カフー リゾート フチャク コンド・ホテルのサポートアイテム

くださいませ。

Support Item “Kafuu Express”

ご希望のアイテムをお選びいただき、客室電話の［サポートアイテム］
ボタンよりお申し付けください。
くださいませ。
くださいませ。

くださいませ。
ください。

蔦

蔦谷家電セレクトアイテムです。
These Support Items are selected by TSUTAYA ELECTRICS.

ませんが、一人でも多くのお客様にご利用いただけるよう、
オーダー時にアイテム
数を限らせていただく場合がございます。
カフー リゾート フチャク コンド・ホテル

総支配人

Free

ダイソン コードレスクリーナー
圧倒的な吸引力で大小のゴミを同時に吸い取る
革新的なコードレスクリーナー。お隣への音漏れ
が気になるお掃除ですが、
この掃除機はお部屋の
空気よりもきれいな空気を排出するため、窓を開
けずにお掃除しても安心。布団クリーナーとしても
使用できます。
メーカー/ダイソン

Dyson Cord-free Vacuum Cleaner
A cordless stick vacuum cleaner which removes
large debris and small dusts simultaneously with
its powerful suction power. You can use this
vacuum cleaner without opening the window as it
emits air cleaner than the air you breathe. It can
also be used as a mattress cleaner.

ワイヤレススピーカー

Free

防水機能を搭載したスピーカー。お風呂でも安心
して使えます。屋外で楽しんだあとは、お気に入
りの音楽を聞きながら、バスタイムも満喫しま
しょう。接続もとても簡単なので、すぐにお使い
いただけます。小さなボディからは想像できない
サウンドが魅力です！
メー
カー/SONY

Wireless Speaker

This water-resistant speaker can be used in the
bathroom or outside. After listening to your
music outdoors, take it to the bathroom for
continuous enjoyment! Connects easily to your
music device, and the speakers emit a good
quality sound for its small size.

Free

アイロン

Panasonic

お部屋でアイロン台を出すのは手間がかかります
そんな時にハンガーにかけたままシワとりでき
が、
るのがこのスチーマー。平均4分間のスチームで
簡単シワとり。汗をかいた洋服の除菌、脱臭にも効
果を発揮。インテリア感を損なわないデザインも
メーカー/
秀逸。
Panasonic

Iron

This stream iron can used without an ironing
board - just hang your clothes on a hanger to
use. In an average of 4 minutes, all creases will
be remo ved through steaming, wh il s t
sterilization and deodorization can be taken care
of simultaneously. Also has a stylish design.

Free

コンセントタップ

限りなく本物に近い木目調で、リゾート気分を
盛り上げてくれる「魅せるタップ」。お部屋での
スマホの充電に便利なUSB端子付なので、コンセ
ントを占領することなく、複数のスマホを手軽
に充電できます。
メーカー/ファーゴ

Power Strip

The attractive mock wood design means it ﬁts in
with a resort atmosphere. With a USB device you
can charge several smartphones without taking
too much space on your plug.

Free

除湿機
お部屋の除湿も衣類乾燥もこれ1台でOK。ワイ
ド 送 風 で 干 し 方 に あ っ た 乾 か し 方 で き 、ナ ノ
イーで部屋干しの嫌なニオイも防いでくれる。
カラッとキープで衣類への湿気の戻りを防ぎ、
カラッとセンサーで乾いたら自動でストップす
メーカー/Panasonic
るからエコで経済的。

Dehumidiﬁer

This dehumidiﬁer can dry clothes as well as
de-humidify room air. The wide wind spread is
eﬀective for drying hung-up laundry.
Furthermore, the dry-mode will prevent
dampness getting back into clothes. It has a
dry-sensor that automatically switches itself oﬀ
when clothes are dry.

Free

頭皮エステ

パナソニックの頭皮用エステブラシです。シャ
ンプー時に使用するだけで、健康な地肌と美し
い髪に導いてくれます。パワフルで指のような
ブラシの動きは心地よく、癖になります。充電式
で出先でも使え、ブラシがソフト、ハードの2種
類付いているのも嬉しい。 メーカー /Panasonic

Head Spa Scalp massager

This Panasonic scalp massager has two brush
types; soft and hard. Using this at shampoo
time gives you a healthy scalp and beautiful
hair. The brush is powerful, with a soft,
human-like touch making it comfortable to
use. Chargeable and portable.

Free

蒸気レス IH 炊飯ジャー
小さなお子様がいても安心してお使いいただけ
る、蒸気レス構造、チャイルドロック搭載。また、ス
タイリッシュなデザインで省スペースを実現する
など、複数のメリットでキッズデザイン大賞を受賞
しました。もちろん、お米のおいしさを引き出す機
能も満載です。
メーカー/三菱

Steamless IH Rice Cooker
Packed full of functions and options for cooking
delicious rice. Kids’ friendly, steam-less rice
cooker with child lock. Received the Kids Design
award for several reasons including its slim and
stylish look.

Free

炊飯器

土鍋釜

大きな熱量を本物の土からできた、ぶ厚い「本土鍋
釜」
でしっかり受け止め、ふっくら美味しいごはんを
炊き上げます。
「麦めし」専用メニューを搭載し、生
活習慣病の予防に役立つ食物繊維たっぷりの主食
をおいしく簡単に味わえます。 メーカー/タイガー

Ceramic Rice Cooker
The heat goes evenly through the thick
earthenware pot to produce ﬂuﬀy rice. You can
cook a variety of healthy recipes, including
healthy barley rice using the dedicated function.

