WEB サマーナウ２０１７

タニタ コンディションセンサー （TC-200GD）

エンペックス オールシーズン環境管理 温
度 湿度計 （TM-7481K）

17W001

17W002

CHN80-40U

JPN75-35U

[税抜] \5,000

[税抜] \3,500

●材質：耐熱ABS･PMMA ●機能：熱中症危険性を5段
階（イラスト、ブザー音）･ブザー音量3段階切替（大、小、
無）･黒球式 ●セット内容：取説・保証書●重量：65g ●
電源：モニターCR2032×1(添) ●本体サイズ：
36×58x108mm ●パッケージサイズ：
467×100×162mm ●パッケージ：ブリスター 24個

●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

熱中症の危険性をイラストとブザー音でお知らせ。屋外・
直射日光の下でも携帯型コンディションセンサーです。

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。

エンペックス 熱中症注意 （TM-9781）

スマイルクロック（快適度指数表示付） （
6139）

塩あめ２種類 詰め合わせ

17W003

17W004

17W005

＜熱中症対策の日
（5/5）＞

JPN70-30S

CHN70-30S

JPN90-50U

[税抜] \1,800

[税抜] \1,000

[税抜] \400

●材質：PS ●機能：温度計・熱中症注意目安 ●セット
内容：保証書●重量：80g ●本体サイズ：
94×150×35mm ●パッケージサイズ：
171×171×37mm ●パッケージ：ブリスター 36個 ●名
入：70-72-16-50-S ●名入サイズ：12×70mm

●材質：ABS ●機能：時計･温度計･湿度計･快適度指数
表示マーク ●セット内容：取説●重量：70g ●電源：単
4×1(別) ●本体サイズ：120×70×20mm ●パッケージ
サイズ：125×75×22mm ●パッケージ：化粧箱 80個 ●
名入：60-42-16-200-P ●名入サイズ：6×40mm

●セット内容：塩梅あめ130g･塩れもんキャンディ100g●
パッケージサイズ：200×150×60mm ●パッケージ：PP
袋 50個

単針で熱中症注意の目安を見やすく表示。アナログ式で
電池いらずの環境にやさしい商品です。

一目で現在の快適度が分かる（２段階）多機能時計です
。

暑い夏の塩分補強に最適です。

アイス＆ウォームバッグ （6705）

熱中症対策てぬぐい （6824）

熱中症予防カード （NC-15）

17W006

17W007

17W008

CHN65-25S

CHN65-25S

JPN65-25V

[税抜] \450

[税抜] \300

[税抜] \150

●材質：PP･PVC･ポリエステル･アルミ ●セット内容：取
説●重量：62g ●本体サイズ：145×145×64mm ●パッ
ケージサイズ：180×160×40mm ●パッケージ：PP袋
120個 ●名入：70-36-16-100-P ●名入サイズ：Φ
45mm

●材質：綿 ●セット内容：取説●重量：38g ●本体サイ
ズ：350×1000mm ●パッケージサイズ：
185×120×15mm ●パッケージ：ポリ袋 200個 ●名入：
70-60-17-100-S ●名入サイズ：12×60mm

●材質：紙･表面PP樹脂貼り加工 ●機能：簡易温度計
●重量：2g ●本体サイズ：55×85mm ●パッケージサイ
ズ：60×90mm ●パッケージ：PPカードケース 400個 ●
名入：40-12-16-200-K ●名入サイズ：45×75mm

急な発熱、頭痛、歯痛にはもちろん、ケガした時の痛み
や腫れを抑えたり、クールダウンや熱中症予防にもなり
ます。

熱中症について役立つヒントをプリントした手拭いです。

持ち歩きが出来、熱中症予防に役立ちます。裏面に名
入れスペースが広くＰＲ効果が大きいです。
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スピンフィッシングゲーム （058858）

スーパーけん玉 （08393）

17W011

17W012

CHN90-50S

CHN80-40S

[税抜] \2,980

[税抜] \1,800

●材質：HIPS・PP・ポリエステル･紙 ●機能：対象年齢:4
歳以上 ●セット内容：取説●重量：1.2Kg ●電源：単
2×2(別) ●本体サイズ：255×285×60mm ●パッケージ
サイズ：385×292×80mm ●パッケージ：化粧箱 12個

●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

[品]STマーク

＜子どもの日＞

動き回る魚を釣っちゃおう！

光る！音が鳴る！曲の演奏もできる！新世代のエンタ
ーテイメントけん玉。

お米のねんど 9色セット （462-036）

シヤチハタ コロピカどろだんご 制作キット
（TMN-SHHD1）

水ピストル ダブルショット （000013590）

17W013

17W014

17W015

CHN80-40W

JPN80-40S

CHN80-40V

[税抜] \600

[税抜] \500

[税抜] \140

●材質：米粉・水・塩分 ●セット内容：ねんど30g（赤、黄
、緑、青、ピンク、オレンジ、茶、白、黒）各1●パッケージ
サイズ：217×182×36mm ●パッケージ：化粧箱 36個

●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

●材質：PS･PP･PE･EVA ●機能：飛距離:約5m ●重量：
50g ●容量：タンク:100cc ●パッケージサイズ：
40×165×240mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 240
個

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！

カッコイイ水ピストルです。

[品]STマーク
お米でつくった安心素材。色がきれい、やわらかい、乾き
にくいお米のねんどです。

水ピストル インフィニティ （000013610）
17W016

CHN80-40V

[税抜] \120
●材質：PS･PP･PE ●機能：飛距離:約4m ●重量：35g
●容量：タンク:80cc ●パッケージサイズ：
35×150×215mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 240
個

カッコイイ水ピストルです。
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アンナエミリア マグ（Thank you） （519422923）

ハリオ リーフティーポット・ピュア （CHEN36T）

17W021

17W022

JPN80-40U

CHN65-25Y

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

●材質：ボーンチャイナ ●セット内容：取説●容量：
340mL ●本体サイズ：Φ90×88mm ●パッケージサイズ
：95×115×100mm ●パッケージ：化粧箱 24個

●材質：本体、フタ:耐熱ガラス･茶こし:ステンレス ●機能
：電子レンジ対応可（茶こし以外） ●セット内容：取説●
重量：300g ●容量：360mL ●本体サイズ：
133×101×118mm ●パッケージサイズ：
115×105×125mm ●パッケージ：化粧箱 24個

「ありがとう」の気持ちを伝えるなら、花束のようなマグカ
ップを。母の日やお世話になった方への贈り物にどうぞ
。

茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすい様に
大きく長い茶こしが付いてます。

プリザーブドフラワー バスケット （F2780）

プリザーブドフラワー バスケット （F2781）

プリザーブドフラワー プレムアミムホワイト
A （F2789）

17W023A A/レッド

17W023B B/ピンク

17W024

＜母の日＞

CHN75-35S

CHN75-35S

CHN75-35S

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,600

●材質：プリザーブドフラワー ●セット内容：取説●重量
：170g ●本体サイズ：85×85×100mm ●パッケージサ
イズ：80×100×140mm ●パッケージ：クリアケース 50
個

●材質：プリザーブドフラワー ●セット内容：取説●重量
：170g ●本体サイズ：85×85×100mm ●パッケージサ
イズ：80×100×140mm ●パッケージ：クリアケース 50
個

●材質：プリザーブドフラワー ●セット内容：取説●重量
：110g ●本体サイズ：73×73×85mm ●パッケージサイ
ズ：75×75×120mm ●パッケージ：クリアケース 50個

いつまでも色鮮やかなブリザーブドフラワー。母の日の
ギフトに最適品です。

いつまでも色鮮やかなブリザーブドフラワー。母の日の
ギフトに最適品です。

いつまでも色鮮やかなブリザーブドフラワー。母の日の
ギフトに最適品です。

プリザーブドフラワー プレムアミムブラック
A （F2795）

ひとことタンブラー （AR0604135）

ひとことまぐ （AR0604020）

17W025

17W026A A/ありがとう

17W027C C/ありがとう

CHN75-35S

JPN75-35T

JPN75-35T

[税抜] \1,600

[税抜] \1,000

[税抜] \800

●材質：プリザーブドフラワー ●セット内容：取説●重量
：110g ●本体サイズ：73×73×85mm ●パッケージサイ
ズ：75×75×120mm ●パッケージ：クリアケース 50個

●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

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：250mL ●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

いつまでも色鮮やかなブリザーブドフラワー。母の日の
ギフトに最適品です。

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。

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。

WEB サマーナウ２０１７

ひとことゆのみ （AR0604042）

サラダスピナー （41-06620）

チョッピングカッター （41-06450）

17W028A A/ありがとう

17W029

17W030

JPN75-35T

CHN70-30V

70-30V

[税抜] \700

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●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

●材質：フタ、バスケット:PP(耐熱温度100℃)･容器:ポリ
スチレン(耐熱温度70℃) ●セット内容：取説●重量：
440g ●本体サイズ：215×170×190mm ●パッケージサ
イズ：187×175×180mm ●パッケージ：プラケース 18個

●材質：本体:PS･フタ:PP、POM･ハンドル:ABS･シャフト
:PE･ブレード:ステンレス刃物鋼 ●機能：簡単みじん切り･
後片づけラクラク･電気不要 ●セット内容：取説●重量：
198g ●本体サイズ：125×125×98mm ●パッケージサ
イズ：125×96×128mm ●パッケージ：プラケース 24個

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。

ハンドルをクルクル回すだけで簡単に水切りが出来ます
。

紐を引っ張り簡単に野菜のみじん切りができます。お母
さんの時間節約に一役買います。

プチグリーン （GD-65401）

プチグリーン （GD-65402）

17W031A A/四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰ

JPN75-35S

17W031B B/ﾜｲﾙﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

JPN75-35S

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：ポット/PP ●セット内容：ポット・膨らむ土・種・取
説●重量：15g ●本体サイズ：φ38×31mm ●パッケー
ジサイズ：70×48×48mm ●パッケージ：化粧箱 144個

●材質：ポット/PP ●セット内容：ポット・膨らむ土・種・取
説●重量：15g ●本体サイズ：φ38×31mm ●パッケー
ジサイズ：70×48×48mm ●パッケージ：化粧箱 144個

立体的なハウス型ボックスに、小さなポットと種が入った
栽培セットです。※大きく育てるには植え替えが必要で
す。

立体的なハウス型ボックスに、小さなポットと種が入った
栽培セットです。※大きく育てるには植え替えが必要で
す。
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＜ゴミゼロの日(5/30)・
環境月間(6月)＞

パックシーラー （H-50）
17W037

CHN70-30S

リサイクルツールセット これで! 環良!! 6PC
（KK-900）

まい箸二点揃（箸&箸袋） （6F0500）

17W035

17W036

JPN70-30S

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \500

●材質：ステンレス鋼・ABS（再生40%）・PP・紙（古紙80%）
・POM・PE ●セット内容：リサイクルツール・結束グッズ
×5・取説●重量：112g ●本体サイズ：リサイクルツール
/165×36×27mm・結束グッズ/95×58×7mm ●パッケ
ージサイズ：200×145×30mm ●パッケージ：化粧箱
100個 ●名入サイズ：5×40mm

●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

ビン・スプレー缶・ペットボトル・新聞雑誌などを手軽に分
別廃棄できます。

割り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。

エコ・省エネサーモクリップ直定規・両面
20cm （ECN-21S）

A4エコバッグ （89-C）

17W038

17W039

JPN70-30S

IND75-35V

[税抜] \500

[税抜] \180

[税抜] \115

●材質：ABS ●セット内容：取説●重量：68g ●電源：単
3×2（別） ●本体サイズ：98×45×35mm ●パッケージ
サイズ：100×48×40mm ●パッケージ：化粧箱 60個 ●
名入サイズ：20×40mm

