WEB ウインターナウ２０１７

ゴールドサンタブーツ・ＸＭ
17T001

＜Ｘmasブーツ・菓子＞

XMASお菓子ブーツ(L) （6989）
17T003

指定不可

JPN70-30S

お菓子リースブーツWB100 （6988）
JPN85-45U

17T002

JPN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ133g（飴×10、
クッキー×3、ビスケット50g、スナック2種）●重量：190g
●本体サイズ：125×75×240mm ●パッケージ：裸 12個
【卵・乳・小麦】

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子7個●重量：200g ●本
体サイズ：135×80×280mm ●パッケージ：裸 60個 【卵
・乳・小麦】

ゴールドのブーツに4種のお菓子をたっぷり詰合わせま
した。

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

お菓子リースブーツWB75 （6964）

お菓子リースブーツWB55 （6963）

17T004

JPN70-30S

17T005

JPN70-30S

[税抜] \880

[税抜] \750

[税抜] \550

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子5個●重量：179g ●本
体サイズ：135×95×280mm ●パッケージ：裸 60個 【卵
・乳・小麦】

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子8個●重量：158g ●本
体サイズ：220×95×140mm ●パッケージ：裸 80個 【乳
・小麦】

●セット内容：ブーツ(中国)・菓子8個●重量：121g ●本
体サイズ：200×80×120mm ●パッケージ：裸 120個 【
乳】

小さなポンポンのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を
詰合せました。

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

レッドサンタブーツ・ＸＳ

ゴールドサンタブーツ・ＸＳ

お菓子リースブーツWB45 （6962）

17T006

JPN85-45U

17T007

JPN85-45U

17T008

JPN70-30S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \450

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ54g（飴×5、ク
ッキー×3、スナック×1）●重量：100g ●本体サイズ：
90×60×170mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ54g（飴×5、ク
ッキー×3、スナック×1）●重量：100g ●本体サイズ：
90×60×170mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子5個●重量：77g ●本
体サイズ：150×70×110mm ●パッケージ：裸 120個 【
乳・小麦・落花生】

サンタクロースがついたキラキラブーツにお菓子のセット
です。

ゴールドのブーツにお菓子を詰合せました。

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

WEB ウインターナウ２０１７

X'masキュートブーツ

お菓子リースブーツWB25 （6990）
JPN85-45U

17T009

JPN70-30S

17T010

X'masミニブーツ
JPN85-45U

17T011

[税抜] \300

[税抜] \250

[税抜] \200

●セット内容：ブーツ（中国）・飴×7、内容量38g●重量：
50g ●本体サイズ：75×40×120mm ●パッケージ：裸
40個

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子8個●重量：42g ●本
体サイズ：110×45×60mm ●パッケージ：裸 180個 【乳
】

●セット内容：ブーツ（中国）・飴×3、内容量16g●重量：
21g ●本体サイズ：50×25×80mm ●パッケージ：裸 50
個

赤色のかわいいブーツにお菓子のセットです。

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

小さなかわいいブーツにキャンディのセットです。

X'masお菓子ブーツ(ミニ) （6991）

ミニミニブーツ

X'masお菓子ブーツ(プチ) （6577）

17T012

指定不可

JPN70-30S

17T013

指定不可

JPN85-45U

17T014

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \150

[税抜] \100

[税抜] \100

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子3個●重量：19g ●本
体サイズ：30×50×100mm ●パッケージ：裸 200個 【乳
】

●セット内容：ブーツ（中国）・ラムネ2粒、内容量6g●重
量：10g ●本体サイズ：35×17×65mm ●パッケージ：裸
50個

●セット内容：ブーツ（中国）・サンタチョコボール●重量：
8g ●本体サイズ：25×30×70mm ●パッケージ：裸 300
個 【乳】

小さなブーツにお菓子のセットです。

赤色の小さな小さなブーツにお菓子のセットです。

ブーツにチョコ菓子をセットしました。

クリスマスキッズバッグ （6270）

ホリーメンバーズバケット

メリークリスマスバッグ・Ａ

17T015

指定不可

CHN75-35S

17T016

JPN85-45U

17T017

JPN85-45U

[税抜] \700

[税抜] \500

[税抜] \400

●材質：ポリエステル ●セット内容：トートバッグ・お菓子
2個（日本）・おもちゃ●重量：140g ●本体サイズ：
205×200×80mm ●パッケージサイズ：
200×250×120mm ●パッケージ：ポリ袋 50個 【卵・乳・
小麦】

●セット内容：バケツカン（中国）・菓子詰合せ55g（飴×４
、クッキー×４、スナック×1）●重量：115g ●本体サイズ
：85×85×190mm ●パッケージ：裸 12個 【卵・乳・小麦】

●セット内容：ペーパーバッグ・菓子詰合せ98g（飴×4、
クッキー×4、ビスケット50g×1）●重量：110g ●本体サ
イズ：65×115×145mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・
小麦】

クリスマス柄のトートバッグにお菓子とおもちゃのセットで
す。

クリスマス柄のバケツ缶にお菓子をたっぷり詰合せまし
た。

クリスマス柄のペーパーバッグにお菓子をたっぷり詰合
せました。

WEB ウインターナウ２０１７

クリスマスギフトパック・ＸＭ

X'masメンバーズパック・Ｓ
JPN85-45U

17T018

17T019

サンキュークリスマス・Ｓ
JPN85-45U

17T020

指定不可

JPN85-45U

[税抜] \370

[税抜] \200

[税抜] \200

●セット内容：菓子詰合せ112g（飴20個）●重量：130g
●本体サイズ：60×105×225mm ●パッケージ：裸 20個
【卵・乳・小麦】

●セット内容：キャンディ11粒、内容量62g●本体サイズ：
100×45×160mm ●パッケージ：裸 24個

●セット内容：キャンディ12粒、内容量65g●重量：74g ●
本体サイズ：160×100×45mm ●パッケージ：裸 24個

クリスマス柄のスタンドパックにお菓子を詰合せました。

クリスマス柄のスタンドパックにキャンディをたっぷり詰
合せました。

「ありがとうございます」のメッセージ入の袋にキャンディ
の詰め合わせです。

クリスマスティンクルキャンディ 1袋150個
入
17T021

指定不可

JPN85-45U

[税抜] \1,500
●重量：900g ●パッケージサイズ：315×230×60mm ●
パッケージ：ポリ袋 6個

※この商品は1袋150個入となります。景品・粗品などに
ご使用ください。1個単価10円。

WEB ウインターナウ２０１７

LED30球ライト 電球色 （SHG30D）
CHN65-25V

17T030

＜Ｘmasグッズ＞

ジュエリーライト40球 （JE40W）
17T032A

A/白色

CHN65-25V

LED30球ライト ４色ミックス （SHG30MIX）
17T031

CHN65-25V

[税抜] \4,800

[税抜] \4,700

●材質：LED・エポキシ・PVC・銅線 ●機能：室内用 ●セ
ット内容：本体・コントローラー・取説●重量：480g ●電
源：AC100V（添） ●本体サイズ：2900mm ●パッケージ
サイズ：90×130×80mm ●パッケージ：化粧箱 40個

●材質：LED・エポキシ・PVC・銅線 ●機能：室内用 ●セ
ット内容：本体・コントローラー・取説●重量：480g ●電
源：AC100V（添） ●本体サイズ：2900mm ●パッケージ
サイズ：90×130×80mm ●パッケージ：化粧箱 40個

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

クリスマスの装飾にぴったりな電球色LED30球のライトで
す。

クリスマスの装飾にぴったりなカラフルな4色LED30球の
ライトです。

ジュエリーライト40球 （JE40D）

サンタハウス （S3D621）

17T032B

B/電球色

CHN65-25V

17T033

CHN65-25V

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

[税抜] \680

●材質：LED・PE・PVC・銅線 ●機能：常点灯 ●セット内
容：取説●重量：60g ●電源：単3×3（別） ●本体サイズ
：2000mm ●パッケージサイズ：20×85×75mm ●パッ
ケージ：化粧箱 192個

●材質：LED・PE・PVC・銅線 ●機能：常点灯 ●セット内
容：取説●重量：60g ●電源：単3×3（別） ●本体サイズ
：2000mm ●パッケージサイズ：20×85×75mm ●パッ
ケージ：化粧箱 192個

●材質：セラミック・LED・銅線 ●機能：RGBLED1球点灯
●セット内容：取説●重量：230g ●電源：モニター
LR44×2（添） ●本体サイズ：65×95×120mm ●パッケ
ージサイズ：75×105×125mm ●パッケージ：白箱 48個

クリスマスの装飾にぴったりなジュエリーライト40球です
。

クリスマスの装飾にぴったりなジュエリーライト40球です
。

クリスマスのディスプレイに。かわいいサンタハウスです
。

スノーマンハウス （S3D622）

サンタ＆ツリー （S3D625）

スノーマン＆プレゼント （S3D626）

17T034

CHN65-25V

17T035

CHN65-25V

17T036

CHN65-25V

[税抜] \680

[税抜] \680

[税抜] \680

●材質：セラミック・LED・銅線 ●機能：RGBLED1球点灯
●セット内容：取説●重量：200g ●電源：モニター
LR44×2（添） ●本体サイズ：65×95×120mm ●パッケ
ージサイズ：75×105×125mm ●パッケージ：白箱 48個

●材質：セラミック・LED・銅線 ●機能：RGBLED1球点灯
●セット内容：取説●重量：300g ●電源：モニター
LR44×2（添） ●本体サイズ：80×110×175mm ●パッ
ケージサイズ：90×115×175mm ●パッケージ：白箱 36
個

●材質：セラミック・LED・銅線 ●機能：RGBLED1球点灯
●セット内容：取説●重量：300g ●電源：モニター
LR44×2（添） ●本体サイズ：80×105×165mm ●パッ
ケージサイズ：90×115×175mm ●パッケージ：白箱 36
個

クリスマスのディスプレイに。かわいいスノーマンハウス
です。

クリスマスのディスプレイに。小さなツリーとサンタクロー
スです。

クリスマスのディスプレイに。プレゼントを持ったかわい
いスノーマンです。

WEB ウインターナウ２０１７

光ファイバーミニクリスマスツリー （
HCT226R）
CHN80-40S

17T037

LEDクリスマスツリー（７色光） （SW-1015）
17T038

CHN60-20S

NEW 木製ミニクリスマスツリー （SW-1014
）
17T039

指定不可

CHN60-20S

[税抜] \980

[税抜] \450

[税抜] \450

●材質：プラ ●セット内容：本体・スタンド・USBコード●
重量：330g ●電源：USB電源・単3×3（別） ●本体サイ
ズ：200×200×330mm ●パッケージサイズ：
90×90×315mm ●パッケージ：化粧箱 48個

●材質：アクリル・PS・鉄 ●セット内容：取説●重量：
21g ●電源：モニターLR1130×3(添) ●本体サイズ：
45×45×100mm ●パッケージサイズ：46×46×105mm
●パッケージ：化粧箱 200個

●材質：木 ●機能：組立式 ●セット内容：取説●重量：
30g ●本体サイズ：52×52×135mm ●パッケージサイ
ズ：153×120×17mm ●パッケージ：ウィンドBOX 144個

光ファイバーでイルミネーションがさまざまな色に輝きま
す。

LEDで7色に光るミニクリスマスツリー!

簡単に作れるクラフトタイプの木製ツリー!

スノー＆スター ミニクリスマスツリー （SW1016）

ジュエルシール （5420）

サンタの贈り物入浴料

17T040

指定不可

CHN60-20S

17T041

CHN70-30T

17T042

JPN60-20U

[税抜] \450

[税抜] \250

[税抜] \100

●材質：木・スチール ●機能：組立式 ●セット内容：取
説●重量：18g ●本体サイズ：105×145mm ●パッケー
ジサイズ：155×127×15mm ●パッケージ：ウィンドBOX
144個

●材質：TPR ●重量：52g ●パッケージサイズ：
270×200×2mm ●パッケージ：ポリ袋 100個

●重量：28g ●本体サイズ：125×85×5mm ●パッケー
ジ：裸 500個

[法]化粧品
雪の結晶とスター柄、小さなスノーマンがかわいいミニク
リスマスツリーです。

窓ガラスや鏡に貼れる雪の結晶とツリー、スノーマンの
かわいいジュエルシールです。

クリスマス柄の個装に入った入浴剤です。

クリスマス貼るカイロレギュラー１Ｐ（ＯＰＰ台
紙入）

クリスマスカイロレギュラー１Ｐ（ＯＰＰ台紙入
）

雪だるま クリスマス コンビネーションドー
ル （AR0626138）

17T043

CHN70-30S

17T044

CHN70-30S

17T045

JPN75-35T

[税抜] \60

[税抜] \60

[税抜] \380

●機能：最高温度63℃・平均温度53℃ ●重量：44g ●
本体サイズ：118×140mm ●パッケージ：PP袋 240個 ●
名入：/45-6-17-240-O ●名入サイズ：15×65mm

●機能：最高温度70℃・平均温度56℃ ●重量：27.5g ●
本体サイズ：118×140mm ●パッケージ：PP袋 240個 ●
名入：/45-6-17-240-O ●名入サイズ：15×65mm

●材質：再生紙100% ●セット内容：トイレットペーパー
120mm×27.5（W）×2●重量：250g ●パッケージサイズ：
340×110×110mm ●パッケージ：PP袋 30個

クリスマス柄のパッケージがかわいい貼るカイロです。

クリスマス柄のパッケージがかわいいカイロです。

実用的なトイレットペーパーギフト

WEB ウインターナウ２０１７

サンタクロース クリスマス コンビネーショ
ンドール （AR0626095）
17T046

JPN75-35T

[税抜] \380
●材質：再生紙100% ●セット内容：トイレットペーパー
(120mm×27.5（W））×2●重量：250g ●パッケージサイ
ズ：340×110×110mm ●パッケージ：PP袋 30個

実用的なトイレットペーパーギフト

WEB ウインターナウ２０１７

ホワイトクリスマスプレゼント60人用 （KK18）
17T050
[税抜] \20,000

＜Ｘmasイベントセット＞

聖なるキャンドルプレゼント５０人用 （6305
）
17T052
[税抜] \18,800

CHN75-35U
直送品

JPN75-35S
直送品

クリスマスブーツプレゼント50人用 （5399）
17T051
[税抜] \19,800

JPN75-35V
直送品

●材質：陶器 ●セット内容：1等 クリスマスマグカップ5P
2コ・2等 スノーフェアリーパーティー皿1P 4コ・3等 クリス
マスマグカップ1P 20コ・4等 クリスマスケーキ皿1P 34コ・
抽選用三角くじ60枚・抽選箱1コ・くじ明細表１枚●パッケ
ージ：発送用段ボール箱

●セット内容：A賞 クリスマスブーツ特大 1個・B賞 クリス
マスブーツ大 2個・C賞 クリスマスブーツ中 3個・D賞 ク
リスマスブーツ小 4個・E賞 クリスマスブーツミニ 40個・
抽選用スピード三角くじ50枚・抽選箱 1個・明細表 1枚・
A3ポスター 1枚・店頭用お知らせPOP 2枚●パッケージ
サイズ：440×325×175mm ●パッケージ：発送用段ボー
ル箱 1個 【卵・乳・小麦・落花生】

クリスマス柄の食器が当たる三角くじセット。イベントの
景品などにご使用ください。

お菓子の入ったクリスマスブーツが当たる三角くじセット
。イベントの景品などにご使用ください。

クリスマスキャンドルつかみどり50人用 （
5440）

サンタぬいぐるみプレゼント50人用 （6473）

17T053
[税抜] \16,800

CHN80-40V
直送品

17T054
[税抜] \13,800

CHN75-35U
直送品

●セット内容：特等 聖なるクリスマスキャンドル1個・１等
スノーマンキャンドル2個・２等 メガネサンタキャンドル3
個・３等 キャンドル３Pセット4個・４等 キャンドル２Pセット
5個・５等 キャンドル１P35個・抽選用スピード三角くじ50
枚(日本)・くじ明細票(日本)1枚・A3ポスター（日本）1枚・
抽選用お知らせPOP2枚（日本）●パッケージサイズ：
375×280×125mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1

●セット内容：クリスマスキャンドル160コ・ディスプレイボ
ックス1コ・店頭用お知らせPOP2枚・お持ち帰り袋50枚●
本体サイズ：265×265×265mm ●パッケージサイズ：
295×290×310mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●セット内容：1等 サンタぬいぐるみ大 1コ・2等 サンタぬ
いぐるみ中 2コ・3等 サンタワールドぬいぐるみ 9コ・4等
プチサンタ 38コ・抽選用三角くじ50枚・抽選箱1コ・明細
表１枚・A3ポスター１枚・店頭用お知らせPOP2枚●パッ
ケージ：発送用段ボール箱 1個

