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充実の品揃え40点の中から選べます！
社会福祉法人

福利厚生センター

高輝度COBランタン＆ライト
9000-19-1
サイズ：ランタン使用時(約)8.5×8.5×20㎝
　　　 懐中電灯使用時(約)8.5×8.5×14㎝
重量：(約)240g ＊電池含まず
電源：単3形乾電池×3本（別売）

ハンドルを付け替えれば、ランタンと懐中
電灯の2WAYで使用可能です。キャンプ
などアウトドアでのご使用のほか、停電
時など様々なシーンで活躍します。

CAPTAIN STAG シュラフ
M-3449
サイズ：（約）75×185㎝（シュラフとして使用時）
重量：（約）900g

CAPTAIN STAG
折りたためるステップ
UW-1508

サイズ：使用時(約)37×30×32㎝ 収納時(約)37×4.6×45㎝
重量：(約)1.4kg 耐荷重：80kg

コンパクトランチポット 300ml
IM-0012
サイズ：(約)直径7.6×13㎝
重量：(約)230g
容量：(約)300ml

ステンレスボール＆
パンチングザル 5個セット
MG-0322
ステンレスボール 13㎝・15㎝・18㎝  
パンチングザル 15㎝・18㎝  

ハンドチョッパー
ME-7127
サイズ：(約)14.8×14.4×12㎝
重　量：(約)320g

バターカッティングケース
ST-3006
サイズ：(約)16.7×9.5×10.2㎝
重量：(約)218g

表地は軽くて丈夫なポリエステ
ル。裏地には肌触りが良く、保温性
と速乾性に優れたポリエステル
マイクロファイバーを使用。

通勤やレジャーでカバン
に入れて持ち運びやすい
コンパクトなランチポッ
トです。真空断熱構造で
温かいスープやひんやり
メニューを手軽に持ち運
びできます。

丈夫でキズがつきにくい、ステン
レスボール＆パンチングザルの
５個セットです。重ねてコンパ
クトに収納ができます。

料理の下ごしらえで面倒な
みじん切りがスマートに
できるハンドチョッパー。
しっかり握れる丸型ハンド
ルを引っ張ると３枚のステ
ンレス刃が回転し、食材を
しっかりカットします。

大きなバターもギュッと
ひと押しで、使いやすい
うす切りに！
業務用ポンドバター450ｇ
は約10ｇ、200gのバターは
約5gのうす切りにカット
できます。

折りたたんでコンパクトに収納で
きる便利なステップ（踏み台）で
す。アウトドアでの使用はもちろ
ん、高い所への足場としてや、簡易
的なイスとしても使えます。

広げると
大きな

ふとんに！

ピーコック ワンタッチ
マグボトル 500ml
AML-50 BD
サイズ：(約)7×7.5×21.9㎝
重量：(約)260g
容量：500ml

保温保冷力が高い
魔 法 瓶 構 造。片 手
で簡単ワンタッチ
オープン。安全ロッ
ク付きだから、安心
して持ち運べます。

IH対応 ステンレス片手鍋
18cm ザル付き
NR-7731
サイズ：(約)直径21.3×37.5×17.2㎝
重量：(約)850g 

温度計付き天ぷら鍋。適切な
温 度 で 調 理 が で き、と て も
便利です。表面はシリコン加工
なので、お手入れも簡単。

IH対応 温度計付フライドパン
22cm
ER－9534
サイズ：(約)32.4×23.1×14.5㎝
重量：(約)1.0kg

IH対応 ホットサンドメーカー
AM－9868
サイズ：(約)35.3×15.2×3.7㎝
重量：(約)700g

IH対応 雪平鍋&フライパン18㎝
CM-9629

サイズ：雪平鍋(約)直径18.5×33.2㎝、深さ7.3㎝
　　　 フライパン(約)直径18.5×33.2㎝、深さ4.2㎝
　　　 兼用ガラス蓋(約)直径19×6.6㎝
重量：雪平鍋(約)440g、フライパン(約)390ｇ

電気ケトル1.0リットル
MRM-9311
サイズ：(約)18.5×13.5×21.5㎝
重量：(約)590g
容量：(約)1.0リットル

ガス火・IH 対応 ガス火・IH 対応

ポップなカラーが楽しい雪平鍋
とフライパンのセットです。
内面はフッ素加工なので、こげつ
きにくく、お手入れも簡単です。
ガラス蓋は兼用で使えます。

マーテンスゾーリンゲン
万能包丁＆ペティナイフ
MTL-333

サイズ：万能包丁(約)全長28㎝・刃渡り16㎝
　　　 ペティナイフ（約）全長24㎝・刃渡り13㎝
重　量：万能包丁(約)85g、ペティナイフ(約)40g

使いやすいコードレスタイ
プの電気ケトルです。使う分
だけ簡単にお湯を沸かすこ
とができます。お湯が沸騰
すると自動的にスイッチが
切れる安心設計、お湯の残量
が一目でわかる窓付きです。

