
GENERAL SELECTION

低速でじっくり搾るので栄養素が
壊れにくく、濃厚でおいしい
ジュースに仕上がります。

※ イメージ

一般コース／2,000～ 4,000 ポイント未満

POINT2,000 4,000～

パナソニック 目もとエステ

サイズ／6×14.1×10.4cm　重さ／190ｇ　付属品／アロ
マタブレット×1（お試し用）、 バンド　※型番：EH-SW55-P

うるおいスチーム＆
温感ヒーターで、
目もとにハリ感とうるおいを。

ラッセルホブス
パワーブレンダー

サイズ／19×18.5×39cm　重さ／3.1kg
容量／1.5L（最大使用量1.25L）　素材／容器：ガラス
仕様／消費電力：500W　付属品／専用レシピブック、
カッター台着脱器　※型番：14072JP

500Wハイパワー運転で
香りや旨味を逃がさない。
安全装置付き。

デロンギ アイコナ・ヴィンテージ
ポップアップトースター

サイズ／19.5×33×21cm　重さ／2kg　仕様／
消費電力：900W、10～4枚切り食パン対応　付属
品／埃よけカバー　※型番：CTOV2003J

パナソニック 空気清浄機

サイズ／54×31.1×21cm　重さ／4.1kg　仕様／
消費電力：33W（ターボ時）、適用床面積：～12畳
※型番：F-PDM30-W

手軽に使える軽量コンパクトモデル。
フィルターで
捕集した菌・カビ・花粉を抑制。

CASIO G-SHOCK

サイズ／55×51.9×18.3mm　重さ／70g　
仕様／20気圧防水、耐衝撃構造、耐磁時計（JIS1
種）、ワールドタイム（世界48都市/31タイムゾー
ン）の時刻表示　※型番：GA-400-1AJF

ビッグケースと
大型ロータリースイッチを組み合わせた
タフネスを象徴するデザイン。

京セラ セラブリッド®
調理なべ しみこみシェフ
サイズ／内径24cm　重さ／2.2kg　容量／満水
容量：3.9L　素材／本体：アルミニウム合金（セラ
ミック塗膜加工）

加熱は通常鍋の約半分の時間でOK。
火を止め放置しておけば、
お鍋がおいしくしてくれます。
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※ イメージ

※ イメージ

※ イメージ

※ イメージ

※ イメージ

※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。

焼き目調整ツマミで好みの焼き加減。
ベーグルなど片面トーストも可能。

サイズ／18.2×17.3×43.1cm　重さ／3.4kg
仕様／消費電力:150W　付属品／掃除ブラシ、ジュース
カップ、絞りかすカップ、レシピブック　※型番：SSJ-201

siroca
スロージューサー 3033

景品番号



※ イメージ

※ イメージ

指先で細やかに
つまみ流す動きを再現。
いきいきとした目元・口元へ。

MTG ReFa S CARAT 

サイズ／4.5×14.2×3.2cm　重さ／28g　付属品／クリ－ン
クロス、ポ－チ、ガイドブック、ギャランティカ－ド

siroca ホームベーカリー

サイズ／26×36×31cm　仕様／消費電力：ヒーター
500W/モーター50W、2斤まで対応　付属品／米粉専用パン
羽根、ヨーグルト専用容器、ジャムふた　※型番：SHB-712

手作りパンが手軽に楽しめます。
そば生地や温度管理の
難しいチーズのメニューも。

ラフォーレ
テーブルチェアセット

サイズ／テーブル：120×60×高さ69・62・56.5cm、チェア：
30×33×37cm、（収納時）60×7×60cm　重さ／8.8kg
仕様／耐荷重：テーブル30kg、チェア70kg

チェアとテーブルがオールインワン収納で持ち運びに便利。

2,900P

2,700P

3040
景品番号

腰の負担を軽減する
ハイクラスの乗り心地。
正しい運転姿勢をサポートします。

MTG Style Drive

サイズ／45×63×44cm
素材／クッション材：ウレタンフォーム

3045
景品番号

3041
景品番号

3042
景品番号

オロビアンコユニーク 名刺入

サイズ／8×11×2cm　重さ／62ｇ
仕様／名刺収納×1、カード収納×3

フルベジタブル×タンニンレザーに
手作業でムラを加工。

パナソニック ヘアードライヤー ナノケア

サイズ／21.7×15.7×7.9cm　重さ／475g
仕様／消費電力：1200W 　付属品／速乾ノズル 
※型番：EH-NA28-P

使いやすいコンパクトタイプ。
「ナノイー」で、髪のうねりを整え
なめらかな指通りへ。
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4,0002,000 POINT～

