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＜Ｘmasブーツ・菓子＞

クリスマスティンクルキャンディ  1袋150個
入

19R001

★[税抜] \1,500

●重量：900g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：315×230×60mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 6個 

JPN85-45U

※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】

ブライトゴールドブーツ・Ｍ

19R002

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ122g●重量：
180g ●本体ｻｲｽﾞ：240×125×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 12
個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

ゴールドのピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せまし
た。

ブライトレッドブーツ・Ｍ

19R003

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ122g●重量：
180g ●本体ｻｲｽﾞ：240×125×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 12
個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

赤色のピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せました
。

お菓子サンタブーツ（２L）　（7112）

19R004

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ブーツ・お菓子アソート7コ●重量：190g ●
本体ｻｲｽﾞ：280×135×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 50個 【卵・
乳・小麦】 

CHN70-30S

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。

お菓子サンタブーツ（L）　（7113）

19R005

★[税抜] \800

●ｾｯﾄ内容：ブーツ・お菓子アソート6コ●重量：156g ●
本体ｻｲｽﾞ：220×140×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 60個 【乳・
小麦】 

CHN70-30S

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。

お菓子サンタブーツ（M）　（7114）

19R006

★[税抜] \600

●ｾｯﾄ内容：ブーツ・お菓子アソート6コ●重量：99g ●本
体ｻｲｽﾞ：200×120×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 80個 【乳・小
麦】 

CHN70-30S

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。

ブライトゴールドブーツ・Ｓ

19R007

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ54g●重量：
100g ●本体ｻｲｽﾞ：90×60×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個
 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

ゴールドのピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せまし
た。

ブライトレッドブーツ・Ｓ

19R008

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ54g●重量：
100g ●本体ｻｲｽﾞ：90×60×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個
 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

赤色のピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せました
。
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XMASワンダーブーツＭ

19R009

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ67ｇ●本体ｻｲｽﾞ：
170×105×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳・小麦】 

JPN85-45U

かわいいブーツにお菓子の詰め合わせです。

ホリーメンバーズバケツカン

19R010

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：バケツ（中国）・菓子詰合せ61g●重量：
122g ●本体ｻｲｽﾞ：85×85×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
12個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

クリスマス柄のバケツカンにお菓子をたっぷり詰合せま
した。

クリスマスミニバッグ

19R011 指定不可

★[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ84ｇ●本体ｻｲｽﾞ：
145×115×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

クリスマス柄のペーパーバッグにお菓子の詰め合わせ
です。

お菓子サンタブーツ（S）　（7115）

19R012

★[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：ブーツ・お菓子アソート5コ●重量：64g ●本
体ｻｲｽﾞ：150×95×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 120個 【小麦】 

CHN70-30S

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。

チョコレートボール・XM

19R013 指定不可

★[税抜] \380

●ｾｯﾄ内容：チョコボール50ｇ●本体ｻｲｽﾞ：
200×140×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳・小麦】 

JPN85-45U

かわいいクリスマス柄のチョコボールです。

ＸＭＡＳツリーラムネ・Ｍ

19R014 指定不可

★[税抜] \380

●ｾｯﾄ内容：ラムネ64g●重量：74g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×45×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 20個 

JPN85-45U

ツリー型のパッケージにカラフルなラムネボールを入れ
ました。

クリスマスギフトパック・ＸＭ

19R015

★[税抜] \370

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

JPN85-45U

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。

X'masキュートブーツ

19R016

★[税抜] \300

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・飴×7、内容量38g●重量：
50g ●本体ｻｲｽﾞ：75×40×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個 

JPN85-45U

赤色のかわいいブーツにお菓子のセットです。

お菓子サンタブーツ（ミニ）　（7116）

19R017

★[税抜] \250

●ｾｯﾄ内容：ブーツ(プチ)・サンタチョコ(日本)・キャンディ
2コ・ミニクッピー（ラムネ）2コ●重量：33g ●本体ｻｲｽﾞ：
110×60×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 180個 【乳】 

CHN70-30S

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。
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KIRATTO メリーソックス！！（ハートクッキ
ー）　（1385）

19R018 指定不可

★[税抜] \210

●ｾｯﾄ内容：ハートクッキー5枚●重量：17g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：38×90×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 【卵・乳・小麦
】 

JPN80-40S

クリスマスブーツにたくさんの感謝の気持ちを詰め込ん
で。かわいいハート型のクッキーです。

X'masミニブーツ

19R019

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・飴×3、内容量16g●重量：
21g ●本体ｻｲｽﾞ：50×25×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 50個 

JPN85-45U

小さなかわいいブーツにキャンディのセットです。

X'masメンバーズパック・Ｓ

19R020

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：キャンディ11粒、内容量62g●本体ｻｲｽﾞ：
100×45×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 

JPN85-45U

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。

サンキュークリスマス・Ｓ

19R021 指定不可

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：キャンディ12粒、内容量65g●重量：74g ●
本体ｻｲｽﾞ：160×100×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 

JPN85-45U

「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
の詰合せです。

お菓子サンタブーツ（プチ）　（7117）

19R022 指定不可

★[税抜] \120

●ｾｯﾄ内容：ブーツ(プチ)・サンタチョコ(日本)●重量：8g 
●本体ｻｲｽﾞ：70×30×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 【乳】
 

CHN70-30S

小さなかわいいブーツにチョコレートが入っています。

ミニミニブーツ・ＸＳ

19R023

★[税抜] \100

●ｾｯﾄ内容：キャンディ1個●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：
65×30×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 50個 

JPN85-45U

小さな小さなブーツにキャンディを入れました。

クリスマスキャンディ3個入

19R024 指定不可

★[税抜] \60

●ｾｯﾄ内容：キャンディ3粒●重量：12g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×75×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ＰＰ袋 200個 ●名入：台紙
/45-6-17-200-刷込 

THA80-40S

クリスマスシーズンのイベントにぴったりなパッケージの
キャンディです。
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＜Ｘmasグッズ＞

イルミネ暖炉Ｍ　（PE660000620）

19R025

[税抜] \3,000

●材質：PP・ガラス ●機能：連続点灯約60～80時間 ●
ｾｯﾄ内容：USBコード●重量：750g ●電源：USB・単2×3
（別） ●本体ｻｲｽﾞ：105×210×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×215×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN80-40U

寒い冬にぴったりな炎をゆらぎをLEDで再現。立ち上る
炎の揺らぎは暖炉のよう。お部屋やお店のディスプレイ
など、さまざまな場所でお使いいただけます。

ＬＥＤグラスツリーＭ　（PE6410020）

19R026

[税抜] \2,000

●材質：ガラス ●重量：205ｇ ●電源：単4×3（別） ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×90×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 12個 

CHN80-40U

街を彩るイルミネーションのようなｷﾗﾒｷをお家で気軽に
楽しめます。クリスマスに欠かせないモチーフが明るく輝
きます。

イルミネミニファイヤーランタン　（
PE6600005AW）

19R027

[税抜] \1,700

●材質：PP・ガラス ●機能：連続点灯約140時間 ●重量
：430g ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
105×105×275mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
115×115×248mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN80-40U

寒い冬にぴったりな炎をゆらぎをLEDで再現。立ち上る
炎の揺らぎは暖炉のよう。お部屋やお店のディスプレイ
など、さまざまな場所でお使いいただけます。

イルミネミニランタン　（PE6600002W）

19R028

[税抜] \1,500

●材質：PP・ＰＳ・ガラス ●機能：連続点灯約120時間 ●
重量：370g ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
105×105×275mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 6個 

CHN80-40U

寒い冬にぴったりな炎をゆらぎをLEDで再現。立ち上る
炎の揺らぎは暖炉のよう。お部屋やお店のディスプレイ
など、さまざまな場所でお使いいただけます。

クリスマスジェルジェム2種セット

19R029

[税抜] \1,500

●材質：熱可塑性ポリマー ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
255×200×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋×2 192
個 

CHN85-45S

クリスマスを彩るジェルシール。

クッキーオーナメントサシェ　（BA330055110
）

19R030A A/サンタ

[税抜] \500

●材質：パラフィン ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
13×74×86mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：21×115×149mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：紙パッケージ 36個 

CHN80-40U

思わず食べたくなってしまうクッキーそっくりのサシェ。ツ
リーにつるしたり、お皿の上に飾ったり、楽しいパーティ
ーを。

クッキーオーナメントサシェ　（BA330055120
）

19R030B B/スノーマン

[税抜] \500

●材質：パラフィン ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
13×74×86mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：21×115×149mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：紙パッケージ 36個 

CHN80-40U

思わず食べたくなってしまうクッキーそっくりのサシェ。ツ
リーにつるしたり、お皿の上に飾ったり、楽しいパーティ
ーを。

クッキーオーナメントサシェ　（BA330055130
）

19R030C C/ブーツ

[税抜] \500

●材質：パラフィン ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
13×74×86mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：21×115×149mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：紙パッケージ 36個 

CHN80-40U

思わず食べたくなってしまうクッキーそっくりのサシェ。ツ
リーにつるしたり、お皿の上に飾ったり、楽しいパーティ
ーを。
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NEW  木製ミニクリスマスツリー　（SW-1014
）

19R031 指定不可

[税抜] \450

●材質：木 ●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
30g ●本体ｻｲｽﾞ：52×52×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
153×120×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ウィンドBOX 144個 

CHN60-20W

簡単に作れるクラフトタイプの木製ツリー！

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

19R032

[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 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
340×110×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個 

JPN75-35T

実用的なトイレットペーパーギフト。

雪だるま  クリスマス  コンビネーションドー
ル　（AR0626138）

19R033

[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 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
340×110×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個 

JPN75-35T

実用的なトイレットペーパーギフト。

チアフルクリスマスマグカップ1P　（PK-060）

19R034 指定不可

[税抜] \350

●材質：陶器 ●機能：食洗機対応 ●容量：200mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ70×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×92×85mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個 

CHN60-20U

クリスマスにぴったりなデザインのかわいらしいマグカッ
プです。

サンタ帽　（6751）

19R035

[税抜] \280

●材質：ポリエステル ●機能：頭囲/55～60ｃｍ適応 ●
重量：23g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×180×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：ポリ袋 200個 

CHN65-25T

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。

ホワイトミニツリー　（7118）

19R036 指定不可

[税抜] \200

●材質：PVC ●重量：27g ●本体ｻｲｽﾞ：
65×65×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×145×68mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 

CHN70-30S

卓上サイズの小さなクリスマスツリー。

ナチュラルミニツリー　（7119）

19R037 指定不可

[税抜] \200

●材質：PVC ●重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：
70×70×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×145×73mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 120個 

CHN70-30S

卓上サイズの小さなクリスマスツリー。

サンタの贈り物入浴料

19R038

[税抜] \100

●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：125×85×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 500個 

JPN60-20U

[法]化粧品 

クリスマス柄の個装に入った入浴剤です。

クリスマストランプ

19R039 指定不可

[税抜] \80

●材質：紙 ●重量：30g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×47×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 600個 

JPN60-20S

サンタとツリーのデザインのトランプです。
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サンタジグソーパズル20P　（1447-04）

19R040 指定不可

[税抜] \75

●材質：紙 ●重量：29g ●本体ｻｲｽﾞ：完成時
/123×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×95×20mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 600個 

JPN70-30S

サンタ柄の20ピースのパズルです。

クリスマスカイロレギュラー1P(OPP台紙入)