ドイツ・ゾーリンゲンで築き上げられた
信頼のブランド。肉・魚・野菜など幅広
い食材に使えるオールマイティタイプの
万 能 包 丁 と、果 物 の 皮 む き に 便 利 な
ペティナイフの2点セット。

※この製品は、ドイツ・ゾーリンゲンMERTENS 社との
ライセンス契約にもとづき、日本で製造された製品です。

雪平鍋と目皿が付いた
片手鍋のセット。雪平
鍋を蓋としてセット
すれば便利なミニ蒸
し器として使えます。

タニタ デジタルクッキングスケール
ＫＪー110S
サイズ：(約)12.5×18.8×3.1㎝
重量：(約)265g(電池含む)
電源：単4形乾電池×2本
＊お試し用電池付属

「はかる」がキーワードのタニ
タ食堂がおすすめするクッキ
ングスケールです。タニタ食
堂では、ごはんの量は100g、
塩分は3g 前後、野菜を100
～200g とそれぞれ量を
しっかりはかることを
おすすめしています。

IH対応 片手ミニ蒸し兼用
ダブルパン18㎝ 
AC-06

サイズ：雪平鍋（約）35.8×19×7㎝
　　　 片手鍋（約）36.5×20×8.3㎝  目皿（約）直径18㎝
重量：雪平鍋(約)320g、片手鍋(約)340g 

ガス火・IH 対応
ガス火・IH 対応

IH 対 応 の ス テ ン レ ス 製
片 手 鍋。野 菜 や 麺 類 な ど を
茹でるのに便利なザル付き
です。調理中も具材の様子が
確認しやすいガラス蓋です。

ガスコンロと I H クッキング
ヒーターのどちらでも使用で
きるホットサンドメーカー
です。食パンに具をはさんで
焼くだけ。　熱々サクサクの
ホットサンドが簡単に
できあがります。

ガス火・ＩＨ対応

陳建一 IH対応 北京鍋  
28cm木ベラ付き 
CＫ-321R
サイズ：北京鍋(約)直径27.8×46㎝、深さ7.5㎝
　　　 木ベラ(約)全長30.5㎝
重量：北京鍋(約)980g、木ベラ(約)30ｇ

ガス火・IH 対応
中華の鉄人、御用達。
熱伝導率がよく蓄熱
性が高いので、食材
の芯まで一気に熱が
伝わり料理がおいし
く仕上がります。

グリル活用角型パン 17×22cm
RA-9505
サイズ：(約)26.5×20.2×4.1㎝
重量：(約)800g

魚焼きグリルを上手に
活用！料理の幅が広
がるグリル活用角型
パン。魚焼きグリルは
高火力で調理できる
た め、時 短 料 理 に も
な り ま す。

ガス火・IH 対応

貝印 アイスクリームスプーン
４点セット
FA5168
サイズ：長さ10.2㎝／１本
重量：８g／１本

真空断熱ステンレス
タンブラー 2個セット
GU-01
サイズ：(約)直径7.5×高さ13.5㎝／１個
重量：(約)170g／1個
容量：(約)320mlと か し て す く え る、

アイスクリームスプー
ン。ステンレスの約12
倍の熱伝導効率を持つ
アルミニウム素材で、
冷凍庫から出したての
カチカチアイスもしっ
かりすくえます。

飲み頃温度をキープする
真空断熱構造のステンレ
スタンブラー２個セッ
トです。冷たい飲み物を
入れても表面が結露し
にくく、熱い飲み物を
入れても外側が熱くなり
ません。

健康生活用品のご案内健康生活用品のご案内健康生活用品のご案内2019年度2019年度2019年度

フタでギュッと押す 薄切りにできる

ギュッ

手を汚さず

フタでギュッと押す 薄切りにできる

オリジナル
レシピカード付き 重ねてしまえる 重ねてしまえる

広範囲を照らす
ことができる

COBライト搭載

オリジナル
レシピカード付き

※各商品の詳細は　　 をクリックしてご確認いただけます。※各商品の詳細は　　 をクリックしてご確認いただけます。
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360度回転するブラシで洗浄力抜群。
軽く当てるだけで、肌の汚れをしっか
り落とします。毛穴の汚れをすっきり
落とすハードブラシと、優しく洗える
ソフトブラシ、コンディションに合わ
せて選べます。

