もの づくりの 土 壌 、燕 三 条 。
燕三条（新潟県 燕市・三条市）は、金属加工技術で知られ、日本を代表する
ものづくりの町です。わたしたちは、時 代 変 化 に寄り添い、新たなニーズに
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応えつづける燕三 条の職 人たちと共 創することで、感 動や快 適を生み出す
ものづくりを目指しています。

ピックアップ

P.4

調理

P.8

空調

P.1 3

掃除・洗濯

P.17

美容・健康

P.25

Pick up

Kitche n

A ir

Cle an & Laun dry

Be auty & H e alth

1膳から毎食炊き立て。
新潟発のコンパクト炊飯器。

高性能HEPAフィルター搭載。
高級感のあるメタリックベージュ。

0.25合から1.5合まで、食べたいときに食べたい分だけ、毎食炊き立ての

高性能HEPAフィルターを搭載して、花粉やハウスダストなどの0.3μmの

ご飯が楽しめます。「糖質カットモード」搭載で手軽に毎日糖質をカット。

粒子を99.97%※キャッチする空気清浄機。活性炭を使った脱臭フィルタ

「おいそぎモード」を使えば、最短23分 で炊飯完了。朝食やお弁当用に、

ーによってタバコやペットなどの気になるニオイもしっかりキャッチしま

※

すぐに炊けて便利です。おかゆ、玄米、雑穀米などのメニューで、少量だけ

す。「マイナスイオン」スイッチを入れれば、お部屋の空気をリフレッシュ。

おかゆが必要なときなど、小回りのきくサブ炊飯器としても活用できます。

※フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

※0.25合の場合。吸水時間も含む。

NEW

マイコン炊飯ジャー

スマホでチェック

スマホでチェック

RM-4547W 4975058 454715（ホワイト）

AC-5943VO 4975058 594312（メタリックベージュ）

●製品寸法：約170×240×200mm●製品質量：約1.9kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約285×215×230mm●パッケージ込質量：約
2.2kg●原産国：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.2m

●製品寸法：約410×140×430mm●製品質量：約4.0kg●パッケー
ジ寸法:約460×180×490mm●パッケージ込質量：約4.4kg●原産
国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約2.0m

価格 10,000円（税抜）
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HEPAフィルター空気清浄機
価格 20,000円（税抜）
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強力なスティッククリーナーに
ダストパックとスタンドが付属。

髪をいたわりながら乾かす
新発想のドライヤー。

吸込仕事率70W&自走式パワーブラシのパワフルなコードレススティック

低温度・低風量で髪をいたわりながら、独自の「ケアフィルター」で早く

クリーナーにたっぷりのダストパックとスタンドを付属しました。独自設

乾かすドライヤーです。髪から5cm離して振らずに使う乾かし方で腕も疲

計のヘッドはスイングもスムーズで思いのままに動かすことができます。

れにくい。長くお使いいただけるように消費電力はわずか600Wのエコ設

”ラクステ”ダストパック式でお手入れも簡単。充電はぱちっとくっつくマ

計。過剰な熱と風を与えないので髪を傷つけず綺麗に乾かします。

グネットプラグを採用しています。

NEW

コードレススティック型クリーナー
スペシャルセット

NEW

スマホでチェック

TC-5263SETGY 4975058 526320（メタリックグレー）

価格 50,000円（税抜）

●製品寸法：約235×135×1050mm●製品質量：約1.4kg●パッケー
ジ寸法:約560×255×295mm●パッケージ込質量：約4.5kg●原産
国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.5m●連続使用時間
：強モード約7分、自動モード約30分
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ケアドライヤー

スマホでチェック

TB-G008JPW 4975058 714826（ホワイト）

価格 30,000円（税抜）

●製品寸法：約80×215×265mm●製品質量：約720g(コード含)●
パッケージ寸法:約328×252×88mm●パッケージ込質量：約1.1kg
●原産国：日本●カートン入数：8●電源コード長：約1.7m

従来品使用

ケアドライヤー使用

7

25cmピザも焼けるワイドサイズ。
ハーフミラーでおいしく焼き上げ。
POINT

Kitchen

食パン4枚を同時に焼ける広さ
直径約25cmのピザもOK

80〜250℃の温度調整機能付
オーブン調理にも対応

直感的に操作できる
ダイヤル式15分タイマー付

お手入れしやすい着脱式焼き網
切り餅も焼きやすいクロス網タイプ

オーブントースター

スマホでチェック

TS-4185B 4975058 418519（ブラック）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約345×330×220mm●製品質量：約3.6kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約395×355×280mm●パッケージ込質量：約4.4kg
●原産国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.0m

ミラーガラスで焼きムラ軽減。
あたため300Wからこんがり1200Wまで。

「外カリ、中ふわ」の
美味しいトーストを。

POINT

POINT

外側は素早く焼き上げ
内側の水分は逃さない

庫内の高さをおさえた、コンパクト設計

取っ手にいたる細部まで
追求した高いデザイン性

食パン4枚を同時に焼ける広さ
直径約20cmのピザもOK

庫内温度を制御する
安心のサーモスタット搭載

調理の幅が広がる天板付

出力切替4段階
調理の幅が広がる天板付

お手入れしやすい着脱式焼き網
切り餅も焼きやすいクロス網タイプ

オーブントースター

スマホでチェック

ミラーガラスオーブントースター

TS-4034R 4975058 403416（レッド）
TS-4034S 4975058 403423（シルバー）

TS-4047W 4975058 404727（ホワイト）

価格 15,000円（税抜）

価格 5,000円（税抜）

●製品寸法：約340×340×225mm●製品質量：約5.0kg●パッケー
ジ寸法:約400×360×280mm●パッケージ込質量：約6.0kg●原産国
：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.4m

●製品寸法：約350×210×180mm●製品質量：約2.0kg●パッケー
ジ寸法:約410×245×230mm●パッケージ込質量：約2.6kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.0m