Free

圧力ＩＨジャー炊飯器
お米をしっかりおどらせて甘みたっぷり、ふっくら
銀シャリに。
「 誰もが美味しく感じるご飯」を目指
し、お好みの炊き方や銘柄を選べます。毎日使う
炊飯器だから、軽くて丈夫な内釜を採用。凹凸が
少なくお手入れも簡単です。 メーカー/Panasonic

High-Pressure IH Rice Cooker
This rice cooker makes ﬂuﬀy, soft, juicy rice
and is easy to use. You can choose the cooking
style designed for all types of rice brand. The
inner pot is durable and light-weight for
everyday use. Easily washed due to its smooth
surface.

Free

ミキサー（ブレンダー）
日本初の加熱ヒーター搭載ブレンダーの最上位
機種。
材料を入れてボタンを押すだけでOK！6つ
のオートプログラム機能により、
デトックスを促
すスムージーから栄養たっぷりのスープまで。
自
動洗浄もしてくれる手間いらずな1台です。
メーカー/クイジナート

Mixer (blender)
The ﬁrst ever supreme Japanese blender
with heating function. Put ingredients in and
just switch on! With six diﬀerent auto
programmed settings you can make
smoothies for detox or nutritious soups. Auto
cleaning fucntion means little fuss.

Free

目元エステ
目元をスチームでじんわり温め、疲れた目をリフ
レッシュ。コンパクト設計かつ充電式で持ち運べる
上、使用する時はプレートを水で濡らすだけ。目の
疲れを感じやすい方にはピッタリな商品です。
メーカー/Panasonic

Eye Esthetic Steamer
Eye esthetic steamer from Panasonic. Deep
thermal warming around the eye area with
steam to refresh your eyes. Portable and
rechargeable. Just put water over the sheet for
use. Good for stressed and tired eyes.

エステローラー（リファ）
美しい肌を守るといわれている微弱な電流「マイク
ロカレント」が発生するローラーで肌表面をト
リートメントしていくことで、キメを整え、ハリとツヤ
のある引き締まった肌へと導きます。全身使用
可。防水なのでお風呂でも使用できます。
メー
カー/MTG

Esthetic Facial Roller
Waterproof, and can be used on your whole
body. The "ReFa" facial roller generates electric
micro-currents which can treat the surface of
your skin, tightening it for a glossy sheen and
silky look.

Free

アイロンエクストリームカール
プロ発信クレイツ、2WAYアイロンです。
プレート部
分にクレイツイオンが塗布されており、髪をいたわ
りながらストレート、
カールが楽しめます。
また、滑
りが良くツヤのある華やかな仕上がりに。湿気にも
強く、1日中思い通りの仕上がりを楽しんでいただ
けます。
メーカー/クレイツ

Iron Extreme Curl
Professionally used Create Ion 2WAY iron. The
plate portion uses Create Ion and allows for
easy straightening or curling of your hair. In
addition, a gorgeous ﬁnish with a glossy sheen is
easy to obtain. Moisture resistant, you can enjoy
experimenting to get the desired look you want
everyday.

Free

カールアイロンブラシ
ブラシタイプカールアイロンで
パナソニック、
す。
ブラシタイプなのでアイロン慣れしていな
い方でも、
安心して使っていただけます。
クリッ
プ付きで短い毛もしっかりキャッチし手軽にカ
ール、
ストレート、
ボリュームアップが気分や洋
服に合わせて楽しめます。 メーカー/Panasonic

Curl Iron with Brush
Panasonic curling hair-dryer with brush. Safe,
easy to use for everyone, this dryer captures
short hair for curling and straightening,
allowing you to maximize the volume to
style your hair in the latest fashions.

Free

Aura Ｍist
赤から白に替わるライトの変化とアロマの香りで
視覚と嗅覚への働きかけでリラクゼーション効果
が高まります。アジアンテイストのデザインでリゾ
メーカー/Spa room
ート気分もアップします。

Aura Mist
Exotic, Asian style aroma diﬀuser. The light
changes from red to white while the aromatic
scent stimulates your sense of smell and sight
for heightened relaxation.

Free

レッグリフレ
ふくらはぎをしっかりしぼり上げて本格的な
足にも使
マッサージを体感しているようです。
える2WAYタイプで遊び疲れた足をしっかり
癒してくれます。
タイマーがついているので気
持ちよく寝てしまっても安心です。
メーカー/Panasonic

Leg Reﬂexology
Salon-like professional massage movements
for use on the calves and feet. Relax your feet
and unwind after a long day. A
convenient timer setting means you can take
a quick nap while using it.

Free

体温計

目安の予測計測がなんと15秒のスピード検
温！先端がやわらかく曲がるのでわきにぴっ
たりフィット。メモリ機能もあり、体温管理
にも役立ちます。バックライトがついている
ので、赤ちゃんが寝ている時もお母さんが安
心して確認できます。 メーカー/オムロン

Thermometer

This speedy thermometer takes only 15
seconds to measure your temperature! It has
a smooth, ﬂeible edge to ﬁt comfortably
under one's arm. Memory function available
for daily checkup. Due to the backlight, you
can check babies' temperatures whist they
are sleeping.

