※お取扱商品は変更になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください

100 万円コース
R100-1 オーガニックタオルセット

R100-5

こちらの商品は 2021 年 1 月中旬 ~12 月中旬までのお取り扱いです

R100-2

花七宝タオルセット

R100-3

今治タオルセット

YU-ENタンブラー つち目

R100-6 スープポッド

LEDポータブルラジオ

R100-10
UV晴雨兼用大寸耐風軽量ミニ傘

R100-11 フォールディングチェアー

R100-14 デジタル体脂肪計

R100-15 ネイルケアセット タクミ

R100-9

R100-13 カークリーナーW&D

R100-7

サンスター歯ブラシ歯磨きセット

R100-4 紳士抗菌防臭
カジュアルソックス3足組 ※色指定不可

R100-8

緊急防災11点セット

R100-12
ＬＥＤリモコン付ライト3P

R100-16

音波振動式歯ブラシ

終売

※メーカー生産終了のため
R100-17

FMマルチステーション

R100-18 ラチェットドライバーセット

R100-19 デジタル温湿度計

R100-21

保冷エコマイバッグ

R100-22
ダイヤモンドシャープナースST

R100-23
ＩＨ対応アルミ雪平鍋１８ｃｍ

R100-25
深型両口フライパン２４ｃｍ

R100-29 アタック&クリーンギフト

R100-26
ラ フレミン キッチン6点セット

R100-30
爽快生活バラエティセレクト

R100-27
炭酸薬用入浴剤セット

R100-31 キッチンソープギフト

R100-20
しおりにもなる牛革ペンケース

R100-24

マルチ・フードカッター

R100-28
暮らしのギフトキッチンセット

R100-32
ギフトセット２０００ギフト

※商品のデザイン等は変更になる場合があります

※お取扱商品は変更になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください

100 万円コース

こちらの商品は 2021 年 1 月中旬 ~12 月中旬までのお取り扱いです

R100-33 ナノ洗浄洗剤ギフト

R100-34
キャリスドールセレクション

R100-35
神戸浪漫 スイーツセレクション

R100-37
キッコーマンバラエティセット

R100-38
昭和バラエティオイルセット

R100-39
鰹節屋のこだわり椀

R100-42
ノンオイル製法 三輪の糸

R100-41 クッキングパスタセット

R100-45
陳建一 デザートセット6個入り

R100-46
クノールスープ＆コーヒーギフト

R100-49
白子のり バラエティギフト詰合せ

R100-50
最高位十段監修銘茶ギフト

R100-53
マリクレールソープギフト

R100-54
カゴメすこやかファミリーギフト

R100-57
アサヒ スーパードライ
ＡＳ−2Ｎ

M100-58

終売

R100-43

九州めん自慢8食入り

R100-47 日本全国うまいものめぐり

R100-51 ブレンディスティック

R100-55
キリン一番搾り生

R100-59
シャトーメルシャン
甲州

Ｋ−ＩＳ2

R100−60
シャトーメルシャン
山梨マスカット・ベリーA

R100-36

亀田製菓穂の香

R100-40
卓上のり・ふりかけ詰合せ

R100-44
信州そば・細うどんセット

R100-48
スティックケーキギフト大

R100-52
マイフレンドボディソープセット

R100-56
エビスビール

ＹＥ2ＤＳ

R100-61
千産千消
仁勇大吟醸

※商品のデザイン等は変更になる場合があります

※お取扱商品は変更になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください

100 万円コース商品内容
R100-1

※商品内容は変更になる場合があります

■商品内容/フェイスタオル×2(340×700mm)(材：綿100％(パイル部：オーガニックコットン使用))

R100-2 【商品内容】
フェイスタオル×2(340×750mm)(材:綿100%)【生産国】
日本
R100-3 【商品内容】
フェイスタオル×2(340×750mm)、
ウォッシュタオル×1(340×350mm)(材:綿100%)【生産国】
日本
R100-4

※色指定不可【商品内容】靴下×3(255×305×22mm)(材:綿/ポリエステル/PU)【生産国】中国

R100-5 【商品内容】本体×1(φ70×144mm)(350ml)(材:18-8ステンレス)【生産国】
日本
R100-6

■包装サイズ/99×97×118mm(化粧箱入)

■商品内容/本体×1(φ90×110mm)(300ml)(材:ステンレス鋼(二重構造)、外面:特殊焼付塗装)

