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ウィーン菓子と共に楽しむ

至福のティータイム
ウィーンに本店のあるティーブランド〈デンメアティーハウ
ス〉。ザッハトルテで有名なウィーンの最高級ホテル、ホテル
ザッハーをはじめとしてその優雅で香り高いブレンドティー
は世界中の人々に愛されています。フルーツチップや花び
ら、ハーブを使ったノンカフェインのさわやかなフルーツ
ティーも人気です。壁いっぱいに紅茶やフルーツティーが並
び、インテリアにもこだわった趣のある店内で、90種類ものブ
レンドティーとウィーンの伝統菓子をお楽しみいただけます。

デンメア
ティーハウス
■ 東京 六本木

申込番号　JG 056-001

1 カフェペア
■メニュー ／ お好きなブレンドティー（ポット）＋お好きなケーキ＋お土産（オリジ
ナルティーのアソート）
■住所 ／ 東京都港区六本木7-21-22 セイコー六本木ビル1F
■ご利用時間 ／ 11：00〜 18：30〈LO〉
■定休日 ／ お盆期間、年末年始
■アクセス ／ 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄大江戸線六
本木駅から徒歩5分、東京メトロ千代田線乃木坂駅から徒歩
約5分
■http://www.demmer.co.jp/
※表記以外のサービスはお客さま負担となります。
※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担
となります。
※時期によりご利用いただけない場合がございます。
※ご予約いただくことができませんので混雑時はお持ち
いただく場合がございます。
※お子さまは小学生よりご利用いただけます。
※お選びいただくメニューにより追加料金が発生する場
合がございます。

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
利用日には〈ご招待カード〉を
必ずご持参ください。〈ご招待
カード〉の有効期間は、〈ご招
待カード〉発行日より6ヵ月間
となります。

カフェ券

見 本

体
験

※写真の店内はイメージです。ご案内の席とは異なる場合がございます。予めご了承ください。また料理もイメージです。 056



プレミアムなホテル空間で 
優雅なティータイムを
緑豊かな六甲山系と神戸港を望むラグジュアリーホテル

「神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」。インターナショ

ナルホテルにふさわしい風格とホスピタリティは世界的に

高評価を得ています。その１階のテラスレストラン〈ガーデ

ンカフェ〉ではホテルオリジナルのケーキセットをお楽しみ

いただけます。きらきらと日差しあふれる吹き抜けの空間

は開放感に包まれ、ウッドテラス仕様のオープンデッキで

はワンちゃんと過ごすこともできます。ホテルならではの優

雅なティータイムをお過ごしください。

ガーデンカフェ
■ 兵庫 神戸

申込番号　JG 057-001

1 カフェペア
■内容 ／  ケーキ＆フルーツ添え＋コーヒーまたはTWGシェラトンスタンダードティー
■住所 ／  兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13　
 神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ1F
■ご利用時間 ／  11：00～ 17：00〈LO〉
■定休日 ／  無休
■アクセス ／   六甲ライナーアイランドセンター駅直結、阪神

高速5号湾岸線六甲アイランド北ランプより
約2分

■https://www.sheraton-kobe.co.jp/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さま
負担となります。※現地までの交通機関のお手配・費用は
お客さま負担となります。※時期によりご利用いただけな
い場合がございます。

カフェ券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カード〉
を必ずご持参ください。〈ご招
待カード〉の有効期間は、〈ご
招待カード〉発行日より6ヵ月
間となります。

見 本

※写真の店内はイメージです。ご案内の席とは異なる場合がございます。予めご了承ください。また料理もイメージです。057



発酵のある暮らし	 	
薬膳料理研究家で国際中医師（中医学の専門家。国
際資格）の村岡奈弥がレシピを考案。おいしいランチ
をお召しあがりください。発酵と熟成を終えて搾る前の

「しょうゆもろみ」には深い味わいと香りがあります。こ
の美味しさはしょうゆ蔵の作り手だけが知っていまし
た。日本にはまだ出会ったことのないおいしい食がたく
さん眠っています。発酵から生まれたおいしさと食材の
栄養を取り入れて、食でこころとからだをととのえましょ
う。吉祥寺店では季節の素材と合わせたご試食をご用
意してお待ちしています。

こころダイニング吉祥寺店
■ 東京 武蔵野

ランチ券 ＋ 手土産

申込番号　JG 058-001

1 発酵ランチペア＆手土産付き
■内容 ／ 発酵ランチ＋お土産2名さま分
■住所 ／ 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-5　
　　　　 吉祥寺公園通りビル
■ご利用時間 ／ 11：00～ 14：00〈LO〉
■定休日 ／ 年末年始
■アクセス ／  JR・京王井の頭線吉祥寺駅から徒歩約5分
■https://cocoro-dining.co.jp/
※ご予約にて承ります。※現在席数を減らしているため、ご希望に
沿うことができない場合がございます。お早めにお電話にてお申
込ください。※ご予約は前日までにお願いいたします。※開催日に
ついてはHP又はお電話にてご確認ください。※お子さまは小学校
高学年よりご利用いただけます。※表記以外のサービスはお客さ
ま負担となります。※現地までの交通機関のお手配・費用はお客
さま負担となります。※時期によりご利用いただけない場合がご
ざいます。

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

※写真の店内はイメージです。ご案内の席とは異なる場合がございます。予めご了承ください。また料理もイメージです。
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申込番号　JG 059-001

1 カフェペア 2回分
■内容／ピッツァ・マルゲリータ1ピース・アルコールドリンク1杯（全てグラスサイ
	 ズ）・お好みのトッピング1種　※アルコールをソフトドリンクに変更可
■住所／東京都渋谷区神宮前1-10-37	カスケード原宿2F
■ご利用時間／平日11：00～ 15：00	〈LO〉、17：00～ 20：00	〈LO〉
	 土・日・祝11：00～ 20：00	〈LO〉　
■定休日／無休（施設定休日に準ずる）
■アクセス／ JR原宿駅表参道口から徒歩約2分、東京
	 メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅
	 3番出口から徒歩約1分
■http://spontini.jp
※表記以外のサービスはお客さま負担となります。※現
地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担となり
ます。※時期によりご利用いただけない場合がございま
す。※ご予約いただくことができませんので混雑時はお
待ちいただく場合がございます。

一度は食べてみたい 
ミラネーゼを虜にするピッツァ
イタリア・ミラノで60年以上の歴史がある老舗ピッツェリア。

〈スポンティーニ〉が2015年秋に日本へ上陸。モッツァレラ

チーズをふんだんに使用した厚さ３センチのピッツァは外

はカリカリ、中はふわふわ。今までにない新食感のピッツァ

です。人気のピッツァ・マルゲリータにトッピングとアルコー

ルドリンクが付いたプランをご用意いたしました。ミラネー

ゼから絶大な支持を得ている、行列が絶えない人気店の

ピッツァをお楽しみください。

スポンティーニ
■ 東京 原宿

カフェ券

カスケード原宿店

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。
ご利用日には〈ご招待カード〉
を必ずご持参ください。〈ご招
待カード〉の有効期間は、〈ご
招待カード〉発行日より6ヵ月
間となります。

