WEB サマーナウ２０１８

タニタ コンディションセンサー シラセル （
TT-555-RD）

タニタ コンディションセンサー シラセル （
TT-555-BL）

18H001A A/ﾚｯﾄﾞ

18H001B B/ﾌﾞﾙｰ

CHN80-40V

CHN80-40V

[税抜] \5,000

[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 ●名入：60-120-23-120-S ●
名入サイズ：13×57mm

●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 ●名入：60-120-23-120-S ●
名入サイズ：13×57mm

＜熱中症対策の日
（5/5）＞

室内環境の状態を音声と光でお知らせする温湿度計で
す。熱中症、インフルエンザ…室内外できちんと危険度
チェック！

室内環境の状態を音声と光でお知らせする温湿度計で
す。熱中症、インフルエンザ…室内外できちんと危険度
チェック！

タニタ コンディションセンサー （TC-200GD）

熱中症・インフルエンザ警告温湿度計 （O311WT）

エンペックス 熱中症注意 （TM-9781）

18H002

18H003

18H004

CHN80-40V

CHN65-25S

JPN70-30S

[税抜] \5,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,800

●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(添) ●本体サイズ：
36×58×108mm ●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：ABS・ガラス・アルミ ●セット内容：取説●重量：
100g ●本体サイズ：φ127×32mm ●パッケージサイズ
：205×150×40mm ●パッケージ：PETボックス 60個

●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

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、湿度の指針が交差した位置で熱中症、インフルエ
ンザの危険度を７色の範囲でお知らせ。

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。

ラコステ Lヴィフ タオルマフラー （
2518M169）

ラコステ Lヴィフ タオルマフラー （
2518M169）

ラコステ Lヴィフ タオルマフラー （
2518M169）

18H005A A/ﾋﾟﾝｸ

18H005B B/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ

18H005C C/ﾎﾜｲﾄ

CHN85-45U

CHN85-45U

CHN85-45U

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

●材質：綿100% ●機能：ポケット ●重量：67g ●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 ●重量：67g ●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 ●重量：67g ●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

保冷剤を入れるポケット付です。熱中症対策やアウトド
アはもちろん、節電中の室内でも活躍します。

保冷剤を入れるポケット付です。熱中症対策やアウトド
アはもちろん、節電中の室内でも活躍します。

保冷剤を入れるポケット付です。熱中症対策やアウトド
アはもちろん、節電中の室内でも活躍します。
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おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8411
）

おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8415
）

おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8416
）

18H006A A/ﾎﾜｲﾄ

18H006B B/ﾋﾟﾝｸ

18H006C C/ﾌﾞﾙｰ

CHN70-30W

CHN70-30W

CHN70-30W

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

●材質：ABS ●機能：温湿度・フェイスアイコン（快適、不
快） ●セット内容：取説・保証書●重量：80g ●電源：モ
ニター単4（添） ●本体サイズ：85×90×20mm ●パッケ
ージサイズ：148×120×25mm ●パッケージ：無地箱 50
個 ●名入：70-72-16-50-S ●名入サイズ：8×40mm

●材質：ABS ●機能：温湿度・フェイスアイコン（快適、不
快） ●セット内容：取説・保証書●重量：80g ●電源：モ
ニター単4（添） ●本体サイズ：85×90×20mm ●パッケ
ージサイズ：148×120×25mm ●パッケージ：無地箱 50
個 ●名入：70-72-16-50-S ●名入サイズ：8×40mm

●材質：ABS ●機能：温湿度・フェイスアイコン（快適、不
快） ●セット内容：取説・保証書●重量：80g ●電源：モ
ニター単4（添） ●本体サイズ：85×90×20mm ●パッケ
ージサイズ：148×120×25mm ●パッケージ：無地箱 50
個 ●名入：70-72-16-50-S ●名入サイズ：8×40mm

フェイスアイコンでお部屋の快適と不快をお知らせします
。卓上・壁掛け（背面マグネット付）兼用。快適不快

フェイスアイコンでお部屋の快適と不快をお知らせします
。卓上・壁掛け（背面マグネット付）兼用。快適不快

フェイスアイコンでお部屋の快適と不快をお知らせします
。卓上・壁掛け（背面マグネット付）兼用。快適不快

窓用室外温度計 （TM-5609）

アイス＆ウォームバッグ （6705）

ライフチェックメーター（温湿度計） （6023）

18H007

18H008

18H009

CHN70-30U

CHN65-25S

CHN65-25S

[税抜] \600

[税抜] \450

[税抜] \420

●材質：PC・アルミ ●セット内容：取説●重量：22g ●本
体サイズ：75×15mm ●パッケージサイズ：
121×101×16mm ●パッケージ：ブリスター 72個 ●名
入：70-72-16-72-S ●名入サイズ：5×12mm

●材質：PP･PVC･ポリエステル･アルミ ●セット内容：取
説●重量：64g ●本体サイズ：145×145×40mm ●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：ABS・スチール ●機能：計測範囲/温度：－20～
50度、湿度：0～100% ●セット内容：取説●重量：31g ●
本体サイズ：74×74×11mm ●パッケージサイズ：
78×79×15mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●名入：
60-36-17-100-S ●名入サイズ：10×25mm

室外の温度が簡単にわかります。本体装着用両面テー
プで取り付けも簡単です。

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。

温度と湿度を意識し健康で快適な生活環境をチェック。

熱中症対策てぬぐい （6824）

熱中症予防カード （NE-02）

こだわりの塩飴セット （7052）

18H010

18H011

18H012

CHN65-25S

JPN70-30U

JPN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \130

[税抜] \80

●材質：綿 ●セット内容：取説●重量：40g ●本体サイ
ズ：350×1000mm ●パッケージサイズ：
185×130×15mm ●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 ●機能：温度計 ●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：ＯＰＰカードケース 500個 ●名入：60-30-17-300-K
●名入サイズ：40×70mm

●セット内容：塩飴×3●パッケージサイズ：
95×95×10mm ●パッケージ：ポリ袋 300個

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。

適度な塩分補給で熱中症対策を。
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ニューブロックはじめてのセット1 （83155）

えいごタブレット （T83058）

18H021

18H022

CHN80-40S

CHN80-40S

[税抜] \3,000

[税抜] \4,000

●材質：ケース/PP・ブロック/PE ●セット内容：70パーツ
（19種類）・取説●重量：1440g ●パッケージサイズ：
350×245×160mm ●パッケージ：裸 8個

●材質：ABS・液晶パネル/ガラス（TAC） ●セット内容：
取説●電源：単3×2(別) ●本体サイズ：
215×277×25mm ●パッケージサイズ：
325×280×60mm ●パッケージ：化粧箱 6個

さまざまな遊び方ができるニューブロックは、子供の創造
性を豊かにします。

英語教育の基礎が学べる教育玩具です。簡単な英会話
のあいさつやABCの歌も収録。

シヤチハタ おなまえスタンプ入学準備BOX
（GAS-A/MO）

ガチャマシン工作キット （719-020）

ゲームスタジアム11 （057813）

18H023

18H024

18H025

＜子どもの日＞

JPN80-40S

JPN80-40W

JPN90-50S

[税抜] \2,800

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

●材質：収納ケース/PS・ゴム印/ABS ●機能：インキ色
/黒・書体/丸ゴシック体 ●セット内容：スタンプ台・スタン
プガイド・専用ケース・専用クリーナー・ゴム印・補充イン
キ●重量：90ｇ ●本体サイズ：78.5×101.0×69.5mm ●
パッケージサイズ：81×72×102mm ●パッケージ：ブリ
スター 60個

●材質：本体パーツ/段ボール・カプセル/PS、PP ●セッ
ト内容：本体パーツ×9・空カプセル（φ48mm）×3・取説
●重量：308ｇ ●パッケージサイズ：345×210×60mm ●
パッケージ：化粧箱 20個

●材質：PP・PS・紙 ●機能：対象年齢6才以上・ボードゲ
ーム11種類 ●セット内容：ボードゲーム11種類/リバー
シ、ニップ、ダイヤモンド、将棋、歩なし将棋、はさみ将棋
、囲碁七路盤、ソリティア、フォックス･ヘンズ、五目並べ
、チェッカー・取説●重量：322g ●本体サイズ：
148×148×34mm ●パッケージサイズ：
152×152×35mm ●パッケージ：化粧箱 36個

たくさんある持ち物に、最適な大きさで捺印できる８タイ
プのゴム印セット。水ににじまず落ちにくい油性インキで
、簡単スピーディーに名前書きができます。

はさみやのりを使わずに、簡単にオリジナルのガチャマ
シンが作れます。※3月中は本体段ボールがクラフト地
のものとなります。

お米のねんど 9色セット （462-036）

シヤチハタ 手洗い練習スタンプ おててポ
ン （ZHT-A1）

シヤチハタ 手洗い練習スタンプ おててポ
ン （ZHT-A2）

18H026

18H027A A/ブルー

18H027B B/ピンク

CHN80-40W

JPN80-40S

JPN80-40S

[税抜] \600

[税抜] \500

[税抜] \500

●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：LDPE・PP ●セット内容：取説●重量：18ｇ ●本
体サイズ：48.9×44.6×92.2mm ●パッケージサイズ：
49×45×90mm ●パッケージ：PET袋 180個 ●名入：
60-36-23-100-P ●名入サイズ：24×7mm

●材質：LDPE・PP ●セット内容：取説●重量：18ｇ ●本
体サイズ：48.9×44.6×92.2mm ●パッケージサイズ：
49×45×90mm ●パッケージ：PET袋 180個 ●名入：
60-36-23-100-P ●名入サイズ：24×7mm

お子様の手洗いを楽しくサポート！洗う前に手のひらに
スタンプを押し、きれいに消えるまで石けんでしっかり洗
います。インクは食用色素を採用で安全です。

お子様の手洗いを楽しくサポート！洗う前に手のひらに
スタンプを押し、きれいに消えるまで石けんでしっかり洗
います。インクは食用色素を採用で安全です。

[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。
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シヤチハタ コロピカどろだんご 制作キット
（TMN-SHHD1）

あそびっこ 工作バルーン （469-005）

ムクパックなわとび （002-094）

18H028

18H029

18H030A A/桃

JPN80-40S

JPN80-40W

JPN80-40W

[税抜] \500

[税抜] \400

[税抜] \180

●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：天然ゴム・PP ●セット内容：取説●重量：100g
●パッケージサイズ：175×120×45mm ●パッケージ：
窓空き箱 120個

●材質：塩化ビニル・PE ●重量：65ｇ ●本体サイズ：グ
リップ長/128mm・なわ長/2400mm ●パッケージサイズ：
220×110×20mm ●パッケージ：PP袋 400個

[品]STマーク
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！

ふうせんで動物やお花を作っちゃおう！はじめての方で
も動物や花が作れる説明書付きです。

ロープの長さが簡単に調節できます。

ムクパックなわとび （002-095）

ムクパックなわとび （002-099）

ムクパックなわとび （002-098）

18H030B B/橙

18H030C C/黄

18H030D D/緑

JPN80-40W

JPN80-40W

JPN80-40W

[税抜] \180

[税抜] \180

[税抜] \180

●材質：塩化ビニル・PE ●重量：65ｇ ●本体サイズ：グ
リップ長/128mm・なわ長/2400mm ●パッケージサイズ：
220×110×20mm ●パッケージ：PP袋 400個

●材質：塩化ビニル・PE ●重量：65ｇ ●本体サイズ：グ
リップ長/128mm・なわ長/2400mm ●パッケージサイズ：
220×110×20mm ●パッケージ：PP袋 400個

●材質：塩化ビニル・PE ●重量：65ｇ ●本体サイズ：グ
リップ長/128mm・なわ長/2400mm ●パッケージサイズ：
220×110×20mm ●パッケージ：PP袋 400個

ロープの長さが簡単に調節できます。

ロープの長さが簡単に調節できます。

ロープの長さが簡単に調節できます。

ムクパックなわとび （002-097）

カラフルふうせん （469-011）

18H030E

18H031

E/青

JPN80-40W

THA80-40W

[税抜] \180

[税抜] \120

●材質：塩化ビニル・PE ●重量：65ｇ ●本体サイズ：グ
リップ長/128mm・なわ長/2400mm ●パッケージサイズ：
220×110×20mm ●パッケージ：PP袋 400個

●材質：天然ゴム ●セット内容：7個●本体サイズ：吹後
/φ250mm ●パッケージサイズ：135×110×5mm ●パ
ッケージ：PP袋 400個

ロープの長さが簡単に調節できます。

７色入りのカラフルな風船です。
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アロマディフューザー （GF-AD0016）

アロマディフューザー ラヴィトゥール （DF708IV）

18H036

18H037A A/アイボリー

CHN70-30S

CHN65-25S

[税抜] \7,000

[税抜] \5,000

●材質：木・PP・ABS・ガラス ●機能：連続使用時間5時
間 ●セット内容：ACアダプター・取説・保証書●重量：
600g ●容量：タンク/85mL ●電源：AC100～240V-9W
●本体サイズ：φ116×151mm ●パッケージサイズ：
148×148×250mm ●パッケージ：化粧箱 8個

●材質：PP ●機能：運転2モード（連続、間欠）・空焚き
防止 ●セット内容：テスター板・ACアダプター・取説・保
証書●重量：230g ●容量：50mL ●電源：AC100～
240V-12W ●本体サイズ：φ70×260mm ●パッケージ
サイズ：113×305×100mm ●パッケージ：化粧箱 16個

[法]PS-Eマーク

［法］PS-Eマーク

アロマリアルウッド、リアルガラスでできた本物志向のア
ロマディフューザー。

超音波加湿方式のアロマディフューザー。インテリアに
合わせやすいヴィンテージカラーで、スリム＆コンパクト
で置き場所を選びません。

アロマディフューザー ラヴィトゥール （DF708RD）

アロマディフューザー ラヴィトゥール （DF708BR）

グラスコンテナ４点ロック式ガラス保存容器
３pcs （SJ2541）

18H037B B/レッド

18H037C C/ブラウン

18H038

＜母の日＞

CHN65-25S

CHN65-25S

CHN68-28U

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

[税抜] \3,000

●材質：PP ●機能：運転2モード（連続、間欠）・空焚き
防止 ●セット内容：テスター板・ACアダプター・取説・保
証書●重量：230g ●容量：50mL ●電源：AC100～
240V-12W ●本体サイズ：φ70×260mm ●パッケージ
サイズ：113×305×100mm ●パッケージ：化粧箱 16個

●材質：PP ●機能：運転2モード（連続、間欠）・空焚き
防止 ●セット内容：テスター板・ACアダプター・取説・保
証書●重量：230g ●容量：50mL ●電源：AC100～
240V-12W ●本体サイズ：φ70×260mm ●パッケージ
サイズ：113×305×100mm ●パッケージ：化粧箱 16個

●材質：耐熱ガラス・PP ●機能：オーブンレンジ、電子レ
ンジ対応 ●セット内容：大1050mL・中640mL・小370mL・
取説●パッケージサイズ：215×165×152mm ●パッケ
ージ：化粧箱 6個

［法］PS-Eマーク

［法］PS-Eマーク

超音波加湿方式のアロマディフューザー。インテリアに
合わせやすいヴィンテージカラーで、スリム＆コンパクト
で置き場所を選びません。

超音波加湿方式のアロマディフューザー。インテリアに
合わせやすいヴィンテージカラーで、スリム＆コンパクト
で置き場所を選びません。

４点ロック式で液漏れ、におい漏れの心配なし。耐熱ガ
ラス製なので、オーブン、電子レンジも使用できます。

音波式電動歯ブラシ （TB-306SV）

音波式電動歯ブラシ （TBｰ306PK）

音波式電動歯ブラシ （TBｰ306BK）

18H039A A/シルバー

18H039B B/ピンク

18H039C C/ブラック

CHN65-25V

CHN65-25V

CHN65-25V

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

●材質：本体/アルミ、ABS･交換用歯ブラシ/ナイロン、
ABS ●セット内容：本体･交換用歯ブラシ・取説・保証書
●重量：28g･交換用歯ブラシ2g ●電源：単4(別) ●本体
サイズ：本体/φ17×165mm･交換用歯ブラシ/φ
11×65mm ●パッケージサイズ：216×62×31mm ●パ
ッケージ：PETボックス 96個 ●名入：110-180-16-200C ●名入サイズ：100×6.5mm

●材質：本体/アルミ、ABS･交換用歯ブラシ/ナイロン、
ABS ●セット内容：本体･交換用歯ブラシ・取説・保証書
●重量：28g･交換用歯ブラシ2g ●電源：単4(別) ●本体
サイズ：本体/φ17×165mm･交換用歯ブラシ/φ
11×65mm ●パッケージサイズ：216×62×31mm ●パ
ッケージ：PETボックス 96個 ●名入：110-180-16-200C ●名入サイズ：100×6.5mm

●材質：本体/アルミ、ABS･交換用歯ブラシ/ナイロン、
ABS ●セット内容：本体･交換用歯ブラシ・取説・保証書
●重量：28g･交換用歯ブラシ2g ●電源：単4(別) ●本体
サイズ：本体/φ17×165mm･交換用歯ブラシ/φ
11×65mm ●パッケージサイズ：216×62×31mm ●パ
ッケージ：PETボックス 96個 ●名入：110-180-16-200C ●名入サイズ：100×6.5mm

バッグやポーチにすっきり収まるスリムサイズ。キャップ
付きなので携帯にも便利です。

バッグやポーチにすっきり収まるスリムサイズ。キャップ
付きなので携帯にも便利です。

バッグやポーチにすっきり収まるスリムサイズ。キャップ
付きなので携帯にも便利です。

WEB サマーナウ２０１８

お知らせアラーム付クッキング温度計 （0263WT）

ハリオ リーフティーポット・ピュア （CHEN36T）

フェイスシェーバー （GF-L201-BK）

18H040

18H041

18H042

CHN65-25V

CHN65-25Y

CHN60-20T

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

●材質：ABS・ステンレス ●機能：アラーム・オートパワ
ーオフ ●セット内容：取説・保証書●電源：モニター
CR2032（添） ●本体サイズ：223×34×15mm ●パッケ
ージサイズ：250×100×17mm ●パッケージ：ブリスター
120個 ●名入：110-120-16-100-S ●名入サイズ：
30×5mm

●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

●材質：ABS・アルミ ●セット内容：キャップ・ミニブラシ・
まゆ毛用コーム・替刃・取説・保証書●重量：16g ●電源
：単4（別） ●本体サイズ：φ14×131mm ●パッケージサ
イズ：25×54×158mm ●パッケージ：化粧箱 20個

セットした温度をアラームでお知らせ。濡れた手でも使え
る防滴タイプ。保管に便利なキャップ付き。

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。

気になるまゆ毛や産毛などを手軽にお手入れ。付属の
まゆげ用コームを使えば簡単にまゆげの長さもそろえて
カットができます。

アンナエミリア マグ （51942-2923）

アンナエミリア マグ （51944-2923）

チョッピングカッター （41-06450）

18H043A A/Thank you

18H043B B/With Love

18H045

JPN80-40U

JPN80-40U

CHN70-30V

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,500

●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：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/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

