品が含まれる場合、記入が下の商品を
取り下げます。

利用可能ポイント数を記入してください。
最新のポイント通知に記載された「利用可能ポイント数」を記入してください。

ポイント×数量を計算して記入してください。
利用可能ポイント数を超えて申込みしないよう注意してください。

交換を希望する商品の情報を記入してください。
商品の情報を確認の上、《商品コード》《ポイント》《数量》《事業者名/事業・サービス
名》《商品名》を記入してください。

欲しい商品を上から順に記入してください。
ポイントが不足する場合や交換できない商品が含まれる場合、記入が下の商品を取
り下げます。

申請者の情報を記入してください。
ポイント発行を受けた方以外の申込みはできません。
●�グリーン住宅ポイント事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとり
やすい電話番号を記入してください。

総ページ数と各申込書が何ページ目に該当するかを記入してください。

申請者の情報を記入してください。
ポイント発行を受けた方以外の申込みはできません。
●�［連絡先］は固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記入してください。
●�事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記入
してください。

受付番号を記入してください。
●窓口申請の場合：受付証に記載されます。
●郵送申請の場合：グリーン住宅ポイント事務局からの通知物に記載されます。

交換後の利用可能ポイント数を記入してください。
4 から 8 を引いたポイント数が交換後の利用可能ポイント数です。
※複数枚使用の場合は最後の一枚に計算結果を記入してください。

申込みを⾏うすべての商品のポイント数を合計し、記入してください。
●利用可能ポイント数を超えて申込みしないよう注意してください。
●ポイントが不足する場合、上から記載の順で商品交換を⾏います。
※複数枚使用の場合は最後の一枚に計算結果を記入してください。

転居された場合は、グリーン住宅ポイント事務局へご連絡の上、住所変更手続きを⾏って
ください。商品交換申込ハガキでは住所の変更手続きはできません。

注 意 事 項

商品交換申込期限 

期限を過ぎて利用されていないポイントは
すべて無効となります。

令和4年1月15日（予定）

発送時期

事業者が提供時期を予め
公表しているものを除きます。

商品はおおむね申込みから
1か月程度で発送

収納・設置場所

商品の収納場所等ご確認の上
お申込みください。

商品を一度にまとめて申込むと
同時期に届く場合があります

2  商品交換申込書
でのお申込の場合

  オンラインでの申込み P.4 へ

グリーン住宅ポイント事務局ホームページ「交換商品を探す」ページに
てログインすることにより、交換商品の検索と交換申込みを一括して行
うことができます。

   郵送での申込み 下段へ

以下のいずれかの書類を郵送することで交換申込みを行うことができます。

１ 商品交換申込ハガキ 2 商品交換申込書

１ 商品交換申込ハガキ
でのお申込の場合
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商品交換方法（  郵送での申込み ）
商品交換申込ハガキ又は申込書に署名し、グリーン住宅ポイント事務局へ提出することにより、「商品交換ガイドライン」および「商品交換申込書
同意事項」に同意したこととなります。 ＊交換商品カタログまたはグリーン住宅ポイント事務局ホームページよりご確認ください。
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ポイントをもらったらすぐに交換
グリーン住宅ポイントと交換できる商品は、どれも暮らしや住まいに役立つものばかり。

幅広い商品ラインナップも魅力なので、
お得にかしこく新生活を彩るアイテムを手に入れよう。

C O N T E N T S

P.  3申込方法
Q & A P.  5

Energy saving
省エネ

P.20

Disaster prevention
防災

P.34

Parenting
子育て

P.21

Regional promotion
地域振興

P.36

Housework P.  6
家事

Health
健康

P.26

New daily life
新生活

P.42

住まいに役立つ
アイテムを手に入れよう！



STEP

STEP

STEP

「ログイン」画面で「個人ID・パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

グリーン住宅ポイントホームページトップ画面より、「交換商品を探す」を押してください。

「交換商品を探す」ページで「ログイン」を押してください。

初回のログインの際、メールアドレスの登録が必要です。 初回ログイン後、必ずパスワードの変更を⾏ってください。

【PC 画面】 【スマートフォン画面】

【PC 画面】

※ポイント発行・交換・利用のお知らせ

【スマートフォン画面】

【PC 画面】

個人ID・パスワードはグリーン住宅ポイント事務局から送付されて
いるポイント通知の「あなたのアカウント」欄に記載されます。

【スマートフォン画面】

Click

Click

Click

Click

Click

※ホームページの画像は2021年6月時点のものです。

グリーン住宅ポイント

Click

Click

商品交換方法（  オンラインでの申込み ）
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Q & A
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Q. 保証はメーカー保証のみですか？ ▶︎ A. メーカーの保証のみとなっております。

Q. 配送時間帯の指定はできませんか？ ▶︎ A. 配送時間帯のご指定は承れません。もしご都合の悪い時間帯でしたら、直接交渉して頂
く、もしくは別日にて調整頂くようになります。

Q. リサイクル回収を希望だか、お届け先ではない住所に取りにきてもらいたい。 ▶︎ A. リサイクル回収は、配送設置でお伺いする住所に回収することが原則なります。同じ敷地内にある隣の建物、という場合も回収が難しいことがあります。

Q. 「標準設置」とあるが今回「配送のみ」を希望。その分何かもらえませんか。 ▶︎ A. 大変申し訳ございません。ポイント内に標準設置が込まれておりますので別途何かご提
供するという事はお受けできません。

Q. 既存の家電を動かしてもらい、そこに新しい家電の設置をお願いしたい。 ▶︎ A.

購入商品以外のお客様宅にある品物には手を触れてはいけないという設置業者で取り決
めがされております。以前、お客様の商品の移動等を依頼され傷等ができてしまい問題に
なったことがあるとの事。当日にお伺いする業者の好意により⾏ってくれる場合もあるか
もしれませんが、弊社から依頼することはできかねます。

Q.
2,3か月後に引っ越しの為、新居に配送設置をし
てもらいたいがまだ引っ越し日が分からない。ど
うしたら良いでしょうか。

▶︎ A.

商品の取り置きができない為、お引越し予定日の1か月前に再度お電話を致します。その
際お選び頂きました商品が在庫切れ等ですぐに商品のご提供が難しい場合もございま
す。商品お届けができる日までお待ち頂くようになります。もしくはメーカーで生産終了と
なってしまった場合、後継品又は代替品のご提案致します。

Q.

2Fに設置希望だが、階段から搬入できないのは
分かってる。以前引っ越した時にユニックで入れ
たので今回も同じになると思う。幾らかかります
か。

▶︎ A.

ユニックで対応できる業者をお探し致します。ユニック搬入になった際には、お客様ご負担
となりますのでご了承下さい。必ず見積（下見）は必要となります。見積（下見）の費用がか
かる業者もございますので改めてご連絡致します。流れと致しまして、まず室内から搬入
できないかの室内搬入の業者が一度お伺い致します、やはり無理な場合、ユニック会社の
業者が再度お伺い致します。２回程お時間頂くようになります。

Q. 玄関からでなく掃き出し窓からであれば、搬入できるかもしれない。 ▶︎ A.

通常玄関口から2名での搬入を標準設置として想定しております。もし掃き出し窓からの
搬入になりますと、段差等あった場合、人員の増員が必要となる場合がございます。設置
業者が人員増員しないと搬入できないと判断した場合、増員分に関しましてはお客様にて
当日現金支払い。配送設置日も別日になる可能性がございます。業者にもよりますがおお
よ3,000~5,000円程になります。

Q. 「配送」のみだと、どこまで運んでくれるの。 ▶︎ A. 玄関口（軒先渡し）となります。

Q.
配送時間帯が選べないと事だが、「例え：土曜日の
午前中」しか対応できない。どうにかなりません
か。

▶︎ A. エリアによって配送時間帯が選べない場合もございます。確認しご連絡致します。

Q. 配送される日、申請者でなくても誰かいれば良いですか。 ▶︎ A. どなたでも問題ございません。

Q.
「標準設置込み」とあるが、新居の引渡しが先の
為、現在の住居へ「配送」のみお願いして、後日新
居へ「設置」をお願いすることは可能か？

▶︎ A.
誠に申し訳ございません。配送と設置のセットでお受けしております。後日新居への設置
のみのご依頼はお受けしておりません。引っ越し業者に依頼されている方もいらっしゃい
ますので、ご確認頂けませんでしょうか。

Q. 新居へ配送してほしいが、住所がまだ分からない。どうしたらよいか？ ▶︎ A. 住所が分かり次第ご連絡ください。お選び頂きました商品のご提案が難しい場合もござ
います。代替品もしくは後継品になる可能性もございますのでご了承下さい。

Q. 今回の注文をキャンセルしたい。 ▶︎ A. 一度お申し込みいただきました希望商品の変更または取消しを⾏うことはできません。

Q.
搬入時、玄関からではなくリビングからお願いし
たいのですが、ウッドデッキがあります。問題ない
ですか？

▶︎ A.

場合によっては搬入に差し支えることもありますので、一度下見することをおすすめしま
す。通常玄関口から段差のない経路で2名での搬入を「標準設置」として想定しておりま
す。ウッドデッキ等、掃き出し窓からの搬入の場合等、そこまでの道のりがフラットであれ
ば問題ないかとは思いますが、もし段差があり2名でなく増員が必要になった場合は、増
員費用につきましてはお客様負担となりますのでご了承下さい。

Q. ドアを外せば搬入できるかもしれないので、搬入時に外してもらえますか？ ▶︎ A.

搬入当日までにお客様ご自身で外してください。配送業者で商品以外の物は触ってはい
けない規定があるとの事です。以前お客様商品を破損や傷をつけてしまったという事案
があり、その後から商品の移動又は扉を外す等の対応は⾏えないルールとなっておりま
す。たまに、ドライバーの好意により⾏ってくれる方もいらっしゃるようですが今回お伺い
する業者がやってくれる方とは何とも申し上げられませんのでご自身でご対応頂けませ
んでしょうか。

Q. 設置作業時間はどのくらいですか？ ▶︎ A. 現地の状況により作業に要する時間が異なるため、３０分から１時間程みてください。

Q. 設置期限までに新居が完成しない。どうすればいいですか？ ▶︎ A. 現住居へ設置なしでのお届けになります。（別に保管場所があればそちらへお届け）

Q. 設置時期はまだまだ先だが、どうしてもこの商品がほしいので取り置きをしてほしい。 ▶︎ A. １か月以上前からの取り置きは⾏っておりません。在庫終了時は後継品をご案内させていただきます。

Q. 交換期限過ぎた場合、または余ったポイントは換金できますか？ ▶︎ A. 換金は致しかねます。期限を過ぎるとポイントは失効します。

洗
濯
機

Q.

今回、ドラム式の洗濯機を選びました。固定の防
水パンが設置されているので、もしかしたら防水
パンに収まらないかもしれない。どうにかして入
れることはできませんでしょうか。

▶︎ A.

嵩上げをして設置することは可能かもしれませんが、一度設置業者に見積（下見）をしても
らった方が安全です。嵩上げがあれば設置可能となった場合、当日業者が”嵩上げ部品”を
用意し設置してくれます。もしくはご自身でご用意ください。嵩上げ費はお客様ご負担と
なります。

Q. 防水パンは必要でしょうか。 ▶︎ A. 不安な場合は、型番にあった防水パンのご購入、ご準備をお願い致します。

冷
蔵
庫

Q. 既存の冷蔵庫は、どういう状態にすれば良いでしょうか。 ▶︎ A. 業者がくる時間までに、すべての食品を出しておいてください。製氷機の水も捨てて下さ
い。コンセントも外して下さい。

Q. どのぐらい前に電源を抜いたほうが良いでしょうか。 ▶︎ A. 業者がくる時間までに、電源を抜いてお待ち下さい。

テ
レ
ビ

Q. 「標準設置」とあるが、どこまでやってくれるの？ ▶︎ A.
電源がつくところまで⾏います。壁掛けをご希望の場合「壁掛け」は別業者となりますので
ご自身で手配頂きますようお願い致します。壁掛けの部費につきましては付属しておりま
せんのでご購入をお願い致します。

Q.
「標準設置込み」には壁掛け設置も該当しますか？
しない場合は別途料金発生してもよいので、壁掛
け設置をしてほしいです。

▶︎ A. 壁掛け設置は特殊工事が必要な為、⾏っておりません。



※画像は右開きのものです。

Housework 毎 日 の 家 事 の 負 担 や ス ト レ ス を 解 消 !

GR-T500GZL	 左開き（アッシュグレージュ）	 商品コード：E2392-0113
［JAN コード：4904530101106］
GR-T500GZL	 左開き（グレインアイボリー）	 商品コード：E2392-0114
JAN コード：4904530101113］
GR-T500GZ	 右開き（アッシュグレージュ）	 商品コード：E2392-0115

［JAN コード：4904530101137］
GR-T500GZ	 右開き（グレインアイボリー）	 商品コード：E2392-0116

［JAN コード：4904530101144］

必要ポイント数：300,000

●みずみずしく新鮮保存「もっと潤う 摘みたて野菜室」。
●肉も魚もいつでも美味しく「氷結晶チルドモード」。
●60㎝幅で501Lの大容量を実現したマジック大容量。

開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタート
することができます。3種類の動きジグザグ→壁沿い→ランダ
ム→壁沿い→ジグザグ→壁沿い→ランダム→壁沿いを反復
し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って
動きながら２つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体
を掃除します。

● 洗剤自動投入 新搭載：洗剤・柔軟剤の最適な量を投入でき、半年に
一度、水を流すだけの簡単お手入れ。

●AI標準コース：標準コースを運転するたび、理想の仕上がりに!
●操作ラクラク：ガラスドア&光るタッチナビ。

●外形寸法（幅×高さ×奥⾏）：幅600×奥⾏745×高さ1833mm（ハンドル·脚カバーを除く）●据付必
要寸法（幅×高さ×奥⾏）：幅600X奥⾏745X高さ1833mm●本体重量：108kg●ドア数：5ドア●ドア
タイプ：左開きタイプ●総有効内容量：501L●冷蔵室容量：256L●冷凍室容量：117L●製氷室容量：
18L●野菜室容量：110L●冷凍室位置：下段●年間消費電力量：259kwh/年●年間電気代目安：約
6990円●省エネ基準達成率：106%

【東芝】		冷蔵庫（501L）	5ドア	VEGETA

［JAN コード：4518351002025］

必要ポイント数：44,700
商品コード：E9073-0105

●330×75mm●充電時間:5時間� ACアダプター定格/●入力:交流100V　
50/60Hz●出力:直流24V　600mA●稼動時間:最大約60分●稼動面積:約120㎡
（74畳相当）●付属品:サイドブラシ（左右）、集塵フィルター、ACアダプター、充電ス
テーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン

ロボクリーナー

グレインアイボリーアッシュグレージュ

標準設置対応付

必要ポイント数：280,000
●寸法：幅�640×高さ�1115×奥⾏�727mm質量：約 80kg ●便利機能：液体洗剤・柔軟剤
自動投入 5センサー（温度・湿度・水位・重量・振動）プラズマクラスター除菌乾燥槽洗浄プ
ラズマクラスター除菌・消臭コース光るタッチナビふろ水ポンプ対応（別売）予約タイマーチャ
イルドロック電源オートオフ

【シャープ】ドラム式洗濯乾燥機	洗濯 11.0kg/	 	
乾燥 6.0kg	ES-WS13	ブラウン
左開き	商品コード：E6496-0043

［JAN コード：4974019159164］
右開き	商品コード：E6496-0044

［JAN コード：4974019159171］

標準設置対応付
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［JAN コード：4974019135724］

必要ポイント数：84,000

必要ポイント数：45,000

●「おくだけグリル」：好みの食材をのせるだけ。加熱水蒸気の「複数の食材を同時に調理できる」特性を生かしたカンタングリル調理。
　 ※総量は500g〜1kgまで（2〜4人分相当）、冷蔵・常温のみ、調理法：網焼き、揚げる
●「らくチン1品」搭載：「らくチン!ベジ」、「らくチン!中華」、「らくチン!パスタ」、「らくチン!煮物」、「らくチン!カレー」：食材や調味料のアレンジができ、

メニュー通りでなくてもOK。耐熱性の容器を使って、分量の設定不要で1〜4人分を自動調理が可能。

●ワンタッチで簡単に本格
的な一杯を作れ、お手入
れもらくらく。

●給水表示に加えて、コー
ヒー残量表示も搭載。

●「ネスカフェ アプリ」に対
応し、自分好みのレシピ
が楽しめます。

コーヒータンクとブライトタ
ンクの2種類のタンクを搭
載し、8つの本格メニューを
指先ひとつで作れます。今
までにないきめ細やかで豊
かな泡立ちとミルクリッチ
でクリーミーな味わいのラ
テが楽しめます。

食材と調味料をいれるだけ、かきまぜも火加減も自動の水なし調理が可能。2種類のメニュー
を同時に調理したり、スマホアプリとの連携で予約調理の時間を変更したりできます。

商品コード：E3752-0059

商品コード：E0488-0054

●外形寸法：幅490mm�×�奥⾏435mm�×�高さ400mm　●庫内有効寸法：幅405mm�×�奥⾏
315mm�×�高さ235mm　●本体重量：約20kg●総庫内容量：30L（2段調理）●定格消費電力·レ
ンジ：1,460W·オーブン：1,400W·グリル：1,400W●レンジ定格高周波出力：1,000W※、600W、
500W、200W相当（出力切替）※1,000Wでの連続運転時間は最大3分です。●オーブン温度調節
範囲·ウォーターオーブン/オーブン：100~250℃·発酵：30℃·スチーム発酵：35·40·45℃●本体質量：
約20kg●同梱メニュー集掲載メニュー数：92メニュー（自動メニュー88）●付属品：角皿2枚、調理網1
枚、取扱説明書、メニュー集

●外形寸法幅220mm×奥⾏305mm×高さ240mm●量の目安：1~2人分●電源：AC�100V�50-60Hz�共用●定格消費電力：
350W●定格容量：1.0L●設定温度（発酵·低温調理）：35~90℃●最大予約設定時間：15時間●画面：2.4インチ、メニュー名表示●
外形寸法（幅×奥⾏×高さ）：220×305×240mm●質量：約3.7kg●電源コードの長さ：約1.4m（マグネットプラグ方式）●メニュー
集掲載数：80（自動メニュー63/手動メニュー17）●付属品：蒸しトレイ/メニュー集/取扱説明書

【シャープ】AX-XJ1-W	HEALSIO（ヘルシオ）	
ウォーターオーブン	30L	ホワイト

［JAN コード：4902201433808］

必要ポイント数：13,000
商品コード：E9073-0124

●本体W×D×H（mm）�：163×289×351●重量（g）：3200●原産国：中国●タンク容量：
1000ml●オートオフ機能時間：5分

【ネスレ】	HPM9638PR	
バリスタ	ダブリュー	プレミアムレッド		

［JAN コード：4902201429825］

必要ポイント数：21,000
商品コード：E0488-0052

●本体サイズ（約）：幅18.0×奥⾏30.4×高さ43.4cm●容量：2.0L●本体サイズ（約）：幅18.0×奥
⾏30.4×高さ43.4cm●重量：約5.4kg●消費電力：1460W●オートオフ機能：5分

【ネスレ】	HPM9637-PB	
バリスタ	デュオ	プレミアムブラック

【シャープ】KN-HW10E-W水なし自動調理鍋	HEALSIO（ヘルシオ）ホッ
トクック	1.0L	ホワイト

［JAN コード：4974019155531］
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Housework

●計量&投入の手間を省く「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」。
●「温水泡洗浄&パワフル立体水流」で強力洗浄。
●弱洗い対応のコースが拡充「おしゃれ着」コース新搭載。

●大好評の「自動投入」ラインナップが充実。
●洗うたびに、自動で洗濯槽をお手入れする機能で、日々の黒カビ

対策ができます。
●大きな投入口で、毛布などの大物もサッと出し入れ

●液体洗剤・柔軟剤 自動
投入のさらなる進化「2
度洗い」モード新搭載。

●温水の洗浄力で、嫌な
ニオイも黄ばみも解決。

「温水泡洗浄W」。
●利便性とデザイン性

を両立する「ハイセット」
「BIG投入口」。

●「ビッグサークル投入
口」で衣類の取り出しが
ラク。

●「泡洗浄&パワフル立体
水流」で強力洗浄。

●弱洗い対応のコースが
拡充「おしゃれ着」コー
ス新搭載。

必要ポイント数：180,000

［JAN コード：4549980468692］

必要ポイント数：280,000
商品コード：E6496-0034

●外形寸法（幅×高さ×奥⾏）給・排水ホースを含む：643×1086×694mm●洗濯･脱水容量：
12kg●標準使用水量（約）定格洗濯時：150L●消費電力（約）�電動機（洗濯時）：495W●運
転音（約）：洗濯時�37dB/脱水時39dB●コース�洗濯/おまかせ/おまかせ（約15℃）/おまか
せ（約40℃）（6kg）/わたし流/わたし流（約15℃）/パワフル滝洗い（7.2kg）/パワフル滝すす
ぎ（7.2kg）/おうちクリーニング（4kg）/おしゃれ着（約30℃）（2kg）/においスッキリ（約40℃)
（2kg）/つけおき（約40℃）（2kg）/毛布（6kg）/フレグランス（6.5kg）/槽洗浄（6時間/11時
間）/槽・風乾燥（2kg）/毛布（約40℃）（3kg）/おしゃれ着（3.6kg）/サッと槽すすぎ●付属品：給
水ホース,�給水栓つぎて,�外部排水ホース,�風呂水吸水ホース,�ホースハンガー,�風呂水フィル
ター,�キャップ（ホース穴カバー）

【パナソニック】
NA-FA120V5-W
全自動洗濯機	12kg	ホワイト

標準設置対応付

［JAN コード：4549980644966］

必要ポイント数：320,000
商品コード：E6496-0038

●寸法：W63.9×H105.0×D66.5cm（給･排水ホース含む）●ドアタイプ：左開き�※ドアが向
かって左側に開きます。●洗濯・脱水容量：10kg●乾燥容量：5kg●洗浄方式：温水泡洗浄W●
乾燥方式：低温風パワフル乾燥（ヒーター排気式）●標準使用水量：洗濯時/78L、洗濯〜乾燥時/
約65L●運転音：洗濯時/約32dB、脱水時/約42dB、乾燥時/約46dB●洗濯時間：約30分●洗
濯〜乾燥時間：約195分●消費電力量：洗濯時/約70Wh、洗濯〜乾燥時/約1980Wh●設置
可能防水パン：奥⾏（内寸）54.0cm以上●寸法：W63.9×H105.0×D66.5cm（給･排水ホース
含む）●質量：約74kg●バスポンプ：○

【パナソニック】ななめドラム式洗濯機	Cuble
左開き	プレミアムステンレス	NA-VG2500L-X

標準設置対応付

［JAN コード：4549980469842］

商品コード：E2392-0086

●外形寸法（幅×高さ×奥⾏）給・排水ホースを含む：599×1024×618mm●洗濯･脱水容量：
8kg●標準使用水量（約）�定格洗濯時：97L●消費電力（約）�電動機（洗濯時）：375W●運転音
（約）：洗濯時�32dB/脱水時�3 9 d B ●コース � 洗濯：おまかせ /わたし流 /パワフル
滝洗い（4.8kg）/パワフル滝すすぎ（4.8kg）/おうちクリーニング（2.4kg）/毛布（4.2kg）/槽洗浄
（6時間/11時間）/槽・風乾燥（2kg）/泥汚れつけおき（3kg）/おしゃれ着（3.0kg）/サッと槽すす
ぎ●付属品：給水ホース,�給水栓つぎて,�外部排水ホース,�調節ゴムシート,�風呂水吸水ホース,�
ホースハンガー,�風呂水フィルター

【パナソニック】	NA-FA80H9-W
全自動洗濯機	8Kg	ホワイト

標準設置対応付

［JAN コード：4549980469781］

必要ポイント数：255,000
商品コード：E6496-0035

●外形寸法（幅×高さ×奥⾏）給・排水ホースを含む：643×1086×694mm●洗濯･脱水容量：
11kg●標準使用水量（約）�定格洗濯時：145L●消費電力（約）�電動機（洗濯時）：495W●運転音
（約）：�洗濯時�37dB/脱水時�39dB●コース�洗濯/おまかせ/わたし流/パワフル滝洗い（7.2kg）
/パワフル滝すすぎ（7.2kg）/おうちクリーニング（4kg）/毛布（6kg）/槽洗浄（6時間/11時間）/
槽・風乾燥（2kg）/泥汚れつけおき（3.6kg）/おしゃれ着（3.6kg）/サッと槽すすぎ●付属品：給水
ホース,�給水栓つぎて,�外部排水ホース,�風呂水吸水ホース,�ホースハンガー,�風呂水フィルター,�
キャップ（ホース穴カバー）