●材質：再生PET100% ●機能：省エネ表示温度計･ロー
マ字、かな変換表･クリップ・しおり ●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 400個 ●名入：5012-16-200-S ●名入サイズ：20×80mm

●材質：無漂白コットン100%/4.7オンス ●重量：20g ●
容量：2.5L ●本体サイズ：本体/310×250mm ●パッケ
ージ：裸 400個 ●名入サイズ：150×150mm

[環]グリーン購入法適合 [環]エコマーク
開いた口を挟んでスライドするだけ！ヒーターでピタッと
密閉、中身を湿気から守ります。

フルカラー印刷も可能です（料金別途）。表面は省エネ
表示の温度計、裏面はローマ字、かな変換表。再生樹
脂100％使用したクリップ・しおり機能付きリサイクル定規
です。

A4サイズが入るコットンバッグです。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。

エコロン・環境おもいやり袋（排水口用5枚
入り） （EC-5）

ミガキックス！スポンジたわし

水に流せるペーパー8W （00000016）

17W040

17W041

17W042

JPN70-30W

CHN70-30S

JPN65-25U

[税抜] \110

[税抜] \33

[税抜] \15

●材質：再生PET･PE ●重量：18g ●本体サイズ：
265×235mm ●パッケージサイズ：140×140×5mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：台紙 /30-6-16-500K ●名入サイズ：18×100mm

●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 ●名入サイズ：55×95mm

●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
入サイズ：73×103mm

[環]グリーン購入法適合 [環]エコマーク
回収ＰＥＴボトルを使用。細かいゴミもしっかりキャッチ。
水切れバツグンです！

[環]エコマーク
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。

再生紙100％使用の水に流せるティッシュです。
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チェンジサーマルタンブラー３５０ｍｌ（着せ替
えタンブラー） （JM-724）

オルジナル台紙着せ替えタンブラー２８０ｍｌ
（JM-725）

17W045

17W046

指定不可

CHN60-20T

指定不可

CHN60-20U

[税抜] \1,000

[税抜] \550

●材質：ステンレス・PP・シリコンゴム ●セット内容：取説
●重量：175g ●容量：350mL ●本体サイズ：Ф
78×166mm ●パッケージサイズ：83×83×175mm ●パ
ッケージ：化粧箱 50個

●材質：ポスチレン・PP・TPE ●セット内容：取説●重量
：127g ●容量：280mL ●本体サイズ：Ф66×143mm ●
パッケージサイズ：82×82×153mm ●パッケージ：化粧
箱 60個 ●名入：60-48-12-100-P ●名入サイズ：
50×15mm

自分のお好みのデザインに変えられます、おしゃれな着
せ替えタンブラーです。（200個～ 料金別途）

自分のお好みのデザインに変えられます、おしゃれな着
せ替えタンブラーです。（200個～ 料金別途）

不織布コンビトート（M） （TR-0667-030）

不織布コンビトート（M） （TR-0667-034）

不織布コンビトート（M） （TR-0667-002）

17W047A A/ピーチピンク

17W047B B/ﾌﾛｽﾃｨﾌﾞﾙｰ

17W047C C/ﾚｯﾄﾞ

＜オープン
キャンパス＞

VIE70-30U

VIE70-30U

VIE70-30U

[税抜] \180

[税抜] \180

[税抜] \180

●材質：不織布（PP） ●容量：8L ●本体サイズ：
320×250×100mm ●パッケージ：裸 300個 ●名入サイ
ズ：230×190mm

●材質：不織布（PP） ●容量：8L ●本体サイズ：
320×250×100mm ●パッケージ：裸 300個 ●名入サイ
ズ：230×190mm

●材質：不織布（PP） ●容量：8L ●本体サイズ：
320×250×100mm ●パッケージ：裸 300個 ●名入サイ
ズ：230×190mm

手頃なサイズのトートバッグです。名入れをして学校の
アピールに。

手頃なサイズのトートバッグです。名入れをして学校の
アピールに。

手頃なサイズのトートバッグです。名入れをして学校の
アピールに。

不織布コンビトート（M） （TR-0667-006）

不織布コンビトート（M） （TR-0667-009）

トレス3色ボールペン （BK3C）

17W047D D/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ

17W047E E/ﾅｲﾄﾌﾞﾗｯｸ

17W048

VIE70-30U

VIE70-30U

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \180

[税抜] \180

[税抜] \80

●材質：不織布（PP） ●容量：8L ●本体サイズ：
320×250×100mm ●パッケージ：裸 300個 ●名入サイ
ズ：230×190mm

●材質：不織布（PP） ●容量：8L ●本体サイズ：
320×250×100mm ●パッケージ：裸 300個 ●名入サイ
ズ：230×190mm

●材質：ABS ●機能：3色BP（黒・赤・青） ●重量：9g ●
本体サイズ：φ12×142mm ●パッケージサイズ：
163×37mm ●パッケージ：PPのし袋（添） 1000個 ●名
入サイズ：6×40mm

手頃なサイズのトートバッグです。名入れをして学校の
アピールに。

手頃なサイズのトートバッグです。名入れをして学校の
アピールに。

オープンキャンバスなどで配られる、白軸ボールペンで
す。

WEB サマーナウ２０１７

スタイリッシュタッチペン （SC-1702）

ソフトタッチボールペン （TN-30S）

A4クリアホルダー 1枚

17W049

17W050

17W051A A/ブルー

指定不可

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30S

VIE70-30S

[税抜] \60

[税抜] \30

[税抜] \40

●材質：ABS ●機能：黒BP・タッチペン ●重量：6g ●本
体サイズ：φ9×135mm ●パッケージサイズ：
20×18×155mm ●パッケージ：ポリ袋 900個 ●名入サ
イズ：3×40mm

●材質：ABS ●重量：6g ●本体サイズ：φ9×139mm ●
パッケージサイズ：155×30×10mm ●パッケージ：PP袋
2000個 ●名入サイズ：5×40mm

●材質：PP ●機能：A4サイズ ●重量：25g ●本体サイ
ズ：310×220×0.5mm ●パッケージ：裸 250個 ●名入
サイズ：30×100mm

スマートフォルムのタッチペン付ボールペンです。

お洒落なデザインで握りやすいボールペンです。

A4クリアホルダー 1枚

A4クリアホルダー 1枚

17W051B B/グリーン

VIE70-30S

17W051C C/イエロー

A4クリアホルダー 1枚
VIE70-30S

17W051D D/レッド

VIE70-30S

[税抜] \40

[税抜] \40

[税抜] \40

●材質：PP ●機能：A4サイズ ●重量：25g ●本体サイ
ズ：310×220×0.5mm ●パッケージ：裸 250個 ●名入
サイズ：30×100mm

●材質：PP ●機能：A4サイズ ●重量：25g ●本体サイ
ズ：310×220×0.5mm ●パッケージ：裸 250個 ●名入
サイズ：30×100mm

●材質：PP ●機能：A4サイズ ●重量：25g ●本体サイ
ズ：310×220×0.5mm ●パッケージ：裸 250個 ●名入
サイズ：30×100mm

WEB サマーナウ２０１７

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546R）

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546BR）

17W055A A/レッド

17W055B B/ブラウン

CHN75-35U

CHN75-35U

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体サイズ：220×150×90mm ●パッケージサ
イズ：250×175×100mm ●パッケージ：段ボール箱 8個
●名入：90-174-16-100-S ●名入サイズ：60×80mm

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体サイズ：220×150×90mm ●パッケージサ
イズ：250×175×100mm ●パッケージ：段ボール箱 8個
●名入：90-174-16-100-S ●名入サイズ：60×80mm

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

長靴から革靴、運動靴まで家族みんなのくつ乾燥機。す
っきり収納できる折りたためるスタンド付。最大120分タイ
マーで消し忘れを防止します。

長靴から革靴、運動靴まで家族みんなのくつ乾燥機。す
っきり収納できる折りたためるスタンド付。最大120分タイ
マーで消し忘れを防止します。

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）

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）

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）

17W056A A/ブルー

17W056B B/ピンク

17W056C C/イエロー

＜梅雨＞

THA85-45U

THA85-45U

THA85-45U

[税抜] \800

[税抜] \800

[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：
PP袋 100個

●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：
PP袋 100個

●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：
PP袋 100個

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。

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。

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。

EVAポンチョ（フリーサイズ） （6J3100-W）

EVAポンチョ（フリーサイズ） （6J3100-Y）

EVAポンチョ（フリーサイズ） （6J3100-B）

17W057A A/ホワイト

17W057B B/イエロー

17W057C C/ブルー

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：EVA ●重量：140g ●本体サイズ：
1020×1180mm ●パッケージサイズ：410×340×10mm
●パッケージ：PP袋 50個 ●名入サイズ：330×330mm

●材質：EVA ●重量：140g ●本体サイズ：
1020×1180mm ●パッケージサイズ：410×340×10mm
●パッケージ：PP袋 50個 ●名入サイズ：330×330mm

●材質：EVA ●重量：140g ●本体サイズ：
1020×1180mm ●パッケージサイズ：410×340×10mm
●パッケージ：PP袋 50個 ●名入サイズ：330×330mm

雨の日のレジャー・通勤・通学、お買い物などはもちろん
、屋外イベント（コンサートやスポーツ観戦）などの直販
品・サービス品に。

雨の日のレジャー・通勤・通学、お買い物などはもちろん
、屋外イベント（コンサートやスポーツ観戦）などの直販
品・サービス品に。

雨の日のレジャー・通勤・通学、お買い物などはもちろん
、屋外イベント（コンサートやスポーツ観戦）などの直販
品・サービス品に。

WEB サマーナウ２０１７

男女兼用レインコート （JM-466）

カサピット （KP-5010）

17W058

17W059A A/レッド

CHN60-20S

カサピット （KP-5034）
CHN70-30S

17W059B B/イエロー

CHN70-30S

[税抜] \500

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：PEVA ●セット内容：取説●重量：81g ●本体サ
イズ：1000×1160mm ●パッケージサイズ：
220×145×20mm ●パッケージ：PP袋 90個

●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 ●名入サイズ：
20×10mm

●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 ●名入サイズ：
20×10mm

男女兼用フリーサイズのレインコート！コンパクトに収納
できるので携帯に便利！

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。

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）

ライオン 部屋干しトップ25g×3包 （HSHT3
）

17W059C C/クリア

CHN70-30S

17W060

JPN80-40U

[税抜] \380

[税抜] \100

●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 ●名入サイズ：
20×10mm

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

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。

梅雨の部屋干しに。

WEB サマーナウ２０１７

タニタ デジタル血圧計 上腕式 （BP-220PR）

タニタ デジタル血圧計 （BP-210PR）

17W065

17W066

CHN75-35S

CHN75-35U

[税抜] \7,000

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：メモリー200回分・心調律異常チェ
ック･上腕式血圧計 ●セット内容：取説・保証書●重量：
590g ●電源：モニター単3×4(添) ●本体サイズ：
134.94×139.72×140.59mm ●パッケージサイズ：
145×163×154mm ●パッケージ：化粧箱 6個

●材質：ABS・PET・PMMA ●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アルカリ×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

[法]医療機器22300BZX00090000
日々の血圧チェックが病気の早期発見に繋がります。

[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。

グラスワークスナルミ スワール オールド（
黒） （GW6053-223BK）

グラスワークスナルミ スワール オールド（
赤） （GW6053-223RD）

プラチナ R3アクション 近代蒔絵 （MWB5000RM#17）

17W067

17W068

17W069A A/ホウオウ

＜父の日＞

CHN80-40S

CHN80-40S

JPN75-35S

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：ソーダガラス ●セット内容：取説●容量：280mL
●本体サイズ：Φ90×85mm ●パッケージサイズ：
145×145×100mm ●パッケージ：化粧箱 16個