さまざまなプレゼントシーンにぴったりなメッセージをアン
ナエミリアのイラストとともに贈ります。「ありがとう」の気
持ちを伝えるなら、花束のようなマグを。淡い色合いの
大輪の花が華やかで軽やかです。

さまざまなプレゼントシーンにぴったりなメッセージをアン
ナエミリアのイラストとともに贈ります。ハートの木になる
木の実を収穫するカップルが描かれています。小花に囲
まれたメッセージに、温かな思いが込められています。

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。

ハートマト （GD-546）

カーネーションフラワーソープ一輪 （JM506）

省エネサーモ20cmスケール （TS20-3）

18H047

18H059

18H046

JPN75-35S

指定不可

CHN65-25S

CHN70-30U

[税抜] \1,000

[税抜] \450

[税抜] \150

●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・肥料・鉢底シート・培養土・取説●重量：
270g ●本体サイズ：115×115×123mm ●パッケージ：
化粧箱 36個

●材質：紙せっけん・PP ●セット内容：取説●重量：54g
●本体サイズ：50×50×275mm ●パッケージサイズ：
55×55×340mm ●パッケージ：PP袋 60個

●材質：PS ●重量：16g ●本体サイズ：
32×210×2.5mm ●パッケージサイズ：212×36mm ●
パッケージ：PP袋 600個 ●名入：60-36-17-300-P ●名
入サイズ：15×60mm

ハート形の実をつけるミニトマトの栽培セット。発芽率も
良く、肥料もついてしっかり育ちやすいです。

石けんとしてだけでなく、インテリアや芳香剤としても使
用できるカーネーション型のフラワーソープです。

冷暖房の室内温度の目安を表示。地球温暖化防止の為
、みんなでエコ!省エネ温度計付き20cm定規
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カッター付きハンディーシーラー （HS110WT）

カッター付きハンディーシーラー （HS110RD）

18H051A A/ホワイト

18H051B B/レッド

CHN60-20S

CHN60-20S

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

●材質：ABS・ニクロム線・セラミック・ステンレス ●セット
内容：取説・保証書●重量：56g ●電源：モニター単
3×2(添) ●本体サイズ：102×37×36mm ●パッケージ
サイズ：222×100×40mm ●パッケージ：ブリスタ－ 72
個 ●名入：110-120-16-100-S ●名入サイズ：
43×17mm

●材質：ABS・ニクロム線・セラミック・ステンレス ●セット
内容：取説・保証書●重量：56g ●電源：モニター単
3×2(添) ●本体サイズ：102×37×36mm ●パッケージ
サイズ：222×100×40mm ●パッケージ：ブリスタ－ 72
個 ●名入：110-120-16-100-S ●名入サイズ：
43×17mm

袋の口をピタッと接着できるので食べかけのお菓子や野
菜の保存に便利です。マグネット付きで、冷蔵庫などに
貼りつけられます。

袋の口をピタッと接着できるので食べかけのお菓子や野
菜の保存に便利です。マグネット付きで、冷蔵庫などに
貼りつけられます。

カッター付きハンディーシーラー （HS110GN）

エチケットブラシ ぱくぱくローラー （N76CT
）

段ボールのこ 物流くん ロング （DC-30）

18H051C C/グリーン

18H052

18H053

＜ゴミゼロの日（5/30）・
環境月間（6月）＞

CHN60-20S

CHN70-30S

JPN78-38U

[税抜] \2,000

[税抜] \1,350

[税抜] \750

●材質：ABS・ニクロム線・セラミック・ステンレス ●セット
内容：取説・保証書●重量：56g ●電源：モニター単
3×2(添) ●本体サイズ：102×37×36mm ●パッケージ
サイズ：222×100×40mm ●パッケージ：ブリスタ－ 72
個 ●名入：110-120-16-100-S ●名入サイズ：
43×17mm

●材質：ABS・ナイロン（パイル） ●重量：200g ●本体サ
イズ：189×55×197mm ●パッケージサイズ：
200×60×200mm ●パッケージ：化粧箱 40個 ●名入：
90-35-22-500-S ●名入サイズ：5×160mm

●材質：ABS・ステンレス ●機能：スライド式・ワンタッチ
ロック・18段長さ調整 ●セット内容：取説●重量：51g ●
本体サイズ：150×19×35mm ●パッケージサイズ：
235×20×80mm ●パッケージ：ブリスタ－ 200個 ●名
入：160-36-22-400-P ●名入サイズ：80×10mm

袋の口をピタッと接着できるので食べかけのお菓子や野
菜の保存に便利です。マグネット付きで、冷蔵庫などに
貼りつけられます。

押して引くだけで、カーペットに絡みついたホコリ、ペット
の抜け毛を簡単にお掃除出来ます。

段ボールはもちろん、PPバンド、結束バンド、ストレッチ
フィルムなど梱包資材の切断ができ、開梱・解体作業に
最適です。

あら～いい！OK！ （KS-2779）

パックシーラー （H-50）

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048907
）

18H054

18H055

CHN70-30S

CHN70-30S

18H056A A/ﾍﾞｰｼﾞｭ

CHN70-30S

[税抜] \700

[税抜] \500

[税抜] \240

●材質：PP ●重量：180g ●容量：2.7L ●本体サイズ：
φ300×80mm ●パッケージサイズ：305×305×85mm
●パッケージ：化粧箱 40個

●材質：ABS ●重量：68g ●電源：アルカリ単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：
80-18-17-300-S ●名入サイズ：20×40mm

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×290×60mm・収納時/160×100mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：130-78-17-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

洗面器＆洗濯板として。洗濯板は表、裏両面使用できま
す。ハンカチ、靴下、下着など小物の洗濯に。

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。

携帯時はコンパクトサイズ。広げればマチ付きで収納力
もたっぷりです。
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おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048906
）

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048904
）

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048905
）

18H056B B/水色

18H056C C/ﾚｯﾄﾞ

18H056D D/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \240

[税抜] \240

[税抜] \240

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×290×60mm・収納時/160×100mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：130-78-17-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×290×60mm・収納時/160×100mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：130-78-17-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×290×60mm・収納時/160×100mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：130-78-17-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

携帯時はコンパクトサイズ。広げればマチ付きで収納力
もたっぷりです。

携帯時はコンパクトサイズ。広げればマチ付きで収納力
もたっぷりです。

携帯時はコンパクトサイズ。広げればマチ付きで収納力
もたっぷりです。

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048909
）

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048908
）

省エネマグネットメモホルダー （INP-MM2）

18H056E

18H056F

18H057

E/ｸﾞﾚｰ

CHN70-30S

F/ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ

CHN70-30S

CHN70-30U

[税抜] \240

[税抜] \240

[税抜] \200

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×290×60mm・収納時/160×100mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：130-78-17-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×290×60mm・収納時/160×100mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：130-78-17-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

●材質：PS ●機能：温度計 ●セット内容：取説●重量：
20g ●本体サイズ：20×200×3mm ●パッケージサイズ
：25×205mm ●パッケージ：PP袋 800個 ●名入：6036-17-300-P ●名入サイズ：10×50mm

携帯時はコンパクトサイズ。広げればマチ付きで収納力
もたっぷりです。

携帯時はコンパクトサイズ。広げればマチ付きで収納力
もたっぷりです。

強力磁石でA4用紙10枚をキャッチ。省エネ温度計付き、
19cm定規目盛付。

冷蔵庫クールカーテン （6024）
18H058

CHN68-28S

[税抜] \180
●材質：PE ●機能：フリーカットタイプ ●セット内容：取
説●重量：40g ●本体サイズ：560×790×0.08mm ●パ
ッケージサイズ：270×150×8mm ●パッケージ：ポリ袋
300個

冷蔵庫内の冷気を逃がさず省エネに。
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モバイルバッテリー カード （6151）

シヤチハタ シクオス （MGM-30/H-2）

18H065

18H066A A/ｻｸﾗﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

JPN80-40S

[税抜] \1,500

[税抜] \600

●材質：ABS ●機能：2500mAh・充電インジケーター ●
セット内容：USBコード・iPhone5～X用アダプター・取説●
重量：67g ●電源：USB ●本体サイズ：66×115×9mm
●パッケージサイズ：92×163×19mm ●パッケージ：化
粧箱 60個 ●名入：60-42-16-200-S ●名入サイズ：
80×45mm

●材質：再生ABS・再生POM・エラストマー・綿布・ポリエ
ステル・発泡PE ●セット内容：取説●重量：41g ●本体
サイズ：56×56×19mm ●パッケージサイズ：
72×20×138mm ●パッケージ：ブリスター 180個 ●名
入：35-24-23-100-P ●名入サイズ：35×35mm

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合

＜オープン
キャンパス＞

スリムなカード型モバイルバッテリー。microUSB端子が
収納されているのでスマートに持ち運びができます。

フタがマットに早変わり！”敷く”と”捺す”がひとつになっ
た便利な朱肉。フタは捺しやすい素材なのでキレイに捺
印できます。

シヤチハタ シクオス （MGM-30/H-1）

シヤチハタ シクオス （MGM-30/H-4）

シヤチハタ シクオス （MGM-30/H-3）

18H066B B/ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ

18H066C C/ﾈｲﾋﾞｰ

18H066D D/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ

JPN80-40S

JPN80-40S

JPN80-40S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：再生ABS・再生POM・エラストマー・綿布・ポリエ
ステル・発泡PE ●セット内容：取説●重量：41g ●本体
サイズ：56×56×19mm ●パッケージサイズ：
72×20×138mm ●パッケージ：ブリスター 180個 ●名
入：35-24-23-100-P ●名入サイズ：35×35mm

●材質：再生ABS・再生POM・エラストマー・綿布・ポリエ
ステル・発泡PE ●セット内容：取説●重量：41g ●本体
サイズ：56×56×19mm ●パッケージサイズ：
72×20×138mm ●パッケージ：ブリスター 180個 ●名
入：35-24-23-100-P ●名入サイズ：35×35mm

●材質：再生ABS・再生POM・エラストマー・綿布・ポリエ
ステル・発泡PE ●セット内容：取説●重量：41g ●本体
サイズ：56×56×19mm ●パッケージサイズ：
72×20×138mm ●パッケージ：ブリスター 180個 ●名
入：35-24-23-100-P ●名入サイズ：35×35mm

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合

フタがマットに早変わり！”敷く”と”捺す”がひとつになっ
た便利な朱肉。フタは捺しやすい素材なのでキレイに捺
印できます。

フタがマットに早変わり！”敷く”と”捺す”がひとつになっ
た便利な朱肉。フタは捺しやすい素材なのでキレイに捺
印できます。

フタがマットに早変わり！”敷く”と”捺す”がひとつになっ
た便利な朱肉。フタは捺しやすい素材なのでキレイに捺
印できます。

Artline BLOX蛍光マーカー３色セット （
KTX-600/3W）

付箋セット#28 （5138）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048611）

18H067

18H068

MAS80-40S

CHN70-30S

18H069A A/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN70-30S

[税抜] \360

[税抜] \280

[税抜] \230

●材質：ＰＰ ●セット内容：取説●本体サイズ：
142×16×14mm ●パッケージサイズ：15×43×142mm
●パッケージ：プラケース 240個 ●名入：35-24-32100-P ●名入サイズ：6×40mm

●材質：紙・PU ●セット内容：付箋メモ150枚●重量：
114g ●本体サイズ：90×89×25mm ●パッケージサイ
ズ：95×29×97mm ●パッケージ：化粧箱 150個 ●名入
：60-30-16-200-S ●名入サイズ：60×60mm

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

凹凸を合わせればブロックのように繋ぐことができます。

デスク周りの必需品。高級感ある白のレザー調ケースに
入った付箋セットです。

WEB サマーナウ２０１８

トートバッグヨコ01 マチ付 （048613）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048612）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048916）

18H069B B/ｵﾚﾝｼﾞ

18H069C C/ｸﾞﾘｰﾝ

18H069D D/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \230

[税抜] \230

[税抜] \230

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

トートバッグヨコ01 マチ付 （048915）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048918）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048917）

18H069E

18H069F

18H069G G/水色

E/赤

CHN70-30S

F/黄緑

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \230

[税抜] \230

[税抜] \230

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

トートバッグヨコ01 マチ付 （048614）

5Mシャープ （3C＋2）

クリスタルバー（M） ネオジウムマグネット付
（5105-16）

18H069H H/ﾌﾞﾗｯｸ

18H070

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30S

18H071

CHN70-30S

[税抜] \230

[税抜] \200

[税抜] \170

●材質：不織布 ●重量：40g ●本体サイズ：
320×390×90mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：13078-17-100-S ●名入サイズ：150×200mm

●材質：ABS ●機能：複合筆記具（3色BP（黒1.0mm・
0.7mm）＋SP） ●セット内容：取説●重量：15g ●本体サ
イズ：φ14×146mm ●パッケージサイズ：
160×25×25mm ●パッケージ：のし箱（添） 400個 ●名
入：60-12-16-300-P ●名入サイズ：6×40mm

●材質：AS・ネオジウムマグネット ●重量：17g ●本体
サイズ：110×32×6mm ●パッケージサイズ：
115×35×10mm ●パッケージ：化粧箱 600個 ●名入：
60-30-16-200-S ●名入サイズ：15×70mm

黒（1.0ミリ・0.7ミリ）・赤・青ボールペンとシャープペンの5
機能ペン。3色BP＋SP

2点止めの強力なネオジウムマグネットでメモや伝票をし
っかり押さえます。

WEB サマーナウ２０１８

ミニコンパクトミラー （YK－150）

ミニコンパクトミラー （YK－150）

ミニコンパクトミラー （YK－150）

18H072A A/ﾌﾞﾗｯｸ

18H072B B/ﾎﾜｲﾄ

18H072C C/ﾋﾟﾝｸ

JPN70-30S

JPN70-30S

JPN70-30S

[税抜] \150

[税抜] \150

[税抜] \150

●材質：ガラス鏡・PS ●重量：13g ●本体サイズ：
63×44×4mm ●パッケージサイズ：68×53×4mm ●パ
ッケージ：PP袋 1000個 ●名入：85-30-32-1000-S ●名
入サイズ：15×30mm

●材質：ガラス鏡・PS ●重量：13g ●本体サイズ：
63×44×4mm ●パッケージサイズ：68×53×4mm ●パ
ッケージ：PP袋 1000個 ●名入：85-30-32-1000-S ●名
入サイズ：15×30mm

●材質：ガラス鏡・PS ●重量：13g ●本体サイズ：
63×44×4mm ●パッケージサイズ：68×53×4mm ●パ
ッケージ：PP袋 1000個 ●名入：85-30-32-1000-S ●名
入サイズ：15×30mm

小さな化粧ポーチに入れても邪魔にならないミニミニサ
イズのコンパクトミラー。ちょっとしたお化粧直しやチェッ
クに最適です。

小さな化粧ポーチに入れても邪魔にならないミニミニサ
イズのコンパクトミラー。ちょっとしたお化粧直しやチェッ
クに最適です。

小さな化粧ポーチに入れても邪魔にならないミニミニサ
イズのコンパクトミラー。ちょっとしたお化粧直しやチェッ
クに最適です。

ミニコンパクトミラー （YK－150）

A4コットンバッグ ナチュラル （TR-0128008）

付箋セット#10 （5137）

18H072D D/ﾌﾞﾙｰ

18H073

18H074

JPN70-30S

CAM70-30U

CHN70-30S

[税抜] \150

[税抜] \130

[税抜] \100

●材質：ガラス鏡・PS ●重量：13g ●本体サイズ：
63×44×4mm ●パッケージサイズ：68×53×4mm ●パ
ッケージ：PP袋 1000個 ●名入：85-30-32-1000-S ●名
入サイズ：15×30mm

●材質：コットン ●重量：26g ●本体サイズ：
330×260mm ●パッケージ：裸 400個 ●名入：100-6923-200-S ●名入サイズ：220×160mm

●材質：紙 ●セット内容：大/40枚・小/40枚×5色●重
量：48g ●本体サイズ：79×165×6mm ●パッケージサ
イズ：6×83×166mm ●パッケージ：PP袋 400個 ●名入
：60-30-16-200-S ●名入サイズ：30×100mm

[環]エコマーク
小さな化粧ポーチに入れても邪魔にならないミニミニサ
イズのコンパクトミラー。ちょっとしたお化粧直しやチェッ
クに最適です。

A4サイズが入る便利なコットンバッグです。

デスク周りの必需品。ボリュームたっぷりの付箋セットで
す。

アドバッグ75 小判抜き A4 （LC811）

アドバッグ75 小判抜き A4 （LC811）

アドバッグ75 小判抜き A4 （LC811）

18H075A A/黒AB

18H075B B/白AC

18H075C C/紺AD

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \68

[税抜] \68

[税抜] \68

●材質：PP不織布 ●重量：19g ●本体サイズ：
400×270mm ●パッケージ：裸 200個 ●名入：60-15（ハ
ガキ大）-16-400-S ●名入サイズ：300×230mm

●材質：PP不織布 ●重量：19g ●本体サイズ：
400×270mm ●パッケージ：裸 200個 ●名入：60-15（ハ
ガキ大）-16-400-S ●名入サイズ：300×230mm

●材質：PP不織布 ●重量：19g ●本体サイズ：
400×270mm ●パッケージ：裸 200個 ●名入：60-15（ハ
ガキ大）-16-400-S ●名入サイズ：300×230mm

マチなしのA4小判袋です。

マチなしのA4小判袋です。

マチなしのA4小判袋です。

WEB サマーナウ２０１８

アドバッグ75 小判抜き A4 （LC811）

アドバッグ75 小判抜き A4 （LC811）

アドバッグ75 小判抜き A4 （LC811）

18H075D D/ﾍﾞｰｼﾞｭAE

18H075E

18H075F

CHN70-30S

E/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝAG

CHN70-30S

F/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰAT

CHN70-30S

[税抜] \68

[税抜] \68

[税抜] \68

●材質：PP不織布 ●重量：19g ●本体サイズ：
400×270mm ●パッケージ：裸 200個 ●名入：60-15（ハ
ガキ大）-16-400-S ●名入サイズ：300×230mm

●材質：PP不織布 ●重量：19g ●本体サイズ：
400×270mm ●パッケージ：裸 200個 ●名入：60-15（ハ
ガキ大）-16-400-S ●名入サイズ：300×230mm

●材質：PP不織布 ●重量：19g ●本体サイズ：
400×270mm ●パッケージ：裸 200個 ●名入：60-15（ハ
ガキ大）-16-400-S ●名入サイズ：300×230mm

マチなしのA4小判袋です。

マチなしのA4小判袋です。

マチなしのA4小判袋です。

ラバー2色ボールペン （R2C50）

ソフトタッチボールペン （TN-30S）

18H076

18H077

指定不可

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \60

[税抜] \30

●材質：AS ●機能：2色BP（黒、赤） ●重量：9g ●本体
サイズ：φ11×143mm ●パッケージサイズ：
163×37mm ●パッケージ：PPのし袋（添） 2000個 ●名
入：60-12-16-300-P ●名入サイズ：6×30mm