【パナソニック】
NA-FA110K5-N
全自動洗濯機	11kg	シャンパン

標準設置対応付
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AI技術搭載、清掃中に障害となる7種類の物体を識別し賢く回避。
これまでにない豊富な最先端技術で隅々まで行き届いた清掃を実
現します。

部屋の間取を家中くまなくレーザーで高度にスキャンしてスマホの
アプリ上にリアルタイムにマップを作成することができます。複数階
のマップを記憶できるマルチフロアマッピング機能を搭載。

自動ゴミ収集スタンドを標準装備で、約30杯分のゴミを収容するこ
とが可能。また、水拭きも同時に可能なので、今まで以上に煩わしい
作業から解放します。

●「360°レーザーセンサー」で室内全体を検知し、正確に間取りを認識。
●障害物検知センサーで、散らかした物や家具を避けて隈なく掃除。
●クリーンセンサーで「見えないゴミ」まで逃がさない。

［JAN コード：4589914861472］

必要ポイント数：88,700
商品コード：E6496-0063

●353×353×93mm●充電時間（時間）約6.5時間●バッテリー容量（mAh）リチウムイオン
5200mAh●ダストボックス容量（mL）420●最長稼働時間（分）最大180分●セット内容：・ロ
ボット掃除機本体（1台）、充電台（1台）、交換用高性能フィルター（1個）、サイドブラシ（2セット：
計4つ）※1セットは交換用、クリーニングモップ（1枚）、使い捨てクリーニングモップ（11枚）、水
タンク（1個）※ロボット掃除機本体に装着済み、モッププレート（1個）・OZMOProストロング電
動クリーニングモップ（1個）・カッター付きメンテナンスブラシ（1個）

ロボット掃除機　DEEBOT	OZMO	T8	AIVI

［JAN コード：4589914861618］

必要ポイント数：110,700
商品コード：E6496-0064

●93×353×353mm●充電時間（時間）�約6.5時間�●バッテリー容量（mAh）�リチウムイオン
5200mAh�●ダストボックス容量（mL）�420�●最長稼働時間（分）�最大180分●�セット内容：・
ロボット掃除機本体（1台）、自動ゴミ収集機/充電台（1台）、交換用エコ紙パック（1個）、交換用
高性能フィルター（1個）、サイドブラシ（2セット：計4つ）※1セットは交換用、クリーニングモップ
（1枚）、使い捨てクリーニングモップ（5枚）、水タンク（1個）※ロボット掃除機本体に装着済み�・
モッププレート（1個）・カッター付きメンテナンスブラシ（1個）

ロボット掃除機　DEEBOT	OZMO	T8+

［JAN コード：4549980644157］

必要ポイント数：99,000
商品コード：E6496-0040

●本体：幅�345×高さ�99×奥⾏�330mm●充電台：幅�229×高さ�124×奥⾏�109mm●集
塵方式：ダストボックス式●集塵容積：25●フィルター：○●運転モード：自動、お手軽、徹底掃
除、エリア、スポット●充電時間：5時間●稼働時間：100分●稼動面積：約50畳●消費電力（充電
時）：20W●コード長（充電台）：1m●電源：リチウムイオン電池●電池寿命：繰り返し充放電�約
1500回●質量�本体：約3.1kg�充電台：約0.55kg●付属品：充電台（1個）電源コード（1本）ダス
トボックス�お手入れブラシ（1個）

【パナソニック】ロボット掃除機
RULO（ルーロ）	レーザーSLAM搭載
ホワイトMC-RSF600-W

［JAN コード：4589914861373］

必要ポイント数：72,200
商品コード：E6496-0065

●350×93mm●充電時間（時間）�約5時間�●バッテリー容量（mAh）�リチウムイオン
（5200mAH）●ダストボックス容量（mL）�430ml●最長稼働時間（分）�最大約200分�●セッ
ト内容：�掃除機本体�（1台）�、充電ドック�（1台）�、サイドブラシ（4本）�、差し替え用ダイレクト吸
引口（1個）、クリーニングモップ（1枚）、使い捨てクリーニングモップ（5枚）�、モッププレート（1
個）、高性能フィルター（1組）、メンテナンスツール（1個）����

ロボット掃除機　DEEBOT	OZMO	950
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Housework

軽くなって、キレイをラクに楽しく。軽量
1.1ｋｇ。軽さと強力パワーを両立して
いるので、スティックでもハンディでも
ラクに楽しくお掃除できます。

●本体：約幅23×奥20.5×高さ99.4cm●内容:本体・自走コンパクトヘッド・ハンディブラシ・すき
間用吸口・お手入れブラシ付属●充電時間約3.5時間●連続使用時間約30分(標準／自走コン
パクトヘッド非使用時：約45分)約8分(強)●電源:AC100V-50W(充電時)●材質：ABS樹脂・PS樹
脂・PP樹脂●日本製

［JAN コード：4549873118918］

必要ポイント数：100,000商品コード：E9073-0035

【日立】
コードレススティッククリーナー	ホワイト

●フローリング用延長ノズル付で、
届きづらい所も楽々お掃除。

●交換可能な内蔵リチウムイオン
バッテリーが2個付属。

●コードレススティックと同等のパワ
フルモーターをボディに搭載。

［JAN コード：622356235068］

必要ポイント数：30,500商品コード：E6496-0027
●使用時の製品サイズ(高さ×幅×奥⾏)419×53×61mm/収納時の製品サイズ(高さ×幅×奥
⾏)383×105×229mm●付属品：隙間用ノズル、マルチノズル、布団用ノズル、フローリング用
延長ノズル、充電ドック（Wバッテリー用／ノズル収納1ポケット）、リチウムイオンバッテリー×2●
充電時間：2.5時間●使用時間：約24分（バッテリー2個使用時）●中国製

【Shark】EVOPOWER	Plus
W35P	充電式ハンディクリーナー

［JAN コード：4902901902772］

［JAN コード：5025155041383］

とにかく軽くてパワフル、コンパクトな
のに大容量な紙パック式掃除機。本体
質量約2.4kgだから階段掃除や持ち運
びもラクラク。

必要ポイント数：50,000商品コード：E9073-0038
●約幅21×奥⾏32.3×高さ21cm●集じん方式：紙パック式●集じん容積：1.5L●床ブラシ：自
走式パワーブラシ●本体質量：約2.4Kg●消費電力：100V-1000W〜約300W●吸込仕事
率：500W〜約100W●運転音：64dB〜約58dB●付属品：サッシノズル

●サイズ：約幅7.8×奥9.7×高さ24.5cm（約0.697kg）●風量調整：3段階●風温調整：3+冷風
●付属品：スムージングノズル、スタイリングコンセントレーター、ディフューザー、ジェントルエ
アーリング、滑り止めマット●電源：AC100V-1200W●生産国：マレーシア・フィリピン

【三菱電機】
紙パック式掃除機	Be-K（自走式パワーブラシ）
シャイニーブルー

［JAN コード：5025155030479］

［JAN コード：5025155046760］

2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで、風量
を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離。変わらないパ
ワフルな吸引力が続きます。

必要ポイント数：57,000商品コード：E6496-0014
●約14.4×40.4×高さ20.6cm（約1.76kg）●標準ヘッド：ミニモーターヘッド●付属品：
コンビネーションノズル・隙間ノズル・フトンツール・ミニ�ソフトブラシ・延長ホース・ハード
ブラシ・カーチャージャー●充電時間：約3.5時間●使用時間：最長約30分●機能：パワー
モード（強/通常モード）●電源：AC100V●マレーシア/フィリピン製

【ダイソン】
Dyson	V7	Triggerpro	アイアン/ニッケル

髪の根元から毛先まで、ずっとツヤのある
髪へ。細かい髪やデリケートな頭皮に。
低温のやさしい風でありながら、髪を素早
く乾かし、髪のツヤを守ります。

必要ポイント数：62,000商品コード：E6496-0016

【ダイソン】
Dyson	Supersonic	Ionic　ブラック	/	ニッケル

変わらない吸引力、25%軽量化※。
液晶ディスプレイで吸引モードや
秒単位のバッテリー残量を表示や
フィルターのメンテナンス時期、ト
ラブルもお知らせ。クリアビンや
フィルター、ブラシバー、電子部品
を搭載していない付属ツールはま
るごと水洗いできます。
※Dyson V11シリーズとの比較

必要ポイント数：93,500商品コード：E6496-0030
●W250xD1100xH233mm（スティック時）●スティック時重量：1.9kg（本体+ホース、パイ
プ、標準ヘッド）●充電時間：3.5時間●最長運転時間：40分クリーナーヘッド1点。付属ツール
6点。・スリムフラフィクリーナーヘッド・ミニ�モーターヘッド・コンビネーションノズル・隙間ノズ
ル・専用充電ドック・収納用ブラケット・ツールクリップ

【ダイソン】Dyson	Digital	Slim	Fluffy　
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布団の上を滑らすだけで、
UVランプで除菌・ウィル
ス除去しながら布団のハ
ウスダストをたたき出して
吸引します。更に約60℃
の温風を本体底面から布
団に送り込みます。

［JAN コード：8809248469677］

必要ポイント数：27,000商品コード：E6496-0083
●316×373.6×171.8mm●運転モード：標準+温風　消費電力：450W

ふとんクリーナー	レイコップ PRO

ブラシレスモーター搭載
により強力な吸引力を保
ち小型化を実現。さらに、
UVヘッドに付け替えれ
ば、99.9%除菌とウィルス
除去が可能です。

［JAN コード：8809248463880］

必要ポイント数：38,800商品コード：E6496-0085
●242mm×1,136mm×210.8mm●運転時間［Low］約38分 ［Mid］約20分 ［Max］約9分　
充電時間：約3.5時間●セット内容：延長パイプ、パワーヘッド、UVヘッド（床用ブラシ付属）、ハン
ディノズル、すき間ノズル、充電アダプター�

コードレススティッククリーナー
レイコップ RSC300

乾湿両用タイプで液体も
吸引。コードを気にせず、
いつでも気軽にお掃除が
できる充電式のハンディ
クリーナー。

ふとん掃除から普段のハンディ使い
まで1台2役のクリーナー。ワンタッ
チでハンディクリーナーとして気軽
に使えるので、細かいデスク周りや
ソファー の隙間もらくらくお掃除が
できます。

［JAN コード：4536178972512］

必要ポイント数：7,000商品コード：E8656-0039
●約W120×D410×H140mm（約690g）●内容：充電器・先細ノズル・ブラシノズル・液体吸
引用ラバーパッド・約10時間充電式・約8分使用可●電源：AC100V-10W●中国製

【BLACK+DECKER】
乾湿両用クリーナー	オレンジ

［JAN コード：4580319928012］

必要ポイント数：20,000商品コード：E2392-0010
●寸法：W29.2×H19.2×D41.8cm●質量：2.1kg●消費電力：400W●集じん容量：0.6L●運
転音（約）：80dB●コード長（約）：4.5m●吸込仕事率：45W（ヘッドを外した状態）●セット内容：
本体、隙間ノズル、予備フィルター、お手入れブラシ、取扱説明書（保証書）●材質：ABS

【siroca】2WAY	ハンディ&布団クリーナー
stingray	SVC-350A	パールホワイト

［JAN コード：4054278648217］

コードレスタイプの乾湿両用
バキュームクリーナー、さらに
ブロア機能付きです。軽量でコ
ンパクト、しかもハイパワーで
ゴミをしっかり吸い取ります。

必要ポイント数：33,500商品コード：E8166-0044
●本体寸法（長さ×幅×高さ）�386×279×312mm●電源バッテリー：バッテリーパワー18V�●
定格入力電力：230W�●連続使用時間：約10分�●充電時間：310分�●コンテナ容量：7L�●本体
質量：3.1kg（バッテリーパワー、アクセサリーなし）、3.7kg（バッテリーパワー、アクセサリー込み）�
●標準装備品：ハンドグリップ付きサクションホース、すきまノズル、スモールノズル、紙パック、筒
型フィルター（固定ノブ付き）、バッテリーパワー18V2.5Ah、18V専用充電アダプター

【ケルヒャージャパン】
乾湿両用コードレスバキュームクリーナー
WD	1	バッテリーセット	イエロー

［JAN コード：4054278631578］

コードレスタイプの高圧洗浄機
K 2 バッテリーセットは、電源が
必要ありません。 電源が確保し
づらい場所での洗浄、バイクや
車の洗浄、家まわりのお掃除な
どに最適です。

必要ポイント数：68,500商品コード：E8166-0042
●長さ24.5×幅30.3×高さ62.9cm●電源バッテリー：バッテリーパワー36V●最大許容
圧力：11MPa●最大吐出水量：340L/h●連続使用時間：約8分：ブーストモード（サイクロン
ジェットノズル使用時）、約14分：標準モード●充電時間：600分●本体質量：4.5kg（バッテ
リーパワー、アクセサリーなし）、6.9kg（バッテリーパワー、アクセサリー込み）●標準装備品：
トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、バッテリーパワー
36V5.0Ah、36V専用充電アダプター、本体側カップリング

【ケルヒャージャパン】バッテリー式高圧洗浄機
K	2	バッテリーセット　イエロー
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Housework

※画像は右開きのものです。

バルミューダだけのスチームテクノロジーとパンの特徴に合わせて
調整された緻密な温度制御によって、誰でも簡単に感動の味を実現。
パンに合わせたおいしさを実現する為の4つの専用モードを設定。

［JAN コード：4560330110139］

必要ポイント数：33,000商品コード：E9073-0116
●本体サイズ（約）：幅35.7×奥⾏32.1×高さ20.9cm●庫内有効サイズ（約）：幅27.4×奥⾏
20.4×高さ17.8cm●重量：約4.4kg●消費電力：1300W●タイマー：1〜10・15分●コード
長：約1.0m●付属品：5ccカップ、ガイドブック

【BALMUDA	The	Toaster	】
（バルミューダ	ザ・トースター）	ブラックK05A-BK

●業界最薄プラズマクラスター冷蔵庫。
●奥行630cm、設置スペースもスッキリ奥まで手が届く使い勝手。

●冷蔵庫全室を脱臭・除菌し、清潔に。「ナノイーX」搭載。
●解凍いらずで新鮮保存「微凍結パーシャル」がさらに長持ち。
●アツアツのまま急速冷凍できる「新鮮凍結」。

必要ポイント数：335,000
●幅：650mm●奥⾏き：699mm●高さ：1828mm●重量：94kg●ドア数：5ドア●ドアデザイ
ン：フラットスチールドア●定格内容積（総容積）：502L●冷蔵室容量：260L�※食品収納スペー
スの目安：203L（微凍結パーシャル/チルド切替室：15L）●冷凍室容量：28L�※食品収納スペー
スの目安：15L（冷凍室上段・新鮮凍結ルーム）/92L�※食品収納スペースの目安：64L（冷凍室下
段）●製氷室容量：17L�※食品収納スペースの目安：4L●野菜室容量105L�※食品収納スペー
スの目安：73L●冷蔵室位置：上段●冷凍室位置：真ん中●野菜室位置：下段●独立製氷室：有●
自動製氷：有●急速製氷：有●除菌機能：冷蔵室/野菜室●年間消費電力量：267kWh/年●定格
消費電力：88W●消費電力：188W●省エネ目標年度：2021年度●省エネ達成率：104%

【パナソニック】	NR-E507EX-N
冷蔵庫（502L)エコナビ /ナノイー	X搭載
右開き/グレインベージュ	 商品コード：E6496-0053

［JAN コード：4549980453261］
左開き/グレインベージュ	 商品コード：E6496-0055

［JAN コード：4549980453285］
右開き/ハーモニーホワイト	 商品コード：E6496-0054

［JAN コード：4549980453278］
左開き/ハーモニーホワイト	 商品コード：E6496-0056

［JAN コード：4549980453292］

●カラッと揚げるノンフライ
調理。

●揚げたて食感が楽しめる
リクック機能。

●1台3役（オーブン、トース
ター、フライヤー）で調理
の幅が広がる。

水道工事が必要なく、届いた
その日から使えます。後から
でも分岐水栓に切り替えが
可能なので、まずはすぐに使
いたいという方に便利です。

［JAN コード：4589919812431］

必要ポイント数：70,000商品コード：E2392-0009
●約幅42×奥⾏43.5×高さ43.5cm●タイマー：1時間~6時間まで1時間単位●電圧：交流
100V●周波数：50/60Hz●消費電力：512W/526W●コード長（約）：2.0m●水道水圧：0.04�
MPa�~�1�MPa●専用洗剤の標準使用量（約）：6g●洗浄方式：回転ノズル噴射式●すすぎ方式：
ためすすぎ●乾燥方式：送風乾燥●標準収納容量：16�点（大皿2点、中皿2点、小皿2点、中鉢2
点、小鉢2点、茶わん2点、·�汁わん2点、コップ2点、小物類（はし、スプーン等））●セット内容：本
体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書（保証書）●材質：ABS,�PP

【siroca】食器洗い乾燥機	SS-M151　シルバー

［JAN コード：4967576484411］

必要ポイント数：22,000商品コード：E2392-0094
●幅約38.3×奥⾏約38.1×高さ約36（cm）●庫内有効寸法（cm）：幅約28.9×奥⾏約25.9
×高さ約14●商品重量：約7.5kg（バスケット、ハンドル、トレーは除く）●電源コード長さ：約
1.0m●電源：AC100V、50/60Hz共用●消費電力：1300W●ヒーター：シーズヒーター
×6（上4下2）/使用数（ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で
1300W）●タイマー：電源スイッチ兼用�60分（ベル音付き）●温度：60〜230度

【アイリスオーヤマ】ノンフライ熱風オーブン
ブラックFVX-D14A-B	

必要ポイント数：350,000
●外形寸法（幅×高さ×奥⾏）mm（ハンドル・脚カバーを除く）：650×1838×630mm●据付
必要寸法（幅×高さ×奥⾏）mm：660×1888×637mm●本体重量（kg）：91kg●ドア数：5ド
ア●ドアタイプ：左右開きタイプ●総有効内容量：457L●省エネ基準達成率：101%（目標年
度2021年）

【シャープ】冷蔵庫
	（457L・どっちもドア）	
5ドア		SJ-MW46H-S
ライトメタル
商品コード：E6496-0048

［JAN コード：4974019167558］
ダークメタル
商品コード：E6496-0049

［JAN コード：4974019167541］

標準設置対応付

ライトメタル

グレインベージュ ハーモニーホワイト

ダークメタル
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高温250℃の過熱水蒸
気、スチーム調理でお
いしく。揚げ物がノンフ
ライで手軽につくれて、
かんたんでヘルシー。

●重さと温度をはかり
火加減おまかせ「W
スキャン調理」。

●今まで面倒だったお
手入れも簡単「使い
やすい」。

●おいしくたくさん焼
ける「300℃熱風2段
オーブン」。

［JAN コード：4904530412233］

必要ポイント数：53,000商品コード：E6496-0042
●外形寸法：480（幅）×390（奥⾏）×350（高さ）mm●消費電力：1430W●消費電力（高周波
出力）：1000W●レンジ出力：1000W、600W、500W、200W相当、100W相当●庫内有効
寸法：376（幅）×320（奥⾏）×198（高さ）mm●専用付属品：角皿（鉄板ホーロー）38.8×30cm�
1枚、取扱説明書�兼�料理集、（給水カセット・水受けは本体に装着済み）"

【東芝】過熱水蒸気オーブンレンジ
石窯ドーム	26L	グランホワイトER-VD80（W）

［JAN コード：4905249319172］

必要ポイント数：26,000商品コード：E2392-0088
●サイズ：幅335×奥⾏280×高さ295mm●電源：AC100V（50/60Hz共用）●定格消費電力：
800W●電源コード長：約1.3m●使用最高圧力：70kPa●炊飯容量：白米�2~6合/玄米�2~5
合●満水容量：4L●調理容量：2.6L●安全装置：温度ヒューズ（133℃）、圧力スイッチ●質量：約
4.5kg●付属品：ガラスふた、蒸し台、掃除用ピン、しゃもじ、おたま、計量カップ、レシピブック

【エムケー精工】	ヘルシーマルチポット	電気圧力鍋
4Lタイプ EA240-K　ブラック

［JAN コード：4562344370066］

必要ポイント数：18,000商品コード：E2392-0098
●本体寸法（幅×奥⾏×高さ）：約23.5×24.5×38cm（ポットハンドル部含む）●本体重量：約
3.4kg●容量：1.0L●消費電力：700W

【サーモス】真空断熱ポットコーヒーメーカー
ホワイト		ECK-1000-WH

［JAN コード：3045386382736］

必要ポイント数：50,000商品コード：E0488-0070
●本体サイズ（約）：幅32.4×奥⾏31.4×高さ26.8cm� ●容量：3L●調理圧力：70kPa（一定）
●調理温度：[強火]160℃、[中火]90℃、[弱火]75℃、[再加熱]70℃、[保温]63℃●内蔵レシピ
数：210●電源：AC100V（50/60Hz）●定格消費電力：900W●コード長さ：約1.5m●付属品：
なべ、蒸しかご、蒸しかご台、電源コード、計量カップ、クイックスタートガイド、取扱説明書

【T-fal】クックフォーミー	ホワイト
電気圧力鍋 3L　CY8701JP

［JAN コード：4549873114576］

必要ポイント数：78,000商品コード：E0488-0063
●外形寸法（幅×奥⾏×高さ）：497mm×442mm×375mm●庫内有効寸法（幅×奥⾏×高さ）：
401mm×322mm×218mm●重量：約18.0kg●本体色：フロストホワイト●本体質量：18kg
●庫内容量[L]：30●ドアタイプ：タテ開き●オーブン段数：2段●グリル：有●ターンテーブル：
無●加熱水蒸気：有●レンジ最大出力[W]：1,000●オーブン温度：100~250℃、300℃●ヒー
タータイプ：300℃熱風式2段●付属品：外して丸洗いプレート、黒皿430cm、焼網、取扱説明
書・レシピ集●左右・背面壁ピッタリ、上方10cm以上

【日立】MRO-W1Y	W	[コンベクションオーブン
レンジ	ヘルシーシェフ	30L	フロストホワイト]

必要ポイント数：5,900商品コード：E2392-0047
●サイズ：約径22×蓋含む高さ13.2cm・2.3L　●内容：蒸し板・レシピ付�●インド製�●ポリプ
ロピレン�

【TTK　LTD】電子レンジ圧力鍋 2.3L
イタリアンレッド

圧力煮込み、圧力炊飯、
圧力蒸し、スロー調理、
低温調理、発酵調理、
加熱調理の1台7役。

お湯をらせん状に落とす新ド
リップ方式を採用。バリスタが
手で淹れるようにお湯をコー
ヒー粉にまんべんなく行きわた
らせることで豆本来のおいしさ
を引き出します。

● 内蔵レシピを選ぶと、食材
や分量・作り方を教えてく
れる。

●「圧力調理」・「蒸す」・「炒め
る」・「煮込む」・「炊飯」・「再
加熱」・「保温」と7役の調
理法が使えます。

●レンジですばやく簡単に調理ができて、栄養素も逃しません。
●材料を入れて、電子レンジにかけるだけ。
●火を使わないから子どもにも料理の楽しさを実感してもらえます。
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Housework

［JAN コード：4580319928807］

必要ポイント数：23,800商品コード：E8166-0051
●(約)幅26×奥⾏36×高さ31cm●タイマー：13時間まで●電圧：AC100V●周波数：
50/60Hz●消費電力：ヒーター500W/モーター50W●コード長(約)：1.4m●セット内容：本
体、パンケース、パン羽根、米粉専用パン羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、ヨーグル
ト専用容器、ジャムふた、ミトン、オリジナルレシピ、取扱説明書(保証書)

【siroca】
ホームベーカリー	SHB-712

［JAN コード：4589919810130］

必要ポイント数：25,000商品コード：E3752-0056
●幅16.2×奥⾏28×高さ26.4cm●保温機能：30分●電圧：交流�100�V周●波数：50/60Hz
●消費電力：600W●抽出方式：ドリップ方式�●最大使用水量：0.55L●サーバー：ガラスサー
バー蒸らし機能：あり●コード長（約）：1.2m●水タンク：着脱可能●ミル段階：1（1杯用）、2（2杯
用）、3（3杯用）、4（4杯用）※全て中細挽きセット内容：本体、計量スプーン、取扱説明書（保証書）