見 本

059 ※写真の店内はイメージです。ご案内の席とは異なる場合がございます。予めご了承ください。また料理もイメージです。
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巨匠ベルナシオンの魂を宿すショコラ
2004年の開業以来、常に新しい試みとアイデアを形に
し、ショコラの楽しさを発信し続けてきた人気店〈ショ
コラティエ パレ ド オール〉。フランス・リヨンの巨匠、ベ
ルナシオン氏の薫陶をうけたショコラティエ、三枝俊介
がお届けするのは、カカオの本物の香りにこだわった
ショコラ。ひと粒、ひと粒、職人の匠の技によって作り出
されるショコラは、この上ない幸福感と味わう喜びをも
たらします。高級感のあるカフェスペースで、専門店の
味を存分にお楽しみください。

ショコラティエ　
パレ ド オール
■ 東京 丸の内／大阪 梅田

申込番号　JG 060-001

1 カフェペア
■内容 ／ ショコラ3粒またはケーキ＋ドリンク＋お土産

〈東京店〉
■住所 ／ 東京都千代田区丸の内1-5-1　
　　　　 新丸の内ビルディング1F

〈大阪店〉
■住所 ／ 大阪府大阪市北区梅田2-2-22　
　　　　 ハービスPLAZA ENT 4F
■http://www.palet-dor.com/
※〈東京店〉と〈大阪店〉の2店舗から1店舗をお選びい
ただけます。※表記以外のサービスはお客さま負担とな
ります。※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さ
ま負担となります。※ご予約いただくことができません
ので、混雑時はお待ちいただく場合がございます。※季
節や仕入状況により内容が変わります。※バレンタイン
期間はご利用いただけません。詳しくは各店舗にお問い
合わせください。※ご利用時間、定休日等は施設の公式
Webサイトをご確認ください。

カフェ券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。
ご利用日には〈ご招待カード〉
を必ずご持参ください。〈ご招
待カード〉の有効期間は、〈ご
招待カード〉発行日より6ヵ月
間となります。

見 本

体
験

060※写真の店内はイメージです。ご案内の席とは異なる場合がございます。予めご了承ください。また料理もイメージです。
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仕入先確認印 訂正



カフェ券

チョコレートドリンク「ビチェリン」

250年以上の歴史を持つ 
トリノの伝説のカフェ
1763年に創業したトリノ最古のカフェ〈ビチェリン〉は、ニーチェ

やヘミングウェイなどに愛された老舗カフェとして知られていま

す。店名を冠したチョコレートドリンク「ビチェリン」は、ホットチョ

コレートとコーヒー、ふわりと泡立てられたミルクを小さなグラス

についで作り、異なる3層のテイストをゆっくり時間をかけて味

わう看板メニューです。海外初進出となった日本で、吟味された

素材と伝統のレシピが生み出すカフェをお楽しみください。 

ビチェリン
■ 東京 新宿／愛知 名古屋／
　大阪 梅田／福岡 博多

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

申込番号　JG 061-001

1 カフェペア
■内容／ケーキ2種盛り合わせ・カフェ・チョコレート
　　　　※カフェはチョコレートドリンク「ビチェリン」・コーヒー・紅茶等から�
　　　　　おひとつお選びいただけます。
■住所／新宿店：�東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

髙島屋タイムズスクエア3F
名古屋店：�愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1�

ミッドランドスクエア2F
梅田店：大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ�4F
博多店：�福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

博多阪急5F
■https://bicerin.co.jp/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さま負担と
なります。※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担と
なります。※時期によりご利用いただけない場合がございます。
※表記4店舗から1店舗お選びいただけます。※ご利用時間・定休
日等は施設の公式ホームページをご確認ください。

名古屋店

061 ※写真の店内はイメージです。ご案内の席とは異なる場合がございます。予めご了承ください。また料理もイメージです。



和菓子をより身近に感じられる	 	
体験型ショップ&カフェ
元治元年（1864年）に創業した「伊藤軒」。因幡薬師参
道にて瓦煎餅を売ったのがはじまりといわれ、時代とと
もにさまざまなお菓子に携わってきました。2015年に
は、創業150年を記念して、カフェや体験工房･ショップ
･工場などの総合店舗〈菓寮 伊藤軒〉をオープン。お菓
子の楽しさを体感できる場として、製造風景を見られる
ほか、和菓子作り体験も楽しめます。今回は本格上生
菓子作り体験とワンドリンクをセットにしたプランをご
用意しました。

菓寮 伊藤軒
■ 京都 藤森

体験 + カフェ券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

申込番号　JG 062-001

1 本格上生菓子作り体験＋カフェペア
■住所 ／ 京都府京都市伏見区深草谷口町28-1
■ご利用時間 ／ 体験 ①11：00～ ②15：00～ ※1日2回開催（要予約）
 店舗 10：00～ 18：00 ランチ 11：00～ 14：00〈LO〉 
 カフェ 10：00～ 10：45〈LO〉、14：00～ 17：00〈フードLO〉
 17：30〈ドリンクLO〉
■定休日 ／ 水曜（祝日の場合は営業）、お盆期間、年末年始等
■アクセス ／  JR奈良線藤森駅・京阪電鉄藤森駅から徒

歩約15分、京都駅からタクシーで約20分、
名神高速道路京都南I.C.・京都東I.C.より約
20分

■https://www.kyoto-itoken.co.jp/
※ご予約（前日の18時まで）にて承ります。※表記以外のサービ
スはお客さま負担となります。※現地までの交通機関のお手配・
費用はお客さま負担となります。※時期によりご利用いただけな
い場合がございます。※お子さまは小学5年生よりご利用いただ
けます。※上生菓子作り体験の所要時間は約60分となります。

体
験

062※写真の店内はイメージです。ご案内の席とは異なる場合がございます。予めご了承ください。



秘湯情緒と寛ぎを 
モダンな空間で満喫
七つの宿が点在し、それぞれが全く異なった温泉を自家

所有している「乳頭温泉郷」。狭いエリアに多種の泉質を

持つ温泉が存在する温泉郷は、全国でも大変珍しいと言

われています。和モダンを基調とした〈妙乃湯〉は、特に女

性に人気の小ぢんまりとした宿。温泉は、異なった泉質の

２つの源泉「金の湯」と「銀の湯」を併せ持っています。「金

の湯」はマグネシウム・カルシウム硫酸塩泉で、黄金色が

特徴の濁り湯。「銀の湯」は無色透明ですこしとろみのある

優しいお湯です。渓流に面した混浴露天風呂「妙見の湯」

では、お湯に浸かりながら、先達川の景観をこころゆくま

でご堪能ください。秘境の雰囲気を気軽にお楽しみいた

だける、ご昼食付の日帰りプランです。

申込番号　JG 063-621

1 日帰り温泉ペア
■内容 ／ 日帰り温泉ご入浴＋ランチ
■住所 ／ 秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-1
■ご利用時間 ／
　温　泉 10：00〜 15：00
　ランチ 11：30〜 13：30〈LO〉
■アクセス ／ JR田沢湖駅から「乳頭温泉」行きバスで約

