会員紹介ポイント交換カタログ
―

2017- 2018

「会員紹介キャンペーン」のご案内

―

お友達のご紹介でポイントカードを会員の方とお友達に各 1 枚差し上げます。
商品は 1 ポイントから交換できますのポイントを貯め豪華賞品と引き替えもできます。
ポイント内なら商品を何点でも選ぶこともできます。

【商品のお問合せ】
●問い合わせ先
セイカスポーツクラブ「会員紹介キャンペーン」事務局
フリーダイヤル TEL0120-919-720
●受付時間
午前 10:00〜12:00

午後 13:00〜17:00（土日祝日は定休日）

※有効期限：2018 年 4 月末日

お友達のご紹介で・
・・

会員様に 1 ポイント
入会者に 1 ポイント

プレゼント！
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No.101

No.102

ロディ
カフェタイムセット

ボーノ・ボーノ
たまごめし
パスタ＆スパイスセット

ロディプリントクッキー×4・ロイヤルミ
ルクティスティック13.8g・カフェオレス
ティック12.9g×各2

パスタ(ペンネ・ホイール)各70g、チリ
ホール8g、
ガーリック15g、ローレル3g
各1●キッチンクロス(約27×38cm・綿
100%・中国製)×1・料理レシピ付き
【小
麦】

No.108

10WAY
キッチンはさみ

No.109

炭入浴セット
炭しぐれ

※色指定
不可

10種類の役立つ機能を備えたキッチン用
ハサミ●現品約19×9.4×1cm・重量約90g
●ハサミ・マイナスドライバー・缶切り・ウロ
コ取り・レンチ・栓抜き・くるみ/銀杏割・オー
プナー・ケーブルストリッパー・ナイフ

箱約19×17×4.5cm・重量約170g●ハ
ンカチ・小紋柄てぬぐい●炭入浴料×2

No.115

H&Cステンレス
フードポット
（330ml）

2point

現品約9φ×11.7cm・本体重量約240g
●容量約330ml

No.103

箱約18.5×16.5×6cm・重量約500g●
本枯節かつおパック2g×3・鰹そぼろ
(カツオの佃煮)11g×1・たまごかけ醤
油150ml×1

No.110

No.104

No.201

No.107

ウエッジウッドワイルド
シリコンスチーマー 北海道ラーメンセット
ストロベリーティーバッグ キープクック
（L) ※色指定
４食
不可

炭焼珈琲1.8gx4、
カフェプラス生クリー
ム入2.5gx4

ファインストロ ベリー・ピクニック・
ウィークエンドモーニング各2g×各3●
クリアケース入

No.111

現品(ポーチ)約25×20cm●ポーチ・軍
手・LEDライト(単四電池3本使用・別
売)・アルミシート・フラットホイッスル・
防災のしおり×各1

No.202

No.112

速水もこみち監修・フィルターがついて
いるので、ハーブなどを入れてアレンジ
オイルを作ることができます●現品約
6.8φ×20.6cm・重量約240g・容量約
300ml

メインディッシュに使える大きめサイズ
です。●現品(シリコンスチーマーL)約
13×22×6.6cm・重量約230g

No.113

札幌ラーメン醤油味80g×2・札幌ラー
メン味噌味80g×1函館ラーメン塩味
80g×1【小麦・卵】

No.114

ホリデーツールセット ホームクリーンセット エイドクルー＃78

基本的な工具をチョイスした手軽でシンプルな
ツールです●現品(ケース)約15×6×3.5cm・重
量約270g●ビット×6・ソケット×4・精密ドライ
バー×5・ビットドライバー・エクステンション
バー・ビットアダプター×各1

