WEB サマーナウ２０１９
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デジタル快適計Ⅲ （TD-8180）

ウェザークロック ステーション （6132）

19F001

19F002

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

●材質：ABS・PC ●機能：温湿度・熱中症アラーム・赤
色ランプ・カレンダー・アラーム時計 ●セット内容：取説・
保証書●重量：55g ●電源：モニターLR44(内) ●本体サ
イズ：90×59×15mm ●パッケージサイズ：
90×59×15mm ●パッケージ：ブリスター 50個 ●名入：
70-72-16-50-S ●名入サイズ：5×12mm

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・カレンダー・温湿
度・天気予報・12時間気温変化グラフ ●セット内容：取
説●重量：118g ●電源：単4×2（別） ●本体サイズ：
73×160×65mm ●パッケージサイズ：80×73×170mm
●パッケージ：化粧箱 40個 ●名入：60-42-16-200-P
●名入サイズ：5×50mm

熱中症注意目安「厳重警戒」「危険」時には熱中症アラ
ーム音と赤色ランプで注意喚起。

天気予報機能付多機能デスククロックです。

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
）

19F003A

19F003B

19F003C

＜熱中症対策の
熱中症対策の日
（5/5）＞

A/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30W

B/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30W

C/ﾌﾞﾙｰ

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。

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。

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。

エンペックス 熱中症注意 （TM-9781）

タニタ 温湿度計 （TT-557-OR）

タニタ 温湿度計 （TT-557-BL）

19F004

19F005A

19F005B

JPN70-30S

A/オレンジ

CHN80-40U

B/ブルー

CHN80-40U

[税抜] \1,800

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

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

●材質：ABS・PMMA ●機能：温湿度・測定範囲/温度20～40℃、湿度10～90％・表示/温度2℃単位、湿度5％
単位 ●セット内容：取説・保証書●重量：70g ●本体サ
イズ：30×75×75mm ●パッケージサイズ：
40×99×125mm ●パッケージ：クリアボックス 24個 ●
名入：60-120-23-120-S ●名入サイズ：50×9

●材質：ABS・PMMA ●機能：温湿度・測定範囲/温度20～40℃、湿度10～90％・表示/温度2℃単位、湿度5％
単位 ●セット内容：取説・保証書●重量：70g ●本体サ
イズ：30×75×75mm ●パッケージサイズ：
40×99×125mm ●パッケージ：クリアボックス 24個 ●
名入：60-120-23-120-S ●名入サイズ：50×9

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。

気軽における、小型・シンプルデザインの温湿度計。温
度・湿度の快適ゾーンマーク付きマグネット・置き式・壁
掛けの3WAYタイプ。

気軽における、小型・シンプルデザインの温湿度計。温
度・湿度の快適ゾーンマーク付きマグネット・置き式・壁
掛けの3WAYタイプ。
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タニタ 温湿度計 （TT-557-GY）

温湿度計付クロック （SC-1417）

ライフチェックメーター （温湿度計） （6023）

19F005C

19F006

19F007

C/グレー

CHN80-40U

CHN70-30S

CHN65-25S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

[税抜] \420

●材質：ABS・PMMA ●機能：温湿度・測定範囲/温度20～40℃、湿度10～90％・表示/温度2℃単位、湿度5％
単位 ●セット内容：取説・保証書●重量：70g ●本体サ
イズ：30×75×75mm ●パッケージサイズ：
40×99×125mm ●パッケージ：クリアボックス 24個 ●
名入：60-120-23-120-S ●名入サイズ：50×9

●材質：ABS ●機能：アラーム・温湿度 ●重量：245g ●
電源：単3(別) ●本体サイズ：190×90×40mm ●パッケ
ージサイズ：195×95×45mm ●パッケージ：化粧箱 60
個 ●名入：45-84-17-100-S ●名入サイズ：10×60mm

●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

気軽における、小型・シンプルデザインの温湿度計。温
度・湿度の快適ゾーンマーク付きマグネット・置き式・壁
掛けの3WAYタイプ。

シンプルデザインで置き場所を選びません。簡単操作で
使い易い。

温度と湿度を意識し、健康で快適な生活環境をチェック
。

アイス＆ウォームバッグ （6705）

熱中症対策セット（冷却シート） （Ｗ05ｰ07）

図解 熱中症対策手ぬぐい （0516301）

19F008

19F009

19F010

CHN65-25S

JPN70-30S

CHN68-28S

[税抜] \450

[税抜] \400

[税抜] \340

●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：70-60-17-100-P ●名入サイズ：φ
45mm

●セット内容：冷却シート2枚入、からだきれいウェットタ
オル各2●重量：132g ●パッケージサイズ：
145×190×38mm ●パッケージ：化粧箱 50個

●材質：綿 ●セット内容：取説●本体サイズ：340×900
●パッケージサイズ：195×130×10 ●パッケージ：ポリ
袋 240個

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、クールダウンや熱さ対策にもなりま
す。

からだきれいウェットタオルと冷却シートのセットで熱中
症対策に!

暑い夏を乗り切るための熱中症対策グッズ。わかりやす
いイラスト付き！

熱中症予防カード （NC-15）

ウメパワプラス＋９３ 黒酢入

19F011

19F012

JPN65-25V

JPN95-55V

[税抜] \150

[税抜] \180

●材質：紙・表面PP樹脂貼り加工 ●重量：2g ●本体サ
イズ：55×85×0.4mm ●パッケージサイズ：
60×90×0.4mm ●パッケージ：OPPカードケース 400個
●名入：50-18-16-300-K ●名入サイズ：45×75mm

●重量：6 ●本体サイズ：150×95×100 ●パッケージ：
ポリ袋 60個

気温26℃～46℃まで計れます。持ち歩きができ、熱中症
予防に役立ちます。裏面の名入スペースが広いので、
PR効果も抜群！日本製。

紀州産南高梅を使用した、種を取り除きペーストにして
乾燥させた商品です。梅本来の滋養分が凝縮されてい
ます。
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つるんくりん （795944）
19F015A

A/ﾌﾞﾙｰ

つるんくりん （795951）
JPN95-55S

19F015B

B/ﾋﾟﾝｸ

JPN95-55S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：ABS･ポリエステル・PP ●機能：音波振動・2分
間ナビタイマー・LEDライト、電池寿命:/約90日間(1日2回
2分間使用時) ●セット内容：シール・取説・保証書●重
量：25g ●電源：単4(別) ●本体サイズ：
20×20×177mm ●パッケージサイズ：236×62×24mm
●パッケージ：ブリスター 6個

●材質：ABS･ポリエステル・PP ●機能：音波振動・2分
間ナビタイマー・LEDライト、電池寿命:/約90日間(1日2回
2分間使用時) ●セット内容：シール・取説・保証書●重
量：25g ●電源：単4(別) ●本体サイズ：
20×20×177mm ●パッケージサイズ：236×62×24mm
●パッケージ：ブリスター 6個

毎分16，000ブラシストロークの音波振動でしっかり歯垢
を除去。仕上げ磨きに便利なライト付。お子様が喜ぶシ
ール付き。

毎分16，000ブラシストロークの音波振動でしっかり歯垢
を除去。仕上げ磨きに便利なライト付。お子様が喜ぶシ
ール付き。

ガチャマシン工作キット （719-025）

カードガチャ工作キット （719ｰ027）

ゲームスタジアム11 （057813）

19F016

19F017

19F018

＜子どもの日
どもの日＞

JPN80-40W

JPN80-40W

JPN90-50S

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

●材質：本体パーツ/白段ボール・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：ヘッダー付化粧箱 20
個

●材質：白段ボール ●セット内容：無地カード×20・輪ゴ
ム・取説●重量：327g ●パッケージサイズ：
345x210x60mm ●パッケージ：ヘッダー付化粧箱 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：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

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。

はさみ・のりを使わずに簡単にオリジナルのカードガチャ
が作れます!カードをセットしてレアカードを出して遊ぼう!

シヤチハタ コロピカどろだんご 制作キット
（TMN-SHHD1）

お米のねんど ラーメン屋さんセット （462097）

お米のねんど おすし屋さんセット （462095）

19F019

19F020

19F021

JPN80-40S

CHN80-40W

CHN80-40W

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

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

●材質：米粉・水・塩分 ●セット内容：ねんど(白、黄各
30g・赤、青各15g)・ぎょうざ型・押出器・どんぶり・皿●重
量：152g ●パッケージサイズ：192x130x36mm ●パッケ
ージ：化粧箱 48個

●材質：米粉・水・塩分 ●セット内容：ねんど（白50g・赤
、黄各15g・青10g）・押型×3・すしげた・はし・しょうゆ皿
●重量：163g ●パッケージサイズ：192×130×36mm ●
パッケージ：化粧箱 48個

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

お米のねんどと型・道具のセットです!

お米のねんどと型・道具のセットです!
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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）

あそびっこ 工作バルーン （469-005）

19F022A

19F022B

19F023

A/ﾌﾞﾙｰ

JPN80-40S

B/ﾋﾟﾝｸ

JPN80-40S

JPN80-40W

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \400

●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：19×7mm

●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：19×7mm

●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

[品]STマーク
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。

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。

竹とんぼ2本組 （229-030）

シールブック みんなでたべよう （886905）

シールブック たのしい!どうぶつえん （
886758）

19F025

19F026

19F024

CHN80-40W

CHN80-40S

CHN80-40S

[税抜] \150

[税抜] \120

[税抜] \120

●材質：竹 ●重量：14g ●パッケージサイズ：
210×95×5mm ●パッケージ：PP袋 200個

●セット内容：イラスト８ページ・シール２ページ●重量：
47.2g ●本体サイズ：150×150×2.5mm ●パッケージサ
イズ：153×159×2.5mm ●パッケージ：PP袋 240個

●セット内容：イラスト８ページ・シール２ページ●重量：
45.2g ●本体サイズ：150×150×2.5mm ●パッケージサ
イズ：153×159×2.5mm ●パッケージ：PP袋 240個

手作り感覚の竹とんぼ、昔からの定番玩具。

「みんなでたべよう」をテーマに、美味しい食べ物を完成
させるシールブックです。

楽しい動物園!シールをペタペタ! はってはがして!くりか
えしあそべる!

なかよしシャボン玉セット （000012070）

鯉のぼり１３号袋入

紙製かぶと

19F027

19F028

JPN80-40V

指定不可

JPN70-30S

19F029

JPN70-30S

[税抜] \120

[税抜] \120

[税抜] \80

●材質：PE・PP ●機能：対象年齢3歳以上 ●セット内容
：シャボン玉液25cc×2・受け皿・道具×2●重量：87g ●
パッケージサイズ：30×150×210mm ●パッケージ：ブリ
スター 192個

●材質：紙・竹 ●重量：10g ●本体サイズ：鯉のぼり
/130×390×0.5mm・棒Φ3×365mm ●パッケージサイ
ズ：150×410 ●パッケージ：ポリ袋 1000個

●材質：紙 ●セット内容：紐付き●重量：24g ●本体サ
イズ：195×340×1mm ●パッケージ：裸 800個

くまちゃんの可愛いシャボン玉セット。ボトルが２つ付い
ていてたくさん遊べます。
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１０（FRYING PAN JIU）Sハンドルセット

BAUM 鉄フライパン20cm

19F031

19F032

JPN75-35S

JPN68-28T

[税抜] \6,000

[税抜] \3,000

●材質：本体/鉄（普通鋼板）・表面/ハードテンパー加工
・持ち手/天然木・持ち手金具/鉄（メッキ仕上げ） ●機能
：スライド式ハンドル ●セット内容：取説●重量：760g ●
本体サイズ：本体Φ215×36mm・ハンドルΦ
35×190mm ●パッケージサイズ：290×340×55mm ●
パッケージ：化粧箱 12個

●材質：本体/鉄（普通鋼板）・表面/クリアー焼付塗装・
持ち手/ステンレス+PF ●機能：IH200V対応 ●セット内
容：取説●重量：605g ●本体サイズ：200×385×65mm
●パッケージサイズ：215×395×80mm ●パッケージ：
段ボール箱 12個

片手で着脱可能なスライド式ハンドル。熱伝導率が良く、
保温性が高い鉄の特性で食材をふっくら焼き上げます。

ＩＨクッキングヒーター対応の鉄フライパン。熱伝導率が
良く、保温性が高い鉄の特性で食材をふっくら焼き上げ
ます。

母の日 焼印入ココア苺スターロール

母の日 焼印入スーパースターロール

もりつけトング（化粧箱仕様） （TM1375）

19F033

19F034

19F035

＜母の日＞

[税抜] \2,550

JPN10-70T
直送品

[税抜] \2,450

JPN10-70T
直送品

JPN75-35S

[税抜] \2,000

●重量：350ｇ ●本体サイズ：165×80×60mm ●パッケ
ージサイズ：97×208×74mm ●パッケージ：化粧箱 1個
【卵・乳・小麦】

●重量：350g ●本体サイズ：165×80×60mm ●パッケ
ージサイズ：97×208×74mm ●パッケージ：化粧箱 1個
【卵・乳・小麦】

●材質：ステンレス鋼 ●重量：77g ●本体サイズ：
250×38mm ●パッケージサイズ：38×60×258mm ●パ
ッケージ：化粧箱 60個

ビターなブラックココア生地に、甘酸っぱい苺のクリーム
が相性抜群のロールケーキ。＜出荷期間：５月１日～中
旬＞

「おかあさんありがとう」の焼印の入ったロールケーキで
、普段口には出しにくい感謝の気持ちを伝えましょう。＜
出荷期間：５月１日～中旬＞

先端が細い、ロングタイプのトング。生ハムなどの薄い
食材やパスタにもお使いいただけます。ロングタイプな
ので、揚げ物などの調理にも最適です。

ハリオ リーフティーポット・ピュア （CHEN36T）

ラウンドマグ２個セット （RDM-1824）

クイーンウェーブ タオルセット （QW-16315
）

19F036

19F037

19F038A

CHN65-25Y

JPN65-25W

A/ピンク

JPN80-40U

[税抜] \2,000

[税抜] \1,800

[税抜] \1,500

●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：耐熱ガラス ●機能：電子レンジ、食洗器対応 ●
セット内容：取説●重量：300g ●容量：360mL ●本体サ
イズ：116×85×90mm ●パッケージサイズ：
215×88×97mm ●パッケージ：化粧箱 24個

●材質：綿100％（無撚糸50％使用） ●セット内容：
FT106ｇ・WT53ｇ●本体サイズ：FT/340×750mm・
WT/340×340mm ●パッケージサイズ：
225×335×45mm ●パッケージ：化粧箱 40個

[品]今治タオル第2015-2563号
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。

丸くてかわいいフォルムのマグ2個セット。耐熱ガラス製
で、電子レンジも使用できます。

淡く美しい色味と心地よい質感。しっかりとしたボリュー
ムがあり、上品な印象のタオルセットです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

クイーンウェーブ タオルセット （QW-16315
）

キモチマグ （AR0604182）

19F038B

19F039A

B/ホワイト

JPN80-40U

A/ありがとう

キモチマグ （AR0604183）
CHN75-35T

19F039B

B/お疲れさま

CHN75-35T

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：綿100％（無撚糸50％使用） ●セット内容：
FT106ｇ・WT53ｇ●本体サイズ：FT/340×750mm・
WT/340×340mm ●パッケージサイズ：
225×335×45mm ●パッケージ：化粧箱 40個

●材質：陶器 ●セット内容：蓋●重量：300g ●容量：
280mL ●本体サイズ：80x115x85mm ●パッケージサイ
ズ：98x117x98mm ●パッケージ：化粧箱 68個

●材質：陶器 ●セット内容：蓋●重量：300g ●容量：
280mL ●本体サイズ：80x115x85mm ●パッケージサイ
ズ：98x117x98mm ●パッケージ：化粧箱 68個

淡く美しい色味と心地よい質感。しっかりとしたボリュー
ムがあり、上品な印象のタオルセットです。

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に。

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に。

キモチマグ （AR0604184）

キモチマグ （AR0604185）

カーネーションフラワーソープ一輪 （JM506）

[品]今治タオル第2015-2563号

19F039C

C/おめでとう

CHN75-35T

19F039D

D/感謝

CHN75-35T

19F040

指定不可

CHN65-25S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \450

●材質：陶器 ●セット内容：蓋●重量：300g ●容量：
280mL ●本体サイズ：80x115x85mm ●パッケージサイ
ズ：98x117x98mm ●パッケージ：化粧箱 68個

●材質：陶器 ●セット内容：蓋●重量：300g ●容量：
280mL ●本体サイズ：80x115x85mm ●パッケージサイ
ズ：98x117x98mm ●パッケージ：化粧箱 68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

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に。

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に。

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。

今治ジャガードミニハンカチ（アソート） （
IJM-04-A）

カーネーションフラワーソープ （JM-505）

19F041

19F042

指定不可

JPN70-30U

指定不可

CHN65-25S

[税抜] \400

[税抜] \270

●材質：綿100% ●重量：20g ●本体サイズ：
250x250mm ●パッケージサイズ：140x140x5mm ●パッ
ケージ：PP袋 240個

●材質：紙せっけん ●セット内容：取説●重量：18g ●
本体サイズ：Φ63x40mm ●パッケージサイズ：
140x65x42mm ●パッケージ：PP袋 120個

おしゃれな柄のミニハンカチです。

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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048907
）

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048906
）

19F047A

19F047B

A/ﾍﾞｰｼﾞｭ

CHN70-30S

B/水色

CHN70-30S

[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/100×160mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：90-102-12-100-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/100×160mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：90-102-12-100-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。

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
）

おりたたみエコバッグ タテ マチ付 （048909
）

19F047C

19F047D

19F047E

＜ゴミゼロの
ゴミゼロの日（5/30）
30）・
環境月間（
環境月間（6月）＞

C/ﾚｯﾄﾞ

CHN70-30S

D/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN70-30S

E/ｸﾞﾚｰ

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/100×160mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：90-102-12-100-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/100×160mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：90-102-12-100-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/100×160mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：90-102-12-100-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 （048908
）

カラスこないでねットストッカー （FP-335）

エコロン・環境おもいやり袋（三角コーナー
用5枚入り） （EC-35）

19F047F

19F048

19F049

F/ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ

CHN70-30S

CHN75-35S

JPN68-28U

[税抜] \240

[税抜] \2,000

[税抜] \110

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体サイズ：
330×290×60mm・収納時/100×160mm ●パッケージ：
裸 100個 ●名入：90-102-12-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

