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●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

トートバッグ（フォション）3020-102

33
3020-103　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

3020-104　
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

●サイズ（約）：ネックレス42cm、φ6mm、
イヤリングφ6mm　●素材：貝パール　●カラー：グレー

ネックレス＆イヤリング（リョウコキクチ）3020-105

●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

カードケース（キャサリンハムネット）3020-108

●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

万年筆3020-107
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3020-106　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

3020-109　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

3020-110　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 ●サイズ（約）：全長42cm、トップ1.3× 1cm　

●素材：真鍮

ダイヤペンダント（ヴィヴィフルールコレクション）3020-118

3500_レディス 36

3020-114　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

3020-116　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

3020-117　化粧ポーチ（マックスモード）
●サイズ（約）:13×20.5×マチ7cm　 ●素材:ナイロン　
●ポケット内2外1　●カラー：ブラック

3020-115　ジャンプ晴雨兼用長傘
●サイズ（約）:親骨55cm　●素材:ポリエステル　
●カラー:ピンク（花柄）

3020-119　ボストンバッグ（ナイスクラップ）
●サイズ（約）:19.5×37.5×マチ13cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1外4

●サイズ（約）：φ2.2cm、腕周り～17.5cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水　
●カラー：ブラウン

レディースウォッチ（レキシー）3020-113

●サイズ（約）：15.5× 25×マチ 5cm　●素材：綿　
●カラー:グリーン

バッグインバッグ（ジュビリー・ジージー）3020-121

3500_レディス3020-112　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

3020-111　ショルダーバッグ（ベネトン）
●サイズ（約）:17×30cm　●素材:ポリエステル、合皮　
●カラー:ワイン
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3020-120　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

3020-129　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
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●サイズ（約）：φ0.3cm　●素材：真鍮、ジルコニア
ピアス3020-128

3500_レディス 39

3020-131　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

3020-704　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

●サイズ（約）：16.7× 25×マチ 0.9cm
●素材：ナイロン　●カラー:ピンク

トラベルボード（トライストラムス）3020-122 万年筆
●全長サイズ（約）：12.3cm　
●素材：ステンレス、樹脂

3020-124
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3020-125　ファッショングラス（ナイスクラップ）
●サイズ（約）:14.6×高さ5.2cm　
●素材:樹脂、ニッケル合金　●カラー：ブラウン

3020-123　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

3020-126　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

3020-127　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
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3020-135　
●

●素材:アロイ、シリコン　●

3020-132　
●

ポリエステル　●

●サイズ（約）：最大ウエスト93cm　●素材：牛革　
●カラー:ブラック

リングベルト
●サイズ（約）：11.3× 3.1×厚さ 0.7cm　
●素材：スプリットレザー、メタル

キーリング（トロイカ）3020-133 3020-134
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3020-135　レディースウォッチ（ジェイアクシス）
●サイズ（約）:φ3.6cm、腕周り～19.5cm　
●素材:アロイ、シリコン　●カラー：ピンク

3020-136　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

3020-132　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

3020-137　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



●サイズ（約）：4.3× 2.5×厚さ 0.6cm　●素材：ステンレス
キーホルダー（フォリフォリ）3020-138

●サイズ（約）：全長40cm　●素材：ピンクコーラル、真鍮
ピンクコーラルネックレス3020-139
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3020-147　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

3020-149 　リングホルダー
●サイズ（約）:12.5×5.5×高さ12.5cm　
●素材:ポリレジン

3020-148　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

3020-150　シャワージェル（ロリア）
●容量:236ml

●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

バッグインポーチ（クレアトラベラー）

●素材：真鍮、ジルコニア
リング11号（キャティフェラーリ）
リング9号（キャティフェラーリ）3020-142

3020-143
3020-140

●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：ブラック

キルティングバッグ3020-144
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3020-141　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

3020-146　コットンパールピアス
●サイズ（約）:φ0.6×2.5cm 
●手作り感のあるコットンパールを使用

3020-145　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

●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

ピアス（ファルチニューヨーク）3020-151
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3020-154　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

3020-153　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

3020-156　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

3020-155　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

3020-152　ジュエリーボックス
●サイズ（約）:14×9.5×高さ7cm　
●素材:ポリウレタン、ポリエステル、ガラス
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3020-157　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1　●カラー:ブルー

3020-158　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

3020-159　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。
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3020-167　
おさんぽバッグ

●サイズ（約）:20
×43×マチ12c

m　

●素材:綿　
●ポケット内1外

3

3020-169　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

ペット用リード
●サイズ（約）：12× 16.8×厚さ 4.5cm　
●素材：樹脂、ナイロン　●耐荷重30kg

3020-171
●サイズ（約）：45× 60cm　
●素材：綿、ポリエステル

ペットクッション3020-173
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3020-168　つめとぎキャット
●サイズ（約）:25×35.5×高さ30.5cm　
●素材:ダンボール　●またたび粉付

3020-172　プランター
●サイズ（約）:16×28×高さ11cm　
●素材:ポリレジン

3020-170　光触媒シュガーバイン
●サイズ（約）:13×13×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、陶器

3020-705　どんぶりジャー
●サイズ（約）:14×15×高さ11cm　
●素材:ステンレス、樹脂

3020-157　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1　●カラー:ブルー

3020-159　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。

●サイズ：フリーサイズ　●素材：人工真珠、バネ鋼
●カラー：ピンク

アームバンド3020-163

●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

ゴムベルト3020-162
●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

ペンダント（キャティフェラーリ）3020-161
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3020-160　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

3020-164　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

3020-165　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



●サイズ（約）：
12.5× 17.5×高さ

12.5cm
●素材：樹脂　

●3本用

3020-174
傘立て

●サイズ（約）：φ13×高さ 27cm

ステンレスジョーロ3020-176
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3020-17
5　

ガーデンスタ
ンドコーナー

2段

●サイズ（約）
:18×24.5×

高さ36cm
　

●素材:スチー
ル

●折りたたみ式
　●耐荷重1段

1kg

●全長サイズ（約）：18cm、27cm、27.8cm

●素材：鋼、天然木

植木鋏・根かき鎌・スコップセット

3020-186

●全長サイズ（約）：34cm
●素材：特殊鋼、樹脂

鋸（みきかじや村）
3020-185
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3020-
183　

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

3020-184　
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

●全長サイズ（約）：19.5cm　
●素材：刃物鋼、樹脂

園芸鋏（源正宗作）3020-177
●サイズ（約）：19.8× 20.2×高さ 25.2cm　
●救急セット4種付

救急箱3020-178
●サイズ（約）：44× 32×高さ 71cm　
●素材：スチール

ガーデンスタンド2段3020-179
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3020-180　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

3020-181　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　
●木目の出方で色が変わる場合があります

3020-182　園芸鋏
●サイズ（約）:全長21cm　●素材:鉄

●サイズ（約）：28.5× 51×高さ 30.5cm　
●素材：樹脂　●耐荷重80kg

収納BOX付ガーデニングチェア3020-187

●全長サイズ（約）：115cm、82cm　
●素材：スチール、鋼

●サイズ（約）：φ5.9×高さ 42cm　
●素材：ステンレス、樹脂

立鎌＆スコップソーラー式ガーデンライトセット 3020-1913020-190
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3020-188　ワークエプロン
●サイズ（約）:20×40×マチ1cm　 ●素材:綿
●ポケット5

3020-189　ガーデニング帽子
●サイズ（約）:頭囲58cm　
●素材:ポリエステル、綿

3020-192　防災12点セット
●バッグサイズ（約）:45×36cm　●素材:ポリエステル、
樹脂　●蓄光LEDライト、アルミ温熱シート、呼子笛他



●サイズ（約）：15× 15×高さ 12cm　●素材：樹脂

●小分けケース4個付

2段オードブルランチボッ
クス

3020-193
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3020-194　ワンタッチマグ●サイズ（約）:7.5×6×高さ23cm、容量500ml　●素材:ステンレス

●サイズ（約）：φ38cm×高さ 76cm　
●素材：ナイロン、樹脂　
●ぶら下げタイプの風車

テントデコレーション3020-201

●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

ウエスト＆ヘッドライト（キャプテンスタッグ）3020-203

●サイズ（約）：φ36×高さ 36cm　
●素材：ポリエステル、樹脂

ポップアップボックス（コールマン）
3020-202
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3020-204　
ラウンジチェア（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:51×82×高さ80cm　
●素材:鋼（エポキシ樹脂塗装）、
張り材ポリエステル、ウレタンフォーム
●カラー:ピンク

●サイズ（約）：φ7.5×高さ 13.7cm、容量370㎖ ●サイズ（約）：9.5× 10.5×厚さ 3.5cm　
●素材：合金、樹脂、ガラス

8倍双眼鏡2重構造ステンレスペアタンブラー3020-195 3020-197

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

●サイズ（約）：11× 18×高さ 13.5cm　
●素材：アルミ

ハンゴー4合炊き（キャプテンスタッグ） 3020-1993020-198
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3020-200　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%

3020-196　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

●サイズ（約）：4.4× 8×厚さ 1.3cm　●素材：樹脂
●倍率3.5倍

●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

LEDライト付ルーペ（ビクセン×コールマン）

ビーチテント3020-206

3020-209

3500_レディス 56

3020-208　チェアマットセット
●サイズ（約）:チェアマット40×38×高さ40cm、携帯用ザブトン
27.5×34×厚さ1cm　 ●素材:ポリエステル、樹脂