●材質：ソーダガラス ●セット内容：取説●容量：280mL
●本体サイズ：Φ90×85mm ●パッケージサイズ：
145×145×100mm ●パッケージ：化粧箱 16個

●材質：真鍮・蒔絵軸 ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）
・回転繰り出し式 ●セット内容：取説●重量：23g ●本体
サイズ：144×φ10.5mm ●パッケージサイズ：
180×67×30mm ●パッケージ：化粧箱 12個 ●名入：
60-18-16-100-P ●名入サイズ：6×38mm

クリアなボディーに色ガラスを被せてカットを施した、高
級感のある「色被せ（いろきせ）」グラス。独特な風合い
が、ぜいたくな時を演出します。

クリアなボディーに色ガラスを被せてカットを施した、高
級感のある「色被せ（いろきせ）」グラス。独特な風合い
が、ぜいたくな時を演出します。

近代蒔絵師の第一人者大下昇峰氏が手掛けた、繊細か
つ優美な和の世界。伝統工芸の蒔絵柄を近代蒔絵の技
法で、軸に鮮やかに刷り込み格調高く仕上げました。

プラチナ R3アクション 近代蒔絵 （MWB5000RM#18）

プラチナ R3アクション 近代蒔絵 （MWB5000RM#31）

グラスワークスナルミ エタニティー オールド
(赤) （GW6057-227RD）

17W069B B/ツル

17W069C C/ウメニウグイス

17W070

JPN75-35S

JPN75-35S

CHN80-40S

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

[税抜] \4,000

●材質：真鍮・蒔絵軸 ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）
・回転繰り出し式 ●セット内容：取説●重量：23g ●本体
サイズ：144×φ10.5mm ●パッケージサイズ：
180×67×30mm ●パッケージ：化粧箱 12個 ●名入：
60-18-16-100-P ●名入サイズ：6×38mm

●材質：真鍮・蒔絵軸 ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）
・回転繰り出し式 ●セット内容：取説●重量：23g ●本体
サイズ：144×φ10.5mm ●パッケージサイズ：
180×67×30mm ●パッケージ：化粧箱 12個 ●名入：
60-18-16-100-P ●名入サイズ：6×38mm

●材質：ソーダガラス ●セット内容：取説●容量：250mL
●本体サイズ：Φ79×90mm ●パッケージサイズ：
145×145×100mm ●パッケージ：化粧箱 16個

近代蒔絵師の第一人者大下昇峰氏が手掛けた、繊細か
つ優美な和の世界。伝統工芸の蒔絵柄を近代蒔絵の技
法で、軸に鮮やかに刷り込み格調高く仕上げました。

近代蒔絵師の第一人者大下昇峰氏が手掛けた、繊細か
つ優美な和の世界。伝統工芸の蒔絵柄を近代蒔絵の技
法で、軸に鮮やかに刷り込み格調高く仕上げました。

クリアなボディーに色ガラスを被せてカットを施した、高
級感のある「色被せ（いろきせ）」グラス。独特な風合い
が、ぜいたくな時を演出します。

WEB サマーナウ２０１７

グラスワークスナルミ エタニティー オールド
(青) （GW6057-227BL）

プラチナ R3アクション 近代蒔絵 （MWB3000RM#1）

プラチナ R3アクション 近代蒔絵 （MWB3000RM#2）

17W071

17W072A A/フクロウ

17W072B B/ショウリュウ

CHN80-40S

JPN75-35S

JPN75-35S

[税抜] \4,000

[税抜] \3,000

[税抜] \3,000

●材質：ソーダガラス ●セット内容：取説●容量：250mL
●本体サイズ：Φ79×90mm ●パッケージサイズ：
145×145×100mm ●パッケージ：化粧箱 16個

●材質：真鍮・ABS ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・
回転繰り出し式 ●セット内容：取説●重量：20.4g ●本
体サイズ：132.5×φ11.2mm ●パッケージサイズ：
163×61×23mm ●パッケージ：化粧箱 20個 ●名入：
60-18-16-100-P ●名入サイズ：6×33mm

●材質：真鍮・ABS ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・
回転繰り出し式 ●セット内容：取説●重量：20.4g ●本
体サイズ：132.5×φ11.2mm ●パッケージサイズ：
163×61×23mm ●パッケージ：化粧箱 20個 ●名入：
60-18-16-100-P ●名入サイズ：6×33mm

クリアなボディーに色ガラスを被せてカットを施した、高
級感のある「色被せ（いろきせ）」グラス。独特な風合い
が、ぜいたくな時を演出します。

近代蒔絵師の第一人者大下昇峰氏が手掛けた、繊細か
つ優美な和の世界。伝統工芸の蒔絵柄を近代蒔絵の技
法で、軸に鮮やかに刷り込み格調高く仕上げました。

近代蒔絵師の第一人者大下昇峰氏が手掛けた、繊細か
つ優美な和の世界。伝統工芸の蒔絵柄を近代蒔絵の技
法で、軸に鮮やかに刷り込み格調高く仕上げました。

プラチナ R3アクション 近代蒔絵 （MWB3000RM#4）

ハリオ Ｖ６０ドリップケトル・ヴォーノ （VKB120HSV）

パターマット2ホール （GV-0129）

17W072C C/サクラ

17W073

17W074

JPN75-35S

JPN80-40S

JPN80-40S

[税抜] \3,000

[税抜] \4,000

[税抜] \3,200

●材質：真鍮・ABS ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・
回転繰り出し式 ●セット内容：取説●重量：20.4g ●本
体サイズ：132.5×φ11.2mm ●パッケージサイズ：
163×61×23mm ●パッケージ：化粧箱 20個 ●名入：
60-18-16-100-P ●名入サイズ：6×33mm

●材質：本体、フタ:ステンレス･フタツマミ、取っ手:フェノ
ール ●機能：直火･IH対応 ●セット内容：取説●重量：
600g ●容量：800mL ●本体サイズ：
274×144×147mm ●パッケージサイズ：
277×150×152mm ●パッケージ：化粧箱 12個

●材質：芝/PET・台/PP ●セット内容：取説●重量：
820g ●本体サイズ：305×2050×95mm ●パッケージサ
イズ：310×520×100mm ●パッケージ：化粧箱 6個

近代蒔絵師の第一人者大下昇峰氏が手掛けた、繊細か
つ優美な和の世界。伝統工芸の蒔絵柄を近代蒔絵の技
法で、軸に鮮やかに刷り込み格調高く仕上げました。

注ぐお湯の量やスピードがコントロールできるコーヒーの
ハンドドリップに最適な細口のケトルです。

3パット解消で、確実なスコアアップを。コンパクトで大小2
つのカップを配置した、折りじわがつきにくい特殊フェル
ト仕様のパッティング練習用マットです。

タニタ 電子塩分計 しおみスプーン （SO302-WH）

タニタ 消費カロリー計付きなわとび （CJ688-BL）

ひとことタンブラー （AR0604137）

17W075

17W076

17W077B B/お疲れさま

VIE80-40U

CHN80-40U

JPN75-35T

[税抜] \3,000

[税抜] \2,200

[税抜] \1,000

●材質：ABS･鉛レス黄銅に金メッキ ●機能：・測定範囲
0.6%～1.2% ・測定温度範囲60℃～80℃・LED3段階表示
・使用回数約2000回(1回10秒使用時)・防滴機能 ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：26g ●電源：LR44×3(内･
電池交換有償) ●本体サイズ：28×160×13mm ●パッ
ケージサイズ：25×60×245mm ●パッケージ：化粧箱
24個 ●名入：60-120-23-120-S ●名入サイズ：
5×5mm

●材質：ABS･シリコンゴム ●セット内容：取説・保証書
●重量：140g ●電源：モニター LR44×1(付属) ●本体
サイズ：26×30×185mm ●パッケージサイズ：
35×175×282mm ●パッケージ：ブリスター 24個

●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

塩分コントロールをして、健康管理。

跳んだ回数と消費カロリーを計測。前跳び、後ろ跳び、
交差跳びが正確に測定できます。

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。

WEB サマーナウ２０１７

ひとことまぐ （AR0604024）
17W078B B/お疲れさま

ひとことゆのみ （AR0604044）
JPN75-35T

17W079B B/お疲れさま

JPN75-35T

[税抜] \800

[税抜] \700

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：250mL ●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

●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

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。

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。

WEB サマーナウ２０１７

晴雨兼用UV折傘 （QH1425）

晴雨兼用UV折傘 （QH1425）

17W085A A/黒

17W085B B/オフホワイト

CHN65-25Y

CHN65-25Y

[税抜] \3,000

[税抜] \3,000

●材質：ポリエステル80%・綿20% ●機能：手開き式・UV
ケア ●重量：240g ●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：50-72-9-30-S ●名入サイズ：40×200mm

●材質：ポリエステル80%・綿20% ●機能：手開き式・UV
ケア ●重量：240g ●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：50-72-9-30-S ●名入サイズ：40×200mm

専用袋には伸ばした状態でも折りたたんだ状態でも収
納できます。

専用袋には伸ばした状態でも折りたたんだ状態でも収
納できます。

エクゼラックス ＵＶカットアームスリーブ （
LIUVA-BG）

エクゼラックス ＵＶカットアームスリーブ （
LIUVA-PK）

ＵＶガード やわらかフェイスマスク

17W086A A/ベージュ

17W086B B/ピンク

17W087A A/ブラック

＜ＵＶ対策＞

KOR80-40S

KOR80-40S

CHN80-40U

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

[税抜] \1,219

●材質：ナイロン92％・ポリウレタン8％ ●機能：紫外線
(UV)カット率 98%･フリーサイズ(男女兼用) ●セット内容
：取説●重量：35g ●本体サイズ：90×370mm ●パッケ
ージサイズ：120×10×235mm ●パッケージ：PP袋 20個

●材質：ナイロン92％・ポリウレタン8％ ●機能：紫外線
(UV)カット率 98%･フリーサイズ(男女兼用) ●セット内容
：取説●重量：35g ●本体サイズ：90×370mm ●パッケ
ージサイズ：120×10×235mm ●パッケージ：PP袋 20個

●材質：ポリエステル100% ●セット内容：取説●重量：
30g ●本体サイズ：600×300mm ●パッケージサイズ：
140×200×20mm ●パッケージ：PP袋 60個

紫外線カット率９８％ 大切なお肌を守ります。

紫外線カット率９８％ 大切なお肌を守ります。

顔面、首筋の日焼け防止に！

ＵＶガード やわらかフェイスマスク

ＵＶカットサンバイザー レギュラー （2801）

UVレベルチェックミラー コンパクトタイプ （
UV-003）

17W087B B/ベージュ

17W088

17W089

CHN80-40U

CHN60-20S

JPN70-30T

[税抜] \1,219

[税抜] \700

[税抜] \400

●材質：ポリエステル100% ●セット内容：取説●重量：
30g ●本体サイズ：600×300mm ●パッケージサイズ：
140×200×20mm ●パッケージ：PP袋 60個

●材質：PVC･ABS･ポリエステル・鉄 ●セット内容：取説
●重量：100g ●本体サイズ：つばの長さ約145mm･頭囲
約520～580mm ●パッケージサイズ：
330×300×125mm ●パッケージ：ポリ袋 40個