クリスマスキャンドルが当たる三角くじセット。掲示用ポ
スターとPOPをセットしました。

クリスマスキャンドルつかみどりのセットです。1回で約3
個つかめます。

サンタクロースのぬいぐるみが当たる三角くじセットです
。掲示用ポスターとPOPをセットしました。

X'masミニパンチＢＯＸセット （5947）

出た目の数だけサンタトイレットペーパー （
6995）

サンタ帽 （6751）

17T055
[税抜] \11,300

JPN85-45U
直送品

17T056
[税抜] \13,800

JPN85-45T
直送品

17T057

CHN65-25T

[税抜] \280

●材質：段ボール ●機能：組立式 ●セット内容：ボック
ス・上蓋・破り紙4枚・クリスマスグッズ72コ●本体サイズ
：使用時/335×495×125mm ●パッケージ：発送用段ボ
ール箱 1個

●材質：PVC・紙 ●セット内容：トイレットペーパー100個
・サイコロキューブ（中国）1個・店頭用お知らせPOP2枚・
お持ち帰り袋35枚●パッケージサイズ：
480×515×515mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●材質：ポリエステル ●機能：頭囲/55～60ｃｍ適応 ●
重量：23g ●パッケージサイズ：120×180×45mm ●パ
ッケージ：ポリ袋 200個

蓋を破って景品をゲットするパンチボックス。お店のカウ
ンターなどに置けるコンパクトサイズです。

大きなサイコロキューブとサンタ柄トイレットペーパーの
セットです。店頭でのイベントなどにご使用ください。

シンプルなサンタ帽。パーティやイベントにぴったりです。

WEB ウインターナウ２０１７

錦彩招福戌(紅白・小） （Ｂ－５３）
17T060

＜干支置物・根付＞

錦彩招福戌（紅梅） （Ｂ－７１）
17T062

CHN70-30S

CHN70-30S

錦彩招福寿々戌(福寿・金銀土鈴） （Ｂ－６
９）
17T061

CHN70-30S

[税抜] \750

[税抜] \680

●材質：陶器 ●セット内容：白置物110g・紅置物55g●
重量：白置物/110g・
紅置物/55g ●本体サイズ：白置物/45×70×70mm・紅
置物/35×55×50mm ●パッケージサイズ：
65×195×90mm ●パッケージ：化粧箱 20個

●材質：陶器 ●重量：140g ●本体サイズ：
45×50×65mm ●パッケージサイズ：70×135×110mm
●パッケージ：化粧箱 20個

紅白セットのかわいい干支の置物です。

「福」「寿」の文字が入ったかわいい干支の土鈴です。

錦彩招福戌（福梅） （NO.23）

彩耀招福戌（金土鈴） （NO.84）

17T063

JPN75-35T

17T064

JPN75-35U

[税抜] \380

[税抜] \350

[税抜] \300

●材質：陶器 ●重量：70g ●本体サイズ：
40×60×70mm ●パッケージサイズ：60×70×90mm ●
パッケージ：化粧箱 20個

●材質：置物/陶器 ●セット内容：置物・赤敷布・金屏風
・立札●重量：29g ●本体サイズ：置物/27×40×40mm
●パッケージサイズ：40×60×70mm ●パッケージ：化
粧箱 300個

●材質：陶器 ●重量：60g ●本体サイズ：
55×40×65mm ●パッケージサイズ：75×60×50mm ●
パッケージ：のし箱 300個

紅梅の柄がついた可愛い干支の置物です。

福梅の柄がついた可愛い干支の置物です。

縁起の良い干支の金土鈴です。

吉祥の戌土鈴（小） （Ｃ－７）

吉祥の戌土鈴（特小） （Ｃ－８）

青祥招福戌楊枝入 （NO.22）

17T065

CHN70-30S

17T066

CHN70-30S

17T067

JPN75-35U

[税抜] \270

[税抜] \220

[税抜] \180

●材質：陶器 ●重量：50g ●本体サイズ：
36×56×58mm ●パッケージサイズ：53×70×75mm ●
パッケージ：化粧箱 20個

●材質：陶器 ●重量：40g ●本体サイズ：
45×35×58mm ●パッケージサイズ：43×57×75mm ●
パッケージ：化粧箱 20個

●材質：磁器 ●重量：60g ●本体サイズ：
35×45×55mm ●パッケージサイズ：40×60×70mm ●
パッケージ：化粧箱 250個

小さくてかわいい干支の土鈴です。

ミニサイズのかわいい干支の土鈴です。

戌の形をしたかわいい楊枝入れです。

WEB ウインターナウ２０１７

ちりめん製えと根付（戌） （ＫＨ１６０）
17T068

指定不可

CHN70-30S

干支ミニ絵馬根付(戌) （E28007）
17T069

JPN70-30S

クリスタル開運えと（戌） （０２１１）
17T070

指定不可

JPN70-30V

[税抜] \350

[税抜] \200

[税抜] \180

●材質：ちりめん ●重量：6g ●本体サイズ：
115×35×9mm ●パッケージサイズ：135×55×9mm ●
パッケージ：PP袋

●材質：合板 ●重量：4g ●本体サイズ：53×92×4mm
●パッケージサイズ：53×92×4mm ●パッケージ：PP袋

●材質：プラ ●重量：6.2g ●本体サイズ：
100×22×11mm ●パッケージサイズ：135×55×12mm
●パッケージ：PP袋

年末年始の人気アイテム。和雑貨独特の温かさのある
ちりめん製。癒しブームの昨今人気上昇。

正月にふさわしい本格的なデザインの干支のミニ絵馬
根付。フルカラーの厚盛り印刷で質感もあり、お正月の
挨拶品として最適です。

きれいなえと(戌)姿に5色の根付ひもを付けました。かわ
いいデザインで毎年大好評。

新えと根付５円鈴付（戌） （Ｅ－７０Ｓ５）

えと根付おみくじ付（戌） （ＥＭ－８０Ｓ）

招福絵馬「戌」

JPN70-30S

17T071

17T072

JPN70-30S

17T073

指定不可

JPN75-35U

[税抜] \130

[税抜] \120

[税抜] \120

●材質：アルミ ●重量：7.3g ●本体サイズ：
130×22×10mm ●パッケージサイズ：65×53×10mm
●パッケージ：PP袋

●材質：アルミ ●重量：4.4g ●本体サイズ：
100×20×8mm ●パッケージサイズ：93×53×8mm ●
パッケージ：PP袋

●材質：合板 ●重量：2.5g ●本体サイズ：
24×32×3mm ●パッケージサイズ：110×50×4mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：60-12-22-500-P ●名
入サイズ：13×23mm

年末年始に一番人気の5円硬貨付のえと根付ストラップ
。えとも新型のかわいいデザイン。

本格的なおみくじ付きで、年末年始の定番人気商品。か
わいいえとの根付で、ストラップとしても使用可。

おかげさまで35年!!素朴さが人気の縁起物です。

新えとカラー根付鈴付（戌） （Ｅ－７０ＳＣ）

招福鈴付干支のお守り（運勢表付） （Ｃ－４
）

福銭 袋入り （OAA1）

17T074

指定不可

JPN70-30S

17T075

JPN70-30S

17T076

JPN65-25U

[税抜] \100

[税抜] \100

[税抜] \55

●材質：アルミ ●重量：3.6g ●本体サイズ：
100×20×8mm ●パッケージサイズ：65×53×8mm ●
パッケージ：PP袋

●材質：陶器 ●重量：6g ●本体サイズ：7×30×26mm
●パッケージサイズ：107×80mm ●パッケージ：化粧袋
200個

●セット内容：5円硬貨●重量：4g ●パッケージサイズ：
96×60×3mm ●パッケージ：化粧袋

新デザインのかわいいえと根付。カラーも4色アソートで
、年末年始グッズに最適の人気商材。

陶器製の小さな干支のお守りです。運勢を占う運勢表付
。

5円とご縁をかけた縁起の良い福銭です。

WEB ウインターナウ２０１７

干支タオル（戌）
17T080

＜干支タオル・
石鹸・入浴剤＞

干支タオル格子柄「戌」 （6J0150PI）
17T082

CHN70-30S

十二支プレミアム竹タオル
CHN70-30S

17T081

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \240

[税抜] \240

●材質：綿 ●重量：65g ●本体サイズ：340×860mm ●
パッケージサイズ：255×135×20mm ●パッケージ：PP
袋 200個

●材質：竹繊維70%・綿30% ●機能：抗菌 ●重量：62ｇ ●
本体サイズ：360×860mm ●パッケージサイズ：
255×135×20mm ●パッケージ：PP袋 200個

戌のかわいい柄のタオルです。

干支の柄が可愛い竹繊維のタオルです。

干支タオルドット柄「戌」 （6J0190PI）

えとミニタオル「戌」 （6J0112PI）

17T083

CHN70-30S

17T084

CHN70-30S

[税抜] \240

[税抜] \240

[税抜] \120

●材質：綿100% ●重量：62g ●本体サイズ：
340×860mm ●パッケージサイズ：240×130×20mm ●
パッケージ：PP袋 300個

●材質：綿100% ●重量：62g ●本体サイズ：
340×860mm ●パッケージサイズ：240×130×20mm ●
パッケージ：PP袋 300個

●材質：綿100% ●重量：15g ●本体サイズ：
200×200mm ●パッケージサイズ：210×110×5mm ●
パッケージ：PP袋 600個

リラックスした初湯のひと時を、可愛いえと柄のタオルと
一緒にお楽しみください。

リラックスした初湯のひと時を、可愛いえと柄のタオルと
一緒にお楽しみください。

可愛い干支柄のミニタオル。初詣のお伴や年始ご挨拶
のお伴にお使いください。

干支手拭「戌」 （4A3100PI）

開運ふきん「戌」 （4A3017PI）

十二支 干支石けん 戌（いぬ） （JN-2）

17T085

JPN70-30S

17T086

JPN70-30S

17T087

JPN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \160

[税抜] \250

●材質：綿100% ●重量：30g ●本体サイズ：
340×800mm ●パッケージサイズ：220×130×5mm ●
パッケージ：ポリ袋 500個

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体サイズ：
340×370mm ●パッケージサイズ：175×110×3mm ●
パッケージ：ポリ袋 1000個

●機能：組立式 ●セット内容：石けん77g・組立てキット（
屏風・シール・毛氈）●パッケージサイズ：
67×46×94mm ●パッケージ：化粧箱＋のし(添) 100個

[法]化粧品
開運を祈願し、力強い土佐犬をイメージし作製しました。
玄関周りに飾っていただければ、お正月気分になれます
。

開運を祈願し、力強い土佐犬をイメージし作製しました。
玄関周りに飾っていただければ、お正月気分になれます
。

戌の形をしたかわいい石けんです。一緒に飾れる毛氈、
屏風付。

WEB ウインターナウ２０１７

迎春石鹸 戌 （CG-217）
17T088

来福石けん 十二支 戌 (いぬ） （JN-1）
JPN70-30S

JPN70-30S

17T089

薬用入浴剤 招福の湯（3包入） （SK-3P）
JPN70-30W

17T090

[税抜] \200

[税抜] \150

[税抜] \200

●機能：組立式 ●セット内容：石鹸68g・組立キット（屏風
・毛氈・シール）●パッケージサイズ：48×93×64mm ●
パッケージ：化粧箱＋のし(添) 100個

●機能：組立式 ●セット内容：石けん50g・石けん用シー
ル●パッケージサイズ：35×80×60mm ●パッケージ：
化粧箱＋のし(添) 100個

●セット内容：薬用入浴剤25g×3●重量：110g ●パッケ
ージサイズ：130×200×5mm ●パッケージ：たとう式ケ
ース 150個 ●名入：台紙/60-24-12-300-K ●名入サイ
ズ：30×130mm

[法]化粧品

[法]化粧品

[法]医薬部外品

飾った後は石けんとして使える戌の置物です。

戌の形をしたかわいい石けんです。一緒に飾れる毛氈、
屏風付。

1年中使える開運シリーズです。年末年始のご挨拶・開
店記念・イベント・景品等に。

薬用入浴剤 招福の湯（2包入） （SK-2P）

薬用入浴剤 招福の湯（1包入） （SK-1P）

来福の湯 2包入 （RFY-2）

17T091

JPN70-30V

JPN70-30U

17T092

JPN70-30S

17T093

[税抜] \130

[税抜] \75

[税抜] \200

●セット内容：薬用入浴剤25g×2●重量：77g ●パッケ
ージサイズ：130×155×5mm ●パッケージ：たとう式ケ
ース 200個 ●名入：台紙/60-24-12-300-K ●名入サイ
ズ：40×90mm

●セット内容：薬用入浴剤25g●重量：38g ●パッケージ
サイズ：125×100×5mm ●パッケージ：たとう式ケース
400個 ●名入：台紙/60-24-12-300-K ●名入サイズ：
20×50mm

●材質：薬用入浴剤 ●セット内容：箱根25g・有馬25g●
パッケージサイズ：113×165×12mm ●パッケージ：たと
う式ケース 100個

[法]医薬部外品

[法]医薬部外品

[法]医薬部外品

年末年始のご挨拶・開店記念・イベント・景品等に。

年末年始のご挨拶・開店記念・イベント・景品等に。

縁起の良いパッケージに包装された薬用入浴剤です。

来福の湯 1包入 （RFY-1）

薬用入浴剤 福々湯２Ｐ「戌」 （６ＳＥ０２Ｄ）

薬用入浴剤 福々湯１Ｐ「戌」 （６ＳＥ０１Ｄ）

17T094

JPN70-30S

17T095

指定不可

JPN70-30S

17T096

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \100

[税抜] \160

[税抜] \80

●材質：薬用入浴剤 ●セット内容：箱根25g●パッケー
ジサイズ：113×102×9mm ●パッケージ：たとう式ケー
ス 200個

●セット内容：薬用入浴剤25g×2●本体サイズ：
120×80×5mm ●パッケージサイズ：155×130×5mm
●パッケージ：たとう式ケース 200個 ●名入：箱 /8012-17-400-H ●名入サイズ：20×70mm

●セット内容：薬用入浴剤25g●本体サイズ：
120×80×5mm ●パッケージサイズ：125×100×5mm
●パッケージ：たとう式ケース 400個 ●名入：箱 /8012-17-400-H ●名入サイズ：15×45mm

[法]医薬部外品

[法]医薬部外品

[法]医薬部外品

縁起の良いパッケージに包装された薬用入浴剤です。

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。リラックスした初
湯のひと時を、福々湯でお楽しみください。

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。リラックスした初
湯のひと時を、福々湯でお楽しみください。

WEB ウインターナウ２０１７

招福 金のまねき猫貯金箱 （JM-480）
CHN65-25S

17T098

＜干支・縁起グッズ＞

迎春用ラップ２０ｍ巻
17T100

JPN65-25T

縁起百福手拭 （４Ｆ３３５０Ｐ）
JPN70-30S

17T099

[税抜] \460

[税抜] \380

●材質：陶器・ポリエステル ●セット内容：座布団（
100×110×10mm）・取説●重量：145g ●本体サイズ：
85×68×90mm ●パッケージサイズ：88×75×100mm
●パッケージ：化粧箱 60個

●材質：綿100% ●重量：44g ●本体サイズ：
340×950mm ●パッケージサイズ：220×120×5mm ●
パッケージ：たとう紙巻き 300個 ●名入：65-30-17-300S ●名入サイズ：25×70mm

福を招く黄金の招き猫型貯金箱です。

幸福の象徴”福”の文字100個を手拭にあしらった「百福
手拭」。年金の記念品や、敬老の記念品にもご使用くだ
さい。

干支財布 （037021）

干支財布 （037022）

17T101A

A/民芸

CHN70-30S

17T101B

B/たてじま

CHN70-30S

[税抜] \220

[税抜] \180

[税抜] \180

●材質：PVC ●重量：130ｇ ●本体サイズ：30cm巾
×20m ●パッケージサイズ：316×41×41mm ●パッケ
ージ：化粧箱 60個

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体サイズ：2つ折時
/195×93×6mm ●パッケージサイズ：198×104×7mm
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入：60-36-17-500-H
●名入サイズ：10×60mm

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体サイズ：2つ折時
/195×93×6mm ●パッケージサイズ：198×104×7mm
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入：60-36-17-500-H
●名入サイズ：10×60mm