50分「妙乃湯温泉前」下車徒歩約1分、
東北自動車道盛岡I.C.・秋田自動車道協和
I.C.より約90分

■https://www.taenoyu.com/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さま
負担となります。※現地までの交通機関のお手配・費用は
お客さま負担となります。※火曜はご利用いただけません。
また時期によりご利用いただけない場合がございます。

妙
た え

乃
の

湯
ゆ

■ 秋田 乳頭

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。

〈ご招待カード〉に記載の連
絡先にご予約の上、ご利用日
には〈ご招待カード〉を必ず
ご持参ください。〈ご招待カー
ド〉の有効期限は、〈ご招待
カード〉発行日より6ヵ月間と
なります。

見 本

日帰り温泉券
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水明館
■ 岐阜 下呂温泉

下呂温泉の老舗旅館で	 	
歴史ある美人の湯を堪能
清流飛騨川のほとりに広大な敷地を誇る下呂温泉〈水
明館〉は、昭和７年創業の老舗旅館。日本の建築美が
随所に生かされたけやきの香りがただよう館内には、
美術品や伝統工芸品が数多く配されています。自慢の
温泉は、下呂の町並みを見おろす展望風呂「飛泉閣」、
開放感あふれる野天風呂付「山水閣」の２つの大浴場
で楽しめます。延喜年間より一世紀以上の歴史を持つ
下呂の湯は、江戸時代でも年間数万人の湯治客を集め
た名泉です。泉質はアルカリ性単純泉で、適度な濃度と
アルカリ性のため天然の石鹸効果があります。飛弾の
山深く、美人の湯といわれるなめらかな湯で、旅情あふ
れる一日をお過ごしください。

申込番号　JG 064-001

1 日帰り温泉ペア
■内容／日帰り温泉ご入浴＋ケーキセット
■住所／岐阜県下呂市幸田1268
■ご利用時間／温泉　10：00～ 15：00
■アクセス／ �JR下呂駅から徒歩約5分、中央自動車道

中津川I.C.より約1時間、東名高速道路・名
神高速道路小牧I.C.より約2時間

■https://www.suimeikan.co.jp/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さ
ま負担となります。※現地までの交通機関のお手配・費
用はお客さま負担となります。※ゴールデンウィーク、お
盆期間、年末年始はご利用いただけません。また時期に
よりご利用いただけない場合がございます。

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用ください。ご利用日に
は〈ご招待カード〉を必ずご
持参ください。〈ご招待カー
ド〉の有効期限は、〈ご招待
カード〉発行日より6ヵ月間と
なります。

見 本

日帰り温泉券
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佐賀の山深き温泉郷で	 	
じっくりぬる湯に浸る
脊振山と天山の山峡、緑豊かな山々と清流に育まれた
佐賀・古湯温泉はその名の通り約2200年の歴史を持
つ温泉。やわらかくぬるめのお湯が古くから慰労と湯
治で親しまれてきた名湯です。そんな山里にあって、洗
練された和モダンな館を構える〈ONCRI（おんくり）〉
は、さまざまな趣の湯を持つ静かな湯宿です。館内は
やわらかな木の質感があふれ、ギャラリー、ショップ、
キッズスペースなど、のんびり滞在を楽しめる空間が広
がります。自家源泉から豊かに湧き出す自慢の温泉は、
天山を望む野趣豊かな露天風呂をはじめ、寝湯、立
湯、箱蒸し風呂、檜風呂、足湯に、天然砂むし温泉（別
途有料）など男女合わせて15種類にもおよびます。

申込番号　JG 065-001

1 日帰り温泉ペア
■内容／日帰り温泉ご入浴＋ドリンク＋お土産
■住所／佐賀県佐賀市富士町古湯556
■ご利用時間／ 10：00〜 20：00（受付終了）
■アクセス／長崎道佐賀大和I.C.よりタクシーで約15分、

JR佐賀駅からバス（古湯･北山方面）で約40分
■https://oncri.com/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客
さま負担となります。※現地までの交通機関のお手配・
費用はお客さま負担となります。※時期によりご利用
いただけない場合がございます。

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期限
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

古湯温泉 ONCRI（おんくり）

■ 佐賀 古湯

日帰り温泉券

065 ※写真はイメージです。予めご了承ください。



さわやかな風を感じながら	 	
Cafe気分でクルーズ
リゾート感あふれる船内とデッキでお飲み物を片手にゆっ
くりと海から横浜を楽しむクルーズ。さらに、知って得をす
る横浜の歴史や港・船の知識などをご紹介。『よくばり！ ガン
トリークレーンまでコース』と『ゆったり！ ベイブリッジみな
とみらいコース』2種類のクルーズをご用意しております。
さらに#PUSH7とネーミングした海からならではの風景を
撮ることができるシャッターチャンス7つのポイントを設
定、事前に綺麗に見えるポイントをご案内いたします。

申込番号　JG 066-001

1 クルーズペア
■内容 ／ 乗船料（大人2名）+ドリンク+お菓子
■住所 ／ 神奈川県横浜市中区新港1-1先 ピア赤レンガ桟橋
■ご利用時間 ／  ①11：30出港 〜 12：15入港  

③14：30出港 〜 15：15入港  
⑤16：30出港 〜 17：15入港 

※①・⑤よくばり！ガントリークレーンまでコース、
②〜④ゆったり！ベイブリッジみなとみらいコース
となります。

■運航日 ／ 土曜、日曜、祝日
※運航日は変更になる場合がございます。

■アクセス ／ みなとみらい線馬車道駅・日本大通り駅から
徒歩約15分、JR・市営地下鉄桜木町駅から徒歩約20分
■https://reservedcruise.com/yokohama-cruise/cafe/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さま負担となり
ます。※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担となりま
す。※ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始、船舶整備および貸切
営業日はご利用いただけません。また時期によりご利用いただけな
い場合がございます。※当日の気象状況等で予告なく運休または運
航内容の変更を行う場合がございます。ご利用前にご確認ください。

赤レンガ Café クルーズ
■ 神奈川 横浜

クルーズ券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

②13：30出港 〜 14：15入港  
④15：30出港 〜 16：15入港
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日米の艦船を間近に眺める	 	
横須賀クルーズ
江戸末期に、ペリーの黒船が浦賀に来航し開国を求め
て以来、横須賀港は海軍の港として発展してきました。
海の上から、日米の現役の艦船などを間近に眺めてお
楽しみいただける、迫力と充実の45分ご当地クルーズ
ツアーです。専属の軍港めぐり案内人が、港内に停泊し
ている艦船それぞれの名前や役割を、わかりやすく解
説。さらに、横須賀の歴史や、観光情報なども、くわしく
楽しく、生放送でご案内します。