【siroca】
全自動コーヒーメーカー	カフェばこ	SC-A351

［JAN コード：4549077750426］

必要ポイント数：24,000商品コード：E6087-0072
●寸法（約）�幅×奥⾏×高さ�24.5cm×17.0cm×30.0cm●質量（約）�2.3kg●容量�5カップ
（680ml）●消費電力（約）�680W

【パナソニック】ミル付き	浄水	コーヒーメーカー
ステンレスフィルター付き	ブラウン	NC-R500-T

［JAN コード：4974305218636］

必要ポイント数：30,900商品コード：E6496-0067
●24×25×32cm●容量（タンク）：540ml●フィルタータイプ：ペーパー/メッシュ●種類：全
自動●ミル：ミル付き●サーバータイプ：ガラス（コーヒーカップﾟ4杯）ミル部：30g●消費電力　
定格：740Wコーヒーメーカー部：650Wミル部：90W

【象印】全自動コーヒーメーカー珈琲通

［JAN コード：4560330117718］

必要ポイント数：18,000商品コード：E0488-0072
●本体のみ：幅269mm×奥⾏き128mm×高さ170mm●電源ベース込み：幅269mm×奥⾏
き142mm×高さ194mm●本体重量：本体約0.6kg、電源ベース約0.3kg●容量：0.6L（リット
ル）●電源：AC100V�50Hz/60Hz●定格消費電力：1200W●電源コード長さ：1.3m●素材：
本体/ステンレス、フタ・取っ手/ポリプロピレン●安全機能：空だき防止機能、自動電源OFF機
能●沸騰時間の目安：200ml約1分半/600ml（満水時）約3分※水温25度の場合の目安。使用
環境により前後します。●パッケージ内容：本体、フタ、電源ベース、取扱説明書●生産地：台湾

【BALMUDA】電気ケトル
BALMUDA	The	Pot	ブラック	K02A-BK

コンパクトで注ぎやすい
デザイン。毎日使いたくな
る手軽さを実現。 湯切れ
がよくコントロールしやす
いため、コーヒーのハンド
ドリップに最適です。

挽きたての美味しさを手軽に、
コーヒー豆を挽くところからド
リップまで「全自動挽きたてド
リップ」 。「ダブル加熱構造」に
より高温で抽出、コクと香りを
引き出す。

【象印】オーブントースターこんがり倶楽部

［JAN コード：4974305217899］

必要ポイント数：24,900商品コード：E6496-0068
●33.5×29×26cm●タイマー�30分●消費電力�1000W

手づくりパンが、簡単手軽に
楽しめる「sirocaホームベーカ
リー」。全29種類のメニューで、
おいしい焼きたてパンの香り
で目覚めるしあわせ、たっぷり
ご堪能ください。

全自動コーヒーメーカーは、豆
から挽きたてのコーヒーが楽し
める、ミル内蔵のコーヒーメー
カー。

● 淹れ方を変えて好みの味に。ド
リップコーヒーのバリエーショ
ン広がる。

● 中細挽き・粗挽きの挽き分けが
できる「挽き分けミルサイン」。

● コーヒーの油分も抽出できる
「ステンレスフィルター」。

「できたてのような食感」
にこだわったトースターで
す。最後に高温で焼き色
をつけることで、中身はふ
わっと、表面はサクッと感
があるトーストに焼き上げ
ます。 
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工事不要でご使用いただける
食器洗い乾燥機。面倒だった
食器洗いがラク~に。

［JAN コード：4582228238077］

必要ポイント数：41,000商品コード：E6087-0083
●本体サイズ（高さ×幅×奥⾏）465×406×443㎜●本体重量：12.5Kg●納食器容量：14点●
対応人数：3人用●水温：60~70℃●使用水量：4.7L●消費電力：950W●付属品：排水ホース

【ベルソス】	食器洗い乾燥機	工事不要タイプ
ホワイト	VERSOS	VS-H021

焼き肉やお好み焼き、すき焼きにも。お手入れ簡単なプレートフッ素
樹脂加工です。プレート脱着でお掃除らくらく。

［JAN コード：4983771923418］

必要ポイント数：15,000商品コード：E2392-0046
●サイズ：幅34.5×奥⾏31.5×高さ19cm●重量：2.9kg●内容：プレート着脱式●電源：
AC100V（50/60Hz）●消費電力：1300W●コード長さ：約1.8m●温度調節範囲：保温（約80
度）-強（約230度）●ヒーター：シーズヒーター●内面フッ素樹脂加工

【YAMAZEN】グリル鍋　ブラウン

美味しいご飯が炊ける羽釜の原理を再現した、無水鍋Rのオリジナル
モデル。IHクッキングヒーターに対応。

必要ポイント数：15,800商品コード：E2392-0056
●サイズ：約径20×高さ12cm/満水容量2.4L�●内容：本体、取扱説明書、品質保証書、冊子（無
水鍋の栞）付��●日本製●本体/アルミニウム合金�外底面：特殊磁性膜加工+耐熱塗装（底厚
6.5）��

【広島アルミニウム工業】	KING無水鍋R20	シルバー

ステンレス2層とアルミ
ニウム3層の全面5層構
造で熱まわりがよい鍋
です。加熱10分+蒸らし
10分の時短で炊飯でき
るので省エネにも。

● 短時間でたっぷりのフレッシュ
ジュースが絞れる 高速切削･遠
心分離「フルメタルスピンナー」。

● かす受け･注ぎ口･ジュース受け
部分を一体化 簡単･手軽「らくら
くボックス」。

必要ポイント数：15,000商品コード：E2392-0066
●サイズ：内径約16cm・最大内径17.5cm・深さ約9.5cm・容量約2.0L・重量約1300g●内容：
取扱説明書兼料理ブック付●ベトナム製●ガス火・IH200V可●（本体・フタ）全面5層構造/ス
テンレススチール・アルミニウム・アルミニウム合金・ステンレススチール（つまみ・取っ手）ステ
ンレス

【ビタクラフトジャパン】ごはん鍋　

ステンレスとアルミニウムの全面5層構造。無水調理・無油調理・蒸し
料理・オーブン調理・余熱調理など様々な使い方ができる四角いお鍋
です。浅グリル・深グリルどちらも本体・フタとしても使えます。

必要ポイント数：20,000商品コード：E2392-0067
●サイズ：（浅グリル）約25.0×19.0×3.2cm・重量約800g・容量約1.4L（深グリル）約25.0×
19.0×7.0cm・重量約1130g・容量約3.2L（ラック）約22.9×16.0cm・重量約122g●内容：取扱
説明書兼料理ブック付●ベトナム製●ガス火・IH200V可●（本体）全面5層構造/ステンレスス
チール・アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム・ステンレススチール（取っ手）ステンレス
（ラック）ステンレス　ポリエステルコーティング

【ビタクラフトジャパン】ダブルグリル
浅グリル・深グリル・ラック

【パナソニック】		高速ジューサー	ブラウン
MJ-H600-T

［JAN コード：4549077660985］

必要ポイント数：24,000商品コード：E2392-0104
●大きさ（約cm）※ジューサー使用時：�幅21.0×奥⾏29.4×高さ29.3●消費電力（W）※
ジューサー使用時：�170●質量（約kg）※ジューサー使用時：�3.0●定格時間：　連続●カッ
ター：�ステンレスカッター�（フルメタルスピンナー）●投入口径：�最大：58�mm/最小：42�mm
●回転数※ジューサー使用時：�11900回/分（無負荷時）●タンブラーミキサー：�○●ドライ
ミル：�○●ドリップストップ機能（液ダレ防止）：�○●モーター保護装置：�○●付属品：�ジュース
カップ（1個）/ブラシ
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Housework

必要ポイント数：15,000

マイナスイオンで静電気を抑えてまとまりのある仕上げに。

●サイズ（cm）（集風ノズル含む）：幅24.3×高さ23.1×奥⾏10.1●質量（g）（集風ノズルなし）：
約605g●内容：折りたたみ式･集風ノズル付●機能：風量2段階切替･風温2段階切替●電源：
AC100V-1200･500W●中国製

【日立】マイナスイオンドライヤー

機能性と使いやすさ、日常
生活に溶け込むシンプル
なデザイン性を兼ね備えた

『STAN.（スタン）』シリー
ズ。離乳食が手軽に作れる

「ベビーごはん」メニュー
を搭載したIH炊飯ジャー
です。

［JAN コード：4974305217127］

必要ポイント数：40,900商品コード：E6496-0078
●23.5×29×19.5cm●電源：AV100V・消費電力：1115W�●コード長：約1m��●付属品：立
つしゃもじ、計量カップ、無洗米用計量カップ、レシピブック

【象印】	
STAN.	 IH 炊飯ジャー（5.5 合炊き）ブラック

● ショットボタンで強力なス
チームを噴出、ハンガーにつ
るしたままの衣類にもアイロ
ンがけできて便利です。

● 通電中は常に給電台のラン
プが点灯し電源プラグの抜
き忘れを防げます。

［JAN コード：4526044013708］

必要ポイント数：10,000
商品コード：E8656-0029

●収納時/約幅25.7x奥15.3x高さ23cm●内容：収納ケース付●機能：スプレー・高温・中温ス
チーム・おきらくスタンド●電源：AC100V-1200W●中国製

【日立】コードレススチームアイロン	プラチナ

●銘柄炊きを新搭載（7銘柄）。
●『ねらい炊き』コース。
●『真空圧力』：0.5~1.2気圧

で最適な圧力を調整して、
粘りや甘さが増した美味しい
ご飯に。

［JAN コード：4904530108280］

必要ポイント数：92,000商品コード：E6087-0060
●幅�30cm/高さ�26.4cm/奥⾏き�36.4cm●容量：1升炊き●炊飯方式：真空圧力IH方式●
最大保温時間（白米）：40時間●銘柄炊き：有�※7銘柄●食感炊き分け（白米）�有�「本かまど」
炊き分け5通り、ねらい炊き炊き分け3通り●玄米コース：有●調理コース：有�温泉卵●早炊き
コース�有

【東芝】RC-18VXR（K）
[ 真空圧力 IH炊飯器	1 升炊き	グランブラック]

蓄熱性・発熱効率・熱伝導に
優れた「鉄（くろがね仕込み）
豪炎かまど釜」、激しい炎の
ゆらぎ「炎舞炊き」でごはん
の甘みを引きだします。

［JAN コード：4974305218834］

必要ポイント数：100,000商品コード：E8656-0010
●外形寸法（幅×奥⾏×高さ）：約27.5×34.5×21.5cm●質量：約6.5kg●内容：鉄-くろがね仕
込み-豪炎かまど釜・立つしゃもじ・白米計量カップ・無洗米専用計量カップ付●機能：炎舞炊き・
麦ごはんメニュー・極め保温40時間●電源：AC100V-1240W（炊飯時）●日本製

【象印】5.5 合炊き　炎舞炊き圧力 IH	炊飯ジャー
NW-PS10（BZ）

910gと最軽量クラスのミニコードレスアイロン。最大85g/分の大
量パワフルスチームで繊維の奥深くまで浸透してシワの原因をほぐ
す。簡単操作のスライド式温度設定。

［JAN コード：3121040076170］

必要ポイント数：13,000商品コード：E8656-0060
●電源：100V�50-60Hz●定格消費電力：1,300W●製品寸法：本体のみ：幅106mm�×�長さ
210mm�×�高さ134mm●収納時：幅151mm�×�長さ256mm�×�高さ209mm●製品重量：　
本体のみ：910g●収納時：1,850g水●タンク容量：80mL●コードの長さ約：1.4m●ジェットス
チーム：85g/分●通常スチーム：0-12g/分●かけ面：チタン抗菌仕様：ハンドル

【T-fal】	フリームーブミニ	6440	FV6440J0

ネイビーブルー	 商品コード：E8656-0013
レッド	 商品コード：E8656-0014

レッド ネイビーブルー
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楽がけラインでボタンまわりなどの細かい部分でも、しわをラクに
伸ばせます。また、かけ面後部の傾斜を使えば、プリーツやフリルな
どの仕上げも簡単です。

氷や冷凍食品、ナッツも粉
砕できるミルサー。シャー
ベットやフローズンが簡単
に作れます。乾燥食品をパ
ウダー状にもできるので、
ふりかけや粉末だし作りに
も便利。

［JAN コード：4901140474361］

必要ポイント数：15,000商品コード：E3752-0011
●サイズ：約10.6×13.1×高さ27.3cm（大容器/約260ml、小容器/約75ml）●素材：（本体）
ABS樹脂・AS樹脂、（容器）強化ガラス、（カッター部）シンジオタクチックポリスチレン・ステンレ
ス●付属品：レシピブック●電源：AC100V-210W●生産国：日本

【岩谷産業】
クラッシュミルサー	シャイニーブラック

使いやすさを追求した新発想のス
ロージューサー。使用時の手間とな
る”洗浄”と”組み立てにくさ”を解決
しながら、今までと同じ量、そして
同じおいしさのジュースがお楽しみ
いただけます。

［JAN コード：4571417720332］

必要ポイント数：48,200商品コード：E8656-0091
●293×211×462mm●ドラム容量：350ml●スクリュー回転数（毎分）：43/48回転●定格
使用時間：30分以内●定格電圧：100V●定格周波数：50/60Hz●定格消費電力：150W●付
属品：ドラム、ドラムキャップ、インナーフィルター、ジュースフィルター（黒色）、フルーツフィル
ター（オレンジ色）、フローズンフィルター、スクリュー、消耗パッキンセット、押し棒、掃除ブラ
シ、搾りかすカップ、ジュースカップ、取説、レシピブック

【ヒューロム】
スロージューサー　アドバンスド100	　ワイン

所定時間沸騰し、火を止
め、真空保温容器に入れて
余熱で調理する保温調理
器。時間と手間をかけずに、
エネルギーを節約して、素
材のおいしさを生かします。

［JAN コード：4580244694419］

必要ポイント数：20,000商品コード：E3752-0038
●容器約31×26.5×高さ19cm・鍋約径20×高さ11cm●内容：クッキングレシピ付●中国製
●ガス火・IH200V可

【サーモス】真空保温調理器シャトルシェフ
クリアステンレス

進化した3枚のプレート「深型
プレート」、「傾斜溝つき焼肉プ
レート」、「区切り線つきたこ焼き
プレート」で、多彩なメニューが
楽しめるスタイリッシュなデザイ
ンのホットプレートです。

［JAN コード：4974305218933］

必要ポイント数：23,000商品コード：E6087-0064
●プレート内寸法：焼肉プレートW405×D270×H20mm●たこ焼きプレートW405×D270
×H15mm●深型プレートW405×D270×H35mm●電源：交流式100V、50/60Hz●消費
電力：1300W●コード長：2.5m●温度調節範囲：保温（80）~250℃*フタなし●本体質量：約
7.0kg（プレート3枚重ねた時）

【象印】ホットプレート	やきやき
3枚プレートタイプ EA-KJ30-BA

やかんのような、レトロなフォルムのデザイン電気ケトル。輝くクロー
ム仕上げのベルトデザインでキッチンをスタイリッシュに。フランス語
で「朝」という意味を持つマチネは、沸かすたびに、明るく、晴れやかな
気持ちになってほしいという想いを込めた電気ケトルです。

［JAN コード：3045387241308］

必要ポイント数：10,300商品コード：E9073-0117
●22×16.5×21.3cm●容量1l●本体：ポリプロピレンハンドル：ポリプロピレン､ABS樹脂●
消費電力：湯わかし時1250W●コード長：約1.3m［中国製］

【T-fal】
電気ケトル	マチネアイボリー	1.0L	KO323AJP

ピンク グレー

必要ポイント数：9,000

●本体サイズ（高さ×幅×奥⾏）mm：123×103×219mm●本体重量：約0.9kg●消費電力：
1200W●かけ面：シルバーチタンコート●タンク容量：80mL●ハンガーショット機能：吊るして
ショット●スチーム量：約5g/分●スチーム持続時間：最長　約2分●温度：約120℃~約200℃
（3段階設定）

【東芝】	コードレススチームアイロン
美（ミ）ラクル	La・Coo（ラクー）		TA-FV450

ピンク	 商品コード：E2392-0095
［JAN コード：4904530100574］

グレー	 商品コード：E2392-0096
［JAN コード：4904530100581］
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Housework

必要ポイント数：178,000

必要ポイント数：178,000

ビビシリーズ最軽量モデル![らくらくスイッチ]バッテリー残量表示/
ライト常時点灯機能付[足も灯4-LEDビームランプ2]より照射範囲
が広くなった前照灯で前方だけでなく足元も照射。常時点灯機能付
きで、昼間でも高い被視認性を実現。[低床アルミフレーム]またぎや
すく、乗り降りしやすいフレーム設計。20型で取り回しもしやすい。

ラクイック搭載!装備にこだわったフラッグシップモデル。[ラクイッ
ク]手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動
で開錠。[スムースデザインバスケット]荷物が傷つきにくく、見え
にくい大容量サイズ。高さ約260mm×奥行約350mm×幅約
390mm[スタピタ2]スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

ラクイック搭載!装備にこだわったフラッグシップモデル。[ラクイッ
ク]手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動
で開錠。[スムースデザインバスケット]荷物が傷つきにくく、見え
にくい大容量サイズ。高さ約260mm×奥行約350mm×幅約
390mm[スタピタ2]スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

●車体サイズ：全長1,775mm×全幅580mm●サドル高：710-860mm●軸間距離：1,120mm
●タイヤサイズ：24インチ●乗車可能最低身長：138cm~●本体重量：29.5kg●シフト段数：
内装3段シフト●モーター形式：直流ブラシレスモーター（定格出力250W）●�1充電あたりの
走⾏距離の目安（標準パターン・バッテリー新品時）約59km※（アシストモード：「パワー」使用
時）●リチウムイオンバッテリー充電時間：約4.5時間●電池：リチウムイオン電池（電圧/容量：
25.2V/16Ah）●駆動方式：クランク軸上合力発生一体型●施錠方式：後輪サークル錠

●車体サイズ：全長1,875mm×全幅580mm●サドル高：740-890mm●軸間距離：
1,165mm●タイヤサイズ：26インチ●乗車可能最低身長：141cm~●本体重量：30.4kg●
シフト段数：内装3段シフト●モーター形式：直流ブラシレスモーター（定格出力250W）●�1充
電あたりの走⾏距離の目安（標準パターン・バッテリー新品時）約59km※（アシストモード：「パ
ワー」使用時）●リチウムイオンバッテリー充電時間：約4.5時間●電池：リチウムイオン電池（電
圧/容量：25.2V/16Ah）●駆動方式：クランク軸上合力発生一体型●施錠方式：後輪サークル錠

【パナソニック】電動アシスト自転車
ビビ・EX	24インチ

【パナソニック】電動アシスト自転車
ビビ・EX	26インチ

必要ポイント数：150,000

●車体サイズ：全長1,595mm×全幅580mm●サドル高：690-805mm●軸間距離：1,055mm
●タイヤサイズ：20インチ●乗車可能最低身長：136cm~●本体重量：21.7kg●シフト段数：
内装3段シフト●モーター形式：直流ブラシレスモーター（定格出力250W）●�1充電あたりの
走⾏距離の目安（標準パターン・バッテリー新品時）約45km※（アシストモード：「パワー」使用
時）●リチウムイオンバッテリー充電時間：約4.0時間●電池：リチウムイオン電池（電圧/容量：
25.2V/12Ah）●駆動方式：クランク軸上合力発生一体型●施錠方式：後輪サークル錠

【パナソニック】電動アシスト自転車
ビビ・L	20インチ

ウォームシルバー	商品コード：E6496-0088
チョコブラウン	 商品コード：E6496-0089
ファインブルー	 商品コード：E6496-0090

マットブラック	 商品コード：E6496-0091
マットルージュ	 商品コード：E6496-0092
ビターブラウン	 商品コード：E6496-0093
USブルー	 商品コード：E6496-0094

マットブラック	 商品コード：E6496-0095
マットルージュ	 商品コード：E6496-0096
ビターブラウン	 商品コード：E6496-0097
USブルー	 商品コード：E6496-0098

ウォームシルバー

マットブラック

マットルージュ

ウォーム
シルバー

マット
ブラック

マット
ブラック

マット
ルージュ

マット
ルージュ

ビター
ブラウン

ビター
ブラウン

US
ブルー

US
ブルー

チョコ
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必要ポイント数：180,000

プレミアムリヤチャイルドシートを搭載した小
柄な方も使いやすい20型モデル。[プレミアム
リヤチャイルドシート]背面ボタンを押すと車の
シートベルトと同じようにベルトの引き出しと
巻き取りが可能。[パイプワイドバスケット]荷物
も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイド
バスケット。
※ 高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm[ス

タピタ2]スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

●車体サイズ：全長1,785mm×全幅580mm●サドル高：735-
860mm●軸間距離：1,245mm●タイヤサイズ：20インチ●乗
車可能最低身長：142cm~●本体重量：33.3kg●シフト段数：内
装3段シフト●モーター形式：直流ブラシレスモーター（定格出力
250W）●�1充電あたりの走⾏距離の目安（標準パターン・バッテ
リー新品時）約50km※（アシストモード：「パワー」使用時）●リチウ
ムイオンバッテリー充電時間：約4.5時間●電池：リチウムイオン電池
（電圧/容量：25.2V/16Ah）●駆動方式：クランク軸上合力発生一
体型●施錠方式：後輪サークル錠

【パナソニック】電動アシスト自転車
ギュット・アニーズ・DX	20インチ

プレミアムリヤチャイルドシートを搭載した長
身の方も乗りやすい26型モデル。[プレミアム
リヤチャイルドシート]背面ボタンを押すと車の
シートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻
き取りが可能。[パイプワイドバスケット]荷物も
積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバ
スケット。※高さ約260mm×奥行約330mm
×幅約400mm[スタピタ2]スタンドを立てると
同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

マットジェットブラック	 商品コード：E6496-0099
マットフォースブラウン	商品コード：E6496-0101
ロイヤルレッド	 商品コード：E6496-0100
マットネイビー	 商品コード：E6496-0102
デザートイエロー	 商品コード：E6496-0103

必要ポイント数：180,000

●車体サイズ：全長1,870mm×全幅580mm●サドル高：765-
890mm●軸間距離：1,170mm●タイヤサイズ：26インチ●乗車
可能最低身長：146cm~●本体重量：34.3kg●シフト段数：内装3段
シフト●モーター形式：直流ブラシレスモーター（定格出力250W）
●�1充電あたりの走⾏距離の目安（標準パターン・バッテリー新品
時）約60km※（アシストモード：「パワー」使用時）●リチウムイオン
バッテリー充電時間：約4.5時間●電池：リチウムイオン電池（電圧/
容量：25.2V/16Ah）●駆動方式：クランク軸上合力発生一体型●
施錠方式：後輪サークル錠

【パナソニック】電動アシスト自転車
ギュット･アニーズ・DX	26インチ

マットジェットブラック	 商品コード：E6496-0104
マットディープグリーン	商品コード：E6496-0105
デザートイエロー	 商品コード：E6496-0106

デザートイエロー

マットネイビー
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●4Kダブルチューナー内蔵(裏録対応)のスタンダードモデル。
●BS 4K・110度 CS 4Kチューナーを2基内蔵し、4K放送を視聴しなが

ら、USB外付けHDDに別チャンネルの4K放送を裏録画できる。

● 2チューナー搭載でウラ録も対応、高画質でスタイリッシュなレグザ。
● 高画質化や快適な操作を実現する映像処理化エンジン、レグザエン

ジンファイン搭載。豊富な映像処理で美しく映像を表現します。

［JAN コード：4580652110457］

必要ポイント数：43,000商品コード：E6087-0087
●寸法：W43.8×H29.4×D14.3cm( スタンド含む ) ●質量：2.5kg( スタンド含む ) ●画
面サイズ：19V型●画素数：1366×768 ●チューナー：地上デジタル (CATVパススルー
対応 )×2、BS・110 度 CSデジタル×2●入出力端子：HDMI 入力端子×2、ビデオ入
力 /音声入力端子×1、光デジタル音声出力端子×1、LAN端子 (10BASE-T/100BASE-
TX)×1、USB端子×1( 録画専用 )、ヘッドホン端子×1●スピーカー：フルレンジ×2●音
声実用最大出力：8W●消費電力：33W●省エネ基準達成率：193%●省エネ目標年度：
2012年度●年間消費電力量：29kWh/ 年●年間電気代：約 780円●付属品：単四形乾電
池×2、シンプルレグザリモコン (ラージフォント)、B-CASカード(miniB-CASカード)、転
倒防止用バンド×1、転倒防止用ネジ×長 1、転倒防止用ネジ×短 1�※アンテナケーブルは
同梱しておりません。

