2022 年 度

D C ハッピ ー プ レ ゼ ント

商品交換期間

2022 年 4 月15 日 〜 2023 年 3 月 31日
※本パンフレットの商品は2022年4月15日〜2023年3月31日まで有効です。

軽井沢ブルワリー

THE 軽井沢ビールセット
軽井沢の恵まれた自然の中、丁寧
に醸されたクラフトビールです。

イエナカ充実ライフスタイル︒

グルメセレクション

P. 24

LIFE
Iwatani

炙りやⅡ

お肉、野菜に干物なども炙って楽

ホームオフィスパック

しめます。

キッチン＆テーブル

今 すぐテレワーク環 境を整えられ
る。USBマイクロホンとヘッドホンの
スターターパックです。

象印
バラエティ

P. 11

STAN. IH炊飯ジャー
機能性と使いやすさ、
日常生活に溶

dyson Puriﬁer Hot+Cool™

備えたIH炊飯ジャーです。

空気清浄ファンヒーター
キッチン＆テーブル

微細なPM0.1までも99.95%閉じ込
め、確実にハウスダストや花粉、
ウ
イルスを捕らえます。
P. 6

ティファール

アクセススチーム プラス
大量のスチームで、
パワフルにウイ

P. 14

P. 19

イエナカ充実時間。

TIME

け込むシンプルなデザイン性を兼ね

バラエティ

T

卓上で七輪焼きができ、魚介類や

オーディオテクニカ

ルス除去･除菌。
シワを伸ばしなが
らしっかりケアが行えます。

2

バラエティ

P. 9

3

アイリスオーヤマ

ふとん乾燥機 カラリエ
タイマー付

GOUR M E T

ふとんにホースを入れるだけで使
える、
マット不要のふとん乾燥機カ
ラリエです。
バラエティ

特選和牛静岡そだち
すき焼き用ロース 500g

P. 8
柔らかくきめ細かで上品な旨みの
ある和牛肉をご堪能ください。
※全農ギフトカードとの交換となります。

dyson

グルメセレクション

Micro 1.5kg

P. 21

1.5㎏のコードレスクリーナーは微細
なホコリを99.99%閉じ込め、吸引力

バラエティ

H E A LT H

が変わりません。

P. 6

シンライの全農。
山形県産つや姫
10kg（5kg×2）

季節のフルーツ

日本有数の米どころからおいしい

全国の産地から、季節ごとに新

ブランド米をお届けいたします。

鮮な旬のフルーツやお米、自慢
の加工品をお届けします。

※全農ギフトカードとの交換となります。

グルメセレクション

P. 21

※全農ギフトカードとの交換となります。

グルメセレクション

P. 22

ケンコウシコウに応える。
エー・アンド・デイ

Bluetooth 内蔵
上腕式ホースレス血圧計
®

煩わしいホースがないので持ち運びが
でき、いつでもどこでも楽しく測定可能
です。
ヘルス＆ビューティ

4

P. 29

5

バラエティ

バラエティ
人気の最新家電から話題の日用品まで、
バラエティ豊かな商品を取り揃えました。

WEB限定商品

14,750 point

カタログに掲載されていない
WEBサイトだけのアイテム !!

352

商品番号

アイロボット ロボット掃除機ルンバｉ3

こちらからアクセス
https://www.cr.mufg.jp/select/login.html

※ご利用には DC Webサービスの ID が必要です。

dyson

353

Omni-glide™ Complete

TV Speaker

重さ／約3.2㎏

ノイズキャンセリング機能とHi-Fiオーディオを搭載。
周囲の音を気にせず音楽に集中できます。

電源／充

サイズ／約 H5.6×W59.4×D10.2㎝、コード：約 L1.5m（電源コード）
・約 L1.5m（光

消費電力／33Ｗ

デジタルケーブル） 重さ／2㎏ 電源／リモコン：コイン形リチウム電池 CR2032

約2時間（イヤホン）
・約3時間（充電ケース）） 付属品／充電ケース、スモールとラージのイ

×1個（動作確認用付属） 付属品／リモコン、光デジタルケーブル、電源コード

ヤーチップ、USB-C（A-C）充電ケーブル（30.5㎝） 中国製 型番／ QC Earbuds BLK

中国製 型番／ TV Speaker 仕様／ Bluetoothワイヤレス通信距離：最大9m

バッテリー持続時間／最大6時間 クイック充電時間／15分の充電で約2時間使用可能

商品番号

351

7,400 point

商品番号

358

BLACK+DECKER 18V
サイクロンスティッククリーナー

サイズ／約 H3.9×W2.6×D2.7㎝ 重さ／9.4ｇ 電源／リチウムイオン電池（充電時間：

7,200 point

商品番号

359

アイロボット ロボット掃除機 ルンバ 693

微細な PM0.1までも99.95% 閉じ込め、確実にハウ
スダストや花粉、ウイルスを捕らえます。

ハイパワーな18Vリチウムバッテリー搭載の2in1ス
ティッククリーナーです。

毎日のゴミやホコリに、確かな清掃力で床掃除の負
担を軽減するスタンダードモデルです。

サイズ／約H76.4×W24.8×D24.8㎝ 重さ／約5.7㎏ 電源／AC100V（50/60Hz） 消費

サイズ／H110×W25×D18㎝ 重さ／2.6㎏ 容量／500mℓ 電源／AC100V 消費電

サイズ／ H9.2×φ34.0㎝

重さ／約3.6㎏

電源／ AC100V

電力／最小6Ｗ/最大40Ｗ（涼風モード）、1400Ｗ（温風モード） 付属品／リモコン マレーシ

力／30Ｗ 付属品／充電器、ハンディ用隙間ノズル、ハンディ用ブラシノズル、壁掛けホルダー

(50/60Hz) 消費電力／33Ｗ
（充電時） 付属品／ホームベース、

ア・フィリピン製 型番／HP07 WS 仕様／空気清浄適用床面積：9畳(30分)/25畳(60分)

中国製 型番／BHFEA520J 充電時間／約5時間 連続運転時間／スティック時：標準モー

電源コード 中国製 型番／ R693060

(8畳を清浄する目安 27分)、暖房能力：10畳/5畳（コンクリート住宅）
・6畳/4畳（木造住宅）

ド約30分・ブーストモード約14分、ハンディ時：標準モード約39分・ブーストモード約16分

11,900 point
dyson

商品番号

354

Micro 1.5kg

パワフルで軽量な全方向駆動コードレスクリーナー
です。

1.5 ㎏のコードレスクリーナーは微細なホコリを
99.99% 閉じ込め、吸引力が変わりません。

サイズ／約H13.2×W20.8×D107.7㎝（スティック時） 重さ／約1.9㎏（スティック時） 付属

7,500 point
バルミューダ

商品番号

357

ザ・スピーカー

360° 広がるサウンドと楽曲に合わせてライブステー
ジのように輝くLEDユニット搭載のスピーカーです。

サイズ／約H22.2×W20.7×D109.1㎝（スティック時） 重さ／約1.5㎏（スティック時） 付

サイズ／約 H18.8×φ10.5㎝ 重さ／約1㎏ 電源／リチウムイオ

品／収納用ブラケット、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、ミニモーターヘッド、専用充

属品／収納用ブラケット、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、ミニモーターヘッド、ツー

ンポリマーバッテリー（充電時間：約2.5時間） 消費電力／最大15

電ドック マレーシア・フィリピン製 型番／SV19 OF 最長運転時間（非モーター駆動/モー

ルクリップ マレーシア・フィリピン製 型番／SV21 FF 最長運転時間（非モーター駆動/

Ｗ、待機時0.15Ｗ

ター駆動）／エコモード約20分/約18分、強モード約5分/約5分 充電時間／約3.5時間

モーター駆動）／エコモード約20分/約18分、強モード約5分/約5分 充電時間／3.5時間

番／ M01A-BK バッテリー連続使用時間／約7時間
（フル充電時）

6

356

商品番号

QuietComfort®Earbuds

付属品／ホームベース、交換用フィルター、電源コード

電式リチウムイオン電池 ( 充電時間 : 約3時間 )
( 充電時 )

8,150 point
Bose

サイズ／約 H9.2×W34.2×D34.2㎝

dyson Purifier Hot+Cool™
空気清浄ファンヒーター

商品番号

355

テレビをこれまでにない高音質とクリアな音声で楽し
めるコンパクトなサウンドバーです。

17,350 point

14,300 point

Bose

商品番号

最適な清掃方法を提案。パワーリフト吸引と無駄の
ない動きであらゆるゴミを確実に除去します。

中国製 型番／ i315060

※イメージ

8,850 point

付属品／ ACアダプター（1m） 中国製

型

※イメージ

7

バラエティ

4,900 point
ケルヒャー

360

商品番号

高圧洗浄機 K2 サイレント

パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。空気の
流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。
サ イ ズ ／ H30.3×W29.3×D53.8 ㎝

※イメージ

重 さ ／ 5.8 ㎏

電 源 ／ AC100V

3,350 point

商品番号

365

オーディオテクニカ ワイヤレスイヤホン
圧倒的に自由、驚くほどフィット。アクティブな音が
自分を高めます。
サイズ／ヘッドホン：約H1.9×W2.4×D2.4㎝、充電ケース：約H3.3×W7.3×4.0㎝ 重さ／約58.4ｇ 電源／

3,300 point

366

商品番号

ケルヒャー
高圧洗浄機 K2 クラシック プラス
女性にも扱いやすい軽量＆コンパクトタイプで、洗車か
ら網戸の洗浄まで様々な場所で使える高圧洗浄機です。
サイズ／ H24.3×W17.1×D46.2㎝ 重さ／3.9㎏ 電源／100V

（50/60Hz） 消費電力／1250Ｗ 付属品／フォームノズル、トリガーガン、

DC3.7V リチウムイオン電池（内蔵式） 付属品／充電用USBケーブル（30㎝､USB Type-A/USB Type-C）、イ

バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース、クイックコネク

ヤピース（XS/S/M/L）、イヤフィン（XS/S/M/L）、ストラップ 中国製 型番／ATH-SPORT5TW GYL 充電時

（50/60Hz） 消費電力／1000Ｗ

オスプレーランス、高圧ホース、洗浄剤タンク、本体側カップリング

ト接続、給水口フィルター、本体側カップリング 中国製 型番／1.600-920.0

間／約2時間（イヤホン）、約3時間（ケース）、最大約12時間使用可能 連続再生時間／最大約12時間（フル充電時）

中国製 型番／1.600-974.0

付属品／トリガーガン、バリ

※イメージ

4,450 point
ケルヒャー

361

商品番号

4,050 point

362

商品番号

Bose SoundLink Micro Bluetooth®
Speaker

高圧洗浄機 K MINI

3,200 point

商品番号

367

ジェネシスヘルスケア
GeneLife Genesis2.0+

2,550 point

368

商品番号

アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ
18 畳 ボール型上下左右首振り

コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に
持つケルヒャー史上最もコンパクトな高圧洗浄機です。

