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1 アマゾンデバイス タブレット 【Newモデル】Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ)
32GB

https://amzn.to/3ipTEGk B07WJSJ28X ¥9,980 ¥6,980 ¥5,980 40.1%

2 アマゾンデバイス タブレット 【Newモデル】Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ)
64GB https://amzn.to/2Gr7MSt B0839MNPV1 ¥11,980 ¥8,980 ¥7,980 33.4%

3 アマゾンデバイス メディアプレーヤー Fire TV Cube - 4K・HDR対応、Alexa対応音声認識リモコン付
属 https://amzn.to/36ZbEpc B07MGK7TLH ¥14,980 ¥14,980 ¥8,980 40.1%

4 アマゾンデバイス メディアプレーヤー Fire TV Cube (HDMIケーブル付) - 4K・HDR対応、Alexa対応
音声認識リモコン付属 https://amzn.to/36ZbEpc B07MGK7TLH ¥15,979 ¥15,979 ¥9,979 37.5%

5 アマゾンデバイス スマートスピーカー Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー
with Alexa https://amzn.to/30Y0gpG B07KD87NCM ¥9,980 ¥6,000 ¥4,980 50.1%

6 アマゾンデバイス スマートスピーカー Echo Show 8 (エコーショー8) HDスクリーン付きスマートスピーカー
with Alexa https://amzn.to/3naD7JX B07SHC76CH ¥14,980 ¥9,900 ¥7,490 50.0%

7 アマゾンデバイス スマートスピーカー Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa https://amzn.to/2Sq5yW0 B07PFFMQ64 ¥5,980 ¥2,980 ¥1,980 66.9%

8 アマゾンデバイス スマートスピーカー Echo Flex (エコーフレックス) プラグイン式スマートスピーカー with
Alexa

https://amzn.to/3lCk35H B07PGX7GC9 ¥2,980 ¥1,980 ¥1,490 50.0%

9 アマゾンデバイス スマートスピーカー Echo Studio (エコースタジオ)Hi-Fiスマートスピーカーwith 3Dオー
ディオ&Alexa

https://amzn.to/2GOIDBK B07NQDQWW6 ¥24,980 ¥19,980 ¥14,980 40.0%

10 アマゾンデバイス 電子ブックリーダー Kindle Paperwhite 防水機能搭載 wifi 8GB ブラック 電子書籍
リーダー（広告無し・Wifiモデル） https://amzn.to/2Sk98Rx B07HD12H6W ¥15,980 ¥12,980 ¥9,980 37.5%

11 アマゾンデバイス 電子ブックリーダー Kindle Paperwhite 防水機能搭載 wifi 32GB ブラック 電子書
籍リーダー（広告無し・Wifiモデル） https://amzn.to/3jpKaMA B07HCSL6BN ¥17,980 ¥14,980 ¥11,980 33.4%

12 Kindle本 電子書籍 三体 https://amzn.to/2H0uQYw B07TS9XTSD ¥2,090 ¥2,090 ¥1,045 50.0%

13 Kindle本 電子書籍 ショートカットキー時短ワザ大全 https://amzn.to/2IlbcHg B07Y3G17T5 ¥1,188 ¥1,188 ¥594 50.0%

14 Kindle本 電子書籍 サーチ・インサイド・ユアセルフ ― 仕事と人生を飛躍させるグーグルのマ
インドフルネス実践法 https://amzn.to/33UkJxm B01ESTWPYC ¥2,090 ¥2,090 ¥1,045 50.0%

15 アマゾンベーシック PC周辺機器 Amazonベーシック モニターアーム シングル ディスプレイタイプ ブラック https://amzn.to/2Gr7JGh B00MIBN16O ¥11,980 ¥10,180 ¥8,093 32.4%

16 アマゾンベーシック PC周辺機器 Amazonベーシック モニターアーム シングル ディスプレイタイプ ブラック
2点セット https://amzn.to/2HTP6LV B07PY4TX8B ¥19,980 ¥16,980 ¥15,279 23.5%

17 アマゾンベーシック ケーブル Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル - 0.9m (タイプAオ
ス - タイプAオス) 1本 https://amzn.to/3js4r4i B014I8SIJY ¥680 ¥570 ¥359 47.2%

18 アマゾンベーシック ケーブル Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル - 0.9m (タイプAオ
ス - タイプAオス) 2本セット https://amzn.to/3d1cu5K B014I8SP4W ¥890 ¥750 ¥528 40.7%

