
対象日程 対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

火・水 エコー 冷蔵 139 愛媛産 カラーマンダリン（４玉・Ｌまたは５玉（Ｍ）

全日程 常温 93420 森永製菓 もみもみホットケーキミックス120g

水・木・金 常温 93416 布袋食糧  全粒粉のパンケーキてんさい糖ときび糖２００ｇ 

木・金 エコー 常温 865 JALUX らーめんですかい　３７ｇ×１５

対象日程 対応 注文NO

27761 配達中止：ぷくぷく薬用泡ハンドソープ２８０ｍＬ

27762 配達中止：ぷくぷく薬用泡ハンドソープ　つめかえ用１０００ｍＬ

41270 配達中止：ロリエ　朝までブロック４００　１２コ入

41635 配達中止：油の吸収パッド２０個×２個組

42066 配達中止：防水フィットサニープ５０枚

火 040244 匠弥（たくみや）　鉄木柄玉子焼

月・火 041124

木・金 041565

水～金 041613

041614

041615

月～金 041860

火～金 041861

月～水 042273

月 042275

月～水 042271

水～金 041862

キュキュット　クリア除菌　つめかえ用   緑茶の香り　385ｍＬ

キュキュット　クリア除菌　つめかえ用オレンジの香り７７０ｍＬ

５月４回お
届け表で
返金 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用   緑茶の香り　７７０ｍＬ

