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L-01-002  スターチス  P.13~

商品価格 ： 2,500円

システム料 ： 600円

3,100円（税込3,410円）

掲載点数

1,008点

L-01-006  ローゼル P.45~

商品価格 ： 5,000円

システム料 ： 600円

5,600円（税込6,160円）

掲載点数

1,002点

L-01-007  コリウス P.53~

商品価格 ： 8,000円

システム料 ： 600円

8,600円（税込9,460円）

掲載点数

415点

L-01-011  クロッカス P.81~

商品価格 ： 25,000円

システム料 ： 600円

25,600円（税込28,160円）

掲載点数

177点

L-01-012  モルナダ P.87~

商品価格 ： 30,000円

システム料 ： 600円

30,600円（税込33,660円）

掲載点数

161点

体験型ギフトや温泉、
グルメも充実のラインナップ。
ファイルに入れてお届けします。

Course
Lineup

コース
ラインナップ

13
ご予算に合わせて選べる

コース

L-01-001  ルータ  P.11~

商品価格 ： 2,000円

システム料 ： 600円

2,600円（税込2,860円）

掲載点数

156点

1



L-01-003  ミレット P.21~

商品価格 ： 3,000円

システム料 ： 600円

3,600円（税込3,960円）

掲載点数

1,029点

L-01-004  ルピナス P.29~

商品価格 ： 3,500円

システム料 ： 600円

4,100円（税込4,510円）

掲載点数

1,029点

L-01-005  プルメリア P.37~

商品価格 ： 4,000円

システム料 ： 600円

4,600円（税込5,060円）

掲載点数

1,029点

L-01-008  ヒアシンス P.61~

商品価格 ： 10,000円

システム料 ： 600円

10,600円（税込11,660円）

掲載点数

419点

L-01-009  ピナータ P.69~

商品価格 ： 15,000円

システム料 ： 600円

15,600円（税込17,160円）

掲載点数

249点

L-01-010  アルメリア P.75~

商品価格 ： 20,000円

システム料 ： 600円

20,600円（税込22,660円）

掲載点数

246点

L-01-013  リコリス P.93~

商品価格 ： 50,000円

システム料 ： 600円

50,600円（税込55,660円）

掲載点数

181点

パソコンやスマートフォンで
全てのカタログ内容をご確認いただけます。

QRコード

ノブルエ　

2



Brand Items
ブランドアイテム

ジェラート ピケ

ポール&ジョーシスター

ロクシタン

ジルスチュアート

for Ladies'

43



ジュリーク

ジョンマスターオーガニック

ランバン

スワロフスキー

43 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。



Brand Items
ブランドアイテム

タケオキクチダックス

ビームス

アディダス

for Men's

65



オロビアンコ

アーバンリサーチ

カルバンクライン

モンベル

65 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。



グルメ

松阪牛

Gourmet

87



北海道産毛がに

山口県産真ふぐ

多彩なラインナップが充実
美味しい時間をお届けします

87 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。



体験ギフト

クルージング

リフレクソロジー

船上でひときわ贅沢な時間を

疲れやストレスの解消に

〈クアアイナ〉
ハワイで有名なハンバーガーの
味と雰囲気を

〈ゴールドジム〉
自分に合ったトレーニングを

Experience Ticket

109



秩
父
温
泉

湯
河
原
温
泉

鳴
門
温
泉

鬼
怒
川
温
泉

「レストラン・温泉・体験」
大切な方へ素敵なひとときをお届けします

109 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。
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掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-001  ルータ

商品価格 ： 2,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 156点

2,600円（税込2,860円）

QRコード



グレイス_2500

グレイス_2500
2500_ノブルエ 78

もなか詰合せ(風雅)

容量:えびせんべい15g×1、コーンせん
べい15g×1、うま塩せんべい15g×2、
ソースせんべい15g×2、カレーせんべ
い15g×2

米菓せんべい詰合せ

● 容量：北海道小豆もなか×2個､甘露栗
もなか×2個､安納芋もなか×2個､
八女茶もなか×2個

80002-247

80002-237

●

グレイス_2500

80002-181

●

グレイス_2500
2500_ノブルエ 79

宇治抹茶
パウンドケーキ詰合せ
容量：宇治抹茶パウンドケーキ1個

宇治ほうじ茶50ｇ×1

●

焼菓子詰合せ
(スイートバスケット)
容量：マドレーヌ
(メープル×1､ミルク×2、
カフェラテ×2､アップル×1、
オレンジ×1､チョコ×1）

80002-248

グレイス _2500

80002-035

●

ガラス砂時計3分・4分・5分計
サイズ（約）：3.5×16.5×髙さ10.5cm

グレイス _2500

80002-034

●

●

インテリアフォト

サイズ（約）：15×12×厚さ1cm
素材：木

2500_ノブルエ 18

グレイス_2500

80002-213

●

●

グレイス_2500

80002-212

●

収納ラック

サイズ（約）：29×43×髙さ54cm
●素材：不織布、ポリプロピレン、
スチール

2500_ノブルエ 19

アンブレララック

サイズ（約）：φ19.5×高さ55cm
素材：スチール

●組み立て式

1211 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

インテリアグルメ

茶寮「チェリーブラッサム-桜庵-」スープセット

トング付マルチプレート

有明海産味付海苔

天ぷら鍋

花器

紀州はちみつ梅
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掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-002  スターチス

商品価格 ： 2,500円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 1,008点

QRコード

3,100円（税込3,410円）
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ロクシタン
輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プ
ロヴァンス。1976年に生まれたロクシタンは、スキンケア製
品などを通じて、プロヴァンスの生活を提案するライフスタ
イルコスメティックブランドです。

Ladies' Fashion

レディス 5

3011-100
シアハンドクリーム&シアバター
●容量:シアハンドクリーム30ml、シアバター10ml　
●シアのやさしい香り

7-1

05 06

01 02 03 04

07 08 09 10

11 12 13 14

01
Note book

02
Bag

03
Pendant

04
Watch

09
Coin case

06

07
Bag

08
Pierce

11 14
BagBag

1312
Bag

10
Belt

05
Lip brush

80102-1294　 

●サイズ（約）:21×14.5×厚さ1.2cm　

80102-0019　 
フォーマルバッグ（ヴァレンタインモンド）
●サイズ（約）:20×23×マチ8cm　
●素材:ポリエステル

80102-0020　 
ペンダント（リョウコキクチ）
●サイズ（約）:全長45cm、トップ4.1×0.7cm　
●素材:真鍮、スワロフスキークリスタルガラス、人工真珠

80102-0021　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:2.4×1.5cm、腕周り～17cm　
●素材:亜鉛合金、合成皮革　●日常生活防水

80102-0024　トートバッグ
●サイズ（約）:30×42×マチ12.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内3外2　
●カラー:ブラック

80102-0025　 
ピアス（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:全長3cm　
●素材:クリスタルガラス、人工真珠

80102-0029　 
パーティーバッグ（ユミカツラ）
●サイズ（約）:14.5×20×マチ6cm　●素材:ポ
リエステル、合金 ●ハンドチェーン、ショルダー
チェーン付　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80102-0031　ハンディボストン
●サイズ（約）:20×30×マチ17.5cm ●素材:ポ
リウレタン入りビニル、合皮　●カラー:ブラック

80102-0026　 
小銭入れ（ヴィオール）
●サイズ（約）:7×9.9×厚さ1.8cm　
●素材:合皮　●ポケット内2外1　●カラー:ホワイト

80102-0027　 
レディースゴムベルト
●サイズ（約）:73×3cm、最大ウエスト90cm　
●素材:ゴム　●カラー:ラメブラック

80102-1227　 
携帯リップブラシ
●全長サイズ（約）:12cm　●素材:コリンスキー　
●カラー:ブラック

3100_ノブルエ 5

チャーム付ノートブック(スワロフスキー）

●カラ－：グレー　

携帯スリッポンM
●サイズ（約）:23.5～24.5cm対応
●

●

素材:合皮、ゴム底、ポリエステル、EVA
カラー：ゴールド

ジャガードミニ手提げ
●サイズ（約）:20×19×マチ5.5cm
●素材:ポリエステル、ナイロン

●カラー:ベージュ×ラベンダー●ポケット内1　

クロコ型押エナメルパスケース
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm
● ●

●

素材：合皮、ポリエステル カラー：ブラウン
カード入2、パス入2、ポケット1

Shoes

Pass holder

80102-1377 80102-1378

80102-137606

03 04

14
BagBag

1312
Bag

80102-0019　 
フォーマルバッグ（ヴァレンタインモンド）
サイズ（約）:20×23×マチ8cm　
素材:ポリエステル

80102-0020　 
ペンダント（リョウコキクチ）
●サイズ（約）:全長45cm、トップ4.1×0.7cm　
●素材:真鍮、スワロフスキークリスタルガラス、人工真珠

80102-0021　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:2.4×1.5cm、腕周り～17cm　
●素材:亜鉛合金、合成皮革　●日常生活防水

携帯スリッポンM80102-1376

09
Coin case

06

10
Belt

Shoes

01 02 03 04

05 06

07 08 09 10

11 12 13 14

01  Pendant

07  Rucksack

11  Card case

05 Pouch

08  Wallet

12  Bag

03  Umbrella

09  Watch

13  Pass case

04 Pierce

10  Bag

14 Pendant

06  Coin case

02  Pouch

80102-0048　ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.6×0.8cm　
●素材:真鍮（錫合金メッキ）、キュービックジル
コニア　●カラー:シルバー

80102-0049　 
ポーチ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:9×9cm　●素材:合成皮革、
ポリエステル　●ホック式開閉

80102-0050　 
晴雨兼用傘（トゥジュールアンサンブル）
●サイズ（約）:親骨47cm　●素材:ポリエステ
ル、スチール、樹脂　●カラー:ブラック

80102-0051　 
ピアス（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:0.7×0.7cm　
●素材:スワロフスキークリスタルガラス

80102-0052　 
化粧ポーチ（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:13×21×マチ8.5cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1　●チャーム付　●カラー:グレー

80102-0053　コインケース（マデラ）
●サイズ（約）:7.8×8.4×厚さ1.7cm　
●素材:牛革、合皮　●ポケット外1　
●カラー:ネイビー×シルバー

80102-0054　 
リュック（エクセレントエヌ）
●サイズ（約）:28×21×マチ12cm　●素材:高
級発泡ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラック

80102-0055　 
財布（プライベートレーベル）
●サイズ（約）:9.5×12×厚さ2.5cm　●素材:ポリエステル　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

80102-0056　 
レディスウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～18cm　●素材:
アロイ、合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラック

80102-0057　 
ファスナー式トートバッグ
●サイズ（約）:29×34×マチ12cm　
●素材:PVC　●カラー:ブラック

80102-0058　 
カードケース（トロイカ）
●サイズ（約）:10×6.1×高さ1.1cm　
●素材:ステンレススティール

80102-0059　ミニバッグ
●サイズ（約）:14×23×マチ6cm　●素材:ポリエ
ステル、PVC　●ポケット内2　●カラー:ブラック

80102-0060　 
パスケース（ヴィオール）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　
●素材:合皮　●カラー:ブラック

80102-1229　 
ペンダント（キャティフェラーリ）
●全長サイズ（約）:40cm　●素材:真鍮（ロジウムメッキ）、
キュービックジルコニア　●留め具:引き輪式

3100_ノブルエ 7
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These are my best collection
My favorite fashion is sweetstyle

…………
Umbrella10

80102-0112　 
ポーチ（近沢レース店）
●サイズ（約）:12×18cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ゴールド

80102-0116　 
ストール（江戸マイスター）
●サイズ（約）:50×180cm　
●素材:綿　●カラー:ピンク×ブルー

80102-0113　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:2.3cm、腕周り～16cm　●素材:
合皮、合金　●日常生活防水　●カラー:ホワイト

80102-0110　折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時
24cm　●素材:ポリエステル、スチール　
●カラー:パステルイエロー

80102-0114　 
ペンケース（イルムス）
●サイズ（約）:9×24×マチ8cm　●素材:ポリ
エステル、合成皮革　●カラー:ライトブルー

80102-0111　 
マルチケース（ミントン）
●サイズ（約）:11.5×20.5×厚さ2.5cm　●素材:
ポリエステル　●カード入内3　●カラー:ホワイト

80102-0115　 
ポーチ（江戸マイスター）
●サイズ（約）:12.5×15×マチ5cm　
●素材:綿（コーティング加工）、ナイロン　
●ポケット内1、ブラシ入3

80102-0119　レディースウォッチ
●サイズ（約）:1.8×1.6、腕周り～17cm　
●素材:合皮、合金　●日常生活防水　
●カラー:ホワイト

80102-0117　 
12本骨ジャンプ撥水傘
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステル　●カ
ラー:ピンク　●濡れるとバラ模様が浮かび上がります。

1 80102-0108　 
財布（プライベートレーベル）
●サイズ（約）:9.5×12×厚さ2.5cm　●素材:ポリエス
テル　●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ピンク

80102-1233　 
ペンダント（キャティフェラーリ）
●全長サイズ（約）:43cm、トップ1.8×1.8cm　
●素材:トップ：錫合金（ロジウムメッキ）、チェーン：
真鍮（ロジウムメッキ）　●留め具：引き輪式

80102-1234　手鏡
●サイズ（約）:12×20.8×厚さ1.5cm　
●素材:樹脂、ミラー　
●卓上ミラーにもなる2WAY

3100_ノブルエ 11

01
Pouch

02
Pierce

04
Watch

06
Watch

07
Bag

08
Necklace

09
Bag

10
Pearl set

05
Fukusa set

12
Bag

11
Pierce

13
Umbrella

15
Bag

16
Glove holder
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07
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05 08

09 10 11 12

13 14 15 16

03
Wallet

14
Pendant

80102-0032　 
ミニポーチ（近沢レース店）
●サイズ（約）:12×18cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:シルバー

80102-0033　 
ピアス（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:全長1.4cm　
●素材:真鍮、人工真珠

80102-0035　 
レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ1.9cm、腕周り～19cm　
●素材:亜鉛合金、ステンレス　●日常生活防水

80102-0037　 
レディースウォッチ（スクリプト）
●サイズ（約）:φ2.6cm、腕周り～16cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●日常生活防水

80102-0038　 
フォーマルバッグ（ユミカツラ）
●サイズ（約）:14.5×20×マチ6cm　●素材:ポ
リエステル　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

80102-0039　パールネックレス
●サイズ（約）:全長42、パールφ0.7cm　
●素材:人工真珠　●カラー:グレー

80102-0040　 
ボリードバッグ（エクセレントエヌ）
●サイズ（約）:26×40×マチ14cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●カラー:ブラック

80102-0041　パール2点セット
●サイズ（約）:ネックレス全長44cm、φ0.7cm、
イヤリングφ0.7cm　
●素材:人工真珠　●カラー:ホワイト

80102-0042　 
ピアス（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:全長7cm、トップφ1.5cm　
●素材:ジルコニア、真鍮

80102-0044　 
10本骨ジャンプ式晴雨兼用傘
●サイズ（約）:親骨55cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80102-0046　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:25.5×21cm　●素材:合皮、ポ
リエステル　●ポケット1　●カラー:ネイビー

80102-0047　グローブホルダー
●サイズ（約）:5.5×3cm、チェーン20cm　
●素材:錫合金、ニッケルメッキ　
●カラー:シルバー

80102-0034　長財布
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入2、カード入8　
●カラー:ブラック

80102-0036　袱紗･数珠入れセット
●サイズ（約）:袱紗12×21×マチ0.9cm、数珠
入れ11.8×13.5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80102-0043　 
ショルダーバッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:14.5×23×マチ5.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合成皮革　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80102-1228　 
本真珠チャームペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ0.6×2.2cm　
●素材:アコヤ真珠、ガラスパール、真鍮金メッキ

3100_ノブルエ 6

01  Pendant

09  Watch

13  Bag

05 Umbrella

02  Belt

10  Wallet

14  Watch

06  Pouch

03  Wallet

11  Bag

15  Pass case

07 Pendant

04  Bag

12  Watch

16  Keyring

08  Bag charm

01 02 03 04

05 08

09 10

06

11

07

12

13 14 15 16

80102-0062　 
パールネックレス（ユキコハナイ）
●サイズ（約）:全長45cm、トップ1×0.8cm　
●素材:真鍮、淡水パール

80102-0063　レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト87cm　
●素材:合皮

80102-0064　 
ファスナー式2層財布（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:10×13×厚さ3cm　●素材:（表）牛床革

（内）合皮　●札入2、小銭入1、カード入6　●カラー:ブラック

80102-0065　トートバッグ
●サイズ（約）:33×28×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80102-0066　折りたたみ傘（スタジオ･ハリ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル、スチール

80102-0067　ポーチ（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:11.5×18×マチ9cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:グレー

80102-0068　 
ダイヤペンダント（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長43cm、トップ1.3×1.1cm　
●素材:真鍮、ロジウムメッキ、ダイヤ（0.01ct）

80102-0069　 
ブレスレット兼用バッグチャーム
●サイズ（約）:全長20cm、ヘッド（大）6.2×
3.3cm、 ヘッド（小）2.2×1.7cm　●素材:合金

80102-0070　レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:φ2.3cm、腕周り～19cm　●素材:
ステンレス　●日常生活防水　●カラー:シルバー

80102-0071　折財布
●サイズ（約）:9×11.5×厚さ3cm　●素材:合
成皮革　●札入1、小銭入1、カード入4　
●柄の出方は一点一点異なります

80102-0072　ボストンバッグ
●サイズ（約）:31.5×46×マチ27cm　
●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80102-0073　 
レディスウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:1.95×2.9cm、腕周り～17cm　
●素材:亜鉛合金、合成皮革　●日常生活防水

80102-0074　2WAYバッグ
●サイズ（約）:20.5×17.5×マチ10cm　●素材:ポ
リエステル　●ポケット内2外1　●カラー:ブラック

80102-0076　パスケース（イルムス）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:合皮　
●カード入2、パス入1、ポケット内1外1　●カラー:ブラウン

80102-0077　キーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:7.5×1.9×厚み0.9cm　
●素材:合皮　●カラー:ブラック×レッド

80102-1230　レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～20.3cm　
●素材:パラジウムメッキ･プラスチック、ベルト：合皮
●日常生活防水　
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輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロヴァンス。
1976年に生まれたロクシタンは、スキンケア製品などを通じて、

プロヴァンスの生活を提案するライフスタイルコスメティックブランドです。

カンパニー ド プロバンスは1990年、
ターコイズブルーの澄み切った地中海に面した、

暖かな陽光降り注ぐ緑豊かな大地、フランスのプロバンス地方に生まれました。
常に業界に革新的な風を吹き込むべく新製品を世に送り出しています。

THANNは“自然と共生するモダンなライフスタイル”を提案する、
タイ生まれのナチュラルスキンケアブランドです。
厳選された植物エキスや精油が生かされた、
個性的な香りと使用感の良さが特徴です。

ロクシタン

タン カンパニード プロバンス

ナチュラルでシンプルなアイテムが紡ぎ出すうるおいヴェールは、
感覚を呼び覚まし、プロバンス・コートダジュールの旅へといざないます。

パニエデサンス

80102-0010　 
シアハンドクリーム&シアバター（ロクシタン）
●容量:シアハンドクリーム30ml、シアバター10ml　
●シアのやさしい香り

80102-0012　 
ハンドクリーム（タン）
●容量:40ml　
●ジャスミン、ロータス、ローズ、月見草のハンドクリーム

80102-0013　 
ハンドクリーム（カンパニード プロバンス）
●容量（約）:100ml　
●ピンクグレープフルーツの香り

80102-1226　 
ボディークリーム（パニエデサンス）
●容量（約）:200ml
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80102-0001　ナイトジュエル オードトワレ（ジルスチュアート）
●容量:10ml　●フレグランスオイルロールオン　
●センシュアルフローラルブーケの香り
80102-0002　ジルバイ ジルスチュアート ロールオン（ジルスチュアート）
●容量:10ml　●フレグランスオイルロールオン　
●クリスタルフルーティーフローラルの香り

80102-0003　 
ローズハンドクリーム（ジュリーク）
●容量（約）:40ml　

80102-1295　 
リップクリーム&ヘアミスト（ジェラート ピケ）
●容量:リップクリーム4.5g、ヘアミスト150ml　
●リップクリーム:無香料、
ヘアミスト:フルーティフローラルの香り 
※デザインは変更になる場合がございます。

80102-1424　 
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ハンドクリーム（トッカ）
●容量:40ml　
●潮風とキューカンバーの爽やかで清々しい香り香り
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80102-0120　 
バッグハンガー（トロイカ）
●サイズ（約）:8.3×3.5×厚さ2.2cm　
●素材:合金　●耐荷重5kg

80102-0130　 
パスケース（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:
合皮　●カラー:ピンク ※非接触型の機能無

80102-0121　 
コットンパールピアス
●サイズ（約）:φ0.6×3cm　
●手作り感のあるコットンパールを使用

80102-0134　 
ペンダント（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:全長45cm、トップ1cm　
●素材:真鍮

80102-0129　ネックレス
●サイズ（約）:全長44cm　●素材:真鍮、ロ
ジウムメッキ、ガラスパール、ビーズ

80102-0133　 
トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:22×24×マチ5cm　
●素材:合皮　●カラー:ベージュ

80102-0122　ゴムベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト90cm　
●素材:ゴム　●カラー:ホワイト

80102-0126　天然石ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.2×
0.8cm　●素材:ローズクォーツ、インカロー
ズ、ロードナイト

80102-0132　 
ポーチ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:12×21.8×マチ5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ライトブルー

80102-0125　 
キーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:7.5×4×厚さ0.4cm　
●素材:合金、スワロフスキーエレメンツ

80102-0123　 
ポーチ（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:11.5×18×マチ9cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ピンク

80102-0127　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:15×29×マチ6cm　●素材:綿、
ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:ブルー

80102-0131　 
ピアス（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:3.5×2.4cm　●素材:真鍮

80102-0135　 
レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～18cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80102-0124　バッグハンガー
●サイズ（約）:6.8×5.6×1.3cm　
●素材:亜鉛合金、スチール、クリスタルライ
ンストーン　●耐荷重3kg

80102-1265　 
リング9号（キャティフェラーリ）
●素材:シルバー
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80102-0078　 
ポーチセット（ロベルタディカメリーノ）
●サイズ（約）:大16×23cm、ポーチ11×
15cm　●素材:ポリエステル

80102-0079　 
ミニポーチ（シンクビー）
●サイズ（約）:7×9.5×マチ3cm　●素材:ビス
コース、アクリル、ポリエステル、合皮

80102-0080　 
ネックレス（クリオブルー）
●サイズ（約）:全長62cm、トップφ0.8cm　
●素材:シルバー925、ガラス、ポリエステル

80102-0081　 
手提げバッグ（ヴィオール）
●サイズ（約）:23.5×23×マチ5.5cm　
●素材:合皮　●ポケット2　●カラー:ブルー

80102-0083　 
ブローチ（アビステ）
●サイズ（約）:2.8×3×厚さ1.6cm　
●素材:合金（カラー仕上げ）、クリスタルガラス

80102-0085　 
両面パスケース（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:11×6.8cm　●素材:合皮　
●カラー:パープル ※非接触型の機能無

80102-0086　 
ミニ手提げバッグ（イツコルベイユ）
●サイズ（約）:21×19cm　●素材:ポリエステ
ル　●ポケット内1　●カラー:ピンク

80102-0087　 
ポーチ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:9×9cm　●素材:合成皮革、ポリ
エステル　●ホック式開閉

80102-0088　 
チェックマフラー（江戸マイスター）
●サイズ（約）:30×160cm　●素材:アクリル　
●カラー:エンジ

80102-0089　 
ポーチ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:12×21.8×マチ5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブルー

80102-0091　 
ホック式折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9×10×厚さ2cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入6、ポケット2　●カラー:イエロー

80102-0090　 
ガジェットケース（トライストラムス）
●サイズ（約）:14.5×22×厚さ0.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル

80102-1231　 
携帯リップブラシ
●全長サイズ（約）:12cm　
●素材:コリンスキー　●カラー:ピンク

80102-1232　 
ティッシュケース付ポーチ（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:10×14cm　
●素材:ナイロン
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80102-0014　 
ライチフラワー（モア）
●容量:15ml　●ライチフラワーの香り　
●ロールオンパフュームオイル

80102-0016　 
フォーミングボディーソープ（アデイ）
●容量:360ml　●フィグ、クローブの香り

80102-0017　 
シアバターミルキーローション（生活の木）
●容量:200ml　
●化粧水と乳液を兼ねたツーインワンのローション
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80102-1245　 
フィニッシュパウダー（スキンフード）
●容量（約）:15g
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80102-0092　小銭入れ（チェルベ）
●サイズ（約）:7.5×8.3×厚さ2cm　
●素材:（表）牛革、（内）合皮　●カラー:イエロー

80102-0093　折財布
●サイズ（約）:9×11.5×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入4　
●柄の出方は一点一点異なります

80102-0094　 
ペンダント（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:全長43cm、トップ0.7×1.2cm　
●素材:合金　●カラー:ゴールド

80102-0095　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:25.5×21cm　●素材:合皮、ポ
リエステル　●ポケット1　●カラー:ワイン

80102-0096　 
パスケース（トライストラムス）
●サイズ（約）:11.4×6.8×厚さ2cm　
●素材:ナイロン

80102-0097　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨60cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:エンジ

80102-0098　 
レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:3×2.5cm、腕周り～18cm　●素材:
合金、合皮　●日常生活防水　●カラー:グリーン

80102-0099　 
折財布（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:10×12.5×厚さ3cm　●素材:（表）牛床革、（内）
合皮　●札入2、小銭入1、カード入6　●カラー:イエロー

80102-0100　トラベルハンガーバッグ
●サイズ（約）:23×14×マチ18cm　●素材:ポリ
エステル　●カラー:黄緑　●ポーチ内にフック付

80102-0101　 
バッグハンガー（トロイカ）
●サイズ（約）:8.5×3.5cm　●素材:合金

80102-0102　 
ショルダーバッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:15×23×マチ5.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ファスナー式開閉、ポケット外1

80102-0104　 
ストール（シンプルトゥデイ）
●サイズ（約）:184×90cm　●素材:ポリエステ
ル80%、レーヨン20%　●カラー:ブルー

80102-0105　 
ペンダント（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ0.7×0.8cm　
●素材:真鍮、クリスタルガラス　●カラー:ゴールド

80102-0106　 
チェックマフラー（江戸マイスター）
●サイズ（約）:30×160cm　●素材:アクリル　
●カラー:グリーン

80102-0107　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:20×34×13.5cm　
●素材:合皮　●マグネット式開閉　
●ポケット内1　●カラー:カーキ

80102-0103　ゴムベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト100cm　
●素材:ゴム、牛革　●カラー:ネイビー
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80102-0137　パンプス23cm（リバティードール）
80102-0138　パンプス23.5cm（リバティードール）
●素材:合成皮革　●1cmヒール　
●カラー:ベージュ

80102-0139　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:15×29×マチ6cm　●素材:綿、ポ
リエステル　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

80102-0140　 
レディースウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:2.4×1.5cm、腕周り～17cm　
●素材:亜鉛合金、合成皮革　●日常生活防水

80102-0141　折財布
●サイズ（約）:9×11.5×厚さ3cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入4
●柄の出方は一点一点異なります

80102-0142　コットンパールペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップφ1cm　
●手作り感のあるコットンパール使用

80102-0143　ボストンバッグ
●サイズ（約）:20×30×マチ17.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット外1

80102-0144　 
レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ2.3cm、腕周り～17.5cm　●素材:
合皮、合金　●日常生活防水　●カラー:ブラウン

80102-0145　 
レディスシューズキーパー
●サイズ（約）:28×5.4×高さ4cm　
●素材:樹脂　●女性用:22cm～25cm可能

80102-0146　パスケース（イルムス）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:合成皮革　
●パス入1、カード入2、ポケット内1外1　●カラー:ブラウン

80102-0147　 
ストール（江戸マイスター）
●サイズ（約）:50×180cm　●素材:綿　
●カラー:オレンジ

80102-0148　イヤリング
●サイズ（約）:1.8×2.8cm　
●素材:人工パール、真鍮　●カラー:ブラウン

80102-1235　 
ソックスセット（ポール&ジョー アクセソワ）
●サイズ（約）:23～24cm　
●素材:綿ガスシルケット素材
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80102-0149　 
ポーチセット（ロベルタディカメリーノ）
●サイズ（約）:大16×23cm、小11×15cm　
●素材:ポリエステル

80102-0150　 
ペンケース（イルムス）
●サイズ（約）:9×24×マチ8cm　●素材:ポリ
エステル、合成皮革　●カラー:アイボリー

80102-0151　 
手提げバッグ（ジュンココシノ イコール）
●サイズ（約）:20×27×マチ7.5cm　●素材:ポリエス
テル、合成皮革　●ポケット内3外1　●カラー:ブラウン

80102-0152　 
アロハベア&ミサンガ（マルラニ ハワイ）
●全長サイズ（約）:ミサンガ腕周り～30cm、ベア7cm　●天然
石:セドナストーン、ターコイズ　●ミサンガ糸はアソートとなります

80102-0153　チュニック
●サイズ（約）:着丈74cm、身幅46.5cm　
●素材:綿100%

80102-0154　 
手提げバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:22×24×マチ5cm　
●素材:合皮　●カラー:ブラウン

80102-0155　 
ペンダント（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:全長40×トップ2.5cm　
●素材:真鍮、ジルコニア

80102-0156　2WAYバッグ
●サイズ（約）:20.5×17.5×マチ10cm　●素材:ポ
リエステル　●ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

80102-0157　 
巾着ショルダーバッグ（ハイロック）
●サイズ（約）:バッグ26×20×マチ13cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ミニ財布付

80102-0158　 
ストール（シンプルトゥデイ）
●サイズ（約）:184×90cm　●素材:ポリエステ
ル80%、レーヨン20%　●カラー:ベージュ

80102-0159　 
12本骨ジャンプ晴雨兼用傘
●サイズ（約）:親骨55cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:アイボリー

80102-0160　 
手提げバッグ（ヴィオール）
●サイズ（約）:23.5×23×マチ5.5cm　
●素材:合皮　●ポケット2　●カラー:ベージュ

80102-0161　トートバッグ
●サイズ（約）:29×34×マチ12cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ファスナー式開閉
●カラー:キャメル

80102-0163　 
クラッチ&ショルダーバッグ（クリスティーナノワレ）
●サイズ（約）:14×23×マチ5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●カラー:ベージュ

80102-0164　ゴムベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト90cm　
●素材:ゴム　●カラー:ベージュ

80102-1236　 
ペンダント（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ0.9cm　
●素材:合金　●カラー:ゴールド
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3,100円（税込3,410円） （2,500円コース ＋ システム料 600円）

トートバッグ（アッシュエル）

シア ハンド&リップバーム（ロクシタン） チャーム付ノートブック(スワロフスキー） リュック（エクセレントエヌ）

レディースウォッチ（マレリーデュエ）

ブローチ（アビステ）

レディス
ファッション

レディス
ファッション

コスメ

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション



250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたク
オリティ、ブリティッシュエレガンスの漂う洗練を極めたデ
ザインは、特別の日を記念するアイテムとして最適です。

ウェッジウッド

1904年創業。日本の洋食器のパイオニア企業。
日本初のディナーセット製造を果たし、米国を中心に輸出
を開始、世界中で知られるブランドとなる。

ノリタケ

2011-941
ストロベリーブルームインディゴ
スモールボール
●サイズ（約）:14×14×高さ5cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

2011-317
スクエアプレート（ノリタケ）
●サイズ（約）：23×23×高さ3cm
●素材：磁器

オールマイティ 5 116-1
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80102-0165　
McGREGOR 名刺入れ
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ2cm　●素材:牛
床革、合皮　●カード入4　●カラー:ブラック

80102-0166　ポロシャツM（マキシマム）
80102-0167　ポロシャツL（マキシマム）
●サイズ:M 身丈68×肩幅44cm L 身丈71×肩
幅46cm　●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80102-0169　 
メンズウォッチ（ジョイアグスターレ）
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～19.5cm　●素材:
亜鉛合金、IPメッキ、合成皮革　●日常生活防水

80102-0170　スキニーパンツM
80102-0171　スキニーパンツL
●サイズ（約）:Mウエスト79cm、Lウエスト82cm　
●素材:綿、ポリウレタン　●カラー:オフホワイト

80102-0172　メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト109cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　
●サイズ調整可　●カラー:ブラック

80102-0168　 
PC用メガネ
●サイズ（約）:13.7×高さ3.7cm　●素材:樹脂　
●ブルーライト37%カット　●カラー:ブラック

80102-1237　靴磨きセット
●サイズ（約）:ケース7×16×高さ5cm
●素材:合皮、油脂、豚毛、木
●内容:ケース1、クリーム2、布2、ブラシ2

80102-0288　メンズシューズ26.5cm～27cm
80102-0289　メンズシューズ27cm～27.5cm
●素材:甲材:コットン、底材:合成底
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80102-0176　ブレスレット（デービットヒックス）
●サイズ（約）:全長20.5cm　
●素材:ステンレス･牛革･マグネット

80102-0177　モバイル保護ケース
●サイズ（約）:18×22.5×マチ2cm　●素材:合皮、ポリエチレン　
●内部に衝撃吸収材入り　●8インチまでのタブレット収納可

80102-0178　牛革小銭入
●サイズ（約）:7.8×8×厚さ1cm　●素材:牛革　
●ポケット1　●カラー:ワイン

80102-0180　本革折財布
●サイズ（約）:9×12×厚さ1.5cm　
●素材:やぎ革　●札入2･小銭入1･カード入5

80102-0181　クロコ型パスケース
●サイズ（約）:7.7×11.3×厚さ1cm　●素材:牛革、合
皮　●パス入1、カード入2、ポケット1　●カラー:ブラウン

80102-0182　折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時38cm　
●素材:樹脂　●カラー:ベージュ

80102-0183　リュック
●サイズ（約）:39×29×マチ14cm　●素材:ポリエ
ステル、樹脂　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80102-0184　スマートフォンケース
●サイズ（約）:10.5×15×マチ3.5cm　
●素材:合皮　●クリアフィルムの上から操作可能

80102-0185　折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80102-0186　デジタルウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:φ4.5cm、腕周り～21.5cm　●素材:
樹脂、ポリウレタン　●5気圧防水　●カラー:ブラック

80102-0187　16本骨ジャンプ式蛇の目傘
●サイズ（約）:親骨60cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ネイビー

80102-0188　ペンケース（トライストラムス）
●サイズ（約）:9×20×マチ1cm　●素材:綿（ス
ウェット生地）、金属　●大きめサイズ

80102-0189　小銭入（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:7.5×10.5×厚さ2.5cm　●素材:合成皮革　●ファス
ナー開閉式、小銭入1、カード入2、ポケット内2　●カラー:ブラウン

80102-0190　牛革パスケース
●サイズ（約）:8×11.5×厚さ1.3cm　
●ポケット内2　●カラー:ブラック

80102-0191　フックウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ4cm　●素材:アロイ、ナイロン　
●カラー:ブラック

80102-0192　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨60cm　●素材:ナイロン　
●カラー:グリーン

80102-0193　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:21×19×マチ5.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80102-0194　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●カラー:ブルー

80102-0195　ペンダント
●サイズ（約）:全長50×トップ2.4×1.7cm　
●素材:合金、真鍮、銀いぶしメッキ

80102-1238　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
●全長サイズ（約）:16.5cm　●素材:スモーキークオーツ、
ラブラドライト、水晶、錫合金、銀古美メッキ、シリコンゴム
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1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレンツェに誕生しました。
磁器製造を夢見たカルロ・ジノリ侯爵が、窯を創設したのが始まり
です。以来３世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの伝統に育てら
れ、バラエティ豊かな美しい陶磁器を創り出してきました。

ローラ アシュレイは、1953年ロンドンで始まった英国のブランドで
す。オリジナルデザインのテキスタイルを使ったレディスウェア、ホー
ムファニシングで、心地よく、くつろげる英国のライフスタイルを提案
しています。

リチャードジノリ

ローラ アシュレイ

ウェッジウッド

ダンスク

250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたクオリティ、ブ
リティッシュエレガンスの漂う洗練を極めたデザインは、特別の日を
記念するアイテムとして最適です。

1954年設立のダンスク社はデンマーク風という意味よりDANSKと
名づけられました。北欧を中心に各国のデザイナー達によって個
性あふれるアイテムが作り出されてきました。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

80102-0320　 
ディッシュ
●サイズ（約）:φ19×高さ3.5cm　●素材:磁器

80102-0321　 
ストロベリーブルーム 
インディゴスモールボール
●サイズ（約）:14×14×高さ5cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80102-1340　 
ペアマグセット
●サイズ（約）:8.5×9cm、容量300ｍｌ
●素材:磁器

80102-1341
　 ボウル

●サイズ（約）:φ18.5×高さ7.5cm　
●素材:ソーダガラス
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80102-0292　メンズウォッチ（ジョイアグスターレ）
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～19cm　
●素材:亜鉛合金、IPメッキ、合成皮革　●日常生活防水

80102-0293　キーホルダー（パリス）
●サイズ（約）:7.5×2.5cm　●素材:山羊革　
●カラー:ネイビー

80102-0295　パスケース（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:7.5×10.8×厚さ1.5cm　●素材:牛
床革　●パス入2、ポケット4

80102-0296　ジャンプ式耐風傘
●サイズ（約）:親骨65cm　●素材:ポリエステル　
●反り返っても元に戻ります。　●カラー:ブラック

80102-0297　牛革小銭入
●サイズ（約）:7.8×8×厚さ1cm　●素材:牛革　
●ポケット1　●カラー:ブラック

80102-0298　名刺入れ
●サイズ（約）:6.5×9.5×厚さ1.5cm　●素材:アル
ミ合金、ステンレススチール、合成皮革

80102-0299　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～20cm　●素材:
アロイ、ステンレス　●日常生活防水

80102-0300　キーケース
●サイズ（約）:6.5×12.5×厚さ3cm　●素材:（表）
牛革、（内）合皮　●ホルダー7　●カラー:ブラック

80102-0301　メンズウォッチ
●サイズ（約）:4.3×3.7×腕周り～19.5cm　●素
材:合金、ステンレススチール　●日常生活防水

80102-0302　コインケース
●サイズ（約）:6.5×9.8×厚さ1.3cm　
●素材:牛革、レーヨン　●仕切りポケット1

80102-0303　折財布
●サイズ（約）:9.5×11×厚さ2cm　●素材:合皮、ポリエス
テル　●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

80102-0304　メンズケアセット
●素材:ステンレス　●セット内容:爪切り、はさみ、爪
ヤスリ、耳かき、キューティクルトリマー

80102-0305　ビジネスバッグ
●サイズ（約）:29×40×マチ8cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内3外1

80102-1242　カフス
●サイズ（約）:2.1×1.4×奥行2.3cm　
●素材:真鍮
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内容:コーヒースプーン×2、ヒメフォーク×2、ディナースプーン×2

1 年 国に イン イ を創 。 国の として くの
、 に愛され 、 なもの くりを ています。 テッチ
ールは、 の イン イ ら しく した ー です。

世界中の ル に愛され る ン。 代に ィットした 創
ら や の ークを チー に しい食器 まれ、 の

と を しめます。

ステッチコール

フォション

イッタラ

イノベーター

1881年に ィンランドのイッ ラ で ラ として 。 デ
インのパイオニアとして、本 で に されないデ イン

を しています。

ン ル なデ インで る と、 に優しく る と、
心を れない と 。 代のニー に せて ア ン を 開、

ど な世代にも れられる しいライ イルを し ています。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

80102-0324　ティープレート
●サイズ（約）:φ21×高さ1.7cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80102-0325　カステヘルミボウル
●サイズ（約）:φ11×5cm、容量230ml　
●素材:無鉛ガラス

80102-0326　トレー付ペアマグセット
●サイズ（約）:マグφ7.5×高さ9cm、トレー20×12×高さ1.5cm
●素材:磁器、ソーダガラス

80102-1342　カトラリーセット
●

●素材:18-8ステンレススチール
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80102-0196　 
UVカットグラス
●フリーサイズ　
●素材:プラスチック

80102-0198　ロングTシャツM
80102-0199　ロングTシャツL
●サイズ（約）:M 着丈64cm、肩幅43cm、L 着丈67cm、
肩幅45cm　●素材:ポリエステル、綿　●カラー:ネイビー

80102-0197　スマートフォンケース
●サイズ（約）:15×9.5×マチ3.5cm　
●素材:合皮　
●クリアフィルムの上から操作可能

80102-0200　ペンダント
●サイズ（約）:全長50×トップφ1.9cm　
●素材:錫合金、ロジュウムメッキ

80102-0201　トートバッグ
●サイズ（約）:30×42×マチ12.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80102-0202　スキニーパンツM
80102-0203　スキニーパンツL
●サイズ（約）:Mウエスト79cm、Lウエスト82cm　
●素材:綿、ポリウレタン　●カラー:ホワイト

80102-0204　 
メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80102-0205　サンダル26.5cm
80102-0206　サンダル27.0cm
●素材:甲材:合成皮革、底材:合成底

80102-0207　 
メンズベルト（アッシュエル）
●サイズ（約）:最大ウエスト113cm　
●素材:合成皮革　●カラー:ブラウン
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80102-0306　カードケース（ビームス）
●サイズ（約）:9×10.5cm　●カード入内1　
●素材:合皮

80102-0307　シンサレート入りグローブ
●サイズ（約）:全長27cm　●素材:ポリエステル　
●ジャガード柄

80102-0308　メガネケース
●サイズ（約）:7cm×15.5cm×高さ3cm　
●素材:アイアン、合皮（スネーク調）

80102-0309　パスケース（チェルベ）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:（表）
合皮、（内）ポリエステル　●カラー:ブラック

80102-0311　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～18cm　●素材:
アロイ、合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラック

80102-0312　ポーチ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:10×20×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80102-0313　トートバッグ
●サイズ（約）:28×43×マチ11cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内1外2　●カラー:ブラック

80102-0314　タイピン
●サイズ（約）:全長5.2cm　
●素材:真鍮、代用ロジウムメッキ

80102-0315　トラベルポーチ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:12×30×マチ20cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80102-0316　牛革小銭入（ファイブナイン）
●サイズ（約）:7.5×8×厚さ1.5cm　●ポケット内1
外1　●カラー:ブラック

80102-0317　小銭入
●サイズ（約）:7.2×7.8×厚さ1cm　●素材:牛革

80102-0318　牛革ペンケース
●サイズ（約）:4.5×18.5×厚さ1.5cm　
●カラー:ブラック

80102-0310　折財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:11×9×厚さ2.5cm　●素材:牛床革、合
皮　●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

80102-0319　ファッショングラス（アーバンリサーチ）
●サイズ（約）:15×15×高さ4.2cm●UV加工　●素材:プラスチック
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80102-0208　ポーチ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:10×20×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80102-0209　カードケース
●サイズ（約）:7.5×11.5×厚さ1cm　●素材:牛革

（ディンプル仕上）　●カード入6、ポケット2

80102-0210　メッセンジャーバッグ
●サイズ（約）:23×38×マチ14cm　●素材:ポリエ
ステル、樹脂　●ポケット内1外1　●カラー:ブラッ
ク

80102-0211　リュック
●サイズ（約）:38×29×マチ10cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内2外5　●カラー:ネイビー

80102-0212　デザインリング17号
80102-0213　デザインリング19号
●素材:ステンレス

80102-0214　 
しおりペンケース（革工房いんのしま）
●サイズ（約）:16×4.5×厚さ0.3cm　●素材:牛革

80102-0215　多機能メンズウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:5×4.5cm、腕周り～22cm　
●素材:樹脂、ポリウレタン　●5気圧防水

80102-0216　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
●サイズ（約）:全長16.5cm　●素材:トラメ、オニキ
ス、マラカイト、錫合金、銀古美メッキ、シリコンゴム

80102-0217　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:14×23×マチ6cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット内1外1　●カラー:ベージュ

80102-0218　ペンダント
●サイズ（約）:全長50×トップ2.6×1.4cm　
●素材:錫合金、ロジュウムメッキ

80102-0219　パスケース（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:7.5×10.8×厚さ1.5cm　●素材:牛床革　
●窓付パス入2、カード入2、ポケット2　●カラー:ブラウン

80102-0220　ガジェットケース（トライストラムス）
●サイズ（約）:14.5×22×厚さ0.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●カラー:ブラック

80102-0221　メンズウォッチ
●サイズ（約）:4.3×3.8cm、腕周り～20cm　
●素材:樹脂

80102-0222　ボストンバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:21×33×マチ15cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80102-0223　トラベルポーチ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:17×20.5cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:モスグリーン

80102-0224　ブレスレット（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:最大腕周り20cm　●素材:真鍮、ロ
ジウムメッキ

80102-0225　ジャンプ長傘（スタジオ･ハリ）
●サイズ（約）:親骨60cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラック

80102-0226　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:21×19×マチ5.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内1外1　●カラー:ネイビー

80102-0227　多機能メンズウォッチ
●サイズ（約）:4.8×4.5cm、腕周り～20.5cm　●素材:樹
脂　●5気圧防水　●ストップウォッチ、アラーム、カレンダー

80102-0228　小銭入（マックレガー）
●サイズ（約）:7.5×8×厚さ2cm　●素材:牛床革、
合皮　●ポケット1　●カラー:ブラック
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80102-0229　UVカットグラス
●フリーサイズ　
●素材:プラスチック

80102-1322　パーカーM
80102-1323　パーカーL
●サイズ（約）:M 身丈73cm、肩幅48cm、L 
身丈75cm、肩幅50cm　●素材:ポリエステル
●カラー:ブラック×カーキ

80102-0233　 
ペイズリー柄バンダナ
●サイズ（約）:55×55cm　●素材:コットン

80102-0234　スキニーパンツM
80102-0235　スキニーパンツL
●サイズ（約）:Mウエスト79cm、Lウエスト82cm　
●素材:綿、ポリウレタン　●カラー:ターコイズ

80102-0236　 
多機能メンズウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:φ4.3cm、腕周り～20.5cm　
●素材:樹脂、ポリウレタン　●5気圧防水

80102-0237　ボディバッグ
●サイズ（約）:32×20×マチ6cm　●素材:ポ
リエステル　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80102-0238　サンダル25～25.5cm
80102-0239　サンダル26～26.5cm
80102-0240　サンダル27～27.5cm
●素材:合皮、樹脂　●カラー:マルチブラウン

80102-1292　 
キャップ（ビラボン）
● mc06～5.94寸内）ーリフ（:）約（ズイサ
●素材:ポリエステル100%
●デザイン･仕様は変わる場合がございます
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75

02 80102-0264　しおりペンケース（革工房いんのしま）
●サイズ（約）:16×4.5×厚さ0.3cm　●素材:牛革　
●カラー:ブラウン

80102-0265　メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:牛革、合皮　●カラー:チョコ

80102-0266　折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時36cm　
●素材:ナイロン

80102-0267　かぶせ式折財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9×11×厚さ2.5cm　●素材:（表）牛床革、（内）
合皮　●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラウン

80102-0268　長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.5×19×厚さ2.5cm　●素材:（表）
合皮、（内）ポリエステル　●札入1、小銭入1、カー
ド入8　●カラー:ブラウン

80102-0269　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:20×27×マチ7.5cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内2外4　●カラー:ブラック

80102-0270　タイピン
●サイズ（約）:0.5×6cm　●素材:真鍮

80102-0271　カードケース（パリス）
●サイズ（約）:12×8×厚さ1.5cm　●素材:（表）牛革、

（内）合皮　●カード入6、ポケット2　●カラー:チョコ

80102-0272　キーケース
●サイズ（約）:5.5×10×厚さ1cm　●素材:牛革、
裏合皮、メッキ金具　●キーフック5、ポケット2

80102-0273　パスケース
●サイズ（約）:8×11.5×厚さ1cm　●ポケット2　
●素材:合皮　●カラー:ブラック×グリーン

80102-0274　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨62cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ネイビー

80102-0275　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80102-0276　防寒グローブ
●サイズ（約）:全長24cm　
●素材:ポリエステル、アクリル、合皮　●カラー:ブラウン

80102-0263　メンズウォッチ（マレリー デュエ）
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～19cm　
●素材:合金･合皮

3100_ノブルエ 21

80102-0242　パスケース（トライストラムス）
●サイズ（約）:11.4×6.8×マチ2cm　●素材:ナイ
ロン　●カラー:ブルー

80102-0243　パスケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:合成皮革　
●パス入1、カード入2、ポケット1　●カラー:イエロー

80102-0244　
多機能ボールペン（セーラー万年筆）
●全長サイズ（約）:14.2cm　●素材:アルミ　
●赤･黒ボールペン、シャープペン機能

80102-0245　長袖ポロシャツM（プリントスター）
80102-0246　長袖ポロシャツL（プリントスター）
●サイズ（約）:M 着丈71cm、肩幅51cm L 着丈
75cm、肩幅54cm　●素材:綿、ポリエステル

80102-0247　
A5ノートカバー（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:16×23.2×厚さ1.4cm　●素材:綿　
●ポケット外1

80102-0248　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～20cm　●素材:
アロイ、合皮　●日常生活防水　●カラー:グリーン

80102-0249　カードケース
●サイズ（約）:7.3×13×厚さ1cm　
●素材:牛革　●カラー:ブラウン　●カード入8

80102-0250　ガジェットケース（トライストラムス）
●サイズ（約）:14.5×22×厚さ0.5cm　●素材:合
皮　●カラー:ブルー

80102-0251　折りたたみ傘（ヒロミチ･ナカノ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時36cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:マスタード

80102-0252　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨60cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:グリーン

80102-0253　フックウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:文字盤φ4cm　
●素材:アロイ、ナイロン

80102-0254　リュック
●サイズ（約）:38×29×マチ10cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内2外5　●カラー:レッド

80102-0255　ポーチ（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:12×19.5×マチ5cm　●素材:綿　
●カラー:バイオレット

80102-0256　ポーチ（ジップイット）
●サイズ（約）:ポーチ22×9×厚さ2cm、ミニポーチ9.5×8
×厚さ2cm　●素材:ポリエステル、ABS、鉄、亜鉛合金

80102-0257　折りたたみ傘（アクアストップ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル

80102-0258　ポーチ（トライストラムス）
●サイズ（約）:17.8×10×厚さ1cm　
●素材:ナイロン、ウレタン

80102-0259　A4ファイル5冊セット
●素材:合皮　●34ポケット　
●色はアソートとなります

80102-0260　ポロシャツM（マキシマム）
80102-0261　ポロシャツL（マキシマム）
●サイズ（約）:M 身丈68cm、肩幅44cm L 身丈
71cm、肩幅46cm　●素材:ポリエステル

80102-0262　ボストンバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:21×33×マチ15cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内1外1　●カラー:ネイビー

80102-1240　カフス
●サイズ（約）:φ1.8×奥行2.1cm　
●素材:真鍮
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80102-0278　メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:3.7×3.5cm、腕周り～20cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80102-0279　牛革パスケース
●サイズ（約）:7.5×10.5×厚さ1cm　
●ポケット4　●素材:牛革　●カラー:ワイン

80102-0280　折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×11×厚さ2cm　●素材:（表）合皮、（内）
ポリエステル　●札入2、カード入3　●カラー:ブラウン

80102-0281　セカンドバッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:15×24×マチ6.5cm　●素材:ポリエス
テル、合成皮革　●ファスナー式開閉、ポケット外1

80102-0282　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨60cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラウン

80102-0283　メンズネイルケアセット
●内容:爪切り、眉毛切り、甘皮押し、ピンセット、耳
かき、ヤスリ、キューティクルトリマー

80102-0284　名刺入（ペスカロロ）
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ1.5cm　●素材:牛革、合成
皮革　●名刺入1、カード入2、ポケット1　●カラー:ブラック

80102-0285　万年筆
●サイズ（約）:全長13.4cm　●素材:樹脂、ステン
レス　●青カートリッジ×2

80102-0286　フルレザー長財布
●サイズ（約）:9×19×厚さ1.5cm　●素材:やぎ革　
●札入2･小銭入1･カード入8･ポケット2

80102-0287　タイピン
●サイズ（約）:全長5.2cm　●素材:真鍮、代用ロジ
ウムメッキ

80102-0290　ボストンバッグ
●サイズ（約）:31.5×46×マチ27cm　●素材: ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80102-0291　ティンバーランド ブーツケアセット（ティンバーランド）
●容量:ブーツソースクリーナージェル100ml、ブーツソースコンディショナー100ml　
※デザインは変更になる場合がございます。　※シューズは演出品です。

80102-0277　靴みがきセット（ライカ）
●素材:木、ブタ毛、ロウ、油脂、有機溶剤、ネル　
●セット内容:保護艶出しクリーム（黒）、ブラシ、テレンプ

80102-1241　ベレー帽
●サイズ（約）:頭周り58cm　
●素材:ポリエステル（ツイル）　●アジャスター調整可
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「オロビアンコ」は美しく、知的なファッションを信念とし、
モノづくりの根底にある職人気質の“素材とディテール”に

こだわったイタリア発のブランドです。 

ヴェレダは１９２１年ルドルフ・シュタイナーたちによって、
スイスで誕生しました。現在では世界５０カ国以上の人々に

親しまれています。

プラウドメンはできる男のビジネスツール。
香りを身嗜みの一部として考えるビジネスマンの為に作られました。

ほのかで爽やかな香りがビジネスシーンを演出します。

DiNOMENはバイタリティーあふれる大人の男性の肌に、凛 し々さと
力強さを導く事を使命として生まれた、国産メンズスキンケアブランドです。

年齢を重ねても若 し々く、清潔感ある肌を保ち、
肌と心に自信が持てる「デキる男」へDiNOMENが導きます。

オロビアンコ

ヴェレダ

プラウドメン

ディノメン

80102-0006　 
スーツアップバーム アズーロ（オロビアンコ）
●容量:40g　●シトラス系の香り　●全身クリーム

80102-0007　 
グルーミングバーム（プラウドメン）
●容量:40g　●グルーミングシトラスの香り　
●全身用クリーム

80102-0008　 
シェイビングクリームセット（ヴェレダ）
●容量:75ml×2

80102-0009　 
ミネラルファンゴ フェイスウォッシュ（ディノメン）
●容量:130g
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1615 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,008点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

メンズウォッチ（ジョイアグスターレ）

キャップ（ビラボン）

ボストンバッグ（ヴィオレント）

カードケース（ビームス）

ボール（ウェッジウッド）靴みがきセット（ライカ）

コスメ

テーブルウェアメンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション
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ヴィクトリア女王より称賛され、1856年からイギリス王室
御用達となった、歴史あるブランドです。食卓を明るく華
やかに彩る<ミントン>ならではの上品な花柄です。

Jennifer Taylorは1991年に設立されたアメリカのブラ
ンドです。クラシックでラグジュアリーな雰囲気が新たな
生活を提案します。

「私の部屋」は、日本の生活文化と新鮮なアイデアが
融合した美しく豊かな暮らしを、四季の移り変わりに合
わせて提案しています。

80102-0336　スリッパ（ジェニファー･テイラー）
●サイズ（約）:～26cm　●素材:ポリエステル

80102-0337　ロザリーフェイスタオル
●サイズ（約）:34×80cm（2枚）　●素材:綿100%

80102-0338　トレー（ミントン）
●サイズ（約）:18×27×高さ2cm　●素材:樹脂

80102-0339　キャンドルセット
●サイズ（約）:ランプφ18×高さ18cm　●素材:
ソーダガラス、スチール、植物油　●キャンドル付

80102-0340　フォトフレーム
●サイズ（約）:24.5×19×厚さ15cm　
●素材:合金、ガラス　●フォトサイズ:2L判

80102-0341　アンブレラスタンド
●サイズ（約）:φ22×高さ56.5cm　
●素材:スチール、樹脂　●組立式

80102-0342　オブジェ
●サイズ（約）:3.5×4.5×高さ7cm　
●素材:磁器

80102-0343　ピアススタンド
●サイズ（約）:φ9×高さ17cm　
●素材:スチール、ポリレジン

80102-0344　壁掛け卓上兼用ミラー
●サイズ（約）:18.2×22×厚さ1.5cm　●素材:2mm
厚ミラー（平/拡大鏡 約2倍）、スチール、アルミニウム

80102-0345　 
キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:キャンドルφ6.2×高さ8.8cm、シェー
ドφ7.5×高さ4.2cm　●素材:パラフィン、ガラス

80102-0346　アクセサリートレイ
●サイズ（約）:16.3×23.3×3.8cm　
●素材:スチール、リネン

80102-0347　マット
●サイズ（約）:45×60cm　●素材:綿

80102-0348　 
トレイ（ジェニファーテイラー）
●サイズ（約）:15×25×高さ3.5cm　
●素材:ポリエステル

80102-0349　ルームランプ
●サイズ（約）:φ7.5×高さ11.5cm、オイル容
量:5ml　●AC100V-10W　●ラベンダーの香り

80102-0350　クッション
●サイズ（約）:31.5×9.5×43cm　
●素材:ポリエステル
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80102-0366　カクテルセット&絞り器
●サイズ（約）:シェーカーφ6×高さ15cm　
●素材:ステンレス、アルミ

80102-0367　カトラリー16ピースセット
●全長サイズ（約）:各11.3～14.5cm　
●素材:ステンレス

80102-0368　ステンレス二重タンブラー
●サイズ（約）:φ7×高さ8cm、容量230ml

80102-0370　クリアマジックトレーセット
●サイズ（約）:中φ28.5cm、小φ23cm（ふちクリ
ア）　●素材:樹脂

80102-1271　ペアグラス
●サイズ（約）:φ8×14.5cm　●素材:ガラス、

80102-0372　背当てクッション
●サイズ（約）:45×45×厚さ10cm　●素材:ポリエステ
ル100%、ポリエステル綿100%　●カラー:ブラック

80102-0373　 
ティースプーン5本セット（ラッキーウッド）
●サイズ（約）:全長13.5cm　●素材:ステンレス

80102-0374　 
ワインクーラー（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:φ16.5×高さ14cm　●素材:ステンレス

80102-0375　天然木カッティングボード
●サイズ（約）:17×38×高さ1.5cm　
●素材:ラバーウッド

80102-0376　ステンレスカップセット
●サイズ（約）:φ7.5×高さ9cm、容量330ml　
●素材:ステンレススチール

80102-0377　蓋付ティッシュケース
●サイズ（約）:13×13×高さ8.2cm　
●素材:スチール、合成木材　●ハーフサイズ用

80102-0378　ワインツールセット（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:ホルダー8.8×27×高さ18.5cm、コ
ルク抜13cm　●素材:鉄、樹脂、木材

80102-0379　ペアロックグラス
●サイズ（約）:φ7.2×8.2cm、容量215ml　
●素材:ガラス

80102-1243　ふた付きデカンタ（ルイジ ボルミオリ）
●サイズ（約）:8.2×高さ28cm･容量700ml　
●素材:クリスタルガラス
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80102-0435　フォトフレーム（アンブラ）
●サイズ（約）:29.5×29.5×厚さ2.7cm　
●素材:樹脂、ガラス

80102-0436　フラワーベース
●サイズ（約）:14.9×16.1×高さ14.2cm　
●素材:樹脂

80102-0442　足・腕クッション（モグ）
●サイズ（約）:φ22.5×厚さ16cm×2　
●素材:ナイロン･ポリウレタン

80102-1359  ガラス地球儀
●サイズ（約）:18.5×7.7×高さ12.3cm
●素材:ホウケイ酸ガラス、亜鉛合金 他　

80102-0430　置時計（ヤマトジャパン）
●サイズ（約）:8×8×厚さ3cm　●素材:合板

80102-0434　

●サイズ（約）:φ9.9×高さ9.7cm
●素材:ソーダガラス、樹脂

80102-0432　背当てクッション
●サイズ（約）:45×45×厚さ10cm　●素材:ポリエス
テル100%、ポリエステル綿100%　●カラー:ブルー

80102-0433　コンパクトミラー
●サイズ（約）:8×33×高さ17cm　●素材:樹脂　
●角度調節可

80102-1360　ツインベルアラーム
●サイズ（約）:11.4×8.2×厚さ6.2cm
●素材:スチール
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キャニスター5個（リュミナルク）
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Range pack

Tool Stand

Range pack

Frying pan

Scale

Fryer

Tray

Chopper

Casserole

Knife

Bowl

Pot

Coffee press

Wine tool

Knife

Cooking pan

80102-0508　 
レンジパックセット
●サイズ（約）:φ12.8×高さ5.5cm、容量
430ml　●素材:磁器、樹脂

80102-0509　 
デジタルキッチンスケール
●サイズ（約）:19.5×14×厚さ1cm　●素材:
樹脂、ガラス　●最小1g、最大5kg　●電池式

80102-0510　 
片手キャセロール
●サイズ（約）:φ14.1×20.8×深さ3.4cm　
●素材:陶器、コルク樫

80102-0511　 
コーヒープレス
●サイズ（約）:8.5×12×高さ17cm　
●素材:ステンレス鋼、耐熱ガラス製器具

80102-0512　 
ツールスタンド
●サイズ（約）:10×13×高さ14.2cm　
●素材:スチール、木

80102-0513　 
ミニ揚げポット16cm
●サイズ（約）:15.8×16.2×深さ7.8cm　
●素材:鉄　●フォーク付　●IH可

80102-0514　 
ステンレス包丁
●全長サイズ（約）:31cm　
●素材:ステンレス　●ディンプル加工

80102-0515　 
ワインツールセット（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:ホルダー8.8×27×高さ18.5cm、チーズ
ナイフ全長23cm　●素材:鉄、木材、ステンレス、樹脂

80102-0516　 
調理ボウル
●サイズ（約）:19×15.8×深さ9cm　
●素材:陶磁器

80102-0517　 
伸縮カトラリートレイ
●サイズ（約）:25×25×高さ5.7cm　
●素材:樹脂　●スライド式伸縮

80102-0518　 
ホーロー蓋付ボウルセット
●サイズ（約）:φ12.6cm、φ14.5cm、φ16.3cm　
●素材:ほうろう用鋼板、樹脂、ステンレス

80102-0519　 
包丁3点セット
● 全長サイズ（約）:刺身34c m、三徳
30cm、ナイフ23.5cm　●素材:ステンレス

80102-0520　 
フタ付フライパン25cm
●サイズ（約）:φ25×深さ5cm　●素材:アル
ミ、強化ガラス、木　●フッ素加工　●IH可

80102-0521　 
みじん切り器
●サイズ（約）:21×18×高さ18cm　
●素材:樹脂

80102-0522　 
ホーロー蓋付ストックポット
●サイズ（約）:16.5×20.5×高さ11.7cm　●素材:
ほうろう用鋼板、ポリエチレン　●カラー:ホワイト

80102-0523　 
煎りパン
●サイズ（約）:φ11.4×深さ3.6cm　
●素材:樹脂、ステンレス
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Just relax and have a break

80102-0540　 
ふわふわクォーターケット
●サイズ（約）:70×100cm　
●素材:ポリエステル

80102-0541　 
リラックス足枕
●サイズ（約）:12×15×高さ13cm　
●素材:ポリエステル

80102-0542　 
涼感枕パット（シンクエンス）
●サイズ（約）:35×50cm　●素材:（表）ポリ
エステル100%、（裏）ポリエステル65%･
綿35%、（詰物）ポリエステル100%

80102-0543　 
キャンドル（ウッドウィック）
●サイズ（約）:φ7×高さ8.2cm　●素材:パラ
フィン、ガラス、木　●フルーツとムスクの香り

80102-0544　 
ポータブルディフューザー
●サイズ（約）:5.2×5.2×奥行2.2cm　
●素材:シリコーン

80102-0545　 
光触媒グリーン
●サイズ（約）:15×15×高さ25cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80102-0546　 
今治ハンカチ&ひのきセット
●サイズ（約）:ハンカチ25×25cm、ひのきキューブ2.7cm
角×6、ひのき粒のサシェ25g　●素材:桧、綿100%

80102-0547　 
レンジ式フェイス用スチームパッド
●サイズ（約）:24×27×厚さ2cm　
●素材:ポリエステル、綿、セラミック

80102-0548　 
トルマリンピロー
●サイズ（約）:42×62cm　
●素材:ポリエステル、内トルマリンパイプ

80102-0549　 
ルームスプレー（グランセンス）
●容量:90ml
●アクアティック・フローラルの香り

80102-0551　 
ハンディブルブル
●サイズ（約）:5×15.5×高さ4cm　●素材:ABS樹脂　
●2段階調整式　●電池式　●振動するリフレッシュグッズ

80102-0552　 
シェイプストレッチャー
●サイズ（約）:32×27×高さ12cm　
●素材:ポリプロピレン、エラストマー

80102-0553　 
シリコン湯たんぽ
●サイズ（約）:24×9.5×高さ4.7cm　
●素材:シリコン、ポリアミド　●電子レンジ可

80102-0554　 
枕カバー
●サイズ（約）:35×62cm　●素材:レーヨン
72%･ポリエステル26%･ポリウレタン2%

80102-0555　 
ストレージケース
●サイズ（約）:26×18.5×高さ32cm　●素材:綿
･ポリエステル･コルク（PE加工）、ポリウレタン

80102-1244　エクササイズクッション
●サイズ（約）:33.5×33.5×高さ7cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●耐荷重80kg　
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親しまれてまいりました。製品は日本国迎賓館などでご使用頂き、
高い評価を得ております。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有
田の伝統様式を一歩前進させたとして評価され、世に香蘭社調と
も呼ばれ広く親しまれています。

1904年創業の洋食器 ー ー。1914年に日本で初めてディナー
セットを製造し、米国を中心に 輸出を開始。世界に知られる
ブランドとなる。

日本を代表するテーブルウェアブランド。やさしい乳白色と強度に
優れたボーンチャイナの量産化に日本ではじめて成功、世界市場
でも高い評価を得ています。

ナル

ノリタケ

80102-0328　 
きいちごプチケーキ皿
●サイズ（約）:φ15cm　●素材:磁器

80102-0329　 
スクエアプレート
●サイズ（約）:23×23×高さ3cm　●素材:磁器

80102-1285　 
ローズガーデン湯呑
●サイズ（約）:φ7×高さ9cm　●素材:磁器

　 

80102-1343
ペアボウル
●サイズ（約）:φ14×高さ5.8cm ●素材:ボーンチャイナ
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1919年(大正8)年の創業以来、“オークラチャイナ”の愛称とともに
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1775年英国にエインズレイ窯を創設。英国の名窯とし
て多くの皇族、貴族に愛され続け丁寧なものづくりを続
けています。

国境を超えて支持される華やかな美の世界を受け継
ぎ、HANAE MORIは進化し、現代性あふれるスタイ
ルを大切に、暮らしにゆとりあるひとときを提案します。

日本を代表するテーブルウェアブランド。やさしい乳白
色と強度に優れたボーンチャイナの量産化に日本では
じめて成功、世界市場でも高い評価を得ています。

80102-0351　コーヒーカップ
●サイズ（約）:カップφ9×高さ6.5cm、ソーサーφ
15.6×高さ2cm　●素材:ファインボーンチャイナ

80102-0352　組鉢（ハナエモリ）
●サイズ（約）:15.5×21×高さ6cm　●素材:磁器

80102-0353　ペアマグ
●サイズ（約）:φ8.4×高さ9.4cm　
●素材:ファインチャイナ

80102-0354　パーティープレート
●サイズ（約）:φ30.5cm　●素材:磁器

80102-0355　バターケース
●サイズ（約）:9.8×15×高さ5cm　
●素材:磁器

80102-0356　 
ケーキ皿5枚セット
●サイズ（約）:φ16×高さ2cm　●素材:磁器

80102-0357　 
ペアオーバルボウル
●サイズ（約）:24.5×17.3×7cm　
●素材:磁器

80102-0358　ペアグラス
●サイズ（約）:φ6.2×高さ10.5cm、容量
387ml　●素材:ガラス

80102-0359　 
ペアラーメンボウル
●サイズ（約）:φ15×高さ8.2cm　
●素材:磁器

80102-0360　ボウルセット
●サイズ（約）:10.5×10.5×高さ4.5cm　
●素材:磁器

80102-0361　デザート皿セット
●サイズ（約）:カップφ10.2×高さ5.5cm、皿
φ14.2×高さ3cm　●素材:ガラス

80102-0362　 
ペアシャンパングラス
●サイズ（約）:φ5.5×高さ22cm　
●素材:ガラス

80102-0363　 
ケーキフォーク5ピースセット
●サイズ（約）:全長13.5cm　
●素材:ステンレス

80102-0364　ペアグラス
●サイズ（約）:φ8.8×高さ10.4cm、容量
340ml　●素材:ガラス

80102-1264　ペアロンググラス
●サイズ（約）:φ7.5×19cm･容量475ml　
●素材:ガラス
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80102-0380　氷入れ
●サイズ（約）:φ12×高さ11.3cm、容量900ml　
●素材:アクリル

80102-0381　ペアビアグラス
●サイズ（約）:φ6.1×高さ17.6cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80102-0382　スパイスラック
●サイズ（約）:セットサイズ9.5×27.2×高さ11.7cm、スパイス容
器容量195ml　●素材:ガラス･ステンレス･スチールクロムメッキ

80102-0383　ペアタンブラー
●サイズ（約）:φ8.8×10cm、容量250ml　
●素材:ソーダガラス

80102-0384　アルミアイススプーン
●サイズ（約）:全長12.1cm　
●素材:アルミニウム

80102-0385　ステーキ皿
●サイズ（約）:ステーキ皿φ21×高さ2.5cm、木製プ
レートφ25×高さ1.5cm　●素材:鉄鋳物、天然木　
●ガス、IH、オーブン可

80102-0386　収納ラック
●サイズ（約）:11×20.5×高さ10.5cm　
●素材:ポリウレタン　●カラー:ブラウン

80102-0387　ステンレスカトラリー20本セット
●全長サイズ（約）:コーヒースプーン、ヒメフォーク、ア
イスクリームスプーン、グレープフルーツスプーン各5

80102-0389　フルートグラスセット
●サイズ（約）:φ4.9×高さ21cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80102-0390　ワインオープナー
●サイズ（約）:4.1×7.1×高さ17cm　
●素材:ステンレススチール、樹脂

80102-0391　ワイングラスセット
●サイズ（約）:φ6.2×高さ10.5cm、各容量387ml　
●素材:ガラス

80102-0392　フルーツピック
●サイズ（約）:10×1cm　
●素材:ステンレススチール

80102-0393　ペアフルートグラス
●サイズ（約）:φ5.3×高さ19.8cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80102-1270 そばセット
●サイズ（約）:皿φ23.5×高さ3.2cm、
そばちょこφ8.7×高さ6.8cm　●素材:磁器
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80102-1361　銘々皿揃
●サイズ（約）:φ16.8×高さ2.3cm　
●素材:磁器

80102-1362　そばちょこ
●サイズ（約）:φ8.5×高さ6.5cm　
●素材:磁器

80102-1363　男性用京念珠
●サイズ（約）:内径26cm　
●素材:プラスチック、レーヨン

80102-1364　ふくさセット
●サイズ（約）:20×12cm　
●素材:レーヨン

80102-1365　女性用京念珠
●サイズ（約）:内径26cm　
●素材:プラスチック、レーヨン

80102-1366　蛇の目傘
●サイズ（約）:親骨60cm、16本骨　
●素材:ポリエステル、スチール

80102-1367　刺身包丁
●サイズ（約）:全長28cm　
●素材:ステンレス刃物鋼、木

80102-1368　ペア汁椀
●サイズ（約）:φ10.8×高さ6.3cm　
●素材:飽和ポリエステル（ウレタン塗装）　

80102-1369　フェイスタオルセット
●サイズ（約）:75×33cm　
●素材:綿100%

●ジャンプ式
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Bowl

Range cooker

Knife

Sauce pan

Cooking pan

Tray

Bowl

Oroshiki

Fryer

Kettle & Stopper

Dish drainer

Knife

Strainer

Cooker

Steak plate

80102-0524　 
フタ付ボウル18cm（郷技）
●サイズ（約）:高さ10.1cm　
●素材:ステンレス

80102-0525　 
玉子焼器&ターナー
●サイズ（約）:玉子焼き19×13.5×深さ3.5cm　
●素材:アルミ　●フッ素加工　●IH可

80102-0534　 
揚げ物鍋16cm
●サイズ（約）:深さ12cm　
●素材:鉄、樹脂　●IH可

80102-0527　 
ステンレスザルセット
●サイズ（約）:ザルφ13、φ15、φ19、φ
25cm

80102-0528　 
レンジ専用チップスメーカー
●サイズ（約）:プレートφ26×厚さ3cm、スライサー
10.3×23.3×厚さ2.4cm　●素材:樹脂、ステンレス

80102-0537　 
ステンレスバットセット
●サイズ（約）:20.2×25.5×厚さ2.9cm

80102-0530　 
ソムリエナイフ&ボトルストッパー
●全長サイズ（約）:12cm（折りたたみ時）　
●ストッパー8cm　●素材:ステンレス、樹脂

80102-1382　 
電気ケトル
●サイズ（約）:20.5×13×高さ20.8cm　
素材:●

●

●

80102-0532　 
パン切りナイフ
●全長サイズ（約）:32.5cm　
●素材:ステンレス

80102-0533　 
ステンレスボウルセット
●サイズ（約）:φ14cm、φ16cm、φ18cm、
φ20cm、φ22cm

80102-0526　 
二段水切りバスケット
●サイズ（約）:41×26×高さ36cm　●素材:スチール

（クロムメッキ仕上げ）、ポリプロピレン　●組立式

80102-0535　 
プチスキレットセット
●サイズ（約）:スキレット9.5×15.5×深さ
3cm　●素材:鉄　●木製敷板付

80102-0536　 
片手鍋16cm
●サイズ（約）:深さ8cm、容量1.6ℓ　●素
材:ステンレス、強化ガラス、樹脂　●IH可

80102-0529　 
銅製おろし金
●サイズ（約）:10×6cm　
●素材:銅、すずメッキ

80102-0538　 
ステンレス包丁
●全長サイズ（約）:32.5cm

80102-0531　 
ステーキ皿
●サイズ（約）:ステーキ皿14×24×高さ2.5cm、木製プレート15×
28×高さ1.5cm　●素材:鉄鋳物、天然木　●ガス、IH、オーブン可
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容量（約）：1L
電源コード0.75ｍ、AC100V-670W

ポリプロピレン

Milk pan
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The cleaned room is comfortable, isn't it?

80102-0556　 
UV歯ブラシ除菌ケース
●サイズ（約）:21×5×厚さ2cm　
●素材:樹脂、他　●電池式

80102-0557　収納ボックス
●サイズ（約）:26×31×高さ32cm　
●素材:綿（ポリウレタンコーティング）、
ポリプロピレン

80102-0558　 
カークリーナー
●サイズ（約）:9.5×31.7×高さ12.5cm　●素材:樹脂　
●DC12V-30W、コード2.5m　●隙間ノズル、ブラシ付

80102-0559　 
今治フェイスタオルセット
●サイズ（約）:34×75cm×2　
●素材:綿100%

80102-0560　 
折りたたみ式アイロン台
●サイズ（約）:76×32×高さ21cm　
●素材:綿、鉄、樹脂

80102-0561　 
毛玉取りクリーナー
●サイズ（約）:全長26cm　
●素材:樹脂　●電池式

80102-0562　 
マグネットバスタオルホルダー
●サイズ（約）:9×12×高さ40cm　●素材:スチール（粉
体塗装） ※丸めたバスタオルを約4枚収納できます。

80102-0563　音波振動歯ブラシ
●サイズ（約）:歯ブラシ全長20cm　
●素材:樹脂、ナイロン　
●電池式　●スペアブラシ、キャップ付

80102-0564　 
ウエアクリーナー（セルテヴィエ）
●サイズ（約）:4.2×9.2×奥行11cm　●素材:樹脂、ガ
ラス、紙、合成ゴム　●裏面ミラー、スペアテープ4巻付

80102-0565　 
メガネクリーナー
●サイズ（約）:16.5×8.5×高さ9cm　
●素材:樹脂　●電池式

80102-0566　 
今治&泉州フェイスタオル
●サイズ（約）:今治フェイスタオル34×80cm、泉
州フェイスタオル34×75cm　●素材:綿100%

80102-0567　 
2段室内物干し
●サイズ（約）:76×高さ124cm　
●素材:樹脂

80102-0568　 
巻きつけ収納ボックス（セルテヴィエ）
●サイズ（約）:26×10.4×高さ19.2cm　
●素材:熱可塑性エラストマー、アルミニウム

80102-0569　 
ブラシタンブラー（ゾーン）
●サイズ（約）:φ8×高さ10cm　
●素材:磁器　●カラー:グレー

80102-0570　 
ティッシュボックスケース
●サイズ（約）:13.1×24×高さ8.5cm　
●素材:アクリル樹脂

80102-0571　竹炭収納ケース
●サイズ（約）:36×30×高さ30cm　●素材:
ポリプロピレン（不織布）、ポリプロピレン、ポ
リエチレン、紙（再生紙）　●折りたたみ式
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た する 品は、 を らしに り れ、伝統の
や使い の を し 代 に ッチさせる とを
しています。

一は、19 年に創業し、 て で た を
に使 ていた る 品 とい 市場を創出してき
たパイオニアで、日本で 一の 企業です。

柳宗理ハナエモリ
は日本の クトデ インの 一 で り、日本を代表

する 業デ イナーです。 ニ ー ーク 代 館 の
に されている ライ ールなどの をは

じめ、 ッチンウェアなど広 なデ インを 、 の 品は
日本 でなく世界中の に愛用されています。

80102-0332　 
夫婦湯呑
●サイズ（約）:大φ7.5×高さ9.5cm、小φ7×高さ
9cm　●素材:陶器

80102-0333　 
ボールペン 月うさぎ（黒）
●サイズ（約）:φ1.2×13.5cm　●素材:樹脂

80102-0352　 
組鉢
●サイズ（約）:15.5×21×高さ6cm
●素材:磁器

80102-0335　 
パンチングストレーナー
●サイズ（約）:φ16.4×高さ9.3cm　
●素材:ステンレス
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国 を て される や な の世界を
、 は進化し、 代 れる イ

ルを大 に、 らしに とり る とときを します。
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Tempra nabe

Sukiyaki nabe

Oil Pot

Nabe

Frying pan

Frying pan

Knife

Oroshiki

Sharpener

Kettle

Yakiniku plate

Table pot

Wok

Peeler

Mitten

Hotsand maker

80102-0476　 
天ぷら鍋22cm
●容量（約）:2.3ℓ　●素材:鉄　●IH可

80102-0477　 
フライパン25cm
●サイズ（約）:深さ5.5cm　●素材:アルミ、
強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80102-0478　 
ダイヤモンドシャープナー
●サイズ（約）:25.5cm　●素材:刃物鋼

80102-0479　 
鉄製炒め鍋29cm
●サイズ（約）:φ29×深さ8cm　●素材:鉄

80102-0480　 
すき焼鍋24cm
●鍋容量（約）:2.9ℓ　●素材:アルミ、強化
ガラス　●フッ素加工　●IH可

80102-0481　 
オムフライパン
●サイズ（約）:φ22×深さ8cm　
●素材:アルミ　●フッ素加工

80102-0482　 
笛吹ケトル
●容量（約）:満水1.5ℓ　●素材:ステンレス　
●IH可

80102-0483　 
ピーラー3種セット
●全長サイズ（約）:ワイド･太切り･細切り各
17cm　●素材:ステンレス、樹脂

80102-0484　 
2段式オイルポット
●サイズ（約）:φ12×17×高さ21cm、容量
1.2ℓ　●素材:鉄　●フッ素加工

80102-0485　 
包丁
●全長サイズ（約）:30.5cm　
●素材:ステンレス

80102-0486　 
直火焼肉プレート
●サイズ（約）:φ31.5×高さ3cm　
●素材:鉄、ホーロー、アルミ　●フッ素加工

80102-0487　 
ミトン
●サイズ（約）:7.1×7.1×高さ4.4cm　
●素材:シリコーン

80102-0488　 
卓上鍋23.5cm
●サイズ（約）:φ23.5×高さ9.5cm　
●素材:アルミ、樹脂、強化ガラス　●IH可

80102-0489　 
おろし器
●サイズ（約）:本体20×4.7cm、竹ヘラ13
×3cm　●素材:ステンレス、竹

80102-0490　 
卓上ポット
●サイズ（約）:φ15×高さ23cm　
●素材:ステンレス　●カラー:シルバー

80102-1398　 
ホットサンドメーカー
●サイズ（約）:37.5×16.3×3.7cm　
●素材:アルミ、フェノール樹脂・ステンレス
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250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたク
オリティ、ブリティッシュエレガンスの漂う洗練を極めたデ
ザインは、特別の日を記念するアイテムとして最適です。

ウェッジウッド

1904年創業。日本の洋食器のパイオニア企業。
日本初のディナーセット製造を果たし、米国を中心に輸出
を開始、世界中で知られるブランドとなる。

ノリタケ

2011-941
ストロベリーブルームインディゴ
スモールボール
●サイズ（約）:14×14×高さ5cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

2011-317
スクエアプレート（ノリタケ）
●サイズ（約）：23×23×高さ3cm
●素材：磁器

オールマイティ 5 116-1

1817

足・腕クッション（モグ）

ステーキ皿

カクテルセット＆絞り器

ウエアクリーナー（セルテヴィエ）

スクエアプレート（ノリタケ） 組鉢（ハナエモリ）

インテリア

キッチン

リラックス・
クリーン

テーブルウェア テーブルウェアテーブルウェア

3,100円（税込3,410円） （2,500円コース ＋ システム料 600円）



= GUNDAM =

= Glue gun =

= STAR WARS =

= Ferrari =

グルーガンで熱して溶けたグルー（溶けた樹脂）は、木材、紙、布、皮、ガラス、プラスチ
ック、金属などの素材の接着に使え、DIYや手芸、アクセサリー作りなど、様々な用途に
使える万能アイテム。

1977年に初作品が公開され、世界中で社会現象を巻き起こした「スターウォーズ」。圧倒
的な力を見せつけたダース･ベイダーを1/12スケールモデルで再現。

創業者、山科直治（1918年-1997年10月28日）の義兄久々津一夫が経営する繊維会社
「萬代産業」の玩具製造子会社「萬代屋」として浅草に創業。

エンツォフェラーリ（Enzo Ferrari）はイタリアの自動車メーカーフェラーリが創業55周年を
記念して製造、販売したスーパーカー。ディテールまでこだわり再現したミニサイズR/C。

80102-0645　RG ZGMF-X42S デスティニーガンダム
●サイズ（約）:高さ10cm　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装済み完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80102-0646　ダース･ベイダー
●サイズ（約）:高さ16.9cm（1/12スケール）　
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80102-0647　コードレスグルーガン
●サイズ（約）:12×4×12cm　●素材:樹脂

80102-0648　1/32 エンツォ･フェラーリ
●サイズ（約）:21×9.5×高さ5cm　●素材:樹脂
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80102-0604　にぎにぎセット
●サイズ（約）:てるてる坊主9cm、月10.5cm、星8.5cm　
●素材:綿100%

80102-0605　森のぽんぽん玉入れ
●サイズ（約）:40×60×高さ35.5cm　●素材:樹脂　
●対象年齢3才～

80102-0606　バスルームおもちゃBOX
●サイズ（約）:21×32×高さ19cm　
●素材:ABS樹脂

80102-0607　ラトリングドッグ
●サイズ（約）:22.5×7×高さ13cm　●素材:木
●対象年齢1.5才～

80102-0608　キッズグローブ
●サイズ（約）:8インチ　●素材:ポリ塩化ビニル、綿　
●ボール付き

80102-0609　キッズウォッチ（ピンク）
80102-0610　キッズウォッチ（ブルー）
●サイズ（約）:φ2.8cm、腕周り～16cm　●素材:樹脂

80102-0611　スタイ&ラトルセット
●サイズ（約）:スタイ16×21cm、ラトル10cm　
●素材:綿、ポリエステル

80102-0612　キッズカトラリー15点セット
●全長サイズ（約）:コーヒースプーン13.7cm、ヒメフォーク14cm、
ディナースプーン16cm　●素材:ステンレス、樹脂

80102-0613　アルバムフレーム
●サイズ（約）:19×17.6×厚さ6cm　
●素材:スチール　●L判サイズ80枚収納可

80102-0614　親子バドミントンセット
●サイズ（約）:ラケット（大）全長66cm、（小）全長44.5cm　
●ラケット（大）2、（小）1、シャトル2、収納袋付

80102-0615　マット
●サイズ（約）:38×62cm　●素材:アクリル
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= Headphones =

= Darts == Binoculars =

「良い音、音楽をお届けする」という理念のもと、1962年の創業以来オーディオテクニ
カは独創的なモノづくり・音づくりへのこだわりを大切にしてきました。製品がオリンピ
ックやグラミー賞でも採用されるなど、その技術力は高く評価されています。

= Ballpoint pen =

光学製品の専門メーカーとして、1957年9月に創立。双眼鏡、天体望遠鏡などの光学製
品の開発販売を基軸に、デジタル化が進む写真映像分野で発展を続けています。

プレイするだけでなく、インテリアとしても人気の高いダーツ。老若男女誰でも楽しめ、
脳の活性化にも役立ちます。

シェーファーの創業者ウォルター・A・シェーファーは1900年代初頭に新たな万年筆の
機構を開発した、アメリカの万年筆のパイオニア的存在でした。その後もシェーファー
社は様々な万年筆の機構を開発し、その地位を築いてきました。

80102-0649　3倍率オペラグラス（ケンコー）
●サイズ（約）:6.7×10×高さ3.5cm　●素材:樹脂

80102-0651　イヤフィットヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:コード長1.2m

80102-0650　ダーツ
●サイズ（約）:φ33×厚さ1.5cm　●素材:紙、樹脂

80102-0652　ボールペンセット（シェーファー）
●全長サイズ（約）:VFM ラディカルレッド14cm、センチネル プラスチックブ
ルー13cm　●素材:真鍮、ラッカー、クロームプレート、プラスチック
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80102-0572　洗顔セット（つやの玉）
●サイズ（約）:クロス25×25cm、タオル34
×30cm　●素材:綿100%、ポリエステル
80％、ナイロン20％　●こんにゃくスポンジ付

80102-0576　 
ヒゲトリマー（ロゼンスター）
●サイズ（約）:3.3×2.7×高さ13cm　●素材:樹脂、ステンレス　
●電池式　●刈り高さアタッチメント、オイル、掃除用ブラシ付

80102-0580　 
フェイスシェーバー
●サイズ（約）:φ1.4×全長13cm　●素材:樹
脂、アルミ　●電池式　●眉用コーム･ブラシ付

80102-0584　 
ネイルポリッシャー
●サイズ（約）:全長15.5cm　●素材:ABS樹脂　
●磨きビット×2、艶出しビット×2　●電池式

80102-0573　 
カールドライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:φ5.2×33.2cm　●素材:樹
脂　●AC100V-700W･コード1.5m

80102-0577　 
メンズネイルケア8点セット
●サイズ（約）:ケース17.2×10.2×厚さ
2.6cm　●素材:ステンレス

80102-0581　 
水洗いポケットシェーバー（ロゼンスター）
●サイズ（約）:5.3×2.5×高さ9.2cm　●素材:樹脂、ス
テンレス、ニッケル合金　●電池式　●掃除用ブラシ付

80102-0585　 
フェイシャルクリーナー
●サイズ（約）:11×6.5×16.8cm　
●素材:樹脂　●電池式

80102-0574　レディースケアセット
●サイズ（約）:12.6×8.5×高さ2.8cm　
●素材:ステンレス　●セット内容:爪やすり、
毛抜き、耳かき、ハサミ、爪切り、ミラー

80102-0578　 
ヘアードライヤー
●サイズ（約）:15.9×14.5×幅6.5cm　
●AC100V-1200W

80102-0586　 
毛抜きペアセット（郷技）
●サイズ（約）:全長7.5cm×2　
●素材:ステンレス

80102-0575　 
爪みがき
●サイズ（約）:9×14cm　
●素材:クリスタルガラス

80102-0579　 
鼻毛カッター
●サイズ（約）:φ3×全長12.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

80102-0587　 
卓上ミラー
●サイズ（約）:20×17×厚さ1cm　
●素材:アルミニウム　●飛散防止加工

80102-1245　 
フィニッシュパウダー（スキンフード）
●容量（約）:15g

80102-1246　卓上ミラー
●サイズ（約）:17×8.5×高さ17.5cm　
●素材:スチール
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80102-0616　フォトフレーム（ブルー）
80102-0617　フォトフレーム（ピンク）
●サイズ（約）:24×24×奥行10cm　●素材:ガラス、ラインストーン

80102-0618　トライアングルラトル
●サイズ（約）:12×12×11.5cm　●素材:木
●対象年齢6か月～

80102-0619　ねんどきほんセット
●セット内容:ねんど40g×5色、道具12種　
●対象年齢3才～

80102-0620　おにぎりやさんセット
●サイズ（約）:最小サイズφ4×高さ2cm、えほん19×19×厚さ1cm　
●素材:ポリエステル、ポリプロピレン、プラスチック、紙　●対象年齢1.5才～

80102-0621　ソックスセット
●サイズ（約）:8～11cm　●素材:綿、ナイロン、ポリウレタン
●対象年齢0才～　●6足入

80102-0622　スプーン付ペアマグセット
●サイズ（約）:マグφ8.5×高さ8.5cm、スプーン全長13cm　
●素材:磁器

80102-0623　スヌーピー折りたたみ傘（レッド）
80102-0624　スヌーピー折りたたみ傘（ブルー）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時23.5cm　
●素材:ポリエステル、アルミ

80102-0625 ソフトブック
●サイズ（約）:14×20×厚さ3.5cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●対象年齢0才～

80102-0626　ギロシェーカー&カスタネットセット
●サイズ（約）:ギロシェーカー4.1×15.3×高さ4.1cm、カスタネット6×6×
高さ2cm　●素材:ラバーウッド、ゴム

80102-0628　おしり拭きケース
●サイズ（約）:19×12×高さ7.5cm　●素材:樹脂　
●カラー:ブラウン

80102-0627　母子手帳ケース
●サイズ（約）:23×16.5×マチ2cm　●素材:綿　
●ファスナー式開閉、ポケット5、カード入6、ペンホルダー1
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01  Umbrella stand

05  Plants

09  Rack

13  Cup

02  Mug

06  Pedal pale

10  Poster

14  Alarm clock

03  Clock

07  Hook

11  Slippers rack

15  Multi box

04  Photo stand

08  Candle

16  Clock

12  Jewelry box

My favorite of the interior is stylish

80102-0444　 
傘立て
●サイズ（約）:φ20×高さ57cm　
●素材:スチール　●7～9本収納可

80102-0445　 
ペアマグカップ
●サイズ（約）:φ9×10.7cm、容量360ml　
●素材:磁器

80102-0446　 
デジタル時計（アデッソ）
●サイズ（約）:11.3×9.5×厚さ4.5cm　
●素材:樹脂

80102-0447　 
フォト＆カードスタンドセット
●サイズ（約）:RAD1.9×7.5×4.9cm、PEACE1.9×6.5
×5.3cm、TUMBS1.9×5×6.5cm　●素材:亜鉛合金

80102-0448　 
光触媒カクタス
●サイズ（約）:10×10×高さ13cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80102-0449　 
ペダルペール
●サイズ（約）:26×21×高さ27.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80102-0450　 
ドアフック

●サイズ（約）:10.9×21.6×31.5cm　●素材:樹脂、スチール　
※耐荷重:1フックにつき約2kg。ドア幅3.5cmまで対応。

80102-0451　 
キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:キャンドルφ6.2×高さ8.8cm、シェー
ドφ7.5×高さ4.2cm　●素材:パラフィン、ガラス

80102-0452　 
3段ラック
●サイズ（約）:29×59×高さ54cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

80102-1263　 
ポスター
●サイズ（約）:51.5×72.8cm（B2サイズ）　
●素材:紙　※フレームはつきません

80102-0454　 
スリッパラック
●サイズ（約）:9×42×高さ13cm　
●素材:スチール　●4足収納可

80102-0459　 
デジタル置時計
●サイズ（約）:9.5×9.3×厚さ5.2cm　
●素材:樹脂　●スヌーズ機能付

80102-0456　 
ぐいのみ
●サイズ（約）:φ5.2×高さ3.6cm　
●素材:ステンレス、（内面）錫メッキ

80102-0457　 
ライト付ツインベルアラーム（マグ）
●サイズ（約）:18×13×厚さ7.8cm　
●素材:スチール　●ステップ運針

80102-0458　 
収納ボックス
●サイズ（約）:26×31×高さ32cm　
●素材:綿、樹脂

80102-0455　 
ジュエリーボックス
●サイズ（約）:7.1×13×高さ21.9cm　
●素材:樹脂、ポリスチレン、ガラス
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80102-1391　 
今治竜宮タオルセット

今治フェイスタオルセット

●サイズ（約）:フェイスタオル34×75cm、ウ
ォッシュタオル34×34cm　●素材:綿100%

80102-0592　 
デジタル体重計
●サイズ（約）:20×30×高さ2.2cm　●素材:樹
脂、ガラス　●100g～150kg計測可　●電池式

80102-0596　 
リキッドソープ（カンパニードプロバンス）
●容量:300ml　
●インセンスラベンダーの香り

80102-1394　 

80102-0589　バスソルトセット
●サイズ（約）:ソルト190g、175g、ウォッ
シュタオル22×22cm、マイクロファイバー
クロス25×25cm×2　●豚毛ブラシ付

80102-0593　 
バスクロック
●サイズ（約）:18.2×17×4.5cm　
●素材:ガラス、樹脂

80102-0597　バスソルトセット
●サイズ（約）:ソルト180g、ソルトフィズ（40g）
×2、今治ウォッシュタオル34×30cm、マイク
ロファイバークロス25×25cm×2

80102-0601　 
今治バスマット（今治プリマクラッセ）
●サイズ（約）:40×60cm　
●素材:綿100%

80102-0590　 
オーガニックヘーゼルナッツソープ
●容量（約）:40g×5

80102-0594　 
バスマット（セゾニエ）
●サイズ（約）:45×65cm　
●素材:アクリル　●すべり止め付

80102-0598　 
節水シャワーヘッド
●サイズ（約）:5.5×7.5×18.5cm　
●素材:樹脂　●付属アダプターなしで取付可

80102-1395　 
ソープ（パニエデサンス）
●

●

容量:150ｇ×3

80102-1392　 
今治エンジェルソフトタオルセット
●サイズ（約）:34×80cm×2　
●素材:綿100%

●サイズ（約）:34×75cm×2　
●素材:綿100%

今治エンジェルソフトタオルセット

泉州バスタオル

●サイズ（約）:34×80cm×2　
●素材:綿100%

80102-0595　 
バスマットスタンド
●サイズ（約）:12×28×高さ28cm　
●素材:スチール　●耐荷重約6kg

80102-1393　 

80102-1396　 

●サイズ（約）:74×127cm　
●素材:綿100%
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フレッシュフローラルの香り

01  Alarm clock

05  Tissue case

09  Stand

13  Plate set

02  Cushion

06  Rack

10  Clock

14  Stand light

03  Hanging rack

07  Candle

11  Mirror

15  Pencilcase set

04  Cable box

08  Plate set

12  Rack

16  Mirror

My favorite of the interior is stylish

80102-0460　 
目覚まし時計
●サイズ（約）:13.7×14×厚さ6cm　
●素材:樹脂　●ステップ運針

80102-0461　 
低反発クッション
●サイズ（約）:φ39×厚さ3.5cm　
●素材:綿　●色:ネイビー

80102-0462　 
ハンガーラック
●サイズ（約）:41.5×78.5×高さ87～
149.5cm　●素材:スチール　●組立式

80102-0463　 
ケーブルボックス
●サイズ（約）:41.5×16×高さ14.1cm　
●素材:ポリプロピレン、エラストマー

80102-0464　 
マグネットティッシュケース
●サイズ（約）:13×26×高さ10cm　
●素材:樹脂･マグネット

80102-0465　 
電子タブレット･リモコンラック
●サイズ（約）:8.5×21×高さ10.5cm　
●素材:スチール

80102-0466　 
キャンドル（グランセンス）
●サイズ（約）:φ7.8×高さ9.4cm　
●素材:ソイワックス

80102-0467　 
プレートセット
●サイズ（約）:20.2×20.2×高さ2cm　
●素材:磁器

80102-0468　 
ゴミ袋スタンド
●サイズ（約）:31×24×高さ48cm　
●素材:スチール

80102-0469　 
掛時計
●サイズ（約）:φ33.1×厚さ4.3cm　
●素材:樹脂　●ステップ運針

80102-0470　 
3倍拡大鏡付卓上ミラー
●サイズ（約）:φ15×高さ26.5cm　●素材:
アルミ

80102-0471　 
リモコンラック
●サイズ（約）:8.5×14×高さ11cm　
●素材:ポリエステル、合皮

80102-0472　 
プレートセット
●サイズ（約）:φ19cm　●素材:磁器

80102-0473　 
LEDスタンドライト
●サイズ（約）:12×10×高さ37cm　●素材:樹脂　
●USBケーブル付　●電池式　●角度調節可

80102-0474　 
ペンケース&消しゴム
●サイズ（約）:4.5×20×高さ4cm　
●素材:スチール、TPR

80102-0475　 
ミラー
●サイズ（約）:45.5×15.5×厚さ1.5cm　
●素材:ガラス、アルミ、樹脂、合成木材
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〈ワイルド・スピード〉
「トリプルX」「リディック」のヴィ
ン･ディーゼルが超ハイ･スピー
ドで駆け抜ける！

〈ワイルド・スピードX3　TOKYO DRIFT〉
渋谷・新宿・首都高速を舞台
に、かつてないバトルが繰り広
げられる！！カー・アクション映
画の頂点、”ワイルド・スピード”
シリーズ第3弾。

〈ワイルド・スピード　MEGA MAX〉
指名手配犯･ドミニクと元FBI捜
査官･ブライアンは、永遠の自
由を手に入れたいと考え…。

〈ジュラシック・パーク〉
予期せぬ事態が起こり、人間た
ちに恐竜が牙を剥き始めた！助
かるのは誰か？

〈ワイルド・スピードX2〉
アドレナリン爆発！限界を超え
た超弩級カーアクション・エン
タテインメント。

〈ワイルド・スピード　MAX〉
極限までチューンナップされた
カスタムカーのハイスピードバ
トルを描く。

〈ワイルド・スピード　EURO MISSION〉
”ワイルド・スピード”チームVS
最強犯罪集団。新たな強敵を
相手に常識を覆すミッション始
動！！

〈ハムナプトラ失われた砂漠の都〉
砂漠の奥地に眠る”死者の都”
に財宝探しに赴いた一行と生
きながら葬られてこの世に再び
蘇った魔道士の戦いを描いた
冒険アクション。

80102-0629　 
ワイルド･スピード
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0630　 
ワイルド･スピードX2
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0631　 
ワイルド･スピードX3 
TOKYO DRIFT
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0632　 
ワイルド･スピード 
MAX
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0633　 
ワイルド･スピード 
MEGA MAX
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0634　 
ワイルド･スピード 
EURO MISSION
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0635　 
ジュラシック･パーク
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0636　 
ハムナプトラ失われた
砂漠の都
●ディスクケース（20枚収納）付
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80102-0394　 
テーブル
●サイズ（約）:φ30.5×高さ20cm　
●素材:スチール、合成木材

80102-0395　 
ティッシュケース（ヤマトジャパン）
●サイズ（約）:14×28×高さ9cm　●素材:
合成木材

80102-0397　 
ミラー付ティッシュケース
●サイズ（約）:13.5×26×高さ7.5cm　
●素材:樹脂　●フタの内側が鏡になっています。

80102-0398　 
ケーキ皿5枚セット（モズ）
●サイズ（約）:φ16×高さ2.5cm　
●素材:磁器

80102-0399　 
トレーセット
●サイズ（約）:カップφ8×高さ4cm、トレー
28.5×12×高さ2cm　●素材:磁器

80102-0401　 
低反発座布団
●サイズ（約）:42×42×厚さ10cm　
●素材:ポリエステル、樹脂

80102-0402　 
マルチラック
●サイズ（約）:15×17.5×高さ8.5cm　
●素材:合皮、スチール

80102-0403　 
消臭グリーン
●サイズ（約）:12.5×10.5×82cm　●素材:
ポリエチレン、ポリスチレン、ガラス、石、麻

80102-0405　 
カップセット
●サイズ（約）:φ10.8×高さ5.5cm　
●素材:磁器

80102-0406　 
5釉フリーカップ
●サイズ（約）:φ6.5×高さ10.3cm　●素材:
陶器

80102-0407　 
マット
●サイズ（約）:45×60cm　●素材:綿

80102-0396　 
リモコンラック
●サイズ（約）:12×15×高さ15.5cm　
●素材:合成木材

80102-0400　 
掛時計
●サイズ（約）:φ22.5×3.6cm　
●素材:樹脂、ガラス　●スイープ運針

80102-0404　 
トレーセット
●サイズ（約）:カップ8×11×高さ4.5cm、ト
レー13×34.5×高さ2.5cm　●素材:磁器

80102-1262　 
座布団クッション
●サイズ（約）:40×40×厚さ10cm　
●素材:ポリエステル、チップウレタンフォーム

80102-0409　 
真空ステンレスタンブラー
●サイズ（約）:φ7.5×高さ14cm、容量
350ml　●素材:ステンレス鋼
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〈ボーン･レガシー〉
CIAにより生み出された暗殺者･
アーロンの過酷な運命を描く。

〈ボーン・スプレマシー〉
最強のエージェント=ジェイソ
ン･ボーン失われた記憶を求
め、新たな戦いが始まる！

〈パシフィック・リム〉
【人類巨大兵器vs巨大KAIJU】
人類よ、立ち上がれ、この巨兵
と共に！

〈バットマンビギンズ〉
過去のトラウマに苦しむブルー
スはゴッサム・シティーを後に
する。数年後、彼は街へ戻るが
…。

〈ボーン・アイデンティティー〉
ヨーロッパを縦断して繰り広げ
られる壮絶なチェイス！

〈ボーン･アルティメイタム〉
過去の記憶を消され暗殺者に
されたボーンは、記憶を取り戻
すため奔走するが…。

〈アメイジング･スパイダーマン〉
ピーター・パーカーは、ちょっと
サエない高校生。運命の糸に
導かれ、少年はヒーローへ。

〈マン・オブ・スティール〉
最強のヒーロー･スーパーマン
と最凶の侵略者･ゾッド将軍の
戦いを描くアクションエンタテ
インメント。

80102-0637　 
ボーン･レガシー
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0638　 
ボーン･
アイデンティティー
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0639　 
ボーン･スプレマシー
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0640　 
ボーン･
アルティメイタム
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0641　 
アメイジング･
スパイダーマン
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0642　 
パシフィック･リム
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0643　 
バットマン ビギンズ
●ディスクケース（20枚収納）付

80102-0644　 
マン･オブ･スティール
●ディスクケース（20枚収納）付
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80102-0410　 
フォトスタンド
●サイズ（約）:16.5×18.5cm　●素材:樹脂　
●電池式

80102-0411　 
光触媒シュガーバイン
●サイズ（約）:12×12×高さ15cm　
●素材:ポリエステル

80102-0412　 
卓上ミラー
●サイズ（約）:28.6×23.5cm　
●素材:天然木

80102-1356　 
掛時計
●サイズ（約）:φ25×厚さ4cm ●素材:
樹脂、ガラス　●スイープ運針　

80102-0414　 
スリッパラック
●サイズ（約）:12×28×高さ74cm　
●素材:合成木材　●組立式

80102-0415　 
収納スツール
●サイズ（約）:34×34×高さ34cm　●素材:ポリ
エステル、合成木材、ペーパーボード、不織布

80102-1357　 
砂時計3分＆5分計
●サイズ（約）:3×11.5×高さ10.5cm
●素材:天然木（ビーチ材）、ガラス、

80102-0417　 
充電ラック
●サイズ（約）:13.5×13.5×高さ13cm　
●素材:天然竹

80102-0418　 
ペアスタックマグ
●サイズ（約）:φ8×高さ6.5cm　
●素材:磁器

80102-0419　 
トイレットペーパーラック
●サイズ（約）:14.5×14×高さ37.5cm　
●素材:合成木材　●組立式　●3個収納可

80102-0420　 
ティッシュBOX
●サイズ（約）:13.5×26×高さ7.5cm　
●素材:樹脂

80102-0421　 
2段ラック
●サイズ（約）:15×16.8×高さ32cm　
●素材:合成木材

80102-0422　 
ピアススタンド
●サイズ（約）:10.3×15.2×高さ19.7cm　
●素材:スチール

80102-1358　 
フレグランスジェルライト

80102-0424　 
ヘッドホンスタンド
●サイズ（約）:φ13×高さ28cm　●素材:ス
チール　※ヘッドホンは演出品です。

80102-0425　 
アクセサリースタンド
●サイズ（約）:φ12×高さ28cm　
●素材:ラバーウッド
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砂（ガラスビーズ）　

爽やかなグリーンリーフの香り●

●サイズ（約）:φ7.5ｘ高さ9cm
●素材:ワックス、ガラス、香料、コルク他、
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80102-0492　 
トリプルパン24cm
●サイズ（約）:39.4×24.5×深さ6.5cm　
●素材:アルミ、強化ガラス、樹脂　●フッ素加工

80102-0493　 
温度計付天ぷら鍋19cm
●容量（約）:2ℓ　●素材:鉄　●IH可

80102-0494　ボトル型キッチンツール
●サイズ（約）:セット時φ8.4×高さ27.8cm　●素材:樹脂　
●セット内容:ろうとアタッチメント、キャップオーナー、ろうと、レモ
ン絞り、計量カップ、薬味おろし、チーズグレーダー、黄身取り

80102-0495　 
深型フライパン22cm
●サイズ（約）:深さ7cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●IH可

80102-1399　 80102-0497　 
カスピ海ヨーグルトができる容器
●サイズ（約）:12.9×12.9×高さ17.6cm　●素材:
ポリプロピレン、ポリエステル　●スプーン3本付

80102-0498　 
キッチンツールセット
●全長サイズ（約）:麺お玉25cm、ヘラスプーン
22cm、サービススプーン22.2cm　●素材:ナイロン

80102-0499　 
キャセロール14cm
●サイズ（約）:φ14.4×深さ3.4cm、容量220ml　●素

樫クルコ）トーシ（、器陶）タフ（、器陶熱耐）器容（:材

80102-0500　 
ミンチメーカー&めん棒
●サイズ（約）:10×13.5×高さ20cm　●素
材:樹脂、天然木

80102-0501　 
フライパン26cm
●サイズ（約）:深さ5.5cm　●素材:アルミ、
強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80102-0502　 
レンジ専用ゆでたまご器
●サイズ（約）:15.5×12.9×高さ13.7cm　
●素材:アルミ、樹脂

80102-0503　 
両手鍋20cm
●サイズ（約）:深さ9cm、容量2.8ℓ　●素材:
アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80102-0504　 
片手鍋18cm
●サイズ（約）:深さ9cm、容量2.2ℓ　●素材:
アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80102-0505　 
ミニグラカップペア
●サイズ（約）:11.2×15.4×高さ6cm　●素材:
耐熱陶器　●直火、オーブン、電子レンジ可

80102-0506　 
シリコンスチーマー
●サイズ（約）:16×25×高さ7cm　
●素材:シリコン

80102-0507　 
ハート型オムフライパン
●サイズ（約）:22×38×深さ9cm　
●素材:アルミ　●フッ素加工
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　キッチンスライサー
●ケースサイズ（約）:8.5×8.5×23.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂
●千切り、ツマ切り、スライス、おろしに対応

Slicers

1817 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,008点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）

インテリア

リキッドソープ（カンパニードプロバンス）

ビューティー・
バス＆
ウォッシュ

森のぽんぽん玉入れ

キッズ

ボールペンセット（シェーファー）

ホビー

パシフィック･リム掛時計

DVDインテリア

キッチン
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80102-0685　ミニトートクーラーバッグ
●サイズ（約）:16×31×マチ13cm　
●素材:綿、ポリエステル、樹脂

80102-0686　ランチボックス
●サイズ（約）:15.5×8.5×高さ7cm、容量490ml　
●素材:樹脂　

80102-1408　スマホスタンド
●サイズ（約）:10×9.5×高さ9cm
●素材:レジン

80102-1296　フルーツボウルセット
●サイズ（約）:φ14.5×高さ4.5cm　
●素材:磁器

80102-1280　折りたたみチェア
●サイズ（約）:32×34.5×高さ48cm　
●素材:鋼、ポリエステル　●耐荷重60kg

80102-1409　ペアマグカップ
●サイズ（約）：13.5×10.5×高さ8cm
T、樹脂 ●家庭用食器洗浄機、電子レンジ対応

80102-1410　ティガーぬいぐるみ
●サイズ（約）：19×15×厚さ15.5cm
●素材：ポリエステル

80102-0693　電子レンジ容器セット
● 、lm072量容、mc1.6さ高×4.9×6.01）型丸（:）約（ズイサ

（小判型）12.6×8.8×高さ6.1cm、容量310ml、（正角型）
10.9×9.4×高さ6.1cm、容量330ml　●素材:ポリプロピレン

80102-0694　キャニスター
●サイズ（約）:10.5×13.2×高さ18cm、容量
700ml　●素材:磁器

80102-0695　ティーポット
●サイズ（約）:9.5×16×13.5cm、容量350ml　
●素材:磁器　

80102-0696　汁椀ペア
●サイズ（約）:φ10.9×高さ7.2cm　●素材:樹脂

80102-1411 軽量スリムパーソナルボトル
●サイズ（約）：φ5.9x高さ13.5cm、容量200ml
●素材：ステンレス鋼

80102-1412　キャンディーポット
●サイズ（約）:φ8.7x高さ13.8cm
素材:ガラス､シリコンゴム●

80102-1249　ドナルドのペットボトルカバー
●サイズ（約）:8×7×27cm･容量480ml　
●素材:ポリエステル、合成ゴム
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80102-0743 テント
●サイズ（約）:110×190×高さ125cm、収納時58×54×厚さ3cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン

80102-1282　LEDランタン
●サイズ（約）:12×15×高さ19.5cm　●素材:樹脂　

80102-0745 シュラフ
●サイズ（約）:176×75×厚さ4.5cm　
●素材:ポリエステル

80102-0746 アウトドアチェア
●サイズ（約）:50×50×高さ80cm　
●素材:ポリエステル、鉄

80102-1423　多機能ポータブルライト
●サイズ（約）：14.5×5.5×高さ4.5cm
●機能：ライト、モバイルバッテリー、FMラジオ、サイレン

80102-0748　
ポップアップドライネット（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:36.5×36.5×高さ80cm ●素材:ポ
リエステル、鉄（亜鉛メッキ）

80102-0749 ステンレスマグ
●サイズ（約）:8.7×12×高さ8.2cm　
●素材:ステンレス鋼

80102-0750　ステンレスクッカーセット
●サイズ（約）:大φ12.4×高さ6.2cm、小φ11.6×高さ
6cm、トレーφ13cm　●素材:樹脂　●折りたたみカップ付

80102-0752 バーベキューコンロ
●サイズ（約）:φ26.5×高さ21.5cm　
●素材:鉄　●組立式

80102-0753　BBQツールセット
●ケースサイズ（約）:36×5.5×厚さ11cm　
●素材:樹脂、木、ステンレス ●ケース付

80102-0754　折りたたみレジャーテーブル
●サイズ（約）:60.7×55.1×高さ23cm、収納時
31×55.1×厚さ6cm ●素材:樹脂 ●カップホル
ダー、脚部が本体に内蔵　●組立式

80102-0755　ラーメンクッカー（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:φ10.5×高さ7.5cm、容量570ml　
●素材:ステンレス

80102-0756　真空タンブラー（スタンレー）
●サイズ（約）:φ8.7×高さ14.6cm、容量0.47ℓ
●素材:ステンレス鋼

80102-0751　ポケットラジオ（ケンコー）
●サイズ（約）:2.1×5.7×9.4cm　
●素材:樹脂　●電池式　●AM/FM
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●

●素材：樹脂

手回し、USB充電式

80102-0827　 
国産牛カレー5食（BULLS）
●容量:200g×5

80102-0828　 
レッドカレー
●容量:180g×9

80102-0829　 
粒入りコーンスープ9食
●容量:180g×9

80102-0830　 
大きな焼ドーナツ&
ラスク（Navire）
●容量:焼ドーナツ直径17cm、
ミニラスク（プレーン50g、抹茶
50g、カカオ50g）各3

80102-1268　 
淡路島たまねぎの 
オニオンスープ
●容量:オニオンスープ180g×5

80102-0832　 
長崎五黒カステラ
●容量:350g×2

80102-0833　 
煮込みデミグラスハンバーグ5食
●容量:120g×5

80102-0834　 
デロー レゼルヴ 赤
●容量:ワイン750ml　
●アルコール度数12.5% 
※未成年の方は酒類をお申込みいただけ
ません。

80102-0835　 
グリーンカレー
●容量:180g×9

80102-0836　 
茶寮「チェリーブラッサム-桜庵-」 
スープセット
●容量:コーンスープ150g×3、
ミネストローネ150g×2

80102-0837　 
野菜カレー4食 
（新宿中村屋）

●容量:180g×4

80102-0838　 
クラブセイロンティーバッグ紅茶
●容量:ティーバッグ（ディンブラ･ヌワラエ
リヤ）2g×各20 ※一部パッケージ変更
する場合があります。
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80102-0699　トリオパスタプレート
●サイズ（約）:φ21.5×高さ4cm　
●素材:磁器

80102-0700　木製フィギュア
●サイズ（約）:10×4×厚さ5cm　
●素材:木　

80102-0701　ランドリーバッグ
●サイズ（約）:φ35×高さ55cm　
●素材:綿100%、裏:PVCコーティング

80102-0702　フレグランスセット
●サイズ（約）:リードディフューザー100ml、
オーナメント13×17×厚さ0.5cm　
●こけももの香り

80102-0703　フラワームーミン
●サイズ（約）:12×11×高さ17cm　
●素材:ポリエステル

80102-0704　ミィ&スナフキン
●サイズ（約）:ミィ8.5×9×高さ13cm、
スナフキン9.5×9.5×高さ16cm

80102-0705　タオルセット
●サイズ（約）:ウォッシュタオル36×34cm、
フェイスタオル80×34cm　●素材:綿100%

80102-0706　ストラップセット
●サイズ（約）:ミィ2.2×1cm、スナフキン2.5×1cm　
●素材:カバ材

80102-0707　バスパウダーセット
●サイズ（約）:35g 全12包　●使い切り

80102-0708　不気味なニョロニョロ
●サイズ（約）:31×15cm　
●素材:ポリエステル　

80102-0709　ペアムーミンマグ
●サイズ（約）:φ8.5×高さ9cm　●素材:磁器

80102-0710　
ムーミンパパママお手玉
●サイズ（約）:ムーミンパパ14×9×厚さ8.5cm、
ムーミンママ11×9.5×厚さ8.5cm　
●素材:ポリエステル　80102-0711　ルームシューズ

●サイズ（約）:23～26cm　
●素材:綿100%

80102-0712　
ムーミン×ソフス木製ジオラマコレクション
●サイズ（約）:21.9×29.5cm　●素材:木
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80102-0653　 
ミニチュアペーパーキット「トトロとバス停」
●サイズ（約）:6×6×高さ10.5cm　
●ケースは付いておりません。

80102-0657　サコッシュ
●サイズ（約）:16×24×マチ2.5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1　
●カラー:ブルー

80102-0661　 
木製バランスブロック60ピース
●サイズ（約）:1ピース6.5×2×厚さ
1.5cm　●素材:天然木

80102-0665　レジカゴバッグ
●サイズ（約）:28×41×高さ29cm　
●素材:ポリエステル（PVCコーティン
グ）、樹脂　●内側アルミ蒸着加工

80102-0654　 
オペラグラス（ケンコー）
●サイズ（約）:4.8×9.9×高さ2.4cm、
55g　●素材:樹脂　●倍率3倍

80102-0658　 
水溶性色鉛筆セット（カランダッシュ）
●サイズ（約）:色鉛筆9cm×6色、ポストカード15×
10cm　●素材:顔料、木軸、紙　●ポストカード15枚

80102-0662　 
パステルパール色24色セット（ヌーベル）
●サイズ（約）:ケース15.3×15.3×厚さ
1.3cm

80102-0666　 
シュレッダーはさみ
●サイズ（約）:19×8.5×厚さ2cm　
●素材:樹脂、ステンレス刃

80102-0655　 
卓上ミニイーゼル（ターレンス）
●サイズ（約）:22×高さ48cm　
●素材:天然木

80102-0659　 
ボールペン
●サイズ（約）:φ1.55×全長13.4cm　
●素材:樹脂

80102-0663　 
インク8色セット
（ウィンザー&ニュートン）

●容量:各14ml

80102-0656　 
木製パズル
●サイズ（約）:各6×6×高さ6cm　
●素材:天然木

80102-0660　 
マーカー6色セット（リキテックス）
●サイズ（約）:ケース14.5×9×マチ2cm

80102-0664　 
キャンドルセット
●サイズ（約）:11.3×11.3×高さ18.7cm　
●素材:スチール　●アロマキャンドル6種

80102-0668　 
カーディフューザーセット
●サイズ（約）:14×2.5cm　
●ユーカリオイル5mℓ付

80102-0667　 
ミニツール23点セット
●サイズ（約）:ケース14.5×16×厚さ3cm　
●素材:炭素工具鋼、樹脂、ポリエステル
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Training

アミノ酸サプリメントがブームになるずっと以前から、本物志向の
ユーザーから圧倒的な支持を得てきたMUSASHI。1987年の開発以
来、パフォーマンスを最大限まで目指す世界中のスポーツ選手か
ら、健康を大事にしている一般の方々まで幅広く愛用されています。

ムサシ

1919年ニューヨーク州ロチェスターで誕生したアメリカンスポーツ
カジュアルブランド。ディティールにこだわったクラフトマンシップ
は現在も脈 と々受け継がれています。

チャンピオン

ドイツ発のマルチスポーツブランド。1920年、ドイツ・ヘルツォー
ゲンアウラッハにて、兄のルドルフ・ダスラーと弟のアドルフ・ダス
ラーにより、靴製造会社｢ダスラー兄弟商会｣を設立したことが始ま
り。

プーマ

80102-0714　ナップサック
●サイズ（約）:40×35cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット外1　●カラー:ワイン

80102-0715　 
HUAN（ファン）ウエイトコントロール
●容量:1箱（8本入）×2　●アミノ酸サプリメント　
●主成分:L-メチオニン、イノシトール、レシチン

80102-0716　プッシュアップバー
●サイズ（約）:16×23×高さ13cm　
●素材:樹脂　●組立式

80102-0717　サコッシュバッグ
●サイズ（約）:16×24×マチ2.5cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80102-0718　ドライジップパーカー
●サイズ（約）:Mサイズ身丈66cm、身巾50cm　
●素材:ポリエステル100%　●カラー:ネイビー

80102-0719　エクササイズバンド
●サイズ（約）:φ9×全長100cm　
●素材:樹脂、ナイロン、ポリプロピレン

80102-0720　ウォーターレジストバッグ
●サイズ（約）:18×27×高さ36cm　
●素材:PVC　●カラー:グリーン

80102-0721　リングダンベル（タニタ）
●サイズ（約）:4.6×8×高さ9.6cm、1kg×2　
●素材:樹脂

80102-0722　ヨガマット
●サイズ（約）:61×173×厚さ0.4cm　
●素材:樹脂

80102-0723　ステンレスマグ
●サイズ（約）:φ6×高さ20cm、容量300ml　
●素材:ステンレス

80102-0724　収納ポーチ
●サイズ（約）:8×20×高さ20cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット内6外1　●カラー:ネイビー

80102-0725　フックウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.3×厚さ0.8cm　
●素材:アロイ

80102-0726　トレーニングローラー
●サイズ（約）:φ17×31cm　
●素材:樹脂

80102-0727　デジタルウォッチ
●サイズ（約）:5×4.5cm、腕周り～21.5cm　
●素材:樹脂

80102-1250　スポーツタオルセット
●サイズ（約）:スポーツタオル:31×110cm、
ハンドタオル:31×31cm×2　●素材:綿100%

3100_ノブルエ 57

Sports

グローバル リーディングスポーツブランドとして長い歴史を誇る
「アディダス」。スリーストライプス（3本ライン）は誰もが知るアディ
ダスのトレードマーク。最新のテクノロジーと高いデザイン性を併
せ持つ信頼性の高い商品群はトップアスリート達をはじめ、世界中
の人々から愛され続けています。

1971年アメリカオレゴン州で誕生。常に革新的で機能性、デザイン
性に優れたスポーツ用品を競技者から愛好者まで幅広いユーザー
に提供し続けています。

イタリア生まれの正統な血統。フィラの起源はイタリアのスタイル
であり、創造性であり、情熱です。純粋なイタリアとイタリア人気質
を今に引き継いでいます。

アディダス ナイキ フィラ

80102-0731　ベタピンアプローチ
●サイズ（約）:42×45×高さ40cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン

80102-0732　ヘッドカバー&カウンター
●素材:アクリル　●460cc対応ドライバー用

80102-0733　バスケットボール5号
●サイズ（約）:φ22cm　●素材:合皮

80102-0734　ランニングキャップ
●サイズ:フリー　●素材:ポリエステル

80102-0735　グローブ
●素材:樹脂　●サイズ:12インチ

80102-0736　アメリカンフットボール
●サイズ（約）:周囲53×全長28.5cm　
●素材:樹脂　●重量（約）:390g

80102-0737　ゴーグル（スワンズ）
●素材:ポリカーボネート、エラストマー、EPR　
●曇り止めレンズ　●紫外線カット　
●レンズカラー:クリア×フラッシュイエロー

80102-0738　リュックサック
●サイズ（約）:38×29×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外5

80102-0739　3～5号球用サッカートレーナー
●サイズ（約）:腰回り40～70cm　
●素材:ゴム、ポリエステル、樹脂

80102-0740　サッカーボール4号
●サイズ（約）:φ20cm　●素材:塩化ビニル樹脂

80102-0741　バランスボール
●サイズ（約）:φ55cm　●素材:樹脂　
●耐荷重100kg

80102-0742　真空二重スリムマグボトル
●サイズ（約）:φ5.9×高さ21cm、容量300ml　
●素材:ステンレス、樹脂　●カラー:ブラック

80102-1252　タオルセット
●サイズ（約）:スポーツタオル:34×110cm、
フェイスタオル:34×75cm　●素材:綿100%

80102-1254　ジムサック&シンガード
●サイズ（約）:ジムサック:50×37×6cm、シンガード:Mサイズ　
●素材:ジムサック:ポリエステル、ナイロン シンガード:ポリエチレン

80102-1255　スポーツタオルセット
●サイズ（約）:34×110cm×2　
●素材:綿100%　
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80102-1283 トラベルキットパック（モンベル）
●サイズ（約）:10.5×21×厚さ5.5cm　 ●素材:ナイロン
●カラー:サンセットオレンジ

80102-0758 ピクニックボックス
●サイズ（約）:15.5×15.5×高さ12.2cm ●素材:
樹脂　●上段折りたたみ可

80102-0759 クーラーバッグ20ℓ
●サイズ（約）:35×33×マチ21.5cm　
●素材:ポリエステル、アルミ

80102-0760 レジャーシート
●サイズ（約）:130×150cm　●素材:アクリル
●折りたたんで持ち運べる持ち手付き

80102-0761 テーブルウェアセット
●サイズ（約）:ボウルφ13.4×高さ6.3cm、オーバルプレート17
×25cm、プレートφ20.5cm　●素材:樹脂　●収納ケース付

80102-0762　ハンディ携帯型顕微鏡
●サイズ（約）:2.6×8.8×高さ3.7 cm　
●倍率:60～120倍　●素材:樹脂

80102-0763 ウォータージャグ20ℓ
●サイズ（約）:29×29×奥行33.5cm　
●素材:樹脂　●折りたたみ式

80102-0764　LEDミニランタン
●サイズ（約）:10×14×高さ18cm　●素材:樹脂

80102-0766　LEDヘッドライト
●サイズ（約）:6.9×6×厚さ4.4cm　
●素材:樹脂、ナイロン ●電池式

80102-0767　自転車用ワイヤーロック
●サイズ（約）:φ1×長さ120cm

80102-0768　折りたたみストックコンテナ
●サイズ（約）:45×31.5×高さ25cm（折りたたみ
時厚さ8cm） ●素材:ポリプロピレン

80102-1418

80102-1284　牛革グローブ（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:40cm
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80102-0753　BBQツールセット
●ケースサイズ（約）:36×5.5×厚さ11cm　
●素材:樹脂、木、ステンレス ●ケース付

トラベルポーチ
●サイズ（約）:20×30×マチ10cm　
●素材:ポリエステル

1951年銀座にて創業 甘納豆専門店

明治35年より約100年守り続けてきた味

創業234年の老舗の技を駆使した逸品

1830年より伝統を守り真髄を追求する

80102-0795　 
和プリン3種詰合せ（なだ万）
●容量:白あんプリン90g･黒ごまプリン90g･あずきプリン90g×各2

80102-0796
　 
佃煮6品詰合せ（廣川昆布）

●容量:ごまひじき45g･木耳佃煮45g･山椒昆布45g・しその実昆布45g･松茸昆
布45g･しその実わかめ45g･×各1

80102-0797　 
いちじくグラッセ（新橋玉木屋）
●容量:2粒×4

80102-0798　 
ぜんざい詰合せ（銀座鈴屋）
●容量:栗ぜんざい80g×3、白小豆ぜんざい80g×3
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佃煮6品詰合せ（廣川

80102-0840　 
2種類のパスタソースセット
●容量:生クリーム仕立てのたらこクリー
ムソース110g×5、ポルチーニと完熟ト
マトのミートソース140g×4

80102-0841　 
豆乳バウムクーヘン
（パティスリーKIKORIYA）

●容量:約350g

80102-0842　
まぐろとキャベツの
メンチかつ10食
●容量:60g×10

80102-1269　 
淡路島たまねぎの 
ビーフハヤシ5食
●容量:180g×5

80102-0844　 
紅ずわいがにスープ濃縮タイプ
●容量:160g×6

80102-0845　 
国産牛すじカレー5食
●容量:180g×5

80102-0846　 
桃･みかんジュース
●容量:桃の桃ジュース1000ml･
もぎたてみかんジュース1000ml×各1

80102-0848　 
バウムクーヘン10個 
（松月堂本舗）

●容量:バウムクーヘン×10個

80102-0849　 
焼き菓子セット（スウィートタイム）
●容量:バームクーヘン（バニラ･ココア･抹
茶）×各2、マドレーヌ（メープル×2･ミルク×
1･カフェラテ×1）

80102-0850　 
タコライス
●容量:タコライスの素70g×5

80102-1260　 
ひとくちラスク（茶季）
●容量:プレーン20g×3、
キャラメル20g×2

80102-1261　 
ハーブコーディアル
（生活の木）

●容量（約）:マヌカハニー360ml
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80102-0669　 
貯金箱セット（マーベル）
●サイズ（約）:貯金箱15×5.3×高さ7cm、タン
ブラー5×5×高さ6.3cm　●素材:磁器、ガラス

80102-0673　 
RG MS-06R シャア専用ザク
●サイズ（約）:高さ10cm　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装済み完成見本で
す。組立てには別途工具が必要です。

80102-0677　 
トランクスタンプひらがなS
●ケースサイズ（約）:8×12×厚さ6cm　
●素材:木、ゴム　●60ピース入り

80102-0681　 
ドイツ重巡洋艦プリンツ･オイゲン
●サイズ（約）:30.3×3.1cm　●素材:樹
脂　●写真は組立て塗装済み完成見本
です。組立てには別途工具が必要です。

80102-0670　 
イヤフィットヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:コード長1.2m　
●素材:樹脂

80102-0678　 
パーツストッカー
●サイズ（約）:17×28×高さ13cm　
●素材:スチール

80102-0682　 
本格将棋
●サイズ（約）:29×33×厚さ4cm　
●素材:樹脂

80102-0671　 
固形水彩絵具8色セット 
（ウィンザー&ニュートン）

●サイズ（約）:ケース20×23×高さ5cm

80102-0675　 
コンパクトLEDライト
●サイズ（約）:折りたたみ時13×7×高さ
4.5cm　●素材:樹脂　●USBケーブル×1付

80102-0679　 
リバーシ
●サイズ（約）:29×36×厚さ4cm　
●素材:樹脂、紙

80102-0683　 
サファリボールペン（ラミー）
●サイズ（約）:φ1×全長13.5cm　
●素材:樹脂、ステンレス

80102-0672　 
陸上自衛隊74式戦車（タミヤ）
●サイズ（約）:26.6×9.3cm　●素材:
樹脂　●写真は組立て塗装済完成見本
です。組立てには別途工具が必要です。

80102-0676　 
ビンゴ
●箱サイズ（約）:20.1×23.5×高さ
20.1cm　●素材:樹脂、スチール、紙

80102-0680　 
キーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:9.8×3.5×厚さ0.7cm　
●素材:亜鉛合金

80102-0684　 
顔彩絵具24色セット
●ケースサイズ（約）:22×20×厚さ
1.7cm　●素材:顔料、樹脂

80102-0674　 
ボールペン（クラフトデザインテクノロジー）
●サイズ（約）:全長14.5cm　●素材:樹脂　
●3色フリクション　●A5ノートパッド付
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80102-0803　 
新潟長岡産コシヒカリ
●容量:2kg

80102-0804　 
越後獅子の里
●容量:720ml　
●アルコール度数:15%以上16%未満 
※未成年者の方は酒類をお申込みいただ
けません

80102-0805　
しゃぶしゃぶ用400g
●容量:切り落としモモ400g

80102-0806　 
静岡銘茶 深むし茶
●容量:煎茶80g×1、
煎茶（清緑）80g×1

80102-0807　 
讃岐うどん
●容量:50g×16束

80102-0808　 
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量:ちゃんぽん麺80g×8、
長崎ちゃんぽんスープ20g×8

80102-0809　
無着色昆布明太子（やまや）
●容量:昆布明太子230g　
●賞味期限:冷蔵で10日

80102-0810　 
信州蕎麦
●容量:50g×16

80102-0811　 
ラーメン3種セット
●容量:麺80g×6、醤油スープ･
味噌スープ各35g×2、
塩スープ36g×2

80102-0812　 
奈良漬の朝粥セット
（奈良漬屋きくち）

●容量:奈良漬（刻瓜）200g、
レトルト粥200g×4

80102-1267　 
豚ばら軟骨ソーキ風煮込み
●容量:150g×5

80102-1259　 
おかき4種詰合せ 
（みゆき堂本舗）

●容量:おかき4種
（サラダ･醤油･ざらめ･黒海苔巻）
440g
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産