高い耐久性と防水性を備え、サイズからは想像でき
ない迫力のサウンドを実現します。

一度に360項目を検査できる遺伝子検査キットに
COVID-19重症化リスク項目が加わった最新版です。

コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワ
フルモデルです。

サイズ／ H29.5×W23.3×D28.0 ㎝ 重さ／3.9 ㎏ 電源 ／100V（50/60Hz）

サイズ／ H29×W21×D21㎝、コード：約 L1.4m、羽根：φ15㎝ 重さ／約

サイズ／約 H9.8×W9.8×D3.5㎝ 重さ／290ｇ 電源／リチウムイオンバッ

セット内容／ご利用ガイド､検査項目一覧､検査ID・パスワードのご案内､検査申込同意書､

消費電力／1000Ｗ 付属品／アクセサリー収納ケース、ショートトリガーガン、プ

テリー（充電時間：約4時間） 付属品／充電用USBケーブル メキシコ製 型

検査申込同意書付属説明書､ 返送用封筒､だ液採取具 サイズ／ H3.6×W16.2×D16.2

2㎏ 電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電力／38W/36Ｗ（50/60Hz）

レミアムフレックス高圧ホース(5m)、ショートバリオスプレーランス、ショート延長ラ

番／ SLink Micro BLK 連続再生時間／最大6時間（フル充電時） 仕様／

㎝ 重さ／253ｇ 日本製（採取具のみ中国） ※結果はWEB・アプリにてご覧いただけま

中国製 型番／ PCF-SC15T 仕様／モード：ターボ・リズム風、風量：5

ンス、電源コード収納クリップ、本体側カップリング 中国製 型番／1.600-050.0

Bluetooth®接続、Siri・Googleアシスタントに対応、防水性能：IPX7に準拠

す｡ 20歳未満の方はお受けできません。※詳しくはhttps://genelife.jp/をご確認ください。

段階、切タイマー：1・2・4時間、上下左右自動首振、適用畳数：～18畳

※イメージ

3,550 point
バルミューダ

363

商品番号

ザ・ランタン（ブラック）

3,400 point

364

商品番号

アイリスオーヤマ
ふとん乾燥機 カラリエ タイマー付

※イメージ

2,500 point

商品番号

369

ツインバード
温度センサー付サーキュレーター

2,450 point

370

商品番号

ティファール アクセススチーム プラス

バルミューダ ザ ･ランタンは、日常の何気ない時間
を、少しだけ特別に彩るLEDランタンです。

ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要の
ふとん乾燥機カラリエです。

横8の字の首振りと温度センサー搭載で冷暖房の効
率アップに役立ちます。

大量のスチームで、パワフルにウイルス除去 ･ 除菌。
シワを伸ばしながらしっかりケアが行えます。

サイズ／約 H24.8×W11.0×D10.3㎝ ( ハンドルを含む )

サイズ／ H36×W16×D14㎝

サイズ／約 H33.0×W22.0×D29.0㎝

サイズ／約 H28.3×W13.0×D14.1㎝

約630ｇ

電源／ AC100-240V(50/60Hz)

ACアダプター、電源ケーブル 中国製

8

重さ／

消費電力／ 最大

6.0Ｗ ( 同時に点灯 / 充電した場合 )、0.1Ｗ ( 待機時 )

付属品／

型番／ L02A-BK

消費電力／560Ｗ
型番／ FK-C3-WP

重さ／1.8㎏

電源／ AC100V

付属品／くつ乾燥アタッチメント 中国製

重さ／約2.7㎏

電源／

重さ／約1.2㎏（水タンク

AC100V
（50/60Hz） 消費電力／最大 50Ｗ /45Ｗ
（50/60Hz）

が 空 のとき・コ ード 部分含 む ） 容量 ／ 約185mℓ

中国製

AC100V（50/60Hz） 消費電力／1200Ｗ

型番／ KJ-4998W

バー、ブラシ、ドアフック 中国製

電源 ／

付属品／ヘッドカ

型番／ DT8100J0

9

バラエティ

※イメージ

2,250 point
キャプテンスタッグ

商品番号

371

収束型 4 輪キャリー

耐荷重約80kgでキャンプ道具を楽々運べます。また、
収束型なのでコンパクトに収納できます。
サイズ／約 H93×W100×D50㎝
納カバー 中国製

重さ／約8.9㎏

付属品／収

型番／ UL-1056

1,800 point

商品番号

373

ケルヒャー 窓 用バキュームクリー ナー
WV 1 プラス LR

2,200 point

商品番号

372

1,750 point

商品番号

375

スターリング
ステイアライブ ショルダー 22

BLACK+DECKER スチームモップ
洗剤を使わないので、お子様やペットのいるご家庭で
のご使用にも適しています。
サイズ／約 H110.0×W17.0×D29.5㎝、コード：約 L5m 重さ／約2.0㎏ 容量／

在宅時や非難時にも楽に移動できるショルダーバッ
グを採用した22点の防災セットです。
セット内容／防災ショルダーバッグ、ミルクビスケット、LEDポータブルラジオ、長期保存アルカリ単4乾電池×3本、あんし

約350mℓ 電源／AC100V 消費電力／1200Ｗ 付属品／マイクロファイバーパッ

ん保存水(500mℓ)、モバイルトイレポケット、静音タイプアルミシート、エイドクルー×9点、個包装マスク×2枚、IDホイッ
スル、PUALAウェットタオル、軍手、水に流せるティッシュ×2個、大地震対応防災マニュアル サイズ／防災ショルダーバッ

／畳掃除、じゅうたん掃除、ワックス除去 スチーム温度：約100℃（本体内部噴射口部）

グ：約H36.0×W24.0×D14.5㎝ 重さ／約1.5㎏ 素材／防災ショルダーバッグ：ポリエステル 日本製 型番／3080

商品番号

374

1,700 point

商品番号

378

ツインバード
サイクロンスティック型クリーナー

タイトリスト PRO V1

窓掃除を3倍速くするクリーナーです。窓掃除以外に
も、お風呂の水滴取りや冬場の結露取りにも最適です。

世界ツアー使用率 No.1のゴルフボールです。

サイズ／ H27.5×W25.0×D13.0㎝ 重さ／500ｇ 容量／100mℓ 電

セット内容／1ダース
（12球） サイズ／ H13.1×W19.0×D4.6㎝

源／AC100V（50/60Hz） 消費電力／11.7Ｗ 付属品／ワイパーヘッド、

重さ／約642ｇ タイ製

型番／ T2027S-J

スプレーボトル、ボトルキャップ、パットホルダー、ワイプパッド、充電アダプター、

高性能 HEPAフィルター採用で0.3ミクロンの粒子
を99.97％キャッチします。
サイズ ／ H43×W41×D14 ㎝

重さ／4 ㎏

（50/60Hz） 消費電力／最大49Ｗ

電源 ／ AC100V

付属品／ HEPA 集じんフィ

ルター、脱臭フィルター 中国製 型番／ AC-4238W

1,250 point

商品番号

379

オーディオテクニカ ホームオフィスパック

扱いやすい2.1 ㎏の軽量設計ながら、吸込仕事率
100Ｗのハイパワーでしっかり吸い込みます。
サイズ／約 H105.0×W23.0×D22.5㎝

377

商品番号

ツインバード
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ

ド×2、スタンドマット、カーペットスライダー 中国製 型番／ FSM1215W 仕様

1,750 point

1,750 point

重さ／約2.1㎏

電源

今すぐテレワーク環境を整えられる。USBマイクロ
ホンとヘッドホンのスターターパックです。
セット内容／USBマイクロホン、ヘッドホン サイズ／マイクロホン：約L12.0×φ6.5㎝、ヘッドホン：約H18

／ AC100V（50/60Hz） 消費電力／450Ｗ 付属品／すき間ノ

×W15×D7㎝ 重さ／マイクロホン：約60ｇ(コード除く)、ヘッドホン：約97ｇ(コード除く) 電源／USBバ

ズル
（毛ブラシ付） 中国製 型番／ TC-5147R

スパワー対応(5V、100mA) 中国製 型番／AT9933USB PACK 仕様／ケーブル長：マイクロホン/2ｍ・

窓用バキュームクリーナー専用洗浄機 イタリア製 型番／1.633-224.0

ヘッドホン/2ｍ、プラグ形状：マイクロホン/USB Type-A・ヘッドホン/φ3.5㎜金メッキステレオミニプラグ

※イメージ

1,750 point

商品番号

376

キャプテンスタッグ ブラックラベル
V 型ファイアグリル（ワイド）

※イメージ

10

1,250 point

商品番号

380

キングジム
アルコールディスペンサー テッテ

1,050 point

商品番号

381

ショルダー＆ウエスト避難セット

焚き火、バーベキュー、ダッチオーブン、煮炊きの1台
4役、いろいろな調理を楽しめます。

手をかざすことで、赤外線センサーが感知して本体に
触れずに手指消毒を行うことができるので、衛生的です。

災害時に両手を空け避難できるショルダー &ウェス
トタイプの2WAYバッグに防災グッズが入っています。

サイズ／梱包時：H29.0×W39.5×D9.5㎝、使用時：H34.0×W39.5×D36.0㎝ 重

サイズ／約 H18.0×W16.2×D10.2㎝

セット内容／避難用ショルダー＆ウエストバッグ、9光ライト、ウェットティッシュ×10枚、携帯トイレ

重さ／約330ｇ 電源／

さ／約3㎏ 素材／本体：鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル：ステンレス鋼、脚・固定バー：

単3形アルカリ乾電池 ×4本 ( 別売） 付属品／トレー、メッセージ

(大小兼用)、静音アルミブランケット、軍手、使い捨てカイロ、ホイッスル、エイトバン(大小）×各2枚、

アルミニウム合金、バーベキュー網・ゴトク：鉄 (クロムめっき) 付属品／目皿 ( 燃料

パネル、パネルスタンド 中国製

ポケットティッシュ、マスク、防寒レインコート、熱冷却シート サイズ／約H16×W26×D12㎝

用)、バーベキュー網×2枚、ゴトク×2個、固定バー×2本 中国製 型番／UG-77

型番／ TE500シロ

重さ／約634ｇ 電源／単4形乾電池×3本(別売) 中国・日本製 型番／MUN-50WS

11

バラエティ

1,000 point

382

商品番号

象印
ステンレスマグ TUFF ワンタッチタイプ

1,000 point

800 point

383

商品番号

ライオン トップ スーパーナノックスギフト

387

商品番号

BLACK+DECKER
電動ブラシ シャボンスクラバー Mini

パッキンのつけ忘れによる水漏れの心配もなく、お手
入れがとてもカンタンになりました。

＜高濃度処方！＞により、最強洗浄を発揮する"ナノッ
クス"のギフトです。

サイズ／約 H21.5×W6.5×D7.0㎝

セット内容／トップ スーパーNANOX 本体400ｇ×1本、
トップ スー

サイズ／約 H9.0×W5.3×D12.3㎝

パ ー NANOX つめかえ用350ｇ×6袋

ド抜き） 電源／単3形乾電池 ×4本（動作確認用付属） 付属品／

重さ／約210ｇ 容量／約

480mℓ 素材／ステンレス鋼、シリコーンゴム タイ製

型番／

SM-WA48-GD

日本製

型番 ／ LSN-

30A

キッチン、お風呂、お庭など、コードレスでいろいろな
場所のお掃除に大活躍のお掃除アイテムです。
重さ／約230ｇ
（電池、パッ

ブラシ、スポンジ ×3個 中国製 型番／ BHPC130

※イメージ

※イメージ

1,000 point

商品番号

384

BRUNO
ワイヤレススピーカー リブポット

950 point

重さ／52ｇ 電源／リチウムイ

750 point

385

商品番号

ジェントス LED ライト 閃

キッチンやバスルーム、アウトドアで大活躍。防水機
能付きのコンパクトスピーカーです。
サイズ／ H4.1×W4.3×D4.3㎝

※イメージ

パナソニック 電池がどれでもライト

商品番号

390

Shupatto ポケッタブルバッグ

単1形～単4形の電池ならどれでも1本で使用可能な
LEDライトになります。

両端をシュパッと引張って、簡単に小さくポケットに
入るサイズにたためて、手軽に持ち運べます。

サイズ／約 H10.8×φ3.0㎝

サイズ／約 H12.5×W13.5×D8.0㎝

サイズ／約 H30×W26㎝（バッグ使用時） 重さ／約71ｇ 素材

重さ／約110ｇ( 電池含 )

