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届いた景品に不良品があった場合はどうしたらいいですか？ 

自宅以外に景品を送ってもらうことはできますか？

日本国内で同一住所に限り可能です（一部離島を除く）。
食宅便ポイント事務局にご指示ください。

お届けには万全を期していますが、万が一破損などございましたら、新しい品物と
交換させていただきます。上記、食宅便ポイント事務局までご連絡ください。
※景品が入れ替わっている場合、代替のものとなります。ご了承ください。

食宅便なら、
どのメニューを注文してもポイントは付きますか？

すべてのメニューにて、ポイントを付与いたします。

景品が届くまでどのくらいかかりますか？ 

景品の引き換えのご連絡を頂いた日から、
約2～3週間でお届けいたします。
※年末年始やGW等の期間は少々お時間を頂く場合がございます。

「食宅便ポイント」のご利用、お問い合わせについては
右記、食宅便事務局またはホームページまで。

■食宅便事務局［受付時間］10:00～17:00（平日のみ）

0120-8149-96

食宅便
ポイントの
使い方

500ポイントから景品と交換できます。
1,000ポイント（1,000円分）から「食宅便」の購入代金としてもご利用いただけます。

「食宅便ポイント」の有効期限は、発行日から3年となります。

■ホームページ

https://shokutakubin.com/shop/pages/aboutpoint.aspx

※箱のデザインが変更に
　なる場合があります。

景品カタログ
５つの調理が

  1台でできる！

他にもう

５つの調理
  1台ででき

2020

レコルトポットデュオフェット

カタログ有効期限
2021年3月31日まで

Vol.1

7,500
ポイント
コース

食宅便ポイントと景品について

東洋紡　
ニュータイプ羽毛ふとん

吸放湿性とふんわり感を合わせ持つ
2種のわたを使った新感覚羽毛ふとん。
●内容：ふとん:150×210㎝×1、（側地）ポリエ
ステル100％、（詰物）センター部:ダウン50％・
フェザー50％（0.4㎏）、サイド部:ポリエステル
100％（0.6㎏）

