
Amazon Holiday 2018
この冬、欲しいが、見つかる



贈る相手の年齢や性別のほか、趣味・興味によって探すことができる特集ページ
「クリスマスギフト」をオープンしています。

Amazon でギフトとしてよく購入されている商品のほか、お勧めのカテゴリーや
ツリー、グルメ、ラッピンググッズなど、クリスマス前に揃えておきたい約 6,000
種類の商品を取り揃えています。

既に贈り物を決めているお客様はもちろん、相手にもっと喜ばれるものを探したいと
まだ迷っているお客様のご要望に応えるため、Amazon の幅広い商品ラインアップ
から、贈る相手の年齢や性別のほか、「クッキング」「スポーツ」「音楽」「読書」
などの趣味や興味別で、贈り物のアイデアを提供し、相手の方により合った商品を
ご購入いただけます。

Amazon Holiday 2018
この冬、欲しいが、見つかる

Amazon は、「この冬、欲しいが、見つかる」をテーマに、
クリスマスのお買い物や年末年始の準備を便利にし、ホリデーシーズンがより楽しくなる

プロモーション「Amazon Holiday 2018」を実施。
お客様がホリデーシーズンをお楽しみいただくための

さまざまなイベントやプロモーションの一部をご紹介します。

http://www.amazon.co.jp/christmas

特集ページ

「クリスマスギフト」

魅力的な商品をお得な価格で多数ご提供する、Amazon 今年最後のビッグセール
『サイバーマンデー』を12 月 7 日（金）18 時から12 月 11日（火）1時 59 分まで、
開催する予定です。
Amazon のカスタマーレビューの星 4 つ以上の商品を中心に、特に人気の商品を
在庫豊富に取り揃えたタイムセール「特選タイムセール」や、一部の時間をのぞき、
最大8時間販売し、5分ごとにセール商品が続々登場する「数量限定タイムセール」、
さらに新商品や、先行発売商品、数量限定商品を販売する「サイバーマンデー記念
発売 - 先行発売・限定商品 - 」など、今年のサイバーマンデーでは、単なるセール
を超える商品や体験をご提供します。

年末のビッグセール 

「サイバーマンデー」
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掲載商品の詳細や販売価格はwww.amazon.co.jpにてご確認ください。
なお、PDF 版をご覧の場合は、各掲載商品の URLをクリックしていただくと、

ブラウザ上で商品詳細ページが開きます。（2018年11月16日現在）
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Living Room

アイリスオーヤマ

pidan 猫トイレ 本体 スコップ付き
ドームタイプ 大きい 雪屋 消臭抗菌
散らかりにくい 7kgまでの猫用 

www.amazon.co.jp/dp/B074DYBCWN

pidan

Fire TV Stick 4K 

www.amazon.co.jp/dp/B079QRQTCR

Amazon

Fire HD8　タブレット 

www.amazon.co.jp/dp/B01J94TYJK

Amazon

Kindle Paperwhite 

www.amazon.co.jp/dp/B07HCSL6BN

Amazon

Echo Show 

www.amazon.co.jp/dp/B07934NYFN

Amazon

【カリモク正規品】 カリモク60 Kチェア
1シーター スタンダードブラック 
W36170BWK ソファー karimoku  

www.amazon.co.jp/dp/B07CJ7HXB3

カリモク

Echo Spot 

www.amazon.co.jp/dp/B074BJRPT9

Amazon

アイリスオーヤマ ペットベッド ムートン
ブーツ ベージュ 

www.amazon.co.jp/dp/B07GLKV28R
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猫壱 食器トレー ダブル

www.amazon.co.jp/dp/B071KDKGMX

猫壱

猫壱 脚付ウォーターボウル 猫柄

www.amazon.co.jp/dp/B00KFAJV78

猫壱 脚付フードボウル 猫柄 レギュラー

www.amazon.co.jp/dp/B00KFAJV6E

ひざねこ ぬいぐるみ グレー Sサイズ 

www.amazon.co.jp/dp/B01L6M6RFM

サンレモン

山崎実業 タブレットスタンド リン ナチュラル 7327

www.amazon.co.jp/dp/B00A3MW08K

山崎実業

【カリモク正規品】 カリモク60 リビングテーブル小
ウォールナット T36300RWK 

www.amazon.co.jp/dp/B07D952KP7

【カリモク正規品】 カリモク60 オットマン スタンダード
ブラック X36206BDK karimoku 

www.amazon.co.jp/dp/B07D9217D3

【カリモク正規品】 カリモク60 Kチェア 2シーター
スタンダードブラック W36173BWK ソファー
karimoku  

www.amazon.co.jp/dp/B07CWPRDLB

カリモク

ぬいぐるみ 動物 リアル HANSA ハンサ 
ボーダーコリー 118 サンタハット付 BHS4564  

www.amazon.co.jp/dp/B07K1PPP5B

株式会社かなる

【Amazon.co.jp限定】 LPジャケット仕様
2001年 宇宙の旅 劇場公開50周年記念企画
（WARNER LARGE JACKET COLLECTION）
[Blu-ray] 

