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画像2 画像3 画像4

画像5 画像6 画像7 画像8

画像9 画像10 画像11 画像12

画像1

880 pt 1,355 pt 1,406 pt 1,932 pt

3,960 pt3,410 pt3,030 pt2,310 pt

8,470 pt 9,628 pt 15,620 pt 38,885 pt

オススメ商品

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1451900005 1202000007 1721900017 1251800005 

1002000022 1252100016 2082200777 2082200928 

7012200045 1162000005-1 1202000001 1762000002

★Zootto 今治タオル ハンカチ　シロイルカ イトウ製菓 1枚チョコチップクッキー 1セット(25枚) ラックスMG回転式フック（マグネット） EAトCO　スクウ　サービングスプーン

【ボードゲーム】ハッピーサーモン 日本語版
グリーン

美味彩菜　フライパンにのせて使う蒸し
プレート　20～22cm用 プーマ スポーツ1P･ハンドタオル2P

帰宅困難者支援 18点セット

セイコー  電波掛時計 プレミアムハンドジェル　 5本 CANSAY　nu board　1セット(５冊)　A4判 日動工業　ポータブル電源　ピンバン

手ぬぐいの薄くて乾きやすい特徴とタオルの柔らかさ
と吸水性の良さを併せ持った今治タオル。薄くてかさ
ばらないのでお出かけのお供にも。

1枚入の本格派！●リッチなチョコチップクッキー。
1箱25パック入。

●磁石で設置するタイプの浴室収納。
●取り付けが簡単で、用途にあわせて自在に位
置変更できるマグネットタイプ。

使いやすくシンプルなサービングスプーン。持ち
手の端がフック形状なので、食器や鍋の中にす
べり落ちる心配がありません。

全米大ヒット！お魚ポーチに入ったカードゲーム
「ハッピーサーモン 日本語版」対象年齢6歳以
上、子供から大人まで一緒に遊べるアクション
カードゲーム。

お家のフライパンが蒸し器に早変わり。蒸し料理
は油を使わず低カロリーで食材の栄養価を失い
にくい調理法です。

都会的で洗練されたデザインのタオルが生活
シーンをおしゃれに彩ります。

■2WAYランタン･ランタン用単3マンガン電池･防寒シート･カイロ･
緊急簡易トイレ･防災用ウェットティッシュ（20枚）･防災用ウエット
ボディタオル･宿泊セット用ポーチ･カミソリ･ハブラシセット･二つ折
りコンパクトブラシ･シャンプー&リンス･石鹸（約10g）･タオル（140
匁）･ヘアーバンド･ポケットティッシュ（8W）･カンパン（約100g）･5
年保存水（約500ml）×各1

木枠を使用し大きな文字で時刻がはっきり見え
やすい電波掛時計。
素材：木枠、電池：単3マンガン×1。本体：約
33×33×5cm。

ウィルス対策・予防にオススメ！アルコールの力
でしっかり洗浄できるハンドジェル。ヒアルロン酸
・アロエベラのＷ配合で手指をしっとり潤してくれ
ます。

持ち運びに便利なリングノート形式のホワイト
ボードです。付箋を貼ったり資料を挟んで上書き
するなど、アイデア次第で色々な使い方ができま
す。

災害時でも簡単に電源を確保できるポータブル
電源ピンバン。電源がない場所でも定格250Wま
での電源を簡単に確保できるポータブル電源。
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画像2 画像3 画像4

画像5 画像6 画像7 画像8

画像9 画像10 画像11 画像12

画像1

1,426 pt 1,727 pt 2,220 pt 2,943 pt

3,742 pt3,672 pt3,564 pt3,500 pt

4,536 pt 5,940 pt 6,264 pt 17,604 pt

食品・加工食品

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1002000007 1201900067 1201800078 2382000004-1

1202000069 2351900013 7012200147-1 2402100026

2172200039 2282200007 2282200017 2282200292

カンロ　ピュレグミ　 6袋 レモン アマノフーズ いつものおみそ汁 5種セット 
1箱(10食)