北海道産
サケのいくら醤油漬け

旬の鮭卵を秘伝のタレに漬け込んだ
絶妙な味と食感をご堪能ください。
●内容：500g×2パック

アラジン グラファイト 
グリル＆トースター

0.2 秒で発熱し、一気に焼き上げ。
外はカリッと中はモチモチに。

●内容：約 幅36×奥行35.5×
高さ25㎝、素材：鋼板、ステン
レス、樹脂、付属品：グリルパ
ン、グリルネット、コンセプト
ブック、レシピブック

宮崎牛すき焼き・
ステーキセット

日本屈指の黒毛和牛「宮崎牛」。
最高品質の牛肉をお好きな食べ方で。

三田和牛バラスライス コロセレ キッチンウェア
5点セット

レコルト 
ラクレット＆フォンデュメーカー

グランメルト レッド

会員ランク制度
ランクに応じて、ポイントをお得に付与いたします

レギュラーなら 通常ポイント 1%

ブロンズ なら

通常ポイント 1% 1%
特典

シルバーなら

通常ポイント 1% 2%
特典

ゴールド なら

通常ポイント 1% 3%
特典

プラチナ なら

通常ポイント 1% 4%
特典

購入すればするほどランクアップ！購入すればするほどランクアップ！

詳しくは、下記電話番号までお問い合わせください。

※商品は都合により変更する場合がございます。　※商品画像は、実際とは異なる場合があります。

プラチナ会員なら、
なんと通常の5倍貯まる！

● おまかせコース（36ポイント）＋らくらく定期便特典（36ポイント）
＝1セットのお届けで72ポイント貯まります

●さらに、購入回数5回ごとに100ポイントを
プレゼントいたします

「らくらく定期便」を
利用すれば、ポイントが
さらにプラス1%（計2%）

貯まります！

例えば、「おまかせコース」を毎週定期で
1年間利用した場合

約4,700ポイントも貯まります！

0120-8149-39
ハ イ シ ョ ク サンキュー

「会員ランク制度」
「らくらく定期便」のご注文・
お問い合わせは右記お電話から！ 受付時間  8 : 3 0 ～ 2 0 : 3 0 （土日祝も可）　

39038商品番号

ケルヒャー
マルチクリーナーOC3

吸音材を採用した静音モデル。
後片付けや収納もスムーズです。

●内容：幅23.4×奥行27.7×高さ20.1㎝、重量：
2.2㎏、主材：ABS樹脂、ドイツ製

39042商品番号

●内容：宮崎牛すき焼き（肩ロース）600g、宮崎
牛ステーキ（ロース）150g×3枚/計450g

39041商品番号39040商品番号
（グリーン）39039商品番号

（ホワイト）

グリーン
ホワイト

※在庫状況によっては、
お色をお選びいただけ
ない場合があります。
ご了承ください。

※画像はイメージ

39033商品番号 39037商品番号

タニタ体組成計
インナースキャン Voice

乗るだけであなたを認識し
音声で結果が分かるらくらく測定。
●内容：特徴：音声で操作手順や結果をお知らせ、体
重、BMI、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベ
ル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率を表示、最大計
量150㎏、最小表示0～100gまで100g、100～
150㎏まで200g 電源：単3乾電池4本付（試用）

ブルーノ クラッシィ
マルチ圧力クッカー

ほったらかし
調理で出来上がり。
毎日にゆとりを
つくる
電気圧力鍋。

●内容：幅25.3×奥行26.8×高さ28㎝、素材：
本体：ポリプロピレン/鋼板、内なべ：アルミニウ
ム合金（内側ふっ素塗膜加工）、ふた：ポリプロピ
レン、ステンレス鋼

●内容：幅7×高さ15×長さ15㎝、＜収納時＞幅
9×高さ16.5×長さ17㎝、重さ：本体約690g（電
源コード含む）、＜収納時＞約755g（スタンド
（65g込み）、コードの長さ：約2.5m、付属品：スタ
ンド、専用カップ

Panasonic
衣類スチーマー

忙しい朝、ハンガーにかけたまま
サッとシワ・ニオイが取れる。

39034商品番号 39036商品番号
（黒）39035商品番号

（白）

白 黒

アラジン グラファイト
グリラー グリーン

室内でも煙やニオイが気にならず、
旨味も逃さない革命的なグリラー。
●内容：サイズ：幅55×奥行31×高さ31.4㎝、
重量：約5,200g、付属品：ヘルシーネット、本
体カバー、トング、収納バック、中国製

39043商品番号

（煮る・蒸す・焼く・揚げる・炊く）

上記有効期限をもって一部商品の
入替を予定しております。

リニューアル

宅食便ポイント

食宅便ポイント



デジタルしゃもじ
スケールプラス

すくうだけで
カロリーと
炭水化物量が
計れます。 長崎五黒

カステラ
ふわふわ
食感で優しい
甘さのカステラ。

39001商品番号 39002商品番号

アルミアイス
スプーン スター

39001

Hitotoe
スイーツファクトリー

素材と製法に
こだわった7種の
焼き菓子が彩る
贅沢で華やかな
ひと時。

ドトール
バラエティギフト

お手軽なインスタントスティックと
ティーバッグなどのバラエティセット。

スウィートキッチン 
多機能はさみ

●内容：縦50×横50×
厚14㎜

カラフルメタボリック
メジャー

生活習慣病が気になる方に
おすすすめのメジャー。
裏面にもメタボ関連情報満載の
ヘルスケアグッズです。

●内容：全長12.1×幅3㎝、アルミ
ニウム（カラーアルマイト加工）

39003商品番号

食宅便オリジナル
しゃもじ

食宅便のロゴが入った、
オリジナルのしゃもじです。
素材には天然の竹が使われています。

●内容：長さ20㎝、素材：天然竹（すす）

※在庫状況によって
は、お色をお選び
いただけない場合
があります。ご了
承ください。

※3箱との交換は3,000ポイ
ント、5箱との交換は5,000
ポイント使用します。

常温

●内容：はちみつマドレーヌ・黄金のフィナンシェ×
各2袋、メープルナッツケーキ・ベイクドチーズケー
キ・ガレットブルトンヌ・チョコチップクッキー・アマ
ンドサブレ×各1袋

●内容：【蓋】縦18.5×横
24.0×高さ2.5㎝、【容
器】縦17.8×横23.0×高
さ4.4㎝

●内容：ロイヤルミルクティ・抹茶オレ・カフェラ
テ・カフェモカ・バニラクッキー×各1袋、アールグ
グレー紅茶×5袋

●内容：ハサミ/約22.6×7.5×1.5㎝、ケース/約
19.2×8.8×2.3㎝、重量：ハサミ/約140ｇ、ケー
ス/約80ｇ、主材：刃/ステンレススチール、ハンド
ル/ABS樹脂・エラストマー樹脂、ケース/ポリプロ
ピレン、中国製39307