Free

血圧計
腕に通して回すだけのダイヤル式腕帯。誰でも
簡単に正しくぴったり装着！取り外しも押すだけ
で簡単！すべて片手で操作。表示も大きく、見やす
い。計測していない時、腕帯は収納でき、表示は時
計やカレンダーとして使えます。
メーカー/シチ
ズン

Blood Pressure Monitor

Fits perfectly around your arm and can easily be
taken on and oﬀ with one push. Can be used
with a single hand. The large display can be used
as calendar and clock when you store the
armband.

Free

体重計
これまでの常識を変える！乗るだけで、そのひとの
個人データーをあてるメモリ自動認識「乗るピタ」
機能で、2回目以降触らなくてOK！コンパクトで立
てて置けるので置き場所に困らない。50gまで体重
計測ができる高精度！
メーカー/タニ
タ

Body Scales

These advanced scales can identify and bring up
your personal data as soon as you stand on
them for the second time - you don’t need to
enter your data twice! They are compact, and
easy to store in small spaces. Accurate to within
50g.

Free

LED ランタンジェントス

電池なのにガスランタンに迫る明るさでキャンプ
のメイン照明として活躍します。暖色だから雰囲気
も壊さず、勿論テントの中でも使えます。
「ガスラン
タンは扱いがちょっと難しいし、子どもが触ると危
ないから・・」
という方に安心して使えます。
メーカー/ジェントス

LED Lantern GENTOS

Bright, similar performance to a gas lantern, this
battery-powered lantern can be used as the
main light for camping. The warm colored light
makes for a nice atmosphere. Usable inside
tents, safe, kid friendly, and easy to use.

Free

絵本

蔦谷家電セレクト

お部屋で過ごす時間もお子様と一緒にワクワク
したり笑ったりゆったりと本の世界に飛び込める
ような本を選びました。※本の種類はお部屋でお
選びいただけます。

Tsutaya Electrics’ selection of picture books

High-quality picture books are available in the
room, specially selected to help you have an
exciting, amusing and relaxing time together
with your children. ※You can choose any titles
from the selection in your room.

Free

扇風機
ダイソン独自のAir Multiplier(エアマルチプライ
アー) テクノロジーを使用した新しいタイプの扇風
機で、羽根がなく、
スムーズで心地よい風を生み出
します。吸い込んだ空気の約15倍もの風を作り出し
ます！羽根がなくなったことで、安全かつ掃除が簡
単になりました。風量調節、角度調節も無段階で滑
らかに微調節が可能です
メーカー/ダイソン

Dyson Fan

Dyson has released a new bladeless fan which
uses Air Multiplier technology, making for a
smooth and uninterrupted air-ﬂow. It is capable
of releasing 15 times the air it pulls in. Being a
bladeless fan, it is safe and easy to clean. Angle
and air power settings can be changed precisely
for your personal preference.

Free

蔦

ダイソン コードレスクリーナー
圧倒的な吸引力で大小のゴミを同時に吸い取る
革新的なコードレスクリーナー。お隣への音漏れ
が気になるお掃除ですが、
この掃除機はお部屋の
空気よりもきれいな空気を排出するため、窓を開
けずにお掃除しても安心。布団クリーナーとしても
メーカー/ダイソン
使用できます。

Dyson Cord-free Vacuum Cleaner
A cordless stick vacuum cleaner which removes
large debris and small dusts simultaneously with
its powerful suction power. You can use this
vacuum cleaner without opening the window as it
emits air cleaner than the air you breathe. It can
also be used as a mattress cleaner.

Free

ブルーレイプレーヤー
ブルーレイやDVDに加え、ネット動画も再生
できるコンパクトモデル。迫力ある映像をお
楽しみください。
メーカー/SONY

Blue Ray DVD Player
A compact model that adds internet viewing to
the standard Blue Ray DVD viewing capabilitiies.

ワイヤレススピーカー

Free

蔦

防水機能を搭載したスピーカー。お風呂でも
安心して使えます。屋外で楽しんだあとは、お
気に入りの音楽を聞きながら、バスタイムも
満喫しましょう。接続もとても簡単なので、す
ぐにお使いいただけます。小さなボディから
は想像できないサウンドが魅力です！
メーカー/SONY

Wireless Speaker
This water-resistant speaker can be used in
the bathroom or outside. After listening to
your music outdoors, take it to the bathroom
for continuous enjoyment! Connects easily to
your music device, and the speakers emit a
good quality sound for its small size.

Free

蔦

アイロン

Panasonic

お部屋でアイロン台を出すのは手間がかか
りますが、そんな時にハンガーにかけたまま
シワとりできるのがこのスチーマー。平均4
分間のスチームで簡単シワとり。汗をかいた
洋服の除菌、脱臭にも効果を発揮。インテリ
ア感を損なわないデザインも秀逸。
メーカー/Panasonic

Iron

Free

This stream iron can used without an ironing
board - just hang your clothes on a hanger to
use. In an average of 4 minutes, all creases
will be removed through steaming, whilst
sterilization and deodorization can be taken
care of simultaneously. Also has a stylish
design.

ズボンプレッサー
英国製、ジャケットやネクタイのハンガー付
き。ワイドサイズで大切な衣装を折り目正し
く整えます。
メーカー/Corby

Pants Presser
Equipped with jacket and necktie hanger,
wide size for easy use.

Free
アイロン台
旅先でも身だしなみは大切。背丈に合わせて
高さを調整できる、アイロンが楽しくなるサ
ポートアイテム。
メーカー/IKEA

Iron Board
Keep a clean wrinkle free look even on
vacation.