●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 ●名入サイ
ズ：30×30mm

顔面、首筋の日焼け防止に！

夏の日差しから、お肌を守ります。

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

WEB サマーナウ２０１７

ローズUVストラップ （5983）
17W090

指定不可

CHN65-25S

携帯コンパクトミラー(UVセンサー付) （
15347）

UVチェック省エネカード （UV-5SE）

17W091

17W092

JPN70-30S

CHN70-30U

[税抜] \350

[税抜] \300

[税抜] \150

●材質：PVC･スチール ●セット内容：ストラップ･チャー
ム・取説●重量：9g ●本体サイズ：ストラップ/79×10mm
･チャーム/φ30mm ●パッケージサイズ：
184×70×10mm ●パッケージ：PP袋 240個 ●名入：
70-36-17-100-P ●名入サイズ：45×5mm

●材質：PP ●重量：2g ●本体サイズ：33×30×4mm ●
パッケージサイズ：55×50mm ●パッケージ：PP袋 200
個 ●名入：70-24-16-100-S ●名入サイズ：26×18mm

●材質：PP ●機能：UVチェック･省エネ温度計 ●重量：
6g ●本体サイズ：55×85×1.2mm ●パッケージサイズ：
63×86mm ●パッケージ：PP袋 1000個 ●名入：60-3015-300-P ●名入サイズ：30×60mm

紫外線や日光の強さによりチャームの色が変化します。

ＵＶ（紫外線）の強さによって、色が徐々に変わっていくＵ
Ｖセンサー付コンパクトミラーです。

紫外線に反応して、ピンクに変化します。

WEB サマーナウ２０１７

＜ビーチグッズ＞

STKコレクション ビーチテント （STK1104）

STKコレクション レジャーテント （STK1210
）

17W101

17W102

CHN75-35S

[税抜] \3,000

●材質：ポリエステル・グラスファイバー ●機能：組立式
●セット内容：取説●重量：1.45kg ●本体サイズ：使用
時/2100×1600×1300mm・収納時/120×120×630mm
●パッケージサイズ：120×120×630mm ●パッケージ：
段ボール箱 10個

●材質：ポリエステル・グラスファイバー ●機能：組立式
●セット内容：取説●重量：1.15Kg ●本体サイズ：使用
時/2000×1200×1200mm･収納時/100×100×580mm
●パッケージサイズ：100×100×610mm ●パッケージ：
段ボール箱 10個

簡単に設営できサッと日差しから守ります。

簡単に設営できサッと日差しから守ります。

プロマリン 初心者用簡単サビキ釣りセット
（15804）

アルティ・マックス4500 （FG-5104）

17W103

17W104

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \5,000

JPN75-35V

[税抜] \5,000

[税抜] \3,500

●材質：グラス･ナイロン ●セット内容：振出し竿(全長:約
165cm・仕舞寸法:約42cm)約99g・スピニングリール(ナイ
ロン3号100m付き)約188g・仕掛けケース(サビキ仕掛け・
ハサミ・オモリ付きアミカゴ・ハンドタオル)・取説●重量：
竿/99g･リール/188g･仕掛けケース/108g ●パッケージ
サイズ：220×500mm ●パッケージ：手さげ付収納袋 20
個

●材質：●●● ●機能：4500mまで計測可能 ●セット内
容：取説・保証書●重量：65g ●本体サイズ：
66×68×25mm ●パッケージサイズ：250×88×32mm
●パッケージ：窓空き箱 24個 ●名入：70-72-16-50-S
●名入サイズ：15×30mm

仕掛けまで付いた、これ１つで釣りが始められる簡単サ
ビキ釣りセット。どこでも手軽に釣りを楽しめるサビキ釣
り入門セットです。※シーズン途中でデザイン・タオルの
色等が変わる場合があります。

4500mまで計測可能。行楽シーズンの山登りが楽しみに
なります。

WEB サマーナウ２０１７

ヒルウッド レジャークーラーバッグ （F） （
T01-018H）

ヒルウッド レジャークーラーバッグ （G） （
T01-014H）

17W105

17W106

CHN70-30U

CHN70-30Z

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

●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

●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

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。

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。

キンキンタンブラー （KS-2835）

キンキンタンブラー （KS-2836）

ファインボーダー保冷ショッピングバッグ （
2847）

17W107A A/ブラック

17W107B B/ブルー

17W108

＜レジャーグッズ＞

JPN65-25T

JPN65-25T

指定不可

CHN60-20S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

[税抜] \1,100

●材質：PP･18-8ステンレス ●セット内容：取説●重量：
247g ●容量：450mL ●本体サイズ：128×93×160mm
●パッケージサイズ：130×100×160mm ●パッケージ：
化粧箱 48個 ●名入：70-60-12-500-S ●名入サイズ：
20×50mm

●材質：PP･18-8ステンレス ●セット内容：取説●重量：
247g ●容量：450mL ●本体サイズ：128×93×160mm
●パッケージサイズ：130×100×160mm ●パッケージ：
化粧箱 48個 ●名入：70-60-12-500-S ●名入サイズ：
20×50mm

●材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ｱﾙﾐ蒸着ﾌｨﾙﾑ･POM ●セット内容：取
説●重量：234g ●本体サイズ：240×370×250mm ●パ
ッケージサイズ：270×380×30mm ●パッケージ：ポリ袋
60個 ●名入：50-60-23-60-S ●名入サイズ：
40×40mm

保冷・氷冷機能を兼ね備えているので、ドリンクを冷たく
することも、その冷たさを長持ちさせることもできます。

保冷・氷冷機能を兼ね備えているので、ドリンクを冷たく
することも、その冷たさを長持ちさせることもできます。

ファインボーダー保冷トートバッグ （2846）

クールステンレスボトル（600ml） （6248）

水玉クーラーバッグ （JM-464）

17W109

17W110

17W111

指定不可

CHN60-20S

CHN70-30S

指定不可

CHN60-20S

[税抜] \1,100

[税抜] \700

[税抜] \650

●材質：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ｱﾙﾐ蒸着ﾌｨﾙﾑ ●セット内容：取説●
重量：259g ●本体サイズ：360×460×150mm ●パッケ
ージサイズ：380×470×20mm ●パッケージ：ポリ袋 48
個 ●名入：50-60-23-60-S ●名入サイズ：40×40mm

●材質：ステンレス･PP･シリコン ●セット内容：取説●容
量：600mL ●本体サイズ：70×70×245mm ●パッケー
ジサイズ：77×75×250mm ●パッケージ：化粧箱 60個
●名入：70-48-17-100-P ●名入サイズ：70×25mm

●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：12L ●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

クールドリンク専用のボトルです。

水玉がかわいいクーラーバッグです。

WEB サマーナウ２０１７

カラビナ付水玉ペットボトルホルダー （JM463）

モバイル防滴ポーチ（アイフォーン６プラス
対応） （AI-203）

防水リフレクションポーチ （6620）

17W112

17W113

17W114

指定不可

CHN60-20S

CHN60-20U

指定不可

CHN65-25S

[税抜] \400

[税抜] \400

[税抜] \150

●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

●材質：PVC ●セット内容：取説●重量：36g ●本体サ
イズ：205×103×10mm ●パッケージサイズ：
215×125×12mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：
60-42-12-100-S ●名入サイズ：30×60mm

●材質：PVC ●重量：25g ●本体サイズ：270×113mm
●パッケージサイズ：290×140×15mm ●パッケージ：
ポリ袋 600個 ●名入：70-60-17-100-S ●名入サイズ：
20×60mm

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。

ケースに入れたままタッチパネル操作ができます。

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。

カラビナ付折りたたみボトル500mL （JM714）

携帯用スプレー （K-2414）

17W115

17W116B B/虫よけｽﾌﾟﾚｰ

指定不可

CHN65-25S

JPN75-35S

[税抜] \220

[税抜] \215

●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 ●名入サイズ：15×60mm

●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

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。

[法]消毒/指定医薬部外品 [法]虫よけ/防除用医薬部外
品
レジャー、旅行に使える！蚊・ブヨ対策に！

WEB サマーナウ２０１７

得用 広場で遊ぼう
17W121

スーパービッグセット （S-10）
CHN65-25T

17W122

CHN70-30S

[税抜] \3,000

[税抜] \1,000

●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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

スーパーロング花火 （LO-L）

コミックアニマルNo２

けむりが少なめ花火セット （S-L）

17W123

17W124

＜花火＞

CHN63-23U

CHN60-20S

17W125

CHN62-22T

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[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

●重量：200g ●本体サイズ：500×280mm ●パッケージ
：ヘッダー付ポリ袋 50個

●重量：170g ●パッケージサイズ：460×200×15mm ●
パッケージ：ポリ袋 60個

[品]SFマーク

SFマーク

[品]SFマーク

なかよし花火800

スーパーロング花火 （LｰM）

けむりが少なめ花火セット （S-M）

17W127

17W128

17W126

CHN60-20S

CHN63-23T

CHN63-23T

[税抜] \800

[税抜] \600

[税抜] \600

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

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

●重量：105g ●パッケージサイズ：400×170×8mm ●
パッケージ：ポリ袋 120個

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[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
。
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なかよし花火500
17W129

スーパーロング花火 （L-S）
CHN60-20S

17W130

なかよし花火 300
CHN63-23T

17W131

CHN60-20S

[税抜] \500

[税抜] \400

[税抜] \300

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

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[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200
17W132

コミックアニマルNo.1
CHN60-20S

17W133

なかよし花火100
CHN63-23T

17W134

CHN65-25U

[税抜] \200

[税抜] \130

[税抜] \100

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

●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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

おまつり花火セット （MM-1）

まつり2

17W135

17W136

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \100

[税抜] \50

●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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク
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ECCOクールピロー （SKECCO）

ハンディクーラー（S） （7363）

17W141

17W142

JPN65-25S

CHN70-30U

[税抜] \3,500

[税抜] \1,000

●材質：PVC･高密度ウレタン ●セット内容：取説・保証
書●重量：200g ●容量：2L（水を注入した場合） ●本体
サイズ：15×530×350mm ●パッケージサイズ：
35×250×360mm ●パッケージ：ポリ袋 20個

●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
入サイズ：30×5mm

２Lのお水を注入するだけの冷却シートです。

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。

ラコステ Lオフリール スリムスポーツタオル
（2520M164DB）

ラコステ Lオフリール スリムスポーツタオル
（2520M164G）

ラコステ Lオフリール スリムスポーツタオル
（2520M164P）

17W143A A/ダークブルー

17W143B B/グリーン

17W143C C/ピンク

＜涼感グッズ＞

THA85-45U

THA85-45U

THA85-45U

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

●材質：綿100% ●機能：ポケット・抗菌防臭・UV ●重量
：87g ●本体サイズ：110×1200mm ●パッケージサイズ
：270×190mm ●パッケージ：専用袋 100個

●材質：綿100% ●機能：ポケット・抗菌防臭・UV ●重量
：87g ●本体サイズ：110×1200mm ●パッケージサイズ
：270×190mm ●パッケージ：専用袋 100個

●材質：綿100% ●機能：ポケット・抗菌防臭・UV ●重量
：87g ●本体サイズ：110×1200mm ●パッケージサイズ
：270×190mm ●パッケージ：専用袋 100個

