
3Dセンサーでポケット、
バッグの中でも計測可能な万歩計
カラー:スノーホワイト

脂肪燃焼量計付き歩数計

オムロン 上腕式血圧計

オムロン音波式
電動歯ブラシ
メディクリーン

オムロン音波式
電動歯ブラシ
メディクリーン

オムロン音波式
電動歯ブラシ
メディクリーン

オムロン音波式
電動歯ブラシ
替えブラシ（2）

オムロン音波式
電動歯ブラシ
替えブラシ（2）

オムロン音波式
電動歯ブラシ
替えブラシ（2）

オムロン音波式
電動歯ブラシ
替えブラシ（2）

非接触体温計
でこピッと

オムロン体重体組成計

オムロン体重体組成計 体組成計インナースキャン

ポケット万歩

婦人用
電子体温計
けんおんくん

体脂肪計付歩数計

オムロン
電子体温計
けんおんくん

●商品サイズ／
　幅107×高さ79×奥行き141㎜
●本体質量／約280g（電池含まず）

◎ベルトにしっかり留まるクリップカバー付き
◎燃えた脂肪がグラムでわかる
◎時計表示機能付き

●商品サイズ／Ｄ１４×Ｗ６７×Ｈ３８．５㎜
●商品重量／約３０ｇ
　（電池、クリップカバー含む）
●電池寿命／約２年
　（１日１万歩使用の場合）

クリップカバー▶
取付後

▲クリップカバー

カフぴったり巻きチェック、血圧値レベル表示、
不規則脈波お知らせ、体動お知らせ、
メモリ60回×1人

オムロン音波式電動歯
ブラシ替えブラシ。
HT-B906/907/908
しっかり歯垢を除去し
たい方へ

オムロン音波式電動
歯ブラシ替えブラシ。
HT-B906/907/908
歯の隙間の磨き残し
が気になる方へ

オムロン音波式電動
歯ブラシ替えブラシ。
HT-B906/907/908
歯ぐきの衰え、歯周病
が気になる方へ

非接触測定だから、感
染防止、消毒不要。す
ばやく1秒測定。25デ
ータ自動メモ

●本体サイズ／幅約303×高さ約55×奥行き約327㎜
●本体質量／約2.1㎏　（乾電池含む）

両手両足測定。内臓脂肪レベル30段階・体年齢・
体重・体脂肪率・基礎代謝・BMI・4人メモリー

コンパクトで収納しやすい
A4サイズ。
シンプル機能&ガラス仕様
のスリムデザイン

ワンランク上の機能とデザインを兼ね
揃えた体組成計です。強化ガラスを使
用したスタイリッシュなデザイン。立て
かけ収納ＯＫで「乗るピタ機能」付き

●外形寸法／幅297×高さ25×奥行き210㎜
●質量／約1.4kg　(乾電池/単4型乾電池×4本含む)

３０秒で検温できる。
かんたんに基礎体温
を測定

独自の立体的な毛先振
動により効果的に歯垢
を除去します

オムロン独自の「マル
チアクション」と専用ブ
ラシで効果的にステイ
ン除去。極細スパイラ
ルブラシ

独自の立体的な毛先振
動により効果的に歯垢
を除去します

オムロン音波式電動歯
ブラシ替えブラシ。
HT-B906/907/908 
歯の着色汚れが気にな
る方へ

歩数計に体脂肪計をつけました。
いつでも、どこでも測定できます

●商品サイズ／Ｗ６２×Ｄ３０×Ｈ７０ｍｍ
●商品重量／約７２ｇ
●測定内容／歩数計（歩数・距離・カロリー計算）、
　歩行時間計算、時計、体脂肪計（５人分登録可能）
●使用電池／ＬＲ４４ボタン電池×２（モニター用電池付属）

15秒スピード予測検
温（ブザー&ランプで
検温をお知らせ、大型
液晶表示）

タニタ　FB-725（ブラック）

オムロン　HEM-7131

オムロン HT-B906 オムロン HT-B907 オムロン HT-B908 オムロン
SB-032（2本入）極細スパイラルブラシ

オムロン
SB-072（2本入）トリプルクリアブラシ

オムロン
SB-092（2本入）すき間みがきブラシ

オムロン
SB-082（2本入）極細マイルドブラシ

エーアンドデイ UT-701A-JC（ブルー）

オムロン HBF-904

オムロン HBF-912 タニタ BC-718

ヤマサ　EX-200（W）

オムロン MC-672L

アイトック 6136

オムロン
MC-687

1 2 3 4

5 6 7

9 10 11

12 13

14 15

16 17

8
2,0002,000円円 3,4003,400円円 7,0007,000円円 800800円円

550550円円 650650円円 550550円円 2,4002,400円円

2,4002,400円円 3,5003,500円円 4,8004,800円円

3,3003,300円円 3,8003,800円円

3,9003,900円円 1,5001,500円円

2,0002,000円円 2,0002,000円円

希望小売価格：希望小売価格： 3,240円3,240円 希望小売価格：希望小売価格： 5,400円5,400円 希望小売価格：希望小売価格：10,800円10,800円 希望小売価格：希望小売価格： 864円864円

希望小売価格：希望小売価格： 648円648円 希望小売価格：希望小売価格： 864円864円 希望小売価格：希望小売価格： 648円648円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： 3,078円3,078円

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格：10,800円10,800円

希望小売価格：希望小売価格： 5,400円5,400円 希望小売価格：希望小売価格： 5,400円5,400円

希望小売価格：希望小売価格：10,800円10,800円 希望小売価格：希望小売価格： 2,160円2,160円

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

完 売

完 売



◎夜の散歩やアウトドアにも便利。　
　首にかけて使えば両手が自由に
・二段階に調節できるので手元を照ら
す時は短くできます

簡単なバランス運動から
高度な体勢まで、
全身運動をサポートする
エクササイズヨガボール！

◎ストレッチ運動から背筋・腰の引き締め・腹
筋の強化などの運動が出来ます

◎簡単なバランス運動から高度な体勢まで、
　全身運動をサポートするボールです！

◎お手軽！１日５分のストレッチ矯正！

◎常時装着で、足裏の血行を促進。突起が
足裏のアーチ部を適度に刺激します。

　ベルト部はわずか１ｍｍの厚さなので、
外出時にも使用できます（屋内外兼用）。

　足のサイズに合わせて２種類（Ｓサイズ
とＭサイズ）からお選び頂けます

◎１６０ミリテスラのネオジム磁石が土踏
まずを心地よく刺激！

　足の血行を促進してコリを和らげます。
程よい硬さで付けて歩いて快適。

　素材は肌に優しいシリコン、医療用にも
使われている安心素材です

歩行だけでなく、デスクワークや家事な
どの消費カロリーを測定

商品サイズ：３９７×３６×２１ｍｍ
カラー：ホワイト／イエロー／ブルー／ピンク（新色）
素材：シリコン／ＡＢＳ
個装形態：箱入（箱サイズ：２１５×４０×２５ｍｍ）
備考：ボタン電池（ＣＲ２０３２）モニター用電池付属
豊田合成製ＬＥＤ使用
機能：スポットライト・点滅灯

多彩な運動ができるマルチな座
椅子タイプ。
ゴムの反動で無理なく腹筋運動
ができます。
腹筋運動だけでなく、上半身、下
半身の運動もこれ１台でできま
す。
コンパクトに収納できるので場所
を取りません

多彩な運動ができるマルチな座
椅子タイプ。
ゴムの反動で無理なく腹筋運動
ができます。
腹筋運動だけでなく、上半身、下
半身の運動もこれ１台でできま
す。
コンパクトに収納できるので場所
を取りません

◎トラブルに強い足づくり、バランス力・運動力
の向上に！

・足指エクサで、アーチを支える筋肉が鍛えら
れ、足指のお悩みを軽減します
・足指で地面をしっかりつかむ動作で、足の爪に
適度な圧力が伝わり爪が曲がらないように働き
かけます
・足指エクサは、バランス機能を司る足指の働き
をパワフルでスムーズなものにアップします
・足指力の向上は、すべてのスポーツのパフォー
マンス向上に役立ちます
　

