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＜熱中症対策の日
（5/5）＞

おりたためるハット

20P001A A/ベージュ

[税抜] \3,000

●材質：ポリエステル・PP ●重量：130ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
330×330×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×220×330mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジッパー袋 10個 

CHN70-30S

折りたためてコンパクトに収納できるハット。サイドボタン
をとめると2通りで使えます。

おりたためるハット

20P001B B/ブラウン

[税抜] \3,000

●材質：ポリエステル・PP ●重量：130ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
330×330×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×220×330mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジッパー袋 10個 

CHN70-30S

折りたためてコンパクトに収納できるハット。サイドボタン
をとめると2通りで使えます。

デジタル快適計Ⅲ　（TD-8180）

20P002

[税抜] \2,500

●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
ｲｽﾞ：90×59×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×88×16mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 50個 ●名入：70-72-16-50-S ●
名入ｻｲｽﾞ：5×12mm 

CHN70-30S

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。

A&D 環境温湿度計　（AD-5686）

20P003

[税抜] \8,000

●材質：PC・ABS ●機能：温湿度・乾燥指数（絶対湿度）
・熱中症指数（WBGT）・上限、下限アラーム設置可・暑熱
環境危険ランク4段階、インフルエンザ危険ランク2段階・
ブザー音ON/OFF切替可・時計・掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：
取説・保証書●重量：240g ●電源：モニター単3×3（添）
 ●本体ｻｲｽﾞ：133×108×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×142×29.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個 

CHN80-40S

季節性インフルエンザ対策に、熱中症対策に！病院や
介護施設・教育施設での温湿度環境管理に！労働衛生
管理、家庭の健康管理に！

タニタ グラフ付きデジタル温湿度計　（TT-
581-WH）

20P004

[税抜] \5,000

●材質：ABS・PMMA ●機能：温湿度・時計・カレンダー・
日付、曜日・メモリー14日間 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：176g ●電源：モニター単4×2（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
107×26×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：256×270×180mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：60-120-22-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：8×84mm 

CHN78-38S

1日の温湿度変化に合わせて、グラフを自動でみやすく
調整。変化が小さな日で大きな日でも、一目で確認でき
ます。

タニタ デジタル温湿度計　（TT-572-BK）

20P005A A/ブラック

[税抜] \3,000

●材質：ABS・PMMA ●機能：時計・日時、曜日・温湿度
・快適レベル3段階・ 高、 低温湿度・アラーム ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：168g ●電源：モニター単4（
添） ●本体ｻｲｽﾞ：30×75×132mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
40×99×182mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 12個 ●名入：
60-120-23-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×46mm 

CHN78-38T

シンプルなデザインのデジタル温湿度計。ひと目で部屋
の状況（乾燥/快適/不快）がわかる、快適レベル表示。
マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ。

タニタ デジタル温湿度計　（TT-572-NA）

20P005B B/ナチュラル

[税抜] \3,000

●材質：ABS・PMMA ●機能：時計・日時、曜日・温湿度
・快適レベル3段階・ 高、 低温湿度・アラーム ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：168g ●電源：モニター単4（
添） ●本体ｻｲｽﾞ：30×75×132mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
40×99×182mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 12個 ●名入：
60-120-23-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×46mm 

CHN78-38T

シンプルなデザインのデジタル温湿度計。ひと目で部屋
の状況（乾燥/快適/不快）がわかる、快適レベル表示。
マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ。

タニタ デジタル温湿度計　（TT-575-BK）

20P006

[税抜] \2,000

●材質：ABS・PMMA ●機能：測定範囲：温度/-5.0～
50.0℃、湿度/20～95％ ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重
量：46g ●電源：モニターCR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
55×85×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：72×124×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●名入：60-120-23-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：6×64mm 

CHN80-40S

置く場所を選ばない、シンプルで薄型のデザイン。
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ウェザークロック ステーション　（6132）

20P007

[税抜] \2,000

●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） ●本体ｻｲｽﾞ：
73×160×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×73×170mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 ●名入：60-42-16-200-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：5×50mm 

CHN70-30S

天気予報機能付多機能デスククロックです。

エンペックス 熱中症注意　（TM-9781）

20P008

[税抜] \1,800

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：94×150×35mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：171×171×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスタ
ー 36個 ●名入：70-72-16-50-S ●名入ｻｲｽﾞ：
12×70mm 

JPN70-30S

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。

A&D 熱中症指数計/ 熱中症指数モニター 
みはりん坊ジュニア　（AD5690）

20P009

[税抜] \1,600

●材質：ABS ●機能：自動アラーム・熱中症指数（WBGT
）・温湿度・暑熱環境危険ランク4段階 ●ｾｯﾄ内容：ストラ
ップ・取説・保証書●重量：26g ●電源：CR2032（添） ●
本体ｻｲｽﾞ：40×62×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
140×90×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ブリスター 10個
 

CHN80-40S

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
に。乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・
公共施設・保育園・介護施設などで活躍します！

シュクレmidi温・湿度計　（TM-5606）

20P010

[税抜] \800

●材質：ABS ●機能：温湿度・掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：76×75×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：125×100×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 72個 ●名
入：70-72-16-50-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×20mm 

HGK68-28S

超・薄型透明感のあるスケルトンカラー。掛置兼用。

アイシングバッグ（氷嚢）　（JM-499）

20P011

[税抜] \500

●材質：ポリエステル+PVC・PE・PP　 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：113g ●容量：1.5L ●本体ｻｲｽﾞ：
80×73×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×180×90mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 100個 ●名入：60-48-12-
100-P ●名入ｻｲｽﾞ：25×25mm 

CHN60-20S

 氷が入れやすく、繰り返し使えるので経済的です。携帯
性に優れていて、ケガや発熱時、運動後やレジャー・ア

     ウトドアでのクールダウンにも活躍！　　

暑さ対策の手引きてぬぐい　（7329）

20P012

[税抜] \300

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：40ｇ ●本体ｻ
ｲｽﾞ：1000×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×185×15mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70-72-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：12×60mm 

CHN65-25S

かわいいウサギさんのキャラクターが暑さ対策について
わかりやすく解説！用途が広がる通常より長いサイズの
てぬぐいです。

カラビナ付給水ドリンクバッグ　（7223）

20P013

[税抜] \230

●材質：PET・PE・PP・アルミ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
26g ●容量：400mL ●本体ｻｲｽﾞ：265×120×31mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：275×135×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 180
個 ●名入：70-48-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×70mm 

CHN65-25S

暑い夏に負けない効率的な水分補給や自己管理につい
てのアドバイスをプリントしたドリンクバッグです。

熱中症予防カード　（NE-02）

20P014

[税抜] \130

●材質：紙 ●機能：温度計 ●重量：1g ●本体ｻｲｽﾞ：
55×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP
カードケース 500個 ●名入：60-30-15-300-K ●名入ｻｲ
ｽﾞ：40×70mm 

JPN70-30U

フルカラー対応

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

塩飴セット　（7052）

20P015

★[税抜] \80

●ｾｯﾄ内容：塩飴×3●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×95×10mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

販売期間4月～8月※早期完売の場合もございます。
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＜子どもの日＞

ガチャマシン工作キット　（719-025）

20P020

[税抜] \1,200

●材質：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 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：345×210×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘ
ッダー付化粧箱 20個 

JPN80-40W

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。

GO！GO！スペースシャトル　（000056470）

20P021

[税抜] \600

●材質：PE・EPS・ABS・木・ゴム・鉄 ●ｾｯﾄ内容：パラシ
ュート・木製棒・動力ゴム・パラシュート接続パーツ・パラ
シュートクリップ・プロペラシャフト・プロペラ×2・フック・透
明な輪ゴム・シール●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：
10×275×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：15×140×355mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 144個 

CHN80-40V

ゴム動力で高く飛ばせるスペースシャトルの玩具。落下
時も楽しめるパラシュートが付いています。※対象年齢8
歳以上

電動バブルシャワー　（19320）

20P022

[税抜] \500

●材質：PS・PE・EVA・PET・紙（OPPコート） ●ｾｯﾄ内容：
本体・シャボン液90mL・トレイ●重量：200g ●電源：単
3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：60×145×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：60×180×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 48個 

CHN80-40V

ボタンを押すだけでシャボン玉がたくさんできます。

ぺたぺたシールでおけいこ　（484-010）

20P023A A/ひらがな

[税抜] \500

●材質：本体/紙、PP・シール/TPE、PET ●機能：水洗
い可 ●ｾｯﾄ内容：A/シール46枚・B/シール30枚・C/シー
ル59枚●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×225×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 

CHN78-38U

はってはがして楽しくおけいこ！樹脂素材のシールで遊
びながら学べます。シールは繰り返し使えて、水洗いも
できます。

ぺたぺたシールでおけいこ　（484-011）

20P023B B/ABC

[税抜] \500

●材質：本体/紙、PP・シール/TPE、PET ●機能：水洗
い可 ●ｾｯﾄ内容：A/シール46枚・B/シール30枚・C/シー
ル59枚●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×225×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 

CHN78-38U

はってはがして楽しくおけいこ！樹脂素材のシールで遊
びながら学べます。シールは繰り返し使えて、水洗いも
できます。

ぺたぺたシールでおけいこ　（484-012）

20P023C C/すうじ

[税抜] \500

●材質：本体/紙、PP・シール/TPE、PET ●機能：水洗
い可 ●ｾｯﾄ内容：A/シール46枚・B/シール30枚・C/シー
ル59枚●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×225×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 

CHN78-38U

はってはがして楽しくおけいこ！樹脂素材のシールで遊
びながら学べます。シールは繰り返し使えて、水洗いも
できます。

パタパタ飛行機　（56370）

20P024

[税抜] \450

●材質：木・ラバー・紙・PP・竹・ABS・銅 ●ｾｯﾄ内容：胴
体・動力ゴム・両面テープ・翼用ポリシート・竹ひご（210、
175、150mm各2）・小部品×11●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：
460×320×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×100×15mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 144個 

CHN80-40V

本物の鳥みたいにパタパタと羽ばたきます。※対象年齢
10歳以上

ちゃんばらキングネオ　（000055690）

20P025

[税抜] \400

●材質：EVA・PE ●機能：対象年齢6歳以上 ●重量：
50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×95×685mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ネット
 48個 

CHN80-40V

[品]STマーク 

柔らかい素材の剣です。みんなで楽しくチャンバラごっこ
！
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あそびっこ 工作バルーン　（469-005）

20P026

[税抜] \400

●材質：天然ゴム・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：100g ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×120×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付
窓空き箱 120個 

JPN80-40W

[品]STマーク 

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。

さんかくのはちみつクレヨン6色　（472-006）

20P027

[税抜] \350

●重量：96g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×20×122mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 80個 

TPE78-38U

描き味なめらか！ミツロウ入り水性クレヨンです。太めの
三角軸で正しい持ち方が身につきます。

風船ヘリコプター　（000055570）

20P028 指定不可

[税抜] \200

●材質：PVC・天然ゴム・ABS・PP ●機能：対象年齢6歳
以上 ●ｾｯﾄ内容：ハネ×3・風船×2・ハネ、風船接続部
品各1●重量：11g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：10×75×195mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 288個 

CHN80-40V

組み立てかんたん！空を飛ぶたのしい風船です。※羽
根の色は4色（赤・青・緑・黄）アソートとなります。

クレヨン&色鉛筆19Pセット　（E3104）

20P029

[税抜] \160

●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：クレヨン/Φ8×87mm・色
鉛筆/Ф7×87mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：182×76×10mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱 200個 ●名入：箱/60-36-17-200-S 
●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm 

CHN68-28S

コンパクトサイズのクレヨン（9本）、色鉛筆（10本）が入っ
たお絵かきに便利なセットです。お子様への記念品等に
ピッタリのアイテムです。

ダンボール工作　（ブー629）

20P030A A/ﾃｨﾗﾉｻｳﾙｽ

[税抜] \150

●材質：ダンボール ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×210×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN75-35T

エコ素材ダンボールの風合いを活かし、簡単に作成でき
るダンボール工作シリーズ！ハサミ・のりもいりません。

ダンボール工作　（ブー630）

20P030B B/ﾌﾞﾗｷｵｻｳﾙｽ

[税抜] \150

●材質：ダンボール ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×210×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN75-35T

エコ素材ダンボールの風合いを活かし、簡単に作成でき
るダンボール工作シリーズ！ハサミ・のりもいりません。

ダンボール工作　（ブー631）

20P030C C/ﾄﾘｹﾗﾄﾌﾟｽ

[税抜] \150

●材質：ダンボール ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×210×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN75-35T

エコ素材ダンボールの風合いを活かし、簡単に作成でき
るダンボール工作シリーズ！ハサミ・のりもいりません。

ダンボール工作　（ブー632）

20P030D D/ｽﾃｺﾞｻｳﾙｽ

[税抜] \150

●材質：ダンボール ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×210×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN75-35T

エコ素材ダンボールの風合いを活かし、簡単に作成でき
るダンボール工作シリーズ！ハサミ・のりもいりません。

ダンボール工作　（ブー636）

20P030E E/ｸﾜｶﾞﾀ

[税抜] \150

●材質：ダンボール ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×210×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN75-35T

エコ素材ダンボールの風合いを活かし、簡単に作成でき
るダンボール工作シリーズ！ハサミ・のりもいりません。



WEB サマーナウ２０２０

ダンボール工作　（ブー639）

20P030F F/ﾊﾑｽﾀｰ

[税抜] \150

●材質：ダンボール ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×210×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN75-35T

エコ素材ダンボールの風合いを活かし、簡単に作成でき
るダンボール工作シリーズ！ハサミ・のりもいりません。

なかよしシャボン玉セット　（000012070）

20P031

[税抜] \120

●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 ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×150×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 
192個 

JPN80-40V

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。

鯉のぼり１３号袋入

20P032 指定不可

[税抜] \120

●材質：紙・竹 ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：鯉のぼり
/130×390×0.5mm・棒/Φ3×365mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×410mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 1000個 

JPN70-30S

ちびバルーン　（201-001）

20P033

[税抜] \100

●機能：対象年齢5歳以上 ●ｾｯﾄ内容：バルーンチュー
ブ×3・ストロー×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×87×15mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 720個 

CHN80-40W

さわっても破れない不思議な風船が作れます。

紙製かぶと

20P034

[税抜] \80

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：紐付き●重量：24g ●本体ｻｲｽﾞ
：195×340×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 800個 

JPN70-30S

おもしろ消しゴム（小箱入）

20P035 指定不可

[税抜] \60

●材質：エラストマー ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：33×33×33mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1000個 

JPN75-35U

やさい・フルーツ・動物・のりものなど全25種類。環境に
やさしいエラストマーを使用したかわいい消しゴムです。

おりがみ金銀入10枚　（オー501）

20P036

[税抜] \35

●材質：紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：150×150×3mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1200個 ●名入：ラベル/70-4-16-3000-
刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：18×130mm 

JPN83-43T
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＜母の日＞

D&S ホットサンドメーカー　（DS.7710）

20P040A A/レッド

[税抜] \5,000

●材質：PF・アルミニウム合金（表面フッ素樹脂塗膜加
工） ●ｾｯﾄ内容：本体・プレート×2・レシピブック・取説・
保証書●重量：1470g ●本体ｻｲｽﾞ：230×238×92mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：253×267×119mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
 8個 

CHN80-40S

[法]PS-Eマーク 

 好きな具材をはさんで、あっという間にできあがり。自宅
でカフェのような食卓を楽しめます。一度に2種類同時に
作ってバリエーションも楽しめます。

D&S ホットサンドメーカー　（DS.7727）

20P040B B/ホワイト

[税抜] \5,000

●材質：PF・アルミニウム合金（表面フッ素樹脂塗膜加
工） ●ｾｯﾄ内容：本体・プレート×2・レシピブック・取説・
保証書●重量：1470g ●本体ｻｲｽﾞ：230×238×92mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：253×267×119mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
 8個 

CHN80-40S

[法]PS-Eマーク 

 好きな具材をはさんで、あっという間にできあがり。自宅
でカフェのような食卓を楽しめます。一度に2種類同時に
作ってバリエーションも楽しめます。

今治 カラーレイズ タオルセット　（C-20300）

20P041

[税抜] \3,000

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：BT195g・WT40g●本体ｻｲ
ｽﾞ：BT/600×1100mm・WT/340×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：255×340×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

JPN60-20S

[品]今治タオル 

やさしい色味とボーダー柄の飽きのこないデザイン。や
わらかな色合いがどんなインテリアにも調和します。

バックストレッチャー　（F0947）

20P042

[税抜] \2,650

●材質：PUR・発泡PE・MDF ●重量：590g ●本体ｻｲｽﾞ：
370×300×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：380×310×80mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

置いて寝転がるだけのお手軽ストレッチャー。背筋が伸
びて姿勢を正します。椅子に座りながらも使用できます。

チョッピングカッタービッグ　（41-06460）

20P043

[税抜] \2,500

●材質：PP・ABS・ステンレス・POM ●ｾｯﾄ内容：ミキサ
ーパーツ・取説●重量：338g ●容量：1L ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
140×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×180×135mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：プラケース 24個 

CHN65-25W

ハンドルを引くだけ、簡単みじん切り。飛び散りがないの
で使用後の後片づけもラクラク。ミキサーパーツでドレッ
シングやソース作りにも。

クリスタル 爪みがき　（404209357）

20P044

[税抜] \2,500

●材質：ガラス ●ｾｯﾄ内容：携帯ケース・取説●重量：
8g ●本体ｻｲｽﾞ：14×90×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
61×115×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 

KOR65-25V

ネイルができない方や男性にもおすすめ！あっという間
にツヤツヤ、ピカピカの爪に！ガラス製なのでお手入れ
簡単、水洗いもOKで清潔。携帯ケース付き。

タニタサイズ バランスクッション　（TS-959-
GY）

20P045

[税抜] \2,500

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：空気入れポンプ・針×2・エク
ササイズメニュー・取説・保証書●重量：1kg ●本体ｻｲｽ
ﾞ：Φ330×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：340×70×340mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN80-40S

簡単気軽に、すき間時間でエクササイズ！椅子に敷い
て座るだけでトレーニングができます。省スペースでエク
ササイズか可能に！

ヤンキーキャンドル ジャーSシェードセット　
（YK5030001）

20P046A A/ｸﾘｰﾝｺｯﾄﾝ

[税抜] \2,500

●材質：キャンドル/パラフィンワックス、アロマオイル・シ
ェード/ガラス ●ｾｯﾄ内容：ガラスシェード・金具●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ75×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：64×92×195mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個 

USA80-40U

ジャーキャンドルにシェードをセットし、素敵なインテリア
に。炎がカバーされるので安全性もアップします。



WEB サマーナウ２０２０

ヤンキーキャンドル ジャーSシェードセット　
（YK5030003）

20P046B B/FCﾛｰｽﾞ

[税抜] \2,500

●材質：キャンドル/パラフィンワックス、アロマオイル・シ
ェード/ガラス ●ｾｯﾄ内容：ガラスシェード・金具●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ75×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：64×92×195mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個 

USA80-40U

ジャーキャンドルにシェードをセットし、素敵なインテリア
に。炎がカバーされるので安全性もアップします。

ヤンキーキャンドル ジャーSシェードセット　
（YK5030012）

20P046C C/ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ

[税抜] \2,500

●材質：キャンドル/パラフィンワックス、アロマオイル・シ
ェード/ガラス ●ｾｯﾄ内容：ガラスシェード・金具●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ75×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：64×92×195mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個 

USA80-40U

ジャーキャンドルにシェードをセットし、素敵なインテリア
に。炎がカバーされるので安全性もアップします。

ヤンキーキャンドル ジャーSシェードセット　
（YK5030011）

20P046D D/ﾐｯﾄﾞｻﾏｰN

[税抜] \2,500

●材質：キャンドル/パラフィンワックス、アロマオイル・シ
ェード/ガラス ●ｾｯﾄ内容：ガラスシェード・金具●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ75×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：64×92×195mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個 

USA80-40U

ジャーキャンドルにシェードをセットし、素敵なインテリア
に。炎がカバーされるので安全性もアップします。

母の日 焼印入スーパースターロール

20P047

★[税抜] \2,550

●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：165×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：97×208×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【卵・乳・小
麦】 

JPN10-70T

直送品

「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＞

シルキーライフ ホーロー蓋付ボウル３点セ
ット　（SLH-005）

20P049

[税抜] \2,000

●材質：ほうろう用鋼板・PE ●ｾｯﾄ内容：蓋付ボウル
12cm、14cm、16cm・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×175×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 18個 

CHN70-30S

手づくりならではのやさしい風合いが特徴のボウルセット
です。

タニタ デジタルクッキングスケール　（
KJP11IV）

20P050A A/ｱｲﾎﾞﾘｰ

[税抜] \2,000

●材質：ABS・PET・シリコーン ●機能： 大計量1kg・
小表示0.5g・壁掛けフック穴 ●ｾｯﾄ内容：レシピカード・取
説・保証書●重量：205g ●電源：単4×2（添） ●本体ｻｲ
ｽﾞ：170×120×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
207×150×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN80-40S

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付スケール。薄型コ
ンパクトで収納にも便利です。壁掛けもできるフック穴付
。