キュキュット　クリア除菌　つめかえ用グレープフルーツの香り７７０ｍＬ

キュキュット　クリア除菌　つめかえ用　グレープフルーツの香り　３８５ｍＬ

食器洗い乾燥機専用キュキュット　つめかえ用  クエン酸効果　オレンジオイル配合

木・金

よりすぐり

エコー日用品

５月３回（５月１８日～５月２２日)お届け　欠品・抽選・数量限定　商品一覧

※2020年　5月19日更新

※抽選・数量限定商品は２ページ以降に掲載しています　

【家庭用品】欠品・配達中止となる商品

【食品】欠品・配達中止となる商品

くらしのパートナー

５月４回お
届け表で
返金

カタログ 商品名・規格

５月３回お
届け表で
「０円」請
求

秋明菊

シマオクラ

ニオイのつかない防虫剤　クローゼット用　４個入

エコー日用品

ＷＥＢ毎週注文

ニオイのつかない防虫剤　洋服ダンス用　６個入

ニオイのつかない防虫剤　引き出し用　３６個入

全日程

くらしのパートナー

にこにこほっぺ



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

冷蔵 3 明治 鉄分とカルシウムがとれるキャンディーチーズ１３０ｇ

冷凍 5 井ゲタ竹内 淡塩さば切身　腹骨なし２２０ｇ（４切）

常温 7 COOP そうめんつゆストレート３００ｍｌ

冷凍 8 ニッキーフーズ お徳用春巻４２０ｇ（１４個）

冷凍 11 日清食品冷凍 業務用チャーシューメン９６８ｇ（４食）

冷凍 12 マルイ農協 元気鶏若鶏モモ肉切身（バラ凍結）５００ｇ

冷蔵 19 ＣＯＯＰ サラダフレーク７２ｇ×２

冷蔵 22 ＣＯＯＰ 毎日新鮮ハーフベーコン４０ｇ×４

冷凍 23 イートアンド 大阪王将　炒めチャーハン２３０ｇ×５

冷凍 25 味の素冷凍食品 中華丼の具２００ｇ×２

常温 26 ハチ食品 ホテル厨房ハヤシ２００ｇ

冷凍 28 高松日清食品 讃岐ふっくら大きなあげのきつねうどん５６０ｇ（２食）

常温 34 COOP 一番搾り　キャノーラ油１０００ｇ

常温 36 COOP あずみ野の水２ｌ×６

冷凍 37
ＪＡ全農ミート
フーズ

薩摩もちもち豚モモ冷しゃぶ用２７０ｇ

冷凍 45 山福水産 炭火焼かつおのたたき（たれ付）２５０ｇ（２００ｇ＋５０ｇ）

冷凍 50 富士物産 オクラと芽かぶのやまいも和え１８０ｇ（４５ｇ×４）

冷凍 51 イートアンド 大阪王将餃子（お徳用）８５０ｇ（５０個）

冷凍 54 ＣＯＯＰ 九州産若鶏のレバーうま煮１２５ｇ×２

常温 61 COOP ただの炭酸水（天然水使用）　５００ｍｌ×２４

冷蔵 64 ＣＯＯＰ ロースハム使い切りパック（無塩せき）３６ｇ×３

冷凍 68 西川食品 ふんわり包んだオムライス２００ｇ×２

冷蔵 73 ＣＯＯＰ 肩ロース煮込み焼豚２０５ｇ

常温 75 COOP 大きな果肉のブルーベリージャム４００ｇ

常温 76 COOP シーチキンマイルド　かつお油漬７０ｇ×３

冷凍 80 キンレイ 国産野菜の五目あんかけラーメン６６２ｇ(2食）

常温 81 COOP 切干大根（宮崎県産）２５ｇ

冷凍 91 明神水産 漁師のまぐろどん８０ｇ×４

冷凍 92 ＣＯＯＰ 照焼きチキンステーキ３２０ｇ（４枚）

常温 113 東洋水産 ＭＡＲＵＣＨＡＮ　ＱＴＴＡ　シーフードクリーム味８０ｇ（１食）

常温 115 東洋水産 もっと赤いたぬき天うどん１０１ｇ（１食）

常温 126 フィリピン 甘熟王ゴールドプレミアム５７０ｇ前後

常温 144 エクアドル コープのエクアドル産バナナ６５０ｇ前後

常温 148 フィリピン フレンドリーバナナ７００ｇ前後

冷蔵 180  茨城県 キャベツ（グリーンミネラル）１玉

冷蔵 182 滋賀県 滋賀の小松菜１５０ｇ前後

冷蔵 186 滋賀県 滋賀の小松菜（大袋）２５０ｇ前後

冷蔵 204 滋賀県 滋賀の青ねぎ１００ｇ前後

冷蔵 223 長野県 ぶなしめじ（一株）１５０ｇ前後

冷蔵 227
ホクト（香川県・広島
県・長野県・福岡
県）

生協のきのこ４品セット４種（４００ｇ前後）

冷凍 246
芽室町農業協同組
合 北海道ベイクドポテトハーフ５００ｇ

冷凍 256 味の素 アンパンマンパンプキン２３７．５ｇ

冷凍 275
パイオニアフー
ズ

北海道プチコロッケ　ア・ラ・カルト３２０ｇ（４種×４個）

冷凍 277 味の素冷凍食品 黄金のささみスティック２８０ｇ

冷凍 283 マルイ食品 プチささみフライ（チーズ入り）徳用４７０ｇ

冷凍 285
千倉水産加工販
売

生からつくったサクッとあじフライ２００ｇ（４～５枚）

