ご利用案内

下記の『Web サイト』よりお申込みください

セット商品は、

このチラシでは、取扱商品の⼀部が掲載されています。
Webサイトではさらに多くの商品からお選び頂けます。
すべての商品について、送料込みの価格となります

表面へ

S

中国・四国版

家電製品は在学中最⼤6年間の延⻑保証付きです。

まずは、机とイスを考えよう。チラシ表⾯のセットがオススメ。
書棚はwebでチェックしよう。

tudy

★デスク周りがすっきり整う︕３段収納のおしゃれなサイドチェスト
キャスター5個のうち２個
はストッパー付きです。最
下段の引出しはキャスター
付きで重量物も収納が出
来ます。

お申込みはこちら

※延⻑保証制度について詳細はwebサイト「ご利⽤ガイド」をご覧ください。
https://campuslife.synnexstore.jp/user_data/warranty

チラシに載っていないデスク、チェア、
書棚などはWebでチェック

★スマホを⽴てて使える
LEDデスクライト

23109
サイドチェスト
商品番号

本体横にスマホやタブレットが充電できる
ACコンセント1⼝付き（400Wまで）。
JIS照度A形相当でしっかりムラなく広が
る光。5段階調光機能。机上で場所を
取らないコンパクトベース。

フクダクラフト SH-4035SC

K

itchen

WMマットホワイト

21403
⽶屋の旨み
銘柄炊きジャー炊飯器 3合
商品番号

税込価格

ブラック

最下段の引出しは
スチール製レール
を使⽤しているの
で開閉がスムーズ。

¥6,280

タイマー

転倒お湯漏れ防⽌構造、本体⼆重構造、省ス
チーム設計、沸騰すれば通電⾃動オフ、カラだき
防⽌機能など安⼼、安全機能が充実。カップ1杯
約60秒のスピード沸騰、お⼿⼊れしやすい広⼝
10cm樹脂製内容器

※⾊違い（アッシュグ
レー）の商品はWebで
チェック

L

iving

★どんなお部屋にも、合わせやすいシンプルデザインのラグ

税込価格

¥8,980
税抜価格 ¥8,164

lean

商品番号

22301

Wホワイト

除湿機
コロナ CD-P6321
⾐類乾燥やスポット
除湿などに便利なスィ
ングルーバー（⼿動）

商品番号

税込価格

●全厚︓10ｍｍ●重量︓約1.8kg ●表地︓ポリ
エステル100％ 裏地︓不織布●中国製

★湿気取りや部屋⼲し⾐類乾燥など上⼿に使ってお部屋はいつも
清潔・快適︕

まずは洗濯機を準備しよう。チラシ表⾯のセットがオススメ。
チラシにない商品もwebで確認しよう。

¥8,000
税抜価格 ¥7,273

税込価格

税抜価格 ¥20,727

チラシに載っていない
洗濯機、物⼲し竿、洗濯・掃除⽤品その他はWebサイトでチェック︕

★ほこりが出にくい、清潔で安⼼なポリエステル
わたの3点組布団（枕・掛け布団・敷き布団）

edroom

★3段階のベッド⾼が選べる⽊製すのこベッド便利な
宮棚と２⼝コンセント付き

26101
シングル⽊製ベッド
商品番号

萩原 WB-7705LBR

宮棚があるため、
時計や⼩物などお
くことができます。

税込価格

¥17,500

中央をくぼませ
ることにより、
頭・⾸・肩にしっ
かりフィットする
枕

税抜価格 ¥15,909

24404
ラック マーキュリー4段

26401
ホワイト/クリア
ロングチェスト 4個セット
アイリスオーヤマ MG-7423W

¥15,600

アイリスオーヤマ FK3-S

★押し⼊れベッド下の収納に最適な奥⾏
74cmのロングチェスト

税抜価格 ¥14,182

「商品番号26101・26102 シングル⽊製ベッド、26103・26104
シングル樹脂すのこベッド下にすっぽり⼊ります。」

税込価格

¥14,880
税抜価格 ¥13.527

●セット内容︓掛け布団、敷き布団、枕●商品サイズ
（ 約）︓掛け布団︔1500×2100mm、敷き布団︓
1000×2100mm、枕︓630×430mm● ⽬付け（ 約）︓
82g /㎡● 詰めもの重量（ 約）︓掛け布団1.4kg 、敷き布
団（巻きわた）1.2kg（固わた）1.9kg●カバー取付けひも︓
8箇所

