
Household Utensils

家庭用品

アルミフォージド
フライパン 20cm

アルミフォージド
エッグパン

会場のご案内

0120-005-820
受付時間  平日 9：30～17：00

〒100-8285 東京都千代田区丸の内 1-8-1
丸の内トラストタワーN館 16 階

http://www.satoshoji.co.jp

アクセス：
JR「東京駅」日本橋口より徒歩1分
地下鉄「大手町駅」B10出口より徒歩1分
地下鉄「日本橋駅」A3出口より徒歩4分

会場：丸の内トラストタワーN館11階 〒100-8285 東京都千代田区丸の内 1-8-1
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※内容は変更になる場合がございます。※写真はイメージです。

大特価
オリジナルブランド商品を
会場特別ご奉仕！

早い者勝ち！ 恒例！大好評ワゴンセール 80 OFF最大50～ ％現品限り、ハンパ物・およびB品

ご 奉 仕

インターネットからのお申込みが便利です。

オンラインショップ（一部商品除く）

佐藤商事 検 索ハピラグ 検 索 または

http://www.satoshoji.co.jp
佐藤商事HPからアクセス1

検索サイトから検索2
または

アクセス方法

お歳暮もネットからだと更にお得。期間中はポイント5倍！

2018 冬の謝恩セール

会場の様子

佐藤商事株式会社が運営する通販サイトです。

賞品一例

福袋会場限定
オリジナル

鉄鋼
ビルディング
鉄鋼
ビルディング

希望小売価格 7,560円
謝恩セール特別価格にて

柳宗理 ステンレス浅型両手鍋22cm

福引き

大ジャンケン大会大ジャンケン大会

ガラポンで賞品が当たる！

希望小売価格 2,700円
謝恩セール特別価格にて

柳宗理 レードルM

限定
30セット

ご用意して
おります！

暮らしを豊かに彩る

厳選された上質をお届けします

ご挨拶
お取引先様、ご近隣の皆様、また弊社関係者、並びにご家族の皆様、平素はご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

恒例となりました、弊社謝恩セールのご案内を申し上げます。

今回もさらに内容の充実に取り組んで参りました。少しでも皆様のお役にたてれば幸いと存じます。

今後とも佐藤商事をお引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

音羽 正利

会期：2018年12月4日（火） ~12月7日（金） 
時間：10：00～19：00（最終日は16：00まで）

会場：丸の内トラストタワーN館11階

ゴルフ用品  ジュエリー  家電  キッチン用品  テーブル用品
イージーオーダースーツ・シャツ  時計  眼鏡　靴  財布  かばん  etc.
ゴルフ用品  ジュエリー  家電  キッチン用品  テーブル用品

イージーオーダースーツ・シャツ  時計  眼鏡　靴  財布  かばん  etc.