19 アマゾンベーシック ケーブル Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル - 0.9m (タイプAオ
ス - タイプAオス) 3本セット https://amzn.to/2EVYspn B01D5H93FW ¥1,328 ¥1,120 ¥732 44.9%

20 アマゾンベーシック キャリーケース Amazonベーシック スーツケース ハードタイプ ダブルキャスター付き
51cm ライトブルー https://amzn.to/3ndrCRY B071VG5N9D ¥5,980 ¥5,080 ¥1,974 67.0%

21 アマゾンベーシック キャリーケース Amazonベーシック スーツケース ハードタイプ ダブルキャスター付き
61cm https://amzn.to/2SmCDSX B071VG57FP ¥7,980 ¥7,780 ¥4,779 40.1%

22 アマゾンベーシック キャリーケース Amazonベーシック スーツケース ハードタイプ ダブルキャスター付き
71cm https://amzn.to/36sDABj B0711F4437 ¥7,736 ¥6,570 ¥5,825 24.7%

23 アマゾンベーシック マイク付きヘッドフォン Amazonベーシック ゲーミングヘッドセット マイク付き PC用 USB接続
ブラック

https://amzn.to/3109DVQ B07G29KKGZ ¥3,498 ¥2,970 ¥2,678 23.4%

24 アマゾンベーシック マイクロファイバークロス Amazonベーシック マイクロファイバー クリーニングクロス 24枚入 https://amzn.to/3lz2dAK B009FUF6DM ¥1,680 ¥1,420 ¥932 44.5%

25 Anker（アンカー） モバイルプロジェクター
Anker Nebula Capsule II（Android TV搭載 モバイルプロジェ
クター）【200ANSI ルーメン / オートフォーカス機能 / 8W スピー
カー / DLP搭載 / 5000種類以上のアプリケーション】

https://amzn.to/2SmXtSk B07QBXMY2Z ¥59,800 ¥59,800 ¥47,840 20.0%

26 Anker（アンカー） ロボット掃除機 Eufy RoboVac L70 Hybrid https://amzn.to/2Fbef3K B07RPVCZMF ¥54,800 ¥46,580 ¥38,360 30.0%

27 Anker（アンカー） 会議⽤スピーカーフォン Anker PowerConf https://amzn.to/3iGy8x8 B07ZSDXHJZ ¥12,980 ¥9,980 ¥9,980 23.1%
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28 Anker（アンカー） 完全ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore Liberty 2 Pro https://amzn.to/3lKYiAR B07XYQYDMN ¥13,800 ¥10,839 ¥8,999 34.8%

29 Anker（アンカー） 完全ワイヤレスイヤホン 【第2世代】Anker Soundcore Liberty Neo https://amzn.to/314duRO B07SGCLVF2 ¥4,999 ¥3,999 ¥3,499 30.0%

30 Anker（アンカー） 完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Life P2 https://amzn.to/3jCbgjG B07X9KPBC1 ¥4,999 ¥4,249 ¥3,999 20.0%

31 Anker（アンカー） Bluetooth スピーカー 【改善版】Anker SoundCore 2 https://amzn.to/36EblzH B01NAVANRX ¥4,999 ¥3,999 ¥3,499 30.0%

32 Anker（アンカー） モバイルバッテリー Anker PowerCore III Fusion 5000 https://amzn.to/3ntBMyi B085DNCNB7 ¥3,590 ¥3,051 ¥2,872 20.0%

33 Anker（アンカー） USB充電器 Anker PowerPort Atom III Slim https://amzn.to/30E8iDQ B07SQPZG81 ¥2,599 ¥2,000 ¥1,799 30.8%

34 Anker（アンカー） USBハブ Anker PowerExpand Direct 7-in-2 USB-C PD メディア ハブ https://amzn.to/2GAPqid B07Z5Y44FX ¥5,999 ¥5,099 ¥4,499 25.0%

35 Anker（アンカー） USB ケーブル Anker PowerLine II USB-C＆ライトニングケーブル（1.8m） https://amzn.to/36ERws7 B01N75EALQ ¥1,299 ¥1,039 ¥1,189 8.5%

36 Anker（アンカー） USB ケーブル Anker PowerLine USB-C ＆ USB-A 3.0 ケーブル（0.9m） https://amzn.to/2GGXJsz B07228XG2P ¥1,099 ¥879 ¥559 49.1%

