
※商品は2023年5月16日現在のものを掲載しております。商品は入れ替わる可能性があります。予めご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※写真はイメージです。

平日 10:00 ～ 17:00
【受付時間】TLC会員サービス事務局

※交換のお申し込みは、既にＴＯＫＡＩのウォーターサーバーをご契約の方、あるいは新たに契約し継続利用される方に限ります。

富士の天然水 さらり ウォーターボトル2本※

全国の多くのお客様にご愛飲いただいている飲料水宅配
サービス「おいしい水の贈りもの うるのん」のワンウェイボト
ル（ボトル使い切り型）です。静岡・富士山のふもとでとれた
美味しい天然水です。　■商品コード：TKG00100

4,160
TLCポイント

ヴォーシエルお食事券
TOKAIグループがJR静岡駅前葵タワー最上階で運営してい
るスカイレストラン「ヴォーシエル」（フレンチ）でご利用いただ
けるお食事券です。　■商品コード：TKG00010

3,000
TLCポイント

朝霧のしずくウォーターボトル（12L）2本※

静岡県内向けの飲料水宅配サービス「おいしい水の宅
配便」のリターナブルボトル（ボトル回収型）です。多く
のお客様にご愛飲いただいています。　
■商品コード：TKG00090

2,920
TLCポイント

ご注文時

2 本無料

ご注文時

2 本無料

朝霧のしずくペットボトル（2L）12本入り
「朝霧のしずく」は、厚生労働省登録水質検査機関の検査を受けて
る安心･安全の美味しい天然水です。　■商品コード：TKG00110

3,240
TLCポイント

TOKAIグループ人気商品

5,000
TLCポイント

QUOカードは贈り物・記念品・企業の販促・ノベルティなどで人
気の商品券（ギフトカード）です。コンビニエンスストア・書店・ド
ラッグストア・ファミリーレストラン・ガソリンスタンドなど身近な
お店でお使いいただけます。　■商品コード：CRD00020