ハイパワー1200Wの遠赤ヒーター。
表面までこんがりおいしく焼き上がり。

ノンフライ＆トーストが
これ1台で！

POINT

POINT

1200Wの高出力で
直径約20cmのピザも焼ける

奥の調理物も取り出しやすい
せり出すワイヤーラック

ノンフライ料理でカロリーオフ
油を使わないから片付けの手間が大幅軽減

トースト予熱不要
忙しい朝もスピーディーに使える

出力切替4段階でトースト以外に
クロワッサンやグラタンなども

お手入れしやすい着脱式焼き網
切り餅も焼きやすいクロス網タイプ

食パン4枚を同時に焼ける広さ
直径約23cmのピザもOK

用途に合わせて調整できる
80〜250℃の温度調整

オーブントースター

スマホでチェック

TS-4019B 4975058 401917（ブラック）

価格 8,000円（税抜）

●製品寸法：約320×285×240mm●製品質量：約3.3kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約380×310×280mm●パッケージ込質量：4.1kg●
原産国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.2m
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スマホでチェック

ノンフライオーブン

スマホでチェック

TS-4054BR 4975058 405410（ブラウン）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約345×390×225mm●製品質量：約4.0kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約400×420×280mm●パッケージ込質量：約5.0kg
●原産国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.0m

9

熱風で包み込み、
油を使わないノンフライ調理ができる。

1膳から毎食炊き立て。
新潟発のコンパクト炊飯器。

POINT

POINT

ムラなく焼き上げる
コンベクションタイプ

テレビドラマや映画にも登場
アメリカンテイストのデザイン

ヒーターは上下、上、下を選択可能
温度調節は最高250℃まで

オーブン調理に便利な60分タイマー
温度調節＆ヒーター切替可能

食べたいときに食べたい分だけ
0.25合〜1.5合対応
「おいそぎモード」なら
最短23分で炊飯完了

ノンフライオーブン

「糖質カットモード」搭載
手軽に糖質オフ
万一の時も安心の
マグネットプラグ式

スマホでチェック

マイコン炊飯ジャー

TS-4119W 4975058 411916（ホワイト）

スマホでチェック

RM-4547W 4975058 454715（ホワイト）

価格 20,000円（税抜）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約440×350×300mm●製品質量：約5.4kg●パッケー
ジ寸法:約480×375×370mm●パッケージ込質量：約9.0kg●原産国
：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.2m

庫内をムダなく使える2段調理。
本格的な料理を楽しみたい方に。

●製品寸法：約170×240×200mm●製品質量：約1.9kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約285×215×230mm●パッケージ込質量：約2.2kg
●原産国：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.2m

おうちで続ける糖質オフ
毎日食べてもおいしいブランパンを。

POINT

POINT

油を使わずヘルシーな
ノンフライ調理ができる

オーブン料理に便利な60分タイマー
温度調節＆ヒーター切替可能

余分な水分や油を吸い取る
ピザプレート付属

天板・焼き網2枚付属で2段調理可能

1斤と1.5斤の2サイズに対応
（ブランパンは1斤のみ）
最大15時間、10分単位で
設定可能なタイマー付（工程時間含）

ノンフライオーブン

2週間分の低糖質ブランパンレシピブックと
1斤分のブランパンミックス、ドライイースト付
食パンはもちろん、ごはんパン、焼きいも、
もち、甘酒など18種類のメニュー搭載

Take bran!
ブランパンメーカー

スマホでチェック

TS-4179W 4975058 417918（ホワイト）

スマホでチェック

PY-5636W 4975058 563615（ホワイト）

価格 25,000円（税抜）

価格 30,000円（税抜）

●製品寸法：約440×350×300mm●製品質量：約5.6kg●パッケー
ジ寸法:約485×390×385mm●パッケージ込質量：約9.5kg●原産国
：中国●カートン入数：1●電源コード長：約1.2m

スタイリッシュな
ミラーガラスデザイン。

●製品寸法：約240×350×280mm●製品質量：約4.2kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約395×275×343mm●パッケージ込質量：約5.3kg
●原産国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.4m

6枚刃カッターで
食材をしっかりカット。

POINT

POINT

調理中は庫内が見える
ミラーガラス仕様

ターンテーブルのないフラット構造
お掃除もサッとかんたん

パワフルなミキシングでたっぷり野菜や
果物をなめらかに仕上げます。

素材に合わせて切り替える
速度３段階調節

出力切替4段階
600W / 500W / 煮込み / 解凍

ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応

たっぷり容量1200ml

軽くて扱いやすい
コポリエステル製容器

ibistory
ミラーガラスフラット電子レンジ

スマホでチェック

DR-4259B 4975058 425920（ブラック）

価格 25,000円（税抜）

●製品寸法：約460×350×275mm●製品質量：約13.5kg●パッケー
ジ寸法:約505×440×325mm●パッケージ込質量：約15.5kg●原産
国：中国●カートン入数：1●電源コード長：約1.4m
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NEW

パワフルミキサー

スマホでチェック

KC-4859R 4975058 485917（レッド）

価格 30,000円（税抜）

●製品寸法：約230×235×445mm●製品質量：約3.8kg●パッケー
ジ寸法:約420×270×300mm●パッケージ込質量：約4.8kg●原産国
：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.4m
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つぶす、ねる、まぜる、きざむの1台4役。
日々のお料理で活躍するハンディーブレンダー。
POINT

赤ちゃんの離乳食や
ジュース作りがかんたんに

アタッチメントの着脱は
手軽なボタン式取り外し構造

用途に合わせたスピード2段階切替

匂いや色が移りにくい
ステンレス製ブレンダー

Air
チョッパー付
ハンディーブレンダー

スマホでチェック

KC-4833W 4975058 483319（ホワイト）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約66×66×380mm●製品質量：約1.2kg(付属品含)●パ
ッケージ寸法:約235×135×240mm●パッケージ込質量：約1.4kg●
原産国：中国●カートン入数：6●電源コード長：約1.8m