タニタ デジタルクッキングスケール　（
KJP11DG）

20P050B B/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

[税抜] \2,000

●材質：ABS・PET・シリコーン ●機能： 大計量1kg・
小表示0.5g・壁掛けフック穴 ●ｾｯﾄ内容：レシピカード・取
説・保証書●重量：205g ●電源：単4×2（添） ●本体ｻｲ
ｽﾞ：170×120×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
207×150×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN80-40S

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付スケール。薄型コ
ンパクトで収納にも便利です。壁掛けもできるフック穴付
。

ミアミモザ もこふあニットピローケース　（
KP-MM020GR）

20P051A A/グリーン

[税抜] \2,000

●材質：レーヨン72％、ポリエステル26％、PUR2％ ●重
量：78g ●本体ｻｲｽﾞ：350×620mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×140×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個 

CHN65-25S

春の訪れを告げるミモザの花の刺繍を施した　植物由来
素材のもこふあやわらかなニット生地が心地いいピロー
ケースです。

ミアミモザ もこふあニットピローケース　（
KP-MM020C）

20P051B B/クリーム

[税抜] \2,000

●材質：レーヨン72％、ポリエステル26％、PUR2％ ●重
量：78g ●本体ｻｲｽﾞ：350×620mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×140×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個 

CHN65-25S

春の訪れを告げるミモザの花の刺繍を施した　植物由来
素材のもこふあやわらかなニット生地が心地いいピロー
ケースです。
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マグ Thank you　（51942-2923P）

20P052

[税抜] \2,000

●材質：ボーンチャイナ ●ｾｯﾄ内容：取説●容量：
340mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ90×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
97×114×102mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

INA80-40S

ありがとうの気持ちを伝えるなら、花束のようなマグカッ
プを。淡い色合いの大輪の花が、華やかで軽やかです。
母の日やお世話になった方への贈り物に。

オーブンプレート　（KS-2860）

20P053

[税抜] \1,500

●材質：スチール ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：470g ●容量
：800mL ●本体ｻｲｽﾞ：263×206×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：213×216×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 24個 

JPN65-25T

ピザやグラタン、グリル料理がより簡単に、ガス台の魚
焼きグリルにそのままIN!オーブンレンジより予熱に時間
がかからないのでスピード調理ができます。

やわらかフライパンブラシ　（F0137）

20P054

[税抜] \1,050

●材質：シリコーンゴム・ステンレス鋼 ●重量：80g ●本
体ｻｲｽﾞ：240×65×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
265×85×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 

CHN70-30S

傷が付きにくいので使いやすい！ブラシ、スクレーパー
の両面を使って洗うことで油汚れや焦げ付きが楽に落と
せます。

今治 カラーレイズ フェイスタオル1P　（C-
20101）

20P055A A/ピンク

[税抜] \1,000

●材質：綿100％ ●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×160×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 112個 

JPN60-20S

[品]今治タオル 

やさしい色味とボーダー柄の飽きのこないデザイン。や
わらかな色合いがどんなインテリアにも調和します。

今治 カラーレイズ フェイスタオル1P　（C-
20102）

20P055B B/ブルー

[税抜] \1,000

●材質：綿100％ ●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×160×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 112個 

JPN60-20S

[品]今治タオル 

やさしい色味とボーダー柄の飽きのこないデザイン。や
わらかな色合いがどんなインテリアにも調和します。

シュシュフルール バスフレグランスギフト ピ
オニーベージュ　（SFG-901）

20P056

[税抜] \900

●材質：TH/綿100% ●ｾｯﾄ内容：プチローズ入浴剤5g・
TH40g●本体ｻｲｽﾞ：TH/250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×195×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 

CHN80-40S

[法]入浴剤/化粧品 

お花のかたちをしたバスフレグランス（入浴剤）とハンカ
チのセットでいつもよりちょっぴり贅沢なバスタイム。プレ
ゼントや自分へのご褒美におすすめです。
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＜ゴミゼロの日（5/30）・
環境月間（6月）＞

ECO・クーラーレジバッグ　（5119）

20P060

[税抜] \800

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム・PEフォーム・
PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：150g ●容量：24L ●本体ｻ
ｲｽﾞ：285×390×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
400×290×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 50個 ●名入：70-
60-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：90×80mm 

CHN65-25S

レジの前にかごにセットすれば、買った商品を袋に詰め
替えることなくそのまま持ち帰れます。

エアコン室外機保護カバー

20P061

[税抜] \600

●材質：発泡PE・アルミ・ポリエステル・ナイロン・PP ●ｾ
ｯﾄ内容：取説●重量：64g ●本体ｻｲｽﾞ：
800×400×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×260×20mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付PP袋 48個 

CHN70-30S

アルミの効果で熱線を約40％カット。直射日光から室外
機をカバーし室外機の負担を軽減。ワンタッチバックルタ
イプで取り付け簡単。

かんたんたためるエコバッグ　（7343BK）

20P062A A/ブラック

[税抜] \450

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：49g ●
本体ｻｲｽﾞ：使用時/430×125×360mm・折畳時
/195×90×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×210×32mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：70-72-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：30×100mm 

CHN65-25S

折りたたみが簡単な、大きめのショルダータイプのエコ
バッグ。収納フラップ部は使用時ポケットにもなります。

かんたんたためるエコバッグ　（7343GY）

20P062B B/ライトグレー

[税抜] \450

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：49g ●
本体ｻｲｽﾞ：使用時/430×125×360mm・折畳時
/195×90×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×210×32mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：70-72-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：30×100mm 

CHN65-25S

折りたたみが簡単な、大きめのショルダータイプのエコ
バッグ。収納フラップ部は使用時ポケットにもなります。

持ち運べる！ステンレスストロー （ケース・
ブラシ付）　（SJ-40S）

20P063

[税抜] \440

●材質：ステンレス・シリコン・ステンレススチール ●ｾｯﾄ
内容：伸縮ストロー・洗浄用ブラシ・携帯用ケース・取説
●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：ケース/φ21×151mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×25×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●
名入：60-48-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×60mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

マイストローで環境にやさしい生活を！伸縮する錆びに
くいステンレス製のストローで飲口はソフトなシリコン素
材。洗浄用ブラシ付。

ポケット収納エコレジバッグ　（E2722）

20P064 指定不可

[税抜] \380

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●
本体ｻｲｽﾞ：250×360×250mm・収納時
/100×150×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×150×30mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：70-54-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：50×80mm 

CHN68-28S

折りたたんで収納でき、軽くて使いやすく大容量!新感覚
のカラフルなエコレジバッグです。

ソロア ポータブルバッグ　（6190GR）

20P065A A/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \240

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21g ●
本体ｻｲｽﾞ：345×295×105mm・折畳時
/55×105×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×120×25mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 ●名入：70-72-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：150×120mm 

CHN70-30S

コンパクトに折りたたんで携帯できます。

ソロア ポータブルバッグ　（6190BL）

20P065B B/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \240

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21g ●
本体ｻｲｽﾞ：345×295×105mm・折畳時
/55×105×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×120×25mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 ●名入：70-72-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：150×120mm 

CHN70-30S

コンパクトに折りたたんで携帯できます。
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ソロア ポータブルバッグ　（6190OR）

20P065C C/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \240

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21g ●
本体ｻｲｽﾞ：345×295×105mm・折畳時
/55×105×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×120×25mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 ●名入：70-72-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：150×120mm 

CHN70-30S

コンパクトに折りたたんで携帯できます。

ソロア ポータブルバッグ　（6190PK）

20P065D D/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \240

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21g ●
本体ｻｲｽﾞ：345×295×105mm・折畳時
/55×105×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×120×25mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 ●名入：70-72-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：150×120mm 

CHN70-30S

コンパクトに折りたたんで携帯できます。

冷蔵庫クールカーテン　（6024）

20P066

[税抜] \180

●材質：PE ●機能：フリーカットタイプ ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：560×790×0.08mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：270×150×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

CHN68-28S

冷蔵庫内の冷気を逃がさず省エネに。

エコ・省エネサーモクリップ 直定規・両面
20cm　（ECN-21S）

20P067

[税抜] \180

●材質：再生PET100% ●機能：省エネ表示温度計・ロー
マ字、かな変換表・クリップ・しおり ●重量：10g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：35×210×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×210×1mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：60-18-16-300-S ●名
入ｻｲｽﾞ：20×80mm 

JPN70-30S

フルカラー対応

[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。再生
樹脂100%使用。

エコネオジウムクリップ（L）　（563-16）

20P068

[税抜] \180

●材質：バイオマスプラスチック・ネオジウムマグネット 
●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：40×80×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：44×83×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 600個 ●名入：
60-30-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：25×60mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

環境に優しいバイオマスプラスチックを使用したエコ商品
のクリップです。強力ネオジウム磁石付きで、スチール
机などにもピタリと付きます。

マドラーにもなるエコなストロー（お掃除ブラ
シ付き）　（0222001）

20P069

[税抜] \160

●材質：ステンレス・ブラシ/ナイロン ●ｾｯﾄ内容：取説●
本体ｻｲｽﾞ：ストロー/Φ6×215mm・ブラシ/全長195mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×50×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
360個 

CHN68-28S

繰り返し使ってエコ生活！

ペーパーストロー6Φ ハーバリウム　（
PST1/450945）

20P070

[税抜] \160

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：30本入●本体ｻｲｽﾞ：1本/φ
6×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×110×15mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 240個 

CHN75-35S

環境にやさしい紙ストロー。SNS映えにもおすすめ！1袋
30本入り。

省エネサーモカード　（SE-5C）

20P071

[税抜] \120

●材質：紙 ●機能：温度計 ●重量：1ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
55×85×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
OPP袋 500個 ●名入：60-30-15-300-K ●名入ｻｲｽﾞ：
40×70mm 

JPN68-28S

フルカラー対応

8℃から34℃まで計れる液晶温度計付きカード。エコに
役立つ省エネの目安を表示。

エコポケットティッシュ（8W）　（TS-002）

20P072

[税抜] \18

●材質：水解紙 ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：
73×105×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：台紙
/40-8-22-1000-O ●名入ｻｲｽﾞ：73×103mm 

JPN73-33S

フルカラー対応

水に流せるポケットティッシュ8Wです。ゴミ削減に貢献で
きる商品です。
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＜オープン
キャンパス＞

パイロット フリクションボール3スリム05　（
LKFBS-60EF-B）

20P075A A/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \600

●材質：樹脂 ●機能：3色BP（黒・赤・青）・リフトクリップ 
●重量：13.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12.8×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：156×24×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし箱（添） 100個 
●名入：40-6-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×40mm 

JPN85-45S

温度変化でインキが無色になる3色ボールペン。専用ラ
バーで擦ると筆跡を消すことができます。※証書類、宛
名書きには使用不可。

パイロット フリクションボール3スリム05　（
LKFBS-60EF-L）

20P075B B/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \600

●材質：樹脂 ●機能：3色BP（黒・赤・青）・リフトクリップ 
●重量：13.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12.8×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：156×24×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし箱（添） 100個 
●名入：40-6-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×40mm 

JPN85-45S

温度変化でインキが無色になる3色ボールペン。専用ラ
バーで擦ると筆跡を消すことができます。※証書類、宛
名書きには使用不可。

パイロット フリクションボール3スリム05　（
LKFBS-60EF-SP）

20P075C C/ｿﾌﾄﾋﾟﾝｸ

[税抜] \600

●材質：樹脂 ●機能：3色BP（黒・赤・青）・リフトクリップ 
●重量：13.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12.8×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：156×24×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし箱（添） 100個 
●名入：40-6-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×40mm 

JPN85-45S

温度変化でインキが無色になる3色ボールペン。専用ラ
バーで擦ると筆跡を消すことができます。※証書類、宛
名書きには使用不可。

パイロット フリクションボール3スリム05　（
LKFBS-60EF-DS）

20P075D D/ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ

[税抜] \600

●材質：樹脂 ●機能：3色BP（黒・赤・青）・リフトクリップ 
●重量：13.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12.8×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：156×24×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし箱（添） 100個 
●名入：40-6-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×40mm 

JPN85-45S

温度変化でインキが無色になる3色ボールペン。専用ラ
バーで擦ると筆跡を消すことができます。※証書類、宛
名書きには使用不可。

付箋セット#45　（5139）

20P076

[税抜] \450

●材質：HIPS・紙・PVC ●機能：付箋（小）×5・付箋（大）
 ●重量：185g ●本体ｻｲｽﾞ：90×142×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：27×93×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名
入：60-30-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

デスク周りの必需品。高級感の有る白のレザー調ケース
に入ったボリューム満点の付箋セットです。

ふせんto定規　（SJ-18F）

20P077

[税抜] \180

●材質：ABS・紙 ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
125×54×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×65×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲ
ｽﾞ：30×40mm 

TPE70-30S

付箋と定規の夢コラボ!大きな印刷スペースでPR効果も
大!

ツートン不織布A4バッグ　（6J-T002BL）

20P078A A/ブルー

[税抜] \160

●材質：PP不織布 ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：65-54-17-
300-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×80mm 

CHN70-30S

2色のコントラストが特徴の不織布バッグです。書類配布
にも 適!

ツートン不織布A4バッグ　（6J-T002BR）

20P078B B/ブラウン

[税抜] \160

●材質：PP不織布 ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：65-54-17-
300-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×80mm 

CHN70-30S

2色のコントラストが特徴の不織布バッグです。書類配布
にも 適!
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ツートン不織布A4バッグ　（6J-T002RE）

20P078C C/レッド

[税抜] \160

●材質：PP不織布 ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：65-54-17-
300-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×80mm 

CHN70-30S

2色のコントラストが特徴の不織布バッグです。書類配布
にも 適!

コンピューターブラシ　（INP-143）

20P079 指定不可

[税抜] \140

●材質：ABS ●機能：クリ―ナー・ブラシ ●重量：17g ●
本体ｻｲｽﾞ：62×45.5×13.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
64×47×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 400個 ●名入：60-
36-15-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×25mm 

CHN68-28S

フルカラー対応

キーボードの埃を除去するブラシと、パソコンや携帯の
画面の汚れをきれいにするクリ―ナーがひとつになりま
した。

スマホ・タブレットスタンド　（SJ-10S）

20P080 指定不可

[税抜] \140

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ
：94×60×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：99×65×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲ
ｽﾞ：45×20mm 

CHN70-30S

スマホ、タブレットに使えるスタンド。名入れ範囲も大きい
のでPR効果も抜群！

カラフルロール付箋　（S3076）

20P081 指定不可

[税抜] \130

●材質：紙・PS ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
58×39×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×80×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-36-17-100-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：6×35mm 

CHN70-30U

好きな長さにカットできるロール付箋。

エコ・クラフト付箋メモ　（S2819）

20P082

[税抜] \80

●ｾｯﾄ内容：付箋大、小×5色各25枚●重量：20g ●本体
ｻｲｽﾞ：85×80×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：87×82×8mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-36-17-150-S ●名入
ｻｲｽﾞ：15×60mm 

CHN68-28S

再生クラフト紙を使用したエコ商品です。持ち運びに便
利なコンパクトサイズ!

ＮＥＷカラフルトートバッグ　（E2823）

20P083A A/ベージュ

[税抜] \60

●材質：PP ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×250×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1000個 ●名入：70-
60-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：150×150mm 

CHN70-30U

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。

ＮＥＷカラフルトートバッグ　（E2823）

20P083B B/ブルー

[税抜] \60

●材質：PP ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×250×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1000個 ●名入：70-
60-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：150×150mm 

CHN70-30U

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。

ＮＥＷカラフルトートバッグ　（E2823）

20P083C C/グリーン

[税抜] \60

●材質：PP ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×250×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1000個 ●名入：70-
60-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：150×150mm 

CHN70-30U

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。
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＜梅雨＞

アナバス 衣類乾燥室　（GSP-20）

20P084

[税抜] \25,000

●材質：ABS・アルミ ●機能：収納時折畳可・ 大荷重
5kg迄・転倒時自動電源OFF・タイマー/15～360分（15分
刻み） ●ｾｯﾄ内容：アルミポール×2・リモコン（単4×2/
別）・取説・保証書●重量：5kg ●電源：AC100V-620W 
●本体ｻｲｽﾞ：使用時/330×620×1490mm・収納時
/330×620×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
395×670×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 

CHN70-30W

[法]PS-Eマーク 

使いたい時にサッと組み立ててスピーディーに乾燥。コ
ンパクト設計で場所も取らず、急ぎの際にも活躍します。

ツインバード 差し込むだけのふとん乾燥機
　（FD-4149W）

20P085

[税抜] \10,000

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

CHN75-35S

[法]PS-Eマーク 

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

ツインバード くつ乾燥機　（SD-4546R）

20P086A A/ﾚｯﾄﾞ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V-
150W ●本体ｻｲｽﾞ：90×150×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×175×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個 ●名入
：90-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：60×80mm 

CHN75-35U

[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。

ツインバード くつ乾燥機　（SD-4546BR）

20P086B B/ﾌﾞﾗｳﾝ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V-
150W ●本体ｻｲｽﾞ：90×150×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×175×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個 ●名入
：90-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：60×80mm 

CHN75-35U

[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。

吸水傘ケースSutto（スット）　（QUC-1125L）

20P087

[税抜] \1,980

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：750×100×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：385×125×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 8個 

CHN83-43U

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。

シリコンシューズカバー

20P088

[税抜] \1,480

●材質：シリコン ●機能：適応サイズ/22.5～25.5cm ●ｾ
ｯﾄ内容：取説●重量：120ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
150×250×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×265×5mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 

CHN70-30S

雨、水たまりから大事な靴を濡らさないよう保護します。
小さくたためて持ち運びもラクラク。撥水力が高くお手入
れも簡単。

名画レインバッグ　（AU-01001）

20P089A A/モネ 睡蓮

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル100％（撥水加工） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：380×550×80mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：200×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 

CHN75-35S

大切なバッグをおしゃれに雨から守るレインバッグ。エコ
バッグとしても使用できます。普段は内側のポケットに折
りたたみ、コンパクトに持ち歩けます。

名画レインバッグ　（AU-01005）

20P089B B/ｺﾞｯﾎ ﾎﾜｲﾄﾛｰｽﾞ

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル100％（撥水加工） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：380×550×80mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：200×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 

CHN75-35S

大切なバッグをおしゃれに雨から守るレインバッグ。エコ
バッグとしても使用できます。普段は内側のポケットに折
りたたみ、コンパクトに持ち歩けます。
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名画レインバッグ　（AU-01010）

20P089C C/ﾓﾈ ｱｲﾘｽｶﾞｰﾃﾞﾝ

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル100％（撥水加工） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：380×550×80mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：200×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 

CHN75-35S

大切なバッグをおしゃれに雨から守るレインバッグ。エコ
バッグとしても使用できます。普段は内側のポケットに折
りたたみ、コンパクトに持ち歩けます。

EVAポンチョ（フリーサイズ）　（6J3100-W）

20P090A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \600

●材質：EVA・ポリエステル・合成樹皮 ●重量：140g ●
本体ｻｲｽﾞ：1020×1180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
410×340×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 

CHN70-30S

雨の日のレジャーや通勤・通学などはもちろん、屋外イ
ベント（コンサートやスポーツ観戦）にも使いやすいポン
チョです。

EVAポンチョ（フリーサイズ）　（6J3100-Y）

20P090B B/ｲｴﾛｰ

[税抜] \600

●材質：EVA・ポリエステル・合成樹皮 ●重量：140g ●
本体ｻｲｽﾞ：1020×1180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
410×340×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 

CHN70-30S

雨の日のレジャーや通勤・通学などはもちろん、屋外イ
ベント（コンサートやスポーツ観戦）にも使いやすいポン
チョです。

EVAポンチョ（フリーサイズ）　（6J3100-B）

20P090C C/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \600

●材質：EVA・ポリエステル・合成樹皮 ●重量：140g ●
本体ｻｲｽﾞ：1020×1180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
410×340×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 

CHN70-30S

雨の日のレジャーや通勤・通学などはもちろん、屋外イ
ベント（コンサートやスポーツ観戦）にも使いやすいポン
チョです。

ポケパ　（AR0526030）

20P091

[税抜] \280

●材質：PE ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：胸囲/75cm・着丈
/89cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×92×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：圧縮
袋 60個 

CHN75-35T

鞄やポケットにいれておけば、いざというときに助けてく
れる、軽量コンパクトな使い捨てのカッパです。

傘袋セット3P

20P092

[税抜] \42

●材質：PE ●本体ｻｲｽﾞ：710×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
128×87mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 600個 

MYA75-35S

ポケット・鞄・車中に便利なポケットティッシュタイプの傘
袋。チラシを入れるポケット付。
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＜父の日＞

ツインバード フットタタキトントン　（EM-
2706BL）

20P095

[税抜] \15,000

●材質：PP・PVC・PET・シリコン ●機能：連続使用時間
15分・タタキコース8種類・オートオフ（15分）・強さ切替（
強、弱） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：2.4kg ●電源：
AC100V-19/14W ●本体ｻｲｽﾞ：295×350×160mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×370×335mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個
 

CHN75-35U

[法]医療機器認証番号220AGBZX00101A01 [法]PS-E
マーク 

体の縮図と言われる足の裏を強力マッサージ。8つのタ
タキパターンで心地よくほぐします。足の裏はもちろんふ
くらはぎにも使えます。

本錫タンブラー スタンダード大　（STSB-S）

20P096

[税抜] \10,000

●材質：本錫 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：330g ●容量：
300mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ72×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
163×90×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：桐箱 6個 ●名入：130-
180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：Φ40mm 