www.amazon.co.jp/dp/B07G1J61JP

オーシャンズ11 特別版 [WB COLLECTION]
[AmazonDVDコレクション] [DVD] 

www.amazon.co.jp/dp/B07B2XQ7ZK

マイ・インターン [WB COLLECTION]
[AmazonDVDコレクション] [DVD]

www.amazon.co.jp/dp/B078HGD4MD

【Amazon.co.jp限定】 LPジャケット仕様
燃えよドラゴン 劇場公開45周年記念企画
（WARNER LARGE JACKET COLLECTION）
[Blu-ray] 

www.amazon.co.jp/dp/B07D8VR47X

【Amazon.co.jp限定】 LPジャケット仕様
ロード・オブ・ザ・リング
（WARNER LARGE JACKET COLLECTION）
[Blu-ray] 

www.amazon.co.jp/dp/B07D951PWC

Warner Bros.

PlayStation VR PlayStation
Camera 同梱版 

www.amazon.co.jp/dp/B0763NN9T2

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

PlayStation 4 Pro ジェット・ブラック
1TB（CUH-7200BB01） 

www.amazon.co.jp/dp/B07HHZTD8C

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

Nintendo Switch 本体
（ニンテンドースイッチ）【Joy-Con
（L）ネオンブルー /（R）ネオンレッド】 

www.amazon.co.jp/dp/B01NCXFWIZ

任天堂

FIFA 19 -PS4 

www.amazon.co.jp/dp/B07DM8GBTW

エレクトロニック・アーツ

グランツーリスモ SPORT -PS4
www.amazon.co.jp/dp/B01GHLDNSQ

ソニー・インタラクティブ
エンタテインメント

Living Room
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Joseph Joseph
ネストユテンシルプラス

マルチカラー
【キッチンツール

5点セット+スタンド】
101249 

www.amazon.co.jp/dp/B00R86CV7E

【家庭用サイズ】 原木生ハム約4キロ・台・
ナイフ付きセット
「18ヶ月熟成！パレタセラーナ・グランレセルバ」 

www.amazon.co.jp/dp/B076H3416P

RINCON DE ZAFRA 

【ライチ、洋ナシ、ヘーゼルナッツのような
風味】メアリーステュアート キュヴェ ド 
ラ レイヌ ブリュット ギフトボックス入り 
750ml [フランス/シャンパン/辛口
/Winery Direct]  

www.amazon.co.jp/dp/B06XKRQ5DC

winery direct （Amazon直輸入ワイン）

ルタオ（LeTAO）ペールノエル
4号12cm（2～4名） 

www.amazon.co.jp/dp/B07HQ7QZSB

LeTao

Joseph Joseph

【Amazon.co.jp限定】
[ヱビスの最高峰] ヱビスマイスター 

ザ・ロイヤルリーフ スペシャルボトル 750ml 

www.amazon.co.jp/dp/B07H2DP2W1

ヱビス（サッポロ）

占冠村産メープルシロップ
トペニワッカ ギフトBOX入り 

www.amazon.co.jp/dp/B07K6CB62N

トペニワッカ

【正規品】 BODUM ボダム TITLIS
ティトリス ダブルウォールグラス
450ml 10483-10J  

www.amazon.co.jp/dp/B000JR3BYQ

Bodum（ボダム）

【WEB限定、クリスマスツリー付】 
ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム3種
クリスマスギフトセット 305ml×8本 

www.amazon.co.jp/dp/B07JLBBWG6

サントリー

【Amazon Alexa認定取得製品】 
TP-Link WiFi スマートプラグ
遠隔操作 直差しコンセント
Echo シリーズ 音声コントロール
コンパクト ハブ不要 3年保証 HS105  

www.amazon.co.jp/dp/B078HSBNMT

TP-LINK

ルクルーゼ ココット ジャポネーズ
ホーロー鍋 IH対応 24cm チェリーレッド
25052-24-06 

www.amazon.co.jp/dp/B000VGP2VU

ルクルーゼ（Le Creuset）

シャープ スチームオーブン ヘルシオ 30L 
2段調理 無線LAN対応 ホワイト 

AX-XW400-W  

www.amazon.co.jp/dp/B0741ZG94T

シャープ（SHARP）

イタリア二大銘酒「バローロ」「バルバレスコ」が
入った濃厚からフレッシュな果実味まで楽しめる
イタリアワイン飲み比べセット 

www.amazon.co.jp/dp/B071F2M1Q6

winery direct （Amazon直輸入ワイン）

Home Party & Kitchen
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[冷蔵] 平田牧場 三元豚生ハム
スライス 50g  