日清食品 日清デカうま 豚キムチ 1ケース(12食) 新潟県産こしいぶき  2kg×2袋

日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ 1
ケース(12食) 春摘み苺アイス（ 18個） 新杵堂  栗きんとん　10個 青森県産つがるロマン　 5kg

蒜山ジャージー　ジャージー乳製品詰合せ やまみ　うにセット 宮崎牛  ステーキ用 銀座梅林　とんかつセット

すっぱいパウダーと後から広がるグミの甘さで、
あまずっぱい味わいが楽しめるフルーツグミがリ
ニューアル。

なす、とうふ、なめこ（赤だし）、赤だし三つ葉入
り、野菜×各2食 ５日間、違う味が楽しめるセット。

でかいだけじゃない！「やみつきテイスト」。●辛
旨キムチオイルがうまさの決め手！

新潟県阿賀北地区で「米作りは土作り」の思いで
環境保全水稲に取り組む米杜氏栽培会が丹精し
たこしいぶき。「美味しいお米を、いつも美味しく」
の思いを産地精米・産地直送でお届け致します。

ビッグな食べ応え！●チリトマトヌードル、12食。 ■内容：苺アイス約20g×18　■総重量：約1800g　 2018年（3年連続）モンドセレクション金賞受賞作品でもある
新杵堂の栗きんとんは国産100％の栗を使用しておりま
す。栗きんとんは栗と味を引き立てるだけの砂糖を熟練の
技にて練り合わせた岐阜県中津川市の銘菓です。

津軽富士「岩木山」をのぞむ津軽中央地帯を中
心に気象・土壌条件に恵まれる適地で作付けさ
れた「つがるロマン」です。

●内容量：のむヨーグルトマンゴー150ml×6本、ス
モークチーズ200g、バター有塩100g●賞味期限：
冷蔵17日●7大アレルゲン：乳

●セット内容:黒ラベル粒うに45g・青ラベル粒うに45g
各2●加工地:日本●配送温度帯：常温【卵】※塩やア
ルコールを加えて仕上げた粒うにのセットです。

●セット内容:モモ150g×2枚●賞味期間:冷凍で55
日●原産地:宮崎県●配送温度帯：冷凍

●セット内容:ロースカツ260g（2枚入）×8、ヒレカツ280g
（8枚入）×4、ソース付●加工地:日本●配送温度帯：冷
凍【小麦・卵】※電子レンジで簡単にお召し上がりいた
だけます。
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画像2 画像3 画像4

画像5 画像6 画像7 画像8

画像9 画像10 画像11 画像12

画像1

1,511 pt 2,214 pt 2,834 pt 3,176 pt

3,840 pt3,564 pt3,409 pt3,333 pt

3,942 pt 4,057 pt 10,199 pt 20,133 pt

ドリンク・お酒

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1201700162 22105055 1082200007 1201900039

1051600200 1051900042 1201900035 1051400088

1202200036 1051900029 1052100002 2041300043

オーバーシーズ ジャンナッツ フルーツティー
アソート 2g

キリントマトジュース　1000ml
（LL紙スリム）（6本入）

伊藤園　強炭酸水 ミネラルSTRONG　
500ml×24本

熱中対策水　日向夏味　 500mｌｘ24本

ボッテガ　ホワイト　ゴールド キリン　午後の紅茶　おいしい無糖　500ml×24本 アクエリアス　1日分のマルチビタミン　
500mｌｘ24本

アサヒドライゼロ　 350ml×24本

ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システム
パック 詰替用 95g サントリー　ＧＲＥＥＮ ＤＡ･ＫＡ･ＲＡ 