Free

蔦

コンセントタップ
限りなく本物に近い木目調で、リゾート気分
を盛り上げてくれる「魅せるタップ」。お部
屋でのスマホの充電に便利なUSB端子付なの
で、コンセントを占領することなく、複数の
スマホを手軽に充電できます。
メーカー/ファーゴ

Power Strip
The attractive mock wood design means it
ﬁts in with a resort atmosphere. With a USB
device you can charge several smartphones
without taking too much space on your plug.

Free

三つ又コンセント
全世界対応マルチ変換プラグA型(海外電化製
品を日本で利用)A,BF,SE,C,B3,O,B 世界の電
化製品を日本国内で利用するためのマルチ
電源変換プラグ・変換アダプタです。全世界の
電源プラグに対応しております。
メーカー/SODIAL(R)

Multi Plug
Worldwide multi converter type-A (for use of
non-Japanese products in Japan),
A,BF,SE,C,B3,O,B. Compatible with any plug
type.

Free

加湿器
シャープの高濃度プラズマクラスター7000搭載
のハイブリッド式加湿器。
室温の変化に応じて、最適な湿度をきめ細かく調
節できます。また、スチームタイプと違い発熱し
ないのでお子様連れにも安心してご利用いただ
けます。
メーカー/SHARP

Humidiﬁer
Sharp high density plasma-cluster 7000 hybrid
humidiﬁer.
You can ﬁnely adjust the settings to ﬁnd the
optimal humidity in response to changes in the
room temperature. In addition, because it does
not generate heat (like steam type humidiﬁers
do), it is safe to use with small children around.

Free

加湿空気清浄機
シャープの高濃度プラズマクラスター7000技術
を搭載したモデル。空気の汚れをしっかり除菌、
染みついた匂いまでしっかり脱臭、静電気の予防
など自然界と同じイオンで空気を浄化します。
メーカー/SHARP

Air Puriﬁer/ Humidifyer
Sharp concentrated Plasma Cluster 7000.
Puriﬁes, deoderizes, & sanitizes the air. Also with
anti-static function.

Free

蔦

除湿機
お部屋の除湿も衣類乾燥もこれ1台でOK。ワイド
送風で干し方にあった乾かし方でき、ナノイー
で 部 屋 干 し の 嫌 な ニ オ イ も 防 い で く れ る 。カ
ラッとキープで衣類への湿気の戻りを防ぎ、カ
ラッとセンサーで乾いたら自動でストップする
からエコで経済的。
メーカー/Panasonic

Dehumidiﬁer
This dehumidiﬁer can dry clothes as well as
de-humidify room air. The wide wind spread is
eﬀective for drying hung-up laundry.
Furthermore, the dry-mode will prevent
dampness getting back into clothes. It has a
dry-sensor that automatically switches itself oﬀ
when clothes are dry.

Pick up
小さなお子様や
敏感肌の方にも安心

¥1,600
ピュアウォーター
（11リットル）
世界最高レベルのろ過により0.0001
ミクロンの不純物を除去したクリア
な お 水・
「ト ル マリン 医 王 ウォー
ター」。
血液浄化作用、免疫強化作用、アレ
ルギーやアトピー体質改善作用など
があり、小さなお子様や敏感肌の方
も安心してご利用いただけます。
ウォーターサーバー（無料）はお湯と
冷水に対応しているのでとても便利
です。

Pure Water(11L)
Filtration system is world class
level eliminating impurities small
as .0001 microns from your
water.
Heal and rebuild your immune
system and safe for those with
allergies.
Water server has hot and cold
water functions.

ロフテー快眠枕
Free

やわらかめ

枕／ロフテー快眠枕

ジュニア

寝ている間の動きが激しい子供に合わせた枕
です。中身のかたよりがない構造で、首筋をや
さしく支えます。
メーカー/ロフテー

Lofty Pillow Jr
For Children whom move a lot during the
sleep. Very pleasant support on the neck.

Free

やわらかめ

枕／ロフテー快眠枕 低反発炭パイプ
中身がかたよらず首筋をやさしく支えるシリー
ズ。硬めがお好みの方に、特殊な低反発パイプ
が快眠を支えます。
メーカー/ロフテー

Lofty Pipe Sponge Pillow
Neck supporting pillow, for those who like a
ﬁrmer pillow.

Free

かため

枕／ロフテー快眠枕 マルコビーンズ
中身がかたよらず首筋をやさしく支えるシリー
ズ。頭にあたる感じがふわっとして柔らかいビ
ーンズ入り。
メーカー/ロフテー

Lofty Cervical Pillow with Marco Beans
Neck supporting pillow with soft beans that
disperse the weight of the head.

Free

かため

枕／ロフテー快眠枕 形態安定そばがらヒノキチップ入り
中身がかたよらず首筋をやさしく支えるシリー
ズ。そばがらに消臭・殺菌効果のあるヒノキチ
ップをプラス。
メーカー/ロフテー

Lofty Hinoki Chip Pillow
Excellent neck support, hinoki chips have a
antibacterial and deodorizing eﬀect.

カフーオリジナル枕
カフーオリジナル

Free

フットピロー

ゆったりと大きめのサイズと緩やかなカーブ
の形状が、締め付けることなく足をサポート。
内部のソフトパイプが足をしっかりと支えて
くれます。
カフー×眠
りの駅

Kafuu original foot pillow

販売価格：¥9,000

This big size foot pillow is nicely curved and
supports your feet ﬁrmly and comfortably
due to its pipe-like inner ﬁller.