www.amazon.co.jp/dp/B01MXNX9I8?ppw=fresh

Home Party & Kitchen

[冷凍] 国産牛ももローストビーフ 200g  

www.amazon.co.jp/dp/B07FY8LQY9?ppw=fresh

[冷凍] 殻付ボイルムール貝
（ガーリックバター味）454g   

www.amazon.co.jp/dp/B01N9HUQIR?ppw=fresh

[冷凍] サーモレットスライス J・S 250g  

www.amazon.co.jp/dp/B0739JF8JN?ppw=fresh

[冷蔵] RF1のシャルキュトリーセット
2-3人前  

www.amazon.co.jp/dp/B07KCQC659?ppw=fresh

FOOD&DRINK PROPS

[冷蔵] プリマハム 骨付スモークチキン 

www.amazon.co.jp/dp/B0174NF51E?ppw=fresh

[冷蔵] ジョンソンヴィルオリジナルスモーク 

www.amazon.co.jp/dp/B01MUY0BKU?ppw=fresh

[冷蔵] ジョンソンヴィル グリラー オリジナル 

www.amazon.co.jp/dp/B07BBWNVPF?ppw=fresh

Amazonフレッシュでの取り扱い商品

青森県産 サン・グリーンズ 王林
糖度13度保証 りんご 2L 2個

www.amazon.co.jp/dp/B06XW4DSMB?ppw=fresh

青森県産 サン・グリーンズ サンフジ
糖度13度保証 りんご 2L 2個

www.amazon.co.jp/dp/B06XWMFHWW?ppw=fresh

国内産 Tokyo Organic 有機パプリカ 赤1個

www.amazon.co.jp/dp/B07G8TTXLW?ppw=fresh

国内産 Tokyo Organic 有機パプリカ 黄1個

www.amazon.co.jp/dp/B07G94GCRQ?ppw=fresh

高知県産 サン・グリーンズ 奏トマト 1パック 300g

www.amazon.co.jp/dp/B01J2W72OI?ppw=fresh

国内産 Tokyo Organic 有機にんじん
1パック 300g

www.amazon.co.jp/dp/B072BBRYBN?ppw=fresh

国内産 Tokyo Organic 有機ベビーリーフ
1パック 60g

www.amazon.co.jp/dp/B01N6RH04B?ppw=fresh

国内産 ズッキーニ 1本

www.amazon.co.jp/dp/B01J6Y5NY8?ppw=fresh

プレスタ レッドストッキング

プレスタ グリーンストッキング

プレスタ クリスマスオーナメント アールグレイトリュフ

プレスタ クリスマスオーナメント ロンドンジントリュフ

ショートブレッドハウス オブエディンバラ

ショートブレッドハウス オブエディンバラ
クリスマスショートブレッド パーティー缶

ルコント　シュトーレン

本高砂屋 クリスマス・エコリーナ（ミルク）

本高砂屋 クリスマス・エコリーナ（ビター）

本高砂屋 クリスマス・エコリーナ（ストロベリー）

輸入 ファーマインド アボカド 1個 

www.amazon.co.jp/dp/B077XTV8QK?ppw=fresh

Echo Show

www.amazon.co.jp/dp/B07934NYFN

Echo Plus

www.amazon.co.jp/dp/B0794RJSSY

Amazon

ヒロ・コーポレーション 電気ケトル ガラス 1.2L
二重構造 LED VERRE（ヴェール） HE-DWK001
ホワイト

www.amazon.co.jp/dp/B06WLHG61V

ヒロ・コーポレーション

Joseph Joseph マルチガラスボード シルバー ラージ

www.amazon.co.jp/dp/B078SZRT1F

Joseph Joseph ボウルセット ネスト9プラス オパール

www.amazon.co.jp/dp/B01J2NIP5W

Joseph Joseph

【オンライン限定】 ティファール フライパン 鍋
9点セット ガス火専用 「インジニオ・ネオ マロン セット9」 
チタン プレミア 5層コーティング L63591
取っ手の取れる T-fal

www.amazon.co.jp/dp/B077M89FDS

T-fal（ティファール）

ルクルーゼ オブロング プレート 長皿 ホワイト

www.amazon.co.jp/dp/B07G8RLPM9

ルクルーゼ

[冷凍] RF1 黒毛和牛の赤ワイン煮込み
ポテトと3種きのこのソテー添え 1人前

www.amazon.co.jp/dp/B07KCLD556?ppw=fresh

[冷凍] RF1 牛タンの赤ワイン煮込み
根セロリ入りポテトピューレ添え 1人前

www.amazon.co.jp/dp/B07KCQ653T?ppw=fresh

[冷凍] RF1 平目・海老・帆立のヴァンブランソース
サフランライス添え 1人前

www.amazon.co.jp/dp/B07KCQTH3Y?ppw=fresh

ラ・ベットラ・ダ・オチアイプロデュース
ティラミスロール  

12月から販売開始予定

Prime Now 提携店 日本橋三越本店の商品
（12月以降、Prime Nowで販売開始予定 ）

ボルドー・シャトーワイン 飲み比べ
お値打ち赤ワイン５本セット 

www.amazon.co.jp/dp/B071S1379Y

【ストロベリーを彷彿させるアロマ】華やかでチャーミング
なロゼ・シャンパン メアリーステュアート キュヴェ ド ラ 
レイヌ ロゼ ブリュット ギフトボックス入り 750m
[フランス/シャンパン/ロゼ/辛口/Winery Direct] 

www.amazon.co.jp/dp/B06XKN3F1K

【ぶどうのコク、ストロベリーのようなニュアンス】
メアリーステュアート パッション デュヌ レイヌ
ギフトボックス入り 750ml
[フランス/シャンパン/辛口/Winery Direct] 

www.amazon.co.jp/dp/B06XKGVFJQ

winery direct （Amazon直輸入ワイン）
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Bed Room