やさしい麦茶 濃縮タイプ　180g缶×30本 大吟醸　大洋盛　 1.8L 芋焼酎　魔王　1800ml

フランス・パリ発祥の「ジャンナッツ」の人気の紅茶。
●4種類の香り豊かなフレーバー。
ストロベリー、ピーチ、アップル、マスカット×各10バッ
グ

太陽の光をいっぱいに浴びたみずみずしい完熟
トマトを使用し、トマト本来の豊かな風味と味わい
をお楽しみいただけます。

■内容量：500ml×24本　■原材料：ナチュラルミネ
ラルウォーター、塩湖ミネラル（イスラエル製造）/
炭酸ガス

●汗によって失われるミネラルバランスをとりもど
す。●熱中対策水 日向夏味のペットボトル500ml
です。24本入り。

白い花とドライフルーツの芳香、なめらかでドライ
な味わい。
■750ml　■産地：ロンバルディア

紅茶のシャンパンと称される世界三大銘茶「ダー
ジリン茶葉」使用。クセのないすっきりとした後味
を引き出した本格無糖紅茶。500ml×24本

●1日分マルチビタミンが水分補給と同時に手軽
に摂れる●無果汁●500mlタイプ。24本入。

よりビールに近いクリーミーな泡が楽しめるよう、「泡
立ちを」アップしさらにビールらしいおいしさはそのま
まに「カロリーゼロ」・「糖質ゼロ」を実現しました。

■種類：ゴールドブレンド■内容量：95g 水と本品をまぜるだけで簡単に、おいしいやさし
い麦茶が作れます。水の量によりお好みの濃さ
に調節することが可能です。

蔵人の田圃を始め地元栽培の新潟県開発酒米
「越淡麗」を100％使用。華やかな香りとつやのあ
る味わい、引けの良い後味が特徴です。

天使を誘惑し魔界へ最高の酒を調達する悪魔達
によってもたらされた特別の酒として命名されま
した。熟成酒ならではの飲み飽きない穏やかな
風味はまさに「名門の粋」です。
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画像2 画像3 画像4

画像5 画像6 画像7 画像8

画像9 画像10 画像11 画像12

画像1

802 pt 880 pt 1,548 pt 1,791 pt

9,607 pt3,982 pt3,850 pt2,812 pt

13,860 pt 22,770 pt 29,862 pt 46,089 pt

インテリア・雑貨・家電

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1111500026 1162100016 1272100035 1721800039-1

1721800023 2282200129 1201900005 1692100052

1152200006 7012200043 1692100073 1692000041

【早】★竹ふきん（名刺ポケット付）10個 【sunherb】　ハンドクリーム　
（ラベンダー）

【FDK】ロングライフプラス アルカリ乾電池　単2形
1.5V 6個パック LR14LP(6S)

次が使いやすいゴミ袋20L　半透明
20枚入×5セット

コインランドリー直行便トート型 カトレ　エチケットカッター ライオン 部屋干しトップ 除菌EX 900g/1セット(8個) パナソニック　衣類スチーマー　NI-FS420-W ホワイ
ト

カシオ　G-SHOCK　GMA-S2200-1AJF シロカ 2Wayコードレススティッククリーナー
パナソニック　ペット・防犯カメラ　 KX-HDN215-K　
[ブラック]

東芝　32V型　ハイビジョン液晶テレビ　
レグザ　32S24

竹の繊維で出来た天然素材の布ふきん！
１００％エコ商品です。 ■サイズ：約39×25×115mm　

■内容量：30ml
■外形寸法：幅約154×奥行約51×高さ約27mm
■質量：約370g
■生産国：日本

●ゴミ袋が20枚ミシン目で繋がっているから、取り換え
の手間が短縮でき、更にゴミ箱の底に置いておける
からわざわざ袋に取りに行く手間がありません。

●ランドリーバッグ＆洗濯ネット、移動から洗濯まで。●4人
家族の1日分をまとめ洗い。●コインランドリーや洗濯物を
運ぶ時はランドリーバッグとして、洗濯する時はネットとし
て、2通りの使い方が出来る。