3020-205　キャリーカート
●サイズ（約）:33.5×48×高さ93cm、収納時31×14×高さ58cm
●素材:スチール、樹脂、合成ゴム　●折りたたみ式　●耐荷重40kg

3020-207　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

3020-210　起毛コンパクトチェア
●サイズ（約）:34×34×高さ49cm　
●素材:鋼、ポリエステル　●耐荷重（約）:60kg



YAMA

GIRL
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3020-212　ポップアップランタン（キャプテンスタッグ）
●サイズ（約）:8.7×8.7×高さ17.5cm　
●素材:樹脂　●電池式　●カラビナ付

3020-211　マルチツール（ビクトリノックス）
●サイズ（約）:5.8×1.8×厚さ0.6cm　
●素材:ステンレス、アルミ　●全3機能

3020-213　レジャーシート
●サイズ（約）:130×150cm　●素材:アクリル、発泡ポリエチレン　
●カラー:ミックス

RUNNING

●サイズ（約）：5.7× 4.2×厚さ 1.3cm　
●素材：樹脂

歩数計（オムロン）
3020-221

スポーツ用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1.2m　●素材：樹脂

3020-222
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3020-220　
10気圧防水スポーツウォッチ
●サイズ（約）:φ3.4cm、腕周り～19cm　
●素材:樹脂、ポリウレタン　

●サイズ（約）：26× 50×高さ 27cm　●素材：鉄
バーベキューコンロ3020-218

●サイズ（約）：大φ14.5× 3cm、中φ14× 7cm、小φ12
× 6.5cm

ステンレスクッカーセット3020-217

●サイズ（約）：9.3×5×厚さ1.7cm　
●素材：樹脂　●イヤホン付

FM／AMポータブルラジオ3020-214
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3020-216　LEDランタン
●サイズ（約）:13×13×高さ20cm　
●素材:樹脂　●電池式

3020-215　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

3020-706　ジャンプ式チェック柄長傘
●サイズ（約）:親骨60.5cm、8本骨　●素材:ナイロン　
●カラー:グリーンチェック

●サイズ（約）：84× 125×高さ 84cm　
●素材：ポリエステル、スチール

●サイズ（約）：40× 81cm
●素材：ナイロン

折りたたみ式ワンタッチサッカーゴール スポーツカイト3020-223 3020-224

●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

ゴーグル（スワンズ）3020-227
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3020-226　マリンシューズ
●サイズ（約）:24～25.5cm　
●素材:ナイロン、指定外繊維、合成ゴム底

3020-228　ランニングアームバンド
●サイズ（約）:17.5×長さ41cm　
●素材:ポリエステル、合成ゴム、樹脂

3020-225　ウエストバッグ（ディッキーズ）
●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



GOLF

●素材：アクリル　
●460cc対応ドライバー用、フェアウェイウッド用

ニットヘッドカバーセット
3020-230
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3020-229　ポーチ
●サイズ（約）:13×19×マチ4cm　
●素材:ポリエステル　●ポケット内4

3020-231　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

YOGA

●サイズ（約）：φ55cm　
●素材：樹脂　●耐荷重100kg

空気入れ付バランスボール
3020-240

●サイズ（約）：60× 120cm、34× 35cm　
●素材：綿　
●売上の一部がサンゴ移植活動に使われます。

バス&ハンドタオル
（アクアプラネット）

3020-238

●サイズ（約）：61× 173cm
●素材：樹脂

ヨガマット
（ラッキーウエスト）

3020-239
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●サイズ（約）：6.7× 6×厚さ 2.2cm　●素材：樹脂
ストップウォッチ（カシオ）

●サイズ（約）：φ90cm　●素材：樹脂
シェイプアップフラフープ3020-236 3020-237
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3020-232　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）

3020-233　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

3020-234　ワンタッチマグ
●サイズ（約）:8×7×高さ22.5cm、容量450ml　
●素材:ステンレス

3020-235　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:ホワイト

●サイズ（約）：61× 173cm　●素材：樹脂

●サイズ：子供用9インチ、大人用12インチ
●素材：樹脂　

●サイズ（約）：14.5× 148cm
●素材：ポリエステル

ヨガエクサマット（ラッキーウエスト）

親子グローブセット パッティンググリーン

3020-242

3020-246 3020-247
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3020-241　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

3020-244　アクアシューズM 
3020-245　アクアシューズL
●サイズ（約）:M23.5～24cm、L24.5～25cm　
●素材:合成ゴム、EVA

3020-243　軽量パーソナルボトル（ベネトン）
●サイズ（約）:φ5.9×高さ18cm 容量300mℓ　
●素材:ステンレス鋼　●カラー:ストライプ



ウォッチ3020-248
●サイズ（約）：φ3.1、腕周り～17.5cm　
●素材：合金、合皮

©Disney

©Disney©Disney
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3020-249　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

3020-250　タンブラーセット
●サイズ（約）:φ8×高さ8cm　
●素材:ガラス

ウォッチ3020-255
●サイズ（約）：3.1× 2.3cm、腕周り～16cm　
●素材：合金、合皮 トラベルピロー＆アイマスク3020-257

●サイズ（約）：ピロー28× 37×厚さ 12cm、アイマスク9.5× 20cm
●素材：綿、ポリエステル、ピロー本体/PVC

マルチスタンド3020-256
●サイズ（約）：11.5× 6.5×高さ 10cm
●素材：樹脂

©Disney

©Disney
©Disney
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2 3020-252　長角2段ランチボックス
●サイズ（約）:19×10×高さ8cm　 ●素材:樹脂
容量 下段330mℓ、上段260mℓ

1 3020-251　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

3 3020-253　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･電源コード0.75m

4 3020-254　ファイブボウルセット
●サイズ（約）:14×14×高さ4.5cm　
●素材:磁器

ステンレス二重構造タンブラー
●サイズ（約）：φ7.5×高さ 12.5cm

3020-260

●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。

ミッキー／カーニバルクッションカバー3020-258

携帯スリッパ＆ネームタグ
●サイズ（約）：スリッパ23～26cm、タグ11× 9.5cm
●素材：綿、ポリエステル、樹脂、TPU、EVA

3020-259

タオルセット
●サイズ（約）：120× 60cm、35× 34cm　
●素材：綿

3020-261

5

6

7

8

©Disney

©Disney

©Disney

©Disney
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©Moomin Characters™

ミィ　3点セット3020-262
●サイズ（約）：プレートφ19.5cm、ボウルφ13.5×高さ 5cm、
マグφ8.5×高さ 9cm　●素材：磁器

お昼寝ムーミン3020-264
●サイズ（約）：15× 36×高さ 15cm
●素材：ポリエステル

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™
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3020-263　ミニプレートセット
●サイズ（約）:各8×8×高さ2cm　 ●素材:磁器

ニョロニョロ抱きまくら3020-270
●サイズ（約）：16× 20×高さ 55cm　
●素材：ポリエステル

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™
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3020-271　クッションカバー
●サイズ（約）:45×45cm　●素材:綿100%
●中材は付いておりません

3020-269　レンジストッカー4点セット
●サイズ（約）:Sφ9.5×高さ6cm×3、Mφ13×高さ6cm
●素材:磁器、樹脂

3

4

1

3

2

4

●サイズ（約）：φ8.5×高さ 9cm　●素材：磁器
トリオマグセット3020-267

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™
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3020-268　バス&ウォッシュタオルセット
●サイズ（約）:バスタオル60×120cm、
ウォッシュタオル34×36cm　●素材:綿

1 3020-265　ペアオーバルボウル
●サイズ（約）:各φ19.5×23.5×高さ4cm　 ●素材:磁器

2 3020-707　ストッカーセット
●サイズ（約）:φ9.5×高さ8.5cm×2　
●素材:陶器、天然木、シリコン

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™

©Moomin Characters™
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●サイズ（約）：φ21.5cm
●素材：磁器

パスタプレートセット3020-274
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3020-272　温度計
●サイズ（約）:17×12cm　●素材:メタル
●吸盤の向きを変えて室内用としても使用可

3020-273　箸置きセット
●全長サイズ（約）:各5～8cm　●素材:磁器

3020-275　ウォッシュ&フェイスタオルセット
●サイズ（約）:ウォッシュタオル34×36cm、
フェイスタオル34×80cm×2　 ●素材:綿
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3020-003ローズセット
容量：ローズ フレグランスオイル ロールオン10mL、

ローズミストバランシング（化粧水）15mL　
ローズの香り ※デザインは変更になる場合がございます。

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。化
学薬品等は一切使用しない、自社農園か
らの植物と世界中から厳選された自然由
来成分を独自の配合製法で魅力的にブレ
ンド。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

3500_レディス 3

ジルスチュアート
女の子が美しく輝く瞬間、大切な人と過ごす瞬間、そして人生に訪れる幸せな
できごと。JILL STUARTは、女の子の毎日を幸福で満たします。
あなたがもっと美しくなれるお手伝いができることを、心から願っています。
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3020-001
チュールアコード
●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