【東芝】レグザ S24シリーズ
19V型	地上・BS・110度
CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	19S24

●4Kベーシックモデル
●マイクロディミング技術搭載
●広色域(WCG)採用で鮮やかな色彩を実現
●HDR10対応

高速グラフィック処理が可能な映像処理エンジン「レグザエンジン
Power Drive」を採用した4K液晶テレビ（50V型）。リモコンに動画
配信サービスの「ダイレクトボタン」を6つ配置し見たいネット動画を
すぐ起動できる。高画質化技術「ネット動画ビューティLE」を採用。録
画番組をジャンルやタレントごとにサムネイル付きで表示する「おす
すめ録画リスト」に対応。

［JAN コード：4974019167213 ］

必要ポイント数：195,000商品コード：E3092-0076
●寸法：W146.2×H91.3×D26.3cm(スタンド含む )●質量：約27.0kg( スタンド含む )
●画面サイズ：65V型●画素数：3,840×2,160●チューナー：地上デジタル×2、BS・110
度CSデジタル×2、BS�4K・110度CS�4K×2●入出力端子：HDMI端子×4、AV入力 (黄：
映像、赤：右音声、白：左音声 )×1(φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力 (光 )端子×1、ヘッ
ドホン端子×1(アナログ音声出力兼用 )、USB端子×1、LAN端子×1●スピーカー：フルレ
ンジ×2個●音声実用最大出力：20W(10W+10W)●消費電力：約243W●省エネ基準達
成率：117%●省エネ目標年度：2012年度●年間消費電力量：269kWh/年●年間電気代：
約7,260円●付属品：テーブルスタンド(組立式 )、リモコン、単4形乾電池 (2個 )、転倒用
防止ベルト一式、取扱説明書、保証書�※アンテナケーブルは同梱しておりません。

【シャープ】AQUOS	BS/CS	4K 内蔵液晶テレビ
65V型		4Kダブルチューナー内蔵　4T-C65CH1

標準設置対応付

［JAN コード：4589449350960］

必要ポイント数：78,000商品コード：E2392-0003
● 959×229×616mm●画面サイズ：43V ●電源：AC100V�50/60Hz ●消費電力：
100W●液晶画素数：3840×2160 ●使用環境条件：5℃~35℃●付属品：リモコン、
miniB-CASカード、電源コード、スタンド×2、転倒落下防止用部品、取扱説明書 (保証書付 )

【TCL】43型 4Kスマートテレビ

［JAN コード：4580652110976］

必要ポイント数：101,000商品コード：E3752-0074
●スタンド含む本体サイズ（幅×高さ×奥⾏）mm　：1116×691×226 ●スタンド含む
重量（kg）　：11.0 ●画面サイズ：50V型●入力端子：HDMI 入力×3●出力端子：アナ
ログ音声出力端子×1（ヘッドホン端子兼用）　光デジタル音声出力端子×1●その他端子：
ビデオ入力、音声入力、USB×2（録画専用 1/ 汎用 1）● LAN：有線・無線● BS　4K・
110度 CS　4Kチューナー：1●地上デジタルチューナー：2● BS・CSデジタルチューナー：
2● YouTube 対応●消費電力：129W●省エネ基準達成率：300%●年間電気代目安：
1950円●年間消費電力量：72kWh/ 年●付属品：リモコン・リモコン用電池、変換ケーブ
ル（ビデオ入力端子用）、ネジ（長）1本、（短）1本、転倒防止バンド1本付属

【東芝】REGZA	50V型	デジタルハイビジョン
液晶テレビ	4K対応	50C350X

標準設置対応付
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●HEPAフィルター搭載で空気清浄機能。
●小型ファンから発生する渦風で空気循環。
●調光10段階、調色20段階と細かく設定ができる。
●簡単取り付け。

●独自の「プレミアム液晶ディ
スプレイ」で液晶ビエラ最高
峰の高コントラストを実現

●「イネーブルドスピーカー」を
搭載。「Dolby Atmos（ドル
ビーアトモス）」にも対応

●映像のシーンを判別して自動
で最適な画質に調整「オート
AI画質」

●上下左右から音に包まれる
立体音響技術「Dolby Atmos

（ドルビーアトモス）」

● 机 周りをスタイリッ
シュにする高級感ある
レザー調仕上げ卓上
スタンド。

●USBポート付きでスマ
ホ・タブレットを充電で
きます。

●アラーム付き時計とカ
レンダー・温度計が搭
載していて便利!

充電式のコンパクトなLED
スタンドライト。 充電後は
灯体が着脱可能、懐中電灯
のような使い方もできます。 
USB PORTを使った、ACア
ダプターでの充電です。 

●ブルーライトカットで目に優しい光!
●文字や色がはっきり見える!
●調光調色で自由に空間を演出!
●LED搭載だから省エネ、長寿命!

［JAN コード：4968912701261］

必要ポイント数：35,000商品コード：E9073-0076
● 520×520×114mm●重量：3.3kg ●素材�本体：樹脂・スチール●機能：音声認識●
調光 10段階、調色 20段階●消費電力（最大）48W（LED照明：42W�/�FAN：6W）

【スワン電器】SlimacUZUKAZE	LED
ファンシーリングホワイト

［JAN コード：4580498572532］ ［JAN コード：4580498576097］

必要ポイント数：10,800商品コード：E6496-0070

必要ポイント数：7,000商品コード：E2392-0054

● 139x308x370mm●電源：AC100V　50Hz/60Hz ●消費電力：LED7W●定格光束：
470�lm●調光：5段階 (100%ー 80%ー 60%ー 40%ー 20%)

●サイズ：本体のみ�幅φ22×奥⾏き335mm、190g/スタンドの場合�幅 332×奥⾏き75
×高さ393mm●内容：USB　1口　5V　1A�●機能：色温度：調色 3段階（白色・電球
色・昼白色）�調光：100%~10%�演色性　Ra70以上光束　260lm�●光源寿命：50000時
間�●ニッケル水素電池で充電�充電 3hで携帯時 2h連続使用可能�●中国製�●付属品：USB
充電ケーブル・ACアダプター●アルミ・ABS 樹脂�

LEDビジネスデスクランプ（黒）

【オリンピア照明】充電式多機能 LEDライト	白

必要ポイント数：18,500商品コード：E9073-0078
● 500×500×136mm●リモコン付き●調光（100~1%）●調色（2700K~6500K）
●光源寿命 40,000 時間

【KOIZUMI】太陽光 LEDシーリング 8畳

［JAN コード：4906460685251］

［JAN コード：4549980485750 ］

必要ポイント数：300,000商品コード：E9073-0141
●幅：123.1cm高さ：76.6cm奥⾏き：34.8cm●重量：28.5kg�※付属スタンド取り付け時●画
面解像度：4K●チューナー：BS�4K・110度CS�4K/地上デジタル・BSデジタル・110度CSデ
ジタル●スピーカー個数：4個�※イネーブルドスピーカー×2個、フルレンジ×2●動画サービス：
対応●音声操作：対応�※Google�アシスタント、Amazon�Alexa対応●ボイスリモコン：対応●
Wi-Fi：対応●外付けHDD：対応●スイベル調節：手動●2番組表示：有●HDMI端子数：4●
消費電力 (約 )：219W●消費電力（待機時）：0.3W●年間消費電力量：130kWh/年 **年間
消費電力量はオートAIモードを標準状態として測定。●付属品：リモコン、乾電池、スタンド（ス
イーベル式。組み立てが必要です）、転倒防止部品など

【パナソニック】	TH-55JX950	ビエラJX950シリーズ
55V型	4K液晶テレビ	4Kダブルチューナー

標準設置対応付

［JAN コード：4549980485774 ］

必要ポイント数：335,000商品コード：E9073-0125
●幅：145.1cm高さ：89cm奥⾏き：34.8cm●重量：32.5kg�※付属スタンド取り付け時●画
面解像度：4K●チューナー：BS�4K・110度CS�4K/地上デジタル・BSデジタル・110度CS
デジタル●スピーカー個数：2個�※フルレンジ×2●動画サービス：対応●音声操作：対応�※
Google�アシスタント、Amazon�Alexa対応●ボイスリモコン：対応●Wi-Fi：対応●外付け
HDD：対応●2番組表示：有●HDMI端子数：4●消費電力 (約 )：183W●消費電力（待機時）：
0.3W●年間消費電力量：137kWh/年 **年間消費電力量はオートAIモードを標準状態として測
定。●付属品：リモコン、電源コード、乾電池、スタンド（固定式。組み立てが必要です）、転倒
防止部品など

【パナソニック】	TH-65JX900ビエラ	JX950シリーズ
65V型	4K	液晶テレビ	4Kダブルチューナー

標準設置対応付
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Energy saving

●USBポート付きで
スマートフォンや
タブレットの充電
も可能。

●アラーム付き時
計・カレンダー・温
度計が搭載。

［JAN コード：4580498572532］

必要ポイント数：9,000商品コード：E0488-0030
●約幅 13.9×奥 30.8×高さ37cm・7WLED球製品重量：0.97kg　●内容：USBポート
1口 /5V　2.1A�●機能：5段階調光（100-80-60-40-20%）�3 色温度切替（昼白色 - 電
球色 - 白色）�アラーム付時計・温度計・カレンダー�●電源：AC100V-50Hz/60Hz�

【オリンピア照明】LEDビジネスデスクランプ	黒

明るさ2段階調節可
能。 ACアダプターと
USBから給電できる
LEDスタンドライト。
使わないときはスリム
に収納。

ヒートパイプテクノロジーで光の
質を60年間保つ、ただひとつの
照明。 現在地の自然光をトラッ
キング。地域の自然光に合わせ、
あなたに適切な光を照らします。

［JAN コード：5025155038161］

必要ポイント数：88,500商品コード：E8166-0025
●約 53.0×19.0×高さ70.3cm●内容：タッチセンサー式●機能：垂直�水平移動・360
度回転・無段階調光・メモリ機能内蔵電源：AC100V-15.8Wマレーシア製

【ダイソン】Dyson	Lightcycle デスクライト
ホワイト/シルバー

［エアーSI］マットレス
は、日々のセルフケア
のために開発された特
殊立体クロススリット
構造マットレス。横向き
仰向けどちらの寝姿勢
でも肉体をバランス良
く支える快適な睡眠環
境を実現します。

必要ポイント数：96,000商品コード：E9073-0033
●（シングル）9×97×195cm●約 6.0kg 詰め物：ウレタンフォーム（140ニュートン/
旧 100ニュートン）●側生地：表地：ポリエステル 100%裏地：ポリエステル 65%�綿 35%

【西川】エアーSI	マットレス/REGULAR	ブラック

［JAN コード：4580498570811］

野菜・ハーブを育てるインテリア。日光の代わりにLED照明で照らし
て育てます土いらずでお部屋を汚さない水耕栽培。

必要ポイント数：33,700商品コード：E8166-0109
● 320×320×340mm●電源入力�AC100V�50/60Hz ●電源出力�DC12V●消費電
力�LED20W●付属品：栽培用ケース、お試し用液体肥料、お試し用種子（サラダ菜）、栽
培スポンジ

【オリンピア照明】LED水耕栽培キットAkarina01

回転ジェットと直噴ジェットの2
種類の水流パターンで洗浄可
能。ご自宅の水道ホースと接
続は散水用カップリングでワン
タッチ接続。水流パターンも手
元レバーで片手で簡単切り替え
できます。

必要ポイント数：7,100商品コード：E6087-0002
●本体質量：300g ●本体寸法：（長さ×幅×高さ）：165×60×203mm●電源：3V�( 単
3形乾電池 1.5V×2個）●スプレイパターン：直噴ジェット、回転ジェット●回転ジェット機
能連続使用時間：60分●使用圧力：最大 1MPa

【ケルヒャー】回転ウォータージェット
WBS	3ブラック

必要ポイント数：4,000

●使用時 /約幅 22×奥 8.5×高さ37.5cm、収納時 /約径 8.5×高さ30cm・0.18W白
色 LED球●内容：スイッチ式・ACアダプター (USB 接続可 )・USBコード付●機能：明る
さ調節 2段階●電源：AC100~240V-1.8W( 最大時 ) ●中国製●ABS 樹脂

【ドリテック】LEDスタンドライト

ブラック	 商品コード：E3092-0030
［JAN コード：4536117016307］
ホワイト	 商品コード：E3092-0031

［JAN コード：4536117016314］

ホワイト ブラック
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Parenting 余 裕 の あ る 子 育 て で 、毎 日 笑 顔 で H A P P Y に

3歳まで待てない。　はじめてのおままごとにピッタリ! 「型はめ」+
「カッティング」+「ごっこ遊び」 本体にパーツをはめてカットしたり、
本体裏面のプリントの上でカットしたり、型はめパズルで遊んだり、
月齢に合わせたおままごと遊びを長く楽しめます。 

必要ポイント数：5,000
商品コード：E0488-0015

●まな板 /約 24×19×高さ1.8cm●内容：トマト・にんじん・なす・かぼちゃ・包丁・ま
な板各 1●重量：740g�● ST 合格品�●ベトナム製

【Edute	baby	&	Kids】
ベビーOMAMAGOTO	6ピース

必要ポイント数：12,000

●テーブルの天板を挟んでアームを回転させるだけの簡単固定。
●収納袋内蔵で気軽に持ち運べるので旅行や外出先でも活躍。
●お子さまの抜け出しを防ぐために股ベルト・腰ベルトでしっかり固定。 
●シートは取り外してお洗濯できます。
●専用トレー付。テーブルやフレームをガードして汚れを防ぎます。
●専用トレーはドリンクホルダー付でコップの転倒も防止

商品コード：E2392-0035

●使用時 /約 35×42×高さ27cm●対象年齢：5カ月頃~36カ月頃まで�●耐荷重：約
15kg ●専用トレー・収納袋付�●中国製

【L'inglesina	Baby	S.p.a.】
イングリッシーナ　ファスト　レッド

脱脂綿とガーゼを用いた湯あがりぽんちょ。ジャブジャブ丸洗いで
きます。赤ちゃんの身体をやさしく包み、水分を吸収します。生まれ
たての赤ちゃんから4~5歳のお子様まで使えます。

必要ポイント数：6,000
商品コード：E3752-0029

●約 120×60cm●素材：表側・裏側 /綿 100%（ガーゼ）、中わた /綿 85%（脱脂綿）・
複合繊維（ポリエステル）15%�●日本製

【パシーマ】
ベビー湯あがりぽんちょ	クール

2種類のベビーラトルと
アヒルのセット。

必要ポイント数：3,400
商品コード：E2392-0064

●サイズ：コロコロラトル（約 7×7×高さ7cm）・3リングラトル（約 10×8×5cm）・ベ
ビーダック（約 9×6×高さ9cm）● ST合格品�●ベトナム製●ゴムの木（ラッカー塗装）�

【Edute	baby&kids】
ベビーギフト3点セット(アヒル )
コロコロラトル・3リングラトル・
ベビーダック各 1
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Parenting

たて・横・斜めあらゆる面に
積足すことが可能!少ない
ピース数で様々な作品が作
れるブロックです。

キッズのための器です。
電子レンジ、 食器洗い
乾燥機に対応して軽く
て割れにくい器。

出産お祝いに、キッズのため
の器です。電子レンジ、 食器
洗い乾燥機に対応して軽くて
割れにくい器。

キッズのための器です。電子レンジ、 食器洗い乾燥機に対応して軽
くて割れにくい器。

広めな間口に設置可能な幅90㎝からで、玄関やキッチン・階段の上
り口にも取り付けできます。高さ60㎝で、ママにやさしい設計です。 
メッシュ素材を使用しているので、お子様をやさしくしっかりガード
します。 つっぱり方式で簡単に取付けることが出来ます。

幼児のバランス感覚と総合的な運動スキルの発達を高めるように
設計されたYBikeの乗用玩具は、世界40ヵ国以上で認められ販売
されています。Pewiは幼児が楽しみながら自力で歩き始めれるよ
うサポートします。

必要ポイント数：4,000商品コード：E6087-0044

必要ポイント数：3,000商品コード：E9073-0030
必要ポイント数：5,400商品コード：E0488-0005

必要ポイント数：3,500商品コード：E8656-0043

必要ポイント数：6,000商品コード：E3752-0049

●茶椀 ( 約径 10.4×高さ5.5cm)・汁椀 ( 約径 10×高さ5.8cm)・小丼 ( 約径 12.5×高
さ6.5cm)・コップ ( 約口径 7.5×高さ7.5cm・250ml)・スナックプレート(約径 13.6×高
さ2.1cm)・スナック小鉢 ( 約 15×13×高さ4.4cm) ●素材：PET 樹脂・ABS 樹脂 (ウレ
タン塗装 /山中塗 )

●茶椀 ( 約径 10.4×高さ5.5cm)・汁椀 ( 約径 10×高さ5.8cm)・小丼 ( 約径 12.5×高さ
6.5cm)・コップ ( 約口径 7.5×高さ7.5cm・250ml)・スナックプレート( 約径 13.6×高さ
2.1cm) ●内容：茶椀・汁椀・小丼・コップ・スナックプレート各 1●素材：PET 樹脂・ABS
樹脂 (ウレタン塗装 /山中塗 )●生産国：日本製

●バケツ/約 21.6×21.3×高さ24.2cm●素材：ABS 樹脂●カラー：ビビット●対象年齢：
3才~●日本製

●茶椀 ( 約径 10.4×高さ5.5cm)・汁椀 ( 約径 10×高さ5.8cm)・小丼 ( 約径 12.5×高
さ6.5cm)・スナックプレート(約径 13.6×高さ2.1cm)・スナック小鉢 (約 15×13×高さ
4.4cm)・箸各 1●素材：食器 /PET 樹脂・ABS樹脂 (ウレタン塗装 /山中塗 )、箸 /天然木 (ア
クリル塗装 )●日本製●食器洗浄機使用不可（箸のみ）

●W90~130×D4.3×H60cm●内容：つっぱり方式・固定キャップ付●対象年齢：6カ
月~2才頃まで●中国製

【有限会社ミタニ】ハグミー6点セット
茶椀・汁椀・小丼・コップ・スナックプレート・
スナック小鉢各 1　ピンク

【ミタニ】キッズ食器セット　ピンク
【アーテック】ブロックバケツセット214pcs

【有限会社ミタニ】箸付 5点セット
茶椀・汁椀・小丼・スナックプレート・
スナック小鉢・箸各 1　イエロー

【グリーンライフ】ベビーフェンス　ブラウン 必要ポイント数：8,000商品コード：E9073-0004
●サイズ：約 45.5×52×高さ42cm、座面高さ27cm　●質量：約 1.8kg�●内容：幼児
用乗用及び歩⾏補助玩具�●対象年齢：1才 ~3才�●耐荷重：20kg�●付属品：工具�● CE
適合品�●中国製●アルミニウム（無鉛粉体塗装）・ポリプロピレン・合成ゴム

【YBike】PEWI　ライドオントイ　レッド
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［JAN コード：4971850902737］

はじめてのお人形あそびにぴったりのメルちゃんだよ。 
お風呂で髪がピンクに!

毎日の生活に役立つ20コン
テンツ辞書完全収録。見やす
いカラー液晶搭載・丈夫な堅
牢設計 親しみやすい50音
入力キーボードタイプです。

組み立てがカンタンで
組み間違いが起こりにく
いです。 豊富な連結バ
リェーションで子供部屋
やクローゼットの整理に
とっても便利です。

子供部屋にもピッタリな
ジュニアポールスタンドです。

組み立てがカンタンで組み間違いが起こりにくいです。 豊富な連結バ
リェーションで子供部屋やクローゼットの整理にとっても便利です。

幼児のバランス感覚と総合的
な運動スキルの発達を高める
ように設計されたYBikeは世
界40ヵ国以上で認められ販売
されている玩具メーカーです。
Cruzeは幼児から安心して乗
れる3輪キックスクーター。安
定性の高いデザイン。ハンドル
を傾けて前輪を操舵できる特
許構造を採用しています。

必要ポイント数：4,600商品コード：E8656-0045
●全長約 26cm●内容：くし・ミルクびん付● 1.5ヶ月以上�● ST合格品�●カンボジア製

【WORLDTOYS(CAMBODIA)】
おせわだいすきメルちゃん　人形（全長約 26cm）

必要ポイント数：15,000商品コード：E8656-0017
●【重量】�315g�【内容】�87×108.5×17.7mm●内容：カラー液晶・国語辞典・漢字辞典・
英和辞典・和英辞典・その他収録・12桁電卓●電池：単 3乾電池 1本 (お試し用 ) 付●
中国製

【カシオ計算機】カシオ　電子辞書　GD(ゴールド）

必要ポイント数：10,000商品コード：E0488-0018
●約 30×67×高さ56cm●質量：約 2.1kg�●内容：3輪キックスクーター�●対象年齢：
2才~5才�●耐荷重：20kg�● CE適合品�●中国製●カラー：オレンジ

【YBike】CRUZE　3輪キックスクーター

必要ポイント数：5,000

●幅 35×奥⾏ 42×高さ83.3/88.3cm ●素材：ポリプロピレン・鉄●内容：耐荷重約
2kg( 天板・1段あたり)●日本製

【ジェイ・イー・ジェイ】4段チェスト

ピンク	 商品コード：E8166-0038
ブルー	 商品コード：E8166-0039

必要ポイント数：5,000

●本体サイズ：幅 28×奥⾏ 28×奥⾏ 123cm 組立品�耐荷重：8kg ●内容：耐荷重約
2kg(フック1本あたり)・約 8kg( 全体 ) ●台湾製●組立式

【大竹産業】ジュニアポールスタンド

ブルー	 商品コード：E6087-0009
レッド	 商品コード：E6087-0010

必要ポイント数：8,000

●約83.5×42×高さ91.2cm●内容：耐荷重約2kg( 引出 1段あたり)・約10kg(ハンガー
部 )、キャスター付●日本製

【ジェイ・イー・ジェイ】キッズハンガー付収納ケース

ピンク	 商品コード：E2392-0015
ブルー	 商品コード：E2392-0016

ピンク

ブルー

レッド

ピンク

ブルーブルー
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Health 毎 日 の 健 康 を 支 え る 充 実 の ア イ テ ム

●PM0.1の微粒子までも99.95%捕らえて、清浄された暖かい空気を早く均一
に循環する空気清浄ファンヒーター。

●空気清浄機、扇風機、ファンヒーターの1台3役。
●ジェットフォーカステクノロジー搭載。遠くまでパワフルな風を届けるフォーカ

スモードと、より広範囲に風を届けるワイドモード。

［JAN コード：4975479417047］

約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。すぐに測定を開始する
ので、忙しい朝の時間帯でもすばやく測定できます。

必要ポイント数：8,500商品コード：E2392-0097
●幅�84×高さ�62×奥⾏き�21mm（カフ含まず）●本体重量 /約 85g�（電池含まず）●
対象手首周�/�13.5�~�21.5�cm●医療機器認証番号�/�230AGBZX00001000 管理医療
機器

【オムロン】	
手首式血圧計	シンプルタイプ	HEM-6164

疲労の蓄積を防ぐには、血液の循環を良い状態に保つことが必要で
す。体に電気を流すことで、筋肉を縮めたり緩めたりすることができ、
ポンプ作用が働き血液の流れを促進し、筋疲労回復を促します。

［JAN コード：4975479405358］

必要ポイント数：48,000商品コード：E6087-0078
●外形寸法（単位：mm）幅：60mm高さ：72mm奥⾏：15.5mm（本体のみ）●（医療
機器届出 )番号：230AGBZX00089000 ●機器種別：管理医療機器●付属品：本体（2台）、
パットM（2枚）、収納ケース、パットホルダー、専用充電器、専用ACアダプタ、取扱説
明書（品質保証書付き）（1部）

【オムロン】
コードレス低周波治療器	ホワイト	HV-F601T

部屋全体の空気を徹底的に清浄する加湿空気清浄機。タンクの中の水を瞬時に
除菌し、衛生的に加湿。空気中に浮遊する粒子状物質や有害なガスを自動で
検知・分析し、リアルタイムでお知らせします。