鼻・眉・ヒゲ・耳などマルチに活躍。コンパクトサイズで
持ち運びに便利なUSB充電式カッター。8時間充電で
約30分の連続使用可。

イヤなニオイを防ぎ、汚れとウイルスを落とす。
●900g×8個のお買い得セット。
●粉末タイプ。

●立ち上がり時間約 30秒で、簡単・手軽にサッと使える。
●連続パワフル＆ワイドスチームで、しっかり衣類ケア。

■サイズ（縦×横×厚さ）：48.3×45.7×12.1mm ■質量：46g ■構造： 　
耐衝撃構造（ショックレジスト） 　カーボンコアガード構造 ■防水性
：20気圧防水 ■使用電源・電池寿命：電池寿命：約3年 【外装】 ■
ガラス：無機ガラス ■バンド装着可能サイズ：145～200mm ■その
他：ネオブライト

運転時間：(約)強：10分、標準：25分、付属品：隙
間ノズル、ブラシ付きノズル。本体：約
22×17×106cm。

200万画素 (フルHD ※2)高画質＆自動追尾機能を搭
載。ペットの動きを検出した方向にカメラが自動的に
向くので、動くペットの様子をとらえることができます。

2チューナーでウラ録にも対応。高画質でスタイ
リッシュなレグザ。
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画像2 画像3 画像4

画像5 画像6 画像7 画像8

画像9 画像10 画像11 画像12

画像1

1,398 pt 1,617 pt 1,668 pt 1,829 pt

3,355 pt2,635 pt2,490 pt1,898 pt

4,212 pt 4,353 pt 5,280 pt 5,906 pt

工具・作業用品

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1831400023 1761800071 1761800074 1761800148

1761900048 1641900008 1761900055 1831900063

1201300019 2361900014 1761900047-2 1761800149

カラーコーン　Ｎｏ．７００Ｈ　赤 トラスコ竹ボウキ全長 1700mmTB-3 トラスコ三つ手ちりとり THD-W リングスターミスターチョイスバッグ
CB-300

トラスコ薬用パワーハンドソープ タジマハイロッド 100cm HRD-100 モクケンユーゲルＤＸ 2個 LED合図灯赤青切り替え YDT－600

ダイトスお徳用軍手　１２双入×１０パック DONKEL(ドンケル)
ダイナスティーエアーＤＡ　+

トラスコ　薬用石けん（油汚れ用）　 50個入り ヤマダコーポレーションレバー式グリスガン２００ｍｌ　
KH-32

●サイズ：高さ700ｍｍ●材質：ポリエチレン ●自然に優しい天然素材100%です。●新5段巻で
す。

●ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの
収納に便利です。●屋内、屋外の清掃に。

●驚きの収納力。●PVC加工で耐久性抜群。●使いや
すい多機能ポケットを配置。■外寸(mm)間口×奥行×
高さ:300×160×250■ポケット数(個):7

自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他
各種工場内での手についた油汚れの洗浄に。■容量
(L)：1.0■液色：ベージュ色■主成分:界面活性剤、殺菌
剤、スクラブ剤、保湿剤

軽量アルミ製ロッド。薄くて軽量、持ち運びに便利。表
面は縦目盛、裏面は横目盛。目盛印刷は紫外線に強
い特殊インク使用。長さの許容差：±LmmL＝m単位の
測定長（端数切り上げ）

●原料は天然系ヤシ油の洗剤です。●安全性が高く分解が
早いため、排水汚染の心配がありません。●ごく少量で洗
えます。●一般機械工場、自動車整備工場、ガソリンスタン
ド、印刷工場などにオススメ。

■点灯用スイッチ：赤点滅→青点滅→消灯■サイズ：
全長540mm（発光部340mm×34mmφ）単2乾電池×3
本（別売）■付属品：ストラップ・クリップ

●ｻｲｽﾞ/全長:22.5cm､中指:7.5cm●材質
/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ､綿､その他●重さ/約550g(1ﾀﾞｰｽあた
り)●1ｾｯﾄ=12双入×10ﾊﾟｯｸ

1.LITEDAシリーズに比べ216gも軽くなってフットワーク
も軽快。2.GRIP耐滑性能も50％以上の進化でより安
全。3.SOFTミッドソールのミゾで履き心地ソフト。※お
色違いもございます。