QUOカード 5,000円分

金　券

7年に一度の大祭「令和四壬寅年 諏訪大社式年造営

御柱大祭」を約148分にわたり収録したDVDです。　

■商品コード：TKG00070

長野県諏訪地域の大祭「御柱祭」を全8回（昭和55年～令和4年）

記録したDVDセット。　特製パンフレットが付録された樅の木箱入

りスペシャルDVD BOXです。　■商品コード：TKG00080

6,000
TLCポイント

30,000
TLCポイント

令和四壬寅年諏訪大社式年造営御柱大祭
ブルーレイ＋DVDセット（2枚組）

LCV御柱祭撮影40年記念プレミアム特典付
「LCV御柱祭 DVD BOX（8巻セット）」



グルメ

グルメ

グルメ

グルメ

●セット内容：讃岐うどん150g・信州

そば120g各1袋

●加工地：日本 【小麦・そば】

■商品コード：IGRM1180

麺三昧
●セット内容：博多（濃厚白濁豚骨/乾麺80g×1、スープ付）・熊本（ガーリック豚

骨/乾麺80g×1、スープ付）・宮崎（醤油豚骨/乾麺80g×1、スープ付）・鹿児島

（黒豚豚骨/乾麺80g×1、スープ付）各1

●加工地：日本【小麦・乳】

■商品コード：IGRM1190

九州めん自慢4食

●セット内容：250g（50g×5束）

●加工地：香川県 【小麦】

■商品コード：IGRM1170

小豆島素麺紀行 ●内容：ファイン ストロベリー・ピク

ニック・ウィークエンド モーニング各3

袋●茶葉原産地：スリランカ・中国・イ

ンド・ルワンダ他

■商品コード：IGRM0990

ウェッジウッド ワイルド
ストロベリー ティーバッグ

●商品：ココナッツ・カフェキャラメル・

紅茶・モザイク・チョコアーモンド・プ

レーン各2

●加工地：日本【小麦・卵・乳】

■商品コード：IGRM0940

神戸浪漫
神戸トラッドクッキー

●セット内容：ドリップオンスペシャルブレンド8g×3、セイロン紅茶ティーバック

×2、カフェオレ×3●生豆生産国：コロンビア・ブラジル他●茶葉原産地：スリラ

ンカ●加工地：日本【乳】●賞味期間：常温で540日間

■商品コード：IGRM1000

キーコーヒー＆ディルマ ロイヤルセレクション

800pt

800pt 1,000pt

●セット内容：野菜生活100オリジナル160g・オレンジ160g各2、野菜生活

100ベリーサラダ160g・野菜生活100マンゴーサラダ160g・アップル160g・

グレープ160g各1

●加工地：日本

■商品コード：IGRM1200

1,000pt

●商品：黒糖30g・黒ごま30g各2

●加工地：日本【小麦】●箱：約27×

15.8×6.3cm（化粧箱）

■商品コード：IGRM0060

かりんとう詰合せ

1,000pt

●商品：ゴーフレット（チョコ×2、バニ

ラ×3）、アーモンドパイ×2、ショコラ

スティックパイ×2●賞味期間：製造日

より常温で180日間●加工地：日本

【小麦・卵・乳】●箱：約25.5×18.5×

4cm（化粧箱）

■商品コード：IGRM0730

千寿堂 ゴーフレット&パイセット

1,000pt

1,000pt

●セット内容：抹茶のけーき・さつまい

ものがれっと・黒ごまの薄板くっきい

各2、和三蜜のかすていら・くるみ餡の

ぱい各1●賞味期間：常温で90日●加

工地：日本【小麦・卵・乳】

■商品コード：IGRM1210

ひととえ 粋撰菓

1,000pt

●セット内容：ごま昆布45g・汐吹昆

布20g・鰹入わかめ昆布45g各1●賞

味期間：製造日より常温で300日間

●加工地：日本

■商品コード：IGRM1050

廣川昆布
御昆布 3品佃煮詰合せ

1,000pt

800pt 800pt

●セット内容：マドレーヌ（メープル・

アップル・オレンジ・チョコ各1）●賞味

期間：製造日より常温で120日間●加

工地：日本【小麦・卵・乳】

■商品コード：IGRM1060

スイートバスケット焼き菓子詰合せ

1,000pt

カゴメ 

野菜ジュース・フルーツジュース

ギフトセット

静岡伊勢丹商品

800/
1,000
TLCポイント

2



キッチン

キッチン

●商品：フェイスタオル（約29×75cm）

×2●材質：綿100%（パイル/オーガ

ニックコットン100%使用）●日本製

■商品コード：ILIF0700

西川 フェイスタオル2枚セット
●商品：ハンドタオル（約33×33cm）

×2 ●材質：綿100%●日本製 ●今

治マーク認定番号：第2018-2536

号

■商品コード：ILIF0850

今治の贅沢なまっしろ
ハンドタオル2枚セット

●商品：入浴料30g×12包（カモミー

ル・ラベンダー・セージ・ローズマリー

各3包） ●日本製

■商品コード：ILIF0820

アロマハーブ 香りの物語ギフト

●商品：薬用入浴剤25g×12包（登

別・箱根・草津・有馬各3包）●日本製

■商品コード：ILIF0760

薬用入浴剤 湯賛歌ギフト

生活用品

●商品：丸型（約径9.4×高さ6.1cm

・270ml）×2・小判型（約12.6×8.8

×高さ6.1cm・310ml）×1

●材質：ポリプロピレン●日本製

■商品コード：IKTN0630

マリ・クレール
電子レンジ容器3点セット ●商品：正角型（約6.8×6.8×高さ

4.6cm・130ml）・長角型（約13.8×7

×高さ4.6cm・290ml）各2

●材質：ポリプロピレン・EVA樹脂

●日本製

■商品コード：IKTN0620

マリ・クレール
シール容器4点セット

●商品：キレイキレイ薬用泡ハンドソー

プ250ml・キレイキレイ除菌ウェット

シートノンアルコールタイプ（10枚入）

各1●日本製

■商品コード：ILIF0741

ライオン
キレイキレイギフトセット

生活用品

1,000pt 1,000pt

●商品：ソープ80g×8

●日本製

■商品コード：IKTN0770

牛乳石鹸 ゴールドソープセット
●商品：約口径8.5×高さ7cm・

180ml

●材質：陶器（信楽焼）

●日本製

■商品コード：IKTN0640

ウォーターカップ

1,000pt 1,000pt

1,000pt 1,000pt

●商品：薬用入浴剤25g×4包（ゆず・

よもぎ各2包）・花王バブ40g×2（ゆ

ず・森各1）●日本製

■商品コード：ILIF0670

四季折々 薬用入浴剤セット

1,000pt1,000pt 1,000pt 1,000pt

●商品：薬用液体ハンドソープ250ml・薬用液体ハンドソープ詰替用200ml各1

●日本製

■商品コード：IKTN0600

ライオン キレイキレイギフトセット

800pt

●商品：食器洗剤250ml・食器洗剤

詰替200ml各1、メッシュクリーナー

×2 ●メッシュクリーナー/中国製、そ

の他/日本製

■商品コード：IKTN0760

ロディ 
キッチン洗剤詰合せギフト

●商品：薬用入浴剤25g×10包（登

別・草津各3包・加賀・紀伊各2包）　

●日本製　

■商品コード：ILIF0660

薬用入浴剤湯 10包
●商品：ライオントップスーパーナノッ

クス・ライオンチャーミーグリーン

（260ml）・洗濯槽クリーナー（50g

×2袋）・ネットクリーナー各1●ネット

クリーナー/中国製、その他/日本製

■商品コード：ILIF0650

クリーン・エモーションギフト

800pt 800pt

● 商 品 ： ウ ォ ッ シ ュ タ オ ル （ 約

34×35cm）・薬用ハンドソープ

250ml各1●材質：タオル/綿100%

●日本製

■商品コード：IKTN0750

今治ブランド
タオル&ハンドソープセット

1,000pt 1,000pt

3



グルメ

●セット内容：粒焼きしょうゆ・紫いも

各8、青のりしょうゆ・ざらめ各6、丸サ

ラダ・海老しょうゆ各4

●賞味期間：常温で55日

●加工地：日本（米/国内産）【小麦・エ

ビ】

■商品コード：IGRM1250

金澤兼六製菓 米菓詰合せ

●セット内容：黒かりんとう50g×2、

きなこかりんとう50g・珈琲かりんと

う50g各1

●賞味期間：常温で55日 

●加工地：日本【小麦】

■商品コード：IGRM1230

金澤兼六製菓 
かりんとう詰合せ

●セット内容：八女茶寒天ぜんざい

70g・宇治抹茶ゼリー70g・西尾抹茶

プリン70g各4

●賞味期間：常温で55日

●加工地：日本【乳】　

■商品コード：IGRM1220

和スイーツセット

キッチン

●商品：約径7.6×高さ12.8cm・

300ml●材質：本体/ステンレス鋼

（真空断熱構造）、蓋/ポリプロピレン、

パッキン/シリコーンゴム●中国製

■商品コード：ブラック/IKTN0701、

ホワイト/IKTN0702

イミオ ランチポット
（ブラック／ホワイト）

●商品：角型バット（約25×20×高さ

2.8cm）×3・トング（全長約23cm）

×1●材質：バット・トング/ステンレス、

アミ/鉄（クロムメッキ）●内容：アミ付

●バット/日本製、トング・アミ/中国製

■商品コード：IKTN0790

角型バットセット

グルメ

●セット内容：醤油（生麺120g、スー

プ付）×6、味噌（生麺120g、スープ

付）×4、塩（生麺120g、スープ付）×

2●賞味期間：常温で33日●加工地：

日本（店主監修）【小麦・乳】

■商品コード：IGRM1240

喜多方ラーメン 
「さくら亭」12食

●セット内容：200ml×2

●加工地：日本

■商品コード：IGRM0820

永谷園 飲む生姜（希釈タイプ）
●商品：290g×3

●加工地：日本【小麦】

■商品コード：IGRM0130

キッチン飛騨 
黒毛和牛ビーフカレー中辛

●商品：お米2kg×1

●原産地：新潟県南魚沼市

■商品コード：IGRM0150

南魚沼産こしひかり

グルメ

●セット内容：鮭塩焼50g×2、鮭照焼

50g・鮭みそ焼50g各1

●賞味期間：製造日より常温で85日間

●加工地：北海道【小麦】

■商品コード：IGRM1070

活黒 北海道産 焼鮭詰合せ
●商品：160g×5●賞味期間：製造日

より常温で1,080日間●加工地：日本

【小麦・乳】●箱：約14.5×10×15.8

cm（ダンボール）

