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山形屋商品券（1000円分）

ng0001

900

フェニックス食事券（1000円分）

ng0003

900

寿福産業お食事券（1000円分）

ng0005

900

康正産業お食事券（1000円分）

ng0004

900

900 900 1,000 1,247

1,300 2,372 3,802 3,910

タイヨー商品券（1000円分） 焼肉なべしま食事券（1000円分） 出水市共通商品券（1000円分） 鹿児島製茶 徳用さつまほまれ 220ｇ

池田製茶 玉露プレミアム 下堂園 しょうが紅茶一煎パック 20袋セット 寿庵の黒豚ハンバーグ ふく福の生うどんセット

本券は、下記のフェニックス系列全店でご利用できます。

吹上庵、いちにいさん、天ぷら左膳、素敵庵、

喜鶴寿司本店、もなかやばあちゃん家

本券は、下記の各店でご利用いただけます。

ふく福、十八番、REDPEPPER、廻る寿司めっけもん、和

処めっけもん、かつ寿、寿庵、SUZAKI、炉の蔵、農園レ

ストランだいだい、はるやま農園食堂お茶の花、TAN吉

本券は、下記の康正産業株式会社各店でご利用いただけま

す。

ふぁみり庵はいから亭、寿しまどか、ファミリアーレキッ

チン

この商品券は、下記の店で共通してご利用いただけます。

・タイヨー・サンキュー・ベリーマッチ・ONLY ONE・グ

ラード

本券はなべしまグループ全店（焼肉なべしま・焼肉なべし

ま薩摩酎房・焼肉薩摩ホルモン舗・鉄板焼薩摩ホルモン

舗・炙り番や・楠の家含む）でご利用頂けます。

本券は、出水市内の地域経済の活性化を図ることを目的に

発行しています。出水市内の加盟店でご利用できます。

とろーりしこしこ、ふわっとした中にコシのあるふく福の

生うどんです。

■内容：生うどん2人前×4パック、粉末スープ×4パック、

めんつゆ1本■アレルギー：小麦・大豆・さば

ng0006

ng0018

ng0008

ng0010

ng0007

ng0016

ng0013

ng0017

鹿児島県各地の旬の茶葉と、上級煎茶の粉茶をブレンド。

蒸らし時間が短くてもおいしく、芳ばしい香りで毎日飲ん

でも飽きないと好評です。

■内容量：220ｇ

「玉露プレミアム」は、風味ととろりとした濃厚な味わい

が楽しめます。

■内容量：100g×1本

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。

鹿児島県産の有機紅茶と有機生姜を使用。独自の技術で、

ナチュラルな香り付けを実現させました。香料・甘味料等

の添加物は一切不使用です。

■内容量：3g ティーバッグ×20袋

肉汁溢れる、食べ応えのある寿庵の特製黒豚ハンバーグ！

■内容：黒豚ハンバーグ焼き上がり150g以上×6個、寿庵

のハンバーグソース×6個

オススメ商品
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博多とんこつラーメン ４食

スープがよく絡む細麺とじっくり煮込んだ豚骨スープ、相

性が良い博多ラーメンセットです。

■内容量：（半生麺90g・豚骨スープ30g)×4食 ■賞味

期限：常温120日

2172100075

1,296

伊勢えびラーメン4食

2082200595

1,447

ブルボン パウンドケーキセレクション
（包装済）

2082000415

1,728

銀座餅15枚入

2082100759

1,944

2,083 2,160 2,268 2,722

3,169 3,240 5,984 7,910

まぼろしの味噌使用もつ２種セット 七瀬乃恵 瓦そば ４食 にんべん 薫る味だしセット １０袋 新杵堂 栗きんとん

大阪 「自由軒」昔ながらの黒ラベルカレー 銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール 銀座プ
チガトー