たっぷり
収納できる
ワイドタイプ
（幅約44cm）

●サイズ︓幅440×奥⾏740×⾼さ230mm●耐荷重
（約）︓引出1段あたり6kg ●引出内⼨（約）︓
345×685×175mm●積み重ね可能数︓3段まで

このロングチェスト4個のセットです

AB（アンティークブラウン）

税込価格

¥13,800
税抜価格 ¥12,545

●サイズ︓幅750×奥⾏600×⾼さ370/420mm●
重量︓11kg ●主材︓天板︓プリント化粧繊維板、
脚部︓ラバーウッド、塗装︓ウレタン樹脂塗装、ヒー
ター︓MS-303H 300W⽯英管ヒーター（中間スイッ
チ）●組⽴式●収納ボックス付●5cm継脚付●ベト
ナム製

チラシに載っていないベッド、マットレス・お布団、お布団
カバーはWebでチェック

50mmの継脚を
装着すれば⾜元
に余裕ができ
広々と使うことが
できます。
※⾊違いの商品（アン
ティークナチュラル）は
Webでチェック

チラシに載っていないその他のコタツ、コタツ
のサイズに合ったコタツ布団、フロアチェアは
Webでチェック

★地上デジタル・BS・CS対応32V型ハイビジョン
液晶テレビ（ダブルチューナー搭載）。 別売の
ハードディスクにUSB接続で番組録画もできます
（裏録可能）。

V&AV

25103
32V型液晶テレビ
商品番号

WN

ブラック

エスケイジャパン SQ-Y32M

タマリビング CD-18140BWN

税込価格

¥11,800

¥37,800
税抜価格 ¥34.364

税抜価格 ¥10,727

●サイズ︓幅728×奥⾏200×⾼さ481mm●重
量︓4.13kg ●消費電⼒︓55Ｗ（待機時︓0.5
Ｗ）●年間消費電⼒量︓68kWh/年●年間⽬安
電気代︓1,840円/年●バックライト︓直下型LED
バックライト●画素数︓1366×768●視野⾓︓左
右）約176度/上下）約176度●録画︓外付
HDD対応（裏録可能）●付属品︓リモコン、スタ
ンド（左右）×各1、mini B-CASカード、取扱説明
書、保証書●中国製

●サイズ︓幅670×奥⾏330×⾼さ1250mm●重量︓
約13kg ●天板︓メラミン貼り・パーティクルボード フレー
ム︓スチール●耐荷重︓［棚］約5kg ●中国製

商品番号

26202
こだわり布団３点セット
※⾊違い（ホワイトウォッシュ）
の商品はWebでチェック

24301
カジュアルこたつ
商品番号

★古⽊調の天板にスマートな脚。オフシーズンはセンター
テーブルとして違和感なく使⽤可能。

26203

すぐに
すぐに
使える
使える

25203
オープンテレビ台
シンプルタイプ

10 セット
セット
10

ブルー

マットレス付き布団
10点セット シングル

¥11,800
税抜価格 ¥10,727

税込価格

掛け布団・枕にはそれぞれ
カバーを掛けた状態でお届け

¥3,480
税抜価格 ¥3,164

A4サイズの雑誌やAV機器はもちろん、DVD
ケースなどもすっきり収納
収納バッグ
各種カバー

ブラックオーク

アイリスオーヤマ OTS-70B-BO

点点

アイリスオーヤマ KFS-M10S

税込価格

アンテナケーブルは付い
ていません

商品番号

★開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セット

商品番号
⾼さ9.5cmから33.5cm
（床下収納は最⼤
24cm）まで調節可能

●サイズ︓幅200×奥⾏225×⾼さ325mm●消費
電⼒7.5W●本体重量︓約1.0kg ●エネルギー消費
効率60lm/W●器具全光束450lm、Ra 90以上