■商品コード：IGRM0500

福島正八
クリームコーンスープ

●商品：80g●賞味期間：製造日より

常温で365日間●原産地：日本●箱：

約29.4×21.6×4cm（化粧箱）

■商品コード：IGRM0510

国産どんこ椎茸

●セット内容：有明海産味付海苔（8切

24枚）×2、梅茶漬け（4袋入）・海苔茶

漬け（4袋入）・鮭茶漬け（4袋入）各1

●賞味期間：製造日より常温で360

日間●加工地：日本（乾海苔/国内産）

【小麦・乳・エビ】 

■商品コード：IGRM1090

お茶漬け・有明海産味付海苔
詰合せ「和の宴」

●商品：約径26cm・重量約630g

●材質：本体/アルミニウム合金、底部

/ステンレス鋼（底厚2.2mm）●中国

製【ガス火・IH200V可】【内面フッ素

樹脂加工】

■商品コード：IKTN0680

タツヤ・カワゴエ
フライパン26cm

●商品：ドリッパーセット時/約15×12.2×

高さ21.7cm・850ml●材質：ドリッパー/

ポリプロピレン・ポリエステル、サーバー・ア

タッチメント/飽和ポリエステル樹脂、蓋・ス

プーン/ポリプロピレン●日本製

■商品コード：IKTN0780

2WAYドリッパーセット

静岡伊勢丹商品

2,000
TLCポイント
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キッチン

●商品：約16.7×9.5×高さ10.2cm

●材質：AS樹脂・ポリエチレン・ABS樹脂・18－8ステンレス

●日本製【食器洗浄機使用不可】

■商品コード：IKTN0810

バターカッター●商品：約35×22.5×厚さ3cm

●材質：ポリエチレン・発泡ポリスチレ

ン・発泡ポリエチレン・ABS樹脂

●日本製

■商品コード：IKTN0800

抗菌まな板 ●商品：レンジパックS（約径9.8×高

さ5.7cm・260ml）・M（約径12.8×

高 さ 5 . 5 c m ・ 4 3 0 m l ） ・ L （ 約 径

15.4×高さ5.8cm・680ml）各1●

材質：本体/磁器、蓋/ポリプロピレン・

熱可塑性エラストマー●中国製

■商品コード：IKTN0690

レンジパック3点セット

アウトドア

●商品：約球径10×高さ12cm

●材質：ABS樹脂・PET

●内容：縮尺約3474万分の1

●中国製

■商品コード：IKDS0170

ケンコー 月球儀
●商品：ゲーム盤/約26.4×28.7×

高さ3cm

●材質：ポリスチレン

●内容：駒×40付

●対象年齢：6才～

●日本製

■商品コード：IKDS0160

将棋ゲーム

●商品：使用時/約39×25×高さ

15cm、収納時/約25.5×19×4.5cm

●内容：耐荷重約2kg

●材質：ポリプロピレン

●中国製　

■商品コード：IODR0170

キャプテンスタッグ
収納テーブル

●商品：約29.6×20×高さ27.3cm・

7.6L●材質：ポリプロピレン・発泡スチ

ロール●内容：500mlペットボトル6

本収納可、着脱式ショルダーベルト付

●日本製

■商品コード：IODR0210

クーラーボックス

キッズ

生活用品

●商品：キレイキレイ薬用泡ハ

ンドソープ250ml×1・キレイ

キレイ薬用泡ハンドソープ詰

替用200ml・キレイキレイ除

菌ウェットシートノンアルコー

ルタイプ（10枚入）各2　

●日本製

■商品コード：ILIF0742

ライオン キレイキレイ
ギフトセット

●商品：ワインラック（27×8.8×高

さ18.5cm） ・カッティングボード

（約21.5×15×厚さ0.2cm）・チー

ズナイフ（刃渡約12.5cm・全長約

23cm）各1 ●材質：ワインラック/鉄

（クロムメッキ）・天然木、カッティン

グボード/ポリプロピレン、チーズナイ

フ/ステンレス刃物鋼・ポリプロピレン

●カッティングボード/日本製、その

他/中国製

■商品コード：ILIF0860

バレンチノ・ルディ　
ワインツールセット

●商品：非常用持出袋（約33×
44cm）・ジャバラ式タンク（約3L
用）・保温アルミシート（約180×
90cm）・非常用ロープ（約3m）・
軍手・ホイッスル・ウェットティッ
シュ・マスク（5枚入）各1●ウェット
ティッシュ/日本製、その他/中国製
●箱：約23×31×11cm（白箱）
■商品コード：ILIF0370

●商品：全長約20.5cm

●材質：炭素鋼(SK5)・エラス

トマー樹脂・ポリプロピレン

●台湾製

■商品コード：ILIF0230

万能はさみ

非常用持出袋セット
●商品：約50×35cm

●材質：側地/ポリエステル

100％・詰めもの/（わた）ポリ

エステル100％・（パイプ）ポ

リエチレン●中国製

●箱：約50×35cm（袋入）

■商品コード：ILIF0450

京都西川 ソフトパイプ入り
ウォッシャブル枕

●商品：約5.8×0.4×1.6cm

●材質：真鍮

●タイ製

■商品コード：IFSN0350

ヒロコ コシノ　タイバー
●商品：約11.5×7.5cm●材質：
ポリエステル（ジャカード織）●内
容：パス入1室・オープンポケット×
1、着脱式ストラップ付●中国製●
箱：約8×12×2cm（化粧箱）
■商品コード：キャメル/IFSN0241
ダークブラウン/IFSN0242

ケース （キャメル／
ダークブラウン）

●商品：約幅1.7×奥1.7×長さ

12cm●材質：ABS樹脂・エラス

トマー樹脂・ステンレススチール・

ステンレス刃物鋼●内容：掃除用

ブラシ付●電池:単4乾電池1本

（お試し用）付●中国製●箱：約

20×7×2cm（化粧箱）

■商品コード：ピンク/IHLT0241

ブラック/IHLT0242

●商品：幅約3cm・ウエスト約

95cmまで使用可●材質：表

/床革（牛）、裏/合成皮革●内

容：トップ式●色：黒●中国製

■商品コード：IFSN0280

リンクス ビジネスベルト

カイビューティーケア 
ノーズシェーバー
（ピンク／ブラック）

●商品：約径5.6×高さ18.8cm・

300ml

●材質：ステンレス鋼（真空二重構

造）・ポリプロピレン・PET・シリ

コーンゴム

●中国製

■商品コード：IHLT0460

キャプテンスタッグ　
パーソナルボトル
（グロウ）

ファッション ヘルス＆ビューティー
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グルメ

●商品：バニラ80ml×3、ストロベ

リー80ml・クリームチーズ80ml・赤

肉メロン80ml・チョコレート80ml各

2●賞味期間：アイスクリームは商品の

特性上、設定しておりません。●加工

地：北海道【卵・乳】●箱：約横27.5×

奥行18×高さ17.5cm（発砲箱）

■商品コード：IGRM0670

十勝スイーツアイス

●セット内容：プレーン×2、メープル

×1●賞味期間：製造日より常温で

150日間●加工地：日本【小麦・卵・

乳】

■商品コード：IGRM1110

金澤兼六製菓
パウンドケーキ詰合せ

●セット内容：440g

●賞味期間：常温で25日

●加工地：日本【小麦・卵・乳・落花生】

■商品コード：IGRM1260

泉屋東京店　
スペシャルクッキーズ

グルメ

●商品：モモ280g

●賞味期間：要冷凍で55日間

●原産地：宮崎県

■商品コード：IGRM0180

宮崎牛 すき焼用

キッチン

キッチン

グルメ

●セット内容：4kg（2kg×2）

●賞味期間：農産物の為設定

がございません。

●原産地：秋田県

■商品コード：IGRM0830

秋田県大潟村産
特別栽培米
あきたこまち（無洗米） ●商品：約37.5×25.5×高

さ12.5cm

●材質：本体・トレー/ステンレ

ス、箸立て/ポリプロピレン

●日本製

■商品コード：IKTN0840

コンパクト水切りラック
●商品：ボウルLL（約径24×高さ

11.3cm・2.8L）・L（約径21×高

さ9.7cm・1.9L）・M（約径19×高

さ8.7cm・1.3L）・S（約径17×高

さ8.1cm・900ml）各1●材質：ポ

リメチルペンテン●日本製【食器洗

浄機使用不可】

■商品コード：IKTN0830

● 商 品 ： 約 径 1 1 . 5 × 高 さ

23.5cm・容量約140g（にんじ

んの場合）●材質：本体/ABS樹

脂、容器/AS樹脂、カッター/ステ

ンレス鋼●機能：みじん切り・連

続 使 用 時 間 1 分 ● 電 源 ：

AC100V－120W●中国製

■商品コード：IKTN0820

フードチョッパー
レンジボウル4点セット

カイハウスセレクト　
デジタルスケール

生活用品

● 商 品 ： 約 径 2 4 × 高 さ

8.5cm・満水容量3.5L・重量

約670g●材質：ステンレス

（底厚0.7mm）●日本製【ガ

ス火・IH200V可】

■商品コード：IKTN0860

燕熟の技　
行平鍋24cm

●商品：約9.7×18cm・目立

て8段

●材質：銅（錫メッキ）

●日本製

■商品コード：IKTN0870

純銅製おろし金

●商品：使用時/約75×31×

高さ19cm

●材質：ポリプロピレン・ポリ

エステル・綿（アルミコーティ

ング）・鉄（脚部/焼付塗装、ス

トッパー/亜鉛メッキ）

●内容：折りたたみ式

●中国製

■商品コード：ILIF0880

●商品：ライオンキレイキレイ薬用
液体ハンドソープ250ml・ライオ
ンキレイキレイ薬用液体ハンドソー
プ詰替用200ml・キッチンクリー
ナー（24枚入）・トイレクリーナー
（24枚入）・ポリエチレン手ぶくろ
（110枚入）各1・使い切り不織布
マスク（7枚入）×2●ポリエチレン
手ぶくろ・使い切り不織布マスク/
中国製、その他/日本製
■商品コード：ILIF0870

アイロン台

●商品：約幅2.18×奥2.18×長
さ20cm●材質：ABS樹脂●内
容：替えブラシ4本付●機能：約
20,000回/分の高速音波振動
●電池：単4乾電池2本（お試し用）
付 ● 中 国 製 ● 箱 ： 約
7.5×23.1×5.7cm（化粧箱）※
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｡
■商品コード：ILIF0580

