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株主さま 
ご優待カタログ

第 2 3 期（ 期 末 ）

お申し込み有効期限

2018 12 27
2018年12月27日までにWEB申込URLよりお申し込みください。

（電話申し込み専用ダイヤルからの申込の場合も
2018年12月27日までですのでご注意ください）

Expires

Hospitality Programs

Stockholders
for

23th

ＷＥＢ申込みＵＲＬ

電話申し込み専用ダイヤル（受付期間は 10月9日から12月27日17：00まで）

0120-692-185
（受付時間：土日祝日を除く10：00～17：00）

お問い合わせ先

0120-803-268
（受付時間：平日10時～18時（土日祝日、年末年始12月28日から1月3日までを除く））

idea-yutai@idea-in.com

https://idea-in.com/yutai/ （受付期間は2018年
 10月9日から12月27日17：00まで）



株 主 の 皆 様 へ
日 頃 の 感 謝 を 込 め て
ご 優 待 品 を お 届 け い た し ま す 。

株主の皆様には、平素より格別のご愛顧とご支援を賜り誠にありがとうございます。

当社では、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝の意を込めまして、

ご優待品をお贈りしております。

本カタログでは、当社人気のスキンケア商品から健康食品、

実用的なインテリア雑貨まで、バラエティに富んだ品々を新たに厳選いたしました。

お好みの品を楽しみながらお選びいただければ幸いです。

今度とも、変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。当 カ タ ロ グ よ り 、
お 好 き な 商 品 を 組 み 合 わ せ て
お 選 び い た だ け ま す 。

【お申込み基準】
2018年6月30日現在の株主名簿に記載された当社株式100株以上所有されている方

100株以上200株未満 RIZAPグループ商品から 9,000円相当＝　 9,000POINT分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

200株以上400株未満 RIZAPグループ商品から18,000円相当＝　18,000POINT分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。 

400株以上600株未満 RIZAPグループ商品から24,000円相当＝　24,000POINT分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

600株以上1,000株未満 RIZAPグループ商品から30,000円相当＝　30,000POINT分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

1,000株以上 RIZAPグループ商品から36,000円相当＝　36,000POINT分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

簡単にスピーディーに

大切な人へのプレゼントにも

より簡単に、より確実に

WEBお申込みシステム導入 WEBでお申込み

その場で在庫が分かる 送り先が変更可能商品をじっくりお選びいただきたいから、お申込方法をより簡単にしました。
詳しいお申込方法は、33ページをご参照ください。 WEBお申込みシステムは商品在庫をリアルタイムで反映。

お申込み前に商品の在庫の有無を確認できます。
WEB お申込システムでは送り先を
自由に変更できます。

優待商品はパソコンかスマホで簡単・確実にお申込みできます。

パソコン
スマホ
対応！



P09～P32をご覧頂き、ご希
望の商品をお選びください。
商品はカテゴリ別に掲載して
おります。

ご希望の商品を見つけたら、
４桁の商品番号をお控えくだ
さい。商品番号は商品名の下
に記載しております。

商品を選ぶ 商品番号を確認

STEP

1
STEP

2

商品番号は
こちらです

WEBでお申込み 商品お受け取り

☎お申込みはお電話でも受け付けております。

3
STEP

4
STEP

ご注意
ハガキでの
ご注文方法は
ございません

詳しいご注文方法は

P33をご覧ください。

優待お申込サイト（受付期間は10月9日から12月27日17：00まで）

https://idea-in.com/yutai/

優待商品申込み 専用ダイヤル  （受付期間は10月9日から12月27日17：00まで）

 0120-692-185 受付時間：平日10時～17時（土日祝日を除く）

お問い合わせ先

 0120-803-268 受付時間：平日10時～18時
（土日祝日、年末年始12月28日から1月3日までを除く）

 idea-yutai@idea-in.com

お申込みは
カンタン！4step

STEP2でお控え頂いた４桁
の商品番号を株主優待サイ
トで検索。
任意のお届け先を設定して
お申込みいただけます。

注1　お電話でのお申込の場合は、　　　　　　　の記載の
ある商品はお選び頂けません。

注2　お電話でのお申込期間も、2018年10月9日（火）から
2018年12月27日（木）までです。

お申込み受付後、2018年11
月以降順次設定いただいた
お届け先にお届けする予定
です。
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売上累計100 万台突破！！

コンパクトホ ットプレート

選べるカラー 全部で9色

商品番号

1060
カテゴリー

 キッチン雑貨127P30 -

コンパクトホットプレート

カタログ掲載ページ

ピックアップ商品

商品番号

1064
カテゴリー

 キッチン雑貨131P30 -

コンパクトホットプレート (プリントシリーズ)

カタログ掲載ページ

（左上から）ネイビー／レッド／ホワイト／ペールピンク／シェルピンク

（左から）ペスカトーレ／レモンフラワー／シトラスリーフ／ブループリント
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商品番号

1094
カテゴリー

日用雑貨

BRUNOバスタオル

BRUNOから優待のための
オリジナルデザイン
泉州タオルのバスタオルと
タオルギフトセットが登場

40P15 -
カタログ掲載ページ

商品番号

1095
カテゴリー

日用雑貨

BRUNOフェイス＆
ハンドタオルセット

41P15 -
カタログ掲載ページ

商品番号

1026
カテゴリー

キッチン雑貨

29P13 -

メッセージボトル

15パターン以上から
自分好みな柄を選べるタンブラー登場！

オーガニックの　リップクリームを
お得なポイント　でゲット

通勤・通学に
バックパックが大活躍！

カタログ掲載ページ

商品番号

1038
カテゴリー

キッチン雑貨

81P22 -

アルファベットタンブラー
スリム 350

カタログ掲載ページ

商品番号

1027
カテゴリー

キッチン雑貨

50P17 -

ワンタッチパターン
ボトル

カタログ掲載ページ

商品番号

1078
カテゴリー

オーガニック化粧品

12P10 -

オリーブ
リップクリーム

カタログ掲載ページ

商品番号

1059
カテゴリー

トラベル雑貨

123P29 -

Hütte
バックパック

カタログ掲載ページ

商品番号

1067
カテゴリー

トラベル雑貨

138P31 -

STLAKT
バックパック

カタログ掲載ページ

商品番号

1068
カテゴリー

トラベル雑貨

140P32 -

STLAKT
3wayブリーフバッグ

カタログ掲載ページ

ピックアップ商品

ブランドピックアップ

株主優待限定
オリジナル優待品！！

商品番号

1096
カテゴリー

チケット

イデアインターナショナル直営店3,000円割引券
※税抜10,000円以上お買い上げの際に利用可能（1回あたり1枚利用）

当社直営店でつかえる
3,000円割引券をご用意

65P19 -
カタログ掲載ページ

株主優待限定
オリジナル優待品！！



9 10

商品番号 カテゴリー

1001 キッチン雑貨

BRUNO
ラウンドココット ミニ
[本体サイズ：横幅120mm、高さ60mm、奥行100mm、重量約260g/素材：陶磁器] 
色が選べる  レッド、グレージュ

用途いろいろ！  
小さめサイズのフタ付き 
まんまるココット

1000 Point1 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1002 インテリア雑貨

MILESTO トラベル用ミニアラームクロック
[本体サイズ：横幅66mm、高さ72mm、奥行33mm/使用時：W66×H80×D80[mm]/材質：本体：
ABS樹脂/付属品：単三電池×1/機能：電子音アラーム、スヌーズ、ライト/カラー：ブラック/電源：
単三電池×1] 

ケース一体型でコンパクトに持ち運べる 
アラームクロック

1000 Point

旅行や出張時の持ち運びに便利なケース
一体型のミニアラームクロック。
MILESTOロゴがワンポイントでデザイ
ンされたケースの内フタには、主要都市
と日本の時差が記載されています。
またバックライト付きで、暗い場所でも時
刻確認ができ、旅好きの方への贈り物に
もおすすめです。

2

商品番号 カテゴリー

1003 トラベル雑貨

MILESTO UTILITY 
トラベル用圧縮袋セット
[本体サイズ：S:W350×H500mm、M：W400×H600mm/材質：ポリエチレン、ナイロン/備考・
補足：S・M各2枚セット　Sサイズ：Tシャツ6枚程度、Mサイズ：Tシャツ10枚もしくはセーター 3枚
程度/カラー：クリア] 

旅支度の必需品！ 
パッキングが愉しくなる圧縮袋

1000 Point

かさばる衣類を圧縮してスリムに。
使いやすいS・Mサイズの圧縮袋が2枚ずつの計4枚セット
です。
衣類を入れて丸めながら空気を抜くだけで圧縮ができ、
トランクのスペースが節約できます。
旅にまつわるキーワードが散りばめられたデザインで旅
支度を愉しく！

3
商品番号 カテゴリー

1004 キッチン雑貨

BRUNO　コンパクトホットプレート・グリルポット
用 デコレーションノブ
[本体サイズ：フィッシュW94×H42×D25mm、重量40g/ロブスター：W97×H36×D41mm、
重量35g/ルースター：W62×H63×D32mm、重量40g/ピッグ：W67×H42×D34mm、重量
60g/シープ：W62×H55×D30mm、重量55g/※重量はすべてネジ含まず。/材質：フェノール樹
脂/機能：BRUNOコンパクトホットプレート・グリルポットのフタ取っ手と付け替え可能。] 
形が選べる  フィッシュ、ロブスター、ルースター、ピッグ、シープ

存在感抜群！ 
付け替えられる 
アニマルモチーフのノブ

1000 Point

ご愛用のBRUNOコンパクトホットプレー
ト、グリルポットをもっと可愛くする、フタの
取っ手部分を付け替えられる5種類のアニ
マルモチーフのノブが新登場！本体とセット
でギフトとしてもおすすめです。
※こちらの商品は「コンパクトホットプレー
ト」「グリルポット」専用です。「ホットプレー
ト グランデサイズ」には対応しておりませ
んのでご確認の上ご選択ください。

4

商品番号 カテゴリー

1005 キッチン雑貨

BRUNO　 
コンパクトホットプレート用スタンドノブ
[重量：45ｇ/材質：フェノール樹脂/カラー：ゴールド×ブラック] 

フタが立てて置けて省スペース！ 
付け替えられるコンパクトホットプレート専用の取っ手

1000 Point5
商品番号 カテゴリー

1006 インテリア雑貨

BRUNO　ミニアラームクロック
[本体サイズ：横幅55mm、高さ55mm、奥行31mm、重量：60g/材質：本体ABS、レンズPS/付属
品：単3形電池×1/機能：電子音アラーム、スヌーズ、ライト/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、ブルー

ポップなカラーが弾むコンパクトクロック

1000 Point

明るくポップなカラーリングが愉しい手のひら
サイズのミニアラームクロック。
持ち運びしやすく、旅行や出張の際のアラーム
クロックとしても。
暗い場所でも時刻確認できるバックライト機能
付き。さらに小さくても見やすいよう文字盤の
サイズにこだわっています。
ちょっとした贈り物にもお勧めです。

6

商品番号 カテゴリー

1007 キッチン雑貨

BRUNO　オーバルココットミニ
[本体サイズ：横幅156mm、高さ75mm、奥行95mm/重量：約405g/材質：陶磁器] 
色が選べる  レッド、グレージュ

用途いろいろ！  
小さめサイズのフタ付きオーバルココット

1000 Point

トースターやオーブンなどグリル料
理はもちろん、
おやつタイムや食後のデザートにも
ぴったりな小さめサイズのオーバル
ココット。

「BRUNO トースターグリル」に並
べて使用可能です。

7数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1008 インテリア雑貨

IDEA Label　GOLDEN CARDS
[本体サイズ：W65×H96×D22[mm](ケースサイズ)、重量125ｇ/材質：PET/カラー：ゴールド] 

ゴールドのカラーが楽しいトランプカード。

1000 Point8

商品番号 カテゴリー

1071 インテリア雑貨

TERRACUORE Notes フレグランスピース
[内容量：1枚入り/生産国：日本] 
香りが選べる  フローラル、シトラス、ムスキー

幸福感あふれるナチュラルで華やかな香り、 
24ピースのペーパーフレグランス

1000 Point

ミシン目入りで、お好きな大き
さにカットしてご使用いただけ
ます。
※最大24ピースに切りとること
ができます。
ご使用方法：バッグやお財布の
中、名刺入れなどお好きな場所
に入れて、香りをお楽しみくだ
さい。チャック付きの袋なので、
開封後の未使用分はそのまま
密閉保管できます。
芳香期間目安：約2 ～ 4週間※
使用環境により異なります。

9
商品番号 カテゴリー

1072 インテリア雑貨

TERRACUORE Notes フレグランスタグ
[内容量：1枚入り/生産国：日本] 
香りが選べる  フローラル、ムスキー

幸福感あふれるナチュラルで華やかな香りの 
フレグランスルームタグ

1000 Point

クローゼットやハンガー、ドアノブ・
車内など、室内空間のお好みの場
所にかけて香りが楽しめます。
複数の精油をブレンドした、繊細な
香調。
ご使用方法：クローゼットやハン
ガー、ドアノブ 、車内などのお好き
な場所に掛けて、香りをお楽しみく
ださい。芳香期間目安：約2 ～ 4週
間※使用環境により異なります。

10

商品番号 カテゴリー

1073 インテリア雑貨

TERRACUORE Notes  
フレグランスファブリックミスト50mL
[内容量：50ｍＬ/生産国：日本] 
香りが選べる  フローラル、シトラス、ムスキー

落ち着きのある 
みずみずしく爽やかな香りの 
ファブリック用 
芳香・消臭除菌ミスト

1000 Point

頻繁に洗濯できないソファやラグなどのインテリ
ア製品や、直接肌に触れる寝具、コートなどの衣類
を、優しく香りづけするファブリックミスト。
男女問わず楽しめるアロマブレンドが上品に香り
続けます。
植物由来の消臭・除菌成分が気になるにおいや菌
を抑え、心地よい香りがふんわりと広がります。

ご使用方法：対象物から20 ～ 30cm離して、表面
が全体的に軽く湿る程度にスプレーしてください。
スプレー後はよく乾かしてください。※約250回ス
プレーできます。

11
商品番号 カテゴリー

1078 オーガニック化粧品

テラクオーレ　オリーブ リップクリーム
[内容量：5g/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得] 

濃密な潤いで唇を守る、 
オリーブの香りの 
リップスティック

1000 Point

唇になめらかにのびてフィットし、乾燥や肌荒れを
防ぐスティック状リップクリームです。プロポリスエ
キスやハチミツエキスが濃密な潤いを与えます。
肌なじみの良いオイルで、高い保水効果で肌を保湿
することはもちろん、硬くなった肌を柔らかくしま
す。自然なツヤのある仕上がりです。イタリア北部リ
グーリア州特産のタジャスカ・オリーブを使用してい
ます。
イタリア産タジャスカオリーブ（オリーブ果実油）の
ナチュラルな香り。

12

トースターやオーブンなどグリル料
理はもちろん、
ミニデザートやディップソース入れ
としても活躍する小さめサイズのま
んまるココット。

「BRUNOトースターグリル」に並
べて使用可能です。

コンパクトホットプレートのフタの取っ手と付け
替え可能。
フタが自立するので、テーブルの上でフタの置き
場所に困りません。
※こちらの商品は「コンパクトホットプレート」
専用です。「ホットプレート グランデサイズ」に
は対応しておりませんのでご確認の上ご選択く
ださい。 

細部にまでこだわったラグジュアリーなトランプ。
ゴールド1色ですが、特殊なプリントで、模様もしっかり。
ボコボコしたカードで、手触りが特長的です。
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商品番号 カテゴリー

1201 美容・スキンケア

リレント　黒石鹸wa（2個入り）
[入り数：80ｇ×2個] 