3020-002
スノーイーフローラルアコード
●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

"大人のデザート"をブランドコンセプトに、
さまざまなライフスタイルに喜ばれるアイ
テムをファッションのスイーツとして表現し
たルームウェアブランドgelato piqueの
コスメシリーズ。

ジェラート ピケ

3020-004
ハンドソープ&ルームスプレー
●容量：ハンドソープ300ml、ルームスプレー200ｍｌ
●ルームスプレー フローラルティーの香り
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。

4



Sawing
●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。

刺繍キット「ロサ・ヘミスフェリカ」3020-277

3500_レディス 73

3020-276　コンパ
クトソーイングセット

●ケースサイズ（約）:12
.4×20×高さ6cm　

●ケース素材:樹脂　

●はさみ2種、メジャー、
ニードル他全12点

3020-278　ショーケース
●サイズ（約）:18×30×高さ17cm　
●素材:木、ガラス、スチール
●ケース内は演出品です
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3020-280　アンティーク調地球儀
●サイズ（約）:φ13×高さ18cm　
●素材:樹脂、紙

3020-279　ソーイングセット
●サイズ（約）:ケース22.2×15.2×高さ5.6cm
●素材:樹脂　●仕切りトレイ付

3020-281　木製パズル4点セット
●サイズ（約）:8×8×高さ8cm　
●素材:天然木

3020-283　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

3020-282　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

3020-284　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

Camera

●サイズ（約）：高さ16.5cm　●素材：樹脂　●スマートフォン対応ホルダー付　●カメラは付きません。

カメラ用スタンド3020-287
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3020-285　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
●ボックス内は演出品です

3020-286　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

●サイズ（約）：高さ16.5cm　
●素材：樹脂　●カメラは付いておりません

カメラ用スタンド3020-293
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3020-288　グラスジャーテラリウムキット
●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

3020-289　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

3020-290　子リス写真集
●サイズ（約）:22×30.5×厚さ1.5cm　 ●素材:紙　
●全97ページ、A4サイズ

3020-291　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

3020-292　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



Drawing Music

●サイズ（約）：コード長1.2m　●素材：樹脂

ポータブルヘッドホン
（オーディオテクニカ）

3020-296

●容量：各30㎖

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）3020-294
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3020-295　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

●サイズ（約）：45.5× 38cm

スケッチブック（ウィンザー＆ニュートン）3020-301

●サイズ（約）：23.1× 50.8×高さ 48～136cm
●素材：スチール

譜面スタンド3020-298

●サイズ（約）：φ8.4× 26.6cm　●素材：ラバーウッド
マラカス3020-302
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3020-299　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

3020-300　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

3020-297　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
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3020-303　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

3020-304　レンジタッパーセット（フォション）
●サイズ（約）:小φ9.5×高さ6cm×3、大φ13×高さ6cm
●素材:磁器、樹脂、熱可塑性エラストマー、シリコン
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3020-306　ダストボックス
●サイズ（約）:φ24.5×高さ32cm　
●素材:樹脂

3020-308　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

3020-309　掛時計
●サイズ（約）:φ30.5×厚さ4.3cm　●素材:樹脂
●スイープ運針

3020-305　4段ラック
●サイズ（約）:28.5×60×高さ71cm　
●素材:不織布、スチール、樹脂　●組立式

3020-310　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

3020-307　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
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3020-311　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

3020-312　ボウルセット（ケークス）
●サイズ（約）:φ12.5×高さ5cm　
●素材:磁器

3020-313　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

●サイズ（約）：容量220ml　●素材：ガラス、シリコン　
●アンティークローズの香り

リードディフューザーセット
（グランセンス）

3020-320

●サイズ（約）：15.5× 11.8cm　
●素材：ステンレス

フォトフレーム
（バレンチノ・ルディ）

3020-322
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3020-321　
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

3020-323　
ペダルペール
●サイズ（約）:26×22×高さ31cm　
●素材:鉄、樹脂

●サイズ（約）：φ15×高さ50.5cm　
●素材：樹脂　●電池式

USBケーブル付LED電気スタンド3020-319
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3020-315　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

3020-316　リモコンラック
●サイズ（約）:9.7×24.5×高さ16.2cm　
●素材:スチール

3020-318　スタンドミラー
●サイズ（約）:26.5×27×厚さ1cm　
●素材:アルミ

3020-317　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

3020-314　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 ●サイズ（約）：15× 18×高さ 25cm　

●素材：ポリエステル、陶器

光触媒グリーン3020-324
●サイズ（約）：40×84.5×高さ98.5～170cm　
●耐荷重10kg　●組立式

キャスター付スチールハンガー3020-326
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3020-327　小物入れ
●サイズ（約）:8×21.5×高さ9cm　
●素材:合皮、ポリエステル

3020-329　フォトフレーム
●サイズ（約）:14.7×29.5×厚さ14cm　
●素材:スチール　●置掛兼用

3020-325　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

3020-328　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



●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

クッション（モグ）3020-331
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3020-330　タンブラーセット（ケークス）
●サイズ（約）:φ6.5×高さ8.5cm　●素材:ソーダガラス

3020-332　時計
●サイズ（約）:9×9.7×厚さ5cm　
●素材:樹脂　●スイープ運針

●サイズ（約）：8× 13×高さ 22cm　
●素材：陶器

花瓶3020-342
●サイズ（約）：25× 8.7cm
●素材：磁器

3020-341 デリプレートセット（イルムス）
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3020-339　マルチステップ
●サイズ（約）:28×39.5×高さ20cm　
●素材:樹脂

3020-340　
ルームソックス（アーバンリサーチ）
●サイズ（約）:20×10cm（フリーサイズ）　
●素材:アクリル、ナイロン、ポリウレタン　
●リバーシブル

●サイズ（約）：13× 31×高さ 14cm　●素材：樹脂●サイズ（約）：15× 15×高さ 22.5cm
●素材：合成木材

●サイズ（約）：13.5× 26.5×高さ 8cm　
● 素材：樹脂

ウォッチケースダストボックス（ヤマトジャパン） トレイ付ティッシュケース 3020-3383020-3373020-336
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3020-334　ルームシューズ
●サイズ（約）:24.5cm　●素材:ポリエステル

3020-335　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℃

3020-405　丼3客セット
●サイズ（約）:φ20×高さ7cm　●素材:磁器 ●サイズ（約）：45× 17×高さ 90.5cm

●素材：樹脂　●4輪付

4段オープンワゴン3020-345
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3020-344　コースターセット
●サイズ（約）:φ9.6×厚さ1cm　●素材:陶器

3020-346　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

3020-343　ペアオーバルボウル（フィンレイソン）
●サイズ（約）:19.5×23.5×高さ4cm　 ●素材:磁器

3020-347　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

3020-348　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
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3020-349　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

3020-350　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

●サイズ（約）：マグφ8×高さ 9.5cm、プレートφ16cm　
●素材：磁器

ペアマグ＆プレート（ディクショナリー）
3020-357
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3020-358　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

3020-359　拡大鏡卓上ミラー
●サイズ（約）:29.3×24.3×厚さ1.9cm　
●素材:樹脂

●サイズ（約）：φ5.9×高さ 24cm　
●素材：クリスタル

●サイズ（約）：φ30×高さ 52.5cm　
●素材：合成木材　●組立式

サイドテーブルペアシャンパングラス3020-354 3020-356
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3020-353　ライト（キャンドルインプレッション）
●サイズ（約）:φ7.5×高さ15cm　
●素材:パラフィン　●ザクロの香り　●電池式

3020-351　ポールハンガー
●サイズ（約）:42×42×高さ130cm　 ●素材:スチール
●組立式

3020-352　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

3020-355　フェルトラック
●サイズ（約）:11.5×18.5×高さ13cm　
●素材:ポリウレタン　●仕切り着脱式

●サイズ（約）：48.5× 25.8×厚さ 1.5cm

天然木壁掛けミラー3020-360

●サイズ（約）：20× 16×厚さ 3.4cm　
●素材：ゴム、陶器

手作りデコトレイ3020-365
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3020-361　リモコンラック
●サイズ（約）:11×15×高さ13.5cm　
●素材:合皮、ポリエステル

3020-364　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

3020-363　光触媒シュガーバイン
●サイズ（約）:13×13×高さ15cm　
●素材:ポリエステル、陶器

3020-708　クッションセット
●サイズ（約）:φ16×30cm　
●素材:樹脂、ナイロン、ポリプロピレン



●サイズ（約）：13× 19.5×高さ 15cm　
●素材：天然竹

天然竹ミニチェスト3020-366
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3020-367　
ニットスリッパセット（モズ）
●サイズ（約）:23～25cm　
●素材:綿

●サイズ（約）:26×43.5×厚さ1.5cm　
●素材:樹脂、ガラス

フォトフレーム3020-375

●サイズ（約）：φ11.5×高さ 29cm　
●素材：天然木

ペーパーホルダー
（セバスチャンデザイン）

3020-374
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3020-376　スタックカップセット（リサ･ラーソン）
●サイズ（約）:φ8×高さ6.5cm　●素材:磁器