［JAN コード：5025155044711］

必要ポイント数：109,500商品コード：E8656-0012
●寸法：W31.2×H92.3×D31.2cm●質量：8.29kg内容：リモコン付●空気清浄適用床面積（畳）：12（30分）、
36�（60分）（8畳を清浄する目安�22分）●加湿能力（畳）：6~10畳　（350mL/h）●本体機能：電源オン/オフ、
Wi-Fi�接続�（5秒長押し）、加湿お手入れ●風向調整（角度）�0°/45°�/�90°�/�ブリーズモード

【ダイソン】
Dyson	Pure	Humidify	+	Cool™	
加湿空気清浄機	ホワイト/シルバー

［JAN コード：5025155041970］

必要ポイント数：75,500商品コード：E9073-0013
●約幅 22.2×奥 22.2×高さ63.2cm●付属品：リモコン●機能：温風モード・涼風モード・首振り・上下角
度調整・タイマー・ワイド・フォーカスモード●空気清浄適用床面積：8畳（30分）、23畳（60分）（8畳を
清浄する目安 30分）�●暖房能力：8畳 /4.5 畳（コンクリート住宅）、6畳 /3畳（木造住宅）�●コードの長さ：
1.8m●マレーシア/フィリピン製

【ダイソン】
Pure	Hot+Cool	空気清浄機能付ファンヒーター
アイアン/シルバー
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「こり」と「痛み」の症状別電気治療と、「温熱治療」を1台で実現。  

●50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
●「体重急激増減お知らせ機能」付き。
●乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」。

●4C法と高い相関性を持つ新しい
アルゴリズムを搭載。

●筋肉の「量」と「質」で筋肉総合評
価。デュアルタイプ体組成計だか
らできる「筋質点数」を表示。

●乗るだけではかれる脈拍測定機
能搭載。

●BLE通信で、iPhone/Android 
スマートフォンに測定データを送
信、アプリで管理。

●4C法と高い相関性を持つ新しい
アルゴリズムを搭載。

●筋肉の「量」と「質」で筋肉総合評
価。デュアルタイプ体組成計だか
らできる「筋質点数」を表示。

●乗るだけではかれる脈拍測定機
能搭載。

●BLE通信で、iPhone/Android 
スマートフォンに測定データを送
信、アプリで管理。

●BLE無線でアプリで血圧管理。
●低室温お知らせ機能。
●クリップアームカフ。
●90回記録メモリー（2人分）。
●直近測定結果2回分の
　平均値表示。

●のるだけで誰がのっているか自
動判別し、測定を開始します。

●「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」を表示。 

［JAN コード：4975479405075］

［JAN コード：4904785042964］

必要ポイント数：50,000商品コード：E9073-0053

必要ポイント数：12,000商品コード：E6087-0069

必要ポイント数：8,000

●本体 /約幅17.8×奥 20.9×高さ21.2cm●内容：患部集中パッド×4・専用ACアダプタ・
パッドホルダー・大型温熱サポーター各 1付・医療機器認証番号 220AGBZX00027000
●機能：温熱治療・症状別コース4種類・もみ方コース5種類・部位別コース10種類・強
さ調節 20段階●電源：AC100V●中国製※ペースメーカー等の医用電気機器をご使用の
方はご利用できません。

●商品寸法：幅�316mm�×��高さ�27mm�×��奥⾏�217mm●本体質量：約�1.5kg（乾電
池含む）

●本体サイズ：約幅 280×奥⾏ 245×高さ28mm●本体重量：約 628g（電池含む）●内容：
秤量 150kg・最小表示 5~100kgまで 50g 単位・100~150kgまで 100g 単位・体脂肪
率 0.1%単位●機能：体重・体脂肪率・体水分率・筋肉量・推定骨量・基礎代謝量・内臓脂
肪レベル●電池：単 4乾電池 3本（お試し用）付●中国製※ペースメーカー等の医用電気
機器をご使用の方はご利用できません。

【オムロン】電気治療器

【タニタ】	
体組成計	パールホワイト	BC-316-WH

［JAN コード：4904785047792］

必要ポイント数：33,000商品コード：E3092-0080
●サイズ：本体約幅 328×高さ31×奥⾏ 298mm（約 2.1kg/ 乾電池含む）●表示体重（計
量範囲 0~180kg/ 最小表示 50g）●体脂肪率（0.1%単位 .6 歳からの判定）● BMI（0.1
単位 . 判定付）●推定骨量（100g 単位 . 判定付）●筋肉量（50g 単位 .6 歳からの判定付）
●筋質点数（1点単位 . 判定付）●内臓脂肪レベル（0.5レベル単位 . 判定付）●基礎代謝
量（1kcal/ 日単位 . 判定付）●体内年齢（1才単位）●体水分率（1%単位）●脈拍数（1/
min 単位）*アスリートモード*登録人数 4人+ゲストモード

【タニタ】体組成計	インナースキャンデュアル
パールホワイト	RD-915L-WH

［JAN コード：4904785047785］

必要ポイント数：39,000商品コード：E3092-0079
●サイズ：本体約幅 328×高さ31×奥⾏ 298mm（約 2.1kg/ 乾電池含む）●表示体重（計
量範囲 0~180kg/ 最小表示 50g）●体脂肪率（0.1%単位 .6 歳からの判定）● BMI（0.1
単位 . 判定付）●推定骨量（100g 単位 . 判定付）●筋肉量（50g 単位 .6 歳からの判定付）
●筋質点数（1点単位 . 判定付）●内臓脂肪レベル（0.5レベル単位 . 判定付）●基礎代謝
量（1kcal/ 日単位 . 判定付）●体内年齢（1才単位）●体水分率（1%単位）●脈拍数（1/
min 単位）*アスリートモード*登録人数 4人+ゲストモード

【タニタ】体組成計	インナースキャンデュアル
ブラック	RD-915L-BK

［JAN コード：4904785048195］

必要ポイント数：18,000商品コード：E6087-0070
●商品サイズ�W93×D144×H57mm●測定範囲：圧力 0~300mmHg�脈拍 40~199
拍 /分●測定可能上腕周囲：22~33cm●電源�DC6V�単 3形アルカリ乾電池×4本（お試
し用電池付属）●電池寿命：約 350回●メモリー：2人分、90回の測定結果を記録（最高
最低血圧地、脈拍数、温度）●重量�228g ●医療機器認証番号：227AABZX00085000

【タニタ】	上腕式血圧計	Bluetooth	アプリ連動
ヘルスプラネット	ホワイト	BP-224L-WH

【ドリテック】体重体組成計

ダークウッド	 商品コード：E6087-0011
［JAN コード：4536117022117］
ナチュラルウッド	 商品コード：E6087-0012

［JAN コード：4536117022100］

ダークウッド

ナチュラルウッド
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Health

［JAN コード：4580161458071］

●3段階の加湿量調節機能で
最適な空間をたのしむ。

●最大加湿量350ml/h。
●アロマオイル用のケースが付

いています。
●スタイリッシュなアルミニウム

スタンドデザイン。

大風量で花粉やウイルス・タバコ
のにおいなど、空気の悩みを短時
間で解決。"プレ+活性炭+HEPA"
の3層フィルターを搭載した空気
清浄機です。0.3㎛以上の微粒子
を99.97%以上集じんします。適
用床面積：~54㎡（約33畳）。

●3-Dフロー花粉撃退気流。
●「ナノイーX」搭載。
●空間にフィットする 新・フラットデザイン。

 「梅雨・夏に強い コンプレッ
サー方式」と「秋・冬にも強い デ
シカント方式」、2つの除湿方式
で1年中、しっかり衣類乾燥。真
下から風を送って効率的に衣
類乾燥。約2kgの洗濯物を約
97分で、カラッと乾かします。

毎日のこまめな洗濯物の乾燥
に。スタンダードタイプ。

「業界トップクラスの加湿量」と
「低騒音化」を実現した、シャー
ププラズマクラスター25000搭
載の加湿空気清浄機。

必要ポイント数：25,000商品コード：E6496-0025
●約）220×220×675mm●電源：AC100V�50/60Hz ●消費電力：約）28W●加湿量：
約）350ml/h ●適用畳数：6-10 畳●タンク容量：約）5.0L ●運転騒音：40dB 以下●オフ
タイマー：1.2.4.6.8 時間●電源コード長：約）1.4m

【ツカモトコーポレーション】
Beam（ビーム）タワー型超音波式加湿器　ホワイト

［JAN コード：4521576945022］

必要ポイント数：138,000商品コード：E9073-0084
● 530�×�270×�576�mm●使用目安床面積：~54㎡（約 33畳）●付属品：HEPAフィル
ター・カーボンフィルター・プレフィルター

空気清浄機　AeraMax	Pro	AM3s

［JAN コード：4549980631911］

必要ポイント数：60,000商品コード：E6496-0039
●寸法：W39.8×H64.0×D25.7cm●空清適用床面積の目安：空清運転時 /~31畳、加
湿空清運転時 /~29 畳●加湿適用床面積の目安：木造 /~12 畳、プレハブ /~19 畳●清浄
時間：[空清運転時 ]約 9分 /8畳、[ 加湿空清運転時 ]約 10分 /8畳●風量：[空清運転時 ]
最大 8.7m3/ 分（強風量時）、[加湿空清運転時 ]最大 7.6m3/ 分（強風量時）●加湿方式：
気化式●加湿能力：最大約 700mL/h（強風量時）●タンク容量：約 3.2L ●運転音：[ 空清
運転時 ]15~54dB、[ 加湿空清運転時 ]26~53dB ●質量：約 10.2kg

【パナソニック】加湿空気清浄機
ナノイーX		ホワイトF-VC70XT-W

［JAN コード：4974019176079］ ［JAN コード：4974019164205］

必要ポイント数：73,000商品コード：E6496-0061
必要ポイント数：104,300商品コード：E6496-0076

●本体寸法：高さ665mm×幅 359mm×奥⾏ 248mm●質量 15.5kg ●定格除湿能力
（50Hz/60Hz）11/12�L/ 日除湿可能●面積の目安（木造住宅~コンクリート住宅）�
50Hz�14~28 畳（23~46㎡）60Hz�15~30 畳（25~50㎡）●プラズマクラスター 7000
適用床面積（目安）�約 14畳（約 23㎡）

●幅400×奥⾏359×高さ693mm●プラズマクラスター適用床面積（目安）約21畳（約
35m²）●加湿方式�気化方式●加湿量�最大�880mL/h●給水タンク容量�約 3.6L●待機時消
費電力（W）�約 0.7（約 1.2）●質量（kg）�約 12kg●空気清浄機能適用床面積（目安）〜
34畳（56m²）加湿空気清浄機能適用面積　加湿適用床面積�プレハブ洋室　~24畳（40m²）
/�木造和室　~15畳（25m²）

［JAN コード：4549980602324］

必要ポイント数：65,000商品コード：E3752-0070
●適応畳数目安（木造）：8畳まで●適応畳数目安（鉄筋）：16畳まで●除湿方式：ハイブリッ
ド方式●本体サイズ（高さ×幅×奥⾏）：335×470×250mm●本体重量：10.5kg ●消費
電力（除湿運転時）・強：170W-185W●消費電力（衣類乾燥運転時）・速乾：535W-555W（衣
類ケア運転時）・寝具：240W-255W・●運転音：42~49dB ●排水タンク容量：2.4 ●連
続排水：×

【パナソニック】ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機	アーバングレーF-YHTX90-H

【シャープ】プラズマクラスター7000除湿機
CV-N120-W	ホワイト系

【シャープ】プラズマクラスター25000
加湿空気清浄機　KI-NX75-W	ホワイト系
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HEPAフィルター採用&余裕の
12畳対応 。0.3ミクロンの粒子
を99.97%キャッチ。タバコの
臭いやペットなどに便利な脱臭
フィルター。

部 屋 中 の 空 気を循 環させ
ながら、0.3μmの微粒子を
99.97%キャッチ。さらにサッ
カーフィールド6面分の表面積
を持つ活性炭フィルターが気
になるニオイを素早く除去。 

USBポート搭載で運動しな
がらスマホ充電可能。安全
に運動を行う為のパルスセ
ンサーや効果的な運動をサ
ポートする多彩なプログラ
ムが内臓。

［JAN コード：4975058594312］

必要ポイント数：22,900商品コード：E6496-0060
●製品寸法 1[WxDxH]（約）：410×140×430mm●製品質量 [付属品含む ]（約）：4.0kg
●定格電圧：AC100V�50/60Hz ●集じん方式：機械式（ﾌｨﾙﾀｰ式）●消費電力（ﾌｨﾙﾀｰ装着
状態）：ﾀｰﾎﾞ 43/49W適用床面積~12畳●騒音：ﾀｰﾎﾞ 50dB 以下（距離 1m/A特性）, 標
準�40dB 以下（距離 1m/A特性）, 静音�25dB（距離 1m/A特性）●ﾏｲﾅｽｲｵﾝ発生方式：ｺ
ﾛﾅ放電方式●ﾏｲﾅｽｲｵﾝ量：10,000 個以上 /cm3�（風量 ｢ﾀｰﾎﾞ｣ 運転時､ 6 畳間で本体吹出
し口より吹出し方向へ 1mの距離で測定）●集じんﾌｨﾙﾀｰ：HEPA ﾌﾟﾘｰﾂﾌｨﾙﾀｰ●集じんﾌｨﾙﾀｰ
寿命：約 1.5 年●脱臭ﾌｨﾙﾀｰ：活性炭ﾌｨﾙﾀｰ●脱臭ﾌｨﾙﾀｰ寿命：約 1.5 年●ﾀｲﾏｰ仕様：動作時
間…180分●電源ｺｰﾄﾞ：長�2.0m��付属品�HEPA集じんフィルター…1脱臭フィルター…1�

【HEPA】フィルター空気清浄機	メタリックベージュ

蚊の習性と空気清浄機の特長を活かした
蚊取り機能を搭載。
※ シャープ社基準による、試験空間における実証

結果であり、実使用空間での実証結果ではあり
ません。蚊やコバエの種類によって効果は異なり
ます。

立体的に振動する3Dの振動マシンです。乗るだけで筋トレ、バラン
ス運動を同時に行えます。

コンパクトなクロスバイク。
省スペースでエクササイズ
ができます。折りたたみで
きるので収納が便利。メー
ターは時間・速度・距離・カ
ロリーを表示します。8段階
で負荷調節が可能。

［JAN コード：4974019192437］

必要ポイント数：49,000商品コード：E6087-0088
●本体寸法（約 )：幅 394×奥⾏ 281×高さ540mm（突起部含む ) ●質量（約 )：5.9kg
●電源コード長さ：1.8m ●プラズマクラスター適用床面積の目安（約 )：〜 14 畳（〜
23m2) ●空気清浄適用床面積の目安（50/60Hz) 〜 23畳（〜38m2) ●清浄時間の目安：
8畳のお部屋を約 12分で清浄●風量：［強］5.1、［中］2.9、［おやすみ］0.8 〜 1.5m3/
分●消費電力（50/60Hz)：［強］50、［中］13、［おやすみ］1.8 〜 3.3W●運転音：［強］
51、［中］39、［おやすみ］18〜 24dB ●交換フィルター・集じん（HEPA)フィルター：
[FZ-GK50HF]（交換目安：約 10年 )・脱臭フィルター：[FZ-GK50DF]（交換目安：約 10年 )・
交換用蚊取りシート[FZ-GK50KS]

【シャープ】FU-PK50-B
蚊取り機能付き	空気清浄機	「蚊取空清」	
プラズマクラスター7000ブラック系

必要ポイント数：50,000商品コード：E0488-0026
●約幅78×奥 44.5×高さ17cm●内容：連続使用時間約10分・耐荷重約90kg・エクサ
サイズバンド・保護マット・コントローラー・アームバンド・ハンドル・キャスター付●機能：3D
立体的振動・振動速度調節16段階・オートモード・タイマー●電源：AC100V-200W●中
国製※ペースメーカー等の医用電気機器をご使用の方は医師とご相談の上、ご利用ください。

【アルインコ】3D振動マシンバランスウェーブネオ

必要ポイント数：30,000商品コード：E9073-0007
●サイズ：使用時 /約幅 46×奥⾏ 94×高さ108cm●内容：折りたたみ式・8段階マグネッ
ト負荷方式・サドル高さ調節・耐荷重約 90kg・連続使用時間約 30分●機能：速度・時間・距離・
カロリー表示●電池：単 3乾電池 2本（お試し用）付●中国製※ペースメーカー等の医用電
気機器をご使用の方は医師とご相談の上、ご利用ください。●スチール・ABS 樹脂・ポリプ
ロピレン・PVC・ポリウレタン

【アルインコ】クロスバイクAFB4417X

［JAN コード：4560330119460］

必要ポイント数：69,500商品コード：E6087-0001
●製品寸法：幅 260mm×奥⾏ 260mm×高さ700mm●製品重量（フィルター含む）：約
7.4kg ●電源：AC100V50/60Hz 共用 ACアダプター●消費電力：2〜 72W●コード長さ：
AC側：1.0m/DC側：1.8m（ACアダプターコード長）●電源：AC100V-2~72W●中国
製

【バルミューダ】
バルミューダ　ザ・ピュア　ダークグレー

必要ポイント数：50,000商品コード：E0488-0022
●約幅 56×奥⾏ 104×高さ142.5cm（約 26kg）　●内容：24段階マグネット負荷方式・
サドル�ハンドル角度調節・耐荷重約90kg・連続使用時間約30分・タブレットトレー・キャスター
付●機能：心拍数測定・体力評価●電源：AC100V-4.5W●中国製※ペースメーカー等の
医用電気機器をご使用の方は医師とご相談の上、ご利用ください。

【アルインコ】プログラムバイクAFB7018　
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Health

自宅で手軽に本格的なウォー
キングが楽しめる電動ウォー
カー。 組立不要で、コンパク
トだから省スペースですぐに
運動できます。 スピードが約
1~6km/h、傾斜角度は3段階
で調節可能です。

身体にやさしい遠赤外線を全面から放射。ファン式ではないので空
気のよどみもなく、のどや肌にもやさしいパネルヒーターです。 おは
ようタイマー、おやすみタイマー機能を搭載。 2つのタイマーは同時
に設定可能。

大容量2.5リットルタンクにお好きな香りを楽しめるアロマトレイと
ミネラルカートリッジを標準装備した超音波式加湿器です。

長さ約180cmのロングサイズの折りたたみ式のヨガマットです。 重
要ポイントである厚みは6mmです。軽量なので持ち運びもラクラ
ク、場所を選びません。便利な収納バック付きです。

張るだけで骨盤周りの筋肉
を鍛える、薄型&コードレス
EMS運動機器。運動では鍛
えにくい深層筋までしっかり
ケアが可能。

人間のウエストをイメージした形状で本体をデザイン。腰にフィットして
くれるから、ピンポイントで腰の筋肉をもみほぐしてくれます。まるでも
み玉が手でもまれているかのようです。 もみ玉部のカバーを取り外して
洗濯可能。

［JAN コード：4969182513080］

必要ポイント数：50,000商品コード：E2392-0065
●サイズ：使用時 /約幅 62×奥⾏ 129×高さ122.5cm●内容：折りたたみ式・傾斜角度
3段階・耐荷重約 90kg・連続使用時間約 30分・タブレットトレー・保護マット付●機能：プ
ログラム4種類・心拍数測定・速度調節約 1~6km/h ●電源：AC100V-135W●中国製
※ペースメーカー等の医用電気機器をご使用の方は医師とご相談の上、ご利用ください。●
スチール・ABS 樹脂・PVC

【アルインコ】
プログラム電動ウォーカー	AFW3118　

［JAN コード：4906601003531］ ［JAN コード：4944370991888］

必要ポイント数：30.000商品コード：E2392-0018
必要ポイント数：10,000商品コード：E2392-0027

●外形寸法：幅 65×高さ51×奥⾏き25cm（本体奥⾏ 7cm）、質量：約 7.5kg ●機能：オ
ンタイマー・オフタイマー・転倒時安全装置・温度過昇防止装置・切り忘れ防止タイマー●電源：
AC100V-1000（強）・500（弱）W●日本製

●本体サイズ：135×150×280mm●内容：本体（アロマトレー・アロマパッド・エアー
フィルター・ミネラルカートリッジ各 1本体装着）・アロマパッド×5・エアーフィルター×3・
ミネラルカートリッジ付●機能：連続使用時間約 8時間・加湿量無段階ダイヤル調節●電源：
AC100V-30W●中国製　※アロマオイルは別売です。●ポリプロピレン・ABS 樹脂

【ゼンケン】遠赤外線ヒーター	ホワイト 【阪和】プリズメイト　アロマ超音波式加湿器

必要ポイント数：7,000商品コード：E6087-0016
●本体サイズ：幅 180×奥⾏ 60×高さ0.6cm●本体重量：0.95kg 折りたたみ時サイズ：
幅 60×奥⾏ 15×高さ7cm●内容：収納バッグ付●材質：マット=TPE、収納ショルダー
=PP、ナイロン、ポリエステル●台湾製

【アルインコ】折りたたみヨガマット　グリーン 必要ポイント数：12,000商品コード：E6087-0014
●本体サイズ：W約427mm×D約140mm×H約22mm●本体重量：約112g（本体のみ）
●内容：ゲルパッド×4・保管用シート×2付●機能：レベル調節 15段階・モード自動切替●
電池：単 4乾電池 2本（お試し用）付●中国製　※ペースメーカー等の医用電気機器をご使
用の方はご利用できません。

【クルールラボ】スリム	デ	ボーテ　ピンク

［JAN コード：4969182509281］

必要ポイント数：15,000商品コード：E8166-0036
●W420×D370×H180mm ●重量：約 1.5kg（AC アダプター含）●素材：本
体 /ポリエステル、PU　操作部 /ABS ●内容：定格時間約 15 分・医療機器認証番号
224AKBZX00101A01 ●機能：もみマッサージ・振動マッサージ・ヒーター●電源：
AC100V-12W●中国製※ペースメーカー等の医用電気機器をご使用の方は医師とご相談
の上、ご利用ください。

【アルインコ】腰マッサージャー
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1台で2役のサーキュレーター
扇風機です。スパイラル気流
で遠くまで届くパワフルな風
から長時間肌にあたっても疲
れにくい、やさしい微風まで自
由自在。組み立て不要ですぐ
お使いいただけます。

●歯科医師推奨の磨き方ができ
る「ヨコ磨き」&「リニア音波振
動」。

●ドルツアプリ「磨き方レッスン動
画」に対応。

●薄ヘッド細ネックブラシで奥歯
までしっかり届く。

指ひとつ触れるだけで、風
を自由自在に。穏やかな風
も、パワフルな風も一台で。
3D首振機能、26段階風量
調整、高さ調節が可能。

グラス&トラベルケース充電
や多彩なモードなどダイヤモ
ンドクリーンのメリットを享受
しながら、プレミアムなオーラ
ルケアを実現します。

エキスパートクリーンなら、内蔵
スマートセンサーがブラッシング
圧力の調節を指示したり、アプリ
の進捗レポートで歯磨き習慣を身
に付ける手助け、お口の健康をサ
ポートします。

［JAN コード：4967576407526］

必要ポイント数：26,000商品コード：E6087-0063
●商品サイズ（cm）幅約 24×奥⾏約 24×高さ約 60 ●本体質量約 2.4kg ●電源
AC100V、50/60Hz ●消費電力 25W●適用畳数（目安）24畳●風力切替 10段階●送
風モード連続・リズム・おやすみ●首振り上下左右（60°・90°・120°）●タイマー入 /切●
高さ調節 4段階（約 60~70cm）●電源コード長さ約 1.7m

【アイリスオーヤマ】サーキュレーター扇風機
DCモーター搭載	ホワイトKSF-DC151T

［JAN コード：4549980443392］

必要ポイント数：14,000商品コード：E8656-0063
●寸法：約W2.7×H21.6×D3.0cm（ブラシ含む）●ブラシ振動数：ヨコ磨き / 約
31,000ストローク/分●電源方式：充電式●定格電圧：AC100-240V（自動電圧切替付）
●消費電力：約 7W（充電時）●充電時間：約 17時間●使用時間：約 22日間（約 90分）
●質量：約 95g（スタンド含まず、ブラシ含む）●付属品：極細毛ブラシ（コンパクト）、クリー
ン&ホワイトブラシ、ブラシスタンド、充電器