炭の吸着効果で毛穴に詰まった皮脂汚れを 
スッキリ洗いあげます。

1000 Point

緑茶の香りが心を和ませ､リラックス効果を高めます。
炭の吸着効果で毛穴に詰まった皮脂汚れをきれいに洗い流し、
保湿成分配合でシットリ洗い上げます。
＜セリシン・緑茶エキス配合＞

13
商品番号 カテゴリー

2302 美容・スキンケア

アクネピュアスキンフェイスマスク（2個セット）
[内容量：10枚入/特徴：医薬部外品、天然コットン100％国産シート/提供：株式会社ジャパンギャル
ズSC] 

大人にきび・肌あれにお悩みのあなたに 
薬用フェイスマスク

1000 Point

有効抗炎症成分グリチルリチン酸
ジカリウムがお肌を清浄にし、にき
びを防ぎます。Wの有効成分で肌
あれ・あれ性をケアし、なめらかな
肌に整えます。

14 web申込限定

商品番号 カテゴリー

2303 ライフサポート

水素チャージプラス
[内容量：90粒（約1ヵ月分）/飲みやすい粒タイプ、健康補助食品/賞味期限：2021年6月/提供：
株式会社ジャパンギャルズSC] 

手軽にいつでも水素を補給！
水素を摂り入れ健康をサポート！

1000 Point

〈サンゴカルシウム〉〈水素吸蔵サンゴ末〉の水素に
〈アクアミネラル〉〈海洋深層ミネラル水パウダー〉の
ミネラルをプラスしています。

15
商品番号 カテゴリー

2304 ライフサポート

琉球もろみ酢粒
[内容量：150粒（約1ヵ月分）/飲みやすい粒タイプ、健康補助食品/賞味期限：2021年6月/提供：
株式会社ジャパンギャルズSC] 

沖縄産もろみ酢100％使用。
アミノ酸・クエン酸で毎日健康！

1000 Point

もろみ酢は、沖縄産蒸留酒〈泡盛〉の製造過程から
生まれる、もろみ粕から作られる健康酢。
あなたの体づくりをサポートしてくれます。

16

商品番号 カテゴリー

2305 ライフサポート

ゴールドスピルリナ 100
[内容量：30包（1包1.5g）/乾燥粉末/健康補助食品/お召し上がり方：1日1 ～ 2包程度を目安に、
水や牛乳などの飲み物または、お好みの食品等に混ぜてお召し上がりください。/賞味期限：2020年
7月/提供：株式会社ジャパンギャルズSC] 

100％天然ピュア原料使用！！

1000 Point

マルチ栄養素材として野菜不足を感じている方や、
ダイエット時の栄養補給におすすめします。
持ち運びに便利な個包装。

17
商品番号 カテゴリー

1009 キッチン雑貨

BRUNO　メッセージマグ
[本体サイズ：横幅125mm、高さ115mm、奥行95mm、重量300g/材質：陶磁器/備考・補足：容
量：約340mL] 
色が選べる  ピンク、グリーン、パープル、ライトグレー

シーリングスタンプ風メッセージで 
気持ちを贈るマグカップ

2000 Point

ヨーロッパ調のエレガントな陶磁器に、
フランス語で「ありがとう」を意味する

“Merci”の メッ セ ー ジ を デ ザ イ ン
（“Merci”のメッセージは、シーリング
スタンプ風のデザインになっています）
ボックス入りなので、感謝の気持ちを伝
えたい方へのギフトにも最適です。

18 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1010 インテリア雑貨

BRUNO　ミニゆたんぽ
[本体サイズ：本体：W125×H195×D50[mm]、カバー：W180×H240[mm]、重量：本体：約
145g、カバー：約40g/材質：本体：ポリ塩化ビニル、キャップ：ABS樹脂、カバー：表地：ポリエス
テル、裏地：ポリエステル/綿/機能：カバー洗濯可、耐熱温度80℃ /備考・補足：容量：約320mL
※約80℃のお湯を入れて、カバーをつけて寝具に入れた場合、約4時間後で約40℃程度までの温度
が保たれます。] 
色が選べる  イエロー、ブルー

冷え性対策に！ 
優しい温もりに癒される 
ファッショナブルな 
ミニゆたんぽ

2000 Point19 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1011 インテリア雑貨

BRUNO　パステルレトロアラームクロック
[本体サイズ：横幅135mm、高さ180mm、奥行52mm、重量：260g/材質：本体：スチール/ABS樹脂、
レンズ：ガラス/付属品：単3形電池×1/機能：電子音アラーム、ステップ秒針/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  アイボリー、ピンク、グリーン

懐中時計をイメージした 
アラームクロック

2000 Point20 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1012 インテリア雑貨

BRUNO　 
オールドスタンダードアラームクロック
[本体サイズ：横幅90mm、高さ108mm、奥行50mm、重量140g/材質：本体：スチール/ABS樹脂、
レンズ：ガラス/付属品：単3形電池×1/機能：電子音アラーム、連続秒針/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  オレンジ、ネイビー、グレー

小柄ながら存在感のあるアラームクロック

2000 Point

はっきりとした色合いが特徴のカラフルレトロなアラームクロック。
ベーシックになりすぎないアラーム針のカラーがアクセントです。

21 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1013 キッチン雑貨

BRUNO　オーブングリルパン　L
[本体サイズ：横幅239mm、高さ31mm、奥行141mm/重量：1480g/材質：鋳物] 

焼けたらそのまま皿ごとサーブ！ 
あつあつを食卓で楽しめる鋳物グリルパン(Lサイズ)

2000 Point

蓄熱性が高く、あつあつを食卓で
愉しめる鋳物のオーブングリルパ
ン。
Lサイズはシェアして食べたいメイ
ン料理におすすめ。
サイドには取っ手がついているた
め、熱々の料理を運ぶ際にも便利
です。
また溝が入っているので油が落ち
やすく、きれいな焼き目が付きま
す。

「BRUNO トースターグリル」に1
個がぴったり収まるサイズです。

22 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1014 アパレル雑貨

bruna BY BRUNO　ギフトトートバッグ
[本体サイズ：横幅285mm、高さ205mm、奥行：90mm/重量：105g/材質：コットン] 
色が選べる  ピンク、レッド、シルバー、ゴールド

ギフトを入れて 
そのままプレゼント！ 
リボン付きトートバッグ

2000 Point

ギフトのラッピングとして使えるマチ
付きトートバッグ。
上品なサテンリボンが、大切な方への
ギフトシーンを彩ります。もらったあと
も繰り返し使えてエコロジー。

23
商品番号 カテゴリー

1015 インテリア雑貨

BRUNO　LEDランタン
[本体サイズ：横幅160mm、高さ270mm、奥行115mm※サイズはハンガー含まず、重量365g/
材質：ブリキ、ガラス/付属品：収納袋/機能：電球色LEDライト(15灯）、照度調節機能、吊り下げハ
ンガー付き/電源：単1形電池×2(別売)] 
色が選べる  アイボリー、イエロー、レッド、ネイビー、シルバー

夜のアウトドアも快適！ 
LEDが明るく灯る

2000 Point

オイルランプのようなレトロデザイ
ンのLEDランプ。LEDを採用した優
しく暖かみあるランプの光りは、ま
るで本物の火が灯っているような
風合いを愉しめます。また、15灯の
LEDを搭載しているので、しっかり
とした明るさも確保できます。電池
式（電池別売）なので、アウトドアで
の使用はもちろん、インテリアとし
てもおすすめです。

24

フレームに淡いパステルカラーをあし
らった、フレンチレトロなデザイン。
クラシカルな針がレトロな雰囲気を際
立たせます。

揺れるポンポンが愉しい、
経済的・健康的な昔ながらのゆたんぽ。
じんわりとした人肌の温もりが
お腹や腰などの体幹を優しく温めます。
就寝時はもちろん、ミニサイズなのでオフィスでも◎
伝統的なニットパターンを想起させるあたたかみのあるオリジナルの柄。
セーターの編み柄に見られる古典柄の一つである
フェアアイル柄のニッティングパターンの要素を取り入れ、
あたたかな印象の冬小物に仕上げました。
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商品番号 カテゴリー

1016 キッチン家電

BRUNO　 
コンパクトホットプレート用グリルプレート
[本体サイズ：横幅：300mm、高さ：35mm、奥行：205mm、重量：約570g/材質：アルミダイキャ
スト/備考・補足：表示価格はメーカー希望小売価格となります。] 

焼き肉や野菜のグリルにぴったりなオプションプレート

2000 Point

お肉や野菜、焼き魚などをおいしく
焼き上げるコンパクトホットプレー
ト用のグリルプレート 。取り外して
丸洗いできるので、お手入れも楽々
です。
※こちらの商品は「コンパクトホッ
トプレート」専用です。「ホットプ
レート グランデサイズ」には対応
しておりませんのでご確認の上ご
選択ください。

25
商品番号 カテゴリー

1017 インテリア雑貨

BRUNO　アンティークソロベルクロック
[本体サイズ：横幅96mm、高さ165mm、奥行54mm、重量225g/材質：本体：スチール/ABS樹脂、
レンズ：ガラス/付属品：単3形電池×1/機能：ベル音アラーム、ステップ秒針/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  アイボリー、ピンク、グリーン

海外の時計を思わせるシングルベルクロック

2000 Point

落ち着いた色合いが特徴のレトロシックなアラームクロック。
文字盤にはローマ数字を採用、さらにレトロなベルとリングでアンティーク調に。

26 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1018 キッチン雑貨

BRUNO　オーブングリルパン S
[セット数：2個セット、サイズ：S、本体サイズ：横幅140mm、高さ31mm、奥行119mm、重量1枚
695g/材質：鋳物] 

焼けたらそのまま皿ごとサーブ！ 
あつあつを食卓で楽しめる鋳物グリルパン 
(Sサイズ2個セット)

2000 Point

蓄熱性が高く、あつあつを食卓で愉しめる鋳物のオーブングリルパン。
Sは小さめサイズの2個セットなのでサイドメニューなどにおすすめ。

「BRUNO トースターグリル」に2個並べて置けるサイズです。
サイドには取っ手がついているため、熱々の料理を運ぶ際にも便利です。

27 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1019 キッチン雑貨

BRUNO　スクエアディッシュ
[本体サイズ：横幅253mm、高さ60mm、奥行130mm,重量：約715g/材質：陶磁器] 
色が選べる  レッド、グレージュ

大きさと深さが魅力！ 
メイン料理が華やかになるスクエアディッシュ

2000 Point

トースターやオーブンなどグリル料理はもちろん、
蒸し料理などにも活躍する大きさと深さが魅力のスクエア
ディッシュ。横幅約250mmの大きめサイズなのでグラタ
ンなどのメイン料理を華やかに演出します。
またサイドには取っ手がついているため、熱々の料理を運
ぶ際にも便利。

「BRUNO トースターグリル」にもぴったりのサイズです。

28 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1026 キッチン雑貨

BRUNO　メッセージボトル
[本体サイズ：横幅62mm、高さ200mm、奥行62mm、重量230g/材質：本体：ステンレス、フタ・
中せん：PP、パッキン：シリコーンゴム/機能：容量：350mL、保温効力：68度以上（6時間）、保冷効
力：8度以下（6時間）] 
柄が選べる  ヒアウィーゴー、グレート、リラックス、ステップバイステップ

ポジティブなメッセージが心を励ます  
真空保温・保冷ステンレスボトル

2000 Point

スリムなホワイトのボディには、ポジティ
ブな4種類のメッセージとラフタッチのイ
ラストをプリント。
蓋に刻まれた”LOCK&LOCK”の刻印が
オシャレ 。自分用としてはもちろん、贈る
相手に合わせてメッセージを選んでギフ
トにするのもおすすめです。
スマートながらも広い飲み口、中ふたも
付いているので吹き出しの心配も不要、
底はシリコンなのでテーブルに置いた時
に安定感もあり、音も立ちにくくなってま
す。なお丸洗いができるのでお手入れも
簡単です。
また保温保冷効力も高い仕様になってお
り使い勝手は抜群です。

29
商品番号 カテゴリー

1020 アパレル雑貨

bruna BY BRUNO　フォトフレームトートバッグ
[本体サイズ：横幅285mm、高さ190mm、奥行100mm、重量77g/材質：コットン] 
色が選べる  ブラック、シルバー、ゴールド

お気に入りの写真を飾れるトートバッグ

2000 Point

写真を飾れるトートバッグ。
透明ポケットに旅先やペットなど好きな写真を入れて、あなたのお気に入りのシーンを持ち運べます。
お出かけにも、インテリアとしてもお楽しみいただけるバッグです。

30

商品番号 カテゴリー

1021 トラベル雑貨

MILESTO UTILITY　ポーチ1L
[本体サイズ：横幅210mm、高さ100mm、奥行50mm、重量75g/材質：表:ポリエステル、裏：ポ
リエステル/機能：コーデュラ®ポリエステル、テフロン加工、内ポケット3/備考・補足：縫製製品の為、
サイズはおおよその値となります。 
＊撥水加工は防水加工とは異なるため、長時間の雨水では水が染みこむ場合がございます。] 
色が選べる  ダークオレンジ、レッド、ブルーグレイ、ネイビー、ブラック

旅に必要な小物類をひとまとめ！ 
マルチに使えるシンプルポーチ

2000 Point31 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1074 インテリア雑貨

TERRACUORE Notes  
フレグランスルームミスト120mL
[内容量：120ｍＬ/生産国：日本] 
香りが選べる  フローラル、シトラス、ムスキー

幸福感あふれるナチュラルで 
華やかな香りの 
空間用芳香・消臭除菌ミスト

2000 Point

リビングなど人の集まる場所や、キッチンや
トイレ、玄関、ペットの臭いなど、お部屋の空
気をフレッシュにし、心地よい香りが続く空
間用のルームミストです。植物由来の消臭・
除菌成分が気になるにおいや菌を抑えます。
　
シュッとスプレーしても床がベタつかない、
揮発するエタノールベース 。空間に溶け込む
ようにすっと香りが広がります。
ご使用方法：壁や天井から50cm以上離し
て、空間にスプレーしてください。
※約600回スプレーできます。

32

商品番号 カテゴリー

1075 インテリア雑貨

TERRACUORE Notes  
フレグランスファブリックミスト300mL
[内容量：300ｍＬ/生産国：日本] 
香りが選べる  フローラル、シトラス、ムスキー

幸福感あふれるナチュラルで華やかな香りの 
ファブリック用芳香・消臭除菌ミスト

2000 Point

頻繁に洗濯できないソファやラグなどのイ
ンテリア製品や、直接肌に触れる寝具、コー
トなどの衣類を、優しく香りづけするファブ
リックミスト。
男女問わず楽しめるアロマブレンドが上品
に香り続けます。
ご使用方法：先端部分を[ON]に回してく
ださい。対象物から20 ～ 30cm離して、表
面が全体的に軽く湿る程度にスプレーして
ください。スプレー後はよく乾かしてくだ
さい。使用後は先端部分を必ず[OFF]にし
て、立てて保管してください。※約330回ス
プレーできます。
植物由来の消臭・除菌成分が気になるにお
いや菌を抑え、心地よい香りがふんわりと
広がります。

33
商品番号 カテゴリー

1076 インテリア雑貨

TERRACUORE Notes  
バス&シャワージェル300mL
[内容量：300ｍＬ/生産国：日本] 
香りが選べる  フローラル、シトラス、ムスキー

幸福感あふれるナチュラルで華やかな香り。 
バブルバスも楽しめるふわふわ泡のバス＆シャワージェル

2000 Point

ボディソープとして、またバブルバスとしても楽し
めるボディ用洗浄料。
キメ細かい泡で優しく洗い上げ、すべすべとしたな
めらかな肌へととのえます。
鉱物油フリー、合成着色料フリー、パラベンフ
リー、シリコンフリー