3020-377　
ボウルセット（モズ）
●サイズ（約）:φ17.5×高さ4.5cm　
●素材:磁器

●サイズ（約）：φ20×高さ 41.5cm　
●素材：鉄　●6～8本収納可

傘立て3020-373

●サイズ（約）：40× 40×高さ 122cm　●素材：木
●組立式

ポールハンガー3020-369
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3020-368　ブランケット
●サイズ（約）:140×200cm　
●素材:ポリエステル

3020-370　掛時計（マグ）
●サイズ（約）:φ31.3×厚さ5cm　
●素材:樹脂、ガラス　●スイープ運針

3020-371　テーブル
●サイズ（約）:30×45×高さ20cm　
●素材:スチール、合成木材

3020-372　ペアウッドプレート（コモレビ）
●サイズ（約）:18×24×高さ1.5cm　 ●素材:天然木 ●サイズ（約）：45× 65cm　●素材：アクリル

抗菌防臭玄関マット3020-383
●サイズ（約）：18× 9×高さ 12cm　●素材：天然木

ダック小物入れ3020-381
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3020-380　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

3020-382　オーブン皿セット
●サイズ（約）:φ10.5×高さ2.8cm　●素材:陶器

3020-378　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

3020-379　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
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3020-385　マット
●サイズ（約）:50×80cm　●素材:綿3020-384　ティーセ

ット（プルミエール アオ
ヤマ）

●サイズ（約）:カップφ9×
高さ6cm×2、ポット17

.5×9×高さ15cm、

容量400ml　●素材:耐
熱ガラス　●茶こし付

●サイズ（約）：φ7.4×高さ 8.2cm
●素材：磁器

ペアマグ3020-387
●サイズ（約）：φ11×高さ 15cm　
●素材：クリスタルガラス

ロンシャン　ボンボン（クリスタル・ダルク）3020-388
●サイズ（約）：φ24×高さ 6cm　●素材：磁器

ペアプレート3020-386
Felio 新ロゴ
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3020-389　ダストボックス
●サイズ（約）:φ24.5×高さ32cm　
●素材:樹脂

3020-390　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

3020-391　掛時計（フェリオ）
●サイズ（約）:φ30.2×厚さ5cm　
●素材:樹脂、ガラス　●スイープ運針

●サイズ（約）：φ6.9×高さ 14.9cm　
●素材：ソーダガラス

ペアグラス3020-398

●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

ローズキャンドルセット（ヤンキーキャンドル）3020-401
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3020-399　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

3020-402　プレート5枚セット（ラ・エミーズ）
●サイズ（約）:φ16×高さ2.5cm　●素材:磁器

3020-397　デジタル温湿度計（ドリテック）
●サイズ（約）:12.2×9.5×厚さ2.2cm　
●素材:樹脂、ガラス、アクリル　●置掛兼用

3020-709　ペアワイングラス
●サイズ（約）:φ7.5×高さ25cm　
●素材:ガラス

●サイズ（約）：φ7.8×高さ 10cm　
●素材：ファインボーンチャイナ

マグカップ（エインズレイ）3020-394
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3020-396　
ネックレススタンド
●サイズ（約）:φ11.5×高さ32cm　
●素材:ポリレジン

3020-395　フォトフレーム
●サイズ（約）:17×22×厚さ2cm　
●素材:亜鉛合金、ガラス　●縦横兼用

3020-392　
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 3020-393　トレー（ミントン）

●サイズ（約）:28×36×高さ2cm　
●素材:樹脂



3020-403
スイーツ皿セット（たち吉）
●サイズ（約）：大皿20× 20×高さ 1.5cm、
小皿14× 14×高さ 1cm
●素材:ガラス

京香旬彩プレート（ノリタケ）
●サイズ（約）：φ27×高さ 2.8cm　
●素材：磁器

3020-404

3500_レディス 101

3020-710　
ファイブボウルセット（ハナエモリ）
●サイズ（約）:φ14×高さ5cm×5　
●素材:磁器

●サイズ（約）：6.5× 8.5×マチ 2.5cm　
●素材：牛革、羊革

小銭入れ

●サイズ（約）：菓子鉢φ21cm、茶筒φ8.8cm×高さ
9.2cm、茶托φ12cm　●素材：樹脂

茶菓セット3020-406

3020-411
●サイズ（約）：全長14.2cm　●素材：アルミ
●シャープペン0.5mm、ボールペン0.7mm（黒、赤）

3機能ペン（セーラー万年筆）3020-409
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3020-410　土鍋
●サイズ（約）:24.8×21×高さ12.5cm　 ●素材:陶器
●レンジ・食洗機、直火対応可

3020-408　汁椀5客セット
●サイズ（約）:φ10.7×高さ7cm　
●素材:樹脂

3020-407　慶事用袱紗セット
●サイズ（約）:20.5×12cm　
●素材:レーヨン ●サイズ（約）：φ9×高さ 8.5cm　●素材：陶器 ●サイズ（約）：10× 7×高さ 26cm、容量950ml　

●素材：陶器

●サイズ（約）：φ15×高さ 6cm　●素材：陶器
ペア小鉢

信楽焼ロックカップ 信楽焼イオンボトル

●サイズ（約）：φ12.5×厚さ 4cm　●素材：陶器
信楽焼掛け時計

3020-419 3020-420

3020-4233020-422
●サイズ（約）：6.5× 11×高さ 14cm　
●素材：陶器

信楽焼花入れ3020-421
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3020-418　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

●サイズ（約）：φ12×高さ 25.5cm　●素材：陶器
信楽焼花瓶

信楽焼甘えん坊ねこ
●サイズ（約）：12.5× 12×高さ 18cm　
●素材：陶器

●サイズ（約）：φ21×高さ 38cm　●素材：陶器
●カラー:ベージュ

信楽焼傘立て

3020-416

3020-413 3020-414
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3020-415　ペア茶碗
●サイズ（約）:φ11.2×高さ7cm　●素材:陶器

3020-412　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

3020-417　和柄マット
●サイズ（約）:90.5×120.5cm　
●素材:ポリ塩化ビニール･ポリエステル、不織布



●全長サイズ（約）：牛刃32cm、三徳29.5cm、薄刃
28.5cm

ステンレス包丁3点セット3020-424

●サイズ（約）：26.5× 10.5×高さ 10cm　
●素材：ステンレス、テトロン

ハンドジューサー3020-426

Simple
  Kitchen
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3020-427　北京鍋26㎝
●サイズ（約）:深さ8cm　●素材:鉄

3020-425　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

●全長サイズ（約）：32cm　
●素材：ステンレス、天然木

●全長サイズ（約）：各17cm、ハサミ20.5cm
●素材：ステンレス、樹脂

●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

ピーラー3種＆キッチンハサミ

刺身和包丁（濃州孫六作） オイルポットセット

3020-429

3020-431 3020-433
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3020-428　寄せ鍋24㎝
●サイズ（約）:深さ9.2cm　●素材:ステンレス　●IH可

3020-430　パン切りナイフ（濃洲孫六作）
●全長サイズ（約）:32cm　
●素材:ステンレス刃物鋼、樹脂　●チタンコーティング

3020-432　ステンレスザル5点セット（郷技）
●サイズ（約）:φ13cm、φ15cm、φ19cm、φ22cm、
φ25cm　●素材:18-8ステンレス、ステンレス

●容量（約）：3.4ℓ　●素材：ステンレス　●IH可

卓上ポット
●サイズ（約）：深さ8cm　●素材：アルミ　●IH可●サイズ（約）：φ14×高さ 23cm、容量1.5ℓ　

●素材：ステンレス

●サイズ（約）：深さ9cm
●素材：ステンレス、ガラス、樹脂　●IH可

●容量（約）：3ℓ、深さ7cm　●素材：アルミ、強化ガラス　
●フッ素加工　●IH可

炒め鍋29.5cm＆ターナー

天ぷら鍋25cm＆トング 片手鍋18cm すき焼鍋26cm

3020-4353020-434

3020-437 3020-438 3020-439

3500_レディス 107

3020-436　クッキングパン26cm
●サイズ（約）:深さ6cm　●素材:強化ガラス、アルミ　
●フッ素加工　●IH可

●全長サイズ（約）：お玉30.7cm、穴ターナー33cm
●素材：ステンレス

●サイズ（約）：φ26×深さ 5cm　
●素材：鉄、強化ガラス、ステンレス

●全長サイズ（約）：20.5cm　
●素材：工業用ダイヤモンド、鋼

●容量（約）：満水2.5ℓ（適正容量1.75ℓ）　
●素材：ステンレス　●IH可

笛吹きケトル

キッチンツールセット 餃子鍋26cmセット 包丁研ぎ器

3020-444

3020-440 3020-441 3020-442
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3020-445　銅製おろし金
●サイズ（約）:7.5×12cm　●素材:銅、すずメッキ

3020-443　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



●サイズ（約）：φ24×高さ 10cm
●素材：ステンレス　●計量スプーン4pcs付

●サイズ（約）：8.8× 18×高さ 12.8cm　●素材：ステンレ
ス、樹脂　●AC650V-65W、コード1.7m

●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

ボウル（イイトコ） ハンドミキサー（ドリテック）キッチンツール4点セット3020-446 3020-447 3020-448
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3020-449　野菜水切り器＆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