JPN80-40S

高貴なフォルムの本錫タンブラーは、実用的な記念品と
して、いつまでも心に残る逸品です。経済産業大臣指定
の伝統工芸品。

ブラウン シリーズ1 シェーバー　（190S-1）

20P097

[税抜] \8,000

●材質：PC ●機能：マルチパターン網刃4×5・独立フロ
ートヘッド・1枚刃・キワゾリ刃・水洗い可 ●ｾｯﾄ内容：AC
アダプター・取説・保証書●重量：160g ●電源：AC100～
240V-7W ●本体ｻｲｽﾞ：40×59×136mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：46×115×152mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN80-40T

[法]PS-Eマーク 

基本機能を搭載したベーシックモデル。いつでも実感で
きる、満足のいく深剃り。

ツインバード シートマッサージャー　（EM-
2537BL）

20P098

[税抜] \5,000

●材質：本体外皮/ポリエステル ●機能：14通りマッサー
ジ・オートオフ（10分） ●ｾｯﾄ内容：ACアダプター・取説・
保証書●重量：1.3kg ●電源：AC100V-8W ●本体ｻｲｽﾞ
：50×470×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×450×510mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個 ●名入：90-204-30-200-S 
●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

CHN75-35V

[法]医療機器認証番号220AGBZX00097000 [法]PS-Eマ
ーク 

リビングのイスやベッドがマッサージャーに早変わり！背
中・腰・太ももを心地良くマッサージします。

本錫タンブラー ベルク小シングル　（STB-S
）

20P099

[税抜] \5,000

●材質：本錫 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：270g ●容量：
180mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ62×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
112×81×73mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：桐箱 12個 ●名入：130-
180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：Φ35mm 

JPN80-40S

高貴なフォルムの本錫タンブラーは、実用的な記念品と
して、いつまでも心に残る逸品です。経済産業大臣指定
の伝統工芸品。

電動ワインオープナー　（TW-117）

20P100

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：318g ●
電源：単4×6（別） ●本体ｻｲｽﾞ：Φ58×225mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：110×90×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 ●
名入：110-120-23-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：35×10mm 

CHN70-30S

電動なので失敗なくきれいに栓が抜けます。本体上部に
はホイルカッターも内蔵。コルク栓が抜けるときにおしゃ
れなブルーライトが灯ります。

ステンレス製巻き爪専用ニッパーつめきり　
（G-1029）

20P101

[税抜] \3,500

●材質：ステンレス刃物鋼・ステンレス・エラストマー ●
重量：46g ●本体ｻｲｽﾞ：125×44×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：141×67×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付プラケース 6
個 

JPN80-40Y

巻き爪の原因となる爪の角の切りすぎや、深爪を防ぎ、
上部が真っすぐな理想の爪形状に整えます。

ペーパーウェイト マリン　（PW-M1）

20P102A A/ｲﾙｶ

[税抜] \3,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：250g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
114×120×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：8×43mm 

JPN75-35V

デスクワークに安らぎをもたらす、小さなアートオブジェ。
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ペーパーウェイト マリン　（PW-M2）

20P102B B/ｸｼﾞﾗ

[税抜] \3,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：250g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
114×120×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：8×43mm 

JPN75-35V

デスクワークに安らぎをもたらす、小さなアートオブジェ。

ペーパーウェイト マリン　（PW-M6）

20P102C C/ﾍﾟﾝｷﾞﾝ

[税抜] \3,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：250g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
114×120×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：8×43mm 

JPN75-35V

デスクワークに安らぎをもたらす、小さなアートオブジェ。

ペーパーウェイト マリン　（PW-M5）

20P102D D/ｶﾒ

[税抜] \3,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：250g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
114×120×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：8×43mm 

JPN75-35V

デスクワークに安らぎをもたらす、小さなアートオブジェ。

ペーパーウェイト マリン　（PW-M4）

20P102E E/ﾌｸﾞ

[税抜] \3,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：250g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
114×120×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：8×43mm 

JPN75-35V

デスクワークに安らぎをもたらす、小さなアートオブジェ。

グルーミングキット　（G-3111）

20P103

[税抜] \3,000

●材質：ステンレス・PP・ABS ●ｾｯﾄ内容：角質削り・爪
切り・爪ヤスリラウンドタイプ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
114×138×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

JPN80-40Y

郷技 タンブラー300mL　（YJ2117）

20P104

[税抜] \3,000

●材質：18-8ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：110ｇ 
●容量：300mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ73×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：77×77×94mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：
110-144-16-40-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：35×35mm 

JPN68-28U

薄く削り込み美しく磨き上げた飲み口は、心地よい口当
たりです。キッとしたビールの美味しさをお楽しみいただ
けます。

父の日 焼印入カフェモカスターロール

20P105

★[税抜] \2,650

●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：165×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：174×102×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【卵・乳・小
麦】 

JPN10-70U

直送品

 「おとうさんありがとう」の焼印入り。ちょっぴりビターな
チョコクリームと、ふわふわのコーヒー生地で仕上げまし
た。＜出荷期間:6月1日～中旬＞

父の日 焼印入スーパースターロール

20P106

★[税抜] \2,550

●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：165×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：174×102×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【卵・乳・小
麦】 

JPN10-70T

直送品

 「おとうさんありがとう」の焼印入り。ラム酒がほのかに
香るクリームがたっぷり詰ったスーパースターロールケ
ーキです。＜出荷期間:6月1日～中旬＞

ペーパーウェイト アニマル　（PW-A1）

20P107A A/ｿﾞｳ

[税抜] \2,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：180g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
113×120×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：26×26mm 

JPN75-35V
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ペーパーウェイト アニマル　（PW-A2）

20P107B B/ｷﾘﾝ

[税抜] \2,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：180g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
113×120×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：26×26mm 

JPN75-35V

ペーパーウェイト アニマル　（PW-A6）

20P107C C/ﾈｺ

[税抜] \2,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：180g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
113×120×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：26×26mm 

JPN75-35V

ペーパーウェイト アニマル　（PW-A3）

20P107D D/ｶﾊﾞ

[税抜] \2,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：180g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
113×120×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：26×26mm 

JPN75-35V

ペーパーウェイト アニマル　（PW-A7）

20P107E E/ｳｻｷﾞ

[税抜] \2,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：180g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
113×120×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：26×26mm 

JPN75-35V

ペーパーウェイト アニマル　（PW-A5）

20P107F F/ｶﾝｶﾞﾙｰ

[税抜] \2,500

●材質：亜鉛ダイキャスト・ニューホワイトメッキ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：180g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
113×120×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：80-
96-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：26×26mm 

JPN75-35V
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＜レジャーグッズ＞

リュックにもなる保冷保温レジカゴ＆レジャ
ーバッグ

20P110

[税抜] \3,680

●材質：ポリエステル・PVC・発泡PE・ナイロン・PP・鉄 ●
ｾｯﾄ内容：取説●重量：570ｇ ●容量：28L ●本体ｻｲｽﾞ：
600×320×270mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：360×360×30mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個 

CHN70-30S

お出かけやお買い物に便利なレジカゴバッグがリュック
にもなる仕様で新登場。肩に掛けたりリュックとして背負
ったり、両手スッキリで便利さアップ。

ヒルウッド レジャークーラーバッグ （G）　（
T01-014H）

20P111

[税抜] \2,000

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

CHN70-30Z

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

保冷・保温ショッピングバッグ

20P112

[税抜] \1,980

●材質：ポリエステル・PVC・発泡PE・ナイロン・PP ●ｾｯ
ﾄ内容：取説●重量：400ｇ ●容量：28L ●本体ｻｲｽﾞ：
410×290×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：470×380×30mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 36個 

VIE70-30S

レジカゴサイズの保冷保温ができるバッグ。長めの持ち
手でショルダータイプとして使用できます。内側には保冷
剤も入れられるポケット付き。

お出かけトートバッグ　（JM-465）

20P113 指定不可

[税抜] \800

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：175×430×260mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：280×240×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 80個 
●名入：70-54-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：70×100mm 

CHN60-20S

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!

保温保冷トートバッグ　（6J9009）

20P114

[税抜] \350

●材質：PP不織布・PP・アルミ蒸着フィルム ●重量：
62g ●本体ｻｲｽﾞ：210×360×125mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
225×380×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：65-
72-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN70-30S

お弁当やペットボトルを持ち歩くのに 適なトートバッグ
です。内側には網ポケットを取り付けてありますので保
冷剤入れとしても使えます。

ポップカラークーラーバッグ　（6488BL）

20P115A A/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \290

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
130×210×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×240×25mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：70-60-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：80×100mm 

CHN70-30S

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　（6488YL）

20P115B B/ｲｴﾛｰ

[税抜] \290

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
130×210×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×240×25mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：70-60-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：80×100mm 

CHN70-30S

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）

20P115C C/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \290

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
130×210×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×240×25mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：70-60-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：80×100mm 

CHN70-30S

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。
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ポップカラークーラーバッグ　（6488GR）

20P115D D/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \290

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
130×210×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×240×25mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：70-60-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：80×100mm 

CHN70-30S

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。

折りたたみ携帯ゲルクッション　（20503）

20P116A A/ネイビー

[税抜] \1,980

●材質：ポリエステル・ウレタンフォーム・シリコーン・
SBR ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：160ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
320×205×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×55×190mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個 

CHN70-30S

レジャー・スポーツ観戦・学校行事などで、固く冷たい座
面をやさしく、快適に。

折りたたみ携帯ゲルクッション　（20504）

20P116B B/ブラウン

[税抜] \1,980

●材質：ポリエステル・ウレタンフォーム・シリコーン・
SBR ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：160ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
320×205×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×55×190mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個 

CHN70-30S

レジャー・スポーツ観戦・学校行事などで、固く冷たい座
面をやさしく、快適に。

ポケットステンマグボトル　（
SMBC1B/490101）

20P117A A/ねこっと（黒）

[税抜] \1,400

●材質：ステンレス鋼・ABS・PP・シリコーンゴム・TPE ●
機能：保温効力52度以上6時間・保冷効力11度以下6時
間 ●重量：120ｇ ●容量：120mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
46×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×155mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 72個 

CHN75-35S

ちょっとだけ飲みたい時のプチサイズ。真空二重構造な
ので、保温・保冷ができます。冷たい飲み物＆温かい飲
み物で、飲み口を分けるＷ飲み口です。

ポケットステンマグボトル　（
SMBC1B/490118）

20P117B B/ねこっと（白）

[税抜] \1,400

●材質：ステンレス鋼・ABS・PP・シリコーンゴム・TPE ●
機能：保温効力52度以上6時間・保冷効力11度以下6時
間 ●重量：120ｇ ●容量：120mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
46×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×155mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 72個 

CHN75-35S

ちょっとだけ飲みたい時のプチサイズ。真空二重構造な
ので、保温・保冷ができます。冷たい飲み物＆温かい飲
み物で、飲み口を分けるＷ飲み口です。

ポケットステンマグボトル　（
SMBC1B/490156）

20P117C C/ｸﾞﾘｯﾀｰ ｼｬﾝﾊﾟﾝG

[税抜] \1,400

●材質：ステンレス鋼・ABS・PP・シリコーンゴム・TPE ●
機能：保温効力52度以上6時間・保冷効力11度以下6時
間 ●重量：120ｇ ●容量：120mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
46×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×155mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 72個 

CHN75-35S

ちょっとだけ飲みたい時のプチサイズ。真空二重構造な
ので、保温・保冷ができます。冷たい飲み物＆温かい飲
み物で、飲み口を分けるＷ飲み口です。

ポケットステンマグボトル　（
SMBC1B/490149）

20P117D D/ｸﾞﾘｯﾀｰｶﾗｰｼﾙﾊﾞｰ

[税抜] \1,400

●材質：ステンレス鋼・ABS・PP・シリコーンゴム・TPE ●
機能：保温効力52度以上6時間・保冷効力11度以下6時
間 ●重量：120ｇ ●容量：120mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
46×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×155mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 72個 

CHN75-35S

ちょっとだけ飲みたい時のプチサイズ。真空二重構造な
ので、保温・保冷ができます。冷たい飲み物＆温かい飲
み物で、飲み口を分けるＷ飲み口です。

ポケットステンマグボトル　（
SMBC1B/490170）

20P117E E/ｸﾞﾘｯﾀｰﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

[税抜] \1,400

●材質：ステンレス鋼・ABS・PP・シリコーンゴム・TPE ●
機能：保温効力52度以上6時間・保冷効力11度以下6時
間 ●重量：120ｇ ●容量：120mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
46×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×155mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 72個 

CHN75-35S

ちょっとだけ飲みたい時のプチサイズ。真空二重構造な
ので、保温・保冷ができます。冷たい飲み物＆温かい飲
み物で、飲み口を分けるＷ飲み口です。

ポケットステンマグボトル　（
SMBC1B/490163）

20P117F F/ｸﾞﾘｯﾀｰｶﾗｰ ﾛｰｽﾞ

[税抜] \1,400

●材質：ステンレス鋼・ABS・PP・シリコーンゴム・TPE ●
機能：保温効力52度以上6時間・保冷効力11度以下6時
間 ●重量：120ｇ ●容量：120mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
46×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×155mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 72個 

CHN75-35S

ちょっとだけ飲みたい時のプチサイズ。真空二重構造な
ので、保温・保冷ができます。冷たい飲み物＆温かい飲
み物で、飲み口を分けるＷ飲み口です。



WEB サマーナウ２０２０

アウトドアボディーミスト（100mL入）　（OU-
01）

20P118

[税抜] \1,300

●重量：126g ●容量：100mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
39×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 144個 ●名入：外袋
/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

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。

モバイルアームポーチ　（7247）

20P119

[税抜] \710

●材質：スパンデックス・TPU ●機能：イヤホンホール・
反射フレーム・キーポケット ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
42g ●本体ｻｲｽﾞ：190×175×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×185×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 

CHN65-25S

腕に装着してそのままタッチ操作可能なのでランニング
 やスポーツ時に大活躍！イヤホンを通せるホールや、

反射フレーム、キーポケット等の便利な機能付き。

メタリックマイボトル　（6625GD）

20P120A A/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

[税抜] \680

●材質：アルミ・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：80g ●容量
：450mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ65×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×70×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 96個 ●名入：70-
48-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：70×25mm 

CHN65-25S

バッグやベルトループに付けて携帯できる、軽くて丈夫
なアルミ製ボトルです。

メタリックマイボトル　（6625SL）

20P120B B/ｼﾙﾊﾞｰ

[税抜] \680

●材質：アルミ・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：80g ●容量
：450mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ65×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×70×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 96個 ●名入：70-
48-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：70×25mm 

CHN65-25S

バッグやベルトループに付けて携帯できる、軽くて丈夫
なアルミ製ボトルです。

アウトドアベア　（OU-02）

20P121

[税抜] \600

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

JPN75-35T

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。

ソロア クッションシート（巾着付）　（6195GR）

20P122A A/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \450

●材質：ポリエステル・ウレタン ●ｾｯﾄ内容：クッションシ
ート・巾着・取説●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/355×270×15mm・収納時/90×270×45mm・巾着
/130×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：巾着
/70-72-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×200mm 

CHN70-30S

スポーツ観戦やピクニックに。コンパクトに収納できるか
ら携帯に便利です。

ソロア クッションシート（巾着付）　（6195BL）

20P122B B/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \450

●材質：ポリエステル・ウレタン ●ｾｯﾄ内容：クッションシ
ート・巾着・取説●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/355×270×15mm・収納時/90×270×45mm・巾着
/130×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：巾着
/70-72-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×200mm 

CHN70-30S

スポーツ観戦やピクニックに。コンパクトに収納できるか
ら携帯に便利です。

ソロア クッションシート（巾着付）　（6195OR）

20P122C C/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \450

●材質：ポリエステル・ウレタン ●ｾｯﾄ内容：クッションシ
ート・巾着・取説●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/355×270×15mm・収納時/90×270×45mm・巾着
/130×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：巾着
/70-72-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×200mm 

CHN70-30S

スポーツ観戦やピクニックに。コンパクトに収納できるか
ら携帯に便利です。

ソロア クッションシート（巾着付）　（6195PK）

20P122D D/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \450

●材質：ポリエステル・ウレタン ●ｾｯﾄ内容：クッションシ
ート・巾着・取説●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/355×270×15mm・収納時/90×270×45mm・巾着
/130×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：巾着
/70-72-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×200mm 

CHN70-30S

スポーツ観戦やピクニックに。コンパクトに収納できるか
ら携帯に便利です。
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カラビナ・カラビナ　（IF042）

20P123

[税抜] \400

●材質：アルミ・鉄 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：17g ●本体
ｻｲｽﾞ：95×30×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
125×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 500個 ●名入：60-
78-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×20mm 

CHN65-25S

5色のカラフルなカラビナが付いたキーホルダー。

ソロア 保冷温ドリンクケース　（6313OR）

20P124A A/ｵﾚﾝｼﾞ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：φ80×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：220×145×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名
入：70-54-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：90×60mm 

CHN70-30S

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。

ソロア 保冷温ドリンクケース　（6313PK）

20P124B B/ﾋﾟﾝｸ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：φ80×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：220×145×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名
入：70-54-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：90×60mm 

CHN70-30S

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。

ソロア 保冷温ドリンクケース　（6313GR）

20P124C C/ｸﾞﾘｰﾝ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：φ80×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：220×145×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名
入：70-54-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：90×60mm 

CHN70-30S

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。

ソロア 保冷温ドリンクケース　（6313BL）

20P124D D/ﾌﾞﾙｰ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：φ80×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：220×145×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名
入：70-54-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：90×60mm 

CHN70-30S

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

ザックストレージ  ウォーターレジストバック
　（WRB-3B）

20P125A A/ブラック

[税抜] \4,000

●材質：PVCターポリン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：355g 
●本体ｻｲｽﾞ：165×410×465mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
440×410×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20個 ●名入：90-
96-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×60mm 

CHN65-25U

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 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-3G）

20P125B B/グリーン

[税抜] \4,000

●材質：PVCターポリン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：355g 
●本体ｻｲｽﾞ：165×410×465mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
440×410×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20個 ●名入：90-
96-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×60mm 

CHN65-25U

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 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）

20P125C C/ライトカーキ

[税抜] \4,000

●材質：PVCターポリン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：355g 
●本体ｻｲｽﾞ：165×410×465mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
440×410×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20個 ●名入：90-
96-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×60mm 

CHN65-25U

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 適です。丸洗いOK。

ビーチバッグ2L　（ODO70）

20P126A A/ブルー

[税抜] \550

●材質：ポリエステル（PVCコーティング） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：43g ●容量：2L ●本体ｻｲｽﾞ：Φ115×280mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×195×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
150×100mm 

CHN65-25S

少しくらいの水濡れはへっちゃら。水辺にうれしいポーチ
。

ビーチバッグ2L　（ODO70）

20P126B B/グリーン

[税抜] \550

●材質：ポリエステル（PVCコーティング） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：43g ●容量：2L ●本体ｻｲｽﾞ：Φ115×280mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×195×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
150×100mm 

CHN65-25S

少しくらいの水濡れはへっちゃら。水辺にうれしいポーチ
。

ビーチバッグ2L　（ODO70）

20P126C C/オレンジ

[税抜] \550

●材質：ポリエステル（PVCコーティング） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：43g ●容量：2L ●本体ｻｲｽﾞ：Φ115×280mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×195×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
150×100mm 

CHN65-25S

少しくらいの水濡れはへっちゃら。水辺にうれしいポーチ
。

フィオーレ クリアバッグ　（0174901）

20P127 指定不可

[税抜] \450

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：
220×180×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×50mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：80-72-16-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：100×100mm 

CHN68-28S

華やかなお花柄の涼しげなバッグ。夏にぴったりなクリ
ア素材です。

パクパクみずてっぽう イルカ　（000013780）

20P128

[税抜] \380

●材質：PS・PE・PP ●重量：71g ●本体ｻｲｽﾞ：
45×143×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×158×235mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 96個 

CHN80-40V

パクパクすると口から水が出るよ！かわいいイルカの水
鉄砲です（対象年齢3歳以上）。
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モバイル防水ポーチ　（AI-205）

20P129A A/ホワイト

[税抜] \400

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：36g ●本体ｻｲｽﾞ
：227×110×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×132×7mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：70-54-12-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：50×70mm 

CHN60-20S

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。

モバイル防水ポーチ　（AI-205）

20P129B B/ブラック

[税抜] \400

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：36g ●本体ｻｲｽﾞ
：227×110×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×132×7mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：70-54-12-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：50×70mm 

CHN60-20S

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。

フレッシュなクリアポーチ　（0545801）

20P130 指定不可

[税抜] \210

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：
145×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×160×3mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：ポリ袋 240個 ●名入：80-59-16-300-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：60×100mm 

CHN68-28S

さわやかなレモン柄。中身の見えるクリア素材です。

かき氷 ビーチボール　（001-CS-2740-2）

20P131 指定不可

[税抜] \170

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：47ｇ ●本体ｻｲｽﾞ
：Φ260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×160×12mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 300個 