冷凍 297 イートアンド 大阪王将つまみ小餃子４００ｇ（４０個）

　　　※結果は、お届け週の商品お届け表の明細でお知らせします。
対応

エコー
抽選

お一人様１点まで
に変更

【食品】全日程・抽選のうえ  お一人様数量限定でお届けする商品



対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

冷凍 298 キンレイ 海老と炒め野菜の中華焼そば２３４ｇ×２

冷凍 309 ニッキーフーズ わかめどっさりそば５０６ｇ（２食）

冷凍 317 高松日清食品 讃岐５種野菜のかき揚げうどん４８８ｇ（２食）

冷凍 325 ＪＡフーズさが 鶏ごぼうピラフ２３０ｇ×２

冷凍 333 テーブルマーク チキンブイヨン仕立てのえびピラフ２３０ｇ×２

冷凍 348
フジフレッシュ
フーズ

丹波山芋焼き（２個増量）１８０ｇ（８個＋２個）

冷凍 349 トレビ ミニピザ（チーズピザ＆ミックスピザ）２６４ｇ（４枚×２種）

冷凍 350 日本水産 とろみが生きたたこ焼８００ｇ（４０個）

冷凍 361 ＣＯＯＰ ふっくらジューシー生ハンバーグ４００ｇ（４個）

冷凍 364 マルタ水産 北海道産サーモンステーキカット（甘塩味）２４０ｇ（４切）

冷蔵 374 ＣＯＯＰ ふっくらチーズインハンバーグ　デミグラスソース１００ｇ

冷凍 375 ＣＯＯＰ 炭火やきとりもも串（しょうゆだれ）６４８ｇ（８本×３）

冷蔵 376 ＣＯＯＰ 毎日新鮮ロースハム４０ｇ×４

冷凍 405 国産・鳥治食品 国産若鶏筋切りささみ（バラ凍結）１ｋｇ

冷凍 406 マルイ農協 元気鶏若鶏肩小肉６００ｇ

冷凍 431 イサミ 国産豚バラ切落し　４００ｇ

冷凍 436
ぎょれん道東食
品

パクパクさんま開き（増量）１６５ｇ（２＋１枚）

冷凍 465 イトハラ水産 しじみ屋さんの冷凍しじみ７０ｇ×２

冷凍 487 鮮鼓堂 鮮鼓堂の無着色辛子明太子（切子）９０ｇ

冷凍 489 協同水産流通 たらと野菜の甘酢あん２５０ｇ（具材１９０ｇ、たれ６０ｇ）

冷蔵 534 ＣＯＯＰ 国産野菜のお漬物　きゅうり漬７０ｇ

冷蔵 541 ＣＯＯＰ まろやかキムチ４００ｇ

冷蔵 543 天政松下 ちょい辛が、ほんまに旨い三種のキムチ盛り合わせ２００ｇ

冷蔵 566 ミツカン 金のつぶ　パキッ！とたれ　とろっ豆４５ｇ×３

冷蔵 571 ＣＯＯＰ ちくわ１２０ｇ（４本）

常温 662 COOP うれしい６種の素材ミックス８袋（８０ｇ）

常温 663 COOP 食塩不使用マカデミアミックス１０袋（２００ｇ）

冷蔵 700 日本ハム しょうが香るハチミツフランス２２４ｇ（４本）

冷蔵 704 明治 とろけるスライスチーズ１２６ｇ（７枚）×２

冷蔵 710 明治 スライスチーズ１２６ｇ（７枚）×２

常温 714 COOP オーツ麦たっぷりフルーツグラノーラ　ビッグパック８００ｇ

常温 716 COOP シナモン＆アップルジャム２６０ｇ

常温 717 COOP カナダ産はちみつ４００ｇ

常温 721 日清食品 出前一丁５食

常温 723 マルタイ 長崎ちゃんぽん６５ｇ（１食）

常温 725 東洋水産 バラエティパック　まめサイズ４食

常温 727 COOP ＣＯＯＰ＆マルちゃん天ぷらそば１０２ｇ（１食）

常温 728 COOP ミニヌードルミニしょうゆ味４食×２

常温 735 COOP たまごスープ１０食

常温 737 COOP ふかひれスープ２００ｇ（４人前）

常温 738 COOP 関西風カレーうどんの素２７０ｇ（１人前）

常温 740 味の素 クノール　たっぷり野菜のちゃんぽん風スープ４食

常温 742 味の素 スープＤＥＬＩ　バラエティボックス３種×６食

常温 743 COOP クリーミーボロネーゼ１２０ｇ（１人前）×３

常温 744 COOP スパゲッティ（チャックシール付き）１．５ｍｍ１ｋｇ

常温 745 丸美屋食品工業 すみっコぐらしカレー　ポーク＆コーン甘口１６０ｇ（１人前）

常温 746 ハウス食品 ジャワカレー　中辛１８５ｇ（９皿分）

常温 747 ハウス食品 ジャワカレー　辛口１８５ｇ（９皿分）

抽選
お一人様１点まで

に変更
エコー



対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

常温 748 ニチレイフーズ レストラン用ビーフカレー（中辛）２００ｇ×５

常温 750 COOP ミートドリアソース１３０ｇ（１人前）

常温 754 キッコーマン食品 うちのごはん　ぱくぱくピーマン　コクあま肉みそ７０ｇ（２～３人前×２）

