
有効期限

イエロー ピンク ブルー

本体価格300円分の店頭商品と
お引き換えいたします。

1冊（ポイントシール20枚）で本体価格300円分の
店頭商品とお引き換えいたします。

※ 商品と交換した場合はお買い上げ金額には含まれません。
※ 1会計につき、1冊のご利用とさせていただきます。
※ 他のサービス券との併用及び釣り銭のお渡しはできません。

冊1

材　質　ポリエステル
サイズ（約）44×46.5×マチ20cm
しなやかな生地とシンプルなデザインで
使い勝手の良いオリジナルエコバッグです。
普段のお買い物にご活用ください。

イエロー

ピンク

ブルー

ご配達景品

2021.4 改訂

冊数 ブランド 景品名
店頭お渡し景品

オリジナル
オルディネール
オルディネール
コーネリア
コーネリア
コーネリア
デュラレックス
OXO（オクソー）
OXO（オクソー）
ビクトリノックス
ジョセフジョセフ
タニタ

エコバッグ
タンブラー（イエロー・ピンク・ブルー）
プレート（イエロー・ピンク・ブルー）　
ティースプーン
デザートフォーク
バタースプレッダー
プロヴァンス　250cc
千切りピーラー
ロックトップコンテナ　0.9L-M スクエア
スイスクラシック パーリングナイフ
リンス＆チョップ スモール グリーン
デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計（※）

プレゼント景品一覧

カタログ有効期限：2023.3.31

※新型コロナウイルスの影響により、ご来店機会が限られたことを踏まえ、有効期限2021年3月31日のシールは
　有効期限を1年延長いたします。

リュミナルク
イワキ
ラミ・デュ・ブレ
サンレモ 
OXO（オクソー）
OXO（オクソー）
エド・インター
クリスタルダルク
富士ホーロー
ボーネルンド
マイヤー
OXO（オクソー）
ボーネルンド
レトワール・デュ・ソレイユ
ビクトリノックス
ジョセフジョセフ
デロンギ
ティファール
デロンギ
ツヴィリング
ストウブ
ル・クルーゼ
バーミックス
ル・クルーゼ

ジャムポット4個セット
パック＆レンジ角型３個セット（大×1個・小×2個）
ジャム詰め合わせ
2品詰め合わせ 
ステンレスミキシングボウル（中）
ハンディスライサー
パン職人
ロンシャン　ペアワイングラス
コットンシリーズミルクパン14cm
ルーピング フリズル
電子レンジ圧力鍋 2.3L（イタリアンレッド・パンプキンオレンジ）
クリアサラダスピナー（小）
カラコロツリー Ｓ
クーラートート S
スイスクラシック ブレッドナイフ
ブレッドケースライト
ケーミックス　電気ケトル(クールホワイト)
インジニオ・ネオ　IHブルゴーニュ・エクセレンス　セット3
ケーミックス　ポップアップトースター（スパイシーレッド・クールホワイト）
ツインフィンⅡ　マルチパーパスナイフ18cm
ピュアグリル26cm
TNSシャローフライパン28cm
ハンディプロセッサー
シグニチャーココット・オーバル 25cm（チェリーレッド・オレンジ）

• シール20枚（1冊）からプレゼントの交換をさせていただきます。
• シールを貼った台紙を店頭にご持参ください。
• 店頭お渡し景品は、店頭にてお渡しし、ご配達景品は、ご指定の宛先へお届けいたします。
• お申し込みから約2週間でのお届けとなります。　
 景品によってはさらに日数がかかる場合がございますのでご了承ください。
• 景品の内容（色・柄・形状など）は変更となる場合がございます。
• 景品の特性上、および写真の都合上、色・柄、素材感が実物とは異なる場合がございます。
• お客様からいただいた個人情報は、発送業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を
除き、お客様の承諾なく第三者に提供いたしません。

【景品お引き換え方法 】

【交換可能なシール 】
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ポイント
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※デジタルタイマーは在庫がなくなり次第、終了となります。

※フタはグリーン
　がかった透明です。

ぽってりしたデザインが親しみやすいコーネリアシリーズ。
食卓を優しく演出し、普段使いだけでなく、おもてなしにも十分対応できる高品質なカトラリーです。

冊1
材　質　陶磁器
サイズ（約）直径7.4×高さ11cm
3種類のカラーより1個お選びください。

シンプルな形状のフリーカップです。
優しいパステルカラーがテーブルを彩ります。

OXO（オクソー）
冊2 千切りピーラー

材　質　本体： ABS樹脂、
 ポリプロピレン、
 TPE
　　　　ブレード：ステンレス鋼
　　　　ブレードカバー：飽和ポリエステル樹脂
サイズ（約）13×6.5×高さ2.5cm