19R041

[税抜] \70

●機能： 高温度68℃・平均温度52℃ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×128×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 240個 ●名入：台
紙/45-6-17-240-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：25×80mm 

JPN70-30S

クリスマスシーズンのイベントに！

クリスマスサージカルマスク1枚入

19R042

[税抜] \45

●材質：不織布 ●重量：4 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×111×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 

VIE70-30S

前面ポケット付きPP袋なので、クーポンやチラシなどを
入れられます！
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＜Ｘmasイベントセット＞

クリスマスブーツプレゼント100人用　（5401
）

19R045

[税抜] \36,000

●ｾｯﾄ内容：A賞 クリスマスブーツ2L2コ・B賞 クリスマス
ブーツＬ4コ・C賞 クリスマスブーツＳ8コ・D賞 クリスマス
ブーツミニ10コ・E賞 クリスマスブーツプチ76コ・抽選用く
じ100枚・抽選箱・くじ明細表・A3ポスター・店頭用お知ら
せPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：440×330×170mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 【卵・乳・小麦】 

JPN75-35V

直送品

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。

クリスマスブーツプレゼント50人用　（5399）

19R046

[税抜] \19,800

●ｾｯﾄ内容：A賞 クリスマスブーツ2L 1コ・B賞 クリスマス
ブーツL 2コ・C賞 クリスマスブーツS 3コ・D賞 クリスマス
ブーツ小 4コ・E賞 クリスマスブーツミニ 40コ・抽選用くじ
50枚・抽選箱 ・くじ明細表 ・A3ポスター ・店頭用お知ら
せPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：370×300×120mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 【卵・乳・小麦】 

JPN75-35V

直送品

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。

クリスマスグッズプレゼント  （100名様用）　
（1489-01）

19R047

[税抜] \25,000

●ｾｯﾄ内容：1等 ミッキーサンタソックス3コ・2等 クリスマ
スバルーンライト4コ・3等 クリスマスハッピーバッグ7コ・4
等 コミックバルーンサンタ10コ・5等 サンタ吹き戻して6コ
・6等 クリスマスミニチャーム50コ・三角クジ100枚・抽選
箱●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35T

直送品

クリスマスのおもちゃが当たるイベントセットです。

ふわふわ雪の妖精プレゼント５０人用　（
5396）

19R048

[税抜] \19,800

●ｾｯﾄ内容：特等 スノーマン大2コ・1等 スノーマン中3コ・
2等 スノーマンオーナメント大4コ・3等 スノーマンオーナ
メント小5コ・4等 スノーマン小8コ・5等 冬の妖精マスコッ
ト28コ・抽選用くじ50枚・抽選箱・くじ明細表・A3ポスター・
店頭用お知らせPOP2枚・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
440×325×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

CHN75-35U

直送品

スノーマン、雪の妖精のグッズが当たるイベントセットで
す。

聖なるキャンドルプレゼント５０人用　（6305
）

19R049

[税抜] \18,800

●ｾｯﾄ内容：特等 聖なるクリスマスキャンドル1コ・1等 ス
ノーマンキャンドル2コ・2等 メガネサンタキャンドル3コ・3
等 キャンドル3Pセット4コ・4等 キャンドル2Pセット5コ・5
等 キャンドル１P35コ・抽選用くじ50枚・抽選箱・くじ明細
表・A3ポスター・店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：375×280×125mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個
 

CHN75-35U

直送品

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50人用　（
5440）

19R050

[税抜] \16,800

●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・店頭用お知らせPOP2枚・お持ち帰り袋50枚●本体
ｻｲｽﾞ：265×265×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
330×440×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

CHN80-40V

直送品

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。

サンタぬいぐるみプレゼント50人用　（6473）

19R051

[税抜] \13,800

●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・抽選用くじ50枚・抽選箱・くじ明細表・A3
ポスター・店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
340×540×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

CHN75-35U

直送品

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。

クリスマスお菓子すくいどり110人用　（6992
）

19R052

[税抜] \10,600

●ｾｯﾄ内容：お菓子アソート700コ・お持ち帰り袋110枚・
店頭用お知らせPOP2枚・ディスプレイボックス・すくいど
り用スプーン●本体ｻｲｽﾞ：265×265×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：290×290×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 

CHN90-50T

直送品

イベントにぴったりのお菓子のすくいどりセットです。1回
で約6個すくえます。
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THEデジビンゴZ（B）　（058063）

19R053

[税抜] \3,500

●材質：ABS・TPE・PMMA ●機能：対象年齢6才以上 ●
重量：275g ●電源：単3×4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
125×110×164mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
125×122×164mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN90-50S

サウンドと共にビンゴ大会を盛り上げます。

ビンゴネオ　（045513）

19R054

[税抜] \2,500

●材質：ABS・スチール・PS・紙 ●機能：対象年齢6才以
上 ●ｾｯﾄ内容：ビンゴマシン・ボール×76・カード×30・マ
スターボード●重量：396g ●本体ｻｲｽﾞ：ケージ/φ
140mm・ビンゴボール/φ16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
201×201×235mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN90-50S

質感たっぷりなサイズ！

ビンゴカード100　（053624）

19R055

[税抜] \380

●材質：紙 ●機能：対象年齢6才以上 ●重量：320g ●
本体ｻｲｽﾞ：116×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×97×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN90-50S

大勢でビンゴ大会をやりたい人達にも対応するビンゴカ
ードです。

イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08）

19R056A A/ﾚｯﾄﾞ

[税抜] \1,850

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：裸 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ
：300×300mm 

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08）

19R056B B/ﾈｲﾋﾞｰ

[税抜] \1,850

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：裸 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ
：300×300mm 

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08）

19R056C C/ｲｴﾛｰ

[税抜] \1,850

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：裸 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ
：300×300mm 

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08）

19R056D D/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \1,850

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：裸 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ
：300×300mm 

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

抽選箱

19R057

[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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＜干支置物・根付＞

錦彩招福子(紅白・小）　（B-53）

19R060

[税抜] \800

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：白置物110g・紅置物55g●本
体ｻｲｽﾞ：白置物/45×75×65mm・紅置物
/35×55×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×195×90mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

紅白セットのかわいい干支の置物です。

錦彩招福寿々子（福寿 ・金銀土鈴）　（B-69
）

19R061

[税抜] \700

●材質：陶器 ●重量：140g ●本体ｻｲｽﾞ：
40×60×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×135×110mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

「福」「寿」の文字が入ったかわいい干支の土鈴です。

錦彩招福子（紅梅）　（B-71）

19R062

[税抜] \400

●材質：陶器 ●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：45×55×70mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×70×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20
個 

CHN70-30S

紅梅の柄がついたかわいい干支の置物です。

吉祥の子土鈴（小）　（C-7）

19R063

[税抜] \300

●材質：陶器 ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：43×65×50mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×70×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20
個 

CHN70-30S

小さくてかわいい干支の土鈴です。

吉祥の子土鈴（大）　（C-5）

19R064

[税抜] \250

●材質：陶器 ●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：55×70×80mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：64×96×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20
個 

CHN70-30S

大サイズのかわいい干支の置物です。

吉祥の子土鈴（中）　（C-6）

19R065

[税抜] \350

●材質：陶器 ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：41×78×58mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：58×85×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20
個 

CHN70-30S

中サイズのかわいい干支の置物です。

吉祥の子土鈴（特小）　（C-8）

19R066

[税抜] \250

●材質：陶器 ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：35×60×50mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：43×57×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20
個 

CHN70-30S

ミニサイズのかわいい干支の置物です。

ちりめん製えと根付（子）　（KH160）

19R067

[税抜] \350

●材質：ちりめん ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：
115×35×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×55×9mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 

CHN70-30S

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。
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干支ミニ絵馬根付(子)　（E28007）

19R068

[税抜] \200

●材質：合板 ●重量：4g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
53×92×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 

JPN70-30S

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 適です。

クリスタル開運えと（子）　（0211）

19R069 指定不可

[税抜] \180

●材質：プラ ●重量：6.2g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×22×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×55×12mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 

JPN70-30V

きれいな干支(亥)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（子）　（E-70S5）

19R070

[税抜] \130

●材質：アルミ ●重量：7.3g ●本体ｻｲｽﾞ：
130×22×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×53×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 

JPN70-30S

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。

えと根付おみくじ付（子）　（EM-80S）

19R071

[税抜] \120

●材質：アルミ ●重量：4.4g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×20×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：93×53×8mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 

JPN70-30S

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。

招福絵馬 子

19R072 指定不可

[税抜] \120

●材質：木（合板）・真鍮+鉄・ポリエステル ●重量：4ｇ 
●本体ｻｲｽﾞ：24×31×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×50×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：0-18-
32-1000-I ●名入ｻｲｽﾞ：13×23mm 

JPN75-35T

手作り感があたたかい、縁起小物です。

新えとカラー根付鈴付（子）　（E-70SC）

19R073

[税抜] \100

●材質：アルミ ●重量：3.6g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×20×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×53×8mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 

JPN70-30S

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 適の人気商材。

招福鈴付干支のお守り（運勢表付）　（C-4）

19R074

[税抜] \100

●材質：陶器 ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：7×28×22mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：107×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧袋 200個 

JPN70-30S

陶器製の小さな干支のお守りです。運勢を占う運勢表付
。

えと小槌（子）　（E-30）

19R075

[税抜] \75

●材質：アルミ ●重量：3g ●本体ｻｲｽﾞ：80×20×4mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×53×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 

JPN70-30S

縁起の良い小槌型えとグッズ。毎年、年末年始の人気
商品。

福銭 袋入り　（OAA1）

19R076

[税抜] \55

●ｾｯﾄ内容：5円硬貨●重量：4g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
96×60×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧袋 

JPN65-25U

5円とご縁をかけた演技の良い福銭です。
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＜干支タオル・
石鹸・入浴剤＞

十二支 干支石けん 子（ねずみ）　（JN-2）

19R080

[税抜] \250

●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：屏風・シール・毛氈●重量：
77ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：46×67×94mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧
箱 100個 

JPN70-30S

[法]化粧品 

縁起の良い迎春商品として、挨拶回りや年末年始商戦
にぴったりです。

迎春石鹸・子（ね）

19R081

[税抜] \200

●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：屏風・毛氈・シール・専用豆
のし紙●重量：64ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：48×93×64mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN70-30S

[法]化粧品 

縁起の良い迎春商品として、挨拶回りや年末年始商戦
にぴったりです。

来福石けん 十二支 子（ねずみ）　（JN-1）

19R082

[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：シール●重量：51ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
35×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN70-30S

[法]化粧品 

縁起の良い迎春商品として、挨拶回りや年末年始商戦
にぴったりです。

干支タオル(OPP袋入)

19R083

[税抜] \240

●材質：綿100％ ●重量：62ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
340×860mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×140×40mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPP袋 200個 

年末年始の挨拶回りに。干支柄のタオルです。

干支タオル 子 ランダム柄　（6J0190PK）

19R084

[税抜] \240

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT62ｇ●本体ｻｲｽﾞ：
860×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×130×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：のし柄OPP袋 300個 

CHN70-30S

かわいい干支柄タオル。人気のスポーツをデザインして
います。

干支タオル 子 格子柄　（6J0150PK）

19R085

[税抜] \240

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT62g●本体ｻｲｽﾞ：
340×860mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×130×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 300個 

CHN70-30S

リラックスのバスタイムにぴったりなかわいい子のデザイ
ンのタオルです。

えとミニタオル 子　（6J0112PN）

19R086

[税抜] \120

●材質：綿100% ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×110×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600
個 