申込番号　JG 067-001

1 クルーズペア
■内容 ／ 乗船料（大人2名）＋お土産
■住所 ／ 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ2F
 汐入ターミナル（チケット発券所）
■ご利用時間 ／ 11：00～ 15：00出港（臨時便有り）
■アクセス ／ 京浜急行線汐入駅から徒歩約5分、JR横須賀駅 
 から徒歩約10分、横浜横須賀道路横須賀I.C. 
 より約5分
■https://yokosuka-gunko.jp/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さま負担
となります。※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま
負担となります。※当日の気象状況等で予告なく運休または運
航内容の変更を行う場合がございます。ご利用前にご確認くだ
さい。※時期によりご利用いただけない場合がございます。※人
員が追加の場合には別途、一般乗船券をご購入ください。

YOKOSUKA 軍港めぐり©
■ 神奈川 横須賀

クルーズ券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

067 ※写真はイメージです。予めご了承ください。



大阪ベイエリアをめぐる	 	
豪華デイクルーズ

〈サンタマリア〉は、コロンブスを乗せてアメリカに到達し
たスペイン船をモチーフに、約2倍の規模で建造された
帆船型観光船です。天保山ハーバービレッジ･海遊館西
はとばを出港し、大阪港内を約45分で周遊します。海遊
館や港大橋などが広々した展望デッキから眺められ、船
内には大航海時代の海図などを展示した｢コロンブスの
部屋｣や、開放的な客室もある、充実したクルーズ。
嬉しい大観覧車の搭乗券つきで、魅力をたっぷり味わ
い尽くせるプランです。

申込番号　JG 068-001

1 クルーズペア
■内容／ �乗船料（大人2名）＋船内売店で使えるソフトドリンク券＋天保山大観

覧車乗車券（大人2名）＋天保山マーケットプレース「とくとくクーポン」
■住所／ �大阪府大阪市港区海岸通1-1-10　海遊館エントランスビル2F�（受付）
■ご利用時間／ 12：00～ 16：00出港
　※1時間ごとに運航（臨時便・欠航便有）
■運休日／ �平日週2日、12月31日、1月上旬～2月上旬、2月の平日

（不定休）、大観覧車臨時点検日、その他臨時休業日
■アクセス／ �大阪メトロ中央線大阪港駅から徒歩約10

分、阪神高速道路天保山出入口より約10分
■Webサイト／ https://suijo-bus.osaka/
※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さま負担
となります。※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま
負担となります。※当日の気象状況等で予告なく運休または運
航内容の変更を行う場合がございます。ご利用前にご確認くだ
さい。※時期によりご利用いただけない場合がございます。

サンタマリア
■ 大阪 天保山

クルーズ券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本
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水族館とも動物園ともちょっと違う	 	
世界中の生きものが集う水辺のオアシス
川崎駅前商業施設「川崎ルフロン」内にある〈カワスイ 
川崎水族館〉。多摩川からアジア、アフリカ、はるか南米
アマゾンに至るまで、世界の水辺を散歩しながら、ささ
やかで不思議な日常にふれる、小さな冒険が始まりま
す。最新デジタル技術を駆使した演出で、昼夜で異な
る空間に変化するのも魅力のひとつ。ユニークな生き
物たちと、光・音・映像が生み出す、未体験のエンターテ
インメントの世界へ誘います。

申込番号　JG 069-001

1 入館券ペア
■内容／入館料（大人2名）＋ミニポップコーン（2個）
■住所／神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン9-10F
■ご利用時間／ 10：00～ 20：00
■休館日／ 1月1日（川崎ルフロンに準ずる）
■アクセス／ JR川崎駅から徒歩約1分、京急線川崎駅 
 から徒歩約5分
■https://kawa-sui.com/
※営業日・営業時間は変更になる場合がございます。事
前にカワスイ 川崎水族館の公式ホームページでご確認
の上、ご来館ください。※表記以外のサービスはお客さ
ま負担となります。※現地までの交通機関のお手配・費
用はお客さま負担となります。※時期によりご利用いた
だけない場合がございます。

カワスイ 川崎水族館
■ 神奈川 川崎

入館券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

069 ※写真はイメージです。予めご了承ください。



品川で海を身近に感じる	 	
ロマンティックな海中散歩

「しながわ区民公園」の一角にある〈しながわ水族館〉は
「海と川とのふれあい」をテーマに誕生した、魚たちを
身近に観察し、学ぶことができる体験型の水族館です。
一階の「海面フロア」では、東京湾で暮らすなじみ深い
魚や生き物たちを。地下の「海中フロア」では、海中散
歩気分が味わえる全長22メートルの「トンネル水槽」を
メインに、神秘的なクラゲゾーンや、アザラシの生態を
360度の大パノラマで見られる水槽ほか、壮大な大海
原を全身で体感できます。イルカショーやアシカショー、
ペンギンランドなども大人気。東京湾の潮風を浴びな
がら、ダイナミックな海の魅力に触れる一日を。

申込番号　JG 070-001

1 入館券ペア
■内容 ／ 入館料＋お土産
■住所 ／ 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内
■ご利用時間 ／ 10：00～ 17：00（最終入館16：30）
 ※時期により変更があります。
■休館日 ／ 毎週火曜（但し春季・夏季・冬季休み・ゴー 
 ルデンウィーク・祝日は営業）、1月1日
■アクセス ／ 京浜急行線大森海岸駅から徒歩約8分、 
 JR大森駅から徒歩約15分
■https://www.aquarium.gr.jp/
※表記以外のサービスはお客さま負担となります。※現
地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担となり
ます。※2024年3月以降はプラン内容が変更となる場
合がございます。予めご了承ください。

しながわ水族館
■ 東京 品川

入館券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本
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相模湾の絶景を楽しみ	 	
幻想的な海の世界へ
2004年1月に閉館した〈江の島水族館〉の学術的かつ知的資産を
継承した〈新江ノ島水族館〉は、遊びながら学ぶことのできる「エ
デュテインメント型水族館」です。90種2万匹の魚たちが生息す
る相模湾大水槽や、癒しを追及した幻想的なクラゲの展示、世
界唯一となる深海の環境を再現した水槽も公開。湘南の絶景を
バックに潮風に包まれながらイルカのショーが見られる「イル
カショースタジアム」や、のんびり癒される「ウミガメの浜辺」も
人気です。相模湾のきらめきや、美しい夕陽をながめながら、海
の不思議を体感できるプログラムをお楽しみください。

申込番号　JG 071-001

1 ご家族入場券3名
■内容／入場料（大人1名＋小学生または中学生1名＋幼児1名（3歳以上））
■住所／神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1
■ご利用時間／9：00～17：00（3月～11月）
	 10：00～17：00（12月～2月）
	 ※時期、イベント開催により変更有り
■定休日／無休（但し施設点検等で臨時休館有り）
■アクセス／小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅から徒歩約3分
■https://www.enosui.com/
※表記以外のサービスはお客さま負担となります。※現地
までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担となりま
す。※時期によりご利用いただけない場合がございます。※
人員が追加の場合は、別途入場券をご購入ください。※休
館日等は施設へ直接お問い合わせください。※当プランは
2024年4月以降内容が変更となる場合がございます。予め
ご了承ください。