素材／

アルミニウム 電源／単4形アルカリ乾電池 ×3本
（動作確認用付属）

ない )

USB ケーブル（約30㎝） 中国製

付属品／ポーチ、ストラップ 中国製 型番／ FLP-2106

製

連続使用

400 point

フォーカスヘッドを回すことでスポットビームからワ
イドビームまで無段階に調節可能です。

オン充電池（3.7V 2002mAh）( 充電時間：約2時間） 付属品／
型番／ BDE046

389

商品番号

重さ／約205ｇ( 電池含ま

電源／単1形～単4形乾電池 ×いずれか1本（別売） 中国

／ポリエステル 中国製 型番／ S440

型番／ BF-BM10-W

時間／2～8時間 ※商品カラーはクロームになります。

※イメージ

950 point

商品番号

386

西川
ソフトタッチ低反発まくら カバー 2 枚付

750 point

388

商品番号

ミムゴ ラウンドチェア

250 point

391

商品番号

ENVIROSAX エコバッグ

200 point

商品番号

392

今治 サスティナブルハーフハンカチ

あたりがやわらかく頭の形状にフィットする低反発枕。
枕カバーは洗えますので清潔にご使用いただけます。

ドリンクホルダー付のラウンドチェアです。アウトド
アにピッタリで、コンパクトに収納も可能です。

耐荷重20kgで、はっ水加工。くるくる丸めてスナッ
プで留めてコンパクトに持ち運びできます。

魔法の撚糸「SUPER ZERO®」で織り上げた、人に
も環境にもやさしいサスティナブルなタオルです。

サイズ／約 H7～10×W50×D30㎝

サイズ／約 H80×W81×D51㎝ ( 収納時サイズ：約 H83×W13×

サイズ／約 H42×W50×D7㎝

サイズ／約 H10×W20㎝
（タオル本体） 重さ／約6ｇ
（タオル本体）

重さ／本体：830ｇ、枕カ

バー：10ｇ 素材／側生地：ポリエステル100％、詰め物：ウレタン

D13㎝ )

フォーム、枕カバー：ポリエステル100％ 付属品／枕カバー ×2枚

MG-ZRRC30

重さ／約2.1㎏

付属品／収納袋

中国製

型番／

素材／ポリエステル 中国製
耐荷重：約20㎏、はっ水生地

重さ／約50ｇ

容量／約13ℓ

型番／ $evgseb-GD-B1

仕様／

素材／綿100％
（パイル部分：オーガニックコットン） 日本製

型

番／64808 ※認定番号第2020-719号

中国製 型番／2435-55935

12
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キッチン&テーブル

キッチン&
テーブル
お料理がもっと楽しくなる、
人気の調理家電を中心に、
実用性の高い商品を厳選しています。

WEB限定商品

14,850 point

カタログに掲載されていない
WEBサイトだけのアイテム !!

シャープ

こちらからアクセス
https://www.cr.mufg.jp/select/login.html

※ご利用には DC Webサービスの ID が必要です。

393

商品番号

ヘルシオホットクック

5,250 point
バルミューダ

商品番号

399

ザ・トースター（ブラック）

無水・自動・予約調理が可能な自動調理鍋です。

スチームテクノロジーと温度制御でパンの美味しさを
引き出す、感動の香りと食感を実現するトースターです。

サイズ／約H24.0×W33.0×D28.2㎝、コード：約L1.4m（マグネットプラグ方式） 重さ

サイズ／約 H20.9×W35.7×D32.1㎝

重さ／約4.4㎏

電源／

4,650 point

401

商品番号

アイリスオーヤマ 電気圧力鍋
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡
単に調理できる電気圧力鍋です。
サ イズ ／ H23.2×W32.0×D31.8cm

重 さ ／4.5kg

電源 ／

／約5㎏ 容量／1.6ℓ（調理容量） 電源／ AC100V 消費電力／600Ｗ 中国製

AC100V
（50/60Hz） 消費電力／1300Ｗ 付属品／5ccカップ

AC100V 消費電力／1000W 付属品／計量カップ、蒸しプレー

型番／KN-HW16GB 仕様／スロー調理機能・保温機能・タイマー予約（最大予約設定

中国製 型番／ K05A-BK

ト 中国製

型番／ PC-MA4-T

時間：15時間）、コース（メニュー数）
：140（自動129/手動11）、フタの種類：プッシュ式

9,800 point

商品番号

バルミューダ

ザ・レンジ（ブラック）

394

シンプルなデザインとちょうどいい大きさ。レンジ調理
からオーブン料理まで、簡単な操作で使いこなせます。
サイズ／本体：約 H33.0×W45.0×D41.2㎝（突起物含む） 重さ
／約12㎏

容量／18ℓ 電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電

力／電子レンジ：1270Ｗ、オーブン：1130Ｗ
国製

付属品／角皿 中

6,900 point

三菱電機 ブレッドオーブン

重さ／約3.1㎏

AC100V（50/60Hz） 消費電力／930Ｗ

商品番号

397

低温調理器「BONIQ Pro」

密封断熱構造で熱も香りも逃さず、食パンを1枚ず
つ丁寧に焼き上げます。
サイズ／約 H14.0×W27.0×D22.3㎝

5,900 point

電源／

付属品／へら、レシ

ピ集 日本製 型番／ TO-ST1-T

いつもの食材で、手軽におうちレストラン。高栄養食
を簡単おいしく作れる画期的な調理器具です。
サイズ ／ 本体：約 H31×W5×D10 ㎝
AC100V

消費電力／最大1200Ｗ

重さ／ 約1 ㎏

電源 ／

付属品／低温調理ガイド

ブック 中国製 型番／ BNQ-04(B)

※イメージ

型番／ K04A-BK

5,900 point
象印

商品番号

396

STAN. IH 炊飯ジャー

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IH 炊飯ジャーです。
サイズ／約 H19.5×W23.5×D29.0㎝ 重さ／約4.3㎏ 容量／1

5,900 point
象印

402

3通りの「炊き分け圧力」で好みの食感に炊き分けま
す。

「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、庫内温
度を高くします。

サイズ／約 H21.5×W25.5×D39.0㎝ 重さ／約5㎏ 容量／5.5
合（1ℓ） 電源／ AC100V

型番／ NW-SA10-WA

商品番号

アラジン グラファイト グリル＆トースター

カップ、無洗米計量カップ、立つしゃもじ 日本製

用）
、レシピブック 日本製

4,600 point

圧力 IH 炊飯ジャー 極め炊き

1115Ｗ

付属品／しゃもじ、計量カップ ×2個（白米用・無洗米専

398

商品番号

ℓ
（最大炊飯容量） 電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電力／

14

395

商品番号

ZU10

消費電力／1240Ｗ 付属品／計量
型番／ NP-

サイズ／約 H25.0×W36.0×D35.5㎝

重さ／約4.7㎏

電源／

AC100V
（50/60Hz） 消費電力／1300Ｗ 付属品／グリルパン、
グリルネット、レシピブック、コンセプトブック 中国製
AGT-G13A(G)

型番／

3,850 point

商品番号

404

バーミキュラ フライパン 26㎝
食材の余分な水分を瞬間蒸発させ、旨みを凝縮する革
新的なフライパン。いつもの手料理が生まれ変わります。
サイズ／約 H10×W46（取手含）㎝、外径：約φ26㎝、深さ：約4㎝ 重さ／約1.1
㎏ 容量／約1.8ℓ 素材／本体：鋳鉄ホーロー、ハンドル：ウォールナット材 付
属品／ VERMICULAR FRYING PAN RECIPE BOOK（レシピ26品・80ページ）
日本製 型番／ FP26-WN ※ガス・IH・ハロゲン・ラジエント・シーズ対応可

15

キッチン&テーブル

4,200 point

商品番号

403

ティファール
ラクラ・クッカー コンパクト電気圧力鍋
10種類の調理モードで、毎日のお料理をかしこくサ
ポートする電気圧力鍋です。
サイズ／約 H28.3×W26.0×D28.5㎝

※イメージ

3,550 point

商品番号

405

ティファール インジニオ・ネオ IHリュクス・
アンリミテッド セット5

重さ／約4.2㎏

容量／

2,650 point

商品番号

409

BRUNO crassy+
スチーム & ベイク トースター

重さ／約4.8㎏

電源／

満水容量：3ℓ、調理容量：2ℓ 電源／ AC100V（50/60Hz） 消

AC100V

費電力／700Ｗ 付属品／炊飯用カップ ( 約180mℓ）
、蒸し台、レ

グトレイ、ベイキングトレイ用網、パンくずトレー、レシピリーフレット

シピブック 中国製 型番／ CY3501JP

中国製 型番／ BOE067-GRG

3,350 point

商品番号

406

ツインバード
センサー付フラット電子レンジ

消費電力／1350Ｗ

2,350 point
BRUNO

付属品／給水カップ、ベイキン

商品番号

無水調理＆お菓子作りにも、毎日使えるおしゃれ鋳
物鍋です。

セット内容／フライパンφ22㎝、フライパンφ26㎝、マルチパンφ22㎝、バタフライガラス蓋φ26㎝、専用取っ

サイズ／ H27.5×W46.0×D35.0㎝ 重さ／13.5㎏ 容量／20ℓ

サイズ／約 H14.4×W28.2×D22.5㎝（持ち手、蓋取っ手含む） 重さ／約3.9

電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電力／900Ｗ
（50Hz）/1200
Ｗ
（60Hz） 中国製 型番／ DR-E273B