3020-451　ペップス（プジョー）
●サイズ（約）:高さ8cm　●素材:アクリル、鉄、ステンレス、
シリコン　●ペッパーミル、ソルトシェイカー機能

3020-450　電子レンジポップコーンメーカー（ジョセフジョセフ）
●サイズ（約）:22.2× 21.4×高さ 14.5cm　
●素材:ポリプロピレン

●サイズ（約）：φ17.2×深さ 8cm　
●素材：鉄　●トング付　●IH可

ミニ揚げポットセット3020-458

●サイズ（約）：φ10.5×高さ 14cm　●素材：樹脂
●電池式

テーブルクリーナー（グッチーニ）3020-462
●素材：スチロール樹脂

日本地図クッキー型3020-461

●容量（約）：2.3ℓ　●素材：鉄　●フッ素加工　●IH可
温度計付天ぷら鍋20cm3020-459
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3020-463　ミラくるザル･ボウルセット
● さ高×22×9.01）小（、mc82さ高×62×1.3）大（:）約（ズイサ
22.3cm　●素材:ポリプロピレン　●ボウルを傾けて水切り

3020-460　チョコレートフォンデュセット
●サイズ（約）:14.5×12.5×高さ12cm　
●素材:陶器（内面フッ素樹脂塗膜加工）

●サイズ（約）：深さ10cm、容量3.5ℓ　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

両手鍋22cm3020-453

●サイズ（約）：深さ8cm　
●素材：アルミ、強化ガラス　●フッ素加工　●IH可

深型フライパン26cm3020-457
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3020-456　四つ葉のフライパン
●サイズ（約）:19×19×深さ3cm　 ●素材:アルミ
●フッ素加工　●IH可

3020-452　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

3020-454　電気たこ焼き器
●サイズ（約）:φ16.5×高さ6.8cm　● ）トーレプ（、ンレピロプリポ）体本（:材素
アルミニウム合金（フッ素加工）　●AC100V-350W･電源コード0.95m

3020-455　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

チップスメーカー
●サイズ（約）：21.3× 15.2×高さ 14cm　
●素材：樹脂

●全長サイズ（約）：包丁29cm、スライサー14cm
●素材：ステンレス、樹脂

●サイズ（約）：包丁28.7cm、まな板21× 32cm、キッチンバサミ
全長20.5ｃｍ、ピーラー全長12cm　●素材：ステンレス、樹脂

包丁セット スタンダードクック4点セット

3020-465

3020-468 3020-469
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3020-466　醤油さし&計量スプーン
●サイズ（約）:醤油さしφ4×高さ12cm、計量スプーン（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

3020-711　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

3020-712　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　
●素材:ほうろう鋼板　●IH可
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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。
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3020-005
チェリーブロッサム  
ハンドクリーム&ソープセット
●容量（約）:チェリーブロッサムソフトハンドクリーム30ml、
ボンメールソープミルク100g、
ボンメールソープワイルドローズ100g　
●チェリー、ローズ、ミルクの香り
●本ページの掲載商品は内容・パッケージ変更になる場合
がございます。

グランセンス トッカ
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。グランセンスは、そんな魅惑のフレグラン
スシリーズです。

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。

3020-009
ボディーケアウォッシュ
●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。
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3020-008
アクアディフォンテ
●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

フォリフォリ
フォリフォリは、1982年、ヨーロッパのバカンスの地、ギ
リシャ生まれ。高品質でトレンディなジュエリー、ウォッ
チ、アクセサリーを、ファッションに敏感な働く女性の
ニーズに応えてアフォータブルプライスで提供する「フ
ルファッションコンセプト」です。

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。

タン
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3020-006
レモングラス・カフィムライム
●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。

3020-007
スターキーホルダー
●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



●サイズ（約）：21.5× 38×厚さ 2cm
●素材：アカシア材

カッティングボード（ケヴンハウン）
3020-472

●サイズ（約）：φ13×高さ 5.3cm　
●素材：陶器

スープボウルセット3020-473
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3020-470　
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

3020-478　
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

●サイズ（約）：16.4× 21.8×高さ 24.2cm　
●素材：樹脂

ベーカリースライサー3020-484
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3020-480　抗菌まな板
●サイズ（約）:35×22.5×厚さ3cm　 ●素材:樹脂

3020-485　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

3020-481　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

3020-482　キッチンスライサー
●サイズ（約）:12×30×高さ9cm　
●素材:樹脂、ステンレス

3020-483　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

●サイズ（約）：本体8.8× 18×高さ 12.8cm　●素材：ステ
ンレス、樹脂　●AC65V-65W、コード1.7m

ハンドミキサー（ドリテック）3020-475
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3020-477　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　

3020-474　深型片手鍋18㎝
●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

3020-476　三徳包丁
●サイズ（約）:全長31cm　
●素材:ステンレス、木

3020-479　三徳包丁
●サイズ（約）:全長33cm　
●素材:ステンレス

3020-713　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

●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

グリルプレートセット3020-490
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3020-488　タンブラー（郷技）
●サイズ（約）:φ7.3×高さ9cm　●素材:ステンレス

3020-487　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、コード1.4m

3020-486　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
●キッチンツールは演出品です

3020-489　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

3020-714　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
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3020-493　
ハニースキンケアセット（スキンフード）
●容量:ブラックシュガーマスク50g、
ブラックシュガーハニーマスク50g、
シアバターパフュームハンドクリーム30㎖　

3020-494　
電動角質リムーバー
●サイズ（約）:3×6.5×高さ15.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

3020-715　
電動歯ブラシ&カップセット
●サイズ（約）:歯ブラシφ2×全長16cm、
カップφ5.7×高さ2.3cm
●素材:樹脂　●電池式

Beauty
～ビューティー～
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3020-501　コスメセット（かぐれ×アーバンリサーチ）
●サイズ（約）:クレンジングミルク25g、モイスチャーローション
30㎖、クリーミークリーム8㎖、フェイスタオル39×39㎝

3020-502　パイルヘアバンド（アーバンリサーチ）
●サイズ:フリー（頭囲～76cm）　●素材:ポリエステ
ル、ナイロン　●カラー:グレーボーダー　

3020-503　
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　 3020-505　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%　

3020-504　キャンドル（トッカ）
●容量:88g　
●グレープフルーツ、キューカンバーの香り　
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3020-495　ネイルセット（オーピーアイ）
●容量:マニキュア（アイラブヨコハマ）15㎖、ポリッシュリムーバー
30㎖、ハンド&ボディーローション（バニララベンダー）28㎖　

3020-496　パステルカッサ（インボーテ）
●サイズ（約）:13.8×7.3×厚さ1.5cm　●素材:樹脂

3020-497　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　

3020-499　フェイシャルクレンザー（ロゼンスター）
●サイズ（約）:8×4.7×高さ9.2cm　●素材:樹脂、
コットン、柔軟繊維　●クレンジング・クロス70枚付

3020-498　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

3020-500　爪やすり&ウォーマー
●サイズ（約）:11.5×4×高さ4.5cm　
●やすり5種付
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3020-506　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%　

3020-507　マッサージキット（パンピューリ）
●サイズ（約）:木製ツボ押しφ5×高さ10cm　
●容量:マッサージオイル75㎖　●レモングラスとクローブの香り

3020-508　リキッドソープ（カンパニードプロバンス）
●容量:500㎖　●インセンスラベンダーの香り　

3020-509　ハンド&ボディーソープ（ライブラリーオブフラワーズ）
●容量:64g　●リンデンの香り　

3020-510　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　

3020-511　ひざ掛け
●サイズ（約）:70×100cm　
●素材:ポリエステル100%　
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3020-512　今治産タオルセット（オーガニックリュクス）
●サイズ（約）:60×100cm、34×35cm
●素材:綿100%

3020-513　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
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3020-520　
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

3020-521　活動量計（ドリテック）
●サイズ（約）:3.4×7.8×厚さ1.5cm　
●素材:樹脂　
●歩数/歩行距離/強活動歩数/エクササイズ/
累計歩数累計歩行距離/時計/総消費カロリー/
活動消費カロリー　●電池式

3020-523　
音波振動式歯ブラシ 
（ツインバード）
●サイズ（約）:2×2.9×全長15.7cm　
●素材:樹脂　
●USBケーブル付

3020-522　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

3020-524　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

●サイズ（約）：40× 68×高さ 19cm　
●素材：綿、鉄

折りたたみ式アイロン台3020-515
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3020-518　ひざ掛け（東洋紡）
●サイズ（約）：80×135cm　
●素材：ポリエステル100%

3020-519　涼感枕パット（シンクエンス）
●サイズ（約）:35×50cm　● 、%05ルリクア･%05綿）表（:材素

%001ルテスエリポ）物詰（、%53綿･%56ルテスエリポ）裏（

3020-516　ボアー敷パット（東洋紡）
●サイズ（約）:205×100cm　
●素材:ポリエステル100%

3020-517　鼻毛カッター
●サイズ（約）:φ3×全長14cm　●素材:樹脂　
●電池式　

3020-514　軽量毛玉クリーナー
●サイズ（約）:6.5×全長17.5cm　
●素材:樹脂　●電池式

●サイズ（約）：φ76×高さ 165cm　●素材：樹脂
●組立式

●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）

●サイズ（約）：100× 205cm　
●素材：ポリエステル100％　●四方ゴム付

●サイズ（約）：45× 65cm　●素材：吸水アクリル

3段室内物干し 抗菌防臭加工敷パット（東洋紡）

保温肩当て（東洋紡） 滑り止め付バスマット

3020-526 3020-527

3020-529 3020-530
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3020-528　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