No.203

ムーミン
モコミチ ハヤミ
メルクローチェ
レンジ容器6点セット フレーバークッキングボトル マスタード キッチン5点セット

レンジ容器小(240ml)大(500ml)×各2・
中(300ml)×1・おしぼり1枚●日本製

No.106

ＵＣＣスティック
コーヒーセット

サンハーブ バスボム セーフティ
グレープフルーツ
緊急防災6点セット

シュワシュワが楽しい入浴料です。●現
品約7×7×12cm●内容量150g

No.105

箱約27.8×25.5×4.3cm・重量約380g
●キッチンばさみ・おろし器・皮引き・コ
ルク抜き・栓抜き×各1

花王アタック(27g×3袋)・キッチンパッ
ク(M 5 0 枚 )・バブルソフトクリーナー
2P×各1・ライオンチャーミー260ml×2
●日本製

No.204

現品約15×10.5×2cm・重量約178g●グルー
ミング7点セット(爪切り・エチケットハサミ・耳
カキ・爪ヤスリ・毛抜き兼ピンセット・キュー
ティクルカッター・ルーペ)・キズテープ3P・綿
棒10P・ワンタッチ包帯・コットンパフ3P×各1

No.205

ネスカフェゴールドブレンド ホテルオークラ
プレミアムスティックコーヒー プリン＆コーヒーセット

箱約45.1×23×2.9cm・重量約450g●
コク深ラテミルク1 1 . 5 g・コク深ラテ
ダーク8.4g・雫のアロマ6.5g・オリジナ
ル6.6g×各6

ホテルオークラ監修。北海道の牛乳を原料に
したミルクプリンとカスタードプリンです。ド
リップコーヒーと一緒にお楽しみください●ミ
ルクプリン75g×2・カスタードプリン75g×2・
コーヒー8g×4●賞味期間180日(常温)

2point
No.206
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No.207

煌彩 ローストビーフ 熊野古道を訪ねて
ギフトセット
（はちみつ入り味梅）

ローストビーフは真空調理製法で肉の旨
みをとじ込めジューシーでやわらかな口
当たりに仕上げました。●ローストビーフ
(モモ)200g×1・トリュフ仕立てソース
100ml×1●賞味期間365日間(冷凍)

No.213

完熟した南高梅を天然の蜂蜜を使用し一粒一粒丹念に仕
上げました。(塩分約8%)梅の酸味と蜂蜜の甘さのバラン
スが絶妙です。また、第47回全国推奨観光土産品審査会
におきまして「農林水産大臣賞」を受賞。●紀州産南高梅
はちみつ味(塩分約8%)350g●賞味期間:180日間(常温)

No.214

No.208

タマノハダアメニティーズ
ガーデニア

●ハコ約15.5×5.5×7.5cm●内容量
シャンプ ー 8 0 m l・コンディショナー
80ml・ボディーソープ80ml各1

No.215

ロイヤルハイネス
オルゴ ワンタッチ栓マグ
極選魔法の糸×オーガニック
ト フェイスタオル2枚セット
（350ｍｌ）ネイビーブラック 紳士ソックス3足セッ
（抗菌消臭加工）

本体丸洗いOK。氷もらくらく入る広口タ
イプ●現品約6.8×7.6×16.7cm・本体
重量約220g

対応サイズ約25~27cm

No.301

3point

箱約25×23×6cm・重量約330g●フェ
イスタオル2枚

No.302

マリ・クレール ステンレス ホームスワン
タンブラー（360ml）レッド シトラスジューサー

ボトル内部にテフロン加工を施し、汚
れや臭いが落としやすく、いつでも温か
いコーヒーやジュースが楽しめます。●
現品約7.8φ×16.5cm・重量約240g●
口径約50mm

柑橘系果物のフレッシュジュースがつく
られます。●現品約21×15×20cm・本
体重量約660g●消費電力17W●コー
ド長約1.4m●カップ容量500ml

No.209

No.210

No.211

No.212

アディダス ショルダーバッグ
ドリテック 音波式電動歯ブラシ くまのプーさん
フェイスタオル2枚セット ブラック＆ピンク
ドクターソニック

和がさね

箱約23×25.5×5.2cm・重量約771g●
石鹸50g(桜)石鹸80g(白桃・河原竹・柚
子)×1・入浴料(梅)25g×2・ボディソー
プ300ml(柚子)×1