3,150 point

商品番号

407

注ぎやすさとデザインにこだわった細口カフェケトル
です。
サイズ／ H25×W27×D22㎝ ( 本体＋電源ベース） 重さ／1.4㎏

重さ／約2.7㎏

㎏ 容量／満水容量：約2.9ℓ 素材／本体・蓋：鋳鉄、蓋取っ手：ステンレス

※イメージ

シーズ・ハロゲン・ラジエント・エンクロヒーター、オーブン( 蓋は除く) 対応可

3,000 point

商品番号

408

BRUNO crassy+
オーバルホットプレート

2,350 point

商品番号

412

レミパンプラス

2,200 point

「毎日にちょっとゆとりを、暮らしをもっとゆたかに。」
をコンセプトとする新シリーズです。

万能フライパン「レミパンプラス」。2トーンカラーが
特徴の、直径24㎝スタンダードサイズです。

トースト4枚焼きに対応。30分タイマー搭載で、メ
ニューも広がります。

サイズ／約 H15×W39×D26㎝ 重さ／約2.8㎏（平面プレート・蓋使用時、

サイズ／約 H15.0×W44.0×D25.5㎝、内径：約φ24㎝ 重さ／約1.4㎏

サ イ ズ ／ H21.9×W34.5×D32.9 ㎝

電源コード含む） 電源／ AC100V 消費電力／1200Ｗ 付属品／平面

容量／約3.3ℓ 素材／本体：アルミニウム合金、内面：アルマイト
（フッ

AC100V（50/60Hz） 消費電力／1200Ｗ

1200Ｗ

プレート、たこ焼きプレート、深鍋、プレート取り替え用ハンドル×2本、シリコ

素樹脂加工）、外面：アルマイト
（焼付塗装）、底面：鉄溶射加工、蓋：強化

受け皿 中国製 型番／ NT-T501-H

ンマット、マグネット式脱着電源コード 中国製 型番／ BOE053-GRG

ガラス 本体：韓国製、蓋：中国製、検査・組立：日本 型番／ RHF-303

W

16

型番／ KBOE1230J-

413

商品番号

パナソニック オーブントースター

( 本体＋電源ベース） 容量／1ℓ 電源／ AC100V 消費電力／
付属品／電源ベース 中国製

電源／

AC100V 消費電力／1000Ｗ 付属品／蒸し網、揚げ物カバー、

鋼 付属品／ミトン×2枚 中国製 型番／ BHK266-GRG ※直火、IH、

ガラス・シリコーンゴム フランス製 型番／L39090 ※IH電磁調理器対応可 ※金属ヘラも使えます。

デロンギ アイコナ
温度設定機能付き電気カフェケトル

サイズ／約 H23.5×W31.0×D22.5㎝

マグネット式脱着電源コード 中国製 型番／ BOE065-RD

411

様々な空間にマッチするミラーガラスとマットブラッ
クのデザインです。

手×1本 サイズ／約H16.0×W28.5×D28.5㎝ 重さ／約3.4㎏ 素材／本体：アルミニウム合金、底：ア

煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊くをマルチにこなす、1台
5役の電気鍋です。

鋳物ホーローポット

インテリジェンスが放つ輝き、マルチパンが入った美
しいコッパーカラーのセットです。

ルミニウム合金・ステンレス鋼（クロム16％）、取っ手：フェノール樹脂・ステンレス鋼（クロム18％）、蓋：強化

410

商品番号

BRUNO マルチグリルポット

あなたの“ わがまま” をかなえるトースターです。
サイズ／約 H22.3×W34.9×D37.0㎝

2,550 point

重 さ ／ 3.5 ㎏

電源 ／

付属品／焼き網、

17

キッチン&テーブル

2,100 point
象印

414

商品番号

STAN. コーヒーメーカー

商品番号

415

BRUNO コンパクトホットプレート

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コーヒーメーカーです。
サイズ／約 H23.5×W15.0×D22.5㎝

1,800 point

重さ／約1.8㎏

容量／

サイズ／約 H14.0×W37.5×D23.5㎝
AC100V

プレート、蓋、木べら 中国製 型番／ BOE021-RD

型番／

消費電力／1200Ｗ

重さ／約2.3㎏

420mℓ 電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電力／650Ｗ 付

電源／

付属品／平プレート、たこ焼き

419

「刻む･ 混ぜる･ 練る･ 潰す･ 砕く･おろす･ 泡立てる」
の便利すぎる1台7役のフードプロセッサーです。
サイズ ／ 約 H23.4×W12.4×D11.7 ㎝

重さ／ 約1.1 ㎏

容量 ／

500mℓ 電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電力／260Ｗ 付属
品／カップ、カバー、ブレード、シャフト、おろしプレート、泡立てプレート、

EC-XA30

※イメージ

オリジナルスパチュラ、専用レシピブック 中国製 型番／ RCP-3(W)

1,700 point

416

商品番号

レコルト エアーオーブン

1,600 point

商品番号

1,100 point

417

レミパンミニ

Iwatani

高温の熱風で油で揚げないヘルシーな揚げ物が作れま
す。キッチンや食卓に置きやすいコンパクトサイズです。

料理愛好家の平野レミさんが監修したフライパンです。

サイズ／約 H26.6×W21.2×D27.0㎝

容量／

サイズ／約 H40×W21×D13㎝、内径：約φ20㎝、底厚：3.5㎜ 重さ／約1.1㎏

電源 ／ AC100V（50/60Hz） 消費電力 ／1200Ｗ

容量／約2ℓ 素材／本体：アルマイト（フッ素樹脂加工）、外面：アルマイト（焼

板 日本製

付塗装）、底部：鉄（溶射加工）、ガラス蓋：全面物理強化ガラス 付属品／ガラ

ス

約2.8 ℓ

商品番号

レコルト カプセルカッター ボンヌ

毎日の食卓を彩るテーブルウェアの新定番です。

属品／計量スプーン、ペーパーフィルター ×2枚 中国製

1,300 point

重さ／約3.1㎏

付属品／バスケット、内アミ、専用レシピ 中国製

型番／ RAO-

1(R)

1,500 point

商品番号

421

達人スリムⅢ

Iwatani

トッププレートはフッ素加工でお手入れ簡単、タテ型
炎口バーナー搭載のスタイリッシュなうす型こんろです。
サイズ／約 H8.4×W33.5×D27.5㎝
型番／ CB-SS-50

重さ／約1.3㎏

418

ツインバード スリムオーブントースター
用途に合わせて使える出力切替4段階。本体幅が
A4用紙ほぼ1枚分のスリムサイズです。

1,200 point

商品番号

420

レコルト ハンディブレンダー

商品番号

卓上で七輪焼きができ、魚介類やお肉、野菜に干物
なども炙って楽しめます。

素材／鋼

サイズ／約 H13.4×W40.9×D21.4㎝ 重さ／約2.4㎏ 素材／本体：鋼板、焼網：ステン
レス、串焼きステー：スチール、U字バーナー：スチール、点火つまみ：ABS樹脂 付属品／
収納用ベルト 日本製 型番／CB-ABR-2 仕様／ガス消費量：約169g/h 使用ガス／
イワタニカセットガス ※使用時には必ずしる受けトレーに水を700cc入れてご使用ください。

1,000 point

商品番号

423

Iwatani やきまるⅡ

1,000 point

商品番号

424

レコルト プレスサンドメーカー プラッド

しっかりと手にフィットし、軽くてスリム。 はじめて
使う人でも扱いやすいハンディブレンダーです。

焼き面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがりおい
しく焼けます。

サイズ／H23.0×W21.0×D31.0㎝、コード：約L1.4m、庫内：約H9.0×W14.0×D24.5㎝（H=焼き網の中

サイズ／約 H36×W6×D6㎝
（ブレンダーセット時） 重さ／約560

サイズ／約H14.9×W30.3×D27.8㎝ 重さ／約2㎏ 素材／本体上部・容器カバー：

心～上ヒーター中心の間）、焼き網：約 W14.0×D23.6㎝、天板：約 W14.0×D23.0㎝（積載可能寸法：

ｇ
（ブレンダーセット時） 電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電

鋼板（フッ素樹脂加工）、本体：鋼板、バーナー：耐熱アルミダイカスト、点火つまみ：

AC100V（50/60Hz） 消費電力／700Ｗ

W13.0×D21.5㎝） 重さ／3㎏ 電源／AC100V（50/60Hz） 消費電力／960Ｗ 中国製 型番／

力／200Ｗ 付属品／ブレンダー、ダブルビーター、チョッパー、ス

ABS 樹脂、プレート：アルミダイカスト（フッ素樹脂加工） 付属品／取っ手 日本製

ブック 中国製 型番／ RPS-2(R)

TS-D037PB 仕様／出力切替：強(960W)・中(730W)・弱(480W)・あたため(250W)、タイマー：約15分

リムカップ、専用レシピブック 中国製 型番／ RHB-1(BW)

型番／CB-SLG-2 仕様／ガス消費量：約76g/h 使用ガス／イワタニカセットガス

18

422

炙りやⅡ

使用ガス／イワタニカセットガ

ス蓋、レシピ 本体：韓国製、蓋：中国製、検査組立：日本 型番／ RHF-403

商品番号

1,000 point

分厚い具材がたっぷり挟め、ボリューミーでクリスピー
なホットサンドが作れます。
サ イ ズ ／ 約 H12×W13×D21 ㎝

重 さ ／ 約 960ｇ

電源 ／

付属品／専用レシピ
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キッチン&テーブル

グルメセレクション

グルメ
セレクション
※イメージ

各地から厳選した人気の絶品グルメを、

※イメージ

幅広くラインナップしてお届けします。

1,000 point

商品番号

425

関孫六 匠創 三徳包丁

800 point

商品番号

426

グリーンハウス ハンディビールサーバー

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプの
三徳包丁です。

缶ビールに取り付けて使うハンディビールサーバー
です。

サイズ／約 L29.8㎝・刃渡り約16.5㎝

サイズ ／ 約 H13.5×W11.8×D7.4 ㎝

重さ／約134ｇ 素材／

刃体：ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄：18-8ステンレススチール

ABS 樹脂、シリコン

日本製

型番／ GH-BEERN-BK

型番／000AB5156

重 さ／115ｇ

素材 ／

電源／単4形乾電池 ×2本（別売） 中国製

WEB限定商品
カタログに掲載されていない
WEBサイトだけのアイテム !!
こちらからアクセス
https://www.cr.mufg.jp/select/login.html

1,200 point

商品番号

434

紀州南高梅干 はちみつ梅
肉厚で柔らかい紀州南高梅干を国産はちみつと黒酢入り
の調味液に漬け込み、塩分４％のうす塩味に仕上げました。
重さ／1㎏ 賞味期限／製造日より約６ヵ月 生産国／日本

※ご利用には DC Webサービスの ID が必要です。

申込ハガキお届け

見

2,500 point
600 point

商品番号

427

関孫六
ダイヤモンド＆セラミックシャープナー

550 point

商品番号

428

少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、
用途に合わせて選べる3点セットです。

サイズ／約 H14.1×W5.1×D5.5㎝

セット内容／ S×2個、M×1個 サイズ／ S：H4.7×W11.1×D10.7㎝、M：H6.2×

重さ／約96ｇ 日本製

型

番／000AP0308

本製 型番／KST-2012-OW ※電子レンジ対応可 ※オーブン対応可（本体のみ）

431

柔らかくきめ細かで上品な旨みのある和牛肉をご堪
能ください。

W14.3×D13.9㎝ 容量／満水容量（S）
: 250mℓ、
（M）600mℓ 素材／ガラス
ボール：耐熱ガラス（耐熱温度差120℃）、蓋：ポリプロピレン（耐熱温度140℃） 日

商品番号

全農食品ギフトカード（厳選肉コース）

ハリオ 耐熱ガラス製保存容器 3 個セット

性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に
使うことで切れ味を簡単に蘇らせることができます。

本

※イメージ

●特選和牛静岡そだち
（ステーキ用ロース）
250g×2枚
●特選和牛静岡そだち
（すき焼き用ロース）
500g
上記2アイテムの中からお好きな商品をお選びください。
有効期限：約4ヵ月
※販売期間中に品目変更の可能性があります。
※お届けするお申込みハガキでご希望のお肉をご記入のうえ投函してください。
※天候等の影響により産地等が変更になる場合がございます。
※カードデザイン等を変更する場合がございます。