うなぎ割烹「一愼」うなぎ蒲焼味わいセット 寿庵の黒豚しゃぶしゃぶ

伊勢えびの出汁が効いた塩スープ。海の幸の旨味が凝縮し

た一杯です。

■内容：麺（約110g）･スープ（約30ml）×各4 ■アレ

ルゲン：小麦･えび･かに

素材のおいしさを生かしてじっくりと風味豊かに焼き上げ

たパウンドケーキを詰合せました。■内容：パウンドケー

キ（約286g）■重量：約495g■アレルゲン：卵・乳・小

麦

こだわりの製法でつくりあげた生地を油でカラリと揚げ、

特製甘辛の醤油で仕上げた大判のお煎餅です。

■内容：銀座餅（約28g）×15■アレルゲン：小麦

まぼろしの味噌の深いコクと国産豚小腸の旨みが絡み合い

クセになるおいしさを追求しました。■内容量：まぼろし

の味噌使用もつの味噌焼き180ｇｘ2、まぼろしの味噌使用

もつ煮200ｇｘ2

その昔、瓦で焼き炒めたことから名付けられた「瓦そば」

は、知る人ぞ知る下関名物の豪快な茶そば。■内容：麺

100g×4、つゆ50g×4■賞味期限：常温90日■7大アレル

ゲン：卵、小麦

鰹節専門のにんべんが、プロの料理人も認める上質な味を

ご家庭へお届けします。■内容：薫る味だしかつお8g・薫

る味だしかつお昆布8g×各3、素材薫るだしかつお10g・

素材薫るだしかつお昆布10g×各2

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。

■内容：約23g×6個 ■賞味期限：冷凍30日

大阪の名店、「大阪・難波 自由軒」のオリジナルレトル

トカレーです。泉州産の玉葱をじっくり炒めて、店舗でも

使用しているオリジナルのカレーパウダーを使用。■内容

量：240g×5個（泉州産玉葱使用）

6種類のバラエティ豊かなフィナンシェやマドレーヌの詰

合せです。華やかなギフトボックスに仕上げました。■内

容：フィナンシェ(プレーン･ショコラ･フランボワーズ)､マ

ドレーヌ(ピスタチオ･アールグレイ･マンゴー)×各8(計48)

素蒲焼と鰻の肝煮の「うな丼」セットです。■内容量：鰻

蒲焼60ｇ×2袋、鰻肝煮50g×2袋、特製蒲焼のたれ50ｍｌ

ｘ1本、山椒×4袋■アレルゲン：小麦

鹿児島県霧島市を本拠に構えている渡邊バークシャー牧場

の最高級黒豚バラ肉が計600g！

■内容：黒豚バラ肉300g×2、しゃぶしゃぶ用だし1L、辺

塚だいだいポン酢200ml、うどん4玉

2072100034

2072100001

2172100013

2352100015

2172100141

2031900003

7012200147

ng0015

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。
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扇風機収納袋3枚組

