掲載商品更新：2023/1/4

有効期限：2023年12月末まで

商品例：6～9ポイント

取り扱い商品の一部をご紹介

6ポイント
商品番号

2172200036

6ポイント
商品番号

1252100012

7ポイント
商品番号

2172200008

原寿園 お茶屋さんの
やさしい金平糖セット

郷技 片手鍋 16cm

●内容量：柚子金平糖40g×2、生姜金平糖・
紅茶金平糖・煎茶金平糖 各40g×1、
塩金平糖35g×1
●賞味期限：常温360日

日本が誇る燕三条の職人技で作られた逸品。ガス火はも 真ん中から動物たちがひょっこり顔を出した焼きドーナ
ちろんIH調理器対応。ステンレス製なので丈夫で衛生的 ツ。●内容量：うさぎイチゴ・うさぎプレーン・うさぎバナナ・
に使えます。
くまチョコ・くま抹茶・くまキャラメル×各2個●賞味期限：常
温60日
●7大アレルゲン：卵・乳・小麦

8ポイント
商品番号

1172100019

アニマルドーナツ 12個

8ポイント
商品番号

1082000012

7ポイント
商品番号

ユニカフェオリジナルドリップ
コーヒー モカブレンド マグサイズ 12g 1箱
(100袋)
■入数：1箱（100袋）■種類：モカブレンド
■内容量：12g■マグサイズ

9ポイント
商品番号

2282300205

モンポケ はじめての
ピカチュウおえかきボード

タリーズコーヒーバリスタズ無糖
LATTE ボトル缶 370ml×24本

イル・ド・レ 2種類のソースで

モンポケピカチュウのおえかきボードが登場！
■パッケージサイズ：（幅）420ｍｍ×（高さ）360ｍｍ×（奥
行）40ｍｍ■対象年齢：6才～

■内容量：370ml×24本 ■原材料：牛乳、コーヒー、クリー ●セット内容：ポークカツレツ（ロース）
120g×6、ハニーマ
ム、乳製品/乳化剤 ■アレルギー物質：乳
スタードソース×2・デミグラスソース×1付 ●賞味期間：冷
凍で75日 ●加工地:日本 ●配送温度帯：冷凍 ●アレル
ゲン：小麦・卵

楽しむポークカツレツ

1202100061

9ポイント
商品番号

1051900033

サントリー 特茶 ジャスミン（特定
保健用食品） 500ml×24本
「伊右衛門 特茶」同様、脂肪分解酵素を活性化させる働
きがある「ケルセチン配糖体」を配合し、
“体脂肪を減らす
のを助ける”トクホのジャスミン茶です。
■内容量：500ml×24本

商品例：10～14ポイント

取り扱い商品の一部をご紹介

10ポイント
商品番号

2282300084

10ポイント
商品番号

1082100006

11ポイント
商品番号

1402200023

海商
国産あわびのやわらか煮

伊藤園 毎日1杯の青汁 無糖
【機能性表示食品】 900g×12本

●セット内容:70g（殻付重量）×2●原産地・加工地:日本●
配送温度帯：常温【アレルゲン：小麦】

■内容量：PET 900g×12本 ■原材料：難消化性デキスト ■内容量：150g(固形量：110g)×24缶■原材料：さば、砂
リン、大麦若葉粉末、抹茶、ケール粉末、亜鉛酵母、寒天 糖、みそ、でん粉、しょうがペースト、食塩
/調味料（アミノ
/ 増粘多糖類、ビタミンC、ビタミンE
酸等）、増粘剤(グァー)、（一部にさば・大豆を含む）■賞味
期限：製造日より3年
■加工地：ベトナム

13ポイント
商品番号

1002200008

さばみそ煮缶 24缶

13ポイント
商品番号

1002200018

12ポイント
商品番号

伊藤園 ヘルシー ルイボスティー
ティーバッグ 30袋入(90g)×10個
■内容量：30袋入(90g)×10個 ■原材料：ルイボス

14ポイント
商品番号

2282300128

1082000030

14ポイント
商品番号

2282300114

任天堂Switchソフト マリオ
ストライカーズ：バトルリーグ

任天堂Switchソフト太鼓の達人ド
ンダフルフェスティバル

2重ロックカップ 2個セット

コイズミ ハンディミスト

●「格闘技」×「サッカー」 ルール無用の新スポーツ「ストラ
イク」が開幕!

●ひとりでも! みんなでも! 太鼓でトコトン アソビつくそう!