（フレッドペリー） FRED PERRY
ジャケット LAUREL WREATH TAPE 
TRACK JKT 

www.amazon.co.jp/dp/B00RT9S7TG

FRED PERRY

[スナイデル] ファーライクベルティッド
ニットワンピース SWNO184046

レディース 

www.amazon.co.jp/dp/B07DDJN85C

SNIDEL

[ペリーコ] パンプス ANDREA 

www.amazon.co.jp/dp/B07F7YD6JT

PELLICO

[ポーター] PORTER
【Amazon.co.jp限定】 ビジネスバッグ 
3WAY 【B4対応】 

www.amazon.co.jp/dp/B00D1J3K3Q

PORTER

[トフアンドロードストーン]
レヴューリザード TL-4303

www.amazon.co.jp/dp/B00RJP22I2

TOFF&LOADSTONE

[コンバース] スニーカー オールスター
ドリップパッチ HI 

www.amazon.co.jp/dp/B07GZFBKWB

CONVERSE
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www.amazon.co.jp/dp/B07JBY9NCR

【Amazon.co.jp限定】
ソフィーナｉP
ベースケアエッセンス
土台美容液 恋デザイン 90g リース付

www.amazon.co.jp/dp/B07JXFC8QX

ソフィーナ

MYZOO
宇宙船アルファ-ライトブラウン
猫ベッド 寝床 猫用 

www.amazon.co.jp/dp/B0757KGK8S

MYZOO
Echo Spot

www.amazon.co.jp/dp/B01J6A7CT6

Amazon

スノービューティー ホワイトニング フェー
スパウダー 2018 25g

www.amazon.co.jp/dp/B07B4R7BLB

SNOW BEAUTY

（AX アルマーニ エクスチェンジ） 
AX ARMANI EXCHANGE ロゴスウェット 

www.amazon.co.jp/dp/B078GNWQK7

AX ARMANI EXCHANGE

[ハルヤマ イージーセレクトスーツ] 選べる96サイズ
メンズスーツ 【ブラック 無地】 18-001 

www.amazon.co.jp/dp/B07FDWVHKD

HARUYAMA EASY SELECT SUIT

[ラコステ] 軽量テクスチャライズドコットン
ボンバージャケット メンズ

www.amazon.co.jp/dp/B079TRF8JF

Lacoste

[タトラス] BELBO MTA19A4562 メンズ

www.amazon.co.jp/dp/B077Q9MNFK

TATRAS

[スナイデル] チュールエンブロイダリーロングスカート 
SWFS184146 レディース

www.amazon.co.jp/dp/B07DDGVBMV

SNIDEL

（ジェラート ピケ） gelato pique 
ハートロゴ柄シャツ PWFT174260

www.amazon.co.jp/dp/B07254MF8K

gelato pique

（ジェラート ピケ） gelato pique 
ハートロゴ柄ロングパンツ

www.amazon.co.jp/dp/B072HHCNGN

（ジェラート ピケ） gelato pique 
サテンハート柄アイマスク PWGG174610

www.amazon.co.jp/dp/B071DPBPQ5

[ジョンストンズ] 【公式】 大判カシミヤストール
WA000056 

www.amazon.co.jp/dp/B00XTP6J2G

JOHNSTONS

[チーニー] クォーターブローグ ロジャー ROGER 

www.amazon.co.jp/dp/B01MTS92E7

CHEANEY

[ツルバイマリコオイカワ]
Lily レディース WW-2182650 

www.amazon.co.jp/dp/B07BZQHQ64

TSURU BY MARIKO OIKAWA

[エフシーイー] バックパック
NO SEAM ZIP LOCK BAG 

www.amazon.co.jp/dp/B07DHN7PRS

F /CE.

[カルネ] Sheep Leather × Eco fur/
Pearl & Rope Handle CE-1804-200 

www.amazon.co.jp/dp/B07FD72618

Carnet

[アディダスオリジナルス] Continental 80
メンズ B41673

www.amazon.co.jp/dp/B07HP5SYZF

adidas originals

[シチズン] 腕時計 xC クロスシーエコ・ドライブ
電波時計 Titania Line Happy Flight シリーズ
KOSÉ「ESPRIQUE」コラボ限定モデル EC1164-61W
レディース