オムロン 電波式電動
歯ブラシ（替えブラシ付）

●セット内容：キャラメル&ミ

ルク・ストロベリー&ミルク・抹

茶&ミルク各5

●加工地：日本【小麦・卵・乳】

■商品コード：IGRM1270

●商品：ロース500g

●賞味期間：要冷凍で55日間

●原産地：宮崎県

●箱：約28.5×22.5×5cm

（化粧箱）

■商品コード：IGRM0760

おいも豚しゃぶしゃぶ用 ●商品：餃子30個・タレ付・醤

油ラーメン（麺120g・スープ

付）×6

●賞味期間：要冷凍で10日間

※生麺です。

●加工地：日本【小麦・卵・乳】

■商品コード：IGRM0200

餃子と佐野ラーメン6食

●商品：315g

●賞味期間：要冷凍で85日間

●加工地：日本（スケトウダラ

の卵/ロシア・アメリカ産）【小

麦】

■商品コード：IGRM0210

かねふく
無着色辛子明太子

●商品：約幅14×奥19.5×

高さ3cm●材質：ABS樹脂

●内容：最大表示2kg・最小

表示1g単位●電池：単4乾電

池2本（お試し用）付●中国製

■商品コード：IKTN0130

セレブコレクション　
カラフル2層
バームクーヘン

バラエティセット

静岡伊勢丹商品

3,000
TLCポイント

6



生活用品 ファッション

ファッション

ヘルス＆ビューティー

ヘルス＆ビューティー

ヘルス＆ビューティー アウトドア

●商品：約幅18.7×奥10.5×

高さ16.7cm●内容：10cmス

ピーカー内蔵●機能：AM/FM

ラジオ●電池：単1乾電池4本使

用（別売）●中国製【電池別売】

※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。

■商品コード：ILIF0770

AM/FMラジオ
●商品：約幅16.5×奥4.5

～15×高さ16cm・LED球

●内容：コードの長さ約2m

●電源：AC100V－15W

●中国製※完全防水ではご

ざいませんので、大量の水

がかからないようご注意く

ださい。

■商品コード：ILIF0790

薄型LEDライト
●商品：約径13×高さ10.5cm・タ

ンク容量約300ml●内容：USB
ケーブル・吸水フィルター×6・アロ
マシート×8・アロマオイル（ラベン
ダーベース）付・連続使用時間約
180分●機能：連続モード・間欠
モード・LEDライトオートチェンジ切
替（5色）●電源（USBのみ） ：
DC5V-0.5A-2W●アロマオイル/
日本製、その他/中国製
■商品コード：ILIF0710

超音波式
アロマディフューザー

●商品：約20×10×2.3cm

●材質：合成皮革

●内容：札入2室･ファスナー

式小銭入1室・カード入×8･

ポケット×4、開閉部ファス

ナ ー 式 ● タ イ 製 ● 箱 ：

20.5×3×11cm（化粧箱）

■商品コード：IFSN0250

長財布（イエロー）

●商品：約径90×3cm

●材質：ポリエチレン・PVC発泡

●台湾製

■商品コード：IHLT0350

シェイプアップ
フラフープ

●商品：約径18×高さ48cm・

7L●材質：ポリプロピレン・ポリ

エチレン・軟質ビニール樹脂●内

容：ホース約2m・シャワーヘッド

全長約18.5cm・ショルダーベル

ト付●中国製●箱：18.5×18.5

×51cm（化粧箱）

■商品コード：IODR0110

蓄圧式シャワー

●商品：21ピース

●材質：天然木

●対象年齢：3才～

●CE適合品

●ベトナム製

■商品コード：IKDS0240

●商品：フライパン（約径14.5cm）・
ソースパン（約径14×高さ7cm・
1070ml）・ソースパンカバー（約
径14.5×高さ1.6cm）・ミルクパ
ン （約径 1 2 ×高さ6 . 5 c m ・
730ml）・ミルクパンカバー（約径
12.7×高さ1.5cm）・ミルクパント
レー（約径11.8×高さ2.6cm）・ス
ライド式お玉・スライド式ターナー・
スプーン・フォーク各1●材質：ス
プーン・フォーク/ステンレス鋼、そ
の他/18－0ステンレス●日本製
[ガス火専用]
■商品コード：IODR0220