使用方法：適量をとり、よく泡立ててから身体を
洗い、その後よく洗い流してください。
・バブルバスとしての使い方：はじめに浴槽に適量
※を入れ、その上にお湯を勢いよく注ぎ、泡立てて
からお入りください。入浴後、よく洗い流してくだ
さい。
※浴槽のお湯（約200L）に対し、本品約30mL（大
さじ約2杯分）が使用量の目安です。

34

商品番号 カテゴリー

1077 インテリア雑貨

TERRACUORE Notes ボディスクラブ150g
[内容量：150g/生産国：日本] 
香りが選べる  フローラル、シトラス、ムスキー

幸福感あふれるナチュラルで華やかな香り。 
しっとりつるつるな肌に整えるボディスクラブ

2000 Point

アーモンド殻粒とアンズ種子の天然スクラブ配合の
ボディスクラブ。
古い角質を優しく取り除き、潤いを与え、しっとりつ
るつるなお肌にととのえます。
鉱物油フリー、合成着色料フリー、パラベンフリー、
シリコンフリー

使用方法：適量を手にとり、湿らせ
た清潔なお肌にやさしくマッサー
ジしながらのばした後、ぬるま湯
で洗い流します。週1 ～2回を目安
にご使用ください。

35
商品番号 カテゴリー

1079 オーガニック化粧品

テラクオーレ　ダマスクローズ リップクリーム
[内容量：5g/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得] 

濃密な潤いで唇を守る、 
ローズの香りの 
リップスティック

2000 Point

唇になめらかにのびてフィットし、
乾燥や肌荒れを防ぐスティック状
リップクリームです。プロポリスエ
キスやハチミツエキスが濃密な潤
いと上品なツヤを与えます。
ダマスクローズ花油が、唇の水分と
油分のバランス整え、豊かな潤い
が輝くハリをもたらし、ふっくらと
した唇に。粘性の高いヒマシ油が唇
にぴったりと密着して、上品なハリ
ツヤをあたえます。　　　　　
ダマスクローズ（ダマスクバラ花油）
の優雅な香り。

36

トラベルサイズのアメニティや
メイク道具、モバイルバッテ
リーやコード類など、旅に必要
な小物類をひとまとめに収納
できるポーチ。
内側には小分け用のメッシュポ
ケットを装備。
コンパクトながら、マチのある
長方形型で収納しやすいサイ
ズ感。
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商品番号 カテゴリー

1080 オーガニック化粧品

テラクオーレ　マウスウォッシュ
[内容量：50ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

からくないのに爽快さっぱり、 
オーガニックのマウスウォッシュ。

2000 Point

いつでも気になるとき、口内をすっきりと
浄化して口臭を防ぐ、オーガニックマウス
ウォッシュです。
レモンとベルガモットの精油がフレッシュ
に香り、息も心地よくさわやかに整えます。
からくないのに、爽快さっぱり。
薄めて使う濃縮タイプで、量を調節して家
族みんなでお使いいただけます。
毎日の歯みがきとあわせてご使用くださ
い 。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
※アルコールを配合しています。

37
商品番号 カテゴリー

1081 オーガニック化粧品

テラクオーレ　ダマスクローズ デューオイル
（美容オイル）

[内容量：5ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

様々なエイジング悩みにアプローチし、 
潤いをたたえたハリと 
輝くツヤをもたらす美容液

2000 Point

「ローズで磨く、素肌力」
濃密な潤いとハリツヤを与え、上質な輝きの美肌に
仕上げるオイル美容液。
しなやかになじみ、ダマスクローズ（ダマスクバラ花
エキス）とビルベリー果実エキスが、キメ細やかな
ふっくら肌に整えます。
おためし用のミニサイズです。

38

商品番号 カテゴリー

1082 オーガニック化粧品

テラクオーレ　 
ラベンダー スムース ボディシャンプー
[内容量：250ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

全身さっぱりと洗い上げ、 
清潔でみずみずしい 
透明感ある肌に仕上げる 
ボディシャンプー。

2000 Point

きめの細かい泡でさっぱりと洗い上げ、清潔でみずみずしい
透明感のある肌に。
モモエキス、トマトエキス、スイカ果実エキスが肌をすこやか
に整え、レモン果実エキス 、プルーンエキスがみずみずしい
引き締め肌に導きます。フレッシュな清涼感とおだやかな甘
さをあわせ持つラベンダーの香り。

39
商品番号 カテゴリー

1094 日用雑貨

【株主優待限定】BRUNO バスタオル
[素材：綿100%/バスタオル：約600×1200mm/生産国：日本/泉州タオル] 

他では手に入らない！
株主優待のためにつくった
BRUNOバスタオル。
男女問わずにつかえる絶妙なカラーで
おしゃれで使いやすいタオル。

2000 Point

泉州タオルとは
約120年の歴史と伝統を誇るタオ
ル産地、大阪泉州地域で生産され
るタオルのことで、吸水性にすぐれ、
肌触りの良い、安心・安全な国産タ
オル。

40 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1095 日用雑貨

【株主優待限定】 
BRUNO　フェイス＆ハンドタオルセット
[素材：綿100%/フェイスタオル：約340×750mm/ハンドタオル：約340×350mm/ギフトボック
ス：約138×143×66mm/生産国：日本/泉州タオル] 

他では手に入らない！
株主優待のためにつくった
BRUNOフェイス＆ハンドタオルのギフトセット。 
プレゼントにも最適なこだわりの
ギフトボックスに入れてお届け。

2000 Point

泉州タオルとは
約120年の歴史と伝統を誇る
タオル産地、大阪泉州地域で
生産されるタオルのことで、吸
水性にすぐれ、肌触りの良い、
安心・安全な国産タオル。

41 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

2306 ライフサポート

からだにとどく食べるコスメ
[内容量：90粒/ソフトカプセル/栄養機能食品（ビタミンE）※ビタミンEは、抗酸化作用により、体内
の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。/2017年モンドセレクション金賞受賞/
賞味期限：2019年5月/提供：株式会社ジャパンギャルズSC] 

美容オイルで中から変える 
ビューティーコスメオイル5種配合

2000 Point

必須脂肪酸のバランスが良いと注目のビューティーコスメ
オイル5種に50倍濃縮プラセンタ・フィッシュコラーゲン・
すっぽん配合でうるおいUP↑

42

商品番号 カテゴリー

2307 ライフサポート

化粧品メーカーの飲むピュア馬油100％
[内容量：90粒（約1ヵ月分）/ソフトカプセル、健康補助食品/賞味期限：2019年5月/提供：株式
会社ジャパンギャルズSC] 

化粧品メーカーだから実現できた馬油サプリ
塗るから飲むへ

2000 Point

一頭の馬からわずかしか取れない上、酸化しやすく
安定性の低い馬油をカプセルに。
カラダの中から健康・美容・ダイエットをサポートし
ます。

43
商品番号 カテゴリー

2401 ライフサポート

元源黒酢（93粒）
[1袋93粒（約1ヶ月分）/原材料名：サフラワー油、黒酢粉末、発酵黒にんにく粉末、発酵黒たまねぎ
粉末、しょうが粉末、春ウコン粉末、オタネニンジン粉末、酒粕二次発酵エキス、ゼラチン、グリセリン、
ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル※原材料をご参照の上、アレルギーのある方はご使用をお控え
ください。/賞味期限：2020年6月30日/提供：株式会社健康コーポレーション] 

美と健康、元気の源は 
黒酢パワーから！

2000 Point

国産の玄米黒酢をはじめ、元気の活力の源といわれる
厳選素材7種を、1粒にギュッと凝縮。毎日手軽に元気を
プラスできるこだわりのサプリメントです。

44

商品番号 カテゴリー

2414 美容・スキンケア

くろあわわ
[内容量：110ｇ（約30回分）/無香料、無着色、無鉱物油/提供：株式会社健康コーポレーション] 

ダブルの黒パワーとすっきりマンナン粒で
ごっそり落とす！

2000 Point

吸着力の高いやし「殻活性炭」と、
汚れを取りながら美肌ケアができる

「天然泥炭」で汚れをごっそり。さら
に、弾力のある「マンナン粒」が泡
の中で転がり、古くなった頑固な角
質を洗い流し、ザラツキを落として
つるんとした肌へ。
洗いあがりの肌がつっぱらないこ
とも人気の理由の一つです。

45 web申込限定 商品番号 カテゴリー

1022 インテリア雑貨

BRUNO　ゴールドツインベルクロック
[本体サイズ：横幅90mm、高さ123mm、奥行70mm、重量270g/材質：本体：スチール/ABS、レ
ンズ：ガラス/付属品：単3形電池×1/機能：ベル音アラーム、ライト/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  アイボリー、グリーン

レトロシックなアラームクロック

3000 Point

どこか懐かしい雰囲気を持つツイン
ベルのアラームクロック。
ゴールドとレトロシックなカラーリン
グの組み合わせがベッドサイドを彩り
ます。

暗い場所でも時刻確認できるバック
ライト機能付き。

見た目だけでなくアラーム音も昔懐
かしいベル式です。ジリリリリ!!!とよ
く響くので、朝起きるのが苦手な方に
もおすすめです。

新生活をむかえる方への贈り物にも
お勧めです。

46

商品番号 カテゴリー

1023 キッチン雑貨

BRUNO　マルチスレート レギュラー
[本体サイズ：横幅300mm、高さ6mm、奥行200mm、重量約760g(プレート本体） 
※天然素材のため、サイズ・重量にばらつきがあります。/材質：本体：スレート、チョーク：硫酸カル
シウム、クッション足：EVA樹脂、オリジナルピック：天然木（ビーチ材）/付属品：チョーク、ゴム足、
ロゴプレート/備考・補足：直火、電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、食器乾燥機使用不可] 

料理の色彩を引き立てる、天然石のサービングプレート 
＜レギュラーサイズ＞

3000 Point

使いこんでいくほどに表情の変化
を愉しめる天然石のサービングプ
レートは、料理や食材を無造作に
のせるだけで、いつもの食卓が華や
かに。
オリジナルピックや付属のチョーク
でメニューやメッセージを添えて自
在にアレンジができるテーブルウェ
アです。
メインプレートとして便利なレギュ
ラーサイズは、皆で取り分けるお料
理だけでなく、ひとりで愉しむワン
プレートごはんにもオススメ。

47
商品番号 カテゴリー

1024 キッチン雑貨

BRUNO　マルチスレート ロング
[本体サイズ：横幅400mm、高さ6mm、奥行130mm、重量約830g（プレート本体） 
※天然素材のため、サイズ・重量にばらつきがあります。/材質：本体：スレート、チョーク：硫酸カル
シウム、クッション足：EVA樹脂、オリジナルピック：天然木（ビーチ材）/付属品：チョーク、ゴム足、
ロゴプレート/備考・補足：直火、電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、食器乾燥機使用不可] 

料理の色彩を引き立てる、天然石のサービングプレート 
＜ロングサイズ＞

3000 Point

使いこんでいくほどに表情の変化
を愉しめる天然石のサービングプ
レートは、料理や食材を無造作に
のせるだけで、いつもの食卓が華や
かに。
オリジナルピックや付属のチョーク
でメニューやメッセージを添えて自
在にアレンジができるテーブルウェ
アです。
スタイリッシュな印象のロングサイ
ズはお酒と愉しむお料理におすす
め。
前菜やパーティディッシュの盛り付
けに使用すれば食卓が一気に華や
ぎます。

48
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商品番号 カテゴリー

1025 キッチン雑貨

BRUNO　セラミックステムココットセット
[セット数：4個セット、本体サイズ：横幅φ85mm、高さ65mm、重量：180g/材質：陶磁器/機能：
電子レンジ・オーブン・食器洗浄機使用可/備考・補足：素材の特性上、サイズ・重量に個体差があり
ます。] 

前菜からデザートまで幅広く 
使えるステムココット

3000 Point

BRUNOのキッチン家電と合わせて使用
可能なココット4色セット！

（コンパクトホットプレート セラミック
コート鍋・ホットプレート グランデ用仕
切り鍋・グリルポット・トースターグリル
にお使いいただけます）
ブルー、ベージュ、ピンク、パープルの4カ
ラーがセットになります。
オーブン 、電子レンジ 、蒸し、冷蔵、冷凍
OKなので、前菜～メインまで幅広く使用
できます。
パステルカラーのBOX入りでギフトにも
おすすめです。

49
商品番号 カテゴリー

1027 キッチン雑貨

BRUNO　ワンタッチパターンボトル
[本体サイズ：横幅73mm、高さ197mm、奥行60mm、重量220g/材質：本体：ステンレス鋼、フタ・
飲み口：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム/機能：保温効力：58度以上（6時間）、保冷効力：
9度以下（6時間）/備考・補足：容量：330mL] 
柄が選べる  ストライプ、ヘリンボーン、ジオメトリック、リーフ、スパッタリング

お気に入りの柄を選んで愉しめる  
ワンタッチオープン式のステンレスボトル

3000 Point

片手で開けられる、真空保温・保冷
ステンレスボトル。(容量：330mL)
ベーシックからトレンドまで好みに
合わせて選べるラインナップです。
お気に入りの1本が毎日を愉しく彩
ります。
フタ 、パッキンは細かく分解して丸
洗いできるため衛生的。底はシリコ
ンで滑りにくく、置いた時に音がし
にくい構造です。

50

商品番号 カテゴリー

1028 キッチン雑貨

BRUNO　3段ランチボックス
[本体サイズ：横幅180mm、高さ180mm、奥行160mm、重量：610g/材質：コンテナ・プレート・
トップカバー：PP、フタ・保冷ボトル・バンド：PE/機能：容量:1,300mL×1、800mL×2(実用容積）、
耐熱温度：コンテナ・プレート・トップカバー：120℃、フタ・保冷ボトル・バンド：60℃　耐冷温度：
-20℃　電子レンジ・食器洗浄機使用可/カラー：ネイビー ] 

2 ～ 3人で愉しめる！ 
取り皿＆保冷ボトル付 
ランチボックス

3000 Point

ピクニックやレジャーなどで活躍するたっぷり
サイズのランチボックス。
おかずに最適な2段に加え、深さのある最下段
はおにぎりなどの持ち運びに。
取り皿3枚と保冷ボトルが付属されているの
で、ピクニックや運動会など様々なシーンで活
躍します。
電子レンジに対応しているので親戚同志の集ま
りやパーティーでもOK。食器洗浄機使用可な
のでお手入れも楽に行えます。
使用後は重ねて収納できます。

51
商品番号 カテゴリー

1029 キッチン雑貨

BRUNO　マルチスレート スクエアS
[セット数：4枚入り、本体サイズ：横幅130mm、高さ6mm、奥行130mm、重量約230g（プレート
本体/1枚あたり）※天然素材のため、サイズ・重量にばらつきがあります。/材質：本体：スレート、チョー
ク：硫酸カルシウム、クッション足：EVA樹脂、オリジナルピック：天然木（ビーチ材）/付属品：チョーク、
ゴム足、ロゴプレート/備考・補足：直火、電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、食器乾燥機使用不可] 

料理の色彩を引き立てる、天然石のサービングプレート 
＜スクエアSサイズ×4＞

3000 Point

使いこんでいくほどに表情の変化
を愉しめる天然石のサービングプ
レートは、料理や食材を無造作に
のせるだけで、いつもの食卓が華や
かに。オリジナルピックや付属の
チョークでメニューやメッセージを
添えて自在にアレンジができるテー
ブルウェアです。4枚セットのスク
エアSは、取り分け用の小皿として
お勧めです。黒いプレートは、ケー
キや和菓子の彩りを引き立ててく
れます。

