
「株主優待制度」の内容
5月31日現在のご所有株式数に

応じまして、次の通り「株主優待制度」を
実施しております。

全株主様

1,000株以上 4,999株以下

5,000株以上 9,999株以下

10,000株以上

カタログ掲載の商品を特別価格でご購入いただけます

  3,000円引の株主優待割引券（500円券を 6枚）

  5,000円引の株主優待割引券（500円券を10枚）

10,000円引の株主優待割引券（500円券を20枚）

「株主優待割引券」のご使用方法

① 「株主優待カタログ」の商品購入に使用する。
株主優待カタログ（当カタログのP３～P24）の商品購入にご使用できます。
詳しくは下段の「カタログ商品のお申し込みについて」をご覧ください。

個人情報の取り扱いについて

ご注文は郵送で

個人情報につきましては、商品の発送、ご連絡の目的に利用させていただきます。

有効期限

紛失など

換金・釣銭② 当社直営施設で使用する。
当社直営のスポーツ施設、店舗で「株主優待割引券」をご使用できます。
詳しくは当カタログのP25～P30をご覧ください。

③ 当社ショッピングセンター内の専門店で使用する。
当社が運営するショッピングセンター内の専門店で使用できる「お買い物券」と
お引き換えいたします。詳しくは当カタログのP25をご覧ください。

「株主優待カタログ2020」の取扱期間につきましては、商品の
季節性から2020年12月25日（金）までとなっておりますので
ご注意ください。品切れの際はご容赦ください。

2020年8月発行の「株主優待割引券」の有効期限は、
2021年9月30日までとさせていただきます。ただし
株主優待カタログの取扱期間につきましては、商品の季
節性から2020年12月25日（金）までとなっており
ますのでご注意願います。

「株主優待割引券」を紛失、毀損されましても
再発行はできませんのでご了承ください。

「株主優待割引券」は現金との交換はできません。
またおつりはお渡しできません。

「掲載商品購入申込書」に必要事項をご記入のうえ、「株主優待割引券」をお持ち
の方は同封して「返信用封筒（切手不要）」にてお送りください。なお「掲載商品
購入申込書」「返信用封筒」は「株主優待のご案内」封筒に同封致しております。

「株主優待割引券」の取り扱い

お届け・送料無料

ご注文承り後、1～2週間前後でお届け致します。一部の商品はお届けが遅れる
ことがあります。商品は充分ご用意致しておりますが、品切れとなる場合もござ
いますのでご容赦ください。全国無料配達致します。（お届け先は日本国内に限
ります。また離島など一部地域を除きます。詳しくは係員におたずねください。）

返品・交換 商品到着後８日以内にご連絡ください

●お客様都合による返品・交換の場合の送料はお客様負担でお願い致します。
●お届け商品の不良、間違いなど当社理由の場合は着払いでご返送ください。
返品・交換を承ります。（P15～P20の食料品に関しましては返品・交換はご容
　赦願います。）
●原則として次の場合の返品・交換はお受け致しかねますのでご了承ください。
　・ご使用になられた商品　　　・到着後の汚れや傷
　・丈や裾のお直しをした商品　・イニシャル、お名前などを入れた商品　
　・食品類　・タグ、ラベルを外した場合　・商品到着後、8日を過ぎた場合

お知らせ

〔 商品承り委託先　�ニッケ商事株式会社  〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-3-10 〕

カタログ

有効期限

●掲載の洗濯表示は目安です。詳しくは商品についている取扱絵表示をご
確認ください。
●カタログに掲載している商品写真は印刷物のため現物と多少異なる場合
がございます。ご了承ください。
●カタログ表示価格には消費税が含まれております。

お支払い方法

①「コンビニ」「郵便局」「銀行」「LINE Pay」での後払い。（NP後払いを利用させて
いただきます。）

②商品到着時にお支払いいただく、代金引換。（食品等一部、代金引換ができ
ないものがあります。代引手数料は弊社が負担致します。）

〈後払いでのお支払い方法の詳細〉
商品の到着を確認してから「コンビニ」「郵便局」「銀行」「LINE Pay」で後払
いできる安心・簡単な決済方法です。請求書は、商品とは別に郵送されます
ので、発行から14日以内にお支払いをお願い致します。

※ご注意…後払い手数料＝無料。（振込手数料は弊社が負担致します。但し、銀行
でのお振込みの場合は手数料有料です。）後払いのご注文には、株式会社ネット
プロテクションズの提供するNP後払いサービスが適用され、サービスの範囲内
で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。ご利用限度額は累計残高で
300,000円（税込）迄です。

※審査の結果によっては「後払い」のご利用ができない場合があります。その場合
はニッケ商事より連絡させていただきます。

2020年  9月   1日（火）～
2020年12月25日（金）

受付期間／2020年9月1日（火）～2020年12月25日（金）　受付時間／平日・午前10：00～午後4：00（土・日・祝、12/26～1/5を除く）

商品に関するお申し込み・お問い合わせはフリーコールで。（通話料無料）

※QUO（クオカード）は、カタログのご案内施設および掲載商品にはご利用いただけません。

株主優待制度のご案内

カタログ商品のお申し込みについて

カタログ有効期限　
2020年12月25日（金）まで
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株主優待
カタログ

ニッケグループは“工房からの風”プロジェクトを通じて
地域コミュニティ再生と作り手育成に貢献しています。
▶掲載商品をご購入いただけます。詳しくは24ページへ。
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ニッケは1896年に「毛織物メーカー」として創業し、「複合事業企業」
へと変化することで、皆様から今日までの高い評価とご支援を頂戴して
きました。これは、グループの理念である“人と地球に「やさしく、あった
かい」企業グループ”のもと、時代とともに変化する経営環境に柔軟
かつ迅速に対応し、情熱と誇りを持って持続可能な社会に寄与する
ことを目指して、新たなビジネスに挑戦し続けたからに他なりません。
おかげさまで2019年度の決算は、売上高1,264億円、営業利益104億

円と、10年の長期計画である「ニッケグループRN（リニューアル・ニッケ）
130」の第一次中期経営計画の目標、売上高1,200億円以上、営業
利益90億円以上を達成することができました。またこれにより営業
利益は10期連続の増益、売上高と各利益は3期連続の過去最高値
更新となりました。この成果は、株主の皆様、お客様、行政機関や地域
社会の皆様、そしてなによりも目的達成に向けて必死に努力してくれた
社員のおかげです。心から感謝申し上げたいと思います。

「みらい生活創造企業」にふさわ しい、魅力的な事業を創造します。
株主のみなさまに感謝を込めて、ニッケグループ代表よりご挨拶

ニッケグループ代表 日本毛織株式会社　

代表取締役社長  富田 一弥

ニッケグループの4事業
ニッケグループの事業は、

経営の基本戦略が共通する

４つの事業領域に区分し、

すべての事業を

「本業」と位置付けて

成長発展を目指します。

衣料繊維事業 安定した国内ユニフォーム事業で収益を最大化し、
欧州・中国を中心とした海外事業で成長を最大化 人とみらい開発事業

移転した工場跡地などを生かし、地域と連携した
街づくりで「人の未来」を創造

産業機材事業 自動車関連や環境関連など幅広い分野に向けて
顧客価値を向上する製品や設備を提供 生活流通事業 グループ内外の販売流通サービスを起点に

豊かな生活を支える商品やサービスを提供

オリジナルブランド 一例

家庭で洗濯ができる制服素材

天然繊維ウールと
植物由来ポリエステルを
混紡した新環境配慮型素材

グループ会社 一例

（株）ニッケ機械製作所
産業用機械の製造・販売
「FA事業が好調！」

アンビック（株）
不織布・フェルトの製造・販売
「ヒメロン®が高評価」

施設・活動内容 一例

ニッケコルトンプラザ
地域と共生する複合商業施設

工房からの風
▶活動内容・商品詳細はP24

グループ会社 一例

ニッケ商事株式会社
▶会社紹介・商品詳細はP22

株式会社AQUA
▶会社紹介・商品詳細はP21

商品
掲載

商品
掲載

商品
掲載

［製造力と開発力］ 
伝統と革新によって築いた製造力・開発力強み 衣料繊維事業は祖業となる繊維事業をベースに

ユニフォーム、テキスタイル、売糸の３つの事業で構成変遷 ［信用力］ 
街づくりで積み重ねた信用力強み 人とみらい開発事業は繊維に次ぐ第2の柱を育てるべく、1970年代に本格化した開発事業を

ベースにショッピングセンター、介護、保育、スポーツスクール、通信などの事業で構成変遷

［設計力・開発力］ 
顧客のニーズに応える設計力・開発力強み 産業機材事業は繊維工場の修繕部門が独立し発展した（株）ニッケ機械製作所、フェルト製造･販売の

アンビック（株）、糸の製造・販売の（株）ゴーセン、貿易商社の（株）エミーの4つのグループ会社で構成変遷 ［発想力］ 
事業の枠にとらわれない自由な発想力強み 生活流通事業は祖業である毛布の製造販売を取り扱う寝装事業をベースに、

ホビー関連、Eコマース、貿易代行などの事業で構成変遷

岐阜工場／印南工場 など
海外

国内

生地

糸

原材料

生地

〈ユニフォーム〉

●学校向け ●企業向け 
●官公庁向け

〈テキスタイル〉

●アパレルブランド向け

●原毛
●羊毛トップ 
   （原毛と糸の中間製品）

自動車
関連

環境
関連

原材料
部品

●FA設備  ●緩衝材など（不織布）

●エアバッグ･シートベルト用縫製糸（糸）

●モーター結束糸（ひも）

●スポーツ関連（テニス･バドミントンガットなど）

●フィッシング関連（釣り糸など）

●楽器用資材（フェルト）  ●ホビー用資材（フェルト） 

その他
産業関連

生活
関連

●資材全般（フェルト･不織布･糸・ひもなど）

●半導体関連部品

●フィルター（不織布） ●エネルギー関連設備

●原毛 ●糸
●チップ
   （化学繊維の原料）

アンビック（株）
（株）ゴーセン
（株）ニッケ機械製作所
（株）エミー

資　産

街づくりソーラー
発電

●住みよい街づくり

●地域の活性化

●健康・安全・安心

　の促進

●雇用の創出
キッズ
ランド

スポーツ
施設

ショッピング
センター

保育

通信 ホテル

フラン
チャイズ 介護不動産

開 発 と 運 営

家具・雑貨

家　電

ホビー・クラフト

保　険

馬　具

寝　装

Eコマース
の体系

物流機能との
一体サービス

関係性の高い
領域同士の連携（　　　　  ）
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A（ピンク）