■重量/295g

■生産国/中国

■LFN-201

R100-7 【商品内容】
ドゥクリア歯ブラシコンパクト×2、オーラツーステインクリアプレミアムペースト100g×1、
オーラツーミーステイインクリアペーストナチュラルミント130g×1、GUMデンタルペーストST120g×1、GUMデンタルリンス250ml×1【生産国】
日本
R100-8 【商品内容】蓄光LEDライト×1(φ35×150mm)、
アルミ温熱シート×1、携帯用トイレ(小用)×1(他:容量:350cc)、
非常用呼子笛(IDカード付)×1、
ウェットテッシュ(5年保存)×1(他:20枚入り)、水に流せるポケットティッシュ×1、三角巾×1、滑り止め加工付き軍手×1、
非常用給水バッグ(3L)×1、絆創膏・綿棒セット×1(他:絆創膏X2枚、綿棒X10本)、防災ガイドメモ×1【電源】単3形別売×2【重量】470g【生産国】中国/日本/タイ

R100-9 【商品内容】本体×1(58×58×140mm)(材:ABS)【電源】単4形別売×3【重量】150g【生産国】中国
R100-10

■包装サイズ/280×52×52mm(無地箱入)

■商品内容/600mm×6本骨×1(材:ポリエステル100％)

■重量/260g

■生産国/中国、
カンボジア

R100-11 【商品内容】(使用時:350×350×490mm)(収納時:115×115×490mm)(材:ポリエステル・スチール)【重量】1.6kg【生産国】中国
R100-12

■包装サイズ/110×110×110mm(化粧箱入)
■電源/単4形別売×9、CR2025内蔵×1

■商品内容/ライト×3(27×70×70mm)(材:ABS樹脂)、
リモコン×1(6×33×86mm)(材:ABS樹脂)

■重量/219g

■生産国/中国

■6174

R100-13 【商品内容】本体×1(90×92×265mm)(材:ABS)【電源】
カー電源12V【重量】425g【生産国】中国
R100-14 【商品内容】本体×1(160×240×30mm)(材:ABS・シリコン)【電源】単4形×2(別売)【重量】410g【生産国】中国
R100-15 【商品内容】ネイルケアセット×1(149×93×30mm)(材:ケース:合成皮革)、爪切り×1、眉毛切り×1、甘皮押し×1、
ピンセット×1、耳かき×1、ヤスリ×1、キューティクルトリマー×1(材:ステンレス鋼)【重量】180g【生産国】中国
R100-16 【商品内容】本体×1(29×20×157mm)(材:ABS(塗装仕上)
R100-17

PET ナイロン)【電源】単4形別売×1【重量】65g【生産国】中国

■商品内容/FMマルチステーション×1(168×50×50mm)(材：ABS樹脂)

■電源/単3形別売×3､CR2032(モニタ電池)内蔵×1

R100-18 【商品内容】
ケース×1(145×130×55mm)、精密ドライバー2本、
ドライバービット8本、6.35mm角ソケット8個、
6.35mm角ビットアダプター、6.35mm角ソケットアダプター、
ラチェットドライバーハンドル、L型ハンドル×1(材:炭素鋼、PE、ABS)【重量】510g【生産国】台湾

R100-19

■商品内容/本体×1(67×67×17mm)(材：ABS樹脂)

■電源/単4形(モニタ電池)付属×1

R100-20 【商品内容】本体×1(160×45×3mm)(材:牛革)【重量】43g【生産国】
日本
R100-21

■商品内容/本体×1(450×300×270mm)(材：ポリエステルリップ)

R100-22

■商品内容/本体×1(193×47×57mm)(材：本体：ABS、すべり止め：シリコーンゴム、研ぎ部カバー：ステンレス鋼、砥石：炭素鋼(ダイヤモンド粒子))

R100-23

■包装サイズ/230×375×120mm(化粧箱入)
取手：天然木)■重量/840g

■生産国/中国

■商品内容/本体×1(195×340×110mm)(1.8L)(材:アルミニウム合金、底面ステンレス鋼、
■MB-1229

R100-24 【商品内容】本体×1(12.5×14mm)(900ml)(材:PS)【重量】507g【生産国】中国
R100-25

■包装サイズ/250×425×91mm(化粧箱入)
はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂)

■商品内容/本体×1(257×425×120mm)(2L)(材:本体:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、
■重量/820g

■生産国/中国

■KKCH-303S

R100-26 【商品内容】キッチン鋏×1(200×85×15mm)、栓抜・缶切り×1(170×40×20mm)、
皮引き×1(180×65×20mm)、ユーティリティーナイフ×1(215×25×20mm)、
ジャーオープナー×1(255×85×20mm)、
にんにく絞り×1(185×55×20mm)(材:ステンレススチール、PP)【生産国】中国
R100-27

■包装サイズ/240×360×35mm(化粧箱入)

