
34
※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。

ショトックス
クリスタル ショットグラス スパイラル
サイズ／径5.9×5.9cm　重さ／168g　容量／100ml
仕様／食洗機使用不可

スピンするグラス。安定した回転と
繊細なカッティングで楽しいひと時を。

3081
景品番号

※ イメージ

リナジーノ
ブリーフ2WAYバッグ
サイズ／41×29×6cm　重さ／620g　素材／本
体：ポリエステル、取っ手：合成皮革　仕様／開閉部：
ファスナー式　付属品／ショルダーベルト

Ａ４ファイルサイズが収納可能な
軽量ビジネスバッグ。

アサヒ スーパードライ

セット内容／350ml×21本
※未成年の飲酒は法律で禁止されています。

洗練されたクリアな味わい。
切れ味さえる辛口ビール。

1,000P 1,000P

3084
景品番号

3085
景品番号

災備15点セット

セット内容／避難用ショルダーバッグ、防寒レインコート、首
枕、アイマスク、耳栓、給水袋3L、備蓄用飲料水500ml、レ
スキューシート、使い捨てカイロ、ランタンライト、軍手、緊急
携帯トイレ（大小兼用）1P、緊急用ホイッスル、スリッパ、
ウェットティッシュ（20枚）　サイズ／（ショルダーバッグ）
26×10×16cm

基本の防災グッズをセット。
両手を空けて持てるショルダータイプ。

siroca
ミル付きミキサー
サイズ／径14.5×33cm　重さ／1.9kg　容量／
ジューサー：800ml　素材／容器：ガラス
仕様／消費電力 250W　※型番：SJM-180G

氷も砕けるパワフルチタンカッターを採用。
付属のミルでコーヒー豆もひけます。

1,000P

1,000P

1,000P

3082
景品番号

3083
景品番号

2,0001,000 POINT～

35

コークシクル
キャンティーン 470ml

サイズ／8×8×24.5cm　重さ／400g　素材／本体：ステンレス

氷も入る広い飲み口。
デザインも機能も
魅力的なスマート保冷保温ボトル。

ロクシタン
ベストセラーセット

セット内容／シアバター10ml、シア ハンドクリーム30ml、
シアソープ ミルク100g、
ファイブハーブスリペアリングシャンプー75ml、
ファイブハーブスリペアリングコンディショナー75ml

リッチにうるおう、ハンドクリームや
石鹸、ハーブの力が詰まった
ヘアケアなどの人気商品をセット。

※ イメージ

継ぎ目のないオールステンレス。
特殊加工の刃付けで、
軽い力で切れます。

貝印
関孫六 匠創 三徳包丁
サイズ／全長31.5（刃渡り16.5）cm　重さ／183g
素材／刃：モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼

800P

900P

900P

1,000 POINT～

一般コース／1,000 ポイント未満

GENERAL SELECTION

3086
景品番号

3087
景品番号

3088
景品番号



※ イメージ

スタッキング式
３段マルチバスケットスリム
サイズ／19×38.5×62cm　素材／スチール　
仕様／最大耐荷重：1段につき3kg、組立式

ちょっとしたスペースを有効活用できる
スリムタイプ。

サントリー 黒烏龍茶ギフト

セット内容／350ml×18本

脂肪の吸収を抑えて、
体に脂肪がつきにくい。

折り畳み傘 煌-kirameki-

サイズ／65cm×8本骨、折り畳み時：28cm
重さ／185g　付属品／収納袋

強度を保ちながらコンパクト、軽量を実現。
長傘とほぼ同じ広さをカバーします。

ジェントス LEDライト 閃

サイズ／径32.8×115mm　重さ／122g　
付属品／ストラップ、単4形アルカリ電池×3（お
試し用）　※型番：SG-335

ヘッド部を前後にスライドさせることで
照射範囲が調節可能。 

オムロン
音波式電動歯ブラシ メディクリーン
サイズ／径2.18×20ｃｍ　重さ／60g　付属品／
トリプルクリアブラシ、単4形乾電池×2（お試し用）
※型番：HT-B906

約20,000回／分の高速音波振動で
効果的に歯垢を除去。

イッタラ オリゴ
デザートボウル ベージュ
サイズ／径12×5cm　重さ／210g
容量／250ml

適度な深さでサラダやヨーグルトなどを
入れるのにぴったり。 

京都西川
低反発チップ入りまくら
サイズ／43×63cm　素材／側地：ポリエステル
65％・綿35％、キルト部分詰めもの：ポリエステル
100％、詰めもの：（チップ）ウレタンフォーム

