※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。

1000 万円コース
R1000-1
アイリスオーヤマ

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

低温調理器

R1000-4
象印 マイコン炊飯ジャー

R1000-7

象印

空気清浄機

R1000-10 イージーエクサ ツイン

R1000-13 サーモス
取っ手のとれるフライパン９点

R1000-2
クイジナート パワーブレンダー

R1000-5
アイリスオーヤマ

ふとんクリーナー

R1000-8 テクノジェル®ピロー

R1000-11 リズム時計
四季の野鳥報時掛け時計 408

R1000-14
コンパクトスティッククリーナー

R1000-3
マイコン電気圧力鍋 3L

R1000-6

象印

R1000-9
ツインバード

R1000-12

ホットプレート

ノンフライオーブン

象印

電動ポット

R1000-15
EMS 運動器もてケア 4 極

※商品のデザイン等は実物と異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。

1000 万円コース
R1000-16

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

※イメージ

岩手 前沢牛 ヒレステーキ

R1000-19
新潟県産米
食べ比べセット
（合計20kg）

※イメージ
R1000-17
「霜ふり本舗」松阪牛 ロースステーキ

R1000-20

本まぐろの詰合せ

※イメージ

※イメージ

R1000-22

R1000-18
※イメージ

大阪 「夢一喜フーズ工房」
ハム・ウインナー詰合せ

R1000-21
兵庫 「牛乃匠」
神戸牛 焼肉
※イメージ

かに三昧

※イメージ

R1000-23
北海道 漬け魚切身詰合せ

※イメージ

R1000-24
三重 「霜ふり本舗」
松阪牛 しゃぶしゃぶ

※イメージ

R1000-25
千葉県産酒 大吟醸飲み比べセット
（甲子・聖泉・東薫・寒菊・腰古井・寿萬亀）

R1000-28 赤ワイン 国別
（日本・フランス・イタリア）

種飲み比べ

R1000-31
Amazon ギフトポイント
（20,000円分）

R1000-27
R1000-26
赤ワイン飲み比べセット
千葉県産酒 大吟醸飲み比べセット
（長野・山梨・イタリア・フランス・イタリア・カリフォルニア）
（岩の井・梅一輪・峯の精・腰古井・寿萬亀・甲子）

R1000-29 フランスワイン 種飲み比べ
（ブルゴーニュ赤白・ボルドー赤）

R1000-32

図書カード（20,000円分）

R1000-30 ワイン詰合せ
（日本赤白白・フランス赤白・イタリア赤）

R1000-33 こども商品券（20,000円分）

※メールアドレスへのポイント送付となります

※商品のデザイン等は実物と異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。

1000 万円コース商品内容
R1000-1

■包装サイズ/162×94×433mm(化粧箱入)
■電源/AC100V

R1000-2

■重量/1.7kg

※商品内容は変更になる場合があります

■商品内容/本体×1(90×130×400mm)(材:ABS樹脂、
ステンレス)

■生産国/中国

■包装サイズ/260×203×360mm(化粧箱入)
ポリプロピレン、
ステンレス、
シリコン)

■LTC-01

■商品内容/本体×1(174×218×391mm)(1.5L)(材：ABS樹脂、
トライタン、

■電源/AC100V

■重量/3.5kg

■生産国/日本

■SPB-650J

R1000-3

■商品内容/本体×1(310×275×280mm)(材：ステンレス鋼・アルミ・シリコン・PP)

R1000-4

■商品内容/本体×1(325×235×195mm)(材：アルミ、PP、
ガルバリウム鋼板)、
しゃもじ、
しゃもじ受け、
白米用計量カップ、無洗米用計量カップ

R1000-5

■電源/AC100V

■包装サイズ/180×280×460mm(無地箱入)
■電源/AC100V

■重量/2.2kg

■電源/AC100V

■商品内容/本体×1(459×250×212mm(外形サイズ))(材:ABS樹脂、
スチール)