チラシに載っていない
他のラック（⾊違い、3段）ミラー、天井照明などはWebでチェック

ボリュームたっぷりの極厚
9cmの敷き布団

●サイズ︓幅980×奥⾏2100×⾼さ550mm●重量︓25kg●主材︓
パイン材●床⾯内⼨︓（約）幅980×⻑さ2000mm●２⼝コンセント
付●組⽴式●ベトナム製

商品番号

税抜価格 ¥6,891

T

お部屋に合わせやすいブラックフレーム(チラシ掲載）とホ
ワイトフレームとの2種。プリンター、⼩物、本など収納棚と
して便利です。

LBR（ライトブラウン）

¥7,580

★シンプルでスタイリッシュなデザインの4段ラック

税込価格
⼀⽇の約1/3は睡眠時間。寝るときだけでなくソファーに使ったりとベッドの使い道は
様々。体のサイズに合ったお布団とベッド選び、ベッド下収納も活⽤。

オールシーズン使⽤できるさらっとした⽣地を使⽤して
います。キルト加⼯により、中綿がずれにくくボ
リューム感のあるラグです。

チラシに載っていない
カーペット・ラグ、カーテンについては主なサイズ・⾊を選べます。
詳細はWebでチェック

商品番号

※⾊違い（レッド）
の商品はWebで
チェック

⾊違い
⼤きさ違いは
Webをチェック

¥22,800

3.5リットルの⼤
容量タンク

●サイズ︓幅230×奥⾏175×⾼さ1050mm●消費電⼒︓
240W●本体重量︓約1.8kg ●吸込仕事率︓40W●電源コード
⻑︓5.0m●集じん容量︓約0.5L●付属品︓すき間ノズル（⽑ブラ
シ付）、シート固定板、布団ノズル、⼱着袋、マイクロファイバーモップ
×1枚、お試しシート3枚

IV

BR

●サイズ︓幅220×奥⾏330×⾼さ515mm●消費電⼒︓
175/185W（50/60Hz）●本体重量︓約7.9kg ●満⽔ととも
に⾃動停⽌しメロディでお知らせ●2・4・8時間切タイマー●節約
モード●除湿機内部のカビ発⽣を抑制しイヤなニオイを抑える内
部乾燥モード●持ち運びに便利な取っ⼿つき

市販の拭き取りシートも
床⽤ヘッドに取付可能。

ツインバード⼯業 TC-5165VO

税込価格

NV

タマリビング

ホワイト

ツインバード⼯業 LE-H845W

萩原 アルテナ7560

24102
ラグ スタイル 185x185

チラシに載っていない
冷蔵庫、レンジ、炊飯器
IHコンロや調理⽤品セット、キッチン家具はWebサイトでチェック︕

付

税込価格

キッチン、勉学環境、ベッド、テレビなど揃ったら最後はお部屋の
コーディネイト。カーペット・カーテンの⾊をどうするか。部屋全体の
収納をどうするか。

商品番号

★ラグ、フローリングからお布団まで部屋中キレイに︕
拭き掃除までできる専⽤マイクロファイバーモップ付き

B

●サイズ︓幅393×奥⾏352×⾼さ600mm●重
量︓12.4kg ●素材︓プリント紙化粧繊維板、ポリプ
ロピレン● 有効内⼨︓（ 上段）幅315×奥⾏
285×65mm （中段）幅315×奥⾏285×115mm
（下段）幅295×奥⾏285×⾼さ230mm●組⽴式
●マレーシア製
※クランプ式のデスクライトは
webをチェック