www.amazon.co.jp/dp/B07HY4XTQY

xC

[フォッシル] FOSSIL 腕時計 Q VENTURE
タッチスクリーンスマートウォッチ ジェネレーション3
FTW6000 レディース 【正規輸入品】 

www.amazon.co.jp/dp/B075RW1ZWB

FOSSIL

VAヴァンドーム青山 【2018X'mas 数量限定】 2点セット
ネックレス 【限定BOX】 GS9D0030 PF 

www.amazon.co.jp/dp/B07HFWD5GL

VAヴァンドーム青山 【2018X'mas 数量限定】 K10YG 
ペイリースノー ピアス 【限定BOX】 GJVA0260 BC 

www.amazon.co.jp/dp/B07HFVH42F

VA VENDOME AOYAMA

[ブルーム] BLOOM 【WEB限定】ダイヤモンド K18
イエローゴールド ネックレス BGPGB1653940

www.amazon.co.jp/dp/B07BBD14M3

BLOOM

[ジェラート ピケ] ベビモコ4ボーダーパーカ
PWNT184042 レディース

www.amazon.co.jp/dp/B07DLBSZQR

gelato pique

[ジェラート ピケ] 【Homme】 ベビモコ4ボーダーパーカー 
PMNT184929 メンズ

www.amazon.co.jp/dp/B07DJKKM7V

[ジェラート ピケ] Kids＆Baby
ベビモコ4ボーダーbabyパーカ PBNT184443 キッズ 

www.amazon.co.jp/dp/B07DJKKMF4

www.amazon.co.jp/dp/B07JB6KDYN

ロクシタン ローズオードトワレ 50ml

L'OCCITANE

www.amazon.co.jp/dp/B07JW27HW8

ロクシタン ローズハンドクリーム 75ml

www.amazon.co.jp/dp/B07JNQGCXS

ロクシタン ジョイフルスター スノーシア ボディクリーム
（ディライトフルティー） 200ml

www.amazon.co.jp/dp/B07JQBB6B3

ロクシタン ジョイフルスター シア ハンドトリオ

ロクシタン 
ローズ ベルベットボディミルク
250mL

L'OCCITANE

Bed Room

山崎実業 ゴミ箱 トラッシュカン リン 丸型 

www.amazon.co.jp/dp/B01KXGRBJI

山崎実業 ジュエリーボックス 蓋付き アクセサリートレイ 
4段 ホワイト 約W10XD10XH10cm タワー 4068 

www.amazon.co.jp/dp/B07H4QJWC6

山崎実業

東京西川 ジェル&ウレタン枕 ブルー 高さ約10cm
SEVENDAYS ジェルとウレタンのハイブリッド枕
EH08805513B 

www.amazon.co.jp/dp/B07FQMK6CL

東京西川 掛け布団 シングル 洗える ボリュームたっぷり 
抗菌防臭 身体にやさしくフィット やわらかな肌触り
無地（グレーパイピング） SEVENDAYS セブンデイズ
AB07660580W 

www.amazon.co.jp/dp/B071VMDF89

西川産業

ソフィーナ ビューティアウェイクセラム <月下の輝き> 
月下香 美容液 

www.amazon.co.jp/dp/B07HBZZ79K

ソフィーナ

est（エスト）限定 エスト ザ ローション ツモリチサト
デザイン ショッパー付（化粧水） 

www.amazon.co.jp/dp/B07GCBVFKR

est（エスト）

【Amazon.co.jp限定】 ルナソル 旬メイクセット
限定コスメボックス付き 

www.amazon.co.jp/dp/B07DDCN4BY

ルナソル

[ラベンハム] 【公式】 フード付きキルティングコート
（Polyester,無地） ウィメンズ
BRUNDON-LAVENSTER-LDS-18AW 

www.amazon.co.jp/dp/B07GN5NN2C

LAVENHAM

東京西川 あったか毛布 シングル 発熱2枚合わせ
SEVENDAYS セブンデイズ 無地 ベージュ
FQ06005500BE 

www.amazon.co.jp/dp/B01MYN39DL
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Kids Room

シェルパベスト CS4774 ボーイズ 

www.amazon.co.jp/dp/B07B6CLWPN

CHAMPION

[アシックス] スニーカー アイダホ
Baby CT 4 ベビー

www.amazon.co.jp/dp/B078BP7VPX

asics

[スナイデル] 
GIRLホワイトカラーワンピース 
SKFO184185 ガールズ 

www.amazon.co.jp/dp/B07DDL2GPZ

SNIDEL

Mamas & Papas(ママス&パパス) 
ドリームポッドスリーパー 6~18ヶ月 
Millie & Boris Unisex

www.amazon.co.jp/dp/B07G7QHGCK

Mamas & Papas

10mois mamamanma
プレートセット ブルー

www.amazon.co.jp/dp/B075ZXXXHZ

10mois（ディモワ）

ストッケ ステップス

www.amazon.co.jp/dp/B06Y45HKHK

STOKKE

Amazon Holiday 2018  |  11



育児中のママ・パパのためのベビー用品を提供するAmazon
のプライベートブランドです。赤ちゃんを気遣い、はぐくみ、
守り続けるための、シンプルかつ高品質な日々の必需品を
ご提供します。
＜主な商品ラインアップ＞
パンツ型紙おむつ、おしりふき、手口ふき、ベビー用綿棒、
ベビー用麦茶等