■1箱3個入(1個ずつ袋に入っています)　■主成
分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地

●グリス手詰め専用●建機・農機などのグリスアッ
プ
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画像2 画像3 画像4

画像5 画像6 画像7 画像8

画像9 画像10 画像11 画像12

画像1

6,304 pt 7,398 pt 17,412 pt 18,841 pt

58,080 pt34,394 pt21,512 pt19,491 pt

88,840 pt 121,013pt 131,285pt 424,112pt

工具・作業用品

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1201600122 1831900060 2362100012-4 1761800102

1832000036 1201400045 1642100060 1672000222

2361800071 1642100024 1641900001 1761800121

アルインコ　アルミ踏み台　３段　
ＣＣＡ８０Ｋ

伸縮式点検ミラー（シャフト付き）
200～590mm（ストラップなし)

アルインコ専用脚立ジャガー JAG180B ボッシュ測定用レーザー距離計 GLM50C

【新規格対応】メッシュハーネスMHT-1M/L ＵＤダンディ　運搬台車　Ｗ６００×Ｄ９００×９３５ｍｍ　
３００ｋｇ荷重

マキタ　充電式草刈機　MUR190SDSF HiKOKI コードレスインパクトドライバ WH18DDL2　ス
トロングブラック

アクアシステム乾湿両用電動式掃除機
(100V)EVC-550G18DSL(LXPK) 新ダイワ　エコーバッテリー刈払機 トプコン　ローティング　レーザー　

アルミ三脚付き
IKURAポータブルバッテリー溶接機
ISK-Li160A

軽量で簡単に持ち運びができる 3段タイプの踏台で
す。■収納寸法：W479×D154×H853mm　■段数：3段　■
重量：2.5kg　■耐荷重：100kg　■材質：アルミ合金

3倍拡大鏡で細かなところも大きな表示で確認しやすい。 ■
材質：シャフト伸縮部ステンレス管、ミラーガラス ■シャフトサ
イズ：200～590mm■ミラーサイズ： 45×55mm■型番：KMB－
2055

●片手でバーを持ち上げるだけで楽々収納が可能です。開
閉操作ハンドルは楕円形状なので扱いやすく、負担を軽減
しました。●開閉時や運搬時に発生する「ガチャガチャ音」も
軽減し、音によるストレスの軽減に貢献します。

距離計測、角度計測、測定データのデータ処理、
測定データの転送

●可動式胸ベルトを採用●パラシュート式ベルトアジャ
スターを装備●薄型で周囲の突起に引っ掛かりにくい
構造●糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、
落下衝撃に耐える充分な強度。

タフな環境でも対応できる、丈夫なプロ仕様の運搬
車。●サイズ／Ｗ６００×Ｄ９００×Ｈ９３５ｍｍ●自重
／２３ｋｇ●積載荷重／３００ｋｇ

■付属品：蓄電池(BL1830B)、充電器(DC18SD)、チップ
ソー、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバ
ンド、保護メガネ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ

■標準付属:充電器、No.2 プラスビット、ケース、
予備電池、電池カバー

●乾湿両用で液体に強い、乗せるだけペール缶
用クリーナー。●工作機械の切削液タンクの清掃
に。●廃液回収・機械のメンテナンスに。●加工工
場での切粉回収に。

＜セット内容・付属品＞
■2Pバッテリー１個 ■充電器■チップソー
■ゴーグル■刈刃カバー■標準工具一式 ■肩掛バンド

●人間工学からデザインし握りやすい大きなハンド
ル、機能が分かり易い表示ボタンです。●IP66に加
え、振動、落下、温度、湿度試験をクリアの堅牢設計
です。●1軸の勾配設定も可能です。

●電源いらずでいつでもどこでもすぐに溶接ができま
す。●18kgと軽量で片手で持て、握りやすいハンドル
付きで持ち運びの負担を軽減します。●電源確保が難
しい現場での溶接作業に。
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文具・オフィス用品