台所の必需品 新年のご挨拶にぴったりの迎春用ラップ
です。

財布や領収書・金券などのケースとして使えるソフトな感
触の干支財布です。

財布や領収書・金券などのケースとして使えるソフトな感
触の干支財布です。

干支財布 （037023）

福づくしふきん （081254）

福づくしふきん （081253）

17T101C C/金運

CHN70-30S

17T102A

A/金運招来

CHN70-30S

17T102B

B/開運招福

CHN70-30S

[税抜] \180

[税抜] \150

[税抜] \150

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体サイズ：2つ折時
/195×93×6mm ●パッケージサイズ：198×104×7mm
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入：60-36-17-500-H
●名入サイズ：10×60mm

●材質：綿100% ●本体サイズ：340×350mm ●パッケー
ジサイズ：180×100mm ●パッケージ：PP袋 500個

●材質：綿100% ●本体サイズ：340×350mm ●パッケー
ジサイズ：180×100mm ●パッケージ：PP袋 500個

財布や領収書・金券などのケースとして使えるソフトな感
触の干支財布です。

縁起の良い柄が入ったふきんです。これを使って運を呼
び込みましょう！

縁起の良い柄が入ったふきんです。これを使って運を呼
び込みましょう！

WEB ウインターナウ２０１７

クッキングペアーセット(賀春) （KPG-130）
JPN70-30S

17T103

干支ＢＯＸティッシュ 40Ｗ（戌） （LA04-05）
JPN65-25S

17T104

七ふくさまの福布来 （6M01）
CHN70-30S

17T105

[税抜] \130

[税抜] \120

[税抜] \150

●材質：PE・天然パルプ ●セット内容：ポリ袋（
300×200mm）×10枚(タイ）・キッチンペーパー（
220×170mm）×10枚●パッケージサイズ：
235×90×45mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
箱/60-6-17-300-K ●名入サイズ：10×50mm

●材質：パルプ ●セット内容：ティッシュ40W●重量：70g
●本体サイズ：200×207mm ●パッケージサイズ：
220×120×35mm ●パッケージ：化粧箱 100個

●材質：ポリエステル100％ ●重量：13g ●本体サイズ：
150×150mm ●パッケージサイズ：152×152×1mm ●
パッケージ：PP袋 1000個

台所の必需品 ポリ袋とキッチンペーパーを賀春パッケ
ージにセットしました。ポップアップ方式で取り出しやすく
便利です。

戌の柄が可愛いボックスティッシュ。裏面はカレンダーに
なっています。

スマホ・タブレットなどの画面拭きにお使いください。

開運招福セルロース吸水ふきん１Ｐ

開運招福コットンふきん１枚入

開運クロス （044023）

17T106

指定不可

CHN65-25S

17T107

指定不可

CHN70-30S

JPN70-30S

17T108

[税抜] \150

[税抜] \120

[税抜] \100

●材質：セルロース･綿 ●重量：24g ●本体サイズ：
200×180×4mm ●パッケージサイズ：200×180×4mm
●パッケージ：PP袋 180個 ●名入：台紙 /45-6-17180-O ●名入サイズ：160×30

●材質：綿100% ●重量：25g ●本体サイズ：
350×350mm ●パッケージサイズ：120×175×10mm ●
パッケージ：PP袋 200個 ●名入：台紙 /45-6-22-200O ●名入サイズ：18×130mm

●材質：不織布 ●本体サイズ：220×290mm ●パッケー
ジサイズ：160×140×8mm ●パッケージ：PP袋 500個
●名入：台紙/50-18-17-500-K ●名入サイズ：
10×60mm

繰り返し使える吸水性抜群のふきんです。身の回りをき
れいにして福を招き入れましょう！

丈夫で長持ちな吸水性抜群のふきんです。身の回りをき
れいにして福を招き入れましょう！

拭けば拭くほど福来たる！黄色のクロスで汚れと金運を
ばっちりつかみとりましょう！

開運招福お掃除ワイパー２枚入

開運招福せいけつふきん１枚入

おみくじシャープペン （6322）

17T109

CHN70-30S

17T110

指定不可

CHN70-30S

17T111

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \60

[税抜] \50

[税抜] \130

●材質：ポリエステル ●重量：8g ●本体サイズ：
200×300mm ●パッケージサイズ：155×105×8mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：台紙 /45-6-17-500O ●名入サイズ：80×20mm

●材質：レーヨン(不織布) ●重量：9g ●本体サイズ：
300×350mm ●パッケージサイズ：95×155×5mm ●パ
ッケージ：PP袋 300個 ●名入：台紙 /45-6-22-300-O
●名入サイズ：30×90mm

●材質：ABS ●機能：おみくじ内容（絶好調!! ･いいね!･
まぁまぁかな? ･やる気あるの? ･アカン!! ･うわっ最悪!）
●セット内容：取説●重量：10g ●本体サイズ：Φ
13×137mm ●パッケージサイズ：55×150×14mm ●パ
ッケージ：ポリ袋 600個 ●名入：70-36-17-100-P ●名
入サイズ：40×5mm

モニターやテレビにも使えるお掃除ワイパーです。身の
回りをきれいにして福を招き入れましょう！

丈夫で何度も使えるレーヨンふきんです。身の回りをき
れいにして福を招き入れましょう！

ペンを振って占う面白シャープペン! 受験生にも!

WEB ウインターナウ２０１７

福だるま 小さくたためるマイバッグ （
0144601）
CHN70-30U

17T112

福だるまポーチ （0144501）
17T113

心ばかり 福だるまジッパーバッグ(8枚入）
（0212501）
CHN70-30U

17T114

CHN70-30U

[税抜] \460

[税抜] \350

[税抜] \230

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：36g ●
本体サイズ：310×250mm ●パッケージサイズ：
170×200×10mm ●パッケージ：ポリ袋 240個 ●名入：
80-84-16-300-S ●名入サイズ：100×100mm

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：31g ●
本体サイズ：130×130×45mm ●パッケージサイズ：
130×130×10mm ●パッケージ：ポリ袋 240個 ●名入：
80-69-16-300-S ●名入サイズ：40×60mm

●材質：PE ●セット内容：取説●重量：57g ●本体サイ
ズ：180×200mm ●パッケージサイズ：70×210×30mm
●パッケージ：化粧箱 240個

だるまの柄がかわいいコンパクトに持ち運べるエコバッ
グです。

だるまのデザインのかわいいポーチです。

だるま柄のジッパーバッグです。食品や小物の保存にぴ
ったりです。

開運福だるま
17T115

指定不可

JPN75-35U

[税抜] \100
●材質：スチール ●重量：5g ●本体サイズ：Φ20mm ●
パッケージサイズ：118×38mm ●パッケージ：PP袋 600
個 ●名入：60-12-27-500-P ●名入サイズ：5×15mm

程よい大きさの縁起だるま鈴(おみくじ付き)

WEB ウインターナウ２０１７

年越しそば （LCTｰ60R）
17T120

＜年末年始食品＞

招福うどん （ＨＳー５）
17T122

JPN60-20U

年越しそば （LCTｰ30R）
JPN70-30S

17T121

JPN70-30S

[税抜] \600

[税抜] \300

●セット内容：乾そば190g×2●重量：380g ●本体サイ
ズ：250×80×15mm ●パッケージサイズ：
253×150×24mm ●パッケージ：化粧箱 30個 【小麦・そ
ば】

●セット内容：乾そば190g●重量：190g ●本体サイズ：
250×80×15mm ●パッケージサイズ：250×68×20mm
●パッケージ：化粧箱 60個 【小麦・そば】

独自のそば粉と小麦粉を使用し、そばの風味を大切に
作りました。豊かなそばの風味と、コシのある歯切れを
お楽しみ下さい。

独自のそば粉と小麦粉を使用し、そばの風味を大切に
作りました。豊かなそばの風味と、コシのある歯切れを
お楽しみ下さい。

福かさねうどん （QQA-5）

年明けうどん （ECA-30）

17T123

JPN55-15S

17T124

AUS70-30S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \300

●セット内容：讃岐うどん50g×5・保証書●本体サイズ：
90×198×21mm ●パッケージサイズ：90×198×21mm
●パッケージ：化粧箱 60個 【小麦】

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

●セット内容：乾うどん200g●重量：200g ●本体サイズ：
250×80×15mm ●パッケージサイズ：250×70×20mm
●パッケージ：化粧箱 60個 【小麦】

昔ながらの讃岐うどんの製法を現代の技術で再現。生
地を十分鍛えた後、休ませることにより、表面のつるみと
しっかりとしたコシのある麺に仕上げました。

厳選された小麦粉を製麺した、つるつるとした喉ごしの
良いうどんです。

「年明けに縁起を担いで食べるうどん」として話題の「うど
ん県産」 年明けうどんです。 麺用中力粉と瀬戸内の
海水塩を使用して作りました。

招福 梅茶 （SF-25）

招福 梅茶 （SF-15）

開運純金茶 （UOT-JUN-0070）

17T125

JPN80-40U

17T126

JPN80-40U

17T127

JPN80-40S

[税抜] \250

[税抜] \150

[税抜] \130

●セット内容：梅茶2g×3･おみくじ●パッケージサイズ：
140×140×8mm ●パッケージ：化粧箱 50個

●セット内容：梅茶2g×2・おみくじ●パッケージサイズ：
110×138×5mm ●パッケージ：化粧箱 100個

●セット内容：梅昆布茶2g×2袋●パッケージサイズ：
140×100×10mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個

さわやかな梅茶。パウダ-式のお手軽タイプ。招福おみく
じが付いてます。縁起物のお茶です。

さわやかな梅茶。パウダ-式のお手軽タイプ。招福おみく
じが付いてます。縁起物のお茶です。

金箔入りのめでたい梅こぶ茶です。おみくじ付。

WEB ウインターナウ２０１７

純金茶 （J-20）
17T128

純金茶 （J-15）
JPN80-40S

17T129

純金茶 （J-10）
JPN80-40S

17T130

JPN80-40S

[税抜] \200

[税抜] \150

[税抜] \100

●セット内容：純金茶2g×4袋●パッケージサイズ：
97×130×10mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個

●セット内容：純金茶2g×3袋●パッケージサイズ：
97×130×10mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個

●セット内容：純金茶2g×2袋●パッケージサイズ：
120×78×3mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個

金箔入りのめでたいお茶です。

金箔入りのめでたいお茶です。

金箔入りのめでたいお茶です。

招福宝来べっこう飴

大吉まねきねこ黄金飴・ＥＳ

17T131

JPN85-45U

17T132

JPN85-45U

[税抜] \380

[税抜] \250

●セット内容：飴100ｇ●パッケージサイズ：
150×110×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 24個

●セット内容：飴6個（48ｇ）●パッケージサイズ：
125×110×20mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 24個

七福神柄の袋に鯛・小槌・宝船等、縁起の良い形のべっ
こう飴を入れました。

大吉まねきねこ柄の袋にまねきねこ型のべっこう飴を入
れました。

WEB ウインターナウ２０１７

壁掛Ｂ４カレンダー（ペールトーンカラー文
字） （XA15）
JPN50-10V

17T136

＜カレンダー・
正月用品＞

卓上カレンダー スマートプランニング （
XA110）
17T138

JPN60-20U

卓上レインボーカラーインデックス （FU48）
JPN60-20V

17T137

[税抜] \780

[税抜] \480

●材質：紙 ●重量：220g ●本体サイズ：
535×380×5mm ●パッケージ：ポリ袋（添） 100個 ●名
入：40-42-22-100-K ●名入サイズ：60×340mm

●材質：紙･鉄リング ●重量：80g ●本体サイズ：
150×180×14mm ●パッケージ：ポリ袋 100個 ●名入：
台紙/40-42-16-100-H ●名入サイズ：13×140mm

壁掛けカレンダーの定番サイズ。カラフルで明るいカレン
ダーです。FCS森林認証紙を使用した環境配慮型商品
です。

インデックスタイプの予定が確認しやすい卓上カレンダ
ーです。六曜・年齢早見表・前月1月 後月3月入りです。

卓上カレンダー スタンドペールカラーズ（大
） （FU54）

マルチ卓上カレンダー （TS-701A）

JPN60-20Y

17T139

JPN70-30S

17T140

[税抜] \450

[税抜] \430

[税抜] \380

●材質：紙 ●重量：80ｇ ●本体サイズ：
150×180×13mm ●パッケージ：ポリ袋 100個 ●名入：
台紙/40-42-22-100-H ●名入サイズ：13×140mm

●材質：紙・鉄リング ●重量：80g ●本体サイズ：
150×180×13mm ●パッケージ：OP袋 100個 ●名入：
台紙/40-42-22-100-H ●名入サイズ：13×140mm

●材質：スチロール･紙 ●セット内容：取説●重量：109g
●本体サイズ：187×158×7mm ●パッケージサイズ：
187×158×7mm ●パッケージ：のし袋(添) 100個 ●名
入：ケース下部/40-24-16-100-S ●名入サイズ：
12×140mm

台紙スタンド型の実用的な卓上カレンダーです。裏面に
はスケジュールを書き込めるメモ欄があります。FCS森
林認証紙を使用した環境配慮型商品です。

ペールカラーえカラフルな実用卓上カレンダーです。裏
面にはスケジュールを書き込めるメモ欄があります。

カレンダーを抜かずに倒すだけで書き込め、裏面はメッ
セージボードやフォトスタンドとして使用できる卓上カレン
ダー。カーボンオフセット商品。

卓上カレンダー/2ｹ月スケジュール （FU58
）

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TSR300）

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TSR300）

17T141

JPN60-20V

17T142A

A/ホワイト

JPN63-23T

17T142B

B/ブラック

JPN63-23T

[税抜] \380

[税抜] \330

[税抜] \330

●材質：紙・鉄リング ●重量：42g ●本体サイズ：
215×112×10mm ●パッケージ：紙封筒(添) 100個 ●名
入：台紙/40-42-16-100-H ●名入サイズ：13×90mm

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体サイ
ズ：160×180×10mm ●パッケージサイズ：
164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
台紙/40-30-18-100-S ●名入サイズ：15×160mm

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体サイ
ズ：160×180×10mm ●パッケージサイズ：
164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
台紙/40-30-18-100-S ●名入サイズ：15×160mm

定型封筒（添付品）で発送できる、コンパクトなカレンダ
ーです。縦2か月のスリムで上品なカレンダーで実用性
抜群です。

紙リングの卓上カレンダー。使用後は、そのまま可燃ご
みとして処分可能。目にやさしい色使いの使いやすいB6
サイズです。カーボンオフセット付。

紙リングの卓上カレンダー。使用後は、そのまま可燃ご
みとして処分可能。目にやさしい色使いの使いやすいB6
サイズです。カーボンオフセット付。

WEB ウインターナウ２０１７

カラフルエコカレンダー （TSR-320）
17T143A

A/ホワイト

JPN63-23T

カラフルエコカレンダー （TSR-320）
17T143B

B/ブラック

JPN63-23T

3wayマルチカレンダー （TS-821A）
17T144

TS-821A

JPN65-25V

[税抜] \330

[税抜] \330

[税抜] \300

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体サイ
ズ：160×180×10mm ●パッケージサイズ：
164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
40-30-18-100-S ●名入サイズ：15×160mm

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体サイ
ズ：160×180×10mm ●パッケージサイズ：
164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
40-30-18-100-S ●名入サイズ：15×160mm

●材質：PP（再生樹脂10％配合）･紙 ●機能：卓上、壁
掛け兼用 ●セット内容：取説●重量：39g ●本体サイズ
：128×152×6mm ●パッケージサイズ：
130×158×6mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：カ
ード下部/40-72-16-100-O ●名入サイズ：12×140mm

紙リングの卓上カレンダー。使用後は、そのまま可燃ご
みとして処分可能。カラフルなデザインで机上を明るくす
る使いやすいB6サイズ。カーボンオフセット付。

紙リングの卓上カレンダー。使用後は、そのまま可燃ご
みとして処分可能。カラフルなデザインで机上を明るくす
る使いやすいB6サイズ。カーボンオフセット付。

カードを抜かずに倒して書き込みが出来る便利な卓上カ
レンダー。

ＤＭサイズカレンダー （TS-521A）

3way CDサイズカレンダー （TS-651A）

ワンニャン卓上カレンダー （WN-01）

17T145

JPN65-25V

17T146

JPN65-25V

17T147

JPN60-20S

[税抜] \280

[税抜] \280

[税抜] \180

●材質：PP(再生樹脂10％配合）･紙 ●機能：卓上、壁掛
け兼用･定形郵便92円可 ●セット内容：取説●重量：
30g ●本体サイズ：102×154×6mm ●パッケージサイ
ズ：110×160×6mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入
：カード下部/40-30-16-100-O ●名入サイズ：
10×125mm