B（ブルー）

株主の
みなさまに
感謝を込めて
株主優待価格で
お買い求めいただける商品をご紹介します。 羽毛 羽毛 羽毛 羽毛

羽毛羽毛 羽毛

表生地

ツインキルト
～断 面 図 と 特 長～

仕切布（マチ） 裏生地

ツインキルトとは、二層構造で羽毛が
均一に行き渡り体にぴったりフィットしま
すので、保温力がさらにアップします。

ポーランド産 ホワイトマザーグースダウン95％使用

ダウンパワー
440cm3/g
以上

ツインキルト 羽毛掛けふとん
お申し込み番号 KT-001

株主優待価格

¥100,000（税込）

■シングル  サイズ／約150×210cm
■詰めもの重量／約1.1kg
■総重量／約2.0kg

■ふとんがわ／綿100％（100単糸）　■詰めもの／ダウン95％・フェザー5％
　（ポーランド産ホワイトマザーグースダウン）　■日本製

■カラー／A（ピンク）・ B（ブルー）

株主優待価格

¥150,000（税込）
■カラー／A（ピンク）

■ダブル  サイズ／約190×210cm
■詰めもの重量／約1.5kg
■総重量／約2.8kg

羽毛がどれだけふわふわしているか、どれほど
の弾力性を持っているかを数値化したもので、
数値が大きいほど保温性に優れています。

ダウンパワーとは
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商品は充分にご用意しておりますが万一品切の際はご了承ください。　04



B（藍） A（ピンク）

羽毛 羽毛 羽毛 羽毛
羽毛羽毛 羽毛

表生地

ツインキルト
～断 面 図 と 特 長～

仕切布（マチ） 裏生地

ツインキルトとは、二層構造で羽毛が
均一に行き渡り体にぴったりフィットしま
すので、保温力がさらにアップします。

A（エンジ）

ダウンパワー
410cm3/g
以上

ダウンパワー
370cm3/g
以上

B（ブルー）

ツインキルト 羽毛掛けふとん
お申し込み番号

株主優待価格

¥80,000（税込）

■シングル  サイズ／約150×210cm
■詰めもの重量／約1.3kg 
■総重量／約2.6kg

■ふとんがわ／綿100％（80サテン）　■詰めもの／ダウン93％・フェザー7％
（ポーランド産ホワイトマザーグースダウン）　■日本製

■カラー／A（エンジ）・ B（藍）

株主優待価格

¥120,000（税込）
■カラー／A（エンジ）

■ダブル  サイズ／約190×210cm
■詰めもの重量／約1.8kg
■総重量／約3.5kg

立体キルト 羽毛掛けふとん
お申し込み番号

株主優待価格

¥50,000（税込）

■シングル　サイズ／約150×210cm
■詰めもの重量／約1.3kg
■総重量／約2.3kg

■ふとんがわ／綿100％（60サテン）　■詰めもの／ダウン90％・フェザー10％
　（イングランド産ホワイトダックダウン）　■日本製

■カラー／A（ピンク）・ B（ブルー）

株主優待価格

¥75,000（税込）
■カラー／A（ピンク）

■ダブル　サイズ／約190×210cm
■詰めもの重量／約1.8kg 
■総重量／約3.2kg

表生地

立体キルト
～断 面 図 と 特 長～

仕切布（マチ） 裏生地

立体キルトとは、キルティング部分に
マチをつけて、ひとつのマス目を箱状
につくり、そこに羽毛を吹き込んでつく
るキルトです。

羽毛 羽毛 羽毛 羽毛

イングランド産 ホワイトダックダウン90％使用

かさ高性、保温性、風合いに優れ、しかも
ダウンボールが大きく弾力性にも富んで
いるため羽毛の中でも、上質な羽毛として
評価されています。

ポーランド産
ホワイトマザーグースダウン

創業より愛されてきた
ニッケの逸品

ポーランド産 ホワイトマザーグースダウン93％使用

KT-002 KT-003
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カシミヤ毛布（毛羽部分）
お申し込み番号 KT-004
■サイズ／約140×200cm
■素材／よこ糸（毛羽部分）：カシミヤ100％
　　　　たて糸：ポリエステル100％
■総重量／約1.2kg　■四方トリコットヘム
■カラー／ブラウン
■日本製

株主優待価格 ¥30,000（税込）

呼吸が
しやすくなる枕。
● 大きな山と小さな山で
　頚椎のカーブを支えます。
● 中身には通気性に優れ、感触の良い小粒の
   ソフトパイプを使用しています。

横向きに
寝やすい枕。
● 寝返りをして横を向いても
   フィットする高さになっています。
● 普段から横向きに寝られる方、
   仰向けに寝られない方などにおすすめします。

清潔に使える枕。
● すぐれた忌避効果でダニを
   寄せつけません。
   しかも効果は長時間持続します。
● 細菌の繁殖を抑制し、悪臭を防ぎます。
● 経口毒性・皮膚障害等の安全性にも配慮しています。

気道が開きやすく、空気の
通り道を確保しやすい
形状になっています。

頚椎が真っすぐになる

横向きの場合 高さ調節高さ調節

こつぶパイプ こつぶパイプ

こつぶパイプ
+
わた

保温性・吸湿性に優れ
肌にも柔らかい毛布です。

ねがえり枕
お申し込み番号 KT-006
■サイズ／約43×63cm
■側地／綿100％
■中材／ポリエチレン（こつぶパイプ）
■カラー／ベージュ　
■日本製

株主優待価格 ¥5,000（税込）

呼吸らくらく いびき軽減枕
お申し込み番号 KT-005
■サイズ／約43×63cm
■側地／頭部分メッシュ地：ポリエステル100％
　　　　その他：綿100%
■中材／ポリエチレン（こつぶパイプ）
■カラー／ベージュ　■日本製

株主優待価格 ¥7,000（税込）
使用時の高さ 6cm

抗菌・防臭・ダニ防止枕
お申し込み番号 KT-007
■サイズ／約43×63cm
■側地／綿100％
■中材／ポリエチレン（こつぶパイプ）
　　　　防ダニポリエステルわた
■カラー／ベージュ　■日本製

株主優待価格 ¥3,000（税込）
使用時の高さ 5cm

A（ベージュ）

B（グリーン）

保温力に優れたあったかい毛布。
2枚のアクリル毛布を重ねて縫い合わせているので、
ボリューム感がある毛布です。
また、細い繊維を使用しているので、
肌触りも柔らかです。

A（ピンク）

B（ブルー）

シルクタッチで手触り抜群。シルクタッチで手触り抜群。

保温性があり吸湿性や
発散性にも優れています。

毛羽抜けしにくい、
肌にやさしい綿毛布。

Cashmereカシミヤ
カシミヤの繊維は細く、柔軟で独特のぬめりがあり、あたたかく
上品な光沢もあり「繊維の宝石」とも呼ばれます。

2枚合せマイヤー
アクリル毛布（毛羽部分）
お申し込み番号 KT-010
■サイズ／約140×200cm
■素材／パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
　　　　地糸：ポリエステル100％
■総重量／約2.9kg　■衿付チンチラヘム
■抗菌防臭　■静電防止加工糸使用
■カラー／A（ベージュ）・B（グリーン）　■日本製

株主優待価格 ¥10,000（税込）

ニューマイヤー
アクリル毛布（毛羽部分）
お申し込み番号 KT-011
■サイズ／約140×200cm
■素材／パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％
　　　　地糸：ポリエステル100％
■総重量／約1.6kg　■チンチラヘム
■抗菌防臭　■静電防止加工糸使用
■カラー／A（ピンク）・B（ブルー）　■日本製

株主優待価格 ¥8,000（税込）

毛足が柔らかく、なめらかな肌ざわりの
1枚ものの毛布です。
毛足が柔らかく、なめらかな肌ざわりの
1枚ものの毛布です。

ウール毛布（毛羽部分）2枚セット
お申し込み番号 KT-008
■サイズ／約140×200cm
■素材／よこ糸（毛羽部分）：ウール100％
　　　　たて糸：ポリエステル100％
■総重量／約1.3kg　■四方トリコットヘム
■カラー／ピンクとブルーのセット　■日本製

株主優待価格 ¥15,000（税込）

ニューマイヤー綿毛布（毛羽部分）
お申し込み番号 KT-009
■サイズ／約140×200cm
■素材／パイル糸（毛羽部分）：綿100％
　　　　地糸：ポリエステル100％
■総重量／約1.3kg　■綿ヘム
■カラー／ベージュ　■日本製

株主優待価格 ¥5,000（税込）

色違いの2枚セットで
お届けいたします

（ネット使用）
洗濯機OK

ドライ

（ネット使用）
洗濯機OK

ドライ
ドライ

手洗い

ドライ

手洗い

使用時の高さ 4.5～6cm

手洗い手洗い
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B（ブルー）

A（ベージュ）

なめらかであたたかみのある
スムース生地を使用した肌ざわりの
やさしい綿100％のパジャマ。

天然素材を使用した
やわらかくやさしい着心地。

日本製

B（サックス）B（パープル）

B（サックス）

B（パープル）

定番
ふとんカバーの
ご案内

敷きふとんカバー（包布式）
お申し込み番号 KT-017

株主優待価格シングル：105×215cm ¥3,300（税込）
株主優待価格ダブル  ：145×215cm ¥4,600（税込）

■カラー／ホワイト　■綿100％　■防縮加工　■日本製

掛けふとんカバー（ゴース張り）
お申し込み番号 KT-016

株主優待価格シングル：150×210cm ¥3,800（税込）
株主優待価格ダブル  ：190×210cm ¥5,300（税込）

■カラー／ホワイト　■綿100％（ひも8ヵ所付）　■防縮加工　■日本製

ベロア仕上げで
肌ざわりはとても柔らかい。
一年中ご使用いただけます。
抗菌・防臭加工をしているので安心。

なめらかタッチの
肌ざわり。

フランス産
羊毛100%

硬質プロファイル

ウレタンシート

羊毛50%・
ポリエステル50%
（テイジン
マイティートップ®）

テイジン V-Lap®

羊毛50%・
ポリエステル50%
（テイジン
マイティートップ®）

やわらか かためふつう

やわらか かためふつう

特  長
● マチ付きタイプ
● マイティートップ®：防ダニ・
                         抗菌防臭
● V-Lap®：軽量・通気性・
              体圧分散に
              すぐれています。
● かたさ：ふつう

特  長
● マチ付きタイプ
● 超軽量なので、
　上げ下ろしが楽です。
● 軽さのわりにへたりにくいです。
● かたさ：ふつう

A（紺）A（サックス）

体圧分散 三層式敷きふとん
お申し込み番号 KT-014
■シングル　サイズ／約100×210cm　■縫製／格子キルト
■詰めもの量／約3.0kg　■総重量／約3.7kg
■ふとんがわ／綿100％ ■厚み／約7.5cm
■詰めもの／
　〈巻きわた〉羊毛50％・ポリエステル50％（マイティートップ®）
〈中芯〉ポリエステル100％V-Lap®
■カラー／A（ピンク）・B（ブルー）　■日本製

株主優待価格 ¥25,000（税込）

超軽量 三層式敷きふとん
お申し込み番号 KT-015
■シングル　サイズ／約100×210cm　■縫製／ダイヤキルト
■詰めもの量／約2.1kg　■総重量／約2.9kg
■ふとんがわ／綿100％　■厚み／約7.5cm
■詰めもの／〈上層〉フランス産羊毛100％
〈中芯〉ポリウレタン100％硬質プロファイル
　〈下層〉ポリウレタン100％ウレタンシート
■カラー／A（ベージュ）・B（ブルー）　■日本製