特価税込 5,000円希望小売価格 24,840円

DANSK
コベンスタイル 特別2点セット

特価税込 2,000円希望小売価格 6,696円

匠 特別2点セット
特価税込 3,000円希望小売価格 12,204円

D&S 特別3点セット

限定
30セット

限定
30セット

ほうろう バターウォーマー
（イエロー）

スクウェアキャセロール 20cm
ほうろう 片手鍋 18cm
深型 （イエロー）

●

地下鉄「大手町駅」
B10 出口

17：00～18：00頃予定（最終日は15：30頃から）

会場にいる方全員に
プレゼントが当たるチャンス！

4日間
毎日開催！

鉄 フライパン 20cm

鉄 玉子焼き 小

100％
国内縫製

●夏物見本もご準備しております。 ●その他各種取り揃えております。 
●女性物も承っております。

採寸が必要なため会場での受付のみとなります。

イージーオーダースーツ受注会

老舗メーカーが
お仕立ていたします。最大53％OFF

婦人靴・紳士靴

セミオーダーシャツ

セミオーダー靴をはじめビジネス、
カジュアル、ブランド品など多数扱
いございます。

自分にぴったりのスーツ＆シャツを
お手頃価格で。既製品も多数取り
揃えております。 

※色は変更になることがございます。予めご了承の程お願い致します。※数に限りがあります。品切れの場合はご容赦ください。

お取り扱いブランド

話題の人気製品を
ぜひ会場で

お客様のお好みに応じた
花珠真珠ネックレスをお作り致します。

セミオーダー花珠真珠ネックレス

鑑別書付ケース、専用お手入れクロス付

セミオーダー花珠本真珠
ネックレス/イヤリングセット
φ7.0～7.5mm珠
φ8.0～8.5mm珠
φ9.0～9.5mm珠

シミュレーションゴルフJOY SWING 
屋内用クラブセット

特価税込 94,500円
特価税込 150,000円
特価税込 311,000円

449,400円の品 

969,000円の品 

294,000円の品 

♪
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♬ 歌い込む
楽しさ発見

！

パーソナルカラオケ ON STAGE

特価税込 29,800円 謝恩セール特別価格にて

テレビにつなぐだけで、いつでもすぐに歌いだせます！
HDMI接続でより高画質に、コードを気にせず歌えるワイヤレスマイク！
キー、テンポ、エコー、採点等基本機能も充実！
内蔵曲900曲入りなのでその日からすぐ楽しめます。

中
村
泰
士
先
生
監
修

内蔵曲

900曲
内蔵曲

900曲

（左から）

STL-PG100/STL-PGC1

5つのモードから選択可能

距離の設定はもちろん、グリーンの
傾斜や速さも調節でき、実際のクラ
ブにセンサーを装着し、ボールを打
ちながら楽しむ事もできます。

スイング時のフェイスの角度やテンポなどをスイング毎に表示させる事ができます。表示アイコンで
ON/OFF選択もできます。

パター練習

1、パター練習

2、打球練習

3、パターゲーム

4、ストロークゲーム

5、アプローチゲーム

1

1～4人でプレー可能。ホールごとに
パッティングの距離、傾斜が替わり、み
んなで楽しくゲームができます。

3 パターゲーム

18ホールのストロークゲームを3コース
内蔵。臨場感あるゴルフが楽しめます。
初心者から上級者、老若男女問わず家の
中で簡単にゴルフが楽しめます。

4 ストロークゲーム

ホールごとにピンまでの距離が替わり
40～60ヤードのアプローチとパッティ
ングを楽しむことができます。

5 アプローチゲーム

クラブを選択してアプローチからド
ライバーまで、打球の方向と距離を
みて練習する事ができます。

打球練習2

自宅のテレビで皆でシミュレーションゴルフ！！

勉強部屋や、介護のお部屋に。
次亜塩素酸で空気を洗って除菌＆脱臭

HDMIケーブルで本体を接続
するだけの楽々セッティング。
最大4人でのコースラウンドは
勿論、スイング解析機能が備
わった本格仕様です。

《材　質》あこや本真珠、SV（イヤリング/クラスプ）

STEP1～3
それぞれのお好みの仕様をお選びください。

ネックレスの長さ イヤリングデザイン留め具の種類
STEP 1 STEP 3STEP 2

〈イメージ〉〈イメージ〉

〈イメージ〉〈イメージ〉

〈イメージ〉〈イメージ〉

〈イメージ〉〈イメージ〉

懐かしい名曲から
最新曲まで幅広く収録！

数量
限定

数量
限定

数量
限定本格的！！

家庭用
シミュレーションゴルフ！！

種類豊富！ 大特価で販売！

本物の輝きを、お手に取ってお確かめください

Ｋ１０ダイヤモンドペンダント
66-6760

《材　質》10金、天然ダイヤモンド0.03ct
《サイズ》トップ幅：約4×5㎜、長さ：約40cm
　　　　（37cm部分アジャスター付）、総重量：約0.6g

特価税込  8,800円希望小売価格 23,760円

Ｋ１０ＷＧダイヤモンドペンダント
66-6762

《材　質》10金ホワイトゴールド、
　　　　天然ダイヤモンド0.03ct
《サイズ》トップ幅：約4×5㎜、長さ：約40cm
　　　　（37cm部分アジャスター付）、総重量：約0.6g

特価税込  8,800円希望小売価格 25,920円

Ｋ１０ＰＧダイヤモンドペンダント
66-6761

《材　質》10金ピンクゴールド、
　　　　天然ダイヤモンド0.03ct
《サイズ》トップ幅：約4×5㎜、長さ：約40cm
　　　　（37cm部分アジャスター付）、総重量：約0.6g