●材質：PP･紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用 ●セット内容
：取説●重量：32g ●本体サイズ：140×121×6mm ●パ
ッケージサイズ：145×128×6mm ●パッケージ：PP袋
200個 ●名入：カード下部/40-30-16-100-O ●名入サ
イズ：15×105mm

●機能：卓上、壁掛け兼用 ●重量：38g ●本体サイズ：
150×105×3mm ●パッケージサイズ：150×105×3mm
●パッケージ：PP袋 400個 ●名入：60-59-17-100-O ●
名入サイズ：15×80mm

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ダ
イレクトメールに最適。

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ポ
ピュラーなCDサイズ。

可愛い犬と猫の写真が入ったカレンダー表紙と12か月
分1色名入れができます。卓上、もちろん壁掛けもできま
す。

2018年卓上デルタカレンダー （DE-01）

干支カレンダー和紙ファイル（雲流白）

干支カレンダー和紙ファイル（鳥の子）

17T148

JPN73-33T

17T149

JPN70-30S

17T150

JPN70-30S

[税抜] \100

[税抜] \150

[税抜] \150

●材質：上質紙 ●重量：40g ●本体サイズ：
130×150×60mm ●パッケージサイズ：
155×144×10mm ●パッケージ：ポリ袋 400個 ●名入：
台紙 /60-44-17-100-O ●名入サイズ：15×80mm

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●重量：32g ●本体サイズ
：310×215mm ●パッケージサイズ：232×310×1mm ●
パッケージ：PP袋 200個

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●重量：32g ●本体サイズ
：310×215mm ●パッケージサイズ：232×310×1mm ●
パッケージ：PP袋 200個

インデックスが付いて使いやすく、先月、翌々月を明記し
見やすくなりました。さらに100個より1色名入れできます
。

和紙ファイルは非木材(国内竹)と間伐材を使用した非木
材グリーン協会認定商品です。

和紙ファイルは非木材(国内竹)と間伐材を使用した非木
材グリーン協会認定商品です。

WEB ウインターナウ２０１７

初春セット5膳 （A02-08）
17T151

迎春 祝い箸5膳パック （A04-03）
CHN70-30S

17T153

CHN65-25S

お年玉袋5柄 （N-1）
17T154

JPN65-25S

[税抜] \135

[税抜] \110

[税抜] \35

●材質：白楊・紙 ●セット内容：祝い箸5膳・ポチ袋5枚●
重量：46g ●パッケージサイズ：110×240×10mm ●パ
ッケージ：PP袋 200個

●材質：白楊・紙 ●重量：30g ●パッケージサイズ：
240×90×10mm ●パッケージ：PP袋 200個

●材質：上質紙 ●セット内容：5枚入●重量：9g ●本体
サイズ：115×70×6mm ●パッケージサイズ：
120×80×6mm ●パッケージ：ポリ袋 2000個

ポチ袋もセットの祝い箸5膳セットです。

縁起の良い柄の袋に入った迎春用祝い箸です。

5種類の縁起柄がデザインされたポチ袋です。

WEB ウインターナウ２０１７

運だめし福袋プレゼント１００人用 （6292）
17T160
[税抜] \32,500

＜正月イベントセット＞

招福戌福鈴プレゼント１００人用 （ＫＫ－６）
17T162
[税抜] \26,000

JPN78-38V
直送品

JPN80-40V
直送品

運だめし福袋プレゼント５０人用 （6272）
17T161
[税抜] \23,000

JPN75-35T
直送品

●セット内容：特等 おたのしみ福袋(特大)1コ・1等 (大)2
コ・2等 (中)3コ・3等 (小)4コ・4等 (ミニ)5コ・5等 （プチ）85
コ・抽選箱・明細表1枚・Ａ3ポスター1枚・店頭用ＰＯＰ2枚
・抽選用三角くじ100枚●パッケージサイズ：
485×650×860mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●セット内容：特等 おたのしみ福袋(特大)1コ・1等 (大)2
コ・2等 (中)3コ・3等 (小)4コ・4等 (ミニ)5コ・5等 （プチ）35
コ・抽選箱・明細表1枚・Ａ3ポスター1枚・店頭用ＰＯＰ2枚
・抽選用三角くじ50枚●パッケージサイズ：
485×650×860mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

運だめしの福袋が当たる三角くじセットです。お正月の
店頭イベントなどにご使用ください。

運だめしの福袋が当たる三角くじセットです。お正月の
店頭イベントなどにご使用ください。

招福戌福鈴プレゼント50人用 （ＫＫー７）

招福干支戌プレゼント１００人用 （ＫＫー１）

17T163
[税抜] \18,000

JPN78-38V
直送品

17T164
[税抜] \23,800

JPN78-38V
直送品

●材質：陶器 ●セット内容：特等 錦彩招福戌福鈴親子1
ヶ･1等 錦彩招福戌紅白福鈴2ヶ・2等 錦彩招福戌金銀
福鈴3ヶ●重量：7Kg ●パッケージサイズ：
340×400×240mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●材質：陶器 ●セット内容：特等 錦彩招福戌福鈴親子1
ヶ･1等 錦彩招福戌紅白福鈴2ヶ・2等 錦彩招福戌金銀
福鈴3ヶ●重量：4kg ●パッケージサイズ：
300×370×230mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●材質：陶器 ●セット内容：特等 戌金彩ケース入1ヶ・1
等 戌紅白親子（大）2ヶ・2等 戌干支カレンダー飾り皿3ヶ
●パッケージサイズ：340×400×260mm ●パッケージ：
発送用段ボール箱 1個

戌の福鈴・土鈴が当たる三角くじセットです。お正月の店
頭イベントなどにご使用ください。

戌の福鈴・土鈴が当たる三角くじセットです。お正月の店
頭イベントなどにご使用ください。

招福干支グッズが当たる三角くじセットです。お正月のイ
ベントや景品にご使用ください。

招福干支戌プレゼント５０人用 （ＫＫ－２）

和凧プレゼント50人用

特大おみくじ （6435）

17T165
[税抜] \17,400

JPN78-38V
直送品

17T166
[税抜] \20,000

JPN85-45T
直送品

17T167
[税抜] \9,800

JPN90-50V
直送品

●材質：陶器 ●セット内容：特等 戌金彩ケース入1ヶ・1
等 戌紅白親子（大）2ヶ・2等 戌干支カレンダー飾り皿3ヶ
●パッケージサイズ：280×400×245mm ●パッケージ：
発送用段ボール箱 1個

●材質：紙・竹 ●セット内容：1等 六角凧1コ・2等 大大奴
凧1コ・3等 大角凧3コ・4等 大奴凧3コ・5等 角凧工作セッ
ト5コ・6等 中角凧7コ・7等 ミニ凧30コ・抽選くじ50枚・抽
選箱1コ・明細表1枚●パッケージ：発送用段ボール箱

●材質：段ボール・紙管 ●セット内容：おみくじ筒・おみく
じ棒10本・おみくじシール32枚・取説●本体サイズ：おみ
くじ筒/400×350×800mm・おみくじ棒/φ22×700mm ●
パッケージサイズ：410×365×825mm ●パッケージ：発
送用段ボール箱

招福干支グッズが当たる三角くじセットです。お正月のイ
ベントや景品に。

昔懐かしい和凧が当たるくじセットです。お正月のイベン
トや景品にご使用ください。

全身を使って振っておみくじ。

WEB ウインターナウ２０１７

昔ながらの正月遊びプレゼント100人用 （
6572）
17T168
[税抜] \26,800

JPN75-35V
直送品

昔ながらの正月遊びプレゼント50人用 （
6571）
17T169
[税抜] \17,800

JPN75-35V
直送品

なつかしのおもちゃプレゼント100人用
17T170
[税抜] \15,000

JPN83-43U
直送品

●セット内容：和凧2コ・ダルマ落とし3コ・ケン玉4コ・でん
でん太鼓5コ・木のケン玉またはダルマ落としまたは角凧
または奴凧10コ・ミニ犬棒カルタまたは昔ばなしカルタ76
コ・抽選用三角くじ100枚・抽選箱1コ・明細表1枚・A3ポス
ター1枚・店頭用POP2枚●パッケージサイズ：
560×410×155mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●セット内容：和凧・ダルマ落とし2コ・ケン玉3コ・でんで
ん太鼓4コ・木のケン玉またはダルマ落としまたは角凧ま
たは奴凧8コ・ミニ犬棒カルタまたは昔ばなしカルタ32コ・
抽選用三角くじ50枚・オリジナル抽選箱1コ・明細表1枚・
A3ポスター1枚・店頭用POP2枚●パッケージサイズ：
560×410×155mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個

●材質：紙・竹・ブリキ・ガラス ●セット内容：1等紙フーセ
ンセット10コ・2等 ビー玉10コ・3等 おはじき10コ・4等 竹ト
ンボ10コ・5等 ミニ凧10コ・6等 丸メンコ10コ・7等 紙ヨーヨ
ー10コ・8等 ミニトランプ10コ・9等 ちえのわ10コ・10等 金
魚つり10コ・抽選用品100人用●パッケージ：発送用段ボ
ール箱

昔懐かしい正月遊びのおもちゃが当たる三角くじセットで
す。お正月の店頭イベントなどにご使用ください。

昔懐かしい正月遊びのおもちゃが当たる三角くじセットで
す。お正月の店頭イベントなどにご使用ください。

昔懐かしいおもちゃが当たる三角くじセットです。お正月
の店頭イベントなどにご使用ください。

WEB ウインターナウ２０１７

ハロウィンお菓子巾着 OK-70 （6987）
JPN73-33V

17T173

＜ハロウィン＞

ハロウィンお菓子巾着 ＯＫ-40 （6985）
17T175

指定不可

JPN73-33V

ハロウィンゴールドバケツカン
JPN85-45U

17T174

[税抜] \700

[税抜] \500

●材質：巾着袋/不織布 ●セット内容：巾着袋(中国)・お
菓子アソート8個●本体サイズ：165×220mm ●パッケー
ジ：裸 90個 【卵・乳・小麦・えび】

●セット内容：バケツ（中国）・お菓子詰合せ65g（飴×8、
クッキー×4）●重量：122g ●本体サイズ：φ
85×190mm ●パッケージ：ポリ袋 12個 【卵・乳・小麦】

かわいいハロウィンの巾着袋に入ったお菓子（８個入り）
の詰め合わせです。

ハロウィン柄のバケツ缶にお菓子の詰合せです。

パンプキンロックＢＸ・ＨＤ

ハロウィンミニバッグ・ＨＤ

17T176

指定不可

JPN85-45U

17T177

指定不可

JPN85-45U

[税抜] \400

[税抜] \400

[税抜] \400

●材質：巾着袋/不織布 ●セット内容：巾着袋（中国）・
菓子5個●重量：78g ●本体サイズ：220×165mm ●パ
ッケージ：裸 100個 【卵・乳・小麦・えび】

●セット内容：ボックス･キャンディ715粒、内容量70g●重
量：80g ●本体サイズ：140×85×40mm ●パッケージ：
裸 20個

●セット内容：ペーパーバッグ・菓子詰合せ79g（飴×8、
クッキー×6）●重量：110g ●本体サイズ：
60×115×145mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】

かわいいハロウィンの巾着袋に入ったお菓子（５個入り）
の詰め合わせです。

モンスター柄の棺おけボックスにキャンディを入れました
。

モンスター柄のペーパーバッグにキャンディ・クッキーの
詰め合わせです。

ハロウィンお菓子巾着 ＯＫ-30 （6960）

ハロウィンデーパック・ＨＳ

お絵かきハロウィン(貯金箱) （T-1054）

17T178

指定不可

JPN73-33V

17T179

指定不可

JPN85-45U

17T181

JPN73-33V

[税抜] \300

[税抜] \200

[税抜] \400

●材質：巾着袋/不織布 ●セット内容：巾着袋（中国）･
菓子4個●重量：55g ●パッケージサイズ：165×220mm
●パッケージ：裸 120個 【卵・乳・小麦・えび・かに】

●セット内容：キャンディ11粒、内容量52g●重量：65g ●
本体サイズ：160×100×45mm ●パッケージ：裸 24個

●材質：陶器 ●重量：80g ●本体サイズ：
70×75×80mm ●パッケージサイズ：85×85×120mm
●パッケージ：化粧箱 20個

かわいいハロウィンの巾着袋に入ったお菓子（４個入り）
の詰め合わせです。

モンスター柄の袋にキャンディを入れました。

かぼちゃの形の貯金箱にお絵かきができます。

WEB ウインターナウ２０１７

ハッピーハロウィン エコンパクトバッグ （
6J-HA001）
17T182

CHN73-33V

ハッピーハロウィン フック付きミニタオル （
6JH01）
17T183

CHN73-33V

ハッピーハロウィンバスパウダー
17T184

JPN60-20U

[税抜] \200

[税抜] \150

[税抜] \100

●材質：PP不織布 ●重量：50g ●本体サイズ：
500×410mm ●パッケージサイズ：200×115×25mm ●
パッケージ：PP袋 300個 ●名入：65-66-17-300-S ●名
入サイズ：20×70mm

●材質：綿100% ●重量：11g ●本体サイズ：
145×195mm ●パッケージサイズ：155×195×1mm ●
パッケージ：PP袋 600個

●材質：硫酸Na･ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ･香料･色素 ●セット内容：25g
●重量：28g ●本体サイズ：125×85×5mm ●パッケー
ジサイズ：125×85×5mm ●パッケージ：アルミフィルム
500個

〔法〕化粧品
かわいいハロウィンのOPP袋に入っています(本体バッ
グは無地カラーで、ハロウィン柄は入っておりませんの
で、ご注意ください)。

かぼちゃの形に切り抜いたミニタオル。タペストリーとし
ても使える便利なフック付き♪

かわいいハロウィンのパッケージの入浴剤です。

WEB ウインターナウ２０１７

チョコレートめぐりＢＸ・ＶＤ
17T185

＜バレンタインデー＞

マイプレシャスパーソン・ＶＳ
17T187

JPN85-45U

デリシャスゴールドＣＵ・ＶＤ
JPN85-45U

JPN85-45U

17T186

[税抜] \500

[税抜] \400

●セット内容：菓子詰合せ56g（チョコ×6、クッキー×4）
●本体サイズ：100×150×35mm ●パッケージ：裸 20個
【卵・乳・小麦】

●セット内容：ミルクチョコ10個、内容量47g●パッケージ
サイズ：φ75×150mm ●パッケージ：ポリ袋 20個 【乳】

口どけの良いミルクチョコとクッキーのアソートです。

なめらかなチョコレートです。バレンタインの贈り物にい
かがですか。

テディベアミニパック・ＶＳ

御礼チョコ

17T188

JPN85-45U

17T189

指定不可

JPN85-45U

[税抜] \250

[税抜] \200

[税抜] \200

●セット内容：菓子詰合せ36g（チョコ×3、クッキー×3）
●本体サイズ：45×100×170mm ●パッケージ：裸 24個
【卵・乳・小麦】

●セット内容：菓子詰合せ30g（チョコ×4・クッキー×4）
●パッケージサイズ：180×100×40mm ●パッケージ：
ポリ袋 24個 【卵・乳・小麦】

●セット内容：チョコレート8個、内容量24g●本体サイズ：
140×100×10mm ●パッケージ：紙袋 40個 【乳】

メッセージカード付きの袋にハート型のチョコとクッキー
がいれました。

テディベア柄の袋に、テディベア型のチョコとクッキーが
入っています。

メッセージ入りののし袋にチョコを入れました。

WEB ウインターナウ２０１７

ツインバード ホットシートマッサージャー ホ
ットビート （EM-2538BR）
17T190A

＜あったかグッズ＞

フランネル２WAYBIGブランケット （JM-822
）
17T191

指定不可

CHN60-20S

A/ﾌﾞﾗｳﾝ

CHN75-35U

ツインバード ホットシートマッサージャー ホ
ットビート （EM-2538R）
17T190B

B/ﾚｯﾄﾞ

CHN75-35U

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：ポリエステル・ウレタンスポンジ ●機能：マッサ
ージ切替（強、弱）・オートオフ10分・ヒーター ●セット内
容：ACアダプター・取説・保証書●重量：470g ●電源：
AC100V-10W ●本体サイズ：50×400×350mm ●パッ
ケージサイズ：60×450×340mm ●パッケージ：段ボー
ル箱 6個