52

商品番号 カテゴリー

1030 キッチン雑貨

BRUNO　マルチスレート スクエアM
[セット数：2枚入り、本体サイズ：横幅170mm、高さ6mm、奥行170mm/重量：約420g（プレー
ト本体/1枚あたり）※天然素材のため、サイズ・重量にばらつきがあります。/材質：本体：スレート、
チョーク：硫酸カルシウム、クッション足：EVA樹脂、オリジナルピック：天然木（ビーチ材）/付属品：チョー
ク、ゴム足、ロゴプレート/備考・補足：直火、電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、食器乾燥機使用不可] 

料理の色彩を引き立てる、 
天然石のサービングプレート 
＜スクエアMサイズ×2＞

3000 Point

使いこんでいくほどに表情の変化
を愉しめる天然石のサービングプ
レートは、料理や食材を無造作に
のせるだけで、いつもの食卓が華や
かに。
オリジナルピックや付属のチョーク
でメニューやメッセージを添えて自
在にアレンジができるテーブルウェ
アです。
トースト1枚を乗せるのに丁度いい
大きさのスクエアMは、2枚セット
なので2人で愉しむ朝ごはんに活躍
します。

53
商品番号 カテゴリー

1031 キッチン雑貨

BRUNO　 
コンパクトホットプレート用 マルチプレート
[本体サイズ：横幅300mm、高さ32mm、奥行205mm、丸の直径95mm、重量約450g/材質：ア
ルミダイキャスト/機能：内側表面フッ素樹脂コート] 

レシピいろいろ！アイディア広がるオプションプレート

3000 Point

ライスバーガーやピザ、まんまる目玉焼きなどレシピ盛りだくさん！
何をつくろう…？考えるのが愉しくなるコンパクトホットプレート用のオプションパーツです。
パンケーキなどを一度に6個分焼くことが出来ます。
※こちらの商品は「コンパクトホットプレート」専用です。

「ホットプレート グランデサイズ」には対応しておりませんのでご確認の上ご選択ください。

54

商品番号 カテゴリー

1032 キッチン雑貨

BRUNO　スープジャー
[本体サイズ：直径93mm、高さ137mm、付属スプーン：全長146mm（展開時）、重量：285g（スプー
ン含む）/本体材質：ステンレス鋼、フタ・中せん・スプーン：ポリプロピレン、中せんパッキン・バルブ
パッキン：シリコーンゴム）/機能：保温効力：52度以上（6時間）、保冷効力：9度以下（6時間）/付属品：
スプーン/容量：350mL] 
柄が選べる  ポーク、チキン、ロブスター

シルエットのイラストをあしらった 
保温・保冷ステンレススープジャー

3000 Point

チキン、ポーク、ロブスターのイラス
トがユニセックスな印象のスープ
ジャー。
フタは滑り止め付きで開けやすい
仕様です。折りたたみ式の先割れス
プーン付き。
底面は傷もつきにくい滑り止め付き
で安心。パッキンは外して丸洗いが
できるのでお手入れも簡単です。

55 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1033 キッチン家電

BRUNO　 
コンパクトホットプレート用セラミックコート鍋
[本体サイズ：横幅405mm、高さ70mm、奥行242mm、重量約980g/材質：アルミダイキャスト/フェ
ノール樹脂/ステンレススチール/機能：内側表面セラミックコート] 

煮込み料理やお鍋も愉しめるオプションの深鍋

3000 Point

コンパクトホットプレートの上に
セットして煮物やお鍋が愉しめる、
オプションの深鍋が登場しました。
表面はセラミックコート加工によ
り、キズや焦げがつきにくく、お手入
れも簡単です。おでんやお野菜たっ
ぷりのポトフなど、様々なアレンジ
でお楽しみください。
※こちらの商品は「コンパクトホッ
トプレート」専用です。「ホットプ
レート グランデサイズ」には対応
しておりませんのでご確認の上ご
選択ください。

56

商品番号 カテゴリー

1034 アパレル雑貨

bruna BY BRUNO　マザーズトートバッグ
[本体サイズ：横幅：390mm、高さ：250mm、奥行：120mm、重量：270g/材質：コットン/カラー：
ホワイト] 

赤ちゃんと指さしコミュニケーションがとれる 
マザーズバッグ

3000 Point

おもちゃ、おやつ、ミルクのイラストつきで
赤ちゃんと指さしコミュニケーションできる
トートバッグ。
内ポケット付きで小物もすっきり収納でき、
ママバッグとしても◎です。
内側にはオープンポケットや、哺乳瓶・水筒
が収納できるポケット付き。
A4雑誌も入る大きめサイズで、持ち手は肩
掛けができる長さです。

57 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1035 日用雑貨

BRUNO　折りたたみ日傘
[本体サイズ：親骨の長さ：500/全長：240[mm]※ストラップ含まず、重量215ｇ/材質：傘生地：
ポリエステル65%、綿35%、シャフト：アルミニウム合金、骨：アルミニウム合金/グラスファイバー、
グリップ：天然木/機能：UVカット率：90%、晴雨兼用/備考・補足：縫製製品の為、サイズ・重量・柄
の見え方に個体差があります。] 
柄が選べる  リーフA、リーフB

重なり合う葉が紫外線から守る 折りたたみタイプの日傘

3000 Point

グラフィックで表現した木の葉がボタニカル×リラックスな雰囲気。
持ち手には手にやさしく馴染むリアルウッドを使用しました。
BRUNOのロゴ入り収納袋付き。晴雨兼用。

58

商品番号 カテゴリー

1036 キッチン雑貨

BRUNO　3段ランチボックス ワイド
[本体サイズ：横幅：234mm、高さ：197mm、奥行：140mm、重量：705g/材質：コンテナ・プレート・
トップカバー：PP、フタ・保冷ボトル・バンド：PE/機能：耐熱温度：コンテナ・プレート・トップカバー：
120℃　フタ・保冷ボトル・バンド：60℃、耐冷温度：－20℃ /備考・補足：電子レンジ・食器洗浄機使
用可（フタを除く）　容量：1.0L×2、1.3L×1(実用容積)] 

4 ～ 5人で愉しめる！ 
取り皿＆保冷ボトル付 
ランチボックス

3000 Point

BRUNO Picnic and Outdoorシリーズに
てご好評いただいた「3段ランチボックス」
がさらに大きくワイドサイズになりました。
おかずに最適な2段に加え、深さのある最下
段はおにぎりなどの持ち運びに。
電子レンジに対応しているので親戚同志の
集まりやパーティーでもOK。食器洗浄機使
用可なのでお手入れも楽に行えます。
取り皿4枚と保冷ボトル付で、ご使用後はコ
ンパクトにスタッキング可能。ピクニックや
お花見に大活躍のランチボックスです。

59
商品番号 カテゴリー

1037 キッチン雑貨

BRUNO　メタルキャップスープジャー
[サイズ：本体：Φ90×H137[mm]　重量：330g　材質：本体：ステンレス鋼、フタ：ステンレス鋼
/ポリプロピレン、中せん：ポリプロピレン、パッキン：シリコーンゴム　機能：保温効力：64度以上

（6時間）、保冷効力：9度以下（6時間）　備考：容量：350mL　生産国：中国　パッケージ：紙箱、
W95×H148×D95［mm］、340g] 
色が選べる  アイボリー、ピンク、ブルー

テーブルウェアをイメージした 
保温・保冷ステンレススープジャー

3000 Point

本体にマットな塗装を施し、陶器の
よ う な 質 感 に 仕 上 げ た スープ
ジャー。食器の金縁を想起させる
ゴールドのフタがポイントです。毎
日使いたくなる、シンプルながら飽
きのこないデザインです。

60
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商品番号 カテゴリー

1069 日用雑貨

BRUNO　スナップアンブレラ レディース 
[本体サイズ：親骨の長さ：500/全長：230[mm]、、重量：160g/材質：傘生地：ポリエステル、シャ
フト：アルミニウム合金　骨：アルミ/グラスファイバー、グリップ：ABS樹脂/機能：傘生地：UVコー
ト、テフロンはっ水加工] 
色が選べる  ドットピンク、ドットレッド、ドットグリーン、ドットブルー、ストライプレッド、ストライプピンク

パチンと叩いて、くるんと巻きつく。落とさない傘袋。

3000 Point

雨の日、道端に落ちた折りたたみ傘の傘袋。きっ
と、あなたも一度は見たことがあるはず。
bruna BY BRUNOが提案するのは、パッチンで
きる傘袋。
パチンと叩くと、くるんと巻きついて、まるでシュ
シュのよう。これでもう落とす心配はありません！

61
商品番号 カテゴリー

1070 日用雑貨

BRUNO　スナップアンブレラ メンズ
[本体サイズ：親骨の長さ：550/全長：270[mm]、重量：180g/材質：傘生地：ポリエステル、シャ
フト：アルミニウム合金　骨：アルミ/グラスファイバー、グリップ：ABS樹脂/機能：傘生地：UVコー
ト、テフロンはっ水加工] 
色が選べる  ストライプブルー、ストライプミントブルー

パチンと叩いて、くるんと巻きつく。落とさない傘袋。

3000 Point

雨の日、道端に落ちた折りたたみ傘の傘袋。きっと、あなたも一度は見たことがあるはず。
bruna BY BRUNOが提案するのは、パッチンできる傘袋。
パチンと叩くと、くるんと巻きついて、取っ手に収納できます。
これでもう落とす心配はありません！
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商品番号 カテゴリー

1083 オーガニック化粧品

テラクオーレ　 
ダマスクローズ シルキー ボディシャンプー
[内容量：250ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

全身なめらかに洗い上げ、 
シルクのような 
なめらか肌に仕上げる 
ボディシャンプー。

3000 Point

きめの細かい泡でなめらかに洗い上げ、シルクのようにつ
ややかな肌に。
ダマスクバラ花水が肌をすこやかに保ち、スイカ果実エキ
ス 、ナツメ果実エキスが肌にしなやかなハリを与えます。
ピュアでみずみずしい、高貴なダマスクローズの香り。

63
商品番号 カテゴリー

1084 オーガニック化粧品

テラクオーレ　ハンドクリームハンドソープセット
[ハンドクリーム内容量：75ｍL/ハンドソープ内容量：250ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証
SoCert取得。] 

＜ギフト人気No.1!＞ 
ラベンダーが優しく香る 
オーガニックハンドクリームと 
ハンドソープのセット

3000 Point

指先まで濃密な潤いを与え、すべるようになめらか
な手肌に整えるハンドクリームと、オリーブ油由来
のマイルドな植物性石けん成分をベースにしたハン
ドソープのセットです。
親しみやすいラベンダーの香り。

64

商品番号 カテゴリー

1202 美容・スキンケア

アクアラニー 321（全身化粧水）
[内容量：200ｍL] 

たっぷりのミネラルを含み、 
保湿力に優れた深層水使用。 
さっぱりとした使い心地で 
全身に使えます。

3000 Point

たっぷりの水分で、透明感のあるうるおい肌に整えます。
様々なミネラルを含み、保湿力に優れた深層水を使った
化粧水です。サッパリとした使い心地で顔から足先まで全
身にお使いいただけます。

65

商品番号 カテゴリー

1203 美容・スキンケア

ラブネス　スキンローション（整肌化粧水）
[内容量：120ｍL] 

敏感肌用スキンケア。 
さっぱりとした整肌化粧水で、 
キメを整え、しっかり潤します。

3000 Point

爽やかな使い心地でイキイキとした素肌にサッパリとした
整肌化粧品で、しっかりと肌のキメを整えます。無香料・無
着色、ノンアルコール、ノンパラベン、弱酸性。厳選された
植物の力で美肌に導く敏感肌のための低刺激スキンケア。

66

商品番号 カテゴリー

1204 美容・スキンケア

ラブネス　モイスチュアミルク（乳液）
[内容量：120ｍL] 

敏感肌用スキンケア。 
しっとりスベスベの素肌に整える乳液。

3000 Point

なめらかで素肌にスルスルとなじみます。
ノンアルコール・ノンパラベンで肌にやさしい乳液です。
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商品番号 カテゴリー

1205 美容・スキンケア

YOKIBI　エッセンスシャンプー
[内容量：300mL] 

ドライヘアも年齢を重ねた髪も、 
ハリとコシ、ボリュームのある髪に 
洗いあげます。

3000 Point

美容成分をたっぷり含んだ贅沢なシャンプー
やわらかな泡立ちでパーマやヘアカラーでパサついた髪を
シットリ洗い上げます。＜ノンシリコン・ノンアルコール＞
特長成分：楊貴美原液、いろどりセリシン、真珠エキス 、マ
カデミアナッツFE

68

商品番号 カテゴリー

1206 美容・スキンケア

YOKIBI　エッセンストリートメント
[内容量：300ｍL] 

パーマやヘアカラーで傷んだ髪を 
しっとりつややかに整え、 
まとまりとボリュームのある髪に 
仕上げます。

3000 Point

濃厚な美容液成分でダメージヘアをいたわります。
パーマやヘアカラーで傷んだ髪をしっとりつややかに整
え、まとまりのある髪に仕上げます。＜ノンシリコン・ノン
アルコール＞
特長成分：楊貴美原液、いろどりセリシン、真珠エキス、マ
カデミアナッツFE

69

商品番号 カテゴリー

1207 美容・スキンケア

スキンケアマッサージジェル
[内容量：150ｇ] 

みずみずしい素肌を手に入れる 
フェイスマッサージ専用ジェル。

3000 Point

肌への密着性に優れ、肌をシットリと潤し、潤白成分がク
スミを感じさせない素肌へと導きます。

70

商品番号 カテゴリー

1208 美容・スキンケア

ブランメール　コンシーラー
色が選べる  イエロー、オークル

ファンデーションで隠しきれない 
シミやソバカス、クスミ、 
目の下のクマや赤みをカバーします。

3000 Point

使いやすいスティックタイプで肌を美しく整えてカバーし
ます。
気になるところを目立たないようにカバーする、スティッ
クタイプのファンデーション 。曇りのない明るい美しさを
実現します。
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商品番号 カテゴリー

1096 チケット

【株主優待限定】 
イデアインターナショナル直営店 
3000円割引券
[有効期限：2019年4月30日まで/期間中、全国のイデアインターナショナル直営店舗で10,000円

（税抜）以上のお買い物につき3,000円割引いたします/1会計につき1枚利用可能/一部店舗では利
用することができませんので予めご了承ください。] 

当社の直営店でぜひショッピングをお楽しみください

3000 Point

直営店情報はこちら
https://idea-in.compg=shop
使用不可店舗
▪イデアセブンスセンス：三井アウトレットパーク入間/
ジャズドリーム長島/渋谷ヒカリエShinQs
▪トラベルショップミレスト：渋谷ヒカリエShinQs
▪Good GIFT GO：全店
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2018年 11月1日［木］‒ 2019年4月30日［火］有効期限：

お問い合わせ先：株式会社イデアインターナショナル ショップ事業部
TEL03-5446-9512［平日10:00 ー17:00］

期間中、全国のイデアインターナショナル直営店舗へこちらの
チケットをご持参頂くと¥10,000 (税抜)以上のお買い物につき¥3,000割引

¥3,000割引
V

IP 《限定 》イデア株主様ご優待券

ご注意  ● 商品購入時に、スタッフへ本券をお見せください。 ● このチケットは 2019年4月30日［火］までご利用いただけます。 ● このチケットは他の
割引・クーポンとの併用はできません。 ● 釣り銭のお支払い、領収書の発行は行なえません。 ● 本券を他人に譲渡、換金することはできません。 ● セー
ル品、一部商品は対象外です。  ● 1会計につき1枚ご利用可能です。

