
WEB サマーナウ２０１６

＜熱中症対策の日
（5/5）＞

タニタ コンディションセンサー シラセル　（
TT-555-RD）

16P001A A/レッド

[税抜] \5,000

●材質：PC・ABS・PMMA ●機能：お知らせ/音声・４色
の光：熱中症(赤)、カビ・ダニ(紫)、食中毒(緑)、季節性イ
ンフルエンザ(青) ●セット内容：取説・保証書●重量：
190g ●電源：モニター単3×4(添) ●本体サイズ：φ
99×118mm ●パッケージサイズ：118×118×138mm ●
パッケージ：化粧箱 12個 

CHN80-40S

熱中症(赤)・カビダニ(紫)・食中毒(緑)・インフルエンザ(青
)が発生しやすい環境を4色の光でお知らせ。さらに対策
方法を音声でアナウンスします。

タニタ コンディションセンサー シラセル　（
TT-555-BL）

16P001B B/ブルー

[税抜] \5,000

●材質：PC・ABS・PMMA ●機能：お知らせ/音声・４色
の光：熱中症(赤)、カビ・ダニ(紫)、食中毒(緑)、季節性イ
ンフルエンザ(青) ●セット内容：取説・保証書●重量：
190g ●電源：モニター単3×4(添) ●本体サイズ：φ
99×118mm ●パッケージサイズ：118×118×138mm ●
パッケージ：化粧箱 12個 

CHN80-40S

熱中症(赤)・カビダニ(紫)・食中毒(緑)・インフルエンザ(青
)が発生しやすい環境を4色の光でお知らせ。さらに対策
方法を音声でアナウンスします。

エンペックス オールシーズン環境管理 温
度 湿度計　（TM-7481K）

16P002

[税抜] \3,500

●材質：PS・ガラス ●機能：温度計・湿度計・熱中症・イ
ンフルエンザ注意 ●セット内容：取説・保証書●重量：
180g ●本体サイズ：140×140×29mm ●パッケージサ
イズ：145×150×37mm ●パッケージ：化粧箱 24個 ●
名入：70-72-16-50-S ●名入サイズ：20×25mm 

JPN75-35U

温度と湿度が密接に関係する「季節性インフルエンザ」「
熱中症」2つの注意目安がひと目で確認できるオールイ
ンワン温湿度計。

熱中症予防カード　（NE-02）

16P003

[税抜] \130

●材質：紙 ●重量：1g ●本体サイズ：55×85mm ●パッ
ケージサイズ：60×90mm ●パッケージ：ＰＰ袋 500個 ●
名入：55-24-15-300-K ●名入サイズ：40×70mm 

JPN70-30U

２６度から４６度まで測れる簡易携帯型の液晶温度計カ
ード。熱中症の予防に役立ちます。

経口補水パウダー ダブルエイド（１０包入）

16P004

[税抜] \1,000

●セット内容：スティック1包6ｇ×10●パッケージサイズ：
170×135×10mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 30個
 

JPN75-35S

おいしくすばやく電解質補給！水に溶かすだけの経口
補水パウダーです。１回分１０包入。

経口補水パウダー ダブルエイド（３包入）

16P005

[税抜] \300

●セット内容：スティック１包6ｇ×3●パッケージサイズ：
170×85×10mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 60個 

JPN75-35S

おいしくすばやく電解質補給！水に溶かすだけの経口
補水パウダーです。１回分３包入。

塩あめ３種類 詰め合わせ

16P006

[税抜] \550

●セット内容：塩梅あめ130ｇ・塩れもんキャンディ100ｇ・
マイヤーレモンキャンディ100ｇ●パッケージサイズ：
200×150×60mm ●パッケージ：ＰＰ袋 30個 

JPN90-50S

暑い夏の塩分補給に！おいしい塩あめ３種の詰合せで
す。

啓発用トイレットペーパー

16P007A A/熱中症対策

[税抜] \120

●材質：再生紙100% ●本体サイズ：118×97×97mm（
114mm×30mW） ●パッケージ：巻紙 100個 

JPN70-30S

知っているとためになる予防方法や対策など、わかりや
すいイラストでお知らせする啓発用トイレットペーパー。
再生紙を100%使用。
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＜子どもの日＞

こいのぼり（布製組立済）　（15）

16P011A A/ピンク

[税抜] \520

●材質：布 ●セット内容：こいのぼり・ひも・金具・棒（
45cm）●重量：27g ●本体サイズ：こいのぼり
/450×120×5mm ●パッケージサイズ：450×120mm ●
パッケージ：ＰＰ袋 150個 

CHN70-30S

布製のこいのぼりに、色を塗ったり色紙を貼ったり、オリ
ジナルのこいのぼりが作れます。

こいのぼり（布製組立済）　（16）

16P011B B/ブルー

[税抜] \520

●材質：布 ●セット内容：こいのぼり・ひも・金具・棒（
45cm）●重量：27g ●本体サイズ：こいのぼり
/450×120×5mm ●パッケージサイズ：450×120mm ●
パッケージ：ＰＰ袋 150個 

CHN70-30S

布製のこいのぼりに、色を塗ったり色紙を貼ったり、オリ
ジナルのこいのぼりが作れます。

サッカーセット　（TY-0320）

16P012

[税抜] \3,000

●材質：PP・ゴム ●機能：組立式 ●セット内容：ボール
×2・空気入れ・ピック×2・取説●重量：960g ●本体サイ
ズ：ゴール/425×970×650mm・ボール/125×125mm ●
パッケージサイズ：80×650×265mm ●パッケージ：化
粧箱 6個 

CHN75-35S

組立ても片付けも簡単にできる折りたたみ式のサッカー
ゴールです。ボールも付いているのですぐに遊べます。
対象年齢：5才以上。

スーパーけん玉　（08393）

16P013

[税抜] \1,800

●材質：ABS・ナイロン ●機能：LEDライト（赤・黄・緑）・
効果音・メロディ音 ●重量：158g ●電源：単4×2（別） 
●本体サイズ：60×84×200mm ●パッケージサイズ：
61×120×284mm ●パッケージ：ブリスター 24個 

CHN80-40S

[品]STマーク 

音と光で楽しさをアップさせたエンターテイメントけん玉。

あそびっこ お米の粘土 パステル8色　（
462-026）

16P014

[税抜] \550

●機能：パステル8色×35g ●重量：420g ●パッケージ
サイズ：217×182×36mm ●パッケージ：化粧箱 36個 

CHN80-40W

[品]キッズデザインマーク 

米粉から作られた安心・安全にお使いいただける粘土。
鮮やかなパステルカラーの８色セットです。第８回キッズ
デザイン賞奨励賞受賞

シヤチハタ コロピカどろだんご 制作キット　
（TMN-SHHD1）

16P015

[税抜] \500

●材質：芯用土/天然100%鉱物粉末・さらこな/天然100%
粘土粉末 ●セット内容：芯用土200g・さらこな40g・計量
スプーン・取説●パッケージサイズ：245×160×15mm 
●パッケージ：ＰＰ袋 50個 

JPN80-40S

砂と粘土を使い、転がすほどに輝くだんごが作れます。
乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵を描いて自
分だけのオリジナルどろだんごが作れるよ！
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＜母の日＞

カーネーションアレンジ

16P020A A/ブルー

[税抜] \4,500

●材質：ポリエステル・紙・ABS ●機能：人感センサー 
●セット内容：メッセージカード付・取説・保証書●重量：
300g ●電源：単3×3（別） ●本体サイズ：
160×160×180mm ●パッケージサイズ：
160×160×200mm ●パッケージ：アクリルケース 20個 

CHN70-30S

LEDセンサーライトの機能を造花に組み込んだ新しいフ
ラワー雑貨です。お花に包まれた優しい光がお部屋を素
敵に照らします。

カーネーションアレンジ

16P020B B/パープル

[税抜] \4,500

●材質：ポリエステル・紙・ABS ●機能：人感センサー 
●セット内容：メッセージカード付・取説・保証書●重量：
300g ●電源：単3×3（別） ●本体サイズ：
160×160×180mm ●パッケージサイズ：
160×160×200mm ●パッケージ：アクリルケース 20個 

CHN70-30S

LEDセンサーライトの機能を造花に組み込んだ新しいフ
ラワー雑貨です。お花に包まれた優しい光がお部屋を素
敵に照らします。

カーネーションアレンジ

16P020C C/グリーン

[税抜] \4,500

●材質：ポリエステル・紙・ABS ●機能：人感センサー 
●セット内容：メッセージカード付・取説・保証書●重量：
300g ●電源：単3×3（別） ●本体サイズ：
160×160×180mm ●パッケージサイズ：
160×160×200mm ●パッケージ：アクリルケース 20個 

CHN70-30S

LEDセンサーライトの機能を造花に組み込んだ新しいフ
ラワー雑貨です。お花に包まれた優しい光がお部屋を素
敵に照らします。

カーネーションアレンジ

16P020D D/レッド

[税抜] \4,500

●材質：ポリエステル・紙・ABS ●機能：人感センサー 
●セット内容：メッセージカード付・取説・保証書●重量：
300g ●電源：単3×3（別） ●本体サイズ：
160×160×180mm ●パッケージサイズ：
160×160×200mm ●パッケージ：アクリルケース 20個 

CHN70-30S

LEDセンサーライトの機能を造花に組み込んだ新しいフ
ラワー雑貨です。お花に包まれた優しい光がお部屋を素
敵に照らします。

プリザーブドフラワー ラメモリア　（F-1996）

16P021

[税抜] \3,600

●材質：木製・アクリル ●機能：フォトフレーム ●セット
内容：取説●重量：350g ●本体サイズ：
90×90×150mm ●パッケージサイズ：
120×120×160mm ●パッケージ：プラケース 24個 ●名
入：90-60-12-50-S ●名入サイズ：130×70mm 

CHN70-30S

生花のみずみずしさとソフトな質感が長期間継続するプ
リザーブドフラワー。フォトフレームはマグネット式でスラ
イドすると簡単に写真を交換できます。

プリザーブドフラワー フォトミラー　（F1775）

16P022A A/レッド

[税抜] \3,500

●材質：本体/ミラー ●機能：フォトフレーム ●セット内
容：取説●重量：370g ●本体サイズ：200×48×147mm 
●パッケージサイズ：205×80×150mm ●パッケージ：ク
リアケース 24個 ●名入：70-60-12-50-S ●名入サイズ
：10×50mm 

CHN70-30S

生花のみずみずしさとソフトな質感が長期間継続するプ
リザーブドフラワー。クリアケースに入れたまま飾れます
。写真はL版を入れられます。

プリザーブドフラワー フォトミラー　（F1776）

16P022B B/ピンク

[税抜] \3,500

●材質：本体/ミラー ●機能：フォトフレーム ●セット内
容：取説●重量：370g ●本体サイズ：200×48×147mm 
●パッケージサイズ：205×80×150mm ●パッケージ：ク
リアケース 24個 ●名入：70-60-12-50-S ●名入サイズ
：10×50mm 

CHN70-30S

生花のみずみずしさとソフトな質感が長期間継続するプ
リザーブドフラワー。クリアケースに入れたまま飾れます
。写真はL版を入れられます。

プリザーブドフラワー クリアテイル　（F-
1972）

16P023

[税抜] \2,200

●材質：アクリル ●セット内容：取説●重量：150g ●本
体サイズ：130×100×50mm ●パッケージサイズ：
140×100×80mm ●パッケージ：プラケース 36個 

CHN70-30S

カードや写真を飾ることができるアクリルの器に、生花の
みずみずしさとソフトな質感が長期間継続するプリザー
ブドフラワーがアレンジされています。
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グラスワークスナルミ オンリーワングラス 
ワイングラス　（GW4053-80832TN）

16P024

[税抜] \4,500

●材質：カリクリスタルまたはレッドクリスタル ●容量：
240mL ●本体サイズ：φ80×205mm ●パッケージサイ
ズ：240×115×85mm ●パッケージ：化粧箱 48個 ●名
入：0-0-22-1-サンドブラスト 

ITA80-40S

直送品

※10個未満は税別800円の送料が別途必要になります
。 

ワイングラスにお名前を刻印してお届けします。デザイン
フレームは３種類からメッセージは５種類からお選び頂
けます。納期は３週間程＜別注対応＞

ひとことまぐ　（AR0604026）

16P025A A/感謝

[税抜] \800

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：300mL ●本体サイ
ズ：90×113×φ85mm ●パッケージサイズ：
95×110×90mm ●パッケージ：化粧箱 36個 

CHN75-35T

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

ひとことまぐ　（AR0604024）

16P025B B/お疲れさま

[税抜] \800

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：300mL ●本体サイ
ズ：90×113×φ85mm ●パッケージサイズ：
95×110×90mm ●パッケージ：化粧箱 36個 

CHN75-35T

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

ひとことまぐ　（AR0604020）

16P025C C/ありがとう

[税抜] \800

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：300mL ●本体サイ
ズ：90×113×φ85mm ●パッケージサイズ：
95×110×90mm ●パッケージ：化粧箱 36個 

CHN75-35T

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

フラワーエコバッグ　（FFG0802401）

16P026A A/パープル

[税抜] \800

●材質：ナイロン100% ●本体サイズ：使用時
/380×510mm ●パッケージサイズ：130×100×100mm 
●パッケージ：プラケース 60個 

CHN75-35S

マイバッグをエレガントなバラの形にアレンジしてパッケ
ージしました。

フラワーエコバッグ　（FFG0802401）

16P026B B/イエロー

[税抜] \800

●材質：ナイロン100% ●本体サイズ：使用時
/380×510mm ●パッケージサイズ：130×100×100mm 
●パッケージ：プラケース 60個 

CHN75-35S

マイバッグをエレガントなバラの形にアレンジしてパッケ
ージしました。

フラワーエコバッグ　（FFG0802401）

16P026C C/ピンク

[税抜] \800

●材質：ナイロン100% ●本体サイズ：使用時
/380×510mm ●パッケージサイズ：130×100×100mm 
●パッケージ：プラケース 60個 

CHN75-35S

マイバッグをエレガントなバラの形にアレンジしてパッケ
ージしました。

フラワーエコバッグ　（FFG0802401）

16P026D D/ブルー

[税抜] \800

●材質：ナイロン100% ●本体サイズ：使用時
/380×510mm ●パッケージサイズ：130×100×100mm 
●パッケージ：プラケース 60個 

CHN75-35S

マイバッグをエレガントなバラの形にアレンジしてパッケ
ージしました。

フローラルコンテナ  ミニバラ　（GD-495）

16P027

[税抜] \550

●材質：コンテナ/紙（防水加工） ●セット内容：コンテナ
・インナーポット・鉢底シート・培養土・種・取説●重量：
160ｇ ●本体サイズ：92×105×105mm ●パッケージ：裸
 72個 

JPN75-35S

防水コンテナでミニバラを育てる栽培セット。可愛くて華
麗な一重のミニバラは母の日ギフトにピッタリです。
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＜ゴミゼロの日(5/30)・
環境月間(6月)＞

コンパクトカフェマグスリム300　（HB-1416）

16P036A A/ホワイト

[税抜] \2,000

●材質：ステンレス鋼・PP・シリコーンゴム ●機能：保温
効力62度以上6時間・保冷効力12度以下6時間 ●セット
内容：取説●重量：200g ●容量：300mL ●本体サイズ：
φ60×175mm ●パッケージサイズ：65×65×175mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN60-20T

コンパクトでより軽くを実現したスリムタイプのマグボトル
です。

コンパクトカフェマグスリム300　（HB-1417）

16P036B B/ピンク

[税抜] \2,000

●材質：ステンレス鋼・PP・シリコーンゴム ●機能：保温
効力62度以上6時間・保冷効力12度以下6時間 ●セット
内容：取説●重量：200g ●容量：300mL ●本体サイズ：
φ60×175mm ●パッケージサイズ：65×65×175mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN60-20T

コンパクトでより軽くを実現したスリムタイプのマグボトル
です。

コンパクトカフェマグスリム300　（HB-1418）

16P036C C/ブラウン

[税抜] \2,000

●材質：ステンレス鋼・PP・シリコーンゴム ●機能：保温
効力62度以上6時間・保冷効力12度以下6時間 ●セット
内容：取説●重量：200g ●容量：300mL ●本体サイズ：
φ60×175mm ●パッケージサイズ：65×65×175mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN60-20T

コンパクトでより軽くを実現したスリムタイプのマグボトル
です。

デザイナーズジャパン エコバッグ　（GDJ-
101）

16P037A A/ﾏｯﾌﾟｵﾌﾞﾊﾟﾘ

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル100% ●機能：耐荷重20kg ●本体
サイズ：530×400mm ●パッケージサイズ：
145×170×35mm ●パッケージ：化粧箱 50個 

CHN85-45S

ホックを外せば大きなショッピングバッグ、ホックを付け
ればマチ付の小さなバッグ。荷物の容量や用途によって
使い分けられます。

デザイナーズジャパン エコバッグ　（GDJ-
102）

16P037B B/ｵﾘｴﾝﾀﾙｼｰ

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル100% ●機能：耐荷重20kg ●本体
サイズ：530×400mm ●パッケージサイズ：
145×170×35mm ●パッケージ：化粧箱 50個 

CHN85-45S

ホックを外せば大きなショッピングバッグ、ホックを付け
ればマチ付の小さなバッグ。荷物の容量や用途によって
使い分けられます。

デザイナーズジャパン エコバッグ　（GDJ-
103）

16P037C C/ﾊﾞｰﾄﾞｿﾝｸﾞ

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル100% ●機能：耐荷重20kg ●本体
サイズ：530×400mm ●パッケージサイズ：
145×170×35mm ●パッケージ：化粧箱 50個 