●材質：ポリエステル・ウレタンスポンジ ●機能：マッサ
ージ切替（強、弱）・オートオフ10分・ヒーター ●セット内
容：ACアダプター・取説・保証書●重量：470g ●電源：
AC100V-10W ●本体サイズ：50×400×350mm ●パッ
ケージサイズ：60×450×340mm ●パッケージ：段ボー
ル箱 6個

[法]医療機器228AGBZX00079000 [法]PS-Eマーク

[法]医療機器228AGBZX00079000 [法]PS-Eマーク

ソファや椅子に置いて使用できるシート式マッサージャー
。固定ベルトで話題のふくらはぎマッサージもできます。
ワイドヒーター搭載なので、温めながらのマッサージが
可能です

ソファや椅子に置いて使用できるシート式マッサージャー
。固定ベルトで話題のふくらはぎマッサージもできます。
ワイドヒーター搭載なので、温めながらのマッサージが
可能です

ブライトBIGブランケット （0602101）

迷彩柄ブランケット（フランネル） （JM-818）

17T192

指定不可

CHN70-30U

17T193

指定不可

CHN60-20T

[税抜] \2,000

[税抜] \930

[税抜] \800

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：560g
●本体サイズ：ブランケット時/1000×1600×5mm･クッシ
ョン時/360×310×130mm ●パッケージサイズ：
370×320×140mm ●パッケージ：PP袋 15個

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：260g
●本体サイズ：900×160mm ●パッケージサイズ：
420×330×30mm ●パッケージ：ポリ袋 40個

●材質：ポリエステル ●重量：154g ●本体サイズ：
600×900×4mm ●パッケージサイズ：
330×250×50mm ●パッケージ：PP袋 60個

肌触りの良いフランネル仕上げ!一段上の感触のBIGブ
ランケットです。クッションとしてもお使いいただけます。
毛布代わりにもなるビッグサイズ!あなたを優しく包み込
みます

小柄な方ならすっぽり覆える大きなブランケット。

肌触りの良いフランネル仕上げ!迷彩柄がポイントのブラ
ンケットです。

クラシックチェック 4wayブランケット （
0601401）

アーガイル柄フリースブランケット （JM809）

アロマホット＆アイスアイピロー （MC-01FR
）

17T194

指定不可

CHN70-30U

17T195

指定不可

CHN60-20S

17T196A

A/ﾋﾟｰﾁの香り

JPN75-35T

[税抜] \700

[税抜] \600

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：136g
●本体サイズ：600×1200×5mm ●パッケージサイズ：
310×200×30mm ●パッケージ：ポリ袋 48個

●材質：ポリエステル ●重量：134g ●本体サイズ：
600×900×3mm ●パッケージサイズ：
330×250×45mm ●パッケージ：PP袋 60個

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：外袋/45-7.2-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

これ１つで４通りの使い方ができるブランケットです。

アーガイル柄がおしゃれなフリース製のブランケットです
。

温めたり冷やしたり。優しい香りと程よい重みで目と心を
癒してくれるアイピローです。

WEB ウインターナウ２０１７

アロマホット＆アイスアイピロー （MC-01LA
）
17T196B

B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

JPN75-35T

アロマホット＆アイスアイピロー （MC-01LF
）

アロマホット＆アイスアイピロー （MC01RO）

17T196C C/ﾗﾌﾗﾝｽの香り

17T196D

JPN75-35T

D/ﾛｰｽﾞの香り

JPN75-35T

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：外袋/45-7.2-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：外袋/45-7.2-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
●名入：外袋/45-7.2-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm

温めたり冷やしたり。優しい香りと程よい重みで目と心を
癒してくれるアイピローです。

温めたり冷やしたり。優しい香りと程よい重みで目と心を
癒してくれるアイピローです。

温めたり冷やしたり。優しい香りと程よい重みで目と心を
癒してくれるアイピローです。

すっぴん3WAYニット

すっぴん3WAYニット

すっぴん3WAYニット

17T197A

A/ワイン

CHN70-30S

17T197B

B/ベージュ

CHN70-30S

17T197C C/パープル

CHN70-30S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：アクリル70％・ウール30％ ●重量：210g ●本体
サイズ：470×700mm ●パッケージサイズ：
480×400×10mm ●パッケージ：ポリ袋 50個

●材質：アクリル70％・ウール30％ ●重量：210g ●本体
サイズ：470×700mm ●パッケージサイズ：
480×400×10mm ●パッケージ：ポリ袋 50個

●材質：アクリル70％・ウール30％ ●重量：210g ●本体
サイズ：470×700mm ●パッケージサイズ：
480×400×10mm ●パッケージ：ポリ袋 50個

冷える首・肩・頭をすっぽり暖かく守ってくれます。すっぴ
んでちょっとした外出にも最適です。ウール混で暖かく柔
らか。

冷える首・肩・頭をすっぽり暖かく守ってくれます。すっぴ
んでちょっとした外出にも最適です。ウール混で暖かく柔
らか。

冷える首・肩・頭をすっぽり暖かく守ってくれます。すっぴ
んでちょっとした外出にも最適です。ウール混で暖かく柔
らか。

3WAYﾈｯｸﾋﾟﾛｰ＆ﾌﾘｰｽﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ （2859）

ﾁｪｯｸﾌｧｯｼｮﾝﾎｯﾄﾏｯﾄ （2863）

イヤーマフィン 防寒耳カバー （TYEWMMBK-04）

17T198

指定不可

CHN60-20S

17T199

指定不可

CHN60-20S

17T200

CHN80-40S

[税抜] \1,100

[税抜] \750

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル ●機能：ブランケット・ネックピロー
・シートベルトカバー ●セット内容：取説●重量：220g ●
本体サイズ：ネックピロー使用時/100×750×55mm･ブ
ランケット使用時/1620×580mm ●パッケージサイズ：
530×110×60mm ●パッケージ：ポリ袋 36個

●材質：ポリエステル･アルミ蒸着シート･PUR･PVC･ポリ
エステル不織布 ●セット内容：取説●重量：70g ●本体
サイズ：290×290mm ●パッケージ：ポリ袋 60個

●材質：ポリエステル ●セット内容：耳あて8g×2●重量
：16g ●本体サイズ：耳上下長5～8cmに対応 ●パッケ
ージサイズ：78×25×155mm ●パッケージ：ブリスター
50個

ネックピローとして、ブランケットとして、車のシートベルト
にセットして…と移動時間をくつろぎタイムに。

足元から暖かく持ち運びも便利なホットマットです。

北欧生まれのフレームのない耳カバー。

WEB ウインターナウ２０１７

イヤーウォーマー （JM-824）
17T201

CHN60-20S

ぽかぽかタッチ手袋 （6561）
17T202

指定不可

CHN70-30S

フリースネックウォーマー （6734）
17T203

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \350

[税抜] \280

[税抜] \300

●材質：ポリエステル・鉄 ●重量：36g ●本体サイズ：
115×400mm ●パッケージサイズ：210×220×100mm
●パッケージ：PP袋 100個

●材質：アクリル・ポリエステル ●セット内容：取説●重
量：25g ●本体サイズ：195×140×10mm ●パッケージ
サイズ：230×140×15mm ●パッケージ：ポリ袋 300個

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：34g ●
本体サイズ：290×240mm ●パッケージサイズ：
31×26×15mm ●パッケージ：ポリ袋 200個 ●名入：
70-66-17-100-S ●名入サイズ：50×50mm

寒い季節も耳もとあったか!男女兼用サイズです。

スマートフォン・タブレット用手袋。男女兼用。

ヒモを絞れば帽子としても使えるネックウォーマー。

エグゼラックス プラチナエコ暖ポケット懐炉
（EXHTSVPW）

どこでも湯たんぽ （5424）

楽々レギュラーカイロ（貼らない） （
90082004）

17T204

TPE70-30S

17T205

指定不可

CHN65-25S

17T206

CHN65-25T

[税抜] \2,000

[税抜] \800

[税抜] \49

●材質：本体/スチールバーナー、真鍮、計量、注油カッ
プ/PE･携帯ポーチ/ポリエステル ●機能：約２０時間使
用可能(オイル補給1回分) ●セット内容：本体・計量・注
油カップ・携帯ポーチ・取説・保証書●重量：97g ●本体
サイズ：8×70×100mm ●パッケージサイズ：
20×78×163mm ●パッケージ：化粧箱 120個

●材質：湯たんぽ/PP･収納用巾着袋/不織布 ●セット
内容：湯たんぽ425mL・収納用巾着袋・取説●本体サイ
ズ：湯たんぽ/140×130×45mm ●パッケージサイズ：
145×132×50mm ●パッケージ：化粧箱 80個 ●名入：
70-36-12-100-P ●名入サイズ：60×20mm

●機能：最高温度70℃・平均温度56℃ ●本体サイズ：
82×105×3mm ●パッケージサイズ：110×140×5mm
●パッケージ：ピロー包装 240個 ●名入：台紙/0-2222-1000-O ●名入サイズ：110×140mm

電力不足の冬に備えたエコカイロ

自宅やオフィスで使えるお手頃サイズ。電子レンジで簡
単にあたためられるカワイイ湯たんぽです。

レギュラーサイズの使い捨てカイロです。

らくらくミニカイロ（貼らない） （90086003）

スープギフト ６４℃ （M-S20）

スープギフト ６４℃ （M-S15）

17T207

CHN65-25T

17T217

JPN80-40U

17T218

JPN80-40U

[税抜] \29

[税抜] \2,000

[税抜] \1,500

●機能：最高温度70℃・平均温度58℃ ●本体サイズ：
60×90×5mm ●パッケージサイズ：90×120×5mm ●
パッケージ：ピロー包装 480個 ●名入：台紙/0-18-221000-O ●名入サイズ：90×120mm

●セット内容：コーンスープ17g×4･中華わかめスープ
3g×4･洋風オニオンスープ7g×4･欧風野菜スープ
10g×4●重量：430g ●パッケージサイズ：
120×430×70mm ●パッケージ：化粧箱 15個 【乳・小麦
】

●セット内容：コーンスープ17g×3・中華わかめスープ
3g×3・洋風オニオンスープ7g×3・欧風野菜スープ
10g×3●パッケージサイズ：120×225×70mm ●パッケ
ージ：化粧箱 27個 【乳・小麦】

使い捨てカイロです。

４種類のスープが各４ケずつ入っています。

４種類のスープが各３ケずつ入っています。

WEB ウインターナウ２０１７

スープギフト ６４℃ （M-S10）
17T219

JPN80-40U

兼六の華 （KRH-10）
17T220

金沢華乃恋 （YZS-8）
JPN80-40S

17T221

JPN83-43U

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \800

●セット内容：コーンスープ17g×2・中華わかめスープ
3g×2・洋風オニオンスープ7g×2・欧風野菜スープ
10g×2●パッケージサイズ：120×225×70mm ●パッケ
ージ：化粧箱 27個 【乳・小麦】

●セット内容：黒糖ごまざらめ×6･黒五×3･紫いも×3･
えびまめ花煎餅×4･つぶやきサラダ×4●重量：336g ●
パッケージサイズ：250×250×45mm ●パッケージ：化
粧箱+包装済 15個 【小麦・えび】

●セット内容：えびまめ花せんべい×7・金澤カレー煎餅
×7●重量：215g ●パッケージサイズ：220x133x83mm
●パッケージ：化粧箱+包装済 30個 【乳・えび】

４種類のスープが各２ケずつ入っています。

国産米100%の煎餅の詰合せです。加賀友禅をモチーフ
に色鮮やかにデザインされた目でみてきれいな米菓ギフ
トです。

国産米100%の煎餅の詰合せです。かわいいお花の形で
海老と黒豆を練り込んだ生地を最大限に引き出し遠赤
外線でじっくり焼き上げました。

WEB ウインターナウ２０１７

松坂牛 すきやき用
17T210
[税抜] \8,000

＜冬の味覚＞

大分 はも鍋
17T212
[税抜] \5,000

JPN00-60S
直送品

牛乃匠 神戸ビーフ すきやき用
JPN00-60U
直送品

17T211
[税抜] \6,000

JPN00-60S
直送品

●セット内容：モモ･バラ肉計400g･牛脂●パッケージサ
イズ：350×250×110mm ●パッケージ：化粧箱

●セット内容：モモ･バラ肉計300g●パッケージサイズ：
185×265×70mm ●パッケージ：化粧箱

大いなる自然の中で育った松坂牛。お肉の柔らかさと風
味で「世界のブランド」としてその名を馳せ、まさに味の
芸術品といわれ親しまれています。

神戸ビーフは兵庫県内で生産される優れた但馬牛から
県内の熟練した農家が高度な飼育技術を駆使して作り
出した牛肉です。

北海道ローストビーフ&乳蔵カマンベールチ
ーズT50 （7919）

生活食房 鍋がうまいバラエティギフト （
GY-30）

17T213
[税抜] \5,000

JPN98-58V
直送品

17T214

JPN88-48U

[税抜] \3,000

●セット内容：鱧切身250g･かぼすポンズ70mL×1･カボ
ス果汁70mL×1･もみじおろし10g×3･出汁用昆布×1枚
・取説●パッケージサイズ：300×370×100mm ●パッケ
ージ：発泡スチロール

●セット内容：ローストビーフ300g・ローストビーフたれ
20g×2・乳蔵カマンベールチーズ110g●パッケージサイ
ズ：210×170×60mm ●パッケージ：段ボール箱 6個 【
乳・小麦】

●セット内容：まる生ぽん酢360mL･鍋スンドゥブチゲス
ープ44g×4･鍋よせ鍋つゆ44g×4･鍋キューブ鶏だし･う
ま塩58g（1人前×8）･鍋キューブ濃厚白湯73g（1人前×8
）●重量：1200g ●パッケージサイズ：235×368×66mm
●パッケージ：化粧箱 6個 【乳・小麦】

大分産の新鮮な鱧を丁寧に職人技にて骨切してチリ鍋
用にセットしました。

ローストビーフは中心部まで通熱しておりスライスしてそ
のまま食べることが出来ます。カマンベールチーズは十
勝産の生乳を使用したカマンベールチーズです。

生ぽんず・４種類の鍋の素が入っています。

生活食房 鍋がうまいバラエティギフト （
GY-20）

生活食房 生がうまい 美味しさギフト （GW20）

17T215

JPN90-50T

17T216

JPN90-50S

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

●セット内容：まる生ぽん酢360mL･味付ぽん酢350mL･
プチッと鍋キムチ鍋23g×6･プチッと鍋濃厚白湯鍋
22g×6●重量：1300g ●パッケージサイズ：
235×290×66mm ●パッケージ：化粧箱 10個 【小麦】

●セット内容：ヤマサまる生ぽん酢360mL・サンビシ無添
加純生しょうゆ360mL・キッコーマン超特選生しょうゆ
330mL・Ｓ&Ｂおろし生しょうが40g●重量：1.5kg ●パッケ
ージサイズ：235×225×66mm ●パッケージ：化粧箱 12
個 【小麦】

生ぽんず・味付けぽんず・２種類の鍋の素が入っていま
す。

生ぽんず・生しょうゆ・キッコーマン特選生しょうゆ・S＆B
おろし生しょうがが入っています。

WEB ウインターナウ２０１７

ザイグル ハンサム （SJ-100）
17T223

＜冬の生活雑貨＞

フタがガラスのＩＨ対応ステンレス鍋２３ 雪
平 （MIS-23）
17T225

JPN80-40S

CHN00-60S

セラミックグリルプレート （HP-70088）
17T224

CHN70-30S

[税抜] \24,500

[税抜] \16,800

●材質：PA･PP･ステンレス ●機能：ザイグルグリルと比
べ真ん中に支柱がないためプレート全体を使用できます
。秋刀魚ですと5匹一度に調理可能です。余分な脂はプ
レート中心の穴から脂受け皿に落ちヘルシーな調理が
可能です。 ●セット内容：本体･丸型プレート･フラットプ
レート･ドーム型プレート･取扱説明書･簡単調理マニュア
ル･カバー●重量：2.5Kg ●電源：AC100V-1200W ●本

●材質：プレート/アルミニウム（セラミックコーティング加
工）･フレーム/竹 ●セット内容：本体・専用電源コード･油
受け皿・取説・保証書●重量：3400g ●電源：AC100V（
50/60Hz） ●本体サイズ：544×350×90mm ●パッケー
ジサイズ：540×370×100mm ●パッケージ：化粧箱 4個

〔法〕PS-Eマーク

〔法〕PS-Eマーク

真ん中に支柱がないためプレート全体を使用できます。
余分な脂はプレート中心の穴から脂受けに落ちヘルシ
ーな調理が可能です。

食材のうまみを引き出し、ムラ無くおいしく焼き上げるこ
とができます。

シャルウィフォンデュ （KS-2726）

ＪＡＰＡＮラージボウル黒内朱（サーバー付）
（2026）

17T226

JPN68-28U

17T227

JPN70-30S

[税抜] \5,000

[税抜] \3,500

[税抜] \3,000

●機能：直火･IH(100V･200V)、その他ハロゲンやラジエ
ントヒーター等の熱源にも対応。 ●セット内容：鍋/ステ
ンレス･フタ/耐熱ガラス･ツマミ/PP･シリコン･レシピブッ
ク・取説●重量：1800g ●容量：1900mL（満水容量） ●
本体サイズ：285×285×144mm ●パッケージサイズ：
300×300×100mm ●パッケージ：化粧箱 6個

●材質：フォンデュ鍋/鉄(フッ素樹脂加工)･保温トレー
/PP ●セット内容：鍋・保温トレー･フォーク×3・取説・保
証書●重量：フォンデュ鍋/220g･保温トレー/320g ●容
量：フォンデュ鍋/500mL ●電源：AC100V-100W ●本体
サイズ：フォンデュ鍋/172×172×40mm･保温トレー
/170×198×45mm ●パッケージサイズ：
202×173×105mm ●パッケージ：化粧箱 20個

●材質：ボウル/ABS･大皿/ＡＢＳ･サーバー/天然木 ●
セット内容：ボウル･大皿・サーバー×2●重量：980g ●
本体サイズ：ボウル/Φ300×60mm･大皿/Φ
300×15mm･サーバー/60×310mm ●パッケージサイズ
：325×325×90mm ●パッケージ：化粧箱 20個 ●名入：
60-36-7-1-S ●名入サイズ：50×50mm

〔法〕家庭用品品質表示法 〔法〕食品衛生法

〔法〕PS-Eマーク

槌目模様が美しい雪平のIH対応のステンレス鍋です。フ
タは耐熱ガラス製なので調理中の鍋の様子も見ることが
できます。

プレートは保温式で電源コードを差し込むだけ!手軽に本
格フォンデュを楽しめます!フォンデュ鍋はフッ素加工な
のでお手入れもカンタン!