株主優待価格 ¥22,000（税込）

婦人国産綿100％スムースパジャマ
お申し込み番号 KT-018

¥3,000（税込）株主優待価格
■カラー／A（サックス）・B（パープル）
■素材／綿 100％
■日本製
■サイズ／M・L

cm
 サイズ 胸まわり（バスト）  裄丈 身丈
 　M 102（79～87）  68 64
 　L 106（86～94）  69 66

 サイズ ウエスト（腰囲）  股上 股下 パンツ丈
 　M 60（64～70）  29 59 88
 　L 64（69～77）  30 60 90

紳士綿100％スムースパジャマ 
お申し込み番号 KT-019

¥3,000（税込）株主優待価格
■カラー／A（紺）・B（サックス）
■素材／綿 100％
■中国製
■サイズ／M・L

cm
 サイズ 胸まわり（胸囲）  肩幅 袖丈 身丈
 　M 112（88～96）  49 56 74
 　L 116（96～104） 51 58 76

 サイズ ウエスト（腰囲）  股上 股下 パンツ丈
 　M 66（76～84）  33 68 101
 　L 70（84～94）  33 71 104

B（ブルー）

A（ピンク）

（ネット・あて布使用）
洗濯機（弱）

（ネット・あて布使用）
洗濯機（弱）

四隅ゴム付き

A（ピンク）
B（ブルー）

B（ベージュ）

A（ベージュ）A（ベージュ）

アクリル敷きパッド（毛羽部分）
お申し込み番号 KT-013
■サイズ／約100×205cm
■素材／表側　パイル糸（毛羽部分）：アクリル100％ 
　　　　　　　地糸：ポリエステル100％
　　　　裏側　ポリエステル65％・綿35％
　　　　詰めもの　ポリエステル100％・300g
■総重量／約1.4kg　■霜降りヘム　
■四隅ゴム付き　■抗菌防臭　
■静電防止加工糸使用
■カラー／A（ピンク）・B（ベージュ）　■日本製

株主優待価格 ¥6,000（税込）（ネット使用）
洗濯機OK

ドライ

綿ベロア敷きパッド（毛羽部分）
お申し込み番号 KT-012
■サイズ／約100×205cm
■素材／表側　パイル糸（毛羽部分）：綿100％
　　　　　　 地糸：ポリエステル100％
　　　　裏側　ポリエステル85％・綿15％
　　　 詰めもの　ポリエステル100％・300g
　　　　　　　   （抗菌防臭加工わた使用）
■総重量／約950g　
■四方トリコットヘム　■四隅ゴム付き
■カラー／A（ベージュ）・B（ブルー）　■中国製

株主優待価格 ¥3,000（税込）（ネット使用）
洗濯機OK

（ネット使用）
洗濯機OK

（ネット使用）
洗濯機OK

パンツ
前開き

落ち着いた配色のシンプルで
飽きのこないデザインです。
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A（アイボリー）

D（ネイビー）

B（キャメル） C（グレー）

C（ネイビー）

B（カーキ）

A（ベージュ）

C（ワイン）

B（ブラック）

B（グリーン）

A（ミディアムグレー）

A（グレー）

ス
エ
ー
ド
調
の
上
質
な
素
材
感
が
印
象
的
な
コ
ー
ト
。

ノ
ー
カ
ラ
ー
で
首
元
が
す
っ
き
り
と
見
え
ま
す
。

軽
く
て
あ
た
た
か
い

カ
シ
ミ
ヤ
1
0
0
％
の
質
の
高
い
素
材
。

シ
ン
プ
ル
で
着
ま
わ
し
や
す
い
の
で

秋
冬
の
幅
広
い
シ
ー
ン
で
活
躍
し
ま
す
。

カ
シ
ミ
ヤ
の
風
合
い
と

優
れ
た
技
法
で
編
み
込
ま
れ
た

特
別
な
デ
ザ
イ
ン
が
楽
し
め
る
一
枚
。

ボ
ト
ム
を
選
ば
な
い
シ
ョ
ー
ト
丈
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
。

肌
寒
い
季
節
の
お
で
か
け
に
。

お申し込み番号 KT-020
¥8,000（税込）株主優待価格

■カラー／A（ベージュ）・B（カーキ）・
　　　　  C（ネイビー）
■素材／ポリエステル 72％・ナイロン 24％・
　　　　ポリウレタン 4％
　　　　テープ部分：ポリエステル 100％
■中国製
■サイズ／M

プチフードジャケット

cm
 サイズ 胸まわり（バスト） 肩幅 袖丈 身丈
    M 102（79～87） 40 59 67

裏地の配色が
おしゃれ！

Front Style

裏地

素材がとてもやわらかいので
上品さと動きやすさを
兼ね備えているところも魅力。

cm
サイズ 胸まわり 肩幅 袖丈 身丈
 　M 90 36 54 60
 　L 96 38 54 60

お申し込み番号 KT-022
¥14,000（税込）株主優待価格

■カラー／A（ミディアムグレー）・B（グリーン）・
　　　　  C（ワイン）
■素材／カシミヤ 100％　■中国製
■サイズ／M・L

婦人カシミヤ100％ 
カーディガン

ドライ

お申し込み番号 KT-021
¥10,000（税込）株主優待価格

■カラー／A（アイボリー）・B（キャメル）・
　　　　  C（グレー）・D（ネイビー）
■素材／ポリエステル 90％・ポリウレタン 10％
■中国製
■サイズ／L～LL

スエード調ノーカラーコート

cm
 サイズ 胸まわり（バスト） 肩幅 袖丈 身丈
  L～LL 106（86～101） 40 59 86

ドライ

cm
 サイズ 胸まわり 肩幅 袖丈 身丈
 　M 92 36 56 60
 　L 98 38 56 60

お申し込み番号 KT-023
¥20,000（税込）株主優待価格

■カラー／A（グレー）・B（ブラック）
■素材／カシミヤ 100％
■中国製
■サイズ／M・L

婦人カシミヤ100％
ハイネックセーター

ドライ

ドライ

11

株主優待カタログ2020_11-12

商品は充分にご用意しておりますが万一品切の際はご了承ください。　12



M・L ¥2,200（税込）
LL ¥2,300（税込）

株主優待価格

cm
 サイズ バスト 総丈 袖丈
 　M 79～87   58 45
 　L 86～94   60 46
  LL 93～101 62 47

お申し込み番号 KT-026

■カラー／A（ベージュ）・B（ピーチ）
■素材／身生地：アクリル 92％・ウール 5％・
           アンゴラ 3％ 
           レース部分：ナイロン・ポリウレタン
■日本製
■サイズ／M・L・LL

あったか両起毛
アンゴラ入り８分袖インナー

お申し込み番号 KT-027
M・L ¥1,400（税込）
LL ¥1,500（税込）

株主優待価格

■カラー／A（グレー）・B（モカ）
■素材／身生地：アクリル 55％・
　　　　　　      レーヨン 37％・ナイロン 5％・
　　　　　　      ポリウレタン 3％
　　　　レース部分：ナイロン・ポリウレタン
■日本製
■サイズ／M・L・LL

あったか起毛２枚組（同色）
１分丈ショーツ

cm
 サイズ ウエスト  ヒップ 総丈
 　M 64～70 87～95 29
 　L 69～77 92～100 31
  LL 77～85  97～105 33

cm
 サイズ ウエスト ヒップ 総丈 股上
  M 64～70 87～95 50 27
  L 69～77 92～100 52 28
  LL 77～85 97～105 54 29

cm
 サイズ ウエスト ヒップ 総丈 股上
  M 64～70 87～95 70 27
  L 69～77 92～100 72 28
  LL 77～85 97～105 74 29

cm
 サイズ ウエスト ヒップ 総丈 股上
  M 64～70 87～95 85 27
  L 69～77 92～100 87 28
  LL 77～85 97～105 89 29

暖かウール5分丈ボトム
お申し込み番号 KT-029

暖かウール7分丈ボトム
お申し込み番号 KT-030

暖かウール9分丈ボトム
お申し込み番号 KT-031

■カラー／A（パープル）・B（モカ）　■素材／身生地：綿 70％・レーヨン 20％・ウール 10％ 　レース部分：ナイロン・ポリウレタン　
■日本製 ■サイズ／M・L・LL

M・L ¥1,750（税込）株主優待価格 M・L ¥1,850（税込）株主優待価格 M・L ¥1,950（税込）
LL ¥1,850（税込） LL ¥1,950（税込） LL ¥2,050（税込）

株主優待価格

cm
 サイズ ウエスト 総丈
  M～L 64～77 34

お申し込み番号 KT-028
¥1,500（税込）株主優待価格

■カラー／A（グレー）・B（モカ）
■素材／アクリル 55％・レーヨン 37％・ 
           ナイロン 5％・ポリウレタン 3％
■日本製　■サイズ／M～L

両起毛はらまき2枚組（同色）

洗濯機（弱）（ネット使用）

洗濯機（弱）（ネット使用）

洗濯機（弱）（ネット使用）

洗濯機（弱）（ネット使用） 洗濯機（弱）（ネット使用） （ネット使用）洗濯機（弱）

お申し込み番号 KT-024
¥13,000（税込）株主優待価格

■カラー／A（ワイン）・B（グレー）・
　　　　  C（チャコール）・D（杢グリーン）
■素材／カシミヤ 100％　■中国製
■サイズ／M・L

紳士カシミヤ100％　
Vネックセーター

cm
サイズ 胸まわり 肩幅 袖丈 身丈
 　M 100 42 58 64
 　L 106 44 59 66

■ 目安：水30ℓに対して15g（スプーン1杯分）

アンゴラ入りの軽くてあたたかい素材を使用。
脇に縫い目がなく快適な着心地です。

カ
シ
ミ
ヤ
の
上
質
な
風
合
い
で

品
よ
く
着
こ
な
せ
る
一
枚
。

カ
ジ
ュ
ア
ル
で
も
ビ
ジ
ネ
ス
で
も
、

シ
ー
ン
を
選
ば
ず
着
ら
れ
ま
す
。

ドライマーク洗濯表示の
衣類や毛布・ふとんが
ご家庭で手洗いできる
ニッケオリジナルの
洗剤です。　

ハイネックセーターも
お申し込み承ります。

ニッケドライ洗剤

¥4,500（税込）株主優待価格
■洗濯用合成洗剤
■容量／1,350g  
■液性／中性　■香料無使用　■日本製

お申し込み番号 KT-025

D（杢グリーン）

B（グレー）

A（ワイン）

C（チャコール）

B（モカ）

A（グレー）

5分丈
5分丈

7分丈
7分丈

9分丈

9分丈

B（モカ）

柔らかく優しい風合いの天然系素材ぬくいと®WOOLを使用。ボトムスに合わせやすいサイズをご用意しました。

同色2枚
セット

同色2枚
セット

B（モカ）

A（パープル）

A（グレー）

A（ベージュ）

B（ピーチ）

吸湿発熱素材を使用し、
両起毛で
あたたかいはらまき。

吸湿発熱素材を使用し、
両起毛であたたかい
ショーツ。

● ウエストゴム入替可能

● ウエストゴム入替可能　
● 一枚履きできます

あ
っ
た
か
イ
ン
ナ
ー

揃
え
ま
し
た
。

■カラー／A（ワイン）・B（グレー）・C（チャコール）
■サイズ／M
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ご好評の蒲焼2人前と、
うな茶漬け2人前のセット。