特価税込  8,800円希望小売価格 23,760円

K18本真珠ペンダント
66-4614

《材　質》18金、あこや本真珠6.0mm珠×5
《サイズ》トップ幅：約6×34㎜、長さ：約45cm
　　　　（フリーアジャスターチェーン）、総重量：約2.4g

特価税込  18,800円希望小売価格 42,120円

K18本真珠ダイヤモンドペンダント
66-2769

《材　質》18金、あこや本真珠6.0mm珠、
　　　　天然ダイヤモンド0.01ct
《サイズ》トップ幅：約10×6㎜、長さ：約40cm
　　　　（37cm部分アジャスター付）、総重量：約1.1g

特価税込  14,800円希望小売価格 37,800円

K18本真珠ダイヤモンドペンダント
66-1052

《材　質》18金、あこや本真珠6.0mm珠、
　　　　天然ダイヤモンド0.01ct
《サイズ》トップ幅：約10×8㎜、長さ：約40cm
　　　　（37cm部分アジャスター付）、総重量：約1.1g

特価税込  15,800円希望小売価格 41,040円

PT900ダイヤモンドペンダント
66-2503

《材　質》プラチナ900、天然ダイヤモンド0.3ct、
　　　　チェーン：プラチナ850
《サイズ》トップ幅：約6×6㎜、長さ：約45cm
　　　　（フリーアジャスターチェーン）、総重量：約2g

特価税込  36,800円希望小売価格 110,160円

PT900ダイヤモンドペンダント
60-2896

《材　質》プラチナ900、天然ダイヤモンド0.3ct、
　　　　チェーン：プラチナ850
《サイズ》トップ幅：約13×9㎜、長さ：約45cm
　　　　（フリーアジャスターチェーン）、総重量：約3.1g

特価税込  49,800円希望小売価格 149,040円

この冬を彩る
華やかなジュエリーをセレクトしました

カジュアルジュエリーセレクション

Winter Selecti  n 2018

本真珠と18金で
女性らしい胸元を
演出します。

胸元に
ダイヤモンドと
プラチナの輝きを。

お洒落でキュートな
ハートモチーフ
ペンダント。

ダンロップゴルフボール

オウンネームサービス
オリジナルゴルフボールを作りませんか？

皆さまのご要望にお応えして、ダンロップゴルフクラブの試打会を開催します。ゼクシオの試打もで
きます。診断をして、あなたにぴったりのクラブをお探しします。

もっとぶっ飛ぶ
インプレス

K18PG／K18WGダイヤモンドリング
1465125001

（下段右側）

《材　質》18金ピンクゴールド・18金ホワイトゴールド、
天然ダイヤモンド1.20ct

《サイズ》最大幅：約18mm
　　　　総重量：約10g

特価税込 388,800円希望小売価格 1,274,400円

鑑別書付

PT900ダイヤモンドリング
8472993004

《材　質》プラチナ900、中石：天然ダイヤモンド　　
　　　　0.514ct（F・SI2）ペアシェイプカット、
　　　　側石：天然ダイヤモンド0.14ct
《サイズ》最大幅：約7mm
　　　　総重量：約5g

特価税込 237,600円希望小売価格 777,600円

（下段中央）

鑑定書付

PT900エメラルド／サファイア／ダイヤモンドリング
9501013001

《材　質》プラチナ900、天然エメラルド：0.86ct、
　　　　天然サファイア：0.68ct、
　　　　天然ダイヤモンド：1.14ct
《サイズ》最大幅：約17mm
　　　　総重量：約18g

特価税込 496,800円希望小売価格 1,630,800円

（下段左側）

鑑別書付

PT900／K18ダイヤモンドペンダント
1465080001

《材　質》プラチナ900・18金、中石：天然ダイヤモンド
1.820ct（VLY・SI2）プリンセスカット、側石：天然
ダイヤモンド0.63ct、チェーン：プラチナ850

《サイズ》トップ幅：約27×15㎜、長さ：約45cm
　　　　（フリーアジャスターチェーン）
　　　　総重量：約8.5g

特価税込 1,155,600円希望小売価格 3,812,400円

（上段右側）

鑑定書付

K18WGダイヤモンドペンダント
8395058004

《材　質》18金ホワイトゴールド、中石：ブラックダイヤモ
ンド1.30ct、側石：ブラックダイヤモンド0.40ct・
天然ダイヤモンド0.52ct

《サイズ》トップ幅：約31×22㎜、長さ：約50cm
　　　　（フリーアジャスターチェーン）
　　　　総重量：約9g

特価税込 226,800円希望小売価格 745,200円

（上段中央）

鑑別書付

K18PGダイヤモンドペンダント
1493619001

《材　質》18金ピンクゴールド、天然ダイヤモンド0.98ct
《サイズ》トップ幅：約24×23㎜、長さ：約45cm
　　　　（フリーアジャスターチェーン）
　　　　総重量：約8g