CHN85-45S

ホックを外せば大きなショッピングバッグ、ホックを付け
ればマチ付の小さなバッグ。荷物の容量や用途によって
使い分けられます。

デザイナーズジャパン エコバッグ　（GDJ-
104）

16P037D D/ｷｬｯﾄ

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル100% ●機能：耐荷重20kg ●本体
サイズ：530×400mm ●パッケージサイズ：
145×170×35mm ●パッケージ：化粧箱 50個 

CHN85-45S

ホックを外せば大きなショッピングバッグ、ホックを付け
ればマチ付の小さなバッグ。荷物の容量や用途によって
使い分けられます。

まい箸二点揃（箸&箸袋）　（6F0500）

16P038 指定不可

[税抜] \500

●材質：箸/天然木・箸袋/ポリエステル100% ●セット内
容：箸・箸袋（中国）●重量：25g ●本体サイズ：箸
/225mm・箸袋/250×40mm ●パッケージサイズ：
250×50×12mm ●パッケージ：ＰＰ袋 200個 

JPN70-30S

箸製造のための森林伐採を減らす、使用済割り箸の廃
棄を減らすため、マイ箸を持参しましょう。
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パナソニック エネループ単3形2本セット　（
K-KJ23MCC20）

16P039

[税抜] \2,500

●材質：ABS・PC ●機能：2本まで同時充電可 ●セット
内容：充電器・単3×2・取説・保証書●重量：85g ●電源
：AC100V ●本体サイズ：25.5×52×127.5mm ●パッケ
ージサイズ：28×90×148mm ●パッケージ：ヘッダー付
プラケース 10個 

CHN95-55T

[法]PS-Eマーク 

単３形ニッケル水素電池2本と急速充電器のセットです。
電池の繰り返し使用回数約2,100回。

リサイクルツールセット これで！ 環良！！
　（KK-1200）

16P040

[税抜] \1,200

●材質：ステンレス鋼・ABS（再生40%）・PP・エラストマー
（再生50%） ●機能：リサイクルツール/ビンの樹脂キャッ
プ取り・ビンのラベル剥がし・スプレー缶のガス抜き・PET
ボトルのフィルム剥がし・PETボトルのリング取り ●セッ
ト内容：リサイクルツール・リサイクル用はさみ・取説●重
量：126g ●パッケージサイズ：200×145×30mm ●パッ
ケージ：化粧箱 100個 

JPN70-30S

ビン、スプレー缶、PETボトル、飲料パックなど家庭ゴミ
の多くを手軽に分別廃棄できるリサイクルツールセット。

MOTTAINAI 湯呑ペア　（E-212）

16P041

[税抜] \800

●材質：リサイクル土 ●重量：330g ●容量：200mL ●
本体サイズ：φ74×82mm ●パッケージサイズ：
92×170×80mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN75-35S

持続可能な循環型社会の構築を目指す「MOTTAINAI」
ブランド。再生材料を使用した地球にやさしい食器です。

ユーカリハーモニー　（Y-81503）

16P042A A/グリーン

[税抜] \500

●材質：WT/綿65%、指定外繊維（TENCEL（R））35%・石
けん、入浴料/ユーカリオイル配合 ●セット内容：WT（30
ｇ）・石けん35g（日本）・入浴料25g（日本）●重量：210g 
●本体サイズ：WT/300×300mm ●パッケージサイズ：
160×240×40mm ●パッケージ：化粧箱 112個 

CHN70-30S

[法]石鹸・入浴料/化粧品 [品]エコテックスラベル [環
]EUエコラベル 

リフレッシュ効果や抗菌作用で知られるユーカリ。その樹
を原料とした100%自然由来のユーカリ繊維を組み合わ
せたタオルです。

ユーカリハーモニー　（Y-81505）

16P042B B/アイボリー

[税抜] \500

●材質：WT/綿65%、指定外繊維（TENCEL（R））35%・石
けん、入浴料/ユーカリオイル配合 ●セット内容：WT（30
ｇ）・石けん35g（日本）・入浴料25g（日本）●重量：210g 
●本体サイズ：WT/300×300mm ●パッケージサイズ：
160×240×40mm ●パッケージ：化粧箱 112個 

CHN70-30S

[法]石鹸・入浴料/化粧品 [品]エコテックスラベル [環
]EUエコラベル 

リフレッシュ効果や抗菌作用で知られるユーカリ。その樹
を原料とした100%自然由来のユーカリ繊維を組み合わ
せたタオルです。

ハーブのささやきECOタイプ　（585001）

16P043A A/ペパーミント

[税抜] \250

●材質：ポット、受け皿/PP（古紙50%配合） ●セット内容
：2号鉢・受け皿・圧縮培養土・タネ・栽培準備用シール・
栽培説明書・取説●重量：38g ●パッケージサイズ：
62×62×55mm ●パッケージ：化粧箱 400個 ●名入：
90-96-16-500-S ●名入サイズ：20×25mm 

JPN70-30S

ハーブの種と圧縮された培養土をセットに。ポットと受け
皿には古紙が配合されています。

ハーブのささやきECOタイプ　（585016）

16P043B B/レモンバーム

[税抜] \250

●材質：ポット、受け皿/PP（古紙50%配合） ●セット内容
：2号鉢・受け皿・圧縮培養土・タネ・栽培準備用シール・
栽培説明書・取説●重量：38g ●パッケージサイズ：
62×62×55mm ●パッケージ：化粧箱 400個 ●名入：
90-96-16-500-S ●名入サイズ：20×25mm 

JPN70-30S

ハーブの種と圧縮された培養土をセットに。ポットと受け
皿には古紙が配合されています。

ハーブのささやきECOタイプ　（585017）

16P043C C/タイム

[税抜] \250

●材質：ポット、受け皿/PP（古紙50%配合） ●セット内容
：2号鉢・受け皿・圧縮培養土・タネ・栽培準備用シール・
栽培説明書・取説●重量：38g ●パッケージサイズ：
62×62×55mm ●パッケージ：化粧箱 400個 ●名入：
90-96-16-500-S ●名入サイズ：20×25mm 

JPN70-30S

ハーブの種と圧縮された培養土をセットに。ポットと受け
皿には古紙が配合されています。

エコキッチンペーパー30枚BOX　（KPE-004
）

16P044

[税抜] \130

●材質：バガスパルプ ●セット内容：キッチンペーパー（
220×230mm）30枚●重量：90g ●パッケージサイズ：
244×125×27mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
箱/30-17-22-1000-L ●名入サイズ：20×80mm 

CHN70-30S

[環]非木材グリーンマーク 

さとうきびの絞りカス「バガス」を４０％以上配合したキッ
チンペーパー。産業廃棄物低減・森林伐採低減に貢献し
ています。
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Ａ４エコバッグ　（89-C）

16P045

[税抜] \125

●材質：無漂白コットン100% ●重量：35g ●容量：1.5L 
●本体サイズ：310×250mm ●パッケージ：裸 400個 ●
名入：85-36-17-400-S ●名入サイズ：150×150mm 

CHN75-35S

この商品の売上の一部は、一般社団法人日本カーボン
オフセットを通じ、CO2排出権取得に割当てられます。

ミガキックス！スポンジたわし

16P046

[税抜] \33

●材質：メラミンフォーム ●セット内容：取説●重量：
0.5g ●本体サイズ：55×95×10mm ●パッケージサイズ
：60×95×11mm ●パッケージ：名刺ポケット付ＰＰ袋 
500個 ●名入：台紙/0-5-16-5000-O ●名入サイズ：
55×95mm 

CHN70-30S

水を含ませてこするだけで汚れが落ちる洗剤不要のス
ポンジたわし。外袋裏面には名刺ポケットが付いていま
す。

水に流せるペーパー８Ｗ　（00000016）

16P047

[税抜] \15

●材質：再生紙100% ●パッケージサイズ：
75×110×10mm ●パッケージ：ピロー包装 500個 ●名
入：台紙/0-9-17-1000-O ●名入サイズ：73×103mm 

JPN65-25U

[環]エコマーク 

再生紙100%使用の水に流せるティッシュ。
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＜オープン
キャンパス＞

彩職人 制服イラスト サラサクリップボール
ペン　（JJ15W）

16P052

[税抜] \100

●材質：再生樹脂 ●機能：ノック式・バインダークリップ 
●重量：10.9g ●本体サイズ：141×φ11mm ●パッケー
ジサイズ：145×23×14mm ●パッケージ：のし箱（添） 
100個 ●名入：85-84-32-100-フルカラー転写 ●名入サ
イズ：33×52mm 

JPN80-40S

[環]グリーン購入法適合 

写真を添えてご注文頂くと、制服姿のイラスト入ペンが
作れます（料金別途）。100本以上10本単位で、軸色は6
色から選べます。

ユーティリティバッグコンビ（M）２　（TR-
0762-041）

16P053V V/シーブルー

[税抜] \460

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●容量：8L ●本体
サイズ：320×250×100mm ●パッケージ：裸 100個 ●
名入：100-75-23-200-S ●名入サイズ：230×190mm 

CAM70-30U

A4サイズがちょうど収まる使い勝手の良いバッグです。

ユーティリティバッグコンビ（M）２　（TR-
0762-040）

16P053W W/サワーピンク

[税抜] \460

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●容量：8L ●本体
サイズ：320×250×100mm ●パッケージ：裸 100個 ●
名入：100-75-23-200-S ●名入サイズ：230×190mm 

CAM70-30U

A4サイズがちょうど収まる使い勝手の良いバッグです。

ユーティリティバッグコンビ（M）２　（TR-
0762-019）

16P053X X/インクブラック

[税抜] \460

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●容量：8L ●本体
サイズ：320×250×100mm ●パッケージ：裸 100個 ●
名入：100-75-23-200-S ●名入サイズ：230×190mm 

CAM70-30U

A4サイズがちょうど収まる使い勝手の良いバッグです。

ユーティリティバッグコンビ（M）２　（TR-
0762-007）

16P053Y Y/ブラウン

[税抜] \460

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●容量：8L ●本体
サイズ：320×250×100mm ●パッケージ：裸 100個 ●
名入：100-75-23-200-S ●名入サイズ：230×190mm 

CAM70-30U

A4サイズがちょうど収まる使い勝手の良いバッグです。

ユーティリティバッグコンビ（M）２　（TR-
0762-006）

16P053Z Z/ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ

[税抜] \460

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●容量：8L ●本体
サイズ：320×250×100mm ●パッケージ：裸 100個 ●
名入：100-75-23-200-S ●名入サイズ：230×190mm 

CAM70-30U

A4サイズがちょうど収まる使い勝手の良いバッグです。

カスタムデザインタンブラーFC250mL　（TS-
1146-044）

16P054A A/ホワイト

[税抜] \500

●材質：PP・AS ●セット内容：取説●重量：112g ●本体
サイズ：127×φ74mm ●パッケージサイズ：
138×80×80mm ●パッケージ：無地箱 60個 ●名入：
100-118-23-200-P ●名入サイズ：10×20mm 

CHN70-30U

飲みきりやすい250mLサイズのタンブラー。お好みの台
紙を入れてオリジナルタンブラーが作れます。

カスタムデザインタンブラーFC250mL　（TS-
1146-009）

16P054B B/ブラック

[税抜] \500

●材質：PP・AS ●セット内容：取説●重量：112g ●本体
サイズ：127×φ74mm ●パッケージサイズ：
138×80×80mm ●パッケージ：無地箱 60個 ●名入：
100-118-23-200-P ●名入サイズ：10×20mm 

CHN70-30U

飲みきりやすい250mLサイズのタンブラー。お好みの台
紙を入れてオリジナルタンブラーが作れます。
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カスタムデザインタンブラーFC250mL　（TS-
1146-001）

16P054C C/ブルー

[税抜] \500

●材質：PP・AS ●セット内容：取説●重量：112g ●本体
サイズ：127×φ74mm ●パッケージサイズ：
138×80×80mm ●パッケージ：無地箱 60個 ●名入：
100-118-23-200-P ●名入サイズ：10×20mm 

CHN70-30U

飲みきりやすい250mLサイズのタンブラー。お好みの台
紙を入れてオリジナルタンブラーが作れます。

カスタムデザインタンブラーFC250mL　（TS-
1146-030）

16P054D D/ピンク

[税抜] \500

●材質：PP・AS ●セット内容：取説●重量：112g ●本体
サイズ：127×φ74mm ●パッケージサイズ：
138×80×80mm ●パッケージ：無地箱 60個 ●名入：
100-118-23-200-P ●名入サイズ：10×20mm 

CHN70-30U

飲みきりやすい250mLサイズのタンブラー。お好みの台
紙を入れてオリジナルタンブラーが作れます。
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＜梅雨＞

蛇の目風24本骨レトロアンブレラ　（3124）

16P061A A/黒

[税抜] \3,000

●材質：生地/ポリエステル100%・親骨/グラスファイバー
 ●機能：手開き式 ●重量：620g ●本体サイズ：
58cm×24本 ●パッケージサイズ：120×900×40mm ●
パッケージ：無地箱（添） 36個 ●名入：手元/50-60-9-
30-S ●名入サイズ：5×60mm 

CHN65-25T

和傘を思わせる２４本骨のシルエットはレトロな雰囲気を
醸し出します。生地色と同系色の合皮巻きハンドルを使
用しています。

蛇の目風24本骨レトロアンブレラ　（3124）

16P061B B/ベージュ

[税抜] \3,000

●材質：生地/ポリエステル100%・親骨/グラスファイバー
 ●機能：手開き式 ●重量：620g ●本体サイズ：
58cm×24本 ●パッケージサイズ：120×900×40mm ●
パッケージ：無地箱（添） 36個 ●名入：手元/50-60-9-
30-S ●名入サイズ：5×60mm 

CHN65-25T

和傘を思わせる２４本骨のシルエットはレトロな雰囲気を
醸し出します。生地色と同系色の合皮巻きハンドルを使
用しています。

蛇の目風24本骨レトロアンブレラ　（3124）

16P061C C/紺

[税抜] \3,000

●材質：生地/ポリエステル100%・親骨/グラスファイバー
 ●機能：手開き式 ●重量：620g ●本体サイズ：
58cm×24本 ●パッケージサイズ：120×900×40mm ●
パッケージ：無地箱（添） 36個 ●名入：手元/50-60-9-
30-S ●名入サイズ：5×60mm 

CHN65-25T

和傘を思わせる２４本骨のシルエットはレトロな雰囲気を
醸し出します。生地色と同系色の合皮巻きハンドルを使
用しています。

蛇の目風24本骨レトロアンブレラ　（3124）

16P061D D/ワイン

[税抜] \3,000

●材質：生地/ポリエステル100%・親骨/グラスファイバー
 ●機能：手開き式 ●重量：620g ●本体サイズ：
58cm×24本 ●パッケージサイズ：120×900×40mm ●
パッケージ：無地箱（添） 36個 ●名入：手元/50-60-9-
30-S ●名入サイズ：5×60mm 

CHN65-25T

和傘を思わせる２４本骨のシルエットはレトロな雰囲気を
醸し出します。生地色と同系色の合皮巻きハンドルを使
用しています。

レインポンチョ

16P062A A/オレンジ

[税抜] \3,500

●材質：ポリエステル・PVC・PP ●機能：防水加工（PUコ
ーティング） ●セット内容：収納専用ケース・カゴフック・
取説●重量：185ｇ ●本体サイズ：126×120×90mm ●
パッケージサイズ：220×300×30mm ●パッケージ：ＰＰ
袋 36個 

CHN70-30S

前部分を自転車カゴまですっぽり被せて荷物を雨から守
ります。ポリエステルにＰＵコーティングで防水加工を施
しています。背中と裾には反射材を使用。

レインポンチョ

16P062B B/ネイビー

[税抜] \3,500

●材質：ポリエステル・PVC・PP ●機能：防水加工（PUコ
ーティング） ●セット内容：収納専用ケース・カゴフック・
取説●重量：185ｇ ●本体サイズ：126×120×90mm ●
パッケージサイズ：220×300×30mm ●パッケージ：ＰＰ
袋 36個 

CHN70-30S

前部分を自転車カゴまですっぽり被せて荷物を雨から守
ります。ポリエステルにＰＵコーティングで防水加工を施
しています。背中と裾には反射材を使用。

レインポンチョ

16P062C C/ピンク

[税抜] \3,500

●材質：ポリエステル・PVC・PP ●機能：防水加工（PUコ
ーティング） ●セット内容：収納専用ケース・カゴフック・
取説●重量：185ｇ ●本体サイズ：126×120×90mm ●
パッケージサイズ：220×300×30mm ●パッケージ：ＰＰ
袋 36個 

CHN70-30S

前部分を自転車カゴまですっぽり被せて荷物を雨から守
ります。ポリエステルにＰＵコーティングで防水加工を施
しています。背中と裾には反射材を使用。

カプセルレインポンチョ　（6518）

16P063

[税抜] \320

●材質：PE・PS ●セット内容：ポンチョ●重量：49g ●本
体サイズ：ポンチョ/1100×1200mm・カプセル/φ63mm 
●パッケージサイズ：65×70×65mm ●パッケージ：化
粧箱 200個 ●名入：60-54-17-100-P ●名入サイズ：φ
30mm 

CHN70-30S

旅行やアウトドア、レジャーやスポーツ観戦のおともに。
フックが付いているのでバッグやベルトループに付けら
れます。
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レインコート 大人用　（36335）

16P064

[税抜] \330

●材質：EVA ●機能：適応サイズ/身長160～175cm・胸
囲85～99cm・男女兼用 ●重量：67g ●本体サイズ：着
丈/約90cm ●パッケージサイズ：150×230×30mm ●
パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 100個 ●名入：50-216-
16-100-S ●名入サイズ：50×100mm 