申込ハガキお届け

見

1,500 point
550 point

商品番号

429

ハリオ 耐熱ガラスボウル 2 個セット

250 point

商品番号

430

タマハシ マリ・クレール エデン
スプーン & フォーク 8pc セット

混ぜやすい深底形状のミキシングボウルです。食洗機・
熱湯・電子レンジ・オーブン使用 OK。

使い勝手の良いスプーン＆フォークのセットです。普
段使いや来客時など、幅広くお使いいただけます。

セット内容／1.5ℓ×1個、2.2ℓ×1個 サイズ／ H11.5×φ18.7㎝、

セット内容／コーヒースプーン×4本、ヒメフォーク×4本

H12×φ21㎝

ステンレス 日本製 型番／ MC-122

重さ／約1.7㎏

熱ガラス 日本製

20

容量／1.5ℓ、2.2ℓ 素材／耐

型番／ MXP-2606

素材／

本

商品番号

432

全農食品ギフトカード（お米コース）
日本有数の米どころからおいしいブランド米をお届け
いたします。
●コシヒカリ佐渡育ち 10kg ●山形県産つや姫 10kg
（5kg×2）
上記2アイテムの中からお好きな商品をお選びください。
有効期限：約6ヵ月
※お届けするお申込みハガキでご希望のお米をご記入のうえ投函してください。
※ご投函後、約2週間後にお届けいたします。
※天候等の影響により産地等が変更になる場合がございます。
※カードデザイン等を変更する場合がございます。

21

グルメセレクション
申込ハガキお届け

見 本

※イメージ

1,500 point

商品番号

433

全農食品ギフトカード（バラエティコース）

※イメージ

1,000 point

JA 静岡経済連

商品番号

435

1,650 point

商品番号

440

1,650 point

商品番号

441

全国の産地から、季節ごとに新鮮な旬のフルーツや
お米、自慢の加工品をお届けします。

【機能性表示食品】
果実の香り ぎゅっとみかん

●山形県産つや姫 10㎏（5㎏ ×2袋）●季節のフルーツ ●鹿児島県産黒
豚の角煮 850g（170g×5袋）●無着色辛子明太子（切子・個包装）750g
上記4アイテムの中からお好きな商品をお選びください。
有効期限：約4ヵ月
※販売期間中に品目変更の可能性があります。
※お届けするお申込みハガキでご希望の商品をご記入のうえ投函してください。
※天候等の影響により産地等が変更になる場合がございます。
※カードデザイン等を変更する場合がございます。

“ 香りと甘さ” が一層際立つ、みかんのうまみを
“ぎゅっ”と閉じ込めた贅沢な味わいをご堪能ください。

素材と製法に徹底的なこだわりを持ってつくられた、
華やかな香りと深いコクが特長のプレミアムビールです。

ビールのプロフェッショナルが愚直においしさを追い
求めて造った、味わって飲めるクラフトビールです。

セット内容／190ｇ×30缶

セット内容／350mℓ×24缶

セット内容／350mℓ×24缶

1,000 point

商品番号

436

全農オリジナル防災食セット

賞味期限／製造日より約1年6ヵ月

生産国／日本
（静岡県産温州みかん使用）

2,400 point

商品番号

セット内容／五目ごはん260g×2袋、和風きのこごはん260g×2袋、
賞味期限／製造日より約6年

生産国／日本 ※各底面にスプーンを付属しております。

ザ・プレミアム・モルツ

キリン SPRING VALLEY 豊潤＜496＞

賞味期限／製造日より約9ヵ月 生

産国／日本

437

エノテカ 人気銘柄飲み比べ 6 本セット

調理のいらないレトルト米飯なので、開封してそのま
まお召し上がりいただけます。
野菜カレーごはん260g×2袋

サントリー

1,600 point

賞味期限／製造日より約9ヵ月 生

産国／日本

商品番号

442

サッポロ ヱビスビール

1,550 point
サニーフーズ

商品番号

443

がんばろう東北チョイス

長年にわたりワインラヴァーのお客様から支持され
ている人気銘柄を吟味しました。

麦芽100％、長期熟成 ･ドイツバイエルン産アロマホッ
プをふんだんに使用しました。

東北6県のグルメを集めた選べるギフトです。東北を
応援する気持ちを選べるギフトに込めました。

セット内容／1.ム－トン・カデ・ル－ジュ（赤）/フランス：ボルドー、2.モンテス・クラシック・シリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン(赤)/チリ：コル

セット内容／350mℓ×24缶

型番／ SZC-0001 ギフトメニュー数／10点

チャグア・ヴァレー、3.サングレ・デ・トロ・オリジナル（赤）/スペイン：カタルーニャ、4.モンテス・クラシック・シリーズ・シャルドネ（白）/チリ：セ

産国／日本

賞味期限／製造日より約1年

生

ントラル・ヴァレー、5.サンタ・クリスティ－ナ・ビアンコ（白）/イタリア：ウンブリア、6.プロジェクト・クワトロ・カヴァ・シルヴァー（白泡）/スペイ
ン：カタルーニャ 容量／各750mℓ 生産国／フランス・スペイン・チリ・イタリア ※商品到着後は冷暗所に保管お願いいたします。

2,300 point

商品番号

438

エノテカ ヨーロッパ名門ワイナリー
赤白泡 6 本セット

1,800 point

商品番号

439

獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分

1,550 point

商品番号

444

キリン 一番搾り生ビール

1,500 point

商品番号

445

アサヒ スーパードライ

長年にわたりワインラヴァーのお客様から支持され
ている人気銘柄を吟味しました。

23％
（77％）
という極限まで磨いた山田錦を使い、最
高の純米大吟醸に挑戦しました。

おいしいとこだけ搾る「一番搾り製法」だからおいし
い一番搾りです。

さらりとした飲み口、キレ味さえる、
「飲んだ瞬間の飲
みごたえ、瞬時に感じるキレのよさ」が特長です。

セット内容／1.ム－トン・カデ・ル－ジュ（赤）/フランス：ボルドー、2.ムートン・カデ・ブラン（白）/フランス：ボルドー、3.サ

容量／720mℓ 生産国／日本 ※商品到着後は冷暗所に保管お

セット内容／350mℓ×24缶

セット内容／350mℓ×24缶

ンタ・クリスティ－ナ・ロッソ（赤）/イタリア：トスカーナ、4.サンタ・クリスティ－ナ・ビアンコ（白）/イタリア：トスカーナ、5.サ

願いいたします。

産国／日本

賞味期限／製造日より約9ヵ月 生

賞味期限／製造日より約9ヵ月 生

産国／日本

ングレ・デ・トロ・オリジナル（赤）/スペイン：カタルーニャ、6.サングレ・デ・トロ・カウ゛ァ・ブリュット（白泡）/スペイン：カタ
ルーニャ 容量／各750mℓ 生産国／フランス・スペイン・イタリア ※商品到着後は冷暗所に保管お願いいたします。

22

※ 20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。20歳未満の方の酒類へのご応募はできません。
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グルメセレクション

1,250 point

商品番号

446

銀座千疋屋マンゴードリンク

1,150 point

商品番号

447

1,000 point

452

商品番号

帝国ホテル 十勝牛・日向鶏・鹿児島黒豚
カレーセット

キリン 本麒麟

950 point

商品番号

453

カゴメ 野菜生活プレミアムギフト

果物の老舗、銀座千疋屋がマンゴーをドリンクとして
ご用意いたしました。

ホップの爽やかな苦みが効いた、力強いコクと飲みご
たえです。

簡単、便利で帝国ホテルの味をご家庭で。お茶碗一
杯分の小容量タイプです。

国産素材にこだわり、厳選した高級果実を使用した、
｢野菜生活100｣ブランドの最高峰の詰め合わせです。

セット内容／900mℓ×4本

セット内容／350mℓ×24缶

セット内容／十勝牛ビーフカレー・日向鶏チキンカレー [タイ風 ]・鹿

セット内容／白桃ミックス125mℓ×3本、ラ・フランスミックス125mℓ×3本、

国／日本

賞味期限／製造日より約1年

生産

型番／ PGS-022*4

賞味期限／製造日より約9ヵ月 生

産国／日本

児島産黒豚ポークカレー各90ｇ×2個

1,000 point

商品番号

449

おいしいお米の贈り物「稲穂」

商品点数／約65点

1,050 point

商品番号

448

1,000 point

商品番号

451

軽井沢ブルワリー
THE 軽井沢ビールセット

コカ・コーラ 檸檬堂 定番レモン

125mℓ×3本、さくらんぼミックス125mℓ×3本 賞味期限／製造日より常温
で約1年6ヵ月 アレルギー／もも、りんご 生産国／日本 型番／ YP-30R

900 point

型番／ THK-30

商品番号

454

800 point

商品番号

455

キッコーマン いつでも新鮮ギフトセット

オリーブオイルとごま油も入ったヘルシーオイルの詰
め合わせです。
セット内容／健康オイルアマニプラス
（機能性表示食品 / 届出番号：A82）

※イメージ

巨峰ミックス125mℓ×2本、デコポンミックス125mℓ×2本、メロンミックス

りんご、カシューナッツ 生産国／日本

日清 オイルバラエティギフト

ニッポンの美味しい “ごはん ” にこだわったカタログ
ギフトです。
型番／ KM285

賞味期限／製造日より常

温で約2年 アレルギー／乳、小麦、えび、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆、

空気の入らない密封容器入り。
「生しょうゆ」を中心
とした、料理好きの方に喜ばれるギフトセットです。
セット内容／いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ450mℓ×2本、いつでも

×2本・ヘルシーベジオイル・ヘルシーキャノーラ油各350ｇ、エキストラバー

新鮮塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ450mℓ×2本、いつでも新鮮しぼり

ジンオリーブオイル・ヘルシーごま香油各145ｇ 賞味期限／製造日より

たて丸大豆生しょうゆ450mℓ×2本 賞味期限／製造日より常温で約1

常温で約2年1ヵ月 アレルギー／ごま 生産国／日本 型番／ OV-30

年6ヵ月 アレルギー／小麦、大豆 生産国／日本 型番／ KIS-20

800 point

商品番号

456

カルピスギフト

750 point

商品番号

457

オリーブオイル ティエラ

お店の定番の美味しさを実現した「定番レモン」は、
全てのレモンサワー好きの方におすすめです。

軽井沢の恵まれた自然の中、丁寧に醸されたクラフト
ビールです。

生乳と乳酸菌がつくりだしたさわやかな味わい。おな
じみの「カルピス」を中心としたギフトです。

フルーティな味わいが特徴的なスペイン産エクスト
ラバージンオリーブオイルです。

セット内容／350mℓ×24缶

セット内容／クリア330mℓ×1瓶、ダーク330mℓ×1瓶、プレミアムクリア

セット内容／カルピス470mℓ×3本、カルピス北海道470mℓ×1本

セット内容／エクストラバージンオリーブオイル ×4本

350mℓ×1缶、清涼飛泉プレミアム350mℓ×1缶、プレミアムダーク350mℓ

賞味期限／製造日より約9ヵ月 アレルギー／乳

×1缶、赤ビール（アルト）350mℓ×1缶、白ビール（ヴァイス）350mℓ×1缶、

型番／ CN20P

産国／日本

賞味期限／製造日より約1年

生

生産国／日本

250mℓ(1本あたり)

賞味期限／製造日より約2年

容量／約
生産国／ス

ペイン ※シーズン途中で原産地等が変更になる場合がございます。

軽井沢エール350mℓ×1缶 賞味期限／製造日より約9ヵ月 生産国／日本

24

※ 20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。20歳未満の方の酒類へのご応募はできません。

25

ファッション&ビジネス

ファッション&
ビジネス
※イメージ

ビジネスシーンだけでなく、
日常生活の幅広い場所で役に立つ
商品が揃っています。

WEB限定商品

4,200 point

カタログに掲載されていない
WEBサイトだけのアイテム !!