ポット型で使いやすい
コンパクトな電気フライヤー。

マイルームにおすすめな
省スペース＆パーソナルサイズ。

POINT

1回の調理で使う油は0.5L
油をムダにせず経済的＆エコ
油の処理が片手でできるポット型

POINT

メニューに合わせて
「低・中・高」の温度調節
電源コードは
マグネットプラグ式

コンパクトフライヤー

書斎やマイルーム、子供部屋
パーソナルな空間にちょうどよいサイズ

活性炭脱臭フィルターで
お部屋のニオイをカット

運転モードは強・弱2段階切替

抗菌プリーツフィルター採用

空気清浄機
ファンディスタイル

スマホでチェック

AC-4234W 4975058 423414（ホワイト）

EP-4694PW 4975058 469412（パールホワイト）

価格 8,000円（税抜）

価格 8,000円（税抜）

●製品寸法：約235×185×210mm●製品質量：約1.6kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約250×250×250mm●パッケージ込質量：約2.2kg
●原産国：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.8m

緑茶の栄養、
まるごといただく。

お手入れに便利なブラシ付
コンパクトですっきり収納

POINT

和モダンテイストを取り入れた
茶筒型のシンプルデザイン

省スペース＆パーソナルサイズ
場所を選ばず気軽に置ける

スイッチひとつでマイナスイオンが発生
発生中はランプ点灯でお知らせ

レシピブックと粉末緑茶保存缶付

おやすみ時に便利な3時間タイマー付

活性炭脱臭フィルターで
お部屋のニオイをカット

お茶ひき器

緑茶美採

スマホでチェック

GS-4671DG 4975058 467111（ダークグリーン）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約98×115×155mm●製品質量：約730g●パッケージ
寸法:約150×105×210mm●パッケージ込質量：約900g●原産国：
中国●カートン入数：12●電源コード長：約1.4m
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●製品寸法：約330×110×265mm●製品質量：約1.9kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約350×130×285mm●パッケージ込質量：約2.2kg
●原産国：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.8m

パーソナルサイズの
マイナスイオン発生空気清浄機。

POINT

「あらい」から「こまかい」まで
ひき加減は無段階に調節可能

スマホでチェック

マイナスイオン発生空気清浄機
ファンディスタイル

スマホでチェック

AC-4235W 4975058 423513（ホワイト）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約330×110×270mm●製品質量：約2.0kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約350×130×285mm●パッケージ込質量：約2.4kg
●原産国：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.8m
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マイナスイオンとHEPAフィルターで
お部屋の空気をリフレッシュ。

HEPAフィルター採用＆
広々12畳対応。
POINT

POINT

高性能HEPAフィルター採用
空気の汚れをしっかりキャッチ

気になるニオイをとる脱臭フィルター付

高性能HEPAフィルター採用
空気の汚れをしっかりキャッチ

スイッチひとつでマイナスイオンが発生
発生中はランプ点灯でお知らせ

風量3段階切替
就寝時は「静音」モードで

大型フロントパネルで
フィルター交換がかんたん

リビングやワンルームなど
12畳までのお部屋に対応

風量3段階切替
就寝時は「静音」モードで

空気清浄機
ファンディファインヘパ

スマホでチェック

マイナスイオン発生空気清浄機

AC-4238W 4975058 423810（ホワイト）

スマホでチェック

AC-D358PW 4975058 435813（パールホワイト）

価格 12,000円（税抜）

価格 20,000円（税抜）

●製品寸法：約410×140×430mm●製品質量：約4.0kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約460×180×490mm●パッケージ込質量：約4.4kg
●原産国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約2.0m

高性能HEPAフィルター搭載。
高級感のあるメタリックベージュ。

●製品寸法：約410×140×430mm●製品質量：約4.0kg(付属品含)●
パッケージ寸法:約460×180×490mm●パッケージ込質量：約4.4kg
●原産国：中国●カートン入数：2●電源コード長：約2.0m

一般家庭からオフィスまで。
お部屋の温度ムラ解消に。

POINT

高性能HEPAフィルター採用
空気の汚れをしっかりキャッチ

ターボ・標準・静音の３段階切替
環境にあわせて調節可能

スイッチひとつでマイナスイオンが発生
発生中はランプ点灯でお知らせ

タバコやペットのニオイに
便利な脱臭フィルター

POINT

直進性の高い風を起こして
お部屋の空気を効率よく循環

風量は強・中・弱3段階切替
環境にあわせて調節可能

水平から真上90°
まで
5段階角度調節

コンパクト＆省スペース
1年中使える

サーキュレーター

スマホでチェック

KJ-4781W 4975058 478124（ホワイト）

価格 5,000円（税抜）

●製品寸法：約280×160×280mm●製品質量：約1.7kg●パッケー
ジ寸法:約285×165×290mm●パッケージ込質量：約1.9kg●原産国
：中国●カートン入数：6●電源コード長：約1.8m

お部屋の空気を循環。
冷暖房の効率アップ。
POINT

HEPAフィルター空気清浄機

スマホでチェック

AC-5943VO 4975058 594312（メタリックベージュ）

価格 20,000円（税抜）

●製品寸法：約410×140×430mm●製品質量：約4.0kg●パッケー
ジ寸法:約460×180×490mm●パッケージ込質量：約4.4kg●原産国
：中国●カートン入数：2●電源コード長：約2.0m
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直進性の高い風を起こして
お部屋の空気を効率よく循環

風量は強・中・弱3段階切替
環境にあわせて調節可能

水平から真上90°
まで
5段階角度調節

コンパクト＆省スペース
1年中使える

サーキュレーター

スマホでチェック

KJ-D994W 4975058 499419（ホワイト）

価格 8,000円（税抜）

●製品寸法：約280×160×280mm●製品質量：約1.7kg●パッケー
ジ寸法:約285×165×290mm●パッケージ込質量：約1.9kg●原産国
：中国●カートン入数：6●電源コード長：約1.8m