大皿と木製サーバーがセットされた大型和風ボウルです
。蕎麦打ち、鍋物、そうめん、散らし寿司、サラダ等様々
な用途に幅広くお使いいただけます。

こね鉢 黒内朱 白飯平付

ツインバード ミントアロマオイル付パーソナ
ル加湿器 （SK-4976W）

象印 ステンレスタンブラーセット （
TSDD302AN）

17T228

JPN70-30S

17T229

CHN75-35T

17T230

CHN80-40U

[税抜] \2,500

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：こね鉢/ABS･白飯平/PP ●本体サイズ：こね鉢
/Φ260×85mm･白飯平/205×70mm ●パッケージサイ
ズ：270×270×95mm ●パッケージ：化粧箱 20個 ●名
入：60-36-7-1-S ●名入サイズ：30×30mm

●材質：PP ●機能：加湿量：約150mL/h・水タンク容量：
約1.2L・電源コード長：約1.8m ●セット内容：ミントアロマ
オイル・アロマトレー・取説・保証書●重量：950g ●容量
：タンク/1.2L ●電源：AC100V-130W ●本体サイズ：
215×140×225mm ●パッケージサイズ：
225×150×235mm ●パッケージ：化粧箱 8個

●材質：SUS304 ●機能：保冷･保温 ●セット内容：取説
●重量：770g ●容量：300mL ●本体サイズ：
85×85×105mm ●パッケージサイズ：
185×265×95mm ●パッケージ：化粧箱 6個

〔法〕PS-Eマーク

〔法〕PL法 〔法〕食品衛生法

いつでも側に置いておきたいパーソナルサイズ。仕事や
勉強に集中。お試用ミントアロマオイル付。コンパクトな
省スペース設計。電源コード本体内収納。タンク容量
1 2L 空だき防止

夏は冷たくビールなど、冬は暖かくコーヒーなど長時間
おいしさキープ。贈り物に最適な２個セット。

少人数のご家族に最適な手ごろなサイズのこね鉢です。
鍋や焼肉の具材を盛ったり、そうめん、散らし寿司の器
にも最適です。

WEB ウインターナウ２０１７

木箱入ワインオープナーセット （TA005）
CHN65-25S

17T231

ピエールバロン ソムリエナイフ （WO-02）
CHN70-30S

17T232

プリザーブドグリーン こぼん （AR1227001）
17T233A

A/南天×苔玉

JPN80-40U

[税抜] \3,000

[税抜] \500

[税抜] \1,500

●材質：木・ステンレススチール・亜鉛合金・シリコン ●
セット内容：ボトルストッパー・オープナー・ケース・取説
●重量：473g ●本体サイズ：160×128×50mm ●パッケ
ージサイズ：173×135×55mm ●パッケージ：化粧箱 20
個 ●名入：60-54-16-100-P ●名入サイズ：20×70mm

●材質：ステンレススチール ●重量：70g ●本体サイズ
：110×30×12mm ●パッケージサイズ：
140×45×15mm ●パッケージ：化粧箱 160個 ●名入：
80-18-17-300-S ●名入サイズ：5×20mm

●材質：陶器 ●重量：115g ●本体サイズ：A/全長約
10cm・B/全長約9cm ●パッケージサイズ：
120×100×85mm ●パッケージ：プラケース 48個

より贅沢な味わいのために、高級感あるボトルストッパ
ーとオープナーのセット。

ワインのプロ、ソムリエが使用しているタイプのワインオ
ープナーです。

ぷリザーブドグリーンで楽しむ盆栽です。

プリザーブドグリーン こぼん （AR1227002）

プチ毛玉フリー （H03）

プチ毛玉フリー （H03）

17T233B

B/ﾀﾞﾊﾞﾘｱﾌｧｰﾝ苔玉

JPN80-40U

17T234A

A/ｸﾞﾘｰﾝ

CHN70-30S

17T234B

B/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

[税抜] \1,500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：陶器 ●重量：115g ●本体サイズ：A/全長約
10cm・B/全長約9cm ●パッケージサイズ：
120×100×85mm ●パッケージ：プラケース 48個

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン ●重量：6g ●本体サイズ
：132×24×9mm ●パッケージサイズ：155×95×10mm
●パッケージ：OPP袋 100個

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン ●重量：6g ●本体サイズ
：132×24×9mm ●パッケージサイズ：155×95×10mm
●パッケージ：OPP袋 100個

ぷリザーブドグリーンで楽しむ盆栽です。

エチケットブラシの生地に特殊加工を施した毛玉取り。
頑固な毛玉も簡単に取れます。

エチケットブラシの生地に特殊加工を施した毛玉取り。
頑固な毛玉も簡単に取れます。

日本昔話かるた （160-056）

犬棒かるた （160-055）

ゴールドポリバッグ14枚入 （KK-014）

17T235

CHN78-38U

17T236

CHN78-38U

17T237

JPN70-30S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \130

●材質：紙 ●機能：昔話44話 ●セット内容：絵札44枚・
文字札44枚・取説●重量：149g ●パッケージサイズ：
35×147×192mm ●パッケージ：シュリンク 48個

●材質：紙 ●機能：ことわざ・慣用句44種類 ●セット内
容：絵札44枚・文字札44枚・取説●重量：149g ●パッケ
ージサイズ：35×147×192mm ●パッケージ：化粧箱 48
個

●材質：PE ●セット内容：ゴールドポリバック14枚●重
量：60g ●本体サイズ：200×380mm ●パッケージサイ
ズ：85×240×40mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名
入：箱/30-17-22-1000-L ●名入サイズ：45×45mm

[品]STマーク

[品]STマーク

かるた読み上げアプリ無料廃止中！

かるた読み上げアプリ無料廃止中！

インパクト抜群の金塊ボックス。さらに本体も黄色のゴー
ルドポリ袋14枚入です。

WEB ウインターナウ２０１７

タニタ コンディションセンサー シラセル （
TT-555-RD）
17T240A

＜インフルエンザ
対策＞

アロマディフューザーフォンテーヌ （DF701PK）
17T241A

A/ピンク

CHN70-30U

A/レッド

CHN80-40S

タニタ コンディションセンサー シラセル （
TT-555-BL）
17T240B

B/ブルー

CHN80-40S

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

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

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

お部屋の状況を分析し「熱中症（赤）」「カビ・ダニ（紫）」「
食中毒（緑）」「季節性インフルエンザ（青）」が発生しやす
い環境を４色でお知らせします。

お部屋の状況を分析し「熱中症（赤）」「カビ・ダニ（紫）」「
食中毒（緑）」「季節性インフルエンザ（青）」が発生しやす
い環境を４色でお知らせします。

アロマディフューザーフォンテーヌ （DF701WT）

アロマディフューザーフォンテーヌ （DF701BK）

17T241B

B/ホワイト

CHN70-30U

17T241C C/ブラック

CHN70-30U

[税抜] \4,000

[税抜] \4,000

[税抜] \4,000

●材質：PP ●セット内容：テスター板(アロマオイル別売
）・ACアダプタ・取説・保証書●重量：240g ●容量：
70mL ●電源：AC100～240V-12W ●本体サイズ：
84×84×255mm ●パッケージサイズ：
203×201×118mm ●パッケージ：化粧箱 20個

●材質：PP ●セット内容：テスター板(アロマオイル別売
）・ACアダプタ・取説・保証書●重量：240g ●容量：
70mL ●電源：AC100～240V-12W ●本体サイズ：
84×84×255mm ●パッケージサイズ：
203×201×118mm ●パッケージ：化粧箱 20個

●材質：PP ●セット内容：テスター板(アロマオイル別売
）・ACアダプタ・取説・保証書●重量：240g ●容量：
70mL ●電源：AC100～240V-12W ●本体サイズ：
84×84×255mm ●パッケージサイズ：
203×201×118mm ●パッケージ：化粧箱 20個

PS-Eマーク

PS-Eマーク

PS-Eマーク

アロマオイルで気分転換!気軽に使えるスリム&コンパク
トなディフューザー

アロマオイルで気分転換!気軽に使えるスリム&コンパク
トなディフューザー

アロマオイルで気分転換!気軽に使えるスリム&コンパク
トなディフューザー

デジタル温湿度計 （O-271WT）

デジタル温湿度計 （O-271BK）

熱中症・インフルエンザ警告温湿度計 （O311WT）

17T242A

A/ホワイト

CHN65-25V

17T242B

B/ブラック

CHN65-25V

17T243

CHN60-20S

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

●材質：ABS ●機能：表示温度範囲-10.0～50.0℃
表示湿度範囲10～99％
警告表示熱中症5段階、インフルエンザ3段階 ●セット内
容：取説・保証書●重量：70g ●電源：モニター単4x1(添
) ●本体サイズ：81×81×17mm ●パッケージサイズ：
30×100×150mm ●パッケージ：ブリスター 96個 ●名
入：110-120-16-100-S ●名入サイズ：5×40mm

●材質：ABS ●機能：表示温度範囲-10.0～50.0℃
表示湿度範囲10～99％
警告表示熱中症5段階、インフルエンザ3段階 ●セット内
容：取説・保証書●重量：70g ●電源：モニター単4x1(添
) ●本体サイズ：81×81×17mm ●パッケージサイズ：
30×100×150mm ●パッケージ：ブリスター 96個 ●名
入：110-120-16-100-S ●名入サイズ：5×40mm

●材質：ABS・ガラス・アルミニウム ●セット内容：スタン
ド・取説●重量：100g ●本体サイズ：127×127×32mm
●パッケージサイズ：205×150×40mm ●パッケージ：
PETボックス 60個

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。

温度・湿度の指針が交差した位置で熱中症・インフルエ
ンザの危険をお知らせ

WEB ウインターナウ２０１７

赤外線体温計 （TO-300WT）
17T244

CHN70-30V

電子体温計 （TO-100WT）
17T245A

A/ﾎﾜｲﾄ

電子体温計 （TO-100PK）
CHN60-20S

17T245B

B/ﾋﾟﾝｸ

CHN60-20S

[税抜] \5,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS・アクリル ●機能：19メモリ・オートオフ・測
定時間約2秒 ●セット内容：アタッチメント・添付文書・取
説・保証書●重量：46g ●電源：モニターCR2032×1（内
） ●本体サイズ：124×34.5×24mm ●パッケージサイズ
：52×35×135mm ●パッケージ：化粧箱 72個 ●名入：
110-120-16-100-S ●名入サイズ：4×18mm

●材質：ABS・PC・ステンレス ●機能：前回測定値メモリ
ー・オートパワーオフ・ワキ下、口中兼用 ●セット内容：
ケース・添付文書・取説・保証書●重量：9g ●電源：モニ
ターLR41×1（内） ●本体サイズ：19×128×11mm ●パ
ッケージサイズ：187×55×30mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 144個 ●名入：ケース/110-120-16-100S ●名入サ
イズ：10×91mm

●材質：ABS・PC・ステンレス ●機能：前回測定値メモリ
ー・オートパワーオフ・ワキ下、口中兼用 ●セット内容：
ケース・添付文書・取説・保証書●重量：9g ●電源：モニ
ターLR41×1（内） ●本体サイズ：19×128×11mm ●パ
ッケージサイズ：187×55×30mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 144個 ●名入：ケース/110-120-16-100S ●名入サ
イズ：10×91mm

[法]医療機器227AKBZX00008000

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証
印

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証
印

触れずにはかれる体温計！衛生面を考慮した非接触式
だから、肌に直接触れることなく清潔で感染リスクを軽減
します。

清潔を保つ抗菌樹脂をボディに使用しています。測定結
果が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知
らせします。

清潔を保つ抗菌樹脂をボディに使用しています。測定結
果が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知
らせします。

小林製薬 熱さまシート大人用 6枚 （08676
）

小林製薬 のどぬーるはだごこちローション
マスク 普通サイズ 5枚入 （40584）

三層ストレッチマスク1P （アドポケット付） （
000M0010）

17T246

JPN88-48U

17T247

CHN85-45S

17T248

CHN65-25T

[税抜] \420

[税抜] \380

[税抜] \50

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

●重量：19g ●本体サイズ：9×120×225mm ●パッケー
ジサイズ：9×120×225mm ●パッケージ：PP袋 72個

●材質：PP・ポリオレフェン ●本体サイズ：95×175mm
●パッケージサイズ：190×105×2mm ●パッケージ：PP
袋 1000個 ●名入：台紙/60-6-22-1000-S ●名入サイ
ズ：30×90mm

急な発熱や寝苦しい時などにすぐに使える熱冷却シート
。冷却時間は1枚で約8時間持続します。

保湿ローション液配合の、肌にやさしく気持ちいいつけ
心地のローションマスクです。

外袋にはアドポケット（タテ155×ヨコ105ミリ）が付いてい
ます。3層構造で細菌を含む飛沫を99％カットします。

プロテクトマスク（１枚入り） （ZK-009）

ウェットティッシュスリム除菌10枚 （
00016013）

紙製容器包装のリサイクルマーク

17T249

JPN70-30S

17T250

JPN65-25T

[税抜] \45

[税抜] \100

●材質：不織布 ●重量：6g ●本体サイズ：95×175mm
●パッケージサイズ：120×180×3mm ●パッケージ：PP
袋 1000個 ●名入：台紙 /50-12-22-1000-O ●名入サ
イズ：115×180mm

●材質：レーヨン不織布 ●セット内容：ウェットティッシュ
（140×200mm）10枚●パッケージサイズ：
70×135×15mm ●パッケージ：ピロー包装 200個 ●名
入：40-18-22-1000-樹脂凸版 ●名入サイズ：
40×75mm

3層ブリーツ加工のプロテクトマスク1枚入りです。ノーズ
ワイヤー付きで、外部からの花粉、ホコリ、ゴミの侵入を
しっかりガードします。

柔らかな肌心地のレーヨン不織布を使用。アルコールを
30％以上配合した除菌タイプです。

WEB ウインターナウ２０１７

長寿命浄水器 （JOYSPACE）

ふとんクリーナー クリンスリープ （FC201GM）

JPN80-40S

17T253
[税抜] \39,800

直送品

●材質：台座/SPS・ABS・ホース/PVC・S管/SUS304・切
替コック/ABS・真鍮・SUS304・カートリッジ本体/MOEハ
イブリッド活性炭 ●機能：浄水器【浄水能力】
遊離残留塩素/120,000リットル・2-MIB/70,000リットル・
溶解性鉛/4,000リットル・CAT/90,000リットル・総トリハロ
メタン/1,200リットル ●セット内容：浄水器本体・切替コッ
ク・S管・抗菌ホース・取説・保証書●重量：1900g ●本体