常温 755 ヤマキ めんつゆ１０００ｍｌ

常温 758 COOP たっぷり野菜と海藻のおみそ汁２０食

常温 764 COOP そうめんつゆストレート５００ｍｌ×２

常温 769 COOP おいしい赤飯１６０ｇ×１０

常温 770 COOP おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）２００ｇ×１０

常温 774 COOP 五目ちらしの素２人前×２（のりごま付）

常温 775 フジッコ 業務用減塩ふじっ子１３０ｇ

常温 777 丸美屋食品工業 のりたま大袋５８ｇ

常温 779 COOP おいしい五目おこわ１６０ｇ×３

常温 780 越後製菓 日本のごはん　新潟県産コシヒカリ１２０ｇ×１２

常温 782 越後製菓 越後のごはん２００ｇ×２０

常温 783 COOP やわらかご飯小盛りタイプ（富山県産こしひかり使用）（１２０ｇ×２）×８

常温 785 越後製菓 新潟県産　生一番切り餅１ｋｇ（約２０～２２個）

常温 788 COOP 根昆布入りとろろ３２ｇ

常温 799 樽の味 熟成ぬか床　スタンドパック１ｋｇ

常温 800 長田産業 野菜の麩３０ｇ×２

常温 803 COOP エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

常温 810 COOP マヨネーズ（卵黄タイプ）５００ｇ

常温 816 Ｊ－オイルミルズ 健康サララ６００ｇ

常温 818 COOP スペイン産エクストラバージンオリーブオイル９１０ｇ

常温 828 COOP チキンコンソメ（お徳用）５ｇ×４０

常温 839 COOP 白だし（徳用）１ｌ

常温 840 味の素 ＣｏｏｋＤｏ　香味ペースト１２０ｇ

常温 841 味の素 コンソメ　顆粒８５ｇ

常温 846 はごろもフーズ シャキッとコーン１９０ｇ（固形量１２０ｇ）×３

常温 849 COOP ライトツナフレーク　まぐろ油無添加７０ｇ×３

常温 851 COOP 長野県産うす塩なめ茸１２０ｇ

常温 852 はごろもフーズ はごろも煮　まぐろ味付け（フレーク）７０ｇ×３

常温 855 はごろもフーズ 朝からフルーツ　パイン１９０ｇ（固形量１００ｇ）

常温 858 COOP とりそぼろ８０ｇ×２

冷蔵 875 COOP コーンフレーク　チョコ３６０ｇ

冷蔵 901 COOP チョコ坊たち（小麦全粒粉入り）１０本

常温 904 エコー ブルボンアソート５（生協オリジナル）２０袋

常温 919 亀田製菓 亀田の柿の種２６５ｇ（９袋）

常温 965 COOP 立山連峰の水２ｌ×６

常温 968 COOP 四季が育てた水（安曇野）２ｌ×６

常温 983 COOP スリムアソート（オレンジ・アップル・グレープ）２００ｍｌ×１８

常温 1061 はごろもフーズ 朝からフルーツ　ミックス１９０ｇ（固形量１００ｇ）×３

抽選
お一人様１点まで

に変更
エコー



対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

常温 1062 COOP 食塩不使用ミックスナッツ６袋（１０８ｇ）

常温 1066
アサヒグループ
食品

アマノフーズ　愛情そのままおみそ汁セット５種×２食

コープしがマル
シェ 冷蔵 1135 熊本県 本田さんのフルーツ人参（増量）４００ｇ前後＋１００ｇ

冷凍 5428
千房ホールディ
ングス

千房　オムそば５１０ｇ（２食）

常温 5430 出雲たかはし 麺職人のこだわり冷し中華　醤油２８０ｇ（２人前）

冷凍 5432 トレビ ナポリの職人　チーズの極み３９２ｇ（２枚）

常温 5442 宝食品 じゃこめしの素２３０ｇ（２合用）

常温 5460 サン海苔 佐賀県産塩のり８切５６枚（板のり７枚）

常温 5466 蜂の音 純粋国産　百花はちみつ２８０ｇ

冷凍 5966
ファーストフーズ
名古屋

お子さまプレート　カレーセット１人前

冷凍 5969 ニップン冷食 お子さまプレート　ハンバーグセット１人前

常温 93009 丸善食品工業 糖質コントロール　中華風がゆ２２０ｇ（１食）

常温 93034 COOP 応援食　カカオクッキー＋Ｆｅ１２本

常温 291811 COOP いつでも注文チキンコンソメ（お徳用）５ｇ×４０

常温 291897 COOP いつでも注文ぴよっちサブレ８枚

常温 292087 COOP いつでも注文おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）２００ｇ×１０