●材質：ナイロン・ポリエステル・アルミ・スプリングスチ
ール・PP ●セット内容：取説●重量：675g ●本体サイズ
：使用時/Φ480×560mm・収納時/Φ480×100mm ●パ
ッケージサイズ：485×485×65mm ●パッケージ：ヘッダ
ー付ポリ袋 24個

●材質：再生PET・PE ●本体サイズ：300×270mm ●パ
ッケージサイズ：170×150×5mm ●パッケージ：PP袋
500個 ●名入：台紙 /40-10-16-500-K ●名入サイズ：
18×110mm

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合
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。

ゴミ袋をすっぽりガード！上面はカラスが寄り付きにくい
反射板付き。ジャバラ式に折りたたんで収納も可能。ゴミ
も取り出しやすいシンプルな構造です。

回収PETボトルを80%使用。細かいゴミもしっかりキャッチ
。水切れバツグン!日本製。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

エコケース入りメガネクリーナー （INP-288
）

エコ・クリップ直定規 15ｃｍ （ECN-15CR）

エコブックマークルーラー （INP-058）

19F050

19F051

19F052

指定不可

CHN70-30U

JPN70-30S

CHN70-30U

[税抜] \100

[税抜] \100

[税抜] \100

●材質：バイオマス樹脂 ●重量：20g ●本体サイズ：
46×90×9mm ●パッケージサイズ：93×49×11mm ●
パッケージ：化粧箱 500個 ●名入：60-36-17-300-P ●
名入サイズ：30×50mm

●材質：再生PET100% ●重量：7g ●本体サイズ：
156×30×1mm ●パッケージサイズ：156×33×1mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：90-18-16-300-S ●名
入サイズ：18×100mm

●材質：バイオマス樹脂 ●機能：定規・レターオープナ
ー・ブックマーク・マグネット ●重量：12g ●本体サイズ：
169×33×5mm ●パッケージサイズ：171×37×6mm ●
パッケージ：PP袋 600個 ●名入：60-36-17-300-P ●名
入サイズ：10×30mm

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合
地球環境にやさしいバイオマス樹脂を使用したケース入
りのメガネクリーナーです。

クリップ付きで便利な定規。名入れスペースがたっぷり
で広く、フルカラー(インクジェット印刷)もOK。日本製。

地球環境にやさしいバイオマス樹脂を使用したルーラー
。ブックマーカーとしても使用できます。

エチケットブラシ ぱくぱくローラー （N76CT
）

アルミ断熱・遮光パネル

パックシーラー （H-50）

19F195

19F196

CHN70-30S

JPN80-40S

19F197

CHN70-30S

[税抜] \1,350

[税抜] \1,280

[税抜] \500

●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：アルミ蒸着ポリエステルシート･発泡PE･PP･ポリ
エステル･POM ●セット内容：取説●重量：225g ●本体
サイズ：使用時/800×485×4mm･収納時
/240×270×30mm ●パッケージサイズ：
300×280×30mm ●パッケージ：PP袋 48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

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。

室外機に簡単取り付け。断熱、遮光性に優れたアルミ層
が強い日差しをシャットアウト。室外機の温度上昇を抑
えて節電対策に。

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。

エコ・省エネサーモクリップ直定規・両面
20cm （ECN-21S）

冷蔵庫クールカーテン （6024）

省エネマグネット （IP60-SE2）

19F198

19F199

19F200

JPN70-30S

CHN68-28S

CHN70-30U

[税抜] \180

[税抜] \180

[税抜] \160

●材質：再生PET100% ●機能：省エネ表示温度･ローマ
字・かな変換表・クリップ・しおり ●重量：10g ●本体サイ
ズ：35×210×1mm ●パッケージサイズ：
38×210×1mm ●パッケージ：PP袋 400個 ●名入：6018-16-300-S ●名入サイズ：20×80mm

●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

●材質：PVC ●機能：省エネ温度計 ●重量：13g ●本
体サイズ：110×65×0.6mm ●パッケージサイズ：
112×70mm ●パッケージ：PP袋 1000個 ●名入：6036-17-300-P ●名入サイズ：7×60mm

冷蔵庫内の冷気を逃がさず省エネに。

どこでもペタペタ貼れるマグネットタイプの省エネ温度計
です。地球の温暖化防止に!

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合
表面は省エネ表示の温度計、裏面はローマ字・かな変
換表のクリップ・しおり機能付き、便利な定規です。日本
製。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

モバイルバッテリー カード （iPhone用アダプ
ター内蔵） （6151）

シヤチハタ シクオス （MGM-30/H-2）

19F055

19F057A

CHN70-30S

A/ｻｸﾗﾋﾟﾝｸ

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：115×66×9mm
●パッケージサイズ：161×92×19mm ●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

[法]PS-Eマーク

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合

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）

19F057B

19F057C

19F057D

＜オープン
キャンパス＞
キャンパス＞

B/ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ

JPN80-40S

C/ﾈｲﾋﾞｰ

JPN80-40S

D/ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ

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。

マーカーペン５色セット （SW-151）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048611）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048612）

19F058

19F059A

19F059B

CHN60-20S

A/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN70-30S

B/ｸﾞﾘｰﾝ

CHN70-30S

[税抜] \350

[税抜] \230

[税抜] \230

●材質：PP ●セット内容：取説●重量：67g ●本体サイ
ズ：127×80×21mm ●パッケージサイズ：
129×83×23mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：
60-48-12-100-P ●名入サイズ：10×80mm

●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：9078-12-100-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：9078-12-100-S ●名入サイズ：150×200mm

マーカーペン5色のセットです。名入れ好適品です。販促
に最適です。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

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 （048614）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048915）

19F059C

19F059D

19F059E

C/ｵﾚﾝｼﾞ

CHN70-30S

D/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

E/赤

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：9078-12-100-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：9078-12-100-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：9078-12-100-S ●名入サイズ：150×200mm

トートバッグヨコ01 マチ付 （048916）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048917）

トートバッグヨコ01 マチ付 （048918）

19F059F

19F059G

19F059H

F/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

G/水色

CHN70-30S

H/黄緑

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：9078-12-100-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：9078-12-100-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：9078-12-100-S ●名入サイズ：150×200mm

ＮＥＷカラフルトートバッグ （E2823）

ＮＥＷカラフルトートバッグ （E2823）

ＮＥＷカラフルトートバッグ （E2823）

19F060A

19F060B

19F060C

A/ベージュ

CHN70-30U

B/ブルー

CHN70-30U

C/グリーン

CHN70-30U

[税抜] \60

[税抜] \60

[税抜] \60

●材質：PP ●重量：17g ●本体サイズ：
310x250×75mm ●パッケージ：裸 1000個 ●名入：7060-17-100-S ●名入サイズ：150×150mm

●材質：PP ●重量：17g ●本体サイズ：
310x250×75mm ●パッケージ：裸 1000個 ●名入：7060-17-100-S ●名入サイズ：150×150mm

●材質：PP ●重量：17g ●本体サイズ：
310x250×75mm ●パッケージ：裸 1000個 ●名入：7060-17-100-S ●名入サイズ：150×150mm

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

3in1タッチペン （SC-1614）
19F061

指定不可

CHN70-30S

クリスタルバー（L） （5106-16）

カラフルロール付箋 （S3076）

19F062

19F063

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \280

[税抜] \210

[税抜] \130

●材質：ABS・アルミ・シリコン ●セット内容：取説●重量
：18g ●電源：LR41×3（内） ●本体サイズ：φ
12×130mm ●パッケージサイズ：155×30mm ●パッケ
ージ：PP袋 400個 ●名入：45-24-17-250-S ●名入サイ
ズ：5×35mm

●材質：AS・ネオジウムマグネット ●重量：26g ●本体
サイズ：33×160×6mm ●パッケージサイズ：
165×40×10mm ●パッケージ：化粧箱 600個 ●名入：
60-30-16-200-S ●名入サイズ：15×100mm

●材質：紙・PS ●重量：15g ●本体サイズ：
58×39×17mm ●パッケージサイズ：100×80×18mm
●パッケージ：PP袋 600個 ●名入：60-36-17-100-S ●
名入サイズ：6×35mm

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。

好きな長さにカットできるロール付箋。

ケース入り カラフルふせんセット （SC1605）

ふせんメモセット （SC-1503）

4in1マルチペン （SC-1703）

19F064

19F065

19F066

指定不可

CHN70-30S

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \120

[税抜] \85

[税抜] \80

●材質：ABS・紙 ●重量：27g ●本体サイズ：
62×108×6mm ●パッケージサイズ：80×110×7mm ●
パッケージ：PP袋 300個 ●名入：45-36-17-170-S ●名
入サイズ：20×60mm

●材質：紙 ●セット内容：ふせんメモ25枚・ふせん5色×
各25枚●重量：25g ●本体サイズ：80×85×6mm ●パ
ッケージサイズ：82×87×6mm ●パッケージ：ポリ袋
500個 ●名入：45-30-17-200-S ●名入サイズ：
15×60mm

●材質：ABS・シリコン・PP ●機能：タッチペン・黒BP・ク
リーナー・スマホスタンド ●重量：13g ●本体サイズ：
12×16×150mm ●パッケージサイズ：20×18×155mm
●パッケージ：ポリ袋 600個 ●名入：45-24-17-250-S
●名入サイズ：4×45mm

携帯に便利なケース付のカラフルな7色ふせん。ケース
には便利なルーラー付です。

マーカー付ボールペン （SC-1902）

スリムボールペン （SC-1501）

19F067

19F068

指定不可

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \70

[税抜] \30

●材質：ABS・ラバー ●機能：黒BP・カラーマーカー ●
重量：13g ●本体サイズ：Φ12x142mm ●パッケージサ
イズ：30x158mm ●パッケージ：ポリ袋 900個 ●名入：
55-24-17-250-S ●名入サイズ：5×40mm

●材質：ABS ●重量：6g ●本体サイズ：Φ9×140mm ●
パッケージサイズ：20×18×155mm ●パッケージ：PP袋
1000個 ●名入：45-18-17-300-P ●名入サイズ：
5×40mm

黒色ボールペンに、グリップ色に即した色のマーカーが
付いています。

パステルカラーのスリムなボールペンです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

吸水傘ケースSutto（スット） （QUC-1125L）

クイックドライ・ティント タオルマフラー （
8812M762B）

19F070

19F071A

CHN83-43U

A/ブルー

CHN85-45U

[税抜] \1,980

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル・ナイロン・ABS・亜鉛合金 ●機能
：ジッパー・マジックテープ開閉 ●セット内容：ストラップ・
取説●重量：142g ●本体サイズ：750×100×20mm ●
パッケージサイズ：385×125×35mm ●パッケージ：PP
袋 8個

●材質：綿 ●重量：72g ●本体サイズ：150×1100mm
●パッケージサイズ：210×380mm ●パッケージ：OPP
袋 100個

濡れた傘スッと差し込みスッと吸い込む雨の日の通勤・
通学・車でのお出掛けに便利な長傘用ケース。肩に掛け
れば両手が使え便利。

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

クイックドライ・ティント タオルマフラー （
8812M762DB）

クイックドライ・ティント タオルマフラー （
8812M762P）

ＵＶ晴雨兼用耐風式軽量ミニ傘 （6337）

19F071B

19F071C

19F072A

＜梅雨＞
梅雨＞

B/ダークブルー

CHN85-45U

C/ピンク

CHN85-45U

A/ブラック

CHN65-25S

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \1,500

●材質：綿 ●重量：72g ●本体サイズ：150×1100mm
●パッケージサイズ：210×380mm ●パッケージ：OPP
袋 100個

●材質：綿 ●重量：72g ●本体サイズ：150×1100mm
●パッケージサイズ：210×380mm ●パッケージ：OPP
袋 100個

●材質：ポリエステル100% ●機能：手動開閉・UV加工
●重量：220g ●本体サイズ：55cm×6骨傘 ●パッケー
ジサイズ：280×52×52cm ●パッケージ：無地箱 40個
●名入：収納袋/110-120-22-100-S ●名入サイズ：
40×80mm

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

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

耐風式構造骨使用の晴雨兼用傘です。

ＵＶ晴雨兼用耐風式軽量ミニ傘 （6337）

ＵＶ晴雨兼用耐風式軽量ミニ傘 （6337）

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546R）

19F072B

19F072C

19F073A

B/ネイビー

CHN65-25S

C/ブルー

CHN65-25S

A/ﾚｯﾄﾞ

CHN75-35U

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

[税抜] \5,000

●材質：ポリエステル100% ●機能：手動開閉・UV加工
●重量：220g ●本体サイズ：55cm×6骨傘 ●パッケー
ジサイズ：280×52×52cm ●パッケージ：無地箱 40個
●名入：収納袋/110-120-22-100-S ●名入サイズ：
40×80mm

●材質：ポリエステル100% ●機能：手動開閉・UV加工
●重量：220g ●本体サイズ：55cm×6骨傘 ●パッケー
ジサイズ：280×52×52cm ●パッケージ：無地箱 40個
●名入：収納袋/110-120-22-100-S ●名入サイズ：
40×80mm

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体サイズ：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
耐風式構造骨使用の晴雨兼用傘です。

耐風式構造骨使用の晴雨兼用傘です。

長靴から革靴、運動靴まで家族みんなのくつ乾燥機。す
っきり収納できる折りたためるスタンド付。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546BR）

ツインバード 差し込むだけのふとん乾燥機
（FD-4149W）

ツインバード シートマッサージャー （EM2546BL）

19F073B

19F074

19F077

B/ﾌﾞﾗｳﾝ

CHN75-35U

CHN75-35S

CHN75-35S

[税抜] \5,000

[税抜] \10,000

[税抜] \8,000

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体サイズ：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：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：外皮/ポリエステル・ 内部クッション/ウレタンス
ポンジ・リモコン/ABS ●機能：定格時間10分・オートオフ
（10分）・スイッチ切替可（切/弱/強） ●セット内容：ＡＣア
ダプター・取説・保証書●重量：1.3kg ●電源：AC100V8W ●本体サイズ：50×470×900mm ●パッケージサイ
ズ：90×450×510mm ●パッケージ：化粧箱 6個 ●名入
：コントローラー/90-204-16-30-S ●名入サイズ：
15×50mm

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

[法]医療機器220AGBZX00097000 [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。

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。

リビングの椅子やベッドがマッサージャーに早変わり。
背中・腰・太ももの各部を心地よくマッサージ。 使い過ぎ
をふせぐオートオフタイマーを内蔵。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

ツインバード ＨＥＰＡフィルター付イオン発生
器 （AC-5941W）

ツインバード ＨＥＰＡフィルター付イオン発生
器 （AC-5941B）

19F078A

19F078B

A/ホワイト

CHN75-35S

B/ブラック

CHN75-35S

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能： 風量切替（強・弱） ●セット内容：
取説・保証書●重量：310g ●電源：USB ●本体サイズ：
Φ80×170mm ●パッケージサイズ：100×105×205mm
●パッケージ：段ボール箱 10個

●材質：ABS ●機能： 風量切替（強・弱） ●セット内容：
取説・保証書●重量：310g ●電源：USB ●本体サイズ：
Φ80×170mm ●パッケージサイズ：100×105×205mm
●パッケージ：段ボール箱 10個

粒径0.26μmまでを90％除去できるフィルター付きのイオ
ン発生機です。

粒径0.26μmまでを90％除去できるフィルター付きのイオ
ン発生機です。

ボダム スカル ダブルウォールグラス
350mL 2個セット （10594-10）

磨き屋シンジケート ハイボール・ビアタンブ
ラー1pcs （YJ1305）

ビジネスバッグ（PC対応） （H3100BK）

19F079

19F080

19F081

＜父の日＞

CHN80-40S

JPN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \3,500

[税抜] \5,000

[税抜] \3,000

●材質：耐熱ガラス ●機能：保温保冷 ●セット内容：取
説●重量：210g×2 ●容量：350mL ●本体サイズ：Φ
8.2×16.2mm ●パッケージサイズ：205×110×173mm
●パッケージ：化粧箱 6個

●材質：18-8ステンレス ●セット内容：取説●重量：
176g ●容量：435mL ●本体サイズ：Φ79×154mm ●パ
ッケージサイズ：195×110×84mm ●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

●材質：ポリエステル・PE ●機能：A4サイズ対応 ●セッ
ト内容：取説●重量：310g ●本体サイズ：
260×355×80mm ●パッケージサイズ：
360×290×60mm ●パッケージ：無地箱 24個 ●名入：
120-156-12-100-S ●名入サイズ：50×100mm

耐熱ガラス製の二層グラスは、中間の空気が温度変化
を防ぐ効果的な断熱材となり、おいしさを長続きさせます
。

クリーミーな泡立ちはもちろん、炭酸の泡立ちもマイルド
に。ハイボールなどの炭酸系カクテルも一味変わります
。

スマートなデザインのビジネスバッグです。衝撃吸収材
入りでノートPCやタブレット・スマートフォンなどを収納で
きます。

二ノリバ 小銭入 （NR-201）

スタンドキープマグ ホワイト （DH015W）

マグマックスループ200

19F082

19F083

19F084A

CHN70-30S

CHN65-25S

A/ネイビー

JPN75-35S

[税抜] \3,000

[税抜] \2,800

[税抜] \2,000

●材質：牛革 ●重量：30g ●本体サイズ：
80×75×20mm ●パッケージサイズ：90×100×25mm
●パッケージ：白箱 30個

●材質：ステンレススチール・ABS・シリコン・PP ●セット
内容：取説●重量：322g ●容量：400mL ●本体サイズ：
133×135×98mm ●パッケージサイズ：
141×123×112mm ●パッケージ：化粧箱 30個 ●名入：
60-72-16-100-P ●名入サイズ：30×30mm

●材質：シリコン・永久磁石・ABS ●セット内容：取説●
重量：10g ●本体サイズ：全長500mm ●パッケージサイ
ズ：100×140×12mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

［法］医療機器228AGBZX00035A01
ドイツの歴史を感じさせる質実剛健性をコンセプトに、本
物を追求する精神が生かされたシンプルな小銭入れで
す。

しっかりと張り付く底面で斜めにしても倒れない。パソコ
ン近くで使っても安心です。

強力磁石使用で、シンプルなデザインのシリコンネックレ
スです。肌にフィットするシリコン素材なので、汗や水に
濡れてもOK!