CHN70-30T

夏らしい、かき氷デザインのビーチボールです。

サッカービーチボール　（1443-14）

20P132

[税抜] \160

●材質：PVC ●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ350mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：430×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

CHN70-30S

夏の定番のビーチボールです。

すいかビーチボール　（1443-16）

20P133

[税抜] \160

●材質：PVC ●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ350mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：430×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

CHN70-30S

夏の定番のビーチボールです。

スマッシュウォーターバルーン　（001-CS-
2876-8）

20P134 指定不可

[税抜] \150

●材質：天然ゴム・PP ●ｾｯﾄ内容：風船付き管・アダプタ
ー・取説●重量：26g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
26×100×335mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 240個 

CHN70-30T

水道のホースで水を入れると水風船が35個が60秒で同
時に作れる！ワンタッチで栓ができるので、簡単に遊べ
ます。
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＜ＵＶ対策＞

水ピストル インフィニティ　（000013610）

20P135

[税抜] \120

●材質：PS・PP・PE ●機能：飛距離：約4m ●重量：35g 
●容量：タンク：80cc ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
35×150×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 192個 

CHN80-40V

カッコイイ水ピストルです。

ＵＶカット ビッグマスク　（EC-05BL）

20P140A A/ブラック

[税抜] \900

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

JPN75-35T

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）

20P140B B/オフホワイト

[税抜] \900

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

JPN75-35T

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

ＵＶカット ビッグマスク　（EC-05PI）

20P140C C/ピンク

[税抜] \900

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

JPN75-35T

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ブロックスクリーン　（OD059）

20P141A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \600

●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：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm 

CHN65-25S

速乾性と優れた通気性で、アウトドア派に 適なUVブロ
ックスクリーン。水に浸し、端を持って強く振ってから使用
するとヒンヤリとした冷感を提供します。

UVブロックスクリーン　（OD059）

20P141B B/ｲｴﾛｰ

[税抜] \600

●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：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm 

CHN65-25S

速乾性と優れた通気性で、アウトドア派に 適なUVブロ
ックスクリーン。水に浸し、端を持って強く振ってから使用
するとヒンヤリとした冷感を提供します。

UVブロックスクリーン　（OD059）

20P141C C/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \600

●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：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm 

CHN65-25S

速乾性と優れた通気性で、アウトドア派に 適なUVブロ
ックスクリーン。水に浸し、端を持って強く振ってから使用
するとヒンヤリとした冷感を提供します。

UVブロックスクリーン　（OD059）

20P141D D/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \600

●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：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm 

CHN65-25S

速乾性と優れた通気性で、アウトドア派に 適なUVブロ
ックスクリーン。水に浸し、端を持って強く振ってから使用
するとヒンヤリとした冷感を提供します。
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UVレベルチェックミラー コンパクトタイプ　（
UV-003）

20P142

[税抜] \400

●材質：PP・PS・ガラスミラー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
42g ●本体ｻｲｽﾞ：95×70×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×75×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 288個 ●名入：110-
18-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm 

JPN70-30T

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）

20P143 指定不可

[税抜] \350

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：ストラップ/79×10mm･チ
ャーム/φ30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：184×70×10mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 240個 ●名入：70-36-17-100-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：45×5mm 

CHN65-25S

紫外線や日光の強さによりチャームの色が変化します。

UVレベルチェックリップミラー　（UV-004）

20P144

[税抜] \300

●材質：PP・ガラスミラー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：15g 
●本体ｻｲｽﾞ：90×28×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×38×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：110-
18-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×20mm 

JPN70-30S

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。

スリム仕立ての腕カバー

20P145A A/グリーン

[税抜] \1,500

●材質：綿45％、麻55％・下袖口/ポリエステル・上袖口/
合成ゴム、ナイロン ●本体ｻｲｽﾞ：全長450mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：240×148×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジッパー袋 24個 

CHN68-28U

日焼け予防に！肌触りの良いコットンリネン素材で、二
の腕が隠れるロングタイプ。

スリム仕立ての腕カバー

20P145B B/ピンク

[税抜] \1,500

●材質：綿45％、麻55％・下袖口/ポリエステル・上袖口/
合成ゴム、ナイロン ●本体ｻｲｽﾞ：全長450mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：240×148×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジッパー袋 24個 

CHN68-28U

日焼け予防に！肌触りの良いコットンリネン素材で、二
の腕が隠れるロングタイプ。
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＜扇風機＞

首掛け型扇風機 ポータブルネックファン　（
70139）

20P150A A/ホワイトグレー

[税抜] \3,500

●材質：ABS・PP ●機能：風量調節3段階 ●ｾｯﾄ内容：
USBケーブル・髪の毛巻き込み防止用ネットカバー・取
説●重量：200ｇ ●電源：USB（リチウムイオン電池） ●
本体ｻｲｽﾞ：250×190×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
181×55×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN70-30S

両手が使える首掛け型扇風機。角度･向きを90℃回転さ
せることが出来るフレキシブルアーム。お好みの風量が
選べる3段階調節機能付き。

首掛け型扇風機 ポータブルネックファン　（
70140）

20P150B B/ﾎﾜｲﾄﾈｲﾋﾞｰ

[税抜] \3,500

●材質：ABS・PP ●機能：風量調節3段階 ●ｾｯﾄ内容：
USBケーブル・髪の毛巻き込み防止用ネットカバー・取
説●重量：200ｇ ●電源：USB（リチウムイオン電池） ●
本体ｻｲｽﾞ：250×190×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
181×55×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN70-30S

両手が使える首掛け型扇風機。角度･向きを90℃回転さ
せることが出来るフレキシブルアーム。お好みの風量が
選べる3段階調節機能付き。

USBハンディ扇風機 ウインジー　（30523）

20P151A A/ホワイト

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：105×42×212mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×50×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個
 

CHN75-35W

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。

USBハンディ扇風機 ウインジー　（30524）

20P151B B/ネイビー

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：105×42×212mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×50×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個
 

CHN75-35W

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。

USB充電式 折りたたみハンディファン　（
PL-173）

20P152

[税抜] \1,000

●材質：ABS・PP・ポリエステル ●機能：風量調整3段階
 ●ｾｯﾄ内容：microUSBケーブル・ストラップ・取説●重量
：77g ●電源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/85×43×160mm・収納時/85×43×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：88×52×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名
入：60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×13mm 

CHN60-20S

折りたたみ式で持ち運びにも便利！風量は3段階で調整
できます。

USB充電式 スタンドファン　（PL-172）

20P153 指定不可

[税抜] \900

●材質：ABS・PP・ポリエステル ●機能：風量調整3段階
 ●ｾｯﾄ内容：microUSBケーブル・スタンド・ストラップ・取
説●重量：77g ●電源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：
70×45×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×48×155mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-48-12-100-P ●名入
ｻｲｽﾞ：25×7mm 

CHN60-20S

コンパクトで軽量なハンディーファン！卓上でも使えます
。風量が3段階調整でき、携帯に便利なネックストラップ
がついています。　　　　　　　　　　　　　

クールファンボールペン　（6059）

20P154 指定不可

[税抜] \550

●材質：アルミ・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：22g ●電源
：単4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：Φ13×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
23×29×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：70-
48-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×5mm 

CHN65-25S

ボールペンにミニ扇風機!オフィスのひとときにそよ風を。

クリップｄｅファン　（SJ-40F）

20P155 指定不可

[税抜] \400

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：42ｇ ●電源：単
3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：100×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：130×60×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 360個 ●名入：
60-48-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：18×25mm 

CHN70-30S

 掌にすっぽり収まる可愛い携帯扇風機。クリップ式でス
 マホにピタッと！机や卓上に置いての使用も可能です。
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＜風鈴＞

ガラス風鈴　（JM-492）

20P156 指定不可

[税抜] \400

●材質：ガラス・紙 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：23g ●本体
ｻｲｽﾞ：Φ70×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×73mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN60-20S

夏の風情を彩るイラストの昔ながらのガラス風鈴です。

お絵描き風鈴1P　（F-5）

20P157

[税抜] \300

●材質：陶器 ●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ72×85mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：78×78×96mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50
個 

CHN70-30S

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

手作り風鈴　（1343-11）

20P158 指定不可

[税抜] \125

●材質：鉄･ナイロン･紙 ●重量：22g ●本体ｻｲｽﾞ：
123×180×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×140×6mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 

JPN70-30S

簡単な工作で、自分の手作り風鈴がつくれます。

手作りリング風鈴

20P159

[税抜] \120

●ｾｯﾄ内容：取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×130mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：ポリ袋 300個 ●名入：短冊/60-18-27-900-P ●名
入ｻｲｽﾞ：35×35mm 

JPN75-35S

短冊にイラストを描いて自分だけの風鈴を手作りしよう!
スチールリングのさわやかな音色です。
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＜扇子・うちわ＞

紳士用扇子（文化箱添付）　（5703）

20P161A A/紺地 笹に蛍

[税抜] \1,800

●材質：竹・紙 ●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
225×15×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：231×36×13mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：のし箱（添） 10個 ●名入：80-48-12-100-P ●名
入ｻｲｽﾞ：60×4mm 

CHN70-30T

上品な絵柄の紳士用扇子です。

紳士用扇子（文化箱添付）　（5714）

20P161B B/トンボ 市松

[税抜] \1,800

●材質：竹・紙 ●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
225×15×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：231×36×13mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：のし箱（添） 10個 ●名入：80-48-12-100-P ●名
入ｻｲｽﾞ：60×4mm 

CHN70-30T

上品な絵柄の紳士用扇子です。

和柄扇子 北斎　（5970）

20P162A A/赤富士

[税抜] \1,000

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
220×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：
80-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

和柄扇子 北斎　（5971）

20P162B B/浪裏

[税抜] \1,000

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
220×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：
80-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

涼風布貼扇子　（5951）

20P163A A/紺地 波

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 20個 ●名入：
80-48-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

涼風布貼扇子　（5953）

20P163B B/トンボ

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 20個 ●名入：
80-48-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

涼風布貼扇子　（5963）

20P163C C/花火 紺

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 20個 ●名入：
80-48-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

涼風布貼扇子　（5967）

20P163D D/市松

[税抜] \460

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 20個 ●名入：
80-48-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S
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防滴！ひんやりアニマル扇子　（0705101）

20P164 指定不可

[税抜] \230

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：
245×44×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：255×6×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 240個 ●名入：80-57-16-300-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×3mm 

CHN68-28S

かわいいアニマルのデザインの扇子。防滴仕様なので
夏にぴったり！

暑さ対策の手引き扇子　（7379）

20P165

[税抜] \190

●材質：ＰＰ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：23g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×90×13mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：70-48-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ
：10×50mm 

CHN65-25S

暑さ対策・予防に役立つヒントをプリントしたアイディアせ
 んす。小さくたためて持ち運びに便利。スポーツ観戦や

、野外作業の休憩時に役立ちます。

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼）　（5931）

20P166A A/金小石茶

[税抜] \800

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：
80-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

日本製の和紙を使用しています。

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼）　（5932）

20P166B B/金小石緑

[税抜] \800

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：
80-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

日本製の和紙を使用しています。

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼）　（5933）

20P166C C/金小石ピンク

[税抜] \800

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：
80-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

日本製の和紙を使用しています。

彩り和紙紙扇子（片面和紙貼）　（5934）

20P166D D/麻入紙紺

[税抜] \800

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋（添） 10個 ●名入：
80-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

日本製の和紙を使用しています。

小判型 竹平柄うちわ　（6306）

20P167A A/夢うさぎ

[税抜] \550

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：375×175mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-12-16-100-K ●名入
ｻｲｽﾞ：120×120mm 

CHN68-28U

おしゃれな形で使いやすいうちわです。

小判型 竹平柄うちわ　（6309）

20P167B B/月にﾄﾝﾎﾞ

[税抜] \550

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：375×175mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-12-16-100-K ●名入
ｻｲｽﾞ：120×120mm 

CHN68-28U

おしゃれな形で使いやすいうちわです。

唐月 竹平柄うちわ　（3056）

20P168A A/紺地 鮎

[税抜] \370

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：380×240mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-12-16-100-K ●名入
ｻｲｽﾞ：120×160mm 

CHN55-15V

持ち手が骨太の上竹平柄うちわです。高級感あふれる
京絵柄のデザイン。
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唐月 竹平柄うちわ　（3061）

20P168B B/市松 トンボ

[税抜] \370

●材質：竹・紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：380×240mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-12-16-100-K ●名入
ｻｲｽﾞ：120×160mm 

CHN55-15V

持ち手が骨太の上竹平柄うちわです。高級感あふれる
京絵柄のデザイン。

アニマルうちわ　（1343-10）

20P169 指定不可

[税抜] \110

●材質：紙･PS ●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×200×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 600個 

JPN70-30S

かわいい動物柄のうちわです。
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＜涼感グッズ＞

ミアミモザ クール接触冷感敷パット　（
MM40500）

20P171

[税抜] \5,000

●材質：表地/ポリエステル80％、ナイロン20％・裏地/ポ
リエステル100％・詰物/ポリエステル100％ ●機能：接
触冷感 ●重量：685g ●本体ｻｲｽﾞ：1000×2000mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：470×350×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個
 

CHN65-25S

春を告げる花ミモザのモチーフを刺繍した　接触冷感の
敷パットです。

スイスリレーション シャリ感ガーゼ バスタオ
ル　（SR10500）

20P172

[税抜] \5,000

●材質：綿100% ●重量：260g ●本体ｻｲｽﾞ：
750×1300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×185×105mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

JPN80-40S

アロマ アイス&ホットアイピロー　（BH-
28SKD）

20P173A A/ﾀﾞｲｵｳｸﾞｿｸﾑｼ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：211×83×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：301×145×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 96個 
●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

冷やしてもあたためても使える、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　（BH-
28MAI）

20P173B B/イルカ

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

冷やしてもあたためても使える、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　（BH-
28SKK）

20P173C C/クマノミ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：211×83×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：301×145×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 96個 
●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

冷やしてもあたためても使える、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　（BH-
28MAK）

20P173D D/カワウソ

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

冷やしてもあたためても使える、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　（BH-
28MAS）

20P173E E/シャチ

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

冷やしてもあたためても使える、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。

カラビナボトル入り 速乾涼感タオル　（JM-
497）

20P174 指定不可

[税抜] \550

●材質：ポリエステル・ボトル/PET、PP ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：68g ●本体ｻｲｽﾞ：タオル/200×900×3mm・ボ
トル/Φ65×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×70×175mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：ボトル/60-48-12-
100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×35mm 

CHN60-20S

熱中症対策に！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ます。
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ひんやりスカーフ（水玉）　（EC-01BE）

20P175A A/ベージュ

[税抜] \500

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
55×1080×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×118×7mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 192個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●
名入ｻｲｽﾞ：15×35ｍｍ 

JPN75-35T

熱中症や夏の節電対策に。水に浸して巻くだけで、首や
おでこをひんやり冷します。UVカット・抗菌・消臭・汚れ分
解機能付き。手洗い可能。

ひんやりスカーフ（水玉）　（EC-01PI）

20P175B B/ピンク

[税抜] \500

●材質：綿100％（高吸水繊維） ●機能：UVカット・抗菌・
消臭・手洗い可 ●重量：27g ●本体ｻｲｽﾞ：
55×1080×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×118×7mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 192個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●
名入ｻｲｽﾞ：15×35ｍｍ 

JPN75-35T

熱中症や夏の節電対策に。水に浸して巻くだけで、首や
おでこをひんやり冷します。UVカット・抗菌・消臭・汚れ分
解機能付き。手洗い可能。

速乾 涼感タオル（ボトルケース入）　（JM-
498）

20P176 指定不可

[税抜] \460

●材質：ポリエステル・ボトル/PVC、PET ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：タオル/200×900×3mm・ボ
トル/Φ55×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×60×210mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 144個 ●名入：ボトル/60-48-12-100-
P ●名入ｻｲｽﾞ：25×40mm 

CHN60-20S

熱中症対策に！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。スリムでスタイ
リッシュなボトル入り。

速乾性 涼感タオル（ポーチ入）　（JM-496）

20P177 指定不可

[税抜] \360

●材質：ポリエステル・ポーチ/PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：タオル/200×900×3mm・ポーチ
/225×150×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×160×15mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：ポーチ/70-60-12-
100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN60-20S

熱中症対策に！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。濡らしたまま運
べるポーチ付。

アイスタオル　（ODO60）

20P178A A/ブルー

[税抜] \300

●材質：ポリエステル100％ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
48g ●本体ｻｲｽﾞ：300×850mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
138×230×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：
110-72-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm 

CHN65-25S

タオルを水に浸し、絞って水気を切ります。両端を持って
強く振ってから使用するとヒンヤリ冷たく感じます。

アイスタオル　（ODO60）

20P178B B/ホワイト

[税抜] \300

●材質：ポリエステル100％ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
48g ●本体ｻｲｽﾞ：300×850mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
138×230×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：
110-72-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm 

CHN65-25S

タオルを水に浸し、絞って水気を切ります。両端を持って
強く振ってから使用するとヒンヤリ冷たく感じます。

ハンディクーラー（S）　（7363）

20P179

[税抜] \1,000

●材質：ABS・AS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：80g ●容量：
75mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ40×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
225×55×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 100個 ●名入：60-
36-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×5mm 

CHN70-30U

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
エコで携帯に便利なハンディクーラーです。

ひんやりジャンボ やわらか枕　（K-2129）

20P180

[税抜] \1,100

●重量：1020g ●本体ｻｲｽﾞ：180×290×30mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：180×310×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 12個 

JPN75-35S

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。

バンドが付いたひんやりアニマル保冷剤　（
0705301）

20P181 指定不可

[税抜] \290

●材質：PA・PE・高吸水性ポリマー ●ｾｯﾄ内容：取説●
本体ｻｲｽﾞ：110×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×180×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 180個 

CHN68-28S

氷の上ですやすやお昼寝をしている、かわいい動物たち
のデザインです。バンド付きなので、お弁当箱やペットボ
トルに付けて使用できます。
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瞬間冷却 夏のお便り　（0705401）

20P182 指定不可

[税抜] \160

●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：130×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 180個 

CHN68-28S

暑い夏やスポーツのお供に。使用後も冷凍庫で凍らせ
れば保冷剤として使用できます。

クールチャージペットボトル用　（Kｰ2017）

20P183

[税抜] \150

●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
ｽﾞ：225×100×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×100×20mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ＰＰ袋 100個 

JPN75-35S

ペットボトルに巻いて、飲み物の冷たさをキープします。

花王 バブ12錠

20P184A A/涼やかﾐﾝﾄの香ﾘ

[税抜] \587

●ｾｯﾄ内容：バブ40g×12●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×155×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN90-50S

[法]医薬部外品 

汗ばむ季節の疲労感に！炭酸のクールタイプの入浴剤
。入浴中も湯上りも爽快！

花王 バブ12錠

20P184B B/ｴｸｽﾄﾗｸｰﾙﾐﾝﾄﾉ香

[税抜] \587

●ｾｯﾄ内容：バブ40g×12●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×155×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN90-50S

[法]医薬部外品 

汗ばむ季節の疲労感に！炭酸のクールタイプの入浴剤
。入浴中も湯上りも爽快！

フロヒエール（2包入）　（FH-2P）

20P185

[税抜] \320

●ｾｯﾄ内容：入浴料50g×2（ウルトラミントの香り、クール
ライムの香り）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：15×190×150mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：クリアケース 100個 

JPN70-30S

[法]化粧品 

暑い夏を爽やかに乗り切るための入浴料です。

トロピカルバス１包入　（TP-10K）

20P186A A/ｱｲﾗﾝﾄﾞﾌﾗﾜｰﾉｶｵﾘ

[税抜] \80

●重量：40ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×111×9mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：たとう式ケース 300個 ●名入：ケース/50-12-14-
300-H ●名入ｻｲｽﾞ：13×55ｍｍ 

JPN75-35S

[法]化粧品 

気分は南国トロピカルバス！！メントール（清涼成分）、
ハイビスカス花エキス・ココナッツオイル（各保湿成分）を
配合した夏用美容入浴料。

トロピカルバス１包入　（TP-10K）

20P186B B/ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾙｰﾂﾉｶｵﾘ

[税抜] \80

●重量：40ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×111×9mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：たとう式ケース 300個 ●名入：ケース/50-12-14-
300-H ●名入ｻｲｽﾞ：13×55ｍｍ 

JPN75-35S

[法]化粧品 

気分は南国トロピカルバス！！メントール（清涼成分）、
ハイビスカス花エキス・ココナッツオイル（各保湿成分）を
配合した夏用美容入浴料。

洗顔シート ひんやり爽快シート　（09-041）

20P187

[税抜] \108

●材質：レーヨン・ポリエステル ●重量：130g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：190×110×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名
入：フラップ/60-5-23-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：90×60mm 

JPN88-48S

フルカラー対応

メントール配合のひんやりシートです。

冷却シート ２枚入　（W05-06）

20P189

[税抜] \100

●重量：33.5ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：130×50×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：185×110×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入
：台紙 /45-6-12-200-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：30×90mm 

JPN75-35S

発熱やリフレッシュに!熱中症対策にも!
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＜夏の生活雑貨＞

ルルナ フローズンスイーツメーカー　（KI-
4685W）

20P190A A/ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：96×96×310mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×160×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個
 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