【パナソニック】
音波振動ハブラシ	ドルツ	青		EW-DL36-A

［JAN コード：8710103932642］

必要ポイント数：30,000商品コード：E3092-0075
●商品寸法�（長さx幅 x高さ）31�x�28�x�252�mm●付属品：プレミアムクリーンブラシ1
本、充電器用グラス、充電器台、USB充電トラベルケース●アプリ対応：Bluetooth（Philips�
Sonicareアプリに接続）●電池：充電式●充電池の種類：リチウムイオン充電池●使用時
間：約 2週間（クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日 2回）●電源・対応電圧：
AC100~240V（海外電圧対応可能）

【フィリップス】	ソニッケアー	電動歯ブラシ
ダイヤモンドクリーン	9000	ホワイト		HX9911/10

［JAN コード：8710103901693］

必要ポイント数：29,500商品コード：E8166-0045
●本体サイズ（H×W×D）：250×31×28�mm（4モード）●本体質量（ブラシ含む）約
132g（Voltage,�Frequency,�Rated�power）●AC100�–�240V,�50/60Hz,�0.4�-�1.4W
●充電時間：24時間充電式（リチウムイオン充電池）●Code�length�1220+50/0mmハン
ドル、プレミアムクリーンブラシヘッド、プレミアムガムケアブラシヘッド、充電器、トラベルケー
ス、取扱説明書

【フィリップス】
ソニッケアー	エキスパートクリーン	ホワイト

必要ポイント数：24,100

●本体サイズ：880×330×330mm●本体重量：約 4.3kg ●使用電源：（ACアダプタ）
入力　AC100-240V　出力　DC12V�3.5A ●消費電力：（約）2-20W

【duux（デュクス）】
Whisper	Flex	Touch
（ウィスパー	フレックス	タッチ）
27センチ　リビング扇

グレー	 商品コード：E6087-0004
［JAN コード：4580161458330］
ホワイト	 商品コード：E6087-0003

［JAN コード：4580161458347］ グレー

ホワイト

音波テクノロジー毎分
約31,000回の高速振
動で歯垢をたたき浮か
せ、ブラシヘッドの幅広
い振幅で浮かせた歯垢
をはらい落とします。

必要ポイント数：13,400

● 252×31×28mm（Voltage,�Frequency,�Rated�power）100-240V,�50/60�Hz,�
0.4-1.4W●充電式�（リチウムイオン電池）Code�length�1220+50/0mmハンドル、ホワ
イトプラスブラシヘッド�黒、ホワイトプラスブラシヘッドコンパクト、充電器、取扱説明書

【フィリップス】
ソニッケアー	プロテクトクリーン<プラス>

ブラック	 商品コード：E3752-0052
［JAN コード：8710103923930］
ホワイトライトブルー	商品コード：E3752-0051

［JAN コード：4580161458347］

ホワイトライトブルー ブラック
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Health

「揉み」と「たたき」が同時に行える、クッションマッサージャー。イスの
背もたれに置いてマッサージしたり、床や机に置いて手足のマッサー
ジもできます。もみ玉にはあったかヒーターが内蔵、マッサージをア
シストします。

足を包み込むエアーマッサージと、足裏をもみほぐすもみ玉マッサー
ジ、さらにかかと部には、エアーの加圧をサポートするエアーカプセ
ルを搭載しています。

車のトランクにも収納できるシンプル仕様の折りたたみ自転車。 おしゃれで実用性も高い20インチ折たたみ自転車です。前キャリアに
バスケットを取り付けて使用していただける2WAYスタイル。折りた
たみは簡単で車にも積載可能。

電動ポンプ内蔵のエアーベッド、約2分で簡単に完成。（空気を抜く
のも約2分）お好みの硬さに調整可能。ベッド内部に高強度ポリエス
テル繊維Fiber-Techが張り巡らされている為、体のオウトツをなぞ
るように包み込み体圧分散が取れ、心地いい快適な寝心地。

何気ない動作で、手を知らない間に酷使しています。そんな疲れを
癒してくれるのが、このハンドマッサージャーです。手指の中でも特
に疲れやすい親指の付け根を、ピンポイントでケアします。

［JAN コード：4969182514209］

［JAN コード：4969182515060］

［JAN コード：4969182516494］

必要ポイント数：11,900商品コード：E8166-0105

必要ポイント数：15,000商品コード：E8166-0102

必要ポイント数：25,000商品コード：E2392-0076 必要ポイント数：30,000商品コード：E2392-0077

必要ポイント数：11,000商品コード：E8166-0103
● 310�×�270�×�130�mm●定格時間�10 分●定格消費電力�24W（電熱部 4W）●医療
機器認証番号�230AGBZX00115000

● 358�×�168�×�143mm�●定格時間�10 分●定格消費電力�22.5W（電熱部 7W）●医
療機器認証番号�301AGBZX00041000

●サイズ：使用時 /約 135×53×高さ92cm　●内容：収納固定バンド・工具付●中国製
●スチール

●サイズ：使用時 /約 143×53×高さ101cm　●内容：バスケット・LEDライト・カギ・荷台・
収納固定バンド・工具付●電池：LEDライト/単 4乾電池 4本使用（別売）●中国製●フレー
ム/スチール、リム/アルミニウム

● 175�×�176�×�104�mm●定格時間�10 分●定格消費電力�11.5W（電熱部�5.5W）●
医療機器認証番号�301AGBZX00038000

クッションマッサージャー　8118（グレー）

フットインマッサージャー4519

【KCD】スウィツスポート　16型折畳自転車
ホワイト×レッド

【KCD】シンプルスタイル　20型折たたみ自転車　
LEDライト・カギ付　ネイビー

必要ポイント数：12,000商品コード：E6087-0040
●シングル　使用時 /約 99×191×高さ33cm　●内容：電動ポンプ内蔵・キャリーバッグ・
簡易補修シール付●電源：AC100V-90W●中国製●組立式

【INTEX】
コンフォートプラッシュ　シングル　グレー

ハンドマッサージャー　ハンドイーズ（ピンク）
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シボレーは、ゼネラルモーターズ（GM）のブランドで、略称はChevy
（シェビー）。フレーム・ハンドル部分折りたたみ機能搭載で収納・移
動時に便利です。折りたたみ部分は二重ロックです。

●余裕の大きさ!ワイドサイズなBBQグリル
●専用串を串穴にセットすれば串焼き調理が楽しめます
●脚を差し込むだけの簡単組立

テーブルとベンチのセットで、ベンチが収納でき、持ち運びに便利。
テーブルは2段階の高さ調整ができ、ロータイプで使用時には、ベン
チと同じ高さになり広々使うことができます。 
※画像は使用例となります。テーブル・ベンチ以外は含まれません。

木炭、チャコールなどの燃料が使用できます。 両サイドに焚き口が
ついているので、鉄板やアミを移動せずにコンロ内の燃料の足し増
しが容易にできます。

最高出力3,000キロカロリーの左右独立バーナーの2バーナー。薄
型・軽量・コンパクト。スマートなボディに機能性を結集。
※画像は使用例となります。ガスカートリッジは含まれません。

ユニークな設計思想によって「ワン・アンド・オンリー」なハマー。イ
メージカラーのイエローが存在感と走りに強いインパクトを与えま
す。またブランドの特徴を継いでワイルドやルックス重視のデザイン
になっています。

必要ポイント数：30,000商品コード：E6087-0030
●使用時/約横126×奥55×高さ93.5cm（タイヤ16インチ）●商品重量：約12.5kg●素材：
スチール（リム：アルミ合金）●機能：フレーム・ハンドル折りたたみ�●中国製●カラー：ブラッ
ク

【ミムゴ】シボレー	FDB16G（タイヤ16インチ）

必要ポイント数：14,700商品コード：E3092-0014
● [組立時 ]（約）幅 85×奥⾏ 65×高さ80/36cm●総重量：（約）4.1kg ●収納サイズ：（約）
幅 69×奥⾏ 42×高さ13cm●構　成：グリル本体、焼網、ロストル、お掃除楽ちんカバー、
収納バッグ、専用スキュア×2主素材：スチール

【eco-logosave】モダングリル	L・コンプリート

必要ポイント数：20,000商品コード：E0488-0047
●テーブル：使用時 /約 90×62×高さ70・38cm●内容：ジョイントパイプ 4本・パラソ
ル用アダプター付・折りたたみ式�●中国製

【キャプテンスタッグ】
ラフォーレ　ベンチインテーブルセット　大理石調

必要ポイント数：30,000商品コード：E0488-0048
●使用時 /約 65.5×35×高さ50cm●収納サイズ（約）：W530×D320×H80mm●
重量（約）：5kg ●ガス消費量（約）：250g/h ●日本製●ブラウン

【キャプテンスタッグ】ガスツーバーナーコンロ

必要ポイント数：5,000商品コード：E8656-0020
●使用時 /約 57.5×40.5×高さ50cm（焼き面 /約 41.5×29.5cm）●内容：網・鉄板
付●本体・鉄板 /日本製、網 /台湾製●組立式

【グリーンライフ】バーベキューコンロ

必要ポイント数：33,500商品コード：E6087-0029
●使用時 /約横 143×奥 56.5×高さ99cm（タイヤ 20インチ）●素材：スチール製（リ
ム /アルミ合金）●重量：本体 /14kg ●機能：フレーム・ハンドル折畳�●中国製●カラー：
イエロー

【ミムゴ】ハマー	FDB20G（タイヤ20インチ）
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Disaster prevention 家 族 の 安 全 と 万 が 一 に 備 え て

おなじみガマグチタイ
プのリュックは開きや
すく取り出しが簡単で
す。反射テープがつい
ていて夜道の視認性
アップ。

非常時の防災ツールの1つとし
て。コンパクトで持ち運びに便利
な収納ケース付き 多機能セット 
乾電池式ミニドライバー付き 最
大トルク3.0N.m。

緊急時に両手を空けて避難することが出来るリュックタイプの防災セッ
ト。女性ならではの衛生面に配慮したセット内容を充実させました。
※予告なくパッケージデザインの変更がある場合があります。

必要ポイント数：10,000商品コード：E3092-0043

必要ポイント数：100,000商品コード：E2392-0037

必要ポイント数：12,000商品コード：E2392-0053

●サイズ：ケース�約 30×25×高さ8cm●原産国：中国●電池式電動ドライバー電源：単
3乾電池×4本（別売り）●電動ドライバー能力：（ネジ締め）木ネジ最大直径 3.1mm（2
×4材）（穴あけ）木工ドリル刃最大直径 3mm（2×4材）※木工ドリルは付属されており
ません●電動ドライバー仕様：（モーター電圧）DC6V、（最大締付トルク）3.0N●m（無
負荷回転数）0-210 回転 /分、（定格時間）5分、（本体重量）約 240g

●約 45×26×高さ38cm●重量：12.7kg ● USB出力端子：1個�●中国製●周波数（交
流）：50/60Hz�●出力（交流）：0.9kVA�●電圧（交流）：100V�●電流（交流）：9A�●電圧（直
流）：12V�●電流（直流）：5A�●エンジン形式：空冷 4サイクルガソリンエンジン�●排気量：
53mL�●出力：1.2kW（1.6PS）/5500min�●使用燃料：無鉛ガソリン（自動車専用レギュラー
ガソリン）�●燃料タンク容量：2.5L（レベルゲージ位置）�●エンジンオイル量：250mL�●点
火プラグ：NGK�CR7HSA�●始動方式：リコイルスターター�●騒音値：約 70dB/7m�●連
続使用時間（50%- 定格負荷）：約 6-4 時間�● ACコンセント：15A×1�● DCコンセント：
DC12V5Aコンセント×1�●付属品：エンジンオイル（SAE10W-40）、プラグレンチ、ドラ
イバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ

●サイズ：約 27×39.7×17cm●セット内容 /避難用リュックサック、COB伸縮 2WAY
ライト、かんぱん 100g、備蓄用飲料水 500ml、防災手帳（ハンドブック・IDカード付）、
静音エマージェンシーブランケット、スライダー付き収納ポーチ、非常用ウェットタオル、ウェッ
トティッシュ（20枚）、エイトバン（大小×各 2）、ソーイングセット、衣類収納巾着袋、あぶ
らとり紙、防寒レインコート、生理用ナプキン（8入）、ペーパー歯磨き5P、ポリラップ×各 1、
緊急携帯トイレ（大小兼用）1P、シャンプー手袋、ポケットティッシュ、マスク×各 2●中国・
日本製●カンパン・長期保存水　賞味期限：5年

●リュックバッグ（約 29×19×高さ36cm）●商品：リュックバッグ（約 29×19×高さ
36cm）・ダイナモマルチライト・AM/FMラジオ・携帯電話充電用コード・アタッチメント4
種付 )・アルミブランケット・ソーイングセット・8徳ナイフ・IDホイッスル&カラビナリング・
レインコート・給水バッグ（約 3L 用）・ウェットティッシュ・携帯用トイレ・軍手・カイロ・マスク・
綿棒・絆創膏・防災手ぬぐい各 1●タイ製、日本製、中国製

必要ポイント数：15,000商品コード：E2392-0007
エマージェンシーリュック15点セット

【YAMAZEN】
47pcs 乾電池ドライバー工具セット　

【ドリームパワー】インバーター発電機　レッド

【ゼニス】レディース防災セット　レッド

いつでも持ち出せる場所で保管できるA4サイズのBOX入り。非常持
出用のミニマムセットで机の引き出しにも収納可能。保存期間（商品
が届いてから）保存水：7年、缶入りカンパン：5年。

必要ポイント数：5,000商品コード：E8166-0023
●約幅 39×高さ46.5cm�●非常持出袋・懐中電灯・非常用給水バッグ・保存飲料水・缶入
カンパン・サバイバルシート・ポンチョ・すべり止付軍手・マスク・綿棒（4本入）・ポケット
ティッシュ・防災メモ各 1●電池：懐中電灯 /単 1乾電池 2本（お試し用）付●日本製、中
国製●加工地：カンパン/日本

【角利産業】緊急避難セット

●インバーター式なのでパソコ
ンや精密機械にも使用可能。

●持ち運びに便利な軽量・コン
パクト設計・付属充電コード
で12Vバッテリーへ充電が
できます。

イザという時に役立つ発
電機。屋外作業やアウト
ドア、イベントなど様々な
シーンで活躍します。

●幅 57.8×奥⾏ 44×高さ46cm●重量：37kg ●出力（交流）：2kVA�●電圧（交流）：
100V�●電流（交流）：20A�●電圧（直流）：12V�●電流（直流）：8A�●エンジン形式：空冷
4サイクルガソリンエンジン�●排気量：196mL�●出力：3.3kW（4.5PS）/3000min�●使用
燃料：無鉛ガソリン（自動車専用レギュラーガソリン）�●燃料タンク容量：8L（レベルゲージ位
置）�●エンジンオイル量：600mL�●点火プラグ：TORCH�F7RTC�●始動方式：リコイルスター
ター�●騒音値：約68dB/7m�●連続使用時間（50%-定格負荷）：約7-5.5時間�※連続運転
時間は目安です�条件等で変わります●ACコンセント：15A×2（最大20A）�●DCコンセン
ト：DC12V8A+/- 端子×1�●付属品：エンジンオイル（SAE10W-40�600ml）、プラグレンチ、
ドライバー●12Vバッテリーの充電にも使用できます�※精密機器にはご使用になれません�●
エンジンオイル標準付属：ご購入後、すぐにご使用可能�●エンジンオイル検知器内蔵：エンジ
ントラブルを防止●中国製

必要ポイント数：100,000

【ドリームパワー】
エンジン発電機

50Hz 専用	 商品コード：E2392-0039
60HZ専用	 商品コード：E2392-0038

50Hz 専用

60HZ 専用
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UV（紫外線）のチカラ
でスマホをキレイにす
るクロック。Qi充電、
USB充電機能付き
で、スマホを充電しな
がら除菌できます。

●内容：スマートフォン接続
コード・携帯電話機接続プ
ラグ1種・ストラップ付

●機能：ライト・サイレン・AM/
FMラジオ(ワイドFM対応)・
携帯電話充電

●電池：単4乾電池2本使用(別売)

※地域・地形などの条件により、電波
を受信できない場合もあります。

常用の電源、エアーコンプレッサー、ライト・・・1台5役。4000ccクラ
スまでの自動車、バイクなどのバッテリー上がりの時、エンジン始動
支援します。

カセットボンベが燃料の直火式ホットプレート。コードレスで使う場
所を選びません。ごとく付きでカセットコンロとしても使えます。深型
のフタで蒸焼きや、厚みのある食材もおまかせ。プレートの縁には傾
斜を付けて油を溜める構造。

カセットボンベで0.7kVAの
定格出力が可能。約40分動
作可能。低温下でガス気化
を助けるヒーター温度制御
を搭載。一酸化炭素濃度を
検知してエンジンを自動停
止させるCOセンサ-搭載。

「ガソリン」と「カセットボンベ」の両方が使えるインバーター式発電
機。1つのエンジンに2つの燃料（ガソリンとカセットボンベ）を切り
替えて使用することができます。

必要ポイント数：14,100商品コード：E8166-0110
●高：84mm×幅：215mm×奥⾏：133mm/614g ●機能：クオーツ、ワイヤレス充電
（対応機種のみ）、USB 充電、液晶明るさ切替（4段階）、アラーム、スヌーズ、日付表示、
12/24 時間制表示、UV除菌、除菌終了アラーム（ON/OFF 切替可）、除菌カウントダウン、
除菌自動終了（30分）●電源：ACアダプター●Qi 出力：5W●USB出力：5V/1A●消
費電力：最大 15W●入力：5V/3A● UV波長 253.7nm

【Phosh	（フォッシュ）】
ワイヤレス充電+USB充電モデル

必要ポイント数：7,000商品コード：E8656-0019
●幅104×奥⾏46×高さ66（mm）、約180g●内容 :スマートフォン接続コード・携帯電話
機接続プラグ1種・ストラップ付●機能 :ライト・サイレン・AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・
携帯電話充電●電池 :単 4乾電池2本使用（別売）●中国製

【太知ホールディングス】
備蓄ラジオライト	ホワイト

必要ポイント数：17,200商品コード：E8656-0087

必要ポイント数：15,000商品コード：E8166-0030
必要ポイント数：141,700商品コード：E8166-0100

● 280×190×250mm●充電時間：約 24時間●連続使用時間：約 10分●エアーホー
スの長さ：約 58cm

●本体サイズ：471（幅）×325（奥⾏）×169（高さ）mm●内容：最大発熱量 2.1kW
（1800kcal/h）●中国製

●全長×全幅W×全高（mm）�395×221×345●乾燥質量（kg）�10.4 ●使用燃料：カセッ
トボンベ●連続運転（カセットボンベ）：約 40分 ( 定格出力）、約 1.2 時間（1/4 出力、ｴｺ）　
●電圧調整方式：インバータ式�

非常用携帯電源　ジャンプスターター

【岩谷産業】イワタニ　直火式ホットプレート
ホワイト&ブラック カセットボンベ式発電機　クレマ

必要ポイント数：163,700商品コード：E8166-0101
●全長 448mm×全幅 318mm×全高 392mm●乾燥重量 15.0kg ●使用燃料：ガソリン
/カセットボンベ●連続運転（ガソリン）：3.5 時間 ( 定格出力）、7.5 時間（1/4 出力、ｴｺ）　
●連続運転（カセットボンベ）：1.0 時間 ( 定格出力）、2.0 時間（1/4 出力、ｴｺ）●電圧調整
方式：インバータ式�

ジーキュービック
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Regional promotion 地 域 の い い も の を ご 家 庭 に

三重県の特定地域で丹精込めて肥育された、松阪牛の肩ロース肉
をすきやき用にスライスしてお届けします。松阪牛ならではの柔らか
さと甘さが魅力です。

松阪牛は、霜降りがきめ細かく、綺麗に入っていることはもちろん、
肉質が柔らかく、霜降りの脂肪分に甘みのある風味が特徴で、長期
飼育の中で行き届いた管理があってこそ生まれる肉の芸術品です。

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑に恵まれた地で、生産
農家の愛情を一身に受けた「宮崎牛」をお届けします。赤身とサシの
バランス、5等級ならではの食感と風味をお楽しみください。

日本の数あるブランド牛の中でも、世界的にも有名な「神戸牛」。き
めが細かく甘みのある赤身と、コクのある脂身のバランスが絶妙
で、上品な香りと風味が特徴です。厳しい定義を守ったものだけが、
神戸牛として出荷されています。

松阪牛は、霜降りがきめ細かく、綺麗に入っていることはもちろん、
肉質が柔らかく、霜降りの脂肪分に甘みのある風味が特徴で、長期
飼育の中で行き届いた管理があってこそ生まれる肉の芸術品です。

「松坂牛」は、甘くコクがある上品な香りと、とろけるような舌ざわり
が特徴です。「松坂牛」は脂肪融点の低い不飽和脂肪酸が多いこと
から口当たりの良さ、とろけるようなおいしさを感じることができる
のです。

必要ポイント数：20,900商品コード：E9073-0051

必要ポイント数：15,000商品コード：E6087-0053

必要ポイント数：20,900商品コード：E9073-0052 必要ポイント数：10,000商品コード：E6496-0004

必要ポイント数：10,000商品コード：E6087-0054

必要ポイント数：20,000商品コード：E6496-0002
【内容量】肩ロース肉 550g【アレルギー】なし【消費期限】出荷日より冷凍 30日【保存方法】
要冷凍 -18℃以下で保存

【内容量】モモ730g【アレルギー】なし【消費期限】90日【保存方法】冷凍

【内容量】モモ550g【アレルギー】なし【消費期限】90日【保存方法】冷凍
【内容量】神戸牛すきやき用モモバラ400g【アレルギー】なし【消費期限】30日【保存方法】
冷凍

【内容量】モモ500g【アレルギー】なし【消費期限】90日間【保存方法】冷凍

【内容量】肩ロース600g【アレルギー】なし【消費期限】30日【保存方法】冷凍

【三重県】松阪牛	すきやき肉

【三重県】松阪牛しゃぶしゃぶモモ730g

【宮崎県】宮崎牛	5 等級	ロースステーキ 【兵庫県】神戸ビーフ　すき焼用　モモ550g

【三重県】松阪牛しゃぶしゃぶ用　モモ500g

【三重県】松阪牛　焼肉用肩ロース600g
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日本の数あるブランド
牛の中でも、世界的に
も有名な「神戸牛」。き
めが細かく甘みのある
赤身と、コクのある脂身
のバランスが絶妙で、
上品な香りと風味が特
徴です。厳しい定義を
守ったものだけが、神戸
牛として出荷されてい
ます。

北海道で定番の「ジンギスカン」を食べ切りの小分け・少量パックに
しました。少人数でも無駄なく美味しくお召し上がりいただけます。
肉自体のクセが少なく柔らかいラム肉を使用し、昔ながらの味付け
で仕上げました。

徳島産 巴はも使用。高級
魚で知られるはもを自宅で
手軽に楽しめるしゃぶしゃ
ぶ用にしました。骨切加工
し、カットしておりますので、
手間もかからず便利。 はも
独特の食感と、上品な甘み
をご堪能いただけます。

生産者を限定したプレミアムうなぎ。宮崎県児湯郡都農町の山道養
鰻のうなぎだけを使用。飼育方法までにこだわりぬいて育てている
養鰻場です。じっくりと炙り焼きにし、関東風に蒸しをいれた蒲焼は
外は香ばしく、中はふっくらやわらかな味わい。

山形県で生まれ育った、
まさに「生え抜き」と言
われるオリジナル品種
です。粒にハリがあり、
しっかりした食感のお
米。適度な歯応えと粘
り、甘みがあるのが特
徴です。

水を入れて炊飯器の
スイッチを入れるだ
け、研がずに炊けて簡
単便利な無洗米。

必要ポイント数：10,000商品コード：E9073-0043

必要ポイント数：6,800商品コード：E6496-0012

必要ポイント数：6,500商品コード：E0488-0027 必要ポイント数：12,000商品コード：E0488-0016

【内容量】神戸牛すきやき用モモバラ400g【アレルギー】なし【消費期限】30日【保存方
法】冷凍

【内容量】味付けラムジンギスカン（個別真空・小分け・少量パック）200g×5袋�【アレルギー】
小麦【消費期限】60日【保存方法】冷凍

【内容量】はも身 50g×4、出し汁付【アレルギー】小麦【消費期限】90日【保存方法】
冷凍

【内容量】440g(110g×4）、たれ・山椒付【アレルギー】小麦【消費期限】25日【保存方法】
冷凍

【兵庫県】神戸牛すきやき　モモバラ400g

【北海道】味付けラムジンギスカン　200g×5袋

【徳島県】
はもしゃぶセット	はも身50g×4、出し汁付

【宮崎県】生産者限定宮崎県産うなぎ蒲焼
4尾　440g(110g×4）、たれ・山椒付

必要ポイント数：9,200商品コード：E8656-0032
【内容量】10kg【アレルギー】なし【消費期限】精米日より常温 30日【保存方法】常温

【山形県】山形産はえぬき　10kg

必要ポイント数：6,000商品コード：E6087-0051
【内容量】6kg（3kg×2）【アレルギー】なし【消費期限】精米日より常温 30日【保存方法】
常温

【秋田県】秋田県大潟村産
特別栽培米あきたこまち（無洗米）	6kg（3kg×2）
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Regional promotion