常温 292095 COOP いつでも注文ミートソース２２０ｇ（２人前）×３

常温 292109 COOP いつでも注文スパゲッティ（チャックシール付き）１ｋｇ

常温 292141 日清フーズ いつでも注文スーパーカメリヤドライイースト５０ｇ

冷蔵 292222 COOP いつでも注文アソートファミリーチョコレート１５６ｇ（個包装込み）

常温 292231 COOP いつでも注文チョコ坊たち（小麦全粒粉入り）１０本

常温 292311 COOP いつでも注文強力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

常温 293024 COOP いつでも注文ビーフカレー甘口（５食パック）２００ｇ×５

常温 293032 COOP いつでも注文ビーフカレー中辛（５食パック）２００ｇ×５

常温 293041 COOP いつでも注文ビーフカレー辛口（５食パック）２００ｇ×５

常温 293113 COOP いつでも注文ホットケーキミックス６００ｇ（２００ｇ×３）

常温 293270 COOP いつでも注文白だし（徳用）１ｌ

常温 293288 COOP いつでも注文純正ごま油１５０ｇ

常温 293296 COOP いつでも注文エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

常温 293385 COOP いつでも注文薄力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

常温 293415 COOP いつでも注文一番搾り　キャノーラ油１０００ｇ

常温 751 ハウス食品 じっくり煮込みのビーフカレー２００ｇ（１食）

常温 5479 ナンポー べにいもたると６個

常温 93044 河村農園 有機栽培ルイボスティー（徳用）３００ｇ（３．０ｇ×１００）

常温 93410 味の素 クノールアンパンマンコーンクリームスープ５８．５ｇ（３袋）

常温 5415 今西製菓 シナモンせんべい３０枚

冷凍 488
余市郡漁業協同
組合

おつまみ数の子３０ｇ

冷凍 1058 川達水産 梅酢たこ１００ｇ

冷凍 1060 味のちぬや レンジで簡単　むかしのコロッケ（肉じゃが）３００ｇ（５個）

エコー

抽選
お一人２点まで⇒
お一人１点までに

変更

抽選
お一人3点までに

変更

抽選
お一人2点まで
に変更

エコー

抽選 お一人様１点
までに変更

いつでも注
文

よりすぐり

にこにこほっ
ぺ

よりすぐり

いつでも注
文



対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

常温 776 味の素 白がゆ２５０ｇ（１人前）

常温 863 COOP 国産みかん１４０ｇ（固形量８０ｇ）

冷蔵 220 長野県 えのき茸（大株）３００ｇ前後

冷蔵 221
長野県　ＪＡ全農
長野

エリンギ１００ｇ前後１００ｇ前後

冷凍 433 ＣＯＯＰ 豚味噌ステーキ（国産豚肉使用）２７０ｇ（９枚）

冷凍 434 ＣＯＯＰ 豚味噌ステーキ（国産豚肉・減塩みそだれ使用）２７０ｇ（９枚）

【家庭用品】全日程・抽選のうえ　お一人様１点限定でお届けする商品

注文NO

27721 メリーズ　するりんキレイおしりふき　トイレに流せるタイプ　つめかえ用６４枚入×３コ

27722 グーン　肌にやさしいおしりふき　つめかえ用７０枚×１２パック

27723 ムーニーエアフィットＳ　８４枚

27724 ムーニーエアフィットＭ　６４枚

27725 ムーニーマンエアフィットつかまり立ち～Ｍ　５８枚

27726 ムーニーマンエアフィット女の子用　Ｌ　４４枚

27729 ムーニーマンエアフィット男の子用　Ｌ　４４枚

27730 ムーニーマンエアフィット女の子用　ビッグ　３８枚

27731 ムーニーマンエアフィット男の子用　ビッグ　３８枚

27739 オヤスミマン女の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

27740 オヤスミマン男の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

27741 マミーポコパンツＭ　５８枚

27742 マミーポコパンツＬ　４４枚

27743 マミーポコパンツビッグ　３８枚

27744 マミーポコパンツビッグより大きい　２６枚

27751 トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ６６枚×２パック

27752 トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ６６枚×８パック