CHN70-30S

可愛い干支柄のミニタオル。初詣や年始ご挨拶のおとも
にお使いください。

薬用入浴剤  福々湯２P 子　（6SE02N）

19R087

[税抜] \160

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
155×130×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 200個 

JPN70-30S

［法］医薬部外品 

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。かわいい亥のパ
ッケージ入。
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薬用入浴剤  福々湯１Ｐ 子　（6SE01N）

19R088 指定不可

[税抜] \80

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
125×100×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 400個 

JPN70-30S

［法］医薬部外品 

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。かわいい亥のパ
ッケージ入。
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＜干支・縁起グッズ＞

朱泥干支湯呑1Ｐ　（P-210）

19R090

[税抜] \250

●材質：磁器 ●重量：146g ●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：40×50mm 

JPN78-38U

干支のデザインの湯呑。

干支財布

19R091A A/民芸

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体ｻｲｽﾞ：2つ折時
/195×93×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：198×104×7mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 500個 ●名入：60-30-16-500-H ●名入
ｻｲｽﾞ：10×60mm 

CHN70-30S

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

19R091B B/ﾀﾃｼﾞﾏ

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体ｻｲｽﾞ：2つ折時
/195×93×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：198×104×7mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 500個 ●名入：60-30-16-500-H ●名入
ｻｲｽﾞ：10×60mm 

CHN70-30S

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

19R091C C/金運

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体ｻｲｽﾞ：2つ折時
/195×93×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：198×104×7mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 500個 ●名入：60-30-16-500-H ●名入
ｻｲｽﾞ：10×60mm 

CHN70-30S

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ＢＯＸティッシュ 40Ｗ（子）　（LA04-05）

19R092

[税抜] \120

●材質：パルプ ●ｾｯﾄ内容：ティッシュ40W●重量：70g 
●本体ｻｲｽﾞ：200×207mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×120×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN68-28U

亥の柄がかわい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。

開運クロス　（044023）

19R093

[税抜] \100

●材質：アラベバ ●本体ｻｲｽﾞ：220×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：160×140×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入
：台紙/0-72-12-500-O ●名入ｻｲｽﾞ：10×80mm 

JPN70-30S

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!

干支（子年）ＢＯＸティッシュ４０Ｗ

19R094

[税抜] \95

●材質：パルプ100％ ●重量：79ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
120×220×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

JPN70-30T

干支・正月商材の生活消耗品としても必須な薄型BOXテ
ィッシュです。

干支マチ付フリーザーバッグＭ３枚入

19R095

[税抜] \85

●材質：PE ●重量：22 ●本体ｻｲｽﾞ：125×200×60mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×215mm ●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：
20×80mm 

CHN70-30S

Wジッパーで強力密封！マチ付きで立てて使える！
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干支サージカルマスク１Ｐ

19R096

[税抜] \45

●材質：不織布 ●重量：4ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：176×93mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600
個 ●名入：台紙/45-6-17-600-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：
35×90mm 

VIE70-30S

前面ポケット付きPP袋なので、クーポンやチラシなどを
入れられます！

本革 ふくろう小銭が分けれる長財布

19R097

[税抜] \2,980

●材質：表地/天然皮革、床革、PUR加工・裏地/合成皮
革、ポリエステル ●機能：札入×4・カード入×12・ポケッ
ト×6 ●重量：205g ●本体ｻｲｽﾞ：105×195×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×200×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 60個 

CHN70-30S

天然皮革の黄色い長財布にフクロウの押型の、便利で
縁起の良い財布。内側の生地には小槌・達磨・亀・開運
を印刷。内側に6個小銭を仕分けるポケット付き。

令和 北斎 湯呑ペア　（RE-015）

19R098

[税抜] \1,500

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：湯呑270mL×2●重量：630ｇ 
●本体ｻｲｽﾞ：Φ73×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×115×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

JPN70-30S

縁起の良い鶴や富士山のデザイン。大化から令和まで
のすべての元号を載せたギフトボックスは、大切な方へ
のギフトやノベルティに 適です。

山中塗 8.3丸盆 令和　（2337）

19R099

[税抜] \1,000

●材質：ABS(ウレタン塗装) ●重量：140g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ250×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：255×255×25mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：段ボール箱 60個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×50mm 

JPN70-30U

令和の山中塗丸盆です。

綿 小ふろしき　（35-054416）

19R100A A/開運だるま

[税抜] \600

●材質：綿100％ ●重量：40ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
500×550mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 100個 ●名入：60-60-17-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×100mm 

JPN70-30S

縁起の良い柄の小ふろしきです。

綿 小ふろしき　（35-054417）

19R100B B/開運招き猫

[税抜] \600

●材質：綿100％ ●重量：40ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
500×550mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 100個 ●名入：60-60-17-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×100mm 

JPN70-30S

縁起の良い柄の小ふろしきです。

招福・開運 金のまねき猫貯金箱　（JM-485
）

19R101 指定不可

[税抜] \500

●材質：本体/陶器・座布団/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：
座布団付・取説●重量：148ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
85×69×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：87×75×103mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

CHN65-25S

金色で縁起の良いまねき猫の貯金箱です。

縁起小紋手拭

19R102A A/七福神

[税抜] \350

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：32g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：340×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×95×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：専用のし紙巻き 300個 

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

縁起小紋手拭

19R102B B/招き猫

[税抜] \350

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：32g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：340×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×95×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：専用のし紙巻き 300個 

JPN70-30S

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。
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縁起小紋手拭

19R102C C/達磨

[税抜] \350

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：32g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：340×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×95×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：専用のし紙巻き 300個 

JPN70-30S

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

プリント小紋手拭 市松柄　（4F1050-PA）

19R103

[税抜] \350

●材質：綿100％ ●重量：39ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
330×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×140×5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：OPP袋(名刺ポケット付) 200個 

JPN70-30S

古くは古墳時代の埴輪の服装や法隆寺・正倉院の染織
物にも見られ、古代より折り模様として存在していた市松
柄を手拭いにデザインしました。

福づくし手ぬぐい

19R104A A/七福神

[税抜] \280

●材質：布 ●重量：33g ●本体ｻｲｽﾞ：340×900mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名
入：/40-102-12-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：12×60mm 

JPN70-30S

のし柄が中央にデザインされた、贈り物におすすめの手
ぬぐいです。

福づくし手ぬぐい

19R104B B/金運

[税抜] \280

●材質：布 ●重量：33g ●本体ｻｲｽﾞ：340×900mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名
入：/40-102-12-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：12×60mm 

JPN70-30S

のし柄が中央にデザインされた、贈り物におすすめの手
ぬぐいです。

金運通帳ケース 大黒様　（037025）

19R105

[税抜] \200

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：2つ折時
/195×93×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：197×105×6mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 500個 ●名入：60-30-16-500-H ●名入
ｻｲｽﾞ：20×60mm 

CHN70-30S

通帳やカードを入れておくのにピッタリな金運通帳ケース
。これでお金もたまるかも!?

開運財布 七福神　（037024）

19R106

[税抜] \200

●材質：不織布 ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：2つ折時
/195×89×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：197×105×6mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 500個 ●名入：60-30-16-500-H ●名入
ｻｲｽﾞ：20×60mm 

CHN70-30S

財布や領収書・金券などのケースとして使えます。ソフト
な使い心地で縁起の良いデザインです。

迎春用ラップ２０ｍ巻

19R107

[税抜] \200

●材質：PVC ●重量：130ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：30cm×20m ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：316×41×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60
個 

JPN70-30S

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。

薬用入浴剤 招福の湯（3包入）　（SK-3P）

19R108

[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×3●重量：110g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×200×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 150
個 ●名入：台紙/90-36-12-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：
30×130mm 

JPN70-30W

[法]医薬部外品 

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。

福づくしふきん

19R109A A/金運招来

[税抜] \150

●材質：綿100% ●本体ｻｲｽﾞ：340×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：180×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：40-
102-12-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：12×60mm 

CHN70-30S

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！
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福づくしふきん

19R109B B/開運招福

[税抜] \150

●材質：綿100% ●本体ｻｲｽﾞ：340×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：180×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：40-
102-12-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：12×60mm 

CHN70-30S

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！

薬用入浴剤 招福の湯（2包入）　（SK-2P）

19R110

[税抜] \130

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×2（弁天の泉、恵比寿の泉
）●重量：77g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×155×5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：たとう式ケース 200個 ●名入：90-36-12-300-H ●
名入ｻｲｽﾞ：40×90mm 

JPN70-30V

[法]医薬部外品 

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。

おみくじシャープペン　（6322）

19R111 指定不可

[税抜] \130

●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 悪!） 
●ｾｯﾄ内容：取説●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
13×137mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：55×150×14mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：ポリ袋 600個 ●名入：70-36-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ
：40×5mm 

CHN70-30S

ペンを振って占う面白シャープペン!受験生にも!

クッキングペアーセット（賀春）　（KGP-1）

19R112

[税抜] \130

●材質：PE・天然パルプ ●ｾｯﾄ内容：ポリ袋
(200×300mm)・キッチンペーパー(220×170mm)各10枚
●重量：70ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：90×235×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 100個 ●名入：箱/70-18-17-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：
10×50mm 

THA70-30S

台所必需品のポリ袋とキッチンペーパーセット。ポップア
ップ式で取り出しやすく便利です。

開運招福コットンふきん１枚入

19R113 指定不可

[税抜] \120

●材質：綿100% ●重量：25g ●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 /45-6-22-200-O ●名入ｻｲｽﾞ：
18×130mm 

CHN70-30S

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!

反射で安心！縁起の良い鶴亀リフレクター
　（0522301）

19R114

[税抜] \110

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：60×60mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×85×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 600
個 ●名入：80-54-16-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×15mm 

CHN70-30U

縁起の良い鶴と亀のデザインのリフレクター。

富士山絵柄ティーパック　（TBF-10）

19R115

★[税抜] \100

●ｾｯﾄ内容：煎茶ティーパック1g×3●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：アルミフィルム 100個 

JPN80-40S

香り豊かな日本茶ティーパックを富士山絵柄の袋に詰め
ました。ティーパックなので手軽にお茶をいただけます。

開運招福サージカルマスク３Ｐ

19R116

[税抜] \90

●材質：不織布 ●重量：10g ●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-込 ●名入ｻｲｽﾞ：30×80mm 

CHN70-30S

風邪・花粉・ほこりからしっかりガード!心も体も健康にし
て福を招き入れましょう!

薬用入浴剤 招福の湯（1包入）　（SK-1P）

19R117

[税抜] \75

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g（弁天の泉）●重量：38g ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：125×100×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケー
ス 400個 ●名入：90-36-12-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：
20×50mm 

JPN70-30U

[法]医薬部外品 

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。
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開運招福お掃除ワイパー２枚入

19R118

[税抜] \60

●材質：ポリエステル ●重量：8g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×105×8mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：台紙 /45-6-17-500-O ●名
入ｻｲｽﾞ：80×20mm 

CHN70-30S

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!