●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：50-20-16-300-P ●名入サイズ：
5×40mm

お洒落なデザインで握りやすいボールペンです。

WEB サマーナウ２０１８

ふとんクリーナー クリンスリープ （FC201GM）

ふとんクリーナー クリンスリープ （FC201WT）

18H081A A/ガンメタ

18H081B B/ホワイト

CHN75-35V

CHN75-35V

[税抜] \15,000

[税抜] \15,000

●材質：ABS ●機能：サイクロン式・定格消費電力300W
・使用温度0～40℃ ・集じん容量約0.3L・UVランプ/8W ・
UV波長/253.7nm ●セット内容：取説・保証書●重量：2ｋ
ｇ ●電源：AC100V-300W ●本体サイズ：
310×260×143mm ●パッケージサイズ：
295×180×368mm ●パッケージ：化粧箱 2個 ●名入：
110-120-16-100-S ●名入サイズ：30×8mm

●材質：ABS ●機能：サイクロン式・定格消費電力300W
・使用温度0～40℃ ・集じん容量約0.3L・UVランプ/8W ・
UV波長/253.7nm ●セット内容：取説・保証書●重量：2ｋ
ｇ ●電源：AC100V-300W ●本体サイズ：
310×260×143mm ●パッケージサイズ：
295×180×368mm ●パッケージ：化粧箱 2個 ●名入：
110-120-16-100-S ●名入サイズ：30×8mm

［法］PS-Eマーク

［法］PS-Eマーク

毎分9600回でたたき出し、同時にかきこむ吸引方式。UV
ランプでふとんを除菌し、安心、快適な睡眠を。

毎分9600回でたたき出し、同時にかきこむ吸引方式。UV
ランプでふとんを除菌し、安心、快適な睡眠を。

ツインバード 差し込むだけのふとん乾燥機
（FD-4149W）

オゾン抗菌機能付き シューズドライヤー （
CH-3800）

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546R）

18H082

18H083

18H084A A/ﾚｯﾄﾞ

＜梅雨＞

CHN75-35S

CHN75-35T

CHN75-35U

[税抜] \10,000

[税抜] \8,800

[税抜] \5,000

●材質：ABS・PP ●機能：120分タイマー・夏/冬コース・
ダニ退治・アロマ ●セット内容：ふとんアタッチメント・靴
乾燥アタッチメント・ホースホルダー・アロマケース・取説
・保証書●重量：2.9kg ●電源：AC100V-550W ●本体サ
イズ：140×335×290mm ●パッケージサイズ：
150×345×300mm ●パッケージ：段ボール箱 4個

●材質：ABS・PP ●機能：靴乾燥・オゾン抗菌 ●セット
内容：本体･シングルノズル×2･ダブルノズル×2･ホース
付ノズル×2･活性炭×4・取説・保証書●重量：900g ●
電源：AC100V-200W ●本体サイズ：
150×210×315mm ●パッケージサイズ：
230×260×310mm ●パッケージ：化粧箱 6個

●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：90×150×220mm ●パッケージサ
イズ：100×175×250mm ●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

[法]PS-Eマーク

ホースを固定して温風衣類乾燥としても使用可能。安全
のセラミックヒーター採用。

3種類の付属ノズルでどんな履物にも対応。乾燥、抗菌
モードで毎日のお出かけを気持ちよく。オゾン抗菌機能
で気になるにおいも解決。

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。

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546BR）

ウチノ フェイスタオル クイックドライ・リミッ
クス （8808F761）

ウチノ フェイスタオル クイックドライ・リミッ
クス （8808F761）

18H084B B/ﾌﾞﾗｳﾝ

18H085A A/ホワイト

18H085B B/ピンク

CHN75-35U

THA85-45U

THA85-45U

[税抜] \5,000

[税抜] \800

[税抜] \800

●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：90×150×220mm ●パッケージサ
イズ：100×175×250mm ●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：綿 ●セット内容：FT108ｇ●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 ●セット内容：FT108ｇ●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

洗濯物が乾きにくい季節や花粉の季節など、部屋干しで
も安心な速乾性、抗菌防臭機能のあるタオルです。

洗濯物が乾きにくい季節や花粉の季節など、部屋干しで
も安心な速乾性、抗菌防臭機能のあるタオルです。

[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。

WEB サマーナウ２０１８

ウチノ フェイスタオル クイックドライ・リミッ
クス （8808F761）

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）

18H085C C/グリーン

18H086A A/ホワイト

18H086B B/イエロー

THA85-45U

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \800

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：綿 ●セット内容：FT108ｇ●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：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

洗濯物が乾きにくい季節や花粉の季節など、部屋干しで
も安心な速乾性、抗菌防臭機能のあるタオルです。

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。

EVAポンチョ（フリーサイズ） （6J3100-B）

雨合羽レインコート （HS-200A）

ライオン 部屋干しトップ25g×3包 （HSHT3
）

18H086C C/ブルー

18H088

18H089

CHN70-30S

CHN70-30S

JPN80-40U

[税抜] \600

[税抜] \200

[税抜] \100

●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：PE ●機能：フリーサイズ ●セット内容：取説●
重量：55g ●パッケージサイズ：90×120×30mm ●パッ
ケージ：PP袋 300個 ●名入：50-27-16-300-P ●名入
サイズ：10×35mm

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

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。

レジャー、スポーツ観戦、突然の災害でも便利なフリー
サイズのレインコートです。

梅雨の部屋干しに。

WEB サマーナウ２０１８

タニタ デジタル血圧計 上腕式 （BP-220PR）

磨き屋シンジケート ２重ロックタンブラー１
pcs （YJ2173）

18H091

18H092

CHN75-35T

JPN70-30S

[税抜] \7,000

[税抜] \7,000

●材質：ABS ●機能：測定範囲/圧力30～280mmHg、脈
拍20～200拍（分）・測定可能上腕周囲22cm～32cm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：18-8ステンレス ●機能：2重構造 ●セット内容：
取説●重量：225ｇ ●容量：320mL ●本体サイズ：φ
88×85mm ●パッケージサイズ：130×130×95mm ●パ
ッケージ：化粧箱 36個 ●名入：110-144-16-30-レーザ
ー ●名入サイズ：40×40mm

[法]医療機器22300BZX00090000

＜父の日＞

日々の血圧チェックが病気の早期発見に繋がります。上
腕式

冷たいものを注いでも水滴がつきにくく、熱も伝わりにく
い２重構造のタンブラーです。

燕人の匠 プライム ステンレスタンブラー
440mL 2P （ES-500）

コーヒーメーカー リラカフェ （CM-100BK）

タニタ 電子塩分計 しおみスプーン （SO302-WH）

18H093

18H094

18H095

JPN70-30S

CHN60-20S

VIE80-40U

[税抜] \5,000

[税抜] \3,500

[税抜] \3,000

●材質：18-8ステンレス鋼 ●セット内容：取説●重量：
150g ●容量：440mL ●本体サイズ：φ77×135mm ●パ
ッケージサイズ：140×168×80mm ●パッケージ：化粧
箱 12個 ●名入：50-120×2-22-10-C ●名入サイズ：
30×30mm

●材質：PP・ステンレス・耐熱ガラス ●機能：ドリップ式(
水溶器一体型)・抽出最大５杯・保温 ●セット内容：ガラ
スポット・フィルター・フィルターホルダー・メジャースプー
ン・取説・保証書●重量：820g ●容量：600mL ●電源：
AC100V-600W ●本体サイズ：202×152×247mm ●パ
ッケージサイズ：160×200×260mm ●パッケージ：化粧
箱 6個

●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：60-60-22-100-S ●名入サイズ：5×5mm

[法]PS-Eマーク
磨けだけではない匠の技が光るタンブラー。

シャワードリップで旨みをしっかり抽出します。見やすい
水位表示窓付き。紙フィルターなしでも使えるメッシュフィ
ルター。

塩分コントロールをして、健康管理。

郷技 毛抜きペアセット （YJ2366）

靴磨きセット 角 （4209199）

タニタ 消費カロリー計付きなわとび （CJ688-BL）

18H096

18H097

18H098

JPN60-20S

CHN65-25U

CHN80-40U

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

[税抜] \2,200

●材質：ステンレス ●セット内容：幅広・先細・取説●重
量：15ｇ ●本体サイズ：75×11×6mm ●パッケージサイ
ズ：50×83×20mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入
：110-144-16-30-レーザー ●名入サイズ：5×15mm

●材質：ケース/合成皮革・靴クリーム/ろう、油脂、有機
溶剤・起毛布地/綿・ブラシ/豚毛、木 ●セット内容：靴ク
リーム、起毛布、ブラシ各２・取説●重量：298ｇ ●本体
サイズ：ケース/70×160×50mm ●パッケージ：化粧箱
100個 ●名入：90-96-16-30-S ●名入サイズ：
30×50mm

●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(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

先端が幅広と細いもののセットなので、用途に合わせて
使い分けができます。

旅行・出張などでも便利な、収納ケースに入った靴磨き
セット。

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。

WEB サマーナウ２０１８

ステンレス断熱タンブラー 颯-SOH- 280mL
（SOH-150）

ステンレスぐい呑み（つや消し） （GN-01）

18H099

18H100

CHN70-30S

JPN70-30S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

●材質：ステンレス鋼(二重構造) ●機能：保冷効力8℃
以下 ●セット内容：取説●重量：150g ●容量：280mL ●
本体サイズ：φ74×115mm ●パッケージサイズ：
80×80×124mm ●パッケージ：化粧箱 24個 ●名入：
60-96-22-40-S ●名入サイズ：10×50mm

●材質：18-8ステンレス ●セット内容：取説●重量：30g
●容量：70mL ●本体サイズ：φ58×30mm ●パッケー
ジサイズ：60×60×31mm ●パッケージ：ブリスタ－ 20
個 ●名入：50-120-22-20-C ●名入サイズ：20×20mm

[品]メイド・イン・ツバメ
美味しさが続く二重構造のタンブラーです。

シンプルなデザインのぐい呑みです。
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ＵＶカット ビッグマスク （EC-05BL）

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05OF）

18H105A A/ブラック

18H105B B/オフホワイト

JPN75-35T

JPN75-35T

[税抜] \900

[税抜] \900

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体サイ
ズ：135×240×3mm ●パッケージサイズ：
205×160×7mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：45-8-16-3000-L ●名入サイズ：15×35mm

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体サイ
ズ：135×240×3mm ●パッケージサイズ：
205×160×7mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：45-8-16-3000-L ●名入サイズ：15×35mm

ひんやりと感じる大きめのマスク。快適な着け心地で、し
っかりと紫外線をカットします。

ひんやりと感じる大きめのマスク。快適な着け心地で、し
っかりと紫外線をカットします。

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05PI）

UVレベルチェックミラー コンパクトタイプ （
UV-003）

ローズUVストラップ （5983）

18H105C C/ピンク

18H106

18H107

＜ＵＶ対策＞

JPN75-35T

JPN70-30T

指定不可

CHN65-25S

[税抜] \900

[税抜] \400

[税抜] \350

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体サイ
ズ：135×240×3mm ●パッケージサイズ：
205×160×7mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：45-8-16-3000-L ●名入サイズ：15×35mm

●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

●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：ポリ袋 240個 ●名入：
70-36-17-100-P ●名入サイズ：45×5mm

ひんやりと感じる大きめのマスク。快適な着け心地で、し
っかりと紫外線をカットします。

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！

紫外線や日光の強さによりチャームの色が変化します。

携帯コンパクトミラー(UVセンサー付) （
15347）

UVレベルチェックリップミラー （UV-004）

省エネUVチェックカード （UVS-1）

18H108

18H109

18H110

JPN70-30S

JPN70-30S

JPN70-30U

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \130

●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：70-24-17-100-S ●名入サイズ：26×18mm

●材質：PP・ガラスミラー ●重量：15g ●本体サイズ：
90×28×5mm ●パッケージサイズ：120×38×6mm ●
パッケージ：PP袋 300個 ●名入：110-12-16-300-S ●
名入サイズ：10×20mm

●材質：紙 ●機能：UVチェック・温度計 ●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：OPPカードケース 500個 ●名入：60-3017-300-K ●名入サイズ：40×70mm

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。

紫外線を感知すると本体の太陽マークが紫色に変化。
色の濃さでUVレベルをチェックできます。

人にも環境にも優しい、色の変化でUVチェックもできる
節電温度計カードです。
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透明バッグ Ａ４型 （10211）

ボタニコ クリアバッグ （0150701）

18H115

18H116

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \960

[税抜] \660

●材質：PVC(EN71) ●機能：ファスナー付 ●重量：160g
●本体サイズ：320×150×250mm ●パッケージサイズ：
80×400×300mm ●パッケージ：PP袋 50個 ●名入：
100-84-22-100-S ●名入サイズ：100×150mm

●材質：PVC・ポリエステル ●セット内容：取説●本体サ
イズ：240×280×100mm ●パッケージ：ポリ袋 120個

A4サイズの透明バッグ。中身が見えるので便利です。

夏らしいフルーツ柄で透明感のあるデザインのバッグで
す。

透明ミニカラートートバッグ （6312）

モバイル防水ポーチ（アイフォーン７ PLUS
対応） （AI-204）

透明ポーチ （316）

18H117

18H118

18H119

＜ビーチグッズ＞

指定不可

CHN70-30S

CHN60-20S

CHN65-25S

[税抜] \420

[税抜] \400

[税抜] \310

●材質：PVC ●機能：ボタン付 ●重量：800g ●本体サ
イズ：250×70×180mm ●パッケージサイズ：
56×34×56mm ●パッケージ：ポリ袋 100個 ●名入：
/80-60-32-200-S ●名入サイズ：50×100mm

●材質：PVC ●機能：5.5インチクラス対応 ●セット内容
：ネックストラップ・取説●本体サイズ：227×110×10mm
●パッケージサイズ：290×132×7mm ●パッケージ：ポ
リ袋 200個 ●名入：60-48-12-100-S ●名入サイズ：
50×70mm

●材質：PVC ●重量：200g ●本体サイズ：
180×50×120mm ●パッケージサイズ：
470×470×300mm ●100個 ●名入：/80-60-32-200-S
●名入サイズ：50×100

[品]JIS_IPX7相当
ミニサイズの透明バッグ。中身が見えるので便利です。

三段ロックタイプで安心の防水ポーチです。ネックストラ
ップ付き。

ボタニコ クリアポーチ （0523101）

防水リフレクションポーチ （6620）

18H120

18H121

指定不可

CHN70-30U

指定不可

CHN65-25S

[税抜] \230

[税抜] \150

●材質：PVC ●重量：28g ●本体サイズ：
115×135×75mm ●パッケージサイズ：
130×220×5mm ●パッケージ：ＰＰ袋 360個

●材質：PVC ●セット内容：取説●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

[品]JIS_IPX4相当
夏らしいフルーツ柄で透明感のあるデザインのポーチで
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。

中身が一目でわかるクリアポーチです。
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ヒルウッド レジャークーラーバッグ （G） （
T01-014H）

BBQマイスター （KSｰ2942）

18H126

18H127

CHN70-30Z

JPN70-30U

[税抜] \2,000

[税抜] \8,000

●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

●材質：プレート/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)・本
体/鉄(紛体塗装) ●セット内容：取説・保証書●重量：
2.15ｋg ●電源：AC100V-1200W ●本体サイズ：
520×193×100mm ●パッケージサイズ：
539×202×115mm ●パッケージ：段ボール箱 6個

[法]PS-Eマーク

＜レジャーグッズ＞

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。

バーベキューを簡単、手軽に！準備や片付けの手間が
少なく、食材を揃えるだけでOKです。

ザックストレージ ウォーターレジストバック
（WRB-3B）

ザックストレージ ウォーターレジストバック
（WRB-3G）

ザックストレージ ウォーターレジストバック
（WRB-3LK）

18H128A A/ブラック

18H128B B/グリーン

18H128C C/ライトカーキ

CHN65-25U

CHN65-25U

CHN65-25U

[税抜] \4,000

[税抜] \4,000

[税抜] \4,000

●材質：PVCターポリン ●セット内容：取説●重量：
355g ●本体サイズ：165×410×465mm ●パッケージサ
イズ：505×290×20mm ●パッケージ：PP袋 20個 ●名
入：90-96-17-100-P ●名入サイズ：30×60mm

●材質：PVCターポリン ●セット内容：取説●重量：
355g ●本体サイズ：165×410×465mm ●パッケージサ
イズ：505×290×20mm ●パッケージ：PP袋 20個 ●名
入：90-96-17-100-P ●名入サイズ：30×60mm

●材質：PVCターポリン ●セット内容：取説●重量：
355g ●本体サイズ：165×410×465mm ●パッケージサ
イズ：505×290×20mm ●パッケージ：PP袋 20個 ●名
入：90-96-17-100-P ●名入サイズ：30×60mm

防水性に優れたPVCターポリン素材を採用しているので
、濡れた衣類などの収納に最適です。丸洗いOK。

防水性に優れたPVCターポリン素材を採用しているので
、濡れた衣類などの収納に最適です。丸洗いOK。

防水性に優れたPVCターポリン素材を採用しているので
、濡れた衣類などの収納に最適です。丸洗いOK。

ダンロップ 風通るスポーツキャップ

ダンロップ 風通るスポーツキャップ

アルティ・マックス4500 （FG-5104）

18H129A A/ブラック

18H129B B/ホワイト

18H130

VIE78-38U

VIE78-38U

JPN75-35V

[税抜] \3,980

[税抜] \3,980

[税抜] \3,500

●材質：ポリエステル ●機能：ひさし部分９９％UVカット
●セット内容：取説●重量：85ｇ ●本体サイズ：頭囲/560
～590mm・ひさし部/320～125mm ●パッケージ：ＰＰ袋
20個

●材質：ポリエステル ●機能：ひさし部分９９％UVカット
●セット内容：取説●重量：85ｇ ●本体サイズ：頭囲/560
～590mm・ひさし部/320～125mm ●パッケージ：ＰＰ袋
20個

●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

通気性の良い速乾素材を採用。つばが広いのでしっか
りガードできます。

通気性の良い速乾素材を採用。つばが広いのでしっか
りガードできます。

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２０１８

荷物用はかり （LSｰ200WT）

肩から掛けられる保冷保温 レジカゴ＆レジ
ャーバッグ

キンキンタンブラー （KS-2835）

18H131

18H132

18H133A A/ブラック

CHN65-25T

VIE70-30S

JPN70-30S

[税抜] \2,500

[税抜] \1,980

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●機能：計測/1～50kg迄50g単位・風袋引
き・オートパワーオフ ●セット内容：取説・保証書●重量
：83g ●電源：モニターCR2032(添) ●本体サイズ：
34×150×27mm ●パッケージサイズ：
206×104×29mm ●パッケージ：ブリスター 72個

●材質：ポリエステル・PVC・EPEアルミ蒸着・PP ●セット
内容：取説●重量：330ｇ ●本体サイズ：使用時
/290×410×290mm ●パッケージサイズ：
300×390×30mm ●パッケージ：ＰＰ袋 36個

●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

旅行の荷物の重量オーバー防止に。スリムで使いやす
いデザインのはかりです。

レジカゴサイズの保冷バッグ。巾着タイプで飛び出し防
止、目隠しにも。たためばコンパクトになるので携帯にも
便利です。

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。

キンキンタンブラー （KS-2836）

虫よけ貼るシール 30枚入り

折りたたみ三脚チェア （22500）

18H133B B/ブルー

18H134

18H135

JPN70-30S

JPN70-30T

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

[税抜] \500

●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：レモンユーカリ・マイクロカプセル・不織布 ●セ
ット内容：取説●重量：0.1g ●本体サイズ：1枚
/35×35mm ●パッケージサイズ：180×115×3mm ●パ
ッケージ：ＰＰ袋 96個

●材質：スチール・ポリエステル ●重量：326g ●本体サ
イズ：260×240×240mm ●パッケージサイズ：φ
80×350mm ●パッケージ：PP袋 48個 ●名入：50-12017-96-S ●名入サイズ：35×70mm

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。

衣服に貼るだけで簡単かわいく虫よけ対策。

ツーリング、ハイキング、釣りやスポーツ観戦に！クルッ
と畳めて簡単収納、ストラップ付！耐荷重量約70kg。

ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363OR）

ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363PK）

ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363GR）

18H136A A/オレンジ

18H136B B/ピンク

18H136C 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・アルミ蒸着フィルム ●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・アルミ蒸着フィルム ●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・アルミ蒸着フィルム ●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

500ml缶４本がらくらく収納できるクーラーバッグ。内側に
アルミ蒸着加工がしてあります。

500ml缶４本がらくらく収納できるクーラーバッグ。内側に
アルミ蒸着加工がしてあります。

500ml缶４本がらくらく収納できるクーラーバッグ。内側に
アルミ蒸着加工がしてあります。
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ソロア 保冷温お出かけバッグ （6363BL）

ツートン不織布クールバッグ （6J-T006BR
）

ツートン不織布クールバッグ （6J-T006BL）

18H136D D/ブルー

18H137A A/ブラウン

18H137B B/ブルー

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \380

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●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：PP不織布・アルミ蒸着 ●重量：42g ●本体サイ
ズ：180×260×120mm ●パッケージサイズ：
210×270×30mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：
65-66-17-200-S ●名入サイズ：70×100mm

●材質：PP不織布・アルミ蒸着 ●重量：42g ●本体サイ
ズ：180×260×120mm ●パッケージサイズ：
210×270×30mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：
65-66-17-200-S ●名入サイズ：70×100mm

500ml缶４本がらくらく収納できるクーラーバッグ。内側に
アルミ蒸着加工がしてあります。

2色のコントラストが美しい不織布バッグです。お弁当と
500mlのペットボトルが入れられ、機能性は抜群!

