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smartoffice point collection 2021 2021年2月25日更新

掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1001.jpgOC1001 日東紅茶
デイリークラブ６バラエティ

パック１０袋入
900

６種類の香りを楽しめるバラエティパック。●【内容物】アップルティー２袋、ホ

ワイトワイン＆ラ・フランスティー２袋、マンゴー＆オレンジティー１袋、ピーチ

＆ライチティー２袋、レモンティー２袋、ブルーベリー＆ラズベリーティー１袋

●個包装　 ●箱：70×40×157mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1501.jpgOV1501 プラス
ダブルクリップ　エアかる

（中）１０個
900

クリップの開く力を大幅に軽減しました。●【仕様】中サイズ１０個入、口幅２５

ｍｍ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1002.jpgOC1002 モロゾフ
アルカディア（アーモンド）

７０ｇ
950

モロゾフの焼き菓子の定番。厳選したナッツをじっくりと自家焙煎し、卵白で仕立

てた生地にたっぷりと練り込み、香ばしく焼き上げました。アーモンド１粒を贅沢

にトッピングしているのが特長です。●【内容物】アルカディア（アーモンド）７

０ｇ ●個包装ではありません ●ラッピング包装なし ●アレルギー表示：卵・小

麦・大豆・カシューナッツ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1201.jpgOC1201 牛乳石鹸 カウブランド青箱（３個入） 950
誰もが知るロングセラー石鹸です。●【内容物】石鹸８５ｇ×３個 ●ラッピング包

装なし

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1003.jpgOC1003 神戸浪漫
神戸トラッドクッキー（１２

枚）
1,000

ひとくちサイズのオーソドックスなクッキーが６種類。●【内容物】クッキー１２

枚（ココナッツ・紅茶・チョコアーモンド・カフェキャラメル・モザイク・プレー

ン×各２） ●個包装 ●箱：250×122×43mm ●アレルギー表示：小麦・乳・卵・

大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1004.jpgOC1004 キーコーヒー ドリップオンコーヒーギフト 1,000

“挽きたての香り”と“格別なおいしさ”をお届けするプレミアムドリップコーヒーの

「ドリップ オン」ギフト。 ●【内容物】オリジナルブレンド×３、マイルドブレン

ド×３ ●個包装 ●箱：47×205×155mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1006.jpgOC1006
おかきベビーロディ（１２

個）
1,000

カラフルで可愛いＲＯＤＹのパッケージの中にふっくらソフトなおかきが入ってい

ます。 ●【内容物】おかき１２個 ●個包装 ●アレルギー表示：小麦・えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1202.jpgOC1202 エイドクルー 1,000

７種類のアイテムが入ったコンパクトで実用的な救急セットです。深いケースなの

でお手持ちの常備薬など入れられとても便利です。　●【内容物】専用ケース、キ

ズテープ×３（医療機器届出番号：27B3X00138000001）、綿棒×１０、グルーミ

ング５点セット（爪切り・エチケットハサミ・耳カキ・爪ヤスリ・毛抜き兼ピン

セット） ●本体ｹｰｽ：約110×80×40mm
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1203.jpgOC1203
いきいき生活キッチンセット

ネットクリーナ
1,000

必ず使っていただける大定番のキッチン２アイテムをセットしました。●【内容

物】ライオンチャーミーＶクィック１００ｍｌ・ネットクリーナー×各１　※ネット

クリーナーの色は選べません。 ●ラッピング包装なし

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1502.jpgOV1502
スマートバ

リュー

セミＢ５ノート（５冊パッ

ク）
1,000

オリジナルノートをパックにしてお届けします。●【仕様】セミＢ５ Ａ罫７ｍｍ

（３０行）、入数：５冊

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OE1701.jpgOE1701 日本赤十字社 日本赤十字社への寄付 1,000

日本赤十字社への寄付にお申込みいただくと、１口あたり１，０００円として日本

赤十字社に寄付されます。寄付金は、災害時における被災地へ医療チームやこころ

のケアチームの派遣、救援物資の配布、医療チーム要員の訓練研修、国際救援、救

急法の普及等、命と健康を守るための活動に充てられます。　●お客様へ個別の受

領証は発行されませんので予めご了承ください。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1008.jpgOC1008 まえだ 感謝のきもち 1,100

普段言葉では言い表せない「感謝のきもち」を個包装にデザインしました。 ●【内

容物】えびマヨ味・胡麻サラダ味（計６５ｇ） ●個包装 ●箱：230×160×50mm

●アレルギー表示：卵・えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1009.jpgOC1009 AGF
ちょっと贅沢な珈琲店ス

ティックコーヒー
1,100

濃く芳醇な香りと深いコクが楽しめるパーソナルタイプのコーヒーです。 ●【内容

物】ブラック ブラジル・ブレンド(2g)×4、プレミアムビター・プレミアムマイルド

(各7g)×各2●箱：177×165×21mm ●アレルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1204.jpgOC1204
アンナマリオ

ネット

ｱﾝﾅﾏﾘｵﾈｯﾄ　コーヒースプー

ン５本セット
1,100

扱いやすいシンプルなスプーンセットです。●【内容物】コーヒースプーン５本 ●

箱：155×145×20mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1205.jpgOC1205 ライオン 植物物語石鹸 1,100
主原料の100%が植物生まれ。肌にやさしい洗いごこち。毎日使う石鹸こそ良質なも

のを。●【内容物】植物物語化粧石鹸８０ｇ×６個 ●箱：244×107×30mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1503.jpgOV1503
スマートバ

リュー
Ａ４ノート（３冊パック） 1,100

オリジナルノートをパックにしてお届けします。●【仕様】Ａ４ Ａ罫７ｍｍ（３５

行）、入数：３冊
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1012.jpgOC1012 えくぼ屋 えくぼ屋　姫てまり化粧箱 1,200

ふんわり、サクサクとした軽やかな食感のおせんべいをひとまわり小さな可愛らし

いサイズに焼き上げました。●【内容物】姫てまりやき塩・姫てまり直火炊き醤油×

各８袋 ●個包装 ●箱：195×260×70mm ●アレルギー表示：小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1013.jpgOC1013 ウェッジウッド
ワイルドストロベリーアソー

トティー９Ｐ
1,200

可愛らしい花柄「ワイルドストロベリー」のティーバッグを３種類お楽しみいただ

けます。 ●【内容物】ピクニック・ファインストロベリー・ウィークエンドモーニ

ング各３袋 ●個包装

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1207.jpgOC1207 ライオン
チャーミーマジカセット（２

本）
1,200

洗いはじめから油汚れを水のように「サラサラ落とせて」手早く片づく、ナノ洗浄

の台所用洗剤。 ●【内容物】チャーミーマジカ酵素プラス（フルーティオレンジ・

フレッシュグリーンアップル）各２２０ｍｌ×各１ ●品番：LCM-2A

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1504.jpgOV1504
スマートバ

リュー

蛍光マーカー（シングルタイ

プ）５色１０本
1,200

発色がよく使いやすい蛍光ペン。●【仕様】中綿タイプ、使いきり、水性顔料イン

ク、線幅：４．０ｍｍ、入数：１０本（５色×各２本）、インク色：黄・桃・青・

緑・橙 ●本体長：１３３ｍｍ、軸径：９．５ｍｍ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1505.jpgOV1505 三菱鉛筆 鉛筆 K9800 HB 12本入 1,200
実用的なスタンダード鉛筆です。 ●１箱入数：１２本 ●硬度：HB ●軸形状：6角

軸

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1015.jpgOC1015 銀座花のれん 銀座餅（８枚） 1,300

こだわりの製法で作り上げた生地を植物油でカラリと揚げ、特製の甘辛の醤油だれ

で仕上げた大判のお煎餅です。●【内容物】銀座餅　醤油８枚 ●個包装 ●アレル

ギー表示：小麦･大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1210.jpgOC1210 マルチオープナー５ 1,300

５種類の使い方ができる便利なキッチンオープナーです。 ●【用途】栓抜き・ペッ

トボトルオープナー・プルトップオープナー・缶開け・ビンの蓋開け　●本体：58

×28×147mm ●色：グリーンまたはオレンジ※指定不可

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1506.jpgOV1506
スマートバ

リュー

ゲルノックボールペン黒１０

本
1,300

”エナージェルインク”搭載！！ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペ

ン。 ●【仕様】ゲルインクボールペン（ノック式）、ボール径：０．５ｍｍ、イン

ク色：黒、入数：１０本、替芯：ぺんてるＸＬＲＮ５、ＸＬＲＮ５－Ａ５ ●本体

長：１４７ｍｍ、軸径：１１ｍｍ
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掲載順はポイント数順です。
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1020.jpgOC1020 みゆき堂本舗 越後ふる里づくりＡ 1,400

ふっくら口どけ良く焼き上げたおせんべいと、しっかりとした味と歯ごたえが楽し

める「熟成丸大豆」などの米菓詰め合わせです。 ●【内容物】米菓１２個装（サラ

ダせんべい４袋・しょうゆせんべい４袋、熟成丸大豆２袋・胡麻かき餅２袋） ●個

包装 ●アレルギー表示：小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1021.jpgOC1021 赤い帽子 赤い帽子エレガント 1,400