その他の枕

Free

ボディーピロー
横向きで寝る方の、体の負担を分散する枕
です。
しっかり抱きついて、さわやかな朝をお
迎えください。
メーカー/ロ
フテー

Body Pillow
perfect for sleeping on your side and equally
disperses the weight.

低反発枕
Free

枕／テンピュール ソナタピロー
肩や首にぴったりとフィットする三日月型。寝心
地を追求するテンピュールのこだわりが詰まっ
たピローです。
メーカー/テンピュール

Tempur Sonata Pillow
Shaped for preferred sleeping postion.

Free

枕／テンピュール シンフォニーピロー
まるでマシュマロに包まれているような柔らか
さ。
リゾートらしく、新感覚の睡眠におぼれてみ
ませんか。
メーカー/テンピュール

Tempur Symphony Neck Pillow
Soft as marshmallow and comfortably wraps
your neck for a well deserved sleep.

Free

枕／テンピュール オリジナルネックピロー
独特のフォルムが大人気のテンピュール。頭部
から首筋までフィット、絶妙なバランスでいい夢
を。
メーカー/テンピュール

Neck Pillow
Tempur original Shape perfectly ﬁts the head
and neck.

Free
Free

タオルケット
『今治織りタオルケット』短めパイルでサッパ
リと涼感ある肌ざわり。厳しい基準をクリア
した今治タオルケットならではの吸湿性の良
さは暑い夏にぴったり
メーカー/今治

Towel Blanket
This famous Towel Blanket made in Imabari
has short fur, producing a soft & cool eﬀect
on the skin that it envelopes. Passing all the
stricted standards, it is great for use in the
humid summers.

Free

蔦

頭皮エステ
パナソニックの頭皮用エステブラシです。シャ
ンプー時に使用するだけで、健康な地肌と美し
い髪に導いてくれます。パワフルで指のような
ブラシの動きは心地よく、癖になります。充電式
で出先でも使え、ブラシがソフト、ハードの2種
類付いているのも嬉しい。 メーカー /Panasonic

Head Spa Scalp massager
This Panasonic scalp massager has two brush
types; soft and hard. Using this at shampoo
time gives you a healthy scalp and beautiful
hair. The brush is powerful, with a soft,
human-like touch making it comfortable to
use. Chargeable and portable.

Free

お風呂用リラックス枕
楽しかった今日1日を思い出しながら、疲れた体
を湯船に浮かべて至福のバスタイム。うっかり
寝込んでしまわないようにご注意を。

Bath Pillow
Reﬂect on the adbentures of the day while
relaxing in a hot bath. Be careful not to fall
asleep.

Free

蔦

蒸気レス IH 炊飯ジャー
小さなお子様がいても安心してお使いいただけ
る、蒸気レス構造、チャイルドロック搭載。また、ス
タイリッシュなデザインで省スペースを実現する
など、複数のメリットでキッズデザイン大賞を受賞
しました。もちろん、お米のおいしさを引き出す機
能も満載です。
メーカー/三菱

Steamless IH Rice Cooker
Packed full of functions and options for cooking
delicious rice. Kids’ friendly, steam-less rice
cooker with child lock. Received the Kids Design
award for several reasons including its slim and
stylish look.

Free

蔦

炊飯器

土鍋釜

大きな熱量を本物の土からできた、
ぶ厚い
「本土鍋
釜」
でしっかり受け止め、
ふっくら美味しいごはん
を炊き上げます。
「麦めし」
専用メニューを搭載し、
生
活習慣病の予防に役立つ食物繊維たっぷりの主食
をおいしく簡単に味わえます。 メーカー/タイガー

Ceramic Rice Cooker
The heat goes evenly through the thick
earthenware pot to produce ﬂuﬀy rice. You can
cook a variety of healthy recipes, including
healthy barley rice using the dedicated function.

Free

蔦

圧力ＩＨジャー炊飯器
お米をしっかりおどらせて甘みたっぷり、ふっくら
銀シャリに。
「 誰もが美味しく感じるご飯」を目指
し、お好みの炊き方や銘柄を選べます。毎日使う
炊飯器だから、軽くて丈夫な内釜を採用。凹凸が
少なくお手入れも簡単です。 メーカー/Panasonic

High-Pressure IH Rice Cooker
This rice cooker makes ﬂuﬀy, soft, juicy rice
and is easy to use. You can choose the cooking
style designed for all types of rice brand. The
inner pot is durable and light-weight for
everyday use. Easily washed due to its smooth
surface.

Free

オーブントースター
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置
ける「ワイド庫内（幅27cm）＆庫内奥行22cm」8
インチ（20cm）のピザが切らずに焼けるトレー
つき（トレー内寸22×20cm）メーカー/ZOJIRUSHI

Oven Toaster
An Oven Toaster that is big enough to toast
2 slices of bread, or 2 gratin plates, even
pizza (27cm x 22cm x 20cm).

Free

エコ箸
旅の途中でもエコ心を忘れない方へ。
どこへで
も何度でもお使いいただける、
スマートな携帯
箸です。

Eco Chopsticks
environment
conscious
For
the
travelers, Wherever and as many times as
you want. Portable and easy to use.

Free

蔦

ミキサー（ブレンダー）
日本初の加熱ヒーター搭載ブレンダーの最上位
機種。
材料を入れてボタンを押すだけでOK！6つ
のオートプログラム機能により、
デトックスを促
すスムージーから栄養たっぷりのスープまで。
自
動洗浄もしてくれる手間いらずな1台です。
メーカー/クイジナート

Mixer (blender)
The ﬁrst ever supreme Japanese blender
with heating function. Put ingredients in and
just switch on! With six diﬀerent auto
programmed settings you can make
smoothies for detox or nutritious soups. Auto
cleaning fucntion means little fuss.