CHN70-30S

急な雨にも安心！軽くて携帯に便利です。

レインコート こども用　（36330）

16P065

[税抜] \300

●材質：EVA ●機能：適用サイズ/身長130～155cm・胸
囲65～80cm・男女兼用 ●重量：52g ●本体サイズ：着
丈/約82cm ●パッケージサイズ：150×230×25mm ●
パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 100個 ●名入：50-216-
16-100-S ●名入サイズ：50×100mm 

CHN70-30S

急な雨にも安心！軽くて携帯に便利です。

傘のねこ手カバー

16P066A A/黒猫

[税抜] \600

●材質：ポリエステル・ナイロン・PP ●重量：8g ●本体
サイズ：290×30mm ●パッケージサイズ：
245×130×17mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 60個
 

CHN70-30S

傘の手元にかぶせるだけで可愛く変身。自分の傘がす
ぐわかります。

傘のねこ手カバー

16P066B B/アメショ

[税抜] \600

●材質：ポリエステル・ナイロン・PP ●重量：8g ●本体
サイズ：290×30mm ●パッケージサイズ：
245×130×17mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 60個
 

CHN70-30S

傘の手元にかぶせるだけで可愛く変身。自分の傘がす
ぐわかります。

傘のねこ手カバー

16P066C C/トラ猫

[税抜] \600

●材質：ポリエステル・ナイロン・PP ●重量：8g ●本体
サイズ：290×30mm ●パッケージサイズ：
245×130×17mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 60個
 

CHN70-30S

傘の手元にかぶせるだけで可愛く変身。自分の傘がす
ぐわかります。

傘のねこ手カバー

16P066D D/三毛猫

[税抜] \600

●材質：ポリエステル・ナイロン・PP ●重量：8g ●本体
サイズ：290×30mm ●パッケージサイズ：
245×130×17mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 60個
 

CHN70-30S

傘の手元にかぶせるだけで可愛く変身。自分の傘がす
ぐわかります。

カサピット　（KP-5010）

16P067A A/レッド

[税抜] \380

●材質：シリコン ●重量：22g ●本体サイズ：
56×28×28mm ●パッケージサイズ：77×30×160mm 
●パッケージ：ブリスター 60個 ●名入：260-30-32-
1000-P ●名入サイズ：20×10mm 

CHN70-30S

傘の持ち手に簡単装着。つるつる滑りやすいテーブルや
ATMカウンターなどにピタッと吸着します。傘のマーキン
グにも便利です。

カサピット　（KP-5034）

16P067B B/イエロー

[税抜] \380

●材質：シリコン ●重量：22g ●本体サイズ：
56×28×28mm ●パッケージサイズ：77×30×160mm 
●パッケージ：ブリスター 60個 ●名入：260-30-32-
1000-P ●名入サイズ：20×10mm 

CHN70-30S

傘の持ち手に簡単装着。つるつる滑りやすいテーブルや
ATMカウンターなどにピタッと吸着します。傘のマーキン
グにも便利です。

カサピット　（KP-5119）

16P067C C/クリア

[税抜] \380

●材質：シリコン ●重量：22g ●本体サイズ：
56×28×28mm ●パッケージサイズ：77×30×160mm 
●パッケージ：ブリスター 60個 ●名入：260-30-32-
1000-P ●名入サイズ：20×10mm 

CHN70-30S

傘の持ち手に簡単装着。つるつる滑りやすいテーブルや
ATMカウンターなどにピタッと吸着します。傘のマーキン
グにも便利です。
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部屋干し番 温湿度計　（O-262WT）

16P068A A/ホワイト

[税抜] \2,500

●材質：ABS ●機能：乾きやすさレベル4段階 ●セット
内容：取説・保証書●重量：52g ●電源：単4×1（添） ●
本体サイズ：126×100×22mm ●パッケージサイズ：
180×115×30mm ●パッケージ：ブリスター 144個 

CHN60-20S

部屋干しする時の乾きやすさレベルを４段階でお知らせ
します。物干し竿にもかけられる大型フックは３６０度回
転します。

部屋干し番 温湿度計　（O-262PK）

16P068B B/ピンク

[税抜] \2,500

●材質：ABS ●機能：乾きやすさレベル4段階 ●セット
内容：取説・保証書●重量：52g ●電源：単4×1（添） ●
本体サイズ：126×100×22mm ●パッケージサイズ：
180×115×30mm ●パッケージ：ブリスター 144個 

CHN60-20S

部屋干しする時の乾きやすさレベルを４段階でお知らせ
します。物干し竿にもかけられる大型フックは３６０度回
転します。

部屋干し番 温湿度計　（O-262YE）

16P068C C/イエロー

[税抜] \2,500

●材質：ABS ●機能：乾きやすさレベル4段階 ●セット
内容：取説・保証書●重量：52g ●電源：単4×1（添） ●
本体サイズ：126×100×22mm ●パッケージサイズ：
180×115×30mm ●パッケージ：ブリスター 144個 

CHN60-20S

部屋干しする時の乾きやすさレベルを４段階でお知らせ
します。物干し竿にもかけられる大型フックは３６０度回
転します。

高乾度部屋干しタオル フェイスタオル マル
チストライプ　（8808F708B）

16P069A A/ブルー

[税抜] \800

●材質：綿 ●重量：117g ●本体サイズ：340×800mm 
●パッケージサイズ：200×250×50mm ●パッケージ：Ｐ
Ｐ袋 100個 

THA85-45U

洗濯ものが乾きにくい季節、夜のお洗濯、PM2.5や花粉
など・・・お部屋干しにおすすめの速乾＋抗菌防臭タオル
です。

高乾度部屋干しタオル フェイスタオル マル
チストライプ　（8808F708P）

16P069B B/ピンク

[税抜] \800

●材質：綿 ●重量：117g ●本体サイズ：340×800mm 
●パッケージサイズ：200×250×50mm ●パッケージ：Ｐ
Ｐ袋 100個 

THA85-45U

洗濯ものが乾きにくい季節、夜のお洗濯、PM2.5や花粉
など・・・お部屋干しにおすすめの速乾＋抗菌防臭タオル
です。

高乾度部屋干しタオル フェイスタオル マル
チストライプ　（8808F708Y）

16P069C C/イエロー

[税抜] \800

●材質：綿 ●重量：117g ●本体サイズ：340×800mm 
●パッケージサイズ：200×250×50mm ●パッケージ：Ｐ
Ｐ袋 100個 

THA85-45U

洗濯ものが乾きにくい季節、夜のお洗濯、PM2.5や花粉
など・・・お部屋干しにおすすめの速乾＋抗菌防臭タオル
です。

ライオン 部屋干しトップ25g×3包　（HSHT3
）

16P070

[税抜] \100

●重量：88g ●パッケージサイズ：103×71×36mm ●パ
ッケージ：化粧箱 100個 

JPN80-40U
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＜父の日＞

グラスワークスナルミ オンリーワングラス 
ハイボールグラス　（GW4053-82902TN）

16P076

[税抜] \4,000

●材質：カリクリスタル ●セット内容：取説●容量：
360mL ●本体サイズ：φ75×150mm ●パッケージサイ
ズ：185×110×80mm ●パッケージ：化粧箱 48個 ●名
入：0-0-22-1-サンドブラスト 

ITA80-40S

直送品

※10個未満は税別800円の送料が別途必要になります
。 

ハイボールグラスにお名前を刻印してお届けします。デ
ザインフレームは３種類からメッセージは５種類からお選
び頂けます。納期は３週間程＜別注対応＞

グラスワークスナルミ オンリーワングラス 
オールドファッショングラス　（GW4053-

16P077

[税抜] \3,500

●材質：カリクリスタル ●セット内容：取説●容量：
280mL ●本体サイズ：φ85×95mm ●パッケージサイズ
：120×130×90mm ●パッケージ：化粧箱 48個 ●名入：
0-0-22-1-サンドブラスト 

ITA80-40S

直送品

※10個未満は税別800円の送料が別途必要になります
。 

オールドグラスにお名前を刻印してお届けします。デザ
インフレームは３種類からメッセージは５種類からお選び
頂けます。納期は３週間程＜別注対応＞

天然木ボールペン ローズウッド イニシャル
入り　（P105RS）

16P078

[税抜] \3,000

●材質：天然木ローズウッド ●セット内容：取説●重量：
24g ●本体サイズ：13×13×140mm ●パッケージサイ
ズ：180×58×21mm ●パッケージ：化粧箱 6個 ●名入：
0-0-16-1-C ●名入サイズ：5×10mm 

TPE75-35T

１本からレーザー彫刻によるイニシャル名入ができる、
天然木を使用したボールペンです。名入料金は価格に
含まれています。

天然木ボールペン ウオールナット イニシャ
ル入り　（P105WS）

16P079

[税抜] \3,000

●材質：天然木ウオールナット ●セット内容：取説●重
量：24g ●本体サイズ：13×13×140mm ●パッケージサ
イズ：180×58×21mm ●パッケージ：化粧箱 6個 ●名
入：0-0-16-1-C ●名入サイズ：5×10mm 

TPE75-35T

１本からレーザー彫刻によるイニシャル名入ができる、
天然木を使用したボールペンです。名入料金は価格に
含まれています。

ひとことタンブラー　（AR0604135）

16P080A A/ありがとう

[税抜] \1,000

●材質：陶器 ●重量：300g ●容量：350mL ●本体サイ
ズ：112×φ85mm ●パッケージサイズ：
120×90×90mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

JPN75-35T

温かいメッセージの入ったタンブラー。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

ひとことタンブラー　（AR0604137）

16P080B B/お疲れさま

[税抜] \1,000

●材質：陶器 ●重量：300g ●容量：350mL ●本体サイ
ズ：112×φ85mm ●パッケージサイズ：
120×90×90mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

JPN75-35T

温かいメッセージの入ったタンブラー。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

ひとことタンブラー　（AR0604138）

16P080C C/感謝

[税抜] \1,000

●材質：陶器 ●重量：300g ●容量：350mL ●本体サイ
ズ：112×φ85mm ●パッケージサイズ：
120×90×90mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

JPN75-35T

温かいメッセージの入ったタンブラー。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

手作りうちわ レギュラーサイズ　（6536）

16P081

[税抜] \340

●材質：PP・紙 ●セット内容：うちわの骨・うちわシール（
185×237mm）×3●重量：31g ●本体サイズ：
340×240mm ●パッケージサイズ：255×385mm ●パッ
ケージ：ポリ袋 200個 

JPN75-35S

頑張っているお父さんに心のこもったうちわを作りましょ
う。イラストや似顔絵を描いて世界に一つだけの贈り物。
うちわシール3枚付。
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タニタ 体組成計インナースキャン50　（BC-
320-WH）

16P082

[税抜] \10,000

●材質：ABS・強化ガラス ●機能：乗るピタ機能・体重・
体脂肪率・体脂肪率判定・推定骨量・内臓脂肪レベル・
筋肉量・基礎代謝量・基礎代謝量判定・体内年齢・体水
分率・BMI・体重急激増減機能・5人登録 ●セット内容：
取説・保証書●重量：1.5kg ●電源：モニター単4×4（添）
 ●本体サイズ：217×316×27mm ●パッケージサイズ：
261×356×43mm ●パッケージ：化粧箱 5個 

CHN80-40U

[法]家庭用特定計量器のマーク 

わずかな変化も見逃さない、50g単位の高精度測定。立
て掛け収納がOKで、乗るだけで登録者を認識し測定し
ます。

タニタ デジタル血圧計　（BP-210PR）

16P083

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：手首式血圧計・メモリー200回分・
心調律異常チェック ●セット内容：取説・保証書●重量：
130g ●電源：モニター単4×2（添） ●本体サイズ：
60×69.2×68mm ●パッケージサイズ：
96×114×93mm ●パッケージ：化粧箱 12個 

CHN75-35U

[法]医療機器22200BZX00742000 [法]基準適合証印 [
法]EMC適合 

脈の乱れが検知できる「心調律異常チェック機能」を搭
載。心調律異常が発見されるとマークでお知らせ。200回
分メモリー機能付。

オーバーナイター　（240-555BK）

16P084

[税抜] \5,000

●材質：合成皮革（PU） ●重量：370g ●本体サイズ：
150×260×55mm ●パッケージサイズ：
160×275×65mm ●パッケージ：化粧箱 16個 ●名入：
90-96-16-100-S ●名入サイズ：25×70mm 

CHN75-35T

シックな印象の男性向け収納シリーズ。スマホや鍵をま
とめて収納。デスクに一つあると便利です。

ネクタイ＆ウォッチケース　（240-573BK）

16P085

[税抜] \3,000

●材質：合成皮革 ●重量：145g ●本体サイズ：
95×115×90mm ●パッケージサイズ：
100×105×125mm ●パッケージ：化粧箱 24個 ●名入：
90-120-16-100-S ●名入サイズ：30×50mm 

CHN75-35T

シックな印象の男性向け収納シリーズ。ネクタイを丸め
て収納したり、付属クッションで時計の収納ができます。
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＜ＵＶ対策＞

トロイ・ブロス メンズ晴雨兼用12本骨長傘　
（714069）

16P091

[税抜] \5,000

●材質：生地/ポリエステル100%・シャフト/アルミニウム・
持手/木 ●機能：手動開閉式・裏コーティング加工・撥水
加工 ●重量：455g ●本体サイズ：65cm×12本 ●パッ
ケージサイズ：900×120×40mm ●パッケージ：化粧箱（
添） 24個 

CHN80-40W

[品]JUPAマーク 

男性の方もＵＶ対策が必須の時代。晴雨兼用（撥水加工
）・裏コーティング加工で強い日差しもシャットアウト。１２
本骨。

晴雨兼用折傘　（1874）

16P092A A/黒

[税抜] \2,500

●材質：生地/ポリエステル100%・シャフト/スチール・持
ち手/合皮 ●機能：手開き式・UVカット ●重量：270g ●
本体サイズ：47cm×8本 ●パッケージサイズ：
400×100×45mm ●パッケージ：化粧箱 30個 ●名入：
収納袋/50-72-9-30-S ●名入サイズ：40×150mm 

CHN65-25U

花弁をイメージしたオシャレな晴雨兼用傘。紫外線対策
の必需品です。

晴雨兼用折傘　（1874）

16P092B B/ピンク

[税抜] \2,500

●材質：生地/ポリエステル100%・シャフト/スチール・持
ち手/合皮 ●機能：手開き式・UVカット ●重量：270g ●
本体サイズ：47cm×8本 ●パッケージサイズ：
400×100×45mm ●パッケージ：化粧箱 30個 ●名入：
収納袋/50-72-9-30-S ●名入サイズ：40×150mm 

CHN65-25U

花弁をイメージしたオシャレな晴雨兼用傘。紫外線対策
の必需品です。

晴雨兼用折傘　（1874）

16P092C C/ベージュ

[税抜] \2,500

●材質：生地/ポリエステル100%・シャフト/スチール・持
ち手/合皮 ●機能：手開き式・UVカット ●重量：270g ●
本体サイズ：47cm×8本 ●パッケージサイズ：
400×100×45mm ●パッケージ：化粧箱 30個 ●名入：
収納袋/50-72-9-30-S ●名入サイズ：40×150mm 

CHN65-25U

花弁をイメージしたオシャレな晴雨兼用傘。紫外線対策
の必需品です。

ＵＶカット・ワイドクリアサンバイザー

16P093

[税抜] \1,280

●材質：ポリエステル・PC ●機能：ＵＶカット90% ●セット
内容：あごひも１本・取説●重量：130g ●本体サイズ：つ
ばの長さ/ 大18cm ●パッケージサイズ：
340×430×140mm ●パッケージ：ＰＰ袋 50個 

CHN70-30S

ＵＶカット率90％以上！ツバの長さ18ｃｍのワイドで耳元
から顔前面をしっかりカバーします。クリアタイプで視界
がよく、雨の日にも便利です。

UVレベルチェックミラー コンパクトタイプ　（
UV-003）

16P094

[税抜] \400

●材質：PP・PS・ガラスミラー ●セット内容：取説●重量
：42g ●本体サイズ：95×70×6mm ●パッケージサイズ
：100×75×8mm ●パッケージ：ＰＰ袋 288個 ●名入：
110-12-16-300-S ●名入サイズ：30×30mm 

JPN70-30T

紫外線にあたると太陽マークがピンク色に変化！気にな
るUVチェックができるコンパクトミラーです。
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＜ビーチグッズ＞

浮き輪 ９０ｃｍ　（AR0599007）

16P104A A/ｸﾛｰﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \2,780

●材質：ＰＶＣ ●機能：胴回り90cm ●重量：550g ●本
体サイズ：φ115×25mm ●パッケージサイズ：
540×300×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 20個 

CHN75-35T

[品]STマーク 

ＰＯＰでキュートな柄の浮き輪です。

浮き輪 ９０ｃｍ　（AR0599008）

16P104B B/ｸﾛｰﾊﾞｰｲｴﾛｰ

[税抜] \2,780

●材質：ＰＶＣ ●機能：胴回り90cm ●重量：550g ●本
体サイズ：φ115×25mm ●パッケージサイズ：
540×300×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 20個 

CHN75-35T

[品]STマーク 

ＰＯＰでキュートな柄の浮き輪です。

浮き輪 ９０ｃｍ　（AR0599009）

16P104C C/ﾊﾟﾝﾀﾞﾋﾟﾝｸ

[税抜] \2,780

●材質：ＰＶＣ ●機能：胴回り90cm ●重量：550g ●本
体サイズ：φ115×25mm ●パッケージサイズ：
540×300×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 20個 

CHN75-35T

[品]STマーク 

ＰＯＰでキュートな柄の浮き輪です。

浮き輪 ９０ｃｍ　（AR0599010）

16P104D D/ﾊﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｰ

[税抜] \2,780

●材質：ＰＶＣ ●機能：胴回り90cm ●重量：550g ●本
体サイズ：φ115×25mm ●パッケージサイズ：
540×300×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 20個 

