※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。

500 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

R500-1 日本製マイヤー合せ毛布 R500-2
TOYOBO

R500-5 タニタ 体組成計

R500-9

タニタ 体組成計インナースキャン50

R500-13
着脱式ホットサンドメーカー

ニュータイプ羽根ふとん

R500-6 ハンドマッサージャー5017

R500-10

終売
R500-14
ララミー鍋18cm
＋フライパン20cmセット

R500-17 グリルパン3点セット

R500-18
越後の職人ステン二重タンブラー

R500-21
エリユム片手圧力鍋3L

R500-22
ハンディスチームクリーナー

R500-25

緊急防災16点セット

R500-26 カシオ G-SHOCK

R500-3
やわらかタッチの国産毛布ふとん

R500-4 オムロン 手首式血圧計

R500-7
空気清浄機ファンディファインへパ

R500-8 フットタタキトントン

R500-11
パナソニック 音波振動ハブラシ

R500-12 ツインバード
さしこむだけのふとん乾燥機

R500-15
関孫六 べにふじ三徳ペティセット

R500-16
象印 オーブントースター

R500-19
DANSK 両手鍋18cm

R500-23
ツインバード
サイクロンスティック型
クリーナー

R500-27
メイクブラシセット セリーナ

R500-20
ツインバード 電気ケトル

R500-24
リチウムスティッククリーナー

R500-28
kenko 小型天体望遠鏡

※商品のデザイン等は実物と異なる場合がございます

※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。

500 万円コース
R500-29

近江牛すきやき

※イメージ

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

R500-30

神戸ビーフ 焼肉

R500-31
｢新宿割烹中嶋」明太子セット

R500-32

松阪牛 すきやき肉
※イメージ

※イメージ

※イメージ

R500-33

神戸牛 焼肉

R500-34
千葉 いももち豚 しゃぶしゃぶ

※イメージ

R500-37
創業明治2年 「京都モリタ屋」
国産黒毛和牛すきやき

R500-35
神戸牛＆松阪牛

R500-39 「銀座千疋屋」
銀座プレミアムソルベ＆アイス

※イメージ

※イメージ

R500-36
熊本 プレミアム「和王」 焼肉
※イメージ

※イメージ

※イメージ

R500-38
三重 松阪牛ミニステーキ

食べ比べ

R500-40
和歌山 紀州梅干

2種詰合せ

※イメージ

※イメージ

R500-41
北海道産

ゆめぴりか 5kg×2

R500-44
R500-42
R500-43
千葉県産酒 大吟醸飲み比べセット 千葉県産酒 大吟醸飲み比べセット 千葉県産酒 飲み比べセット
（甲子・仁勇・梅一輪・福祝・聖泉・腰古井）
（甲子・聖泉・東薫）
（岩の井・腰古井・寒菊）

R500-46
千葉県産フルーツワイン,
（多古町芋焼酎・米焼酎・梅酒・ゆず酒・ 長野・山梨ワイン詰合せ
R500-45
千葉県産酒

飲み比べセット

寒菊大吟醸・聖泉大吟醸）

（長野シャルドネ白・山梨ベリー赤・甲州白・
鎌ヶ谷梨ワイン・南房総レモンワイン・
南房総キウイワイン）

R500-47

赤白ワインセット

R500-48

赤ワイン飲み比べセット

（山梨ベリー赤・甲州白・フランス赤・
フランス白・イタリア赤）

（長野メルロー・フランス・カリフォルニア）

R500-51
図書カード (10,000 円分）

R500-52
こども商品券 (10,000 円分）

欠品中

※秋頃入荷予定
R500-49 白ワイン飲み比べセット

（甲州・フランスシャブリ・カリフォルニア）

R500-50
Amazon ギフトポイント
(10,000 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ございます

※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。

500 万円コース商品内容
R500-1

■包装サイズ/560×360×200mm(化粧箱入)
地糸:ポリエステル100％)