●使わない季節の家電の収納に。●袋をねじってコンパク

トに収納できます■サイズ／約68×115㎝、厚さ：

0.02mm■材質／ポリエチレン

1721800027

509

◇折りたためる収納BOX

1822100024

616

3代目直記ペン（ブラック）

1132100001

770

マーナ ソフトソフトスポンジ

1722100008

1,165

1,980 2,255 3,373 3,421

5,038 6,537 13,963 21,812

5セカンズシャイン (爪磨き) COBセンサーライト NEWまるのすけ 【ゼピール】USBマルチサーキュレーター
DS-J116L

マーナ shupattoショルダーバッグ2Way
（ネイビー）

ベルソス 充電式バスポリッシャーS 空気をプラチナの力で洗う「空気洗濯機」
SHIZUKU CLEAN

大型バルーン衣類乾燥機 SFD-B200DX(W) キワミスト 14L超音波加湿器 ON-jia01

使用しない時はコンパクトに折り畳める収納ボックス。リ

ビングの新聞･雑誌やリモコンの収納、お子様の学用品やお

もちゃの整理整頓に！

■サイズ：本体（約230×170×140mm）×1

定規がなくてもまっすぐ書けるおもしろペン。 カンタンな

図がすぐに作れちゃいます。

■内容：サイズ/約24×167×14mm（インク/黒）1本■重

量：約12g

なでるようなやわらかタッチ、新感覚のやわらかスポンジ

です。

■サイズ：約幅10.5×奥行16×高さ5cm■材質：ポリウレ

タン■生産国：日本

5秒でカンタンにきれいになる爪磨き！普段からネイル

アートをお楽しみのおしゃれ好きな女性の方はもちろん、

男性のかたでも！

■サイズ：約14×90×3mm

高輝度COBライト搭載。光、人感センサー付のセンサーラ

イトです。台座からは簡単に取り外す事ができ懐中電灯と

しても使用できます。

■サイズ：約72×72×77 ■重量：約136g

折りたたみできてコンパクト。■本体サイズ：幅約200×

奥行約238×高さ約127mm（ガードを寝かせた状態）、幅

約200×奥行約238×高さ約300mm（ガードを立てた状

態）

「シュパッ」と一気にたたんでコンパクトになるショル

ダーバッグ。手提げバッグとしてもご利用いただけます。

●サイズ/（バッグ使用時）約46×20cm（折りたたみ時）

約9×12×6㎝●材質/ポリエステル

強力な電動ブラシで力いらず、軽量だから扱いやすい。3  

種類のブラシを使い分けてすみずみまでピカピカにできま

す。

■サイズ：約30×16×高7cm■重量：約1100g

水でお部屋の空気を洗うという新しい発想の空気洗浄機。

■本体サイズ：幅約183×奥行約183×高さ約198mm■本

体重量：約720g■付属品：SHIZUKUナノプラチナウォー

ター

バルーンの中で効率的に温風乾燥、優しい温度でふっくら

仕上げます。

■サイズ：幅700 × 奥行700 × 高さ1500mm■バルーン
サイズ：直径630 × 高さ1010mm

潤う加湿と同時に除菌・消臭・ウイルス抑制！パワフル加

湿で お部屋の隅々までしっかり！

■本体サイズ：幅25.5×奥行25.5×高さ100.5cm■重量：
約3.5kg

1132100037

1072100092

2082200964

1272100090

1272100025

1271900055

1721800009
-2

7012100190

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。
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下堂園 千両(赤) 100g袋

下堂園の象徴でもある千両は、焦げる寸前まで焙煎を行い、

圧倒的な香ばしさを引き出したインパクトあるお茶です。

■内容量：100g

ng0009

1,163

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

1201700162

1,511

鹿児島製茶 特選鳳苑 100ｇ×2本

ng0014

2,219

池田製茶 玉露プレミアム

ng0018-1

2,380

2,732 2,891 3,460 3,672

3,744 3,905 4,860 5,647

小岩井 無添加野菜 ３１種の野菜１００％
190ｇ缶×30本

下堂園 ゆたかみどり飲み比べセット 池田製茶 玉露プレミアム 小川珈琲 京都 小川珈琲 炭焼珈琲 無糖 1L 紙
パック(口栓付) 1ケース(6本)

「銀座千疋屋」 銀座ストレートジュース６本 バンホーテン バラエティパック 20本×3箱 葉とらずりんごジュース ６本 伊藤園 毎日1杯の青汁 無糖 【機能性表示
食品】