CHN75-35T

[品]STマーク 

ＰＯＰでキュートな柄の浮き輪です。

浮き輪 ９０ｃｍ　（AR0599011）

16P104E E/ﾈｺﾋﾟﾝｸ

[税抜] \2,780

●材質：ＰＶＣ ●機能：胴回り90cm ●重量：550g ●本
体サイズ：φ115×25mm ●パッケージサイズ：
540×300×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 20個 

CHN75-35T

[品]STマーク 

ＰＯＰでキュートな柄の浮き輪です。

浮き輪 ９０ｃｍ　（AR0599012）

16P104F F/ﾈｺﾌﾞﾙｰ

[税抜] \2,780

●材質：ＰＶＣ ●機能：胴回り90cm ●重量：550g ●本
体サイズ：φ115×25mm ●パッケージサイズ：
540×300×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 20個 

CHN75-35T

[品]STマーク 

ＰＯＰでキュートな柄の浮き輪です。

リトルホエールライドオン（ブルー）　（58523
）

16P105

[税抜] \2,100

●材質：PVC（非フタル酸可塑剤使用） ●機能：ハンドル
2コ付 ●重量：847g ●本体サイズ：1520×1140mm ●パ
ッケージサイズ：203×229×76mm ●パッケージ：化粧
箱 6個 

CHN80-40U

ジョイライダー　（58165）

16P106 指定不可

[税抜] \1,500

●材質：PVC（非フタル酸可塑剤使用） ●機能：ハンドル
2コ付 ●重量：538g ●本体サイズ：1120×620mm ●パ
ッケージサイズ：191×203×57mm ●パッケージ：化粧
箱 12個 

CHN80-40V
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エコノマット

16P107 指定不可

[税抜] \700

●材質：PVC（非フタル酸可塑剤使用） ●重量：410g ●
本体サイズ：1830×690mm ●パッケージサイズ：
318×259×19mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 36個
 

CHN80-40V

トランスピアレントチューブ

16P108 指定不可

[税抜] \500

●材質：PVC（非フタル酸可塑剤使用） ●本体サイズ：
φ760mm ●パッケージサイズ：299×165×16mm ●パ
ッケージ：ヘッダー付ポリ袋 24個 

CHN80-40T

サッカービーチボール

16P109

[税抜] \160

●材質：PVC ●本体サイズ：φ300mm ●パッケージサ
イズ：450×150×10mm ●パッケージ：ＰＰ袋 300個 

CHN78-38V
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＜レジャーグッズ＞

ロゴス LOGOS the KAMADO　（81064150）

16P111

[税抜] \19,900

●材質：ステンレス・スチール ●セット内容：キャリーバッ
グ・取説●重量：8.5kg ●本体サイズ：
510×515×570mm ●パッケージサイズ：
490×400×130mm ●パッケージ：白箱 2個 

CHN95-55T

同時にいろいろ調理できる多機能・万能調理グリル。か
まどと窯がドッキングして、効率よく調理できます。

ロゴス ステンチューブグリルL（楽ちんカバ
ー付）　（81062610）

16P112

[税抜] \8,200

●材質：ステンレス・スチール ●機能：火力2段階調節 
●セット内容：焼網・お掃除簡単カバー●重量：4.3kg ●
本体サイズ：480×880×690mm ●パッケージサイズ：
380×770×210mm ●パッケージ：化粧箱 3個 

CHN95-55T

カバーを外せばお掃除完了！炭足し、掃除が簡単、選
べる遠火・近火の２段階火力調節。耐久性の高いステン
レス火床。

ゼロワンフィールド アルミコンパクトセット　（
MG-TCS100）

16P113

[税抜] \10,000

●材質：アルミ・ポリエステル ●機能：コンパクト折畳タイ
プ ●セット内容：テーブル・チェア×2・収納袋●重量：テ
ーブル/1000g・チェア/350g ●本体サイズ：テーブル：使
用時/580×690×420mm、収納時/φ80×720mm・チェ
ア：使用時/235×235×285mm、収納時/φ80×350mm 
●パッケージサイズ：88×165×740mm ●パッケージ：
段ボール箱 10個 

CHN80-40S

アルミフレームで超軽量。持ち運びに便利なので、ピクニ
ック・アウトドア等に活躍します。それぞれ収納袋付。

ゼロワン フィールド ワンタッチサンドーム　（
MG-SD50）

16P114

[税抜] \5,000

●材質：ポリエステル・スチール ●機能：ワンタッチ式 ●
セット内容：専用クッション収納袋・ペグ（固定具）×6●
重量：1.2kg ●本体サイズ：使用時
/1680×1450×1150mm・収納時/φ500×80mm ●パッ
ケージサイズ：80×500×500mm ●パッケージ：段ボー
ル箱 10個 

CHN75-35S

ワンタッチで簡単設置のサンドーム。キャンプや海水浴、
サッカーや野球の観戦等いろいろな場所で使用できます
。収納袋がクッションになります。

ゼロワンフィールド ラウンドチェア　（MG-
ZRRC30）

16P115

[税抜] \3,000

●材質：ポリエステル・スチール ●機能：ドリンクホルダ
ー ●セット内容：収納袋・取説●重量：2.1Kg ●本体サイ
ズ：使用時/510×810×800mm・収納時
/130×130×830mm ●パッケージサイズ：
130×130×835mm ●パッケージ：段ボール箱 6個 

CHN75-35S

[品]JIS耐荷重規格合格 

アウトドアに 適なドリンクホルダー付きラウンドチェア。
キャンプやピクニック・運動会やスポーツ観戦など、いろ
いろな場所で大活躍！

ゼロワンフィールド フォールディングチェア　
（MG-ZRFC20）

16P116

[税抜] \2,000

●材質：ポリエステル・スチール ●セット内容：収納袋・
取説●重量：1.4kg ●本体サイズ：使用時
/350×350×490mm・収納時/115×115×490mm ●パッ
ケージサイズ：115×115×490mm ●パッケージ：段ボー
ル箱 12個 

CHN70-30S

[品]JIS耐荷重規格合格 

アウトドアに 適なコンパクトチェア。キャンプやピクニッ
ク・運動会やスポーツ観戦など、いろいろな場所で大活
躍！

ヒルウッド レジャークーラーバッグ （F）　（
T01-018H）

16P117

[税抜] \2,500

●材質：ポリエステル（裏/PU）・EVA ●機能：500mLペッ
トボトル12本収納 ●セット内容：取説●重量：675g ●容
量：13L ●本体サイズ：245×360×265mm ●パッケージ
サイズ：355×305×70mm ●パッケージ：化粧箱（添） 16
個 ●名入：60-72-16-100-S ●名入サイズ：35×90mm 

CHN70-30U

環境にも配慮された使い勝手に優れたクーラーバッグ。
内装には燃やしてもダイオキシンが発生しないEVA素材
を使用しています。

ヒルウッド レジャークーラーバッグ （G）　（
T01-014H）

16P118

[税抜] \2,000

●材質：ポリエステル（裏/PU）・EVA ●機能：500mLペッ
トボトル15本収納 ●セット内容：取説●重量：458g ●容
量：20L ●本体サイズ：265×330×270mm ●パッケージ
サイズ：360×310×90mm ●パッケージ：化粧箱（添） 16
個 ●名入：60-72-16-100-S ●名入サイズ：
40×100mm 

CHN70-30Z

環境にも配慮された使い勝手に優れたクーラーバッグ。
内装には燃やしてもダイオキシンが発生しないEVA素材
を使用しています。



WEB サマーナウ２０１６

水玉クーラーバッグ　（JM-464）

16P119 指定不可

[税抜] \650

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●機能：
500mLペットボトル12本収納 ●セット内容：取説●重量：
90g ●容量：1.2L ●本体サイズ：200×300×250mm ●
パッケージサイズ：320×330×40mm ●パッケージ：ＰＰ
袋 72個 

CHN60-20S

水玉がかわいいクーラーバッグです。

カラビナ付水玉ペットボトルホルダー　（JM-
463）

16P120 指定不可

[税抜] \400

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：14g ●本体サイズ：190×120×8mm ●パ
ッケージサイズ：215×120×10mm ●パッケージ：ＰＰ袋 
144個 

CHN60-20S

水玉がかわいいペットボトルホルダーです。カラビナがつ
いているので、持ち運びに便利です。

カラビナ付アイスボトル５００mL　（JM-712）

16P121 指定不可

[税抜] \800

●材質：PC・PP ●セット内容：取説●重量：160g ●容量
：500mL ●本体サイズ：63×63×200mm ●パッケージ
サイズ：85×80×210mm ●パッケージ：化粧箱 60個 ●
名入：60-48-12-100-P ●名入サイズ：50×10mm 

CHN55-15U

凍らせたアイスバーをボトルにセットして、冷たさをキー
プ！

カラビナ付折りたたみボトル500mL　（JM-
714）

16P122 指定不可

[税抜] \220

●材質：アルミ・PET・PA・PE ●セット内容：取説●重量：
29g ●容量：500mL ●本体サイズ：270×120×30mm ●
パッケージサイズ：305×148×32mm ●パッケージ：ＰＰ
袋 144個 ●名入：60-48-12-100-P ●名入サイズ：
15×60mm 

CHN65-25S

冷凍OK！くり返し使える折りたたみ式ウォーターボトル
です。空になったら丸めてコンパクトに携帯できます。

2WAYエアクッションバッグ　（NI-044）

16P123 指定不可

[税抜] \250

●材質：PVC・ナイロン ●重量：102g ●本体サイズ：
280×340×60mm ●パッケージサイズ：
130×310×10mm ●パッケージ：ＰＰ袋 144個 

CHN70-30S

レジャーやアウトドア、海水浴にピッタリ！お出かけ時に
は荷物を入れて、到着したら空気を入れてエアクッション
に早変わり。

折畳み携帯座布団　（KS-U005）

16P124

[税抜] \240

●材質：発泡PE ●セット内容：取説●重量：20g ●本体
サイズ：360×320×6mm ●パッケージサイズ：
325×92×30mm ●パッケージ：ＰＰ袋 100個 

CHN70-30S

スポーツ観戦やアウトドア等、幅広いシーンで活躍する
折りたたみ式の携帯座布団です。

防水リフレクションポーチ　（6620）

16P125 指定不可

[税抜] \150

●材質：PVC ●重量：25g ●本体サイズ：270×113mm 
●パッケージサイズ：270×140×15mm ●パッケージ：
ポリ袋 600個 ●名入：60-60-17-100-S ●名入サイズ：
20×60mm 

CHN65-25S

ビーチやプール、ウォーキングでの汗や急な雨からモバ
イル機器を守ってくれます。ネックストラップと安心のリフ
レクター付。

携帯用スプレー　（K-2414）

16P126B B/虫よけｽﾌﾟﾚｰ

[税抜] \215

●セット内容：取説●重量：37g ●容量：12mL ●本体サ
イズ：φ20×110mm ●パッケージサイズ：
190×90×22mm ●パッケージ：ブリスター 300個 

JPN75-35S

[法]虫よけ/防除用医薬部外品 

蚊・ブヨ対策にシュッとひとふき。
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＜花火＞

得用 広場で遊ぼう

16P131

[税抜] \3,000

●重量：1kg ●パッケージサイズ：φ180×330mm ●パ
ッケージ：ビニールバッグ 15個 

CHN65-25T

[品]SFマーク 

スーパーロング花火　（LｰL）

16P132

[税抜] \1,000

●重量：159g ●パッケージサイズ：470×300mm ●パッ
ケージ：ポリ袋 60個 

CHN63-23U

[品]SFマーク 

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

けむりが少なめ花火セット　（KS-L）

16P133

[税抜] \1,000

●重量：159g ●パッケージサイズ：470×300mm ●パッ
ケージ：ポリ袋 60個 

CHN63-23U

[品]SFマーク 

煙の量をできるかぎり抑えました。花火の色がクリアで、
むせにくくて安心、近所に気兼ねなく遊べます。

スーパービッグセット　（S-10）

16P134

[税抜] \1,000

●重量：395g ●パッケージサイズ：270×120×60mm ●
パッケージ：ＰＰ袋 30個 

CHN70-30S

[品]SFマーク 

なかよし花火800

16P135

[税抜] \800

●重量：195g ●パッケージサイズ：465×263mm ●パッ
ケージ：ＰＰ袋 60個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 

スーパーロング花火　（LｰM）

16P136

[税抜] \600

●重量：105g ●パッケージサイズ：425×230mm ●パッ
ケージ：ポリ袋 120個 

CHN63-23T

[品]SFマーク 

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

けむりが少なめ花火セット　（KS-M）

16P137

[税抜] \600

●重量：105g ●パッケージサイズ：425×230mm ●パッ
ケージ：ポリ袋 120個 

CHN63-23T

[品]SFマーク 

煙の量をできるかぎり抑えました。花火の色がクリアで、
むせにくくて安心、近所に気兼ねなく遊べます。

なかよし花火500

16P138

[税抜] \500

●重量：122g ●パッケージサイズ：335×270mm ●パッ
ケージ：ＰＰ袋 100個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 
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けむりが少なめ花火セット　（KS-S）

16P139

[税抜] \400

●重量：70g ●パッケージサイズ：425×155mm ●パッケ
ージ：ポリ袋 150個 

CHN63-23T

[品]SFマーク 

煙の量をできるかぎり抑えました。花火の色がクリアで、
むせにくくて安心、近所に気兼ねなく遊べます。

スーパーロング花火　（L-S）

16P140

[税抜] \400

●重量：70g ●パッケージサイズ：425×155mm ●パッケ
ージ：ポリ袋 150個 

CHN63-23T

[品]SFマーク 

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

なかよし花火 300

16P141

[税抜] \300

●重量：83g ●パッケージサイズ：335×213mm ●パッケ
ージ：ＰＰ袋 120個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 

なかよし花火200

16P142

[税抜] \200

●重量：65g ●パッケージサイズ：325×185mm ●パッケ
ージ：ＰＰ袋 200個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 

コミックアニマルNo.1

16P143

[税抜] \130

●重量：50g ●パッケージサイズ：530×105mm ●パッケ
ージ：ヘッダー付ポリ袋 300個 

CHN63-23T

[品]SFマーク 

なかよし花火100

16P144

[税抜] \100

●重量：29g ●パッケージサイズ：310×110mm ●パッケ
ージ：ＰＰ袋 300個 

CHN65-25U

[品]SFマーク 

おまつり花火セット　（MM-1）

16P145

[税抜] \100

●重量：30g ●パッケージサイズ：310×130mm ●パッケ
ージ：ヘッダー付ポリ袋 400個 

CHN70-30S

[品]SFマーク 

まつり2

16P146

[税抜] \50

●重量：16g ●パッケージサイズ：280×50mm ●パッケ
ージ：ポリ袋 500個 

CHN70-30S

[品]SFマーク 
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＜涼感グッズ＞

ハンディクーラー（S）　（7363）

16P151

[税抜] \1,000

●材質：ABS・AS ●セット内容：取説●重量：80g ●容量
：75mL ●本体サイズ：φ40×215mm ●パッケージサイ
ズ：55×225×55mm ●パッケージ：無地箱 100個 ●名
入：60-36-7-1-S ●名入サイズ：30×5mm 

CHN70-30U

熱中症や節電の対策にも活躍！手動ポンプで圧縮した
空気を利用してミストを発散する、携帯に便利なハンディ
クーラーです。

冷えＴ超絶クール

16P152

[税抜] \800

●機能：冷感作用・消臭 ●重量：150g ●容量：120mL 
●本体サイズ：φ45×173mm ●パッケージ：シュリンク 
24個 

JPN55-15S

衣類にスプレーすると気化熱効果でクールダウン！気に
なる汗のイヤな臭いもパッと消臭。Ｔシャツに！帽子やヘ
ルメットの内側に！シーツや枕に！快適爽快！

携帯用スプレー　（K-2415）

16P153C C/瞬間冷却Ｗ

[税抜] \215

●セット内容：取説●重量：37g ●容量：12mL ●本体サ
イズ：φ20×110mm ●パッケージサイズ：
190×90×22mm ●パッケージ：ブリスター 300個 

JPN75-35S

外出先に！おでかけ前に！シュッと爽快！

ひんやりスカーフ ボーダー　（EC-02PI）

16P154A A/ピンク

[税抜] \500

●材質：綿100%（高吸水繊維） ●機能：UVカット・抗菌・
消臭・洗濯可 ●重量：27g ●本体サイズ：
55×1080×2mm ●パッケージサイズ：195×118×7mm 
●パッケージ：ＰＰ袋 192個 ●名入：外袋/45-8-16-
3000-L ●名入サイズ：15×35mm 

JPN75-35T

熱中症や夏の節電対策に。水に浸して巻くだけで首や
頭を冷やします。UVカット、抗菌・消臭機能付き。

ひんやりスカーフ ボーダー　（EC-02BU）

16P154B B/ブルー

[税抜] \500

●材質：綿100%（高吸水繊維） ●機能：UVカット・抗菌・
消臭・洗濯可 ●重量：27g ●本体サイズ：
55×1080×2mm ●パッケージサイズ：195×118×7mm 
●パッケージ：ＰＰ袋 192個 ●名入：外袋/45-8-16-
3000-L ●名入サイズ：15×35mm 

JPN75-35T

熱中症や夏の節電対策に。水に浸して巻くだけで首や
頭を冷やします。UVカット、抗菌・消臭機能付き。

ひんやりスカーフ ボーダー　（EC-02BL）

16P154C C/ブラック

[税抜] \500

●材質：綿100%（高吸水繊維） ●機能：UVカット・抗菌・
消臭・洗濯可 ●重量：27g ●本体サイズ：
55×1080×2mm ●パッケージサイズ：195×118×7mm 
●パッケージ：ＰＰ袋 192個 ●名入：外袋/45-8-16-
3000-L ●名入サイズ：15×35mm 

