※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。

300 万円コース
R300-1
マイクロファイバー合わせ毛布

R300-5

タニタ 体組成計インナースキャン

R300-9
醗酵メーカー「菌活美人」

R300-13
サーモス ステンレスポット1.5L

R300-17

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

R300-2
今治謹製さくら紋織タオルセット

R300-6
オムロン 低周波治療器

R300-10
象印 コーヒーメーカー

R300-14
窒化加工フライパン26cm

STタンブラー300ml2P R300-18
象印 ステンレスフードジャー360ml

R300-21
6WAYマルチレスキューラジオ

R300-25
くまモンの非常持出しリュック

R300-3
熊野洗顔ブラシ&今治タオル

R300-7
オムロン音波式電動歯ブラシ

R300-11
ピュアイーズ電気ケトル

R300-15
関孫六調理器セット

R300-19
ツーウェイバーベキューコンロ

R300-22
ホリデーツールセット５０８

R300-23
手回し／ソーラー蓄電ラジオ

R300-26
スティック&ハンディークリーナー

R300-27
ハイブリッドソーラー電波時計

R300-4
パナソニック 体組成計

R300-8
オムロン 活動量計

R300-12

サーモス
真空断熱タンブラー（2個組）

R300-16
電子レンジ圧力鍋

極み味

R300-20
エマージェンシーセット

R300-24
スーパーセーブ7年500ml

R300-28
乾湿両用リチウムダストバスター

※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。

300 万円コース
R300-29
ホットシートマッサージャー

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

R300-30
折爪三元豚佐助しゃぶしゃぶ

※イメージ
R300-32
R300-31
うなぎ割烹「一愼」の鰻のひつまぶし 「札幌バルナバフーズ」ハムセット

※イメージ

※イメージ

R300-33

野菜たっぷりスープ

R300-37
サッポロヱビスビール
ＹＥ５ＤＴ

R300-41
千葉県産 旬の採りたて
※イメージ
新鮮野菜セット

R300-45

山陰沖 干物詰合せ

R300-34
アサヒ スーパードライ
ＡＳ−５Ｎ

※イメージ
R300-38
千葉県産 バナナパインポーク
ロースしゃぶしゃぶ（600g）

R300-42

つくば茜鶏鍋セット

※イメージ

R300-46
「銀座千疋屋」銀座ゼリー 16個

※イメージ

R300-49
千葉県産酒
大吟醸
飲み比べセット
（東薫・聖泉）

R300-53
白ワイン
飲み比べセット
（甲州・
カリフォルニア）

R300-50
千葉県産酒
飲み比べ
セット
（芋焼酎・
ゆず酒・
純米酒）

R300-54
Amazon ギフトポイント
(6,000 円分）

R300-35
アサヒ スーパードライ
ファミリーセット
ＦＳ−５Ｎ

R300-36
キリン 一番搾り生ビールセット
Ｋ−ＩＳ５

R300-39
千葉県産 バナナパインポーク
※イメージ
バラ焼肉（600g）

R300-40 〜精米仕立て〜
山形県産 はえぬきとコシヒカリ

R300-43
「新宿割烹中嶋」3種のお吸い物

R300-44 長野
信州アルプス牛サイコロステーキ

※イメージ

※イメージ

R300-47
R300-48
山形 創業大正12年「米沢牛 黄木」 千葉県産酒
お肉屋さんの黒毛和牛カレーセット
大吟醸
飲み比べセット
※イメージ
（甲子・寒菊）

R300-51
千葉県産酒
飲み比べ
セット
（仁勇・
梅一輪・
甲子）

R300-52
赤ワイン
飲み比べセット
（山梨ベリー・
カリフォルニア）

R300-55
図書カード (6,000 円分）

R300-56
こども商品券 (6,000 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。

300 万円コース商品内容

R300-1

■包装サイズ /465×265×120mm( 化粧箱入 )

※商品内容等は変更になる場合がございます

■商品内容 / 毛布 ×1(1400×1900mm)( 材 : ポリエステル 100％)

■重量 /1.4kg

■生産国 / 中国

■8842

R300-2 【商品内容】バスタオル×2(600×1100mm)(材:綿100%)【生産国】
日本

R300-3 【商品内容】洗顔ブラシ×1(材:細長峰、
ナイロン)、
フェイスタオル×1(340×750mm)(材:綿100%)、

ウォッシュタオル×1(340×350mm)(材:綿100%)、無添加せっけん×1、パフdeあぶらとり紙×1【生産国】
日本

R300-4 【商品内容】本体×1(220×250×26mm)(材:強化ガラス、PS、
ステンレス)【電源】単4形別売×4【生産国】中国
R300-5 【商品内容】本体×1(210×297×25mm)(材:ABS、強化ガラス、PE、SUS)
【電源】単4形(モニタ電池)付属×4【重量】1.6kg【生産国】中国