ニッケが株主のみなさまに
ぜひお召し上がりいただきたい
選りすぐりの品を集めました。

お申し込み番号 KT-032
¥10,000（税込）株主優待価格

■内容／蒲焼110ｇ×2
　　　　蒲焼タレ×3、山椒×3、吸い物×2
　　　　刻みうなぎタレ込み60g×2
　　　　ダシ×2、わさび×2、きざみのり×2
　　　　うなぎ肝の蒲焼100ｇ×1
■賞味期限／冷凍30日　■国産
※クール便（冷凍）にてお届け致します。

浜松・浜名湖うなぎ蒲焼2人前＆
うな茶漬2人前セット（うなぎ肝蒲焼付）

※盛付はイメージです※盛付はイメージです※料理はイメージです※料理はイメージです

全国からの
美味しいをお手元に

浜松・浜名湖 うなぎ
日本屈指のうなぎの名産地といえば静岡県の浜名湖。
ミネラル豊富な水質と百年を超える養殖技術の伝承によ
り育まれた浜名湖産うなぎは、貴重な国産うなぎの中でも
美味しさは別格です。厳選した浜松・浜名湖産のうなぎを
1枚1枚秘伝のたれにくぐらせ、丁寧に焼き上げた蒲焼は
ふわっとやわらかな歯ごたえと、舌の上でとろける食感、口
いっぱいに広がる香ばしさがたまりません。うな重やお茶
漬けでお楽しみください。さらに、うなぎの中でも希少な逸
品、「鰻の肝焼き」をセットにしました。蒲焼きと同様に丁
寧にたれにくぐらせ焼き上げています。大人のほろ苦さと
タレの甘辛さのハーモニーをお楽しみいただけます。

美味しい

松阪牛ならではの
キメ細やかな舌触り。

厳選ハム

※イメージです※イメージです

お申し込み番号 KT-036
¥5,000（税込）株主優待価格

■内容／特撰ロースハム350ｇ
　　　　あぶり焼焼豚180g
　　　　特撰肩ロース300g
■賞味期限／ハム：冷蔵80日
■生産国／日本
※クール便（冷蔵）にてお届け致します。

ハム詰合せ

ボリューム

たっぷり！
ザ・
スタンダード

おすすめ

スモークハム

楽しみかた

いろいろ！

※盛付はイメージです※盛付はイメージです

※盛付はイメージです※盛付はイメージです

お申し込み番号 KT-033
¥10,000（税込）株主優待価格

■内容／モモ500g
■賞味期間／冷凍85日
■原産地／三重県
※クール便（冷凍）にてお届け致します。

松阪牛 すき焼用

お申し込み番号 KT-034
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／特級スモークハム200g
　　　　あぶり焼焼豚180g
　　　　黒胡椒ミートローフ170g
■賞味期限／ハム：冷蔵80日
■生産国／日本
※クール便（冷蔵）にてお届け致します。

ハム詰合せ

■内容／特撰ロースハム350g
　　　　あぶり焼焼豚180g
　　　　黒胡椒ミートローフ170g
■賞味期限／ハム：冷蔵80日
■生産国／日本
※クール便（冷蔵）にてお届け致します。

お申し込み番号 KT-035
¥4,000（税込）株主優待価格

ハム詰合せ
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※P15・16掲載の商品は、それぞれの産地からの直送となり他の商品とは別の配送になります。又、お客様のご都合による返品・交換はできません。ご請求金額がある場合は後払いのみとなり、
後日（株）ネットプロテクションズから振込用紙をお送りさせていただきます。※産地直送の為、ご進物体裁（のし・包装など）は、お受け致しかねますのでご了承ください。　
※到着日のご指定はできません。※商品は充分にご用意しておりますが万一品切の際はご了承ください。※掲載商品のアレルギーについてはフリーコールまでお問い合わせください。



ごはんのお供にどうぞ
からお届けします
印南養鶏農業協同組合

ニッケの地元、兵庫県の旧印南郡に昭和28年に設立された
「印南養鶏農業協同組合」。安全な飼料による鶏の飼育から
安心できる鶏卵・鶏肉・品質の高いチキン加工食品の生産と、
ヒナから製品までを手がけております。

紀州南高梅を使用し、
塩分約６％のはちみつ漬けに
仕上げました。
程よい甘味と
塩味、酸味です。

明太調味タレに漬込み、
じっくりと熟成させました。
程よい辛さの中に
しっかりと味付けされた
一品です。

完全手造りにこだわった
リピート率の高い松前漬けの３品セット。
昆布の旨味とコク、数の子のプチっとした
食感がたまらない逸品です。
塩分量が低く、塩辛くない
旨口の松前漬は癖になります。

お申し込み番号 KT-038
¥3,000（税込）株主優待価格

はちみつ梅干（塩分約6％） ■内容／500g
■塩分／約6％
■賞味期限／常温85日
■加工地／和歌山県
             （梅／和歌山県産）

※盛付はイメージです
※野菜類・茸類・豆腐類等は
　セット内容に含まれておりません。

※商品のお届けは10月から
　開始致します。

※盛付はイメージです
※野菜類・茸類・豆腐類等は
　セット内容に含まれておりません。

お申し込み番号 KT-041
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／鶏肉（国産）150g×2
　　　　鶏つみれ150g×2
　　　　スープ80g×2
■賞味期限／冷凍180日
■国産
※クール便（冷凍）にてお届け致します。

鶏屋のしょうが鍋
2袋セット〈1袋：3～4人前〉

※商品のお届けは10月から
　開始致します。

からお届けします

※料理はイメージです※料理はイメージです

※料理はイメージです※料理はイメージです

しょうがであったまる

おうちが
焼き鳥屋さんに

毎日食べたい

※盛付はイメージです ※盛付はイメージです

※盛付はイメージです

※盛付はイメージです※盛付はイメージです

※盛付はイメージです※盛付はイメージです

お申し込み番号 KT-037
¥5,000（税込）株主優待価格

■内容／本造り松前漬け380g
　　　　数の子一本造り260g
　　　　しその実松前漬け230g
■賞味期限／冷蔵30日　■加工地／日本
※クール便（冷蔵）にてお届け致します。

味のほまれ

お申し込み番号 KT-039
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／225g
■賞味期間／冷凍85日

■加工地／日本（スケトウダラの卵／
　　　　　アメリカ・ロシア産）
※クール便（冷凍）にてお届け致します。

かねふく
かねふくの無着色辛子明太子

お申し込み番号 KT-040
¥5,000（税込）株主優待価格

■内容／鶏肉300ｇ×2 
　　　　つみれ150ｇ×2 
　　　　スープ160ｇ×2 
■賞味期限／冷凍365日 
■国産
※クール便（冷凍）にてお届け致します。

淡路元気どりと親鶏つみれの
鍋2袋セット〈1袋：3～4人前〉

お申し込み番号 KT-042
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／鶏屋の焼き鳥串セットタレ味（もも串2本・ねぎま串2本・つくね串2本）×2
　　　　鶏屋の焼き鳥串セット塩味（もも串2本・ねぎま串2本・つくね串2本）×2
■賞味期限／冷凍270日 ■国産
※クール便（冷凍）にてお届け致します。

鶏屋の焼き鳥串セット詰合せ
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※P17・18掲載の商品は、それぞれの産地からの直送となり他の商品とは別の配送になります。又、お客様のご都合による返品・交換はできません。ご請求金額がある場合は後払いのみとなり、
後日（株）ネットプロテクションズから振込用紙をお送りさせていただきます。※産地直送の為、ご進物体裁（のし・包装など）は、お受け致しかねますのでご了承ください。　
※到着日のご指定はできません。※商品は充分にご用意しておりますが万一品切の際はご了承ください。※掲載商品のアレルギーについてはフリーコールまでお問い合わせください。



ニッケからの
発送商品に
なります。

ニッケからの
発送商品に
なります。

ニッケからの
発送商品に
なります。

日本一のしじみの産地。宍道湖。
独自の「砂抜き処理」を行う特許技術を用い、身がふっくら、泥臭さが
とれる、うま味成分が増える効果。美味しいしじみです。

美味しい

■内容／レトルト大和しじみ 20ｇ
　　　　・調理みそ20ｇ×8食
■賞味期限／常温180日　
■国産

お申し込み番号 KT-045

島根県 宍道湖産
「しじみ味噌汁」8食セット

株主優待価格 ¥3,000（税込）

●おいしさの秘密●
お味噌汁と具材を別々に
フリーズドライしています。

※盛付はイメージです

※写真は
　イメージです

※盛付はイメージです※盛付はイメージです

まいにちの基本

炊きたての幸せを

お申し込み番号 KT-044
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／キーマカレー150g×4袋・
　麻婆豆腐の素180g×4袋
■賞味期限／常温365日　　
■生産国／日本

大豆ライフセット

話題の大豆の
お肉で作った、
大学監修の商品です。

普段使いできるコラボメニュー

ターゲット
40代女性

悩み
慢性的な冷え性、
エネルギー摂取

食材／ニラ、
白ネギ、青ネギ

武庫川女子大学 食物栄養学科監修

お申し込み番号 KT-046
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／ミラノ風ドリアソース140g×4食
　　　　チキンドリアソース  140g×4食
　　　　欧風ビーフカレー    170g×8食
■賞味期限／常温365日　　■生産国／日本

ドリアソース＆カレーの
16食セット

世界の代替肉市場は
拡大傾向！ 国内でも注目が
集まっています！

植物性食品中心の生活への関心が
高まり、大豆製品は「たん白源」
として期待されています！

市場背景 消費者調査

ライフ
大豆

化学調味料・着色料不使用。
毎日の食卓におすすめです。

ターゲット
40代女性

悩み
野菜不足、冷え性、
スタミナ不足

食材／卵、人参

みかんまるごとを
ジュースにしました。

どんなお料理のお供にもなるスープ。化学調味料・
保存料・着色料不使用。植物性乳酸菌HS-1入り！

杜仲葉茶
健康成分として杜仲葉配糖体を
含んでいます。ゲニポシド酸は杜仲
葉配糖体の1つで、健康の維持を
助けるはたらきがあり、一般的には
血圧の高めの方向けの特定保健
用等に含まれている成分です。

有田みかんジュース
12月以降に収穫したおいしい有田み
かんを原料に、薄皮のまま果肉だけを裏
ごしするように搾る「チョッパー・パルパー
方式」を採用。みかんの外皮に含まれる
油分など雑味が一切なく、トロリとしたまろ
やかな口当たりでみかんをそのままの風
味でお楽しみいただけます。