www.amazon.co.jp/mamabear

Kids Room

10mois キャノピー
ミニベッド&デスク

www.amazon.co.jp/dp/B0777T8TKH

10mois（ディモワ）

【Amazon.co.jp限定】
baby jogger 3輪ベビーカー

summit X3 

www.amazon.co.jp/dp/B07D7639F9

Baby Jogger

【Amazon.co.jp 限定】 バービー
バービーのドリームハウス FHY73

www.amazon.co.jp/dp/B079JCZMMK

マテル（MATTEL）　

10mois プレイハウス

www.amazon.co.jp/dp/B07773K9KM

10mois（ディモワ）

[アシックス] ファーストシューズ ファブレ
FIRST CTII ベビー 

www.amazon.co.jp/dp/B00BBAFXN2

[アシックス] ベビーシューズ アイダホ BABY PT-ES 3
13㎝~15.5㎝ （旧モデル） 

www.amazon.co.jp/dp/B06Y5DH5X2

asics

【Amazon.co.jp 限定】 サンデシカ
妊婦さんのための抱き枕 マイクロビーズ グレー 

www.amazon.co.jp/dp/B07D7H46HR

サンデシカ

【Amazon.co.jp限定】 Graco (グレコ) 
折り畳みベビーベッド パッキンプレイ プレイヤード
 Premium ウィンスレット 1812885 

www.amazon.co.jp/dp/B07BPWWF9X

グレコ

[ニューバランス] スニーカー FS996（現行モデル）ベビー 

www.amazon.co.jp/dp/B01711G25M

New Balance

[クロックス] ブーツ ハンドル イット レイン ブーツ キッ
ズ キッズ 

www.amazon.co.jp/dp/B0714F5HB4

CROCS 

[チャンピオン] プリント ロングスリーブTシャツ
JC2628 

www.amazon.co.jp/dp/B07B6BZ7DG

Champion（チャンピオン）

[アルファ インダストリーズ] 【公式】 キッズ ボアライナー 
ジャケット ボアジャケット  

www.amazon.co.jp/dp/B079J26SCP

ALPHA INDUSTRIES INC

10mois ミニ布団セット（ラッセルスルーマット）  

www.amazon.co.jp/dp/B07D7GZY17

10mois（ディモワ）ミニサイドガード 全周 

www.amazon.co.jp/dp/B07D7DDGW7

10mois（ディモワ）

[ヘリーハンセン] K Nordic 
Beanie / Glove / Muffler 

www.amazon.co.jp/dp/B079FBM342

www.amazon.co.jp/dp/B079FBLN9W

www.amazon.co.jp/dp/B079FFTDTP

HELLY HANSEN（ヘリーハンセン）

トラセリア/サミーバニーSサイズ・チャコールグレー 

www.amazon.co.jp/dp/B07F9VRM99

トラセリア

ストッケ ホーム ドレッサー 

www.amazon.co.jp/dp/B077YFTKK9

STOKKE

Mamas & Papas（ママス&パパス） クッション
Welcome to the World うさぎモチーフ  

www.amazon.co.jp/dp/B01MTQBCQ6

Mamas & Papas（ママス&パパス） 
フードタオル&ウォッシングミット
Welcome to the World うさぎモチーフ
100%コットン 【正規代理店取扱商品】  

www.amazon.co.jp/dp/B01N453QHR

Mamas & Papas（ママス&パパス） モスリンL 3枚組
Welcome to the World うさぎ柄 100%コットン  

www.amazon.co.jp/dp/B01MPVM6T9

Mamas & Papas（ママス&パパス）

ファーリアル むしゃむしゃレックス 恐竜 ぬいぐるみ  

www.amazon.co.jp/dp/B076QJ95BB

Hasbro

山善（YAMAZEN）キッチンラック アイボリー
レギュラー LBT-3（IV）  

www.amazon.co.jp/dp/B077M8RT3L

山善
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www.amazon.co.jp/dp/B00ZGZ3GGO

【Amazon.co.jp限定】 
林裕人監修 スーパー超特大おせち

www.amazon.co.jp/dp/B07JPBMKQ1

笑顔の食卓 匠

洋風 おせち 2019 銀座ポルトファーロ監修
二段重「宝珠」3-4人前 洋風オードブル＋肉おせち 
37品

www.amazon.co.jp/dp/B01JOCZC7A

あぐりの匠

2019 おせち2段重 ミニオン 保冷バッグ付き 
36品 冷凍おせち

TM & © Universal Studios

www.amazon.co.jp/dp/B07GQWYPHX

美食サークル

淡路産祝い鯛入り本格おせち料理 愛犬用
（2019干支カレンダー付）　

www.amazon.co.jp/dp/B07JWYRRW9

ペットプロ

タラバガニ姿 天然 ボイル 
本たらばがに 姿 特大 （2kg前後）

黒帯

タラバガニ 脚 右肩 天然 ボイル
本たらばがに足 特大 良品選別済 （1kg 1肩）

www.amazon.co.jp/dp/B077LMZFZR

黒帯

淡路産祝い鯛入り本格おせち料理 愛猫用
（2019干支カレンダー付）

www.amazon.co.jp/dp/B07JHJBQMJ

ペットプロ

紀文 食べやすくて体に優しい
おせち（個別パック）

www.amazon.co.jp/dp/B077VZM6ZT

紀文

板前魂のやわらかおせち
和洋風三段重（やわらか一段＋通常おせち二段）

www.amazon.co.jp/dp/B07JJT4M2J

板前魂

林裕人監修おせち 超特大宝船

www.amazon.co.jp/dp/B07FMPF9K3

笑顔の食卓 匠

お正月
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www.amazon.co.jp/dp/B07JFZX35D?ppw=fresh