2色のコントラストが美しい不織布バッグです。お弁当と
500mlのペットボトルが入れられ、機能性は抜群!

ツートン不織布クールバッグ （6J-T006RD
）

ポップカラークーラーバッグ （6488BL）

ポップカラークーラーバッグ （6488YL）

18H137C C/レッド

18H138A A/ﾌﾞﾙｰ

18H138B B/ｲｴﾛｰ

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \290

[税抜] \290

●材質：PP不織布・アルミ蒸着 ●重量：42g ●本体サイ
ズ：180×260×120mm ●パッケージサイズ：
210×270×30mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：
65-66-17-200-S ●名入サイズ：70×100mm

●材質：不織布（PP）・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：47g ●容量：6L ●本体サイズ：
130×210×230mm ●パッケージサイズ：
230×240×25mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-54-17-100-S ●名入サイズ：70×150mm

●材質：不織布（PP）・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：47g ●容量：6L ●本体サイズ：
130×210×230mm ●パッケージサイズ：
230×240×25mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-54-17-100-S ●名入サイズ：70×150mm

2色のコントラストが美しい不織布バッグです。お弁当と
500mlのペットボトルが入れられ、機能性は抜群!

500mLペットボトルが6本入るスクエアシェイプのクーラー
バッグ。内側アルミ蒸着加工してあります。

500mLペットボトルが6本入るスクエアシェイプのクーラー
バッグ。内側アルミ蒸着加工してあります。

ポップカラークーラーバッグ （6488OR）

ポップカラークーラーバッグ （6488GR）

ソロア 保冷温ドリンクケース （6313OR）

18H138C C/ｵﾚﾝｼﾞ

18H138D D/ｸﾞﾘｰﾝ

18H139A A/オレンジ

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \290

[税抜] \290

[税抜] \240

●材質：不織布（PP）・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：47g ●容量：6L ●本体サイズ：
130×210×230mm ●パッケージサイズ：
230×240×25mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-54-17-100-S ●名入サイズ：70×150mm

●材質：不織布（PP）・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：47g ●容量：6L ●本体サイズ：
130×210×230mm ●パッケージサイズ：
230×240×25mm ●パッケージ：ポリ袋 120個 ●名入：
70-54-17-100-S ●名入サイズ：70×150mm

●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：12g ●本体サイズ：φ80×220mm ●パッケ
ージサイズ：220×145×20mm ●パッケージ：ポリ袋 200
個 ●名入：70-60-17-100-S ●名入サイズ：90×60mm

500mLペットボトルが6本入るスクエアシェイプのクーラー
バッグ。内側アルミ蒸着加工してあります。

500mLペットボトルが6本入るスクエアシェイプのクーラー
バッグ。内側アルミ蒸着加工してあります。

500ｍLペットボトルにフィットするボトルクーラー。内側ア
ルミ蒸着加工により適温をキープします。
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ソロア 保冷温ドリンクケース （6313PK）

ソロア 保冷温ドリンクケース （6313GR）

ソロア 保冷温ドリンクケース （6313BL）

18H139B B/ピンク

18H139C C/グリーン

18H139D D/ブルー

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \240

[税抜] \240

[税抜] \240

●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：12g ●本体サイズ：φ80×220mm ●パッケ
ージサイズ：220×145×20mm ●パッケージ：ポリ袋 200
個 ●名入：70-60-17-100-S ●名入サイズ：90×60mm

●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：12g ●本体サイズ：φ80×220mm ●パッケ
ージサイズ：220×145×20mm ●パッケージ：ポリ袋 200
個 ●名入：70-60-17-100-S ●名入サイズ：90×60mm

●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：12g ●本体サイズ：φ80×220mm ●パッケ
ージサイズ：220×145×20mm ●パッケージ：ポリ袋 200
個 ●名入：70-60-17-100-S ●名入サイズ：90×60mm

500ｍLペットボトルにフィットするボトルクーラー。内側ア
ルミ蒸着加工により適温をキープします。

500ｍLペットボトルにフィットするボトルクーラー。内側ア
ルミ蒸着加工により適温をキープします。

500ｍLペットボトルにフィットするボトルクーラー。内側ア
ルミ蒸着加工により適温をキープします。
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スーパービッグセットＭ
18H141

得用 広場で遊ぼう
CHN70-30S

18H142

CHN65-25T

[税抜] \3,000

[税抜] \3,000

●重量：1ｋg ●本体サイズ：φ165×360mm ●パッケー
ジ：ポリ袋 12個

●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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

スーパーＷロング噴出手持花火 （SWL-20
）

広場で遊ぼう

チャイルドＡ

18H143

18H144

＜花火＞

CHN68-28U

CHN68-28T

18H145

CHN73-33U

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,500

●重量：385ｇ ●パッケージサイズ：290×525×65mm ●
24個

●重量：650ｇ ●本体サイズ：φ160×290mm ●パッケ
ージ：ポリ袋 18個

●セット内容：取説●重量：500ｇ ●本体サイズ：φ
180×350mm ●パッケージ：ポリ袋 12個

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

スーパービッグセット （S-10）

スーパーロング花火 （LO-L）

コミックアニマルNo２

18H146

18H147

18H148

CHN70-30S

CHN63-23U

CHN60-20S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[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

●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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク
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けむりが少なめ花火セット （S-L）

なかよし花火800

18H149

18H150

CHN62-22T

スーパーロング花火 （LｰM）
CHN60-20S

18H151

CHN63-23T

[税抜] \1,000

[税抜] \800

[税抜] \600

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

●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

[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
。

けむりが少なめ花火セット （KS-M）

スーパービッグセット （Sｰ5）

なかよし花火500

18H152

18H153

18H154

CHN63-23T

CHN70-30S

CHN60-20S

[税抜] \600

[税抜] \500

[税抜] \500

●重量：105ｇ ●パッケージサイズ：425×23×8mm ●パ
ッケージ：ポリ袋 120個

●セット内容：取説●重量：200ｇ ●本体サイズ：
50×80×200mm ●パッケージ：ポリ袋 50個

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

スーパーロング花火 （LA-S）

なかよし花火 300

なかよし花火200

18H155

18H156

CHN63-23T

CHN60-20S

18H157

CHN60-20S

[税抜] \400

[税抜] \300

[税抜] \200

●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

●重量：65g ●パッケージサイズ：325×185mm ●パッケ
ージ：PP袋 200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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コミックアニマルNo.1
18H158

なかよし花火100
CHN63-23T

18H159

おまつり花火セット （MM-1）
CHN65-25U

18H160

CHN70-30S

[税抜] \130

[税抜] \100

[税抜] \100

●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

●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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

まつり2
18H161

CHN70-30S

[税抜] \50
●重量：12g ●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
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スイスリレーション シャリ感ガーゼ フェイス
タオル （SR10250）

ひんやりネックピロー （JA-10MIMBD）

18H165

18H166A A/ﾏﾙﾁﾌﾞﾙｰﾄﾞｯﾄ柄

JPN80-40S

JPN75-35T

[税抜] \2,500

[税抜] \1,500

●材質：綿100% ●重量：135g ●本体サイズ：
400×1050mm ●パッケージサイズ：185×135×90mm
●パッケージ：化粧箱 40個

●材質：表面：マルチブルードット柄/綿１００％・裏面：接
触冷感生地/ナイロン７６％、PUR２４％ ●重量：154ｇ ●
本体サイズ：653×74×18mm ●パッケージサイズ：
277×129×27mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：45-8-16-3000-L ●名入サイズ：15×35mm

ガーゼのやわらかなさわり心地にしゃりっとしたさわやか
な風合いをプラスした、新しい感覚のコットンガーゼタオ
ルです。

ミントのさわやかな香りのネックピロー。さらさらの肌触り
で快適な使い心地です。

ひんやりネックピロー （JA-10MISAS）

ひんやりうたたねピロー （JA-11MIMBD）

ひんやりうたたねピロー （JA-11MISAS）

18H166B B/ｻｯｸｽｽﾄﾗｲﾌﾟ柄

18H167A A/ﾏﾙﾁﾌﾞﾙｰﾄﾞｯﾄ柄

18H167B B/ｻｯｸｽｽﾄﾗｲﾌﾟ柄

＜涼感グッズ＞

JPN75-35T

JPN75-35T

JPN75-35T

[税抜] \1,500

[税抜] \1,300

[税抜] \1,300

●材質：表面：サックスストライプ柄/ポリエステル６５％、
綿３５％・裏面：接触冷感生地/ナイロン７６％、PUR２４
％ ●重量：154ｇ ●本体サイズ：653×74×18mm ●パッ
ケージサイズ：277×129×27mm ●パッケージ：ヘッダー
付ポリ袋 96個 ●名入：45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：表面：マルチブルードット柄/綿１００％・裏面：接
触冷感生地/ナイロン７６％、ＰＵＲ２４％ ●重量：156ｇ
●本体サイズ：225×132×21ｍｍ ●パッケージサイズ：
287×179×23ｍｍ ●パッケージ：ポリ袋 96個 ●名入：
45-8-16-3000-Ｌ ●名入サイズ：15×35ｍｍ

●材質：表面：サックスストライプ柄/ポリエステル６５％、
綿３５％・裏面：接触冷感生地/ナイロン７６％、ＰＵＲ２４
％ ●重量：156ｇ ●本体サイズ：225×132×21ｍｍ ●
パッケージサイズ：287×179×23ｍｍ ●パッケージ：ポ
リ袋 96個 ●名入：45-8-16-3000-Ｌ ●名入サイズ：
15×35ｍｍ

ミントのさわやかな香りのネックピロー。さらさらの肌触り
で快適な使い心地です。

程よいひんやり感とさわやかなミントの香りで心地よくう
たた寝できます。さらさらの肌触りで快適な使い心地で
す。

程よいひんやり感とさわやかなミントの香りで心地よくう
たた寝できます。さらさらの肌触りで快適な使い心地で
す。

ひんやりアイピロー （JA-09MIMBD）

ひんやりアイピロー （JA-09MISAS）

ハンディクーラー（S） （7363）

18H168A A/ﾏﾙﾁﾌﾞﾙｰﾄﾞｯﾄ柄

18H168B B/ｻｯｸｽｽﾄﾗｲﾌﾟ柄

18H169

JPN75-35T

JPN75-35T

CHN70-30U

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：表面：マルチブルードット柄/綿１００％・裏面：接
触冷感生地/ナイロン７６％、ＰＵＲ２４％・リボン/ポリエ
ステル ●重量：124ｇ ●本体サイズ：90×220×14mm ●
パッケージサイズ：237×117×20mm ●パッケージ：プラ
ケース 96個 ●名入：45-8-16-300-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：表面：サックスストライプ柄/ポリエステル６５％、
綿３５％・裏面：接触冷感生地/ナイロン７６％、ＰＵＲ２４
％・リボン/ポリエステル ●重量：124ｇ ●本体サイズ：
90×220×14mm ●パッケージサイズ：
237×117×20mm ●パッケージ：プラケース 96個 ●名
入：45-8-16-300-L ●名入サイズ：15×35mm

●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

ミントのさわやかな香りと程よい重みで目と心をいやすア
イピローです。冷やしても温めても使えます。

ミントのさわやかな香りと程よい重みで目と心をいやすア
イピローです。冷やしても温めても使えます。

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。

WEB サマーナウ２０１８

ラバークール アイスまくら スリムタイプ （
RI-700）

カラビナボトル付涼感タオル （JM-481）

小林製薬 冷凍庫用熱さまシートストロング

18H170

18H171

18H172

JPN70-30T

指定不可

CHN60-20S

JPN88-48U

[税抜] \900

[税抜] \800

[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：タオル/ナイロン、ポリエステル･カラビナボトル
/PET、ＰＰ、シリコン ●セット内容：取説●本体サイズ：タ
オル/900×200×3mm･カラビナボトル/φ75×170mm
●パッケージサイズ：85×85×183mm ●パッケージ：化
粧箱 60個 ●名入：ボトル/60-48-12-100-P ●名入サイ
ズ：20×30mm

●機能：効果/強冷状態20～30分、通常冷却4時間 ●セ
ット内容：12枚●重量：245g ●パッケージサイズ：
58×100×215mm ●パッケージ：化粧箱 24個

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。

持ち運びに便利なカラビナボトル入り。濡らして絞るとひ
んやりとします。

家庭用冷凍庫で4時間以上冷やして使うタイプ。凍らな
い特殊ジェルで、おでこにぴたっと密着、しっかり冷却し
ます。

シャリ感ガーゼ ミニタオルハンカチ （
SKG10050C）

シャリ感ガーゼ ミニタオルハンカチ （
SKG10050L）

シャリ感ガーゼ ミニタオルハンカチ （
SKG10050B）

18H173A A/ｸﾘｰﾑ

18H173B B/ﾗｲﾗｯｸ

18H173C C/ﾌﾞﾙｰ

JPN85-45S

JPN85-45S

JPN85-45S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●セット内容：TH●重量：19g ●本体サ
イズ：240×240mm ●パッケージサイズ：
130×130×10mm ●パッケージ：PP袋 180個

●材質：綿100% ●セット内容：TH●重量：19g ●本体サ
イズ：240×240mm ●パッケージサイズ：
130×130×10mm ●パッケージ：PP袋 180個

●材質：綿100% ●セット内容：TH●重量：19g ●本体サ
イズ：240×240mm ●パッケージサイズ：
130×130×10mm ●パッケージ：PP袋 180個

ガーゼのやわらかな触り心地にシャリッとしたさわやか
な風合いをプラスした、新しい感覚のコットンガーゼタオ
ル。

ガーゼのやわらかな触り心地にシャリッとしたさわやか
な風合いをプラスした、新しい感覚のコットンガーゼタオ
ル。

ガーゼのやわらかな触り心地にシャリッとしたさわやか
な風合いをプラスした、新しい感覚のコットンガーゼタオ
ル。

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）

小林製薬 熱さまシート大人用 6枚 （08676
）

18H174A A/ﾋﾟﾝｸ

18H174B B/ﾌﾞﾗｯｸ

18H175

JPN75-35T

JPN75-35T

JPN88-48U

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \420

●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：45-8-16-3000-L ●
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：45-8-16-3000-L ●
名入サイズ：15×35mm

●重量：125g ●本体サイズ：25×100×215mm ●パッケ
ージサイズ：25×100×215mm ●パッケージ：化粧箱 48
個

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。

WEB サマーナウ２０１８

涼感タオル（ポーチ入） （JM-484）

クールチャージファイブ （Kｰ2128）

クールバス 2包入 （CB-20K）

18H176

18H177

18H178

CHN60-20S

JPN75-35S

JPN70-30S

[税抜] \380

[税抜] \200

[税抜] \160

●材質：タオル/ナイロン、ポリエステル･ポーチ/PVC ●
セット内容：取説●重量：31g ●本体サイズ：タオル
/900×200×3mm･ポーチ/215×150×7mm ●パッケー
ジサイズ：240×160×10mm ●パッケージ：ポリ袋 200個
●名入：ポーチ/60-48-12-100-H ●名入サイズ：
50×100mm

●材質：アクリル酸重化化合物・塩化ナトリウム・プロピ
レングリコール・パラオキシ安息香酸ブチル・青色1号・
水 ●セット内容：保冷剤5個入・取説●重量：195ｇ ●本
体サイズ：102×64×10mm ●パッケージサイズ：
253×115×10mm ●パッケージ：ＰＰ袋 80個

●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：30-10-14300-L ●名入サイズ：18×51mm

[法]化粧品
水に濡らして絞るとひんやり涼感、夏の暑さをクールダ
ウンします。濡らしたまま持ち運べるポーチ入りです。

発熱、スポーツ、レジャー、食品の保冷に。

クールチャージペットボトル用 （Kｰ2017）

さらさらパウダーINウエットシート（8枚入） （
WTｰ007）

18H180

18H181

JPN75-35S

JPN70-30S

[税抜] \150

[税抜] \100

●材質：アクリル酸重化合物・塩化ナトリウム・プロピレ
ングリコール・パラオキシ安息香酸ブチル・青色1号・水
●セット内容：保冷剤1個入・取説●重量：126ｇ ●本体
サイズ：225×100×6mm ●パッケージサイズ：
145×100×20mm ●パッケージ：ＰＰ袋 100個