459

商品番号

パナソニック ラムダッシュ 3 枚刃

こちらからアクセス
https://www.cr.mufg.jp/select/login.html

※ご利用には DC Webサービスの ID が必要です。

商品番号

462

エース 3WAY バッグ

1,800 point

シーンに応じてブリーフ、リュック、ショルダーと3通
りに使えます。

サイズ／約H17.0×W7.5×D5.5㎝ 重さ／約190ｇ 素材／刃：チタンコーティング 電源／

サイズ／約 H30×W40×D12㎝ 重さ／約870ｇ 素材／本体：ポリエステル、付

サイズ／約 H43×W30×D17㎝

属部：ポリプロピレン 付属品／ショルダーベルト 中国製 型番／61115-01

ステル 中国製

国製 型番／ES-LT5A-H 仕様／使用可能時間：1日1回約3分間の使用で約14日間、洗浄方

仕様／内部：オープンポケット×5・ホック式ポケット×1・ペン挿し×2、前面：ファス

式：水洗い対応、電源方式：交流充電式、適応専用洗浄剤：クリーニング液（100mℓ入）/ES004

ナーポケット×2、背面：リュックベルト収納ポケット×1、開閉部 (2室 )ファスナー式

458

1,650 point

商品番号

464

ワイヤレスチャージャー機能付き
LED デスクスタンドライト

ブラウン シリーズ 7 シェーバー

463

撥水性の高いコーティング素材を採用したアディダ
スのリュックサック。スポーツや旅行にもぴったりです。

DC3.6V円筒密閉型Li-ion（リチウムイオン）電池（充電時間：約1時間） 消費電力／約9Ｗ 中

商品番号

商品番号

アディダス リュックサック

機能充実の3枚刃ラムダッシュ。5段階充電残量表
示ランプ搭載モデルです。

4,950 point

1,300 point
Knirps

重さ／約570ｇ 素材／ポリエ

型番／61123-09

商品番号

465

U.220

あご下の剃り残しもゼロへ。100％防水設計でお風
呂剃りも可能。アルコール洗浄システム付きです。

ぽんっと置くだけで充電できるLED デスクスタンド
です。

晴雨兼用の折りたたみ傘で、遮熱 ･ 遮光 ･ 紫外線遮
蔽機能が備わっています。軽量で自動開閉タイプです。

サイズ ／ 約 H16.6×W6.4×D5.1 ㎝

サイズ／約 H37.0×W13.9×D30.8㎝ 重さ／1.1㎏ 電源／ AC100V（50/60Hz）

サイズ／収納時：約φ5×L28㎝、使用時：約φ97×L53㎝ 重さ／約235ｇ 素

消費電力／7Ｗ 付属品／クリーン&チャージシ

消費電力／7Ｗ 付属品／ACアダプター 中国製 型番／GST006QB 機能／色温

材／シャフト：アルミ･スチール、フレーム：アルミ･グラスファイバー、傘生地の

ステム、キワゾリ刃アタッチメント、シェーバーケース、洗浄液カート

度：3色切り替え（昼白色-電球色-白色）、調光：5段階、USBポート1口/5V 2.1A ※ワ

組成：ポリエステル( 撥水加工 )、傘生地特殊加工：ポリウレタンコーティング (内

リッジ、充電コード、ブラシ ドイツ製 型番／70-S7201㏄

イヤレスチャージ機能はワイヤレスチャージ対応のスマートフォンのみ対応しております。

側 )、グリップ：ABS 樹脂 付属品／傘袋 中国製 型番／ KNU220-1001

AC100-240V

※イメージ

2,200 point

重さ／ 約185ｇ

電源 ／

※イメージ

3,250 point

商品番号

460

カシオ G-SHOCK

2,250 point

461

商品番号

ACTUS トップオープン トップス

1,000 point

商品番号

466

エース ビジネスリュック

750 point

商品番号

467

mabu 高強度折りたたみ傘
ストレングスミニ AUTO

タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCK から、細
部までデザインにこだわったモデルの登場です。

トップオープン機能で旅行先や避難所のスペースがな
い場所でも、本体を開けずに簡単に荷物を取り出せます。

薄マチのスタイリッシュなリュックです。

丈夫で操作性も抜群。強風でも壊れにくい構造、手
元のボタンひとつで開閉でき快適です。

サイズ／H55.0×W51.2×D16.9㎝ 重さ／72ｇ 素材／ケース・ベゼル・バンド：

サイズ／約 H53.5×W37.0×D22.5㎝

サイズ／ H39×W28×D10㎝

サイズ／約 H31.0×W6.5×D6.5㎝、親骨：58㎝、傘直径：約98㎝

重さ／約3.2㎏

樹脂、外装ガラス：無機ガラス タイ製 型番／ GA-100CB-1AJF 仕様／表示

約33ℓ 素材／ポリカーボネート、ABS 樹脂

方式：アナログ・デジタル、タイマー：セット単位1分・最大セット24時間・1秒単位

中国製 型番／74-20311

で計測・オートリピート、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）
・時報

26

容量／

付属品／鍵 ×2本

重さ／約480ｇ 素材／ポリエス

テル 中国製 型番／31851-01

重さ／約365ｇ 素材／ポリエステル、グラスファイバー、スチール、
ABS 樹脂

中国製

型番／ SMV-40884

仕様／7本骨、自動

開閉、耐風

27

ヘルス&ビューティ

ヘルス&
ビューティ
※イメージ

健康や美容を維持するさまざまな人気商品を
ピックアップし、 皆さまにお届けします。

WEB限定商品

9,650 point

カタログに掲載されていない
WEBサイトだけのアイテム !!

dyson

こちらからアクセス
https://www.cr.mufg.jp/select/login.html

※ご利用には DC Webサービスの ID が必要です。

468

商品番号

Supersonic Ionic ヘアドライヤー

過度な熱によるダメージを防ぎ、髪本来のツヤを守
ります。
サイズ／約 H24.5×W7.8×D9.7㎝ 重さ／約720ｇ 電源／AC100V

5,400 point
MTG

ウルトラファインバブルとマイクロバブルを最大6,800
万個発生させ、毛穴汚れをやさしく落とします。
サイズ／約 H23.2×W8.6×D11.0㎝ 重さ／約250ｇ 素材／ ABS 樹脂、ASA

消費電力／1200Ｗ 付属品／スムージングノズル、スタイリングコン

樹脂、ポリアセタール、コポリエステル、銅、ステンレス、エチレンプロピレンゴム、ニ

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、浮き毛抑制

トリルゴム 付属品／K（KVK用）アダプター、M（MYM用）アダプター、G（ガスター

ツール マレーシア・フィリピン製 型番／ HD08 ULF IIF

用）アダプター、外装リング、ゴムパッキン（細） 中国製 型番／ RS-AF15A

※イメージ

8,700 point

商品番号

469

シャープ プラズマクラスター
ドレープフロードライヤー

8,450 point
MTG

速く、やさしく乾かす風で髪のキレイをかなえるプラ
ズマクラスタードレープフロードライヤーです。

471

商品番号

ReFa FINE BUBBLE S

商品番号

470

SIXPAD Foot Fit 2

※イメージ

※イメージ

4,150 point

商品番号

474

ヤーマン WAVY mini

3,150 point

商品番号

EMS（筋電気刺激）が、足裏、前すね、ふくらはぎと
いった歩行を支える筋肉に効率的にアプローチします。

独自のローラーとEMSを搭載した美容器です。なめ
らかな心地よさで集中フェイスケアをかなえます。

｢ナノイー｣ で、なめらかな指通り＆うるおい地肌へ。
軽くて使いやすいコンパクトサイズです。

サイズ／約H23.3×W8.8×D13.2㎝（付属品除く）、コード：約L1.7m 重さ／約590ｇ

サイズ／約H11.0×W33.5×D33.0㎝ 重さ／約1.2㎏ 素材／本体：ABS樹脂・ポリアセタール・

サイズ／約 H14.5×W5.8×D4.0㎝ 重さ／約70ｇ 素材／本体：ABS 樹

サイズ／ H21.7×W15.7×D7.9㎝

（付属品除く） 電源／ AC100V 消費電力／1200Ｗ（ホット・ターボ運転時） 型番

メタクリルスチレン・合成ゴム・エラストマー、クリーンクロス：ポリエステル85％・ナイロン15％ 電

脂 ･ポリカーボネート、ローラー：ABS 樹脂 (クロムメッキ) 電源／リチウム

含まない )