◎トラブルに強い足づくり、バランス力・運動力
の向上に！

・足指エクサで、アーチを支える筋肉が鍛えら
れ、足指のお悩みを軽減します
・足指で地面をしっかりつかむ動作で、足の爪に
適度な圧力が伝わり爪が曲がらないように働き
かけます
・足指エクサは、バランス機能を司る足指の働き
をパワフルでスムーズなものにアップします
・足指力の向上は、すべてのスポーツのパフォー
マンス向上に役立ちます
　

先端医療テクノロジーで開発され、自然治癒力を高めキズを早く治します傷が治るために最適な湿潤環境を維持し皮膚の自然治癒力
を高め、痛みをやわらげながら傷をきれいに治します

治療環境を整えて傷を効果的に
保護。広い傷をしっかり守る

天使の美脚

キズセット 4種

●クイックパッド 指用 ●キズパワーパッド 大きめ ●キズパワーパッド●クイックパッド

ヨガボール５５ ドーナツボール

ヨガボール75 ピラティスポール

活動量計
MY CALORY

手ぶライト

ゲームポケット万歩 
新・平成の伊能忠敬

マルチコンパクトトレーニング バランストーン5本指エクサ

【6枚入】 【6枚入】 【ふつうサイズ10枚入】【ジャンボ4枚】

●本体サイズ：最大約Ｗ５５０×Ｌ５５０×Ｈ５５０ｍｍ
●パッケージサイズ：約Ｗ２６０×Ｌ８５×Ｈ２１０ｍｍ
●重量：約１ｋｇ
●適応サイズ：身長１５０～１７０ｃｍ
●耐荷重：約８０㎏

●本体サイズ／
最大約Ｗ５００×Ｌ５００×Ｈ３００㎜
●重量／約８５０ｇ
●適応サイズ／身長１５０～１７０㎝　
●耐荷重／８０㎏

●商品サイズ／直径７５０㎜
●重量／１２００ｇ
●適応サイズ／身長１７０～１８５㎝
●耐荷重／約１００㎏

◎ボールの転がりを利用したバランスボール
◎各部の引き締め、強化に！
◎ハンドポンプ付き

●商品サイズ／Ｗ９１０×Ｈ１５０㎜
●商品重量／約７５０ｇ

●商品サイズ／
幅８０×長さ２５０ｍｍ

●商品サイズ／
幅８０×長さ２８０ｍｍ

●外形寸法／72×37×10㎜（幅/高/厚）
●質量／約29ｇ(電池含む、ストラップ除く）
●使用電池／CR2032電池１個
●電池寿命／約6ヶ月（1日1万歩または1日4時間使用にて）
●個装箱寸法／78×140×30㎜
●個装箱質量／約75.5ｇ

伊能忠敬の弟子になって、
日本地図を完成させよう

商品サイズ：約４６０×５８０×３１０ｍｍ
商品重量：約４０００ｇ
仕様：一部組立式、耐荷重８０㎏、
負荷調節ゴムタイプ、折りたたみ収納可

商品サイズ：横１１０×縦１００×奥７０ｍｍ
商品重量：約７５ｇ（片足）

阿蘇製薬 阿蘇製薬 J&J J&J

カワセ　IMC-58 カワセ　IMC-35

カワセ　IMC-69 カワセ　IMC-54

エイコー

Sサイズ
甲の周囲175～220mm

Mサイズ
甲の周囲210～250mm

ヤマサ　MC-500（W）

LT001MCジャパン

ヤマサ GK-700（B）ブラック

カワセ　ＩＭＣ－２２　 AKAISHI　ブルー

24

25

24 25

26

27 28

29 30

20

22

23

21
20 21 22 23

1918

31 32

2,0002,000円円各各

2,000 2,000 円円

各各

2,8002,800円円 3,0003,000円円

1,0001,000円円

2,0002,000円円 2,0002,000円円

2,5002,500円円 2,5002,500円円

6,5006,500円円 1,5001,500円円

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： 5,400円5,400円 希望小売価格：希望小売価格： 4,320円4,320円

希望小売価格：希望小売価格： 2,592円2,592円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格：10,800円10,800円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン



●商品サイズ：Ｗ１１１０×Ｌ３４０×Ｈ１９０ｍｍ
●パッケージサイズ：約Ｗ５７０×Ｌ６５×Ｈ３５５ｍｍ
●重量：約２３００ｇ

◎バランスＳＩＤＥで内もも・骨盤周辺の
筋肉をキュッ！

　ツイストＳＩＤＥでウエスト・わき腹を
キュッ！
◎ゴルフやテニス等をされる方にもオ
ススメ！

◎ツボ指圧×頭皮、ダブルの爽快刺激! 
頭にスッポリかぶると、頭のツボを
指圧されている気分。上下に動かす
と、頭皮が刺激されてヘッドスパの
気分

◎ツボ指圧×頭皮、ダブルの爽快刺激! 
頭にスッポリかぶると、頭のツボを
指圧されている気分。上下に動かす
と、頭皮が刺激されてヘッドスパの
気分

◎お部屋に馴染む柔らかな色使いの温湿度計
　・本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き
掛け自由

　・時計/日付表示機能付き・目覚ましアラーム機能付き
　・ひと目で部屋の状況（乾燥/快適/不快）がわかる、快適レベ
ル表示 

◎不在時のお部屋の状態がわかる
　・過去の最高/最低温湿度を表示する機能が付いているので、
お部屋の温湿度がどこまで高くなった（低くなった）かが解り
ます。ペットや観葉植物の管理にオススメです 

◎お部屋に馴染む柔らかな色使いの温湿度計
　・本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き
掛け自由

　・時計/日付表示機能付き・目覚ましアラーム機能付き
　・ひと目で部屋の状況（乾燥/快適/不快）がわかる、快適レベ
ル表示 

◎不在時のお部屋の状態がわかる
　・過去の最高/最低温湿度を表示する機能が付いているので、
お部屋の温湿度がどこまで高くなった（低くなった）かが解り
ます。ペットや観葉植物の管理にオススメです TT-559-BL

（ブルー） 

◎座ってゆらゆら揺らすだけでお
腹周りの脂肪を燃焼し、ダイエ
ットを集中的にサポートします

◎座ってゆらゆら揺らすだけでお
腹周りの脂肪を燃焼し、ダイエ
ットを集中的にサポートします

◎首筋から足裏まで、6つの玉が全身をツ
ボ押しします 
◎気になる箇所を強力ツボ押し。コリの気
になる箇所に本体を当てて体重をかけ
るだけで、力強い指圧感が得られます 
◎二の腕やふくらはぎ、太ももを摩るよう
にゆっくり動かせば、手足がスッキリ軽
くなります

◎首筋から足裏まで、6つの玉が全身をツ
ボ押しします 
◎気になる箇所を強力ツボ押し。コリの気
になる箇所に本体を当てて体重をかけ
るだけで、力強い指圧感が得られます 
◎二の腕やふくらはぎ、太ももを摩るよう
にゆっくり動かせば、手足がスッキリ軽
くなります

初心者や女性にオススメ！
毎日の腹筋トレーニング、
背筋トレーニングに最適！
シンプル構造で収納も場
所をとりません。
長さ調節可能で自分にあっ
たサイズでご使用頂けます
ちょっとしたトレーニング、
エクササイズに！

◎跳んだ回数と消費カロリーを計測
◎９９９９回まで測定可能
◎前跳び、後ろ跳び、交差跳びも測定可能
◎グッドデザイン賞受賞

セットするチューブの
本数を変えることで、
負荷が調節できるので、
自分に合った
トレーニングが行えます

セットするチューブの
本数を変えることで、
負荷が調節できるので、
自分に合った
トレーニングが行えます

◎クッション性抜群の厚みで
多少の衝撃を吸収する
PVC製。 フローリングでの
エクササイズに敷けば汗で
滑る心配が無く、ヨガだけ
ではなくピラティスやスト
レッチなど各種エクササイ
ズにもピッタリです 
◎リバーシブルできるツート
ンカラー。持ち運びや収納
に便利な収納ケース付き

◎クッション性抜群の厚みで
多少の衝撃を吸収する
PVC製。 フローリングでの
エクササイズに敷けば汗で
滑る心配が無く、ヨガだけ
ではなくピラティスやスト
レッチなど各種エクササイ
ズにもピッタリです 
◎リバーシブルできるツート
ンカラー。持ち運びや収納
に便利な収納ケース付き

