
商品ご予約のお申込みはこちらから

ミルクパンミルクパン

ケ ト ルケ ト ル

ソースパン（片手鍋）ソースパン（片手鍋）

キャセロール
（両手鍋）
キャセロール
（両手鍋）

サイズ：幅約２７．５ｃｍ 奥行約１５．５ｃｍ
　　　 高さ約１１．５ｃｍ
容量：約１．２　 重量:約０．９ｋｇ

サイズ：幅約２７．５ｃｍ 奥行約１５．５ｃｍ
　　　 高さ約１１．５ｃｍ
容量：約１．２　 重量:約０．９ｋｇ

＋あいポイント

あいポイント

300点1例

2例 2,800点

現金(税込)2,500円

2,8002,800円（ ）税込2,5932,593円

・価格は本体価格と税込価格を併記しております。・価格は本体価格と税込価格を併記しております。・価格は本体価格と税込価格を併記しております。・価格は本体価格と税込価格を併記しております。
掲示期間　２０１９年２月１７日（日）まで掲示期間　２０１９年２月１７日（日）まで掲示期間　２０１９年２月１７日（日）まで掲示期間　２０１９年２月１７日（日）まで

*各商品は限定数に達し次第、ご予約承りを終了させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。

*あいポイント・代金は商品お渡し時に申し受けます。

　　　　　　

*各商品は限定数に達し次第、ご予約承りを終了させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。

*あいポイント・代金は商品お渡し時に申し受けます。

　　　　　　

**上記の　　～　  よりお好きな商品をお選びくださいませ。売場係員がご注文を承ります。上記の　　～　  よりお好きな商品をお選びくださいませ。売場係員がご注文を承ります。４４11

「富士ホーロー鍋」シリーズ「富士ホーロー鍋」シリーズ

11

ＩＨコンロ

使用対応調理器

保温性があるためスープや味噌汁、

また離乳食作りにもピッタリ。

保温性があるためスープや味噌汁、

また離乳食作りにもピッタリ。

キッチンで最も使用頻度の高いアイテムだけに

使いやすさにこだわりました。

キッチンで最も使用頻度の高いアイテムだけに

使いやすさにこだわりました。

芯材が鉄のため、

ガス火でも

ＩＨ調理器

でも熱効率

良く加熱

できます。

芯材が鉄のため、

ガス火でも

ＩＨ調理器

でも熱効率

良く加熱

できます。

シンプルな形でとっても使いやすいお鍋です。
茹で、蒸し、煮込みといろいろな調理に活躍。
シンプルな形でとっても使いやすいお鍋です。
茹で、蒸し、煮込みといろいろな調理に活躍。

ガスコンロ

電子レンジ

食器洗い器

×

×

ＩＨコンロ

使用対応調理器

ガスコンロ

電子レンジ

食器洗い器

×

×

ＩＨコンロ

使用対応調理器

ガスコンロ

電子レンジ

食器洗い器

×

×

ＩＨコンロ

使用対応調理器

ガスコンロ

電子レンジ

食器洗い器

×

×

＋あいポイント

あいポイント

300点1例

2例 3,300点

現金(税込)3,000円

3,3003,300円（ ）税込3,0563,056円

＋あいポイント

あいポイント

300点1例

2例 3,300点

現金(税込)3,000円

3,3003,300円（ ）税込3,0563,056円

サイズ：幅約３６ｃｍ 奥行約１８．５ｃｍ
　　　 高さ約１２．５ｃｍ
容量：約２．２　 重量約１．２５ｋｇ

サイズ：幅約３６ｃｍ 奥行約１８．５ｃｍ
　　　 高さ約１２．５ｃｍ
容量：約２．２　 重量約１．２５ｋｇℓ ℓ 

サイズ：幅約２３．５ｃｍ 
　　　 奥行約１８．５ｃｍ
　　　 高さ約２１．５ｃｍ
容量：約２．３　 
重量：約１．２ｋｇ

サイズ：幅約２３．５ｃｍ 
　　　 奥行約１８．５ｃｍ
　　　 高さ約２１．５ｃｍ
容量：約２．３　 
重量：約１．２ｋｇ

ℓ ℓ 
サイズ：幅約２８ｃｍ 奥行約２０.５ｃｍ
　　　 高さ約１３．５ｃｍ
容量：約３．０　 重量約１．４５ｋｇ

サイズ：幅約２８ｃｍ 奥行約２０.５ｃｍ
　　　 高さ約１３．５ｃｍ
容量：約３．０　 重量約１．４５ｋｇℓ ℓ 

ℓ ℓ 

＋あいポイント

あいポイント

300点1例

2例 3,000点

現金(税込)2,700円

3,0003,000円（ ）税込2,7782,778円
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あいプラスカード会員様
特別企画