幸せのシンボル”赤い帽子”のアソートクッキー。●【内容物】４種類１２枚入（スト

ロベリークッキー、チョコクランチ、ホワイトチョコボール（アップル風味）、バ

ニラアーモンド） ●個包装 ●アレルギー表示：卵・乳・小麦・大豆・アーモンド

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1023.jpgOC1023 スターバックス
スターバックスプレミアム

ミックスギフト６
1,400

お湯を注ぐだけで、スターバックスの味わいをいつでもどこでも楽しむことができ

ます。 ●【内容物】カフェ ラテ×３袋、キャラメル ラテ×３袋 ●個包装 ●アレル

ギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1028.jpgOC1028 岡山宝 瀬戸内えびせんべい 1,400

太陽がふりそそぐ穏やかな瀬戸内海の美味しいえびを使いました。えびのうま味と

風味がたっぷり楽しめるおせんべいです。 ●【内容物】えびせんべい２７枚 ●個包

装 ●アレルギー表示：小麦・卵・えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1211.jpgOC1211 ライオン
チャーミーマジカセット（３

本）
1,400

洗いはじめから油汚れを水のように「サラサラ落とせて」手早く片づく、ナノ洗浄

の台所用洗剤。 ●【内容物】チャーミーマジカ酵素プラス（フルーティオレンジ・

フレッシュグリーンアップル・フレッシュピンクベリー）各２２０ｍｌ×各１

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1212.jpgOC1212
ウェルナーマイ

スター

コーヒースプーン・ヒメ

フォーク１０Ｐ
1,400

素敵なテーブルを演出するウェルナー・マイスターのカトラリーセット。流線型の

シンプルなデザインと使いやすさが好評です。 ●【内容物】コーヒースプーン・ヒ

メフォーク各5 ●材質：ステンレススチール 日本製 ●箱：約27.5×14.5×2.2cm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1025.jpgOC1025 亀田製菓 おもちだま１２４ｇ 1,500

彩り鮮やかなあられが５種類。 ●【内容物】あられ１２４ｇ（サラダ・醤油・え

び・チーズ・海苔） ●個包装 ●箱：225×195×150mm ●アレルギー表示：乳 小

麦 えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1026.jpgOC1026 亀田製菓
ハッピーターン缶（２４枚

入）
1,500

おなじみのハッピーターンがおしゃれな缶に入って登場。 ●【内容物】ハッピー

ターン２４枚 ●個包装 ●缶：176×176×77mm ●アレルギー表示：大豆
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掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1027.jpgOC1027 ブルボン ミニギフトバタークッキー缶 1,500

６０枚入りの缶入バタークッキーです。●【内容物】バタークッキー６０枚 ●個包

装ではありません　●箱：194×194×62mm ●アレルギー表示：卵・乳成分・小

麦・大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1029.jpgOC1029 神戸浪漫
神戸トラッドクッキー（２７

枚）
1,500

ひとくちサイズのオーソドックスなクッキーが６種類。●【内容物】クッキー２７

枚（ココナッツ・紅茶・チョコアーモンド×各５、カフェキャラメル・モザイク・プ

レーン×各４） ●個包装 ●箱：304×320×38mm ●アレルギー表示：小麦・乳・

卵・大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1030.jpgOC1030
おかきベビーロディ（１２０

ｇ）
1,500

カラフルで可愛いＲＯＤＹのパッケージの中にふっくらソフトなおかきが入ってい

ます。 ●【内容物】おかき２４０ｇ（約４２個） ●個包装 ●アレルギー表示：小

麦・えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1032.jpgOC1032
AGF〈ブレン

ディ〉

スティックカフェオレコレク

ション１６Ｐ
1,500

カフェオレに加え、紅茶オレ、ココア・オレ、抹茶オレを詰め合せた色々な味わい

が楽しめるギフトです。●【内容物】スティックカフェオレ深煎珈琲仕立て14ｇ・

スティックカフェオレ深煎珈琲仕立てミルクたっぷり14ｇ・スティック紅茶オレ11

ｇ・スティックココア・オレ11ｇ×各３、スティックカフェオレ深煎珈琲仕立て甘

さひかえめ12ｇ・スティック抹茶オレ12ｇ×各２ ●個包装 ●箱：195×323×

28mm ●アレルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1213.jpgOC1213 花王 キュキュットセット 1,500

３種類の洗剤入り！人気のキュキュットクリア泡スプレーが入ったセットです。 ●

【内容物】キュキュットオレンジの香り本体（２４０ｍｌ）×１、キュキュットクリ

ア除菌本体（２４０ｍｌ）×１、キュキュットクリア泡スプレー無香性本体（３００

ｍｌ）×１

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1214.jpgOC1214 キューブデスクスタンド 1,500

ペンや小物などフリーに収納できる、使いやすいデスクスタンドです。●【仕様】

時刻表示・アラーム・カレンダー・温度表示・カウントダウンタイマー、単３乾電

池２本使用（別売） ●箱：115×85×85mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1034.jpgOC1034 亀田製菓 穂の香１０ 1,600

あられ、おせんべいが７種類入ったバラエティギフトです。 ●【内容物】２６個装

（砂糖しょうゆ２枚×３・あまみつ２枚×３・はちみつ揚１枚×７、黒大豆かき餅１

枚×６・海苔巻せん１枚×３・だし塩１枚×２・海老のり小餅１４ｇ×２） ●個包装

●缶：236×236×90mm ●アレルギー表示：卵・小麦・えび・さば・大豆・鶏肉・

豚肉・ゼラチン・ごま

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1035.jpgOC1035 帝国ホテル
帝国ホテルチョコレート ｽ

ﾃｨｯｸ&ﾌﾟﾚｰﾄ 18個
1,600

【期間限定】ひと口サイズのチョコレートの詰合せです。ミルクとビターの２種類

の味をお楽しみいただけます。 ●【内容物】プレートミルク９個、プレートビター

９個 ●個包装 ●アレルギー表示：乳
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掲載順はポイント数順です。
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1036.jpgOC1036 井桁堂
スティックケーキギフト（７

個）
1,600

プレーン、チョコ、ラズベリー、ブルーベリー、チーズ、ピスタチオ、レモン

ティーと７種の味がひとつのギフトになっています。赤、緑、紫等のカラフルなお

菓子です。●【内容物】ケーキ７個（プレーン・チョコ・ラズベリー・チーズ・ブ

ルーベリー・ピスタチオ・レモンティー） ●個包装 ●箱：275×200×40mm ●ア

レルギー表示：卵・乳・小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1037.jpgOC1037 帝国ホテル
帝国ホテルクッキー（２１

枚）
1,600

イチジクやチョコレート、ココナッツなどの素材の風味をいかした味わいや、マカ

ロンなどの軽やかな食感をお楽しみください。●【内容物】クッキー２１枚（ココ

ナッツ×４、マカロン×５、チョコ×６、イチジク×６） ●個包装 ●箱：123×228

×63mm ●アレルギー表示：小麦、卵、乳、くるみ、大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1038.jpgOC1038 赤い帽子 赤い帽子ブルー 1,600

幸せのシンボル”赤い帽子”のアソートクッキー。●【内容物】８種類２０枚入（レッ

ドハット、キャラメルショコラサンド、ストロベリークッキー、ナッツベリーハー

ト、チョコクランチ、ホワイトチョコボール（アップル風味）、ミルクロール、バ

ニラアーモンド） ●個包装 ●アレルギー表示：卵・乳・小麦・大豆・アーモンド

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1039.jpgOC1039 コロンバン
チョコサンドクッキー（２７

枚）
1,600

サクッとしたラングドシャ・クッキーでなめらかなチョコレートクリームをサンド

しました。チョコレートクリームはスウィート、ミルク、コーヒーの３種類をお楽

しみ下さい。●【内容物】クッキー２７枚（ミルクチョコレート・スイートチョコ

レート・コーヒークリーム×各９） ●個包装 ●箱：272×200×50mm ●アレル

ギー表示：卵・乳成分・小麦・大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1217.jpgOC1217 小花ちりめん金封ふくさ　紫 1,600
シンプルなデザインのふくさです。●【内容物】金封ふくさ１枚　表地：レーヨン

１００％ ●本体：約120×200mm(のし対応ｻｲｽﾞ約105×187mm)

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1507.jpgOV1507
スマートバ

リュー

ふせん７５×７５ｍｍ（混

色）
1,600

使いやすいボックス入の混色ふせんです。 ●【仕様】ふせん１００枚×１０パッド

（イエロー×４、ピンク・ブルー・グリーン各２） ●箱：157×80×56mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1041.jpgOC1041
はらぺこあおむしおやつア

ソート
1,700

絵本「はらぺこあおむし」をモチーフにしたお菓子のアソートです。●【内容物】

おかき個包装８０ｇ、みりん揚げせんべい×８個 ●個包装 ●箱：210×210×50ｍ

ｍ ●アレルギー表示：小麦、えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1042.jpgOC1042 銀座花のれん 銀座餅（１５枚） 1,700

