
ハッピーパック　神戸市勤労者福祉共済 2020 年度　 永年勤続褒賞記念品一覧

記念品番号
1
洗濯用洗剤セット
（ライオン　スーパーナノックスバラエティギフト ＬＮＮ－５０）

記念品番号
1
ファンヒーター
（アイリスオーヤマ　JCH－12TD4）

記念品番号
1

スティック型クリーナー
（マキタ　CL107FDSHW）

記念品番号
2
体重体組成計
（オムロン　カラダスキャン　HBF－214）

記念品番号
2
布団乾燥機
（パナソニック　FD－F06A7）

記念品番号
2
ＩＨ炊飯器
（象印  IH 炊飯ジャー  NW－VB10）

記念品番号
3
ミキサー
（アイリスオーヤマ ボトルブレンダー IBB－600）

記念品番号
3
衣類スチーマー
（ティファール　DT3030J0）

記念品番号
3
トースター
（Aladdin　グラファイトトースター　AET－GS13B）

記念品番号
4
ホットプレート
（アイリスオーヤマ PHP－C24W）

記念品番号
4
空気清浄機
（象印　PU－HC35）

記念品番号
4

サーキュレーター扇風機
（アイリスオーヤマ　STF－DC18T）

記念品番号
5
電気ひざ掛け
（エレコム エクリアwarm HCW－B01）

記念品番号
5
Bluetooth イヤホン
（JVC  HA－XC50T）

記念品番号
5
炭酸メーカー
（ソーダストリーム　SSM1066）

5
年
褒
賞

黄色の
請求書

10
年
褒
賞

緑色の
請求書

20
年
褒
賞

桃色の
請求書

※　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。

●セット内容
　＊トップスーパー NANOX 本体 400g × 1 本
　　 つめかえ用 350g ×6袋
　＊ソフラン プレミアム消臭 フローラルアロマ
　　の香り 本体 550ml × 1 本
　　つめかえ用 450ml × 3 本
　＊CHARMY Magica 酵素+（プラス）フレッシュ
　　ピンクベリーの香り 本体 220ml × 2 本

●人感センサー付きの
大風量ファンヒーター
です。
　人の動きを感知し自動
で ON/OFF す る 為、
節電にも効果的です。
●選べる3モード（ターボ・
標準・静音）チャイルドロック付き

本体寸法（約）：幅 26× 奥行 13.5× 高さ 38.5cm　 
消費電力：1200W
重量：2.5kg コード長：1.8ｍ 人感センサー感知距離：約 2ｍ

●ゆったりサイズの
マットでしっかり
乾燥
●くつ乾燥アタッチメ
ントで濡れたくつも
乾燥
●マットはホースにつけたまま本体内に
スッキリ収納

本体サイズ（約）：幅 27.1×奥行 16.4×高さ 34.4cm
マット（約）：縦 180×幅 117cm　質量：約 2.5kg

●パワフルスチームでしっかりシワ伸ばし
スチーム 13g/ 分
●さらにコンパクトで収納に困らない衣類
スチーマー
●安心感のある構造で、上下に繰り返し
動かしてもストレスフリーな使い心地

本体寸法（約）：幅 10.5×奥行 12.5×高さ 22cm
本体重量：約 800g

●コンパクトでもパワフル集塵、花粉モード 
16 畳対応

●「PM2.5」への対応… 0.1 ～ 2.5μｍの粒子を
99％キャッチ

●フィルターでキャッチした花粉やダニの
死がいの作用を抑制

●「においセンサー」がお部屋のにおいを感知
してランプでお知らせ「エアーサイン」

本体寸法（約）：幅 39.5×奥行 12.5×高さ 41.5cm
本体重量：約 3.9kg

●迫力の重低音サウンドを実現した防水・
防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ
●安定したワイヤレス接続を実現
●内臓バッテリーと充電ケースで合計約 14 時
間の長時間再生を実現

質量　イヤホン：約 5.6g×2 個　充電ケース：約 50g

●パワフルな吸引力で隙
間に入り込んだゴミも
しっかり吸引
●軽量スリムボディで
取り回しラクラク♪
●22 分の急速充電お掃
除の合間にササっと
充電

本体寸法（約）：長さ 96.0×幅 11.2×高さ 15.0cm
重さ：1.1kg（バッテリー含む /ノズルパイプ別）
連続使用時間（分）：パワフル約 10, 強約 12, 標準約 25