ニッケ 杜仲葉茶 2箱セット
お申し込み番号 KT-047

¥4,500（税込）株主優待価格
■中身／杜仲葉100％
■内容／1箱（3g×25パック）×2袋　■国産

ノンカフェインですので
胃にも優しいです。
ホットでも
アイスでもどうぞ。

香ばしい黒ごま味、自然な甘さの黒糖、
まろやかな甘さの牛乳のかりんとう３種類。
お茶請けにぴったりです。

言わずと知れた豪雪地帯で
豊富な雪解け水が流れ、かつ
昼夜の寒暖差が大きい山間
地の気候です。上品な甘み
と香り、ほのかな粘りが口に
広がる大人気のお米です。

北海道米の最高峰「ゆめぴりか」
は、これまで品種改良を積み重
ねてきた北海道米の集大成とも
いえる品種で豊かな甘みと濃い
味わいに加え、炊き上がりがやわ
らかくツヤがあることが特徴です。

北海道産ゆめぴりか　5kg
お申し込み番号 KT-052

¥5,000（税込）株主優待価格
■内容／北海道産ゆめぴりか5kg×1袋
■国産

新潟県魚沼産
こしひかり 5kg
お申し込み番号 KT-051

¥5,000（税込）株主優待価格
■内容／新潟県魚沼産こしひかり5kg×1袋
■国産

「日本一おいしいお米を」
という「夢」に、美しいを
意味する「ピリカ」を
合わせて名付けられた
『ゆめぴりか』。

コメ作りに最高の
条件で生産される
高品質のコメ。
『こしひかり』。

お申し込み番号 KT-048
¥5,000（税込）株主優待価格

■内容／飲むみかん180㎖×20本
■賞味期限／常温365日　■国産

有田みかんジュース
20本セット

■内容／揚げなす味噌汁　　 ：11.3g×5食
　　　　ふんわりたまご味噌汁： 9.6g×5食
　　　　炭火焼なす味噌汁 ： 8.7g×5食
　　　　海峡わかめ味噌汁 ： 8.4g×5食
　　　　ねばねば野菜味噌汁 ：10.4g×5食
■賞味期限／常温365日　■加工地／日本
※盛付はすべてイメージです

お申し込み番号 KT-043
¥3,000（税込）株主優待価格

フリーズドライ「お味噌汁」
25食セット

お申し込み番号 KT-050
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／黒ごま15g×5袋　黒糖15g×5袋 
　　　　牛乳15g×5袋
■賞味期間／常温115日　■加工地／日本
※シーズン途中で内容・パッケージ・加工地等が
　変更になる場合がございます。

かりんとう詰合せお申し込み番号 KT-049
¥3,000（税込）株主優待価格

■内容／生姜スープ  ：10.6g×4食 
　　　　オニオンスープ ： 9.4g×4食
　　　　わかめスープ ： 6.4g×4食
　　　　和だし玉子スープ ： 8.9g×4食
　　　　ミネストローネ ：13.2g×4食
■賞味期限／常温365日　■加工地／日本

フリーズドライ「厳選スープ」
20食セット
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※「ニッケからの発送商品になります。」マークのついた商品以外の、P19・20掲載の商品は、それぞれの産地からの直送となり他の商品とは別の配送になります。又、お客様のご都合による返品・交換はできません。
ご請求金額がある場合は後払いのみとなり、後日（株）ネットプロテクションズから振込用紙をお送りさせていただきます。※産地直送の為、ご進物体裁（のし・包装など）は、お受け致しかねますのでご了承ください。　
※到着日のご指定はできません。※商品は充分にご用意しておりますが万一品切の際はご了承ください。※掲載商品のアレルギーについてはフリーコールまでお問い合わせください。



ニッケグループ

暮らしの
雑貨

【ホットプレート】

暮らしの
雑貨

選

BRUNO　
コンパクトホットプレートセット
（平面・たこ焼きプレート+セラミックコート深鍋）
お申し込み番号 KT-053

¥11,000（税込）株主優待価格
■カラー／レッド
■サイズ／本体：約幅37.5×高さ14×
　　　　　奥行き23.5cm
　　　　　※蓋、取っ手、本体ハンドルを含む最大値
■付属品／保証書付き取扱説明書、本体、
　　　　　電源コード、蓋、平面プレート、
　　　　　たこ焼きプレート、
　　　　　セラミックコート深鍋、木べら
■中国製

【フェイスタオル】

暮らしの
雑貨

おぼろタオル のこり染め 
フェイスタオル 3色セット
お申し込み番号 KT-054

¥3,000（税込）株主優待価格
■セット内容／ブルーベリー・ うめ・さくら　各1枚
■サイズ／約84×31cm
■素材／綿100％（表面：ガーゼ地・裏面：パイル地）
■日本製

ブルーベリー

うめ

さくら

パワフルハンガー 
お申し込み番号 KT-056

¥10,000（税込）株主優待価格
■商品サイズ／幅120×奥行き51×
　　　　　　　高さ104～180cm 
■商品重量／5.5kg
■梱包サイズ／幅18.5×奥行き8×
　　　　　　　高さ122.5cm
■梱包重量／6.5kg　■台湾製

【ハンガーラック】
暮らしの
雑貨

株式会社AQUA
須藤文康バイヤー

大きすぎず、小さすぎないA4サイズのホット
プレートです。これ１台でいろいろな料理が楽
しめます。プレートは外して丸洗いできるので
お手入れ簡単。「外食に行かなくても、家で
楽しめるホームパーティで子供が喜んでいま
した」とのお客様の声も頂いております。

ワタシが
おすすめします！

一般的に広く販売されていない逸品をネット販
売にて取り扱っています。ワンランク上の生活
シーンを彩るデザイン性と機能性に優れた商品
が商品選定の軸となっています。

株式会社AQUA

ニッケ商事株式会社
森本真梨恵バイヤー

のこり染は本来捨てられてしまう「のこり」
部分を原料にした染色方法。食べ物や
植物独特のやさしくあたたかい自然な色
が、“暮らしの布道具”にふさわしいと考え
採用しました。タオルは老舗メーカーの
「おぼろタオル」を使用しています。

ワタシが
おすすめします！

一般寝装品やオーダースーツなどの繊維
製品から、乗馬・社交ダンス・手芸といった
趣味の用品を取り扱っております。

ニッケ商事株式会社

ミヤコ商事株式会社
稲葉幸司バイヤー

衣装持ちの方におすすめの、たくさん洋服がかけ
られるハンガーラックです。軽い力で移動でき、
高さ調節レバーもワンタッチでしっかり閉まります。

ワタシが
おすすめします！

家具・テーブルウエアから建材まで、ライフスタイルに
関する商材をご提案いたします。

ミヤコ商事株式会社
大人気のセラミックコート深鍋がセットに！
キズや焦げがつきにくくお手入れも簡単です。

■ 平面プレート…焼き肉、お好み焼き、餃子、パエリア、ホットケーキなど
■ たこ焼きプレート…たこ焼き、アヒージョ、プチケーキなど
■ 深鍋…すき焼き、おでん、鍋物など

一度に24個焼けるので
たこ焼きパーティにも！

温度はスライドバーで
簡単に調節できます。

バッグや帽子を
ひっかけるのに便利な、
こぼれ止めフックつき。

ニッケグループは、祖業であるウール関連商品だけでなく、
「繊維」「非繊維」を超え、人と地球に
「やさしく、あったかい」商品を幅広く扱っています。

ニッケ商事株式会社  森本真梨恵バイヤー

ご自分で毛糸からストールをつくっていただけるキット
です。毛糸は、 帽子やマフラーに最適なフェイク
ファータイプの段染めのイタリー糸。毛糸2玉・留め
ブローチ・編み図をセットでお届けいたします。

ワタシが
おすすめします！

留めブローチ付き

【ストールキット】

暮らしの
雑貨

※写真の留めブローチは一例で、お届けする
　商品はデザインが変わる場合がございます。
　予めご了承願います。

 B（ダークグリーン）A（パープル）

A（パープル）

 C（グレー）

メビウスストールキット
お申し込み番号 KT-055

¥3,000（税込）株主優待価格
■カラー／A（パープル）・ B（ダークグリーン）・ C（グレー）
■セット内容／ペリチア2玉（同色）・留めブローチ・編図1部
■素材／ナイロン100％・糸長約100m（50g）
■完成サイズ／円周：約70cm・幅：約40cm　■日本製
※使用用具／12号棒針
※ご自身で作っていただく商品です。
※用具はセットに含まれておりません。 手洗い

頑丈な耐荷重

１00kg

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです
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※ニッケグループ暮らしの雑貨７選掲載の、1・4・５の商品は、それぞれのメーカーからの直送となり他の商品とは別の配送になります。又、お客様のご都合による返品・交換はできません。
ご請求金額がある場合は後払いのみとなり、後日（株）ネットプロテクションズから振込用紙をお送りさせていただきます。※メーカー直送の為、ご進物体裁（のし・包装など）は、お受け致しかねますのでご了承ください。　
※到着日のご指定はできません。※商品は充分にご用意しておりますが万一品切の際はご了承ください。



1984年  埼玉県生まれ
宮城県気仙沼市に育つ
2007年  秋田公立美術工芸
短期大学工芸美術学科
ガラスコース修了
2009年  「第18回河北工芸展」
さくら野百貨店賞
2011年  ドイツ・ミュンヘン「TALENTE 2011」入選
「第51回日本クラフト展」 U35賞
2017年  「工房からの風」出展
美術館、ギャラリー、百貨店などで展示会開催

TETOTE作 origamiカードケース
お申し込み番号 KT-064

¥5,000（税込）株主優待価格
■サイズ／約縦7×横14cm　■素材／麻、鉄・真鍮（ホック）
●いずれの作品も手作りのため、大きさ、色合い、絵が微妙に
異なりますことご理解ください。

ディレクター
稲垣 早苗

ニッケグループは“工房からの風”プロジェクトを通じて
地域コミュニティ再生と作り手育成に貢献しています。

キルン技法によるガラス制作をする作者のオリジナル小皿。
生命愛に満ちたヒツジの首輪にはニッケ鎮守の杜に

花咲くミモザが描かれています。

ポイントカードや診察券など、カードを収納するのに適した布製ケース。
丁寧な縫製と刺繍による布の手触りが心地よい作品です。
ニッケ鎮守の杜で栽培する藍と棉が、
手刺繍によって描かれています。

ニッケ商事株式会社  弦巻大樹バイヤー

ワタシが
おすすめします！

特許取得の新素材「NIKKE AXIO®」はウールの繊維束の内側
にフィラメントを包み込んだ糸で、表面はウールのソフトな風合いを
活かしつつ、製品に様々な快適性能を持たせることができます。
ソックスに使用するとムレにくくにおいが気になりにくくなります。

ニッケ商事株式会社
弦巻大樹バイヤー

近頃おうち時間がふえた方、正しい姿勢を意
識して健康な毎日を目指しませんか。 MOGU®
は、株式会社 MOGU®と積水化成品工業株
式会社との共同開発によって開発された、特
許取得の安心・安全・高品質なクッションで
す。「座る」を「楽」に気持ちよくします。