保冷剤を入れられるポケット付のタオルマフラー。熱中
症予防やアウトドア、節電中の室内でも活躍します。中
央のポケットに保冷剤やカイロを入れることができます。

保冷剤を入れられるポケット付のタオルマフラー。熱中
症予防やアウトドア、節電中の室内でも活躍します。中
央のポケットに保冷剤やカイロを入れることができます。

保冷剤を入れられるポケット付のタオルマフラー。熱中
症予防やアウトドア、節電中の室内でも活躍します。中
央のポケットに保冷剤やカイロを入れることができます。

ひんやりネックピロー （BH-34SK）

ひんやりうたたねピロー （SE-04SKS）

ひんやりうたたねピロー （BH-39SK）

17W144

17W145

17W146

CHN75-35T

CHN75-35T

CHN75-35T

[税抜] \1,200

[税抜] \1,100

[税抜] \1,100

●材質：ナイロン ●機能：スカイハートの香り ●重量：
158g ●本体サイズ：590×81×27mm ●パッケージサイ
ズ：250×125×47mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋
96個 ●名入：45-7.2-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：ポリエステル ●機能：スカイハートの香り ●重
量：144g ●本体サイズ：220×160×17mm ●パッケージ
サイズ：310×160×18mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ
袋 96個 ●名入：45-7.2-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：ナイロン ●機能：スカイハートの香り ●重量：
140g ●本体サイズ：109×238×28mm ●パッケージサ
イズ：195×245×33mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋
96個 ●名入：45-7.2-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

疲れた首元をひんやり、スッキリ！

程よいひんやり感と爽やかな香りで心地よくうたた寝でき
ます。

程よいひんやり感と爽やかな香りで心地よくうたた寝でき
ます。
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ラバークール アイスまくら スリムタイプ （
RI-700）

ひんやりスカーフ ボーダー （EC-02PI）

ひんやりスカーフ ボーダー （EC-02BL）

17W147

17W148A A/ピンク

17W148B B/ブラック

JPN70-30T

JPN75-35T

JPN75-35T

[税抜] \900

[税抜] \500

[税抜] \500

●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

●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 ●名入サイズ：15×35mm

●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 ●名入サイズ：15×35mm

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。

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。

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）

ギャツビー ボディペーパー （13239）

ギャツビー フェイシャルペーパー 15枚入 （
63456）

17W150

17W151

17W149

CHN60-20S

JPN95-55S

JPN95-55S

[税抜] \450

[税抜] \350

[税抜] \250

●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

●材質：パルプ100% ●セット内容：ボディペーパー×10
●重量：99g ●本体サイズ：250×200mm ●パッケージ
サイズ：190×124×20mm ●パッケージ：ヘッダー付PP
袋 36個

●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

[法]医薬部外品

[法]化粧品

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。

クールな使用感で全身の汗・ベタつき・ニオイをしっかり
拭き取る薬用デオドラントボディペーパー。

「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）

クールバス 2包入 （CB-20K）

17W152

17W153

JPN85-45S

JPN70-30S

[税抜] \200

[税抜] \160

●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 ●名入サイズ：
10×100mm

●セット内容：入浴料25g×2包（リフレッシュミントの香り
・フレッシュグレープフルーツの香り）●本体サイズ：
110×80×4mm ●パッケージサイズ：115×176×7mm
●パッケージ：たとう式ケース 150個 ●名入サイズ：
18×51mm

[法]化粧品
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。

湯上りさっぱり爽快浴！メントール配合で湯上りに心地
よい清涼感が残ります。
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リモコン 水風扇 （YAC-760VR(W)）

ＤＣモーター 立体首振り ハイリビング扇風
機 （YT-D3415VFR(W)）

17W161

17W162

CHN90-50V

[税抜] \10,800

直送品

CHN90-50U

[税抜] \10,800

直送品

●材質：ABS･PP ●機能：風量3段階切替･オートルーパ
ー･6時間切タイマー･8時間自動オフタイマー･水タンク
(4.5L)取り出し可能 ●セット内容：取説・保証書●重量：
5.5kg ●電源：AC100V-47/52W ●本体サイズ：
235×290×645mm ●パッケージサイズ：
350×290×722mm ●パッケージ：化粧箱 1個

●材質：ABS･PP ●機能：7枚羽根･風量8段階切替･立
体自動首振･8時間入切タイマー･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：取説・保証書
●重量：3.5kg ●電源：AC100V-28W ●本体サイズ：
360×360×780～980mm ●パッケージサイズ：
690×175×365mm ●パッケージ：化粧箱 1個

リズム・おやすみ風モード付！より自然に近いリズムで
風を出します。

お好みの風量が選べる８段階ジョグダイヤル式。

上部スイッチ タッチON/OFF フルリモコンリ
ビング扇風機 （YT-SS3710VFR(W)）

でかボタン フルリモコン扇風機 （YT3337VFR(W)）

ツインバード ミニタワーファン （EF-4938W）

17W163

17W164

17W165

＜扇風機＞

[税抜] \8,980

CHN90-50V
直送品

●材質：ABS･PP ●機能：5枚羽根･風量4段階切替･左
右自動首振･6時間切タイマー･8時間自動オフタイマー
●セット内容：取説・保証書●重量：3.1kg ●電源：
AC100V-42/44W ●本体サイズ：360×350×680～
835mm ●パッケージサイズ：620×165×365mm ●パッ
ケージ：化粧箱 1個

CHN90-50U

[税抜] \6,980

直送品

●材質：ABS･PP ●機能：5枚羽根･風量4段階切替･左
右自動首振･6時間切タイマー･8時間自動オフタイマー
●セット内容：取説・保証書●重量：2.9kg ●電源：
AC100V-37/40W ●本体サイズ：360×340×690～
860mm ●パッケージサイズ：590×1150×365mm ●パ
ッケージ：段ボール箱 1個

CHN80-40S

[税抜] \5,000
●材質：ABS・SUS・鉄・アルミ ●機能：風量切替2段階（
強、弱）・首振り・4時間オートオフタイマー ●セット内容：
取説・保証書●重量：1.2kg ●電源：AC100V-12.5W～
20W ●本体サイズ：110×110×405mm ●パッケージサ
イズ：170×170×440mm ●パッケージ：段ボール箱 6個

[法]PS-Eマーク
立ったままガードタッチでも、運転のＯＮ／ＯＦＦが出来、
操作が楽です。

トルネードガードにより、より遠くまで風をお届けできます
。

アルミ製ファンの採用により軽量・コンパクトを実現。邪
魔にならず、オフィスやトイレ、脱衣場やキッチンなどに
も最適です。

クリップ扇 （YFC-18V(WA)）

クールファンボールペン （6059）

ノンバッテリーエコファン （6340）

17W167

17W168

17W166

CHN90-50U

指定不可

CHN65-25S

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \2,980

[税抜] \550

[税抜] \380

●材質：ABS･PP ●機能：風量2段階切替･左右首振 ●
セット内容：取説・保証書●重量：1.5kg ●電源：
AC100V-24/22W ●本体サイズ：230×230×400mm ●
パッケージサイズ：215×215×310mm ●パッケージ：段
ボール箱 4個

●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：23×30×153mm ●パッケージ：化粧箱 200
個 ●名入：70-48-17-100-P ●名入サイズ：5×40mm

●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：70-36-17-100-S ●名入サイズ：
40×20mm

左右首振り機能付。

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。

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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紳士用紙扇子（文化箱添付） （5703）

紳士用紙扇子（文化箱添付） （5710）

17W171A A/紺地笹にホタル

17W171B B/カモメ

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,750

[税抜] \1,750

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
225×15×10mm ●パッケージサイズ：231×25×13mm
●パッケージ：のし箱（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×4mm

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
225×15×10mm ●パッケージサイズ：231×25×13mm
●パッケージ：のし箱（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×4mm

上品な絵柄にA/紺地笹にホタルは涼しげな白竹骨を採
用しています。

上品な絵柄にB/カモメは高級感漂う唐木骨を採用して
います。

婦人用紙扇子（文化箱添付） （5731）

婦人用紙扇子（文化箱添付） （5738）

和柄扇子 北斎 （5970）

17W172A A/桜

17W172B B/萩に桔梗

17W173A A/赤富士

＜扇子・うちわ＞

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,750

[税抜] \1,750

[税抜] \1,000

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
195×15×10mm ●パッケージサイズ：201×35×13mm
●パッケージ：のし箱（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×4mm

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
195×15×10mm ●パッケージサイズ：201×35×13mm
●パッケージ：のし箱（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×4mm

●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

上品な絵柄にA/桜には涼しげな白竹骨を採用していま
す。

上品な絵柄にB/萩に桔梗には高級感漂う唐木骨を採用
しています。

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）

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼） （5931）

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼） （5932）

17W174A A/金小石 茶

17W174B B/金小石 草

17W173B B/浪裏

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \800

[税抜] \800

●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

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
210×18×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm
●パッケージ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
210×18×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm
●パッケージ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

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。

日本製の和紙を使用しています。

日本製の和紙を使用しています。
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彩り和紙紙扇子（片面和紙貼） （5933）

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼） （5934）

涼風布貼扇子 （5949）

17W174C C/金小石 ピンク

17W174D D/金小石 紺

17W175A A/麻の葉

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \800

[税抜] \800

[税抜] \460

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
210×18×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm
●パッケージ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
210×18×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm
●パッケージ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

●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：ポリ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

日本製の和紙を使用しています。

日本製の和紙を使用しています。

涼風布貼扇子 （5951）

涼風布貼扇子 （5953）

17W175B B/紺絣

CHN70-30S

17W175C C/紺地トンボ

涼風布貼扇子 （5967）
CHN70-30S

17W175D D/市松

CHN70-30S

[税抜] \460

[税抜] \460

[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：ポリ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

●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：ポリ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

●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：ポリ袋（添） 20個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×5mm

小判型 竹平柄うちわ （6304）

小判型 竹平柄うちわ （6310）

唐月 竹平柄うちわ （3050）

17W176A A/麻地金魚

17W176B B/紺地ホタル

17W177A A/麻地朝顔

CHN65-25S

CHN65-25S

CHN55-15V

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \350

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
375×175mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12116-100-K ●名入サイズ：●●●×●●●mm

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
375×175mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-12116-100-K ●名入サイズ：●●●×●●●mm

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
380×240mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-1216-100-K ●名入サイズ：120×160mm

形がおしゃれで使いやすいうちわです。

形がおしゃれで使いやすいうちわです。

持ち手が太骨の上竹平柄うちわで京絵柄を採用した高
級感あふれる竹うちわです。
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唐月 竹平柄うちわ （3061）
17W177B B/トンボもよう

マジックねんど （MS4220）
CHN55-15V

17W178A A/ﾄﾞﾙﾋﾟｰ

マジックねんど （MS4221）
CHN75-35S

17W178B B/ﾍﾟﾝﾋﾟｰ

CHN75-35S

[税抜] \350

[税抜] \450

[税抜] \450

●材質：竹･紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
380×240mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-1216-100-K ●名入サイズ：120×160mm

●材質：紙･ポリビニールアルコール ●セット内容：マジ
ックねんど6色･うちわ･柄･説明紙●本体サイズ：
265×170mm ●パッケージサイズ：●●●×●●●×
●●●mm ●パッケージ：PP袋 144個

●材質：紙･ポリビニールアルコール ●セット内容：マジ
ックねんど6色･うちわ･柄･説明紙●本体サイズ：
265×170mm ●パッケージサイズ：●●●×●●●×
●●●mm ●パッケージ：PP袋 144個

持ち手が太骨の上竹平柄うちわで京絵柄を採用した高
級感あふれる竹うちわです。

作る喜び、出来上がった喜び、使う楽しみ。色々な楽し
み方が味わえます。

作る喜び、出来上がった喜び、使う楽しみ。色々な楽し
み方が味わえます。

マジックねんど （MS4223）

マジックねんど （MS4225）

たためるうちわ （6849）

17W178C C/昆虫

CHN75-35S

17W178D D/ﾏｰﾒｲﾄﾞ

CHN75-35S

17W179

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \450

[税抜] \450

[税抜] \170

●材質：紙･ポリビニールアルコール ●セット内容：マジ
ックねんど6色･うちわ･柄･説明紙●本体サイズ：
265×170mm ●パッケージサイズ：●●●×●●●×
●●●mm ●パッケージ：PP袋 144個