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

マグマックスループ200
19F084B

B/ブラック

マグマックスループ200
JPN75-35S

19F084C

C/レッド

今治 瑠璃の光 フェイスタオル２P （
IRU38200）
JPN75-35S

19F085

JPN65-25S

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

●材質：シリコン・永久磁石・ABS ●セット内容：取説●
重量：10g ●本体サイズ：全長500mm ●パッケージサイ
ズ：100×140×12mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

●材質：シリコン・永久磁石・ABS ●セット内容：取説●
重量：10g ●本体サイズ：全長500mm ●パッケージサイ
ズ：100×140×12mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

●材質：綿100% ●セット内容：FT70g×2●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：200×250×50mm ●
パッケージ：化粧箱 48個

［法］医療機器228AGBZX00035A01

［法］医療機器228AGBZX00035A01

［品］今治タオル

強力磁石使用で、シンプルなデザインのシリコンネックレ
スです。肌にフィットするシリコン素材なので、汗や水に
濡れてもOK!

強力磁石使用で、シンプルなデザインのシリコンネックレ
スです。肌にフィットするシリコン素材なので、汗や水に
濡れてもOK!

今治の美しい瑠璃色の水面を「万華鏡」の美しさになぞ
らえ、透明感のある彩りで表現。大切な人にこそ贈りた
い、印象的で心をつかむ一品です。

ラコステ Ｌレジェ タオルマフラー （
2518M179DB）

ラコステ Ｌレジェ タオルマフラー （
2518M179I）

ラコステ Ｌレジェ タオルマフラー （
2518M179G）

19F086A

19F086B

19F086C

A/ダークブルー

VIE85-45U

B/アイボリー

VIE85-45U

C/グリーン

VIE85-45U

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

●材質：綿100% ●重量：55g ●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% ●重量：55g ●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% ●重量：55g ●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

メッセンジャーバッグ （H2801）
19F087

CHN70-30S

[税抜] \1,500
●材質：ポリエステル・PE ●セット内容：取説●重量：
270g ●本体サイズ：380×140×230mm ●パッケージサ
イズ：370×240×30mm ●パッケージ：PP袋 60個 ●名
入：120-156-72-500-S ●名入サイズ：50×100mm

手荷物入れに便利なメッセンジャーバッグです。内部に
は衝撃吸収ポケットがありスマートフォンなどの収納に
便利です。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

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

19F090A

19F090B

A/ブラック

VIE78-38U

B/ホワイト

VIE78-38U

[税抜] \3,980

[税抜] \3,980

●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

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。

UVグローブ アクア ロング （AP-429630）

UVグローブ アクア ショート （AP-429623）

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05BL）

19F091

19F092

19F093A

＜ＵＶ対策
＜ＵＶ対策＞
対策＞

CHN80-40S

CHN80-40S

A/ブラック

JPN75-35T

[税抜] \1,480

[税抜] \1,280

[税抜] \900

●材質：レーヨン・ナイロン・PUR ●機能：スマホ対応 ●
セット内容：取説●重量：58g ●本体サイズ：総丈580mm
・手囲い約180～220mm ●パッケージサイズ：
115×20×245mm ●パッケージ：化粧箱 80個

●材質：レーヨン・ナイロン・PUR ●機能：スマホ対応 ●
セット内容：取説●重量：32g ●本体サイズ：総丈315mm
・手囲い約180～220mm ●パッケージサイズ：
115×20×245mm ●パッケージ：化粧箱 80個

●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

プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。親指、人差
し指、中指に導電糸を使用しているので、つけたままス
マートフォンなどの操作ができます。

プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。親指、人差
し指、中指に導電糸を使用しているので、つけたままス
マートフォンなどの操作ができます。

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-05OF）

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05PI）

UVブロックスクリーン （OD059）

19F093B

19F093C

19F094A

B/オフホワイト

JPN75-35T

C/ピンク

JPN75-35T

A/ホワイト

CHN65-25S

[税抜] \900

[税抜] \900

[税抜] \600

●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

●材質：ポリエステル ●機能：UPF25・UV遮蔽率95%以
上 ●セット内容：取説●重量：24g ●本体サイズ：
235×400mm ●パッケージサイズ：175×150×18mm ●
パッケージ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●
名入サイズ：100×100mm

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。

速乾性と優れた通気性を備え、アウトドアに最適なUVブ
ロックスクリーン。また水に浸し、端を持って強く振ってか
ら使用するとヒンヤリと感じられます。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

UVブロックスクリーン （OD059）

UVブロックスクリーン （OD059）

UVレベルチェックミラー コンパクトタイプ （
UV-003）

19F094B

19F094C

19F095

B/イエロー

CHN65-25S

C/ブルー

CHN65-25S

JPN70-30T

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \400

●材質：ポリエステル ●機能：UPF25・UV遮蔽率95%以
上 ●セット内容：取説●重量：24g ●本体サイズ：
235×400mm ●パッケージサイズ：175×150×18mm ●
パッケージ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●
名入サイズ：100×100mm

●材質：ポリエステル ●機能：UPF25・UV遮蔽率95%以
上 ●セット内容：取説●重量：24g ●本体サイズ：
235×400mm ●パッケージサイズ：175×150×18mm ●
パッケージ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●
名入サイズ：100×100mm

●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：
110-18-16-300-S ●名入サイズ：30×30mm

速乾性と優れた通気性を備え、アウトドアに最適なUVブ
ロックスクリーン。また水に浸し、端を持って強く振ってか
ら使用するとヒンヤリと感じられます。

速乾性と優れた通気性を備え、アウトドアに最適なUVブ
ロックスクリーン。また水に浸し、端を持って強く振ってか
ら使用するとヒンヤリと感じられます。

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！

ローズUVストラップ （5983）

UVレベルチェックリップミラー （UV-004）

UVチェックミラー （ICY-553UVX）

19F097

19F098

19F096

指定不可

CHN65-25S

JPN70-30S

CHN70-30U

[税抜] \350

[税抜] \300

[税抜] \250

●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

●材質：PP・ガラスミラー ●セット内容：取説●重量：
15g ●本体サイズ：90×28×5mm ●パッケージサイズ：
100×38×6mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入：
110-18-16-300-S ●名入サイズ：10×20mm

●材質：PP ●重量：43g ●本体サイズ：70×94×5mm
●パッケージサイズ：73×97×8mm ●パッケージ：化粧
箱 200個 ●名入：60-36-17-300-P ●名入サイズ：
60×50mm

紫外線や日光の強さによりチャームの色が変化します。

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。

紫外線に反応して本体がピンクに変化します。特殊樹脂
製のカバーが紫外線の強度によって色変化。紫外線の
強度がわかるUVレベル付き。

UVチェック省エネカード （UV-5SE）

紫外線チェックカード （UV-6）

19F099

19F100

JPN70-30U

JPN70-30U

[税抜] \150

[税抜] \100

●材質：PP ●機能：液晶温度計 ●重量：6g ●本体サイ
ズ：55×85×1.2mm ●パッケージサイズ：86×63mm ●
パッケージ：PP袋 1000個 ●名入：60-36-17-300-P ●
名入サイズ：70×30mm

●材質：紙 ●重量：1g ●本体サイズ：85×55mm ●パッ
ケージサイズ：90×60mm ●パッケージ：OPPカードケー
ス 1000個 ●名入：60-30-17-300-K ●名入サイズ：
40×70mm

UVケアで健康管理、省エネ温度計でエコ対策、PP製で
丈夫で長く使用できます。

紫外線の強度を色でお知らせ。白い円が紫外線に反応
して色が変化します。色が濃いほど紫外線の強度が高
い。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

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）

19F102A

19F102B

A/ブラック

CHN65-25U

B/グリーン

CHN65-25U

[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：440×410×320mm ●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：440×410×320mm ●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。

ザックストレージ ウォーターレジストバック
（WRB-3LK）

ザックストレージ ウォーターレジストバック
（B1182935）

ザックストレージ ウォーターレジストバック
（G1182933）

19F102C

19F103A

19F103B

＜ビーチグッズ＞
ビーチグッズ＞

C/ライトカーキ

CHN65-25U

A/ブラック

CHN65-25V

B/グリーン

CHN65-25V

[税抜] \4,000

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

●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：440×410×320mm ●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 ●機能：防水・2WAY・丸洗い可
●セット内容：肩掛けベルト・取説●重量：296g ●本体
サイズ：510×275×180mm ●パッケージサイズ：
375×230×40mm ●パッケージ：PP袋 30個 ●名入：
90-96-17-100-P ●名入サイズ：30×60mm

●材質：PVCターポリン ●機能：防水・2WAY・丸洗い可
●セット内容：肩掛けベルト・取説●重量：296g ●本体
サイズ：510×275×180mm ●パッケージサイズ：
375×230×40mm ●パッケージ：PP袋 30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。

濡れた衣類などの収納にも!防水性に優れるPVCターポ
リン素材を使用し、肩掛け・手持ちの2Wayでの使用が可
能。丸洗いOKなのでお手入れもカンタン。

濡れた衣類などの収納にも!防水性に優れるPVCターポ
リン素材を使用し、肩掛け・手持ちの2Wayでの使用が可
能。丸洗いOKなのでお手入れもカンタン。

ザックストレージ ウォーターレジストバック
（LK1182934）

透明ミニカラートートバッグ （6312）

透明ミニカラートートバッグ （6312）

19F103C

19F104A

19F104B

C/ライトカーキ

CHN65-25V

A/ホワイト

CHN70-30Z

B/ブルー

CHN70-30Z

[税抜] \2,500

[税抜] \420

[税抜] \420

●材質：PVCターポリン ●機能：防水・2WAY・丸洗い可
●セット内容：肩掛けベルト・取説●重量：296g ●本体
サイズ：510×275×180mm ●パッケージサイズ：
375×230×40mm ●パッケージ：PP袋 30個 ●名入：
90-96-17-100-P ●名入サイズ：30×60mm

●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：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

濡れた衣類などの収納にも!防水性に優れるPVCターポ
リン素材を使用し、肩掛け・手持ちの2Wayでの使用が可
能。丸洗いOKなのでお手入れもカンタン。

ミニサイズの透明バッグ。中身が見えるので便利です。

ミニサイズの透明バッグ。中身が見えるので便利です。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

透明ミニカラートートバッグ （6312）

モバイル防水ポーチ （AI-205）

モバイル防水ポーチ （AI-205）

19F104C

19F105A

19F105B

C/ピンク

CHN70-30Z

A/ホワイト

CHN60-20S

B/ブラック

CHN60-20S

[税抜] \420

[税抜] \400

[税抜] \400

●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 ●セット内容：取説●重量：36g ●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：
70-54-12-100-S ●名入サイズ：50×70mm

●材質：PVC ●セット内容：取説●重量：36g ●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：
70-54-12-100-S ●名入サイズ：50×70mm

ミニサイズの透明バッグ。中身が見えるので便利です。

一番大きなサイズのiPhone7Plusに対応した防水ポーチ
です。いろいろなシーンでお使いいただけます。

一番大きなサイズのiPhone7Plusに対応した防水ポーチ
です。いろいろなシーンでお使いいただけます。

透明ポーチ （316）

サッカービーチボール （1443-14）

すいかビーチボール （1443-16）

19F107

19F108

19F106

CHN65-25Y

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \310

[税抜] \160

[税抜] \160

●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：50×100mm

●材質：PVC ●重量：37g ●本体サイズ：Φ350mm ●
パッケージサイズ：430x170mm ●パッケージ：ポリ袋
300個

●材質：PVC ●重量：37g ●本体サイズ：Φ350mm ●
パッケージサイズ：430x170mm ●パッケージ：ポリ袋
300個

中身が一目でわかるクリアポーチです。

夏の定番のビーチボールです。

夏の定番のビーチボールです。

水ピストル ダブルショット （000013590）

水ピストル インフィニティ （000013610）

19F109

19F110

CHN80-40V

CHN80-40V

[税抜] \140

[税抜] \120

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

●材質：PS・PP・PE ●機能：飛距離：約4m ●重量：35g
●容量：タンク：80cc ●パッケージサイズ：
35×150×215mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 192
個

カッコイイ水ピストルです。

カッコイイ水ピストルです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

肩から掛けられる保冷保温 レジカゴ＆レジ
ャーバッグ

モノクロクラッシック保冷温トートバッグ （
2904）

19F045

19F046A

VIE70-30S

A/ホワイト

CHN60-20S

[税抜] \1,980

[税抜] \1,000

●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：
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：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●セット内容：
取説●重量：280g ●本体サイズ：390×430×140mm ●
パッケージサイズ：400×440×10mm ●パッケージ：ポリ
袋 48個 ●名入：55-60-16-48-S ●名入サイズ：
50×50mm

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。

ベーシックな保冷温トートバッグ。ポケット付で使いやす
いデザインです。

モノクロクラッシック保冷温トートバッグ （
2905）

ロータスグリル 無煙炭火バーベキュー （
G-RO-34N）

BBQマイスター （KS-2942）

19F046B

19F111

19F112

＜レジャーグッズ＞
レジャーグッズ＞

B/ブラック

CHN60-20S

CHN80-40S

JPN70-30U

[税抜] \1,000

[税抜] \30,000

[税抜] \8,000

●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：280g ●本体サイズ：390×430×140mm ●
パッケージサイズ：400×440×10mm ●パッケージ：ポリ
袋 48個 ●名入：55-60-16-48-S ●名入サイズ：
50×50mm

●材質：スチール・ステンレス ●セット内容：本体・インナ
ーボール・チャコールコンテナー・チャコールコンテナーカ
バー・着火プレート・グリル用網・キャリーケース・取説●
重量：3.7kg ●本体サイズ：φ350×234mm ●パッケージ
サイズ：370×370×250mm ●パッケージ：化粧箱 4個

●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
：2150g ●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
ベーシックな保冷温トートバッグ。ポケット付で使いやす
いデザインです。

炭火バーベキューの概念を覆すグリル誕生。着火と煙を
気にしないので場所を選びません。熱くなり過ぎないか
らテーブルにも直接置けます。

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。

プロマリン 初心者用簡単サビキ釣りセット
（15804）

エクスチェンジサングラス

マルチ ハンディ ポンプ （空気入れ） （GYGP77）

19F113

19F114

CHN70-30W

CHN70-30S

19F115

TPE70-30S

[税抜] \5,000

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

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

●材質：PC ●セット内容：昼用グラス・夜用グラス・取説
●重量：15g ●本体サイズ：めがね幅140mm ●パッケー
ジサイズ：55×180×85mm ●パッケージ：化粧箱 40個

●材質：ABS・ナイロン(PA)・スチール ●セット内容：アダ
プター×3（英式バルブ自転車用、浮き輪用、ボール用）
・取説●重量：125ｇ ●本体サイズ：使用時
/475×105×34mm ●パッケージサイズ：
310×100×35mm ●パッケージ：ヘッダー付PP袋 20個
●名入：110-0-92-1000-C ●名入サイズ：5×25mm

仕掛けまで付いた、これ1つで釣りが始められる簡単サ
ビキ釣りセット。どこでも手軽に釣りを楽しめるサビキ釣
り入門セットです。

マグネット着脱式グラスで、昼夜に使えます。太陽光の
日差し、ネオンの乱反射を軽減。

自転車タイヤ(英式/米式バルブ)、ボール、浮き輪などに
マルチに使える便利な小型携帯空気入れ。3種類のアダ
プター付 (空気圧MAX80PSI)。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

アウトドアボディーミスト（100mL入） （OU01）

ツール ネオ オールインワン ナイフ （AG771）

アウトドアベア （OU-02）

19F116

19F117

19F118

JPN75-35T

CHN70-30S

JPN75-35T

[税抜] \1,300

[税抜] \1,000

[税抜] \600

●重量：126g ●容量：100mL ●本体サイズ：Φ
39×140mm ●パッケージ：シュリンク 144個 ●名入：外
袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：15×35mm

●材質：ステンレススチール ●機能：ナイフ・フォーク・ス
プーン・栓抜き ●セット内容：取説●重量：125g ●本体
サイズ：収納時/98×40×36mm ●パッケージサイズ：
220×90×36mm ●パッケージ：ブリスター 60個

●材質：ポリエステル ●機能：レモンユーカリの香り ●
重量：20g ●本体サイズ：104×65×42mm ●パッケージ
サイズ：185×110×48mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ
袋 180個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ
：15×35mm

レモンユーカリなどの天然香り成分を配合したボディーミ
ストです。すっきりした香りは虫の嫌がる香りなのでアウ
トドア時などにおすすめです。

災害時やアウトドアに役に立つツール。携帯時には、コ
ンパクトに収納できます。

虫の嫌がるレモンユーカリの香りのマスコットです。ボー
ルチェーン付きなので、アウトドア時などはバッグにつけ
るのもOK。

ポーチ入レジャーシート （OD064）

ポーチ入レジャーシート （OD064）

マルチカードツール（アルミケース入） （
V3103）

19F119A

19F119B

19F120

A/レッド

CHN65-25S

B/ブルー

CHN65-25S

CHN70-30U

[税抜] \580

[税抜] \580

[税抜] \250

●材質：PP ●セット内容：ポーチ・取説●重量：188ｇ ●
本体サイズ：シート/1500×900mm･ポーチ
/200×230×35mm ●パッケージサイズ：
200×270×25mm ●パッケージ：ポリ袋 50個 ●名入：
ポーチ/60-72-16-100-P ●名入サイズ：30×35mm

●材質：PP ●セット内容：ポーチ・取説●重量：188ｇ ●
本体サイズ：シート/1500×900mm･ポーチ
/200×230×35mm ●パッケージサイズ：
200×270×25mm ●パッケージ：ポリ袋 50個 ●名入：
ポーチ/60-72-16-100-P ●名入サイズ：30×35mm

●材質：ステンレス・アルミ ●機能：:ボックスオープナー
・レターオープナー・ルーラー(5mm)・蝶ねじレンチ・栓抜
き・キーチェーンホール・ドライバー(4種類)・缶切り・フル
ーツピーラー・六角レンチ(6サイズ)・角度ゲージ ●セット
内容：取説●重量：40ｇ ●本体サイズ：85×55×2mm ●
パッケージサイズ：115×65×2mm ●パッケージ：台紙
付PP袋 300個 ●名入：60-36-17-150-S ●名入サイズ
：10×35mm

アウトドア・ピクニック・行楽で活躍。携帯に便利なポーチ
入りです。

アウトドア・ピクニック・行楽で活躍。携帯に便利なポーチ
入りです。

薄くて頑丈な14機能の万能ツール。アルミケース付。

ポケット双眼鏡 （SC-1904）

ヒルウッド レジャークーラーバッグ （G） （
T01-014H）

ランチクーラーバッグ （H2700）

19F122

19F123

19F121

指定不可

CHN70-30S

CHN70-30Z

CHN70-30S

[税抜] \200

[税抜] \2,000

[税抜] \900

●材質：ABS ●機能：倍率2.5倍 ●セット内容：取説●重
量：29g ●本体サイズ：65×100×21mm ●パッケージサ
イズ：70×105×27mm ●パッケージ：化粧箱 300個 ●
名入：55-36-17-300-S ●名入サイズ：20×60mm

●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：ポリエステル・アルミ蒸着 ●機能：500mLペット
ボトル4本収納 ●セット内容：取説●重量：110ｇ ●容量
：2.5L ●本体サイズ：230×130×140mm ●パッケージ
サイズ：240×150×30mm ●パッケージ：PP袋 90個 ●
名入：120-156-12-100-S ●名入サイズ：50×100mm

ポケットサイズの双眼鏡。コンパクトに折りたためます。

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

お弁当やペットボトルが収納できるランチクーラーバッグ
です。500mlペットボトル4本収納可。

WEB サマーナウ２０１９
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お出かけトートバッグ （JM-465）

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）

19F124

19F125A

19F125B

指定不可

CHN60-20S

A/ブラウン

CHN70-30S

B/ブルー

CHN70-30S

[税抜] \800

[税抜] \300

[税抜] \300

●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：187g ●本体サイズ：175×430×260mm ●
パッケージサイズ：280×240×40mm ●パッケージ：PP
袋 80個 ●名入：70-54-12-100-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：60×70mm

●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：60×70mm

上部は巾着カバー付で中身が見えないようにできます。
内側は保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルムを使用
。普段のお買い物やアウトドアに!