JPN75-35T

熱中症や夏の節電対策に。水に浸して巻くだけで首や
頭を冷やします。UVカット、抗菌・消臭機能付き。

涼感タオル　（JM-469）

16P155

[税抜] \450

●材質：ポリエステル ●機能：接触冷感 ●セット内容：
取説●重量：34g ●本体サイズ：1060×150×3mm ●パ
ッケージサイズ：180×150×18mm ●パッケージ：ＰＰ袋 
200個 

CHN60-20S

暑い夏の必需品！　水に濡らして、絞る・振ると生地温
度が下がります。繰り返し使えます。

クールでドライな清涼敷きパッド シングルサ
イズ

16P156

[税抜] \5,800

●材質：表地/ポリエステル100%（クールモーション素材
使用）・裏地/ポリエステル100%・ゴムベルト/ポリエステ
ル（ゴム編み） ●機能：ズレ防止ゴムベルト付 ●重量：
500g ●本体サイズ：1000×2000mm ●パッケージサイ
ズ：350×540×25mm ●パッケージ：ＰＰ袋 20個 

JPN75-35S

すばやく汗を吸い取り拡散、生地に溜め込まないからお
肌にべたつかず快適な東レ「クールモーション」を使用し
た敷きパッドです。
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クールでドライな清涼敷きパッド シングルハ
ーフサイズ 羽シート付

16P157

[税抜] \3,800

●材質：表地/ポリエステル100%（クールモーション素材
使用）・裏地/ポリエステル100% ●機能：羽シート付・洗
濯可 ●重量：290g ●本体サイズ：1000×1550×5mm 
●パッケージサイズ：380×260×30mm ●パッケージ：Ｐ
Ｐ袋 40個 

JPN75-35S

すばやく汗を吸い取り拡散、生地に溜め込まないからお
肌にべたつかず快適な東レ「クールモーション」を使用し
た敷きパッドです。

ひんやり涼感ジェルマット 枕　（KS-U015）

16P158

[税抜] \2,000

●材質：マット/クールガムジェル材・カバー/ポリエステ
ル100% ●セット内容：カバー・取説●重量：1kg ●本体
サイズ：450×300×8mm ●パッケージサイズ：
235×310×24mm ●パッケージ：化粧箱 16個 

CHN70-30S

ジェルマットが程よいクッション性と共に自然の涼しさを
与えてくれます。カバーは洗えるのでとても衛生的です。

ひんやり涼感ジェルマット ミニ　（KS-U014）

16P159

[税抜] \1,200

●材質：マット/クールガムジェル材・カバー/ポリエステ
ル100% ●セット内容：カバー・取説●重量：448g ●本体
サイズ：300×235×8mm ●パッケージサイズ：
150×240×22mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

ジェルマットが程よいクッション性と共に自然の涼しさを
与えてくれます。カバーは洗えるのでとても衛生的です。

ラバークール アイスまくら スリムタイプ　（
RI-700）

16P160

[税抜] \900

●材質：水・不凍液・高吸水性樹脂・防腐剤・色素 ●重
量：780g ●パッケージサイズ：325×210×25mm ●パッ
ケージ：ＰＰ袋 12個 

JPN70-30T

マイナス20℃の冷凍庫内でも柔らかい特殊ジェルを使用
した、繰り返し使えるアイス枕。スリムタイプでやさしくピ
ッタリフィット冷却。節電対策にも。

クールビーズパッド　（JM-217）

16P161 指定不可

[税抜] \300

●材質：PVC ●セット内容：取説●重量：82g ●本体サ
イズ：80×115×10mm ●パッケージサイズ：
95×135×15mm ●パッケージ：ＰＰ袋 120個 

CHN60-20S

冷蔵庫で2時間以上冷やしてクールパックに（クール専
用・冷凍不可）

ハート型クールビーズパッド　（JM-218）

16P162 指定不可

[税抜] \300

●材質：PVC ●セット内容：取説●重量：81g ●本体サ
イズ：102×120×10mm ●パッケージサイズ：
110×135×15mm ●パッケージ：ＰＰ袋 120個 

CHN60-20S

冷蔵庫で2時間以上冷やしてクールパックに（クール専
用・冷凍不可）

フレッシュなフルーツ保冷剤　（0703001）

16P163 指定不可

[税抜] \290

●材質：PVC・高吸水性ポリマー ●セット内容：取説●
本体サイズ：100×110mm ●パッケージサイズ：
140×115×10mm ●パッケージ：ＰＰ袋 180個 ●名入：
80-64-16-300-S ●名入サイズ：50×50mm 

CHN70-30U

フルーツ柄のかわいい保冷剤です。

ギャツビー フェイシャルペーパー 15枚入　（
63456）

16P164

[税抜] \250

●材質：天然コットン ●本体サイズ：200×200mm ●パ
ッケージサイズ：183×102×17mm ●パッケージ：ポリ袋
 72個 

JPN95-55S

[法]化粧品 

「汗」「アブラ」「汚れ」をしっかりふきとり、肌のテカリ・ニ
キビも防ぐ洗顔ペーパーです。

ギャツビーフェイスペーパー３Ｐ　（GB-3）

16P165

[税抜] \200

●材質：天然コットン ●重量：27g ●本体サイズ：
200×200mm ●パッケージサイズ：86×150×7mm ●パ
ッケージ：たとう式ケース 200個 ●名入：台紙/40-18-
14-600-H ●名入サイズ：10×100mm 

JPN85-45S

外出先でのテカリや汚れをしっかりふき取り、洗ったよう
に超サッパリ！清涼成分（メントール）&ベタつき防止パ
ウダー配合。



WEB サマーナウ２０１６

フロヒエール 入浴料　（FH-UM）

16P166A A/ｳﾙﾄﾗﾐﾝﾄの香り

[税抜] \160

●セット内容：入浴料50g●本体サイズ：
150×115×15mm ●パッケージ：裸 300個 

JPN65-25S

[法]化粧品 

暑い夏を爽やかに乗り切るための、スッキリ爽快入浴料
です。

フロヒエール 入浴料　（FH-CL）

16P166B B/ｸｰﾙﾗｲﾑの香り

[税抜] \160

●セット内容：入浴料50g●本体サイズ：
150×115×15mm ●パッケージ：裸 300個 

JPN65-25S

[法]化粧品 

暑い夏を爽やかに乗り切るための、スッキリ爽快入浴料
です。

瞬間冷却パック ひえっぺ　（333315）

16P167

[税抜] \120

●材質：硝酸アンモニウム・水 ●重量：120g ●本体サイ
ズ：110×175×20mm ●パッケージ：裸 120個 

JPN70-30Y

ポンと叩くだけの瞬間冷却パック。熱中症対策に手軽&
便利に使えるひんやりグッズです。火傷やねんざなど応
急手当、車の運転や勉強の眠気覚ましにも。
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＜扇風機＞

フルリモコン リビング扇風機　（YT-
3357SFR(WH)）

16P176

[税抜] \9,000

●材質：ABS・PP ●機能：5枚羽根・風量4段階切替・上
方向90度、左右自動首振り・6時間入り切りタイマー・リ
ズム、おやすみ風モード・8時間自動オフタイマー ●セッ
ト内容：リモコン（モニター単4×2（添））・取説・保証書●
重量：4.2kg ●電源：AC100V-40/44W ●本体サイズ：
360×360×650～820mm ●パッケージサイズ：
585×185×370mm ●パッケージ：化粧箱 1個 

CHN88-48T

直送品

[法]PS-Eマーク 

上方向90度に首振調節可能で、部屋の空気循環や部屋
干しの乾燥にも役立ちます。リモコンで首振り操作も可
能です。

感知センサー リモコンリビング扇風機　（
YT-3310RRM(WB)）

16P178

[税抜] \7,000

●材質：ABS・PP ●機能：5枚羽根・風量3段階切替・左
右自動首振り・6時間入り切りタイマー・リズム、おやすみ
風モード・8時間自動オフタイマー ●セット内容：リモコン
（モニター単4×2（添））・取説・保証書●重量：3kg ●電
源：AC100V-41/45W ●本体サイズ：360×340×690～
840mm ●パッケージサイズ：150×610×365mm ●パッ
ケージ：化粧箱 1個 

CHN88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

人の動きを感知して運転を入/切する感知センサー機能
付き。入切ツインタイマーも付いています。５枚羽根・マイ
コン制御で、自然に近い心地よい風です。

ミニタワーファン　（YT-28RM(BK)）

16P179A A/ブラック

[税抜] \5,000

●材質：ABS・PP ●機能：風量3段階切替・左右自動首
振り・切りタイマー（1、2、4時間）・6時間自動オフタイマー
 ●セット内容：取説・保証書●重量：1.6kg ●電源：
AC100V-20/19W ●本体サイズ：110×100×358mm ●
パッケージサイズ：120×120×390mm ●パッケージ：化
粧箱 3個 

CHN88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

省スペースに置けるタワーファン。前ガードを外すとファ
ンの掃除ができます。

ミニタワーファン　（YT-28RM(BL)）

16P179B B/ブルー

[税抜] \5,000

●材質：ABS・PP ●機能：風量3段階切替・左右自動首
振り・切りタイマー（1、2、4時間）・6時間自動オフタイマー
 ●セット内容：取説・保証書●重量：1.6kg ●電源：
AC100V-20/19W ●本体サイズ：110×100×358mm ●
パッケージサイズ：120×120×390mm ●パッケージ：化
粧箱 3個 

CHN88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

省スペースに置けるタワーファン。前ガードを外すとファ
ンの掃除ができます。

ミニタワーファン　（YT-28RM(PK)）

16P179C C/ピンク

[税抜] \5,000

●材質：ABS・PP ●機能：風量3段階切替・左右自動首
振り・切りタイマー（1、2、4時間）・6時間自動オフタイマー
 ●セット内容：取説・保証書●重量：1.6kg ●電源：
AC100V-20/19W ●本体サイズ：110×100×358mm ●
パッケージサイズ：120×120×390mm ●パッケージ：化
粧箱 3個 

CHN88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

省スペースに置けるタワーファン。前ガードを外すとファ
ンの掃除ができます。

タワー型ファン付ライト　（3528）

16P180

[税抜] \3,500

●材質：ABS ●機能：小型扇風機・懐中電灯 ●セット内
容：USBケーブル・取説・保証書●重量：310g ●電源：
USB・単3×4（別） ●本体サイズ：φ120×360mm ●パッ
ケージサイズ：90×380×95mm ●パッケージ：化粧箱 
40個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入サイズ：50×4mm 

CHN70-30U

USB電源のタワー型小型扇風機とスタンドライトが一体
になりました。乾電池（別売）を使用すれば携帯用扇風
機、懐中電灯としても使用できます。

クールファンボールペン　（6059）

16P181 指定不可

[税抜] \550

●材質：アルミ・PP ●セット内容：取説●重量：22g ●電
源：単4×1(別) ●本体サイズ：φ13×150mm ●パッケ
ージサイズ：23×29×153mm ●パッケージ：化粧箱 200
個 ●名入：60-36-17-100-P ●名入サイズ：5×40mm 

CHN65-25S

ミニファン付きのボールペン。オフィスのひとときにそよ
風を。

ノンバッテリーエコファン　（6340）

16P182 指定不可

[税抜] \380

●材質：ABS・PS・PVC ●セット内容：取説●重量：51g 
●電源：ダイナモ ●本体サイズ：120×60×37mm ●パ
ッケージサイズ：70×125×45mm ●パッケージ：化粧箱 
160個 ●名入：60-36-17-100-S ●名入サイズ：
40×20mm 

CHN70-30S

軽く握るだけで風を発生することができるノンバッテリー
のポータブルファン。ハンドル部分の透明カバーを外して
中のラベルを交換できます。
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＜扇子・うちわ＞

和柄扇子 北斎　（5970）

16P185A A/赤富士

[税抜] \1,000

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体サイズ：
220×30×10mm ●パッケージ：ポリ袋（添） 10個 ●名
入：80-48-12-100-P ●名入サイズ：60×5mm 

CHN70-30S

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

和柄扇子 北斎　（5971）

16P185B B/浪裏

[税抜] \1,000

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体サイズ：
220×30×10mm ●パッケージ：ポリ袋（添） 10個 ●名
入：80-48-12-100-P ●名入サイズ：60×5mm 

CHN70-30S

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

涼風布貼扇子　（5951）

16P186A A/紺絣

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体サイズ：
210×30×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm 
●パッケージ：ＰＰ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100-
P ●名入サイズ：60×5mm 

CHN70-30S

高級感のある絵柄を採用したコストパフォーマンスの高
い扇子です。

涼風布貼扇子　（5949）

16P186B B/紺地トンボ

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体サイズ：
210×30×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm 
●パッケージ：ＰＰ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100-
P ●名入サイズ：60×5mm 

CHN70-30S

高級感のある絵柄を採用したコストパフォーマンスの高
い扇子です。

涼風布貼扇子　（5965）

16P186C C/麻の葉

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体サイズ：
210×30×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm 
●パッケージ：ＰＰ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100-
P ●名入サイズ：60×5mm 

CHN70-30S

高級感のある絵柄を採用したコストパフォーマンスの高
い扇子です。

涼風布貼扇子　（5961）

16P186D D/白地ﾄﾝﾎﾞ

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体サイズ：
210×30×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm 
●パッケージ：ＰＰ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100-
P ●名入サイズ：60×5mm 

CHN70-30S

高級感のある絵柄を採用したコストパフォーマンスの高
い扇子です。

防滴扇子 トロピカルバード　（0703101）

16P187 指定不可

[税抜] \250

●材質：PP ●セット内容：取説●本体サイズ：
245×20×440mm ●パッケージ：ポリ袋 360個 ●名入：
80-57-16-300-S ●名入サイズ：30×3mm 

CHN70-30U

防滴だからビーチでもプールでも！

小判型 竹平柄うちわ　（6304）

16P188A A/麻地金魚

[税抜] \500

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
375×175mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12-
16-100-K ●名入サイズ：120×120mm 

CHN65-25S

形がおしゃれで使いやすい竹柄のうちわです。
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小判型 竹平柄うちわ　（6309）

16P188B B/ゆかた地トンボ

[税抜] \500

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
375×175mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12-
16-100-K ●名入サイズ：120×120mm 

CHN65-25S

形がおしゃれで使いやすい竹柄のうちわです。

唐月 竹平柄うちわ　（3058）

16P189A A/麻地金魚

[税抜] \350

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
380×240mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12-
16-100-K ●名入サイズ：120×160mm 

CHN55-15V

骨太の上竹平柄うちわ。京絵柄を採用し高級感にあふ
れる竹うちわです。

唐月 竹平柄うちわ　（3061）

16P189B B/紺地トンボ

[税抜] \350

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
380×240mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12-
16-100-K ●名入サイズ：120×160mm 

CHN55-15V

骨太の上竹平柄うちわ。京絵柄を採用し高級感にあふ
れる竹うちわです。

竹平柄団扇　（00068008）

16P190A A/桔梗

[税抜] \260

●材質：竹・紙 ●本体サイズ：370×240mm ●パッケー
ジ：裸 500個 ●名入：40-27-17-100-刷り込み ●名入
サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

竹平柄団扇　（00068101）

16P190B B/朝顔風鈴

[税抜] \260

●材質：竹・紙 ●本体サイズ：370×240mm ●パッケー
ジ：裸 500個 ●名入：40-27-17-100-刷り込み ●名入
サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

竹平柄団扇　（00068010）

16P190C C/金魚

[税抜] \260

●材質：竹・紙 ●本体サイズ：370×240mm ●パッケー
ジ：裸 500個 ●名入：40-27-17-100-刷り込み ●名入
サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

竹平柄団扇　（00068011）

16P190D D/あやめ

[税抜] \260

●材質：竹・紙 ●本体サイズ：370×240mm ●パッケー
ジ：裸 500個 ●名入：40-27-17-100-刷り込み ●名入
サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

うちわ ペット柄　（1402）

16P191A A/トイプードル

[税抜] \240

●材質：紙・PP ●重量：25g ●本体サイズ：
345×243mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12-
16-100-K ●名入サイズ：120×160mm 

JPN55-15S

うちわ ペット柄　（1401）

16P191B B/ﾌﾚﾝﾁﾌﾞﾙﾄﾞｯｸﾞ

[税抜] \240

●材質：紙・PP ●重量：25g ●本体サイズ：
345×243mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12-
16-100-K ●名入サイズ：120×160mm 

JPN55-15S
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うちわ ペット柄　（1411）

16P191C C/マンチカン

[税抜] \240

●材質：紙・PP ●重量：25g ●本体サイズ：
345×243mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12-
16-100-K ●名入サイズ：120×160mm 

JPN55-15S

ポータブルうちわ　（6061）

16P192 指定不可

[税抜] \170

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体サイズ：φ200mm 
●パッケージサイズ：220×225×2mm ●パッケージ：ポ
リ袋 300個 ●名入：70-36-17-100-S ●名入サイズ：φ
80mm 

CHN70-30S

ひねってたためばコンパクトに。

ポリ平柄うちわ レギュラー　（00060017）

16P193A A/花火

[税抜] \160

●材質：再生PP・コート紙 ●重量：26g ●本体サイズ：
335×237mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：40-27-
17-100-ﾚｰｻﾞｰ ●名入サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。

ポリ平柄うちわ レギュラー　（00060012）

16P193B B/朝顔ガラス玉

[税抜] \160

●材質：再生PP・コート紙 ●重量：26g ●本体サイズ：
335×237mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：40-27-
17-100-ﾚｰｻﾞｰ ●名入サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。