●材質：不織布 ●セット内容：ウエットシート（
145×200mm）8枚●重量：29ｇ ●パッケージサイズ：
85×140×10mm ●パッケージ：裸 400個 ●名入：外装
/30-17-22-1000-L ●名入サイズ：10×80mm

ペットボトルに巻いて、飲み物の冷たさをキープします。

汗のべたつきや汚れをすっきりふき取るデオドラントシー
ト。メントール配合のひんやりウエットシートです。

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。

WEB サマーナウ２０１８

ツインバード コアンダエア （EF-E981W）

ツインバード コアンダエア （EF-E981B）

18H189A A/ﾎﾜｲﾄ

18H189B B/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN80-40Y

CHN80-40Y

[税抜] \30,000

[税抜] \30,000

●材質：ABS・鋼線・鉄 ●機能：磁石付リモコン・上部ス
イッチ ●セット内容：リモコン・取説・保証書●重量：
4.5kg ●電源：AC100V1.5～18W・リモコン/モニター
CR2025（添） ●本体サイズ：280×350×900mm ●パッ
ケージサイズ：365×780×190mm ●パッケージ：段ボー
ル箱 2個

●材質：ABS・鋼線・鉄 ●機能：磁石付リモコン・上部ス
イッチ ●セット内容：リモコン・取説・保証書●重量：
4.5kg ●電源：AC100V1.5～18W・リモコン/モニター
CR2025（添） ●本体サイズ：280×350×900mm ●パッ
ケージサイズ：365×780×190mm ●パッケージ：段ボー
ル箱 2個

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

ひとつ上の風の質、コアンダエアの羽による心地よい風
。

ひとつ上の風の質、コアンダエアの羽による心地よい風
。

ツインバード マイナスイオン発生サーキュレ
ーター （KJ-4782W）

USBミニファン＆ライト （ISP-PC168）

ノンバッテリーエコファン （6340）

18H190

18H191

18H192

＜扇風機＞

CHN75-35S

CHN60-20S

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \5,000

[税抜] \1,000

[税抜] \380

●材質：PP・ABS・PC ●機能：風量切替3段階（強、中、
弱）・風向き調節角度90° ●セット内容：取説・保証書●
重量：1.9kg ●電源：AC100V19W～36W ●本体サイズ：
185×280×280mm ●パッケージサイズ：
195×290×310mm ●パッケージ：段ボール箱 4個

●材質：ABS ●機能：ミニ扇風機・LEDライト ●セット内
容：取説●重量：71g ●電源：USB ●本体サイズ：
500×30×25mm ●パッケージサイズ：85×135×30mm
●パッケージ：化粧箱 70個 ●名入：60-36-17-300-P
●名入サイズ：13×17mm

●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

USBポートに接続して使用するミニ扇風機。LEDライトが
ついているので、暗いところでもキーボードの操作ができ
ます。

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。

[法]PS-Eマーク
特殊グリルが作る直進性のある風で空気を強制循環、
お部屋の温度ムラを少なくして冷暖房の効率アップ。

WEB サマーナウ２０１８

紳士用紙扇子（文化箱添付） （5703）

紳士用紙扇子（文化箱添付） （5710）

18H195A A/紺地笹にホタル

18H195B 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B/
カモメは高級感漂う唐木骨を採用しています。

上品な絵柄にA/紺地笹にホタルは涼しげな白竹骨を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）

男性用黒柄扇子（22ｃｍ42間） （HSｰ
1300BR）

18H196A A/桜

18H196B B/萩に桔梗

18H197

＜扇子・うちわ＞

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,750

[税抜] \1,750

[税抜] \1,300

●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・金属 ●重量：33g ●本体サイズ：220mm ●
パッケージ：のし袋(添) 100個 ●名入：50-44-16-300-P
●名入サイズ：4×50mm

上品な絵柄にA/桜には涼しげな白竹骨をB/萩に桔梗に
は高級感漂う唐木骨を採用しています。

上品な絵柄にA/桜には涼しげな白竹骨をB/萩に桔梗に
は高級感漂う唐木骨を採用しています。

42本の竹を使用し、扇面はシルク素材の高級感のある
デザインです。

男性用龍柄扇子（23cm25間） （HS1300RB）

女性用花柄扇子（21cm30間） （HS-1100JB
）

女性用花柄扇子（21cm30間） （HS-1100JP
）

18H198

18H199A A/ブルー

18H199B B/ピンク

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,300

[税抜] \1,100

[税抜] \1,100

●材質：竹・金属 ●重量：33g ●本体サイズ：230mm ●
パッケージ：のし袋(添) 100個 ●名入：50-44-16-300-P
●名入サイズ：4×50mm

●材質：竹・金属 ●重量：24g ●本体サイズ：210mm ●
パッケージ：のし袋(添) 100個 ●名入：50-44-16-300-P
●名入サイズ：4×50mm

●材質：竹・金属 ●重量：24g ●本体サイズ：210mm ●
パッケージ：のし袋(添) 100個 ●名入：50-44-16-300-P
●名入サイズ：4×50mm

ブラックに龍柄が印刷された高級感のあるデザインです
。

1竹を使用した高級扇子。

1竹を使用した高級扇子。

WEB サマーナウ２０１８

和柄扇子 北斎 （5970）
18H200A A/赤富士

和柄扇子 北斎 （5971）
CHN70-30S

18H200B B/浪裏

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼） （5931）
CHN70-30S

18H201A A/金小石茶

CHN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[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・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

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。

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。

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼） （5932）

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）

18H201B B/金小石草

18H201C C/金小石ピンク

18H201D D/金小石紺

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \800

[税抜] \800

[税抜] \800

●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･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

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。

日本製の和紙を使用しています。

涼風布貼扇子 （5949）

涼風布貼扇子 （5951）

涼風布貼扇子 （5953）

18H202A A/麻の葉

CHN70-30S

18H202B B/紺絣

CHN70-30S

18H202C C/紺地トンボ

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

WEB サマーナウ２０１８

涼風布貼扇子 （5967）
18H202D D/市松

CHN70-30S

トロピカルバード 防滴扇子 （0703101）

小判型 竹平柄うちわ （6302）

18H203

18H204A A/ゆかた地朝顔

指定不可

CHN70-30U

CHN65-25S

[税抜] \460

[税抜] \210

[税抜] \500

●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：PP ●セット内容：取説●重量：39g ●本体サイ
ズ：245×20×440mm ●パッケージサイズ：
255×60×20mm ●パッケージ：ポリ袋 360個 ●名入：
80-57-16-300-P ●名入サイズ：30×3mm

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
375×175mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-1216-100-K ●名入サイズ：120×120mm

夏の鉄板ノベルティ。防滴なのでビーチでもプールでも
活躍します。

形がおしゃれで使いやすいうちわです。

小判型 竹平柄うちわ （6308）

唐月 竹平柄うちわ （3059）

唐月 竹平柄うちわ （3061）

18H204B B/紺地鮎

18H205A A/夢金魚

CHN65-25S

CHN55-15V

18H205B B/紺地トンボ

CHN55-15V

[税抜] \500

[税抜] \350

[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：40-1216-100-K ●名入サイズ：120×120mm

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
380×240mm ●パッケージ：裸 500個 ●名入：40-1216-100-K ●名入サイズ：120×160mm

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体サイズ：
380×240mm ●パッケージ：裸 500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。

持ち手が骨太の上竹平型うちわ。京絵柄を採用し、高級
感があります。

持ち手が骨太の上竹平型うちわ。京絵柄を採用し、高級
感があります。

手作りうちわ レギュラーサイズ （6536）

たためるうちわ （6849）

アニマルうちわ （1343-10）

18H206

18H207

JPN75-35S

指定不可

CHN70-30S

18H208

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \340

[税抜] \170

[税抜] \110

●材質：骨/PP･うちわシール/紙 ●セット内容：骨・うち
わシール×3・取説●重量：骨/25g・うちわシール/6g ●
本体サイズ：骨/340×240mm･うちわシール
/185×237mm ●パッケージサイズ：255×385mm ●パ
ッケージ：ポリ袋 200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・収納時/φ85mm ●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

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

絵具、クレヨン、ペンなどで自由に描いたら貼るだけ！

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。

かわいい動物柄のうちわです。

WEB サマーナウ２０１８

Ｇ平柄うちわ （PGｰ01）
18H209A A/祭

Ｇ平柄うちわ （PGｰ04）
JPN60-20S

18H209B B/花火

Ｇ平柄うちわ （PGｰ07）
JPN60-20S

18H209C C/青空ひまわり

JPN60-20S

[税抜] \110

[税抜] \110

[税抜] \110

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：345×243×4mm・
持手130mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：345×243×4mm・
持手130mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：345×243×4mm・
持手130mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-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

［環］骨/エコマーク

Ｇ平柄うちわ （PG-21）

Ｊｒタイプうちわ （PJ-01）

Ｊｒタイプうちわ （PJ-02）

18H209D D/朝顔

JPN60-20S

18H210A A/花火

JPN60-20S

18H210B B/ひまわり

JPN60-20S

[税抜] \110

[税抜] \110

[税抜] \110

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：345×243×4mm・
持手130mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-K（データ支給） ●名入サイズ：139×218mm

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：280×195×4mm・
持手150mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-K（データ支給）

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：280×195×4mm・
持手150mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-K（データ支給）

［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 （PJ-04）

Ｊｒタイプうちわ （PJ-06）

18H210C C/イルカ

JPN60-20S

18H210D D/金魚

JPN60-20S

[税抜] \110

[税抜] \110

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：280×195×4mm・
持手150mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-K（データ支給）

●材質：ＰＰ・コート紙 ●本体サイズ：280×195×4mm・
持手150mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：0-11-16500-K（データ支給）

[環]骨/エコマーク

[環]骨/エコマーク

WEB サマーナウ２０１８

＜風鈴＞

お絵描き風鈴1P （F-5）
18H187

夏風情 ガラス風鈴 （JM-483）

楽描きガラス風鈴 （F-8）

18H185

18H186

指定不可

CHN60-20S

[税抜] \400

●材質：ガラス・紙 ●セット内容：取説●重量：23g ●本
体サイズ：70x70x60mm ●パッケージサイズ：
75x75x73mm ●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 20個

やさしい音色の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

18H188

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 50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。

WEB サマーナウ２０１８

ルルナ フローズンスイーツメーカー （KI4685W）

ルルナ フローズンスイーツメーカー （KI4685B）

18H215A A/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

18H215B B/ﾅｲﾄﾌﾞﾗｯｸ

CHN75-35U

CHN75-35U

[税抜] \8,000

[税抜] \8,000

●材質：ABS・POM・ステンレス・PP ●機能：食感調整可
・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

●材質：ABS・POM・ステンレス・PP ●機能：食感調整可
・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

[法]PS-Eマーク

[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。

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。

Ｖ６０グラスアイスコーヒーメーカー （VIG02T）

かご網付き水出し茶ポット （HCC-12DG）

冷保ジョッキ （80278）

18H216

18H217

18H218

＜夏の生活雑貨＞

JPN80-40S

JPN68-28T

JPN75-35S

[税抜] \5,000

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

●材質：ガラスポット、ドリッパー/耐熱ガラス・リングホル
ダー/シリコーンゴム・ストレーナー/PCT樹脂・計量スプ
ーン/PP ●セット内容：ペーパーフィルター40枚・取説●
重量：800g ●容量：700mL ●本体サイズ：
165×120×235mm ●パッケージサイズ：
146×135×270mm ●パッケージ：化粧箱 12個

●材質：本体/耐熱ガラス・フタ、取っ手、茶こしフレーム
/PP・茶こしメッシュ/ポリエステル・バンド/ステンレス ●
セット内容：取説●重量：500g ●容量：1.2L ●本体サイ
ズ：125×93×290mm ●パッケージサイズ：
134×100×295mm ●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：90-90-22-100-S ●名入サイズ：50×50mm

ハンドドリップしたコーヒーをそのまま氷で急冷させるア
イスコーヒーメーカー。クリアな素材で見た目も涼やかで
す。

ストレーナーに茶葉を、本体に水を入れ、冷蔵庫で３～６
時間置くだけ！手軽に水出し茶を楽しめます。

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。

アイスビアジョッキ （80178）

貝あわせ ペアーざる麺 （KA-113）

貝あわせ ペアー小皿 （KA-103）

18H220

18H221

18H219

JPN75-35S

JPN70-30S

JPN70-30S

[税抜] \800

[税抜] \1,500

[税抜] \500

●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：90-90-22-100-S ●
名入サイズ：50×50mm

●材質：磁器・すのこ/竹 ●機能：電子レンジ可 ●セット
内容：皿、すのこ各2●本体サイズ：皿/Φ195×38mm･
すのこ/Φ150mm ●パッケージサイズ：
210×205×60mm ●パッケージ：化粧箱 16個

●機能：電子レンジ可 ●セット内容：小皿×2●本体サ
イズ：小皿/Φ128×28mm ●パッケージサイズ：
140×145×50mm ●パッケージ：化粧箱 60個

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。

可愛らしい魚や貝のデザインで涼しげな色合いの、夏に
ぴったりなお皿です。

可愛らしい魚や貝のデザインで涼しげな色合いの、夏に
ぴったりなお皿です。
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氷の器
18H222

JPN80-40S

アイスクリームスプーン （6863）

川のせせらぎ涼風箸置き（５個組） （
0207301）

18H223

18H224

CHN65-25S

CHN70-30U

[税抜] \380

[税抜] \320

[税抜] \220

●材質：PP ●セット内容：取説●重量：80g ●本体サイ
ズ：158×180×75mm ●パッケージサイズ：
154×152×75mm ●パッケージ：化粧箱 72個

●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

●材質：アクリル ●セット内容：取説●重量：51g ●本体
サイズ：Φ40×7mm ●パッケージサイズ：
50×210×10mm ●パッケージ：PP袋 180個

氷の器が作れる製氷皿。お造り、そうめん、アイスなどの
器として。

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。

見ているだけで涼しくなれる箸置きです。

くるりんカッター

川のせせらぎ涼風お箸 （0207201）

18H225

JPN80-40S

18H226

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \180

[税抜] \110

●材質：ABS ●セット内容：取説●重量：10g ●本体サ
イズ：108×65×28mm ●パッケージサイズ：
110×58×30mm ●パッケージ：化粧箱 200個

●材質：アクリル ●セット内容：取説●重量：18g ●本体
サイズ：200mm ●パッケージ：ポリ袋 360個

野菜などに刺して回すだけで野菜をらせん状にカット。
直径３～１０センチの野菜に適しています。

見ているだけで涼しくなれるお箸です。

WEB サマーナウ２０１８

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）

18H230

18H231

JPN80-40U

JPN80-40U

[税抜] \3,000

[税抜] \2,000

●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】

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。

手延べ素麺 揖保乃糸 （IB-8）

播州の糸 つゆ付き （BSｰ3）

水出し煎茶・わらび餅セット （DWM-10）

18H232

18H233

18H234

＜夏の味覚＞

JPN75-35S

JPN75-35S

JPN65-25S

[税抜] \800

[税抜] \300

[税抜] \1,000

●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×3・めんつゆ20mL●パッケ
ージサイズ：195×60×22mm ●パッケージ：化粧箱 60
個 【小麦】

●セット内容：水出し煎茶ティーバッグ5g×5･わらび餅
150g（きな粉付●パッケージサイズ：200×290×30mm
●パッケージ：化粧箱 24個 【乳】

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。

そうめんの本場播州で作られた、絹糸のようになめらか
なそうめんです。

深蒸し茶に抹茶をブレンドしたさわやかな香りの水出し
煎茶ティーバッグと、本わらびを使用したわらび餅の詰
め合わせです。

水出し煎茶（ティーバッグ）4P （MSC-20）

桃太郎麦茶 （MV-10）

そよ風の麦茶2包 （UMU-SOY-0011）

18H235

18H236

JPN90-50S

JPN80-40S

18H237

JPN80-40S

[税抜] \200

[税抜] \100

[税抜] \30

●セット内容：水出し冷煎茶ティーバッグ5g×4●パッケ
ージサイズ：30×160×90mm ●パッケージ：化粧箱 20
個

●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：10g×2包●重量：25g ●パッケージサイズ
：90×150×10mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

細かく粉砕した深蒸し茶に抹茶をブレンドした、さわやか
な香りの水出し煎茶ティーバッグです。

食品添加物、着色料など一切使用しておりません。

夏にぴったりなパッケージの麦茶です。
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ハーゲンダッツ ミニカップ８個セット （HD2）

ガレー プレミアムアイスクリームセット （
GL-EG12）

乳蔵 北海道アイスクリーム(プレミアムバニ
ラ入り) （110004）

18H238

18H239

18H240

JPN95-55S

[税抜] \4,500

直送品

JPN95-55S

[税抜] \4,300

直送品

JPN95-55S

[税抜] \3,800

直送品

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

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

●セット内容：プレミアムバニラ90mL×4･赤肉メロンアイ
ス90ｍL、青肉メロンアイス90mL、ストロベリーアイス
90mL、ハスカップアイス90mL各2●パッケージサイズ：
180×275×175mm ●パッケージ：発泡スチロール 1個 【
卵・乳】

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。

ベルギー王室ご用達ガレー監修のチョコレートアイスクリ
ームの詰合せです。

北海道産の牛乳を主原料とし、生クリームや北海道産フ
ルーツを使用したアイスクリームの詰合せです。

デリシュ・ボヌーレ （TDL-20）

レモンのロシアケーキ15個 （LM-10）

6個水ようかん （JY-6）

18H242

18H243

18H244

JPN83-43U

JPN85-45S

JPN73-33T

[税抜] \2,000

[税抜] \1,000

[税抜] \700

●セット内容：シャーベットゼリー58g（アルフォンソマンゴ
ー、山形ラ・フランス、ピンクグレープフルーツ各2）・山梨
県産白桃ゼリー58g・岡山県産ピオーネゼリー58g・ミック
スベリー＆ブルーベリーゼリー125g・グレープフルーツ＆
オレンジゼリー125g●パッケージサイズ：
218×330×77mm ●パッケージ：段ボール箱+包装済 10
個 【乳】

●セット内容：フラワージャム、マカロンチョコ、レモンチョ
コ各3・マカロンジャム×6●重量：270g ●パッケージサ
イズ：312×297×46mm ●パッケージ：化粧箱 6個 【卵・
乳・小麦・落花生】

●セット内容：水羊羹60g（小倉、練り、抹茶各2）●パッケ
ージサイズ：245×170×31mm ●パッケージ：化粧箱+包
装済 20個

凍らせておいしい３種類のゼリーの詰合せです。

クッキー生地の上にプレーン、マカロンの生地を絞り、レ
モンチョコ・レモンジャムで仕上げています。

なめらかな口当たりとさらっとしたのどごしにこだわった
和の涼菓です。

レモンのロシアケーキ8個 （LM-6）

かき氷金平糖 （AR0211066）

かき氷金平糖 （AR0211067）

18H245

18H246A A/イチゴ

18H246B B/メロン

JPN85-45S

JPN75-35T

JPN75-35T

[税抜] \600

[税抜] \250

[税抜] \250

●セット内容：フラワージャム、マカロンジャム、マカロン
チョコ、レモンチョコ各2●重量：144g ●パッケージサイズ
：268×204×48mm ●パッケージ：化粧箱 10個 【卵・乳・
小麦・落花生】