3020-525　フェイストリマーセット
●サイズ（約）:φ1.3×全長13.5cm　●素材:樹脂、アルミ
●電池式　●替え刃1、コーム1、おそうじブラシ1付
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和食

3020-532　 
無着色昆布明太子 
（やまや）
●容量:270g　●賞味期限:冷蔵
で10日　 小麦

3020-531 
新潟県産こしひかり 
（アイリスオーヤマ）
●容量:無洗米1.5kg　
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3020-539　 
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　

3020-537　 
しゃぶしゃぶ用500g
●容量：切り落としモモ500g　

3020-538　 
薩摩揚げ詰合せ
●容量:丸天30g・さつま芋27g・
ごぼう27g・人参27g×各2、棒
天20g・紅しょうが20g・野菜
20g×各3　 卵

3020-540　 
博多もつ鍋
●容量:もつ肉200g、スープ（醤
油）100g、ちゃんぽん麺150g　
小麦

養老山麓豚

3020-533　 
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　 小麦

3020-535　 
紀州はちみつ梅 
「紀の和み」
●容量:500g　

3020-534　 
魚沼産こがねもち
●容量:450g×3　
小麦

3020-536　 
どんこ日高昆布詰合せ
●容量:大分産どんこ椎茸60g、
日高昆布100g　
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3020-543　 
和スイーツセット
●容量:カステラ約200g、
抹茶リングケーキ約300g　
卵・乳・小麦

3020-542　 
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　
卵・乳・小麦

3020-544　 
静岡銘茶 深むし茶
●容量:煎茶80g×3　

3020-716　 
水ようかん
●容量:水ようかん小倉60g×
16　



3020-546　 
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。　

3020-547　 
デミグラスソース 
煮込みハンバーグ6食
●容量:120g×6　 卵・乳・小麦
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洋食

国産牛すじカレー6食
●容量:180g×6　 小麦

（BULLS）
●容量:200g×7　 乳・小麦
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3020-551　 
淡路島たまねぎの 
ビーフハヤシ5食
●容量:180g×5　 小麦

3020-552　 
3020-554　 
国産牛カレー7食

3020-548　 
ハムセット
●容量:特撰肩ロース180g、
たれ漬け焼豚180g、あら
びきミートローフ150g　
卵・乳・小麦
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3020-717　 
紅ずわいがにスープ7食
●容量:160g×7　
乳・小麦・えび・かに

3020-718　 
野菜カレー5食 
（新宿中村屋）
●容量:180g×5　

3020-550　 
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
みいただけません。　

3020-719　 
ふかひれスープ7食
●容量:160g×7　 小麦
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3020-555　 

卵・乳・小麦

 

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　 乳・小麦

3020-557　 
粒入りコーンスープ
11食
●容量:180g×11　

3020-556　 
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×6、
ポルチーニと完熟トマトのミー
トソース140g×5　 卵・乳・小麦

3020-558　 
山梨県産 果汁100%
フルーツジュースセット
●容量:桃1ℓ、巨峰1ℓ　
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麺
3020-560　 
手延べ島原素麺
●容量:50g×20
小麦

3020-559　 
讃岐うどん
●容量:50g×30
小麦

3020-561　 
信州蕎麦
●容量:200g×6
小麦・そば3600_和麺 スウィーツ 134

3020-562　 
喜多方醤油ラーメン
●容量:生麺120g×12、
醤油スープ40g×12　
乳・小麦

3020-564　 
熊本ラーメン詰合せ
●容量:麺80g×10、
熊本スープ40g×10　
乳・小麦

3020-563　 
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　 乳・小麦

3020-565　 
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　
乳・小麦

3020-569　 
パウンドチーズケーキセット 
（スウィートタイム）
●容量:チーズケーキ200g×2、
コーヒー2種各7g×4　
卵・乳・小麦

3020-570　 
5種の焼き菓子セット 
（WIN-WIN）
●容量:チュイル（ゴマ・アーモ
ンド）各6枚、アーモンドサブ
レ6枚×2、クッキー（グリーン・
チョコ）各6枚　 卵・乳・小麦

3020-572　 
8種の焼き菓子詰合せ 
（パティスリーKIKORIYA）
●容量:パウンドケーキカット
4種各25g、スティックケーキ
3種各35g、マドレーヌ70g　
卵・乳・小麦

3020-571　 
北海道ガトーショコラ
●容量:270g　
卵・乳・小麦

3020-567　 
手作り 
パウンドケーキセット
●容量:メープル・チョコレート・
さつまいも各250g　
卵・乳・小麦

3020-566　 
バウムクーヘン14個
卵・小麦

3020-568　 
北海道メロンゼリー
16個
●容量:63g×16　
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ビューティ・ペルヴィス（骨盤調整）レッスン身体本来の美しさを引き出します

6ヶ月

Beauty Experience

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

体癖や感覚によって無意識のうちに形づくられた体に意識を向け、
健康的な美しさやバランスを取り戻すためのセルフケアです。

 各線「新宿駅」より徒歩1分
3020-573スタジオ・ヨギー新宿EAST

 JR「名古屋駅」より徒歩1分
3020-582スタジオ・ヨギー名古屋

 JR「横浜駅」より徒歩2分
3020-574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
3020-583スタジオ・ヨギーOSAKA

 JR「大宮駅」より徒歩4分
3020-575スタジオ・ヨギー大宮

 西鉄「天神駅」より徒歩1分
3020-584スタジオ・ヨギー福岡

 JR「静岡駅」より徒歩3分
3020-576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
3020-585スタジオ・ヨギー京都

 JR「札幌駅」より徒歩1分
3020-577スタジオ・ヨギー札幌

 各線「渋谷駅」より徒歩1分
3020-586スタジオ・ヨギー渋谷

 各線「有楽町駅」より徒歩1分
3020-578スタジオ・ヨギーTOKYO

 JR「池袋駅」より徒歩1分
3020-587スタジオ・ヨギー池袋

 各線「中目黒駅」より徒歩2分
3020-579スタジオ・ヨギー中目黒

 各線「北千住駅」より徒歩1分
3020-588スタジオ・ヨギー北千住

 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
3020-580スタジオ・ヨギー神楽坂

 地下鉄「銀座駅」より徒歩3分
3020-589スタジオ・ヨギー銀座

 各線「新宿駅」より徒歩6分
3020-581スタジオ・ヨギー新宿WEST

東京都JR「町田駅」より徒歩1分
3020-590スタジオ・ヨギー町田

大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
3020-591スタジオ・ヨギーなんば

神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
3020-592スタジオ・ヨギー湘南藤沢
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 各線「新宿駅」より徒歩1分
3020-593スタジオ・ヨギー新宿EAST

 JR「名古屋駅」より徒歩1分
3020-602スタジオ・ヨギー名古屋

 JR「横浜駅」より徒歩2分
3020-594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
3020-603スタジオ・ヨギーOSAKA

 JR「大宮駅」より徒歩4分
3020-595スタジオ・ヨギー大宮

 西鉄「天神駅」より徒歩1分
3020-604スタジオ・ヨギー福岡

 JR「静岡駅」より徒歩3分
3020-596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
3020-605スタジオ・ヨギー京都

 JR「札幌駅」より徒歩1分
3020-597スタジオ・ヨギー札幌

 各線「渋谷駅」より徒歩1分
3020-606スタジオ・ヨギー渋谷

東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
3020-598スタジオ・ヨギーTOKYO

 JR「池袋駅」より徒歩1分
3020-607スタジオ・ヨギー池袋

 各線「中目黒駅」より徒歩2分
3020-599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
3020-608スタジオ・ヨギー北千住

 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
3020-600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
3020-609スタジオ・ヨギー銀座

東京都JR「町田駅」より徒歩1分
3020-610スタジオ・ヨギー町田

大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
3020-611スタジオ・ヨギーなんば

神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
3020-612スタジオ・ヨギー湘南藤沢

 各線「新宿駅」より徒歩6分
3020-601スタジオ・ヨギー新宿WEST

ピラティスレッスン ライフスタイルに健康と美と癒しを

6ヶ月

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

医学的な根拠にもとづき、深層部の筋肉へアプローチするエクササイ
ズがピラティス。マットピラティスを体験してあなたの身体と心のバラン
スをこの機会に整えてみませんか。
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ヨガレッスン 人気のヨガで身体と心を美しく

 各線「新宿駅」より徒歩1分
3020-613スタジオ・ヨギー新宿EAST

 JR「名古屋駅」より徒歩1分
3020-622スタジオ・ヨギー名古屋

 JR「横浜駅」より徒歩2分
3020-614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
3020-623スタジオ・ヨギーOSAKA

 JR「大宮駅」より徒歩4分
3020-615スタジオ・ヨギー大宮

 西鉄「天神駅」より徒歩1分
3020-624スタジオ・ヨギー福岡

 JR「静岡駅」より徒歩3分
3020-616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
3020-625スタジオ・ヨギー京都