首のラインに自然にフィット。
ゆっくりなじんで、しっかり支えます。

叙々苑
「味彩（あじさい）」セット
セット内容／焼き肉のたれ（特製／甘辛）各240g、
野菜サラダのたれ300ml、キムチチゲ（辛口／甘
口）各650g、ユッケジャン330g　各1

叙々苑のお店の味をご家庭で。 

イデアインターナショナル
BRUNO HARIO
V60ガラスドリッパー＆サーバー
サイズ／ドリッパー：径10.1×7.7cm、サーバー（取手含
まず）：径11.7×10cm　容量／360ml　素材／ガラ
ス、シリコンゴム、PP　付属品／V60計量スプーン、V60
専用ペーパーフィルター（VCF-01M）40枚

円すい型のドリッパー。
均一でコクのある
味わいを
お愉しみいただけます。 

3090
景品番号

3091
景品番号

3092
景品番号

3093
景品番号

3098
景品番号

3096
景品番号

3097
景品番号

3094
景品番号
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景品番号
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※ 折り畳み時イメージ

 ハンディクリーナー

※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。 37

※ イメージ

※ イメージ

※ イメージ

スティッククリーナー
サイズ／スティッククリーナー使用時：25.1×15×111.5cm
重さ／1.7kg　仕様／消費電力：400W、集じん容量：0.5L　
※型番：AV-S101SV

自立式のスティックタイプで
収納場所を取りません。
部品を外せば
ハンディクリーナーに。

3089
景品番号

1,000 POINT～

800P800P

800P

800P800P

600P600P

700P700P

700P



※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。38 39

※ イメージ

日清オイリオ
日清トクホオイル＆ヘルシーライトギフト
セット内容／ヘルシーリセッタ、ヘルシーコレステ、
キャノーラ油ヘルシーライト　各350g×2

おいしさと健康を考えた人気の詰合せです。

オムロン
電子体温計 けんおんくん
サイズ／30×14×110mm　付属品／リチウム電
池CR2016×1（お試し用）、収納ケース
※型番：MC-681
※医療機器認証番号：225ACBZX00050000

大きな文字と約20秒のスピード検温。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。

タニタ
デジタルクッキングスケール
サイズ／18.8×12.5×3.1cm 　仕様／最大計
量1kg、最小表示1g、ごはんカロリーモード　付属
品／単4形乾電池×2（お試し用）
※型番：KJ110S

重さのほかに、
ごはんのカロリーもはかれます。

銀座千疋屋 マンゴードリンク

セット内容／900ml×2

濃厚な甘みとほどよい酸味をそのままに
お楽しみいただけます。

タニタ
ガラスにつくタイマー
サイズ／70×100×10mm　付属品／コイン形リ
チウム電池CR2032×1（お試し用）
※型番：TD-411

厚さ10mmの超薄型。特殊な吸盤で
ガラス、金属、タイルなどに貼り付け可能。

ジョセフジョセフ
リンス＆チョップ プラス
サイズ／43×26×2.5cm　重さ／440ｇ
素材／本体：ポリプロピレン・TPE　仕様／耐熱温度：
110℃、食洗機使用可

まな板、水切り、かごと
１枚で３役使える便利なまな板。

モバイルチャージャー
カードサイズ
サイズ／9.2×5.7×1cm　重さ／59g　仕様／
充電池容量：2000mAh　付属品／micro USB
ケーブル　※型番：MA483