●商品:ロックカップ（約口径7×高さ8.5cm・270ml）×2●材
質:18－8ステンレス●日本製

お肌のチェックができる便利なミラーデザイン。
●内容:スポイト・USBケーブル付・約1.5時間充電式・約
45秒連続噴射使用回数46回●機能:超音波ミスト・鏡面ボ
ディ●電源:USB電源DC5V

商品例：15～19ポイント

取り扱い商品の一部をご紹介

15ポイント
商品番号

1222200018

16ポイント
商品番号

2282300096

16ポイント
商品番号

2282300093

17ポイント
商品番号

2282300090

テンピュール(R)
ユニバーサルピロー

ツインバード空気清浄機

ハンドカービングマット

ヨガマット＆
シェイプツイスター

■カラー：グレー
■商品サイズ（幅×奥行×高さ）：約50×約20×約10cm■素
材：カバー:綿75％、ポリエステル25％、中材:テンピュー
ル素材■原産国：デンマーク

●商品:約幅33×奥11×高さ26.5cm●内容:適用床面積
/～3畳・抗菌プリーツフィルター付●機能:風量2段階切替
●電源:AC100V－30/26W（強）・21/18W（弱）

ハンドカービングで柄を立体的に浮かし彫りに仕上げた
豪華で美しいマットです。
●商品:約90×60cm●材質:ポリエステル100％（裏面/滑り
にくい加工）●中国製

室内でのエクササイズに。
●商品:ヨガマット（約173×61×厚さ0.6cm）●材質:PER●
内容:固定バンド付●台湾製●商品:シェイプツイスター（約
径25.5×高さ3.5cm）●材質:ABS樹脂・ポリプロピレン・ス
チール

17ポイント
商品番号

2282300095

18ポイント
商品番号

1181900063

18ポイント
商品番号

1082000033

19ポイント
商品番号

1691900042

アルミ物干しスタンド

コールマン
ダッチオーブンSF/10インチ

伊藤園 味の太鼓判 特上蒸し
緑茶1000 100g×10パック

アイ・オー・データ機器 USB3.1
Gen1/2.0 ポータブルHDD 1TB
HDPH-UT1
ブラック

軽量なアルミパイプでたっぷりの洗濯物を干すことができ
ます。●商品:使用時/約79～125×90×高さ132cm、収納
時/約79×6×高さ153cm●材質:アルミパイプ・ABS樹脂●
内容:耐荷重約15kg（全体）・折りたたみ式

家族で初めて買う1台に最適なサイズ。脚なしなので、ご
家庭での日常使いにもフィットします
■本体サイズ：約
φ25×13(h)cm、約φ23.5×11(h)cm(内径) ■重量：約6kg
■材質：鋳鉄、他 ■付属品：リッドリフター、収納ケース

旨み豊かな静岡県産一番茶（100％）を特上蒸し製法で
仕上げました。
■内容量：100g×10パック ■原材料：茶（静岡県）

容量：1TB 対応OS：Windows 10／Windows 8.1
／Windows 7macOS 10.12～10.14／Mac OS X
10.9～10.11
付属品：A-MicroB USB 3.1 Gen 1（USB 3.0）ケーブル
（30cm

商品例：20～24ポイント

取り扱い商品の一部をご紹介

20ポイント
商品番号

2282300164

20ポイント
商品番号

2282300141

21ポイント
商品番号

1691900115

22ポイント
商品番号

1082000031

伊藤園 毎日1杯の青汁 まろやか豆乳
ミックス 20包入×10個

ヴィディヴィ
タンブラーセット

尾州織手提げバッグ

T-FAL(ティファール ) KO8001JP
電気ケトル ウォッシャブル

イタリアンモダンなグラス。●商品:タンブラー（約口径8.7×
高さ8.5cm・240ml）×4●材質:ソーダガラス●オーストリア
製

●商品:約横幅31×高さ23×マチ13cm（約250g）●材質:本
体/ポリエステル（ジャカード織）、付属部
/合成皮革●内容:
内オープンポケット×1、前部・後部/ファスナーポケット各
1、開閉部ホック式

●自動電源オフ お湯が沸くと自動的にオフ。音と光でお知 ■内容量：20包入×10個■原材料：大麦若葉粉末、砂糖、
らせします。
黒糖、還元麦芽糖水飴、麦芽糖、緑茶粉末、海藻カルシ
■容量：0.8L
ウム、スピルリナ、豆乳、ケール粉末、マルトデキストリ
ン、ブロッコリー粉末、ほうれん草粉末、でん粉、デキスト
リン、はちみつ■アレルギー物質：大豆

23ポイント
商品番号

1152100053

23ポイント
商品番号

2282300003

24ポイント
商品番号

2282300011

24ポイント
商品番号

2282300005

カシオ BABY-G
BGA-150PG-2B1JF

パナソニック
ブラシアイロン26mm

北海道産 一夜干し詰合せ

拡大鏡付スタンド型姿見

■ケースサイズ（縦×横×厚さ）：7.5×42.8×12.8mm
■質量：43g■構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
■防水性
：10気圧防水■使用電源・電池寿命：電池寿命約3年