あいプラスカード会員様
特別企画

おトク！おトク！ うれしい！うれしい！

【ホーロー製品の特長】【ホーロー製品の特長】
●耐久性 ・ 保温性に優れている！●耐久性 ・ 保温性に優れている！

●食材の味を生かし、 後片付けもカンタン！●食材の味を生かし、 後片付けもカンタン！

●酸と塩に強く、 においがつきにくい！●酸と塩に強く、 においがつきにくい！

表面の色が色あせることがありません。また、一度あたたまる
と冷めにくいので煮込み料理に適しています。
表面の色が色あせることがありません。また、一度あたたまる
と冷めにくいので煮込み料理に適しています。

表面がなめらかなガラス質なので、水や中性洗剤で洗うだけで
汚れが落ち、清潔さを保てます。
表面がなめらかなガラス質なので、水や中性洗剤で洗うだけで
汚れが落ち、清潔さを保てます。

表面がガラス質なので、におい移りの心配がありません。
酸と塩分に強いので果物を煮込むジャムやトマト料理にも
適しています。

表面がガラス質なので、におい移りの心配がありません。
酸と塩分に強いので果物を煮込むジャムやトマト料理にも
適しています。

「あいポイント」を使って揃えましょう！

　と現金とで、　と現金とで、３００点以上３００点以上　あいポイント　あいポイント

　商品１点と交換していただけます。　商品１点と交換していただけます。

２月２８日（木）～３月１０日（　）２月２８日（木）～３月１０日（　）

■交換（お渡し）期間/■交換（お渡し）期間/

日日
日

■ご予約承り期間/   ■ご予約承り期間/   ２月1７日（　）まで２月1７日（　）まで２月1７日（　）まで日日
日

自然に手に馴染　
木製ハンドル。
自然に手に馴染　
木製ハンドル。

むむ

使いやすさを追求した
オリジナルのハンドル
使いやすさを追求した
オリジナルのハンドル

持ちやすく大きなツマミ、
やけど防止の台座。
持ちやすく大きなツマミ、
やけど防止の台座。

限定数
１５０個

限定数
２００個

限定数
１５０個

限定数
５００個

熱に強く丈夫で熱くなりにくい
樹脂製ハンドル。
熱に強く丈夫で熱くなりにくい
樹脂製ハンドル。

持ちやすく大きなツマミ、
やけど防止の台座。
持ちやすく大きなツマミ、
やけど防止の台座。

お近くの　　　　　　　　 店舗にてご予約くださいませ。
（                       　　　　　では取り扱っておりません。）・



様

＊ご記入いただきましたお客様の情報は「富士ホーロー鍋シリーズ」ご予約会のみに使用し他には一切使用いたしません。

お名前

ご住所 〒　　　　　　　ー　　　　　　　　

お電話番号　　　　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－

フリガナ

＊あいポイント・代金は商品お渡し時に申し受けます。

（商品１点につきあいポイント３００点以上が必要となります。予めご用意くださいませ。)
＊ご注文の品をお受け取りの際は必ずこの「お客様控え」をご持参くださいませ。
＊ご予約商品交換（お渡し）期間を過ぎての販売は致しかねますのでご了承くださいませ。

交換(お渡し)希望日 月　　　日（　　）頃
担当者店名

ご予約商品交換（お渡し）期間 / ２月２８日（木）～３月１０日（日）

＊右記の期間の中でお客様のご希望があれば
　 下記にご記入くださいませ。

ご予約承り日　　　　　月　　　　日（　　　）
ご予約商品名 本体価格 税込価格 個数

太線内のみご記入くださいませ。

様
お名前

フリガナ

ミルクパン

ケトル

ソースパン（片手鍋）

キャセロール（両手鍋）

個

個

個

個

3,300円3,056円

3,056円 3,300円

2,800円2,593円

3,000円2,778円

①

②

③

④

ご予約商品交換（お渡し）期間 / ２月２８日（木）～３月１０日（日）

ご予約承り日　　　　　月　　　　日（　　　）
ご予約商品名 本体価格 税込価格 個   数

ミルクパン

ケトル

ソースパン（片手鍋）

キャセロール（両手鍋）

個

個

個

個

3,300円3,056円

3,056円 3,300円

2,800円2,593円

3,000円2,778円

①

②

③

④

担当者交換(お渡し)予定日 月　　　日（　　）頃

ご予約申込書「富士ホーロー鍋」シリーズ
おトク！うれしい！ご予約会

「富士ホーロー鍋」シリーズ
おトク！うれしい！ご予約会

お客様控え

「富士ホーロー鍋」シリーズ「富士ホーロー鍋」シリーズ

あいプラスカード会員様
特別企画

あいプラスカード会員様
特別企画 おトク！おトク！ うれしい！うれしい！「あいポイント」を使って揃えましょう！

キ リ ト リ 線

太線内のみご記入くださいませ。ご予約申込書 店控え

●ご予約承り店舗／　　　　　　　　　 各店（　　　　　　　　　・ふじの実 除く）

●ご予約のお申し込みは、食品サービスカウンター又は売場係員までお申しつけくださいませ。

■交換（お渡し）期間/■交換（お渡し）期間/■ご予約承り期間/   ■ご予約承り期間/   ２月１７日（日）まで２月１７日（日）まで ２月２８日（木）～３月１０日（日）まで２月２８日（木）～３月１０日（日）まで