ワタシが
おすすめします！

一般寝装品やオーダースーツなどの繊維製品か
ら、乗馬・社交ダンス・手芸といった趣味の用品
を取り扱っております。

ニッケ商事株式会社

足裏にNIKKEの
マークが入っています。

カードを入れた時

紳士用ウールソックス
お申し込み番号 KT-062

¥1,200（税込）株主優待価格

■カラー／黒
■素材／ウール 54％・ナイロン 44％・
            ポリエステル 2％　
■サイズ／25～27cm ■日本製

日本製
【紳士用ウールソックス】

暮らしの
雑貨

【腰を楽にするクッション】

暮らしの
雑貨

パウダービーズ®は直径1mm
以下の微細なビーズに特殊
コーティングを施し、流動性を
高め摩擦音を軽減しました。

MOGU®の機能性を最大限に引き出す、上下左右
2方向に伸縮するオリジナル生地を使用。スポーツ衣料
の技術も取り入れ、吸湿速乾性にも優れています。

A（オレンジ）

C（ブルー）

このボリュームが
背中から腰を包み、
安定させます。

このボリュームが
ヒップを
ホールドします。

このラインが
背中を受け止めます。

約40cm

約
33cm

B（グリーン）

Artist

A（ベージュ）

B（ブルー）

TEIJIN　防ダニ・花粉カット・ノンダスト・速乾 
掛けふとんカバー    
お申し込み番号 KT-057 お申し込み番号 KT-058

株主
優待価格 ¥5,000（税込）
■シングル　サイズ／約150×210cm

■カラー／A（ベージュ）・ B（ブルー）　■素材／ポリエステル100％　■日本製

株主
優待価格 ¥7,000（税込）
■ダブル　サイズ／約190×210cm

TEIJIN　防ダニ・花粉カット・ノンダスト・速乾 
敷きふとんカバー
お申し込み番号 KT-059 お申し込み番号 KT-060

株主
優待価格 ¥3,500（税込）
■シングル　サイズ／約105×210cm

■カラー／A（ベージュ）・ B（ブルー）　■素材／ポリエステル100％　■日本製

株主
優待価格 ¥5,000（税込）
■ダブル　サイズ／約140×210cm

【掛け敷きカバー】
暮らしの
雑貨

株式会社ナイスデイ
迫田宏平バイヤー

高密度＆特殊加工でダニや花粉
をシャットアウト、ホコリが出にくい
ふとんカバーです。透湿性にも優れ
ムレを防ぎます。洗濯してもすぐに
乾く速乾性に優れた素材です。

ワタシが
おすすめします！

寝具・インテリア商材の企画・製造・
販売と、効果の出るデザイン制作・撮
影を行っております。

株式会社ナイスデイ

※写真は掛けふとんカバーです。

ダニなどを通さない
高密度生地でありながら、
優れた透湿性で
ムレを防ぎます。

腰を楽にするクッション（カバー付）
お申し込み番号 KT-061

¥3,000（税込）株主優待価格

■カラー／A（オレンジ）・B（グリーン）・C（ブルー）
■サイズ／約横40×縦33cm
■素材／（カバー）ナイロン85％・ポリウレタン15％　
　　　　（本体）表地：ナイロン85％・ポリウレタン15％　
　　　　　　 中材：パウダービーズ®（発泡ポリスチレン）
■重量／本体+カバー約410g　
■日本製 手洗い

特許取得！
「NIKKE AXIO®」で

臭わない  丈夫で
長持ちムレない

1962年 東京都生まれ　1984年 日本大学芸術学部卒業
1986年 日本毛織株式会社入社　2001年 「工房からの風」の立ち上げに参加
2006年 日本毛織退社後「工房からの風」ディレクターを担当
            東京日本橋に工藝ギャラリー「ヒナタノオト」を開く
2016年 「工房からの風」が「メセナ大賞」受賞　2017年 「工房からの風」が「グッドデザイン賞」
著書に「手しごとを結ぶ庭」「北欧の和み」「工房からの風」（アノニマスタジオ）「婦人之友」への
連載をはじめ、女性誌ライフスタイル誌に寄稿多数

菊田佳代

藤武秀幸
1979年  東京都生まれ　
木工を学び、椅子張り技能士の
資格を取得。夫婦ユニットTETOTE
を立ち上げ、型紙、縫製を担当
藤武美輪
1978年  東京都生まれ
文化服装学院卒業。手芸関連の出版社勤務ののち刺繍
作家として活動。TETOTE作品のデザインと刺繍を担当
2009年、2013年  「工房からの風」出展
ギャラリー、百貨店などで展示会開催

ArtistTETOTE

“工房からの風”は、千葉県市川市
ニッケコルトンプラザで2001年より
開かれている野外クラフト展です。
「日常に結びついた工芸に着目し、
豊かな生活文化の醸成に寄与している点」、
「自社の資源を活用しながら支援し、
地域との結びつきを大切にしている点」などが
高く評価され、2016年には『メセナ大賞』を、
2017年には『グッドデザイン賞』を受賞しました。

菊田佳代作 ヒツジとミモザの硝子小皿
お申し込み番号 KT-063

¥4,000（税込）株主優待価格
■サイズ／約縦9×横12×高さ1.5cm
●いずれの作品も手作りのため、大きさ、色合い、絵が微妙に
異なりますことご理解ください。

限 定
10個

限 定
10個

限 定
10個
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株主優待割引券はカタログの
ご案内施設でご使用いただけます。　

インフォメーションにて「株主優待割引券」を「お買い物券」と
お引き換えいたします。「お買い物券」はショッピングセンター
専門店街での商品購入、料金お支払い時に使用できます。
※一部、利用対象外の店舗があります。「お買い物券」は
現金との交換はできません。おつりはお渡しできません。
詳しくはインフォメーションにてお問い合わせください。

ショッピングセンター専門店
掲載の介護施設でのお食事またはご宿泊など、利用料金の
お支払い時に「株主優待割引券」を使用できます。
※ご使用前に各施設へお問い合わせください。

介  護

株主優待割引券はインフォメーションにて「お買い物券」とお引き換えいたします。
お買い物券は一部店舗では使用不可となります。詳しくはインフォメーションにてお問い合わせください。

ニッケコルトンプラザ
千葉県市川市鬼高1-1-1
TEL.047-378-3551　http://www.nikke-cp.gr.jp
※インフォメーションにて「お買い物券」とお引き換えいたします。

ニッケパークタウン
兵庫県加古川市加古川町寺家町173-1
TEL.079-421-8018　http://www.nikke-parktown.com
※インフォメーションにて「お買い物券」とお引き換えいたします。

ニッケコルトンプラザは繊研新聞社主催
「第21回ディベロッパー大賞」において
「特別賞（地域共生賞）を受賞しました！

ニッケパークタウンは
一般社団法人
日本ショッピングセンター協会主催
「第8回日本SC大賞」において、
「リノベーション賞」を受賞しました！

ショッピングセンター専門店

ツムグテラス
2019年 春 OPEN
市川初のバイリンガル幼児園を含め
7店舗が新規オープン

自分らしさを大切に地域に根ざした介護をご提供。

「元気」 ご利用者様を元気で明るく生活できるように支援いたします。
「改善」ご利用者様の要介護状態改善をお手伝いいたします。
「安心」 ご利用者様が、安心・安全におすごしいただけるように準備いたします。

「元気」「改善」「安心」が３つの基本

優雅な時間を楽しんでいただくために、最大60名の方に
ご利用いただける設備をご用意しています。ゆったりとソファ
に座りながらお友達との会話やイベントをお楽しみください。

広々空間でゆったりとした一日を

ニッケつどい加古川
兵庫県加古川市加古川町本町239-1
TEL.079-421-0005

ニッケつどい市川
千葉県市川市鬼高2-20-25
TEL.047-325-9077

ニッケつどい犬山
愛知県犬山市大字羽黒字古市場148-1
TEL.0568-68-6212

ニッケかかみ野苑
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7
TEL.058-385-5812

ニッケ・フエルト銀羊苑
兵庫県姫路市野里上野町1-15-21
TEL.079-282-2910

ニッケつどい一宮
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字前畑1
TEL.0586-28-5008

ニッケ銀羊苑 甚目寺
愛知県あま市甚目寺権現97-2
TEL.052-449-2871

馴染みの関係をいつまでも・・・落ち着いた空間で共に暮らす
認知症の方が小規模な生活の場で少人数（5人から9人）で食事の支度
や掃除、洗濯などの家事をスタッフと共同で行い、家庭的で落ち着いた雰
囲気の中で生活を送ることにより、認知症の変化を緩やかにします。住み
慣れた地域、馴染みの顔ぶれの中で安心した生活を送っていただけます。

グループホーム「てとて」（認知症対応型共同生活介護）

てとて ニッケタウン
愛知県あま市甚目寺桑丸8-1
TEL.052-446-5161

ニッケてとて 本町
大阪府大阪市中央区内淡路町3-1-18
TEL.06-6809-7925

ニッケ・ケアサービス

ニッケれんげの家・加古川
兵庫県加古川市加古川町本町239-1
TEL.079-421-5872

ニッケれんげの家・今伊勢
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字前畑1
TEL.0586-85-5010

ニッケふれあいセンター 加古川
兵庫県加古川市加古川町本町239-1
TEL.079-421-5802

ニッケふれあいセンター 小牧
愛知県小牧市久保本町33-62
TEL.0568-54-3700

ニッケふれあいセンター 本町
大阪府大阪市中央区内淡路町3-1-18
TEL.06-6809-7926

ニッケふれあいセンター 今伊勢
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字前畑１
TEL.0586-26-3517

ニッケふれあいセンター かかみ野
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7
TEL.058-384-6712

ニッケふれあいセンター 犬山
愛知県犬山市大字羽黒字古市場148-1
TEL.0568-68-6012

ニッケすまいる かかみ野
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7
TEL.058-384-3907

ニッケヘルパーステーション
かかみ野
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7
TEL.058-372-2220

総合在宅介護サービス 日本パムコ http://www.pamcos.co.jp/http://nikkecare.com/

ニッケあすも一宮
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字前畑1
TEL.0586-85-5971