◎後背部の筋肉に働きかけて、
　ストレッチ＆シェイプアップ！
・硬くなった後背部の筋肉をゆっ
くりとほぐし、しなやかなボディ
と美しいラインを目指しましょう！

◎赤外線サンサーで腕立て伏せの深さを感知し、
　正しい腕立て伏せの回数のみをカウントします
◎効果的な腕立て伏せをサポートします

◎赤外線サンサーで腕立て伏せの深さを感知し、
　正しい腕立て伏せの回数のみをカウントします
◎効果的な腕立て伏せをサポートします

◎パンチングボールで運動不足もストレスも楽し
くノックアウト！
　下部タンクに水や砂を入れて、支柱の鉄鋼バネ
の力で返ってくるボールをストレート、フック、
アッパーなどの攻撃や、シャドーボクシング、防
御などの練習も手軽に出来ます。
　遊び感覚でボクシングが楽しめ、全身の有酸素
運動で脂肪を燃焼！
　高さ調節可能で自分にあったボクササイズが
楽しめます

・グローブは付いていません

商品サイズ :
680×113×24.5mm 
化粧箱サイズ :
W217×D150×H38mm 
商品重量 : 約 224g 
セット内容 :
チューブ 3本、グリップ 2個

裏返して首や背中、腰をストレッチ

足裏全体と、特に気になる
部位を集中的にほぐせます

ボディートレーニング

消費カロリー計付き
なわとびカロリージャンプ

バランスツイストボード キュキュ

ツボヘッド

デジタル温湿度計

ゆらゆら脂肪ダウン ツボピロー

パンチングボールチューブエキスパンダー

ピラティス&ヨガマットDX

ビューティシェイプストレッチャー
（ローラー・スケール付）

プッシュアップトレーナー

商品寸法（質量）：Ｄ２６×Ｗ３０×Ｈ１８５ｍｍ（約１４０ｇ／電池含む）
※ロープ（２．７ｍ）を除く。主な材質：ＡＢＳ、シリコンゴム
電源：ＤＣ１．５Ｖ ＬＲ４４タイプ電池１個（付属）使用 電池寿命：約１年
（１日１０分使用した場合）

●サイズ／３２５×３２５×７５ｍｍ　
●重量／１．３５㎏
●材質／ＡＢＳ樹脂、ポリプロピレン、鉄

商品サイズ : 横 140×縦 140×奥 175mm 商品重量 :95g

商品サイズ : 幅 75×高さ132×奥行 30mm 
商品重量 : 約 168g

商品サイズ :100×390×200mm
商品サイズ :130×120×85mm 　商品重量 : 約 270g 日本製

●商品サイズ／Ｗ４３０×Ｌ４３０×Ｈ１４２０ｍｍ
●重量：約２４５０ｇ
●高さ調節可能！（１１８ｃｍ～１４２ｃｍ）

●本体サイズ／約W1730×L610×Ｈ6mm
●パッケージサイズ／約W625×L130×Ｈ130mm
●材料／PVC　●20F／2472　●40F／5040　●人数／12　

●商品サイズ／
２７２×３６１×１２２ｍｍ
●商品重量：１１２４ｇ
●セット内容：ローラー、スケール、
かかと用保護シール

●商品寸法／Ｄ２５０×Ｗ１６０×Ｈ１４０mm
●重量／右:約６００ｇ（電池含む）、左:約５１４ｇ
●電源／ＤＣ３Ｖ　
　単４乾電池×２本使用（付属）
●電池寿命／約６ヶ月
　（１日３０分使用した場合）

IMC-99カワセ

タニタ　ＣＪ-６８８

イモタニ　ＨＨ-１３０００

ＡＫＡＩＳＨＩ HB-094

タニタ　TT-559

トレードワン 1台 ＡＫＡＩＳＨＩ HB-095

IMC-88カワセイモタニ HH-820

カワセ IMC-52

HH-835イモタニ

タニタ　ST-941

3635

37 38

39

33 34

4443

42

40

41

円円

円円

円円

円円

1,8001,800円円 1,8001,800

1,4001,400 2,0002,000円円

2,0002,000 2,5002,500円円

2,8002,800円円 2,9002,900円円

3,4003,400円円 2,5002,500円円

2,0002,000 3,8003,800円円

希望小売価格希望小売価格

希望小売価格希望小売価格

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン 希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： 2,376円2,376円

オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： 3,780円3,780円

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

チューブの本数
調整可能

IMC-52 BL
ブルー×
グリーン

完 売

完 売



どこでも楽しく卓球セット！デスク、ちゃぶ台などの
机に設置できます。取り付け、片付け簡単で早く、
収納袋のセットなので持ち運びも便利！ 手軽にスポーツを楽しみたい時に最適！レジャーが

何倍も楽しく！
どこでも本格的な試合気分が楽しめるネット付。
収納袋のセットなので持ち運びもラクラクです

手軽にスポーツを楽しみたい時に最適！これ一つで、
レジャーが何倍も楽しく！
これ一つでペアで楽しめる、大人用２本、子供用
１組セット。
お子様用は面が少し幅広タイプです

◎グラウンド、公園などで楽しくサッカー！
反射神経を養い、楽しく屋外で健康的に！！

◎みんなでエキサイトできるカラフルなボウリングセットです
◎収納ケース付きでレジャーなどに持ち運びも楽々

お子様もゴルフが楽しめます！

◎手軽に野球が楽しめる! 
バットとグローブは軽量でやわらか
タイプ。 小さなお子様も使えて、楽
しく健康的にスポーツ! 
※公道や車の通る場所、人通りの多い
場所での素振りや野球は危険ですの
で絶対に避けてください 

◎手軽に野球が楽しめる! 
バットとグローブは軽量でやわらか
タイプ。 小さなお子様も使えて、楽
しく健康的にスポーツ! 
※公道や車の通る場所、人通りの多い
場所での素振りや野球は危険ですの
で絶対に避けてください 

◎マジックボールか、矢
を投げて手軽にダーツ
を楽しんじゃおう! 
　マジックタイプなの
で、安心して誰でも楽
しめます

◎マジックボールか、矢
を投げて手軽にダーツ
を楽しんじゃおう! 
　マジックタイプなの
で、安心して誰でも楽
しめます

◎一人で手軽にバッティング練習!飛距離
約5m!角度3段階調節可能。約7～10
秒間隔でボールを発射。ボールは当
たっても痛くないEVA樹脂。台の上な
どに置くと、より打ちやすくなります。 
※周囲の安全を確認の上、ご使用くださ
い。直射日光が当たる場所、高温多湿な
場所には保管しないでください。小さな
お子様が口に含めないよう必ず手の届か
ない場所に保管してください。公道や車
の通る場所、人通りの多い場所では危険
ですので絶対に避けてください

◎一人で手軽にバッティング練習!飛距離
約5m!角度3段階調節可能。約7～10
秒間隔でボールを発射。ボールは当
たっても痛くないEVA樹脂。台の上な
どに置くと、より打ちやすくなります。 
※周囲の安全を確認の上、ご使用くださ
い。直射日光が当たる場所、高温多湿な
場所には保管しないでください。小さな
お子様が口に含めないよう必ず手の届か
ない場所に保管してください。公道や車
の通る場所、人通りの多い場所では危険
ですので絶対に避けてください

◎どデカい、インパクト抜群のテ
ニスセット。
大きくて打ちやすく、跳ねる! 
屋外で楽しくスポーツ!

◎どデカい、インパクト抜群のテ
ニスセット。
大きくて打ちやすく、跳ねる! 
屋外で楽しくスポーツ!

◎好奇心をくすぐる楽しいセット。 
カラフルな輪投げで集中力アップに!
◎好奇心をくすぐる楽しいセット。 
カラフルな輪投げで集中力アップに!

