
GET!!

見本

ご希望の商品に□を入れてください。 抗菌酸素水銀
未
来

●キャンペーン期間中、お買い上げ1,000円（税込）ごとにシールを1枚差し上げます。
●シールを集めていただくと、お好きな商品を特別価格にてご購入いただけます。
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※商品のご購入はサービスカウンター又はレジにてお受けしております。
※商品は充分にご用意しておりますが、品切れとなる場合もございます。お早めに交換してください。
※商品によってはお渡しにお時間をいただく場合がござます。
※印刷の特性上、実際の商品と多少色調が異なる場合がございます。展示品をご確認ください。

2017年 3月6日（月）～5月28日（日）
2017年 3月6日（月）～5月31日（水）

シール配布期間

商品交換期間

シールを集めて商品をお得に手に入れよう！

2017年 

3月6日（月）～5月28日（日）
2017年 

3月6日（月）～5月31日（水）

シール
配布期間

商品
交換期間

ご希望交換商品
□ ①銀抗菌ボトル 広口 ブラック 500ml

□ ②銀抗菌ボトル 広口 レッド 500ml

□ ③銀抗菌ボトル ワンタッチ ブラック 500ml

□ ④銀抗菌ボトル ワンタッチ ゴールド 500ml

□ ⑤銀抗菌ボトル ワンタッチ レッド 500ml

□ ⑥銀抗菌ボトル ワンプッシュ ブラック 500ml

□ ⑦銀抗菌ボトル ワンプッシュ レッド 500ml

□ ⑧ダイアチタン3D 包丁 190mm

□ ⑨ダイアチタン3D 包丁 160mm

□ ⑩銀チタン３D 万能包丁 160ｍｍ

□ ⑪銀チタン三徳包丁 180ｍｍ

□ ⑫銀チタン３D小型包丁 130ｍｍ サヤ付き

□ ⑬黒セラミックケブラはさみS 黒ハンドル

□ ⑭ダイアモンドシャープナー（研ぎ台付）

シール10枚+本体価格2,700円（税込価格2,916円）

シール10枚+本体価格2,700円（税込価格2,916円）

シール10枚+本体価格3,000円（税込価格3,240円）

シール10枚+本体価格3,000円（税込価格3,240円）

シール10枚+本体価格3,000円（税込価格3,240円）

シール10枚+本体価格3,000円（税込価格3,240円）

シール10枚+本体価格3,000円（参税込価格3,240円）

シール20枚+本体価格4,000円（税込価格4,320円）

シール20枚+本体価格3,700円（税込価格3,996円）

シール10枚+本体価格2,000円（税込価格2,160円）

シール15枚+本体価格2,800円（税込価格3,024円）

シール10枚+本体価格1,800円（税込価格1,944円）

シール15枚+本体価格2,500円（税込価格2,700円）

シール5枚+本体価格800円（税込価格864円）

毎日あなたが　　　造れる

抗菌酸素水製造機能ボトル
保温・保冷の真空ボトルとしてご使用頂けます。

口内抗菌！ 腸内抗菌！ 皮膚抗菌！
飲み水で
6時間後

日本国産技術

現金販売価格より

50%
 OFF

最
大

シールを集めて

嫌気性有害菌類を抗菌！
日本食品分析センター試験結果！

見本



③ブラック ④ゴールド ⑤レッド

特別
価格

本体価格

+ 3,000円 税込価格

3,240円
シール

10枚
【材質】本体：18-8ステンレス／内びん：銀未来焼結被膜 
18-8ステンレス／口部：18-8ステンレス／中栓：ポリプロピレ
ン／キャップ：ポリプロピレン／パッキン：シリコン　【サイズ】
約67mm×67mm×245mm　【重量】310g　《本体：中国製
／内びん 銀焼結被膜：日本加工》

現金販売価格 本体価格5,000円 ［税込価格5,400円］

③銀抗菌ボトル ワンタッチ ブラック 500ml（満水時）
④銀抗菌ボトル ワンタッチ ゴールド 500ml（満水時）
⑤銀抗菌ボトル ワンタッチ レッド 500ml（満水時）

ワン
タッチ形

【使用上の注意（ボトル）】
※内筒内面を洗う時は、柔らかいスポ
ンジをご使用ください。金属タワシな
ど硬いものは、使用しないでくださ
い。内壁銀膜を傷つけます。　※火の
側やストーブなどの近くには置かない
でください。　※キャップ、中栓は確実
に閉めてご使用ください。　※飲料物
は中栓下端より少なめに入れてくださ
い。　※乳幼児のいたずらに注意して
ください。　※丸洗いはしないでくだ
さい。　※食器洗浄機や食器乾燥機
には使用しないでください。　※ドラ
イアイス又は、炭酸飲料は入れない
でください。