新江ノ島水族館
■ 神奈川 江ノ島

入場券

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本
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申込番号　JG 072-001 

1 タイ古式マッサージ1名
■内容／タイ古式マッサージ35分＋ハーブティ＋足湯
【神田本店】
■住所／ �東京都千代田区内神田3-10-1�3F
■アクセス／ �JR神田駅から徒歩約2分、東京メトロ丸ノ内線・千

代田線・半蔵門線・東西線大手町駅から徒歩約8分
■ご利用時間／月〜金�12：00〜 17：00�　土・日・祝�11：00〜 22：00
■定休日 ／年末年始
【上野店】
■内容／タイ古式マッサージ35分＋ハーブティ
■住所／東京都台東区上野6-15-1�上野マルイ7F
■アクセス ／ JR・東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅から徒歩約1分
■ご利用時間／ 11：00〜 21：00
■定休日／上野マルイに準じる
■https://www.relalila.com/
※上記2店舗から1店舗お選びいただけます。※ご予約にて承ります。※表記以外のサービスはお客さま負担
となります。※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担となります。※妊娠中の方は安全上、ご利
用いただけません。※感染症、通院中の方はご利用いただけない場合がございます。

招待券

タイマッサージ日本大会優勝店の	 	
施術を体験
会社帰りや休日のリラックスに、歴史あるタイ古式マッ
サージを体験いただけるプランです。〈リラリラ〉はタイ
マッサージ日本人大会2022優勝店。健全で正統なタ
イマッサージを自信をもってご提案します。タイ古式
マッサージは「ほぐし」と「ストレッチ」が織り混ざり、リ
ラックスできるのはもちろん、筋肉や関節の柔軟性が
向上します。また、バキバキしないので痛くない、つい
寝てしまうほど気持ちいいお時間をお過ごし頂けま
す。正統かつ高い技術にによるマッサージで、深い癒
しに身をゆだねてみてください。

タイ古式マッサージ 
リラリラ
■ 東京 神田・上野

〈 ご招待カードについて 〉
こちらの商品は〈ご招待カー
ド〉でのお届けとなります。ご
予約が必要な際は、〈ご招待
カード〉に記載の連絡先にご
予約の上、ご利用ください。
ご利用日には〈ご招待カー
ド〉を必ずご持参ください。

〈ご招待カード〉の有効期間
は、〈ご招待カード〉発行日よ
り6ヵ月間となります。

見 本

体
験
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見 本

利用券

※全国のメガロス 28 店舗よりご利用いただけます。

想像以上の良かった、をお届けする		
スポーツクラブ	メガロス
初めての方こそお任せください。運動が苦手でも
運動したい方をインストラクターがサポートいたし
ます。マシンジムでの筋力トレーニング、スタジオ
レッスンでは非日常を感じられる暗闇ボクシング
やトランポリン、ヨガなどをお楽しみいただけます。
楽しいからこそ続く、想像以上の良かったをたくさ
んご体感ください。

申込番号　JG 073-001

1 メガロス１日利用券２枚
■内容 ／ スポーツクラブ　メガロス１日利用券　２枚

※本券1枚につき1名様（高校生以上）に限り施設をご利用いただけます。
※住所・ご利用時間・定休日は表記のWebサイトにてご確認ください。

■ご利用店舗一覧 ／ ※全国のメガロス28店舗よりご利用いただけます。
※メガロス ゼロプラス恵比寿、メガロス ルフレ各店、ACTYBase各店、日比谷シャンテ店、白金
台店ではご利用いただけません。
※施設規模・内容は店舗によって異なりますので、当社HPにてご確認ください。
■https://www.megalos.co.jp/contents/information/store.html
※本券の有効期限は発行月を含む6ヵ月以内です。※表記以外のサービスはお客さま負担となります。
※現地までの交通機関のお手配・費用はお客さま負担となります。
※時期によりご利用いただけない場合がございます。
※こちらの商品はメガロスのチケットでのお届けとなります。
※24時間利用店舗の早朝・深夜営業時間はご利用いただけません。（営業時間や特
別休館日は上記HPにてご確認ください）
※ご利用の際には運動のできるウェア・シューズ・タオルなどをご持参ください。（一部
有料にて貸し出しもいたします）
※スタジオプログラムのご参加は、当日空き枠がある場合は参加頂けます。定員の場
合はご利用いただけない場合がございます。
※現金との御引き換えはできません。※有効期限の過ぎたものはご利用いただけません。 
※ご利用時にご本人確認ができる公的身分証明書（運転免許証・被保険者証・パス
ポート等）をご提示願います。
※施設利用にあたっては、クラブ会員会則を遵守頂くことが条件になります。

メガロス
■ 全国

073 ※写真はイメージです。予めご了承ください。



CNN English Express

200を超える国と地域で利用されている

世界最大級のニュース専門メディアCNNの

日本におけるロングヒット英語学習誌
「聞く（リスニング）」「話す（スピーキング）」「読む（リーディ
ング）」「書く（ライティング）」の4技能に加え、時事教養も
身につく。別冊問題集・音声無料ダウンロード付き。

申込番号　JG 074-001

1 3ヵ月定期購読
■内容 ／ CNN English Express　3ヵ月定期購読
■https://ee.asahipress.com/index.php
※こちらの商品は〈雑誌〉でのお届けとなります。
※お申し込みいただく日によって開始号が異なります。予めご了承ください。
※ご購読期間中の中途解約は承っておりません。予めご了承ください。

3 ヵ月定期購読

074
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定期購読

人気のスポーツ紙が	 	
次世代型「電子版」としてお手もとへ
サンケイスポーツは野球、サッカー、ゴルフなどから芸能、社
会、競馬、釣り、パチンコまでスポーツ＆エンタメ情報満載の
スポーツ新聞です。この電子版は、スマートフォンやタブレッ
ト、パソコンと生活シーンに合わせて、いろいろな端末から読
むことができます。全国どこでも最新版が朝5時半頃に更新さ
れます。また「電子版」だけの特典として、東京版・大阪版の両
方が見られ、過去の記事が90日分読めるバックナンバー機能
も搭載！次世代型新聞をぜひ、お楽しみください。

サンケイスポーツ

申込番号　JG 075-001　　　　　　　　　　　　　　　

1 サンケイスポーツ電子版2ヵ月分
■内容 ／新聞購読「電子版」2ヵ月
■https://www.sanspo.com
※こちらの商品は、新聞電子版での配信となり、お申し込み用紙をお送りします。
※お申込みいただく日によって開始月が異なります。
※「電子版」はお持ちのスマートフォン、タブレット、パソコンで読むことができます。一部対応して

いない機種があります。
※お申込み後、サンケイスポーツから電子版の配信等について、確認の連絡をさせていただきます。
※新聞に風俗面は掲載されていません。
※ご購入期間中の中途解約は承っておりません。