こだわりの製法で作り上げた生地を植物油でカラリと揚げ、特製の甘辛の醤油だれ

で仕上げた大判のお煎餅です。●【内容物】銀座餅　醤油１５枚 ●個包装 ●アレル

ギー表示：小麦･大豆
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掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1043.jpgOC1043 Ｈｉｔｏｔｏｅ
濃厚ベイクドショコラ（８

個）
1,700

ビターチョコレートを使ってしっとりと焼き上げました。●【内容物】濃厚ベイク

ドショコラ８個 ●個包装 ●箱：235×224×42ｍｍ ●アレルギー表示：小麦・卵・

乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1044.jpgOC1044 ウェッジウッド
ワイルドストロベリーアソー

トティー１８Ｐ
1,700

英国の紅茶文化を彩ってきたウェッジウッドが優雅なティータイムを演出します。

●【内容物】ファイン ストロベリー･ピクニック･ウィークエンド モーニング各６袋

●個包装

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1508.jpgOV1508
スマートバ

リュー
テープのり１０ｍ×１０個 1,700

お得な１０ｍ巻のシンプルなテープのりです。●【仕様】テープのり１０個入、

テープ寸法：幅６ｍｍ×長１０ｍ、使いきりタイプ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1045.jpgOC1045 ダロワイヨ オペラ トーキョー ３個入 1,800

【期間限定】チョコレートクリームと生地には、フランスのチョコレートメーカー

「オペラ社」のクーベルチュールチョコレートを使用。重なり合う、コーヒーと

チョコレートの深い味わいをお愉しみいただけます。 ●【内容物】オペラ トー

キョー（３個入） ●個包装 ●箱：100×185×40 mm　●アレルギー表示：小麦・

乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1046.jpgOC1046 みゆき堂本舗 越後　餅づくりＢ 1,800

あっさりとした塩味の「サラダおかき」、まろやかな醤油味の「醤油おかき」、小

粒のザラメをまぶした「ザラメおかき」、黒海苔を巻いた「黒海苔巻おかき」を加

えました。ぷっくりと焼きあがった形が可愛らしい４つの味わいをご賞味下さい。

●【内容物】おかき４種（サラダ・しょうゆ・ざらめ・黒海苔巻）２２０ｇ ●個包

装 ●箱：235×235×70mm ●アレルギー表示：小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1047.jpgOC1047 ブルボン パウンドケーキセレクション 1,800

個性豊かな味わいの３種類パウンドケーキを詰め合わせました。 ●【内容物】パウ

ンドケーキ１８個（バター味・ココア味・キャラメル味×各６個） ●個包装 ●箱：

337×239×42mm ●アレルギー表示：卵・乳成分・小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1049.jpgOC1049 マルトモ 鰹節屋のこだわり椀（７食） 1,800

かつお節入りのみそ汁、卵スープがすぐ飲めるフリーズドライのセット。なめこに

は「赤だし」、ほうれん草には「麦味噌」と、具材にあわせた味噌を使用した一杯

です。新たに海藻のお吸い物を加えました。 ●【内容物】フリーズドライ計７食

（卵スープ×１、なすの味噌汁×２、ほうれん草の味噌汁×１、なめこの味噌汁×

１、海藻のお吸い物×２） ●個包装 ●アレルギー表示：卵・小麦・大豆・鶏肉

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1509.jpgOV1509
スマートバ

リュー
消しゴム（小）４０個 1,800

消し心地が軽く消しやすい、シンプルな消しゴム。 ●１箱入数：４０個 ●外寸

（長）43mm （幅）18mm  （厚）12mm ●規格：小
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1051.jpgOC1051 千寿堂
ゴーフレット＆パイセット

（１４枚）
1,900

風味豊かなバニラクリームをサンドしたバニラゴーフレットや、上品な味わいに仕

上げたチョコゴーフレット、何層にも重ねたパイ生地に細かく砕いたアーモンドを

挟みさっくりと焼き上げたアーモンドパイ、チョコをサンドしたやさしい甘さの

ショコラスティックパイをセットしました。 ●【内容物】ゴーフレット（バニラ・

チョコ）各５、アーモンドパイ・ショコラスティックパイ各２　●個包装 ●アレル

ギー表示：小麦・卵・乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1052.jpgOC1052 神戸浪漫
神戸トラッドクッキー（４２

枚）
1,900

ひとくちサイズのオーソドックスなクッキーが６種類。●【内容物】クッキー４２

枚（ココナッツ・紅茶・チョコアーモンド・カフェキャラメル・モザイク・プレー

ン×各７） ●個包装 ●箱：283×250×43mm ●アレルギー表示：小麦・乳・卵・

大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1053.jpgOC1053 ドトール
ドリップコーヒーオリジナル

ブレンド
1,900

甘味、酸味、苦みのバランスのよい香り豊かなブレンドコーヒーです。 ●【内容

物】ドリップコーヒーオリジナルブレンド２０パック ●個包装

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1226.jpgOC1226
ラウンドランタントーチ６１

４３
1,900

３０個のＬＥＤライトを使用したとても明るいランタン＆ライトです。●【仕様】

ＬＥＤ懐中ライト／ＬＥＤランタントーチ、単３電池３本使用（別売） ●箱：85×

85×140mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1227.jpgOC1227 ベストコレクション　花瓶 1,900

飾られた花をさりげなく引き立てる「カット調」のフラワーベースです。手頃なサ

イズなので、日々、お使いいただけます。●【内容物】花瓶×１　材質：ソーダガラ

ス ●本体：約98×91×210mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1510.jpgOV1510
スマートバ

リュー

アルカリ乾電池単３形（４０

本入）
1,900

使用推奨期限１０年の国内生産アルカリ乾電池です。●【仕様】アルカリ乾電池

１．５Ｖ、単３形、入数：４０本（４本入×１０パック）

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1054.jpgOC1054 ダロワイヨ
マカロンラスク詰合せ（１２

枚）
2,000

永年好評をいただいているダロワイヨこだわりのマカロンコック(皮の部分)アーモン

ドの豊かな香りはそのままに、サクッと焼きあげたラスクです！ ●【内容物】マカ

ロンラスク12枚 ●個包装 ●箱：210×150×45mm●アレルギー表示：小麦・卵・

乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1055.jpgOC1055 帝国ホテル
帝国ホテルチョコレート ｽ

ﾃｨｯｸ&ﾌﾟﾚｰﾄ 20個
2,000

【期間限定】ほろ苦いビターと美しい模様のマーブルチョコレートの「スティック

型」と、ひと口サイズのミルクとビターの「プレート型」の４種類の詰合せです。

●【内容物】スティックマーブル４個、スティックビター４個、プレートミルク６

個、プレートビター６個 ●個包装 ●アレルギー表示：乳
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1056.jpgOC1056 亀田製菓 おもちだま３１０ｇ 2,000

彩り鮮やかなあられが５種類。 ●【内容物】あられ３１０ｇ（サラダ・醤油・チー

ズ・えび・海苔） ●個包装 ●箱：236×236×130mm ●アレルギー表示：乳 小麦

えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1057.jpgOC1057 丸彦製菓 米一代 （２２枚） 2,000
昔ながらの味を求めて焼き上げたこだわりの煎餅９品の詰合せです。●【内容物】

せんべい２２枚 ●個包装 ●アレルギー表示：小麦、大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1058.jpgOC1058
AGF〈ブレン

ディ〉

スティックカフェオレコレク

ション２４Ｐ
2,000

カフェオレに加え、紅茶オレ、ココア・オレ、抹茶オレを詰め合せた色々な味わい

が楽しめるギフトです。●【内容物】スティックカフェオレ深煎珈琲仕立て14ｇ・

スティックカフェオレ深煎珈琲仕立てミルクたっぷり14ｇ・スティックカフェオレ

深煎珈琲仕立て甘さひかえめ12ｇ・スティック紅茶オレ11ｇ・スティックココアオ

レ11ｇ・スティック抹茶オレ12ｇ×各４ ●個包装 ●箱：291×323×28mm ●アレ

ルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1059.jpgOC1059 カルピス
ウェルチ１００％果汁ギフト

１２
2,000

太陽の光をたっぷり浴びて育った果実本来のおいしさをまるごと搾ったウェルチ、

こだわりの果汁１００％ジュースを詰合せました。●【内容物】ウェルチ１００

（グレープ・アップル・オレンジ）各１６０ｇ×各４ ●個包装 ●箱：331×186×

58mm ●アレルギー表示：オレンジ・りんご

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1229.jpgOC1229 エンペックス 壁掛け温湿度計 2,000
くらしの快適・健康を一目でチェック。便利で役に立つ生活管理温・湿度計。 ●本

体径140×29mm ●品番：TM-2441

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1230.jpgOC1230 クッション　ブラウン 2,000
和洋自在に合わせやすい２０ミリドットの連続柄。 ●【仕様】直詰めタイプ　材

質：側地/綿100％､詰めもの/ポリエステル100％　日本製　●本体約45×45㎝

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1233.jpgOC1233 成願義夫　長手盆 2,000