■生産国/中国

■IC-FAC3

R1000-6

■商品内容/本体×1(305×445×140mm)(材：PP、PF、
アルミダイカスト、PA)

R1000-7

■商品内容/本体×1(125×395×415mm)(材：PP、HIPS、PMMA、ABS)、
フィルター ■電源/AC100V

R1000-8

■包装サイズ/640×395×100mm(化粧箱入)

■電源/AC100V

■商品内容/ピクセルアナトミックカーブピローtype9×1(660×400×90mm)(材:【本体】側地:綿100%、

詰めもの:ウレタンフォーム(表面にウレタンジェル使用)【付属枕カバー】ポリエステル95%、ポリウレタン5％)

R1000-9

■重量/2.5kg

■生産国/イタリア ■58003E

■商品内容/本体×1(350×440×300mm)(材：鋼板、SPCC、耐熱ガラス他)、ピザプレート×1、
天板×2(材：SPCC)、取っ手×1(材：SPCC曲げ加工)、
くず受け×1(材：SA1C)、
ワイヤーラック×2(材：SWRM鍍金処理)、
レシピブック×1
■電源/AC100V

R1000-10

■包装サイズ/565×135×500mm(化粧箱入)

■商品内容/本体×1(555×665×340mm)(材:

本体:スチールベンチシート:PVC(ポリ塩化ビニル)、PP、NBR、EPE)

■重量/7.3kg

R1000-11

■商品内容/本体×1(336×336×63mm)(材：木枠)

R1000-12

■商品内容/本体×1(270×175×250mm)(材：ステンレス、
フッ素加工、PP)

R1000-13

■包装サイズ/285×285×205mm(化粧箱入)

■生産国/中国

■EXG057D

■電源/単3形(モニタ電池)付属×6
■電源/AC100V

■商品内容/取っ手のとれるフライパン20cm×1(215×215×55mm)

(材【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%))、

取っ手のとれるフライパン26cm×1(275×275×65mm)、取っ手のとれる炒め鍋24cm×1(255×255×60mm)、
取っ手のとれる鍋18cm×1(195×195×85mm)(2.1L)、取っ手のとれるフライパン専用取っ手×1(190×40×45mm)(材:フェノール樹脂・ナイロン)、

木製プレート×1(238×238×15mm)(材【: 表面塗装の種類】ポリエステル樹脂塗装
【素地の種類】天然木、
クッキングスプーン×1(75×35×270mm)(材【: 原料樹脂】
持ち手:ナイロン(ナイロン66) 先端:シリコーンゴム
【 材料の種類】
プレート:ステンレス鋼)、
取っ手のとれる鍋専用フタ×1(205×205×35mm)(材:本体:アルミニウム合金(焼付け塗装) /ガラス窓:強化ガラス)、
取っ手のとれるフライパン専用フタ×1(265×265×40mm)(材:本体:アルミニウム合金(焼付け塗装) / ガラス窓:強化ガラス)
■重量/4.1kg
R1000-14

■生産国/中国

■包装サイズ/240×180×600mm(化粧箱入)
■電源/ACアダプタ付属×1

R1000-15

■KSB-9A

■重量/3.5kg

■商品内容/充電器、
ブラシノズル、先細ノズル(270×190×1120mm)(材:ABS樹脂)
■生産国/中国

■商品内容/本体×1(14×189×170mm)(材：シリコン)

■SVB420J

■電源/ACアダプタ

※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。

1000 万円コース商品内容

※商品内容は変更になる場合があります

R1000-16 【商品内容】100g×3枚【重量】740g【生産国】
日本
R1000-17 【商品内容】1約150ｇ×4枚、牛脂付き
R1000-18 ロースハムブロック500g・ボンレスハムブロック330g・ロースハムスライス150g・ボンレスハムスライス110g・
ベーコンステーキ100g・あらびきウインナー130g・ハーブウインナー130g・パプリカケーゼ250g・ブラートブルスト120g×各2パック
R1000-19 （合計20kg）
【商品内容】①魚沼産コシヒカリ 5kg×1袋