特価税込 302,400円希望小売価格 1,004,400円

（上段左側）

鑑別書付

繊細なマット仕上げのピンクゴー
ルドに流れるようなダイヤモンド
のきらめきが印象的です。

まばゆいばかりに敷きつめられた
ダイヤモンドに華咲く鮮やかなグ
リーンとブルーが上品に指元を彩
ります。

人気のペアシェイプカットダイヤ
モンド。すっきりとした印象なが
らあらゆるシーンで活躍できるデ
ザインに仕上げました。

18金ピンクゴールドに咲くダイ
ヤモンドの可憐な薔薇が清楚かつ
豪華な装いを演出します。

ブラックダイヤモンド使いがとて
もスタイリッシュで洗練された大
人の女性を演出します。

中石は大粒1.82ctのプリンセス
カットダイヤモンド。イエローカ
ラーのお洒落で柔らかい輝きをお
楽しみください。

会場で陳列の予定です。
※全て1点限りに付き売り切れの

節はご了承ください。

現品限りの
お買い得

ラグジュアリー ジュエリーセレクション

Luxury Jewelry Selection 飛距離モンスター！

飛距離追求型
フォーピースボール。

イエロー
8JYX

ホワイト
8JWX

パールホワイト
8JGX

オレンジ
8JOX

パールピンク
8JPX

ホワイト／パールホワイト
イエロー／オレンジ／パールピンク

スリクソン -X-
ゴルフボール（1ダース）
ホワイト／プレミアムホワイト
希望小売価格 オープン価格

希望小売価格 オープン価格

特価税込 6,413円

TOUR B JGR
ゴルフボール（1ダース）

特価税込 5,958円

ホワイト

Pホワイト

ゼクシオX

飛びの“芯食い”体験
芯にフォーカスすれば、もっと飛ぶ。
この飛びが、あなたのゴルフを新しくする。

ゼクシオ テン

謝恩セール特別価格にて 謝恩セール特別価格にて

ヤマハ inpres
UD＋2

会場限定開催！！
試打会

デジタルインパクトワールド
あなたにピッタリのクラブをご提案！

が
さらに進化した

マイコン電気圧力鍋 2.5ℓ STL-EC30

特価税込 10,800円希望小売価格 オープン価格   市場売価 16,200円

簡単なのに本格圧力調理。
おいしい料理が素早くできる！

白米白米

加圧時間

5分

赤飯赤飯

加圧時間

8分

ポークカレーポークカレー

加圧時間

2分

肉じゃが肉じゃが

加圧時間

1分

スペアリブスペアリブ

加圧時間

15分

秋刀魚の柔らか煮秋刀魚の柔らか煮

加圧時間

10分

根菜ポトフ根菜ポトフ

加圧時間

4分

黒豆黒豆

加圧時間

15分

食材を入れて、ボタンを押すだけ！ あっという間に本格料理！

バラエティに富んだ充実のレシピブック付き！

簡単ごちそうレシピ

パナソニック ジアイーノ
F-MV1000-W

「ジアイーノ」は、空間の除
菌・脱臭に特化し、菌やウイ
ルス、ニオイにすばやく優れ
た抑制力を発揮します。

次亜塩素酸で
空気を洗うジアイーノ

材料を入れたら、料理の種類を選んでボタンを押す
だけの簡単調理！時間のかかるものなど短時間でお
いしく調理いただけます。

小田直子先生監修のオリジナルレシピブック付きで
料理のレパートリーも増えそうです。予約タイマー機
能も搭載されており、30分単位で最大24時間まで
予約できます。

おせち受注会

特集

Jewellery

ジュエリー
Golf

ゴルフ用品

Consumer Electronics

家   電

Order Suit / Dress Shirt / Shoes

オーダースーツ・シャツ・
シューズ

Glasses / Watch

眼鏡・時計

66-2503

60-2896

66-6760

66-6761

66-6762

66-2769

66-4614

66-1052

特価税込 39,800円希望小売価格 オープン価格   市場売価 53,784円

希望小売価格 オープン価格   
市場売価 39,800円

PK-NE01W

10月5日 
新発売