開運招福せいけつふきん１枚入

19R119 指定不可

[税抜] \50

●材質：レーヨン(不織布) ●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 /45-6-22-300-O ●名入
ｻｲｽﾞ：30×90mm 

CHN70-30S

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!
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＜年末年始食品＞

信州そば（木箱入り）　（RSJ-10）

19R120

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：そば50g×10束●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
213×162×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：木箱 20個 【小麦・そば】 

JPN70-30U

あったかおつゆでかけ蕎麦にしてもよし、蕎麦本来の味
わいを楽しめるざるそばもよし。お好みでお楽しみ下さい
。

年越そば　（MLT-60）

19R121

★[税抜] \600

●ｾｯﾄ内容：そば150g×2●重量：340g ●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・そば
】 

JPN70-30S

信州そば　（SP-2）

19R122

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：そば50g×3●重量：170g ●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・そば】
 

JPN80-40S

そばといえば信州というように全国的にも有名です。そ
ばの名産地の信州長野で製麺された本場の味わいです
。

年明けうどん　（MEA-50）

19R123

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：うどん150g×2●重量：380g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：235×150×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 【小麦】 

JPN70-30S

年明けに縁起を担いで食べる、ということで人気のうどん
です。

福かさねうどん　（QQA-3）

19R124

★[税抜] \300

●ｾｯﾄ内容：うどん50g×3●重量：175g ●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】 

JPN58-18V

つるつるとのど越しの良い食感のうどんです。暑い日は
ざるうどん、寒い日には釜揚げうどんや煮込みうどんで
ご賞味ください。

紀州南高梅 令和 はちみつ漬け 350g　（
URE-350）

19R125

★[税抜] \1,600

●重量：350g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×165×50mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN75-35V

南高梅を干した後、独自の手法で味付けした食べやす
い梅干しです。はちみつを使用したまろやかな味わいで
す。

福ねこ　（CK-10N）

19R126

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：花削り3g×6・のり玉子ふりかけ4.5g、わか
めスープ5.3g各3●重量：133g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【卵・乳・小麦・
えび】 

JPN85-45S

ふくを招く、かわいい猫の巾着入りギフト。食卓に笑顔を
届けるニコニコの福ねこはいかがですか？

大吉まねきべっこう黄金飴・Ｌ

19R127

★[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：飴 12個●重量：134g ●本体ｻｲｽﾞ：
150×110×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 24個 

JPN85-45U

人もお金も呼ぶ、まねきねこ型のべっこう飴を入れました
。
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招福  梅茶　（SF-15）

19R128

★[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：梅茶2g×2・おみくじ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×138×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN80-40U

さわやかな梅茶。パウダー式のお手軽タイプ。招福おみ
くじが付いています。縁起物のお茶です。

純金茶　（J-15）

19R129

★[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：純金茶2g×3袋●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
97×130×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 100個 

JPN80-40S

高級感ある金箔入りのお茶です。

開運純金茶　（UOT-JUN-0070）

19R130

★[税抜] \130

●ｾｯﾄ内容：梅昆布茶2g×2包●重量：21g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：100×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：サック箱 100個 

JPN80-40S

招福  ふく茶  煎茶2P　（SFY-10）

19R131

★[税抜] \100

●ｾｯﾄ内容：煎茶ティーバック5g×2・おみくじ・取説●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：138×125×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN75-35S

香味、色合いをバランス良く仕上げたティーバッグ入りの
煎茶です。おみくじ付きです。

純金茶　（J-10）

19R132

★[税抜] \100

●ｾｯﾄ内容：純金茶2g×2袋●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×78×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 100個 

JPN80-40S

金箔入りのめでたいお茶です。

お年賀お菓子セット　（6966）

19R133

★[税抜] \80

●ｾｯﾄ内容：お菓子アソート4コ●重量：13g ●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
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＜カレンダー・
正月用品＞

マルチ卓上カレンダー　（TS-701A）

19R135

[税抜] \380

●材質：スチロール･紙 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：109g 
●本体ｻｲｽﾞ：187×158×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
187×158×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし袋(添) 100個 ●名入：
ケース下部/40-24-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
12×140mm 

JPN70-30S

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。

5連エコカレンダー（Ａ5サイズ）　（TSR-550）

19R136

[税抜] \350

●材質：再生紙・PP ●重量：117g ●本体ｻｲｽﾞ：
185×210×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：189×220×11mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 ●名入：名入れカード/0-0-12-
100-オンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：19×190mm 

JPN70-30S

国の認定マークを取得済みの紙リング使用。使用後は、
そのまま可燃ごみとして処分可能。卓上カレンダー 大
級のA5サイズ。カーボンオフセット付。

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ）

19R137A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \330

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

JPN63-23T

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。

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ）

19R137B B/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \330

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

JPN63-23T

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。

カラフルエコカレンダー　（TSR-320）

19R138A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \330

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体ｻｲｽﾞ
：160×180×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×11mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：40-30-18-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：15×160mm 

JPN63-23T

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。

カラフルエコカレンダー　（TSR-320）

19R138B B/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \330

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体ｻｲｽﾞ
：160×180×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×11mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：40-30-18-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：15×160mm 

JPN63-23T

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。

2monthセパレートエコカレンダー　（TS-200
）

19R139

[税抜] \320

●機能：裏面メモスケジュール付 ●ｾｯﾄ内容：台紙・カー
ド13枚・名入れカード1枚・リング2個・取説●重量：102g 
●本体ｻｲｽﾞ：ケース/180×210×11mm・カード
/148×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：189×220×11mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 50個 ●名入：0-0-12-50-オンデマンド印刷 
●名入ｻｲｽﾞ：19×190mm 

JPN70-30S

紙リングの卓上カレンダー。リングは環境にやさしく、使
用後はそのまま可燃ごみとして処分可能。2か月セパレ
ートタイプ。

3wayマルチカレンダー

19R140

[税抜] \300

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
128×152×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×158×6mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：カード下部/40-72-16-100-
O ●名入ｻｲｽﾞ：12×140mm 

JPN65-25V

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。
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ＤＭサイズカレンダー　（TS-521A）

19R141

[税抜] \280

●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 
●本体ｻｲｽﾞ：102×154×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×160×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：カー
ド下部/40-30-16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：10×125mm 

JPN65-25V

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 適。

3way CDサイズカレンダー　（TS-651A）

19R142

[税抜] \280

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

JPN65-25V

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。

5連エコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-500）

19R143

[税抜] \250

●材質：再生紙･PP ●重量：88g ●本体ｻｲｽﾞ：
160×180×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×11mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：名入れカード/0-0-12-
100-オンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：15×160mm 

JPN70-30S

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。使いやすいB6サイズです。カーボンオ
フセット付。

干支カレンダー和紙ふぁいる

19R144

[税抜] \150

●材質：和紙（非木材紙（竹）） ●機能：A4サイズ ●本
体ｻｲｽﾞ：310×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×230mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 ●名入：0-6-17-50-刷込 ●名入ｻ
ｲｽﾞ：20×200mm 

JPN70-30S

国産の間伐材を原料にした、美しい雲竜和紙のエコファ
イルです。

2019年卓上デルタカレンダー　（DE-01）

19R145

[税抜] \110

●材質：上質紙 ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：
130×150×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×144×10mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 400個 ●名入：台紙 /60-58-17-
100-O ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

JPN73-33T

インデックスが付いてつかいやすく、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。

ＤＭ卓上壁掛けカレンダー（名入れあり）

19R146A A/干支

[税抜] \100

●材質：紙 ●重量：32ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×117×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：0-0-
17-100-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：10×85mm 

JPN75-35S

DMで送れる2WAYカレンダー。壁掛けでも卓上でも使用
できます。

ＤＭ卓上壁掛けカレンダー（名入れあり）

19R146B B/富士山

[税抜] \100

●材質：紙 ●重量：32ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×117×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：0-0-
17-100-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：10×85mm 

JPN75-35S

DMで送れる2WAYカレンダー。壁掛けでも卓上でも使用
できます。

ＤＭ卓上壁掛けカレンダー（名入れあり）

19R146C C/虹

[税抜] \100

●材質：紙 ●重量：32ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×117×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：0-0-
17-100-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：10×85mm 

JPN75-35S

DMで送れる2WAYカレンダー。壁掛けでも卓上でも使用
できます。

ＤＭ卓上壁掛けカレンダー（名入れあり）

19R146D D/雅

[税抜] \100

●材質：紙 ●重量：32ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×117×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：0-0-
17-100-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：10×85mm 

JPN75-35S

DMで送れる2WAYカレンダー。壁掛けでも卓上でも使用
できます。



WEB ウインターナウ２０１９

祝儀袋セット 干支柄　（39027）

19R147

[税抜] \180

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：大のし、中のし、小のし各3●重
量：47g ●本体ｻｲｽﾞ：203×123×6mm ●200個 

JPN70-30S

配った分だけ福を招く!?便利な祝儀袋セットです。

初春セット5P

19R148

[税抜] \150

●材質：箸/アスペン材・箸袋、お年玉袋/和紙 ●ｾｯﾄ内
容：祝い箸、お年玉袋各5●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
240×110×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN70-30S

お正月の必須アイテム。祝箸とポチ袋のセットです。

迎春 祝い箸5膳パック　（A04-03）

19R149

[税抜] \110

●材質：白楊・紙 ●重量：30g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
240×90×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

CHN70-30S

縁起の良い柄の袋に入った迎春用祝箸です。

お年玉袋5柄　（N-1）

19R150A A/浪漫

[税抜] \35

●材質：上質紙 ●ｾｯﾄ内容：5枚入●重量：9g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：115×70×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×80×6mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 2000個 

JPN68-28S

5種類の縁起柄がデザインされたポチ袋です。

お年玉袋5柄　（N-1）

19R150B B/小紋柄

[税抜] \35

●材質：上質紙 ●ｾｯﾄ内容：5枚入●重量：9g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：115×70×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×80×6mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 2000個 

JPN68-28S

5種類の縁起柄がデザインされたポチ袋です。
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＜正月イベントセット＞

運だめし福袋プレゼント１００人用　（6292）

19R151

[税抜] \32,500

●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
・抽選用くじ100枚・抽選箱・くじ明細表・Ａ3ポスター・店頭
用お知らせＰＯＰ2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
450×660×560mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN80-40W

直送品

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。

運だめし福袋プレゼント５０人用　（6272）

19R152

[税抜] \23,000

●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
・抽選用くじ50枚・抽選箱・くじ明細表・Ａ3ポスター・店頭
用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：460×650×460mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35T

直送品

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。

招福子福鈴プレゼント１００人用　（KK-6）

19R153

[税抜] \26,000

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福子福鈴親子1ｺ
･1等 錦彩招福子紅白福鈴2ｺ・2等 錦彩招福子金銀福
鈴3ｺ・3等 子みやび鈴4ｺ・4等 吉祥の子土鈴(大)8ｺ・5等
 吉祥の子土鈴(中)10ｺ・6等 吉祥の子土鈴(特小)22ｺ・7
等 招福鈴付干支のお守り50ｺ・抽選くじ100枚・抽選箱・く
じ明細表●重量：7kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
340×400×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ﾎﾞｰﾙ箱 1個 

JPN78-38V

直送品

子の福鈴・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。

招福子福鈴プレゼント50人用　（KK-7）

19R154

[税抜] \18,000

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福子福鈴親子1ｺ
･1等 錦彩招福子紅白福鈴2ｺ・2等 錦彩招福子金銀福
鈴3ｺ・3等 子みやび鈴4ｺ・4等 吉祥の子土鈴(大)5ｺ・5等
 吉祥の子土鈴(中)6ｺ・6等 吉祥の子土鈴(特小)11ｺ・7等
 招福鈴付干支のお守り18ｺ・抽選くじ50枚・抽選箱・くじ
明細表●重量：4kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×370×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ﾎﾞｰﾙ箱 1個 