どこでも卓球セット バトミントンセット
（ネット付き）

わくわく親子
バトミントンセット

ミニサッカーボール2P

ボウリングセットJrゴルフセット

キッズベースボールセット

セーフティダーツセット

バッティングマシンセットデカテニスセット

輪投げセット

●化粧箱サイズ：約１３０×５０×２００ｍｍ
●セット重量：約９９０ｇ
●仕様：ラケット（約２５０×１８０×２０ｍｍ）×２個、
　ネット（約１５２５×５０×２００ｍｍ）収納ケース×各１個、
　ボール（約４０ｍｍ）×３個
●対象年齢：６才～
●ＣＥ合格品

●収納ケースサイズ：約６８０×２１０×６３ｍｍ
●セット重量：約１０００ｇ
●商品サイズ：ラケット／約６６０×２００×３０ｍｍ
●ネット使用時／約４０００×１６４０ｍｍ
●セット内容：ラケット×２、シャトル×３、ネット×１、
　ポール×２セット・ロープ×２・ペグ×４

【セット内容】
●商品サイズ：ラケット（大）／
約２０５×２８×６６０ｍｍ
●ラケット（小）／
約２２５×２８×４４５ｍｍ
●セット内容：ラケット（大）×２、
ラケット（小）×１、シャトル×２

●商品サイズ／直径９０ｍｍ
●梱包サイズ：約１６６×９１×３６０ｍｍ（ヘッターＯＰＰバック）
●重量：約６０ｇ×２

●商品サイズ／
　ピン６８×６８×１９０mm
●ボール直径／９０mm
●重量／４７０ｇ

【セット内容】
キャリーケース×１、
クラブ×３、ボール×５、
カップ×２、フラッグ×２
●商品サイズ／１２０×１５０×６１０mm
●重量／４１０ｇ

梱包サイズ:約250×95×570mm 
セット重量:約320g 
仕様:・屋外用
・対象年齢/6才以上
・バット/約86×86×510mm　
・グローブ/約270×95×270mm
・ボール/直径約70mm 
セット内容:バット×1、グローブ×1、PU野球ボール×1

商品サイズ : 約 350×15×350mm 
商品重量 : 約 190g 
セット内容 :ボード×1個、ダーツ矢×2個、マジックボール×2個

商品サイズ:約260×160×630mm 
商品重量:約1000g 
仕様:
・屋外用
・組立式
・対象年齢6才以上
・発射スイッチ/ON/OFF(7～10秒間隔) 
・飛距離約5m
・角度3段階調節
・バットサイズ/直径53×610mm 
電源/単1乾電池×4本(別売)
・バット×1、ボール×5
・取扱説明書 

セット内容:
ラケット×2、
ボール大・小×各1、
空気入れポンプ×1 
商品サイズ:
ラケット/約550×25×300mm 
ボール(大)/直径約130mm 
　　　(小)/直径約63mm 
梱包サイズ:約610×60×345mm 
セット重量:約450g

商品サイズ :
約 440×440×210mm 
セット重量 : 約 550g 
仕様 : 輪の内径 /約 12cm、輪×6個、屋外用
対象年齢 6才以上

カワセ KW-020

カワセ KW-592

カワセ KW-593

カワセ KW-444

カワセ　KW-640カワセ　KW-372

カワセ KW-543

カワセ KW-624

カワセ KW-545カワセ KW-646

カワセ KW-641

53

45 46

47 48

49 50

51 52

54 55
円円2,2002,200 円円

円円

3,5003,500円円 1,4001,400円円

3,0003,000円円 3,0003,000円円

2,0002,000円円 1,0001,000円円

円円2,2002,200

3,6003,600

1,6001,600円円 1,8001,800

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン 希望小売価格希望小売価格

希望小売価格希望小売価格

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： 4,320円4,320円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン オープンオープン

完 売

完 売



◎安心して遊べる◎安心して遊べる空気の入った
やわらかい野球ボールです

天然鉱石から採取される高純度のゲルマニウムを
低反発ウレタンに配合しました。
ゲルマニウムは体内に流れる生体電流を整え、
体の疲れを和らげ、疲労回復や自然治癒力と
免疫力を高めるといわれています

天然鉱石から採取される高純度のゲルマニウムを
低反発ウレタンに配合しました。
ゲルマニウムは体内に流れる生体電流を整え、
体の疲れを和らげ、疲労回復や自然治癒力と
免疫力を高めるといわれています

◎フレッシュスムージーが簡単に作れま
す。毎日のヘルシーライフに大活躍! 
そのまま飲めるドリンク用アタッチメ
ント付。 
　氷も砕けるパワークラッシュ。たっぷり
容量600ml

◎フレッシュスムージーが簡単に作れま
す。毎日のヘルシーライフに大活躍! 
そのまま飲めるドリンク用アタッチメ
ント付。 
　氷も砕けるパワークラッシュ。たっぷり
容量600ml

くまモンの非常持出し
リュックセット（Ａ）

Ｄｏ・Ｎａｔｕｒｅ　顕微鏡 くまモンの非常持出し
ポーチセット（Ｂ）

ＡＥＲＯ ＳＰＯＲＴＳ ８×１８ ｍｉｎｉ 双眼鏡カラー野球ボール2P

手洗いセット 4点

●アルボナース

デジタルしゃもじスケールプラス

ゲルマニウム入りホールイン低反発枕

電子塩分計しおみくん 

デジタルクッキングスケール

ヘルシースムージーメーカー
●サージカルマスク 
　M-001W メジャーリーガー

かわいいくまモンのリュックタイプ防災セットです
子ども、女性向けの防災セットとしてはもちろん、
普段はぬいぐるみとして、お部屋に飾っていただけます

コンパクト携帯型顕微鏡！
花や昆虫の観察に！
驚きのミクロの世界を見てみよう！

手のひらに収まる
コンパクトサイズ

かわいいくまモンの防災セット（ポーチ）なので、
お子さん用にオススメです
子供、女性向けの防災セットです
普段、ポーチとしてもご使用頂けます

シルバーカラーのスポーティなデザイン
１２９ｇの超軽量、
コンパクトボディは
携帯に大変便利です
ケース、ストラップ付き

カロリー計量範囲　５～５１９kcal
（表示は白米を対象とする目安となります）

●サイズ／３３×４６㎝
●材質／側地:ポリエステル１００％、
　詰め物:ウレタンフォーム（ゲルマニウム入り低反発チップ）

一般サージカルマスクとしては最高レベル
のバリア性能を有します
一般サージカルマスクとしては最高レベル
のバリア性能を有します

皮膚の清浄、
殺菌、消毒

【50枚入×2】

スプレー式のアルコール
ローションタイプで、手軽
に洗浄・殺菌・消毒が行え
る手指消毒剤です

【100mL】

◎しゃもじ型なので電源を入れて、ごはんをよそうだけでカロリー
や炭水化物量をはかることができます。また、「追加」ボタンを押
すことで何回でもよそうことができ、合計カロリーなどが表示さ
れます

・最近問題な炭水化物の過剰摂取の予防にもオススメ
・ダイエットや食事制限がある方にもオススメ
・ごはんのカロリー・炭水化物量がはかれるしゃもじ型スケール
・「追加」ボタンでごはんの追加計量もカンタン
・ふちが薄くなっているのでごはんがすくいやすい
・ごはんがくっつきにくい「つぶつぶ」形状
・オートパワーオフ付きの省エネ設計
・壁掛けができる大きなフック穴付

●約縦２５３×横６６×厚さ２６ｍｍ
●商品重量：約６８ｇ（電池含む）

塩分摂取量に気をつけたい方、
減塩をサポートしている方に
オススメ！

●商品サイズ／Ｄ２９×Ｗ２０５×Ｈ１８mm
●重量／約４０ｇ（ＬＲ４４タイプ電池×３個含む）
●電池寿命／約６ヶ月（１日５回使用の場合）
●電源／ＤＣ４．５Ｖ　ＬＲ４４タイプ電池３個使用

◎ごはんのカロリーもはかれる
クッキングスケール

・ごはんのカロリーがはかれる「ご
はんカロリーモード」と、お好きな
食材のカロリーがはかれる「マイ
カロリーモード」を搭載
・収納式ハンガーフック付き
・おしゃれな２トンカラー