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）

19F125C

19F126A

19F126B

C/レッド

CHN70-30S

A/ﾌﾞﾙｰ

CHN70-30S

B/ｲｴﾛｰ

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：60×70mm

●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：80×100mm

●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：80×100mm

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）

19F126C

19F126D

19F127A

C/ｵﾚﾝｼﾞ

CHN70-30S

D/ｸﾞﾘｰﾝ

CHN70-30S

A/ｵﾚﾝｼﾞ

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：80×100mm

●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：80×100mm

●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。

WEB サマーナウ２０１９
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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）

19F127B

19F127C

19F127D

B/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

C/ｸﾞﾘｰﾝ

CHN70-30S

D/ﾌﾞﾙｰ

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。

WEB サマーナウ２０１９
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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

19F130

19F131

CHN73-33Y

CHN73-33W

[税抜] \25,000

[税抜] \19,000

●セット内容：●特等 夏まつりセット特大1本●1等 コミッ
クアニマルNo.2 3本●2等 なかよし花火500 6本●3等 な
かよし花火200 10本●4等 なかよし花火100 30本●5等
ロング花火50本●6等 まつり100本●抽選くじ200枚●抽
選箱1コ●ディスプレイ箱1コ●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

得用 広場で遊ぼう

スーパーＷロング噴出手持花火 （SWL-20
）

＜花火＞
花火＞

スーパービッグセットＭ
19F132

CHN70-30S

19F133

CHN65-25T

19F134

CHN68-28U

[税抜] \3,000

[税抜] \3,000

[税抜] \2,000

●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

●重量：385ｇ ●パッケージサイズ：290×525×65mm ●
パッケージ：ポリ袋 24個

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

広場で遊ぼう

チャイルドＡ

スーパービッグセット （S-10）

19F135

CHN68-28T

19F136

CHN73-33U

19F137

CHN70-30S

[税抜] \2,000

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

●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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

スーパーロング花火 （LO-L）

コミックアニマルNo２

19F138

19F139

CHN63-23U

けむりが少なめ花火セット （S-L）
CHN60-20S

19F140

CHN62-22T

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

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

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

なかよし花火800

スーパーロング花火 （LｰM）

スーパービッグセット （Sｰ5）

19F142

19F143

19F141

CHN60-20S

CHN63-23T

CHN70-30S

[税抜] \800

[税抜] \600

[税抜] \500

●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

●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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

なかよし花火500
19F144

CHN60-20S

スーパーロング花火 （LA-S）

なかよし花火 300

19F145

19F146

CHN63-23T

CHN60-20S

[税抜] \500

[税抜] \400

[税抜] \300

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

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

なかよし花火200
19F147

コミックアニマルNo.1
CHN60-20S

19F148

なかよし花火100
CHN63-23T

19F149

CHN65-25U

[税抜] \200

[税抜] \130

[税抜] \100

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

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

おまつり花火セット （MM-1）

まつり2

19F150

19F151

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \100

[税抜] \50

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

●重量：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

[品]SFマーク

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

スイスリレーション シャリ感ガーゼ バスタオ
ル （SR10500）

スイスリレーション シャリ感ガーゼ フェイス
タオル （SR10250）

19F155

19F156

JPN80-40S

JPN80-40S

[税抜] \5,000

[税抜] \2,500

●材質：綿100% ●重量：260g ●本体サイズ：
750×1300mm ●パッケージサイズ：250×185×105mm
●パッケージ：化粧箱 20個

●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

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。

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。

クールでドライな清涼ランドセルパッド ワイ
ドサイズ

クールでドライな清涼ランドセルパッド ワイ
ドサイズ

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28SKD）

19F157A

19F157B

19F158A

＜涼感グッズ
涼感グッズ＞
グッズ＞

A/ブルー

JPN75-35S

B/ピンク

JPN75-35S

A/ﾀﾞｲｵｳｸﾞｿｸﾑｼ

JPN75-35T

[税抜] \1,600

[税抜] \1,600

[税抜] \1,200

●材質：表地/ポリエステル（東レ クールモーション（R)素
材使用）・裏地/ポリエステル（絡み編み）・テープ/ポリエ
ステル、綿 ●セット内容：取説●重量：28g ●本体サイ
ズ：250×305×5mm ●パッケージサイズ：
160×290×10mm ●パッケージ：ポリ袋 70個

●材質：表地/ポリエステル（東レ クールモーション（R)素
材使用）・裏地/ポリエステル（絡み編み）・テープ/ポリエ
ステル、綿 ●セット内容：取説●重量：28g ●本体サイ
ズ：250×305×5mm ●パッケージサイズ：
160×290×10mm ●パッケージ：ポリ袋 70個

●材質：ポリエステル ●機能：スカイハートの香り ●重
量：112ｇ ●本体サイズ：211×83×24mm ●パッケージ
サイズ：301×145×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ
袋 96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

背中にかく汗からランドセルをガード！背中のムレを軽
減していつでもサラサラ。着脱はゴムベルトとボタンだけ
で簡単。

背中にかく汗からランドセルをガード！背中のムレを軽
減していつでもサラサラ。着脱はゴムベルトとボタンだけ
で簡単。

冷やしても温めても使える、爽やかな香りのアイピローで
す。程よい重みで疲れをほぐし、目と心を癒してくれます
。

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28SKM）

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAC）

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAJ）

19F158B

19F158C

19F158D

B/ﾒﾝﾀﾞｺ

JPN75-35T

C/ﾁﾝｱﾅｺﾞ

JPN75-35T

D/ｼﾞﾝﾍﾞｴｻﾞﾒ

JPN75-35T

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル ●機能：スカイハートの香り ●重
量：112ｇ ●本体サイズ：211×83×24mm ●パッケージ
サイズ：301×145×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ
袋 96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：ポリエステル ●機能：マリンハートの香り ●重
量：112ｇ ●本体サイズ：211×83×24mm ●パッケージ
サイズ：301×145×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ
袋 96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：ポリエステル ●機能：マリンハートの香り ●重
量：112ｇ ●本体サイズ：211×83×24mm ●パッケージ
サイズ：301×145×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ
袋 96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

冷やしても温めても使える、爽やかな香りのアイピローで
す。程よい重みで疲れをほぐし、目と心を癒してくれます
。

冷やしても温めても使える、爽やかな香りのアイピローで
す。程よい重みで疲れをほぐし、目と心を癒してくれます
。

冷やしても温めても使える、爽やかな香りのアイピローで
す。程よい重みで疲れをほぐし、目と心を癒してくれます
。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

ハンディクーラー（S） （7363）

ひんやりアイピロー （JA-09MIMBD）

ひんやりアイピロー （JA-09MISAS）

19F159

19F160A

19F160B

CHN70-30U

A/ﾏﾙﾁﾌﾞﾙｰﾄﾞｯﾄ柄

JPN75-35T

B/ｻｯｸｽｽﾄﾗｲﾌﾟ柄

JPN75-35T

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS・AS ●セット内容：取説●重量：80g ●容量
：75mL ●本体サイズ：Φ40×215mm ●パッケージサイ
ズ：55×225×55mm ●パッケージ：無地箱 100個 ●名
入：60-36-7-1-S ●名入サイズ：30×5mm

●材質：表面：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：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

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。

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。

カラビナボトル入り涼感タオル （JM-489）

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）

19F161

19F162A

19F162B

CHN60-20S

A/ﾋﾟﾝｸ

JPN75-35T

B/ﾌﾞﾗｯｸ

JPN75-35T

[税抜] \800

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：タオル/ナイロン、ポリエステル･ボトル/PET、シ
リコン ●セット内容：取説●重量：92ｇ ●本体サイズ：タ
オル/900x200x3mm･ボトル/Φ75x170mm ●パッケージ
サイズ：85x85x183mm ●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：50×12mm

●材質：綿100%（高吸水繊維） ●機能：UVカット・抗菌・
消臭・手洗い可 ●重量：27g ●本体サイズ：
55×1080×2mm ●パッケージサイズ：195×118×7mm
●パッケージ：PP袋 192個 ●名入：外袋/45-8-163000-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・手洗い可 ●重量：27g ●本体サイズ：
55×1080×2mm ●パッケージサイズ：195×118×7mm
●パッケージ：PP袋 192個 ●名入：外袋/45-8-163000-L ●名入サイズ：15×35mm

水に濡らして、絞る・振ると生地温度が下がり、ひんやり
気持ちいいタオルです。持ち運びに便利なボトル入りで、
繰り返し使える便利なアイテムです。

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。

セルフクーリングタオル パックイン （30528
）

セルフクーリングタオル パックイン （30529
）

セルフクーリングタオル パックイン （30530
）

19F163A

19F163B

19F163C

A/ブルー

CHN70-30S

B/ピンク

CHN70-30S

C/パープル

CHN70-30S

[税抜] \480

[税抜] \480

[税抜] \480

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：31g ●
本体サイズ：200×1000mm ●パッケージサイズ：
118×10×290mm ●パッケージ：PP袋 144個

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：31g ●
本体サイズ：200×1000mm ●パッケージサイズ：
118×10×290mm ●パッケージ：PP袋 144個

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：31g ●
本体サイズ：200×1000mm ●パッケージサイズ：
118×10×290mm ●パッケージ：PP袋 144個

水に濡らして絞って振るだけで冷却効果が持続します。

水に濡らして絞って振るだけで冷却効果が持続します。

水に濡らして絞って振るだけで冷却効果が持続します。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

涼感タオル（ポーチ入） （JM-488）

ひんやりジャンボ やわらか枕 （K-2129）

小林製薬 冷凍庫用熱さまシートストロング

19F164

19F165

19F166

CHN60-20S

JPN75-35S

JPN88-48U

[税抜] \380

[税抜] \1,100

[税抜] \500

●材質：タオル/ポリエステル・ポーチ/PVC ●セット内容
：取説●重量：タオル/31g･ポーチ/12g ●本体サイズ：タ
オル/900×200×3mm･ポーチ/225×150×7mm ●パッ
ケージサイズ：240×160×15mm ●パッケージ：ポリ袋
200個 ●名入：ポーチ/70-54-12-100-S ●名入サイズ：
50×100mm

●重量：1020g ●本体サイズ：180×290×30mm ●パッ
ケージサイズ：180×310×30mm ●パッケージ：PP袋 12
個

●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

水に濡らして絞るだけ!ひんやーりした冷感で夏の暑さを
クールダウン!濡らしたまま、持ち運べるポーチ入りです。

急な発熱、ねんざ、アイシング、寝苦しいときなどに役立
つ枕です。

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。

クールチャージペットボトル用 （Kｰ2017）

クールバス 2包入 （CB-20K）

フロヒエール （FH-UM）

19F167

19F168

19F169A

JPN75-35S

JPN70-30S

A/ｳﾙﾄﾗﾐﾝﾄ

JPN65-25S

[税抜] \150

[税抜] \160

[税抜] \160

●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

●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：透明たとう
式ケース/30-10-14-300-L ●名入サイズ：18×51mm

●容量：50g ●パッケージサイズ：15x115x150mm ●パッ
ケージ：裸 300個

[法]化粧品

[法]化粧品

ペットボトルに巻いて、飲み物の冷たさをキープします。

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。

暑い夏を爽やかに乗り切るための入浴料です。

フロヒエール （FH-CL）

冷却シート ２枚入 （W05-06）

19F169B

B/ｸｰﾙﾗｲﾑ

JPN65-25S

19F170

JPN75-35S

[税抜] \160

[税抜] \100

●容量：50g ●パッケージサイズ：15x115x150mm ●パッ
ケージ：裸 300個

●重量：30ｇ ●本体サイズ：130×50×1mm ●パッケー
ジサイズ：185×110×2mm ●パッケージ：PP袋 200個
●名入：台紙 /45-6-12-200-刷込 ●名入サイズ：
30×90mm

[法]化粧品
暑い夏を爽やかに乗り切るための入浴料です。

発熱やリフレッシュに!熱中症対策にも!

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

USBハンディ扇風機 ウインジー （30523）

USBハンディ扇風機 ウインジー （30524）

19F172A

19F172B

A/ホワイト

CHN75-35W

B/ネイビー

CHN75-35W

[税抜] \1,480

[税抜] \1,480

●材質：ABS・PP ●機能：3段階風量調節 ●セット内容：
USBケーブル・ハンドストラップ・スタンド・取説●重量：
135g ●電源：USB ●本体サイズ：105×45×215mm ●
パッケージサイズ：110×50×250mm ●パッケージ：化
粧箱 48個

●材質：ABS・PP ●機能：3段階風量調節 ●セット内容：
USBケーブル・ハンドストラップ・スタンド・取説●重量：
135g ●電源：USB ●本体サイズ：105×45×215mm ●
パッケージサイズ：110×50×250mm ●パッケージ：化
粧箱 48個

ハンディタイプなので、顔や首など自由自在に風を送れ
ます。スタンドに立てれば置いても使えます。

ハンディタイプなので、顔や首など自由自在に風を送れ
ます。スタンドに立てれば置いても使えます。

コンパクトハンディファン （SC-1915）

ノンバッテリーエコファン （6340）

エコなパワフルハンディファン （0704201）

19F173

19F174

19F175

＜扇風機＞
扇風機＞

指定不可

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30S

CHN70-30U

[税抜] \680

[税抜] \380

[税抜] \340

●材質：ABS ●機能：強弱切替 ●セット内容：スタンド・
取説●重量：66g ●電源：単4x3(別) ●本体サイズ：
146×72×21mm ●パッケージサイズ：155×80×28mm
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：55-72-17-100-S
●名入サイズ：20×45mm

●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

●材質：ABS・EVA ●機能：対象年齢6歳以上 ●セット
内容：取説●重量：37g ●本体サイズ：120×30×80mm
●パッケージサイズ：120×90×55mm ●パッケージ：化
粧箱 100個 ●名入：80-105-16-300-P ●名入サイズ：
20×10mm

携帯に便利なハンディサイズ。スタンド付きで卓上扇風
機としても使えます。

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。

手動なのでエコ！小型でもパワフルなハンディファンで
す。コンパクトサイズで持ち運びもらくらく。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

＜風鈴＞
風鈴＞

手作り風鈴 （1343-11）
19F178

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \125
●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

簡単な工作で、自分の手作り風鈴がつくれます。

夏風情 ガラス風鈴 （JM-487）

お絵描き風鈴1P （F-5）

19F176

19F177

指定不可

CHN60-20S

CHN70-30S

[税抜] \420

[税抜] \300

●材質：ガラス・紙 ●セット内容：取説●重量：23g ●本
体サイズ：70×70×60mm ●パッケージサイズ：
75×75×73mm ●パッケージ：化粧箱 120個

●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

やさしい音色の昔ながらのガラス風鈴です。

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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

アニマルうちわ （1343-10）
19F180

指定不可

紳士用扇子（文化箱添付） （5703）
JPN70-30S

19F181A

A/紺地 笹に蛍

CHN70-30S

[税抜] \110

[税抜] \1,750

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

●材質：竹・紙 ●重量：25ｇ ●本体サイズ：
225×15×10mm ●パッケージサイズ：231×36×13mm
●パッケージ：のし箱（添） 10個 ●名入：80-48-12-100P ●名入サイズ：60×4mm

かわいい動物柄のうちわです。

上品な絵柄の紳士用扇子です。

紳士用扇子（文化箱添付） （5714）

婦人用扇子（文化箱添付） （5731）

婦人用扇子（文化箱添付） （5735）

19F181B

19F182A

19F182B

＜扇子・
扇子・うちわ＞
うちわ＞

B/トンボ 市松

CHN70-30S

A/桜に蝶

CHN70-30S

B/金魚

CHN70-30S

[税抜] \1,750

[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：231×36×13mm
●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・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

上品な絵柄の紳士用扇子です。

上品な絵柄に涼し気な白竹骨を使用した、婦人用扇子
です。

上品な絵柄に涼し気な白竹骨を使用した、婦人用扇子
です。

和柄扇子 北斎 （5970）

和柄扇子 北斎 （5971）

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼） （5931）

19F183A

A/赤富士

CHN70-30S

19F183B

B/浪裏

CHN70-30S

19F184A

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た扇子です。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