No.216

•約22,000回/分の高速振動
•持ち運びやすいコンパクトサイズ
•キャップ付で携帯に便利
•動作音が小さい静音設計
•交換用替えブラシ×1ヶ付

No.217

腰リラクッション（腰リラ） シチズン 電子体温計
※色指定不可

現品約44.5×21.5×14cm・本体重量約
780g●ポリエステル100%・低反発ウレ
タンチップ

No.303

文字が大きい大画面液晶。60秒検温、バック
ライト付。現品約2×12.5×1.25cm・本体重
量約15g●ボタン電池(LR41)1個付(モニター
用)●検温方法=予測式(60秒予測検温・実測
検温兼用)●検温部位=ワキ下●防水仕様

No.304

箱約30.5×21×4cm・重量約390g●
フェイスタオル2枚

No.218

スチームジェットクリーナー

水を入れるだけで洗剤は不要。高温ス
チ ー ムで 汚 れ を 強 力 洗 浄 ● サ イズ
220×270×120mm●材質PP・アルミ
ニウム●タンク容量300ml●5種類のノ
ズル付

No.305

ディオ・ミーオ
茶審査技術 六段 監修
福岡あまおう
カトラリー１6点セット 静岡茶詰合せ「SATSUKI」 苺ソルベ

「ディオ・ミーオ」
とはイタリア語で「おや
おや!」という意味です。●ディナース
プーン・コーヒースプーン・ヒメフォー
ク×各5本、
キッチンクロス1枚

茶審査技術六段大塚裕彦氏が監修し
た5月に摘み取られた緑茶を、急須1回
分ずつ小分けにして詰合せました。玉
露・煎茶・深蒸し茶×3袋・かりがね茶×
2袋・玄米茶×4袋

現品約26×マチ8×17cm・ショルダー
長さ約79~147cm・本体重量約150g

「あかい」
「まるい」
「おおきい」
「うまい」
が特徴福岡県産あまおう苺をソルベに
しました。香りと味は濃厚、ほのかな酸
味があり爽やかな後味です。

No.306

神戸開花亭 レンジで簡単！
3種の煮込みハンバーグ（計8食）

箱約28×34×7cm・重量約1.7kg●煮
込 み ハ ン バ ー グ デ ミグ ラス ソ ー ス
190g×4・煮込みハンバーグホワイト
ソース190g×2・煮込みハンバーグトマ
トソース190g×2(計8食)

3point
No.307

銀座千疋屋
銀座ゼリー

箱約23.5×26×4cm・重量約900g●ゼ
リー(マンゴー・キウイ・ブルーベリー)各
75g×2・ゼリー(ラ・フランス・グレープ
フルーツ・さくらんぼ)各75g×1
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No.308

新鮮な生の豚ひき肉のみ使用。このこだわりこそが
ジューシーな肉汁を生み出しています。●ジョンソン
ウ゛ィルベダーウィズチェダー396g・ジョンソンウ゛ィ
ルスモーク・ブラッツ396g・ジョンソンウ゛ィルクック・
ドブラッツ396g各1パック●賞味期間:40日間(冷蔵)

熊野化粧筆
桜軸3本セット

世界中のメイクアップのプロにも支持
されている広島・熊野の化粧筆●チー
クブラシ・ブラシ&コーム・アイシャドウ
ブラシ

No.311

No.312

ミネラル豊富な海洋深層水と10種類以
上の植物由来成分配合のハンドクリー
ムとハンドソープ ● 内 容 量 ハンドク
リーム50g・ハンドソープ150ml各1

No.402

★ 早歩きセンサー搭載で、歩きと早歩きを自動で分
類。ウォーキングが趣味の方に最適な活動量計です。★
見やすい表示 普通歩き、早歩き、合計の歩数と歩行
距離を表示します。★ 日常生活の消費カロリーも計測
します。★ スライドクリップで簡単に装着が出来ます。

No.403

新潟県燕市の職人の研磨技術と銅メッ
キ古美加工に仕上げたタンブラー●現
品約7.5φ×10.5cm・約150g

No.404

箱約35.7×21.7×4.5cm・重量約605g●ゴル
フボール(ホワイト×2・プレミアムパッション
イエロー×1)ウォッシュタオル(綿100%・約
34×35cm)×1・デカヘッドティ(約7cm)×3・
ソックス(対応サイズ25~27cm)×2