075 ※写真はイメージです。予めご了承ください。



A5サイズまで入るポーチ

ハンドメイドのネックレス

マデーラ社の長財布 手編みのメッシュベルト

京友禅のがま口

IH対応玉子焼器

切れ味を追求した剪定鋏

美濃焼 耐熱組麺鉢

すっきり収まるオーバルおひつ

センサー付アルコールディスペンサー

天然レザーのカードケース

ガラス製の電気ケトル 伝統ある刺身包丁

軽量タイプのフライパン 7つの料理ができるマルチポット
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レッド イエロー

no.1

外出時に必要なさまざまな品がコ

ンパクトに整理。例えば、毎日飲む

薬や診察券などをまとめて通院用

のポーチとして。パスポートや航空

券を入れて旅の貴重品ポーチとし

て。お子さまの通学や習い事に必

要な書類やカードもひとまとめ。

三方に大きく開くので見やすく、取

り出しやすく、整理しやすい。カバ

ンの中や身の回りでの「あれ、どこ

だっけ？」を解決してくれます。バッ

グにさっと入れて持ち歩いたり、単

体でクラッチバッグとしてお役立て

ください。

Point 

Point 

Point 

見やすい大きな開口部
大きく開いて、収納した物も、
ひと目でわかります。

ファスナーポケットだから安心。
細かい文房具やカギなど、紛れがちな小
物の収納もファスナーポケットだから安
心。

カード類もまとめてスッキリ。
診察券やポイントカードなども、
わかりやすく収納できます。

申込番号　�JG�077-001�レッド� �
JG�077-002�イエロー

1�マルチバッグインポーチ
サイズ（約）：21×27×厚さ2cm ／ 素材：ポリエス
テル／ 仕様：ファスナー開閉、中仕切りファスナー
ポケット×1、カード入×6、オープンポケット×2、メッ
シュオープンポケット×2 ／中国製

価
値

ある
名品

小物からA5サイズまで、片付けすっきり。Pouch

カバンの中でも目立つ幾何学模様。

内側は、たっぷり余裕の収納力。

077 ※本ページの掲載商品に小物は含まれません。



ベージュ

ブルー

ピンク

no.2

上質な牛カーフのタンニンなめし

で定評のある、イタリア・トスカー

ナのマデーラ社。同社の牛革素材

を使用した、クロコダイル型押し

エナメル革の長財布です。染色に

は、職人が、何度も色を重ねて美し

い色味を生み出す、タンポナートと

呼ばれるイタリアの伝統技法を採

用。透明感のあるシルバーベース

に色を塗り合わせ、さらにエナメル

加工されたつややかさは、芸術品

と呼びたいほどの見事さ。ソフトな

手ざわりが大人の女性をエレガン

トに演出します。

Point 

Point 

Point 

ベーシックで使いやすい内装。
カード入れが8つあり、収納力も充分
な使いやすい内装。

大きく開いて、	 	
出し入れが便利。
ラウンドファスナー型なので、
3方に大きく開き、出し入れが
便利。

手作業による、美しいグラデーション。
タンポナートと呼ばれる特殊染色加工で繊細
な色の濃淡を表現した美しいカラー。

申込番号　�JG�078-001�ベージュ�
JG�078-002�ブルー�
JG�078-003�ピンク

1�ラウンドファスナー長財布
サイズ（約）：9×19×厚さ2.5cm／ 素材：牛革（柄部分）、合成
皮革／仕様：ファスナー開閉、札入×2、ファスナー式小銭入×1、
カード入×8、オープンポケット×2／中国製（柄部分表革＝イタ
リア製）
※お届けする商品により柄の位置、色合いが多少異なります。

価
値

ある
名品

つややかなイタリアのエナメル革の魅力。Wallet

裏面は合成皮革のスムース素材で
小粋に。

美しい色合いはイタリアならでは。

価
値
あ
る
名
品
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キャメル

ブラウン

ブラック

no.3

ハンドメイドと、メイド･イン･ジャパ

ンにこだわり続け、現在では日本

製ベルトにおけるシェアNo.1とな

るまでに成長した〈SADO〉。その工

房で、8本の細い本革を使用して、

熟練の職人が手作業で編み上げる

メッシュベルトです。使用している

素材は〟革の中の革〝ともよばれる、

本場メキシコ産のタンニンなめしヌ

メ革。ナチュラルな風合いと風格、

なめらかな手ざわりが特徴で、自然

の豊かな表情が楽しめます。

Point 

Point 

Point 

バックルがカジュアルスタイルを演出。
丸みのあるバックルは、デニムやスラックスな
どにぴったり。小粋なキャメル、ナチュラルなブ
ラウン、シックなブラックからお選びください。

手編みの美しさが魅力。
8本の細い革を編み込んだ、
手編みの網目模様が魅力です。

使用した牛革は、本場メキシコ産。
なめしには植物性タンニンを使用し、ナ
チュラルな表情を楽しめます。

申込番号　�JG�079-001�キャメル�
JG�079-002�ブラウン�
JG�079-003�ブラック

1�手編みメッシュベルト
サイズ（約）：幅3×全長110cm（ウエスト95cmまで対
応）／素材：牛革／仕様：：ピン式／日本製

価
値

ある
名品

受け継がれてきた、職人技のプライド。Belt

ピンを刺す位置でサイズの微調整が可能。

職人技がきわだつ日本製です。
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no.4

明治から続くベルトメーカーを前身

として、1960年、長野県飯田市に

創業したレザー工房〈SADO〉。製品

はすべて自社工場で生産。高い技

術を持つ熟練職人たちによって丁

寧に手づくりされています。こちら

は、古くから革を特産としてきた歴

史ある姫路レザーを使ったフラップ

カードケース。最小限の仕上げのみ

を施して天然の素材感を生かした

ナチュラルスムースな感触が特徴。

使うほどに色合いや味わいが増し

て手になじむのが魅力です。

申込番号　�JG�080-001�ブラック�
JG�080-002�キャメル

1�フラップカードケース
サイズ（約）：7×10×厚さ1cm ／ 素材：牛革／ 仕様：ホッ
ク開閉、仕切り×2 ／日本製

価
値

ある
名品

天然レザーのエイジングを楽しむ。Card Case

長野県の工場で、1枚革を使用し職人
が手作業で制作しています。

名刺やカードを分けて収納できます。

ブラック

キャメル

Point 

Point 

艶のある姫路レザーの質感が
美しいアイテムです。

素材を生かした革で最低限の
仕上げのみを施しました。

価
値
あ
る
名
品
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ブラック ホワイト

no.5

伝統的な工芸ガラスの産地として

有名な大阪府和泉市のガラス工房

で創り出される繊細なクラックガラ

スとプラスチックパールを組み合

わせたネックレス。和泉のガラス工

芸の由来は、はるか昔、奈良時代

にさかのぼるといわれ、特に泉州

玉・さかとんぼと呼ばれたガラス玉

は多くの人に愛されてきました。そ

の永い伝統が育んだ確かな美意

識は、今も健在。職人の手から一つ

ひとつ産み出されるハンドメイド

の温かみから、他にはない愛おし

さが伝わってきます。

Point 

Point 

金具はらくらくマグネット式。
ワンタッチでさっと着脱できるマグ
ネット式の金具を採用。気軽に手
早く着脱できます。

手作業で作る繊細なガラス細工。
使っているクラックガラスは一つひとつ
職人が手で加工。それぞれに繊細で個
性豊かな表情が浮かびます。

申込番号　�JG�081-001�ブラック�
JG�081-002�ホワイト

1�クラックガラスネックレス
サイズ（約）：全長43.5cm、ヘッド1×10cm（6〜
10mm珠）／材質：プラスチックパール、ガラス、真
ちゅう（シルバー色メッキ）、マグネット／日本製