金箔をちりばめた華麗で贅沢なあぶ
らとり紙です。なめらかな使い心地と
金箔の美しさをお楽しみいただけます。

貝印 電動洗顔ブラシ
ＫQ3220
サイズ：(約)4.5×8.5×15㎝
重量：(約)90g ＊電池含まず
電源：単３形アルカリ乾電池×2本（別売）

あぶらとり紙 
梅雅（金箔入）5冊パック
C130-004
内容量：1冊(20枚綴り)×5冊
あぶらとり紙サイズ：(約)9.5×9.5㎝

竹炭入り 低反発ウレタン枕
NYQー47
サイズ：(約)縦35×横50×高さ10.5㎝
重量：(約)1.1kg

ロールアップ
ランドリーバッグ
794474
サイズ：(約)直径33×高さ70cm
重量：(約)500g、容量：(約)45リットル

シェイプストレッチャー
HH-825
サイズ：(約)27.2×32.1×12㎝
重量：(約)990g

ぷるぷるジェル
アイマスク＆ネック・ショルダーパッド
9000-19-2

サイズ：アイマスク(約)19×9.5×1㎝
　　　 ネック・ショルダーパッド(約)28.5×28×1.2㎝
重量：アイマスク(約)120g
　　 ネック・ショルダーパッド(約)520g 

電動ローラーで優しく
撫でるだけで簡単に
角質ケアできます。
ロ ー ラ ー ヘ ッ ド は、
最も硬い角質取りと
いわれるダイヤモンド
パウダー配合。

角質リムーバー
LC-910
サイズ：(約)15×6×4.5㎝、重量：97g
電源：単3形アルカリ乾電池×2本(別売)

ガラス体重計
UC-332-S
サイズ：(約)30×30×2.4㎝
重量：(約)1.5kg
測定範囲：5～150kg（最小表示100g）
電源：ボタン型リチウム電池CR2032×1個
＊お試し用電池付属

乗るだけですぐに測定
を開始。電池のパワー
ロ ス を 防 ぐ オ ー ト
パワーオフ機能付き。
100g 単位表示で日々
の体重の変化が見え
るので、ダイエットや
体重のコントロールに
役立つ体重計です。　

1 分間に18,000 回の高速音波振動で歯を
つ る つ る に 磨 き ま す。手 に フ ィ ッ ト し て
持ちやすく、磨きやすいデザイン。
歯垢除去率は手磨きの約３倍です。 
＊新品電池使用時/ 自社調べ

オムロン
音波式電動歯ブラシ
HT－B905-W
サイズ：(約)19.5×1.56×1.59㎝
重量：(約)36g
電源：単4アルカリ乾電池×1本
＊お試し用電池付属

平均20秒の予測検温。検温結果が
見やすく使いやすいスタンダード
タイプ。予測検温が終了すると、
お知らせブザーが鳴ってお知ら
せします。収納ケース付き。

硬くなった後背部の筋肉をゆっくりとほぐし、しなやかなボディ
と美しいラインをめざしましょう。運動不足の方、姿勢が気に
なる方、身体の硬さが気になる方などにオススメです。

オムロン 電子体温計けんおんくん
MC－681
サイズ：(約)3.0×11×1.4㎝
重量：(約)18g
電源：リチウム電池
 CR2016×1個
 ＊お試し用電池付属

20秒
予測検温

収納
ケース

USB扇風機　 ブリーファン
FN-106WT 
サイズ：(約)15.5×8.5×14.8㎝
重量：(約)200g

デスクに置いても邪魔になら
ないコンパクトサイズの卓上
扇風機です。USB 電源なの
で、パソコンにつなげて気軽
にご使用いただけます。

スヌーピー 電波めざまし時計
8RZ126RH03
サイズ：(約)8.1×10.8×4.5㎝
重量：(約)140g
電源：単３形乾電池×2本 ＊お試し用電池付属

標準電波を受信して、カレンダー・時刻を自動修正。温度・湿度
のほか、「熱中症」「インフルエンザ」などの注意報を表示し、
お部屋の環境をサポートします。

3WAY センサーライト＆常備灯
9000-17-1
サイズ：(約) 直径4.5×19.5㎝ ＊本体
重量：(約)130g ＊電池含まず
電源：単３形乾電池×3本（別売）

天然素材の珪藻土を主
原料としたバスマット
です。マットに乗った
瞬間から水分を素早く
吸収するので、足元は
さらっと快適。　洗濯
不要で繰り返し使用で
きます。