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。■アソート内容：ストロベ

リー、ピーチ、アップル、マスカット×各10バッグ（計40

バッグ）

大根占、頴娃、有明、霧島、知覧など鹿児島県内の優良産

地の旬の茶葉を厳選。芳ばしい香りの引き立つ火入れで、

まろやかな旨みとコクのある味わいが特徴。

■内容量：100ｇ×2本

「玉露プレミアム」は、風味ととろりとした濃厚な味わい

が楽しめます。

■内容量：100g×2本

トマトをベースに野菜のおいしさをしっかり感じられる味

覚です。

■内容量：190g×30本

下堂園で不動の人気を誇るゆたかみどりシリーズ。濃厚で

まろやかな風味、香ばしい香り、バランスのとれた味わい、

それぞれの個性を一度に楽しめる飲み比べセットです。

■内容量：100g×3 袋

「玉露プレミアム」は、風味ととろりとした濃厚な味わい

が楽しめます。

■内容量：100g×3本

炭焼焙煎にこだわった豊かな香り、重厚なコクの珈琲。

■１ケース（６本）■種類：無糖■内容量：1L

旬の時期に収穫した、美味しい果物をそのままぎゅっと美

味しいジュースにしました。■内容：180ml×6本（みか

ん1本、ぶどう1本、りんご1本、グレープフルーツ1本、パ

イナップル2本）

厳選した良質のカカオ豆のみを使用。ココアといえばバン

ホーテン。20本入の3箱セット。■アソート内容：ミルク

ココア、グランカカオ、カフェモカ、糖質60％オフ×各5

本（1箱あたり）

養分を作る葉を残して栽培した青森県産葉とらずりんご。

葉を摘み取ったりんごよりも糖度が高く、そのまま食べて

も美味しいりんごを皮ごと搾りました。■内容量：

1000g×6本■賞味期限：常温210日

難消化性デキストリン（食物繊維）の働きで、「食後の血

糖値、中性脂肪の上昇を抑える」無糖タイプの青汁飲料で

す。食事と一緒に飲みやすく、糖や脂肪が気になる方にお

すすめです。■内容量：PET 900g×12本

1051900052

2072100023

ng0011

1202100074

ng0018-2

2172100145

1202100013

1082100006

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。
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マーナ これは使える！茶しぶ落とし 2個入

ハード樹脂加工により、洗剤がなくても水だけで茶渋汚

れ・水垢をスッキリ落とします。●材質：表面／アクリル

（片面・ハード樹脂加工）、中身／ポリウレタン●サイ

ズ：約95×70×15mm

1721800061

653

マーナ スプーンザル

1722100029

1,445

極しゃもじプレミアム

1721800050

1,510

EAトCO オロス グレーター

1251800002

2,404

2,642 3,514 5,060 5,569

5,885 5,986 8,580 28,849

郷技 ステンレスザル５ｐｃｓ 東レ【トレビーノ】ポット型 PT306SV ツインバード オーブントースター 計量米びつ12ｋｇ型 ブラウン

ハンワ プリズメイト サラダチキンメー
カー PR-SK023

【ピーコック魔法瓶工業】電気焼肉器 WY-D120B ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタフィフティ プレミアムレッド