価
値

ある
名品

手づくりの煌めきが、優雅さを演出します。Necklace

伝統の匠の技が息づいています。

きらきらと輝く手づくりの魅力。
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no.6価
値

ある
名品

京友禅の技で魅せる華やかなお財布。Purse

申込番号 JG 082-001

1 がま口
サイズ（約）：7.5×10×厚さ3cm ／素材：牛革／仕様：口
金開閉、内＝オープンポケット×1／日本製
※お届けする商品により、柄の位置が多少異なります。

長きにわたり伝え継がれてきた伝統
と革新の技法で製作。

京都の伝統染色技術「友禅染」で

染め上げた皮革を使用したがま口

です。友禅染の特徴である柄を縁

取る優美な白線。「糸目防染」と呼

ばれる友禅染の技法のひとつで、

専用の糊を使った細い線で柄を縁

取った後、差し色を組み合わせ、最

後に水洗いすることで糊のみが洗

い流され、シャープな白い線が浮

き出てくるというもの。精緻であで

やかな柄は友禅の最大の魅力。使

う度に心を豊かにしてくれる美し

いお財布です。

Point

大きく開くがま口で中が見やす
く、取り出しやすい構造です。中
には小さな内ポケットが付いて
いて、バックの中の小物収納に
便利です。

Point 

伝統工芸の京友禅熟練の職人
が手染めした素材に、3色の花
柄模様をあしらい、独特の優美
なデザインに仕上げました。

Point 

内側は光沢のある生地で
華やかな印象です。

価
値
あ
る
名
品
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no.7

申込番号　JG 083-001

1 美濃焼 耐熱組麺鉢
サイズ（約）：（幅22.5×奥行18.5×高さ7.5cm、満水容
量950ml）×2 ／ 材質：耐熱陶器／ 付属品：箸×2 ／ 直
火使用可／日本製（箸＝中国製）
〈電子レンジ可〉〈オーブン可〉

価
値

ある
名品

熱々できたての料理をそのまま食卓へ。Kitchen Tool

直火にかけてそのまま調理ができる、
優れもの。

Point 

鍋と器を兼ねているので、準備も片付
けも少なくて済むのでラクチンです。

Point 

箸が2本付いた嬉しいセットです。

ラーメンやうどんなどを直火で調理

できて、熱々のまま食卓に運べる

耐熱陶器の麺鉢です。電子レンジ、

オーブンでも使用できるので、麺料

理以外にも煮込み料理やオーブン

料理などにもお使いいただけます。

取っ手が付いているので持ち運び

もしやすく、どんなテーブル、お料理

にもなじむシンプルでモダンなデ

ザイン。ランチや夜食などひとり分

を手軽に作りたい時に便利です。
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no.8

ごはんの劣化を防ぎおいしく保存す

るための、日本伝統の「おひつ」を、

現代のスタイルに合わせた便利でス

マートな保存容器にしました。冷蔵

庫にすっきり収まるオーバルフォルム

と、しゃもじがフィットして、すくいや

すい底形状。素材は電子レンジでの

加熱が可能な「萬古焼」です。蓋裏の

凸部分にたまった水分が、ごはんの

温めなおしの際に蒸発することで、

ふっくら炊きたてのおいしさを再現

してくれます。

Point 

Point 

ご飯の保温だけでなく、電子レ
ンジでの加熱調理にも便利。

電子レンジで温めなおすと、陶器が
吸った水分がご飯に戻ってふっくら仕
上がります。

申込番号　JG 084-001

1 萬古焼 オーバルおひつ
サイズ（約）：長径22×12.5×高さ7.5cm、満水容量800ml
／ 材質：耐熱陶器 ／ 日本製 〈電子レンジ可〉〈オーブン可〉

価
値

ある
名品

新しい便利がいっぱいの「おひつ」。Kitchen Tool

蓋裏の凸部分に水分を調整して、再
びふっくらおいしいご飯に。

底面はしゃもじがフィットする形状で、
ご飯粒を潰さずすくえます。

価
値
あ
る
名
品
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no.9

本 体 内 面 に、化 学 製 品 の 世 界 的

メーカー「ダイキン工業」が開発し

た、セラミック粒子配合の特殊な

フッ素樹脂加工「シルクウェア EZ」

を施した玉子焼器です。抜群の耐

摩耗性を誇るため、玉子を巻き込

んでいく際に便利なターナーも安

心してお使いいただけます。持ち

手は木目調のデザインに仕上げ

た樹脂製。表面をシリコーンでコー

ティングしたことで握りやすく、キッ

チンにナチュラル感をもたらしてく

れます。

申込番号　JG 085-001

1 玉子焼器
サイズ（約）：幅13.5×深さ3×全長36cm・焼き面13
×18cm、玉子焼ツール＝全長28cm ／ 材質：本体＝
アルミニウム合金（内面フッ素樹脂加工、外面焼付塗
装）、取っ手＝フェノール樹脂、玉子焼ツール＝ナイロ
ン ／ 中国製（玉子焼ツール＝日本製） 〈電磁調理器
可 200V〉

価
値

ある
名品

お弁当の基本、玉子焼を極める。Kitchen Tool

均一加熱でおいしく調理ができます。

玉子焼ツールはヘラ状なので白身が
よく切れて混ぜやすい。

Point 

抜群の耐摩耗性を誇るため、玉子を巻
き込んでいく際に便利なターナーも安
心して使えます。

Point 

取っ手はしっとりとすべりにくい
握り心地。
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no.10

プレミアムドロップスのフライパン

は、アルミニウム表面に人工的に

酸化アルミニウム被膜を作ること

で耐食性、耐摩耗性を向上させた

「アルマイト加工」。加えて、回転す

るディスクの上でフッ素を塗布し

ていくスピンコーティング技術によ

り、こびり付きにくさが長持ち。熱

伝導もよく、火加減は弱めでもOK。

直火だけでなく、IHを含めさまざま

な熱源に対応しています。

申込番号　JG 086-001

1 フライパン22cm
サイズ（約）：直径22×深さ4.5×全長39.5cm ／ 材
質：本体＝アルミニウム合金 （内面アルマイト＋フッ
素樹脂塗膜、外面セラミック焼付塗装）、取っ手＝フェ
ノール樹脂（シリコーン加工）／ 韓国製 