成願義夫(じょうがん　よしお) 京友禅の膨大な知識と絵師としての確かな技術を背

景に、早くから図案のデジタル化に取り組み、アナログとデジタルを融合させる。

伝統文様、和柄の様式美など日本のデザイン文化を現在に活かした作品を発信し続

けています。 ●本体：約358×249×高さ20mm　材質：ABS樹脂(ウレタン塗装/紀

州塗) 日本製

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1511.jpgOV1511 プラス
Ｐｒｉｔｔ強粘着ミディアム

１０本
2,000

しっかりくっつく強粘着タイプ。植物由来成分使用。 ●【仕様】１本あたり約２０

ｇ、入数：１０本 ●箱：290× 275×110mm
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掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1061.jpgOC1061 亀田製菓 穂の香１５ 2,100

彩り鮮やかな亀田のセットです。 ●【内容物】米菓４６個装（はちみつ揚×10、黒

大豆かき餅×7、砂糖しょうゆ（2枚入）･あまみつ（2枚入）･海苔巻せん各5、だし

塩･海老のり小餅14g各４、サラダ小餅･しょうゆ小餅各3） ●個包装 ●アレルギー

表示：小麦･卵･エビ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1062.jpgOC1062 金澤兼六製菓
金澤兼六製菓　かりんとう詰

合せ
2,100

（黒かりんと）昔ながらの定番の味。クセになる美味しさの風味豊かなかりんと

う。 （きなこかりんと）国産きなこをまぶし、甘さを抑え少し塩味に仕上げていま

す。 （珈琲かりんと）珈琲の香ばしさが甘みを引き立ててくれる大人味のかりんと

う。 ●【内容物】黒かりんとう50g×2、きなこかりんとう50g、珈琲かりんとう

50g ●個包装ではありません ●アレルギー表示：小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1063.jpgOC1063 銀座花のれん 銀座餅（２０枚） 2,100

こだわりの製法で作り上げた生地を植物油でカラリと揚げ、特製の甘辛の醤油だれ

で仕上げた大判のお煎餅です。●【内容物】銀座餅　醤油２０枚 ●個包装 ●アレル

ギー表示：小麦･大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1064.jpgOC1064 本髙砂屋 エコルセ　Ｅ１５ 2,100

薄く焼き上げた生地を幾重にも巻き上げ、空気のように軽い食感の楽しめる口解け

のよいお菓子です。 ●【内容物】エコルセ短冊１２包（２４枚）、三角８包（２４

枚）、丸型（ミルク・ホワイト）各４包（各８本）、計２８包（６４枚） ●個包装

●アレルギー表示：小麦、卵、乳、大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1235.jpgOC1235
キャプテンス

タッグ
コンテナ　ネイビー 2,100

カンタンに組み立て出来て、コンパクトに収納。取っ手がついているので、持ち運

びがラクラク。 ●【仕様】本体:約380×255×高さ205mm、耐荷重約６kg、材

質：ポリプロピレン

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1236.jpgOC1236 非常用持ち出し袋セット 2,100

災害などの緊急事態に備えた防災セット。　●【内容物】非常用持出袋(約33×

44cm)･保温アルミシート(約180×90cm)･非常用ロープ(約3m)･ジャバラ式タンク

(約3L用)･軍手･ホイッスル各1

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1066.jpgOC1066 いろどり野菜のおかき150g 2,200

国産もち米を使用し、お野菜が入ったあられを便利な個包装にしてバラエティ豊か

に詰め合わせました。 ●【内容物】おかき１５０ｇ（トマト・ごぼう・コーン・か

ぼちゃ・ジャガバター） ●個包装 ●アレルギー表示：小麦・乳・かに

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1067.jpgOC1067 アントステラ ステラズクッキー（１８枚） 2,200

クッキー専門店からこだわりのクッキーを！素材にこだわり、カリッと焼き上げら

れたクッキーを詰め合わせました。バターの香りや甘みをお楽しみください。 ●

【内容物】チョコレートチップ×４、ダブルチョコナッツ・アーモンドチョコチッ

プ・オールドファッションシュガー・キャラメルカスタード・ミルク苺・紅茶・

ヨーグルト×各２ ●個包装 ●箱：340×147×80mm ●アレルギー表示：卵、乳成

分、小麦
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掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1068.jpgOC1068 キーコーヒー
キーコーヒー　インスタント

コーヒーセット
2,200

レギュラーコーヒーの高品質を受け継ぐフリーズドライ・インスタントコーヒーで

す。●【内容物】スペシャルブレンド マイルド70g×３本 ●箱：75×75×110mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1069.jpgOC1069 AGF&リプトン
AGF&リプトン 珈琲・紅茶

セット
2,200

AGFちょっと贅沢な珈琲店とリプトンアルミティーバッグのセットです。お好みに

合わせて珈琲も紅茶も楽しめます。 ●【内容物】AGFちょっと贅沢な珈琲店（オリ

ジナルブレンド80g×４、プレミアムビター・プレミアムマイルド各３）、リプトン

アルミティーバッグ（イエローラベル・ロイヤルブレンド・セイロン各２） ●アレ

ルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1239.jpgOC1239
パソコン対応　ソフトビジネ

スバッグ
2,200

Ａ４サイズ収納のお手軽ビジネスバッグ。ちょっとした書類やスマートフォンなど

の携帯末端の収納に便利です。●【仕様】外部：ファスナーポケット×２、ショル

ダーベルト付、開閉：ファスナー式 ●箱：360×290×60mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1240.jpgOC1240 タニタ
デジタル温湿度計ＴＴ５５８

ＧＹ
2,200

オフィスに馴染むシンプルデザイン。本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついて

いるので、置き掛け自由。●【仕様】過去の最高・最低温湿度表示機能付き、時計

／日付表示機能付、温度表示範囲ー５．０～５０℃、湿度表示範囲２０～９５％、

単４乾電池１本付（モニター電池） ●箱：99×125×40mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1071.jpgOC1071 赤い帽子 クッキア（４８枚） 2,300

クッキーとゴーフレットでチョコをサンド。３つのおいしさを重ねました。 ●【内

容物】ミルクチョコ、いちごチョコ、ダークチョコ、抹茶チョコ×各１２枚 ●個包

装 ●箱：247×355×68mm ●アレルギー表示：卵・乳成分・小麦・大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1072.jpgOC1072 スターバックス
スターバックスプレミアム

ミックスギフト10
2,300

お湯を注ぐだけで、スターバックスの味わいを楽しむことができます。おしゃれな

デザイン缶入り。 ●【内容物】スティック１０袋（カフェ ラテ×３袋、キャラメル

ラテ×３袋、抹茶ラテ×２袋、カフェモカ×２袋） ●個包装 ●アレルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1073.jpgOC1073 味の素
ギフトレシピ クノールスー

プ＆コーヒー20
2,300

「クノール(R)カップスープ」と「ブレンディ(R)カフェラトリー」の詰め合わせで

す。 ●【内容物】クノール(R)カップスープギフトレシピ（栗かぼちゃのポター

ジュ・クリーミーポタージュ・コーンポタージュ・オニオンスープ各３ｐ）、ブレ

ンディ(R)カフェラトリープレミアム（贅沢カフェラテ・贅沢カプチーノ各４ｐ） ●

箱：211×401×50mm ●アレルギー表示：乳・小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1076.jpgOC1076 神戸浪漫
神戸浪漫スイーツセレクショ

ン
2,300

チョコレートを使った5種類の焼き菓子をお楽しみいただけるスイーツセットです。

●【内容物】焼き菓子２３個（チョコッツェル×5、チョコブラウニー･チョコイン

クッキー各4、フロランタンツイストパイ×3、ショコラフロランタンツイストパイ×

2、スクエアパイ（チーズ×3、ショコラ×2）） ●個包装 ●アレルギー表示：小麦･

卵･乳
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1243.jpgOC1243 卓上ポット（１．１Ｌ） 2,300

冷たい麦茶や熱いコーヒーを入れ、卓上で気軽に使用できます。 冷めにくいステン

レス二重構造です。　●【仕様】容量１．１Ｌ、材質：ステンレス鋼（真空断熱構

造）・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ABS樹脂 ●本体：約170×142×208mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1247.jpgOC1247
ｹｳﾞﾝﾊｳﾝ ﾃﾞｨｰｽﾀ

ｲﾙ

ランチトレイ＆カッティング

ボード
2,300

裏面はカッティングボードとして使用できます。 ●【仕様】約380×215×高さ

20mm 材質：アカシア(ラッカー塗装)

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1075.jpgOC1075 みゆき堂本舗 越後ふる里づくりC 2,400

ふっくら口どけ良く焼き上げたおせんべいと、しっかりとした味と歯ごたえが楽し

める「熟成丸大豆」などの米菓詰め合わせです。 ●【内容物】米菓４０個装（サラ

ダせんべい１２袋・しょうゆせんべい１２袋、熟成丸大豆１６袋） ●個包装 ●アレ

ルギー表示：小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1077.jpgOC1077 トワイニング
アルミティーバッグ詰合せ

（４０袋）
2,400

世界で愛される英国紅茶の老舗、トワイニングのティーバッグシリーズ。 ●【内容

物】アールグレイ･プリンスオブウェールズ･アッサム･ダージリン各10袋 ●個包装

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1078.jpgOC1078 スターバックス
オリガミパーソナルドリップ