／ IB-WX2P 仕様／風量：1.2㎥ / 分（ターボ運転時）、風温切替：HOT・SENSING・

源／単3形アルカリ乾電池×4本(本体動作確認用付属)、コイン形リチウム電池CR2025×1個(リ

イオン蓄電池（充電時間：約3時間） 消費電力／約1Ｗ（充電時） 付属品

付属品／速乾ノズル タイ製 型番／ EH-NA2G-PP

BEAUTY・SCALP・COLD・APP（アプリ対応）、温風温度：約95℃（ホット・ドライ運転時）

モコン動作確認用付属) 付属品／リモコン、クリーンクロス 中国製 型番／SP-FF2310FA

／ ACアダプター、充電台（USBケーブル付き） 日本製 型番／ EP16W

※イメージ

5,200 point
MTG

商品番号

472

ReFa CARAT

475

パナソニック ヘアードライヤー ナノケア

重さ／約475ｇ( 速乾ノズル

電源／ AC100V（50/60Hz） 消費電力／1200Ｗ

※イメージ

5,100 point

商品番号

473

ヤーマン ミーゼ スカルプリフト

※イメージ

2,900 point

商品番号

476

エー・アンド・デイ Bluetooth®内蔵
上腕式ホースレス血圧計

2,900 point
MTG

商品番号

477

SIXPAD Power Roller

顔や身体のあらゆる起伏にフィットし、深くつまみ流
す動きで女性の肌を美しく引き締めます。

頭筋を刺激して、お顔のリフトケアができるスカルプ
リフトです。

煩わしいホースがないので持ち運びができ、いつでも
どこでも楽しく測定可能です。

本体表面の凸凹と振動機能により、筋肉に心地よく
アプローチし、ストレッチをサポートします。

サイズ／約 H14.9×W9.2×D6.1㎝

サイズ ／ 約 H2.6×W4.4×D12.6 ㎝

サイズ／約W34.0×φ13.5㎝ 重さ／約1.5㎏ 素材／エチレン酢酸ビニルコポリマー、ABS

重さ／190ｇ 素材／ ABS

サイズ／約H5.6×W5.4×D18.0㎝ 重さ／本体：約125ｇ、スカルプ用アタッチメント：約47ｇ、フェイス用アタッ

樹脂、アクリル、真鍮、シリコンゴム、エラストマー、ステンレス、ナイ

チメント：約38ｇ 素材／ABS樹脂、ステンレス、シリコーン 電源／リチウムイオン蓄電池（充電時間：約3時間）

ABS 樹脂 電源／ DC3.7V
（リチウムイオン電池） 付属品／充電

樹脂 電源／リチウムイオン電池内蔵（DC7.4V 2600ｍAh）
（充電時間：2.5時間） 消費電

ロン、プラチナ 付属品／ポーチ、クリーンクロス 日本製

消費電力／最大約3Ｗ(充電時) 付属品／充電台(USBケーブル付き)、スカルプ用アタッチメント、フェイス用

用 USBケーブル 中国製 型番／ UA-1200BLE

力／12Ｗ 付属品／ACアダプター 中国製 型番／SE-AB03L 仕様／連続使用時間：最

／ PEC-L1706

28

型番

アタッチメント、ACアダプター 中国製 型番／MS80W1 ※リフトケアとは機器を上に動かすことです。

重さ／ 約220ｇ

素材 ／

長約6時間（弱モード時）、最短約2時間（強モード時）、タイマー：15分、耐荷重：120㎏

29

ヘルス&ビューティ

※イメージ

2,600 point

商品番号

478

ヤーマン ミーゼ ヘッドスパリフト

2,450 point
西川

これ1台でヘッドスパもフェイスケアもできます。日
常ではなかなか動かさない頭皮を立体的にもみ上げ。

商品番号

479

羽毛肌掛けふとん

1,700 point

商品番号

483

パナソニック ヘアドライヤー イオニティ

1,650 point

商品番号

484

MOGU® 気持ちいい抱きまくら

軽くてやわらかい生地を使用した、肌触りの良い羽毛
肌掛けふとんです。

1.9㎥ / 分の大風量。速乾ノズルで長い髪・多い髪も、
毛束をほぐして、スピーディに乾燥します。

サイズ／約H10.3×W9.7×D10.5㎝ 重さ／約287ｇ 素材／本体：ABS樹脂・ポリカー

サイズ／約 W150×H210㎝

サイズ／約 H21.5×W20.8×D8.9㎝、コード：約 L1.7m 重さ／約475ｇ（速乾ノズル含む）

ボネート・ポリアセタール、アタッチメント：シリコン・ポリカーボネート、充電台：ABS樹脂

ステル85％・綿15％、詰めもの ( 約300ｇ)：ホワイトダックダウン

電源／AC100V 消費電力／1200Ｗ（TURBO時） 付属品／速乾ノズル タイ製 型番／

バー・本体側地：ナイロン85％・ポリウレタン15％、中材：パウダー

電源／DC5V 500mA 消費電力／約3Ｗ（充電時） 付属品／ヘッド用アタッチメント、

85％・フェザー15％ 日本製

EH-NE5G-T 仕様／風量：1.9㎥/ 分（TURBO 時）、風温切替：TURBO・SET・COLD・OFF、

ビーズ ®
（発泡ポリスチレン） 日本製

フェイス用アタッチメント、充電台 中国製 型番／MS30P 仕様／防水仕様（IPX7）

濯機 OK
（ネット使用）

2,000 point

重さ／約1㎏

素材／側地：ポリエ

型番／1342-54416-10

※洗

独特のフォルムが、どんな寝姿勢にもフィットし横向
き寝やうつぶせ寝の手足のポジションを安定させます。
サイズ ／ 約 H20×W115×D50 ㎝

重さ／ 約1.5 ㎏

素材 ／カ

温風温度：約85℃（TURBO時）/約105℃（ドライ時）、マイナスイオン有、スカルプモード有

商品番号

481

ウェアラブル 万歩計 ®anemos fit

1,500 point

商品番号

485

タニタ 上腕式血圧計

1,450 point

商品番号

486

ツインバード シートマッサージャー

スマホ連動の万歩計®です。健康と運動を24時間サ
ポートします。見やすいカラーディスプレイ採用です。

ワンプッシュで簡単測定、見やすい大きな画面表示の
血圧計。直近の測定結果2回分の平均値を表示します。

サイズ／約 H5.1×W1.8×D1.1㎝、ベルト：約 L25.5㎝、手首回り：約15.5

サイズ／約 H7.0×W12.8×D15.0㎝

オートオフタイマーを内蔵。軽量なので持ち運びに
も便利です。

重さ／約255ｇ 素材／

サイズ／約H90×W47×D5㎝、コード：約L2.5m 重さ／約1.3㎏ 素材／ポリエステル、ウレタンスポ

～23.5㎝ 重さ／約26ｇ(ベルトを含む) 素材／本体 :ABS 樹脂、パネル:

ABS 樹脂、ポリカーボネート、ナイロン 電源／単3形アルカリ乾

ンジ、ABS樹脂 電源／専用ACアダプター（EM-CH28型） 消費電力／8Ｗ 付属品／ACアダプター

ポリカーボネート、ベルト: 熱可塑性ポリウレタン 電源／内蔵リチウムイ

電池 ×4本（動作確認用付属） 中国製

中国製 型番／EM-2546BL 仕様／定格時間：10分、タイマー：10分（オートオフ）、電源スイッチ：切・

オン電池75mAh（充電時間：約45分） 中国製 型番／ AW-003

療機器認証番号／227AABZX00085000

型番／ BP-522-WH

医

弱・強、マッサージ部位選択スイッチ：もも・腰・背中 医療機器認証番号／220AGBZX00097000

※イメージ

2,100 point

商品番号

480

ルルド フットエアマッサージャー

1,850 point

商品番号

482

フィリップス
ソニッケアー 電動歯ブラシ 3100 シリーズ

1,050 point

商品番号

487

タニタ 体組成計インナースキャン

1,050 point

商品番号

488

タニタ 非接触体温計

両足22枚のエアバッグ搭載。土踏まずなどの細かな
凹凸にもフィットして、しっかりマッサージします。

使いやすくスリムで軽いハンドル、しっかり磨ける電
動歯ブラシです。

強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザインで、
シンプルな機能の体組成計です。

センサーを額に向けボタンを押して約1秒で測定結果が
表示されます。非接触なので表面温度も測定できます。

サイズ／約 H17.5×W35.0×L22.0㎝ 重さ／約1.9㎏ 素材／本体：ABS 樹脂、

サイズ／約 H12.9×W4.9×D3.9㎝

サイズ／H23.8×W2.5×D2.6㎝（ブラシヘッド装着時） 重さ／97ｇ（ブラシヘッド装着時）

サイズ／約 H2.5×W29.7×D21.0㎝

レーヨン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン 電源／ AC100V(50/60Hz)

素材／ ABS 樹脂 電源／ DC5V(Type A) 消費電力／1.5Ｗ（充電時） 付属品／充

ABS 樹脂、ポリエチレン、強化ガラス、ステンレス 電源／単4形乾

素材／ ABS 樹脂、PMMA 樹脂

消費電力／24Ｗ（ヒーター8Ｗ） 付属品／ ACアダプター 中国製 型番／

電器台、ホワイトプラスブラシヘッド 中国製 型番／HX3671/33 ※電源アダプタは

電池 ×4本
（動作確認用付属） 中国製 型番／ BC-718BR

確認用付属） 中国製

AX-HPL103bk 医療機器認証番号／303AABZX00016000

付属していません。充電の際は、USB電源（USB Type A DC5V）をご準備ください。
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重さ／約1.4㎏

素材／

重さ／約90ｇ
（乾電池含む）

電源／単4形乾電池 ×2本（動作

型番／ BT-543

医療機器認証番号／

301AFBZX00069000
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ヘルス&ビューティ

ギフトカタログ

2,100 point

商品番号

495

ファインチョイス「ダイヤモンド」
※イメージ

1,000 point

商品番号

1,200 point

商品番号

496

ファインチョイス「クリスタル」

※イメージ

800 point

489

490

商品番号

ヤーマン
メディリフト フェイスリフトマスク

パナソニック フェリエ フェイス用
丸い刃先で肌にやさしいので、水なしですっきり剃れ
ます。

ウェアラブル EMS 美顔器 ｢メディリフト｣シリーズよ
り登場した、リフトケア機能を搭載したマスクです。

サイズ／約 H14.0×W1.6×D1.4㎝（キャップ装着時） 重さ／約20ｇ（乾電

サイズ／約 H15×W33㎝

池除く、キャップ含む） 電源／単4形アルカリ乾電池※×1本（別売）または

ポリウレタン27％ 日本製
（生地：イタリア製） 型番／ SA474HB

重さ／約11ｇ 素材／ナイロン73％、

単4形充電式電池※×1本（別売） 付属品／マユカバー、マユコーム、掃除用
ブラシ 中国製 型番／ ES-WF41-P ※パナソニック製をおすすめします。

※イメージ

素敵な時間を楽しむ体験チ
ケットも多数掲載し、幅広
い商品を取り揃えたカタロ
グギフトです。

素敵な時間を楽しむ体験チ
ケットも多数掲載し、幅広
い商品を取り揃えたカタロ
グギフトです。

型番／ FC077

型番／ FC075

商品点数／約1210点

商品点数／約2280点

※イメージ

1,000 point

商品番号

497

ファインチョイス「ガーネット」

800 point

商品番号

700 point

491

パナソニック エチケットカッター

サイズ／φ14.0×L32.5㎝

ラー：EVA 樹脂、内側チューブ：ABS 樹脂

素材／刃：ステンレス、本体：

電源／単4形アルカリ乾電池 ×1本（別売） 付属品／

重さ／約700ｇ

素材／外側ロー

中国製

型番／ YM-

02

型番／ ER-GN21-K

※イメージ

商品番号

493

tone たためるヨガマット

200 point
日本橋木屋

商品番号

豊富に取り揃えたメニュー
の中から幅広い年齢層に喜
ばれるグルメをお届けする
カタログギフトです。

型番／ FC072

型番／ AL303

商品点数／約2210点

商品点数／約400点

494

220年以上の歴史を誇る刃物の老舗、日本橋木屋オ
リジナルのポケット爪切です。

サ イズ ／ 梱包時：H30.0×W24.5×D7.5 ㎝、使用時：H173.0×

サイズ／約 H1.6×W1.6×D5.8㎝（折りたたみ時） 重さ／約25ｇ 素

W61.0×D0.4㎝ 重さ／約900ｇ 素材／ポリ塩化ビニル 中国

材／本体：刃物鋼、カバー：ABS 樹脂 日本製 ※ご使用時に爪や皮

製

膚を傷つけないようご注意ください。※お子様の手の届かない安全な場
所に保管してください。※爪切以外の目的でご使用にならないでください。
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素敵な時間を楽しむ体験チ
ケットも多数掲載し、幅広
い商品を取り揃えたカタロ
グギフトです。

爪切（小）

耐久性があり、水にも強く、汗も染み込まないポリ塩
化ビニルを使用しています。

型番／ YM-01

ア・ラ・グルメ「シンデレラ」

2種類の凸凹が筋肉にしっかり当たり、自宅で簡単に
ストレッチができます。

サイズ／ H14.6×W2.0×D2.0㎝（キャップ装着時） 重さ／約37

550 point

498

492

商品番号

ｇ( 乾電池含まず、キャップ含む )
掃除用ブラシ 中国製

商品番号

tone でこぼこストレッチローラー

携帯しやすいスタイリッシュなスリムデザイン。お手
入れラクラク。 刃を外して水洗いOKです。

ABS 樹脂

1,350 point

ハーモニック「ギフトカタログ」のご利用について
●期間中、カタログをリニューアルする場合がございます。 ●掲載のギフトカタログ冊子が商品です。 ●カタログ内の商品は
冊子に同封されたハガキにて、冊子を受け取り後60日以内にハーモニックへ直接ご応募ください。 ※写真は全てイメージです。
ポジティブロゴ

お問合せ先
ネガティブロゴ

0120-977-777

営業時間／月～金 9：00～17：00
（祝日を除く）
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ギフトカタログ

キャッシュバック／ギフトカード&チケット

感染症対策など安全性に配慮した宿泊施設を厳選し、食器やインテリアなど雑貨も多数掲載。

24,550 point

商品番号

499

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTD コース

17,350 point

商品番号

805

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTX コース

CASH BACK
500 point 〜
1ポイントを4円換算で、毎月15日頃までの受付分を翌
月のDCカードご請求金額から差引きいたします。
100ポイント単位でご応募いただけるのでたいへん便利
です。