80102-0815　 
伊賀越 醤油セット
●容量:天然醸造しょうゆ･
国産丸大豆しょうゆ各1ℓ（各2本）

80102-0816　 
紀州はちみつ梅
「紀の和み」

●容量:400g

80102-0817　 
有明海産味付海苔
●容量:味付海苔

（8切24枚）×5

80102-0818　 
どて焼き
●容量:170g×5

80102-0819　 
博多豚骨ラーメン
●容量:半生麺90g×8、
豚骨スープ30g×8

80102-0820　 
手延べ島原素麺
●容量:50g×16

80102-0821　 
あごだし醤油･岩塩ラーメンセット
●容量:ラー麦麺80g×6、
あごだし醤油スープ40g×3、
岩塩スープ36g×3、磯紫菜0.3g×6

80102-0822　 
鰹だしの和風カレー5食
●容量:和のカレー180g×5　

80102-0823　 
おしるこ（茶季）
●容量:茶季180g×5　
※お餅は演出品です。

80102-0824　 
フリーズドライ
「お味噌汁･スープ詰合せ」

●容量:フリーズドライ「お味噲汁」（ほ
うれん草･油あげ）×各3、フリーズドラ
イ「たまごスープ」（和風･中華）×各2　

80102-0825　 
スイーツごま豆腐（茶寮桜庵）
●容量:白胡麻豆腐100g×3、
黒胡麻豆腐100g×3、黒蜜10g×6、
きなこ3g×6

80102-0826　 
西京焼食べ比べ（山大）
●容量:紅鮭西京焼き60g･
ぶり西京焼き60g･
ポン酢200ml×各1
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真空タンブラー（スタンレー）

豆乳バウムクーヘン（パティスリーKIKORIYA）

折りたたみチェア（ディズニー）ドイツ重巡洋艦プリンツ・オイゲン（タミヤ）

ディズニー
ムーミン

スポーツタオルセット（プーマ）

スポーツ

養老山麓豚しゃぶしゃぶ用

アウトドア

グルメ
洋食

ホビー

グルメ
和食

3,100円（税込3,410円） （2,500円コース ＋ システム料 600円）
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　写真はイメージです。
　お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。

有効期限：発行日より6ヶ月

月島名物もんじゃだるま

写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。 有効期限：発行日より6ヶ月

写真はイメージです。
お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。
有効期限：発行日より6ヶ月

サンハウス

クルージング

ジュニアサイズ・ハンバーガー、タコス（各2）

80102-1049
ハンバーガーセットお食事券 2名様

分2歩徒りよ」駅市日二鉄西「県岡福
ご利用時間：11:00～15:00、18:00～24:00
休業日：月曜

もち明太子チーズもんじゃ、ベビースターもんじゃ、
あんこ巻き※月島本店のみ利用可

80102-1048 もんじゃお食事券 2名様

ご利用時間：月～金11：30～17：00、土・日・祝
11：00～17：00

休業日：無休※開店から17時まで限定
東京都 地下鉄「月島」駅より徒歩約3分

80102-1046 コンチェルト乗船券 1名様
1名／乗船券+船内ドリンク券　

兵庫県 JR「神戸駅」より徒歩10分　
ご利用時間：14:30～16:00
休業日:不定休
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●
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ネイルケア
すっきりとして美しい指先を

リフレクソロジー
第二の心臓と言われる足裏をケア

●写真はイメージです。
●お申込み後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フェイスケア
目元、口元の気になるシワを改善

美白ハンドエステ

リフレクソロジー フットバス後、パウダーを
使用したフットリフレクソロジー／20分　
●宮城県 JR仙山線「東北福祉大前駅」

より徒歩10分　
●ご利用時間:10:00～19:00
●休業日:月曜・第1、3月火連休

80102-1060 ヒーリングサロン f分の1

リフレクソロジー（足湯＋足つぼ施術）／25分
●愛媛県「松山市駅」より徒歩10分　
●ご利用時間:11:00～20:00
●休業日:水曜

80102-1061 Relaxation Space 212

ネイルケアコース／30分　
●岩手県 JR「盛岡駅」より徒歩10分　
●ご利用時間:10:00～19:00
●休業日:不定休（駅施設に準ずる）

80102-1064 OopsNAIL 盛岡フェザン店

ファイリング+カラーリング／30分　
●高知県「高知駅」より徒歩15分　
●ご利用時間:11:00～19:00
●休業日：日曜

80102-1066 NAIL SALON PETRADY

マニキュアで1色塗り＋お好きな指の爪に1本アート／30分
●徳島県 JR「南小松島駅」より徒歩15分
●ご利用時間:10:00～19:00
●休業日:水曜

80102-1062 ネイルサロン／スクール Cure

ネイルケアコース／30分　
●青森県 JR「青森駅」より徒歩1分　
●ご利用時間:10:00～20:00
●休業日:不定休（駅施設に準ずる）

80102-1063 OopsNAIL 青森ラビナ店

美白ハンドエステ 1名様
●所要時間：約15分
●ご利用時間：11：00～20：00（最終入店
18：30）
●定休日：12／31、1/1、2月・8月第3月曜
日
●東京都東京メトロ各線「銀座」駅より徒
歩約3分

80102-1067 クオリア

特許取得エイジングケアシート体験コース 1名様
●所要時間：約30分
●ご利用時間：平日14：00～17：00、土日祝：17：00～19：00
●定休日：不定休
●東京都東京メトロ｢六本木｣駅より徒歩約3分

80102-1068 esperer ～エスペレ～
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写真はイメージです。　 お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　 有効期限：発行日より6ヶ月

餃子50個
80102-1059 浜松餃子お食事券 4名様

分6歩徒りよ」駅信助「 県岡静
 ご利用時間：火～木曜11:00～14:00、
金～日曜・祝日11:00～19:00
休業日：月曜

フレンチトーストセット
お食事券 1名様

LONCAFE

全メニューからフレンチトーストとドリンクを
1つずつ

神奈川県 小田急線「片瀬江ノ島」駅より徒歩
約20分　

ご利用時間：平日11:00～20:00、休日10:00
～20:00（LO19:30）　

休業日：不定休

湘南江の島本店80102-1050

神奈川県 東名高速道路海老名SA上り内
ご利用時間：7:00～22:00
休業日：無休

海老名ＳＡ上り店80102-1052

神奈川県 JR・江ノ電「鎌倉」駅より徒歩約3分
ご利用時間：平日 11:00～18:00、休日 

10:00～20:00（LO19:30）
休業日：不定休

鎌倉小町通り店80102-1051

ぐす車下駅」黒目中「 線各 都京東
ご利用時間：平日10：00～23:00、土日祝

9:00～23：00（LO22:30）
休業日：不定休

中目黒店80102-1053
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写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月●
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●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

大湯温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

神戸ハーバーランド温泉会津東山温泉

片山津温泉

●バスタオル＋フェイスタオル＋ラウンジコ
ーヒー券付
●泉質：ナトリウム塩化物泉
●ご利用時間：12：30～19：00
●休憩場所：ラウンジ
●除外日：お盆、年末年始
●秋田県JR花輪線「十和田南」駅より車
で約10分

80102-1184
ホテル鹿角 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル付
●泉質：硫酸塩泉
●ご利用時間:12：30～16：00
●休憩場所：ロビー
●除外日：不定休
●福島県JR磐越西線「会津若松」駅より
車約15分

80102-1186
原瀧 日帰り入浴 2名様

●泉質：アルカリ性単純温泉
●ご利用時間：24時間営業（大浴場は深
夜3～5時はご利用不可。深夜3時以降の
ご滞在は別途深夜料金が必要となります）
●除外日：なし
●兵庫県JR神戸線「神戸」駅より徒歩約
10分

80102-1187
万葉倶楽部 日帰り入浴 1名様

●フェイスタオル＋お土産付
●泉質：ナトリウム・カルシウム塩化物泉
●ご利用時間：14：00～19：30
●除外日：休前日、GW、お盆、年末年始
●石川県 JR「加賀温泉」駅より車約8分

80102-1185
加賀観光ホテル 日帰り入浴 2名様
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●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　
●有効期限：発行日より2ヶ月

料理教室 クライミングジム GRAVITY RESEARCH
お料理の楽しさを体験

●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　
●有効期限：発行日より2ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

陶芸手びねり
陶芸手びねり1日体験

竹人形作り体験
福井県郷土工芸品の「越前竹人形」

総合料理講座体験1回コース／120分　
●三重県 近鉄、JR「桑名駅」より徒歩3分　
●ご利用時間：火曜10:00～・18:00～、水18:00～

80102-1143 桑名中日料理教室

京町屋で季節の上生菓子3個、干菓子1種類制作　
●京都府 京阪「清水五条駅」より徒歩8分　
●ご利用時間：10:15～、13:00～、15:00～　
●休業日:年末年始

80102-1144 甘春堂 東店

●北海道 地下鉄東西線「バスセンター前駅」より徒歩約6分
80102-1145 SAPPORO

●新潟県 JR「亀田駅」より徒歩約15分
80102-1146 NIIGATA

●東京都 各線「銀座駅」より徒歩約2分
80102-1147 GINZA

●千葉県 JR「南船橋駅」より徒歩5分
80102-1150 TOKYO-BAY

●埼玉県 各線「大宮駅」より徒歩約5分
80102-1151 OMIYA

●三重県 近鉄「四日市駅」より徒歩約2分
80102-1152 MIE

●大阪府 各線「大阪駅」より徒歩10分
80102-1153 UMEDA

●大阪府 各線「難波駅」より徒歩約5～12分
80102-1154 NAMBA

●兵庫県ＪＲ「三宮駅」より徒歩約１０分
80102-1155 KOBE

●兵庫県 JR「姫路駅」より徒歩約1分
80102-1158 HIMEJI

●岡山県 JR「岡山駅」より徒歩約2分
80102-1159 OKAYAMA

1名／陶芸手びねり1日体験／約1時間30分　●当日は、エプロンをご持参下さい
●ご予約時に休業日お問合せ下さい

1名/ボルダリング体験90分　レンタル（シューズ、チョーク）＋登録料込
●初心者にむけた講習付き　●ご予約時に休業日お問合せ下さい

●北海道 各線「札幌」駅より車約10分
80102-1168 円山陶房 ギャラリー円山

●北海道 地下鉄東豊線「東区役所
前」駅より徒歩約5分

80102-1169 北光陶房

●北海道 JR「発寒」駅より徒歩約9分
80102-1170 クレイスペース発寒陶房

●北海道 札幌市営南北線「澄川」駅
より徒歩約25分

80102-1171 クレイスペース西岡陶房

●北海道 札幌市営東西線「新札幌」
駅より徒歩約11分

80102-1172 クレイスペース厚別陶房

●東京都 JR「八王子みなみ野」駅より
徒歩 約1分

80102-1174 クレイスペースみなみ野陶房

●埼玉県 JR「上尾」駅よりバス約6分
80102-1175 クレイスペース上尾陶房

●岩手県 JR「盛岡」駅より車約10分
80102-1176 クレイスペース盛南陶房

●北海道 JR「帯広」駅より車約15分
80102-1173 クレイスペース帯広陶房

雪ん子＆竹とんぼの竹細工作り体験＋工
房入館券／2名様
●所要時間：約40分
●ご利用時間：9：00～16：30
※冬季（12～3月）の平日は営業時間10：
00～16：00
●休業日：水曜日、年末年始
●福井県 北陸自動車道「福井北」ICより
車約10分
※小さいお子様は保護者の付き添い必須

80102-1266 越前竹人形の里
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●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

馬頭温泉湯瀬温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

青梅石神温泉芦原温泉

●お茶+茶菓子付
●泉質：アルカリ性単純泉
●ご利用時間：10：00～16：30
●除外日：お盆期間、その他※メンテナンス
など休業日あり
●秋田県 電車/JR「湯瀬温泉」駅徒歩約
3分
●送迎：あり

80102-1188
和心の宿姫の湯 日帰り入浴 2名様

●大衆演劇みなみ座観劇（13：00開演）付
●泉質：アルカリ性単純泉
●ご利用時間：10：00～22：00
●除外日：第3水曜日、月末休業(変更にな
る場合もございます)
●栃木県 電車/JR「氏家」駅より車で約
38分　
●送迎：なし

80102-1189
南平台温泉ホテル 日帰り入浴（観音湯利用） 2名様

●フェイスタオル+ワンドリンク付
●泉質：低張性弱アルカリ性泉、ナトリウ
ム・カルシウム塩化物泉
●ご利用時間：15：00～24：00の内1時間
●除外日：不定休
●福井県 JR北陸本線「芦原温泉」駅よ
り車で約10分
●送迎：なし

80102-1190
あわらグランドホテル 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル+バスタオル付
●泉質：アルカリ性単純硫黄温泉
●ご利用時間：11：00～14：30
●除外日：年末年始、GW、お盆期間、大
型連休、その他不定休
●東京都 電車/JR青梅線「石神前」駅よ
り徒歩約１０分　　
●送迎：あり

80102-1191
清流の宿おくたま路 日帰り入浴 2名様
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●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　
●有効期限：発行日より6ヶ月

香水作り
好きな香りを楽しめます

ブラジリアンパーク

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

陶芸
陶芸の奥深い魅力との出会い

テニスレッスン
レベルに合わせて楽しくレッスン

●写真はイメージです。
●お申込み後、「ご利用チケット」をお届けいたします。
●有効期限：発行日より2ヶ月

香水作り30㎖／30～40分　
●大分県 JR「別府大学駅」より徒歩10分
●ご利用時間：10：00～18：00
●休業日：無休　
●対象年齢5歳以上（幼児は保護者同伴）

80102-1177 大分香りの博物館

フリーパス券 大人（中学生以上） 1枚
●営業時間：時期・曜日により異なりますの
でホームページをご確認ください。
●定休日：年中無休
●岡山県JR｢児島｣駅よりバス約10分

80102-1178 鷲羽山ハイランド

中皿又は湯呑み絵付け体験　●神奈川県 JR
「北鎌倉駅」徒歩10分　●ご利用時間：10:00～
17:00 ●休業日:金曜及び29日以降月末まで

80102-1180 鎌倉明月窯

絵付け体験・ドリンク付　●大阪府 JR「桜島
駅」よりバス15分　●ご利用時間：10:30～
12:00、14:00～15:30 ●休業日:月曜、金曜

80102-1181 なにわのやきもん教室 舞洲陶芸館

茶碗またはカップ作り　●福岡県 JR「西戸崎
駅」徒歩15分　●ご利用時間：10:00～17:00

（木曜のみ21：00）　●休業日:月曜、火曜、水曜

80102-1182 ceramic art studio mu

テニスレッスン／90分　
●茨城県 つくばエクスプレス「つくば駅」
よりバス15分　
●ご利用時間：９：00～15：00、1９：00～
21：00
●休業日:無休

80102-1179 T-1インドアテニススクール
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●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

スタジオ・ヨギー　
骨盤調整レッスン 約75分（1回）　
※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

ビューティー・
ペルヴィス

スタジオ・ヨギー　
ヨガレッスン 約75分（1回）　
※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

スタジオ・ヨギー　
ピラティスレッスン 約60分（1回）　
※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

ヨガレッスンピラティス
レッスン

RAKUNEリラクゼーション

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80102-1077 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80102-1086 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80102-1078 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80102-1087 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80102-1079 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80102-1080 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80102-1088 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80102-1081 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80102-1089 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80102-1082 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80102-1090 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80102-1083 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80102-1091 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80102-1084 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80102-1092 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80102-1093 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80102-1096 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80102-1094 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80102-1097 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80102-1095 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80102-1098 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80102-1085 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80102-1121 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80102-1130 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80102-1122 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80102-1131 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80102-1123 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80102-1124 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80102-1132 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80102-1125 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80102-1133 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80102-1126 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80102-1134 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80102-1127 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80102-1135 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80102-1128 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80102-1136 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80102-1137 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80102-1140 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80102-1138 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80102-1141 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80102-1139 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80102-1142 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80102-1129 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80102-1099 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80102-1108 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80102-1100 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80102-1109 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80102-1101 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80102-1102 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80102-1110 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80102-1103 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80102-1111 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80102-1104 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80102-1112 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80102-1105 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80102-1113 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80102-1106 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80102-1114 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80102-1115 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80102-1118 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80102-1116 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80102-1119 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80102-1117 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80102-1120 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80102-1107 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：日曜日
●北海道 地下鉄南北線「中島公園」駅より徒歩3分

80102-1069 RAKUNE本院

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄東西線「大谷地」駅よりバス約15分

80102-1070 RAKUNEイオン平岡

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄東豊線「新道東」駅より徒歩約3分

80102-1071 RAKUNEイオン元町

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄南北線「真駒内」駅よりバス

80102-1072 RAKUNEイオン藻岩

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 JR「上幌向」駅より徒歩約32分

80102-1073 RAKUNE岩見沢

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 JR「篠路」駅より徒歩約42分

80102-1074 RAKUNEイオン石狩

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 JR「発寒」駅より徒歩約5分

80102-1075 RAKUNEイオン発寒

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄東西線「円山公園」駅より直結

80102-1076 RAKUNEマルヤマクラス

リラクゼーション（30分）１回
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

麺屋空海
スタンダードラーメンから2品＋
餃子1枚＋ソフトドリンク2杯

ラーメンセットお食事券
2名様

ハンバーガーセットお食事券 

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

クアアイナ

アボカドバーガー＋フレンチフライ
（S）＋オニオンリング（S）＋ソフトドリ
ンク1品

●東京都 「品川駅」より徒歩3分　●ご利用
時間：月～金11：00～23：00、土・日・祝日11：
00～15：00　●休業日：施設に準ずる

品川グランパサージュ店80102-1272
●千葉県 「空港第2ビル駅」内
●ご利用時間：8：00～20：30
●休業日：施設に準ずる

成田空港店80102-1277

●東京都 「東京テレポート駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

ヴィーナスフォート店80102-1273
●千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

海浜幕張店80102-1278

●神奈川県 「大船駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：00～22：00
●休業日：施設に準ずる

大船ルミネウィング店80102-1276

●東京都 JR「恵比寿駅」より徒歩15分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

恵比寿店80102-1274

●神奈川県 「川崎駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

川崎店80102-1279

●神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩15分　●ご利用時間：
10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：無休

鎌倉店80102-1015

●東京都 東京メトロ「表参道駅」より徒歩1分　●ご利用
時間：10：00～22：30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

青山本店80102-1007

●東京都 各線「池袋駅」より徒歩8分　●ご利用時間：
10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

池袋サンシャインシティ店80102-1008

●東京都 各線「二子玉川駅」より徒歩1分　●ご利用時
間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

二子玉川店80102-1009

●東京都 りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩12分　
●ご利用時間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

アクアシティお台場店80102-1010

●東京都 JR「東京駅」より徒歩2分　●ご利用時間：月～土11:00～
23:00（L.O22:30）、日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

丸ビル店80102-1011

●東京都 JR「御茶ノ水駅」より徒歩10分　●ご利用時
間：10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：年末年始

神田駿河台店80102-1012

●東京都 各線「五反田駅」より徒歩5分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

五反田店80102-1013

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩10分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

渋谷宮益坂店80102-1014

●千葉県 JR「袖ヶ浦駅」よりバス10分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク木更津店80102-1016

●千葉県 JR「舞浜駅」南口左手すぐ　●ご利用時間：平日11:00
～23:00、土日祝10:00～23:00　●休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店80102-1017

●埼玉県 JR「さいたま新都心駅」東口直結　●ご利用時間：
11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

さいたま新都心店80102-1018

●埼玉県 西武池袋線「入間市駅」よりバス15分　●ご利用時間：平
日11:00～21:00、土日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク入間店80102-1019

●埼玉県 武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結　●ご利用時
間：10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

イオン越谷レイクタウン店80102-1020

●栃木県 JR「佐野駅」よりバス15分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

佐野プレミアム・アウトレット店80102-1021

●大阪府 地下鉄各線「なんば駅」より徒歩8分　●ご利用時
間：11:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

なんばパークス店80102-1022

●大阪府 各線「りんくうタウン駅」より徒歩6分　●ご利用時
間：11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

りんくうプレミアム・アウトレット店80102-1023

●滋賀県 JR「野洲駅」「近江八幡駅」よりバス30分　●ご利
用時間：11:00～21:00（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク滋賀竜王店80102-1024

●大阪府 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩7
分　●ご利用時間：10:00～20:30　●休業日：不定休

ららぽーとEXPOCITY店80102-1025

●長野県 JR「軽井沢駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11:00～19:30　●休業日：施設に準ずる

軽井沢店80102-1026

●宮城県JR「仙台駅」より徒歩2分　●ご利用時間：
11：00～23：00（L.O22：30）　●休業日：施設に準ずる

仙台パルコ2店80102-1027

●神奈川県江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩1分　●ご利
用時間：10：00～21：30（L.O21：00）　●休業日：年末年始

片瀬江ノ島店80102-1028

●福岡県地下鉄「天神駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11：00～23：30（L.O23：00）　●休業日：施設に準ずる

福岡ソラリアプラザ店80102-1029
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猫カフェ「空陸家」

猫カフェ 2名様
入室60分+フリードリンク

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●営業時間、定休日は各店舗により異なりますの
でホームページにてご確認ください。

ネコリパブリック

30分／ドリンク1杯付
80102-1030 猫カフェ 2名様

●岐阜県 JR「岐阜駅」よりバス15分
●ご利用時間：11:00～18:00（L.O 17:30）
●休業日：年末年始
●中学生未満のお子様保護者の同伴要

●北海道 JR「南永山」駅より徒歩約6分
旭川店80102-1031

●茨城県 JR「下館駅」より車約9分
筑西店80102-1039

●茨城県 JR「小木津」駅より徒歩約10分
日立店80102-1034

●新潟県 ＪＲ「東新潟」駅より車7分
新潟東店80102-1042

●福島県 常磐線「泉」駅より車約15分
いわき店80102-1032

●沖縄県 国道５８号線沿い・港川バス停近く
沖縄浦添店 80102-1040

●熊本県 JR「玉名」駅より徒歩約11分
カリーノ玉名店80102-1035

●神奈川県 ＪＲ「平塚」駅より徒歩約4分
平塚ユーユー本館店80102-1043

●新潟県 ＪＲ「西新発田」駅より徒歩約5分
イオン新発田店 80102-1037

●長崎県 長崎電気軌道本線「思案橋」駅より徒歩約１分
長崎浜町店80102-1045

●長野県 長野自動車道「塩尻北」ICより車約7分
松本店 80102-1033

●岩手県 東北本線「仙北町」駅より徒歩約15分
岩手盛岡店80102-1041

●北海道 道東自動車道「音更帯広」ICより車約9分
帯広店80102-1036

●広島県 山陽自動車道「大竹」ICより車約2分
ゆめタウン大竹店80102-1044

●石川県 北陸自動車道「小松」ICより車約5分
フレスポ小松店80102-1038
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05 Florist knife

07 Pruning shears
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08 Gardening chair
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80102-0771　LEDソーラーライト
●サイズ（約）:φ7×高さ37cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80102-0772　プランター
●サイズ（約）:16×27×高さ11cm　
●素材:レジン

80102-0773　ガーデンツール4点セット
●全長サイズ（約）:根切33.5cm、コテ
27.5cm、レーキ26cm、熊手23cm　●素
材:鉄

80102-0774　傘立て
●サイズ（約）:16×18×高さ24cm　
●素材:ポリレジン

80102-0775　フローリストナイフ
●サイズ（約）:2.3×10.5×厚さ1.3cm、刃
サイズ5.5cm　●素材:ステンレススチール

80102-0776　噴霧器4ℓ
●サイズ（約）:18.5×18.5×高さ37cm　
●素材:樹脂　●肩掛けベルト付

80102-0777　剪定鋏（源正宗）
●全長サイズ（約）:17.5cm　
●素材:鋼、樹脂

80102-0780　ガーデンスタンド
●サイズ（約）:26.5×14×高さ30cm　
●素材:スチール　●折りたたみ式

80102-0779　スノースコップ
●サイズ（約）:全長83×27cm　●素材:ポ
リカーボネート、鉄（PVCコーティング）、ポ
リエチレン　●車載用

80102-0778　ガーデニングチェア
●サイズ（約）:25.5×37.3×高さ20cm　
●素材:樹脂　●耐荷重80kg

80102-0781　ガーデニング植替えセット
●サイズ（約）:植替えシート使用時:64×64
×高さ8.5cm　●素材:樹脂　●芽切りハ
サミ、移植ゴテ付

80102-0782　アルミ柄刈込鋏
●全長サイズ（約）:67cm　●素材:炭素鋼　
●刃先カバー付
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80102-0783　 
チョークバッグ
●サイズ（約）:15×16×マチ11cm　
●素材:綿、ナイロン　●ポケット外2

80102-0784　 
ねじプライヤ（ケーティーシー）
●全長サイズ（約）:17cm　
●素材:特殊合金鋼

80102-0785　 
折りたたみステップ
●サイズ（約）:30×37×高さ32cm、収納時4.5×37
×高さ45㎝　●素材:ポリプロピレン　●耐荷重80kg

80102-0786　 
ツールセット
●サイズ（約）:ケース13.5×19.5×厚さ4.5cm　
●素材:樹脂、カーボンスチール　●全35点

80102-0787　 
鋸（レザーソー）
●全長サイズ（約）:39.5cm　
●素材:炭素鋼

80102-0789　安心防災11点セット
●サイズ（約）:18×21.5×マチ6.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、樹脂　●蓄光
LEDライト、カイロ、マスク、アルミシート他

80102-0790　 
ブラシ（ビズム）
●サイズ（約）:22.5×5.5cm　
●素材:ナイロン毛

80102-0791　 
ペットボウル
●サイズ（約）:φ18×高さ7.5cm　
●素材:樹脂

80102-0792　 
ペット用カットハサミ&つめ切り
●全長サイズ（約）:14cm、10cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80102-0793　 
ポップアップキャットハウス
●サイズ（約）:25×60×高さ35cm　
●素材:ポリエステル

80102-0794　 
犬猫用シャンプー
●容量:250ml

80102-1256　 
ツールボックス
●サイズ（約）:37.9×54.5×高さ17.8cm　
●素材:ポリプロピレン
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ほどよい渋味と酸味の
マリクレールブランド赤ワイン。

80年以上愛され続けるモロゾフ。
素材にこだわる今を代表するスイーツ。

本多哲也シェフの青山のミシュラン店。

東京ミッドタウン日比谷に店舗を構える、
フレンチの人気店。

80102-1373　  
焼菓子詰合せ(モロゾフ)
●容量：アルカディア90ｇ、ファヤージュ6個、抹茶クッキー5個

80102-1305

●

80102-1257　 
秋元さくら監修スウィーツグジェール（モルソー）
●容量（約）:チーズと黒こしょう味25g×3、トマトとバジル味25g×2　

80102-1258
鰯とウイキョウの生ペンネ2食（リストランテホンダ）
●容量:鰯とウイキョウのソース130g･ペンネ生パスタ80g･
香味パン粉ふりかけ3g×各2
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シンフォニールージュ赤
(マリクレール)
容量：赤ワイン750ｍｌ
アルコール度数：14％未満

※未成年の方は酒類をお申込み
　いただけません。

2019 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,008点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

クルージング

料理教室

芦原温泉クライミングジム GRAVITY RESEARCH

クアアイナ

折りたたみステップ（キャプテンスタッグ）

銘店グルメ

体験
アクティブ

体験
レストラン

体験
レストラン

体験
カルチャー

体験
温泉

ガーデン・
DIY
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掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-003  ミレット

商品価格 ： 3,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 1,029点

3,600円（税込3,960円）

QRコード
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80202-0082　ストラップ（アビステ）
●サイズ（約）:1.5×全長6.8cm　
●素材:錫合金（金色メッキ）、クリスタルガラス、
ポリエステル

80202-0086　 
ストール（シンプルトゥデイ）
●サイズ（約）:190×90cm　
●素材:ポリエステル80%、レーヨン20%

80202-0088　 
カードケース（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:7.7×11×厚さ1.8cm　●素材:牛革、
ポリエステル　●ポケット内2外1　●カラー:モーヴ

80202-0092　 
メッセンジャーバッグ
●サイズ（約）:15×24×マチ9cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外2

80202-0089　 
小銭入れ（チェルベ）
●サイズ（約）:7×9.8×厚さ2cm　
●素材:牛革、合皮　●カラー:イエロー

80202-0093　 
チェックマフラー（江戸マイスター）
●サイズ（約）:30×160cm　●素材:アクリル　
●カラー:レッド

80202-0084　 
スターキーホルダー（フォリフォリ）
●サイズ（約）:全長7cm、トップ2.3×横2.3cm　
●素材:合金、樹脂　●カラー:シルバー×オレンジ

80202-0090　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.4cm、腕周り～19cm　●素材:樹
脂、ポリウレタン　●10気圧防水　●カラー:ブルー

80202-0094　 
ポーチ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:9.5×15cm　
●素材:合成皮革　●カラー:ブルー

80202-0085　 
レディースウォッチ（アッシュエル）
●サイズ（約）:3.1×2.7cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、合皮　●カラー:パープル

80202-0087　 
小銭入れ（ヴィオール）
●サイズ（約）:約10.8×8×厚さ2cm　
●素材:合皮　●ポケット内2　●カラー:イエロー

80202-0091　 
ポロシャツSS（プリントスター）
●サイズ（約）:肩幅40cm、身丈62cm　●素材:綿、
ポリエステル　●カラー:ミントグリーン　●同色2枚組

80202-0095　 
ゴムベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト80cm　
●素材:ナイロン、アクリル、ポリエステル

80202-1227　 
ポーチ（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:16×24cm　
●素材:ナイロン　●カラー:ピンク
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80202-0141　 
トートバッグ（ロベルタディカメリーノ）
●サイズ（約）:20×28×マチ11cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1　
●カラー:ブラウン

80202-0145　 
コットンパールネックレス
●サイズ（約）:全長40cm、トップφ0.6cm　
●手作り感のあるコットンパール使用

80202-0149　 
手提げバッグ
●サイズ（約）:22.5×25×マチ18.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2外1　
●カラー:ブラウン

80202-0142　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～16.5cm　
●素材:アロイ、合成皮革

80202-0146　 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:32×34×マチ18cm　
●素材:PVC　●ポケット内1　●カラー:ブラウン

80202-0150　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、合皮　●カラー:ブラウン

80202-0143　 
ペンダント（ノーマジーン）
●サイズ（約）:全長42×トップ0.9×0.5cm　
●素材:ジルコニア、真鍮

80202-0147　 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:16×22×マチ10cm　
●素材:PVC、合皮　●ポケット内1　
●カラー:ブラウン

80202-0151　 
レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト93cm　
●素材:牛革　
●カラー:ダークブラウン

80202-0148　 
ダイヤペンダント（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長43cm、トップ1.3×1.1cm　
●素材:真鍮、金メッキ、ダイヤ、アコヤ真珠

80202-0152　パンプス23cm
80202-0153　パンプス23.5cm
●素材:合皮　●ヒール8cm　●カラー:ベージュ

80202-1230　 
スマートフォンケース
●サイズ（約）:16.2×8.5×厚さ2.3cm　
●素材:合皮　●ポケット内1　●吸盤装着式
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80202-0096　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×27×マチ10.5cm　●素材:合
皮、ポリエステル　●ポケット2　●カラー:ピンク

80202-0100　 
ダイヤペンダント（ヴィヴィフルールコレクション）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1.3×1cm　
●素材:真鍮　●カラー:ゴールド

80202-0104　 
パスケース（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　●素材:合
皮　●カード入2、パス入2　●カラー:パープル

80202-0108　バッグ
●サイズ（約）:30×20×マチ17.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット外1　
●カラー:ブラウン×グリーン

80202-0097　 
バッグインバッグ（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:15.5×25×マチ5cm　
●素材:綿　●カラー:グリーン

80202-0101　 
長財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ3cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:イエロー

80202-0105　 
トラベルボード（トライストラムス）
●サイズ（約）:16.7×25×マチ0.9cm　
●素材:ナイロン　●カラー:ピンク

80202-0109　ピアス
●サイズ（約）:φ0.3cm　
●素材:真鍮、ジルコニア

80202-0102　 
手提げバッグ
●サイズ（約）:20×30×マチ7.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:赤茶

80202-0106　 
天然石ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.2×0.8cm　
●素材:ターコイズ、ラピスラズリ、真鍮金メッキ

80202-0110　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×27×マチ10.5cm　●素材:合
皮、ポリエステル　●ポケット2　●カラー:ワイン

80202-0099　レディース長傘
●サイズ（約）:親骨55cm、16本骨　●素材:ポ
リエステル　●ジャンプ式　●カラー:ピンクグラ
デーション

80202-0103　万年筆
●全長サイズ（約）:12.3cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80202-0107　キルティングバッグ
●サイズ（約）:33×21×マチ14cm　●素材:綿、
合皮　●ポケット内2外3　●カラー:ネイビー

80202-0111　パスケース（イルムス）
●サイズ（約）:7.5×10.8×厚さ1.5cm　
●素材:牛革、合皮　●内パス入2、外パス入2、
ポケット2　●カラー:ブルー

80202-1228　リップスティックボトルセット
●サイズ（約）:ボトルφ4.5×高さ17.7cm･
容量190ml、今治ハンドタオル25×25cm　
●素材:ステンレス、綿　●ミラー付
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80202-0154　 
ポーチ（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:11.5×18×マチ9cm　●素材:ポ
リエステルジャガード　●カラー:ベージュ

80202-0158　 
ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:22×18×マチ3.5cm　
●素材:合皮　●ポケット外1　
●ファスナー式開閉　●カラー:ベージュ/ブラウン

80202-0162　 
レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト90cm　
●素材:ゴム　●カラー:カーキ

80202-0166　レディスウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り約16.5cm　●素材:
亜鉛合金、金メッキ、合成皮革　●日常生活防水

80202-0155　 
レディースウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:2.9×1.9cm、腕周り～17cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80202-0159　 
折財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:9.5×12.6×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入6　
●カラー:ベージュ　●1点1点柄の出方が異なります。

80202-0163　 
牛革ロール式ペンケース
●サイズ（約）:全長17.5cm　
●ペンが3本まで入ります。　●カラー:キャメル

80202-0167　手提げバッグ
●サイズ（約）:20×30×マチ7.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラウン

80202-0156　 
クロスリュック
●サイズ（約）:12×21×高さ21cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラウン　
●長めのショルダーベルトをクロスさせ使用

80202-0160　 
ペンダント（ミチコロンドンコシノ）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ2×0.8cm　
●素材:錫合金、真鍮、白蝶貝　
●カラー:ピンクゴールド

80202-0164　トートバッグ
●サイズ（約）:34×30.5×マチ11cm　
●素材:ナイロン　●ポケット内2　
●カラー:ブラウン

80202-0168　ピアス（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:全長4.5cm　
●素材:クリスタルガラス、人工真珠

80202-0157　 
ミサンガ（マルラニハワイ）
●サイズ（約）:全長30cm　
●素材:天然石、ガラスビーズ、真鍮メッキパーツ、
刺繍糸

80202-0161　長財布
●サイズ（約）:19×9.5×厚さ2cm　●素材:（表）
合皮、（内）ポリエステル　●札入2、小銭入1、
カード入8　●カラー:ベージュ

80202-0165　ミニ財布（ファイブナイン）
●サイズ（約）:9×10.5×厚さ2cm　●素材:合成
皮革　●札入1、小銭入1、カード入3　
●カラー:ゴールド

80202-0169　アームバンド
●サイズ:フリーサイズ　
●素材:真鍮、ガラスビーズ
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These are my best collection
My favorite fashion is sweetstyle
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80202-0112　 
ひざ掛けハンカチ（近沢レース店）
●サイズ（約）:41×41cm　
●素材:麻、ポリエステル　●カラー:ブルー

80202-0116　 
レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ2cm、腕周り～17.5cm　
●素材:亜鉛合金、合皮　●日常生活防水

80202-0120　 
ハンドバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:13×21×マチ5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1　
●カラー:ライトブルー

80202-0113　 
ソックスセット（ポール&ジョーアクセソワ）
●対応サイズ（約）:23～24cm、丈各18cm　
●素材:綿ガスシルケット、ウール30%混　
●カラー:サックス、ピンク

80202-0117　 
長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:10×20×厚さ2cm　●素材:合皮　
●札入2、ファスナー式小銭入1、カード入8　
●カラー:サーモンピンク

80202-0121　 
コットンパールイヤリング
●サイズ（約）:φ0.6×2.5×高さ4.5cm　
●素材:コットンパール、ABS樹脂、
真鍮金メッキ

80202-0114　 
パスケース付小銭入れ（イルムス）
●サイズ（約）:7.5×10×厚さ2cm　
●素材:合皮　●カード入2　●カラー:ブルー

80202-0119　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:25×28cm　
●素材:綿、ポリエステル　●ポケット内1　
●カラー:ベージュ

80202-0122　 
撥水折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ピンク　
●濡れるとバラ模様が浮かび上がります。

80202-0115　 
ペンダント（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:全長44cm、トップ0.6×1.8cm　
●素材:真鍮、クリスタルガラス

80202-0123　 
キーホルダー（フォリフォリ）
●サイズ（約）:4.3×2.5×厚さ0.6cm　
●素材:ステンレス

80202-0118　天然石ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.2×0.8cm　
●素材:アメジスト、ガーネット、真鍮金メッキ　
●カラー:アメジスト
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80202-0124　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:24×28cm　●素材:ポリエステ
ル　●ポケット内1　●カラー:ライトブルー

80202-0128　 
ピンクコーラルネックレス
●サイズ（約）:全長40cm　
●素材:ピンクコーラル、真鍮

80202-0132　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、合皮　●カラー:ベージュ

80202-0136　万年筆
●サイズ（約）:全長12.3cm　
●素材:ステンレス、樹脂　
●本体カラー:ピンク

80202-0125　 
ピアス（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:全長2.6cm　
●素材:ジルコニア、クリスタルガラス、真鍮

80202-0129　パスケース（イルムス）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　
●素材:合皮　●パス入1、カード2　
●カラー:ピンク

80202-0137　アームバンド
●サイズ:フリーサイズ　
●素材:人工真珠、バネ鋼　●カラー:ピンク

80202-0126　 
16本骨長傘
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステ
ル、スチール　●カラー:パステルピンク

80202-0130　 
フラワーペンダント（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:全長45cm、トップ1.6×1cm　
●素材:真鍮、キュービックジルコニア

80202-0135　 
バッグインポーチ（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:16×25×3.5cm　●素材:ポリ
エステルジャガード　●カラー:ピンク

80202-0138　ホック式財布（イルムス）
●サイズ（約）:9×10×厚さ2.5cm　●素材:合
皮　●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:
ピンク

80202-0127　 
ハートカギペンダント（ミチコロンドンコシノ）
●サイズ（約）:全長43cm、トップ2.5×1cm　
●素材:真鍮、錫合金（ピンクゴールドメッキ）、
キュービックジルコニア

80202-0131　ポーチ（イルムス）
●サイズ（約）:12.5×23×マチ2cm　●素材:
合皮　●ポケット2、カード入3　●カラー:パー
プル

80202-0134　 
12本骨ジャンプ晴雨兼用傘
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステ
ル　●カラー:イエロー

80202-0139　リング9号（キャティフェラーリ）
80202-0140　リング11号（キャティフェラーリ）
●素材:真鍮、ジルコニア

80202-1229　 
ネイル5本セット（フードコスメ）
●容量（約）:デリシャスネイル（342ベビーピンク･347
マカロンブルー･317ストロベリージェラート･19パー
ルグレージュ･319ラズベリーピンク）各10ml
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8021-0024
カードケース
●サイズ（約）:8×11×厚さ2cm　
●素材:合皮　●ポケット内2、カード入2

クリオブルー
「二尾の魚」をイメージしたロゴマークに象徴されるクリ
オブルー。貴金属シルバーが、時を越えた制作と同時
に時代の流れの中心に置かれる正統ブランド。　クリ
オブルーは雅びと真正という価値をフランス国内と海
外に伝えていきます。

Ladies' Fashion

レディス 29 15-1

ヴェレダは１９２１年ルドルフ・シュタイナーたちに

現在では世界５０カ国以上の人々に親しまれています。

カンパニードプロバンスは1990年、ターコイズブルーの澄みきった
地中海に面した、暖かな陽光降り注ぐ緑豊かな大地、
フランスのプロバンス地方に生まれました。常に業界に

革新的な風を吹き込むべく新製品を世に送り出しています。

カンパニードプロバンス

ヴェレダ

80202-0011　 
ハンドクリームセット（ヴェレダ）
●容量:ヒッポファンフルーティハンドクリーム50ml、ざくろハンドクリーム50ml　
●柑橘系の香り 
※デザインは変更になる場合がございます。

80202-0012　 
リキッドソープ（カンパニードプロバンス）
●容量:500ml　●インセンスラベンダーの香り
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よって、スイスで誕生しました。

　 
エッセンシャルオイルOE （タン）

●容量:オイル10㎖　
●レモングラス、カフィルライムの香り

タイ生まれのナチュラルスキンケアブランドです。
厳選された植物エキスや精油が生かされた、
個性的な香りと使用感の良さが特徴です。

タン

「a day/とある１日…」やさしい毎日…がコンセプトの、
日々の暮らしに寄り添ったライフスタイルブランド。

            １日の時間の流れや季節のうつろいを感じ、
楽しみながら大切に毎日をすごすためにつくられました。

ア  デイ

リードディフューザー （ア デイ）
●容量:100ml
●〈イントゥザフォレスト〉森林浴を思わせる香り

80202-1355

80202-1359

● 容器サイズ（約）:φ9.3×高さ10.8cm
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Ladies’ Fashion
These are my favorite collection

My favorite fashon is eregancestyle

80202-0022　ポーチ（イルムス）
●サイズ（約）:12.5×23×マチ2cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内2、カード入3　
●カラー:ブラック

80202-0024　 
アームバンド
●サイズ:フリー　●素材:人工真珠、バネ銅

80202-0028　 
チェーンブレスレット（ユミ･ジェンヌ）
●サイズ（約）:全長20cm　
●素材:人工真珠、合金

80202-0019　 
メガネケース
●サイズ（約）:7.5×16×高さ4cm　
●素材:合皮、ポリエステルベルベット

80202-0025　 
ペンダント（リョウコキクチ）
●サイズ（約）:全長43cm、トップφ1cm　
●素材:真鍮、クリスタルガラス

80202-0029　クロスリュック
●サイズ（約）:12×21×高さ21cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラック　
●長めのショルダーベルトをクロスさせ使用

80202-0020　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:1.8×1.6cm、腕周り～17cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水　
●カラー:ベージュ

80202-0026　 
ブローチ
●サイズ（約）3×3.1cm　
●素材:合金、カットガラス　●カラー:ゴールド

80202-0030　ヒールパンプス23cm
80202-0031　ヒールパンプス23.5cm
●素材:合皮　●ヒール8cm　●カラー:ブラック

80202-0021　手提げバッグ
●サイズ（約）:20×27×マチ7.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内3外1　
●カラー:ブラック

80202-0023　 
パーティーバッグ（ユキコキミジマ）
●サイズ（約）:10×23×マチ4cm　●素材:ポリエ
ステル　●マグネット式開閉　●カラー:ネイビー

80202-0027　 
フォーマルバッグ（ヴァレンタインモンド）
●サイズ（約）:18×23×マチ10cm　
●素材:ポリエステル

80202-0032　2連ネックレス（リョウコキクチ）
●サイズ（約）:全長45cm、40cm　
●素材:真鍮（ロジウムメッキ）、クリスタルストーン、
人工パール約φ5mm

80202-1225　 
メイクアップポーチ（スワロフスキー）
●サイズ（約）:18×13.5×高さ6cm　
●素材:クリスタル、合皮、合金
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生活の木は、「ハーバルライフ」を提案し
35年のハーブ・アロマテラピーの専門企業です。

世界51ヵ国の提携農園から厳選した
ハーブや精油などを販売しています。

プラウドメンはできる男のビジネスツール。
香りを身嗜みの一部として考えるビジネスマンの為に作られました。

ほのかで爽やかな香りがビジネスシーンを演出します。

「オロビアンコ」は“美しく、知的なファッション”を信念とし、
モノづくりの根底にある職人気質の

“素材とディテール”にこだわったイタリア発のブランドです。 

DiNOMENはバイタリティーあふれる大人の男性の肌に、
凛 し々さと力強さを導く事を使命として生まれた、

国産メンズスキンケアブランドです。年齢を重ねても若 し々く、清潔感ある肌を
保ち、肌と心に自信が持てる「デキる男」へDiNOMENが導きます。

プラウドメン

ディノメン 生活の木

オロビアンコ

80202-0014　 
スーツ&フットリフレッシャー（プラウドメン）
●容量:スーツリフレッシャー200ml、フットリフレッシャー50ml　
●グルーミングシトラスの香り

80202-0015　 
スーツアップセット（オロビアンコ）
●サイズ（約）:スーツアップミスト200ml、スーツアップタグ9.2×8.6cm　
●シトラスの香り　●衣類用芳香消臭剤、室内芳香消臭剤

80202-0016　 
フェイスローション ドライ（ディノメン）
●容量:150ml

80202-0017　 
スカルプケアシャンプー（生活の木）
●容量:500ml　
●ビャクダンとハーブの香り
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80202-0033　パールピアス
●サイズ（約）:パールφ0.5cm　
●素材:シルバー925（ロジウムメッキ）、アコヤ
真珠　●カラー:ホワイト

80202-0037　パールブローチ
●サイズ（約）:4.7×4cm　
●素材:人工真珠、真鍮

80202-0041　パール2点セット
●サイズ（約）:ネックレス全長42cm、φ0.7cm、
イヤリングφ0.7cm　●素材:ガラスパール　
●カラー:グレー

80202-0045　袱紗（イルムス）
●サイズ（約）:12.5×21.5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ベージュ

80202-0034　パールリング
●フリーサイズ　
●素材:貝パール8m、7mm、真鍮ロジウムメッキ

80202-0038　ネックレス
●サイズ（約）:全長45cm　
●素材:真鍮、金メッキ、オニキス

80202-0042　袱紗
●サイズ（約）:12×21cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80202-0046　 
小銭入れ（チェルベ）
●サイズ（約）:7×9.8×厚さ2cm　
●素材:牛革、合皮　●カラー:ベージュ

80202-0035　 
フォーマルサブバッグ（ユキコキミジマ）
●サイズ（約）:28×27cm　●素材:ポリエステル　
●ホック式開閉　●カラー:グレー

80202-0039　 
パールピンブローチ
●サイズ（約）:4×5.8cm　
●素材:アコヤ真珠、真鍮

80202-0043　レディースウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:3.4×2.12cm、腕周り～17cm　
●素材:合皮、合金　●日常生活防水　
●カラー:ブラック

80202-0047　 
ブレスレット（クリオブルー）
●全長サイズ（約）:19cm　
●素材:シルバー925

80202-0036　 
ペンダント（ケーピーティー）
●サイズ（約）:全長41cm、トップ1.2×0.7cm　
●素材:合金

80202-0040　 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:32×34×マチ18cm　
●素材:PVC　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80202-0044　キルトミニボストン
●サイズ（約）:14.5×20×マチ15cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80202-1226　 
携帯リップブラシ
●全長サイズ（約）:12cm　
●素材:コリンスキー　●カラー:ブラック
●スワロフスキー付
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80202-0049　 
ピアス
●サイズ（約）:全長2.9cm　
●素材:ジルコニア、クリスタルガラス、真鍮

80202-0053　 
ホワイトパールセット
●サイズ（約）:ネックレス全長44.5c m、φ
0.7cm、イヤリングφ0.7cm　●素材:人工真珠

80202-0055　 
ポロシャツSS（プリントスター）
●サイズ（約）:肩幅40cm、身丈62cm　
●素材:綿、ポリエステル　●カラー:ホワイト　
●同色2枚組
80202-0059　パスケース（イルムス）
●サイズ（約）:8.5×11×厚さ1.5cm　
●素材:合皮　●パス入1、カード入2　
●カラー:ネイビー

80202-0050　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×27×マチ10.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●ポケット内2　
●カラー:ネイビー

80202-0056　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～17cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●5気圧防水　
●カラー:シルバー
80202-0060　 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:29×34×マチ12cm　
●素材:PVC　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80202-0051　 
手提げバッグ
●サイズ（約）:22.5×25×マチ18.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2外1　
●カラー:ブラック

80202-0057　 
ホック式財布（イルムス）
●サイズ（約）:9×10×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入6　
●カラー:グレー
80202-0061　ポーチ（イルムス）
●サイズ（約）:12.5×23×マチ2cm　
●素材:合皮　●ポケット内2、カード入3　
●カラー:ネイビー

80202-0052　 
レディースウォッチ（アッシュエル）
●サイズ（約）:3.9×2.2cm、腕周り～19.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水　
●カラー:ブラック
80202-0054　 
ペンダント
●サイズ（約）:全長42×トップ2.5×0.5cm　
●素材:真鍮、ジルコニア

80202-0058　 
カードケース（クリオブルー）
●サイズ（約）:8×11×厚さ2cm　
●素材:合皮　●ポケット内2、カード入2

80202-0062　リング9号（ミチコロンドンコシノ）
80202-0063　リング11号（ミチコロンドンコシノ）
80202-0064　リング13号（ミチコロンドンコシノ）
●素材:ジルコニア、真鍮
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80202-0065　 
ボストンバッグ
●サイズ（約）:24×37×マチ18cm　
●素材:PVC　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80202-0069　 
リングベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト93cm　
●素材:牛革　●カラー:ブラック

80202-0073　 
レディースウォッチ（パーソンズ）
●サイズ（約）:腕周り15～18cm　●素材:合金･
パラジュウムメッキ･合成皮革　●日常生活防水

80202-0077　 
パスケース（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ1.5cm　
●素材:牛革、合成皮革　●ポケット内2外1

80202-0066　 
UVカットグラス
●サイズ:フリーサイズ　
●素材:プラスチック

80202-0070　トートバッグ
●サイズ（約）:34×30.5×マチ11cm　
●素材:ナイロン　●ポケット内2　●カラー:ブラック

80202-0074　 
ボストンバッグ
●サイズ（約）:28×49×マチ18cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●ポケット内1外1

80202-0078　晴雨兼用折傘
●サイズ（約）:親骨50cm、折りたたみ時23cm　
●素材:ポリエステル、アルミニウム、樹脂　
●カラー:ブラック

80202-0067　パールペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.7×1.1cm　
●素材:真鍮、ロジウム、キュービックジルコニア、
淡水真珠φ6mm

80202-0071　 
長財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ3cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラック

80202-0075　 
牛革レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト100cm　
●カラー:ブラック

80202-0079　レインブーツ23.5～24cm
80202-0080　レインブーツ24～24.5cm
●素材:塩化ビニール樹脂

80202-0068　 
トートバッグ（フォション）
●サイズ（約）:33×34.5×マチ16cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80202-0072　 
レディースウォッチ（バルタザール）
●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～15cm　●素材:合金、
真鍮、ステンレス　●日常生活防水　●カラー:シルバー

80202-0076　 
チェックマフラー（江戸マイスター）
●サイズ（約）:30×160cm　
●素材:アクリル　●カラー:ホワイト

80202-0081　パールピアス
●サイズ（約）:φ6mm　●素材:淡水真珠、チタン　
●付属のシェルフラワーで3通りで楽しめます。
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80202-0001　 
チュールアコード（ジルスチュアート）
●容量:10ml　
●フレグランスオイルロールオン　
●チュールアコードの香り

80202-0002　 
スノーイーフローラルアコード（ジルスチュアート）
●容量:10ml　
●フレグランスオイルロールオン　
●スノーイーフローラルアコードの香り

80202-0003　 
ボディーケアウォッシュ（トッカ）
●容量:266g　●グレープフルーツとキューカンバー
の香り ※デザインは変更になる場合がございます。

80202-1298 80202-0005　 
シャワージェル（ロリア）
●容量:236ml
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ハンドソープ&ルームフレグランス（ジェラートピケ）
●容量:ハンドソープ300ml、ルームフレグランス200ml　
●ルームフレグランスコットンフローラルの香り、ソープ ピーチフローラルの香り 
※デザインは変更になる場合がございます。

2423

リキッドソープ（カンパニードプロバンス） 袱紗（イルムス）

ストラップ（アビステ）

クロスリュック

キーホルダー（フォリフォリ）

カードケース（クリオブルー）

コスメ レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

3,600円（税込3,960円） （3,000円コース ＋ システム料 600円）
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80202-0200　 
PCグラス
●サイズ（約）:13.7×高さ3.7cm　●素材:樹脂　
●ブルーライト37%カット　●メガネケース付

80202-0201　デニムシャツM
80202-0202　デニムシャツL
●サイズ（約）:M着丈69cm、肩幅43cm、
L着丈70.5cm、肩幅45cm
●素材:綿100%

80202-0204　 
靴下
●サイズ（約）:27cm　
●素材:綿、ナイロン、ポリウレタン

80202-0205　ストレッチスキニーパンツM
80202-0206　ストレッチスキニーパンツL
●サイズ（約）:Mウエスト79cm、Lウエスト82cm
●素材:綿･ポリウレタン　●カラー:ブラック

80202-0207　 
メンズウォッチ（バルタザール）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～18cm　●素材:亜
鉛合金、真鍮、ステンレス　●日常生活防水

80202-0208　メンズスニーカーM
80202-0209　メンズスニーカーL
●対応サイズ（約）:M26.5cm～27.0cm、
L27.0cm～27.5cm　
●素材:甲材:コットン、底材:合成底

80202-0210　 
ボストンバッグ
●サイズ（約）:28×49×マチ18cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●ポケット内1外1　
●カラー:ブラック

80202-0203　 
ペンダント（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:全長50×トップ5×1.7cm　
●素材:ステンレス
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80202-0211　キャップ
●サイズ（約）:頭囲56～58cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80202-0212　ペンダント
●サイズ（約）:全長55cm、トップ2.9cm　
●素材:真鍮、ジルコニア

80202-0213　裏起毛パーカーM（プリントスター）
●サイズ（約）:M 着丈67cm、肩幅53cm　
●素材:綿、ポリエステル　●カラー:ブラック

80202-0214　メンズウォッチ（バルタザール）
●サイズ（約）:3.5×3.8cm、腕周り～18cm　●素
材:亜鉛合金、真鍮、ステンレス　●日常生活防水

80202-0215　UVカットグラス
●サイズ（約）:フリーサイズ　●素材:レンズ･テンプ
ル:プラスチック、フレーム:ニッケル

80202-0216　折財布
●サイズ（約）:10.5×9.5×厚さ2cm　●素材:（表）牛革、（内）
合皮　●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー:ブラウン

80202-0217　ベルトループ付ポーチ（フィラ）
●サイズ（約）:12×7×マチ5cm　●素材:合皮　
●カラー:ブラック

80202-0218　イタリアンレザー折財布
●サイズ（約）:10.5×9.5×厚さ2cm　●素材:（表）牛革、（内）
合皮　●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー:ブラック

80202-0219　パーカーM
80202-0220　パーカーL
●サイズ（約）:M 肩幅44cm、身丈67cm、身巾50cm、L 肩幅47cm、
身丈70cm、身巾53cm　●素材:綿、ポリエステル　●カラー:杢グレー

80202-0221　ブレスレット（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:最大腕周り20cm　
●素材:真鍮、ロジウムメッキ

80202-0222　牛革多機能キーケース
●サイズ（約）:10.5×7.3×厚さ2cm　
●キーフック6、ポケット3　●カラー:ブラック

80202-0224　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:20.5×18×マチ3.5cm　●素材:ポリ
エステル　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80202-0225　レザークリーム（コロニル）
●容量:100ml　●カラーレス

80202-0226　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.4cm、腕周り～19cm　●素材:樹
脂、ポリウレタン　●10気圧防水　●カラー:ブラック

80202-0227　リュック
●サイズ（約）:47×32×マチ13cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット外6　●カラー:ネイビー

80202-0228　レザーペンケース
●サイズ（約）:17.5×14cm　●素材:牛革　
●ペンが5本まで入ります　●カラー:カーキ

80202-0229　トラベルポーチ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:17.5×43×マチ26cm　●素材:ポリ
エステル　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80202-0230　ミニショルダーバック（アッシュエル）
●サイズ（約）:15×22×マチ7cm　●素材:ポリエス
テル、合皮　●ポケット内1外1　●カラー:ブルー

80202-0231　 
ミニショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:18×14×マチ3cm　●素材:ポリエステル　●カラー:カーキ

80202-0223　 
リング19号
●素材:シルバー
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パ 、 ド ー 広場に と く ン の は1世 を
る伝統に された ら まれる創造 と、 代の を
め す、 ンテン ラ ーな 創 。世界の ル める 食の
テー ブランドとして に食の世界を ードし る ン 。

ローラ アシュレイ

フォション

ロイヤル コペンハーゲン

ウェッジウッド

1 年開 らデン ーク との い き く イ
ル ン ー ン。 で ン ルなデ インのテーブルウ ア

は くの ンに愛されています。

0年の を誇る 国 用 ブランド。優れたクオ ティ、ブ
ティッ ン の を めたデ インは、 の日を

するアイテ として です。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

80202-1333　ペアパスタセット
●サイズ（約）:φ22×高さ4cm
●素材:磁器

80202-0326　フラワーエンブレム クープ プレート
●サイズ（約）:φ23×高さ2.5cm　●素材:磁器

80202-0327　ティータイムセット
●全長サイズ（約）:コーヒースプーン13cm×5、ヒメフォーク
13cm×5、シュガースプーン12cm、バターナイフ14cm　
●素材:ステンレス

80202-0328　ディッシュ
●サイズ（約）:15×22×高さ3cm　
●素材:ファインボーンチャイナ
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ーラ ア イは、19 年 ンドンで始ま た 国のブランドです。
オ ナルデ インのテ イルを使 た ディ ウェア、 ー

ニ ン で、心 く、く る 国のライ イルを
しています。

80202-0267　メンズウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り約18.5cm　
●素材:亜鉛合金、IPメッキ、合成皮革　●日常生活防水

80202-0268　コインケース
●サイズ（約）:6.5×9.5×厚さ1.3cm　
●素材:牛革、合皮　●カラー:ブラウン

80202-0269　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:3×2.6×厚さ0.8cm、腕周り～18cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●日常生活防水

80202-0270　鍵付ウォッチケース
●サイズ（約）:9.5×10×高さ7cm　●素材:合皮

80202-0271　小銭入れ（チェルベ）
●サイズ（約）:8×10.8×厚さ2cm　●素材:（表）合
皮、（内）ポリエステル　●カラー:ブラウン

80202-0272　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨62cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラック

80202-0273　本革折財布
●サイズ（約）:9×12×厚さ2cm　●素材:やぎ革　
●札入1、小銭入1、カード入10　●カラー:ブラック

80202-0274　タイピン
●サイズ（約）:0.6×5.5×高さ1.2cm　
●素材:真鍮、代用ロジウムメッキ

80202-0275　クラッチバッグ
●サイズ（約）:18.5×26×マチ7cm　●素材:PVC、合
皮　●ポケット内1外1　●カラー:グリーン×ブラウン

80202-0276　マルチケース（イルムス）
●サイズ（約）:23×14×マチ2.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内6　●カラー:トープ

80202-0277　キーケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:6×11×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　●キーフック5　●カラー:ブラウン

80202-0278　メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～19.5cm　●素材:合
金、ステンレス　●日常生活防水　●カラー:ホワイト

80202-0279　名刺入れ
●サイズ（約）:7.6×11.5×厚さ1.3cm　
●素材:牛革、合皮　●ポケット2　●カラー:ワイン

80202-0280　タオルセット（ダックス）
●サイズ（約）:フェイスタオル75×34cm×3　
●素材:綿
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80202-0232　 
ミラーサングラス（WMX）
●サイズ（約）:15.5×高さ4.4cm　●素材:樹脂

80202-0233　スタジャンM（プリントスター）
80202-0234　スタジャンL（プリントスター）
●サイズ（約）:M着丈66×肩幅58cm、L着丈69×
肩幅62cm　●素材:ポリエステル100%

80202-0236　 
デジタルウォッチ
●サイズ（約）:φ4.4cm、腕周り～19cm　
●素材:樹脂、ポリウレタン　●5気圧防水　
●カラー:ブラック

80202-0237　スキニーデニムM
80202-0238　スキニーデニムL
●サイズ（約）:M ウエスト79cm、股下67cm、
L ウエスト82cm、股下69cm
●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン　
●ダメージ加工

80202-0240　 
メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:チョコ

80202-0239　 
ペンダント
●サイズ（約）:全長50cm×トップ2.5×1.1cm　
●素材:錫合金･ロジュウムメッキ

80202-0241　ワークブーツ26cm（ブレッドジャム）
80202-0242　ワークブーツ27cm（ブレッドジャム）
●素材:（甲材）合皮、（底材）合成ゴム

80202-1232　 
キャップ
●サイズ（約）:（フリー）内寸49.5～60cm
●素材:ポリエステル100％　●カラー:ブラック
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80202-0296　ケース付ファッショングラス（アーバンリサーチ）
●サイズ（約）:14.5×15×高さ4.2cm
●素材:プラスチック

80202-0297　カフス
●サイズ（約）:1.3×1.3cm　●素材:真鍮　
●カラー:シルバー

80202-0298　ラウンドファスナー長財布
●サイズ（約）:9×19×厚さ1.5cm　●素材:やぎ革、合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8、ポケット2　●カラー:ブラック

80202-0299　スタイリッシュトートバッグ
●サイズ（約）:30×42×マチ13cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80202-0300　牛革キーホルダー
●サイズ（約）:全長13.3cm　●キーフック4　
●カラー:ブラック

80202-0301　フックウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ4cm　●素材:合金、アルミ　
●カラー:ブラック

80202-0302　キーケース
●サイズ（約）:6.5×11.5×厚さ1.5cm　●素材:牛革、
ディンプル仕上　●キーフック5　●カラー:ブラック

80202-0303　ダイヤモンドカット タイピン
●全長サイズ（約）:5.2cm　
●素材:真鍮、ガンメタメッキ　●カラー:ガンメタ

80202-0304　マルチケース（イルムス）
●サイズ（約）:23×14×厚さ2.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内6

80202-0305　メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80202-0306　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨62cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:グレー

80202-0307　ネクタイ（ベネトン）
●サイズ（約）:142×幅8.5cm　●素材:絹　
●カラー:ネイビーブルー

80202-0308　ボストンバッグ
●サイズ（約）:25×47×マチ24cm　●素材:ポリエ
ステル、合金　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80202-0309　長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9×19×厚さ2.8cm　●素材:（表）牛床革、（内）合皮　
●札入1、小銭入1、カード入12　●カラー:ブラック
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創業 ら 0 年、世界でも る 磁器ブランドの と 。
の なデ インとす れた で くの を し
ています。

1 年に 国に イン イ を創 。 国の として くの
、 に愛され 、 なもの くりを ています。

ビレロイ＆ボッホ

エインズレイ ダンスク

19 4年 の ン ク社はデン ーク とい り と
られました。 を中心に 国のデ イナー に て
れるアイテ り出されてきました。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

イッタラ

1881年に ィンランドのイッ ラ で ラ として 。 デ
インのパイオニアとして、本 で に されないデ イン

を しています。

80202-0329　マリフルールプレート
●サイズ（約）:φ21cm　●素材:硬質陶器

80202-0331　パスタボウル
●サイズ（約）:φ23×高さ4.5cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80202-1334　ペアカクテルグラス
●サイズ（約）:φ9×高さ9.6cm･容量200ml　
●素材:ソーダガラス

80202-1233　アイノ･アアルト ハイボール ペア
●サイズ（約）:φ8×11cm･容量330ml　
●素材:無鉛ガラス　
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80202-0282　ボストンバッグ
●サイズ（約）:24×37×マチ18cm　
●素材:PVC　●ポケット外1　●カラー:ブラウン

80202-0283　万年筆
●全長サイズ（約）:12.3cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80202-0284　タイピン
●サイズ（約）:5.5×厚さ1.2cm　
●素材:真鍮、ブラックダイヤモンド

80202-0285　パスケース（ユーバイウンガロ）
●サイズ（約）:7×11cm　●素材:牛革　
●パスケース1、ポケット2

80202-0286　サスペンダー
●サイズ（約）:～100cm　●素材:ポリエステル、
ゴム　●カラー:ダークブラウン

80202-0287　ペンケース
●サイズ（約）:18.5×4×厚さ2cm　
●素材:牛革　●カラー:チョコ

80202-0288　メンズスニーカーM
80202-0289　メンズスニーカーL
●対応サイズ（約）:M26.5cm～27.0cm、L27.0cm
～27.5cm　●素材:甲材:コットン、底材:合成底

80202-0290　メンズウォッチ
●サイズ（約）:4.3×3.7cm、腕周り～19.5cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80202-0291　カフス（ユーピーレノマ）
●サイズ（約）:1×2cm　●素材:真鍮

80202-0292　メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ブラウン

80202-0293　16本骨長傘
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステル　
●手開き式　●カラー:ブラック

80202-0294　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:20.5×18×マチ3.5cm　●素材:ポリ
エステル　●ポケット外1　●カラー:カーキ

80202-0295　レザークリーム（コロニル）
●容量:100ml　●カラー:ミディアムブラウン

80202-0281　ネクタイ（ベネトン）
●サイズ（約）:幅8.5×142cm　●素材:絹　
●カラー:ブラック×パープル
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80202-0243　 
バッグインバッグ（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:5×25×マチ15.5cm　●素材:綿　
●カラー:イエロー

80202-0247　トラベルボード（トライストラムス）
●サイズ（約）:16.7×25×厚さ0.9cm　●素材:ナイ
ロン、ウレタン、樹脂、金属　●カラー:ブルー

80202-0252　 
折りたたみバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:31×34×マチ11.5cm　●素材:ポリ
エステル、合皮　●カラー:オレンジ

80202-0257　牛革レザーペンケース
●サイズ（約）:17.5×14cm　
●ペンが5本まで入ります。　●カラー:グリーン

80202-0261　パーカーM
80202-0262　パーカーL
●サイズ（約）:M 身丈67cm、身巾50cm L 身丈70cm、身
巾53cm　●素材:綿、ポリエステル　●カラー:バイオレット

80202-0244　メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　●素材:合皮　
●カラー:ブラック/ブルー

80202-0248　 
ファスナー式小銭入れ（アッシュエル）
●サイズ（約）:7.7×10.7×厚さ2.3cm　
●素材:合皮　●ポケット2　●カラー:イエロー

80202-0253　デジタルウォッチ
●サイズ（約）:φ4.4cm、腕周り～19cm　●素材:樹
脂、ポリウレタン　●5気圧防水　●カラー:ブルー

80202-0258　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:15×22×マチ7cm　●素材:ポリエス
テル、合皮　●ポケット内1外1　●カラー:レッド

80202-0263　長財布
●サイズ（約）:9×18.2×厚さ2.3cm　●素材:（表面）
牛革（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入5

80202-0245　キーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:9×0.9×厚さ2.5cm　
●素材:真鍮、合金

80202-0249　タイピン
●サイズ（約）:0.5×6cm　
●素材:真鍮、ベロアメッキ

80202-0254　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
●サイズ（約）:全長18cm　●素材:スモーキーク
オーツ、水晶、錫合金、銀古美メッキ、シリコンゴム

80202-0259　カジュアルウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:4×2.3cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、合皮

80202-0264　 
バッグインバッグ（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:15.5×25×マチ5cm　●素材:綿

80202-0246　折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80202-0250　ポロシャツM
80202-0251　ポロシャツL
●サイズ（約）:M 肩幅44cm、身丈68cmL 肩幅
46cm、身丈71cm　●素材:ポリエステル

80202-0255　ボクサーブリーフM
80202-0256　ボクサーブリーフL
●サイズ（約）:M着丈29cm、ウエスト40cm、L着丈31cm、ウエスト43cm　
●素材:綿75%、ナイロン22%、ポリウレタン3%　●カラー:レッド

80202-0260　折財布（イルムス）
●サイズ（約）:9×10×厚さ2cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:ネイビー

80202-0265　シューズ26.5～27cm（ブラジリアン）
80202-0266　シューズ27～27.5cm（ブラジリアン）
●素材:合成底、合皮　●カラー:ワイン
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80202-0170　 
ネクタイ（ベネトン）
●サイズ（約）:全長142×8.5cm　
●素材:絹100%　●カラー:グレー

80202-0171　ボタンダウンシャツM
80202-0172　ボタンダウンシャツL
●サイズ（約）:M着丈71.5cm、肩幅44cm、
L着丈74cm、肩幅46cm
●素材:綿、ポリエステル

80202-0173　 
UVカットグラス
●サイズ（約）:フリーサイズ　●素材:レンズ:プラス
チック、フレーム･テンプル:ニッケル

80202-0174　 
ネクタイピン
●サイズ（約）:19×5×高さ0.8cm　
●素材:真鍮

80202-0175　ストレッチスキニーパンツM
80202-0176　ストレッチスキニーパンツL
●サイズ（約）:Mウエスト79cm、Lウエスト82cm
●素材:綿･ポリウレタン　●カラー:ベージュ

80202-0177　 
牛革メンズウォッチ（レガッタクラブ）
●サイズ（約）:4.4×3.4cm、腕周り～19cm　
●素材:合金

80202-0178　 
ノートPC保護ケース
●サイズ（約）:26×35.5×マチ3cm　●素材:ポリ
塩化ビニル、ポリエチレン　●内部に衝撃吸収材
入り　●13インチまでのノートPC収納可

80202-1231　 
靴磨きセット
●サイズ（約）:ケースφ7.5×17.5cm　●素材:合皮

（ケース）　●セット内容:ケース×1、靴べら×1、ク
リーム×2、ブラシ×2、布×2
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80202-0310　BEAMSカードケース
●サイズ（約）:9×11cm　
●素材:牛革　
●カラー:ブラウン×ネイビー

80202-0311　BEAMSカードケース
●サイズ（約）:9×11cm　
●素材:牛革　
●カラー:ブラック

80202-0312　万年筆
●サイズ（約）:12.3cm　
●素材:ステンレス、樹脂　●カラー:ブラック

80202-0313　カフス（エルコスチューム）
●サイズ（約）:1.2×2×厚さ2cm　●素材:真鍮

80202-0314　折財布
●サイズ（約）:9.5×11×厚さ2cm　●素材:合皮、ポリエス
テル　●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

80202-0315　2Wayビジネスバッグ
●サイズ（約）:29.5×40×マチ8cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内3外1

80202-0316　 
ステンレス靴べら（磨き屋シンジケート）
●サイズ（約）:8.5×4cm

80202-0317　クロコ型名刺入
●サイズ（約）:7×11×厚さ1.3cm　●素材:牛革、
レーヨン　●カード入1　●カラー:ブラック

80202-0318　キーケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:6×11×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　●キーフック5　●カラー:ブラック

80202-0319　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～20.5cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●5気圧防水

80202-0320　トートバッグ
●サイズ（約）:26×37×マチ14cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内3外4　●カラー:ブラック

80202-0321　ビジネスベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト109.5cm　●素材:牛
革、合皮　●サイズ調整可　●カラー:ブラック

80202-0322　メンズウォッチ（ファイブナイン）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～21cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80202-0323　コインケース
●サイズ（約）:6.5×9.5×厚さ1.3cm　
●素材:（表）牛革（内）合皮　●カラー:ブラック

80202-0324　メンズ長傘
●サイズ（約）:親骨65cm、16本骨　●素材:ポリエステル　
●ジャンプ式　●強力撥水加工　●カラー:ブラック
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80202-0180　パスケース
●サイズ（約）:7.5×10.5×厚さ1cm　●素材:牛革　
●カード入4　●カラー:ブラック　●カードは撮影用です

80202-0181　折りたたみバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:31×34×マチ11.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●カラー:ネイビー

80202-0182　メンズウォッチ
●サイズ（約）:3.6×3cm、腕周り～21cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80202-0183　メンズ長傘
●サイズ（約）:親骨65cm、24本骨　●素材:ポリエ
ステル　●手開き式　●カラー:ブラック

80202-0184　トラベルポーチ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:17.5×43×マチ26cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:グレー

80202-0185　デジタルウォッチ
●サイズ（約）:φ4.4cm、腕周り～19cm　●素材:樹
脂、ポリウレタン　●5気圧防水　●カラー:ブラウン

80202-0186　牛革小銭入れ
●サイズ（約）:7.5×8.5×厚さ2cm　●カラー:チョコ

80202-0187　ペンケース
●サイズ（約）:18.5×4×厚さ2cm　
●素材:牛革　●カラー:ネイビー

80202-0188　ミニ財布（ファイブナイン）
●サイズ（約）:8×12×マチ1.5cm　●素材:合皮　
●ファスナー開閉式、小銭入1、ポケット内6外1

80202-0189　ペンダント
●サイズ（約）:全長50cm、トップ3.5×2cm　
●素材:ステンレス

80202-0190　キーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:11.3×3.1×厚さ0.7cm　
●素材:牛床革　●カラー:ブラック

80202-0191　ペンダント
●サイズ（約）:全長45cm、トップ4.3cm　
●素材:合皮、合金

80202-0192　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:21×19×マチ5.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内1外2　●カラー:ネイビー

80202-0193　折財布
●サイズ（約）:11×9×厚さ1cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

80202-0194　メンズウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～19cm　
●素材:合金･合成

80202-0195　靴下（ル･スリップフランセ）
●対象サイズ:25～27cm　
●素材:コットン、ナイロン、ポリウレタン

80202-0196　ネイルケアセット
●サイズ（約）:ケース17.2×10.2×厚さ2.6cm　
●素材:ステンレス、合皮

80202-0197　カジュアルボディバッグ
●サイズ（約）:32×20×マチ6.5cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80202-0198　ブレスレット（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:全長21cm　
●素材:ステンレス、牛革

80202-0199　折たたみ傘（シンプルトゥデイ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時36cm　
●素材:ポリエステル、樹脂
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80202-1294  

●内容･パッケージ変更になる場合がございます。

80202-0007　 
ラディアントグロウフォーミングクレンザー（ジュリーク）
●容量:80g　●洗顔料

80202-0008　 
プロディジューオイル（ニュクス）
●容量:50ml　
※1本で顔･体･髪に使えるマルチ美容ドライオイル。
サラッとしたテクスチャーと魅惑的な香りで、うるおいの
あるハリツヤ肌、ツヤのある美しい髪へと導きます。

80202-0009　 
ハンドクリーム&ボディーローションセット（パニエデサンス）
●容量:ハンドクリーム30ml、ボディーローション300ml　●ローズの香り

3600_ノブルエ 2

チェリーブロッサム ハンドクリーム&リップバーム（ロクシタン）
●容量（約）:チェリーブロッサムソフトハンドクリーム 30ml、リップバーム12ml
●チェリーブロッサムの香り　

2423 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

長財布（アッシュエル）

ペアパスタセット（ローラ アシュレイ）キーリング（トロイカ） ボストンバッグ

レザークリーム（コロニル）

牛革メンズウォッチ（レガッタクラブ）

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

テーブルウェアメンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

コスメ
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ヴィクトリア女王より称賛され、1856年からイギリス王室
御用達となった、歴史あるブランドです。食卓を明るく華
やかに彩る<ミントン>ならではの上品な花柄です。

1972年、自然に恵まれた小さな街に生まれた「私の部
屋」は、日本の生活文化と新鮮なアイデアが融合した
美しく豊かな暮らしを、四季の移り変わりに合わせて提
案しています。

YANKEE CANDLE社ではフレグランス業界でNO.1
の知名度を誇り、a passion for fragranceのコンセプト
のもと、アメリカ国内で最も売れるアロマキャンドル、フレグ
ランスグッズのブランドになりました。

80202-0341　トレー（ミントン）
●サイズ（約）:28×36×高さ2cm　●素材:樹脂

80202-0342　ロザリー バスタオル（私の部屋）
●サイズ（約）:60×120cm　
●素材:綿100%　●カラー:ベージュ

80202-0343　ローズキャンドルセット（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:11.8×9.3×高さ19cm　
●素材:パラフィン、ガラス　●リフィル付

80202-0344　 
ボトルホルダー
●サイズ（約）:19×9×高さ30cm　
●素材:アイアン　●ボトル4本収納可

80202-0348　化粧ポーチ
●サイズ（約）:10×19×6cm　
●素材:綿･ナイロン　
●ポケット内2、口紅入2、筆入3

80202-0352　折立ハンドミラー
●サイズ（約）:立てて使用時10×24×高さ
23cm　●素材:樹脂、ガラス鏡、クリスタル
ガラス

80202-0345　 
ジュエルケース
●サイズ（約）:11.5×11×高さ5.5cm　
●素材:合皮、ポリエステルベルベット

80202-0349　 
USB電源専用ルームライト
●サイズ（約）:φ12×高さ17cm　
●素材:樹脂、シリコンゴム　●2段階調光

80202-0353　 
マット
●サイズ（約）:50×80cm　
●素材:綿

80202-0346　 
ダストボックス
●サイズ（約）:φ24.5×高さ32cm　
●素材:樹脂

80202-0350　 
光触媒オンシジューム
●サイズ（約）:20×15×高さ30cm　
●素材:ポリエステル

80202-0354　 
アクセサリーケース
●サイズ（約）:18×22×高さ5cm　
●素材:ラバーウッド、アクリル板

80202-0347　 
バナナスタンドバスケット
●サイズ（約）:25.5×25×高さ35cm　
●素材:スチール　●組立式

80202-0351　 
アラーム付置き時計
●サイズ（約）:7×8.7×厚さ3.8cm　
●素材:プラスチック

80202-0355　 
ネックレススタンド
●サイズ（約）:φ8.5×高さ29cm　
●素材:ポリレジン･アイアン
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80202-0513　 
玉子焼器&いため鍋
●サイズ（約）:玉子焼器18×13×深さ3.3cm、
いため鍋φ20×深さ7cm　●素材:アルミ合
金、ベークライト　●フッ素加工　●IH可

80202-0517　 
キッチンツールセット
●全長サイズ（約）:お玉28.5cm、ターナー
31.5cm、他24.5～28.5cm　
●素材:ステンレス、自然木

80202-0521　 
グリルプレートセット
●サイズ（約）:18×12.5×高さ3.5cm　
●素材:陶器　●コルクマット付、直火･オー
ブン･電子レンジ使用可、食洗器不可

80202-0525　 
家庭用包丁セット
●全長サイズ（約）:三徳30.5cm、刺身34.5cm、
ペティナイフ24cm　●素材:ステンレス、樹脂

80202-0514　 
ステンレスザル5点セット
●サイズ（約）:φ13cm、φ15cm、φ19cm、
φ22cm、φ25cm　
●素材:18-8ステンレス、ステンレス

80202-0518　 
抗菌まな板
●サイズ（約）:35×22.5×厚さ3cm　
●素材:樹脂

80202-0522　 
シトラスジューサー
●サイズ（約）:21×15×高さ20cm、容
量500ml　●素材:樹脂　●AC100V-
17W、電源コード1.4m

80202-0526　 
卓上鍋24cm
●サイズ（約）:深さ9.5cm　●素材:アルミ、
樹脂、強化ガラス　●IH可

80202-0515　 
ベーカリースライサー
●サイズ（約）:16.4×21.8×高さ24.2cm　
●素材:樹脂

80202-0519　 
刺身和包丁（濃州孫六作）
●全長サイズ（約）:32cm　
●素材:ステンレス、天然木

80202-0523　 
スープボウルセット
●サイズ（約）:φ13×高さ5.3cm　
●素材:陶器

80202-0527　 
銅製おろし金
●サイズ（約）:7.5×12cm　
●素材:銅、すずメッキ

80202-0516　 
クッキングパン26cm
●サイズ（約）:φ26×深さ5.5cm　●素材:
アルミ、強化ガラス、木　●フッ素加工　
●IH可

80202-0520　 
ホーローコーヒーポット
●サイズ（約）:20.5×11×高さ19.5cm、
容量0.7ℓ　
●ホーローの独特の風合いがあります。

80202-0524　 
キッチンツールスタンド
●サイズ（約）:7.5×20×高さ14.5cm　●素
材:スチール、天然木、シリコーン、合成ゴム

80202-0528　 
デジタルクッキングスケール
●サイズ（約）:20×14.5×高さ1cm　●素材:
樹脂、ガラス　●最小1g、最大5kg計測可能
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1919（大正8）年の創業以来、“オークラチャイナ”の愛称とともに親
しまれてまいりました。製品は日本国迎賓館などでご使用頂き、高
い評価を得ております。

日本を代表するテーブルウェアブランド。やさしい乳白色と強度に
優れたボーンチャイナの量産化に日本ではじめて成功、世界市場
でも高い評価を得ています。

「たち吉」が提案する商品は、四季を暮らしに取り入れ、伝統の技
術や使い方の工夫を生かし現代生活にマッチさせることを絶えず
意識しています。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有
田の伝統様式を一歩前進させたとして評価され、世に香蘭社調と
も呼ばれ広く親しまれています。

80202-0333　ペアプチケーキ皿
●サイズ（約）:φ15cm　●素材:陶磁器

80202-0335　トリオボウル
●サイズ（約）:φ13×高さ5.5cm　●素材:ボーンチャイナ

80202-0336　釉彩 盛鉢
●サイズ（約）:φ18×高さ2.5cm　●素材:陶器

80202-1234　ペアマグ
●サイズ（約）:φ9×7cm･容量330ml　
●素材:磁器　
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80202-0371　ペアビアグラス
●サイズ（約）:φ9×高さ15.5cm　
●素材:クリスタルガラス

80202-0372　日本酒グラス（リーデル）
●サイズ（約）:φ11.3×高さ20cm　
●素材:クリスタルガラス

80202-0373　ペアグラス
●サイズ（約）:φ7.25×14.6cm　
●素材:無鉛クリスタル

80202-0374　デキャンタ
●サイズ（約）:11.2×高さ15.5cm　
●素材:ガラス、シリコン

80202-0375　ボウル（ナハトマン）
●サイズ（約）:φ25cm　●素材:クリスタルガラス

80202-0376　ワインラック
●サイズ（約）:16.5×12×高さ11cm　
●素材:ステンレス

80202-0377　サイドテーブル
●サイズ（約）:φ30×52.5cm　
●素材:合成木材　●組立式

80202-0378　ペアロックカップ
●サイズ（約）:φ7.4×高さ9.7cm　
●素材:ステンレス　●2重構造

80202-0379　カトラリー8ピース（イノベーター）
●全長サイズ（約）:ディナーナイフ20.4cm、ディ
ナースプーン17.7cm、ディナーフォーク17.7cm、
コーヒースプーン13cm　●素材:ステンレス

80202-0380　花瓶（ボヘミアガラス）
●サイズ（約）:φ12.5×高さ22cm　
●素材:クリスタルガラス

80202-0381　塩入れ&胡椒入れ
●サイズ（約）:φ4.5×高さ10.6cm　
●素材:ステンレス

80202-0382　ライト（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ8.3×高さ15cm　
●素材:パラフィン　●電池式　●タイマー機能付

80202-0383　ステンレス2重マグペア
●サイズ（約）:φ8.5×高さ10.4cm

80202-0384　アイスペール（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:φ12.5×高さ10.5cm　●素材:ステンレス
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80202-0399　 
背当てクッション
●サイズ（約）:45×45×厚さ10cm　●素材:
ポリエステル100%、ポリエステル綿100%　
●カラー:ブラウン

80202-0403　 
ペーパーホルダー（セバスチャンデザイン）
●サイズ（約）:φ11.5×高さ29cm　
●素材:天然木

80202-0407　 
プレートセット
●サイズ（約）:13×28.5cm　●素材:磁器

80202-0400　 
フォトフレーム
●サイズ（約）:26×43.5×厚さ1.5cm　
●素材:樹脂、ガラス

80202-0404　 
ウォッチケース
●サイズ（約）:9.5×14×高さ7cm　
●素材:樹脂　●3本収納可

80202-0408　 
ペアパスタプレート（フィンレイソン）
●サイズ（約）:φ22×高さ4cm　
●素材:磁器

80202-0412　 
ペアプレート
●サイズ（約）:φ25×高さ3cm　
●素材:陶器

80202-0401　 
ペアスリッパ
●サイズ（約）:26cm　
●素材:合皮、綿、ポリエステル

80202-0405　ストームグラス
●サイズ（約）:5×13×高さ11cm　
●素材:ホウケイ酸ガラス、天然木、水、
エタノール、天然樟脳 
※気象状況によって中の結晶が変化します。

80202-0409　 
テーブル
●サイズ（約）:φ31×高さ20cm　●素材:プ
リント紙化粧パーティクルボード、スチール

（粉体塗装）

80202-0413　 
ペアシーズニングケース
●サイズ（約）:φ10.6×高さ7.7cm　
●素材:陶器

80202-0402　 
収納ラック
●サイズ（約）:16.5×11.5×高さ15cm　
●素材:ポリウレタン

80202-0406　 
消臭グリーン
●サイズ（約）:15.5×12.5×15.5cm　
●素材:ポリエチレン、ポリスチレン、
ガラス、石、麻

80202-0410　 
ティッシュケース
●サイズ（約）:35×18×13cm　
●素材:合成皮革

80202-0414　 
3段オープンラック
●サイズ（約）:15×16.8×高さ46cm　
●素材:繊維板　●組立式　
●耐荷重約1㎏/棚

80202-1235　 
桐ミニチェスト
●サイズ（約）:15.5×17×高さ14.5cm　
●素材:天然桐
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1775年英国にエインズレイ窯を創設。英国の名窯とし
て多くの皇族、貴族に愛され続け、丁寧なものづくりを
続けています。

料理研究家の井上絵美が、日々の生活をより楽しく豊
かに過ごせるようにという思いで『ラ･エミーズ』をスター
ト。シックなデザインと、生活のアクセントとなるような“大
人のかわいらしさ”を意識しさまざまな生活シーンで活
躍するアイテムを発表しています。

国境を越えて支持される華やかな美の世界を受け継
ぎ、HANAE MORIは進化し、現代性あふれるスタイ
ルを大切に、暮らしにゆとりあるひとときを提案します。

80202-0356　マグカップ（エインズレイ）
●サイズ（約）:φ7.8×高さ10cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80202-0357　プレートセット5枚（ラ･エミーズ）
●サイズ（約）:φ16×高さ2.5cm　●素材:磁器

80202-0358　トレー付ペアコーヒーセット（ハナエモリ）
●サイズ（約）:カップφ8.5×高さ7.5cm、ソーサーφ15×高さ
2cm、トレー12×20×高さ1.5cm　●素材:磁器、ソーダガラス

80202-0359　 
スープカップ
●サイズ（約）:φ11.2×6cm　●素材:磁器

80202-0363　 
ペアプレート
●サイズ（約）:φ24×高さ6cm　●素材:磁器

80202-0367　 
ドリンキングジャーセット
●サイズ（約）:8×11.5×高さ14cm　
●素材:ソーダガラス、スチールスズメッキ

80202-0360　 
ペアボウル
●サイズ（約）:φ13.5×高さ8.5cm　
●素材:ソーダガラス

80202-0364　ペアマグ
●サイズ（約）:φ7.4×高さ8.2cm　
●素材:磁器

80202-0368　 
コーヒースプーン5ピース
●全長サイズ（約）:11.5cm　
●素材:ステンレス　●カラー:ピンクゴールド

80202-0361　 
ペアタンブラー
●サイズ（約）:φ8.6×高さ10.7cm　
●素材:ソーダガラス

80202-0365　パティスリードームセット
●サイズ（約）:ドーム付パティスリー全長
19.2cm、パティスリー全長10.2cm、プレー
トφ10×10.2cm　●素材:ガラス

80202-0369　 
デザートカップセット
●サイズ（約）:φ9.6×5.2cm×5個　
●素材:ガラス

80202-0362　 
カトラリー10ピースセット（カンサイヤマモトメゾン）
●全長サイズ（約）:各12～20.8cm　
●素材:ステンレス

80202-0366　 
デリプレートセット（イルムス）
●サイズ（約）:25×8.7cm　●素材:磁器

80202-0370　 
カレー皿5枚セット（プリンセスローザ）
●サイズ（約）:φ21×高さ4cm　●素材:磁器
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Cooking pan
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Cooking pan
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Sink holder

Cooking pan
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Dish drainer

80202-0529　 
折り畳み布巾ハンガー
●サイズ（約）:2.3～54.5×27.5～53.5×
高さ25cm　●素材:スチール、天然木

80202-0533　 
調味料ラック
●サイズ（約）:12×9.5×高さ25cm　
●素材:スチール（粉体塗装）、シリコーン

80202-0537　 
三徳包丁
●サイズ（約）:全長33cm　
●素材:ステンレス

80202-0541　 
返しやすいフライパン26cm
●サイズ（約）:φ26×深さ4.3～7.8cm　
●素材:アルミニウム合金、ステンレス、樹脂

80202-0530　 
ディンプル加工ステンレス包丁
●サイズ（約）:全長31cm　
●素材:ステンレス

80202-0534　 
玉子焼きセット
●サイズ（約）:19.5×14×深さ4cm、フライ
返し全長30cm　●素材:アルミ、樹脂、ナ
イロン　●フッ素加工　●IH可

80202-0538　レンジおかゆ炊き
●サイズ（約）:17.4×19.6×深さ11.6cm　
●素材:ポリプロピレン
●計量カップ、スプーン付

80202-0542　ハンドミキサー
●サイズ（約）:18×7.5×高さ27cm　
●素材:ABS樹脂、ポリアセタール　
●AC100V-120W、コード1.5m

80202-0531　 
キッチンボウルセット
●サイズ（約）:φ14.5、φ16.5、φ18.5、
φ20.5、φ22.5cm　
●素材:ステンレス

80202-0535　 
シンクホルダー（グッチーニ）
●サイズ（約）:24.2×8.3×高さ13.4cm　
●素材:ポリプロピレン

80202-0539　 
クッキングパン26cm
●サイズ（約）:φ26×深さ6cm　●素材:アル
ミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可　
●ナイロンターナー付

80202-0543　 
耐熱プレート
●サイズ（約）:15.4×19×高さ3cm　
●素材:耐熱陶器

80202-0532　 
チョコレートフォンデュセット
●サイズ（約）:13×16×高さ14cm　
●素材:合金

80202-0536　 
三徳包丁
●サイズ（約）:全長31cm　
●素材:ステンレス、木

80202-0540　 
キッチンツール4点セット
●全長サイズ（約）:お玉29.5cm、ターナー
30.2cm、トング29cm、メッシュサーバー
35.4cm　●素材:ナイロン

80202-0544　二段水切バスケット
●サイズ（約）:41×26×高さ36cm　●素材:ス
チール（クロムメッキ仕上げ）、ポリプロピレン、
ステンレス鋼　●排水口カバー付　●組立式
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は 成 にとら れる となく、 代に たテー
で しくデ インされた、使 のライ イルをトー ルにデ

インしています。

カゼヤスタイル

ハナエモリ ノリタケ

国 を て される や な の世界を 、
は進化し、 代 れる イルを大 に、 らしに とり

る とときを します。

一は、19 年に創業し、 て で た を
に使 ていた る 品 とい 市場を創出してき
たパイオニアで、日本で 一の 企業です。

1904年創業の洋食器 ー ー。1914年に日本で初めてディナー
セットを製造し、米国を中心に 輸出を開始。世界に知られる
ブランドとなる。

80202-0337　フリーペアカップ
●サイズ（約）:φ8.5×9cm　●素材:木粉入フェノール樹脂

80202-0338　丸盆
●サイズ（約）:φ27×2cm　●素材:樹脂、金沢箔

80202-1335　4枚組小皿
●サイズ（約）:φ14×高さ2cm　●素材:磁器

80202-0340　京香旬彩プレート
●サイズ（約）:φ27×高さ2.8cm　●素材:磁器
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80202-0385　オーシリーズ ビア ペア（リーデル）
●サイズ（約）:φ5.3×高さ15cm　●素材:無鉛クリスタル

80202-0386　ドームグラス
●サイズ（約）:φ10×13cm　●素材:ソーダガラス

80202-0387　ビアグラスセット
●サイズ（約）:φ7.3×高さ13cm　
●素材:全面強化ガラス

80202-0388　グラスセット（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ6.8×高さ11cm　
●素材:クウォークス

80202-0389　二重構造ステンレスフリーカップ
●サイズ（約）:φ7×高さ8cm　
●素材:ステンレス

80202-0390　折りたたみテーブル
●サイズ（約）:30×45×高さ20cm　●素材:プリント
紙化粧パーティクルボード、スチール（粉体塗装）

80202-0391　トレーセット
●サイズ（約）:器15×13×高さ8.8cm、トレー31×
15×高さ1.5cm　●素材:耐熱ガラス、ラバーウッド

80202-0392　ボトル型ツールセット
●ケースサイズ（約）:8×8×高さ33cm　●内容:ソムリエナイフ、ボ
トルポアラード、ドロップリング、フォイルカッター、ボトルストッパー

80202-0393　カトラリー23本セット
●全長サイズ（約）:デザートスプーン、コーヒースプーン、ヒメ
フォーク、アイスクリームスプーン各5、シュガースプーン、バ
ターナイフ、ジャムスプーン各1　●素材:ステンレススチール

80202-0394　ミニボウルセット（リュミナルク）
●サイズ（約）:大φ14×6.2cm、小φ6×高さ2.5cm　
●素材:ガラス

80202-0395　二重ペアグラス（ウェルナーマイスター）
●サイズ（約）:φ8×高さ9cm　
●素材:耐熱ガラス

80202-0396　ペアビアグラス
●サイズ（約）:φ6.4×高さ22cm　
●素材:クリスタルガラス

80202-0397　プレート（ナハトマン）
●サイズ（約）:28×14cm　●素材:クリスタルガラス

80202-0398　二重カップ（カンサイヤマモトメゾン）
●サイズ（約）:φ7.7×高さ8.9cm　●素材:ステンレス
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80202-0415　 
掛時計
●サイズ（約）:φ28×4.7cm　
●素材:樹脂、ガラス　●スイープ運針

80202-0419　 
オーブン皿セット
●サイズ（約）:φ10.5×高さ2.8cm　
●素材:陶器

80202-0423　 
天然木壁掛けミラー
●サイズ（約）:48.5×25.8×厚さ1.5cm

80202-0427　 
テーブル
●サイズ（約）:30×45×高さ20cm　
●素材:スチール、合成木材

80202-0416　 
ダック小物入れ
●サイズ（約）:18×9×高さ12cm　
●素材:天然木

80202-0420　 
ネクタイ&ウォッチケース
●サイズ（約）:φ9×11.5cm　
●素材:合皮、樹脂

80202-0424　 
手作りデコトレイ
●サイズ（約）:20×16×厚さ3.4cm　
●素材:ゴム、陶器

80202-0428　 
抗菌防臭玄関マット
●サイズ（約）:45×65cm　
●素材:アクリル

80202-0417　 
拡大鏡付卓上ミラー
●サイズ（約）:29.3×24.3×厚さ1.9cm　
●素材:樹脂

80202-0421　 
マルチラック
●サイズ（約）:15.5×17.5×高さ14cm　
●素材:合皮、スチール

80202-0425　 
トレイ付ティッシュケース
●サイズ（約）:13.5×26.5×高さ8.2cm　
●素材:樹脂

80202-0429　 
マガジンラック
●サイズ（約）:20.5×31×高さ23cm　
●素材:鉄

80202-0418　 
ブランケット
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル

80202-0422　 
オットマン収納スツール
●サイズ（約）:34.5×34.5×高さ34.5cm　
●素材:ポリエステル、不織布、合成木材、
ペーパーボード

80202-0426　 
傘立て
●サイズ（約）:φ20×高さ41.5cm　
●素材:鉄　●6～8本収納可

80202-0430　 
収納ボックス
●サイズ（約）:21×37×高さ24cm　
●素材:ポリプロピレン、天然木
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80202-0613　くったりねそべりうさぎ（ブルーナファミリー）
●サイズ（約）:20×14.5×28cm　
●素材:ポリエステル

80202-0609　ジャンボブロック
●サイズ（約）:箱27.5×28×高さ20.5cm、最小パーツ6×6×高さ
5.4cm　●素材:ポリプロピレン　●対象年齢2才～

80202-0618　トンピング
●サイズ（約）:6.6×26.3×高さ90.5cm　
●素材:スチール、樹脂　●耐荷重50㎏　●対象年齢6才～

80202-0616　木製バランスブロック
●サイズ（約）:土台16×2.5×高さ6cm　●素材:天然木
●対象年齢3才～

80202-0610　文房具セット
●サイズ（約）:クラッチバック20×26×マチ3.5cm　
●内容:ノート2、鉛筆2、鉛筆削り1、消しゴム1、ポーチ1

80202-0617　遊べる収納ボックス
●サイズ（約）:32×42×高さ56cm　●素材:ポリエステル、厚紙 
※B4サイズの絵本も入ります。

80202-0615　スヌーピー モーニングペアセット
●サイズ（約）:プレートφ15.5×高さ2.5cm、マグφ8.5×高さ9cm　
●素材:磁器

80202-0614　フォトフレーム
●サイズ（約）:27.8×22.8×厚さ1.6cm　
●素材:スチール
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80202-1382　ウッディクック
●箱サイズ（約）:16.5×22×高さ7cm
●セット内容：まな板、包丁、トマト、レモン、洋ナシ、人参、なす×各1
対象年齢：3歳～

●

●

素材：ブナ材、シナ材

80202-1383　フレンドリーブロック
●サイズ（約）:最小パーツ3×3×厚さ1.5cm、ケース20.5×29.5×

●高さ22cm 全550ピース
●

●

対象年齢：3歳～
素材:ポリスチレン、樹脂

80202-1384　メッシュパドルセット
●本体サイズ（約）：23×40cm
●対象年齢：6歳～

●素材：ポリスチレン
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80202-0577　 
ヘアーアイロン（テスコム）
●サイズ（約）:16.5×2×高さ5.4cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-18W、コード1.5m

80202-0581　 
ハーバルボディコンプレス（ユティカ）
●容量:250g　●ライス、ジンジャー、レモン
グラス、コブミカン、アロエベラの香り

80202-0585　 
トラベルブラシ
●サイズ（約）:12×3.5×高さ3cm　
●素材:天然木

80202-0589　 
コーム付フェイスシェーバー
●サイズ（約）:全長13cm　●素材:樹脂、
アルミ　●掃除用ブラシ付　●電池式

80202-0578　 
2枚刃シェーバー
●サイズ（約）:3.3×5.3×高さ12cm　
●素材:樹脂、ステンレス　
●AC100V-3W、コード1.8m

80202-0582　 
アイラッシュカーラー（コイズミ）
●サイズ（約）:2×2.1×全長15cm　
●素材:樹脂　
●電池式

80202-0586　 
ネイルポリッシャー（コイズミ）
●サイズ（約）:3.1×3.4×高さ12.8cm　
●素材:樹脂　
●電池式

80202-0590　 
毛抜きペアセット（郷技）
●サイズ（約）:全長7.5cm　
●素材:ステンレス、ピンクゴールドメッキ

80202-0579　 
レンズ付ニッパー
●全長サイズ（約）:爪切り11cm、レンズ
6cm、爪やすり10.3cm　
●素材:鋼、樹脂、ステンレス

80202-0587　 
鼻毛カッター
●サイズ（約）:φ3×全長14cm　
●素材:樹脂　●電池式

80202-0591　 
スリムバスタオル&ヘアターバン（マーキュリーデュオ）
●サイズ（約）:スリムバスタオル120×
34cm、ヘアターバン10×20cm　
●素材:綿100%

80202-0580　 
LEDライト付電動つめ切り
●サイズ（約）:6×2.5×高さ10cm　
●素材:ABS樹脂、タングステン鋼、ポリカー
ボネイト

80202-0584　 
レディースケア8点セット
●素材:ステンレス　●セット内容:ミラー、ツ
メヤスリ、耳かき、毛抜き、甘皮取り、足用
爪切り、はさみ、爪切り

80202-0588　 
目立て職人手作り爪ヤスリ（郷技）
●サイズ（約）:13×1.1cm　
●素材:ステンレス

80202-0592　 
メンズケアセット
●セット内容:キューティクルトリマー、耳か
き、プッシャー、爪やすり、横向き爪切り、爪
切り、はさみ

80202-1237　 
電動角質リムーバー（ロゼンスター）
●サイズ（約）:4.5×6×15cm　
●素材:ABS樹脂
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80202-0593　 
バスソルト&今治タオルセット
●サイズ（約）:マイクロファイバークロス
25×25㎝、タオル34×30㎝、バスソルト
180g、175g、フィズソルト40g×2

80202-0597　 
デジタル式ガラス体重計
●サイズ（約）:20.5×30.5×高さ2.2cm　
●素材:樹脂、ガラス　
●100g～150kg計測可　●電池式

80202-0601　 
防滴バスクロック
●サイズ（約）:φ11.8×厚さ4.8cm　
●素材:樹脂　●ステップ運針

80202-0605　 
泉州抗菌消臭タオルセット
●サイズ（約）:大判バスタオル60×130cm、
フェイスタオル34×90cm　
●素材:綿100%

80202-0594　 
オーガニックバスタオル（プランツパワークォリティ）
●サイズ（約）:60×120cm　
●素材:綿100%　
●カラー:ストーングレー

80202-0598　 
シャワージェル（ロリア）
●容量:236ml

80202-0602　 
今治バスタオル（今治月雫）
●サイズ（約）:60×120cm　
●素材:綿

80202-0606　 
滑り止め付バスマット
●サイズ（約）:45×65cm　
●素材:吸水アクリル

80202-0595　 
オーガニックヘーゼルナッツソープ
●容量（約）:40g×6

80202-0599　 
シャワーラジオ（コイズミ）
●サイズ（約）:11×7×高さ13.2cm　
●素材:樹脂　●電池式

80202-0603　 
節水マッサージシャワー（カクダイ）
●サイズ（約）:7×6×高さ29.5cm　
●素材:樹脂

80202-0607　バスソルトセット
●サイズ（約）:ソルト190g、175g、
ウォッシュタオル22×22cm×2、
マイクロファイバークロス25×25cm×2
●豚毛ブラシ付

80202-0596　 
バスクロック（マグ）
●サイズ（約）:φ13×厚さ6cm　
●素材:樹脂　●防滴仕様、タイマー･
スタンド･吸盤付　●電池式

80202-0600　 
ボトルホルダーセット
●サイズ（約）:7×9.5×高さ9.5cm　
●素材:ポリカーボネイト、PET、PP、SEBS 
※ボトルは演出品です。

80202-0604　 
ソープバーセット（トッカ）
●容量:各113g　
●クレオパトラの香り、ジュリエッタの香り

80202-0608　 
バスマット&体重計スタンド
●サイズ（約）:15×20×高さ28cm
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2625

オーシリーズ ビア ペア（リーデル） マガジンラック

マグカップ（エインズレイ）

ハンドミキサー

デジタル式ガラス体重計

ペアマグ（香蘭社）

キッチン

テーブルウェア

テーブルウェア

バースタイル インテリア

ビューティー・
バス＆
ウォッシュ

3,600円（税込3,960円） （3,000円コース ＋ システム料 600円）



= GUNDAM =

= Letter set =

= Telescope =

= Battleship YAMATO =

「日本の文具を世界に発信する」 日本の老舗文具メーカーの技術を結集し、デザイン
という付加価値を融合させたブランド。 機能美に溢れたアイテムが揃う。

光学製品の専門メーカーとして、1957年9月に創立。双眼鏡、天体望遠鏡などの光学製品
の開発販売を基軸に、デジタル化が進む写真映像分野で発展を続けています。

玩具製造子会社として浅草に創業したバンダイの代名詞ともいえる「ガンプラ」。スペー
スファンタジーとリアリズムあふれるストーリーが幅広い年齢層のファンを惹きつけてい
る。その魅力は海外にも広がり、日本を代表する作品として世界中のファンを魅了し続け
ている。

優れた品質と積極的な技術開発で世界の模型ホビーをリードし続けるタミヤ。作る楽し
さを提供し、すべての模型ファンの皆様へ充実したホビータイムをお届けするため、模
型の楽しさを追求し続けています。

80202-0647　RG MSZ-006 Zガンダム
●サイズ（約）:高さ10cm　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80202-0648　コンパクト望遠鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:24×40×高さ30cm　●素材:樹脂　●倍率30倍

80202-0649　美手紙セット（クラフトデザインテクノロジー）
●サイズ（約）:朱肉φ6.5×高さ2.5cm、レターセット21.5×10×厚さ2cm、
万年筆全長13.5cm　●素材:樹脂、紙　●万年筆インク:青

80202-0650　日本戦艦大和（タミヤ）
●サイズ（約）:全長37.5cm（1/700スケール）　●素材:樹脂、鉄　
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

3600_ノブルエ 51

〈ハムナプトラ失われた砂漠の都〉
“死者の都”に財宝探しに赴い
た一行と強大な悪の力を持っ
て蘇ったミイラとの戦いが幕を
開ける！

〈ハムナプトラ2黄金のピラミッド〉
大地は震え、死者は立ち上が
る！シリーズ第2弾。最新VFXを
駆使した奇想天外な見せ場が
炸裂。

〈アポロ13〉
“アポロ13”を地球に戻せ！
3人の乗組員は再び地球に帰れ
るのか…!?

〈バトルシップ〉
エイリアンの母船と各国連合艦
隊の激しい戦いを描いた海上
スペクタクルアクション。

〈マン・オブ・スティール〉
最強のヒーロー･スーパーマン
と最凶の侵略者･ゾッド将軍の
戦いを描くアクションエンタテ
インメント。

〈パシフィック・リム〉
【人類巨大兵器vs巨大KAIJU】
人類よ、立ち上がれ、この巨兵
と共に！

〈ジュラシック・パーク〉
予期せぬ事態が起こり、人間た
ちに恐竜が牙を剥き始めた！助
かるのは誰か？

〈ロスト・ワールドジュラシックパーク〉
絶滅したはずだった…
想像をはるかに凌ぐ猛威が待
ち受ける。

〈アメイジング･スパイダーマン〉
ピーター・パーカーは、ちょっと
サエない高校生。運命の糸に
導かれ、少年はヒーローへ。

〈アメイジング･スパイダーマン2〉
グウェンとのロマンス、ヒーロー
として葛藤と成長。ピーターに
更なる試練が襲い掛かる。

〈バック・トゥ・ザ・フューチャー〉
マーティと一緒にデロリアンに
乗り込んで、過去の世界を旅し
よう！今なお観る者を魅了し続
ける傑作。

〈バック・トゥ・ザ・フューチャーPart2〉
現代に戻って来たマーティは、
ドクに連れられ今度は未来へ
タイムスリップする。

〈イコライザー〉
19秒で世の悪を完全抹消する。
守るべきは少女の“夢”、正すべ
きは世の“不正”

〈オブリビオン〉
エイリアンの攻撃を受け、全壊
した地球。ひとり残ったジャック
は地球を監視していたが…。

〈バットマンビギンズ〉
過去のトラウマに苦しむブルー
スはゴッサム・シティーを後に
する。数年後、彼は街へ戻るが
…。

〈ダークナイト〉
マフィアの撲滅に努めるバット
マンの前に、不気味な男“ジョー
カー”が現れる。

80202-0631　 
ハムナプトラ失われた砂漠の都
ハムナプトラ2黄金のピラミッド

80202-0632　 
アメイジング･スパイダーマン
アメイジング･スパイダーマン2

80202-0633　 
アポロ13
バトルシップ

80202-0634　 
バック･トゥ･ザ･フューチャー
バック･トゥ･ザ･フューチャーPart2

80202-0635　 
マン･オブ･スティール
パシフィック･リム

80202-0636　 
イコライザー
オブリビオン

80202-0637　 
ジュラシック･パーク
ロスト･ワールドジュラシック･パーク

80202-0638　 
バッドマンビギンズ
ダークナイト
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80202-0431　 
目覚まし時計
●サイズ（約）:9×9.7×厚さ5cm　●素材:樹脂　
●スイープ運針

80202-0434　 
リングホルダー
●サイズ（約）:バニー5×5×8cm、
エレファント4×4.5×7.5cm、キャット7×3×7cm　
●素材:亜鉛合金　※リングは演出品です。

80202-0446　 
ペアスリッパ
●サイズ（約）:26cm　
●素材:合皮、綿、ポリエステル　

80202-0432　 
天然木ガラス温度計
●サイズ（約）:4×7.5×高さ18cm　
●測定可能:18℃～26℃

80202-0435　 
クッション（モグ）
●サイズ（約）:33×40×厚さ12cm　
●素材:ナイロン、樹脂、発泡ポリスチレン

80202-0445　 
蓋付ノンスリップペアマグ
●サイズ（約）:φ8.8×高さ9.1cm ●素材:陶器、シリコン

80202-1341  
ペアスープセット（ハインツ）
●サイズ（約）:カップφ10×高さ7cm、コースター

●素材:耐熱ガラス

80202-1342  
丼3客セット
●サイズ（約）:φ20×高さ7cm　
●素材:磁器

80202-0439　 
コースターセット
●サイズ（約）:φ9.6×厚さ1cm　●素材:陶器
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φ16×高さ0.5cm　
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Just relax and have a break

80202-0545　 
ボアー敷パット
●サイズ（約）:205×100cm　
●素材:ポリエステル100%

80202-0549　 
ウォッシャブル枕
●サイズ（約）:50×35×高さ10cm　
●素材:ポリエステル、内 ポリエステル綿

80202-0553　 
抗菌防臭加工敷パット
●サイズ（約）:100×205cm　
●素材:ポリエステル100%　●四方ゴム付

80202-0557　 
湿温度計（マグ）
●サイズ（約）:12×9.9×厚さ2.3cm　
●素材:ABS樹脂　●電池式

80202-0546　 
アクアディフォンテ（グランセンス）
●サイズ（約）:フレグランスオイル7.6×7.6×高
さ15cm、スティック1×5×高さ31cm　●素
材:アルコール、香料　●リードディフューザー

80202-0550　 
レディースパジャマ（ラクシズム）
●サイズ（約）:身長154～162cm、バスト
79～94cm　●素材:ポリエステル、綿、
レーヨン

80202-0554　 
ゲルマニウム低反発枕
●サイズ（約）:32×47×高さ10cm　
●素材:ポリエステル、内ウレタン

80202-0558　 
今治ハンカチ&ひのきセット
●サイズ（約）:ハンカチ25×25cm×2、ひのきキューブ
2.7cm角×6、ひのき粒のサシェ25g　●素材:檜、綿100%

80202-0547　 
涼感枕パット（シンクエンス）
●サイズ（約）:35×50cm　●素材:（表）綿
50%･アクリル50%、（裏）ポリエステル
65%･綿35%、（詰物）ポリエステル100%

80202-0551　 
レモングラス･カフィムライム（タン）
●サイズ（約）:ポプリグラスφ7×高さ9cm、エッセンシャルオイルOEボト
ル10ml　●素材:樹脂、ガラス　●ルームフレグランス　●レモングラス
･カフィムライムの香り ※デザインは変更になる場合がございます。

80202-0555　 
メンズパジャマ（ラクシズム）
●サイズ（約）:身長165～185cm、チェスト
88～104cm　●素材:ポリエステル、綿、
レーヨン

80202-0559　 
ヘッドリラクゼーション
●サイズ（約）:φ10.8×7.6cm　
●素材:樹脂　●電池式

80202-0548　 
置掛兼用クロック
●サイズ（約）:φ17×厚さ5cm　
●素材:樹脂　●電池式　●防沫仕様

80202-0552　 
保温肩当て
●サイズ（約）:着丈40×肩幅70cm　
●素材:ポリエステル（メタルギア不織布入）

80202-0556　 
温湿度計（タニタ）
●サイズ（約）:3×7.5×高さ13.2cm　
●素材:樹脂　●電池式

80202-0560　 
ひざ掛け
●サイズ（約）:80×135cm　
●素材:ポリエステル100%
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= Terrarium kit =

= Darts == Headphones =

= Globe =

アーバングリーンメーカーズでは、「テラリウムキット1つごとに、UGMから被災地へ
一本の新しい木が贈られます」というミッションを掲げ、災害や開発で失われた環境の
改善や子どもたちへの環境支援をしています。

プレイするだけでなく、インテリアとしても人気の高いダーツ。老若男女誰でも楽しめ、
脳の活性化にも役立ちます。

「良い音、音楽をお届けする」という理念のもと、1962年の創業以来オーディオテクニ
カは独創的なモノづくり・音づくりへのこだわりを大切にしてきました。マイクロホンは
オリンピックやグラミー賞でも採用されるなど、その技術力は高く評価されています。

アンティーク風の卓上地球儀。
クラシカルな色合いや英語表記がおしゃれでインテリアとしてもおすすめ。

80202-0651　ポータブルヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:コード長1.2m　●素材:樹脂

80202-0652　シャインダーツ
●サイズ（約）:φ33×厚さ1.5cm　●素材:紙、樹脂　●暗い所で光る蓄光タイプ

80202-0653　グラスジャーテラリウムキット（アーバングリーンメーカーズ）
●キットサイズ（約）:16×20×高さ12cm　●素材:ガラス、モス、木、砂、サンゴ、貝殻

80202-0654　アンティーク調地球儀（ビクセン）
●サイズ（約）:φ13×高さ18cm　●素材:樹脂、紙
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〈ボーン・アイデンティティー〉
ヨーロッパを縦断して繰り広げ
られる壮絶なチェイス！

〈ボーン・スプレマシー〉
最強のエージェント=ジェイソ
ン･ボーン失われた記憶を求
め、新たな戦いが始まる！

〈グラディエーター〉
将軍が奴隷となり、その奴隷が
剣闘士（グラディエーター）に‥

〈ベン・ハー特別版（2枚組）〉
宿敵メッサラとの対決、大戦車
競争に挑む。

〈ボディガードスペシャルエディション〉
ケビン･コスナー&ホイットニー
･ヒューストンが贈る、90年代を
代表するラブ･ストーリー。

〈キャプテン･フィリップス〉
国際社会の闇を浮き彫りにする

《実話》に基づく驚愕のサスペ
ンス。

〈ワイルドスピード〉
「トリプルX」「リディック」のヴィ
ン･ディーゼルが超ハイ･スピー
ドで駆け抜ける！

〈ワイルド・スピードX2〉
アドレナリン爆発！限界を超え
た超弩級カーアクション・エン
タテインメント。

〈ボーン･アルティメイタム〉
過去の記憶を消され暗殺者に
されたボーンは、記憶を取り戻
すため奔走するが…。

〈ボーン･レガシー〉
CIAにより生み出された暗殺者･
アーロンの過酷な運命を描く。

〈ショーシャンクの空に〉
無実の罪で“ショーシャンク刑
務所”に投獄された青年は、心
に秘めた希望と持ち前の明る
さで周囲を変えていく…。

〈マディソン郡の橋〉
永遠の4日間ーどんなに離れて
いても、あなたを感じる。

〈華麗なるギャツビー〉
彼の名はギャツビー 男の憧
れ、女の理想。
そ の 人 生 は ー【 嘘「ミス テ
リー」】

〈オーシャンズ13〉
バンクを破滅させるために動
き出すオーシャンたち。実行不
可能の危険なゲームが今始ま
る！

〈ワイルド・スピードMAX〉
極限までチューンナップされた
カスタムカーのハイスピードバ
トルを描く。

〈ワイルド・スピードMEGA MAX〉
指名手配犯･ドミニクと元FBI捜
査官･ブライアンは、永遠の自
由を手に入れたいと考え…。

80202-0639　 
ボーン･アイデンティティー
ボーン･スプレマシー

80202-0640　 
ボーン･アルティメイタム
ボーン･レガシー

80202-0641　 
グラディエーター
ベン･ハー特別版（2枚組）

80202-0642　 
ショーシャンクの空に
マディソン郡の橋

80202-0643　 
ボディガードスペシャルエディション
キャプテン･フィリップス

80202-0644　 
華麗なるギャツビー
オーシャンズ13

80202-0645　 
ワイルド･スピード
ワイルド･スピードX2

80202-0646　 
ワイルド･スピードMAX
ワイルド･スピードMEGA MAX
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80202-1343　葡萄酒色蛇の目傘
●サイズ（約）:親骨60.5cm、16本骨
●素材:ポリエステル、鉄、ラバー

80202-1344　銘々皿揃
●サイズ（約）:φ16×高さ2cm
●素材:磁器

80202-1345　信楽焼花入れ
●サイズ（約）:6.5×11×高さ14cm　
●素材:陶器

80202-1346　ペア小鉢
●サイズ（約）:φ15.7×高さ5.2cm
●素材:磁器

80202-1352　慶事用袱紗セット
●サイズ（約）:20.5×12cm　
●素材:レーヨン

80202-1347　汁椀5客セット
●サイズ（約）:φ10.7×高さ7cm　、
●素材:樹脂

80202-1348　念珠
●サイズ（約）:φ26cm　
●素材:プラスチックパール、アクリル、レーヨン　

80202-1349 土鍋
●サイズ（約）:19×22×深さ7cm　
●素材:陶器

80202-1350　染小紋取皿揃
●サイズ（約）:φ14×高さ2.6cm　
●素材:磁器
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Frying pan

Peeler

Sukiyaki nabe

Oil pot

Kettle

Tempra nabe

Waffle maker

Wok

Steamer

Knife

Table pot

Sauce pan

Sharpener

Cooking pan

Yakiniku plate

Knife

80202-0481　 
クッキングパン26cm
●サイズ（約）:深さ6cm　
●素材:強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80202-0485　 
ピーラー3種&キッチンハサミ
●全長サイズ（約）:各17cm、ハサミ20.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80202-0489　 
すき焼鍋26cm
●容量（約）:3ℓ、深さ7cm　●素材:アルミ、
強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80202-0493　オイルポットセット
●サイズ（約）:オイルポット12×13.5×16.8cm、
バット15.7×24.2×2cm　●素材:鉄、フッ素樹
脂加工、ステンレス　●カス揚げ付

80202-0482　 
笛吹きケトル
●容量（約）:満水1.5ℓ　●素材:ステンレス　
●IH可　●直火可

80202-0486　 
天ぷら鍋25cm&トング
●容量（約）:3.4ℓ　●素材:ステンレス　
●IH可

80202-0490　 
ワッフルメーカー
●サイズ（約）:34.5×14.3×高さ3.2cm　
●素材:アルミニウム合金、フッ素加工

80202-0494　 
北京鍋30cm
●サイズ（約）:φ30×深さ8cm　
●素材:鉄　●IH可

80202-0483　 
二段蒸し器16cm
●サイズ（約）:φ16×高さ8cm、容量1.7ℓ　
●素材:ステンレス

80202-0487　 
ステンレス包丁3点セット
● 全長サイズ（約）:牛刃32c m、三徳
29.5cm、薄刃28.5cm

80202-0491　 
ワンタッチレバー卓上ポット
●サイズ（約）:φ15×高さ23cm、容量1.5ℓ　
●素材:ステンレス

80202-0495　 
片手鍋18cm
●サイズ（約）:深さ9cm　
●素材:ステンレス、ガラス、樹脂　●IH可

80202-0484　 
包丁とぎ器
●全長サイズ（約）:20.5cm　
●素材:工業用ダイヤモンド、鋼

80202-0488　 
炒め鍋29.5cm&ターナー
●サイズ（約）:深さ8cm　●素材:アルミ　
●IH可

80202-0492　 
直火焼肉プレート32cm&トング
●サイズ（約）:プレートφ32×3cm　
●素材:鉄、ホーロー、アルミ、フッ素加工

80202-0496　 
パン切りナイフ
●サイズ（約）:32.5cm　●素材:ステンレス
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The cleaned room is comfortable, isn't it?