●商品サイズ／Ｄ１９１×Ｗ１３０×Ｈ３５ｍｍ
●商品重量：約３２３ｇ（乾電池、シリコーンゴム脚含む）
●主な付属品：単４形乾電池×２本、カラー小冊子
　（タニタ生活ダイエットのコツ、主食カロリー一覧、
定食レシピ１食分）

商品サイズ :
約 125×130×370mm 
商品重量 : 約 1.4kg 

●商品サイズ／
　本体:Ｗ３２×Ｄ５５×Ｈ１０１mm、
　スタンド:Ｗ４７×Ｄ７６×Ｈ２３mm
●重量／７５ｇ（電池含む）
●光源／ＬＥＤライト内蔵
●電源／ＬＲ４４ボタン電池３個
　使用（モニター用電池付属）

●化粧箱サイズ／２７８×２３２×６８mm
●セット重量／２９０ｇ
●セット内容／クマモンのポーチ（防災カード付き）、
　　　　　　 くまモンのプチライト、
　　　　　　 防寒シート（１３０×２１０cm）、
　　　　　　 マスク１枚（１７．５×９．５cm）、
　　　　　　 カイロ、ホイッスル、
　　　　　　 防災用ウェットティッシュ（１５０×２００／２０枚）

●商品サイズ／Ｈ７６×Ｄ４０×Ｗ１０２mm
●倍率／８倍　●実視界／４．５°
●明るさ／４．８４
●重量／約１２９ｇ

●化粧箱サイズ／４００×３００×１５５mm
●セット重量／５９０ｇ
●セット内容／くまモンのリュック（４００×２６０×２４０mm）、
　　　　　　 くまモンのプチライト、防寒シート（１３０×２１０cm）、
　　　　　　 マスク１枚（１７．５×９．５ｃｍ）、カイロ、ホイッスル、
　　　　　　 防災用ウェットティッシュ（１５０×２００mm／２０枚）、
　　　　　　 緊急簡易トイレ

商品サイズ : 直径 70mm 
重量 :35g×2個

ナカガワ　KMR-A

ケンコー・トキナー　ＳＴＶ-４０Ｍ

ナカガワ　KMP-B

ケンコー・トキナー　976142カワセ KW-039

日本ユーテンシル　SEP5008882

パラメディカル

●マキロン薬用
　ハンドソープ
　泡タイプ
【250mL】
第一三共

アルボース

ドリテック PS-035WT（ホワイト）

タニタ　SO-303

タニタ KD-196

アサヒ SL-37

56 57

58 59

60 61

62 63

64 65

66

円円

2,000 2,000 円円

500500円円 2,6002,600

2,3002,300円円 3,2003,200円円

3,8003,800円円 4,0004,000円円

2,0002,000円円 3,0003,000円円

円円3,7003,700

3,8003,800円円

希望小売価格：希望小売価格：オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

完 売



・3種類の歯ブラシヘッド
が標準で付属。
　お好みで選べる3種類の
歯ブラシで歯と歯の間、
歯と歯ぐきの間、磨きづ
らい奥歯の歯垢もしっか
り掻き出します

あると便利な応急セットです。防災セットの中に入れておいても安心 あると便利な応急セットです。防災セットの中に入れておいても安心

◎国内から送信される東西電波を受信し、時刻合わせ不要の電波時計。
木のフレームでリラックス効果をもたらします。
　記念品に人気ナンバー１の商品です

◎国内から送信される東西電波を受信し、時刻合わせ不要の電波時計。
木のフレームでリラックス効果をもたらします。
　記念品に人気ナンバー１の商品です

非常時に自宅へ帰れない
場合の支援セットです。エ
アーベッド、防寒シート、保
存水など、１日仮眠を取ら
なければならない時などに
役立ちます。箱はブック式
で、事務所の棚などにもそ
のまま置くことができます

非常時に自宅へ帰れない
場合の支援セットです。エ
アーベッド、防寒シート、保
存水など、１日仮眠を取ら
なければならない時などに
役立ちます。箱はブック式
で、事務所の棚などにもそ
のまま置くことができます

★こだわりの温泉含有成分配合
の炭酸ガス発泡入浴料です。
癒しのひと時を感じさせるお湯
の色と香りです★
◎旅の宿「泡の湯」豊後長湯・十
和田八幡平・信州木曽のセッ
トです。 
　3つのお湯をお楽しみいただ
けます

★こだわりの温泉含有成分配合
の炭酸ガス発泡入浴料です。
癒しのひと時を感じさせるお湯
の色と香りです★
◎旅の宿「泡の湯」豊後長湯・十
和田八幡平・信州木曽のセッ
トです。 
　3つのお湯をお楽しみいただ
けます

◎水を吸い上げた吸
水フィルターに室
内の乾いた空気を
強制的に通して、
空気に水分を含ま
せます。
　その水分を含んだ
空気を内蔵ファン
で外に放出し、室
内を加湿します。
・部屋の湿気に応じ
て必要な加湿量を
自然調整します
・内蔵ファンを回転
させるだけなので
音も静か
・加熱しない構造な
ので安心です

◎水を吸い上げた吸
水フィルターに室
内の乾いた空気を
強制的に通して、
空気に水分を含ま
せます。
　その水分を含んだ
空気を内蔵ファン
で外に放出し、室
内を加湿します。
・部屋の湿気に応じ
て必要な加湿量を
自然調整します
・内蔵ファンを回転
させるだけなので
音も静か
・加熱しない構造な
ので安心です

◎歯間も歯周ポケットもケア、すみずみまで磨ける新習慣!◎歯間も歯周ポケットもケア、すみずみまで磨ける新習慣!

◎低反発ウレタンは身体のラインに
　沿って体圧をやさしく吸収し、
　負担を軽減します
◎腰枕として、背当てとして、
　また、シートクッション
　として使用できます

◎低反発ウレタンは身体のラインに
　沿って体圧をやさしく吸収し、
　負担を軽減します
◎腰枕として、背当てとして、
　また、シートクッション
　として使用できます

・ペンシルフィンガーでスマートに。
　毎分約22000ブラシストロークという高速
振動により歯をブラッシングするのでやさし
く磨けます。
　歯ブラシの柄が根元まで細いので、奥歯に
も無理なく届きます

エイドクルー＃150 エイドクルー#300

電波時計

帰宅困難者支援セット（Ｃ） 旅の宿（泡）ギフトセット15個入り

アロマ加湿機 リフレア オーラルドクター電動歯ブラシSP

低反発腰枕

●商品サイズ／１４５×１９５×４５mm
●セット内容／爪切り、エチケットハサミ、耳かき、毛抜き兼ピンセット、爪ヤスリ、キューティクルカッター、
ルーペ、マスク×２、ガーゼ（中）×５、カラー綿棒、キズテープ×３、ワンタッチ包帯、コットンパフ×３

●商品サイズ／Ｗ２５０×Ｄ１８０×Ｈ４５mm　●重量：６５０ｇ
●セット内容／専用ケース（鏡付き）、キズテープ×Ｍ３枚×２、カラー綿棒１０Ｐ×２、コットンパフ３Ｐ×２、
ワンタッチ包帯×２、マスク、ガーゼ中１０Ｐ、サージカルテープ、冷却シート２Ｐ、カイロ、ポケットレインコー
ト、保温断熱シート、携帯トイレ（吸水ポリマー付き）、グルーミング５点セット（爪切り、耳かき、エチケットハ
サミ、爪ヤスリ、毛抜き兼ピンセット）

●商品サイズ／高さ２００×幅１３０×奥行２４ｍｍ
●商品重量／約３１５ｇ
●電源／単３乾電池×２本（付属）
●機能／東西電波自動受信、日付表示、アラーム・スヌーズ機能、
　温度表示、湿度表示、置掛兼用

●商品サイズ／２４０×３１５×９０ｍｍ
●重量／１４００ｇ（箱入れ時）
●セット内容／
ＩＤポケット付き非常袋（約３４０×４４０ｍｍ）、コンパクトエアーベッド、
２ＷＡＹランタン（電池付）、防寒シート、保存水（５００ｍｌ）、カイロ、
歯ブラシセット、緊急簡易トイレ、安眠セット（耳せん・アイマスク）、
防災用ウェットティッシュ（２０枚）、エアー枕、ホイッスル、マスク

