
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

木・金
５月４回

お届け表で
「０円」請求

エコー 冷凍 103 さくら食品 配達中止：町村農場　牧場のソフト １５０ｍｌ

金
欠品

６月１回返金 エコー 冷凍 879 第一食品 シャリっと和梨氷バー ８５ｍｌ×３

対象日程 対応 注文NO

027762 配達中止：ぷくぷく薬用泡ハンドソープ　つめかえ用　１０００ｍＬ

027761 配達中止：ぷくぷく薬用泡ハンドソープ　２８０ｍＬ

061832 配達中止：ごみ袋（半透明）　４５Ｌ　１００枚　箱入

027752 配達中止：トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ　６６枚×８パック

061275 配達中止：そそうの味方　おしっこ専用強力消臭剤　３００ｍＬ

火・水
欠品

６月１回返金
061756 そそぎ口きれい！オイルポット　
０．８Ｌ

火・水・木
欠品

６月１回返金
062060 防ダニシート　２枚組

火～金
欠品

６月１回返金
060114 インド綿Ｃサッカーブラウス　デニム調　ＬＬ

水
欠品

６月１回返金
062260 花王　キュキュっトつめかえ用
マスカットの香り385ｍｌ

水
欠品

６月１回返金
060406 い草スリッパ　にゃんこ　２色組

木
欠品

６月１回返金
060064
060065

オーガニックコットンインナー　タンクトップ　ベージュ　M・L

木
欠品

６月１回返金
060072
060073

オーガニックコットンインナー　フレンチ袖　ベージュ　Ｍ・L

水～金
欠品

６月１回返金

060045
060046
060050
060051

インド綿Ｃ　五分袖Ｔシャツ
生成×ベージュ　Ｍ・Ｌ・３Ｌ
生成×グレー　Ｍ

水～金
欠品

６月１回返金
060093 インド綿七分袖Ｔシャツ　
ダークブルー　３Ｌ

水～金
欠品

６月１回返金

060104
060106
060109
060111
060112
060113

水～金
欠品

６月１回返金
060200 イージークラッシィＩＨ対応
いため鍋28ｃｍ

木・金
欠品

６月１回返金
060092 インド綿七分袖Ｔシャツ　
ダークブルー　ＬＬ

木・金
欠品

６月１回返金
060105
060110

インド綿Ｃサッカーブラウス　
ネイビー系　Ｌ　/　ベージュ系　Ｌ

木・金
欠品

６月１回返金

060052
060054
060055
060056

インド綿Ｃ　五分袖Ｔシャツ
生成×グレー　Ｌ・３Ｌ
ネイビー×グレー　Ｍ・Ｌ

木・金
欠品

６月１回返金
060196 イージークラッシィＩＨ対応
フライパン28ｃｍ

金
欠品

６月１回返金

060049
060053
060059

インド綿Ｃ　五分袖Ｔシャツ
生成×ベージュ　ＬＬ
生成×グレー　ＬＬ
ネイビー×グレー　ＬＬ

金
欠品

６月１回返金
060091 インド綿七分袖Ｔシャツ　
ダークブルー　Ｌ

金
欠品

６月１回返金
060195 イージークラッシィＩＨ対応
フライパン26ｃｍ

金
欠品

６月１回返金
061810 食器洗い乾燥機専用キュキュット詰替え用　クエン酸効果　550ｇ

５月４回（５月２５日～５月２９日)お届け　欠品・抽選・数量限定　商品一覧

※2020年　5月27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　