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）

19F184B

19F184C

19F184D

B/金小石草

CHN70-30S

C/金小石ピンク

CHN70-30S

D/金小石紺

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た扇子です。

日本製の和紙を使用した扇子です。

日本製の和紙を使用した扇子です。

涼風布貼扇子 （5949）

涼風布貼扇子 （5951）

涼風布貼扇子 （5953）

19F185A

A/麻の葉

CHN70-30S

19F185B

B/紺絣

CHN70-30S

19F185C

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

涼風布貼扇子 （5967）

小判型 竹平柄うちわ （6304）

小判型 竹平柄うちわ （6309）

19F186A

19F186B

19F185D

D/市松

CHN70-30S

A/夢金魚

CHN68-28U

B/ゆかた地トンボ

CHN68-28U

[税抜] \460

[税抜] \550

[税抜] \550

●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・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：
375×175mm ●パッケージ：裸 100個 ●名入：40-1216-100-K ●名入サイズ：120×120mm

おしゃれな形の使いやすいうちわです。

おしゃれな形の使いやすいうちわです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

唐月 竹平柄うちわ （3063）
19F187A

A/市松トンボ

唐月 竹平柄うちわ （3057）
CHN55-15V

19F187B

B/夏日記

手作りうちわ レギュラーサイズ （6536）
CHN55-15V

19F188

JPN75-35S

[税抜] \370

[税抜] \370

[税抜] \340

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

●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

京絵柄を採用した、持ち手が骨太の上竹平柄うちわです
。

京絵柄を採用した、持ち手が骨太の上竹平柄うちわです
。

絵具、クレヨン、ペンなどで自由に描いたら貼るだけ！

たためるうちわ （6849）

丸うちわ （38061）

19F189

指定不可

CHN70-30S

19F190

CHN70-30S

[税抜] \170

[税抜] \150

●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：ポリエステル ●セット内容：収納袋●重量：10g
●本体サイズ：使用時/Φ250×2.5mm・折畳時/Φ
90×10mm ●パッケージサイズ：258×258×2.5mm ●
パッケージ：PP袋 1000個 ●名入：110-86-16-100-S ●
名入サイズ：Φ160

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。

パッと開いてサッとたためる、折りたたみうちわです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

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）

19F202A

19F202B

A/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

CHN75-35U

B/ﾅｲﾄﾌﾞﾗｯｸ

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。

冷蔵庫にも入る麦茶のやかん2.8L （
SJ1775）

ひえ～るタンブラーすざき410cc

かご網付き水出し茶ポット （HCC-12DG）

19F203

19F204

19F205

＜夏の生活雑貨＞
生活雑貨＞

CHN70-30S

JPN68-28T

JPN68-28T

[税抜] \5,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,500

●材質：18-8ステンレス･ステンレス ●機能：IH200V対
応 ●セット内容：ストレーナー・取説●重量：590g ●容
量：2.8L ●本体サイズ：230×203×122mm ●パッケー
ジサイズ：210×210×130mm ●パッケージ：化粧箱 12
個

●材質：アルミ（表面アルマイト加工） ●セット内容：取説
●重量：95g ●容量：410mL ●本体サイズ：Φ
75×120mm ●パッケージサイズ：80×80×132mm ●パ
ッケージ：化粧箱 45個 ●名入：130-300-12-10-レーザ
ー加工 ●名入サイズ：45×40mm

●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

ハンドルが両側に倒れるので、冷蔵庫にもすっきり収ま
るやかんです。

アルミ製で軽くて割れないタンブラー。飲み物の冷たさを
より実感できます。

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。

水出し珈琲ポット ミニ （MCPN-7R）

水出し珈琲ポット ミニ （MCPN-7CBR）

トロピカルタンブラー（ストロー付） （JM-729
）

19F206A

19F206B

19F207

A/レッド

JPN75-35T

B/ｼｮｺﾗﾌﾞﾗｳﾝ

JPN75-35T

指定不可

CHN60-20S

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \1,100

●材質：本体/耐熱ガラス・ストレーナーメッシュ/ポリエ
ステル・フタ、ハンドルバンド、ストレーナーフレーム/ＰＰ
・プッシング/シリコン ●セット内容：取説●重量：500g ●
容量：600mL ●本体サイズ：138×94×208mm ●パッケ
ージサイズ：120×110×218mm ●パッケージ：化粧箱
24個

●材質：本体/耐熱ガラス・ストレーナーメッシュ/ポリエ
ステル・フタ、ハンドルバンド、ストレーナーフレーム/ＰＰ
・プッシング/シリコン ●セット内容：取説●重量：500g ●
容量：600mL ●本体サイズ：138×94×208mm ●パッケ
ージサイズ：120×110×218mm ●パッケージ：化粧箱
24個

●材質：PS・シリコン・PP ●セット内容：取説●重量：
330g ●容量：380mL ●本体サイズ：Φ100×155mm ●
パッケージサイズ：105×105×170mm ●パッケージ：化
粧箱 24個 ●名入：60-48-12-100-P ●名入サイズ：
50×12mm

手軽に水出しコーヒーを楽しめるポット。ストレーナーに
コーヒー粉を入れて、水を入れ冷蔵庫で8時間ほど置い
ておくと完成です。

手軽に水出しコーヒーを楽しめるポット。ストレーナーに
コーヒー粉を入れて、水を入れ冷蔵庫で8時間ほど置い
ておくと完成です。

夏らしい爽やかなグラデーションのストロー付タンブラー
です。保冷剤がキラキラと光って、写真映えすることまち
がいなし!

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

色変わりグラス （AR0604199）

色変わりグラス （AR0604200）

色変わりグラス （AR0604202）

19F208A

19F208B

19F208C

A/花火

JPN75-35T

B/金魚

JPN75-35T

C/星空

JPN75-35T

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●重量：170g ●容量：250mL ●本体サイズ：Φ
70×90mm ●パッケージサイズ：70×70×90mm ●パッ
ケージ：段ボール箱 48個

●重量：170g ●容量：250mL ●本体サイズ：Φ
70×90mm ●パッケージサイズ：70×70×90mm ●パッ
ケージ：段ボール箱 48個

●重量：170g ●容量：250mL ●本体サイズ：Φ
70×90mm ●パッケージサイズ：70×70×90mm ●パッ
ケージ：段ボール箱 48個

夏の絵柄で冷たい飲み物を注ぐと色が変わります。

夏の絵柄で冷たい飲み物を注ぐと色が変わります。

夏の絵柄で冷たい飲み物を注ぐと色が変わります。

冷保ジョッキ （80278）

アイスビアジョッキ （80178）

アイスクリームスプーン （6863）

19F209

JPN75-35S

19F210

JPN75-35S

19F211

CHN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \800

[税抜] \320

●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

●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：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 ●名入：
70-48-17-100-S ●名入サイズ：8×20mm

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

ビールを冷たいままおいしく保つ、樹脂とガラスの二重
構造です。

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。

アイスバーメーカー （7167）
19F212

指定不可

CHN65-25S

[税抜] \190
●材質：PP ●セット内容：取説●重量：47g ●本体サイ
ズ：127×123×30mm ●パッケージサイズ：
130×140×30mm ●パッケージ：ポリ袋 200個

ジュースを凍らせたりフルーツやチョコレートを一緒に凍
らせても楽しいアイスバーメーカー。アイディア次第で可
能性は無限大。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

京都 モリタ屋 国産牛 バラ・モモ焼肉用
400g

宮崎牛 角切りステーキ （SC-220）

19F215

19F216

JPN93-53V

[税抜] \6,500

直送品

JPN00-60U

[税抜] \5,000

直送品

●セット内容：牛肉400g（バラ、モモ）●パッケージサイズ
：253×187×77mm ●パッケージ：化粧箱

●セット内容：モモ肉300g・ヒマラヤ岩塩●パッケージサ
イズ：190×265×70mm ●パッケージ：化粧箱

一頭一頭丹念に育てられた国産牛。創業明治2年、京都
・モリタ屋の熟練職人が上質な部位を厳選し、手切りに
て仕上げた自信の逸品です。

宮崎県内で産まれて肥育された黒毛和牛で、肉質が良
いことで定評のある宮崎牛。お好みでヒマラヤ岩塩をつ
けてお召し上がりください。

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）

ひやむぎ・そうめん（各2束入） （NNE-4）

19F217

19F218

19F219

＜夏の味覚＞
味覚＞

JPN80-40U

JPN80-40U

JPN80-40S

[税抜] \3,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,000

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

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

●セット内容：ひやむぎ、そうめん各220g×2・取説●重
量：1kg ●パッケージサイズ：250×170×40mm ●パッケ
ージ：化粧箱 10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。

長時間乾燥させることで湯のびをおさえ、コシのある食
感に仕上げました。

手延べ素麺 揖保乃糸 （IB-8）

麺の国 讃岐浪漫 （SEK-50）

播州の糸 つゆ付き （BSｰ3）

19F220

19F221

19F222

JPN75-35S

JPN65-25S

JPN75-35S

[税抜] \800

[税抜] \500

[税抜] \300

●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：讃岐そうめん、讃岐うどん各150g●パッケ
ージサイズ：251×100×23mm ●パッケージ：化粧箱 40
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】

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。

香川県は「うどん県」と呼ばれる程、古来より麺作りが盛
んです。その讃岐の地で作った、夏を代表する麺、そう
めん、うどんのおいしい麺の詰合せです。

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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

島原そうめん （AS-2）
19F223

JPN75-35V

うなぎ割烹 一愼 特製蒲焼・鰻のひつまぶし
セット （3440428）

徳島 うなぎと鱧のちらし寿司 （2940024）

19F224

19F225

JPN03-63V

[税抜] \10,000

●セット内容：そうめん50g×3束●パッケージサイズ：
200×60×20mm ●パッケージ：化粧箱 60個 【小麦】

●セット内容：蒲焼カット60g、鰻きざみ50g、吸い地120g
、山椒0.2g、おろしわさび2.5g、きざみのり0.5ｇ各3・蒲焼
のたれ50mL×2●重量：1kg ●パッケージサイズ：
320×240×70mm ●パッケージ：化粧箱 【小麦】

●セット内容：うなぎちらし寿司120g、はもちらし寿司
120g各3●重量：1kg ●パッケージサイズ：
300×220×60mm ●パッケージ：化粧箱 【卵・小麦】

昔ながらの手延べ手法で仕上げたそうめんです。厳選し
た小麦粉と清らかな水を使用したそうめんは、コシの強
さと喉ごしの良さを楽しめます。

うなぎ割烹「一慎」の蒲焼とひつまぶしのセットです。

徳島県産のハモと国産ウナギをおいしく焼き上げ、華や
かなちらし寿司に贅沢にトッピングしました。

大阪 がんこ 究極のおぼろとうふ （2340013
）

玉子かけ醤油と鰹そぼろセット （TKM-10）

無洗米こしひかり真空1合

19F226

19F227

19F228

[税抜] \3,200

JPN03-63V

直送品

JPN85-45S

[税抜] \5,000

JPN13-73V

[税抜] \200

直送品

JPN85-45S

[税抜] \1,000

[税抜] \200

●セット内容：150g×6●重量：1.2kg ●パッケージサイズ
：232×300×72mm ●パッケージ：無地箱

●セット内容：玉子かけ醤油145mL･鰹そぼろ7g×5●パ
ッケージサイズ：150×185×60mm ●パッケージ：化粧
箱 18個

●重量：150g ●パッケージサイズ：220×110×15mm ●
パッケージ：裸 100個

厳選された国産大豆のみを使い、濃厚な自家製豆乳を
使ったおぼろ豆腐です。豆腐本来の甘味と風味を楽しめ
ます。

玉子に良く合う玉子かけ醤油と、旨味をたっぷり含んだ
鰹そぼろをワンセットに。シンプルだから美味しい。やみ
つき玉子かけご飯を召し上がれ。

研がずに炊ける、便利なお米です。

山梨 かのいわ中央共選所 山梨の桃156（
ICHIKORO） （0210363）

岡山 シャインマスカット （0210034）

富良野メロン 2玉 （1023）

19F229

19F230

19F231

[税抜] \10,000

直送品

JPN02-62V
直送品

[税抜] \6,000

JPN08-68V
直送品

[税抜] \5,000

JPN98-58V
直送品

●セット内容：桃6個（2kg）●重量：2.9kg ●パッケージサ
イズ：290×230×125mm ●パッケージ：化粧箱

●セット内容：1房700g●重量：900g ●パッケージサイズ
：225×160×120mm ●パッケージ：化粧箱

●セット内容：1.3kg×2玉●パッケージサイズ：
160×330×220mm ●パッケージ：段ボール箱 1個

糖度15度以上で選果し、更に果形・キズなどをチェックし
て選んだ桃です。＜出荷期間：７月中旬～８月上旬(順次
出荷)＞

果肉は弾力があり、種がなく、皮ごと食べられます。
＜出荷期間：８月下旬～９月中旬(順次出荷)＞

北海道・富良野の土壌で生産者が育てた赤肉メロン。＜
出荷期間：７月中旬～８月初旬＞

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

十勝ドルチェ橋本牧場 プレミアムアイス （
5000098）

乳蔵 北海道アイスクリーム(プレミアムバニ
ラ入り) （110004）

東京 ミカド珈琲 コーヒーゼリー＆アイスコ
ーヒー （4570003）

19F232

19F233

19F234

JPN03-63V

[税抜] \5,000

直送品

JPN95-55S

[税抜] \3,800

直送品

JPN12-72V

[税抜] \3,700

直送品

●セット内容：アイス100mL×12●重量：1.6kg ●パッケ
ージサイズ：175×275×180mm ●パッケージ：発泡スチ
ロール 【卵・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

●セット内容：コーヒーゼリー67g×6・アイスコーヒー無糖
1L×2●重量：3.1kg ●パッケージサイズ：
295×270×75mm ●パッケージ：化粧箱

希少価値のブラウンスイス種の生乳を使用した濃厚なプ
レミアムアイスをお楽しみください。

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。

1948年東京・日本橋で創業の老舗コーヒーロースターの
コーヒーゼリーとアイスコーヒーのセットです。

銀座千疋屋 銀座ミルフィーユアイス

銀座千疋屋 マンゴードリンク （0820003）

デリシュ・ボヌール （TDL-20）

19F235

19F236

19F237

JPN10-70W

[税抜] \3,500

直送品

JPN09-69V

[税抜] \3,000

直送品

JPN85-45U

[税抜] \2,000

●セット内容：イチゴ、オレンジ、マスカット各3●重量：
2kg ●パッケージサイズ：305×225×140mm ●パッケー
ジ：化粧箱 【卵・乳・小麦】

●セット内容：900mL×2●重量：2.5kg ●パッケージサイ
ズ：335×200×85mm ●パッケージ：化粧箱

●セット内容：シャーベットゼリー58g×6（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】

チョコレートを敷いたパイ生地で濃厚なアイスクリームフ
ルーツソースをサンド。見た目にも美しい「銀座千疋屋」
オリジナルのミルフィーユアイスです。

果物の老舗、銀座千疋屋のマンゴードリンク。まろやか
な口当たりで、まるで果物を食べているかのようなとろり
とした飲み心地です。

凍らせておいしい３種類のゼリーなどの詰合せです。

カルピス3本セット （CL-15B）

ひとくち羊羹12個入 （R-100）

水出し煎茶・わらび餅セット （DWM-10）

19F238

19F239

19F240

JPN00-60V

JPN88-48V

JPN65-25S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●セット内容：470mL×3●パッケージサイズ：
70×213×260mm ●パッケージ：化粧箱 12個 【乳】

●セット内容：練26g×6･抹茶26g、塩26g各3●パッケー
ジサイズ：162×206×37mm ●パッケージ：化粧箱 24個

●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】

みんなの笑顔があふれるカルピスが爽やかなひとときを
お届けします。＜出荷期間：５月～８月＞

生あん・寒天・砂糖を、蒸気釜で煉り上げる伝統製法。そ
の日の温度・湿度により、熟練の職人が味を見極めます
。

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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

ブルーシーフレンドフィッシュ （129572）

金魚すくい飴 （AR0211050）

金魚すくい飴 （AR0211051）

19F241

19F242A

19F242B

CAN85-45U

A/桃色

JPN75-35T

B/空色

JPN75-35T

[税抜] \380

[税抜] \250

[税抜] \250

●容量：118g ●本体サイズ：Φ50×105mm ●パッケー
ジ：裸 20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

●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

ソーダ味のミンツの海をカラフルな魚のラムネが泳いで
います。

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。

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。

かき氷金平糖 （AR0211066）

かき氷金平糖 （AR0211067）

水出し煎茶（ティーバッグ）4P （MSC-20）

19F243A

19F243B

19F244

A/イチゴ

JPN75-35T

B/メロン

JPN75-35T

JPN90-50S

[税抜] \250

[税抜] \250

[税抜] \200

●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：140×100×20mm ●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：140×100×20mm ●パッケージ：
PP袋 100個

●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

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。

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。

桃太郎麦茶ペットボトル （MM-1）

桃太郎麦茶 （MV-10）

そよ風の麦茶2包 （UMU-SOY-0011）

19F245

19F246

JPN93-53V

JPN80-40S

19F247

JPN80-40S

[税抜] \150

[税抜] \100

[税抜] \30

●重量：538g ●容量：500mL ●パッケージサイズ：
205×65×65mm ●パッケージ：裸 24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

水浸け蒸し加工を行うことで麦の甘味と旨みを引き出し
、4度釜焙煎でじっくりと長時間焙煎することで豊かな風
味の麦茶に仕上げました。

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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

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）

19F250

19F251

[税抜] \38,000

CHN75-35U
直送品

[税抜] \28,000

CHN75-35U
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6色ビーチボールΦ50cm5コ●5等リフレクシ
ョン防水ホルダー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●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6色ビーチボールΦ50cm5コ●5等リフレクシ
ョン防水ホルダー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
●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100人用 （
6704）

夏のひんやりグッズプレゼント50人用 （
6703）

金魚すくい大会 （1458-01）

19F252

19F253

19F254

＜夏のイベントセット＞
イベントセット＞

[税抜] \28,500

JPN75-35U
直送品

[税抜] \22,000

JPN75-35U
直送品

[税抜] \32,000

JPN70-30S
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等スマートステンレスポット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●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等スマートステンレスポット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●パッケージ：発
送用段ボール箱