商品サイズ:272×256×18mm 
商品重量:730g 
内容量:豊後長湯・十和田八幡平・信州木曽/40g×各5錠

●商品サイズ／４８×１６×４．５～６．５cm
●材質／側地:ポリエステル１００％
●詰め物／ウレタンフォーム（低反発）

商品サイズ：直径 110×216mm　
商品重量：396g 容量：580mL　セット内容：アロマオイルテスト材

商品サイズ：最大径約 19×179mm
商品重量：約 33g（歯ブラシ装着時、乾電池含む）※乾電池は付属しておりません。
付属ブラシ：①波形歯ブラシ②極細歯ブラシ③ポイント歯ブラシ

アイトック　8107 アイトック　8110

アデッソ　8255H

ナカガワ　KS15-500 カネボウクラシエ 88435

イモタニ RZ-2504 ファミリーサービスエイコー DT-400WK

日本ユーテンシル 　SUX5008902 
68

69 70

71 72

73 74

67

2,0002,000円円

1,3001,300円円 2,8002,800円円

4,0004,000円円 1,5001,500円円

2,4002,400円円 2,0002,000円円

4,0004,000円円

希望小売価格希望小売価格

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン 希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン



TO-401BL（ブルー）

EB-100
（アイボリー）

◎単3電池×1本使用のコンパクトで軽量（電池含めても65g）なのでジョギングや登山でも気軽にお使い頂
けます
◎ヘッドライトは防災備蓄品としても、両手が使えるとの理由で大人気です

◎単3電池×1本使用のコンパクトで軽量（電池含めても65g）なのでジョギングや登山でも気軽にお使い頂
けます
◎ヘッドライトは防災備蓄品としても、両手が使えるとの理由で大人気です

◎ストレッチボディで伸縮する実用的な
ランタンです
◎ストレッチボディで伸縮する実用的な
ランタンです

しっかりとした厚みのマチしっかりとした厚みのマチ

◎おくすり手帳や保険
証、通帳やくすり・小
物まで入れられる驚
異的な収納力!

◎おくすり手帳や保険
証、通帳やくすり・小
物まで入れられる驚
異的な収納力!

◎お口のにおいを手軽にチェック
・息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認出来
ます
・判定結果は6段階（0～5レベル）、3つのLEDランプの点灯・点
滅でお知らせします
◎一日の始まりにブレスチェックという新習慣
・朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわか
ります
◎さりげなく測定できる消音設計
・測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせす
るので周囲の人には気付かれずにさりげなくチェックすること
ができます

◎お口のにおいを手軽にチェック
・息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認出来
ます
・判定結果は6段階（0～5レベル）、3つのLEDランプの点灯・点
滅でお知らせします
◎一日の始まりにブレスチェックという新習慣
・朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわか
ります
◎さりげなく測定できる消音設計
・測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせす
るので周囲の人には気付かれずにさりげなくチェックすること
ができます

◎こめかみではかる 赤外線体温計
・約1秒、こめかみで測れる非接触式体温計
・37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
・測定温度を24回分、保存できます
・電源の切り忘れに対応のオートオフ機能付（約1分間）
・物体の表面温度の測定も可能

◎こめかみではかる 赤外線体温計
・約1秒、こめかみで測れる非接触式体温計
・37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
・測定温度を24回分、保存できます
・電源の切り忘れに対応のオートオフ機能付（約1分間）
・物体の表面温度の測定も可能

◎腰が辛い時は膝を曲げて寝ると楽なんです!!
・膝を立てて就寝することで従来の仰向け寝でできる腰と布団の隙間を自然に少なくすることができ、この
隙間を埋めることにより腰への負担を軽減させます
・腰痛の肩も仰向けになった時の膝裏の隙間を埋めてあげることでリラックスできます
・膝に挟むことで内転筋のトレーニングも行え、失禁予防やO脚補正にも効果が期待できるでしょう
・リビングなどで背もたれとしても使える
・カバーのみ丸洗い可能

◎腰が辛い時は膝を曲げて寝ると楽なんです!!
・膝を立てて就寝することで従来の仰向け寝でできる腰と布団の隙間を自然に少なくすることができ、この
隙間を埋めることにより腰への負担を軽減させます
・腰痛の肩も仰向けになった時の膝裏の隙間を埋めてあげることでリラックスできます
・膝に挟むことで内転筋のトレーニングも行え、失禁予防やO脚補正にも効果が期待できるでしょう
・リビングなどで背もたれとしても使える
・カバーのみ丸洗い可能

コンパクトヘッドライト ストレッチポータブルランタン

医事管理ファイル ブレスチェッカー

非接触体温計 勝野式 RAKUひざクッション

商品サイズ：W60.0×H31.0×D41.0mm
商品重量：65g
明るさ：95ルーメン（High モード時）
点灯時間：約 7.5 時間（High モード時）
付属品：すべり止め付きヘッドバンド、
テスト用電池（単 3アルカリ電池×1本）

商品サイズ：78×78×115mm（最小）
商品重量：約 215g（本体のみ）
電源：単 3乾電池×4本（別売）

商品サイズ：
160×127×20mm
商品重量：約 165g
内容：カードポケット×4、

通帳ポケット×4、
くすり・小物ケース、
フリーポケット×16

原産国：日本製

商品サイズ：幅 30×高さ120×奥行 19mm
商品重量：約 37g（乾電池含まず）
センサー寿命：購入後 1年経過、またはセンサー使
用回数が 1000回になった場合（どちらか早い方）

商品サイズ：約W150×D40×H51mm
商品重量：約 74g（電池含む）
体温表示範囲：34.0℃～42.9℃
表示温度方式：赤外線（補正温度方式または実測温度方式）
最小表示温度：0.1℃
電源：単 4形アルカリ乾電池×2本　電池寿命：約 3000回

商品サイズ：約縦 27×横 34×高さ22cm
商品重量：約 345g

ジェントス CP-095D スターリング 6350

ゼニス AD-15 タニタ EB-100

ドリテック TO-401 メイダイ 1台

75 76

77 78

79 80

2,0002,000円円 3,2003,200円円

1,5001,500円円 4,5004,500円円

3,7003,700円円 2,2002,200円円
希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン 希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン 希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン



◎骨盤周りをキュッと引き締め骨盤補正!
・低反発と高反発と硬質ウレタンの立体3層構造の働きで骨盤周りをキュッと引き締め骨盤補正
・座骨が最も圧迫される部分に座骨の形状を考慮した穴を設けることで座骨への負担を無くしました
・上段の高反発ウレタンが骨盤を左右後方から包み込んで引き締めしっかり支えます
・低反発と硬質ウレタンの組み合わせが沈み込みを抑え、座骨や腰の負担を軽減し長時間座っても疲れにくくします
・7度の傾斜が自然な美しい姿勢を保ちポッコリ下腹もスッキリ!
・立体3層構造が股関節から太もも外側を包み込み両膝が離れにくい美脚に導きます
・ふんわりタッチのパイル地カバーは取り外して洗濯可能
・裏面にはスベリ止め加工

◎骨盤周りをキュッと引き締め骨盤補正!
・低反発と高反発と硬質ウレタンの立体3層構造の働きで骨盤周りをキュッと引き締め骨盤補正
・座骨が最も圧迫される部分に座骨の形状を考慮した穴を設けることで座骨への負担を無くしました
・上段の高反発ウレタンが骨盤を左右後方から包み込んで引き締めしっかり支えます
・低反発と硬質ウレタンの組み合わせが沈み込みを抑え、座骨や腰の負担を軽減し長時間座っても疲れにくくします
・7度の傾斜が自然な美しい姿勢を保ちポッコリ下腹もスッキリ!
・立体3層構造が股関節から太もも外側を包み込み両膝が離れにくい美脚に導きます
・ふんわりタッチのパイル地カバーは取り外して洗濯可能
・裏面にはスベリ止め加工