クッカーセット

●商品：約20×10×2.3cm

●材質：合成皮革

●内容：札入2室・ファスナー

式小銭入1室・カード入×8・

ポケット×4、開閉部ファス

ナー式

●タイ製

■商品コード：IFSN0290

長財布（ブラック）

エド・インター　
まち色つみき21ピース

●商品：300ピース（収納

ケース/約26×19.5×高さ

12.5cm）●材質：ブロック/

ポリスチレン・ABS樹脂・熱可

塑性ゴム、ケース/ポリプロピ

レン●対象年齢：3才～●CE

適合品●中国製

■商品コード：IKDS0250

スペースブロック

● 商 品 ： 爪 や す り （ 全 長 約

13cm）・ピンセット（全長約

12.6cm）各1●材質：爪やすり/

ハイカーボンステンレス、ピン

セット/ステンレス●内容：爪やす

り/ケース付●日本製

■商品コード：IHLT0500

郷技　
爪やすり&ピンセット

●商品：全長約22cm

●材質：豚毛・ポリウレタン樹

脂・天然木

●日本製

■商品コード：IHLT0480

ケント　
クッションブラシ

●商品：約173×61×厚さ

0.4cm

●材質：PER

●内容：固定バンド付

●台湾製

■商品コード：IHLT0470

ヨガマット（グリーン）

●商品：約横幅33（最小幅22）

×高さ22.5×マチ14cm（約

195g）●材質：本体/ポリエステ

ル、付属部/合成皮革●内容：内

部/オープンポケット×2、前面/

ファスナーポケット×1、開閉部マ

グネット式●中国製

■商品コード：IFSN0300

ロベルタ ディ カメリーノ
トートバッグ（ブラック）

●商品：球径約55cm

●材質：ポリ塩化ビニール

●内容：耐荷重約80kg・身長

約150～170cmまで適応・

ポンプ付

●中国製

■商品コード：IHLT0340

ヨガボール

●商品：約幅2.8×奥2.8×長さ

16.3cm●材質：ABS樹脂・ステ

ンレススチール●内容：刃保護

キャップ・ヘッド3種(鼻用・耳用・

フェイス用)・眉用アタッチメント

付●電池：単3乾電池1本(お試し

用)付●中国製　

■商品コード：IHLT0270

パーソナルトリマー●商品：約12×10×3cm

●材質：合成皮革

●内容：札入・ホック式小銭入

（仕切り付）各1室・カード入×

6・ポケット×2、開閉部ホック

式

●中国製

■商品コード：IFSN0370

●商品：約13.5×10×3cm

●材質：合成皮革

●内容：札入・ファスナー式小

銭入各1室・カード入×6・ポ

ケット×4、開閉部ホック式

●中国製

■商品コード：IFSN0270

ベネトン レディース財布
（キャメル）

キッズ

●商品：念珠（女性用/内周約

2 4 . 5 c m ） ・ 念 珠 袋 （ 約

8×15.5cm）各1

●材質：念珠/（女性用）ガラ

ス・プラスチック・レーヨン、念

珠袋/レーヨン

●日本製

■商品コード：IFSN0360

念珠セット　女性用

アダバット　
二つ折財布（ブラック）

●商品：散髪ハサミ（全長約

16cm）・スキハサミ（全長約

15.5cm）各1

●材質：ステンレス刃物鋼（ク

ロムメッキ）

●中国製

■商品コード：IHLT0490

ヘアカットハサミセット
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グルメ

●商品：アイスクリーム（バニラ80ml・

ストロベリー80ml・カスタード80ml

各4）・マンゴーシャーベット80ml×4

●加工地：兵庫県【卵・乳】

■商品コード：IGRM0300

芦屋アサヤマ アイスクリーム・
シャーベットセット

●商品：黒豆きな粉90g×5・抹茶

85g×4

●賞味期間：要冷凍で55日間

●加工地：日本【卵・乳】

■商品コード：IGRM0310

京祇園中村楼 和のプリン ●内容：カステラ五山（金箔付）×1本、

カステラおまんプレーン・カステラおま

ん抹茶各4

●賞味期間：常温で25日間

●加工地：日本【小麦・卵】

■商品コード：IGRM1030

三源庵 カステラセット

グルメ

●商品：ミックス（モモ・バラ）

300g

●賞味期間:要冷凍で85日間

●原産地：兵庫県

■商品コード：IGRM0240

神戸ビーフ すき焼用

●商品：100g×5・ソース付

●賞味期間：要冷凍で30日間

●加工地：日本【小麦・卵・乳】

■商品コード：IGRM0250

キッチン飛騨
飛騨牛ハンバーグ

●商品：スモークドハム300g・

ビアシンケン180g・ディナーボ

ンレス240g・デリカハム

210g・マイルド焼豚160g各1

●賞味期間：要冷蔵で20日間

●加工地：日本【小麦・卵・乳】

■商品コード：IGRM0270

●商品：肩ロース300g

●賞味期間：要冷凍で55日間

●原産地：日本

■商品コード：IGRM0980

国産黒毛和牛
しゃぶしゃぶ用

スギモト ハム詰合せ
●セット内容：カマスサワラ西京

漬60g・キハダマグロみりん醤油

漬60g・カジキ粕漬55g・カジキ

西京漬55g各2、カマスサワラ粕

漬60g・キハダマグロ味噌漬

60g各1●賞味期間：冷凍で55

日●原産地・加工地：日本【小麦】

■商品コード：IGRM1280

漬魚三彩

キッチン

キッチン

グルメ

●セット内容：刺身115g、ぽ

ん酢・もみじおろし付

●賞味期間：要冷凍で25日間

●加工地：日本（まふぐ/国内

産）【小麦】

■商品コード：IGRM0850

まふぐ刺身

●セット内容：黒ラベル粒うに

45g・青ラベル粒うに45g各

2

●加工地：日本【卵】

■商品コード：IGRM1290

やまみ　うにセット

●商品：約径28cm・重量約

1.6kg●材質：本体/アルミニウ

ム合金（内面ダイヤモンドコー

ト）、底部/ステンレス鋼（底厚

2.8mm）、蓋/強化ガラス●内

容：お玉・ターナー付●いため鍋/

中国製、お玉・ターナー/日本製

【ガス火・IH200V可】【内面フッ

素樹脂加工】

■商品コード：IKTN0900

●セット内容：殻入天然あわび

煮貝（6粒）×2、殻入天然あわ

び煮貝（3粒）×1●賞味期間：

製造日より常温で240日間●

加工地：日本（あわび/セネガル

産 ） 【 小 麦 】 ● 箱 ： 約

32×18.5×3.5cm（化粧箱）

■商品コード：IGRM0630

信玄 あわび・煮貝詰合せ
ガラス蓋付いため鍋28cm

生活用品

●商品：約径21×高さ5.5cm・

満水容量1.3L・重量約2.2kg

●材質：鋳鉄（底厚4mm）

●日本製【ガス火・IH200V

可】【オーブン可】

■商品コード：IKTN0890

すき鍋21cm

●商品：約幅3.4×奥1.9×長さ

20.4cm●材質：本体/ABS樹

脂、先端部/ポリプロピレン、セン

サー部/鉛レス黄銅（金メッキ）●

内容：塩分測定範囲/0.4%～

1.4%、測定可能温度範囲/約

30℃～90℃●機能：塩分濃度

6段階表示●電池：ボタン型電池

1個（お試し用）付●ベトナム製

■商品コード：IKTN0880

●商品：本体/約幅21.5×奥

15×高さ23.5cm・540ml●

材質：本体/ポリプロピレン、容器

/ホウケイ酸ガラス●内容：計量ス

プーン・ペーパーフィルター2枚

付・ドリップ式●機能：浄水●電

源：AC100V-650W●中国製

■商品コード：IKTN0180

象印 コーヒーメーカー（4杯用）

タニタ　電子塩分計

●商品：ファーファ液体洗剤無

香料450g×2・ファーファ液

体 洗 剤 無 香 料 詰 替 用

400g×8

●日本製

■商品コード：ILIF0910

ファーファ　ギフトセット

●商品：約径20×蓋含む高さ

16cm・満水容量1.9L(1～3

合炊き)●材質：耐熱陶器(萬

古焼)●内容：内蓋・杉敷板・

しゃもじ付●日本製

■商品コード：IKTN0330

ふっくらご飯鍋
（敷板・しゃもじ付）

●商品：約径26cm・重量約

675g

●材質：アルミニウム合金（底

厚2.6mm）

●日本製【ガス火専用】【フッ素

樹脂加工】

■商品コード：IKTN0910

フライパン26cm

静岡伊勢丹商品

4,000
TLCポイント
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生活用品

生活用品

ヘルス＆ビューティーファッション

ファッション

●商品：約幅13.5×奥15×高さ

28cm・タンク容量1.8L●内容：ア

ロマパッド×5、ミネラルカート

リッジ付●機能：連続使用時間約

8時間・加湿量無段階調節●電

源：AC100V-20W●中国製

■商品コード：ILIF0260

超音波式加湿器
●商品：使用時/約径78×高さ

139cm、収納時/約径12×高さ

152cm●材質：アルミパイプ・

ABS樹脂・ポリプロピレン●内

容：耐荷重約5kg・折りたたみ式、

パラソルハンガー16本・ピンチ

10個・スペアピンチ30個付●中

国製【組立式】

■商品コード：ILIF0890

室内物干しスタンド

●商品：約12.2×高さ29.2×4

cm●材質：天然木枠●機能：お

天気予測・温度計・湿度計●電

池：単3乾電池3本付●日本製

(ムーブメント/中国製)