●セット内容：●金魚(450匹+補充用50匹)●替え紙500
枚●ワンタッチ枠20個●おわん10個●お持ち帰り袋100
枚●プール●BBポンプ●カルキ●重量：13kg ●本体サ
イズ：プール/Φ800mm ●パッケージサイズ：
490×500×360mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

花火千本引き大会 50人用 （1166-02）

えんにち大当たり 100人用 （1380-02）

キャラクタースーパーボール すくい大会
250コ入 （1357-02）

19F255

19F256

19F257

[税抜] \32,000

JPN78-38W
直送品

●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

[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
Ｓ2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] \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
22mm 130コ●コミカルボール 60コ●キャラクターボール
小 40コ●キャラクターボール大 20コ●おわん 10個●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

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

水ピス射的大会ファーストキット （7137）

水ピス射的大会用 お菓子 100個 （7142）

水ピス射的大会 おもちゃ 100個 （7143）

19F258

19F259

19F260

[税抜] \22,000

JPN85-45U
直送品

[税抜] \16,000

JPN95-55T
直送品

[税抜] \12,000

CHN85-45S
直送品

●材質：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・水てっぽう
×2（中国）・的板セット大、小各10枚・A3的用シール×2・
A4ディスプレイ用シール×2・取説●本体サイズ：
500×1415×810mm ●パッケージサイズ：
750×530×120mm ●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●パッケージサイズ：
370×680×230mm ●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●パッケージサイズ
：370×680×230mm ●パッケージ：発送用段ボール箱

水てっぽうで的を倒す、夏にぴったりのイベントツールで
す。

水ピス射的大会の景品セットです。※商品は景品のみと
なります。※水ピス本体キットは付いておりません。

水ピス射的大会の景品セットです。※商品は景品のみと
なります。※水ピス本体キットは付いておりません。

お菓子バラエティープレゼント 50名様用 ク
ジ付 （20284）

エアーキャラクターいろいろプレゼント100人
用 （1187-01）

アニマルパンチボールつりつり大会 100人
用 （20912）

19F261

19F262

19F263

[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] \19,000

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

[税抜] \16,100

JPN78-38S
直送品

●材質：PVC ●セット内容：●アニマルボール 100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

※パンチボールに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あります。

スーパーボールすくい大会 350個入 （
1180-03）

ヨーヨーつり大会 100人用 （1324）

ヨーヨーつり大会 50人用 （1323）

19F264

19F265

19F266

[税抜] \12,500

JPN80-40U
直送品

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

[税抜] \10,500

JPN80-40S
直送品

●セット内容：●ヨーヨー風船200コ●プール(Φ800mm)1
コ●エアーポンプ1コ●レジャーシート1枚●店頭用お知
らせPOP2枚●重量：1.47kg ●パッケージサイズ：
300×370×120mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

[税抜] \7,500

JPN80-40S
直送品

●セット内容：●ヨーヨー風船100コ●プール(Φ800)1コ
●エアーポンプ1コ●レジャーシート1枚●店頭用お知ら
せPOP2枚●重量：1.09kg ●パッケージサイズ：
300×370×120mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

メッセージ ピローキャンディ 1袋200個入 （
11234）

メッセージ ピローキャンディ 1袋200個入 （
11233）

祭手拭 (名刺ポケット付OPP袋入） （
4F3024-01P）

19F267A

19F267B

19F268

A/ｺﾚｶﾗﾓﾖﾛｼｸ

JPN80-40S

B/ｺﾞ愛顧ｱﾘｶﾞﾄｳ

JPN80-40S

JPN70-30S

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

[税抜] \300

●セット内容：キャンディアソート（イチゴ、レモン、サイダ
ー）●本体サイズ：60×40×10mm ●パッケージ：PP袋
5個

●セット内容：キャンディアソート（イチゴ、レモン、サイダ
ー）●本体サイズ：60×40×10mm ●パッケージ：PP袋
5個

●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

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。

抽選箱
19F269

JPN70-30S

[税抜] \200
●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

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

備蓄多機能LEDランタン （ECO-7）

ドリテック さすだけ充電ラジオライト （PR321BK）

19F271

19F272A

CHN70-30U

A/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

[税抜] \8,000

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・携
帯電話充電 ●セット内容：microUSBケーブル・携帯電
話接続プラグ・取説・保証書●重量：290g ●電源：ダイ
ナモ・USB・単3×3（別） ●本体サイズ：
92×85×220mm ●パッケージサイズ：
109×115×237mm ●パッケージ：化粧箱 20個 ●名入：
110-120-23-100-S ●名入サイズ：40×75mm

●材質：ABS・アクリル ●機能：ラジオ・サイレン・ライト・
手回し充電 ●セット内容：充電用ケーブル・取説・保証
書●重量：235g ●電源：ダイナモ・単4×3（別） ●本体
サイズ：65×165×58mm ●パッケージサイズ：
100×74×192mm ●パッケージ：窓空き箱 40個

灯りも情報も携帯充電もこれ1台で。AM/FMラジオ付の
ワイド可動式LEDランタンです。乾電池・ダイナモ・USBの
3電源対応。

スマホも充電できる、多機能ラジオライトです。

ドリテック さすだけ充電ラジオライト （PR321WT）

レスキューライトⅢ改

単2・3・4 一本でライト （KBN-234）

19F272B

19F273

＜防災の
防災の日＞

B/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30S

CHN75-35V

19F274

CHN70-30U

[税抜] \5,000

[税抜] \4,980

[税抜] \4,000

●材質：ABS・アクリル ●機能：ラジオ・サイレン・ライト・
手回し充電 ●セット内容：充電用ケーブル・取説・保証
書●重量：235g ●電源：ダイナモ・単4×3（別） ●本体
サイズ：65×165×58mm ●パッケージサイズ：
100×74×192mm ●パッケージ：窓空き箱 40個

●材質：ABS ●機能：LEDライト5灯・LEDトーチライト8灯
・AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・携帯電話充電・サイレ
ン（95dB) ●セット内容：取説●重量：460g ●電源：単
3×3(別）・USB（別）・microUSB（Bタイプ）・ソーラー・ダイ
ナモ ●本体サイズ：200×140×65mm ●パッケージサ
イズ：205×155×75mm ●パッケージ：化粧箱 20個

●材質：ABS ●機能：ランタン・明るさ切替（強、弱、点滅
）・防塵、防沫（IP54相当） ●セット内容：取説・保証書●
重量：204g ●電源：単2・3・4のどれか1本（別） ●本体サ
イズ：72×155×103mm ●パッケージサイズ：
75×160×110mm ●パッケージ：窓空き箱 24個 ●名入
：20-120-23-100-P ●名入サイズ：10×30mm

[品]JIS_IP54相当
スマホも充電できる、多機能ラジオライトです。

緊急時に3通りの充電方法で、ラジオ・ライト・サイレンが
使用できます。USBポート付きでスマートフォン、携帯電
話などの機器に充電ができます。

単2・3・4乾電池のどれか1本があれば、いざという時に
使えます。

電池式 壁付け常備灯 ピオマ おしらせライ
ト （UGL2-WA）

FMマルチステーション （6144）

コンパクトワークライト HLT-3CLA （1403723）

19F275

19F276

19F277

JPN78-38U

CHN70-30S

CHN70-30U

[税抜] \3,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,000

●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：LED懐中ライト・FMラジオ(ワイド
FM対応)・時計・アラーム・カレンダー・温度計・バックライ
ト ●セット内容：取説●重量：146g ●電源：単3×3（別）・
モニターCR2032×1（内） ●本体サイズ：
168×50×50mm ●パッケージサイズ：178×60×60mm
●パッケージ：化粧箱 40個 ●名入：60-42-16-200-P
●名入サイズ：20×40mm

●材質：ABS ●機能：マグネット・フック ●セット内容：取
説●重量：85g ●電源：単4×3（別） ●本体サイズ：
130×60×30mm ●パッケージサイズ：
191×120×37mm ●パッケージ：ブリスター 30個

アウトドアにも防災にも役立つ多機能FMラジオライトで
す。ワイドFMにも対応しています。

明るいCOBタイプのLEDライト(3WCOB)吊り下げ、スタン
ド、マグネットの3WAYで設置場所に合わせて使い分け
ができます。

[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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

ポケットダイナモライト（Ｒ） （3551）

引き出すだけで自動点灯 ドロワーCOBラン
タン （6153）

ホイッスル・ライト （LW-1701）

19F278

19F279

19F280

CHN70-30U

CHN70-30S

CHN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \850

[税抜] \850

●材質：ABS ●機能：LED3灯 ●セット内容：取説●重量
：70g ●電源：ダイナモ ●本体サイズ：50×85×30mm
●パッケージサイズ：55×90×35mm ●パッケージ：段
ボール箱 100個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入サイズ：
5×10mm

●材質：ABS・PS ●セット内容：取説●重量：117g ●電
源：単4×3（別） ●本体サイズ：Φ68×95mm ●パッケー
ジサイズ：77×77×107mm ●パッケージ：化粧箱 100個
●名入：60-42-16-200-P ●名入サイズ：40×40mm

●材質：ABS ●機能：連続使用時間：強/1時間、弱/3時
間・明るさ：強/60ルーメン、弱/20ルーメン（単4アルカリ
使用時） ●セット内容：取説●重量：32g ●電源：モニタ
ー単4（内） ●本体サイズ：27×91×29mm ●パッケージ
サイズ：33×91×182mm ●パッケージ：ブリスター 120
個 ●名入：60-42-16-200-P ●名入サイズ：5×30mm

バッグの中でもかさばらないポケットサイズのダイナモ充
電式ライトです。

非常に明るく広範囲を照らす事ができるCOBライト搭載
。ライト部分を引き上げるだけで自動点灯するので、暗
がりでも楽々点灯可能です。

COBライトで面が光る高輝度LEDライト。光りと音で身を
守ります。

COBミニライト （SC-1810）

エマージェンシーホイッスル(蓄光タイプ） （
886463）

携帯用浄水器 スーパーデリオス （83310）

19F282

19F283

19F281

CHN70-30S

CHN80-40T

JPN90-50S

[税抜] \280

[税抜] \130

[税抜] \3,780

●材質：ABS ●重量：21g ●電源：モニターCR2032×2(
内) ●本体サイズ：34×58×11mm ●パッケージサイズ：
65×40×20mm ●パッケージ：化粧箱 300個 ●名入：
55-30-17-200-P ●名入サイズ：4×35mm

●材質：ABS・AS・ナイロン ●機能：95dB ●セット内容：
取説●本体サイズ：75×20×15mm ●パッケージサイズ
：140×70×17mm ●パッケージ：ブリスター 400個 ●名
入：70-30-17-200-S ●名入サイズ：7×23mm

●材質：ポリエーテルサルフォン多孔質中空糸膜・繊維
状活性炭・ボトル/PE ●機能：浄水・消臭・ろ過能力約
200L ●セット内容：ポーチ・取説●重量：58g ●容量：
300mL ●本体サイズ：233×70×50mm ●パッケージサ
イズ：235×80×50mm ●パッケージ：化粧箱 50個

軽量コンパクトで持ち運びに便利。COB方式採用でより
広範囲を照らせます。

蓄光プレート付のエマージェンシーホイッスルです。

10.1ミクロン中空糸膜フィルター大腸菌などの病原細菌・
雑菌・カビ・濁りを除き、2繊維状活性炭塩素や泥などの
臭いを除きます。

大人用防災ずきん （3979）

防災メガホン （BS-761）

スペースヒートシート （52-31271）

19F284

CHN70-30S

19F285

CHN70-30U

19F286

USA80-40S

[税抜] \3,410

[税抜] \2,500

[税抜] \1,100

●材質：アルミ加工難燃素材・難燃性わた・ポリエステル
●機能：耳穴 ●重量：306g ●本体サイズ：
270×500mm ●パッケージサイズ：280×480×25mm ●
パッケージ：PP袋 36個

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

●材質：PEフィルム・アルミコーティング ●セット内容：取
説●重量：83g ●本体サイズ：2130×1420mm ●パッケ
ージサイズ：130×70×20mm ●パッケージ：ポリ袋 200
個

炎や衝撃から頭をしっかりガードする!!

緊急時やイベント誘導に役立ち、サイレン機能がついた
小型拡声器。

ガサガサと音のしにくい防寒シート。NASAの為に開発さ
れた技術の転用で、寒さを防ぐ。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

防災ツール15徳 コンビニエンス （KN-15S）

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

19F287

19F288

19F289

CHN70-30S

JPN85-45Y

JPN88-48T

[税抜] \750

[税抜] \16,800

[税抜] \250

●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（＋/－）・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・コルク栓抜き ●重量：75g ●本体サイズ：
75×20×20mm ●パッケージサイズ：85×35×35mm ●
パッケージ：化粧箱 120個 ●名入：80-18-17-300-S ●
名入サイズ：7×15mm

●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】

いざという時に役立つ防災アイテムです。

官公庁や企業の備蓄に最適な一斗缶入りのお馴染のお
菓子です。

ブルボン 缶入ミルクビスケット

ブルボン 缶入ミニクラッカー

19F290

19F291

JPN88-48T

おいしい非常用備蓄パン （V39-01）
JPN88-48T

19F292A

A/イチゴ

JPN98-58S

[税抜] \250

[税抜] \250

[税抜] \500

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

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

●重量：100g ●本体サイズ：φ76×113mm ●パッケー
ジ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 ●名入：45-6-17-72-刷込
●名入サイズ：10×75mm

缶の中で生地を発酵・焼成した、焼きたての風味とやわ
らかさが味わえる非常用パン。賞味期間は製造日から
常温37ヶ月です。

おいしい非常用備蓄パン （V39-02）

おいしい非常用備蓄パン （V39-03）

19F292B

19F292C

B/ブルーベリー

JPN98-58S

C/オレンジ

JPN98-58S

[税抜] \500

[税抜] \500

●重量：100g ●本体サイズ：φ76×113mm ●パッケー
ジ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 ●名入：45-6-17-72-刷込
●名入サイズ：10×75mm

●重量：100g ●本体サイズ：φ76×113mm ●パッケー
ジ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 ●名入：45-6-17-72-刷込
●名入サイズ：10×75mm

缶の中で生地を発酵・焼成した、焼きたての風味とやわ
らかさが味わえる非常用パン。賞味期間は製造日から
常温37ヶ月です。

缶の中で生地を発酵・焼成した、焼きたての風味とやわ
らかさが味わえる非常用パン。賞味期間は製造日から
常温37ヶ月です。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

ツインバード 着るラジオ （AV-J336PW）

畳み座布団

19F295

19F296A

CHN75-35S

A/若草

JPN68-28U

[税抜] \10,000

[税抜] \5,000

●材質：ABS・PP ●機能：自動選局(オートシーク)・選局
登録(プリセット)・ワイドFM対応 ●セット内容：取説・保証
書●重量：75g ●電源：単3×2（別） ●本体サイズ：
42×180×200mm ●パッケージサイズ：
45×200×235mm ●パッケージ：化粧箱 20個

●材質：樹脂・:再生木材・ポリエステル ●セット内容：取
説●重量：448g ●本体サイズ：350×350×19mm ●パ
ッケージサイズ：355×352×20mm ●パッケージ：PP袋
20個

［法］PS-Eマーク

＜敬老の
敬老の日＞

畳み座布団
19F296B

B/紫陽花

JPN68-28U

要望の多かったAM番組も聴取可能に。ワイドFM対応。
AM番組をFM音質で快適に。分かりやすい表示、操作部
。良く聞く放送局をAM/FM各2局まで選局登録可能。

一枚一枚畳職人による手作り座布団夏には涼しい畳の
座布団。ヘリには崩れないように職人の折り込み技が光
ります。底はずれない滑り止め加工を施しました。

畳み座布団

畳み座布団

19F296C

C/桜

JPN68-28U

19F296D

D/紺瑠璃

JPN68-28U

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：樹脂・:再生木材・ポリエステル ●セット内容：取
説●重量：448g ●本体サイズ：350×350×19mm ●パ
ッケージサイズ：355×352×20mm ●パッケージ：PP袋
20個

●材質：樹脂・:再生木材・ポリエステル ●セット内容：取
説●重量：448g ●本体サイズ：350×350×19mm ●パ
ッケージサイズ：355×352×20mm ●パッケージ：PP袋
20個

●材質：樹脂・:再生木材・ポリエステル ●セット内容：取
説●重量：448g ●本体サイズ：350×350×19mm ●パ
ッケージサイズ：355×352×20mm ●パッケージ：PP袋
20個

一枚一枚畳職人による手作り座布団夏には涼しい畳の
座布団。ヘリには崩れないように職人の折り込み技が光
ります。底はずれない滑り止め加工を施しました。

一枚一枚畳職人による手作り座布団夏には涼しい畳の
座布団。ヘリには崩れないように職人の折り込み技が光
ります。底はずれない滑り止め加工を施しました。

一枚一枚畳職人による手作り座布団夏には涼しい畳の
座布団。ヘリには崩れないように職人の折り込み技が光
ります。底はずれない滑り止め加工を施しました。

ドリテック 上腕式血圧計 （BM-201WT）

ドリテック 上腕式血圧計 （BM-201PK）

置き型ルーペ （RU65C）

19F297A

19F297B

19F298

A/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30V

B/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30V

CHN80-40S

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

[税抜] \3,000

●材質：ABS ●機能：測定/オシロメトリック法 ●セット
内容：カフ（圧迫帯）・取説・保証書●重量：170g ●電源：
モニター単4×4（添） ●本体サイズ：110×110×47mm
●パッケージサイズ：107×166×81mm ●パッケージ：
化粧箱 24個 ●名入：110-120-23-200-S ●名入サイズ
：9×40mm

●材質：ABS ●機能：測定/オシロメトリック法 ●セット
内容：カフ（圧迫帯）・取説・保証書●重量：170g ●電源：
モニター単4×4（添） ●本体サイズ：110×110×47mm
●パッケージサイズ：107×166×81mm ●パッケージ：
化粧箱 24個 ●名入：110-120-23-200-S ●名入サイズ
：9×40mm

●材質：光学レンズ ●機能：倍率4倍 ●重量：200g ●
本体サイズ：Φ66×33mm ●パッケージサイズ：
95×95×45mm ●パッケージ：化粧箱 50個 ●名入：60720-9-1-SB ●名入サイズ：9×68mm