80202-0561　 
3段室内物干し
●サイズ（約）:φ76×高さ165cm　
●素材:樹脂　●組立式

80202-0565　 
洗濯用洗剤セット（フロッシュ）
●サイズ（約）:洗剤750ml、マイクロファイバークロ
ス25×25cm×2、巾着17.5×26cm　
●素材:綿100%、ポリエステル80%、ナイロン20%

80202-0573　 
バスブーツホルダー
●サイズ（約）:7×21.5×高さ7.5cm　
●素材:スチール、マグネット

80202-0562　 
フェイスタオルセット（今治ジェンヌ）
●サイズ（約）:33×80cm×2　●素材:綿
100%

80202-0566　 
3段階調整 毛玉取りクリーナー
●サイズ（約）:全長26cm　●素材:樹脂　
●電池式

80202-0570　 
ソープディスペンサー（ゾーン）
●サイズ（約）:φ11×高さ23cm　
●素材:セラミック、樹脂

80202-0574　 
フェイスタオルセット（泉州こだわりタオル）
●サイズ（約）:34×80cm×4　
●素材:綿100%

80202-0563　 
折りたたみ式アイロン台
●サイズ（約）:40×68×高さ19cm　
●素材:綿、鉄

80202-0567　 
UV歯ブラシ除菌ケース
●サイズ（約）:21×5×厚さ2cm　
●素材:樹脂、他　●電池式

80202-0571　 
フローリングワイパー収納スタンド
●サイズ（約）:9×11×高さ26cm　●素材:ス
チール　●対応サイズ:約10.5×4×高さ26cm　
●取替シート収納可 ※ワイパーは付きません

80202-0575　キッチン用洗剤セット（フロッシュ）
●サイズ（約）:洗剤100ml×2、マイクロファイバークロス
25×25cm×2、巾着17.5×26cm　●素材:綿100%、
ポリエステル80%、ナイロン20%　●スポンジ付

80202-0564　 
カークリーナー
●サイズ（約）:29×9.5×高さ11cm　
●素材:樹脂　●DC12V、コード2.5m　
●ノズル付

80202-0568　 
フェイスタオルセット（泉州こだわりタオル）
●サイズ（約）:34×80cm×4　
●素材:綿100%

80202-0572　 
卓上ミラー
●サイズ（約）:23×18.5×厚さ1cm　
●素材:アルミニウム　●飛散防止加工

80202-0576　音波振動歯ブラシ
●サイズ（約）:全長20cm　
●素材:樹脂、ナイロン　
●電池式　●スペア2本付

80202-1236　 
テーブルブラシ
●サイズ（約）:全長20.5cm　
●素材:ブナ材、馬毛
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01  Clock

05  Mirror

09  Wet tissue case

13  Alarm clock

02  Candle

06  Key stand

10  Shoes rack

14  Side table

03  Watch case

07  Hourglass

11  Stand

15  Tissue case

04  Pedal pale

08  Plant

12  Accessories stand

16  Clock

My favorite of the interior is stylish

80202-0449　 
掛時計
●サイズ（約）:φ31×厚さ3.5cm　
●素材:ABS樹脂　●電池式　
●スイープ運針

80202-0453　 
卓上ミラー
●サイズ（約）:φ15×高さ27cm　
●素材:アクリル、アルミ、ミラー　
●片面拡大鏡（3倍）　●組立式

80202-0457　 
ウェットティッシュ密封ケース
●サイズ（約）:10×17×高さ7.5cm　
●素材:スチール、合成木材

80202-0461　 
目覚まし電波時計
●サイズ（約）:8.9×7×厚さ3.6cm　
●素材:ABS　●電池式

80202-0450　 
キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:キャンドルφ6.2×高さ8.8cm、
シェードφ9.2×高さ7.8cm　●素材:パラ
フィン、ガラス　●クリーンコットンの香り

80202-0454　 
キーフックスタンド
●サイズ（約）:7.5×20×高さ27cm　
●素材:スチール

80202-0458　 
スライド式シューズラック
●サイズ（約）:25×41～70×高さ17.5cm　
●素材:スチール　●耐荷重:約3kg

80202-0462　 
サイドテーブル
●サイズ（約）:φ30×高さ52.5cm　
●素材:合成木材、樹脂　●組立式

80202-0451　 
ウォッチケース
●サイズ（約）:14×31×高さ13cm　
●素材:樹脂

80202-0455　砂時計
●サイズ（約）:5.5×11.5×高さ16cm　
●素材:ホウケイ酸ガラス、砂、
パラフィンオイル、MDF 

80202-0459　 
携帯&眼鏡スタンド
●サイズ（約）:11×9×高さ10cm　
●素材:合皮、ポリエステル、スチール

80202-0463　 
トレイ付ティッシュケース
●サイズ（約）:13.5×26.5×高さ8cm　
●素材:樹脂

80202-0452　 
ペダルペール
●サイズ（約）:26×22×高さ31cm　
●素材:鉄、樹脂

80202-0456　 
光触媒グリーン
●サイズ（約）:15×18×高さ25cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80202-0460　 
ジュエリーツリー
●サイズ（約）:38×15.8×10cm　
●素材:スチール

80202-0464　 
掛時計
●サイズ（約）:φ30.5×厚さ4.3cm　
●素材:樹脂　●スイープ運針
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Tempra nabe

Range cooker

Cooking maker

Sauce pan

Hotsand maker

Rondeau

Cooking pan

Cooking stocker

Frying pan

Mizukiriki

Steamer

Toaster

Cooking tool

Takoyaki maker

Fryer

Bowl & Strainer

80202-0497　 
温度計付天ぷら鍋20cm
●容量（約）:2.3ℓ　●素材:鉄　
●フッ素加工　
●IH可

80202-0501　 
レンジ専用焼き魚プレート
●サイズ（約）:13×20×深さ3.5cm　
●素材:磁器、樹脂

80202-0505　 
チップスメーカー
●サイズ（約）:21.3×15.2×高さ14cm　
●素材:樹脂

80202-0509　 
IH対応片手鍋18cm
●サイズ（約）:深さ9.5cm、容量2.2ℓ　●素材:ア
ルミ合金、木、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80202-1363　 ホットサンドトースター
●

●

●

80202-0502　 
両手鍋22cm
●サイズ（約）:高さ10cm、容量3.5ℓ　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　
●IH可

80202-0506　 
四つ葉のフライパン
●サイズ（約）:19×19×深さ2.8cm　
●素材:アルミ　●フッ素加工

80202-0510　ストッカーセット
●サイズ（約）:φ9.5×高さ6cm、
φ16×高さ7.5cm、φ19×高さ11cm
●素材:磁器　●レシピ付

80202-0499　 
深型フライパン26cm
●サイズ（約）:深さ8cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　
●IH可

80202-0503　 
野菜水切器&トングセット
●サイズ（約）:21.7×16×高さ16.2cm　
●素材:樹脂、ステンレス

80202-0507　 
スチーマーカップ（ジョセフジョセフ）
●サイズ（約）:収納時15.5×13.5×8cm　
●素材:ポリプロピレン･シリコーンゴム･ステ
ンレス　●18ｃm以上の鍋に対応

80202-0511　ポップアップトースター
●サイズ（約）:23×11×高さ15cm　●素材:ポリ
プロピレン、スチール（焼付け塗装）、スチール（亜
鉛メッキ）　●AC100V-600W、電源コード1m

80202-1299　醤油さし&計量スプーン
●サイズ（約）:醤油さしφ4×高さ12cm、
軽量スプーン（セット時）9×13×高さ4cm　
●素材:樹脂 ●一滴ずつ注げ、倒れても流
れ出ることのない設計

80202-0504　電気たこ焼き器
●サイズ（約）:φ16.5×高さ6.8cm　●素

ルア）トーレプ（、ンレピロプリポ）体本（:材
ミニウム合金（フッ素加工）　●AC100V-
350W･電源コード0.95m

80202-0508　 
ミニ揚げポットセット
●サイズ（約）:φ17.2×深さ8cm　●素材:鉄　
●トング付　●IH可

80202-0512　ミラくるザル･ボウルセット
● 、mc82さ高×62×1.3）大（:）約（ズイサ

（小）10.9×22×高さ22.3cm　●素材:
ポリプロピレン　●ボウルを傾けて水切り

3600_ノブルエ 40

電源コード1ｍ、AC100V-400W
素材：樹脂、アルミダイキャスト
サイズ（約）22.5×15.3×高さ8.5ｃｍ

01  Clock

05  Light

09  Umbrella stand

13  Alarm clock

02  Vase

06  Mirror

10  Side table

14  Cushion

03  Photo frame

07  Alarm clock

11  Slippers

15  Stand

04  Small tray

08  Rack

12  Key hook

16  Hunger

My favorite of the interior is stylish

80202-0465　 
ワールドクロック（アデッソ）
●サイズ（約）:φ8×厚さ2cm　
●素材:樹脂　●電池式

80202-0469　 
LEDスタンドライト
●サイズ（約）:11.5×10.5×高さ47cm　
●素材:樹脂　●電池式　●USBケーブル付　
●角度調節可

80202-0473　 
アンブレラスタンド
●サイズ（約）:φ20×高さ57.5cm　
●素材:スチール　●7～9本収納可

80202-0477　 
電波目覚まし時計（リズム）
●サイズ（約）:7.7×12×厚さ5.4cm　
●素材:樹脂

80202-0466　 
花瓶
●サイズ（約）:8×13×高さ22cm　
●素材:陶器

80202-0470　 
スタンドミラー
●サイズ（約）:26.5×27×厚さ1cm　
●素材:アルミ

80202-0474　 
サイドテーブル
●サイズ（約）:φ30×高さ52.5cm　
●素材:合成木材　●組立式

80202-0478　 
座布団クッション
●サイズ（約）:42×42×10cm　
●素材:ポリエステル、チップウレタンフォーム

80202-0467　 
フォトフレーム
●サイズ（約）:29×29×厚さ3cm　
●素材:樹脂、合成木材

80202-0471　 
目覚まし時計
●サイズ（約）:7×8.7×厚さ3.8cm　
●素材:プラスチック

80202-0475　 
携帯スリッパ（アン･アン）
●サイズ（約）:スリッパ25cm
●素材:ポリエステル、レーヨン、スパン、綿　
●巾着付

80202-0479　 
スマホスタンド
●サイズ（約）:8×9×高さ8cm　
●素材:合成皮革、亜鉛合金

80202-0468　 
小物入れ
●サイズ（約）:8×21.5×高さ9cm　
●素材:合皮、ポリエステル

80202-0472　 
シューズ&タオルラック4段
●サイズ（約）:29×59×高さ71cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

80202-0476　 
キーフック&トレイ
●サイズ（約）:4.5×24.5×高さ6cm　
●素材:スチール

80202-0480　 
キャスター付スチールハンガー
●サイズ（約）:40×84.5×高さ98.5～
170cm　●耐荷重10kg　●組立式
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80202-0621　母子手帳ケース（ミモ）
●サイズ（約）:25×18×厚さ1.5cm　●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内5　●カラー:ピンク

80202-0624　きかんしゃトーマス DK-9002 パーシー
●サイズ（約）:4.8×12.2×高さ5.6cm　●素材:樹脂
●対象年齢3才～

80202-0628　クラウン（ブリオ）
●サイズ（約）:7×7×高さ24cm　●素材:ブナ材　
●全9ピース　●対象年齢1才7ヶ月～

80202-0627　魚つりボード
●サイズ（約）:φ25×高さ1.5cm　●素材:天然木
●対象年齢3才～

80202-0620　プルトイ エレファント
●サイズ（約）:19.2×8.3×高さ10.4cm　●素材:木
●対象年齢1才～

80202-1386　ナルノアピロー
●サイズ（約）:37×15.5cm　
●素材:コットン、ポリスチレン、発泡ビーズ

80202-0630　フォトフレーム
●サイズ（約）:12×43.3×厚さ5.5cm　
●素材:亜鉛合金、マットシルバーメッキ、エポキシ

80202-0626　ポールスタンド
●サイズ（約）:42×42×高さ130cm　
●素材:スチール　●耐荷重約1.5㎏

80202-1286　ビーズコースター
●サイズ（約）:24.5×10×高さ17cm●素材:木

80202-0629　キッズカトラリー15点セット
●全長サイズ（約）:ディナースプーン16cm、ディナーフォーク16cm、
ディナーナイフ17.7cm　●素材:ステンレス、樹脂
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80102-1385　ウッドランドつみき33ピース
●サイズ（約）:最小パーツ3×3×厚さ1.5cm
●素材:天然木（ブナ材）

●全33ピース　
●対象年齢：3歳～

2625 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

バック・トゥ・ザ・フューチャークッション（モグ）

掛時計

ホットサンドメーカー

アンティーク調地球儀（ビクセン）

インテリア

キッチン

ホビーDVDインテリア

キッズ

抗菌防臭加工敷パット

リラックス・
クリーン



引き継がれて660余年　日本一の饅頭所

京都の四季折々の風情を精妙な味
と姿に息づかせた割烹

創業昭和51年の名店

明治35年より約100年
守り続けてきた味

80202-0799　 
ちりめん山椒･松茸昆布（赤坂松葉屋）
●容量:ちりめん山椒30g×2、お茶漬け松茸昆布50g×3

80202-0800　 
うなぎ昆布（ぎおん割烹なか川）
●容量:180g×2

80202-0801　 
志ほせ饅頭（塩瀬総本家）
●容量:24個

80202-0802　 
佃煮9品詰合せ（廣川昆布）
●容量:ごま昆布45g･ごまひじき45g･木耳佃煮45g･一口椎茸30g･しその実昆布45g･
ひじき佃煮45g･かつお昆布45g･しその実わかめ45g･細切汐吹昆布18g×各1

3600_ノブルエ 63

松産

80202-0831　 
2種類のパスタソースセット
●容量:生クリーム仕立ての
たらこクリームソース110g×6、
ポルチーニと完熟トマトの
ミートソース140g×5

80202-0832　 
野菜カレー5食（新宿中村屋）
●容量:180g×5

80202-0833　 
デロー ボルドールージュ ハーフ
●容量:ワイン375ml×3　
●アルコール度数:12% 
※未成年の方は酒類を
お申込みいただけません。

80202-0834　 
グリーンカレー
●容量:180g×11

80202-0835　 
桃･りんごジュース
●容量:桃の桃ジュース1000ml･もぎたてりんご
ジュース1000ml×各1

80202-0836　 
クラブセイロンティーバッグ紅茶
●容量:ティーバッグ（ディンブラ）2g×30、
ティーバッグ（ヌワラエリヤ）2g×20 
※一部パッケージが変更する場合があります。

80202-1272　 
ボルシチ風野菜の 
小松産トマトスープ
●容量:ボルシチ風
トマトスープ180g×6

80202-0838　 
パウンドケーキ&
焼きドーナツ（Navire）
●容量:焼きドーナツ直径17cm、
フルーツパウンドケーキ250g

80202-0839　 
レッドカレー
●容量:180g×11

80202-0840　 
デミグラスソース
煮込みハンバーグ6食
●容量:120g×6

80202-1273　 
淡路島たまねぎの 
オニオンスープ
●容量:180g×6

80202-0842　 
タコライス
●容量:タコライスの素70g×6
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80202-0655　 
コレクションボックス
●サイズ（約）:27.5×36.5×高さ6.5cm　
●素材:天然木　●アンティーク加工

80202-0659　 
ローラーボール
●全長サイズ（約）:13cm　
●素材:樹脂

80202-0663　 
カレイドラインズセット
●サイズ（約）:キットケース17.5×11.8×
厚さ3.1cm、テキスト15.5×20.5×厚さ
1cm

80202-0667　 
三菱零式艦上戦闘機五二型
●サイズ（約）:19×22.9cm（1/48ス
ケール）　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装済完成見本です。
組立てには別途工具が必要です。

80202-0656　 
コンパクトハンドシュレッダー
●サイズ（約）:17.8×10.1×高さ14.7cm　
●素材:樹脂、スチール

80202-0660　 
ホビー&レッスンファイル
●サイズ（約）:32×44×厚さ1.6cm　
●素材:樹脂　●A3サイズ24ポケット、A2
サイズ見開き11枚収納可

80202-0664　 
クラフトマンズトート
●サイズ（約）:26×22×マチ8.5cm　
●素材:キャンパス記事:裏側PVCコー
ティング　●カラー:ホワイト

80202-0668　 
ランチボックス（ストームトルーパー）
●サイズ（約）:10×19×高さ8cm　
●素材:樹脂　●2段式　
●容量 下段330ml、上段260ml

80202-0657　 
カリグラフィーインク6色セット（ウィンザー&ニュートン）
●容量:各30ml

80202-0661　 
A4書類ケース
●サイズ（約）:27.7×33.7×高さ18.5cm
●素材:スチール、樹脂

80202-0665　 
スケッチブック（ウィンザー&ニュートン）
●サイズ（約）:45.5×38cm

80202-0669　 
メモセット
●サイズ（約）:メカニカルペンシル全長
12.8cm、ブロックロディア21×15cm　
●素材:アルミニウム、紙

80202-0658　 
カードボックス
●サイズ（約）:14.3×18.8×高さ8.6cm　
●素材:スチール

80202-0662　 
木製パズル4点セット
●サイズ（約）:8×8×高さ8cm　
●素材:天然木

80202-0666　 
サコッシュ
●サイズ（約）:16×24×マチ2.5cm　
●素材:ポリエステル　
●カラー:ライトグリーン　●カラビナ付

80202-0670　 
ピカソ透明フレーム「平和」
●サイズ（約）:24.7×29.8×マチ1.7cm　
●素材:木製･ガラス　●カラー:ブラウン
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1919年ニューヨーク州ロチェスターで誕生したチャンピオン。“ス
ウェットシャツ”や“リバースウィーブ”を代表とする機能的なデザイ
ン、耐久性、素材、プリント技法、縫製といったひとつひとつのディ
テールにこだわったクラフトマンシップは現在も脈々と受け継がれ
ており、アスレチックウェアとカジュアルウェアの両面で支持を得て
います。

チャンピオン

グローバル リーディングスポーツブランドとして長い歴史を誇る
「アディダス」。スリーストライプス（3本ライン）は誰もが知るアディ
ダスのトレードマーク。最新のテクノロジーと高いデザイン性を併
せ持つ信頼性の高い商品群はトップアスリート達をはじめ、世界中
の人々から愛され続けています。

アディダス

Sports

1971年アメリカオレゴン州で誕生。常に革新的で機能性、デザイン
性に優れたスポーツ用品を競技者から愛好者まで幅広いユーザー
に提供し続けています。

ナイキ

80202-0715　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:19×14×マチ7cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1、外1　●カラー:ワイン

80202-0716　タオルセット
●サイズ（約）:スポーツタオル34×110cm、フェイスタオル34×
75cm、タオルチーフ25×25cm　●素材:綿100%

80202-0718　ゴーグル（スワンズ）
●レンズカラー:スモーク×フラッシュブルーミラー　
●素材:ポリカーボネート、エラストマー、EPR　
●曇り止めレンズ　●紫外線カット

80202-0719　スポーツ観戦用パラソル
●サイズ（約）:全長67cm、φ130cm　
●素材:ポリエステル100%（シルバーコーティング）

80202-0720　サッカーボール5号
●サイズ（約）:φ22cm　●素材:樹脂

80202-0721　 
折りたたみ式ワンタッチサッカーゴール
●サイズ（約）:84×125×高さ84cm　
●素材:ポリエステル、スチール

80202-0722　バスケットボール7号
●サイズ（約）:φ24cm　●重量（約）:580g　
●素材:合成ゴム･ナイロン

80202-0723　バスケットボード
●サイズ（約）:60.5×41.7×高さ45.3cm、リング内径約
28.5cm（バスケットボール5号対応）　●素材:MDF（中密
度繊維板）、ポリ塩化ビニル、スチール、ナイロン　●組立式

80202-0724　リュックサック
●サイズ（約）:44×27×マチ14cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外3

80202-0726　ゴルフソックス アンクル
●サイズ（約）:25～27cm　●素材:ポリエステル、
綿、ナイロン、ポリウレタン　●カラー:ホワイト

80202-0727　ゴルフソックス レギュラー
●サイズ（約）:23～25cm　●素材:ポリエステル、
綿、ナイロン、ポリウレタン　●カラー:ブラック

80202-0728　パッティンググリーン
●サイズ（約）:14.5×148cm　
●素材:ポリエステル

80202-0729　親子グローブセット
●サイズ:子供用9インチ、大人用12インチ　
●素材:樹脂　●右利き用

80202-1248　ワンタッチマグボトル
●サイズ（約）:7.6×8×高さ21.8cm･容量600ml　
●素材:ステンレス鋼（真空断熱構造）、ポリスチレン

80202-1247　 
ジムサック&フットボールソックス
●サイズ（約）:ジムサック50×37×6cm、
フットボールソックス25～27cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
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80202-0745　ニッカソックス
●サイズ（約）:Mサイズ（24～26cm）　
●素材:メリノウール

80202-0746　レディスジャガードハイソックス
●サイズ（約）:Mサイズ（23～25cm）　
●素材:メリノウール

80202-0747　ビーチテント
●サイズ（約）:119×200×高さ130cm、収納時58
×54×厚さ3cm　●素材:ポリエステル、ナイロン

80202-0748　キャリーカート
●サイズ（約）:33.5×39×高さ85.5cm、収納時30.5×10×
51cm　●素材:スチール、樹脂　●耐荷重:30kg　●折りたたみ式

80202-0750　 
トレッキングハット（キャプテンスタッグ）
●サイズ:フリー　●素材:綿100%

80202-0751　アウトドアチェア
●サイズ（約）:チェア50×50×高さ80cm、ケース収
納時15×15×高さ80cm　●素材:ポリエステル、鉄

80202-0752　バーベキューコンロ
●サイズ（約）:φ26.5×高さ21.5cm　●素材:鉄　
●トング付　●組立式

80202-0753　クーラーバッグ30ℓ
●サイズ（約）:25×49.5×マチ33cm　
●素材:ポリエステル、樹脂、アルミ

80202-0754　デジタルポケットラジオ
●サイズ（約）:2.3×6.3×高さ11cm　●素材:樹脂　
●電池式　●AM/FM　●アラーム、イヤホン付

80202-0755　 
LEDライト付ルーペ（ビクセン×コールマン）
●サイズ（約）:4.4×8×厚さ1.3cm　●素材:樹脂　●倍率3.5倍

80202-0756　LEDポータブルラジオ
●サイズ（約）:φ5.8×全長14cm　
●素材:樹脂　●電池式　●AM/FM

80202-0757　カービングフォーク（ビクトリノックス）
●全長サイズ（約）:33cm　●素材:ステンレス

80202-0758　2段オードブルランチボックス
●サイズ（約）:15×15×高さ12cm　●素材:樹脂　
●小分けケース4個付

80202-0759　フラスコ（スタンレー）
●サイズ（約）:3.1×5.7×高さ12cm、容量140ml　
●素材:ステンレス

80202-1257　真空マグボトル
●サイズ（約）:φ5.8×高さ22.6cm･容量500ml　●素材:18-8
ステンレス（外面焼付塗装）、ポリプロピレン、シリコンゴム
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日本のニョッキ専門店

麻布十番の本格フレンチ
「ブラッセリートモ」

良質なフレーバーだけを厳選した
フランスの紅茶

東京ミッドタウン日比谷に店舗を構える
フレンチの人気店。

80202-1353

●

80202-0806
ゴルゴンゾーラクリームニョッキ（西洋食堂PaPa）
●容量:ソース130g、チーズニョッキ170g　

80202-1255　 
ヴェルサイユローズ（ニナス）
●容量:50g×3

80202-1254　 
秋元さくら監修スウィーツ グジェール（モルソー）
●容量:チーズと黒こしょう味25g×3･トマトとバジル味25g×3　
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ホエー豚和風ロースト(麻布十番ブラッセリートモ)
容量:250ｇ

80202-0843　 
3種のスープセット
（チェリーブラッサム-桜庵-）

●容量:コーンスープ･ミネストローネ･
クラムチャウダー各150g×2

80202-1274　 
淡路島たまねぎの 
ビーフハヤシ6食
●容量:180g×6

80202-0845　 
ふかひれスープ濃縮タイプ
●容量:160g×7

80202-0846　 
国産牛すじカレー6食
●容量:180g×6

80202-0847　 
国産牛カレー7食（BULLS）
●容量:200g×7

80202-0848　 
粒入りコーンスープ11食
●容量:180g×11

80202-0849　 
紅ずわいがにスープ7食
●容量:160g×7

80202-0850　 
イチゴとバニラの
手作りロールケーキ
（いちごいちえ）

●容量:バニラ･イチゴ各290g

80202-0851　 
焼き菓子セット
（スウィートタイム）

●容量:バームクーヘン
（バニラ×2･ココア×2･抹茶×2）、
マドレーヌ（メープル･ミルク･
カフェラテ）×各2

80202-0852　 
バウムクーヘン14個

80202-0854　 
グラノーラ９種（エランヴィタール）
●容量:グラノーラ（プレーン、フルーツ、ナッツ、
メープル・プレーン、メープル・フルーツ、メープ
ル・ナッツ、チョコレート・ナッツ、抹茶・栗小豆、
ソルト･ペッパー）各40g

80202-1256　 
ひとくちラスク（茶季）
●容量:プレーン20g×3、
キャラメル20g×3　
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80202-0671　 
ウォーターカラーマーカー6色セット
●ケースサイズ（約）:16.5×11.5×高さ2cm　
●試し書き用紙サンプル付

80202-0675　 
刺繍キット「ロサ･ヘミスフェリカ」
●サイズ（約）:39.5×31cm　
●素材:綿、鋼　
●キットにフレームは含まれておりません。

80202-0676　 
バランスブロック 75ピース
●サイズ（約）:ブロック6.5×2×厚さ1.5cm　
●素材:天然木

80202-0683　 
タンバリン
●サイズ（約）:21×27×高さ5cm　
●素材:プラスチック、真鍮　
●カラー:ブルー

80202-0672　 
ブラシ（ビズム）
●サイズ（約）:24×8cm　
●素材:ナイロン毛

80202-0679　 
さくらボールペン
●全長サイズ（約）:13cm　
●素材:樹脂

80202-0673　 
ブックカバー･ブックマーク
●サイズ（約）:ブックマーク全長7.6cm、
ブックカバー16.7×6.5cm　
●素材:本革、ポリエステル、コットン

80202-0677　 
クラフトマンズトート
●サイズ（約）:26×22×マチ8.5cm　
●素材:キャンパス生地（裏側PVCコーティ
ング）　●カラー:ブラック

80202-0681　 
カーアロマディフューザーセット
●サイズ（約）:14×2.5cm　
●ユーカリオイル、パット5枚付

80202-0685　 
機能ペン
●全長サイズ（約）:14cm　●素材:真鍮　
●黒･赤2色ボールペン、シャープペン　
●カラー:ダークブラウン

80202-0674　 
カレイ オールオーバーサテンクローム
●サイズ（約）:全長14cm　
●素材:真鍮ベース、クロームプレート　
●本体カラー:グレー

80202-0678　 
譜面スタンド
●サイズ（約）:23.1×50.8×高さ48～
136cm　●素材:スチール

80202-0682　 
ソフトダーツ
●サイズ（約）:φ45×厚さ3cm　
●素材:紙、樹脂

80202-0686　 
トランクスタンプ
●サイズ（約）:ケース10×15.5×高さ6cm　
●素材:天然木　
●ひらがな他60ピース

80202-1239　 
マルチツール（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:9.3×2.3×厚さ1.2cm　
●素材:ステンレス、アルミ　●全8機能

80202-1238　 
コンパクトソーイングセット
●サイズ（約）:12.4×20.2×高さ6cm　
●ケース素材:PP樹脂　
●はさみ、メジャー、チョークペン、他全12点
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世界60ヶ国以上で発売され多くのプロアスリート、フィットネス、ス
ポーツ関係者はもちろん、美容と健康に気を使うハリウッドセレブ
も愛用中のスマートシェイク。3層構造で複数回分のプロテイン、サ
プリメント、通常の飲み物を同時携帯可能にしました。

「Dickies（ディッキーズ）」はアメリカ･テキサス州のオーバーオール
会社からスタートし、世界中で愛用される一大ブランドへと成長。
世界各地のカルチャーシーンへと飛び火し、カジュアルブランドと
しての地位も確立。

スマートシェイク ディッキーズ

Training

ドイツ発のマルチスポーツブランド。1920年、ドイツ・ヘルツォーゲ
ンアウラッハにて、兄のルドルフ・ダスラーと弟のアドルフ・ダスラー
により、靴製造会社｢ダスラー兄弟商会｣を設立したことが始まり。

プーマ

80202-0730　スマートシェイクスリム
●サイズ（約）:8.5×9×高さ21cm、容量500mℓ　
●素材:ポリプロピレン　
●フィットネスシェイカーボトル（サプリメントケース一体型）

80202-0732　ウエストバッグ
●サイズ（約）:15×28×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1　●カラー:レッド

80202-0733　トレーニングローラー
●サイズ（約）:ローラーφ17×31cm　●オーガニッ
クコットンフェイスタオル付　●素材:樹脂

80202-0734　空気入れ付バランスボール
●サイズ（約）:φ55cm　●素材:樹脂　
●耐荷重100kg

80202-0735　歩数計
●サイズ（約）:8×3.4×厚さ1.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

80202-0736　エクササイズセット
●サイズ（約）:プッシュアップバー16×23×高さ13cm、
ジャンピングロープ全長300cm　●素材:樹脂

80202-0737　 
マルチシェイプアップトレーナー
●サイズ（約）:37×27×高さ12cm　
●素材:樹脂、スチール･ウレタン

80202-0738　ストップウォッチ（カシオ）
●サイズ（約）:6.7×6×厚さ2.2cm　●素材:樹脂

80202-0739　シェイプアップフラフープ
●サイズ（約）:φ90cm　●素材:樹脂

80202-0740　トートバッグ
●サイズ（約）:21×30×マチ11cm　●素材:ポリエス
テル、合皮　●ベルクロ式開閉　●カラー:ブラック

80202-0741　ヨガマット
●サイズ（約）:173×61×厚さ0.4cm　
●素材:樹脂　●オーガニックコットンフェイスタオル付

80202-0742　スマートポーチ
●サイズ（約）:4×26.5cm　●素材:ポリエステル　●伸縮
素材（ペットボトル350ml対応）、ポリウレタン、樹脂、合金

80202-0743　ウォーターレジストバック
●サイズ（約）:21×39×高さ76cm　
●素材:PVC、ターポリン　●カラー:ブラック

80202-0744　シューズ収納ボストンバッグ
●サイズ（約）:30×54×マチ27cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1
●スニーカーは演出品です。

80202-1249　スポーツタオルセット
●サイズ（約）:スポーツタオル:31×110cm×2　
●素材:綿100%
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80202-1290　ポーチ（コールマン）
●サイズ（約）:17×13×マチ6cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ナチュラルカモ

80202-0761　7倍双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:7.3×9.7×厚さ3.7cm　●素材:樹脂

80202-0762　 
ハンゴー4合炊き（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:11×18×高さ13.5cm　●素材:アルミ

80202-0763　シュラフ
●サイズ（約）:176×75×厚さ4.5cm　
●素材:ポリエステル　●ケース付

80202-0765　食器セット
●サイズ（約）:収納時15×22cm　●セット内容:ス
タッキングカップ230ml、深型プレート16cm、丸型
カレー皿22cm、スプーン、フォーク各4個

80202-0766　レジャーシートセット
●サイズ（約）:レジャーシート130×150cm　
●素材:アクリル　●スタッキングマグ4コ付

80202-0767　クーラートートバッグ
●サイズ（約）:39×14×高さ35.5cm　
●素材:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム

80202-1291　ワンタッチマグ
●サイズ（約）:7.5×7×高さ23cm、容量500ml　
●素材:ステンレス鋼

80202-0769　LEDランタン
●サイズ（約）:13×13×高さ20cm　
●素材:樹脂　●電池式

80202-0770　リュックサック
●サイズ（約）:44×27×マチ14cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外3

80202-0771　LEDヘッドライト（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:ライト4.5×6×高さ3.3cm　
●素材:樹脂、ナイロン　●電池式

80202-0772　ステンレスクッカーセット
●サイズ（約）:大φ14.5×3cm、中φ14×7cm、小
φ12×6.5cm

80202-1405　マルチクッション（ロゴス）
●サイズ（約）：43×38×厚さ4cm　●素材：ポリエステル、ポリウレタンフォーム

80202-1258　パワーハンディタッカー
●サイズ（約）:15.8×3.2×14cm　
●素材ABS樹脂、スチール
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●カラー：グリーン、ブラウンのリバーシブルカラー
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80202-1392　ディスペンサー
●サイズ（約）:10.2×5.1×高さ21.3cm、350ml
●素材:アクリル樹脂

80202-0695　茶碗ペア
●サイズ（約）:各φ12×高さ6cm　
●素材:磁器

80202-0692　ティーフォーワン
●サイズ（約）:10×15.5×高さ17cm、容量380ml　
●素材:磁器、ステンレス、ガラス

80202-0687　ファイブボウルセット
●サイズ（約）:14×14×高さ4.5cm　
●素材:磁器

80202-1287　タオルセット
●サイズ（約）:120×60cm、36×34cm　
●素材:綿

80202-0696　2段重
●サイズ（約）:15.2×15.2×高さ11.5cm　
●素材:樹脂

80202-0691　ハンドドローイングペアマグ
●サイズ（約）:φ8×高さ7.5cm　
●素材:磁器

80202-1303　ペア耐熱マグ
●サイズ（約）:φ8×高さ9cm､容量290ml　
●素材:耐熱ガラス

80202-1391　ジェントル プー
●サイズ（約）：4.5×20×高さ4cm
●素材：ポリエステル

80202-0694　ミッキーカーニバルクッションカバー
●サイズ（約）:60×60cm　●素材:ポリエステル100%　
●クッション材は付いておりません。

80202-1394　ペンスタンド
●サイズ（約）：10×6.5×高さ11cm
●素材：レジン

80202-1393　ランチバッグ
●サイズ（約）:26×32×マチ15cm　
●素材:ポリエステル、綿

80202-1241　トラベルピロー&アイマスク
● 、mc82×73×21ーロピルベラト:）約（ズイサ
アイマスク9.5×20cm　●素材:綿･ポリエステル

80202-1242　ネックポーチペア
●サイズ（約）:16×11cm　
●素材:ポリエステル

3600_ノブルエ 55

7

©Disney

3

©Disney

4444444

©Disney

14

2222222

産

80202-0807　 
無着色辛子明太子（やまや）
●容量:225g　
●賞味期限:冷蔵で10日

80202-0808　 
伊賀越醤油セット
●容量:天然醸造醤油1ℓ×3、
国産丸大豆醤油1ℓ×2

80202-0809　 
山形県産つや姫
●容量:2kg

80202-0810　 
有明海産味付海苔
●容量:味付海苔（8切24枚）×6

80202-0811　 
焼き魚食べ比べセット
●容量:紅鮭西京焼き60g、
紅鮭塩麹焼き60g、
ぶり塩麹焼き60g、お魚用ポン酢200ml

80202-0812　 
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量:ちゃんぽん麺80g×10、
長崎ちゃんぽんスープ20g×10

80202-0813　 
有明海味付海苔･ 
お茶漬け詰合せ
●容量:味付海苔（8切24枚）×3、
梅茶漬け（7g×4袋）･
のり茶漬け（5.5g×4袋）･
鮭茶漬け（7g×4袋）×各1

80202-0814　 
茶寮「桜庵」 
スイーツごま豆腐
●容量:白胡麻豆腐･
黒胡麻豆腐各100g×4、
黒蜜10g×8、きなこ3g×8

80202-0815　 
信州そば
●容量:50g×20束

80202-0816　 
鰹だしの和風カレー6食
●容量:和のカレー180g×6　

80202-1275　 
豚ばら軟骨ソーキ風
煮込み
●容量:150g×6

80202-0818　 
静岡銘茶 深むし茶
●容量:煎茶80g×3
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80202-0819　 
博多とんこつ生ラーメン
●容量:生麺90g×10、
とんこつスープ30g×10

80202-0820　 
紀州はちみつ梅
「紀の和み」

●容量:500g

80202-0821　 
熊本ラーメン詰合せ
●容量:麺80g×10、
熊本スープ40g×10

80202-0822　
博多もつ鍋
●容量:もつ肉200g、
スープ（醤油）100g、ちゃんぽん麺150g

80202-0823　 
手延べ島原素麺
●容量:50g×20

80202-0824　 
讃岐うどん
●容量:50g×20束

80202-0825　 
どて焼き
●容量:170g×6

80202-0826　 
ラーメン4種セット
●容量:麺80g×8、
醤油スープ･味噌スープ･
豚骨スープ各35g×2、
塩スープ36g×2

80202-0827　 
奈良漬の朝粥セット
（奈良漬屋きくち）

●容量:奈良漬（刻瓜）200g×2、
レトルト粥200g×3

80202-0828　 
水ようかん
●容量:水ようかん小倉60g×16

80202-0829　 
煎餅3種詰合せ（みゆき堂本舗）
●容量:サラダせんべい2g･
しょうゆせんべい2g×各16、
熟成丸大豆せんべい2g×24　

80202-0830　 
おしるこ（茶季）
●容量:茶季180g×6　
※お餅は演出品です。
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ショルダーバッグ（チャンピオン）

志ほせ饅頭（塩瀬総本家）

野菜カレー5食（新宿中村屋）

カレイ オールオーバーサテンクローム（クロス）

信州そば

ソックス（モンベル）

スポーツ

グルメ
和食

グルメ
洋食

ホビー

グルメ
和食

アウトドア

3,600円（税込3,960円） （3,000円コース ＋ システム料 600円）
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マリアージュフレール

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ア・ラ・カンパーニュ

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

Gourmet Ticket

500種以上のお茶銘柄から1teapot（各２）
ティーセットお食事券 2名様

80202-1035
●東京都 「銀座駅」より徒歩1分　
●ご利用時間：11：30～20：00（L.O19：30）
●休業日：無休

銀座本店

●東京都 「新宿三丁目駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：00～20：00（L.O19：30）
●休業日：無休

新宿店80202-1036

80202-1039 トアロード店
●兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：不定休

80202-1038 三宮店
●兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：30～23：00　
●休業日：不定休

80202-1037 自由ヶ丘店
●東京都 各線「自由ヶ丘駅」より徒歩5分　
●ご利用時間：11:00～22:00　
●休業日：不定休

コーヒーまたは紅茶＋18種類のケーキから
お一つ＋クッキー添え

カフェお食事券 2名様
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蕎麦屋しろう月島名物もんじゃだるま

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

サンハウス 入室60分／
フリードリンク+猫のおやつ1つ

猫カフェ
「空陸家」

猫カフェ 2名様

●営業時間、定休日は各店舗により異なりますのでホームページにてご確認ください。

鉄板焼き（内容おまかせ）　●内容例：もち
明太子チーズもんじゃ、ベビースターもんじゃ
※月島本店および海鮮処でご利用いただけます。

80202-1276
白だるまお食事券 2名様

●東京都 地下鉄「月島」駅より徒歩3分
●ご利用時間：月～金11：30～17：00、土・
日・祝日11：00～17：00
●休業日：無休

80202-1041
ランチコースお食事券 2名様
●ご利用時間：11：30～15：00（LO14：
00）
●定休日：木曜日　※12歳からご入場可と
させて頂いております。
●東京都地下鉄「表参道」駅より徒歩約5
分

ジュニアサイズベーコンチーズバーガー、タコス（各2）

80202-1042
ハンバーガーセットお食事券 2名様

●福岡県 西鉄天神大牟田「西鉄二日市
駅」より徒歩2分　
●ご利用時間：11:00～15:00、18:00～
24:00　
●休業日：月曜

●茨城県 JR「小木津」駅より徒歩約10分
日立店80202-1268

●福島県 常磐線「泉」駅より車約15分
いわき店80202-1266

●熊本県 JR「玉名」駅より徒歩約11分
カリーノ玉名店80202-1269

●新潟県 ＪＲ「西新発田」駅より徒歩約5分
イオン新発田店 80202-1271

●長野県 長野自動車道「塩尻北」ICより車約7分
松本店 80202-1267

●北海道 道東自動車道「音更帯広」ICより車約9分
帯広店80202-1270

●茨城県 JR「下館駅」より車約9分
筑西店80202-1261

●沖縄県 国道５８号線沿い・港川バス停近く
沖縄浦添店 80202-1262

●長崎県 長崎電気軌道本線「思案橋」駅より徒歩約１分
長崎浜町店80202-1265

●岩手県 東北本線「仙北町」駅より徒歩約15分
岩手盛岡店80202-1263

●広島県 山陽自動車道「大竹」ICより車約2分
ゆめタウン大竹店80202-1264

●石川県 北陸自動車道「小松」ICより車約5分
フレスポ小松店80202-1260
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●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

大湯温泉 芦ノ牧温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

神戸ハーバーランド温泉会津東山温泉

●泉質：ナトリウム塩化物泉
●入浴時間：12：30～19：00
●休憩場所：ラウンジ
●お土産付（稲庭うどんセット）
●除外日：お盆、年末年始
●秋田県JR花輪線「十和田南」駅より車
約10分

80202-1183
ホテル鹿角 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル付
●泉質：カルシウム・ナトリウム・硫酸塩・塩
化物温泉
●ご利用時間：11：00～24：00
●除外日：年末年始
●福島県会津鉄道会津線「芦ノ牧温泉」
駅より車約5分

80202-1184
大川荘 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル＋ワンドリンク(コーヒー)付
●泉質：硫酸塩泉
●ご利用時間：12：30～16：00
●休憩場所：ロビー
●除外日：不定休
●福島県JR磐越西線「会津若松」駅より
車約15分

80202-1185
原瀧 日帰り入浴 2名様

●ワンドリンク付
●泉質：アルカリ性単純温泉
●ご利用時間：24時間営業（大浴場は深
夜3～5時はご利用不可。深夜３時以降の
ご滞在は別途深夜料金が必要となります）
●定休日：なし
●兵庫県JR神戸線「神戸」駅より徒歩約
10分

80202-1186
万葉倶楽部 日帰り入浴 1名様
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トレーニング

スポーツクラブNAS
施設利用券1枚

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●施設内容、営業時間、休館日、年齢制限
（下限）は店舗により異なります。詳細は各店
舗にお問い合わせください。

●神奈川県地下鉄「センター南駅」より徒歩3分

80202-1072 カジュアルフィットネスNAS港北
●東京都京王線高尾線「めじろ台駅」より徒歩3分

80202-1059 NASめじろ台
●北海道地下鉄「東札幌駅」より徒歩5分

80202-1046 NAS東札幌
●大阪府JR「天王寺駅」より徒歩5分

80202-1085 NASあべの

●神奈川県JR「中山駅」より徒歩5分

80202-1073 NAS中山
●東京都地下鉄「赤坂見附駅」より徒歩3分

80202-1060 NAS赤坂
●北海道地下鉄「発寒南駅」より徒歩6分

80202-1047 NAS札幌
●大阪府各線「中百舌鳥駅」より徒歩3分

80202-1086 NASなかもず

●神奈川県JR「茅ヶ崎駅」より徒歩2分

80202-1074 NAS茅ヶ崎
●東京都京王線「芦花公園駅」より徒歩5分

80202-1061 NAS芦花公園
●新潟県JR「関屋駅」より車5分

80202-1048 NAS新潟
●滋賀県JR「瀬田駅」より車6分

80202-1087 NAS大津一里山

●神奈川県JR「戸塚駅」より徒歩3分

80202-1075 NAS戸塚
●千葉県北総・東武野田線「新鎌ヶ谷駅」より徒歩3分

80202-1062 NAS新鎌ヶ谷
●新潟県JR「長岡駅」より徒歩10分

80202-1049 NAS長岡
●京都府京阪本線「丹波橋駅」より徒歩7分

80202-1088 NAS伏見桃山

●神奈川県小田急「南林間駅」より徒歩5分

80202-1076 NAS南林間
●千葉県JR「西船橋駅」より徒歩5分

80202-1063 NAS西船橋
●東京都都営大江戸線「勝どき駅」より徒歩3分

80202-1050 NAS勝どき
●奈良県近鉄奈良線「学園前駅」より徒歩2分

80202-1089 NAS学園前 

●神奈川県各線「湘南台駅」より徒歩3分

80202-1077 NAS湘南台
●千葉県JR「松戸駅」より徒歩3分

80202-1064 NAS松戸
●東京都JR「大崎駅」より徒歩3分

80202-1051 NAS大崎
●兵庫県神戸電鉄「南ウッディタウン駅」より徒歩2分

80202-1090 NASウッディタウン

●神奈川県相鉄線「瀬谷駅」より徒歩4分

80202-1078 NAS瀬谷
●千葉県JR「鎌取駅」より車5分

80202-1065 KEIYOスポーツクラブNASおゆみ野
●東京都各線「西日暮里駅」より徒歩2分

80202-1052 NAS西日暮里
●兵庫県JR「姫路駅」より車10分

80202-1091 NAS姫路

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩5分

80202-1079 NAS藤沢
●千葉県京成線「勝田台駅」より徒歩1分

80202-1066 NAS勝田台
●東京都千代田線「町屋駅」より徒歩3分

80202-1053 NAS町屋
●長崎県JR「道の尾駅」より徒歩10分

80202-1092 NAS長崎

●愛知県JR「高蔵寺駅」より車10分

80202-1080 NASサンマルシェ
●埼玉県東武東上線「柳瀬川駅」より徒歩3分

80202-1067 NAS志木
●東京都大江戸線「光が丘駅」より徒歩5分

80202-1054 NAS光が丘
●福岡県地下鉄「天神駅」より徒歩10分

80202-1093 NAS北天神

●愛知県名古屋鉄道「国府宮駅」より車6分

80202-1081 NAS稲沢
●埼玉県東武東上線「川越駅」より徒歩3分

80202-1068 NAS川越
●東京都JR「吉祥寺駅」より徒歩5分

80202-1055 NAS吉祥寺
●福岡県JR「竹下駅」より徒歩15分

80202-1094 NAS博多

●愛知県JR「南大高駅」より車5分

80202-1082 NAS大高
●埼玉県JR「東大宮駅」より徒歩5分

80202-1069 NAS東大宮
●東京都京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」より徒歩3分

80202-1056 NAS聖蹟桜ヶ丘
●福岡県地下鉄「姪浜駅」より徒歩5分

80202-1095 NAS姪浜

●大阪府地下鉄「ドーム前千代崎駅」より徒歩10分

80202-1083 NAS大阪ドームシティ
●埼玉県JR「武蔵浦和駅」より徒歩1分

80202-1070 NAS武蔵浦和
●東京都京王線「京王永山駅」より徒歩5分

80202-1057 NAS永山
●大分県JR「滝尾駅」より車20分

80202-1096 NASパークプレイス大分

●大阪府南海本線「難波駅」より徒歩3分

80202-1084 NASなんばパークス
●神奈川県JR「新川崎駅」より徒歩10分

80202-1071 NAS新川崎
●東京都京王線「若葉台駅」より徒歩3分

80202-1058 NAS若葉台
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80202-0774　ウッドボックス
●サイズ（約）:23×17×高さ7cm　
●素材:木　●中の小物は演出品です

80202-0778　 
園芸鋏（源正宗作）
●全長サイズ（約）:19.5cm　
●素材:刃物鋼、樹脂

80202-0782　 
ウォーキングエプロン（マンダリンブラザーズ）
●サイズ（約）:20×40×マチ1cm　
●素材:綿　●ポケット外4

80202-0775　 
ステンレスジョーロ
●サイズ（約）:φ13×高さ16cm、
容量（約）900ml

80202-0779　 
収納BOX付ガーデニングチェア
●サイズ（約）:28.5×51×高さ30.5cm　
●素材:樹脂　●耐荷重80kg

80202-0776　 
ソーラー式ガーデンライトセット
●サイズ（約）:φ5.9×高さ42cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80202-0780　 
プランター
●サイズ（約）:16×28×高さ11cm　
●素材:ポリレジン

80202-0784　 
植木鋏･根かき鎌･スコップセット
●全長サイズ（約）:18cm、27cm、27.8cm　
●素材:鋼、天然木

80202-0777　 
アルミ柄刈込ハサミ
●全長サイズ（約）:70cm　
●素材:ステンレス、アルミ、樹脂

80202-0781　 
ガーデンステップ
●サイズ（約）:20.5×29×厚さ2cm　
●素材:ポリレジン、ラバー

80202-0785　レインブーツ 26.5cm
80202-0786　レインブーツ 27.5cm
●素材:合成ゴム

80202-1252　 
ガーデンスタンド2段
●サイズ（約）:サイズ:18×24.5×高さ36cm
●素材:スチール　●折畳式　●耐荷重：1段1kg
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●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　
●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。
●有効期限：発行日より6ヶ月

ゴルフ
じっくり打ってとことんゴルフ

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ダンスレッスン
基礎から楽しくダンスレッスン

フラワーアレンジメント
花に触れて、暮らしと心にオアシスを

クルージング
船上でひときわ贅沢な時間を

2名／ゴルフ体験、100球打ちっ放し　
●静岡県 静清バイパス千代ICより車で2分
●ご利用時間:平日:9:00～23:15、土日
祝日7:30～23:15（1月～3月は8:00～）　
●休業日:年末年始

80202-1165 千代ゴルフガーデン

2名／ダンス体験／60分　●群馬県 JR
「新前橋駅」より車10分　●ご利用時間：
18：00～23：00　●休業日:日曜、祝日

80202-1171 DANCE SPACE Q 高崎インター校

2名／HIP HOPレッスン／75分　●富山県 富
山鉄道「堀川小泉駅」より徒歩1分　●ご利用時
間：19：45～21：00 ●休業日:金曜

80202-1172 堀川スタジオ

3名／22講座から選択／50～75分　●三重
県 名鉄「桑名駅」よりバス15分　●ご利用時
間：9：00～21：00　●休業日:日曜・祝日

80202-1173 スマイルスタジオ新西方

プリザーブドフラワー アレンジメント／60分　●宮城
県 各線「仙台駅」より徒歩4分　●ご利用時間：10：
00～20：00 ●休業日:HPのスケジュールに準ずる

80202-1168 花・ステラフラワーデザインスクール

フラワーアレンジメント／120分　●神奈川
県 JR「関内駅」より徒歩3分　●ご利用時
間：10：00～20：30 ●休業日:日曜、祝日

80202-1169 青木悦子フラワーデザインスタジオ

1名／乗船券+船内ドリンク券　
●兵庫県 JR「神戸駅」より徒歩10分
●ご利用時間：16：45～18：30
●休業日:不定休

80202-1166
コンチェルト乗船券 1名様

1名／デッキ乗船+船内利用券
●東京都 JR「浜松町駅」より徒歩7分
●ご利用時間:19:20～21:30
●休業日：不定休

80202-1167
東京ヴァンテアンクルーズ乗船券 1名様
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●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

筑波山温泉 仙石原温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

石和温泉下呂温泉

●フェイスタオル+バスタオル付
●泉質：アルカリ性単純温泉
●ご利用時間：11：30～15：00
●除外日：不定休
●茨城県 電車/つくばエクスプレス「つく
ば」駅より車で約35分　
●送迎：なし

80202-1187
筑波山江戸屋 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル+バスタオル付
●泉質：ナトリウム・カルシウム・マグネシウム
－硫酸塩・炭酸水素塩泉
●ご利用時間：11：00～16：00（15：30受
付終了）
●除外日：不定休
●神奈川県 電車/小田急小田原線「箱
根湯本」駅より車で約40分
●送迎：なし

80202-1188
箱根高原ホテル 日帰り入浴 2名様

●コーヒー券付
●泉質：アルカリ単純温泉
●ご利用時間：11：00～17：00
●除外日：なし
●山梨県 電車/JR「石和温泉」駅より徒
歩約5分
●送迎：あり

80202-1190
華やぎの章 慶山 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル付
●泉質：アルカリ性単純泉
●ご利用時間：クアタイプ中浴場10：30～
13：00、展望露天風呂・大浴場12：00～
15：00
●除外日：ゴールデンウィーク、お盆期間、
年末年始
●岐阜県 JR「下呂」駅から徒歩約10分
●送迎：あり（下呂駅より/要事前予約）

80202-1259
ホテルくさかべアルメリア 日帰り入浴 2名様
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●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

リフレクソロジー
第二の心臓と言われる足裏をケア

スタジオ・ヨギー　
骨盤調整レッスン 約75分（1回）　
※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

ビューティー・
ペルヴィス

スタジオ・ヨギー　
ヨガレッスン 約75分（1回）　
※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

ヨガレッスン

スタジオ・ヨギー　
ピラティスレッスン 約60分（1回）　
※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

ピラティス
レッスン

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80202-1154 スタジオ・ヨギー京都

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80202-1155 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80202-1156 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80202-1157 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80202-1158 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80202-1159 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80202-1162 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80202-1160 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80202-1163 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80202-1161 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80202-1164 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80202-1143 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80202-1152 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80202-1144 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80202-1153 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80202-1145 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80202-1146 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80202-1147 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80202-1148 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80202-1149 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80202-1150 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80202-1151 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80202-1132 スタジオ・ヨギー京都

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80202-1133 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80202-1134 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80202-1135 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80202-1136 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80202-1137 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80202-1140 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80202-1138 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80202-1141 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80202-1139 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80202-1142 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80202-1121 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80202-1130 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80202-1122 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80202-1131スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80202-1123 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80202-1124 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80202-1125 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80202-1126 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80202-1127 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80202-1128 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80202-1129 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80202-1099 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80202-1108 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80202-1100 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80202-1109 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80202-1101 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80202-1102 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80202-1110 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80202-1103 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80202-1111 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80202-1104 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80202-1112 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80202-1105 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80202-1113 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80202-1106 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80202-1114 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80202-1115 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80202-1118 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80202-1116 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80202-1119 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80202-1117 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80202-1120 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80202-1107 スタジオ・ヨギー新宿WEST

フットバス後、パウダーを使用しフットリフレクソロジー／30分　
●宮城県 JR・仙山線「東北福祉大前駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：10：00～19：00
●休業日:月曜・第1・3火曜

80202-1097 ヒーリングサロン f分の1

足湯＋足つぼ施術／30分　
●愛媛県 伊予鉄「松山市駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：11：00～22：00
●休業日:水曜

80202-1098 Relaxation Space 212
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80202-0787　 
モンキレンチ（ケーティーシー）
●全長サイズ（約）:15cm　
●素材:特殊合金鋼

80202-0791　救急箱
●サイズ（約）:19.8×20.2×高さ25.2cm　
●救急セット4種付

80202-0795　 
安心防災13点セット
●箱サイズ（約）:26.5×19.5×厚さ6.5cm
●セット内容:蓄光LEDライト、
携帯用トイレ、アルミシート他

80202-0788　 
2段階調整機能付折込鋸（レザーソー）
●全長サイズ（約）:42cm　
●素材:炭素鋼、樹脂

80202-0792　ツールセット
●サイズ（約）:ケース13×19.5×厚さ
5cm　●素材:ポリエチレン、カーボンス
チール、プラスチック

80202-0796　 
ペットクッション
●サイズ（約）:45×60cm　
●素材:綿、ポリエステル

80202-0789　 
立鎌&スコップ
●全長サイズ（約）:115cm、82cm　
●素材:スチール、鋼

80202-0793　 
乾電池式ミニドライバー
●サイズ（約）:11×4.5×高さ15.5cm　
●素材:樹脂、炭素鋼

80202-0797　 
つめとぎキャット
●サイズ（約）:外周25×35.5×高さ30.5cm　
●素材:ダンボール　●またたび粉付

80202-0790　 
キャップ（ケーティーシー）
●サイズ:フリー　
●素材:綿

80202-0794　 
折りたたみコンテナボックス
●サイズ（約）:45×31.5×高さ25cm　
●素材:樹脂　●折りたたみ可能（厚さ8cm）

80202-0798　 
ペットベッド
●サイズ（約）:40×54×高さ17.5cm　
●素材:樹脂、鉄、ポリエステル、綿
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スタンダードラーメンから2品＋餃子2枚
＋ソフトドリンク2杯

ラーメンセットお食事券 2名様

麺屋空海

お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。 有効期限：発行日より6ヶ月

アンリ・シャルパンティエ
 銀座店

大船ルミネウィング店80202-1281

ダイス川崎店80202-1314

海浜幕張店80202-1283

品川グランパサージュ店80202-1277

ヴィーナスフォート店80202-1278

恵比寿店80202-1279
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東京都 「品川駅」より徒歩3分　　ご利用
時間：月～金11：00～22：30、土・日・祝日11：
30～15：00　休業日：施設に準ずる

分3歩徒りよ」駅トーポレテ京東「 都京東
ご利用時間：11：00～23：00（LO22:00）
休業日：施設に準ずる

千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩3分
ご利用時間：11：30～22：30
休業日：施設に準ずる

分1歩徒りよ」駅船大「 県川奈神
ご利用時間：10：30～21：30
休業日：施設に準ずる

東京都 JR「恵比寿駅」より徒歩15分
ご利用時間：11：30～22：30
休業日：年末年始

分5歩徒りよ」駅崎川「 県川奈神

休業日：施設に準ずる

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●●

お好きなケーキ（小物ケーキ）＋ドリンク（コーヒー
か紅茶）＋フィナンシェまたはマドレーヌ付

80202-1008
ケーキセットお食事券 2名様

東京都「銀座1丁目駅」より徒歩1分　
ご利用時間：11：00～20：00
休業日：不定休

●

●

●

●

● ●

●

写真はイメージです。 全店（ダイス川崎店､ヴィーナスフォート店を除く）LOは閉店時間の30分前です。●

ご利用時間：11：00～23：00（LO22:00）

写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月●

●

●

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。
●有効期限：発行日より6ヶ月

香水作り
好きな香りを楽しめます

ガラス工芸
美しい光とガラスのアートに挑戦

陶芸
陶芸の奥深い魅力との出会い

キャンドル作り
キャンドルの灯りで癒しの時間を

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　
●有効期限：発行日より6ヶ月

80202-1176 大分香りの博物館
香水作り30mlとアロマ体験／60～70分　
●大分県 JR「別府大学駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：10：00～18：00　休業日:無休

ステンドグラスで花柄のガーデンピック作り／60分　
●神奈川県 神奈中バス「上郷ネオポリス駅」より徒歩5分　
●ご利用時間：13：00～16：00　●休業日:日曜、月曜

80202-1181 アトリエヨシダ

2名／ガラス彫刻体験／30分～　
●愛知県 名鉄「河和駅」よりバス15分　
●ご利用時間：10：00～16：30　●休業日:火曜

80202-1182 ガラス工房グラスバレー

ロクロ体験基本コース／120分　●神奈川県 JR
「北鎌倉駅」より徒歩10分　●ご利用時間：10：00
～17：00 ●休業日:金曜及び29日以降月末まで

80202-1177 鎌倉明月窯
茶碗またはカップまたはプレート作り／120分　●福岡県
JR「西戸崎駅」より徒歩15分　●ご利用時間：10：00～
12：00、14：00～16：00 ●休業日:月曜、火曜、水曜

80202-1180 ceramic art studio mu

手びねり体験、ドリンク付／90分　●大阪府 JR「桜島駅」よ
りバス15分　●ご利用時間：午前10：30～12：00、午後14：
00～15：30（土曜は16：30～18：00）　●休業日:月曜、金曜

80202-1178 なにわのやきもん教室 舞洲陶芸館

●萩焼窯元椿秀窯・萩陶苑／30分　●山口県 JR
「萩駅」より徒歩約10分　●ご利用時間：9：00～17：
00 ●休業日：土日、祝日、年末年始、お盆、GW

80202-1179 萩焼ろくろ体験

ハチ蜜の森キャンドル　1名／60～90分
●山形県 JR「山形駅」より車60分
●ご利用時間：10：00～17：00 詳しくはご予
約時にご確認ください。　●休業日:不定休

80202-1174 蜜ろうキャンドル作り体験

かおりキャンドル金沢　1名／90分
●石川県 北鉄バス「兼六園下経由暁町バ
ス停」より徒歩15分
●ご利用時間：9：00～18：00 詳しくはご予
約時にご確認ください。　●休業日：無休

80202-1175 スイーツキャンドル2個製作体験
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ハンバーガーセットお食事券
クアアイナ

アボカドバーガー＋チーズバーガー＋
フレンチフライ（S）＋ソフトドリンク2
品

写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月

神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩15分　 ご利用時間：
10:00～21:30（L.O21:00）　 休業日：無休

鎌倉店80202-1012

東京都 東京メトロ「表参道駅」より徒歩1分　 ご利用
時間：10：00～22：30（L.O22:00）　 休業日：年末年始

青山本店80202-1010

千葉県 JR「袖ヶ浦駅」よりバス10分　 ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　 休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク木更津店80202-1013

東京都 各線「池袋駅」より徒歩8分　 ご利用時間：
10:00～23:00（L.O22:00）　 休業日：施設に準ずる

池袋サンシャインシティ店80202-1011

千葉県 JR「舞浜駅」南口左手すぐ　 ご利用時間：平日11:00
～23:00、土日祝10:00～23:00　 休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店80202-1009

東京都 各線「二子玉川駅」より徒歩1分　 ご利用時
間：11:00～23:00（L.O22:00）　 休業日：施設に準ずる

二子玉川店80202-1014

東京都 りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩12分　
ご利用時間：11:00～23:00（L.O22:00）　 休業日：施設に準ずる

アクアシティお台場店80202-1015

東京都 JR「東京駅」より徒歩2分　 ご利用時間：月～土11:00～
23:00（L.O22:30）、日祝11:00～22:00　 休業日：施設に準ずる

丸ビル店80202-1016

東京都 JR「御茶ノ水駅」より徒歩10分　 ご利用時
間：10:00～21:30（L.O21:00）　 休業日：年末年始

神田駿河台店80202-1017

東京都 各線「五反田駅」より徒歩5分　 ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　 休業日：年末年始

五反田店80202-1018

東京都 各線「渋谷駅」より徒歩10分　 ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　 休業日：年末年始

渋谷宮益坂店80202-1019

埼玉県 JR「さいたま新都心駅」東口直結　 ご利用時間：
11:00～23:00（L.O22:00）　 休業日：施設に準ずる

さいたま新都心店80202-1020

埼玉県 西武池袋線「入間市駅」よりバス15分　 ご利用時間：平
日11:00～21:00、土日祝11:00～22:00　 休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク入間店80202-1021

埼玉県 武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結　 ご利用時
間：10:00～23:00（L.O22:00）　 休業日：施設に準ずる

イオン越谷レイクタウン店80202-1022

栃木県 JR「佐野駅」よりバス15分　 ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30） 休業日：施設に準ずる

佐野プレミアム・アウトレット店80202-1023

大阪府 地下鉄各線「なんば駅」より徒歩8分　 ご利用時
間：11:00～22:30（L.O22:00）　 休業日：施設に準ずる

なんばパークス店80202-1024

大阪府 各線「りんくうタウン駅」より徒歩6分　 ご利用時
間：11:00～21:00（L.O20:30）　 休業日：施設に準ずる

りんくうプレミアム・アウトレット店80202-1025

滋賀県 JR「野洲駅」「近江八幡駅」よりバス30分　 ご利
用時間：11:00～21:00（L.O20:30） 休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク滋賀竜王店80202-1026

大阪府 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩2
分　 ご利用時間：10:00～20:30　 休業日：不定休

ららぽーとEXPOCITY店80202-1027

長野県 JR「軽井沢駅」より徒歩4分　 ご利用時間：
11:00～19:30　 休業日：施設に準ずる

軽井沢店80202-1028

宮城県JR「仙台駅」より徒歩2分　 ご利用時間：
11：00～23：00（L.O22：30）　 休業日：施設に準ずる

仙台パルコ2店80202-1029

神奈川県江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩1分　 ご利
用時間：10：00～21：30（L.O21：00）　 休業日：年末年始

片瀬江ノ島店80202-1030

福岡県地下鉄「天神駅」より徒歩4分　 ご利用時間：
11：00～23：30（L.O23：00）　 休業日：施設に準ずる

福岡ソラリアプラザ店80202-1031
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写真はイメージです。
お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月

丸福珈琲店 

●

●

●

銀座喫茶室

スイーツプレート＋珈琲または紅茶

80202-1007
スイーツプレートセットお食事券 ２名様

ご利用時間：11：00～21：00
定休日：東急プラザ銀座に準ずる
東京都JR「有楽町」駅より徒歩約3分
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80202-0703　ムーミンママ陶器フィギュア
●サイズ（約）:8.3×7×厚さ6cm　
●素材:陶器

80202-0706　フタ付ティーカップ
●サイズ（約）:フタ付マグφ10.5×8.3×高さ10cm　
●素材:耐熱ガラス　●樹脂製フィルタ付

80202-1288　ボウルセット
●サイズ（約）:各φ17×高さ4cm　
●素材:磁器

80202-1312　プレートセット
●サイズ（約）:φ14×2cm　
●素材:磁器

80202-1243　スナフキンのクッション
●サイズ（約）:55×35×17cm　
●素材:ポリエステル、綿

80202-1399　ミニバッグ
●サイズ（約）：26×32×マチ10cm
●素材：ポリエステル

80202-1396　フニフニムーミン
●サイズ（約）：21×11×厚さ14cm
●素材:ポリエステル

80202-1397　キーチェーン
●全長サイズ（約）：16.5cm
●素材：合成皮革、合金　●電池式

80202-0711　フレグランスセット
●サイズ（約）:リードディフューザー100ml、
オーナメント13×17×厚さ0.5cm×2　●こけももの香り

80202-1289　ウォッシュタオルセット
●サイズ（約）:フェイス34×75cm×1､ウォッシュ34×　　

●素材:綿100%

80202-1398　手のひらスティンキー&スニフ
●サイズ（約）:スティンキー7×7×高さ12cm、

●スニフ7×5.5×高さ15cm

80202-1395　ムーミンハウス布えほん
●サイズ（約）：13.5×22.5×厚さ2.5cm
●素材：ポリエステル、ナイロン、綿

80202-1245　プレートセット
●サイズ（約）:φ13.5×2.5cm×4　
●素材:磁器　

80202-1246　ムーミンハウスボウルセット
●サイズ（約）:φ8×高さ6cm×3、フタφ9.5×高さ8.5cm　
●素材:磁器　
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素材:ポリエステル
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5 6

2827 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

リフレクソロジーレインブーツ 大湯温泉

アンリ・シャルパンティエ

クルージング

マリアージュフレール

体験

体験
レストラン

体験
レストラン

体験

体験
温泉

ディズニー・ムーミン

ガーデン・
DIY
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掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-004  ルピナス

商品価格 ： 3,500円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 1,029点

4,100円（税込4,510円）

QRコード



3029



Coin case
01

Pouch
03

Bag
02

Bag
04

Watch
06

Umbrella
05

Bag
07

Bag
09

Rain boots
08

Bear & Misanga
10

Fukusa
11

Wallet
13

Wallet
12

Belt
14

01 02 03 04

05 06

07 08 09 10

11 12 13 14

80302-0078　小銭入れ
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ1.7cm　
●素材:（表）牛革、（内）合皮　
●カラー:ピンク

80302-0079　ミニトートバッグ
●サイズ（約）:22×27×マチ7.5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1　
●カラー:ピンク

80302-0080　 
ポーチ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:7.5×12cm　
●素材:合成皮革、ポリエステル　
●カード入2　●カラー:ブルー

80302-0081　 
トートバッグ（ロベルタディカメリーノ）
●サイズ（約）:19.5×32×マチ9cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1

80302-0082　12本骨長傘（ドリーオブトロイ）
●サイズ（約）:親骨55cm　
●素材:ポリエステル　
●カラー:ネイビー×ホワイト　●手開き式

80302-0083　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.6cm、腕周り～18cm　
●素材:アロイ、合皮　●日常生活防水

80302-0084　トートバッグ（クリオブルー）
●サイズ（約）:25×40×マチ10cm　
●素材:綿　●ポケット内2　
●カラー:ダークブラウン×ホワイト

80302-0085　レインブーツ23～23.5cm
80302-0086　レインブーツ23.5～24cm
●素材:合成ゴム　●カラー:チェリーレッド

80302-0087　 
バッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:14×26×マチ4.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内2　●カラー:イエロー

80302-0088　 
アロハベア+ミサンガ（マルラニハワイ）
●サイズ（約）:ミサンガ腕周り～17cm、ベア7cm　
●素材:天然石、真鍮メッキパーツ、刺繍糸

80302-0089　袱紗
●サイズ（約）:12×21cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ピンク

80302-0091　折財布（イルムス）
●サイズ（約）:11×9×厚さ3.3cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー:ネイビー

80302-0092　 
牛革ベルト（革工房いんのしま）
●サイズ（約）:最大ウエスト85cm　●カラー:グリーン

80302-1245　長財布（ファイブナイン）
●サイズ（約）:19×9.5×厚さ2.5cm　●素材:合皮　
●札入れ2、ファスナー式小銭入1、ポケット2、カード入8
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80302-0137　 
コットンパールネックレス
●サイズ（約）:全長40cm、トップφ0.6×3.5cm　
●手作り感のあるコットンパールを使用

80302-0138　 
かぶせショルダーバッグ
●サイズ（約）:19×26×マチ12cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ポケット内3外1

80302-0139　 
ヌメ革小銭入れ（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:7×8×厚さ2.5cm　
●素材:ヌメ革　●カラー:キャメル

80302-0140　 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:27×22×マチ4.5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1外1　
●カラー:赤茶

80302-0141　レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ2.2cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、合皮、白蝶貝　
●カラー:アイボリー

80302-0142　長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:9.5×19.2×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入2、小銭入1、カード入14　
●カラー:ベージュ

80302-0143　ベルバッグ
●サイズ（約）:23.5×29.5×マチ10cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ポケット内1　
●カラー:ブラウン

80302-0144　折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨53cm、折りたたみ時
24cm　●素材:ナイロン　
●カラー:ベージュ

80302-0145　 
小銭入れ（アッシュエル）
●サイズ（約）:9×11.5×厚さ1.5cm　
●素材:ポリエステル、合成皮革　●ポケット内3、
カード入2　●カラー:ベージュ

80302-0147　 
ポーチ付バッグ（ハイロック）
●サイズ（約）:30×27×マチ12.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　
●ミニポーチ付　●カラー:ブラウン

80302-0148　 
ポーチ&ミニトート（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:ポーチ11.5×18×マチ9cm、
ミニトート22.5×23×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合皮

80302-1247　 
ペンダント（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:43×トップ2cm　
●素材:真鍮
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MORは伝統 な成 や表 な香り、

の な使用 のアイテ を して、

を めさせ き します。MORの世界 。

大 のデ ート"をブランド ンセ トに、

さま まなライ イルに ばれるアイテ を

ッ ンの イー として表 したルー ウェアブランド

gelato piqueの ー 。

ジェラートピケ モア

80302-1301　 
ハンドクリーム&ヘアミスト（ジェラートピケ）
●容量（約）:ハンドクリーム60ml、ヘアミスト150ml
●ハンドクリーム:ホワイトローズの香り、
ヘアミスト:フルーティーフローラルの香り

80302-0002　 
トリプルミルドソープ（モア）
●容量:180g　
●ムスク、ジャスミンベースの香り
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グランセンス

●

●

●

ハンドケアセット（グランセンス）

素材:（ファイル）特殊加工ガラス、（ケース）牛革

内容：ハンドクリーム40g、ネイルファイル（ケース付）
サイズ（約）：1.4×11×厚さ0.3cm

クラ ックで りな らア ン ャルド。 で りな らど

しくて親し やすい。 の なブ ンドア なたの

な の ラン ー です。と を する。

　 ショルダーリリーフサルブ

●容量:45g
● 固形マッサージオイル

（ニールズヤード レメディーズ）

ニールズヤード　レメディーズ

1981年 ンドン まれのニール ード ディー
。 なオー ニック ナチ ラル ン アやア

ーブ製品などをお しています。

80302-1364 80302-1371

思いから生まれたSKINFOOD。まるで美味しいものを食べるように、
色や香り、感触を楽しみながらきれいになれる、

肌にも心にも美味しいトータルコスメティックブランドです。

やさしい毎日…がコンセプトの、
日々の暮らしに寄り添ったライフスタイルブランド

「a day/とある１日…」a dayは１日の時間の流れや季節のうつろいを感じ、
楽しみながら大切に毎日をすごすためにつくられました。

生活の木は、「ハーバルライフ」を提案し
35年のハーブ・アロマテラピーの専門企業です。

世界51ヵ国の提携農園から厳選した
ハーブや精油などを販売しています。

スキンフード

生活の木 ア デイ

80302-0009　 
ケアセット（スキンフード）
●容量:ライスデイリーブライトニングマスク210g、
ビューティインアフードマスクシート

（ライス･ウォーターメロン･トマト）各20ml

　 

80302-0012　 
ハンドケアセット（アデイ）
●容量:ハンドクリーム50g、フォーミングハンドソープ150ml　
●フィグ、クローブの香り
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カンパニードプロバンスは1990年、ターコイズブルーの澄みきった
地中海に面した、暖かな陽光降り注ぐ緑豊かな大地、
フランスのプロバンス地方に生まれました。常に業界に

革新的な風を吹き込むべく新製品を世に送り出しています。

カンパニードプロバンス

スカルプケアシャンプー（生活の木）
●容量:500ml　
●ビャクダンとハーブの香り

80302-1365

80302-1366

ボディーバーム（カンパニードプロバンス）
●

●

容量:150ml
アーモンドブロッサムとピーチブロッサムのホワイトフラワーに
ホワイトムスクをブレンドした香り。
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Ladies’ Fashion
These are my favorite collection

My favorite fashon is eregancestyle

80302-0017　スワンマグネット（スワロフスキー）
●サイズ（約）:φ3×高さ1cm×2　
●素材:クリスタル、合金、マグネット

80302-0018　 
サークルスイングピアス（アビステ）
●サイズ（約）:全長2.5cm　
●素材:合金（金色メッキ）、クリスタルガラス

80302-0019　 
パールブレスレット（ミチコロンドンコシノ）
●サイズ（約）:腕周り16cm　
●素材:真鍮（ゴールドメッキ）、ガラス、
人工パール（約5mm珠）

80302-0020　ペンダント（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.3×1cm　
●素材:シルバー、真鍮　●カラー:ピンクゴールド

80302-0021　トートバッグ（ピエールカルダン）
●サイズ（約）:17.5×29×マチ11cm　
●素材:ポリエステル、合皮

80302-0022　フォーマルバッグ（桂由美）
●サイズ（約）:19×23×マチ9cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外1　●カラー:ブラック

80302-0023　カードケース（クリオブルー）
●サイズ（約）:8×10.5×厚さ2cm　●素材:合皮　
●カード入2、ポケット内2　●カラー:ゴールド

80302-0024　ミニバッグ（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:14.5×24×マチ5.5cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●ポケット内1　●カラー:モーヴ

80302-0025　ダイヤリング11号
● 素 材 :シルバー9 2 5 、金メッキ、ダイヤ

（0.01ct）　●カラー:ゴールド

80302-0026　パーティーバッグ（ユキコキミジマ）
●サイズ（約）:10×23×マチ4cm　●素材:ポリエステル　
●マグネット式開閉、ポケット内1　●カラー:ベージュ

80302-0027　晴雨兼用折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨50cm、折りたたみ時23cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80302-0028　パール2点セット
●サイズ（約）:ネックレス全長42cm、φ0.8cm、イヤリングφ0.8cm　
●素材:ガラスパール　●カラー:ホワイト×シルバー

80302-0029　トートバッグ
●サイズ（約）:32×28×マチ6cm　●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内3外1　●カラー:ブラック

80302-0030　スリーカラーペンダント
●サイズ（約）:全長42cm、トップφ1.1cm　
●素材:真鍮　●カラー:ゴールド、ピンクゴールド、シルバー
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80302-0093　 
レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ2.2cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、合皮、白蝶貝　●カラー:レッド

80302-0094　かぶせ巾着ショルダー
●サイズ（約）:30×26×マチ17.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　
●カラー:ブラウン×グリーン

80302-0095　 
牛革ベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト99cm　
●カラー:レッド

80302-0096　折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:11.5×10.5×厚さ2cm　●素材:牛床革、
合皮　●札入1、小銭入1、カード入4　●カラー：イエロー

80302-0097　トルコ石ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.2×0.8cm　
●素材:錫合金、ロジュウムメッキ、トルコ石

80302-0098　 
キーケース（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:6×10cm　●素材:合皮

80302-0099　トラベルハンガーバッグ
●サイズ（約）:19.5×27.5×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:黄緑　
●ポーチ内にフック付

80302-0100　 
ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:14×22×マチ55cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●ポケット内2外1　●カラー:ワイン

80302-0102　ストライプボストン
●サイズ（約）:27×35×マチ19cm　●素材:
ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット内1外1　
●カラー:ブラウン×ダークグリーン

80302-0103　 
ノートカバーセット（トライストラムス）
●サイズ（約）:23×16.5×厚さ1.5cm　●素材:
ナイロン　●A5サイズ対応　●カラー:ピンク

80302-0104　長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:9.5×19.2×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入2、小銭入1、カード入14　
●カラー:ブルー

80302-0105　折財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10×11.3×厚さ3.3cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:イエロー

80302-0106　長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9.5×19.3×厚さ3cm　●素材:合皮、ポリエステル　
●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー:ワイン

80302-0107　ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:14×26×マチ4.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内2　●カラー:ブルー

80302-0108　レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.8cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、合皮　●カラー:オレンジレッド

80302-1246　2WAYバッグ
●サイズ（約）:19.5×23.5×マチ9.5cm　
●素材:合皮　●ポケット外1　●カラー:グリーン
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80302-0149　 
12本骨長傘（ドリーオブトロイ）
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ベージュ×ホワイト　●手開き式

80302-0150　 
ハンドバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:20.5×35.5×マチ15cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●カラー:アイボリー

80302-0151　 
ペンダント（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:全長45cm、トップ1.6×2.4cm　
●素材:真鍮、合金

80302-0152　ボストンバッグ
●サイズ（約）:21×35×マチ16cm　
●素材:PVC、合皮　●ポケット内1外3　
●カラー:ブラウン

80302-0153　牛革ベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト99cm　
●素材:牛革

80302-0154　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、合皮、白蝶貝　●カラー:ブラウン

80302-0155　ワンショルダーバッグ
●サイズ（約）:21×32×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内2　●カラー:ブラウン

80302-0156　レースハンカチ
●サイズ（約）:46×46cm　●素材:綿、
ポリエステル　●カラー:ホワイト　●音符柄

80302-0157　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:27×22×マチ4.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内1外1　
●カラー:ブラウン

80302-0158　長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.5×18.8×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入6　
●カラー:ブラウン

80302-0159　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.1cm、腕周り～18cm　
●素材:合金、白蝶貝　●カラー:ピンクゴールド

80302-0160　 
コットンパールイヤリング
●サイズ（約）:全長4.5cm、パールφ8mm　
●手作り感のあるコットンパールを使用

80302-0161　レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～17cm　
●素材:アロイ、合皮　●5気圧防水　
●カラー:ブラウン×ゴールド

80302-0162　 
コットンパールネックレス
●サイズ（約）:全長62cm、パールφ8mm、φ2mm　
●手作り感のあるコットンパールを使用

80302-0163　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:34×30×マチ12cm　
●素材:PVC、合皮　●ポケット内3　
●カラー:ブラウン

80302-0164　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:18.5×25×マチ11.5cm　
●素材:ナイロン　●ポケット内2外1　
●カラー:ブラウン
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上品なヨーロピアンテイストで表現された
女性らしさに満ちたコレクションは

「女性が美しくあるために」という共通項のもと誕生しました。

1985年から、南オーストラリアにある
ジュリークのオーガニック自社農園で、

育まれた植物を手摘みで収穫しました。
すこやかで美しい肌へのスキンケアブランドです。

THANNは“自然と共生するモダンなライフスタイル”を提案する、
タイ生まれのナチュラルスキンケアブランドです。
厳選された植物エキスや精油が生かされた、
個性的な香りと使用感の良さが特徴です。

ナチュラルでシンプルなアイテムが紡ぎ出すうるおいヴェールは、
感覚を呼び覚まし、プロバンス・コートダジュールの旅へといざないます。

ジュリーク

パニエデサンス タン

トッカ

80302-0005　 
シャワージェルローズN（ジュリーク）
●容量:300ml　
●ローズの香り

80302-0006　 
ボディーケアローション（トッカ）
●容量:266ml

80302-0007　 
ハニーボディーバター（パニエデサンス）
●容量:200ml　
●ハニーネクターの香り

80302-0008　 
バス&マッサージオイルAW（タン）
●容量:295ml
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ヴェレダは１９２１年ルドルフ・シュタイナーたちによって、
スイスで誕生しました。

現在では世界５０カ国以上の人々に親しまれています。

イタリアミラノの新進ファクトリーブランド『Orobianco』。
時代とリンクする洗練されたデザインワークにより生み出された、

ライフスタイルアイテムと融合した新たなビジネスツールの誕生です。

プラウドメンはできる男のビジネスツール。
香りを身嗜みの一部として考えるビジネスマンの為に作られました。

ほのかで爽やかな香りがビジネスシーンを演出します。

DiNOMENはバイタリティーあふれる大人の男性の肌に、凛 し々さと
力強さを導く事を使命として生まれた、国産メンズスキンケアブランドです。

年齢を重ねても若 し々く、清潔感ある肌を保ち、
肌と心に自信が持てる「デキる男」へDiNOMENが導きます。

オロビアンコ

ディノメン ヴェレダ

プラウドメン

80302-0013　 
Orobianco スーツアップバーム+タグ アズーロ（オロビアンコ）
●サイズ（約）:スーツアップバーム40g、スーツアップタグ9.2×8.6cm　
●全身クリーム、室内用芳香消臭剤

80302-0014　 
メンズケアセット（プラウドメン）
●容量:スーツリフレッシャー200ml、化粧水200ml

80302-0015　 
スキンインフィルトレーション モイスチャージェル（ディノメン）
●容量:保湿液60ml

80302-0016　 
メンズシャワージェル（ヴェレダ）
●容量:200ml×2 
※デザインは変更になる場合がございます。

4100_ノブルエ 4

01
Necklace

02
Stole

03
Watch

04
Pearl set

05
Watch

06
Pendant

07
Pierce

08
Umbrella

09
Pearl set

10
Bag

11
Fukusa

12
Pendant

13
Bag

14
Pearl set

15
Watch

16
Armband

01 02

06

03

07

04

05 08

09 10 11 12

13 14 15 16

80302-0031　パールネックレス
●サイズ（約）:全長45cm　●素材:人工真珠
約10mm･4mm珠、真鍮（ロジウムメッキ）

80302-0032　ラメ入りストール（江戸マイスター）
●サイズ（約）:55×200cm　●素材:ナイロン、
ポリエステル　●カラー:シルバー

80302-0033　レディースウォッチ（エイチツーオー）
●サイズ（約）:4.2×2cm、腕周り～18.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80302-0034　パール3点セット（ユキコハナイ）
●サイズ（約）:ペンダント40cm、ネックレス42cm、
イヤリングφ6mm　●素材:貝パール（各φ6mm）

80302-0035　レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～17.5cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●日常生活防水

80302-0036　ペンダント
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1.2cm　
●素材:ジルコニア、真鍮

80302-0037　ピアス（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:7×6mm　●素材:真鍮、人工真珠

80302-0038　晴雨兼用傘
●サイズ（約）:親骨50cm、折りたたみ時23cm　
●素材:ポリエステル、スチール、樹脂　●カラー:ブラック

80302-0039　パール2点セット
●サイズ（約）:ネックレス全長42cm、φ0.8cm、イヤリングφ0.8cm　
●素材:ガラスパール　●カラー:ホワイト×ゴールド

80302-0040　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:19×28×マチ8.5cm　●素材:ポリウレタン
入りビニル、合皮　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80302-0041　袱紗
●サイズ（約）:12×21cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80302-0042　ペンダント（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1cm　
●素材:真鍮、合金、ムーンストーン

80302-0043　 
肩かけバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:14×26×マチ5cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●ポケット内2　●カラー:ダークブラウン

80302-0044　パールアクセサリーセット
●サイズ（約）:ネックレス全長44cm、ブレスレット
全長21cm、パールφ1cm　●素材:真鍮、
ロジュウムメッキ、人工真珠、ビーズ

80302-0045　レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～17.5cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●5気圧防水　
●カラー:シルバー×ゴールド

80302-0046　アームバンド
●サイズ（約）:フリーサイズ　
●素材:真鍮、ガラス
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These are my best collection
My favorite fashion is sweetstyle

380302-0109　 
ペンダント（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1×0.4cm　
●素材:シルバー925、キュービックジルコニア、
真鍮　●カラー:ピンクゴールド

80302-0110　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:19.4×35.5×マチ15cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1　
●カラー:ライトブルー

80302-0111　 
16本骨長傘
●サイズ（約）:親骨55cm、全長85cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ベージュ

80302-0112　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.2cm、腕周り～16cm　
●素材:アロイ、合皮、　
●カラー:ゴールド×ホワイト

80302-0113　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:2.9×2cm、腕周り～17cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80302-0114　 
長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.5×18.8×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入6　
●カラー:ブルー

80302-0115　 
ピアス（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:3.1×0.4cm　
●素材:真鍮、人工真珠

80302-0116　 
折財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9×11×厚さ4cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入3　
●カラー:ピンク

80302-0117　 
ソックスセット（ポール&ジョーアクセソワ）
●サイズ（約）:ルームソックス23～24cm、
ストッキングM～L　
●素材:ルームソックス ウール30%混

80302-0118　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:20×36×マチ15cm　
●素材:綿、ポリエステル　●ポケット内1　
●カラー:ベージュ

80302-0119　 
レディースウォッチ（エイチツーオー）
●サイズ（約）:φ2.1cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、樹脂　●日常生活防水　
●カラー:ホワイト

80302-0120　 
ペンダント（クリオブルー）
●サイズ（約）:全長44cm、トップ1×1.8cm　
●素材:真鍮、クリスタルガラス　
●カラー:ゴールド
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480302-0121　 
ハンドバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:20.5×35.5×マチ15cm　
●素材:ポリエステル、合皮　
●カラー:ライトブルー

80302-0122　 
イヤリング（ファルチニューヨーク）
● 　mc8.0×5.1プット:）約（ズイサ
●素材:真鍮、クリスタルガラス、人工真珠　
●カラー:シルバー

80302-0123　 
ポーチ&ミニトート（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:ポーチ11.5×18×マチ9cm、
ミニトート22.5×23×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合皮

80302-0124　 
パスケース付小銭入れ（イルムス）
●サイズ（約）:7.5×10×厚さ2cm　
●素材:合皮　●小銭入1、カード入2　
●カラー:ピンク

80302-0126　 
クロコ型押し財布
●サイズ（約）:10×19×厚さ4cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●札入4、
小銭入1、カード入8　●カラー:ベージュ

80302-0127　 
ブレスレット（クリオブルー）
●サイズ（約）:φ19.5cm　
●素材:シルバー925　●カラー:ゴールド

80302-0128　 
トートバッグ（クリオブルー）
●サイズ（約）:25×40×マチ10cm　
●素材:綿　●ポケット内2　
●カラー:ブルー×ホワイト

80302-0129　 
ペンダント（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.3×
1.5cm　●素材:シルバー　
●カラー:ピンクゴールド

80302-0130　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:21×18.5cm　●素材:合皮　
●ポケット内1　●カラー:パープル

80302-0131　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、合皮

80302-0132　 
リング9号（キャティフェラーリ）
●素材:真鍮、キュービックジルコニア

80302-0133　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、合皮

80302-0134　 
ヌメ革小銭入れ（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:7×8×厚さ2.5cm　
●素材:ヌメ革　●カラー:生成り

80302-0135　 
カードケース（クリオブルー）
●サイズ（約）:8×10.5×厚さ2cm　
●素材:合皮　●カード入2、ポケット内2

80302-0136　 
ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:16×27×マチ10.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内2　
●カラー:ピンク
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　メガネケース（ミントン）
●

●●

サイズ（約）:5×15×マチ2.7cm　
メガネ拭き付素材：綿　

80302-1370
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80302-0541　 
マッサージオイル&リップクリーム（ヴェレダ）
●容量:マッサージオイル100ml、
リップクリーム4.8g

80302-0542　 
フェイスマッサージ&ハンディリフレッシュセット
●サイズ（約）:マッサージャー5×16×高さ
4cm、フェイシャルケアセット4.5×7×高さ
13cm　●素材:ABS樹脂　●電池式

80302-0543　 
両面ミラー&トレー
●サイズ（約）:ミラー8.5×13.6×高さ15.2cm、
トレー8.3×17.6×高さ0.7cm　●素材:
スチールクロムメッキ、ガラス、18-8ステンレス

80302-1382　 

●

●素材:樹脂　
●

80302-0545　 
充電式バリカン（ロゼンスター）
●サイズ（約）:全長18cm　
●2種のアタッチメントで10段階調節可

80302-0546　 
フェイストリマー&タオル
●サイズ（約）:フェイスシェーバーφ1.4×全長
13cm、タオル34×80cm　●素材:樹脂、アルミ、
綿100%　●電池式　●眉用コーム･ブラシ付

80302-0548　 
メンズケア8点セット
●セット内容:簡易ナイフ、ニッパ型爪きり、 
毛抜き、折込やすり、ミニドライバー、ハサミ、
爪切り、やすり

80302-0550　 
2枚刃シェーバー
●サイズ（約）:3.3×5.3×高さ12cm　
●素材:樹脂、ステンレス　
●AC100V-3W、コード1.8m、替刃付

80302-0551　 
ミニライト付鼻毛カッター
●サイズ（約）:φ3×全長14.5cm　
●素材:樹脂　●電池式　●ライト付

80302-1304　 
電動角質リムーバー
●サイズ（約）:4.5×6×高さ15cm　
●素材:樹脂　●電池式

　 80302-1384　 80302-0555　 
ネイルケアセット
●サイズ（約）:ネイルドライヤー12×11.5×高さ
7.5cm、ポリッシャー11.5×4.5×高さ5cm　
●素材:樹脂　●ビット5種類付　●電池式

80302-1385　 

●

80302-1253　 
フェイスシェーバー（テスコム）
●サイズ（約）:2×1.9×13.4cm　
●素材:ABS

80302-1265　 
ストレートヘアーアイロン（テスコム）
●サイズ（約）:2.5×19.5×高さ6cm　
●素材:樹脂、アルミニウム　
●AC100-240V-24W、コード1m
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爪磨き､ポーチ付●

サイズ（約）:20.8×17.8×厚さ8.4cm　

AC100V-1000W･電源コード1.8m

大風量ヘアドライヤー

80302-1383　 
カールヘアーアイロン（テスコム）
サイズ（約）:3.4×23.3×高さ6.6cm　
素材:樹脂、アルミニウム　
AC100-240V-28W･コード1.5m　

●●

●

●

カール26mm

　フェイシャルクリーナー
●サイズ（約）:11×6.5×16.8cm　
●素材:樹脂　●電池式

フェイシャル＆アイケアセット
サイズ（約）:フェイシャル3×3.5×14cm、アイケア　

●素材:樹脂、ステンレス　φ2.5×12cm 電池式

3231

レインブーツ

レディースウォッチ（ジェイアクシス）

ハンドクリーム&ヘアミスト（ジェラート ピケ） スカルプケアシャンプー（生活の木） トートバッグ（ピエールカルダン）

メガネケース（ミントン）

コスメ レディス
ファッションコスメ

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

4,100円（税込4,510円） （3,500円コース ＋ システム料 600円）
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80302-0232　 
サングラス（WMX）
●サイズ（約）:14×高さ4cm　●可視光線透過率
10.3%、紫外線透過率1.0%以下　
●カラー:ブラック

80302-0233　 
防風 ZIPパーカーM
●サイズ（約）:Mサイズ着丈64cm、肩幅44cm　
●素材:ポリエステル100%　●カラー:グレー

80302-0234　 
ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　●素材:アクリル　
●カラー:レッド

80302-0235　 
メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.9cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、ポリウレタン　●5気圧防水　
●カラー:ブルー

80302-0236　ストレッチ5ポケットパンツM 80302-0238　
クラッチバッグ（ローリー･ローゼンワルド）
●サイズ（約）:34×33×マチ9cm　●素材:綿　
●カラー:レッド

80302-0239　 
ボディバッグ
●サイズ（約）:28.5×16×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1外1　
●カラー:ネイビー

80302-0237　ストレッチ5ポケットパンツL
●サイズ（約）:M総丈105.5cm、ウエスト79cm、
L総丈106cm、ウエスト82cm　
●素材:綿、ポリウレタン　●カラー:ブラック

80302-0240　デッキシューズ26.0cm
80302-0241　デッキシューズ26.5cm
80302-0242　デッキシューズ27.0cm
●素材:甲材:合成繊維、底材:合成底　
●カラー:グレー
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80302-0243　パスケース（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:10.5×7cm　●素材:牛革　
●パス入1、カード入1、ポケット1　●カラー:オレンジ

80302-0244　ミニトートバッグ（ローリーローゼンウォルド）
●サイズ（約）:20×30×マチ10cm　●素材:綿　
●ポケット内2　●カラー:レッド×ホワイト

80302-0245　長財布（ジャンニ･バレンチノ）
●サイズ（約）:9×19×厚さ2cm　●素材:合皮　●札入1、
カード入12、ファスナー式小銭入1　●カラー:ネイビー

80302-0246　クラッチバッグ（ローリー･ローゼンワルド）
●サイズ（約）:34×33×マチ9cm　
●素材:綿　●カラー:ブルー

80302-0247　バミューダパンツM（ジェイプレス）
80302-0248　バミューダパンツL（ジェイプレス）
●サイズ（約）:M脇丈53×ウエスト34cm、L脇丈55.5×ウエスト37cm　
●素材:綿100%　●部屋着やワンマイルウェアとしても使用可

80302-0249　ブルゾンM
80302-0250　ブルゾンL
●サイズ（約）:M 着丈67cm L 着丈70cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:グリーン

80302-0251　折りたたみバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:23×44×マチ18cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1　●カラー:イエロー

80302-0252　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×30×マチ10cm　●素材:ポリエステル、
合皮　●ポケット内3外1　●カラー:ブルー

80302-0253　折りたたみバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:23×44×マチ18cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1　●カラー:オレンジ

80302-0254　マルチキーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:9×0.9×高さ2.5cm　●素材:真鍮、
亜鉛合金、スチール

80302-0255　ガジェットボード（トライストラムス）
●サイズ（約）:25.8×20.3×厚さ0.9cm　●素材:
ナイロン、ウレタン、PE、金属　●カラー:ブルー

80302-0256　ライトフライトキーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:9×4.6×高さ1.5cm　●素材:亜鉛合金、
鉄、LEDライト（ブルー）　●カラー:シルバー

80302-0257　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:15×18.5cm、17×20.5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80302-0258　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:17×32×マチ9.5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:カーキ

80302-0259　折りたたみ傘（シンプルトゥディ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:迷彩柄

80302-0260　ワンショルダーバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:31×23×マチ7cm　●カラー:レッド

80302-0261　サスペンダー
●対応サイズ（約）:～100cm、幅2cm　
●素材:ゴム　●カラー:レッド

80302-0262　ソーラー併用ウォッチ
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～21.3cm　●素材:樹脂、
ポリウレタン　●5気圧防水　●カラー:ブルー

80302-0263　ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×25×マチ10cm　
●素材:ポリエステル

80302-0264　ペイズリー柄バンダナ（ハバハンク）
●サイズ（約）:55×55cm　●セット内容:グリーン×2、
アーガイル×1、パープル×1　●素材:コットン
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80302-0199　 
キャップ（ビラボン）
●サイズ（約）:キャップ内寸55～60cm　
●素材:ポリエステル　●ステッカー付

80302-0200　 
ファッショングラス
●サイズ（約）:フリーサイズ　
●素材:プラスチック　
●カラー:ブラック/スモーク

80302-0201　デニムGジャン M
80302-0202　デニムGジャン L
●サイズ（約）:M着丈67.5cm、肩幅54.5cm、
L着丈69.0cm、肩幅56.0cm　
●素材:綿100%　●カラー:ブルー

80302-0203　 
ペンダント
●サイズ（約）:全長100cm、トップ3×2.7cm　
●素材:牛革、シルバー

80302-0204　 
ベルト（リーバイス）
●サイズ（約）:最大ウエスト99cm　
●素材:牛革（床革）　●カラー:ブラウン

80302-0205　ストレッチ5ポケットパンツM
80302-0206　ストレッチ5ポケットパンツL
●サイズ（約）:M総丈105.5cm、ウエスト79cm、
L総丈106cm、ウエスト82cm　
●素材:綿、ポリウレタン　●カラー:ベージュ

80302-0207　 
メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ5.6cm、腕周り～21cm　
●素材:樹脂　●日常生活防水

80302-0208　デッキシューズ26.0cm
80302-0209　デッキシューズ26.5cm
80302-0210　デッキシューズ27.0cm
●素材:合皮、合成底　
●カラー:ブラウン/ダークブラウン

80302-0211　 
長財布（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:9×18.7×厚さ2cm　●素材:合成皮革、
ポリエステル　●ホック式開閉、札入1、小銭入1
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80302-0265　メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:2.8×2.6cm、腕周り～19cm　
●素材:金属、合皮　●カラー:ダークブラウン×ホワイト

80302-0266　スワロフスキタイバー
●サイズ（約）:全長5.2×厚さ0.29cm　
●素材:真鍮、ロジュームメッキ、クリスタル

80302-0267　牛革パスポートケース
●サイズ（約）:10×14×厚さ1cm　
●カード入4　●カラー:ブラウン

80302-0268　ボールペン
●全長サイズ（約）:シェーファー センチネルブラッシュクロームCT13cm、
VFM ラディカルレッド14cm　●素材:真鍮、ラッカー、クロームプレート

80302-0269　PC対応ビジネスバッグ
●サイズ（約）:29×37×マチ7～11cm　
●素材:ポリエステル、ポリエチレン　●ポケット内1外2

80302-0270　名刺入れ
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ1.3cm　●素材:牛革、
ディンプル仕上　●ポケット2　●カラー:ブラック

80302-0271　ラペルピン
●サイズ（約）:全長6.9cm　●素材:真鍮

80302-0272　ファッショングラス
●サイズ:フリーサイズ　●素材:レンズ:プラスチック、
フレーム:ニッケル　●カラー:シルバー/スモーク

80302-0273　メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ4.5cm、腕周り～20.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80302-0274　小銭入れ
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ1.7cm　
●素材:（表）牛革、（内）合皮　●カラー:チョコ

80302-0275　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～19cm　●素材:アロイ、
合皮　●5気圧防水　●カラー:ゴールド×ブラウン

80302-0276　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:3×2.9cm、腕周り～18.5cm　●素材:アロイ、
合皮　●日常生活防水　●カラー:ゴールド×ブラック

80302-0277　折財布
●サイズ（約）:9.3×10×厚さ1.3cm　●素材:牛革、合皮　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

80302-0278　メンズベルト（ヒロミチ･ナカノ）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:チョコ
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80302-0047　レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.5×2.3cm、腕周り～17.5cm　
●素材:アロイ、合皮　
●日常生活防水

80302-0048　トートバッグ（ヴィオール）
●サイズ（約）:21×18.5cm　●素材:合皮　
●ポケット内1　●カラー:ブラック

80302-0049　長財布
●サイズ（約）:9.5×19.2×厚さ3cm　●素材:
合成皮革　●札入2、小銭入1、カード入14　
●カラー:グレー　●生地により柄が異なります。

80302-0050　ミニバッグ（ハナエモリ）
●サイズ（約）:13×24×マチ5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内1　●カラー:ブラック

80302-0051　ワンショルダーバッグ
●サイズ（約）:21×32×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内2　●カラー:ブラック

80302-0052　ポーチ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:7.5×12cm　
●素材:合成皮革、ポリエステル　
●カード入2　●カラー:グレー

80302-0053　晴雨兼用傘
●サイズ（約）:親骨47cm　
●素材:ポリエステル、スチール　●カラー:ブラック

80302-0054　ポーチ&ミニトート（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:ポーチ11.5×18×マチ9cm、
ミニトート22.5×23×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●カラー:グレー

80302-0055　ピアス（ヴィオール）
●サイズ（約）:0.6cm　
●素材:シルバー、ジルコニア

80302-0056　携帯シューズ
●対応サイズ:23.5～24.5cm　
●素材:合皮、ゴム底、ポリエステル、EVA、PU　
●カラー:ネイビー

80302-0057　トートバッグ（ギ･ラロッシュ）
●サイズ（約）:18×35×マチ9cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2

80302-0058　ポーチ（ヴィオール）
●サイズ（約）:10.5×19.5×マチ3.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内1　
●カラー:ブラック

80302-0060　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:21×18.5cm　●素材:合皮　
●ポケット内1　●カラー:ネイビー

80302-1243　タッセルシューズ S
80302-1244 タッセルシューズ M
●サイズ（約）:S 23cm、M 23.5cm　
●素材:合皮

4100_ノブルエ 7

80302-0293　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ4.1cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80302-0294　メンズベルト（ジョセフェロール）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ブラック

80302-0295　スタイラスボールペン
●サイズ（約）:全長12cm　
●素材:木材、ステンレス　●カラー:ブラックウッド

80302-0296　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～18.5cm　
●素材:アロイ、合成皮革　●日常生活防水

80302-0297　折財布
●サイズ（約）:9×10×厚さ1.8cm　●素材:（表面）牛革、（中側）
合皮　●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラック

80302-0298　名刺入
●サイズ（約）:7.6×11.5×厚さ1.3cm　
●素材:（表）牛革、（中面）合皮　●カラー:ブラック

80302-0299　タイピン
●サイズ（約）:5×厚さ0.5cm　
●素材:真鍮、ロジウムメッキ

80302-0300　カバー付きブロックロディア（ロディア）
●サイズ（約）:カバー22×15×厚さ1.5cm　●素材:紙　
●カバーとブロックロディアがセットになっています

80302-0301　リバーシブルラペルピン
●サイズ（約）:6.9cm　
●素材:真鍮、ブラックダイヤモンド、クリスタル

80302-0302　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.4cm、腕周り～19.5cm　●素材:アロイ、
ステンレス　●5気圧防水　●カラー:シルバー×ゴールド

80302-0303　ポーチ（ビジツール）
●サイズ（約）:26×18×マチ6cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●カラー:ブラック

80302-0304　トートバッグ
●サイズ（約）:33×30×マチ12cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内3外1　●カラー:ブラック

80302-0305　コインケース
●サイズ（約）:7.3×9.1×厚さ2cm　
●素材:牛革、レーヨン　●カラー:ブラック

80302-0306　PC対応ビジネスバッグ
●サイズ（約）:29×38×マチ8cm　●素材:ポリエステル、ポリエチレン　
●内部に衝撃吸収材入り　●ポケット内6外2
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80302-0212　ペンダント（エフアール837）
●サイズ（約）:全長55×トップ3.1×2cm　
●素材:真鍮、ジルコニア

80302-0213　3連キーホルダー
●サイズ（約）:13.5×3cm　●素材:馬革、合金

80302-0214　多機能メンズウォッチ（カシオ）
●サイズ（約）:3.87×3.34cm、腕周り～18cm　
●素材:樹脂　●日常生活防水　●カラー:ブラック

80302-0215　札入れ
●サイズ（約）:9×18×厚さ1.8cm　●素材:（表面）牛革、

（中側）合皮　●札入2、カード入5　●カラー:ブラウン

80302-0216　ノートカバー（トライストラムス）
●サイズ（約）:23×16.5×厚さ1.5cm　
●素材:ナイロン　●A5ノート付き　●カラー:グレー

80302-0217　ペンダント（ヴィオール）
●サイズ（約）:全長55cm、トップ4×0.8cm　
●素材:牛革、シルバー925、真鍮（ロジウムメッキ）

80302-0218　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:20.5×18×マチ3.5cm　●素材:
ポリエステル　●ポケット外2　●カラー:ブラック

80302-0219　ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　●素材:アクリル　
●カラー:ブラック

80302-0220　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨62cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラック

80302-0221　メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～20cm　●素材:
ステンレス　●カラー:ブラック×シルバー

80302-0222　メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ブラウン

80302-0223　ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×25×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80302-0224　サスペンダー
●サイズ（約）:～100cm　●素材:ゴム　
●カラー:ブルー

80302-0225　ロールボストンバッグ
●サイズ（約）:62×32×マチ32cm　
●素材:ポリエスエル　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80302-0226　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.9cm、腕周り～20cm　●素材:アロイ、
ポリウレタン　●5気圧防水　●カラー:ブラック

80302-0227　ブレスレット
●サイズ（約）:全長20cm　●素材:ステンレス

80302-0228　多機能デジタルウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:φ4.5、腕周り～21cm　●素材:樹脂　●10気圧防水、EL
バックライト、アラーム、ストップウォッチ、カレンダー機能付　●カラー:ブルー

80302-0229　メンズベルト（インディアンモトサイクル）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:リサイクルレザー　●カラー:ブラック

80302-0230　ペンダント
●サイズ（約）:全長55cm、トップ2.9×0.7cm　
●素材:真鍮

80302-0231　ジャンプ長傘（ギャツビー）
●サイズ（約）:親骨65cm　●素材:ポリエステル、
アルミニウム　●カラー:ネイビー
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80302-0279　靴磨きセット（ライカ）
●サイズ（約）:保護艶出しクリーナー5.3×5.3×4.2cm、クリーナー14.9×4.1×2.5cm、
テレンプ8.3×37cm　●素材:木･ブタ毛･ロウ･油脂･有機溶剤･ネル

80302-0280　メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～18.5cm　●素材:
合金、合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラウン

80302-0281　メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト110cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ブラウン

80302-0282　カフス
●サイズ（約）:1.3×1.3cm　●素材:真鍮

80302-0283　牛革パスケース
●サイズ（約）:7.2×10.5×厚さ0.4cm　
●ポケット3　●カラー:ブラック

80302-0284　ノートPCケース
●サイズ（約）:26×35.5×マチ2.5cm　●素材:合皮、
ポリエチレン　●13インチまで対応　●カラー:ブラック

80302-0285　パスポートケース（WMX）
●サイズ（約）:12×23×マチ2cm　
●素材:ポリエステル　●カード入5　●カラー:ネイビー

80302-0286　折財布（チェルベ）
●サイズ（約）:9.8×11×厚さ2cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入0、カード入8　●カラー:ブラウン

80302-0287　メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～19cm　●素材:
合金、合皮　●日常生活防水　●カラー:ホワイト

80302-0288　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:12×25.5×マチ16cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80302-0289　メンズウォッチ（ジョイアグスターレ）
●サイズ（約）:φ3.7cm、腕周り～19cm　●素材:
亜鉛合金、IPSメッキ、合成皮革　●日常生活防水

80302-0290　ショルダーバッグ（エドクルーガー）
●サイズ（約）:19×27×マチ6cm　●カラー:ブラック　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2外1

80302-0291　ビジネスバッグ
●サイズ（約）:25×36×マチ8cm　●素材:ポリエステル、
合皮、綿　●ポケット内4外2　●カラー:カーキ

80302-0292　ボディバッグ（デービッド ヒックス）
●サイズ（約）:37×16×マチ8cm　●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラック
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80302-0061　キルトリュック
●サイズ（約）:29×20×マチ12cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　
●ポケット外1　●カラー:ブラック

80302-0062　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:3×2.3cm、腕周り～17cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80302-0063　 
貝パールセット（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:ネックレス全長42c m、イヤリング
φ6m m、ペンダント全長42c m　●素材:真鍮、
ロジュームメッキ、貝パール（φ6mm）　●カラー:グレー

80302-0064　 
カジュアルボストンバッグ
●サイズ（約）:28.5×49.5×マチ18.5cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　
●ポケット内1外1

80302-0065　シャツM
80302-0066　シャツ L
●サイズ（約）:M 着丈67cm肩幅40cm L 着丈69cm
肩幅41cm　●素材:ポリエステル　●カラー:ホワイト

80302-0067　 
長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9.5×19.3×3cm　
●素材:ポリエステル　●札入2、小銭入1、
カード入4 ●カラー:ブラック

80302-0068　 
ピアス（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:3.8×1.1cm　
●素材:カットガラス、真鍮

80302-0069　 
レディースベルト（プライベートレーベル）
●サイズ（約）:最大ウエスト87cm　
●素材:合皮　●カラー:ブラック×チョコ

80302-0070　パスケース付小銭入（イルムス）
●サイズ（約）:7.5×10×厚さ2cm　
●素材:合皮　●カード入2、パス入1　
●カラー:ネイビー

80302-0071　 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:29×33×マチ13cm　
●素材:PVC　●ポケット内1外1　
●カラー:ブラック

80302-0072　 
レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～17cm　
●素材:合金、ステンレス　●5気圧防水　
●カラー:ホワイト×シルバー

80302-0073　 
晴雨兼用長傘（アズアズ）
●サイズ（約）:親骨50cm　
●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラック×ホワイト

80302-0074　 
ベルバッグ
●サイズ（約）:23.5×29.5×マチ10cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●ポケット内1　
●カラー:ブラック

80302-0075　 
ピアス（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:φ1cm　
●素材:真鍮、人工真珠

80302-0076　 
クロコ型押し財布
●サイズ（約）:10×19×厚さ4c m　●素材:合皮、
ポリエステル　●札入4、小銭入1、カード入8　●カラー:
ブラック　●商品により型押しの出方が多少異なります。

80302-0077　 
ピアス（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:全長2.6cm　
●素材:ジルコニア、人工真珠、真鍮
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80302-0165　 
ボールペン（オロビアンコ）
●サイズ（約）:φ0.9×全長13.2cm　
●素材:真鍮　●カラー:ゴールド

80302-0166　 
ファッショングラス
●サイズ:フリーサイズ　
●素材:レンズ:プラスチック、フレーム:ニッケル　
●カラー:ブラック･ゴールド/クリア

80302-0167　 
メンズベルト（ビバリーヒルズポロクラブ）
●サイズ（約）:最大ウエスト110cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ワイン

80302-0168　 
カフス
●サイズ（約）:1.3×1.3cm　
●素材:真鍮、クリスタル

80302-0169　テーラードジャケットM
80302-0170　テーラードジャケットL
●サイズ（約）:M着丈68cm、肩幅42cm、
L着丈70cm、肩幅44cm　
●素材:ポリエステル、レーヨン　●カラー:グレー

80302-0171　 
メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:3.1×2.7cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80302-0172　 
底Wマチビジネスバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:28×37×マチ6-12cm　
●素材:ポリエステル（ウレタン入）　
●ポケット内2外3　●カラー:ブラック

80302-0173　ダブルモンクシューズ 26.0cm
80302-0174　ダブルモンクシューズ 26.5cm
80302-0175　ダブルモンクシューズ 27.0cm
●素材:合成皮革、合成底　●カラー:ブラウン

80302-1248　 
ブラシ（ケント）
●サイズ（約）:本体20.8×3.5×奥行3.3cm、ポーチ24
×7.5×0.5cm　●素材:天然木、樹脂、豚毛
※GBケント社とのライセンス契約により日本で製造されたものです。
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80302-0307　シャツ（フェイスミックス）
●サイズ（約）:着丈:78cm、肩幅45cm　
●素材:綿、ポリエステル　●カラー:ホワイト、無地

80302-0308　ビジネスバッグ
●サイズ（約）:30×40×マチ8cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内2外2　●カラー:ブラック

80302-0309　メンズベルト（デービットヒックス）
●サイズ（約）:最大ウエスト110cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ブラック

80302-0310　ガジェットボード（トライストラムス）
●サイズ（約）:25.8×20.3×厚さ0.9cm　●素材:
ナイロン、ウレタン、PE、金属　●カラー:グレー

80302-0311　タブレットケース（イルムス）
●サイズ（約）:25×27×マチ3cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●カラー:ブラック

80302-0312　バッグ
●サイズ（約）:25.5×47.5×マチ24.5cm　
●素材:ポリエステル、合金　●ポケット内1

80302-0313　ネクタイピン
●サイズ（約）:全長5.2cm　●素材:真鍮、ロジウム

（サテーナ）メッキ　●カラー:シルバー

80302-0314　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:17×26.5×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外5

80302-0315　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.7cm、腕周り～19cm　●素材:樹脂、
ポリウレタン　●10気圧防水　●カラー:ブラック

80302-0316　コインケース
●サイズ（約）:7.5×8×厚さ1.5cm　
●素材:（表面）牛革、（中側）合皮　●ポケット1

80302-0317　ノートカバー（トライストラムス）
●サイズ（約）:1.5×16.5×23cm、A5サイズ　
●素材:ナイロン、ウレタン　●ノート付

80302-0318　カフス
●サイズ（約）:φ1.5×厚さ0.3cm　
●素材:真鍮、代用ロジュームメッキ

80302-0319　ジャンプ長傘（アクアストップ）
●サイズ（約）:親骨62cm　●素材:ポリエステル、
グラスファイバー　●カラー:ネイビー

80302-0320　シューケアセット（ブートブラックシルバーライン）
●シュークリームニュートラル55g、シュークリームブラック55g、ツーフェイスローション

（クリーナー）100ml、豚毛ブラシ全長12.5cm、グローブ式靴磨き
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80302-0177　バッグインバッグ（トライストラムス）
●サイズ（約）:15.5×25×マチ5cm　
●素材:綿（スウェット生地）

80302-0178　折財布（イルムス）
●サイズ（約）:10.5×9×厚さ3.3cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー:ベージュ

80302-0179　ボールペン
●全長サイズ（約）:13.4cm　●素材:樹脂

80302-0180　クロコ型折札入
●サイズ（約）:10.5×9×厚さ1.8cm　●素材:牛革、
レーヨン　●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ブラウン

80302-0181　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.7cm、腕周り～19cm　●素材:樹脂、
ポリウレタン　●10気圧防水　●カラー:ブルー

80302-0182　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:20.5×18×マチ3.5cm　●素材:
ポリエステル　●ポケット外2　●カラー:カーキ

80302-0183　七分袖シャツM（フェイスミックス）
80302-0184　七分袖シャツL（フェイスミックス）
●サイズ（約）:M 着丈78cm、肩幅45cm L 着丈80cm、
肩幅47cm　●素材:綿、ポリエステル　●カラー:ホワイト

80302-0185　ミニショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×20×マチ3cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット外1　●カラー:ブラウン

80302-0186　長財布
●サイズ（約）:9×18.5×厚さ2cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●札入2、カード入9　●カラー:ブラック

80302-0187　リング19号
80302-0188　リング21号
●素材:シルバー

80302-0189　ミニショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×20×マチ3cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット外1　●カラー:ベージュ

80302-0190　牛革ディンプル長札入
●サイズ（約）:8.5×17.8×厚さ1.3cm　●素材:牛革、
合皮　●札入2、小銭入1、カード入6　●カラー:ブラック

80302-0191　ペンダント
●サイズ（約）:全長55cm、トップ3.9×2.5cm　●素材:真鍮

（ロジウムメッキ･いぶし仕上げ）、キュービックジルコニア

80302-0192　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×30×マチ10cm　●素材:綿、
合皮　●ポケット内3外1　●カラー:カーキ

80302-0193　コインケース
●サイズ（約）:7.5×8×厚さ1.5cm　●素材:（表面）
牛革、（中側）合皮　●カラー:ブラウン

80302-0194　折りたたみ傘（アクアストップ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時36cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80302-0195　折札入
●サイズ（約）:9.3×10×厚さ1.3cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入3　●カラー:ワイン

80302-0196　多機能メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ4.7×4cm、腕周り～20.5cm　
●5気圧防水　●カラー:シルバー×ブラック

80302-0197　ガーメントケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:43.5×58cm　●素材:ポリエステル　
●ハンガー付　●カラー:ブラック

80302-0198　レザーケアセット（コロニル）
●内容:ポリッシングクロス34×34cm、アニリンカラーレス
50ml、デリケートクリーム50ml、ウォーターストップ100ml
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80302-0557　 
シャワーラジオ（コイズミ）
●サイズ（約）:7×9.3×高さ14cm　
●素材:樹脂　●時計機能付

80302-1266　 
デジタル体重計&歩数計
●サイズ（約）:20.5×30.5×高さ2.2cm　
●素材:樹脂、ガラス　●100g～150kg
計測可　●電池式　●歩数計付

80302-0559　 
柿渋石けん
●容量（約）:100g×3個

80302-0560　 
オーガニックコットンバスタオル
●サイズ（約）:60×120cm　
●素材:綿100%　●カラー:ライラック

80302-0561　 
コンパクト珪藻土バスマットスタンド
●サイズ（約）:7×25×高さ11.5cm　
●素材:ポリストーン、シリコーン

80302-1386　 
今治バス&タオルハンカチ
●

●

80302-1387　 

●

●

80302-1388　 

●

80302-0565　 
ソープディッシュ（ゾーン）
●サイズ（約）:φ10.5×高さ2.5cm　
●素材:コンクリート、ポリレジン

80302-1389　 

●

80302-1390　 

●サイズ（約）:バスタオル65×120cm、
ウォッシュタオル34×37cm　
●素材:綿100%

80302-1391　 

●

80302-0569　 
タオルセット
●サイズ（約）:フェイスタオル34×75cm、
バスタオル60×110cm　●素材:綿100%

80302-1392　 

●

●

80302-0571　 
伸縮バスタブトレー
●サイズ（約）:16×75×高さ4.5cm　
●素材:ABS樹脂 ●浴槽の幅に合わせて
伸縮可能 ※ディスペンサーは演出品です。

80302-1393  

●
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サイズ（約）：バスタオル60×120ｃｍ、
タオルハンカチ25×25ｃｍ
素材：綿100％

素材：樹脂、ポリプロピレン、綿
サイズ（約）：6.8×6.6×16.5ｃｍ
充電式ポータブル加湿器

● ●●素材：樹脂、ポリプロピレン　電池式　交換ブラシ5個付
サイズ（約）：1.6×1.6×13.7ｃｍ
音波式電動歯ブラシ

今治タオルセット

●素材:綿100%
サイズ（約）：バスタオル60×110ｃｍ、

フェイスタオル34×75ｃｍ

今治ソフトタオルセット 　今治タオルセット

●素材:綿100%
サイズ（約）：バスタオル60×110ｃｍ、フェイスタオル

34×75ｃｍ

● ●

サイズ（約）：10.5×15×高さ21ｃｍ、
容量500ｍｌ 素材：樹脂
液量5段階調節

電池式

自動ソープディスペンサー 　今治ソフトタオルセット

● 素材:綿100%
サイズ（約）：バスタオル65×120ｃｍ、ウォッシュタオル

34×37ｃｍ

3231 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

底Wマチビジネスバッグ（ヴィオレント）

シャツ（フェイスミックス）

ベルト（リーバイス）靴磨きセット（ライカ）ピアス（ミチコロンドン）

デッキシューズ

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

レディス
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

ビューティー・バス＆ウォッシュ



80302-0367　ペアタンブラー
●サイズ（約）:φ9.5×高さ14cm　●素材:ガラス

80302-0368　カトラリー21ピースセット
●全長サイズ（約）:各11.3～14.5cm　
●素材:ステンレス

80302-0369　持ち手付小判皿
●サイズ（約）:小判皿14×23.5×高さ2.2cm、木台14.5×28×
高さ1.6cm　●素材:鉄鋳物、天然木　●ステンレス製おろし金付

80302-0370　アイスペール
●サイズ（約）:φ12.8×高さ13.9cm　
●素材:アクリル、ステンレス　●トング付

80302-0371　ワインオープナー4点セット
●サイズ（約）:3.4×7.6×高さ16.3cm　
●素材:樹脂

80302-0372　グラスセット
●サイズ（約）:φ8.7×高さ11cm　●素材:ガラス

80302-0373　アラームクロック
●サイズ（約）:7.1×7.1×厚さ4.1cm　●素材:木

80302-0374　カトラリーセット（イノベーター）
●全長サイズ（約）:ディナーナイフ20.4cm、ディナー
スプーン17.7cm、ディナーフォーク17.7cm、コーヒー
スプーン13cm、ヒメフォーク13.4cm　●素材:ステンレス

80302-0375　ウォーターポット（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:φ8×高さ16.5cm　
●素材:ステンレス

80302-0376　ライト（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ6×高さ9cm　●素材:パラフィン　
●ラベンダー&カモマイルの香り　●電池式

80302-0377　純銅一口ビールカップ
●サイズ（約）:φ5.5cm、150ml

80302-0378　二重構造ぐい呑みカップ
●サイズ（約）:φ6×高さ5cm、容量58ml　●素材:18-8
ステンレスl　●カラー:シルバー（内ゴールドのさくら柄）

80302-0379　ティーサーバー
●サイズ（約）:14.5×9.2×高さ21cm、容量750ml　
●素材:耐熱強化ガラス、ステンレス、金色メッキ、樹脂

80302-0380　タンブラーペア（ウェルナーマイスター）
●サイズ（約）:φ8×高さ15cm　●素材:耐熱ガラス
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80302-0395　 
マルチラック
●サイズ（約）:7×25×高さ10.2cm　
●素材:スチール、合板

80302-0396　 
掛時計
●サイズ（約）:φ30×厚さ4.2cm　
●素材:樹脂　●ステップ運針

80302-0397　 
小物入れ
●サイズ（約）:20×8.5×高さ12cm　
●素材:天然木

80302-0398　 
インテリアマット
●サイズ（約）:80×50×厚さ1cm　
●素材:ポリエステル

80302-0399　 
パスタプレートセット（モズ）
●サイズ（約）:φ26×高さ3.5cm　
●素材:磁器

80302-0400　 
折りたたみテーブル
●サイズ（約）:45×30×高さ18.5cm　
●素材:繊維板

80302-0401　 
スリッパラック
●サイズ（約）:21×28.5×高さ88.5cm　
●素材:スチール、木　●組立式

80302-0402　 
天然木ミラー
●サイズ（約）:50×27×厚さ1.2cm

80302-0403　 
トイレットペーパーラック
●サイズ（約）:14.5×14×高さ59.5cm　
●素材:合成木材　●組立式　
●5個収納可

80302-0404　 
ココット
●サイズ（約）:φ13×高さ5.1cm　
●素材:耐熱陶器　●直火可　
●コルクシート付

80302-0405　 
スタンド付ピカソ絵画額
●サイズ（約）:24.3×29.3×14cm　
●素材:樹脂

80302-0406　 
レコードフレーム（アンブラ）
●サイズ（約）:41.9×41.9×厚さ2.5cm　
●素材:ポリスチレン、ガラス

80302-0407　 
ピーターラビットフレーム
●サイズ（約）:24.3×29.3×厚さ1.9cm　
●素材:樹脂

80302-0408　 
ティッシュケース
●サイズ（約）:14.5×25.5×高さ6～9cm　
●素材:合成木材、スチール

80302-0409　 
ペアボウル
●サイズ（約）:17×19.5×高さ5cm　
●素材:陶器

80302-0410　 
傘立て
●サイズ（約）:φ20×42cm　
●素材:スチール　●6～8本収納可
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80302-1350　 
電波目覚まし時計（リズム）
●サイズ（約）:7.7×12×厚さ5.4cm
●素材:樹脂

80302-0428　 
クッション
●サイズ（約）:45×45×厚さ15cm　●素材:ポリエ
ステル、粉砕ウレタンフォーム　●カバー洗濯可

80302-0437　 
USBケーブル付LED電気スタンド
●サイズ（約）:φ15×高さ50.5cm　　●素材:樹脂　
●電池式

80302-0439　 
ペーパーウェイト
●サイズ（約）:全長9.5cm
●素材:アンチモニー

80302-0431　 
ボウル（グッチーニ）
●サイズ（約）:φ20×高さ8.5cm　●素材:樹脂

80302-1351　 
スタックボウルセット
●サイズ（約）:φ10.8×高さ5.5cm 
●素材:陶器

80302-0436　 
アイススプーン3ピース
●サイズ（約）:全長15.3cm
●素材:アルミ

80302-0434　 
傘立て
●サイズ（約）:6×19×高さ11.5cm　
●素材:ポリストーン

80302-1251　 
ペアタンブラー（シュトルツル）
●サイズ（約）:φ8.6×10cm･容量380ml　
●素材:レッドフリークリスタル
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8031-0714　
ミニオゾンリフレッシャー
●サイズ（約）:7×8×高さ11.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

8031-0712　
ワイド玉子焼き
●サイズ（約）:20×36.5×深さ3.3cm　
●素材:鉄　●IH可

8031-0726　
ザルセット（郷技）
●サイズ（約）:φ13、15、16.5、19、22、25cm　
●素材:ステンレス

8031-0724　
抗菌まな板（セーブ）
●サイズ（約）:43×25cm　
●素材:発泡スチロール、発泡ポリエチレン、樹脂

8031-0715　
鉄製天ぷら鍋26cm&トング
●サイズ（約）:φ26cm、容量3.5ℓ　
●素材:鉄　●IH可　●ステンレストング付

8031-0719　
アルミ合金炒め鍋
●サイズ（約）:φ30×深さ8.5cm　
●素材:アルミ合金　●IH可　
●ナイロンターナ付

8031-0723　
ボウル＆ザルセット（郷技）
●サイズ（約）:ボウルφ16.6×高さ8.5cm、
ザルφ16.5×高さ7.7cm　
●素材:ステンレス　

8031-0718　
中華鍋30cm
●サイズ（約）:深さ8cm　●素材:鉄　
●お玉２種付

8031-0711　
三徳包丁&包丁砥
●サイズ（約）:包丁全長31cm、包丁砥8×1.5cm
●素材:ステンレス･樹脂･セラミック

8031-0713　
家庭用包丁セット
●全長サイズ（約）:牛刃32.5cm、三徳30cm、
薄刃29cm　●素材:ステンレス、樹脂　
※まな板は演出品です

8031-0717　 
卓上鍋セット
●サイズ（約）:φ23×深さ9.5cm　
●素材:アルミ、樹脂、強化ガラス　●お玉付

8031-0708　 
深型フライパン28cm
●サイズ（約）：深さ8cm　
●素材：アルミ、強化ガラス　
●フッ素加工　●IH可

8031-0709　 
すき焼鍋26cm&ターナー
●サイズ（約）:深さ7cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　
●ターナー付　●フッ素加工　●IH可

8031-0710　 
二段蒸し器
●サイズ（約）:φ16cm、上段深さ8cm、
下段深さ8cm　
●素材:ステンレス、強化ガラス、樹脂　●IH可

8031-0721　 
レンジご飯炊き2合
●サイズ（約）:22.5×20×高さ14.2cm　
●素材:樹脂　●自立しゃもじ付

8031-0720　 
卓上ポット&キッチンタイマー（タニタ）
●サイズ（約）:φ15×高さ23cm、容量1.5ℓ
●素材:ステンレス
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8031-0633　形合わせボックス（ブリオ）
●サイズ（約）:13×14.4×高さ11cm　●素材:ブナ材　
●対象年齢1才～　●全7ピース

8031-0630　ベビードラム
●サイズ（約）:φ15.5×高さ16.5cm　
●素材:ラバーウッド、本革、綿

8031-0635　カラフルカトラリー20点セット
●全長サイズ（約）:ディナースプーン･ディナーフォーク16cm、ディナーナイ
フ17.7cm、コーヒースプーン13.7cm各5　●素材:ステンレス、樹脂

8031-0632　ジュニアポールハンガー
●サイズ（約）:40×40×高さ132cm　
●素材:天然木　●組立式

8031-0634　おやつ列車（エド･インター）
●サイズ（約）:列車7.5×40.5×高さ12.5cm　
●素材:天然木、合板、綿、シリコンラバー　●対象年齢3才～　
●全30ピース

8031-0636　プレートセット
●サイズ（約）:φ16×高さ2cm　●素材:磁器

8031-0637　ダンボール絵本ラック
●サイズ（約）:18×40×高さ38cm　●素材:ダンボール　
●対象年齢3才～　●カラー:レッド

●サイズ（約）：12×22×高さ21.5cm　
●素材：木、鉄

8031-0642　ビーズコースター

●サイズ（約）：φ7.5×8.5cm　
●素材：磁器

8031-0643　フリーカップセット

8031-0638 ドラムパズル
●サイズ（約）:φ16×高さ13cm　●素材:木　●対象年齢1才6ヶ月～

8031-0640　キッズタンバリン
●サイズ（約）:φ15×厚さ5cm　●素材:メイプル、牛革、スチール
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「私の部屋」は、日本の生活文化と新鮮なアイデアが
融合した美しく豊かな暮らしを、四季の移り変わりに合
わせて提案しています。

Jennifer Taylorは1991年に設立されたアメリカのブ
ランドです。クラシックでラグジュアリーな雰囲気が新た
な生活を提案します。

1981年ロンドン生まれのニールズヤード レメディーズ。良
質なオーガニック&ナチュラルスキンケアやアロマ・ハーブ
製品などをお届けしています。

80302-0337　ロザリーフェイスタオル（私の部屋）
●サイズ（約）:34×80cm（3枚）　●素材:綿100%

80302-0338　ティッシュケース（ジェニファーテイラー）
●サイズ（約）:12.5×26×高さ6.5cm　●素材:ポリエステル

80302-0339　マッサージオイル&タオルセット（ニールズヤード レメディーズ）
●容量:マッサージオイル100ml　●サイズ（約）:コットンハンドタオル
34×37cm　●ラベンダー、ゼラニウム、マージョラムの香り

80302-0340　 
スリッパラック
●サイズ（約）:10.5×42×高さ14cm　
●素材:スチール　●4足収納可

80302-0341　 
フォトフレームアルバム
●サイズ（約）:17.3×12.2×厚さ6.5cm　
●素材:亜鉛合金、エポキシ、クリスタル　
●ハガキサイズ80枚収納可

80302-0342　 
時計付フォトフレーム（アデッソ）
●サイズ（約）:18×18×厚さ1.8cm　
●素材:樹脂　●電池式

80302-0343　 
ジュエルケース
●サイズ（約）:12×15×高さ5.5cm　
●素材:合皮、ポリエステルベルベット

80302-0344　 
フォトフレーム
●サイズ（約）:18.5×24.5×厚さ1.5cm　
●素材:ガラス、ラインストーン　●縦横兼用

80302-0345　 
リードディフューザー（ヤンキーキャンドル）
●容量:88.7ml　
●フレッシュカットローズの香り

80302-0346　 
光触媒マーガレット
●サイズ（約）:15×15×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80302-0347　 
2段オープンラック
●サイズ（約）:15×45×高さ32cm　
●素材:合板　●組立式

80302-0348　 
スタンド付きミラー
●サイズ（約）:25×30×厚さ2.8cm　
●壁掛け可

80302-0349　 
掛時計
●サイズ（約）:φ31×厚さ3.4cm　
●素材:樹脂　●スイープ運針

80302-0351　 
ジュエルケース
●サイズ（約）:10×15.5×高さ9cm　
●素材:ポリレジン

80302-1250　 
モケット織マット
●サイズ（約）:32×横70cm　
●素材:アクリル100%　●抗菌防臭
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80302-0381　ペアタンブラー（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:φ7.6×高さ6.7cm　●素材:ステンレス

80302-0382　掛時計
●サイズ（約）:φ30×厚さ4.2cm　●素材:樹脂　
●ステップ運針

80302-0383　ペアシャンパングラス（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ7×高さ23.5cm　
●素材:無鉛ガラス

80302-0384　プレートセット（ケデップ）
●サイズ（約）:プレート10.5×24×高さ2.5cm、ソース
ポット7.5×10.5×高さ4.5cm　●素材:強化磁器

80302-0385　ラジオメーター
●サイズ（約）:8×8×高さ11cm　●素材:ホウケイ酸ガラス、
MDF　●光の強弱によってガラス内の羽根が回転します。
※蛍光灯、ネオン灯には反応しません。　●カラー:ブラック

80302-0386　ティッシュケース
●サイズ（約）:13×26×高さ8.2cm　
●素材:合成木材、スチール

80302-0387　ステンレス二重カップセット
●サイズ（約）:カップφ7.7×高さ8.9cm、容量300ml　
●素材:ステンレススチール　●コースター付

80302-0388　時計付フォトフレーム
●サイズ（約）:32×31×厚さ8cm　●素材:アルミ　
●カラー:シルバー

80302-0389　ステンレスカトラリー25本セット
●内容:デザートスプーン、コーヒースプーン、
ヒメフォーク、アイスクリームスプーン各5本、シュガー
スプーン、バターナイフ、ジャムスプーン各1本

80302-0390　ワインクーラーセット
●サイズ（約）:φ16.5×高さ14cm　
●素材:ステンレス

80302-1415　ペッパーミル（プジョー）
●サイズ（約）:φ5.6×高さ11.5cm
●素材:アクリル、鉄、ステンレス

80302-1344　サンドアート
●サイズ（約）:16×18×高さ32cm　　
●素材:合成木材、天然木、シリカサンド、鉄

80302-0393　タンブラーグラス5客セット（リュミナルク）
●サイズ（約）:φ8×高さ8.5cm　
●素材:全面強化ガラス

80302-0394　ビアグラス5客セット（リュミナルク）
●サイズ（約）:φ6.2×高さ16.6cm　●素材:ソーダガラス
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80302-0411　 
レンジタッパーセット（リサ･ラーソン）
●サイズ（約）:小φ9.5×高さ6cm×3、
大φ13×高さ6cm　●素材:磁器

80302-0412　 
フォトフレーム
●サイズ（約）:30×30×厚さ4.5cm　
●素材:ポリスチレン、ガラス

80302-0413　 
タブレットラック
●サイズ（約）:10.5×22.5×高さ12cm　
●素材:合皮、ポリエステル

80302-0414　 
掛時計
●サイズ（約）:φ31×厚さ3.4cm　
●素材:樹脂　●スイープ運針

80302-0415　 
アラームクロック
●サイズ（約）:7.7×7.7×厚さ4.1cm　
●素材:木　●ステップ運針

80302-0416　 
ウォールポケット（マンダリン ブラザーズ）
●サイズ（約）:58×25×マチ1cm　
●素材:綿　●ポケット5

80302-0417　 
3段シューズラック
●サイズ（約）:17.5×45×高さ60.5cm　
●素材:樹脂、スチール

80302-0418　 
ストームグラス
●サイズ（約）:5×10×高さ14.5cm　
●素材:ガラス、天然木、水、エタノール、
天然樟脳

80302-0419　 
折りたたみ収納ラック
●サイズ（約）:28×36×高さ33cm　
●素材:ポリエステル

80302-0420　 
光触媒パキラ
●サイズ（約）:15×15×高さ40cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80302-0421　 
キャニスター3点セット
●サイズ（約）:（大）φ9.4×高さ12.2cm 

（小）φ9.4×高さ6.9cm　●素材:陶器、
ラバーウッド　●パッキン付蓋

80302-0422　 
ポールハンガー
●サイズ（約）:37×37×高さ124cm　
●素材:天然木　●組立式

80302-0423　 
4段オープンラック
●サイズ（約）:15×60×高さ16.8cm　
●素材:合成木材　●組立式

80302-0424　 
キーフックスタンド
●サイズ（約）:7.5×20×高さ24cm　
●素材:スチール、天然木

80302-0425　 
メガネ&リモコンラック
●サイズ（約）:16×24×高さ14cm　
●素材:合皮

80302-0426　 
アクセサリーボックス
●サイズ（約）:23×26×高さ5cm　
●素材:天然木、MDF
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●サイズ（約）:ふくさ20.5×12cm、風呂敷48×50cm、
●素材:ポリエステル　

80302-1352 信楽焼花入れ
●サイズ（約）:φ8×高さ13.5cm
●素材:陶器

80302-1353　茶筒
●サイズ（約）:φ6.6×高さ9.9cm
●素材:ステンレス

80302-1354　
リバーシブル慶弔ふくさ&風呂敷

80302-1355　有田焼 八寸盛皿
●サイズ（約）:φ24×高さ5.2cm
●素材:磁器

80302-1356　御朱印帳
●サイズ（約）:15.5×11.2×厚さ1.5cm　
●素材:綿、紙

80302-1357　取分揃
●サイズ（約）:取皿φ14×高さ2.8cm、、

●深皿φ20×高さ5cm　

80302-1358　パール念珠
●サイズ（約）:φ0.8×全長27cm　
●素材:ガラスパール、レーヨン

80302-1359 信楽焼夫婦湯呑
●サイズ（約）:大φ7.5×高さ8.5cm、小φ6.5×高さ7cm　
●素材:陶器

80302-1360　和風万能包丁
●サイズ（約）:全長30.5cm　
●素材:鋼、朴の木
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living

Japanese style collection

●ふくさは赤地に鶴柄でもお使いいただけます。

素材:磁器
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80302-0493　 
温度計付天ぷら鍋&トング
●容量（約）:2.3ℓ　●素材:鉄　●IH可　
●ステンレストング付

80302-0494　 
コンパクトブレンダー
●サイズ（約）:φ7.5×高さ26.5cm、容量
250ml　●素材:樹脂、ステンレス　
●AC100V-110W・コード1.1m

80302-0495　 
クッキングセット
●サイズ（約）:玉子焼器18.5×13 .5×深さ
3.3cm、いため鍋φ20×深さ7.5cm　●素材:アル
ミ合金、ベークライト　●フッ素加工　●IH可

80302-0496　 
ポップアップトースター
●サイズ（約）:23×11×高さ15cm　●素材:
ポリプロピレン、スチール（焼付け塗装･亜鉛メッキ）　
●バターナイフ付　●AC100V-600W･コード1m

80302-0497　 
ホットサンドメーカー（マリ･クレール）
●サイズ（約）:13×19×高さ8.5cm　
●素材:樹脂、アルミダイカスト　
●AC100V-260W･コード1.4m

80302-0498　 
カッティングボードセット
●サイズ（約）:20×26cm　
●素材:樹脂　●3枚

80302-0499　 
アルミ両手鍋22cm
●サイズ（約）:φ22×深さ10.5cm、容量
3.5ℓ　●素材:アルミ、木、強化ガラス　
●フッ素加工　●IH可

80302-1373　 
電気ケトル
●

●

●

80302-0501　 
フタ付フライパン26cm&ターナー
●サイズ（約）:φ26×深さ6cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　
●IH可　●ナイロンターナー付

80302-0502　 
デジタルキッチンスケール&メジャーカップ
●サイズ（約）:19.5×14×厚さ1cm　
●素材:樹脂、ガラス　
●最小1g、最大5kg　●電池式

80302-0503　 
レンジ魚焼き皿（ケデップ）
●サイズ（約）:プレート13×20×高さ3.5cm、
フタ14×20×高さ3.5cm　●素材:磁器、ポリプ
ロピレン、綿100%　●ミトン付

80302-0504　 
深型クッキングパン26cm
●サイズ（約）:φ26×深さ8cm　●素材:アルミ、
強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80302-0505　 
笛吹きケトルセット
●サイズ（約）:満水容量1.5ℓ、シリコン鍋敷φ20×
0.7cm ●素材:ステンレス、シリコン　●IH可

80302-1374　 80302-0507　 
たこ焼きプレート
●サイズ（約）:φ20×全長7cm　●素材:
ポリプロピレン、アルミニウム（フッ素樹脂加工）　
●AC100V-500W･コード0.95m

80302-0508　 
片手鍋18cm&ターナー
●サイズ（約）:φ18×深さ9cm　●素材:アルミ、
木、強化ガラス　●フッ素加工　
●IH可　●ナイロンターナー付
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サイズ（約）:21×13×高さ21cm、容量1ℓ　
素材:ポリプロピレン　
AC100V-670W･電源コード0.75m

●

　ザル＆ボール7点セット

●

サイズ（約）：ザルSφ13.8cm、Mφ16.8cm、Lφ20.1cm、
ボールSφ15.2cm、Mφ18.3cm、Lφ21.6cm、深型ボール
17.8×20×10ｃｍ　　素材：ポリプロピレン
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8031-0627 LEGOムービー
アイアン・ジャイアントスペシャルエディション

※ディスクケース（20枚収納）付

8031-0631　あいうえおドミノ48ピース
●サイズ（約）:木箱14.2×17×高さ8cm、ドミノ5.3×3.6×厚さ0.9cm、
ボールφ3.6cm　●素材:木　●対象年齢3才～

8031-0628  男の子用水筒
8031-0629  女の子用水筒
●サイズ（約）:9×8×高さ25cm、容量600ml　
●素材:ステンレス

8031-0648  エコトートバッグ（レッド）
8031-0649  エコトートバッグ（ネイビーブルー）
●サイズ（約）：32×40×マチ15cm　
●素材：綿　●ポケット内1外1

●サイズ（約）：ポットφ8.5×高さ29cm､容量1.1L、グラスφ7.8×高さ9.2cm
●素材：ソーダライムガラス、樹脂

8031-0641　ドリンクセット 8031-0639　クロックフレーム
●サイズ（約）:23×28×厚み1.5cm　
●素材:アルミ合金、ガラス　●置掛兼用

8031-0644　オルゴールラビット
●サイズ（約）:15×13×高さ22cm　●素材:ポリエステル

8031-0647　カトラリー13点セット
●全長サイズ（約）:ディナーナイフ20.6cm･ディナースプーン16.8cm･ディナーフォーク17.2cm各2、コーヒー
スプーン･ヒメフォーク12.6cm各2、ミニスプーン8cm･14.5cm、バターナイフ13.5cm　●素材:ステンレス

8031-0646　ダンボール絵本ラック
●サイズ（約）:18×40×高さ38cm　●素材:ダンボール　
●対象年齢3才～　●カラー:ブルー

2031-580  ペタペタブロック
●ケースサイズ（約）:21.5×21×高さ20cm　●素材:樹脂
●対象年齢3才～　●ブロック74ピース、タイヤ8ピース、人形2ピース

2031-582  おさんぽくまさん
●サイズ（約）:本体22×22×高さ26cm　
●素材:天然木、スチール　●対象年齢1才～
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長く使いこんでますます愛着のわくもの、美しさがきわ
だってくるもの、それが金属の本質とラッキーウッドは考
えています。

日本人の新しい食生活スタイル、器のデザインや価値・
可能性を追求し続けます。

「CUTE × PRETTY × SEXY」をキーワードに、
世界中の女性たちから支持を受けるブランド「JILL 
STUART」。そんな彼女の世界観を表現したテーブ
ルウエアが誕生しました。

80302-0352　カトラリー7ピース（ラッキーウッド）
●サイズ（約）:スプーン全長13.5cm、フォーク全長14cm、ナイ
フ全長14.5cm　●素材:ステンレス

80302-0353　パスタ皿5枚セット（プリンセスローザ）
●サイズ（約）:φ23.5cm　●素材:磁器

80302-0354　レンジパック3点セット（ジルスチュアート）
●サイズ（約）:φ13×高さ6cm、φ9.5×高さ6cm×2　
●素材:磁器、シリコン、樹脂

80302-0355　 
ペアボウル（アンナエミリア）
●サイズ（約）:φ14×高さ6cm　
●素材:ボーンチャイナ

80302-0356　 
ペタルズチャージャープレート32cm（ナハトマン）
●サイズ（約）:φ32×高さ2.6cm　
●素材:無鉛クリスタル

80302-0357　 
ボウルセット
●サイズ（約）:φ12.6×高さ5cm　
●素材:磁器

80302-0358　 
カトラリー12ピースセット（カンサイヤマモトメゾン）
●全長サイズ（約）:各12～20.8cm　
●素材:ステンレス

80302-0359　 
ペアグラス（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ7.1×高さ9.4cm　
●素材:無鉛ガラス

80302-0360　 
コーヒースプーン5ピース
●全長サイズ（約）:11.5cm　●素材:ステンレス　
●カラー:ピンクゴールド　●さくら柄

80302-0361　 
レンジパックセット
●サイズ（約）:大φ15.4×高さ5.8cm、
中φ12.8×高さ5.5cm、小φ9.8×高さ5.7cm　
●素材:磁器、樹脂、ステンレス　●トング付

80302-0362　 
プレート5枚セット
●サイズ（約）:φ12.1×高さ6.3cm　
●素材:磁器

80302-0363　 
トング付フライドプレート
●サイズ（約）:プレートφ24×高さ3cm、
トング全長15cm　●素材:磁器、ステンレス

80302-0364　 
ペアビアグラス（プルミエール アオヤマ）
●サイズ（約）:φ8×高さ20cm　
●素材:カリクリスタル

80302-0365　 
スクエアディッシュ（ケデップ）
●サイズ（約）:23.5×25×高さ2cm　
●素材:磁器、ステンレス

80302-0366　 
ケーキプレートセット
●サイズ（約）:φ19.8×高さ2.1cm　
●素材:磁器　●フルーツのレリーフデザイン
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1919年（大正8）年の創業以来、“オークラチャイナ”の愛称とともに
親しまれてまいりました。製品は日本国迎賓館などでご使用頂き、
高い評価を得ております。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有
田の伝統様式を一歩前進させたとして評価され、世に香蘭社調と
も呼ばれ広く親しまれています。

「たち吉」が提案する商品は、四季を暮らしに取り入れ、伝統の技
術や使い方の工夫を生かし現代生活にマッチさせることを絶えず
意識しています。

箔一は、1975年に創業し、かつて材料であった「金沢箔」を身近
に使っていただけるよう「金沢箔工芸品」という市場を創出してき
たパイオニアで、日本で唯一の金箔総合企業です。

80302-0329　 
フルーツプレートブルーローズ
●サイズ（約）:φ14cm　●素材:陶磁器

80302-0330　 
夫婦湯呑茶碗（たち吉）
●サイズ（約）:φ6.5×高さ8cm　●素材:陶器

80302-0331　三つ組鉢
●サイズ（約）:φ17×高さ5.5cm　●素材:磁器

80302-0332　菓子鉢
●サイズ（約）:φ23.5×高さ4cm　●素材:樹脂、金沢箔
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ペッパーミル（プジョー） メガネ&リモコンラック

スタックボウルセット

電気ケトル

ドリンクセット（ミキハウス）

ティッシュケース（ジェニファーテイラー）

インテリア

キッチン

キッズ

インテリア バースタイル インテリア

4,100円（税込4,510円） （3,500円コース ＋ システム料 600円）
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80302-0621　 
デジタルウォッチ
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～21.3cm　
●素材:樹脂、ポリウレタン　●5気圧防水

80302-0622　 
レッスンバッグ&ノートセット
●サイズ（約）:バッグ38×34×マチ
8.5cm、ノート21×15cm　
●素材:ポリエステル、紙

80302-0623　 
刺繍入門セット
●A4サイズ　
●セット内容:刺繍枠、刺繍糸、テキスト

80302-0624　 
油絵具スケッチセット（ターレンス）
●サイズ（約）:ケース4×15.5×厚さ
3.6cm

80302-0625　 
楽譜ファイルセット
●サイズ（約）:31.5×24.3×厚さ2cm　
●樹脂　●フラップ差し込み式

80302-0626　 
ソーイングセット
●サイズ（約）:15×22.5×マチ5.5cm　
●素材:綿、ポリエステル　●12点セット

80302-0627　 
ストックコンテナ
●サイズ（約）:30×18×高さ17cm　
●素材:木、ガラス、スチール

80302-0628　 
ウッディスピーカー&FMラジオ
●サイズ（約）:7×10×高さ11.5cm　
●素材:MDF、樹脂　●電池式

80302-0629　 
アクリル絵具12色セット（リキテックス）
●サイズ（約）:ケース10.5×28×厚さ
3cm

80302-0630　 
木製ドミノ120ピース
●サイズ（約）:4.2×2.3×厚さ0.9cm　
●素材:天然木

80302-0631　 
ストップウォッチ（アルバ）
●サイズ:8.5×5.5×厚さ2cm　
●カレンダー、アラーム、時計機能　
●日常生活防水

80302-0632　 
布切はさみ
●全長サイズ（約）:21cm　
●素材:鋼、樹脂　●キャップ付

80302-0633　 
ゲーム&パズル日本地図
●サイズ（約）:35×42cm　
●素材:樹脂、紙

80302-0634　 
オルゴールボックス
●サイズ（約）:6.5×7.5×高さ6cm　
●素材:合金、ポリエステル　
●曲名:ノクターン

80302-0635　 
バランスブロック90ピース
●サイズ（約）:6.5×2×厚さ1.5cm　
●素材:天然木

80302-0636　 
ポータブルヘッドホン
●サイズ（約）:コード長1.2m　
●素材:樹脂
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〈アメイジング･スパイダーマン〉
ピーター・パーカーは、ちょっと
サエない高校生。運命の糸に
導かれ、少年はヒーローへ。

〈アメイジング･スパイダーマン2〉
グウェンとのロマンス、ヒーロー
として葛藤と成長。ピーターに
更なる試練が襲い掛かる。

〈アポロ13〉
“アポロ13”を地球に戻せ！
3人の乗組員は再び地球に帰れ
るのか…!?