●材質：紙･ポリビニールアルコール ●セット内容：マジ
ックねんど6色･うちわ･柄･説明紙●本体サイズ：
265×170mm ●パッケージサイズ：●●●×●●●×
●●●mm ●パッケージ：PP袋 144個

●材質：不織布･スチール･ＰＰ ●セット内容：取説●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 400個 ●名入：
70-48-17-100-S ●名入サイズ：80×80mm

作る喜び、出来上がった喜び、使う楽しみ。色々な楽し
み方が味わえます。

作る喜び、出来上がった喜び、使う楽しみ。色々な楽し
み方が味わえます。

たたむと手のひらサイズになるコンパクトなうちわです。

アニマルうちわ （1343-10）

Ｇ平柄うちわ （G04）

Ｇ平柄うちわ （G07）

17W180

指定不可

JPN70-30S

17W181A A/花火

JPN60-20S

17W181B B/青空ひまわり

JPN60-20S

[税抜] \110

[税抜] \110

[税抜] \110

●材質：紙･ＰＳ ●重量：28g ●本体サイズ：
235×200×6mm ●パッケージ：裸 600個

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：28g ●パッケージサイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：28g ●パッケージサイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm

[環]骨/エコマーク

[環]骨/エコマーク

かわいい動物柄のうちわです。
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Ｇ平柄うちわ （G05）
17W181C C/朝顔

Ｇ平柄うちわ （G01）
JPN60-20S

17W181D D/祭

Ｊｒタイプうちわ （JR01）
JPN60-20S

17W182A A/花火

JPN60-20S

[税抜] \110

[税抜] \110

[税抜] \110

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：28g ●パッケージサイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：28g ●パッケージサイズ：
345×243×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：16g ●パッケージサイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm

[環]骨/エコマーク

[環]骨/エコマーク

[環]骨/エコマーク

Ｊｒタイプうちわ （JR02）

Ｊｒタイプうちわ （JR03）

Ｊｒタイプうちわ （JR06）

17W182B B/ひまわり

JPN60-20S

17W182C C/あさがお

JPN60-20S

17W182D D/金魚

JPN60-20S

[税抜] \110

[税抜] \110

[税抜] \110

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：16g ●パッケージサイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：16g ●パッケージサイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●重量：16g ●パッケージサイズ：
280×195×4mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：0-1116-500-K（データ支給） ●名入サイズ：110×192mm

[環]骨/エコマーク

[環]骨/エコマーク

[環]骨/エコマーク
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＜風鈴＞

お絵描き風鈴1P （F-5）
17W187

夏風情 ガラス風鈴 （JM-467）

楽描きガラス風鈴 （F-8）

17W185

17W186

指定不可

CHN60-20S

[税抜] \400

●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

●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

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。

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。

手作り風鈴 （1343-11）
CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \420

17W188

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \125

●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

●材質：鉄･ナイロン･紙 ●重量：22g ●本体サイズ：
123×180×6mm ●パッケージサイズ：180×140×6mm
●パッケージ：PP袋 600個

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。

簡単な工作で、自分の手作り風鈴がつくれます。
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ツインバード オララ フルーツビネガーメーカ
ー （EH-4686W）

ルルナ フローズンスイーツメーカー （KI4685W）

17W191

17W192A A/スノーホワイト

JPN75-35S

CHN75-35U

[税抜] \10,000

[税抜] \8,000

●材質：本体/PP、AS・HARIO社製耐熱ガラスボトル ●
機能：ヒーター式（50℃/24時間） ●セット内容：レシピブ
ック・取説・保証書●重量：900g ●容量：700mL ●電源：
AC100V-15W ●本体サイズ：φ130×305mm ●パッケ
ージサイズ：150×150×325mm ●パッケージ：化粧箱 8
個

●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：AC100V25W ●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

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

24時間で作れる自家製フルーツビネガーで健康生活。
■24時間でフルーツビネガーが作れる。（700mL）■季節
のビネガー＆果実酒レシピ付。■安心の日本製。

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。レシピブック付き

ルルナ フローズンスイーツメーカー （KI4685B）

アソブ フルーツフレーバーボトル （
ANDFN-CRD）

アソブ フルーツフレーバーボトル （
ANDFN-COR）

17W192B B/ナイトブラック

17W193A A/クリアレッド

17W193B B/クリアオレンジ

＜夏の生活雑貨＞

CHN75-35U

CHN80-40S

CHN80-40S

[税抜] \8,000

[税抜] \1,700

[税抜] \1,700

●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：AC100V25W ●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

●材質：トライタン樹脂･AS･ABS･シリコン ●機能：食洗
機使用可 ●セット内容：取説●重量：170g ●容量：
600mL ●本体サイズ：Φ75×230mm ●パッケージサイ
ズ：75×75×255mm ●パッケージ：化粧箱 25個

●材質：トライタン樹脂･AS･ABS･シリコン ●機能：食洗
機使用可 ●セット内容：取説●重量：170g ●容量：
600mL ●本体サイズ：Φ75×230mm ●パッケージサイ
ズ：75×75×255mm ●パッケージ：化粧箱 25個

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。レシピブック付き

フルーツやハーブのフレーバーウォーターでおいしく水
分補給できます。

フルーツやハーブのフレーバーウォーターでおいしく水
分補給できます。

アソブ ホワイトアイス （ANDWI）

冷保ジョッキ （80278）

アイスビアジョッキ （80178）

17W194

17W195

[法]PS-Eマーク

CHN80-40S

JPN75-35S

17W196

JPN75-35S

[税抜] \2,000

[税抜] \1,000

[税抜] \800

●材質：セラミック ●機能：繰りかえし使用可 ●セット内
容：キューブ25g×9・メッシュバッグ×1●本体サイズ：
18×18×18mm ●パッケージサイズ：105×155×32mm
●パッケージ：化粧箱 24個

●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
●名入サイズ：50×50mm

●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 ●名入サイズ：50×50mm

冷やす時に溶けないので、飲み物のおいしさをそのまま
キープできます。

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。

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。

WEB サマーナウ２０１７

ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363）

ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363）

ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363）

17W197A A/オレンジ

17W197B B/ピンク

17W197C C/グリーン

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着 ●機能：500mL缶×4
本収納可 ●セット内容：取説●重量：47g ●本体サイズ
：270×150×180mm ●パッケージサイズ：
310×190×20mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-60-17-100-S ●名入サイズ：100×100mm

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着 ●機能：500mL缶×4
本収納可 ●セット内容：取説●重量：47g ●本体サイズ
：270×150×180mm ●パッケージサイズ：
310×190×20mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-60-17-100-S ●名入サイズ：100×100mm

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着 ●機能：500mL缶×4
本収納可 ●セット内容：取説●重量：47g ●本体サイズ
：270×150×180mm ●パッケージサイズ：
310×190×20mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-60-17-100-S ●名入サイズ：100×100mm

ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363）

アイスクリームスプーン （6863）

17W197D D/ブルー

17W198

CHN70-30S

CHN65-25S

[税抜] \380

[税抜] \320

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着 ●機能：500mL缶×4
本収納可 ●セット内容：取説●重量：47g ●本体サイズ
：270×150×180mm ●パッケージサイズ：
310×190×20mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-60-17-100-S ●名入サイズ：100×100mm

●材質：アルミ ●セット内容：取説●重量：6g ●本体サ
イズ：17×100mm ●パッケージサイズ：
45×130×13mm ●パッケージ：化粧箱 200個

熱伝導率の高いアルミを使用したアイスクリームスプー
ンです。

WEB サマーナウ２０１７

ハーゲンダッツ スペシャルセット （HD50S4）

乳蔵 北海道フルーツアイス＆5種のベリー
贅沢レアチーズケーキ （8959）

17W201

17W202

[税抜] \5,000

JPN95-55S
直送品

[税抜] \5,000

JPN95-55S
直送品

●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】

●セット内容：赤肉メロンアイス90mL×2･ストロベリーア
イス90mL×2･ハスカップアイス90mL×2･5種のベリー贅
沢レアチーズケーキ×1●パッケージサイズ：
275×180×175mm ●パッケージ：無地箱 1個 【卵・乳・
小麦】

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。

フルーティなアイスクリームとレアチーズケーキをセット。

ガレー プレミアムアイスクリームセット （
EG-GL40）

ジューシー果汁100％ジュースセット （JU20B）

サマースイーツセレクション （SSR-15）

17W203

17W204

17W205

＜夏の味覚＞

JPN95-55S

[税抜] \4,000

直送品

JPN85-45S

JPN80-40U

[税抜] \2,000

[税抜] \1,500

●セット内容：アイス100mL/ホワイトチョコレートバニラ、
ミルクチョコレート、キャラメルチョコレート各4●パッケー
ジサイズ：208×280×210mm ●パッケージ：発泡容器 【
乳】

●セット内容：果汁100％ジュース190ｇ18本（オレンジ×9
、アップル×9）●パッケージサイズ：335×340×57mm
●パッケージ：化粧箱 6個

●セット内容：フルーツゼリー(メロン･ピーチ･グレープ）
52g×各1･シャーベットゼリー（マンゴー･ピンクグレープ
フルーツ･山形ラフランス）52g×各1･ヨーグルトムース（
アップル･プレーン･マンゴー）55g×各1●パッケージサイ
ズ：255×255×45mm ●パッケージ：化粧箱＋包装済
12個 【乳】

チョコにこだわるベルギー王室御用達ジャンガレー監修
のチョコレートアイスクリームの詰め合わせです。

すっきり爽やか果汁１００％のジュースセットです。

サマーセット ９個入 （FZ-10）

カルピス ３本セット （CL-15B）

カルピス ２本セット （CL-10B）

17W206

17W207

17W208

JPN75-35T

JPN95-55T

JPN95-55T

[税抜] \1,000

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

●セット内容：熟果ゼリー（グレープ、ピーチ）52g×各3･
水ようかん練り60g×3●重量：750g ●パッケージサイズ
：270×270×35mm ●パッケージ：化粧箱＋包装済 12
個 【小麦】