野菜の千切り用ピーラーです。持ち手は滑りにくく、
太めのグリップが握った手にフィットします。

OXO（オクソー）
冊2 ロックトップコンテナ

0.9L-Mスクエア

材　質　フタ：シリコン、ポリプロピレン
　　　　容器：飽和ポリエステル樹脂
サイズ（約）17.5×17.5×高さ6cm
容　量（約）0.9L

液もれしない透明の密閉容器です。
スタッキングして、冷蔵庫をきれいに整頓できます。
フタごと電子レンジ、冷凍庫での使用が可能です。

ジョセフジョセフ
冊3 リンス&チョップ

スモール グリーン

材　質　本体：ポリプロピレン、
　　　　縁：TPE
サイズ（約）34×20×厚み0.5cm

折りたたんでロックすると
コランダー（水切り）になり、
食材を洗ってそのまま水をきることができる
まな板です。

タニタ
冊4 デジタルタイマー

丸洗いタイマー100分計

材　質　ABS、PET
サイズ（約）7.2×6.6×高さ1.6cm
電　源　CR2032ボタン電池1個付き

丸洗いできて清潔に使えるタイマーです。
マグネット付でキッチンで置き場所に困りません。
※在庫がなくなり次第、終了となります。

OXO（オクソー）
冊5 ステンレス

ミキシングボウル（中）

材　質　ステンレス、ポリプロピレン、TPE
サイズ（約）直径23.5×高さ12cm

色移りやにおいのつきにくい
ステンレス製のボウルです。
テーブルや手が濡れていても、
安定して滑りにくいデザインです。

イワキ

冊4 パック&レンジ
角型3個セット
（大×1個、小×2個）

材　質　容器：耐熱ガラス、
　　　　フタ：ポリカーボネート
サイズ（約）大18.6×9.3×高さ5.5cm、
　　　　　満水容量　約500ml
　　　　　小9.3×9.2×高さ5.4cm、
　　　　　満水容量　約200ml
電子レンジ、オーブン可（フタを外して）

フタをしたまま電子レンジOK、
フタを外せばオーブンもOKの便利な
ガラス製容器です。角型で積み重ねも
できるので冷蔵庫での収納性も抜群です。

リュミナルク
冊4 ジャムポット4個セット

材　質　フタ：ポリエチレン、
　　　　容器：ソーダガラス
サイズ（約）直径10×高さ9.5cm
容　量（約）420ml
電子レンジ、オーブン不可

小分けに使いやすいサイズの
ガラス製容器です。ジャムはもちろん
調味料などをオシャレに保存できます。

ラミ・デュ・ブレ
冊5 ジャム詰め合わせ

150g×3個

「パンを美味しく」をテーマに開発した
オリジナルジャムです。

オリジナル
冊1 エコバッグ

サンレモ
冊5 2品詰め合わせ

パネトーネ（中）約直径13.5×高さ13.5cm
パンドーロ（中）約直径15×高さ15cm

イタリアの伝統的な発酵菓子2品の
詰め合わせです。

OXO（オクソー）
冊6 ハンディスライサー

材　質　ステンレス鋼、ポリプロピレン、
　　　　ABS樹脂、ポリカーボネート、
　　　　サントプレーンゴム
サイズ（約）28×10×高さ6cm

小さな食材をスライスするときに手を守るプロテクターつきで安全。
また、3段階に厚さを調整でき、きれいな均一のスライスができます。

エド・インター
冊6 パン職人

材　質　天然木、ポリエステル、鉄
サイズ（約）　トレイ　26.5×17.5×1.5cm
セット内容　チョココルネ×1、
　　　　　　ホットドッグ×1、
　　　　　　デニッシュ×1、バゲット×1、
　　　　　　サンドイッチ×1、トレイ×1、
　　　　　　パンナイフ×1