39507
商品番号（3箱）※

39007商品番号

商品番号（5箱）※
39005
39006

商品番号（ピンク）
39004商品番号（シルバー）

商品番号（グリーン）
※3箱との交換は3,000ポイ
ント、5箱との交換は5,000
ポイント使用します。

常温
39308
39508

商品番号（3箱）※
39008商品番号

商品番号（5箱）※ 39009商品番号

●内容：約 幅25.3×奥行6.6×高さ2.6
㎝、素材:ABS樹脂・アクリル樹脂・ポリ
プロピレン、付属品：動作確認用リチウ
ム電池1個（CR2032）、中国製

●内容：約幅32.5×奥行28×高さ
13.6㎝、素材:本体：アルミニウム合金、
はり底：ステンレス鋼（クロム18％）、底
の厚さ2.6㎜（はり底を含む）、蓋：強化
ガラス（全面物理強化）、つまみ：フェ
ノール樹脂、内面：フッ素樹脂塗膜加工
（マーブルゴールド）、外面：焼付け塗
装、満水容量4,000㎖

●内容：カステラ（350g）×2本

39010商品番号

手延べ素麺 
揖保乃糸木箱入

600年受け継がれる伝統の
手延製法で作られた名品。

IH対応卓上鍋
24cm

テーブルにぴったりサイズ
お手入れも手軽な卓上鍋。

●内容：上級品50g×21束

39016商品番号

●内容：アイスクリン・リープルアイス各
115㎖×各2個、「ミレー」ビスケットア
イス・芋けんあいす各100㎖×各2個、
計8個

土佐のおやつ
アイスセット 8個

4種のバラエティ豊かな
高知ならではのアイス。

39017商品番号

39011商品番号

食宅便専用
お弁当箱

食宅便がきっちり収まる。
電子レンジ加熱にも対応で
外への持ち運びも便利な
お弁当箱。

吉野のくずもち
2つの味で愉しむ
トロ～リとろける葛餅。

プエル 電気ケトル
必要なときにすぐに沸く。
火を使わずに安心・安全。

●内容：純（くずもち68g・きな粉1.5g・
黒みつ4g）×6個、柚子（くずもち68g・
柚子みつ4g）×3個

39012商品番号 39013商品番号

たこのやわらか煮
セット

酒の肴、たこ飯、煮物にと
食卓での大活躍間違いなし。

●内容：200g
×3袋

●内容：幅18.5×奥行10.5×高さ20
㎝、素材:ポリプロピレン、コードの長さ：
約0.75m、100V/670W

39014商品番号

持ち手から
体温が伝わり、
冷たいアイスも
すくいやすい
スプーン。

シルバー

グリーン

ピンク

●内容：金華さばの水煮（120g×3
個）、三陸魚の煮付3種（三陸さんまの
魚やの煮付・三陸さばの魚やの煮付各
90g×各1個、三陸真いわしの魚やの
煮付90g×2個）

魚やの
金華さばの水煮・
三陸魚の煮付セット

三陸名産の海の幸を堪能する
水煮と煮付の贅沢セット。

39018商品番号39015商品番号

●内容：幅15.2×奥行20.2×高さ24.7
㎝、素材:本体ポリプロピレン、ステンレ
ス、ガラスポット：耐熱ガラス、ポリプロ
ピレン、電源：AC100V 50/60Hz、消費
電力：600W、種類：ドリップ式（水溶器
一体型）、保温装置：有、最大容量：0.6ℓ

コーヒーメーカー
「リラカフェ」

39019商品番号

旨みをしっかりと抽出した
温かなコーヒーをいつでも。

●内容：約幅17.1×奥行3.4×厚さ1.2㎝、素材:ポ
リプロピレン・鉛レス黄銅（金メッキ）、耐熱温
度：先端部100℃、付属品:動作確認用リチウム電
池1個使用（CR2032）、取扱説明書付き、保証
書付き、ベトナム製39020商品番号

塩分計
塩分が気になる方に。
3段階で濃度を測定。

●内容：モモステーキ80g×4

39022商品番号

上州牛 モモステーキ
（80g×4）

風味と旨味が評判の
「上州牛」をステーキで。

池1個使用（CR2032）、取扱説明書付き、保証
書付き、ベトナム製

上州牛 モモステーキ
（80g×4）

風味と旨味が評判の

●内容：セラミックボウル、グリルプレート、蒸し料
理用網、揚げ物カバー、フタ、専用レシピ、収納時サ
イズ：約 幅24×奥行22×高さ17.5㎝、素材: ステン
レススチール・PBT樹脂・アルミニウム、家庭電源使
用（100V-650W）、電源コード長さ：約1m、取扱
説明書付き、保証書付き、中国製