コーヒーギフト
2,400

コーヒー豆のおいしさを最大限に引き出し、一杯分ずつ大切に包み込んでお届けす

る『ＯＲＩＧＡＭＩ』。一杯ごとに挽きたての香りと味わいが広がります。●【内

容物】ハウスブレンド（９ｇ×５ｐ）×２、エスプレッソロースト（９ｇ×５ｐ）×

１ ●個包装 ●箱：202×282×70mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1080.jpgOC1080 Ｈｉｔｏｔｏｅ ひととえ　粋撰菓（１８個） 2,400

和の伝統にモダンさを加えた粋なお菓子の詰め合わせ。撰りすぐった素材を生かし

ておいしさを追求しました。 ●【内容物】黒ごまの薄板くっきい･さつまいものが

れっと･抹茶のけｰき各4、くるみ餡のぱい･栗のけｰき･和三蜜のかすていら各２個 ●

アレルギー表示：小麦･卵･乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1245.jpgOC1245
溜塗　夢うさぎ　長手盆　尺

四
2,400

たくさん運べる大きめのお盆です。 ●【仕様】ユリア樹脂・カシュー塗装 ●本体：

約425×265×33mm ●品番：２５４８１

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1246.jpgOC1246
スターリングク

ラブ

ＬＥＤポータブルラジオ５５

９９Ｓ
2,400

コンパクト＆スタイリッシュフォルムのＬＥＤライト付ＡＭ／ＦＭ２バンドラジ

オ。●【仕様】ＬＥＤライト１灯・ＡＭ／ＦＭラジオ・サイレン、単４電池３本使

用（別売）、ストラップ付 ●箱:68×68×154mm
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OV1512.jpgOV1512 ぺんてる ボードにフィット黒１０本 2,400

ソフトなペン先がボードにフィットして書き心地のよいホワイトボードマーカーで

す。 ●【仕様】中～太字・丸芯、直液タイプ、アルコール系インク、入数：１０本

●本体長：１２５ｍｍ、軸径：２１ｍｍ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1081.jpgOC1081
おかきベビーロディ（２４０

ｇ）
2,500

カラフルで可愛いＲＯＤＹのパッケージの中にふっくらソフトなおかきが入ってい

ます。 ●【内容物】おかき４８０ｇ（約８５個） ●個包装 ●アレルギー表示：小

麦・えび

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1082.jpgOC1082 カルピス
ウェルチ１００％果汁ギフト

１８
2,500

太陽の光をたっぷり浴びて育った果実本来のおいしさをまるごと搾ったウェルチ、

こだわりの果汁１００％ジュースを詰合せました。●【内容物】ウェルチ１００

（コンコードグレープ・アップル・オレンジ・マンゴーブレンド・ピンクグレープ

フルーツ・ホワイトグレープ＆レモン）各１６０ｇ×各３ ●個包装 ●箱：303×

344×61mm ●アレルギー表示：オレンジ・りんご

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1083.jpgOC1083 マルコメ
タニタ食堂監修みそ汁詰合せ

１６食
2,500

お味噌のシェアＮｏ１のマルコメから、健康志向の方向けにぴったりなタニタ食堂

監修シリーズをお届け。　●【内容物】あおさ・オクラとめかぶ・なす・野菜×各４

食 ●個包装 ●箱：320×230×65mｍ ●アレルギー表示：乳、大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1084.jpgOC1084 AGF
プレミアムインスタントコー

ヒーギフト 20N
2,500

まずはストレートで楽しみたい「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」「マキシム(R)」と深

いコクのカフェオレが楽しめる「ブレンディ(R)」をセットにしたインスタントコー

ヒーギフトです。

 ●【内容物】「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」インスタントコーヒー ブラジル・ブレ

ンド65g、「マキシム(R)」インスタントコーヒー スペシャル・ブレンド65g、「ブ

レンディ(R)」インスタントコーヒー スペシャル・テイスト70g ●箱：156×261×

69mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1085.jpgOC1085 Ｈｉｔｏｔｏｅ
ひととえ　スイーツファクト

リー（２０個）
2,500

はちみつの優しい甘さがお口に広がるはちみつマドレーヌ、フルーツがたっぷり

入ったしっとり食感のフルーツパウンドケーキ等が入ったアソートギフトです。 ●

【内容物】焼き菓子２０個装（はちみつマドレーヌ･黄金のフィナンシェ･ガレット

ブルトンヌ･アマンドサブレ各3、チョコチップクッキー×4、ベイクドチーズケーキ

×2、メープルナッツケーキ･フルーツパウンドケーキ各1） ●個包装 ●アレルギー

表示：小麦･卵･乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1249.jpgOC1249 HARIO リーフティーポット・ピュア 2,500

茶葉がゆったり広がるように、大きくかつ少量のお湯でも抽出しやすい長い茶こし

を付けました。紅茶にフルーツを入れてアレンジティーも愉しめます。茶こしを外

せば電子レンジもＯＫ。●【仕様】ガラスボール：耐熱ガラス、容量：約７００ｍ

Ｌ、茶こし：ステンレス ●本体：φ約123×151mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1087.jpgOC1087 銀座花のれん 銀座餅（２５枚） 2,600

こだわりの製法で作り上げた生地を植物油でカラリと揚げ、特製の甘辛の醤油だれ

で仕上げた大判のお煎餅です。●【内容物】銀座餅　醤油２５枚 ●個包装 ●アレル

ギー表示：小麦･大豆
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掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1088.jpgOC1088 帝国ホテル
帝国ホテル　クッキー（３６

枚）
2,600

イチジクやチョコレート、ココナッツなどの素材の風味をいかした味わいや、マカ

ロンなどの軽やかな食感をお楽しみください。●【内容物】クッキー３６枚（ココ

ナッツ×４、マカロン×７、チョコ×６、イチジク×６、カフェ×４、苺×５、ヘーゼ

ルナッツ×４） ●個包装 ●箱：184×255×63mm ●アレルギー表示：小麦、卵、

乳、クルミ、大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1089.jpgOC1089
魚沼白がゆ＆梅がゆ（１２

パック）
2,600

新潟県南魚沼市産のコシヒカリを使用し、ふっくら丁寧に仕上げたおかゆです。梅

がゆには、程よい酸味がきいた和歌山県産の梅干しを使用しています。 ●【内容

物】魚沼白がゆ250g・魚沼梅がゆ250g各６ ●個包装

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1250.jpgOC1250 デュラレックス
タンブラー６個セット（２５

０ｍｌ）
2,600

洗練されたシンプルであきのこないデザインと、とにかく丈夫な経済性はデュラ

レックスならではのもの。ふだん使いに最適なピカルディグラスはおしゃれなカ

フェの定番アイテムでもあります。 ●【内容物】タンブラー（約口径8.6×高さ

9cm・250ml)×６、材質：強化ガラス、フランス製

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1251.jpgOC1251 ホビーツールセット 2,600

コンパクトにしまえて便利なミニ工具セットです。 ●【内容物】精密ドライバー×

３、ピンセット、ドライバービット×86.35mm、角ソケット×6、6.35mm角ビッ

トアダプター、スピンナーハンドル、ラジオペンチ、カッターS型 ●ケース：約160

×108×高さ56mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1611.jpgOC1611
すいーともぐも

ぐ
すいーともぐもぐ〔オ・レ〕 2,600

まるで絵本を見ているような、楽しいお菓子のギフトカタログ。全国からこだわり

スイーツの数々を集めました。●約３５点掲載　※発行会社の事由により、表紙デ

ザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲載品のご確認は賞品名を

クリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1092.jpgOC1092 芦屋アサヤマ
アイスクリーム・シャーベッ

トセット(７個)
2,700

神戸 芦屋の人気洋菓子店「シェフアサヤマ」オーナーシェフ朝山末男氏が監修した

アイスアソートは素材を活かして作り上げたバニラ、ストロベリー、マンゴーの３

つの味が楽しめます。 ●【内容物】アイスクリーム（バニラ・ストロベリー各

２）、マンゴーシャーベット３ ●個包装 ●アレルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1093.jpgOC1093 金澤兼六製菓 金澤兼六製菓　米菓詰合せ 2,700

香り高い焼きのりを巻いたのり巻きあられや黒豆入りおかきなど、国産米を100％使

用した米菓ギフトです。 ●【内容物】米菓３２個装（のり巻あられ×8、ざらめ・黒

豆入りおかき各6、丸サラダ・海老サラダ・海老しょうゆ各4） ●個包装 ●アレル

ギー表示：小麦・エビ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1254.jpgOC1254
ＨＯＭＥ　ＳＷ

ＡＮ

ホームスワンレスキューツー

ルライト
2,700

車、建物での緊急時用多機能ライト点灯ＬＥＤ、点滅（赤）ライト搭載ダイナモ充

電式で乾電池不要ガラス割りハンマー、シートベルトカッター付き磁石付きなので

設置に便利●【内容物】ダイナモ充電式（乾電池不要）ＬＥＤライト１灯、ガラス

割りハンマー（鋼製）、シートベルトカッター（ステンレス）、点滅（赤）ライト

品番：STR-01 ●箱：65×90×230mm

https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021114/
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掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1094.jpgOC1094
スイートバスケット焼き菓子