コンパクトサイズに容量2000ｍAh。携帯し
やすく外出時のスマホの緊急充電に最適。

チャンピオン ショルダー

サイズ／18×32×11cm　重さ／240g
仕様／開閉：ファスナー式、外側：ファスナーポケッ
ト×1、内側：吊りオープンポケット×2

出し入れしやすく、普段使いから旅行まで
様々なシーンで活躍します。

パイロット
フリクションボール2ビズ
サイズ／長さ14cm　仕様／インク色：黒・赤、ペン
先：超極細0.38mmボール

消すことができる回転式2色ボールペン。
メタル素材の高級フリクション。

リーデル オヴァチュア
レッドワイン２個セット
サイズ（各）／径6×18.7cm
重さ（各）／128g　容量（各）／350ml

ブドウの品種や生産地で迷うことなく、幅広
い用途で利用できるカジュアルグラスです。

3099
景品番号

3100
景品番号

料理をおいしくする、
調味料と食用油のセットです。

耐風傘 煌-kirameki-

サイズ／全長 94cm（65cm×16本骨）
重さ／500g　付属品／収納袋

味の素
和洋中バラエティ調味料ギフト
セット内容／「ほんだし®」48g、「瀬戸のほんじお」焼き塩
80g、「味の素KKコンソメ」顆粒タイプ50g、「丸鶏がらスープ」
48g、「味の素KKべに花油」350g、「伝承のおいしさ 3種の
ブレンド 匠の油®」 350g 、「限定なたね使用 キャノーラ油」
350g 、「さらさら®キャノーラ油　健康プラス」350g 、「味の
素KKオリーブオイルエクストラバージン」200g　各1

テフロン加工の確かな撥水性。高級感と
高機能を兼ね備えたこだわりの一本。

3105
景品番号

3106
景品番号

3101
景品番号

3102
景品番号

3103
景品番号

3104
景品番号

3107
景品番号

3108
景品番号

3109
景品番号

3110
景品番号

※ イメージ

※ イメージ

※ イメージ
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1,000 POINT～



※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。40 41

※ イメージ

※ イメージ

純銅製アイスクリームスプーン
スクエア
サイズ／長さ11cm　素材／銅（銀メッキ）

熱伝導が良く、手から伝わる体温で、
凍ったアイスもすくいやすい。

ホールマーク
バス・フェイスタオルセット
セット内容（サイズ）／バスタオル（60×110cm）、
フェイスタオル（29×75cm）　素材／綿100％

デイリーユースにぴったりの
バスタオルとフェイスタオルのセット。

カシオ
温湿度計付電波クロック
サイズ／82×78×49mm　仕様／電波受信、ア
ラーム、スヌーズ機能　付属品／単3形乾電池×2
（お試し用）　※型番：DQD-805J-8JF

アラームは止めてもまた鳴る
便利なスヌーズ機能搭載。

パナソニック
エチケットカッター
サイズ／径2×14.6cm　重さ／37g（電池含まず）
仕様／単4形アルカリ電池×1（別売）　付属品／掃除
用ブラシ　※型番：ER-GN25-PN

フェイスグルーミングがこれ1台で。
刃を外して水洗いも出来ます。

京セラ
セラミックピーラー
サイズ／150×86×15mm　素材／刃：ファイ
ンセラミックス、本体：ABS樹脂・エラストマー

ファインセラミック刃だから摩擦が少なく
シャープな切れ味、錆びずに清潔。

旅の宿（泡）
ギフトセット15個入
セット内容／40g（3種類）　各5
（浴用化粧料）

人気温泉地の気分が
ご自宅で楽しめる入浴料のセットです。

レイメイ
スウィングカット チタンコート
サイズ／全長：18.2cm　重さ／62g

新開発のスウィング構造による
軽く滑らかな切れ味。

爽快生活
プレミアムコンパクト
セット内容／花王ウルトラアタックNEO400g、ラ
イオンチャーミーマジカハーバルグリーンの香り
230ml、P&Gアリエールスピードプラス360g、
香りミストフルーツパッション200ml

毎日の暮らしをサポートする
洗剤ギフトセット。

ののじ 爽快ソフト耳かき

サイズ／137mm　素材／ステンレス、真鍮、シリコン

3連ループワイヤのしなりで
耳あかをソフトにすくいとる。

貝印 セレクト100
計量スプーン5本組
セット内容／大さじ1、小さじ1、小さじ1/2、小さじ
1/4、小さじ1/8　各1
素材／18-8ステンレススチール

まとめてスタッキング収納可能。底面が
平らなので置いたまま正確に量れます。

500P500P

400P400P

400P400P 200P300P

200P400P

200P3111
景品番号

3112
景品番号

3113
景品番号

3114
景品番号

3115
景品番号

3116
景品番号

3118
景品番号

3119
景品番号

3120
景品番号

3121
景品番号

※ イメージ

オークス leye くるりとハチミツスプーン

サイズ／18×2cm　素材／18-0ステンレス

スプーンをくるりと回すだけ。
たっぷりすくえて、
すっきり切れます。 

3117
景品番号

※ イメージ

1,000 POINT～