「こしいぶき」は新潟県
外では栽培されていな
いお米です。豊かな自
然、清らかな水に恵まれ
た新潟・岩船地区で育っ
たこしいぶきのみを選
び抜いしています。

全国でも有数の米どころ、新潟魚沼。その魚沼で、農薬や化学肥料
の使用を減らして栽培されたこしひかりです。

日本トップクラスのコメ生産量を誇る新潟県では、モチ米の生産も
盛んです。モチ米の中でも味と粘り、コシが強い品種で、おこわやお
赤飯にしても美味しいです。1kgの小分けにしてお届けします。

つややかな炊きあがりで、ほど良い粘りと甘みが特徴の北海道で生
まれたお米です。

雪室は気温・湿度が
一定に保たれ、お米を
貯蔵するのには適し
た環境です。雪室貯
蔵されたお米はふっく
らと炊き上がり、冷め
ても美味しさが続き
ます。

北海道の広大な敷地で
はぐくまれたお米なな
つぼし。近年全国的に
も有名になり、いまやい
い米上位に常にはいっ
ています。

必要ポイント数：9,300商品コード：E8656-0033

必要ポイント数：5,000商品コード：E6496-0006 必要ポイント数：10,000商品コード：E3752-0012

必要ポイント数：5,000商品コード：E6496-0005

【内容量】10kg【アレルギー】なし【消費期限】精米日から常温で1か月【保存方法】常温

【内容量】4kg（2kg×2）【アレルギー】　なし【消費期限】60日【保存方法】常温 【内容量】10kg（1kg×10）【アレルギー】なし【消費期限】90日【保存方法】常温

【内容量】5kg（2.5kg×2）【アレルギー】なし【消費期限】60日【保存方法】常温

【新潟県】岩船産こしいぶき　10kg

【新潟県】
魚沼産コシヒカリ　特別栽培米　4kg（2kg×2）

【新潟県】
新潟県産こがねもち（もち米）1kg×10

【北海道】
北海道産ゆめぴりか　5kg（2.5kg×2）

必要ポイント数：12,000商品コード：E8656-0031
【内容量】10kg（5kg×2）【アレルギー】なし【消費期限】精米日から常温で1か月【保
存方法】常温

【新潟県】魚沼産こしひかり	雪室貯蔵米
10kg（5kg×2）

必要ポイント数：5,000商品コード：E9073-0045
【内容量】5kg（5kg×1）【アレルギー】なし【消費期限】60日（美味しく召し上がれる期間）
【保存方法】常温

【北海道】北海道ななつぼし　5kg×1セット
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旨味とジューシー感を大切に食べ応えのある餃子に仕上げました。
特製ダレでお召し上がりください。

手間ひま掛けて作った素麺を、蔵でじっくり熟成させた二年物です。
麺のコシが違います。

博多、夜の名物・長浜屋台の味。独特のとんこつスープに、シコシコ
細麺が絶妙なバランスです。

大分県の豊かな自然の中で約二年間の歳月をかけて生まれた原木
椎茸 昔も今も変わらぬ味と香りをお楽しみください。

国産のそば粉を100%使用した生そばを、冷凍してお届けします。ご
家庭で本格的な十割そばとそば湯をお楽しみください。

静岡県産茶葉100%使用。風味を逃さない真空包装なので香り
豊かです。

必要ポイント数：5,400商品コード：E3752-0001
【内容量】90個、タレ付【アレルギー】小麦【消費期限】25日【保存方法】冷凍

【福岡県】博多焼ぎょうざ　90個、タレ付

必要ポイント数：5,000商品コード：E3752-0023
【内容量】1.7kg（50g×34 束）【アレルギー】小麦【消費期限】730 日【保存方法】
常温

【奈良県】三輪素麺（鳥居帯）蔵熟二年物
1.7kg（50g×34束）

必要ポイント数：4,000商品コード：E3752-0005
【内容量】麺 100g（とんこつスープ付）×15【アレルギー】小麦・卵【消費期限】60日【保
存方法】常温

【福岡県】博多長浜屋台ラーメン15食

必要ポイント数：5,200商品コード：E6087-0036
【内容量】175g　【アレルギー】なし【消費期限】365日【保存方法】常温

【大分県】大分産椎茸どんこ　175g　 必要ポイント数：3,900商品コード：E9073-0106
【内容量】〈生麺〉260g（130g×2食）×3袋 /計 6食【アレルギー】そば【消費期限】
製造日より冷凍 1年【保存方法】要冷凍（-18℃以下で保存してください）

【長野県】「生冷凍」信州十割そば

必要ポイント数：3,000商品コード：E9073-0006
【内容量】抹茶入り煎茶100g各1・やぶ北煎茶100g【アレルギー】なし【消費期限】365日【保
存方法】常温

【静岡県】静岡銘茶詰合せ
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Regional promotion

味わいも、口当たりも追求したシンプルなデザイン。金属加工の生産
が盛んな新潟県燕市が生んだビアタンブラー。ビールの美味しさを引
き出す内面ミラー仕上げ。350mlの缶ビール1本が入るサイズです。

濃厚なバニラアイスと
アイスカタラーナセット。

独特のしわによる、さらっとし
た肌触り。汗をよく吸って素早
く乾き、通気性が良いです。江
戸時代から続く伝統の技が快
適な寝心地を生みだします。

日本製にて地域特産品、高島
ちぢみの生地を使用した肌
布団になります。側地にキシリ
トール加工を施してあり、ひん
やり快適に睡眠でき、夏季の
寝具として最適です。

必要ポイント数：5,400商品コード：E6087-0020
【内容量】バニラ100ml×5、アイスカタラーナ80ml×4【アレルギー】卵・乳【消費期限】
なし【保存方法】冷凍

【北海道】十勝プレミアムアイスセット
バニラ100ml×5、アイスカタラーナ80ml×4

必要ポイント数：20,000商品コード：E0488-0033
●約横 140×縦 190cm�●素材：側：綿 100%、中わた：ポリエステル 100%（約 0.4kg）
●日本製

【滋賀県】近江高島ちぢみ　清涼さらさら肌布団
2枚セット　青

必要ポイント数：10,000商品コード：E8656-0026
●約 140×190cm●素材：側地 /綿 100%（キシリトール加工）、詰めもの（約 0.5kg）
/ポリエステル 100%●日本製

【滋賀県】高島ちぢみ	ひんやり肌布団
約 140×190cm　　

耕作放棄地をレンゲ畑に再生させることで採蜜を行う環境配慮と地
域活性度が高い商品です。加熱処理を行っていない生はちみつは、
香り豊かで、栄養価も高い商品です。

必要ポイント数：3,000商品コード：E6496-0057
【内容量】14g×15個【アレルギー】なし【消費期限】180日【保存方法】常温

生はちみつ	【養父マイファームハニー2週間セット】

必要ポイント数：30,000商品コード：E0488-0003
●約口径 7×高さ12.7cm・400ml ●ステンレス●日本製●食器洗浄機使用不可

【新潟県】ビアタンブラー6P

味わいも、口当たりも追求したシンプルなデザイン。金属加工の生産
が盛んな新潟県燕市が生んだビアタンブラー。ビールの美味しさを引
き出す内面ミラー仕上げ。350mlの缶ビール1本が入るサイズです。

必要ポイント数：25,000商品コード：E0488-0002
●約口径 7×高さ12.7cm・約 400ml ●ステンレス●日本製●食器洗浄機使用不可

【新潟県】
磨き屋シンジケート　ビアタンブラー5個セット
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エアウィーヴの特長である寝返りのしやすさや優れた体圧分散はそ
のままに、より布団らしい、ふっくら柔らかな感触を実現した敷き布
団。畳の上でもフローリングの上でも一枚敷くだけでお使いいただ
けます。

エアウィーヴの特長である寝返りのしやすさや優れた体圧分散はそ
のままに、より布団らしい、ふっくら柔らかな感触を実現した敷き布
団。畳の上でもフローリングの上でも一枚敷くだけでお使いいただ
けます。

モリブデンバナジウム鋼使用で切れ味が持続します。

創業455年の西川が厳選し
た素材と独自の技術で創り上
げた西川プレミアム羽毛掛け
ふとんです。

紀州南高梅を使用し、昆布だし入りの調味液に独自の二度漬け製法で
漬け上げた昆布梅を北海道産の白板昆布にて一粒、一粒丁寧に包み
込みました。上品な梅の香と昆布の旨味がお口いっぱいに広がります。

必要ポイント数：7,000商品コード：E9073-0011
●サイズ：三徳�刃渡�約 16.5cm�全長�約 28.2cm/ 牛刀�刃渡�約 18.5cm�全長�約 30cm/
ミドル三徳�刃渡�約 15.3cm�全長�約 27cm●刃付 /日本（本体 /日本製 ) ●刃部 /モリ
ブデンバナジウム鋼�、柄部 /ポルプロピレン・ナイロン

【新潟県】
成國包丁 3本セット　三徳・牛刀・ミドル三徳

必要ポイント数：60,000商品コード：E8656-0016
●シングル�150cm×210cm●ふとんがわ　綿 100%●重量：1.2㎏●日本製 ●内容量：190g（塩分約8%）●アレルギー表示：なし●消費期限：120日●保存方法：常温

【西川】
西川プレミアム　羽毛掛けふとん　アイボリー

必要ポイント数：171,000商品コード：E3092-0007 必要ポイント数：220,000商品コード：E3092-0006
●幅約 100�×�長さ約 195�×�厚さ約 8cm●カバー　【キルト地（Warm�面）】　　・表
地=パイル部：綿 100%・表地 =グランド部：ポリエステル 100%・中綿 =ポリエステル
100%・裏地=ポリエステル 100%【メッシュ地（Cool�面）】・表地=ポリエステル 55%・
綿 45%・中綿=ポリエステル 100%・裏地=ポリエステル 100%●中材（エアファイバー）・
ポリエーテルエステル系樹脂 100%

●幅約 120�×�長さ約 195�×�厚さ約 8cm●カバー　【キルト地（Warm�面）】　　・表
地=パイル部：綿 100%・表地 =グランド部：ポリエステル 100%・中綿 =ポリエステル
100%・裏地=ポリエステル 100%【メッシュ地（Cool�面）】・表地=ポリエステル 55%・
綿 45%・中綿=ポリエステル 100%・裏地=ポリエステル 100%●中材（エアファイバー）・
ポリエーテルエステル系樹脂 100%

【エアウィーヴ】
四季布団　和匠　シングル　ワインレッド

【エアウィーヴ】
四季布団　和匠　セミダブル　ワインレッド

必要ポイント数：3,200商品コード：E6087-0023

【和歌山県】
紀州こんぶ包み梅　190g（塩分約 8%）

約600年にわたるモノづくり
の実績を経て発展してきた燕
三条地区の、職人たちがひと
つずつ思いを込めて丁寧に磨
きあげたステンレス製カップ
です。ステンレスの二重構造
で、冷たい飲み物の温度もしっ
かりキープ。

必要ポイント数：5,000商品コード：E2392-0072
●サイズ：約口径 7.5×高さ9.6cm●重量：170g ●仕様：食洗機不可●重量：約 260g
●日本製

【新潟県】ダブルステンレスカップ 260ml　
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New daily life 新 し い 毎 日 に 輝 き を

●スマートフォンの向きに画面が自動回転する世界初の「オートポー
トレートモード」を搭載。Wi-Fiモジュールも内蔵しているため、写
真、動画、ライブストリーミングなどをフルHD画質で楽しめます。

●水平、垂直、ナナメ。360 回゚転できる「マルチアングル投射」がで
きます。

●775gと軽量でありながら、9,000mAhの大容量バッテリーを内
蔵、モバイルバッテリーとしても使えます。映像の投射だけでな
く、Bluetoothスピーカーとしても楽しめます。

●AndroidTV搭載で様々なコンテンツに即アクセス、お好きな場
所で大画面でのコンテンツをお楽しみいただけます。

●超高速応答プロジェクターで動きの激しいゲームやスポーツに
最適。

●低遅延に加え、映像をはっきり映し出すゲームモードを搭載。ぼや
けがちな画面も、ゲームモードによりモニタと変わらない映像で
ゲームを楽しめます。

［JAN コード：4544438056469］

必要ポイント数：137,000商品コード：E8166-0074
●本体重量：約3.05kg●本体サイズ：幅312mm×奥⾏き110mm×高さ225mm●付属品：
クイックスタートガイド/リモコン/ワイアレスドングル/保証書●表示・駆動方式：単板DLP方
式●輝度（cd/m2orANSI）：3500●最大解像度（英略称/ピクセル数）：FHD（1920x1080）
●サポート解像度（英略称/ピクセル数）：VGA（640x480）~WUXGA（1920x1200）
●運転音（dBA：通常/エコ）：35/29●コントラスト比：10,000：1●アスペクト比：16：9●
LAMP種類：水銀ランプ（245W）●画面サイズ：60-200インチ●投写距離：2.5mで約100
インチ●色再現性：約10億7000万色●スピーカー：5Wx1●画像入力端子：HDMI端子x1
（HDMI2.0）,HDMIx1専用端子：QS01AndroidTVドングルミニD-sub15pinx1●音声入力
端子：オーディオミニジャック（3.5mm）x1●音声出力端子：オーディオミニジャック（3.5mm）
x1●その他インターフェース（制御入力・メディア用途など含む）：USBType-A（給電用）x1、
RS232x1（9ピン端子）x1●無線仕様：2.4G・5G802.11a/b/g/n/ac●ズーム機能（光学）：
1.3倍

【BenQ】TH685i	AndroidTV搭載	
高速応答フルHDプロジェクター	FHD　ホワイト

●フルHD（1920×1080） 30FPSのビデオ出力。
●環境ノイズを低減し、クリアな音質での通話、ライブストリーミン

グを可能にします。
●90°の傾斜調整が可能なクリップ、360°調節可能なカメラで、

様々な環境に対応出来ます。
●Skype、Zoom、Teamsなど、様々なアプリケーションに対応。

●重厚で、パワフルな360°サウンド。
●防塵・防滴性能に優れたデザイン
（IP55）。

●衝撃にも強い。
●長時間再生可能なバッテリー。
●アプリ1つで、すべてをコントロール。

［JAN コード：4515777601313］

必要ポイント数：82,000商品コード：E8166-0075
●本体重量：約775g●本体サイズ：幅241mm×奥⾏き189mm×高さ122mm●コント
ラスト比：5,000：1（最大）●解像度：FHD（1920x1080）●輝度（ルーメン）：300lm（標準）、
80lm（ECOモード）●投影画面サイズ（対角）：29インチ（73cm）~100インチ（254cm）●
投射距離：0.8m~2.7m●走査周波数：水平（15k-100kHz）、垂直（24/120Hz）●光源ラン
プ：RGBLED●LED光源ランプ耐久時間目安：20,000時間（標準）、30,000時間（ECOモー
ド）●スピーカー：5Wスピーカー×1●入力端子：HDMI（HDCP2.2対応）x1、ワイヤレスキット
（USBtype-A）×1、USBType-A（5V/0.5A）x1、USBType-C（映像・音声出力、5V/1A）x1、
microSDカードスロットx1●出力端子：ヘッドホン端子（ステレオミニジャック）×1●主な付属
品：ACアダプター、ACプラグ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット（UWA5Wi-Fiドン
グル）、携帯ポーチ、三脚、ゴムシート（三脚装着時に使用）、クイックスタートガイド

【Acer】
C250i	LEDモバイルプロジェクター　ブラック

［JAN コード：192876953822］

必要ポイント数：10,300商品コード：E3752-0076
●8�×�4.8�×�5�cm;�104.33�g●Usage�Scenario：GamingMultimedia●Interface：有線
●Connector：USB�2.0●Support�Platform：PC/MAC●カラー：ブラック

【ASUS】
ASUS	WEBCAM	C3	マイク付きWEBカメラ

［JAN コード：4969929256270］

必要ポイント数：41,000商品コード：E9073-0147
●本体重量：660g●本体サイズ：幅82mm×奥⾏き82mm×高さ152mm●スピーカー種別：�
全方向タイプ●複数台接続：可●防水：�IP55●ハンズフリー通話：�対応●電池持続時間�：13時
間●充電時間：�4時間●Bluetooth通信方式：�Bluetooth4.2●同梱物：SoundLink�Revolve�
II�speaker、USB電源アダプター、USBケーブル、電源アダプタープラグ●入出力：3.5mm外
部入力端子、Micro-B�USB端子●ワイヤレス通信距離：最大9m

【BOSE】
Bose	SoundLink	Revolve	II	Luxe	Silver
防塵・防滴対応スピーカー
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●重厚で、パワフルな
360°サウンド。

●防塵・防滴性能に優れ
たデザイン（IP55。）

●衝撃にも強い。
● 長 時 間 再 生 可 能な

バッテリー。
●アプリ1つで、すべて

をコントロール。

●500 ANSI ルーメン。 
●台形補正。
●オートフォーカス。

●android搭載。
●モバイルプロジェクター。
●150 ANSIルーメン。
●音楽再生も。

●【ビームフォーミング】対応で
電波の実効速度がアップ。

●【MUーMIMO】で複数の端
末と同時通信。

●「高速」11ac&4ストリーム（4
×4）対応、1733Mbpsのギ
ガスピードの高速Wi-Fi

　最大1733Mbps（5GHz帯）
+800Mbps（2.4GHz帯）の
快適な高速通信。

［JAN コード：4969929256263］

必要ポイント数：41,000
商品コード：E9073-0146

●本体重量：660g●本体サイズ：幅82mm×奥⾏き82mm×高さ152mm●スピーカー種別：�
全方向タイプ●複数台接続：可●防水：�IP55●ハンズフリー通話：�対応●電池持続時間�：13時
間●充電時間：�4時間●Bluetooth通信方式：�Bluetooth4.2●同梱物：SoundLink�Revolve�
II�speaker、USB電源アダプター、USBケーブル、電源アダプタープラグ●入出力：3.5mm外
部入力端子、Micro-B�USB端子●ワイヤレス通信距離：最大9m

【BOSE】
Bose	SoundLink	Revolve	II	Triple	Black
防塵・防滴対応スピーカー

［JAN コード：4571411192074］

必要ポイント数：89,500
商品コード：E3092-0013

●178×133×122mm●ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示技術：0.3�ｲﾝﾁ�DLP�●解像度：1280�x�720�画素�●
輝度：500�ANSI�ﾙｰﾒﾝ�●ﾗﾝﾌﾟ寿命：約30,000時間●ｱｽﾍﾟｸﾄ比：16：9�●ｽﾛｰﾚｼｵ：100�in�@2.66�
m;�80�in�@2.13�m;�60�in�@1.59�m;�40�in�@1.06�m�●ｵﾌｾｯﾄ：100%●ﾌｫｰｶｽ調整：3秒ｵｰ
ﾄﾌｫｰｶｽ�●ｷｰｽﾄｰﾝ補正：ｵｰﾄ（台形補正可能範囲±40度）

【ANKER】NEBULA	MARSII	PRO	ブラック

［JAN コード：4571411193026］

必要ポイント数：60,000
商品コード：E3092-0011

●68×68×120mm●ディスプレイ表示技術：0.2�インチ�854�x�480p●DLP解像度：854�x�
480●画素輝度：150�ANSI●ルーメンランプ寿命：約30000時間●アスペクト比：16：9●ス
ローレシオ：100�in�@3.08�m;�80�in�@2.46�m;�60�in�@1.73�m;�40�in�@1.15�m●オフ
セット：100�%●フォーカス調整：マニュアル●プロジェクションモード：前面�/�背面�/�天井（前
面）�/�天井（背面）●キーストーン補正：オート（±40度対応）●インターフェースHDMI：HDMI�
1.4（最大1080p入力）Micro�●USB：充電�&�データストレージ�/�USB�OTG経由で接続

【ANKER】
NEBULA	CAPSULE	PRO	ブラック

［JAN コード：4550161182276］

必要ポイント数：13,000
商品コード：E2392-0110

●本体サイズ：奥⾏き129.5mm×幅38mm×高さ170mm●WANインタフェース・イン
タフェース：1000BASE-T/100BASE-TX×1・伝送速度：1000Mbps/100Mbps・全二重
/半二重：全二重/半二重（自動判別）●LANインタフェース・インターフェース：1000BASE-
T/100BASE-TX×4・伝送速度：1000Mbps/100Mbps・全二重/半二重：全二重/半二重（自
動判別）●無線LANインタフェース・無線LAN規格：IEEE802.11ac/11n/11a/11g/11b・
5GHz帯/2.4GHz帯利用形態：同時利用（5GHz帯&2.4GHz帯）・5GHz帯周波数チャネルタ
イプ：[W52][W53][W56]●利用プロトコル：TCP/IPプロトコル●電源：AC100V±10%�
50/60Hz（ACアダプタ）●消費電力（最大）：20W●質量（本体のみ）：600g

【NEC】PA-WG2600HS2	Aterm
無線ルーター	WG2600HS2	Wi-Fi	5 対応
スタンダード　ブラック
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New daily life

予約いらずで、連続ドラマをパパッと! 「連ドラ自動録画」機能付き。

早送りしなくても、見どころシーン、パパッと! 「見どころポップアッ
プ」機能付き。

●USB Type-Aケーブル同梱。
●持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
●ラバーハングタブ付き。
●安心の3年間限定保証。

●8x8外付け「デュアルスタックダ
イポールアンテナ」。

●スマートフォンをしっかり捉える
「8×8 ビームフォーミング」。

●従来規格Wi-Fi 5（11ac）より約
2.7倍高速。

●家族のネットワークを守るネット
脅威ブロッカー プレミアム ベー
シック+プレミアム機能1年間無
料ライセンス。

没入感が高まる狭額縁液晶左右
約7.8mm幅のすっきりとしたデザイン。

最新規格「Wi-Fi 6（11ax）」で
Wi-Fiエリアを拡張できる。

［JAN コード：4981254056660］

必要ポイント数：56,000商品コード：E3752-0089
●本体重量：1.58kg●本体サイズ：奥⾏き75mm×幅300mm×高さ195mm●消費電力：
34.0W（最大）●RoHS基準値：準拠●VCCI適合：VCCI�Class�B●主な付属品：スタンド、LAN
ケーブル（2m）、ACアダプター、取扱説明書、保証書

【バッファロー	】WXR-6000AX12S	AirStation
Wi-Fi6		無線 LANルーター親機　ブラック

［JAN コード：4974019167442］

●本体重量：2.4kg●本体サイズ：幅430mm×奥⾏き195mm×高さ51mm●内蔵HDD：
2TB●記録方式HDD/BD：MPEG2-TSDVD：MPEG2-PS●映像フォーマットMPEG2、
MPEG4AVC/H.264●音声フォーマットMPEG2-AAC（最大5.1ch）、ドルビーデジタル2ch
●最大録画タイトル数（内蔵HDD/増設HDD）3,000タイトル/3,000タイトル●録画時間（地
上デジタルハイビジョン約254時間、BSデジタルハイビジョン約180時間DR録画時）●地上
デジタルチューナー×3CATVパススルー対応、BS/110度CSデジタルチューナー×3●ア
ナログ映像・音声入力1系統（後面）●HDMI出力1系統●無線LANユニット内蔵●LAN1系
統（100BASE-TX/10BASE-T）（後面）●USB外付けHDD対応●ホームネットワーク対応●
AQUOSファミリンク対応●付属品リモコン、リモコン用電池（単3形2本）、取扱説明書、保証
書、アンテナケーブル（1.2m）、B-CASカード、電源コード（1.5m）"