●材質：砂糖・香料・着色料 ●セット内容：飴×5（30g）
●パッケージサイズ：140×100×7.5mm ●パッケージ：
PP袋 100個

●材質：砂糖・香料・着色料 ●セット内容：飴×5（30g）
●パッケージサイズ：140×100×7.5mm ●パッケージ：
PP袋 100個

クッキー生地の上にプレーン、マカロンの生地を絞り、レ
モンチョコ・レモンジャムで仕上げています。

かき氷をイメージした、清涼感のあるパッケージの金平
糖です。

かき氷をイメージした、清涼感のあるパッケージの金平
糖です。

WEB サマーナウ２０１８

金魚すくい飴 （AR0211050）

金魚すくい飴 （AR0211051）

18H247A A/桃色

18H247B B/空色

JPN75-35T

JPN75-35T

[税抜] \250

[税抜] \250

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

●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

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。

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。

WEB サマーナウ２０１８

パワーショベル駄菓子 いろいろすくいどりプ
レゼント 100人用 （21309）

パワーショベル駄菓子 いろいろすくいどりプ
レゼント用 お菓子100人用 （21310）

18H250

18H251

[税抜] \48,500

CHN78-38V
直送品

[税抜] \20,500

JPN75-35S
直送品

●機能：ショベルカー/組立式 ●セット内容：●駄菓子い
ろいろ約390コ●プール（ポンプ付）1コ●ショベルカー1コ
●お持ち帰り用袋100枚●パッケージ：発送用段ボール
箱

●セット内容：●お菓子いろいろ約390コ●お持ち帰り用
袋100枚●パッケージ：発送用段ボール箱

お子様に大人気のパワーショベルでお菓子をすくいどり
しちゃおう

お菓子追加分です。

ウキウキスプラッシュサマープレゼント100
人用 （6945）

ウキウキスプラッシュサマープレゼント50人
用 （6944）

夏のひんやりグッズプレゼント100人用 （
6704）

18H252

18H253

18H254

＜夏のイベントセット＞

[税抜] \32,800

CHN75-35U
直送品

[税抜] \26,000

CHN75-35U
直送品

[税抜] \28,500

JPN75-35U
直送品

●セット内容：●特等ハイドロフォースラフトセット1コ●１
等トランスペアレントホエールライダー2コ●2等ファッショ
ンエアマット3コ●3等フロステッドネオンスイムリング76ｃ
ｍ4コ●4等グロッシーパネルボールφ41㎝5コ●5等防
水リフレクションポーチ85コ●抽選くじ100枚（日本）●抽
選箱１コ●A3ポスター1枚●店頭用お知らせPOP2枚●く
じ明細表1枚・取説●パッケージ：発送用段ボール箱

●セット内容：●特等ハイドロフォースラフトセット1コ●１
等トランスペアレントホエールライダー2コ●2等ファッショ
ンエアマット3コ●3等フロステッドネオンスイムリング76ｃ
ｍ4コ●4等グロッシーパネルボールφ41㎝5コ●5等防
水リフレクションポーチ35コ●抽選くじ50枚●抽選箱1コ
●A3ポスター1枚●店頭用お知らせPOP2枚●くじ明細
表1枚・取説●パッケージ：発送用段ボール箱

●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等ポップカラ
ークーラーバッグ8コ●5等花王バブ１包クールミントの香
り80コ●抽選くじ100枚●抽選箱1コ●A3ポスター1枚●
店頭用お知らせPOP2枚●くじ明細表1枚・取説●パッケ
ージ：発送用段ボール箱

夏のひんやりグッズプレゼント50人用 （
6703）

わくわく・ドキドキたのしい つり大会キット （
2141）

追加用つり大会サマーキット （6422）

18H255

18H256

18H257

[税抜] \22,000

JPN75-35U
直送品

●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等ポップカラ
ークーラーバッグ5コ●5等花王バブ１包クールミントの香
り35コ●抽選くじ50枚●抽選箱1コ●A3ポスター1枚●店
頭用お知らせPOP2枚●くじ明細表1枚・取説●パッケー
ジ：発送用段ボール箱

[税抜] \14,000

JPN83-43T
直送品

[税抜] \12,000

CHN85-45V
直送品

●機能：組立式 ●セット内容：釣り堀・釣り竿×3（中国）
●本体サイズ：釣り堀/450×900×580mm ●パッケージ
：発送用段ボール箱

●セット内容：サマーグッズアソート60個●パッケージサ
イズ：485×370×245mm ●パッケージ：段ボール箱 1個

つり大会のBOXと釣り竿のセット。ご購入の際は景品セ
ットとあわせてご検討ください。マグネット釣り竿で景品を
釣り上げよう！

つり大会用の金具つきの景品セットです。ご購入の際は
18H256の本体キットとあわせてご検討ください。

WEB サマーナウ２０１８

花火千本引き大会 50人用 （1166-02）

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

18H258

18H259

18H260

[税抜] \27,000

JPN78-38W
直送品

CHN73-33Y

CHN73-33W

[税抜] \25,000

[税抜] \19,000

●セット内容：●抽選くじ200枚●抽選箱1コ●ディスプレ
イ箱1コ●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●重量：7kg ●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●抽選くじ100枚●抽選箱1コ●ディスプレイ箱1コ●重
量：6kg ●パッケージ：発送用段ボール箱

[品]SFマーク

[品]SFマーク

えんにち大当たり 100人用 （1380-02）

お菓子バラエティープレゼント 50名様用 ク
ジ付 （20284）

ジャンボラッキーパンチBOXサマーキット（
本体+景品） （6238）

18H261

18H262

18H263

●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

オールインワンタイプ。

[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

[税抜] \21,000

JPN75-35S
直送品

●セット内容：ジャンボ台紙1個・クジ1セット・お菓子50個
●本体サイズ：ボード/770×1000mm ●パッケージ：発
送用段ボール箱 1個

[税抜] \19,200

JPN85-45U
直送品

●材質：本体/段ボール･交換用破り紙/上質紙 ●機能：
組立式 ●セット内容：本体･交換用破り紙6枚･サマーグ
ッズ72個・取説●本体サイズ：本体/900×600×280mm･
交換用破り紙/755×1000mm ●パッケージ：発送用段ボ
ール箱 1個

ボックスと夏物景品のセットです。

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）

18H264

18H265

18H266

[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18H265・18H266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18H264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18H264の本体キットとあわせてご検討ください。

WEB サマーナウ２０１８

キャラクタースーパーボール すくい大会
250コ入 （1179-01）

エアーキャラクターいろいろプレゼント１００
人用 （1187-01）

バラエティ パンチボール つりつり大会 パー
トII 100人用 （21396）

18H267

18H268

18H269

[税抜] \22,000

CHN75-35S
直送品

●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●重量：2kg ●パッケージサイズ：
300×400×210mm ●パッケージ：発送用段ボール箱

[税抜] \19,000

CHN78-38V
直送品

●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

JPN75-35S

[税抜] \15,500

直送品

●材質：PVC ●セット内容：●アニマルボール25コ●た
こちゃんボール25コ●めだまボール25コ●かきごおりボ
ール25コ●予備5コ●つり針30コ●つり用紙100枚●ミニ
ハンドポンプ1コ●80cmプール1コ●エアーポンプ1コ●
レジャーシート1枚●パッケージ：発送用段ボール箱

※万が一不良が出た場合は、予備5個での対応でお願
いします。セット時期により、色、柄、種類が変更になる
場合がございます。

ヨーヨーつり大会 150人～300人用

スーパーボールすくい大会 350個入 （
1180-03）

２ＷＡＹバッグ ツムツム（１２個入） （指定不
可）

18H270

18H271

18H272

JPN73-33V

JPN80-40U

[税抜] \14,500

[税抜] \12,000

直送品

●材質：天然ゴム ●セット内容：150～300人用●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

●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

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \2,100
●材質：不織布 ●重量：530g ●本体サイズ：
385×310×5mm ●パッケージサイズ：
470×400×60mm ●パッケージ：OPP袋 480個

[品]ヨーヨーセット/STマーク
リュック、手持ちかばんの２WAYで使えるバッグです。

祭手拭 (名刺ポケット付ＯＰＰ袋入） （
4F3024-01P）

抽選箱

18H273

18H274

JPN70-30S

超らくらくヨーヨーセット 100個入
JPN70-30S

18H275

JPN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \200

[税抜] \5,000

●材質：綿100％ ●重量：32g ●本体サイズ：
330×900mm ●パッケージサイズ：230×135×7mm ●
パッケージ：ＯＰＰ袋（名刺ポケット付） 300個

●材質：再生紙（古紙配合率90%） ●重量：90g ●本体
サイズ：195×195×160mm ●パッケージ：裸 200個

●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

祭の文字が入った豆絞りの手拭で、お祭り気分を一層
盛り上げます。

WEB サマーナウ２０１８

スーパーボールセット ３００個入 （1815-1）
18H276

JPN70-30S

[税抜] \4,000
●材質：合成ゴム ●重量：1.2kg ●パッケージサイズ：
39.5×280×50mm ●パッケージ：PP袋 12個

WEB サマーナウ２０１８

＜防災の日＞

帰宅困難者レスキュー 15点セット （39365）

帰宅支援14点応急編化粧箱入 （HS13000）

18H280

18H281

CHN70-30T

CHN70-30S

[税抜] \3,000

[税抜] \1,300

●材質：ファイル/PP ●セット内容：A4ジッパーファイル・
レスキューシート・レスキュー簡易寝袋・アルミLEDライト･
ホイッスル（モニターLR41×4個使用/添）・抗菌消臭簡
易トイレ（日本）・軍手・ロープ・笛・反射安全タスキ・スモ
ークシャットアウト・非常用給水バッグ3L（タイ）・防災用
ウェットティッシュ（日本）・ティライトキャンドル・絆創膏（
日本）・綿棒（タイ）・取説●重量：700g ●電源：モニター
/LR41×4（添） ●本体サイズ：ファイル
/230×335×30
●パッケ ジサイズ
[法]絆創膏/一般医療機器27B3X00138000001

●材質：ポーチ/PVC ●セット内容：防滴ポーチ・清浄綿
（日本）・絆創膏大×5（日本）・包帯（タイ）・綿棒×10（タ
イ）・IDカード（日本）・滅菌ガーゼ・ウェットティッシュ（日
本）・マスク・ポケットティッシュ（日本）・応急手当のしおり
（日本）・コットンパフ×2・ゴム手袋（インドネシア）・カイロ
（日

いざという時に役立つアイテムを揃えました。帰宅困難
者を支えるセットです。万一の際に役立ちます。A4ジッパ
ーファイル入

[法]絆創膏/一般医療機器27B3X00138000001 [法]滅菌
ガーゼ/一般医療機器27B3X00146000111
救急時に必要な部材を収納した応急手当セットです。

６ＷＡＹマルチレスキューラジオ （SV-5745
）

アナバス ポケットラジオ （NR-750）

おしり洗浄器 ハンディシャワー （PW100WT）

18H282

18H283

18H284

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN65-25S

[税抜] \6,000

[税抜] \2,000

[税抜] \4,000

●材質：ABS・PS ●機能：サイレン・LEDライト・AM/FMラ
ジオ・ソーラー充電・ダイナモ充電・携帯電話充電 ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：232g ●電源：単4×3本（別
） ●本体サイズ：80×140×35mm ●パッケージサイズ：
155×50×90mm ●パッケージ：化粧箱 36個

●材質：ABS ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応） ●
セット内容：イヤホン・取説・保証書●重量：70g ●電源：
単4×2（別） ●本体サイズ：19×58×96mm ●パッケー
ジサイズ：30×75×148mm ●パッケージ：化粧箱 40個
●名入：110-120-23-100-P ●名入サイズ：30×35mm

●材質：ABS・シリコン ●セット内容：収納袋・取説・保証
書●重量：240g ●容量：140mL ●電源：モニター単
4×2(添) ●本体サイズ：49×49×161mm ●パッケージ
サイズ：55×89×196mm ●パッケージ：窓空き箱 24個
●名入：/110-120-32-300-S ●名入サイズ：30×25mm

[品]JIS_IPX4相当
コンパクトサイズで持ち運びしやすく、緊急時に簡単に使
用できます。

大きい文字・大きいダイヤルが使いやすい、高感度ポケ
ットラジオ。FM補完放送対応

外出先や旅行先で、いつでも清潔・快適です。

電池式 壁付け常備灯 ピオマ おしらせライ
ト （UGL2-WA）

備蓄シリーズ 備蓄ライト （ECO-101）

緊急脱出用ハンマー （BS-975）

18H285

18H286

18H287

JPN78-38U

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \3,000

[税抜] \3,000

[税抜] \1,200

●材質：ABS・アクリル ●機能：地震時自動点灯（震度4
相当以上10分間）・LEDライト1W（Hi・Low・フラッシュライ
ト）・電池切れお知らせ ●セット内容：ホルダー・木ねじ2
本・ピン3本・取説・保証書●重量：74g ●電源：単3×4（
別） ●本体サイズ：25×45×169mm ●パッケージサイ
ズ：30×50×195mm ●パッケージ：化粧箱 35個 ●名入
：70-180-16-100-P ●名入サイズ：60×25mm

●材質：ABS ●機能：ライト・ランタン（吊り下げフック付）
●セット内容：本体・スマホ接続コード・携帯接続プラグ・
取説・保証書●重量：130g ●電源：ダイナモ ●本体サイ
ズ：55×141×29mm ●パッケージサイズ：
99×46×170mm ●パッケージ：化粧箱 20個

●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

長期保存ができるスーパーキャパシタ採用。非常時には
ダイナモ充電でスマートフォン、携帯電話に充電できま
す。

まさかの時に車の安全ベルトを切断して、窓ガラスを割
って車から脱出するときの必需品です。

[品]Gマーク
地震で自動点灯するので、探す手間がありません。シン
プルなデザインなので取付場所を選びません。
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携帯用リュック （39015）
18H288A A/ブラック

携帯用リュック （39015）
CHN70-30S

18H288B B/オレンジ

反射テープ付非常持出袋 （HS-500M）
CHN70-30S

18H289

CHN70-30S

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \500

●材質：ポリエステル・PP ●重量：105g ●本体サイズ：
240×420×110mm ●パッケージサイズ：
200×150×30mm ●パッケージ：PP袋 180個 ●名入：
60-120-16-180-S ●名入サイズ：50×100mm

●材質：ポリエステル・PP ●重量：105g ●本体サイズ：
240×420×110mm ●パッケージサイズ：
200×150×30mm ●パッケージ：PP袋 180個 ●名入：
60-120-16-180-S ●名入サイズ：50×100mm

●材質：ポリエステル ●重量：58g ●本体サイズ：
440×340mm ●パッケージ：裸 200個 ●名入：60-7216-100-P ●名入サイズ：30×110mm

アウトドアで便利な携帯用リュックです。反射テープ付き
で夜間でも安全です。

アウトドアで便利な携帯用リュックです。反射テープ付き
で夜間でも安全です。

反射テープ付きで安全です。容量が大きく、非常時に大
切なものを持ち出すのに最適です。

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）

水のいらないボディソープ200mL （709989）

18H290

18H291

18H292

CHN70-30S

JPN70-30S

JPN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \900

[税抜] \900

●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

●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

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、水なし
で簡単に、髪と頭皮の臭いや汚れをふきとる水のいらな
いシャンプーです。

介護、災害、ケガなどで入浴できない時、汗をかいたス
ポーツの後など、どこでも水なしで簡単に、手や足の臭
いをふき取ります。

エマージェンシーキット （E2908）

防炎ハンドタオル （KQS0505351）

抗菌消臭・簡易トイレ （36700）

18H293

18H294

18H295

指定不可

CHN70-30U

JPN80-40U

JPN70-30S

[税抜] \600

[税抜] \500

[税抜] \200

●材質：マルチLEDライト/ABS･エマージェンシーブラン
ケット/アルミ蒸着ＰＥＴ･ウェットティッシュ10Ｐ、三層フィ
ルターマスク/不織布 ●セット内容：マルチLEDライト･エ
マージェンシーブランケット･ウェットティッシュ10Ｐ･三層
フィルターマスク●パッケージサイズ：155×240×30mm
●パッケージ：チャック付袋 100個 ●名入：台紙/60-6017-300-O ●名入サイズ：25×180mm

●材質：綿100% ●重量：50g ●本体サイズ：
340×360mm ●パッケージサイズ：220×130mm ●パッ
ケージ：PP袋 60個

●材質：高分子ポリマー・抗菌性ゼオライト・高密度PE
●重量：25g ●本体サイズ：500×600mm ●パッケージ
サイズ：140×90×7mm ●パッケージ：PP袋 200個

携帯しやすいチャック付きの袋に４アイテムをセット。災
害時に備えるキットです。

災害時に天ぷら火災などの初期対応として、災害時の
避難用マスクや頭巾としてご使用いただけます。

処理袋付で万が一の時に非常に役立ます。凝固剤には
抗菌性ゼオライトを使用しているので臭いを軽減できま
す。
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ブルボン 災害備蓄用クラッカー （1カートン
90g×70食入） （31675）

ブルボン 缶入カンパン

18H296

18H297

[税抜] \15,400

JPN88-48V
直送品

ブルボン 缶入ミルクビスケット
JPN88-48T

18H298

JPN88-48T

[税抜] \250

[税抜] \250

●機能：保存5年 ●セット内容：1斗缶（クラッカー26枚
1P×35）×2缶●パッケージサイズ：195×130×45mm
●パッケージ：段ボール箱 2個 【卵・乳・小麦】

●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】

●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】

個装はアルミ包装官公庁や企業の備蓄に最適な一斗缶
入りのお馴染のお菓子。※受注生産のため、1ヶ月以上
かかる場合もあります。

カンパン糖分補給のキャンディ入り5年保存可能

ミルクビスケット

ブルボン 缶入ミニクラッカー
18H299

JPN88-48T

[税抜] \250
●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】

ミニクラッカー
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タニタ デジタル血圧計(手首式) （BP-210PR）

ネイルプラス （NAILP-GR）

18H301

18H302A A/グリーン

CHN73-33T

JPN80-40W

[税抜] \5,000

[税抜] \1,850

●材質：ABS ●機能：圧力/30～280mmHg・脈拍/40～
200拍/分・メモリー/200回分・手首式・オシロメトリック方
式・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

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●セット内容：
取説●重量：80g ●本体サイズ：76×45×38mm ●パッ
ケージサイズ：100×56×56mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 100個 ●名入：160-36-22-400-P ●名入サイズ：
30×20mm