【食品】欠品・配達中止となる商品

【家庭用品】欠品・配達中止となる商品
カタログ 商品名・規格

インド綿Ｃサッカーブラウス
ネイビー系　Ｍ・ＬＬ　/ベージュ系　Ｍ・ＬＬ
デニム調　Ｍ・Ｌ

ＷＥＢ毎週注文

全日程
５月４回

お届け表で
「０円」請求

にこにこほっぺ

くらしのパートナー

にこにこほっぺ

くらしのパートナー

くらしのパートナー

ＷＥＢ毎週注文

くらしのパートナー



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

冷蔵 3 CO・OP 毎日新鮮ロースハム４０ｇ×４

冷凍 5 イトハラ水産 しじみ屋さんの冷凍しじみ７０ｇ×（２＋１袋）

冷蔵 7 滋賀県 滋賀の小松菜１５０ｇ前後

常温 26 CO-OP 純正ごま油１５０ｇ

常温 27 ニチレイフーズ 今川焼（白あん）８００ｇ（１０個）

冷凍 30 ニッキーフーズ 上海焼そば（オイスターソース味）５０８ｇ（２食）

常温 31 こだま食品 宮崎県産　千切り大根２５ｇ

常温 33 CO-OP ＣＯ＆ベリオ　エクストラバージンオイル９１０ｇ

常温 35 CO-OP イタリアスパゲッティ１．４ｍｍ１ｋｇ×２

冷凍 42 中村海産 ししゃもみりん干し６０ｇ

冷凍 53 ニッキーフーズ だしが香るたこ焼６００ｇ（３０個）

冷凍 55 マルイ食品 レンジで国産チキンのナゲット４００ｇ

冷凍 58 鳥治食品 国産若鶏モモ肉角切り ８００ｇ

冷蔵 68 CO・OP 国産鶏肉で作ったから揚げ２８０ｇ

常温 80 CO-OP 味付いなりあげ１袋（１０個）×２

常温 82 CO-OP ライトツナフレーク　かつお油無添加７０ｇ×４

冷蔵 83 CO・OP とろけるゴーダシュレッドチーズ　３５０ｇ

冷蔵 166 滋賀県 滋賀の小松菜（大袋）２５０ｇ前後

冷蔵 168 茨城県 キャベツ（グリーンミネラル）１玉

冷蔵 192 滋賀県 滋賀の青ねぎ１００ｇ前後

冷蔵 209 長野県 ぶなしめじ（一株）１５０ｇ前後

冷蔵 210
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 234 味の素 アンパンマンスイートポテト２３７．５ｇ
冷凍 256 貞光食糧工業 国産若鶏からあげ（和風しょうゆ味）３００ｇ
冷凍 265 味のちぬや レンジで簡単！！むかしのコロッケ（カレー）３００ｇ（５個）
冷凍 300 日本水産 国産野菜たっぷりちゃんぽん４４０ｇ（１食）×２
冷凍 303 高松日清食品 中華そば４７６ｇ（２食）
冷凍 310 イートアンド 大阪王将　天津飯の具２００ｇ×２
冷凍 314 味の素 葱油かおる香ばし炒飯３００ｇ×２
冷凍 322 サンミート 豆腐バーグ３２０ｇ（４枚）
冷凍 324 アスカフーズ 松茸ごはん＆さばの塩焼きセット１人前
冷凍 325 富士物産 だし入り　おくらとろろ（大和芋使用）５５ｇ×３
冷凍 334 サンオーク れんこんまんじゅうのかに湯葉あんかけ１７１ｇ（３袋）
冷凍 348 鹿児島県・マル

イ農協
元気鶏若鶏ミンチ（バラ凍結）　５００ｇ

冷凍 349 鹿児島県・マル
イ農協

元気鶏若鶏モモ肉（バラ凍結）　４００ｇ（２枚）
冷凍 350 鹿児島県・マル

イ農協
元気鶏若鶏モモ肉切身（小さめ・バラ凍結）　３００ｇ

冷蔵 361 CO・OP ロースハム使い切りパック（無塩せき）３６ｇ×３
冷蔵 370 CO・OP 毎日新鮮ハーフベーコン４０ｇ×４
冷凍 377 鹿児島県・マル