●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】

●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】

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。

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。

WEB サマーナウ２０１７

三輪素麺 手延べ三輪の白髭 細麺 （KB30S）

三輪素麺 手延べ三輪の白髭 細麺 （KB20J）

伊勢参宮素麺 （KI-10）

17W209

17W210

17W211

JPN80-40U

JPN80-40U

JPN60-20Y

[税抜] \3,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,000

●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】

●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】

●セット内容：素麺50g×10束●パッケージサイズ：
206×204×27m ●パッケージ：化粧箱 20個 【小麦】

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。

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。

歯ごたえの良い、のど越しのよい素麺です。

手延べ素麺 揖保乃糸 （IB-8）

播州の糸 （FA-5）

金魚すくい飴 （AR0211051）

17W212

17W213

JPN75-35S

JPN75-35S

17W214

JPN75-35T

[税抜] \800

[税抜] \500

[税抜] \250

●セット内容：上級50g×6束・取説●パッケージサイズ：
192×100×22mm ●パッケージ：化粧箱 30個 【小麦】

●セット内容：そうめん50g×5束・取説●パッケージサイ
ズ：195×100×22mm ●パッケージ：化粧箱 30個 【小麦
】

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

良質の小麦粉・播磨地方のおいしい水・赤穂の塩を使い
、添加物は一切使用せずに伝統の製法で作り上げた逸
品です。

素麺の本場播州で丹念につくられた、絹糸のようになめ
らかな素麺です。

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。※
賞味期限は製造日より1年となります。

桃太郎麦茶 （MV-10）

桃太郎麦茶（袋入り） （MV-5）

17W215

JPN80-40S

17W216

JPN90-50W

[税抜] \100

[税抜] \50

●セット内容：麦茶バッグ10g×5●パッケージサイズ：
148×95×35mm ●パッケージ：化粧箱 100個

●セット内容：麦茶パック10g×3●パッケージサイズ：
150×90×20mm ●パッケージ：PP袋 300個

食品添加物、着色料など一切使用しておりません。

食品添加物、着色料など一切使用しておりません。

WEB サマーナウ２０１７

夏祭り縁日プレゼント１００人用

エアーキャラクターいろいろプレゼント１００
人用 （1187-01）

17W221

17W222

[税抜] \26,000

JPN80-40T
直送品

[税抜] \19,000

CHN78-38V
直送品

●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

●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

イベントセット 花火まつりA 200人用

イベントセット 花火まつりB 100人用

花火千本引き大会 50人用 （1166-02）

17W223

17W224

17W225

＜夏のイベントセット＞

CHN73-33Y

CHN73-33W

JPN78-38W

[税抜] \25,000

[税抜] \19,000

[税抜] \27,000

●セット内容：特等夏まつりセット特大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●合計200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

●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
●合計100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

●機能：組立式 ●セット内容：花火50個●千本BOX1個
●ひも、クリップ各25個●パッケージサイズ：
850×400×900mm ●パッケージ：段ボール箱 1個

直送品

[品]SFマーク

[品]SFマーク
オールインワンタイプ。

水てっぽうで射的ゲーム 本体キット （6726
）

水てっぽうで射的ゲーム用 お菓子100個 （
6727）

水てっぽうで射的ゲーム用 おもちゃ100個
（6728）

17W226

17W227

17W228

[税抜] \22,000

JPN80-40V
直送品

[税抜] \16,000

JPN95-55T
直送品

[税抜] \12,000

CHN88-48V
直送品

●材質：本体/プラスチックダンボール・水てっぽう/PP・
PE ●機能：組立式 ●セット内容：ディスプレイ台・的板（
大×10、小×10）・ビニールシート（1800×2000mm）・水
てっぽう×2（中国）・取説●本体サイズ：
785×1600×545mm ●パッケージ：発送用段ボール箱

●セット内容：お菓子アソート100個●パッケージ：発送
用段ボール箱 【卵・乳・小麦】

●セット内容：おもちゃアソート100個●パッケージ：発送
用段ボール箱

暑い季節にぴったり！スプラッシュ型のイベントツール。
水てっぽうで射的ゲームの本体キットです。ご購入の際
は17W227・17W228の景品セットとあわせてご検討くださ
い。

水てっぽうで射的ゲームの景品セットです。ご購入の際
は17W226の本体キットとあわせてご検討ください。

水てっぽうで射的ゲームの景品セットです。ご購入の際
は17W226の本体キットとあわせてご検討ください。

WEB サマーナウ２０１７

えんにち大当たり 100人用 （1380-02）

アニマルフェイスヨーヨーつり大会 100個入

キャラクタースーパーボール すくい大会
250コ入 （1179-01）

17W229

17W230

17W231

[税抜] \24,500

CHN78-38W
直送品

●機能：組立式 ●セット内容：1等花火スーパービッグＳ
2個●2等キャラクターお面6個●3等水鉄砲（大）10個●
4等しゃぼん玉セット12個●5等花火色々20個●6等紙風
船プラ竹トンボセット25個●7等吹き戻し25個●三角クジ
100枚●抽選箱1個●パッケージサイズ：
480×300×420mm ●パッケージ：段ボール箱 1個

スーパーボールすくい大会 350個入 （
1180-03）
17W232
[税抜] \12,000

JPN80-40U
直送品

●材質：PVC ●セット内容：スーパーボール（22mm230
個、27mm35個、32mm15個、38mm20個）・50mmカラーボ
ール50個・透明プール（80cm）1個・BBポンプ1個・おわん
10個・ワンタッチ枠20個・替え紙300枚●パッケージサイ
ズ：300×410×220mm ●パッケージ：段ボール箱 1個

CHN73-33V

CHN75-35S

[税抜] \13,000

[税抜] \22,000

●材質：PVC ●セット内容：ｱﾆﾏﾙﾖｰﾖｰ100個･つり針30
個･つり紙100枚･ラクラクポンプ1本･80cm丸型プール1個
･BBポンプ1個･レジャーシート1個●パッケージサイズ：
415×325×180mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●材質：PVC ●セット内容：ミックススーパーボールφ
22mm130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

直送品

WEB サマーナウ２０１７

EX.ホーム･セーフ･ホーム 無事にお帰りセ
ット ショルダーＬ （EX0HSHL）

ステイアライブ 11 （3050）

17W241

17W242

CHN78-38U

JPN85-45U

[税抜] \11,000

[税抜] \5,000

●セット内容：バッグ･長期保存甘味物･AM・FMラジオ付
き 万能自家発電ライト･使い捨てライター･カッターナイフ
･簡易トイレセット（ケアバッグ）×3･救急絆創膏×5･ポケ
ットティッシュ･軍手・3mロープ・ふえセット×1･マスク×3･
アルミシート･大型ゴミ袋･収納ポーチ･タオル･多機能ツ
ール･雨衣･長期保存飲料水500mL･ボールペン付きメモ
帳･リフレクター付きバンド・取説●パッケージサイズ：
302×77×332mm ●パッケージ：無地箱 1個 【乳・小麦】

●セット内容：持出袋・LEDラジオライト（中国）・アルカリ
10年保存乾電池単4×3本・アルミシート（中国）・ビスコ
保存缶・保存水・簡易トイレ・3WAY真空タオルセット（タオ
ル・軍手・マスク）・水に流せるティッシュ2コ・防災マニュ
アル●パッケージサイズ：280×140×110mm ●パッケ
ージ：白段ボール箱 12個 【乳・小麦】 ●名入：70-9616-100-S ●名入サイズ：70×200mm

被災者や防災士の意見をもとに、災害時の必需品をコ
ンパクトにセットしました。

防災士が監修し、災害時に必要不可欠な内容をセットし
た5年保存防災セット。

ゲリラ豪雨傘 シームレスジャンプ100 （
MBU-SJ05）

ゲリラ豪雨傘 シームレスジャンプ100 （
MBU-SJ03）

ゲリラ豪雨傘 シームレスジャンプ100 （
MBU-SJ06）

17W243A A/カーマイン

17W243B B/バジル

17W243C C/ネイビー

＜防災の日＞

CHN80-40U

CHN80-40U

CHN80-40U

[税抜] \4,300

[税抜] \4,300

[税抜] \4,300

●材質：ポリエステル・スチール・グラスファイバー・ABS
●機能：シームレス（1枚張り）・Z骨・ジャンプ式 ●セット
内容：取説●重量：490g ●本体サイズ：65cm×8本 ●
パッケージサイズ：45×130×890mm ●パッケージ：化
粧箱（添） 12個 ●名入サイズ：50×100mm

●材質：ポリエステル・スチール・グラスファイバー・ABS
●機能：シームレス（1枚張り）・Z骨・ジャンプ式 ●セット
内容：取説●重量：490g ●本体サイズ：65cm×8本 ●
パッケージサイズ：45×130×890mm ●パッケージ：化
粧箱（添） 12個 ●名入サイズ：50×100mm

●材質：ポリエステル・スチール・グラスファイバー・ABS
●機能：シームレス（1枚張り）・Z骨・ジャンプ式 ●セット
内容：取説●重量：490g ●本体サイズ：65cm×8本 ●
パッケージサイズ：45×130×890mm ●パッケージ：化
粧箱（添） 12個 ●名入サイズ：50×100mm

高い耐水圧、縫製を行わない1枚張りの傘です。強風や
突風にも裏返りにくい構造、ゲリラ豪雨を想定した高い
機能を備えています。

高い耐水圧、縫製を行わない1枚張りの傘です。強風や
突風にも裏返りにくい構造、ゲリラ豪雨を想定した高い
機能を備えています。

高い耐水圧、縫製を行わない1枚張りの傘です。強風や
突風にも裏返りにくい構造、ゲリラ豪雨を想定した高い
機能を備えています。

FMスリムダイナモライト（スマートフォン充電
対応） （6108）

スマホ対応ダイナモチャージングラジオライ
ト

A4ファイルサイズ防災セット （ABO-39）

17W244

17W245

17W246

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN80-40V

[税抜] \4,000

[税抜] \3,600

[税抜] \3,000

●機能：LEDライト3灯･FMラジオ、携帯電話充電機能
(iPhone･スマートフォン･docomo、Softbank兼用･au) ●セ
ット内容：充電用アダプター4種･USBケーブル･iPhone5、
6用アダプター・取説・保証書●重量：150g ●電源：ダイ
ナモ･USB ●本体サイズ：155×55×44mm ●パッケー
ジサイズ：160×60×50mm ●パッケージ：化粧箱 20個
●名入：60-54-16-200-P ●名入サイズ：10×30mm

●材質：ABS ●機能：ライト･AM/FMラジオ･サイレン･ス
マホ、携帯電話充電 ●セット内容：取説・保証書●重量
：406g ●本体サイズ：183×110×73mm ●パッケージサ
イズ：195×83×124mm ●パッケージ：化粧箱 30個 ●
名入：70-54-16-100-S ●名入サイズ：10×20mm

●セット内容：A4ファイルケース（日本）×1･ミニアルミラ
イト（電池付）×1･アルミホイッスル×1･マスク×3･携帯ト
イレ（日本）×1･タオル×1･カッター×1･レジャーシート
×1･ポリ袋×1･ポケットティッシュ（日本）×1・取説●重
量：630g ●パッケージサイズ：315×260×35mm ●パッ
ケージ：PE袋 10個

災害時の必需品をＡ４サイズにまとめて、棚や引き出し
にコンパクトに収納できます。

WEB サマーナウ２０１７

防災メガホン （BS-761）
17W247

CHN70-30U

AM/FM デスクラジオ （6480）

スターオブライフ LEDライト付ホイッスル （
2827-29）

17W248

17W249

CHN70-30S

CHN85-45Y

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●機能：大音量100dB・サイレン ●セット内
容：ループストラップ40cm・取説●重量：320g ●電源：単
3×6（別） ●本体サイズ：143×154×98.5mm ●パッケ
ージサイズ：100×120×190mm ●パッケージ：化粧箱
40個 ●名入：60-60-16-200-P ●名入サイズ：
15×50mm

●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

●材質：真鍮 ●機能：高輝度白色LEDライト・ホイッスル
（97dB、距離1m）・防滴仕様 ●セット内容：取説●重量：
40g ●電源：モニターLR41×4（添） ●本体サイズ：φ
13×67mm ●パッケージサイズ：175×80×20mm ●パ
ッケージ：白箱 10個 ●名入：110-120-23-100-S ●名
入サイズ：10×15mm

緊急時やイベント誘導に役立ち、サイレン機能がついた
小型拡声器。

「災害対策」や「難聴対策」のためのFM補完放送（ワイド
FM）対応ラジオ。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ます。