 JR「札幌駅」より徒歩1分
3020-617スタジオ・ヨギー札幌

 各線「渋谷駅」より徒歩1分
3020-626スタジオ・ヨギー渋谷

東京都 各線「有楽町駅」より徒歩1分
3020-618スタジオ・ヨギーTOKYO

 JR「池袋駅」より徒歩1分
3020-627スタジオ・ヨギー池袋

 各線「中目黒駅」より徒歩2分
3020-619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
3020-628スタジオ・ヨギー北千住

 JR「飯田橋駅」より徒歩2分
3020-620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
3020-629スタジオ・ヨギー銀座

東京都JR「町田駅」より徒歩1分
3020-630スタジオ・ヨギー町田

大阪府地下鉄「なんば駅」より徒歩1分
3020-631スタジオ・ヨギーなんば

神奈川県各線「藤沢駅」より徒歩1分
3020-632スタジオ・ヨギー湘南藤沢

 各線「新宿駅」より徒歩6分
3020-621スタジオ・ヨギー新宿WEST

6ヶ月

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

6ヶ月

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 

 JR・仙山線「東北福祉大前
駅」より徒歩10分 

10：00～19：00　
:月曜・第1・3火曜

3020-633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

11：00～22：00　
:水曜

3020-634Relaxation Space 212

リフレクソロジー
第二の心臓と言われる足裏をケア

マッサージ
疲れやストレスの解消に

もみほぐし／35分　
 地下鉄「銀座駅」より徒歩5分

12：00～20：00　

3020-660 MZA

リンパコース／30分　
 JR「市坪駅」よりバス10分　

9：30～19：00（最終受付）　
:日曜

3020-659 東洋系リンパマッサージ ルナ コスメティックサロン松山店



マリアージュフレール

Gourmet Ticket

6ヶ月

MARIAGE FRÈRES 
Photograph by 

FRANCIS HAMMOND

）２各（topaet1らか柄銘茶おの上以種005
ティーセット 2名様

3020-635
　分1歩徒りよ」駅座銀「 都京東

ご利用時間：11：30～20：00（L.O19：30）
休業日：無休

銀座本店

分1歩徒りよ」駅目丁三宿新「 都京東
ご利用時間：11：00～20：00（L.O19：30）
休業日：無休

新宿店3020-636
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ア・ラ・カンパーニュ

6ヶ月

3020-639 町田店
東京都 JR「町田駅」より徒歩1分
ご利用時間：11：00～23：00
休業日：施設に準ずる

3020-640 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

3020-638 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

3020-637 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 2名様
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6ヶ月

カブトスカフェ京はやしや 抹茶パフェ又は特製あんみつ＋プチギフト（各2）
カフェチケット 2名様

3020-642 京都三条店

博多店3020-643 ハンバーガー＋ドリンク（各2）
3020-644 ディナーコース 2名様
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アンリ・シャルパンティエ
銀座店

6ヶ月

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

3020-641 ケーキセット 2名様
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1名／乗船券+  
JR「神戸駅」より徒歩10
16：45～18：30 :不定休

3020-720 ミュージック・グルメ船 コンチェルト

デッキ乗船+船内利用券1枚
 JR「浜松町駅」より徒歩7

利用時間:19:20～21:30

3020-646 東京ヴァンテアンクルーズ

6ヶ月

Enjoy Experience
クルージング
船上でひときわ贅沢な時間を
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6ヶ月

大湯温泉ホテル鹿角

12：30～19：00

11：45～13：30

JR花輪線「十和田南」駅より車
約10分

3020-721 日帰り入浴＋昼食付 2名様

大川荘

化物温泉
11：00～24：00

駅より車約5分

3020-722 日帰り入浴 2名様
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6ヶ月

ステンドグラスで花柄のガーデンピック作
り1名／60分　

 神奈中バス「上郷ネオポリ
ス駅」より徒歩5分　

13：00～16：00　
:日曜、月曜

3020-652 アトリエ ヨシダ

1名／60
 JR「諫早駅」よりバス90分

9：00～18：00　

3020-651 雲仙ビードロ美術館
2名／ガラス彫刻体験／30分～　

 名鉄「河和駅」よりバス15分
10：00～16：30　

:火曜

3020-653 ガラス工房グラスバレー 3020-654 蜜ろうキャンドル作り体験
1名／60～

90  JR「山形駅」より車60
10：00～17：00 詳しく

:不定休

1名／90
 北鉄バス「兼六園下経由

暁町バス停」より徒歩15
間：9：00～18：00 詳しくはご予約時にご確

3020-655 スイーツキャンドル2個製作体験

キャンドル作り
キャンドルの灯りで癒しの時間を

ガラス工芸
美しい光とガラスのアートに挑戦
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6ヶ月

神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部会津東山温泉 原瀧

(コーヒー)付

12：30～16：00

JR磐越西線「会津若松」駅より
車約15分

3020-723 日帰り入浴 2名様

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）

JR神戸線「神戸」駅より徒歩約
10分

3020-724 日帰り入浴 1名様



6ヶ月

香水作り30mlとアロマ体験／60～70
 JR「別府大学駅」より徒

歩10 10：00～18：
00 :無休

3020-656 大分香りの博物館
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

3020-648 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

3020-649 青木悦子フラワーデザインスタジオ

ポットアレンジ製作／60  
JR「勝瑞駅」より徒歩10
時間：10：00～20：00 :土曜

3020-650 Hitomi フラワースクール

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

香水作り
好きな香りを楽しめます

3500_レディス 149

6ヶ月

2名／100球うちっぱなし　
 「静清バイパス千代IC」より徒

歩2 9：00～23：
15、土日祝7:30～23：15（1月～3月は8：
00 :年末年始

3020-658 千代ゴルフガーデン
体験教室1回／2名様

(駒の置台付)／
そば打ち体験　どちらか一つ

8：00～18：00

JR「天童」駅より車約10分

3020-725 天童タワー

書駒体験・そば打ち体験ゴルフレッスン
じっくり打ってとことんゴルフ
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6ヶ月

テニスレッスン
レベルに合わせて楽しくレッスン

基礎テニスクラス／60分× 2回　
 つくばエクスプレス「つくば駅」

よりバス15
00～15：00 :無休

3020-657 T-1インドアテニススクール

6ヶ月

手打ちうどん体験
手打ちうどん体験道場／2名様

90分
10：00より開始

10分

3020-726 さぬき麺業

マジック教室

マジック1回体験

コインマジック、マジックグッズプレゼント
45分

約12分

3020-727 マジック教室
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アビステ
ヴェレダ
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 に々親
しまれています。

3020-011
ハンドクリームセット
●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。

1976年の創業当時から、日本におけるコスチュームジュエ
リーの普及、「大人のおしゃれ」を提案するパイオニアとし
て時代をリードしているブランドです。

3020-010
ストラップ
●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
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クリオブルー
オーピーアイ

OPIはプロのネイリストや、セレブに愛用されているネイルの
トップブランドです。プロフェッショナルネイルとして、世界
100ヵ国以上で販売されています。

3020-013
ネイル＆ハンドローションセット
●容量：ビッグアップルレッド15mL、オリジナル
ポリッシュリムーバー30mL、オーピーアイ アボ
ジュース バニラ28mL

「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。
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3020-012
カードケース
●サイズ（約）:8×11×厚さ2cm　 ●素材:ゴールド　
●ポケット内2、カード入2

近沢レース店
多くの外国文化発祥の地である横濱元町で、レースと刺
繍の美しさと手作りの温もりを伝え続け、「夢とゆとりあるライ
フスタイルアップ」のお手伝いをさせていただいております。

3020-016
巾着＆タオルハンカチセット
●サイズ（約）：巾着20×横21cm、タオルハンカチ
25×横25cm　
●素材：綿

スカンジナビアモダンテイストをコンセプトにした、ライフスタ
イル専門店。「使い込むほどに良さがわかる」本物の商品
を通して、暮らしの楽しみ方を発信し続けています。

イルムス
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3020-017
パスケース
●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

アーバンリサーチ
「DESIGN YOUR LIFE STYLE」 をテーマに、様々な都市をリサー
チ （URBAN RESEARCH）  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。

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。
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。目を閉じて香りを胸いっぱいに吸い込めば、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
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3020-014
パイルヘアバンド
●サイズ（約）:φ30×10cm、頭囲～76cm　
●素材:ポリエステル、ナイロン　
●フリーサイズ　●カラー:ホワイト

3020-015
ハンドクリーム&ボディーローションセット
●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