15

温度センサーで室温を検知、
夏も冬も快適。
POINT

「冷房時モード」＆「暖房時モード」で
エアコンを効率的に
コンパクト＆省スペース
一年中使える

乾燥時間短縮に役立つ
「部屋干しモード」搭載

Clean & Laundry

前グリル、羽根は
取り外してお手入れOK

NEW

1台3役。
お気軽コードレス。
POINT

温度センサー付サーキュレーター

パワーヘッド搭載
サイクロン式

気軽に使えるコードレスタイプ
ハンディーにもなる3WAY仕様

強モード14分、標準モード22分の
連続運転（満充電・電池初期/20℃時）

手元で操作できるダブルスイッチ採用

スマホでチェック

コードレススティック型クリーナー
TC-5109W 4975058 510916（ホワイト）

KJ-4998W 4975058 499815（ホワイト）

価格 20,000円（税抜）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約260×220×1060mm●製品質量：約2.1kg●パッケー
ジ寸法:約595×295×170mm●パッケージ込質量：約3.9kg●原産国
：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.7m●連続使用時間：
強約14分、標準約22分

●製品寸法：約220×290×330mm●製品質量：約2.7kg●パッケー
ジ寸法:約350×270×320mm●パッケージ込質量：約3.7kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.8m

加湿もできる
空気清浄機。

吸い取りと拭き取りを
同時にできるコードレス

POINT

POINT

お部屋の空気をきれいにしながら
加湿機能で潤いをプラス

熱を使わない気化式加湿を採用
子供部屋に置いても安心

拭き掃除も一度にできる
専用マイクロファイバーモップ付

気軽に使えるコードレスタイプ
ハンディーにもなる2WAY仕様

強・弱の2段階切替
強モードでもしっかり8時間連続加湿

加湿トレイ・フィルターは
取り外せてお手入れ簡単

布団ノズル・すき間ノズル付

サイクロン集塵方式で
ダストケースとフィルターは水洗い可能

パーソナル加湿空気清浄機

コードレスワイパースティック型クリーナー
スマホでチェック
フキトリッシュFree

スマホでチェック

TC-5175BL 4975058 517526（プルシャンブルー）
TC-5175VO 4975058 517533（セピアアイボリー）

AC-4252W 4975058 425210（ホワイト）

価格 25,000円（税抜）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約330×150×290mm●製品質量：約2.9kg●パッケー
ジ寸法:約340×190×325mm●パッケージ込質量：約3.3kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.8m
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スマホでチェック

専用モップあり

専用モップなし

●製品寸法：約230×215×1070mm●製品質量：約1.7kg●パッケー
ジ寸法:約565×205×175mm●パッケージ込質量：約2.8kg●原産国
：中国●カートン入数：4●アダプターコード長：約1.8m●連続使用
時間：約10分
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強力なスティッククリーナーに
たっぷりのダストパックとスタンドが付属。
POINT

しっかり吸える吸込仕事率70Wと
サッと使える本体約1.4kgを両立

ボールキャスター＋自走式で
思い通りにすいすいお掃除

お手入れが簡単な“ラクステ”
ダストパックが72枚付属

マグネットプラグで簡単充電

家中ぜんぶこれ1台。
シングルライフに最適。
POINT

本体重量約1.7kg
軽さと吸引力を両立

ハンドルを外せばハンディーに
便利な2WAY仕様

高速遠心分離サイクロン
吸引力が持続かつ紙パック不要

手元スイッチで
かがまなくても操作可能

NEW
サイクロンスティック型クリーナー

スマホでチェック

TC-5134R 4975058 513412（ルビーレッド）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約225×155×1020mm●製品質量：約1.7kg●パッケー
ジ寸法:約160×135×575mm●パッケージ込質量：約2.0kg●原産国
：中国●カートン入数：6●電源コード長：約4.5m

掃除機かけと拭き掃除、
布団掃除もできるクリーナー。
POINT

拭き掃除も一度にできる
専用マイクロファイバーモップ付

ハンディーにもなる2WAY仕様
掃除機をかけながら拭き掃除も

軽くてもしっかり
吸い込み＆拭き取り

布団をラクに掃除できる
専用ノズル付

ワイパースティック型クリーナー
フキトリッシュα

コードレススティック型クリーナー スマホでチェック
スペシャルセット

TC-5263SETGY 4975058 526320（メタリックグレー）

価格 50,000円（税抜）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約235×135×1050mm●製品質量：約1.4kg●パッケー
ジ寸法:約560×255×295mm●パッケージ込質量：約4.5kg●原産国
：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.5m●連続使用時間：
強モード約7分、自動モード約30分

●製品寸法：約230×175×1050mm●製品質量：約1.8kg●パッケー
ジ寸法:約580×200×200mm●パッケージ込質量：約2.8kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約5.0m

フローリングからサッシまで
これ1台でパワフルにお掃除。

インテリアに合う
かわいいパステルカラー。

POINT

POINT

気づいたときに
手に取れる軽さ

吸引力が落ちにくいサイクロン式

わずか2.1kgで吸込仕事率100W
女性やご高齢の方もラクラク

フィルターは水洗い可能

2WAYで使えるクリーナー

高速遠心分離サイクロン
吸引力が持続かつ紙パック不要

con・te
サイクロンスティック型クリーナー

スマホでチェック

TC-5106BR 4975058 510619（ブラウン）
TC-5106BL 4975058 510626（ブルー）

価格 5,000円（税抜）

●製品寸法：約230×155×1050mm●製品質量：約1.5kg●パッケー
ジ寸法:約155×135×635mm●パッケージ込質量：約2.0kg●原産国
：中国●カートン入数：6●電源コード長：約5.0m
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スマホでチェック

TC-5165VO 4975058 516512（アイボリー）
TC-5165R 4975058 516529（レッド）

ハンドルを外せばハンディーに
便利な2WAY仕様
ワンタッチでゴミ捨てできる
「ラクステ」機能付

サイクロンスティック型クリーナースマホでチェック
TC-5147R 4975058 514716（ルビーレッド）
TC-5147G 4975058 514723（ブラウンゴールド）