JPN78-38V

直送品

子の福鈴・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。

招福干支子プレゼント１００人用　（KK-1）

19R155

[税抜] \23,800

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：特等 子金彩ケース入1ｺ・1等 
子紅白親子（大）2ｺ・2等 子干支カレンダー飾り皿3ｺ・3等
 錦彩招福子福鈴5ｺ・4等 子青磁(豆)8ｺ・5等 子楊枝入(
白・青)31ｺ・6等 招福鈴付干支のお守り50ｺ・抽選くじ100
枚・抽選箱・くじ明細表●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
340×400×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN78-38V

直送品

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。

招福干支子プレゼント５０人用　（KK-2）

19R156

[税抜] \17,400

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：特等 子金彩ケース入1ｺ・1等 
子紅白親子（大）2ｺ・2等 子干支カレンダー飾り皿3ｺ・3等
 錦彩招福子福鈴4ｺ・4等 子青磁(豆)5ｺ・5等 子楊枝入(
白・青)10ｺ・6等 招福鈴付干支のお守り25ｺ・抽選くじ50
枚・抽選箱・くじ明細表●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×400×245mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN78-38V

直送品

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。

すっきりクリーンプレゼント100人用　（7123）

19R157

[税抜] \28,000

●ｾｯﾄ内容：特等 クリーンギフトセット(NXG-20)2ｺ・１等 
マルチオープナー5 4ｺ・２等 キャニスタージッパーバッグ
（M）4枚セット6ｺ・3等 くまさんスポンジ8ｺ・4等 キッチンク
リーナー10ｺ・5等 スタンド水切りパック10P70ｺ・抽選用く
じ100枚・抽選箱・くじ明細表・A3ポスター・店頭用お知ら
せPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×350×290mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35U

直送品

年末年始のお掃除にぴったりなクリーングッズが当たる
イベントセットです。

すっきりクリーンプレゼント50人用　（7122）

19R158

[税抜] \17,000

●ｾｯﾄ内容：特等 クリーンギフトセット(NXG-20)1ｺ・1等 
マルチオープナー5 2ｺ・2等 キャニスタージッパーバッグ
（M）4枚セット3ｺ・3等 くまさんスポンジ×4ｺ・4等 キッチン
クリーナー5ｺ・5等 スタンド水切りパック10P35ｺ・抽選用く
じ50枚・抽選箱・くじ明細表・A3ポスター・店頭用お知ら
せPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×340×200mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35S

直送品

年末年始のお掃除にぴったりなクリーングッズが当たる
イベントセットです。
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昔ながらの正月遊びプレゼント100人用　（
6572）

19R159

[税抜] \26,800

●ｾｯﾄ内容：特等 和凧2コ・1等 ダルマ落とし3コ・2等 ケ
ン玉4コ・3等 でんでん太鼓5コ・4等 ケン玉またはダルマ
落としまたは角凧または奴凧10コ・5等 ミニ犬棒カルタま
たは昔ばなしカルタまたは福笑い76コ・抽選用くじ100枚
・抽選箱・くじ明細表・A3ポスター・店頭用お知らせPOP2
枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：560×410×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送
用段ボール箱 1個 

JPN75-35U

直送品

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。

昔ながらの正月遊びプレゼント50人用　（
6571）

19R160

[税抜] \17,800

●ｾｯﾄ内容：特等 和凧1コ・1等 ダルマ落とし2コ・2等 ケ
ン玉3コ・3等 でんでん太鼓4コ・4等 角凧または奴風また
はけん玉またはダルマ落とし8コ・5等 ミニ犬棒カルタま
たは昔話かるたまたは福笑い32コ・抽選用くじ50枚・抽
選箱・くじ明細表・A3ポスター・店頭用お知らせPOP2枚
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：560×410×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用
段ボール箱 1個 

JPN70-30W

直送品

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。

ＮＥＷお正月プレゼント（100名様用）　（
1489-02）

19R161

[税抜] \19,500

●ｾｯﾄ内容：1等 民芸玩具セット・2等 大角凧2ｺ・3等 手
作り凧5ｺ・4等 ポチ凧20ｺ・5等 木のコマ(小)30ｺ・6等 福
笑い42ｺ・抽選くじ100枚・抽選箱●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
440×610×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN78-38U

直送品

昔ながらのレトロな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や景品にご使用ください。

金銀銅プレゼント50人用　（7124）

19R162

[税抜] \17,500

●ｾｯﾄ内容：金賞1ｺ/ﾒﾀﾘｯｸﾏｲﾎﾞﾄﾙ(ｺﾞｰﾙﾄﾞ)、金色の
4WAYﾀｯﾁﾍﾟﾝ、ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾌﾟｰﾝ、GO!!JAPANﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟ
ｰ・銀賞2ｺ/銀色のｽﾗｲﾄﾞ万年ｶﾚﾝﾀﾞｰ、銀色の工具ﾍﾟﾝ、
GO!!JAPANﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・銅賞47ｺ/GO!!JAPANﾄｲﾚｯﾄﾍﾟ
ｰﾊﾟｰ・抽選用くじ50枚・抽選箱・くじ明細表・A3ﾎﾟｽﾀｰ・店
頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
380×754×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

CHN78-38V

直送品

サイコロ出た目の数だけ招福トイレットペー
パー　（6955）

19R163

[税抜] \14,700

●ｾｯﾄ内容：トイレットペーパーアソート100コ・サイコロキ
ューブ(中国)・店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
500×500×490mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN88-48U

直送品

大きなサイコロキューブと縁起物柄の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。

縁起小判付開運招福おみくじBOX　（09753
）

19R164

[税抜] \9,000

●材質：おみくじ/アルミ、紐、紙 ●ｾｯﾄ内容：BOX・おみ
くじ100本●本体ｻｲｽﾞ：おみくじ/79×42×4mm・
BOX/200×200×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

JPN70-30S

縁起物小判とおみくじがセットになったBOXです。お正月
の店頭イベントなどで運試しができます。

おみくじお菓子プレゼント50人用　（7121）

19R165

[税抜] \6,800

●ｾｯﾄ内容：抽選箱・おみくじ入キャンディ50ｺ・店頭用お
知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×240×100mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 

JPN95-55V

直送品

おみくじの付いているキャンディを引いて運勢を占える、
お正月にぴったりのイベントグッズ。

日用雑貨おたのしみ福袋（小）　（6581）

19R166

[税抜] \700

●ｾｯﾄ内容：日用雑貨4点(アソート)●本体ｻｲｽﾞ：
70×220×285mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個 

JPN70-30S

すぐに使える日用雑貨の福袋です。商品はランダムにセ
ットされています。

おみくじ抽選セット　（CK-3）

19R167

[税抜] \2,000

●ｾｯﾄ内容：極大吉3本・大吉6本・中吉9本・小吉12本・
末吉70本(合計100本)・取説●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：
150×6×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×100×180mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

JPN75-35U
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＜ハロウィン＞

ハロウィンチョコすくいどり 50人用　（7255）

19R170

★[税抜] \8,900

●ｾｯﾄ内容：ハロウィンチョコ×300・ディスプレイボックス
・すくいどり専用スプーン・持ち帰り袋×50・店頭用お知
らせPOP2枚●本体ｻｲｽﾞ：ディスプレイボックス
/160×160×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
255×200×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 
【乳】 

JPN85-45Y

直送品

ハロウィン柄のチョコのすくいどり。ハロウィン柄のディス
プレイボックスが目を引きます。

ハロウィンデーピロー・ＣＡ

19R171

★[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：キャンディ150個●重量：800g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：315×230×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 6個 

JPN85-45U

バラまきにぴったりの、ハロウィン柄の個包装のキャンデ
ィです。

パンプキンバケツゴールドカン

19R172

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ58ｇ●重量：128ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ85×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 12個 【落花生】 

JPN85-45U

ハロウィン柄のバケツ缶にお菓子の詰合せです。

ハロウィンフェスタミニバッグ

19R173

★[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ62g●重量：92g ●本体ｻｲｽﾞ：
115×60×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

モンスター柄のペーパーバッグにお菓子の詰合せです。

ＨＤパーティボールチョコ

19R174

★[税抜] \380

●ｾｯﾄ内容：チョコボール53ｇ●重量：70ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：200×140×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 24個 

JPN85-45U

ハロウィンにぴったりなモンスター柄のチョコボールの詰
合せです。

パンプキンスタンドパック

19R175

★[税抜] \380

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ81ｇ●重量：91ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：225×105×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 20個 

JPN85-45U

かぼちゃ柄のスタンドパックにお菓子の詰合せです。

ハロウィンお菓子巾着 ＯＫ-30　（6960）

19R176 指定不可

[税抜] \300

●材質：巾着袋/不織布 ●ｾｯﾄ内容：巾着袋（中国）･お
菓子5コ●重量：55g ●本体ｻｲｽﾞ：165×220mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：ポリ袋 120個 【卵・乳・小麦】 

JPN73-33V

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。

ハロウィンデーパック・ＨＭ

19R177 指定不可

★[税抜] \278

●ｾｯﾄ内容：キャンディ76ｇ●重量：86ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×115×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 24個 

JPN85-45U

ハロウィン柄の袋にキャンディの詰合せです。
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ハロウィンデーパック・ＨＳ

19R178

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：キャンディ52ｇ●重量：65ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×100×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 24個 

JPN85-45U

かぼちゃとおばけのデザインの袋にキャンディの詰合せ
です。

ハロウィンお菓子セット  OP-08　（6957）

19R179

★[税抜] \80

●ｾｯﾄ内容：お菓子アソート4コ●重量：13g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：95×95×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

カボチャの柄の袋に入ったお菓子のセットです。

ハロウィンキャンディ 3個入

19R180

★[税抜] \60

●ｾｯﾄ内容：キャンディアソート×3●重量：12ｇ ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：110×75×12mm ●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：12×105mm 

THA80-40S

ハロウィンシーズンのイベントにぴったりのお菓子です。

ハロウィンお菓子セット(OP06)　（7098）

19R181

★[税抜] \60

●ｾｯﾄ内容：お菓子×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×8mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

ハロウィンの時期にぴったりなゴースト柄PP袋にお菓子
の詰合せです。

ハロウィンキャンドルグラス（キャンドル付）　
（JM-229）

19R182 指定不可

★[税抜] \320

●材質：ガラス・キャンドル/パラフィン ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：93g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ55×66mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：60×60×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 96個 

CHN55-15S

かわいいハロウィン用キャンドルガラスです。キャンドル
付です。

ハッピーハロウィンキューブＢＯＸティッシュ
５０Ｗ

19R183

[税抜] \140

●材質：パルプ100％ ●重量：88ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
110×110×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

JPN70-30S

ハロウィンデザインのボックスティッシュ。Happy 
Halloweenの文字がポップアップになります。

ハッピーハロウィンバスパウダー

19R184

[税抜] \100

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：125×85×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：125×85×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：アルミフィルム 500個 

JPN60-20U

[法]化粧品 

かわいいハロウィンのパッケージの入浴剤です。
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＜秋季全国火災予防
運動（１１月）＞

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ　（
KQS1605473）

19R186A A/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \1,600

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体ｻｲｽﾞ：600×740mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 80個 

JPN80-40U

ビッグサイズなので避難用マスクや頭巾として使用でき
ます。いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応に
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）

19R186B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \1,600

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体ｻｲｽﾞ：600×740mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 80個 