ポリ平柄うちわ レギュラー　（00060007）

16P193C C/浮世絵富士

[税抜] \160

●材質：再生PP・コート紙 ●重量：26g ●本体サイズ：
335×237mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：40-27-
17-100-ﾚｰｻﾞｰ ●名入サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。

ポリ平柄うちわ レギュラー　（00060029）

16P193D D/祭×ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \160

●材質：再生PP・コート紙 ●重量：26g ●本体サイズ：
335×237mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：40-27-
17-100-ﾚｰｻﾞｰ ●名入サイズ：150×110mm 

CHN55-15T

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。

Ｇ平柄うちわ　（G04）

16P194A A/花火

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：28g ●本体サイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。※デ
ザインの指定はできませんのでご了承ください。

Ｇ平柄うちわ　（G07）

16P194B B/青空ひまわり

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：28g ●本体サイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。※デ
ザインの指定はできませんのでご了承ください。

Ｇ平柄うちわ　（G05）

16P194C C/朝顔

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：28g ●本体サイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。※デ
ザインの指定はできませんのでご了承ください。
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Ｇ平柄うちわ　（G01）

16P194D D/祭

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：28g ●本体サイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。※デ
ザインの指定はできませんのでご了承ください。

Jrタイプうちわ　（Jr01）

16P195A A/花火

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：16g ●本体サイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。チラ
シ・広告等と一緒にA4封筒に入ります。※デザインの指
定はできませんのでご了承ください。

Jrタイプうちわ　（Jr02）

16P195B B/ひまわり

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：16g ●本体サイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。チラ
シ・広告等と一緒にA4封筒に入ります。※デザインの指
定はできませんのでご了承ください。

Jrタイプうちわ　（Jr03）

16P195C C/あさがお

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：16g ●本体サイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。チラ
シ・広告等と一緒にA4封筒に入ります。※デザインの指
定はできませんのでご了承ください。

Jrタイプうちわ　（Jr06）

16P195D D/金魚

[税抜] \110

●材質：PP・コート紙 ●重量：16g ●本体サイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-11-
16-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm 

JPN60-20S

[環]骨/エコマーク 

骨には再生樹脂を使用したエコロジーうちわです。チラ
シ・広告等と一緒にA4封筒に入ります。※デザインの指
定はできませんのでご了承ください。
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＜風鈴＞

夏風情 ガラス風鈴　（JM-467）

16P201 指定不可

[税抜] \420

●材質：ガラス・紙 ●重量：28g ●本体サイズ：
80×80×70mm ●パッケージサイズ：85×85×85mm ●
パッケージ：化粧箱 120個 

CHN60-20S

夏の風情を彩るイラストと柔らかな音色が魅力的。昔な
がらのガラス風鈴です。

楽描きガラス風鈴　（F-8）

16P202

[税抜] \400

●材質：ガラス ●重量：25g ●本体サイズ：φ
62×60mm ●パッケージサイズ：70×70×75mm ●パッ
ケージ：化粧箱 100個 

CHN70-30S

ガラス風鈴や短冊に、お手持ちのアクリル絵具や油性ペ
ンなどを使ってオリジナル風鈴が作れます。

お絵描き風鈴1P　（F-5）

16P203

[税抜] \300

●材質：陶器 ●重量：100g ●本体サイズ：φ
72×85mm ●パッケージサイズ：78×78×96mm ●パッ
ケージ：化粧箱 100個 

CHN70-30S

大きめの風鈴や短冊に、お手持ちの絵の具や色鉛筆な
どを使ってオリジナル風鈴が作れます。

涼風鈴　（F-7）

16P204 指定不可

[税抜] \200

●材質：陶器 ●重量：65g ●本体サイズ：
55×50×55mm ●パッケージサイズ：60×70×64mm ●
パッケージ：化粧箱 100個 

CHN70-30S

どろろん風鈴　（F-3）

16P205 指定不可

[税抜] \100

●材質：陶器 ●重量：60g ●本体サイズ：φ57×54mm 
●パッケージサイズ：64×64×60mm ●パッケージ：化
粧箱 60個 

CHN70-30S
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＜夏の生活雑貨＞

ツインバード ルルナ フローズンスイーツメ
ーカー　（KI-4685W）

16P211A A/スノーホワイト

[税抜] \8,000

●材質：本体/ABS・POM・ステンレス・PP ●機能：ふわ
ふわからしゃりしゃりまで食感調整可能・専用製氷カップ
、角氷両用 ●セット内容：専用製氷カップ100mL×3・レ
シピブック・取説・保証書●重量：870g ●電源：AC100V-
25W ●本体サイズ：96×96×310mm ●パッケージサイ
ズ：150×160×320mm ●パッケージ：化粧箱 8個 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

ふわふわとシャリシャリ、二つの食感を楽しめるかき氷。
角氷はもちろん冷凍フルーツや凍らせたジュースなどを
入れて使えます。

ツインバード ルルナ フローズンスイーツメ
ーカー　（KI-4685B）

16P211B B/ナイトブラック

[税抜] \8,000

●材質：本体/ABS・POM・ステンレス・PP ●機能：ふわ
ふわからしゃりしゃりまで食感調整可能・専用製氷カップ
、角氷両用 ●セット内容：専用製氷カップ100mL×3・レ
シピブック・取説・保証書●重量：870g ●電源：AC100V-
25W ●本体サイズ：96×96×310mm ●パッケージサイ
ズ：150×160×320mm ●パッケージ：化粧箱 8個 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

ふわふわとシャリシャリ、二つの食感を楽しめるかき氷。
角氷はもちろん冷凍フルーツや凍らせたジュースなどを
入れて使えます。

流しそーめん 竹取物語　（16343）

16P212

[税抜] \6,000

●材質：ABS ●セット内容：取説・保証書●重量：1.3kg 
●電源：単1×2（別） ●本体サイズ：310×410×120mm 
●パッケージサイズ：326×425×132mm ●パッケージ：
化粧箱 12個 

JPN73-33T

容器の中を水が回って、流しそうめんが楽しめます。

メリート アイスクリームメーカー　（MM-9270
）

16P213

[税抜] \5,000

●材質：本体/ABS、AS・保冷ポット/PP、アルミニウム合
金 ●機能：連続使用時間20分 ●セット内容：オリジナル
レシピ・取説・保証書●重量：1.3kg ●容量：230mL ●電
源：AC100V-10W ●本体サイズ：φ170×180mm ●パッ
ケージサイズ：200×200×210mm ●パッケージ：化粧箱
 8個 

CHN70-30U

[法]PS-Eマーク [品]S-JETマーク 

手作りアイスクリームが簡単に！あらかじめ冷凍庫で冷
やした保冷ポットに、材料を入れてスイッチオンでアイス
クリームが出来上がり。オリジナルレシピ付き

フルーツフレーバーボトル　（SJ-100F）

16P214 指定不可

[税抜] \1,000

●材質：PS・AS ●重量：146g ●容量：680mL ●本体サ
イズ：250×77×77mm ●パッケージサイズ：
255×80×80mm ●パッケージ：化粧箱 40個 ●名入：
60-72-17-200-P ●名入サイズ：50×30mm 

CHN70-30S

果物・野菜・ハーブなどでデトックスウォーターに。蜂蜜
や炭酸水で特製栄養ドリンクも。赤ワインを入れて自家
製サングリア。

くるくるひえひえカップ　（KK-500）

16P215

[税抜] \500

●材質：PP ●重量：300g ●容量：170mL ●本体サイズ
：78×101×140mm ●パッケージサイズ：
94×80×144mm ●パッケージ：化粧箱 60個 ●名入：
130-36-22-1000-S ●名入サイズ：40×40mm 

JPN70-30S

冷凍庫で冷やしたカップに飲み物を入れてかき混ぜるだ
けでシャーベットが作れます。

冷保ジョッキ　（80278）

16P216

[税抜] \1,000

●材質：PS ●セット内容：取説●重量：520g ●容量：
400mL ●本体サイズ：92×125×150mm ●パッケージ
サイズ：92×115×155mm ●パッケージ：化粧箱 12個 
●名入：90-72-32-200-S ●名入サイズ：50×50mm 

JPN75-35S

ビールの冷たさ長持ち！二重構造の中に水が入ってお
り、冷凍庫で凍らせて使うジョッキです。

アイスビアジョッキ　（80178）

16P217

[税抜] \800

●材質：ソーダガラス・PET ●機能：ガラス容器取外可 
●重量：436g ●容量：400mL ●本体サイズ：φ
85×143mm ●パッケージサイズ：94×118×152mm ●
パッケージ：化粧箱 12個 ●名入：90-42-16-200-S ●
名入サイズ：50×50mm 

JPN75-35S

ビールを冷たいままおいしく保つ、樹脂とガラスの二重
構造です。
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サイドループ付 保冷バッグ　（2817）

16P218A A/レッド

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：260g ●本体サイズ：360×460×150mm ●
パッケージサイズ：370×470×15mm ●パッケージ：ポリ
袋 48個 ●名入：55-60-16-48-S ●名入サイズ：
50×50mm 

CHN65-25S

サイドループ付きでストールなどが掛けられて便利！　
飽きのこないシンプルデザインのバッグです。

サイドループ付 保冷バッグ　（2818）

16P218B B/ブルー

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：260g ●本体サイズ：360×460×150mm ●
パッケージサイズ：370×470×15mm ●パッケージ：ポリ
袋 48個 ●名入：55-60-16-48-S ●名入サイズ：
50×50mm 

CHN65-25S

サイドループ付きでストールなどが掛けられて便利！　
飽きのこないシンプルデザインのバッグです。

マリンボーダー 保冷ショッピングバッグ　（
2815）

16P219

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム・POM ●セッ
ト内容：取説●重量：230g ●本体サイズ：
240×320×270mm ●パッケージサイズ：
280×340×30mm ●パッケージ：ポリ袋 60個 ●名入：
55-60-16-60-S ●名入サイズ：50×50mm 

CHN65-25S

オシャレなマリンボーダー柄の保冷ショッピングバッグで
す。

マリンボーダー 保冷ランチバッグ　（2816）

16P220

[税抜] \650

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：90g ●本体サイズ：180×290×95mm ●パ
ッケージサイズ：190×300×15mm ●パッケージ：ポリ袋
 120個 ●名入：55-60-16-120-S ●名入サイズ：
50×50mm 

CHN68-28U

オシャレなマリンボーダー柄の保冷ランチバッグです。

ハートマト　（GD-546）

16P221

[税抜] \1,000

●材質：ポット/PP ●セット内容：ハート型ポット・インナ
ーポット・種・鉢底シート・培養土・肥料・取説●重量：
270g ●本体サイズ：ハート型ポット/φ110×120mm ●
パッケージサイズ：115×115×120mm ●パッケージ：化
粧箱 36個 

JPN75-35S

ぷっくりと可愛いハート形の実をつけるミニトマトの栽培
セット。※６月までの限定販売となります。

フローラルコンテナ スマイルサンフラワー　
（GD-434）

16P222

[税抜] \550

●材質：コンテナ/紙（防水加工） ●セット内容：コンテナ
・インナーポット・鉢底シート・培養土・種・取説●重量：
160g ●パッケージサイズ：92×105×105mm ●パッケー
ジ：裸 72個 

JPN75-35S

防水コンテナでミニヒマワリを育てる栽培セット。草丈15
～45cm程の小さくて可愛いミニヒマワリが育ちます。
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＜夏の味覚＞

ハーゲンダッツ スペシャルセット　（HD-
50S4）

16P231

[税抜] \5,000

●セット内容：ミニカップ110mL8個（バニラ×3、グリーン
ティー×3、マカデミアナッツ×2）・ラバーズコレクション
75mL6個（バニラ×2、ストロベリー×2、クッキー&クリー
ム×2）●パッケージサイズ：208×280×210mm ●パッ
ケージ：発泡容器 【卵・乳・小麦】 

JPN95-55S

直送品

誰もが大好きなハーゲンダッツのバラエティ豊かなスペ
シャルセット。＜冷凍便＞

ハーゲンダッツ ミニカップ8個セット　（HD-2
）

16P232

[税抜] \4,200

●セット内容：アイス110mL8個（バニラ×2・ストロベリー
×2・グリーンティー×2・マカデミアナッツ×2）●パッケー
ジサイズ：190×325×145mm ●パッケージ：発泡容器 【
卵・乳】 

JPN95-55S

直送品

誰もが大好きなフレーバーのミニカップを詰合せた人気
のセットです。＜冷凍便＞

銀座千疋屋 銀座フルーツジュレ　（0820096
）

16P233

[税抜] \5,000

●セット内容：ジュレ130g×12個（マンゴー&パッション
×3、ピーチ&グレープフルーツ×3、シトラスミックス×2、
アップル&オレンジ×2、トマト×2）●パッケージサイズ：
270×350×90mm ●パッケージ：化粧箱 

JPN05-65U

直送品

フルーツの美味しさをギュッと閉じ込めた、ジューシーな
果肉入りゼリーと、彩りが美しい2層ゼリーの詰合せです
。

銀座千疋屋 銀座ストレートジュース　（
0820103）

16P234

[税抜] \3,000

●セット内容：ジュース180mL6本（みかん×1、ぶどう×1
、りんご×1、グレープフルーツ×1、パイナップル×2）●
パッケージサイズ：285×200×65mm ●パッケージ：化
粧箱 

JPN05-65U

直送品

旬に収穫した果物をそのままジュースにしました。砂糖・
香料などを加えないストレートタイプです。

ジューシー果汁100％ジュースセット　（JU-
30）

16P235

[税抜] \3,000

●セット内容：果汁100％ジュース190ｇ27本（オレンジ×9
、アップル×9、ピンクグレープフルーツ×9）●パッケー
ジサイズ：335×510×57mm ●パッケージ：化粧箱 4個 

JPN85-45S

すっきり爽やか果汁１００％のジュースセットです。

ジューシー果汁100％ジュースセット　（JU-
20）

16P236

[税抜] \2,000

●セット内容：果汁100％ジュース190ｇ18本（オレンジ×6
、アップル×6、ピンクグレープフルーツ×6）●パッケー
ジサイズ：335×340×57mm ●パッケージ：化粧箱 6個 

JPN85-45S

すっきり爽やか果汁１００％のジュースセットです。

カルピス ３本セット　（CL-15B）

16P237

[税抜] \1,500

●セット内容：カルピス（白）470mL×3●パッケージサイ
ズ：260×213×70mm ●パッケージ：化粧箱 12個 【乳】 

JPN95-55T

みんなの笑顔があふれるカルピスがさわやかなひととき
をお届けします。

カルピス ２本セット　（CL-10B）

16P238

[税抜] \1,000

●セット内容：カルピス（白）470mL×2●パッケージサイ
ズ：260×143×70mm ●パッケージ：化粧箱 12個 【乳】 

JPN95-55T

みんなの笑顔があふれるカルピスがさわやかなひととき
をお届けします。
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麦茶やしの実５包　（UMU-YAS-0010）

16P239

[税抜] \100

●セット内容：麦茶ティーバッグ10g×5包●パッケージサ
イズ：110×160×38mm ●パッケージ：化粧箱 100個 

JPN80-40S

原料には厳選された大麦を使用し、無添加無着色で仕
上げました。水出し・煮出し両用。

そよ風の麦茶２包　（UMU-SOY-0010）

16P240

[税抜] \30

●セット内容：麦茶ティーバッグ10g× 2包●パッケージ
サイズ：90×145×10mm ●パッケージ：ＰＰ袋 300個 

JPN80-40S

原料には厳選された大麦を使用し、無添加無着色で仕
上げました。水出し・煮出し両用。

三輪素麺 手延べ三輪の白髭 細麺　（KB-
30S）

16P241

[税抜] \3,000

●セット内容：三輪そうめん50g16束●パッケージサイズ
：208×294×35mm ●パッケージ：木箱 10個 【小麦】 

JPN80-40U

麺匠松田作の早茹で50秒の手延べ細麺を蔵で一年以
上寝かせた（ひね）コシのある素麺です。

三輪素麺 手延べ三輪の白髭 細麺　（KB-
20J）

16P242

[税抜] \2,000

●セット内容：三輪そうめん50g12束●パッケージサイズ
：208×238×35mm ●パッケージ：木箱 14個 【小麦】 

JPN80-40U

麺匠松田作の早茹で50秒の手延べ細麺を蔵で一年以
上寝かせた（ひね）コシのある素麺です。

そうめん 感謝をこめて　（KSK-80K）

16P243

[税抜] \800

●セット内容：そうめん250ｇ×2袋●パッケージサイズ：
200×190×22mm ●パッケージ：化粧箱 20個 【小麦】 

JPN60-20U

そうめんに適した小麦粉と瀬戸内の海水塩を使用して作
りました。ソフトで弾力感がありコシがあります。

そうめん 感謝をこめて　（KSK-40K）

16P244

[税抜] \400

●セット内容：そうめん250ｇ●パッケージサイズ：
196×108×20mm ●パッケージ：化粧箱 40個 【小麦】 

JPN60-20U

そうめんに適した小麦粉と瀬戸内の海水塩を使用して作
りました。ソフトで弾力感がありコシがあります。

生活食房 夏の涼味　（SS-20）

16P245

[税抜] \2,000

●セット内容：凍らせてスムージーシャーベット6個・手延
素麺 揖保乃糸2束・涼風そうめん（50g×3束）×2・カルピ
スピースボトル470mL●重量：1.9kg ●パッケージサイズ
：240×360×75mm ●パッケージ：化粧箱 6個 【乳・小麦
】 