価格 12,000円（税抜）

●製品寸法：約230×225×1050mm●製品質量：約2.1kg●パッケー
ジ寸法:約580×200×200mm●パッケージ込質量：約2.7kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約5.0m
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拭き掃除が同時にできる
クリーナー。

家の中も外も、
これ1台でお掃除。

POINT

わずか2.1kgで吸込仕事率100W
女性やご高齢の方もラクラク
高速遠心分離サイクロン
吸引力が持続かつ紙パック不要

POINT

ハンディーにもなる2WAY仕様
掃除機をかけながら拭き掃除も
ワンタッチでゴミ捨てできる
「ラクステ」機能付

ワイパースティック型クリーナー

小型＆ショルダーベルト付
腕や持ち手の負担を軽減

吸引力200Wの
パワフルサイクロン

0.7Lの大容量ダストケース
ゴミ捨て簡単な「ラクステ」機能付

ブロワー機能で
落ち葉や砂の吹き飛ばしも

パワーハンディークリーナー
ハンディージェットサイクロン
attrax

スマホでチェック

TC-5148G 4975058 514815（シャンパンゴールド）

HC-5252P 4975058 525217（ピンク）

●製品寸法：約230×225×1050mm●製品質量：約2.1kg●パッケー
ジ寸法:約575×200×200mm●パッケージ込質量：約2.9kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約5.0m

●製品寸法：約145×290×220mm●製品質量：約1.9kg●パッケー
ジ寸法:約485×180×320mm●パッケージ込質量：約3.9kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約6.0m

価格 15,000円（税抜）

価格 20,000円（税抜）

サッと取り出し、サッと使える
充電式コードレスハンディー。

かがまず楽な姿勢で
浴室をきれいにできる。

POINT

POINT

かんたんお手軽な充電式コードレス
ちょっとしたお掃除に便利

場所をとらないスタンド収納式
充電プラグを本体に繋ぐだけ

女性でもラクラク
軽量770g

こだわりのブラシヘッド角度約45°
で
浴槽の床面や側面も洗いやすい

すき間ノズルは本体に収まり
収納に困らない

小さくてもパワフル集塵

充電式でコードレス

ハンガーやラックにかけられるフック付

コードレスハンディークリーナー

充電式バスポリッシャー
ふろピカッシュEX

スマホでチェック

HC-5201BL 4975058 520113（ロイヤルブルー）

スマホでチェック

BD-4399BL 4975058 439910（ブルー）

価格 5,000円（税抜）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約105×105×335mm●製品質量：約570g●パッケー
ジ寸法:約105×105×350mm●パッケージ込質量：約870g●原産国
：中国●カートン入数：12●電源コード長：約1.2m●連続使用時間
：約8分

●製品寸法：約70×96×935mm●製品質量：約770g●パッケージ
寸法:約990×150×100mm●パッケージ込質量：約1.5kg●原産国：
中国●カートン入数：6●電源コード長：約1.8m●防水規格：
JISIPX5相当

仕上がりに差が出る、
プレスシート＆2段ロック。

軽量1kg、取り回し自由自在な
パワフルコードレス。

POINT

POINT

新開発「マジックパイプ」が
掃除の負担を軽減

布団・窓サッシも掃除できる
多彩なアタッチメント付

スタンド式で部屋に置いても
圧迫感の少ない省スペース設計

高速遠心分離サイクロン
吸引力が持続かつ紙パック不要

アタッチメント・本体は
充電台にスッキリ収納

ポケット内の小物が置ける
収納スペース付

コードレスハンディークリーナー
サットリーナサイクロン
ff（フォルテッシモ）

仕上がりに差が出る
プレスシート＆２段ロック機構搭載

スマホでチェック

HC-5247BL 4975058 524722（プルシャンブルー）
HC-5247VO 4975058 524739（セピアアイボリー）

価格 20,000円（税抜）

●製品寸法：約345×105×180mm●製品質量：約1.0kg●パッケー
ジ寸法:約265×195×380mm●パッケージ込質量：約2.3kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約1.8m●連続使用時間：
約10分
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スマホでチェック

パンツプレス

スマホでチェック

SA-4625BL 4975058 462512（ダークブルー）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約430×400×900mm●製品質量：約6.2kg●パッケー
ジ寸法:約1030×500×160mm●パッケージ込質量：約7.3kg●原産国
：中国●カートン入数：2●電源コード長：約1.9m
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オシャレ着ケアの
新スタイル。

連続イオンスチームで
かんたんシワ伸ばし。

POINT

POINT

本体重量約470gと軽量
吊るして保管ができるストラップ付

1秒間隔でプッシュできる安定スチーム
シワ伸ばしだけではなく脱臭・除菌効果も

ワイドスチームアタッチメント付
スチームをワイドに広げて噴霧できる

給水ラクラク
着脱式給水タンク

綿ホコリなどが手軽に取れる
毛ブラシ付

スイッチを押すだけで連続スチーム
ムラなく効率的にシワ伸ばし

ハンディースチーマー

温度調節アイロン機能で
襟や袖口、スカートの折り目もOK

ハンディーアイロン＆スチーマー
STYLE MAGIC

スマホでチェック

SA-4096W 4975058 409616（ホワイト）

SA-4088G 4975058 408817（シャンパンゴールド）

●製品寸法：約65×120×220mm●製品質量：約470g●パッケージ
寸法:約300×104×144mm●パッケージ込質量：約740g●原産国：
中国●カートン入数：8●電源コード長：約2.5m

●製品寸法：約200×140×135mm●製品質量：約790g●パッケー
ジ寸法:約255×165×165mm●パッケージ込質量：約1.3kg●原産国
：中国●カートン入数：8●電源コード長：約2.5m