■商品内容/バブ(ゆず)×2、バブ(森)×2、バブ(ラベンダー)×2、バブ(ひのき)×2、薬用入浴剤(ゆず)×2、

薬用入浴剤(よもぎ)×2、薬用入浴剤(もも)×2、薬用入浴剤(ひのき)×2
R100-28

■包装サイズ/281×332×54mm(化粧箱入)

■重量/780g

■生産国/日本

■BKK-20

■商品内容/P＆G除菌ジョイコンパクト(175ml)×1、P＆Gジョイコンパクト(190ml)×1、

ライオンリード冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグM3L2枚×1、
ライオンリードヘルシークッキングペーパー小12枚×1、除菌キッチンクリーナー24枚SP-01×1、
ポリラップ30cm×20m×1

■重量/950g

■生産国/日本/タイ ■KGK-20

R100-29 【商品内容】花王アタック(10P)×1、花王アタック(3P)×1、お風呂の洗剤スプレー(300ml)×1、
台所洗剤(250ml)×1、キッチンクリーナー20P×1、抗菌ネットクリーナー×1【重量】1.4kg【生産国】
日本/中国
R100-30 ■包装サイズ/144×175×235mm(化粧箱入) ■商品内容/花王アタックZERO(400g)×1、ライオントップスーパーNANOX3P×1、ライオントップクリアリキッド抗菌2P×1、
花王キュキュットクリア除菌(240ml)×1、P＆G除菌ジョイコンパクト(175ml)×1、除菌キッチンクリーナー24枚SP-01×1、ネットクリーナー1P×1

■重量/1.5kg

■生産国/中国/日本

■SVS-20

R100-31 【商品内容】マジカオレンジ×1(230ml)、マジカ除菌プラス×1(220ml)、スポンジ×1、
マイクロファイバークロス×2(250×250mm)(材:ポリエステル80%ナイロン20%)、今治ウォッシュタオル×1(340×350mm)(材:綿100%)【重量】780g【生産国】
日本/中国

R100-32 ■包装サイズ/250×405×60mm(化粧箱入) ■商品内容/容器大(500ml)×2(178×119×55mm)(材:ポリプロピレン、シリコーン)、容器中(300ml)×1(99×153×55mm)
(材:ポリプロピレン、
シリコーン)、容器小(240ml)×2(86×133×54mm)(材:ポリプロピレン、
シリコーン)、おしぼり×1(280×320mm)(材:綿100％)
■重量/419g

■生産国/中国/日本

■SET998/473272

※お取扱商品は変更になる場合があります。専用 WEB ページにてご確認ください

100 万円コース商品内容
R100-33

■包装サイズ/94×128×245mm(化粧箱入)

※商品内容は変更になる場合があります
※商品内容は変更になる場合があります

■商品内容/ライオントップスーパーナノックス(400g)×1、
ライオントップスーパーナノックス詰替(320g)×1、

ライオンチャーミーマジカ除菌プラス(220ml)×1、洗濯機用クリーナーM×1

■重量/1.16kg

■生産国/日本

■CSK-20K

R100-34 【商品内容】
オレンジケーキ×3、マーブルケーキ×4、バウムクーヘン×5、バウムクーヘン抹茶×3【重量】809g【生産国】
日本
R100-35 【商品内容】チョコブラウニー×4、
フロランタンツイストパイ×3、
ショコラフロランタンツイストパイ×2、
チョコッツェル×5、
スクエアチーズパイ×3、
スクエアショコラパイ×2、チョコインクッキー×4【重量】680g【生産国】
日本
R100-36 【商品内容】砂糖しょうゆ(2枚)×7、
あまみつ(2枚)×7、はちみつ揚(1枚)×14、黒大豆かき餅(1枚)×9、海苔巻せん(1枚)×6、
だし塩(1枚)×6、サラダ小餅(1枚)×5、
しょうゆ小餅(1枚)×5、海老のり小餅(14g)×5【重量】1.3kg【生産国】
日本
R100-37

■包装サイズ/255×305×75mm(化粧箱入)

■商品内容/キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ(450ml)×1、

キッコーマンいつでも新鮮旨み豊かな昆布しょうゆ(450ml)×1、キッコーマン料理酒(500ml)×1、キッコーマンみりんタイプこってりん(500ml)×1
■重量/2.6kg
R100-38

■重量/1.7kg

R100-39

■生産国/日本

■アレルギー物質(小麦)

■包装サイズ/225×300×55mm(化粧箱入)
■生産国/日本

■RB-20

■KHR-20R

(4)

■商品内容/キャノーラ油(400g)×2、ヘルシープレミア(300g)×1、一番搾りべに花油(300g)×1

(3)

■商品内容/ほうれん草の味噌汁×3、なめこの味噌汁×4、なすの味噌汁×3、卵スープ×2、海藻のお吸い物×2

R100-40 【商品内容】味付のり(10切50枚)×3、緑黄野菜ふりかけ(2.5g×10袋)×1、かつおふりかけ(2.5g×10袋)×1【生産国】
日本
R100-41