詰合せ（12個）
2,800

素材を風味豊かに焼き上げ、しっとりとした食感のマドレーヌ。６種の味をお楽し

みいただける詰合せです。 ●【内容物】マドレーヌ１２個（メープル×２、ミルク×

２、カフェラテ×２、アップル×２、オレンジ×２、チョコ×２ ●個包装 ●アレル

ギー表示：小麦・卵・乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1095.jpgOC1095 横浜市水道局 はまっ子どうし The Water 2,800

山梨県道志村の大室山中腹から湧き出た清流水。やわらかな口当たりが特長です。

●【内容物】５００ｍＬ×２４、採水地：山梨県南都留郡道志村、ｐＨ：７．８（２

０℃）、硬度：３０ｍｇ／Ｌ（軟水） ●個包装 ●ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ：282×418×219mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1096.jpgOC1096 AGF
プレミアムインスタントコー

ヒーギフト 25N
2,800

まずはストレートで楽しみたい「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」「マキシム(R)」と深

いコクのカフェオレが楽しめる「ブレンディ(R)」をセットにしたインスタントコー

ヒーギフトです。

 ●【内容物】「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」インスタントコーヒー ブラジル・ブレ

ンド65g、「マキシム(R)」インスタントコーヒー スペシャル・ブレンド65g、「ブ

レンディ(R)」インスタントコーヒー スペシャル・テイスト70g、「ちょっと贅沢な

珈琲店(R)」インスタントコーヒー キリマンジャロ・ブレンド65g ●箱：156×341

×69mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1097.jpgOC1097
横濱開港物語 クッキー&紅

茶
2,800

目を閉じれば、文明開化の音がする。横浜は2019年で開港160周年を迎えました。

そんな横浜の開港シンボルであるクイーン塔を中心とした個包装と、横浜開港時の

喫茶室をモチーフとした箱を使用し、郷愁を感じる、シンプルだがどこか懐かしい

味わいのクッキー、紅茶をお届けいたします。 ●【内容物】紅茶ティーバッグ８

個、クッキー１８個（セサミ・シュガー各６、キャラメル・紅茶各３） ●個包装 ●

アレルギー表示：小麦・卵・乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1256.jpgOC1256
東洋佐々木ガラ

ス

ガーデン フラワーベース

（花瓶）
2,800

お花の華やかさをエレガントに引き立てます。●【内容物】花瓶×１ ●本体：116×

116×251mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1098.jpgOC1098 榮太樓總本鋪 ピーセン（２６袋） 2,900

国内産のもち米を使い、独自の製法で風味豊かに仕上げました。小分けの袋入りな

ので、常にサクサクとした食感と香ばしさをお楽しみ頂けます。 ●【内容物】ピー

ナッツ９袋、海老うまくち９袋、黒胡椒４袋、チーズ４袋 ●個包装 ●箱：405×

286×60mm ●アレルギー表示：乳・落花生

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1099.jpgOC1099 Ｈｉｔｏｔｏｅ
ひととえ　スイーツファクト

リー（２４個）
2,900

はちみつの優しい甘さがお口に広がるはちみつマドレーヌ、フルーツがたっぷり

入ったしっとり食感のフルーツパウンドケーキ等が入ったアソートギフトです。 ●

【内容物】チョコチップクッキー×6、アマンドサブレ×4、はちみつマドレーヌ･黄

金のフィナンシェ各3、フルーツパウンドケーキ･メープルナッツケーキ･ガレットブ

ルトンヌ･ベイクドチーズケーキ各2 ●個包装 ●アレルギー表示：小麦･卵･乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1103.jpgOC1103 UCC上島珈琲
ＵＣＣインスタントコーヒー

ギフト
3,000

ＵＣＣのブレンド技術が活かされた１１４・１１７にバラエティ豊かなアイテムの

インスタントコーヒー詰め合わせ。●【内容物】ザ・ブレンド１１４スペシャル・

１１７スペシャル・ブラジル１００％・コロンビア１００％各７０ｇ×１、炭焼珈

琲・エスプレッソロースト各６５ｇ×１ ●箱：242×318×68mm
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掲載順はポイント数順です。
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\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1105.jpgOC1105 佐々木製茶
粉末緑茶・粉末ほうじ茶６

パックセット
3,000

大正10年創業の佐々木製茶が手掛ける急須いらずの粉末タイプのお茶です。 ●【内

容物】緑茶粉末50g×４個、ほうじ茶粉末50g×２個

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1261.jpgOC1261 デュラレックス
タンブラー６個セット（３１

０ｍｌ）
3,000

洗練されたシンプルであきのこないデザインととにかく丈夫な経済性はデュラレッ

クスならではのもの。ふだん使いに最適なピカルディグラスはおしゃれなカフェの

定番アイテムでもあります。 ●【内容物】タンブラー(約口径9×高さ9.4cm・

310ml)×６、材質：強化ガラス、フランス製

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1262.jpgOC1262 レターケース４段 3,000

文房具、レター収納用ボックスです。シンプルなデザインなので場所を選びませ

ん。 ●【仕様】本体：約275×340×高さ260mm、材質：ポリプロピレン・ポリス

チレン

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1104.jpgOC1104 小川珈琲
小川珈琲 有機ドリップコー

ヒーギフト18P
3,100

ハンドドリップのような感覚の簡易抽出型コーヒーです。開封したてのコーヒーの

香りをお楽しみいただけるようにコーヒーとフィルターを分けて包装しています。

●【内容物】有機珈琲マイルドブレンド６杯分、有機珈琲バードフレンドリー®ブ

レンド６杯分、有機珈琲フェアトレードブレンド６杯分

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1107.jpgOC1107 FLO FLO焼き菓子アソート 3,100

FLO（フロ プレステージュ）の店舗では、店内キッチンから生まれる、出来立て･手

作り商品のケーキ、タルト、焼き菓子、デリカ（惣菜）をフレンチ･テイストでご提

供しています。そんなFLOのギフトセットをお楽しみください。 ●【内容物】焼き

菓子１６個（タルトレット（アーモンドキャラメル×3、ナッツ･はちみつオレンジ･

アーモンドショコラ各1）、フィナンシェ（プレーン･メープル各1）、フルーツケー

キ･バニラバームクーヘン･フロランタン各1、ミルキーラング×5） ●アレルギー表

示：小麦･卵･乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1108.jpgOC1108 スターバックス
スターバックスプレミアム

ミックスギフト20
3,100

お湯を注ぐだけで、スターバックスの味わいをいつでもどこでも楽しむことができ

ます。 ●【内容物】スティック１０袋（カフェ ラテ×６袋、キャラメル ラテ×６

袋、抹茶ラテ×４袋、カフェモカ×４袋） ●個包装 ●アレルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1601.jpgOC1601

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

DUO〔デュオ〕 3,100

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●228ページ約560点掲載 ※発行会

社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲

載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1111.jpgOC1111 味の素
ギフトレシピ クノールスー

プ＆コーヒー30
3,200

「クノール(R)カップスープ」と「ブレンディ(R)カフェラトリー」の詰め合わせで

す。 ●【内容物】クノール(R)カップスープギフトレシピ(コーンポタージュ・ク

リーミーポタージュ各3p)×各2、クノール(R)カップスープギフトレシピ(オニオン

スープ・栗かぼちゃのポタージュ各3p)×各1、ブレンディ(R)カフェラトリープレミ

アム(贅沢カフェラテ・贅沢カプチーノ各4p) ●箱：395×342×50mm ●アレル

ギー表示：乳・小麦

http://www.presentage.net/dcatalog/020du/index.html


smartoffice point collection 2021 2021年2月25日更新

掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1112.jpgOC1112 ＡＧＦ
カフェラトリースティックプ

レミアムギフト
3,200

街のカフェで人気のメニューがおうちで楽しめるスティックドリンクギフトです。

●【内容物】カフェラトリースティックプレミアム２８本（贅沢カフェラテ・贅沢

カプチーノ各6、贅沢カフェモカ・贅沢キャラメルマキアート・贅沢抹茶ラテ・贅沢

ロイヤルミルクティー各4） ●個包装 ●アレルギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1113.jpgOC1113 春摘み苺アイス 3,200

甘酸っぱい苺の中に練乳入りアイスを詰め込んだ苺のアイス。苺と練乳入りアイス

が絶妙にマッチした人気の苺アイスデザートです。 ●【内容物】苺アイス１８個 ●

個包装 ●アレルギー表示：乳成分・大豆・ゼラチン

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1263.jpgOC1263 タニタ デジタルクッキングスケール 3,200

ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリーモード」と、お好きな食品１つのカ

ロリーがはかれる「マイカロリーモード」を搭載しています。本体をネットなどに

吊すことができるＳ字フックがついています。 ●【仕様】計量範囲：0 ～ 2000g、

最小表示:0.5g (0～1000g)　1g(1000～2000g)　、表示文字高:28 mm、電

源:DC3V 単4形乾電池×2本、主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用電池：単

4形乾電池(R03)×2本、カラー小冊子(タニタ生活ダイエットのコツ、主食カロリー

一覧、定食レシピ1食分)

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1264.jpgOC1264 花王
アタックＺＥＲＯワンハンド