37 Apple（アップル） ノートPC
Apple MacBook Pro (13インチ, 一世代前のモデル, 8GB RAM,
256GBストレージ, 1.4GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ) -
スペースグレイ

https://amzn.to/3jsiB5g B07PPMSB5M ¥175,780 ¥135,100 ¥99,000 43.7%

38 Apple（アップル） 完全ワイヤレスイヤホン Apple AirPods with Charging Case https://amzn.to/30K1JQh B07PSZ8395 ¥19,570 ¥18,779 ¥17,440 10.9%

39 Apple（アップル） ワイヤレスイヤホン BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1
Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間

https://amzn.to/3lAUfab B08565PZ1G ¥10,780 ¥8,360 ¥4,990 53.7%

40 Apple（アップル） 完全ワイヤレスイヤホン
Powerbeats Pro 完全ワイヤレスイヤホン -Apple H1ヘッドフォン
チップ、Class 1 Bluetooth、最長9時間の再生時間、耐汗仕様の
イヤーバッド

https://amzn.to/36RPdlH B07PQRGBYY ¥27,280 ¥21,636 ¥18,000 34.0%

41 Apple（アップル） ワイヤレスヘッドホン Beats Solo3 Wireless ワイヤレスヘッドホン  -Apple W1ヘッドフォ
ンチップ、Class 1 Bluetooth、最長40時間の再生時間

https://amzn.to/3lOhzl9 B07PMJL58Q ¥22,880 ¥15,218 ¥14,080 38.5%

42 Apple（アップル） ワイヤレスヘッドホン

Beats Solo Pro Wireless ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン-
Apple H1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、アクティブノイズ
キャンセリング機能、外部音取り込みモード、最長22時間の再生時
間

https://amzn.to/2SJVur4 B07YZ1N6W2 ¥32,780 ¥25,051 ¥19,800 39.6%

43 Apple（アップル） ワイヤレスヘッドホン
Beats Studio3 Wireless ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン -
Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、アクティブノイズ
キャンセリング機能、最長22時間の再生時間

https://amzn.to/3nIBO5a B085658YB9 ¥38,270 ¥27,280 ¥26,180 31.6%

44 Satechi（サテチ） USB充電器
Satechi USB-C Apple Watch 充電ドック [MFi認証] マグネット
式 ポータブルウォッチ チャージャー 充電器 (Apple Watch シリーズ
5/4/3/2/1対応) (ケーブル別売り)

https://amzn.to/36LOi6e B082MRVVS9 ¥4,399 ¥4,399 ¥3,079 30.0%

45 Satechi（サテチ） USB充電器

Satechi 108W Pro USB-C PD デスクトップ チャージャー 2 USB-
C PD & 2 USB-Aポート PSE 急速充電 (MacBook Pro,
MacBook Air 2018以降, iPad Pro, iPhone 11 Pro Max/11
Pro/11など対応）

https://amzn.to/3iNDKWk B082TL2J9D ¥8,799 ¥8,799 ¥6,159 30.0%

46 Satechi（サテチ） USB-Cハブ Satechi Type-C クランプハブ Pro(iMac ProとiMac 2017以降対
応) シルバー)

https://amzn.to/3drmaXv B078859974 ¥5,399 ¥5,399 ¥3,779 30.0%

47 Satechi（サテチ） USB-Cハブ Satechi イーサネット付き スリム マルチ USB-Cハブ スペースグレイ https://amzn.to/3nzTznp B083XCLQWP ¥8,799 ¥8,699 ¥6,159 30.0%

48 RAVPower
（ラブパワー） ポータブル電源 RAVPower RP-PB054Pro https://amzn.to/33Jgp43 B088TR1B5G ¥12,999 ¥11,049 ¥10,399 20.0%

49 RAVPower
（ラブパワー） ポータブル電源 RAVPower RP-PB187 https://amzn.to/3nElYsj B088TR1B5G ¥29,998 ¥25,498 ¥23,999 20.0%

50 RAVPower
（ラブパワー） USB充電器 RAVPower RP-PC133 https://amzn.to/3nD53GM B0868P1FBP ¥4,599 ¥3,909 ¥3,219 30.0%

51 RAVPower
（ラブパワー） USB充電器 RAVPower RP-PC128 https://amzn.to/33JNa0Q B086JTCP2M ¥5,399 ¥4,319 ¥3,421 36.6%
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52 RAVPower
（ラブパワー） モバイルバッテリー RAVPower RP-PB201 https://amzn.to/3jRTPvG B0836LJ8VK ¥7,799 ¥6,459 ¥5,459 30.0%