■商品コード：ILIF0270

エンペックス お天気掛時計
●商品：約10.9×8.1×4.3cm

●材質：光学ガラス・ABS樹脂・

NBRゴム

● 内 容 ： 対 物 レ ン ズ 有 効 径

2.1cm・倍率8倍・ソフトケース・

ストラップ付

●中国製

■商品コード：ILIF0920

ビクセン　8倍双眼鏡 ●商品：約幅9.2×奥8×高さ

10cm・高輝度2WRGB-LED球

●内容：三脚・ネジ止め金具・コン

クリート用プラグ付●機能：自動

点灯・自動消灯・赤緑青（各10段

階）調色調光●電池：単3乾電池

3本（お試し用）付●中国製●箱：

15×10×25cm（化粧箱）

■商品コード：ILIF0390

取付自在
LEDセンサーライト

●商品：使用時/約78.8×43.9×

高さ66.2cm（脚含む）（焼き面/

約62×29.5cm）●材質：本体/

スチール（塗装）、網/スチール

（メッキ）●内容：ハーフ網×2●本

体/日本製、網/台湾製【組立式】

■商品コード：IODR0230

バーベキューコンロ
●商品：パタット320（使用時/

約幅38×奥25×高さ36.3cm・

座面高さ約32cm、折りたたみ

時/約45 . 8×3×40 cm ・

595g）×2●材質：ポリプロピレ

ン・スチール●内容：耐荷重約

100kg・折りたたみ式●中国製

■商品コード：IODR0160

ソルシオン パタット320
2個セット（折りたたみイス）

●商品：茶椀（約径9.4×高さ

5.2cm）・こどもコップ（約口径

7×高さ7cm・150ml）・スプー

ン・フォーク各1●材質：桧バイオ

マスプラスチック●日本製

■商品コード：IKDS0260

●商品：約14.2×12×4.1cm

●材質：フレーム/アルミニウ

ム、レンズ/プラスチック（UV

加工）、つる/プラスチック

（TR90）●機能：偏光レンズ

●色：スモーク（フレーム/ブ

ラックマット）●中国製

■商品コード：IODR0180

コールマン ファッション
グラス（スモーク）

ひのきのぷら（R）
食器4点セット（ブルー）

●商品：全長約24cm（最大

約56cm）

●材質：ポリエステル

●対象年齢：3ヵ月頃～

●中国製

■商品コード：IKDS0270

ミキハウス　ソフトプレイジム

キッズ

●商品：約37×32.5×高さ33cm
（ハンドル含む）●材質：本体/ポリプ
ロピレン、ホース/塩化ビニール、ノズ
ル/ABS樹脂●内容：ホース約15m・
スプレー（シャワー・フル・ストレート・
霧・整流・広拡散・拡散）・丸型蛇口外
径約1.6cm対応・蛇口接続用ホース
約1m付●日本製
■商品コード：ILIF0900

ホースリール
●商品：約13×15 . 8×長さ
40cm（約820g）●内容：コード
の長さ約5m・先細ノズル・ロング
先細ノズル・ブラシノズル・大型ブ
ラシノズル・蛇腹ホース・アダプ
タ ー ・ 収 納 バ ッ グ 付 ● 電 源 ：
D C 1 2 V ● 中 国 製 ● 箱 ： 約
42.3×13.1×15.6cm（化粧箱）
■商品コード：ILIF0420

ブラック・アンド・デッカー
カークリーナー

●商品：約横幅40×高さ30×マ

チ10.5cm(約520g)●材質：

本体/ポリエステル、付属部/合成

皮革・ポリプロピレン●内容：内

部/ファスナーポケット・かぶせ

テープ式ポケット・メッシュオープ

ンポケット各1、前面・背面/ファ

スナーポケット各1、開閉部ファス

ナー式、着脱式ショルダーベルト

■商品コード：IFSN0160

●商品：約横幅33（最小幅30）×

高さ30×マチ13cm（約470g）

●材質：本体/合成皮革●内容：内

部/オープンポケット×2・ファス

ナーポケット×1、前面/マグネット

式ポケット・背面/ファスナーポケッ

ト・底部/ファスナーポケット・両サ

イド/オープンポケット各1、開閉部

ファスナー式●中国製

■商品コード：IFSN0310

●商品：約横幅27（最小幅20）

×高さ22.5×マチ10cm（約

500g）●材質：合成皮革●内

容：内部・前部・後部/マグネット

式ポケット各1、開閉部マグネット

式、着脱式ショルダーベルト、フ

リンジ付●中国製

■商品コード：IFSN0320

ビジネスバッグ（ブラック） トートバック（ブルー）

2WAYバッグ（グレージュ）

●商品：ケース約2.2×2.9cm●
材質：本体/亜鉛合金（パラジウム
メッキ）、ベルト/（表）牛革（ワニ型
押し）・（裏）合成皮革、文字盤/蝶貝
●内容：日常生活防水・腕廻りサイ
ズ約15～19cm●電池：お届け時
にはモニター用電池を使用してお
ります●中国製（ムーブメント/日
本製）　■商品コード：IFSN0090

セ・ルーアン
レディース
ウォッチ
（ブラック）

●商品：約幅6.6×奥4×長さ

15.3cm●材質：ABS樹脂●内

容：電源アダプター・キャップ・ブ

ラシ付・往復式・約8時間充電式・

1回約3分で8回使用可●機能：

本体丸洗い可●電源：AC100V

－1.4W（充電時）●中国製

■商品コード：IHLT0510

イズミ　
メンズシェーバー

●商品：約32.5×25×11cm

●材質：ABS樹脂・ポリプロ

ピレン・TPR・アルミニウム・

EVA樹脂●内容：耐荷重約

90kg、ひざ当てパッド付

●中国製

■商品コード：IHLT0360

●商品：約幅30×奥27×高さ
2.5cm●材質：ABS樹脂・強化ガ
ラス●内容：秤量135kg・最小表
示２～100kgまで100g単位・
100～135kgまで500g単位・体
脂肪率0.1％単位●機能：体重・体
脂肪・体水分量・筋肉量・基礎代謝
量・骨量・登録人数5人分●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。　■商品コード：IHLT0290