ギフト
3,200

衣類よみがえるゼロ洗浄、汚れやニオイ、洗剤残りゼロへ。片手でかんたん計量の

ワンハンドタイプ。 ●【内容物】アタックＺＥＲＯワンハンド本体（４００ｇ）×

１、アタックＺＥＲＯ詰替（３６０ｇ）×４

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1115.jpgOC1115 AGF
インスタントコーヒーバラエ

ティギフト 30N
3,300

まずはストレートで楽しみたい「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」と深いコクのカフェオ

レが楽しめる「ブレンディ(R)」をセットにしたインスタントコーヒーギフトです。

●【内容物】ちょっと贅沢な珈琲店65g(ブラジルブレンド・モカブレンド各1瓶)・

ブレンディ70g(スペシャルテイスト・マイルドテイスト各2瓶) ●箱：256×305×

69mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1116.jpgOC1116 帝国ホテル
帝国ホテルチョコレート ｽ

ﾃｨｯｸ&ﾌﾟﾚｰﾄ 40個
3,300

【期間限定】多彩なフレーバーをお楽しみいただけるギフトです。 ●【内容物】ス

ティックマーブル４個、スティックビター４個、プレートミルク１０個、プレート

ビター１０個、プレートカフェ６個、プレートアールグレイ６個 ●個包装 ●アレル

ギー表示：乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1119.jpgOC1119 泉屋東京店
泉屋東京店　スペシャルクッ

キーズ
3,300

伝統を守りながら、香ばしく焼き上げたクッキーです。 日本ではじめてクッキーを

販売した泉屋。家庭のぬくもりが伝わる確かなおいしさを皆様にお届けするため

に、手づくりの部分を多く残した心のこもったお菓子づくりを続けています。 ●

【内容物】クッキー１０種（４４０ｇ）詰め合わせ ●個包装ではありません ●アレ

ルギー表示：小麦・卵・乳・落花生・くるみ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1265.jpgOC1265 たち吉 たち吉　花桜　冷茶碗５客揃 3,300
日本を代表する花「桜」をデザイン。年中使い勝手のよいセットです。●【内容

物】冷茶碗（容量約１７０ｍｌ）・受皿各５ ●箱：355×175×70mm



smartoffice point collection 2021 2021年2月25日更新

掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1118.jpgOC1118 ＡＧＦ
ちょっと贅沢な珈琲店ス

ティックギフト56P
3,400

香り立ち高く澄んだ味わいの「ちょっと贅沢な珈琲店」プレミアムブラックと深い

コクのブレンドタイプをセットにした、いつでも一杯ずつ淹れたての香りと味が楽

しめるスティックブラックギフトです。 ●【内容物】ちょっと贅沢な珈琲店　ス

ティックプレミアムブラック５６本（エチオピア・タンザニア・ブラジルブレン

ド・モカブレンド各2g×14） ●個包装

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1120.jpgOC1120 Ｈｉｔｏｔｏｅ ひととえ　粋撰菓（２５個） 3,400

和の伝統にモダンさを加えた粋なお菓子の詰め合わせ。撰りすぐった素材を生かし

ておいしさを追求しました。 ●【内容物】黒ごまの薄板くっきい×6、さつまいもの

がれっと×5、くるみ餡のぱい･抹茶のけｰき各4、栗のけｰき･和三蜜のかすていら各3

●個包装 ●アレルギー表示：小麦･卵･乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1121.jpgOC1121 FLO FLO焼き菓子アソート 3,400

FLO（フロ プレステージュ）の店舗では、店内キッチンから生まれる、出来立て･手

作り商品のケーキ、タルト、焼き菓子、デリカ（惣菜）をフレンチ･テイストでご提

供しています。そんなFLOのギフトセットをお楽しみください。 ●【内容物】焼き

菓子１８個（タルトレット（アーモンドキャラメル×４、ナッツ×２、はちみつオレ

ンジ･アーモンドショコラ各１）、フィナンシェ（プレーン･紅茶各１）、フルーツ

ケーキ･バニラバームクーヘン･アーモンドボールクッキー９０ｇ各１、ミルキーラ

ング×５） ●アレルギー表示：小麦･卵･乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1122.jpgOC1122 銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン 3,500

果汁を混ぜ込みしっとり仕上げた、彩も美しい２層の銀座千疋屋バウムクーヘンで

す。●【内容物】バウムクーヘン１６個（いちご＆ミルク・レモン＆はちみつ・メ

ロン＆ミルク・バナナ＆チョコ×各４） ●個包装 ●箱：260×375×50mm ●アレ

ルギー表示：卵、乳、小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1123.jpgOC1123 本髙砂屋 エコルセ　Ｅ３０ 3,500

薄く焼き上げた生地を幾重にも巻き上げ、空気のように軽い食感の楽しめる口解け

のよいお菓子です。●【内容物】エコルセ短冊１８包（３６枚）、三角１４包（４

２枚）、丸型（ミルク・ホワイト）各１０包（各２０本）、計５２包（１１８枚）

●個包装 ●箱：206×206×121mm ●アレルギー表示：小麦、卵、乳、大豆

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1267.jpgOC1267 五彩 珈琲碗皿揃 3,500

落ち着いた色合いの珈琲碗皿です。●【内容物】珈琲碗200ml、皿×各５　※商品の

性質上、色彩・柄・形状等が多少異なる場合がございます。 ●珈琲碗：口径約93×

67mm、皿：径約155×25mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1612.jpgOC1612
すいーともぐも

ぐ
すいーともぐもぐ〔モカ〕 3,500

まるで絵本を見ているような、楽しいお菓子のギフトカタログ。全国からこだわり

スイーツの数々を集めました。●約３６点掲載　※発行会社の事由により、表紙デ

ザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲載品のご確認は賞品名を

クリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1269.jpgOC1269 ツインバード
サイクロンスティック型ク

リーナー TC-5106
3,600

紙パック不要のサイクロン方式。気づいたときに手軽にお掃除できるスティック型

クリーナー。ハンドルを取り外せば、ハンディークリーナーとしても使用できま

す。 ●【仕様】サイクロン方式、吸込仕事率約20W、電源：AC100V-170W ●本

体：スティック時/約23×15.5×高さ105cm(約1.5kg)、ハンディー時/約11.5×

12.5×長さ45cm(約1.1kg)

https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021115/%22


smartoffice point collection 2021 2021年2月25日更新

掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1602.jpgOC1602

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

FORTE〔フォルテ〕 3,600

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●348ページ約1,070点掲載 ※発行

会社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※

掲載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1126.jpgOC1126 アントステラ ステラズクッキー（３６枚） 3,700

クッキー専門店からこだわりのクッキーを！素材にこだわり、カリッと焼き上げら

れたクッキーを詰め合わせました。バターの香りや甘みをお楽しみください。 ●

【内容物】チョコレートチップ・ダブルチョコナッツ・アーモンドチョコチップ・

オールドファッションシュガー・キャラメルカスタード・ミルク苺・紅茶・ヨーグ

ルト・セサミ×各４ ●個包装 ●箱：340×230×80mm ●アレルギー表示：卵、乳

成分、小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1128.jpgOC1128 八天堂
プレミアムフローズンくりー

むパン１２個
3,800

くりーむパンのおいしさを「雪どけリッチ製法」でそのままお届け。ふんわり、と

ろりの食感を５つの味でお楽しみください。●【内容物】くりーむパン１２個（カ

スタード×４、生クリーム・抹茶・小倉・チョコレート×各２） ●個包装 ●箱：

260×190×120mm ●アレルギー表示：卵、乳成分、小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1270.jpgOC1270 染付祥瑞 汲出揃 3,800
おもてなしに最適な祥瑞柄です。●【内容物】椀180ml×５　材質：磁器 有田焼

（産地：波佐見） ●椀：Φ約88×85mm（蓋含）

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1272.jpgOC1272 ライオン
トップスーパーナノックスギ

フトセット
3,900

食べこぼし汚れ洗浄力ＵＰの為の酵素を新配合、また、汚れブロック効果を持つ成

分を市場最大濃度配合。残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトル。塗布し

やすいべろ口キャップを採用！ ●【内容物】トップスーパーナノックス４００ｇ×

１、詰替用３５０ｇ×７、チャーミーマジカ酵素プラス（フレッシュピンクベリー・

フルーティオレンジ）各２２０ｍｌ×各１

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1130.jpgOC1130 八天堂
八天堂くりーむアイス（１０

個）
4,000

『くりーむパン』の八天堂こだわりのカスタードクリームを使った口どけのよいア

イスクリーム。定番のカスタード・抹茶と甘酸っぱいストロベリーの３フレーバー

をお届けします。 ●【内容物】カスタード78ml×4、ストロベリー78ml・抹茶

78ml各3 ●アレルギー表示：小麦・卵・乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1274.jpgOC1274 カシオ 生活環境お知らせ電波時計 4,000