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1201800144 1201800139 1201700006 1201300094

1201700138 1201900051-2 1201900054-1 1201700182

1431900026 1201900006 1692000110-1 1692000109

プラスフィットカットカーブスタンダード
対称刃渡り65mm ブルー

ライオン事務器ステープラかるホッチ
30枚とじ1個ピンク

TANOSEE両開きパイプ式ファイルVA4タテ
1000枚収容100mmとじ背幅115mm青　1冊

油性マーカー　マッキープロ　特殊用途ＤＸ細字　黒 
5本

TANOSEE PVCデスクマットダブル(下敷付) 
グリーン1枚600×450mm

プラス　2穴パンチ フォース1/2 Lサイズ
 52枚穿孔　レッド　1台 PPC PAPER High White １箱A4 日本製紙クレシア スコッティ 2倍巻き

(48ロール:12ロール×4パック)

レターケーススリム(浅型引出し10段)L-10SR
ライトグレー

ふせん75ｘ25mm4色5パック
（100冊：20冊ｘ5）

キングジム　　テプラPROテープ　ベーシックパック　
6色セット　黒文字

キングジム　ラベルライター　テプラPRO　SR370

●カーブ形状の刃（ベルヌーイカーブ刃）によって、対
象物をしっかりとつかまえることができる刃角度（３０
度）をキープできます。●低反発グリップ。

コンパクトで強力な省力ステープラです。PPC用紙
なら最大30枚綴じることが可能です！※お色違
いもございます。

●ワンプッシュオープンのとじ具を使用。両開き式
なので、抜き差し頻度の高い書類の保管に便
利。●金属とじ具。

コンクリートの粗面や、濡れたガラス・資材にも書
ける。
●仕様:細書き●インク色:黒●線幅: 1.0～1.3mm

上敷と下敷の上端部が接着固定されているの
で、いつまでもマットがズレずに挟み込みが簡単
キレイ。※サイズ違いもございます。

●穴あけの力を軽減。驚きの軽さ！■穴あけ枚数
：52枚■穴数：2穴■穴間隔：80mm■穴径：6mm■
穴奥行：12mm■ゲージ対応サイズ：A5タテ～A4ヨ
コ

白さ際立つ、高白色タイプのPPC用紙。※サイズ
違いもございます。

■タイプ：シングル　■ロールサイズ：幅114mm×長さ100m　
■ミシン目：あり　■香り：あり　■芯：あり　■芯径：約38mm　
■材質：パルプ＋牛乳パックリサイクルパルプ　■パッケー
ジサイズ：W236×D236×H342mm　■生産国：日本

エコロジーカラーの浅型10段スリムタイプのレ
ターケースです。■商品サイズ（cm）：幅約26.5×奥
行約35×高さ約34.5■引出し内寸（cm）：幅約23×
奥行約32×高さ約2.5

●用途もさまざま。伝言メモにも！しおり・見出し
にも！●食品衛生法適合のり使用。■寸法
：25×75mm■色：イエロー、ピンク、青、緑

テープ色： 赤、黄、緑、青、白、透明
文字色： 黒文字

キングジム SR370 ラベルライタ－「テプラ」PRO（テープ
幅：24mmまで）
■セット内容：本体、ACアダプタ(AC0615J)、試用PRO
テープカートリッジ、取扱説明書(保証書)
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趣味・アウトドア

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

商品番号 商品番号 商品番号 商品番号

ポイント交換商品ラインアップ

1201800041 1181900006 2082200384 1002000023

1262000017 2282200175 2082200361 7012200117

1272000025 2282200323 1692100068 7012200115

ソフト99 ハンネリ280g 112 1個 SUNDRY 折りたたみクッションマットシングル
グリーン

SOLA Relax キャンピング鍋  4点セット 【CLASSIC GAME SERIES】
クラシックゲーム チェス

【エレコム】シガーチャージャー/150cm+USBAポート
/4.8A/インジケータ―付/ブラックMPA-CCL02BK

キャプテンスタッグ　 LEDランタン バーベキューコンロ スリクソン  スイングパートナー II

ヒューレットパッカード ドライブレコーダーf660gkit キャプテンスタッグ　テーブル・ベンチセット ニコン　COOLSHOT　50i　
ゴルフ用レーザー距離計