39025商品番号

レコルトポット
デュオフェット

●内容：バラスライス800g

39027商品番号

三田和牛バラスライス
極上品質の三田和牛のバラを
しゃぶしゃぶ用
スライスでお届け。

●内容：フライパン20㎝/径約21.3×5.6㎝（深さ約
5.2㎝)・約360g、フライパン26㎝/径約27.3×5.9
㎝（深さ約5.5㎝）・約530g、クックポット18㎝/径
約19.4×8.5㎝（深さ約8㎝）・約440g、ガラス蓋
18㎝/径約18.9×4.8㎝・約340g、着脱式ハンドル
/全長約18.5×4.3×5.5㎝・約180g、主材：フライ
パン・クックポット/アルミニウム合金（内面/ふっ素
樹脂加工、外面/焼付塗装）、ステンレス鋼、ガラス
蓋/物理強化ガラス、シリコーンゴム、フェノール樹
脂、ハンドル/ナイロン、フェノール樹脂、ABS樹脂、
ステンレス鋼、シリコーンゴム、中国製

39026商品番号

コロセレ
キッチンウェア5点セット

キッチンや食卓をかわいく華やかに。
料理をそのまま食卓へ運べて便利。

●内容：本体：約 幅32×奥行21.5×高さ14㎝、
消費電力：650W、コードの長さ：1m、中国製

39028商品番号

レコルト ラクレット＆
フォンデュメーカー
グランメルト レッド

チーズ好きのための卓上調理器。
ホットプレートとしても使えます。

●内容：サバ、ブリ、赤魚、サワラ：各
（60g×味噌60g）×2

39021商品番号

京都・祗園山玄茶 西京漬け詰合せ
日本料理の名店「山玄茶」の
味をご自宅で堪能ください。

●内容：カスタードバニラ・とちおと
め・マスカット・ピーチ・ブルーベ
リーチーズ各120㎖×各2個

39023商品番号

防災セット
（15点）

いざという時に頼りになる防災グッズ厳選セット。
●内容：個装サイズ：約30.5×24.5×11.5㎝、個装重量：
1700g、非常持出袋、強力ライト、点灯確認用電池×4、アルミ
製ホイッスル、万能ナイフ、レジャーシート、レインコート、タオ
ル、救急絆創膏、ゴミ袋、軍手（すべり止め付）、不織布マスク、ラ
イター、コップ×2、ポケットティッシュ、日本製
※セットのカラーや仕様等が写真と異なる場合があります。

39024商品番号

●内容：セラミックボウル、グリルプレート、蒸し料

デュオフェット

ボイルタラバかに
（シュリンク）1kg

水揚げ直後に船上で茹でて急速冷凍。
身入りもよく、甘みたっぷりです。
●内容：ボイルタラバガニシュリンク
（L-2L）1㎏

39029商品番号

松阪牛すき焼き
松阪牛特有の香りと旨味を思う存分
すき焼きでお楽しみください。
●内容：すき焼き用バラ・モモ（計600g）

39032商品番号

この1台でいろんな料理がさっと作れて、
丸洗いで片付けも簡単。
●内容：幅28.2×奥行18.2×高
さ18.3㎝、重量：約1.8㎏、主材：
アルミニウム/PP、容量：1ℓ、
消費電力：1200W、コードの長
さ：約1.3m、本体、ケトル、ふた、
電源コード、はじめてガイド、取
扱説明書（保証書）、中国製

39030商品番号

銀座千疋屋
銀座プレミアムアイス

フルーツ専門店の老舗から
プレミアムな味わいをお届け。

5つの調理法が
この1台でOK。
コンパクトな
電気マルチ
クッカー。

s i roca
おりょうりケトル ちょいなべ

高温の熱風で油を使わずにヘルシーな
揚げ物ができるエアーオーブン。
●内容：約21.2×27×26.6（高さ）㎝、製品重量/約
3.1㎏、満水容量/約2.8ℓ、適正容量/約2.4ℓ、主材/
本体：ポリプロピレン、網：スチール・シリコン、温度
調整ダイヤル：80～200℃、タイマー：最大60分、
サーモスタッド機能付き、家庭用電源使用
（AC100V-1200W）、有効コード長さ約105㎝、付
属品/レシピブック、取扱説明書・保証書付き、中国製

39031商品番号

レコルト 
エアーオーブン レッド

※こちらの商品は5月以降のお届け
となります。

これ一つで使い方8通り（はさみ、ナイ
フ、皮むき、うろこ取り、骨切り、殻割
り、缶開け、栓抜き）。
分解して洗えるので清潔です。