体組成計（ホワイト）

●商品：約10×13.5×高さ

20.5cm・容量360ml●材

質：ABS樹脂・ポリカーボネー

ト●機能：吐出量2段階調整

●電池：単3乾電池4本使用

（別売）●中国製【電池別売】

■商品コード：IHLT0520

パワーホイール 消毒液ディスペンサー

アウトドア
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グルメ

●商品：大納言あずき80ml×8・抹茶

80ml×7

●加工地：日本【乳】

■商品コード：IGRM0370

京都北川半兵衞商店 
お抹茶アイスセット ●セット内容：モモ480g

●賞味期間：要冷凍で55日間

●原産地：宮崎県

●箱：約28.5×22.5×5cm（化粧箱）

■商品コード：IGRM0640

宮崎牛 焼肉用

●セット内容：ロース900g

●賞味期間：冷凍で55日間

●原産地：宮崎県

■商品コード：IGRM1140

● 商 品 ： ミ キ サ ー 時 / 約 径 1 7 × 高 さ

32.5cm（ミキサー時/約750ml、ミル時

/約250ml）●材質：本体/ポリプロピレ

ン、容器/ソーダガラス、カッター/ステンレ

ス（チタンコート）●電源：AC100V－

200W●中国製

■商品コード：IKTN0920

おいも豚 しゃぶしゃぶ用

グルメ

●商品：しろさばふぐ切身1kg・ぽん

酢・もみじおろし付

●賞味期間：要冷凍で25日間

●加工地：日本（ふぐ/中国産）【小麦】

■商品コード：IGRM0350

ふぐ鍋用切身 ●商品：12枚

●賞味期間：要冷凍で25日間

●原産地：北海道

●箱：約35.6×25.6×7.3cm（発泡

箱）

■商品コード：IGRM0560

帆立片貝
●セット内容：ボイルズワイガニカット

300g・ツボ抜するめいか100g・ラーメ

ン80g各1、ボイル甘えび×6、ボイル帆

立・かに入つみれ各3、油揚げ×2、たれ付

●賞味期間：冷凍で25日間●加工地：北

海道（ズワイガニ/ロシア・カナダ産他、帆

立・いか/北海道産、甘えび/カナダ・グリー

ンランド産他）【小麦・卵・エビ・カニ】

■商品コード：IGRM1150

北海鍋（しお味）

ミル＆ミキサー

●商品：約幅37.5×奥27×高さ

23cm●材質：塗装鋼板・強化ガラス

●内容：トレー付●機能：15分タイマー

●電源：AC100V-1,000W●中国製

■商品コード：IKTN0220

象印 オーブントースター ●商品：約幅19×奥19×高さ23cm●材

質：ステンレス・コポリエステル・ポリプロ

ピレン●内容：スープトレイ・スチーム皿

（大・小）・カップ付●機能：空焚き防止・タ

イマー●電源：AC100V－400W●中国

製

■商品コード：IKTN0930

ラッセルホブス　
ミニスチーマー

●商品：約径26cm・重量約950g●

材 質 ： 本 体 / 鉄 （ 窒 化 処 理 ・ 底 厚

1.6mm）、持手/天然木●日本製【ガ

ス火・IH200V可】※鉄製品のため、

保管状態などにより錆びることがあり

ます。

■商品コード：IKTN0730

燕人の匠 フライパン26cm ●商品：使用時/約幅54×奥54×高

さ34～8cm、折りたたみ時/約幅

54×奥54×高さ12cm●材質：張地

/ポリエステル100%、中材/ウレタン

フォーム・チップウレタン、フレーム/ス

チールパイプ●中国製●箱：約54×

54×12cm（ダンボール箱）

■商品コード：ILIF0550

折りたたみ座椅子（ブラウン）

●商品：約幅10.4×奥4.6×高さ6.6cm・

LED球●材質：ABS樹脂●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・携帯電話充電●電池：単

4乾電池2本使用（別売）●中国製

■商品コード：ILIF0140

備蓄ラジオライト
●商品：約幅4.5×4.5×長さ14cm

●材質：ABS樹脂・エラストマー樹脂

●内容：ビット・USB充電ケーブル付・

約60分充電式

●機能：LEDライト

●電源：DC5V

●日本製

■商品コード：ILIF0930

電動ドライバー

ディッキーズ
ボディバッグ
（ブラック）

●商品：ネックレス（全長約42cm）・ピ

アス各1●材質：ネックレス/人工クリス

タライズパール（約径6mm）・錫合金

（ロジウムメッキ）、ピアス/人工クリス

タライズパール（約径8mm）・チタン

●日本製

■商品コード：IFSN0110

人工クリスタルパール2点セット

キッチン

キッチン 生活用品

生活用品 ファッション

● 商 品 ： 約 横 幅 1 6 × 高 さ 3 3 × マ チ

9.5cm（前面ポケットマチ約2.5cm含

む）・（約250g）●材質：本体/ポリエステ

ル、付属部/ポリプロピレン・合成皮革●内

容：内部/ファスナーポケット×1、前面/

オープンポケット×1・ファスナーポケット

×2、開閉部ファスナー式、ショルダーベル

ト（左右取付可）●ベトナム製●箱：約

37×26×5cm（宅配用メールボックス）

■商品コード：IFSN0190

静岡伊勢丹商品

5,000
TLCポイント
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キッチン

グルメ

グルメ

●商品：シュラフ（使用時/約70×180cm、

収納時/約41×41×16cm）×2

●材質：側地/ポリエステル、中綿/ポリ

エステル・約400g

●内容：収納袋付

●中国製

■商品コード：IODR0240

シュラフ2点セット
地球儀・月球儀セット（日本語表記） 

●商品：壁掛時/約21.5×高さ30×3.5cm、スタンド時/

約21.5×高さ30×13～29cm●材質：ガラス・ABS樹

脂●内容：掛置兼用・角度4段階調整・色調3種・LED球ラ

イト・スタンド・USBコード付・USB－ACアダプター別売

●電池：単3乾電池4本使用（別売）●電源：USB電源

DC5V●中国製【電池別売】

■商品コード：IHLT0530

LEDライト付メイクアップミラー

キッズ

●商品：約3.1×3.6×長さ23.8cm・重量約277g

●内容：専用ポーチ付●機能：3段階温度調節

（140℃・180℃・200℃）・自動電源OFF●電源：

AC100～240V－95～180W●中国製

■商品コード：IHLT0540

モッズ・ヘア　ストレートアイロン

アウトドア

●商品：ケース約3.5×4.8cm●材質：合

成樹脂●内容：5気圧防水・腕廻りサイズ

約14.5～20.5cm●機能：ストップウォッ

チ・ペースメーカー・LEDバックライト・オー

トライト●電池：お届け時にはモニター用

電池を使用しております●中国製または

タイ製 ■商品コード：IODR0070

CASIO スポーツウォッチ

●商品：タンブラー（約口径7.5×

高さ13.1cm・400ml）×2●材

質：18－8ステンレス●日本製

【食器洗浄機使用不可】

■商品コード：IKTN0950

燕研磨ファクトリー
ステンレスタンブラー
2個セット

6,000pt

●商品：約径20×高さ8.8cm・満水
容量2.5L・重量約1.29kg●材質：
本体/アルミ合金、底部/ステンレス
（底厚4.5mm）、つまみ/ステンレス・
フェノール樹脂●内容：シリコーンハ
ンドルカバー・樹脂つまみ付●中国
製【ガス火・IH200V可】【オーブン
可】【内面フッ素樹脂加工】
■商品コード：IKTN0940

ジョイア　キャセロール
20cm（レッド）

6,000pt

●商品：ミックス（モモ・バラ）440g

●賞味期間：要冷凍で85日間

●原産地：三重県

■商品コード：IGRM0380

松阪牛 すき焼用

6,000pt

●商品：170g×2枚

●賞味期間：要冷凍で55日間

●原産地：宮崎県

■商品コード：IGRM0390

宮崎牛 サーロインステーキ

8,000pt

●商品：肩ロース（ベジョータ）600g

●賞味期間：要冷凍で25日間

●原産地：スペイン

■商品コード：IGRM0400

●商品：13ピース（まな板/約21×15×

厚さ0.6cm）●材質：天然木（ラッ

カー塗装）・ポリエステル・マグネット

●内容：レモン・アスパラ各2・にんじ

ん・トマト・洋ナシ・なす・だいこん・包

丁・スプーン・フォーク・まな板各1●対

象年齢：3才～●CE適合品●中国製

■商品コード：IKDS0210

おままごとセット
●商品：地球儀（約球径15×高さ19.5

cm）・月球儀（約球径15×高さ16.5cm）

各1●材質：地球儀/（球体）再生紙・（台座）

木、月球儀/（球体）再生紙・（台座）プラス

チック●内容：地球儀/縮尺約8400万分

の1、月球儀/縮尺約2300万分の1●日

本製※世界情勢の変化に伴い、最新の国

名とは異なる場合がございます。

■商品コード：IKDS0230

イベリコ豚一口ステーキ

8,000pt

●セット内容：辛子明太子560g×1、
いわし明太子80g×6、まふぐのたた
き50g×3、ぽん酢・もみじおろし付
●賞味期間：冷凍で25日●原産地：
辛子明太子（スケトウダラの卵/ロシ
ア・アメリカ産）、まふぐのたたき（ふ
ぐ/国内産）●加工地：日本【小麦】
■商品コード：IGRM1300

博多味ざんまい
●セット内容：赤身サク100g

×2、中トロサク100g×3

●賞味期間：商品到着後、お

早目にお召し上がりください

●原産地：本まぐろ（養殖）/マ

ルタ・スペイン他

■商品コード：IGRM1160

本まぐろ詰合せ

10,000pt 10,000pt

●商品：ブレンダーセット時/約径
6.6×長さ38cm、チョッパーセット時
/約径13×長さ34cm・500ml、計量
カ ッ プ / 約 径 9 . 7 × 蓋 含 む 高 さ
17.5cm・500ml●材質：ブレンダー
/ステンレス、チョッパー/AS樹脂・アセ
タール樹脂・ステンレス・ポリプロピレ
ン、計量カップ/AS樹脂・熱可塑性エ
ラストマー●電源：AC100V-100W
●中国製●箱：約横23.5×奥行
13.5×高さ24cm（ダンボール）
■商品コード：IKTN0490

