
５
年
褒
章

黄色の
請求書

１
記念品番号 マッサージクッション

（オムロン　クッションマッサージャ HM-343）

●小さくて軽いから、どこでも快適マッサー
ジ　椅子において腰や背中にあてたり、床
に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、
どこでも気軽にマッサージを行えます。

●カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が
可能

●ヒーター機能搭載
外形寸法／幅39.0cm×奥行26.5cm×高さ10.5cm 
本体質量／約1.6kg

２
記念品番号 洗濯用洗剤セット

（トップ スーパーNANOXバラエティギフトNEW）

次世代のスーパーナノ洗浄のスーパー
NANOX（ナノックス）をはじめ、貰ってうれ
しいソフランと Magica を組み合わせた実用
性の高いギフトセットです。
セット内容：〈トップ スーパー NANOX〉450g×１本、
つめかえ用360g×６袋、〈香りとデオドラントのソフラ
ン フローラルアロマの香り〉650ml×１本、つめかえ用 
500ml×３袋、〈CHARMY Magica フレッシュピンク
ベリーの香り〉230ml×２本

３
記念品番号 電気ケトル

（フィフティ ＰＫ－１００Ｄ）

●大きく開く開口部。
　給水、洗浄の際に便
利です。
●加熱中はランプ点灯。
沸騰したら消灯し、
電源は自動でOFFに
なります。（保温機能
はついていません。）
●電源コードは便利な
巻き取り式になって
います。

外形寸法／幅19.7 cm×奥行16.0 cm×高さ21.0cm
質量／ 0.8kg　　消費電力／ 800W
定格容量／ 1.0L　　 コードの長さ／ 0.7m 
温度週昇防止器 サーモスタット
約300㎖が約３分で沸騰

４
記念品番号 オーブントースター

（パナソニック　ＮＴ－Ｔ４０）

●外はさっくり中はふっくら「遠赤外線ヒー
ター」採用
●メニューに応じて火力が選べる「４段階の
火力切替」
●お手入れしやすい「もち焼きに便利な焼き網」
外形寸法／幅33.0cm×奥行27.6cm×高さ23.7cm 
質量／約2.6kg　　消費電力／約1000W

５
記念品番号 マイナスイオンドライヤー

（イズミ　ＤＲ－ＲＭ７５）

●ワイドマイナスイ
オン－８スポット
からイオンが発
生。イオンが広範
囲にむらなく髪に
届きます。 
●２WAYエアノズ
ル－ワイド／ピン
ポイントの切り替
えノズルで風の範
囲・強さが調整できます。
●大風量1.9m³/分（turbo時）
外形寸法／幅23.3cm×奥行84.0 cm×高さ21.7cm
質量／ 566g 消費電力 1200W

10
年
褒
章

緑色の
請求書

１
記念品番号 鍋・フライパンセット

（ダイヤモンドコートパン ６点セット）

フッ素樹脂に高硬度
の人工ダイヤモンド
を混ぜることでコー
ティングがさらに長
持ちするIH対応のダ
イヤモンドコートパ
ンです。こびりつき
にくく丈夫で長持ち
し軽くて使いやすい
です。取っ手がとれるので、セット品で購入
してもスッキリ収納できます。調理してその
まま冷蔵庫に保存できます。
セット内容：フライパン20cm・26cm、鍋20cm、
シリコン縁ガラスふた20cm、PEシール蓋20cm、
マルチハンドル

２
記念品番号 アイロン

（パナソニック　ＮＩ－ＷＬ５０３）

●軽くてアイロン掛けがとても楽にできます。
●ハイパワー&全温度スチーム
外形寸法／約幅11 cm×高さ13 cm×長さ22.6cm
質量／約1.1kg　　消費電力／ 1400W

３
記念品番号 コーヒーメーカー

（ネスレ ドルチェグストジェニオ2プレミアム MD9771）

●大人気のジェニオが
進化して新発売　コ
ンパクトさはそのま
までタンク容量が
アップ
●簡単レバー操作で抽
出量の選択が出来る
●瞬間ヒーティング
（常温水が数秒で最
適温度に加熱）
※専用カプセルは付属
しておりません。