27753 赤ちゃんのおしりふき８０枚入×３パック

27754 赤ちゃんのおしりふき８０枚入×１２パック

27766 わきアイス幼児・小児用

41200 チャームナップ　吸水さらフィ少量用スリム　６６枚入

41201 チャームナップ　吸水さらフィ中量用　３８枚入

41202 チャームナップ　吸水さらフィ長時間快適用　２２枚入

41203 チャームナップ　吸水さらフィ多くても安心用　２０枚入

41204 チャームナップ　吸水さらフィ長時間安心用　１８枚入

41205 さらさら安心パッド少中量用５５ｃｃ　２４枚入

41206 さらさら安心パッド中量用８５ｃｃ　２０枚入

41209 さらさら安心パッドやや多め用１３０ｃｃ　１６枚入

41210 さらさら安心パッド多め用１８０ｃｃ　１４枚入

41211 さらさら安心パッド特に多い時用２１０ｃｃ　１２枚入

41223 サラサーティコットン１００お徳用１１２個入

41224 サラサーティコットン１００　ワイド＆ロング４０個

41225 ふんわり布ナプキン　花ライナー

抽選　まとめてお得⇒
お１人様1点までに

変更
（価格は特価に変更）

にこにこほっぺ

くらしのパートナー

抽選
お一人様１点まで

に変更

抽選　よりどりお得
⇒お１人様１点ま
でに変更

（価格は特価に変
更）

カタログ 商品名・規格対応

エコー



注文NO

41226 ふんわり布ナプキン　花昼用

41229 ふんわり布ナプキン　花夜用

41230 ロリエ　肌キレイガード　昼用羽なし　３０コ入×２

41231 ロリエ　肌キレイガード　昼用羽つき　２２コ入×２

41232 ロリエ　肌キレイガード　夜用羽なし　１１コ入×２

41233 ロリエ　肌キレイガード　夜用羽つき　１０コ入×２

41234 ロリエ　スリムガード軽い日用　３８コ入

41235 ロリエ　スリムガード多い昼～ふつうの日用　羽なし　３２コ入

41236 ロリエ　スリムガード多い昼～ふつうの日用　羽つき　２８コ入

41239 ロリエ　スリムガード特に多い昼用　１９コ入

41240 ロリエ　スリムガード多い夜用３００　１５コ入

41241 ロリエ　スリムガード特に多い夜用３５０　羽つき　１３コ入

41266 ロリエ　朝までブロック３００　１８コ入

41269 ロリエ　朝までブロック３４０　１６コ入

41271 ロリエ　朝までブロック　安心ショーツＭ～Ｌ　５コ入

41274 センターイン　ふわふわタイプふつうの日用　羽なし　２８コ入×２

41275 センターイン　ふわふわタイプふつうの日用　羽つき　２０コ入×２

41276 センターイン　ふわふわタイプ多い日の夜用　羽つき　１０コ入×２

41279 トイレに流せるおしりふき大人のぬれタオル７２枚入×２個

41572 ごみ袋（半透明）４５Ｌ　１００枚　箱入

41586 スコッティ　ティシュー２００組×５箱

41589 Ｌａｌａ（ララ）ティシュ１５０組×５パック

41590 ラコシアプリントロール　ダブル２５ｍ×１２ロール

41591 吸水力が２倍のトイレットペーパー　ダブル２５ｍ（１１２カット）×１２ロール

41605 流せるトイレクリーナー１２枚入（ミシン目入２４カット）×４個入

41621 未晒しキッチンペーパー１５０組３００枚入

41622 すぐに使えるカヤ織りふきん５柄組

41623 キッチン泡ブリーチ（塩素系）　つけかえ用４００ｍＬ

41624 キッチン泡ブリーチ（塩素系）４００ｍＬ

41629 トイレットロール　シングル６０ｍ×１２ロール

41630 トイレットロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

41634 牛乳石鹸　青箱８５ｇ×６個組

41639 桜爪切り　　　　　　　　　　　　　

41664 めっちゃ巻いてるトイレロール　シングル２００ｍ×４ロール

41665 やわらかコアノンロール　シングル１３０ｍ×６ロール

41666 コアノンロールシングル１８０ｍ×６ロール

41669 コアノンロールシングル（１８０ｍ×６ロール）×４袋

41670 パルプロール　シングル６０ｍ×１２ロール

41671 パルプロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

41672 ワンタッチ芯までロール　シングル１５０ｍ×６ロール

くらしのパートナー

対応 商品名・規格カタログ

抽選
お一人様１点までに

変更

エコー日用品



注文NO

41673 やわらかワンタッチコアノン　シングル１３０ｍ×６ロール

41674 やわらかワンタッチコアノン　ダブル６５ｍ×６ロール

41675 フラワーパック　シングル５０ｍ×１２ロール