ニッケあすも市川ハイム
千葉県市川市鬼高2-20-25
TEL.047-325-9011

介護のパムコ菅野
千葉県市川市東菅野1-5-5
TEL.047-329-1010

介護のパムコ
千葉県市川市南八幡4-2-5
（いちかわ情報プラザ301）
TEL.047-377-8210

介護のパムコ東松戸
千葉県松戸市高塚新田494-13
TEL.047-711-5440

日本パムコ 船橋営業所
千葉県船橋市三山8-2-4
TEL.047-406-5011

岐阜県各務原市
● ニッケかかみ野苑
● ニッケすまいる かかみ野＆
  ニッケヘルパーステーションかかみ野
● ニッケふれあいセンター かかみ野 千葉県市川市

● ニッケつどい市川
● ニッケあすも市川
● ニッケあすも市川ハイム
● ニッケてとて市川

千葉県市川市
● 介護のパムコ
● 介護のパムコ菅野

千葉県船橋市
● 日本パムコ 船橋営業所

東京都江戸川区
● わだつみ 本社
● わだつみキッズ 瑞江教室

千葉県松戸市
● 介護のパムコ東松戸

愛知県あま市
● ニッケ銀羊苑 甚目寺
● てとてニッケタウン

兵庫県加古川市
● ニッケつどい加古川
● ニッケれんげの家・加古川
● ニッケふれあいセンター 加古川
● ニッケてとて加古川
● ニッケあすも加古川

愛知県一宮市
● ニッケつどい一宮
● ニッケれんげの家・今伊勢
● ニッケふれあいセンター 今伊勢
● ニッケあすも一宮

大阪府大阪市
● ニッケてとて本町
● ニッケふれあいセンター 本町

愛知県犬山市
● ニッケふれあいセンター 犬山
● ニッケつどい犬山

兵庫県姫路市
● ニッケ・フエルト銀羊苑

愛知県小牧市
● ニッケふれあいセンター 小牧

ニッケあすも市川
千葉県市川市鬼高2-20-25
TEL.047-325-9011

ニッケあすも加古川
兵庫県加古川市加古川町本町239-1
TEL.079-456-2555

ニッケてとて 加古川
兵庫県加古川市加古川町本町239-1
TEL.079-490-5310

ニッケてとて 市川
千葉県市川市北方1-3-7
TEL.047-712-5031

居室イメージ 1F居間・食堂

わだつみ 本社
東京都江戸川区西瑞江3-9-103 1F
TEL.03-5243-9202

わだつみキッズ 瑞江教室
東京都江戸川区谷河内2-2-9
 （タクティクスビル1F）
TEL.03-6638-9287

総合在宅介護サービス スクーデアリア http://wadatsumi.tokyo/

小規模多機能型居宅介護

デイサービス

認知症デイサービス

介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム

グループホーム
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ピュアハート キッズランド

サーティワンアイスクリーム

TSUTAYA ※一部、利用対象外の商品があります。

「新しい集いを育む」
書店型コミュニティーストア

TSUTAYA BOOKSTORE

カラオケ

三軒茶屋店
東京都世田谷区太子堂4-1-1
（キャロットタワー2F）
TEL.03-5431-7788

宝塚店
兵庫県宝塚市旭町2-1-8
TEL.0797-85-5218

パークタウン加古川ミーツテラス
兵庫県加古川市加古川町寺家町269-1
（ニッケパークタウン ミーツテラス1F）
TEL.079-453-5200

ららぽーとEXPOCITY
大阪府吹田市千里万博公園2-1
（ららぽーとEXPOCITY2F 20340）
TEL.06-4864-8270

安心安全の大型室内公園で子育て家族を応援。

天保山マーケットプレース店
大阪府大阪市港区海岸通1-1-10
（2階フードコート）
TEL.06-6576-5657

ニッケコルトンプラザ店
千葉県市川市鬼高1-1-1
（ニッケコルトンプラザセンターモール2F）
TEL.047-377-8631

洛北阪急スクエア店
京都市左京区高野西開町36番地-2330
TEL.075-721-8031

神戸ハーバーランドumie店
兵庫県神戸市中央区東川崎町1－7－2
（神戸ハーバーランドumie ノースモール4F）
TEL.078-362-5331

MOMOテラス店
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32
（MOMOテラス本館2F）
TEL.075-621-3151

イオン洛南店
京都府京都市南区吉祥院御池町31
（イオン洛南1F）
TEL.075-748-8319

北大路ビブレ店
京都府京都市北区小山北上総町49-1
（北大路ビブレ1F）
TEL.075-491-7931

イオンモールKYOTO店
京都府京都市南区西九条鳥居口町1
（イオンモールKYOTO Sakura館4F）
TEL.075-662-3136

イオンモール京都五条店
京都府京都市右京区西院追分町25-1
（イオンモール京都五条1F）
TEL.075-313-3001

京都ヨドバシ店
京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町
590-2（京都ヨドバシビル1Ｆ）
TEL.075-351-3139

伏見桃山
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32
（MOMOテラス別館1F） 
TEL.075-605-3150

尼崎つかしん
兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1
（つかしん ひがしまち南館6F） 
TEL.06-6426-8692

アルパーク広島
広島県広島市西区井口明神1-16-1
（アルパーク広島 西棟（天満屋）4F） 
TEL.082-270-1030

コロワ甲子園
兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3
（コロワ甲子園B1F） 
TEL.0798-48-8692

入間サイオス
埼玉県入間市豊岡2-1-1
（入間ショッピングプラザ・サイオス3F）
TEL.04-2963-8692

ポンテポルタ千住
東京都足立区千住橋戸町1-13
（ポンテポルタ千住2F） 
TEL.03-3870-8692

イオンタウン有松
愛知県名古屋市緑区鳴海町有松裏200番地 
（イオンタウン有松3F）
TEL.052-621-8692

イオンモール大垣
岐阜県大垣市外野2-100　
（イオンモール大垣2F）
TEL.0584-84-8692

イオンモール名取
宮城県名取市杜せきのした5-3-1
（イオンモール名取3F）
TEL.022-382-1030

市川コルトンプラザ
千葉県市川市鬼高1-1-1
（ニッケコルトンプラザ ダイエー棟4F）
TEL.047-300-8692

フレスポしんかな
大阪府堺市北区新金岡町5-1-1
（フレスポしんかな4F）
TEL.072-250-8692

LALAガーデンつくば
茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1
（LALAガーデンつくば2F）
TEL.029-848-8692

パークタウン加古川
ミーツテラス
兵庫県加古川市加古川町寺家町269-1
TEL.079-420-8692

カラオケレンガ館
兵庫県加古川市
加古川町寺家町269-1
TEL.079-454-5515

元住吉店
神奈川県川崎市中原区木月1-29-17
（大同ビル１F）
TEL.044-430-5292

溝の口駅前店
神奈川県川崎市高津区溝の口1-9-5
（杉崎ビル2F・3F）
TEL.044-829-1010

自由が丘店
東京都目黒区自由が丘2-10-8
（NKビル2F）
TEL.03-5731-6055

向ヶ丘遊園店
神奈川県川崎市多摩区登戸2052
（ヨシザワビル1F・2F）
TEL.044-931-6667

セブンタウン小豆沢店
東京都板橋区小豆沢3-9-5
（セブンタウン小豆沢）
TEL.03-5914-1355

宮崎台駅前店
神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-8
TEL.044-870-1109

新丸子店
神奈川県川崎市中原区新丸子東1-777
TEL.044-434-3776

青葉台駅前店
神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-14
（エキニア青葉台2F）
TEL.045-984-8803

あざみ野店
神奈川県横浜市青葉区新石川1-9-1
（マスミスクエアビル1F）
TEL.045-910-2266

メラード大和田店
大阪府大阪市西淀川区大和田2-2-43
（メラード大和田1F 駐車場前）
TEL.06-6477-0931

イオンモール神戸南店
兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1
（イオンモール神戸南1F）
TEL.078-977-9031

三宮フラワーロード店
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-14
（S・ヨシマツビル1F）
TEL.078-221-1531

芦屋ロードサイド店
兵庫県芦屋市大枡町1-22
TEL.0797-38-0531

ベルファ都島店
大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34
（ベルファ都島1F）
TEL.06-6925-3111

プレミアムオーダースーツショップ

お客様に、常に新鮮なスタイルを提案し
ている私たちアルファニッケ。そのベース
には、あらゆるニーズに対応し、人に優
しい快適なウール製品を提供し続けて
いる、ニッケの高い信頼性があります。
吟味を重ねた上質の素材を、最高の
縫製技術で、どこにもないあなただけの
1着を仕立てます。 

「NIKKE1896」は、ここでしか入手できないオリジナルテキスタイルによるオー
ダースーツによって、場面に応じた最高の自分を演出するプレミアムオーダー
スーツメゾンです。120年の歴史を誇る日本最大の毛織物メーカーであるニッケ
グループが自信を持ってご提供する商品を取り揃えています。

変わらぬ品質と着ごこち
をお確かめください。

あなたと愛馬のために

ダンスファッション

乗馬用品・馬具

ロビンフッド 大阪本店
大阪府大阪市淀川区西中島5-12-8
（新大阪ローズビル2F）
TEL.06-6390-8145
定休日：第2・第4土曜日、日曜日

寝装品

ニッケ商事株式会社 
本社
大阪府大阪市中央区瓦町3-3-10
（ニッケ大阪ビル3Ｆ）
TEL.06-6233-1431

カバロ東京 本店
東京都世田谷区上用賀2-4-18
（コリーヌ馬事公苑3F）
TEL.03-3425-8844
定休日：火曜日

カバロ神戸
兵庫県神戸市東灘区住吉南町1-12-17
TEL.078-336-8856
定休日：土曜日・日曜日・祝日

カバロ東京 池袋店
東京都豊島区西池袋2-39-7
（ルコア西池袋ビル2F）
TEL.03-3590-2777
定休日：火曜日

スタンプリップル 
東中野店
東京都中野区東中野3-12-2
TEL.03-5338-7400
定休日：土曜日・日曜日・祝日

スタンプリップル 
心斎橋店
大阪府大阪市中央区南船場4-9-5
（NOAビル2FA）
TEL.080-3219-7640
定休日：土曜日・日曜日・祝日

スタンプリップル 
博多店
福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11
（第13泰平ビル501号）　
TEL.092-476-5367
定休日：土曜日・日曜日・祝日

日本馬事普及
ショールーム
東京都世田谷区桜3-13-9　
（パセーオ馬事公苑1Ｆ）
TEL.03-5451-7311
定休日：火曜日（祝日は営業）

兵庫県神戸市中央区明石町47（ニッケ神戸ビル2Ｆ）  TEL.078-335-1520　定休日：水曜日

アルファニッケ 大阪店
大阪府大阪市中央区瓦町3-3-10
（ニッケ大阪ビル1F）
TEL.06-6202-5026　定休日：日曜日・祝日

アルファニッケ 
ニッケパークタウン加古川店
兵庫県加古川市加古川町寺家町173-1
（ニッケパークタウン本館2F）
TEL.079-497-5800
定休日：ニッケパークタウンの休館日に準じる

NIKKE1896 神戸店

掲載の店舗での商品購入などでの、料金お支払い時に
「株主優待割引券」を使用できます。
※一部、利用対象外の商品・サービスがあります。

店  舗

http://www.horsy.co.jp

ホビー・クラフト製品 http://www.kodomonokao.com/suzuki/?page_id=456

ドイツ老舗のサドルブランド
PASSIERをはじめ、世界一流の
乗馬用品を豊富に取り揃えています。

各種スタンプ及びインクを販売しています。熟練したスタッフが
スタンプでの手作りの楽しさやテクニックをお届けします。

普段の生活をそっと支え、
なにげない日 を々より快適に、
上質にしてくれる温もりのある
寝装品を取り揃えています。

社交ダンス用衣装、
アクセサリーの販売とレンタル。
ドレス衣装のオーダーや
リフォームも承っています。

乗馬というスポーツの楽しみと
感動をお届けする世界一流の
乗馬用品を取り扱いしています。
あなたのライディングタイムに
新たな感動をお届けします。

アルファニッケ 大阪店

三軒茶屋店

イオンモール神戸南店

アルファニッケ
ニッケパークタウン加古川店

パークタウン加古川 ミーツテラス

入間サイオス

紳士・婦人イージーオーダーショップ
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テニス

ニッケテニスドーム一宮校
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中道7　
TEL.0586-23-4015