商品の売上の一部はウォーターリスクマネージメント協
会へ寄付され、被災地の復興や人命救助等の社会活動
に役立てられます。

緊急脱出用ハンマー （BS-975）

防災ツール15徳 スタンダード （KN-15）

水のいらないシャンプー200mL （709972）

17W250

17W251

17W252

CHN70-30S

CHN70-30S

JPN70-30S

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

[税抜] \900

●材質：ABS・スチール ●セット内容：取説●重量：150g
●本体サイズ：198×72×20mm ●パッケージサイズ：
245×101×26mm ●パッケージ：ブリスター 60個 ●名
入：60-36-14-200-P ●名入サイズ：8×50mm

●材質：ステンレススチール・ABS ●機能：ナイフ・のこ
ぎり・缶切り・ハサミ・ドライバー（プラス・マイナス）・キリ・
栓抜き・爪ヤスリ・爪そうじ・針外し・ウロコ取り・穴仕上げ
・毛抜き・つまようじ・コルク抜き ●セット内容：ケース●
重量：65g ●本体サイズ：105×20×25mm ●パッケージ
サイズ：100×35×35mm ●パッケージ：化粧箱 120個
●名入：80-18-17-300-S ●名入サイズ：10×30mm

●容量：200mL ●本体サイズ：φ47×190mm ●パッケ
ージサイズ：48×48×192mm ●パッケージ：無地箱（添）
60個

車に閉じ込められた際の必需品です。

いざという時に役立つ15徳ツールです。

介護、災害、病気やケガなどで入浴できない時、どこでも
水なしで簡単に、髪と頭皮のニオイや汚れをふきとる水
のいらないシャンプーです。

水のいらないボディソープ200mL （709989）

スタビリティ カームブランケット （T22-090S
）

ブルボン 缶入カンパン

17W253

17W254

17W255

JPN70-30S

CHN65-25S

JPN88-48T

[税抜] \900

[税抜] \300

[税抜] \250

●容量：200mL ●本体サイズ：φ47×190mm ●パッケ
ージサイズ：48×48×192mm ●パッケージ：無地箱（添）
60個

●材質：アルミ・PE ●機能：緊急時の簡易保温シート ●
セット内容：取説●本体サイズ：1300×2100×0.03mm
●パッケージサイズ：140×95×20mm ●パッケージ：ポ
リ袋 160個

●機能：保存5年 ●セット内容：乾パン33コ・キャンデー5
コ●重量：100g ●本体サイズ：φ77×115mm ●パッケ
ージ：裸 24個 【乳・小麦】

介護、災害、病気やケガなどで入浴できない時、どこでも
水なしで簡単に、体や手の汚れやニオイをふきとる水の
いらないボディソープです。

カサカサ音が従来のアルミ製ブランケットより小さく、耳
障り感がしません。被災地でその音がストレスになり眠
れなかったという声から生まれた商品です。

5年保存可能。糖分補給のキャンディ入り。

WEB サマーナウ２０１７

ブルボン 缶入ミルクビスケット

ブルボン 缶入ミニクラッカー

17W256

17W257

JPN88-48T

JPN88-48T

[税抜] \250

[税抜] \250

●機能：保存5年 ●セット内容：缶入ミルクビスケット75g
●本体サイズ：φ77×115mm ●パッケージ：裸 24個 【
卵・乳・小麦】

●機能：保存5年 ●セット内容：缶入ミニクラッカー75g●
本体サイズ：φ77×115mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・
乳・小麦】

5年保存可能。

5年保存可能。

WEB サマーナウ２０１７

双眼メガネルーペ （HF-60DBK）

イタリア製靴べら にわとり （ORSHCKSMW）

17W261

17W262

TPE70-30S

ITA75-35S

[税抜] \7,500

[税抜] \2,800

●材質：TR90・アクリル ●機能：レンズサイズ
/110×45mm・倍率/1.6倍 ●セット内容：取説●重量：
31g ●本体サイズ：180×150×60mm ●パッケージサイ
ズ：190×83×80mm ●パッケージ：無地箱 10個

●材質：ニッケル･酢酸セルロース ●機能：フック付 ●セ
ット内容：本体×1(イタリア)●重量：138g ●本体サイズ：
20×60×580mm ●パッケージサイズ：
110×110×580mm ●パッケージ：PP袋 16個

メガネの感覚で使用できるルーペです。両手を使う細か
い手作業にも便利です。メガネをかけたままでもご利用
いただけます。

イタリア製のかわいいにわとりの靴べらです。

オールドマンパワーつめ切り （SN-05）

かるラク どこでもオープナー （KR-601）

ルック拡大レンズ付つめ切り （NCL-5）

17W263

17W264

17W265

＜敬老の日＞

KOR70-30S

JPN65-25S

指定不可

KOR70-30S

[税抜] \1,200

[税抜] \850

[税抜] \500

●材質：爪切/クロムメッキ刃物鋼、ABS・ヤスリ/ステン
レススチール ●セット内容：爪切・ヤスリ●重量：爪切
/100g・つめヤスリ/10g ●本体サイズ：爪切
/140×30×30mm・つめヤスリ/60×10×1mm ●パッケ
ージサイズ：145×30×30mm ●パッケージ：化粧箱 100
個 ●名入：80-18-17-300-S ●名入サイズ：15×25mm

●材質：ABS・ステンレス刃物鋼 ●機能：裏面/マグネッ
ト・キャップ開け・袋開け・プルタブおこし ●セット内容：
取説●重量：43g ●本体サイズ：130×42×20mm ●パ
ッケージサイズ：205×127×18mm ●パッケージ：ブリス
ター 60個

●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：130×55×25mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●
名入サイズ：5×50mm

力点と支点の間隔が長いため、少ない力でつめを切るこ
とができる特大サイズのつめ切りです。

キャップが開かないその時に！軽い力でキャップが開け
られます。袋開け、各種缶のプルタブおこしもOK。便利
なマグネット付です。

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。

軽着火ライター補助具CK （AFL-06）

年金手帳ケース （PC-580）

保険証・カードケース （HC-380）

17W266

17W267

JPN70-30S

JPN70-30S

17W268

JPN70-30S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \380

●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

●材質：PVC ●重量：71g ●本体サイズ：
115×155×12mm ●パッケージサイズ：
160×130×12mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入サ
イズ：20×50mm

●材質：PVC・PP ●機能：クリアポケット×4・カードポケ
ット×8 ●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 ●名入サイズ：20×50mm

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。

年金手帳に診察券、保険証等をまとめて収納できます。

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。

WEB サマーナウ２０１７

リフレクター プリント ジャンプアンブレラ （
MBU-RPJ01）

リフレクター プリント ジャンプアンブレラ （
MBU-RPJ02）

17W271A A/シード

17W271B B/ブランチ

CHN80-40U

CHN80-40U

[税抜] \3,500

[税抜] \3,500

●材質：ボリエステル100%・グラスファイバー・スチール・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●重量：440g ●本体サ
イズ：60cm×8本 ●パッケージサイズ：
50×130×820mm ●パッケージ：化粧箱（添）

●材質：ボリエステル100%・グラスファイバー・スチール・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●重量：440g ●本体サ
イズ：60cm×8本 ●パッケージサイズ：
50×130×820mm ●パッケージ：化粧箱（添）

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

リフレクター プリント ジャンプアンブレラ （
MBU-RPJ03）

リフレクター プリント ジャンプアンブレラ （
MBU-RPJ04）

リフレクタープリント折りたたみ傘 （MBURPM01）

17W271C C/バード

17W271D D/レインドロップ

17W272A A/シード

＜秋の交通安全
(9/21～30)＞

CHN80-40U

CHN80-40U

CHN80-40U

[税抜] \3,500

[税抜] \3,500

[税抜] \3,500

●材質：ボリエステル100%・グラスファイバー・スチール・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●重量：440g ●本体サ
イズ：60cm×8本 ●パッケージサイズ：
50×130×820mm ●パッケージ：化粧箱（添）

●材質：ボリエステル100%・グラスファイバー・スチール・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●重量：440g ●本体サ
イズ：60cm×8本 ●パッケージサイズ：
50×130×820mm ●パッケージ：化粧箱（添）

●材質：ポリエステル100%・グラスファイバー・アルミ・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●本体サイズ：55cm×6
本 ●パッケージサイズ：45×130×320mm ●パッケージ
：化粧箱 12個

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

リフレクタープリント折りたたみ傘 （MBUPRM02）

リフレクタープリント折りたたみ傘 （MBURPM03）

リフレクタープリント折りたたみ傘 （MBURPM04）

17W272B B/ブランチ

17W272C C/バード

17W272D D/レインドロップ

CHN80-40U

CHN80-40U

CHN80-40U

[税抜] \3,500

[税抜] \3,500

[税抜] \3,500

●材質：ポリエステル100%・グラスファイバー・アルミ・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●本体サイズ：55cm×6
本 ●パッケージサイズ：45×130×320mm ●パッケージ
：化粧箱 12個

●材質：ポリエステル100%・グラスファイバー・アルミ・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●本体サイズ：55cm×6
本 ●パッケージサイズ：45×130×320mm ●パッケージ
：化粧箱 12個

●材質：ポリエステル100%・グラスファイバー・アルミ・
ABS ●機能：再帰反射プリント ●本体サイズ：55cm×6
本 ●パッケージサイズ：45×130×320mm ●パッケージ
：化粧箱 12個

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

暗い雨の夜道も、安心！反射して光る傘「リフレクター」。
再帰反射（リフレクター）プリントを施した生地を使用して
います。

WEB サマーナウ２０１７

３ＬＥＤ前カゴクリップライト 黒 （AKU4304BK）

光るスポークかざり ビーズ 9個入 （ASK04）

エコ・直定規20 交通標識 （ECN-22K）

17W273

17W274

17W275

CHN60-20S

CHN55-15U

JPN70-30U

[税抜] \1,600

[税抜] \800

[税抜] \120

●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

●材質：PE・ポリエステル ●セット内容：グリーン・イエロ
ー・ピンク各3・取説●本体サイズ：φ13×15mm ●パッ
ケージサイズ：140×100×13mm ●パッケージ：ヘッダー
付ポリ袋 100個

●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 ●名入サイズ：20×60mm

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合
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。

工具不要、カチッとはめるだけの自転車スポーク用リフ
レクターです。

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。インクジ
ェットフルカラー印刷もできます。（料金別途）

マグネット反射ワッペン （ASK-09MN）

マグネット反射ワッペン （ASK-09NQ）

マグネット反射ワッペン （ASK-09CV）

17W276A A/招き猫

17W276B B/肉球

17W276C C/クローバー

CHN63-23U

CHN63-23U

CHN63-23U

[税抜] \800

[税抜] \800

[税抜] \800

●材質：PVC・ネオジウム磁石 ●機能：3M Scotchlite製
反射材使用 ●セット内容：取説●重量：10g ●本体サイ
ズ：50～60×120～140×3mm ●パッケージサイズ：
140×80×10mm ●パッケージ：OP袋 100個

●材質：PVC・ネオジウム磁石 ●機能：3M Scotchlite製
反射材使用 ●セット内容：取説●重量：10g ●本体サイ
ズ：50～60×120～140×3mm ●パッケージサイズ：
140×80×10mm ●パッケージ：OP袋 100個

●材質：PVC・ネオジウム磁石 ●機能：3M Scotchlite製
反射材使用 ●セット内容：取説●重量：10g ●本体サイ
ズ：50～60×120～140×3mm ●パッケージサイズ：
140×80×10mm ●パッケージ：OP袋 100個

夜間の自転車走行やウォーキングの際に、マグネットで
簡単に留められるリフレクターです。

夜間の自転車走行やウォーキングの際に、マグネットで
簡単に留められるリフレクターです。

夜間の自転車走行やウォーキングの際に、マグネットで
簡単に留められるリフレクターです。