〈バトルシップ〉
エイリアンの母船と各国連合艦
隊の激しい戦いを描いた海上
スペクタクルアクション。

〈ジュラシック・パーク〉
予期せぬ事態が起こり、人間た
ちに恐竜が牙を剥き始めた！助
かるのは誰か？

〈ロスト・ワールドジュラシックパーク〉
絶滅したはずだった…
想像をはるかに凌ぐ猛威が待
ち受ける。

〈バック・トゥ・ザ・フューチャー〉
マーティと一緒にデロリアンに
乗り込んで、過去の世界を旅し
よう！今なお観る者を魅了し続
ける傑作。

〈バック・トゥ・ザ・フューチャーPart2〉
現代に戻って来たマーティは、
ドクに連れられ今度は未来へ
タイムスリップする。

〈バットマンビギンズ〉
過去のトラウマに苦しむブルー
スはゴッサム・シティーを後に
する。数年後、彼は街へ戻るが
…。

〈ダークナイト〉
マフィアの撲滅に努めるバット
マンの前に、不気味な男“ジョー
カー”が現れる。

〈マン・オブ・スティール〉
最強のヒーロー･スーパーマン
と最凶の侵略者･ゾッド将軍の
戦いを描くアクションエンタテ
インメント。

〈パシフィック・リム〉
【人類巨大兵器vs巨大KAIJU】
人類よ、立ち上がれ、この巨兵
と共に！

〈イコライザー〉
19秒で世の悪を完全抹消する。
守るべきは少女の“夢”、正すべ
きは世の“不正”

〈オブリビオン〉
エイリアンの攻撃を受け、全壊
した地球。ひとり残ったジャック
は地球を監視していたが…。

〈ホビット思いがけない冒険〉
ホビット族のビルボは、恐るべ
きドラゴンに奪われたドワーフ
王国を取り戻す為、危険な冒険
へと旅立つ。

〈ホビット竜に奪われた王国〉
邪悪な竜から王国を取り戻す、
壮大な冒険の旅が始まる！

80302-0597　 
アメイジング･スパイダーマン
アメイジング･スパイダーマン2
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0598　 
バットマンビギンズ
ダークナイト
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0599　 
アポロ13
バトルシップ
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0600　 
マン･オブ･スティール
パシフィック･リム
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0601　 
ジュラシック･パーク
ロスト･ワールドジュラシックパーク
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0602　 
イコライザー
オブリビオン
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0603　 
バック･トゥ･ザ･フューチャー
バック･トゥ･ザ･フューチャーPart2
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0604　 
ホビット思いがけない冒険
ホビット竜に奪われた王国
※ディスクケース（20枚収納）付
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80302-0637　 
カットツール3点セット（レザーソー）
● 全 長 サイズ（ 約 ）: 鋸 1 8 c m 、鋏
16.5cm、ナイフ14cm　●素材:炭素鋼

80302-0638　 
プラモデル「天空の城ラピュタ」
●サイズ（約）:ロボット兵18cm、シータ6.8cm、キツネ
リス1.2cm　●素材:樹脂　●写真は組立て塗装済
完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80302-0639　 
デジタルビンゴ
●サイズ（約）:16×13×厚さ12cm　
●素材:樹脂　●電池式

80302-0640　 
卓上譜面台
●サイズ（約）:23×50.3×高さ50～
119cm　
●素材:アルミ　●ワンタッチ角度調節可

80302-0641　 
ソフトパステル20色セット（コンテ･ア･パリ）
●サイズ（約）:11×25×厚さ2cm

80302-0642　 
Honda NS500'84（タミヤ）
●サイズ（約）:4.9×16.5×高さ9.5cm（1/12
スケール）　●素材:樹脂　●写真は組立て塗装済
完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80302-0643　 
建築模型「カナディアンハウス」
●サイズ（ 約 ）: 1 6 . 8×1 3 . 4×高さ
10.5cm　●素材:木　●制作参考時間
7時間

80302-0644　 
ボックスファイル（クラフトデザインテクノロジー）
●サイズ（ 約 ）: 2 6 . 2×3 1 . 5×厚さ
10.3cm　●素材:紙　●組立式

80302-0645　 
カーアロマディフューザー
●サイズ（約）:ディフューザー14×2.5cm、
ユーカリオイル容量10ml　●素材:樹脂　
●AC12V-1W　●パット5枚付

80302-0646　 
固形水彩絵具12色セット（ウィンザー&ニュートン）
●サイズ（約）:ケース7.5×23×厚さ
2.5cm

80302-0647　 
大人の木製パズル5点
●サイズ（約）:8×8×高さ8cm　
●素材:天然木

80302-0648　 
ブックカバー･ペンケースセット
●サイズ（約）:ブックカバー17×32cm、ペンケース
3×22×高さ4cm、ボールペン全長14.5cm　
●素材:ポリエステル、レーヨン、綿、樹脂　●インク:黒

80302-0649　 
ルーペ･スライドガラス付顕微鏡
●サイズ（約）:9×7×高さ16.5cm　
●倍率100、300、600倍

80302-0650　 
鋸（レザーソー）
●全長サイズ（約）:40cm　
●素材:炭素鋼、樹脂

80302-0651　 
グルーガン（アースマン）
●サイズ（約）:12×12×厚さ4cm　
●素材:樹脂　●グルースティック23本付

80302-0652　 
モバイル充電器
●サイズ（約）:11.4×6.7×厚さ1cm　
●容量（約）:4,000mAh　
●3in1ケーブル付属
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Just relax and have a break

80302-0509　 
アロマランプオイルセット
●サイズ（約）:φ10.5×高さ11.5cm、オイ
ル容量5ml　●素材:磁器　●AC100V-
10W・コード1.5m　●ラベンダーの香り

80302-0513　 
アロマディフューザー
●サイズ（約）:φ12.5×高さ6cm　
●素材:陶器　●AC100V-3W・コード
1.4m　●ローズオイル10ml

80302-0517　 
ゲルマニウム低反発足枕
●サイズ（約）:16×48×厚さ4.5cm　
●素材:ポリエステル、内 ポリウレタン

80302-0521　 
ビーズ枕
●サイズ（約）:35×50cm　
●素材:ポリエステル、ポリエチレン

80302-0510　 
リードディフューザー（ヤンキーキャンドル）
●容量:88.7ml　●クリーンコットンの香り

80302-0511　 
ブランケット
●サイズ（約）:100×140cm　
●素材:ポリエステル100%

80302-0512　 
ウォッシャブル枕
●サイズ（約）:63×43×高さ11cm　
●素材:ポリエステル100%、
内 ポリエステル綿

80302-0514　 
ハーフケット（天使のガーゼ）
●サイズ（約）:140×90cm　
●素材:綿100%　●カラー:ピンク

80302-0515　 
光触媒パキラ
●サイズ（約）:13×13×高さ40cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80302-0516　 
アロマランプ
●サイズ（約）:φ7×高さ12cm　
●素材:ガラス、ラバーウッド　
●AC100V-15W、コード1.7m　●組立式

80302-0518　 
リードディフューザー（ヤンキーキャンドル）
●容量88.7ml　●レモンラベンダーの香り

80302-0519　 
ウォッシャブル枕
●サイズ（約）:43×63cm　
●素材:ポリエステル、綿

80302-0520　 
アロマルームランプセット
●サイズ（約）:ルームランプ11.5×7×奥行
7.5cm、ブルガリア産アロマオイル容量
10ml　●AC100V-10W

80302-0522　 
ハーフケット（天使のガーゼ）
●サイズ（約）:140×90cm　
●素材:綿100%　●カラー:ブルー

80302-0523　 
アロマライト
●サイズ（約）:φ9×高さ16.5cm　●素材:
磁器　●AC100V-15W・コード1.5m

80302-0524　 
マルチリラックス振動器
●サイズ（約）:26.7×24.1×高さ8.5cm　
●素材:樹脂、ゴム　●電池式
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〈ボーン・アイデンティティー〉
ヨーロッパを縦断して繰り広げ
られる壮絶なチェイス！

〈ボーン・スプレマシー〉
最強のエージェント=ジェイソ
ン･ボーン失われた記憶を求
め、新たな戦いが始まる！

〈ワイルドスピード〉
「トリプルX」「リディック」のヴィ
ン･ディーゼルが超ハイ･スピー
ドで駆け抜ける！

〈ワイルド・スピードX2〉
アドレナリン爆発！限界を超え
た超弩級カーアクション・エン
タテインメント。

〈THIS IS IT〉
マイケル･ジャクソンーキング･
オブ･ポップ その偉大なる素顔
と感動のラストステージ。

〈バーレスク〉
クリスティーナ･アギレラ、
シェールの歌声が全編を彩る。

〈ボディガードスペシャルエディション〉
ケビン･コスナー&ホイットニー
･ヒューストンが贈る、90年代を
代表するラブ･ストーリー。

〈キャプテン･フィリップス〉
国際社会の闇を浮き彫りにする

《実話》に基づく驚愕のサスペ
ンス。

〈ボーン･アルティメイタム〉
過去の記憶を消され暗殺者に
されたボーンは、記憶を取り戻
すため奔走するが…。

〈ボーン･レガシー〉
CIAにより生み出された暗殺者･
アーロンの過酷な運命を描く。

〈ワイルド・スピードMAX〉
極限までチューンナップされた
カスタムカーのハイスピードバ
トルを描く。

〈ワイルド・スピードMEGA MAX〉
指名手配犯･ドミニクと元FBI捜
査官･ブライアンは、永遠の自
由を手に入れたいと考え…。

〈華麗なるギャツビー〉
彼の名はギャツビー 男の憧
れ、女の理想。
そ の 人 生 は ー【 嘘「ミス テ
リー」】

〈オーシャンズ13〉
バンクを破滅させるために動
き出すオーシャンたち。実行不
可能の危険なゲームが今始ま
る！

〈ショーシャンクの空に〉
無実の罪で“ショーシャンク刑
務所”に投獄された青年は、心
に秘めた希望と持ち前の明る
さで周囲を変えていく…。

〈マディソン郡の橋特別版〉
永遠の4日間ーどんなに離れて
いても、あなたを感じる。

80302-0605　 
ボーン･アイデンティティー
ボーン･スプレマシー
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0606　 
ボーン･アルティメイタム
ボーン･レガシー
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0607　 
ワイルドスピード
ワイルド･スピードX2
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0608　 
ワイルド･スピードMAX
ワイルド･スピードMEGA MAX
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0609　 
THIS IS IT 
バーレスク
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0610　 
華麗なるギャツビー
オーシャンズ13
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0611　 
ボディガードスペシャルエディション
キャプテン･フィリップス
※ディスクケース（20枚収納）付

80302-0612　 
ショーシャンクの空に
マディソン郡の橋特別版
※ディスクケース（20枚収納）付
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The cleaned room is comfortable, isn't it?

80302-0525　 
音波洗浄器
●サイズ（約）:13×16.4×高さ10.3cm　
●素材:樹脂、ゴム　●電池式

80302-0526　 
カークリーナー
●サイズ（約）:36×8.5×高さ9.5cm　
●素材:ABS　●電源コード2.6m

80302-0527　 
ティッシュケース
●サイズ（約）:13×26×高さ8.2cm　
●素材:合成木材、スチール

80302-0528　 
アロマキャンドル（ウッドウィック）
●サイズ（約）:φ10×高さ12cm　
●素材:ガラス、パラフィン　
●リネン、コットンフラワー、カシミヤの香り

80302-0529　 
キッチン用洗剤（フロッシュ）
●サイズ（約）:洗剤100ml×3、マイクロファイバークロス
25×25cm、巾着17.5×26cm　●素材:綿100%、
ポリエステル80%、ナイロン20%　●スポンジ付

80302-0530　 
毛玉取りクリーナー&フェイスタオルセット
●サイズ（約）:毛玉取りクリーナー全長
26cm、フェイスタオル34×75cm　●素材:
樹脂、綿100%　●電池式

80302-0531　 
アイロン収納マット
●サイズ（約）:18×33×高さ18cm　
●素材:綿･ポリエステル　●カラー:ホワイト　
●広げるとアイロンマットになります

80302-0532　 
多機能モップ
●サイズ（約）:全長92～135cm　●素材:
スチール、アルミ、樹脂　●替えモップ×2

80302-0533　 
折りたたみ式アイロン台
●サイズ（約）:40×68×高さ19cm　
●素材:綿、鉄

80302-0534　 
キャンドルセット（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:φ6.2×高さ8.8cm　
●クリーンコットン、ローズの香り

80302-0535　 
組立式室内物干し
●サイズ（約）:φ76.5×高さ165.5cm　
●素材:樹脂　●組立式

80302-0536　 
ガラスフロート温度計
●サイズ（約）:10×10×高さ12cm　●素材:ホウケイ酸
ガラス、天然木、パラフィンオイル　●測定可能範囲
18℃～26℃　●気温によってガラスの球体が上下します

80302-0537　 
スプレー式水拭きモップ
●サイズ（約）:40×14×高さ126cm　●素材:
アルミニウム、樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル、
マイクロファイバー　●組立式

80302-0538　 
コットンケース
●サイズ（約）:10×17×高さ13cm　
●素材:スチール（粉体塗装）、
天然木積層合板（ラッカー塗装）

80302-0539　 
アロマキャンドル（ウッドウィック）
●サイズ（約）:φ10×高さ12cm　●素材:
ガラス、パラフィン　●フルーツの香り

80302-0540　 
竹炭収納ケース
●サイズ（約）:36×70×高さ30cm　
●素材:ポリプロピレン、ポリエチレン、
紙（再生紙）　●折りたたみ式
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01 Injector

05 Scoop&Weeding tool

07 Gardening chair

09 Pruning shears 10 Homegarden kit 11 Solar Garden Light 12 Clippers

06 Solar LED Light

04 Garden ornaments03 Garden standGardening Set

08 Garden shears
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80302-0739　蓄圧式噴霧器4ℓ
●サイズ（約）:φ19×高さ35cm　
●素材:ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質
ビニール樹脂

80302-0740　ガーデニングセット
●サイズ（約）:バスケット14.5×29×高さ
19.5cm　●素材:木、ステンレス

80302-0741　ガーデンスタンド3段
●サイズ（約）:26×14×高さ36cm　
●素材:スチール　
●耐荷重:1棚につき1kg　●組立式

80302-0742　ガーデンオーナメント
●サイズ（約）:12×24×高さ23.5cm　
●素材:ポリレジン

80302-0743　スコップ&除草具（みきかじや村）
●全長サイズ（約）:スコップ29.5cm、
除草具28cm　●素材:炭素鋼、天然木

80302-0744　ソーラーLEDライト
●サイズ（約）:φ6×高さ36cm×4本　
●素材:ステンレス、ポリプロピレン

80302-0745　フィールドカート
●サイズ（約）:36×25.5×高さ20cm　
●素材:樹脂

80302-0746　植木鋏（源正宗）
●全長サイズ（約）:18cm　●素材:鋼

80302-0747　剪定鋏（源正宗作）
●全長サイズ（約）:20cm　
●素材:刃物特殊鋼

80302-0748　家庭菜園キット
●全長サイズ（約）:採収鋏18cm、根かき鎌
27cm、スコップ27cm、小鎌30.5cm　
●素材:鋼、木

80302-0749　壁掛けソーラーガーデンライト
●サイズ（約）:19.5×23.5×高さ24cm　
●素材:スチール、ガラス　
●暗くなると自動で点灯

80302-0750　軽量刈込ハサミ
●全長サイズ（約）:68cm　
●素材:炭素刃物鋼、樹脂、アルミ
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80302-0751　 
防雨LEDセンサーライト
●サイズ（約）:13×7.3×高さ18cm　
●素材:樹脂　●電池式　
●人感センサー、連続点灯機能付

80302-0752　 
ワークキャップ
●サイズ:フリー　●素材:デニム

80302-0753　
剪定鋏&折込鋸
●全長サイズ（約）:剪定鋏17.5cm、
折込鋸48cm　●素材:鋼、木、樹脂

80302-0754　 
ツールセット
●サイズ（約）:ケース13×19.5×厚さ
5cm　●素材:ポリエチレン、カーボン
スチール、プラスチック

80302-0755　
ニッパ（ケーティーシー）
●全長サイズ（約）:13cm　
●素材:特殊合金鋼

80302-0756　 
安心防災13点セット
●箱サイズ（約）:26.5×19.5×奥行
6.5cm　●セット内容:蓄光LEDライト、
アルミシート、携帯トイレ、給水バッグ他

80302-0757　 
ソーラーガーデンライト
●サイズ（約）:15×16×高さ26cm　
●素材:ポリジレン、ガラス、スチール　
●暗くなると自動で点灯

80302-0758　 
モンキレンチ（ケーティーシー）
●全長サイズ（約）:20cm　
●素材:特殊合金鋼

80302-0759　 
つめとぎ
●サイズ（約）:44×高さ15.5cm　
●素材:紙、ダンボール

80302-0760　 
LED付犬用首輪セット
●サイズ（約）:首周り20～30cm　
●素材:ナイロン、樹脂

80302-0761　 
ペット用カットハサミ2点セット
●全長サイズ（約）:散髪バサミ、スキバサミ
各14cm　●素材:ステンレス、樹脂

80302-0762　 
ワンタッチハーネス
●サイズ（約）:26×18×厚さ3cm　
●素材:ナイロン、ポリエステル　
●中型犬用　●アーガイル柄
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= Multi stand =

= Letter box =

= Terrarium kit =

= Organizar =

長封筒、葉書も文房具もまとめて入る、頼れる収納。アンティーク風に仕上げたナチュ
ラルな木製レター引出収納。引出付きなので、ちょっとした小物、文具なども収納でき
ます。

アーバングリーンメーカーズでは、「テラリウムキット1つごとに、UGMから被災地へ一本
の新しい木が贈られます」というミッションを掲げ、災害や開発で失われた環境の改善
や子どもたちへの環境支援をしています。

1977年に初作品が公開され、世界中で社会現象を巻き起こした「スターウォーズ」。人気
ドロイド三体、R2-D2・C-3PO・BB-8が揃った背面に台がついてスタンドになるミニサイ
ズのマルチスタンド。

世界を代表するメガネの産地、福井県鯖江市のメガネフレーム素材から生み出される
手芸アイテムコレクション。日本の職人技術によって一点一点手作業で加工を施した
SABAE Collectionは刺繍作品同様まさに逸品。

80302-0613　マルチスタンド（スターウォーズ）
●サイズ（約）:12×13×高さ14cm　●素材:ポリレジン

80302-0614　バルブテラリウムキット（アーバングリーンメーカーズ）
●キットサイズ（約）:16×20×高さ12cm　
●素材:ガラス、モス、木、砂、サンゴ、石

80302-0615　レターボックス
●サイズ（約）:26×18×高さ19.5cm　●素材:木、スチール

80302-0616　刺繍糸オーガナイザー
●サイズ（約）:5.5×6.5cm　●素材:アセテート材　
●周囲の穴に刺繍糸を通して整理できます。
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01  Multi rack

05  CDstand

09  Toothpick stand

13  Desk bar

02  Light

06  Clock

10  Photo frame

14  Holder

03  Slippers rack

07  Holder

11  Case

15  Multi step

04  Shose stand

08  Sand Picture

12  Light

16  Clock

My favorite of the interior is stylish

80302-0445　 
ティッシュ&リモコンボックス
●サイズ（約）:10×26×高さ22cm　
●素材:合成木材

80302-0446　 
LEDセンサーライト
●サイズ（約）:12×13.9×高さ12cm　
●素材:樹脂　●電池式

80302-0447　 
スリッパラック
●サイズ（約）:19×25×高さ61cm　
●素材:スチール

80302-0448　 
シューズラック
●サイズ（約）:30×34×高さ75cm　
●素材:ポリプロピレン　
●カラー:ブラック　●組立式

80302-0449　 
CDスタンド
●サイズ（約）:19.5×16cm　●素材:メタル

80302-0450　 
デジタルミラークロック
●サイズ（約）:4.7×19.5×高さ8cm　
●素材:樹脂　●電池式、USBケーブル0.95m　
●ミラー機能、温度計機能付

80302-0451　 
ゴミ袋ストッカー
●サイズ（約）:35.5×22×厚さ2.5cm　
●素材:スチール、樹脂

80302-0453　 
爪楊枝スタンド
●サイズ（約）：8.5×8×厚さ4cm　
●素材：ステンレス

80302-0454　 
置き掛け兼用フォトフレーム
●サイズ（約）:22.5×20.3×厚さ16cm　
●素材:スチール

80302-0455　 
小物ケース
●サイズ（約）:13×25×高さ8.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル、合成木材

80302-0456　 
小型扇風機付きライト
●サイズ（約）:φ12×高さ36cm　
●素材:樹脂　●USB、電池式

80302-0457　 
デスクバー
●サイズ（約）:9.7×24.5×高さ11.3cm　
●素材:スチール、ゴム

80302-0458　 
ゴミ袋ホルダー
●サイズ（約）:33×22×高さ55cm　
●素材:スチール、樹脂

80302-0459　 
マルチステップ
●サイズ（約）:28×59×高さ20cm　
●素材:樹脂

80302-0460　 
掛時計
●サイズ（約）:φ28×厚さ4.9cm　
●素材:アクリル、ポリスチレン　
●カラー:ホワイト

80302-1252　 
サンドピクチャー
●サイズ（約）:3.5×24.5×高さ16cm　
●素材:MDF、ガラス、砂、水 
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= Colored pencil =

= Multifunction pen == ZZR1400 =

= Headphones =

1761年ドイツ・ニュルンベルグに創業し、代々伯爵家により経営され250年以上もの間、
鉛筆の最高峰ブランドであり続けるファーバーカステル。鉛筆の生産量は世界一で、約
120ヶ国で販売され、世界中のアーティストに愛されています。

洗練されたメタル製ギフトウェアのメーカーとして1972年に誕生しました。
モダンデザインの中にあふれるユニークさで、思い出に残るギフトシーンを演出します。

優れた品質と積極的な技術開発で世界の模型ホビーをリードし続けるタミヤ。作る楽し
さを提供し、すべての模型ファンの皆様へ充実したホビータイムをお届けするため、私
たちは模型の可能性を追求し続けます。

「良い音、音楽をお届けする」という理念のもと、1962年の創業以来オーディオテクニカ
は独創的なモノづくり・音づくりへのこだわりを大切にしてきました。製品がオリンピック
やグラミー賞でも採用されるなど、その技術力は高く評価されています。

80302-0617　カワサキZZR1400（タミヤ）
●サイズ（約）:全長18×7.4cm（1/12スケール）　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80302-0618　多機能ペン（トロイカ）
●サイズ（約）:全長15cm　●素材:真鍮･ゴム　
●全4機能（ボールペン、水平器、ドライバー、スタイラス）　●カラー:レッド

80302-0619　水彩色鉛筆12色セット
●サイズ（約）:ケース18.2×10×1.2cm、スケッチブック10.5×15.5cm　
●素材:木材、顔料、紙　●プラスチックイレイサー付

80302-0620　TV用ダイナミックヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:18×16×高さ7cm　●素材:ABS樹脂　
●コード長5m　●ボリュームコントローラー付
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01  Alarm clock

05  Chair

09  Magagine rack

13  House plants

02  Paul hanger

06  Hanger

10  Pen holder

14  Rack

03   Shose rack

07  Tissue case

11  Dust box

15  Slippers rack

04  Dust box

08  Photo frame

12  Vase

16  Mirror

My favorite of the interior is stylish

©Disney

80302-0461　 
多機能ソーラー電波時計
●サイズ（約）:7×9.5×高さ16cm　
●素材:樹脂　●ソーラー式　●アラーム付

80302-0462　 
ポールハンガー
●サイズ（約）:47.5×47.5×高さ175cm　
●素材:スチール　●組立式

80302-0463　 
伸縮シューズラック
●サイズ（約）:15×38×高さ15cm　
●素材:スチール

80302-0464　 
ダストボックス
●サイズ（約）:15×28×高さ30cm　
●素材:スチール

80302-0465　 
スツール
●サイズ（約）:30×31.5×高さ50cm　
●素材:合成皮革、スチール、粉体塗装

80302-0466　 
キャスター付ハンガー
●サイズ（約）:43×88.5×高さ101～
170cm　●素材:スチール、樹脂　
●耐荷重約15㎏　●組立式

80302-1264　 
ティッシュケース
●サイズ（約）:11×13×高さ25.5cm　
●素材:ABS樹脂　●スタンド型

80302-0468　 
ミラー機能付フォトフレーム
●サイズ（約）:22×17×奥行4.5cm　
●素材:樹脂　●USB、電池式

80302-0469　 
マガジンラック
●サイズ（約）:10×24×高さ32cm　
●素材:スチール　●組立式

80302-0470　 
スイングペン立て（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:φ6.5cm　●素材:ステンレス

80302-0471　 
ダストボックス
●サイズ（約）:φ23×高さ28cm　
●素材:スチール

80302-0472　 
花瓶
●サイズ（約）:5.2×19.8×高さ22cm　
●素材:陶器

80302-0473　 
光触媒ヤシ
●サイズ（約）:20×20×高さ30cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80302-0474　 
6段ラック
●サイズ（約）:29×59×高さ106cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

80302-0475　 
スリッパラック
●サイズ（約）:9×42×高さ13cm　
●素材:スチール　●4足収納可

80302-0476　 
壁掛けミラー
●サイズ（約）:61.5×23×厚さ1.5cm　
●素材:アルミ、樹脂、合成木材　
●吊りひも付
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1904年創業の洋食器 ー ー。1914年に日本で初めてディナー
セットを製造し、米国を中心に 輸出を開始。世界に知られる
ブランドとなる。

ナル ラ の ら る を し、優れたデ イ
ンと高い品 の 品 を し る とを使 とし ま
した。

ノリタケ

ナルミ

グラスワークスナルミ

ハナエモリ

日本を代表するテーブルウェアブランド。やさしい乳白色と強度に
優れたボーンチャイナの量産化に日本ではじめて成功、世界市場
でも高い評価を得ています。

国 を て される や な の世界を 、
HANA MOR は進化し、 代 れる イルを大 に、
らしに とり る とときを します。

80302-1298　ペアボウル
●サイズ（約）:Φ11×高さ6.1cm　
●素材:ボーンチャイナ

80302-0334　花瓶
●サイズ（約）:φ12.5×高さ20.5cm　
●素材:カリクリスタル

80302-1339　ペアオーバルプレート
●サイズ（約）:23.6×22.1×高さ4.3cm　●素材:ボーンチャイナ

80302-0336　プレートセット
●サイズ（約）:φ21×高さ4cm　●素材:磁器
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●片面はピンク色のお花、もう片面は黄色いお花模様です

3433 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

マルチスタンド（スターウォーズ）スイングペン立て（バレンチノ・ルディ）

ガーデニングセット

アロマランプオイルセット

ショーシャンクの空に
マディソン郡の橋特別版

卓上譜面台

ガーデン・
DIY

DVD

ホビーホビーインテリア

テーブルウェア

リラックス・
クリーン
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80302-0771
無着色昆布明太子（やまや）
●容量:270g　●賞味期限:冷蔵で10日

80302-0772　 
鱶鰭粥（銀座鹿鳴春）
●容量:17g×7

80302-0773　 
手羽元カレー6食（博多華味鳥）
●容量:200g×6

80302-0774　 
葛餅詰合せ（吉田屋）
●容量:葛餅130g×4、黒蜜20g×4、きなこ10g×2、抹茶きなこ18g×2

創業明治十五年。
百有余年の伝統の味をお届け

香港の5つ星レストラン出身の総料理長監修

銘柄鶏「華味鳥」の手羽元を丸ごと一本

創業1974年、やまやこだわりの味
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80302-0803　
イベリコ豚使用コロッケ
●容量:70g×8

80302-0804　 
デミグラスソース
煮込みハンバーグ7食
●容量:120g×7

80302-0805　 
アンジョレッティ ビアンコ
●容量:ワイン750ml×2　
●アルコール度数12.5% 
※未成年の方は酒類をお申込いただけません。

80302-0806　 
パウンドケーキセット
●容量:あまぐり267g×2、
抹茶あずき267g×1

80302-1281　 
淡路島たまねぎの 
ビーフハヤシ
●容量:180g×7

80302-0808　 
茶寮「チェリーブラッサム-桜庵-」 
スープセット
●容量:コーンスープ150g×3、
ミネストローネ･クラムチャウダー
150g×各2

80302-0809　 
生クリーム仕立ての
たらこクリームソース
●容量:110g×13

80302-0810　 
グリーンカレー
●容量:180g×13

80302-0811　 
タコライス
●容量:タコライスの素70g×7

80302-0812　 
紅ずわいがにスープ濃縮タイプ
●容量:160g×8

80302-1282　 
ボルシチ風たっぷり野菜の
小松産トマトスープ
●容量:180g×7

80302-0814　 
2種のソースと生パスタセット
●容量:生パスタ110g×4、
きのこのクリームソース130g･
鶏ときのこの和風ソース130g×各2
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80302-0653　電気ケトル
●サイズ（約）:18.5×10.5×高さ20cm、容量0.6ℓ　
●素材:樹脂　●AC100V-670W･コード0.75m

80302-0654　刺繍キット
●サイズ（約）:40×40cm　●素材:綿　
●キットにクッション材は含まれておりません。

80302-1398　サラダパーティーセット
●サイズ（約）：パスタプレートφ21×高さ3.5cm、ボウ
ルφ14.5×高さ3cm ●素材：磁器

80302-1399　ペアボウル
●サイズ（約）：17.5×16×高さ4cm
●素材：磁器

80302-1400　かき氷器
●サイズ（約）：22.5×21×高さ30cm
●素材：ポリプロピレン、樹脂・ポリエチレン、ステンレス鋼

80302-0658　ティーフォーワン
●サイズ（約）:14×16.7×高さ17.5cm、容量
350ml　●素材:磁器、ステンレス

80302-1401　角ランチプレートペア
●サイズ（約）：22×22×高さ3cm
素材：PET、樹脂

80302-0660　プランター（3号）
●サイズ（約）:13×15×高さ12cm　●素材:レジン

80302-0661　竹製プレート
●サイズ（約）:30×21×高さ2cm　●素材:竹

80302-1402　マリーぬいぐるみ
●サイズ（約）：全長33cm

80302-0663　軽量パーソナルボトル
●サイズ（約）:φ6.7×高さ18cm、容量350ml　
●素材:ステンレス鋼

80302-0664　タンブラーセット
●サイズ（約）:φ8×高さ8cm　●素材:ガラス

80302-1403　ペンスタンド
●サイズ（約）：10×10.5×高さ11.5cm
素材：レジン●

80302-1256　カレー皿セット
●サイズ（約）:皿φ21.5×高さ4cm×3、
スプーン全長21cm×3　
●素材:磁器、天然木

4100_ノブルエ 53

©Disney

55555555

●

©Disney

7

©Disney

14

©Disney

1010101010

©Disney

●

●

3

家庭用食洗機、電子レンジ対応

素材：ポリエステル

Training

1919年ニューヨーク州ロチェスターで誕生したアメリカンスポーツ
カジュアルブランド。ディティールにこだわったクラフトマンシップ
は現在も脈々と受け継がれています。

グローバル リーディングスポーツブランドとして長い歴史を誇る
「アディダス」。スリーストライプス（3本ライン）は誰もが知るアディ
ダスのトレードマーク。最新のテクノロジーと高いデザイン性を併
せ持つ信頼性の高い商品群はトップアスリート達をはじめ、世界中
の人々から愛され続けています。

チャンピオンアディダス

1971年アメリカオレゴン州で誕生。常に革新的で機能性、デザイン
性に優れたスポーツ用品を競技者から愛好者まで幅広いユーザー
に提供し続けています。

ナイキ

80302-1407　スポーツタオルセット 80302-1295　ゲームウェアL&ジムサック
●サイズ（約）:ゲームウェア胸囲112cm、ジムサック50×37×6cm
● :材素

80302-0683　トートバッグ
●サイズ（約）:38×34×マチ10cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内2外3　●カラー:ネイビー

80302-0684　 
トレーニングセット
●サイズ（約）:プッシュアップバー16×23×
高さ13cm、エクササイズバンドφ9×全長
100cm×2本　●素材:樹脂、ナイロン

80302-0685　 
アクティブコート（プリントスター）
●サイズ（約）:Mサイズ着丈75cm、
肩幅51cm　
●素材:ナイロン　●カラー:ブラック

80302-0686　 
ストップウォッチ（アルバ）
●サイズ（約）:7×5.7×厚さ2.7cm　
●素材:樹脂　●カレンダー、アラーム、
タイマー機能付　●日常生活防水

80302-0687　 
パンチングバック（鉄人倶楽部）
●サイズ（約）:φ50×高さ150cm　
●素材:樹脂

80302-0688　 
エクササイズセット
●サイズ（約）:61×173×厚さ0.4cm　
●素材:樹脂　●フェイスタオル2枚付

80302-0689　 
デジタルウォッチ
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～21.3cm　
●素材:樹脂、ポリウレタン　●5気圧防水

80302-0690　 
2kgウエイト
●素材:ネオプレーン、樹脂、ポリエステル、
ナイロン、砂鉄　●腕や足に装着可

80302-1296　 
ライトパーソナルボトル
●サイズ（約）:φ6.7×高さ17.8cm､

●素材:ポリエステル

80302-0692　 
エキストラアミノアシッド（グリコ）
●容量:200粒

80302-0693　 
ワンタッチジャグ2ℓ
●サイズ（約）:14×16×高さ35cm　
●素材:樹脂　●保冷専用

80302-0694　 
トレーニングセット
● ×71φーラーログンニーレト:）約（ズイサ
31cm、ジャンピングロープ全長300cm　
●素材:樹脂

80302-0695　 
ゴルフソックス
●サイズ（約）:25～27cm　●素材:
ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン
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性に優れたスポーツ用品を競技者から愛好者まで幅広いユーザ
に提供し続けています。

80302-1295　ゲームウェアL&ジムサック
●サイズ（約）:ゲームウェア胸囲112cm、ゲームウェア胸囲112cm、ゲームウェア ジムサック50×37×6ジムサック50×37×6ジムサック cm50×37×6cm50×37×6

:材素

80302-1295　ゲームウェアL&ジムサック

容量350ml

ポリエステル､ナイロン
●サイズ（約）：スポーツタオル110×34cm、スリム

●

80302-1407　スポーツタオルセット

素材：綿100%スポーツタオル120×15cm

80302-0712　FDチェアマット
●サイズ（約）:40×38×高さ40cm　
●素材:ポリエステル、発泡ポリエチレン

80302-0719　アウトドアチェア
●サイズ（約）:50×50×高さ80cm　
●素材:ポリエステル、鉄　●インフレーティングピロー付

80302-0714　ホーローケトル（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:18.2×12.2×高さ17.5cm、容量
1100ml　●素材:ホーロー用鋼板（表面加工ほうろう）

80302-0715　ウエスト&ヘッドライト（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:ライト4×6×高さ4.3cm　
●素材:樹脂、ポリエステル　●電池式

80302-0716　お出かけクーラーバッグ30ℓ
●サイズ（約）:25.5×50×マチ33.5cm　
●素材:樹脂、アルミ、ポリエステル

80302-0717　コンテナ･プレートセット
●サイズ（約）:45×31.5×高さ25cm（折りたたみ時厚さ
8cm）　●素材:ポリプロピレン　●22cmプレート4枚付

80302-0718　ハンガーボトル
●サイズ（約）:7.2×23.5cm、容量480ml　
●素材:ステンレス鋼

80302-1303　クーラーボックス14ℓ（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:37.5×27×高さ28cm　　
●素材:ポリプロピレン

80302-0720　フタ付フライパン26cm&ターナー
●サイズ（約）:φ26×深さ5cm　●素材:アルミ、強化ガラス、
木　●フッ素加工　●IH可　●ナイロンターナー付

80302-1409　LEDランタンライト（アースマン）
●最大サイズ（約）：φ12cm×高さ22cm　  
●素材：樹脂、ＰＶＣ、ポリカーボネート
●電池式

80302-0722　LEDライト付ステッキ
●サイズ（約）:最大120cm、最小90cm　
●素材:合金、樹脂、ナイロン　●電池式

80302-0723　ランチジャー
●サイズ（約）:収納時φ12.5×高さ13.5cm　
●素材:樹脂

80302-1410　ジョッキ（スタンレー）
●サイズ（約）：14.9×9.9×高さ17.2cm、容量700ml
●素材:ステンレス鋼、ポリプロピレン

80302-1259　ステンレスクッカーセット
●サイズ（約）:大φ12×9.5cm、中φ13×3cm、
小φ10.5×6cm
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80302-0775　 
えんどう豆のスープ7食（日比谷松本楼）
●容量:160g×7

80302-0776　 
ロールキャベツ4食（銀座4丁目スエヒロ）
●容量:160g×4

80302-1315

●

80302-1262　 
スウィーツ グジェール（モルソー）
●容量:チーズと黒こしょう味25g×4、トマトとバジル味25g×3

明治43年から100年以上の歴史

巨匠"落合務氏"が手がける銀座の名店で
唯一暖簾分けを許されたお店。

夏目漱石の作中に登場したレストラン

東京ミッドタウン日比谷に店舗を構える
フレンチの人気店。

マンゴーヨーグルト(ラ・ベットラ)
容量:110ｇ×8
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80302-1283　 
淡路島たまねぎの 
オニオンスープ
●容量:180g×7

80302-0816　 
ハッシュドビーフ
●容量:200g×7

80302-0817　 
ポルチーニと
完熟トマトのミートソース
●容量:140g×13

80302-0818　 
野菜カレー6食（新宿中村屋）
●容量:180g×6

80302-0819　 
レッドカレー
●容量:180g×13

80302-0820　 
北海道メロンゼリー
●容量:63g×20

80302-0821　 
もぎたてみかんジュース
●容量:もぎたてみかんジュース1000ml×3

80302-0822　 
クッキーセット
●容量:スペシャルデザート120g、
ゴマクッキー･ピーナッツクッキー
各130g×2、アーモンドクッキー130g

80302-0823　 
クラブセイロンティーバッグ紅茶
●容量:ティーバッグ

（ディンブラ･ヌワラエリヤ）2g×各30 
※一部パッケージが変更する場合が
あります。

80302-1284　 
スンドゥブチゲ
●容量:160g×9

80302-1285　 
サムゲタン
●容量:160g×9

80302-0826　 
ふかひれスープ濃縮タイプ
●容量:160g×8
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80302-1404　トートバッグ&ポーチセット 80302-0668　マシュマロぬいぐるみ
●サイズ（約）:25×23×高さ32cm　
●素材:ポリエステル

80302-0669　リトルミィ&ハンカチセット
●サイズ（約）:ハンカチ50×50cm、リトルミィ13.5
×11×高さ20cm　● %001綿）チカンハ（:材素

80302-0670　ミィエコバッグ
●サイズ（約）:39×45×マチ11cm　
●素材:ナイロン

80302-1405　トレー 80302-0672　ムーミンオーバル
ディッシュ
●サイズ（約）:19.5×24cm　●素材:磁器

80302-0675　バス&フェイスタオルセット
●サイズ（約）:フェイスタオル80×34cm、
バスタオル120×60cm　●素材:綿100%

80302-0676　箸置きセット
●全長サイズ（約）:各5～8cm　●素材:磁器

80302-0677　ミィオーバルディッシュ
●サイズ（約）:19.5×24cm　●素材:磁器

80302-0678　クッションカバー
●サイズ（約）:45×45cm　●素材:綿100%　
※中材は入っておりません。

80302-0679　エコバッグ
●サイズ（約）:39×45×マチ11cm　
●素材:ナイロン

80302-1406　ハングウォッチ

80302-1257　プチボウルセット
●サイズ（約）:φ8.5×高さ5.5cm×4･容量200ml　
●素材:磁器　

80302-1258　ムーミン谷の入浴剤セット
●サイズ（約）:4.1×11.4×25cm　
●素材:パッケージ:プラ、台紙:紙
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●サイズ（約）：バッグ36×40×マチ5cm、ポーチ18×2
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8×マチ10cm 素材：ポリエステル

ル樹脂樹脂 食洗機、電子レンジ不可
素材：不飽和ポリエステ

電池式
合金、合成皮革

イタリア生まれの正統な血統。フィラの起源はイタリアのスタイル
であり、創造性であり、情熱です。純粋なイタリアとイタリア人気質
を今に引き継いでいます。

1876年に米国マサチューセッツ州で創立されたスポーツ用品ブラ
ンド。数々の競技用ボールを世に送り出し、スポーツ界に革新を起
こしました。

フィラ スポルディング

Sports
80302-0696　スポーツタオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、スポーツタオル34×
110cm　●素材:綿100%

80302-1408　ショルダーバッグ 80302-0698　ボトルショルダーバッグ
●サイズ（約）:18×28cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1外1、ボトルホルダー1

80302-0699　 
パターマット
●サイズ（約）:31×208cm　
●素材:樹脂、ポリエステル

80302-0700　 
ヘッドカバー&カウンターセット
● 素材:アクリル、樹脂 ●ヘッドカバー
460cc、ドライバー用、フェアウェイウッド用、
カウンター1～12ワンリセット機能付

80302-0701　 
ラグビーボール5号
●サイズ（約）:周囲59×全長29.5cm、
重量450g　●素材:合成ゴム、ナイロン

80302-0702　 
バドミントンセット
●サイズ（約）:ラケット全長66cm、ネット（使用時）400×
164cm　●素材:樹脂　●ラケット2、シャトル3、ネット1、
ポール2set、ロープ2、ペグ4、収納袋付　●屋外用

80302-0703　 
スポーツジャケット
●サイズ（約）:Mサイズ着丈67cm、身巾
57cm ● 度密高、ルテスエリポ）地表（:材素

ュシッメ、ルテスエリポ）裏背（、タフタ

80302-0704　 
タオルセット（アクアプラネット）
●サイズ（約）:60×120cm、34×35cm×
2　●素材:綿100%

80302-0705　 
ゴーグル（スワンズ）
●レンズカラー:スモーク×フラッシュブルーミラー　
●素材:ポリカーボネート、ナイロン、シリコーン
エラストマー　●曇り止めレンズ　●紫外線カット

80302-0706　 
コラーゲンⅡPOWER（ジャコラ）
●容量:120粒（約30日分）　●主成分:非変性Ⅱ型コラーゲン、 
プロテオグリカン、コンドロイチン、ヒアルロン酸、植物由来 
グルコサミン、MSM、4種の有用植物エキス

80302-0707　 
フローティングベスト（キャプテンスタッグ）
●適応サイズ（約）:身長150～185cm、体重
45～90kg　●素材:ポリエステル、樹脂

80302-0708　 
クエン酸POWERスティック（ジャコラ）
●容量:1箱（10g×14本入）×2

80302-0709　 
バランスボール&歩数計
●サイズ（約）:φ55cm　●素材:樹脂　
●耐荷重100kg　●歩数計付

80302-0710　 
エクササイズポール
●サイズ（約）:φ15×91cm　●素材:樹脂　
●耐荷重:80kg
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英国の伝統部分とレトロ・ヒップホップを取り入れて未来のファッ
ションと融合させるKANGOLのスポーツライン。ブリティッシュマイ
ンドのスポーツカジュアルウエア等、幅広く商品化。ユニセックス展
開で多くのファンを持っています。

カンゴールスポーツ

●サイズ（約）：18×14×マチ5cm
●●

●

カラー：カーキファスナー式開閉
素材：ポリエステル

80302-0725　メッシュケースセット
●サイズ（約）:S14×19×厚さ6.5cm、M19×28×
厚さ9cm　●素材:ナイロン

80302-0727　シュラフ
●サイズ（約）:シュラフ176×75×厚さ4.5cm　
●素材:ポリエステル　●キャンピングシート（一畳）付

80302-0728　LEDランタン
●サイズ（約）:13×8.5×高さ19cm　
●素材:樹脂、ポリスチレン、鉄

80302-0729　ステンレス包丁&包丁砥
●サイズ（約）:包丁全長32.5cm、包丁研8×1.5×
高さ4cm　●素材:ステンレス、樹脂、セラミック

80302-0730　双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:7.6×10.2×高さ4cm　
●素材:樹脂、アクリルレンズ　●倍率8倍

80302-0731　アルミローテーブル（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:29×40×高さ12cm

80302-0732　保温フードポット
●サイズ（約）:φ9×高さ12.7cm、容量360ml　
●素材:ステンレス

80302-0733　バーベキューコンロセット
●サイズ（約）:φ26.5×高さ21.5cm　
●素材:鉄　●組立式　●オガ炭2kg付

80302-0734　ビーチテント
●サイズ（約）:150×200×高さ125cm　
●素材:ポリエステル、樹脂

80302-0735　ポップアップボックス（コールマン）
●サイズ（約）:φ30×高さ34cm　
●素材:ポリエステル、樹脂

80302-0736　ランチレジャーセット
●サイズ（約）:レジャーシート130×150cm　
●素材:アクリル　●21cmプレート4枚付

80302-0737　マリンシューズ
●対応サイズ（約）:24cm～25.5cm　
●素材:ナイロン、合成ゴム　●千鳥柄

80302-1260　スキレット25cm
●サイズ（約）:26×39×高さ5.5cm　
●素材:鋳物鉄

80302-1261　マルチツール（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:8.5×2.7×高さ2.4cm　●素材:ステンレス、樹脂　
●全7機能
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80302-1319

●

80302-0780
しゃぶしゃぶ用600g
●容量:切り落としモモ600g

80302-0781
焼き魚食べ比べセット
●容量:紅鮭西京焼き60g、
紅鮭塩麹焼き60g、ぶり西京焼き60g、
ぶり塩麹焼き60g

80302-1300
信州そば
●容量:50ｇ×32

80302-0783
伊賀越 醤油セット
●容量:天然醸造しょうゆ1ℓ×4、
国産丸大豆しょうゆ1ℓ×2

80302-1316

●容量:2kg

80302-0786
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量:ちゃんぽん麺80g×12、
長崎ちゃんぽんスープ20g×12

80302-0787
どて焼き
●容量:170g×7

80302-0788
ブラックラーメン
●容量:麺120g×9、
ブラックスープ38.7g×9

80302-0789
炭火焼肉「BULLS」
国産牛カレー
●容量:200g×8

80302-0790
熊本ラーメン詰合せ
●容量:麺80g×12、
熊本スープ40g×12

80302-1263
ごま豆腐3種（魚三楼）
●容量:白ごま豆腐･金ごま豆腐･
黒ごま豆腐各100g×3　

蟹とのどぐろ風味
ふりかけ
容量:有明のり(12切5枚
入り×8袋)×2､かにふり
かけ50g､のどぐろ煮付け
風味ふりかけ50g

魚沼産コシヒカリ
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80302-1280　 
豚バラ軟骨ソーキ風煮込み
●容量:150g×7

80302-0792　 
手延べ島原素麺
●容量:50g×25

80302-0793　 
茶寮「桜庵」お餅とぜんざい
●容量:レトルト善哉180g×7、
乾燥餅10g×7

80302-0794　 
下仁田こんにゃく詰合わせ
●容量:スライスのどごし白･青各180g、こんにゃく

（ゆば130g･みそ漬230g･梅の香160g･大玉
450g）×各1、さしみこんにゃく缶蒸しゆず175g、
田舎こんにゃく缶蒸し黒175g、こんにゃく冷麺
200g、こんにゃく牛蒡290g

80302-0795　 
紀州はちみつ梅「紀の和み」
●容量:600g

80302-0796　 
ふぐめし
●容量:ふぐめしの素3人前×2、
まぜご飯の素140g×2

80302-0797　 
万葉庵 どらやき詰合せ
●容量:どらやき×8、抹茶クッキー40g、
梅こんぶ茶5g×6

80302-0798　 
茶寮「桜庵」スイーツごま豆腐
●容量:白胡麻豆腐･
黒胡麻豆腐各100g×5、
黒蜜10g×10、きなこ3g×10

80302-0799　 
静岡銘茶 深むし茶
●容量:煎茶80g×1、煎茶（清緑）

80302-0800　 
博多とんこつ生ラーメン
●容量:生ラーメン90g･
博多とんこつスープ30g×各12

80302-0801　 
国産牛すじカレー7食
●容量:180g×7

80302-0802　 
醤油･塩ラーメンセット
●容量:麺80g×8、醤油スープ35g×4、
塩スープ36g×4、
磯紫菜（汁物専用海苔）0.3g×4
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80302-0763
すき焼き用240g
●容量:モモ240g

80302-0764
焼肉用300g
●容量:カタロース300g

80302-0765
しゃぶしゃぶ用 400g
●容量:モモ400g

80302-0766
焼肉用600g
●容量:ムネ600g

Japanese Brand 肉
国産黒毛和牛 産黒

相 模

©Disney

3635

えんどう豆のスープ（日比谷松本楼）

茶寮「チェリーブラッサム-桜庵-」スープセット

ペンスタンド トートバッグ（チャンピオン） マルチツール（ビクトリノックス）

魚沼産コシヒカリ

スポーツ

銘店
グルメ

グルメ
洋食

アウトドアディズニー
ムーミン

グルメ
和食

4,100円（税込4,510円） （3,500円コース ＋ システム料 600円）



●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

スペシャルラーメンから2品＋
餃子1枚＋ソフトドリンク2杯

ラーメンセットお食事券 2名様
麺屋空海

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

Gourmet Ticket

ハンバーガーセットお食事券
クアアイナ

ハンバーガー2品（アボカドバーガー
＋チーズバーガー）＋フレンチフライ

（S）＋パンケーキブリュレ＋ソフトドリ
ンク2品

●神奈川県 「大船駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：00～22：00
●休業日：施設に準ずる

大船ルミネウィング店80302-1290

●神奈川県 「川崎駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

川崎店80302-1294

●千葉県 「空港第2ビル駅」内
●ご利用時間：8：00～20：30
●休業日：施設に準ずる

成田空港店80302-1291

●千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

海浜幕張店80302-1292

●東京都 「品川駅」より徒歩3分　●ご利用
時間：月～金11：00～23：00、土・日・祝日11：
00～15：00　●休業日：施設に準ずる

品川グランパサージュ店80302-1287

●東京都 「東京テレポート駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

ヴィーナスフォート店80302-1288

●東京都 JR「恵比寿駅」より徒歩15分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

恵比寿店80302-1289

●神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩15分　●ご利用時間：
10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：無休

鎌倉店80302-1015

●東京都 東京メトロ「表参道駅」より徒歩1分　●ご利用
時間：10：00～22：30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

青山本店80302-1007

●千葉県 JR「袖ヶ浦駅」よりバス10分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク木更津店80302-1016

●東京都 各線「池袋駅」より徒歩8分　●ご利用時間：
10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

池袋サンシャインシティ店80302-1008

●東京都 各線「二子玉川駅」より徒歩1分　●ご利用時
間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

二子玉川店80302-1009

●東京都 りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩12分　
●ご利用時間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

アクアシティお台場店80302-1010

●東京都 JR「東京駅」より徒歩2分　●ご利用時間：月～土11:00～
23:00（L.O22:30）、日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

丸ビル店80302-1011

●東京都 JR「御茶ノ水駅」より徒歩10分　●ご利用時
間：10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：年末年始

神田駿河台店80302-1012

●東京都 各線「五反田駅」より徒歩5分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

五反田店80302-1013

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩10分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

渋谷宮益坂店80302-1014

●千葉県 JR「舞浜駅」南口左手すぐ　●ご利用時間：平日11:00
～23:00、土日祝10:00～23:00　●休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店80302-1017

●埼玉県 JR「さいたま新都心駅」東口直結　●ご利用時間：
11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

さいたま新都心店80302-1018

●埼玉県 西武池袋線「入間市駅」よりバス15分　●ご利用時間：平
日11:00～21:00、土日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク入間店80302-1019

●埼玉県 武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結　●ご利用時
間：10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

イオン越谷レイクタウン店80302-1020

●栃木県 JR「佐野駅」よりバス15分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

佐野プレミアム・アウトレット店80302-1021

●大阪府 地下鉄各線「なんば駅」より徒歩8分　●ご利用時
間：11:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

なんばパークス店80302-1022

●大阪府 各線「りんくうタウン駅」より徒歩6分　●ご利用時
間：11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

りんくうプレミアム・アウトレット店80302-1023

●滋賀県 JR「野洲駅」「近江八幡駅」よりバス30分　●ご利
用時間：11:00～21:00（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク滋賀竜王店80302-1024

●大阪府 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩7
分　●ご利用時間：10:00～20:30　●休業日：不定休

ららぽーとEXPOCITY店80302-1025

●長野県 JR「軽井沢駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11:00～19:30　●休業日：施設に準ずる

軽井沢店80302-1026

●宮城県JR「仙台駅」より徒歩2分　●ご利用時間：
11：00～23：00（L.O22：30）　●休業日：施設に準ずる

仙台パルコ2店80302-1027

●神奈川県江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩1分　●ご利
用時間：10：00～21：30（L.O21：00）　●休業日：年末年始

片瀬江ノ島店80302-1028

●福岡県地下鉄「天神駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11：00～23：30（L.O23：00）　●休業日：施設に準ずる

福岡ソラリアプラザ店80302-1029

694100_ノブルエ

ア・ラ・カンパーニュ

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理
メザニーン

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

コーヒーまたは紅茶＋18種類のケーキからお一つ＋クッキー添え
カフェお食事券 2名様

80302-1032 トアロード店
●兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：不定休

80302-1031 三宮店
●兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：30～23：00　
●休業日：不定休

80302-1030 自由ヶ丘店
●東京都 各線「自由ヶ丘駅」より徒歩5分　
●ご利用時間：11:00～22:00　
●休業日：不定休

前菜3種盛り合わせ＋パスタ料理＋お魚料理またはお
肉料理＋デザート

80302-1033 ランチコースお食事券 1名様

●東京都 都営地下鉄「三越前駅」より徒歩1分　
●ご利用時間：11：30～14：00　
●休業日：土日祝

704100_ノブルエ

鬼怒川温泉かみのやま温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

リゾートホテル 海辺の果樹園

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

馬頭温泉

●ワンドリンク(コーヒー)付
●泉質：塩化物硫酸塩泉
●ご利用時間：8：00～21：00
●休憩場所：ロビー、喫茶コーナー
●除外日：年末年始
●山形県JR「かみのやま温泉」駅より徒
歩約13分

80302-1201
仙渓園月岡ホテル 日帰り入浴 2名様

●バスタオル＋フェイスタオル
●ご利用時間：14：00～23：00
●休憩場所：クアハウスリラックススペース
●昼食：レストランにて松花堂弁当
●食事時間：11：00～14：30（LO）
●除外日：なし※温泉ではありません。
●プール、露天ジャグジー、サウナ、寝湯を
ご利用の場合は水着をお持ちください。
●高知県土佐くろしお鉄道「夜須」駅より
車約3分

80302-1204
日帰り入浴＋昼食付 1名様　

●フェイスタオル、バスタオル、館内着、ワン
ドリンク付
●泉質：アルカリ性低張性温泉
●ご利用時間：9：00～21：00（最終受付
20：00）
●除外日：木曜日
●電車／東武鉄道「東武ワールドスクエ
ア」駅 車／日光宇都宮自動車道「今市」
IC

80302-1202
仁王尊プラザ 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル+バスタオル+大衆演劇
みなみ座観劇（13：00開演）付
●泉質：アルカリ性単純泉
●入浴時間：10：00～22：00
●休憩場所：広間
●除外日：第3水曜日、月末最終(観劇休業
日)
●栃木県 JR「氏家」駅より車で約45分

80302-1267
南平台温泉ホテル 日帰り入浴 2名様
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ネイルケア
すっきりとして美しい指先を

酸素カプセル
酸素の持つ癒しの力を感じてください

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フラワーアレンジメント
花に触れて、暮らしと心にオアシスを

テニスレッスン
レベルに合わせて楽しくレッスン

ネイルケア＆カラーコース／60分　●青森県 JR「青森駅」より徒歩1分　
●ご利用時間：10:00～20:00　●休業日:不定休

80302-1044 OopsNAIL 青森ラビナ店

ネイルケア＆カラーコース／60分　●岩手県 JR「北上駅」よりバス15分　
●ご利用時間：10:00～20:00　●休業日:無休

80302-1045 OopsNAIL 北上パル店

ネイルケア＆カラーコース／60分　●岩手県 JR「盛岡駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：10:00～19:00　●休業日:不定休 施設に準ずる

80302-1046 OopsNAIL 盛岡フェザン店

1名／酸素カプセル活用法講座＋酸素カプセル45分＋骨格バランスチェック
●東京都 JR 「東中野駅」より徒歩8分　
●ご利用時間：9:00～17:30
●休業日:日曜日・水曜日
●完全予約制、妊娠中・12歳未満不可

80302-1047 AIRFLO

プリザーブドフラワーアレンジメント　
●宮城県 各線「仙台駅」より徒歩4分　
●ご利用時間：10:00～20:00
●休業日:HPのスケジュールに準ずる

80302-1049 花・ステラフラワー・デザインスクール
基礎テニスクラス／60分×2回　
●茨城県「つくば駅」よりバス15分　
●ご利用時間：９：00～21：00
●休業日:無休

80302-1050 T-1インドアテニススクール
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●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

トレーニング

スポーツクラブ アクトス
施設利用券1枚

●施設内容、営業時間、休館日、年齢制限
（下限）は店舗により異なります。詳細は各店
舗にお問い合わせ下さい。

●東京都JR「大森駅」より徒歩3分
80302-1119 アクトスWill大森

●愛知県名鉄瀬戸線「尾張旭駅」より徒歩7分
80302-1137 アクトスWill尾張旭

●岐阜県JR「岐阜駅」より車10分
80302-1155 アクトス岐阜島

●大阪府南海電気鉄道「井原里駅」より徒歩5分
80302-1173 アクトスWill_Gいこらもーる泉佐野

●東京都JR「箱根ヶ崎駅」より車5分
80302-1120 アクトスWill_G瑞穂

●愛知県愛知高速交通東部丘陵線「杁ケ池公園駅」より徒歩7分
80302-1138 アクトス名古屋インター東

●岐阜県JR「大垣駅」より車10分
80302-1156 アクトスWill_Gイオンタウン大垣

●大阪府南海電気鉄道「泉大津駅」より徒歩2分
80302-1174 アクトスWill_Gアルザタウン泉大津

●東京都JR「北八王子駅」より徒歩15分
80302-1121 アクトスWill_G八王子

●愛知県愛知環状鉄道「瀬戸市駅」より徒歩2分
80302-1139 アクトス新瀬戸

●岐阜県養老線「西大垣駅」より車5分
80302-1157 アクトス大垣

●京都府近鉄「向島駅」より徒歩15分
80302-1175 アクトスWill_G宇治

●神奈川県相鉄線「鶴ヶ峰駅」より徒歩5分
80302-1122 アクトスWill_G鶴ヶ峰

●愛知県JR「共和駅」より車5分
80302-1140 アクトス大府

●岐阜県名古屋鉄道「田神駅」より徒歩15分
80302-1158 アクトスWill_G領下

●兵庫県阪神電気鉄道「出屋敷駅」より徒歩11分
80302-1176 アクトスWillアマドゥ

●神奈川県JR「橋本駅」より徒歩15分
80302-1123 アクトスWill_G相模原西橋本

●愛知県JR「刈谷駅」より徒歩2分
80302-1141 アクトス刈谷

●岐阜県JR「土岐市駅」より車5分
80302-1159 アクトスWill_G土岐

●兵庫県JR「芦屋駅」より車15分
80302-1177 アクトス芦屋リゾート

●岩手県JR「仙北町駅」より徒歩15分
80302-1124 アクトス盛岡

●愛知県名古屋鉄道「新安城駅」より徒歩6分
80302-1142 アクトス安城

●三重県JR「桑名駅」より徒歩5分
80302-1160 アクトス桑名

●兵庫県神戸電鉄「北鈴蘭台駅」より徒歩10分
80302-1178 アクトス鈴蘭台

●新潟県えちごトキめき鉄道「春日山駅」より徒歩13分
80302-1125 アクトス上越

●愛知県JR「蟹江駅」より徒歩10分
80302-1143 アクトスWill_G蟹江

●三重県四日市あすなろう鉄道「西日野駅」より徒歩6分
80302-1161 アクトス四日市

●兵庫県神戸電鉄「岡場駅」より徒歩10分
80302-1179 アクトス藤原台

●新潟県JR「大形駅」より車5分
80302-1126 アクトスWill_Gイオン新潟東

●愛知県名鉄小牧線「春日井駅」より徒歩15分
80302-1144 アクトス春日井

●三重県JR「富田浜駅」より徒歩10分
80302-1162 アクトス四日市北

●兵庫県JR「朝霧駅」より徒歩5分
80302-1180 アクトス明石大蔵リゾート

●長野県しなの鉄道「信濃国分寺駅」より徒歩15分
80302-1127 アクトス上田

●愛知県JR「乙川駅」より徒歩10分
80302-1145 アクトス半田

●三重県近鉄「平田町駅」より徒歩15分
80302-1163 アクトスWill鈴鹿

●兵庫県JR「土山駅」より車5分
80302-1181 アクトス明石魚住

●石川県北陸鉄道「野町駅」より車15分
80302-1128 アクトスWill金沢大桑

●愛知県名古屋鉄道「常滑駅」より車10分
80302-1146 アクトスりんくう

●三重県近鉄「江戸橋駅」より徒歩15分
80302-1164 アクトス津山の手

●兵庫県JR「大久保駅」より車10分
80302-1182 アクトスWill_G大久保インター

●富山県JR「高岡駅」より車5分
80302-1129 アクトスWill高岡

●愛知県名古屋鉄道「西一宮駅」より徒歩12分
80302-1147 アクトス一宮西

●三重県JR「阿漕駅」より徒歩15分
80302-1165 アクトス津

●兵庫県山陽電気鉄道「浜の宮駅」より車5分
80302-1183 アクトス加古川

●福井県えちぜん鉄道「西別院駅」より徒歩3分
80302-1130 アクトスWill_G町屋

●愛知県名古屋鉄道「柏森駅」より徒歩6分
80302-1148 アクトス扶桑

●三重県近鉄「名張駅」より徒歩5分
80302-1166 アクトス名張

●兵庫県山陽電気鉄道「夢前川駅」より徒歩7分
80302-1184 アクトスWill_G広畑

●愛知県名古屋臨海高速鉄道「荒子駅」より徒歩15分
80302-1131 アクトス中川

●愛知県名古屋鉄道「南安城駅」より徒歩5分
80302-1149 アクトスWill_G南安城

●三重県JR「伊勢市駅」より徒歩10分
80302-1167 アクトスミタス伊勢

●岡山県水島臨海鉄道「浦田駅」より徒歩3分
80302-1185 アクトス倉敷

●愛知県JR「蟹江駅」より車10分
80302-1132 アクトス千音寺

●岐阜県JR「恵那駅」より徒歩10分
80302-1150 アクトス恵那

●静岡県JR「磐田駅」より徒歩3分
80302-1168 アクトス磐田

●愛媛県JR「伊予富田駅」より車10分
80302-1186 アクトス今治

●愛知県名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園駅」より徒歩15分
80302-1133 アクトスWill名古屋みなと

●岐阜県JR「可児駅」より車10分
80302-1151 アクトス広見

●静岡県JR「浜松駅」より車5分
80302-1169 アクトス浜松

●愛媛県JR「松山駅」より徒歩5分
80302-1187 アクトスWill松山

●愛知県地下鉄「八事駅」より徒歩5分
80302-1134 アクトス八事

●岐阜県JR「各務ヶ原駅」より徒歩5分
80302-1152 アクトス各務原

●静岡県JR「清水駅」より車5分
80302-1170 アクトスWill_G清水高橋

●福岡県JR「箱崎駅」より徒歩15分
80302-1188 アクトスWill箱崎

●富山県富山港線「大広田駅」より徒歩7分
80302-1189 アクトスWill_G北の森

●栃木県東武鉄道伊勢佐木線「足利市駅」より車5分
80302-1190 アクトスWill_Gビバモール足利

●愛知県名鉄名古屋本線「左京山駅」より車5分
80302-1135 アクトス滝ノ水

●岐阜県名古屋鉄道「各務原市役所前駅」より車15分
80302-1153 アクトス岐阜

●滋賀県近江鉄道「彦根口駅」より徒歩10分
80302-1171 アクトス彦根

●愛知県豊橋鉄道「柳生橋駅」より徒歩5分
80302-1136 アクトス豊橋

●岐阜県名古屋鉄道「岐南駅」より車5分
80302-1154 アクトスWill茜部

●大阪府泉北高速鉄道「栂・美木多駅」より徒歩15分
80302-1172 アクトス泉北原山台
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湯瀬温泉天然温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

湯本温泉奥州平泉温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●ワンドリンク付
●泉質：ナトリウム炭酸水素塩
●ご利用時間：月～木・日：9：00～22：00、
金土・祝前日：9：00～23：00
●定休日：不定休（年に数回休前日あり）
●埼玉県ＪＲ「本庄」駅より車約25分

80302-1205
天然温泉かんなの湯 日帰り入浴 2名様

●お茶&茶菓子セット＋お土産（きりたんぽ
鍋セット）
●泉質：アルカリ性単純泉
●ご利用時間：10：00～16：30
●休憩場所：ロビー
●除外日：お盆、年末年始
●秋田県JR花輪線「湯瀬温泉」駅より徒
歩約3分

80302-1206
和心の宿姫の湯 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル付
●泉質：低張性弱アルカリ性低温泉
●入浴時間/10：30～15：00
●休憩場所：なし
●食事：お食事処にてざるそば
●食事時間/11：30～13：00（LO）
●除外日：年末年始、ゴールデンウィーク、
お盆期間の予定
●定休日：1/1～3/31の毎週水・木曜日、
4/1～12/29の毎週木曜日
●岩手県 JR「平泉」駅より車約10分

80302-1207
そば庵しづか亭 日帰り入浴＋昼食付 2名様

●フェイスタオル＋バスタオル付
●泉質：アルカリ性単純泉
●ご利用時間：12：00～15：00
●休憩場所：大広間
●除外日：年末年始、ゴールデンウィーク、
お盆期間の予定
●神奈川県 小田急線「箱根湯本」駅より
徒歩約3分

80302-1208
湯本富士屋ホテル 日帰り入浴 2名様
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●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

リフレクソロジー
第二の心臓と言われる足裏をケア

●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

スタジオ・ヨギー　
骨盤調整レッスン 約75分（2回）　
※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

ビューティー・
ペルヴィス

スタジオ・ヨギー　
ヨガレッスン 約75分（2回）　
※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

ヨガレッスン

スタジオ・ヨギー　
ピラティスレッスン 約60分（2回）　
※レンタルマット代別途
※全店舗休業日：年末年始

ピラティス
レッスン

フットバス後、パウダーを使用しフットリフレクソロジー／35分
●宮城県 JR・仙山線「東北福祉大前駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：10:00～19:00　●休業日:毎週月曜・第1・3月火曜

80302-1051 ヒーリングサロン f分の1

足湯＋足つぼ施術／35分　●愛媛県 JR「松山市駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：11:00～22:00　●休業日:水曜

80302-1052 Relaxation Space 212

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80302-1053 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80302-1062 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80302-1054 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80302-1063 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80302-1055 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80302-1056 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80302-1064 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80302-1057 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80302-1065 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80302-1058 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80302-1066 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80302-1059 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80302-1067 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80302-1060 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80302-1068 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80302-1069 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80302-1072 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80302-1070 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80302-1073 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80302-1071 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80302-1074 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80302-1061 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80302-1097 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80302-1106 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80302-1098 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80302-1107 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80302-1099 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80302-1100 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80302-1108 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80302-1101 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80302-1109 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80302-1102 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80302-1110 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80302-1103 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80302-1111 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80302-1104 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80302-1112 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80302-1113 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80302-1116 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80302-1114 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80302-1117 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80302-1115 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80302-1118 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80302-1105 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80302-1075 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80302-1084 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80302-1076 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80302-1085 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80302-1077 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80302-1078 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80302-1086 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80302-1079 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80302-1087 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80302-1080 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80302-1088 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80302-1081 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80302-1089 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80302-1082 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80302-1090 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80302-1091 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80302-1094 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80302-1092 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80302-1095 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80302-1093 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80302-1096 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80302-1083 スタジオ・ヨギー新宿WEST
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Gourmet Ticket

南国酒家原宿店 本館蕎麦屋しろう

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

日本料理 なるみ乃 薬院店月島名物もんじゃだるま

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

鉄板焼き（内容おまかせ）　●内容例：ベビースターもんじゃ、
もち明太子チーズもんじゃorだるまくん（海鮮）、あんこ巻き
※月島本店および海鮮処でご利用いただけます。

80302-1293
黒だるまお食事券 2名様

●東京都 地下鉄「月島」駅より徒歩3分
●ご利用時間：月～金11：30～17：00、土・日・
祝日11：00～17：00　●休業日：無休

海鮮丼定食（海鮮丼+みそ汁+小鉢+つけもの+
サラダ）（各2）

80302-1037
夜の定食「梅」お食事券 2名様

●福岡県 西鉄天神大牟田線「薬院駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11:00～23:00　
●休業日：日曜　●ランチでのご利用も可

前菜、点心、こだわり野菜中心のメイン料理他、ご
飯、スープ含む全8品

80302-1035
ベジタブルランチセットお食事券 2名様

●東京都  JR「原宿駅」より徒歩1分
●ご利用時間：平日11:30～14:30
●休業日：12/31
●除外日:年末年始

80302-1034
ランチコースお食事券 2名様
●ご利用時間：11：30～15：00（LO14：00）
●定休日：木曜日　※12歳からご入場可とさせ
て頂いております。
●東京都 地下鉄「表参道」駅より徒歩約5分
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陶芸クルージング
陶芸の奥深い魅力との出会い船上でひときわ贅沢な時間を

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

キャンドル作り ガラス工芸
キャンドルの灯りで癒しの時間を 美しい光とガラスのアートに挑戦

2名/茶碗またはカップ作り/120分　
●福岡県 JR「西戸崎駅」より徒歩15分
●ご利用時間：10:00～12:00、14:00～
16:00
●休業日:毎週月曜・火曜・水曜

80302-1192 ceramic art studio mu
手びねり体験、ドリンク付　
●大阪府 JR「桜島駅」よりバス15分
●ご利用時間：10:00～18:00
●休業日:月曜、金曜

80302-1194 なにわのやきもん教室 舞洲陶芸館

ロクロ体験基本コース
●神奈川県 JR「北鎌倉駅」より徒歩10分
●ご利用時間：10:00～18:00
●休業日:毎週金曜及び29日以降月末まで

80302-1193 鎌倉明月窯

ステンドグラス（ナイトランプ6面タンプ）体験　●愛知県
「名鉄河和駅」よりバス15分　●ご利用時間：10:00～
17:00 ●休業日:火曜※祝日は営業します

80302-1200 ガラス工房グラスバレー

2名／蜜ろうキャンドル作り体験／60～
90分　●山形県「山形駅」より車60分
●ご利用時間：10:00～17:00 詳しくは
ご予約時にご確認ください。　●休業日：
不定休

80302-1195 ハチ蜜の森キャンドル
蝶のガーデンピックを作る　●神奈川県「上郷
ネオポリス駅」より神奈川バス5分　●ご利用時
間：13:00～16:00 ●休業日:日曜、月曜

80302-1197 アトリエヨシダ

吹き硝子ミニタンブラー制作/15分　●群馬
県 JR「上毛高原駅」より車5分　●ご利用
時間：9：00～17：00 ●休業日：無休

80302-1198 月夜野びーどろパーク

スイーツキャンドル2個、モールド（円柱）キ
ャンドル1個　●石川県 北鉄バス「兼六
園下経由暁町バス」より徒歩15分　●
ご利用時間：9:00～18:00　●休業日：
不定期

80302-1196 かおりキャンドル金沢

ガラスを扱ったコップまたは一輪ざし製作/20分　●福井県ＪＲ「芦原
温泉駅」より車10分　●ご利用時間：9：00～17：00 ●休業日：月
曜、年末年始　●対象年齢小学生以上（低学年は保護者同伴）

80302-1199 金津創作の森ガラス工房

2名／デッキ乗船／120分　
●東京都「浜松町駅」より徒歩7分　
●ご利用時間：12:00～14:00
●休業日:不定休

80302-1191
東京ヴァンテアンクルーズ乗船券 2名様 
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

シュペールサンク

●営業時間、定休日は各店舗により異なりますのでホームページにてご確認ください。
●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

入室75分／
フリードリンク+猫のおやつ

猫カフェ
「空陸家」

猫カフェ 2名様

サンハウス

2名/ランチコース

80302-1043
ランチコースお食事券 2名様

●東京都 東京メトロ「表参道駅、明治神宮前駅、
外苑前駅」より徒歩5～10分　●ご利用時間：
11：30～17：00（LO16：00）　●休業日：不定休

レギュラーサイズハンバーガー＋タコス（各2）

80302-1039
ハンバーガーセットお食事券 2名様

●福岡県 西鉄天神大牟田線「西鉄二日市駅」よ
り徒歩2分　
●ご利用時間：11:00～15:00、18:00～24:00　
●休業日：月曜

●茨城県 JR「小木津」駅より徒歩約10分
日立店80302-1276

●福島県 常磐線「泉」駅より車約15分
いわき店80302-1274

●熊本県 JR「玉名」駅より徒歩約11分
カリーノ玉名店80302-1277

●新潟県 ＪＲ「西新発田」駅より徒歩約5分
イオン新発田店 80302-1279

●長野県 長野自動車道「塩尻北」ICより車約7分
松本店 80302-1275

●北海道 道東自動車道「音更帯広」ICより車約9分
帯広店80302-1278

●茨城県 JR「下館駅」より車約9分
筑西店80302-1269

●沖縄県 国道５８号線沿い・港川バス停近く
沖縄浦添店 80302-1270

●長崎県 長崎電気軌道本線「思案橋」駅より徒歩約１分
長崎浜町店80302-1273

●岩手県 東北本線「仙北町」駅より徒歩約15分
岩手盛岡店80302-1271

●広島県 山陽自動車道「大竹」ICより車約2分
ゆめタウン大竹店80302-1272

●石川県 北陸自動車道「小松」ICより車約5分
フレスポ小松店80302-1268
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厳選 海の幸

80302-0767
干物詰合せ
●容量（約）:鯛一夜干し110g･
太刀魚一夜干し120g×各1、
舌平目一夜干し120g×2 
※水揚げ状況により内容が変更になる
場合がございます。
※お届け期間:11月～5月

80302-0768
炙りしめ鯖4枚
●容量:110g×4

80302-1314

●

80302-0770
ばい貝昆布じめ
●容量:50g×3

の 干

の

ホンビノス
容量（約）:3kg　
賞味期限:冷蔵で1日

の

●

ウェッジウッドの創始者ジョサイアが追及したのは「使う食器」。美
しさと実用性を兼ね備え、毎日の食卓で楽しんでいただけるコレク
ションです。

1775年に開窯したデンマーク王室御用達のロイヤル コペンハー
ゲン。シンプルで優美なデザインのテーブルウェアは多くのファンに
愛されています。

ウェッジウッド クイーンズウェア コレクション

ロイヤル コペンハーゲン ビレロイ＆ボッホ

創業から260余年、世界でも歴史ある陶磁器ブランドのひとつ。そ
の斬新なデザインとすぐれた機能性で多くの人 を々魅了しつづけ
ています。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

リチャードジノリ

1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレンツェに誕生しました。
磁器製造を夢見たカルロ・ジノリ侯爵が、窯を創設したのが始まり
です。以来３世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの伝統に育てら
れ、バラエティ豊かな美しい陶磁器を創り出してきました。

80302-0321　ペアプレート
●サイズ（約）:φ27cm　●素材:硬質陶器

80302-0323　 
ホワイトパルメッテ オーバルディッシュ
●サイズ（約）:16×27×高さ5cm　
●素材:磁器

80302-0324　 
マリフルール プレート
●サイズ（約）:φ27×高さ2.5cm　
●素材:硬質陶器

80302-0322　ベッキオジノリホワイトボウル
●サイズ（約）:φ16×高さ5.5cm　●素材:磁器
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1881年にフィンランドのイッタラ村でガラス工房として誕生。北欧デ
ザインのパイオニアとして、本質的で流行に左右されないデザイン
を追求しています。

1954年設立のダンスク社はデンマーク風という意味よりDANSKと
名づけられました。北欧を中心に各国のデザイナー達によって個
性あふれるアイテムが作り出されてきました。

イッタラ

ダンスク

エインズレイ

フォション

1775年英国にエインズレイ窯を創設。英国の名窯として多くの皇
族、貴族に愛され続け、丁寧なものづくりを続けています。

世界中のグルメに愛され続けるフォション。時代にフィットした独創
性からロゴやFのマークをモチーフに美しい食器が生まれ、至福の
ひと時を楽しめます。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

80302-0325　タイカ マグ
●サイズ（約）:φ9×高さ11.5cm　●素材:磁器

80302-0326　マグカップ
●サイズ（約）:φ9×12cm　●素材:ファインボーンチャイナ

80302-0327　チボリ ペアシリアルボウル
●サイズ（約）:φ13×高さ5.3cm　●素材:磁器

80302-0328　ペアコーヒーセット
●サイズ（約）:カップφ9×高さ6cm、
ソーサーφ15.5×高さ1.5cm　●素材:磁器
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3635 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

ネイルケア

南国酒家原宿店 本館

トレーニング

奥州平泉温泉

ア・ラ・カンパーニュ

体験

体験
レストラン

体験

体験
温泉

体験
カフェ

マグカップ（イッタラ）

テーブルウェア

銘柄肉・海鮮



3837

掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-005  プルメリア

商品価格 ： 4,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 1,029点

4,600円（税込5,060円）

QRコード



3837
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These are my best collection
My favorite fashion is sweetstyle
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80402-0111　 
レディースウォッチ
●サイズ（約）:2.7×2.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80402-0115　 
ペンダント
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1×2.2cm　
●素材:真鍮（錫合金メッキ）、キュービックジ
ルコニア　●留め具はマグネットタイプ

80402-0108　 
バングルウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.2×1.9cm、腕周り～15.5cm　
●素材:アロイ　●カラー:ゴールド×ピンク

80402-0112　 
折りたたみ傘（イルムス）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時
24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブルー

80402-0116　 
レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ2.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金

80402-0109　 
長財布（イルムス）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2cm　
●素材:合皮　●札入2、小銭入1、カード入8　
●カラー:ブルー

80402-0113　 
ハンドバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:25.5×38×マチ11.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット外2　
●カラー:ライトブルー

80402-0118　 
ポーチ&ハンカチ（近沢レース店）
●サイズ（約）:ポーチ11×18×マチ11cm、
ハンカチ25×25cm　●素材:ポリエステル、
綿　●カラー:ピンク、ホワイト

80402-0110　 
ポーチ
●サイズ（約）:13×23×マチ5cm　
●素材:合皮　●カラー:ベージュ

80402-0114　 
ブローチ
●サイズ（約）:5cm　
●素材:メタル、クリスタル

80402-0117　 
レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト93cm　
●素材:合皮　
●サイズ調節可　●カラー:ピンク

80402-1259　 
ルームソックスセット
（ポール&ジョー アクセソワ）

●対応サイズ（約）:23～24cm　●素材:綿混
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の しく く 、大 な と ごす 、

して に れる せなできごと。

JILL STUART は、 の の 日を で たします。

なた も と しくなれるお 伝い できる とを、心 ら ています。

品な ー アンテイ トで表 された

らしさに た ク ンは

しく るために とい のもと しました。

ジルスチュアート

トッカ

80402-1310　 
オード　ブルーミングペアー（ジルスチュアート）
●サイズ(約):6.6 x 3.5 x 9.5ｃｍ、容量50ml

ハンドケアセット（トッカ）

MORは伝統 な成 や表 な香り、

の な使用 のアイテ を して、

を めさせ き します。MORの世界 。

モア
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●香水（オードトワレ）ブルーミングペア－の香り 

大 のデ ートをブランド ンセ トに、

さま まなライ イルに ばれるアイテ を

ッ ンの イー として表 したルー ウェアブランド

gelato piqueの ー 。

ジェラート ピケ

●

●

80402-1316　 
リップ･ハンド･ヘアケアセット（ジェラート ピケ）
容量（約）:リップクリーム4g、ハンドソープ300ml、ヘアミスト150ml　
ハンドソープ:ピーチフローラルの香り、ヘアミスト:フルーティーフローラルの香り

●容量:ハンドソープ236ml、ハンドクリーム45ml　
●〈ジュリエッタ〉ピンクチューリップとグリーンアップルの 爽やかで甘い香り

ソープ＆ロールオンパフューム（モア）
●サイズ・容量（約）:オイルφ1.9×8.5cm、9㎖/ソープ60g
●バニラムスク・ジャスミンフラワー・バラなどの上品でクラシカルな香り

80402-1377

80402-1378

生活の木は、「ハーバルライフ」を提案し
35年のハーブ・アロマテラピーの専門企業です。

世界51ヵ国の提携農園から厳選したハーブや精油などを販売しています。

お米やフルーツ、野菜など、“食べてカラダにいいFOODをお肌にも”
という思いから生まれたSKINFOOD。まるで美味しいものを食べるように、

色や香り、感触を楽しみながらきれいになれる、
肌にも心にも美味しいトータルコスメティックブランドです。

心を解きほぐし、甘い夢へと誘う香りたち。
ソフトでエレガントなテキスタイルとホームの温かみにインスパイアされた

ロリアは、自然に引き出される洗練された魅力、親しい友人、
そして静かなひと時を綴ったお話の続きを表現するブランドです。

生活の木

スキンフードロリア

香りの都グラースの調香師が奏でる
良質な香りとフランス・地中海地方の伝統や

生活にゆかりのある植物から抽出された成分。
まるで自然の恵み豊かな南フランスの情景が浮かび上がるようです。

パニエデサンス

80402-0012　 
ブライトニングローション（生活の木）
●容量:150ml

80402-0010　 
ボディケアセット（スキンフード）
●容量:ボディウォッシュ、ボディーローション各335ml　
●レモンヴァーベナの香り

80402-0009　 
バスソルトサシェ&ハンドクリーム（ロリア）
●容量:バスソルトサシェ210g、ハンドクリーム35g

80402-0011　 
ボディケアセット（パニエデサンス）
●容量:ベジタブルソープ150g、ハンドクリーム75ml、リキッドソープ500ml
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Ladies’ Fashion
These are my favorite collection

My favorite fashon is eregancestyle
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Pearl set
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Bag
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Watch

80402-0017　 
ナップサック（スワロフスキー）
●サイズ（約）:37×45×6.7cm　
●素材:クリスタル、ナイロン

80402-1286　 
携帯シューズ
●対応サイズ:23～24cm　
●素材:合皮、樹脂　●カラー:ブラック

80402-0018　 
フォーマルバッグ（ヴァレンタインモンド）
●サイズ（約）:15.5×23.5×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●ジャガード織

80402-0028　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.4×1.9cm、腕周り～15.5cm　
●素材:アロイ　●カラー:ゴールド×ブラック

80402-0019　 
ブローチ
●サイズ（約）:3.7×3.7cm　
●素材:合金、真鍮、カットガラス

80402-0025　 
ピアス（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:2.3×0.6cm　
●素材:真鍮、人工真珠

80402-0029　 
バッグ（クリスチャンヴェルレーヌ）
●サイズ（約）:24×37×マチ14cm　
●素材:ポリエステル、PVC　●ポケット内1　
●カラー:ブラック×ベージュ

80402-0020　 
ポケットウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ4.7cm、チェーン36.5cm　
●素材:合金、スチール　●日常生活防水

80402-0023　 
パールペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.5×1.2cm　
●素材:アコヤ真珠、ガラスビーズ

80402-0021　キーケース（マデラ）
●サイズ（約）:6.5×12×厚さ3cm　
●素材:牛革、合皮　●ホルダー5
●カラー：イエロー

80402-0024　ディンプルショルダー
●サイズ（約）:24×31×マチ9.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●コインケース付　
●カラー:ブラック

80402-0022　 
フォーマルバッグ（ユミカツラ）
●サイズ（約）:25×23.5×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1

80402-0030　 
パール2点セット（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:ネックレス全長49cm、ブレス全長
19cm、パールφ0.4～1cm　●素材:人工真珠、真
鍮、ラインストーン　●カラー:ホワイト

80402-0026　 
牛革折財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:13×10×マチ3cm　●素材:牛革　
●ホック式開閉、札入2、小銭入1、カード入内6
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80402-0119　 
レディスウォッチ
●サイズ（約）:2.7cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、金メッキ、合皮　
●日常生活防水

80402-0123　 
ターコイズペンダント（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ0.2×2cm　
●素材:真鍮金メッキ

80402-0128　 
ラウンドファスナー長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●札入2、小銭
入1、カード入8　●カラー:ピンク

80402-0131　 
パールネックレス（ユミジェンヌ）
●サイズ（約）:全長40cm　
●素材:人工真珠、合金

80402-0120　 
ストール（江戸マイスター）
●サイズ（約）:32×180cm　●素材:綿、麻　
●カラー:パープル

80402-0124　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:20×33×マチ13.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内1　
●カラー:パープル

80402-0127　 
ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:16×27×マチ10.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内3外1　
●カラー:ピンク

80402-0132　 
レディースウォッチ（ヴィヴィフルールコレクション）
●サイズ（約）:2.2×3.2cm、腕周り～18cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水　
●カラー:ピンク

80402-0121　 
チェーンベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト91cm　
●素材:鉄、真鍮、ガラス　●カラー:ゴールド

80402-0125　 
レディースウォッチ
●サイズ（約）:3.5×2.3cm、腕周り～18cm　
●素材:合金、合皮

16 80402-0134　 
コットンパールネックレス（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長46cm、パールφ8～16mm　
●手作り感のあるコットンパールを使用

80402-0133　 
長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.5×18.8×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入6

80402-0122　 
ペンダント（ユキコハナイ）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1cm　
●素材:シルバー、ジルコニア

80402-0126　 
バッグインポーチ&ミニトート（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:ポーチ16×25×マチ3.5cm、
トート22.5×23×マチ8cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●カラー:ピンク

80402-0130　 
折財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:11.8×9.3×厚さ2.3cm　
●素材:牛革、牛床革、合成皮革　●札入2、
小銭入1、カード入内3　●カラー:ベージュ

11 80402-0129　 
キーリング&ボールペン（トロイカ）
●サイズ（約）:ペン全長14.5cm、キーリング
8×3.5×厚さ0.4cm　
●素材:真鍮、合金

4600_ノブルエ 12

カンパニードプロバンスは1990年、
ターコイズブルーの澄み切った地中海に面した、暖かな陽光降り注ぐ

緑豊かな大地、フランスのプロバンス地方に生まれました。
常に業界に革新的な風を吹き込むべく新製品を世に送り出しています。

カンパニードプロバンス

1985年から約30年間、南オーストラリアにあるジュリークの
オーガニック自社農園で、育まれた植物を手摘みで収穫しました。

自然の恵みと自然科学の融合で生まれた
すこやかで美しい肌へのスキンケアブランドです。

ジュリーク

80402-0005　 
リプレニッシングモイスト クレンジングローション（ジュリーク）
●容量:200ml　●クレンジングミルク

リップグロス2本セット（ディアモ）
●

カラー：クリア・レッド　●

サイズ容量：各10×2.3×厚さ2cm、各1.8ｇ　

80402-0007　 
リキッド&センティッドソープセット（カンパニードプロバンス）
●容量（約）:リキッドソープ500ml、センティッドソープ150g
●シスタスカルダモンの香り
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フレグランスセット
●容量（約）:フレグランスオイル220ml
●

●

サイズ（約）:スティック長さ31cm、
アンティークローズの香り

サシェ18×12×厚さ1.5cm×2

グランセンス
クラシックでありながらアバンギャルド。個性的
でありながらどこか懐かしくて親しみやすい。

その絶妙なブレンドアロマがあなたの記憶と感性
を刺激するフレグランスシリーズです。

コスメにダイヤモンドパウダーを融合させた“塗るダイヤモンド”。

ディアモ

動いて実感できるダイヤモンドの煌めきを女性の日常に。

“コスメティックジュエリー DIAMO”

80402-1387

80402-1386

THANNは“自然と共生するモダンなライフスタイル”を提案する、
タイ生まれのナチュラルスキンケアブランドです。
厳選された植物エキスや精油が生かされた、
個性的な香りと使用感の良さが特徴です。

イタリアミラノの新進ファクトリーブランド『Orobianco』。
時代とリンクする洗練されたデザインワークにより生み出された、

ライフスタイルアイテムと融合した新たなビジネスツールの誕生です。

プラウドメンはできる男のビジネスツール。
香りを身嗜みの一部として考えるビジネスマンの為に作られました。

ほのかで爽やかな香りがビジネスシーンを演出します。

ヴェレダは1921年ルドルフ・シュタイナーたちによって、スイスで誕生しました。
現在では世界50ヵ国以上の人々に親しまれています。

オロビアンコ

ヴェレダ タン

プラウドメン

80402-0013　 
スーツアップミスト+バーム アズーロ（オロビアンコ）
●容量:スーツアップミスト200ml、スーツアップバーム40g　
●芳香消臭剤、全身クリーム

80402-0014　 
スーツリフレッシャーセット（プラウドメン）
●容量:スーツリフレッシャーGW200ml、グルーミングバームGW40g　
●グリーンウッドの香り

80402-0015　 
メンズケアセット（ヴェレダ）
●容量:シャワージェル200ml、ヘアトニック100ml

80402-0016　 
フェイシャルクレンザー（タン）
●容量:200ml　●ジェルタイプの洗顔料
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80402-0044　トートバッグ
●サイズ（約）:18.5×26×マチ9cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2　
●カラー:ブラウン

80402-0043　アコヤ真珠ピアス
●サイズ（約）:パールφ5mm フラワーφ9mm　
●付属のシェルフラワーで三通りに楽しめます

80402-0036　 
レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ2.1cm、腕周り～18cm　
●素材:合金、白蝶貝　●カラー:ゴールド

80402-0039　パールネックレス
●サイズ（約）:全長45cm、パール1.2～0.5cm　
●素材:人工真珠、真鍮（ロジウムメッキ）

80402-0042　ブローチ
●サイズ（約）:5.3×5.3cm　
●素材:合金、真鍮、カットガラス

80402-0045　貝パールセット
●サイズ（約）:ネックレス全長42cm、パール各
φ6mm　●素材:貝パール、真鍮、ロジュウム
メッキ　●カラー:グレー

80402-0046　トートバッグ
●サイズ（約）:24.5×32.5×マチ9cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2　
●カラー:ブラック

80402-0035　 
トートバッグ（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:21×30×マチ9cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内1　●カラー:モーヴ

80402-0031　 
バッグインポーチ&ミニトート（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:ポーチ16×25×マチ3.5cm、ミニトート
22.5×23×マチ8cm　●素材:ポリエステル、合皮

80402-0032　バースタイルネックレス
●サイズ（約）:全長43×トップ2.5cm　
●素材:シルバー925金メッキ、キュービックジ
ルコニア16石、真鍮金メッキ

80402-0040　 
レディースウォッチ（ヴィヴィフルールコレクション）
●サイズ（約）:2.2×3.2cm、腕周り～18cm　●素材:
合金、パラジュウムメッキ、合皮　●日常生活防水

80402-0033　長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.5×18.8×厚さ2.5cm　
●カラー:ネイビー　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入6

80402-0037　レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト93cm　
●素材:合皮　●サイズ調節可　
●カラー:ブラック

80402-0041　
袱紗･ネックレス（ユキコキミジマ）
●サイズ（約）:袱紗13×20cm、ネックレス全長42cm、パール
0.6cm　●素材:ポリエステル、貝パール、真鍮（ロジウムメッキ）

80402-0034　レディースウォッチ
●サイズ（約）:2.5×1.9cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80402-0038　トートバッグ（ヴィオール）
●サイズ（約）:26×43×マチ13cm　
●素材:合皮　●ポケット内3　
●カラー:ブラック
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80402-0057　 
2WAYバッグ
●サイズ（約）:18×27×3.5cm　
●素材:ナイロン　●ポケット内3
●カラー:ブラック

80402-0048　 
ミニショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:14×22×マチ5.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内2外2　
●ファスナー式開閉

80402-0058　 
ペンダント（オールドローズブルーレーベル）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1×2.5cm　
●素材:合金、スワロフスキー

80402-0055　 
ペンケース（パリス）
●サイズ（約）:7×19×マチ3cm　
●素材:山羊革　●カラー:ネイビー

80402-0059　 
バッグ（クリスティーナノワレ）
●サイズ（約）:27×35×マチ16cm　
●素材:ポリエステル、PVC　●ポケット内1　
●カラー:ブラック

80402-0050　 
ストラップキーホルダー（フォリフォリ）
●サイズ（約）:11.5×3.5cm　
●素材:ステンレス、合皮

80402-0060　 
ポーチ
●サイズ（約）:13×23×マチ5cm　
●素材:合成皮革　●カラー:ネイビー

80402-0047　 
レディスウォッチ（マレリードンナ）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～19cm　
●素材:亜鉛合金、PNP+IPRG、ステンレス　
●日常生活防水
80402-0051　 
トート&クラッチバッグ（クリスティーナノワレ）
●サイズ（約）:トート22×30×マチ5cm、クラッチ
ショルダー14×23×マチ5cm　●素材:ポリエス
テル、PVC　●カラー:ブラック/ピンク
80402-0053　 
折りたたみ傘（イルムス）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●手開き式　
●カラー:グレー

80402-0054　長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ3.5cm　
●素材:合皮　
●札入1、小銭入2、カード入6　
●カラー:ブラック

80402-0056　 
レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:2.5×2.5cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合皮　●日常生活防水　
●カラー:ブラック

80402-1255　長財布
●サイズ（約）:9×19×厚さ2cm　
●素材:合皮　●札入2、小銭入1

80402-1256　 
レディスウォッチ（エイチツーオー）
●サイズ（約）:腕周り～17cm　
●素材:亜鉛合金、IPメッキ、本革　
●日常生活防水　●ベルトカラー:ブラック
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ハンドバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:25.5×38×マチ11.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット外2　
●カラー:アイボリー

80402-0136　 
晴雨兼用傘（クリショオンサイモン）
●サイズ（約）:親骨50cm　●手開き式　
●素材:ポリエステル　●カラー:アイボリー

80402-0144　 
ボストンバッグ
●サイズ（約）:26×45×マチ18cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　
●ポケット外1　●カラー:ブラウン

80402-0141　 
自動開閉折りたたみ傘（クロス）
●サイズ（約）:親骨55cm 折りたたみ時29cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ベージュ

80402-0145　 
ネックレス&ブレスレット
●サイズ（約）:ネックレス45cm、ブレス20cm　
●素材:真鍮、ロジュウムメッキ、淡水真珠、ビーズ

80402-0146　 
ショルダーバッグ（イコールジュンココシノ）
●サイズ（約）:19×21×マチ8cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外2　
●カラー:ブラウン

80402-0135　 
長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.8×19.2×厚さ3cm　
●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入14

80402-0139　 
レディースウォッチ
●サイズ（約）:3.3×2.6cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、合皮

80402-0140　 
長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10.3×19.7×厚さ2cm　
●素材:合皮　●札入2、小銭入1、カード入8　
●カラー:ベージュ

80402-0138　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:3.3×2.6cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、合皮　
●カラー:ブラウン

80402-0142　 
折財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:9.5×11×厚さ3cm　
●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー:ゴールド

80402-1260　 
トートバッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:22×36×マチ13cm　
●素材:合皮、ポリエステル　
●マグネット式開閉
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80402-0147　 
ペンダント（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.1cm　
●素材:真鍮

80402-0151　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:24.5×38×マチ12cm　
●素材:綿、ポリエステル　●ポケット内1　
●カラー:ベージュ

80402-0155　 
コットンパールネックレス
●サイズ（約）:全長46cm、パールφ8～16mm　
●カラー:ベージュ

80402-0159　手提げバッグ
●サイズ（約）:29×36×マチ18cm　●素材:ポリ塩
化ビニル、合皮　●内ポケット1　●カラー:ブラウン

80402-0148　 
UVカット晴雨兼用折りたたみ傘（クリショオンサイモン）
●サイズ（約）:親骨50cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:アイボリー

80402-0152　レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト93cm　
●素材:合皮　
●サイズ調節可　●カラー:ベージュ

80402-0156　トートバッグ（アリスアリサ）
●サイズ（約）:29×35×マチ13cm　
●素材:合成皮革、ビニール、綿　
●マグネット式開閉、ポケット内2　●カラー:ブラウン

80402-0160　牛革レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト85cm　
●素材:牛革　●カラー:チョコ

80402-0149　リュック
●サイズ（約）:32×30×マチ14cm　
●素材:PVC　●ポケット内1外2　
●カラー:ブラウン

80402-0153　トートバッグ
●サイズ（約）:24.5×32.5×マチ9cm　
●素材:ポリエステル、PVC　●ポケット内2　
●カラー:ブラウン

80402-0157　ペンダント（ノーマジーン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.3×1cm　
●素材:シルバー925、キュービックジルコニア、
真鍮　●カラー:ピンクゴールド

80402-0161　 
バッグインポーチ&ミニトート（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:ポーチ16×25×マチ3.5cm、トート
22.5×23×マチ8cm　●素材:ポリエステル、合皮

80402-0150　 
ファスナー式長財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:10×19×厚さ2cm　●素材:合皮　●札入
2、カード入8、ファスナー式小銭入1　●カラー:ベージュ

80402-0154　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.4×2.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、合皮　●カラー:ブラウン

80402-0158　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:24×31×マチ9.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　●コインケース付　
●カラー:ブラウン

80402-0162　長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ3.5cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:ブラウン
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80402-0061　 
ワンショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:18×29×マチ8cm　
●素材:合皮　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80402-0065　キーケース（チェルベ）
●サイズ（約）:12×6×厚さ2cm　
●素材:牛革　●キーホルダー5　
●カラー:ブラック

80402-1287　 
携帯シューズ
●対応サイズ:23～24cm　
●素材:合皮、樹脂　●カラー:ネイビー

80402-0062　ペンダント
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1×1.6cm　
●素材:真鍮（錫合金メッキ）、キュービックジル
コニア　●留め具はマグネットタイプ

80402-0066　 
2WAYマフラー（江戸マイスター）
●サイズ（約）:32×184cm　●素材:アクリル　
●カラー:ブラック無地×グレンチェック柄

80402-0074　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:20×33×マチ13.5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　
●カラー:ブラック

80402-0071　 
ペンダント（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.3×1cm　
●素材:シルバー、ジルコニア

80402-0075　 
レディースウォッチ（エイチツーオー）
●サイズ（約）:2×2.3cm、腕周り～17cm　
●素材:合金、牛革　●日常生活防水

80402-0076　 
ラウンドファスナー長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●札入2、小銭入1、
カード入8　●カラー:ブラウン

80402-0069　あこや真珠イヤリング
●サイズ（約）:パール0.6cm　
●素材:あこや養殖真珠、ポリプロピレン　
●透明樹脂留め具

80402-0070　 
UVカット晴雨兼用折りたたみ傘（アズ･アズ）
●サイズ（約）:親骨50cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック×ホワイト

80402-0063　晴雨兼用折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル、スチール、裏シルバーコー
ティング加工　●カラー:ブラック

80402-0067　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.6cm、腕周り～19.5cm　
●素材:アロイ、ステンレス　
●日常生活防水　●カラー:シルバー

80402-0064　 
折財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9×11.2×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入3　
●カラー:ブラウン
80402-0068　トートバッグ（ボーグ）
●サイズ（約）:30×38×マチ10cm　
●素材:PVC　●ポケット内3外1　
●カラー:ブラック

80402-0072　チノパンS（エイミー）
●サイズ（約）:S 総丈93.5cm、ウエスト67cm、
股下72cm　
●素材:ポリエステル、綿　●カラー:ブラック
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80402-0077　トートバッグ
●サイズ（約）:24×33×マチ9cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2

80402-0081　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:24.5×38×マチ12cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ライトブルー

80402-0087　バー付ショルダーバッグ
●サイズ（約）:27.5×32×マチ13cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮 ●ポケット内1　
●カラー:グリーン×ブラウン

80402-0084　 
ペンケース（パリス）
●サイズ（約）:7×19×厚さ3cm　
●素材:山羊革　●カラー:ピンク

80402-0088　ミニポーチ
●サイズ（約）:7×9×マチ3cm　● クア、スーコスヒ）地表（:材素

牛）手引（、革皮成合）グンピイパ（、ルテスエリポ）地裏（、ルリ
革　●作品により柄や装飾の出方が異なる場合があります。

80402-0079　2WAYバッグ
●サイズ（約）:18×27×マチ3.5cm　
●素材:ナイロン　●ポケット内3
●カラー:グリーン

80402-0089　クラッチバッグ
●サイズ（約）:13×26.5cm ●素材:合成皮革
●カブセマグネット式開閉、ポケット内1
●カラー:ゴールデンブラウン

80402-0090　 
ターコイズネックレス
●全長サイズ（約）:40cm

80402-0083　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ4.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材:樹脂、ポリ塩化ビニル　
●カラー:ブルー

80402-0085　 
レディースウォッチ（パーソンズ）
●サイズ（約）:φ2.2cm、腕周り～18cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水　
●カラー:ピンク

80402-0082　 
ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:16×27×マチ10.5cm　
●素材:合皮　●ポケット内3外1　
●カラー:ブルー
80402-0086　長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ3.5cm　
●素材:合皮 ●札入1、小銭入1、カード入6　
●カラー:イエロー

80402-1257　 
チェリーブロッサムセット（ロクシタン）
●容量（約）:チェリーブロッサム シャワージェル
75ml、シマーリングボディミルク75ml、ソフトハ
ンドクリーム30ml
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ティッシュポーチ（フェイラー）
●サイズ（約）:9.5×横13.5cm　
●

●

素材:綿（塩化ビニル樹脂加工）、ポリエステル
ポーチ部:ファスナー式開口

80402-1382

4039

レディースウォッチ

オード ブルーミングペアー（ジルスチュアート） ブライトニングローション（生活の木） ピアス（ミチコロンドン）

トートバッグ（イルムス）

リュック

コスメ

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

コスメ レディス
ファッション

4,600円（税込5,060円） （4,000円コース ＋ システム料 600円）



Men's fashion

CITY COLLECTION

0201

04

07
08

05
06

03

03

06 07

02 04

0805

01

Jacket is alm
ighty

ITEM
!

80402-0225　 
UVカットグラス
●フリーサイズ　●素材:プラスチック
●カラー:ブラック×ライトイエロー
●紫外線99%カット

80402-1340　 
防風パーカーM
●サイズ（約）:M着丈73cm、肩幅48cm
●素材:ポリエステル100%

80402-0228　 
メッシュキャップ
●サイズ（約）:内寸56～61cm（フリー）　
●素材:綿、ポリエステル

80402-0229　 
REPLAYタンクトップ
●サイズ:Mサイズ　
●素材:コットン93%、ポリウレタン7%
※海外ブランド品のため、通常より1サイズ大きめです。

80402-0230　カーゴパンツ79cm
80402-0231　カーゴパンツ82cm
●素材:綿98%･ポリウレタン2%

80402-0232　 
多機能ウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:φ5cm、腕周り～21cm　
●素材:樹脂、ポリウレタン　●カラー:グレー　
●10気圧防水･ELバックライト･アラーム･ストップ
ウォッチ･カレンダー機能付

80402-0233　 
デイパック
●サイズ（約）:45×34×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外4　
●カラー:レッド

80402-1341　 
折財布(アーバンリサーチ)
●サイズ（約）:10.5×9.5×厚さ2cm　
●素材:(表面)牛床革､(中側):合皮､ポリエステル
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●札入2､小銭入1､カード入3 ●カラー:ネイビー　

02

05

80402-0235　ペンダント
●サイズ（約）:全長55cm、トップ0.9×4.6cm　●素材:真
鍮、キュービックジルコニア、ロジウムメッキ（いぶし仕上げ）

80402-0236　ドラムバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:18×33×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80402-0237　メンズウォッチ（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:φ3.9cm、腕周り～21cm　●素材:亜鉛
合金、パラジュウムメッキ、合成皮革　●日常生活防水

80402-0238　コインケース（キャサリンハムネット）
●サイズ（約）:8×8×厚さ2cm　●素材:牛革　
●ポケット外1　●カラー:オレンジ

80402-0239　ボールペン&キーリング（トロイカ）
●サイズ（約）:ペン全長14.5、キーリング9.8×3.5×
厚さ0.7cm　●素材:真鍮、合金

80402-1342 ブルゾンM
80402-1343 ブルゾンL
●サイズ（約）:M 着丈74cm L 着丈77cm　
●素材:ポリエステル、綿、ポリウレタン

80402-0242　トートバッグ（ベネトン）
●サイズ（約）:33×38×マチ15cm　
●素材:綿、合皮　●ポケット内1

80402-0243　メンズウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～20cm　
●素材:ステンレス　●日常生活防水

80402-0244　メンズウォッチ（レガッタクラブ）
●サイズ（約）:φ3.4cm、腕周り～21cm　
●素材:ナイロン　●ベルトカラー:カーキ

80402-0245　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
●サイズ（約）:全長16cm　●素材:スモーキークオー
ツ、水晶、シルバー925、銀古美メッキ、シリコンゴム

80402-0246　ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　●素材:アクリル　
●カラー:レッド

80402-0247　ジャンプ長傘（シンプルトゥディ）
●サイズ（約）:親骨60cm、8本骨　●素材:ポリエス
テル、スチール　●カラー:グレー迷彩柄

80402-0248　フリースジャケットM（プリントスター）
80402-0249　フリースジャケットL（プリントスター）
●サイズ（約）:M 着丈69cm、肩幅48cm、L 着丈
72cm、肩幅50cm　●素材:ポリエステル

80402-0250　バックパック（ジップイット）
●サイズ（約）:43×32×マチ13cm　●素材:ポリエ
ステル、樹脂　●ポケット外3　●カラー:ブラック

80402-1312　スニーカーケアセット
●

80402-0252　ボールペン（ラミー）
●サイズ（約）:全長13.8cm　
●素材:アルミ、樹脂

80402-0253　レインポケット
●サイズ（約）:34×19cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラック/ブラウン　●傘をいれる巾着袋です

80402-0254　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～20cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●日常生活防水

80402-0255　ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×22×マチ5cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット外1　●カラー:ベージュ

80402-0256　トートバッグ
●サイズ（約）:36×40×マチ10cm ●素材:ポリエス
テル、合皮　●ポケット内3外2　●カラー:ネイビー

4600_ノブルエ 20

80402-0245　
サイズ（約）:全長16cm　

ツ、水晶、シルバー925、銀古美メッキ、シリコンゴム

80402-0250　
3×
●

80402-0245　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
サイズ（約）:全長16cm　●素材:スモーキークオー

ツ、水晶、シルバー925、銀古美メッキ、シリコンゴム

80402-0246　ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　●素材:アクリル　
●カラー:レッド

80402-0247　ジャンプ長傘（シンプルトゥディ）
●サイズ（約）:親骨60cm、8本骨　●素材:ポリエス
テル、スチール　●カラー:グレー迷彩柄

80402-0250　バックパック（ジップイット）
3×32×マチ13cm　●素材:ポリエ
●ポケット外3　●カラー:ブラック

80402-1312　スニーカーケアセットスニーカーケアセットスニーカーケア
●

80402-0252　ボールペン（ラミー）
●サイズ（約）:全長13.8cm　
●素材:アルミ、樹脂

内容:スニーカーシャンプー、防水スプレー、
消臭ミスト、スポンジ

250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたクオリティ、ブ
リティッシュエレガンスの漂う洗練を極めたデザインは、特別の日を
記念するアイテムとして最適です。

1775年に開窯したデンマーク王室御用達のロイヤル コペンハー
ゲン。シンプルで優美なデザインのテーブルウェアは多くのファンに
愛されています。

ウェッジウッド

ロイヤル コペンハーゲン

ローラアシュレイ

リチャードジノリ

ローラ アシュレイは、1953年ロンドンで始まった英国のブランドで
す。オリジナルデザインのテキスタイルを使ったレディスウェア、ホー
ムファニシングで、心地よく、くつろげる英国のライフスタイルを提案
しています。

1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレンツェに誕生しました。
磁器製造を夢見たカルロ・ジノリ侯爵が、窯を創設したのが始まり
です。以来３世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの伝統に育てら
れ、バラエティ豊かな美しい陶磁器を創り出してきました。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

80402-0313　 
トレイ
●サイズ（約）:21×14×高さ2cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80402-0314　 
ファイブプレート&レンジ2点セット
●サイズ（約）:プレートφ17×高さ2cm、
レンジφ9.5×高さ6cm　●素材:磁器

80402-0315　 
ホワイトフルーテッド アーチボウル
●サイズ（約）:φ25×高さ4.5cm　●素材:磁器

80402-1292　 
ローズブルー ディッシュラウンド
●サイズ（約）:φ19×高さ3.5cm　●素材:磁器
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80402-0257　メンズウォッチ（カシオ）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～18.5cm　
●素材:樹脂　●日常生活防水

80402-0258　折りたたみ傘（ギャツビー）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80402-0259　ウォッチケース
●サイズ（約）:9.5×20×厚さ7cm　●素材:樹脂

80402-0260　名刺入れ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:7.8×10.7×厚さ1.8cm　
●素材:牛革、合皮　●ポケット内1外1

80402-0261　カフス
●サイズ（約）:φ1.5cm　●素材:真鍮、クリスタル

80402-0262　ペンケース（革工房いんのしま）
●サイズ（約）:20×23cm　●素材:牛革　
●ペン挿し4　●カラー:ブラウン

80402-0263　ネクタイピン
●全長サイズ（約）:5.3cm　
●素材:真鍮、ロジウム（サティーナ）メッキ

80402-0264　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:20.5×31.5×マチ6.5cm　●素材:ポリ
エステル、合皮　●ポケット内3外1　●カラー:ブラック

80402-0266　手提げバッグ
●サイズ（約）:24×30×マチ7.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内3外1　●カラー:ブラウン

80402-0267　ジャンプ長傘
●サイズ（約）:親骨70cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●カラー:ブラック

80402-0268　メンズウォッチ（レガッタクラブ）
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～19cm　
●素材:本革　●日常生活防水

80402-0269　タブレットケース（イルムス）
●サイズ（約）:25×34×マチ3cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●カラー:トープ

80402-0270　メンズベルト（マックレガー）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:牛床革、合成皮革　●長さ調節可

80402-1261　ハンチング
●サイズ（約）:フリー（後ろ調節可能）　
●素材:ポリエステル、綿　●カラー:ブラウン（チェック柄）
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80402-0285　メンズウォッチ（エヌワイシー）
●サイズ（約）:腕周り～20cm　
●素材:亜鉛合金、ステンレス　●日常生活防水

80402-0287　タイピン（デービットヒックス）
●サイズ（約）:5.8×0.7cm　●素材:真鍮

80402-0288　ボストンバッグ
●サイズ（約）:33×50×マチ25cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内3外2

80402-0289　メンズベルト（カンサイヤマモトオム）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ブラック

80402-0290　カフス（エルコスチューム）
●サイズ（約）:1.2×2cm　
●素材:真鍮、スワロフスキー

80402-0291　ガーメントケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:43.5×58cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1　●カラー:ブラック

80402-0292　メンズ晴雨兼用傘（トロイ･ブロス）
●サイズ（約）:親骨62cm　●素材:ポリエステル　
●手開き式　●ベージュ（裏は縞柄）

80402-0293　折財布（チェルベ）
●サイズ（約）:9.5×11×厚さ3cm　●素材:合皮　●札入2、
カード入4、ホック式小銭入1　●カラー:ネイビー

80402-0294　折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80402-0295　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80402-0296　タブレットケース（イルムス）
●サイズ（約）:25×34×マチ3cm　
●素材:合皮、ポリエステル　●カラー:ブラック

80402-0297　ミニショルダーバッグ（エドクルーガー）
●サイズ（約）:14×19×マチ5cm　●素材:合皮　
●ポケット内2外2

80402-0298　2wayビジネスバッグ
●サイズ（約）:30×40×マチ12cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外5

80402-1263　ネクタイ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:全長142×8cm　
●素材:絹100%　●カラー:ネイビー
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1881年にフィンランドのイッタラ村でガラス工房として誕生。北欧デ
ザインのパイオニアとして、本質的で流行に左右されないデザイン
を追求しています。

1775年英国にエインズレイ窯を創設。英国の名窯として多くの皇
族、貴族に愛され続け、丁寧なものづくりを続けています。「ステッチ
コール」はそのエインズレイから新しく誕生したシリーズです。

イッタラ

ステッチコール ダンスク

1954年設立のダンスク社はデンマーク風という意味よりDANSKと
名づけられました。北欧を中心に各国のデザイナー達によって個
性あふれるアイテムが作り出されてきました。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

創業から260余年、世界でも歴史ある陶磁器ブランドのひとつ。そ
の斬新なデザインとすぐれた機能性で多くの人 を々魅了しつづけ
ています。

ビレロイ＆ボッホ

80402-0317　 
ペアボウル
●サイズ（約）:φ11.5×高さ4.5cm　
●素材:無鉛ガラス

80402-0318　 
ペアボウル
●サイズ（約）:φ12.9×高さ5.3cm　
●素材:硬質陶器

80402-0319　 
ティーカップ&ソーサー（ステッチコール）
●サイズ（約）:カップφ10.5×高さ6cm、ソーサーφ14.7×2.5cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80402-0320　 
ペアマグ
●サイズ（約）:φ8×高さ11cm　●素材:磁器
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80402-0271　靴磨きセット（ライカ）
●サイズ（約）:缶18.8×高さ5.8cm　
●保護艶出しクリーム、ブラシ、クリーナー

80402-0272　折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:11×10×厚さ3cm　●素材:牛床革、合皮　
●札入2、小銭入2、カード入4　●カラー:ブラウン

80402-0274　長財布
●サイズ（約）:8.5×17.7×厚さ1cm　●素材:牛革、合皮　
●札入2、小銭入1、カード入6　●カラー:ブラック

80402-0275　ネクタイ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:8×全長142cm　
●素材:絹100%

80402-0276　名刺入れ
●サイズ（約）:7.5×11.5×厚さ1.5cm　
●素材:牛革、合皮　●カード入3　●カラー:ブラウン

80402-0277　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×30×マチ10cm　●素材:綿、合皮　
●ポケット内3外1　●カラー:ブラウン

80402-0278　底Wマチビジネスバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:27×36×マチ6～11cm　●素材:ポ
リエステル（ウレタン入）　●ポケット内4外2

80402-0279　長財布
●サイズ（約）:10×20×厚さ2cm　●素材:（表）牛革、

（内）合皮　●札入4、カード入12　●カラー:ブラウン

80402-0280　長財布
●サイズ（約）:7.8×17.8×厚さ1.3cm　●素材:牛革、
合皮　●札入2、小銭入1、カード入5　●カラー:ワイン

80402-0281　牛革コインケース
●サイズ（約）:8×8×厚さ2.3cm

80402-0282　セカンドバッグ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:15×25.6×マチ7cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

80402-0283　メンズウォッチ（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:φ3.9cm、腕周り～21cm　●素材:亜鉛
合金、パラジュウムメッキ、合成皮革　●日常生活防水

80402-0284　ブーツ26.5～27cm（ゴッドアンドブレス）
●素材:合成ゴム　●カラー:ダークブラウン

80402-1262　ネクタイケース
●サイズ（約）:8.5×11.5×高さ10cm　
●素材:合皮、ポリエステルベルベット　●カラー:ブラック
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80402-0195　 
UVカットグラス
●フリーサイズ　●素材:プラスチック
●カラー:ブラック×スモーク　●紫外線99%以上カット

80402-0196　 
ペンダント（ヴィオール）
●サイズ（約）:全長50cm、トップ2.5×0.6cm　
●素材:シルバー

80402-0197　 
メッシュベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:リサイクルレザー　●カラー:ブラウン×チョコ

80402-0198　 
シングルライダースジャケットM
●サイズ（約）:着丈62cm、肩幅44.5cm　
●素材:合皮　●カラー:ブラック

80402-0199　 
5気圧防水ウォッチ
●サイズ（約）:φ4.7×4、腕周り～18.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80402-0200　 
ブーツ26.5～27cm（ゴッドアンドブレス）
●素材:合成ゴム　●カラー:ブラック

80402-0201　チノパンM（エイミー）
80402-0202　チノパンL（エイミー）
●サイズ（約）:M 総丈102cm、ウエスト81cm 
L 総丈102cm、ウエスト86cm　
●素材:ポリエステル、綿

80402-0203　 
ショルダーバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:18×25×マチ6cm　●素材:ポリエス
テル、合皮　●ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

4600_ノブルエ 17

80402-0299　セカンドバッグ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:15×25.6×マチ7cm　●素材:合皮、ポリエステル　
●ポケット内2外1　●カラー:ブラック

80402-0300　ビジネスバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:29×38×マチ10cm　●素材:ポリエ
ステル（ウレタン入）　●ポケット内4外3

80402-0301　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:3.25×3.25cm、腕周り～20cm　
●素材:ステンレス　●日常生活防水

80402-0302　タイピン
●サイズ（約）:5.2×1.2cm　
●素材:真鍮、アコヤ真珠

80402-0303　ポーチ
●サイズ（約）:18×26×マチ6cm　●素材:合皮　
●ポケット内3　●カラー:ダークブラウン

80402-0304　名刺入れ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:7.8×10.7×厚さ1.8cm　
●素材:牛革、合皮　●カード入2

80402-0305　カフス
●サイズ（約）:φ1.5cm　●素材:真鍮

80402-0306　札入れ
●サイズ（約）:7.8×17.8×厚さ1.3cm　●素材:（表面）
牛革、（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入5

80402-0307　メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.2cm、腕周り～21cm　●素材:
合金、合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラック

80402-0308　メンズウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～20.5cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●日常生活防水

80402-0309　名刺入
●サイズ（約）:10×7.3×厚さ1.3cm　
●素材:牛革、合皮　●カード入2、ポケット1

80402-0310　クロコ型長財布
●サイズ（約）:8.5×17.8×厚さ1.5cm　
●素材:牛革、合皮　●札入1、小銭入1、カード入6

80402-0311　サスペンダー
●対応サイズ（約）:～100cm、幅1.5cm　
●素材:ゴム　●カラー:グレー

80402-0312　ボストンバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:26×44×マチ20cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラック
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80402-0204　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×30×マチ10cm　●素材:ポリエス
テル、合皮　●ポケット内3外1　●カラー:ネイビー

80402-0205　メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～20.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80402-0206　デイパック
●サイズ（約）:45×34×マチ18cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット外4　●カラー:ネイビー

80402-0207　ジップパーカーM（プリントスター）
80402-0208　ジップパーカーL（プリントスター）
●サイズ（約）:M 着丈67cm、肩幅47cm、身巾53cm、L 着丈70cm、
肩幅50cm、身巾56cm　●素材:綿、ポリエステル　●カラー:杢グレー

80402-0209　オイルライター（ジッポ）
●サイズ（約）:5.5×3.7×厚さ1.2cm　●素材:真鍮

80402-0210　パーカー（プリントスター）
●サイズ（約）:着丈64cm、肩幅50cm　
●素材:綿　●カラー:ホワイト

80402-0211　メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕回り～19.5cm　
●素材:合金、合皮

80402-0212　ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×22×マチ5cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット外1　●カラー:ブラック

80402-0213　トートバッグ
●サイズ（約）:34×34×マチ11cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内3外5

80402-0214　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:12×25.5×マチ16cm、12×30×マ
チ20cm　●素材:ポリエステル　●カラー:グレー

80402-0215　折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:11×10×厚さ3cm　●素材:牛床革、合皮　
●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー:ブラック

80402-0216　ペンダント
●サイズ（約）:全長45×トップφ1.7cm、3.1×1.9cm　
●素材:合皮、合金

80402-0217　折りたたみ傘（マレリー）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時23cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:カーキ

80402-0218　メンズデジタルウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～21cm　
●素材:樹脂　●日常生活防水

80402-0219　ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　●素材:アクリル　
●カラー:ブラック

80402-0220　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
●サイズ（約）:全長16cm　●素材:オニキス、トラメ、
シルバー925、銀古美メッキ、シリコンゴム

80402-0221　札束入
●サイズ（約）:8.5×17.7×厚さ1.3cm　
●素材:牛革、合皮

80402-0222　ペンケース（パリス）
●サイズ（約）:7×19×マチ3cm　
●素材:山羊革　●カラー:ネイビー

80402-0223　オーストリッチベルト（ジョセフエロール）
●サイズ（約）:最大ウエスト～95cm　
●素材:牛革、合皮

80402-0224　ボストンバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:26×44×マチ20cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内2外1　●カラー:ネイビー
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80402-0095　 
トートバッグ（ジュビリー･ジージー）
●サイズ（約）:39×32×マチ2cm　
●素材:綿　●カラー:イエロー

80402-0092　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:24.5×38×マチ12cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブルー

80402-0104　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:23.5×35×マチ13cm　●素材:ポリ
エステル、合皮　●ポケット内2　●カラー:ワイン

80402-0105　長財布（ファイブナイン）
●サイズ（約）:19×19.5×マチ2.5cm
●素材:合成皮革　
●札入3、小銭入1、カード入8　●カラー:ピンク

80402-0106　 
ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:16×27×マチ10.5cm　●素材:
合皮　●ポケット内3外1　●カラー:イエロー

80402-0091　 
カードケース（トロイカ）
●サイズ（約）:5.9×9.5×厚さ0.6cm　
●素材:合金　●名刺10枚収納可

80402-0099　 
ストライプボストン
●サイズ（約）:27×35×マチ19cm　
●素材:ポリ塩化ビニル、合皮　●南京錠付　
●カラー:ブラウン×ダークグリーン

80402-0096　 
レディースウォッチ（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、合皮　●カラー:ワイン　
●日常生活防水
80402-0100　 
折財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:9×11.2×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入1、小銭入1、カード入3　
●カラー:パープル

80402-0093　キーケース（マデラ）
●サイズ（約）:6.5×12×厚さ3cm　
●素材:牛革、合成皮革　●ホック開閉式、
キーホルダー5･キーリング1･ポケット内2

80402-0097　レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト93cm　
●素材:合皮　
●サイズ調整可　●カラー:レッド

80402-0094　 
ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×22.5×マチ6.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル　
●ポケット内1外3　●カラー:ワイン
80402-0098　 
ラウンドファスナー長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.3cm　
●素材:合皮 ●札入2、小銭入1、カード入8　
●カラー:イエロー
80402-0102　 
ショルダーバッグ
●サイズ（約）:24×31×マチ9.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニル　
●コインケース付　●カラー:赤茶

80402-1258　コスメセット（フードコスメ）
●容量（約）:ビタカラー デリシャスオイルルー
ジュ #1 ピーチ22g、フレッシュフルーツ リップ

g72）ーリベロトス（ 2#オリトクーチ&
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ハンドバッグ（ヴィオール）
●サイズ（約）:20×30×マチ13cm
● ●

●

素材:合皮、ポリエステル ポケット内3外1
カラー：ホワイト×ブルー
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80402-0163　 
タイバーカフスセット
●サイズ（約）:タイバー0.5×5.8
×1.7cm、カフス1.2×2×2cm　
●素材:真鍮