17T254A

A/ｶﾞﾝﾒﾀ

CHN75-35V

[税抜] \15,000
●材質：ABS ●機能：サイクロン式・除菌UVランプ・集塵
容積0.3L・回転パワーブラシ（毎分9600回）・自動停止・
ダストカップ丸洗い可 ●セット内容：掃除用ブラシ・取説
・保証書●重量：2kg ●電源：AC100V-300W ●本体サ
イズ：310×260×143mm ●パッケージサイズ：
295×180×368mm ●パッケージ：化粧箱 2個 ●名入：
110-120-16-100-S ●名入サイズ：30×8mm
[法]PS-Eマーク

＜年末大掃除＞

ふとんクリーナー クリンスリープ （FC201WT）
17T254B

B/ﾎﾜｲﾄ

CHN75-35V

カートリッジ交換１０年不要の長寿命浄水器です。業界
初S管により、切替コックを蛇口につけても邪魔になりま
せん。

除菌・たたき出し・同時にかき込む、新しい吸引方式の
ふとんクリーナー。UVランプでふとんを除菌。安心・快適
な睡眠をサポートします。

ツインバード パワーハンディクリーナー （
HC-EB51GY）

ツインバード サイクロンスティック型クリー
ナー （TC-5147R）

CHN75-35U

17T255

17T256

CHN75-35U

[税抜] \15,000

[税抜] \10,000

[税抜] \10,000

●材質：ABS ●機能：サイクロン式・除菌UVランプ・集塵
容積0.3L・回転パワーブラシ（毎分9600回）・自動停止・
ダストカップ丸洗い可 ●セット内容：掃除用ブラシ・取説
・保証書●重量：2kg ●電源：AC100V-300W ●本体サ
イズ：310×260×143mm ●パッケージサイズ：
295×180×368mm ●パッケージ：化粧箱 2個 ●名入：
110-120-16-100-S ●名入サイズ：30×8mm

●材質：ABS・PP ●機能：サイクロン式・吸込仕事率
180W・集塵容積0.7L・電源コード6m ●セット内容：柔ら
か伸縮すき間ノズル・フロアブラシ・ソフトブラシ・延長パ
イプ・アタッチメント収納袋・取説・保証書●重量：1.9kg
●電源：AC100V-650W ●本体サイズ：
295×140×230mm ●パッケージサイズ：
180×225×480mm ●パッケージ：段ボール箱 4個

●材質：ABS・PP ●機能：吸込仕事率100W ●セット内
容：すき間ノズル（毛ブラシ付）・取説・保証書●重量：
2.1kg ●電源：AC100V-450W ●本体サイズ：
225×230×1050mm ●パッケージサイズ：
200×580×200mm ●パッケージ：段ボール箱 4個

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

除菌・たたき出し・同時にかき込む、新しい吸引方式の
ふとんクリーナー。UVランプでふとんを除菌。安心・快適
な睡眠をサポートします。

強力な吸込力のサイクロン式ハンディクリーナー。自動
車掃除に便利なアタッチメントを豊富に付属しています。
ダストケース全体が外せて丸洗いができます。

女性でも使い易い軽量ボディを実現した、吸込力持続か
つ紙パック不要のサイクロンクリーナー。2WAYタイプで、
どちらとも手元で操作ができます。

リーフトイレクリーナー （70085）

リーフトイレクリーナー （70084）

キッチンツーリスト キッチンきれいギフト （
KIT-0705）

17T257A

A/ブラック

CHN70-30S

17T257B

B/ホワイト

CHN70-30S

17T258

JPN80-40S

[税抜] \1,680

[税抜] \1,680

[税抜] \700

●材質：ブラシ/エラストマー・柄/PS・スタンド/PP ●セッ
ト内容：スタンド・取説●重量：385g ●本体サイズ：ブラ
シ/92×75×450mm
スタンド/130×145mm ●パッケージサイズ：
130×130×460mm ●パッケージ：PP袋 16個

●材質：ブラシ/エラストマー・柄/PS・スタンド/PP ●セッ
ト内容：スタンド・取説●重量：385g ●本体サイズ：ブラ
シ/92×75×450mm
スタンド/130×145mm ●パッケージサイズ：
130×130×460mm ●パッケージ：PP袋 16個

●材質：ナイロン45%・アクリル41%・ポリエステル14% ●
セット内容：泡立ちクロススポンジ×2●重量：150g ●本
体サイズ：140×200mm ●パッケージサイズ：
110×200×60mm ●パッケージ：化粧箱 54個

この見慣れぬ形状が隅々まで届き、汚れをばっちり落と
します。縁裏汚れにしっかり届く。どんな局面もフィットし
ます。

この見慣れぬ形状が隅々まで届き、汚れをばっちり落と
します。縁裏汚れにしっかり届く。どんな局面もフィットし
ます。

日本製にこだわったキッチンまわりのお掃除グッズ。素
材を生かして、汚れをすっきりきれいに。

WEB ウインターナウ２０１７

洗剤おくさまセット （KOA-08T2）
JPN80-40U

17T259

洗剤おくさまセット （KOA-06T2）
JPN80-40U

17T260

フロッシュ キッチン洗剤プチギフト （FRS005）
17T261

AUT85-45S

[税抜] \800

[税抜] \600

[税抜] \500

●セット内容：ライオン部屋干しトップ(25g×3袋入)×2・
ライオンチャーミーグリーン260mL・リード新鮮保存バッ
グ（中3枚入）（タイ）・ネットスポンジ（2個入）(中国)●重
量：595g ●パッケージサイズ：95×150×195mm ●パッ
ケージ：化粧箱 24個

●セット内容：ライオン部屋干しトップ(25g×3袋入)・ライ
オンチャーミーグリーン260mL・リードクッキングペーパー
（小10枚入）・抗菌ナイロンクリーナー●重量：510g ●パ
ッケージサイズ：95×150×195mm ●パッケージ：化粧
箱 24個

●材質：ハンカチ/ポリエステル80%・ナイロン20% ●セッ
ト内容：フロッシュ125mL・マイクロファイバーハンカチ（中
国）●重量：125mL ●本体サイズ：ハンカチ
/250×250mm ●パッケージサイズ：155×95×35mm ●
パッケージ：化粧箱 50個

快適な暮らしの為に、お洗濯からお掃除まで毎日役立つ
品です。

快適な暮らしの為に、お洗濯からお掃除まで毎日役立つ
品です。

ヤシ油などから作られる植物由来の界面活性剤を使用
し、自然の力で汚れをスッキリ落とします。潤い成分アロ
エベラを配合。

いきいき生活 M-40 （12516）

いきいき生活 Ｍ－３０ （12511）

ピカリンスポンジ H－15 （2122）

17T262

指定不可

JPN80-40U

17T263

指定不可

JPN80-40U

17T264

GER70-30S

[税抜] \400

[税抜] \300

[税抜] \70

●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）・密封ポリ袋×2枚（タイ）・ルンルンネット
クリーナー（ベトナム）●重量：195g ●パッケージサイズ：
150×142×37mm ●パッケージ：化粧箱 80個

●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 ●パッケージサイズ：
150×142×37mm ●パッケージ：化粧箱 80個

●材質：メラミンフォーム ●重量：3.3g ●本体サイズ：
100×70×15mm ●パッケージサイズ：120×70×15mm
●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：台紙 /45-5.4-171000-K ●名入サイズ：15×80mm

※ネットクリーナーの色はピンク・ブルー・イエローのアソ
ートとなります。（指定不可）※ダスターの色は指定不可
となります。

キッチンのお掃除に嬉しいセットです!※ダスターの色は
指定不可となります。

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

ホコリ取りクリーナー （CA307）

トング型クリーナー （CA308）

フィルタークリーナー （CA309）

17T265

CHN70-30S

17T266

CHN70-30S

17T267

JPN70-30S

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：本体/ABS・ヘッド/PUR・ポリエステル ●セット
内容：ホコリ取りクリーナー×2●重量：4g ●本体サイズ
：140×40×10mm ●パッケージサイズ：
235×90×10mm ●パッケージ：PP袋 180個

●材質：本体/ABS・ヘッド/PUR・ポリエステル・ナイロン
●セット内容：トング型クリーナー×2●重量：8g ●本体
サイズ：145×52×13mm ●パッケージサイズ：
235×90×15mm ●パッケージ：PP袋 130個

●材質：PUR・ポリエステル・ナイロン ●セット内容：トレ
ピカクリーナー(グリーン)×2・マイクロファイバークリーナ
ー（ブルー）×2●重量：27g ●本体サイズ：
60×60×7mm ●パッケージサイズ：280×90×15mm ●
パッケージ：PP袋 120個

狭いすきまのホコリをからめ取る。

はさんで掃除、ホコリを拭い取る

エアコンなどのフィルター掃除に

WEB ウインターナウ２０１７

寄せ書きだるま 大 （AR0819028）
JPN75-35T

17T270

＜受験（合格祈願）＞

必勝合格和紙ファイル（雲流白）
17T272

JPN70-30S

寄せ書きだるま 小 （AR0819029）
17T271

JPN75-35T

[税抜] \700

[税抜] \540

●材質：紙 ●機能：組立式 ●重量：50g ●本体サイズ：
組立時/190×180×115mm ●パッケージサイズ：
250×280×8mm ●パッケージ：PP袋 90個

●材質：紙 ●機能：組立式 ●重量：25g ●本体サイズ：
組立時120×115×75mm ●パッケージサイズ：
175×180×8mm ●パッケージ：PP袋 185個

縁起物のだるまにみんなでメッセージを書き込んで贈れ
ば、とても心強い応援アイテムとして使えます。

縁起物のだるまにみんなでメッセージを書き込んで贈れ
ば、とても心強い応援アイテムとして使えます。

必勝合格和紙ファイル（鳥の子）

合格だるま（赤/白）消しゴム

JPN70-30S

17T273

17T274

JPN75-35U

[税抜] \150

[税抜] \150

[税抜] \120

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●重量：32g ●本体サイズ
：310×215mm ●パッケージサイズ：232×310×1mm ●
パッケージ：PP袋 200個

●材質：和紙ファイル/和紙(非木材紙(竹)) ●セット内容
：和紙ファイル●重量：32g ●本体サイズ：310×215mm
●パッケージサイズ：232×310×1mm ●パッケージ：PP
袋 200個

●材質：エラストマー ●セット内容：赤×1・白×1●重量
：15g ●本体サイズ：だるま1ヶ/20×23×25mm ●パッケ
ージサイズ：60×60×21mm ●パッケージ：PP袋 500個

和紙ファイルは非木材(国内竹)と間伐材を使用した非木
材グリーン協会認定商品です。

和紙ファイルは非木材(国内竹)と間伐材を使用した非木
材グリーン協会認定商品です。

「赤&白」だるまで大願成就！

合格定規（12ｃｍ）

お守り消しゴム

ニッポンフレフレ茶茶茶 （NC-10）

17T275

JPN75-35U

17T276

指定不可

JPN75-35U

17T277

JPN80-40U

[税抜] \120

[税抜] \65

[税抜] \100

●材質：アクリル ●重量：10g ●本体サイズ：
32×135mm ●パッケージサイズ：32×135mm ●パッケ
ージ：OPP 500個 ●名入：60-12-27-500-P ●名入サイ
ズ：10×35mm

●材質：エラストマー樹脂 ●重量：5g ●本体サイズ：
38×27×11mm ●パッケージサイズ：60×55mm ●パッ
ケージ：PP袋 1000個

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

程よい大きさでとっても使いやすい定規です!かわいいだ
るまさんが受験生を応援します！

受験生の必須アイテムのお守りが消しゴムになりました
。

ティーバッグなので気軽にお茶をいただけます。日本産
のお茶を飲んでニッポンを応援しよう

WEB ウインターナウ２０１７

クリスタル フラワールーペ （SP-4）
17T280A

＜卒業・卒部・卒団＞

メモリアルフォトミラー （MP-01）
17T281

JPN70-30T

A/ﾊﾞﾗ

CHN70-30S

クリスタル フラワールーペ （SP-4）
17T280B

B/ﾗﾝ

CHN70-30S

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

●材質：エコクリスタル ●機能：倍率1.5～2倍 ●重量：
185g ●本体サイズ：φ77×24mm ●パッケージサイズ：
120×120×42mm ●パッケージ：化粧箱 60個 ●名入：
90-0-47-100-3Dレーザー ●名入サイズ：30×30mm

●材質：エコクリスタル ●機能：倍率1.5～2倍 ●重量：
185g ●本体サイズ：φ77×24mm ●パッケージサイズ：
120×120×42mm ●パッケージ：化粧箱 60個 ●名入：
90-0-47-100-3Dレーザー ●名入サイズ：30×30mm

100個から2D・3Dのオリジナルレーザー彫刻ができます
。（料金別途）

100個から2D・3Dのオリジナルレーザー彫刻ができます
。（料金別途）

花咲く色紙2

花咲く色紙2

17T282A

A/四ﾂ葉

JPN75-35T

17T282B

B/桜

JPN75-35T

[税抜] \1,700

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：PS・ガラス ●機能：写真枠サイズ/77×116mm
●セット内容：スタンド・取説●重量：280g ●本体サイズ
：150×180×25mm ●パッケージサイズ：
175×190×36mm ●パッケージ：無地箱 48個

●材質：紙 ●セット内容：色紙・メッセージカード×30・四
つ葉のシール●重量：155g ●本体サイズ：色紙開時
/250×480×7mm ●パッケージサイズ：
250×240×7mm ●パッケージ：PP袋 50個

●材質：紙 ●セット内容：色紙・メッセージカード×30・四
つ葉のシール●重量：155g ●本体サイズ：色紙開時
/250×480×7mm ●パッケージサイズ：
250×240×7mm ●パッケージ：PP袋 50個

卒業・卒部・卒団の記念に。祝文が刻印してあるので写
真を入れるだけでメモリアルフォトミラーになります。

メッセージを書いたカードを折りたたむと小さなつぼみ状
に。受け取った方は一輪一輪花を咲かせながらメッセー
ジを読み、最後には満開になります。

メッセージを書いたカードを折りたたむと小さなつぼみ状
に。受け取った方は一輪一輪花を咲かせながらメッセー
ジを読み、最後には満開になります。

フォトフレームクロック ワイド （6130）

キューブ デスクスタンド （661-14）

フォトクロック ポライト （6122）

17T283

CHN70-30S

17T284

指定不可

CHN70-30S

17T285

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

[税抜] \750

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・温度計・カレンダ
ー・写真サイズ（89×126mm） ●セット内容：取説●重量
：204g ●電源：単4×2（別） ●本体サイズ：
210×130×20mm ●パッケージサイズ：
140×222×30mm ●パッケージ：化粧箱 60個 ●名入：
60-42-16-200-P ●名入サイズ：20×40mm

●材質：ABS ●機能：時計・カレンダー・温度計・アラー
ム・カウントダウンタイマー・ペンスタンド ●セット内容：
取説●重量：162g ●電源：単3×2（別） ●本体サイズ：
80×80×105mm ●パッケージサイズ：85×85×115mm
●パッケージ：化粧箱 80個 ●名入：60-42-16-S ●名
入サイズ：20×50mm

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・カレンダー・タイマ
ー・フォトフレーム ●セット内容：取説●重量：89g ●電
源：モニター単4x1（別） ●本体サイズ：
140×40×100mm ●パッケージサイズ：
150×45×105mm ●パッケージ：化粧箱 120個 ●名入：
60-42-16-200-S ●名入サイズ：30×50mm