Free

ワインクーラー
氷をたくさん入れて、お部屋からの夕陽とと
もに冷えたワインをごゆっくりとご堪能く
ださい。
メーカー/funVino

Wine Cooler
Fill with ice & enjoy your wine as you watch
the sun go down from your balcony.
By funVino.

¥300
調理器具セット
スウェーデン製の調理器具を揃えました。
リゾ
ートならではのキッチンライフを盛り上げます。

Cookware
スポンジと洗剤もお持ちいたします。

Swedish desigh cookware to enjoy your
resort life in the kitchen.

Sponge and washing detergent included.

¥300

食器セット

必要な人数様をお申し付け下さい。

ロング・ステイに役立つ充実の一式。
白を基調と
したシンプルなデザインがどんな食材も引き
立てます。

Dish Set
perfect for the long staying travelers,simple
and stylish desigh.
スポンジと洗剤もお持ちいたします。

Sponge and washing detergent included.

Please inform us of the total amount of items
needed for your party.

¥500
調理器具セット ＋食器セット Cookware+Dish set

スポンジと洗剤もお持ちいたします。

Sponge and washing detergent included.

¥150

お子様用食器セット

必要な人数様をお申し付け下さい。

色やデザインに北欧のセンスが光るプラスチッ
ク製の食器です。
ポップなカラーで気分ウキウキ。

Kids Dish Set
Durable and fun design plastic dish set,also
microwavable.
スポンジと洗剤もお持ちいたします。

Sponge and washing detergent included.

Please inform us of the total amount of items
needed for your party.

※洗剤とスポンジのセットは、プラス￥150にてご用意可能です。
※If you want extra a washing detergent and a sponge are available for an extra fee of ¥150.

Free

イオン＆ナイトスチーマー
寝ながらエステも、集中エステもこれ1つ。｢ナ
ノイー｣で寝ながらエステ。お肌のうるおいを
キープし、
キメの整った肌、
ツヤのある髪へ。
ナ
ノサイズのスチームで、集中エステ。毛先にう
るおい補給。
メーカー/Panasonic

ION & Night Steamer
Este while you are sleeping or concentrated
pin-point Este. Nanoe keeps your skin & hair
supple & moist. Using nano-size steam
particles.

Free

蔦

目元エステ
目元をスチームでじんわり温め、疲れた目を
リフレッシュ。コンパクト設 計かつ充電 式で
持ち運べる上、使 用する時はプレートを水で
濡らす だ け 。目の 疲 れを 感じや す い方 に は
ピッタリな商品です。
メーカー/Panasonic

Eye Esthetic Steamer
Eye esthetic steamer from Panasonic. Deep
thermal warming around the eye area with
steam to refresh your eyes. Portable and
rechargeable. Just put water over the sheet
for use. Good for stressed and tired eyes.

エステローラー（リファ）

蔦

美しい肌を守るといわれている微弱な電流
「マイ
クロカレント」
が発生するローラーで肌表面をト
リートメントしていくことで、
キメを整え、
ハリ
とツヤのある引き締まった肌へと導きます。
全身
使用可。
防水なのでお風呂でも使用できます。
メーカー/MTG

Esthetic Facial Roller
Waterproof, and can be used on your whole
body. The "ReFa" facial roller generates
electric micro-currents which can treat the
surface of your skin, tightening it for a glossy
sheen and silky look.

Free

蔦

アイロンエクストリームカール
プロ発信クレイツ、
2WAYアイロンです。
プレー
髪
ト部分にクレイツイオンが塗布されており、
をいたわりながらストレート、
カールが楽しめ
ます。
また、
滑りが良くツヤのある華やかな仕上
がりに。
湿気にも強く、
1日中思い通りの仕上が
りを楽しんでいただけます。 メーカー/クレイツ

Iron Extreme Curl

Professionally used Create Ion 2WAY iron.
The plate portion uses Create Ion and allows
for easy straightening or curling of your hair.
In addition, a gorgeous ﬁnish with a glossy
sheen is easy to obtain. Moisture resistant,
you can enjoy experimenting to get the
desired look you want everyday.

Free

蔦

カールアイロンブラシ
パナソニック、
ブラシタイプカールアイロンで
す。
ブラシタイプなのでアイロン慣れしていな
安心して使っていただけます。
クリッ
い方でも、
プ付きで短い毛もしっかりキャッチし手軽にカ
ストレート、
ボリュームアップが気分や洋
ール、
服に合わせて楽しめます。
メーカー/
Panasonic

Curl Iron with Brush
Panasonic curling hair-dryer with brush. Safe,
easy to use for everyone, this dryer captures
short hair for curling and straightening,
allowing you to maximize the volume to
style your hair in the latest fashions.

Free

蔦

Aura Ｍist
赤から白に替わるライトの変化とアロマの香り
で視覚と嗅覚への働きかけでリラクゼーション
効果が高まります。アジアンテイストのデザイン
でリゾ ート気分もアップします。
メーカー/
Spa room

Aura Mist
Exotic, Asian style aroma diﬀuser. The light
changes from red to white while the aromatic
scent stimulates your sense of smell and sight
for heightened relaxation.