抗菌

結合、

銀抗菌力の不思議さ

口臭サヨナラボトル

口内抗菌！ 腸内抗菌！ 皮膚抗菌！

歯周病菌口臭因菌や、 虫歯菌、 大腸菌O-157、 肺炎桿菌等

※効果・効能については個人差があります。

嫌気性有害菌類を抗菌！ 日本食品分析センター試験結果！

日本国産技術
35カ国 特許出願中

効果アンケート記載 機能性食品容器 抗菌酸素水製造機能ボトル Antibacterial ・02 Free Radical

銀未来 
抗菌酸素水製造機能ボトル
保温・保冷の真空ボトルとしてご使用頂けます。

口内衛生！

【材質】ダイヤモンド粒径・＃1200、ABS樹脂　【サイ
ズ】160mm×18mm×10mm　【重量】約18g　《日
本製》

①銀抗菌ボトル 広口 ブラック 500ml（満水時）

①ブラック

②銀抗菌ボトル 広口 レッド 500ml（満水時）

②レッド ⑥ブラック ⑦レッド

⑩銀チタン３D 万能包丁 160ｍｍ

【材質】本体：18-8ステンレス／内びん：銀未来焼結被膜 
18-8ステンレス／口部：18-8ステンレス／中栓：ポリプロピレ
ン／キャップ：ポリプロピレン／パッキン：シリコン　【サイズ】
約73mm×73mm×205mm　【重量】300g　《本体：中国製
／内びん 銀焼結被膜：日本加工》

現金販売価格 本体価格4,500円 ［税込価格4,860円］

特別
価格

本体価格

+ 2,700円 税込価格

2,916円
シール

10枚

特別
価格

本体価格

+ 2,800円 税込価格

3,024円
シール

15枚
現金販売価格 本体価格5,600円 ［税込価格6,048円］

特別
価格

本体価格

+ 800円 税込価格

864円
シール

5枚
現金販売価格 本体価格1,600円 ［税込価格1,728円］

現金販売価格 本体価格5,000円 ［税込価格5,400円］

特別
価格

本体価格

+ 3,000円 税込価格

3,240円
シール

10枚
【材質】本体：18-8ステンレス／内びん：銀未来焼結被膜 
18-8ステンレス／口部：18-8ステンレス／中栓：ポリプロピレ
ン／キャップ：ポリプロピレン／パッキン：シリコン　【サイズ】
約67mm×67mm×245mm　【重量】330g　《本体：中国製
／内びん 銀焼結被膜：日本加工》

特別
価格

本体価格

+ 2,000円 税込価格

2,160円
シール

10枚
現金販売価格 本体価格4,000円 ［税込価格5,292円］

⑪銀チタン三徳包丁 180ｍｍ

⑬黒セラミックケブラはさみS 黒ハンドル ⑭ダイアモンドシャープナー（研ぎ台付）

⑥銀抗菌ボトル ワンプッシュ ブラック 500ml（満水時）
⑦銀抗菌ボトル ワンプッシュ レッド 500ml（満水時）

ワン
プッシュ形広口形

※写真はイメージです。

【材質】刃身：銀含有チタン合金／ハンドル：抗菌耐熱ポリプロピレン
樹脂　【刃形状】両刃　【サイズ】刃渡り：約160mm　【重量】約
70g　《日本製》

⑫銀チタン３D小型包丁 130ｍｍ サヤ付き
特別
価格

本体価格

+ 1,800円 税込価格

1,944円
シール

10枚
現金販売価格 本体価格3,600円 ［税込価格3,888円］
【材質】刃身：銀含有チタン合金／ハンドル：抗菌耐熱ポリプロ
ピレン樹脂　【刃形状】両刃　【サイズ】刃渡り：約120mm　
【重量】約40g　《日本製》

【材質】刃身：銀含有チタン合金／ハンドル：抗菌耐熱ポリプロピレン
樹脂　【刃形状】両刃　【サイズ】刃渡り：約180mm　【重量】約
77g　《日本製》

【材質】刃：銀含有ジルコニアセラミック／ハンドル：抗菌エラスト
マー【サイズ】本体：185mm×75mm×10mm　【重量】約70g
《日本製》
※魚骨、カニ殻など硬いものには使用しないでください。

⑧ダイアチタン3D 包丁 190mm
特別
価格

本体価格

+ 3,700円 税込価格

3,996円
シール

20枚
現金販売価格 本体価格7,400円 ［税込価格7,992円］

特別
価格

本体価格

+ 4,000円 税込価格

4,320円
シール

20枚
現金販売価格 本体価格8,000円 ［税込価格8,640円］

⑨ダイアチタン3D 包丁 160mm

【材質】刃身：ダイアモンド・銀・セラミック含有ハイブリッドチタン
／ハンドル：抗菌耐熱ポリプロピレン樹脂　【刃形状】3D波刃、両
刃　【サイズ】刃渡り：約190mm　【重量】約93g　《日本製》

【材質】刃身：ダイアモンド・銀・セラミック含有ハイブリッドチタン
／ハンドル：抗菌耐熱ポリプロピレン樹脂　【刃形状】3D波刃、両
刃　【サイズ】刃渡り：約160mm　【重量】約78g　《日本製》

特別
価格

本体価格

+ 2,500円 税込価格

2,700円
シール

15枚
現金販売価格 本体価格5,000円 ［税込価格5,400円］