＜ 使 用 不 可 店 舗 ＞ ： ■ IDEA SEVENTH SENSE 三井アウトレットパーク入間 /  IDEA 
SEVENTH SENSE 三井アウトレットパークジャズドリーム長島 / IDEA SEVENTH SENSE 
渋谷ヒカリエ ShinQs ■TRAVEL SHOP MILESTO 渋谷ヒカリエ ShinQs ■Terracuore 
東急百貨店東横店 ■ GOOD GIFT GO 全店

詳しいショップ情報は右記のQRコードをご覧ください。

■ 株主優待 ¥3,000OFF
サイズ：W 135 × H 70 mm　用紙：　カラー：表カラー / 裏モノクロ　部数：　納期：　

表：

2018/08/28

裏：
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商品番号 カテゴリー

2001 食品

RIZAPウォーター　24本セット
[内容量：500mLペットボトル×24本/成分：※100mLあたり：エネルギー：0Kcal、たんぱく質：
0g、脂質：0g、炭水化物：0g、ナトリウム：1.26mg、カリウム：0.25mg、カルシウム：0.90mg、マ
グネシウム：0.61mg/備考：二酸化ケイ素（シリカ）※1Lあたり：82mg、硬度※1Lあたり：48mg、
PH値：7.3/賞味期限：2020年8月以降のものが届きます。提供：RIZAPグループ株式会社] 

大山山麓で採水された天然水。 
「水溶性シリカ」が豊富な、 
のど越しの良い美味しい軟水です。

3000 Point

糖質を控えることで、食材から水分を摂ることが少なくな
ります。女性は、1日2リットル 、男性は1日3リットルが摂
取目安です。

73
商品番号 カテゴリー

2101 ライフサポート

GLOVY クエン酸飲料
[内容量：200g（約20杯分）/主成分：ビタミンB1、B2、B6、C、クエン酸、コラーゲン、グルコサミン、
コエンザイムQ10配合/賞味期限：2020年9月/提供：SDエンターテイメント株式会社] 

アクティブな身体を強力サポート。

3000 Point

運動時のエネルギー補給に、水に溶かして飲むパウダータ
イプ。運動時の水分補給としてお飲みください。
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商品番号 カテゴリー

2102 チケット

SDエンターテイメント株主優待券 4枚
[お一人様に限り、下記レジャーのいずれかを無料でご利用いただけます。/映画：1作品／ボウリング：
3ゲーム／ゲーム：メダル300枚（メダル機設置店に限る）／フィットネス：1回優待利用（13歳以上）
／ネットカフェ：1回のご利用で3時間まで／シュミレーションゴルフ：30分/有効期限：平成30年11
月～平成31年4月/提供：SDエンターテイメント株式会社] 

本券1枚で弊社施設のレジャーをお楽しみいただけます！

3000 Point

余暇活動の充実は、人々の心と身
体を健康にすると考えています。そ
して、皆さまの暮らしが充実した幸
せな日々になることが願いです。ア
ミューズメントからフィットネスま
で、毎日の暮らしが少し幸せになる
ご施設利用券です。

75
商品番号 カテゴリー

2201 美容・スキンケア

Anges アンジェス マミィボディクリーム150g
[内容量：150g（約1 ～ 2ヶ月分）/提供：株式会社エンジェリーベ] 

高保湿なのにベタつかない！ 
ワンランク上のボディケアクリーム

3000 Point

しっかりと妊娠線を予防したい方に。妊婦の方が
「安心して使用」「リラックスできるひととき」への
思いからこだわって作り上げました。

“テラクオーレ”オリジナルアロマ配合。天然のや
さしい香りです。
天然由来成分99％以上配合の国内製造にこだ
わったクリーム。
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商品番号 カテゴリー

2308 美容・スキンケア

リラックスホイップクレンジング
[本体サイズ：W51mm×H168mm×D51mm、内容量：150g/香り：ベルガモットの香り/提供：
株式会社ジャパンギャルズSC] 

生クリームのような 
上質もっちり泡で包み洗顔！ 
炭酸泡タイプ洗顔料

3000 Point

面倒な泡だては不要！ワンプッシュ
するだけでスクリューノズルから手
ではつくる事のできないなめらか
でもっちもちの弾力濃密泡がたっ
ぷり出てきます。

77
商品番号 カテゴリー

2402 美容・スキンケア

どろあわわ
[内容量：110ｇ（約30回分）/無香料、無着色、無鉱物油、石油系界面活性剤不使用/提供：株式会
社健康コーポレーション] 

どろあわわが新しくなりました
もっとやさしく、もっとごっそり

3000 Point

米と発酵の力でお肌をほぐして汚
れが落ちやすい環境を作る新発想
洗顔。3種の泥成分と5種の美容成
分でしっかり落とすのに洗いあがり
しっとり。透明柔らか肌へと導びき
ます。
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商品番号 カテゴリー

2403 美容・スキンケア

どろジェルクレンジング
[内容量：150ｇ（約1ヵ月分）/無着色、無香料、無鉱物油、合成界面活性剤不使用、オイルフリー /提供：
株式会社健康コーポレーション] 

泥ブレンドのクッションジェルでやさしく、 
するんとメイクオフ

3000 Point

落ちにくいメイクも頑固な毛穴汚れも、3種の泥の力で素
早くオフ 。たっぷりの保湿成分も配合しているので、スッ
キリするのにしっとりモチモチの洗い上がりです。
オイルフリーでマツエクにも使用できます。
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商品番号 カテゴリー

2404 ライフサポート

ひとてまい
[栄養機能食品（ビタミンE）/1袋100g　※計量スプーンの付属はございません。1回3ｇほど（小さ
じ1杯分）を目安にお召し上がりください。（約30杯分）/■原材料名：食物繊維（ポリデキストロー
ス）、コラーゲンペプチド、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、オリゴ糖、海洋深層水ミネラル粉末、トレハロー
ス、ビタミンE、乳酸カルシウム、ヒアルロン酸、ビタミンB1、ビタミンB6、（一部にゼラチンを含む。）
※原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。/賞味期限：
2020年5月31日/提供：株式会社健康コーポレーション] 

スプーン1杯に毎日の栄養たっぷり！ 
サッとひとふりの健康習慣

3000 Point

炊飯時やお料理、お飲物にサッと入
れるだけで、味を変えずに栄養アッ
プできる粉末タイプの健康食品で
す。偏食気味のお子様や栄養不足
が気になる方へ。
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商品番号 カテゴリー

1038 キッチン雑貨

BRUNO　アルファベットタンブラー スリム 350
[本体サイズ：横幅φ65mm、高さ195mm、重量：170g/材質：内びん：ステンレス鋼、胴部：ステ
ンレス鋼(アクリル樹脂塗装）、フタ：ポリプロピレン（発泡ポリプロピレン内蔵）　せん本体：ポリプロ
ピレン・ABS樹脂　フタパッキン/せんパッキン：シリコーン"/機能：容量350mL、保温効力65度以
上（6時間）、保冷効力：11度以下（6時間）] 
柄が選べる  A、H、K、M、R、Y、MY

大人気の 
アルファベットタンブラーが 
スリムになってリニューアル！

4000 Point81
商品番号 カテゴリー

1039 キッチン家電

BRUNO　グリルポット用アイアンリッド
[本体サイズ：φ242×H60[㎜ ](取っ手含む）、重量：約1800g/材質：ほうろう加工] 
色が選べる  ホワイト、レッド

無水調理が愉しめる グリルポット専用の鋳物蓋

4000 Point

食材の水分を使った無水調理がで
きるので、旨みの凝縮した煮物や蒸
し料理などが愉しめます。食卓に上
質な印象を与える、重厚感のあるデ
ザインも◎。

＜無水調理の仕組み＞
ポイントは密閉性の高いフタとフタ
の裏にある小さな突起。食材から
でた蒸気を逃さず鍋の中で循環さ
せるので、旨みたっぷりに仕上がり
ます。

※「BRUNOグリルポット」専用の
鋳物蓋になります。

82

商品番号 カテゴリー

1040 トラベル雑貨4000 Point

使用する国・地域に合わせてスライドさせるだけで該当
のプラグに切り替わる海外用変換プラグアダプタです。
海外でスマホやPC、デジカメなどの充電する際に欠か
せないアイテム！
USB出力が2ポート搭載されているので、同時に2台の
接続が可能です。

※海外専用のため日本国内では使用できません。
※変圧器ではございません。

83 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1041 インテリア雑貨

BRUNO　ラウンドトーンウォールクロック
[本体サイズ：横幅250mm、高さ250mm、奥行70mm、重量450g/材質：本体：ABS樹脂、レンズ：
ポリスチレン/付属品：単3形電池×1、掛けネジ×1/機能：ステップ秒針/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  カラフル、モノトーン

文字盤がぷっくり浮き出た 壁掛け時計

4000 Point

白い文字盤に浮き出た数字が印象的なデザイン。
「カラフル」はグラデーションカラーのインデックス
を愉しめるデザイン。

「モノクロ」はシンプルなインデックスが特徴的です。

84

ホーローのような真っ白なボトルは、保温・保冷対応の
THERMOSの魔法瓶タイプ。
保温も保冷も長時間のキープが可能のため、時間が
たっても美味しく飲んで頂けます（6時間後でも保温効
力は65度以上、保冷効力は11度以下をキープします）。
重さは超軽量の170g。スリムなボディなのでカバンで
もかさ張らず収まり、持ち運びも楽々です。
また、アルファベットは全部で7種類。お気に入りのイ
ニシャルで持ったり、どなたでも使いやすい「My」も
おすすめです。いつでもおいしいドリンクをお気に入り
のイニシャルと一緒に持ち運べます。

MILESTO UTILITY  
トラベル用変換プラグアダプタ
[本体サイズ：横幅61mm、高さ55mm、奥行50mm、重量105g/材質：本体：ポリカーボネート、
付属巾着：ナイロン/機能：USBポート2個口、合計2,100mA（2個同時使用の際は、それぞれ1,000
ｍAずつとなります。）/備考・補足：海外専用品のため日本国内での使用はできません。/カラー：
ブラック] 

海外旅行の必需品！ 
取扱説明書不要の変換アダプタ
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商品番号 カテゴリー

1042 トラベル雑貨4000 Point85
商品番号 カテゴリー

1043 キッチン家電

BRUNO　 
コンパクトホットプレート用グラスリッド
[本体サイズ：横幅307mm、高さ100mm、奥行211mm、重量約1200g/材質：ガラス、フェノー
ル樹脂/機能：耐熱温度差：120℃ ] 

機能性抜群！  
料理を魅せるコンパクトホットプレート専用ガラス蓋

4000 Point

調理の様子を確認できる耐熱ガラ
ス製。付属のフタより高さがあり、
深さのある器を使った蒸し料理も
愉しめます。自立する取っ手と、テー
ブルに水滴が垂れにくいフタの構
造が機能的。
※こちらの商品は「コンパクトホッ
トプレート」専用です。「ホットプ
レート グランデサイズ」には対応
しておりませんのでご確認の上ご
選択ください。

86

商品番号 カテゴリー

1085 オーガニック化粧品

テラクオーレ　ダマスクローズ  
ヘアトリートメントミルク ディープリペア
[内容量：100ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

髪にリッチで濃厚なうるおい。 
ダマスクローズが甘くピュアに香る、 
ノンシリコンの洗い流さない 
ヘアトリートメント

4000 Point

リッチなミルクが髪の先まで包み込んで、ドライヤーの熱
や紫外線から受けたダメージを補修。日本人の髪質にあ
わせて丁寧に作られた、洗い流さないタイプのヘアトリー
トメントです。亜麻仁油（アマニ油）とアルガンオイル（アル
ガニアスピノサ核油）が、髪にハリとコシを与えてすこや
かに整えてくれます。ハイビスカス花エキスとキビ種子エ
キスが、フレッシュでなめらかな、潤いにあふれた髪に。
ピュアでみずみずしい、高貴なダマスクローズの香り。

87
商品番号 カテゴリー

1086 オーガニック化粧品

テラクオーレ　ベルガモット エアリースムース 
シャンプーコンディショナーセット
[シャンプー内容量：250ｍL/コンディショナー内容量：200ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認
証SoCert取得。香り：ベルガモット] 

するっと指通りの良い、 
さらさらとまとまりのある 
しなやかな仕上がりへ

4000 Point

ダメージの少ないノーマルヘアの方のための
スムースケアライン「ベルガモット」。
みずみずしい潤いを与え、さらさらと風にな
びくような軽やかな仕上がりです。
比較的ダメージの少ないノーマルヘアの方、
頭皮がベタつきやすい方、
軽やかな洗いあがりがお好みの方に。

88

商品番号 カテゴリー

1087 オーガニック化粧品

テラクオーレ　シトラスネロリ モイストエンリッチ 
シャンプーコンディショナーセット
[シャンプー内容量：250ｍL/コンディショナー内容量：200ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認
証SoCert取得。香り：シトラスネロリ] 

ボリュームを抑えて、 
毛先までしっとりと 
まとまる仕上がりへ

4000 Point

乾燥で髪の広がりやうねりに悩む方のため
のモイストケアライン「シトラスネロリ」。
頭皮に潤いを与え、毛先まで髪を補修し、
しっとりまとまりのある仕上がりです。
乾燥によるパサつきで広がりやすい髪の方、
カラー等によるダメージ（枝毛/切れ毛）が気
になる方、髪がゴワついてしまう方に。

89
商品番号 カテゴリー

1088 オーガニック化粧品4000 Point

「ローズで磨く、素肌力」
オリーブオイルとオリーブ石鹸のコンビネーションで、メイ
クアップはもちろん、毛穴の汚れや余分な皮脂、汗やほこ
りなどもきちんとオフ。ダブル洗顔の必要はありません。
ジェルのようなミルクタイプのテクスチャーで、ノーメイ
ク時の洗顔料としてもお使いいただけます。
洗いながらエイジングケアし、みずみずしいハリ肌に整え
ます。
ダマスクローズの香り。

90

商品番号 カテゴリー

1089 アロマ雑貨4000 Point

14種類のエッセンシャルオイルをブレンドし
た、奥深く魅力的な香り。
甘く官能的で、魅力的な自分を感じることが
できそうな香りです。
昔から西洋人が好んで媚薬に使っていたハー
ブ（カルダモン 、パチョリ 、べチパーなど）な
どを絶妙にブレンド。

91
商品番号 カテゴリー

1090 オーガニック化粧品

テラクオーレ　カモミール バーム
[内容量：30ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

肌荒れを防ぐ集中保湿バーム

4000 Point

「肌を慈しむ、マザーハーブの潤い」

カームケアライン「カモミールシリーズ」の
お助けバーム。
季節の変わり目や環境の変化でデリケート
になりやすい肌を穏やかに整えます。
お子様から男性まで、家族みんなの肌をすこ
やかに整えます。
肌荒れを防いで保湿し、しっとりやわらかい
肌に。
手のひらの体温でやわらかく溶け、肌にすっ
となじんでべたつきません。
リラックスできそうな、フルーティなカモ
ミールの香り

92

商品番号 カテゴリー

1209 美容・スキンケア

リレント　クレンジングオイルS
[内容量：120ｍL] 

肌に優しい植物性オイル使用。 
スルスルとメイクになじんで、 
水で簡単に洗い流せます。

4000 Point

より素肌に優しい成分で汚れをしっかり落とす。
水で簡単に洗い流すことのできる、肌に優しい植物性クレ
ンジングオイルです。＜ノンパラベン・無香料＞

93
商品番号 カテゴリー

2002 食品

コーンスープ＆ほうれん草スープセット
[【コーンスープ】内容量：25g×6袋【ほうれん草スープ】内容量：25g×6袋/賞味期限：2019
年7月以降のものが届きます。提供：RIZAPグループ株式会社] 