JPN80-40U

ビッグサイズなので避難用マスクや頭巾として使用でき
ます。いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応に
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）

19R186C C/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \1,600

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体ｻｲｽﾞ：600×740mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 80個 

JPN80-40U

ビッグサイズなので避難用マスクや頭巾として使用でき
ます。いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応に
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）

19R186D D/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \1,600

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体ｻｲｽﾞ：600×740mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 80個 

JPN80-40U

ビッグサイズなので避難用マスクや頭巾として使用でき
ます。いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応に
も使用できます。

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

19R187A A/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×650mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

19R187B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×650mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

19R187C C/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×650mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

19R187D D/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×650mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U
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クイーンズキッチン 防炎タオル Sサイズ　（
KQS0655471）

19R188A A/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \650

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
16～20cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U

クイーンズキッチン 防炎タオル Sサイズ　（
KQS0655471）

19R188B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \650

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
16～20cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U

クイーンズキッチン 防炎タオル Sサイズ　（
KQS0655471）

19R188C C/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \650

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
16～20cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U

クイーンズキッチン 防炎タオル Sサイズ　（
KQS0655471）

19R188D D/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \650

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
16～20cm ●本体ｻｲｽﾞ：340×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×65×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 120個 

JPN80-40U

防炎ハンドタオル　（KQS0505351）

19R189

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：340×360mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

JPN80-40U

災害時に天ぷら火災などの初期対応として、また避難用
マスクや頭巾としてご使用いただけます。
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＜あったかグッズ＞

暖かニットキャスケット

19R191A A/ベージュ

[税抜] \2,500

●材質：アクリル100% ●機能：フリーサイズ ●重量：
130g ●本体ｻｲｽﾞ：頭囲 56～58cm対応・つば幅 /6cm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：350×260×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
72個 

CHN70-30S

ゆったりかぶれる、ふんわりニットのキャスケット。シンプ
ルで使いやすいデザインです。

暖かニットキャスケット

19R191B B/ブラウン

[税抜] \2,500

●材質：アクリル100% ●機能：フリーサイズ ●重量：
130g ●本体ｻｲｽﾞ：頭囲 56～58cm対応・つば幅 /6cm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：350×260×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
72個 

CHN70-30S

ゆったりかぶれる、ふんわりニットのキャスケット。シンプ
ルで使いやすいデザインです。

暖かニットキャスケット

19R191C C/ブラック

[税抜] \2,500

●材質：アクリル100% ●機能：フリーサイズ ●重量：
130g ●本体ｻｲｽﾞ：頭囲 56～58cm対応・つば幅 /6cm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：350×260×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
72個 

CHN70-30S

ゆったりかぶれる、ふんわりニットのキャスケット。シンプ
ルで使いやすいデザインです。

フランネル ネックウォーマー　（JM-819）

19R192

[税抜] \400

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：58g ●
本体ｻｲｽﾞ：240×290×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
245×295×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 

CHN58-18T

肌触りの良いフランネル仕上げ！一段上の感触のネッ
クウォーマーです。フリーサイズでユニセックスでお使い
いただけます。

フリースイヤーマフ　（7282）

19R193 指定不可

[税抜] \320

●材質：ポリエステル・ステンレス ●重量：25g ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：180×193×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 80個 

CHN65-25S

バックアームタイプの耳当て。年代・性別問わずに使い
やすいデザインです。アーム部分にワイヤーが入ってい
るので、頭のサイズに合わせて広がります。

フランネル BIGブランケット　（JM-821）

19R194 指定不可

[税抜] \1,700

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：470g ●
本体ｻｲｽﾞ：1000×1600×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
350×300×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 15個 

CHN58-18V

肌ざわりの良いフランネル仕上げ！一段上の感触のＢＩ
Ｇブランケットです。

カモフラン ブランケット　（JM-818）

19R195 指定不可

[税抜] \800

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：154g ●
本体ｻｲｽﾞ：600×900×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
330×250×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

CHN58-18V

肌ざわ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。

カモフラン クッション&フットウォーマー　（
JM-817）

19R196 指定不可

[税抜] \700

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：106g ●
本体ｻｲｽﾞ：300×320×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
320×340×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 72個 

CHN58-18V

肌ざわりの良いフランネル仕上げ！迷彩柄がポイントの
フットウォーマーです。クッションとしてもお使いいただけ
ます。
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ブリプラ ぬくもり2点セット　（0603201）

19R197

[税抜] \460

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：ブランケット・ネックウ
ォーマー・取説●重量：105g ●本体ｻｲｽﾞ：ブランケット
/600×900mm・ネックウォーマー/210×280mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：240×230×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 72個 

CHN70-30U

チェック柄のブランケットとネックウォーマーのセットです
。

ブライト 4wayブランケット　（0602201）

19R198 指定不可

[税抜] \340

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：
600×1200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×230×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 48個 

CHN70-30U

寒い冬もあたたかくしてくれるような、鮮やかなデザイン
のブランケット。

あったかネックピロー　（JA-14ROBOM）

19R199A A/ﾛｰｽﾞの香り

[税抜] \1,250

●材質：表面/綿100％・裏面/フリース生地(ポリエステ
ル100％) ●ｾｯﾄ内容：カイロ×2●重量：84g ●本体ｻｲｽ
ﾞ：653×74×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：277×129×23mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-
L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心
地よい温かさで心も体もリラックス！

あったかネックピロー　（JA-14FRPIC）

19R199B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香ﾘ

[税抜] \1,250

●材質：表面/綿60％、レーヨン40％・裏面/フリース生地
(ポリエステル100％) ●ｾｯﾄ内容：カイロ×2●重量：84g 
●本体ｻｲｽﾞ：653×74×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
277×129×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名入：外
装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心
地よい温かさで心も体もリラックス！

あったかネックピロー　（JA-14LABLW）

19R199C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \1,250

●材質：表面/綿100％・裏面/フリース生地(ポリエステ
ル100％) ●ｾｯﾄ内容：カイロ×2●重量：84g ●本体ｻｲｽ
ﾞ：653×74×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：277×129×23mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-
L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心
地よい温かさで心も体もリラックス！

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01FR
）

19R200A A/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香ﾘ

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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。

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01LA
）

19R200B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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。

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01LF
）

19R200C C/ﾗﾌﾗﾝｽの香り

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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。

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-
01RO）

19R200D D/ﾛｰｽﾞの香り

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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。
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アロマ ホット＆アイスアイピロー  ゆずの香
り　（YU-02）

19R201

[税抜] \900

●材質：表面/綿・裏面、リボン/ポリエステル ●重量：
120g ●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：
外袋/45-7.2-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

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。

アロマ ホット&アイスアイピロー　（JA-
12ROBOM）

19R202A A/ﾛｰｽﾞの香り

[税抜] \800

●材質：表面/綿100％・裏面：リボン/ポリエステル ●重
量：118g ●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入
：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

温めたり、冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心
を癒すアイピローです。

アロマ ホット&アイスアイピロー　（JA-
12FRPIC）

19R202B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香ﾘ

[税抜] \800

●材質：表面/綿60％、レーヨン40％・裏面：リボン/ポリ
エステル ●重量：118g ●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケー
ス 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

温めたり、冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心
を癒すアイピローです。

アロマ ホット&アイスアイピロー　（JA-
12LABLW）

19R202C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \800

●材質：表面/綿100％・裏面：リボン/ポリエステル ●重
量：118g ●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入
：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

温めたり、冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心
を癒すアイピローです。

どこでも湯たんぽ　（5424）

19R203

[税抜] \800

●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●本体ｻｲｽﾞ：
湯たんぽ/140×130×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×132×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個 ●名入：70-
36-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×20mm 

CHN65-25S

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。

カイロミニ1P（OPP台紙入）

19R204

[税抜] \65

●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：130×108×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：130×108×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 480個 ●名入
：台紙/45-7-17-480-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：17×68mm 

JPN70-30S

冬のノベルティの定番！バラまき販促に 適です。

カイロレギュラー1P（OPP台紙入）

19R205

[税抜] \70

●重量：52g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×128×5mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：OPP袋 240個 ●名入：台紙/45-7-17-240-刷込 ●
名入ｻｲｽﾞ：25×88mm 

JPN70-30S

冬のノベルティの定番！バラまき販促に 適です。

るんるんアニマル エコなカイロ　（0527701）

19R206 指定不可

[税抜] \230

●材質：PVC・蒸留水・酢酸水溶液 ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：102g ●本体ｻｲｽﾞ：120×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
135×110×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 240個 ●名入：
80-64-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN70-30U

温かい服を着たアニマルたちのデザイン！繰り返し使え
るエコなカイロです。

貼るくつ下用 ぬくポン ２足入　（H-5015）

19R207

[税抜] \195

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：64g ●本体ｻｲｽﾞ：
96×70×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：162×115×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ヘッダー付ＰＰ袋 120個 

JPN75-35S

寒い冬は足元からあたためましょう。
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＜冬の味覚＞

京都 モリタ屋 国産黒毛和牛ロースステー
キ2枚 （計320g）

19R210

★[税抜] \10,000

●ｾｯﾄ内容：ロース320g●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

一頭一頭丹念に育てられた国産黒毛和牛の中から、創
業明治2年、京都・モリタ屋の熟練職人が上質な部位を
厳選し、手切りにて仕上げた自信の逸品です。

京都 モリタ屋 国産牛 バラ・モモ焼肉用
400g

19R211

★[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

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

静岡県産あしたか牛　（Z-207）

19R212

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：もも、かた300g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×260×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡スチロール 1個 

JPN03-63V

直送品

統一された飼料給与によって一定期間肥育することによ
り仕上げられた高品質な肉質で、豊かなこくのある風味
が特徴です。

国産黒毛和牛 すきやき肉　（SB-730）

19R213

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：もも肉250g・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×265×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱＋シュリンク 1個 

JPN00-60U

直送品

きめの細かさと、やわらかい肉質の国産黒毛和牛のもも
肉をすきやき用にスライスしました。お好みの野菜などを
加えてご賞味ください。

贅沢かに三昧150　（500.500*2.350）

19R214

★[税抜] \15,000

●ｾｯﾄ内容：ボイルたらばがに脚Net500g・ずわいがに姿
約500g×2尾・毛がに約350g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
445×192×126mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 【かに】 

JPN00-60V

直送品

高級感あふれるたらばがに脚、食べやすさ抜群のずわ
いがに、そして身のびっしり詰まった旨さいちばんの毛
がに。三大がにが勢揃いした贅沢なセットです。

北の海鮮宝箱W100

19R215

★[税抜] \10,000

●ｾｯﾄ内容：ずわいがに姿約500g・紅鮭3切・いくら醤油
漬け70g・松前漬250g・北海道産辛子明太子100g・ほた
て片貝3枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：445×192×126mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：段ボール箱 1個 【小麦・かに】 

JPN01-61V

直送品

北の美味を種類豊富に揃えました。贈答品に 適です。

北海道産ずわいがに500g×2尾

19R216

★[税抜] \7,400

●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：445×192×126mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボー
ル箱 1個 【かに】 

JPN01-61V

直送品

北の極寒の海で育った繊細で繊維質豊富な弾力のある
身を持つずわいがに。食べやすさ抜群です。

ずわいがにしゃぶポーション500g

19R217

★[税抜] \7,500

●ｾｯﾄ内容：ずわいがに・しゃぶしゃぶタレ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：285×231×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 【小
麦・かに】 