５つのアイコンで、環境情報をお知らせ。〔快適・風邪引き注意・カビ／ダニ注

意・熱中症注意・乾燥肌注意〕を表示します。●【仕様】電波受信ＯＫマーク表

示、電波受信インジケーター、電子音アラーム（テンポアップ５段階）、スヌーズ

機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、月・日・曜日表示、

フルオートカレンダー、ＬＥＤライト（残照機能付き）、単３乾電池２本付（モニ

ター電池） ●箱：129×83×104mm ●品番：DQL-210J-7JF

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1615.jpgOC1615

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

GALOP〔ギャロップ〕 4,100

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●396ページ約1,430点掲載 ※発行

会社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※

掲載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

http://www.presentage.net/dcatalog/025fo/index.html
https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021172/


smartoffice point collection 2021 2021年2月25日更新

掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1132.jpgOC1132
銀座京橋 ﾚ ﾛ

ｼﾞｪ ｴｷﾞｭｽｷﾛｰﾙ

プレミアムアイスセット（９

個）
4,400

一つ一つ手作業でトッピングした９種類のバラエティ豊かな彩りと味を楽しめる人

気のアイスギフトです。フランス最優秀職人国家認定「Ｍ．Ｏ．Ｆ．」2007年受賞

の女性天才シェフ、アンドレ・ロジェ監修。●【内容物】アイス９個（マンゴーパ

フェ・ストロベリー・バニラ＆ストロベリー・チョコオレンジ・洋梨パフェ各１０

５ｍｌ×各１、チョコ＆ミックスフルーツ・チョコ＆ミックスナッツ・バニラ＆ミッ

クスベリー・バニラ＆トロピカルフルーツ各５０ｍｌ×各１） ●個包装 ●箱：280

×200×250mm ●アレルギー表示：卵、乳、小麦

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1613.jpgOC1613
すいーともぐも

ぐ

すいーともぐもぐ〔エスプ

レッソ〕
4,500

まるで絵本を見ているような、楽しいお菓子のギフトカタログ。全国からこだわり

スイーツの数々を集めました。●約３１点掲載　※発行会社の事由により、表紙デ

ザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲載品のご確認は賞品名を

クリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1603.jpgOC1603

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

JAZZ〔ジャズ〕 4,600

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●340ページ約960点掲載 ※発行会

社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲

載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1278.jpgOC1278 タニタ
デジタル温湿度計ＴＴ５３８

ＷＨ
4,700

温度・湿度の快適レベルを５段階でお知らせし、さらに過去の最高・最低温湿度も

表示できます。アラーム機能・スヌーズ機能もついた、置き掛け両用タイプのデジ

タル温湿度計です。●【仕様】温度表示範囲－５℃～４５℃、湿度表示範囲２０％

～９５％、最小表示：温度０．１℃・湿度１％、単４乾電池２本付（モニター電

池） ●本体：182×148×25mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1276.jpgOC1276 ツインバード
コードレスハンディクリー

ナーサットリップ
4,800

かんたんお手軽な充電式コードレス。ちょっとしたお掃除に便利です。 ●【仕様】

ダストケース式（フィルター集塵式）、集塵容量約０．２５Ｌ、充電時間約１０時

間、連続使用時間約８分間 ●本体サイズ：約１０５×１０５×３３５ｍｍ、約５７０

ｇ 付属品：すき間ノズル、ＡＣアダプター 品番：HC-5203R

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1135.jpgOC1135
十勝ブラウンスイスフロマー

ジュセット
4,900

北海道十勝橋本牧場のブラウンスイス牛の生乳を使用し、濃厚かつ口どけのよい

チーズケーキに仕上げました。ブラウンスイス牛の濃厚なミルク感をしっかりと味

わえるベイクドチーズケーキ部分の上には、やわらかで優しいミルクの甘味を感じ

られるレアチーズケーキ。 ●【内容物】ブラウンスイスフロマージュ１台（約１４

ｃｍ）、ブラウンスイスショコラフロマージュ１台（約１４ｃｍ） ●アレルギー表

示：小麦・卵・乳

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1616.jpgOC1616

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

QUARTET〔カルテット〕 5,100

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●396ページ約1,350点掲載 ※発行

会社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※

掲載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1282.jpgOC1282 象印 象印電気ハンドポット１Ｌ 5,500

広口容器でお手入れカンタン、やけどしにくい本体設計。湯わかし時に沸騰はしま

せん。 ●【仕様】給湯ロック・空だき防止・転倒湯もれ防止、材質：本体/塗装鋼

板、内容器/ステンレス、電源：AC100V-430W（湯沸かし時　●本体：150×215×

245mm、重量1kg　●品番：CH-CE10

https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021116/
https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021116/
http://www.presentage.net/dcatalog/035ja/index.html
https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021174/%22


smartoffice point collection 2021 2021年2月25日更新

掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1614.jpgOC1614
すいーともぐも

ぐ

すいーともぐもぐ〔カプチー

ノ〕
5,500

まるで絵本を見ているような、楽しいお菓子のギフトカタログ。全国からこだわり

スイーツの数々を集めました。●【２点選べます】約３５点から１点、約３６点か

ら１点　※発行会社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合が

ございます。※掲載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリ

ンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1284.jpgOC1284 Russell Hobbs
ラッセルホブスコーヒーメー

カー（５杯）
6,000

2～5杯分まで抽出可能なコーヒーメーカー。付属のパーマネントフィルターは経済

的です（ペーパーフィルター対応可）。タイマー機能付なので飲みたい時間にセッ

トしておけます。 ●【仕様】パーマネントフィルター付･パーマネントフィルター･

ペーパーフィルター式、予約･保温･オートオフ機能付き、材質：本体/ポリプロピレ

ン･ステンレス　容器/ガラス、電源：AC100V-700W ●本体：約幅155×奥200×高

さ270mm･750ml ●品番：7620JP

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1604.jpgOC1604

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

VIOLA〔ビオラ〕 6,000

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●396ページ約1,360点掲載 ※発行

会社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※

掲載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1605.jpgOC1605

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

SYMPHONY〔シンフォ

ニー〕
9,000

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●300ページ約680点掲載 ※発行会

社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲

載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1606.jpgOC1606

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

NOCTURNE〔ノクターン〕 12,000

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●300ページ約680点掲載　※発行会

社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲

載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1290.jpgOC1290 三菱 食器乾燥機 13,000

約６人分の食器が入る大きめタイプ。水を捨てる手間がいらない排水ホース付きで

す。※食器洗浄機能はありません。 ●【仕様】食器容量約６人分、排水ホース付き

●本体サイズ：約４８８×４２６×３５４ｍｍ

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1291.jpgOC1291 カシオ 電波掛時計 13,500

始業・終業・休憩などチャイムでお知らせ。１日最大２４回までお好みの時刻が設

定でき、オフィスでの時刻管理に活躍します。●【仕様】プログラム時報付（１日

最大２４回、ウエストミンスターチャイムかホイッテイングチャイムの２種類から

選択可能、報音時間：３０秒、音量調整ダイヤル付）、月・日・曜日表示、単２乾

電池２本付（モニター電池）、保証：１年 ●本体：約φ380×58mm

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1607.jpgOC1607

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

POLONAISE〔ポロネーズ〕 16,000

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●284ページ約1,180点掲載 ※発行

会社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※

掲載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021117/
https://note.concent.co.jp/ecatalog/doc/1021117/
http://www.presentage.net/dcatalog/050vi/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/080sy/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/080sy/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/100no/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/150pol/index.html


smartoffice point collection 2021 2021年2月25日更新

掲載順はポイント数順です。

2021年カタログp1197掲載の「カルビーバラエティセット」は受付停止中となっております。

賞品画像 賞品番号 メーカー・ブランド 賞品名 ポイント 説明

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1293.jpgOC1293 ツインバード
ミラーガラスフラット電子レ

ンジ
19,000

スタイリッシュなミラーガラスデザイン。庫内を広々使え、お手入れも簡単なフ

ラットタイプ。【仕様】機能:あたため(600W・500W)・煮込み・解凍・タイマー

15分(煮込みのみ30分)、材質：冷間圧延鋼板・ABS樹脂・強化ガラス(ミラー仕

様)、電源:AC100V-900/1200W(50/60Hz) ●本体約：幅460×奥350×高さ

275mm ●品番：DR-D269B

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1608.jpgOC1608

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

ENSEMBLE〔アンサンブ

ル〕
21,000

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●284ページ約740点掲載 ※発行会

社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲

載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1609.jpgOC1609

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

CANTATA〔カンタータ〕 31,000

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●244ページ約550点掲載 ※発行会

社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲

載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC1610.jpgOC1610

Presentage

（プレゼンテー

ジ）

ORCHESTER〔オルケス

ター〕
51,000

多彩なブランド品や、グルメ、体験型など豊富な掲載点数と、見やすくて選びやす

いデザインが魅力の総合ギフトカタログです。●244ページ約610点掲載 ※発行会

社の事由により、表紙デザインや掲載商品の一部が変わる場合がございます。※掲

載品のご確認は賞品名をクリックしてください。他社サイトにリンクします。

\\Jdrive\オフィスサプライ事業部\Intern@l\■OS企画部\02_個人別\■小林\2021ポイント\賞品画像\200\OC0091.jpg

http://www.presentage.net/dcatalog/200ens/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/200ens/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/300can/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/500orc/index.html
http://www.presentage.net/dcatalog/500orc/index.html