【コーンスープ（6包）】コーンの優しい香りと甘さが楽しめ
るなめらかなスープです。/【ほうれん草スープ（6包）】ほ
うれん草のコクとまろやかな味わいのポタージュです。

4000 Point

70℃のお湯を注ぐだけで簡単に
しっかりたんぱく質が摂れるスープ
です。しかも、糖質約70％オフ！！
ブランロールなどのパンに合わせ
れば朝食にぴったりです。

94 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1044 インテリア雑貨

BRUNO　クッションテーブル
[本体サイズ：横幅335mm、高さ135mm、奥行252mm/材質：テーブル部：天然木、クッション部：
カバー：ポリエステル/ポリウレタン　マイクロビーズ：ポリスチレン/備考・補足：クッションカバー
洗濯可] 
色が選べる  カーキ、ネイビー

場所を選ばずいつでもどこでも使える  
クッション＆テーブル

5000 Point

リアルウッドを使ったテーブルと、
肌触りの良いマイクロビーズ入りの
クッションがセットになりました！
テーブルはゴムで留めるタイプなの
で、取り外して別々でもご使用いた
だけ、テーブルの角には溝があるの
で、ゴムがずれにくく安全です。
ソファーやベッドの上ではもちろ
ん、車の中やアウトドアなど場所を
選ばずお使いいただけます。クッ
ションカバーは丸洗いできるので
衛生的！

95
商品番号 カテゴリー

1045 インテリア雑貨

BRUNO　LCDレトロアラームクロック S
[本体サイズ：横幅140mm、高さ65mm、奥行83mm、重量210g/材質：本体:ABS、レンズ：PS/
付属品：単3形電池×2/機能：電波受信（40 ／ 60kHz自動切替）、12時間表示、フリップアクションディ
スプレー、電子音アラーム、スヌーズ、バックライト/電源：単3形電池×2] 
色が選べる  レッド、ブラウン

レトロなパタパタクロックを 
デジタルで表現した電波クロック。

5000 Point

レトロなパタパタ感をデジタルで表現した「LCDレトロア
ラームクロック」。
長年愛され続けているパタパタクロックをデジタルにする
ことで、時間調整やアラーム設定などをよりスムーズに簡
単にできるようになりました。
※サイドにあるロータリースイッチを回してアラームや時
刻を設定できます。
時間の刻み方を忠実に再現した個性的な目覚まし時計。
時刻の設定が不要の電波時計です。

96

テラクオーレ　 
ダマスクローズ クレンジングミルク
[内容量：125ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

《Terracuoreリピート率No.1》 
W洗顔不要のクレンジングミルク。 
たっぷりと配合した美容成分で、 
みずみずしくしなやかな肌へ

テラクオーレ　 
ブレンドエッセンシャルオイル エロス
[内容量：10ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証ICEA取得] 

＜直営店人気NO.1アロマ＞《甘く、官能的》 
魅力的な自分をみつけられそうな、 
オーガニックエッセンシャルオイル

Hütte トラベルオーガナイザー
[本体サイズ：横幅230mm、高さ120mm、奥行25mm/材質：表：ポリエステル、裏：ポリエステル、
付属：牛革/機能：内側：ファスナーポケット×2、カードポケット×6、その他ポケット×4、ペンホルダー
×1/外側：オープンポケット×1] 
色が選べる  ホワイト、ネイビー、ブラック、迷彩

旅をアクティブに
愉しむための
オーガナイザー
パスポートや航空券、その他貴重品がひと
まとめにできるオーガナイザー。硬貨も収
納できるファスナーポケット 、カードホル
ダーも充実。ショルダーストラップを調節し
て、肩掛け・斜め掛けと2WAYで持てる仕
様。こだわりの立体縫製で、プロダクトデザ
インのような美しいフォルムを実現。立体
的なカットの組み合わせとシームレスな縫
製は、持つ人の体に優しくフィットします。
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商品番号 カテゴリー

1046 アロマ雑貨

BRUNO　ノスタルアロマランプ
[本体サイズ：横幅106mm、高さ162mm、奥行106mm、重量約420g※素材の特性上、サイズ・
重量に個体差があります。/材質：本体：ABS、上部カバー：ガラス/付属品：専用電球×1/機能：ラ
イト(使用電球：口金 E26/30W)、アロマポット/備考・補足：コード長：1.8m※交換用専用電球は
別売りしております。/電源：AC100V/カラー：ダークウッド] 

灯りを魅せる、 
懐かしさと香りが漂うアロマランプ

5000 Point

美しい光を放つフィラメントの灯りが、どこか懐かしい佇
まいのアロマランプ。
上部のくぼみにアロマオイルを垂らせば、ランプの熱で
ゆっくりと香りが広がります。
ガラス製なので残ったオイルは洗い流すことができ、お手
入れがしやすい仕様になっています。

97
商品番号 カテゴリー

1047 トラベル雑貨

Hütte メッセンジャーバッグS
[本体サイズ：横幅225mm（横幅最大値300ｍｍ）、高さ170mm、奥行80mm/材質：本体：ポリ
エステル、付属：牛革] 
色が選べる  ホワイト、ネイビー、ブラック、迷彩

立体縫製でスマートな印象のコンパクトメッセンジャー

5000 Point

マグネットでスマートな開閉ができる
メッセンジャー。
Sサイズは貴重品や文庫本、ペットボト
ルなどおでかけのマストアイテムが
すっきり収まるサイズ感。
フラップの裏には、ICカードなどの収
納に便利なポケット付きです。

こだわりの立体縫製で、プロダクトデ
ザインのような美しいフォルムを実現。
立体的なカットの組み合わせとシーム
レスな縫製は、持つ人の体に優しく
フィットします。

98

商品番号 カテゴリー

1048 キッチン家電

IDEA Label　発酵フードメーカー
（ヨーグルトメーカー）

[本体サイズ：横幅130mm、高さ281mm、奥行138mm、重量650g、容器容量1,000mL/材質：
本体：ABS樹脂、カバー：AS樹脂、容器・計量カップ・スプーン：ポリプロピレン/付属品：容器×2、
計量カップ、スプーン/機能：定格消費電力：30W/電源：AC100V] 
色が選べる  ベージュ、レッド

ヨーグルトや甘酒、チーズが作れる  
おうちでかんたん発酵フードメーカー

5000 Point

細かく設定できる温度調節機能と
タイマー機能を搭載し、ヨーグルト
や甘酒、カッテージチーズ 、塩麹、
ワインビネガーなど、かんたん操作
で自家製の発酵フード作りが可
能！
16のレシピが掲載されている専用
レシピブックも付属しており、買っ
たその日から気軽に自家製の発酵
フード作りを楽しめます。

99 web申込限定 商品番号 カテゴリー

1049 インテリア雑貨

BRUNO　イージータイムクロック
[本体サイズ：横幅320mm、高さ320mm、奥行48mm、重量940g/材質：本体：スチール/ABS、
レンズ：ガラス/付属品：単3形アルカリ電池×1、掛けネジ×1/機能：ステップ秒針/電源：単3形電
池×1] 
色が選べる  ネイビー、ブラウン

細かな表記で時刻が読みやすい  
スタイリッシュなウォールクロック

5000 Point

カラーリングの異なる時針・分針・秒針
がわかりやすく時を伝える知育クロッ
ク。
スチールフレームとすっきりしたデザイ
ンが洗練された印象を与えます。
真ん中にはBRUNOのオリジナルロゴ
がちょこんとデザインされています。
お部屋にも合わせやすい2カラーから
お好みのものをお選びください。

100

商品番号 カテゴリー

1091 アロマ雑貨

テラクオーレ　アロマディフューザー
[内容量250ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 
香りが選べる  ラベンダー、エバーグリーン

自然でやさしく気品ある香りの 
オーガニックアロマディフューザー。 
リビング、寝室、玄関などの 
日常の空間を 
ワンランク上質に彩ります。
2種類よりお選びいただけます。

5000 Point

ラベンダー：2種のラベンダー精油
をブレンドした、すがすがしい開放
感を感じる香り。
エバーグリーン：高原にどこまでも
広がる森林のように、こころに深い
静寂をもたらす厳かな香り。

101 web申込限定 商品番号 カテゴリー

2309 ライフサポート

エテルノ 濃縮プラセンタ（10本）
[内容量：1本50mL×10本/栄養成分（1本あたり）：[カロリー ]42.5kcal ／ [たんぱく質]1.8g ／ [脂
質]0g ／ [炭水化物]8.9g ／ [ナトリウム]0 ～ 30mg/賞味期限：2020年8月/提供：株式会社ジャ
パンギャルズSC] 

本物を知る女性たちに 
選ばれ続ける信頼の美容ドリンク！

5000 Point

シリーズ累計販売数330万本突破
の実感できる美容ドリンク。希少で
濃度の高いプラセンタエキスを1本
に35,000㎎、プレミアムコラーゲ
ンを5,000㎎も配合！

102

商品番号 カテゴリー

2405 美容・スキンケア

エステナード パーフェクトリフトジェル
[内容量：80g/パラベンフリー、アルコールフリー、合成着色不使用、無香料、無鉱物油/提供：株式
会社健康コーポレーション] 

ハリを実感！ 
オールインワンジェルで叶える 
集中保湿ケア！

5000 Point

集中型浸透ペプチドを含む全45種類の美容液成分が、肌
のすみずみへ行き渡り、潤い溢れる弾むような肌に導く
1本6役のオールインワンジェルです。

103
商品番号 カテゴリー

1050 キッチン家電

BRUNO　ダブルヒータートースター
[本体サイズ：横幅310mm、高さ225mm、奥行292mm、重量3000g/材質：本体：鋼(ガリバリ
ウム鋼板)、ステンレス、ガラス、ベイキングトレイ：鋼(アルミメッキ鋼板)/付属品：ベイキングトレ
イ、パンくずトレイ/機能：上下ヒーター ON/OFF切り替え、焼き網取りはずし可　定格消費電力：
1,000W、庫内容量12L タイマー：最大15分/カラー：オリーブ] 

上品な存在感際立つ  
ヒーター切り替え式のオーブントースター

6000 Point

コンパクトなシルエットながら、食
パンが2枚横に並ぶ広々サイズの
トースター。
スマートシルエットですっきりとし
たキッチンを演出します。
上下に1つずつ設置されたパワフル
なヒーターは、ダイヤルを回してそ
れぞれON/OFF切り替えが可能で
す。

104

商品番号 カテゴリー

1051 インテリア雑貨

BRUNO　ウッド温湿ウォールクロック
[本体サイズ：横幅298mm、高さ298mm、奥行53mm、重量925g/材質：本体：ウッド/MDF、レンズ：
ガラス/付属品：単3形電池×1、掛けネジ×1/機能：連続秒針、温度計、湿度計/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  ナチュラルウッド、ダークウッド

ラフタッチなインデックスが目を惹く、 
温湿計付き壁掛け時計

6000 Point

「ウッド温湿ウォールクロック」は、
ナチュラルなウッドフレームに手書
き風のインデックスが柔らかな印
象の壁掛け時計。

温度、湿度を一度に確認できるシン
プルなデザインは、どんなインテリ
アにも馴染みます。

連続秒針で、カチカチ音が気になら
ないタイプです。

105
商品番号 カテゴリー

1052 キッチン家電

BRUNO　マルチスティックブレンダー
[本体サイズ：横幅63mm、高さ365mm、奥行68mm、重量570g＊本体サイズ・重量はブレンダー
スティック使用時。重量：本体＋ブレンダー (スティック)570g、本体＋チョッパー (ボトル)770g、本体
＋ホイッパー 540g/材質：本体：ポリプロピレン、ブレンダースティック：ポリプロピレン/ステンレス
鋼、ホイッパー：ABS樹脂/ステンレス鋼、チョッパー：ABS樹脂/ステンレス（チタニウムコーティング）、
ブレンダーカップ：AS樹脂/付属品：ホイッパー、チョッパーボトル、ボトル用フタ、チョッパーボトル
専用カッター、ブレンダーカップ（500mL）、お手入れブラシ、専用レシピリーフ] 
色が選べる  アイボリー、ピンク、グリーン

毎日のお料理に！ 
1台5役の 
マルチなブレンダー

6000 Point

つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立て
るがこれ1台で！
アタッチメントを付け替えて、片手
で簡単調理。
下ごしらえからドリンク 、離乳食づ
くりまで毎日のお料理をサポートし
ます。
6つのレシピが掲載された専用レシ
ピリーフ付き。

106

商品番号 カテゴリー

1053 アロマ雑貨

BRUNO　ウッドアロマミスト
[本体サイズ：横90mm、高さ140mm、奥行90mm、重量約340g、コード長さ約180cm/材質：天
然木/PP ※天然木を使用している為、色・木目は異なります。/付属品：専用ACアダプター /機能：
加湿方式：超音波式、運転モード：連続/間欠、水切れ自動停止機能、LEDライト機能(弱/強/ゆら
ぎ)　アロマオイル対応、タッチセンサー /備考・補足：タンク容量：約100mL（気化カップ）/電源：
AC100V専用アダプター ] 
色が選べる  ナチュラルウッド、ダークウッド

リアルウッドの質感とモダンな灯りを楽しむアロマミスト

6000 Point

インテリアになじむリアルウッドの
アロマミスト。
リアルウッドのナチュラルな質感を
愉しめます。
下部が光る間接照明タイプでイン
テリアランプとしても使用可能。
LEDライトは気分に合わせて選べ
る、弱/強/ゆらぎの3段階切り替え
式。

107
商品番号 カテゴリー

1054 インテリア雑貨

BRUNO　電波ラウンドウォールクロック
[本体サイズ：横幅300mm、高さ300mm、奥行33mm、重量730g/材質：本体：ABS、レンズ：ガ
ラス/付属品：単3形アルカリ電池×1、掛けネジ×1/機能：ステップ秒針、電波受信（40/60kHz自
動切換）、電波受信ON/OFF機能/電源：単3形電池×1] 

エンボスデザインの電波ウォールクロック。

6000 Point

数字が浮き出たデザインの壁掛け
時計。ラウンドしたガラスやスリム
なフォルムが特徴的です。

108
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商品番号 カテゴリー

1055 アロマ雑貨

BRUNO　アロマモイスチャー
[本体サイズ：横幅125mm、高さ130mm、奥行125mm、重量700g※素材の特性上、サイズ・重
量にばらつきがあります。コード長：約1.8m、カップ容量：約100mL/材質：ガラス/PP/ABS/付属
品：専用ACアダプター /機能：加湿量：約30mL/h、加湿方式：超音波式、運転モード：連続/間欠、
水切れ自動停止機能、LEDライト機能、アロマオイル対応、タッチセンサー /電源：AC100V専用ア
ダプター /カラー：ホワイト] 

香りと潤いがゆらぎ、 
至福のひとときを演出するアロマディフューザー

6000 Point

幻想空間を演出してくれる超音波アロマディフューザー。
ミストでアロマを広げるので、パーソナルスペースの加湿器と
してもお使いいただけます。
また、様々なカラーに変化するLEDライト付きなので、演出照
明としてもおすすめ。
ガラスのデザインが幻想的な光の陰影を作り出します。

◆アロマ対応の超音波式ディフューザー /パーソナルスペース
の加湿もOK！
◆7色のLEDライトに加え、ろうそくのようにやさしく光るゆ
らぎモードを搭載。
◆タッチセンサーでスムーズ・簡単な操作が可能。
◆ミストスイッチとライトスイッチは独立に動作するので、ミス
トのみ、ライトのみで使用可能。