外形寸法／幅16.5 cm×奥行25.7 cm×高さ29.6 cm
本体質量／ 2.7 kg　　消費電力／ 1460 W

４
記念品番号 デジタルカメラ

（カシオ　ＥＸ－ＺＳ２８）

●スリムなボデイに光学６倍ズームを搭載！
（35mmフィルム換算：約26 ～ 156mm）
●もちろんシャッターを押すだけでキレイに撮影。
●“撮る・見る・消す”が簡単操作「ダイレクト
ボタン」
●カメラまかせで、手ブレ・被写体ブレを軽減、
等々理想の1枚を写すプレミアムオート搭載
の最新デジカメです。

５
記念品番号 布団乾燥機

（パナソニック　ＦＤ－Ｆ０６Ａ６）

●ふとん乾燥・あたためでふっくら清潔
●雨が続いてもしっかり「くつ乾燥」「小物
乾燥」

外形寸法／幅 27 .1cm×奥行 16.4 cm×高さ 34.4 cm
質量／約 2.5 ㎏　　消費電力／ 540Ｗ

20
年
褒
章

桃色の
請求書

１
記念品番号 布団クリーナー

（日立　ＰＶ－ＦＣ１００）

●ビーターでふ
とんをたたい
て、ブ ラ シ で
かき出す［ワイ
ド電動パワフ
ルビーター］

●流速約180km/
時の強い気流
でダニを衝突
死させる［ダニプレス］サイクロン構造

●ハンドルから手を離すと停止［ecoアイドリ
ングストップ機能］お掃除中に便利。

●取れたハウスダストが見やすいLED照明　
ダストケース部はまるごと水洗いできる

本体寸法／長さ33.2cm×幅 29.5cm×高さ 18.0cm
本体質量／ 2.4㎏　　消費電力／ 450W～約350W 
集じん容量／ 0.15L　　吸込幅／約20cm 
付属品／お手入れブラシ

２
記念品番号 メンズシェーバー

（パナソニック　ＥＳ－ＬＴ７Ａ）

●前後の動きが加わり密着感アップ「３Dア
クティブサスペンション」搭載
●長いヒゲの導入性に優れた「クイックスリッ
ト刃」
●お手入れが簡単な全自動洗浄充電器付
●充電・交流式（急速１時間充電）　
　AC100V ～ 240V対応

３
記念品番号 ホームベーカリー

（ＢＢ－ＨＥ１０－ＷＡ）

●「コンパクトタイプ」　独
特の風味豊かな「天然酵
母パンコース」、もちも
ちした食感の「米粉パン
コース」　残ったごはん
でもちもちパンが焼ける
「ごはん入りパン」コース
●「もちもち」「ふんわり」２
つの食感が選べる食パン
コース　手間のかかる
ジャムなどもワンタッチ
「ジャムコース」、手作り
ケーキも簡単「ケーキコース」

外形寸法／幅21.5cm×奥行28.5cm×高さ31.0cm
本体質量／ 5.5kg　　容量／１斤
消費電力 ヒーター／ 450W、
モーター／ 69/63W（50/60Hz）　　電源コード／ 1.2m

４
記念品番号 サイクロン式掃除機

（三菱電機　ＴＣ－ＥＸＦ７Ｊ）

●2.4kgの軽量ボディ
で持ち運びもラク
ラク
●遠心力によって風
とゴミを分け、強
い吸引力を実現
●0.5μm以上の微細
なゴミを99.9％以上逃さない
●軽量で丸洗い可能な「かるスマタービンブ
ラシ」
●家具の下もラクラクお掃除！
外形寸法／幅 21.0 cm×高さ 22.0 cm×奥行 32.3 cm
本体質量／約 2.4kg

５
記念品番号 空気清浄機

（ダイキン　ＡＣＫ５５Ｓ）

●すっきりコンパクトなスタ
イリッシュモデルの空気清
浄機。広範囲のホコリを吸
収します。
●人が感じる運転音の低減で
子供部屋でも快適。ＰＭ2.5
も素早く検知する「トリプ
ルセンサーを搭載。気にな
る空気の汚れを飛び出すア
クティブプラズマイオンと
有害物質を吸い込んで分解するストリーマ
のダブル方式を採用。お肌に嬉しいパワフ
ル加湿も装備しています。　

本体寸法／高さ 70 cm×幅 27 cm×奥行 27 cm 
本体質量／ 9.5kg

ハッピーパック　神戸市勤労者福祉共済 平成28年度　永年勤続褒賞記念品一覧

※　請求書提出後の記念品変更はできません。商品の色・デザインの指定はできません。