Lesson

6ヶ月

2名／ダンス体験／60  JR
「新前橋駅」より車10
18：00～23：00 :日曜、祝日

3020-661 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

3020-662 堀川スタジオ

3名／22講座から選択／50～75
県 名鉄「桑名駅」よりバス15
間：9：00～21：00 :日曜・祝日

3020-663 スマイルスタジオ新西方

ダンスレッスン
基礎から楽しくダンスレッスン
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6ヶ月

ジェルネイル除去10本コース 1名様　　
10本

/約40分
10：00～22：00

※追加料金にて他の施術に変更すること
も可能です

JR｢新宿｣より徒歩約7分

3020-729 JUSTA NAIＬS
フットバス＋角質除去コース 1名様　

30分
11：00～22：30（最終

受付21：30）　土・日・祝日：11：00～20：30
（最終受付19：30）

約3分

3020-728 esperer ～エスペレ～

ジェルネイル除去フットバス＋角質除去
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6ヶ月

ウォーキング・ポージング・表情トレーニング／60分
 JR「浜松駅」より徒歩5分　

14：30～15：30　
:不定休

3020-664 ヒーローズ・アカデミー
カルトナージュ 体験レッスン／150分　

 近鉄湯の山線「松本駅」より徒
歩5 9：30～18：30

:年始

3020-665 カワモト手芸館

カルトナージュ
手芸を学び、自分だけの作品

モデルレッスン
歩き方から表情までモデルレッスン
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※休業日：★＝月曜　無印＝火曜

3020-687 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
3020-688 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）
3020-689 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
3020-690 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）
3020-691 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）
3020-692 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）
3020-693 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）
3020-694 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）
3020-695 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）
3020-696 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
3020-697 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）
3020-698 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
3020-699 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）
3020-700 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
3020-701 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
3020-702 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
3020-730 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

3020-670 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
3020-671 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）
3020-672 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）
3020-673 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）
3020-674 乗馬クラブ クレイン
茨城県・TX線「万博記念公園駅」より車約5分（送迎あり）
3020-675 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）
3020-676 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）
3020-677 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）
3020-678 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）
3020-679 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
3020-680 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）
3020-681 HAS浜松乗馬クラブ
静岡県・JR「浜松駅」よりバス約40分
3020-682 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）
3020-683 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）
3020-684 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）
3020-685 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）
3020-686 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）
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有効期限：発行日より6ヶ月



ご利用のご案内

体験商品のご注文について

● 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、ご利用日時を電話にて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。
●  往復の交通費の他に各施設によって、施設利用料やフィールド管理料（傷害保険含む）など 
別途1,000円～3,150円必要となる場合がございます。

●  体験コース内容によっては天候により、中止になる場合がございます。 
●  季節によって料理内容が異なる場合がございます。
●  他のサービス券との併用はできません。
●有効期限：発行日より6ヶ月
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商品管理には万全を期しておりますが

万一不都合の点がございましたらお手数ではございますが

ご一報いただきますようお願い致します。

0120-045-399
営業時間：月～日／9：00～18：00

選べるギフト サービスセンター

※年末年始・お盆前後を除く
※時間帯によりつながりにくい場合がございます
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ロイヤル コペンハーゲン ウェッジウッド

1775年開窯当時からデンマーク王室との深い結びつきが
続くロイヤル コペンハーゲン。上質でシンプルなデザイン
のテーブルウエアは多くのファンに愛されています。

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。
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3020-018
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

3020-019
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

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。

3020-020
ペアディッシュ
●サイズ（約）：φ13×高さ2.5cm　●素材：磁器

ナルミ
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。
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3020-021
トリオボウル
●サイズ（約）:φ13×高さ5.5cm　
●素材:ボーンチャイナ

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。

3020-025
ペアマグ
●サイズ（約）：φ8.6×高さ8cm　
●素材：磁器

3020-024
ペアプチケーキ皿
●サイズ（約）：φ15cm　●素材：陶磁器
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「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。

フォション
パリ、マドレーヌ広場に燦然と輝く「フォション」の神髄は1
世紀を超える伝統に裏打ちされた技術から生まれる創造
性と、時代の最先端をめざす、コンテンポラリーな独創性。
世界のグルメが認める美食のステータスブランドとして常
に食の世界をリードし続ける「フォション」。
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3020-022
三ツ組鉢
●サイズ（約）:大鉢17×高さ6.5cm、
中鉢15×15×高さ5.5cm、
小鉢13×13×高さ4.5cm
●素材:磁器

3020-023
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



●サイズ（約）：全長42×トップ 0.9× 0.5cm　
●素材：ジルコニア、真鍮

ペンダント（ノーマジーン）3020-026
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3020-027　ボストンバッグ
●サイズ（約）:25×47×マチ24cm　
●素材:ポリエステル、合皮　●ポケット内1

●サイズ（約）：最大ウエスト90cm　●素材：ゴム
●カラー：カーキ

●内容：ハンド&ボディローション（バニララベンダー）28ml、
キューティクル オイル7.5ml、ネイルファイル

レディースベルトハンド＆ネイルケアセット（オーピーアイ） 3020-0293020-028

●サイズ（約）：2.9× 1.9cm、腕周り～17cm　
●素材：合金、合皮　●日常生活防水

レディースウォッチ（マレリーデュエ）3020-034
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3020-030　長財布
●サイズ（約）:19×9.5×厚さ2cm　 ● 　ルテスエリポ）内（、皮合）表（:材素
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー：ベージュ

3020-031　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2　●カラー：ブラウン

3020-032　レインブーツ23～23.5cm 
3020-033　レインブーツ24～24.5cm
●素材:合皮　●カラー:ブラック

牛革ペンケーストートバッグ（ロベルタディカメリーノ）3020-043 3020-044
●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

●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
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3020-041　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

3020-039　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

3020-040　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

3020-042　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

●サイズ（約）：7× 8×厚さ 2.5cm　
●素材：ヌメ革　●カラー:生成り

●容量：各113g　
●クレオパトラの香り、ジュリエッタの香り

コインケース（メゾンドゥファミーユ）

ソープバーセット（トッカ）

3020-036

3020-035
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3020-037　ポーチ（レイジースーザン）
●サイズ（約）:10×16×マチ9.5cm　
●素材:ナイロン、合皮　●ポケット内1　●カラー:ダークブラウン

3020-038　
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



●サイズ（約）：親骨60cm　●素材：ポリエステル
●カラー:イエロー

ジャンプ長傘（ヒロミチナカノ）3020-046
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3020-045　
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

3020-047　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
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3020-056　
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

3020-054　
2WAYパーティーバッグ  
（ユミカツラ）
●サイズ（約）:14×24×マチ4cm　
●素材:樹脂、合金　●ポケット内1　●カラー:ゴールド

3020-055　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

●サイズ（約）：9.3× 18.7×厚さ 2.3cm　
●素材：牛床革、合皮　●札入1、カード入10　●カラー：ブラウン

●サイズ：フリーサイズ　
●素材：真鍮、ガラスビーズ

札入れ（チェルベ） アームバンド

●サイズ（約）：全長4.5cm　
●素材：クリスタルガラス、人工真珠

ピアス（キャティフェラーリ）
●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

レディースベルト

3020-048 3020-050

3020-051 3020-052
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3020-049　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

3020-053　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

●サイズ（約）：4× 5.8cm　
●素材：アコヤ真珠、真鍮

パールピンブローチ3020-061
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3020-057　晴雨兼用傘（テンテン）
●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

3020-059　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：ブラック

3020-060　ネックレス
●サイズ（約）:全長45cm　
●素材:真鍮、金メッキ、オニキス

3020-058　本真珠ペンダント
●サイズ（約）:全長40cm、パールφ0.55cm　
●素材:アコヤ真珠、シルバー925、真鍮

3020-062　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



●サイズ（約）：全長20cm　
●素材：人工真珠、合金

●サイズ（約）：全長43cm、トップφ1cm　
●素材：真鍮、クリスタルガラス

チェーンブレスレット（ユミ・ジェンヌ） ペンダント（リョウコキクチ）3020-065 3020-066
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3020-069　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

3020-067　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

3020-068　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

3020-070　アームバンド
●サイズ:フリー　●素材:人工真珠、バネ銅

●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

ポーチ（クレアトラベラー）3020-075
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3020-074　長財布
●サイズ（約）:19×9.5×厚さ2cm　 ●素材:ポリエステル、合皮　
●札入2、小銭入1、カード入8　●カラー：ブラック　　　

3020-071　ヒールパンプス23cm 
3020-072　ヒールパンプス23.5cm
●素材:合皮　●ヒール8cm　
●カラー：ブラック　

3020-073　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
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●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

レディースウォッチ（マレリーデュエ）3020-077
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3020-076　袱紗
●サイズ（約）:12×21cm　●素材:ポリエステル
●カラー:ブラック

3020-078　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

3020-081　UVカット晴雨兼用折りたたみ傘
●サイズ（約）:折りたたみ時23.5cm、重量170g
●素材:ポリエステル　●カラー:ブラック

3020-079　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

3020-080　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

●サイズ（約）：4.7× 4cm　
●素材：人工真珠、真鍮

パールブローチ3020-063
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3020-064　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
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3020-082　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

3020-083　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
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3020-091　
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

3020-093　パンプス23cm 
3020-094　パンプス23.5cm
●素材:合皮　●ヒール8cm　
●カラー：ベージュ

3020-095　
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

3020-092　ホワイトパールセット
●サイズ（約）:ネックレス全長44.5cm、φ0.7cm、
イヤリングφ0.7cm　●素材:人工真珠

●サイズ（約）：最大ウエスト100cm　●カラー：ブラック
牛革レディースベルト3020-087
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3020-085　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。

3020-086　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

3020-090　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

3020-703　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

3020-084　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2　●カラー：ブラック

●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

ピアス3020-096
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3020-097　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

3020-098　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

3020-100　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

3020-101　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

3020-099　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
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