80402-0164　 
UVカットグラス
●フリーサイズ　
●素材:プラスチック、ニッケル
●紫外線99%以上カット

80402-0165　 
ポーチ（マックレガー）
●サイズ（約）:18×26×マチ6cm　
●素材:合皮　
●ポケット内2外1　●カラー:ブラック

80402-0166　 
長財布
●サイズ（約）:8.5×17.7×厚さ1cm　
●素材:牛革、合皮　●札入2、小銭入1、
カード入6　
●カラー:ワイン

80402-0167　メルトンPコートM
80402-0168　メルトンPコートL
●サイズ（約）:M着丈67cm、肩幅44.5cm
L着丈69cm、肩幅46cm　
●素材:ポリエステル、レーヨン、アクリル、
ナイロン

80402-0169　 
多機能メンズウォッチ（カシオ）
●サイズ（約）:3.9×3.6cm、腕周り～20cm　
●素材:樹脂　●日常生活防水

80402-0170　 
メンズベルト（トロイブロス）
●サイズ（約）:最大ウエスト110cm　
●素材:牛革、合成皮革

80402-0171　ビジネスシューズ26.5cm
80402-0172　ビジネスシューズ27cm
●素材:合成皮革、合成ゴム底

80402-0173　 
トートバッグ（ボーグ）
●サイズ（約）:30×38×マチ10cm　
●素材:PVC　●ポケット内3　●カラー:キャメル
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80402-0174　ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:15×22×マチ5cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット外1　●カラー:ブラウン

80402-0175　ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　●素材:アクリル　
●カラー:ネイビー

80402-0176　ジップパーカーM（プリントスター）
80402-0177　ジップパーカーL（プリントスター）
●サイズ（約）:M 着丈67cm、肩幅47cm、身巾53cm、L 着丈
70cm、肩幅50cm、身巾56cm　●素材:綿　●カラー:ブラック

80402-0178　メンズブレス（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:腕周り～20×0.8cm　
●素材:真鍮･ロジウムメッキ

80402-0179　ペンダント（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:全長50cm、トップ5×3.7cm　
●素材:ステンレス

80402-0180　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:24×22×マチ5.5cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80402-0181　メンズウォッチ
●サイズ（約）:4.2×3.2cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80402-0182　2wayビジネスバッグ
●サイズ（約）:30×40×マチ12cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2外5

80402-0183　型押しボディバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:16×26×マチ9cm　●素材:合皮　
●ポケット内2外2　●カラー:ブラウン

80402-0184　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:4×3.3cm、腕周り～20cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80402-0185　折財布（チェルベ）
●サイズ（約）:10×9.6×厚さ3cm　●素材:牛床革（スプ
リットレザー）、合成皮革　●札入2、小銭入1、カード入4

80402-0186　ミラーサングラス（WMX）
●サイズ（約）:14×高さ4.4cm　●可視光線透過率
17.7%、紫外線透過率1.0%以下　●カラー:ブラック

80402-0187　ショルダーバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:17×30×マチ6cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80402-0188　ウエストバッグ
●サイズ（約）:12×20×マチ3cm　●素材:合皮　
●ポケット内1外1

80402-0189　スワロフスキータイバー
●サイズ（約）:0.4×5.5×厚さ0.4cm　●素材:真鍮、
ガンメタメッキ、クリスタルガラス　●カラー:ガンメタ

80402-0190　日付表示付メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.3cm、腕周り～19.5cm　●素材:
合金、合皮　●日常生活防水　●カラー:ブラウン

80402-0191　多機能ツール（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:5.4×8.2×厚さ0.4cm　
●素材:ステンレス、樹脂　●電池式

80402-0192　リング17号
●素材:シルバー

80402-0193　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:小17×32×マチ9.5cm、大20×37.5×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:グレー/迷彩柄

80402-0194　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:25×27×マチ6cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット内3外1　●カラー:ブラック
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4039 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

トートバッグ（デービッド ヒックス）

ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）

セカンドバッグ（アーノルドパーマー）

トレイ（ウェッジウッド）ブーツ（ゴッドアンドブレス）折財布（チェルベ）

テーブルウェアメンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

レディスファッション



●サイズ（約）:18×16.5×高さ21.5cm　
●陶器カップ2個付（容量各150ml）　
●AC100V-450W、コード1m

80402-0428　 
2カップコーヒーメーカー

80402-0422　 
ペアコーヒーセット（フィンレイソン）
●サイズ（約）:カップφ9×高さ6cm、ソーサーφ15.5
×高さ1.5cm　●素材:磁器

80402-0425　 
キッチンペーパーホルダー&花瓶（セルテヴィエ）
●サイズ（ 約 ）:ホルダー1 4 . 5×2 0 . 8×高さ
30.5cm、花瓶14.9×16.1×高さ14.2cm　
●素材:樹脂

80402-0429　 
ティッシュケース
●サイズ（約）:35×33×28cm　
●素材:合皮

80402-1361  
掛時計（マグ）
●サイズ（約）:φ30×厚さ4.7cm
●素材:樹脂、ガラス

80402-0426　 
プチパンケーキメーカー
●サイズ（約）:ケーキメーカー16×12.5×高さ7.5cm、フルー
ツケーキフォーク全長14.8cm　●素材:アルミダイキャスト

（フッ素樹脂塗装）、樹脂、ステンレス　●AC100V-350W

80402-0435　 
クッション（モグ）
●サイズ（約）:φ40×高さ18cm　
●素材:ナイロン、樹脂、発泡ポリスチレン

80402-1362  
ダストボックス
●サイズ（約）:45×30×高さ20cm
●素材:繊維板、スチール

80402-1309　 
傘立て
●サイズ（約）:8.5×19×高さ34cm　
●素材:スチール
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● 5～6本収納可

●スイープ運針
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Jennifer Taylorは1991年に設立されたアメリカのブ
ランドです。クラシックでラグジュアリーな雰囲気が新た
な生活を提案します。

「私の部屋」は、日本の生活文化と新鮮なアイデアが
融合した美しく豊かな暮らしを、四季の移り変わりに合
わせて提案しています。

クリエイター兼デザイナーのマーゴット・エリーナが原点に
立ち戻り思わず触れたくなるような作品たちを生み出しま
した。視覚と嗅覚をくすぐるコレクションは内なる自分を引
き出してくれます。

80402-0329　収納ボックス（ジェニファー･テイラー）
●サイズ（約）:13.5×18×高さ13.5cm　●素材:ポリエステル

80402-0330　ロザリー タオルセット（私の部屋）
●サイズ（約）:フェイスタオル34×80cm、
バスタオル60×120cm　●素材:綿100%

80402-0331　キャンドル（ライブラリーオブフラワーズ）
●容量:114g　●リンデンの香り

80402-0332　 
マット
●サイズ（約）:45×75cm　
●素材:アクリル

80402-0336　 
拡大鏡付きスタンドミラー
●サイズ（約）:13.5×16.5×高さ25.5cm　
●素材:樹脂　
●等倍鏡と3倍鏡の2wayタイプ
80402-0340　 
フォトフレーム
●サイズ（約）:18×13×厚さ2.5cm　
●素材:亜鉛合金、エポキシ

80402-0333　 
ルノワール絵画額「南仏の果実」
●サイズ（約）:34.3×46.6×厚さ2.3cm　
●素材:木

80402-0337　 
クッション（ジェニファー･テイラー）
●サイズ（約）:40×40cm　
●素材:ポリエステル

80402-0341　 
ティッシュボックス（ジェニファーテイラー）
●サイズ（約）:14×28×高さ11cm　
●素材:ポリエステル

80402-0334　 
ドームグラス
●サイズ（約）:φ13×高さ16cm　
●素材:ソーダガラス 
※お花は付きません

80402-0338　 
光触媒ポピー
●サイズ（約）:20×15×高さ35cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80402-0342　 
ポプリポット
●サイズ（約）:φ11.5×高さ14cm　
●素材:磁器

80402-0335　 
ムートンクッション
●サイズ（約）:35×35cm　
●素材:ムートン、ポリエステル

80402-0339　化粧ポーチ
●サイズ（約）:15×22×マチ8cm　
●素材:綿、ナイロン　●ファスナー式開閉、
ポケット内2外1、口紅入2、筆入3

80402-0343　 
ダストボックス（ジェニファー･テイラー）
●サイズ（約）:26×26×高さ30cm　
●素材:ポリエステル
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●サイズ（約）:刺身34.5cm、三徳30.5cm、ペティナイフ、

80402-1371　
家庭用包丁セット&包丁砥

24cm、包丁研8×1.5×高さ4cm　●素材:ステンレス、

80402-1364　信楽焼ペア丼
●サイズ（約）:φ13.5×高さ8cm
●素材 :陶器

80402-1366　男性用念珠
●サイズ（約）:内径28cm　
●素材:桑木、プラスチック、レーヨン

80402-1367　汁椀揃
●サイズ（約）:φ11×高さ7.2cm　
●素材::樹脂

80402-1368　取皿揃
●サイズ（約）:φ15×高さ3cm、

80402-1369　ペア食器セット
●サイズ（約）:大皿φ23×3.5cm、飯碗φ12×6cm、

80402-1370 お好み丼揃
●サイズ（約）:φ15.5×高さ8.5cm
●素材:磁器
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living

Japanese style collection

● 内径26cm

80402-1365　
女性用念珠

●素材:磁器

小皿φ12×2cm　 素材:磁器

●サイズ（約）:ふくさ20.5×12cm、風呂敷48×50cm、
●素材:ポリエステル　

80402-1363　
リバーシブル慶弔ふくさ3点セット

●ふくさは赤地に鶴柄でもお使いいただけます。
●あぶらとり紙付 ●素材:ガラス、プラスチック、レーヨン

サイズ（約）:

●

 ※まな板は演出品です。樹脂、セラミック

1904年創業。日本の洋食器のパイオニア企業。日本初のディナー
セット製造を果たし、米国を中心に輸出を開始、世界中で知られる
ブランドとなる。

た する 品は、 を らしに り れ、伝統の
や使い の を し 代 に ッチさせる とを
しています。

ノリタケ

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有
田の伝統様式を一歩前進させたとして評価され、世に香蘭社調と
も呼ばれ広く親しまれています。

80402-0321　 
ブルーローズ プティプレートペア
●サイズ（約）:φ15cm　●素材:陶磁器

80402-1308　 
スクエアプレート
●サイズ（約）:23×23×高さ1.7cm　●素材:磁器

80402-0324　 
花絵 取り鉢揃
●サイズ（約）:大鉢15.5×26.5×高さ5.5cm、小鉢9×12×高さ3.5cm×5　
●素材:磁器　●取り分け箸付

80402-1264　舟形トレー
●サイズ（約）:35.5×15×高さ5cm　
●素材:磁器
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親しまれてまいりました。製品は日本国迎賓館などでご使用頂き、
高い評価を得ております。

1919年(大正8)年の創業以来、“オークラチャイナ”の愛称とともに
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日本の洋食器ブランド【ナルミ】がガラスのもつあらゆる可能性
を追求し、優れたデザインと高い品質の商品群を提案し続ける
ことを、使命とし、【グラスワークス ナルミ】を、立上げました。「豊
かな生活・豊かな暮らしのライフスタイル」を発信致します。

1775年英国にエインズレイ窯を創設。英国の名窯とし
て多くの皇族、貴族に愛され続け、丁寧なものづくりを
続けています。

料理研究家の井上絵美が日々 の生活をより楽しく豊かに過ご
せるようにという思いで「ラ・エミーズ」をスタート。シックなデザイ
ンと、生活のアクセントとなるような“大人のかわいらしさ”を意識
しさまざまな生活シーンで活躍するアイテムを発表しています。

80402-0344　グラス（ナルミ）
●サイズ（約）:φ8×高さ9cm、容量270ml　●素材:ソーダガラ
ス ※本製品の柄カット部分は各職人の感性よりアットランダ
ムにカットしております。そのため各商品のデザインは異なって
おります。

80402-0345　プレート（エインズレイ）
●サイズ（約）:φ21cm　●素材:ファインボーンチャイナ

80402-0346　ペアマグ&プレート（ラ･エミーズ）
●サイズ（約）:マグφ7.5×高さ10.5cm、プレートφ19.5×高さ
2.5cm　●素材:磁器

80402-0347　 
ホットサンドトースター（マリ･クレール）
●サイズ（約）:22.5×23×高さ7.5cm　
●素材:樹脂、アルミ　
●AC100V　●2枚焼可

80402-0351　 
ティーサーバー
●サイズ（約）:φ7.9×高さ16.1cm、容量
380ml　●素材:樹脂、強化ガラス　
●ティーメジャー付

80402-0355　モーニングセット
●サイズ（約）:シリアルボウルφ16.1×高さ8cm、クリー
マーφ7.5×高さ7.9cm、容量140ml　●素材:磁器

80402-0348　 
スノコ付楕円皿セット
●サイズ（約）:皿17.2×26.6cm、
スノコ11×14cm　
●素材:磁器、ステンレス

80402-0352　 
スクエアディッシュ（ケデップ）
●サイズ（約）:23.5×25×高さ2cm、網9×
19.5×高さ1cm×2　
●素材:磁器、ステンレス

80402-0356　グラスセット
●サイズ（約）:φ6×高さ14cm、
容量295ml　●素材:ガラス

80402-0349　 
ケーキ皿5枚セット
●サイズ（約）:φ19.3×高さ2.5cm　
●素材:磁器

80402-0353　 
カトラリー14ピースセット（カンサイヤマモトメゾン）
●全長サイズ（約）:各11.2～20.8cm　
●素材:ステンレス

80402-0350　 
デザート皿&ティーセット
●サイズ（約）:カップφ8.8×高さ6.7cm、
ソーサーφ16.2cm、プレートφ19.8cm
●素材:磁器

80402-0354　 
ペアスパークリングワイングラス（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ7.4×高さ21.1cm　
●素材:無鉛ガラス

80402-0358　 
ペアコーヒーセット
●サイズ（約）:カップφ9.8×高さ5.2cm、
ソーサーφ15×高さ1.9cm　●素材:磁器

80402-1265　 
ペッパーミル（プジョー）
●サイズ（約）:φ5×高さ10cm　
●素材:木、ステンレス、鉄
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Kazeya styleは既成概念にとらわれることなく現代にあったテー
マで新しくデザインされた、使う人のライフスタイルをトータルにデザ
インします。

箔一は、1975年に創業し、かつて材料であった「金沢箔」を身近
に使っていただけるよう「金沢箔工芸品」という市場を創出してき
たパイオニアで、日本で唯一の金箔総合企業です。

カゼヤスタイル

グラスワークスナルミ ナルミ

日本の洋食器ブランド【ナルミ】がガラスのもつあらゆる可能性を追
求し、優れたデザインと高い品質の商品群を提案し続けることを、
使命とし、【グラスワークス ナルミ】を、立上げました。「豊かな生活・
豊かな暮らしのライフスタイル」を発信致します。

日本を代表するテーブルウェアブランド。やさしい乳白色と強度に
優れたボーンチャイナの量産化に日本ではじめて成功、世界市場
でも高い評価を得ています。

80402-0325　 
三段重
●サイズ（約）:15×15×高さ15cm　
●素材:樹脂

80402-0326　 
貫入ひと口グラス
●サイズ（約）:φ8.6×高さ11cm　
●素材:ガラス、金沢箔

80402-0327　 
グラス
●サイズ（約）:φ7.9×高さ9cm　
●素材:ソーダガラス

80402-0328　 
ペアマグ
●サイズ（約）:φ8.4×高さ9.1cm　
●素材:ボーンチャイナ　
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80402-0533　 
フェイスシェーバー&鼻毛カッター
●サイズ（約）:フェイスシェーバーφ1.4×全長
13cm、鼻毛カッターφ3×全長12.5cm　●素材:
樹脂、アルミ　●電池式　●眉用コーム･ブラシ付

80402-0537　 
クリスタルガラスかかと磨き
●サイズ（約）:9×4.4cm　
●素材:クリスタルガラス

80402-0541　 
首振り2枚刃シェーバー
●サイズ（約）:3.2×5.3×全長12.6cm　
●素材:樹脂、ステンレス

80402-0534　 
水洗いバリカン（ロゼンスター）
●サイズ（約）:3.7×4.4×18.9　
●素材:樹脂、ステンレス

80402-0538　 
ハンド&ネイルケアクリーム（モア）
●容量:125ml　
●バニラムスク、ジャスミンフラワーの香り

80402-0542　 
リセットブラシ（コイズミ）
●サイズ（約）:5.5×4.5×高さ23.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

80402-0546　 
電動角質ケア（コイズミ）
●サイズ（約）:6.2×4.5×長さ15.5cm　
●素材:樹脂　●電池式　
●掃除用ブラシ付

80402-0535　 
角質ケア
●サイズ（約）:6.2×4.5×長さ15.5cm　
●素材:樹脂　●アタッチメント2種、
ヘッドカバー、掃除用ブラシ付

80402-0539　 
ヘアカーラー（コイズミ）
●サイズ（約）:9.3×9.3×高さ4.4cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-240V-27-29W・コード1.2m

80402-0543　 
フェイストリマー&オーガニックコットンタオル
●サイズ（約）:フェイストリマーφ1.4×全長
13cm、タオル34×80cm　●素材:樹脂、ア
ルミ、綿　●電池式　●眉用コーム･ブラシ付

80402-0547　 
リセットブラシ（コイズミ）
●サイズ（約）:4×4×高さ22.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

80402-0536　 
メンズケアセット（プラウドメン）
●容量:スーツリフレッシャー200ml、
グルーミングバーム40g

80402-0540　 
電動グロスネイル（ロゼンスター）
●サイズ（約）:2.8×3×高さ18cm　
●素材:樹脂、特殊加工強化ガラス　
●電池式

80402-0544　ネイルケアセット
●全長サイズ（約）:ニッパー11cm、
つめヤスリ10.3cm、つめ切り10cm　
●素材:ステンレス

80402-0548　 
エッセンシャルオイル（タン）
●サイズ（約）:フラワーポプリφ7×高さ9cm　
●容量:オイル10ml　●素材:紙、プラス
ティック、ガラス　●ジャスミン、ローズの香り

80402-1268　 
ロールブラシヘアーアイロン（テスコム）
●サイズ（約）:4.3×21.2×4.3cm　
●素材:ABS　
●100-240V-22W･コード1.5m
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80402-1285　 
デジタル式ガラス体重計&歩数計
●サイズ（約）:20.5×30.5×高さ2.2cm　
●素材:樹脂、ガラス　●100g～150kg計
測可　●歩数計付

80402-0553　 
柿渋石けんセット
●容量:100g　
●素材:カキタンニン、石けん素地

80402-0557　 
ヘアカットハサミセット
●全長サイズ（約）:散髪ハサミ16cm、スキ
ハサミ15.5cm　●素材:ステンレス、鋼

80402-0561　洗濯用洗剤セット（フロッシュ）
●サイズ（約）:洗剤750ml、柔軟剤750ml、マイクロ
ファイバークロス25×25cm、巾着17.5×26cm　
●素材:綿100%、ポリエステル80%、ナイロン20%

80402-0550　 
タオルセット（今治タオル）
●サイズ（約）:63×120cm、34×75cm　
●素材:綿

80402-0558　 
フェイスタオルセット（ロイヤルリッチ）
●サイズ（約）:34×80cm×2　
●素材:綿100%

80402-0562　 
タオルセット（ラ･フローリスト）
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェ
イスタオル33×75cm　●素材:綿100%

80402-0551　 
ソープディスペンサー（ゾーン）
●サイズ（約）:φ8×高さ14.5cm、容量230ml　
●素材:磁器、樹脂

80402-0555　 
シャンプー&トリートメントセット（生活の木）
●容量:シャンプー、トリートメント各150ml　
●ローズの香り

80402-0559　 
オーガニック ウォッシュバーセット（パンピューリ）
●容量:各50g　●サイアミーズウォーター、
インドシン、ディスタントショアーズ、グランド
マンチュー、ベルベットブロッサムズの香り

80402-0563　 
2WAYフェイス&ボディークリーナー
●サイズ（約）:7.2×7.5×33.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

80402-0552　 
タオルセット（イルムス）
●サイズ（約）:フェイスタオル80×34cm、バ
スタオル135×64cm　●素材:綿

80402-0556　 
滑り止め付バスマット&スリッパ
●サイズ（約）:45×65cm、スリッパ フリー
サイズ　●素材:吸水アクリル

80402-0560　 
マイナスイオンヘアードライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:7.7×19.6×高さ21.5cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-1200W・コード1.7m

80402-0564　 
タオルセット（ラ･フローリスト）
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェ
イスタオル30×75cm　●素材:綿100%

80402-0554　 
バスソルト&今治タオルセット
●サイズ（約）:マイクロファイバークロス25×25cm
×2、タオル34×30cm×2、バスソルト180g、
175g、40g×3　●素材:ポリエステル、ナイロン、綿
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80402-0565　キッズカトラリー21点セット
●全長サイズ（約）:スプーン、フォーク、ナイフ各13.7～17.7cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80402-0566　プレートセット
●サイズ（約）:大φ24.5cm、小φ16cm×5　●素材:磁器

80402-0567　サウンドブロック
●サイズ（約）:7×12×高さ24cm、最小ブロック5×5×5cm　
●素材:木、ポリエステル、樹脂

80402-1403　フレンドリーブロック
●サイズ（約）:最小パーツ1.9×0.9×高さ1.5cm、ケースφ22.5×

80402-0569　お食事セット
●サイズ（約）:プレート21.5×21.5×高さ3cm、ボウル14.5×14.5×
高さ4.5cm、スプーン&フォーク各12.5cm、ビブ 首周り35cm　
●素材:メラミン、鋼、樹脂、ポリエステル

80402-0570　マグセット
●サイズ（約）:φ8.5×高さ8.5cm　●素材:磁器

80402-0571　知育時計
●サイズ（約）:φ28×厚さ4.9cm　●素材:樹脂　
●電池式　●ステップ秒針

80402-0572　おねしょシーツ
●サイズ（約）:100×150cm　
●素材:綿100%（パイル）、裏発泡ポリエチレン

80402-0573　オーガニックスタイ&コンビ肌着
●サイズ（約）:10.5×18cm、身丈47×幅31cm　●素材:綿

80402-0574　ファーストイヤーフォトフレーム
●サイズ（約）:2.5×31×高さ31cm　
●素材:ポリスチレン、ガラス　●窓サイズ:5.2×3.8cm×12

80402-1404　11ぴきのねこ
●サイズ（約）：53×30×厚さ18cm
●素材：:ポリエステル
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● ● ●高さ22cm 素材:ポリスチレン、樹脂　 全324ピース 対象年
齢：3歳～

80402-0576　ランチセット（モズ）
●サイズ（約）:カップφ7×高さ6.5cm、仕切りプレート23.5×23.5×
高さ2cm　●素材:飽和ポリエステル、樹脂

80402-1405　ウッディクック
●箱サイズ（約）:16.5×22×高さ7cm　●素材：ブナ材、シナ材

80402-0578　ぬいぐるみ2点セット（ブルーナファミリー）
●サイズ（約）:ゾウ17.5×18×高さ12cm、らいおん10×13×高さ
16cm　●素材:ポリエステル

80402-0579　バチ付フレームドラム
●サイズ（約）:φ20×奥行5cm　●素材:メイプル、牛革、スチール

80402-1407　ウッドランドつみき47ピース
●サイズ（約）:最小パーツ3×3×厚さ1.5cm　

80402-0581　ピーカブーメロディベア
●サイズ（約）:23×19.5×高さ24cm　●素材:ポリエステル　
●電池式

80402-0582　ビーズコースター
●サイズ（約）:12×22×高さ21.5cm　●素材:木、鉄

80402-0583　フォトフレーム
●サイズ（約）:21×32.5×厚さ1cm　
●素材:ガラス、スチール、クリスタルラインストーン

80402-1406　ワンタッチおむつポーチ
●サイズ（約）：本体20×15×マチ7.5cm、おしりふき取り出し口12×
8cm　

80402-0585　子供用ポールハンガー
●サイズ（約）:40×40×高さ134cm　●素材:天然木（ラバーウッド）

80402-0586　あいうえおブロック
●サイズ（約）:35×42×高さ3.5cm　●素材:ABS樹脂、紙　
●対象年齢3歳～
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対象年齢：3歳～

全47ピース
素材:天然

木（ブナ材） 対象年齢：3歳～

素材：:ポリエステル、ポリウレタン くま柄

80402-0387　 
靴べら&スタンド
●サイズ（約）:靴べら全長54cm　
●素材:天然木、合皮

80402-0391　 
カレー皿5枚セット（モズ）
●サイズ（約）:φ21.5×高さ4cm　
●素材:磁器

80402-0395　 
ブックスタンド
●サイズ（約）:24×26～46.5×高さ26cm　
●素材:MDF（無塗装）　●組立式

80402-0399　 
フォトフレーム
●サイズ（約）:29×29×厚さ3cm　
●素材:MDF、ガラス、紙　
●真四角サイズ（8.9×8.9㎝）対応

80402-0388　 
掛時計（ヤマトジャパン）
●サイズ（約）:29.5×29.5×厚さ2.5cm　
●素材:合成木材

80402-1353　 
ウォッチケース
●サイズ（約）:9.5×28×高さ7cm
●素材:樹脂

80402-0396　 
ボウルセット
●サイズ（約）:φ12.5×高さ6.5cm　
●素材:磁器

80402-1354　 
リクライニング座椅子
●サイズ（約）:36×33×高さ36cm　
●素材:合皮、ウレタンフォーム、スチール　
●カラー:ブラウン

80402-0389　 
フォトフレーム
●サイズ（約）:30.9×27.1×厚さ1.2cm　
●素材:ウォールナット材、ラバー材

80402-0393　 
玄関マット
●サイズ（約）:45×75cm　
●素材:アクリル、ナイロン

80402-0397　 
三段ラック
●サイズ（約）:15×45×高さ46cm　
●素材:MDF（無塗装）　●組立式　
●縦でも横でも使用可

80402-0401　 
テーブルパン
●サイズ（約）:φ19×高さ12cm　
●素材:耐熱陶器　
●直火可、オーブン可、レンジ対応不可

80402-0394　 
ブランケット
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル

80402-0398　 
マガジンラック
●サイズ（約）:40.5×13.5×高さ27cm　
●素材:合皮

80402-1355　 
ストームグラス
●サイズ（約）:φ8.5×高さ21.5cm ●素材:ホウケイ酸

●天気の変化によって結晶が変化します。

80402-1266　 
デジタル日めくり時計
●サイズ（約）:23.5×16.4×厚さ4cm　
●素材:ABS
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腕時計6本収納●

ガラス他

80402-0359　グラス（ボヘミアグラス）
●サイズ（約）:φ5.8×高さ19.8cm　
●素材:カリクリスタル

80402-0360　カクテルセット
●サイズ（約）:シェーカーφ7×15cm、バースプーン
全長25.5cm　●素材:ステンレス

80402-0361　テーブルランプ
●サイズ（約）:φ14×高さ25.5cm　●素材:プラスチッ
ク、天然木　●AC100V-40W・電源コード2.4m

80402-0362　スキレット
●サイズ（約）:スキレット17×25.9×深さ3.5cm、木台16.5×22.5
×高さ1.6cm　●素材:鉄、天然木、ステンレス　●おろし金付

80402-0363　カトラリー8ピースセット（シビラ）
● 全長サイズ（約）:スプーン20c m、フォーク
20.2cm　●素材:ステンレス

80402-0364　ペッパーミル（プジョー）
●サイズ（約）:φ5.2×高さ10cm　
●素材:ブナ、鋼、ステンレス

80402-0365　ビアカップ（磨き屋シンジケート）
●サイズ（約）:φ6.1×高さ10.7cm　
●素材:ステンレス

80402-0366　銀古代箔リモコンラック
●サイズ（約）:7.5×19.8×高さ12cm　
●素材:樹脂

80402-0367　デジタル電波時計（アデッソ）
●サイズ（約）:12×18×厚さ5cm　●素材:樹脂

80402-0368　ペアミニボウル（クリスタルダルク）
●サイズ（約）:φ12×高さ7cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80402-0369　山中塗 ロックカップ（伝）
●サイズ（約）:φ8×高さ8cm　
●素材:天然木（欅）漆塗

80402-0370　二重構造タンブラー
●サイズ（約）:φ7.3×高さ9.5cm　
●素材:ステンレス

80402-0371　有田焼 ペアビアカップ
●サイズ（約）:φ8.9×高さ12cm　●素材:陶磁器

80402-0372　ペアタンブラー
●サイズ（約）:φ9.5×高さ14cm　●素材:ガラス
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80402-0373　ビアグラスセット（リュミナルク）
●サイズ（約）:φ6.2×高さ16.6cm　●素材:ソーダガラス

80402-0374　ワインオープナー（プジョー）
●サイズ（約）:全長13cm　
●素材:樹脂、ステンレス、鉄

80402-0375　純銅製アイスクリームスプーン
●全長サイズ（約）:11.4cm　
●素材:純銅、金メッキ、銀メッキ

80402-0376　ワインクーラー
●サイズ（約）:φ20.5×高さ25.5cm　●素材:樹脂

80402-0377　折りたたみチェア
●サイズ（約）:31.5×46×高さ75cm　
●素材:合成木材、塩ビシート、スチール

80402-0378　プレートセット（ケデップ）
●サイズ（約）:15.5×15.5×高さ2.5cm、10.5×24
×高さ2.5cm　●素材:強化磁器

80402-0379　二重構造タンブラー（ウェルナーマイスター）
●サイズ（約）:φ8×高さ15cm　●素材:耐熱ガラス

80402-0380　ペアカレーボウル
●サイズ（約）:15.3×23.5×高さ7.1cm　
●素材:陶器

80402-0381　ペアワイングラス（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ5.4×高さ18cm　
●素材:クウォークス

80402-0382　タンブラーセット（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ6.2×高さ10.2cm　●素材:無鉛ガ
ラス　●カラー:シルバー･ゴールド･コッパー

80402-0383　ワインオープナー4点セット
●サイズ（約）:φ4.8×高さ19.3cm　●素材:樹脂

80402-0386　ステンレスアイスペール
●サイズ（約）:φ15×高さ14.5cm

80402-0384　フォトフレーム
●サイズ（約）:32×32×厚さ5cm　
●素材:樹脂、ガラス

80402-0385　ペアワイングラス（ボヘミアガラス）
●サイズ（約）:φ7.5×高さ14.5cm　
●素材:カリクリスタル
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4241

2カップコーヒーメーカー

マイナスイオンヘアードライヤー（テスコム）

ウッディクック

花絵 取り鉢揃（たち吉） ドームグラス

テーブルウェア インテリア

ステンレスアイスペール

バースタイル

インテリア

キッズ

ビューティー・
バス＆
ウォッシュ

4,600円（税込5,060円） （4,000円コース ＋ システム料 600円）



01  Hunger

05  Tumbler

09  Rack

13  Wall pocket

02  Clock

06  Holder & vase

10  Cushion

14  Hunger

03  Chest

07  Clock

11  Rack

15  Umbrella stand

04  Mirror

08  Lamp

12  Legless chair

16  Magazine stand

My favorite of the interior is stylish

80402-0437　 
立て掛けスリムハンガー
●サイズ（約）:42×38.5×高さ160cm　
●素材:スチール、天然木

80402-0441　 
ステンレスタンブラー
●サイズ（約）:φ8.5×高さ11cm、容量330 
ml、φ8×高さ14cm、容量420ml　
●素材:ステンレス鋼

80402-0445　 
収納ラック
●サイズ（約）:12.7×23×高さ14.3cm　
●素材:ポリウレタン

80402-0449　 
ウォールポケット
●サイズ（約）:45×65cm　
●素材:キャンパス生地（裏面PVC）　
●カラー:ブラック　●ポケット大2中3小4

80402-0438　 
掛時計
●サイズ（約）:φ30.5×厚さ4cm　
●素材:樹脂　●ステップ運針

80402-0442　 
キッチンペーパーホルダー&花瓶（セルテヴィエ）
●サイズ（約）:ホルダー14.5×20.8×30.5
cm、花瓶14.9×16.1×14.2cm　
●素材:樹脂

80402-0446　 
クッション
●サイズ（約）:105×50×厚さ17cm　
●素材:ポリエステル

80402-0450　 
ハンガーラック
●サイズ（約）:49×89×高さ99～167cm　
●素材:スチール、樹脂　●組立式

80402-0439　 
3段チェスト
●サイズ（約）:42×35×高さ68.3cm　
●素材:樹脂　●組立式

80402-0443　 
デジタルアラーム電波時計
●サイズ（約）:8.7×10.5×厚さ5.5cm　
●素材:樹脂　●スヌーズ･バックライト付

80402-1283　 
シューズ&タオルラック7段
●サイズ（約）:29×59×高さ122cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　
●組立式

80402-0451　 
傘立て
●サイズ（約）:11×16.5×高さ30cm　
●素材:スチール　●6本収納可

80402-0440　 
卓上三面鏡
●サイズ（約）:（全開時）13×43×高さ26cm　
●素材:樹脂

80402-0444　 
投影クロック付USBランプ
●サイズ（約）:φ15×高さ22cm　
●素材:樹脂　●電源コード1.1m

80402-0448　 
5段階リクライニング座椅子
●サイズ（約）:36×33×高さ36cm　
●素材:合皮、ウレタンフォーム、スチール　
●カラー:ブラック

80402-0452　 
マガジンスタンド
●サイズ（約）:18×25×高さ71cm　
●素材:スチール
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01  Chair

05  Chest

09  Plant

13  Dust box

02  Mirror

06  Umbrella stand

10  Calculator

14  Coat rack

03  Shoes stand

07  Light

11  Pedal pale

15  Clock

04  Clock

08  Wagon

12  Mirror

16  Light

My favorite of the interior is stylish

80402-0453　 
折りたたみチェア
●サイズ（約）:30.5×46.5×高さ77cm　
●素材:合皮、スチール

80402-1284　 
移動式3段チェスト
●サイズ（約）:42×34×高さ68cm　
●素材:樹脂　●組立式

80402-0461　 
光触媒シュガーバイン
●サイズ（約）:φ12×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80402-0465　 
ダストボックス
●サイズ（約）:20.5×20.5×高さ22cm　
●素材:合皮

80402-0454　 
壁掛けミラー
●サイズ（約）:91.9×25.5×厚さ1.5cm　
●素材:合成木材、樹脂

80402-0458　 
傘立て
●サイズ（約）:φ14×高さ41cm　
●素材:陶器　●4～5本収納可

80402-0462　 
電子計算機（トライストラムス）
●サイズ（約）:16.8×11.5×厚さ1.1cm

80402-0466　 
ポールハンガー
●サイズ（約）:48.5×48.5×高さ153.5cm　
●素材:スチール　●組立式

80402-0455　 
シューズラック
●サイズ（約）:30×34×高さ75cm　
●素材:ポリプロピレン　●組立式

80402-0459　 
2段階切替式ライト
●サイズ（約）:16.6×9.1×高さ13.1cm　
●素材:ポリカーボネイト、樹脂　
●スタンドから外しての使用可　●電池式

80402-0463　 
ペダルペール
●サイズ（約）:32×25.5×高さ39cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80402-0467　 
電波掛時計（マグ）
●サイズ（約）:φ25.3×厚さ4.3cm　
●素材:樹脂、ガラス

80402-0456　 
デジタル電波時計
●サイズ（約）:12×18×5cm　
●素材:ABS　●電池式

80402-0460　 
テーブルワゴン
●サイズ（約）:45×30×高さ71.5cm　
●素材:ポリプロピレン　●組立式

80402-0464　 
スタンドミラー
●サイズ（約）:9.5×18×27cm　
●素材:樹脂

80402-0468　 
LED電気スタンド
●サイズ（約）:φ15×高さ50.5cm　
●素材:樹脂　●USB、電池式　
●ルーペ付
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80402-0611　 
インク12色セット（ウィンザー&ニュートン）
●サイズ（約）:9.5×23.5×厚さ4cm　
●容量:各14ml

80402-0615　 
フェスティバルペナント
●サイズ（約）:30×228cm　
●素材:ナイロン

80402-0619　 
水彩色鉛筆24色セット（サクラクレパス）
●サイズ（約）:ケース23.5×22.3×厚さ
2.5cm

80402-0623　 
ステンレスボトル（イノベーター）
●サイズ（約）:φ6.7×高さ21.5cm、容量
400ml　●素材:ステンレス、樹脂

80402-0612　 
シャボンダマシーン（ロゴス）
●サイズ（約）:15.3×20×高さ21cm　
●素材:樹脂　●電池式　●シャボン玉自動製造　 
※シャボン玉液は付属しておりません。

80402-0616　 
マグネット剪定鋏
●全長サイズ（約）:19cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80402-0620　 
ウッディスピーカー&ラジオ
●サイズ（約）:5.5×15×高さ9.5cm　
●素材:MDF、樹脂　●電池式　●AM／FM

80402-0624　 
木製ドミノ150ピース
●サイズ（約）:4.2×2.3×厚さ0.9cm　
●素材:天然木

80402-0613　 
アンティークLEDランタン
●サイズ（約）:12×16×25cm　
●素材:光源:LEDライト、本体:鉄･ポリス
チレン･ガラス　●電池式

80402-0617　 
ガーデンボックス
●サイズ（約）:63.5×43.9×高さ32.6
cm、容量56ℓ　
●素材:樹脂

80402-0621　 
クレパス36色セット（サクラクレパス）
●サイズ（約）:ケース13.3×26.4×厚さ
1.5cm

80402-0625　 
インフレーティングごろ寝マット
●サイズ（約）:55×120×厚さ2.5cm　
●素材:ポリエステル（PVC加工）、樹脂

80402-0614　 
双眼鏡･コンパスセット
●サイズ（約）:双眼鏡9×6×高さ3.8cm、
コンパスキーホルダー5.1×3×高さ1.1cm　
●素材:ダイキャスト、光学ガラス　●倍率8倍

80402-0618　 
ウクレレ
●サイズ（約）:54.5×16.5×厚さ6.5cm　
●素材:木

80402-0622　 
多機能ツールペン（トロイカ）
●全長サイズ（約）:15cm　●素材:真
鍮、ゴム　●多機能ツール:定規、着脱式
ドライバー、タッチペン、水準器

80402-0626　 
ソーイングセット
●サイズ（約）:ケース17.5×23×厚さ
5cm　
●素材:綿、樹脂
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ブロックロディア専用カバー。製本にも使用されているペーパークロスカバーは耐久性に
優れ、三角ポケットは収納やジョッターとして機能します。表紙は折り返して使用できます。
ブラックで統一されたシンプルで潔いデザインのハードカバーです。

簡単操作と楽々メンテナンスで本格的なエアブラシ塗装。すぐに使えるオールインワン
の決定版エアブラシ入門機。コンパクトな省スペース設計で、手軽にエアブラシ塗装が
楽しめます。

優れた品質と積極的な技術開発で世界の模型ホビーをリードし続けるタミヤ。作る楽し
さを提供し、すべての模型ファンの皆様へ充実したホビータイムをお届けするため、模
型の可能性を追求し続けています。

フィッシャー社が開発したスペースペンは、アポロ11号の月面着陸を始め数々のスペー
スミッションに参加し、現在でも宇宙で使えるボールペンとして有名です。

= BLOC RHODIA =

= Air spray == DUCATI =

= SPACE PEN =

80402-0603　ドゥカティ1199パニガーレS（タミヤ）
●サイズ（約）:17.3cm（1/12スケール）　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装完成品です。組立てには別途工具が必要です。

80402-0604　エアースプレー
●セット内容:本体/0.2mm、0.4mm吸い上げノズル/PS1mホース/
エアー調整バルブ/PA148Mr.エアースーパー190/調色ビン1本

80402-0605　ハードカバー付ブロックロディア
●サイズ（約）:ハードカバー22×15×厚さ1.5cm、ブロックロディア21×15cm×2冊　
●素材:紙　●ハードカバー付ロディアとスペアのブロックロディア1冊のセット

80402-0606　ボールペン（フィッシャー）
●サイズ（約）:φ1×全長13.6cm　
●素材:真鍮、パウダーコーティング
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Felio 新ロゴ

80402-1356　 
スライド式本立て
●サイズ（約）:31～56×19.5×23cm
●素材:天然木、中質繊維板

80402-0411　 
光触媒グレープリーフ
●サイズ（約）:φ12×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80402-0415　 
スツール
●サイズ（約）:30×31.5×高さ49.5cm　
●素材:ポリエステル、スチール　●折畳式

80402-0404　 
ポールハンガー
●サイズ（約）:37×37×高さ123.5cm　
●素材:天然木　●組立式

80402-1358　 
ミニ電波時計（マグ）
●サイズ（約）:φ16×高さ4.1cm
●素材:樹脂、ガラス

80402-0412　 
マルチラック
●サイズ（約）:16×28×高さ14cm　
●素材:合皮

80402-0416　 
収納ラック
●サイズ（約）:17×15.3×高さ51cm　
●素材:中質繊維板　●組立式

80402-0405　 
テーブルランプ
●サイズ（約）:φ15×高さ29cm　
●素材:天然木、布

80402-0409　 
カバー付シューズラック
●サイズ（約）:30×60×高さ71cm　
●容量:約8～12足　●素材:スチールパイプ、
ポリプロピレン、不織布　●組立式

80402-0417　 
クッション
●サイズ（約）:45×45×厚さ15cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

80402-0406　 
ビーズクッション
●サイズ（約）:φ30×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、発泡ビーズ

80402-0410　 
壁掛けミラー
●サイズ（約）:80.5×25.8×厚さ1.5cm　
●素材:天然木、ミラー

80402-1357　 
光触媒カクタス
●サイズ（約）:15×15×高さ285cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80402-1360　 
ミニ電波時計（マグ）
●サイズ（約）:φ16×高さ4.1cm
●素材:樹脂、ガラス　

80402-0407　カトラリーセット（キットソン）
●全長サイズ（約）:ディナースプーン17.9cm、コーヒー
スプーン12.8cm、ヒメフォーク13.2cm、バターナイフ
14.2cm、シュガースプーン12.7cm、クリアボトルφ6.5
×19.5cm　●素材:ステンレス　●クリアボトルセット

80402-1359　 
リクライニング座椅子
●サイズ（約）:36×33×高さ36cm　
●素材:ポリエステル、ウレタンフォーム、
スチール
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80402-0627　 
ソーイングボックス（ニナロッサ）
●サイズ（約）:14×21×高さ15.5cm　
●素材:天然木

80402-0631　手紙ペン
●サイズ（約）:ペン全長13.5cm　
●素材:アルミ、ステンレス　
●手紙ペン、ボールペン、毛筆のリフィル付

80402-0635　 
ケーブルボックス
●サイズ（約）:15.5×40×高さ14.5cm　
●素材:樹脂

80402-0639　 
ブックカバーセット
●サイズ（約）:各17×32cm（文庫本サイズ）
●素材:ポリエステル、コットン

80402-0628　 
テラリウム
●サイズ（約）:11×25.5×高さ25.5cm　
●素材:ガラス

80402-0632　メタルイーゼル
●サイズ（約）:高さ175cm　
●素材:アルミ　
●収納バッグ付

80402-0636　 
刺繍キット「コスモスの丘」
●サイズ（約）:36.4× 29.7cm　
●素材:綿　
●キットに額は含まれておりません。

80402-0640　 
書道セット
●バッグサイズ（約）:26×33×マチ5cm　
●素材:ポリエステル、樹脂、鉄、竹、毛

80402-0629　 
ウッドトレイ
●サイズ（約）:42×30×高さ7cm　
●素材:木

80402-0633　 
ダーツ
●サイズ（約）:φ43cm×厚さ2cm　
●素材:樹脂

80402-0637　 
水性色鉛筆セット（カランダッシュ）
●サイズ（約）:ケースサイズ19×11×厚さ
1cm、ポストカード15×10cm　●素材:顔料、
木軸、紙　●色鉛筆12色、ポストカード15枚

80402-0641　 
エクササイズツインローラー
●サイズ（約）:全長130cm、ヒザ用ベース
38×20×高さ4cm　●素材:ゴム、樹脂

80402-0630　 
大人の木製パズル6点
●サイズ（約）:各8×8×高さ8cm　
●素材:天然木

80402-0634　 
ドライブアロマディフューザー
●サイズ（約）:自動車アロマディフュー
ザー14×2.5cm　●ラベンダーオイル、
ペパーミントオイル各5ml付

80402-0638　 
暮らしの本
●レシピ集「捨てない贅沢」、基礎化粧
品の作り方「台所コスメ」、暮らし方紹介

「昭和がお手本」

80402-0642　 
顔彩絵具36色セット
●ケースサイズ（約）:33×20×厚さ1.7
cm　
●素材:顔料、樹脂
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= STAR WARS =

前進･後進･左右旋回の操作が可能です。子供から大人まで楽しめるRCカーです。
1/24スケールモデル。

1977年に初作品が公開され、世界中で社会現象を巻き起こした「スターウォーズ」。人
気のダースベイダーのマルチスタンドと、歯ブラシスタンドにもペンスタンドにもなる
スタンドのセットです。

多様な用途に素早く対応できるツールを揃えました。これがあればDIY意欲も掻き立て
られる、マルチなホリデーツールセット。

ガラス面にロゴデザインを施したスタイリッシュなストックコンテナ。開けた時、扉が上
で止まるので手を挟む心配もなく使い勝手バツグン。デスク周りやキッチンの収納な
ど、さまざまな場所で大活躍。

= Ferrari =

= Tools =

= Strage box =

80402-0607　ツールセット
●ケースサイズ（約）:28.5×20×厚さ5cm　
●素材:カーボンスチール、樹脂

80402-0608　マルチスタンドセット（スターウォーズ）
●サイズ（約）:マルチスタンド12×13×高さ14cm、
ハブラシ･ペンスタンド5.3×5.3×高さ4.6cm　●素材:ポリレジン、磁器

80402-1408　フェラーリ488RCカー
●サイズ（約）:19×9.5×高さ5.2cm　

80402-0610　ストックコンテナ
●サイズ（約）:20×30×高さ17cm　
●素材:木、ガラス、スチール
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●素材:樹脂､ポリスチレン ●カラー:レッド

〈ハリーポッターと賢者の石〉
ハリーが全世界に魔法をかける！

〈ハリーポッターと秘密の部屋〉
「ドビーめは警告しに参りました」

〈ハリーポッターとアズカバンの囚人〉
シリウス・ブラックが牢獄・アズカバ
ンから脱走したことを知り…。

〈 ジュラシックパーク〉
予期せぬ事態が起こり、人間たちに
恐竜が牙を剥き始めた！助かるの
は誰か？

〈ロストワールド ジュラシックパーク〉
絶滅したはずだった…
想像をはるかに凌ぐ猛威が待ち受
ける。

〈ジュラシックパークⅢ〉
恐竜の「知力」は人間を超えるのか
…

〈グラディエーター〉
将軍が奴隷となり、その奴隷が剣闘
士（グラディエーター）に‥

〈ベン･ハー特別版（2枚組）〉
宿敵メッサラとの対決、大戦車競争
に挑む。

〈アルゴ〉
CIA史上、最もありえない救出作
戦—それは“ニセ映画”作戦だった。

〈オブリビオン〉
エイリアンの攻撃を受け、全壊した
地球。ひとり残ったジャックは地球
を監視していたが…。

〈アメイジング･スパイダーマン〉
ピーター・パーカーは、ちょっとサエ
ない高校生。運命の糸に導かれ、少
年はヒーローへ。

〈アメイジング･スパイダーマン2〉
グウェンとのロマンス、ヒーローと
して葛藤と成長。ピーターに更なる
試練が襲い掛かる。

〈ロード・オブ・ザ・リング二つの塔〉
9人の勇者と悪の勢力との壮絶な
戦いを描く。

〈ホビット竜に奪われた王国〉
邪悪な竜から王国を取り戻す、壮大
な冒険の旅が始まる！

〈ホビット思いがけない冒険〉
ホビット族のビルボは、恐るべきド
ラゴンに奪われたドワーフ王国を
取り戻す為、危険な冒険へと旅立
つ。

〈グーニーズ 特別版〉
少年たちが繰り広げる、めくるめく
大冒険がはじまる！

〈ハムナプトラ 失われた砂漠の都〉
強大な悪の力を持って蘇ったミイ
ラとの戦いが幕を開ける！

〈ハムナプトラ2 黄金のピラミッド〉
大地は震え、死者は立ち上がる！

〈アポロ13〉
“アポロ13”を地球に戻せ！
3人の乗組員は再び地球に帰れる
のか…!?

〈バトルシップ〉
エイリアンの母船と各国連合艦隊
の激しい戦いを描いた海上スペク
タクルアクション。

〈黒馬物語ブラックビューティー〉
美しい黒馬が駆け抜けた感動と興
奮のアドベンチャー・ロマン

〈フューリー〉
たった5人で、300人のドイツ軍に
挑んだ男たちの物語。

〈イコライザー〉
19秒で世の悪を完全抹消する。守
るべきは少女の“夢”、正すべきは世
の“不正”

〈キャプテン･フィリップス〉
国際社会の闇を浮き彫りにする《実
話》に基づく驚愕のサスペンス。

80402-0587　 
ハリーポッターと賢者の石
ハリーポッターと秘密の部屋
ハリーポッターとアズカバンの囚人

80402-0588　 
ロード･オブ･ザ･リング二つの塔
ホビット竜に奪われた王国
ホビット思いがけない冒険

80402-0589　 
ジュラシックパーク
ロストワールド ジュラシックパーク
ジュラシックパークⅢ

80402-0590　 
グーニーズ 特別版 
ハムナプトラ 失われた砂漠の都
ハムナプトラ2 黄金のピラミッド

80402-0591　 
グラディエーター
ベン･ハー特別版（2枚組）
アルゴ

80402-0592　 
アポロ13
バトルシップ
黒馬物語ブラックビューティー

80402-0593　 
オブリビオン
アメイジング･スパイダーマン
アメイジング･スパイダーマン2

80402-0594　 
フューリー
イコライザー
キャプテン･フィリップス
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Just relax and have a break

80402-1301
冷感ハーフキルトケット
●サイズ（約）:140×100cm　
●素材: 側 ポリエステル80%、
綿20％、内 ナイロン67%、ポリエステル33%

80402-0505
レンジ式肩用スチームパッド
●サイズ（約）:41×46cm　
●素材:ポリエステル、綿、セラミック

80402-0509
タオルケット
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:ポリエステル、綿

80402-0513
吸水速乾敷パット
●サイズ（約）:205×100cm　
●素材:ポリエステル100%

80402-0502
ゲルマニウム低反発チップ枕
●サイズ（約）:33×46×高さ10cm　
●素材:ポリエステル

80402-1393

●

●

80402-0510
メンズパジャマ（ラクシズム）
●サイズ（約）:身長165～185cm、
チェスト88～104cm　
●素材:綿、ポリエステル、レーヨン

80402-0514
マイクロファイバー敷パット
●サイズ（約）:100×205cm　
●素材:ポリエステル100%　●四方ゴム付

80402-0503
ボアー敷パット
●サイズ（約）:100×205cm　
●素材:ポリエステル100%　
●抗菌防臭加工

80402-0507
婦人パジャマ（ラクシズム）
●サイズ（約）:身長154～162cm、
バスト79～94cm　
●素材:綿、ポリエステル、レーヨン

80402-1302
マイクロファイバー毛布
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:ポリエステル

80402-0515
バスドレス（ドルシス）
●サイズ（約）:着丈80×胸周囲約60cm

（最大110cm）
●素材:ポリエステル100%

80402-0504
枕カバーセット
●サイズ（約）:35×62cm　●素材:レーヨン
72%･ポリエステル26%･ポリウレタン2%

80402-0508
ウォッシャブル枕
●サイズ（約）:35×50cm　
●素材:ポリエステル100%

80402-0512
マイクロファイバー毛布
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:ポリエステル

80402-0516
エンボスブランケット
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル100%
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素材：ホウケイ酸ガラス・パラフィンオイル他

ガラスフロート温度計
サイズ（約）：10ｘ10ｘ16.5ｃｍ

〈ワイルド･スピード〉
「トリプルX」「リディック」のヴィン･
ディーゼルが超ハイ･スピードで駆
け抜ける！

〈ワイルド･スピードX2〉
アドレナリン爆発！限界を超えた超
弩級カーアクション・エンタテイン
メント。

〈ワイルド･スピードMAX〉
記録・スピード全てがMAX！

〈ショーシャンクの空に〉
無実の罪で“ショーシャンク刑務所”
に投獄された青年は、心に秘めた
希望と持ち前の明るさで周囲を変
えていく…。

〈マディソン郡の橋〉
永遠の4日間ーどんなに離れていて
も、あなたを感じる。

〈セックス・アンド・ザ・シティ2〉
新しいハプニングが、次々と4人の
前に立ちはだかる

〈ボディガード〉
ケビン･コスナー&ホイットニー･
ヒューストンが贈る、90年代を代表
するラブ･ストーリー。

〈THIS IS IT〉
マイケル･ジャクソンーキング･オブ
･ポップ その偉大なる素顔と感動
のラストステージ。

〈バーレスク〉
この声で、夢への扉を開けてみせ
る。

〈ダークナイト〉
マフィアの撲滅に努めるバットマン
の前に、不気味な男“ジョーカー”が
現れる。

〈バッドマン ヒギンズ〉
過去のトラウマに苦しむブルース
はゴッサム・シティーを後にする。
数年後、彼は街へ戻るが…。

〈ダークナイト ライジング〉
伝説が、壮絶に、終わる

〈ボーン･スプレマシー〉
最強のエージェント=ジェイソン･
ボーン失われた記憶を求め、新た
な戦いが始まる！

〈ボーン･アイデンティティー〉
ヨーロッパを縦断して繰り広げられ
る壮絶なチェイス！

〈ボーン･アルティメイタム〉
過去の記憶を消され暗殺者にされ
たボーンは、記憶を取り戻すため
奔走するが…。

〈オーシャンズ13〉
バンクを破滅させるために動き出
すオーシャンたち。実行不可能の危
険なゲームが今始まる！

〈華麗なるギャツビー〉
彼の名はギャツビー 男の憧れ、女
の理想。
その人生はー【嘘「ミステリー」】

〈インセプション〉
今、絶対不可能なミッションが始ま
る！

〈最高の人生の見つけ方〉
余命6ヶ月、一生分笑う。

〈幸せのレシピ 特別版〉
一生懸命もいいけど、ちょっとのさ
じ加減で違う何かが見つかるかも。

〈しあわせの隠れ場所〉
あなたの人生史上最高の実話

〈マン･オブ･スティール〉
最強のヒーロー･スーパーマンと最
凶の侵略者･ゾッド将軍の戦いを描
くアクションエンタテインメント。

〈パシフィック･リム〉
【人類巨大兵器vs巨大KAIJU】人類
よ、立ち上がれ、この巨兵と共に！

〈ゼロ･グラビティ〉
極限の宇宙空間で、衝撃と感動の
90分！

80402-0595　 
ワイルド･スピード
ワイルド･スピードX2
ワイルド･スピードMAX

80402-0596　 
ボーン･スプレマシー
ボーン･アイデンティティー
ボーン･アルティメイタム

80402-0597　 
ショーシャンクの空に
マディソン郡の橋
セックス･アンド･ザ･シティ2

80402-0598　 
オーシャンズ13
華麗なるギャツビー
インセプション

80402-0599　 
ボディーガード
THIS IS IT 
バーレスク

80402-0600　 
最高の人生の見つけ方
幸せのレシピ 特別版 
しあわせの隠れ場所

80402-0601　 
ダークナイト
バッドマン ヒギンズ
ダークナイト ライジング

80402-0602　 
マン･オブ･スティール
パシフィック･リム
ゼロ･グラビティ
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Pasta machine

Cooking pan

Cooking pam

Pot & Timer

Steamer & Tool

Knife

Tempra & Tool

Wok

Yakiniku & Tool

Kettle

Bowl & Tool

Knife

Knife

Sukiyaki & Tool

Container

Gyouza nabe

80402-0469　 
パスタマシーン
●サイズ（約）:15.5×20×高さ14cm　
●素材:鉄、クロムメッキ

80402-0481　 
卓上ポット&キッチンタイマー（タニタ）
●サイズ（約）:φ15×高さ23cm、容量1.5ℓ　
●素材:ステンレス

80402-0470　 
二段蒸し器16cm&お玉
●サイズ（約）:上段深さ8cm、下段深さ8cm　
●素材:ステンレス、強化ガラス、樹脂　
●IH可

80402-0482　 
中華鍋30cm
●サイズ（約）:深さ8cm　
●素材:鉄　●お玉2種付

80402-0475　笛吹ケトル&鍋敷
●サイズ（約）:満水容量1.5ℓ、鍋敷φ20×
厚さ0.7cm　●素材:ステンレス、シリコン　
●IH可　●シリコン鍋敷付

80402-0483　ステンレス包丁&包丁砥
●サイズ（約）:包丁全長33cm、包丁砥8×
1.5×高さ4cm　●素材:ステンレス、樹脂、
セラミック

80402-0480　 
ステンレスタッパー（郷技）
●サイズ（約）:16.5×11.4×6.3cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80402-0484　 
餃子鍋26cmセット
●サイズ（約）:鍋φ26×深さ5cm　
●素材:鉄、ステンレス

80402-0473　 
炒め鍋29.5cm&玉子焼き器
●サイズ（約）:炒め鍋深さ8cm、玉子焼き
器13×18×13cm　●素材:アルミ、樹脂　
●ターナー付　●IH可

80402-0477　 
深型アルミクッキングパン
●サイズ（約）:φ28×深さ8.5cm　
●素材:アルミ、強化ガラス、樹脂　
●フッ素加工　●IH可

80402-0474　包丁セット&包丁砥
●サイズ（約）:牛刃32.5cm、三徳30cm、
薄刃29cm、包丁砥8×15×高さ4cm　
●素材:ステンレス、樹脂、セラミック

80402-0478　 
天ぷら鍋25cm&トング･ターナー
●サイズ（約）:φ25cm、容量3.5ℓ　
●素材:鉄　●IH可　
●ナイロンターナー、トング付

80402-0471　 
直火焼肉プレート32cm&トング･ターナー
●サイズ（約）:プレートφ32×高さ3.5cm　
●素材:鉄、ホーロー、アルミ　●フッ素加工　
●ナイロンターナー、トング付

80402-0479　 
キッチンボウルセット&ターナー
●サイズ（約）:φ14.5、16.5、18.5、20.5、
22.5cm　●素材:ステンレス　
●ナイロンターナー付

80402-0472　三徳包丁&包丁砥
●サイズ（約）:包丁全長31cm、包丁砥8×
1.5×高さ4cm　
●素材:ステンレス、樹脂、セラミック

80402-0476　 
アルミすき焼き鍋26cm&ターナー
●サイズ（約）:φ26×深さ7.5cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　
●IH可　●ナイロンターナー付

4600_ノブルエ 39

01 02 03 04

01 02 03 04

05 06 07 08

05 06 07 08

13 14 15 16

13 14 15 16

09 10 11 12

09 10 11 12

The cleaned room is comfortable, isn't it?

80402-0517　カークリーナー
●サイズ（約）:9.5×34×高さ13.5cm　
●素材:樹脂　●DC-12V･コード2.9m　
●ノズル付

80402-0525　 
空気入れ付バランスボール&歩数計
●サイズ（約）:φ55cm　●素材:樹脂　
●耐荷重100kg　●歩数計付

80402-0529　 
ピュアエア（加湿･除湿･消臭）
●サイズ（約）:12.5×24.5×高さ17.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

80402-0518　卓上ミラー
●サイズ（約）:16.5×13.5×高さ25.5cm　
●素材:樹脂　●飛散防止加工　
●等倍、3倍

80402-0522　音波洗浄器
●サイズ（約）:16.4×13×高さ10.3cm　
●素材:樹脂　●電池式　
●小物ホルダー付

80402-0526　アロマルームランプ
●サイズ（約）:φ7×7.5×高さ11.5cm、
ラベンダーオイル10ml　●素材:樹脂、他　
●100V10W

80402-0530　 
光触媒ポピー
●サイズ（約）:15×20×高さ35cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80402-0519　 
ブレスチェッカー（タニタ）
●サイズ（約）:11.2×2×高さ1.7cm　
●素材:樹脂　●電池式

80402-0523　 
毛玉取りクリーナー&フェイスタオルセット
●サイズ（約）:毛玉取りクリーナー全長
26cm、フェイスタオル34×75cm　
●素材:樹脂、綿100%　●電池式

80402-0527　 
キャンドル型LEDライト
●サイズ（約）:φ7.5×高さ12cm　
●素材:パラフィン、樹脂　●ローズの香り

80402-0531　アロマティックキャンドル（タン）
●容量:190ml　●エデンブリーズの香り

（ジャスミン、ローズのブレンド） 
※デザインは変更になる場合がございます。

80402-0520　 
マルチリラックス振動器
●サイズ（約）:26.7×24.1×高さ8.5cm　
●素材:樹脂、ゴム　●電池式

80402-0524　 
アロマオーロラタワー
●サイズ（約）:φ10.5×15.5cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-6W、コード1.8m

80402-0528　 
トレイタリーバッグ（ゾーン）
●サイズ（約）:18×28×厚さ15cm　
●素材:ポリエステル

80402-0532　 
アロマウォーマー&オイル10ml
●サイズ（約）:φ11.5×高さ8cm　●素材:磁器　
●AC100V-10W　●ラベンダーの香り

80402-0521　アロマボックス
（ニールズヤード レメディーズ）

●サイズ（約）:アロマソケットφ5×高さ10.5cm、エッセンシャルオイル
ローズマリー･オーガニック5ml　●素材:磁器　●ローズマリーの香り　
●コンセント差し込みによるアロマライト（アロマソケット:100V-5W）
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Cooking pan

Knife

Rondeau

Cooking pan

Scale & Timer

Hot plate

Cooking maker

Sause pan

Casserole

Mixer

Tempra nabe

Range cooker

Nabe & Tool

Cooking pan

Toaster

Pan cake maker

80402-0489　 
ディンプル加工ステンレス包丁&包丁砥
●サイズ（約）:包丁31cm、包丁砥8×1.5
×高さ4cm　●素材:ステンレス、樹脂、セラ
ミック　●ディンプル加工

80402-0497　 
深型フライパン26cm&ターナー
●サイズ（約）:φ26×深さ8cm　●素材:アルミ、強化ガラ
ス、樹脂　●フッ素加工　●IH可　●ナイロンターナー付

80402-0486　 
クッキングスケール&キッチンタイマー
●サイズ（約）:20×14.5×高さ1cm　
●最小1g、最大5kg　●素材:樹脂、ガラス　
●キッチンタイマー（タニタ）付

80402-0490　ホットプレート
●サイズ（約）:26×23.5×深さ7cm　
●素材:樹脂、アルミ、強化ガラス　
●AC100V-650W、コード1.4m

80402-0494　 
発酵メーカー
●サイズ（約）:11.3×11.3×22cm　
●素材:樹脂　●100V-27W

80402-0498　 
深型片手鍋18cm&ターナー
●サイズ（約）:φ18×深さ9.5cm　●素材:アルミ、強化
ガラス　●フッ素加工　●IH可　●ナイロンターナー付

80402-0487　 
片手キャセロールペア
●サイズ（約）:φ14.1×20.8×深さ3.4cm　
●素材:陶器

80402-0495　 
トング付鉄製天ぷら鍋20cm
●容量（約）:2.3ℓ　●素材:鉄　
●フッ素加工　●IH可　●トング付

80402-0499　 
レンジご飯炊きセット
●サイズ（約）:22.5×20×高さ14.2cm　
●素材:樹脂　●しゃもじ･おむすび型付

80402-0488　 
卓上鍋24cm&お玉
●サイズ（約）:深さ9.5cm　
●素材:アルミ、強化ガラス

80402-0492　 
クッキングパン26cm&ターナー
●サイズ（約）:φ26×深さ5.5cm　●素材:
アルミ、強化ガラス、木　●フッ素加工　
●IH可　●ナイロンターナー付

80402-0500　パンケーキメーカー
●サイズ（約）:ケーキメーカー16×12.5×高さ7.5cm、
フォーク全長14.8cm　●素材:アルミダイキャスト、
樹脂、ステンレス　●AC100V-350W･コード1m

80402-0485　 
クッキングパン26cm&ターナー
●サイズ（約）:φ26cm×深さ6cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　
●IH可　●ナイロンターナー付

80402-0493　 
両手鍋22cm&ターナー
●サイズ（約）:φ22×深さ10cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　
●IH可　●ナイロンターナー付

80402-0491　 
コンパクトミキサー
●サイズ（約）:φ10.5×高さ28.5cm、容量
500ml　●素材:樹脂、ステンレス　
●AC100V-110W･コード1.14m

80402-0496　 
ポップアップトースター
●サイズ（約）:15.5×27×高さ17cm　
●素材:樹脂　●AC100V-650W・コード
1.4m　●6枚･8枚切り対応
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4241 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

インテリア

ホビー

片手キャセロールペア

マイクロファイバー毛布

ダーツドゥカティ1199パニガーレS（タミヤ）

ハリーポッター

キッチンペーパーホルダー&花瓶（セルテヴィエ）

キッチン

キッチン

リラックス・
クリーン

DVD

ホビー



寛永年間創業
東海道宿場町の御用菓子司

明治35年より約100年守り続けてきた味

京都伏見の伝統の胡麻豆腐

創業1974年、やまやこだわりの味

80402-0762
無着色昆布明太子（やまや）
●容量:315g

80402-0763　 
佃煮12品詰合せ（廣川昆布）
●容量:ごま昆布45g･ちりめん昆布45g･木耳佃煮45g･一口椎茸30g･山椒昆布
45g･角切昆布45g･しその実昆布45g･わかめ佃煮45g･ひじき佃煮45g･かつお
昆布18g･しその実わかめ45g･細切汐吹昆布18g×各1　

80402-0765　 
関の戸2種詰合せ（深川屋）
●容量:関の戸12g×20、お茶の香関の戸12g×20　●賞味期限:常温で13日

80402-1279　 
ごま豆腐3種とちりめん山椒（魚三楼）
●容量:ごま豆腐（白ごま･金ごま･黒ごま）110g×2、ちりめん山椒60g×2　
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80402-0794　 
デミグラスソース
煮込みハンバーグ8食
●容量:120g×8

80402-0795　 
赤･白ワインセット
●容量:デローレゼルブ赤･キュベ･リオン･
ドール白各750ml×1　
●アルコール度数:12%～12.5% 
※未成年の方は酒類をお申し込みいただけ
ません。

80402-0796　 
ポルチーニと
完熟トマトのミートソース
●容量:140g×15

80402-0797　 
グリーンカレー
●容量:180g×15

80402-0798　 
レギュラーコーヒー
●容量:中細挽き（ブラジルサントス
120g･コロンビア100g･キリマン
ジャロ200g） 
※一部パッケージが変更する場合
があります。

80402-0799　 
豆乳バームクーヘン
●容量:350g×2

80402-1290　 
淡路島たまねぎの 
ビーフハヤシ
●容量:180g×8

80402-0801　 
生クリーム仕立ての
たらこクリームソース
●容量:110g×15

80402-1291　 
ボルシチ風野菜の 
小松産トマトスープ
●容量:180g×8

80402-0803　 
2種のソースと生パスタセット
●容量:生パスタ110g×5、きのこクリーム
ソース130g×2、鶏ときのこの和風ソース
130g×3

80402-0804　 
クラブセイロンティーバッグ紅茶
●容量:ティーバッグ（ディンブラ2g×40･ヌワ
ラエリヤ2g×30） 
※一部パッケージが変更する場合がありま
す。

80402-0805　 
スウィートタイム 
焼き菓子セット
●容量:バームクーヘン（バニラ･ココア
･抹茶）×各3、マドレーヌ（メープル×3、
ミルク･カフェラテ×各2）
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80402-0702　メッシュケースセット（モンベル）
●サイズ（約）:28×38×マチ12.5cm　
●素材:ナイロン

80402-0703　ビーチテント
●サイズ（約）:150×200×高さ125cm　
●素材:ポリエステル、樹脂

80402-0704　シュラフ･ピローセット
●サイズ（約）:シュラフ176×75×厚さ4.5cm、インフレー
ティングピロー50×30×厚さ13cm　●素材:ポリエステル

80402-0705　ファミリーランチボックス
●サイズ（約）:18×26×高さ19cm　
●素材:ポリエステル、樹脂、アルミシート

80402-0706　折りたたみ式多機能クーラーボックス
●サイズ（約）:26.5×66×23.7cm、容量5.4ℓ　
●素材:樹脂

80402-0707　ミニダイナモラジオライト
●サイズ（約）:5.2×11×高さ4.3cm　●素材:樹脂　
●LEDライト、AM/FM、携帯電話充電機能付

80402-0708　ランチバッグ8ℓ（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:32×20×高さ22cm　
●素材:ポリエステル、樹脂　●中生地洗濯可

80402-0709　ミニツール
●サイズ（約）:2×6×厚さ1.5cm　
●素材:ステンレス　●6機能

80402-0710　リュック
●サイズ（約）:41×30×18.5cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外4

80402-0711　折りたたみコンテナ･ランタンセット
●サイズ（約）:45×31.5×高さ25cm（折りたたみ時
厚さ8cm）、ランタンφ12×高さ16cm　●素材:樹脂

80402-0712　レジャーシート&コンパクトテーブル
●サイズ（約）:130×150cm、テーブル50×50×高
さ37cm　●素材:アクリル、ポリエステル、鋼

80402-0713　ポール&パラソル三脚スタンド
●サイズ（約）:58×67×高さ49cm　
●素材:鉄、アルミ、ナイロン

80402-0714　ズーム機能付LEDヘッドライト
●サイズ（約）:ライト4×5.5×厚さ6cm　
●電池式　●サイズ調節可

80402-1276　エボリューション（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:8.5×2.7×厚さ1.5cm　●素材:ステンレス、樹脂　●全14機能
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07 Gardening Set
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08 Dust pan

02

80402-0734　 
ガーデンエプロン
●サイズ（約）:35×100cm　
●素材:ポリエステル、綿

80402-0738　 
ガーデン2点セット
●全長サイズ（約）:剪定鋏20cm、
植木鋏18cm　●素材:鋼

80402-0731　 
スコップ&除草具（みきかじや村）
●全長サイズ（約）:スコップ29.5cm、
除草具24cm　●素材:炭素鋼、天然木

80402-0735　 
ソーラー式LEDガーデンライト5本セット
●サイズ（約）:φ7×高さ37cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80402-0739　 
発酵促進剤付堆肥ボックス
●サイズ（約）:31.5×32.5×高さ39cm、
容量18ℓ　●素材:樹脂

80402-0732　 
ガーデンスタンド3段
●サイズ（約）:36×27×高さ100cm　
●素材:スチール　●組立式

80402-0736　 
ガーデニングチェア&ツール3点セット
●サイズ（約）:25.5×36×高さ20.5cm　
●素材:樹脂

80402-0740　 
刈込鋏&剪定鋏（源正宗）
●全長サイズ（約）:刈込鋏49cm、
剪定鋏17.5cm　●素材:鋼、樹脂、木

80402-0737　 
ちりとり
●サイズ（約）:36.5×28.5×高さ67cm　
●素材:樹脂

80402-0741　 
収納BOX付ガーデニングチェア
●サイズ（約）:29×51×高さ30cm　
●素材:炭素鋼、樹脂　●耐荷重80kg　
●芽切鋏･グローブ付

80402-0730　 
蓄圧式噴霧器5ℓ
●サイズ（約）:18×高さ40cm　
●素材:樹脂

80402-0733　 
ソーラーガーデンライト
●サイズ（約）:スタンド使用時26×19.5×高さ
30cm、スティック使用時26×19.5×高さ92.5cm　
●素材:スチール、ガラス　●暗くなると自動点灯
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ルイ14世が愛した紅茶

京都に構えるスィーツの銘店
「パティスリーlait lait lait」

片岡護シェフの西麻布の老舗

京都にある創業明治4年の
老舗菓子店

80402-0766
シュクレ（クレームデラクレーム）
●容量:バニラ･ショコラ×各8

80402-1375

●

80402-0768
クリーミードレッシング6本（アルポルト）
●容量:200g×6

80402-1313
紅茶セット（マリアージュフレール）
●容量:ウエディング100ｇ×２
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シュークリーム14個入(lait lait lait)
容量:50g×14

80402-0806　 
缶ワイン スパークリングロゼ
●容量:250ml×5　
●アルコール度数13% 
※未成年の方は酒類をお申込みいただけ
ません

80402-0807　 
タコライス
●容量:タコライスの素70g×8

80402-0808　 
炭火焼肉「BULLS」 
国産牛カレー
●容量:200g×9

80402-0809　 
レッドカレー
●容量:180g×15

80402-0810　 
フルーツジュースセット
●容量:桃の桃ジュース1000ml･
もぎたてりんごジュース1000ml･
もぎたてみかんジュース1000ml×各1

80402-0811　 
バウムクーヘン18個 
（松月堂本舗）

●容量:18個

80402-0812　 
北海道メロンゼリー
●容量:63g×24

80402-0813　 
パウンドケーキセット（ナビレ）
●容量:アーモンド･抹茶･フルーツ
各250g×1

80402-0814　 
国産牛すじカレー8食
●容量:180g×8

80402-0815　 
野菜カレー7食（新宿中村屋）
●容量:180g×7

80402-0816　 
サムゲタン
●容量:160g×10

80402-0817　 
スンドゥブチゲ
●容量:160g×10
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80402-0717　マリンシューズ
●サイズ（約）:26～27.5cm　●素材:ナイロン、指
定外繊維（エチレン酢酸ビニル）、合成ゴム

80402-0718　大型クーラーバッグ35ℓ
●サイズ（約）:28×44×高さ33cm　
●素材:アルミ蒸着シート、樹脂

80402-0719　アウトドアチェアセット
●サイズ（約）:50×50×高さ80cm、マルチラグ100×180cm　
●素材:（チェア）ポリエステル、鉄、（ラグ）ポリエステル、綿

80402-0720　コンパクト天体望遠鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:24×62×高さ30cm　
●素材:樹脂、スチール　●倍率40倍

80402-0721　ツーリングクッカーセット
●サイズ（約）:マグφ7.5×7cm、フライパンφ14.5×
3cm、トレーφ12×2.5cm　●素材:ステンレス

80402-0723　ダブルステンレスマグ
●サイズ（約）:8.5×11.5×高さ12cm　
●素材:ステンレス鋼　●真空二重構造

80402-0724　LEDライト
●サイズ（約）:φ3×11.2cm　
●素材:アルミ、樹脂

80402-0725　バーベキューセット
●サイズ（約）:コンロφ26.5×高さ21.5cm　●素材:鉄　
●トング、炭ハサミ、アミ用ブラシ、軍手付

80402-0726　ボディバッグ（アーバンリサーチ）
●サイズ（約）:26.5×16×マチ6cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1外1

80402-0727　双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:23.5cm×19.5cm×高さ6cm　
●素材:光学ガラス、樹脂 ●倍率10倍

80402-0728　ポータブルシャワー 7ℓ
●サイズ（約）:φ18×高さ48cm　
●素材:樹脂

80402-0729　クラシックフラスコ 0.23ℓ（スタンレー）
●サイズ（約）:3.3×7.6×高さ16cm　●素材:ステンレス　
●保温保冷機能なし

80402-1277　軽量ステンレスボトル（アウトドアプロダクツ）
●サイズ（約）:φ6.5×22.2cm･容量480ml　
●素材:ステンレス、PP、ABS、シリコン

80402-1278　クッションシュラフ
●サイズ（約）:使用時180×70×2cm　
●素材:ポリエステル
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80402-0742　 
安心防災11点セット
●サイズ（約）:40×33×マチ12cm　
●セット内容:リュック、蓄光LEDライト、
アルミシート、給水バッグ、カイロ他

80402-0746　 
ニッパ（ケーティーシー）
●全長サイズ（約）:18cm　
●素材:特殊合金鋼

80402-0750　 
お散歩バッグ
●サイズ（約）:16×24.5×マチ6.5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:カーキ

80402-0743　 
マルチツール（ケーティーシー）
●サイズ（約）:6.8×2.9×高さ2cm　●素材:
特殊合金鋼　●六角ビット4･5･6mm、プラ
スビット　●各ビット独立構造

80402-0747　 
鋸（シャークソー）
●全長サイズ（約）:44cm　
●素材:炭素刃物鋼、樹脂

80402-0751　 
ペット用カットハサミ3点セット
●全長サイズ（約）:散髪、
スキバサミ各14cm、つめ切り10cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80402-0744　 
カークリーナー
●サイズ（約）:33×9.5×高さ10.5cm　
●素材:樹脂　●DC12V、コード4.1m　
●ノズル付

80402-0748　 
ペアペットフードボウル
●サイズ（約）:各17.5×16.5×高さ6cm　
●素材:陶器

80402-0752　 
消臭機能付ペットクッション
●サイズ（約）:60×80×高さ12cm　
●素材:綿、ポリエステル

80402-0745　 
工具ケース（ケーティーシー）
●サイズ（約）:20×39×高さ14cm　
●素材:樹脂

80402-0749　 
ソケットレンチセット
●ケースサイズ（約）:28×19×厚さ5cm　
●素材:工具鋼、ポリスチレン

80402-0753　 
ソフトハーネス
●サイズ（約）:25×28×高さ9cm　
●素材:ナイロン、ポリエステル、樹脂
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Japanese Brand 肉
上州牛

80402-0754
焼肉用200g
●容量:モモ200g

80402-0755
焼肉用600g
●容量:バラ600g

80402-0756
しゃぶしゃぶ用700g
●容量:切り落としモモ700g

80402-0757
焼肉用600g
●容量:モモ300g･ムネ300g
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厳選 海の幸

駿河湾の干物

焼津の南まぐろ 焼津のかつお

80402-0758
天日干し干物
●容量:さば醤油干し350g･まあじ60g×各2

80402-1325

●

80402-0761
かつおのたたき黒潮造り
●容量:かつおのたたき黒潮造り250g×3、
黒潮造りのたれ10ml×3

80402-0760
天然南まぐろ切り落とし 
300g
●容量:天然南まぐろ300g　
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一夜干し詰合せ
容量:真あじのひらき80g×5、
かますのひらき80g×2、
カレイの一夜干90g×2、
金目鯛のひらき90g×2

沼津の干物

Training

アスリートが持てる能力を最大限に発揮できるよう飽くなき追及を
積み重ねてきたパフォーマンスアスレチックブランド。ブランド名は
「セカンドスキン（第二の皮膚）」のように身体に密着するという特

1971年アメリカオレゴン州で誕生。常に革新的で機能性、デザイン
性に優れたスポーツ用品を競技者から愛好者まで幅広いユーザー
に提供し続けています。

アンダーアーマーナイキ

ドイツ発のマルチスポーツブランド。1920年、ドイツ・ヘルツォーゲ
ンアウラッハにて、兄のルドルフ・ダスラーと弟のアドルフ・ダスラー
により、靴製造会社｢ダスラー兄弟商会｣を設立したことが始まり。

プーマ

80402-0672　ゲームシャツM
80402-0673　ゲームシャツL
●サイズ（約）:M胸囲92cm、L胸囲96cm　
●素材:ポリエステル

80402-0675　ファミリーキャッチボールセット
●サイズ（約）:子供用9.5インチ（小学生低学年
用）、一般用12インチ　●素材:合皮、樹脂、ゴム

80402-0676　どこでも卓球セット
●サイズ（約）:25×18×厚さ2cm、
ネット幅最大152cm　●素材:樹脂、ナイロン、木

80402-0677　エナメルクーラーバッグ
●サイズ（約）:30×40×マチ30cm　
●素材:樹脂、アルミ蒸着　●ポケット外4

80402-0679　ゴルフ用マウスピース
●サイズ（約）:7×1.5cm　●素材:樹脂、ゴム　
●ルール適合マウス･ルール適合外マウス各1

80402-0680　チェックショット
●サイズ（約）:23×42cm　
●素材:合成ゴム、ポリプロピレン

80402-0701　ストップウォッチ（シチズン）
●サイズ（約）:7.8×6×厚さ1.8cm　
●単純計算、積算計算、スプリット計算

80402-0682　打ちっぱなしネット
●サイズ（約）:42×60×高さ120cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン

80402-0683　パッティンググリーン
●サイズ（約）:14.5×148cm　
●素材:ポリエステル、ラバー　●ボール付

80402-0684　ジャージジャケット（グリマー）
●サイズ（約）:Mサイズ着丈69cm、身巾55cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ホワイト

80402-1420 80402-0686　ウォーターレジストバッグ
●サイズ（約）:47×41×マチ17cm　●素材:PVC
ターポリン　●ポケット内2　●カラー:ベージュ

80402-1273　ダイレクトボトル
●サイズ（約）:7.2×7.2×高さ23.2cm･容量600ml　
●素材:ステンレス、ポリプロピレン

80402-1274　ジムサック&サッカーボール
●サイズ（約）:ジムサック50×37×6cm、サッカーボール5号球　
●素材:ジムサック:ポリエステル、ナイロン ボール:ゴム、
ポリウレタン、ポリエステル、樹脂
※ボールのデザインは変更になる場合があります
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80402-1419　フェイスタオルセット
●サイズ（約）：34×80cm
●素材：綿100％

骨盤ゴムベルト M
80402-1421 骨盤ゴムベルトL
●サイズ（約）：M12×93cm、L12×103cm

カラー：ピンク×グレー●

徴的なウェアをユニフォームの下（＝Under）に着用する「アスリー
トが戦う為の鎧（よろい＝Armour）としたことに由来する。

●素材：天然ゴム
80402-0770　 
焼き魚食べ比べセット
●容量:紅鮭西京焼き60g、
紅鮭塩麹焼き60g、ぶり西京焼き60g、
ぶり塩麹焼き60g、トラウト塩麹焼き60g

80402-0771　 
有明海産一番摘み海苔3種
●容量:一番摘み焼き海苔（全形5枚）×2、
一番摘み味付け海苔（8切8枚×2袋）×2、
一番摘み塩海苔（8切8枚×2袋）×2

80402-0772　 
魚沼産コシヒカリ
●容量:2000g

80402-0773　 
お茶漬けと有明海産 
味付海苔詰合せ
●容量:味付海苔（8切24枚）･梅茶漬け

（7g×4袋）･のり茶漬け（5.5g×4袋）
･鮭茶漬け（7g×4袋）×各2　

80402-0774　 
茶寮「桜庵」スイーツごま豆腐
●容量:白胡麻豆腐･
黒胡麻豆腐各100g×6、黒蜜10g×12、
きなこ3g×12

80402-0775　 
静岡銘茶 深むし茶
●容量:煎茶80g×2

80402-0776　 
フリーズドライ
「お味噌汁･スープ詰合せ」

●容量:フリーズドライ「お味噌汁」（ほ
うれん草･油あげ）×各4、フリーズドラ
イ「たまごスープ」（和風･中華）×各4　

80402-0777　 
紀州はちみつ梅
「紀の和み」

●容量:700g

80402-0778　 
伊賀越 醤油セット
●容量:天然醸造しょうゆ1ℓ×4、
国産丸大豆しょうゆ1ℓ×3

80402-0779　 
どて焼き
●容量:170g×8

80402-1289　 
豚バラ軟骨ソーキ風煮込み
●容量:150g×8

80402-1280　 
煮魚2種（なすび亭）
●容量:さばの味噌バター煮110g×5、
さんまの生姜煮130g×4　
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80402-0782　 
下仁田こんにゃく詰め合わせ
●容量:さしみこんにゃく（のどごし青のり
180g、のどごし白180g、ゆず175g、めん
たい175g）こんにゃく（ゆば130g×2、みそ
漬け230g、梅の香160g、大玉450g）こん
にゃくと大根の甘酢漬け120g、こんにゃく
牛蒡290g

80402-0783　 
讃岐うどん
●容量:（50g×11束）･

（50g×16束）×各1

80402-0784　 
手延べ島原素麺
●容量:50g×32

80402-0785　 
京カステラ詰合せ
（カステラハウス）

●容量:プレーン･抹茶×各5切、
黒糖･レモン･アールグレイ×各1切

80402-0786　 
石切参道「奈良漬屋きくち」 
朝粥セット
●容量:奈良漬（刻瓜）200g×3、
レトルト粥200g×4

80402-0787　 
博多長崎ラーメンセット
●容量:ラーメン麺80g･
博多豚骨スープ35g･ちゃんぽん麺80g･
長崎ちゃんぽん20g×各8

80402-0788　 
和のカレー8食
●容量:和のカレー180g×8　

80402-0790　 
葛餅･葛わらび餅詰合せ 
（吉田屋）

●容量:（葛餅）130g×2、
黒蜜･きなこ付（葛わらび餅）130g×2、
きなこ付（柚子くず餅）130g×2、黒蜜付

80402-0791　 
長崎ちゃんぽん詰合わせ
●容量:ちゃんぽん麺80g×14、
長崎ちゃんぽんスープ20g×14

80402-0792　 
熊本ラーメン詰合せ
●容量:麺80g×14、熊本スープ40g×14

80402-0793　 
ラーメン3種セット
●容量:麺80g×12、
スープ（醤油･味噌各35g×4、塩36g×4）

80402-1282　 
おかき4種（みゆき堂本舗）
●容量:おかき4種

（サラダ･醤油･ざらめ･黒海苔巻）330g×2　
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4443

デミグラスソース煮込みハンバーグ

紅茶セット（マリアージュフレール）

クラシックフラスコ 0.23ℓ（スタンレー） 刈込鋏&剪定鋏（源正宗）上州牛 焼肉用

アウトドア

葛餅･葛わらび餅詰合せ（吉田屋）

グルメ
銘柄肉
海鮮

銘店
グルメ

グルメ
洋食

グルメ
和食

ガーデン・
DIY

4,600円（税込5,060円） （4,000円コース ＋ システム料 600円）



アンリ・シャルパンティエ 銀座店
フランス菓子の伝統とパリの革新性を発信
する「アンリ・シャルパンティエ」。東京都歴史
的建造物であるヨネイビルの雰囲気を生か
し、計算されたスタイリッシュな空間が、高貴
な雰囲気を演出しています。　

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ア・ラ・カンパーニュ
Cruising
クルージング

クレープ・シュゼット＋ドリンク（コーヒーor紅茶）
（各2）
●東京都 有楽町線「銀座一丁目駅」より徒歩2分
●ご利用時間：11：00～20：00
●休業日：1月1日

80402-1034
クレープ・シュゼットお食事券 2名様

ケーキセット／90分

80402-1035
コンチェルトケーキセットお食事券 １名様

●兵庫県 「神戸駅」より徒歩10分　
●ご利用時間：14：30～16：00　
●休業日:不定休

80402-1038 トアロード店
●兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：不定休

80402-1037 三宮店
●兵庫県 JR「三宮駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：30～23：00　
●休業日：不定休

コーヒー、カフェオレ、エスプレッソまたは紅茶＋18種類のケーキからお一つ＋ギフト
カフェお食事券 2名様
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80402-1304　加湿器＆タオルセット
●サイズ（約）:本体14.5×8.2×8.5cm
素材:素焼き陶器､磁器

80402-1414　リストウォッチ

80402-1412　ランチトートバッグ
●サイズ（約）：26×32×マチ15cm
●素材：ウール、ポリエステル

80402-0655　トラベルケースセット
●サイズ（約）:パッキングケース25×33×高さ8cm、
圧縮袋50×40cm　
●素材:ポリエステル、ポリエチレンフィルム

80402-0644　玄関マット
●サイズ（約）:60×35×厚さ0.7cm　●素材:PVC

80402-0650　プランター
●サイズ（約）:13×15×高さ11cm　
●素材:レジン

80402-0656　くまのプーさんストーリーペアクッションカバー
●サイズ（約）:45×45cm　●素材:ポリエステル100%　
※クッション材は付いておりません。

80402-0645　パーソナルボトル
●サイズ（約）:φ6.7×高さ23cm、容量500ml　
●素材:ステンレス鋼

80402-0648　電気ケトル
●サイズ（約）:22×14.5×高さ17cm、容量0.8ℓ
●素材:ポリプロピレン　
●AC100V-900W･コード0.75m

80402-0647　ミッキーカーニバルペアクッションカバー
●サイズ（約）:45×45cm　●素材:ポリエステル100%　
※クッション材は付いておりません。

80402-0653　ペアプレートボウル
●サイズ（約）:プレートφ15×高さ4cmm、ボウルφ15×高さ
7.5cm　●素材:樹脂

80402-0646　くまのプーさんペアカップ&ソーサー
●サイズ（約）:カップφ9.5×高さ5.5cm
ソーサーφ14.5×高さ2.5cm　
●素材:磁器
80402-1413　ラベルピロー＆ネックポーチ
●

●

80402-0652　 
ティンカーベルブレスウォッチ
●サイズ（約）:φ2.2cm、腕周り～17cm　
●素材:アロイ、白蝶貝ダイヤル
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フェイス･ウォッシュタオル付
●

●
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　mc21さ厚×73×82ーロピルベラト:）約（ズイサ
素材:綿、ポリエステルネックポーチ16×11cm
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7

©Disney

●サイズ（約）：3.3×2.5cm、腕周り13～16.5cm
● ●

12

©Disney

素材：アロイ合金、合成皮革 電池式

写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月

サンハウス

レギュラーサイズ・ベーコンチーズバーガー、タコス（各2）

80402-1043
ハンバーガーセットお食事券 2名様

　分2歩徒りよ」駅市日二鉄西「 県岡福
ご利用時間：11:00～15:00、18:00～24:00
休業日：月曜

724600_ノブルエ

茨城県 JR「下館駅」より車約9
分

筑西店80402-1325

沖縄県 国道５８号線沿い・港川
バス停近く

沖縄浦添店 80402-1326

長崎県 長崎電気軌道本線「思案橋」
駅より徒歩約１分

長崎浜町店80402-1329

岩手県 東北本線「仙北町」駅よ
り徒歩約15分

岩手盛岡店80402-1327

広島県 山陽自動車道「大竹」IC
より車約2分

ゆめタウン大竹店80402-1328

フリードリンク／フリータイム
猫カフェ 2名様

営業時間、定休日は各店舗により異なりますのでホームペー
ジにてご確認ください。

猫カフェ「空陸家」

茨城県 JR「小木津」駅より徒歩
約10分

日立店80402-1332

熊本県 JR「玉名」駅より徒歩約
11分

カリーノ玉名店80402-1333

新潟県 ＪＲ「西新発田」駅より徒
歩約5分

イオン新発田店 80402-1335

北海道 道東自動車道「音更帯広」
ICより車約9分

帯広店80402-1334

長野県 長野自動車道「塩尻北」
ICより車約7分

松本店 80402-1331

福島県 常磐線「泉」駅より車約
15分

いわき店80402-1330
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写真はイメージです。
お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月●
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80402-0665　ニヤリ微笑むリトルミィ
●サイズ（約）:31.5×24×奥行18.5cm

80402-0663　ペアケーキプレート
●サイズ（約）:φ21.5cm　
●素材:磁器

80402-0660　ムーミンブレスレット
●サイズ（約）:φ8cm　
●素材:樺材

80402-0666　バスマット
●サイズ（約）:45×60cm　
●素材:綿100%

80402-0669　ブレスレット（リトルミィ）
●サイズ（約）:φ8cm　
●素材:樺材

80402-1416　ランチトートバッグ
●サイズ（約）：26×32×マチ15cm
●素材：ウール、ポリエステル

80402-0661　エコバッグ
●サイズ（約）:39×45cm　●素材:ポリエステル100%　
●ポケット内1

80402-0664　クッションカバー
●サイズ（約）:60×60cm　●素材:綿100%　
●中材は付いておりません

80402-0667　ミムラ･ハウス 手のひらサイズぬいぐるみ
●サイズ（約）:ミムラ15×12×奥行9cm、ハウス14×11×奥行
9cm　●素材:ポリエステル

80402-1415　ウォッチ
●サイズ（約）：全長13.9cm

80402-1417　刺繍ブローチセット
●サイズ（約）：ミイ3.8×3.1cm、ムーミンハウス

80402-1418　ミニカーペット
●サイズ（約）：60×100cm
●素材：レーヨン、ポリエステル、綿、アクリル100%

80402-1269　ムーミンおきあがりこぼし
●サイズ（約）:15×15×高さ20cm　
●素材:樹脂

80402-1270　パスタプレートセット
●サイズ（約）:φ22×4cm×3　
●素材:磁器

4600_ノブルエ 54

● ●

●

©Moomin Characters™©Moomin Characters™

2

©Moomin Characters™

1 3

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

6

7 9

カラー：レッド 電池式
素材：合金

6×3.4cm

会津東山温泉かみのやま温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

湯の山温泉 加太淡嶋温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●フェイスタオル＋ワンドリンク（コーヒー）付
●泉質：塩化物硫酸塩泉　
●ご利用時間：8：00～21：00
●休憩場所：ロビー喫茶コーナー　
●除外日：12/31～1/3
●山形県JR「かみのやま温泉」駅より車
約3分

80402-1213
仙渓園月岡ホテル 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル＋ワンドリンク（コーヒー）付
●泉質：硫酸塩泉　
●ご利用時間：12：30～16：00
●休憩場所：ロビー　
●除外日：不定休　
●福島県JR磐越西線「会津若松」駅より
車約15分

原瀧 日帰り入浴 2名様
80402-1214

●泉質：ナトリウム／炭酸水素塩泉・塩化
物泉　
●入浴時間/11：00～14：30
●食事：食事処にて和定食　
●食事時間/11：00～13：30
●除外日：年末年始、ゴールデンウィーク、
お盆期間　
●和歌山県南海「加太」駅より車約5分
●お土産付　

80402-1215
大阪屋ひいなの湯 日帰り入浴＋昼食付 1名様

●フェイスタオル+バスタオル付　
●泉質：単純温泉（低張性弱アルカリ性温
泉）　
●ご利用時間：11：00～16：00
●休憩場所：ロビー
●除外日：年末年始　
●三重県近鉄「近鉄湯の山温泉」駅より
徒歩約5分
●ワンドリンク＋お土産付　

ホテル湯の本 日帰り入浴　2名様
80402-1216
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

茶道
茶道で感じる日本の伝統文化

ネイルケア
すっきりとして美しい指先を

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ゴルフレッスン テニスレッスン
じっくり打ってとことんゴルフ レベルに合わせて楽しくテニス

1名／爪を整え、マニキュアで1色カラーリング／
45分　●徳島県「南小松島駅」より徒歩15分　
●ご利用時間：10：00～19：00　●休業日:水曜

80402-1199 ネイルサロン／スクール Cure

1名／ジェルネイル（ドライケア込み）+デザイン（グ
ラデーション）　●高知県「高知駅」より徒歩15分　
●ご利用時間：11：00～19：00　●休業日：日曜

80402-1200 NAIL SALON PETRADY

お茶の点て方、お菓子とお茶のいただき方
を学ぶ／60分　
●東京都 「六本木駅」より徒歩4分　
● ご利用時間：月曜・水曜12：30～20：

00、火曜・木曜・金曜10：00～20：00、
土曜10：00～15：00　

●休業日:日曜、祝日

80402-1198 麗扇会日本文化学院

ワンポイントレッスン／60分　●新潟県
「新潟バイパス黒崎IC」より車1分　●ご
利用時間：10：00～20：00　●休業日:日
曜・月曜

80402-1201 ゴルフスタジオ:α
テニスプライベートレッスン／40分　
●茨城県「つくば駅」よりバス15分　
●ご利用時間:9:00～21:00
●休業日:無休

80402-1203 T-1インドアテニススクール

プロによる20分の個人レッスン、100球打
ち放し　●静岡県「静清バイパス千代
IC」より車2分　●ご利用時間：火～土曜
11：00～15：00　●休業日:年末年始

80402-1202 千代ゴルフガーデン
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Re.Ra.Ku（リラク）
30分ボディケア 1名様
1名/30分ボディケア

●写真はイメージです。

●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より4ヶ月　●事前予約必要

※30分フットケアへ変更可能です
（店舗によりフットケアをご提供していない場合がございます）

●神奈川県 横浜市営地下鉄線「センタ
ー北駅」より徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1044 横浜センター北店 

●神奈川県 京急線「上大岡駅」より徒
歩約3分
●休業日:元旦

80402-1045 上大岡ホワイトプラザ店

●神奈川県 京急線「杉田駅」前
●休業日:なし

80402-1046 プララ杉田店 

●神奈川県 横浜市営地下鉄線「センタ
ー南駅」前
●休業日:年末年始

80402-1047 センター南サウスウッド店 

●神奈川県 東急田園都市線「宮崎台
駅」より徒歩1分
●休業日:なし

80402-1048 宮崎台店 

●神奈川県 相鉄線「天王町駅」より徒
歩約5分
●休業日:なし

80402-1049 横浜ビジネスパーク店 

●神奈川県 東急東横線「元住吉駅」よ
り徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1050 元住吉店 

●神奈川県 東急東横線「大倉山駅」よ
り徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1051 大倉山店

●神奈川県 JR「新横浜駅」より徒歩約
2分
●休業日:なし

80402-1052 新横浜プリンスぺぺ店 

●神奈川県 JR「稲田堤駅」より徒歩約
1分
●休業日:なし

80402-1053 稲田堤店

●神奈川県 JR・京王相模原線「橋本
駅」より徒歩約5分
●休業日:不定休

80402-1054 橋本店 

●神奈川県 相鉄線「さがみ野駅」直結
●休業日:なし

80402-1055 さがみ野相鉄ライフ店 

●神奈川県 JR「大船駅」より徒歩約2
分
●休業日:なし

80402-1056 大船店 

●神奈川県 JR・小田急江ノ島線「藤沢
駅」より徒歩約5分
●休業日:なし

80402-1057 ルミネ 藤沢店 

●神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩約1
分
●休業日:なし

80402-1058 鎌倉店 

●神奈川県 東急東横線「綱島駅」より
徒歩約3分
●休業日:なし

80402-1059 綱島店 

●東京都 都営地下鉄大江戸線「勝どき
駅」より徒歩約4分
●休業日:1/1、2

80402-1060 晴海トリトンスクエア店

●東京都 東京メトロ東西線「東陽町駅」
より徒歩約7分
●休業日:なし

80402-1061 西友東陽町店

●東京都 東京メトロ東西線「門前仲町
駅」より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1062 門前仲町店

●東京都 東京メトロ半蔵門線「水天宮
前駅」直結
●休業日:なし

80402-1063 水天宮前Ｔ-ＣＡＴ店

●東京都 JR・京王線「高尾駅」より徒歩
約6分
●休業日:なし

80402-1064 イーアス高尾店 

●東京都 東急田園都市線「池尻大橋
駅」より徒歩約3分
●休業日:なし

80402-1065 池尻大橋店 

●東京都 JR「品川駅」より徒歩約3分
●休業日:なし

80402-1066 品川港南口店

●東京都 JR「東中野駅」より徒歩約1
分
●休業日:なし

80402-1067 東中野店

●東京都 JR「高円寺駅」より徒歩約3
分
●休業日:なし

80402-1068 高円寺店

●東京都 JR「平井駅」より徒歩約15秒
●休業日:年末年始

80402-1069 平井駅前店

●東京都 東京メトロ東西線「西葛西駅」
より徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1070 西葛西メトロセンター店 

●東京都 東急大井町線「荏原町駅」よ
り徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1071 荏原町店 

●東京都 東武伊勢崎線「曳舟駅」より
徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1072 イトーヨーカドー曳舟店

●東京都 東京メトロ各線「大手町駅」よ
り徒歩約2分
●休業日:日曜日・祝日

80402-1073 大手町読売新聞ビル店

●東京都 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」より
徒歩約4分
●休業日:なし

80402-1094 竹ノ塚店

●東京都 東京メトロ千代田線・JR「綾瀬
駅」より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1095 綾瀬リエッタ店

●東京都 西武池袋線「秋津駅」より徒
歩約1分
●休業日:なし

80402-1096 秋津店 

●東京都 都営三田線「御成門駅」より
徒歩約10秒
●休業日:なし

80402-1097 御成門駅前店 

●東京都 JR中央線「武蔵鏡駅」より徒
歩約2分
●休業日:なし

80402-1098 武蔵境店 

●東京都 京王相模原線「稲城駅」より
徒歩1分
●休業日:なし

80402-1099 京王稲城店

●東京都 京王相模原線「南大沢駅」よ
り徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1100 イトーヨーカドー南大沢店

●東京都 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」より徒
歩約1分
●休業日:なし

80402-1101 聖蹟桜ヶ丘オーパ店 

●埼玉県 JR「北浦和駅」より徒歩約3
分
●休業日:なし

80402-1102 北浦和店 

●埼玉県 JR「さいたま新都心駅」より徒
歩約10秒
●休業日:なし

80402-1103 さいたま新都心店

●東京都 都営大江戸線「光が丘駅」直
結
●休業日:なし

80402-1084 光が丘IMA店 

●東京都 都営三田線「西台駅」より徒
歩約1分
●休業日:元日

80402-1085 ダイエー西台店 

●東京都 東武東上線「大山駅」より徒
歩約5分
●休業日:年末年始

80402-1086 大山ハッピーロード店 

●東京都 東武東上線「成増駅」/東京メトロ・
副都心線「地下鉄成増駅」より徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1087 成増南口店

●東京都 西武新宿線「上石神井駅」よ
り徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1088 上石神井駅前店 

●東京都 東京メトロ丸の内線「本郷三
丁目駅」より徒歩約2分
●休業日:年末年始

80402-1089 本郷三丁目店 

●東京都 東京メトロ有楽町線「江戸川
橋駅」より徒歩約2分
●休業日:不定休

80402-1090 江戸川橋店 

●東京都 東京メトロ南北線「本駒込駅」
より徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1091 文京白山店 

●東京都 東京メトロ千代田線「千駄木
駅」より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1092 千駄木店 

●東京都 JR「亀有駅」より徒歩約5分
●休業日:なし

80402-1093 アリオ亀有店

●東京都　小田急小田原線「経堂駅」
より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1074 経堂コルティ店

●東京都 東急田園都市線「用賀駅」よ
り徒歩約2分
●休業日:年末年始

80402-1075 用賀店

●東京都 小田急小田原線「千歳船橋
駅」より徒歩約8分
●休業日:年末年始

80402-1076 世田谷砧店 

●東京都 小田急小田原線「梅ヶ丘駅」
より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1077 梅ヶ丘店

●東京都 東急池上線「池上駅」より徒
歩約2分
●休業日:不定休

80402-1078 池上店

●東京都 各線「蒲田駅」直結
●休業日:なし

80402-1079 東急プラザ蒲田店

●東京都 東急池上線「御嶽山駅」より
徒歩約30秒
●休業日:なし

80402-1080 御嶽山駅前店

●東京都 東京メトロ千代田線「町屋駅」
より徒歩約1分
●休業日:施設に準ずる

80402-1081 サンポップマチヤ店 

●東京都 各線「南千住駅」より徒歩約
30秒
●休業日:なし

80402-1082 南千住店

●東京都 JR「巣鴨駅」より徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1083 巣鴨店 

●埼玉県 JR「川口駅」より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1104 かわぐちキャスティ店 

●埼玉県 JR「越谷レイクタウン駅」より
徒歩約10分
●休業日:なし

80402-1105 イオンレイクタウン店 

●埼玉県 東武スカイツリーライン「越谷
駅」より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1106 越谷ツインシティ店 

●埼玉県 東武東上線「上福岡駅」前
●休業日:第2・第4月曜日

80402-1107 ココネ上福岡店 

●埼玉県 JR「新座駅」より徒歩約20分
●休業日:なし

80402-1108 西友新座店 

●埼玉県 西武池袋線「飯能駅」直結
●休業日:不定休

80402-1109 西武飯能ぺぺ店 

●埼玉県 JR「熊谷駅」直結
●休業日:不定休、元日

80402-1110 熊谷ティアラ２１店

●埼玉県 JR・東武伊勢崎線「久喜駅」
よりバス約10分
●休業日:なし

80402-1111 アリオ鷲宮店 

●埼玉県 つくばエクスプレス「八潮駅」よ
り徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1112 フレスポ八潮店 

●埼玉県 東武伊勢崎線「久喜駅」より
バス約15分
●休業日:なし

80402-1113 モラージュ菖蒲店 

●埼玉県 JR[戸田駅」より徒歩約1分
●休業日:なし

80402-1114 T-FRONTE戸田駅前店 

●千葉県 東京メトロ東西線「浦安駅」よ
り徒歩約2分
●休業日:なし

80402-1115 浦安店

●千葉県 JR「五井駅」より徒歩約15分
●休業日:なし

80402-1116 アリオ市原店

●千葉県 JR「千葉駅」より徒歩約9分
●休業日:火曜日

80402-1117 千葉中央店 

●千葉県 JR・東武アーバンパークライン
「柏駅」より徒歩約1分
●休業日:施設に準ずる

80402-1118 柏マルイ店 

●千葉県 JR「松戸駅」より徒歩約5分
●休業日:施設に準ずる

80402-1119 伊勢丹松戸店

●千葉県 京成線「ちはら台駅」より徒歩
約10分
●休業日:なし

80402-1120 unimoちはら台店 

●千葉県 JR「新松戸駅」徒歩約8分
●休業日:なし

80402-1121 ダイエー新松戸店

●千葉県 JR「津田沼駅」より徒歩約5
分
●休業日:元日

80402-1122 フォルテ津田沼店 

●茨城県 つくばエクスプレス「研究学園
駅」より徒歩約4分
●休業日:なし

80402-1123 イーアスつくば店 
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●写真はイメージです。
●お申込み後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

鬼怒川温泉

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

湯河原温泉

磐梯熱海温泉芦原温泉

●フェイスタオル、バスタオル、お土産付　
●泉質：アルカリ性低張性温泉　
●ご利用時間：9：00～21：00（最終受付
20：00）
●除外日：木曜日
●電車／東武鉄道「東武ワールドスクエ
ア」駅 車／日光宇都宮自動車道「今市」
IC

80402-1218
仁王尊プラザ 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル+バスタオル+喫茶券付　
●泉質：ナトリウム・カルシウム塩化物・硫酸
塩泉　
●ご利用時間：15：00～18：00
●休憩場所：ロビー　
●除外日：土曜日、年末年始、ゴールデンウ
ィーク、お盆期間、全ての連休、その他利
用不可日あり　
●神奈川県JR「湯河原」駅よりバス約15分

80402-1217
大滝ホテル 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル付
●泉質：アルカリ性単純泉
●ご利用時間：10：00～18：00※12：30～
13：00は入れ替えの為、ご入浴頂けませ
ん。
●休憩場所：ロビー
●除外日：年末年始、ゴールデンウィーク、
お盆期間、その他の連休
●福島県JR磐越西線「磐梯熱海」駅より
車約10分

80402-1220
ホテル華の湯 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル+ワンドリンク+お土産付
●泉質：低張性弱アルカリ性泉、ナトリウ
ム・カルシウム塩化物泉
●ご利用時間：15：00～21：00の内1時間
●休憩場所：ロビー・エントランス
●休業日：不定休
●福井県 JR北陸本線「芦原温泉」駅よ
り車で約10分

80402-1288
あわらグランドホテル 日帰り入浴 2名様
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

キャンドル作り 香水作り
キャンドルの灯りで癒しの時間を 好きな香りを楽しめます

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ガラス工芸
美しい光とガラスのアートに挑戦

陶芸
陶芸の奥深い魅力との出会い

2名／蜜ろうキャンドル作り体験60～90
分　●山形県「山形駅」より車60分　●ご
利用時間：10：00～17：00 ●休業日：不定休

80402-1204ハチ蜜の森キャンドル
香水作り50mlとアロマ体験／60～70分
●大分県「別府大学駅」より徒歩10分
●ご利用時間：10：00～18：00
●休業日:無休

80402-1206大分香りの博物館

スイーツキャンドル2種、ピラミッドキャンドル、
モールドキャンドル作り／150分　●石川県
北鉄バス「兼六園」より徒歩15分　●ご利
用時間:9:00～18:00 ●休業日:不定期

80402-1205かおりキャンドル金沢

ステンドグラスで花柄のナイトライト作り体験／90分
●神奈川県「上郷ネオポリス駅」より徒歩5分
●ご利用時間：13：00～16：00
●休業日:日曜・月曜

80402-1211 アトリエヨシダ

ステンドグラス（フォトスタンド）体験／120分
●愛知県「名鉄河和駅」よりバス15分
●ご利用時間：10：00～16：30
●休業日:火曜

80402-1212 ガラス工房グラスバレー

ロクロ体験Aコース　●神奈川県 JR「北鎌倉
駅」より徒歩10分　●ご利用時間：10：00～
17：00 ●休業日:金曜、29日以降月末まで

80402-1207 鎌倉明月窯

電動ろくろ体験コース　●大阪府 JR「桜島駅」よ
りバス15分　●ご利用時間：午前10：30～12：
00、午後14：30～15：30 ●休業日:月曜、金曜

80402-1208 なにわのやきもん教室 舞洲陶芸館

2名／茶碗またはカップまたはプレート作り　●福
岡県 JR「西戸崎駅」より徒歩15分　●ご利用
時間：10：00～17：00 ●休業日:月曜～水曜

80402-1209 ceramic art studio mu
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クアアイナ

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

ハンバーガー2品（アボカドバーガー、
チーズバーガー）＋フレンチフライ

（S）＋パンケーキブリュレ＋シーザー
サラダ＋ソフトドリンク2品

ハンバーガーセットお食事券

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

スペシャルラーメンから2品＋
餃子2枚＋ソフトドリンク2杯

ラーメンセット
お食事券 2名様麺屋空海

Gourmet Ticket

●神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩15分　●ご利用時間：
10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：無休

鎌倉店80402-1008

●東京都 東京メトロ「表参道駅」より徒歩1分　●ご利用
時間：10：00～22：30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

青山本店80402-1000

●千葉県 JR「袖ヶ浦駅」よりバス10分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク木更津店80402-1009

●東京都 各線「池袋駅」より徒歩8分　●ご利用時間：
10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

池袋サンシャインシティ店80402-1001

●東京都 各線「二子玉川駅」より徒歩1分　●ご利用時
間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

二子玉川店80402-1002

●東京都 りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩12分　
●ご利用時間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

アクアシティお台場店80402-1003

●東京都 JR「東京駅」より徒歩2分　●ご利用時間：月～土11:00～
23:00（L.O22:30）、日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

丸ビル店80402-1004

●東京都 JR「御茶ノ水駅」より徒歩10分　●ご利用時
間：10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：年末年始

神田駿河台店80402-1005

●東京都 各線「五反田駅」より徒歩5分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

五反田店80402-1006

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩10分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

渋谷宮益坂店80402-1007

●千葉県 JR「舞浜駅」南口左手すぐ　●ご利用時間：平日11:00～23:00
（L.O22:30）、土日祝10：00～23：00（L.O22：30）　●休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店80402-1010

●埼玉県 JR「さいたま新都心駅」東口直結　●ご利用時間：
11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

さいたま新都心店80402-1011

●埼玉県 西武池袋線「入間市駅」よりバス15分　●ご利用時間：平
日11:00～21:00、土日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク入間店80402-1012

●埼玉県 武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結　●ご利用時
間：10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

イオン越谷レイクタウン店80402-1013

●栃木県 JR「佐野駅」よりバス15分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

佐野プレミアム・アウトレット店80402-1014

●大阪府 地下鉄各線「なんば駅」より徒歩8分　●ご利用時
間：11:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

なんばパークス店80402-1015

●大阪府 各線「りんくうタウン駅」より徒歩6分　●ご利用時間：11:00～
21:00（L.O20:30）※施設営業時間に準ずる　●休業日：施設に準ずる

りんくうプレミアム・アウトレット店80402-1016

●滋賀県 JR「野洲駅」「近江八幡駅」よりバス30分　●ご利
用時間：11:00～21:00（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク滋賀竜王店80402-1017

●大阪府 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩7
分　●ご利用時間：10:00～20:30　●休業日：不定休

ららぽーとEXPOCITY店80402-1018

●長野県 JR「軽井沢駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11:00～19:30　●休業日：施設に準ずる

軽井沢店80402-1019

●宮城県JR「仙台駅」より徒歩2分　●ご利用時間：
11：00～23：00（L.O22：30）　●休業日：施設に準ずる

仙台パルコ2店80402-1020

●神奈川県江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩1分　●ご利
用時間：10：00～21：30（L.O21：00）　●休業日：年末年始

片瀬江ノ島店80402-1021

●福岡県地下鉄「天神駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11：00～23：30（L.O23：00）　●休業日：施設に準ずる

福岡ソラリアプラザ店80402-1022

●神奈川県 「大船駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：00～22：00
●休業日：施設に準ずる

大船ルミネウィング店80402-1297

●神奈川県 「川崎駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

川崎店80402-1300

●千葉県 「空港第2ビル駅」内
●ご利用時間：8：00～20：30
●休業日：施設に準ずる

成田空港店80402-1298

●千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

海浜幕張店80402-1299
●東京都 JR「恵比寿駅」より徒歩15分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

恵比寿店80402-1296

●東京都 「品川駅」より徒歩3分　●ご利用
時間：月～金11：00～23：00、土・日・祝日11：
00～15：00　●休業日：施設に準ずる

品川グランパサージュ店80402-1294

●東京都 「東京テレポート駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

ヴィーナスフォート店80402-1295
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●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

カイロプラクティック
解消されなかった症状にカイロプラクティック
カイロプラクティック（35分）１回+カウンセリング付き

●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

スタジオ・ヨギー　
骨盤調整レッスン 約75分（2回）　
※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

ビューティー・
ペルヴィス

スタジオ・ヨギー　
ヨガレッスン 約75分（2回）　
※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

ヨガレッスン

スタジオ・ヨギー　
ピラティスレッスン 約60分（2回）　
※レンタルマット無料
※全店舗休業日：年末年始

ピラティス
レッスン

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80402-1176 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80402-1185スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80402-1177スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80402-1186スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80402-1178スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80402-1179スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80402-1187スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80402-1180スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80402-1188スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80402-1181スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80402-1189スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80402-1182スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80402-1190スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80402-1183スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80402-1191スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80402-1192スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80402-1195スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80402-1193スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80402-1196スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80402-1194スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80402-1197 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80402-1184スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80402-1154スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80402-1163スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80402-1155スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80402-1164スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80402-1156スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80402-1157スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80402-1165スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80402-1158スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80402-1166スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80402-1159スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80402-1167スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80402-1160スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80402-1168スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80402-1161スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80402-1169スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80402-1170スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80402-1173スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80402-1171スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80402-1174スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80402-1172スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80402-1175 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80402-1162スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80402-1132スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80402-1141スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80402-1133スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80402-1142スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80402-1134スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80402-1135スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80402-1143スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80402-1136スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80402-1144スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80402-1137スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80402-1145スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80402-1138スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80402-1146スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80402-1139スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80402-1147スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80402-1148スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80402-1151スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80402-1149スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80402-1152スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80402-1150スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80402-1153 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80402-1140スタジオ・ヨギー新宿WEST

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：日曜日
●北海道 地下鉄南北線「中島公園」駅より徒歩3分

80402-1124 RAKUNE本院

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄東西線「大谷地」駅よりバス約15分

80402-1125 RAKUNEイオン平岡

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄東豊線「新道東」駅より徒歩約3分

80402-1126 RAKUNEイオン元町

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄南北線「真駒内」駅よりバス

80402-1127 RAKUNEイオン藻岩

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 JR「上幌向」駅より徒歩約32分

80402-1128 RAKUNE岩見沢

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 JR「篠路」駅より徒歩約42分

80402-1129 RAKUNEイオン石狩

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 JR「発寒」駅より徒歩約5分

80402-1130 RAKUNEイオン発寒

●ご利用時間：10：00～21：00
●休業日：年中無休
●北海道 地下鉄東西線「円山公園」駅より直結

80402-1131 RAKUNEマルヤマクラス
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写真はイメージです。
お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月

鉄板焼 なにわ

南国酒家原宿店 本館

写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月

日本料理 なるみ乃 薬院店

80402-1031
スペシャルランチセットお食事券 2名様
前菜、点心、メイン料理他、ご飯、スープ含む全8品

東京都  JR「原宿駅」より徒歩1分
ご利用時間：平日11:30～14:30
休業日：12/31
除外日：年末年始

ご利用時間：11：30～14：30
除外日： ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス、年

末年始などの特別期間
※ 季節・仕入状況によりメニュー内容は

変更になる場合がございます。
※ 貸切・イベント・満席等でご利用いただ

けない場合がございます
福岡県JR「小倉」駅より徒歩約3分

80402-1030
平日限定鉄板焼ランチお食事券 1名様

海鮮丼定食（海鮮丼+みそ汁+小鉢+つけもの+
サラダ）+天ぷら（各2）

80402-1033
夜の定食｢竹｣お食事券 2名様   

福岡県 西鉄天神大牟田線「薬院駅」より徒歩
5分　 ご利用時間：11：30～23：00 休業日：日
曜　 ランチでのご利用も可

704600_ノブルエ

フランス料理 メザニーン

デザート盛合せ＋ドリンク（各2）

80402-1039
デザートセットお食事券 2名様

東京都 都営地下鉄「三越前駅」より徒歩1分
休業日:土日祝
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1919年ニューヨーク州ロチェスターで誕生したチャンピオン。”ス
ウェットシャツ”や”リバースウィーブ”を代表とする機能的なデザイ
ン、耐久性、素材、プリント技法、縫製といったひとつひとつのディ
テールにこだわったクラフトマンシップは現在も脈々と受け継がれ
ており、アスレチックウェアとカジュアルウェアの両面で支持を得て
います。

グローバル リーディングスポーツブランドとして長い歴史を誇る
「アディダス」。スリーストライプス（3本ライン）は誰もが知るアディ
ダスのトレードマーク。最新のテクノロジーと高いデザイン性を併
せ持つ信頼性の高い商品群はトップアスリート達をはじめ、世界中
の人々から愛され続けています。

英国の伝統部分とレトロ・ヒップホップを取り入れて未来のファッ
ションと融合させるKANGOLのスポーツライン。ブリティッシュマイ
ンドのスポーツカジュアルウエア等、幅広く商品化。ユニセックス展
開で多くのファンを持っています。

チャンピオン アディダス カンゴールスポーツ

Sports
80402-0687　ワンショルダーバッグ
●サイズ（約）:32×18×マチ8cm　●素材:ポリエステル　●ポ
ケット内1外1　●カラー:ワイン　●ショルダーベルトは左右付替
え可

80402-0689　ドラムバッグ
●サイズ（約）:18×33×マチ18cm　●素材:ポリエステル

80402-0690　トレーニングセット
● エ、mc13×71φーラーログンニーレト:）約（ズイサ
クササイズバンドφ9×全長100cm　●素材:樹脂

80402-0691　トレーニングジャケット
●素材:ポリエステル　●サイズ（約）:着丈70cm

80402-0692　スポーツウォッチ（サイビート）
●サイズ（約）:4.8×4.2cm、腕周り～20cm　
●素材:樹脂、ステンレス　●10気圧防水

80402-0693　健康エクササイズセット
●サイズ（約）:バランスボールφ55cm、ジャンピングロープ本体
全長300cm（長さ調整可）　●素材:樹脂　●耐荷重100kg

80402-0694　スウェットパンツ
●サイズ（約）:Lサイズ総丈108cm　
●素材:綿、ポリエステル

80402-0695　ステンレスボトル
●サイズ（約）:φ6.9×高さ17cm、容量400ml　
●素材:ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン

80402-0696　リュックサック
●サイズ（約）:45×34×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外4

80402-0697　タオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェイスタオ
ル34×75cm　●素材:綿100%

80402-1422　ウエイトフラフープ1.5kg
●サイズ（約）:φ90cm　●素材:樹脂、スチール　
●組立式

80402-0699　エクササイズセット
●サイズ（約）:ヨガマット61×173×厚さ0.4cm、プッシュ
アップバー16×23×高さ13cm　●素材:樹脂　●組立式

80402-0700　ドラムバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:18×33×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ピンク

80402-1318　活動量計（タニタ）
●サイズ（約）:3.3×7.1×厚さ1.5cm
●素材:樹脂

80402-1275　スポーツタオルセット
●サイズ（約）:スポーツタオル34×110cm、
フェイスタオル34×75cm×2、タオルチーフ:25×25cm
●素材:綿100%
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●電池式

4443 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,029点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

パスタプレートセット 茶道

スポーツ

体験ディズニー
ムーミン

フランス料理 メザニーン

Re.Ra.Ku（リラク）

鬼怒川温泉

体験
レストラン

体験

体験
温泉

猫カフェ「空陸家」

体験
レストラン

©Moomin Characters™
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掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-006  ローゼル

商品価格 ： 5,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 1,002点

5,600円（税込6,160円）

QRコード
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Pendant
01

Pendant
03

Bag
02

Pouch
04

Bag
06

Pen
05

Pendant
07

Watch
09

Rucksack
08

Multi holder
10

Watch
11

Bag
13

Pass＆ Coin case
12

Bag
14

80502-0080　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:26×37.5×マチ15cm　●素材:
合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ネイビー

80502-1259　 
ペンダント（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.1×0.8cm　
●素材:シルバー、キュービックジルコニア、トルコ石

80502-0082　カリーナ柄ポーチ（フェイラー）
●サイズ（約）:9×19×マチ2cm　●素材:綿（シュ
ニール織）、ポリエステル　●カラー:ブラック/カ
リーナ ※商品によって柄の出方が異なります。

80502-0083　ボールペン（フォリフォリ）
●サイズ（約）:φ1.2×全長10.5cm　●素材:真鍮、ニッケル、
カットガラス（クレイ留め）　●ボール0.5mm　●カラー:オレンジ

80502-0084　ハンドバッグ
●サイズ（約）:13×23×マチ5cm　●素材:
合皮　●ポケット内1　●カラー:ネイビー

80502-0085　 
リバーシブルペンダント（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1.3×1.5cm　●素
材:合金、クリスタルガラス、真鍮　●カラー:ゴールド

80502-0086　リュック
●サイズ（約）:41×31×マチ14cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内3　
●カラー:ターコイズ

80502-0087　 
レディースウォッチ（エイチツーオー）
●サイズ（約）:φ2×1.5cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金、本革　●日常生活防水

80502-0088　 
マルチホルダー（ロベルタ ディ カメリーノ）
●サイズ（約）:11×15.5×厚さ2cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内4

80502-0089　 
本革レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:3.2×2.5cm、腕周り～17.5cm　
●素材:合金　●日常生活防水　●カラー:ブルー

80502-0090　 
パスケース&小銭入れ（チェルベ）
●サイズ（約）:パスケース10×6.9cm、小銭入れ7×9.8
×厚さ2cm　●素材:牛革、合皮　●カラー:イエロー

80502-0091　ハンドバッグ
●サイズ（約）:20×36×マチ15cm　●素材:
合成皮革　●ポケット内1　●カラー:ネイビー

80502-0092　ポシェット（シンクビー）
●サイズ（約）:13×26×マチ4cm　●素材:ビスコース、ポリエステ
ル　●ボールチェーン付 ※柄の出方が異なる場合があります。

80502-1232　 
プチペンダント（クリオブルー）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.2×0.6cm　
●素材:シルバー925、ガラス
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80502-0138　 
コットンパールネックレス（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長（外）58cm　●素材:コッ
トンパール、人工真珠　●手作り感のある
コットンパールを使用　●カラー:ベージュ

80502-0139　 
トートバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:28×40×マチ13cm　●素材:ナ
イロン、合皮　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

80502-0140　 
長財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:9.5×19×厚さ3cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入17　●カラー:ベージュ

80502-0141　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:φ1.8×2.1cm、腕周り～
16.5cm　●素材:合金、本革

80502-0142　 
ボストンバッグ（クリスティーナ ノワレ）
●サイズ（約）:34×45×マチ19cm　●素材:
ナイロンジャガード織、ポリ塩化ビニル、合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ベージュ

80502-0143　 
レディースウォッチ（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:1.9×2.6cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、牛革　●日常生活防水

80502-0144　 
パスケース･小銭入れセット（チェルベ）
●サイズ（約）:パスケース10×6.9cm、小
銭入れ7×9.8×厚さ2cm　
●素材:牛革、合皮　●カラー:ベージュ

80502-0145　 
コットンパールピアス
●サイズ（約）:パールφ4～10mm　
●手作り感のあるコットンパールを使用

80502-0146　 
ポシェット（シンクビー）
●サイズ（約）:14.5×21.5×マチ4.5cm　
●素材:ビスコース、アクリル、ポリエステル、ナイロン　
●ポケット外1 ※柄の出方が異なる場合があります。

80502-0148　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:26×51×マチ18cm　●素材:綿、
ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

80502-0149　キャリーバッグ
●サイズ（約）:22.5×31.5×高さ50cm、重
量2.1kg　●素材:ポリエステル、スチール　
●ポケット内1　●二輪

80502-0147　 
山羊革ポーチ（バジェックス）
●サイズ（約）:12.6×18.3cm　
●カラー:キャメル
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の しく く 、大 な と ごす 、

して に れる せなできごと。

JILL STUART は、 の の 日を で たします。

なた も と しくなれるお 伝い できる とを、心 ら ています。

大 のデ ート"をブランド ンセ トに、

さま まなライ イルに ばれる

アイテ を ッ ンの イー として表 したルー ウェアブランド

gelato piqueの ー 。

品な ー アンテイ トで表 された らしさに た ク ンは

しく るために とい のもと しました。

グランセンス

トッカ ジェラートピケ

ジルスチュアート

80502-0002　 
クリスタルフルーティフローラル（ジルスチュアート）
●容量:30ml　
●クリスタルフルーティフローラルの香り　
●香水（オードトワレ）

80502-0003　 
エミリア（トッカ）
●容量:20ml　●エミリアの香り　●香水（オードトワレ）

80502-1293　 
ケアセット（ジェラートピケ）
●容量:リップクリーム4g、ボディミスト180ml、ルームフレグランス200ml　
●ディミスト:ホワイトローズの香り、ルームフレグランス:コットンフローラルの香り
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80502-1287　 
ボディケアセット（グランセンス）
内容：ボディークリーム100g、ハンド＆ボディーソープ285ml●

サシェ1.5×10×18cm、タオル16×16cm

クラ ックで りな らア ン ャルド。

で りな らど しくて親し やすい。

の なブ ンドア なたの と を する。

ランセン は、 な の ラン ー です。
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80502-0049　 
レディスウォッチ（ロベルタディカメリーノ）
●サイズ（約）:ケースφ3.2cm、腕周り～17cm　
●素材:ABS樹脂、牛革、合成皮革　●日常生活防水

80502-0050　 
ダイヤペンダント（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:全長43cm、トップ1.3×1.1cm　●素材:真
鍮、シルバー925、金メッキ、ダイヤ（0.01ct）、アコヤ真珠

80502-0051　折財布（ミントン）
●サイズ（約）:9.5×12×厚さ3.5cm　
●素材:（表面）牛革、（内）合皮　●札入2、
小銭入1、カード入9　●カラー:ブラック

80502-0052　ハンドバッグ
●サイズ（約）:13×23×マチ5cm　●素材:
合皮　●ポケット内1　●カラー:シルバー

80502-0055　 
リバーシブルペンダント（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1.6×
1.2cm　●素材:合金、真鍮

80502-0056　ボストン&トートバッグセット
●サイズ（約）:ボストンバッグ31.5×46×マチ27cm、トートバッグ30
×42×マチ12.5cm　●素材:ポリエステル、合皮　●ボストンバッ
グ:ポケット内1外1、トートバッグ:ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80502-0057　 
ラウンドファスナー長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　●素材:合成皮
革　●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラック

80502-0058　 
晴雨兼用折りたたみ傘（アズアズ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時25cm　
●素材:ポリエステル、アルミニウム、スチール

80502-0059　 
ハンドバッグ（クリオブルー）
●サイズ（約）:25×38×マチ8.5cm　●素材:ナイ
ロン、合皮　●ポケット内3外2　●カラー:ネイビー

80502-0060　
本革レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:1.8×1.8cm、腕周り～16.5cm　
●素材:合金、本革　●日常生活防水

80502-0061　シルバーピアス
●サイズ（約）:全長1.8cm　
●素材:ジルコニア

80502-0053　長財布
●サイズ（約）:9.5×19×マチ4.3cm　
●素材:合成皮革　●ホック式開閉、札入
1、小銭入1、カード入内8、ポケット内2外1

80502-0062　手提げバッグ
●サイズ（約）:20×39×マチ12.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内3外1　●カラー:ブラック

80502-1231　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:16.5×23.5×マチ8.5cm　
●素材:合皮　
●ポケット内3外1
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80502-0093　 
長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:10×18.7×厚さ4cm　●素材:（表）
牛床革、（内）合皮　●札入1、小銭入1、カード入4

80502-0094　 
万年筆（セーラー万年筆）
●サイズ（約）:全長13.4cm　●素材:樹脂

80502-0095　 
ラウンドファスナー長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:パープル

80502-0096　 
レザーペンケース（パリス）
●サイズ（約）:5×19×厚さ4.5cm　
●素材:山羊革　●カラー:ピンク

80502-0097　 
トートバッグ（イツコルベイユ）
●サイズ（約）:24×40（20）×マチ10cm　●素材:
ポリエステル、綿　●ポケット内1　●カラー:ブルー

80502-0098　 
パス･名刺ケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:8.3×11.3×厚さ1cm　●素材:牛革、
合皮　●カラー:イエロー　※非接触型の機能無

80502-0099　天然石ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.2×
0.8cm　●素材:ラピスラズリ、真鍮

80502-0100　 
ハンドバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:21×30×マチ9cm　●素材:
合皮　●ポケット内3　●カラー:ブルー

80502-0101　 
ラピスラズリネックレス
●サイズ（約）:全長40cm　
●素材:ラピスラズリ、真鍮

80502-0102　 
ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:23×28×マチ6cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●ポケット内3外1　●カラー:ワイン

80502-0103　 
長財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:9.5×19×厚さ3cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入17　●カラー:ネイビー

80502-0104　 
レディースウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:φ1.9cm、腕周り～16.5cm　●素
材:合金、本革　●日常生活防水　●カラー:レッド

80502-0105　 
ハンドバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:21×30×マチ9cm　●素材:合
成皮革　●ポケット内3　●カラー:イエロー

80502-0106　ドレスM
80502-0107　ドレスL
●サイズ（約）:M着丈84×肩幅32cm、L着丈88×肩幅
33cm　●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー×ピンク

80502-0108　 
ペンダント（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ0.3×3cm　
●素材:ラピスラズリ、真鍮

80502-0109　 
長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ4cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入6　●カラー:イエロー
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80502-0150　 
レディースウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:2×1.5cm、腕周り～16.5cm　
●素材:本革、合金　●日常生活防水

80502-0151　 
ペンダント（リョウコ キクチ）
●サイズ（約）:全長56cm、トップ3.8×
1.7cm　●素材:真鍮、合金、ジルコニア

80502-0152　レディースベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト93cm　●素材:

（表）牛革、（裏）合皮　●カラー:ベージュ

80502-0153　 
ショルダーバッグ（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:28×30×マチ11cm　●素材:ポリエステル
ジャガード、合皮　●ポケット内3外3　●カラー:ゴールド

80502-0154　 
コインケース（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:9×9.5×厚さ2cm　
●素材:牛ヌメ革　●カラー:生成り

80502-0155　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:25.5×41.5×マチ14cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット外1　
●カラー:アイボリー

80502-0156　 
ラウンドファスナー長財布（イルムス）
●サイズ（約）:10×20×厚さ2.5cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラウン

80502-0157　 
晴雨兼用折りたたみ傘（クリショオンサイモン）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時25cm　
●素材:ポリエステル、アルミニウム、スチール、樹脂

80502-0158　 
ラウンドファスナー長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.3cm　●素材:合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ベージュ

80502-0159　 
ペンダント（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1.6×1.2cm　
●素材:合金、真鍮　●カラー:ピンクゴールド

80502-0161　ハンドバッグ
●サイズ（約）:23×13×マチ5cm　●素材:合
成皮革　●ポケット内1　●カラー:ベージュ

80502-0162　 
スヌードマフラー（江戸マイスター）
●サイズ（約）:30×140cm　●素材:アクリ
ル、ナイロン、ウール　●カラー:オレンジ

80502-0163　 
ボストンバッグ（クリスチャンベルレーヌ）
●サイズ（約）:28×45×マチ22cm　●素材:ナイロン
ジャガード織、ポリ塩化ビニル、合皮　●ポケット内1外1

80502-0164　保温折りたたみハット
●対応サイズ（約）:頭囲58cm　●素材:ポリ
エステル　●ホルダー付　●カラー:ベージュ

80502-0165　 
アルミシート付カート（シャルミス）
●サイズ（約）:21×32×高さ40cm　●素材:ポ
リエステル　●ポケット外1　●カラー:ブラウン

80502-0160　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ2.1cm、腕周り～17cm　
●素材:アロイ、ステンレス　●カラー:ゴールド
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1968年に女性用のコート事業からスタートした
カルバン・クラインは瞬く間に評判となり、その後事業を拡大。

ck カルバン・クライン ジーンズの広告キャンペーンが
70年代後半に一世風靡し、デザイナージーンズの先駆けとなる。

イタリアミラノの新進ファクトリーブランド『Orobianco』。
時代とリンクする洗練されたデザインワークにより生み出された、

ライフスタイルアイテムと融合した新たなビジネスツールの誕生です。

プラウドメンはできる男のビジネスツール。
香りを身嗜みの一部として考えるビジネスマンの為に作られました。

ほのかで爽やかな香りがビジネスシーンを演出します。

オロビアンコ

プラウドメン ディノメン

カルバンクライン

DiNOMENはバイタリティーあふれる大人の男性の肌に、凛 し々さと
力強さを導く事を使命として生まれた、国産メンズスキンケアブランドです。

年齢を重ねても若 し々く、清潔感ある肌を保ち、
肌と心に自信が持てる「デキる男」へDiNOMENが導きます。

80502-0005　 
スーツアップミストセット（オロビアンコ）
●サイズ（約）:スーツアップミスト4.5×4.5×高さ21.5cm、容量
200ml、ソフナー5.8×5.8×22.8cm、容量400ml、タグ9.2×
0.2×高さ13cm

80502-0006　 
シーケーワン（カルバンクライン）
●香水（オードトワレ）　●容量:50ml　●シアーシトラスの香り　●フレグランス　
●ckoneはめまぐるしく変化する世界と使う人を反映し、今までのフレグランスの常
識にチャレンジしている。シンプルで、すっきりとした使いやすいフレグランス。

80502-0007　 
リフレッシャーセット（プラウドメン）
●容量:スーツリフレッシャー200ml、
フットリフレッシャー50ml、レザークリーム40g

80502-0008　 
アイゾーンエッセンス（ディノメン）
●容量:美容液25g
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80502-0063　 
パスポートケース（メゾンドゥファミーユ）
●サイズ（約）:11.5×16×厚さ2.5cm　
●ポケット2、カード入7　●素材:合皮

80502-0064　 
ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:23×28×マチ6cm　●素材:合皮、ポ
リエステル　●ポケット内3外1　●カラー:ブラック

80502-0065　 
2WAYペンダント（ミチコ ロンドン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.6×
1.3cm　●素材:シルバー、ジルコニア

80502-0066　 
牛革名刺入れ（ギ･ラロッシュ）
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ2cm　
●ポケット4　●カラー:ブラック

80502-0067　 
ピアス（ミチコロンドンコシノ）
●サイズ（約）:1.6×1.1cm　
●素材:キュービックジルコニア

80502-0068　スリム長財布（マデラ）
●サイズ（約）:9.5×19.5×厚さ2cm　
●素材:牛革、合皮　●小銭入1、カード入8
●カラー:ネイビー

80502-0069　リュック
●サイズ（約）:32×22×マチ13cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内2

80502-0070　ガーゼハット
●頭囲サイズ（約）:57cm　
●素材:ポリエステル80%、綿20%　
●カラー:ブラック　●ハットホルダー付

80502-0071　 
ペンダント（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.3×1cm　
●素材:シルバー、ジルコニア、真鍮

80502-1258　折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:10.5×14×厚さ3cm　●素材:

（表）牛床革、（内）合皮　●札入2、小銭入
1、カード入5、ポケット6　●カラー:ブラック

80502-0073　 
本革レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:2.5×2cm、腕周り～17.7cm　
●日常生活防水　●カラー:ホワイト

80502-0074　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:26×37.5×マチ15cm　●素
材:合皮　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80502-0075　 
リバーシブルレディースベルト（プライベートレーベル）
●サイズ（約）:最大ウエスト87cm　
●素材:合皮　●カラー:ブラック×チョコ

80502-0076　 
ボストンバッグ（バレンチノギベルティ）
●サイズ（約）:40×67×マチ25cm　●素
材:PVC　●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80502-0077　プチダイヤペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.2×1cm　●素材:ダイ
ヤモンド0.01ct、シルバー925、真鍮　●カラー:プラチナ

80502-0078　 
ラウンドファスナー長財布（ヴィオール）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.3cm　●素材:合
皮　●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ワイン
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80502-1292　 
ナップサック（スワロフスキー）
●サイズ（約）:37×45×6.7cm
●素材：クリスタル、ナイロン　

80502-0018　バングルウォッチ
●サイズ（約）:2.8×1.9cm、腕周り～16cm　 
●素材:アロイ、白蝶貝ダイヤル　
●ベルトカラー:ホワイト

80502-0019　長財布（チェルベ）
●サイズ（約）:9.3×18.7×厚さ2.3cm　
● 　皮合）内（、革牛）表（:材素 ●札入1、小
銭入1、カード入12　●カラー:ブラック

80502-0020　 
リング9号（マックスモード）
●素材:シルバー、ジルコニア

80502-0022　牛革サッシュベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト88cm　
●素材:牛革　●カラー:ブラック

80502-0023　長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.8×19.2×厚さ3cm　
●素材:合成皮革 ●札入2、小銭入1、カー
ド入14　●カラー:ネイビー

80502-0024　ドレスM
80502-0025　ドレスL
●サイズ（約）:M着丈84×肩幅32cm、L着丈88×肩幅
33cm　●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー×アイボリー

80502-0026　 
パーティーバッグ（ユキコキミジマ）
●サイズ（約）:14×28×マチ5cm　●素材:ポリエ
ステル　●カラー:ベージュ

80502-0028　卓上ミラー&パール2点セット
●サイズ（約）:卓上ミラーφ15×高さ26.5cm、人工真珠ネックレス
全長44cm、φ0.7cm、イヤリングφ0.7cm カラー:ホワイト　●素
材:アルミ、人工真珠 ※写真は実際のサイズ比ではありません。

80502-0029　ピアス（ミチコ ロンドン）
●サイズ（約）:クリスタル1.1×0.4cm、パールφ
1cm　●素材:真鍮、クリスタルガラス、人工真珠

80502-0031　 
リング9号（ファルチニューヨーク）
●素材:真鍮

80502-0021　牛革小銭入れ
●サイズ（約）:6.3×9×厚さ2.5cm　
●素材:牛革　●ホック式開閉、小銭入1
●カラー:スモーキーブラウン

80502-0030　 
バッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:20×31.5×マチ11cm　
●素材:合成皮革　●マグネット式開閉
●カラー:グレージュ
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01
Knapsack

パール２点セット
●サイズ（約）:ﾈｯｸﾚｽ全長42cm、ﾋﾟｱｽφ8mm
●素材:貝パール、真鍮ロジウムメッキ、チタン製ポスト　
●カラー：ホワイト

80502-1352
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80502-0032　 
パーティーバッグ（ユキコキミジマ）
●サイズ（約）:14×28×マチ5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ネイビー

80502-0033　 
ペンダント（大内順子）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ3.5×0.7cm、パー
ルφ0.5～0.7cm　●素材:シルバー、アコヤ真珠

80502-0034　 
レディースウォッチ（バレンチノ･ルディ）
●サイズ（約）:3×2cm、腕周り～19cm　●素
材:合金、ラインストーン、牛革　●日常生活防水

80502-0035　 
ネックレス&イヤリング（大内順子）
●サイズ（約）:ネックレス全長42cm、イヤリングφ
8㎜　●素材:貝パール、真鍮　●カラー:グレー

80502-0036　 
ペンダントルーペ（ケーピーティー）
●サイズ（約）:全長81cm、トップ5.7×
3.2cm　●素材:合金、ジルコニア

80502-0037　フォーマルセット
●サイズ（約）:念珠袋11×16cm、金封ふく
さ20×12cm、ひざかけ58×58cm　
●素材:レーヨン、ポリエステル

80502-0038　
2WAYイヤリング（ミチコ ロンドン）
●サイズ（約）:クリスタル1.1×0.4cm、パールφ
0.7cm　●素材:貝パール、真鍮、クリスタルガラス

80502-0040　 
フォーマルバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:21×27×マチ7cm　●素材:ポ
リエステル　●ポケット内1　●カラー:ブラック

80502-0041　3WAYピアス
●サイズ（約）:パールφ0.5cm、シェルフラ
ワーφ0.9cm　●素材:アコヤ真珠　
●付属のシェルフラワーで三通り楽しめます

80502-0042　 
手提げバッグ&ひざかけ
●サイズ（約）:手提げ33×25cm、ひざかけ58×58cm　
●素材:レーヨン、ポリエステル　●カラー:ブラック

80502-0043　リング9号
80502-0044　リング11号
●サイズ（約）:貝パールφ11mm　
●素材:貝パール、ジルコニア

80502-0045　 
晴雨兼用折りたたみ傘（アズアズ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時25cm　
●素材:ポリエステル、アルミニウム、スチール

80502-0046　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.4×2cm、腕周り～17.0cm　
●素材:合金　●カラー:シルバー×ホワイト

80502-0047　 
ペンダント（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.3×0.5cm　
●素材:シルバー、キュービックジルコニア

80502-0048　 
長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19×厚さ5cm　●素材:合皮　
●札入1、小銭入1、カード入4　●カラー:ブラック

80502-1230　フォーマルバッグ3点セット
●バッグサイズ（約）:8×24×高さ16cm　
●素材:ポリエステル、ポリウレタン
●サブバッグ、慶弔両用リバーシブルふくさ付
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1280502-0120　 
さざれブレスレット（マルラニハワイ）
●サイズ（約）:全長17cm　
●素材:ローズクォーツ

80502-0112　 
レディースウォッチ（レガッタクラブ）
●サイズ（約）:φ1.7cm、腕周り～17cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80502-0113　 
リバーシブルペンダント（ファルチニューヨーク）
●サイズ（約）:全長42cm、トップ1.3cm　
●素材:合金、真鍮

80502-0114　 
ペンダント（ネージュクレア）
●サイズ（約）:全長45×トップ1.4×1.2cm　
●素材:ジルコニア、シルバー

80502-0115　 
ボールペン（セーラー万年筆）
●全長サイズ（約）:13.4cm　
●素材:アクリル　●カラー:ホワイト

80502-0116　ダイヤペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1.2×1cm　
●素材:ダイヤ0.01ct、シルバー925、真鍮　
●カラー:ピンクゴールド

80502-0118　 
折財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:9.5×11×厚さ3cm　●素材:
合皮　●札入2、小銭入1、カード入7　
●カラー:ブルー

80502-0119　 
16本骨長傘セット（フラワーリング）
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエス
テル、スチール　●カラー:ピンク、グリーン

80502-0110　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:25.5×41.5×マチ14cm　●素材:ポ
リエステル、合皮　●ポケット外1　●カラー:ブルー

80502-0121　 
レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:2.4×2cm、腕周り～17cm　
●素材:合金

80502-0117　 
ハンドバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:21×30×マチ9cm　●素材:
合皮　●ポケット内3　●カラー:ピンク

80502-1233　 
ソックスセット（ポール&ジョー アクセソワ）
●対応サイズ（約）:23～24cm　
●素材:綿ガスシルケット
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80502-0122　 
ショルダーバッグ（クレアトラベラー）
●サイズ（約）:28×30×マチ11cm　●素
材:ポリエステルジャガード、合皮　●ポケット
内3外3　●ハンドバッグとしてもご利用可。

80502-0124　シルバーピアス
●サイズ（約）:0.8×0.7cm　
●素材:ジルコニア

80502-0125　 
トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:26×37.5×マチ15cm　●素
材:合皮　●ポケット内1　●カラー:パープル

80502-0127　 
天然石ブレスレット（ネージュクレア）
●サイズ（約）:腕周り16cm　●素材:ローズ
クォーツ、ホワイトカルセドニー、クォーツァイト

80502-0128　 
ハンドバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:30×26×マチ7.5cm　●素材:
合皮　●ポケット内3外1　●カラー:ホワイト

80502-0133　天然石ペンダント
●サイズ（約）:全長40×トップ2.2×0.8cm　
●素材:インカローズ、ロードナイト、真鍮

80502-0130　シルバーピアス
●サイズ（約）:φ6mm　●素材:ジルコニア

80502-0131　 
ペンダント（ミチコ ロンドン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.6cm×
0.8cm　●素材:真鍮、貝真珠、ジルコニア

80502-0132　 
万年筆（セーラー万年筆）
●サイズ（約）:φ1.7×13.4cm　
●素材:樹脂

80502-0129　 
レディースウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:2.3×2.3cm、腕周り～18cm　
●素材:合金、本革　●日常生活防水

80502-0134　長財布（イルムス）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　
●素材:合皮　●札入2、小銭入1、カード入8　
●カラー:ブルー

80502-0135　 
レディースウォッチ（レガッタクラブ）
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～18.5cm　
●素材:ステンレス、合金　●日常生活防水

80502-0136　ダイヤピアス
●サイズ（約）:0.8×0.65cm　●素材:シル
バー925、金メッキ、ダイヤ（0.02ct）　
●カラー:ゴールド

80502-0137　長財布（イルムス）
●サイズ（約）:9.8×19.2×厚さ3cm　
●素材:合皮　●札入2、小銭入1、カード入
14　●カラー:ピンク

80502-0126　レディースウォッチ
●サイズ（約）:2×3cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、牛革　●日常生活防水　
●カラー:ホワイト

80502-0123　 
ペンダント（ミチコ ロンドン）
●サイズ（約）:全長40cm、トップ1cm　
●素材:シルバー、ジルコニア
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80502-0166　ハンチング
●サイズ（約）:頭囲57～60cm　
●素材:綿、牛革

80502-0167　メルトンチェスターコートM
80502-0168　メルトンチェスターコートL
●サイズ（約）:M着丈88cm、肩幅44cm、L着丈90cm、肩幅46cm　
●素材:ポリエステル、ウール、レーヨン、アクリル、ナイロン、綿

80502-0169　UVカットグラス
●フリーサイズ　●素材:レンズ･フレーム:プラスチッ
ク、テンプル:ニッケル　●紫外線99％以上カット

80502-0170　 
ネクタイ（パナラ）
●サイズ（約）:142×幅8.5cm　●素材:絹

80502-0171　 
本革メンズウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:4.5×幅3.2cm、腕周り～19cm　
●素材:本革　●日常生活防水

80502-0172　ビジネスバッグ&メンズベルト
●サイズ（約）:（バッグ）29×40×マチ8cm、（ベル
ト）最大ウエスト109cm　●素材:（バッグ）ポリエス
テル （ベルト）牛革、合皮　●ポケット内3外1

80502-0173　シューズ27cm
●素材:合皮、合成ゴム底　●カラー:ブラック

80502-0174　キャリーバッグ
●サイズ（約）:23×32×高さ50cm、重量2.1kg　
●素材:ポリエステル、スチール　●ポケット内1外3　
●二輪　●カラー:ブラック
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4847

カリーナ柄ポーチ（フェイラー）

ボストンバッグ（クリスティーナ ノワレ）

クリスタルフルーティフローラル（ジルスチュアート） 折財布（ミントン）

レディス
ファッション

長財布（イルムス）

パール２点セット

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

コスメ

5,600円（税込6,160円） （5,000円コース ＋ システム料 600円）



タンブラー
2151-028

●サイズ（約）：φ9×高さ11cm　
●素材：磁器

フォション

世界中のグルメに愛され続けるフォション。時代に
フィットした独創性からロゴやFのマークをモチーフに
美しい食器が生まれ、至福のひと時を楽しめます。

マイセン

マイセン磁器は1710年、東洋の磁器に魅せられたザ
クセン公国アウグスト強王の命によって生まれました。
以来今日まで、ヨーロッパ最高の硬質磁器として知ら
れています。

2151-030
ファイブボウルセット
●サイズ（約）:φ16×高さ5cm　
●素材:磁器

オールマイティ 49 147-1
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80502-0226　 
UVカットグラス
●サイズ（約）:フリーサイズ　●素材:プラスチック　
●カラー:ブラック×ピンクミラー　●紫外線99％以上カット

80502-0229　 
ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　●素材:アクリル　
●カラー:レッド

80502-0230　 
メンズウォッチ（エヌワイシー）
●サイズ（約）:腕周り～21cm　
●素材:樹脂、ウレタン　●日常生活防水

80502-0231　カーゴパンツM
80502-0232　カーゴパンツL
●サイズ（約）:Mウエスト81cm、股下78cm、Lウエス
ト84cm、股下80cm　●素材:綿、ポリウレタン

80502-0233　 
ステッチベルト（インディアンモトサイクル）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　●素材:牛革

80502-0234　 
トートバッグ（アーバンリサーチ）
●サイズ（約）:37×56×マチ11cm　
●素材:綿、合皮　●ポケット外1

80502-0235　 
折傘セット（スタジオ･ハリ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　●素材:ポ
リエステル、スチール　●カラー:ブラック、ネイビーブルー

80502-0227　ジャケットM（マキシマム）
80502-0228　ジャケットL（マキシマム）
●サイズ（約）:M着丈71cm、身幅60cm L着丈
74cm、身幅63cm　●素材:ポリエステル
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1985年から約30年間、南オーストラリアにあるジュリークの
オーガニック自社農園で、育まれた植物を手摘みで収穫しました。

自然の恵みと自然科学の融合で生まれたすこやかで美しい肌への
スキンケアブランドです。

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロヴァンス。
1976年に生まれたロクシタンは、植物素材を使用した

スキンケア製品などを通じて、プロヴァンスの生活を提案する
ライフスタイルコスメティックブランドです。

ヴェレダは１９２１年ルドルフ・シュタイナーたちによって、スイスで誕生しました。
現在では世界５０カ国以上の人々に親しまれています。

豊かな感性と揺るぎない審美眼を持つ女性たちを夢中にさせているのが、
パリを代表するナチュラルコスメティックブランド、ニュクス。

誕生以来、ずっと貫かれている自然への並 な々らぬこだわり。
今では、世界70の国と地域で愛されています。

ロクシタン

ニュクス ヴェレダ

ジュリーク

80502-1260　 
シアスペシャルセット（ロクシタン）
●容量:シア ハンドクリーム30ml、シアリップバーム12ml、
シアソープミルク100g、シアソープヴァーベナ100g　
●シアのやさしい香り

80502-0010　 
ローズハンドクリーム･
ラベンダーハンドクリーム（ジュリーク）
●容量:ローズ40ml、ラベンダー40ml

80502-0011　 
プロディジューオイル（ニュクス）
●容量:100ml　
※1本で顔・体・髪に使えるマルチ美容ドライオイル。
サラッとしたテクスチャーと魅惑的な香りで、うるおい
のあるハリツヤ肌、ツヤのある美しい髪へと導きます。

80502-0012　 
ボディミルク&ハンドクリームセット（ヴェレダ）
●容量:ざくろボディミルク200ml、ざくろハンドクリーム50ml　
●フルーティ&スパイシーな大人の香り 
※デザインは変更になる場合がございます。
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80502-0237　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～20cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80502-0239　早打ち対応電卓（カシオ）
●サイズ（約）:18.3×10.9×厚さ1cm　●素材:樹
脂　●税計算･時間計算･特大表示･計算状態表
示･角度調整（液晶）　●カラー:ゴールド

80502-0240　ボストンバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×50×マチ25cm　●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内3外2　●ショルダーベルト付　●カラー:ブルー×ピンク

80502-0241　ジャンプ長傘セット（スタジオ･ハリ）
●サイズ（約）:親骨60cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラック、ネイビーブルー

80502-0242　牛革小銭入れ（栃木レザー）
●サイズ（約）:7.5×7.5×厚さ2cm　●カラー:ワイン

80502-0243　ボールペン&シャープペン（ラミー）
●全長サイズ（約）:ボールペン13.8cm、シャープペ
ン14.1cm　●素材:樹脂

80502-0244　折財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9.7×10.8×厚さ2.5cm　●素材:（表
面）牛革、（中側）合皮　●札入2、カード入11

80502-0245　メッセンジャーバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:24×28×マチ13cm　
●素材:ポリエステル

80502-0246　ドラムバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:18×33×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外3

80502-0247　トートバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:21×27×マチ13cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内2外4　●カラー:レッド

80502-0248　ジャケットM（マキシマム）
80502-0249　ジャケットL（マキシマム）
●サイズ（約）:M着丈71cm、身幅60cm L 着丈
74cm、身幅63cm　●素材:ポリエステル

80502-0250　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:35×35×マチ12cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内3外3　●カラー:ブルー

80502-0251　デジタルウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～22cm　
●素材:樹脂、ウレタン　●日常生活防水

80502-0252　ドラム型バッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:37×19×マチ19cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:オレンジ

80502-0253　札入れ（イルムス）
●サイズ（約）:9×18.7×厚さ2.2cm　●素材:（表面）牛
革、（中側）合皮　●札入1、カード入8　●カラー:ネイビー

80502-0254　スタジャンM（ライフマックス）
80502-0255　スタジャンL（ライフマックス）
●サイズ（約）:M着丈66cm、肩幅46cm、ウエスト56cm、L着丈
69cm、肩幅48cm、ウエスト59cm　●素材:ポリエステル、ポリウレタン

80502-0256　牛革ベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm

80502-0257　ジャンプ長傘2本セット
●サイズ（約）:親骨60cm、8本骨　●素材:ナイロン　
●カラー:グリーンチェック　●同柄2本組

80502-0238　ショルダーバッグ（ベネトン）
●サイズ（約）:29×38×マチ12cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1外2　

80502-1236　中綿ブルゾンM
80502-1237　中綿ブルゾンL
●サイズ（約）:M着丈65cm、身幅50.5cm L着丈67cm、身幅53cm
●素材:ポリエステル（エアコンダウン）　●ポケット2　●カラー:レッド
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という思いから生まれたSKINFOOD。まるで美味しいものを食べるように、
色や香り、感触を楽しみながらきれいになれる、

肌にも心にも美味しいトータルコスメティックブランドです。

生活の木は、世界51カ国の提携農園から厳選した
オーガニックハーブや精油、植物油などを直輸入し、

商品の製造、加工、卸、販売をしています。

「地球に敬意を払うラグジュアリーなビューティラインを」という
コンセプトのもとNYで生まれたジョンマスターオーガニック。

人や地球に優しいだけではなく、髪や肌への効果も追求した
実力派オーガニックアイテムを生み出し続けています。

生活の木

スキンフード

ジョンマスターオーガニック

基準色

■ PANTONE 1545C

分解色（CMYK）

■ C55 M80 Y100 K35

john masters  organics  LOGO

タオル&ヘアケアセット（ジョンマスターオーガニック）

コスメセット（ディアモ）
●容量:リップグロス1.8g、ルースパウダー8g　

80502-0016　 
ヘアケア&フェイスケアセット（スキンフード）
●容量:ヘアマスクパック200g、ヘアーエッセンス100ml、マスクシート3種
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シアバター・クレンジングバーム＆フェイスウォシュ（生活の木）
●容量:シアバター・クレンジグバーム80ｇ、
シアバター・ホイップフェイスウィッシュ130g

●サイズ（約）:ヘアドライタオル:34×100cm、
●容量:シャンプー60ml、コンディショナー60ml、ヘアミルク30ml　
●素材:タオル:綿100%

コスメにダイヤモンドパウダーを融合させた“塗るダイヤモンド”。

ディアモ

動いて実感できるダイヤモンドの煌めきを女性の日常に。

“コスメティックジュエリー DIAMO”

80502-1349 80502-1350

80502-1351

イセン磁器は1 10年、 洋の磁器に せられた クセン 国ア
ウ ト強 の に て まれました。以来 日まで、 ー ッパ

高の 磁器として知られています。

マイセン

リチャードジノリ

ロイヤル コペンハーゲン

ウェッジウッド

1 年開 らデン ーク との い き く イ
ル ン ー ン。 で ン ルなデ インのテーブルウ ア

は くの ンに愛されています。

0年の を誇る 国 用 ブランド。優れたクオ ティ、ブ
ティッ ン の を めたデ インは、 の日を

するアイテ として です。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

80502-0315　 
タンブラー
●サイズ（約）:φ9×高さ11cm　●素材:磁器

80502-1316　 
フラワーボウル
●サイズ（約）:26×22.5×高さ6.5cm　●素材:ポーセリン

80502-0317　 
ディッシュ ピクルス
●サイズ（約）:13×25×高さ3.5cm　●素材:磁器

80502-1317　 
マグカップ
●サイズ（約）:φ8.5×高さ9cm
●素材:ファインボーンチャイナ
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1 年、 チャード は、イ ア ィ ン ェに しました。
磁器製造を た ル 、 を創 したの 始まり
です。以来 世 に たり、 を愛するイ アの伝統に てら
れ、 ラ ティ な しい 磁器を創り出してきました。

80502-0258　メンズウォッチ（ジョルジョマレリー）
●サイズ（約）:φ3.7cm、腕周り～19cm　
●素材:金属、合皮　●カラー:ブラウン×ホワイト

80502-0259　靴磨きセット（ライカ）
●サイズ（約）:缶φ18.8×高さ5.8cm　
●素材:木、ブタ毛、ロウ、油脂、有機溶剤、ネル

80502-0261　長財布
●サイズ（約）:9×19×厚さ2cm　●素材:牛革、レーヨ
ン　●札入2、小銭入1、カード入10　●カラー:ブラック

80502-0262　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:25×27×マチ6cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット内3外2　●カラー:カーキ

80502-0263　小銭入れ（ユーバイウンガロ）
●サイズ（約）:7.5×10.5×厚さ2cm　●素材:牛革
●カラー:ブラック

80502-0264　メンズウォッチ（バレンチノルーディー）
●サイズ（約）:3×2.5cm×腕周り～20cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80502-0265　3WAYビジネスバッグ
●サイズ（約）:24×35×マチ7cm　●素材:ポリエス
テル　●ポケット内3外2　●カラー:ブラック ※手さ
げ･ショルダー･リュックとして使用可。

80502-0266　ネクタイ（パナラ）
●サイズ（約）:142×幅8.5cm　●素材:絹

80502-0267　ベルトポーチ（エドクルーガー）
●サイズ（約）:16×11×マチ5cm　●素材:合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラウン

80502-0268　ボストンバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:28×45×マチ22cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内4　●カラー:ブラウン

80502-0269　ピンブローチ（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:5×6.5cm　
●素材:シルバー、ジルコニア

80502-0270　ハンチング
●サイズ（約）:頭囲57～60cm　●素材:綿、牛革

80502-0271　マックレガー三角ポーチ
●サイズ（約）:18×26×マチ6cm　●素材:合皮　
●ポケット内1外2、カード入2　●カラー:ブラック

80502-0260　長財布（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　●素材:合
皮、ポリエステル　●小銭入1、札入1、カード入8　
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80502-0286　メンズウォッチ（マレリーデュエ）
●サイズ（約）:腕周り～19cm　
●素材:ケース:亜鉛合金･IPS ベルト:本革　●日常生活防水

80502-0287　12本骨長傘（トロイ･ブロス）
●サイズ（約）:親骨65cm　●手開き式　
●素材:ポリエステル　●晴雨兼用

80502-0288　ボストンバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:28×46×マチ22cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット外2　●カラー:ブラック

80502-0289　タイピン（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:0.6×5.4cm　●素材:真鍮

80502-0290　牛床革ベルト（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:最大ウエスト113cm　
●カラー:ブラック

80502-0291　ジャンプ長傘セット（ギャツビー）
●サイズ（約）:親骨62cm　●素材:ポリエステル、ス
チール、樹脂　●カラー:ブラック、グレー

80502-0292　セカンドバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:15×23×マチ7cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2外1

80502-0293　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:35×35×マチ12cm　●素材:ポリエス
テル、合皮　●ポケット内3外3　●カラー:ブラック

80502-0294　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:3.8×3.2cm、腕周り～19.5cm　
●素材:本革

80502-0295　牛革メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～20.4cm　
●素材:合金　●日常生活防水

80502-0296　トートバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:30×40×マチ12cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内2外2　●カラー:ブラック

80502-0297　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:26×31cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80502-0298　タイバー&カフス（エルコスチューム）
●サイズ（約）:1.2×2cm、厚さ5.8×0.5cm　
●素材:真鍮

80502-0299　ビジネスバッグ（ボーグ）
●サイズ（約）:29×40×マチ8cm　●素材:PVC　
●ポケット内3外3　●カラー:ブラック
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1 年 国に イン イ を創 。 国の として くの
、 に愛され 、 なもの くりを ています。

創業 ら 0 年、世界でも る 磁器ブランドの と 。
の なデ インとす れた で くの を し
ています。

エインズレイ

ビレロイ＆ボッホ

イッタラ

フォション

1881年に ィンランドのイッ ラ で ラ として 。 デ
インのパイオニアとして、本 で に されないデ イン

を しています。

世界中の ル に愛され る ン。 代に ィットした 創
ら や の ークを チー に しい食器 まれ、 の

と を しめます。

Meal to enjoy with your favorite dishes is exceptional.

80502-0319　 
サンドイッチトレイ
●サイズ（約）:15.5×31.5×高さ3cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80502-1318　 
ボウル
●サイズ（約）:φ12×高さ14.5cm　●素材:無鉛ガラス

80502-0322　 
ペアマグ
●サイズ（約）:φ12×高さ9.6cm
●素材:硬質陶器　

80502-0321　 
ファイブボウルセット
●サイズ（約）:φ16×高さ5cm　●素材:磁器

5600_ノブルエ 26

80502-0272　デイパック（ディッキーズ）
●サイズ（約）:42×30×マチ14cm　●素材:ポリエステル　
●ポケット内1、外1　●カラー:ブラック

80502-0273　牛床革ベルト（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:最大ウエスト105cm　
●カラー:ブラック

80502-0274　ビジネスバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:31×42×マチ6cm　●素材:ポリエス
テル、合皮　●ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

80502-1257　ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:22×17×マチ6cm　●素材:合皮　
●ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

80502-0276　万年筆（セーラー万年筆）
●全長サイズ（約）:13.6cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80502-0277　ブックカバー（革工房いんのしま）
●サイズ（約）:16×12×厚さ1cm　
●素材:山羊革　●カラー:ダークブラウン

80502-0278　牛革折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9×11×厚さ2cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入3

80502-0279　セカンドバッグ（バジェックス）
●サイズ（約）:26×17×マチ7cm　●素材:ナイロン　
●ポケット外1内1　●カラー:ダークブラウン

80502-0280　メンズウォッチ（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:2.9×2.7cm、腕周り～20cm　●素材:
亜鉛合金（金メッキ）、合成皮革　●日常生活防水

80502-0281　底Wマチビジネスバッグ
●サイズ（約）:28×38×マチ7～12cm　●素材:ポ
リエステル（ウレタン入）　●ポケット内1外3

80502-0282　メンズウォッチ
●サイズ（約）:4.2×幅3.2cm、腕周り～19cm　
●素材:ステンレス、合金　●日常生活防水

80502-0283　キーケース（アッシュエル）
●サイズ（約）:5.6×11×厚さ1.5cm　●素材:牛
革、合成皮革　●キーフック5　●カラー:ブラック

80502-0284　ボストンバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:27×45×マチ20cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内1外2　●カラー:ネイビー

80502-1368　名刺入れ（タケオキクチ）
●サイズ（約）:9.3×12.5×厚さ3.5cm
●素材:牛革
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●ポケット内4

Men's fashion
CASUAL

COLLECTION

01

06

02

07

03

08

04

09

05

02

09

08

04

01

03

06

07

05

80502-0195　 
UVカットグラス
●フリーサイズ　●素材:プラスチック　●紫外線
99％以上カット　●カラー:ブラック×スモーク

80502-0196　 
ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　
●素材:アクリル　●カラー:ブラック

80502-0197　 
ペンダント（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:全長50cm、トップ5×3cm　
●素材:ステンレス

80502-0198　 
ブレスレット（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:最大腕周り20cm　
●素材:真鍮、ロジウムメッキ

80502-0199　ライダースジャケットM
80502-0200　ライダースジャケットL
●サイズ（約）:M着丈62cm、肩幅44.5cm、L着丈
65cm、肩幅46cm　●素材:合皮

80502-0201　 
牛革ベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト99cm　
●カラー:レッド

80502-0202　 
メンズシューズ26.5cm
●素材:合皮、合成ゴム底

80502-0203　カーゴパンツM
80502-0204　カーゴパンツL
●サイズ（約）:Mウエスト81cm、股下78cm、Lウエス
ト84cm、股下80cm　●素材:綿、ポリウレタン

80502-0205　 
ボストンバッグ&ボディバッグ
●サイズ（約）:ボディバッグ32×20×マチ6cm、ボストンバッ
グ28×49×マチ18cm　●素材:ポリエステル、樹脂　
●ボディバッグ:ポケット外1、ボストンバッグ:ポケット内1外1
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80502-0300　BEAMSカードケース
●サイズ（約）:9×10.5cm　●カード入内2　
●素材:牛革　●カラー:ブラウン×ネイビー

80502-0301　BEAMSカードケース
●サイズ（約）:9×10.5cm　●カード入内2　
●素材:牛革　●カラー:ブラック

80502-0302　メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～20cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80502-0303　万年筆（セーラー万年筆）
●サイズ（約）:全長13.6cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80502-0304　晴雨兼用折り傘（トロイブロス）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時24cm　
●素材:ポリエステル、アルミ

80502-0305　ペンケース（トライストラムス）
●サイズ（約）:5.2×20.8×厚さ2cm　
●素材:牛革

80502-0306　名刺入れ（磨き屋シンジケート）
●サイズ（約）:6.2×9.4cm　●素材:ステンレス

80502-0308　折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.8×10.5×厚さ2.5cm　●素材:（表）牛床革、

（内）合皮　●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー:ブラック

80502-0309　ハードポーチ
●サイズ（約）:26×18×マチ6cm　
●ポケット内5、外1　●素材:合皮

80502-0310　ガーメントバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:43×59×マチ6cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外1　●ハンガー付

80502-0311　メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:3.5×3.9cm、腕周り～21cm　
●素材:合金、ステンレス　●日常生活防水

80502-0312　札入（イルムス）
●サイズ（約）:9×18.7×厚さ2.2cm　●素材:（表面）牛
革、（中側）合皮　●札入1、カード入8　●カラー:ブラウン

80502-0313　早打ち対応電卓（カシオ）
●サイズ（約）:18.3×10.9×厚さ1.1cm　●素材:樹脂　●税
計算･時間計算･特大表示･計算状態表示･角度調整（液晶）　
●カラー:ネイビー　●前のキーを離す前に次のキーを押せます

80502-0314　ボストンバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×50×マチ25cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内2外2

80502-1238　カジュアルテーラードジャケットM
80502-1239　カジュアルテーラードジャケットL
●サイズ（約）:M 着丈68cm、肩幅42cm、L 着丈71cm、
肩幅44cm　●素材:ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン
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80502-0206　ショルダーバッグ（エドクルーガー）
●サイズ（約）:20×25×マチ6cm　●素材:合皮　
●ポケット内2外2　●カラー:ブラック

80502-0207　メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　●素材:牛革

80502-0208　トートバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:19×21.5×マチ8cm　●素材:ポリエ
ステル　●巾着開閉　●カラー:カーキ

80502-0209　長財布（チェルベ）
●サイズ（約）:9.3×18.7×厚さ2.3cm　●素材:（表）牛革、（内）
合皮　●札入1、小銭入1、カード入12　●カラー:ブラウン

80502-0210　ボストンバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:27×45×マチ20cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内1外2　●カラー:ブラック

80502-0211　ペンダント
●サイズ（約）:全長55cm、トップ1.6×0.9cm　
●素材:真鍮

80502-0212　ショルダーバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:23×30×マチ5cm　
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラウン

80502-0213　ジャンプ長傘（クリショオンサイモン）
●サイズ（約）:親骨62cm　
●素材:ポリエステル、グラスファイバー、樹脂

80502-0214　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
●サイズ（約）:全長17cm　●素材:オニキス、トラメ、マ
ラカイト、シルバー925、銀古美メッキ、シリコンゴム

80502-0215　折りたたみ傘（クリショオンサイモン）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時25cm　
●素材:ポリエステル、樹脂

80502-0216　バッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:25.5×27×マチ5.5cm　●素材:綿

（帆布）　●ポケット内3外2　●カラー:カーキ

80502-0217　リュック
●サイズ（約）:41×28×マチ16cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内1外4　●カラー:ブラック

80502-0218　折札入（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9.7×10.8×厚さ2.5cm　●素材:（表面）
牛革、（中側）合皮　●札入2、小銭入0、カード入11

80502-0219　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:35×35×マチ12cm　●素材:綿、合
皮　●ポケット内3外3　●カラー:ブラウン

80502-0220　ボールペン&シャープペン（ラミー）
●全長サイズ（約）:ボールペン13.8cm、 シャープペ
ン14.1cm　●素材:樹脂　●カラー:レッド

80502-0221　ボディバッグ（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:36×15×マチ4.5cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内3外2

80502-0222　メンズウォッチ（バレンチノルーディ）
●サイズ（約）:3.5×3.2cm、腕周り～20cm　●素材:合金、
ステンレス　●日常生活防水　●カラー:ブラウン×シルバー

80502-0223　 
ジャンプ長傘（ビバリーヒルズポロクラブ）
●サイズ（約）:親骨65cm　●素材:ポリエステル、樹脂

80502-0224　ショルダーバッグ
●サイズ（約）:31×26cm　●素材:合皮　
●ポケット内3外2　●カラー:ブラウン

80502-0225　長財布
●サイズ（約）:9.5×18×厚さ1.5cm　●素材:（表面）
牛革、（中側）合皮　●札入2、小銭入1、カード入5
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80502-0175　ベルト（ミチコロンドン）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮

80502-0176　名刺入れ&ベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト110cm 名刺入7.5×
11×厚さ2cm　●素材:合皮、牛革

80502-0191　長財布（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　●素材:合皮、
ポリエステル　●札入1、小銭入1、カード入8

80502-0178　ボストンバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:33×50×マチ25cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内3外2

80502-0179　メンズウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:4.4×幅3.2cm、腕周り～19cm　
●素材:合金、本革　●日常生活防水

80502-0180　ポーチ（エドクルーガー）
●サイズ（約）:16×11×マチ5cm　●素材:合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80502-0181　メンズウォッチ（パーソンズ）
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～21.5cm　
●素材:合金、合皮　●日常生活防水

80502-0182　ドラムバッグ（カンゴールスポーツ）
●サイズ（約）:18×33×マチ18cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1外3

80502-0183　ボールペン&シャープペン（ラミー）
●全長サイズ（約）:ボールペン13.8cm、シャープペ
ン14.1cm　●素材:樹脂

80502-0184　ニットキャップ
●サイズ:フリーサイズ　
●素材:アクリル　●カラー:ネイビー

80502-0185　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:12×25.5×マチ16cm、17.5×43×
マチ26cm　●素材:ポリエステル　●カラー:ホワイト

80502-0186　ベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト、100cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合皮

80502-0187　ショルダーバッグ（エドクルーガー）
●サイズ（約）:27×18×マチ8cm　●素材:合皮　
●ポケット内2外2　●カラー:ブラック

80502-0189　天然石ブレス（ジャパンマイスター）
●サイズ（約）:全長17cm　●素材:スモーキークオーツ、水
晶、ラブラドナイト、シルバー925、銀古美メッキ、シリコンゴム

80502-0190　万年筆（セーラー万年筆）
●全長サイズ（約）:13.4cm　●素材:樹脂

80502-0177　ペンダント
●サイズ（約）:全長50×トップ2.4×2.1cm　
●素材:シルバー

80502-0192　3wayビジネスバッグ
●サイズ（約）:24×35×マチ7cm　●素材:ポリエステル　●ポケット内
3外2　●カラー:ネイビー　●手さげ･ショルダー･リュックとして使用可

80502-0193　多機能メンズウォッチ（カシオ）
●サイズ（約）:φ4.8、腕周り～18.5cm　
●素材:樹脂　●5気圧防水

80502-0194　ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:23×23.5×マチ8cm　●素材:ポリエ
ステル、合皮　●ポケット内4外2　●カラー:ブラック

80502-1235　バッグインバッグ（トライストラムス）
●サイズ（約）:24.5×35.5×厚さ2.5cm　
●素材:ポリウレタン、ナイロン　●ポケット外8
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4847 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,002点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

タオル&ヘアケアセット（ジョンマスターオーガニック）

メッセンジャーバッグ（ディッキーズ）

コスメ

ジャンプ長傘（クリショオンサイモン）

ボストンバッグ（アッシュエル）

タンブラー（マイセン）メンズウォッチ（ジョルジョマレリー）

メンズファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

テーブルウェアメンズ
ファッション
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250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたク
オリティ、ブリティッシュエレガンスの漂う洗練を極めたデ
ザインは、特別の日を記念するアイテムとして最適です。

「私の部屋」は、日本の生活文化と新鮮なアイデアが
融合した美しく豊かな暮らしを、四季の移り変わりに合
わせて提案しています。

シチズンは1918年に創業し、グローバルに展開しているウォッチブ
ランドです。シチズンという名前には「市民に愛され親しまれるモ
ノづくり」という想いが込められています。「今」こそが、世界をより
良くするためのスタートのときであるという信念のもと、より良い時計
を身につけていただけるように、未来への挑戦を続けていきます。

80502-0331　フォトフレーム（ウェッジウッド）
●サイズ（約）:21×15.9cm　
●素材:シルバーメッキ

80502-0332　ロザリー タオルセット（私の部屋）
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェイスタオル34×
80cm（2枚）　●素材:綿100%

80502-0333　回転飾り付置時計（シチズン）
●サイズ（約）:10.6×19.6×高さ25cm　
●素材:樹脂、ガラス

80502-0334　 
ペタルシリーズ オーバルベース（ナハトマン）
●サイズ（約）:9×16×高さ22cm　
●素材:無鉛クリスタル

80502-0335　サイドテーブル
●サイズ（約）:φ30×高さ48.5cm　●素材:
強化ガラス、繊維板、スチール　●組立式

80502-0336　電波掛時計
●サイズ（約）:30×30×厚さ4.5cm　
●素材:ABS樹脂　●夜間秒針停止機能

（22:00～6:00まで秒針停止）　●電池式

80502-0337　ペンダントライト
●サイズ（約）:シェードφ13×高さ12cm、全長
143cm　●素材:ガラス、スチール　●AC100V-
40W　●コード収納フレンジ付　●組立式

80502-0338　ムートンクッション
●サイズ（約）:40×40cm　
●素材:ムートン、ポリエステル

80502-0339　アロマランプセット
●サイズ（約）:φ10.5×高さ11.5cm　
●AC100V-10W・コード1.5m　
●ラベンダー、ペパーミントオイル10ml付

80502-0340　 
ソーラーガーデンライト
●サイズ（約）:31.5×42×厚さ5.6cm　
●素材:ポリレジン、ガラス、スチール、ラバー

80502-0341　光触媒ローズ
●サイズ（約）:φ20×高さ25cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80502-0342　 
マリリン･シマンドル絵画額「サマーパレット」
●サイズ（約）:45×32×厚さ1.6cm　
●素材:PVC樹脂

80502-0343　アロマランプ
●サイズ（約）:7×7×高さ14.5cm　●素材:ガラ
ス、スチール　●AC100V-20W・コード1.8m

80502-0344　ペダルペール
●サイズ（約）:31.5×26.5×高さ42.5cm　
●素材:鉄、樹脂

80502-0345　 
アクセサリーボックス
●サイズ（約）:13×16.5×高さ9cm　
●素材:合皮、ポリエステルベルベット
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80502-0361　ペアグラス（ボヘミアガラス）
●サイズ（約）:φ8×高さ8.8cm　
●素材:クリスタル

80502-0362　ぐいのみペア（磨き屋シンジケート）
●サイズ（約）:φ3.6×高さ5.2cm　
●素材:ステンレス

80502-0363　アイスペール
●サイズ（約）:φ24×高さ12cm　
●素材:ステンレス

80502-0364　サービングボードセット
●サイズ（約）:サービングボード39×12×高さ1.5cm、
カップφ9×高さ3cm　●素材:アカシア、磁器

80502-0365　フォールディングチェア
●サイズ（約）:32×32×高さ52cm　
●素材:成型合板、スチール　●折りたたみ式

80502-0366　マガジンラック
●サイズ（約）:26×29.5×高さ28.5cm　●素材:天
然木化粧繊維板（オーク材突板）　●組立式

80502-0367　アロマランプ
●サイズ（約）:8×8×高さ13cm　●素材:ガラス、ス
チール　●AC100V-15W、電源コード1.4m

80502-0368　カクテルセット6点セット
●サイズ（約）:シェーカーφ6×高さ15cm　
●素材:ステンレス、アルミ、鉄

80502-0369　グラスセット（ウェルナーマイスター）
●サイズ（約）:φ8×高さ9cm　
●素材:耐熱ガラス

80502-0370　真空二重構造ペアタンブラー
●サイズ（約）:φ8×高さ15cm、容量400ml　
●素材:ステンレス　

80502-0371　オールドグラス（ボヘミアガラス）
●サイズ（約）:φ8.7×高さ9cm　
●素材:レッドクリスタルガラス

80502-0372　ビアグラスセット
●サイズ（約）:左φ6.3×高さ10cm、中φ6.3×高さ10cm、
右φ6.4×高さ10cm　●素材:ガラス

80502-0374　ペアワイングラス（ボヘミアガラス）
●サイズ（約）:φ7.8×高さ17cm　
●素材:クリスタル

80502-1240　カップ5個セット
●サイズ（約）:φ26.6cm　●素材:ガラス
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●サイズ（約）:29×29×高さ29cm　●素材:天然
木、合板、ポリエステル、不織布、ウレタンフォーム

80502-1328  
ウィリアムモリス　トレイ
●サイズ（約）:27×20×高さ1cm
●素材:バーチベニヤ、紙、メラミンコーティング

80502-1329  
電波時計（マグ）
●サイズ（約）:φ30.5×厚さ5.4cm
●素材:樹脂、ガラス　

80502-1330  
ペアルームシューズ（キッピス）
●サイズ（約）:各23～25cm
●素材:ポリエステル、綿

80502-1331  
キッチンマット（モズ）
●サイズ（約）:45×180cm
●素材:ポリエステル

80502-0437　 
オリジナルプリント「ビンテージカー」
●サイズ（約）:32.5×24×厚さ1.5cm　
●素材:木、ガラス

80502-0426　 
モーニングセット（フィンレイソン）
●サイズ（約）:マグφ9×高さ8cm、プレートφ19.5×
高さ2.5cm　●素材:磁器

80502-1332  
チェスト
●サイズ（約）:34×41.5×高さ66.1cm
●素材:樹脂

80502-1333  
ビーズ座布団クッション
●サイズ（約）:44×44×高さ13cm
●素材:綿、ポリエステル、発泡ビーズ

80502-0438　 
スツール
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●ステップ運針

●組立式
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Just relax and have a break

80502-0503　 
シルク混肌ふとん（ロイヤルクラシック）
●サイズ（約）:210×150cm　●素材:側地:ポリエ
ステル100%、詰め物:ポリエステル90%、絹10%

80502-0504　 
婦人パジャマ（ラクシズム）
●サイズ（約）:身長154～162cm、バスト79
～94cm　●素材:綿、ポリエステル、レーヨン

80502-0505　 
枕&涼感枕パット（シンクエンス）
●サイズ（約）:ウォッシャブル枕35×50cm、枕
パット35×50cm　●素材:ポリエステル、綿

80502-0506　 
保温ベスト
●サイズ（約）:着丈70×身幅65cm　
●素材:ポリエステル

80502-0507　 
トルマリンピロー ペア
●サイズ（約）:42×62cm×2　
●素材:ポリエステル、内トルマリンパイプ

80502-0508　 
敷パット（グランフランセヌーベル）
●サイズ（約）:100×200cm　●素材:ポリエステ
ル、レーヨン　●吸湿発熱綿入、四方ゴムバンド付

80502-0509　 
紳士パジャマ（ラクシズム）
●サイズ（約）:身長165～185cm、チェスト88
～104cm　●素材:綿、ポリエステル、レーヨン

80502-0510　 
ボアー敷パット
●サイズ（約）:100×205cm　
●素材:ポリエステル100%

80502-0511　 
シルク混肌ふとん
●サイズ（約）:135×185cm　
●素材:ポリエステル、絹

80502-0512　ひざ掛け
●サイズ（約）:70×120cm　●素材:タテ
糸:ポリエステル100%、ヨコ糸:綿100%

80502-0513　タオルケット
●サイズ（約）:140×190cm　●素材:パイ
ル:綿100%、グランド:ポリエステル100%

80502-0514　 
甚平（カンサイプレミアム）
●サイズ（約）:着丈83cm、身幅63cm、

（身長170～180cm対応）　●素材:綿100%

80502-0515　冷感キルトケット
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:表:ポリエステル100%、
衿･裏:ポリエステル70%･ナイロン30%

80502-0518　 
マイクロファイバー毛布
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル100%

80502-1241　しじら織り敷パット
●サイズ（約）:100×205cm　
●素材:表:綿100%、裏:ポリエステル100%

80502-1242　低反発シート枕
●サイズ（約）:55×35cm　
●素材:ポリエステル、ポリエチレンパイプ、
ポリウレタン
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た する 品は、 を らしに り れ、伝統の
や使い の を し 代 に ッチさせる とを
しています。

国 を て される や な の世界を 、
は進化し、 代 れる イルを大 に、

らしに とり る とときを します。

は 成 にとら れる となく、 代に たテー
で しくデ インされた、使 のライ イルをトー ルにデ

インします。

一は、19 年に創業し、 て で た を
に使 ていた る 品 とい 市場を創出してき
たパイオニアで、日本で 一の 企業です。

ハナエモリ

カゼヤスタイル

80502-0323　 
サラダボウル
●サイズ（約）:φ22.5×高さ6cm　●素材:磁器

80502-0324　 
手塗漆ペアタンブラー
●サイズ（約）:φ8.5×高さ9cm　●素材:樹脂

80502-0326　 
三段重
●サイズ（約）:15×15×高さ15cm　●素材:樹脂、金沢箔

80502-1319  
パスタカレー皿セット（ハナエモリ）
●サイズ（約）:φ21.5×高さ4cm
●素材:磁器
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ミスターボスは、創業32年の洋陶磁器の食器製造
会社です。-日本のいいもの-を合言葉にMADE IN 
JAPAN　MADE IN COMPANYにこだわり続けて
います。

1954年設立のダンスク社はデンマーク風という意味より
DANSKと名づけられました。北欧を中心に各国のデ
ザイナー達によって個性あふれるアイテムが作り出され
ました。

ヴィクトリア女王より称賛され、1856年からイギリス王室
御用達となった、歴史あるブランドです。食卓を明るく華
やかに彩る<ミントン>ならではの上品な花柄です。

80502-0346　デザート皿セット（ミスターボス）
●サイズ（約）:12.5×12.5×高さ2cm　●素材:磁器

80502-0347　プレート（ダンスク）
●サイズ（約）:18.5×29×高さ4.7cm　●素材:磁器

80502-0348　取手付トレー（ミントン）
●サイズ（約）:33×47.5×厚さ3.5cm　●素材:ポリエステル

80502-0349　 
パーティープレート
●サイズ（約）:φ30.5cm×2　●素材:磁器

80502-0350　 
デザートフォーク5ピース
●全長サイズ（約）:13.2cm　
●素材:ステンレス　●カラー:ピンクゴールド

80502-0351　ケーキドーム
●サイズ（約）:φ19×高さ24cm　
●素材:ソーダガラス

80502-0352　 
ティースプーン5ピース
●全長サイズ（約）:12.8cm　
●素材:ステンレス　●カラー:ピンクゴールド

80502-0353　 
ティーカップ&プレートセット（ミスターボス）
●サイズ（約）:カップφ6.8×高さ7cm、ソーサー
φ14cm、ケーキ皿φ19.5cm　●素材:磁器

80502-0354　コーヒーメーカー
●サイズ（約）:16.5×18×高さ22cm　
●マドラー、カップ2、フィルター、計量スプー
ン付　●素材:樹脂、ステンレス

80502-0355　 
ペアワイングラス（クリスタルダルク）
●サイズ（約）:φ8.4×高さ19.7cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80502-0356　 
カレー皿5枚セット（カンサイ）
●サイズ（約）:φ21.5×高さ3.5cm　
●素材:磁器

80502-0357　トレーセット
●サイズ（約）:カップφ8×高さ4cm×6客、
トレー28.5×12×高さ2cm×2　
●素材:磁器

80502-0358　 
ケーキ皿5枚セット（ミスターボス）
●サイズ（約）:φ19×高さ2cm　
●素材:磁器

80502-0359　グラスセット
●サイズ（約）:φ8.8×高さ10.4cm　
●素材:ガラス

80502-0360　 
カレー皿5枚セット（ミスターボス）
●サイズ（約）:φ21×高さ4cm　
●素材:磁器
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80502-0375　ワインクーラーセット
●サイズ（約）:φ16.5×高さ14cm　
●素材:鉄、ステンレス

80502-0376　ワインツールセット
●全長サイズ（約）:27×8.8×高さ18.5cm、ナイフ
23cm　●素材:鉄、木材、ステンレス刃物鋼、樹脂

80502-0377　ステンレスタンブラーセット
●サイズ（約）:φ8.5×高さ11cm、φ8×高さ14cm　
●素材:ステンレス鋼

80502-0378　ペアシャンパングラス（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:φ7.2×高さ23.3cm　
●素材:無鉛ガラス

80502-0379　ペアロックグラス
●サイズ（約）:φ8.9×高さ9.6cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80502-0380　カトラリー14ピースセット（イノベーター）
●全長サイズ（約）:各13～20.4cm　
●素材:ステンレス

80502-0381　ビアタンブラー（磨き屋シンジケート）
●サイズ（約）:φ7.2×高さ12.7cm　
●素材:ステンレス

80502-0382　LEDキャンドル（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ8.8×高さ10cm　
●素材:グラス、パラフィン　●無香料

80502-0383　グラスセット
●サイズ（約）:φ7.8×高さ8.5cm（上ふちがゴール
ド、シルバーブロンズ色）　●素材:ソーダガラス

80502-0384　信楽焼アイスペール
●サイズ（約）:アイスペールφ13×高さ12.3cm、トン
グ全長15cm　●素材:陶器

80502-0385　電動ワインオープナー
●サイズ（約）:9×5.3×高さ19.3cm　
●素材:樹脂　●電池式

80502-0386　スフィアシリーズ ボウル（ナハトマン）
●サイズ（約）:φ30×高さ8.8cm　
●素材:無鉛クリスタル

80502-0387　二重構造ステンレスタンブラー
●サイズ（約）:φ7×高さ8.5cm　
●素材:ステンレス

80502-0388　グラスセット
●サイズ（約）:φ8.8×10.4cm　●素材:ガラス
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●サイズ（約）:全長29cm、

80502-1342　
刺身包丁（濃州孫六作）

●素材:ステンレス刃物鋼、合板

80502-1335　蛇の目傘2本セット
●サイズ（約）:親骨55cm、16本骨
●素材 :ポリエステル、スチール

80502-1337　信楽焼花瓶
●サイズ（約）:φ15×高さ29cm 
●素材:陶器

80502-1338　小丼揃
●サイズ（約）:φ15.5×高さ8.3cm
●素材:磁器

80502-1339　丼5客揃
●サイズ（約）:φ19.8×高さ8.6cm、

80502-1340　念珠
●サイズ（約）:φ0.8×全長27cm

80502-1341 畳座布団
●サイズ（約）:35×35×1.9cm
●素材:人工いぐさ
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living

Japanese style collection

● φ11×高さ7cm

80502-1336　
汁椀揃

●素材:磁器

●サイズ（約）:ふくさ各20×12cm、人工真珠ネックレス

80502-1334　
ふくさ&パールセット

●カラー:（真珠）ホワイト
●素材:樹脂
サイズ（約）:

素材:水晶、アクリル、レーヨン●

●

全長44cm、φ0.7cm、イヤリングφ0.7cm
●素材:（ふくさ）レーヨン

●ジャンプ式

01 02 03 04

01 02 03 04

05 06 07 08

05 06 07 08

13 14 15 16

13 14 15 16

09 10 11 12

09 10 11 12

The cleaned room is comfortable, isn't it?

80502-0519　 
室内物干し2個セット
●サイズ（約）:φ76×高さ124cm　
●素材:樹脂　●2段　●組立式

80502-0520　 
コンディションセンサー（タニタ）
●サイズ（約）:φ9.9×高さ11.8cm　●素材:
樹脂　●電池式　●熱中症、カビ･ダニ、食
中毒、季節性インフルエンザをお知らせ

80502-0521　 
サーキュレーター（ツインバード）
●サイズ（約）:16×28×高さ28cm　
●素材:樹脂　●AC100V-36W・コード1.8m

80502-0522　 
9段階調節アイロン台
●サイズ（約）:88×32×高さ39～68cm　
●素材:綿、鉄

80502-0523　 
コードレスハンディークリーナー（ツインバード）
●サイズ（約）:φ10.5×高さ33.5cm　●素
材:不織布、樹脂　●AC100V-2.8W･コー
ド1.2m　●すき間ノズル、ACアダプター付

80502-0524　 
毛玉クリーナー&アイロンミトン
●サイズ（約）:毛玉取りクリーナー全長26cm、アイロン
ミトン18×27×厚さ4cm　●素材:樹脂、綿、ポリエス
テル、ポリウレタンフォーム、フィルムシート　●電池式

80502-0525　スプレーモップ
●サイズ（約）:40×14×126cm　●素材:
アルミニウム、樹脂、ポリエステルマイクロ
ファイバー　●組立式　●スペアモップ2付

80502-0527　 
マルチリラックス振動器
●サイズ（約）:26.7×24.1×高さ8.5cm　
●素材:樹脂、ゴム　●電池付

80502-0528　 
サイクロン型スティッククリーナー
●サイズ（約）:16×23×高さ105cm　
●素材:ABS、PP、PVC　●電源コード5m

80502-0529　 
ヘアカット&すきばさみセット
●全長サイズ（約）:散髪ハサミ15cm、スキバサミ
15.5cm　●素材:ステンレス刃物鋼　●調整ネジ付

80502-0530　 
ホットシートマッサージャー（ツインバード）
●サイズ（約）:35×40×厚さ5cm　●素材:ウレタンス
ポンジ、ポリエステル　●AC100V-3W・コード1.8m

80502-0531　強力カークリーナー
●サイズ（約）:9×32×高さ12cm　●素材:
樹脂　●DC12V･コード3.4m　●ノズル付

80502-0532　 
くつ乾燥機（ツインバード）
●サイズ（約）:9×15×高さ22cm　●素材:樹脂　
●AC100V-150W･コード1.8m　●カラー:ブラウン

80502-0533　 
ハンディアイロン&スチーマー（ツインバード）
●サイズ（約）:8×33.5×高さ9.8cm　●素材:樹脂、
ADCセラミック塗装　●AC100V-800W･コード2.5m

80502-0534　 
手首式血圧計（タニタ）
●サイズ（約）:6×7×高さ6.8cm　●素材:樹脂　
●電池式　●心調律異常チェック機能付

80502-1243　 
ハンディファン&アロマオイルセット
●サイズ（約）:本体17.1×17.1×29.3cm、アロマオ
イル×3本　●素材:ABS樹脂、鉄、ポリプロピレン、
磁石、ステンレス、ポリエステル　●USB充電
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1904年創業。日本の洋食器のパイオニア企業。日本初のディナー
セット製造を果たし、米国を中心に輸出を開始。世界中で知られ
るブランドとなる。

ナルミ

ノリタケ

日本を代表するテーブルウェアブランド。やさしい乳白色と強度に
優れたボーンチャイナの量産化に日本ではじめて成功、世界市場
でも高い評価を得ています。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有
田の伝統様式を一歩前進させたとして評価され、世に香蘭社調と
も呼ばれ広く親しまれています。

80502-0327　 
きいちごプチケーキ皿ペア
●サイズ（約）:φ15cm　●素材:陶磁器

80502-0328　 
スクエアプレートペアセット
●サイズ（約）:19.2×19.2×高さ2.4cm　●素材:磁器

80502-0329　 
ペアモーニングセット
●サイズ（約）:マグφ8.5×高さ9.3cm、
プレートφ19.4cm　●素材:ファインチャイナ

80502-1320　 
湯のみ
●サイズ（約）:φ7×高さ7ｃｍ ●素材:磁器
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親しまれてまいりました。製品は日本国迎賓館などでご使用頂き、
高い評価を得ております。

1919年(大正8)年の創業以来、“オークラチャイナ”の愛称とともに

01  Art frame

05  Hook

09  Shoes rack

13  Scissors

02  Alarm clock

06  Wagon

10  Flame

14  Pedal pale

03  Dust box

07  Clock

12 Mirror

04  Mirror

08  Umbrella stand

11  Plant

16  Chest

My favorite of the interior is stylish

80502-0439　生花プリント
●サイズ（約）:24×33×厚さ1.3cm　
●素材:木、ガラス

80502-0440　 
温湿度表示付電波めざまし
●サイズ（約）:9.3×17×厚さ5.2cm　
●素材:ABS樹脂　●電池式

80502-0441　ダストボックス
●サイズ（約）:φ26×高さ35cm　
●素材:樹脂

80502-0442　ミラー
●サイズ（約）:92×41×厚さ1.5cm　
●素材:ガラス鏡、アルミニウム、樹脂、合成
木材

80502-0443　 
8連壁掛けフック（アンブラ）
●サイズ（約）:6.5×81×厚さ3.5cm　
●素材:木

80502-0444　パイプワゴン
●サイズ（約）:32×45×高さ70cm　
●素材:スチール　●組立式

80502-0445　掛時計
●サイズ（約）:φ30×厚さ4cm　●素材:樹
脂　●ステップ運針　●蓄光文字盤

80502-0446　傘立て
●サイズ（約）:φ24×高さ41.5cm　
●素材:鉄　●8～10本収納可

80502-0447　シューズラック
●サイズ（約）:14×50×高さ45.5cm　
●素材:スチール

80502-0448　 
Tシャツフレーム（アンブラ）
●サイズ（約）:50×55×厚さ4cm ●素材:ポリ
スチレン、ガラス　※Tシャツは演出品です。

80502-1343　 
LEDライトミラー

80502-0449　光触媒パキラ
●サイズ（約）:20×25×高さ35cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80502-0451　 
両利用ハサミ（クラフトデザインテクノロジー）
●サイズ（約）:6×全長18.2cm　
●素材:ステンレス

80502-0452　ペダルペール
●サイズ（約）:36×31×高さ44.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80502-1286　ラジオメーター 
●サイズ（約）:φ7ｘ高さ25ｃｍ　
●素材:ホウケイ酸ガラス 他　
●太陽光や白熱灯で、羽根が回ります

80502-0454　3段チェスト
●サイズ（約）:34×41.5×高さ66.1cm　
●素材:樹脂
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15  Radiometer 

●電池式

●サイズ（約）:10×24×高さ23.5cm 素材:●

●等倍鏡と3倍鏡の２WAY樹脂、ミラー

80502-0567　ペタペタブロック
●サイズ（約）:ケース19.5×30.5×21cm、最小パーツφ3.3×
1.6cm　●素材:樹脂　●対象年齢2.5才～

80502-0568　新生児肌着3点セット
●サイズ（約）:短肌着50～60cm、コンビ肌着50～60cm、スタイ　
●素材:綿100%　●カラー:ブルー（クマ柄）

80502-0569　プレートセット
●サイズ（約）:16cmプレートφ16×高さ2cm、24cmプレートφ24×
高さ2.5cm　●素材:磁器

80502-0571　収納ボックス3点セット
●サイズ（約）:S27.1×25.4×高さ21.1cm、L28.2×26.7×高さ
26.5cm、LL31.2×33×高さ33.8cm　
●素材:樹脂

80502-0576　カラフルキャリアカー
●サイズ（約）:くるま8×3.5×高さ5.2cm、レッカー車28.5×9×高さ
4.5cm　●素材:天然木、天然ゴム、PE　●対象年齢3才～

80502-0572　ビッグフェイスマット（リラックマ）
●サイズ（約）:116×82×厚さ3cm　●素材:ポリエステル、ウレタン

80502-0574　ハンドベル
●サイズ（約）:φ8.5×全長33cm　●素材:鉄

80502-0577　6重ガーゼアフガン
●サイズ（約）:85×85cm　●素材:綿100%

80502-0575　食器セット（ナルミ）
●サイズ（約）:プレートφ22×高さ1.9cm、ポリッジボウルφ16×高さ
4.4cm、マグφ8×高さ6.5cm、飯椀φ10.5×高さ5.5cm　●素材:磁器

80502-0570　貨物輸送セット（ブリオ）
●サイズ（約）:45×51cm、最小パーツ4×5×高さ3.5cm　
●素材:ブナ

80502-0573　ベビードラム&ミニマラカスセット
●サイズ（約）:ドラムφ16.5×高さ15.5cm、マラカス全長13cm　
●素材:ラバーウッド、牛皮、綿　●対象年齢1才～
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80502-1384　ウッドランドつみき57ピース
●サイズ（約）:最小パーツ3×3×厚さ1.5cm　

80502-0579　ママ&ベビークッション
●サイズ（約）:43×55×高さ18cm　
●素材:コットン、ナイロン、ポリエステル

80502-0580　ジュニアポンチョ
●サイズ（約）:着丈90cm、胸囲150cm　
●素材:ナイロン100%　●身長目安:140cmでひざ下サイズ

80502-0581　バス･フェイス･ハンドタオルセット（モズ）
●サイズ（約）:バスタオル120×60cm、フェイスタオル85×34cm、
ハンドタオル25×25cm　●素材:綿100%　●カラー:グレー

80502-0588　サッカーゴールセット
●サイズ（約）:116×48×高さ76cm　
●素材:樹脂、ナイロン、不織布　●屋外用　●対象年齢6才～

80502-0587　フォトフレームクロック
●サイズ（約）:φ31×厚さ3.5cm　
●素材:スチール、マットシルバーメッキ　●電池式

80502-0585　トレー付ジュニアハンガー
●サイズ（約）:44×44×高さ125.5cm　●素材:天然木　●組立式

80502-0584　ぬいぐるみ3点セット（ブルーナファミリー）
●サイズ（約）:うさぎ6×8×高さ15cm、ゾウ17.5×18×高さ12cm、ら
いおん10×13×高さ16cm　●素材:ポリエステル

80502-1385　フレンドリーブロック
●サイズ（約）:最小パーツ1.9×0.9×高さ1.5cm、ケース20.5×29.

80502-1245　トンピング
●サイズ（約）:25×7×92cm　●素材:スチール、TPR、EVA樹脂　
●耐荷重20～40kg ●身長1m～ ●内臓スプリング方式

80502-1386　ウッディクック
●箱サイズ（約）:16.5×22×高さ7cm
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全57ピース
素材:天然木（ブナ材）

対象年齢：3歳～

素材:ポリスチレン、樹脂
対象年齢：3歳～

5×高さ22cm

素材：ブナ材、シナ材 対象年齢：3歳～

全550ピース

5049

スツール

コードレスハンディクリーナー（ツインバード）

ウッドランドつみき57ピース

きいちごプチケーキ皿ペア（大倉陶園） 光触媒ローズ ペアグラス（ボヘミアガラス）

インテリア

キッズ

テーブルウェア インテリア バースタイル

リラックス・
クリーン

5,600円（税込6,160円） （5,000円コース ＋ システム料 600円）



〈オブリビオン〉
何故、彼は人類のいない地球に残
されたのか—？

〈アメイジング･スパイダーマン〉
運命の糸に導かれ、少年はヒー
ローへ。

〈アメイジング･スパイダーマン2〉
この「戦い」—絶対に勝つ。

〈ダークナイト〉
最強。最狂。最凶。

〈バットマンビギンズ〉
「バットマン」のすべてはここから始
まる。

〈ダークナイト ライジング〉
伝説が、壮絶に、終わる

〈アポロ13〉
3人の乗組員は再び地球に帰れる
のか…!?

〈バトルシップ〉
人類の明日を賭けた戦いは、海か
ら始まる—。

〈黒馬物語ブラックビューティー〉
美しい黒馬が駆け抜けた感動と興
奮のアドベンチャー・ロマン

〈 ハリー･ポッターと死の秘宝〉
“生き残った男の子”になった日に、
ハリーの運命は決まった。

〈ハリー･ポッターと死の秘宝 PT2〉
ここに全てが終結する—。

〈ロード･オブ･ザ･リング〉
世界中で親しまれたトールキン原
作の壮大なファンタジー巨編の第1
章。

〈ハリーポッターと賢者の石〉
ハリーが全世界に魔法をかける！

〈ハリーポッターと秘密の部屋〉
「ドビーめは警告しに参りました」

〈ハリーポッターとアズカバンの囚人〉
シリウス・ブラックが牢獄・アズカバ
ンから脱走したことを知り…。

〈ハリー･ポッターと炎のゴブレット〉
暗黒の支配者、ついに復活—。

〈ハリー･ポッターと不死鳥の騎士団〉
ハリーの本当の秘密が明かされる。

〈ハリー･ポッターと謎のプリンス〉
未来を救うカギは「過去」にある！

〈グラディエーター〉
将軍が奴隷となり、その奴隷が剣闘
士（グラディエーター）に‥

〈ベン･ハー特別版（2枚組）〉
宿敵メッサラとの対決、大戦車競争
に挑む。

〈アルゴ〉
CIA史上、最もありえない救出作
戦—それは“ニセ映画”作戦だった。

〈マン･オブ･スティール〉
新スーパーマン、始動。

〈パシフィック･リム〉
人類よ、立ち上がれ。この巨兵と共
に！

〈ゼロ･グラビティ〉
極限の宇宙空間で、衝撃と感動の
90分！

80502-0589　 
グラディエーター
ベン･ハー特別版（2枚組）
アルゴ
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0590　 
マン･オブ･スティール
パシフィック･リム
ゼロ･グラビティ
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0591　 
ハリー･ポッターと賢者の石
ハリー･ポッターと秘密の部屋
ハリー･ポッターとアズカバンの囚人
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0592　 
ハリー･ポッターと炎のゴブレット
ハリー･ポッターと不死鳥の騎士団
ハリー･ポッターと謎のプリンス
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0593　 
ハリー･ポッターと死の秘宝
ハリー･ポッターと死の秘宝 PT2
ロード･オブ･ザ･リング
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0594　 
アポロ13
バトルシップ
黒馬物語ブラックビューティー
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0595　 
オブリビオン
アメイジング･スパイダーマン
アメイジング･スパイダーマン2
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0596　 
ダークナイト
バットマンビギンズ
ダークナイト ライジング
●ディスクケース（20枚収納）付
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80502-0645　タオルセット
●サイズ（約）:ウォッシュタオル36×34cm、フェイスタオル
80×34cm、バスタオル120×60cm　●素材:綿100%

80502-1392　トートバッグ&ポーチセット
●サイズ（約）トートバッグ35×33×マチ8.5cm、ポーチ1

80502-1297　クラシックプー
●サイズ（約）:29×25×厚さ19.5cm
●素材:ポリエステル

80502-1393　サラダジャー＆プレートペアセット
●サイズ（約）：サラダジャーφ8×高さ13cm、パスタ皿φ20.

80502-1394　トートバッグ
●サイズ（約）：35×32×マチ8cm
●素材：ウール、ポリエステル

80502-0651　竹製ボウルセット
●サイズ（約）:φ14.5×高さ6cm、φ19×高さ8cm　
●素材:竹

80502-0652　ホットサンドメーカー
●サイズ（約）:13×19×高さ8.5cm　●素材:樹脂、合金　
●AC100V-260W、電源コード1.4m

80502-0653　ミッキーマウスタオルセット
●サイズ（約）:120×60cm、80×34cm×2、35×34cm　
●素材:綿

80502-0654　アリス陶時計
●サイズ（約）:16.5×16.5×奥行10cm　
●素材:磁器

80502-0655　ウォータージャグ3ℓ
●サイズ（約）:18×22×高さ28cm　●素材:アルミニウム、
鋼、ポリプロピレン　●保温･保冷OK　●ハンドル、コップ2付

80502-1395　ティッシュケース
●サイズ（約）：26×13.7×高さ6.7cm　

80502-1396　ティー＆ボウルペアセット
●サイズ（約）：ポット17×10×高さ13cm、カップφ8×高さ

80502-0658　トラベルセット
●サイズ（約）:アイマスク9.5×20cm、トラベルピロー28×37×
厚さ12cm、ネックポーチ16×11cm　●素材:綿、ポリエステル

80502-1248　タオルセット
●サイズ（約）:ウォッシュタオル34×36cm、フェイスタオル34
×75cm×2、バスタオル60×120cm　●素材:綿100%

5600_ノブルエ 53

4444444

●

©Disney

●

●

●

©Disney

3

©Disney

6

©Disney

12

7×21.5×マチ6cm 素材：ポリエステル、綿、レーヨン

5×高さ4cm、ボウル14.5×14×高さ4.5cm、カップφ8×
高さ6.5cm 素材：磁器、ソーダガラス、アルミニウム

素材：アクリル樹脂

6.5cm、ボウル14.5×14×高さ4.5cm 素材：磁器
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©Moomin Characters™

80502-1298　ミニバッグ&ポーチ
●サイズ（約）:バッグ26×32×マチ15cm　

●素材:ポリエステル

80502-0661　ムーミンピアス
●サイズ（約）:2.5×1cm　
● ーバルシ）具金（、材樺:材素

80502-0662　 
ムーミン&フローレンマシュマロぬいぐるみ
●サイズ（約）:各18×16×高さ21.5cm

80502-0663　 
ムーミン･スナフキンマグセット
●サイズ（約）:φ8.5×高さ9cm　●素材:磁器

80502-0664　ペアマグセット
●サイズ（約）:各φ9×高さ7cm　●素材:磁器

80502-0665　ムーミンマスコットセット
●各サイズ（約）:3×3×高さ6cm　
●素材:ポリウレタン、ナイロン、PVC　●8種

80502-0666　 
エッセンシャルオイル3本セット
●容量:10ml　
●花束の香り、森の香り、月夜の香り

80502-0667　ティーポット
●サイズ（約）:ポットφ14.5×10.5×高さ12cm　
●素材:耐熱ガラス　●プラスチック製茶こし付

80502-0668　ミィピアス
●サイズ（約）:2×1cm　
● ーバルシ）具金（、材樺:材素

80502-1283　ウォッチ
●サイズ（約）:φ23.8cm、腕回り～23cm　
●素材:合皮、合金　

80502-0670　モーニングペアセット
●サイズ（約）:ペアマグφ8.5×高さ9cm、ウォッシュ
タオル36×34cm、フェイスタオル80×34cm　
●素材:磁器、綿100%

80502-0671　 
エコバッグ&ストラップセット
●サイズ（約）:エコバッグ42×50cm、ストラップ2.5×1.1cm　
●素材:バッグ ポリエステル100%、ストラップ 樺材

80502-0672　ペアスープボウル
●サイズ（約）:φ12×高さ6.5cm　●素材:磁器

80502-1249　ハンカチセット
●サイズ（約）:50×50cm×3　●素材:綿100%
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ポーチ12×18×マチ6cm　

〈LEGO®ムービー〉
ちっちゃな手で、でっかい夢を守り
抜け！

〈アイアン･ジャイアント〉
記憶を失った鋼鉄の巨人と少年の
友情を描く

〈チャーリーとチョコレート工場〉
さぁ、世界一オカシな工場見学へ！

〈ショーシャンクの空に〉
決して自由をあきらめなかった男、
アンディー。

〈マディソン郡の橋〉
どんなに離れていても、あなたを感
じる。

〈セックス・アンド・ザ・シティ2〉
新しいハプニングが、次々と4人の
前に立ちはだかる

〈オーシャンズ13〉
実行不可能の危険なゲームが今始
まる！

〈華麗なるギャツビー〉
彼が人生のすべてをかけた「秘密」
とは—？

〈インセプション〉
今、絶対不可能なミッションが始ま
る！

〈ボディガード〉
愛のためにできること。それは、命
をかけて守ること

〈THIS IS IT〉
誰も知らない彼に会える。

〈バーレスク〉
この声で、夢への扉を開けてみせ
る。

〈ワイルド･スピード〉
「トリプルX」「リディック」のヴィン･
ディーゼルが超ハイ･スピードで駆
け抜ける！

〈ワイルド･スピードX2〉
限界を突き抜けろ！

〈ワイルド･スピードMAX〉
記録・スピード全てがMAX！

〈ボーン･スプレマシー〉
失われた記憶を求め、新たな戦い
が始まる！

〈ボーン･アイデンティティー〉
ヨーロッパを縦断して繰り広げられ
る壮絶なチェイス！

〈ボーン･アルティメイタム〉
過去と決別するために、最後通告
を叩きつける！

〈ロード・オブ・ザ・リング二つの塔〉
9人の勇者と悪の勢力との壮絶な
戦いを描く。

〈ホビット竜に奪われた王国〉
邪悪な竜、目覚める。

〈ホビット思いがけない冒険〉
「ロード・オブ・ザ・リング」は、この
冒険から始まった

〈ハングオーバー!〉
史上最悪の二日酔い、国境を超える

〈なんちゃって家族〉
麻薬密売人の男が男女3人と家族
を装い、麻薬密輸に奮闘する

〈ストーリー･オブ･スーパーマン〉
スーパーマンの歴史を辿るドキュ
メンタリー

80502-0597　 
ワイルド･スピード
ワイルド･スピードX2
ワイルド･スピードMAX
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0598　 
ボーン･スプレマシー
ボーン･アイデンティティー
ボーン･アルティメイタム
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0599　 
ロード･オブ･ザ･リング二つの塔
ホビット竜に奪われた王国
ホビット思いがけない冒険
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0600　 
ハングオーバー!
なんちゃって家族
ストーリー･オブ･スーパーマン
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0601　 
オーシャンズ13
華麗なるギャツビー
インセプション
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0602　 
ボディーガード
THIS IS IT 
バーレスク
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0603　 
ショーシャンクの空に
マディソン郡の橋
セックス･アンド･ザ･シティ2
●ディスクケース（20枚収納）付

80502-0604　 
LEGO®ムービー 
アイアン･ジャイアント
チャーリーとチョコレート工場
●ディスクケース（20枚収納）付
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Wok & Tool

Sukiyaki & Yakiniku

Pot & Cup

Knife

Knife

Pasta machine

Range cooker

Soup pot

Kettle & Timer

Steamer & Tool

Bowl

Donut maker

Scale & Bowl

Tempra nabe & Timer

Knife

Cooking machine

80502-0471　 
中華鍋30cm&キッチンツールセット
●サイズ（約）:φ30×深さ8cm　●素材:鉄　
●ナイロンターナーとステンレスお玉2種付

80502-0472　包丁2本セット
●全長サイズ（約）:30.5cm　
●素材:ステンレス ※同品の2本セット

80502-0473　 
笛吹きケトル&キッチンタイマー
●サイズ（約）:満水容量1.5ℓ　●素材:ステ
ンレス　●タニタのキッチンタイマー付

80502-0474　 
キッチンスケール&ステンレスボウルセット
●サイズ（約）:デジタルクッキングスケール19.5×14×高さ
1cm、ステンレスボウルφ14、16、18、20、22cm　●素材:樹
脂、ガラス、ステンレス　●最小1g～最大5kgまで　●電池式

80502-0475　 
すき焼鍋24cm&直火焼肉プレートセット
●サイズ（約）:すき焼き鍋φ24cm、容量2.3ℓ、直火
焼肉プレートφ31.5×高さ3cm　●素材:アルミ、強
化ガラス、鉄、ホーロー　●フッ素加工　●IH可

80502-0476　パスタマシーン
●サイズ（約）:19×20×高さ23.5cm　
●素材:スチール、クロムメッキ

80502-0477　 
二段蒸し器&お玉セット
●サイズ（約）:上段深さ8cm、下段深さ8cm　
●素材:ステンレス、強化ガラス、樹脂　●IH可

80502-0478　 
天ぷら鍋26cm&キッチンタイマー
●サイズ（約）:天ぷら鍋φ26×深さ9cm、容
量3.5ℓ　●素材:鉄　●IH可

80502-0479　卓上ポット&マグカップ
●サイズ（約）:卓上ポットφ16×高さ23cm、
容量1.5ℓ、カップφ8.7×高さ9.1cm　
●素材:ステンレス、樹脂、陶器

80502-0480　レンジ調理鍋
●サイズ（約）:30×24.5×高さ16.1cm　
●素材:樹脂、発泡スチロール　●レシピ付

80502-0481　 
フタ付ボウルセット（郷技）
●サイズ（約）:大φ23.2×高さ11.5cm、小
φ17.2×高さ8.5cm　●素材:ステンレス

80502-0482　ステンレス包丁セット
●全長サイズ（約）:牛刀33.5cm、三徳
31cm　●素材:ステンレス

80502-0483　包丁6点セット
●全長サイズ（約）:刺身34cm、三徳30cm、
ナイフ23.5cm、牛刀32cm、三徳29.5cm、
薄刃28.5cm　●素材:ステンレス、樹脂

80502-0484　スープポット20cm
●サイズ（約）:深さ9.6cm　
●素材:ステンレス　●IH可

80502-0485　ドーナツメーカー
●サイズ（約）:20×27.5×高さ11cm　●素
材:アルミダイキャスト、フッ素樹脂塗装、樹脂

80502-0486　卓上網焼器
●サイズ（約）:27.5×15×高さ10cm　
●素材:アルミ　●AC100V-650W
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Cooking pan

Nabe

Toaster

Tempra nabe

Cooking maker

Takoyaki maker

Mixer

Cup

Handy blender

Electric kettle

Kitchen tool

Cooking pan

Cooking pan

Nabe & Tool

Icecream maker

Food chopper

80502-0487　 
フタ付フライパン26cm&玉子焼き器
●サイズ（約）:フライパン深さ5.5cm、玉子焼き
器19×13.5×深さ3.5cm　●素材:アルミ、強
化ガラス　●ターナー付　●フッ素加工　●IH可

80502-0488　ヨーグルト&甘酒メーカー
●サイズ（約）:φ20.5×18.5×高さ20.5cm
●素材:樹脂、ポリカーボネート　
●AC100V-15W･コード1.4m　

80502-0489　ハンディーブレンダー
●サイズ（約）:φ6.5×高さ3.6cm　●素材:樹脂、
ステンレス　●AC100V-150W･コード1.2m　
●チョッパー、泡立て器、ブレンドカップ付

80502-0491　 
両手鍋20cm&片手鍋18cm
●サイズ（約）:両手鍋深さ9cm、片手鍋深
さ9cm　●素材:アルミ、強化ガラス　
●フッ素加工　●IH可

80502-0492　電動たこ焼き器
●サイズ（約）:27×29×高さ7cm　●素材:アルミダ
イキャスト（フッ素樹脂塗装）、樹脂　●AC100V-
650W･コード1.4m　●油ひき、竹串付き

80502-0493　電気ケトル
●サイズ（約）:14.5×21×高さ21cm、容量
1.2ℓ　●素材:ポリプロピレン　
●AC100V-900W･コード1m

80502-0494　 
卓上鍋24cm&お玉セット
●サイズ（約）:深さ9.5cm　●素材:アルミ、
樹脂、強化ガラス　●お玉2種付

80502-0495　ポップアップトースター
●サイズ（約）:27×15.5×高さ17cm　●素材:ポリ
プロピレン、樹脂　●AC100V-650W･コード1.4m　
●バターナイフ付き　※クロスは演出品です。

80502-0496　コンパクトミキサー
●サイズ（約）:11×10×高さ28cm、容量

（約）:400ml　●素材:樹脂、ステンレス　
●AC100V-110W･コード1.3m

80502-0497　多機能フルーツキット
●サイズ（約）:セット時φ14.5×高さ24cm　
●素材:樹脂、ステンレス　●ピック5本、シトラス
カッター、マッシャー、アボカドスクープ各1付

80502-0498　 
アイスクリームメーカー
●サイズ（約）:φ16.8×高さ18.1cm　
●素材:アルミ、樹脂

80502-0499　 
温度計付天ぷら鍋20cmセット
●容量:（約）2.3ℓ　●素材:鉄　●フッ素加工　
●IH可　●ステンレストング、キッチンタイマー付

80502-0500　 
スープボウルセット
●サイズ（約）:φ13×高さ5.3cm　
●素材:陶器

80502-0501　 
フライパン26cm&片手鍋18cm
●サイズ（約）:フライパンφ26×深さ5.5cm、片手鍋φ18×深
さ9cm　●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80502-0502　フードチョッパー
●サイズ（約）:11×11×高さ21cm　
●素材:ABS樹脂、AS樹脂、ステンレス　
●AC100V-120W･コード1.4m

80502-0490　 
深型フライパン26cm&片手鍋16cm
●サイズ（約）:深型フライパンφ26×深さ
8cm、片手鍋φ16×深さ7.5cm　●素材:
アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可
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80502-0535　 
電動角質ケア（コイズミ）
●サイズ（約）:6.2×4.5×高さ15.5cm　
●素材:樹脂　●電池式　●掃除用ブラシ付

80502-0536　 
鼻毛カッター&フェイスシェーバー
●サイズ（約）:鼻毛カッター全長12.5cm、
フェイスシェーバー全長14cm　●電池式

80502-0537　 
保湿ケアグローブ（オーブル）
●サイズ（約）:全長13cm　
●カラー:ブラック

80502-0538　 
ビューティマッサージキット（ニールズヤード レメディーズ）
● 容量:アロマティックマッサージオイル
100ml　●サイズ（約）:ビューティローラー
12×8cm　●ラベンダー･ゼラニウムの香り

80502-0539　 
ヘアーカッター（フィリップス）
●サイズ（約）:2.7×2.7×高さ14.8cm　●素材:
樹脂　●電池式　●鼻毛･耳毛･眉毛カッター

80502-0540　三面鏡
●サイズ（約）:13×21.6×高さ26.5cm　
●素材:樹脂

80502-0541　 
キャンドルジャー（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:φ10×高さ17.7cm　●素材:パラフィン、ガラ
ス　●クリーンコットンの香り　●燃焼時間:110～150時間

80502-0542　 
マイナスイオンカールドライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:φ5.1×高さ32.4cm　●素
材:樹脂　●AC100V-700W・コード1.7m

80502-0543　 
LEDキャンドル（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ8.8×高さ10cm　
●素材:グラス、ロウ　●無香料

80502-0544　 
水洗いバリカン（ロゼンスター）
●サイズ（約）:4.4×3.7×高さ18.9cm　
●素材:樹脂、ステンレス　●AC100-240V-
5W、コード1.5m　●掃除用ブラシ、オイル付

80502-0545　 
鼻毛カッター&2枚刃シェーバー
●サイズ（約）:鼻毛カッター全長13cm、シェーバー
全長12cm　●素材:樹脂、ステンレス　●鼻毛
カッター:電池式、シェーバー電源:AC100V-3W

80502-0546　 
2WAYフェイス&ボディークリーナー
●サイズ（約）:7.2×7.5×33.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

80502-0547　フェイスケアセット
●サイズ（約）:フェイスシェーバーφ1.4×全長13cm、
3倍拡大鏡付卓上ミラーφ15×高さ26.5cm　●素
材:樹脂、アルミ　●電池式　●眉用コーム･ブラシ付

80502-0548　 
ホットカーラー（テスコム）
●サイズ（約）:10×10×高さ9.5cm　
●素材:樹脂　●AC100-240V-34W･コー
ド1.2m　●巾着ポーチ付

80502-0549　 
ストレートヘアアイロン
●サイズ（約）:25.5×3×高さ4.3cm　
●素材:樹脂　●AC100-20W　

80502-0550　 
キャンドルジャー（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:φ10×高さ17.7cm　
●素材:パラフィン、ガラス　●ローズの香り　
●燃焼時間:110～150時間
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80502-0551　 
マイナスイオンドライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:7.9×19×高さ26cm　●素材:
樹脂　●AC100V-1200W、コード1.7m

80502-0552　タオルセット（和彩苑）
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェ
イスタオル34×75cm、ウォッシュタオル34
×30cm　●素材:綿100%

80502-0554　 
滑り止め付バスマットセット（セゾニエ）
●サイズ（約）:45×65cm　
●素材:吸水アクリル

80502-0555　 
マイクロファイバーバスローブ（ドルシス）
●サイズ（約）:着丈115cm 胸囲126cm 裄丈82cm　
●適応身長154～180cm　●素材:ポリエステル

80502-0556　 
バス&フェイスタオル（ワビゼン）
●サイズ（約）:バスタオル65×120cm、フェイ
スタオル34×80cm×2　●素材:綿100%

80502-0557　 
バスセット（バスツーリスト）
●サイズ（約）:ソルト（ヒマラヤ）180g、ソルト（オーストリア）175g、ソ
ルトフィズ40g、今治ウォッシュタオル34×30cm、マイクロファイバー
クロス25×25cm　●素材:海塩、綿100%、ポリエステル、ナイロン

80502-0558　 
ソープディスペンサー&カップ
●サイズ（約）:ソープディスペンサー9.4×7.7×高
さ17.5cm容量220、カップφ7.7×高さ12cm　
●素材:陶器、天然木、樹脂、クロムメッキ

80502-0559　 
リキットソープセット（カンパニードプロバンス）
●容量:各300ml　●インセンスラベンダー、
ブラックジャスミンの香り

80502-0560　 
マイナスイオンドライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:7.9×19×高さ26cm　●素材:
樹脂　●AC100V-1200W、コード1.7m

80502-0561　 
今治&泉州タオルセット
●サイズ（約）:今治バス60×120cm、今治フェ
イス34×80cm、泉州フェイス34×75cm、泉
州ハンド29×29cm　●素材:綿100%

80502-0562　デジタル体重計&バランスボール
●サイズ（約）:体重計20×30×高さ2.2cm、バランスボールφ
55cm　●素材:樹脂、ガラス　●100g～150kg計測可　●電池
式　●耐荷重100kg ※写真は実際のサイズ比ではありません。

80502-0563　今治産タオルセット
●サイズ（約）:73×135cm　
●素材:綿100%

80502-0564　バスタオルハンガー
●サイズ（約）:15×65×高さ75cm　
●素材:スチール　●4枚収納可

80502-0565　バスソルトセット
●サイズ（約）:ソルト190g×2、175g×2、
ウォッシュタオル22×22cm×4、
マイクロファイバークロス25×25cm×4
●豚毛ブラシ2付

80502-0566　 
今治大判バスタオル（今治プリマクラッセ）
●サイズ（約）:85×140cm　
●素材:綿100%

80502-1244　 
ソープディスペンサーセット
●サイズ（約）:7.5×9×高さ13.5cm･容
量300ml　●素材:アクリル樹脂、ABS樹
脂、ABS樹脂クロムメッキ
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80502-0389　ポールスタンド
●サイズ（約）:45×45×高さ183cm　
●素材:天然木　●耐荷重約1㎏/フック　
●組立式

80502-0390　掛時計
●サイズ（約）:φ28×厚さ4cm　
●素材:木、樹脂　●スイープ運針

80502-0391　 
天然木折たたみ式マガジンラック
●サイズ（約）:32.5×49×高さ33cm

80502-0392　 
収納スツールセット
●サイズ（約）:34×34×高さ34cm　
●素材:ポリエステル、不織布、合成木材

80502-0393　 
コーヒーお掃除セット（レデッカー）
●サイズ（約）:12×12cm　
●素材:天然木

80502-0394　 
温度計&ストームグラス
●サイズ（約）:5×18×高さ15cm　
●測定可能範囲18℃～24℃

80502-0395　 
光触媒グリーンフレーム
●サイズ（約）:フレーム15.8×12×厚さ1cm、
グリーン全長35cm　●素材:ポリエステル、木

80502-0396　ラック
●サイズ（約）:15.5×32.5×高さ60cm　
●素材:合成木材　●組立式

80502-0397　3段バスケット
●サイズ（約）:38.5×29.5×高さ62cm　
●素材:スチール、樹脂

80502-0398　マット
●サイズ（約）:50×80cm　
●素材:アクリル

80502-0399　スリッパラック
●サイズ（約）:10.5×48×高さ17cm　
●素材:天然木　●4足収納可

80502-0400　 
折畳み二段引きタンス
●サイズ（約）:使用時32×44×高さ31cm　
●素材:不織布、ポリエステル　●組立式

80502-0401　トイレラック
●サイズ（約）:31×16×高さ61cm　
●素材:合成木材　
●トイレットペーパー12個収納可

80502-0402　壁掛けミラー
●サイズ（約）:61.5×30.6×厚さ2.1cm　
●素材:樹脂　●飛散防止テープ付き

80502-0403　 
天然木ポールハンガー
●サイズ（約）:44×44×高さ125.5cm　
●組立式

80502-0404　 
光触媒カクタスセット
●サイズ（約）:6.5×6.5×高さ10cm　
●素材:ポリエステル、陶器
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80502-0614　 
剪定･芽切鋏セット
●サイズ（約）:剪定鋏全長19cm、芽切
鋏全長18cm　●素材:炭素鋼、樹脂

80502-0615　 
プラモデル「ノイシュバンシュタイン城」
●サイズ（約）:15×42×高さ23cm　●素
材:樹脂　●写真は組立て塗装済完成見
本です。組立てには別途工具が必要です。

80502-0616　 
スピーカー&ラジオ
●サイズ（約）:本体10×20.5×高さ
12cm、　●素材:MDF、樹脂　
●電池とACコードの両電源

80502-0618　 
水性色鉛筆セット（カランダッシュ）
●サイズ（約）:ケースサイズ19×11×厚さ1cm、
ポストカード15×10cm　●素材:顔料、木軸、紙　
●色鉛筆12色、ポストカード15枚、4号筆1本

80502-0619　 
タッチ心拍計測ウォッチ（ソーラス）
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～20cm　
●素材:樹脂

80502-0620　 
ボトルシップ「日本丸」
●サイズ（約）:2.8×11.2×高さ6.4cm　
●素材:木、ガラス

80502-0622　 
トートバッグ
●サイズ（約）:28×35×マチ13cm　
●素材:綿　●ポケット内1　●撥水加工

80502-0623　刺繍枠
●サイズ（約）:φ12.5cm　
●素材:アセテート

80502-0624　 
スクリプトコレクションペンセット（ロディア）
●全長サイズ（約）:各12.8cm　●素材:ア
ルミニウム、真鍮　●本体カラー:ボールペ
ン/オレンジ、シャープペンシル/ブラック

80502-0613　 
コケ観察セット（ビクセン）
●サイズ（約）:21×17×厚さ3cm　●素材:樹
脂、光学ガラス　●ルーペ、スプレーボトル、ス
トラップ、ピンセット、ガイドブック、ポーチ

80502-0621　ハンドミシン
●サイズ（約）:21×5×高さ7.2cm　
●素材:樹脂、スチール、ニッケルメッキ、
ポリエステル　●電池式

80502-0626　
顕微鏡（ビクセン）
●サイズ（約）:10×7×高さ21.5cm　
●素材:樹脂　●最高倍率600倍　
●プレパラート作成キット付

80502-0625　 
刺繍キット「バラの花咲くピーターの庭」（オノエ メグミ）
●サイズ（約）:36.4×29.7cm　●素材:
綿　●キットに額は含まれておりません。

80502-0627　 
アーティストペン12色スタジオボックス
●ケースサイズ（約）:15×15×厚さ2.4cm
●素材：プラスチック、顔料

80502-0628　鳥笛
●サイズ（約）:φ2.5×9cm　
●素材:木、金属

80502-0617　レクサスLFA
●サイズ（約）:全長18.8×8.5cm（1/24スケー
ル）　●素材:樹脂　●写真は組立て塗装済完
成見本です。組立てには別途工具が必要です。
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80502-0629　 
カリグラフィーセット
●12色、3本　●テキスト、練習帳付

80502-0630　 
折りたたみコンテナ2個セット
●サイズ（約）:各45×31.5×高さ25cm　
●素材:樹脂　●折りたたみ時厚さ8cm

80502-0631　 
レーザーポインター
●サイズ（約）:9.6×15×高さ2.6cm　
●ビーム径:5m先でφ8mm～φ10mm　
●到着距離:約100m～150m　●電池式

80502-0632　目打ち
●全長サイズ（約）:10.5cm　
●素材:鋼、錫　●革ケース付

80502-0633　 
インナーイヤーヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:コード長1m　●素材:樹脂

80502-0639　 
ミニチュアペーパーキット「トトロ」
●サイズ（約）:トトロ5.8×5.2×高さ
8.6cm　●素材:カラー硬質紙

80502-0635　2段ラック
●サイズ（約）:30×46.5×高さ30.5cm　
●素材:天然木

80502-0636　 
英和･和英電子辞書（カシオ）
●サイズ（約）:8×11.9×厚さ1.3cm　●英和辞典（見
出し語:約41000語）語義（約66000語）、和英辞典

（見出し語:約23000語）語義（約30000語）

80502-0637　 
刺繍キット「桜と富士山」
●サイズ（約）:36×29cm　●素材:綿　
●キットに額は含まれておりません。

80502-0638　木製パズルセット
●サイズ（約）:6×6×高さ6cm×5、7.5×7.5×高
さ7.5cm、10×10×高さ10cm　●素材:天然木

80502-0640　 
マルチケース&ボールペン
●サイズ（約）:ケース24×14×厚さ2.2cm、
ペン全長15cm　●素材:ポリエステル、合
金、真鍮　●カラー:ネイビー、シルバー

80502-0641　 
ショッピングキャリーカート
●サイズ（約）:30×33×高さ96cm　●素材:鉄、樹脂、
ポリプロピレン、ポリエステル　●耐荷重（約）:12kg

80502-0642　 
水彩色鉛筆24色セット（ヴァンゴッホ）
●サイズ（約）:19×21.5×厚さ1.3cm　
●メタルケース入り

80502-0643　防災13点セット
●サイズ（約）:クーラーバッグ35×33×マ
チ21.5cm、容量20ℓ　
●セット内容：蓄光LEDライト、携帯用トイ
レ、アルミシート、カイロ、マスク他

80502-0644　ポスト
●サイズ（約）:11×18×高さ36.5cm　
●素材:樹脂

80502-0634　 
ATXトランスルーセントブルーラッカー
●サイズ（約）:全長14cm　
●素材:真鍮ベースラッカー
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80502-0405　電波掛時計
●サイズ（約）:30×30×厚さ5cm　●素材:
樹脂　●夜間秒針停止機能

80502-0406　玄関踏み台
●サイズ（約）:30×45×高さ13cm　
●素材:天然木

80502-0407　キッチンマット
●サイズ（約）:50×120cm　
●素材:ポリエステル

80502-0408　 
カバー付シューズラック
●サイズ（約）:30×60×高さ105cm　●素材:スチー
ルパイプ、ポリプロピレン、不織布　●カラー:ブラウン

80502-0409　3段チェスト
●サイズ（約）:42×34×高さ68cm　
●素材:樹脂　●組立式

80502-0410　 
レトロ調めざまし時計
●サイズ（約）:19.5×14×厚さ7cm　
●素材:スチール、樹脂　
●ステップ運針　●常時点灯機能

80502-0411　 
折り畳み式2段ステップ
●サイズ（約）:59.5×41×高さ77cm　
●素材:スチール、樹脂

80502-0412　 
ファブリッククロック（ジャム）
●サイズ（約）:30×30×厚さ2cm　
●素材:ウッドパネル

80502-0414　テーブル
●サイズ（約）:40×50×高さ32cm　
●素材:合成木材

80502-0415　 
ミラー付アクセサリーボックス
●サイズ（約）:11.5×21.5×高さ8.5cm　
●素材:合成皮革、ポリエステルベルベット
●ウォッチ用クッション2個付

80502-0416　 
クッションセット（カンサイヤマモトメゾン）
●サイズ（約）:43×43cm　●素材:綿

80502-0417　 
ワンプレート&マグカップセット
●サイズ（約）:カップφ8.7×高さ9.1cm、プ
レートφ23×厚さ3.1cm　●素材:陶器

80502-0418　収納ボックス
●サイズ（約）:18×26.5×高さ6.5cm　
●素材:合皮、ポリエステルベルベット

80502-0419　アロマランプ
●サイズ（約）:8.5×8.5×高さ9.5cm　
●素材:ガラス　●AC100V-15W･コード1.9m

80502-0420　小物ケース
●サイズ（約）:15×26×高さ5.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル、スチール

80502-0413　テレビ枕
●サイズ（約）:46～91×45×高さ26cm　
●素材:ポリエステル
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01  Hanger

05  Dust box

09  Shredder

14  Watch case

02  Case

06 Slipper rack

10 Meter

13  Box

03  Hanging rack

07  Candle

11  Rack

16  Table

04  Pedal pale

08  Dust box

12  Clock

15  Legless chair

My favorite of the interior is stylish

80502-0455　オブジェハンガー
●サイズ（約）:φ28.5×高さ178cm　
●素材:スチール、天然木、樹脂　●組立式

80502-0456　小物入れ
●サイズ（約）:19×29.5×高さ6cm　
●素材:合皮

80502-0457　 
ワンタッチ2段ハンガーラック
●サイズ（約）:44×88.5×高さ97～165cm　
●素材:スチール、樹脂　●組立式

80502-0458　ペダルペール
●サイズ（約）:31.5×26.5×高さ42.5cm　
●素材:鉄、樹脂

80502-0459　ダストボックス
●サイズ（約）:φ23×高さ28cm　
●素材:スチール、天然木積層合板

80502-1344　 
スリッパラック
●サイズ（約）:10×49×高さ13.5cm　
●素材:合皮　●スリッパは演出品です

80502-0461　 
キャンドル（ヤンキーキャンドル）
●サイズ（約）:φ10×高さ17.7cm　●素材:パラフィン、ガラス　
●ムスク漂う男性的な香り　●燃焼時間:110～150時間

80502-0462　 
テーブル付ダストボックス
●サイズ（約）:18.5×38×高さ45cm　
●素材:ABS樹脂、スチール（粉体塗装）

80502-0463　電動シュレッダー
●サイズ（約）:12×27.5×高さ15cm　
●素材:樹脂、スチール　●USBケーブル付

80502-1345　デジタル温湿度計
●サイズ（約）:5.5×13×厚さ1.3cm　
●熱中症警告アラーム、磁石付き
●置掛兼用

80502-0465　4段ラックセット
●サイズ（約）:28.5×60×高さ71cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

80502-1346　電波掛時計（マグ）
●サイズ（約）:φ30.2×厚さ5cm
●素材:ガラス、樹脂

80502-0468　ウォッチケース
●サイズ（約）:10.5×19.5×高さ8.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル

80502-0467　収納ボックス
●サイズ（約）:29×46×高さ40cm　
●素材:スチール、ポリエステル、ポリプロピレン

80502-0470　折りたたみテーブル
●サイズ（約）:40×60×高さ33cm　
●素材:合成木材、スチール　
●鏡面仕上げ

80502-1347　 
リクライニング座椅子
●サイズ（約）:49×38×高さ49cm　
●素材:ポリエステル、ウレタンフォーム、
スチール
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5049 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,002点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

ハンディーブレンダー

ホットカラー（テスコム）

キッチン

ボーン・スプレマシー、ボーン・アイデンティティー、ボーン・アルティメイタム

DVD

ティーポット（ムーミン）

ディズニー
ムーミン

©Moomin Characters™英和・和英電子辞書（カシオ）マット

ホビーインテリア

インテリア

ビューティー・
バス＆
ウォッシュ



= GUNDAM =

= Ferrari =

= Lexus =

= HIMEJI castle =

前進･後進･左右旋回の操作が可能です。子供から大人まで楽しめるRCカーです。
細部まで作り込んであるのでインテリアとしても最適です。

「世界に誇るトップレベルのスーパースポーツ」を目標に、2000年から開発が始まったレ
クサスLFA。トヨタの物作りの頂点とも言えるこのマシンの真髄に、1/24スケールモデルで

創業者、山科直治（1918年-1997年10月28日）の義兄久々津一夫が経営する繊維会社
「萬代産業」の玩具製造子会社「萬代屋」として浅草に創業。

日本を代表する美しさと規模を持ち合わせ世界遺産にも指定される名城。白鷺が翼を広
げた様な華麗な姿が人々を魅了し、別名白鷺城とも呼ばれる。

80502-0605　MG ユニコーンガンダム
●サイズ（約）:15×18×高さ24cm　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80502-0617　レクサスLFA
●サイズ（約）:全長18.8×8.5cm（1/24スケール） ●素材:樹脂
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80502-0608　デラックス姫路城
●サイズ（約）:6.3×42.5×高さ32.5cm　●素材:樹脂　
●写真は組立て塗装済完成見本です。組立てには別途工具が必要です。

80502-1387　フェラーリ488RCカー 1/18スケール
●サイズ（約）：本体16.5×43×高さ15cm、コントローラー2.5×12×高さ15cm
●素材：樹脂、ポリスチレン ●電池式
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迫ります。

80502-0799　 
炭火焼肉「BULLS」 
国産牛カレー
●容量:200g×11

80502-0800　 
デミグラスソース
煮込みハンバーグ10食
●容量:120g×10

80502-0801　 
赤･白ワインセット
●容量:デローレゼルヴ赤750ml、
キュベ･リオン･ドール白750ml×2　
●アルコール度数12～12.5% 
※未成年の方は酒類をお申込みい
ただけません。

80502-0802　 
「キャセリンハウス」
手作りパウンドケーキ
●容量:アーモンド250g、抹茶あずき250g、
チョコレート250g、さつまいも250g

80502-1265　 
淡路島たまねぎのオニオンスープ
●容量:180g×10

80502-1266　 
ボルシチ風
小松産野菜のトマトスープ
●容量:180g×10

80502-0805　 
生クリーム仕立ての
たらこクリームソース
●容量:110g×18

80502-0806　 
ポルチーニと
完熟トマトのミートソース
●容量:140g×18

80502-0807　 
野菜カレー8食
●容量:180g×8

80502-0808　 
茶寮「チェリーブラッサム-桜庵-」
スープセット
●容量:コーンスープ150g×4、
ミネストローネ150g×3、
クラムチャウダー150g×3

80502-0809　 
クラブセイロンティーバッグセット
●容量:ティーバッグ（ディンブラ）2g×50、
ティーバッグ（ヌワラエリヤ）2g×40

80502-0810　 
焼き菓子セット
（スウィートタイム）

●容量:バームクーヘン（バニラ×4･コ
コア×4･抹茶×3）、マドレーヌ（メープ
ル･ミルク･カフェラテ）×各3
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ヒュンメルは1923年デンマークで創業。世界で初めてスタッド付
きのサッカースパイクを開発。ブランドミッションに、“Change the 

、げ掲を）るえ変を界世てし通をツーポス（”.tropS hguorht dlroW
スポーツの価値を広げる活動を行っています。

1973年、オーストラリアでスタートした「ビラボン」。サーフブランド
として確固たる地位を確立し、数多くのトップサーファーたちをサ
ポート。サーフスタイル以外の様々なシーンでも楽しめるブランド
として多くの人々に愛されている。

ヒュンメルビラボン

Sports
80502-0673　ビーチタオル
●サイズ（約）:163×80cm　●素材:綿100%

80502-0677　ショルダーバッグ（フィラ）
●サイズ（約）:21×30×高さ7cm　
●素材:ポリエステル

80502-0678　ウォータージャグ
●サイズ（約）:φ24×高さ31.5cm、容量6ℓ　
●素材:アルミ、鋼

80502-0679　サッカーボール5号（モルテン）
●素材:合皮

80502-0680　防滴ストップウォッチ（シチズン）
●サイズ（約）:8.1×6.6×厚さ2.3cm　●防滴、スプリット
タイム時計、カウントダウンタイマー、カレンダー機能付

80502-1397 トレーニングミニハードル 80502-0683　テニスボール（ブリヂストン）
●サイズ（約）:ケースφ20×高さ30cm　
●素材:ナイロン、天然ゴム　●30個入

80502-0684　コンパクト釣りセット
●サイズ（約）:釣り竿全長140cm、リール糸巻25m ●素
材:グラスファイバー、合金　●釣り竿収納時サイズ20cm

80502-0685　ジャグボトル2.2ℓ
●サイズ（約）:13×15×高さ43cm　
●素材:ステンレス鋼　●保冷専用

80502-0686　バスケットゴールセット
●サイズ（約）:30×40×奥行35cm　●素材:ポリカーボネイト、
スチール、ポリプロピレン、ポリエステル、天然ゴム　●ポンプ付

80502-1398　腕時計型ゴルフマーカー
●サイズ（約）：φ3×0.3cm、腕周り14～21cm

80502-0688　ボストンバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:22×45×マチ22cm　●素材:ポリエ
ステル　●ポケット内1外2　●カラー:ブラック

80502-0689　スポーツヘルメット
●頭囲サイズ（約）:51～54cm　
●素材:ナイロン、樹脂

80502-0675　ゲームシャツM
80502-0676　ゲームシャツL
●素材:ポリエステル
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●サイズ（約）：49.5×27×高さ26cm
●

80502 1397 トレーニングミニハードル

●

●

●

1948年、ルドルフ・ダスラーによって設立された「プーマ」。65年以
上にわたり、世界最速のアスリートたちのために、革新的な製品を
作り続けています。

プーマ

80502-1250　スポーツタオルセット
●サイズ（約）:スポーツタオル31×110cm×3、
ハンドタオル:31×31cm　●素材:綿100%

素材：ポリプロピレン 折りたたみ式

チール、シリコン、亜鉛合金、磁石 カラー：ビビッドオレンジ
素材：ス

80502-0707　真空キャンプマグ（スタンレー）
●サイズ（約）:9.4×14×高さ15.5cm、470ml　
●素材:ステンレス鋼、樹脂　●食洗機可

80502-0708　ラーメンクッカー
●サイズ（約）:17.1×26.2×高さ11.1cm　
●素材:ステンレス鋼、天然木

80502-0709　ダイナモラジオライト･ランタンセット
●サイズ（約）:ラジオライトφ6×全長19.5cm、ソーラーラ
ンタン8×9×高さ18.5cm　●素材:樹脂　●手回し充電
式　●AM/FM、サイレン機能、充電プラグ･ケーブル付

80502-0710　バーベキューコンロ
●サイズ（約）:40.5×57.5×高さ50cm　
●素材:スチール

80502-0711　10倍双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:12×12×高さ4cm　
●素材:光学ガラス、樹脂、ラバー　●倍率10倍

80502-0712　レジャーセット
●サイズ（約）:レジャーシート130×150cm、クーラーバッグ35×33
×マチ21.5cm、容量20ℓ　●素材:アクリル、ポリエステル、アルミ

80502-0713　ポータブルラジオ
●サイズ（約）:2.6×12.7×高さ7.6cm　
●素材:樹脂　●電池式　●AM/FM/短波

80502-0714　 
インフレーティングマット（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:58×188cm　●素材:ポリエステル、樹脂

80502-0715　アウトドアチェアセット
●サイズ（約）:各50×50×高さ80cm　
●素材:ポリエステル、鉄　●ケース付

80502-0716　キャリーカート
●サイズ（約）:39×45×高さ96cm　●素材:鉄

80502-0717　クーラーボックス25ℓ
●サイズ（約）:48×30×高さ32cm　●素材:樹脂

80502-0718　アウトドアバッグセット
●サイズ（約）:クーラーバッグ30L 25×49.5×マチ33cm、ボディバッグ32×20
×マチ6cm　●素材:アルミ、ポリエステル、樹脂　●ボディバッグ:ポケット外1

80502-0719　折りたたみテーブル
●サイズ（約）:56×68×高さ25cm　
●素材:樹脂　●カップ付

80502-0720　カトラリーセット（コールマン）
●サイズ（約）:ケース9×23.5×高さ7cm、ナイフ･フォーク･スプーン･箸各20cm×4本　
●素材:ステンレス、天然木、ポリエステル
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01 Injector

05 Flower pot

07 Gardening tools

09 Gardening set 10 Saw 11 Hose 12 Clippers

06 Solar LED Light

04 Basket03 Flower standGarden shears

08 Garden apron

02

80502-0735　蓄圧式噴霧器4ℓ
●サイズ（約）:19×高さ36cm　
●素材:樹脂、グラスファイバー　
●二頭口タイプ

80502-0736　ガーデン3点セット（和重）
●全長サイズ（約）:剪定鋏20cm、植木鋏
18cm、生花鋏16.5cm　●素材:鋼

80502-0738　ピクニックバスケット
●サイズ（約）:40×29×奥行16cm　
●素材:ラタン

80502-0739　陶器植木鉢セット
●サイズ（約）:8号鉢26×26×高さ18cm、
6号鉢20×20×高さ16cm、5号鉢16×16
×高さ12.5cm　●素材:陶器　●受皿付

80502-0740　 
ソーラー式LEDガーデンライト
●サイズ（約）:φ15×高さ42cm　
●素材:ステンレス、樹脂

80502-0741　 
土堀具&除草具（みきかじや村）
●全長サイズ（約）:土堀具24cm、除草具
28cm　●素材:炭素鋼、樹脂

80502-0742　 
ガーデンエプロン&ミニ鋸

のこぎり
（みきかじや村）

●サイズ（約）:鋸全長15×4cm、エプロン35
×100cm　●素材:特殊鋼、ポリエステル、綿

80502-0743　家庭菜園スタートキット
●サイズ（約）:プランター34×52×高さ26cm、
植替えシート使用時64×64×高さ8.5cm　
●素材:樹脂　●移植ゴテ、グローブ、菜園鋏

80502-0744　 
ガーデニンググラス&鋸

のこぎり
（みきかじや村）

●サイズ（約）:グラス15×高さ5cm、鋸全長
34cm　●素材:ポリカーボネート、炭素鋼

80502-0745　スパイラルホース
●ホース最長サイズ（約）:15m　
●素材:樹脂　●噴射パターン4種

80502-0746　刈込鋏&剪定鋏
●全長サイズ（約）:刈込鋏60.5cm、剪定
鋏17.5cm　●素材:鋼、アルミ、樹脂

80502-1251　フラワースタンド3段
●サイズ（約）:56×90×54.5cm　●カラー:ブラウン
●素材:ポリプロピレン　●組立式
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= Ukulele =

= Darts == Sawing Box =

= Speaker =

ウクレレを始めようと検討している方に大変おすすめなビギナー向けモデル。センゴ
ンのボディとネック、安定性のあるマホガニーのフィンガーボードとブリッジ仕様で
す。

プレイするだけでなく、インテリアとしても人気の高いダーツ。老若男女誰でも楽しめ、
脳の活性化にも役立ちます。

木の温もりと優しい木目が特徴のソーイングボックス。乱雑になりがちな裁縫道具をコ
ンパクトに収納できます。落ち着いたブラウンはインテリアにもよくなじみます。

「良い音、音楽をお届けする」という理念のもと、1962年の創業以来オーディオテクニ
カは独創的なモノづくり・音づくりへのこだわりを大切にしてきました。製品がオリンピ
ックやグラミー賞でも採用されるなど、その技術力は高く評価されています。

80502-1300　ソーイングボックス
●サイズ（約）:17×23×高さ18cm　 ●素材:天然木（桐）

80502-0610　ダーツ
●サイズ（約）:φ45×厚さ2cm　●素材:紙･スチール

80502-0611　ウクレレ
●サイズ（約）:52×17×厚さ6cm　●素材:センゴン

80502-1388　サウンドアシストスピーカー
●サイズ（約）：9×8.9×高さ13.3cm
●素材：樹脂 ●電池式

5600_ノブルエ 50

80502-1267　 
淡路島たまねぎの 
ビーフハヤシ
●容量:180g×10

80502-0814　 
紅ずわいがにスープ
濃縮タイプ
●容量:160g×12

80502-0815　 
タコライス詰合せ
●容量:70g×10

80502-0816　 
バウムクーヘン22個 
（松月堂本舗）

●容量:22個

80502-0820　 
国産牛すじカレー 
10食
●容量:180g×10

80502-1268　 
スンドゥブチゲ
●容量:160g×14

80502-1269　 
サムゲタン
●容量:160g×14

80502-0818　 
レッドカレー詰合せ
●容量:180g×19

80502-0819　 
グリーンカレー詰合せ
●容量:180g×19

80502-0812　 
フルーツジュースセット
●容量:桃の桃ジュース1000ml･
もぎたてりんごジュース1000ml･
巨峰ジュース1000ml×各1

80502-1255　 
ひとくちラスク（茶季）
●容量:プレーン20g×5、
キャラメル20g×5

80502-1256　 
2種のソースと生パスタセット
●容量:生パスタ110g×7、
きのこクリームソース130g×4、
蒸し鶏ときのこのソース130g×3　
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アスリートが持てる能力を最大限に発揮できるよう飽くなき追及を 1919年ニューヨーク州ロチェスターで誕生したアメリカンスポーツ
カジュアルブランド。ディティールにこだわったクラフトマンシップ
は現在も脈々と受け継がれています。

アンダーアーマー チャンピオン

Training
80502-0693　リュック
●サイズ（約）:50×34×マチ18cm　
●素材:ポリエステル

80502-0694　エアロビックステップ
●サイズ（約）:28×67.5×高さ15cm　
●素材:樹脂　●耐荷重80kg

80502-0695　トレーニングセット
●サイズ（約）:ローラーφ17×31cm、プッシュアップ
バー16×23×高さ13cm　●素材:樹脂　●組立式

80502-0696　ドラムバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:37×19×マチ19cm　
●素材:ポリエステル

80502-0697　HUAN（ファン）ウェイトコントロール（ムサシ）
●容量:1箱（8本入）×4　●主成分:L-メチオニン、イ
ノシトール、レシチン　●アミノ酸サプリメント

80502-0698　アームコンフォート S-M（ベネクス）
80502-0699　アームコンフォート L-XL（ベネクス）
●サイズ（約）:M42cm、L45cm　●素材:ポリエステル、ポリウレタン　
●繊維に特殊プラチナが練りこまれ、副交感神経を優位にします

80502-0700　パンチングボール
●サイズ（約）:φ43×高さ118～142cm　
●素材:樹脂、スチール

80502-0701　プラスチックダンベル10kg（鉄人倶楽部）
●サイズ（約）:21×35×高さ19cm　
●素材:ポリエチレン、樹脂、充填材

80502-0702　トレーニングセット
●サイズ（約）:ヨガマット61×173×厚さ0.4cm、ト
レーニングローラーφ17×31cm　●素材:樹脂

80502-0703　トレーニングセット
●サイズ（約）プッシュアップバー16×23×高さ13cm、
バランスボールφ55cm、耐荷重100kg　●素材:樹脂

80502-0704　ストレッチローラー
●サイズ（約）:φ15×91.5cm　●素材:樹脂　
●耐荷重:80kg

80502-0705　リュックサック
●サイズ（約）:41×28×マチ16cm　●素材:ポリエステ
ル　●ポケット内1外4　●ウエストベルト、バストベルト付

80502-0706　タッチ式心拍計測ウォッチ（ソーラス）
●サイズ（約）:φ4cm、腕周り～20cm　
●素材:樹脂

80502-1399　スポーツタオルセット
●サイズ（約）：34×100cm
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グローバル リーディングスポーツブランドとして長い歴史を誇る
「アディダス」。スリーストライプス（3本ライン）は誰もが知るアディ
ダスのトレードマーク。最新のテクノロジーと高いデザイン性を併
せ持つ信頼性の高い商品群はトップアスリート達をはじめ、世界中
の人々から愛され続けています。

アディダス

80502-1264　トートバッグ
●サイズ（約）:40×32×マチ13cm　●素材:ポリエステ
ル　●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

積み重ねてきたパフォーマンスアスレチックブランド。ブランド名は
「セカンドスキン（第二の皮膚）」のように身体に密着するという特

●

●

80502-1399　スポーツタオルセット

徴的なウェアをユニフォームの下（＝Under）に着用する「アスリー
トが戦う為の鎧（よろい＝Armour）としたことに由来する。

カラー：ブルー×グレー
素材：綿100％

80502-0721　1ポールシート（ロゴス）
●サイズ（約）:33×28×最大高さ61cm（高さ3段階調整可）　
●素材:ジュラルミン、ポリエステル　●組立式

80502-0722　レジャーテント
●サイズ（約）:160×210×高さ130cm　
●素材:ポリエステル、グラスファイバー

80502-0723　BBQセット
●サイズ（約）:コンロ φ26.5×高さ21.5cm、クーラー
バッグ容量30ℓ　●素材:鉄、ポリエステル、アルミ

80502-0724　トートバッグ
●サイズ（約）:28×35×マチ13cm　●素材:綿　
●ポケット内1　●撥水加工

80502-0725　サビキ釣りセット
●サイズ（約）:全長165cm　
●素材:グラス、プラスチック、ナイロン

80502-0726　コーヒーポット
●容量（約）:満水1.2ℓ（適正容量0.8ℓ）　
●素材:ステンレス　●IH可

80502-0727　シュラフセット
●サイズ（約）:各176×75×厚さ4.5cm　
●素材:ポリエステル　●ケース付

80502-0728　LEDライト
●サイズ（約）:12×19.5×高さ16cm　
●素材:樹脂、ナイロン　●電池式　●4通りの発光

80502-0729　ミニ燻製鍋
●サイズ（約）:20×26.5×高さ16cm　
●素材:アルスター鋼板、鉄

80502-0730　登山用スティックセット
●サイズ（約）:最大120cm、最小90cm　
●素材:合金、樹脂　●2段スライド式

80502-0731　マグボトル（ピーコック）
●サイズ（約）:φ7.5×高さ20.6cm、容量600ml　
●素材:ステンレス、樹脂

80502-0732　マルチバスケット
●サイズ（約）:50×33×高さ37.5cm　
●素材:ポリエチレン、綿

80502-0733　スマートチェア（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:45×23×高さ74.5cm　
●素材:アルミ

80502-0734　フエゴハット（モンベル）
●サイズ（約）:M（56～58cm）　●素材:フレアテクト75%、コットン25%　
●カラー:アンバー
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80502-0747　 
導突鋸（レザーソー）
●全長サイズ（約）:60cm　
●素材:炭素鋼

80502-0748　 
ホリデーツールセット
●ケースサイズ（約）:32×22.5×厚さ6cm　 
●素材:樹脂、カーボンスチール

80502-0749　 
畜圧式発泡洗車スプレー
●サイズ（約）:13.5×20×高さ31.5cm　
●素材:樹脂　●カーシャンプー用

80502-0750　コードレスドライバー
●サイズ（約）:11×4.3×高さ15.5cm　
●素材:樹脂、炭素工具鋼　●ACアダプ
ター、下穴ドリル刃2、ドライバービット3

80502-0751　 
LEDセンサーライト
●サイズ（約）:14×9.5×高さ20cm　
●素材:難燃性ABS樹脂、ポリカーボネート

80502-0752　 
オイルペールツール
●サイズ（約）:φ30cm×34cm　
●素材:スチール（塗装）･ウレタン

80502-0753　軽量カート
●サイズ（約）:40×60×高さ76.5cm　
●素材:樹脂　●折りたたみ可　
●耐荷重約50kg

80502-0754　 
ステンレススコップ
●サイズ（約）:16.5×80cm　
●素材:ステンレス鋼

80502-0755　レインポンチョ
●サイズ（約）:着丈82cm、胸囲160cm、
適応身長155cm　●素材:ポリエステル
100%（アクリルコーティング）

80502-0756　 
消臭機能付ペットクッション2点セット
●サイズ（約）:60×80×高さ12cm、φ
35cm　●素材:綿、ポリエステル

80502-0757　ペットケア4点セット
●全長サイズ（約）:爪切10cm、散髪ハ
サミ14cm、スキハサミ14cm、爪ヤスリ
8cm　●素材:ステンレス、樹脂

80502-0758　 
自転車ロック&ライト
●サイズ（約）:ワイヤーロック全長120cm　 
●LED3灯式ライト
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80502-0775
養老山麓豚しゃぶしゃぶ900g
●容量:切り落としモモ450g×2

80502-0776
新潟こしいぶき
●容量:新潟県産こしいぶき5kg×1

80502-0777
讃岐うどん
●容量:50g×38束

80502-0778
有明海産味付海苔
●容量:味付海苔（8切24枚）×10

80502-1315 80502-0780
京かすてら詰合せ
（カステラハウス）

●容量:プレーン･抹茶･
黒糖×各5切

80502-0781
博多とんこつラーメン
●容量:半生麺90g×18、
豚骨スープ35g×18

80502-0782
どて焼き
●容量:170g×10

80502-0783
信州そば
●容量:50g×38束

80502-0784
手延べ島原素麺
●容量:50g×40

80502-130980502-1308

●
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国産うなぎ蒲焼
●容量：国産うなぎ
蒲焼60ｇ×2、
蒲焼たれ10ml×2

フリーズドライ
「お味噌汁･スープ詰合せ」

●容量:フリーズドライ「お味噌汁」
(ほうれん草･油あげ)×各5、
フリーズドライ「たまごスープ」
（和風･中華）×各5

和菓子詰合せ(万葉庵)
容量:薯蕷饅頭8個×2袋､
パイ饅頭(かぼちゃ)×5､
黒糖どらやき×３
小豆どら焼き×4

80502-0787　 
長崎ちゃんぽん詰合せ
●容量:ちゃんぽん麺80g×18、
長崎ちゃんぽんスープ20g×18

80502-1310　 

●

80502-0789　 
西京焼食べ比べ（山大）
●容量:西京焼き各種60g（紅鮭･ぶり･
赤魚･トラウト･銀鮭）×各1、
ポン酢200ml

80502-0790　 
紀州はちみつ梅「紀の和み」
●容量:1kg

80502-0791　 
お茶漬け･ 
有明海産味付海苔詰合せ
●容量:味付海苔（8切24枚）×4、梅茶
漬け（7g×4袋）･のり茶漬け（5.5g×4
袋）･鮭茶漬け（7g×4袋）×各2

80502-0792　 
熊本ラーメン詰合せ
●容量:麺80g×18、
熊本スープ40g×18

80502-1348　 80502-0794　 
伊賀越 醤油セット
●容量:天然醸造しょうゆ1ℓ×5、
国産丸大豆しょうゆ1ℓ×4

80502-1311　 
下仁田こんにゃく詰合せ
●

80502-0796　 
ラーメン4種セット
●容量:麺80g×16、醤油スープ35g×4、
塩スープ36g×4、味噌スープ35g×4、
豚骨スープ35g×4

80502-0797　 
おかき･かりんとう詰合せ
●容量:かりんとう（さつまいも･黒糖）
各40g×4、ざらめ千枚40g･彩りあら
れ40g×各3、丸餅（醤油･サラダ）各
40g×3

80502-0798　 
静岡銘茶 深むし茶
●容量:煎茶80g×2、
煎茶（清緑）80g×1
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静岡銘茶 香雅伝承
容量:特上煎茶(撰)150ｇ×2

もなか詰合せ(風雅)
●容量：北海道小豆
もなか×5、
甘露栗もなか×5、
安納芋もなか×5、
八女茶もなか×5

容量:さしみこんにゃくスライスのどごし
(青・白・ゆず)　各180ｇ､ゆばこんにゃく
130ｇ×2､さしみこんにゃく缶蒸し ゆず
175ｇ､田舎こんにゃく缶蒸し 黒175ｇ、
こんにゃく冷麺200g×2､みそ漬けこんにゃく
230g､焦がし下仁田ねぎの味付け玉こんにゃく
250ｇ､うま辛こんにゃく300ｇ､珍味
こんにゃく蒟くん40ｇ×2

●塩分:8％

明治35年より約100年守り続けてきた味 1778年創業　日本三大銘菓

銘柄鶏「華味鳥」の
手羽元を丸ごと一本

創業1974年、やまやこだわりの味

80502-0768
手羽元カレー8食（博多華味鳥）
●容量:200g×8

80502-0769 佃煮15品詰合せ（廣川昆布）
●容量:昆布佃煮各45ｇ（ごま･ちりめん･椎茸･山椒･角切･しめじ･しその
実）、その他佃煮各45ｇ（ごまひじき･木耳･わかめ･ひじき･しその実わかめ）、
一口椎茸30ｇ･かつお昆布18g･細切汐吹昆布18g各1　

80502-0770
越乃雪（越乃雪本舗大和屋）
●容量:越乃雪×64

80502-0767
無着色昆布明太子（やまや）
●容量:昆布明太子450g　●賞味期限:冷蔵で10日
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5251

MG ユニコーンガンダム バウムクーヘン22個

トートバッグ（アディダス）

フエゴハット（モンベル）

コードレスドライバー

スポーツ

国産うなぎ蒲焼

ホビー グルメ
洋食

グルメ
和食

アウトドア

ガーデン・
DIY

5,600円（税込6,160円） （5,000円コース ＋ システム料 600円）



Gourmet Ticket

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

pizza＆wine＆cheese otto

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　
●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。
●有効期限：発行日より6ヶ月