◎つらいこむら返りの悩みを解消!かかと付きで朝まで快眠!
・大好評のMOMI×2（スポーツドクター考案のふくらはぎ用着圧
サポーター）に、かかと部分をプラスしました
・かかと部分は保湿繊維のパイル加工。保湿しながら適度に温め
る事で快眠をサポート
・足首を温めて、つま先から放熱させることで寝つきと深い眠り
をサポートします
・着けて寝るだけで、一晩中脚をマッサージ!疲れが取れて一日を
気持ちよくスタートできます
・効果の秘密は、3本の中弱圧ラインと、その間にある強圧ライン
とが組み合わさった4段階のマッサージライン
・着圧部分は、ゴム糸を一切使わない特殊なベアー編みで作られ
ており、まるで手もみの様な心地良さ

◎つらいこむら返りの悩みを解消!かかと付きで朝まで快眠!
・大好評のMOMI×2（スポーツドクター考案のふくらはぎ用着圧
サポーター）に、かかと部分をプラスしました
・かかと部分は保湿繊維のパイル加工。保湿しながら適度に温め
る事で快眠をサポート
・足首を温めて、つま先から放熱させることで寝つきと深い眠り
をサポートします
・着けて寝るだけで、一晩中脚をマッサージ!疲れが取れて一日を
気持ちよくスタートできます
・効果の秘密は、3本の中弱圧ラインと、その間にある強圧ライン
とが組み合わさった4段階のマッサージライン
・着圧部分は、ゴム糸を一切使わない特殊なベアー編みで作られ
ており、まるで手もみの様な心地良さ

フェイタス5.0 ハリワンFb50EG パテックス
うすぴたシップ

のびのび
サロンシップs

うがい薬コロロSP

サロンシップ
インドメタシンEX

イソジンうがい薬 ポピクルGうがい薬 マキロン薬用ハンドソープ
泡タイプ

熱救急シート冷えピタ
（大人用）

熱救急シート冷えピタ
（子供用）

デコデコクール
熱とり枕

勝野式 座るだけで骨盤キュッとクッション

かかとケアMOMI×2（モミモミ）

肩こりに伴う肩の
痛み、関節痛、腰
痛などに（フェル
ビナク5.0%配合）

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱
鞘炎（手・手首・足首の痛
み）、肘の痛み（テニス肘
など）の緩和

肩こり、腰痛、筋肉
痛、筋肉疲労、関
節痛、打撲、捻挫、
骨折痛、しもやけ

打ち身、捻挫、
腰痛等に（冷感
タイプ）

のどの殺菌、
消毒、洗浄等に

腰の痛み、腱鞘
炎、肘の痛み等
に（冷感タイプ）

のどの殺菌、消毒、洗浄等に 口腔内及びのどの殺菌・
消毒・洗浄・口臭の除去

皮膚の清浄、殺菌、消毒

冷却効果が8時間持続。ピ
タッと貼れて肌にやさしく、
かぶれにくい。6種類の植物
成分（ハーブ成分）配合

8時間冷却。急な発熱時
にピタッと貼れてしっか
り冷やします。かぶれに
くい、肌にやさしいシート

氷枕（冷却持続時
間10時間）冷凍
庫で冷すタイプ・
やわらかい枕

商品サイズ：約縦 310×横 420×高さ85mm
商品重量：約 300g

サイズ：フリー
（目安サイズ：ふくらはぎ周り約 42cmまで）
日本製

14枚 32枚

12枚 3枚入×4個

50mL

12枚入

30mL 250mL

250mL

12枚+4枚 12枚+4枚 1個

久光 共立

第一三共 久光

サラヤ

久光

シオノギ 共立

第一三共

ライオン ライオン 久光

メイダイ 1台

メイダイ 2枚組

83 84 85 86

87 88 89 90

91 92 93 94

81

82

400400円円 300300円円 650650円円 500500円円

450450円円 450450円円 900900円円 900900円円

1,5001,500円円 1,7001,700円円 650650円円 800800円円

3,0003,000円円

1,5001,500円円

希望小売価格：希望小売価格： 594円594円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： 1,944円1,944円 希望小売価格：希望小売価格： 734円734円

希望小売価格：希望小売価格： 972円972円 希望小売価格：希望小売価格： 972円972円 希望小売価格：希望小売価格： 1,188円1,188円 希望小売価格：希望小売価格： 1,728円1,728円

希望小売価格：希望小売価格： 1,706円1,706円 希望小売価格：希望小売価格： 3,402円3,402円 希望小売価格：希望小売価格： 1,058円1,058円 希望小売価格：希望小売価格： 1,555円1,555円

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン

希望小売価格希望小売価格 オープンオープン
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クリニカアドバンテージ 
スポンジフロス

モンダミン
メディカルケア

GUMデンタルリンス 
レギュラータイプ

システマEX
デンタルリンス

デンタルブラシ

プラクリン歯ブラシ
（歯科医院用）

ソラデー3 本体 ソラデー専用スペア
ブラシ

歯ぐきにやさしい
やわらか歯間ブラシ

デンタルプロ舌ブラシ EXonetuft

デンタルプロブラック
ダイヤハブラシ超極細毛

パスタイムA 新フジパップ温感

なめらかかとスティック アセスL

薬用ハミガキ
生薬当帰の力

クリーンデンタルF

アセス

めぐりズム蒸気でホット
アイマスク無香料

めぐりズム蒸気でホット
アイマスクラベンダー

足すっきりシート 休足時間
ツボ刺激ジェルシート

シルクスターホワイト
エクストラミント

薬用ラカルト・ニュー5 キシリデントライオン クリニカアドバンテージ
クールミント タテ型

GUMデンタルリンスナイトケア
ナイトハーブタイプ

Ora2プレミアム
ステインクリアペースト

歯科医推奨の歯間ケア。
ふくらむフロスが歯間に
ピタッと密着

歯ぐきケアに着目し
たモンダミン。歯ぐき
の出血、痛みは歯肉
炎のサインです

液体だからすみずみまでひ
ろがり、歯周病を予防します

歯周病予防・口臭
予防・ムシ歯予防

歯科医院推奨歯ブラシ

歯科医院推奨歯ブラシ
半導体とソーラーパ
ネルで歯垢を除去 ソラデー2、

ソラデー3共用
のスペアブラシ

ハブラシが届きにく
い歯と歯の間などの、
歯周病、虫歯の原因と
なる食べカス、歯垢を
除去（SS-Mの方向け）

口臭の原因となる
舌の汚れを効果的
に取り除く

磨き残しに

特有の「黒の特殊毛」に
加え、「フッソ配合ダイ
ヤ毛を使用」4つの角で
歯面の歯垢を効果的に
除去

肩こり、筋肉痛等に
（無臭性の貼り薬）

慢性の腰痛等に（温
感タイプ）

寝ている間にしっとり
つるつる、なめらかに。
スティックタイプ

生薬配合の医薬品。歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状の緩和

生薬当帰エキスを配
合した薬用ハミガキ

歯槽膿漏、歯周病等の予防に

生薬配合の医薬品。歯肉炎・歯槽膿漏の諸症
状の緩和

働き続けた目に蒸
気浴。伸縮性のある
やわらかな素材でし
なやかにフィット。快
適時間が約20分に

働き続けた目に蒸
気浴。伸縮性のある
やわらかな素材でし
なやかにフィット。快
適時間が約20分に

足裏のツボを心地
よく刺激、足裏をす
っきり冷却、5種の
ハーブ（香料）成分
配合

白い歯+口臭ケア（タバコのヤニを浮かして落とす。
息すっきりエクストラミント）

歯槽膿漏、歯肉炎の予防、歯石の沈着を防ぐ、虫歯の
発生および進行、口臭の防止、タバコのやに除去等

キシリトールとフッ素をダ
ブル配合したムシ歯の発
生と進行を防ぐハミガキ

虫歯に負けない強く
キレイな歯をつくる&
健康な歯ぐきに保つ
薬用ハミガキ

おやすみ前の使用で、
翌朝の口臭、ネバツキ
（原因の1つは歯肉炎）
を防ぐ「おやすみ前の
仕上げ剤」

ワンランク上のス
テインケアで、歯
本来の白さを取り
戻し、更に輝き力
をプラスします

40m

600mL 250mL 450mLノンアルコール

C-25×3本

P-028×3本

ふつう

4本ふつう

SS～Mサイズ20本

1本 Mサイズ

ふつう

30枚入 12枚

30g 120g

85g

50g

120g

12枚入 12枚入

12枚

50g

70g 120g

130g 450mL

プレミアムミント100g

ライオン

アース サンスター ライオン

JHP

JHP

シケン

シケン

小林

デンタルプロ ライオン歯科

デンタルプロ

祐徳 第一三共

小林 佐藤

サンスター

第一三共

佐藤

花王 花王

ライオン

第一三共

エスエス ライオン

ライオン サンスター

サンスター

111 112 113 114

115 116 117 118

119 120 121 122

95 96 97 98

99 100 101 102

103 105 106

107 108 109 110

104

円円

750750円円 450450円円 700700円円 350350円円

500500円円 350350円円 1,5001,500円円 800800円円

350350 300300円円 150150円円 300300円円

600600円円 800800円円 1,4001,400円円 1,4001,400円円

600600円円 600600円円 1,1001,100円円 1,1001,100円円

600600円円 550550円円 550550円円

750750円円 400400円円 300300円円 700700円円

350350円円

希望小売価格希望小売価格

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： 540円540円 希望小売価格：希望小売価格： 810円810円 希望小売価格：希望小売価格： 777円777円