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

ルルナ フローズンスイーツメーカー　（KI-
4685B）

20P190B B/ﾅｲﾄﾌﾞﾗｯｸ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：96×96×310mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×160×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個
 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

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

冷蔵庫にも入る麦茶のやかん2.8L　（
SJ1775）

20P191

[税抜] \5,000

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：230×203×122mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×210×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN70-30S

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。

ハリオ 耐熱ガラスカップ5個セット　（HU-
3012）

20P192

[税抜] \3,000

●材質：耐熱ガラス ●機能：電子レンジ、オーブン、食洗
機対応 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：800g ●容量：170mL 
●本体ｻｲｽﾞ：Φ86×63mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
225×210×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN50-10S

耐熱ガラス製のガラスカップ5個セット。湯のみとしてはも
ちろん、オーブンもOKなので、お菓子作りの容器としても
使用できます。

ボダム スカル ダブルウォールグラス 
200mL 2個セット　（10593-10）

20P193

[税抜] \3,000

●材質：耐熱ガラス ●機能：電子レンジ、オーブン、食洗
機対応 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：140g ●容量：200mL 
●本体ｻｲｽﾞ：Φ85×91mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×100×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 ●名入：0-
360-102-1000-転写 ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm 

CHN80-40S

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

そうめん鉢セット 富士山　（SAN3171）

20P194

[税抜] \2,980

●材質：磁器 ●ｾｯﾄ内容：そうめん鉢・そばちょこ●重量
：900g ●本体ｻｲｽﾞ：そうめん鉢/220×230×105mm・そ
ばちょこ/Φ95×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
257×245×127mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN75-35S

爽やかな水色の富士山モチーフのそうめん鉢セットです
。

ハリオ フィルターインボトルポータブル　（
FIBP-40-SPR）

20P195A A/ｽﾓｰｷｰﾋﾟﾝｸ

[税抜] \2,000

●材質：本体、飲み口/PCT・キャップ、フィルター/PP・パ
ッキン/シリコン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：300g ●容量：
400mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ74×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
77×75×244mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN80-40S

[品]Gマーク 

お好みの水出し茶やフレーバーウォーターを手軽に持ち
歩けます。細めのデザインで車のドリンクホルダーにも
使いやすく、ドライブにもおすすめです。

ハリオ フィルターインボトルポータブル　（
FIBP-40-SG）

20P195B B/ｽﾓｰｷｰｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \2,000

●材質：本体、飲み口/PCT・キャップ、フィルター/PP・パ
ッキン/シリコン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：300g ●容量：
400mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ74×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
77×75×244mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN80-40S

[品]Gマーク 

お好みの水出し茶やフレーバーウォーターを手軽に持ち
歩けます。細めのデザインで車のドリンクホルダーにも
使いやすく、ドライブにもおすすめです。
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ハリオ フィルターインボトル　（FIB-75-OG）

20P196A A/ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \2,000

●材質：本体/耐熱ガラス・注ぎ口、栓/シリコン・フィルタ
ー/PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：500g ●容量：750mL ●
本体ｻｲｽﾞ：87×84×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×89×305mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN80-40S

[品]Gマーク [品]耐熱認証マーク 

注ぎ口にフィルターが付いているのでそのまま注ぐこと
ができます。フレーバーウォーターやサングリアも作れま
す。

ハリオ フィルターインボトル　（FIB-75-R）

20P196B B/ﾚｯﾄﾞ

[税抜] \2,000

●材質：本体/耐熱ガラス・注ぎ口、栓/シリコン・フィルタ
ー/PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：500g ●容量：750mL ●
本体ｻｲｽﾞ：87×84×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×89×305mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN80-40S

[品]Gマーク [品]耐熱認証マーク 

注ぎ口にフィルターが付いているのでそのまま注ぐこと
ができます。フレーバーウォーターやサングリアも作れま
す。

そばザル風メラミン製食器Ｍ　（
ZM1/445095）

20P197

[税抜] \1,200

●材質：メラミン樹脂 ●機能：食洗機対応 ●重量：325ｇ
 ●本体ｻｲｽﾞ：212×212×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×215×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 32個 

CHN75-35S

お蕎麦屋さんみたいな盛り付けができるそばザル風のメ
ラミン製食器。ホームパーティなどでも映えます。丈夫で
軽く、後片付けやお手入れも簡単！

トロピカルタンブラー（ストロー付）　（JM-729
）

20P198 指定不可

[税抜] \1,100

●材質：PS・シリコン・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：330g 
●容量：380mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ100×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：105×105×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●名
入：60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：50×12mm 

CHN60-20S

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!

ステンボトル用アイストレー　（
SLIT7/305542）

20P199

[税抜] \1,000

●材質：シリコーン ●機能：食洗機対応 ●重量：120g 
●本体ｻｲｽﾞ：126×206×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×210×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 36個 

CHN75-35S

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ーン製で食洗機に対
応しているのでお手入れも簡単です。

冷保ジョッキ　（80278）

20P200

[税抜] \1,000

●材質：PS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：520g ●容量：
400mL ●本体ｻｲｽﾞ：92×125×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
92×115×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：90-
90-22-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

JPN75-35S

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

アイスビアジョッキ　（80178）

20P201

[税抜] \800

●材質：ソーダガラス・PET ●機能：ガラス容器取外可 
●重量：436g ●容量：400mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
85×143mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：94×118×152mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：90-90-22-100-S ●名入ｻｲｽ
ﾞ：50×50mm 

JPN75-35S

ビールを冷たいままおいしく保つ、樹脂とガラスの二重
構造です。

竹風メラミン製食器 丸浅皿Ｓ　（
BMMT1/432866）

20P202

[税抜] \800

●材質：メラミン樹脂 ●機能：食洗機対応 ●重量：190ｇ
 ●本体ｻｲｽﾞ：Φ180×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×185×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

CHN75-35S

風情ある竹風デザインのメラミン製食器。おにぎりやお
寿司、お蕎麦やそうめんなどを盛り付ければ、普段のお
食事も華やかに演出できます。

アイスクリームスプーン　（6863）

20P203

[税抜] \320

●材質：アルミ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ
：17×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：45×130×13mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：70-48-17-100-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：8×20mm 

CHN70-30S

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。
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＜花火＞

エンジョイ縁日プレゼント 150人用

20P205

[税抜] \28,000

●ｾｯﾄ内容：●特賞 セル面3本●1等 シャボン玉セット5
本●2等 水ピストル5本●3等 紙ふうせん＆ふきもどし5
本●4等 ビー玉又はオハジキ10本●5等 竹とんぼ10本
●6等 花火セット(小)12本●7等 ヨーヨー風船100本●抽
選くじ150枚●抽選箱1コ●くじ明細表1枚●お知らせ
POP3枚●ディスプレイ台1コ●ビニールプール1コ●エア
ーポンプ1コ●レジャーシート1枚●重量：16.9kg ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：640×456×219mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1
個

CHN70-30S

代替品になる場合がありますので、ご了承下さい。デザ
イン及びセット内容等が変更になる場合がありますので
、ご了承下さい。

夏の抽選大会 50人用

20P206

[税抜] \22,000

●ｾｯﾄ内容：●特賞 花火バッグ(大) 1本●1等 箱花火 1
本●2等 バケツ花火 1本●3等 ラミネート花火 2本●4
等 花火セット(L) 2本●5等 花火セット(M) 2本●6等 花
火セット(S) 5本●7等 花火セット(大) 5本●8等 花火セッ
ト(中) 10本●9等 花火セット(小) 21本●抽選くじ 50枚●
抽選箱 1コ●くじ明細表 1枚●お知らせPOP 3枚●ディ
スプレイ台 1コ●重量：9kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
640×456×219mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 

CHN70-30S

デザイン及びセット内容等が変更になったり、代替品に
なる場合がありますのでご了承ください。

イベントセット 花火まつりA 200人用

20P207

[税抜] \25,000

●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 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発
送用段ボール箱 

CHN73-33Y

[品]SFマーク 

イベントセット 花火まつりB 100人用

20P208

[税抜] \19,000

●ｾｯﾄ内容：●特等 得用広場で遊ぼう1本●1等 広場で
遊ぼう2本●2等 なかよし花火300 5本●3等 なかよし花
火200 10本●4等 なかよし花火100 22本●5等 まつり60
本●抽選くじ100枚●抽選箱1コ●ディスプレイ箱1コ●重
量：6kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 

CHN73-33W

[品]SFマーク 

みんなで花火　（M-50）

20P209

[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：1.2kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：Φ
170×440mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 9個 

CHN65-25U

[品]SFマーク 

みんなで花火　（M-40）

20P210

[税抜] \4,000

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：850ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：Φ
155×415mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 9個 

CHN65-25U

[品]SFマーク 

バケットくん　（BK）

20P211

[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：680ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：Φ
195×325mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 12個 

CHN65-25S

[品]SFマーク 

スーパービッグセットＭ

20P212

[税抜] \3,000

●重量：1kg ●本体ｻｲｽﾞ：Φ165×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポ
リ袋 12個 

CHN70-30S

[品]SFマーク 
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得用 広場で遊ぼう

20P213

[税抜] \3,000

●重量：1kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：Φ180×330mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：ビニールバッグ 15個 

CHN65-25T

[品]SFマーク 

スーパーＷロング噴出手持花火　（SWL-20
）

20P214

[税抜] \2,000

●重量：385ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×525×65mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 24個 

CHN68-28U

[品]SFマーク 

広場で遊ぼう

20P215

[税抜] \2,000

●重量：650ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：Φ160×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ポリ袋 18個 

CHN68-28T

[品]SFマーク 

チャイルドＡ

20P216

[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：500ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
180×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 12個 

CHN73-33U

[品]SFマーク 

スーパービッグセット　（S-10）

20P217

[税抜] \1,000

●重量：395g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×120×60mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 30個 

CHN70-30S

[品]SFマーク 

スーパーロング花火　（LO-L）

20P218

[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：159g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
470×300×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 60個 

CHN63-23U

[品]SFマーク 

コミックアニマルNo２

20P219

[税抜] \1,000

●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：500×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘ
ッダー付ポリ袋 50個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 

けむりが少なめ花火セット　（S-L）

20P220

[税抜] \1,000

●重量：170g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：460×200×15mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 60個 

CHN62-22T

[品]SFマーク 

なかよし花火800

20P221

[税抜] \800

●重量：195g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：465×263mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 60個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 
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スーパーロング花火　（LｰM）

20P222

[税抜] \600

●重量：105g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：425×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ポリ袋 120個 

CHN63-23T

[品]SFマーク 

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

スーパービッグセット　（Sｰ5）

20P223

[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：200ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
50×80×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 50個 

CHN70-30S

[品]SFマーク 

なかよし花火500

20P224

[税抜] \500

●重量：122g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：335×270mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 100個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 

スーパーロング花火　（LA-S）

20P225

[税抜] \400

●重量：70g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：425×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ポリ袋 150個 

CHN63-23T

[品]SFマーク 

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

なかよし花火 300

20P226

[税抜] \300

●重量：83g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：335×213mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 120個 

CHN60-20S

[品]SFマーク 

おまつり花火セット　（MM-1）

20P227

[税抜] \100

●重量：30g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ヘッダー付ポリ袋 400個 

CHN70-30S

[品]SFマーク 
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＜夏のイベントセット＞

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

20P230

[税抜] \46,800

●機能：ショベルカー/組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボー
ル箱 

JPN78-38U

直送品

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

20P231

[税抜] \21,700

●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 

JPN78-38T

直送品

水ピス射的大会ファーストキット　（7137）

20P232

[税抜] \22,000

●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）・取説●本体ｻｲｽﾞ：500×1415×810mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：760×540×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボー
ル箱 

JPN85-45U

直送品

水ピス射的大会用 お菓子 100個　（7142）

20P233

★[税抜] \16,000

●ｾｯﾄ内容：お菓子アソート100個●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
370×680×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 【卵・
乳・小麦】 

JPN95-55T

直送品

水ピス射的大会 おもちゃ 100個　（7143）

20P234

[税抜] \12,000

●ｾｯﾄ内容：おもちゃアソート100個●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
370×680×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 

CHN85-45S

直送品

千本つり大会花火キット　（7387）

20P235

[税抜] \37,000

●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：千本つり大会本体・花火（ア
ソート）50コ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：360×520×110mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：発送用段ボール箱 2個 

JPN85-45U

直送品

千本つり大会本体と花火のキットです。

花火千本引き大会 50人用　（1166-02）

20P236

[税抜] \32,000

●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●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
850×400×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 

JPN78-38W

直送品

ドーンと花火プレゼント 100人用　（5617）

20P237

[税抜] \26,600

●ｾｯﾄ内容：●特等 スーパービッグセットM 1コ●1等 ス
ーパービッグセットS-10 2コ●2等 なかよしはなび800 3
コ●3等 なかよしはなび300 6コ●4等 なかよしはなび
200 12コ●5等 よい子のまつり5 76コ●抽選くじ 100枚
●抽選箱 １コ●くじ明細表 １枚●A3ポスター 1枚●店
頭用お知らせPOP 2枚・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
360×630×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN73-33S

直送品
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ドーンと花火プレゼント 50人用　（5615）

20P238

[税抜] \20,600

●ｾｯﾄ内容：●特等 スーパービッグセットM　1コ●1等 ス
ーパービッグセットS-10 2コ●2等 なかよしはなび800 3
コ●3等 なかよしはなび300 4コ●4等 なかよしはなび
200 8コ●5等 よい子のまつり5 32コ●抽選くじ 50枚●
抽選箱 1コ●くじ明細表 １枚●A3ポスター １枚●店頭
用お知らせPOP 2枚・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
360×630×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN73-33S

直送品

わくわく花火大会プレゼント 100人用　（
5623）

20P239

[税抜] \22,600

●ｾｯﾄ内容：●特等 夏まつり特大 1コ●1等 コミックアニ
マル№2 2コ●2等 なかよしはなび500 3コ●3等 なかよ
しはなび300 6コ●4等 コミックアニマル№1 12コ●5等 
よい子のまつり5 76コ●抽選くじ 100枚●抽選箱 1コ●く
じ明細表 １枚●A3ポスター １枚●店頭用お知らせPOP 
2枚・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：410×560×150mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN73-33S

直送品

わくわく花火大会プレゼント 50人用　（5621
）

20P240

[税抜] \16,800

●ｾｯﾄ内容：●特等 夏まつり特大 1コ●1等 コミックアニ
マル№2 2コ●2等 なかよしはなび500 3コ●3等 なかよ
しはなび300 4コ●4等 コミックアニマル№1 8コ●5等 よ
い子のまつり5 32コ●抽選くじ 50枚●抽選箱 １コ●くじ
明細表 １枚●A3ポスター １枚●店頭用お知らせPOP 2
枚・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：410×560×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：発送用段ボール箱 1個 

JPN73-33S

直送品

金魚すくい大会　（1458-01）

20P241

[税抜] \32,000

●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 ●本体ｻｲｽﾞ
：プール/Φ800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：490×500×360mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN70-30S

直送品

キャラクター人形すくい大会（150個入）　（
1477-02）

20P242

[税抜] \20,000

●ｾｯﾄ内容：●キャラクター人形 50個●うきうきマスコッ
ト 100個●替え紙 300枚●ワンタッチ枠 20個●おわん 
10個●プール●BBポンプ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×410×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35S

直送品

様々なキャラクター人形のイベントセットです。

キャラクタービニール水ヨーヨーつり大会（
100個）　（1483-01）

20P243

[税抜] \15,800

●ｾｯﾄ内容：●キャラクタービニール水ヨーヨー 100個●
こより 100個●つりざお 20個●つりばり 20個●らくらく
ポンプ●プール●BBポンプ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
285×253×143mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 

JPN78-38T

直送品

スーパーボールすくい大会 350個入　（
1180-03）

20P244

[税抜] \12,500

●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●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×410×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 

JPN80-40U

直送品

ヨーヨーつり大会 100人用　（1324）

20P245

[税抜] \10,500

●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 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×370×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN80-40S

直送品

ヨーヨーつり大会 50人用　（1323）

20P246

[税抜] \7,500

●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 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×370×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN80-40S

直送品
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えんにち大当たり 100人用　（1380-02）

20P247

[税抜] \24,500

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

CHN78-38W

直送品

くじ付スーパーボールボード 110名用

20P248

[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：スーパーボール110コ・くじ110枚●本体ｻｲｽ
ﾞ：530×380mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：530×380mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：ポリ袋 15個 

JPN75-35S

子供が大好きなスーパーボールで楽しいミニイベントを
！

ディズニーオールスターフェイスエアーヨー
ヨー  20個入り

20P249 指定不可

[税抜] \2,000

●材質：PVC ●重量：300ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：1個/100～
160×120～190×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
230×180×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

CHN70-30S

夏の定番、キャラクタービニールヨーヨーです。人気のデ
ィズニー柄２０種アソートです。ゴム付ですので、膨らま
すだけです。　

イベントメッシュキャップ　（700-EVM-010）

20P250A A/レッド

[税抜] \540

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応 
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-16-
50-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm 

CHN65-25S

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

イベントメッシュキャップ　（700-EVM-031）

20P250B B/ネイビー

[税抜] \540

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応 
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-16-
50-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm 

CHN65-25S

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

イベントメッシュキャップ　（700-EVM-077）

20P250C C/ｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰ

[税抜] \540

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応 
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-16-
50-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm 

CHN65-25S

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

イベントメッシュキャップ　（700-EVM-034）

20P250D D/ターコイズ

[税抜] \540

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応 
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-16-
50-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm 

CHN65-25S

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

祭手拭  (名刺ポケット付ＯＰＰ袋入）　（
4F3024-01P）

20P251

[税抜] \300

●材質：綿100％ ●重量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×135×7mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：OPP袋（名刺ポケット付） 300個 

JPN70-30S

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

20P252

[税抜] \200

●材質：再生紙（古紙配合率90%） ●重量：90g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：195×195×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 

JPN70-30S
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＜夏の味覚＞

岡﨑精肉店 近江牛サーロインステーキ 
200g×2枚

20P255

★[税抜] \12,000

●ｾｯﾄ内容：サーロインステーキ200g×2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：227×315×73mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN93-53V

直送品

兵庫 但馬牛 網焼き肉

20P256

★[税抜] \8,000

●ｾｯﾄ内容：モモ400g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×220×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN98-58V

直送品

京都 モリタ屋 国産牛 バラ・モモ焼肉用
400g

20P257

★[税抜] \6,500

●ｾｯﾄ内容：牛肉400g（バラ、モモ）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
253×187×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN93-53V

直送品

宮崎牛 角切りステーキ　（SC-220）

20P258

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：モモ肉300g・ヒマラヤ岩塩●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×265×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN00-60U

直送品

国内屈指の黒毛和牛の産地宮崎。太陽と緑に恵まれた
地で生産農家の愛情を一身に受けた「宮崎牛」をお届け
します。お好みでヒマラヤ岩塩をつけてお召し上がりくだ
さい。

伊藤ハム ギフトセット　（FSV-51）

20P259

★[税抜] \5,000

●材質：豚肉 ●ｾｯﾄ内容：伝承献呈ロースハム320g・伝
承献呈肩ロース焼豚185g・伝承献呈燻しハム180g・伝承
献呈特選あらびきウインナー85g×3●重量：1170g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：236×281×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【卵・
小麦】 ●名入ｻｲｽﾞ：短冊 

JPN05-65V

直送品

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました
。

高知 明神水産 土佐 藁焼き鰹たたき　（
0640001）

20P260

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：藁焼き鰹たたき2節(500g)、タレ80mL、薬味(
ニンニク、生姜各3)●重量：800ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×380×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡スチロール 1個 【小
麦】 

JPN00-60U

直送品

土佐の伝統「藁焼き」で表面だけを瞬時に焼き上げ、旨
味を封じ込めました。 薬味をのせ、タレをかけてさっぱり
味のタタキをお召し上がりください。

伊藤ハム ギフトセット　（FSC-31）

20P261

★[税抜] \3,000

●材質：豚肉 ●ｾｯﾄ内容：伝承献呈燻しハム180g・伝承
献呈肩ロース焼豚185g・伝承献呈特選あらびきウインナ
ー85g×2●重量：720g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×290×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【卵・小麦】 ●名
入ｻｲｽﾞ：短冊 

JPN05-65V

直送品

乾麺・全国繁盛店ラーメンセット12食　（
CLKS-04）

20P262

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：札幌黒帯味噌味、秋田十郎兵衛醤油味、仙
台おり久味噌味、喜多方一平醤油味、広島満麺亭醤油
味、熊本もっこす亭とんこつ味各2食入●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
395×420×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 【卵・乳・小麦
】 

JPN85-45U
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玉子かけ醤油と鰹そぼろセット　（TKM-10）

20P263

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：玉子かけ醤油145mL･鰹そぼろ7g×5●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×185×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 18個 

JPN85-45S

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。

UMAMIご当地ラーメン10A

20P264

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：札幌味噌ラーメン（中太麺70g、つゆ）・喜多
方醤油ラーメン（太ちぢれ麺70g、つゆ）・博多豚骨ラーメ
ン（細麺70g、つゆ）・ラーメン具材（ハートなると、小ねぎ
、白煎りごま）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×255×75mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 20個 【卵・乳・小麦】 