109
商品番号 カテゴリー

1092 オーガニック化粧品

テラクオーレ　ダマスクローズ   
シャンプーヘアマスクセット
[シャンプー内容量：250ｍL/ヘアマスク内容量：200ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証
SoCert取得。] 

根本からふんわり、ボリュームのある 
弾むようなツヤのある仕上がりへ

6000 Point

パーマやカラーリングを繰り返す髪に、豊かなハリ・コシ・
ツヤを与え、根本からふんわりと弾むような仕上がりです。
髪が細く絡まりやすい方、ハリ・コシなくペタンとなりやす
い方、パーマやカラー、エイジングで髪がやせ細ってしまっ
た方に。
ピュアでみずみずしい、高貴なダマスクローズの香り。

110

商品番号 カテゴリー

1093 オーガニック化粧品

テラクオーレ　マグノリア ブライト セラム
（美容液）

[内容量：30ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。香り：ラベンダーブレンド] 

ゆきわたる潤いでキメを整え、 
輝くような素肌に導く 
ジェルタイプの美容液

6000 Point

濃厚でみずみずしく、肌にすっとなじむ美容液で
す。マグノリア（オオバオオヤマレンゲエキス）とナ
イアシンアミドが、すこやかな肌バリアをサポー
ト 。カンゾウ根エキスやコウジ酸が潤いを与えて
キメを整え、肌本来の輝きを引き出します。

111
商品番号 カテゴリー

1098 オーガニック化粧品6000 Point

「ローズで磨く、素肌力」
濃密な潤いとハリツヤを与え、上質な輝きの美肌
に仕上げるオイル美容液。
しなやかになじみ、ダマスクローズ（ダマスクバラ
花エキス）とビルベリー果実エキスが、キメ細やか
なふっくら肌に整えます。

112

商品番号 カテゴリー

2202 美容・スキンケア

Anges アンジェス マミィボディクリーム380g
[内容量：380g（約3 ～ 4ヶ月分）/提供：株式会社エンジェリーベ] 

高保湿なのにベタつかない！ 
ワンランク上のボディケアクリーム

6000 Point

しっかりと妊娠線を予防したい方に。妊婦の方が
「安心して使用」「リラックスできるひととき」への
思いからこだわって作り上げました。

“テラクオーレ”オリジナルアロマ配合。天然のや
さしい香りです。
天然由来成分99％以上配合の国内製造にこだ
わったクリーム。

113
商品番号 カテゴリー

2203 ライフサポート

Anges アンジェス 葉酸＆マカ
[内容量：45.6g（1粒重量380mg×120粒）/賞味期限：2020年1月22日/提供：株式会社エンジェ
リーベ] 

本当に必要なものだけを 
「ぎゅっ！」と詰め込んだ葉酸サプリ

6000 Point

厳選したビタミン・ミネラルや天然の健康・美容
成分の植物発酵エキス配合のお腹の赤ちゃんと
ママの健康のためにできた葉酸サプリです。
体力維持をサポートするマカ配合で妊活中の方に
もおすすめです。

114

商品番号 カテゴリー

2310 ライフサポート

エテルノ 発酵コラーゲン 
[内容量：1本510mg×120粒/栄養成分（4粒あたり）：[エネルギー ]10.73kcal/[たんぱく質]1.13g/
[脂質]0.60g/[炭水化物]0.21g/[ナトリウム]3.88mg/賞味期限：2020年8月/提供：株式会社ジャ
パンギャルズSC] 

素材と製法にこだわったコラーゲン配合美容サプリメント。

6000 Point

プレミアムコラーゲン・コンドロイチン含有のフカ
ヒレエキス・美容成分の卵黄レシチンの3大パワー
を高配合！うるおいのある美しさをサポートしま
す！

115
商品番号 カテゴリー

2406 美容・スキンケア

エステナード 薬用ホワイトジェル
[内容量：70g/※専用機械は別売りです。エステナードソニックローズ（P32/商品番号：2413）と合
わせてご使用ください。/提供：株式会社健康コーポレーション] 

年齢サインにアプローチ！ 
透明感のある美肌へと導く美白ジェル

6000 Point

メラニンの生成を抑える美白有効成分プラセンタや、コ
ラーゲン、ヒアルロン酸を贅沢に配合。美白、ハリ、保湿と
年齢肌に必要なケアがこれ1本で。
オールインワンジェルとして普段のスキンケアにも美顔器
でのケア用ジェルとしても、お使いいただけます。

116

商品番号 カテゴリー

2407 美容・スキンケア

ボニック プレミアムリフトジェル
[内容量：300g/※専用機械は別売りです。ボニックプロ（P32/商品番号：2411）と合わせてご使用
ください。/提供：株式会社健康コーポレーション] 

お肌を引き締める専用ジェル

6000 Point

ぷるっとうるおい。マシンと一緒に、
毎日のお手入れにもお使いいただ
けます。

117
商品番号 カテゴリー

2408 ライフサポート

プリスティ
[1箱90粒入【27.09g（1粒総重量301mg×90粒）】摂取目安量：1日3粒　30日分　原材料名：
デキストリン、アミノ酸粉末（5－アミノレブリン酸リン酸塩含有）、結晶セルロース、ステアリン酸カル
シウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、微粒二酸化ケイ素、セラック、カルナウバロウ※原材料をご参照
の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。/賞味期限：2019年8月31日
/提供：株式会社健康コーポレーション] 

注目成分ALAを配合した 
自らキレイをつくるサプリ

6000 Point

健康面でも美容面でも注目されている成分「ALA」を贅
沢配合した、若々しくありたい女性のためのサプリメント。
キレイを作る力をサポート。

118

商品番号 カテゴリー

1056 インテリア雑貨

BRUNO　電波ビンテージウッドクロック
[本体サイズ：横幅300mm、高さ300mm、奥行48mm、重量760g/材質：本体：ABS、レンズ：ガ
ラス/付属品：単3形アルカリ電池×1、掛けネジ×1/機能：電波受信(40/60kHz自動切替、電波受
信ON/OFF、ステップ秒針/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  ホワイト、ブルー、ブラウン

ビンテージの風合いが際立つ 
壁掛け電波時計

7000 Point

BRUNOより、ビンテージデザインの壁掛け時計が登場！
色合いの異なる板を組み合わせたような文字盤がオシャレなお部屋を演出して
くれます。
便利な電波時計の為、時刻調整も不要です。

【電波時計とは・・・】
独立行政法人情報通信研究機構の日本標準グループが管理を行っている標準
電波を受信して、時刻及びカレンダーを自動修正する時計です。10万年に1秒の
誤差といわれるセシウム原子時計を基に、日本に2箇所ある電波送信所から、
標準電波が送信されます。
送信された電波を受信し、受信した標準電波の情報を処理して、時刻やカレン
ダー等のデータを基にして、正しい時刻・カレンダーを表示します。わずわらし
い時刻合わせの必要はありません。

「日本標準時電波」は、福島県（40kHz）と九州局（60kHz）から日本全国に送
信されています。

119
商品番号 カテゴリー

1057 インテリア雑貨

BRUNO　電波コレクションフォントクロック
[本体サイズ：横幅300mm、高さ300mm、奥行45mm、重量820g/材質：本体：スチール/ABS樹脂、
レンズ：ガラス/付属品：単3形電池×1、掛けネジ×1/機能：電波受信（40/60kHz自動切替）、電波
受信ON/OFF、ステップ秒針/電源：単3形電池×1] 
色が選べる  カーキ、ブラック

個性的なフォントをかき集めた 壁掛け電波時計

7000 Point

様々なフォントをランダムに配置した、遊び心あふれるデザイン。
無骨なデザインは、お部屋で存在感を放ちます。

120

テラクオーレ　ダマスクローズ　 
デューオイル　20ｍL（美容オイル）
[内容量：20ｍL/原産国：イタリア/オーガニック認証SoCert取得。] 

ハリと輝きに満ちた肌のための 
集中ケアオイル
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商品番号 カテゴリー

1210 美容・スキンケア

リナレス　クリアネスシート（美容液）
[セット内容：クリアネスシートA　4袋（8回分）、クリアネスシートB　10mL×2本] 

「抗シワ効果」※を持つスペシャルケア。 
3D生コラーゲンをダイレクトに取り込んで、 
ピンとしたハリ感を是非手に入れてください。
※クリアネスシートA（効能評価試験済）

7000 Point

最新美容液成分で格の違う保湿
力。バラプラセンタエキスなどリッ
チな美容成分はもちろん、この美容
液のためだけに、最新美容成分を
配合しています。

121
商品番号 カテゴリー

1058 トラベル雑貨

Hütte メッセンジャーバッグL
[本体サイズ：横幅：300mm（横幅最大値400mm）、高さ：260mm、奥行：115mm、材質：本体：
ポリエステル、付属：牛革] 
色が選べる  ホワイト、ネイビー、ブラック、迷彩

持ちやすさとディテールにこだわったメッセンジャー

8000 Point

キャリーオンできる背面ループの付い
た大容量サイズのメッセンジャー。
小物の収納に便利な前面のファスナー
ポケット、直接メイン収納へアクセスで
きる背面の隠しファスナーなど、持ちや
すさにこだわったディテールです。
こだわりの立体縫製で、プロダクトデ
ザインのような美しいフォルムを実現。
立体的なカットの組み合わせとシーム
レスな縫製は、持つ人の体に優しく
フィットします。

122 web申込限定

商品番号 カテゴリー

1059 トラベル雑貨

Hütte バックパック
[本体サイズ：横幅265mm(横幅最大値340mm)、高さ375mm、奥行130mm/材質：本体：ポリ
エステル、付属：牛革] 
色が選べる  ホワイト、ネイビー、ブラック、迷彩

フォルムが際立つ 
立体縫製のバックパック

8000 Point

キャリーオンできる背面ループの付いたスクエア
フォルムのバックパック。
マグネットでスマートな開閉ができ、天面にはファ
スナーを配置。
背面には直接メイン収納へアクセスでき、荷物の出
し入れがしやすい隠しファスナー付き。
こだわりの立体縫製で、プロダクトデザインのよう
な美しいフォルムを実現。
立体的なカットの組み合わせとシームレスな縫製
は、持つ人の体に優しくフィットします。

123 web申込限定 商品番号 カテゴリー

1211 美容・スキンケア

ラ・セラール　ドロゥワーラニー（美容液）
[内容量：30ｍL] 

とろりとした美容液がキメを整え、 
肌のターンオーバーをサポート。 
和漢植物エキスとビタミンCの 
相乗効果で乾燥を防いで、 
輝きと透明感あふれる 
美しい肌に整えます。

8000 Point

クスミ・乾燥をケアしてしっとり艶やかな素肌に。
トロリとしたエッセンスが素早くお肌に広がり、水分不足
のお肌を潤します。和漢植物エキスが肌本来の透明感を
よみがえらせます。

124

商品番号 カテゴリー

2409 ライフサポート

CHARTY WOMEN
[内容量：30包（445mg×60カプセル）/18.1g（301mg×60粒）/13.5g（450mg×30粒）/提供：
健康コーポレーション] 

女性の妊活※の準備に。3種のサプリメントを1袋に。

8000 Point

これから妊活をしたい方にもおす
すめのサプリメント 。山芋に含まれ
る成分「ジオスゲニン」や妊活※に
役立つ葉酸を配合。

※妊活中の栄養成分
※成分詳細はWEBにてご確認下さ
い。

125
商品番号 カテゴリー

2410 ライフサポート

CHARTY MEN
[内容量：30包（7.5g（250mg×30粒）/27g（300mg×90粒）/7.5g（250mg×30粒）/提供：
株式会社健康コーポレーション] 

妊活※男子のパフォーマンスサプリ　

8000 Point

男性のパフォーマンスを支える5つの成分を配合。元気バ
ランスを整え、妊活を応援します！

※妊活中の栄養補給
※成分詳細はWEBにてご確認下さい。

126

商品番号 カテゴリー

1060 キッチン家電

BRUNO　コンパクトホットプレート
[本体サイズ：横幅375mm、高さ140mm、奥行235mm、重量2.3kg(平面プレート、フタ使用時)、
2.3kg(たこ焼きプレート使用時)/材質：本体:スチール/フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャス
ト/付属品：平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード/機能：定格消費
電力：1200W、プレート取り替え式、温度調節（65℃～250℃）、安全装置（サーモスタット/温度ヒュー
ズ）、フッ素樹脂コートプレート/電源：AC100V] 
色が選べる  ホワイト、レッド、シェルピンク、ネイビー、ペールピンク

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番 
コンパクトホットプレート

9000 Point

累計販売台数100万台突破*の大人気アイ
テム！毎日の食卓を彩るテーブルウエアの
新定番BRUNO（ブルーノ）ホットプレート。
今までのホットプレートにはなかった鋳物
ホーローをイメージしたデザインはテーブル
ウエアのように食卓を彩ります。

127
商品番号 カテゴリー

1061 インテリア雑貨

BRUNO　ツーフェイスフレンチレトロクロック
[本体サイズ：横幅301mm、高さ246mm、奥行88mm、重量935g/材質：本体：ABS樹脂、レンズ：
ガラス/付属品：単3形電池×2、掛けネジ×2/機能：両面文字盤、ステップ秒針/電源：単3形電池×2] 
色が選べる  アイボリー、グリーン

両側から時間を確認できる フレンチレトロな壁掛け時計

9000 Point

リビングとキッチン 、吹き抜けなど
広いお部屋で活躍する両面時計。
それぞれの面に時刻調節ダイヤル・
電池BOXがついております。両面
を合わせ、ネジ・ナットで固定してご
使用ください。
上品でカジュアルながら、お部屋で
パッと目を惹くデザインです。

128

商品番号 カテゴリー

1062 キッチン家電12000 Point

BRUNO「コンパクトホットプレー
ト」に姉妹アイテム誕生！テーブル
ウェアのような多機能電気鍋です。
食卓を華やかに彩るホーロー風の
鍋は、電源ベースから取り外して直
火もOK。内側はセラミックコート
が施され、揚げ物カバー、蒸し網も
付属しているため、「煮る」・「焼く」・

「蒸す」・「揚げる」と1台4役で幅広
く活躍します。

129
商品番号 カテゴリー

1063 キッチン家電

BRUNO　トースターグリル
[本体サイズ：横幅405mm、高さ221mm、奥行238mm、重量3900g※横幅は持ち手部分を含む 
※重量はベイキングトレイ含む。※蓋オープン時 高さ：約315ｍｍ 奥行：350mm 
庫内広さ 横幅：295mm 高さ：75mm奥行：160mm コード長：1.8m/材質：本体：スチール/ガ
リバリウム鋼板/ガラス・フェノール樹脂/ベイキングトレイ：スチール（アルミニウムコーティング）/
付属品：ベイキングトレイ、専用レシピリーフ/機能：30分計タイマー、上下ヒーター ON/OFF切り
替え、焼き網取はずし可] 
色が選べる  ホワイト、レッド

焼きたてあつあつを食卓でシェアできる  
トップオープン式トースター＆グリル

12000 Point

トースターとグリルが一体化！
食卓で焼きたてをシェアできる
トップオープンタイプ 。高温か
つ短時間で焼き上げる上下の
ヒーターはそれぞれON/OFF
切り替えが可能。焼く、あぶる、
温めるなど幅広い愉しみ方で、
朝食のパンから夕食のメイン
料理まで多彩に活躍します。8
つのレシピが掲載された専用
リーフ付き。

130

商品番号 カテゴリー

1064 キッチン家電

BRUNO　コンパクトホットプレート
 (プリントシリーズ)
[本体サイズ：横幅：375mm、高さ：140mm、奥行：235mm、重量：約2.3kg(平面プレート、フタ
使用時/たこ焼きプレート使用時)/材質：本体：スチール/フェノール樹脂、プレート：アルミダイキャ
スト/付属品：平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード/機能：定格消
費電力：1,200W、フッ素樹脂コート、プレート取り替え式、温度調節/電源：AC100V] 
柄が選べる  レモンフラワー、ブループリント、シトラスリーフ、ペスカトーレ