フィールドチャンプ 電動アシストFDB26EBWH

●汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさ
せます。●新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべ
てのカラーに使えます。 ●塗装の保護およびツヤ出
し。●黒の除く全塗装色用。

折りたたんでコンパクトに収納できるクッションマット。
キャンプなどアウトドア・レジャーシーンで。トレーニン
グ用としてヨガなど日常のシーンで。様々な用途に使
用できます。

■サイズ：鍋大（約 1L）（約φ144×64mm）･フタ兼用フライ
パン（約φ148×30mm）･鍋小（約700ml）（約
φ123×65mm）･フタ兼用皿（約 φ130×15mm）×各1■材質
：ステンレス■重量：約525g■原産国：中国製

誰もが知っている二人用のボードゲーム。 交互にコ
マを動かして相手のキングをチェックメイトした方が勝
ちです。 折り畳み式の大型ボードに木製のコマのセッ
トが入っています。

自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタ
またはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォ
ン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器で
す。

キャンプや災害時にも活躍。コンパクトなので持
ち運びもラクラク。LEDなので電池も長持ちしま
す。

■サイズ：本体（使用時:約520×280×540mm/収納
時:約520×70×280mm）･焼網･炭網･ハンドル×各
1、脚×2■材質：スチール■重量：約3.5kg■原産国：
中国製

素材：本体/スチール、グリップ/ラバー、サイズ
M：約1065mm　パッケージ無し（袋入）。本体：約
107×3×3cm。約550g

内蔵のセンサーを使用した数々の機能により、安
全で快適な運転のためにドライバーをアシストし
ます。

テーブルとベンチがオールインワン収納。1台で
家族4人分、ベンチとテーブルがオールインワン
収納。

●約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」 ●
明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレ
リーフ設計 ●雨天時も安心な生活防水構造

お買い物に。通勤・通学・お出かけに。電動アシ
スト軽快車は、年齢・性別問わず、様々なシーン
で活躍します。フレーム折りたたみ式で収納・移
動時に便利です。
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pt pt pt pt

ptptptpt

pt pt pt pt

ポイント交換商品ラインアップ
オリジナル商品

☆純正作動油 

日立建機の純正作動油  

商品番号

2201500014

12,000

☆純正モリブデングリース 

日立建機の純正モリブデングリース

商品番号

2201200015  

13,000

☆純正エンジンオイル20L（DH1 15W－40）

日立建機の純正エンジンオイル　 20L 

商品番号

2201200018 

13,000

☆純正エンジンオイル20L（DH1 10W－30）

日立建機の純正エンジンオイル　 20L 

商品番号

2201200019 

13,000

☆ＤＸバリア（高性能グリース）

モリブデングリースよりも極圧、耐水、耐熱、防錆性

能を高めた高性能グリース。

商品番号

2201400002

14,000

☆バッテリー（JPK42(R)-55B19R

日立化成の国内産バッテリー

商品番号

2201500012

20,000

☆バッテリー（JPK42-55B19L）

日立化成の国内産バッテリー

商品番号

2201500013 

20,000

☆バッテリー（GH130F51）

日立化成の国内産バッテリー

商品番号

2201500003 

32,000

☆バッテリー（JPN55-70B24L）

日立化成の国内産バッテリー

商品番号

2201500011

35,000

☆バッテリー（JS75D23L）

日立化成の国内産バッテリー

商品番号

2201500009

45,000

☆バッテリー（JPT110-125D31L）

日立化成の国内産バッテリー

商品番号

2201500005   

57,000

☆バッテリー（GH245H52）

日立化成の国内産バッテリー

商品番号

2201500001

130,000