53 TaoTronics
（タオトロニクス） 完全ワイヤレスイヤホン TaoTronics SoundLiberty 53 https://amzn.to/3ddX4Lo B085Y316TJ ¥4,999 ¥3,776 ¥3,210 35.8%

54 TaoTronics
（タオトロニクス） サウンドバー TaoTronics TT-SK018 https://amzn.to/2SJ32e0 B07W2VQW74 ¥3,599 ¥2,549 ¥2,519 30.0%

55 パソコン周辺機器 ノートPC
【Microsoft ストア限定】3点セット： Surface Pro X (
Microsoft SQ1 / 8GB / 256GB / LTE / ブラック) + Surface
Pro x Signature キーボード スリムペン付き

https://amzn.to/34Rm3Az B083XD5WHT ¥197,340 ¥197,340 ¥144,749 26.6%

56 パソコン周辺機器 ノートPC
LG ノートパソコン gram 999g/バッテリー約22.5時間/第10世代
Core i3/14インチ/メモリ 8GB/SSD 256GB/Thunderbolt3/
ダークシルバー/14Z90N-VR32J (2020年モデル)

https://amzn.to/2Sq6c5S B083WR4VL2 ¥109,780 ¥93,800 ¥89,980 18.0%

57 パソコン周辺機器 ノートPC
LG ノートパソコン gram 1350g/バッテリー約19.5時間/第10世代
Core i7/17インチ/メモリ 16GB/SSD 256GB/Thunderbolt3/
ダークシルバー/17Z90N-VA72J (2020年モデル)

https://amzn.to/3jrWgVC B083WR869V ¥197,780 ¥159,906 ¥154,980 21.6%

58 パソコン周辺機器 無線LANルーター
TP-Link WiFi 無線LAN ルーター 11ac MU-MIMO ビームフォーミ
ング 全ポートギガビット デュアルバンド AC1200 867 + 300Mbps
Archer C6

https://amzn.to/36KUGuk B07HMVH73D ¥3,800 ¥3,080 ¥2,880 24.2%

59 パソコン周辺機器 モバイルモニター 15.6インチ Lepow IPSパネル 1920x1080FHD 色域（sRGBカ
バー率）向上バージョン

https://amzn.to/3lDO9G4 B087MS94H9 ¥22,280 ¥18,938 ¥15,596 30.0%

60 パソコン周辺機器 モバイルモニター 15.6インチ Lepow IPSパネル 1920x1080FHD https://amzn.to/2GVUhLd B07V3L5P9F ¥19,980 ¥13,600 ¥13,980 30.0%

61 パソコン周辺機器 モニターアーム エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック 45-241-
224

https://amzn.to/2FrbgEm B07Q8TJ2KL ¥13,980 ¥12,582 ¥10,458 25.2%

62 パソコン周辺機器 メモリーカード サンディスク 正規品 SDカード 128GB SDXC Class10 UHS-I
U3 V30 エコパッケージ

https://amzn.to/30ZSX0H B07XP3GPC3 ¥4,061 ¥3,451 ¥3,410 16.0%

63 パソコン周辺機器 メモリーカード サンディスク 正規品 SDカード 64GB SDXC Class10 UHS-I U3
V30 エコパッケージ

https://amzn.to/2GZiGzk B07XKRSZ8F ¥2,326 ¥1,977 ¥1,950 16.2%

64 家電・テレビ 加湿空気清浄機
【特価販売中】シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター 25000
ハイグレード 21畳 / 空気清浄 34畳 自動掃除 2018年モデル ホ
ワイト KI-JX75-W

https://amzn.to/372MYf8 B07KC7Q5KS ¥41,481 ¥39,526 ¥34,800 16.1%

65 家電・テレビ 電動歯ブラシ 【特価販売中】フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドク
リーン ディープクリーンエディション ホワイト HX9337/45

https://amzn.to/3nO6KBp B07DLS5Q3S ¥18,670 ¥17,500 ¥13,000 30.4%

66 家電・テレビ 電動歯ブラシ 【特価販売中】ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO2000 ホワイト
D5015132WH【Amazon.co.jp 限定・トラベルケース無し】