ツインバード チョッパー付
ハンディーブレンダー

8,000pt

●商品：パワーホイール（約32.5×25×11cm）●材質：

ABS樹脂・ポリプロピレン・TPR・アルミニウム・EVA樹脂

●内容：耐荷重約90kg、ひざ当てパッド付●中国製●商

品：プッシュアップバー（約23.5×14.5×14cm）×2●

材質：ポリプロピレン・PVC・NBR●内容：耐荷重約

90kg●台湾製【パワーホイール/組立式】

■商品コード：IHLT0550

パワーホイール&プッシュアップバー

ヘルス＆ビューティー

静岡伊勢丹商品

6,000～
TLCポイント
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欠品中
(入荷時期未定）



●商品：約幅31×奥12×高さ27cm
●内容：フットスイッチ式・ミシン針1
本・ボビン2個・ボタンホール押え・
糸こま押え・糸通し器・フットスイッ
チ・ACアダプター付●機能：縫い模
様12パターン・スピード調節2段階
●電池：単3乾電池4本使用（別売)
●電源：AC100～240V－9W●
中国製 【電池別売】
■商品コード：ILIF0980

●商品：約横幅40×高さ30×マチ
10cm(約720g)●材質：本体/ポ
リエステル、付属部/合成皮革・ポリ
プロピレン●内容：内部/オープン
ポケット×2、前面/ファスナーポ
ケット×1、底鋲付、開閉部ファス
ナー式、着脱式ショルダーベルト●
中国製
■商品コード：IFSN0340

ミッシェル クラン メンズ
ビジネスバッグ（ブラック） ●商品：約10.5×9×1.5cm

●材質：表面/牛革、中側/牛

革・合成皮革●内容：札入2室・

ホック式小銭入1室・カード入・

ポケット各3●色：ブラック●日

本製●箱：約12.5×11×3cm

（化粧箱）

■商品コード：IFSN0260

●商品：約19×9.5×2.5cm

●材質：合成皮革●内容：札入

2室・ファスナー式小銭入（仕

切り付）1室・カード入×8・ポ

ケット×5、開閉部ファスナー

式●中国製●箱：約横10×奥

行12×高さ2cm（白箱）

■商品コード：IFSN0231

ミシェル ジョルダン
ラウンド長財布（イエロー） 二つ折り財布

●商品：ケース約径2.5cm●材

質：本体/真鍮（パラジウムメッ

キ）、ベルト/（表）牛革（型押し）・

（裏）合成皮革、文字盤/白蝶貝●

内容：日常生活防水・腕廻りサイ

ズ約14～18cm●ベルト色：茶

●中国製（ムーブメント/日本製）

■商品コード：IFSN0380

パーキージーン　
婦人用腕時計

生活用品 ファッション

アウトドア

●商品：約幅27.5×奥16.5×高さ30.5cm

・タンク容量約3.7L●内容：連続使用時間

約12時間（強）・芳香パッド7枚付●機能：

加湿量2段階切替・空焚き防止●電源：

AC100V-125W（弱）・250W（強）●加

湿器/中国製、芳香パッド/アメリカ製

■商品コード：IHLT0390

ヴィックス スチーム加湿器

10,000pt

●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）●中国製
■商品コード：ILIF0950

ツインバード　
空気清浄機

6,000pt

生活用品

キッズ

ヘルス＆ビューティー

6,000pt

●商品：本体/約幅10.5×奥15.3×高さ

8.7cm●材質：ABS樹脂●内容：医療機

器認証番号301AABZX00022000

●機能：不規則脈波お知らせ・体動お知ら

せ・カフぴったり巻きチェック・メモリ60

回分●電池：単3乾電池4本（お試し用）付

●中国製

■商品コード：IHLT0440

オムロン
上腕式血圧計

6,000pt

●商品：テーブル（使用時/約36.5×36.5×
高さ38cm、収納時/約50×30×11cm）
●材質：ポリエステル・鋼（エポキシ樹脂塗
装）・ナイロン●内容：折りたたみ式●中国製
●商品：チェア（使用時/約34.5×32×高さ
48cm、収納時/約50×30×11cm）×2
●材質：ポリエステル・鋼（エポキシ樹脂塗
装）・ナイロン●内容：耐荷重約60kg・折り
たたみ式・収納バッグ付●中国製
■商品コード：IODR0100

キャプテンスタッグ
テーブルチェアセット

6,000pt 6,000pt

●商品：約幅20.5×奥12.2×高

さ33cm●内容：HEPAフィル

ター（本体装着済み）・UVランプ2

個（1個は本体装着済み）●機能：

風量3段階切替・UVモード・オフ

タイマー●電源：AC100Vー8W

●中国製

■商品コード：ILIF0840

アルコレ 
パーソナル空気清浄機

7,000pt

●商品：約幅22.5×奥15.5×高さ

14.5cm●内容：洗浄カゴ・アクセサ

リーホルダー付●機能：タイマー・約3分

間オートオフ●電源：AC100V-26W

●中国製

■商品コード：IHLT0380

ツインバード 超音波洗浄器

8,000pt

●商品：茶椀（約径9.4×高さ5.2cm）・

汁椀（約径10.2×高さ5.2cm）・小鉢

（約径11.2×高さ4cm）・スプーン・

フォーク各1

●材質：桧バイオマスプラスチック

●日本製

■商品コード：IKDS0280

ひのきのぷら（R）
食器5点セット（ピンク）

6,000pt

●商品：油性色鉛筆（36色）

●イギリス製

●箱：約横35×奥行12×高さ20cm

（メタルケース）

■商品コード：IKDS0140

ダーウェント 油性色鉛筆

8,000pt

●商品：約幅39×奥10.5×高さ27cm

●材質：ポリエステル・コットン・ナイロン

●内容：専用ACアダプタ・医療機器認証

番号231AHBZX00003000●機能：

ヒーター・バイブレーション・オートパワー

オフ●電源：AC100V-30W（ヒーター部

2.5W含む）●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。　■商品コード：IHLT0330

オムロン クッションマッサージャ

●商品：約180×50×厚さ4.5cm

●材質：ポリプロピレン・ポリ塩化ビニ

ル・ナイロン

●内容：シューズカバー（フリーサイ

ズ）・収納ケース付

●台湾製

■商品コード：IODR0200

スケーティングボード

7,000pt

●商品：約幅47×奥90×厚さ5cm
●材質：本体/ポリエステル、内部/ウレ
タンスポンジ●内容：ACアダプター・
リ モ コ ン 付 ・ 医 療 機 器 認 証 番 号
220AGBZX00097000●機能：
強弱切替・マッサージ部位選択（もも・
腰・背中）・タイマー約10分（オートオ
フ）●電源：AC100V－8W●中国製
■商品コード：ILIF0940

6,000pt

● 商 品 ： 石 け ん （ 全 身 用 ）

600g×4

●フランス製

■商品コード：ILIF0960

サボンドマルセイユ　
マルセイユ オリーブ
石けん4個セット

6,000pt

6,000pt6,000pt

●商品：非常持出袋（約39×高さ
46.5cm）・ラジオ付LEDライト（約
径4.5×長さ13cm）・非常用給水
バ ッ グ （ 約 5 L 用 ） ・ 保 存 飲 料 水
（500ml・国内産）・缶入カンパン
（100g）・サバイバルシート（約
213×132cm）・ポンチョ・ホイッス
ル・軍手・ポケットティッシュ・綿棒・
防災メモ各1・使い捨てマスク×2●
電池：ラジオ付LEDライト/単4乾電
池3本（お試し用）付●非常持出袋・
非常用給水バッグ・ポケットティッ
シュ・綿棒・防災メモ/日本製、その他
/中国製●加工地：カンパン/日本【小
麦・乳】
■商品コード：ILIF0970

ツインバード　
シートマッサージャー

6,000pt

緊急避難セット

6,000pt10,000pt

ミニ電動ミシン

ヘルス＆ビューティー

12

欠品中
(入荷時期未定）