41676 フラワーパック　ダブル２５ｍ×１２ロール

41679 ヴァンローズソフト　シングル５０ｍ×１２ロール

41680 ヴァンローズソフト　ダブル２５ｍ×１２ロール

41681 クリネックストイレットロール　シングル６０ｍ×１２ロール

41682 クリネックストイレットロール　ダブル３０ｍ×１２ロール

41683 街かどの花屋さんシングル１１０ｍ×６ロール

41684 街かどの花屋さんダブル５５ｍ×６ロール

41685 エリエールティシュー１８０組×５箱

41686 ティシュー　アクアヴェール１８０組×５箱

41689 ハローキティ　ダブルスイーツの香り　２５ｍ×１２ロール

41692 ティシュ２００組×５箱

41693 ティシュー　フラワーボックス１６０組×５箱

41751 ソフラン　プレミアム消臭　つめかえ用特大１３５０ｍＬ

41752 ソフラン　プレミアム消臭　つめかえ用特大１３５０ｍＬ

41793 グッと吸い込むキッチンタオル７０カット×４ロール

41794 水玉あそびキッチンタオル５色１０枚組

41814 キッチンタオル８０カット×２ロール

41815 ハーネスキッチンタオル２枚重ね１００組（２００枚）×３パック

41821 キッチン用ポリ袋（箱入）１５０枚×２個

41822 ジップロック　フリーザーバックＭ　４５枚

41823 ジップロック　フリーザーバックＬ　３０枚

41831 おにぎり動物園のりパリパック１００枚入

41835 キッチンポリ（透明）ミニ　１００枚

41836 キッチンポリ（透明）小　１００枚

41839 キッチンポリ（透明）大　１００枚

41842 冷凍・冷蔵用チャック袋　ミニヨコ型　１００枚

41843 冷凍・冷蔵用ダブルチャック袋マチ付　５０枚

41849 ユニックス・タイトロック　長角型特大　２個組

41859 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用レモンの香り　７７０ｍＬ

41860 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用緑茶の香り　７７０ｍＬ

41861 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用グレープフルーツの香り　７７０ｍＬ

41862 キュキュット　つめかえ用オレンジの香り　７７０ｍＬ

41863 ヤシノミ洗剤　つめかえ用１０００ｍＬ

41864 食器洗い機用洗剤オレンジの香り　５５０ｇ×２個

41865 食器洗い機用洗剤ミックスハーブの香り　５５０ｇ×２個

41869 泡ふわスポンジスリム６個組

41871 キッチンブリーチ（塩素系）６００ｍＬ

41873 純銅タワシ３個組

対応 カタログ 商品名・規格

抽選
お一人様１点までに

変更
エコー日用品



注文NO

41883 ごみ袋パックポン（半透明）４５Ｌ　６０枚　箱入

41885 便利なポリ袋（乳白）中　１００枚

41886 便利なポリ袋（乳白）大　１００枚

41889 ポリ袋ダストくん（半透明）３０Ｌ　４０枚　箱入

41890 キッチンボアクロス　ファミリータイプ５枚組

41891 便利な消臭袋４０枚組

41896 キッチンいろどりアルミパネルツール柄　２枚

41920 ニトリル極うす手袋Ｓ　１００枚

41921 ニトリル極うす手袋Ｍ　１００枚

41922 ニトリル極うす手袋Ｌ　１００枚

41923 業務用除菌ウェットワイパー３０枚

41925 調理用ポリエチ手袋１００枚

41926 調理用ポリエチ手袋１００枚

41929 調理用ポリエチ手袋１００枚

41930 天然ゴム手袋（中厚手）３双組　Ｍ

41963 流せるトイレクリーナーＣ２４枚×２個

41964 流せるトイレクリーナーＣ２４枚×４個

41966 流せるトイレクリーナー　重曹配合２０枚入×４個組

42039 ミルキィボディソープ　つめかえ用フローラルソープの香り　２０００ｍＬ

42040 ミルキィボディソープ　つめかえ用やさしいせっけんの香り　２０００ｍＬ

42042 薬用柿渋ボディソープ　詰替用４５０ｍＬ×２個組

42044 専科パーフェクトバブルフォーボディー５００ｍＬ

42054 ホワイト　バスサイズリフレッシュ・シトラスの香り

42055 ホワイト　バスサイズアロマティックローズの香り１３０ｇ×３個

42056 ホワイト　バスサイズホワイトフローラルの香り１３０ｇ×３個

42076 新聞整理袋２０枚

42080 アルカリ乾電池単１形×４本

42081 アルカリ乾電池単２形×４本

42082 アルカリ乾電池単３形×２０本

42083 アルカリ乾電池単４形×２０本