イ農協
元気鶏若鶏皮なしムネ肉切身（バラ凍結）　５５０ｇ

冷凍 399 CO・OP 国産牛ミニステーキ２２０ｇ（１８０ｇ＋ソース２０ｇ×２）
冷凍 405 イサミ 国産豚ロース冷しゃぶ用４００ｇ
冷凍 445 おおさき町鰻加

工組合
鹿児島県産きざみうなぎ蒲焼５０ｇ×２

冷凍 461 明神水産 わら焼き戻りかつおタタキ１８０ｇ（２ブロック）・２０ｍｌ×２

冷凍 464 明神水産 わら焼きかつおタタキ（南方かつお）２００ｇ（２ブロック）・タレ２０ｍｌ×２

冷凍 471 川達水産 梅酢たこ（ぶつ切り）７０ｇ

冷蔵 520 CO・OP うま辛はくさいキムチ２００ｇ

冷蔵 521 大象ジャパン 宗家キムチ（白菜キムチ）３８０ｇ

冷蔵 524 堺共同漬物 和さらだ　胡瓜３００ｇ

冷蔵 553 CO・OP ちくわ１２０ｇ（４本）

冷蔵 693 CO・OP とろけるスライスチーズ　１２６ｇ（７枚）

冷蔵 694 CO・OP ミックスチーズ　１８０ｇ

冷蔵 696 CO・OP スライスチーズ　１２６ｇ（７枚）

【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
　　　※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