イニッチオ ワインクーラー 13本収納

ちょっとしたザルとしても使え、炒め物にも使いやすいス

プーン形状。炒める・つぶす・湯切り・盛り付けるが1本

でできる優れもの。

■サイズ：約10.1×3.7×31.7cm

全米販・お米マイスター共同企画で、美味しさの秘訣

「シャリ切り」のしやすさを極めたしゃもじです。剥離性

の高いTPX樹脂使用でさらにお米が付きにくい。

■サイズ：約6.7×2.3×21.9cm

ダイニングにも映える美しいフォルムのおろし金。トレー

のようなモダンなデザインなので、そのままテーブルに出

しても素敵です。

●現品約4.7×20.2×1.2cm ●ステンレス

錆びにくく耐久性に優れた18-8ステンレス製のザルのセッ

ト。■内容（サイズ）：13cm/130×52mm、

15cm/150×65mm、19cm/190×95mm、

22cm/220×103mm、25cm/250×117mm

あっという間にすぐ美味しい。「時短＆高除去カートリッ

ジ」（PTC.SVI)を搭載。

■サイズ：幅151×奥行き86×高さ292mm■浄水性能：

JIS12項目■交換目安：200Ｌ

近火だから外カリッ！中ふわっ！。トーストがおいしく焼

けるロースタイルオーブントースター。開閉式くず受けで

お手入れ簡単。

■サイズ：約35×21×18cm

●おしゃれなデザインの計量米びつ。●分解して洗えます。

●無洗米も計量できる●オールプラスチックなので錆びま

せん。●サイズ／約幅18.1×奥行41.8×高さ41.1cm 

ボタン1つで簡単調理、火加減の調節や時間の管理も一切

不要。放っておくだけでヘルシーなサラダチキンやサラダ

フィッシュが簡単に作れます。■鍋寸法（約）：

150mm×90mm×55mm■容量（約）：700ml

ワンランク上の充実したおうち時間を！

■サイズ：約幅516×奥行308×高さ79mm■重量：約
2.3kg■温度調節範囲：保温～約230度

専用カートリッジ「ネスカフェ エコ＆システムパック」

で簡単にコーヒーメニューが楽しめます。目覚まし機能な

どの便利な機能がたくさん搭載。●本体サイズ（約）：幅

15.5×奥行30.6×高さ32.3cm●消費電力：1460W

コンパクト設計の13本収納型ワインクーラー。ドア表面の

タッチパネルで温度調整可能。■外形寸法：幅430×奥行

480×高さ510（mm）■設置寸法：幅530×奥行580×高

さ610（mm）■冷却方式：コンプレッサー式

1251800027

1692100004

1271800046

1272100053

1072100023

1691800132

1721800018

1231700001

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。
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趣味・アウトドア
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デニム柄ビッグ保冷温トート

大容量の保冷温トートバッグ。コンパクトに折りたためて

携帯に便利。カジュアルなデニム柄で、アウトドアに大活

躍！ ■サイズ：約490×390×180mm■材質：ポリエス

テル･アルミ蒸着フィルム･PE■重量：約90g

1822200081

1,408

SUNDRY 折りたたみクッションマット シング
ル

1181900006

2,075

トラスコ ソフトクーラーBOX 15L
TSCLB-15

1761800089

2,137

ZERO-ONE FIELD フォールディングチェアー

2082200368

2,860

3,080 3,740 4,510 4,510

5,060 6,160 6,160 10,560

ジェントス フラッシュライト アイスパック（保冷氷のう） ABA-51 300ルーメン･LEDランタン ピンポンパット

BBQの達人セット LOGOS ピラミッドグリル･コンパクト モンテ V型卓上グリル

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。

野外での使用や、ヨガマットとして室内での使用など様々

な用途に使用できます。

■最大時サイズ：約181×56×厚1.5cm(凹凸面含む)

軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックス

です。 ■サイズ：約幅370ｘ奥行き180ｘ高さ250mm

■容量：15L ■収納の目安：350ml缶19本、500mlペッ

トボトル14本

山登りやキャンプなどにも最適な折り畳み式アウトドア用

チェア。 ■サイズ：使用時/約350×350×490mm、収

納時/約115×115×490mm ■重量：約1.6kg ■耐荷

重:約80kg

スライドフォーカス搭載。専用設計のムーンレンズ搭載で

ムラの無い美しい照射面。

■サイズ：約φ2×10cm ■重量：約40g（電池含む）

■電源：単4アルカリ電池×1

魔法瓶構造で持ち運ぶから、氷が長持ち。スポーツシーン

はもちろん、通勤通学や日常の熱中症対策などにも幅広く

使える冷却アイテムです。 ■サイズ：幅約79×奥行約

75×高さ約169mm ■重量：約280g

明るさ300ルーメン以上のLEDランタン！ HIGH、LOW

の明るさ切替えと点滅機能の3段階切替。

■サイズ：約86×86×184mm ■材質：ABS･AS ■重

量：約452g ■単1×3(別売)