https://amzn.to/3nFhEch B075SYQR72 ¥6,980 ¥5,848 ¥4,280 38.7%

67 家電・テレビ メンズシェーバー
【特価販売中】【除菌洗浄器付き】 ブラウン シリーズ7 メンズ電気
シェーバー 7899cc-P 4カットシステム 洗浄器付 水洗い/お風呂剃
り可

https://amzn.to/30WAC4A B08717B127 ¥22,800 ¥19,800 ¥12,800 43.9%

68 家電・テレビ 4Kテレビ LG 43型 4Kチューナー内蔵 液晶 テレビ 43UN8100PJA IPS パ
ネル Alexa搭載 2020 年モデル https://amzn.to/3jsioiu B0873MW2SD ¥71,800 ¥65,800 ¥54,800 23.7%

69 家電・テレビ ブルーレイレコーダー シャープ ブルーレイレコーダー 2TB 3チューナー 4Kチューナー内蔵
Ultla HDブルーレイ対応 AQUOS 4B-C20AT3 https://amzn.to/3jsnUBE B07HPBBYNB ¥50,160 ¥49,970 ¥47,100 6.1%

70 家電・テレビ ブルーレイレコーダー シャープ ブルーレイレコーダー 4TB 3チューナー 4Kチューナー内蔵
Ultla HDブルーレイ対応 AQUOS 4B-C20AT3 https://amzn.to/34oKncA B07HP8YLR4 ¥61,330 ¥61,330 ¥56,450 8.0%

71 家電・テレビ プロジェクター VANKYO プロジェクター 小型 4600ルーメン HDプロジェクター https://amzn.to/2GIgnRh B08CKC495F ¥11,900 ¥10,030 ¥8,260 30.6%

72 家電・テレビ ロボット掃除機
【Amazon.co.jp限定】ルンバ 692 アイロボット ロボット掃除機
WiFi対応 遠隔操作 自動充電 グレー R692060 【Alexa対応】
最大幅340 x 高さ92(mm)

https://amzn.to/2SjAjw3 B088HL6J9P ¥39,800 ¥33,800 ¥24,800 37.7%

73 家電・テレビ ロボット掃除機 ブラーバ ジェット 240 アイロボット 床拭きロボット 水拭き から拭き ホ
ワイト B240060 ロボット掃除機 https://amzn.to/2GRBTTG B00JFTRPGO ¥19,800 ¥19,800 ¥12,470 37.0%

74 家電・テレビ ヘアドライヤー シャープ ヘアドライヤー プラズマクラスター搭載 アンティークゴールド
IB-GP9-N https://amzn.to/3juhvpC B01MDP6EX7 ¥9,980 ¥7,780 ¥6,680 33.1%
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https://amzn.to/2FrbgEm
https://amzn.to/30ZSX0H
https://amzn.to/30WAC4A
https://amzn.to/3jsioiu
https://amzn.to/3jsnUBE
https://amzn.to/34oKncA
https://amzn.to/2GIgnRh
https://amzn.to/2SjAjw3


4 / 5

# カテゴリー 小カテゴリー アマゾン商品名 リンク（アフィリエイトになっています） ASIN 実勢価格 直近最安値 セール価格 割引率

2020 Amazonプライムデー 注目製品ピックアップ by デイブ 最終版

75 家電・テレビ 電動ドライバー
ボッシュ(BOSCH) 電動ドライバー コードレス 充電式 LEDライト 正
逆転切替 家具の組み立て DIY ビット10本 充電器・ケース付
IXO5

https://amzn.to/30wqn6Z B0146D1XG6 ¥4,645 ¥3,679 ¥3,833 17.5%

76 家電・テレビ 電動ドライバー
ボッシュ(BOSCH) 電動ドライバー コードレス 正逆転切替 家具の組
み立て DIY ビット10本 充電器・ケース付 【通常品+トルクアダプター
セット】 IXO5 TORQUE

https://amzn.to/30u3vVm B01J9VXEBC ¥5,684 ¥5,130 ¥5,684 0.0%

77 家電・テレビ シュレッダー
アイリスオーヤマ シュレッダー 業務用 静音 高速細断 細断枚数16
枚 クロスカット ホチキス対応 連続使用10分 CD/DVD/カード対応
ダストボックス23L A4/400枚収容 OF16J ブルー