抽選
お一人様１点までに変

更
エコー



カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

常温 699 CO・OP 大きな果肉のりんごジャム３６０ｇ

常温 703 CO・OP ザクザク食感の塩バターミルク１２０ｇ

常温 714 CO・OP 醤油ラーメン（鶏だししょう油味）７２ｇ（１食）

常温 715 東洋水産 マルちゃん正麺　カップ　焼そば１３２ｇ（１食）

常温 717 CO・OP 焼うどんしょうゆ味（国産小麦使用うどん）３食　

常温 719 東洋水産 マルちゃん正麺冷し中華５食

常温 723 エスビー食品 レストランディナーほぐし肉のビーフカレー２００ｇ

常温 730 ハウス食品 バーモントカレー甘口２３０ｇ（１２皿分）

常温 731 ハウス食品 バーモントカレー中辛２３０ｇ（１２皿分）

常温 732 CO・OP ビーフカレー甘口２００ｇ

常温 733 CO・OP ビーフカレー中辛２００ｇ

常温 734 CO・OP ビーフカレー辛口２００ｇ

常温 735 CO・OP パスタソースたらこ５食（きざみのり付）

常温 737 ハウス食品 レストラン仕様ビーフとオニオンのカレー（中辛）２００ｇ×４

常温 738 CO・OP 中華風ふっくらかに玉２人前×２

常温 743 ヒガシマル醤油 ヒガシマル　うどんスープ８ｇ×２０

常温 749 味の素 具たっぷり味噌汁　ごろごろなす１０食

常温 754 キッコーマン 濃いだし本つゆ１ｌ

常温 760 CO・OP 小盛りご飯（富山県産こしひかり使用）（１２０ｇ×２）×８

常温 761 CO・OP おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）２００ｇ×１０

常温 772 佐藤食品工業 サトウのごはん　銀シャリ２００ｇ×２０

常温 774 CO-OP おいしい赤飯１６０ｇ×３

常温 793 日清オイリオ 日清キャノーラ油１３００ｇ

常温 795 CO-OP エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

常温 796 CO-OP マヨネーズ（卵黄タイプ）５００ｇ

常温 808 Ｊ－オイルミルズ こめ油１０００ｇ

常温 831 味の素 ほんだし８ｇ×４０（３２０ｇ）

常温 838 CO・OP オイスターソース（広島産かき使用）２３０ｇ

常温 840 はごろもフーズ 朝からフルーツ　ミックス１９０ｇ（固形量１００ｇ）

常温 844 加藤産業 完熟ホールトマト４００ｇ

常温 853 日本水産 スルッとふたさば水煮１５０ｇ×２

常温 858 前田製菓 １０種類の野菜クラッカー５枚×６

常温 897 CO・OP チョコしゅー（Ｃくらしのパートナー配合）１０袋

常温 923 CO・OP カニチップ１０ｇ×５

常温 949 CO・OP くるみを贅沢に使ったパウンドケーキ１本

常温 953 CO・OP パイシート（発酵バター入り）３００ｇ（４枚）

常温 978 CO・OP 立山連峰の水２ｌ×６

常温 1009 CO・OP 三角ティーバッグ紅茶５０袋

常温 1014 CO・OP コーヒーバッグ　キリマンジャロブレンド８ｇ×１０

常温 1015 CO・OP コーヒーバッグ　モカブレンド８ｇ×１０

冷蔵 1063 CO・OP 国産ポークあらびきウインナー（無塩せき）８５ｇ×２

常温 1067 CO・OP 素材そのまま　シーチキンマイルド　オイル無添加７０ｇ×３

冷蔵 1139 茨城県　茨城ふるさ
とネットワーク

かぶら 500g前後

冷蔵 1151 熊本県 本田さんのフルーツ人参（増量）４００ｇ前後

常温 5608 かくまん いかめし２尾

常温 5612
ふらの農業
協同組合

富良野スープカレー　ほたて２個入１人前２６０ｇ

常温 5632 横浜大飯店 中華街の麻婆豆腐がつくれるソース　四川式１２０ｇ

冷凍 5637 カラミノフーズ 韓国風太巻牛肉入ナムルキンパ３００ｇ（８切）

常温 292087 CO・OP 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 CO・OP いつでも注文ミートソース２２０ｇ（２人前）×３

常温 292117 CO・OP いつでも注文ライトツナフレークまぐろ油無添加７０ｇ×４

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

常温 292150 味の素 いつでも注文ほんだし８ｇ×２０（１６０ｇ）

冷蔵 292231 CO・OP いつでも注文チョコ坊たち（小麦全粒粉入り）１０本

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

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

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

抽選
お一人様１点までに変

更

エコー

コープしが
マルシェ

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

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

常温 293288 CO・OP いつでも注文純正ごま油１５０ｇ

常温 293296 CO・OP 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 293342 味の素 いつでも注文コンソメ　固形１５９ｇ（３０個入）

