
　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
＊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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
交換（お渡し）方法

あいポイント・代金は商品お渡し時に申し受けます。

ご予約承り時に発行いたします下記の をご持参くださいませ。「ご予約申込書（お客様控え）」

開催店舗のサービスカウンターご予約承り・交換（お渡し）場所

開 催 店 舗 各店（ ）は除きます。,

全店限定数

５００個

全店限定数

５００個

全店限定数

３００個

全店限定数

２５０個

全店限定数

２５０個

手足を
引っ込めて
抱き枕に！

引っ張る

ムニッ

ムギュ

荷重分散

■ご予約承り期間/   ■ご予約承り期間/   11月３日（　       ）まで11月３日（　       ）まで ■交換（お渡し）期間/■交換（お渡し）期間/ １１月１４日(木)～１１月２４日(   )１１月１４日(木)～１１月２４日(   )

本体価格

本体価格 本体価格

ホールクッション（赤）ホールクッション（赤）
サイズ：約３６ｃｍ 高さ約７～１５ｃｍサイズ：約３６ｃｍ 高さ約７～１５ｃｍ

あいポイント2例 1,800点

＋あいポイント300点1例 現金1,500円

【交換例】【交換例】

【交換例】【交換例】

＋あいポイント300点1例

あいポイント2例 2,300点

現金2,000円

【交換例】【交換例】

＋あいポイント300点1例

あいポイント2例 3,300点

現金3,000円

【交換例】【交換例】

＋あいポイント300点1例

あいポイント2例 2,300点

現金2,000円

【交換例】【交換例】

1,6371,637円

2,0912,091円3,0003,000円

厚みの変化で腰やおしりにやさしくフィット！

使い方いろいろでとっても便利♪

厚みの変化で腰やおしりにやさしくフィット！

使い方いろいろでとっても便利♪

ふんわり・まんまる！

かわいいネコのキャラクター♪

ふんわり・まんまる！

かわいいネコのキャラクター♪

もたれるだけで

正しいS字姿勢をサポート！

もたれるだけで

正しいS字姿勢をサポート！

抱き枕におすすめ！

かわいいバナナの

キャラクター♪

抱き枕におすすめ！

かわいいバナナの

キャラクター♪

・価格は本体価格と税込価格を併記しております。

11

もぐっち みーたん（ミケ）もぐっち みーたん（ミケ）
姿勢体幹 
サポーターエイト（茶）
姿勢体幹 
サポーターエイト（茶）

33 44 もぐっち バナナ（黄）もぐっち バナナ（黄）55
サイズ：幅約２９ｃｍ 縦約２４ｃｍサイズ：幅約２９ｃｍ 縦約２４ｃｍ

奥行約３５ｃｍ奥行約３５ｃｍサイズ：幅約３８ｃｍ 縦約４５ｃｍサイズ：幅約３８ｃｍ 縦約４５ｃｍ
奥行約１２ｃｍ奥行約１２ｃｍ

サイズ：長さ約８７ｃｍサイズ：長さ約８７ｃｍ

あいポイント2例 1,500点

＋あいポイント300点1例 現金1,200円

1,3641,364円

頭や腰、おしりなど
フィットしやすいフォルム！
頭や腰、おしりなど
フィットしやすいフォルム！ ホールピロー

（ロイヤルブルー）
ホールピロー
（ロイヤルブルー）

サイズ：幅約４０ｃｍ 縦約２５ｃｍサイズ：幅約４０ｃｍ 縦約２５ｃｍ
奥行約１４ｃｍ奥行約１４ｃｍ

22

日日祝・日祝・日

1,8001,800円（ ）
1,5001,500円（ ）

2,3002,300円（ ）
本体価格

2,0912,091円 2,3002,300円（ ）3,3003,300円（ ）

本体価格

( 　　　　　　　　　　　でもお求めいただけます。)( 　　　　　　　　　　　でもお求めいただけます。)あいポイントだけあいポイントだけと交換していただけます。と交換していただけます。商品１点商品１点
とと３００点以上３００点以上　あいポイント　あいポイント で、　　　　　　で、　　　　　　現金・Ｅｄｙ・商品券など現金・Ｅｄｙ・商品券など