■重量/3.4kg

※商品内容等は変更になる場合があります

■商品内容/毛布×1(1400×2000mm)(材:パイル糸(毛羽部分):アクリル100％、

■生産国/日本

■9053

R500-2 【商品内容】1500×2100mm(材:側地:ポリエステル100%、

詰め物:(センター)フェザー70%・ダウン30% (約0.4kg入)、(サイド)ポリエステル100%(約0.6kg入))【生産国】中国

R500-3 【商品内容】本体×1(1900×1400mm)(材:側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%(約0.3kg入))【生産国】
日本

R500-4

■商品内容/本体×1(62×20×93mm)(材：ABS樹脂)、収納ケース×1

■電源/単4形(モニタ電池)付属×2

R500-5 【商品内容】本体×1(295×295×37mm)(材:ABS、AS、
ステンレス、
シリコンラバー)
R500-6

【電源】単3形(モニタ電池)付属×4【重量】1.5kg【生産国】中国
■包装サイズ/415×180×115mm(無地箱入)
■電源/AC100V

■重量/1.35kg

■商品内容/本体×1(89×326×144mm)(材:ABS、
シリコンゴム、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル)

■生産国/中国

■医療機器認証番号/229AHBZX00036000

■MCR5018R

R500-7 【商品内容】本体×1(140×410×430mm)(材:フロントカバー ABS 本体 PS)、
R500-8

HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1【電源】AC100V【重量】4.4kg【生産国】中国

■包装サイズ/205×370×335mm(化粧箱入)
操作パネルPET、
ゴム足シリコンゴム)

■商品内容/本体×1(295×350×160mm)(材:本体PP、たたきパッドPVC、

■電源/AC100V

■重量/3kg

■生産国/中国

■医療機器認証番号/220AGBZX00101A01

■EM-2705GY

R500-9 【商品内容】本体×1(217×316×27mm)(材:ABS、強化ガラス、PE、SUS)
【電源】単4形(モニタ電池)付属×4【重量】1.9kg【生産国】中国
R500-10

R500-11 【商品内容】本体×1(19×19×220mm)(材:ABS)
R500-12
R500-13

【電源】AC100〜240V充電式(自動電圧切替付)【重量】310g【生産国】中国

■商品内容/本体×1(140×335×290mm)(材：ABS，PP)、ふとんアタッチメント×1(材：PP)、
くつアタッチメント×1(材：PP)、ホースホルダー×1、
アロマケース×1(材：PP)

■包装サイズ/145×275×321mm(化粧箱入)

プレート:アルミニウム合金ふっ素樹脂加工、PCおにぎり型:PP)

R500-14

■電源/AC100V

■商品内容/本体×1(240×235×105mm)、焼き型プレート3種、PCおにぎり型(材:本体 :フェノール・ステンレス鋼、
■電源/AC100V

■重量/2.6kg

■生産国/中国/日本

■MJ-0644

■商品内容/鍋本体×1(200×400×140mm)(2.2L)(材：アルミニウム・PF・PTFE・シリコン)、

鍋ガラス蓋×1(材：強化ガラス・シリコン・PF)、
フライパン本体×1(225×415×100mm)(1.7L)(材：アルミニウム・PF・PTFE・シリコン)、

フライパンガラス蓋×1(材：強化ガラス・シリコン・PF)

R500-15 【商品内容】関孫六 べにふじ 三徳 165mm×1(290×45×17mm)、関孫六 べにふじ ペティナイフ 120mm×1
(224×26×14mm)(材:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、
ステンレススチール、積層強化木)【重量】331g【生産国】
日本