JPN80-40S

3種類のラーメンにはそれぞれスープに良く合うこだわり
の麺を揃えることで各地域の特色を 大限活かしたラー
メンをお楽しみいただけます。

ありがとうハートふりかけ

20P265

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：ふりかけ×6（紀州南高梅2.5g、博多辛子明
太子2.5g各3）●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
190×170×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 50個 【卵・乳・小
麦】 

JPN80-40T

感謝の気持ちを伝えるありがとうのパッケージ。ハート型
の海苔が入った、キュートなふりかけです。

紀州南高梅（2P）　（RUB-25）

20P266

★[税抜] \250

●ｾｯﾄ内容：紀州南高梅はちみつ漬け×2●重量：60g 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：94×150×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
100個 

JPN80-40S

肉厚で皮がやわらかく梅の中では 高級品とされ、はち
みつとリンゴ酢を加え食べやすいまろやかな独自の味に
仕上げました。おすすめ商品です。

三輪素麺 手延べ三輪の白髭 細麺　（KB-
30S）

20P267

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：三輪そうめん50g16束●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
208×294×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：木箱 10個 【小麦】 

JPN80-40S

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

三輪素麺 手延べ三輪の白髭 細麺　（KB-
20J）

20P268

★[税抜] \2,000

●ｾｯﾄ内容：三輪そうめん50g12束●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
208×238×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：木箱 14個 【小麦】 

JP80-40S

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

そうめん 感謝をこめて　（KSK-90K）

20P269

★[税抜] \900

●ｾｯﾄ内容：そうめん (50g×5)×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×190×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【小麦】 

JPN70-30S

「感謝」の心を、おいしいそうめんでお伝えしたい。夏の
販促品として 適です。

感謝をこめて　（MEK-50K）

20P270

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：さぬきそうめん、さぬきうどん各150ｇ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：251×100×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 【
小麦】 

JPN70-30S

香川県は「うどん県」と呼ばれる程古来より麺づくりが盛
んです。その讃岐の地で作った、夏を代表する麺、そう
めん・うどんの詰合せです。

播州の糸  つゆ付き　（BSｰ3）

20P271

★[税抜] \300

●ｾｯﾄ内容：そうめん50g×3・めんつゆ20mL●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：195×60×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 【小麦】 

JPN75-35S

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。
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島原そうめん　（AS-2）

20P272

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：そうめん50g×3束●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×60×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 【小麦】 

JPN75-35S

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。

4種まるごと果実アイス詰合せ　（1780007）

20P273

★[税抜] \6,000

●ｾｯﾄ内容：苺アイス20g×10、はんぶんパイン×2、は
んぶんオレンジ×3、はんぶんレモン×3●重量：3.5kg 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：360×280×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡ス
チロール 1個 【乳】 

JPN03-63U

直送品

果実の果皮を使った、フルーツシャーベット・アイスのセ
ットです。高果汁のシャーベットと濃厚なアイスをお楽し
みください。

富良野メロン 2玉　（1023）

20P274

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：1.3kg×2玉●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×330×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 

JPN98-58V

直送品

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＞

十勝ドルチェ橋本牧場 プレミアムアイス　（
5000098）

20P275

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：アイス100mL×12●重量：1.6kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：175×275×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡スチロール 【
卵・乳】 

JPN03-63V

直送品

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。

奈良 吉野の葛餅　（4720001）

20P276

★[税抜] \4,000

●ｾｯﾄ内容：吉野の葛餅（葛餅330g、黒蜜１袋、きな粉１
袋）×2・抹茶きな粉で味わう吉野の葛餅（葛餅330g、抹
茶きな粉3袋）●重量：1.5kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
354×203×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 【卵】 

JPN05-65U

直送品

鎌倉時代より続く旧家の味を現代の技で日持ちする菓
子として再現しました。濃厚な黒蜜に香ばしいきな粉とほ
ろ苦さが相性ぴったりの抹茶きな粉のセット。

乳蔵  北海道乳蔵アイスクリーム10個　（
110007）

20P278

★[税抜] \3,500

●ｾｯﾄ内容：バニラ、赤肉メロン、ストロベリー、ハスカッ
プ、青肉メロン各90mL×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×275×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡スチロール 1個 【卵
・乳】 

JPN95-55S

直送品

北海道の牛乳を原料として、定番のバニラと北海道をイ
メージしたフルーツを使用したアイスの詰合せ。4種類の
味をお楽しみ下さい。

銀座千疋屋 銀座ミルフィーユアイス

20P279

★[税抜] \3,500

●ｾｯﾄ内容：イチゴ、オレンジ、マスカット各3●重量：2kg 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：305×225×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
 【卵・乳・小麦】 

JPN10-70W

直送品

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。

大文字飴本舗  ひんやりわらび　（D-2085）

20P280

★[税抜] \3,500

●ｾｯﾄ内容：わらび餅120g×8（白×6、黒豆煮汁×2）黄
な粉12ｇ×8●重量：1060g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
310×210×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN95-55S

直送品

吉野の本葛粉と馬鈴薯でん粉と本わらび粉をブレンドし
、素材を生かした「白」、丹波黒大豆の煮汁を加えた「黒
」。二色のわらび餅をお楽しみいただけます。

高知 Made in 土佐 南の国の高知アイス 高
知アイスセット　（3410002）

20P281

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：アイス115mL×6（アイスクリン×3・ゆずシャ
ーベット、文旦シャーベット、ぽんかんシャーベット）●重
量：1.2kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×400×104mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：発泡スチロール 1個 【卵・乳】 

JPN05-65T

直送品

主原料は高知の素材を使用。高知の豊かな１次産品を
使って多くの人に美味しいアイスをお届けしております。
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銀座千疋屋 銀座レアチーズケーキ 10個

20P282

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：レアチーズケーキ65g10個（プレーン、マスカ
ット各5）・フルーツソース10g10個（ストロベリー&フランボ
ワーズ、はちみつ&レモン各5）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
277×270×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【乳】 

JPN09-69V

直送品

冷たく濃厚なレアチーズケーキにさっぱりとしたフルーツ
ソースをかけてお召し上がりください。

京都宇治 菓楽からく 涼々ゼリー詰合せ　（
E-8000）

20P283

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：ゼリー55ｇ×12（洋なし月､アップル金魚､ぶ
どう金魚､桃うさぎ各3）●重量：660g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×285×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【乳】 

JPN00-60S

直送品

爽やかなフルーツの香りが広がる、夏のゼリーをお楽し
み下さい。

デリシュ・ボヌール　（TDL-20）

20P284

★[税抜] \2,000

●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●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
218×330×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱+包装済 10個
 【乳】 

JPN85-45U

凍らせておいしい３種類のゼリーなどの詰合せです。

銀座千疋屋 銀座ゼリー3個　（0820113）

20P285

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ゼリー75g3個（マンゴー、キウイ、グレープフ
ルーツ）●重量：500ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×135×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN03-63U

直送品

※１梱未満は税抜600円の送料が別途必要になります。
 

果物の味をそのまま生かし、上品でフルーティな香りと
優しい甘みに仕上げた、銀座千疋屋オリジナルのフルー
ツゼリーの詰め合わせです。

長野  信州フルーツゼリー　（1550070）

20P286

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ｾﾞﾘｰ80ｇ9個（コンコード、ナイアガラ、リンゴ
、もも各2・洋なし）●重量：750ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
235×235×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 

JPN00-60U

直送品

※１梱未満は税抜1000円の送料が別途必要になります
。 

信州産果汁を使用したフルーツゼリーです。

マリンパック・手づくり飴

20P287

★[税抜] \278

●容量：48ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：170×120×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：裸 24個 

JPN83-43S

魚柄の組飴を入れました。

銀座千疋屋 マンゴードリンク　（0820003）

20P288

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：900mL×2●重量：2.5kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
335×200×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN09-69V

直送品

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。

デルモンテ100%果汁ジュースギフト　（KDF-
30R）

20P289

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：デルモンテジュース160ｇ×28（オレンジ、パ
イナップル各8・アップル、グレープ、ホワイトグレープ各4
）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：391×393×63mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
 3個 

JPN03-63V

混じりっけなしの100%果汁。地球育ちの豊かな恵みをお
届けします。

神戸居留地ジュースセット　（TBJ-20）

20P290

★[税抜] \2,000

●ｾｯﾄ内容：ジュース185ｇ×18（アップル、オレンジ、グレ
ープ各6）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：335×340×57mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱 6個 

JPN90-50U

太陽の恵みを受けて育った果汁100%ジュース。
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デルモンテ100%果汁ジュースギフト　（KDF-
20R）

20P291

★[税抜] \2,000

●ｾｯﾄ内容：デルモンテジュース160ｇ×18（オレンジ×6・
アップル、パイナップル、グレープ、ホワイトグレープ各3）
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：297×341×63mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
5個 

JPN03-63V

混じりっけなしの100%果汁。地球育ちの豊かな恵みをお
届けします。

カルピス3本セット　（CL-15B）

20P292

★[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：470mL×3●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×213×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 【乳】 

JPN00-60V

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＞

桃太郎麦茶　（MV-10）

20P293

★[税抜] \100

●ｾｯﾄ内容：麦茶バッグ10g×5●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
148×95×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN80-40S

食品添加物、着色料など一切使用しておりません。

桃太郎麦茶（袋入り）　（MV-5）

20P294

★[税抜] \50

●ｾｯﾄ内容：麦茶バッグ10g×3●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 

JPN89-49V

食品添加物・着色料不使用。家族で安心して飲める麦
茶です。
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＜敬老の日＞

タニタ 体組成計インナースキャン　（BC-
718-BR）

20P300A A/ﾌﾞﾗｳﾝ

[税抜] \5,000

●材質：強化ガラス・ABS・ステンレス・PE ●機能：体重・
BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・5人登録・乗るピタ機能
 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.4kg ●電源：モニタ
ー単4×4（添） ●本体ｻｲｽﾞ：210×297×25mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：254×337×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 ●名
入：60-120-23-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×130mm 

CHN80-40V

フルカラー対応

[法]家庭用特定計量器のマーク 

スタイリッシュなガラス素材に、凹凸のないすっきりデザ
イン。乗るだけで簡単に測定ができる「乗るピタ機能」を
搭載。

タニタ 体組成計インナースキャン　（BC-
718-PK）

20P300B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \5,000

●材質：強化ガラス・ABS・ステンレス・PE ●機能：体重・
BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・5人登録・乗るピタ機能
 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.4kg ●電源：モニタ
ー単4×4（添） ●本体ｻｲｽﾞ：210×297×25mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：254×337×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 ●名
入：60-120-23-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×130mm 

CHN80-40V

フルカラー対応

[法]家庭用特定計量器のマーク 

スタイリッシュなガラス素材に、凹凸のないすっきりデザ
イン。乗るだけで簡単に測定ができる「乗るピタ機能」を
搭載。

タニタ 体組成計インナースキャン　（BC-
718-WH）

20P300C C/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \5,000

●材質：強化ガラス・ABS・ステンレス・PE ●機能：体重・
BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・5人登録・乗るピタ機能
 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.4kg ●電源：モニタ
ー単4×4（添） ●本体ｻｲｽﾞ：210×297×25mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：254×337×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 ●名
入：60-120-23-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×130mm 

CHN80-40V

フルカラー対応

[法]家庭用特定計量器のマーク 

スタイリッシュなガラス素材に、凹凸のないすっきりデザ
イン。乗るだけで簡単に測定ができる「乗るピタ機能」を
搭載。

タニタ  3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル
　（FB-739-BK）

20P301A A/ブラック

[税抜] \3,000

●材質：ABS・PMMA ●機能：歩数・ホイッスル ●ｾｯﾄ内
容：オリジナルサバイバルカード・取説・保証書●重量：
28ｇ ●電源：モニターCR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
15×81×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：18×75×165mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ブリスター 24個 ●名入：60-120-23-120-S ●名
入ｻｲｽﾞ：3×50mm 

CHN78-38T

設定いらずのカンタン歩数計に緊急ホイッスルがつきま
した。災害時、小さな息でも大きな音で助けを呼べる。い
つも持ち歩く歩数計だからこそ安心です。

タニタ  3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル
　（FB-739-OR）

20P301B B/オレンジ

[税抜] \3,000

●材質：ABS・PMMA ●機能：歩数・ホイッスル ●ｾｯﾄ内
容：オリジナルサバイバルカード・取説・保証書●重量：
28ｇ ●電源：モニターCR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
15×81×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：18×75×165mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ブリスター 24個 ●名入：60-120-23-120-S ●名
入ｻｲｽﾞ：3×50mm 

CHN78-38T

設定いらずのカンタン歩数計に緊急ホイッスルがつきま
した。災害時、小さな息でも大きな音で助けを呼べる。い
つも持ち歩く歩数計だからこそ安心です。

タニタ 電子塩分計しおみスプーン　（SO-
302-WH）

20P302

[税抜] \3,000

●材質：ABS・鉛レス黄銅（金メッキ） ●機能：測定範囲
0.6%～1.2% （LED3段階表示）・測定温度範囲60℃～80℃
・使用回数約2,000回・防滴 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：26g ●電源：LR44×3（内） ●本体ｻｲｽﾞ：
28×160×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×60×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

VIE80-40V

[品]JIS_IPX2相当 

塩分濃度を3段階のLEDで見やすく表示します。60℃～
80℃までの範囲を測定できます。

ゲルフィットクッション　（30600）

20P303

[税抜] \2,980

●材質：水添スチレン系熱可塑性エラストマー・カバー
/ポリエステル、PVC ●ｾｯﾄ内容：メッシュカバー・取説●
重量：860ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：400×350×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：420×370×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN70-30S

独自のハニカム構造と厚みのある圧力分散ゲルが体圧
を分散し背中と腰への負担を軽減。通気性もよく蒸れる
こともないので一日中座っていてもラクラク快適。

敬老の日  焼印入スーパースターロール

20P304

★[税抜] \2,550

●重量：350ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：165×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：174×102×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【卵・乳・小
麦】 

JPN10-70T

直送品

  「いつまでもお元気で」の焼印入りロールケーキです！
あっさりクリームをぎっしり詰めたボリューム満点のロー
ルケーキです。＜出荷期間:9月1日～中旬＞
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今治 糸物語  フェイスタオル２Ｐセット　（I-
50200）

20P305

[税抜] \2,000

●材質：綿100％ ●重量：75ｇ×2 ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×330×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 56個 

JPN63-23T

[品]今治タオル 

「糸物語」は小紋柄を現代風にアレンジした今治製の優
しいタオルです。日本の落ち着いた和の心をグレイッシ
ュパープルとシルバーグレーで表現しています。

ローラーピンチらくとりハンガー  42ピンチ　（
30594）

20P306

[税抜] \1,980

●材質：PP・スチール ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：770ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：770×380×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
390×60×480mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ＰＰ袋 12個 

CHN70-30S

特殊形状ローラーが洗濯物をしっかり掴みながらも、取
り込むときはローラーが回転し、洗濯物を傷つけることな
く一度に取り込めます。

ぱくぱくローラー ケース付　（N76ST）

20P307

[税抜] \1,700

●材質：ABS・ナイロン（パイル） ●重量：245g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：197×189×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
211×220×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 40個 ●名入：
130-41-22-500-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm 

CHN70-30S

押して引くだけで、ラグ、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きます。収納に便利
な専用ケースが付きました。

ラフィネス  ミニボトル190mL　（LFN-150）

20P308

[税抜] \1,500

●材質：ステンレス鋼 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：145g ●
容量：190mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ45×178mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：50×50×187mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：
50-120-22-30-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：80×25mm 

CHN70-30S

ポケットサイズのミニボトルで、手軽に水分補給！

ダブルフレーム　（CTV-120）

20P309A A/ｴﾒﾗﾙﾄﾞ

[税抜] \1,400

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：90-
24-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm 

CHN75-35U

屏風型の2窓タイプ。2LサイズとLサイズを入れることが
できます。色は落ち着いた5色からお選びください。

ダブルフレーム　（CTV-120）

20P309B B/ﾜｲﾝ

[税抜] \1,400

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：90-
24-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm 

CHN75-35U

屏風型の2窓タイプ。2LサイズとLサイズを入れることが
できます。色は落ち着いた5色からお選びください。

ダブルフレーム　（CTV-120）

20P309C C/ｷｬﾒﾙ

[税抜] \1,400

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：90-
24-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm 

CHN75-35U

屏風型の2窓タイプ。2LサイズとLサイズを入れることが
できます。色は落ち着いた5色からお選びください。

ダブルフレーム　（CTV-120）

20P309D D/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \1,400

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：90-
24-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm 

CHN75-35U

屏風型の2窓タイプ。2LサイズとLサイズを入れることが
できます。色は落ち着いた5色からお選びください。

オールドマンパワーつめ切り　（SN-05）

20P310

[税抜] \1,200

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：爪切
/140×30×30mm・つめヤスリ/60×10×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：145×30×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名
入：80-18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：7×25mm 

KOR70-30S

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。
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COBライト3倍拡大鏡　（3576）

20P311

[税抜] \1,000

●材質：ABS・ガラス ●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
ｽﾞ：115×240×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×245×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 100個 ●名
入：60-36-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：3×50mm 

CHN70-30U

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。

和偲  印鑑ケース　（TSK-75513）

20P312A A/シルバー

[税抜] \1,000

●材質：ABS・亜鉛合金（クロームメッキ） ●機能：朱肉
付 ●重量：37ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：29×87×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×55×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 12個 

JPN70-30S

季節感のある和柄を上品な色味で表現し、詳細かつ華
麗なデザインとなった印鑑ケースです。強度・制度に優
れたダイキャスト枠を使用し、内貼り付きです。

和偲  印鑑ケース　（TSK-75520）

20P312B B/ピンク

[税抜] \1,000

●材質：ABS・亜鉛合金（クロームメッキ） ●機能：朱肉
付 ●重量：37ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：29×87×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×55×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 12個 

JPN70-30S

季節感のある和柄を上品な色味で表現し、詳細かつ華
麗なデザインとなった印鑑ケースです。強度・制度に優
れたダイキャスト枠を使用し、内貼り付きです。

和偲  印鑑ケース　（TSK-75537）

20P312C C/ブルー

[税抜] \1,000

●材質：ABS・亜鉛合金（クロームメッキ） ●機能：朱肉
付 ●重量：37ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：29×87×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×55×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 12個 

JPN70-30S

季節感のある和柄を上品な色味で表現し、詳細かつ華
麗なデザインとなった印鑑ケースです。強度・制度に優
れたダイキャスト枠を使用し、内貼り付きです。

和偲  印鑑ケース　（TSK-75544）

20P312D D/ブラック

[税抜] \1,000

●材質：ABS・亜鉛合金（クロームメッキ） ●機能：朱肉
付 ●重量：37ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：29×87×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×55×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 12個 

JPN70-30S

季節感のある和柄を上品な色味で表現し、詳細かつ華
麗なデザインとなった印鑑ケースです。強度・制度に優
れたダイキャスト枠を使用し、内貼り付きです。

キャップオープナー（マグネット付）　（RD-11
）

20P313

[税抜] \800

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
87×60×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×114×15mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：台紙付ポリ袋 120個 

JPN75-35S

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。

2LEDライト付ルーペ   みるみる　（6161）

20P314

[税抜] \780

●材質：ABS ●機能：倍率3倍・懐中ライト・ルーペ用ライ
ト ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：63ｇ ●電源：単4×3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：56×25×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
67×27×141mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-
42-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：50×10mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

ルーペ用のライト、懐中ライトも付いた多機能ルーペで
す。フルカラー名入対応可能。

名画メガネケース　（AG-00711）

20P315A A/ｺﾞｯﾎ ﾎﾜｲﾄﾛｰｽﾞ

[税抜] \700

●材質：ポリエステル・スチール ●ｾｯﾄ内容：メガネ拭き・
取説●重量：95g ●本体ｻｲｽﾞ：160×60×40mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×170×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 108個 

CHN75-35S

メガネケース（メガネ拭き付き）

名画メガネケース　（AG-00713）

20P315B B/モネ  睡蓮

[税抜] \700

●材質：ポリエステル・スチール ●ｾｯﾄ内容：メガネ拭き・
取説●重量：95g ●本体ｻｲｽﾞ：160×60×40mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×170×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 108個 

CHN75-35S

メガネケース（メガネ拭き付き）
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名画メガネケース　（AG-00717）

20P315C C/ｺﾞｯﾎ ひまわり

[税抜] \700

●材質：ポリエステル・スチール ●ｾｯﾄ内容：メガネ拭き・
取説●重量：95g ●本体ｻｲｽﾞ：160×60×40mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×170×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 108個 

CHN75-35S

メガネケース（メガネ拭き付き）

ちりめん３ルームポケットポーチ　（6F3310-
BL）

20P316A A/小桜ブルー

[税抜] \500

●材質：ポリエステル・PVC ●重量：41g ●本体ｻｲｽﾞ：
135×180×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：146×190×20mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個 

CHN70-30S

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　（6F3310-
PI）

20P316B B/小桜ピンク

[税抜] \500

●材質：ポリエステル・PVC ●重量：41g ●本体ｻｲｽﾞ：
135×180×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：146×190×20mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個 

CHN70-30S

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　（6F3310-
BE）

20P316C C/無地ベージュ

[税抜] \500

●材質：ポリエステル・PVC ●重量：41g ●本体ｻｲｽﾞ：
135×180×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：146×190×20mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個 