¥8,000

●サイズ︓幅232×奥⾏274×⾼さ201mm●電源︓AC100V
（50/60Hz）、●消費電⼒︓475W●炊飯容量（最⼤）︓・無洗⽶/
⽩⽶/新⽶/早炊き/省エネ︓0.54L（3合）・⽞⽶/⻨飯/雑穀⽶/おこわ/
炊込み︓0.36L（2合）・低糖質︓0.45（2.5合）・おかゆ 全がゆ︓
0.18L（1合）、5ぶがゆ︓0.09L（0.5合）●区分名︓E●蒸発⽔
量︓27.4g ●年間消費電⼒︓42.2KWｈ/年、●1回あたりの炊飯時消
費電⼒量︓112.0Wh●1時間あたりの保温時消費電⼒量︓
9.5Wh●1時間あたりのタイマー予約時消費電⼒量︓0.32Wh●1時間
あたりの待機時消費電⼒量︓0.28Wh●コードの⻑さ︓約1.0ｍ●付属
品︓しゃもじ（原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃）、計量カップ（原
料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/⽩⽶⽤ 1合（180ml）、無
洗⽶⽤ 1合（171ml）） ●40銘柄炊き●極厚⽕釜使⽤、●炊き上が
りをタイマー予約できます

22501
アイボリー
ワイパースティック型クリーナー

23301
LEDデスクライト
商品番号

●サイズ︓幅161×奥⾏213×⾼さ185mm●消費電⼒︓
1300W●容量︓0.8L●本体重量︓約0.9kg ●ふっ騰時間のめや
す︓カップ1杯（約140ml）約60秒・満⽔約3分

税抜価格 ¥7,273

炊き

¥6,980
税抜価格 ¥6.345

税抜価格 ¥5,709

アイリスオーヤマ RC-ME30-B

税込価格

ごはんをムラな
く、ふっくら炊き
上げる極厚⽕釜

0.5〜3合

税込価格

★さっと沸かせる︕
⼀⼈暮らしの必需品

タイガー魔法瓶 PCM-A080

★⼤⽕⼒で⼀気に加熱し炊
き上げる、⽶屋の旨み銘柄
炊きジャー炊飯器

C

21301
0.8L 電気ケトル
商品番号

まずは、冷蔵庫とレンジを準備しよう。チラシ表⾯の洗濯機と
合わせて3点セットがオススメ。

●サイズ︓幅732×奥⾏290×⾼さ372mm●耐荷
重（約）︓全体40kgf、天板20kgf、底板10kgf、固
定棚 10kgf ●メーカー推奨TVサイズ︓32インチ
※家電メーカーによりＴＶ⾃体のサイズが異なる場
合があります

セット全部が⼊る収納バッグ付き。

●セット内容︓掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、枕パッド、三つ折りマットレス、収納バッグ
■掛け布団︓○商品サイズ（約）︓1,500×2,100mm○側⽣地︓ポリエステル100％○詰めもの︓ポリエステル100％
○詰めもの重量（約）︓1.1kg
■敷き布団︓○商品サイズ（約）︓950×1,980mm○側⽣地︓ポリエステル100％○詰めもの︓ポリエステル100％
○詰めもの重量（約）︓2.4kg
■枕︓○商品サイズ（約）︓350×500mm○側⽣地︓ポリエステル100％○詰めもの︓ポリエステル100％
○詰めもの重量（約）︓350g
■掛け布団カバー︓○商品サイズ（約）︓1,500×2,100mm○主要材質︓ポリエステル100％
■ボックスシーツ︓○商品サイズ（約）︓950×1,980mm（マチ幅250mm）○主要材質︓ポリエステル100％
■枕カバー︓○商品サイズ（約）︓350×500mm○主要材質︓ポリエステル100％
■枕パッド︓○商品サイズ（約）︓350×500mm○側⽣地︓ポリエステル100％○詰めもの︓ポリエステル100％
■ 三つ折りマットレス︓○ 商品サイズ（ 約）︓950×1,980×40mm○側⽣地︓ポリエステル100％○詰めもの︓ウレタンフォーム
○硬さ︓やわらかめ（48．5N）○復元率︓95％
■収納バッグ︓○商品サイズ（約）︓1,000×700mm（マチ幅350mm）○主要材質︓ポリエステル100％

チラシに載っていないテレビとテレビラックは
Webでチェック

家具家電以外の入学準備は…
入学準備応援サイト
に今すぐアクセス

ＰＣの場合は

検索

vsign