■包装サイズ/320×275×65mm(化粧箱入)

■商品内容/プレーンスパゲッティ(300g)×2、素材を加えて作るパスタ用クッキングソース(トマト風味)(240g)×1、

素材を加えて作るパスタ用クッキングソース(クリーム風味)(240g)×1

■重量/1.5kg

■生産国/日本

■アレルギー物質(卵・乳・小麦)

■CP-20A

(3)

R100-42 【商品内容】吉野葛入り手延べそうめん(50g)×14【重量】950g【生産国】
日本
R100-43 【商品内容】
ラーメン麺(80g)×8、博多スープ(35g)×2、鹿児島スープ(35g)×2、宮崎スープ(35g)×2、
熊本スープ(40g)×2【重量】1.2kg【生産国】
日本
R100-44 【商品内容】信州そば(120g)×2、抹茶そば(80g)×4、細うどん(120g)×2、めんつゆ(30ml)×2【重量】1.1kg【生産国】
日本
R100-45 【商品内容】杏仁豆腐(82g)×2、マンゴープリン(82g)×2、
ライチプリン(82g)×2【重量】700g【生産国】
日本
R100-46

■包装サイズ/211×401×50mm(化粧箱入)

■商品内容/クノールギフトレシピのコーンポタージュ(3袋)×1、
クリーミーポタージュ(3袋)×1、

オニオンスープ(3袋)×1、栗かぼちゃのポタージュ(3袋)×1、
カフェラトリー贅沢カフェラテ4p×1、
カフェラトリー贅沢カプチーノ4p×1
■重量/700g

■生産国/日本

■アレルギー物質(乳・小麦)

■KGC-20N

(3)

R100-47 【商品内容】志摩あらめ(70g)×1、焼津かつおでんぶ(60g)×1、伊勢磯のり(135g)×1、高知しょうが煮(130g)×1、
信州雪の下(135g)×1、紀州山海ぶし(135g)×1【重量】2kg【生産国】
日本
R100-48

■包装サイズ/275×383×40mm(化粧箱入)
レモンティー)×各2個

■重量/885g

■商品内容/スティックケーキ(プレーン、チョコ、チーズ、
ラズベリー、
ブルーベリー、ピスタチオ、

■生産国/日本

■アレルギー物質(卵・乳・小麦)

■73

R100-49

■商品内容/信州わさび使用わさびのり8切5枚×4、
しらすを抄込んだのりの塩焼き8切5枚×4、

R100-50

■商品内容/香り焙じ茶(100g)×1、極み焙じ茶(100g)×1

(2)

丸大豆醤油味のり8切5枚×4、紀州梅使用うめ味のり8切5枚×4

R100-51

■包装サイズ/322×328×30mm(化粧箱入)

■商品内容/カフェオレ深煎珈琲仕立て(14g)×6、
カフェオレ深煎珈琲仕立て甘さひかえめ(12g)×5、

カフェオレ深煎珈琲仕立てミルクたっぷり(14g)×5、紅茶オレ(11g)×5、抹茶オレ(12g)×5、
ココアオレ(11g)×6
R100-52

■重量/700g

■生産国/日本

■アレルギー物質(乳)

■包装サイズ/231×374×48mm(化粧箱入)

■BST-20R

(3)

■商品内容/石鹸(80g)×8、ボディソープ(300ml)×2

■重量/1.6kg

■生産国/日本

■GMF-20

R100-53 【商品内容】
ソープ・ハーブ(70g)×3、
ソープ・ラベンダー(70g)×3、ボディソープ・ローズ(230ml)×2【重量】1.3kg【生産国】
日本
R100-54

■包装サイズ/294×295×62mm(化粧箱入)

■商品内容/野菜生活100オリジナル(160g)×3、野菜生活100ベリーサラダ(160g)×3、

野菜生活100マンゴーサラダ(160g)×2、野菜生活100アップルサラダ(160g)×2、
アップル(160g)×2、
オレンジ(160g)×2、
グレープ(160g)×1
■重量/3.1kg

■生産国/日本

■KSR-20L

(3)

R100-55 【商品内容】一番搾り350缶×8本
R100-56 【商品内容】エビス350缶×6本、250缶×2本
R100-57 【商品内容】
スーパードライ350缶×8本
M100-58
R100-59 【商品内容】
ワイン
（白）／甲州種／750ml×１本
R100-60 【商品内容】 ワイン
（赤）／ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰＡ種／メルシャン／750ml×１本
R100-61 【商品内容】
日本酒／鍋店／仁勇／花山水/大吟醸／720ml×１本