https://amzn.to/3ntZN8e B07DCDS12W ¥17,136 ¥14,419 ¥13,698 20.1%

78 家電・テレビ 電気圧力鍋
アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L 自動メニュー90種類 2WAYタイ
プ グリル鍋 ガラス蓋付き レシピブック付き 業界最高出力1000W ブ
ラック 2020年モデル PMPC-MA4-B

https://amzn.to/2IlNpqQ B08GSHPC6G ¥23,434 ¥21,920 ¥20,040 14.5%

79 家電・テレビ 電気圧力鍋
アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L 自動メニュー69種類 2WAY グリ
ル鍋 ガラス蓋付き レシピブック付き ブラック 2020年モデル PMPC-
MA2-B

https://amzn.to/3nqRHgy B08GQM8TC3 ¥17,946 ¥17,800 ¥14,350 20.0%

80 家電・テレビ 電気調理鍋 シロカ おりょうりケトル ちょいなべ SK-M151 ブラック [丸洗い可/温
度調整機能/容量1L/電気ケトル]

https://amzn.to/2GVBsb0 B07L8NBK14 ¥9,500 ¥9,500 ¥8,530 10.2%

81 家電・テレビ 食器洗い乾燥機 シロカ 2WAY食器洗い乾燥機 [食洗機/工事不要/除菌率99.9％
/分岐水栓可] SS-M151 (単品)

https://amzn.to/316QZM5 B07WT848NM ¥54,780 ¥54,780 ¥46,500 15.1%

82 家電・テレビ ポータブル電源 Jackery ポータブル電源 400 112200mAh/400Wh (200W
瞬間最大400W)/DC/USB出力 24ヶ月保証

https://amzn.to/33F89SC B07PJYQVSG ¥44,800 ¥38,080 ¥34,943 22.0%

83 家電・テレビ ゲーム

【特価販売中】PlayStation 4 + The Last of Us Remastered
+ Horizon Zero Dawn Complete Edition + オリジナルデザイ
ンエコバッグ セット (ジェット・ブラック) (CUH-2200AB01) 【CERO
レーティング「Z」】

https://amzn.to/2IdWO3y B08CH4NFSJ ¥36,460 ¥36,460 ¥31,878 12.6%

84 家電・テレビ ゲーム
【特価販売中】PlayStation 4 + グランツーリスモSPORT + New
みんなのGOLF + オリジナルデザインエコバッグ セット (ジェット・ブラッ
ク) (CUH-2200AB01)

https://amzn.to/30Yx1Tx B08GMBSBWM ¥37,978 ¥37,978 ¥31,878 16.1%

85 スマートホーム スマートハブ SwitchBot Hub Mini スマートホーム 学習リモコン https://amzn.to/36ZOYFb B07TTH5TMW ¥3,980 ¥3,180 ¥2,998 24.7%

86 スマートホーム スイッチ SwitchBot ボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット https://amzn.to/3nNZrcN B07B7NXV4R ¥3,980 ¥3,635 ¥2,998 24.7%

87 スマートホーム カーテンコントロール SwitchBot スイッチボット カーテン https://amzn.to/34Zu7Pw B08FXFTX67 ¥8,980 ¥8,980 ¥7,198 19.8%

88 スマートホーム プラグ SwitchBot スイッチボット スマートプラグ https://amzn.to/3jYdtGu B07TVSGJT4 ¥1,980 ¥1,580 ¥1,490 24.7%

89 スマートホーム 温湿度計 SwitchBot スイッチボット デジタル 温湿度計 https://amzn.to/3jZ22hx B07L4QNZVF ¥1,980 ¥1,580 ¥1,498 24.3%

90 スマートホーム 加湿器 SwitchBot Wi-Fi スマート加湿器 https://amzn.to/2GUVvGw B07Y6H32B6 ¥5,480 ¥3,980 ¥3,978 27.4%

91 オーディオ 完全ワイヤレスイヤホン 【2019 VGP Award金賞】ゼンハイザー Bluetooth 完全ワイヤレ
スイヤフォン MOMENTUM True Wireless

https://amzn.to/313UGC5 B07HRHM8F3 ¥34,900 ¥29,800 ¥22,980 34.2%

92 オーディオ ワイヤレスイヤホン
【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー MOMENTUM Free ワイヤレ
スカナル型イヤホン apt-X/apt-X LL/AAC対応 M2 IEBT SW SE
【国内正規品】