価格 8,000円（税抜）

価格 12,000円（税抜）

蒸気をワイドに噴出して
袖も背中も一気にシワ伸ばし。

ミトンと収納袋が付いた
便利セット。

POINT

POINT

1ショット約0.4gのパワフルスチーム
約11cmの幅広噴霧でシワ伸ばし

注水しやすい広々注水口
ボタン周りもかけやすいかけ面形状

連続イオン化スチーム機能付
生地を傷めずシワ伸ばし

安全にも配慮した耐熱ミトン付

衣類ブラシと毛ブラシ
2種類のアタッチメント付

アイロンかけ面はセラミック加工
高/中/低の温度調節機能付

温度調節機能付
ハンディーアイロンとしても使える

アイロンの掛け面はフッ素樹脂加工

ハンディーアイロン＆スチーマー

ハンディーアイロン＆スチーマー
STYLE MAGIC

スマホでチェック

SA-4097VO 4975058 409722（セピアアイボリー）

SA-4089G 4975058 408916（シャンパンゴールド）

●製品寸法：約300×76×80mm●製品質量：約640g●パッケージ
寸法:約355×140×92mm●パッケージ込質量：約1.1kg●原産国：中
国●カートン入数：8●電源コード長：約2.5m

●製品寸法：約200×140×135mm●製品質量：約790g●パッケー
ジ寸法:約255×195×165mm●パッケージ込質量：約1.4kg●原産国
：中国●カートン入数：6●電源コード長：約2.5m

価格 8,000円（税抜）

価格 15,000円（税抜）

コンパクト＆エレガント
超音波の力でピカピカに。

イオン化スチームを採用。
ガンコなシワをきれいに。
POINT

POINT

電動ポンプ内蔵
スイッチを押すだけで連続スチーム

スイッチを入れて約1分で準備完了
忙しい時でもサッと使える

付属のアクセサリーホルダーで
小物類もきれいに洗浄

蓋の上から操作できる
タッチパネル式

衣類のホコリ取りが同時にできる
着脱式衣類ブラシ付

給水に便利な計量カップ付

切り忘れを防止する
3分自動オフするタイマー内蔵

電源ON/OFFの簡単操作

ハンディーイオンスチーマー
MICRON MASTER

スマホでチェック

SA-4085W 4975058 408510（ホワイト）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約345×90×100mm●製品質量：約900g(付属品含)●
パッケージ寸法:約355×120×150mm●パッケージ込質量：約1.2kg
●原産国：中国●カートン入数：6●電源コード長：約2.5m
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スマホでチェック

超音波洗浄器

スマホでチェック

EC-4548W 4975058 454814（ホワイト）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約205×120×120mm●製品質量：約680g●パッケー
ジ寸法:約235×170×170mm●パッケージ込質量：約1.1kg●原産国：
中国●カートン入数：8●電源コード長：約1.5m
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超音波振動がガンコな汚れを
キレイに洗浄。
POINT

超音波の力でメガネ・小物類などを
隅々まですっきり洗浄

アクセサリーホルダーと
洗浄かごが付いて便利

大きめのメガネでも入るゆったりサイズ
蓋はワンプッシュオープン

洗浄中の様子がわかるLEDランプ付
3分自動オフタイマー内蔵で切り忘れ防止

Beauty & Health
超音波洗浄器

スマホでチェック

EC-4518W 4975058 451813（ホワイト）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約225×155×145mm●製品質量：約935g●パッケー
ジ寸法:約265×200×185mm●パッケージ込質量：約1.4kg●原産国
：中国●カートン入数：8●電源コード長：約1.5m

髪をいたわりながら乾かす
新発想のドライヤー。

エアマットいらずの
さしこむだけで布団乾燥。

POINT

低温度・低風量・美髪速乾で
髪をいたわる

POINT

ホースをふとんにさしこむだけの
エアマットレスタイプ
つまみ式のダイヤルで
ワンステップかんたん操作

「夏モード」と「冬モード」
季節にあわせてふとんを快適に

より速く乾かす
「十字型速乾ワイドノズル」

縦置きと横置きの両方が可能
ベッドも床敷もお任せ

低温度低風量設計と
「ケアフィルター」で美髪に
髪から5cm離して振らずに
使用するから疲れにくい

NEW
さしこむだけのふとん乾燥機
アロマドライ

スマホでチェック

FD-4149W 4975058 414917（ホワイト）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約335×140×290mm●製品質量：約2.8kg●パッケー
ジ寸法:約345×150×300mm●パッケージ込質量：約3.2kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約2.0m

長靴から革靴、運動靴まで。
家族みんなのくつ乾燥機。
POINT

洗ったスニーカーなら約50分で乾燥
カビやニオイも防止
折りたたみ式スタンド付
下駄箱に収納できるコンパクトサイズ

靴の種類によって選べる
「標準モード」と「革靴モード」
操作しやすい120分ダイヤルタイマー

くつ乾燥機

ケアドライヤー

スマホでチェック

SD-4546R 4975058 454616（レッド）
SD-4546BR 4975058 454623（ブラウン）

価格 5,000円（税抜）

●製品寸法：約150×90×220mm●製品質量：約670g●パッケージ
寸法:約175×100×250mm●パッケージ込質量：約1.0kg●原産国：
中国●カートン入数：8●電源コード長：約1.8m
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スマホでチェック

TB-G008JPW 4975058 714826（ホワイト）

価格 30,000円（税抜）

従来品使用

ケアドライヤー使用

●製品寸法：約80×215×265mm●製品質量：約720g(コード含)●
パッケージ寸法:約328×252×88mm●パッケージ込質量：約1.1kg●
原産国：日本●カートン入数：8●電源コード長：約1.7m
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イオン化された微細スチームが
お肌の角質層に届く。