「距離感とタッチ」を楽しく練習できます。まっすぐ正し

くパッティングをすると、ゴム・ストリングの反発でボー

ルが戻ってきます。

■サイズ：約22×20×26cm

アルミケース入りバーベキューセット。BBQのツールが
揃って、すぐに準備万端！ステンレス製でサビに強く衛生
的です。 ■材質：アルミケース/アルミニウム･PVC･
MDF、ガジェット/ステンレススチール ■重量：約1.5kg

贅沢に、ひとりでベランダBBQを。簡単組立て約10秒!収

納時は極薄コンパクト。■サイズ：（使用時）約

190×190×150mm/（収納時）約185×240×35mm■重

量：約1.1kg

自宅やアウトドアシーンで手軽にホットサンドが楽しめま

す。ガス火専用。■サイズ：約405×195×45mm ■重

量：約720g

ソロキャンプなどに最適なコンパクトグリル。卓上で使用

できます。

■サイズ：使用時/約300×220×230mm、収納時/約

300×240×70mm ■重量：約1.7kg

1072200069

2082200386

1272200039

2082200360

2082200378

2082200383

1072100116

2082200363

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。

キャンプラス 折りたためるホットサンドプ
レート
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文具・オフィス用品
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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

●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。●刃渡り／65mm●全長／174mm

1201800144

509

三菱鉛筆 油性ボールペン ジェットスト
リーム 0.7mm 黒 3本

1201700050

818

ストレージボックス フタ分離式 Ａ４用
ネイビー

1201200306

1,224

針なしホッチキス ペーパークリンチ
ブルー

1201300102

1,309

1,566 1,619 1,760 2,591

3,038 3,366 10,148 16,597

COMFY マウスパッド MP-095 ブラック シヤチハタ 朱肉（エコス）６０号
直径６４ｍｍ

ホビーホッチキス [サンワサプライ] 静音ワイヤレスブルーLED
マウス MA-WBL161

USB ヘッドセット TSH70UK MAMORIO FUDA オリンパス ＩＣレコーダー Voice-Trek
V-873 ピアノブラック

キングジム テプラ PRO シルバー

小さな文字がスラスラなめらか「ジェットストリーム」。

持ちやすいラバーグリップ。■インク種類：油性顔料 ■

インク色：黒 ■軸色：黒 ■ボール径：0.7mm

オフィスに置いても、違和感のないスタイリッシュなデザ

イン。

書類の出し入れがスムーズなフタ分離式

軽い力で６枚とじはそのまま！コンパクトで握りやすい形

状。

反発弾性が非常に小さく、優れた衝撃吸収性能を持ってい

ます。圧力に対して復元速度が遅いため、優れた荷重分散

性能を有しており、手首の形状にフィットし長時間のＰＣ

作業をサポートします。

くっきり際立つ、重厚な印影。捺印後の乾きがよく、美し

い印影が保てます。

●ポスター貼りや各種工作に使用できて便利。

●タッキング専用

手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。

■サイズ：マウス/約W66.7×D108×H40.2mm レシー

バー/W14.1×D18.5×H6mm

ノイズに強いテレワークに最適な有線ヘッドセットUSB-A

コネクタタイプ。

■ヘッドホン部 形式：ダイナミック型■マイク部 形式：

エレクトレットコンデンサー型■重量：約60g

MAMORIO FUDA(フューダ)は、貼って使えるシール型の

紛失防止デバイスです。

■サイズ：縦24mm×横36.2mm×厚さ3.4mm ■重さ：

3.4g ■電池：リチウム電池 / 約1年間

一臨場感のある高音質な録音性能、ビジネスや語学学習に

便利な機能を搭載したICレコーダー■外形寸法（最大突起

部含まず）：111.5×39×18mm（高さ×幅×奥行）■最長

録音時間：約2080時間

充実の高機能&納得の操作性。オフィスのスタンダードモ

デル!「ＡＴＯＫ」、ＪＩＳ第一水準文字・ＪＩＳ第二水準

文字全て搭載。●パソコンＬＩＮＫ対応（対応ＯＳ

Win8.1、8、7、Vista、XP）

1261400002

1272100044

1201300104

1711900001

1201400007

1691900253

1291900016

1201600006

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。
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ヘルスケア