JPN93-53S

冷凍庫で凍らせて食べるスムージー風アイスデザートと
カルピス、そうめんのセットです。

生活食房  夏の涼味　（SS-15）

16P246

[税抜] \1,500

●セット内容：凍らせてスムージーシャーベット6個・手延
素麺 揖保乃糸2束・涼風そうめん（50ｇ×3束）×2●重量
：1.3kg ●パッケージサイズ：250×290×75mm ●パッケ
ージ：化粧箱 8個 【小麦】 

JPN93-53V

冷凍庫で凍らせて食べるスムージー風アイスデザートと
そうめんのセットです。

熟果ゼリーギフト10個　（FM-8）

16P247

[税抜] \800

●セット内容：ゼリー52ｇ10個（グレープ×2、オレンジ×2
、メロン×2、ピーチ×2、ストロベリー×2）●パッケージ
サイズ：297×165×60mm ●パッケージ：化粧箱+包装
済 12個 

JPN78-38U

口に含んだ瞬間ゼリーの中から甘酸っぱい果汁の美味
しさが広がります。※包装状態でお届けします。
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BOX熟果ゼリーアソート　（JK-6）

16P248

[税抜] \500

●セット内容：ゼリー52g6個（オレンジ×2・ストロベリー・
グレープ・メロン・ピーチ）●パッケージサイズ：
180×165×110mm ●パッケージ：化粧箱 20個 【乳】 

JPN78-38T

口に含んだ瞬間にゼリーの中から甘酸っぱい果汁の美
味しさが広がります。

金魚すくい飴　（AR0211050）

16P249A A/桃色

[税抜] \250

●セット内容：キャンディ5個（20ｇ）●パッケージサイズ：
140×100×7.5mm ●パッケージ：ＰＰ袋 100個 

JPN75-35T

夏の縁日・金魚すくいをイメージしたデザインのプチギフ
ト。涼しげな金魚の飴（レモン味）が5粒入っています。

金魚すくい飴　（AR0211051）

16P249B B/空色

[税抜] \250

●セット内容：キャンディ5個（20ｇ）●パッケージサイズ：
140×100×7.5mm ●パッケージ：ＰＰ袋 100個 

JPN75-35T

夏の縁日・金魚すくいをイメージしたデザインのプチギフ
ト。涼しげな金魚の飴（レモン味）が5粒入っています。
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＜夏のイベントセット＞

ひえひえクールアイテムプレゼント１００人
用　（6704）

16P256

[税抜] \28,500

●セット内容：特等 メリートアイスクリームメーカー1コ・1
等 クールステンレスボトル2コ・2等 ノンバッテリーエコフ
ァン3コ・3等 スリムガラスポット6コ・4等 マルチクーラー
バッグ8コ・5等 花王バブ（クールミント）80コ・抽選くじ100
枚・抽選箱1コ・明細表1枚●パッケージ：発送用段ボー
ル箱 

CHN75-35U

直送品

ひえひえクールアイテムプレゼント５０人用
　（6703）

16P257

[税抜] \22,000

●セット内容：特等 メリートアイスクリームメーカー1コ・1
等 クールステンレスボトル2コ・2等 ノンバッテリーエコフ
ァン3コ・3等 スリムガラスポット4コ・4等 マルチクーラー
バッグ5コ・5等 花王バブ（クールミント）35コ・抽選くじ50
枚・抽選箱1コ・明細表1枚●パッケージ：発送用段ボー
ル箱 

CHN75-35U

直送品

夏の涼味抽選会（ポップ付）５０人用

16P258

[税抜] \15,480

●セット内容：特等 生活食房夏の涼味1本・1等 凍らせ
てスムージーシャーベット3本・2等 カルピスピースボトル
470mL4本・3等 涼風そうめん10本・4等 オレンジジュー
ス32本・抽選くじ50枚・抽選箱1コ・ポップ1枚●パッケー
ジ：発送用段ボール箱 【乳・小麦】 

JPN93-53V

直送品

夏の涼味抽選会（ポップ付）３０人用

16P259

[税抜] \10,800

●セット内容：特等 生活食房夏の涼味1本・1等 凍らせ
てスムージーシャーベット2本・2等 カルピスピースボトル
470mL3本・3等 涼風そうめん5本・4等 オレンジジュース
19本・抽選くじ30枚・抽選箱1コ・ポップ1枚●パッケージ：
発送用段ボール箱 

JPN93-53U

直送品

イベントセット 花火まつりA 200人用

16P260

[税抜] \25,000

●セット内容：特大 1本・1等コミックアニマルNo.2 3本・2
等なかよし花火500 6本・3等なかよし花火200 10本・4等
なかよし花火100 30本・5等ロング花火 50本・6等まつり 
100本・抽選くじ200枚・抽選箱1コ・ディスプレイ箱1コ●パ
ッケージ：発送用段ボール箱 

CHN73-33Y

[品]SFマーク 

イベントセット 花火まつりB 100人用

16P261

[税抜] \19,000

●セット内容：特等得用広場で遊ぼう 1本・1等広場で遊
ぼう 2本・2等なかよし花火300 5本・3等なかよし花火
200 10本・4等なかよし花火100 22本・5等まつり 60本・
抽選くじ100枚・抽選箱1コ・ディスプレイ箱1コ●パッケー
ジ：発送用段ボール箱 

CHN73-33W

[品]SFマーク 

夏祭り縁日プレゼント１００人用

16P262

[税抜] \26,000

●材質：竹･紙･プラ ●セット内容：1等お面10コ・2等竹水
鉄砲10コ・3等うちわ10コ・4等紙フーセンセット10コ・5等
水玉フーセン10コ・6等花火10コ・7等竹トンボ10コ・8等シ
ャボン玉10コ・9等吹上風車10コ・10等金魚つり10コ・抽
選くじ100枚・付属品●パッケージ：発送用段ボール箱 

JPN80-40T

直送品

エアーキャラクターいろいろプレゼント１００
人用　（1187-01）

16P263

[税抜] \19,000

●セット内容：当たり/キャラクター商品10コ・ハズレ/動
物パンチボール95コ（内予備5コ）・プール1コ・ハンドポン
プミニ1コ・抽選くじ100枚・抽選箱1コ●パッケージ：発送
用段ボール箱 

CHN78-38V

直送品
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千本つり大会花火キット50人用（本体＋景
品）　（6226）

16P264

[税抜] \34,000

●材質：キット/紙・PP・発泡スチロール ●機能：組立式 
●セット内容：千本つりキット・花火アソート50コ●重量：
花火/3.96kg・千本つりキット/6kg ●本体サイズ：フレー
ム組立時/1530×900×590mm ●パッケージサイズ：花
火/445×330×175mm・千本つりキット
/665×950×110mm ●パッケージ：発送用段ボール箱2
個口 

JPN83-43S

直送品

ヒモ先のＳ管に景品をセットする千本つり大会のフレー
ムと花火景品50個をセットしました。

ジャンボラッキーパンチBOXサマーキット72
人用（本体＋景品）　（6238）

16P265

[税抜] \19,200

●機能：組立式 ●セット内容：ジャンボラッキーパンチボ
ックス1コ・交換用破り紙6枚・サマーグッズアソート72コ
●本体サイズ：パンチボックス/600×900×280mm ●パ
ッケージ：発送用段ボール箱2個口 

CHN85-45U

直送品

パンチをして景品をつかみどりするパンチボックスと夏物
景品72個をセットしました。

つり大会用サマーキット60人用（本体＋景
品）　（6550）

16P266

[税抜] \26,000

●セット内容：釣り箱1コ・釣り竿3本・サマーグッズアソー
ト60コ●本体サイズ：釣り箱/580×900×450mm ●パッ
ケージ：発送用段ボール箱2個口 

CHN85-45U

直送品

マグネット釣竿で景品を吊り上げるつり大会キットと夏物
景品60個をセットしました。

キャラクタースーパーボール すくい大会 
250コ入　（1179-01）

16P267

[税抜] \22,000

●材質：PVC ●セット内容：ミックススーパーボールφ
22mm 130コ・コミカルボール 60コ・キャラクターボール小
 40コ・キャラクターボール大 20コ・おわん 10コ・ワンタッ
チ枠 20コ・替え紙300枚・透明プール（φ80cm）1コ・BBポ
ンプ1コ●パッケージ：発送用段ボール箱 

CHN75-35S

直送品

ヨーヨーつり大会 200人～400人用

16P268

[税抜] \19,700

●材質：天然ゴム ●セット内容：らくらくヨーヨーセットパ
ッチン付（100P）4コ・ジャンボプール（120×95cm）1コ・エ
アーポンプ（小）1コ・レジャーシート(1帖用)2枚●パッケ
ージ：発送用段ボール箱 

JPN73-33V

[品]ヨーヨーセット/STマーク 

ヨーヨーつり大会 150人～300人用

16P269

[税抜] \14,500

●材質：天然ゴム ●セット内容：らくらくヨーヨーセットパ
ッチン付（100P）3コ・ジャンボプール（120×95cm）1コ・エ
アーポンプ（小）1コ・レジャーシート(1帖用)2枚●パッケ
ージ：発送用段ボール箱 

JPN73-33V

[品]ヨーヨーセット/STマーク 

どうぶつパンチボール１０柄アソート（５０Ｐ）

16P270

[税抜] \4,500

●材質：PVC ●重量：840ｇ ●本体サイズ：1個
/170×170mm ●パッケージ：ＰＰ袋 600個 

JPN73-33V

すくい大会の追加用パンチボールです。

超らくらくヨーヨーセット（１００Ｐ）

16P271

[税抜] \4,440

●材質：天然ゴム ●セット内容：ヨーヨーバルーン100コ・
ループ付糸ゴム100本・らくらくポンプ1本・セットつり針
100コ・パッチンクリップ100コ・スタンド1コ・サイズゲージ1
枚●重量：500ｇ ●パッケージサイズ：165×300×60mm 
●パッケージ：化粧箱 30個 

JPN78-38V

すくい大会の追加用ヨーヨーです。糸ゴムの輪っかとつり
針・つり紙がセットされているので、作業不要で手間要ら
ずです。
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＜リオオリンピック
(8/5～21)＞

V-メダルタオル

16P276A A/賞

[税抜] \360

●材質：綿100% ●セット内容：HT●重量：28g ●本体サ
イズ：圧縮サイズ/φ60×9mm・HT/250×250mm ●パッ
ケージサイズ：125×60×9mm ●パッケージ：ＰＰ袋 300
個 ●名入：台紙/0-24-17-300-カラーコピー ●名入サ
イズ：15×50mm 

CHN70-30S

大会やイベントの記念品に 適。ハンドタオルをコイン型
にした、本物のメダルのような圧縮タオルです。水につけ
るか、手でほぐすとすぐに使用できます。

V-メダルタオル

16P276B B/王冠

[税抜] \360

●材質：綿100% ●セット内容：HT●重量：28g ●本体サ
イズ：圧縮サイズ/φ60×9mm・HT/250×250mm ●パッ
ケージサイズ：125×60×9mm ●パッケージ：ＰＰ袋 300
個 ●名入：台紙/0-24-17-300-カラーコピー ●名入サ
イズ：15×50mm 

CHN70-30S

大会やイベントの記念品に 適。ハンドタオルをコイン型
にした、本物のメダルのような圧縮タオルです。水につけ
るか、手でほぐすとすぐに使用できます。

V-メダルタオル

16P276C C/ランナー

[税抜] \360

●材質：綿100% ●セット内容：HT●重量：28g ●本体サ
イズ：圧縮サイズ/φ60×9mm・HT/250×250mm ●パッ
ケージサイズ：125×60×9mm ●パッケージ：ＰＰ袋 300
個 ●名入：台紙/0-24-17-300-カラーコピー ●名入サ
イズ：15×50mm 

CHN70-30S

大会やイベントの記念品に 適。ハンドタオルをコイン型
にした、本物のメダルのような圧縮タオルです。水につけ
るか、手でほぐすとすぐに使用できます。

金メダルメモ 60枚　（JYG01-01）

16P277

[税抜] \350

●材質：紙 ●重量：27g ●本体サイズ：80×78×6mm 
●パッケージサイズ：85×86×8mm ●パッケージ：ポリ
袋 250個 

JPN75-35S

金色に輝くメモ帳。イベントや運動会・オリンピック向けの
粗品に！3,000個からオリジナル表紙が作れます。

金メダルティッシュ　（7193）

16P278

[税抜] \200

●材質：再生紙100％ ●セット内容：ティッシュペーパー
10枚●パッケージサイズ：120×120×22mm ●パッケー
ジ：裸 100個 

JPN75-35S

先端のリボン(43cm)を引き出して、首から下げられます。

熱血応援タオル　（SF4054）

16P279 指定不可

[税抜] \500

●材質：綿100% ●セット内容：スポーツタオル●重量：
122g ●本体サイズ：340×1000mm ●パッケージサイズ
：365×130×25mm ●パッケージ：ＰＰ袋 100個 

CHN80-40S

好きな言葉で熱血応援！熱い言葉がプリントされた熱血
応援タオルです。大量の汗をかいてもしっかり吸収する
大きめのサイズです。

ＧＯ!!ＪＡＰＡＮ（トイレットペーパー）　（2793）

16P280

[税抜] \100

●材質：再生紙100％ ●本体サイズ：97×97×115mm（
114mm×30mW) ●パッケージ：巻紙 100個 

JPN75-35W

再生紙を100%使用しています。

ニッポンフレフレ茶茶茶　（NC-10）

16P281

[税抜] \100

●セット内容：煎茶ティーパック1g×3●パッケージサイ
ズ：78×105×5mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個
 

JPN80-40U

受験や試合の応援にお勧め！ユニークな名前のお茶ノ
ベルティです。
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地球儀・天球儀　（KG-200CE）

16P282

[税抜] \10,000

●材質：ABS ●機能：電池寿命/約35時間 ●セット内容
：取説・保証書●重量：470g ●電源：単3×3（別） ●本
体サイズ：220×200×280mm ●パッケージサイズ：
205×205×300mm ●パッケージ：化粧箱 6個 

CHN75-35S

明るい時は地球儀、暗くなるとセンサーで光る天球儀の
1台2役。行政地図を採用し、レリーフ併用により地形の
様子もわかる本格派。

学研 世界の国旗かるた　（Q750257）

16P283

[税抜] \1,000

●材質：紙 ●重量：240g ●パッケージサイズ：
185×24×115mm ●パッケージ：化粧箱 30個 

JPN85-45S

※パッケージに価格表示があります。 

オリンピックやワールドカップなどでよく目にする国旗や
、デザインに特徴のある国旗が48ヶ国分入っています。

ワールドフラッグズB-2　（2887）

16P284

[税抜] \160

●材質：オレフィン ●セット内容：絆創膏M×10●重量：
10.3g ●本体サイズ：19×72mm ●パッケージサイズ：
94×62×15mm ●パッケージ：化粧箱 250個 ●名入：箱
/45-6-17-1000-K ●名入サイズ：13×52mm 

JPN70-30S

[法]一般医療機器_15B3X10004000010 

国旗柄がプリントされた絆創膏です。
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＜防災の日＞

尾西のごはんシリーズ（12食+保存水）　（
SE×12DW）

16P291B B/和風洋風組合せ

[税抜] \5,250

●材質：アルファ米 ●機能：保存5年 ●セット内容：五目
ごはん×3、わかめごはん×3、ドライカレー×3、チキン
ライス×3、長期保存水500mL×6●パッケージサイズ：
216×317×226mm ●パッケージ：段ボール箱 2個 

JPN98-58U

お湯を入れて１５分、水を入れても６０分でご飯ができる
アルファ米。スプーン付で食器の準備は不要。４人家族
１日分をセットしました。

オフィス用非常食セット

16P292

[税抜] \1,650

●材質：アルファ米 ●機能：保存5年 ●セット内容：五目
ごはん×1・わかめごはん×1・ドライカレー×1・長期保
存水500mL×2●パッケージサイズ：250×310×77mm 
●パッケージ：化粧箱 10個 

JPN00-60U

お湯を入れて１５分、水を入れても６０分でご飯ができる
アルファ米。スプーン付で食器の準備は不要。会社での
収納に便利なＡ４サイズ。

尾西のアルファ米　（501SE）

16P293A A/五目ごはん

[税抜] \340

●機能：保存5年 ●セット内容：スプーン●パッケージサ
イズ：152×160×70mm ●パッケージ：裸 50個 

JPN90-50S

常温で保存ができ、お湯を入れて１５分、水を入れても６
０分でご飯ができるアルファ米。

尾西のアルファ米　（101SE）

16P294A A/白飯

[税抜] \280

●機能：保存5年 ●セット内容：スプーン●パッケージサ
イズ：70×160×152mm ●パッケージ：裸 50個 

JPN90-50S

常温で保存ができ、お湯をいれて１５分、水を入れても６
０分でご飯ができるアルファ米。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン 4缶
セット　（321214）

16P295

[税抜] \2,000

●機能：保存3年 ●セット内容：キャラメル・ミルク・チョコ
レート・イチゴ各168g●本体サイズ：φ76×112mm ●パ
ッケージサイズ：128×314×82mm ●パッケージ：化粧
箱 6個 【卵・乳・小麦】 

JPN88-48V

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。３年
保存可能。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン 2缶
セット　（321307）

16P296

[税抜] \1,000

●機能：保存3年 ●セット内容：チョコレート・イチゴ各
168g●本体サイズ：φ76×112mm ●パッケージサイズ：
128×153×82mm ●パッケージ：化粧箱 12個 【卵・乳・
小麦】 

JPN90-50U

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。３年
保存可能。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン　（
321195）

16P297B B/ミルク

[税抜] \500

●機能：保存3年 ●重量：168g ●本体サイズ：φ
76×112mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45V

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。３年
保存可能。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン　（
321197）