B ニッケテニスドーム岐阜校
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7
TEL.058-385-5380

C ニッケテニスドーム日進校
愛知県日進市竹の山3-907
TEL.0561-74-7410

D

＜東海地区＞

＜関東地区＞

ニッケテニスドーム佐倉校
千葉県佐倉市染井野4-8-4
TEL.043-463-5500

Gニッケテニスドーム八千代校
千葉県八千代市ゆりのき台3-9-3
TEL.047-405-0007

F

ニッケテニスドーム小豆沢校
東京都板橋区小豆沢3-9-3
TEL.03-5914-1530

H

ニッケテニスドーム名古屋校

愛知県あま市甚目寺権現4-2　TEL.052-445-0010

テニススクールだから上達するのは当たり前です。
しかし、「上達」と同時に「楽しく！やさしく！美しく！」というのがニッ
ケテニスドームのモットーです。
「楽しみながら、気づけば上達していた」そんなレッスンスキルを
持つコーチ陣がみなさまを徹底的にサポートし、満足と感動を提
供します。

A

ニッケコルトンテニスガーデン

千葉県市川市鬼高1-1-1　TEL.047-370-1199

ニッケコルトンテニスガーデンのコーチングスタッフは、時に
はやさしく、時には熱血にレッスンを行っています。
テニスの本当の楽しさや出来た時の喜びが感じられるよう
に、全力でサポートします。

E

アクセス抜群の無料駐車場完備 広 と々したロビー

LED照明で明るく快適！ キレイなロビー

オススメ
ポイント！

オススメ
ポイント！

D ニッケテニスドーム
日進校

O ニッケゴルフ倶楽部
コルトンセンター

E ニッケコルトン
テニスガーデン

G ニッケテニスドーム
佐倉校

F ニッケテニスドーム
八千代校

H ニッケテニスドーム
小豆沢校

N ニッケゴルフ倶楽部
一宮センター

R サイオスボウル

P ニッケコルトン
バッティングドーム

C ニッケテニスドーム
岐阜校

L ニッケゴルフ倶楽部
岐阜センター

B ニッケテニスドーム
一宮校

A ニッケテニスドーム
名古屋校
I ニッケゴルフ倶楽部
甚目寺センター

Mニッケゴルフスクール
加古川

Q ニッケパークボウル
加古川ミーツテラス

S ニッケ乗馬クラブ・
クレイン加古川
J ニッケゴルフ倶楽部
京口センター

K ニッケゴルフ倶楽部
土山センター

バッティングセンター

ニッケコルトンバッティングドーム

千葉県市川市鬼高1-1-2　TEL.047-393-0012
※JR本八幡北口よりコルトンプラザまで、無料送迎バスも運行   ニッケコルトンプラザから徒歩3分 駐車場完備

日本初のエアドーム式バッティングセンター。
雨や風の影響が無く、天井屋根が高く、
爽快にバッティングが可能。

P

ゴルフ練習場

乗馬クラブ

ボウリング

ニッケゴルフ倶楽部 京口センター
兵庫県姫路市城東町中河原1
TEL.079-222-0374

J

ニッケゴルフスクール 加古川
兵庫県加古川市米田町船頭奥野21-1　
TEL.079-431-8100

M

ニッケゴルフ倶楽部 一宮センター
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字四ツ割7-1
TEL.0586-73-4645

N

ニッケゴルフ倶楽部 土山センター
兵庫県明石市魚住町清水2744
TEL.078-941-1200

K

ニッケゴルフ倶楽部 岐阜センター
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7
TEL.058-385-1456

L

ニッケゴルフ倶楽部 コルトンセンター
千葉県市川市鬼高1-1-2
TEL.047-370-1188

O

ニッケゴルフ倶楽部 甚目寺センター

愛知県あま市甚目寺上沖田36-7     TEL.052-444-5001

ボールの落下地点がはっきり見える200ヤード打放し。
手入れの行き届いた天然芝で、本コースの感覚をご堪能ください！

I

ニッケ乗馬クラブ・
クレイン加古川

兵庫県加古川市米田町船頭5-4　
TEL.079-431-9000

乗馬クラブ・スクール
定休日：火曜日・水曜日午前中

S

ニッケパークボウル
加古川ミーツテラス

兵庫県加古川市加古川町寺家町269-1（ニッケパークタウン ミーツテラス2F）
TEL 079-427-8900  http://www.nikkeparkbowl.com

Q

サイオスボウル
埼玉県入間市豊岡2-1-1 （入間ショッピングプラザ・サイオス4F）
TEL 04-2963-1155  https://saios-bowl.com/company.html

R

全8打席　レンタルバット完備 全打席バーチャル映像を使用

※ご利用の際は予め予約が必要となります。

http://www.nk-ls.com

http://nk-ls.com/center/colton-batting/

https://www.uma-crane.com/map-kakogawa-course/
オススメ
ポイント！

掲載のスポーツ施設でのプレー料金、コート使用料、スクール
受講料、回数券、プリペイドカードの購入、売店・食堂・
喫茶でのお支払い時に「株主優待割引券」を使用できます。

スポーツ施設

ニッケテニスドーム名古屋校
冷暖房完備インドアテニスコート

ニッケゴルフ倶楽部 甚目寺センター
名古屋市内からのアクセス良好！ 設備充実！ 

ニッケコルトンテニスガーデン
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「株主優待制度」の内容
5月31日現在のご所有株式数に

応じまして、次の通り「株主優待制度」を
実施しております。

全株主様

1,000株以上 4,999株以下

5,000株以上 9,999株以下

10,000株以上

カタログ掲載の商品を特別価格でご購入いただけます

  3,000円引の株主優待割引券（500円券を 6枚）

  5,000円引の株主優待割引券（500円券を10枚）

10,000円引の株主優待割引券（500円券を20枚）

「株主優待割引券」のご使用方法

① 「株主優待カタログ」の商品購入に使用する。
株主優待カタログ（当カタログのP３～P24）の商品購入にご使用できます。
詳しくは下段の「カタログ商品のお申し込みについて」をご覧ください。

個人情報の取り扱いについて

ご注文は郵送で

個人情報につきましては、商品の発送、ご連絡の目的に利用させていただきます。

有効期限

紛失など

換金・釣銭② 当社直営施設で使用する。
当社直営のスポーツ施設、店舗で「株主優待割引券」をご使用できます。
詳しくは当カタログのP25～P30をご覧ください。

③ 当社ショッピングセンター内の専門店で使用する。
当社が運営するショッピングセンター内の専門店で使用できる「お買い物券」と
お引き換えいたします。詳しくは当カタログのP25をご覧ください。

「株主優待カタログ2020」の取扱期間につきましては、商品の
季節性から2020年12月25日（金）までとなっておりますので
ご注意ください。品切れの際はご容赦ください。

2020年8月発行の「株主優待割引券」の有効期限は、
2021年9月30日までとさせていただきます。ただし
株主優待カタログの取扱期間につきましては、商品の季
節性から2020年12月25日（金）までとなっており
ますのでご注意願います。

「株主優待割引券」を紛失、毀損されましても
再発行はできませんのでご了承ください。

「株主優待割引券」は現金との交換はできません。
またおつりはお渡しできません。

「掲載商品購入申込書」に必要事項をご記入のうえ、「株主優待割引券」をお持ち
の方は同封して「返信用封筒（切手不要）」にてお送りください。なお「掲載商品
購入申込書」「返信用封筒」は「株主優待のご案内」封筒に同封致しております。

「株主優待割引券」の取り扱い

お届け・送料無料

ご注文承り後、1～2週間前後でお届け致します。一部の商品はお届けが遅れる
ことがあります。商品は充分ご用意致しておりますが、品切れとなる場合もござ
いますのでご容赦ください。全国無料配達致します。（お届け先は日本国内に限
ります。また離島など一部地域を除きます。詳しくは係員におたずねください。）

返品・交換 商品到着後８日以内にご連絡ください

●お客様都合による返品・交換の場合の送料はお客様負担でお願い致します。
●お届け商品の不良、間違いなど当社理由の場合は着払いでご返送ください。
返品・交換を承ります。（P15～P20の食料品に関しましては返品・交換はご容
　赦願います。）
●原則として次の場合の返品・交換はお受け致しかねますのでご了承ください。
　・ご使用になられた商品　　　・到着後の汚れや傷
　・丈や裾のお直しをした商品　・イニシャル、お名前などを入れた商品　
　・食品類　・タグ、ラベルを外した場合　・商品到着後、8日を過ぎた場合

お知らせ

〔 商品承り委託先　�ニッケ商事株式会社  〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-3-10 〕

カタログ

有効期限

●掲載の洗濯表示は目安です。詳しくは商品についている取扱絵表示をご
確認ください。
●カタログに掲載している商品写真は印刷物のため現物と多少異なる場合
がございます。ご了承ください。
●カタログ表示価格には消費税が含まれております。

お支払い方法

①「コンビニ」「郵便局」「銀行」「LINE Pay」での後払い。（NP後払いを利用させて
いただきます。）

②商品到着時にお支払いいただく、代金引換。（食品等一部、代金引換ができ
ないものがあります。代引手数料は弊社が負担致します。）

〈後払いでのお支払い方法の詳細〉
商品の到着を確認してから「コンビニ」「郵便局」「銀行」「LINE Pay」で後払
いできる安心・簡単な決済方法です。請求書は、商品とは別に郵送されます
ので、発行から14日以内にお支払いをお願い致します。

※ご注意…後払い手数料＝無料。（振込手数料は弊社が負担致します。但し、銀行
でのお振込みの場合は手数料有料です。）後払いのご注文には、株式会社ネット
プロテクションズの提供するNP後払いサービスが適用され、サービスの範囲内
で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。ご利用限度額は累計残高で
300,000円（税込）迄です。

※審査の結果によっては「後払い」のご利用ができない場合があります。その場合
はニッケ商事より連絡させていただきます。

2020年  9月   1日（火）～
2020年12月25日（金）

受付期間／2020年9月1日（火）～2020年12月25日（金）　受付時間／平日・午前10：00～午後4：00（土・日・祝、12/26～1/5を除く）

商品に関するお申し込み・お問い合わせはフリーコールで。（通話料無料）

※QUO（クオカード）は、カタログのご案内施設および掲載商品にはご利用いただけません。

株主優待制度のご案内

カタログ商品のお申し込みについて

カタログ有効期限　
2020年12月25日（金）まで
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日本毛織株式会社

株主優待
カタログ

ニッケグループは“工房からの風”プロジェクトを通じて
地域コミュニティ再生と作り手育成に貢献しています。
▶掲載商品をご購入いただけます。詳しくは24ページへ。

株主優待カタログ2020_表４ 株主優待カタログ2020_表1