軽くて丈夫な大容量のランドリーバッ
グ。　持ち手がついているので、壁など
にかけておくことも可能です。

珪藻土バスマット 60×40cm
70094
サイズ：(約)60×40×1㎝
重量：(約) 3.1kg

北は北海道、南は九
州まで全国ラーメ
ン 味 め ぐ り。個 性
たっぷりの各地の
ラーメンをお好み
に合わせてご賞味
ください。
お鍋一つの簡単調
理でお召し上がり
いただけます。

ご当地ラーメン味くらべ（9袋セット）
ＫS-3509
内容：即席中華麺（麺80g・スープ付）9種類×各1袋
賞味期限：製造日より常温で6ヶ月

※盛付け例です。

数 種 類 の カレ ー 粉 と
玉葱、リンゴ、チャツネ等
をチキンブイヨンでじっ
くり煮込んだ、 本格的
なカレーソースに牛肉を
加えて仕上げました。 

〈中辛タイプ〉のビーフ
カレーです。

レストラン用 ビーフカレー（10袋セット）
3025  内容量：（約）200g×10袋
賞味期限：製造日より常温で24ヶ月

温めるだけの簡単
調理で本格煮込み
ハンバーグ。コク
のあるデミグラス
風ソースが食欲を
そそります。

煮込みハンバーグ（7袋セット）
ＫS-3507
内容量：(約)120g×7袋
賞味期限：製造日より常温で12ヶ月

※盛付け例です。

※盛付け例です。

温うどん約6分
冷うどん約8分( ）

細切り讃岐うどん
（2人前×10袋セット）
ＫO-59-10

内容量：二人前(約)250g×10袋
賞味期限：製造日より常温で4ヶ月

紀州南高梅の中でも樹上で
完熟させた実を厳選。ふっく
ら大粒で果肉が柔らかい完熟
梅です。昔ながらのしそ梅と、
酸味を抑えた食べやすい味が
人気のはちみつ梅をセットし
ました。

旬の時期に採取さ
れた国産の海苔を
吟味厳撰し、丁寧に
焼き上げました。
磯の香漂う自慢の
美味い焼き海苔を、
ぜ ひ ご 賞 味 く だ
さい。

し そ 梅 ：塩分12％
はちみつ漬け：塩分 8 ％

紀州南高梅 梅干しセット（蜂蜜・しそ漬け） 
6111
内容量：しそ梅 (約)240g、
　　　 はちみつ梅(約)240g×各1
賞味期限：製造日より常温で6ヶ月

寿司屋の焼海苔（全形5枚入×8袋） 
SR-4768  
内容量：板のり(全形)5枚入×8袋（板のり40枚分）
付属品：保存用チャック付きビニール袋
賞味期限：製造日より常温で9ヶ月

※各商品の詳細は　　 をクリックしてご確認いただけます。

お申込み
方法

2019年6月30日（日）
福利厚生センターホームページよりお申込みください。

https://www.sowel.or.jp/

 1.  お申込み締切日
お申込み頂いた健康生活用品は、7 月下旬〜9 月下旬にかけ随時送付致します。
また、同一法人内でも事業所により、送付時期が異なることがあります。

お申込みが締切日に間に合わなかった事業所については、送付が遅れることがあります。

1

 2.  健康生活用品の送付について

2

健康生活用品の商品等について
小田急百貨店  担当／若林・松川
TEL.03-5325-0824
平日10：00〜17：00（土・日・祝日を除く）

 3.  お問い合わせ先
1

本事業について
ソウェルクラブ業務部  担当／八木
TEL.03-3294-6813

2※とりまとめ用の回覧用紙は福利厚生センターホームページよりダウンロードしていただきご活用ください。

竹炭が練りこまれた
ウレタンを使用。安定
した寝心地を維持し
睡眠をサポートしま
す。

※盛付け例です。

※盛付け例です。

※盛付け例です。

人の動きと明るさに反応し、自動で点灯・消灯するセ
ンサーライトです。必要な時だけ点灯するので経済的。
電池式なので、取り付けが簡単。本体は取り外しが可能
で、懐中電灯やデスクライトとしても使用可能です。

「のどゴシ」にこだわっ
た、半生タイプの細切り
讃岐うどんです。細麺な
ので茹で時間が短く、
温めても、冷やしても
お楽しみいただけます。 

本
体
ま
る
ご
と
水
洗
い
で
き
ま
す

◀︎

繰り返し使えるアイマスク
＆ネック・ショルダーパッド
です。電子レンジで温めれば
ポカポカ暖か、冷蔵庫・冷凍
庫で冷やせばひんやり冷たく、
気分に合わせて使用できます。
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