https://amzn.to/2ImIAxn B07R5ZZ23C ¥14,717 ¥14,717 ¥10,800 26.6%

93 オーディオ 完全ワイヤレスヘッドホン

【特価販売中】第二世代 完全 ワイヤレス イヤホン (JPRiDE)
TWS-520 Bluetooth イヤホン Red Dot Award 受賞デザイン (
iPhone Android 対応) 最新 Bluetooth 5.0 ( WEB会議 テレ
ワーク マイク 搭載 ハンズフリー通話 各種音声アシスタント対応

https://amzn.to/3iRGulR B07Q9YDCNX ¥4,980 ¥4,980 ¥4,180 16.1%

94 オーディオ 完全ワイヤレスヘッドホン SOUNDPEATS Truengine 3SE ワイヤレスイヤホン aptX AAC
コーデック対応 TWS Plus対応 / Type-C充電

https://amzn.to/34D5dFs B085ZGJKHD ¥6,299 ¥5,346 ¥4,403 30.1%

95 オーディオ 完全ワイヤレスヘッドホン BOSE FRAMES ALTO ワイヤレスオーディオサングラス & オプション
偏光レンズ ミラードシルバー https://amzn.to/2Smg00R B07Z9KGWHX ¥28,850 ¥22,650 ¥21,400 25.8%

96 オーディオ イヤホン SHURE イヤホン SE215 Special Edition/カナル型 トランスス
ルーセントブルー 【国内正規品】 SE215SPE-A https://amzn.to/3ikw1Py B00A16BT4E ¥10,536 ¥10,536 ¥8,260 21.6%

https://amzn.to/30wqn6Z
https://amzn.to/30u3vVm
https://amzn.to/3ntZN8e
https://amzn.to/2IlNpqQ
https://amzn.to/3nqRHgy
https://amzn.to/33F89SC
https://amzn.to/2IdWO3y
https://amzn.to/30Yx1Tx
https://amzn.to/2ImIAxn
https://amzn.to/34D5dFs
https://amzn.to/2Smg00R
https://amzn.to/3ikw1Py
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97 オーディオ アクティブスピーカー Bose Companion 2 Series III multimedia speaker
system PCスピーカー https://amzn.to/3ioLXjJ B00DCGC8BS ¥10,707 ¥10,707 ¥7,590 29.1%

98 オーディオ Bluetooth スピーカー Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II ポータブルワイヤ
レススピーカー スペシャルエディション

https://amzn.to/3nHNJjT B07YXSKWR9 ¥23,222 ¥22,900 ¥16,490 29.0%

99 テレワーク
・在宅勤務 ヘッドセット 【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー (Sennheiser) PCヘッドセット

VoIP PC 8.2 USB
https://amzn.to/2IkxokN B07VMSR2HX ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000 0.0%

100 テレワーク
・在宅勤務 スピーカーホン eMeet Luna 会議用マイクスピーカー 連結機能 VoiceIAモード

5-8名対応 360˚全方向集音 USB/Bluetooth/AUX対応
https://amzn.to/36Oag8r B087FNWSZF ¥10,999 ¥7,836 ¥7,699 30.0%

101 テレワーク
・在宅勤務 Webカメラ eMeet NOVA 自動フォーカス HD1080P 200万画素 ステレオマイ

ク内蔵 高画質パソコンカメラ
https://amzn.to/3lFvRED B082FWYSN9 ¥4,999 ¥4,249 ¥3,999 20.0%

102 テレワーク
・在宅勤務 電動昇降デスク

FLEXISPOT スタンディングデスク 電動式昇降デスク 組立簡単（ネ
ジ六本だけ）障害物検知機能付き 高さ調節パソコンデスク
140*70cmテーブル (脚ホワイト+天板メープル)

https://amzn.to/34QiWJ3 B07VXHYLLZ ¥69,600 ¥69,500 ¥48,720 30.0%

103 テレワーク
・在宅勤務 電動昇降デスク

FlexiSpot スタンディングデスク 電動昇降デスク 高さ調節パソコンデ
スク PC作業台 ワークテーブル 140*70cmテーブル (脚ブラック+天
板ブラック)

https://amzn.to/372qtr4 B07C5LNZQ8 ¥64,200 ¥64,200 ¥44,940 30.0%

104 テレワーク
・在宅勤務 電動昇降デスク

FlexiSpot スタンディングデスク 電動昇降デスク 高さ調節パソコンデ
スク PC作業台 ワークテーブル 140*70cmテーブル (脚ブラック+板
メープル)

https://amzn.to/33R555O B07DNY3WT6 ¥63,100 ¥63,100 ¥44,170 30.0%

105 テレワーク
・在宅勤務 ゲーミングチェア AKRacing ゲーミングチェア Pro-X（白・灰・赤・青） https://amzn.to/2GXXiu3 B086JT5BNJ ¥54,321 ¥46,173 ¥45,980 15.4%