24
※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。

※ イメージ

※ イメージ

※ヒップサイズが110cm以上の方は
商品本来の機能が果たせない場合があります。
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4,0002,000 POINT～

ハリスツイード
トートバッグ
サイズ／48×34×18cm　重さ／440ｇ

3046
景品番号

シャープ
プラズマクラスター
イオン発生機（車載用）
サイズ／上部径7.4×下部径6.5×16.2cm　
付属品／USBカーアダプター、USBケーブル、ユニッ
ト清掃ブラシ　※型番：IG-HC15-B

車の中の気になるニオイをターボ運転で
急速消臭。花粉やほこりも捕集。

職人が丁寧に手織りした
ハリスツイード生地を使用した
トートバッグです。

蒸しながら焼くことで
中はふっくら、外はパリパリに
仕上がります。

ケルヒャー K2 クラシック

サイズ／39.3×17.1×24.3cm　重さ／3.8kg
仕様／最大吐出圧力：8Mpa、最大吐出水量：330L/h
付属品／ワンジェットノズル、高圧ホース5m
※型番：1.600-970.0

3048
景品番号

オークス ウチクック
スチームグリル
サイズ／40×21.5×21.5cm（フタ含む）　重さ／
1.6kg　素材／本体：アルミニウム合金（内面：ふっ素
樹脂塗装）　仕様／ＩＨ使用可

3047
景品番号

初心者におすすめの
軽量＆コンパクトタイプです。

パナソニック
ラムダッシュ　3枚刃
サイズ／15.5×6.5×5cm　重さ／145g　仕様／
充電時間：1時間　付属品／シェーバーホルダー、専用
オイル、掃除用ブラシ 　※型番：ES-ST2P-K

お風呂で使える防水設計。
泡スルーヘッドで肌にやさしくシェービング。

パナソニック
衣類スチーマー
サイズ／7×15×15cm　重さ／700ｇ
仕様／消費電力：950W　付属品／専用カップ
※型番：NI-FS530

ハンガーにかけたまま、
シワとり＆脱臭除菌。プレスも出来る。

デロンギ
シーン 電気ケトル
サイズ／22×15×19.5cm　重さ／0.8kg 
容量／1L　仕様／消費電力：1150W 
※型番：SJM470J

長く愛用できる品質とデザイン。
ふたは片手のワンプッシュで開きます。
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※ イメージ

※ イメージ

※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。



GENERAL SELECTION

ミル内蔵で、挽きたての豆から
コーヒーを淹れられます。

※ イメージ

一般コース／1,000～ 2,000 ポイント未満

※ イメージ

※ イメージ

POINT1,000 2,000～

siroca
全自動コーヒーメーカー

サイズ／17.3×22×27cm　重さ／2.2kg　仕様／消費電力：600W
付属品／計量スプーン　※型番：SC-A111

siroca ハンドブレンダー

サイズ／径6.4×39.4cm（本体＋ブレンダー）　重さ／750g
（本体＋ブレンダー）　仕様／電源：AC100V、消費電力：400W　
付属品／ブレンダーユニット、ミキサーユニット、チョッパーユ
ニット　※型番：SM-B131

スピード調節13段階。まぜる、つぶす、
泡立てる、おろす、こねる、刻むがこれ1台。

siroca
2WAYハンディ&布団クリーナー
stingray
サイズ／29.2×41.8×19.2cm　重さ／ 2.1kg　仕様／消費電
力：400W、集じん容量：0.6L　付属品／隙間ノズル
※型番：SVC-350

手軽できれいに。ふとん掃除から
普段のハンディ使いまで1台2役。 1,900P

1,900P

1,900P

3053
景品番号
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景品番号

3055
景品番号
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レコルト ホームバーベキュー

サイズ／42×23×16.5cm　重さ／2.95kg
仕様／消費電力：1200W　付属品／バーベキュー
プレート、フラットプレート、フタ、フタスタンド
※型番：RBQ-1（R）