9

◇国産マスク&マスクケース（抗菌）

安心･安全な日本製の個包装不織布マスクとマスクケースの

セット。

■サイズ：マスク（約160×90mm）×2、マスクケース

（約220×115mm）×1

1822100015

660

マーナ 足カルリーナ フットマッサージャー
ソフト

1722100057

1,738

タニタ 歩数計

2082100361
-1

2,310

タニタ 電子体温計

1072100096

3,410

4,059 5,060 5,187 6,160

7,465 9,621 10,560 11,649

ハユール フットバスバケツ・フットケア
マット

タニタ デジタルヘルスメーター 【スライヴ】ハンディマッサージャー MD-
8315(BS)

シチズン 手首式血圧計

ブルーマジック 【スライヴ】つかみもみマッサージャー ゆらころん グリーン 健康ステッパー ナイスデイ レッド

足裏指圧、足の甲ストレッチ、足首ストレッチ、足指スト

レッチ、足指裏ストレッチでスッキリ。デスクワークやハ

イヒールでむくみがちな足に。

■サイズ：約Φ7.9×5.3cm

歩数のみを測定するシンプルな仕様。大きく見やすい表示･

感度調節機能付き･最大歩数:99999歩、最少1歩。■サイ

ズ：約28×65×37mm■備考：CR2032×1（モニター電

池）（付）

見やすい大型表示とバックライト。やわらかく曲がる測定

部で安心測定。約２０秒で測定できる予測式を採用。

■サイズ：約2×14×3cm■付属品：収納ケース・お試し

用電池

ココロもカラダも健康に。おうちエステ、ボディケアでリ

ラックス。

■サイズ：（バケツ）外寸/約32×38.5×21cm、内寸/約

25×31×19cm、（マット）約23.2×29.9×4.2cm

バックライト付きのデジタルヘルスメーター。薄さ35mm

で収納に便利。乗るとスイッチが入るステップオンタイプ。

■サイズ：約288×288×35mm■重量：約1.3kg

頑固なコリをリズミカルにトントンとたたいてマッサージ

します。

■サイズ：約7×約31×約31cm ■重量：約690g ■医療機

器認証番号：230AGBZX00040A01

装着しやすいハードカフを採用し、見やすい大型画面とか

んたんなワンボタン操作の親切設計。

■サイズ：約74×65×29mm■備考：単4×2(付)■医療機

器認証番号：221ADBZX00090000

ブルーマジックは独自のハニカム構造によりお尻への負担

を軽減！

抜群の柔らかさと優れた体圧分散で長時間座っていても快

適なクッションです。

6つのもみボールがコリをとらえてマッサージ。

■サイズ：約幅33.5×奥行37×高さ15.5cm■重量：約

1.6kg■医療機器認証番号：303AHBZX00015000

1セット30秒！座ってゆらゆらするだけでお腹周りを鍛え

ることができるエクササイズマシン。■サイズ：約幅

309×高さ390×奥行615mm■重量：約3.7kg■耐荷重：

100kg

「健康ステッパーナイスデイ」は踏むだけで足腰が鍛えら

れるエクササイズマシンです。一日たった10分程度、無理

なく続けられるのが魅力です。■サイズ：約幅43×高さ

20×奥行45cm■重量：約7kg

1721900010

1602000003

2082200097

1272100064

1272100008

1602000019

2082200082

1602000020

※掲載商品は、メーカー終売、在庫欠品等の事情により
取扱終了となる場合がございます。
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