お正月

【ギフトに最適 化粧箱入り/宮城県産環境保全米
100％使用】
一ノ蔵 蔵の華 純米吟醸 化粧箱入り 720ml [宮城県] 

www.amazon.co.jp/dp/B008V7BEEA

一ノ蔵

真澄(ますみ) 純米吟醸 辛口生一本720ml 箱入り 

www.amazon.co.jp/dp/B0794TQQNR

宮坂醸造

月山（がっさん）純米吟醸 720ml
ギフト用化粧箱入り [島根県] 

www.amazon.co.jp/dp/B00UABLCLU

吉田酒造

神戸酒心館 福寿 純米吟醸 化粧箱入り 720ml [兵庫県] 

www.amazon.co.jp/dp/B01MRH2YNU

神戸酒心館

[冷蔵] RF1 海老しんじょう入り
あったかおでん 1人前

Amazonフレッシュでの取り扱い商品

[冷蔵] 初めてのおせち 切れてる蒲鉾（白）

www.amazon.co.jp/dp/B077SYGMQ8?ppw=fresh

www.amazon.co.jp/dp/B07JQCKF5L?ppw=fresh

[冷蔵] 初めてのおせち 切れてる伊達巻福禄

www.amazon.co.jp/dp/B078C78TCN?ppw=fresh

[冷蔵] 初めてのおせち 切れてる蒲鉾(紅)

www.amazon.co.jp/dp/B078C8ZPDC?ppw=fresh

天然有頭タイガーえび 5尾 

12月から販売開始予定

[冷蔵] 魚の北辰 とらふぐてっちり 200g

12月から販売開始予定

[冷凍] 魚の北辰 広島県産 かき 300g 

www.amazon.co.jp/dp/B07BWB9QHH?ppw=fresh

国内産 白菜 1/4カット

www.amazon.co.jp/dp/B07G8552GV?ppw=fresh

国内産 水菜 1パック

www.amazon.co.jp/dp/B01J6Y6O9Q?ppw=fresh

新潟県産 サン・グリーンズ 黒舞茸 1パック

www.amazon.co.jp/dp/B07FG82RZH?ppw=fresh

国内産 えのき 1パック

www.amazon.co.jp/dp/B01N8YEWEQ?ppw=fresh

国内産 長ねぎ 2本

www.amazon.co.jp/dp/B01J6Y6DCE?ppw=fresh

長崎県産 サン・グリーンズ 菌床栽培
肉厚しいたけ 1パック

www.amazon.co.jp/dp/B01LX03J39?ppw=fresh

[冷蔵] 関越物産 国産小結びしらたき

www.amazon.co.jp/dp/B01N8W58L0?ppw=fresh

[冷蔵] アサヒコ 直火焼き豆腐

www.amazon.co.jp/dp/B01N75J4GB?ppw=fresh

[冷蔵] ミツカン 〆まで美味しい
寄せ鍋つゆ濃縮タイプ 170g

www.amazon.co.jp/dp/B07HZ7VKDC?ppw=fresh

[冷凍] ボイルずわいがにフルポーション400ｇ

12月から販売開始予定

【WEB限定 新年お祝いビール】 
ザ・プレミアム・モルツ お正月干支デザイン
オリジナルギフトセット 350ml×12本 <亥歳>

www.amazon.co.jp/dp/B0756TGVKW

サントリー

獺祭（だっさい）純米大吟醸
磨き二割三分 木箱入り 720ml 

www.amazon.co.jp/dp/B00TX5YLE4

旭酒造

[冷凍] 合鴨ロース肉（タイ産）
ステーキカット 220g

一枚真空パック

[冷蔵] 魚の北辰 刺身用 とらふぐ刺し 30g

12月から販売開始予定

初めてのおせちセット 福祝 4種セット
（蒲鉾（紅）・伊達巻・栗きんとん・黒豆） 

www.amazon.co.jp/dp/B077Y8DM32?ppw=fresh

美濃吉 和風おせち一段

＜12月31日（月）のみ販売＞

美濃吉 和風おせち二段

＜12月31日（月）のみ販売＞

日本橋弁松総本店 おせち1段

＜12月30日（日）および31日（月）のみ販売＞

サントリー

【Amazon.co.jp 限定】 ザ・プレミアム・モルツ 
醸造家の贈り物 〈華〉 350ml×24本ギフト 

www.amazon.co.jp/dp/B07JNG797F
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Amazonプライム会員の特典一覧