[法]医療機器22200BZX00742000（赤）

＜敬老の日＞

ネイルプラス （NAILP-BU）
18H302B B/ブルー

JPN80-40W

脈の乱れが検知できる心調律異常チェック機能付き。心
調律異常が発見されたときにマークでお知らせ。１人分
の測定結果を200回分メモリー。

握りごこち・切りごこち・削りごこち・使いごこちプラス。

ネイルプラス （NAILP-OR）

ネイルプラス （NAILP-PK）

18H302C C/オレンジ

JPN80-40W

18H302D D/ピンク

JPN80-40W

[税抜] \1,850

[税抜] \1,850

[税抜] \1,850

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●セット内容：
取説●重量：80g ●本体サイズ：76×45×38mm ●パッ
ケージサイズ：100×56×56mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 100個 ●名入：160-36-22-400-P ●名入サイズ：
30×20mm

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●セット内容：
取説●重量：80g ●本体サイズ：76×45×38mm ●パッ
ケージサイズ：100×56×56mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 100個 ●名入：160-36-22-400-P ●名入サイズ：
30×20mm

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●セット内容：
取説●重量：80g ●本体サイズ：76×45×38mm ●パッ
ケージサイズ：100×56×56mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 100個 ●名入：160-36-22-400-P ●名入サイズ：
30×20mm

握りごこち・切りごこち・削りごこち・使いごこちプラス。

握りごこち・切りごこち・削りごこち・使いごこちプラス。

握りごこち・切りごこち・削りごこち・使いごこちプラス。

ネイルプラス （NAILP-PU）

１０倍拡大鏡付き両面スタンドミラー （YL1500）

１０倍拡大鏡付き両面スタンドミラー （YL1500）

18H303A A/ブラック

18H303B B/ホワイト

18H302E

E/パープル

JPN80-40W

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,850

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●セット内容：
取説●重量：80g ●本体サイズ：76×45×38mm ●パッ
ケージサイズ：100×56×56mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 100個 ●名入：160-36-22-400-P ●名入サイズ：
30×20mm

●材質：アルミ・ガラス鏡・ABS ●重量：240g ●本体サイ
ズ：18×183×173mm ●パッケージサイズ：
205×190×28mm ●パッケージ：化粧箱 48個

●材質：アルミ・ガラス鏡・ABS ●重量：240g ●本体サイ
ズ：18×183×173mm ●パッケージサイズ：
205×190×28mm ●パッケージ：化粧箱 48個

握りごこち・切りごこち・削りごこち・使いごこちプラス。

細かいところを見逃さない、10倍拡大鏡と普通の鏡がつ
いたスタンドミラーです。

細かいところを見逃さない、10倍拡大鏡と普通の鏡がつ
いたスタンドミラーです。
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体脂肪計付歩数計 ペドクル （6136）

メガネ型拡大ルーペ （10473）

メガネ型拡大ルーペ （10491）

18H304

18H305A A/ブラック

18H305B B/ワイン

CHN80-40S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,280

[税抜] \1,280

●材質：ABS ●機能：歩数計(歩数、距離、歩行時間、カ
ロリー計算)・体脂肪計・時計・5人分登録可能 ●セット内
容：取説●重量：54g ●電源：モニターLR44×2(内) ●本
体サイズ：62×30×70mm ●パッケージサイズ：
72×40×72mm ●パッケージ：化粧箱 60個 ●名入：6042-16-200-P ●名入サイズ：5×20mm

●材質：PC ●機能：レンズ拡大率1.6倍 ●セット内容：
取説●重量：35g ●本体サイズ：150×170×45mm ●パ
ッケージサイズ：175×75×65mm ●パッケージ：化粧箱
48個

●材質：PC ●機能：レンズ拡大率1.6倍 ●セット内容：
取説●重量：35g ●本体サイズ：150×170×45mm ●パ
ッケージサイズ：175×75×65mm ●パッケージ：化粧箱
48個

液晶が大きく、使いやすいデザインの体脂肪計付きの歩
数計です。

メガネの上からでも使えるルーペです。細かな作業、読
書や編み物などでも両手が使えるので便利です。

メガネの上からでも使えるルーペです。細かな作業、読
書や編み物などでも両手が使えるので便利です。

オールドマンパワーつめ切り （SN-05）

年金手帳ケース （21025）

スタンド・LEDライト付き拡大鏡 （25045）

18H306

18H307

KOR70-30S

CHN70-30S

18H308

CHN70-30S

[税抜] \1,200

[税抜] \900

[税抜] \800

●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：PVC ●セット内容：取説●重量：95g ●本体サ
イズ：160×125×7mm ●パッケージサイズ：
135×170×9mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
50-72-17-100-S ●名入サイズ：70×70mm

●材質：ABS・ガラス ●機能：倍率3倍 ●セット内容：取
説●重量：80g ●電源：モニターLR1130×3（添） ●本体
サイズ：150×70×28mm ●パッケージサイズ：
155×75×30mm ●パッケージ：化粧箱 120個 ●名入：
50-54-12-120-S ●名入サイズ：15×35mm

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。

年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、健康保険カー
ド、各種カードなども入る便利な三つ折りタイプのケース
です。

くっきり、はっきり見えるガラスレンズ&LEDライト採用。置
いた状態で使用できるスタンド付きです。

ルック拡大レンズ付つめ切り （NCL-5B）

ちりめん３ルームポケットポーチ （6F3310BL）

ちりめん３ルームポケットポーチ （6F3310PI）

18H309

18H310A A/小桜ブルー

18H310B B/小桜ピンク

指定不可

KOR70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \500

[税抜] \500

[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（中国） ●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：50-12-17-300-H ●名入サイズ：5×50mm

●材質：ポリエステルちりめん・PVC ●重量：41g ●本体
サイズ：135×180×20mm ●パッケージサイズ：
146×190×20mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

●材質：ポリエステルちりめん・PVC ●重量：41g ●本体
サイズ：135×180×20mm ●パッケージサイズ：
146×190×20mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

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。

小物の仕分けに便利な３段ポケットのついたポーチ。ち
ょっとしたおでかけや旅行に。

小物の仕分けに便利な３段ポケットのついたポーチ。ち
ょっとしたおでかけや旅行に。
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ちりめん３ルームポケットポーチ （6F3310BE）
18H310C C/無地ベージュ

CHN70-30S

[税抜] \500
●材質：ポリエステルちりめん・PVC ●重量：41g ●本体
サイズ：135×180×20mm ●パッケージサイズ：
146×190×20mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

小物の仕分けに便利な３段ポケットのついたポーチ。ち
ょっとしたおでかけや旅行に。

WEB サマーナウ２０１８

青色保安指示灯 （BS-1173）

赤色点滅指示灯 S （BS-1171）

18H315

18H316

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,800

[税抜] \1,500

●材質：PC･ABS・ナイロン ●機能：点灯、点滅切替式・
連続点灯/24時間・連続点滅/100時間 ●セット内容：本
体・ストラップ・取説●重量：本体/90g・ストラップ/3g ●
電源：単3×3(別) ●本体サイズ：本体/385×32×23mm
･ストラップ長/370mm ●パッケージサイズ：
440×100×33mm ●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 100
個

●材質：ABS・PC ●機能：高輝度赤色LED３球・点灯、
点滅2パターン ●セット内容：蛍光色ネックストラップ・取
説●重量：66g ●電源：単3×2(別) ●本体サイズ：
335×23×31mm ●パッケージサイズ：
400×100×31mm ●パッケージ：ヘッダー 付ＰＰ袋 100
個

人や車の誘導、災害時の備えに。防滴仕様なので雨で
も安心です。

持ち運びに便利な小型の赤色点滅指示灯です。

防犯ブザー反射タイプ （GE074O）

防犯ブザー反射タイプ （GE074W）

反射安全タスキ （81345）

18H317A A/ｵﾚﾝｼﾞ

18H317B B/ﾎﾜｲﾄ

18H318

＜秋の交通安全
（９／２１－３０）＞

CHN75-35S

CHN75-35S

CHN70-30S

[税抜] \880

[税抜] \880

[税抜] \300

●材質：ABS・PS ●機能：88dB（距離1m） ●セット内容：
取説●重量：32g ●電源：CR2032（内） ●本体サイズ：
52×50×31mm ●パッケージサイズ：100×36×150mm
●パッケージ：ブリスター 100個

●材質：ABS・PS ●機能：88dB（距離1m） ●セット内容：
取説●重量：32g ●電源：CR2032（内） ●本体サイズ：
52×50×31mm ●パッケージサイズ：100×36×150mm
●パッケージ：ブリスター 100個

●材質：ナイロン・PVC ●セット内容：取説●重量：30g
●本体サイズ：1500×40mm ●パッケージサイズ：
160×45×18mm ●パッケージ：ポリ袋 240個 ●名入：
50-60-17-240-S ●名入サイズ：10×70mm

車のライトに反射するリフレクタータイプ。ストラップを引く
と鳴り響きます。

車のライトに反射するリフレクタータイプ。ストラップを引く
と鳴り響きます。

ライトinライト 反射機能付 （5140）

新すべり止めシート （37010）

バラエティ反射シール （HS-85）

18H319

18H320

18H321

指定不可

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \200

[税抜] \160

[税抜] \100

●材質：PVC ●機能：LEDライト・リフレクター（反射） ●
セット内容：ボールチェーン●重量：5g ●電源：
CR1220×2（内・交換不可） ●本体サイズ：
8×40×60mm ●パッケージサイズ：9×60×75mm ●パ
ッケージ：PP袋 400個 ●名入：60-30-16-200-P ●名入
サイズ：15×10mm

●材質：エチレンプロピレンゴム ●セット内容：取説●重
量：9g ●本体サイズ：170×100×1.5mm ●パッケージ
サイズ：175×107×2mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●
名入：50-42-16-300-S ●名入サイズ：30×70mm

●材質：PVC ●重量：5g ●本体サイズ：
84×132×0.6mm ●パッケージサイズ：
88×132×0.7mm ●パッケージ：PP袋 1000個 ●名入：
70-24-17-300-P ●名入サイズ：12×40mm

"暗い夜道も安心。反射機能付のかわいい電球型のライ
トです。3,000個からオリジナル型で作成可能（別途お見
積り）"

置くだけで小物のすべりを防ぎます。

日暮れ時や夜間の交通安全対策に。

WEB サマーナウ２０１８

リフレクターアームベルト （E2901）
18H322

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \80
●材質：PVC・ステンレススチール ●セット内容：取説●
重量：10g ●本体サイズ：230×30mm ●パッケージサイ
ズ：37×260mm ●パッケージ：PP袋・台紙付 900個 ●
名入：60-36-17-200-S ●名入サイズ：12×45mm

光があたると強力に反射！夜のウォーキングやランニン
グの安全のための必需品です。

WEB サマーナウ２０１８

おにぎりDAYS 三角
18H325

＜運動会＞

おにぎりDAYS チビまる
18H327

JPN80-40S

のりまきDAYS 太巻
JPN80-40S

18H326

JPN80-40S

[税抜] \280

[税抜] \280

●材質：PP ●セット内容：大・小・取説●本体サイズ：大
/88×88×41mm・小/70×70×38mm ●パッケージサイ
ズ：80×90×90mm ●パッケージ：化粧箱 120個

●材質：PP ●セット内容：取説●重量：105g ●本体サイ
ズ：237×62×56mm ●パッケージサイズ：
237×64×58mm ●パッケージ：化粧箱 120個

ご飯を入れてポンと押すだけで大・小２サイズのおにぎり
が簡単に作れます。ご飯がつきにくい凹凸加工。

巻きすなしで簡単に太巻き寿司が作れます。ご飯を入れ
てポンと押すだけで簡単に取り出せます。

花卵コロン

カラーはちまき （1225）

18H328

JPN80-40S

18H329A A/赤

CHN73-33V

[税抜] \280

[税抜] \280

[税抜] \170

●材質：PP ●セット内容：取説●重量：36g ●本体サイ
ズ：105×115×56mm ●パッケージサイズ：
106×116×62mm ●パッケージ：化粧箱 120個

●材質：PP ●セット内容：花卵コロン×2・取説●重量：
7g ●本体サイズ：165×19×10mm ●パッケージサイズ
：193×72×15mm ●パッケージ：化粧箱 200個

●材質：綿100% ●本体サイズ：40×1100mm ●パッケー
ジ：裸 500個

ご飯を入れてふりふりするだけ！ご飯がつきにくい凹凸
加工。

ころころ転がすだけで、ゆで卵がお花に変身！

カラーバリエーション豊富！運動会、お祭り、イベントに
欠かせないアイテムです。お祭りムードを派手に盛り上
げよう！

カラーはちまき （1226）

カラーはちまき （1227）

カラーはちまき （1228）

18H329B B/白

CHN73-33V

18H329C C/青

CHN73-33V

18H329D D/黄

CHN73-33V

[税抜] \170

[税抜] \170

[税抜] \170

●材質：綿100% ●本体サイズ：40×1100mm ●パッケー
ジ：裸 500個

●材質：綿100% ●本体サイズ：40×1100mm ●パッケー
ジ：裸 500個

●材質：綿100% ●本体サイズ：40×1100mm ●パッケー
ジ：裸 500個

カラーバリエーション豊富！運動会、お祭り、イベントに
欠かせないアイテムです。お祭りムードを派手に盛り上
げよう！

カラーバリエーション豊富！運動会、お祭り、イベントに
欠かせないアイテムです。お祭りムードを派手に盛り上
げよう！

カラーバリエーション豊富！運動会、お祭り、イベントに
欠かせないアイテムです。お祭りムードを派手に盛り上
げよう！

WEB サマーナウ２０１８

カラーはちまき （1229）
18H329E

E/緑

CHN73-33V

[税抜] \170
●材質：綿100% ●本体サイズ：40×1100mm ●パッケー
ジ：裸 500個

カラーバリエーション豊富！運動会、お祭り、イベントに
欠かせないアイテムです。お祭りムードを派手に盛り上
げよう！

WEB サマーナウ２０１８

ねこタイマー （T-568WT）
18H331A A/ホワイト

＜低額ノベルティ＞

ねこタイマー （T-568BK）
18H331C C/ブラック

CHN60-20S

ねこタイマー （T-568BR）
CHN60-20S

18H331B B/ブラウン

CHN60-20S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS ●機能：表示方法/液晶デジタル4桁・リピ
ート ●セット内容：取説・保証書●重量：38g ●電源：モ
ニターアルカリLR44(添) ●本体サイズ：67×86×27mm
●パッケージサイズ：150×104×30mm ●パッケージ：ブ
リスター 144個

●材質：ABS ●機能：表示方法/液晶デジタル4桁・リピ
ート ●セット内容：取説・保証書●重量：38g ●電源：モ
ニターアルカリLR44(添) ●本体サイズ：67×86×27mm
●パッケージサイズ：150×104×30mm ●パッケージ：ブ
リスター 144個

かわいい猫のタイマーです。

かわいい猫のタイマーです。

しばいぬタイマー （T-567WT）

しばいぬタイマー （T-567BR）

18H332A A/ホワイト

18H332B B/ブラウン

CHN60-20S

CHN60-20S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS ●機能：表示方法/液晶デジタル4桁・リピ
ート ●セット内容：取説・保証書●重量：38g ●電源：モ
ニターアルカリLR44(添) ●本体サイズ：67×86×27mm
●パッケージサイズ：150×104×30mm ●パッケージ：ブ
リスター 144個

●材質：ABS ●機能：表示方法/液晶デジタル4桁・リピ
ート ●セット内容：取説・保証書●重量：42g ●電源：モ
ニターアルカリLR44(添) ●本体サイズ：88×91×27mm
●パッケージサイズ：150×104×30mm ●パッケージ：ブ
リスター 144個

●材質：ABS ●機能：表示方法/液晶デジタル4桁・リピ
ート ●セット内容：取説・保証書●重量：42g ●電源：モ
ニターアルカリLR44(添) ●本体サイズ：88×91×27mm
●パッケージサイズ：150×104×30mm ●パッケージ：ブ
リスター 144個

かわいい猫のタイマーです。

かわいい柴犬のタイマーです。

かわいい柴犬のタイマーです。

しばいぬタイマー （T-567BK）

キッチンハサミンガー2個セット （KS-2811）

おむすび弁当（B （TFG1002402）

18H332C C/ブラック

18H333

18H334

CHN60-20S

JPN70-30T

JPN75-35S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS ●機能：表示方法/液晶デジタル4桁・リピ
ート ●セット内容：取説・保証書●重量：42g ●電源：モ
ニターアルカリLR44(添) ●本体サイズ：88×91×27mm
●パッケージサイズ：150×104×30mm ●パッケージ：ブ
リスター 144個

●材質：スチール・PP・塩化ビニール ●セット内容：キッ
チンハサミンガー×2・取説●重量：38g ●本体サイズ：
152×11×89mm ●パッケージサイズ：74×30×224mm
●パッケージ：化粧箱 100個

●材質：HT/綿100％ ●セット内容：HT×2●本体サイズ
：HT/280×280mm ●パッケージサイズ：
125×182×47mm ●パッケージ：化粧箱 60個

かわいい柴犬のタイマーです。

ふきんやタオル、スポンジ、ゴム手袋など、差し込むだけ
でつり下げることが出来ます。

お弁当のような、かわいいハンカチのセットです。

WEB サマーナウ２０１８

へい、お待ち！タオル寿司 おすしＢ （
TOT1002502）

はなぶさ抄 ミニタオル２Ｐ （H-17101）

はなぶさ抄 ミニタオル２Ｐ （H-17102）

18H335

18H336A A/ピンク

18H336B B/ブルー

JPN80-40S

JPN75-35V

JPN75-35V

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：綿100％ ●セット内容：タオルチーフ･ソフトフキ
ン・HT●本体サイズ：タオルチーフ/200×200mm･ソフト
フキン/330×330mm・HT/280×280mm ●パッケージサ
イズ：85×190×60mm ●パッケージ：化粧箱 80個

●材質：綿100％ ●セット内容：MT×2●本体サイズ：
250×250mm ●パッケージサイズ：180×260×35mm ●
パッケージ：化粧箱 72個

●材質：綿100％ ●セット内容：MT×2●本体サイズ：
250×250mm ●パッケージサイズ：180×260×35mm ●
パッケージ：化粧箱 72個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

お寿司のような、かわいいタオルのセットです。

花々が一面に群がり咲いている様子を美しいタオルに
仕上げました。

花々が一面に群がり咲いている様子を美しいタオルに
仕上げました。

サス・ガ ステンレストレー （SUS-T90）

舌クリーナー （QQ-D82）

極細・歯垢ヤニ取り （QQ-D80）

18H337

18H338

JPN75-35S

JPN75-35S

18H339

JPN75-35S

[税抜] \900

[税抜] \900

[税抜] \900

●材質：18-8ステンレス ●重量：110g ●本体サイズ：
117×83×10mm ●パッケージサイズ：180×86×14mm
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：50-120-22-20-C
●名入サイズ：20×60mm