必要ポイント数：75,000商品コード：E6496-0045

【シャープ】2B-C20DT1
ブルーレイディスクレコーダー	トリプルチューナー	
2TB	ブラック

［JAN コード：4974019167466］

●本体重量：2.4kg●本体サイズ：幅430mm×奥⾏き195mm×高さ51mm●内蔵HDD：
3TB●記録方式HDD/BD：MPEG2-TSDVD：MPEG2-PS●映像フォーマットMPEG2、
MPEG4AVC/H.264●音声フォーマットMPEG2-AAC（最大5.1ch）、ドルビーデジタル2ch
●最大録画タイトル数（内蔵HDD/増設HDD）3,000タイトル/3,000タイトル●録画時間（地
上デジタルハイビジョン約382時間、BSデジタルハイビジョン約270時間DR録画時）●地上デ
ジタルチューナー×2CATVパススルー対応、BS/110度CSデジタルチューナー×2●HDMI出
力1系統●無線LANユニット内蔵●LAN1系統（100BASE-TX/10BASE-T）（後面）●USB外付
けHDD対応●ホームネットワーク対応●AQUOSファミリンク対応●付属品リモコン、リモコ
ン用電池（単3形2本）、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル（1.2m）、B-CASカード、電源コー
ド（1.5m）

必要ポイント数：78,000商品コード：E8166-0080

【シャープ】2B-C30DW
ブルーレイディスクレコーダー	ダブルチューナー
3TB	ブラック

［JAN コード：4523052024061］

●本体サイズ：奥⾏き9.91mm×幅46.9mm×高さ96.9mm●記録容量：2TB●対応機器：パソ
コン●接続方式：USBType-C

必要ポイント数：35,000商品コード：E2392-0109

【サンディスク】SDSSDE30-2T00-J25
ポータブル SSD	ブラック

［JAN コード：4981254057971］

必要ポイント数：14,000商品コード：E3752-0088
●本体重量：約251g●本体サイズ：奥⾏き33mm×幅140mm×高さ87mm●無線LANイン
ターフェース・セキュリティー�WPA3�Personal、WPA2�Personal、WPA3/WPA2-mixed、
WPA2/WPA-mixed、WEP（128/64bit）、Any接続拒否、、プライバシーモード、MACアク
セス制限（最大登録許可台数：64台）・アンテナ�5GHz�2本（2本送信、2本受信）、2.4GHz�2
本（2本送信、2本受信）●有線LANインターフェース・規格�IEEE802.3ab（1000BASE-T）、
IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3（10BASE-T）・対応プロトコル�TCP/IP・伝送路符号
化方式�8B1Q4/PAM5（1000BASE-T）、4B5B/MLT-3（100BASE-TX）、マンチェスターコー
ディング（10BASE-T）アクセス方式�CSMA/CD・端子数�1（AUTO-MDIX対応）・データ転送
速度�1000/100/10Mbps×1（自動認識）・端子形状�RJ-45●電源AC100V�50/60Hz●最
大消費電力11.3W（最大）●VCCI適合VCCI�Class�B●主な付属品スタンド�/�AC延長コード
（2m）�/�取扱説明書�/�保証書（保証書は箱に記載）"

【バッファロー】
WEX-1800AX4EA	11ax 対応
外付けアンテナ搭載
無線 LAN中継機	AirStation	ホワイト

必要ポイント数：215,000

●本体重量：2kg●本体サイズ：幅361mm×奥⾏き244mm×高さ27mm�
●CPURyzen7：5700U●ストレージ容量（SSD）：256GB●オフィスソフト有無：
MicrosoftOfficeHome&Business2019●光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ●標準メ
モリ：8GB●最大メモリ：32GB●OS：Windows10Home64ビット●無線LAN：IEEE802.11a/b/
g/n/ac/ax●有線LAN：1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T●USBポート数：4ポート※USB：
USB3.2（Gen2）Type-C×1、USB3.2（Gen1）Type-A×2、USB2.0Type-A×1●メモリーカードス
ロット：SDカード●メモリ総スロット数：2個●カメラ：有●標準バッテリ駆動時間：8.2時間●ディスプ
レイ出力：HDMI出力端子●1.8GHz最大4.3GHz●メモリ総スロット：2個●メモリ空スロット：0個

【富士通】
ノートパソコンLIFEBOOK
AHシリーズ/15.6型ワイド
FMVA50F1

メタリックブルー	 商品コード：E9073-0156
［JAN コード：4580620236615］
プレミアムホワイト	商品コード：E9073-0155

［JAN コード：4580620236608］

メタリックブルー

プレミアムホワイト
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●「GIGA TANK」搭載により高生産性と低ランニングコストを自宅
で実現。

●簡単で正確なインク補充をはじめとするユーザビリティーの向上。
●幅広い用紙対応やクラウド・スマホ連携などの多彩な機能。

●長時間つけても疲れにくい。
●ノイズキャンセル機能搭載で

周囲の騒音を低減。

6色インク搭載
スタイリッシュ&コンパクト。
写真も文書もキレイ。

高画質な印刷とワークフローの効率化を実現するソフトウエア・
アプリに対応。

顔料のマットブラックによる
高品位プリントを実現。

高画質な写真を「PIXUS」シリーズ最速・低ランニングコストで印刷可能。

［JAN コード：4988617412149］

必要ポイント数：46,000商品コード：E3752-0080
●本体重量：6.8kg●本体サイズ：奥⾏き340mm×幅349mm×高さ142mm（収納時）●プ
リント方式：インクジェット方式●インク：6色（染料6色）独立●対応インク：カメ●最高解像度：
5,760×1,440dpi●印刷スピード：L版印刷：約13秒●液晶モニター：4.3型ワイドタッチパネ
ル●印刷サイズ：カード/名刺~A4●給紙方法：前面2段カセット背面給紙（手差し1枚）●ディス
クレーベルプリント：対応●自動両面プリント：対応●自動電源オン/オフ：対応●コピー機能：対
応●スキャナー機能：対応●ダイレクトプリント：メモリーカード、USBメモリー●インターフェイ
ス：・Hi-Speed�USB×2（パソコン用、PictBridge用）・IEEE802.11b/g/n（Wi-Fi�4）●対応OS：
Windows�XP以降/Mac�OS�X�10.6.8~●保証（期間・内容）：持込修理対応・本体1年間●同
梱品：セットアップ用インクカートリッジ�6色（ブラック、マゼンタ、シアン、イエロー、ライトシア
ン、ライトマゼンタ）×各1個、電源コード、ソフトウェアディスク、使い方ガイド（紙）、ディスクトレ
イ、保証書

【エプソン】EP-883AB
A4カラーインクジェット複合機	カラリオ	ブラック

［JAN コード：4549292160499］

必要ポイント数：110,000商品コード：E2392-0101
●本体重量：14.4kg●本体サイズ：奥⾏き379mm×幅639mm×高さ200mm（収納時）●
インク色数：顔料10色●独立インクタンク：〇●液晶モニター：3.0型カラー●給紙方式：後トレ
イ/手差しトレイ●Wi-Fi/有線�LAN：〇●PIXUS�クラウドリンク：〇●Professional�Print�&�
Layout：〇●Media�Configuration�Tool：〇●マルチトレイ：〇●ダイレクトプリント●カメラ
ダイレクト（PictBridge）：〇●印刷スピード●判写真（GL-101使用時）：約1分05秒

【キヤノン】PRO-G1
インクジェットプリンター	PRO-G1
Wi-Fi/ 有線 LAN搭載	A3ノビ対応	ブラック

［JAN コード：4549292168112］

必要ポイント数：40,000商品コード：E3752-0079
●本体重量：6.4kg●本体サイズ：奥⾏き330mm×幅445mm×高さ167mm（収納時）●イン
ク・インク色数：4色・特大容量インクタンク：○●液晶モニター：2⾏モノクロLCD●背面給紙：○
●Wi-Fi対応：○●PIXUSクラウドリンク：○●Google�Classroom連携：○●PIXUSトークプリ
ント：○●印刷スピード・L判写真（GL-101使用時）：約37秒・A4普通紙（カラー）：約6.0ipm●A4
普通紙（モノクロ）：約10.8ipm

【キヤノン】G3360	インクジェット複合機
GIGA	TANK搭載　ブラック

［JAN コード：4988617369337］

必要ポイント数：84,000商品コード：E2392-0100
●本体重量：8.4kg●本体サイズ：奥⾏き369mm×幅403mm×高さ162mm（収納時）●プリ
ント方式：インクジェット方式●インク：6色（染料：5色、顔料1色）独立●対応インク：トビバコ●
最高解像度：5,760×1,440dpi●印刷スピード：L版印刷：約19秒●液晶モニター：4.3型ワイド
タッチパネル●印刷サイズ：カード/名刺~A4●給紙方法：前面2段カセット、背面給紙、ストレー
ト給紙（手差し1枚）●ディスクレーベルプリント：対応●自動両面プリント：対応●自動電源オ
ン/オフ：対応●コピー機能：対応●スキャナー機能：対応●ダイレクトプリント：メモリーカード、
USBメモリー●インターフェイス：・Hi-Speed�USB×2（パソコン用、PictBridge用）・10BASE-
T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac（Wi-Fi�5）●対応OS：Windows�XP以降/Mac�
OS�X�10.6.8~●保証（期間・内容）：持込修理対応・本体1年間もしくは50,000ページのいずれ
か早い方●同梱品：セットアップ用インクボトル�6色（マットブラック、フォトブラック、シアン、マ
ゼンタ、イエロー、グレー）×各1個、電源コード、ソフトウェアディスク、使い方ガイド（紙）、ディス
クトレイ、保証書

【エプソン】EW-M873T
A4カラーインクジェット複合機	エコタンク	大容量
インクタンク	搭載モデル	ブラック

［JAN コード：4549292164466］

必要ポイント数：59,000商品コード：E2392-0112
●本体重量：6.6kg●本体サイズ：奥⾏き319mm×幅373mm×高さ141mm（収納時）●イン
ク：6色（独立インクタンク）●最高解像度（dpi）：4800（横）×1200（縦）●給紙方式：後トレイ/カ
セット●給紙可能枚数（最大積載枚数）・普通紙（後トレイ/カセット）：100枚/100枚・郵便はが
き（後トレイ）：40枚●カラー液晶モニター：4.3型TFT（タッチパネル）●インターフェイス（PC
用）：IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed�USB●インク残
量検知機能：ドットカウント方式●稼働音：約44.5dB（A）●電源：AC100V~240V�50/60Hz

【キヤノン】PIXUSXK90
インクジェット複合機	PIXUS	XK90	ブラック

［JAN コード：4969887573716］

必要ポイント数：31,000商品コード：E8166-0077
●本体重量：158g●本体サイズ：奥⾏き38mm×幅190mm×高さ160mm●適合規格：�
Bluetooth�Ver.5.0（Class2）●伝送方式：�GFSK●周波数範囲：�2.402~2.480GHz●通
信距離：�約10m●マイク感度�：-42±2dB（0dB=1V/ubar、at�1kHz）●再生周波数帯域：�
20~20,000Hz●充電時間：約1.5時間●連続再生最大時間：約15時間●対応プロファイル：�
HSP、HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック：�SBC、apt-X、apt-X�LowLatency、apt-X�HD、
Faststream●マルチポイント：�対応●セット内容：�本体、充電用microUSBケーブル、オーディ
オケーブル、充電クレードル、収納ポーチ

【サンワサプライ】MM-BTSH55BK	Bluetooth
ヘッドセット	両耳タイプ・ノイズキャンセリング機能
ブラック
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New daily life

●Androidシステム搭載。 ●豊富なネット動画サービス。
●Googleアシスタント対応。 ●クロームキャスト機能内蔵。
●外付けHDDで裏録画が可能。

●折り畳み可能でコンパクトに収納。
●USBケーブルをWindowsパソコン

に接続するだけで使用可能。
●クリアなサウンドと高性能マイクに

より、オンラインでの会話が快適に。
●周囲の雑音の影響を受けにくい密

閉型設計。

●マグカップほどの小さいサイ
ズながら、心躍るサウンドを
響かせます。

●IPX7対応により、水濡れを
心配することなく安心して音
楽を楽しむことができます。

●1回の充電で最大15時間の
音楽再生が可能。

録 画 番 組を引き継 げる
“SeeQVault規格”に対応
した外付けハードディスク。

●40mmダイナミックドライバーを
採用した高音質モデル。

●ワイドレンジでクリアな音質を実現。
●長さに調節できる。
●ウィンドスクリーン。

まるで映画館!
寝室の天井が大迫力
のスクリーンに!

［JAN コード：4895229117365］

［JAN コード：4571411193699］

必要ポイント数：11,500商品コード：E3752-0077

必要ポイント数：7,200商品コード：E3092-0090

●本体重量：0.145kg●本体サイズ：奥⾏き6.9cm×幅14.4cm×高さ16.7cm●ドライバ：
32mmネオジウムドライバ●コネクタ：USB●構造：密閉式●種類：ダイナミック●周波数帯域：
20-20,000Hz●インピーダンス：32Ω●接続：USB●ケーブル長：1.5m●同梱品：クイックス
タートガイド

●本体重量：230g●本体サイズ：幅72mm×奥⾏き72mm×高さ84mm●スピーカー種別：�
ポータブル●実用最大出力：�6W●防水：�IPX7●電池持続時間：�15時間●Bluetooth通信方
式�：Bluetooth5.0●重量：約230g●防水規格：IPX7●通信方式：Bluetooth�5●オーディオ出
力：6W●入力：5V�=�1A

【PHILIPS】TATH3155BK/97
TATH3155	USBヘッドセット	ブラック

【アンカー】A3119011
Anker	Soundcore	Mini	3	ブラック

［JAN コード：4589449351080］

必要ポイント数：42,000商品コード：E2392-0001
●731×186×491mm●画面サイズ：32V●電源：AC100V�50/60Hz●消費電力：55W●
液晶画素数：1366×768●使用環境条件：5℃~35℃●付属品：リモコン、miniB-CASカード、電
源コード、転倒落下防止用部品、スタンド、AV端子変換ピンジャック、取扱説明書（保証書付）

【TCL】32型スマートテレビ

［JAN コード：4549550192644］

必要ポイント数：37,000商品コード：E2392-0107
●本体重量：200g●本体サイズ：奥⾏き117mm×幅80mm×高さ21mm� ●対応パ
ソコン：�標準でUSB3.2（Gen1）�/�USB3.1（Gen1）�/�USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載し
たパソコン●対応OS：�Windows�10,�8.1●容量：�4TB●インタフェース：�USB3.2（Gen1）�
/�USB3.1（Gen1）�/�USB3.0�/�USB2.0●入力電圧：�5V（USBバスパワー）●コネクタ形状：�
USB3.2（Gen1）�micro-Bx1●セキュリティスロット：�無し●出荷時フォーマット：�NTFS●冷却
FAN：�無し●PC電源連動：�○●アクセスLED：�○●付属品：�USB3.2�Gen1（USB3.1�Gen1�/�
3.0�/�2.0互換）�ケーブル（約0.9m�コネクタ含まず）x1、はじめにお読みください、取扱説明書
使用可能地域：�日本国内�※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受
けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。●電気用品安全法：�対象外

【エレコム】ELP-QEN2040UBK
外付けポータブルHDD（TV録画対応）	ブラック

［JAN コード：4549550187534］

必要ポイント数：6,500商品コード：E3752-0078
●本体重量：182g●本体サイズ：奥⾏き75mm×幅161mm×高さ191mm●対応機種：USB
端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo�Switch●インターフェイス：
USB●ケーブル長：約1.8m●装着方式：大型オーバーヘッドタイプ●スピーカー方式：ダイナ
ミック型（ステレオ）●ドライバーユニット：直径40mm●最大許容入力：30mW●インピーダン
ス：32Ω●周波数帯域：20~20,000Hz●マイク方式：エレクトレットコンデンサー方式●マイク
アーム長さ：150mm●ミュート機能：有り●指向性：無指向性●入力感度：-42dB±3dB●イン
ピーダンス：2.2kΩ●周波数帯域：100~10,000Hz

【エレコム】HS-HP30UBK
オーバーヘッド/
両耳 /USB/40mmドライバ /
ブラック

［JAN コード：4992831200680］

必要ポイント数：52,000商品コード：E8166-0076
●本体重量：約139g●本体サイズ：幅55mm×奥⾏き30mm×高さ145mm●バッテリー：
4000mAh（リチウムイオンポリマー電池）●充電/使用時間/充電：約4時間/使用：約2時間●
CPU：ARMcortex-a7●RAM/ROM：1GB/8G●Wi-Fi：2.4G/5G●ディスプレイ：DLP●輝
度：100ANSIルーメン●レンズ：Highlenshead●解像度：WVGA（854×480）●投影範囲：
12~200Inch（3.8Inch/m）●最適範囲：20~150Inch●ミラーリング：ForIOS/Android●
システム：Andoroid7.1●Bluetooth：Bluetooth4.0（スピーカー接続時）●リモコン：赤外
線●スピーカー：ステレオスピーカー/8Ω1W●入力：DC5V/3A●ポート：HDMI/USB2.0/
microSD/3.5mmイヤホンジャック/電源●付属品：本体、レンズキャップ、リモコン、三脚、収納
袋、HDMIケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ、日本語取扱説明書

【アントレックス】120068
ミニプロジェクター	シルバー
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テレワークに最適な13.3型モバイルディスプレイです。薄さ約
10mm、重さ約740gで手軽に持ち運びいただけます。使用後は、
サッと片づけられる手軽さも魅力です。

新開発の音源LSIに
より音質が向上、リ
アルな楽器音で表情
豊かな演奏が可能。

●スイスの大自然で暮らすような”健康
的な空気”であなたの家族を元気に。

●今までにない圧倒的な風速・風量で
部屋だけでなく家の空気をまるごと
循環。

●眠るときにも気にならない静音性。

●スイスの大自然で暮らすような”健康
的な空気”であなたの家族を元気。に

●今までにない圧倒的な風速・風量で
部屋だけでなく家の空気をまるごと
循環。

●眠るときにも気にならない静音性。

●従来からの「ストリーマ技術」に加
え、業界で初めて搭載する波長
265nmの「UVC LED」と抗菌剤
を添着した「抗菌HEPAフィルター」
で、ウイルスや菌を素早く抑制。

●深紫外線が機外に照射されない安
全設計。

アコースティック ・ ドラムの
ような演奏感。

［JAN コード：4548848073627］

必要ポイント数：130,000商品コード：E6496-0047
●本体重量：6.8kg●本体サイズ：幅270mm×奥⾏き270mm×高さ500mm●空気清浄適用
床面積の目安：�22畳●スマホアプリ連携：�有●風量（空清）�1.1m3/分�※しずか運転2m3/分�
※弱運転3.2m3/分�※標準運転5m3/分�※ターボ運転●消費電力（空清）�8W�※しずか運転
10W�※弱運転17W�※標準運転43W�※ターボ運転●運転音（空清）�21db�※しずか運転
31db�※弱運転40db�※標準運転51db�※強運転

【ダイキン】ACB50X-S	UVストリーマ空気清浄機
	UVC	LED搭載	22 畳まで	ホワイト

必要ポイント数：32,000商品コード：E9073-0138
●本体重量：4.6kg●本体サイズ：幅945mm×奥⾏き369mm×高さ118mm●鍵盤数：61●
音源方式：AWMステレオサンプリング●最大同時発音数：48●プリセット音色数：622（241パ
ネル音色+22ドラム/SFXキット+20アルペジオ音色+339XGlite音色）●内蔵曲数：154（タッ
チスタディ10、コードスタディ12、コードプログレッション30含む）●録音曲数：5●録音トラッ
ク数：2●データ容量：約10,000音符●内蔵メモリー：約1.4MB●接続端子：DC�IN（12V）/ヘッ
ドフォン/外部出力（ステレオ標準）/サステインペダル/AUX�IN（ステレオミニ端子）/USB�TO�
HOST●電源：PA-3C（またはヤマハ推奨の同等品）、単3（1.5V）�アルカリ乾電池/マンガン乾
電池×6本、または単3（1.2V）�ニッケル水素電池（充電式）×6本●オートパワーオフ機能●同
梱品：譜面台/譜面板、電源アダプター（PA-3Cまたはヤマハ推奨の同等品）、ソングブック

【ヤマハ】PSR-E373	電子キーボード
	PORTATONEポータトーン	ブラック

必要ポイント数：165,000
商品コード：E9073-0137

●本体重量：21.7kg●本体サイズ：幅1230mm×奥⾏き1100mm×高さ1200mm●キット構
成・キック：KD-10・スネア：PDX-8・ハイハット：CY-5・ハイハット・コントロール・ペダル：ハーフ・オー
プン検出対応・タム：PDX-6A×3・クラッシュ：CY-8・ライド：CY-8・ドラム・スタンド●ドラム・キット
数：50（プリセット：20以上25）●音色数：143●エフェクト：パッド・イコライザー（パッドごと）、オー
バーヘッド・マイク・シミュレーター、ルーム、マルチ・エフェクト：1系統、30種類●コーチ機能（全
5種類）：タイム・チェック（Easy）、タイム・チェック（Hard）、クワイエット・カウント、オート・アップ/ダ
ウン、チェンジ・アップ●メトロノーム：、テンポ：20~260、リズム・タイプ：5種類、音色：15種類●
Bluetooth対応●接続端子：OUTPUT/PHONES端子：ステレオ・ミニ・タイプ、MIXIN端子：ステ
レオ・ミニ・タイプ、USB�COMPUTER端子：USB�Bタイプ、TRIGGER�INPUT端子：25ピンD-sub
タイプ●USB�COMPUTER端子：速度=Hi-speed�USB、ドライバー・モード=ジェネリック/ベン
ダー、対応通信=USB-MIDI/USB-Audio●USBオーディオ：サンプリング周波数（オリジナル）
=44.1kHz、サンプリング周波数（サンプリング・レート・コンバーター使用）=96kHz,48kH、録音
=2チャンネル、再生=2チャンネル●付属品：セットアップ・ガイド取扱説明書：「安全上のご注意」チ
ラシ、ACアダプター、専用接続ケーブル、ローランドユーザー登録カード

【ローランド】TD-07KV
電子ドラム	Vドラム	ブラック

［JAN コード：4957180141244］

必要ポイント数：44,200商品コード：E6496-0077
329×204×10mm●インチ：13.3型ワイド●入力信号：HDMI（ミニ）、USB� Type-C
（DisplayPort�Alt�Mode）●解像度：1920×1080●表示色数：1677万色●輝度：300cd/
m2　付属品：電源コード（PSE適合品）、HDMIケーブル（1m、HDMI-HDMI（ミニ））、取扱説明
書、ACアダプター（PSE適合品）、キャリングケース

広視野角ADSパネル採用	13.3 型
フルHD対応モバイルディスプレイ

［JAN コード：7611408025125］

必要ポイント数：17,500商品コード：E9073-0070
●幅27.8×奥⾏27.8×高さ54cm●電源：交流100V�50/60Hz●消費電力：24W●質量
（約）：2.9kg●コード長：約2.25m●適応畳数（約）：最大20畳●最大運転音：55dB（A）●風量：
610m3/h●風速：4.1m/秒●風量調節：3段階セット●内容：電源コード、クイックマニュアル、安
全上のご注意素材：ABS/鉄

【BONECO】エアシャワーファンF120	ホワイト

［JAN コード：4589919815029］

必要ポイント数：26,000商品コード：E9073-0071
●幅37.5×奥⾏37.5×高さ85cm●電源：交流100V�50/60Hz●消費電力：36W●質量
（約）：6.7kg●コード長：約2.25m●適応畳数（約）：最大34畳●最大運転音：58dB（A）●風量：
1260m3/h●風速：3.9m/秒風●量調節：4段階●セット内容：電源コード、クイックマニュアル、
安全上のご注意素材：ABS/鉄

【BONECO】エアシャワーファンF220	ホワイト
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グリーン住宅ポイントの最新情報は、こちらでご確認ください
グリーン住宅ポイント事務局ホームページ

グリーン住宅ポイント事務局

ギフトパッド グリーン住宅ポイント交換商品窓口（土・日・祝除く10：00～17：00）

お申し込みから約 1ヶ月で商品お届けとなります。

グリーン住宅ポイント

このカタログについてのお問い合わせ

https://greenpt.mlit.go.jp

0570-550-744

0121-264-012

giftpad@support-point.jp

042-303-1414

※詳細はP.4 へ 『グリーン住宅ポイント」とは？
コロナウイルスの影響によって落ち込んだ経済の回復を図るため、
要件を満たす住宅の建築や購入、リフォーム工事を行った方に追加工事や
商品交換ができるポイントを発行する制度です。
※消費税率8%が適用される場合は、特例を除き、本制度の対象です。