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

常温 293415 CO・OP いつでも注文一番搾り　キャノーラ油１０００ｇ

常温 726 理研ビタミン わかめスープ　牛だし白湯スープ５．８ｇ×８

常温 769 はくばく もち麦ごはん１５０ｇ×６

よりすぐり 常温 94041 山本かじの 国産の十割そば２００ｇ（２人前）

冷凍 253 食研 衣サクサクやわらかとんかつ８０ｇ（１枚）

常温 720 ニチレイフーズ ピリ辛ユッケジャンスープ２人前１００ｇ

常温 845 ハインツ日本 デミグラスソース２９０ｇ

冷蔵 205 新潟県 雪国まいたけ極（食べ切り）８０ｇ前後

冷蔵 206 長野県 エリンギ１００ｇ前後

冷蔵 207 長野県 えのき茸２００ｇ前後

常温 712 マルタイ とんこつラーメン博多７１ｇ（１食）

常温 713 マルタイ とんこつラーメン熊本７０ｇ（１食）

常温 836 エスビー食品 お徳用おろし生しょうが１６０ｇ

常温 837 エスビー食品 お徳用おろし生にんにく１７５ｇ

対応

抽選
お一人様１点までに変

更

いつでも
注文

抽選・お一人様２点ま
でに変更

エコー

よりどりお得⇒
抽選

お一人様１点までに変更
価格は特価に変更してい

ます。

エコー

まとめてお得⇒
抽選

お一人様１点までに変更
価格は特価に変更してい

ます。

エコー



注文NO

027721 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コパック

027722 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

027725 ムーニーマンエアフィット　つかまり立ち～Ｍ　５８枚

027726 ムーニーマンエアフィット　女の子用　Ｌ　４４枚

027729 ムーニーマンエアフィット　男の子用　Ｌ　４４枚

027730 ムーニーマンエアフィット　女の子用　ビッグ　３８枚

027731 ムーニーマンエアフィット　男の子用　ビッグ　３８枚

027739 オヤスミマン　女の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

027740 オヤスミマン　男の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

027741 マミーポコパンツ　Ｍ　５８枚　ドラえもん

027742 マミーポコパンツ　Ｌ　４４枚　ドラえもん

027743 マミーポコパンツ　ビッグ　３８枚　ドラえもん

027744 マミーポコパンツ　ビッグより大きい　２６枚　ドラえもん

027751 トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ　６６枚×２パック

027753 赤ちゃんのおしりふき　８０枚入×３パック

027754 赤ちゃんのおしりふき　８０枚入×１２パック

027766 わきアイス　幼児・小児用

060144 パチパチ閉まる冷凍冷蔵できるＷチャック袋　Ｌサイズ　３０枚

060145 パチパチ閉まる冷凍冷蔵できるＷチャック袋　Ｍサイズ　５０枚

061162 ライフリー　さわやかパッド　安心の中量用　４５枚

061163 ライフリー　さわやかパッド　多い時でも安心用　３６枚

061164 ライフリー　さわやかパッド　長時間・夜でも安心用　３２枚

061165 ライフリー　さわやかパッド　少量用　６９枚

061166 ライフリー　さわやかパッド　特に多い時も１枚で安心　１８枚

061169 ライフリー　さわやかパッド　特に多い時も長時間安心　１６枚

061170 ライフリー　その瞬間も安心　１８枚

061171 ソフィ　ソフトタンポン　レギュラー　３４個

061172 ソフィ　ソフトタンポン　スーパー　３２個

061173 さらさら安心パッド　少中量用５５ｃｃ　２４枚入

061174 さらさら安心パッド　中量用８５ｃｃ　２０枚入

061175 さらさら安心パッド　やや多め用１３０ｃｃ　１６枚入

061176 さらさら安心パッド　多め用１８０ｃｃ　１４枚入

061179 さらさら安心パッド　特に多い時用２１０ｃｃ　１２枚入

061180 ソフィはだおもい　多い昼～ふつうの日用　羽なし　３２コ入

061181 ソフィはだおもい　多い昼～ふつうの日用　羽つき　２６コ入

061182 ソフィはだおもい　特に多い昼用　羽つき　２０コ入

061183 ソフィはだおもい　特に多い昼用　羽なし　２４コ入

061184 ソフィはだおもい　特に多い夜用　羽つき　９コ入

061185 ソフィはだおもい　多い夜用　羽つき　１０コ入

061186 ソフィ　ボディフィット　羽なし　ふつうの日用　３０枚入×２コ

061189 ソフィ　ボディフィット　羽つき　ふつうの日用　２２枚入×２コ

061190 ソフィ　ボディフィット　ナイトガード　羽なし　夜用　１２枚入×２コ

061191 ソフィ　ボディフィット　スーパーナイトガード　羽なし　夜用　１０枚入×２コ

061192 ライフリー　リハビリパンツ　Ｓ　１８枚

061193 ライフリー　リハビリパンツ　Ｍ　１６枚

061194 ライフリー　リハビリパンツ　Ｌ　１４枚

061195 ライフリー　リハビリパンツ　ＬＬ　１２枚

061196 ライフリー　超うす型下着感覚パンツ　Ｍ　２４枚

061199 ライフリー　超うす型下着感覚パンツ　Ｌ　２２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
　※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 カタログ 商品名・規格