42084 アクリルバスクロス

42085 ファブリーズ　ナチュリスレモングラス＆ジンジャー　３７０ｍＬ

42086 ファブリーズ　ナチュリス　つめかえ用レモングラス＆ジンジャー　３２０ｍＬ

42089 ファブリーズ　ナチュリスラベンダー＆ユーカリ　３７０ｍＬ

42090 ファブリーズ　ナチュリス　つめかえ用ラベンダー＆ユーカリ　３２０ｍＬ

42111 トップスーパーＮＡＮＯＸつめかえ用９５０ｇ

42116 ビオレｕ　泡で出てくるボディウォッシュ　ポンプ６００ｍＬ

42119 ビオレｕ　泡で出てくるボディウォッシュ　うるおいしっとり　ポンプ６００ｍＬ

42266 キュキュット　つめかえ用マスカットの香り　３８５ｍＬ

42269 キュキュット　つめかえ用ピンクグレープフルーツの香り　３８５ｍＬ

商品名・規格カタログ対応

ＷＥＢ毎週注文

抽選
お一人様１点までに

変更

エコー日用品



注文NO

42270 キュキュット　つめかえ用オレンジの香り　３８５ｍＬ

42271 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用緑茶の香り　３８５ｍＬ

42272 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用レモンの香り　３８５ｍＬ

42273 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用グレープフルーツの香り　３８５ｍＬ

【家庭用品】全日程・数量限定・お一人様１点限定でお届けする商品
注文NO

27701 メリーズ　さらさらエアスルー新生児用　９０枚

27702 メリーズ　さらさらエアスルーＳ　８２枚

27703 メリーズ　さらさらエアスルーＭ　６４枚

27704 メリーズ　さらさらエアスルーＬ　５４枚

27705 メリーズ　パンツＳ　６２枚

27706 メリーズ　パンツＭ　５８枚

27709 メリーズ　パンツＬ　４４枚

27710 メリーズ　パンツビッグ　３８枚

27711 パンパースさらさらケアテープ新生児　１１４枚

27712 パンパースさらさらケアテープＳ　１０２枚

27713 パンパースさらさらケアテープＭ　８０枚

27714 パンパースさらさらケアテープＬ　６８枚

27715 パンパースさらさらケアパンツＭ　７４枚

27716 パンパースさらさらケアパンツＬ　５８枚

27719 パンパースさらさらケアパンツビッグ　５０枚

27732 グーンパンツまっさらさら通気Ｍ　７４枚

27733 グーンパンツまっさらさら通気Ｌ　女の子用　５６枚

27734 グーンパンツまっさらさら通気Ｌ　男の子用　５６枚

27735 グーンパンツまっさらさら通気ＢＩＧ　女の子用　５０枚

27736 グーンパンツまっさらさら通気ＢＩＧ　男の子用　５０枚

27745 Ｇｅｎｋｉ！パンツＭ　５８枚

27746 Ｇｅｎｋｉ！パンツＬ　４４枚

27749 Ｇｅｎｋｉ！パンツＢｉｇ　３８枚

27750 Ｇｅｎｋｉ！パンツＢｉｇより大きい　２６枚

27763 ワセリン６０ｇ　　　　　　　

27774 チュチュベビー　つけるだけ（塩素系）１１００ｍＬ

27775 チュチュベビー　つけるだけ　タブレット（塩素系）７２錠

27776 ジェル状歯みがき４０ｍＬ

41212 ウィスパー　１枚２役Ｗガード　パンティライナーおりもの＆水分ケア　３ｃｃ　４０枚入

41213 ウィスパー　１枚２役Ｗガード　パンティライナーおりもの＆水分ケア　１５ｃｃ　３２枚入

41214 ウィスパー　うすさら安心少量用　３２枚入

41215 ウィスパー　うすさら安心安心の中量用　２０枚入

41216 ウィスパー　うすさら安心多いときでも安心用　１６枚入

41740 エマール　リフレッシュグリーンの香り　つめかえ用４００ｍＬ

41741 エマール　アロマティックブーケの香り　つめかえ用４００ｍＬ

41812 お茶用パック１００枚入×３箱

41834 食品用ポリ袋８０枚　　　

カタログ

お一人様１点までに
変更

エコー日用品

くらしのパートナー

にこにこほっぺ

お一人様１点までに
変更

抽選
お一人様１点までに

変更

商品名・規格

商品名・規格

対応

対応 カタログ

ＷＥＢ毎週注文



注文NO

42274 食器洗い乾燥機専用キュキュット　つめかえ用クエン酸効果　５５０ｇ

42275 食器洗い乾燥機専用キュキュット　つめかえ用クエン酸効果　オレンジオイル配合

42279 牛乳石鹸　赤箱１００ｇ×３個組

42280 牛乳石鹸　青箱８５ｇ×３個組

お一人様１点までに
変更

Webいつでも注文

カタログ 商品名・規格対応