16P297C C/チョコレート

[税抜] \500

●機能：保存3年 ●重量：168g ●本体サイズ：φ
76×112mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45V

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。３年
保存可能。
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あんしん水 500mL 1ケース24本入

16P298

[税抜] \6,000

●材質：温泉水 ●機能：保存10年 ●本体サイズ：φ
60×205mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 

JPN88-48U

直送品

加熱殺菌処理を行い10年の長期保存が可能になりまし
た。防腐剤は一切使用しておりません。

災備17点セット　（AA-70RS）

16P299

[税抜] \7,000

●セット内容：リュック・ランタンライト・防寒シート・防寒レ
インコート・ホイッスル・保存水（日本）・簡易トイレ2コ（日
本）・給水袋3L（日本）・絆創膏（日本）・首枕・アイマスク・
耳栓・スリッパ・軍手・圧縮おしぼり4P・防災用ウエットテ
ィッシュ（日本）・カイロ3コ（日本）・取説●本体サイズ：リ
ュック/397×270×170mm ●パッケージサイズ：
222×160×270mm ●パッケージ：無地箱 12個 

CHN70-30S

バッグにこだわった防災セット。非難時には背負えるリュ
ックに防災グッズをセットしました。

帰宅支援7点セット　（AB-35）

16P300

[税抜] \3,500

●材質：バッグ/ポリエステル ●セット内容：ボディバッグ
・防寒シート・ホイッスル・保存水（日本）・簡易トイレ（日
本）・圧縮おしぼり4P・カイロ（日本）・取説●重量：916g 
●本体サイズ：バッグ/350×190×100mm ●パッケージ
サイズ：305×237×96mm ●パッケージ：化粧箱 20個 
●名入：バッグ/70-120-17-20-S ●名入サイズ：
20×50mm 

CHN70-30S

東京都帰宅困難者対策条例による帰宅可能者支援を意
識したセットです。書棚や事務机に保管できるサイズで
す。

チャージャーライト付 ソーラーダイナモラジ
オ　（BF246）

16P301

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：LEDライト1灯・AM/FMラジオ・モバ
イルチャージャー（iPhone、スマホ、携帯電話） ●セット
内容：充電ケーブル・プラグ（MicroUSB）・取説・保証書
●重量：245g ●電源：ソーラー・ダイナモ・USB ●本体
サイズ：75×130×45mm ●パッケージサイズ：
100×190×50mm ●パッケージ：プラケース 30個 ●名
入：80-60-16-100-P ●名入サイズ：8×35mm 

CHN75-35S

ソーラー・ダイナモ・USBから蓄電が可能なラジオ・LEDラ
イト・モバイルチャージャー。お手持ちの純正ケーブルでｉ
Phone6への充電も可能です。

AM/FM デスクラジオ　（6480）

16P302

[税抜] \2,500

●材質：ABS ●機能：AM/FMラジオ（FM76-108MHz）・イ
ヤホンジャック ●セット内容：取説・保証書●重量：300g 
●電源：単3×3（別） ●本体サイズ：154×43×99mm ●
パッケージサイズ：180×55×110mm ●パッケージ：化
粧箱 24個 ●名入：60-60-16-100-S ●名入サイズ：
10×100mm 

CHN70-30S

ＦＭ補完放送対応（ワイドＦＭ対応）。ＡＭラジオが入りに
くいところでも、ＦＭ放送でＡＭラジオの番組が聴けるよう
になりました。

リバーシブルアルミブランケット　（5106）

16P303

[税抜] \300

●材質：アルミ・PET ●重量：56g ●本体サイズ：
1400×2200mm ●パッケージサイズ：140×95×20mm 
●パッケージ：ポリ袋 200個 

CHN65-25U

非常時・災害時の防寒用シートです。銀面は外側に向け
ると熱と光を反射し、金面は熱と光を吸収する為、両面
を使い分けができます。

エマージェンシーブランケット　（S2126）

16P304

[税抜] \150

●材質：アルミ蒸着PET ●重量：48g ●本体サイズ：
2200×1400mm ●パッケージサイズ：115×85×25mm 
●パッケージ：ポリ袋 200個 

CHN70-30U

災害時やアウトドアで活躍するアルミブランケットです。
非常用防水シートや保温シートとして。

緊急簡易トイレ（1回用）　（T-220）

16P305

[税抜] \220

●材質：PE ●セット内容：トイレ袋・処理袋・凝固剤●重
量：48g ●本体サイズ：トイレ袋/650×550mm・処理袋
/180×450mm ●パッケージサイズ：100×150×13mm 
●パッケージ：ポリ袋 400個 ●名入：台紙/60-6-17-
400-K ●名入サイズ：10×45mm 

JPN70-30S

非常時の水が使えない場合の簡易トイレ。バケツなどに
かぶせても使えます。厚めの袋なので漏れにくく、消臭
効果のあるウッドパウダー入凝固剤を使用。
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＜敬老の日＞

マーカーマグ（大）　（27006）

16P311

[税抜] \1,360

●材質：磁器 ●セット内容：専用マーカー６色（黒、赤、
青、ピンク、黄、緑）●容量：350mL ●本体サイズ：φ
80×95mm ●パッケージサイズ：119×124×84mm ●パ
ッケージ：化粧箱 30個 

CHN70-30S

世界に一つだけのオリジナルマグを作ろう！専用マーカ
ーで描いてカップを沸騰したお湯に入れると、イラストが
15分ほどで定着します。

ひとことゆのみ　（AR0604042）

16P312A A/ありがとう

[税抜] \700

●材質：陶器 ●重量：205g ●容量：180mL ●本体サイ
ズ：90×φ65mm ●パッケージサイズ：95×75×75mm 
●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN75-35T

温かいメッセージの入ったゆのみ。大切な方への贈り物
に気持ちを込めて。

ひとことゆのみ　（AR0604044）

16P312B B/お疲れさま

[税抜] \700

●材質：陶器 ●重量：205g ●容量：180mL ●本体サイ
ズ：90×φ65mm ●パッケージサイズ：95×75×75mm 
●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN75-35T

温かいメッセージの入ったゆのみ。大切な方への贈り物
に気持ちを込めて。

ひとことゆのみ　（AR0604045）

16P312C C/感謝

[税抜] \700

●材質：陶器 ●重量：205g ●容量：180mL ●本体サイ
ズ：90×φ65mm ●パッケージサイズ：95×75×75mm 
●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN75-35T

温かいメッセージの入ったゆのみ。大切な方への贈り物
に気持ちを込めて。

シャープ 振り込め詐欺対策機能付 電話機
　（JDAT80CL）

16P313

[税抜] \22,000

●材質：ABS ●機能：詐欺対策強化機能・聞いてから応
答・親機/3.9型大型液晶・親機子機/漢字表示 ●セット
内容：親機・子機・取説・保証書●重量：親機/620g ●電
源：AC100V ●本体サイズ：親機/212×160×74mm・子
機/28×48×177mm ●パッケージサイズ：
258×74×356mm ●パッケージ：化粧箱 1個 

CHN83-43U

[法]PS-Eマーク 

振り込め詐欺被害ゼロを目指す！7つの欺対策強化機
能付電話。見やすく使いやすい大型液晶と大型ボタンを
採用。

ツインバード 手元スピーカー機能付 3バン
ドラジオ　（AV-J125W）

16P314

[税抜] \15,000

●材質：ABS・シリコンゴム ●機能：テレビ音声・AM/FM 
●セット内容：手元スピーカー用ケーブル5m・取説・保証
書●重量：560g ●電源：単3×4（別）・AC100V（アダプタ
ー別） ●本体サイズ：80×200×150mm ●パッケージサ
イズ：145×235×160mm ●パッケージ：化粧箱 8個 

CHN80-40U

ワンセグTV音声/FM/AMの3バンド受信、テレビ音声が
聞ける手元スピーカー機能付ラジオ。シニアの方にうれ
しい設計です。

みまもりベル　（SJ-A88）

16P316

[税抜] \800

●材質：本体/SPC（冷間圧延鋼板） ●セット内容：消音
ゴム●重量：23g ●本体サイズ：35×80×27mm ●パッ
ケージサイズ：75×150×40mm ●パッケージ：ＰＰ袋 
100個 ●名入：60-36-17-200-P ●名入サイズ：
18×18mm 

JPN80-40W

きれいな音で自分の居場所を周りに知らせるみまもりベ
ル。消音用ゴム付きで簡単に音を小さくできます。

ルック拡大レンズ付つめ切り　（NCL-5）

16P317 指定不可

[税抜] \500

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ABS・アクリル ●機能：拡
大レンズ ●重量：95g ●本体サイズ：つめ切り
/105×30×20mm・レンズ/φ40×65mm ●パッケージサ
イズ：110×45×45mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●
名入：50-12-17-300-H ●名入サイズ：5×50mm 

KOR70-30S

爪がよく見える拡大レンズ付。レンズだけでもルーペとし
て使用できます。
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軽着火ライター補助具CK　（AFL-06）

16P318

[税抜] \500

●材質：ABS ●機能：ＣＲチャッカマン専用のライター着
火補助具・安全ストッパー付 ●セット内容：取説●重量：
30g ●本体サイズ：53×49×118mm ●パッケージサイ
ズ：55×150×40mm ●パッケージ：化粧箱 100個 

JPN70-30S

ＣＲチャッカマン専用のライター着火補助具です。テコの
原理で楽に着火ができます。

お薬手帳カバー　（HC-500DW）

16P319

[税抜] \500

●材質：PVC ●本体サイズ：162×110×6mm ●パッケ
ージサイズ：170×119×7mm ●パッケージ：ＰＰ袋 200
個 ●名入：70-36-17-200-S ●名入サイズ：20×50mm 

JPN70-30S

保険証ポケットや診察券＆カードポケットなど使える工
夫が盛りだくさんの窓付きおくすり手帳カバーです。

保険証・カードケース　（HC-380）

16P320

[税抜] \380

●材質：PVC・PP ●重量：58g ●本体サイズ：
140×115×9mm ●パッケージサイズ：
143×130×10mm ●パッケージ：ＰＰ袋 200個 ●名入：
70-36-17-200-S ●名入サイズ：20×50mm 

JPN70-30S

保険証や診察券、介護保険証などをまとめて整理する
のに便利です。
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＜秋の交通安全
(9/21～30)＞

３ＬＥＤ前カゴクリップライト  黒　（AKU-
4304BK）

16P326

[税抜] \1,600

●材質：ABS・AS ●機能：防水・点灯切替/３灯点灯、１
灯点滅 ●セット内容：取説●重量：61g ●電源：単4×3（
別） ●本体サイズ：52×84×60mm ●パッケージサイズ
：91×210×61mm ●パッケージ：ブリスター 50個 

CHN60-20S

光がカゴや荷物に邪魔されない前カゴ取り付けタイプの
自転車用ライト。夜間も安全で快適に走行できます。３灯
点灯約２００時間、１灯点滅の２段階切替。

光るアームバンド　（SJ-75）

16P327 指定不可

[税抜] \750

●材質：シリコン ●重量：44g ●電源：CR2032×2（内） 
●本体サイズ：193×20×38mm ●パッケージサイズ：
200×45×25mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●名入：
60-36-17-200-P ●名入サイズ：8×60mm 

CHN70-30S

通勤・通学、ウォーキング・ジョギング・愛犬との散歩に。
ライトが点灯・点滅する新しいアームバンド。44gの軽量
級。

セーフティーフラッシュキーホルダー　（SJ-
20F）

16P328

[税抜] \300

●材質：PS ●機能：光り方3パターン ●重量：18g ●電
源：CR1220×2（内） ●本体サイズ：123×40×10mm ●
パッケージサイズ：130×45×13mm ●パッケージ：化粧
箱 600個 ●名入：60-36-17-200-P ●名入サイズ：
50×22mm 

CHN70-30S

ピカピカっと交通安全。ピッカーと懐中電灯。傘の柄に引
っ掛けられるので雨の日も安心。反射材素材なので電
池がなくなっても使用可能です。

マルチクリップリフレクター1P　（6503）

16P329 指定不可

[税抜] \200

●材質：PVC・マグネット ●セット内容：取説●重量：5g 
●本体サイズ：30×50×5mm ●パッケージサイズ：
55×60×6mm ●パッケージ：ポリ袋 500個 ●名入：60-
36-17-100-S ●名入サイズ：25×12mm 

CHN70-30S

フレキシブルに使えるマグネットクリップタイプのリフレク
ター。カバン、衣服、自転車など簡単に取り付けられます
。

交通安全すごろく　（2596）

16P330

[税抜] \640

●材質：紙 ●セット内容：ゲーム盤・カードシート●本体
サイズ：ゲーム盤/620×620mm ●パッケージサイズ：
225×320×3mm ●パッケージ：ＰＰ袋 100個 

JPN70-30S

すごろくで遊びながら交通ルールを覚えよう！

プレスタオル コイン型

16P331B B/交通安全

[税抜] \200

●材質：綿100% ●重量：23g ●本体サイズ：圧縮サイズ
/φ60×7mm・オシボリタオル/270×270mm ●パッケー
ジサイズ：75×75×7mm ●パッケージ：ＰＰ袋 300個 ●
名入：110-0-17-300-型押し ●名入サイズ：φ50mm 

VIE70-30S

白いオシボリタオルを圧縮し、「交通安全」の型押しをし
ました。水につけるか、手でほぐすとすぐに使用できます
。

啓発用トイレットペーパー

16P332K K/自転車ﾉ交通ﾙｰﾙ

[税抜] \120

●材質：再生紙100% ●本体サイズ：118×97×97mm（
114mm×30mW） ●パッケージ：巻紙 100個 

JPN70-30S

知っているとためになる予防方法や対策など、わかりや
すいイラストでお知らせする啓発用トイレットペーパー。
再生紙を100%使用。

エコ・直定規20 交通標識　（ECN-22K）

16P333

[税抜] \120

●材質：再生PET100% ●重量：10g ●本体サイズ：
35×210×1mm ●パッケージサイズ：38×210×1mm ●
パッケージ：ＰＰ袋 500個 ●名入：50-12-16-300-S ●名
入サイズ：20×60mm 

JPN70-30U

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合 

再生樹脂を100%使用したエコマーク認定の20cm定規に
、22種類の交通標識がプリントされています。



WEB サマーナウ２０１６

ミニ鯉のぼりセット

G996132

[税抜] \800

●材質：ポリエステル･PVC ●重量：48g ●本体サイズ：
鯉/150×500mm･棒/630mm ●パッケージ：裸 100個 

CHN40-00A

限定 10 コ

ペーパークラフト こいのぼり　（ﾌﾞ-619）

G996133

[税抜] \150

●材質：紙 ●機能：組立式 ●重量：100g ●パッケージ
サイズ：325×220×4mm ●パッケージ：ポリ袋 200個 

JPN40-00A

限定 130 コ

傘寿 特大ワンプッシュ開閉3段折傘

G997817

[税抜] \8,888

●材質：生地/ポリエステル100%・骨/鉄、アルミ・先/グラ
スファイバー ●機能：UVカット・自動開閉 ●セット内容：
取説●重量：490g ●本体サイズ：70cm×8本 ●パッケ
ージサイズ：65×392×65mm ●パッケージ：白箱（添） 
48個 

CHN40-00A

限定 26 コ
長寿祝いの決定版！傘寿ブランドがおくる、80歳お祝い
傘。

傘寿 ワンプッシュ開閉3段折傘

G997818

[税抜] \3,888

●材質：生地/ポリエステル100%・骨/鉄、アルミ・先/グラ
スファイバー ●機能：UVカット・自動開閉 ●セット内容：
取説●重量：325g ●本体サイズ：53cm×8本 ●パッケ
ージサイズ：65×392×65mm ●パッケージ：白箱（添） 
48個 

CHN40-00A

限定 4 コ
長寿祝いの決定版！傘寿ブランドがおくる、80歳お祝い
傘。

一重ガーゼコットンマフラー　（CM82）

362G2B B/ワイン

[税抜] \800

●材質：綿100% ●機能：UVカット ●重量：35g ●本体サ
イズ：250×1350mm ●パッケージサイズ：210×130mm 
●パッケージ：PP袋 300個 

JPN40-00A

限定 41 コ
ガーゼマフラーは軽くて紫外線対策にもなります。

冷感ストール サラひえ　（♯3030）

15F072

[税抜] \980

●材質：生地/クラレソフィスタ65%、ポリエステル35%・ポ
リマー/ポリアルアミド架橋物 ●重量：9g ●本体サイズ：
45×960×3mm ●パッケージサイズ：210×120×4mm 
●パッケージ：ヘッダー付ポリチャック袋 200個 

JPN40-00A

限定 192 コ
高機能ポリマーと冷感繊維ソフィスタのW効果で２４時間
首元からサラサラクール！パッケージはそのまま保水用
の簡易容器として使用できます。

ロゴス  クールスカーフ　（81690002）

14H085B B/グリーン

[税抜] \760

●材質：コットン･高分子吸収ポリマー ●機能：約30回使
用可能 ●重量：30g ●本体サイズ：50×1070mm ●パッ
ケージサイズ：210×70×10mm ●パッケージ：PP袋 300
個 

KOR40-00A

限定 9 コ
夏の暑さもこれで涼感。水に２〜３分浸して首に巻くと涼
しさが１２時間持続します。

ロゴス  クールスカーフ　（81690000）

14H085C C/オレンジ

[税抜] \760

●材質：コットン･高分子吸収ポリマー ●機能：約30回使
用可能 ●重量：30g ●本体サイズ：50×1070mm ●パッ
ケージサイズ：210×70×10mm ●パッケージ：PP袋 300
個 

KOR40-00A

限定 30 コ
夏の暑さもこれで涼感。水に２〜３分浸して首に巻くと涼
しさが１２時間持続します。
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