R300-6 【商品内容】本体×1(25×52×112mm)(材:ABS)、導子コードBタイプ×1、導子収納具(グレー)×1、
R300-7

ロングライフパッド(グレー)×2【電源】単4形(モニタ電池)付属×2【重量】320g【生産国】中国【医療機器認証番号】225AABZX00193000
■商品内容/本体×1(18.8×18.8×195mm)(材：ABS樹脂)、歯垢除去ブラシ×1、充電器×1、
ブラシスタンド×1
■電源/AC100V 付属

R300-8 【商品内容】本体×1(12×33×78mm)(材:ABS)【電源】CR2032(モニタ電池)内蔵×1【重量】300g【生産国】中国

R300-9 【商品内容】本体×1(128×137×275mm)(材:ABS、PP、AS)、1.0L内容器×1(1L)(材:PP)、計量カップ×1(材:PP)、
専用レシピブック×1【電源】AC100V【重量】930g【生産国】中国

R300-10【商品内容】本体×1(155×205×230mm)(540ml)(材:PP、ホウケイ酸ガラス、繊維状活性炭)
【電源】AC100V【重量】1.5kg【生産国】中国

R300-11

■包装サイズ/210×185×236mm(化粧箱入)

R300-12

■商品内容/本体×2(75×75×145mm)(400ml)(材：ステンレス鋼)

■電源/AC100V

■重量/1.2kg

■商品内容/本体×1(225×135×200mm)(1L)(材:PP・ステンレス・PPO・PS)

■生産国/中国

■WK3000WH

R300-13 【商品内容】本体×1(190×125×230mm)(1.5L)(材:ステンレス鋼)、内びん×1(材:ステンレス鋼)、

胴部×1(材:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装))、中せん×1(材:PP)、口がね×1(材:PP)、中せんパッキン×1(材:シリコーン)、

シールパッキン×1(材:シリコーン)、ベンパッキン×1(材:シリコーン)【重量】800g【生産国】中国

R300-14 【商品内容】本体×1(265×440×115mm)(材:鉄(窒化処理))【生産国】
日本
R300-15

■商品内容/本体×1(約310×105×90mm(セットされた時のサイズ))、おろし器(材：ABS樹脂)、受け皿(材：AS樹脂)、

Vスライサー(材：ABS樹脂，
ステンレス刃物鋼)、指ガード(材：ポリプロピレン)、千切り器

細(材：ABS樹脂，
ステンレススチール)

R300-16 【商品内容】本体×1(212×251×137mm)(2.3L)(材:PP、ポリアセタール、
シリコン、
テフロン樹脂)【生産国】
日本
R300-17 【商品内容】本体×2(φ72×102mm)(300ml)(材:18-8ステンレス)【生産国】
日本

R300-18 【商品内容】本体×1(φ95×135mm)(360ml)(材:ステンレス、PP、
シリコンゴム)【生産国】
タイ

R300-19 【商品内容】本体×1(425×295×570mm)(材:鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄(カチオン電着塗装)、
鉄(クロムめっき))【重量】2.7kg【生産国】中国
R300-20 【商品内容】避難用ウエスト&ショルダーバッグ×1(材:ポリエステル)、COB伸縮2WAYライト×1、
ウェットティッシュ(20枚)×1、

防寒レインコート×1、緊急携帯トイレ(大小兼用)2P×1、
レスキューシート×1、軍手×1、使い捨てカイロ×2、ホイッスル×1、

キズバン(大小×各2)×1、ポケットティッシュ×2、備蓄用飲料水×1(500ml)(賞:製造日より約5年)、マスク×1、防災手帳(ハンドブック・IDカード付)×1
R300-21 【商品内容】本体×1(140×80×35mm)(材:ABS+PS)【電源】
ソーラー、単4形別売×3【重量】280g【生産国】中国
R300-22

■包装サイズ/330×230×65mm(化粧箱入)

■商品内容/本体ケース×1(325×220×60mm)(材:ケース=PET、工具=カーボンスチール・

ポリプロピレン・ポリスチレン)、六角レンチ×8、ビット×10、
ラジオペンチ×1、ニッパー×1、ハンマー×1、ビットドライバー×1、
メジャー(3m用)×1、
(＋)精密ドライバー×2、(-)精密ドライバー×2、
カッターナイフ×1、
コンビネーションレンチ×3、+ドライバー(大)×1、+ドライバー(小)×1、
-ドライバー(大)×1、-ドライバー(小)×1

R300-23

■重量/2kg

■生産国/中国/台湾

■36-508

■商品内容/本体×1(157×53×74mm)(材：ABS、PC、PVC)、USBケーブル(microUSB)×1、
ストラップフック付(装着済)×1

■電源/USB付属×1､単4形別売×3
R300-24 【商品内容】7年保存水(500ml)×24本【生産国】
日本
R300-25

■商品内容/くまモンのリュック×1(400×260×240mm)(材：ポリエステル)、
くまモンのプチライト×1、

くまモンの遠足シート×1、防寒シート×1、マスク1枚×1、
カイロ×1、ホイッスル×1、防災用ウエットティッシュ20枚×1、緊急簡易トイレ×1、

ポケットティッシュ8W×1、伸縮手袋(色アソート)×1、熱冷却シート2枚入×1、防災ガイド×1 ■電源/CR1220(モニタ電池)内蔵×1
R300-26 【商品内容】本体×1(150×250×1008mm)(材:ABS、PP)、
スティックハンドル×1、大型ヘッド×1、
R300-27
R300-28