パン職人ごっこを楽しめる
天然木のおもちゃです。
ごっこ遊びを通して知育教育にもなります。

ビクトリノックス
冊2 スイスクラシック

パーリングナイフ

材　質　刀身：ステンレススチール、柄：ポリプロピレン
サイズ（約）全長21.4cm、刃渡り10cm

刃渡10cmと小さめで果物や野菜の皮むきや、飾り切りなどに便利な
切れ味抜群のナイフです。

冊1
オルディネール
タンブラー 
（イエロー・ピンク・ブルー）

オルディネール
プレート 
（イエロー・ピンク・ブルー）

材　質　陶磁器
サイズ（約）16×16×高さ3.8cm
3種類のカラーより1枚お選びください。

パンはもちろん、普段使いに便利なサイズの
プレートです。

コーネリア

冊1 ティースプーン
材　質　18-10ステンレス
サイズ（約）長さ13.2cm

コーネリア

冊1 デザートフォーク
材　質　18-10ステンレス
サイズ（約）長さ13.5cm

コーネリア

冊1 バタースプレッダー
材　質　18-10ステンレス
サイズ（約）長さ15cm

デュラレックス
プロヴァンス250cc
材　質　ソーダガラス（全面物理強化ガラス）
サイズ（約）直径8×高さ10cm
容　量（約）250cc

美しいフォルムと使いやすさから
カフェで人気のグラスです。
※電子レンジ、食器洗い乾燥機の使用可。

冊1

オレンジ

チェリー
レッド

クールホワイト

スパイシーレッド

パンプキンオレンジ

イタリアンレッド

マイヤー
冊8 電子レンジ圧力鍋2.3L

（イタリアンレッド・パンプキンオレンジ）

材　質　ポリプロピレン、シリコン
サイズ（約）26×22×高さ13.2cm
容　量（約）2.3L

電子レンジにかけるだけの圧力鍋。
忙しい時やもう1品手軽に作りたい時に、
素早く調理ができます。

デロンギ
冊17 ケーミックス

電気ケトル（クールホワイト）

材　質　本体：ステンレス、PP、PPO、ABS、PA
　　　　電源ベース：PP、 ABS
サイズ（約）21.0×奥行13.5×高さ23.0cm（本体+ベース）
容　量（約）1.0L

場所を選ばず使いやすい、コンパクトな電気ケトルです。
本体にはステンレスを使用し、高級感と耐久性を兼ね備えています。
異物が入るのを防ぐフィルターを装備し、取り外しが可能で、お手入れも簡単です。
自動電源OFF、空だき防止機能も付いています。

クリスタルダルク
冊6 ロンシャン

ペアワイングラス

材　質　無鉛クリスタルガラス
サイズ（約）口径6.5×高さ16cm
容　量（約）165ml

優美なデザインと高品質な輝きを
食卓へお届け。
乾杯のひと時をエレガントに演出する
ペアグラスです。

ビクトリノックス
冊10 スイスクラシック

ブレッドナイフ

材　質　刀身：ステンレススチール、柄：TPE
サイズ（約）長さ34.2cm、刃渡り：21cm

フランスパンなど外側がかたくて
中がふっくらとしたパンやサンドイッチを
きれいに切り分けられるブレッドナイフです。

ツヴィリング
冊20 ツインフィンⅡ

マルチパーパスナイフ18cm

材　質　刀身：特殊ステンレス鋼、
　　　　柄：18-8ステンレス
サイズ（約）全長31cm、刃渡り：18cm

新鋼材「N 60ステンレススチール」で
両立が難しい高硬度/耐腐食性が向上。
刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。

ル・クルーゼ
冊30 TNSシャロー

フライパン28cm

材　質　本体：硬質アルマイト、
　　　　取っ手：ステンレス
サイズ（約）直径28×高さ4.5cm
対応熱源　IH・直火・オーブン（260℃）まで対応

浅めのフライパンで、大きな調理面が特徴です。
TNSは熱伝導がすばやい硬質アルマイトを
使用しているのでスピードクッキングが可能です。

ティファール

冊17 インジニオ・ネオ
IHブルゴーニュ・エクセレンス
セット3

材　質　本体：アルミニウム合金、
　　　　底：ステンレス鋼（クロム16%）、
　　　　取っ手：フェノール樹脂
サイズ（約）フライパン22cm：直径23.8×深さ4.6cm、
　　　　　フライパン26cm：直径28×深さ4.6cm、
　　　　　取っ手：18.5×4.5×高さ4.7cm
対応熱源　IH・直火ともに対応