エンターテインメント

配送特典

Amazonプライムは、2007年6月8日よりサービスを開始した、お客様の毎日の暮らしを便利にし、
生活を豊かにする会員制プログラム。400円（税込）の月会費、または3,900円（税込）の年会費
で利用でき、30日間は無料でサービスを体験できる。プライム会員は、お急ぎ便やお届け日時
指定便などの配送特典を追加料金なしで無制限に使えるほか、観る、聴く、読むなどのエンター
テイメント、日用品や生鮮食品などをお届けするショッピングサービスなど、Amazonが提供
するベストなサービス・特典が利用可能。

Kindle電子書籍の中から厳選された数百冊の書籍・
マンガ・雑誌が追加料金なしで読み放題。Amazonで
しか読めない限定タイトルも。

Kindle電子書籍リーダーまたはFireタブレットで2万の
和書、60万の洋書のKindle本の中から好きなタイトル
を毎月1冊無料で楽しめる。

Amazonのフォトストレージサービス。
解像度や品質を落とさずに写真を自動
的にバックアップしたり、保存されたコン
テンツにスマートフォン、PC、タブレット
から簡単にアクセスしたりできます。
プライム会員のお客様は、容量無制限の
フォトストレージと写真以外のファイル
も保存できる5GBのストレージを無料
で利用することができるほか、友人や
家族5人までファミリーフォルダにて
写真を収集することもできます。
なお、プライム会員でないお客様も写真
やビデオなどのファイルを合計5GBまで
無料で保存することが可能です。

100万曲以上の対象楽曲が聴き放題の
音楽配信サービス。お気に入りの楽曲や
数百のプレイリストを追加料金なしで
楽しめる。

プライム会員なら追加料金なしで、会員
特典対象の映画やTV番組が見放題。
TV、スマートフォン、PCなどで楽しめる。
スポーツ、ニュースなどのチャンネルも
月額料金で利用可能。

ソーシャルビデオサービス”Twitch”にて利用できる特典でTwitchアカウントを持っていれば無料で
登録ができる。毎月の無料ゲームコンテンツ、Twitch Channelの購読など、数多くの特典をご利用
いただけます。

迅速で便利な配送特典を無料で提供。
対象商品の当日お急ぎ便、お急ぎ便、お届け日時指定便を
無料でご利用いただけます。

Kindle
オーナーライブラリー
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ショッピングサービス

その他の特典および関連サービス

プライム会員ならAmazon Master
cardクラシックにてAmazon.co.jp
のショッピングで2%のポイント還元。

会員ご本人のほかに、同居のご家族を
2人まで家族会員として登録できます。
家族会員は、上記のAmazonプライムの
配送に関する特典を無料で利用できる。

通常より30分早くタイムセールに参加
可能。お得な対象タイムセール商品が
購入しやすくなり、Amazonでのお買い
物をさらに楽しめる。

プライム会員なら対象のおむつとおしり
ふきが定期おトク便でいつでも15%
OFF。さらにお子様情報のご登録で、
おむつやベビー用品の限定セールへの
ご招待など特典多数。

定額制音楽配信サービス。プライム会員
なら特別価格の月額780円で利用可能。
新曲から名盤まで、4,000万曲以上が
聴き放題で、楽曲をダウンロードすれば
インターネット接続がなくても楽しめる。

家族と一緒に
配送特典が使い放題

会員限定先行
タイムセール

ご自宅で試着できるサービス。3～8点
までのファッションアイテムをまとめて
お取り寄せでき、試着後に気に入った
ものだけ購入。再閉可能なお届け時の
箱と、同梱されている着払い伝票を利用
するだけで返送も簡単。

ペット情報の登録で、対象商品がいつ
でも10%OFF。その他、ペットの種類や
年齢に応じたおすすめ商品の紹介など、
特典いろいろ。

生鮮食品や専門店のこだわり食材、日用
品まで、ご注文から最短4時間でまとめて
お届け。配送は8時から深夜0時まで。
（対象エリアのみ）

Dash Buttonは、ワンプッシュでお気に
入りの商品を簡単に注文できる端末。
バーチャルダッシュは、ウェブサイト上で
商品ごとに何種類でも作成可能、商品
の再注文を簡単にする機能です。

食品・日用品を中心とした低価格帯の
商品を少量から必要な分だけ、ひと箱
あたり390円の取扱手数料でまとめて
お届け。

専用アプリからご利用いただくサービス。
Amazonの売れ筋商品や惣菜・冷凍・
冷蔵食品を最短2時間でお届け。配送
は朝8時から深夜0時まで（対象エリア
のみ）。

Prime Studentは、Amazonプライムの
特典・サービスに加え、Amazon.co.jp
の販売する書籍の注文金額の10%ポイ
ント還元など、学生限定の特典を利用
できる学生のためのプログラム。国内の
大学、大学院、短期大学、専門学校、高等
専門学校の学生を対象に提供。年会費
1,900円（税込）または月会費200円
（税込）で利用可能。
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