抽選
お一人様１点まで

に変更

にこにこほっぺ

くらしのパートナー



注文NO

061200 ライフリー　うす型軽快パンツ　Ｓ　２４枚

061201 ライフリー　うす型軽快パンツ　Ｍ　２２枚

061202 ライフリー　うす型軽快パンツ　Ｌ　２０枚

061203 ライフリー　うす型軽快パンツ　ＬＬ　１８枚

061204 ライフリー　長時間あんしんうす型パンツ　Ｓ　２２枚

061205 ライフリー　長時間あんしんうす型パンツ　Ｍ　２０枚

061206 ライフリー　長時間あんしんうす型パンツ　Ｌ　１８枚

061209 ライフリー　長時間あんしんうす型パンツ　ＬＬ　１６枚

061212 ライフリー　あんしん尿とりパッド男性用　５７枚

061214 ライフリー　あんしん尿とりパッドスーパー　女性用　３０枚

061215 ライフリー　長時間あんしん尿とりパッド　４２枚

061216 ライフリー　一晩中あんしん尿とりパッド　４２枚

061219 ライフリー　一晩中あんしん尿とりパッドスーパー　２４枚

061220 ライフリー　ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド　３６枚

061221 ライフリー　ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド　長時間用　２０枚

061222 ライフリー　ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド　夜用　２０枚

061223 ライフリー　ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパッド　夜用スーパー　１６枚

061224 ソフィＫｉｙｏｒくらしのパートナー　無香料　７２コ入

061225 ソフィＫｉｙｏｒくらしのパートナー　フレグランス　ホワイトフローラル　７２コ入

061226 ソフィＫｉｙｏｒくらしのパートナー　フレグランス　やさしいローズ　７２コ入

061229 ソフィＫｉｙｏｒくらしのパートナー　フレグランス　イランイラン＆シトラス　７２コ入

061230 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

061232 ソフィ　超熟睡ガード２９０　多い夜用　羽つき　１８コ入

061233 ソフィ　超熟睡ガード３３０　特に多い夜用　羽つき　１４コ入

061234 ソフィ　超熟睡ガード３６０　特に多い夜用　羽つき　１２コ入

061235 ソフィ　超熟睡ガード４００　特に多い夜用　羽つき　１０コ入

061236 ソフィ　超熟睡ガード４２０　特に多い夜用　羽つき　１０コ入

061239 おむつの消臭袋　１５枚

061549 ごみ袋ど～んとこい！（半透明）　４５Ｌ　４０枚　箱入

061554 ティシュ　２００組×５箱

061555 トイレットロール　シングル　５５ｍ×１８ロール

061556 トイレットロール　ダブル　２７．５ｍ×１８ロール

061559 ワンタッチ芯までロール　シングル　１５０ｍ×６ロール

061560 ワンタッチ芯までロール　シングル　（１５０ｍ×６ロール）×４袋

061579 流せるトイレクリーナーＣ　２４枚×４個

061615

061616

061621

061622

061626 酸素漂白剤　粉末タイプ　５００ｇ

061631 洗たく槽クリーナー　２５０ｇ×３個組

061681 やわらかワンタッチコアノン　シングル　１３０ｍ×６ロール

061682 フラワーパック２倍巻き　ダブル　５０ｍ×１２ロール

061683 フラワーパック２倍巻き　シングル　１００ｍ×１２ロール

061684 めっちゃ巻いてるトイレロール　シングル　２００ｍ×４ロール

061686 パルプロール　シングル　６０ｍ×１２ロール

061689 パルプロール　ダブル　３０ｍ×１２ロール

061690 トイレットロール　シングル　６０ｍ×１２ロール

061691 トイレットロール　ダブル　３０ｍ×１２ロール

061694 やわらかコアノンロール　シングル　１３０ｍ×６ロール

対応 カタログ 商品名・規格

抽選
お一人様１点までに変

更

くらしのパートナー

エコー日用品

アロマ柔軟剤　Ｌくらしのパートナーｌくらしのパートナーｆｕｗくらしのパートナー（ララフワ）
つめかえ用　スウィート＆フレッシュフルーティの香り　１２００ｍＬ

アロマ柔軟剤　Ｌくらしのパートナーｌくらしのパートナーｆｕｗくらしのパートナー（ララフワ）
つめかえ用　スウィート＆フレッシュフルーティの香り　１２００ｍＬ×６個