No.405

No.406

銀座 レ ロジェ エギュスキロール マイヤー 電子レンジ圧力鍋 新潟県産米食べ比べ イワキ アレンチン
サーモス 真空断熱
うなぎ割烹「一愼」特製蒲焼
レンジスチーマー＆ココット
アイス
8個
３点セット
スープジャー ミルク

温かいスープから冷たいデザートまで
いろいろ入れて持ち運べます。●現品
約9.5φcm×13cm●容量約400ml

No.407

No.310

ダンロップ ゼクシオ UX-AERO
ジョンソンヴィルセット a day ハンドケアギフトセット タニタ 活動量計カロリズム 古美仕上
forウォーキング ※ブラック ステンレスタンブラー（300ml） ボール入ギフト（ボール3個）
ライチ＆ローズ

No.401

4point

No.309

No.408

タニタ 塩分計
しおみくん

薄味・普通味・辛味を3色のLED6点で見
やすく表示。30℃~90℃までの範囲が
測定可能●LR44アルカリボタン電池3
個付

2007年フランス最優秀職人国家認定を授与されたア
ンドレ・ロジェが監修したアイスデザート。ダブルベ
リー・ストロベリー・バニラ&ブルーベリー・バニラ&ス
トロベリー・チョコオレンジ・チョコバナナ・キャラメル
&クランチ・キャラメル&ナッツ各105ml×各1(計8)

No.409

アンパンマン
お昼寝敷パット

現品約70×120cm●側地(表)ポリエス
テル100%・(裏)ポリエステル80%・綿
20%・詰め物ポリエステル100%

時間のかかる料理が「レンジにまかせ
て」すばやくできちゃう電子レンジ専用
圧力鍋●現品約26×22×13.2cm・重
量約1.1kg・容量約2.3ℓ

No.410

木製 かず・さんすう

数の大きさを体感しながら、数の概念を身につけられます。
●現品(ボード)約26.2×32.5×1cm・重量約880g●本体
ボード・木製バー1~10各2本・おはじき20個・数字カード21
枚・たし算引き算カード各1枚・目盛りカード2枚・ガイドブッ
ク1冊・がんばったシール1枚●対象年齢3歳~●ST合格品

新潟を代表する銘柄米(魚沼産コシヒカリ特別栽培米・佐渡産コ
シヒカリ・岩船産コシヒカリ)の高級セットです。米作りに最適な
土と水、そして生産者の情熱。各産地を食べ比べて本物の味をお
召し上がりください。<セット内容>魚沼産コシヒカリ特別栽培米
2kg×1・佐渡産コシヒカリ2kg×1・岩船産コシヒカリ2kg×1

No.411

フジタパターマット

藤田寛之プロと共同開発。
「 実戦仕様」のパ
ターマットを商品化。プロが勝つために考え
たパターマット。1.5mのパッティングに絶対の
自信が。●現品(ベース部)約30×52×10cm
(マット部)約170×23cm・重量約1.5kg

「温める」
「蒸す」
「焼く」などができるヘ
ルシー調理器です●現品(スチーマー)
約 2 4 × 1 4 . 5 × 1 0 . 5 c m (ココット) 約
26×16.5×11.5cm●耐熱ガラス・シリ
コン

愛知県産の「活うなぎ」を一尾ずつ手に
取って上質の鰻だけを丁寧に焼き上げまし
た。香りとコクのある「一愼特製」の蒲焼の
たれは鰻本来の旨味を引き立たせます。●
蒲焼60g×3袋・蒲焼たれ50ml・山椒×3袋

5point
No.501

八代目儀兵衛
十二単（満開）

五つ星お米マイスターが選び抜いた精
選ブレンド米●米12種(極・結・和・健・
洋・中・餅・玄・粥・鮨・丼・煮 ) 各 2 合
(300g)各1
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No.502

ほんわかふぇ
電気卓上串揚げ鍋

卓上で揚げ物調理が楽しめます。●現
品約24×20.5×20cm・重量=1.05kg●
消費電力=650W●コード長約1.4m●
最小油量=約250g・最大油量=約550g
●適正油量=約500g●日本製