CHN70-30S

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。

鶴亀つめ切り　（SN-04）

20P317

[税抜] \500

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ステンレススチール ●重
量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：82×16×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×55×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：80-
18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×55mm 

KOR70-30S

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-601）

20P318A A/十訓

[税抜] \250

●材質：磁器 ●重量：143g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ
：φ64×79mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×70×85mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：無地箱 120個 ●名入：90-54-27-100-転写 ●名入
ｻｲｽﾞ：50×30mm 

JPN78-38U

美濃焼湯呑の側面に健康や長寿の心得が書かれてい
ます。

ものしり朱泥湯呑1P　（P-602）

20P318B B/長寿

[税抜] \250

●材質：磁器 ●重量：143g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ
：φ64×79mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×70×85mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：無地箱 120個 ●名入：90-54-27-100-転写 ●名入
ｻｲｽﾞ：50×30mm 

JPN78-38U

美濃焼湯呑の側面に健康や長寿の心得が書かれてい
ます。
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＜防災の日＞

FM/AMラジオ付き ポータブルマルチライト　
（SRL-05）

20P321

[税抜] \4,000

●材質：ABS ●機能：サイレン・AM/FMラジオ（ワイドFM
対応） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：170g ●電源：ダイナモ・
USB（添） ●本体ｻｲｽﾞ：160×40×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：60×60×165mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：
110-120-18-40-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×30mm 

CHN70-30T

ハンディータイプのLEDライト。ラジオはAM/FM対応でラ
イトは遠近の2ポジション。ダイナモ充電・USB充電で乾
電池いらず！

ライトマスター  マグネット　（KBN-100）

20P322

[税抜] \2,500

●材質：ABS ●機能：スポットライト（強、弱）・ランタン（
強、弱）・赤色非常点滅灯・IPX4（防沫仕様）・フック付 ●
ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：155ｇ ●電源：単3×3（別
）又は単４×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：φ65×220mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：70×70×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

CHN70-30S

使用シーンに合わせて色んな所で使い方を選べます。

FMマルチステーション(ワイドFM対応)　（
6144）

20P323

[税抜] \2,000

●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・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（内） ●本体ｻｲｽﾞ：50×50×168mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×60×178mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 
●名入：60-42-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

アウトドアにも防災にも役立つ多機能FMラジオライト。ワ
イドFM対応で、AM番組も聴く事ができます。いざという
時の懐中ライトも便利です。

LEDライト&ランタン　（SV-4397）

20P324

[税抜] \2,000

●材質：ABS・PP ●機能：懐中電灯・ランタン・ナイトラン
プ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：190g ●電源：単3×3（別） 
●本体ｻｲｽﾞ：60×70×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
60×75×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 

CHN65-25S

懐中電灯・ランタン・ナイトランプの1台3役です。常備設
備として、アウトドア、キャンプ、防災用に大活躍です。

2バンド クリップラジオ　（6490）

20P325

[税抜] \2,000

●材質：ABS ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・イ
ヤホンジャック ●ｾｯﾄ内容：ベルトクリップ・取説・保証書
●重量：85g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
100×63×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×75×43mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：8×35mm 

CHN70-30S

裏面に付属のベルトクリップが装着できます。FM補完放
送対応

ダイナモ&USB充電ライト　（ES035）

20P326A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \1,600

●材質：PS・ABS・ゴム ●機能：ライト（点滅灯・SOS点滅
）・スマホ充電 ●ｾｯﾄ内容：USBケーブル・取説●重量：
124g ●電源：USB・ダイナモ ●本体ｻｲｽﾞ：φ
41×151mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×52×163mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-60-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：
10×60mm 

CHN65-25S

明るさ際立つライトが秀逸。スマートフォンへの充電もで
き、非常時に活躍。

ダイナモ&USB充電ライト　（ES035）

20P326B B/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \1,600

●材質：PS・ABS・ゴム ●機能：ライト（点滅灯・SOS点滅
）・スマホ充電 ●ｾｯﾄ内容：USBケーブル・取説●重量：
124g ●電源：USB・ダイナモ ●本体ｻｲｽﾞ：φ
41×151mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×52×163mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-60-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：
10×60mm 

CHN65-25S

明るさ際立つライトが秀逸。スマートフォンへの充電もで
き、非常時に活躍。

スペースヒートシート　（52-31271）

20P327

[税抜] \1,100

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：2130×1420mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×70×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 

USA80-40S

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。
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ポケットダイナモライト（Ｒ）　（3551）

20P328

[税抜] \1,000

●材質：ABS ●機能：LED3灯 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
70g ●電源：ダイナモ ●本体ｻｲｽﾞ：50×85×30mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：55×90×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 
100個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×10mm 

CHN70-30U

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。

３ＷＡＹフラッシュランタンライト　（SJ-90F）

20P329 指定不可

[税抜] \900

●材質：ABS ●機能：ランタン・懐中電灯・非常警告灯 
●重量：148ｇ ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：φ
70×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×73×110mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 80個 ●名入：60-48-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：
15×25mm 

CHN70-30S

 引っ張ると３ＷのＣＯＢランタン。スイッチオンで３ＷのＬ
 ＥＤ懐中電灯。８灯の赤色警告灯が点滅・点灯で危険を

警告。底面に磁石付き。

防災ツール15徳 コンビニエンス　（KN-15S）

20P330

[税抜] \750

●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・釘外し・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 ●本体ｻｲｽﾞ：
75×20×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×35×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：80-18-17-300-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：7×25mm 

CHN70-30S

いざという時に役立つ防災アイテムです。

防災用ウェットボディタオル 超ロングサイズ
　（WB001）

20P331

[税抜] \190

●材質：レーヨン・ポリエステル ●重量：74g ●本体ｻｲｽﾞ
：300×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-36-27-
1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：70×110mm 

JPN70-30S

フルカラー対応

1枚で全身が拭ける超ロングサイズのウエットボディタオ
ル。水が使えない非常時にも役立ち、アウトドアやスポ
ーツでも使えて便利。長期保存も可能です。

非常用給水バッグ　（15-257）

20P332

[税抜] \180

●材質：PE ●重量：53g ●容量：5L ●本体ｻｲｽﾞ：
435×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×130×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台紙/45-6-17-200-刷込 ●
名入ｻｲｽﾞ：10×85mm 

THA70-30S

フルカラー対応

災害時の水の確保はもちろん、アウトドアにも使えます。

転倒防止補助プレート2枚入　（SJ-T15）

20P333

[税抜] \150

●材質：軟質PVC ●重量：57g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×45×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×53×12mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 

JPN70-30S

簡単にできる地震対策。家具の下にはさむだけでOKの
転倒防止補助プレート。釘やネジを使わないので家具を
傷つけません。

7年保存1日分 アレルギー対応保存食セット
 ワンデイ プラス バージョンツー　（

20P334

★[税抜] \2,900

●機能：保存7年 ●ｾｯﾄ内容：保存水500mL・レトルト米
粉クッキー・レトルトご飯（五目ご飯・カレーピラフ、スプー
ン付き）・Qトワレ（簡易トイレ5回分）・リダクションシート（
アルミブランケット）●重量：1460g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
230×207×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 

JPN00-60U

直送品

※梱単位で出荷の為、端数でのご注文はお受けできま
せんのでご了承下さい。 

3食全てのレトルト食品は、純国産製品。その他に5回分
の「簡易トイレ」、防寒対策にも優れた「アルミブランケッ
ト」がセットになっています。

7年保存1日分保存食セット （ワンデイ プラ
ス）　（1 DAY PLUS＋）

20P335

★[税抜] \2,800

●機能：保存7年 ●ｾｯﾄ内容：保存水500mL・レトルトクッ
キー（ココナッツ味）・レトルトパン（ミルクブレッド）・レトル
トご飯（五目ごはん、スプーン付）・Qトワレ（簡易トイレ5
回分）・リダクションシート（アルミブランケット）●重量：
1330g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×207×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 8個 【卵・乳・小麦】 

JPN00-60U

直送品

※梱単位で出荷の為、端数でのご注文はお受けできま
せんのでご了承下さい。 

「簡易トイレ」、「アルミブランケット」がセットになり、持ち
運びに便利な持ち手付き。災害初動時の1人用1日分の
調理不要スターターセット。

AST新・備 玄米リゾット　（111719）

20P336A A/和風

★[税抜] \450

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：個包装プラスプーン●重
量：240ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：158×158×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
25個 

JPN90-50S

アレルゲン不使用、添加物0.常温で5年間保存できます
。
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AST新・備 玄米リゾット　（111721）

20P336B B/トマト

★[税抜] \450

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：個包装プラスプーン●重
量：240ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：158×158×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
25個 

JPN90-50S

アレルゲン不使用、添加物0.常温で5年間保存できます
。

AST新・備 玄米リゾット　（111717）

20P336C C/カレー

★[税抜] \450

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：個包装プラスプーン●重
量：240ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：158×158×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
25個 

JPN90-50S

アレルゲン不使用、添加物0.常温で5年間保存できます
。

新・備 エネバー　（111477）

20P337

★[税抜] \300

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：プレーン、チーズ、ハニー
レモン●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：158×128×15mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：裸 100個 【卵・乳・小麦】 

JPN92-52U

災害時などの栄養補給に 適！1袋に3色の味！

ブルボン 災害備蓄用クラッカー （1カートン 
90g×70食入）　（31675-01）

20P338

★[税抜] \16,800

●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●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×130×45mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：段ボール箱 2個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45Y

※受注生産のため、1ヶ月以上かかる場合もあります。
官公庁や企業の備蓄に 適な一斗缶入りのお馴染のお
菓子です。

ブルボン 缶入カンパン　（28899-04）

20P339

★[税抜] \250

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：φ77×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 24個 【乳・小麦】 

JPN88-48T

5年間保存が可能な保存食です。糖分補給のキャンディ
入り。

ブルボン 缶入ミルクビスケット　（28901-04）

20P340

★[税抜] \250

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

JPN88-48T

ブルボン 缶入ミニクラッカー　（28900-04）

20P341

★[税抜] \250

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

JPN88-48T
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＜秋の交通安全
（９／２１－３０）＞

携帯型反射バッグ　（6J9051）

20P345 指定不可

[税抜] \600

●材質：ポリエステル100% ●機能：反射テープ、蛍光テ
ープ付 ●ｾｯﾄ内容：ポーチ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：ト
ートバッグ/450×380×135mm・ポーチ/170×90mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×100×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 
●名入：ポーチ/85-72-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×50mm 

CHN70-30S

反射テープ付きで、会社帰りの買い物や、シルバーの方
の買い物にも安心感が増します。内容量の割に小さく折
りたためるのは嬉しい配慮です。

COBライト ちょぼすけ　（5142）

20P346

[税抜] \480

●材質：アルミ ●機能：ライト切替/強、弱、点滅 ●ｾｯﾄ
内容：取説●重量：40ｇ ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲ
ｽﾞ：φ31×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×40×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 180個 ●名入：60-42-16-200-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：7×25mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

高輝度COBライト搭載。カラビナ付で持ち運びも楽々。
高級感のあるアルミボディ。ライトは強、弱、点滅の
3WAY機能。

ライトdeリストバンド　（SJ-30B）

20P347

[税抜] \300

●材質：PVC ●機能：反射板・ライト切替3段階（点滅/早
、遅・点灯） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：11ｇ ●電源：
CR2032（内） ●本体ｻｲｽﾞ：290×36×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：295×65×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 480個 ●名入：
60-71-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×15ｍｍ 

CHN70-30S

 ライトが付いた反射素材のリストバンド。ワンタッチで簡
 単装着。ライトは点滅早、遅、点灯の3段階切り替えで

きます。

ライトinライト 反射機能付　（5140）

20P348 指定不可

[税抜] \200

●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) ●本体ｻｲｽﾞ：8×40×60mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：9×60×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個
 ●名入：60-30-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×10mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

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。

反射テープストラップ

20P349 指定不可

[税抜] \200

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：7g ●本
体ｻｲｽﾞ：70×20×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×50×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個 

CHN75-35S

光によく反射します。バッグ、カギ、携帯…等にどうぞ。

エコ・直定規20 交通標識　（ECN-22K）

20P350

[税抜] \120

●材質：再生PET100% ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：
35×210×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×210×1mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：60-18-16-300-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：20×60mm 

JPN70-30S

フルカラー対応

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合 

再生樹脂を100%使用したエコマーク認定の20cm定規に
両面22種類の交通標識をプリントしました。お子様の交
通安全教育に 適！！

お絵かきペン立て（交通安全&防災）

20P351 指定不可

[税抜] \95

●材質：枠/スチロール・筒紙/コートボール ●機能：組
立式 ●ｾｯﾄ内容：枠、筒紙各2●本体ｻｲｽﾞ：筒紙
/90×14.8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×175×12mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPP袋 200個 ●名入：60-18-27-1000-P ●名入
ｻｲｽﾞ：8×25mm 

JPN75-35S

ぬりえをしたり、お絵かきしたり、子供の自由な発想で世
界にひとつしかない、自分だけのオリジナルペン立てを
作ろう!

カラー呼子笛

20P352 指定不可

[税抜] \90

●材質：スチロール ●ｾｯﾄ内容：呼子笛・ひも●本体ｻｲ
ｽﾞ：呼子笛/53×20×17mm・ひも/1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：90×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 

JPN73-33S

防犯・防災・スポーツ・アウトドア・・・etc。もしもの時の安
心グッズ!
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リフレクターアームベルト　（E2901）

20P353 指定不可

[税抜] \80

●材質：PVC・ステンレススチール ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：230×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
37×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付PP袋 900個 ●名入：
60-36-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：12×45mm 

CHN70-30U

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。

アニマルリフレクター　（S2951）

20P354 指定不可

[税抜] \80

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：3g ●本体ｻｲｽﾞ：
60×50×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×68×6mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 800個 ●名入：60-36-17-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×20mm 

CHN70-30U

フルカラー対応

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。

交通安全のりもの消しゴム

20P355 指定不可

[税抜] \65

●材質：エラストマー ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×85mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 

JPN75-35S

パトカーや白バイなど子供は大好き!交通安全啓発グッ
ズとして 適!日本製。

楽しいノリものふりかけ

20P356 指定不可

★[税抜] \60

●ｾｯﾄ内容：ふりかけ（のり玉子味）2.5g●本体ｻｲｽﾞ：
90×75×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 600個 【卵・乳・小麦】 

JPN73-33T

全25種類の自動車型の海苔が入ったふりかけです。お
子様も大満足間違いなしです
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＜低額ノベルティ＞

にゃんたん　（83021）

20P360A A/ﾄﾗ

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

にゃんたん　（83022）

20P360B B/ｼﾛ

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

にゃんたん　（83023）

20P360C C/ｱﾒｼｮｰ

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

にゃんたん　（83024）

20P360D D/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

ヤンキーキャンドル フレグランスビーズ　（
YK3300501）

20P361A A/ｸﾘｰﾝｺｯﾄﾝ

[税抜] \1,000

●材質：高吸収性ポリマー ●機能：芳香剤・香り持続約
4週間 ●重量：206g ●本体ｻｲｽﾞ：φ73×80mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 24個 

CHN80-40U

火が使えないちょっとしたスペースにも。ヤンキーキャン
ドルの香りを楽しめるフレグランスビーズです。

ヤンキーキャンドル フレグランスビーズ　（
YK3300511）

20P361B B/ﾐｯﾄﾞｻﾏｰN

[税抜] \1,000

●材質：高吸収性ポリマー ●機能：芳香剤・香り持続約
4週間 ●重量：206g ●本体ｻｲｽﾞ：φ73×80mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 24個 

CHN80-40U

火が使えないちょっとしたスペースにも。ヤンキーキャン
ドルの香りを楽しめるフレグランスビーズです。

ヤンキーキャンドル フレグランスビーズ　（
YK3300530）

20P361C C/ﾚﾓﾝﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

[税抜] \1,000

●材質：高吸収性ポリマー ●機能：芳香剤・香り持続約
4週間 ●重量：206g ●本体ｻｲｽﾞ：φ73×80mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 24個 

CHN80-40U

火が使えないちょっとしたスペースにも。ヤンキーキャン
ドルの香りを楽しめるフレグランスビーズです。

ヤンキーキャンドル フレグランスビーズ　（
YK33005147）

20P361D D/ﾋﾟﾝｸｻﾝﾄﾞ

[税抜] \1,000

●材質：高吸収性ポリマー ●機能：芳香剤・香り持続約
4週間 ●重量：206g ●本体ｻｲｽﾞ：φ73×80mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 24個 

CHN80-40U

火が使えないちょっとしたスペースにも。ヤンキーキャン
ドルの香りを楽しめるフレグランスビーズです。
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イイトコ バターナイフ　（AS-0035）

20P362

[税抜] \1,000

●材質：ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
30g ●本体ｻｲｽﾞ：150×15×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
22×157×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 120個 ●名入：
110-144-16-40-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：20×50mm 

JPN75-35S

固いバターをふんわり塗れるバターナイフ。斜めの小さ
な穴が固いバターを糸状にけずり、そのまま塗れます。
ギザ刃部分はコゲ落としとして使用できます。

魔法のつめけずり　（MM-090）

20P363A A/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \800

●材質：ABS・ステンレス（SEP処理） ●機能：トリミング
刃付 ●重量：23g ●本体ｻｲｽﾞ：φ14×103mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：170×85×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ブリス
ター 36個 ●名入：130-66-22-1000-P ●名入ｻｲｽﾞ：
30×10mm 

JPN75-35S

カットから仕上げまで手早くきれいに整え、爪先はキラッ
と光るまで仕上がる新しいタイプの爪切り削りです。

魔法のつめけずり　（MM-091）

20P363B B/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \800

●材質：ABS・ステンレス（SEP処理） ●機能：トリミング
刃付 ●重量：23g ●本体ｻｲｽﾞ：φ14×103mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：170×85×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ブリス
ター 36個 ●名入：130-66-22-1000-P ●名入ｻｲｽﾞ：
30×10mm 

JPN75-35S

カットから仕上げまで手早くきれいに整え、爪先はキラッ
と光るまで仕上がる新しいタイプの爪切り削りです。

エチケットブラシde網戸掃除 プラス　（N20）

20P364

[税抜] \800

●材質：ABS・ナイロン・レーヨン ●機能：丸洗い可 ●重
量：110ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：262×195×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：325×210×49mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙パッケージ（添） 40
個 ●名入：持ち手/130-58-32-500-P ●名入ｻｲｽﾞ：
8×50㎜ 

CHN70-30S

ブラシ部が2素材構造のWヘッドになっているので、水に
濡らしてこするだけで網戸の汚れを掻き出しキャッチしま
す。

ファインフレッシュセット　（FFS-081A）

20P365

[税抜] \800

●ｾｯﾄ内容：ライオントップスーパーナノックス（16g×2包
）・ライオンチャーミーマジカ酵素+（プラス）フレッシュピン
クベリーの香り220mL・キッチン除菌クリーナー24枚入●
重量：555g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×150×195mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 16個 

JPN70-30W

キッチンとランドリーで活躍する洗剤とクリーナーをセット
にしました。

ポットアップ １２Ｐ　（F8035）

20P366

[税抜] \780

●材質：PP ●重量：16ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：60×70×25mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×170×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー
付ポリ袋 80個 

CHN70-30S

プラスギフトフロッシュFFW　（15-275）

20P367

[税抜] \750

●ｾｯﾄ内容：食器用洗剤100mL(オーストリア)×2・カウン
タークロス●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：178×143×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：化粧箱 20個 

JPN88-48S

今治リラクル ハンドタオル1P　（YM45075）

20P368

[税抜] \750

●材質：綿100% ●重量：36g ●本体ｻｲｽﾞ：340×350mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×150×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
88個 

JPN80-40U

[品]今治タオル 

世界的に希少なギリシャ綿を使用した四層構造の糸を
使用しています。ふんわり柔らかい、また使いたくなる心
地良い肌触りです。

車載スマホホルダー　（MA057）

20P369

[税抜] \700

●材質：ABS・シリコン・アルミ ●機能：適応スマホサイ
ズ/158×78mm ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：53ｇ ●本体ｻｲ
ｽﾞ：48×112×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：51×123×85mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-54-16-100-P ●
名入ｻｲｽﾞ：8×25mm 

CHN65-25S

スマ－トフォンの重みで固定され、取り外しも簡単。車の
エアコン吹き出し口に取り付けるスマホホルダーです。
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ロングクリップ ピッタ

20P370

[税抜] \680

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：大20g、小10g各6本・取説●本
体ｻｲｽﾞ：大/28×200×10mm・小/28×140×10mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：103×260×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 60個 

JPN80-40U

エチケットブラシdeちょこっと掃除　（N50）

20P372

[税抜] \600

●材質：ABS・ナイロン ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：
142×100×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：238×139×33mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 

CHN70-30S

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

ラコステ Lラグビー タオルハンカチ　（
LV6038K）

20P373A A/ﾍﾞｰｼﾞｭ

[税抜] \600

●材質：綿100% ●機能：抗菌防臭加工 ●重量：28g ●
本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×175mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：専用袋 300個 