JPN01-61V

直送品

本ずわいがにを素早く加工し、急速冷凍でカニの旨みを
凝縮。かにふゃぶ・天ぷら・蟹ステーキ…など、幅広くお
使いいただけます。



WEB ウインターナウ２０１９

ずわい蟹爪 300g　（430058）

19R218

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：ずわい蟹爪300g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×170×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白段ボール箱 1個 【かに
】 

JPN00-60V

直送品

ずわい蟹は繊細な甘さが特徴です。1尾のカニから2個し
か取れない「カニ爪」は旨みが凝縮されています。そのカ
ニ爪を食べやすいように剥き身にしました。

北海寄せ鍋セット

19R219

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：鮭切り身50g×3切、野菜ちぎり100g、じゃが
・ぶた3玉、ボイルほたて3個、ずわいがに切脚約150g、
北海道産豚バラ肉200g、冷凍うどん250g、鍋スープ2袋
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：293×198×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボー
ル箱 1個 【小麦・かに】 

JPN01-61V

直送品

冬と言ったらやっぱり鍋。北海の魚介類、北海道産豚バ
ラ肉、つみれだんご…種類豊富な具材を揃えた鍋セット
です。

北海道発・特選塩数の子500g

19R220

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：数の子500g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
263×214×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 

JPN00-60V

直送品

「黄色いダイヤ」ともいわれる数の子。本場、北海道留萌
の数の子専門店が選び抜いた、きめ細かくびっしりと詰
まり、パリッとした食感が特徴です。

たらこ・明太子セット　（430062）

19R221

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：たらこ（切子）250g・明太子（切子）250g×2
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×280×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白段ボ
ール箱 1個 【小麦】 

USA98-58V

直送品

アメリカ産のたらこを使用し、塩味で仕上げた塩たらこと
、調味液で漬け込んだ辛子明太子を詰合せた。

数の子とかにの贅沢松前漬けセット　（
430047）

19R222

★[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：数の子松前漬350g・かに入松前漬300g●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×215×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白段ボール
箱 1個 【小麦・えび・かに】 

JPN98-58V

直送品

昆布とイカで仕上げた北海道の郷土料理「松前漬」に数
の子を加えた「数の子松前漬」とカニを入れた「かに入松
前漬」のセットです。

名古屋味あわせ　（OA-30）

19R223

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：半生きしめん100g、めんつゆ25ｇ、半生うど
ん100ｇ、あじみそ45ｇ各7・取説●重量：2440g ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：227×423×78mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個 【小麦
】 

JPN80-40S

もちもちとした食感が自慢の半生めんを、名古屋名物の
きしめんと味噌煮込みうどんでお楽しみください。

オリジナルカレーセット（4食入り）

19R224

★[税抜] \800

●ｾｯﾄ内容：野菜カレー180g、牛もつカレー180g各2・取
説●重量：800g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×270×20mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：白箱 20個 【乳・小麦】 

JPN93-53V

野菜の旨みたっぷりの野菜カレーと博多でおなじみの牛
もつを使ったカレーのセットです。

まるごとみかん大福8個入

19R225

★[税抜] \3,550

●ｾｯﾄ内容：大福約55g×8●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
285×172×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 【卵・小麦】 

JPN08-68V

直送品

みかんを1個まるごと、ふわふわなお餅に包み込みまし
た。みかんをほんの少しの白手亡豆の白餡で包み込み
、酸味がまろやかです。
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＜冬の生活雑貨＞

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）

19R230A A/ﾌﾞﾗｳﾝ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：350×400×50mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：340×450×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個 

CHN75-35U

[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
。固定ベルトでふくらはぎマッサージもできます。ワイドヒ
ーター搭載。

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-2538B）

19R230B B/ﾚｯﾄﾞ

[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 ●本体ｻｲｽﾞ：350×400×50mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：340×450×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個 

CHN75-35U

[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
。固定ベルトでふくらはぎマッサージもできます。ワイドヒ
ーター搭載。

フォンデュ リッチ　（KS-3146）

19R231

[税抜] \3,500

●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：570g ●容量：500mL ●電源：AC100V-100W 
●本体ｻｲｽﾞ：鍋/Φ172×40mm・保温トレー
/170×198×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
202×173×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 20個 

JPN70-30U

［法］PS-Eマーク 

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。鍋はフッ素加工なのでお
手入れカンタン！

耐熱グラタン皿 2個セット　（HGZ-2012）

19R232

[税抜] \2,000

●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：500g ●容量：
400mL×2 ●本体ｻｲｽﾞ：153×130×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：170×145×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN65-25Y

耐熱ガラス製のグラタン皿の2個セットです。オーブンは
もちろん、トースター調理にも。持ち手つきで使いやすく、
スタッキング収納できて便利です。

マグ Thank you　（51942-2923P）

19R233

[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。

ラウンドマグ２個セット　（RDM-1824）

19R234

[税抜] \1,800

●材質：耐熱ガラス ●機能：電子レンジ、食洗機対応 ●
ｾｯﾄ内容：取説●重量：300g ●容量：360mL ●本体ｻｲｽ
ﾞ：116×85×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×88×97mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN65-25W

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

コマ箸置 (5ヶ入)　（2217）

19R235A A/朱

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ35×35mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：40×180×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100
個 ●名入：60-36×5-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×5mm 

JPN70-30S

可愛らしいコマの形の箸置です。

コマ箸置 (5ヶ入)　（2218）

19R235B B/黒

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ35×35mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：40×180×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100
個 ●名入：60-36×5-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×5mm 

JPN70-30S

可愛らしいコマの形の箸置です。
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3.0梅小皿  しべ付　（22131）

19R236

[税抜] \1,500

●材質：アクリル ●ｾｯﾄ内容：小皿5コ●重量：170g ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ105×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×120×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 48個 ●名入：/60-
36×5-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×20mm 

JPN75-35U

花の形をかたどった小皿を梅に見立てしべを付け、テー
ブルに花を添えます。

エチケットブラシ ぱくぱくローラー　（N76CT
）

19R237

[税抜] \1,350

●材質：ABS・ナイロン（パイル） ●重量：200g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：189×55×197mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×60×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 ●名入：90-
35-22-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×160mm 

CHN70-30S

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

エチケットブラシ  毛玉フリー

19R238A A/ラベンダー

[税抜] \850

●材質： ABS・ナイロン・POM ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
75g ●本体ｻｲｽﾞ：44×48×114mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
46×50×157mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 50個 ●名入：
22-35-22-500-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×70mm 

CHN70-30S

気になる毛玉をピンポイントでお手入れ!取れた毛玉はレ
バーを回して本体のダストボックスへ収納されるので、ゴ
ミ捨ても楽々!

エチケットブラシ  毛玉フリー

19R238B B/ピンク

[税抜] \850

●材質： ABS・ナイロン・POM ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
75g ●本体ｻｲｽﾞ：44×48×114mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
46×50×157mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 50個 ●名入：
22-35-22-500-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×70mm 

CHN70-30S

気になる毛玉をピンポイントでお手入れ!取れた毛玉はレ
バーを回して本体のダストボックスへ収納されるので、ゴ
ミ捨ても楽々!

プチ毛玉フリー

19R239A A/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \500

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：
132×24×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×95×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPP袋 100個 

CHN70-30S

エチケットブラシの記事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。

プチ毛玉フリー

19R239B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \500

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：
132×24×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×95×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPP袋 100個 

CHN70-30S

エチケットブラシの記事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 エレクトロオフ　（P38）

19R240

[税抜] \400

●材質：PVC・ブラシ/ナイロン（パイル） ●重量：14g ●
本体ｻｲｽﾞ：105×75×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×89×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 120個 

JPN70-30S

静電気の発生を抑える！ホコリ・花粉の再付着も軽減で
きます。

俳聖かるた

19R241

[税抜] \1,500

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：絵札、字札各48まい・取説●重
量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：1枚/75×52mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×60×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 

JPN80-40S

お正月にぴったりな、俳聖かるたです。

犬棒かるた　（160-055）

19R242

[税抜] \500

●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：246g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：35×147×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 48個 

CHN78-38U

[品]STマーク 

かるた読み上げアプリ無料配信中!
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日本昔話かるた　（160-056）

19R243

[税抜] \500

●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：246g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
35×147×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 48個 

CHN78-38U

[品]STマーク 

かるた読み上げアプリ無料配信中!

なぞなぞかるた　（160-040）

19R244

[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：絵札44枚・文字札44枚●重量：246g ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：35×147×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 48個
 

CHN78-38U

［品］STマーク 

かるた読み上げアプリ無料配信中!

日本こままわし協会認定こま ツバメ　（
003230040）

19R245 指定不可

[税抜] \371

●材質：POM・ステンレス・綿 ●ｾｯﾄ内容：こま・ひも・奥
義書・取説●重量：36g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ60×55mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：58×98×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ
袋 288個 

CHN85-45T

日本こままわし協会認定品。長くまわり、壊れにくいこま
です。本体のキャップをはずして、絵柄の裏面に自分で
好きな色を描くこともできます。

福笑い　（1446-08）

19R246

[税抜] \150

●材質：紙 ●重量：55g ●本体ｻｲｽﾞ：595×420mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 

JPN70-30S

表と裏の2パターン楽しめる福笑いです。



WEB ウインターナウ２０１９

＜インフルエンザ
対策＞

A&D 非接触体温計 でこピッと　（UTR-
701AJC）

19R247A A/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：モード/体温計、温度計・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリ ●ｾｯﾄ内容：保護用キャッ
プ・取説・保証書●重量：60g ●電源：CR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：46×40×81mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×43×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

CHN78-38U

[法]医療機器226AFBZX00169000 

多人数を迅速に測定できます。温度計モード・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリー機能付。触れずに測れる
体温計！

A&D 非接触体温計 でこピッと　（UTR-
701AJC）

19R247B B/ｲｴﾛｰ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：モード/体温計、温度計・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリ ●ｾｯﾄ内容：保護用キャッ
プ・取説・保証書●重量：60g ●電源：CR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：46×40×81mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×43×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

CHN78-38U

[法]医療機器226AFBZX00169000 

多人数を迅速に測定できます。温度計モード・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリー機能付。触れずに測れる
体温計！

A&D 非接触体温計 でこピッと　（UTR-
701AJC）

19R247C C/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：モード/体温計、温度計・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリ ●ｾｯﾄ内容：保護用キャッ
プ・取説・保証書●重量：60g ●電源：CR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：46×40×81mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×43×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

CHN78-38U

[法]医療機器226AFBZX00169000 

多人数を迅速に測定できます。温度計モード・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリー機能付。触れずに測れる
体温計！

ツインバード パーソナル加湿器　（SK-
4974W）

19R248

[税抜] \4,000

●材質：PP ●機能：加湿時間約8時間・アロマトレー・空
だき防止・給水ランプ ●ｾｯﾄ内容：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 ●本体ｻｲｽﾞ：215×140×225mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×150×235mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 ●
名入：90-174-16-30-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

コンパクトな省スペース設計で、いつでも側に置いておき
たいパーソナル加湿器です。

ドリテック ポータブル温湿度計 ブライン　（
O-291WT）

19R249A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \3,000

●材質：ABS ●機能：熱中症危険度お知らせ・アラーム
・ランプ・時計・防雨（IPX4）・バンド付 ●ｾｯﾄ内容：取説・
保証書●重量：25g ●電源：モニターCR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：70×36×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
80×17×186mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター ●名入：110-
120-22-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：3×20mm 