R500-16 【商品内容】本体×1(280×400×235mm)(材:塗装鋼板、硬鋼線、鋼板)【電源】AC100V【重量】4.7kg【生産国】中国

R500-17 【商品内容】本体×1(280×315×170mm)(2.3L)(材:本体:PP、深型鍋:アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋:強化ガラス)、
焼肉プレート×1、たこ焼きプレート×1(材:アルミニウム合金・フッ素樹脂加)、油引き×1、竹串×5【電源】AC100V【重量】3.3kg【生産国】
日本
R500-18

■包装サイズ/250×175×85mm(化粧箱入)■商品内容/本体×2(φ75×125mm)(300ml)(材:18-8ステンレス)■重量/560g■生産国/日本■39076

R500-20

■商品内容/本体×1(160×225×235mm)(材：PP、SUS)

R500-19 【商品内容】185×255×119mm(2.2L)(材:ホーロー用鋼版)【重量】2kg【生産国】
タイ

■電源/AC100V 付属×1

R500-21 【商品内容】本体×1(210×380×190mm)(3L)(材:ステンレス鋼、
アルミニウム、
フェノール樹脂、
66ナイロン、
シリコンゴム)【重量】2.7kg【生産国】中国
R500-22 【商品内容】本体×1(210×153×230mm)(320ml)(材:PP、ポリアミド、PVC)【電源】AC100V【重量】2.5kg【生産国】中国

R500-23 ツインバード サイクロンスティック型クリーナー【商品内容】本体×1(225×230×1050mm)(材:ABS)、すき間ノズル(毛ブラシ付)×1(材:PP)
【電源】AC100V【重量】2.7kg【生産国】中国

R500-24 【商品内容】本体×1(190×140×1110mm)(材:ABS)、
フロアノズル、充電器、
フィルター(内蔵)×1
【電源】AC100V【重量】1.7kg【生産国】中国

R500-25 【商品内容】キャリー付防災リュック×1(340×220×500mm)(材:ポリエステル、PU、
アルミニウム合金、他)、
蓄光LEDライト×1、保存水×1(500ml)、
ブルーシート×1、
ウォータータンク(10L)×1、
ジップロックフリーザーバッグL/M各1枚×1、
使い捨てマスク×1、絆創膏・綿棒セット×1(他:絆創膏×2枚、綿棒×10本)、水に流せるポケットティッシュ×1(他:10枚)、
ウェットティッシュ(5年保存)×1、
アルミ温熱シート×1、携帯トイレ(小用)×1(他:容量:350cc)、非常用呼子笛(IDカード付)×1、
滑り止め加工付き軍手×1、防災ガイドメモ×1、
カンパン×1【重量】3.2kg【生産国】中国/日本/台湾/アメリカ
【医療機器届出番号】15B3X10004000001【製造販売届出番号】15B3X10004000001

R500-26 【商品内容】本体×1(53×50×16mm)(材:樹脂)【電源】CR2016(モニタ電池)内蔵×1【重量】245g【生産国】
日本
R500-27 【商品内容】
フェイスブラシ(丸平)×1(材:化繊毛)、
フェイスブラシ(丸)×1(材:化繊毛)、

チーク&ファンデーションブラシ×1(材:化繊毛)、チークブラシ×1(材:化繊毛)、ハイライトブラシ×1(材:化繊毛)、
アイシャドウブラシ(丸平)×1
(材:化繊毛)、
アイシャドウブラシ(丸)×1(材:化繊毛)、
リップブラシ×1(材:化繊毛)、
アイブローブラシ×1(材:化繊毛)、
ブラシケース×1(240×115×18mm)(材:PU)【重量】318g【生産国】中国
R 500-28 【商品内容】鏡筒×1(80φ×340mm)(材:光学レンズ・ABS樹脂)、
伸縮三脚×1(1260mm)、接眼レンズ×3、
ファインダー×1【重量】1.7kg【生産国】中国