Free

蔦

レッグリフレ
ふくらはぎをしっかりしぼり上げて本格的な
マッサージを体感しているようです。
足にも使
える2WAYタイプで遊び疲れた足をしっかり
癒してくれます。
タイマーがついているので気
持ちよく寝てしまっても安心です。
メーカー/Panasonic

Leg Reﬂexology
Salon-like professional massage movements
for use on the calves and feet. Relax your feet
and unwind after a long day. A convenient
timer setting means you can take a quick nap
while using it.

Free

スライブフットマッサージャーもみギア
足ウラ、ふくらはぎの「だるい」
「おもい」
「つか
れ」をすばやく揉みほぐし、旅の疲れをしっか
りサポート。

Thrive Foot Massager Momigear
Soothes tired muscles on your feet and calf
during the trip.

Free

スリムトレーナー
下半身ホイール直径が小さく運動効果さらに
アップさせる全身筋力強化グッズ。腹筋、背
筋、腕などを鍛えたい方におススメのアイテ
ムです。
メーカー/ジスタス

Slim Trainer
Great for those wanting to slim down their
abs, back & arms. The central wheel is small
so work-out eﬀects are increased.

Free

ヨガボール
関節の動きを効率よく広げるヨガボール。新
しいポーズに挑戦してみては？
※サイズ約15cm

Yoga Ball
Keep your yoga workout in routine and keep
your muscles in shape.
※Size approx. 15cm (6 inches)

Free

ヨガマット
軽量・耐久性・グリップ・安定感のバランスが
よいマット。沖縄の空の下、思う存分、頭と心と
体を1つに。

Yoga Mat
Light weight and durable mat with good
balance.
Enjoy a workout under the
beautiful skies.

Free

蔦

体温計
目安の予測計測がなんと15秒のスピード検温！
先端がやわらかく曲がるのでわきにぴったり
フィット。メモリ機能もあり、体温管理にも役
立ちます。バックライトがついているので、赤
ちゃんが寝ている時もお母さんが安心して確
認できます。
メーカー/オムロン

Thermometer

This speedy thermometer takes only 15
seconds to measure your temperature! It has
a smooth, ﬂeible edge to ﬁt comfortably
under one's arm. Memory function available
for daily checkup. Due to the backlight, you
can check babies' temperatures whist they
are sleeping.

Free

蔦

血圧計
腕に通して回すだけのダイヤル式腕帯。
誰でも
簡単に正しくぴったり装着！取り外しも押すだ
けで簡単！すべて片手で操作。
表示も大きく、
見
やすい。
計測していない時、
腕帯は収納でき、
表
示は時計やカレンダーとして使えます。
メーカー/シチズン

Blood Pressure Monitor

Fits perfectly around your arm and can easily
be taken on and oﬀ with one push. Can be
used with a single hand. The large display
can be used as calendar and clock when you
store the armband.

Free

蔦

体重計
これまでの常識を変える！乗るだけで、そのひ
との 個 人 デ ーターをあてるメモリ自動 認 識
「乗るピタ」機能で、2回目以降触らなくてOK！
コンパクトで立てて置けるので置き場所に困
らない。50gまで体重計測ができる高精度！
メーカー/タニタ

Body Scales
These advanced scales can identify and bring
up your personal data as soon as you stand
on them for the second time - you don’t need
to enter your data twice! They are compact,
and easy to store in small spaces. Accurate to
within 50g.

Free

Ice Pack

Free

Ice Bag

Free

Free

KIWI 靴磨きセット
有名メーカー「KIWI」の油性靴クリーム。持続性
のある最上級の美しい輝きを約束します。旅先で
も足元のおしゃれはぬかりなく。メーカー／KIWI

KIWI Shoe Polish
Promises excellent shine to your shoes.
Keep a sharp look even on vacation.

Free

Free

Free

バンボ
赤ちゃんの「すわる」をきちんと考えた世界中
で愛されるバンボ。荷重がかかると「ふんわり
ロック」が手前に動いて支えなしでも1人でお
すわり。対象：首がすわる頃～14ヵ月
メーカー/バンボ

Bumbo

The internationally loved baby chair that
locks in with pressure.
Suitable for babies with ﬁrm necks until
14months old.

Free

ベビーチェア
ヨーロッパスタイルのおしゃれなハイチェ
ア。5点式シートベルトでしっかりフォール
ド。大きなテーブルは外しても使用可能。足が
ブラブラしないフットレストは2段階の高さ
を選べます。対象：6カ月～3歳頃まで使用可能
（25kgまで）
メーカー/alta bebe

Baby Chair
A European style stylish High-Chair. 5 point
seatbelt. Removable large table top. Foot
rests & height adjustment. Suitable for
children 6 months- 3 years (up to 25kg)

Free

Free

Free

Free

Free

Sustains temperature at 158°
F for long
periods of time, allows moms for a little
break.

Free

Free

Free

Free

Free
ベビー爪切り

Free

Free

Free

安心スロープ

屋内用

車いすをはじめ段差が必要な方へ。
玄関、
ト
イレ口など・
・
・必要な場所に応じて設置でき
ます。

Easy access for wheel chairs or for easy
transition through entrances.

Free

Free

ください。

Free
環境に合わせて、4本脚にしたり、1本にしたり
できる杖です。楽しい沖縄旅行の支えになり
ます。

Free

Free
1

For use in the shower or balcony, easily folded
out with one hand and carried.

Free

Free
クーラーボックス（大）
たくさんの物を入れて運ぶ際にとっても便
利。ホイール付きで、女性1人でも運びやすい
タイプ。

Equipped with wheels for easy moving
capable of packing many items.