キャッシュバック

1

point

WEBでカンタン

4円

500ポイントから

※一部、対象外のカードがあります。
選び抜かれた名旅館やラグジュア
リーホテルでの一日を贈る、至福の
一冊。特別な時を演出する、素敵な
大人のギフトカタログです。

客室に露天風呂を備えた旅館の宿
泊プラン、高級ホテルのお食事やエ
ステなど、上質にこだわったプラン
を厳選。寛ぎのひと時を生み出すギ
フトカタログです。

商品点数161点：

応募方法
WEBからのご応募のみとなります。電話・郵送でのご応募はできませんのでご注意ください。

商品点数162点：

宿泊54点 / 雑貨107点

ご注意

宿泊51点 / 食事12点 / 体験6点 /
雑貨79点 /グルメ14点

12,500 point

商品番号

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTJ コース

806

7,700 point

商品番号

807

THE PREMIUMGIFT
ありがとうプレミアム JTO コース

※受付処理の都合により、翌々月のご請求金額から差引きする場合があります。
※カードのご利用内容によっては、カードご利用代金お支払口座へのお振込みとします。
お振込みの場合は、ご利用明細書への記載はありませんので、別途ご郵送いたします「キャッシュバック通知書」に
て詳細をご確認ください。
※カードご利用代金お支払口座のご登録がない会員様はキャッシュバックにはご応募いただけません。

GIFT CARD ／ TICKET
GIFT CARDとTICKETに関するご注意
・ご応募の際は、商品番号、ポイント数に対するギフトカードの金額をご確認のうえ、ご応募いただきますようお願いい
たします。
・ご応募後の組合せの変更・取消・キャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

Amazon ギフト券
総合オンラインストアAmazon.co.jpで使えるギフト
券です。
※A mazon、Amazon.co.jp および そのロゴ は
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
有名旅館の宿泊プランを多数掲載。
有名ホテルのお食事プランやエス
テもお選びいただける、あらゆるギ
フトシーンに対応した一冊です。

全国のシティホテルや有名温泉地
の旅館を中心に、バラエティに富ん
だラインナップが、選ぶ楽しみをお
届けします。

商品点数247点：

商品点数322点：

宿泊56点 / 食事8点 / 体験6点 /

宿泊53点 / 食事10点 / 体験6点 /

雑貨147点 /グルメ30点

雑貨219点 /グルメ34点

350 point

●期間中、カタログをリニューアルする場合がございます。 ●掲載のギフトカタログ冊子が商品です。 ●カタログ内の商品は冊子に同封
されたハガキを利用し、有効期限内（約6ヵ月）
にハーモニックカスタマーセンターへ直接ご応募ください。
（お届けまでの詳細な日数につきま
してはギフトカタログに同封の案内をご確認ください。） ※写真は全てイメージです。

お問合せ先

34

7 0120-004-459
Ⓡ

営業時間／月～金 10：00～17：00
（土・日・祝 年末年始休み）

614

1,000 円分

2,400 point
10,000 円分

JTB「ギフトカタログ」のご利用について

商品番号

1,000 point

商品番号

624

商品番号

647

4,000 円分
商品番号

637

7,000 point
30,000 円分

●ご応募後、ご応募いただいた金額分のAmazonギフト券番号を印字した書面をお届けいたします。
●複数ご応募いただいた場合は、応募口数分のAmazonギフト券番号をお送りいたします。
●有効期限：約10年（詳細は、お届けする書面にてご案内いたします。）
●ご応募金額の有効期限内は残高を繰越してご利用いただけます。
※ご利用方法等の詳細につきましては、各ギフト券の発行会社へご確認ください。
※カードデザイン等を変更する場合がございます。
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ギフトカード&チケット

ハーゲンダッツ ギフト券

図書カードNEXT

見 本

350 point

商品番号

609

1,000 円分
1,000円券 ×1枚

1枚でハーゲンダッツ ミニカップ・クリスピーサンド・
バーの中からお好きな2個と交換できます。

全国のカード読取り機設置店でご利用いただけます。
読取り機設置店には通常「図書カードNEXT 取扱い
店マーク」を表示しています。
※実際のカードデザインとは異なります。

1,000 point

商品番号

619

4,000 円分
有効期限：約10年

500 point

628

商品番号

2枚

1,000円券 ×4枚

有効期限：約10年

有効期限：なし

見 本

※イメージ

611

1,000 円分
500円分 ×2枚

500円分 ×8枚

商品番号

615

1,000 円分
500円券 ×2枚

商品番号

621

有効期限：なし

613

商品番号

見 本

商品番号

625

650 point

商品番号

634

2,000 円分
有効期限：なし

有効期限：なし

2枚
有効期限：なし
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商品番号

636

1,000 point
8枚
有効期限：なし

623

全国のスターバックスにてキャッシュレスで快適にご
利用いただけるプリペイドカードです。ギフトにもお
すすめです。

※お届けのカードには、2,000円分が入金されていま
す。
※残高は、スターバックスの公式アプリ、公式ホーム
ページにてご確認ください。
※カードをWEB 登録いただくと、スターバックス リ
ワード™プログラム等さまざまなベネフィットをお
楽しみいただけます。

QUO カード

おこめギフト券
「全国共通おこめギフト券取扱店」の表示のあるＪＡ、
スーパー、デパート等で1枚あたりお米440円分と交
換できます。

350 point

商品番号

スターバックス カード

全国約35,000店舗、約1,000ブランド以上の加盟店
でご利用いただけるお食事券です。コロナ禍による「お
うち時間」を充実させる為に、お気に入りの加盟飲食
店の味を持ち帰って「イエナカ外食」も楽しめます。

500円券 ×8枚

700 point

有効期限：約5ヵ月

全国共通お食事券
ジェフグルメカード

1,000 point

全国のユナイテッド・シネマ/シネプレックスでご利用いただけるチケッ
トです。※3D、IMAX（R）、4DX、ScreenX、プレミアム・ダイニング・
シネマでは各所定の追加料⾦を頂戴します。※特別興⾏作品（特別
上映）や、⼀部劇場のプレミアム座席等ではご利⽤になれない場合
がございます。※インターネット、⾃動発券機ではご使⽤いただけま
せん。※本券は現⾦と交換できません。また、紛失されても再発⾏は
出来ません。※他の割引券との併⽤は出来ません。※転売禁⽌

2枚

有効期限：約5ヵ月

4,000 円分
有効期限：なし

400 point
1枚

4,000 円分
有効期限：なし

見 本

350 point

1,000 point

629

ユナイテッド・シネマ / シネプレックス
共通映画鑑賞券

日本全国のマクドナルド店舗（一部を除く）
で、お好き
な商品の支払いにご利用いただけます。

商品番号

商品番号

有効期限：なし

マックカード商品券

350 point

1,100 point
6枚

商品番号

646

コンビニエンスストア・書店・ドラッグストアなど全国
約6万店でご利⽤いただけるプリペイドカードです。

見 本

850 point

商品番号

638

3,000 円分
3,000円券 ×1枚

有効期限：なし

※ご利用方法等の詳細につきましては、各ギフト券の発行会社へご確認ください。
※カードデザイン等を変更する場合がございます。
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ギフトカード&チケット

チャリティ

インターネットショッピングサイト

CHARITY

厳選いいもの便り専用クーポン
「厳選いいもの便り」
（インターネットショッピングサイ
ト）では、47都道府県が誇る美味 ･ 名品を中心に厳
選した商品がご購入いただけます。
詳しくは http://www.iimonodayori.jp/をご覧くだ
さい。

※寄付金への交換に際し、領収書の発行はいたしかねます。

200 point

商品番号

581

オイスカ「自然災害に瀕する村々で」

※イメージ

700 point

商品番号

601

3,300 円分

1,650 point

1,100 point

商品番号

602

5,500 円分

商品番号

603

8,800 円分

2,000 point

商品番号

604

商品番号

583

国連 WFP

●ご利用にはパソコンまたはスマートフォンが必要です。
●ご応募後、ご応募いただいた金額分のクーポン番号を印字した書面をお届けいたします。
●複数ご応募いただいた場合は、応募口数分のクーポン番号をお送りいたします。
●有効期限：6ヵ月
（詳細は、お届けする書面にてご案内いたします。）
※写真はイメージです。掲載商品はシーズン途中で変更になる場合がございます。

200 point

商品番号

586

日本ユネスコ協会連盟

全国の有名百貨店、スーパーなどでご利用いただけ
ます。

200 point
※すべて1,000円券でお届けいたします。
※券種の交換はできません。
※ギフトカードをご利用いただいた場合、おつりは出ません。
※ギフトカードに有効期限はございません。
※ギフトカードの券面のデザインを変更する場合がございます。

商品番号

588

日本ユニセフ協会
お申込みいただいたポイントは世界の150以上の国
と地域で子どもたちの命と健やかな成長を守るユニ
セフの活動に役立てられます。

850 point

商品番号

711

商品番号

703

商品番号

705

地球環境問題に関する科学的調査・研究、その成果
の普及・啓発、政策提言を行っています。気候変動や
森林減少、プラスチックごみ問題などの解決、そして
持続可能な社会づくりに向けて、月刊誌『グローバル
ネット』の発行やリユース食器の普及等に取り組んで
います。

200 point

商品番号

584

病気や災害、自死（自殺）
などで親を亡くした子どもた
ちや障がいなどで親が働けない家庭の子どもたちへ
の奨学金や教育支援、心のケアのために活用されます。

200 point

商品番号

587

がん研究会

東日本大震災で被災した子どもたちへの奨学金支援
や、途上国で学校に行けない子どもなどへの教育支援、
また世界遺産や日本の大切な自然や文化を保全・継
承する活動などに役立てられます。

三菱 UFJ ニコスギフトカード

582

あしなが育英会

飢餓をなくすことを使命とする国連唯一の食料支援
機関です。災害や紛争時の緊急支援など毎年約80
カ国約1億人に食料支援を行っています。

11,000 円分

商品番号

地球・人間環境フォーラム

SDGs 達成に貢献すべく2030年までに、ウズベ
キスタン以東のアジア・太平洋諸国において合計
50,000haの緑化（「森林などの生態系を活用した防
災・減災」をテーマとし砂漠緑化、マングローブ等の
森林再生活動など）、そして、100万人を対象に循環
型農業の研修や環境教育を実施し、
「共生社会の構
築」を目指します。

200 point

200 point

明治41年に設立された日本初の民間のがん専門機
関です。先進的ながん治療法を開発する研究部門と
患者さんへ診療を提供する病院部門（有明病院）
とが
連携し、
「がん克服」という理念実現に向けて、歩みを
進めて参ります。

200 point

商品番号

596

Present Tree
（認定 NPO法人環境リレーションズ研究所）
美しい森と環境を未来へ引き継ぐためのプロジェクト
です。少子高齢化の進む、全国各地の森づくりが必
要な土地に樹が植えられ、以後10年間、森としての
機能を発揮するまで見守ります。

3,000 円分

1,550 point

商品番号

712

6,000 円分

4,050 point
20,000 円分
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3,050 point
15,000 円分

商品番号

704

5,050 point
25,000 円分

※ご利用方法等の詳細につきましては、各ギフト券の発行会社へご確認ください。
※カードデザイン等を変更する場合がございます。
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