【黒まる厚釜が生み出すうまみと食感】
●釜全体に熱が伝わる黒まる
厚釜、IH の高火力で炊き
上げるふっくらご飯！

【豊富な便利機能】
●「白米炊き分け 3 コース」
ふつう・やわらかめ・かためが選択可能
　「選べる保温選択」
　うるつや保温・高め保温が選択可能
　「熟成炊き機能 ( 白米･玄米 )」
　炊飯前にお米に水をしっかり吸収させ、炊き上げます
　「クリーニング機能」
　気になるニオイに便利なクリーニング機能搭載
本体寸法（約）：幅 25.5×奥行 37.5×高さ 20.5cm
重量：4.0kg　5.5 合炊き

●外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン
魔法のトースター。
●大型つまみで操作性UP
●焼きムラを抑えるこだわりの焼き網を使用
●特許技術「遠赤グラファイト」搭載、短時間
かつ高温で一気に焼き上げます。

本体寸法（約）：幅 35× 奥行 29.5× 高さ 23.5cm 　
本体重量：約 3.4kg  
トースト 2 枚焼き、温度調整つまみ 100 ～ 220℃、
受皿（ホーロー）・コンセプトブック付き

●扇風機のやわらかな涼
しさとサーキュレーター
の強力な攪拌能力をあわ
せ持ったサーキュレー
ター扇風機
●上 90 °､下 15 °、左 右
60°・90°・120°と上下
左右に首振りが可能
です。
●特殊形状スパイラル
グリル（特許登録済
み）で、風を直線的
に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。
●入切タイマー（2時間・4時間・8時間）付き
本体寸法（約）：幅 27×奥行 27×高さ 64 ～ 75cm
本体重量：約 2.7kg

●ご家庭で簡単に炭酸水が作れます
●スナップロック式でボトルの取り付けが簡単に
●メタルチップノズル搭載でガス抜き音が静かに
●約 60L の炭酸水が作れるガスシリンダー 1本
付属

本体寸法（約）：幅 13×奥行 18.5×42cm
重量：約 1,100g

●厚さ 28mm の薄型
設計！狭い場所に
も収納可能
●ガラス天板のフ
ラットデザインで
汚れが付きにくく
簡単お手入れ
●大きな表示パネルで立ったままでも測定結果
が確認可能♪

本体寸法（約）：幅 28.5×奥行 28×高さ 28cm
重さ：1.6kg（電池含む）
電源：単 4乾電池×4　最大軽量 135kg

●毎日手軽に
ジュースや
スムージー
が 作 れ て、
ボトルのま
ま持ち運べ
るボトルブ
レンダーです。

●ボトル 2 本セット（330ml・600ml）で、お好み
の量を作ることができます。

●ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作り
ジュースがそのまま飲めます。

●カッターはチタンコーティングされたステンレス
素材の4枚カッターで氷も砕けます。

本体寸法（約）：幅 12.6× 奥行 8.2× 高さ 21.8cm
（330ml ボトル取付時）　定格運転時間：1分

●“温活”ができる USB 接続のブランケット。
最大 42℃の電熱ヒーターで全身を温めます。
●直接肌に触れる部分は、ふんわりとした
触り心地のよい生地を採用しています。
●切り忘れても安心な 60 分自動電源オフ機能
を搭載
●ヒーターを取り外せば洗濯OK
本体寸法（約）：幅 88×奥行 14×高さ 61cm
ケーブル長：約 1.5ｍ　電源：5V1A（コネクタUSB　A）

●料 理 が 映 え る
白いプレートは、
遠赤外線効果の
あるセラミック
コートを使用。
●フッ素樹脂コー
ティングの4倍！
丈夫でひっかき
傷にも強いので、たこ焼きでも安心です。
●たこ焼きプレートは 24 穴タイプだから一度
にたくさん焼けて便利！
●平面プレートは焼肉・お好み焼き・ホット
ケーキなど使い方は様々です。

本体寸法：たこ焼きプレート装着時（約）：幅 36×
奥行 24.5×高さ 7.2cm　重量：約 1.5kg