Free
クーラーボックス（中）
ホイールとキャリーハンドル付きで移動がス
ムーズ。
カラフルな小型ホイールクーラー。
メーカー/コールマン

Medium Cooler Box
A small cooler box with wheels & carry
handles.

Free
クーラーボックス（小）

Free

Free

蔦

LED ランタンジェントス
電池なのにガスランタンに迫る明るさでキャ
ンプのメイン照明として活躍します。
暖色だか
ら雰囲気も壊さず、
勿論テントの中でも使えま
す。
「ガスランタンは扱いがちょっと難しいし、
子どもが触ると危ないから・
・」
という方に安心
メーカー/ジェントス
して使えます。

LED Lantern GENTOS
Bright, similar performance to a gas lantern,
this battery-powered lantern can be used as
the main light for camping. The warm
colored light makes for a nice atmosphere.
Usable inside tents, safe, kid friendly, and
easy to use.

TOY
お子様向けグッズ

Free
2

Free

Free

蔦

絵本

蔦谷家電セレクト

お部屋で過ごす時間もお子様と一緒にワクワクしたり笑ったりゆったりと本の世界に飛び込め
るような本を選びました。
※本の種類はお部屋でお選びいただけます。

Tsutaya Electrics’ selection of picture books
High-quality picture books are available in the room, specially selected to help you have an
exciting, amusing and relaxing time together with your children.
※You can choose any titles from the selection in your room.

Free

Free

ジェンガ

うちなーぐちカルタ

Jenga

Japanese Karute Cards

スリルを楽しむなら！バランスゲームのス
タンダード「ジェンガ」。シンプルで温かい木
製です。
メーカー / トミー

Thrilling and exciting sure to entertain you.

Free

トランプ

沖縄をより深く知りたい人へ。沖縄方言「う
ちなーぐち」を遊びながら学べるカルタ。読
み手CD付きです。

Card game that requires reading and
comprehending Japanese.

Free

UNO

1人でも大人数でも、遊び方は自由自在。1度
始めると止まらない。次は何のゲームをしま
しょうか？

世界80カ国で愛されるゲーム。
誰よりも早く手
札を0に！最後の1枚で
「ウノ」
と宣言するのを
忘れずに。
メーカー/マテルインターナショナル

Playing Cards

UNO

Entertainment for small and large groups.

Free

囲碁

Enjoyed by people in over 80 countries,
don’t forget to call out UNO!

Free

将棋

折碁盤、新桂6号にガラス碁石新生椿とプラ
スチック碁笥角箱を付けた囲碁セットです。

新桂5号折将棋盤と別注本漆源平駒のセット
です。

Goh

Shogi

This traditional Japanese game will
captivate players for hours.

Japanese Chess with a twist.

Free
木のおもちゃ/木製玩具 知育玩具 ゲーム くみ
かえ迷路（ボード）
です。子供の正しい判断力を
伸ばすのに役立ちます。

Free

キーボックス
ドイツ優良玩具審議会推薦玩具。繰り返し遊
ぶ事で、感覚的な認識力奥行きのある空間認
識を身につけていきます。子供は遊びながら
沢山の事を発見して、遊びのなかから学ぶ事
ができます。
メーカー/NIC

Key Box
Award winning German toy maker
encapsulates fun with learning in this brain
developmental game.

カラフルプルトーイ

Free

Free

カラフルなブロックで形あわせが楽しい。
転が
す、ひっぱる、あそび方いろいろ。“カタッコト
ッ”と木と木が触れ合う音、
色鮮やかな6色のブ
ロックが動く様子など、
美しいモザイク模様が
入った台車にのせて、
見て・聞いて・動かして楽
しめます。
メーカー/ボーネルンド

Colorful Pull-Toy
Arrange the colorful blocks in many ways for
a fun time. Many ways to play by rolling,
pulling, pushing… Nice relaxing sound from
the wooden toy. Six-colorful blocks can be
placed on the cart, while the moving,
clattering noises will stimulate kids' sight,
sound and imagination.

Free

ぐらぐらアニマル・バランスボート
上手に動物を乗せられるかな？指先をつかう
バランスゲーム。半月型のボートに、木製の動
物ピースを乗せていくバランスゲーム。
メーカー/ボーネルンド

Animal on the boat game
Can you place animals on top of the
half-moon shaped boat? Balance game using
ﬁngers with wooden animal pieces.

お絵描き学校

Free

お風呂でもお部屋でも場所を問わず遊べる磁
気ボード。目に優しいグリーンボードで、黒板
のように白く描ける。
消したいところだけ消せ
る部分消し機能付き。吸盤が付いているので、
壁面に取り付けて遊べます。
メーカー/パイロットインキ

Drawing board “OEKAKI-school”
This magnetic board can be used anywhere
including bathroom. Soft green color is ease
on the eye. Black board-like white line.
Attachable to wall with eraser which can
delete the place you want.

Free

砂遊びセット
沖縄のきれいな砂浜で素敵な思い出を。
お子様とご一緒に童心に返って砂遊びはいか
がですか？

Sand Toy Set
Take this down to the beach with you for
wondeful memories. Helping the kids will
help you too.

Free

オーボール
0歳からあそべるボール。
年齢を選ばずに遊ぶこ
とができ、
アイデア次第で、
遊び方がどんどん広
がる魔法のボールです。 メーカー/リノトーイ

O Ball
This magic ball has no age restrictions, only
limited by your imagination.