卓上で本格BBQ。火力が自慢。
油を落としてヘルシーに焼き上げる。

ハリオ
フタがガラスのご飯
サイズ／27×23×21cm　重さ／2.9kg　素材／
本体：耐熱陶器、フタ：耐熱ガラス　仕様／炊飯容量：
2～3合、IH不可

火加減調整不要。火を止めるタイミングは
「ホイッスル」がお知らせ。

パナソニック ふとん乾燥機

サイズ／27.1×16.4×34.4cm　重さ／2.5kg　
仕様／消費電力：540W　付属品／くつ乾燥アタッチ
メント　※型番：FD-F06A7-A

ダブルサイズ対応の独自マットで
ふんわり乾燥。くつ乾燥も。

落合務 IH200V対応
スチーム＆パスタポット20cm
サイズ／21.7×29×23.2cm　重さ／1.3kg
容量／5.5L　素材／本体：18-8ステンレス、フタ：
強化ガラス　付属品／スチーマー、中カゴ

深型鍋と、飲茶や温野菜の調理に
重宝する蒸し器が付属。

1,800P1,800P

1,600P1,800P

3056
景品番号

3057
景品番号

3058
景品番号

3059
景品番号

パナソニック
コードレススチームアイロン
サイズ／11×22.6×13cm　重さ／1kg
仕様／消費電力：1400W　※型番：NI-WL403-P

面積は大きく、先端は細く。
新Wヘッドベースで使いやすさアップ。

オムロン
クッションマッサージャ
サイズ／39×10.5×26.5cm　重さ／1.6kg
素材／ウレタンフォーム、ポリエステル、ナイロン
※型番：HM-343-BW
※医療機器認証番号：224AABZX00036000

小さくて軽いから、首や肩、ふくらはぎ、
腰などどこでも快適マッサージ。

1,600P1,600P 3060
景品番号

3061
景品番号
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※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。



※ 拡大イメージ

※ イメージ

※ イメージ

2,0001,000 POINT～

オムロン 手首式血圧計

サイズ／7.8×2.1×6cm　付属品／単4形乾電
池×2（お試し用）、収納ケース
※型番：HEM-6130
※医療機器認証番号：225AABZX00153000

カフが正しく巻けたかを確認できる、
基本機能が充実のシンプルタイプ。

パナソニック
カールアイロン ブラシタイプ 32mm
サイズ／5.2×6.7×29.8cm　重さ／310ｇ
※型番：EH-HT44-W

トップにボリューム、毛先をカール。
ブラシ感覚で簡単アレンジ。

SRIXON
Z-STARXV ゴルフボール
セット内容／12個入

新コーティングにより、摩擦係数がアップ。
優れたスピン性能を発揮。

ウォール電波クロック

サイズ／18.5×23×3cm　重さ／550g　仕様／
置き掛け兼用、電源：ACアダプター、単3形乾電池×2
（補助用）　※型番：AK-62

大きなディスプレイの電波時計。部屋の明るさ
を感知して画面表示を自動調整します。

サーモス
真空断熱テーブルスープジャー
サイズ／径17×17.5cm　重さ／0.6kg　容量／
1L　素材／本体内側：ステンレス鋼

具材とお湯を入れて待つだけ。
火を使わずに余熱でスープや出汁ができる。

ラッセルホブス ミニチョッパー
サイズ／18.5×16.0×23cm　重さ／1.6kg　容
量／500ml　仕様／消費電力：250W　付属品／
保存用キャップ、クリームディスク、専用レシピブック
※型番：14246JP