蕎麦屋しろう

京はやしや 博多店

ワイン1本（赤ｏｒ白）、チーズ盛、チキングリル、ピ
ザ2枚

80502-1034
ライトディナーコースお食事券 2名様

●東京都日比谷線「八丁掘」駅より徒歩3分
●ご利用時間：17：00～23：00（ＬＯ22：30）、
土曜日：17：00～22：00（ＬＯ21：30）
●定休日：日曜・祝日

80502-1263
ランチコースお食事券 2名様
●ご利用時間：11：30～17：00
●定休日：木曜日　※12歳からご入場可とさせ
て頂いております。
●東京都地下鉄「表参道」駅より徒歩約5分

抹茶パフェ又は特製あんみつ＋選べるお茶＋
プチギフト（各2）

80502-1037
カフェチケットお食事券 2名様

●福岡県 JR「博多」駅より直結
●ご利用時間：11：00～23：00（LO22：00）
●休業日：不定休、施設に準ずる
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写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　　有効期限：発行日より6ヶ月

写真はイメージです。
お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月
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●

アンリ・シャルパンティエ 銀座店マリアージュフレール

クレープシュゼット＋コーヒーまたは紅茶＋ギフト

80502-1041
クレープシュゼットセットお食事券 2名様

分1歩徒りよ」駅目丁1座銀「  都京東
営業時間：11：00～20：00
休業日：不定休

お茶（1teapot）＋お茶を使ったデザート（各2）
アフターヌーンティーセットお食事券 ２名様

80502-1039 銀座本店
東京都 「銀座駅」より徒歩1分　 ご利用時間：11：

30～19：30（L.O）　　休業日：無休

80502-1040 新宿店
東京都 「新宿三丁目駅」より徒歩1分　 ご利用時

間：11：00～19：30（L.O）　 休業日：無休

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1名／乗船＋お食事／90分

80502-1305
コンチェルト　お食事券 1名様

　兵庫県 JR「神戸」より徒歩10分

ご利用時間：14:30～16:00
休業日：不定休

●

●

●

食事内容:カレーセット
●

●

クルージング

皆生温泉 温海温泉 

●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

大湯温泉 三谷温泉

●フェイスタオル+バスタオル+ワンドリンク
+お土産付（1組につき1つ）
●泉質：ナトリウムカルシウム塩化物硫酸
塩温泉
●ご利用時間：12：00～19：00
●除外日：不定休
●山形県 電車/JR羽越本線「あつみ温
泉」駅より車約5分
●送迎：あり

80502-1188
たちばなや 日帰り入浴 2名様

●ランチバイキング
●泉質：芒硝・単純温泉、ナトリウム・カルシ
ウム―塩化物泉
●ご利用時間：11：00～21：00
●除外日：火・水曜日
●鳥取県 電車/JR「米子」駅より車約15
分
●送迎：なし

80502-1189
東光園 日帰り入浴+昼食付 2名様

●フェイスタオル＋バスタオル付
●休憩室利用可（11：00～15：00）
●食事：レストランにてランチセット
●泉質：ナトリウム塩化物泉
●入浴12：30～19：00、食事11：45～
13：30
●除外日：年末年始、お盆、冬季（12月上
旬～4月上旬）
●秋田県 JR「十和田南」駅より車約10分

80502-1190
大湯温泉ホテル鹿角 日帰り入浴＋昼食付 2名様

●フェイスタオル+バスタオル付
●休憩場所：湯上り処
●食事：レストラン竜宮にてランチバイキング
●泉質：単純弱放射能温泉、アルカリ性単
純泉
●入浴11：00～15：00、食事11：00～14：
00（最終受付13：15）
●除外日：土、日、祝日、ゴールデンウィーク、
お盆、年末年始、その他不定休あり
●愛知県 JR「三河三谷」駅より車約5分、
徒歩約20分

80502-1262
ホテル明山荘 日帰り入浴+昼食付（平日限定） 2名様
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ゴールドジム

プライベートトレーニング／60分

世界30カ国・700カ所以上・300万
人のメンバーを誇る世界最大級のネッ
トワークのフィットネスクラブです。

●営業時間、休館日は店舗により異なります。
詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●宮城県 JR「仙台駅」より徒歩3分

80502-1047 ゴールドジム　仙台宮城

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩1分

80502-1048 ゴールドジム　大宮さいたま

●東京都 JR「北千住」駅より徒歩8分

80502-1049 ゴールドジム　北千住東京

●東京都 各線「銀座駅」より徒歩4分

80502-1050 ゴールドジム　銀座東京

●東京都 JR「渋谷駅」より徒歩4分

80502-1051 ゴールドジム　渋谷東京

●千葉県 京成「津田沼駅」より徒歩1分

80502-1057 ゴールドジム　津田沼千葉

●千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩5分

80502-1058 ゴールドジム　幕張千葉ANNEX

●千葉県 東西線「浦安駅」より徒歩1分

80502-1059 ゴールドジム　浦安千葉

●愛知県 JR「金山駅」より徒歩1分

80502-1060 ゴールドジム　名古屋金山

●滋賀県 JR「栗東駅」より徒歩1分

80502-1061 ゴールドジム 栗東滋賀

●東京都 JR「中野駅」より徒歩5分

80502-1052 ゴールドジム ウエスト東京（中野）

●東京都 JR「八王子駅」より徒歩1分

80502-1053 ゴールドジム　八王子

●神奈川県 JR「戸塚駅」より徒歩1分

80502-1054 ゴールドジム　戸塚神奈川

●神奈川県 JR「辻堂駅」より徒歩1分　

80502-1055 ゴールドジム　湘南神奈川

●神奈川県 小田急線「本厚木駅」より徒歩1分

80502-1056 ゴールドジム　厚木神奈川

●千葉県 各線「本八幡駅」より徒歩約3分

80502-1074 ゴールドジム　本八幡千葉
●東京都 JR「町田駅」より徒歩約1分

80502-1088 ゴールドジム　町田東京

●東京都 京王線「南大沢駅」より徒歩約1分

80502-1092 ゴールドジム　南大沢東京

●神奈川県 JR「武蔵溝ノ口駅」より徒歩約1分

80502-1093 ゴールドジム　溝の口神奈川

●東京都 JR「大森駅」より徒歩約1分

80502-1089 ゴールドジム サウス東京ANNEX（大森）

●東京都 JR「国立駅」より徒歩約2分

80502-1090 ゴールドジム　国立東京

●東京都 京王線「府中駅」より徒歩約１分

80502-1091 ゴールドジム　府中東京

●東京都 JR「四ツ谷駅」より徒歩約3分

80502-1078 ゴールドジム　四ツ谷東京

●東京都 地下鉄「明治神宮前駅」より直結

80502-1079 ゴールドジム　原宿東京

●東京都 地下鉄「南砂町駅」より徒歩約8分

80502-1075 ゴールドジム イースト東京（南砂町）

●東京都 地下鉄「明治神宮前駅」より徒歩約5分

80502-1080 ゴールドジム　原宿ANNEX

●東京都 JR「大塚駅」より徒歩約2分

80502-1076 ゴールドジム ノース東京（大塚）

●東京都 地下鉄「表参道駅」より徒歩約2分

80502-1081 ゴールドジム　表参道東京

●東京都 JR「東中野駅」より徒歩約2分

80502-1077 ゴールドジム　東中野東京

●東京都 地下鉄「表参道駅」より徒歩約7分

80502-1082 ゴールドジム　南青山東京

●東京都 京王線「笹塚駅」より徒歩約5分

80502-1083 ゴールドジム　笹塚東京

●大阪府 阪急「梅田駅」より徒歩5分

80502-1062 ゴールドジム　梅田大阪

●大阪府 JR「高槻駅」より徒歩1分

80502-1063 ゴールドジム　高槻大阪

●兵庫県 東海道本線「元町駅」より徒歩3分

80502-1064 ゴールドジム　神戸元町

●京都駅 JR「二条駅」より徒歩1分

80502-1065 ゴールドジム　京都二条

●福岡県 地下鉄「天神駅」より徒歩3分

80502-1066 ゴールドジム　博多福岡

●宮城県 JR「榴ヶ岡駅」より徒歩約1分

80502-1067 ゴールドジム　仙台サンプラザ

●埼玉県 JR「さいたま新都心駅」より徒歩約2分

80502-1068 ゴールドジム さいたまスーパーアリーナ

●埼玉県 西武鉄道「新所沢駅」より徒歩約1分

80502-1069 ゴールドジム　新所沢埼玉

●千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩約5分

80502-1070 ゴールドジム　幕張千葉WBG

●千葉県 地下鉄「行徳駅」より徒歩約3分

80502-1071 ゴールドジム　行徳千葉アスレチックセンター

●千葉県 地下鉄「行徳駅」より徒歩約1分

80502-1072 ゴールドジム　行徳千葉フィットネスセンター

●千葉県 京成本線「船橋競馬場駅」より徒歩約7分

80502-1073 ゴールドジム　南船橋千葉

●東京都 各線「代々木上原駅」より徒歩約1分

80502-1084 ゴールドジム　代々木上原東京

●東京都 JR「浜松町駅」より徒歩約2分

80502-1085 ゴールドジム　浜松町東京

●東京都 JR「大井町駅」より徒歩約１分

80502-1087 ゴールドジム サウス東京（大井町）

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩約2分

80502-1086 ゴールドジム　銀座中央

●愛知県 地下鉄「久屋大通駅」より直結

80502-1094 ゴールドジム　名古屋栄

●愛知県 名鉄「南安城駅」より徒歩約10分

80502-1095 ゴールドジム　安城コロナワールド

●京都府 地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩約3分

80502-1096 ゴールドジム　京都烏丸

●京都府 地下鉄「今出川駅」より徒歩約10分

80502-1097 ゴールドジム　京都今出川

●大阪府 JR「新福島駅」より徒歩約3分

80502-1098 ゴールドジム　大阪中之島

●大阪府 阪急「十三駅」より徒歩約8分

80502-1099 ゴールドジム　十三inプラザオーサカ

●福岡県 西鉄バス「東光寺北口」より徒歩約2分

80502-1101 ゴールドジム コマーシャルモール博多

●兵庫県 地下鉄「新神戸駅」より徒歩約2分

80502-1100 ゴールドジム　新神戸兵庫
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厳選 海の幸

80502-0759
さざえ･赤にし つぼ焼き
●容量:さざえ55g･赤にし60g×各2

80502-0760
かつおのたたき黒潮造り
●容量:かつおのたたき黒潮造り250g×4、
黒潮造りのたれ10ml×4

80502-0761
一夜干し詰合せ
●容量:鯛110g、いさぎ110g、太刀魚120g、
舌平目120g×2
※水揚げ状況により内容が変更になる場合
がございます。

80502-0762
天然南まぐろ切り落とし
500g
●容量:切り落とし500g　
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トーイングフライト
初心者でも気軽に飛行体験ができるハンググライダー

キャンドル作り
キャンドルの灯りで癒しの時間を

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フラワーアレンジメント
花に触れて、暮らしと心にオアシスを

陶芸
陶芸の奥深い魅力との出会い

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

蜜ろうキャンドル作り体験2名／60～90分
●山形県 JR「山形駅」より車60分
●ご利用時間:10：00～17：00
●休業日：不定休

80502-1172 ハチ蜜の森キャンドル

スイーツ2個＆モールドキャンドル2個製作1名／100分
●石川県 北鉄バス兼六園下経由暁町バス
　より徒歩15分
●ご利用時間:9:00～18:00
●休業日:不定期

80502-1173 かおりキャンドル金沢

2名／オリジナル食器2点作り／120分　●福岡県 JR
「西戸崎駅」より徒歩15分　●ご利用時間:10:00～
12:00、14:00～16:00 ●休業日:月曜～水曜

80502-1177 ceramic art studiomu

2名／絵付け体験／90分　●ドリンク、お土産付　●大阪府 JR
「桜島駅」よりバス15分　●ご利用時間:10:30～12:00、　14:00
～15:30、土曜16:30～18:00 ●休業日:月曜・金曜

80502-1178 舞洲陶芸館

ろくろ体験Bコース 1名様／120分　●神奈川県 JR
「北鎌倉」駅より徒歩約10分　●ご利用時間：10:00～
17:00 ●休業日:毎週金曜日及び29日以降月末まで

80502-1179 鎌倉明月窯

トーイングフライト1人2回　
●ご利用時間：9：00～日没
●定休日：不定休
●山梨県 富士急行線「富士山」駅よりバス約25分
※体重制限：90kgまで。

80502-1171 忍野スカイスポーツ倶楽部

生花またはプリザードフラワーアレンジメン
トレッスン1名／120分
●神奈川県 JR「関内駅」より徒歩3分　
●ご利用時間:月・火・水・第2土10:00～18:00
●休業日:日・祝

80502-1174 青木悦子エステルフラワーデザインスタジオ

プリザーブドフラワーアレンジメント1名／60分
●宮城県 JR「仙台駅」徒歩4分　
●ご利用時間:10:00～20:00
●HPのスケジュールに準ずる

80502-1176 花ステラフラワーデザインスクール
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筑波山温泉 

●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●写真はイメージです。
●お申込後、「ご利用チケット」をお届けいたします。　●有効期限：発行日より6ヶ月

川治温泉 石和温泉 

横谷温泉

●フェイスタオル+バスタオル+ワンドリンク
（ソフトドリンク）付
●泉質：アルカリ性単純温泉
●ご利用時間：11：30～15：00
●除外日：不定休
●茨城県 電車/つくばエクスプレス「つく
ば」駅より車で約35分
●送迎：なし

80502-1192
筑波山江戸屋 日帰り入浴 2名様

●コーヒー券+お土産付
●泉質：アルカリ単純温泉
●ご利用時間：11：00～17：00
●除外日：なし
●山梨県 電車/JR「石和温泉」駅より徒
歩約5分
●送迎：あり

80502-1194
華やぎの章 慶山 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル+バスタオル+お土産付
（地酒1組につき1本）
●泉質：アルカリ単純泉
●ご利用時間：14：00～16：00
●除外日：不定休
●栃木県 電車/東武鉄道・野岩鉄道「川
治湯元」駅より徒歩約18分
●送迎：なし

80502-1195
湯けむりの里 柏屋 日帰り入浴 2名様

●フェイスタオル＋バスタオル付
●食事：遊楽庵にて十割そば盛2枚
●泉質：含鉄泉/単純炭酸泉
●入浴12：00～15：00、食事11：30～
14：00
●除外日：お盆、年末年始、ＧＷ
●長野県 JR「茅野」駅より車約20分

80502-1193
横谷温泉旅館 日帰り入浴＋昼食付 2名様
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マッサージ・リフレクソロジー
疲れやストレスの解消に 第二の心臓と言われる足裏をケア

●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月　●写真はイメージです。

スタジオ・ヨギー　
骨盤調整レッスン 約75分（ペア1回）
※レンタルマット無料　※ドリンク付
※全店舗休業日：年末年始

ビューティー・
ペルヴィス

スタジオ・ヨギー　
ヨガレッスン 約75分（ペア1回）　
※レンタルマット無料　※ドリンク付
※全店舗休業日：年末年始

ヨガレッスン
スタジオ・ヨギー　
ピラティスレッスン 約60分（ペア1回）
※レンタルマット無料　※ドリンク付
※全店舗休業日：年末年始

ピラティス
レッスン

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80502-1127 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80502-1136 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80502-1128 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80502-1137 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80502-1129 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80502-1130 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80502-1138 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80502-1131 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80502-1139 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80502-1132 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80502-1140 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80502-1133 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80502-1141 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80502-1134 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80502-1142 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80502-1143 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80502-1146 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80502-1144 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80502-1147 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80502-1145 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80502-1148 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80502-1135 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80502-1149 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80502-1158 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80502-1150 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80502-1159 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80502-1151 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80502-1152 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80502-1160 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80502-1153 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80502-1161 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80502-1154 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80502-1162 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80502-1155 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80502-1163 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80502-1156 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80502-1164 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80502-1165 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80502-1168 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80502-1166 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80502-1169 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80502-1167 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80502-1170 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80502-1157 スタジオ・ヨギー新宿WEST

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩1分
80502-1105 スタジオ・ヨギー新宿EAST

●愛知県 JR「名古屋駅」より徒歩1分
80502-1114 スタジオ・ヨギー名古屋

●神奈川県 JR「横浜駅」より徒歩2分
80502-1106 スタジオ・ヨギー横浜

●大阪府 御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
80502-1115 スタジオ・ヨギーOSAKA

●埼玉県 JR「大宮駅」より徒歩4分
80502-1107 スタジオ・ヨギー大宮

●静岡県 JR「静岡駅」より徒歩3分
80502-1108 スタジオ・ヨギー静岡パルコ

●京都府 阪急「河原町駅」、地下鉄「四条駅」より徒歩1分
80502-1116 スタジオ・ヨギー京都

●北海道 JR「札幌駅」より徒歩1分
80502-1109 スタジオ・ヨギー札幌

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩1分
80502-1117 スタジオ・ヨギー渋谷

●東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
80502-1110 スタジオ・ヨギーTOKYO

●東京都 JR「池袋駅」より徒歩1分
80502-1118 スタジオ・ヨギー池袋

●東京都 各線「中目黒駅」より徒歩2分
80502-1111 スタジオ・ヨギー中目黒

●東京都 各線「北千住駅」より徒歩1分
80502-1119 スタジオ・ヨギー北千住

●東京都 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
80502-1112 スタジオ・ヨギー神楽坂

●東京都 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
80502-1120 スタジオ・ヨギー銀座

●東京都JR「町田駅」より徒歩1分
80502-1121 スタジオ・ヨギー町田

●東京都JR「錦糸町駅」より徒歩2分
80502-1124 スタジオ・ヨギー丸井錦糸町

●大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
80502-1122 スタジオ・ヨギーなんば

●神奈川県JR「川崎駅」より徒歩1分
80502-1125 スタジオ・ヨギー川崎

●神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
80502-1123 スタジオ・ヨギー湘南藤沢

●愛知県あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩2分
80502-1126 スタジオ・ヨギー名古屋グローバルゲート

●東京都 各線「新宿駅」より徒歩6分
80502-1113 スタジオ・ヨギー新宿WEST

足湯＋足つぼ施術／50分　
●愛媛県 伊予鉄「松山市駅」徒歩10分　
●ご利用時間:11:00～20:00
●休業日:水曜日

80502-1103 Relaxation Space 212

タイ式マッサージ 1名様　
●内容：タイ式マッサージ、オリジナルバスソル
ト入りの足浴付
●所要時間/40分
●ご利用時間：13：00～23：30（最終受付：22：30）
●定休日：なし
●東京都東京メトロ「六本木」駅より徒歩約5分

80502-1104Ｃｈａｉ六本木店
ボディリンパコース／60分　
●愛媛県 JR「市坪駅」徒歩10分　
●ご利用時間:9:30～19:00
●休業日:日曜

80502-1102 東洋系リンパマッサージルナコスメティックサロン

745600_ノブルエ

Japanese Brand 肉
国産黒毛和牛松阪牛

上州牛 相模牛

80502-0764
すき焼き用300g
●容量:モモ300g

80502-0763
すき焼き用250g
●容量:牛バラ肉250g

80502-0765
焼肉用 250g
●容量:モモ250g

80502-0766
焼肉用 250g
●容量:モモ250g
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クアアイナ

ハンバーガー3品＋フレンチフライ
（S）＋パンケーキブリュレ＋ソフトドリ
ンク3品

ハンバーガーセット
お食事券

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

スタンダードラーメンから4品＋
餃子2枚＋ソフトドリンク4杯

ラーメンセット
お食事券 4名様麺屋空海

Gourmet Ticket

●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●神奈川県 JR「鎌倉駅」より徒歩15分　●ご利用時間：
10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：無休

鎌倉店80502-1008

●東京都 東京メトロ「表参道駅」より徒歩1分　●ご利用
時間：10：00～22：30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

青山本店80502-1000

●千葉県 JR「袖ヶ浦駅」よりバス10分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク木更津店80502-1009

●東京都 各線「池袋駅」より徒歩8分　●ご利用時間：
10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

池袋サンシャインシティ店80502-1001

●東京都 各線「二子玉川駅」より徒歩1分　●ご利用時
間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

二子玉川店80502-1002

●東京都 りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩12分　
●ご利用時間：11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

アクアシティお台場店80502-1003

●東京都 JR「東京駅」より徒歩2分　●ご利用時間：月～土11:00～
23:00（L.O22:30）、日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

丸ビル店80502-1004

●東京都 JR「御茶ノ水駅」より徒歩10分　●ご利用時
間：10:00～21:30（L.O21:00）　●休業日：年末年始

神田駿河台店80502-1005

●東京都 各線「五反田駅」より徒歩5分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

五反田店80502-1006

●東京都 各線「渋谷駅」より徒歩10分　●ご利用時間：
10:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：年末年始

渋谷宮益坂店80502-1007

●千葉県JR「舞浜駅」南口左手すぐ  ●ご利用時間：平日11:00
～23:00、土日祝10:00～23:00　●休業日：施設に準ずる

舞浜イクスピアリ店80502-1010

●埼玉県 JR「さいたま新都心駅」東口直結　●ご利用時間：
11:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

さいたま新都心店80502-1011

●埼玉県 西武池袋線「入間市駅」よりバス15分　●ご利用時間：平
日11:00～21:00、土日祝11:00～22:00　●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク入間店80502-1012

●埼玉県 武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結　●ご利用時
間：10:00～23:00（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

イオン越谷レイクタウン店80502-1013

●栃木県 JR「佐野駅」よりバス15分　●ご利用時間：
11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

佐野プレミアム・アウトレット店80502-1014

●大阪府 地下鉄各線「なんば駅」より徒歩8分　●ご利用時
間：11:00～22:30（L.O22:00）　●休業日：施設に準ずる

なんばパークス店80502-1015

●大阪府 各線「りんくうタウン駅」より徒歩6分　●ご利用時
間：11:00～21:00（L.O20:30）　●休業日：施設に準ずる

りんくうプレミアム・アウトレット店80502-1016

●滋賀県 JR「野洲駅」「近江八幡駅」よりバス30分　●ご利
用時間：11:00～21:00（L.O20:30） ●休業日：施設に準ずる

三井アウトレットパーク滋賀竜王店80502-1017

●大阪府 大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩7
分　●ご利用時間：10:00～20:30　●休業日：不定休

ららぽーとEXPOCITY店80502-1018

●長野県 JR「軽井沢駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11:00～19:30　●休業日：施設に準ずる

軽井沢店80502-1019

●宮城県JR「仙台駅」より徒歩2分　●ご利用時間：
11：00～23：00（L.O22：30）　●休業日：施設に準ずる

仙台パルコ2店80502-1020

●神奈川県江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩1分　●ご利
用時間：10：00～21：30（L.O21：00）　●休業日：年末年始

片瀬江ノ島店80502-1021

●福岡県地下鉄「天神駅」より徒歩4分　●ご利用時間：
11：00～23：30（L.O23：00）　●休業日：施設に準ずる

福岡ソラリアプラザ店80502-1022

●神奈川県 「大船駅」より徒歩1分
●ご利用時間：11：00～22：00
●休業日：施設に準ずる

大船ルミネウィング店80502-1275

●神奈川県 「川崎駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

川崎店80502-1279

●千葉県 「空港第2ビル駅」内
●ご利用時間：8：00～20：30
●休業日：施設に準ずる

成田空港店80502-1276

●千葉県 JR「海浜幕張駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

海浜幕張店80502-1277

●東京都 「品川駅」より徒歩3分　●ご利用
時間：月～金11：00～23：00、土・日・祝日11：
00～15：00　●休業日：施設に準ずる

品川グランパサージュ店80502-1272

●東京都 「東京テレポート駅」より徒歩3分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

ヴィーナスフォート店80502-1273

●東京都 JR「恵比寿駅」より徒歩15分
●ご利用時間：11：00～23：00
●休業日：施設に準ずる

恵比寿店80502-1274
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ネイルケア
すっきりとして美しい指先を

ガラス工芸
美しい光とガラスのアートに挑戦

観光人力車

写真はイメージです。
お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　 有効期限：発行日より6ヶ月

写真はイメージです。
お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。詳細は巻末をご覧ください。　 有効期限：発行日より6ヶ月

ステンドグラスで6面体のナイトライト作り体験1名／120分　
神奈川県 神奈川中央交通「上郷ネオポリス駅」より徒歩5分
ご利用時間:13:00～16:00 休業日:日曜、月曜

80502-1183 アトリエヨシダ

ステンドグラス（フォトスタンドBタイプ）体験1名／120分　
愛知県 名鉄「河和駅」よりバス15分　
ご利用時間:10:00～17:00 休業日:火曜

80502-1184 ガラス工房グラスバレー

人力車ご乗車 下町遊覧 2名様　
所要時間：約15分
ご利用時間：9：00～18：00（季節変動あ

り）
雨天時も利用可（台風や大雪等の悪天

候を除く）
除外日：ゴールデンウィーク、お盆期間、

年末年始
東京都各線「浅草」駅より徒歩2分

80502-1181 くるま屋

ケアカラー＆ハンドマッサージ／80分　
青森県 JR「青森駅」徒歩1分　
ご利用時間：10：00～20：00
休業日:不定休（施設に準ずる）

80502-1185 OopsNAIL 青森ラビナ店
ケアカラー＆ハンドマッサージ／80分　

岩手県「盛岡駅」徒歩10分　
ご利用時間：10：00～19：00
休業日:不定休（施設に準ずる）

80502-1187 OopsNAIL 盛岡フェザン店

ケアカラー＆ハンドマッサージ／80分　
岩手県 JR「北上駅」バス15分　
ご利用時間：10：00～20：00
休業日:無休

80502-1186 OopsNAIL 北上 パル店

765600_ノブルエ

2名様　
内容：試食＋手打ち専用粉（5人前）＋

麺棒＋修了証書＋お土産付
所要時間：約1時間30分
営業時間/10：00～
定休日：年末年始
香川県ＪＲ「高松」駅より車約10分

80502-1405 さぬき麺業

手打ちうどん体験
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●写真はイメージです。
●お申込後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

日本料理 なるみ乃 薬院店

●写真はイメージです。
●お申込後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●有効期限：発行日より6ヶ月

シャルルフレンチ
ル・タンドール

シュペールサンク

月島名物もんじゃだるま

特選海鮮丼定食（特選海鮮丼・みそ汁・
小鉢・つけもの・サラダ）＋天ぷら（各2）

80502-1031
夜の定食「松」 お食事券 2名様

●福岡県 西鉄天神大牟田線「薬院駅」より徒歩5分
●ご利用時間：11：30～23：00
●休業日：日曜　●ランチでのご利用も可

80502-1033
季節のランチコースお食事券 2名様
●ご利用時間：11：30～15：00（LO：14：00）
●定休日：水曜日※貸切・イベント等でご利用い
ただけない場合がございます。※季節・仕入れ状
況によりメニュー内容は変更になる場合がござい
ます
●千葉県「成田」駅より徒歩約5分

鉄板焼3種盛り合わせ（内容おまかせ）　●内容例：もち明
太子チーズもんじゃ、だるまくんもんじゃ（海鮮）、あんこ巻き
※月島本店および海鮮処でご利用いただけます。

80502-1278 銀だるまお食事券 2名様

●東京都 地下鉄「月島」駅より徒歩3分
●ご利用時間：月～金11：30～23：00（LO22:00）、
土・日・祝日11：00～23：00（LO22:00）
●休業日：無休

80502-1032 ランチお食事券 2名様
●電車/東京メトロ「表参道」駅、「明治神宮前」
駅、「外苑前」駅下車
●ご利用時間：11：30～16：00（LO14：00）　
●休業日：不定休
※季節・仕入れ状況によりメニュー内容は変更に
なる場合がございます。
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夏目漱石の作中に
登場したレストラン

世界中のおいしいお茶を
届け続けて20年。

東京ミッドタウン日比谷に店舗を構える
フレンチの人気店。

80502-0771
えんどう豆のスープ9食（日比谷松本楼）
●容量:160g×9

80502-0772
ネプチューン（ルピシア）
●容量:紅茶50g×6　●はちみつに漬け込んだフルーツが豊かに香る紅茶

80502-1307

●

80502-1252
スウィーツグジェール（モルソー）
●容量:チーズと黒こしょう味25g×5･トマトとバジル味25g×5
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80年以上愛され続けるモロゾフ。
素材にこだわる今を代表するスイーツ。

焼菓子詰合せ(モロゾフ)
容量：ファヤ―ジュ×12､アルカディア90ｇ×2､抹茶クッキー5枚×2

5251 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 1,002点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

ビューティー・ペルヴィス（骨盤調整）レッスン国産黒毛和牛 

クルージング

シャルルフレンチ ル・タンドール

観光人力車

皆生温泉

銘店グルメ

体験
グルメ
銘柄肉
海鮮

体験
レストラン

体験
温泉

体験

体験



5453

掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-007  コリウス

商品価格 ： 8,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 415点

8,600円（税込9,460円）

QRコード



5453



80602-108　 
長傘 
（ニューヨークストーリー）

●サイズ（約）:親骨60cm、骨8本　
●素材:ポリエステル、木　
●カラー:ネイビー　
●手開き式

80602-109　 
軽量ボストンバッグ
●サイズ（約）:33×48×マチ25cm　
●素材:ポリエステル　
●ポケット内3外1　●カラー:ネイビー

80602-107　 
ワンショルダーバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:33×16×マチ7cm　●素材:ポリエステル
●ポケット外3内1　●カラー:ネイビー

80602-110　デイパック（MEI）
●サイズ（約）:37×30×マチ12cm　●素材:ポリエステル（コーデュラ）　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外1　●カラー:ネイビー×レッド

80602-111　 
メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～19cm　
●素材:アロイ、合成皮革　
●日常生活防水　●カラー:ブルー

80602-112　 
ファスナー式牛革長財布（インディアンモトサイクル）
●サイズ（約）:9×20×厚さ1.5cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入8　●カラー:ホワイト

2108600_ノブルエ

80602-082　本革ビジネスシューズ26cm（サラバンド）
80602-083　本革ビジネスシューズ26.5cm（サラバンド）
●素材:本革、合成底　●カラー:ライトブラウン

80602-084　 
牛革メンズウォッチ
（チェイスタイム）

●サイズ（約）:φ3.4×厚さ0.8cm、
腕周り～20cm　
●素材:牛革　
●日常生活防水　
●カラー:ブラウン

80602-085　 
かぶせ式牛革折財布 
（インディアンモトサイクル）

●サイズ（約）:9.5×11×厚さ4cm　
●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入4　
●カラー:チョコ

80602-086　ブリーフバッグ（ミッシェルクラン）
●サイズ（約）:30×40×マチ10cm　●素材:ポリエステル　
●ファスナー式開閉、ポケット内2外1　●カラー:ダークブラウン

80602-087　かぶせ式長財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9.5×19×厚さ3cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入9　●カラー:ブラウン

80602-088　メンズベルト（スタメッラ）
●サイズ（約）:最大ウエスト115.5cm　
●素材:表:牛床革、裏:リサイクルレザー
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8061-0049　トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:31.5×48×マチ16cm　●素材:合成皮革　
●ベロ付マグネット開閉　●ポケット内3　●カラー:パープル　

8061-0050　ファスナー式長財布（イルムス）
●サイズ（約）:10×18.5×厚さ4cm　●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入12　●カラー:ブルー　

8061-0051　シルクスカーフ
●サイズ（約）:88×88cm　●素材:絹　●カラー:ベージュ　

8061-0047
ハンドバッグ

（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×30×マチ13cm
●素材:合成皮革
●ファスナー開閉　●ポケット内2
●カラー:キャメル

8061-0046 
プチダイヤペンダント
●サイズ（約）:全長40×トップ1.2×1cm
●素材:ダイヤモンド0.01ct、
シルバー925ロジウムメッッキ　

8061-0048
ファスナー式長財布
●サイズ:10×19×厚さ3cm
●素材:合成皮革 
●札入2、小銭入1、カード入8
●カラー:ピンク

80602-070　長傘（クリショオン･サイモン）
●サイズ（約）:親骨60cm、16本骨　●素材:ポリエステル　
●カラー:ブラック（ストライプ柄）　●手開き式

80602-891　名刺入れ(フランコフェラーロ)
●サイズ（約）:7×11×厚さ1cm　●素材:牛革､レーヨン　

●カラー:ブラック

80602-892　ビジネスバッグ
●サイズ（約）:30×40×マチ6cm　●素材:ナイロン ●ポケット内5外1
●カラー:ブラック

80602-074　かぶせ式長財布（ファイブナイン）
●サイズ（約）:9.5×19×マチ2cm　●素材:牛床革　
●札入2、小銭入1、カード入12　●カラー:ブラック

80602-075　 
本革メンズウォッチ 
（ジョルジョマレリー）

●サイズ（約）:φ4.2cm、腕周り～19cm　
●素材:ステンレス、本革　
●日常生活防水
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80602-885
●サイズ（約）:60×50×マチ2cm ●素材:ナイロン
●カラー:ブラック

ガーメントバッグ（ミシェルクラン）

●名刺入1､カード入2､ポケット内2

●着脱式ショルダーベルト付

80602-096　山羊革名刺入れ（バジェックス）
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ0.8cm　
●カラー:ダークブラウン

80602-097　 
ショルダーバッグ（ヒロココシノ）
●サイズ（約）:28×24×マチ8cm　
●素材:合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外1　
●カラー:ダークブラウン

80602-095　 
ワンショルダーバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:33×16×マチ7cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット外3内1　
●カラー:ブラック

80602-098　ショルダーバッグ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:26×33×マチ15cm　●素材:ナイロン、合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外3　●カラー:ブラウン

80602-099　かぶせ式長財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9×18.5×厚さ1.8cm　●素材:牛革、合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入10　●カラー:ブラウン

80602-100　 
メンズウォッチ
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:φ2.7cm、腕周り～19.5cm　
●素材:亜鉛合金、合成皮革　
●日常生活防水　
●カラー:ブラック×ホワイト

© 2016 Arnold Palmer Enterprises, Inc. All Rights Reserved. The Arnold Palmer signature and the umbrella logo are [registered] trademarks of Arnold Palmer Enterprises, Inc. 
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80602-113　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:小17×32×マチ9.5cm、大20×37.5×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:カーキ（迷彩柄）

80602-114　 
本革メンズウォッチ
（ジョルジョマレリー）

●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～19.5cm　
●日常生活防水　●カラー:ブラック

80602-115　 
ファスナー式牛革長財布（インディアンモトサイクル）
●サイズ（約）:9×20×厚さ1.5cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラック

80602-116　 
長傘&折傘 
（シンプルトゥディ）

●サイズ（約）:
（長傘）親骨60cm、8本骨、
（折傘）親骨55cm、6本骨、
折畳み時24cm　
●素材:ポリエステル、スチール

80602-117　ボストンバッグ
●サイズ（約）:20×44×マチ27cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80602-118　 
牛革メンズウォッチ
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:φ3.2cm、腕周り～21cm　
●素材:真鍮、牛革　
●日常生活防水　●カラー:ブラック
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80602-093　かぶせ式長財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9×18.5×厚さ1.8cm　●素材:牛革、合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入10　●カラー:ブラック

80602-094　 
牛革メンズウォッチ
（バレンチノルーディ）

●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～20cm　
●日常生活防水　●カラー:ホワイト

80602-857　ボアコーチジャケットM 
80602-858　ボアコーチジャケットL
●サイズ（約）:M着丈70×身幅57cm、L着丈73×身幅60cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット2　●カラー:ブラック

80602-089　ディパック（MEI）
●サイズ（約）:37×30×マチ12cm　●素材:ポリエステル（コーデュラ）　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80602-090　 
ショルダーバッグ
（ヒロココシノ）

●サイズ（約）:28×24×マチ8cm　
●素材:合成皮革　
●ファスナー式開閉、
ポケット内1外1　
●カラー:ブラック

80602-091　 
メッシュベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●素材:レーヨン、綿、ポリウレタン、合金
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8061-0056　トートバッグ
●サイズ（約）:25×38.5×マチ12.5cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内1　●カラー:ネイビー　

8061-0057
ファスナー式長財布

（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19×厚さ3cm
●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード8
●カラー:パープル　

8061-0058
トートバッグ

（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:25×43×マチ
13cm
●素材:合成皮革　
●ベロ付マグネット開閉
●ポケット内3
●カラー:ワイン　

8061-0052　ハンドントバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×30×マチ13cm　●素材:合成皮革　●ポケット内2　
●カラー:ピンク　

8061-0053
ファスナー式長財布 イエロー

（ミシェルジョルダン）
8061-0054
ファスナー式長財布 ピンク

（ミシェルジョルダン）
●サイズ（約）:9.5×19×厚さ3cm
●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード8

8061-0055 
ダイヤ付レディースウォッチ

（アトリエ･エトラ）
●サイズ（約）:φ2.4cm、腕周り～19cm
●素材:亜鉛合金、ツートンメッキ、
牛革、ダイヤ2石　
●日常生活防水　●カラー:レッド　

80602-076　ビジネスバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:31×41×マチ10cm　●素材:ポリエステル、牛革　
●ファスナー式開閉、ポケット内2外2　●カラー:ブラック

80602-077　 
メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～21.5cm　
●素材:アロイ、ステンレス　
●日常生活防水　
●カラー:シルバー×ブラック

80602-078　 
かぶせ式折財布 
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:10×11×厚さ3cm　
●素材:牛床革、合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入4　
●カラー:ブラック

80602-893　メンズベルト(レガッタクラブ)
●サイズ（約）:最大ウエスト100cm
●素材:(表)牛革､(裏)牛床革　 ●カラー:ブラック

80602-080　 
六角形ポーチ 
（トライストラムス）

●サイズ（約）:11×21×マチ2cm　
●素材:牛革　
●財布としても使用可能な仕切り、
カード入付き　
●カラー:ブラック

80602-081　 
牛革メンズウォッチ 
（バレンチノルーディ）

●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り～20cm　
●素材:牛革　●日常生活防水　
●カラー:ブラック
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80602-101　かぶせ式長財布（チェルベ）
●サイズ（約）:9×19×厚さ2.3cm　●素材:牛床革、合皮　
●札入1、小銭入1、カード入10　●カラー:ブラウン

80602-102　 
軽量折傘（レノマ）
●サイズ（約）:親骨55cm、8本骨　
●素材:ポリエステル、木、
アルミニウム　
●カラー:ベージュ

80602-103　メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.2cm、腕周り～19cm　
●素材:アロイ、合成皮革　
●カラー:ブラック

80602-104　 
本革メンズウォッチ（チェイスタイム）
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～20cm　●日常生活防水　
●カラー:ブラウン×ゴールド

80602-105　牛革ベルト（エンリコ･コベリ）
●サイズ（約）:最大ウエスト95cm　
●カラー:キャメル

80602-106　 
ファスナー式牛革長財布（インディアンモトサイクル）
●サイズ（約）:9×20×厚さ1.5cm　●札入1、小銭入1、カード入8　
●カラー:ダークブラウン
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ロクシタン

ジョンマスターオーガニック

スワロフスキー

リファ

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロヴァンス。1976年にその地で生まれた
ロクシタンは、厳選された植物素材を使用したフレグランス製品やスキンケア製品などを通じて、プロ
ヴァンスの生活を提案するライフスタイルコスメティックブランドです。

「地球に敬意を払うラグジュアリーなビューティラインを」というコンセプトのもとNYで生まれたジョン
マスターオーガニック。現在は独自の厳しい開発基準のもと、人や地球に優しいだけではなく、髪や
肌への効果も追求した実力派オーガニックアイテムを生み出し続けています。

1895年の設立以来、スワロフスキー社を支えてきたものはクリスタル･カットにおける創設者ダニエ
ル･スワロフスキーの匠の技です。技術革新とデザインへのあくなき情熱によって、世界随一のジュ
エリー＆アクセサリー･ブランドへと発展しました。今日も、全世界の女性の毎日に特別な輝きをもたら
す伝統を創業者一族が担っています。

本当の意味で見る人の心を動かすのは、生命そのものの美しさです。ReFaは、人間が本来持つ美
しさに着目し、その人の中に眠る生命美を呼び覚まします。さあ、ReFaであなたの本当の美しさに出
会って下さい。

80602-0362　 
ローズボディケアセット
●容量:ローズハンドクリーム30ml、
ローズ シャワージェル250ml、
ローズ ベルベットボディミルク250ml　
●フレッシュでみずみずしいローズの香り

80602-0363　 
スワンマグネット
●サイズ（約）:φ3×高さ1cm×4　
●素材:クリスタル、合金、マグネット

80602-852　 
リファ スウィングリング
●サイズ（約）:本体7.7×9.6×9.6cm、
置台10.5×3.8×8.5cm　
●素材:本体:ABS、ナイロン、POM、アルミニウム、
ニトリルゴム･置台:ポリプロピレン　
●日常生活防水

基準色

■ PANTONE 1545C

分解色（CMYK）

■ C55 M80 Y100 K35

john masters  organics  LOGO
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タオル&ヘアケアセット
サイズ（約）:フェイスタオル34×80cm×2、●

シャンプー60ml、コンディショナー60ml、
●

●

素材:(タオル）綿100%
コンボパドルブラシ ミニ付

80602-930

80602-058　 
パール3点セット（ユキコハナイ）
●サイズ（約）:ネックレス42cm、ペンダント40cm、パールφ0.8cm　
●素材:貝パール　●カラー:ホワイト

80602-059　レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～18cm　
●素材:アロイ、合皮、白蝶貝ダイヤル　
●日常生活防水　
●ベルトカラー:ピンク

80602-060　ファスナー式長財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:10×19×厚さ3cm　●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード12　●カラー:ゴールド

80602-061　パール3点セット（ユキコハナイ）
●サイズ（約）:ネックレス42cm、ペンダント40cm、パールφ0.8cm　
●素材:貝パール　●カラー:ブラック

80602-062　ハンドバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:19×29.5×マチ14.5cm　●素材:合皮、ポリエステル　
●マグネット式開閉、ポケット内4　●カラー:ブラック

80602-063　 
拡大カレンダー付牛革ウォッチ
●サイズ（約）:φ2.9cm、腕周り～18cm　
●素材:真鍮、牛革
●10気圧防水
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80602-064　 
キャリーカート
●サイズ（約）:31×37×高さ92.5cm 
重量1.92kg　
●素材:鉄、樹脂、ポリエステル、
アルミ蒸着シート　
●耐荷重10kg　●カラー:ネイビー

80602-065　 
牛革レディースウォッチ
（メゾンドゥファミーユ）

●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～19cm　
●素材:牛革　●日常生活防水　
●カラー:ホワイト

80602-066　 
トートバッグ
（クリオブルー）

●サイズ（約）:30×42×
マチ12.5cm　
●素材:ナイロン、合成皮革　
●ファスナー式開閉、
ポケット内3外2　
●カラー:ネイビー

80602-067　ボストンバッグ（ジュンココシノイコール）
●サイズ（約）:35×60×マチ16cm　●素材:ポリエステル　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外2　●サブバッグ付　●カラー:ベージュ

80602-068　マルチケース（ミシェルジョルダン）
●サイズ（約）:13×19×マチ3cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内14　●カラー:ブラック

80602-069　 
牛革ウォッチ
（アトリエ･エトラ）

●サイズ（約）:φ2.6cm、
腕周り～19cm　
●素材:牛革　●日常生活防水　
●カラー:ブラック･レッド
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5655

トートバッグ（イルムス）

名刺入れ(フランコフェラーロ)

長財布（カンサイセレクション） 本革メンズウォッチ（ジョルジョマレリー） ブリーフバッグ（ミッシェルクラン）

レディス
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

メンズ
ファッション

マルチケース（ミシェルジョルダン）

レディス
ファッション

8,600円（税込9,460円） （8,000円コース ＋ システム料 600円）



80602-021　ショルダーバッグ（ユキコ･ハナイ）
●サイズ（約）:22×27×マチ9cm　●素材:ポリカーボネイト、ポリエステル　
●カラー:ブロンズ

80602-022　レディースウォッチ
●サイズ（約）:φ2.5cm、腕周り～18cm　
●素材:アロイ、合成皮革　
●日常生活防水　●カラー:ホワイト

80602-023　 
コットンパール3点セット
●内容:ネックレス47cm、ブレスレット22cm、
イヤリング（パールφ0.8～1cm） 
※手作り感のあるコットンパールを使用。

80602-025　 
レディスウォッチ（セ･ルーアン）
●サイズ（約）:2.3×2.2cm、腕周り～18cm　
●素材:亜鉛合金、パラジウムメッキ、
牛革、蝶貝、ダイヤ　●日常生活防水　
●カラー:ホワイト
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80602-009　2WAYショルダーバッグ（コグ）
●サイズ（約）:20×30×マチ5.5cm　●素材:合皮　
●ポケット内3外1　●カラー:ベージュ×ブラウン 　ファスナー式長財布（マデラ）

● ● 素材:牛革、合皮　
● ●カラー:イエローベージュ

80602-884
サイズ（約）:10.5×20×厚さ3cm
札入3、小銭入1、カード入8、ポケット内2外1

80602-036　 
ペンダント（ネージュクレア）
●サイズ（約）:全長45×トップ1.8×0.8cm　
●素材:キュービックジルコニア、
シルバー925

80602-855　 
ショルダーバッグ 
（ヒロココシノファム）

●サイズ（約）:21×31×マチ10.5cm　
●素材:ポリエステル（ジャカード織）

80602-034　シルクスカーフ
●サイズ（約）:88×88cm　●素材:絹　●カラー:ネイビー

80602-035　晴雨兼用傘セット（トゥジュールアンサンブル）
●サイズ（約）:ブラック 親骨47cm、8本骨、ブルー 親骨50cm、8本骨　
●素材:ポリエステル、スチール
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リュックサック（キッピス）
● サイズ（約）:39×27×マチ12cm ● 素材:ポリエステル
●ポケット内3外4 ●カラー:ブラック　

80602-926

名刺入れ
● サイズ（約）:7.5×10.5×厚さ1.9cm
● 素材:本革、ジャガード生地（ポリエステル）
● ポケット内3外1 ● カラー:ブラック

80602-927
名刺入れ
サイズ（約）:7.5×10.5×厚さ1.9cm

本革、ジャガード生地（ポリエステル）
ポケット内3外1 ● カラー:ブラック

80602-927

80602-027　手提げバッグ（ジュンココシノイコール）
●サイズ（約）:24.5×34×マチ10cm　●素材:ポリエステル、合成皮革　
●マグネット式開閉、ポケット内3外3　●カラー:ブラウン

80602-029　ファスナー式牛革小銭入れ（アッシュエル）
●サイズ（約）:8×10.5×厚さ2cm　●素材:牛革　
●小銭入1、カード入2　●カラー:ブラウン

80602-030　 
ペンダント（ネージュクレア）
●サイズ（約）:全長45cm、
石最大φ2.3cm　
●素材:キュービックジルコニア、
シルバー925

80602-032　 
トートバッグ

●サイズ（約）:25×38.5×

●素材:合成皮革　
●ポケット内1　
●カラー:ベージュ
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拡大カレンダー付牛革ウォッチ

●サイズ（約）:φ2.9cm、腕周り～17.5cm　
●素材:真鍮、牛革
●10気圧防水

レディスウォッチ（アッシュエル）
●サイズ（約）:φ2.6cm、腕周り～18cm　
●素材:真鍮、ステンレススティール
●日常生活防水　 ● カラー:シルバー

80602-924

マチ12.5cm　

80602-925

8500_ノブルエ 28

8061-0147　スーツラック
●サイズ（約）:50×75×高さ156cm　
●素材:不織布、スチールパイプ（粉体塗装）、プラスチック　
●組立式

8061-0148　玄関踏み台
●サイズ（約）:35×60×高さ13.2cm
●素材:天然木　

8061-0149
2段チェスト
●サイズ（約）:35×26×高さ39cm
●素材:繊維板、アクリル
●キャスターのみ組立式

8061-0145
アロマランプ
●サイズ（約）:9.5×9.5×高さ9.5cm
●素材:ガラス、天然木　
●AC100V-20W、コード1.8m

8061-0146　割れないミラー
●サイズ（約）:34×24×厚さ1.7cm　
●素材:アルミフィルム、アクリル、PS樹脂、アルミ複合版、フレーム:木製
●割れない反面、写りが多少劣ります。

8061-0144　サイドテーブル
●サイズ（約）:φ40×高さ54cm　
●素材:積層合板　●組立式

80602-856　 
ショルダーバッグ 
（キャティフェラーリ）

●サイズ（約）:16×23×マチ6.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル　
●マグネット式開閉、ポケット内2外1

80602-039　ハンドバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×30×マチ13cm　●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内2　●カラー:ブラック

80602-040　 
ダイヤ付牛革ウォッチ 
（アトリエ･エトラ）

●サイズ（約）:φ2.4cm、腕周り～19cm　
●素材:亜鉛合金、ツートンメッキ、
牛革、ダイヤ2石　
●日常生活防水　●カラー:ブラック
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サイズ（約）:19×26×マチ9cm
　 ショルダーバッグ

●

● ●

●素材:ポリエステル、ナイロン　カラー：ブラック
ポケット内3外3

　 
ネックレス（ノーマ・ジーン）
●サイズ（約）:トップ0.6×2cm、全長40cm
●素材:シルバー925ロジウムメッキ、キュービックジルコニア
●カラー:プラチナカラー

80602-017　 
牛革レディースウォッチ 
（メゾンドゥファミーユ）

●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～19cm　
●素材:真鍮、パラジュウムメッキ、
牛革、カーブガラス　
●日常生活防水　●カラー:ブラック

80602-928

80602-929

80602-039　ハンドバッグ（キャティフェラーリ）
サイズ（約）:20×30×マチ13cm　●素材:合皮　
ファスナー式開閉、ポケット内2　●カラー:ブラック

80602-040　 
ダイヤ付牛革ウォッチ 
（アトリエ･エトラ）

●サイズ（約）:φ2.4cm、腕周り～19cm　
●素材:亜鉛合金、ツートンメッキ、
牛革、ダイヤ2石　
●日常生活防水　●カラー:ブラック

サイズ（約）:19×26×マチ9cm
　 

サイズ（約）:
　 

サイズ（約）:
ショルダーバッグ

●

● ●

●素材:ポリエステル、ナイロン　カラー：ブラック
ポケット内3外3

80602-928

80602-108　 
長傘 
（ニューヨークストーリー）

●サイズ（約）:親骨60cm、骨8本　
●素材:ポリエステル、木　
●カラー:ネイビー　
●手開き式

80602-109　 
軽量ボストンバッグ
●サイズ（約）:33×48×マチ25cm　
●素材:ポリエステル　
●ポケット内3外1　●カラー:ネイビー

80602-107　 
ワンショルダーバッグ（ディッキーズ）
●サイズ（約）:33×16×マチ7cm　●素材:ポリエステル
●ポケット外3内1　●カラー:ネイビー

80602-110　デイパック（MEI）
●サイズ（約）:37×30×マチ12cm　●素材:ポリエステル（コーデュラ）　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外1　●カラー:ネイビー×レッド

80602-111　 
メンズウォッチ
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～19cm　
●素材:アロイ、合成皮革　
●日常生活防水　●カラー:ブルー

80602-112　 
ファスナー式牛革長財布（インディアンモトサイクル）
●サイズ（約）:9×20×厚さ1.5cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入8　●カラー:ホワイト
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8061-0155　ポールハンガー
●サイズ（約）:45×45×高さ180cm　
●素材:天然木　●組立式

8061-0154　サイドワゴン
●サイズ（約）:18×33×高さ39cm　
●素材:ポリエステル、スチール（粉体塗装）

8061-0153　本棚
●サイズ（約）:20×60×高さ89cm　
●素材:プリント化粧板　●組立式

8061-0150　マガジンラック
●サイズ（約）:14×51×高さ55cm
●素材:天然木、布、スチール　●組立式

8061-0151　ラック
●サイズ（約）:15.5×32.5×高さ90cm
●素材:繊維板　●組立式

8061-0152　2段踏み台
●サイズ（約）:38×38×高さ52cm
●素材:天然木　●組立式　

80602-113　ポーチセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:小17×32×マチ9.5cm、大20×37.5×マチ10cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内1　●カラー:カーキ（迷彩柄）

80602-114　 
本革メンズウォッチ
（ジョルジョマレリー）

●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～19.5cm　
●日常生活防水　●カラー:ブラック

80602-115　 
ファスナー式牛革長財布（インディアンモトサイクル）
●サイズ（約）:9×20×厚さ1.5cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入8　●カラー:ブラック

80602-116　 
長傘&折傘 
（シンプルトゥディ）

●サイズ（約）:
（長傘）親骨60cm、8本骨、
（折傘）親骨55cm、6本骨、
折畳み時24cm　
●素材:ポリエステル、スチール

80602-117　ボストンバッグ
●サイズ（約）:20×44×マチ27cm　●素材:合成皮革　
●ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80602-118　 
牛革メンズウォッチ
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:φ3.2cm、腕周り～21cm　
●素材:真鍮、牛革　
●日常生活防水　●カラー:ブラック
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8061-0135　キッチンワゴン
●サイズ（約）:30×53×高さ71cm　●素材:合成木材　●組立式

8061-0136　
コスメボックス
●サイズ（約）:23×24×高さ28.5cm
●素材:天然木（桐材）他

8061-0137　花瓶
●サイズ（約）:φ12.5×高さ26cm　●素材:カリクリスタル

8061-0132　収納ボックス
●サイズ（約）:16.5×17×高さ8.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル、スチール　●カラー:ブラック　

8061-0133
アロマランプ
●サイズ（約）:9.5×9.5×高さ9.5cm
●素材:ガラス、天然木
●AC100V-20W、コード1.8m

8061-0134
回転式リモコンラック
●サイズ（約）:16.5×22×高さ14cm
●素材:天然木（アガチス材）
●仕切りは取り外せます

80602-010　ショート傘&折傘（クリショオンサイモン）
●サイズ（約）:折傘 親骨50cm、6本骨、折りたたみ時24cm、
ショート傘 親骨50cm、8本骨　
●素材:ポリエステル、スチール　●カラー:アイボリー

80602-011　 
ネックレス（クリオブルー）
●サイズ（約）:7.5×10.3×高さ2.2cm　
●素材:シルバー925

80602-012　トートバッグ
●サイズ（約）:25×38.5×マチ12.5cm　
●素材:合成皮革　●ポケット内1　●カラー:シルバー
●ファスナー式開閉

80602-013　 
ファスナー式長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:12×20×厚さ3cm　●素材:牛革、合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入4　●コインスルー式　●カラー:ブラック

80602-014　 
ペンダント（ネージュクレア）
●サイズ（約）:全長45×トップ1.9×1.3cm　
●素材:キュービックジルコニア、
シルバー925
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80602-031　 
本革レディースウォッチ 
（レキシー）

●サイズ（約）:2.9×2cm、腕周り～17cm　
●素材:ステンレス　●日常生活防水　
●カラー:ブラック×ホワイト

80602-018　フォーマルバッグ（リョウコキクチ）
●サイズ（約）:14.5×23.5×マチ8cm　●素材:ポリエステル　
●マグネット式開閉　●カラー:ブラック

80602-019　 
パールネックレス& 
イヤリング（セ･ルーアン）
●サイズ（約）:ネックレス全長50cm、
イヤリング0.6×3.5cm、パールφ0.6cm　
●素材:淡水パール、真鍮、ロジュウムメッキ　
●カラー:ホワイト

80602-854　 
シルバーリング9号
●素材:シルバー925、天然石5石　
●オリジナルケース･シルバーポリッシュ
クロス（銀磨き）付き

80602-016　ラウンドファスナー長財布（マデラ）
●サイズ（約）:11×20×厚さ3cm　●素材:牛革、合成皮革　
●ファスナー式開閉、札入3、小銭入1、カード入8、ポケット内2外1　
●カラー:ネイビー×シルバー

● サイズ（約）:30×36×マチ11㎝　 ●素材:ナイロン、牛革（持ち手）
●ホック式開閉、ポケット内4外1　 ●カラー:ブラック
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80602-883 レディースビジネスバッグ(アークドール） 80602-044　 
ペンダント（ネージュクレア）
●サイズ（約）:全長45×トップ2.2×1.1cm　
●素材:キュービックジルコニア、シルバー925
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8061-0142　折りたたみテーブル
●サイズ（約）:40×80×高さ33cm　●素材:合成木材、スチール　
●耐荷重約10kg　●鏡面仕上げ　●カラー:ダークブラウン（木目調）　

8061-0143
スリッパラック
●サイズ（約）:10.5×48×高さ48cm
●素材:天然木　●7足収納可　

8061-0141　棚付ハンガーラック
●サイズ（約）:42×105×高さ158cm　
●素材:スチールパイプ、樹脂、不織布　●組立式　　

8061-0138　拡大鏡付姿見
●サイズ（約）:92.7×31.7×厚さ1.5cm　●素材:木

8061-0139　
2段踏み台
●サイズ（約）:38×38×
高さ52cm
●素材:天然木　●組立式

8061-0140　小物入れ
●サイズ（約）:12.6×36.6×高さ23.3cm　●素材:桐（ラッカー塗装）

オロビアンコ

エヌワイシー

プラウドメン

ニューヨーカー

イタリアミラノの新進ファクトリーブランド『Orobianco』。時代とリンクする洗練されたデザインワーク
により生み出された、ライフスタイルアイテムと融合した新たなビジネスツールの誕生です。

「NYC」世界で最も刺激的な街、ニューヨーク市の公認ブランド。お洒落さとカジュアルさが融合し
た大人のメンズウォッチです。

プラウドメンはできる男のビジネスツール。香りを身嗜みの一部として考えるビジネスマンの為に作ら
れました。ほのかで爽やかな香りがビジネスシーンを演出します。

半世紀前に誕生し、日本のトラッドシーンを盛り上げ、次世代のトラッドシーンをリード
するブランド。

©2018.City of New York. All rights reserved.

80602-0366　 
スーツリフレッシュセット
●サイズ（約）:スーツアップミスト200ml、
スーツアップバームアズーロ40g、
スーツアップタグアズーロ（芳香消臭剤）

80602-0367　 
スーツリフレッシュセット
●容量:スーツリフレッシャーCM200ml、
グルーミングバーム40g、
スーツリフレッシャー200ml、グ
ルーミングウォーター200ml

　 
メンズウォッチ

80602-890　 
メンズベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト102cm　
●素材:牛革
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80602-071

●サイズ（約）:腕周り～19.5cm　
●素材:亜鉛合金、ステンレス　
●日常生活防水

●カラー:チョコ

5655 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 415点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

拡大鏡付姿見

長傘（ニューヨークストーリー）

マガジンラック

インテリア

ペンダント（ネージュクレア）

レディス
ファッション

　ファスナー式長財布（マデラ）

レディス
ファッション

インテリア

レディス
ファッション

セレクトブランド

メンズ
ファッション

本革レディースウォッチ（レキシー）



80602-119　 
折りたたみ式ローテーブル
●サイズ（約）:50×75×高さ32cm　
●素材:合成木材

80602-120　 
リードディフューザー（トッカ）
●容量:175ml　●ローザの香り

80602-121　アロマランプ
●サイズ（約）:9.5×12.5×高さ25.5cm　
●素材:ガラス、スチール　
●AC100V-20W･コード2m　
●カラー:ブルーグリーン

80602-122　光触媒ローズピンク
●サイズ（約）:25×25×高さ30cm　●素材:ポリエステル、陶器

80602-123　ハートプレート5枚セット
●サイズ（約）:14×15.5×高さ2.3cm　●素材:磁器

80602-124　ポールハンガー
●サイズ（約）:45×45×高さ180cm　
●素材:天然木　●組立式
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80602-125　本棚
●サイズ（約）:16.3×45×高さ88.7cm　●素材:プリント紙化粧繊維板　
●組立式　●カラー:ブラック

80602-126　 
振り子時計（マグ）
●サイズ（約）:
43.6×29.1×厚さ6.6cm　
●素材:樹脂、ガラス　
●スイープ運針

80602-127　 
アロマミスト
●サイズ（約）:φ10×高さ9.5cm　
●DC5V-3W･コード1m　
●USB電源専用　
●ラベンダーオイル5ml付

80602-128　ゴッホ名画額「ひまわり」
●サイズ（約）:38.7×34.7×厚さ1.2cm　●素材:樹脂

80602-129　小物入れ
●サイズ（約）:12.6×36.6×高さ23.3cm　
●素材:桐（ラッカー塗装）

80602-130　 
温度計&ストームグラス
●サイズ（約）:8×13×高さ25cm　
●素材:天然木、ホウケイ酸ガラス、
パラフィンオイル、水、エタノール、
天然樟脳
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80602-230　マイナスイオンヘアードライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:8.3×27.2×高さ21.6cm　●素材:樹脂　
●AC100V-1200W･コード1.7m　●ハンズフリー機能付

80602-231　シェーバー&鼻毛カッター
●全長サイズ（約）:フェイスシェーバー13cm、
鼻毛カッター13cm、シェーバー12cm

80602-946　 
レディスシェーバー（テスコム）
●サイズ（約）:4×5.5×高さ16cm　
●素材:ABS、外刃ユニット:TP　
●AC100-240V-5W　
●充電式、水洗い可

80602-229　 
ヘアカーラー（コイズミ）
●ケースサイズ（約）:16×20×高さ10cm　
●素材:ABS　
●AC100-240V-29W･コード1.2m　
●8本入

80602-864　 
電気バリカン（テスコム）
●サイズ（約）:4.3×4.8×18.5cm　
●素材:本体:ABS、SUS　
●100～240V-5W･コード1m
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80602-936　 

●

●

ボリュームアップアイロン（コイズミ）
サイズ（約）:4.5×23×高さ4.7cm　
素材:セラミックコーティング　

●AC100-240V-23W･コード1.7m　
●ポーチ付　●カール25mm
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8061-0237　フィンガーヘッドスパ（インボーテ）
●サイズ（約）:7.1×21.2×3.7cm　●素材:樹脂　●電池式

8061-0238　
バブリングジェル（ディノメン）
●容量:10g×10包　●美容パック

8061-0239　
角度調節機能付ミラー
●サイズ（約）:23×18×高さ42cm　
●素材:スチール　●飛散防止加工

8061-0234　ブースターセラム
（リファエクスプレッション）

●容量:90㎖　●導入用美容液

8061-0235　
ホームビューティーケアセット
●サイズ（約）:散髪バサミ16cm、スキバサミ16.5cm、
先丸鋏9cm、爪ヤスリ9.8cm、爪切り11cm、
毛抜き9cm　●素材:ステンレス刃物鋼、ステンレス

8061-0236　
マイナスイオンブラシ（テスコム）
●サイズ（約）:5.6×6.6×高さ13cm　
●素材:ゴム、樹脂　●電池式

80602-203　ミキサー&チョッパー（クオーレ）
●サイズ（約）:ミキサー11×10×高さ28cm、チョッパー10.5×10.5×
高さ20.5cm　●素材:樹脂、ステンレス　●ミキサーAC100V-110W･
コード1.3m、チョッパーAC100V-120W･コード1.4m

80602-204　 
ガラス製エアーポット（ピーコック）
●サイズ（約）:24.8×19.6×高さ31.2cm、容量2200ml　
●素材:ほうけい酸ガラス、ポリプロピレン　
●電気を使わず保温

　 

80602-206　電動たこ焼きプレート（グラート）
●サイズ（約）:41×33×高さ7.8cm　
●素材:ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）　
●AC100V-1200W･電源コード1.4m　
●プレート着脱式

80602-208　消煙グリラー
●サイズ（約）:37×35.5×高さ10.5cm　
●素材:鉄、アルミ鋳造フッ素樹脂加工、ステンレス　
●AC100V-1200W･コード1.4m

80602-207　ポップアップトースター（ツインバード）
●サイズ（約）:37×11×高さ21cm　●素材:樹脂、鋼板、他　
●AC100V-950W･コード1.4m
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80602-933　 

●

　サラダスピナー（グッチーニ）
サイズ（約）:φ22×14cm　

● :材素 樹脂、ポリアミド、ポリプロピレン、ゴム

80602-215　ポップアップトースター&電気ケトル
●サイズ（約）:トースター16×27×高さ17cm、ケトル21×16×高さ19cm、容量1ℓ　
●素材:樹脂　●トースターAC100V-650W･電源コード1.4m、
ケトルAC100V-800W･電源コード1.4m

80602-216　 
ジューサー（テスコム）
●サイズ（約）:17.5×26×
高さ28.5cm　
●素材:樹脂、ステンレス　
●AC100V-200W･コード1.2m　
●ミニレシピ付

80602-217　片手圧力鍋20cm
●サイズ（約）:φ20×38×深さ13.4cm　
●素材:ステンレス、樹脂　●IH可

80602-220　梨地包丁セット（濃州孫六作）
●全長サイズ（約）:三徳包丁29cm、ペティナイフ22.5cm　
●素材:ステンレス刃物鋼、木

80602-218　中華セット
●サイズ（約）:北京鍋φ30×深さ8cm、
二段蒸し器φ16×深さ8cm、中華お玉46cm
●素材:鉄･ステンレス･強化ガラス･
樹脂･ステンレス鋼、天然木

80602-219　 
着脱式ハンドル鍋セット（郷技）
●サイズ（約）:φ16×深さ7.5cm、容量1.6ℓ、φ18×深さ8cm、容量2.1ℓ　
●素材:ステンレス　●タッパー蓋付
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ロイヤルコペンハーゲン

リチャードジノリ

ウェッジウッド

ハナエモリ

1775年に開窯したデンマーク王室御用達のロイヤル コペンハーゲン。シンプルで優美なデザイン
のテーブルウェアは多くのファンに愛されています。

1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレンツェに誕生しました。磁器製造を夢見たカルロ・ジノリ
侯爵が、窯を創設したのが始まりです。以来３世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの伝統に育てら
れ、バラエティ豊かな美しい陶磁器を創り出してきました。

250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたクオリティ、ブリティッシュエレガンスの漂う洗
練を極めたデザインは、特別の日を記念するアイテムとして最適です。

50余年の伝統に裏打ちされたゆるぎないクオリティと、国境を越えて支持される華やかな美の世界
を受け継ぎ、HANAE　MORIは進化し、現代性あふれるスタイルを大切に、暮らしにゆとりあるひと
ときを提案します。

80602-001　 
プリンセス オーバルディッシュ
●サイズ（約）:20×28×高さ2.5cm　
●素材:磁器

80602-851　 
スペランツァ ペアディッシュラウンド
●サイズ（約）:φ19cm　
●素材:磁器

80602-002　 
パラディオマグペア
●サイズ（約）:φ8.5×高さ9cm　
●容量:300ml　
●素材:ファインボーンチャイナ

80602-004　 
コーヒーカップセット
●サイズ（約）:カップφ8.5×高さ7cm、
ソーサーφ14×高さ2cm　
●素材:磁器
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80602-862　スティックブレンダー（テスコム）
●サイズ（約）:6.9×6.1×高さ34.3cm　
●素材:本体:ABS、ブレンダー:SUS　●100V

80602-863　 
スロークッカー
●サイズ（約）:28.5×23.5×高さ28.5cm･
容量3000ml　
●素材:PP、全面強化ガラス、陶器、鋼板　
●100V-200W

80602-221　フライパンセット
●サイズ（約）:中φ26×深さ5.5cm、大φ28×深さ7.5cm、
玉子焼18.5×13.5×深さ3.5cm　●IH可

80602-222　二段蒸し器24cm（アンモード）
●サイズ（約）:上段深さ7.5cm、下段深さ7.5cm　
●素材:三層銅、ステンレス、強化ガラス

80602-223　 
オイルポット（ツインバード）
●サイズ（約）:19×15×高さ19cm　
●素材:SUS、PF

80602-876　オーブントースター（ツインバード）
●サイズ（約）:32×28.5×高さ24cm　●素材:樹脂、強化ガラス　
●AC100V-1200W･コード1.2m
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ナルミ

1919年（大正8）年の創業以来、“オークラチャイナ”の愛称とともに親しまれてまいりました。製品は
日本国迎賓館などでご使用頂き高い評価を得ております。

「たち吉」が提案する商品は、四季を暮らしに取り入れ、伝統の技術や使い方の工夫を生かし現代
生活にマッチさせることを絶えず意識しています。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有田の伝統様式を一歩前進させた
として評価され、世に香蘭社調とも呼ばれ広く親しまれています。

日本を代表するテーブルウエアブランド。やさしい乳白色と強度に優れたボーンチャイナの量産化に
日本ではじめて成功、世界市場でも高い評価を得ています。

80602-005　 
ティーカップ&プチケーキ皿セット
●サイズ（約）:ケーキ皿φ15cm、
カップφ8.7×高さ5.7cm、容量174ml、
ソーサーφ15cm　
●素材:陶磁器

80602-007　 
花器
●サイズ（約）:17×12×高さ2.7cm　
●素材:磁器

80602-006　 
パーティーセット
●サイズ（約）:φ21.5×高さ7cm、
中皿φ16×2.5cm　
●素材:磁器

80602-008　 
プレートセット
●サイズ（約）:大φ27×高さ2.8cm、
小φ17×2.5cm　
●素材:ボーンチャイナ
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80602-195　ケーキスタンド（グッチーニ）
●サイズ（約）:φ36×高さ28cm　●素材:メタクリルスチレン

80602-196　コーヒー5客セット（フォション）
●サイズ（約）:カップφ9×高さ6cm、ソーサーφ15.5×高さ1.5cm　
●素材:磁器

80602-860　ボトルラック（グッチーニ）
●サイズ（約）:16×32.4×高さ18.2cm　
●素材:樹脂

80602-191　プレート&ボウルセット（ダンスク）
●サイズ（約）:ボウルφ13×高さ7cm、プレートφ21×高さ1.5cm　
●素材:ソーダガラス

80602-192　ペアコーヒーカップ（ミスターボス）
●サイズ（約）:カップφ8.5×高さ5.7cm、ソーサーφ15×高さ2cm　
●素材:白磁器

80602-193　スイーツ&ティーセット（エインズレイ）
●サイズ（約）:カップφ9×高さ6.5cm、ソーサーφ15.6×高さ2cm、
プレートφ27×高さ2cm　●素材:ファインボーンチャイナ
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8061-0183　信楽焼ライト
●サイズ（約）:12.5×12.5×高さ24cm　●素材:陶器　
●AC100V-15W、コード1.9m　

8061-0184　銅製ペアカップ
●サイズ（約）:φ7×高さ8.8cm　●素材:銅（内面メッキ）　

8061-0185　漆塗二段引出
●サイズ（約）:17×22×高さ13cm　●素材:天然木漆塗　

8061-0180　ペアグラス
●サイズ（約）:φ7.8×高さ9cm　●素材:ソーダガラス　

8061-0181　有田焼 番茶器揃
●サイズ（約）:土瓶9.7×13×高さ16.5cm、汲出φ10×高さ8cm
●素材:磁器　●茶托付　

8061-0182　濃州孫六作 古流和包丁3点セット
●サイズ（約）:三徳29cm、出刃28cm、刺身32cm
●素材:ステンレス刃物鋼、天然木　

80602-197　 
二重ロックタンブラー（磨き屋シンジケート）
●サイズ（約）:φ8.5×高さ8.8cm　●素材:18-8ステンレス

80602-198　アイスペール
●サイズ（約）:φ12×高さ14cm　
●素材:アクリル　●トング付

80602-199　 
ワイングラス4客セット
（シェフ&ソムリエ）

●サイズ（約）:φ9.5×高さ21cm　
●素材:クウォークス（無鉛ガラス）

80602-201　 
ワインクーラー
●サイズ（約）:φ20×高さ27.5cm　
●素材:アクリル

80602-202　 
グラスセット（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:ビールグラスφ6.1×高さ18cm、
タンブラーφ6.8×高さ11cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80602-200　 
ペアフルートグラス（リーデル）
●サイズ（約）:φ6.2×高さ21.8cm　
●素材:クリスタルガラス
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8061-0191　玄関踏み台
●サイズ（約）:30×60×高さ13cm　●素材:天然木
●ガタツキを防止するアジャスター付き

8061-0189　吸物椀揃
●サイズ（約）:φ11.5×高さ10.5cm　
●素材:木粉入フェノール樹脂（漆塗）　

8061-0190　コーヒー5客セット
●サイズ（約）:カップφ8.2×高さ7.8cm
ソーサー12.7×15.7×高さ2.2cm　
●素材:磁器

8061-0187　信楽焼 花瓶
●サイズ（約）:21.5×22.5×高さ22cm　●素材:陶器　●黒敷き板付　

8061-0188　夫婦飯碗
●サイズ（約）:φ12×高さ6cm　●素材:天然木　●カラー:黒･朱　

8061-0186　三段重
●サイズ（約）:18×18×高さ18cm　●素材:樹脂

5857

リードディフューザー（トッカ）

インテリア

マイナスイオンヘアードライヤー（テスコム）

プリンセス オーバルディッシュ（ロイヤルコペンハーゲン）

テーブルウェア

スティックブレンダー（テスコム）

キッチン

ペアフルートグラス（リーデル）

コーヒー5客セット

テーブルウェア

和雑貨

ビューティー・
バス＆
ウォッシュ

8,600円（税込9,460円） （8,000円コース ＋ システム料 600円）



80602-167　 
ハンガーラック
●サイズ（約）:45×40×高さ150cm　
●素材:天然木　●組立式

80602-169　 
ダストボックスセット
●サイズ（約）:20×26×
高さ30cm、容量7ℓ　
●素材:18-0ステンレス、
ポリプロピレン

80602-168　 
ペーパーウェイト（トロイカ）
●サイズ（約）:16×6.5×高さ5.5cm
●素材:亜鉛合金、樹脂

80602-170　 
ステンレス二重構造ペアぐい呑み
●サイズ（約）:φ6×高さ5cm　●素材:ステンレス　
●内側底面に桜模様あり

80602-171　電波掛時計（マグ）
●サイズ（約）:φ42×厚さ4.7cm　
●素材:ABS樹脂、ガラス　●電池式　●夜間秒針停止機能

80602-172　キッチンマット
●サイズ（約）:50×180cm　●素材:ポリエステル100%
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80602-255　泉州二重織ガーゼケット
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:綿100%

80602-256　本晒しタオルセット（泉州こだわりタオル）
●サイズ（約）:60×120cm×2、34×80cm×4　●素材:綿100%

80602-866　綿入り毛布
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:ポリエステル100%

80602-251　エンボスブランケットセット
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:ポリエステル

80602-252　
ソープディスペンサー（ゾーン）
●サイズ（約）:φ7×高さ17cm　
●素材:コンクリート、ポリレジン

80602-253　フランネル衿付合せ毛布（アンドルチェ）
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:ポリエステル100%

4508600_ノブルエ

80602-174　 
モケット織マット
●サイズ（約）:67×110cm　
●素材:アクリル、綿

80602-175　 
4段ラックセット
●サイズ（約）:
29×59×高さ71cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　
●組立式80602-859　 

回転式チェア
●サイズ（約）:53×43×高さ82cm　
●素材:スチール、合成皮革、ウレタンフォーム、積層材　
●360度回転

80602-176　伸縮式ハンガーラック
●サイズ（約）:44×95～145×高さ97～167cm　
●素材:スチール、樹脂　
●組立式

80602-177　 
リクライニング座椅子
●サイズ（約）:53×42×高さ10～45cm　
●素材:ポリエステル、
ウレタンフォーム、スチールパイプ　
●5段階ギア

80602-178　フレームシューズラック
●サイズ（約）:25×57.5×高さ31.5cm　
●素材:天然木、スチール
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80602-260　今治タオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm×1、フェイスタオル34×75cm×2、
ウォッシュタオル34×35cm×2　●素材:綿100%

80602-262　今治オーガニックコットンタオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×100cm･フェイスタオル34×70cm･
ウォッシュタオル34×34cm×各2　●素材:綿100%

80602-257　アロマランプセット
●サイズ（約）:11.5×8.5×厚さ7cm、オイル各10ml　●素材:磁器　●AC100V-10W　
●ラベンダー、ペパーミント、グレープフルーツ、ベルガモットの香り

80602-258　オーガニックタオルセット（プランツパワークォリティ）
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、フェイスタオル34×80cm　
●素材:綿
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80602-940　 
カリテボディケアセット 
（カンパニードプロバンス）

●容量（約）：リキッドソープ300ｍｌ、
ボディバーム150ｍｌ、固形ソープ360ｇ

80602-941　 
毛玉クリーナー（テスコム）
●

● ●

●サイズ（約）: 素材:樹脂17×5.9×10.4ｃｍ
5段階風合いガード 静電気防止剤配合

8061-0363 ランチコースお食事券 2名様
アミューズ（最初の小さな一皿）・スープ・メインディッシュ（魚or
肉料理）・デザート・コーヒー・パン 全6品
東京都・ゆりかもめ線「竹芝駅」より徒歩約2分　
●ご利用時間：平日 11:30～14：00（L.O）
　　　　　土日祝 12:00～14：30（L.O）　
●休業日：年末年始

※料理のお写真はイメージです。

フランス料理
ツキ シュール ラメール

東京ベイが目の前に広がり、訪れる人を圧巻させる海辺の
レストラン「ツキ シュール ラメール」。レインボーブリッジ
や行き交う船を眺めながら、おいしい料理が楽しめます。

●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理　ツキ シュール ラメール

フランス料理
レストラン モナリザ

レストラン モナリザでは厳選した旬の素材の味を活かし
た四季折々のモダンで独創的なメニューを提供。都心にあ
りながら一軒家のような空間で、シェフオリジナルのお皿
で美味しい料理をお楽しみください。

モンペリエコース ディナーお食事券 1名様   
前菜～デザート 全 6 品＋コーヒー又は紅茶・小菓子

80602-802 恵比寿本店 東京都・JR「恵比寿駅」より徒歩約3分

80602-803 丸の内店 東京都・JR「東京駅」より徒歩約3分
●ご利用時間：17：30～21：00（L.O）
●休業日：不定休　
●小学生未満のお子様はご遠慮頂いております。

※料理のお写真はイメージです。

●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理　レストラン モナリザ
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●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理　イグレックベガ

8061-0364 ランチコースお食事券 2名様
アミューズ（最初の小さな一皿）・前菜・肉料理・デザート・パン・
コーヒー 全6品
兵庫県・JR「元町駅」より徒歩約4分　
●ご利用時間：11:00～14：30（L.O）
●休業日：月曜（祝日は営業）

※料理のお写真はイメージです。

フランス料理
イグレックベガ

深紅に染められた天井と壁、そしてモード感漂うインテリ
ア、華やかな装いが似合うスタイリッシュな空間。トレンド
を先取る高感度な大人たちが集うドラマティックなレスト
ランで、進化し続けるフレンチをお楽しみいただけます。

イタリア料理
pizza＆wine＆cheese otto

美味しい窯焼ピザを楽しむなら東京メトロ八丁堀駅のイタ
リアン「otto（オット）」へ。注文を受けてから1 枚ずつ丁寧
に手作りいたします。外はカリッと、中はもっちりの美味し
いローマピッツァをご堪能ください。

80602-804 スタンダードディナーコースお食事券 2名様
内容例：ワイン1本（赤or白）、前菜盛り、チーズ盛り、チキングリル、
ピザ2枚
東京都・日比谷線「八丁堀」駅より徒歩約２分
●ご利用時間：（月～金）17：00～23：00（L.O22：30）、（土）17：00～
22：00（L.O21：30）
●定休日：日曜日・祝日

※料理のお写真はイメージです。

イタリア料理　pizza＆wine＆cheese otto
●お申込み後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご
負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービスはお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月
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80602-214　ステンレス包丁セット
●全長サイズ（約）:牛刀33.5cm、三徳31cm、パン切りナイフ32.5cm、
包丁砥8×1.5×高さ4cm　●素材:ステンレス･樹脂･セラミック

80602-212　両手鍋20cm&片手鍋18cm
●サイズ（約）:両手鍋深さ9cm、片手鍋深さ9cm、鍋敷18×18cm　
●素材:アルミ、強化ガラス、焼杉　●杉鍋敷き付　●フッ素加工　●IH可

80602-861　ボウルセット（郷技）
●サイズ（約）:ボウルφ15cm･φ18cm、メッシュボウルφ15cm･φ18cm　
●素材:18-8ステンレス

80602-209　鍋3点セット
●サイズ（約）:フライパンφ26×深さ5.5cm、両手鍋φ22×深さ10cm、
片手鍋φ18×深さ9cm　
●素材:アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

80602-210　パスタポット22cm
●サイズ（約）:深さ20cm、満水6.7ℓ　
●素材:ステンレス鋼　●IH可

80602-211　着脱式ホットプレート（グラート）
●サイズ（約）:32.5×21×高さ7.5cm　
●素材:ポリプロピレン、アルミダイキャスト（フッ素樹脂加工）　
●AC100V-680W･コード1.2m　●焼肉プレート･たこ焼プレート×各1付
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80602-326　くまさんハンガースタンド
●サイズ（約）:43×43×高さ140cm　●素材:天然木、合成木材

80602-327　プレート&ボウルセット
●サイズ（約）:プレートφ15.5×高さ2.5cm、シリアルボウルφ16×高さ5cm　
●素材:磁器

80602-328　マット
●サイズ（約）:56×90cm　●素材:アクリル100%
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80602-955　ダンボール冷蔵庫
●サイズ（約）:33×30×高さ56cm　●素材:ダンボール、ポリプロピレン、

●組立式

80602-953　オーガニック抱き枕
●サイズ（約）:120×65×19cm　
●素材:綿100％､中綿ポリエステル100％　
●スナップを付けると授乳クッションとしても使用できます。

●スチール、マグネット

80602-954　カトラリー27点セット
●全長サイズ（約）:ナイフ､スプーン､フォーク各種8～20.6cm
●素材:ステンレススチール 表面に愛らしい表情入り●

対象年齢3才～

80602-305　発酵促進剤付堆肥ボックス
●サイズ（約）:32.5×33×高さ38.7cm、容量:18ℓ　
●素材:樹脂

80602-307　電池式噴霧器5ℓ
●サイズ（約）:16×26×高さ33cm、ホース長160cm　
●素材:樹脂、グラスファイバー　●3段伸縮ノズル式（41～118cm）

80602-874　 
ソーラー式LEDセンサーライト
●サイズ（約）:センサーライト本体13×7.1×17.8cm、
ソーラーパネル6.5×10×16cm　
●素材:ABS樹脂、ポリカーボネート　
●木ネジ&プラグ×各4個付　●人感センサー式

80602-302　 
高枝切りハサミ&万能ハサミ
●全長サイズ（約）:高枝切り184cm、万能ハサミ19.2cm　
●素材:炭素刃物鋼、PVC、ステンレス、樹脂　●カットした
小枝等を落とさないキャッチャー付（高枝切りハサミ）

80602-304　軽量スチール製土起こし鍬
●サイズ（約）:13×38×高さ104cm　
●素材:スチール

80602-303　ホースリールセット
●サイズ（約）:30×34×高さ34cm、ホース長20m　
●素材:樹脂
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80602-956　ペイントテーブル
●サイズ（約）:40×60×高さ29.5cm　●素材:繊維板、スチール　
●カラー:パステルピンク
●天板は水性ペンでお絵かきができます

80602-333　手押し車（ブリオ）
●サイズ（約）:32×48.3×高さ48cm　●素材:繊維板、樹脂、スチール　
●対象年齢9か月～　●組立式

80602-334　 
ダンボールキッチン
●サイズ（約）:60×30×高さ75cm
●素材:ダンボール　
●組立式　●対象年齢3才～

80602-335　ムーミンお食事セット
●サイズ（約）:ライスボウルφ10.5×高さ5cm、子供マグφ8×高さ7.5cm、
ユニバーサルプレートφ14×高さ3cm、ランチプレートφ21×高さ2cm、
子供スプーン･子供フォーク各全長13.5cm　
●素材:磁器、ステンレス、エポキシ樹脂

80602-336　ランドセルスタンド
●サイズ（約）:28×28×高さ100cm　
●素材:スチール　●組立式

80602-337　 
いわさきちひろ  
ファミリーフレーム
●サイズ（約）:25.5×55.5×厚さ1cm　
●素材:樹脂　●壁掛け用留め金具、ひも付　
●中の絵はアソートです©Moomin Characters™
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80602-308　ガーデンスタンド3段
●サイズ（約）:28×32×高さ108cm　●素材:スチール　
●ワンタッチ組立式

80602-309　 
ガーデンオーナメント
●サイズ（約）:16×16×高さ26cm　
●素材:レジン

80602-310　フラワースタンド2段
●サイズ（約）:39×60×高さ39cm　
●素材:アルミ、樹脂、ステンレス　●組立式

80602-311　ガーデン4点セット（和重）
●全長サイズ（約）:剪定鋏20cm、植木鋏18cm、生花鋏16.5cm、
折込鋸48cm　●素材:鋼、木

80602-312　 
伸縮刈込鋏（源正宗）
●全長サイズ（約）:90.5cm　
●素材:鋼、合金、樹脂

80602-313　ツールセット
●サイズ（約）:（コンテナBOX）45×31.5×高さ25cm、折りたたみ時厚さ8cm

（工具34点セット）ケース24.5×31×厚さ6.5cm
●素材:樹脂、炭素工具鋼

ミッキー /ミニー スタンダードキャラクター用コピーライト
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5857 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 415点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

アロマランプセット電波掛時計（マグ）

インテリア

ツキ シュール ラメール

体験
レストラン

レストラン モナリザ

体験
レストラン

キッチン

ガーデンスタンド3段

手押し車（ブリオ）

キッズ

ガーデン・
DIY

リラックス・
クリーン



80602-290　 
コンパクト望遠鏡
●サイズ（約）:全長62cm、三脚高さ30cm　
●素材:樹脂、スチール　●倍率50倍

80602-291　バドミントンセット
●ケースサイズ（約）:71×30×高さ12cm　
●素材:ポリエステル、スチール、ポリプロピレン、樹脂　
●セット内容:ラケット2、シャトル2、ポール2、ネット1

80602-289　安心防災17点セット
●リュックサイズ（約）:40×33×マチ12cm　
●素材:ナイロン、樹脂　
●セット内容：LEDラジオライト、ブルーシート、
エアークッション、携帯トイレ、アルミ温熱シート他

80602-294　パッティンググリーン
●サイズ（約）:マシーン16.5×26.5×高さ6cm、マット14.5×150cm　
●素材:ポリエステル

80602-292　ゲームシャツM（ヒュンメル）&マグボトル
80602-293　ゲームシャツL（ヒュンメル）&マグボトル
●サイズ（約）:M 身丈73cm、裄丈46cm、L 身丈76cm、裄丈48cm、　
マグボトルφ5.9×高さ21cm、容量300ml
●素材:ポリエステル、スチール、樹脂

80602-295　タオル（ビラボン）&ウォーターレジストバッグ
●サイズ（約）:タオル163×80cm、バッグ21×39×高さ76cm、
●素材:綿100%（タオル）、PVC、ターポリン
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80602-314
モニタースピーカースタンド
●サイズ（約）:24×21×高さ21cm　
●素材:スチール

80602-315　DVDプレイヤー
●サイズ（約）:22×20×高さ4cm　●素材:スチール ●AC100V-10W　
●リモコン付

80602-316
ダイナミックヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:24×19×高さ9.5cm　●素材:樹脂

80602-882
充電式ミニドリル&ドライバー
●サイズ（約）:4×14×高さ12.5cm　
●素材:樹脂、炭素鋼　●DC3.6V･コード1.8m　
●充電アダプター、先端ビット6.35mm、
六角軸下穴木工用ドリル刃2.5/3/4mm、
ドライバービット付

80602-318 ダーツ
●サイズ（約）:φ33×厚さ1.5cm　●素材:樹脂

80602-319 パワータッカー&ハンディグルーガン
●サイズ（約）:タッカー19.3×16.2×厚さ3cm、
グルーガン12×12×厚さ4cm
●素材:樹脂　●グルースティック23本付
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8061-0243　今治タオルケット（今治プリマクラッセ）
●サイズ（約）:140×190cm　●素材:綿

8061-0244
五重織エコガーゼケット（アースプロダクト）
●サイズ（約）:140×190cm　●素材:綿

8061-0245　泉州透かし織りタオルケット
●サイズ（約）:140×190cm　●素材:綿

8061-0240　ニューマイヤー毛布（東洋紡）
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:ポリエステル

8061-0241　マイクロファイバー肌ふとん（東洋紡）
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:ポリエステル

8061-0242
あったか敷パット（ブリティッシュ･ハイランド）
●サイズ（約）:100×205cm　●素材:ポリエステル
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Gourmet
−グルメ−

8061-0340　
紀州はちみつ梅

「紀の和み」
●容量:1300g

8061-0341　
静岡銘茶 深蒸し茶
●容量:煎茶清緑、煎茶洸緑各100g

8061-0339　
新潟県産こしひかり 

（アイリスオーヤマ）
●容量:無洗米1.5kg×3

80602-278　レインスーツ
●サイズ（約）:Lサイズ着丈75×肩幅54cm、（ボトムス）股下74×ウエスト78～
88cm（適応身長170～180cm、適応胸囲90～98cm、適応胴囲78～88cm）　
●素材:ナイロン100%、ライナー（ポリエステル100%）付

80602-280　トレッキングシューズ 25.5cm
80602-281　トレッキングシューズ 26.5cm
●素材:合成皮革、メッシュ、合成底　●アーチサポートインソール搭載

80602-868　マルチツール（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:8.5×2.7×高さ2cm　●素材:ステンレス、樹脂　●全18機能

80602-275　テント（バンドック）
●サイズ（約）:200×200×高さ130cm、収納時61×13.5×14cm　
●素材:ポリエステル、PEクロス、グラスファイバー　
●組立式　●3人用　●ベンチレーション　●収納ポケット付

80602-276　LEDランタン（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:12.7×13.4×高さ25.5cm　●素材:樹脂

80602-277　シュラフセット
●サイズ（約）:185×75cm　●素材:ポリエステル
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80602-267　 
コードレスウェット&
ドライクリーナー（ツインバード）
●サイズ（約）:11.5×41×高さ13.5cm　
●素材:樹脂、ゴム　●AC100V-5W･コード1.8m　
●充電台･吸水ノズル･すき間ノズル･すき間ブラシ付

80602-268　 
バスタオルハンガー
●サイズ（約）:16×72×高さ82cm　
●素材:スチール、天然木、シリコーン　
●組立式

80602-867　 
回転モップ
●サイズ（約）:バケツ42×30×高さ28cm、
モップφ34.5×長さ92.5～124.5cm　
●素材:スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、
アルミパイプ、ナイロン、マイクロファイバー　
●組立式

80602-264　 
シートマッサージャー
（ツインバード）

●サイズ（約）:5×47×高さ90cm　
●素材:ポリエステル、
ウレタンスポンジ、ABS　
●AC100V-8W･コード2.5m

80602-265　 
ブレスチェッカー（タニタ）
●サイズ（約）:1.9×3×高さ12cm　
●素材:樹脂　●6段階判定

80602-263　 
サイクロンスティック型クリーナー
（ツインバード）

●サイズ（約）:22.5×15.5×高さ102cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-270W･コード4.5m　
●すき間ノズル、すき間ノズルホルダー付
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80602-300　 
ペット用キャリーバッグ
●サイズ（約）:42×20×高さ25cm　
●素材:綿　●ポケット外4　●適応体重～10kg

80602-872　ボストンバッグ（ディッキーズ）･マグセット
●サイズ（約）:バッグ22×45×マチ22cm、マグ7×7.5×高さ22cm･容量500ml　
●素材:バッグ:ポリエステル、マグ:ステンレス鋼　●ポケット内1外2

80602-870　 
クーラーボックス
●サイズ（約）:59×29×高さ37cm　
●素材:本体:ポリプロピレン、他発泡ポリエチレン、
発泡スチロール

80602-296　シューズケース（フィラ）
●サイズ（約）:高さ20×31×マチ13cm　
●素材:合皮 80602-297　ウォータージャグ10ℓ

●サイズ（約）:28×42×高さ42.5cm　
●素材:ステンレス、樹脂、（内容器）アルミ

80602-298　 
ヨガエクササイズマット（ラッキーウエスト）
●サイズ（約）:173×61×厚さ0.6cm　●素材:樹脂
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80602-320　 
ペーパーウェイト（トロイカ）
●サイズ（約）:15×16.5×高さ6.3cm　
●素材:亜鉛合金　●ボールペン3色、蛍光ペン付　
●本体にマグネット埋め込み有　
●インク:油性ブルー、油性レッド、
油性ブラック、蛍光オレンジ

80602-321　ルームスクラッチタワー
●サイズ（約）:30×30×高さ60cm　●素材:パーチクルボード、紙菅、
麻縄、ポリエステル、スチール

80602-322　ネームランド（カシオ）
●サイズ（約）:12×19×厚さ5.5cm　
●素材:樹脂

80602-323　ソーイングボックス（ニナロッサ）
●サイズ（約）:17×27.5×高さ26cm　●素材:天然木、ラッカー塗装

80602-324　 
水溶性色鉛筆セット（カランダッシュ）
●サイズ（約）:色鉛筆ケース19×16×マチ1.5cm、
スケッチブック17×25cm　
●素材:顔料、木軸、紙、合金、ナイロン　
●色鉛筆18色、筆4号･8号のセット

80602-325　 
鍵盤リボンバッグ
●サイズ（約）:27×37×マチ12cm　●素材:ポリエステル
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8061-0251　ウォッシャブル抗菌消臭枕（東洋紡）
●サイズ（約）:43×63×高さ12cm　●素材:側ポリエステル　
●抗菌消臭機能

8061-0250　吸湿発熱敷パット（東洋紡）
●サイズ（約）:100×200cm　
●素材:（表）ポリエステル100%、（裏）ポリエステル80%･綿20%、

（中綿）ポリエステル70%･モイスケアわた30%

8061-0249　冷感敷パット
●サイズ（約）:100×205cm　●素材:（表）ポリエステル75%･ナイロン
25%、（裏）ポリエステル100%、（中綿）ポリエステル100%　

8061-0246　ニューマイヤー毛布（東洋紡）
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:ポリエステル100%　

8061-0247　シンカーパイル肌掛け布団（リーガル）
●サイズ（約）:140×190cm　●素材:（パイル表･地糸･詰め物）ポリエステ
ル100%、（パイル裏）レーヨン100%　

8061-0248　今治エコタオルケット
●サイズ（約）:140×185cm　●素材:綿100%　●カラー:ベージュ　

80602-282　バーベキューセット
●サイズ（約）:（コンロ）52×28×54cm、収納時52×7×28cm、

（レジャーシート）134×98cm、収納時26×16×19cm　
●素材:（コンロ）スチール、（レジャーシート）ポリエステル

80602-283　 
ズーム双眼鏡
●サイズ（約）:9.2×10.8×高さ4.8cm　
●素材:光学ガラス、樹脂　
●倍率7～21倍

80602-869　 
6WAYマルチレスキューラジオ
●サイズ（約）:3.5×14×高さ8cm　
●素材:樹脂　●USB充電コード付

80602-285　クーラーボックス（スタンレー）
●サイズ（約）:33.8×28.2×高さ21.8cm、容量6.6ℓ　
●素材:樹脂

80602-286　アウトクッカーセット
●サイズ（約）:フライパンφ19.2×高さ4.5cm、鍋φ19×高さ10cm、
マグφ7×高さ9cm　●素材:ステンレス、天然木

80602-287　トレッキングシューズ 23.5cm
80602-288　トレッキングシューズ 24.5cm
●素材:合皮、メッシュ、合成底　●アーチサポートインソール搭載
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8061-0343　
国産牛すじカレー
●容量:180g×14

8061-0344　
讃岐うどん
●容量:（50g×20束）･（50g×38束）×各1

8061-0342　 冷凍

しめ鯖セット
●容量:真鯖酢締め120g×3、
真鯖昆布締め120g×3、炙り真鯖酢締め110g×3

80602-269　体組成計（タニタ）
●サイズ（約）:21.5×25.9×高さ3.3cm　
●素材:樹脂　●電池式
●体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、
体内年齢、BMI、基礎代謝

80602-270　 
上腕式血圧計（タニタ）
●サイズ（約）:15×12.8×高さ7cm　
●素材:樹脂、ナイロン　
●電池式
●自動メモリー機能、脈間隔変動感知機能

80602-271　 
エアボトル（ツインバード）
●サイズ（約）:φ8×高さ17cm　
●素材:樹脂
●においや汚れをキャッチするイオン発生器
●USBコード給電

80602-272　ハンディーアイロンスチーマー（ツインバード）
●サイズ（約）:27×8.5×高さ11cm　●素材:樹脂

80602-273　 
ハンディサイクロンクリーナー
（ツインバード）

●サイズ（約）:10×36×高さ15cm　
●素材:樹脂、ナイロン、ゴム　
●充電時間5時間、連続使用時間10分　
●毛トラッシュミニノズル、ブラシノズル付

80602-274　 
ハンディクリーナー（ブラック･アンドデッカー）
●サイズ（約）:13×14×高さ13cm　●素材:樹脂　
●充電台、HDフィルター、先細ノズル、ブラシノズル、インフレーターノズル、
アクセサリースタンド付　●充電式　
●使用時間約9分、充電時間約4時間
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80602-356
相模牛 焼肉用 400g
●容量:モモ400g

Gourmet
−グルメ−

80602-358
松坂牛 
すき焼き用350g
●容量:牛バラ肉350g　

80602-357
宮崎牛  
モモステーキ
●容量:150g×2
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6059

パッティンググリーン

ダイナミックヘッドホン（オーディオテクニカ）

シンカーパイル肌掛け布団（リーガル） サイクロンスティック型クリーナー（ツインバード）

スポーツ

クーラーボックス（スタンレー）

ホビー

新潟県産こしひかり（アイリスオーヤマ）

グルメ

アウトドア

リラックス・
クリーン

リラックス・
クリーン

8,600円（税込9,460円） （8,000円コース ＋ システム料 600円）



80602-879
山口県産真ふぐ3種
●容量:真ふぐ昆布〆刺身45g･真ふぐタタキ刺身50g･
真ふぐ焙り焼き刺身50g×各1　
●消費期限:1日

Gourmet
−グルメ−

80602-345　 
北海道函館『山大』 
西京焼食べ比べ
●容量:紅鮭西京焼き60g･ぶり西京焼き60g･
赤魚西京焼き60g･銀鮭西京焼き60g×各2　

80602-346
海鮮しお鍋
●容量:ゆでずわいがにカット500g、
つぼ抜きいか100g×2、助宗鱈切身40g×3、
ボイル帆立、ボイルつぶ貝、ボイル甘えび、他
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Gourmet
−グルメ−

8061-0353　
タイ風カレーセット
●容量:レッドカレー、
グリーンカレー各160g×5、
イエローカレー160g×4

8061-0352　
デミグラスソース
煮込みハンバーグ16食
●容量:120g×16

8061-0351　スープセット
●容量:コーンスープ150g×7、
ミネストローネ、クラムチャウダー各150g×6

80602-347
北海道産ボイル毛がに
●容量:500g×1

80602-348
やまや
無着色辛子明太子630g
●容量:630g　
●賞味期限:冷蔵で10日

80602-349
博多もつ鍋
●容量:もつ肉200g×3、
スープ（醤油）100g×3、
ちゃんぽん麺150g×3
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8061-0355　 冷凍

ソーセージセット
●容量:ソーセージスライス

（ボロニア･ハーヴ）60g×各2、
ウィンナー（粗挽）100g×1、
ウィンナー

（バジル･行者にんにく）100g×各2、
ウィンナー（チーズ）100g×2

8061-0356　
どて焼き
●容量:170g×14

8061-0354　
2種類のパスタセット
●容量:生クリーム仕立てのたらこクリームソース
110g×13、ポルチーニと完熟トマトのミートソース
140g×13

80602-359
大阿蘇どりグルメセット
●容量:ムネ肉600g、西京味噌漬100g×6

80602-360
鹿児島県産黒豚  
焼肉用
●容量:豚カタロース･豚バラ･
豚ロース各250g×1

80602-361
国産豚ロース 
みそ漬けセット
●容量:110g×8
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Ｓpecial Invitation

乗馬体験
馬とふれあう素晴らしいひととき

乗馬を安心して楽しんでいただくために、

専任インストラクターが丁寧に指導します。

運動に、健康に、充実した時間を過ごすために…。

いつでも気軽に立ち寄って

馬とのふれあいを存分にお楽しみください。

8061-0378 乗馬クラブ クレイン仙台泉パークタウン
宮城県・地下鉄「泉中央駅」よりパークバス約15分

8061-0379 TRC乗馬クラブ高崎
群馬県・JR「高崎駅」より車約15分（送迎あり）

8061-0380 乗馬クラブ クレイン栃木
栃木県・JR「古河駅」より車約5分（送迎あり）

8061-0381 乗馬クラブ クレイン竜ヶ崎
茨城県・JR「佐貫駅」より車約15分（送迎あり）

8061-0382 乗馬クラブ クレイン茨城
茨城県・TX線「万博記念公園駅」より車約5分（送迎あり）

8061-0383 東武乗馬クラブ＆クレイン ★
埼玉県・JR「白岡駅」より車約15分（送迎あり）

8061-0384 乗馬クラブ クレイン伊奈
埼玉県・JR「上尾駅」より車約10分（送迎あり）

8061-0385 SRC狭山乗馬センター
埼玉県・西武線「狭山市駅」より車約15分（送迎あり）

8061-0386 乗馬クラブ クレイン千葉
千葉県・JR「千葉駅」より車約20分（送迎あり）

8061-0387 乗馬クラブ クレイン東京
東京都・小田急「鶴川駅」よりバス約15分

8061-0398 乗馬クラブ クレイン大阪
大阪府・御堂筋線「中百舌鳥駅」より車約25分（送迎あり）

8061-0399 服部緑地乗馬センター
大阪府・阪急「曽根駅」より車約10分（送迎あり）

8061-0400 ニッケ乗馬クラブ・クレイン加古川
兵庫県・JR「加古川駅」より車約10分（送迎あり）

8061-0401 両備乗馬クラブ・クレイン岡山
岡山県・JR「東岡山駅」より車約25分（送迎あり）

8061-0402 乗馬クラブ クレイン倉敷
岡山県・瀬戸大橋線「児島駅」より車約25分（送迎あり）

8061-0403 MRC乗馬クラブ広島
広島県・JR「宮内串戸駅」より車約70分（送迎あり）

8061-0404 乗馬クラブ クレイン多々良
山口県・JR「大道駅」より車約15分

8061-0405 MRC乗馬クラブ松山
愛媛県・伊予鉄道「松山市駅」より車約15分（送迎あり）

8061-0406 乗馬クラブ クレイン福岡
福岡県・JR「西戸崎駅」より徒歩約3分

8061-0407 乗馬クラブ クレイン湯布院
大分県・JR「別府駅」より車約45分（送迎あり）

8061-0408 乗馬クラブ クレイン千葉富里
千葉県・JR「成田駅」より車約15分

8061-0409 乗馬クラブ クレイン北大阪
大阪府･阪急電鉄「池田駅」よりバス約40分

8061-0410 乗馬クラブ クレイン東広島
広島県･JR「西条駅」より車約40分

8061-0411 HAS磐田若葉乗馬クラブ
静岡県・JR「磐田駅」よりタクシー約15分

※休業日：★＝月曜　無印＝火曜

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
　 詳細は巻末をご覧ください。
● 身長130cm以上の7歳から70歳の方までご利用いただけます。
● 当日は、長ズボン・靴下・手袋着用願います。
● レッスンには、レンタル用品・保険代も含まれています。
● 動物取扱業（種別：展示）登録済。
● 天候により、中止になる場合がございます。
● 有効期限：発行日より6ヶ月。

乗馬クラブ クレイン
● 乗馬体験1回（30分）ペア ※要予約

8061-0388 乗馬クラブ クレイン神奈川
神奈川県・小田急「渋沢駅」より車約15分（送迎あり）

8061-0389 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

8061-0390 乗馬クラブ クレイン恵那
岐阜県・JR「恵那駅」より車約30分（送迎あり）

8061-0391 名鉄乗馬クラブ・クレイン東海
三重県・JR「桑名駅」より車約15分（送迎あり）

8061-0392 乗馬クラブ クレイン三重
三重県・近鉄「西青山駅」より車約5分（送迎あり）

8061-0393 ヴィテン乗馬クラブ・クレイン金沢
石川県・JR「金沢駅」より車約25分（送迎あり）

8061-0394 M&S乗馬クラブ
滋賀県・JR「能登川駅」より車約20分（送迎あり）

8061-0395 乗馬クラブ クレイン京都
京都府・JR「松井山手駅」よりバス利用「きんめい公園」下車徒歩約8分

8061-0396 乗馬クラブ クレイン奈良
奈良県・近鉄「橿原神宮前駅」より車約30分（送迎あり）

8061-0397 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク
奈良県・JR「天理駅」より車約20分
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北
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道

●ご利用時間：食事11：00～13：30開始まで、入浴13:00～14：00までの利用  ●バスタオル（大・小）付  ●除外日：年末年始、お盆、ＧＷ、平日  ●お申し込み後、
弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂きます。  ●このプランは旅プラザが企画、実施する募集型企画旅行です。  ●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの
上、お申込み下さい。  ●有効期限：発行日より6ヶ月

商 品 情 報

申込番号 80602-805

申込品名 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス
日帰り入浴＋昼食バイキング 2名様

泉 質 ナトリウムカルシウム塩化物温泉

交 通 JR「洞爺」駅より車約20分

磐
梯
熱
海
温
泉

趣
の
異
な
る
30
種
類
の
お
風
呂
群
。

巡
り
き
る
こ
と
が
出
来
な
い

「
湯
舎
め
ぐ
り
」を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

  

福
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●ご利用時間：10：00～17：00（入浴10：00～17：00、お食事12：00～14：00）●除外日：ＧＷ、お盆、年末年始、その他ご利用できない日がある場合がございます。　●お申し込み後、
弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂きます。 ●このプランは株式会社JTBがご提案する日帰りプランです。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。

商 品 情 報

申込番号 80602-806

申込品名 ホテル華の湯
日帰り入浴＋和食膳 2名様

泉 質 単純温泉

交 通 JR磐梯熱海駅より車約5分（送迎あり）
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8061-0412 コンチェルト ティークルーズ（１組２名様）
兵庫県・JR「神戸駅」より徒歩約10分
食事内容：ケーキセット
ティークルーズ/14:30～16:00（1時間30分）
● 休業日：不定休

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
● インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、体験施設へご予約ください。
● ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、施設担当者へお渡しください。
● 体験施設までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。
● 運休日・機関点検・特別便・チャーター等で一部ご利用いただけない場合がござい

ます。
● 運行ダイヤを変更する場合もございます。
● 有効期限：発行日より6ヶ月

クルージング
Ｓpecial Invitation

船上でひときわ贅沢な時間を

ジャズクラブ
Ｓpecial Invitation

ブルーノート東京
東京都・地下鉄「表参道駅」より徒歩約8分

音楽が愉しめる一流ジャズクラブ

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
● インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、体験施設へご予約ください。
● ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、施設担当者へお渡しください。
● 体験施設までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。
● 未成年者のご入場はご遠慮いただいております。
● 未就学児童のご入場は固くお断り申し上げます。
● ライブスケジュールはHPよりご確認ください。
● 有効期限：発行日より6ヶ月

8061-0413 ブルーノート東京 ギフトカード 
ブルーノート東京にてお支払いにご利用いただけるギフトカードです。
当カタログギフト相当額分ご利用可。
● ご利用時間はご予約時にご確認ください。
● 休業日：不定休
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●ご利用時間：食事・入浴11：00～14：00までの利用　●フェイスタオル付　●除外日：年末年始、お盆、ＧＷ　●このプランは旅プラザが企画、実施する募集型
企画旅行です。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。

商 品 情 報

申込番号 80602-807

申込品名 五浦観光ホテル
日帰り入浴＋お料理 2名様

泉 質 塩化物泉

交 通 JR大津港駅より車約5分
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●ご利用時間：10：30～15：30 ●フェイスタオル付、バスタオルご持参ください。 ●除外日：年末年始、お盆、ＧＷ、月曜日　●お申し込み後、弊社よりインビテーションカードをお
届けさせて頂きます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　

商 品 情 報

申込番号 80602-808

申込品名 ひなの宿ちとせ
日帰り温泉＋里山和食 2名様

泉 質 カルシウムナトリウム塩化物泉

交 通 ほくほく線まつだい駅より車約20分（バス送迎有り※要予約）
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●ご利用時間：入浴10：00～17：00、食事12：00～15：00　●食事：食事処にて松華堂弁当　●フェイスタオル+バスタオル付　●除外日：年末年始、ＧＷ、お盆　
●お申し込み後、インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●ご利用時間：11：00～14：00　●フェイスタオル+軽食（煮込みうどん）付　●食事時間：11:30～14:00（LO13:00） ●休憩場所：通常ロビー　●除外日：木曜、その他利用不可日あ
り※休館日要確認　●お申し込み後、インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　●有効期限：発行日より6ヶ月

商 品 情 報

申込番号 80602-809

申込品名 湯めぐりの宿楠水閣
日帰り入浴+昼食付 2名様

泉 質 アルカリ単純泉

交 通 JR「赤間」駅より車約30分
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商 品 情 報

申込番号 80602-877

申込品名 八景
日帰り入浴 2名様

泉 質 アルカリ性単純温泉 （低張性 アルカリ性 高温泉）

交 通 岡山県 JR山陰本線「倉吉」駅より車で約60分
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●ご利用時間：入浴10：00～17：00、食事12：00～15：00　●食事：食事処にて松華堂弁当　●フェイスタオル+バスタオル付　●除外日：年末年始、ＧＷ、お盆　
●お申し込み後、インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　●有効期限：発行日より6ヶ月

●ご利用時間：11：00～14：00　●フェイスタオル+軽食（煮込みうどん）付　●食事時間：11:30～14:00（LO13:00） ●休憩場所：通常ロビー　●除外日：木曜、その他利用不可日あ
り※休館日要確認　●お申し込み後、インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　●有効期限：発行日より6ヶ月

商 品 情 報

申込番号 80602-809

申込品名 湯めぐりの宿楠水閣
日帰り入浴+昼食付 2名様

泉 質 アルカリ単純泉

交 通 JR「赤間」駅より車約30分

湯
原
温
泉

温
泉
湯
原
温
泉
は
p
h
9.3
の

低
張
性
ア
ル
カ
リ
高
温
泉
で
、肌
に
ま
と
わ
り
つ
く
や
わ
ら
か
な

お
湯
は
無
色
透
明
で
無
味
無
臭
…

赤
ち
ゃ
ん
で
も
安
心
し
て

お
は
い
り
い
た
だ
け
ま
す
。

旭
川
を
眺
め
る
川
の
湯
は
名
の
通
り

瀬
音
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

山
と
空
に
近
い
空
の
湯
で
は
葉
の
香
り
や

星
空
を
お
楽
し
み
下
さ
い
ま
せ
。

  

岡
山
県

商 品 情 報

申込番号 80602-877

申込品名 八景
日帰り入浴 2名様

泉 質 アルカリ性単純温泉 （低張性 アルカリ性 高温泉）

交 通 岡山県 JR山陰本線「倉吉」駅より車で約60分

7308600_ノブルエ

  

岐
阜
県

下
呂
温
泉

創
業
は
江
戸
時
代
末
期
の
老
舗
宿
。

現
在
も
変
わ
ら
ぬ
良
質
の
温
泉
と
、

老
舗
な
ら
で
は
の
ま
ご
こ
ろ
を
込
め
た

お
も
て
な
し
が
好
評
で
す
。

草
津
温
泉
、有
馬
温
泉
に
並
ぶ

天
下
の
三
名
泉
の
ひ
と
つ
を

こ
の
湯
宿
で
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

●ご利用時間:11:30～14:30（入浴11:30～14：30、お食事11:30～13：00LO）　●除外日:GW、お盆、年末年始、その他ご利用できない日がある場合がございます。　●お申し込み後、弊
社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●このプランは株式会社JTBがご提案する日帰りプランです。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申し込みください。

商 品 情 報

申込番号 80602-811

申込品名 下呂温泉 山形屋
日帰り温泉+お料理 2名様

泉 質 単純温泉

交 通 JR下呂駅より車約5分

石
切
温
泉

リ
ゾ
ー
ト
の
寛
ぎ
と
解
放
感
。

地
上
お
よ
そ
70
階
に
相
当
す
る
高
さ
、

眼
下
に
広
が
る
美
し
い
夜
景
が

お
楽
し
み
頂
け
る

天
然
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
で

心
身
と
も
に

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

  

大
阪
府

●ご利用時間：11：00～14：00　●除外日：年末年始、お盆、ＧＷ　●お申し込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●このプランは旅プラザ
が企画、実施する募集型企画旅行です。  ●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　

商 品 情 報

申込番号 80602-812

申込品名 ホテルセイリュウ
日帰り入浴＋お料理 2名様

泉 質 放射能泉

交 通 近鉄奈良線石切駅より徒歩約５分

7408600_ノブルエ
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●ご利用時間:11:30～14:30（入浴11:30～14：30、お食事11:30～13：00LO）　●除外日:GW、お盆、年末年始、その他ご利用できない日がある場合がございます。　●お申し込み後、弊
社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●このプランは株式会社JTBがご提案する日帰りプランです。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申し込みください。

商 品 情 報

申込番号 80602-811

申込品名 下呂温泉 山形屋
日帰り温泉+お料理 2名様

泉 質 単純温泉

交 通 JR下呂駅より車約5分

石
切
温
泉

リ
ゾ
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ト
の
寛
ぎ
と
解
放
感
。

地
上
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よ
そ
70
階
に
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す
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が
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す
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大
阪
府

●ご利用時間：11：00～14：00　●除外日：年末年始、お盆、ＧＷ　●お申し込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●このプランは旅プラザ
が企画、実施する募集型企画旅行です。  ●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　

商 品 情 報

申込番号 80602-812

申込品名 ホテルセイリュウ
日帰り入浴＋お料理 2名様

泉 質 放射能泉

交 通 近鉄奈良線石切駅より徒歩約５分

7408600_ノブルエ

6059 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 415点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

ソーセージセット

グルメ

北海道産ボイル毛がに

グルメ

グルメ

石切温泉

体験
温泉

脇田温泉

体験
温泉

乗馬体験

体験

洞爺湖温泉

体験
温泉



6261

掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-008  ヒアシンス

商品価格 ： 10,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 419点

10,600円（税込11,660円）

QRコード



6261



80702-294　 
ビッグストレージキャリー
（キャプテンスタッグ）

●サイズ（約）:75×70×高さ94.5cm　
●素材:鉄、ポリエステル、樹脂

80702-296　安心防災20点セット
●サイズ（約）:40×33×マチ12cm　
●素材:ナイロン、樹脂　
●セット内容：LEDラジオライト、保存水500ｍｌ、給水バッグ、ブルーシート他

80702-295　ゲームシャツM（ヒュンメル）&マグ
80702-367　ゲームシャツL（ヒュンメル）&マグ
●サイズ（約）:（マグ）φ7.5×高さ20.6cm、容量600ml　
●素材:（ゲームシャツ）ポリエステル、（マグ）ステンレス、ポリプロピレン

80702-297　 
双眼鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:9.2×11×厚さ4.8cm　
●素材:光学ガラス、ABS樹脂　
●倍率10～30倍

80702-298　マルチトレーニング
●サイズ（約）:46×58×高さ31cm　●素材:スチール、樹脂　
●耐荷重:80kg　●折りたたみ収納可

80702-299　 
木製4段ラック
●サイズ（約）:30×46.5×高さ84.5cm

10600_ノブルエ 51

80702-120　チェスト
●サイズ（約）:34.5×50×高さ71.5cm　
●素材:スチール、ポリエステル、ポリプロピレン、
繊維板、天然木　●組立式

80702-121　 
コスメボックス
●サイズ（約）:26×19×高さ31cm　
●素材:繊維板（ラッカー塗装）　
●三面鏡･サイドテーブル付

80702-122　 
ペアマグカップ（レッグ）
●サイズ（約）:φ7.5×高さ9.5cm　
●素材:磁器

80702-123　スリッパセット（ミントン）
●サイズ（約）:26cm　●素材:ポリエステル

80702-124　アロマミスト
●サイズ（約）:7.5×7×高さ14cm　
●AC100V-12W　●アロマオイル（ラベンダー、
ペパーミント、グレープフルーツ、ティートゥリー、
ベルガモット）各5ml付

80702-125　 
立て掛けハンガーラック
●サイズ（約）:25×66×高さ160cm　
●素材:スチール、天然木　
●組立式

10600_ノブルエ 23
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8071-0147　
3段チェスト
●サイズ（約）:35×26×高さ56cm　
●素材:繊維板、アクリル　
●キャスターのみ組立式　

8071-0149　
ファイルラック2個セット
●サイズ（約）:27×35×高さ35cm　
●素材:プリント紙化粧合板　
●組立式
※写真は2個を積み重ねております

8071-0148　折りたたみテーブル
●サイズ（約）:45×90×高さ32cm　
●素材:天然木化粧合板、ラバーウッド　
●耐荷重約10kg

8071-0145　
光触媒ポピー
●サイズ（約）:30×30×高さ60cm
●素材:ポリエステル、陶器

8071-0144　ウッドテーブルワゴン
●サイズ（約）:30×46×高さ98cm　
●素材:ポリプロピレン、プリント化粧パーチクルボード　●組立式

8071-0146　
サイドテーブル
●サイズ（約）:φ40×高さ54cm　
●素材:天板、天然木化繊維板

（オーク材突板）、ラバーウッド
●組立式

8071-0060　フォーマルセット
●サイズ（約）:カブセバッグ15.5×23.5×マチ6cm、袱紗12.5×21cm、
手提袋28.5×26cm　●素材:ポリエステル　●カブセバッグ/ポケット内1

8071-0061　
牛革レディースウォッチ
（ピエールカルダン）

●サイズ（約）:φ2cm、腕周り～19cm
●素材:ステンレス、牛革　●カラー:シルバー
●日常生活防水　　

8071-0062　
パールペンダントセット
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:全長42cm、φ9mm
●素材:貝パール　●カラー:グレー

8071-0057　ポシェット（アッシュエル）
●サイズ（約）:13.5×20.5×マチ7cm　●素材:シープ革、牛革、合皮　
●ポケット外2　●カラー:ブラック

8071-0058　パールペンダントセット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:全長42cm、φ9mm　●素材:貝パール　●カラー:ホワイト　

8071-0059　
パヴェリング11号 
（ミチコロンドンコシノ）

●サイズ:11号
●素材:シルバー925（ロジウムメッキ）、
キュービックジルコニア　

80702-012　バッグインバッグ付トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:29.5×44×マチ13.5cm　
●素材:合成皮革　●バッグインバッグ:ポケット内3　●カラー:グレー

80702-013　 
ホック式長財布（イルムス）
●サイズ（約）:10×18.5×厚さ4cm　
●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入12　
●カラー:ネイビー

80702-014　 
ホワイトゴールドペンダント
（ノーマジーン）

●サイズ（約）:全長40×トップ1.4×0.7cm　
●素材:14金ホワイトゴールド、
キュービックジルコニア、
シルバー925ロジウムメッキ

80702-009　レディースウォッチ（ロベルタディカメリーノ）
●サイズ（約）:2.2×2cm、腕周り～17.5cm　●素材:ステンレススチール、
スワロフスキー･エレメント、牛革（裏面:合成皮革）　
●3気圧防水　●カラー:ブラウン

80702-011　ショルダーバッグ（コグ）
●サイズ（約）:29×38×マチ15cm　●素材:合皮　
●ポケット内3　●カラー:ベージュ

80702-852　 
リュックサック
●サイズ（約）:35×27×マチ11cm　
●素材:ポリエステル（ジャカード織）

10600_ノブルエ 5

80702-021　手提げボストンバッグ（ベルーガ）
●サイズ（約）:23×34×マチ12cm　●素材:合成皮革　●ポケット内4　
●カラー:キャメル

80702-022　 
ホック式型押し長財布 
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:9.5×18.6×厚さ3.2cm　
●素材:（表）牛革、（内）牛床革　
●札入1、小銭入1、カード入4　
●カラー:ベージュ

80702-023　コットンパール3点セット
●サイズ（約）:ネックレス全長47cm、パールφ1.4cm、
イヤリング パールφ1.6cm、ブレスレット全長19cm、パールφ1.6cm　
●素材:コットンパール、真鍮　●手作り感のあるコットンパールです。

80702-024　ハンドバッグ
●サイズ（約）:25×41.5×マチ14.5cm　●素材:合成皮革　
●マグネット式開閉、ポケット内1　●カラー:ベージュ

80702-026　ペンダント
●サイズ（約）:全長42cm、
ヘッド2.5×1.3cm、パールφ0.55cm

80702-854　束入れ（ハナエモリ）
●サイズ（約）:9.5×20×厚さ2cm　
●素材:牛革　●札入2、ファスナー式小銭入1、
カード入12、ポケット2　●カラー:ベージュ

10600_ノブルエ 7

80702-302　 
ホーロー食器セット
（キャプテンスタッグ）

●サイズ（約）:ラウンドプレート22cm、
ボール15cm、
マグカップ容量350ml×各4　●ケース付　
●ホーロー独特の風合いがあります

80702-303　ウェッジ
●全長サイズ（約）:83.3cm　●素材:カーボン、ラバー

80702-304　 
HUANウエイトコントロール 
（ムサシ）

●容量（約）:3.6g×90本　
●主成分:アミノ酸、L-メチオニン、
イノシトール、レシチン

80702-305　 
ボストンバッグ（フィラ）
●サイズ（約）:26×40×マチ18cm　
●素材:合成皮革　
●ポケット内3外1

80702-863　バックパック（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:35×15×高さ45cm　
●素材:PVCポータリン、ポリエステル

80702-864　 
アウトドアツール
（ビクトリノックス）

●サイズ（約）:7.4×2.2×高さ0.8cm　
●素材:ステンレス、樹脂　
●全23機能
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80702-126　フレームシューズラック
●サイズ（約）:25×57.5×高さ46cm　
●素材:天然木、スチール

80702-127　デスク
●サイズ（約）:40×85×高さ72cm　
●素材:合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール　●組立式

80702-128　 
モネ名画額 
「アルジャントーユの橋」

●サイズ（約）:43.3×52.5×厚さ5cm　
●素材:樹脂

80702-129　メガネケース
●サイズ（約）:30×36×高さ6cm　
●素材:合皮、ポリエステルベルベット　●カラー:ブラック

80702-130　 
電子辞書（カシオ）
●サイズ（約）:8.6×13.5×厚さ1.4cm　
●素材:樹脂　●機能:国語、英和、和英辞典･
電卓･50音入力･オートパワーオフ6分

80702-131　 
棚付ハンガーラック
●サイズ（約）:41×67×高さ151cm　
●素材:スチール、プリント化粧繊維板、木製

10600_ノブルエ 24

10500_ノブルエ 29

8071-0153　4段チェスト
●サイズ（約）:30×43×高さ81cm　
●素材:天然木、繊維板、不織布、ハードボード　●組立式

8071-0154　
ハンガーラック
●サイズ（約）:40×80×高さ165cm　
●素材:天然木　●組立式　

8071-0155　スツール
●サイズ（約）:37.5×27×高さ45cm　
●素材:ラバーウッド材、ポリエステル

8071-0150　姿見
●サイズ（約）:119×31.3×厚さ3cm　●素材:木　

8071-0151　折りたたみ収納ボックスセット
●サイズ（約）:38×38×高さ38cm　●素材:繊維板、ポリエステル、樹脂　
●耐荷重約100kg　

8071-0152　
キャスター付マガジンラック
●サイズ（約）:17.5×52×高さ59cm　●素材:天然木、布、スチール　
●組立式　

8071-0067　ウール大判ストール
●サイズ（約）:60×190cm　●素材:毛100%　

8071-0069　
ホック式折財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9×11.3×厚さ3cm　
●素材:ポリエステル、合成皮革　●札入1、小銭入1、カード入4

8071-0068　レディースウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:2×1.4cm、腕周り～16.5cm　
●素材:ステンレス、本革　●日常生活防水　●カラー:ブラウン

8071-0066　
ポーチ付トートバッグ
（クリオブルー）

●サイズ（約）:35×51×マチ15cm
●素材:ナイロン、合成皮革　
●ファスナー式開閉
●ポケット内3外2　
●カラー:ベージュ　

8071-0064　長財布 ピンク（ミシェルジョルダン）
8071-0065　長財布 ネイビー（ミシェルジョルダン）
●サイズ（約）:9.5×19×厚さ3cm　●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入8

8071-0063　
トートバッグ（エー・エス・マンハッタナーズ）
●サイズ（約）:トートバッグ28×37×マチ12cm、ポーチ12×
16×マチ2.5cm●素材:ポリエステル、合成皮革　
●ファスナー開閉式、ポケット内1外1　●カラー:ベージュ

80702-018　ポーチ付ボストンバッグ（アークドール）
●サイズ（約）:27×44～60×マチ20cm　●素材:ポリエステル　
●ファスナー式開閉、ポケット内2外1　●カラー:ブラウン

80702-020　 
牛革レディースウォッチ
（ピエールカルダン）

●サイズ（約）:φ2cm、腕周り～19cm　
●素材:ステンレス、牛革　
●日常生活防水　●カラー:ピンクゴールド

80702-019　 
パスケース
（ミチコロンドンコシノ）

●サイズ（約）:7.6×11×厚さ1.3cm　
●素材:牛革、合成皮革、ナイロン　
●ポケット外1、カード入内2

80702-015　ハンド&ショルダーバッグ（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:20×30×マチ13cm　●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内2　●カラー:ブラック

80702-016　 
手提げバッグ
（プライベートレーベル）

●サイズ（約）:29×38×マチ12cm　
●素材:合成皮革、ポリエステル　
●ポケット内3外2　
●カラー:ブラック

80702-853　長財布（マデラ）
●サイズ（約）:10×18.5×厚さ4cm　●素材:牛革、合皮　
●ホック式開閉、札入2、ファスナー式小銭入1、カード入12、ポケット5　
●カラー:ネイビー
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80702-027　レディスバッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:27×31×マチ13cm　●素材:合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外1　●カラー:グレー

80702-029　長財布
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2cm　●素材:牛革、合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8

80702-028　 
ダイヤモンド本革ウォッチ
（ノーマ･ジーン）

●サイズ（約）:φ2.6cm、
腕周り～18cm　
●素材:真鍮、ダイヤモンド2石、
本皮革　
●日常生活防水　
●カラー:ワインレッド

80702-030　トート&ショルダーバッグ（コグ）
●サイズ（約）:30×43×マチ12cm　●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外1　●カラー:ベージュ×ブラウン

80702-031　 
レディースウォッチ（レキシー）
●サイズ（約）:2.6×1.9cm、
腕周り～17.5cm　
●素材:ステンレス　
●日常生活防水　
●カラー:シルバー×グリーン（グラデーション）

80702-032　ホック式長財布（キャティフェラーリ）
●サイズ（約）:10×19×厚さ5cm　●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー:ブロンズ

10600_ノブルエ 8

80702-921　ブランケット（アーバンリサーチ）
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:綿100%

80702-260　 
超音波式加湿器
●サイズ（約）:16×17×高さ32cm　
●素材:樹脂

80702-861　タオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、
フェイスタオル34×75cm、ウォッシュタオル34×35cm　
●素材:綿100%
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80702-918
●

●

80702-920

　 

●

●

●

●

80702-919

　 

　 

80702-918 80702-920
サイズ（約）：総丈 113cm、肩幅 60cm、バスト 140cm、袖丈 57cm
素材：綿100％

フード付バスロープ

サイズ（約）：140×190ｃｍ
素材：ポリエステル100%
サイズ（約）：140×190ｃｍ
フランネルわた入毛布（ブリティッシュハイランド）

大判ひざ掛け2枚セット
サイズ（約）：70×140ｃｍ
素材：綿100％（オーガニックコットン50％）

6463

バックパック（キャプテンスタッグ）

スリッパセット（ミントン）

折りたたみテーブル

ウール大判ストール 牛革レディースウォッチ（ピエールカルダン） 手提げボストンバッグ（ベルーガ）

スポーツ

インテリア

インテリア

レディス
ファッション

レディス
ファッション

レディス
ファッション

10,600円（税込11,660円） （10,000円コース ＋ システム料 600円）



80702-070　牛革ビジネスシューズ26cm
80702-071　牛革ビジネスシューズ26.5cm
●素材:牛革、合成底　●カラー:ブラック

80702-072　 
ボストンバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:30×51×マチ24cm　
●素材:ポリエステル　
●ポケット内3外1　
●カラー:ブラック

80702-073　 
メンズウォッチ（バレンチノルーディ）
●サイズ（約）:φ3.5cm、腕周り16～22cm　
●素材:真鍮、パラジュウムメッキ、ステンレス　
●カラー:シルバー　●日常生活防水

80702-074　キャリーケース
●サイズ（約）:25×35.5×高さ54cm、重量3kg　●素材:ポリカーボネート樹脂　
●ポケット内2　●ダイヤルロック付　●カラー:シルバー

80702-075　 
牛革メンズウォッチ（ピエールカルダン）
●サイズ（約）:φ2.6cm、腕周り17.5～22cm　
●素材:ステンレス、牛革　●カラー:ブラック　
●日常生活防水

80702-076　クラッチバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:19.5×27.5×マチ5.5cm　●素材:牛床革、合成皮革　
●ポケット内1　●カラー:ブラック
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80702-045　ホック式長財布（クリオブルー）
●サイズ（約）:9.5×19×厚さ3cm　●素材:合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入6　●カラー:ブルー

80702-046　 
ハートリング（シーアングル）
●サイズ:11号　
●素材:シルバー925、キュービックジルコニア

80702-047　 
トートバッグ（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:34×43×マチ17cm　●素材:合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3　●カラー:ピンク

80702-049　ホック式長財布（イルムス）
●サイズ（約）:10×18.5×厚さ4cm　●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入12　●カラー:ピンク

80702-050　レディースウォッチ
●サイズ（約）:2×2.1cm、腕周り～15cm　
●素材:真鍮（パラジウムメッキ･ニッケルメッキ）　
●日常生活防水

80702-857　 
トートバッグ（シンク･ビー）
●サイズ（約）:26.5×29×マチ8cm　
●素材:表地:ビスコース･アクリル･コットン･
ポリエステル、裏地:ポリエステル
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80702-033　0.03ctダイヤモンドペンダント
●サイズ（約）:全長40×トップ1.4×1.3cm　
●素材:ダイヤモンド、シルバー925ロジウムメッキ

80702-034　 
ハンドバッグ
●サイズ（約）:25×41.5×マチ15cm　
●素材:合皮　
●マグネット式開閉、ポケット内1　
●カラー:ネイビー

80702-035　 
レディースウォッチ
（バレンチノルーディ）

●サイズ（約）:φ2.8cm、腕周り～20cm　
●素材:真鍮、パラジュウムメッキ、ステンレス　
●日常生活防水　
●カラー:シルバー×ホワイト

80702-036　 
ボストンバッグ（アークドール）
●サイズ（約）:27×44×マチ20cm　
●素材:ポリエステル　
●ポケット内2外1、ポーチ付　
●カラー:ネイビー