アロマ柔軟剤　Ｌくらしのパートナーｌくらしのパートナーｆｕｗくらしのパートナー（ララフワ）
つめかえ用　プリンセスフローラルの香り　１２００ｍＬ

アロマ柔軟剤　Ｌくらしのパートナーｌくらしのパートナーｆｕｗくらしのパートナー（ララフワ）
つめかえ用　プリンセスフローラルの香り　１２００ｍＬ×６個



注文NO

061695 ロングロール　シングル　９０ｍ×８ロール

061696 ロングロール　ダブル　４５ｍ×８ロール

061703 （ララ）ティシュ　１５０組×５パック

061704 クリネックス　ティシュー　１８０組×５箱

061705 緑茶の力　シングル　６５ｍ×１２ロール

061706 緑茶の力　ダブル　３５ｍ×１２ロール

061709 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

061710 エルモアティシュー　２００組×５箱

061711 グリーンキーパーコンパクトティシュ　１８０組×６パック×５袋

061712 ミッフィー　ダブル　スイーツの香り　２５ｍ×１２ロール

061713 花いっぱい　ダブル　３０ｍ×１２ロール

061754 牛乳パックキッチンタオル　７５組×３パック

061755 油処理剤　固めるタイプ　１８ｇ×１０包

061759 やわらか　お茶パック　６６枚×２個

061763 キッチンタオル　８０カット×４ロール

061766 くっつかないホイル　ワイド　３０ｃｍ×５ｍ

061779 すぐに使える便利レーヨンふきん　１０枚組

061780 かたづけポイ　５００ｍＬ×４個パック

061781 キッチン用ポリ袋うす型（半透明）　Ｓ　１５０枚入

061782 キッチン用ポリ袋うす型（半透明）　Ｍ　１２０枚入

061783 キッチン用ポリ袋うす型（半透明）　Ｌ　８０枚入

061786 キッチン用ポリ袋（箱入）　１５０枚

061792 フリーザーバッグ　中　８０枚

061793 フリーザーバッグ　大　５０枚

061796 スライダーバッグ　中　５０枚

061799 スライダーバッグ　大　３０枚

061812 弱酸性　キッチンマイルド　つめかえ用　１５００ｍＬ

061815 台所用せっけん（液体）　つめかえ用　１５００ｍＬ

061825 キッチン油拭きティシュ　８０枚入

061831 白いふきん洗い　１３５ｇ×３個

061844 手提げパック（半透明）　８０枚

061845 手提げパック（乳白）　８０枚

061846 ごみ袋パックポン（半透明）　６０Ｌ　４０枚　箱入

061851 スマートキューブ　とって付きポリ袋（半透明）　３０Ｌ用　５０枚組

061852 スマートキューブ　とって付きポリ袋（半透明）　４５Ｌ用　５０枚組

061874 天然ゴム極うす手袋　Ｓサイズ　１００枚入

061875 天然ゴム極うす手袋　Ｍサイズ　１００枚入

061876 天然ゴム極うす手袋　Ｌサイズ　１００枚入

061881 ポリエチレン手袋　Ｓ　１００枚入

061882 ポリエチレン手袋　Ｍ　１００枚入

061883 ポリエチレン手袋　Ｌ　１００枚入

061886 重曹電解水食卓＆リビング用クリーナー　３０枚入×２個組

061889 フローリングキレイシートウェットタイプ　２０枚×２パック

061912 超厚手　流せるトイレクリーナー　１０枚×２個

061915 流せるトイレクリーナー　１２枚入（ミシン目入２４カット）×２個入

061916 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

061961 虫よけフレグランス　５０ｇ×２個入

061962 ダニよけフレグランス　５０ｇ×２個入

062009 薬用石けん　１００ｇ×３個

062013 素材そのまま化粧石けん　１１０ｇ×６個

062022 植物性化粧石けん　ホームサイズ　１３５ｇ×６個

062026 スーパーネックールⅡ　ブルー

062030 とれるねん　２００本　ブラック

062055 アルカリ乾電池　単３形×２０本

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

062056 アルカリ乾電池　単４形×２０本

062253 フラワーパック　シングル　５０ｍ×１２ロール

062260 キュキュット　つめかえ用　マスカットの香り　３８５ｍＬ

062261 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