〈電磁調理器可 200V〉

価
値

ある
名品

試験で約50万回クリアした耐摩耗性。Kitchen Tool

目玉焼きも滑るように盛り付けられま
す。

フッ素加工が定着しやすい特殊加工
を施しています。

Point 

汚れに強くお手入れが楽なセラミック
塗装。

Point 

シリコーン加工で滑りにくい。

Point 

独自のアルマイト加工＋超耐久スピン
コーティングで、こびり付きにくさが長
持ち。耐摩耗試験を約50万回クリアし
ています。

裏面

価
値
あ
る
名
品
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no.11

1台で「茹でる・沸かす・炒める・煮

る・揚げる・炊く・和える」の7つの

調理ができるマルチポット。ケトル

のようなコロンとした丸みと深さの

ある形状により、内側で対流が起

きやすい設計です。深さがあるの

で揚げ物も油ハネしにくく、食材に

ソースやタレを和える時もボウル

のように使いやすくなっています。

鍋の内側はフッ素樹脂加工で、焦

げ付きにくく汚れもスルッと落とす

ことができるのもうれしいポイント

です。

Point 

コンパクトサイズなのに
容量は最大2.5ℓ。

申込番号　JG 087-001

1 マルチポット
サイズ（約）：直径15（最大内径17）×深さ11.5×全長26cm、
満水容量2.5L ／ 材質：本体＝アルミニウム合金（内面フッ
素樹脂塗膜加工、外面焼付塗装）、はり底＝16−0ステンレ
ス、取っ手・つまみ＝フェノール樹脂、蓋＝強化ガラス ／ 付
属品：計量カップ ／ 中国製（計量カップ＝日本製） 〈電磁調
理器可 200V〉

価
値

ある
名品

コロンとしたカタチも愛おしいマルチポット。Kitchen Tool

油ハネしにくいのでストレスフリー。

取っ手が短く、邪魔にならない形なの
で収納もすっきり。

Point 

握りやすい
ハンドル形状。

Point 

ツールを一時置きできる蓋
のつまみ。
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no.12

ボタンひとつでスピーディーに欲し

い分だけお湯を沸かせる電気ケト

ル。ボディは耐熱ガラス製で水量

や沸き具合も一目瞭然、お手入れ

もしやすく衛生的です。容量はたっ

ぷり1・2リットル、お湯が沸くと自

動的にスイッチオフになるので安

心 で す。沸 騰 中、LEDライトが ブ

ルーに点灯する洗練されたデザイ

ンは、1937年 にフランスで創 刊、

今や世界中で人気の雑誌「マリ・ク

レール」がコンセプト。食卓やお部

屋をおしゃれに演出してくれます。

Point 

ガラス製でニオイが
残りにくいのも魅力。

申込番号　JG 088-001

1 電気ケトル
サイズ（約）：幅14.5×奥行20.5×高さ22cm、容量1.2L ／
重量（約）：860g ／ 材質：耐熱ガラス、ポリプロピレン／
AC100V−900W、電源コード75cm ／ 沸騰後自動電源
OFF ／ 中国製

価
値

ある
名品

フレンチシックな耐熱ガラス製ケトル。Electric Kettle

ガラスベースのスタイリッシュなデザ
イン。

湯沸かし中はLEDライトが点灯。

Point 

水量目盛り付きで、
水を入れるときの目安に。

価
値
あ
る
名
品
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no.13

古くは歴史に名を残す名刀と名匠

を数多く残した、日本有数の刃物

の町、岐阜県関市で造られた包丁

です。溯ること鎌倉時代後期に始

まった関の刃物の技と伝統を今に

継承する〈濃州孫六作〉ブランドか

ら、生の魚介類を薄く切るのに適し

た、古流仕立ての刺身包丁をお届

けします。柄は手になじみが良く握

りやすい天然木のウォルナット材

を使用。刀身は、硬度が高く切れ味

の持続性も良いモリブデンステン

レス刃物鋼を採用しています。

申込番号　JG 089-001

1 刺身包丁
サイズ（約）：全長32・刃渡り20.5cm ／ 材質：刀身＝
ステンレス刃物鋼、柄＝天然木／日本製

価
値

ある
名品

刃物の町、関の伝統を手にする。Kitchen Knife

関の伝統を受け継ぐ熟練の職人の手
によって研ぎ上げられた包丁。

名刀の産地として繁栄した関市の伝
統と近代技術から創られます。

Point 

硬度が高く、切れ味の持続性
に優れたモリブデンステンレ
ス刃物鋼使用。

Point 

握った時に温かみがあり、手に
馴染みやすい天然木を使用。
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no.14

手をかざすだけで消毒用エタノー

ルのミストが自動噴霧できるオート

ディスペンサー。吐出量は5段階、タ

ンクの容量はたっぷり550ミリリッ

トル、消毒液の残量も一目瞭然の

半透明仕様。乾電池式コードレス

で、電池残量が少なくなるとお知ら

せランプが点滅、さらに24時間無

操作の状態が続くと自動で電源オ

フになる「スリープモード」も搭載し

ています。手を差し出すだけなの

で、かんたんに消毒ができます。

Point 

センサーに手をかざすだけで
消毒液を自動噴霧。

申込番号　JG 090-001

1 アルコールディスペンサー
サイズ（約）：幅12×奥行7.5×高さ18cm、容量550ml
／ 重量（約）：210g ／ 材質：ABS樹脂、ポリエチレン／
単3乾電池4個使用（別売）、スリープモード機能、連続動
作モード機能、電池残量が少なくなると赤いランプでお
知らせ、吐出量を5段階で調整可能／中国製

価
値

ある
名品

除菌を意識する日々に。Alcohol Dispenser

Point 

吐出量5段階調整が可能。

価
値
あ
る
名
品
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no.15

園芸用をはじめ工具・文具・クラフ

トから料理用にいたるまでの幅広

い 分 野 の 鋏を手 が ける「アルス」

の、切れ味を追求した本格的な剪

定鋏。果樹や庭木、生け花などに適

したコンパクトサイズ。長時間の作

業でも疲れにくい軽量さと、握りや

すいグリップデザイン。刃が大きく

開くので目詰まりしにくく、太い枝

や生木の剪定にもおすすめです。

申込番号　JG 091-001

1 剪定鋏
サイズ（約）：全長19.5cm ／ 重量（約）：160g ／ 材質：
高炭素刃物鋼、ポリプロピレン／日本製

価
値

ある名品

切れ味を追求した本格派の剪定鋏。Pruning Shears

作業の疲れを軽減する軽量モデル。

Point 

滑りにくい溝入りグリップが、使
用時の手の滑りを抑え、なめらか
な切れ味を発揮します。

Point 

刃の開きが大きく、剪定作業もスムー
ズ。直 径15mmの生 木までカットでき 
ます。
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