[法]医療機器226AKBZX00107000

[法]医療機器226AKBZX00107000

かるくてコンパクト！かんたん操作のシンプル血圧計。

かるくてコンパクト！かんたん操作のシンプル血圧計。

ベーシックな丸型で、デスクなどでペーパーウェイトとし
ても使用できます。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

敬老の日 焼印入マロンスターロール

ドリテック 大画面歩数計 （H-236WT）

ドリテック 大画面歩数計 （H-236BK）

19F299

19F300A

19F300B

JPN10-70T

[税抜] \2,550

A/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30W

B/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30W

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

●重量：350g ●本体サイズ：165×80×60mm ●パッケ
ージサイズ：102×174×74mm ●パッケージ：化粧箱 1
個 【卵・乳・小麦】

●材質：本体/ABS・パネル/アクリル ●機能：30日間メ
モリー ●セット内容：取説・保証書●重量：25g ●電源：
モニターCR2032（添） ●本体サイズ：36×71×11mm ●
パッケージサイズ：14×91×150mm ●パッケージ：ブリ
スター 144個

●材質：本体/ABS・パネル/アクリル ●機能：30日間メ
モリー ●セット内容：取説・保証書●重量：25g ●電源：
モニターCR2032（添） ●本体サイズ：36×71×11mm ●
パッケージサイズ：14×91×150mm ●パッケージ：ブリ
スター 144個

渋皮栗の粒入りクリームをたっぷり巻き込んだロールケ
ーキ。ふわふわ軽い食感とあっさりとした後味が特徴で
す。＜出荷期間：９月１日～中旬＞

大きく見やすい大画面表示の歩数計です。

大きく見やすい大画面表示の歩数計です。

ドリテック 大画面歩数計 （H-236PK）

今治こしらえ織 バスタオル1枚 （IK-15720
）

今治こしらえ織 バスタオル1枚 （IK-15720
）

19F300C

19F301A

19F301B

C/ﾋﾟﾝｸ

直送品

CHN70-30W

A/ブルー

JPN70-30S

B/ベージュ

JPN70-30S

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

●材質：本体/ABS・パネル/アクリル ●機能：30日間メ
モリー ●セット内容：取説・保証書●重量：25g ●電源：
モニターCR2032（添） ●本体サイズ：36×71×11mm ●
パッケージサイズ：14×91×150mm ●パッケージ：ブリ
スター 144個

●材質：綿100％ ●重量：209g ●本体サイズ：
600×1200mm ●パッケージサイズ：240×345×45mm
●パッケージ：化粧箱 50個

●材質：綿100％ ●重量：209g ●本体サイズ：
600×1200mm ●パッケージサイズ：240×345×45mm
●パッケージ：化粧箱 50個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

大きく見やすい大画面表示の歩数計です。

伝統的な小紋柄「麻ノ葉紋様」をモチーフにジャガード織
で仕上げたバスタオルです。

伝統的な小紋柄「麻ノ葉紋様」をモチーフにジャガード織
で仕上げたバスタオルです。

電子レンジ用炊飯器

オールドマンパワーつめ切り （SN-05）

COBライト3倍拡大鏡 （3576）

19F303

19F304

19F302

JPN75-35S

KOR70-30S

CHN70-30U

[税抜] \1,500

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

●材質：PP ●機能：0.5～2合炊き・耐熱温度/-20℃～
120℃ ●セット内容：本体・上蓋・すのこ・蒸し器・圧力キ
ャップ・計量カップ・レシピ・取説●重量：400g ●容量：
1L ●本体サイズ：Φ218×118mm ●パッケージサイズ：
190×190×125mm ●パッケージ：化粧箱 30個

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

●材質：ABS ●機能：COBライト・倍率3倍 ●セット内容
：取説●重量：140g ●電源：単3×2（別） ●本体サイズ：
115×240×20mm ●パッケージサイズ：
120×245×25mm ●パッケージ：段ボール箱 100個 ●
名入：60-36-7-1-S ●名入サイズ：3×50mm

短時間でほしい分だけいつでも炊き立てのご飯が食べら
れます。すのこや蒸し器が付いているので、パスタや茶
わん蒸しも作れます。

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。

明るいCOBLEDライトを搭載した便利な拡大鏡です。明
るく照らせばより一層文字も見やすくなります。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

スクエアクロックサーモ （6110）

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）

19F305

19F306A

19F306B

CHN70-30S

A/小桜ブルー

CHN70-30S

B/小桜ピンク

CHN70-30S

[税抜] \780

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：ABS ●機能：時計・温湿度・アラーム ●セット内
容：取説●重量：118g ●電源：単3（別） ●本体サイズ：
80×160×34mm ●パッケージサイズ：
100×175×40mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
60-42-16-200-S ●名入サイズ：5×50mm

●材質：ポリエステル・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・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

幅広い年齢層に向くハイセンスなデザインのマルチクロ
ックです。

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。

ちりめん３ルームポケットポーチ （6F3310BE）

鶴亀つめ切り （SN-04）

ものしり朱泥湯呑1P （P-601）

19F306C

19F307

C/無地ベージュ

CHN70-30S

KOR70-30S

19F308A

A/十訓

JPN75-35V

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \250

●材質：ポリエステル・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：クロムメッキ刃物鋼・ステンレススチール ●重
量：45g ●本体サイズ：82×16×18mm ●パッケージサ
イズ：130×55×25mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●
名入：80-18-17-300-S ●名入サイズ：10×55mm

●材質：磁器 ●重量：143g ●容量：180mL ●本体サイ
ズ：φ64×79mm ●パッケージサイズ：70×70×85mm
●パッケージ：無地箱 120個 ●名入：90-54-27-100-転
写 ●名入サイズ：50×30mm

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。

鶴は千年、亀は万年と言われるように古来より長寿と繁
栄の象徴とされています。

ものしり朱泥湯呑1P （P-602）

サプリケース・ストラップ付き （INP-YC316）

19F308B

19F309

B/長寿

JPN75-35V

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \250

[税抜] \200

●材質：磁器 ●重量：143g ●容量：180mL ●本体サイ
ズ：φ64×79mm ●パッケージサイズ：70×70×85mm
●パッケージ：無地箱 120個 ●名入：90-54-27-100-転
写 ●名入サイズ：50×30mm

●材質：PP ●機能：サプリケース・小物入 ●重量：41g
●本体サイズ：97×58×26mm ●パッケージサイズ：
101×60×28mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●名入：
60-36-17-300-P ●名入サイズ：25×50mm

携帯に便利なコンパクトサイズのサプリメントケース。7つ
のポケットに細かく小分けできる、たっぷりの収納力。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

赤色点滅指示灯 L （BS-1170）

アクティブ ギア コスモサーチ4 LEDクリップ
ライト （AG-744）

19F311

19F312

CHN68-28U

CHN70-30S

[税抜] \2,500

[税抜] \1,500

●材質：ABS・PC ●機能：LED6灯・点灯/全点灯・点滅
●セット内容：蛍光色ストラップ・取説●重量：142g ●電
源：単2×2（別） ●本体サイズ：530×42×32mm ●パッ
ケージサイズ：600×100×43mm ●パッケージ：ヘッダー
付ビニール袋 48個

●材質：ABS・日亜社製白色LED ●機能：全方向360度
回転、連続点灯/約15時間(アルカリ電池使用時) ●セッ
ト内容：取説●重量：27g ●電源：単4×2（添） ●本体サ
イズ：105×52×23mm ●パッケージサイズ：
130×80×32mm ●パッケージ：ブリスター 120個 ●名
入：60-42-16-200-P ●名入サイズ：5×26mm

交通整理や現場での誘導に、イベント会場でも役立ちま
す。

夜釣り・自動車修理・アウトドアに。帽子につければハン
ズフリーで作業できます。

新多機能ウエスト （SC-1516）

反射パスケース （GLP609A）

反射パスケース （GLP609P）

19F313

19F314A

19F314B

＜秋の交通安全
（９／２１－
２１－３０）＞
３０）＞

CHN70-30S

A/ブルー

JPN78-38S

B/ピンク

JPN78-38S

[税抜] \1,100

[税抜] \700

[税抜] \700

●材質：ポリエステル420D ●重量：156g ●本体サイズ：
230×130×60mm ●パッケージサイズ：
230×130×60mm ●パッケージ：PP袋 60個 ●名入：
45-96-17-100-S ●名入サイズ：30×70mm

●材質：PVC・亜鉛ダイキャスト・PUR ●機能：コイルコ
ード最長90cm ●重量：30g ●本体サイズ：
104×70×5mm ●パッケージサイズ：155×100×15mm
●パッケージ：PP袋 100個

●材質：PVC・亜鉛ダイキャスト・PUR ●機能：コイルコ
ード最長90cm ●重量：30g ●本体サイズ：
104×70×5mm ●パッケージサイズ：155×100×15mm
●パッケージ：PP袋 100個

様々な機能を持った安全設計のウエストポーチ。幅広い
年代の方にご使用いただけます。

通学・通塾時の安全に!フタ付パス窓も装備!国際特許反
射素材採用。

通学・通塾時の安全に!フタ付パス窓も装備!国際特許反
射素材採用。

2WAY反射バッグ （SC-1611）

ライトinライト 反射機能付 （5140）

エコ・直定規20 交通標識 （ECN-22K）

19F315

19F316

19F317

指定不可

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30S

JPN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \200

[税抜] \120

●材質：PP（不織布） ●セット内容：取説●重量：48g ●
本体サイズ：435×335mm ●パッケージサイズ：
350×250mm ●パッケージ：PP袋 180個 ●名入：9072-17-100-S ●名入サイズ：100×100mm

●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：9×60×80mm ●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：再生PET100% ●重量：10g ●本体サイズ：
35×210×1mm ●パッケージサイズ：38×210×1mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：60-18-16-300-S ●名
入サイズ：20×60mm

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合
反射テープ付きで、夜間の事故防止に。

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。

再生樹脂を100％使用したエコマーク認定の20cm定規
に22種類の交通標識をプリント。お子様の交通安全教
育に最適です。日本製。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

バラエティ反射シール （HS-85）

リフレクターアームベルト （E2901）

アニマルリフレクター （S2951）

19F318

19F319

19F320

CHN70-30S

指定不可

CHN70-30U

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \100

[税抜] \80

[税抜] \80

●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：
90-24-17-300-P ●名入サイズ：12×40mm

●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

●材質：PVC ●セット内容：取説●重量：3g ●本体サイ
ズ：60×50×5mm ●パッケージサイズ：95×68×6mm
●パッケージ：PP袋 800個 ●名入：60-36-17-150-S ●
名入サイズ：15×20mm

日暮れ時や夜間の交通安全対策に。

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。

クルマなどのヘッドライトに反射させ、ドライバーに歩行
者の存在を知らせる交通安全アイテムです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

ミニヒマワリ栽培セット （GD-753）

ステンボトル用アイストレー （
SLIT7/305542）

19F322

19F323

JPN75-35S

CHN75-35S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：PP ●セット内容：ハート型ポット・インナーポット
・種・鉢底シート・培養土・取説●重量：270g ●パッケー
ジサイズ：115×115×123mm ●パッケージ：化粧箱 36
個

●材質：シリコン ●機能：食洗機対応 ●重量：120g ●
本体サイズ：126×206×38mm ●パッケージサイズ：
210×130×40mm ●パッケージ：PP袋 36個

かわいいミニヒマワリを育てるセットです。

ステンレスボトルに入るスティック形状の氷ができるアイ
ストレーです。氷を外しやすいシリコン製で食洗機に対
応しているのでお手入れも簡単。

今治の柄織 フェイスタオル （G-88101）

今治の柄織 フェイスタオル （G-88103）

今治 きらめき フェイスタオル1Ｐ （
IMT52100WH）

19F324A

19F324B

19F325

＜低額ノベルティ
低額ノベルティ＞
ノベルティ＞

A/オレンジ

JPN65-25V

B/グリーン

JPN65-25V

JPN70-30T

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：綿100% ●重量：73g ●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：240×160×35mm ●
パッケージ：化粧箱 112個

●材質：綿100% ●重量：73g ●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：240×160×35mm ●
パッケージ：化粧箱 112個

●材質：綿100% ●重量：70g ●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：200×150×40mm ●
パッケージ：化粧箱 88個

[品]今治タオル第2016-1126号

[品]今治タオル第2016-1126号

[品]今治タオル

古来より日本人に愛されている「唐草」柄を、今治の職
人により丁寧に織り上げました。昔ながらの色を染め職
人により再現しております。

古来より日本人に愛されている「唐草」柄を、今治の職
人により丁寧に織り上げました。昔ながらの色を染め職
人により再現しております。

お肌になじみ、水分をしっかり吸収してくれるのでとても
使いやすく贈り物に最適です。金糸・銀糸を使うことでさ
りげない豪華さと気品をそなえています。

にゃんたん （83021）

にゃんたん （83022）

にゃんたん （83023）

19F326A

A/ﾄﾗ

CHN80-40U

19F326B

B/ｼﾛ

CHN80-40U

19F326C

C/ｱﾒｼｮｰ

CHN80-40U

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体サイズ：45×48×169.5mm ●パッケージサイズ：
47×50×175mm ●パッケージ：ブリスター 60個

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体サイズ：45×48×169.5mm ●パッケージサイズ：
47×50×175mm ●パッケージ：ブリスター 60個

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体サイズ：45×48×169.5mm ●パッケージサイズ：
47×50×175mm ●パッケージ：ブリスター 60個

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

にゃんたん （83024）
19F326D

D/ﾋﾟﾝｸ

CHN80-40U

レッドレンザー LEDミニキーライト K1 （
8201）

ミニスキレット1P （KS-3059）

19F327

19F328

CHN80-40U

JPN68-28U

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \900

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体サイズ：45×48×169.5mm ●パッケージサイズ：
47×50×175mm ●パッケージ：ブリスター 60個

●材質：アルミニウム合金 ●機能：ツイストスイッチ・最
大光束13ルーメン・最長照射距離16m ●セット内容：取
説●重量：10.4g ●電源：モニターLR41×4（添） ●本体
サイズ：φ10.5×43mm ●パッケージサイズ：
62×117×22mm ●パッケージ：化粧箱 144個 ●名入：
90-144-16-100-ﾚｰｻﾞｰ ●名入サイズ：2.5×12mm

●材質：鉄（シリコンクリア塗装） ●セット内容：取説●重
量：185g ●容量：400mL ●本体サイズ：
195×133×35mm ●パッケージサイズ：
183×134×38mm ●パッケージ：化粧箱 80個

オーブン、トースター、魚焼きグリルで使用できるミニス
キレット。料理してそのまま食卓へ。

極細・歯垢ヤニ取り （QQ-D80）

八角箸 パステルカラー5本組 （F0824）

キャップオープナー（マグネット付） （RD-11
）

19F329

19F330

19F331

JPN75-35S

JPN70-30S

JPN75-35S

[税抜] \900

[税抜] \800

[税抜] \800

●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

●材質：PBT ●機能：食洗機対応 ●重量：21g ●本体
サイズ：230×15×10mm ●パッケージサイズ：
265×105×10mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 200
個

●材質：ABS・ステンレス鋼・磁石 ●機能：キャップサイ
ズ/Φ10～40mm迄対応 ●重量：31g ●本体サイズ：
87×60×15mm ●パッケージサイズ：200×114×15mm
●パッケージ：台紙付ポリ袋 120個

細部まできれい健康な口内へ。

使いやすく持ちやすい八角の箸。5色セットで彩り鮮やか
な食卓に！

ギザギザした形の金属製のすべり止めが、フタやキャッ
プをしっかりグリップし、すべりにくくします。プルタブを開
けるのにも使用できます。

今治和布小紋 フェイスタオル （WFK-H BL
）

今治和布小紋 フェイスタオル （WFK-H PI）

レターオープナー&ローラー式個人情報保
護スタンプ コロレッタ （SA90171）

19F332A

19F332B

19F333A

A/ブルー

JPN70-30S

B/ピンク

JPN70-30S

A/ピンク

TPE85-45T

[税抜] \800

[税抜] \800

[税抜] \750

●材質：綿100% ●重量：73g ●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：210×125×35mm ●
パッケージ：化粧箱 50個

●材質：綿100% ●重量：73g ●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：210×125×35mm ●
パッケージ：化粧箱 50個

●材質：プラ ●機能：インクカートリッジ交換可・印面幅
15mm ●セット内容：インクカートリッジ・取説●重量：
26g ●本体サイズ：62×40×27mm ●パッケージサイズ
：140×85×25mm ●パッケージ：ブリスター 80個 ●名
入：50-48-27-80-S ●名入サイズ：16×16mm

[品]今治タオル第2014-1610号

[品]今治タオル第2014-1610号

可愛らしい小紋柄がアクセントのふんわりタオルです。

可愛らしい小紋柄がアクセントのふんわりタオルです。

レターオープナーと宛名隠しの1台2役！スタンプはロー
ラータイプなので、隠す長さも自由自在。ムダなくムラな
くしっかり隠せます。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

レターオープナー&ローラー式個人情報保
護スタンプ コロレッタ （SA90172）

レターオープナー&ローラー式個人情報保
護スタンプ コロレッタ （SA90173）

レターオープナー&ローラー式個人情報保
護スタンプ コロレッタ （SA90174）

19F333B

19F333C

19F333D

B/ライトグリーン

TPE85-45T

C/ブルー

TPE85-45T

D/ホワイト

TPE85-45T

[税抜] \750

[税抜] \750

[税抜] \750

●材質：プラ ●機能：インクカートリッジ交換可・印面幅
15mm ●セット内容：インクカートリッジ・取説●重量：
26g ●本体サイズ：62×40×27mm ●パッケージサイズ
：140×85×25mm ●パッケージ：ブリスター 80個 ●名
入：50-48-27-80-S ●名入サイズ：16×16mm

●材質：プラ ●機能：インクカートリッジ交換可・印面幅
15mm ●セット内容：インクカートリッジ・取説●重量：
26g ●本体サイズ：62×40×27mm ●パッケージサイズ
：140×85×25mm ●パッケージ：ブリスター 80個 ●名
入：50-48-27-80-S ●名入サイズ：16×16mm

●材質：プラ ●機能：インクカートリッジ交換可・印面幅
15mm ●セット内容：インクカートリッジ・取説●重量：
26g ●本体サイズ：62×40×27mm ●パッケージサイズ
：140×85×25mm ●パッケージ：ブリスター 80個 ●名
入：50-48-27-80-S ●名入サイズ：16×16mm