●商品:約4.7×6.7×長さ29.8cm・パイプ径約26mm・重量
約290g●機能:2段階温度調節（約180・130℃）●電
源:AC100V－150W●タイ製

●セット内容:姫鱈50g・宗八かれい80g・ほっけ200g各4、
さんま70g×3、真いか150g×2●賞味期間:冷凍で25日●
原産地・加工地:北海道●配送温度帯：冷凍

●商品:約31.3×高さ119×3～35cm●材質:ポリスチレン・
ガラス・木●内容:5倍拡大鏡●日本製

商品例：29ポイント～93ポイント
29ポイント
商品番号

2282300186

取り扱い商品の一部をご紹介

29ポイント
商品番号

2282300185

29ポイント
商品番号

2282300189

30ポイント
商品番号

1272100004

着脱ハンドル鍋
5点セット

マルチロースター

アロマフレスカ銀座
こだわりパスタセット

【Toshin】AngelAir Bijet
TH-102 クロームメッキ

●商品:鍋（約径16×高さ8cm・満水容量1.5L・重量約
650g〈蓋含む〉）・（約径20×高さ9.5cm・満水容量2.8L・
重量約930g〈蓋含む〉）・フライパン（約径24cm・重量約
470g）・（約径26cm・重量約580g）・ディープパン（約径
20cm・重量約440g）各1・着脱ハンドル×2【ガス火
・IH200V可】【内面フッ素樹脂加工】

さんまが一度に4尾焼けます。臭いや煙を和らげるフィル
ター付き。●商品:本体/約幅46×奥29.6×高さ19.8cm●材
質:スチール●機能:両面焼き・30分タイマー・脱煙・消臭セ
ラミックフィルター●電源:AC100V－1100W

●商品:かぶとホタテのクリームソーススパゲティ
330g・イ
カスミのパスタ320g・ポルチーニのクリームペンネ280g・
海老のクリームソースペンネ280g・ペンネアラビアータ
270g各2、茄子とトマトのスパゲティ370g×3●加工地:日
本●配送温度帯：冷凍【小麦・乳・エビ】

●高濃度マイクロバブルによる洗浄・保温効果
●節水50％
■本体サイズ：幅約110×奥行約72×高さ約233mm
■重量：約170g

38ポイント
商品番号

2282300274

47ポイント
商品番号

2282300062

93ポイント
商品番号

2282300267

93ポイント
商品番号

2282300270

ゴールドファイル 長財布

ル・クルーゼ ココット・エブリィ 18
& インナーリッド

プラチナ
デザインネックレス

ヴェルサーチ コーヒーカップ
&ソーサーペア

上品な雰囲気の長財布。●商品:約18.5×9×2cm●材質:
牛革●内容:札入1室・ファスナー式小銭入1室・カード入
×12・ポケット×2

フランス生まれの「ル・クルーゼ」。
1925年、北フランスの
小さな村、フレノワ・ル・グランで創業。以来、フランス伝統
の丹念な製法により高品質なキッチンウェアを作り続けて
います。使うたびに新鮮、使い込むほどに愛着が増して
いく。【ココット・エブリィ18/ガス火・IH200V可】【オーブン
可】

プラチナだけを使った価値ある正統派のプラチナジュエ
リー。11個のミラーボールがキラキラと輝くエレガントな
ネックレスです。
●商品:ヘッド約2.5×0.3cm・全長約40cm（アジャスター
約3cm含む）●材質:プラチナ850●日本製

ヴェルサーチとドイツの名窯ローゼンタールとのコラボ
レーションから生まれたテーブルウェア。卓越した高品質
の代名詞、ローゼンタールの技術によってヴェルサーチ
の魅惑的で華やかなデザインがテーブルを飾ります。

ご応募の前に
商品のお届けについて
●ここに記載されている商品は、2023年12月末までの
お取り扱い商品となります。
●お申し込み封筒が到着してから、商品のお届けまで
2～3週間かかります。
●お申し込み集中期には、商品の発送が遅れることがございます。
●お歳暮・お中元期間の商品のお届けは、宅配が非常に混み合い、遅れる
場合がございます。余裕を持ってお申し込みください。
●メーカーの都合により掲載商品の生産が中止となりお届けでき
ない場合がございます。
その場合は、代替商品の発送とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。
●商品に汚損・破損がある場合を除き、お届けした商品の返品
および、お取り替えはできません。
●商品の色・形・メーカーなどは、掲載のものと多少異なる場合が
ございます。

お申込み方法

キリトリ線