椅子やベッドにセットするだけ
シート式マッサージャー。

POINT

POINT

ノズルの角度を調整して
胸元〜額までケア

ミラー搭載で
スチームの当たり具合を確認可能

腰枕スタイルでさらに効果的に

2つ折りで
持ち運び・収納ラクラク

約7ml/分のスチームが
約15分持続

収納時はスッキリした
スクエアフォルムに

強/弱、連続/ウェーブ
切替可能なマッサージ機能

10分オートオフタイマー内蔵

フェイススチーマー

スマホでチェック

シートマッサージャーS

スマホでチェック

EM-2535BL 4975058 253516（ブルー）

SH-2786W 4975058 278618（ホワイト）

価格 4,000円（税抜）

価格 10,000円（税抜）

●製品寸法：約450×50×440mm●製品質量：約650g(付属品含)●
パッケージ寸法:約510×220×90mm●パッケージ込質量：約1.2kg●
原産国：中国●カートン入数：10●電源コード長：約2.5m●医療機
器認証番号：220AGBZX00098000

●製品寸法：約165×170×170mm●製品質量：約1.4kg●パッケージ
寸法:約225×195×195mm●パッケージ込質量：約1.6kg●原産国：
中国●カートン入数：6●電源コード長：約1.5m

ダブルスチームで
心地よくうるおう。

「振動＋温熱」
かんたん操作で快適にマッサージ。

POINT

暖かいスチームが顔全体を
包み込むように広がる

ミラー搭載で
スチームの当たり具合を確認可能

イオン化された微細スチームが
お肌の角質層に届く

収納時はスッキリした
スクエアフォルムに

POINT

「振動＋温熱ヘッド」と「振動ヘッド」
ふたつのマッサージ方法
部位・範囲にあわせて
3種類のアタッチメントを選んで取り付け

ヘッドを180°回転させるだけで
かんたんモード切り替え
ランプヒーターの使用で
じんわり温めて心地よくマッサージ

ハンディーホットマッサージャーF

スマホでチェック

EM-2195W 4975058 219512（ホワイト）

価格 5,000円（税抜）

●製品寸法：約435×93×105mm●製品質量：約660g●パッケージ
寸法:約475×110×100mm●パッケージ込質量：約860g●原産国：
中国●カートン入数：16●電源コード長：約1.8m●医療機器認証番
号：220AGBZX00102000

温めながら振動で
癒しのマッサージを。
POINT

フェイススチーマー

スマホでチェック

SH-2787PW 4975058 278717（パールホワイト）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約165×170×170mm●製品質量：約1.4kg●パッケー
ジ寸法:約225×195×195mm●パッケージ込質量：約1.6kg●原産国
：中国●カートン入数：6●電源コード長：約1.5m
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ワイドヒーター搭載で温めながら
振動マッサージ

固定ベルトでふくらはぎに対応
腰、背中、太ももにも

強/弱切替可能な
振動式マッサージ機能

10分オートオフタイマー内蔵

ホットシートマッサージャー
HOT BEAT

スマホでチェック

EM-2538R 4975058 253813（レッド）
EM-2538BR 4975058 253820（ブラウン）

価格 5,000円（税抜）

●製品寸法：約400×50×350mm●製品質量：約470g(付属品含)●
パッケージ寸法:約450×60×340mm●パッケージ込質量：約800g
●原産国：中国●カートン入数：6●電源コード長：約1.8m●医療機
器認証番号：228AGBZX00079000
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［JAN］コード
4975058

高級感のある立体的なクロスデザイン。
お使いの椅子がマッサージチェアに。

型番

POINT

普段使っている椅子に敷くだけ
寝ころんだ状態でも使用可能

振動の強/弱だけでなく
各部位のオン/オフが選択可能

リモコン付で手元操作可能

10分オートオフタイマー内蔵

シートマッサージャー

スマホでチェック

EM-2546BL 4975058 254612（ネイビーブルー）

価格 8,000円（税抜）

●製品寸法：約470×50×900mm●製品質量：約1.3kg●パッケージ
寸法:約450×90×510mm●パッケージ込質量：約1.7kg●原産国：中
国●カートン入数：6●電源コード長：約2.5m●医療機器認証番号
：220AGBZX00097000

足の裏にここちよい
タタキ感覚のマッサージ。
POINT

左右交互のタタキ方式
心地よいたたき刺激で足を軽く
自動モードでおまかせマッサージ

つちふまずにぴったりフィットする
「台形タタキパッド」を採用
お好みで調節可能なマニュアルモード

フットタタキトントン

スマホでチェック

EM-2705GY 4975058 270520（ライトグレー）

価格 12,000円（税抜）

●製品寸法：約350×295×160mm●製品質量：約2.4kg●パッケー
ジ寸法:約370×205×335mm●パッケージ込質量：約3.0kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約2.5m●医療機器認証
番号：220AGBZX00101A01

8つのタタキパターンで
足裏を強力マッサージ。
POINT

左右交互のタタキ方式
心地よいたたき刺激で足を軽く
自動モードでおまかせマッサージ

つちふまずにぴったりフィットする
「台形タタキパッド」を採用
お好みで調節可能なマニュアルモード

フットタタキトントン

スマホでチェック

EM-2706BL 4975058 270612（ネイビーブルー）

価格 15,000円（税抜）

●製品寸法：約350×295×160mm●製品質量：約2.4kg●パッケー
ジ寸法:約370×205×335mm●パッケージ込質量：約3.0kg●原産国
：中国●カートン入数：4●電源コード長：約2.5m●医療機器認証
番号：220AGBZX00101A01
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¥4,000
EM-2535BL
¥5,000
TS-4034R
TS-4034S
KJ-4781W
TC-5106BR
TC-5106BL
HC-5201BL
SD-4546R
SD-4546BR
EM-2195W
EM-2538R
EM-2538BR
¥8,000
TS-4019B
EP-4694PW
AC-4234W
KJ-D994W
SA-4096W
SA-4097VO
EM-2546BL
¥10,000~12,000
TS-4185B
RM-4547W
KC-4833W
AC-4235W
TC-5134R
TC-5165VO
TC-5165R
SA-4085W
EC-4548W
EC-4518W
SH-2786W
AC-4238W
TC-5147R
TC-5147G
SA-4088G
EM-2705GY
¥15,000
TS-4047W
TS-4054BR
GS-4671DG
KJ-4998W
AC-4252W
TC-5148G
BD-4399BL
SA-4625BL
SA-4089G
FD-4149W
SH-2787PW
EM-2706BL
¥20,000~
TS-4119W
AC-5943VO
AC-D358PW
TC-5109W
HC-5247BL
HC-5247VO
HC-5252P
TS-4179W
DR-4259B
TC-5175BL
TC-5175VO
PY-5636W
KC-4859R
TB-G008JPW
TC-5263SETGY