レターオープナーと宛名隠しの1台2役！スタンプはロー
ラータイプなので、隠す長さも自由自在。ムダなくムラな
くしっかり隠せます。

レターオープナーと宛名隠しの1台2役！スタンプはロー
ラータイプなので、隠す長さも自由自在。ムダなくムラな
くしっかり隠せます。

レターオープナーと宛名隠しの1台2役！スタンプはロー
ラータイプなので、隠す長さも自由自在。ムダなくムラな
くしっかり隠せます。

ロングクリップ ピッタ

エチケットブラシdeちょこっと掃除 （N50）

かや生地ふきん1P （KF3100PN）

19F335

19F336A

19F334

JPN80-40U

CHN70-30S

A/パン

JPN80-40S

[税抜] \680

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：PE ●セット内容：大20g、小10g各6本・取説●本
体サイズ：大/28×200×10mm・小/28×140×10mm ●
パッケージサイズ：103×260×25mm ●パッケージ：ポリ
袋 60個

●材質：ABS・ナイロン ●重量：40g ●本体サイズ：
142×100×33mm ●パッケージサイズ：
238×139×33mm ●パッケージ：PP袋 40個

●材質：表面/綿100%・中、裏面/レーヨン100% ●重量：
30g ●本体サイズ：300×300mm ●パッケージサイズ：
180×180×10mm ●パッケージ：PP袋 120個

お菓子や調味料類はもちろん、鰹節や小麦粉、パスタ類
の保存に便利。香りの強い漬物、魚や肉類の冷凍保存
にも便利です。

カーシートやソファーなどのお手入れ、スキマ掃除に最
適です。気づいた時にちょこっとお掃除が出来ます。

表面の綿素材と6層の植物由来のレーヨン素材を丁寧に
1枚1枚仕上げています。かや生地独特のふんわりやわ
らかな風合いをお楽しみください。

かや生地ふきん1P （KF3100PT）

かや生地ふきん1P （KF3100PC）

かや生地ふきん1P （KF3100CP）

19F336B

19F336C

19F336D

B/ポット

JPN80-40S

C/ピッチャー

JPN80-40S

D/カップ

JPN80-40S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：表面/綿100%・中、裏面/レーヨン100% ●重量：
30g ●本体サイズ：300×300mm ●パッケージサイズ：
180×180×10mm ●パッケージ：PP袋 120個

●材質：表面/綿100%・中、裏面/レーヨン100% ●重量：
30g ●本体サイズ：300×300mm ●パッケージサイズ：
180×180×10mm ●パッケージ：PP袋 120個

●材質：表面/綿100%・中、裏面/レーヨン100% ●重量：
30g ●本体サイズ：300×300mm ●パッケージサイズ：
180×180×10mm ●パッケージ：PP袋 120個

表面の綿素材と6層の植物由来のレーヨン素材を丁寧に
1枚1枚仕上げています。かや生地独特のふんわりやわ
らかな風合いをお楽しみください。

表面の綿素材と6層の植物由来のレーヨン素材を丁寧に
1枚1枚仕上げています。かや生地独特のふんわりやわ
らかな風合いをお楽しみください。

表面の綿素材と6層の植物由来のレーヨン素材を丁寧に
1枚1枚仕上げています。かや生地独特のふんわりやわ
らかな風合いをお楽しみください。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

かや生地ふきん1P （KF3100FS）

アルミカードケース （T-AH34）

パイナップリング （GD-86101）

19F336E

19F337

19F338A

E/フィッシュ

JPN80-40S

JPN70-30T

A/ﾜｲﾙﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

JPN75-35S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：表面/綿100%・中、裏面/レーヨン100% ●重量：
30g ●本体サイズ：300×300mm ●パッケージサイズ：
180×180×10mm ●パッケージ：PP袋 120個

●材質：アルミ ●機能：12枚収納可 ●重量：25g ●本体
サイズ：60×95×6mm ●パッケージサイズ：
63×98×15mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●名入：
60-48-17-200-S ●名入サイズ：40×80mm

●材質：陶器 ●セット内容：陶器ポット・予備種・取説●
重量：60g ●本体サイズ：76×74×100mm ●パッケージ
：プラケース 36個

表面の綿素材と6層の植物由来のレーヨン素材を丁寧に
1枚1枚仕上げています。かや生地独特のふんわりやわ
らかな風合いをお楽しみください。

一般アルミ材に強度加工を施した軽量で丈夫なカードケ
ースです。

陶器でできたパイナップルの中に種と土が入っています
。上部をコンコンと割って水を上げると植物が育ちます。

パイナップリング （GD-86102）

マイクロティッシュ12枚セット （F0756）

ちょいかけスプレー

19F338B

19F339

19F340

B/アップルミント

JPN75-35S

CHN70-30S

JPN80-40T

[税抜] \600

[税抜] \580

[税抜] \570

●材質：陶器 ●セット内容：陶器ポット・予備種・取説●
重量：60g ●本体サイズ：76×74×100mm ●パッケージ
：プラケース 36個

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
225×225mm ●パッケージサイズ：215×80×60mm ●
パッケージ：化粧箱 100個

●材質：PET・PE・PP・POM ●セット内容：取説●重量：
20g ●本体サイズ：37×37×140mm ●パッケージサイ
ズ：37×37×165mm ●パッケージ：化粧箱 60個

陶器でできたパイナップルの中に種と土が入っています
。上部をコンコンと割って水を上げると植物が育ちます。

から拭きでも、水拭きでも！簡単に汚れがとれます。高
い吸水性と速乾性があり、洗って繰り返し使えます。

霧状のお醤油が少量で均一にかかるので、塩分摂取の
コントロールによりヘルシー&経済的です。

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）

19F341A

19F341B

19F341C

A/ｸﾘｰﾑ

JPN85-45S

B/ﾗｲﾗｯｸ

JPN85-45S

C/ﾌﾞﾙｰ

JPN85-45S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●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% ●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% ●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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

フロッシュ キッチン洗剤プチギフト （FRS005B）

今治 さざなみ ハンドタオル1P （AP34050）

燕匠一 鎚目スプーンフォークペア4P （
170-002）

19F342

19F343

19F344

AUT85-45S

JPN85-45V

JPN70-30S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：ハンカチ/ポリエステル80%、ナイロン20% ●セッ
ト内容：フロッシュ100mL・マイクロファイバーハンカチ（中
国）●本体サイズ：ハンカチ/250×250mm ●パッケージ
サイズ：155×95×35mm ●パッケージ：化粧箱 50個

●材質：綿100% ●重量：35g ●本体サイズ：
340×350mm ●パッケージサイズ：200×150×40mm ●
パッケージ：化粧箱 88個

●セット内容：コーヒースプーン、ヒメフォーク各2・取説●
重量：96g ●本体サイズ：コーヒースプーン/120mm・ヒメ
フォーク/121mm ●パッケージサイズ：
155×145×20mm ●パッケージ：化粧箱 100個

[品]今治タオル
爽やかなブルーのグラデーションで、浜辺に打ち寄せる
さざなみを表現しました。

エチケットブラシdeえりそでキレイ （GH05）

エチケットブラシde風呂掃除 （N30）

夏スプーン2P （101-553）

19F345

19F346

19F347

CHN70-30S

JPN70-30S

JPN75-35V

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン（パイル）100% ●重量：
14g ●本体サイズ：150×27×19mm ●パッケージサイ
ズ：115×20×215mm ●パッケージ：OPP袋 60個

●材質：ナイロン・ポリウレタンフォーム ●重量：19g ●
本体サイズ：95×38×160mm ●パッケージサイズ：
96×39×205mm ●パッケージ：PP袋 120個

●材質：ステンレススチール・PET ●重量：32g ●本体サ
イズ：121mm ●パッケージサイズ：60×140×10mm ●
パッケージ：PP袋 200個

洗剤だけでは落ちにくい汚れに対して倒伏したエチケット
ブラシが、繊維の奥に入りこんだ汚れをやさしくかき出し
ます。

エチケットブラシの倒伏した生地が浴室・浴槽内の細か
いミゾや床等の凸凹部に入り込み、軽い力でしっかり汚
れを掻き落とします。

持ち手に夏らしいデザインのスプーンのセットです。

貼って使えるいつでもルーペ （KHR-B3）

カーダストBOX （SC-1906）

巻き爪も切れるつめ切り （SNC-4）

19F348

19F349

JPN70-30U

CHN70-30S

19F350

KOR70-30S

[税抜] \480

[税抜] \400

[税抜] \400

●材質：PVC ●機能：倍率:3倍 ●セット内容：取説●重
量：4g ●本体サイズ：60×40×2mm ●パッケージサイ
ズ：130×75×3mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
90-36-22-100-L ●名入サイズ：12×33mm

●材質：ABS ●セット内容：取説●重量：85g ●容量：
500mL ●本体サイズ：φ95×165mm ●パッケージサイ
ズ：100×100×135mm ●パッケージ：化粧箱 80個 ●名
入：フタ/55-84-17-160-S ●名入サイズ：φ30mm

●材質：クロムメッキ刃物鋼 ●重量：45g ●本体サイズ：
86×14×18mm ●パッケージサイズ：130×55×25mm
●パッケージ：化粧箱 200個 ●名入：80-18-17-300-S
●名入サイズ：10×30mm

手帳やスマホケースに貼って使える携帯ルーペ。

巻き爪だけでなく、さかむけ、割れ爪などにも最適なつめ
切りです。平型のつめ切りでは切る事のできない爪の角
のお手入れも簡単にできます。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

さくらのはなタオル（名刺ポケット付OPP袋
入） （6J1347-01P）

縁起小紋手拭 （4F-EK01）

19F351

19F352A

指定不可

CHN70-30S

A/七福神

縁起小紋手拭 （4F-EK02）
JPN70-30S

19F352B

B/招き猫

JPN70-30S

[税抜] \350

[税抜] \350

[税抜] \350

●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：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

かわいい桜の花をあしらった、吸水性に優れたタオル。

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）

キラット フラワーペン ひまわり 1本 （1310）

コンパクトサック （1014）

19F353

19F354

19F352C

C/達磨

JPN70-30S

JPN80-40S

CHN65-25Y

[税抜] \350

[税抜] \320

[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：ナイロン・プラ ●重量：9g ●本体サイズ：
237×80×80mm ●パッケージサイズ：80×237mm ●パ
ッケージ：裸 100個

●材質：ポリエステル ●重量：55g ●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。

ひまわりのついたかわいいペンです。

マラソン大会、ウォーキング大会などに最適です。

ステンマネークリップ （T-SMC）

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）

19F355

19F356A

19F356B

JPN70-30S

A/イルカ

CHN75-35T

B/ペンギン

CHN75-35T

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：ステンレス ●重量：15g ●本体サイズ：
55×23×5mm ●パッケージサイズ：87×28×12mm ●
パッケージ：化粧箱 200個 ●名入：90-48-17-200-P ●
名入サイズ：15×25mm

●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

シンプルなシルバー色が人気です。ノベルティー商品と
して大人気!!15gの軽量、コンパクト.クールビズの服装に
、財布代わりにお札を収納。

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。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

マリンツボ押しパペット （BH-37AZ）

エチケットブラシプラス靴べら （M62T）

四季の食卓 卵中吉野杉箸5膳 （W06-04）

19F356C

19F357

19F358

C/アザラシ

CHN75-35T

CHN70-30S

JPN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \250

●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：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：吉野杉 ●セット内容：箸×5●本体サイズ：
240mm ●パッケージサイズ：240×130×6mm ●パッケ
ージ：PP袋 100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。

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。

美しく香り高い最高級の素材。吉野杉で作られたおもて
なし、お祝いの膳に用いられるこだわりの利休箸。

エアー枕 （SC-1707）

無添加生活 無添加ベビー石けん

BOXウェット ティッシュ50枚 （H-14）

19F360

19F361

19F359

指定不可

CHN70-30S

JPN75-35S

JPN60-20S

[税抜] \250

[税抜] \200

[税抜] \200

●材質：ポリエステル・PVC ●重量：53g ●本体サイズ：
230×340×92mm ●パッケージサイズ：
110×160×20mm ●パッケージ：化粧箱 180個 ●名入：
45-54-17-120-S ●名入サイズ：30×80mm

●重量：70g ●本体サイズ：85×75×35mm ●パッケー
ジサイズ：85×75×35mm ●パッケージ：化粧箱 50個

●材質：不織布 ●セット内容：ウェットティッシュ（
125×200mm）50枚●重量：200g ●本体サイズ：
110×145×45mm ●パッケージ：シュリンク 50個 ●名入
：30-9-22-3000-L ●名入サイズ：52×85mm

[法]化粧品
ベルベッド調のソフトな感触。長時間のドライブや旅行の
お供に。

どなたにでも安心してご使用いただける、無添加の石け
んです。

重曹配合テーブルウェット80枚 （H-24）

ST防カビ剤プラス 除菌ウェットクリンシート
15枚 （SN-706）

底まで洗える！ロングなアルパカスポンジ
（0212101）

19F362

19F363

19F364

JPN65-25W

JPN65-25W

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \180

[税抜] \180

[税抜] \170

●セット内容：ウェットシート（125×200mm）80枚●重量：
180g ●パッケージサイズ：110×180×55mm ●パッケー
ジ：PP袋 30個

●セット内容：ウェットシート（200×300mm）15枚●重量：
180g ●パッケージサイズ：110×215×30mm ●パッケー
ジ：PP袋 20個

●材質：PU・ポリエステル ●セット内容：取説●重量：
11g ●本体サイズ：185×80×35mm ●パッケージサイ
ズ：185×80×35mm ●パッケージ：ポリ袋 360個

持ちやすい、洗いやすい、アルパカのかわいいロングス
ポンジです。

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

高密度シャーリングカラーミニタオルPP袋
入 （1C1506P）

ピカリンスポンジ コップ・グラス用A （1138）

粗品用ゴミ袋5枚BOX （KK-015）

19F365

19F366

19F367

指定不可

VIE70-30S

GER70-30S

VIE75-35V

[税抜] \150

[税抜] \140

[税抜] \120

●材質：綿100% ●重量：12g ●本体サイズ：
200×200mm ●パッケージサイズ：210×105×3mm ●
パッケージ：PP袋 600個 ●名入：130-42-32-600-S ●
名入サイズ：140×140mm

●材質：メラミンフォーム ●セット内容：取説●重量：
14.5g ●本体サイズ：45×178×32mm ●パッケージサイ
ズ：47×180×34mm ●パッケージ：化粧箱 250個 ●名
入：箱 /45-6-17-1000-K ●名入サイズ：38×50mm

●材質：HDPE ●重量：118g ●容量：45L ●本体サイズ
：650×800×0.02mm ●パッケージサイズ：
100×240×23mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
箱/30-17-22-1000-L ●名入サイズ：15×80mm

水を含ませるだけで汚れが驚くほどに落ちます。洗剤い
らずの環境に配慮したスポンジです。

新薬用アクネケア石けん （HYA-SAC）

プラセンタ配合石けん （HYA-SPL）

桜ふわり湯

19F368

19F369

19F370

JPN85-45S

JPN85-45S

JPN60-20W

[税抜] \100

[税抜] \100

[税抜] \100

●重量：80g ●本体サイズ：73×73×34mm ●パッケー
ジサイズ：73×73×34mm ●パッケージ：化粧箱 120個

●重量：80g ●本体サイズ：73×73×34mm ●パッケー
ジサイズ：73×73×34mm ●パッケージ：化粧箱 120個

●容量：25g ●本体サイズ：125×85×5mm ●パッケー
ジ：アルミフィルム 500個

[法]医薬部外品

[法]化粧品

[法]化粧品

顔や背中のニキビの予防に体臭や汗のニオイの防止に
。皮膚を洗浄し、殺菌・消毒する薬用石けんです。

多くのビタミン、アミノ酸類、ミネラル類などを多く含むプ
ラセンタエキスを配合。お肌の状態を整え、健やかなお
肌に導きます。

ハートのタネパック

リフレッシュウェットティッシュ 10枚 （WT003）

ルンルンネットクリーナー 1P （12009）

19F372

19F373

19F371

JPN70-30S

JPN70-30S

指定不可

VIE70-30U

[税抜] \80

[税抜] \70

[税抜] \60

●セット内容：取説●パッケージサイズ：
107×90×10mm ●パッケージ：台紙付ポリ袋 500個 ●
名入：35-15-12-500-O ●名入サイズ：13×58mm

●材質：不織布（メントール配合） ●セット内容：ウェット
ティッシュ（150×200mm）10枚●重量：32g ●パッケージ
サイズ：76×140×10mm ●パッケージ：裸 500個 ●名
入：フラップ部/40-26-22-1000-凸版 ●名入サイズ：
42×80mm

●材質：PUR・ポリエステル ●重量：8g ●本体サイズ：
150×80×20mm ●パッケージサイズ：160×80×20mm
●パッケージ：PP袋 500個 ●名入：ラベル/30-0-17-1K ●名入サイズ：15×60mm

黒く丸い種に白いハート型の模様がある種です。つる性
植物なので、日差しを遮る「みどりのカーテン」にもなりま
す。

※ピンク・ブルー・イエローの３色アソート（色指定不可）

WEB サマーナウ２０１９
サマーナウ２０１９

サージカル ビ・マスク（ピンク） （V25-01）

爽快ウェット（5枚入） （WT-001）

プルバックボート （1312-02）

19F374

19F375

19F376

CHN80-40U

JPN70-30S

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \50

[税抜] \50

[税抜] \40

●材質：不織布・PE・PUR ●本体サイズ：175×95mm ●
パッケージサイズ：185×111×3mm ●パッケージ：PP袋
600個 ●名入：台紙 /45-6-17-600-刷込 ●名入サイズ
：25×90mm

●材質：不織布 ●セット内容：ウェットティッシュ（
150×140mm）5枚●重量：12g ●パッケージサイズ：
70×108×8mm ●パッケージ：裸 1000個 ●名入：フラッ
プ/40-26-22-1000-凸版 ●名入サイズ：38×66mm

●材質：PP ●重量：16g ●本体サイズ：65×45×45mm
●パッケージサイズ：110×90×45mm ●パッケージ：PP
袋 1200個