②佐渡産コシヒカリ 5kg×1袋

③岩船産コシヒカリ 5kg×1袋 ④新潟産新之助 5kg×1袋
R1000-20 【商品内容】大トロ200ｇ×1、中トロ200ｇ×1、赤身200ｇ×1（原産地：アイルランド、地中海）
R1000-21

■商品内容/1kg（モモ・バラ500g、
カタ500g）

R1000-22 ボイルズワイガニ姿500g×1、ボイル毛ガニ500g×1、ボイルタラバガニ脚800g
R1000-23

秋鮭甘味噌漬切身 ８０ｇ×３切、
しまほっけ甘味噌漬切身 ８０ｇ×３切、紅鮭粕漬切身 ８０ｇ×３切、
銀鱈粕漬切身 ８０ｇ×３切、
トラウトサーモン粕漬切身 ８０ｇ×３切、真鱈粕漬切身 ８０ｇ×３切、紅鮭西京漬切身 ８０ｇ×３切、
キングサーモン西京漬切身 ８０ｇ×３切、
アラスカ吉次西京漬切身 １００ｇ×３切、真いか粕漬け １５０ｇ×３枚

R1000-24

■商品内容/１kg（モモ）

R1000-25 【商品内容】
日本酒／甲子／山田錦50％/純米大吟醸、聖泉／大吟醸、東薫／叶/大吟醸、
寒菊／夢の又夢/大吟醸、腰古井／大吟醸、寿萬亀／純米大吟醸、720ml×6本
R1000-26 【商品内容】
日本酒／岩の井／大吟醸、梅一輪／大吟醸、
峯の精／大吟醸、腰古井／大吟醸、寿萬亀／大吟醸、
甲子／大吟醸、720ml×6本
R1000-27 【商品内容】長野 シャトーメルシャン、
シャトーメルシャン 山梨

マスカット・ベリーA、ベルサーノ バローロ、

シャトー・ペイラツール オレンジラ、
コーリー キャンティクラシコ、ﾛﾊﾞｰﾄﾓﾝﾀﾞｳﾞｨ

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｾﾚｸｼｮﾝ

ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ、赤ﾜｲﾝ750ml×6本

R1000-28 【商品内容】
ワイン
（赤）／長野メルロー/メルシャン、ﾜｲﾝ（赤）／ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ種、
ﾜｲﾝ（赤）／イタリア/バローロ、赤ﾜｲﾝ750ml×3本

R1000-29 【商品内容】ﾜｲﾝ（赤）／ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方ﾋﾟﾉﾉﾜｰﾙ種、ﾜｲﾝ（白）／ﾌﾗﾝｽ/ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方ｼｬﾙﾄﾞﾈ種（ｼｬﾌﾞﾘ）
ﾜｲﾝ（赤）／ﾌﾗﾝｽ/ボルドー地区（マルゴー）、赤ﾜｲﾝ750ml×2本、白ﾜｲﾝ750ml×1本
R1000-30 【商品内容】
ワイン（赤）／長野メルロー/メルシャン、
ワイン
（白）／長野シャルドネ/メルシャン、
ワイン（白）／山梨甲州/メルシャン、
ワイン（赤）／フランス/ボルドー地区（マルゴー）
、
ワイン
（白）／フランス/ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ地方シャルドネ種
ワイン（赤）／イタリア/キャンティークラシコ、赤ﾜｲﾝ750ml×3本、白ﾜｲﾝ750ml×3本
R1000-31

Amazon

ギフトポイント(20,000円分)※メールアドレスへのポイント送付となります

R1000-32

図書カード(20,000円分)

R1000-33

こども商品券(20,000円分）