使用頻度の高い大・中サイズのフライパンと取っ手のセット。
取っ手を外せばそのままオーブン、テーブルへ。
冷蔵庫での保存にも便利です。使った後は重ねて収納できます。

富士ホーロー
冊7 コットンシリーズ

ミルクパン14cm

材　質　本体・フタ：ほうろう用鋼板
　　　　つまみ・ハンドル：天然木
サイズ（約）32.5×17× 高さ12cm
容　量（約）1.2L
対応熱源　IH・直火ともに対応

ホットミルク、チャイ、スープ、スイーツの下ごしらえに
ちょうどよいサイズのフタ付きのミルクパンです。

ボーネルンド
冊10 カラコロツリーS

材　質　木（かえで）
サイズ（約）12×12×高さ47cm

カラーグラデーションが
音のグラデーションにもなっている
木製のオブジェです。
ビー玉が上から下に落ちるたびに、
カラコロと木のやさしい響きが聞こえます。

レトワール・デュ・ソレイユ
冊10 クーラートートS

材　質　柄生地：コットン100%、
　　　　無地生地：ナイロン100%、
　　　　内側：アルミシート
サイズ（約）20（最大幅33）×20×高さ13cm

フランス伝統の生地を使用した
ストライプがオシャレな
クーラートートバッグです。
生地のとり方によって変わる、
カラフルなラインをお楽しみください。 バーミックス

冊40 ハンディプロセッサー

材　質　ボディケース：ナイロン、
　　　　シャフト：真鍮クロムメッキ、
　　　　ガードカバー：アルミニウム合金、
　　　　回転軸・アタッチメント：ステンレス
サイズ（約）直径6.5×高さ34cm
セット内容　バーミックス本体、ミンサー、
ウィスク、ビーター、スーパーグラインダー、
スタンド、ツール＆ブラシ

用途に応じて2段階スピードを
使い分けられるバーミックス。
先端のアタッチメントを付け替えることで、
さまざまな道具の役割を一台でこなします。

ストウブ
冊25 ピュアグリル26cm

材　質　鋳鉄（エマイユ加工）
サイズ（約）直径26×高さ3.5cm
対応熱源　IH・直火ともに対応

熱伝導率が高い鋳鉄製なので、
素材にじっくりと火が入り美味しさを逃しません。
保温性も高く、グリルが温まったあとは弱火調理で
OKです。

ジョセフジョセフ
冊15 ブレッドケースライト

材　質　本体：ポリプロピレン、フタ：竹
サイズ（約）37×22×高さ18cm

フタがまな板になるブレッドケース。
パンはもちろん、片付きにくいパスタや
シリアルの収納ケースとしても活躍します。

ボーネルンド
冊7 ルーピング フリズル

材　質　スチール、ぶな
サイズ（約）24×10×高さ19cm

色とりどりのワイヤーにそってビーズを
動かして遊びます。お子様はくるくる回ったり、
カーブを滑ったりするビーズの動きに夢中に。

OXO（オクソー）
冊8 クリアサラダスピナー （小）

材　質　本体：AS樹脂・TPE、
　　　　フタ：AS樹脂・TPE・ポリプロピレン・
　　　　ポリアセタール・ステンレス鋼
　　　　バスケット：ポリプロピレン
サイズ（約）21×21×高さ12cm

ノブを押すだけで簡単に野菜の水切りが可能です。
水切りした野菜をボウルに入れて
そのまま食卓へサービングもできます。

デロンギ

冊20 ケーミックス
ポップアップトースター
（スパイシーレッド・クールホワイト）

材　質　本体：スチール、ステンレス、ABS、PP
　　　　くず受け：スチール、ABS、
　　　　ほこりよけカバー：ステンレス
サイズ（約）16.5×27.5×高さ21cm（本体のみ）
2種類のカラーよりお選びください。

ボタンひとつで使えるシンプルな設計
かつ、高級感のあるデザインを実現。
約横130×縦125×厚み12～25mmの
食パンに対応。

ル・クルーゼ

冊50 シグニチャー
ココット・オーバル25cm
（チェリーレッド・オレンジ）

材　質　鋳物ホーローウェア
サイズ　25（取っ手込み33）×19.5×高さ10（フタ込み15）cm
容　量（約）3.2L
対応熱源　IH・直火・オーブンに対応

サイズの長い食材を調理するのにも便利な
楕円型の両手鍋です。

Seal Present
Catalogue 

カタログ有効期限 2021年4月1日～2023年3月31日