No.603

ラキュー ダイナソーワールド
ディノキングダム

8point

冷蔵庫にすっぽり収納可能。ぬか漬け
や浅漬けが作れます。●現品約19φ×
16cm・重量約4kg●陶器(伊賀焼)●本
体(容量約2.2ℓ)・おもし(重量約1kg)・
水抜き各1

タニタ 体組成計
ホワイト

強化ガラス、立てかけ収納、乗るピタプ
ラス。●50g単位の高精度測定と充実し
た測定項目●「体重急激増減お知らせ
機能付」●現品約21.7×31.6×2.7cm・
本体重量約1.5kg

No.1003

ヴィダルサスーン
スターウォーズ Ｒ2-Ｄ2
マイナスイオンドライヤー アクション目覚まし時計

温度も風量も操作しやすいタンブラー
スイッチ。マイナスイオン機能搭載●現
品約27.5×9×30cm・本体重量約660g

伊賀焼 長谷園
つけもの名人

No.801

リアルでカッコいいダイナソーワールド。全14種類
の恐竜が組み替えて作れる解説書付●980ピース・
スペシャルパーツ8ピース●人気の恐竜全14種類に
組み替えて作れる大満足セット●持ち運び便利な
収納ケースと説明書付●対象年齢7歳~●ST合格品

No.1002

No.503

劇中の効果音が流れる目覚まし。アラーム時刻に
なると頭部のランプが点灯、左右に首を振りその場
で回転し始めます。●本体約12×16.7×10.2cm・重
量=約580g●単三アルカリ乾電池2本付(モニター
電池)●中国製またはベトナム製

No.504

尾西食品の和洋メニュー
+お水セット

6point

箱約31.7×21.6×22.6cm・重量約5kg
● 五 目 御 飯・わ か めご 飯・ドライカ
レ ー・チ キ ン ラ イス × 各 3・保 存 水
500ml×6本

No.802

北海道産の小麦を使用し、生地に苺の果汁とココアを練りこんだ2種類の「レア
ロール」・クリームチーズにオレンジピールを入れた「レアチーズケーキ」・ほん
のりキャラメリゼした「焼きプリンケーキ」と2種類のプリンの詰合せ●レアロー
ル(イチゴ・チョコ)各1本・焼きプリンケーキ・レアチーズケーキ(オレンジピール
入り)各100g×2・北海道プリン100g(カラメルソース付)・あいすプリン各4個

No.803

フライパン26cm・ソースパン16cm・
ソースパン20cm・ソテーパン24cm・
シ ー ル リッド 1 6 , 2 0 c m・ガ ラ ス 蓋
16,20cm・取っ手1本

10point

今治謹製 来島海峡波文様タオル
ケット2枚セット（木箱入）

蒼社川名水と伝統の織りの技●現品約
150×190cm●綿100%

No.2002

合計268ページ・約1500点掲載

平野レミ考案話題のレミパン●現品約
38×20.8×14cm●重量約1.1kg●容量
約1.9ℓ(深さ約6.5cm)

No.1001

安定吸引のサイクロン方式採用。布団
の 汚 れ や 菌をクリーンに 。● 本 体 約
143×310×260mm

ＴＯＷＡＮＹ2017
ティファール インジニオ・ネオ
IHステンレスエクセレンス9点セット ギフトカタログ ＡＧＡＴＥ

No.602

ティファール ヴィテス
ピコレミパン
（20cm）
ネオ（1.0ℓ）カフェオレ イエロー

現品約24×18×21cm.・重量約1kg●
消費電力1450W●コード長約1.3m●
自動電源オフ・空焚き防止機能付

ふとんクリーナー
北海道 乳蔵
オリジナルスイーツセット 「クリンスリープ」

No.2001

20point

No.601

No.3001

30point

ダイソン V6
トリガープラス

ベッドや布団の繊維に入り込んだダニ
アレルゲンを含むハウスダストを掻き
取ります。現品約14.4×39.9×20.8cm・
本体重量1.63kg(モ-ターヘッド・バッテ
リー含む)