【限定】毎日の食卓を彩るテーブルウェアの新定番！

12000 Point

累計販売台数100万台突破* ！毎日
の食卓を彩るテーブルウェアの新定
番！大人気のコンパクトホットプレー
ト 、2018春夏限定カラーはまるで食
器のようなデザインがテーブルを華や
かに彩るプリントシリーズが新登場。
A4サイズのコンパクトなホットプレー
トは、毎日の食卓からちょっと特別な
パーティーシーンまで、幅広く活躍し
ます。2 ～ 3人にちょうど良いサイズ
で、毎日のお料理～おうちパーティー
まで幅広く食卓で“つくる”を愉しめ
ます。*2018年4月30日時点

131
商品番号 カテゴリー

1212 メイク用品

YOKIBI　エッセンスパウダーファンデーション
色が選べる  ピンク、ライトオークル、オークル

オリジナル美容成分楊貴美原液配合。 
微粒子パウダーが小ジワ・毛穴や肌のクスミをカバーし、 
潤いを一日中保つ通年対応ファンデーション。

12000 Point

優しく広がり、滑らかな感触のパウダーファンデーション。
気品を感じさせる深いツヤとキメ細かくなめらかな真珠のような輝きを与えるファンデーション。
美しい仕上がりが長持ちします。SPF15・PA++

132

BRUNO　グリルポット
[本体サイズ：横幅307mm、高さ211mm、奥行248mm※"横幅は持ち手部分を含みます。鍋サイ
ズ：W307×H150×D248[mm]重量：約2.2㎏（鍋、フタ使用時）/材質：本体：スチール/アルミ
/ABS樹脂、鍋：アルミ/スチール/フェノール樹脂/ステンレススチール、揚げ物カバー・蒸し網：スチー
ル/付属品：揚げ物カバー、蒸し網、マグネット式脱着電源コード/機能：定格消費電力：1000W、鍋：
内側表面セラミックコート、温度調節/備考・補足："※付属のレシピには本体の金額表示がございま
す。予めご了承くだ] 
色が選べる  ホワイト、レッド

煮る・焼く・蒸す・揚げるをマルチにこなす  
ホーローライクな多機能鍋（電気鍋）

web申込限定web申込限定

数 量 限 定数 量 限 定



31 32

商品番号 カテゴリー

1300 アパレル雑貨

YSACCS Polka Dots リュックサック Sサイズ
[本体サイズ：W270×H300×D100、重量375g/材質：ナイロン×エナメル合皮付属/機能：ナイ
ロン撥水加工/提供：株式会社シカタ] 
色が選べる  ブラック、ネイビー、パープル

水玉柄がかわいい 
機能性抜群のミニリュック！

16000 Point

2017年春夏に登場して以来、大人
気のミニリュック 。お出かけにちょ
うど良いサイズ感に、オリジナルの
水玉柄がマッチしたキュートなバッ
グ。メイン素材には撥水加工が施さ
れているので雨の日も安心です。

133 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

2204 アパレル雑貨

ライザップ監修 骨盤ケア・トレーニングガードル
[カラー：ブラック、ベージュ/サイズ：S、M、L、LL/素材：ナイロン、ポリウレタン/その他：[クロッチ
裏]綿100％ /企画デザイン：日本/生産国：ベトナム、中国/提供：株式会社エンジェリーベ] 
色が選べる  ブラック、ベージュ

はいた瞬間サイズダウン！ 
エンジェリーベプロデュース 

［ライザップ監修］骨盤ケアガードル

13000 Point

エンジェリーベとライザップのノウ
ハウを詰め込んだ骨盤ガードルで
す。はくだけで正しい姿勢に導き、
正しい筋肉を使うことで正しい歩
き方になり消費カロリーの上昇に
つながります。

134 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1066 キッチン家電

BRUNO　ホットプレート グランデサイズ
[本体サイズ：横幅480mm、高さ155mm、奥行280mm、重量3200g※平面プレート、フタ使用時
/材質：本体：スチール/フェノール樹脂、プレート：アルミダイキャスト/付属品：平面プレート、たこ
焼きプレート、マグネット式脱着電源コード/機能：定格消費電力：1200W、フッ素樹脂コート、プレー
ト取り替え式、温度調節/電源：AC100V] 
色が選べる  ホワイト、レッド

食卓に笑顔が集まる、 
愉しさ広がる！大きくなったホットプレート登場！

16000 Point

毎日のお料理～おうちパーティまで様々なシーンで活
躍する食卓の主役が、4 ～ 5人で愉しめるグランデサイ
ズに。鋳物ホーロー鍋をイメージしたデザインはテーブ
ルウェアのように食卓を彩ります。
保温～250℃まで無段階で調整ができ、本格的なレシ
ピも作れる満足の火力。
サーモスタット機能付き、マグネットタイプの電源コー
ドで安心してお使いいただけます。
フッ素樹脂コートが施された平面プレートとたこ焼き
プレートがセットに。【焼く】はもちろん、フタを使って

【蒸す】もおしゃれにこなします。コンパクトホットプレー
トよりも多く焼けるグランデサイズたこ焼きプレートは
全部で35穴あります！

135 web申込限定 商品番号 カテゴリー

1301 アパレル雑貨18000 Point

大ぶりなリュックにも関わらず、軽量に仕上がった
すっきりリュック。
シンプルなデザインでコーディネートしやすく、通
勤やご旅行にと様々なシーンでご使用いただけ
ます。
さらっとした手触りのナイロンタフタに撥水加工
を施し、雨の日も安心な仕様になっています。

136 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1302 アパレル雑貨

LA BAGAGERIE  
ウォータープルーフナイロン 3wayバッグ
[本体サイズ：W370×H380×D100、重量550g/材質：ナイロン×牛革付属/機能：ナイロン撥水
加工/備考：3wayバッグ/提供：株式会社シカタ] 
色が選べる  ブラック、グレイ×ネイビー、ベージュ×ネイビー

ロングセラーの3wayリュック

18000 Point

2013年に販売以降、バガジェリー
のアイテム売上で常に上位に入る大
人気のリュック。
ショルダーストラップを付け替える
ことにより、セミショルダー、クロ
スボディ、バックパックと3wayでご
使用いただけます。お出かけ時には
ショルダーで持っていただき、荷物
が増えたらリュックにする、といっ
た持ち方が簡単にできます。

137 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1067 トラベル雑貨

STLAKT バックパック
[本体サイズ：横幅300mm、高さ460mm、奥行160mm、重量660g、横幅最大値450mm/材質：
ブラック、ネイビー、クラシックグレー・・・表地：ポリエステル、裏地：ポリエステル、付属：牛革/機能：
内側：ガジェット用ポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×1、ペンポケット×2/外側：
オープンポケット×2、ファスナーポケット×1] 
色が選べる  ブラック、ネイビー、クラシックグレー

トートバッグとしても使えるハンドル付きバックパック

18000 Point

ハンドル付きなので、移動の際や乗り
物内ではトートバッグとして持つこと
も可能なバッグパック。
フロントポケットは大きめなので折り
たたみ傘やペットボトルも収納いただ
けます。
テープのサイドには、ファスナーポケッ
ト付き。中のクッション材の入ったポ
ケットには、15インチサイズまでのタ
ブレットやパソコンの収納が可能です。
2本のテープが滑走路イメージのアイコ
ンデザインになっているのもポイント。
機能が満載のバックパックはシンプル
でスッキリとした縦長フォルムが魅力
です。

138 web申込限定

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

2411 美容・スキンケア

ボニックプロ
[セット内容：本体、充電台、アダプター、取扱説明書（保証書）/サイズ：約W90×D95×
H115mm/本体約263g※専用ジェルは別売りとなります。ボニックプレミアムリフトジェル（P28/
商品番号：2407）と合わせてご利用ください。/提供：株式会社健康コーポレーション] 

一台で三役。本格ボディケア

18000 Point

プロのエステティシャン監修のもと、高級エステ
サロンで採用されている

「RF」「キャビテーション」「EMS」を搭載！

139
商品番号 カテゴリー

1068 トラベル雑貨

STLAKT 3wayブリーフバッグ
[本体サイズ：横幅430mm、高さ270mm、奥行105mm、容量 約10L/材質："ブラック、ネイビー、
クラシックグレー・・・表：ポリエステル、裏：ポリエステル、付属：牛革/付属品：ショルダーストラッ
プ/備考・補足：縫製製品の為、サイズはおおよその値となります。 
＊撥水加工は防水加工とは異なるため、長時間の雨水では水が染みこむ場合がございます。] 
色が選べる  ブラック、ネイビー、クラシックグレー

3WAYに活躍する、 
収納力抜群のブリーフバッグ

20000 Point

大きく3つに分かれた内装構造で荷物の整理がしやすく、PC
も直接収納できるクッションポケット付きのブリーフバッグ
です。
同シリーズのガーメントポーチがぴったり収まるサイズ感。
手持ち・ショルダー・バックパックの3WAY仕様の為、シーン
に合わせて使い分けが出来ます。

140

商品番号 カテゴリー

2311 キッチン家電

マイエイチボトル
[サイズ：W230mm×H335mm×D95mm/セット内容：本体、カートリッジ、アダプター、取扱説
明書/重量：1.1kg/材質：PET、ABS/カラー：ホワイト/提供：株式会社ジャパンギャルズSC] 

いつでもどこでも 
高濃度水素水を手軽に！

25000 Point

高濃度の水素水が生成可能！たった5分で高濃度
水素水が生成できます。充電式なので持運び
OK。防滴仕様なのでお手入れが簡単。
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商品番号 カテゴリー

2412 美容・スキンケア

エステナードリフティ
[サイズ：W約68×D58×H154/重量：132g/本体：ION電極＝ABS樹脂、RF・EMS電極＝SUS/
付属商品：電源アダプター、巾着、クロス※専用ジェルは別売りです。パーフェクトリフトジェル（P26/
商品番号：2405）と一緒にご使用下さい。/提供：株式会社健康コーポレーション] 

EMSで表情筋エクササイズ！ 
ハリ覚醒を叶えるエステ級美容

28000 Point

「EMS」［RF」「イオン」の3つの機能を搭載
した最新美顔器。表情筋の細部にアプ
ローチし、肌をじんわりと温め、
角質の奥に美容液成分を届けます。

142

商品番号 カテゴリー

2413 美容・スキンケア

エステナードソニック［ローズ］
[サイズ：約180×46×46mm/重量：約145g/材質：本体＝ABS樹脂/付属商品：コットンリン
グ、単三乾電池4、ACアダプター※専用ジェルは別売りです。薬用ホワイトジェル（P28/商品番号：
2406）と一緒にご使用下さい。/提供：株式会社健康コーポレーション] 

毎日のお手入れで潤いチャージ！ 
超音波でエステ級の仕上がり

28000 Point

毎秒最大800万回の超音波振動でお肌を優しくトリートメント。
さらにイオンの力で美容液成分をお肌の隅々に届け、潤いある透
明肌へと導きます。

143
商品番号 カテゴリー

1213 美容・スキンケア

アステローペ　８点セット
[セット内容：クレンジングクリーム：100ｇ/ウォッシングクリーム：100ｇ/コールドクリーム：100ｇ/
スキンフレッシュナー：150mL/スキンローション：120mL/モイスチュアローション：120mL/ミル
クローション：120mL/モイスチュアクリーム：30ｇ] 

糖化に着目したエイジングケア　シリーズ　フルラインセッ
ト 。年齢ととも肌に現れる黄グスミ 、シワやタルミの原因：

「糖化」に着眼したのがアステローペシリーズ 。全製品に配
合した成分はこだわりの自然派原料。内側から輝くようなす
こやかな肌へ導きます。

36000 Point

肌の糖化に着目し、糖化による肌のクスミやハリ 、弾力の低下をケ
ア 、輝くようなみずみずしい肌へ導く成分を配合しました。使用さ
れているのは、島根県産有機栽培で一輪一輪手摘みされた食用に
も使用されるバラ「紅香姫（あかひめ）」から抽出したハイブリッド
ローズ花エキス、そしてマチルス樹皮エキス、甘草リーフエキスなど
の自然派原料。クレンジングから洗顔、マッサージ、整肌、保湿まで、
すべての製品に配合しています。神話にも登場する、明るく青い光
を放つ星の集まり「昴（すばる）」の一つアステローペ星のように未
来に輝く美しい肌をご実感ください。

144

 YSACCS 前ポケットリュックサック 
[本体サイズ：W390×H370×D120、重量400g/材質：ナイロン×牛革付属/機能：ナイロン撥水
加工/提供：株式会社シカタ] 
色が選べる  ブラック、グレー、カーキ、ネイビー

超軽量！大容量バッグパック
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詳しいお申込み手順（WEB申込期間は2018年10月9日から2018年12月27日17：00までです。）

① 株主優待お申込みサイトへログイン・サービス利用登録

1 同封されている「株主優待WEBお申込みログイン用ID・
パスワードのご通知」で、優待ポイント・IDなどを確認

2 イデアインターナショナルのお申込みサイトへアクセス

https://idea-in.com/yutai/

3 「株主優待お申込みサイト」のトップページを表示

スマートフォンの場合

4 株主優待通知書に記載のユーザID※とパスワードを 
入力の上、「ログイン」をクリック

5 ご利用規約をご確認の上、 
「規約に同意して登録」ボタンをクリック

6 クッリクをンタボ」へジーペ認確「、上の力入ごを目項要必

7 クッリクをンタボ」へ了完録登「、上の認確ごを容内録登

8 こちらの画面が表示されると、商品申込が可能となります

※アンケートを実施しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします

※ユーザIDはログインIDと同じです

「ログイン」アイコンをタップする
とログインフォームへ移ります

スマートフォンの場合

今年度の
使用可能ポイント

株主優待サイトに
ログインするのに必要な、
ユーザID※・パスワード

② 優待商品お申込み

9 TOPページより「商品検索」に、カタログでお選びいた
だいた商品の商品番号（数字 4 桁）を入力し、「検索」
をクリック

10 商品のサイズや色展開がある場合はご希望のものをプ
ルダウンで選択し、個数を入力の上、「カゴに入れる」
をクリック

※お持ちのポイントの範囲内で、お好きなだけ商品をお選びください

11 申込商品をご確認の上、「申込手続きへ」ボタンをクリック

12 お届け先住所を選択の上、「選択したお届け先に送る」
ボタンをクリック

※ 別途お届け先を指定する場合は「新しいお届け先を追加する」より
　お届け先情報を登録してください

13 申込内容を確認の上、「申し込む」ボタンをクリック

14 こちらの画面が表示されると申込完了です

画面上部の「商品番号検索」欄
にご入力ください。

お電話でのお申込み方法 注1　お電話でのお申込の場合は、　　　　　　　  の記載のある商品はお選び頂けません。
注2　お電話でのお申込期間は、2018年10月9日（火）から2018年12月27日（木）17：00までです。

優待通知書で
優待ポイントを確認

1 32 4
商品申込み窓口へ

お電話
優待カタログから

お好きな商品を選択
商品ご注文

お手元の株主ご優待券にて
ご確認ください。

下記の番号に
お電話ください

4 桁の商品番号を
お控えください

商品番号、発送先などを
お伝えください。

優待商品申込み 専用ダイヤル 0120-692-185（受付時間：土日祝日を除く10：00～17：00）

POINT 1234

スマートフォンの場合

※ユーザIDは「株主優待WEBお申込みログイン
用ID・パスワードのご通知」に記載している
ログインIDと同じです