「あいポイント」 を使って揃えましょう！「あいポイント」 を使って揃えましょう！

家族みんなが“気持ちいい”＆“笑顔”になれる
クッションをゲットしよう！

お ト ク！

うれしい！ ご予約会ご予約会
＊破損して中身が飛び出ないように注意が必要。＊破損して中身が飛び出ないように注意が必要。＊洗濯機は使用不可。＊洗濯機は使用不可。

低反発商品のウレタン素材は温度に敏感なため、
暑いと柔らかく、寒ければ硬くなってしまいます。
低反発商品のウレタン素材は温度に敏感なため、
暑いと柔らかく、寒ければ硬くなってしまいます。

低反発商品のウレタン素材は熱がこもりやすい。　　低反発商品のウレタン素材は熱がこもりやすい。　　

低反発商品のウレタン素材は丸洗い不可で寿命も５年
くらいのものが多い。　
低反発商品のウレタン素材は丸洗い不可で寿命も５年
くらいのものが多い。　

●触り心地が良い●触り心地が良い

●通気性が良い！●通気性が良い！

●手洗い洗濯ができて衛生的！●手洗い洗濯ができて衛生的！

と低反発商品との違いと低反発商品との違い

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

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）



開 催 店 舗 各店（ ）は除きます。,

開催店舗のサービスカウンターご予約承り・交換（お渡し）場所

・価格は本体価格と税込価格を併記しております。

様

＊ご記入いただきましたお客様の情報は「MOGUクッションシリーズ」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。)

太線内のみご記入くださいませ。

太線内のみご記入くださいませ。

様
お名前

フリガナ

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

ホールクッション（赤） 

ホールピロー（ロイヤルブルー）

もぐっち みーたん（ミケ）

もぐっち バナナ（黄）

姿勢体幹 サポーターエイト（茶）

個

個

個

個

個

3,300円3,000円
2,300円

1,800円

2,091円
2,300円2,091円

1,637円
1,500円1,364円

①

②

③

④

⑤

担当者交換(お渡し)予定日 月　　　日（　　）頃

ご予約申込書

ご予約申込書

おトク！うれしい！ご予約会
「MOGUクッション」シリーズ

おトク！うれしい！ご予約会
「MOGUクッション」シリーズ

（店控え）

（お客様控え）

＊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。

＊交換商品は、あいポイント進呈の対象外とさせていただきます。

担当者店名

＊上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。

交換(お渡し)希望日 月　　　日（　　）頃

ご予約商品交換（お渡し）期間 / １１月１４日（木）～１１月２４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

ホールクッション（赤） 

ホールピロー（ロイヤルブルー）

もぐっち みーたん（ミケ）

もぐっち バナナ（黄）

姿勢体幹 サポーターエイト（茶）

個

個

個

個

個

3,300円3,000円
2,300円

1,800円

2,091円
2,300円2,091円

1,637円
1,500円1,364円

①

②

③

④

⑤

ご予約商品交換（お渡し）期間 / １１月１４日（木）～１１月２４日（日）

※交換商品は、あいポイント進呈の対象外とさせていただきます。※交換商品は、あいポイント進呈の対象外とさせていただきます。

うれしい！うれしい！

おトク！おトク！

ご予約会ご予約会
■ご予約承り期間/   ■ご予約承り期間/   11月３日（　       ）まで11月３日（　       ）まで ■交換（お渡し）期間/■交換（お渡し）期間/ １１月１４日(木)～１１月２４日(   )１１月１４日(木)～１１月２４日(   )日日祝・日祝・日

「あいポイント」 を使って揃えましょう！「あいポイント」 を使って揃えましょう！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

キリトリ線