軽くてコンパクト。
刻む・混ぜるが手軽にできる。

オムロン 低周波治療器

サイズ／52×112×25mm　付属品／単4形乾
電池×2（お試し用）
※型番：HV-F021-W
※医療機器認証番号 225AABZX00193000

6つの部位選択モードと3つの揉み方モード
搭載。強さは15段階切り替え。

オークス ウチクック
グリルインロースター
サイズ／25×15.7×5cm　重さ／700g

魚焼きグリルに入れて
簡単にダッチオーブン風調理が楽しめます。

1,600P

1,600P

1,600P

1,200P1,300P

1,200P1,200P

1,500P 1,400P

3063
景品番号

3064
景品番号

3065
景品番号

3066
景品番号

WMF ガラスカラフェ1.0L
サイズ／径9.9×30.4cm　重さ／957g　素材／ふた：
ステンレス・シリコン・POM樹脂、本体：ソーダガラス

3062
景品番号

3067
景品番号

3068
景品番号

3069
景品番号

3070
景品番号
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ＵＢ足快バスマット
（珪藻土）レギュラー
サイズ／42.5×57.5×0.9cm　重さ／1.8kg　
素材／珪藻土、消石灰　仕様／柄：バブル

天然素材の珪藻土が、濡れた
足裏の水分を素早く吸水・速乾。

ａ ｄａｙ
ボディースクラブ＆オイルセット
セット内容／ボディースクラブ（レモングラス&ライム）
130g、バス&ボディーオイル（レモングラス&ライム）
100ml

植物性の泡立つボディースクラブと、
肌になじみやすいバス＆ボディーオイル。

1,100P1,200P 3071
景品番号

3072
景品番号

※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。

ボトルをどちらに
傾けても注げ、元に戻すと
自動で閉まる構造。
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※ イメージ



※景品の仕様・デザイン・品揃えを予告なく変更する場合がございます。 
※お届けする景品は、仕様・デザイン・カラーなど多少異なる場合がございます。32 33

｢世界のブランド熊野筆」として、
品質の高さを評価されています。

※ イメージ

東洋紡 ひんやり敷パット

サイズ／100×205cm　素材／表地：ナイロン67％・ポリエステル
33％（コールドアイス+N生地使用）、裏地：ポリエステル80％・綿
20％、詰め物：ポリエステル100％

3075
景品番号

パナソニック
ヘアードライヤー イオニティ
サイズ／21.5×20.8×8.9cm　重さ／475ｇ　仕様／消費電力：
1200W（ターボ時）　※型番：EH-NE58-N

3074
景品番号

農薬と化学肥料の使用を減らして
栽培された「こしひかり」です。

※ イメージ※ イメージ

魚沼産
特別栽培米こしひかり
セット内容／4kg（2kg×2）

カゴメ
フルーツ＆野菜飲料ギフト
セット内容／オレンジ×8、グレープ×8、ピンクグレープフルーツ×8、
アップル×4、野菜生活100×6、野菜生活100紫の野菜×4、野菜生
活100黄の野菜×4

100％フルーツジュース「KAGOME100CAN」と「野菜生活100」の詰合せ。

ウェッジウッド リーフティー

セット内容／イングリッシュ ブレックファスト140g、イングリッ
シュ アフタヌーン125g、イングリッシュ アップル125g

3077
景品番号熊野化粧筆セット

サイズ／チークブラシ：全長13（毛丈3.7）cm、シャドウライ
ナーブラシ：全長11（毛丈0.6）cm
素材／チークブラシ：白尖峰、シャドウライナーブラシ：
ウィーゼル

3073
景品番号

3079
景品番号

ｃｏｎ・ｔｅ
オーブントースター
サイズ／37×21×22cm　 付属品／天板　仕様／消費電力：
860W　※型番：TS-4041BR

3078
景品番号

3080
景品番号

1,000P
オムロン
体重体組成計 カラダスキャン
サイズ／28.5×21×2.8cm　重さ／1.3kg　仕様／体重・
体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベル判定機能　付属品／単4形乾
電池×4（お試し用）　※型番：HBF-912

シンプル機能でスリムデザイン。収納しやすいA4サイズ。

3076
景品番号

1,000P

朝の目覚めからアフタヌーンティーまで。英国のスタイルが楽しめる紅茶セット。

1,000P

ほどよいひんやり感が持続する「コールドアイス®＋N」生地を使用。

1,000P

焼き網の前側が外せるので、庫内をラクラクお手入れ可能。

1,000P

1,000P1,000P

速乾ノズルで髪をほぐして、スピードドライ。
外付けイオン吹出口搭載。

1,000P