※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。

500 万円コース商品内容

※商品内容等は変更になる場合があります

R500-29 【商品内容】600gロース・モモ・バラ
【生産国】
日本
R500-30 【商品内容】
もも500g【生産国】
日本
R500-31 【商品内容】味噌漬け明太子・柚子味明太子 各200g/計400g×2セット
R500-32 【商品内容】
もも肉・ばら肉/計400g
R500-33 【商品内容】
もも肉・ばら肉 各200g/計400g
R500-34

1200g（肩・ロース・モモ・バラ）

R500-35

神戸牛焼肉用（モモ、
ウデ、バラ）、松阪牛焼肉用（モモ、
ウデ、バラ）各70g

R500-36

400g（モモ・バラ）

R500-37

450g（ロース）

R500-38

松阪牛モモミニステーキ60ｇ×5

R500-39

■商品内容プレミアムソルベ120ml×10個（マンゴー、柚子はちみつ、
ストロベリー、
メロン、

（計420g）

ゴールデンパイン 各2個）、
プレミアムアイス120ml×10個（カスタードバニラ、
とちおとめ、マスカット、ピーチ、
ブルーベリーチーズ各2個）
R500-40 しそ漬梅（昔風味/塩分15%）
、
うす塩味（塩分6%） 各1kg
R500-41

■商品内容/5kg×2袋/計10kg

R500-42 【商品内容】
日本酒／甲子／山田錦50％/純米大吟醸、
日本酒／聖泉／大吟醸、
日本酒／東薫／叶/大吟醸、
日本酒720ml×3本
R500-43 【商品内容】
日本酒／岩の井／大吟醸、腰古井／大吟醸、寒菊／大吟醸、
日本酒720ml×3本
R500-44 【商品内容】
日本酒／甲子／純米吟醸、
日本酒／仁勇／花山水/大吟醸、
日本酒／梅一輪／大吟醸
日本酒／福祝／純米、
日本酒／聖泉／備前雄町

竹岡/純米大吟醸、
日本酒／腰古井／純米酒、
日本酒720ml×6本

R500-45 【商品内容】芋焼酎（多古町産ベニアズマ）／和蔵酒造、米焼酎／和蔵酒造/都々逸、梅酒／飯沼本家/梅酒紀行
ゆず酒（南房総産）／和蔵酒造、
日本酒／寒菊／大吟醸、
日本酒／聖泉/備前雄町

竹岡/純米大吟醸、

焼酎720ml×2本、ﾘｷｭｰﾙ720ml×2本、
日本酒720ml×2本
R500-46 【商品内容】
ワイン
（白）／長野シャルドネ種/メルシャン、
ワイン
（赤）／山梨ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰＡ種/メルシャン、
ワイン
（白）／山梨甲州種/メルシャン
フルーツワイン／梨のささやき
（鎌ヶ谷市産）/マンズ、
フルーツワイン／レモンワイン
（南房総産）/マンズ、
フルーツワイン／キウイワイン
（多古町産）/マンズ、赤ﾜｲﾝ750ml×1本、白ﾜｲﾝ750ml×2本、ﾌﾙｰﾂﾜｲﾝ720ml×3本
R500-47 【商品内容】
ワイン
（赤）／山梨ﾏｽｶｯﾄﾍﾞﾘｰＡ種/メルシャン、
ワイン（白）／山梨甲州種/メルシャン
ワイン（赤）／フランス/ボルドー地区、
ワイン（白）／フランス/ボルドー地区、
ワイン
（赤）／イタリア/キャンティクラシコ、
赤ﾜｲﾝ750ml×3本、白ﾜｲﾝ750ml×2本
R500-48 【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/ボルドー地区
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、赤ﾜｲﾝ750ml×3本
R500-49 【商品内容】
ワイン（白）／山梨甲州種/メルシャン、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（白）／カリフォルニア/シャルドネ種、白ﾜｲﾝ750ml×3本
R500-50

Amazon ギフトポイント（10,000 円 分 )

R500-51

図書カード（10,000 円 分 )

R500-52 こども商品券（10,000 円 分 )

※メールアドレスへのポイント送付となります