CHN80-40S

ラコステのラガーシャツをイメージしたタオルハンカチで
す。

ラコステ Lラグビー タオルハンカチ　（
LV6038K）

20P373B B/ｱｲﾎﾞﾘｰ

[税抜] \600

●材質：綿100% ●機能：抗菌防臭加工 ●重量：28g ●
本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×175mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：専用袋 300個 

CHN80-40S

ラコステのラガーシャツをイメージしたタオルハンカチで
す。

ラコステ Lラグビー タオルハンカチ　（
LV6038K）

20P373C C/ﾚｯﾄﾞ

[税抜] \600

●材質：綿100% ●機能：抗菌防臭加工 ●重量：28g ●
本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×175mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：専用袋 300個 

CHN80-40S

ラコステのラガーシャツをイメージしたタオルハンカチで
す。

ちょいかけスプレー

20P374

[税抜] \570

●材質：PET・PE・PP・POM ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
20g ●本体ｻｲｽﾞ：φ37×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
37×37×165mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN80-40T

リレーアタック予防ポーチ　（ES036）

20P375A A/ピンク

[税抜] \500

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：39g ●
本体ｻｲｽﾞ：90×125×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
122×135×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：
60-63-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

CHN65-25S

車のスマートキーから出る電波を遮蔽。リレーアタック対
策やカードのスキミング防止に。

リレーアタック予防ポーチ　（ES036）

20P375B B/ブルー

[税抜] \500

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：39g ●
本体ｻｲｽﾞ：90×125×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
122×135×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：
60-63-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

CHN65-25S

車のスマートキーから出る電波を遮蔽。リレーアタック対
策やカードのスキミング防止に。

リレーアタック予防ポーチ　（ES036）

20P375C C/ブラック

[税抜] \500

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：39g ●
本体ｻｲｽﾞ：90×125×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
122×135×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：
60-63-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

CHN65-25S

車のスマートキーから出る電波を遮蔽。リレーアタック対
策やカードのスキミング防止に。
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育てるフレーバー　（GD-90501）

20P376A A/ｱｯﾌﾟﾙﾐﾝﾄ

[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：インナーポット・培養土・鉢底シート・種・取
説●重量：70ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ70×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 72個 

JPN75-35S

育てるフレーバー　（GD-90502）

20P376B B/ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ

[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：インナーポット・培養土・鉢底シート・種・取
説●重量：70ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ70×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 72個 

JPN75-35S

育てるフレーバー　（GD-90503）

20P376C C/ﾜｲﾙﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：インナーポット・培養土・鉢底シート・種・取
説●重量：70ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ70×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 72個 

JPN75-35S

育てるフレーバー　（GD-90504）

20P376D D/ｶﾓﾐｰﾙ

[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：インナーポット・培養土・鉢底シート・種・取
説●重量：70ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ70×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 72個 

JPN75-35S

ウタマロ 石鹸セット　（UTA-005）

20P377

[税抜] \500

●材質：クロス/ポリエステル80%、ナイロン20% ●ｾｯﾄ内
容：石鹸133g・マイクロファイバークロス250×250mm（中
国）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×115×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧
箱 50個 

JPN85-45S

発売から50年以上！泥汚れやエリ・ソデ汚れなどの頑固
な汚れもしっかり落とす洗濯石鹸です。

エチケットブラシdeえりそでキレイ　（GH05）

20P378

[税抜] \500

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン（パイル）100% ●重量：
14g ●本体ｻｲｽﾞ：150×27×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
115×20×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 60個 

CHN70-30S

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。

郷湯紀行  5P　（6SS505）

20P379

[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25ｇ×5●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×235×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 100個 ●
名入：ケース/80-12-17-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：
15×190mm 

JPN70-30S

ご家庭のお風呂で各地の温泉気分をお楽しみいただけ
る、こだわりの薬用入浴剤です。癒しの時間をお過ごしく
ださい。

シャーリングカラーマフラータオル 240匁　（
MT240）

20P380A A/白

[税抜] \400

●材質：綿100% ●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×1100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×225×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：170-204-32-120-S ●名入
ｻｲｽﾞ：140×960mm 

VIE70-30S

柔らかな肌触りが特徴のシャーリング生地を使用。プリ
ントしてスポーツチームの応援グッズにも。

シャーリングカラーマフラータオル 240匁　（
MT240）

20P380B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \400

●材質：綿100% ●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×1100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×225×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：170-204-32-120-S ●名入
ｻｲｽﾞ：140×960mm 

VIE70-30S

柔らかな肌触りが特徴のシャーリング生地を使用。プリ
ントしてスポーツチームの応援グッズにも。
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シャーリングカラーマフラータオル 240匁　（
MT240）

20P380C C/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \400

●材質：綿100% ●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×1100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×225×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：170-204-32-120-S ●名入
ｻｲｽﾞ：140×960mm 

VIE70-30S

柔らかな肌触りが特徴のシャーリング生地を使用。プリ
ントしてスポーツチームの応援グッズにも。

シャーリングカラーマフラータオル 240匁　（
MT240）

20P380D D/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \400

●材質：綿100% ●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×1100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×225×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：170-204-32-120-S ●名入
ｻｲｽﾞ：140×960mm 

VIE70-30S

柔らかな肌触りが特徴のシャーリング生地を使用。プリ
ントしてスポーツチームの応援グッズにも。

シャーリングカラーマフラータオル 240匁　（
MT240）

20P380E E/ｲｴﾛｰ

[税抜] \400

●材質：綿100% ●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×1100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×225×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 ●名入：170-204-32-120-S ●名入
ｻｲｽﾞ：140×960mm 

VIE70-30S

柔らかな肌触りが特徴のシャーリング生地を使用。プリ
ントしてスポーツチームの応援グッズにも。

ハサミ・オープナーナイフ付ボールペン　（
SJ-37S）

20P381

[税抜] \370

●材質：ＡＢＳ・ステンレス ●機能：BP・ハサミ・オープナ
ーカッター ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：
125×15×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：128×17×17mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 900個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入
ｻｲｽﾞ：45×6ｍｍ 

CHN70-30S

フルカラー対応

ボールペン、ハサミ、オープナーカッターの3つの機能が
スタイリッシュにスマートに！

ジューシーソルトフィズ 2錠入　（JSF-36）

20P382 指定不可

[税抜] \360

●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×111×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
90個 ●名入：箱/40-12-14-300-L ●名入ｻｲｽﾞ：
25×47.5mm 

JPN70-30S

RELAX&HEALTHY&BEAUTY天然塩とオイルの美容発泡
入浴料。

いきいき生活 M-36　（12512）

20P383 指定不可

[税抜] \360

●材質：ダスター/レーヨン・ネットクリーナー/PUR、ポリ
エステル ●ｾｯﾄ内容：ライオンチャーミーVクイック100mL
・綺麗ダスター（中国）・ルンルンネットクリーナー（ベトナ
ム）●重量：186g ●本体ｻｲｽﾞ：ダスター/350×300mm・
ネットクリーナー/150×80×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×142×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個 

JPN80-40U

毎日の食器洗いに嬉しいセットです！※綺麗ダスター:ブ
ルー

ライオン  システマハグキプラスデンタルリ
ンス  ノンアルコールタイプ80ｍL　（

20P384

[税抜] \300

●重量：105ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：49×111×35mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 72個 

JPN90-50S

[法]医薬部外品 

お口のすみずみまで行き渡り、歯ぐき細胞を活性化して
歯周病を防ぐ低刺激性のデンタルリンス

プラスリーチ 箱入 ロール巻きポリ袋45L10
枚　（15-253）

20P385 指定不可

[税抜] \300

●材質：PE ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：43×43×235mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN75-35S

毎日の生活にプラスキッチンやインテリアになじむシンプ
ルなデザイン

ボタニカル ガーデン 3包入　（BG-30K）

20P386 指定不可

[税抜] \300

●材質：硫酸Na・炭酸水素Na・各種植物エキス ●機能：
薬用入浴剤 ●ｾｯﾄ内容：25g×3●本体ｻｲｽﾞ：
110×80×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×212×9mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：たとう式ケース 120個 ●名入：50-12-14-300-H 
●名入ｻｲｽﾞ：13×80mm 

JPN70-30S

[法]医薬部外品 

数種類の植物エキス配合の薬用入浴剤。クラシックロー
ズ、ピュアレモン、ラベンダー、フレッシュセージの内3種
類のセットです。
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ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

20P387A A/ﾎﾝﾉｷﾓﾁ

[税抜] \300

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT62.5g●本体ｻｲｽﾞ：
340×870mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×130×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：25-18-22-120-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×250mm 

JPN80-40S

泉州のフェイスタオルに幸せの象徴「ふくろう」をプリント
。ごあいさつのシーンにあった言葉をお選びいただけま
す。

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

20P387B B/ｱﾘｶﾞﾄｳ

[税抜] \300

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT62.5g●本体ｻｲｽﾞ：
340×870mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×130×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：25-18-22-120-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×250mm 

JPN80-40S

泉州のフェイスタオルに幸せの象徴「ふくろう」をプリント
。ごあいさつのシーンにあった言葉をお選びいただけま
す。

いきいき生活 M-30　（12511）

20P388

[税抜] \300

●材質：ダスター/レーヨン ●ｾｯﾄ内容：ライオンチャーミ
ーVクイック100mL・綺麗ダスター（中国）●重量：180g ●
本体ｻｲｽﾞ：ダスター/350×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×142×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個 

JPN80-40U

キッチンのお掃除に嬉しいセットです！※綺麗ダスター：
ブルー

ライオン チャーミーマジカ 箱入　（RKCM）

20P389A A/酵素ﾌﾟﾗｽ

[税抜] \290

●容量：220mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×193mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN85-45T

洗いはじめから油汚れを水のようにさらさら落とせます。
手早く片付くナノ洗浄の台所用洗剤です。

ライオン チャーミーマジカ 箱入　（RKMJ）

20P389B B/除菌ﾌﾟﾗｽ

[税抜] \290

●容量：220mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×193mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN85-45T

洗いはじめから油汚れを水のようにさらさら落とせます。
手早く片付くナノ洗浄の台所用洗剤です。

リーチさん 台所食器洗剤180mL　（10-31）

20P390

[税抜] \280

●重量：226g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ：
60×38×165mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：62×169×40mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

手肌に刺激を与える添加物（香料・着色料・防腐剤等）を
取り除くことで、手肌への負担を和らげ環境にも優しい
洗剤です。

エチケットブラシ ミラー付　（GH2T）

20P391

[税抜] \250

●材質：ABS・ナイロン ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
42×105×6.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：44×108×8mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：無地箱 100個 ●名入：90-38-32-500-S ●名入
ｻｲｽﾞ：35×70mm 

CHN70-30S

カバンに入れても気にならない薄型コンパクトサイズの
エチケットブラシ。いつでも、どこでも身だしなみのチェッ
クができます。

ダブルコンパクトミラー　（SJ-24M）

20P392

[税抜] \240

●材質：ＡＢＳ・鏡 ●機能：等倍鏡・拡大鏡 ●重量：46g 
●本体ｻｲｽﾞ：φ75×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
80×80×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：60-
56-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×40mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

名入れが大きくとれるノベルティーに 適のコンパクト型
 鏡。片面は通常の鏡、片面が約2倍率の拡大鏡となっ

ております。

NEWポリラップギフト 30cm×20m　（29093）

20P393

[税抜] \230

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：138g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：46×315×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし箱 50個 ●名入：
50-9-23-1000-K ●名入ｻｲｽﾞ：36×210mm 

JPN62-22S

ダイオキシン0%、環境に優しく電子レンジに強い。
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ＳＷキッチンスポンジ　（KSW02）

20P394A A/おばけ

[税抜] \220

●材質：PUR ●重量：12ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：95×85×35mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×85×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300
個 

THA70-30S

驚きの新素材！ガンコな汚れ、軽い汚れをキズをつけず
に洗える。こびりつき汚れもスッキリ。

ＳＷキッチンスポンジ　（KSW03）

20P394B B/怪獣

[税抜] \220

●材質：PUR ●重量：12ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：95×85×35mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×85×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300
個 

THA70-30S

驚きの新素材！ガンコな汚れ、軽い汚れをキズをつけず
に洗える。こびりつき汚れもスッキリ。

ボタニカル ガーデン 2包入　（BG-20K）

20P395 指定不可

[税抜] \200

●材質：硫酸Na・炭酸水素Na・各種植物エキス配合 ●
重量：1包25g ●本体ｻｲｽﾞ：110×80×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：115×176×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 180個 
●名入：台紙/50-12-16-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：
13×65mm 

JPN70-30S

[法]医薬部外品 

クラシックローズ・ピュアレモン・ラベンダー・フレッシュセ
ージのうち2種類のセットとなります。

クリンクル  拭き掃除万能クリーナー20枚　（
LD－602）

20P396 指定不可

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：240g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×110×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET袋 30個 ●名入：フラ
ップ/25-6-22-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：48×115mm 

JPN68-28T

フルカラー対応

油・皮脂・手垢もすっきり！

エコ・ストレスチェッククリップ直定規・両面
20cm　（ECN-20）

20P397

[税抜] \180

●材質：再生PET100% ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：
35×210×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×210×1mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：60-18-16-300-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：18×60mm 

JPN70-30S

フルカラー対応

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合 

表面は指で押さえるだけでストレス度をチェック。裏面は
視力検査表付き定規です。

くまモン プチシール容器　（565）

20P398

[税抜] \160

●材質：PP・PE ●重量：40ｇ ●容量：200mL ●本体ｻｲｽ
ﾞ：99×95×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×96×47mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 

JPN70-30S

臭いや汁が漏れにくい密封保存容器です。食品衛生法
に適合しており、本体樹脂と一体化したインサートフィル
ムで成型しています。

ワールドフラッグズN-3　（2648）

20P399

[税抜] \140

●ｾｯﾄ内容：絆創膏×10・取説●重量：7.8g ●本体ｻｲｽﾞ
：19×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×73mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：た
とう式ケース 600個 ●名入：台紙/45-6-17-1000-K ●
名入ｻｲｽﾞ：13×58mm 

JPN70-30S

[法]医療認証番号15B3X10004000010 

国旗柄の絆創膏が入った人気商品です。数量によりまし
てはオリジナル品の対応も可能です。

ふじタッチクリーンキッチンペーパータオル 
30枚（袋入）　（54008）

20P400

[税抜] \130

●材質：再生紙100% ●ｾｯﾄ内容：キッチンペーパー（
220×230mm）30枚・取説●重量：58g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
116×220×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：ラベ
ル/30-0-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：20×80mm 

JPN68-28S

安全な還元漂白で製造していますので、焼却してもダイ
オキシンの発生がありません。古紙配合率100%のグリー
ンマーク商品です。

アロマカード・森林浴の香り　（AR-3S）

20P401

[税抜] \120

●材質：紙 ●機能：ストレスチェック ●重量：1ｇ ●本体
ｻｲｽﾞ：55×85×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×90mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPP袋 500個 ●名入：60-30-15-300-K ●名入ｻ
ｲｽﾞ：40×70mm 

JPN68-28S

フルカラー対応

ストレスを感じたらストレスセンサーでチェック。森林浴の
香りで緊張がほぐれます。
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NEW  リーチさん  コットンキッチンふきん1P
　（15-38）

20P402 指定不可

[税抜] \120

●材質：綿 ●本体ｻｲｽﾞ：350×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×175×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台
紙/45-7-17-200-刷込　 ●名入ｻｲｽﾞ：25×100mm 

VIE70-30S

丈夫で長持ち。吸水力抜群!1ケースから台紙名入れ・別
注可能です。

無添加石けん　（HYA-SMU）

20P403

[税抜] \100

●重量：80g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×73×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：化粧箱 120個 

JPN88-48V

[法]化粧品 

香料・着色料・防腐剤が無添加の石けん。やさしい泡立
ち、赤ちゃん、お年寄りやデリケートなお肌の方にもお使
い頂けます（植物性石鹸素地100%）。

メントール配合 汗拭きウェットシート 10枚　
（00016504）

20P404

[税抜] \100

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウェットシート（140×200mm
）10枚●重量：42g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：88×152×15mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ピロー包装 100個 ●名入：40-18-22-1000-凸
版 ●名入ｻｲｽﾞ：48×74mm 

JPN65-25T

フルカラー対応

メントール配合でスッキリ、クールな使用感。厚手のメッ
シュシートがしっかり拭き取り、さわやかなお肌にします
。

防水カラー巾着袋　（89001A）

20P405 指定不可

[税抜] \90

●材質：巾着/PE・紐/ポリエステル ●重量：13g ●本体
ｻｲｽﾞ：275×245mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×110×5mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：粗品のしPP袋 600個 ●名入：65-22-17-
600-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN70-30S

濡れたものも気軽に入れられる二層構造の巾着袋。カラ
ーバリエーションが有るので識別するにも便利です。

NEWリーチさん サージカルマスク3枚入　（
15-102）

20P406

[税抜] \90

●材質：不織布 ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：
175×94×0.9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×5mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：台紙/45-6-17-300-刷込 
●名入ｻｲｽﾞ：25×90mm 

CHN70-30S

フルカラー対応

三層式フィルター構造のバクテリアバリア性（BFE）95%以
上のサージカルマスク。風邪・花粉・ほこりからしっかり
ガードします。

ミニミニ除菌アルコールウェットティッシュ　（
SP-008）

20P407

[税抜] \80

●材質：レーヨン・ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッ
シュ（140×150mm）10枚●重量：32g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
40×95×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PE袋 200個 ●名入：60-6-
23-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：35×60mm 

JPN65-25U

フルカラー対応

アルコール除菌タイプのウェットティッシュです。ミニミニ
サイズのウェットティッシュなので、携帯にとっても便利で
す！

さわやかセット コンパクト　（12008）

20P408

[税抜] \80

●ｾｯﾄ内容：あぶらとり紙10枚・滅菌済絆創膏M2枚・綿
棒10本（タイ）・取説●重量：12g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
106×95×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 1000個 ●名
入：30-0-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

JPN70-30U

[法]絆創膏/医療機器認証番号29B2X10005000038 

あぶらとり紙と滅菌済絆創膏と綿棒の3点セット。お出か
け時の心強い味方です。

みどりのカーテンの種子

20P409 指定不可

[税抜] \65

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：3.5ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
138×82×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 

JPN70-30S

フルカラー対応

つる性の植物を窓際に植え、カーテン状に育て、太陽の
日差しを遮り、蒸散作用で葉っぱを冷やし、涼しい空気
を生み出すことができます。フルカラー名入可能

サンキューウェット（10枚入り）　（WT-009）

20P410

[税抜] \60

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッシュ（
150×200mm）10枚●重量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：
76×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：40-26-
22-1000-凸版 ●名入ｻｲｽﾞ：42×80mm 

JPN70-30S

フルカラー対応

フラップに「いつもありがとうございます」のメッセージが
プリントされているウェットティッシュです。
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リーチさん  食品保存袋  冷蔵庫用3P　（
15-01）

20P411

[税抜] \60

●材質：PE ●本体ｻｲｽﾞ：240×170×0.04mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：180×135×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入
：台紙/45-6-17-200-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：30×120mm 

THA70-30S

カラージッパーで開け閉めラクラクチャックで完全密封。
味や風味を逃さず新鮮さを長持ちさせます。

救急セット ルンルンミニ　（16008）

20P412

[税抜] \60

●ｾｯﾄ内容：滅菌済絆創膏Mサイズ2枚（日本）・カラー綿
棒10本・取説●重量：8g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×70×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 1000個 ●名
入：30-0-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

THA70-30U

[法]絆創膏/医療機器認証番号29B2X10005000038 

傷口にやさしい滅菌済絆創膏とカラフルな綿棒のセット。

いろいろな缶にはまる缶くんキャップII　（
TN-061）

20P413 指定不可

[税抜] \50

●材質：PE ●機能：タブオープナー ●重量：6g ●本体
ｻｲｽﾞ：83×64×9.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
107×75×9.6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジップ付PE袋 1000個 ●
名入：40-29-22-500-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ46mm 

JPN70-30W

いろいろな缶飲料に装着できる飲みかけ用キャップ。倒
れても安心、タブオープナー付き。日本製です。

NEW  リーチさん  レストランのミニふきん1P
　（15-36）

20P414 指定不可

[税抜] \50

●材質：レーヨン ●重量：9ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：300×350mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×155×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300
個 ●名入：台紙/45-6-17-300-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：
25×80mm 

CHN70-30S

丈夫な不織布の業務用ふきん。1ケースから台紙名入れ
・別注可能です。

NEW リーチさん  水切りネット2P　（15-18）

20P415

[税抜] \35

●材質：PP ●本体ｻｲｽﾞ：180×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×135×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：台紙
/45-6-17-400-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：25×75mm 

CHN70-30S

伸縮性のあるネット構造で取り付けが簡単。水切れが早
く容器内が、サラサラで衛生的。1ケースから台紙名入れ
、別注可能です。

モバイルクリーナードライ2枚　（000D0004）

20P416

[税抜] \26

●材質：超極細アクリル繊維配合不織布 ●本体ｻｲｽﾞ：
200×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×80×2mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：台紙/0-9-22-1000-インクジェ
ット ●名入ｻｲｽﾞ：73×103mm 

JPN65-25T

フルカラー対応

超極細アクリル繊維配合不織布が、細かいゴミやホコリ
をキャッチ。