80702-037　 
ファスナー式長財布 
（アッシュエル）

●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　
●素材:（表）牛革、（裏）合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入8　
●カラー:ネイビー

80702-038　 
トートバッグ
（ミシェルジョルダン）

●サイズ（約）:33.5×30×マチ2cm　
●素材:ポリエステル、ポリプロピレン　
●マグネット式開閉、ポケット内2　
●カラー:シルバー
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80702-083　牛革ビジネスシューズ26cm
80702-084　牛革ビジネスシューズ26.5cm
●素材:牛革、合成底　●カラー:ブラウン

80702-085　 
牛革メンズウォッチ
（ピエールカルダン）

●サイズ（約）:φ2.9cm、
腕周り17.5～21cm　
●素材:真鍮、牛革　
●日常生活防水　
●カラー:ブラウン

80702-086　 
ロープタイ（ダックス）
●サイズ（約）:全長110cm　
●素材:真鍮

80702-087　トートバッグ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:30×47×マチ16cm　●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外2　●カラー:ブラウン

80702-088　 
先染格子折りたたみ傘
●サイズ（約）:親骨53cm　
●素材:ナイロン100%、鉄、天然木　
●カラー:ベージュ×ブラウン

80702-089　 
牛革リバーシブルベルト
●サイズ（約）:最大ウエスト96cm　●素材:牛革　
●カラー:ブラック×ダークブラウン
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80702-077　トートバッグ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:34×37×マチ12cm　●素材:ポリエステル、合皮　
●ポケット内3外3　●着脱式ショルダー付　●カラー:ブラック

80702-079　 
メンズベルト（スタメッラ）
●サイズ（約）:最大ウエスト114.5cm　
●素材:牛床革、リサイクルレザー（再生皮革）

80702-078　 
メンズウォッチ
（デービッドヒックス）

●サイズ（約）:3.2×2.8cm、周り16～20cm　
●素材:真鍮、ステンレス　
●日常生活防水

80702-081　 
パスケース付牛革折財布 
（アッシュエル）

●サイズ（約）:11×9×厚さ2cm　
●素材:牛革　
●札入2、小銭入1、カード入3　
●カラー:ブラック

80702-082　 
牛革メンズウォッチ
（ピエールカルダン）

●サイズ（約）:φ2.9cm、腕周り17.5～21cm　
●素材:真鍮、牛革　●日常生活防水　
●カラー:ブラック

80702-080　ビジネスバッグ（ミッシェルクラン）
●サイズ（約）:40×29×マチ9cm　●素材:ポリエステル　●ポケット内2外1　
●カラー:ブラック

10600_ノブルエ 16

80702-051　バッグインバッグ付トートバッグ（イルムス）
●サイズ（約）:29.5×44×マチ13.5cm　●素材:合成皮革　
●バッグインバッグ:ポケット内3　●カラー:ネイビー

80702-052　 
ホック式牛革長財布（チェルベ）
●サイズ（約）:9.7×19.2×厚さ4cm　
●札入2、小銭入1、カード入7　●カラー:イエロー

80702-053　 
ブルートパーズペンダント
（ネージュクレア）

●サイズ（約）:全長45×トップ0.6×0.5cm　
●素材:スイスブルートパーズ0.5ct、
シルバー925（ロジウムメッキ）

80702-054　トートバッグ（ミシェルジョルダン）
●サイズ（約）:33.5×30×マチ2cm　
●素材:ポリエステル、ポリプロピレン　
●マグネット式開閉、ポケット内2　●カラー:ゴールド

80702-055　 
ホック式長財布 
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:10×19×厚さ3.5cm　
●素材:（表）牛革、（内）合成皮革　
●札入1、小銭入1、カード入4　
●カラー:レッド

80702-056　 
ポーチ付バッグ
（クリオブルー）

●サイズ（約）:35×51×マチ15cm　
●素材:ナイロン、合成皮革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外2　
●カラー:ネイビー
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80702-039　手提げバッグ（ダイアンボードリー）
●サイズ（約）:35×38×マチ9cm　●素材:合成皮革、ポリエステル　
●マグネット式開閉、ポケット内3　●カラー:ブラック

80702-040　 
ホック式長財布 
（キャティフェラーリ）

●サイズ（約）:10×19×厚さ5cm　
●素材:合成皮革　
●札入2、小銭入1、カード入8　
●カラー:ブラック

80702-042　手提げボストンバッグ（ベルーガ）
●サイズ（約）:23×34×マチ12cm　●素材:合成皮革　
●かぶせマグネット式開閉、ポケット内4　●カラー:ブラック

80702-044　 
スイングドロップペンダント
（ユキコハナイ）

●サイズ（約）:全長40×トップ2.7×0.3cm　
●素材:シルバー925（ロジウムメッキ）、
キュービックジルコニア

80702-855　 
折傘（ヴァレンチノクリスティ）
●サイズ（約）:親骨55cm、
折りたたみ時38cm　●素材:ナイロン
●カラー:ベージュ

80702-856　 
レディースウォッチ
（マレリードンナ）

●サイズ（約）:腕周り～17.5cm　
●素材:ケース:ステンレス、
ベルト:本革　
●日常生活防水
●ベルトカラー:ブラウン
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80702-109　 
トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:35×35×マチ12cm　
●素材:ポリエステル、牛革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外3　
●カラー:ネイビー

80702-108　 
メンズウォッチ（エヌワイシー）
●サイズ（約）:腕周り～20.5cm　
●素材:ケース:亜鉛合金･IP、ベルト:ステンレス　
●日常生活防水

80702-111　バックパック（デービッドヒックス）
●サイズ（約）:50×28×マチ15cm　
●素材:PVC、ポリエステル、合皮　
●ポケット内1外3　●カラー:ブラック

80702-112　 
メンズウォッチ（クワトロ）
●サイズ（約）:φ3.1cm、腕周り～23cm　
●素材:亜鉛合金、ナイロン　
●日常生活用防水　●替えベルト付

80702-113　 
ショルダーバッグ
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:24×34×マチ8cm　
●素材:合皮　
●マグネット式開閉

（中ファスナー）、
ポケット内4外1　
●カラー:ネイビー

80702-859　 
折りたたみ傘（ヴァレンチノクリスティ）
●サイズ（約）:親骨55cm、折りたたみ時38cm　
●素材:ナイロン　●カラー:ネイビー
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80702-090　ワンショルダーバッグ（ヒロココシノ）
●サイズ（約）:31×18×マチ9cm　●素材:合皮　
●ポケット内1外1　●カラー:ブラック

80702-091　 
ハンチングセット
●サイズ（約）:頭囲57～60cm　
●素材:綿、牛革

80702-858　 
ストール（ムーン）
●サイズ（約）:70×170cm（フリンジを除く）　
●素材:ウール100%　●カラー:グレー

80702-092　 
メンズウォッチ
（エヌワイシー）

●サイズ（約）:腕周り～21cm　
●素材:ケース:亜鉛合金･IP、
ベルト:ウレタン　
●日常生活防水

80702-093　 
本革メンズウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:φ4.5cm、腕周り14～19cm　
●素材:合金、本革　●日常生活防水

80702-095　 
トートバッグ
（アーノルドパーマー）

●サイズ（約）:30×47×マチ16cm　
●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、
ポケット内1外2　
●カラー:ブラック
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80702-096　パスケース付トートバッグ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:33×42×マチ13cm　●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外2　●カラー:ブラウン

80702-097　かぶせ式牛革長財布（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:9×19×厚さ2cm　●素材:牛革　
●札入1、小銭入1、カード入12　●カラー:ブラウン

80702-098　 
牛革メンズウォッチ
（カンサイセレクション）

●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～20cm　
●素材:ケース:真鍮、ベルト:牛革（ワニ型押し）　
●日常生活防水

80702-099　ショルダーバッグ（チェルベ）
●サイズ（約）:23×18×マチ5cm　●素材:牛革、ポリエステル　
●ポケット内1外2　●カラー:ブラウン

80702-100　 
ショルダーバッグ
（ヒロココシノ）

●サイズ（約）:22×34×マチ14cm　
●素材:合皮　●ポケット内2外2　
●カラー:ダークブラウン

80702-101　 
本革メンズウォッチ（マレリー）
●サイズ（約）:φ3.8cm、腕周り～19cm　
●素材:亜鉛合金、本革　
●日常生活用防水　
●カラー:ブラウン×ブラック
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80702-114　メンズウォッチ（レガッタクラブ）
●サイズ（約）:φ3cm、腕周り～23cm　
●素材:合金、ナイロン　●日常生活防水　
●カラー:マルチ、カーキ　●替えベルト付

80702-115　バッグセット（ディッキーズ）
●サイズ（約）:メッセンジャー24×28×マチ13cm、
ドラムバッグ37×19×マチ19cm　
●素材:ポリエステル
●メッセンジャー:ポケット内3外2　●カラー:ブラック

80702-116　 
ボストン&ショルダーバッグ
●サイズ（約）:ボストンバッグ
24×36×マチ20cm、
ショルダーバッグ31×26×マチ3cm　
●素材:合成皮革、ナイロン　
●ポケット外3
●カラー:グリーン×チェック
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80702-117　トートバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:35×35×マチ12cm　●素材:綿（帆布）、牛革　
●ファスナー式開閉、ポケット内3外3　●カラー:カーキ

80702-118　 
ショルダーバッグ（アッシュエル）
●サイズ（約）:25×37×マチ9cm　●素材:綿（キャンパス地）、合皮　
●マグネット付カブセ式開閉、ポケット内3外2　●カラー:カーキ

80702-119　 
メンズウォッチ（エヌワイシー）
●サイズ（約）:腕周り～21cm　
●素材:ケース:ステンレス･IPBメッキ、
ベルト:本革　●日常生活防水

10600_ノブルエ 22

80702-102　トートバッグ（アーノルドパーマー）
●サイズ（約）:33×42×マチ13cm　●素材:合皮　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外2　●カラー:キャメル

80702-103　 
牛革メンズウォッチ（ピエールカルダン）
●サイズ（約）:φ2.6cm、腕周り～22cm　
●素材:ステンレス、牛革　●カラー:ピンクゴールド　
●日常生活防水

80702-104　かぶせ式長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.7×18.7×厚さ2cm　●素材:牛床革、合皮　
●札入1、小銭入1、カード入11　●カラー:ブラウン

80702-105　ショルダーバッグ（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:24×34×マチ8cm　●素材:合皮　●ポケット内4外1　
●マグネット式開閉（中ファスナー）　●カラー:ブラウン

80702-106　 
ショルダーバッグ
（アッシュエル）

●サイズ（約）:25×37×マチ9cm　
●素材:綿、合皮　
●ポケット:内3外2　●カラー:ベージュ

80702-107　 
牛革長財布（アッシュエル）
●サイズ（約）:9.5×19.5×厚さ2cm　
●素材:牛革　
●ホック式開閉、札入2、小銭入1、ポケット外1、カード入16
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80702-262　 
今治エコタオルケット（アースプロダクト）
●サイズ（約）:140×185cm　●素材:綿100%

80702-263　シルキーヘムブランケット（ボイス）
●サイズ（約）:140×200cm×2　●素材:ポリエステル100%

80702-264　高さ調節枕
●サイズ（約）:枕35×50cm、ピローケース35×62cm　
●素材:側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエチレン100%（ソフトパイプ）

80702-265　泉州産五重織ガーゼケット
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:綿100%

80702-266　 
オーガニックコットンタオルケット（ブランツパワークオリティ）
●

●

●

サイズ（約）:140×190cm　
●素材:綿100%（パイル部分オーガニックコットン100%）
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80702-922　 

サイズ（約）16×16×9ｃｍ
素材：ローズ、カーネーション、マム、
アジサイ、木、アクリル

プリザーブドフラワー
（グランミュゼ）

※生花を加工していますので、花形・色などに個体差がございます。

6463 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 419点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

レディス
ファッション

レディス
ファッション

メンズ
ファッション

パスケース付トートバッグ（アーノルドパーマー）

メンズ
ファッション

メンズウォッチ（エヌワイシー）

メンズ
ファッション

牛革ビジネスシューズ（アンスノビッシュ）

メンズ
ファッション

キャリーケースハートリング（シーアングル）ホック式長財布（キャティフェラーリ）

リラックス・クリーン

©2018.City of New York. All rights reserved.
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8071-0243　ボアー掛けふとん（東洋紡）
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:ポリエステル100%　

8071-0244　ウール混肌布団
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:（側地）綿100%、（詰め物）羊毛50%･ポリエステル50%　　

8071-0245　泉州綿毛布
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:綿100%　●カラー:アイボリー　

8071-0240　ニュータイプ羽根ふとん（東洋紡）
●サイズ（約）:150×210cm　
●素材:（サイド）ポリエステル、（センター）フェザー90%、ダウン10%　

8071-0241　ジャガードシルク混綿毛布（東洋紡）
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:よこ糸（毛羽部分）:綿85%･絹15%、たて糸:ポリエステル100%　

8071-0242　敷パッド&ニューマイヤー毛布（リーガル）
●サイズ（約）:敷パッド100×205cm、毛布140×190cm　
●素材:敷パッド（表）ポリエステル100%、（裏）ポリエステル80%･綿20%、

（詰め物）ポリエステル100%、毛布ポリエステル100%

80702-0369　 
ロクシタンベストセラーセット
●容量:ファイブハーブス リペアリングシャンプー
300ml、ファイブハーブス リペアリングコンディショ
ナー250ml、シアバター10ml、ローズ ベルベット
ボディミルク250ml　
●アロマティックハーブ、ローズ、シアの香り

80702-0370　 
ジミーチュウ
●香水（オードトワレ）
●容量（約）:60ml　
●タイガーオーキッドとティーローズがセンシュアルな
印象を演出するフェミニンでラグジュアリーな香り

80702-0371　 
ランバンモダンプリンセス
●香水（オードパルファム）　
●容量（約）:60ml
●ジャスミンとピンクレディアップルをブレンドした、
華やかなのに自然体でセクシーな香り

80702-0368　 
BELLA V ピアス
●サイズ（約）:2cm　
●素材:クリスタル、ロジウムコーティング

ジミーチュウ ランバン

ロクシタンスワロフスキー

1996年に設立されたジミー チュウは、ファクトリーをイタリアに構え、ロンドンに1号店をオープン。都
会的でファッショナブル、自信に満ち溢れているジミー チュウを愛する人々にとって、その魅力はブラ
ンドの真髄がつまった官能的な香り、女性を包み込む香水にまで広がりました。

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏・プロヴァンス。1976年にその地で生まれた
ロクシタンは、厳選された植物素材を使用したフレグランス製品やスキンケア製品などを通じて、プロ
ヴァンスの生活を提案するライフスタイルコスメティックブランドです。

1889年、ジャンヌ・ランバンは22歳の若さで、パリに婦人帽子店をオープン。その後、ジャンヌはパリ
のファッションシーンをリードし始めます。ジャンヌの美意識と革新性は世界中のエディターやセレブリ
ティを魅了してやみません。 

1895年の設立以来、スワロフスキー社を支えてきたものはクリスタル･カットにおける創設者ダニエ
ル･スワロフスキーの匠の技です。技術革新とデザインへのあくなき情熱によって、世界随一のジュ
エリー＆アクセサリー･ブランドへと発展しました。今日も、全世界の女性の毎日に特別な輝きをもたら
す伝統を創業者一族が担っています。

10600_ノブルエ 3

10500_ノブルエ 42

8071-0233　
プラチナセラム
（リファエクスプレッション）

●サイズ（約）:50㎖　●集中美容液

8071-0232　 
マイナスイオンドライヤー
（ヴィダルサスーン）

●サイズ（約）:8.7×28×高さ26cm　 
●素材:樹脂　
●AC100V-1200W、電源コード1.9m

8071-0231　
マイナスイオン2wayスチーム
ヘアアイロン（テスコム）
●サイズ（約）:全長34cm　●素材:PET、PC　
●AC100V-700W･電源コード1.7m　
●カール32mm　●ストレートも可

8071-0228　
カールドライヤー（テスコム）
●サイズ（約）:全長29.5cm　●素材:PA、PC、PPS、アルミニウム　
●AC100V･240V-700W･電源コード1.7m
●カール32mm　●ストレートも可

8071-0229　
マイナスイオンストレートアイロン（テスコム）
●サイズ（約）:全長28.9cm　
●素材:PET、アルミ　
●AC100V･240V-600W･電源コード1.7m

8071-0230　アロマディフューザー
●サイズ（約）:ディフューザー7.5×7×高さ14cm、
オイルティートゥリー容量10ml2種×各1　
●AC5V-3W　
※パソコンUSB電源からも使用できます。
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8071-0249　毛布（東洋紡）
●サイズ（約）:140×200cm　●素材:毛羽部分ポリエステル100％　

8071-0250　肌ふとん（ワビゼン）
●サイズ（約）:140×190cm　
●素材:（側地）綿100%、（詰物）ポリエステル100%

8071-0251　冷感キルトケット&敷パット
●サイズ（約）:キルトケット140×190cm、敷パット100×205cm　
●素材:キルトケット（表・中綿）ポリエステル100%、（衿･裏）ポリエステル
75%ナイロン25%、敷パット（表）ポリエステル75%ナイロン25%、（裏･中
綿）ポリエステル100%　

8071-0246　ムートン調カービング敷パット（東洋紡）
●サイズ（約）:205×100cm　●素材:ポリエステル100%
●抗菌防臭加工

8071-0247　あったか敷パット（ブリティッシュ･ハイランド）
●サイズ（約）:100×200cm×2　●素材:ポリエステル100%

8071-0248　ウール毛布
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:（ヨコ糸（毛布部分））ウール100%、（タテ糸）ポリエステル100%　

80702-0374　 
シーケービー+シーケーワンセット
●容量（約）:香水50ml　
●カルバン クライン シーケービー オード トワレ
温かでセンスのよいホワイトムスクと爽快なフレッ
シュさがユニークにブレンドされた、くつろぎの香り。
●カルバン クライン シーケーワン オード トワレ
シンプルで、すっきりとした使いやすいフレグランス。
シアーシトラスの香り。

80702-879 　 
折財布
●サイズ（約）:10×14.2×厚さ3.3cm　
● :牛革材素

80702-0372　 
スーツリフレッシュセット
●サイズ（約）:スーツアップミスト200ml×2、
スーツアップバームアズーロ40g、
スーツアップタグアズーロ（芳香消臭剤）

80702-0373　 
ラウンド財布
●サイズ（約）:20×10×厚さ2.5cm　
●素材:表:牛床革、内側:合皮、ポリエステル　
●札入2、小銭入1、ポケット入12

カルバン クライン

アーバンリサーチオロビアンコ

タケオキクチ

「DESIGN YOUR LIFE STYLE」 をテーマに、様々な都市をリサーチ し、カジュアルテイストをベー
スに世界中からデイリーウェアーやドレス、ライフスタイル雑貨までをセレクト。フレキシブルに今の空
気をモノやカルチャーに乗せて伝えるSPECIALITY SHOP。

TAKEO KIKUCHIは、色気と遊び心があり、今の時代をさりげなく着こなす男性のためのTOKYO発
信ブランドです。

イタリアミラノの新進ファクトリーブランド『Orobianco』。時代とリンクする洗練されたデザインワーク
により生み出された、ライフスタイルアイテムと融合した新たなビジネスツールの誕生です。

1968年に女性用のコート事業からスタートしたカルバン・クラインは瞬く間に評判となり、その後事
業を拡大。ck カルバン・クライン ジーンズの広告キャンペーンが70年代後半に一世風靡し、デザイ
ナージーンズの先駆けとなる。
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札入2､小銭入1､カード入10●

80702-235　 
フェイスケアセット（ディノメン）
●容量（約）:保湿ジェル60g、フェイスローション150ml、
洗顔フォーム130g

80702-236　 
トイレタリーバッグ 
（ゾーン）

●サイズ（約）:18×30×マチ10cm　
●素材:フェルト　
●カラー:ダークグレー

80702-238　ボディケア&フレグランスセット（グランセンス）
●容量（約）:ルームスプレー90ml、リードディフューザー220ml、
キャンドル160g、ハンドクリーム40g、ハンド&ボディーソープ285ml　
●ホワイトムスクの香り

80702-239　 
マイナスイオンドライヤー 
（ヴィダルサスーン）

●サイズ（約）:8.7×28×高さ26cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-1200W･コード1.9m

80702-240　トイレタリーセット（ゾーン）
●サイズ（約）:ソープディッシュφ11×高さ2.5cm、
ソープディスペンサーφ8×高さ11.5cm、
ブラシタンブラーφ8×高さ10cm　●カラー:グレー
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80702-915　 
ボディケアセット 
（カンパニードプロバンス）

●容量（約）:リキッドソープ300ml、
ボディスクラブ150ml、ハンドバー
ム100ml、リップバーム4.7g　

80702-192　ボウル&プレートセット（ダンスク）
●サイズ（約）:ボウルφ18.5×高さ7.5cm、プレートφ21×高さ1.5cm　
●素材:ソーダガラス

80702-193　カトラリー10点セット
●全長サイズ（約）:ナイフ21cm、スプーン19cm、フォーク18cm、ケーキフォーク、
ティースプーン14cm　●素材:ステンレス（ワンポイントで金メッキ）

80702-194　 
スープシチューセット
（ミスターボス）

●サイズ（約）:
オートミル皿φ16.5×高さ5cm、
プレートφ19.5×高さ2.5cm　
●素材:磁器

80702-195　グラタン皿セット
●サイズ（約）:18×23.3×高さ4.1cm　●素材:耐熱陶器　
●直火、オーブン、電子レンジ可

80702-196　 
3段サービスプレート
●サイズ（約）:上段φ19×高さ12cm、
中段φ27×高さ12cm、
下段φ33×高さ12cm　
●素材:ガラス

80702-197　 
コーヒータイムセット
（フォション）

●サイズ（約）:カップφ9×高さ6cm、
ソーサーφ15.5×高さ1.5cm、
プレートφ24.5×高さ2cm　
●素材:磁器
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80702-156　ポールハンガー
●サイズ（約）:φ28×高さ177cm　●素材:木、スチール　
●耐荷重約2kg/フック　●組立式

80702-157　 
3重ラインストーンフォトフレーム
●サイズ（約）:17.2×12.2×1.8cm
●素材:アルミ、ガラス

80702-158　 
ボックスセット
（ジェニファーテイラー）

●サイズ（約）:大25×25×高さ15cm、
小20×20×高さ12cm　
●素材:ポリエステル100%

80702-159　 
トーマス･マックナイト「マンハッタン」
●サイズ（約）:40×59.4×1.5cm　●壁掛け用

80702-160　 
電波時計（シチズン）
●サイズ（約）:17.1×17.9×厚さ7.6cm　
●素材:木枠　●ステップ運針

80702-161　コーヒー5客セット
●サイズ（約）:カップφ9.7×高さ7.7cm、
ソーサーφ16.5×高さ2.3cm　
●素材:磁器
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80702-198　ペアスピングラス（ショトックス）
●サイズ（約）:φ5.9×高さ5.9cm　
●素材:24%鉛クリスタル

80702-200　 
プレートセット（ケデップ）
●サイズ（約）:ボウル23.5×23.5×高さ9.5cm、
プレート18×18×高さ2.5cm　
●素材:強化磁器

80702-199　 
タンブラー5客セット
（クリスタル・ダルク）

●サイズ（約）:φ7.8×高さ12cm　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80702-202　 
グラスセット（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:
ビールグラスφ6.1×高さ18cm、容量350ml、
タンブラーφ6.8×高さ11cm、容量440ml　
●素材:無鉛クリスタルガラス

80702-203　 
デカンタ（シェフ&ソムリエ）
●サイズ（約）:14.5×高さ31.3cm、容量1.4ℓ　
●素材:クウォークス

80702-201　 
ステンレス二重構造ペアタンブラー
●サイズ（約）:φ7×高さ8cm　
●素材:ステンレス
●内側底に桜の模様あり
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80702-162　折りたたみローテーブル
●サイズ（約）:60×90×高さ32cm　●素材:合成木材　
●耐荷重約10㎏　●鏡面仕上げ

80702-163　 
キッチンワゴン
●サイズ（約）:30×53×高さ85cm　
●素材:スチール、プリント化粧合板　
●組立式

80702-164　アロマミスト
●サイズ（約）:9.5×10×高さ22cm　
●アロマオイル（ラベンダー、
ティートゥリー）各10ml付　
●AC100V-12W

PANTONE157c80702-165　電波時計
●サイズ（約）:φ33.8×厚さ5cm　●素材:樹脂、ガラス
●電池式　●夜間秒針停止機能付

80702-166　 
ハンガー付
5段チェスト
●サイズ（約）:42×83.5×高さ111.2cm　
●素材:樹脂、鉄　●組立式

80702-167　 
スクエアシリーズ ベース
（ナハトマン）

●サイズ（約）:高さ28cm　
●素材:クリスタルガラス
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マイセンリチャードジノリ

1775年に開窯したデンマーク王室御用達のロイヤル コペンハーゲン。シンプルで優美なデザイン
のテーブルウェアは多くのファンに愛されています。

1735年、リチャード ジノリは、イタリア・フィレンツェに誕生しました。磁器製造を夢見たカルロ・ジノリ
侯爵が、窯を創設したのが始まりです。以来３世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの伝統に育てら
れ、バラエティ豊かな美しい陶磁器を創り出してきました。

250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優れたクオリティ、ブリティッシュエレガンスの漂う洗
練を極めたデザインは、特別の日を記念するアイテムとして最適です。

マイセン磁器は1710年、東洋の磁器に魅せられたザクセン公国アウグスト強王の命によって生ま
れました。以来今日まで、ヨーロッパ最高の硬質磁器として知られています。

ロイヤルコペンハーゲン ウェッジウッド

　 

80702-003　 
ペアコーヒーカップ&ソーサー
●サイズ（約）:カップφ8×高さ7.5cm、
ソーサーφ15×高さ2cm　●素材:磁器

80702-002　 
ワイルドストロベリー  
マリアージュボール
●サイズ（約）:28×25×高さ6cm　
●素材:ファインボーンチャイナ

80702-004　 
サラダディッシュ
●サイズ（約）:φ22×高さ4.5cm　
●素材:磁器
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80702-883　 
カップ&ソーサー
●容量（約）:240ml ●素材:ポーセリン

80702-168　ノートパソコン用テーブル
●サイズ（約）:30×55×高さ39cm　●素材:樹脂

80702-170　 
ペーパーウエイト
（トロイカ）

●サイズ（約）:15.3×6.3×高さ7.2cm　
●素材:合皮、亜鉛合金

80702-169　 
テープディスペンサー
(クラフトデザインテクノロジー)
●サイズ（約）:本体22.5×5.4×高さ10.5cm
●適合テープ幅12～18mm
●素材:木材、アルミ、ステンレス

80702-171　 
光触媒
●サイズ（約）:40×20×高さ35cm　
●素材:ポリエステル、陶器

80702-173　 
ステップカン
●サイズ（約）:23.6×22.6×高さ34.5cm、
容量10ℓ　
●素材:ステンレススチール、樹脂
●フタがゆっくり閉まります

80702-8600　モケット織マット
●サイズ（約）:100×100cm　
●素材:アクリル100%　
●抗菌防臭、床暖対応
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80702-174　ラックセット
●サイズ（約）:六段29×59×高さ106cm、七段29×59×高さ122cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

80702-176　7段階リクライニング座椅子
●サイズ（約）:38×54×高さ22～30cm　
●素材:ポリエステル、ウレタンフォーム、スチール

80702-175　 
インテリア時計
●サイズ（約）:32×48cm　
●素材:鉄　
●スイープ運針

80702-177　傘立て
●サイズ（約）:17.5×33×高さ42.5cm　●素材:スチール、ゴム　
●組立式　●32本収納可

80702-178　 
本棚
●サイズ（約）:29×39×高さ79cm　
●素材:プリント紙化粧繊維板　
●組立式

80702-179　ハンガーラック
●サイズ（約）:41×90.5×高さ174cm　
●素材:スチール　●組立式　
●耐荷重約50kg
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6665

あったか敷パット（ブリティッシュ･ハイランド）

折財布（タケオキクチ）

フェイスケアセット（ディノメン）

セレクト
ブランド

ボウル&プレートセット（ダンスク） キッチンワゴン

テーブルウェア インテリア

ペーパーウエイト（トロイカ）

インテリア

ビューティー・
バス＆
ウォッシュ

リラックス・
クリーン

10,600円（税込11,660円） （10,000円コース ＋ システム料 600円）



80702-132　収納ボックス
●サイズ（約）:21×28×高さ8.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル、スチール

80702-133　収納ラック
●サイズ（約）:29.5×30×高さ80cm　
●素材:繊維板　●組立式

80702-134　 
ポールスタンド
●サイズ（約）:φ33×高さ176cm　
●素材:天然木、繊維板、スチール　
●組立式

80702-135　インワゴン
●サイズ（約）:30×40×高さ50.5cm　
●素材:合成樹脂化粧板、スチール

80702-136　アロマミスト
●サイズ（約）:φ10×高さ9.5cm　
●DC5V-3W･コード1m　●USB電源専用　
●アロマオイル（ラベンダー、
グレープフルーツ、ペパーミント）各5ml付

80702-137　ラグマット（東洋紡）
●サイズ（約）:185×185cm　
●素材:（表）ポリエステル100%、（裏）不織布、（詰め物）ポリウレタン100%
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80702-893　折りたたみテーブル
●サイズ（約）:40×60×高さ31.5cm　●素材:天然木化粧繊維板、スチール

80702-139　 
電波振り子時計（マグ）
●サイズ（約）:47×29×厚さ6.8cm　
●素材:樹脂、ガラス

80702-132　収納ボックス
●サイズ（約）:21×28×高さ8.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル、スチール

80702-141　高座椅子
●サイズ（約）:65×58×高さ70cm（座面高30cm）　
●素材:積層材、金属（鋼）、ポリエステル、綿、ウレタンフォーム　
●組立式

80702-894　玄関踏み台
●サイズ（約）:35×60×高さ12.5cm
●素材:天然木

80702-143　デスク
●サイズ（約）:35×60×高さ70cm　
●素材:天然木　
●組立式
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ナルミ

日本国迎賓館などでご使用頂き高い評価を得ております。

箔一は、1975年に創業し、かつて材料であった「金沢箔」を身近に使っていただけるよう「金沢箔
工芸品」という市場を創出してきたパイオニアで、日本で唯一の金箔総合企業です。

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文様を集大成し有田の伝統様式を一歩前進させた
として評価され、世に香蘭社調とも呼ばれ広く親しまれています。

日本を代表するテーブルウエアブランド。やさしい乳白色と強度に優れたボーンチャイナの量産化に
日本ではじめて成功、世界市場でも高い評価を得ています。

　 80702-006
カップ&ソーサー
●サイズ（約）:φ27×高さ4cm、
ソーサーφ14.5×高さ2.4cm　
●素材:磁器

　 80702-007　 
花見鳥 小箱
●サイズ（約）:13.8×12×高さ6cm　
●素材:合成木材
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●

80702-887
ブルーローズ　モーニング碗皿
サイズ（約）:カップφ12×高さ7cm、

●素材:磁器
ソーサーφ15×高さ2cm

●

日本ではじめて成功、世界市場でも高い評価を得ています。

●

　 

素材:磁器

80702-888
テーブルウェアセット
サイズ（約）:カップ（φ9.7×高さ6cm・容量

190ml）、ソーサー（φ15.7×高さ1.9cm）
×各5、プレート（φ26.6×高さ2.1cm）×1

80702-332　キッチンセット（ニチガン）
●サイズ（約）:レンジ18×24×高さ38cm、最小パーツ（目玉焼き）6×5.5×高さ1cm
●素材:天然木、磁石、面ファスナー　●対象年齢3才～

80702-333　ダンボール冷蔵庫&レンジセット
●サイズ（約）:冷蔵庫33×30×高さ56cm、レンジ26.5×30×高さ49cm　
●素材:ダンボール、ポリプロピレン、スチール、マグネット　●組立式　
●対象年齢3才～

80702-334　ころころ動物つみき
●サイズ（約）:32×29×高さ8.4cm　●素材:天然木　
●つみき×30、どうぶつ×4　●対象年齢1.5歳以上
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80702-331　プレート&ボウルセット
●サイズ（約）:プレートφ15.5×高さ2.5cm、φ24×高さ3cm、
シリアルボウルφ16×高さ5cm　●素材:磁器

80702-939　ランドセルキッズハンガー
● ●素材:繊維板、天然木　●組立式

80702-938　ウッドランドつみき100ピース
●サイズ（約）:最小パーツ3×3×厚さ1.5cm
全100ピース ●対象年齢：3歳～

●

●

サイズ（約）:45×45×高さ105.5cm

素材:天然木（ブナ材）

80702-280　ピクニックセット
●サイズ（約）:テント210×160×高さ130cm、チェアー27×29×高さ41cm　
●素材:ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スチール

80702-281　ツーウェイテーブル
●サイズ（約）:120×60×高さ70cm（ローテーブル時高さ37cm）　
●素材:アルミ　●高さを変えられるツーウェイタイプ

80702-282　ウォータージャグ13ℓ
●サイズ（約）:34×37×高さ37cm　
●素材:樹脂、シリコンゴム、ウレタンフォーム

80702-283　レインウェア&キャップ
●サイズ（約）:ウェア身丈73cm、パンツ総丈105cm、キャップ/頭周り約62cm迄　
●素材:ポリエステル

80702-285　トレッキングシューズ 25.5cm（エルカント）
80702-286　トレッキングシューズ 26.5cm（エルカント）
●素材:合成皮革、メッシュ、合成底　●アーチサポートインソール搭載

80702-284　 
クーラーバッグ45ℓ
●サイズ（約）:φ38×高さ48cm
●素材:塩化ビニル、PEVA
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80702-337　 
ペンスタンド付LEDキッズライト（ツインバード）
●サイズ（約）:22×20×高さ32.5cm　●素材:樹脂、鋼板、シリコン　
●AC100V-10W･コード1.8m　●カラー:ホワイト

80702-340　カトラリー35点セット
●全長サイズ（約）:ナイフ、スプーン、フォーク各種12.5～20.6cm　
●素材:ステンレススチール　●表面に愛らしい表情入り

80702-341　木製レンジ（ブリオ）
●サイズ（約）:29.4×40.6×高さ50.5cm　●素材:繊維板、樹脂　
●対象年齢3才～

80702-339　キッズハンガー
●サイズ（約）:35×60×高さ115cm　
●素材:ひのき　●組立式
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80702-940　フレンドリーブロック
●サイズ（約）:最小パーツ3×3×厚さ1.5cm、ケース20.5×29.5×高さ22cm
●素材:ポリスチレン、樹脂 ●全550ピース ●対象年齢：3歳～

80702-941　キッズチェア
●サイズ（約）：35×32.5×高さ50cm ●素材：天然木 ●組立式

80702-929　 
クッションシュラフ（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）：80×長さ190cm
●素材：ポリエステル ●収納時はクッションになります。

80702-931　レインウェア
●サイズ（約）:Mサイズ着丈75×肩幅54cm、
ウエスト78～88cm、股下71.5cm　
●素材：ナイロン

80702-291　 
マルチパワーステーション
●サイズ（約）:6.9×6.9×高さ34cm　
●素材:ABS　●電池式　
●LEDライト、LEDランタン、AM/FMラジオ、サイレン、太陽充電、
ダイナモハンドル充電、防災マニュアル付き

80702-292　 
トレッキングシューズ 23.5cm
80702-293　 
トレッキングシューズ 24.5cm
●素材:合成皮革、
メッシュ、合成底

80702-288　 
ツインライトLEDランタン 
（キャプテンスタッグ）

●サイズ（約）:16.5×16.5×高さ33cm
●素材:樹脂
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80702-929　 
クッションシュラフ（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）：80×長さ190cm
●素材：ポリエステル ●収納時はクッションになります。

80702-929　 
クッションシュラフ（キャプテンスタッグ）
サイズ（約）：80×長さ190cm

80702-931　レインウェア

●カラー：ライム

80702-930　 
V型スマートグリル
●サイズ（約）：35×26×高さ28cm
素材：ステンレス鋼●

80702-204　片手圧力鍋（ストラスブール）
●サイズ（約）:43×25×高さ23cm、容量5.5ℓ　
●素材:ステンレス、フェノール樹脂　●IH可

80702-205　お茶ひき器（ツインバード）
●サイズ（約）:11.5×9.8×高さ15.5cm　
●素材:樹脂、ステンレス鋼　●AC-100V-55W･コード1.4m

80702-209　 
電気焼肉器（ピーコック）
●サイズ（約）:30.8×46×高さ7.9cm　
●素材:アルミダイキャスト、ポリプロピレン　
●AC100V-1200W･コード1.8m

80702-210　グリルパン
●

●

●
サイズ（約）:φ27×深さ5.5cm　

●素材:樹脂、アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）、強化ガラス　
●AC100V-1050W･コード1.4m

80702-207　 
ハンディブレンダー 
（ツインバード）

●サイズ（約）:ブレンダーφ6.6×高さ38cm　
●素材:樹脂、他　
●AC100V-100W･コード1.8m
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80702-909
●

●

●

サイズ（約）：玉子焼36.7×16.2×高さ6.6cm、フライパン２０ｃｍ高さ8.5ｃｍ
フライパン２６ｃｍ高さ9.5ｃｍ　・素材：アルミニウム合金（内面マーブルフッ素
塗膜加工）、底部：ステンレス鋼（底の厚さ3.0mm）、取っ手：フェノール樹脂（シリコン塗装）

樹脂

フライパンセット（たいめいけん）

IH可

80702-910

サイズ（約）：たこ焼き器22.5×27×高さ8cm、ホットプレート21×30.5×高さ7.5cm
素材：アルミダイキャスト、ポリプロピレン
電源コード：たこ焼き器1.4ｍ、AC100V-500W、ホットプレート1.4ｍ、

AC100V-700W

着脱式角型電気たこ焼き器＆ホットプレートセット

80702-211　ガラススチーマー（リュミナルク）
●サイズ（約）:27×23×高さ25cm　
●素材:超耐熱ガラス、耐熱ガラス、全面強化ガラス　
●IH、オーブン、電子レンジ可

80702-212　 
マルチサンドメーカー
（アレグレ）

●サイズ（約）:24.5×23×高さ11cm　
●素材:樹脂、
アルミニウム合金（フッ素樹脂加工）　
●ホットサンド･ワッフル･ドーナツ･
ホットケーキプレート付　
●AC100V-650W･コード1.4m

80702-213　両手鍋（ケデップ）
●サイズ（約）:φ24×高さ11cm　
●素材:耐熱陶器

80702-214　オーブントースターセット
●サイズ（約）:オーブントースター21×35×高さ18cm、ティースプーン
13.5cm、ケーキフォーク13.5cm　●素材:鋼板、ステンレス、金メッキ　
●AC100V-860W･コード1m

80702-366　オーブントースター（ツインバード）
●サイズ（約）:33×34.5×高さ22cm　
●素材:鋼板、強化ガラス　●AC100V-1200W･コード1m

80702-216　レンジ専用保温調理鍋
●サイズ（約）:30×22×高さ18cm　●素材:樹脂、
ステンレス、発泡スチロール　●専用レシピブック付

80702-215　ステンレスパスタポット22cm（アンモード）
●サイズ（約）:高さ24.5cm、容量5.8ℓ　
●素材:ステンレス、鉄（三層鋼）、強化ガラス　●IH可
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8071-0147　
3段チェスト
●サイズ（約）:35×26×高さ56cm　
●素材:繊維板、アクリル　
●キャスターのみ組立式　

8071-0149　
ファイルラック2個セット
●サイズ（約）:27×35×高さ35cm　
●素材:プリント紙化粧合板　
●組立式
※写真は2個を積み重ねております

8071-0148　折りたたみテーブル
●サイズ（約）:45×90×高さ32cm　
●素材:天然木化粧合板、ラバーウッド　
●耐荷重約10kg

8071-0145　
光触媒ポピー
●サイズ（約）:30×30×高さ60cm
●素材:ポリエステル、陶器

8071-0144　ウッドテーブルワゴン
●サイズ（約）:30×46×高さ98cm　
●素材:ポリプロピレン、プリント化粧パーチクルボード　●組立式

8071-0146　
サイドテーブル
●サイズ（約）:φ40×高さ54cm　
●素材:天板、天然木化繊維板

（オーク材突板）、ラバーウッド
●組立式

80702-307　背負式噴霧器12ℓ
●サイズ（約）:35×13×高さ53cm
●素材:樹脂 80702-308　ガーデン7点セット

●全長サイズ（約）:刈込鋏49cm、剪定鋏、園芸鋏各17.5cm　
●素材:鋼、木、樹脂

80702-306　 
ソーラーオーナメント
●サイズ（約）:27.5×21.5×高さ22.5cm　
●素材:ポリレジン

80702-309　LEDガーデンライト
●サイズ（約）:φ18.8×高さ61.5cm　
●素材:樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン
●暗くなると自動点灯

80702-310　ホースリール
●サイズ（約）:16.8×34.8×高さ30.2cm、
ホース長20m　
●素材:ポリプロピレン、樹脂

80702-311　 
剪定鋏（SYU）
●全長サイズ（約）:19cm　
●素材:刃物鋼、本革
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8071-0153　4段チェスト
●サイズ（約）:30×43×高さ81cm　
●素材:天然木、繊維板、不織布、ハードボード　●組立式

8071-0154　
ハンガーラック
●サイズ（約）:40×80×高さ165cm　
●素材:天然木　●組立式　

8071-0155　スツール
●サイズ（約）:37.5×27×高さ45cm　
●素材:ラバーウッド材、ポリエステル

8071-0150　姿見
●サイズ（約）:119×31.3×厚さ3cm　●素材:木　

8071-0151　折りたたみ収納ボックスセット
●サイズ（約）:38×38×高さ38cm　●素材:繊維板、ポリエステル、樹脂　
●耐荷重約100kg　

8071-0152　
キャスター付マガジンラック
●サイズ（約）:17.5×52×高さ59cm　●素材:天然木、布、スチール　
●組立式　

80702-312　 
ドリル&ドライバーセット（アースマン）
●サイズ（約）:ケース29×35×高さ9cm　
●素材:樹脂、炭素鋼　●7.2V充電式　●全21点　
●正転･逆転切替機能

80702-313　 
ハンディスチームクリーナー
●サイズ（約）:15.3×21×高さ23cm　
●素材:樹脂　
●延長ホース、ブラシ、ノズル等付属9種

80702-314　 
コンパクトキャリー
●サイズ（約）:39×60×高さ82cm　
●素材:樹脂、スチール　
●折りたたみハンドル式

80702-315　LEDワークライト
●サイズ（約）:8×27×高さ21cm　
●素材:アルミダイキャスト、樹脂　
●AC100V-600W、電源コード3m

80702-316　メタルケース（KTC）
●サイズ（約）:21×41×高さ15cm 重量3kg　
●素材:スチール　●固定/可搬式トレイ付

80702-317　 
電動ポリッシャー（アースマン）
●サイズ（約）:14.8×28×高さ19.5cm　
●素材:樹脂、ナイロン、綿　
●ワックス用付属品4種
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6665 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 419点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

折りたたみテーブル

インテリア

テーブルウエア

V型スマートグリル

アウトドア

木製レンジ（ブリオ）

キッズ

フライパンセット（たいめいけん）

キッチン

4段チェスト

インテリア

ホースリール

ガーデン・
DIY



80702-268　キャリーオン回転モップ
●サイズ（約）:キャスター付バケツ29×47×高さ29.5cm　
●素材:樹脂･ステンレス･マイクロファイバーポリエステル　
●組立式　●スペアモップ×3付

80702-269　 
ウォッシングセット（ゾーン）
●内容:ブラシ、バケツ、
ソープディスペンサー、掃除用タオル　
●素材:樹脂

80702-270　 
ワイパー付
スティック型クリーナー
（ツインバード）

●サイズ（約）:17.5×23×105cm　●素材:樹脂　
●AC100V-240W･コード5m

80702-271　 
ファインバブルシャワー
●サイズ（約）:φ5.7×全長22cm　
●素材:樹脂

80702-272　 
セラミックファンヒーター（ディービーケー）
●サイズ（約）:19×16×高さ26cm　●素材:樹脂　
●AC100V-400～800W･電源コード1.95m

80702-273　 
窓用クリーナー
（ブラック･アンドデッカー）

●サイズ（約）:18×28×高さ33.5cm　
●容量:汚水タンク、スプレータンク各100ml　
●素材:樹脂　●充電時間:4時間30分、作業時間:約20分　
●ゴムワイパー、ワイプパッド×2付
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80702-318　 
ダイナミックヘッドホン（オーディオテクニカ）
●サイズ（約）:23×20.5×高さ9cm　●素材:アルミニウム、樹脂

80702-319　 
ホームプラネタリウム
（ケンコー）

●サイズ（約）:17.5×17×
高さ16.5cm　
●素材:樹脂

80702-322　クラシックギター
●サイズ（約）:100×37.5×厚さ10cm　●素材:バスウッド

80702-323　 
天体望遠鏡（ケンコー）
●サイズ（約）:58×84×118cm　
●素材:樹脂、スチール

80702-321　 
メガネ式ルーペ
●サイズ（約）:レギュラーサイズ
幅14.9×テンプル長13.8cm　
●倍率1.6倍
●メガネの上からもかけられます

80702-865　 
CDラジオ（コイズミ）
●サイズ（約）:20.3×25.2×12.7cm　
●素材:ABS　
●AC100V-11W　●電池式
●AM・FM受信、ワイドFM対応
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80702-355　 
国産牛すじカレー
●容量:180g×18

　 

80702-904

●
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洋食&ワインセット
(ビックパパ)
容量:ローストビーフ300ｇ､
ホエー豚ホホ肉シチュー130ｇ×3､
ランブルスコ(辛口)750ml
アルコール度数：11％

※未成年は酒類をお申込みできません
●

80702-354
デミグラスソース
煮込みハンバーグ
20食
●容量:120g×20

Gourmet
－グルメ－

80702-218　 
電気エアーポット 
（ピーコック）

●サイズ（約）:24.8×19.4×高さ29.3cm、
容量2.2ℓ　
●素材:ステンレス、樹脂　
●AC100V-700W･コード1.4m

　 
80702-217　鍋3点&包丁セット
●サイズ（約）天ぷら鍋φ20cm、深型フライパンφ26×深さ8cm、両手鍋φ22×深さ
10cm、包丁全長31cm　●素材:アルミ、強化ガラス、ステンレス、フッ素加工

80702-221　 
銅玉子焼&おろし金
●サイズ（約）:
玉子焼12×12×深さ3.5cm、
おろし金7.5×12cm　
●素材:銅、天然木

80702-222　 
両口雪平鍋18cm
●サイズ（約）:鍋22×7.8×7.8cm、お玉全長27cm　
●素材:ステンレス

80702-220　鍋3点セット
●サイズ（約）:北京鍋φ30×深さ8cm、天ぷら鍋
φ26cm、二段蒸し器φ16×深さ8cm、お玉全
長46cm　
●素材:鉄、ステンレス、強化ガラス、樹脂、
天然木
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　 80702-914　 
電気ドリップケトル（マリクレール）
●サイズ（約）:約24×13.5×22.5cm、容量1ℓ　
●素材:ステンレス、樹脂　
●AC100V-900W・コード1m　

80702-343　 
紀州うす塩梅 
「紀の恵み」2kg

●容量:ポリ樽入2kg

80702-344　 
魚沼産 
コシヒカリ･
黄金餅セット
●容量:魚沼産コシヒカリ5kg、
手造り黄金餅570g×2

80702-342　 
越後獅子の里（本醸造）
●容量:720ml×4 
※アルコール度数:15%以上16%未満

Gourmet
−グルメ−
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80702-180　貫入酒器セット（箔一）
●サイズ（約）:片口9.6×8.6×高さ9cm、容量220ml、ぐい呑みφ7×高さ5cm　
●素材:ガラス

80702-181　濃州孫六作 梨地和包丁3点セット
●サイズ（約）:三徳29cm、出刃28cm、刺身32cm　●素材:ステンレス刃物鋼

80702-182　有田焼 古伊万里ペアコーヒー碗皿
●サイズ（約）:碗φ9×高さ6.5cm、皿φ15cm　●素材:磁器

80702-183　信楽焼 焼酎サーバー
●サイズ（約）:φ14×高さ21cm、容量1.5ℓ　●素材:陶器

80702-184　 
漆塗三段四ツ引
●サイズ（約）:15×22×高さ19.5cm　
●素材:天然木

80702-185　角大皿5客揃
●サイズ（約）:19×19×高さ3.5cm　●素材:磁器
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80702-274　体重体組成計（タニタ）
●サイズ（約）:29.5×29.5×厚さ3.7cm　●素材:樹脂　
●電池式　●100g～150kgまで計測可

80702-275　 
上腕式血圧計（タニタ）
●サイズ（約）:14.4×9.3×高さ5.7cm　
●素材:樹脂、ポリエステル　
●電池式

80702-276　 
アロマミストファン
●サイズ（約）:13.5×15×高さ28cm
●素材:樹脂　
●アロマオイル付

80702-277　トイレラック
●サイズ（約）:15×46×高さ62cm　
●素材:中質繊維板　●組立式

80702-279　 
超音波洗浄器 
（ツインバード）

●サイズ（約）:22.5×15.5×14.5cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-26W･コード1.5m　
●アクセサリーホルダー付

80702-278　ミトン付衣類スチーマー（アースマン）
●サイズ（約）:本体19.5×12.5×高さ15.5cm、ミトン20.5×14.5×厚さ3cm　
●素材:樹脂、ポリカーボネート　●AC100V-950W･コード2.5m
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80702-324　色鉛筆セット
●ケースサイズ（約）:18.5×25.5×厚さ1.5cm
●素材:顔料･木軸　●30色入　●ポストカード、筆付

80702-936　 
ミニキーボード（カシオ）
●サイズ（約）：44.6×20.8×高さ5.1cm
●ドラムパッド：5種類　●リズム数：50パターン
●音色数：100音色

80702-326　天然木 ソーイングBOX
●サイズ（約）:27.5×18.5×高さ29cm

80702-327　スクラッチタワー（キャティーマン）
●サイズ（約）:58×34×高さ90cm　
●素材:パーチクルボード、紙管、麻縄、ポリエステル、スチール　●組立式

80702-937　 
ドッグステップ
●サイズ（約）：45×67×高さ20cm
素材：合成皮革、ウレタンフォーム●

80702-329　 
キャンピングキャリー
●サイズ（約）:57×36.5×高さ36.5cm　
●素材:樹脂、スチール
●使用体重目安8kg以下

10600_ノブルエ 56

●電池式

サイズ（約）：45×67×高さ20cm
素材：合成皮革、ウレタンフォーム
サイズ（約）：45×67×高さ20cm
素材：合成皮革、ウレタンフォーム

80702-357
ソーセージセット
●容量:ソーセージスライス

（ボロニア･ハーヴ）各60g×2、
ウィンナー（粗挽）100g×2、
ウィンナー（バジル･行者ニンニク）各100g×2、
ウィンナー（チーズ）100g×2

80702-358
スープセット
●容量:コーンスープ、
ミネストローネ、
クラムチャウダー150g×各8

80702-877

●
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焼き菓子詰合せ
(スイートバスケット)

容量:マドレーヌ(メープル×8､ミルク×6､
カフェラテ×6､アップル×6､
オレンジ×6､チョコ×8）

80702-223　すき焼き鍋&フライパンセット
●サイズ（約）:深型フライパンφ28×深さ8cm、玉子焼18×13×深さ3.3cm、
炒め鍋φ20×深さ7cm、すき焼き鍋φ24×深さ6cm　
●素材:アルミ、強化ガラス、ベークライト　●ターナー付　●IH可

80702-224　 
フタ付天ぷら鍋24cm
●サイズ（約）:24×高さ8cm、容量3.1ℓ　
●素材:鉄　●フタ裏で油きり可　
●温度計･カス揚付　●IH可

80702-225　 
着脱式 
ハンドル鍋セット
（郷技）

●サイズ（約）:
14×高さ7.5cm、
16×高さ8cm、
18×高さ8.5cm　
●素材:ステンレス　
●タッパー蓋付　
●IH可

80702-228　 
三徳包丁&パン切ナイフ 
（バイアキッチン）

●全長サイズ（約）:三徳29cm、
パン切りナイフ32cm　
●素材:ステンレス刃物鋼、木

80702-226　
チタンコーティング包丁セット
（濃州孫六作）

●全長サイズ（約）:
三徳29cm、牛刀30cm　
●素材:ステンレス刃物鋼、樹脂

80702-227　包丁4点セット
●全長サイズ（約）:牛刀33.5cm、三徳31cm、パン切りナイフ32.5cm、
ペティナイフ25cm　●素材:ステンレス刃物鋼
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80702-345　 
静岡銘茶 深蒸し茶
●容量:煎茶清緑100g、煎茶洸緑100g×2

80702-346　 
讃岐うどん
●容量:（50g×38束）×2

80702-347　 
長崎五黒カステラ
●容量:カステラ700g×3
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80702-186　胴張三段重
●サイズ（約）:19.6×19.6×高さ17.7cm　●素材:樹脂

80702-886
　 念珠

●サイズ（約）:25cm
●素材:貝パール（磨き）正絹、レーヨン

80702-188　 
備前焼ぐいのみセット
●サイズ（約）:φ6.5×高さ5.5cm　
●素材:陶器　
●手作り品

80702-189　花見鳥手鏡
●サイズ（約）:26×13cm　●素材:合成木材

80702-190　 
常滑焼 急須
●サイズ（約）:口径φ4×高さ8cm　
●容量170ml　●素材:陶器

80702-191　 
信楽焼 花器
●サイズ（約）:φ17×高さ30cm
●素材:陶器
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念珠入れ付き●

80702-349
やまや無着色 
辛子明太子
900g
●容量:900g　
●賞味期限:冷蔵で10日

80702-350　 
北海道函館『山大』 
西京焼食べ比べ
●容量:紅鮭西京焼き60g･赤魚西京
焼き60g･トラウト西京焼き60g･銀
鮭西京焼き60g×各2、ぶり西京焼き
60g×3

80702-876
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ずわい蟹海鮮鍋
●容量:ゆでずわいカット（ロシア産）800ｇ、
(ボイルホタテ2ヶ､ボイルエビ3尾、
えびつみれ2ヶ)×3Ｐ､秋鮭切身40ｇ×6切、
ツボ抜きいか2尾､うどん1玉、
寄せ鍋たれ50ml×3袋

Gourmet
－グルメ－

6867

窓用クリーナー（ブラック･アンドデッカー）

ミニキーボード（カシオ）

電気ドリップケトル（マリクレール） 魚沼産コシヒカリ･黄金餅セット

胴張三段重

ホビー

デミグラスソース煮込みハンバーグ

キッチン

和雑貨

リラックス・
クリーン

グルメ
洋食

グルメ
和食

10,600円（税込11,660円） （10,000円コース ＋ システム料 600円）



商 品 情 報

申込番号 80702-810

申込品名 湯元すぎ嶋
日帰り入浴＋ミニランチ 2名様

泉 質 アルカリ性単純泉

交 通 電車／JR東海道本線「岐阜」駅下車 車／東海北陸自動車「美濃」IC

秘
湯
の
宿
神
明
温
泉

奥
美
濃
・
岐
阜
県
関
市
板
取
に
あ
る

秘
湯
の一
軒
宿
。

源
泉
掛
け
流
し
の
野
天
風
呂
や

地
元
で
採
れ
た

食
材
を
取
り
入
れ
た

自
慢
の
料
理
を
堪
能
く
だ
さ
い
。

●ご利用時間：食事11：30～13：00（ＬＯ）まで、入浴11：00～15：00までの利用　●お申込み後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　
●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込みください。  ●有効期限：発行日より6ヶ月

  

岐
阜
県

商 品 情 報

申込番号 80702-811

申込品名 皆生温泉　東光園　
日帰り入浴+昼食又は夕食付 2名様

泉 質 芒硝・単純温泉、ナトリウム・カルシウム-塩化物泉

交 通 JR「米子」駅より車約15分

皆
生
温
泉

皆
生
特
有
の
塩
泉
と
、

皆
生
で
は
唯
一
東
光
園
に
の
み
湧
出
し
て
い
る

ア
ル
カ
リ
泉
の
２
種
類
の

泉
質
が
楽
し
め
る

大
浴
場
入
浴
付
の
食
事
プ
ラ
ン
で
す
。

  

鳥
取
県

●ご利用時間：入浴11：00～21：00、食事/昼11：30～14：00、夕18：00～20：30　●食事：個室料亭「波の詩」にて会席料理　●フェイスタオル付　●定休日：火・
水曜日　●お申し込み後、インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　●有効期限：発行日より6ヶ月
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商 品 情 報

申込番号 80702-807

申込品名 定山渓第一寶亭留 翠山亭　
日帰り入浴+昼食付 2名様

泉 質 ナトリウム-塩化物泉

交 通 地下鉄「真駒内」駅よりバス約40分

定
山
渓
温
泉

広
々
と
し
た
空
間
に
、

リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
の
高
い
ジ
ャ
ク
ジ
ー
や
水
風
呂
、

露
天
風
呂
な
ど
、大
小
6
つ
の
湯
船
と

サ
ウ
ナ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

自
家
源
泉
の
湯
で
身
も
心
も

リ
フ
レッシュ
し
て
く
だ
さ
い
。

北
海
道

●ご利用時間:入浴12：00～15：00、食事11：00～15：00（ＬＯ14：30）　●食事：「食事処」にて和定食　●フェイスタオル・バスタオル付　●除外日:休前日、年末年始、ＧＷ
●お申し込み後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申し込みください。　●有効期限：発行日より6ヶ月

商 品 情 報

申込番号 80702-866

申込品名 ホテル鹿角
日帰り入浴+夕食付 2名様

泉 質 ナトリウム塩化物泉

交 通 秋田県 JR花輪線「十和田南」駅より車で約10分

大
湯
温
泉

大
湯
温
泉
は
、開
湯
８
０
０
年
の
歴
史
が
あ
り
、

昔
か
ら「
い
で
湯
の
里
」「
湯
け
む
り
の
里
」と
し
て

多
く
の
方
か
ら
親
し
ま
れ
て

お
り
ま
し
た
。

開
放
感
あ
る
広
い
大
浴
場
か
ら
は

四
季
折
々
の
景
観
が

お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

秋
田
県

●ご利用時間：食事18：00～20：00、入浴12：30～19：00　●フェイスタオル+バスタオル付　●休憩場所：ラウンジ　●食事：レストランにて和食会席ディナー　●除外日：
年末年始、お盆期間の予定※メンテナンス作業のために、やむなく休館となる場合がございます。　●お申し込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂きま
す。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　●有効期限：発行日より6ヶ月
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Ｓpecial Invitation

乗馬体験
馬とふれあう素晴らしいひととき

乗馬を安心して楽しんでいただくために、

専任インストラクターが丁寧に指導します。

運動に、健康に、充実した時間を過ごすために…。

いつでも気軽に立ち寄って

馬とのふれあいを存分にお楽しみください。

80702-816 乗馬クラブ クレイン仙台泉パークタウン
宮城県・地下鉄「泉中央駅」よりパークバス約15分

80702-817 TRC乗馬クラブ高崎
群馬県・JR「高崎駅」より車約15分（送迎あり）

80702-818 乗馬クラブ クレイン栃木
栃木県・JR「古河駅」より車約5分（送迎あり）

80702-819 乗馬クラブ クレイン竜ヶ崎
茨城県・JR「佐貫駅」より車約15分（送迎あり）

80702-820 乗馬クラブ クレイン茨城
茨城県・TX線「万博記念公園駅」より車約5分（送迎あり）

80702-821 東武乗馬クラブ＆クレイン ★
埼玉県・JR「白岡駅」より車約15分（送迎あり）

80702-822 乗馬クラブ クレイン伊奈
埼玉県・JR「上尾駅」より車約10分（送迎あり）

80702-823 SRC狭山乗馬センター
埼玉県・西武線「狭山市駅」より車約15分（送迎あり）

80702-824 乗馬クラブ クレイン千葉
千葉県・JR「千葉駅」より車約20分（送迎あり）

80702-825 乗馬クラブ クレイン東京
東京都・小田急「鶴川駅」よりバス約15分

80702-836 乗馬クラブ クレイン大阪
大阪府・御堂筋線「中百舌鳥駅」より車約25分（送迎あり）

80702-837 服部緑地乗馬センター
大阪府・阪急「曽根駅」より車約10分（送迎あり）

80702-838 ニッケ乗馬クラブ・クレイン加古川
兵庫県・JR「加古川駅」より車約10分（送迎あり）

80702-839 両備乗馬クラブ・クレイン岡山
岡山県・JR「東岡山駅」より車約25分（送迎あり）

80702-840 乗馬クラブ クレイン倉敷
岡山県・瀬戸大橋線「児島駅」より車約25分（送迎あり）

80702-841 MRC乗馬クラブ広島
広島県・JR「宮内串戸駅」より車約70分（送迎あり）

80702-842 乗馬クラブ クレイン多々良
山口県・JR「大道駅」より車約15分

80702-843 MRC乗馬クラブ松山
愛媛県・伊予鉄道「松山市駅」より車約15分（送迎あり）

80702-844 乗馬クラブ クレイン福岡
福岡県・JR「西戸崎駅」より徒歩約3分

80702-845 乗馬クラブ クレイン湯布院
大分県・JR「別府駅」より車約45分（送迎あり）

80702-846 乗馬クラブ クレイン千葉富里
千葉県・JR「成田駅」より車約15分

80702-847 乗馬クラブ クレイン北大阪
大阪府･阪急電鉄「池田駅」よりバス約40分

80702-848 乗馬クラブ クレイン東広島
広島県･JR「西条駅」より車約40分

80702-849 HAS磐田若葉乗馬クラブ
静岡県・JR「磐田駅」よりタクシー約15分

※休業日：★＝月曜　無印＝火曜

乗馬クラブ クレイン
● 乗馬体験1回（30分）ペア+ドリンク・テキスト ※要予約

80702-826 乗馬クラブ クレイン神奈川
神奈川県・小田急「渋沢駅」より車約15分（送迎あり）

80702-827 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

80702-828 乗馬クラブ クレイン恵那
岐阜県・JR「恵那駅」より車約30分（送迎あり）

80702-829 名鉄乗馬クラブ・クレイン東海
三重県・JR「桑名駅」より車約15分（送迎あり）

80702-830 乗馬クラブ クレイン三重
三重県・近鉄「西青山駅」より車約5分（送迎あり）

80702-831 ヴィテン乗馬クラブ・クレイン金沢
石川県・JR「金沢駅」より車約25分（送迎あり）

80702-832 M&S乗馬クラブ
滋賀県・JR「能登川駅」より車約20分（送迎あり）

80702-833 乗馬クラブ クレイン京都
京都府・JR「松井山手駅」よりバス利用「きんめい公園」下車徒歩約8分

80702-834 乗馬クラブ クレイン奈良
奈良県・近鉄「橿原神宮前駅」より車約30分（送迎あり）

80702-835 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク
奈良県・JR「天理駅」より車約20分

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
　 詳細は巻末をご覧ください。
● 身長130cm以上の7歳から70歳の方までご利用いただけます。
● 当日は、長ズボン・靴下・手袋着用願います。
● レッスンには、レンタル用品・保険代も含まれています。
● 動物取扱業（種別：展示）登録済。
● 天候により、中止になる場合がございます。
● 有効期限：発行日より6ヶ月。
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●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理　ツキ シュール ラメール

80702-800 ランチ特別コースお食事券 2名様
アミューズ（最初の小さな一皿）・前菜・メインディッシュ

（魚or肉料理）・デザート・コーヒー・パン 全7品
東京都・ゆりかもめ線「竹芝駅」より徒歩約2分
●ご利用時間：平日11：30～14：00（L.O）
　　　　　　土日祝12：00～14：30（L.O）
●休業日：年末年始、月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

※料理のお写真はイメージです。

フランス料理
ツキ シュール ラメール

東京ベイが目の前に広がり、訪れる人を圧巻させる海辺の
レストラン「ツキ シュール ラメール」。レインボーブリッジ
や行き交う船を眺めながら、おいしい料理が楽しめます。
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80702-361
上州牛 焼肉用 500g
●容量:モモ500g

80702-362
前沢牛  
しゃぶしゃぶ用 370g
●容量:もも370g

80702-360
仙台牛 
すき焼き･しゃぶしゃぶ用
●容量:牛モモ400g

Gourmet
−グルメ−

6510600_ ノブルエ

商 品 情 報

申込番号 80702-812

申込品名 海游　能登の庄
日帰り入浴+昼食付（平日限定） 2名様

泉 質 単純温泉

交 通 「のと里山空港」ICより車約30分

泉
温

、
。

  

県
川
石

●ご利用時間：入浴11：00～14：00、食事12：00～14：00 ●食事：ねぶた茶屋にてランチセット　●フェイスタオル付　●除外日：休日、休前日、年末年始、ＧＷ、お盆
●お申し込み後、インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込みください。　●有効期限：発行日より6ヶ月
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●ご利用時間：11：30～14：30までの利用（入浴は13：00以降）  ●除外日：年末年始・GW・お盆期間・施設指定日 ●お申し込み後、
弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂きます。  ●このプランは㈱ジャパンスタートラベルが企画、実施する募集型企画旅行です。  
案内」をお読みの上、お申込み下さい。 ●有効期限：発行日より6ヶ月

商 品 情 報

申込番号 80702-876

申込品名 安芸グランドホテル
日帰り入浴＋昼食付 2名様

泉 質 単純弱放射能温泉

交 通 JR山陽本線 宮島口駅より送迎バス有り
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●食事場所：レストラン厳島
●巻末の「ご利用ご
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商 品 情 報

申込番号 80702-808

申込品名 ひなの宿ちとせ
日帰り温泉＋里山会席 2名様

泉 質 カルシウムナトリウム塩化物泉

交 通 ほくほく線まつだい駅より車約20分（バス送迎有り※要予約）

●ご利用時間：10：30～15：30 ●フェイスタオル・バスタオル付 ●除外日：年末年始、お盆、ＧＷ、月曜日　●お申し込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂き
ます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込み下さい。　
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商 品 情 報

申込番号 80702-867

申込品名 南平台温泉ホテル
日帰り入浴+昼食付（平日限定） 2名様

泉 質 アルカリ性単純泉

交 通 栃木県 JR「氏家」駅より車で約38分

●ご利用時間:入浴11：00～14：00、食事11：00～14：00　●食事：広間にて和会席料理　●除外日:土曜、日曜、休前日、特別期間　●お申し込み後、インビテー
ションカードをお届けさせていただきます。　●巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申し込みください。
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80702-850 コンチェルト ランチクルーズ（１組２名様）
兵庫県・JR「神戸駅」より徒歩約10分
食事内容：フレンチコース
ランチクルーズ：12：00～14：00（2時間）
● 休業日：不定休

クルージング
Ｓpecial Invitation

船上でひときわ贅沢な時間を

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
● インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、体験施設へご予約ください。
● ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、施設担当者へお渡しください。
● 体験施設までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。
● 運休日・機関点検・特別便・チャーター等で一部ご利用いただけない場合がございます。
● 運行ダイヤを変更する場合がございます。
● 有効期限：発行日より6ヶ月

ジャズクラブ
Ｓpecial Invitation

ブルーノート東京
東京都・地下鉄「表参道駅」より徒歩約8分

音楽が愉しめる一流ジャズクラブ

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
● インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、体験施設へご予約ください。
● ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、施設担当者へお渡しください。
● 体験施設までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。
● 未成年者のご入場はご遠慮いただいております。
● 未就学児童のご入場は固くお断り申し上げます。
● ライブスケジュールはHPよりご確認ください。
● 有効期限：発行日より6ヶ月

80702-851 ブルーノート東京 ギフトカード 
ブルーノート東京にてお支払いにご利用いただけるギフトカードです。
当カタログギフト相当額分ご利用可。
● ご利用時間はご予約時にご確認ください。
● 休業日：不定休
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●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理　イグレックベガ

フランス料理
イグレックベガ

深紅に染められた天井と壁、そしてモード感漂うインテリ
ア、華やかな装いが似合うスタイリッシュな空間。トレンド
を先取る高感度な大人たちが集うドラマティックなレスト
ランで、進化し続けるフレンチをお楽しみいただけます。

80702-801 ランチコースお食事券 2名様
スープ・魚料理・肉料理・デザート・パン・コーヒー 全6品
兵庫県・JR「元町駅」より徒歩約4分
●ご利用時間：11：00～14：30（L.O）　
●休業日：月曜（祝日は営業）

※料理のお写真はイメージです。
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80702-363
松阪牛 すき焼き･
しゃぶしゃぶ用400g
●容量:モモ･バラ計400g

80702-364
近江牛 焼肉用 350g
●容量:モモ350g

80702-365
宮崎牛  
モモステーキ
●容量:200g×2

6610600_ ノブルエ

●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理　レストラン モナリザ

フランス料理
レストラン モナリザ

レストラン モナリザでは厳選した旬の素材の味を活かし
た四季折々のモダンで独創的なメニューを提供。都心にあ
りながら一軒家のような空間で、シェフオリジナルのお皿
で美味しい料理をお楽しみください。

マルセイユコースディナーお食事券 1 名様 
前菜～デザート 全 6 品＋コーヒー又は紅茶・小菓子

8071-0368 恵比寿本店 東京都・JR「恵比寿駅」より徒歩約3分

8071-0369 丸の内店 東京都・JR「東京駅」より徒歩約3分
●ご利用時間：17：30～21：00（L.O）
●休業日：不定休
●小学生未満のお子様はご遠慮頂いております。

※料理のお写真はイメージです。

●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

中国料理　広東名菜 赤坂璃宮

中国料理
広東名菜 赤坂璃宮

日本の食材に目を向けて「医食同源」をかなえる「赤坂璃
宮」。焼物、フカヒレ、海鮮料理を看板とし、スパイスや油を
さりげなく控え、やさしく穏やかな味を演出しております。

特別ランチコースお食事券 2名様 
焼物前菜、ふかひれスープ、あんかけチャーハン、デザートを含む全 6 品

8071-0370 赤坂本店 東京都・千代田線「赤坂駅」より徒歩約1分

8071-0371 銀座店 東京都・地下鉄「銀座駅」より徒歩約3分
●ご利用時間：11：30～14：30 詳しくはご予約時にご確認ください
●休業日：不定休

※料理のお写真はイメージです。

80702-351
山口県産とらふく刺身 
2人前
●容量:とらふぐ刺身70g･とらふぐ湯引き皮30g×各1　
●消費期限:1日

80702-903　 

●

80702-353
しめ鯖セット
●容量:真鯖酢締め、
真鯖昆布締め各120g×4、
炙り真鯖酢締め110g×4
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フリーズドライ
「お味噌汁･スープ詰合せ」

容量:フリーズドライ「お味噌汁」(ほうれん草･
油あげ)×各10,､フリーズドライ「たまごスープ」
（和風･中華）×各10

6867 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 419点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

広東名菜 赤坂璃宮

体験
レストラン

松阪牛 すき焼き･しゃぶしゃぶ用

グルメ

ねぶた温泉馬頭温泉

体験
温泉

体験
温泉

クルージング

体験

体験
レストラン

グルメ和食

フランス料理　イグレックベガ
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掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-009  ピナータ

商品価格 ： 15,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 249点

15,600円（税込17,160円）

QRコード



7069
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Beauty&Healthy
−ビューティー＆ヘルシー−

80802-097　 
体組成計（タニタ）
●サイズ（約）:29.6×30.5×高さ4.3cm　
●素材:樹脂
●電池式
●体重、体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、
筋肉量、基礎代謝、体水分率、推定骨量

80802-099　気化式加湿器（ヴィックス）
●サイズ（約）:26.1×25.8×高さ31.6cm　●素材:樹脂　
●フィルター1枚付　●AC100V-32W･電源コード1.8m

80802-864　フェイシャルスチーマー（レブロン）
●サイズ（約）:15.3×15.3×高さ22.7cm　
●素材:ABS樹脂　●250W･コード1.85m

15600_ノブルエ 44

80802-100　 
サイクロン式クリーナー
●サイズ（約）:31.5×24×高さ27.5cm　
●素材:樹脂　
●AC100V-1000W･コード3m　
●フレキシブルホース、大型ヘッド、
2in1スキマノズル、延長管×2

80802-101　カーリフレッシュナー
●サイズ（約）:18×31×厚さ9cm　●素材:樹脂

80802-362　ハンディーアイロン&スチーマー（ツインバード）
●サイズ（約）:14×20×高さ13.5cm　●素材:樹脂、ADCフッ素樹脂加工、他
●AC100V-800W･コード2.5m　●耐熱ミトン&収納袋付

80802-927　
●サイズ（約）: ● ●

上腕式血圧計
14×6×10.5cm 収納ケース、血圧管理手帳付 電池式

15600_ノブルエ 29

Interior
−インテリア−

80802-055　 
無段階ギア付リクライニング座椅子
●サイズ（約）:50×56×高さ63cm　
●素材:合皮

80802-056　電波時計
●サイズ（約）:22.9×36.8×厚さ2.9cm　
●素材:樹脂　●置掛兼用　●電池式

80802-057　LEDデスクライト
●サイズ（約）:13.5×28.5×高さ46.5cm　
●素材:樹脂、PC、シリコン　●電源コード1.8m

80802-058　ドレッサー
●サイズ（約）:22.5×44.5×高さ56.8cm　
●素材:合成木材　
●組立式（キャスターのみ）
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●

●

80802-060　アロマ超音波式加湿器セット
●サイズ（約）:加湿器（中）16×17×高さ32cm、
加湿器（小）14×15×高さ28cm　
●素材:樹脂　●電源コード1.5m

80802-861　花瓶（マイセン）
サイズ（約）:φ12.5×高さ13cm　
素材:磁器

80802-894　天球儀ライト
●サイズ（約）:25.5×24×高さ30.5cm　
素材:ハイインパクトポリスチレン、アイアン●

7271

クリーンインテリア

パールネックレスセット（カンサイセレクション）

ビジネスバッグ（フランコフェラーロ）

本革メンズウォッチ（ジョルジョマレリー）

タイバーカフスセット（ミラ・ショーン）

カッサ&タオルセット（リファ）

マルチケース&ハンカチ（フェイラー）

15,600円（税込17,160円） （15,000円コース ＋ システム料 600円）
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Kitchen
−キッチン−

80802-073　 
ステンレス圧力鍋（落合務）
●サイズ（約）:φ22×高さ17cm、容量6ℓ　
●素材:アルミニウム合金、ステンレス鋼、樹脂

80802-075　二段蒸し器30cm
●サイズ（約）:セット時φ32.9×高さ27.3cm、容量9.6ℓ　
●素材:ステンレス　●IH可

80802-074　キッチンツール5点セット
●全長サイズ（約）:牛刀33.5cm、三徳31cm、パン切りナイフ32.5cm、
ペティナイフ25cm、キッチン鋏25×10×高さ1.5cm　●素材:ステンレス
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80802-076
　 

キッチンセット（燕人の匠）
● 、mc9さ高×81φ）鍋手片（:）約（ズイサ 、mc01さ高×02φ）鍋手両（、ℓ5.2量容

、mc22さ高×5.91×22）ルトケ（、ℓ3量容 容量2.5ℓ　
●素材:ステンレス、樹脂　●お玉、トング付

80802-077
●サイズ（約）:

80802-078
●

●

サイズ（約）:

80802-943
●

●素材:

包丁セット（濃州孫六作）
三徳30ｃｍ、ペティナイフ：24ｃｍ、牛刀31ｃｍ

●素材:ステンレス、工業用ダイヤモンド、樹脂

● 素材:樹脂、POM、ステンレス、鉄、ポリスチレン
電動ペッパーミル（プジョー）

φ5.4×高さ20cm

全長サイズ（約）:
チタンコーティング包丁4点セット（濃州孫六作）
三徳包丁29cm､小三徳包丁26ｃｍ、ペティナイフ23.5ｃｍ、

キッチン鋏21ｃｍ

ステンレス鋼､樹脂

ポリプロピレン、ポリカーボネイト 電池式
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Outdoor
−アウトドア−

80802-127　 
日帰りバーベキューセット
●サイズ（約）:テント210×160×高さ130cm、
コンロ52×28×高さ54cm、チェアー28.5×
24×高さ45cm　
●素材:ポリエステル、スチール

80802-128　ハンモック
●サイズ（約）:76×238×高さ82cm、収納時18×100×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、スチール、樹脂　
●収納バッグ付　●自立式ポータブルハンモック

80802-129　シュラフ4個セット
●サイズ（約）:70×180×厚さ3cm　●素材:ポリエステル
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80802-130　 
双眼鏡セット（ビクセン）
●サイズ（約）:15×10×高さ4.5cm　
●素材:光学ガラス、樹脂　
●倍率8倍　
●収納バッグ、ネックストラップ、
デコレーションシール付

80802-131　防災バッグWセット
●サイズ（約）:15×28×高さ35cm　
●素材:ポリエステル、アルミ、綿、樹脂

80802-132　アウトクッカーセット
●サイズ（約）:フライパンφ19.2×高さ4.5cm、鍋18.7×19×高さ10cm、
マグφ7×9cm　●素材:ステンレス、天然木

7271 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

アウトドアキッチン

グリルパンセット（グラート）

パーティープレート（ジアン）

ガーデンツール8点セット

プレート&マグ&ボウルセット（ダンスク）

ロッキングチェア

ペアワイングラス（ボヘミアガラス）

掲載点数 ： 249点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品
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ジアン

パリの南にある豊かな自然に恵まれた町に設立さ
れたジアンは、その自然をテーマにした絵柄がブ
ランドイメージとなり、そのシリーズは世界中でベ
ストセラーを誇っています。

80802-001　 
プレート
●サイズ（約）:29.5×26.5×高さ3cm　
●素材:陶器

ウェッジウッド

250年の歴史を誇る英国王室御用達ブランド。優
れたクオリティ、ブリティッシュエレガンスの漂う
洗練を極めたデザインは、特別の日を記念するア
イテムとして最適です。

80802-892　 
ティーカップ&ソーサー 
●サイズ（約）:カップφ10.5×高さ6cm、
ソーサーφ14.5cm
●素材:ファインボーンチャイナ

容量（約）:200ml●

イノベーター

シンプルかつ合理的なデザインであること、環境
に優しくあること、遊び心を忘れないこと―。時
代のニーズに合わせて各種アレンジを展開、どん
な世代にも受け入れられる新しいライフスタイル
を提案し続けています。

80802-024　 
カトラリー42点セット
●全長サイズ（約）:ディナーナイフ20.4cm、
ディナースプーン･ディナーフォーク各17.7cm、
コーヒースプーン13cm、姫フォーク13.4cm、
スープスプーン13.7cm、
アイスクリームスプーン13.1cm　
●素材:ステンレス

15600_ノブルエ 8

ビレロイ＆ボッホ

創業から260余年、世界でも歴史ある陶磁器ブ
ランドのひとつ。その斬新なデザインとすぐれた
機能性で多くの人 を々魅了しつづけています。

80802-004　 
オードブルセット
●サイズ（約）:大34.5×34.5×高さ2.5cm、
小14.5×13.5×高さ3.5cm　
●素材:硬質陶器
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80802-145　
米沢牛ステーキ
●容量:牛ロース300g

80802-146　
神戸牛ミニステーキ
●容量:牛モモ420g

80802-886　

●

６大ブランド和牛
食べ比べミニステーキ
容量:神戸牛モモ70ｇ､
松阪牛モモ70ｇ､米沢牛モモ70ｇ､
近江牛モモ70ｇ､仙台牛モモ70ｇ､
宮崎牛モモ70ｇ
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80802-887

●

80802-149
ソーセージセット
●容量:ロースハムスライス/ベーコンスライス各70g×1、
ソーセージスライス（ボロニア･ハーヴ）各60g×2、
ウィンナー（粗挽･バジル･行者ニンニク）各100g×2、
ウィンナー（チーズ）100g×1

80802-868　
イベリコ豚グルメセット
●容量:焼肉用バラ･しゃぶしゃぶ用バラ各600g×1、
イベリコ豚コロッケ80g×8　
●賞味期限:60日

洋食セット
容量:ボルシチ風トマトスープ180ｇ×6､
煮込みハンバーグ120ｇ×6､
ビーフハヤシ180ｇ×6､生パスタ110ｇ×4､
きのこクリーム130ｇ×2､
蒸し鶏ときのこのソース130ｇ×2､
ラスクプレーン20ｇ×2､
ラスクキャラメル20ｇ×2

7473

テーブルウェアグルメ

前沢牛

マグロ詰合せ

魚沼産コシヒカリ 8kg

北海道函館『山大』西京焼食べ比べ

鹿児島県産黒豚

しめ鯖

15,600円（税込17,160円） （15,000円コース ＋ システム料 600円）



●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

フランス料理　レストラン モナリザ

ニースコース ディナーお食事券 2名様   
前菜～デザート 全6品＋コーヒー又は紅茶・小菓子

80802-800 恵比寿本店 東京都・JR「恵比寿駅」より徒歩約3分

80802-801 丸の内店 東京都・JR「東京駅」より徒歩約3分
●ご利用時間：17：30～21：00（L.O）
●休業日：不定休　
●小学生未満のお子様はご遠慮頂いております。

※料理のお写真はイメージです。

フランス料理
レストラン モナリザ

レストラン モナリザでは厳選した旬の素材の味を活かし
た四季折々のモダンで独創的なメニューを提供。都心にあ
りながら一軒家のような空間で、シェフオリジナルのお皿
で美味しい料理をお楽しみください。

15600_ノブルエ 1

●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

イタリア料理　レガーロ

イタリア料理
レガーロ

全国から届けられる旬の食材、渾身の手打ちパスタ、メイン
ディッシュは豪快に炭火焼に。渋谷区の片隅にある小さなリ
ストランテでシェフのオリジナリティ溢れるイタリア料理を。

80802-802
旬を彩る季節のディナーコースお食事券 2名様
厳選された旬の食材をシェフおまかせコースで
東京都・小田急線「参宮橋駅」より徒歩約1分　
●ご利用時間：18:00～22：30（L.O）
●休業日：月曜

※料理のお写真はイメージです。
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県
岡
静

商 品 情 報

申込番号 80802-871

申込品名 つるや吉祥亭
日帰り入浴+昼食付 2名様

泉 質

交 通 静岡県 伊豆急行線｢伊豆熱川｣駅より車で約7分（送迎あり）

泉
温

つ
る
や
吉
祥
亭
で
、
特
別
な

い
た
し
ま
す
。

様
々
な
お
も
て
な
し
で
お
迎
え

よ
り
良
い
も
の
と
な
る
よ
う
、

つ
る
や
吉
祥
亭
で
は
、
皆
様
の
旅
が

ご利用時間：食事11：30～14：00、入浴14：00～16：00　 フェイスタオル+バスタオル+ワンドリンク付 休憩場所：湯上り処またはロビー 食事：レストラン
除外日：ゴールデンウィーク、お盆期間、その他不定休有り　 お申込み後インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　 巻末の「ご利用

旅
の
ひ
と
と
き
を

お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

● ● ●

にて金目鯛御膳 ●

ご案内」をお読みの上、お申込みください。

●

● ●

  

県
重
三

商 品 情 報

申込番号 80802-880

申込品名 戸田家
日帰り入浴+昼食付 2名様

泉 質

交 通 三重県 電車/JR「鳥羽」駅より徒歩約3分

合
わ
せ
て
十
三
湯

足
湯
二
湯
の

ユ
ニ
ー
ク
や
五
つ
の
貸
切
風
呂
等

戸
田
家
温
泉
村
に
は
野
天
風
呂
や

景
観
の
美
し
さ
は
格
別
で
す
。

鳥
羽
湾
を
正
面
に
望
み
お
部
屋
か
ら
見
え
る

ご利用時間：食事12：00～14：00、入浴11：00～16：00　 フェイスタオル+バスタオル+ドクターフィッシュ体験(15分)1回+お土産(伊勢うどん)付 休憩
食事：小宴個室にて会席料理 除外日：不定休 お申込み後インビテーションカードをお届けさせて頂きます。　 巻末の「ご利用ご案内」

多
彩
な
お
風
呂
が
お
楽
し
み

い
た
だ
け
ま
す
。
ご
昼
食
は
、

● ●

●場所：ロビー ●

をお読みの上、お申込みください。

●

● ●

アルカリ性単純泉

個
室
お
座
敷
に
て
ご
ゆ
っ
く
り

お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
。

泉
温
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単純温泉

このプランは㈱ジャパンスタートラベルが企画、実施する募集型企画旅行です。　

    

県
良
奈

商 品 情 報

申込番号 80802-816

申込品名 奈良パークホテル
日帰り入浴+ミニ会席料理 2名様

泉 質

交 通 ＪＲ奈良駅よりバス約5分

泉
温
来
宝

珍
し
い
、
天
然
湧
出
の

交
通
至
便
。
奈
良
市
内
で
は

恵
ま
れ
た
立
地
に
あ
り
、

西
ノ
京
丘
陵
の
自
然
に

世
界
遺
産
の
平
城
宮･

朱
雀
門
の
西
方
、

ご利用時間：食事・入浴11：00～14：00までの利用　　タオル・バスタオル付　 除外日：年末年始、GW、お盆　
させて頂きます。　 巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込みください。

宝
来
温
泉
（
露
天
風
呂
併
設
）
で

ゆ
っ
く
り
と
お
寛
ぎ
下
さ
い
。

● ●

●

●

●

お申込み後インビテーションカードをお届け●

  

県
川
香

商 品 情 報

申込番号 80802-818

申込品名 こんぴら温泉 湯元八千代
日帰り入浴+お料理 2名様

泉 質 含食塩重炭酸土類泉

交 通 ＪＲ琴平駅より徒歩約10分

ご利用時間：食事11：30～12：30開始まで、入浴11:00～14：30までの利用   フェイスタオル・バスタオル代別途　 除外日：年末年始、GW、お盆
お申込み後弊社よりインビテーションカードをお届けさせて頂きます。　 このプランは㈱ジャパンスタートラベルが企画、実施する募集型企画旅行です。
巻末の「ご利用ご案内」をお読みの上、お申込みください。

温
泉

ら
ぴ
ん
こ

● ●

●

●

●

●

四
季
折
々
の
風
情
が

江
戸
の
創
業
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て
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、
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し
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。

屋
上
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展
望
露
天
風
呂
よ
り
、

こ
ん
ぴ
ら
さ
ん
の

楽
し
め
ま
す
。

7473 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

体験 温泉体験 レストラン

本ずわいのかにしゃぶ

クルージング岩室温泉

ジャズクラブ

宝来温泉

乗馬体験

掲載点数 ： 249点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品



7675

掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

QRコード

ノブルエ　掲載商品

L-01-010  アルメリア

商品価格 ： 20,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 246点

20,600円（税込22,660円）



7675
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Men's
－メンズ－

80902-885
　 

帆布PUコーティングバッグ(エバウィン)
●サイズ（約）:30×39×マチ11cm　
●素材:綿(帆布・PUコーティング)　

●カラー:ブラック

80902-039　甲州織手開き長傘
●サイズ（約）:親骨60cm、12本骨　●素材:ポリエステル　
●カラー:ネイビー×グレー

80902-884 　名刺入れ
●サイズ（約）:7.5×11×厚さ1.5cm　●素材:(表)リザード、牛革(裏)合皮
●カラー:ブラック

ショルダーベルト付●

ポケット内5外3､ペン差し2●

●名刺入れ1、カード入れ2、オープンポケット内1外1
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80902-041 80902-941　牛革長財布
●サイズ（約）:10×19.5×厚さ2.5cm　 ●札入2、小銭入1、カード入12　
●カラー:ブラック

80902-042　ボストンバッグ（ルイジョルジオ）
●サイズ（約）:30×46×マチ22cm　●素材:合皮 ●ポケット内1　●カラー:ブラッ
ク

80902-859　万年筆（クロス）
●全長サイズ（約）:15cm　●素材:真鍮、ラツカー

●カラー：ブラックサイズ（約）:25×12×マチ6cm● 素材:牛革●

レザーウエストバッグ（ラジェックス）

●ポケット内1
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80902-033　ピアス（ネージュ クレア）
●サイズ（約）:φ3mm　●素材:ホワイトサファイア

80902-034　ネックレス
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2×0.3cm　●素材:10金　
●カラー:ゴールド

80902-035　 
アメジストペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、トップ2.2×1.4cm

20600_ノブルエ 22

80902-036　パールネックレス&イヤリング（ノーマ･ジーン）
●サイズ（約）:ネックレス全長45cm･φ1cm、イヤリングφ1cm　
●素材:貝パール

●

●

80902-913
サイズ（約）:8.5×10.5×厚さ2cm 素材：牛革
札入1、小銭入1、ポケット内3、カード入4 カラー：ゴールド

コンパクト三つ折財布（キャティフェラーリ）
●

●
サイズ（約）:17×24.8×マチ8cm　●

●素材:トリアセテート、ポリエステル、鹿革　
●カラー:ブラック

京印伝フォーマルバッグ80902-912

80902-032

　 

●サイズ（約）:ネックレス全長45cm･φ1cm、イヤリングφ1cm　
●素材:貝パール

　パールネックレス&イヤリング（ノーマ･ジーン）

7877

メンズ ファッションレディス ファッション

牛革トートバッグ（メゾンドゥファミーユ）

束入れ（チェルベ×スインリー）

ネックレス&イヤリングセット（アビステ）

ホームベーカリー（ツインバード）

ショルダーバッグ（シンク・ビー！）

ドレッサー

20,600円（税込22,660円） （20,000円コース ＋ システム料 600円）
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80902-005　 
小皿揃
●サイズ（約）:φ11cm　
●素材:陶磁器

1919年（大正8）年の創業以来、“オークラチャイ
ナ”の愛称とともに親しまれてまいりました。製
品は日本国迎賓館などでご使用頂き高い評価を得
ております。

80902-006　 
花見鳥 屏風時計
●サイズ（約）:30×22.5×厚さ1.2cm　
●素材:木製、金沢箔　
●ステップ運針　●電池式

箔一

箔一は、1975年に創業し、かつて材料であった
「金沢箔」を身近に使っていただけるよう「金沢箔
工芸品」という市場を創出してきたパイオニアで、
日本で唯一の金箔総合企業です。
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80902-858　 
ペア食器セット
●サイズ（約）:プレート大24×24×高さ3.2cm、
プレート小17.5×17.5×高さ2cm、ボウル大18
×18×高さ5.2cm、ボウル小13.4×13.4×高さ
5.8cm、パスタプレート23.5×23.5×高さ4.7cm　
●素材:ボーンチャイナ

80902-007　 
万華鏡
●サイズ（約）:全長18.5cm　
●素材:磁器

香蘭社の製品は、伝統を誇る有田色絵磁器の文
様を集大成し有田の伝統様式を一歩前進させたと
して評価され、世に香蘭社調とも呼ばれ広く親し
まれています。

ナルミ

日本を代表するテーブルウエアブランド。やさし
い乳白色と強度に優れたボーンチャイナの量産化
に日本ではじめて成功、世界市場でも高い評価を
得ています。

Bedroom
−ベッドルーム−
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80902-864　 
敷パッド（ローズデュエット）
●サイズ（約）:100×200cm　
●素材:表･裏:ポリエステル65%･綿35%

80902-099　泉州二重織ガーゼケット&麻混五重織ガーゼケット
●サイズ（約）:140×200cm×2　
●素材:二重織:綿100%、五重織:側麻55%･綿45%、中綿100%

80902-100　ウォッシャブルケット2枚セット（グランフランセヌーベル）
●サイズ（約）:150×200cm　
●素材:側ポリエステル100%、内ポリエステル100%
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80902-934
●サイズ（約）:190×140cm　●素材:綿

80902-103　2枚合せふとん
●サイズ（約）:合掛ふとん210×150cm、肌ふとん210×150cm　
● ）んとふ肌（、%001ルテスエリポ）んとふ掛合（内、%001ルテスエリポ:地側:材素
生地:ポリプロピレン、詰物:ポリエステル65%、指定外繊維（吸湿発熱わた）35%

80902-101　 
ニュータイプ羽根ふとん
●サイズ（約）:210×150cm　
●素材:側地ポリエステル100%、
内（センター）フェザー70%･ダウン30%、

（サイド）ポリエステル100%

タオルケット2枚セット（今治プリマクラッセ）

7877 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 246点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

ベッドルームテーブルウェア

サイクロン式ドラムクリーナー（ツインバード）

水溶性色鉛筆40色セット

2番ウッド

有田焼 古伊万里和皿揃

天体望遠鏡（ビクセン）

コーヒーメーカー＆ミルセット（メリタ）
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80902-146　
神戸牛焼肉用
●容量:牛バラ･牛カタロース各400g

80902-147　
米沢牛すき焼き･しゃぶしゃぶ用
●容量:牛ロース400g

80902-148　
前沢牛しゃぶしゃぶ用
●容量:肩ロース400g
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80902-881　

●

80902-150　
仙台牛焼肉用
●容量:牛バラ･牛モモ各400g

80902-151　
神戸牛すき焼き･ 
しゃぶしゃぶ用
●容量:牛モモ･牛カタロース各400g

松阪牛 肩ロース500ｇ
容量:すき焼き･しゃぶしゃぶ用500ｇ
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Gourmet
−グルメ−

80902-134　 
八女の芽ぐみ
●容量:玉露神緑150g×2、煎茶神緑150g

80902-135　 
魚沼産コシヒカリ･黄金餅セット
●容量:魚沼産コシヒカリ5kg×2、
新潟手造り黄金餅570g×4

80902-136　 
紀州南高梅「梅揃い」
●容量:しそ漬梅1kg、はちみつ梅1kg、
昆布梅1kg、かつお梅1kg
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80902-878　 

●

80902-138　 
どて焼き
●容量:170g×38

80902-139　 
国産牛すじカレー
●容量:180g×38

天竜茶と手延べ島原素麺
容量:煎茶(神緑)150g×3
そうめん50g×40束

8079

グルメグルメ

オホーツク海鮮鍋

米沢牛

神戸牛グルメセット

ソーセージセット

国産ふく詰合せ

博多もつ鍋

20,600円（税込22,660円） （20,000円コース ＋ システム料 600円）



●お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、
店舗担当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービス
はお客様のご負担となります。　●有効期限：発行日より6ヶ月

中国料理 Turandot 游仙境 横浜店

中国料理
Turandot 游仙境 横浜店

メインダイニングではWakiya 流のコース料理を、カジュアルな
テラス席では旬の前菜や野菜炒め、熱々の湯麺や炒飯をご用
意しております。店内は若手アーティストによるモダンアートが
感性を刺激する空間。

80902-803 ディナーコースお食事券 2名様
前菜～デザート 全7品
神奈川県・みなとみらい線「みなとみらい駅」より直結 徒歩約1分
●ご利用時間：17：30～21：00
●休業日：無休

※料理のお写真はイメージです。
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『三重県を知る。味わう。体感する。』食材の良さを活かすイタリアン
スタイルで、北勢から東紀州までの三重の豊富な海・山・里の旬の
幸をメニューに仕立て、あたかも三重を旅している気分になれるレ
ストランです。

80902-873 三重堪能コースお食事券
 2名様伊勢海老、松坂牛など、三重の魅力をご堪能いただける

イタリア料理

三重テラス

東京都・JR各線「神田」駅より徒歩約5分
●ご利用時間：11：00～21：30（LO20：30）
●休業日：不定休
●

三重テラス定番コース

●お申込み後、インビテーションカードをお届けさせていただきます。　●インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、店舗へご予約ください。　●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、店舗担
当へお渡しください。　●店舗までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。　●他のサービス券との併用はできません。　●季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービスはお客
様のご負担となります。　●有効期限：発行日より5ヶ月

●ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、店舗担
季節によって料理内容が異なる場合がございます。　

ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、店舗担
表記以外のサービスはお客

ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、店舗担
季節によって料理内容が異なる場合がございます。　●表記以外のサービスはお客

イタリア料理　 三重テラス

※料理のお写真はイメージです。

●除外日：年末年始、その他不定休有り
●ワンドリンク付
※ディナータイムに限り小学生以上のお客様のご利用とさせて頂いて
おります。

Ｓpecial Invitation

乗馬体験
馬とふれあう素晴らしいひととき

乗馬を安心して楽しんでいただくために、

専任インストラクターが丁寧に指導します。

運動に、健康に、充実した時間を過ごすために…。

いつでも気軽に立ち寄って

馬とのふれあいを存分にお楽しみください。

80902-821 乗馬クラブ クレイン仙台泉パークタウン
宮城県・地下鉄「泉中央駅」よりパークバス約15分

80902-822 TRC乗馬クラブ高崎
群馬県・JR「高崎駅」より車約15分（送迎あり）

80902-823 乗馬クラブ クレイン栃木
栃木県・JR「古河駅」より車約5分（送迎あり）

80902-824 乗馬クラブ クレイン竜ヶ崎
茨城県・JR「佐貫駅」より車約15分（送迎あり）

80902-825 乗馬クラブ クレイン茨城
茨城県・TX線「万博記念公園駅」より車約5分（送迎あり）

80902-826 東武乗馬クラブ＆クレイン ★
埼玉県・JR「白岡駅」より車約15分（送迎あり）

80902-827 乗馬クラブ クレイン伊奈
埼玉県・JR「上尾駅」より車約10分（送迎あり）

80902-828 SRC狭山乗馬センター
埼玉県・西武線「狭山市駅」より車約15分（送迎あり）

80902-829 乗馬クラブ クレイン千葉
千葉県・JR「千葉駅」より車約20分（送迎あり）

80902-830 乗馬クラブ クレイン東京
東京都・小田急「鶴川駅」よりバス約15分

80902-831 乗馬クラブ クレイン神奈川
神奈川県・小田急「渋沢駅」より車約15分（送迎あり）

80902-843 ニッケ乗馬クラブ・クレイン加古川
兵庫県・JR「加古川駅」より車約10分（送迎あり）

80902-844 両備乗馬クラブ・クレイン岡山
岡山県・JR「東岡山駅」より車約25分（送迎あり）

80902-845 乗馬クラブ クレイン倉敷
岡山県・瀬戸大橋線「児島駅」より車約25分（送迎あり）

80902-846 MRC乗馬クラブ広島
広島県・JR「宮内串戸駅」より車約70分（送迎あり）

80902-847 乗馬クラブ クレイン多々良
山口県・JR「大道駅」より車約15分

80902-848 MRC乗馬クラブ松山
愛媛県・伊予鉄道「松山市駅」より車約15分（送迎あり）

80902-849 乗馬クラブ クレイン福岡
福岡県・JR「西戸崎駅」より徒歩約3分

80902-850 乗馬クラブ クレイン湯布院
大分県・JR「別府駅」より車約45分（送迎あり）

80902-851  乗馬クラブ クレイン千葉富里
千葉県・JR「成田駅」より車約15分

80902-852 乗馬クラブクレイン北大阪
大阪府・阪急電鉄「池田駅」よりバス約40分

80902-853  乗馬クラブクレイン東広島
広島県・JR「西条駅」より車約40分

80902-854   HAS磐田若葉乗馬クラブ
静岡県・JR「磐田駅」よりタクシー約15分

※休業日：★＝月曜　無印＝火曜

乗馬クラブ クレイン　● 乗馬スクール2回（1回30分×2）ペア＋乗馬用グローブ ※要予約 

80902-832 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分

80902-833 乗馬クラブ クレイン恵那
岐阜県・JR「恵那駅」より車約30分（送迎あり）

80902-834 名鉄乗馬クラブ・クレイン東海
三重県・JR「桑名駅」より車約15分（送迎あり）

80902-835 乗馬クラブ クレイン三重
三重県・近鉄「西青山駅」より車約5分（送迎あり）

80902-836 ヴィテン乗馬クラブ・クレイン金沢
石川県・JR「金沢駅」より車約25分（送迎あり）

80902-837 M&S乗馬クラブ
滋賀県・JR「能登川駅」より車約20分（送迎あり）

80902-838 乗馬クラブ クレイン京都
京都府・JR「松井山手駅」よりバス利用「きんめい公園」下車徒歩約8分

80902-839 乗馬クラブ クレイン奈良
奈良県・近鉄「橿原神宮前駅」より車約30分（送迎あり）

80902-840 乗馬クラブ クレインオリンピックパーク
奈良県・JR「天理駅」より車約20分

80902-841 乗馬クラブ クレイン大阪
大阪府・御堂筋線「中百舌鳥駅」より車約25分（送迎あり）

80902-842 服部緑地乗馬センター
大阪府・阪急「曽根駅」より車約10分（送迎あり）

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
　 詳細は巻末をご覧ください。
● 身長130cm以上の7歳から70歳の方までご利用いただけます。
● 当日は、長ズボン・靴下・手袋着用願います。
● レッスンには、レンタル用品・保険代も含まれています。
● 動物取扱業（種別：展示）登録済。
● 天候により、中止になる場合がございます。
● 有効期限：発行日より6ヶ月。
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80902-857 コンチェルト ペアディナークルーズ
兵庫県・JR「神戸駅」より徒歩約10分
お食事内容：フレンチコース（ペア）　
トワイライトクルーズ/16：45～18:30（105分）
● 休業日：不定休

クルージング
Ｓpecial Invitation

船上でひときわ贅沢な時間を

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
● インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、体験施設へご予約ください。
● ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、施設担当者へお渡しください。
● 体験施設までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。
● 運休日・機関点検・特別便・チャーター等で一部ご利用いただけない場合がございます。
● 運行ダイヤを変更する場合もございます。
● 有効期限：発行日より6ヶ月

ジャズクラブ
Ｓpecial Invitation

ブルーノート東京
東京都・地下鉄「表参道駅」より徒歩約8分

音楽が愉しめる一流ジャズクラブ

● お申込み後、弊社よりインビテーションカードをお届けさせていただきます。
● インビテーションカード到着後、ご利用日時を直接、体験施設へご予約ください。
● ご利用当日はインビテーションカードをご持参のうえ、施設担当者へお渡しください。
● 体験施設までの交通費・宿泊費等は、お客様のご負担となります。
● 未成年者のご入場はご遠慮いただいております。
● 未就学児童のご入場は固くお断り申し上げます。
● ライブスケジュールはHPよりご確認ください。
● 有効期限：発行日より6ヶ月

80902-855 ブルーノート東京 ギフトカード 
ブルーノート東京にてお支払いにご利用いただけるギフトカードです。
当カタログギフト相当額分ご利用可。
● ご利用時間はご予約時にご確認ください。
● 休業日：不定休
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8079 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 246点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

体験 チケット体験 レストラン

松之山温泉

やまや無着色辛子明太子

赤目温泉

御成町 石川 黒毛和牛しゃぶしゃぶコースお食事券 2名様

リストランテ フィオレンツァ ディナーコースお食事券 2名様

下呂温泉



8281

掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

QRコード

ノブルエ　掲載商品

L-01-011  クロッカス

商品価格 ： 25,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 177点

25,600円（税込28,160円）



8281



8101-0063 羽根ふとん2P（東洋紡）
●サイズ（約）:210×150cm×2　
●素材:側地：ポリエステル100%、詰め物：サイド：ポリエステル100%、
詰め物：センター：（パープル）フェザー90%、ダウン10%、

（ピンク）フェザー80%、ダウン20%

8101-0064 ウォッシャブル掛布団&敷パット
●サイズ（約）:掛布団150×210cm、敷パット100×205cm　
●素材:（側）ポリエステル65%、綿35%、（中綿）ポリエステル100%

8101-0065 ニュータイプ羽毛ふとん（東洋紡）
●サイズ（約）:150×210cm　●素材:側 ポリエステル100%、内 センター/ダウン70%、フェザー
30%、サイド/ポリエステル100%

8101-0066 羽毛肌ふとん（東洋紡）
●サイズ（約）:210×150cm　
●素材:側 ポリエステル100%、内 ダウン50%、フェザー50%

●サイズ（約）：67×59.5×厚さ3.8cm　●素材：樹脂　●壁掛けひも
8101-0015  名画「花瓶の花」（ルノワール）

8101-0016 リクライニング折りたたみ式チェア
●サイズ（約）:48～58×52×高さ55cm　
●素材:ウレタンチップ、綿、スチール、ポリエステル、天然木
●３段階リクライニング、座面高さ３段階調整可　●組立式

8101-0017 振り子掛時計（セイコー）
●サイズ（約）:61.8×23.4×厚さ10.3cm　
●素材:合成木材、ガラス

8101-0018 天然木キッチンワゴン
●サイズ（約）:31×59×高さ74cm　
●素材:天然木、タイル
●取手、キャスター着脱可

8483

ベッドルームインテリア

全自動コーヒーメーカー（テスコム）

UV布団クリーナー（シーエーブイジャパン）

鍋 2点セット（ダンスク）

マルチラック

ミラーガラスフラット電子レンジ（ツインバード）

カウチソファ

25,600円（税込28,160円） （25,000円コース ＋ システム料 600円）
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8101-0038 ボストンバッグ
●カラー：グレー　●サイズ（約）：29×44×マチ21cm　●素材：ナイロン　
●ファスナー式開閉、ポケット内1外1　

8101-0027 ダイヤクロスペンダント（大内順子）
●サイズ（約）:全長40×トップ1.7×1.4cm　
●素材:K10、シルバー925、ロジウムメッキ、ダイヤ0.06ct

25600_ノブルエ 16

8101-0141 カシミヤストール
●サイズ（約）:全長48cm ●素材:カシミヤ100%

8101-0029 花珠貝パール3点セット（カンサイセレクション）
●サイズ（約）:ネックレスφ1×全長45cm、ペンダントφ1×全長40cm　
●素材:貝真珠、真鍮、シルバー925ロジウムメッキ　●カラー:ホワイト

25600_ノブルエ 21

8101-0037 キャリーケース（ミッシェルクラン）
●サイズ（約）:23×34×高さ50cm　●素材:樹脂、ポリカーボネート　
●ポケット内1　●カラー:ブラック

●カラー：ダークブラウン（ベルト）　●サイズ（約）：3.7×3×厚さ0.6×腕回り16～20cm　
●素材：真鍮（金メッキ）、牛革

8101-0162  メンズウォッチ（紀尾井）

25600_ノブルエ 22

8101-0039 二つ折財布（イルムス）
●サイズ（約）:11×9×厚さ3cm　●素材:牛革　
●札入2、小銭入1、カード入4　●カラー：ネイビー

8101-0040 ビジネスバッグ（ヴィオレント）
●サイズ（約）:29×40×マチ10cm　●素材:合皮　●ポケット内4外2　●カラー:ブラック

8483 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 177点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

メンズ ファッションレディス ファッション

メンズウォッチ（ロガーロ）

2WAYトートバッグ（ヒロココシノ）

ジャスパー マントルクロック（ウェッジウッド）

アナベラ バッグ（フェイラー）

ボストンバッグ(エバウィン)

長財布（イルムス）
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Japanese
Style
 －和－

心からホッと一息つけるのが、「和」のいいところ。
陶器を手にしたり、布をあしらったりするだけで、
時間の流れがゆったりとしてくるから不思議です。

81003-079 模造刀　浅井長政大刀
●サイズ（約）:105cm ●素材:朴の木、樹脂、合金

25600_ノブルエ 46

●サイズ（約）：59×63cm　
●素材：側:ポリエステル100%、内:綿90%、ポリエステル10%　
●カラー：エンジ　

8101-0073 座布団セット

8101-0074 山中塗漆器セット（伝）
●サイズ（約）:汁椀φ11.5×高さ7.5cm、200ml、飯椀φ12×高さ6cm、200ml、
ロックカップφ8×高さ8cm、容量150ml　●素材:天然木（欅）漆塗

25600_ノブルエ 33

81003-062

81003-063

●サイズ（約）:140×200cm　●素材:

体組成計（タニタ）
●サイズ（約）:29.8×32.8×高さ3.1cm　●素材:強化ガラス、樹脂 ●体重、体脂肪率、BMI、推
定骨量、筋肉量、筋質点数、内臓脂肪レベル、乗るピタ機能　●電池式

五重織:側:綿100%、シルク混:側:シルク55%綿45%
五重織ガーゼケット＆シルク混ガーゼケット

25600_ノブルエ 34

81003-065 電動歯ブラシ（フィリップス）
●サイズ（約）:3.1×2.8×25cm　●素材:樹脂　●AC100-240V 0.4～1.4W（充電時）

81003-0064
●

● ●素材:樹脂、ステンレス　

スチームクリーナー＆乾湿バキュームブロワ
33×34.5×51cmサイズ（約）: 21×15.3×23cm（スチームクリーナー） （乾湿バキュームブロワ）

AC100V-1050W・電源コード4ｍ

ビアタンブラー（磨き屋シンジケート）

包丁 5点セット（濃州孫六作）

8685

和雑貨リラックス・クリーン

ティータイムセット5客（ナルミ）

ミラーガラスフラット電子レンジ（ツインバード）シリコンクッキングセット（エド･インター）

天然木スタンドミラー

25,600円（税込28,160円） （25,000円コース ＋ システム料 600円）
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81003-094

81003-093

容量：神戸牛モモ250ｇ､
松阪牛モモ250ｇ、
米沢牛モモ250ｇ

●

日本三大和牛
しゃぶしゃぶ用
詰合せ750g

神戸牛 松阪牛
米沢牛
・

容量：神戸牛モモ100ｇ､
松阪牛モモ100ｇ､
米沢牛モモ100ｇ､
近江牛モモ100ｇ､
仙台牛モモ100ｇ､
宮崎牛モモ100ｇ

●

６大ブランド和牛
食べ比べミニステーキ

神戸牛
松阪牛
米沢牛

近江牛

仙台牛
宮崎牛
・
・
・

4925600_ノブルエ

81003-096

81003-095

●

銘柄牛すき焼き用
詰合せ750g
容量:近江牛モモ250ｇ､
上州牛肩ロース250ｇ､
宮崎牛モモ250ｇ

・近江牛 宮崎牛
上州牛

●

銘柄牛焼肉用
詰合せ750g
容量:前沢牛もも250ｇ､
上州牛肩ロース250ｇ
宮崎牛肩ロース250ｇ

・前沢牛 上州牛
宮崎牛

4925600_ノブルエ

81003-090

81003-089

●

焼津海鮮

海鮮惣菜セット
容量:まぐろ丼180ｇ×3､
ねぎとろ丼160ｇ×3、
静岡焼き鰻ひつまぶし７０ｇ×2､
骨抜き白身魚（照り焼きソース150ｇ、
彩り野菜の中華あんかけ160ｇ、
きのこ和風あんかけ180ｇ、
甘酢野菜あんかけ180ｇ）×各2

容量：玉露＜柏木＞200ｇ×2、
煎茶＜優＞200ｇ×1

●

静岡銘茶 香雅伝承

静岡県知事賞
受賞茶師

4925600_ノブルエ

81003-092

81003-091

容量：松坂牛ロース
すき焼き用400ｇ

●

松阪牛ロース400ｇ

松阪牛

●

南魚沼産コシヒカリ
容量:特別栽培米南魚沼産
コシヒカリ5000ｇ×2
南魚沼産コシヒカリ5000ｇ

新潟県南
魚沼産

8685 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 177点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

グルメグルメ

信貴山温泉

まぐろづくしセット

広東名菜 赤坂璃宮 ディナーコースお食事券 2名様

日本三大和牛しゃぶしゃぶ用

本ずわいのかにしゃぶ

レガーロ ディナーコースお食事券 2名様



8887

掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

ノブルエ　掲載商品

L-01-012  モルナダ

商品価格 ： 30,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 161点

30,600円（税込33,660円）

QRコード



8887
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8301-0065 羽根肌ふとん2枚（ロイヤルクラシック）
●サイズ（約）:210×150cm　
●素材:ポリエステル100%、詰め物 フェザー70%、ダウン30%

8301-0144 抗菌防臭加工ワッフルケット2枚（銀の糸）
●サイズ（約）:140×200cm ●素材:綿100%（スリット糸:ミューファン使用）
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8301-0067 ニュータイプ羽毛ふとん
●サイズ（約）:210×150cm　●素材:側 ポリエステル100%、内 （センター）ダウン80%、
フェザー20%、（サイド）ポリエステル100％

8301-0068 毛布
●カラー：ブラウン　●サイズ（約）：210×150cm　●素材：キャメル100%、綿100%　

30600_ノブルエ 9

8301-0015 マット
●サイズ（約）:185×185cm　●素材:アクリル　●カラー：ベージュ

8301-0016 モネ名画額「アルジャントーユの停泊所」
●サイズ（約）:61.5×69×厚さ3.8cm　●素材:樹脂
●壁掛ひも付

30600_ノブルエ 10

8301-0136 ボックスミラー
●サイズ（約）:30×35×170　●素材:プリント紙化粧合板　●固定棚2、可動棚4　●組立式

8301-0018 薄型電波ソーラー掛時計（セイコー）
●サイズ（約）:φ31.5×厚さ3.6cm　●素材:合成木材、ガラス

9089

ベッドルームインテリア

羽毛肌ふとん 2 枚（ロイヤルクラシック）

5段階リクライニングカウチ

ラグマット

高圧洗浄機セット

回転座椅子

ヒーター付フットマッサージャー

30,600円（税込33,660円） （30,000円コース ＋ システム料 600円）
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8301-0137 カシミヤストール
●サイズ（約）:50×200cm ●素材:カシミヤ100%

8301-0022 口金牛革長財布（フランコフェラーロ）
●サイズ（約）:9×20×厚さ2cm　●素材:牛革　
●口金式開閉、札入2、小銭入1、カード入8、ポケット内2外1　●カラー：ワイン

30600_ノブルエ 14

8301-0023 レディスウォッチ（紀尾井）
●カラー：ブラック（ベルト）　●サイズ（約）：2.2×2×厚さ0.6cm、腕回り14～18cm　
●素材：シルバー、パラジュームメッキ、牛革、ガラス　

8301-0138 プラチナダイヤモンドピアス
●サイズ（約）:外径約0.3cm、ポストピン長さ約1cm ●素材:ダイヤモンド0.2ct、プラチナ900

8301-0035トートバッグ＆ポーチセット
●カラー：ブラウン ●本体サイズ（約）：手提げ29×40×マチ10cm、ポーチ19×28×マチ8cm　
●素材：合皮 ●ファスナー式　●手提げ:ポケット内3外2、ポーチ：ポケット内3外2

8301-0036 財布
●サイズ（約）:9.4×10.5×厚さ1.5cm　●素材:オーストリッチ　
●札入2、小銭入1、カード入3　●カラー：ブラック

30600_ノブルエ 22

81103-041 牛革トートバッグ(エバウィン)
●● ● ●カラー：ネイビーサイズ（約）：33×36×マチ13cm　 素材：牛革 ポケット内2

81103-042 トートバッグ（ギ･ラロッシュ）
●サイズ（約）:36.5×40×マチ10cm　●素材:牛革、ナイロン　●ポケット内3外2

9089 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

メンズファッションレディスファッション

束入れ（レオナルド・チェンバレ）

トートバッグ（ギ･ラロッシュ）

キャリーセット（ミッシェルクラン）

マフラー

メンズウォッチ（エルラーセン）

ダイヤモンドラインペンダント

掲載点数 ： 161点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品



8301-0053 ホームセット（ナルミ）
●サイズ（約）:カップφ10×高さ6.2cm、ソーサーφ15×高さ2cm、プレート大φ27×高さ2.8cm、
プレート小φ17×高さ2.5cm、ボウルφ13×高さ5.5cm 各5　●素材:ボーンチャイナ

8301-0054 ホームセット（ダンスク）
●サイズ（約）:マグφ8×高さ11cm、パスタボウルφ20.5×高さ5.5cm、
ランチョンプレートφ24×高さ2.7cm、シリアルボウルφ13.5×高さ6cm　●素材:磁器

8301-0055 タンブラー 4PCSセット（ボヘミアガラス）
●サイズ（約）：φ6.9×高さ10.5cm　●素材：クリスタルガラス　

8301-0056 ホームセット24pcs（フィンレイソン）
●サイズ（約）:（マグ）φ8.5×高さ9cm、容量300ml、プレート（小）φ13.5×高さ2.5cm、
ボウル（小）φ8.5×高さ5.5cm、容量200ml、プレート（中）φ19.5×高さ2.5cm、

（ガラスタンブラー）φ8×高さ9cm、容量260ml、ボウル（大）φ13.5×高さ5cm、容量340ml、
パスタプレートφ22×高さ4cm、プレート（大）φ24×高さ2.5cm　●素材:磁器

8301-0045 電動ペッパー&ソルトミル（プジョー）
●サイズ（約）:各φ5.4×高さ20cm　●素材:樹脂、ステンレス、鉄、ポリスチレン、ポリカーボネイト　
●電池付

8301-0046 鍋 2点セット
●本体サイズ（約）：フライパンφ24×高さ5cm、両手鍋φ22×高さ10cm容量3.7ℓ　
●素材：ステンレス、アルミ、全面5層鋼　●IH可　●料理ブック付　

8301-0047 コンパクト精米器（ツインバード）
●サイズ（約）:20×31×高さ25cm　●素材:樹脂　●AC100V-200W、コード1.4m　
●玄米用計量カップ、レシピブック付

8301-0048 パワフルミキサー（ツインバード）
●サイズ（約）:23×23.5×高さ44.5cm　●素材:樹脂　●AC100V-400～800W、コード1.4m
●押し棒、レシピブック付

9291

プリンセス ティーセット（ロイヤルコペンハーゲン）

アロマサーモ&電動ミル（メリタ）

キッチン15点セット（郷技）

信楽焼き傘立て

低温コンベクションオーブン（テスコム）

胴張屠蘇器揃（カゼヤスタイル）

テーブルウェアキッチン

30,600円（税込33,660円） （30,000円コース ＋ システム料 600円）
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81103-089

グルメ

まぐろづくしセット

天然南まぐろ

●

●消費期限：14日

容量：天然南まぐろ赤身150ｇ×2､
天然南まぐろ中トロ150ｇ×2､
天然南まぐろ不定形柵300ｇ×2､
まぐろ生ハム200ｇ×2､
ねぎとろ160ｇ×2

5230000_ノブルエ

81103-091

81103-090

本ずわいがに

本ずわいのかにしゃぶ
●

●

下関「河久」ふく

容量：生ずわい棒ポーション1400g､
生ずわい爪ポーション400ｇ

下関「河久」
ふく堪能セット
容量：トラフグ刺身 25g × 2､
トラフグ皮 10g× 2､ ポン酢＆
モミジ 17g × 6､ ネギ× 6､
まふぐ片開き 150g × 2､
トラフグ 200g × 2､
鍋スープ40cc × 2

5530600_ノブルエ

81103-097

81103-096

●

神戸牛 松阪牛
米沢牛
・

●

日本三大和牛詰合せ

神戸牛･松阪牛･米沢牛
近江牛･仙台牛･宮崎牛

6大銘柄牛食べ比べ
容量：神戸牛モモ 70 ｇ× 2､
松阪牛モモ 70 ｇ× 2､
米沢牛モモ 70 ｇ× 2､
近江牛モモ 70 ｇ×2､
仙台牛モモ 70 ｇ× 2､
宮崎牛モモ 70 ｇ× 2

容量：神戸牛肩 300 ｇ､
松阪牛肩ロース 300ｇ､
米沢牛モモ 300 ｇ

5630600_ノブルエ

81103-099

81103-098

●

・近江牛 宮崎牛
上州牛

●

・前沢牛 上州牛
宮崎牛

銘柄牛すき焼き用
詰合せ

銘柄牛焼肉用詰合せ
容量：上州牛肩ロース 300 ｇ､
前沢牛もも 300ｇ､
宮崎牛肩ロース 300 ｇ

容量：近江牛モモ 250 ｇ､
上州牛肩ロース 250ｇ､
宮崎牛上州牛肩ロース 250 ｇ

9291 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

道後温泉

洋食セット（ノワ･ド･ココ）

日本料理 櫂  コースお食事券 2名様

下関「河久」ふく堪能セット

松阪牛肩ロース

リストランテ フィオレンツァ ディナーコースお食事券 2名様

掲載点数 ： 161点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

グルメグルメ



掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。

QRコード

ノブルエ　掲載商品

L-01-013  リコリス

商品価格 ： 50,000円
システム料 ： 600円

掲載点数 ： 181点

50,600円（税込55,660円）

9493



9493



8501-0075 印伝手提げバッグ
●サイズ（約）:20×31×マチ10cm　●素材:鹿革、牛革　
●ポケット内3外1　●カラー:ブラック×アイボリー

●サイズ（約）：φ25×高さ24cm　●素材：ソーダガラス　
※手作りガラスの為、寸法・色合いが若干異なる場合があります。

8501-0076  津軽びいどろ花器

●サイズ（約）：190×54.5cm　●素材：新絹本、軸先 陶器　
●桐箱入り　

8501-0077  掛軸「赤富士飛翔」（鈴村秀山） 

8501-0078 舜園作 松竹梅彫急須
●サイズ（約）:11.4×14×高さ12cm、容量240ml　
●素材:陶器　●常滑焼

お洒落なインテリアは、まるで「暮らしの魔法」。

何かを足したり、掛けたりするだけで、

どんなイメージにも思い通りに変えられるんです。

Interior
 −インテリア−

●サイズ（約）：φ19×高さ30.5cm　●素材：クリスタルガラス　　
8501-0009  花瓶（ボヘミアガラス）

8501-0010 5段階リクライニングカウチ
●サイズ（約）:70～102×142～187×高さ38～72cm　
●素材:アクリル、ポリエステル、綿、ナイロン、樹脂、スチール、木　
●クッション×2付　●背・肘リクライニング可

9695

和雑貨インテリア

からくり電波掛時計（セイコー） 体組成計（タニタ）

念珠&ふくさ

オイルヒーター（ディービーケー）

山中塗漆器セット（伝）

防ダニ布団セット

50,600円（税込55,660円） （50,000円コース ＋ システム料 600円）
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ロベルタ ディ カメリーノ

ロベルタ ディ カメリーノは、ヴェニスの有名な3人
の画家の作品から影響を受けた「赤、緑、紺」を
メインカラーに、流行に左右される事のない余裕
のある大人のためのデザインを創造し続けます。

トートバッグ&財布
●サイズ（約）:バッグ25×35×マチ11.5cm、財布11×
19.5×厚さ4cm　
●素材:牛革　
●バッグ：ベロマグネット式、ポケット内2　
●財布：ホック式開閉、L字ファスナー式小銭入、札入3、
カード入18、ポケット5

フェイラー

1928年にドイツで誕生しました。伝統工芸である
シュニール織は美しい色柄で世界中の人々 を魅了
し続けています。

81203-008

81203-009

内3、ショルダー/ファスナー式開閉、ポケット内2外1

バッグ＆ショルダーセット

サイズ（約）:バッグ30×30×マチ9cm、ショルダーバッグ●

23×38×マチ10cm

カラー:ブラック●

●バッグ/マグネット式開閉、ポケット

●素材:（表）綿（シュニール織）、（裏）ポリエステル

50600_ノブルエ 4

ダックス

100年以上受け継がれる歴史、英国王室御用達
に指名されている確かな品質、人々 から愛され続
けるデザインが魅力の英国を代表するブランド。

8501-0002
羽毛掛けふとん
●サイズ（約）:150×210cm　
●素材:（側地）綿100%、（詰物）ダウン90%、
フェザー10%　
●カラー:ベージュ

トリイユキ

創業者の鳥居ユキは、日本だけでなく、1975年
から2008年までパリで発表し続け、日本を代表
するファッションデザイナーの1人と言われている。

8501-0133
オーストリッチ札束入
●サイズ（約）:9.8×19×厚さ2cm
●素材:表側:オーストリッチ革、内側:牛革
●カラー:ブラック　●札入1、カード入10、ポケット3

●カラー：ベージュ　●サイズ（約）：150×210cm　●素材：ヨコ糸：カシミヤ100%、タテ糸：綿100%
8501-0059  毛布

8501-0060 カシミヤ毛布
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ヨコ糸（毛羽部分）:カシミヤ、タテ糸:ポリエステル

8501-0061 羽毛布団
●サイズ（約）:150×210cm　
●素材:側 綿100%、内 ダウン85%、フェザー15%

8501-0062 羽毛肌ふとん2枚セット（東洋紡）
●サイズ（約）:150×210cm　
●素材:側 ポリエステル100%、内 ダウン50%、フェザー50%

9695 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

掲載点数 ： 181点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品

ベッドルームレディスファッション

キャリーセット（ミッシェルクラン）

フォーマルバッグ（YUMI KATSURA）

オーストリッチ札束入（トリイユキ）

ダイヤモンドペンダント

ペアウォッチ（紀尾井）

パールネックレス イヤリングセット



●サイズ（約）：カップφ10×高さ6cm、ソーサーφ16×高さ2cm、プレートφ19×高さ2cm、サンドイッ
チプレート25.5×18×高さ2.8cm、ボウルφ20×高さ8.4cm　●素材：ボーンチャイナ　　

8501-0043  ホームセット17pcs（ナルミ）

8501-0044 キッチンセット（ベローナアルファ）
●サイズ（約）:（片手鍋小）φ16×高さ7.2cm、容量1.5ℓ、（片手鍋大）φ18×高さ8.2cm、容量2.1ℓ、

（両手鍋）φ20×高さ9cm、容量2.9ℓ、（フライパン）φ24×高さ5.1cm、容量2.4ℓ　
●素材:ステンレス、合金、アルミ、磁性ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：カップφ8.8×高さ5.8cm、ソーサー15×15×高さ2cm、大皿26.7×26.7×高さ3.4cm、
小皿20×20×高さ2cm、パスタ皿24×24×高さ4.2cm、ボウル13.4×13.4×高さ5.8cm
●素材：ボーンチャイナ　　

8501-0045  ホームセット26pcs（ナルミ）

8501-0046 パスタポット（バラゾーニ）
●サイズ（約）:φ20×高さ26.5cm、容量5ℓ　●素材:ステンレス、アルミニウム

●サイズ（約）：三徳包丁全長29cm、牛刀包丁全長30cm、ペティナイフ全長24cm　
●素材：積層鍛接複合鋼材、黒色積層強化木　　

8501-0039  包丁 3点セット（濃州孫六作）

8501-0040 キャセロール24cm&ストックポット20cm（バラゾーニ）
●サイズ（約）:（キャセロール）φ24×高さ9cm、容量2.7ℓ、

（ストックポット）φ20×高さ11.8cm、容量3ℓ　●素材:ステンレス、アルミニウム

50600_ノブルエ 26

81203-049

81203-050 ダマスカス包丁&桐まな板（燕人の匠）
● 、mc3.03）丁包刀牛（、mc4.92）丁包切菜（、mc4.92）丁包徳三（:）約（ズイサ長全

（桐まな板）18×25×高さ1.5cm　●素材:DPダマスカス複合材、桐

ダマスカス包丁3点セット
● 全長サイズ（約）:
●素材:

三徳包丁 サーモンスライサー33ｃｍ、ペティナイフ29ｃｍ、 25ｃｍ

積層鍛接複合鋼材、ステンレス

9897

キッチンキッチン

センサー付フラットオーブンレンジ（ツインバード）

折りたたみ自転車

全自動コーヒーメーカー（ツインバード）

レールセット（ブリオ）

真空ミキサー（テスコム）

気化式加湿器

50,600円（税込55,660円） （50,000円コース ＋ システム料 600円）
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81203-105

81203-104

●

神戸牛 松阪牛
米沢牛
・

容量：神戸牛ロース180ｇ、
松阪牛ロース180ｇ、
米沢牛ロース180ｇ、
近江牛ロース180ｇ

●

日本四大和牛
ロースステーキ

松阪牛 米沢牛・
神戸牛 近江牛・

容量：神戸牛肩500ｇ、
松阪牛肩ロース500ｇ、
米沢牛モモ500ｇ

日本三大和牛詰合せ

4925600_ノブルエ

81203-107

81203-106

●

・近江牛 宮崎牛
上州牛

●

・前沢牛 上州牛
宮崎牛

銘柄牛すき焼き用
詰合せ
容量:近江牛モモ420ｇ､
上州牛肩ロース420ｇ､
宮崎牛肩ロース420ｇ

銘柄牛焼肉用詰合せ
容量:前沢牛もも500ｇ､
上州牛肩ロース500ｇ
宮崎牛肩ロース500ｇ

4925600_ノブルエ

81203-109

81203-108

●

静岡天竜茶と朝食セット

●

静岡天竜茶と麺揃え

日本の麺づくし

容量:煎茶(清)150g×2、
煎茶(洸)150g×1､有明のり12切5枚入
×8袋､かにふりかけ50g×2､
のどぐろ煮付け風味ふりかけ50g、
紀州南高梅100g､焼鮭ほぐし55g、
北海道産出汁昆布50g、かつおぶし25g、
伯方の塩100g×2､さけ水煮100g×3、
茶うどん50g×21束､茶そば50g×21束、
宇治抹茶パウンドケーキ×1､
黒糖かりんとう15g×2､一口羊羹26g×5

容量 :煎茶(清)150g×2､
煎茶(洸)150g×1､
島原手延べそうめん50g×40束、
信州そば50g×38束、
讃岐うどん50g×38束、
宇治抹茶パウンドケーキ×1本、
黒糖かりんとう15g×2、
一口羊羹約26g×5

4925600_ノブルエ

81203-111

81203-110

●

洋食セット
(ノワ･ド･ココ)

レストラン
ノワ･ド･ココ

●

洋食屋
「ＲＥＶＯ」

洋食セット
(洋食ＲＥＶＯ)

容量：黒毛和牛A4ランクロースの
ローストビーフ３００ｇ×２、
熟成ローストビーフソース
６０ｍｌ×２、牛タンシチュー
２２０ｇ×４、黒毛和牛入煮込み
ハンバーグ２８０ｇ×２袋

容量：黒毛和牛A4ランク以上の
ローストビーフ２００ｇ×２本、
REVOローストビーフソース４０ｇ
×２袋、黒バーグR２００ｇ
×８袋､和牛肉めし２２０ｇ×２袋､
和牛すじカレー２３０ｇ×８

9897 掲載商品は、一部変更になる場合がございます。

グルメグルメ

伊勢志摩 鳥羽温泉郷

本ずわいのかにしゃぶ 松阪牛ロース

ブルーノート東京

レストラン モナリザ  コースお食事券 2名様

日本四大和牛ロースステーキ

掲載点数 ： 181点
掲載商品の詳しい内容は
パソコン・スマートフォンにてご確認下さい。 ノブルエ　掲載商品
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