デジタル多機能時計とフォトフレームが合体したデスクア
クセサリーです。

ペンや小物などフリーに収納できるデスクスタンドに、カ
レンダークロックや温度計、アラームやタイマーをプラス
。※ペンは付いておりません。

お気に入りの写真を手軽に飾れるデジタルフォトクロック
です。

WEB ウインターナウ２０１７

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ （
KQS1605473）
17T290A

A/ﾎﾜｲﾄ

JPN80-40U

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ （
KQS1605473）
17T290B

B/ｵﾚﾝｼﾞ

JPN80-40U

[税抜] \1,600

[税抜] \1,600

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個

普段はタオルとしてご使用頂き、災害時に天ぷら火災な
どの初期対応としてご使用できます。ビッグサイズなの
で避難用マスクや頭巾としても使用できます。

普段はタオルとしてご使用頂き、災害時に天ぷら火災な
どの初期対応としてご使用できます。ビッグサイズなの
で避難用マスクや頭巾としても使用できます。

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ （
KQS1605473）

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ （
KQS1605473）

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ （
KQS1605473）

17T290C C/ﾋﾟﾝｸ

17T290D

＜秋季全国火災予防
運動(11月)＞

JPN80-40U

D/ﾌﾞﾙｰ

JPN80-40U

17T290E

E/ｸﾞﾘｰﾝ

JPN80-40U

[税抜] \1,600

[税抜] \1,600

[税抜] \1,600

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個

普段はタオルとしてご使用頂き、災害時に天ぷら火災な
どの初期対応としてご使用できます。ビッグサイズなの
で避難用マスクや頭巾としても使用できます。

普段はタオルとしてご使用頂き、災害時に天ぷら火災な
どの初期対応としてご使用できます。ビッグサイズなの
で避難用マスクや頭巾としても使用できます。

普段はタオルとしてご使用頂き、災害時に天ぷら火災な
どの初期対応としてご使用できます。ビッグサイズなの
で避難用マスクや頭巾としても使用できます。

防炎フェイスタオル （KQS0805352）

防炎ハンドタオル （KQS0505351）

17T291

JPN80-40U

17T292

JPN80-40U

[税抜] \800

[税抜] \500

●材質：綿100% ●機能：適応鍋、フライパンサイズ/直
径18～26cm ●重量：75g ●本体サイズ：340×800mm
●パッケージサイズ：240×140mm ●パッケージ：PP袋
60個

●材質：綿100% ●機能：適応鍋、フライパンサイズ/直
径16～20cm ●重量：40g ●本体サイズ：340×360mm
●パッケージサイズ：220×130mm ●パッケージ：PP袋
60個

普段はタオルやハンカチとしてご使用頂き、いざという災
害時に天ぷら火災などの初期対応として、災害時の避
難用マスクや頭巾としてご使用いただけます。

普段はタオルやハンカチとしてご使用頂き、いざという災
害時に天ぷら火災などの初期対応として、災害時の避
難用マスクや頭巾としてご使用いただけます。

WEB ウインターナウ２０１７

EX.ホーム･セーフ･ホーム 無事にお帰りセ
ット ショルダーＬ （EX0HSHL）
17T295

＜東日本大震災の日
（3/11）＞

ステイアライブ 非常食7years （4030）
17T297

CHN75-35S

CHN80-40S

反射テープ付持出袋 ランタン付 （36696）
17T296

CHN70-30U

[税抜] \11,000

[税抜] \5,000

●材質：バッグ/ターポリン・ポリエステル・発泡PE ●セッ
ト内容：バッグ・氷砂糖・AM/FMラジオ付き自家発電ライ
ト・使い捨てライター・カッターナイフ・簡易トイレセット（ケ
アバッグ）×3・救急絆創膏×5・ポケットティッシュ・軍手・
3mロープ・ふえセット×1・マスク×3・アルミシート・大型
ゴミ袋・収納ポーチ・タオル・多機能ツール・手鏡付き裁
縫セット・リフレクター付きバンド・防災マニュアル・内容

●材質：非常袋/ポリエステル ●セット内容：非常袋・軍
手・ロープ・ジャバラ式水タンク3L・保温アルミシート・笛・
ポータブルランタン・取説●重量：900g ●電源：ポータブ
ルランタン/単3×4（別） ●本体サイズ：非常袋
/330×440mm ●パッケージサイズ：295×255×200mm
●パッケージ：無地箱 12個 ●名入：45-120-16-60-S
●名入サイズ：40×40mm

被災者や防災士の意見をもとに、防水で燃えにくくしかも
耐久性がある高級素材ターポリンのバッグに災害時の
必需品をコンパクトにセット。

備えあれば憂いなし。非常時・防災でいざという時役立
つセットです。

A4ファイルサイズ防災セット （ABO-39）

ステイアライブ 非常食3日分 （4010）

17T298

CHN80-40V

17T299

CHN85-45U

[税抜] \4,000

[税抜] \3,000

[税抜] \2,800

●セット内容：LEDパームラジオライト・7年保存水500mL
・フリーズドライビスケット・アルカリ10年保存単4×3・非
常用アルミシート・携帯トイレ マイレット×2・防災マニュ
アル●重量：850g ●電源：単4×3（添） ●パッケージサ
イズ：155×70×210mm ●パッケージ：化粧箱 12個 【乳
・小麦】 ●名入：箱 /60-60-22-100-S ●名入サイズ：
90×120mm

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

●セット内容：井村屋えいようかん60g×10本・5年保存
水500mL・非常用アルミシート・防災マニュアル●重量：
1,310g ●パッケージサイズ：155×70×210mm ●パッケ
ージ：化粧箱 12個 ●名入：箱 /60-60-22-100-S ●名
入サイズ：60×110mm

防災士が監修した全ての部材が7年保存可能な防災セ
ット。従来のセットより保存期間が長く小学校6年間に対
応出来、交換サイクルを長くすることにより備蓄コストを
抑える事が可能となりました

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

防災士が監修した帰宅困難者対策に準拠したオフィス
向けセットです。業界初のA4の1/2のサイズにしているた
め袖机や足元に置いても邪魔になりません。

反射テープ付非常用持出袋セット （36670）

EX.ミニレスキューポーチ ベーシック （
EXORPM）

携帯用浄水器 スーパーデリオス （83310）

17T300

CHN70-30S

17T301

CHN80-40S

17T302

JPN90-50S

[税抜] \2,000

[税抜] \1,000

[税抜] \3,780

●材質：非常袋/ポリエステル ●セット内容：非常袋・軍
手・ロープ・ジャバラ式水タンク3L・保温アルミシート・笛・
取説●重量：340g ●本体サイズ：非常袋/330×440mm
●パッケージサイズ：230×310×110mm ●パッケージ：
無地箱 12個 ●名入：85-120-17-100-S

●材質：ミニポーチ/ポリエステル ●セット内容：ミニポー
チ・カラビナ・ポリ袋・笛・コンパス付ＬＥＤライト・氷砂糖3
個・ガーゼつき救急絆創膏3枚・マスク・ガーゼタオル・ポ
ンチョ・防災マニュアル・取説●重量：140g ●本体サイズ
：120×200mm ●パッケージサイズ：120×200mm ●パ
ッケージ：PP袋 50個 ●名入：80-900-47-3000-S ●名
入サイズ：20×30mm

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

備えあれば憂いなし。非常時・防災でいざという時役立
つセットです。

いざという際に携帯していて良かったと思えるセットです
。常にカバンの中に入れて持ち歩いていれば、急な災害
時の対応に役立つセットになります。

軽くボトルを押し絞るだけで汚れた水をキレイに浄水。軽
量コンパクトで携帯性に優れ、細菌類やカビ類、濁りを
除去します。

WEB ウインターナウ２０１７

緊急ラジオライト アポロン （36460）
17T303

CHN70-30S

ミニダイナモラジオライト （5963）
17T304

CHN70-30S

FMマルチステーション （6144）
17T305

CHN70-30S

[税抜] \10,000

[税抜] \3,800

[税抜] \2,000

●材質：ABS･PP ●機能：AM/FMラジオ・LEDサーチライ
ト・蛍光灯・サイレン&点滅灯・点滅灯・ダイナモ発電・ソ
ーラー充電・携帯電話充電機能・アタッチメント蛍光灯(
予備用付) ●セット内容：ラジオライトアポロン・携帯充電
ｺｰﾄﾞ・携帯充電用アタッチメント×3・取説・保証書●重量
：680g ●電源：単3x3（別） ●本体サイズ：
80×195×230mm ●パッケージサイズ：

●材質：ABS ●機能：白色LEDライト1灯・AM/FMラジオ・
ダイナモハンドル・携帯充電機能・AC/DCアダプター対
応（別売） ●セット内容：接続ケーブル・コネクター4種・
取説・保証書●重量：130g ●電源：ダイナモ・AC/DCア
ダプター（別） ●本体サイズ：110×52×43mm ●パッケ
ージサイズ：155×65×50mm ●パッケージ：化粧箱 50
個 ●名入：60-60-16-100-S ●名入サイズ：15×35mm

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

ソーラーパネル付きでダイナモ充電ができます。

災害時にも安心な電池不要のダイナモ小型ラジオライト
。※iPhone・スマートフォン・携帯電話への充電は、一部
対応できない機種があります。

アウトドアにも防災にも役立つ多機能FMラジオライトで
す。本体を指で押すだけでバックライトが点きます。ワイ
ドFM対応なのでFM周波数でAM番組を聴く事が出来ま
す

3＋4 どっちもLEDライト （FL-350）

電池式 壁付け常備灯 ピオマ おしらせライ
ト （UGL2-WA）

緊急非常灯ココニイルヨ （RELT39）

17T306

CHN70-30S

17T307

JPN78-38U

17T308

CHN73-33T

[税抜] \1,500

[税抜] \3,000

[税抜] \1,980

●材質：ABS ●機能：LEDライト1灯 ●セット内容：ストラ
ップ・取説・保証書●重量：85g ●電源：単4×2（別）・単
3×2（別） ●本体サイズ：60×60×150mm ●パッケージ
サイズ：68×68×165mm ●パッケージ：化粧箱 50個 ●
名入：60-60-16-100-P ●名入サイズ：5×45mm

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

●材質：ゴム・プラ・鉄 ●機能：3LED正面点灯・周辺点
滅（Hi）・回転灯・周辺全灯・周辺点滅（Lo） ●セット内容：
取説●重量：165g ●電源：単4×3（内） ●本体サイズ：
102×33mm ●パッケージサイズ：215×175×35mm ●
パッケージ：ブリスター 24個

[品]Gマーク
単3形電池と単4形電池のどちらでも使えるLEDライトで
す。同時装填も可能で、手元のスイッチで切替えられま
す。

従来の懐中電灯の不安を解消！地震で自動点灯する
ので、探す手間がありません。電池切れお知らせ機能で
電池交換時期をお知らせします。

車両の緊急時・工場などの非常灯や災害・非常時の備
蓄用ライト、登山、キャンプ用ライトとして使用できます。

ライト付三角コーン（小タイプ） （SD611）

緊急脱出用ハンマー （BS-975）

防災ツール15徳「コンビニエンス」 （KN15S）

17T309

CHN73-33T

17T310

CHN70-30S

17T311

CHN70-30S

[税抜] \1,900

[税抜] \1,200

[税抜] \750

●材質：合成繊維・プラ ●機能：折りたたみ式・ライト付
き ●重量：500g ●電源：単4×2（別） ●本体サイズ：
25×25×44cm ●パッケージサイズ：25×25×5cm ●パ
ッケージ：化粧箱 20個

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

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

折り畳み式の三角コーンです。折りたたんで運ぶのに便
利です。

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

いざという時に役立つ防犯アイテムとして活躍できるツ
ールです。

WEB ウインターナウ２０１７

ブルボン 缶入カンパン
17T312

ブルボン 缶入ミルクビスケット
JPN88-48T

17T313

JPN88-48T

ブルボン 缶入ミニクラッカー
17T314

JPN88-48T

[税抜] \250

[税抜] \250

[税抜] \250

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

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

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

5年保存可能。糖分補給のキャンディ入り。

5年保存可能。

5年保存可能。

WEB ウインターナウ２０１７

TMC 防犯カラーボール （D-92）
17T320

＜春の防犯運動
（3〜5月）＞

雨にも強い！防犯ブザー （354-005）
17T321B

B/ﾋﾟﾝｸ

CHN78-38U

JPN75-35S

雨にも強い！防犯ブザー （354-006）
17T321A

A/ﾌﾞﾙｰ

CHN78-38U

[税抜] \3,400

[税抜] \1,200

●材質：水性塗料・PVC ●機能：飛散効果（周囲約10m
拡散）
（財）全国防犯協会連合会推薦（第523号） ●セット内容
：カラーボール105g×2・取説●本体サイズ：カラーボー
ル1個/φ72mm ●パッケージサイズ：97×180×93mm
●パッケージ：発泡スチロールケース 50個

●材質：ABS・ポリエステル ●機能：92dB（距離1m）・生
活防水・LEDライト ●セット内容：ベルト・ネックストラップ
●重量：60g ●電源：モニターCR2032×2（添） ●本体サ
イズ：55×42×18mm ●パッケージサイズ：
180×100×23mm ●パッケージ：ブリスター 100個

金融機関やコンビニ・金銭を取り扱う窓口の犯罪防止に
役立ちます。

雨の日でも安心して使える生活防水タイプ。LEDライト点
灯と92dBの大きな警報音で危険を知らせます。

スタビリティ 防犯ブザー 身の用心NEO （
T07-091S）

TMC シュレッダーハサミ （GF-452）

17T322

CHN75-35Z

17T323

CHN70-30S

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS・ポリエステル ●機能：92dB（距離1m）・生
活防水・LEDライト ●セット内容：ベルト・ネックストラップ
●重量：60g ●電源：モニターCR2032×2（添） ●本体サ
イズ：55×42×18mm ●パッケージサイズ：
180×100×23mm ●パッケージ：ブリスター 100個

●材質：ABS ●機能：95dB（距離1m） ●セット内容：ベ
ルトクリップ・ナスカン・反射ネックストラップ・取説●重量
：50g ●電源：モニター単4×2（内） ●本体サイズ：
73×40×21mm ●パッケージサイズ：76×55×35mm ●
パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-36-16-100-P ●
名入サイズ：7×25mm

●材質：SS・PP・TPR ●セット内容：取説●重量：113g
●本体サイズ：215×72×18mm ●パッケージサイズ：
245×115×20mm ●パッケージ：ブリスター 100個 ●名
入：60-42-16-200-P ●名入サイズ：7×30mm

[品]JIS_IPX4相当
雨の日でも安心して使える生活防水タイプ。LEDライト点
灯と92dBの大きな警報音で危険を知らせます。

お子様の登下校や女性の一人歩きの味方。ベルトクリッ
プでランドセルやかばんに取り付けられます。付属の反
射ネックストラップに付け替えも可能。

指に優しいエラストマー樹脂で握りやすいハンドル。個人
情報をきちんと守ります。

WEB ウインターナウ２０１７

３ＬＥＤ前カゴクリップライト 黒 （AKU4304BK）
CHN60-20S

17T330

＜春の全国交通安全
運動(4月)＞

手ぶライト （LT001）
17T331B

B/ﾌﾞﾙｰ

CHN65-25S

手ぶライト （LT001）
17T331A

A/ﾎﾜｲﾄ

CHN65-25S

[税抜] \1,600

[税抜] \1,000

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

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P
●名入サイズ：10×25mm

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

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

手ぶライト （LT001）

手ぶライト （LT001）

17T331C C/ｲｴﾛｰ

CHN65-25S

17T331D

D/ﾋﾟﾝｸ

CHN65-25S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P
●名入サイズ：10×25mm

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P
●名入サイズ：10×25mm

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P
●名入サイズ：10×25mm

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

光るスポークかざり ビーズ 9個入 （ASK04）

反射シート/ミックス （454-003）

反射シート/ミックス （454-004）

17T332

CHN55-15U

17T333A

A/シルバー

JPN53-13V

17T333B

B/イエロー

JPN53-13V

[税抜] \800

[税抜] \280

[税抜] \280

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

●機能：広角高輝度反射材使用・耐候性・耐久性 ●重
量：8g ●パッケージサイズ：135×70×2mm ●パッケー
ジ：PP袋 1000個

●機能：広角高輝度反射材使用・耐候性・耐久性 ●重
量：8g ●パッケージサイズ：135×70×2mm ●パッケー
ジ：PP袋 1000個

工具不要、カチッとはめるだけの自転車スポーク用リフ
レクターです。

どの角度からでもライトを強烈に反射!

どの角度からでもライトを強烈に反射!

WEB ウインターナウ２０１７

エコ・直定規20 交通標識 （ECN-22K）
17T334

JPN70-30U

[税抜] \120
●材質：再生PET100% ●重量：10g ●本体サイズ：
35×210×1mm ●パッケージサイズ：38×210×1mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：50-12-16-200-S ●名
入サイズ：20×60mm

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合
再生樹脂を100％使用したエコマーク認定の20cm定規
に、22種類の交通標識がプリントされています。インクジ
ェットフルカラー印刷もできます。（料金別途）