希望小売価格：希望小売価格： 1,080円1,080円 希望小売価格：希望小売価格： 410円410円 希望小売価格：希望小売価格： 2,052円2,052円 希望小売価格：希望小売価格： 1,080円1,080円

410円410円 希望小売価格：希望小売価格： 388円388円 希望小売価格：希望小売価格： 237円237円 希望小売価格：希望小売価格： 324円324円

希望小売価格：希望小売価格： 1,296円1,296円 希望小売価格：希望小売価格： 1,620円1,620円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： 885円885円 希望小売価格：希望小売価格： 788円788円 希望小売価格：希望小売価格： 1,685円1,685円 希望小売価格：希望小売価格： 1,685円1,685円

希望小売価格：希望小売価格： 1,058円1,058円 希望小売価格：希望小売価格： 993円993円 希望小売価格：希望小売価格： 993円993円

希望小売価格：希望小売価格： 864円864円 希望小売価格：希望小売価格： 572円572円 希望小売価格：希望小売価格： 378円378円 希望小売価格：希望小売価格： 864円864円

希望小売価格：希望小売価格： 432円432円
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フィッティ シルキータッチ
モアマスク

フィッティ シルキータッチ
モアマスク

Banデオドラントパウダース
プレー（せっけんの香り）

Hisamitsu
アイスタオル

スーパーネックール

レスキュー簡易寝袋

Ban爽感さっぱりシャワー
シート（せっけんの香り）

虫よけスプレー
マキロン虫キック

エマージェンシーブランケット

FCプラスチックテープFCワンタッチ包帯M

DENT.プラークテスター
綿棒タイプ

パーシャルデント
部分入れ歯用

酵素入りポリデント クリアデント
歯のピーリングスポンジ

イボコロリ絆創膏 新カットバンA サカムケア 防水カットバンD

カットバンソフト バンドエイド
ウォーターブロック

バンドエイド
キズパワーパッド

バンドエイド
キズパワーパッド大きめ

防水救急ばんそう膏 デルガード
やみつき綿棒（袋入）

黒綿使用スパイラル
綿棒

ジョンソン綿棒

かぜ、花粉、ハウスダスト
などをカット。持ち運び
に便利な個別包装

かぜ、花粉、ハウスダストなど
をカット。持ち運びに便利な
個別包装

ナノイオン消臭で、消臭
効果が長続きするデオド
ラントパウダースプレー

1枚で全身拭ける超
特大シート
（60cm×30cm）
いつでもどこでも
ひんやりサラサラ。
爽快クール感持続

首筋や頭に心地よい
冷感を与え、運動、冷
湿布に最適。首筋や
頭、脚にフィットしや
すい構造

緊急時の気温の変化
や雨風から身を守る
軽量緊急用簡易寝袋

ナノイオン吸着パウ
ダー配合。汗もニオ
イもベタつきも新開
発「厚手×立体メッ
シュシート」でしっ
かりふける

蚊、ブユ、イエダニの
忌避。ほのかにレモン
の香りのする虫よけス
プレー。効き目長持ち

非常時に多目的に使用できる軽量シートです。
本品は宇宙服の開発にも使用されたアルミ蒸着加工技術を
採用して製作されている、軽量なアルミシートです。
防水能力を有し、優れた防寒効果と防暑効果があります。

●商品サイズ（拡げた時）／約１３０×２２０ｃｍ
●パッケージサイズ／約１３０×７０×３０ｍｍ
●商品重量／約６０ｇ

包帯、ガーゼの固定に患部の固定

赤紫の色素が歯垢
をはっきり染め出
す歯垢染色剤

部分入れ歯の入れ
歯洗浄剤。残った歯
を失う原因菌を除
菌。フラボノイドと
漂白成分などの作
用でニオイをとる

泡立ちアップで頑固
な汚れ、ニオイをと
り、入れ歯を清潔に
します

茶シブやヤニ等の歯の
着色汚れを落とします

ウオノメ・たこ・いぼ
に（3～4日で貼替）

切り傷、靴ずれ等の
創傷面の保護に

ハケ付の液体ばんそ
うこう（透明タイプ）。
ひび、あかぎれ、さ
かむけなどをピタッ
と固める

切り傷、靴ずれ等の創
傷面の保護に。傷口を
しっかりガード

伸縮自在でムレに
くい救急絆創膏 水やバイ菌を通さ

ず空気、蒸気を通す
ムレない絆創膏

先端医療テクノロジ
ーで開発され、自然
治癒力を高め傷を早
く治します

先端医療テクノロジ
ーで開発された自然
治癒力を高め傷を早
く治します

完全防水の極薄タイプ
（一般医療機器） Wスパイラルヘッド、

汚れがはっきり見え
てお耳すっきり。黒色
の綿棒

綿球表面に凹凸があ
り耳などの汚れをしっ
かり取り除くことがで
きるスパイラルタイプ
の綿棒

耳の手入れや傷口の
手当て等に

7枚入ふつう ピンク7枚入やや小さめ

45g 5枚入

SPRN-48B（ブルー）

No.23000

36枚

100mL

1個

12mm×7m50mm×3m

10本 48錠

48錠

3個

ワンタッチM12枚 3サイズ100枚 10g 50枚

4サイズ50枚

40枚入 ふつうサイズ10枚入 6枚入

1サイズ70枚

紙軸30本（10本×3袋） 70本入

200本

玉川 玉川

ライオン 久光

ケンユー

ナカガワ

ライオン

第一三共

オシザワ

白十字白十字

ライオン歯科 小林

アース

広栄社

横山 祐徳 小林 祐徳

祐徳

J&J J&J J&J

共立

阿蘇 大衛

J&J

145

139 140 141 142

143 144 146

147 148 149

123 124 125 126

127 128 129 130

131 132 133 134

135 136 137 138

400400円円 300300円円 250250円円 250250円円

450450円円 450450円円 450450円円 750750円円

400400円円 650650円円 450450円円

300300円円 550550円円 700700円円 400400円円

500500円円 500500円円 650650円円 350350円円

400400円円 500500円円 650650円円 650650円円

450450円円 100100円円 250250円円 350350円円

希望小売価格：希望小売価格： 518円518円 希望小売価格：希望小売価格： 345円345円 希望小売価格：希望小売価格： 540円540円 希望小売価格：希望小売価格： 540円540円

希望小売価格：希望小売価格： 540円540円 希望小売価格：希望小売価格： 486円486円 希望小売価格：希望小売価格： 540円540円 希望小売価格：希望小売価格： 1,080円1,080円

希望小売価格：希望小売価格： 648円648円 希望小売価格：希望小売価格： 972円972円 希望小売価格：希望小売価格： 518円518円

希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： 691円691円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： 518円518円

希望小売価格：希望小売価格： 918円918円 希望小売価格：希望小売価格： 1,080円1,080円 希望小売価格：希望小売価格： 918円918円 希望小売価格：希望小売価格： 864円864円

希望小売価格：希望小売価格： 864円864円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン

希望小売価格：希望小売価格： 1,080円1,080円 希望小売価格：希望小売価格： 162円162円 希望小売価格：希望小売価格： オープンオープン 希望小売価格：希望小売価格： 432円432円
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