106 テレワーク
・在宅勤務 ゲーミングチェア AKRacing ゲーミングチェア Nitro V2（白・赤・青・橙・緑） https://amzn.to/2IpsK5g B086JSTPSK ¥44,033 ¥44,033 ¥36,980 16.0%

107 テレワーク
・在宅勤務 ゲーミングチェア AKRACING ゲーミングチェア WOLF（白・灰・赤・青） https://amzn.to/3cTDLXt B01G8E2ETQ ¥40,303 ¥34,257 ¥33,980 15.7%

108 その他 マウスウォッシュ
【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) 【医薬部外品】
薬用 リステリン トータルケアプラス マウスウォッシュ クリーンミント味 原
因菌殺菌 1)1000mL+おまけつき

https://amzn.to/33qsqeI B07K3DVT9B ¥1,098 ¥1,098 ¥758 31.0%

109 その他 ウィスキー バーボンウイスキー メーカーズマーク [ ウイスキー アメリカ合衆国
700ml ] https://amzn.to/3jEsgGh B01MZ2B5GO ¥2,505 ¥2,242 ¥2,274 9.2%

110 その他 飲料水 コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本 https://amzn.to/312OASp B084T9C6WD ¥1,915 ¥1,915 ¥1,420 25.8%

111 その他 シャンプー ボタニスト ボタニカルスカルプシャンプー 490ml https://amzn.to/313xp34 B01JFU2KU8 ¥1,300 ¥1,202 ¥1,029 20.8%

112 その他 お酒 こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本 [ チューハイ ] https://amzn.to/33Vuf3w B07MV56DDF ¥3,722 ¥2,659 ¥2,659 28.6%

113 その他 タオル 【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [毎日シンプル] #001 フェイ
スタオル ソフトグレー 10枚セット [毛羽レス] 【選べる7色】 https://amzn.to/3js6llt B07WSQCBN7 ¥3,080 ¥2,667 ¥2,530 17.9%

114 その他 シューズ [メレル] ウォーキングシューズ Jungle Moc 2.0 メンズ https://amzn.to/3lHBzWw B07L44JYK3 ¥12,123 ¥12,123 ¥9,698 20.0%

115 その他 時計 YABAE LEDデジタル時計 ACアダプター付属 ホワイト AL-02-W
【Amazon.co.jp 限定】 https://amzn.to/3cVY5aE B0862JVVZ3 ¥2,200 ¥1,980 ¥1,870 15.0%

116 その他 耐熱ガラス容器 iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 グリーン 7個セット パック&レン
ジ PSC-PRN-G7 https://amzn.to/33rptud B005H2DC5G ¥3,227 ¥2,743 ¥2,582 20.0%

117 その他 ふせん 【40周年限定商品】ポストイット 付箋 強粘着 ノート マルチカラー 全
色入りセット 654SS-MC-AL https://amzn.to/33qsiMg B085TK8YJS ¥2,520 ¥2,014 ¥1,765 30.0%

【本資料の利⽤に
関するご注意】

・本資料は、あくまでブログ【デイブ】の2020 Amazonプライムデーに関する記事 https://www.davetanaka.net/entry/amazon-primeday の補足資料として利用者の利便性を鑑みご提供するもので、同ブログおよび本資料の
活用によって利用者に生じたすべての損害について、作者（デイブ）は一切責任を負わないものとします。もし同意いただけない場合は使用を中止ください
・本資料に掲載されている実勢価格・最安値価格・セール価格などは、本資料および上記ブログの作成者（デイブ）がAmazonサイトや、Keepaを使用して目視で確認したものですので、実際と異なる場合があります。あくまで実際の販
売価格は利用者がAmazonサイトにおいて購入させるときの金額が最終価格となります。重ねて、当方は一切責任を追うものではございませんのでご理解を賜りますよう、お願い申し上げます
・リンクはAmazonアソシエイトのアフィリエイトリンクとなっていますので、ご了承くださいませ
・なにかお気づきの点などありましたら、ブログの問い合わせフォームよりご連絡願います
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