●材質：18-8ステンレス鋼 ●本体サイズ：132mm ●パッ
ケージサイズ：170×40×9mm ●パッケージ：ヘッダー付
プラケース 240個

●材質：ステンレス刃物鋼 ●重量：10g ●本体サイズ：
134mm ●パッケージサイズ：170×40×9mm ●パッケー
ジ：ヘッダー付プラケース 240個

デスク周りやアクセサリーなどをすっきり収納！

細部まできれい健康な口内へ。

細部まできれい健康な口内へ。

おむすび弁当 （TFG0802401）

へい、おまち！ タオル寿司 おすしＡ （
TOT0802501）

エチケットブラシ エチケットブラシワンプッ
シュ回転機能付 （H51）

18H340

18H341

18H342

JPN80-40S

JPN80-40S

CHN70-30S

[税抜] \800

[税抜] \800

[税抜] \780

●材質：綿100％ ●セット内容：ソフトふきん･HT●本体
サイズ：ソフトふきん/330×330mm･HT/280×280mm ●
パッケージサイズ：85×155×55mm ●パッケージ：化粧
箱 80個

●材質：綿100％ ●セット内容：HT･ソフトフキン●本体
サイズ：HT/280×280mm･ソフトフキン/330×330mm ●
パッケージサイズ：81×155×55mm ●パッケージ：化粧
箱 100個

●材質：ABS・ナイロン(パイル)100% ●重量：100g ●本
体サイズ：245×65×44mm ●パッケージサイズ：
264×72×45mm ●パッケージ：ﾍｯﾀﾞｰ付PP製ﾌｨﾙﾑﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ 100個 ●名入：90-50-22-500-S ●名入サイズ：
60×15mm

お弁当のような、かわいいハンカチのセットです。

お寿司のような、かわいいタオルのセットです。

ワンプッシュボタンを押すと、ブラシ面がくるっと回転。ブ
ラシの向きを気にせず楽に洋服のお手入れができます。

WEB サマーナウ２０１８

枝毛切り （MI-246）
18H343

JPN75-35S

サス・ガ ステンレスコースター （SUS-C50
）

アウトドアプロダクツ ミニタオル （
OTD78050）

18H344

18H345

JPN75-35S

CHN75-35V

[税抜] \560

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：13ｃｒステンレス ●重量：7g ●本体サイズ：
90mm ●パッケージサイズ：150×59×20mm ●パッケー
ジ：ブリスター 240個

●材質：18-8ステンレス・ネオスポンジ ●重量：45g ●本
体サイズ：80×80×2mm ●パッケージサイズ：
84×84×3mm ●パッケージ：紙サック 100個

●材質：綿100% ●セット内容：MT●重量：25g ●本体サ
イズ：250×250mm ●パッケージサイズ：260×260mm
●パッケージ：PP袋 120個

軽くつまんでパチンと切れる。気になる枝毛をいつでも簡
単にお手入れできます。

これ一枚で、いつもの時間が上質なくつろぎタイムに。

はなぶさ抄 ミニタオル （H-17501）

はなぶさ抄 ミニタオル （H-17502）

はなぶさ抄 ミニタオル （H-17503）

18H346A A/ピンク

18H346B B/ブルー

18H346C C/グリーン

JPN75-35V

JPN75-35V

JPN75-35V

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●本体サイズ：250×250mm ●パッケー
ジサイズ：125×175×22mm ●パッケージ：化粧箱 120
個

●材質：綿100% ●本体サイズ：250×250mm ●パッケー
ジサイズ：125×175×22mm ●パッケージ：化粧箱 120
個

●材質：綿100% ●本体サイズ：250×250mm ●パッケー
ジサイズ：125×175×22mm ●パッケージ：化粧箱 120
個

花々が一面に群がり咲いている様子を美しいタオルに
仕上げました。

花々が一面に群がり咲いている様子を美しいタオルに
仕上げました。

花々が一面に群がり咲いている様子を美しいタオルに
仕上げました。

はなぶさ抄 ミニタオル （H-17504）

新体感耳かき 悟空の如意棒 （MM-050）

新体感耳かき 悟空の如意棒 （MM-051）

18H346D D/イエロー

18H347A A/黒

18H347B B/えんじ

JPN75-35V

JPN75-35S

JPN75-35S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●本体サイズ：250×250mm ●パッケー
ジサイズ：125×175×22mm ●パッケージ：化粧箱 120
個

●材質：PC・エラストマー・ABS ●セット内容：ホルダー・
先端部2種（その壱・その弐）・取説●重量：12g ●本体
サイズ：156×60×10mm ●パッケージサイズ：
185×280×300mm ●パッケージ：●●● 72個

●材質：PC・エラストマー・ABS ●セット内容：ホルダー・
先端部2種（その壱・その弐）・取説●重量：12g ●本体
サイズ：156×60×10mm ●パッケージサイズ：
185×280×300mm ●パッケージ：●●● 72個

花々が一面に群がり咲いている様子を美しいタオルに
仕上げました。

異なる素材の２ヘッドタイプ。お好みに合わせて使用でき
ます。

異なる素材の２ヘッドタイプ。お好みに合わせて使用でき
ます。
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育てるスープ （GD-79501）
18H348A A/ﾊﾟｸﾁｰ

育てるスープ （GDｰ79502）
JPN75-35S

18H348B B/ﾐﾆｷｬﾛｯﾄ

育てるスープ （GD-79503）
JPN75-35S

18H348C C/青ﾈｷﾞ

JPN75-35S

[税抜] \480

[税抜] \480

[税抜] \480

●セット内容：スタンドパック・インナーポット・培養土・種・
取説●重量：66g ●本体サイズ：55×120×200mm ●パ
ッケージ：裸 48個

●セット内容：スタンドパック・インナーポット・培養土・種・
取説●重量：66g ●本体サイズ：55×120×200mm ●パ
ッケージ：裸 48個

●セット内容：スタンドパック・インナーポット・培養土・種・
取説●重量：66g ●本体サイズ：55×120×200mm ●パ
ッケージ：裸 48個

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てることができます。

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てることができます。

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てることができます。

育てるスープ （GDｰ79504）

パパヤ桃源Ｓ 70g缶 ハローキティ

坪井さん 耳かき （AR0522002）

18H349

18H350A A/父

18H348D D/ﾎｳﾚﾝｿｳ

JPN75-35S

JPN80-40S

CHN75-35T

[税抜] \480

[税抜] \420

[税抜] \380

●セット内容：スタンドパック・インナーポット・培養土・種・
取説●重量：66g ●本体サイズ：55×120×200mm ●パ
ッケージ：裸 48個

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個

●材質：ケヤキ・竹 ●重量：9g ●本体サイズ：
150×15×15mm ●パッケージサイズ：210×60×15mm
●パッケージ：PP袋

[法]化粧品
窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てることができます。

かわいいハローキティのデザインの缶に入った入浴剤で
す。

いつでもどこでも手軽に健康のお手伝いを。耳かき、ツ
ボ押しができます。

坪井さん 耳かき （AR0522003）

坪井さん 耳かき （AR0522004）

イヌ醤油皿 （AR0604204）

18H350B B/母

18H350C C/犬

18H351A A/すわる

CHN75-35T

CHN75-35T

CHN75-35S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：ケヤキ・竹 ●重量：9g ●本体サイズ：
150×15×15mm ●パッケージサイズ：210×60×15mm
●パッケージ：PP袋

●材質：ケヤキ・竹 ●重量：9g ●本体サイズ：
150×15×15mm ●パッケージサイズ：210×60×15mm
●パッケージ：PP袋

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

いつでもどこでも手軽に健康のお手伝いを。耳かき、ツ
ボ押しができます。

いつでもどこでも手軽に健康のお手伝いを。耳かき、ツ
ボ押しができます。

醤油を入れると愛らしい犬が浮かび上がるデザインです
。

WEB サマーナウ２０１８

イヌ醤油皿 （AR0604205）
18H351B B/とまる

イヌ醤油皿 （AR0604206）
CHN75-35S

18H351C C/ふりむく

イヌ醤油皿 （AR0604207）
CHN75-35S

18H351D D/かける

CHN75-35S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

醤油を入れると愛らしい犬が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしい犬が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしい犬が浮かび上がるデザインです
。

イヌ醤油皿 （AR0604208）

イヌ醤油皿 （AR0604209）

ネコ醤油皿 （AR0604189）

18H351E

E/おねだり

CHN75-35S

18H351F

F/さがす

CHN75-35S

18H352A A/すわる

CHN75-35S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

醤油を入れると愛らしい犬が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしい犬が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしい猫が浮かび上がるデザインです
。

ネコ醤油皿 （AR0604190）

ネコ醤油皿 （AR0604191）

ネコ醤油皿 （AR0604192）

18H352B B/まるくなる

CHN75-35S

18H352C C/まつ

CHN75-35S

18H352D D/ふりむく

CHN75-35S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

醤油を入れると愛らしい猫が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしい猫が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしい猫が浮かび上がるデザインです
。
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ネコ醤油皿 （AR0604193）
18H352E

E/ねおき

ネコ醤油皿 （AR0604194）
CHN75-35S

18H352F

F/ころがす

パンダ醤油皿 （AR0604217）
CHN75-35S

18H353A A/あるく

CHN75-35S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

醤油を入れると愛らしい猫が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしい猫が浮かび上がるデザインです
。

醤油を入れると愛らしいパンダが浮かび上がるデザイン
です。

パンダ醤油皿 （AR0604218）

パンダ醤油皿 （AR0604219）

パンダ醤油皿 （AR0604220）

18H353B B/みあげる

18H353C C/かじる

18H353D D/だれる

CHN75-35S

CHN75-35S

CHN75-35S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

醤油を入れると愛らしいパンダが浮かび上がるデザイン
です。

醤油を入れると愛らしいパンダが浮かび上がるデザイン
です。

醤油を入れると愛らしいパンダが浮かび上がるデザイン
です。

パンダ醤油皿 （AR0604221）

パンダ醤油皿 （AR0604222）

パパヤ桃源S 70g缶 さくらの香り

18H353E

18H353F

18H354

E/ころがる

CHN75-35S

F/たたずむ

CHN75-35S

JPN75-35S

[税抜] \380

[税抜] \380

[税抜] \370

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：陶器 ●重量：98g ●本体サイズ：Φ90×19mm
●パッケージサイズ：25×100×100mm ●パッケージ：
化粧箱 120個

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個

[法]化粧品
醤油を入れると愛らしいパンダが浮かび上がるデザイン
です。

醤油を入れると愛らしいパンダが浮かび上がるデザイン
です。

かわいい桜のデザインの缶に入った入浴剤です。
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パパヤ桃源S 70g缶
18H355A A/ジャスミン

パパヤ桃源S 70g缶
JPN75-35S

18H355B B/ハッカ

パパヤ桃源S 70g缶
JPN75-35S

18H355C C/ユズ

JPN75-35S

[税抜] \370

[税抜] \370

[税抜] \370

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個

[法]化粧品

[法]化粧品

[法]化粧品

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。

パパヤ桃源S 70g缶

縁起小紋手拭 （4F-EK01）

縁起小紋手拭 （4F-EK02）

18H355D D/森林

JPN75-35S

18H356A A/七福神

JPN70-30S

18H356B B/招き猫

JPN70-30S

[税抜] \370

[税抜] \350

[税抜] \350

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個

●材質：綿100% ●セット内容：取説●重量：32g ●本体
サイズ：340×900mm ●パッケージサイズ：
235×95×5mm ●パッケージ：専用のし紙巻き 300個

●材質：綿100% ●セット内容：取説●重量：32g ●本体
サイズ：340×900mm ●パッケージサイズ：
235×95×5mm ●パッケージ：専用のし紙巻き 300個

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

縁起小紋手拭 （4F-EK03）

さくらのはなタオル（名刺ポケット付ＯＰＰ袋
入） （6J1347-01P）

コンパクトサック （1014）

18H357

18H358

[法]化粧品

18H356C C/達磨

JPN70-30S

指定不可

CHN70-30S

CHN65-25S

[税抜] \350

[税抜] \350

[税抜] \310

●材質：綿100% ●セット内容：取説●重量：32g ●本体
サイズ：340×900mm ●パッケージサイズ：
235×95×5mm ●パッケージ：専用のし紙巻き 300個

●材質：綿100% ●重量：83g ●本体サイズ：
340×860mm ●パッケージサイズ：225×135×18mm ●
パッケージ：ＯＰＰ袋（名刺ポケット付） 200個

●材質：ポリエステル ●本体サイズ：340×10×340mm
●パッケージサイズ：180×140×20mm ●パッケージ：
ポリ袋 100個 ●名入：/80-60-32-200-S ●名入サイズ：
50×100mm

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

かわいい桜の花をあしらった、吸水性に優れたタオル。

マラソン大会、ウォーキング大会などに最適です。

WEB サマーナウ２０１８

マリンツボ押しパペット （BH-37IR）

マリンツボ押しパペット （BH-37PE）

マリンツボ押しパペット （BH-37AZ）

18H359A A/イルカ

18H359B B/ペンギン

18H359C C/アザラシ

CHN75-35T

CHN75-35T

CHN75-35T

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：ポリエステル ●重量：8g ●本体サイズ：
67×60×35mm ●パッケージサイズ：77×70×36mm ●
パッケージ：ポリ袋 144個

●材質：ポリエステル ●重量：8g ●本体サイズ：
67×60×35mm ●パッケージサイズ：77×70×36mm ●
パッケージ：ポリ袋 144個

●材質：ポリエステル ●重量：8g ●本体サイズ：
67×60×35mm ●パッケージサイズ：77×70×36mm ●
パッケージ：ポリ袋 144個

指にはめて、気になるところをツボ押し。かわいいマスコ
ットでリラックス＆リフレッシュ。

指にはめて、気になるところをツボ押し。かわいいマスコ
ットでリラックス＆リフレッシュ。

指にはめて、気になるところをツボ押し。かわいいマスコ
ットでリラックス＆リフレッシュ。

エチケットブラシプラス靴べら （M62T）

エコンパクトコンビトート

エコンパクトコンビトート

18H360

18H361A A/ブラック

CHN70-30S

CHN70-30S

18H361B B/オレンジ

CHN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \190

[税抜] \190

●材質：ABS・ナイロン ●重量：20g ●本体サイズ：
81×41×8mm ●パッケージサイズ：85×45×10mm ●
パッケージ：のし箱 400個 ●名入：90-42-27-500-S ●
名入サイズ：60×7mm

●材質：PP不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×260×50mm ●パッケージサイズ：
100×145×20mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入：
65-66-22-300-S ●名入サイズ：30×70mm

●材質：PP不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×260×50mm ●パッケージサイズ：
100×145×20mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入：
65-66-22-300-S ●名入サイズ：30×70mm

旅行やビジネスなどにかかせない、携帯に便利な靴べら
つきエチケットブラシ。ストラップ装着用の穴付き。

折りたたみできるマチ付きのトートバッグ。

折りたたみできるマチ付きのトートバッグ。

エコンパクトコンビトート

エコンパクトコンビトート

エコンパクトコンビトート

18H361C C/グリーン

CHN70-30S

18H361D D/レッド

CHN70-30S

18H361E

E/ロイヤルブルー

CHN70-30S

[税抜] \190

[税抜] \190

[税抜] \190

●材質：PP不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×260×50mm ●パッケージサイズ：
100×145×20mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入：
65-66-22-300-S ●名入サイズ：30×70mm

●材質：PP不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×260×50mm ●パッケージサイズ：
100×145×20mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入：
65-66-22-300-S ●名入サイズ：30×70mm

●材質：PP不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×260×50mm ●パッケージサイズ：
100×145×20mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入：
65-66-22-300-S ●名入サイズ：30×70mm

折りたたみできるマチ付きのトートバッグ。

折りたたみできるマチ付きのトートバッグ。

折りたたみできるマチ付きのトートバッグ。
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アニマルペットボトルカバー （0901801）

粗品用ゴミ袋５枚ＢＯＸ （KK-015）

NEW リーチさん スーパーネットスポンジ１P

18H362

18H363

18H364

指定不可

CHN70-30U

VIE70-30S

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \120

[税抜] \120

[税抜] \100

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：11g ●
本体サイズ：190×85mm ●パッケージサイズ：
210×100mm ●パッケージ：ポリ袋 600個

●材質：HDPE ●セット内容：HDゴミ袋5枚●重量：118g
●本体サイズ：1枚/650×800mm ●パッケージサイズ：
100×240×23mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
30-17-22-1000-L

●重量：10g ●本体サイズ：90×150×18mm ●パッケー
ジサイズ：90×150×18mm ●パッケージ：PP袋 200個
●名入：台紙 /45-6-17-200-刷込印刷 ●名入サイズ：
25×75mm

かわいい動物のペットボトルカバーです。

少しの洗剤でお皿やコップがピカピに洗い上げます!1ケ
ースから台紙名入れ・別注可能

今治タオル あぜ織フェイスタオル （IAZ-60
）

今治ジャガード ミニハンカチ1P 窓あき箱
入 （ISM-05M-PK）

今治ジャガード ミニハンカチ1P 窓あき箱
入 （ISM-05M-BL）

18H365

18H366A A/桜

18H366B B/金魚

JPN80-40U

JPN75-35V

JPN75-35V

[税抜] \600

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●セット内容：ＦＴ131g●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：220×220×20mm ●
パッケージ：窓あき箱 100個

●材質：綿100% ●重量：A/43g・B/40g ●本体サイズ：
250×250mm ●パッケージサイズ：135×135×10mm ●
パッケージ：窓あき箱 160個

●材質：綿100% ●重量：A/43g・B/40g ●本体サイズ：
250×250mm ●パッケージサイズ：135×135×10mm ●
パッケージ：窓あき箱 160個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

[品]今治タオル

今治タオル ミニタオルハンカチ （IBM-04）

クリアボトル500mL （SJ-38）

クリアボトル500mL （SJ-38）

18H367

18H368A A/白

18H368B B/黒

JPN80-40U

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \400

[税抜] \380

[税抜] \380

●材質：綿100% ●セット内容：MT51g●本体サイズ：
250×250mm ●パッケージサイズ：140×140×15mm ●
パッケージ：化粧箱 100個

●材質：AS･PP ●重量：112g ●容量：500mL ●本体サ
イズ：φ65×195mm ●パッケージサイズ：
68×68×200mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
60-72-17-200-P ●名入サイズ：50×30mm

●材質：AS･PP ●重量：112g ●容量：500mL ●本体サ
イズ：φ65×195mm ●パッケージサイズ：
68×68×200mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
60-72-17-200-P ●名入サイズ：50×30mm

[品]今治タオル

WEB サマーナウ２０１８

折りたためる収納BOX （SJ-26B）

5色付箋メモセット （SJ-07）

18H369

18H370

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \260

[税抜] \70

●材質：不織布 ●機能：組立式 ●セット内容：取説●重
量：143g ●本体サイズ：230×170×140mm ●パッケー
ジサイズ：230×195×15mm ●パッケージ：PP袋 100個
●名入：60-44-17-200-P ●名入サイズ：10×50mm

●材質：紙 ●重量：11g ●本体サイズ：60×81×5mm
●パッケージサイズ：61×82×5mm ●パッケージ：ポリ
袋 960個 ●名入：60-36-17-200-P