062262 キュキュット　つめかえ用　オレンジの香り　３８５ｍＬ

062263 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用　緑茶の香り　３８５ｍＬ

062264 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用　レモンの香り　３８５ｍＬ

062265 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

062389 パルファン　ダブル　ピンク　２５ｍ×１２ロール

注文NO

027711

027712

027713

027714

027715

027716

027719

027723

027724

027732

027733

027734

027735

027736

027745

027746

027749

027750

027774

027775

061210

061211

061213

061550

061551

061552

061809

061810

061823

061826

061829

062020

062023

062269

062270

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

ＷＥＢ毎週注文

エコー日用品

【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
対応 カタログ 商品名・規格

お一人様１点までに変
更

にこにこほっぺ

パンパースさらさらケアテープ　新生児　１１４枚

パンパースさらさらケアテープ　Ｓ　１０２枚

パンパースさらさらケアテープ　Ｍ　８０枚

パンパースさらさらケアテープ　Ｌ　６８枚

パンパースさらさらケアパンツ　Ｍ　７４枚

パンパースさらさらケアパンツ　Ｌ　５８枚

パンパースさらさらケアパンツ　ビッグ　５０枚

ムーニーエアフィット　Ｓ　８４枚

ムーニーエアフィット　Ｍ　６４枚

グーンパンツまっさらさら通気　Ｍ　７４枚

グーンパンツまっさらさら通気　Ｌ　女の子用　５６枚

グーンパンツまっさらさら通気　Ｌ　男の子用　５６枚

グーンパンツまっさらさら通気　ＢＩＧ　女の子用　５０枚

グーンパンツまっさらさら通気　ＢＩＧ　男の子用　５０枚

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　５５０ｇ

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

Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｍ　５８枚

Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｌ　４４枚

Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｂｉｇ　３８枚

Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｂｉｇより大きい　２６枚

チュチュベビー　つけるだけ（塩素系）　１１００ｍＬ

チュチュベビー　つけるだけ　タブレット（塩素系）　７２錠

キッチン泡ハイター　つけかえ用（塩素系）　４００ｍＬ

牛乳石鹸　青箱　バスサイズ　１３０ｇ×３個組

牛乳石鹸　赤箱　１００ｇ×６個組

ＷＥＢ毎週注文
牛乳石鹸　赤箱　１００ｇ×３個組

牛乳石鹸　青箱　８５ｇ×３個組

エコー日用品

キュキュット　ＣＬＥくらしのパートナーＲ泡スプレー　つけかえ用　無香性　３００ｍＬ

キュキュット　ＣＬＥくらしのパートナーＲ泡スプレー　つけかえ用　グレープフルーツの香り（微香性）
３００ｍＬ

キュキュット　ＣＬＥくらしのパートナーＲ泡スプレー　つけかえ用　オレンジの香り　３００ｍＬ

キッチンハイター（塩素系）　６００ｍＬ

キッチン泡ハイター　ハンディスプレー（塩素系）　４００ｍＬ

くらしのパートナー

ライフリー　尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ　Ｍ　１４枚

ライフリー　尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ　Ｌ　１２枚

ライフリー　あんしん尿とりパッドスーパー　男性用　３０枚