すきまノズル×1【電源】AC100V【重量】2.2kg【生産国】中国

■商品内容/本体×1(72×140×107mm)(材：プラスチック、
ガラス)

■電源/ソーラー 内蔵､CR123A(モニタ電池)内蔵×1

■商品内容/本体×1(410×120×140mm)(材：ABS樹脂)、充電器、
ノズル3種(ブラシ、先細、
ラバーパッド)

■電源/AC100V 付属

※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。

300 万円コース商品内容

※商品内容等は変更になる場合がございます

R300-29 【商品内容】本体×1(400×50×350mm)(材:ポリエステル、
ウレタンスポンジ)、ACアダプター×1
【電源】ACアダプタ 付属×1【重量】800g【生産国】中国【医療機器認証番号】228AGBZX00079000
R300-30 【商品内容】
ロース(300g)×1、バラ(300g)×1、ポン酢(40g)×5【生産国】
日本
R300-31 【商品内容】鰻きざみ約50g×3袋、吸い地(ダシ)約120g×3袋、
刻みのり約0.5g×3袋、たれ・山椒×3、おろしわさび約2.5g×3袋【生産国】
日本
R300-32

■商品内容/おうちで簡単牛生ハムユッケ56g×2、
しばれ生ハム冊取り200g、
北海道バラエティウインナー4種100g、
コールドロース80g、
しばれ生サラミ80g

R300-33

■包装サイズ/171×265×174mm(配送用ダンボール)
きのこのスープ(160g)×4

■重量/2.9kg

■商品内容/トマトのスープ(160g)×4、かぼちゃのスープ(160g)×4、豆のスープ(160g)×4、

■生産国/日本

■アレルギー物質(乳・小麦)

■SO-50

R300-34 【商品内容】
スーパードライ350缶×21本
R300-35 【商品内容】
スーパードライ350缶×14本、ｺﾝｺｰﾄﾞｸﾞﾚｰﾌﾟ100％280缶×4本、
オレンジ100％280缶×4本、
アップル100％280缶×3本、マスカット100％280缶×3本
R300-36 【商品内容】一番搾り350缶×21本
R300-37 【商品内容】エビス350缶×20本
R300-38 ロース600g
R300-39

バラ600ｇ

R300-40

■商品内容/山形県産はえぬき・山形県産コシヒカリ 各3kg

R400-41 【商品内容】旬の野菜6〜10品
※出荷時期に合わせ、商品内容を選定していますので、品種のご指定はお受けできません。
R300-42 【商品内容】つくば茜鶏切身（もも肉・むね肉）240g・鶏つくね6個 各2袋、水餃子15g×10個、
うどん200g×2玉、白ぽん酢150ml×2本
R300-43 【商品内容】甘えびのお吸い物・真ふぐのお吸い物・舞たけのお吸い物 各4個入/箱×2箱（計24個）
R300-44

サイコロステーキ（モモ）400g

R300-45

■商品内容/のどくろ
（アカムツ）丸干し6尾、のどくろ
（アカムツ）開き味噌漬・あじ
（マアジ）開き干し・
連子鯛開き干し・えてかれい干し 各2尾

R300-46

■商品内容/75g×16個(マンゴー、
ブルーベリー、
さくらんぼ、キウイ各 3個､

R300-47

■商品内容/ビーフカレー、デミグラスカレー、
ブラックカレー各150ｇ×2

ラ・フランス、
グレープフルーツ 各2個)
R300-48 【商品内容】
日本酒／甲子／粋一撰／大吟醸、
日本酒／寒菊／夢の又夢／大吟醸、720ml×2本
R300-49 【商品内容】
日本酒／東薫／純米大吟醸、聖泉／竹岡／純米大吟醸、720ml×2本
R300-50 【商品内容】芋焼酎（君津市産ベニアズマ）／和蔵酒造/善次郎、ゆず酒（南房総産）／和蔵酒造
日本酒/木戸泉／自然舞/純米酒,焼酎720ml×1本,ﾘｷｭｰﾙ720ml×1本,日本酒720ml×1本
R300-51 【商品内容】
日本酒／仁勇／大吟醸、梅一輪／大吟醸、甲子／純米吟醸、
日本酒720ml×3本
R300-52 【商品内容】
ワイン（赤）／ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰＡ種/メルシャン、
ワイン（赤）／カリフォルニア/ｶﾍﾞﾙﾈ･ｿｰｳﾞｨﾆﾖﾝ種、750ml×2本
R300-53 【商品内容】
ワイン（白）／甲州種/メルシャン、
ワイン（白）／カリフォルニア/シャルドネ種，750ml×2本
R300-54

Amazon ギフトポイント（6,000 円 分 )

R300-55

図書カード（6,000 円 分 )

R300-56 こども商品券（6,000 円 分 )

※メールアドレスへのポイント送付となります