入数

012144

※こちらはダミーです。

品名

下 6 ケタのみ表示
上 7 ケタは共通

色

JAN

価格

頁

ブルー

253516

10

シートマッサージャー S

¥4,000
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レッド
シルバー
ホワイト
ブラウン
ブルー
ロイヤルブルー
レッド
ブラウン
ホワイト
レッド
ブラウン

403416
403423
478124
510619
510626
520113
454616
454623
219512
253813
253820

4
4
6
6
6
12
8
8
16
6
6

オーブントースター
オーブントースター
サーキュレーター
con・te サイクロンスティック型クリーナー
con・te サイクロンスティック型クリーナー
コードレスハンディークリーナー
くつ乾燥機
くつ乾燥機
ハンディーホットマッサージャー F
ホットシートマッサージャー HOT BEAT
ホットシートマッサージャー HOTBEAT

¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000

8
8
2
10
10
18
24
24
27
27
27

ブラック
パールホワイト
ホワイト
ホワイト
ホワイト
セピアアイボリー
ネイビーブルー

401917
469412
423414

2
4
4

オーブントースター
コンパクトフライヤー
空気清浄機ファンディスタイル

¥8,000
¥8,000
¥8,000

8
12
13

499419
409616
409722
254612

6
8
8
6

サーキュレーター
ハンディースチーマー
ハンディーアイロン＆スチーマー
シートマッサージャー

¥8,000
¥8,000
¥8,000
¥8,000

15
22
22
28

ブラック
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ルビーレッド
アイボリー
レッド
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ルビーレッド
ブラウンゴールド
ゴールド
ライトグレー

418519
454715
483319
423513
513412
516512
516529
408510
454814
451813
278618
423810
514716
514723
408817
270520

2
2
6
4
6
4
4
6
8
8
6
2
4
4
8
4

オーブントースター
マイコン炊飯ジャー
チョッパー付ハンディーブレンダー
マイナスイオン発生空気清浄機 ファンディスタイル
サイクロンスティック型クリーナー
ワイパースティック型クリーナー フキトリッシュα
ワイパースティック型クリーナー フキトリッシュα
ハンディーイオンスチーマー MICRON MASTER
超音波洗浄器
超音波洗浄器
フェイススチーマー
空気清浄機 ファンディファインヘパ
サイクロンスティック型クリーナー
サイクロンスティック型クリーナー
ハンディーアイロン＆スチーマー STYLE MAGIC
フットタタキトントン

¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥12,000
¥12,000

9
4・11
12
13
19
19
19
22
23
24
26
14
19
19
23
28

ホワイト
ブラウン
ダークグリーン
ホワイト
ホワイト
シャンパンゴールド
ブルー
ダークブルー
シャンパンゴールド
ホワイト
パールホワイト
ネイビーブルー

404727
405410
467111
499815
425210
514815
439910
462512
408916
414917
278717
270612

2
2
12
4
4
4
6
2
6
4
6
4

ミラーガラスオーブントースター
ノンフライオーブン
お茶ひき器緑茶美採
温度センサー付サーキュレーター
パーソナル加湿空気清浄機
ワイパースティック型クリーナー
充電式バスポリッシャーふろピカッシュ EX
パンツプレス
ハンディーアイロン＆スチーマー STYLE MAGIC
さしこむだけのふとん乾燥機アロマドライ
フェイススチーマー
フットタタキトントン

¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥15,000

9
9
12
16
16
20
21
21
23
24
26
28

ホワイト
メタリックベージュ
パールホワイト
ホワイト
プルシャンブルー
セピアアイボリー
ピンク
ホワイト
ブラック
プルシャンブルー
セピアアイボリー
ホワイト
レッド
ホワイト
メタリックグレー

411916
594312
435813
510916
524722
524739
525217
417918
425920
517526
517533
563615
485917
714826
526320

2
2
2
2
4
4
4
1
1
4
4
2
2
8
2

ノンフライオーブン
HEPA フィルター空気清浄機
マイナスイオン発生空気清浄機
コードレススティック型クリーナー
コードレスハンディークリーナーサットリーナサイクロン ff（フォルテッシモ）
コードレスハンディークリーナーサットリーナサイクロン ff（フォルテッシモ）
パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax
ノンフライオーブン
ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ
コードレスワイパースティック型クリーナーフキトリッシュ Free
コードレスワイパースティック型クリーナーフキトリッシュ Free
Take bran! ブランパンメーカー
パワフルミキサー
ケアドライヤー
コードレススティック型クリーナースペシャルセット

¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥25,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥50,000

10
5・14
15
17
20
20
21
10
10
17
17
11
11
7・25
6・18

※価格はすべて税抜
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本社
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
TEL：0256-92-6111（代）
東京支社
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 ツインバード日本橋ゲートオフィス
TEL：03-3663-8771 FAX：03-3663-8641
大阪支店
〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町2-4-9島町第二野村ビル4階
TEL：06-6946-0811 FAX：06-6946-0833
新潟営業所
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
TEL：0256-92-6119 FAX：0256-93-4422

フリーピストン
スターリングクーラー

名古屋営業所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-14-32 丸の内三丁目ビル3階
TEL：052-231-7551 FAX：052-231-4221
福岡営業所
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町6-25 オクターブ店屋町ビル7階
TEL：092-281-2600 FAX：092-281-2601

ツインバード
公式サイト

ブランドサイト

●商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。
●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。
●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。
●このカタログの記載内容は2022年5月現在のものです。
●消費税法の改正により、消費税を含まない価格を表示しています。
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