CHN68-28V

［品］JIS_IPX4相当 

熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかります。
暗いところでも見やすいバックライト、カバンに取り付け
が便利なバンド付き。

ドリテック ポータブル温湿度計 ブライン　（
O-291BK）

19R249B B/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \3,000

●材質：ABS ●機能：熱中症危険度お知らせ・アラーム
・ランプ・時計・防雨（IPX4）・バンド付 ●ｾｯﾄ内容：取説・
保証書●重量：25g ●電源：モニターCR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：70×36×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
80×17×186mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター ●名入：110-
120-22-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：3×20mm 

CHN68-28V

［品］JIS_IPX4相当 

熱中症、インフルエンザの危険度の目安がわかります。
暗いところでも見やすいバックライト、カバンに取り付け
が便利なバンド付き。

ドリテック デジタル温湿度計 オプシスプラ
ス　（O-251）

19R250A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \3,000

●材質：ABS・ガラス・アクリル ●機能：温湿度・熱中症
危険度（4段階）・インフルエンザ危険度（2段階） ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：135g ●電源：モニター単4（
添） ●本体ｻｲｽﾞ：122×95×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
154×115×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PETボックス 60個 ●名入
：110-120-23-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×45mm 

CHN70-30T

表情で熱中症4段階・インフルエンザ2段階の危険度をお
知らせします。

ドリテック デジタル温湿度計 オプシスプラ
ス　（O-251）

19R250B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \3,000

●材質：ABS・ガラス・アクリル ●機能：温湿度・熱中症
危険度（4段階）・インフルエンザ危険度（2段階） ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：135g ●電源：モニター単4（
添） ●本体ｻｲｽﾞ：122×95×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
154×115×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PETボックス 60個 ●名入
：110-120-23-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×45mm 

CHN70-30T

表情で熱中症4段階・インフルエンザ2段階の危険度をお
知らせします。
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タニタ デジタル温湿度計　（TT-575-BK）

19R251

[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。

ドリテック 熱中症・インフルエンザ警告温湿
度計　（O-311WT）

19R252

[税抜] \2,000

●材質：ABS・ガラス・アルミ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
100g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ127×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
205×150×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PETボックス 60個 

CHN65-25S

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

ドリテック 電子体温計　（TO-100）

19R253A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \1,000

●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・取説・保証書●重量：10g ●電源：モニターLR41（
内） ●本体ｻｲｽﾞ：18×128×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×55×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 144個 ●名入：
110-120-23-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×91mm 

CHN60-20S

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証
印 

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。

ドリテック 電子体温計　（TO-100）

19R253B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \1,000

●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・取説・保証書●重量：10g ●電源：モニターLR41（
内） ●本体ｻｲｽﾞ：18×128×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×55×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 144個 ●名入：
110-120-23-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×91mm 

CHN60-20S

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証
印 

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。

マスクストッカー　（MKST1）

19R254

[税抜] \1,000

●材質：PP・PE・ステンレス ●機能：約60枚収納可（普
通サイズ）・バネ式リフトアップ構造 ●重量：238g ●本体
ｻｲｽﾞ：118×218×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×220×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付ポリ袋 24個 

CHN75-35S

簡単ワンプッシュ。マスクを1枚ずつ取り出せます。

シヤチハタ 手洗い練習スタンプ おててポン

19R255A A/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \500

●材質：LDPE・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：18g ●本体
ｻｲｽﾞ：48.9×44.6×92.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
49×45×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET袋 180個 ●名入：60-
36-23-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：19×7mm 

JPN80-40S

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

シヤチハタ 手洗い練習スタンプ おててポン

19R255B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \500

●材質：LDPE・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：18g ●本体
ｻｲｽﾞ：48.9×44.6×92.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
49×45×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET袋 180個 ●名入：60-
36-23-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：19×7mm 

JPN80-40S

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

ライオン キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 
箱入　（BPHA）

19R256

[税抜] \480

●ｾｯﾄ内容：キレイキレイ薬用泡ハンドソープ250mL●重
量：358g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×158×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 25個 

JPN93-53S

[法]医薬部外品 

小さなお子様でも安心の 初から泡で出てくる薬用ハン
ドソープです。

子供 立体マスク

19R257A A/ﾏｲﾌｪｲﾊﾞﾘｯﾂ

[税抜] \330

●材質：表地/ポリエステル（スパンレース不織布）、PP・
フィルター/PE（メルトブロー不織布）・裏地/PP・ゴム紐/
ポリエステル、PUR ●機能：花粉、ホコリ、ウイルス飛沫
99％カット・対象年齢4歳以上 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
二つ折り時/100×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×120×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個 

CHN75-35S

立体構造で顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素
材の平ゴムを使用しています。
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子供 立体マスク

19R257B B/ﾋﾞｰｲﾝｸﾞｱｸﾃｨﾌﾞ

[税抜] \330

●材質：表地/ポリエステル（スパンレース不織布）、PP・
フィルター/PE（メルトブロー不織布）・裏地/PP・ゴム紐/
ポリエステル、PUR ●機能：花粉、ホコリ、ウイルス飛沫
99％カット・対象年齢4歳以上 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
二つ折り時/100×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×120×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個 

CHN75-35S

立体構造で顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素
材の平ゴムを使用しています。

携帯用スプレー　（K-24）

19R258A A/手指消毒ｽﾌﾟﾚｰ

[税抜] \215

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：37g ●容量：12mL ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ20×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×90×22mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：ブリスター 300個 

JPN75-35S

[法]消毒/指定医薬部外品 [法]虫よけ/防除用医薬部外
品 

蚊・ブヨ対策にシュッとひとふきで瞬間消毒。レジャー、
旅行に使えます。

携帯用スプレー　（K-24）

19R258B B/虫ﾖｹｽﾌﾟﾚｰ

[税抜] \215

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：37g ●容量：12mL ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ20×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×90×22mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：ブリスター 300個 

JPN75-35S

[法]消毒/指定医薬部外品 [法]虫よけ/防除用医薬部外
品 

蚊・ブヨ対策にシュッとひとふきで瞬間消毒。レジャー、
旅行に使えます。

携帯用スプレー　（K-24）

19R258C C/瞬間冷却W

[税抜] \215

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：37g ●容量：12mL ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ20×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×90×22mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：ブリスター 300個 

JPN75-35S

[法]消毒/指定医薬部外品 [法]虫よけ/防除用医薬部外
品 

蚊・ブヨ対策にシュッとひとふきで瞬間消毒。レジャー、
旅行に使えます。

健康チェックカードルーペG　（CR-20T）

19R259

[税抜] \200

●材質：PVC ●機能：簡易体温計・倍率3.5倍 ●重量：
2g ●本体ｻｲｽﾞ：85×54×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×60×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPPカードケース 300個 ●
名入：60-18-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×45mm 

JPN70-30S

体調管理が一番！持ってて便利な簡易体温計付きのル
ーペです。

マスクケース　（23600）

19R260

[税抜] \150

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：マスク2枚・取説●重量：20g ●
本体ｻｲｽﾞ：200×120×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
230×126×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：60-
60-17-400-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm 

CHN75-35S

マスクを衛生的に持ち運べるケース。中の仕切りで新品
と使用中のマスクの保管が同時にできます。

ライオン キレイキレイ除菌ウェットシート ア
ルコールタイプ10枚　（SCYTS）

19R261

[税抜] \120

●ｾｯﾄ内容：ウェットシート（150×200mm）10枚●重量：
46g ●本体ｻｲｽﾞ：95×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個
 

JPN95-55S

水の使えない場所で簡単に手を清潔にできます。

発熱チェックカード　（HC-11）

19R262

[税抜] \100

●材質：紙・表面/PP樹脂貼り加工 ●機能：簡易体温計
 ●重量：2g ●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
：55-18-16-300-K ●名入ｻｲｽﾞ：45×75mm 

JPN65-25U

体調管理が一番の予防。ひたいに5秒あてるだけの簡易
体温計です。体調をこまめにチェックしましょう。

リファイン ノンアルコール除菌ポケットウェッ
ト10枚1P　（LD-124）

19R263

[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：35g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
65×130×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：外袋
プラップ/25-7-23-3000-凸版 ●名入ｻｲｽﾞ：40×87mm 

JPN68-28T
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＜年末大掃除＞

ツインバード コードレススティック型クリーナ
ー　（TC-5109W）

19R265

[税抜] \15,000

●材質：ABS ●機能：充電時間6時間・使用時間標準モ
ード22分・電池残量表示 ●ｾｯﾄ内容：ACアダプター・充
電台（上、下）・すき間ノズル・取説・保証書●重量：
2.1kg ●電源：AC100V-8.2W ●本体ｻｲｽﾞ：
220×260×1060mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×595×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 2個 

CHN75-35S

[法]PS-Eマーク 

一台3役の3WAYクリーナー。階段などの掃除に 適な
パワーヘッド付きハンディスタイル、ハンディ共に手元操
作のダブルスイッチ。

ツインバード 充電式バスポリッシャー ふろ
ピカッシュEX　（BD-4399BL）

19R266

[税抜] \10,000

●材質：ABS・アルミ塗装・PP・シリコン・エラストマー ●
機能：充電時間10時間・使用時間20分・IPX5（防水仕様）
 ●ｾｯﾄ内容：ACアダプター・ブラシ×2・フック・取説・保
証書●重量：770g ●電源：AC100V-1.6W・DC3.6Vニカド
充電池 ●本体ｻｲｽﾞ：96×70×935mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×990×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個 

CHN85-45S

[法]PS-Eマーク [品]JIS_IPX5相当 

45度角度付ヘッドで使いやすい。防水仕様で、電源の無
いお風呂に 適なコードレス充電式。タオルハンガーに
掛けておける本体フック付。

マジカルウォッシュ　（70131）

19R267

[税抜] \1,000

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：190g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×15000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：Φ100×200mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：裸 36個 

CHN70-30S

スポンジ・雑巾に代わる油汚れの強い味方。キッチンペ
ーパーより強いポリプロピレン製で様々な場所で活躍！
使い捨てなので衛生的です。

ファインフレッシュセット　（FFS-081A）

19R268

[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●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 

JPN68-28U

お掃除に便利な4点セット　（37205）

19R269

[税抜] \750

●ｾｯﾄ内容：重曹配合フラワースポンジ×6（日本）、ガラ
ス汚れ落とし・マイクロファイバークロス、ミニミニホーキ
PP、スミ洗いブラシ×2（日本）・取説●重量：190g ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×180×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 40個 

CHN80-40S

年末の大掃除などに便利なアイテムの4点セット。

洗剤おくさまセット　（KOA-06T4）

19R270

[税抜] \600

●ｾｯﾄ内容：ライオン部屋干しトップ（30g×3袋）・ライオン
チャーミーグリーン260mL・リードヘルシークッキングペー
パー（小8枚）・抗菌ナイロンクリーナー●重量：525g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×150×195mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個
 

JPN80-40U

毎日の快適な生活のために、洗濯からお掃除まで役立
つ商品をセットしました。

いきいき生活 M-40　（12516）

19R271 指定不可

[税抜] \400

●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 ●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

※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。

水だけキッチン3点セット　（GA032）

19R272 指定不可

[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：アクリルパワーネットスポンジ（中国）・めち
ゃ落ちーるミニ・マイクロファイバークロス（中国）●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×190×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 
●名入：50-8-17-1500-L ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm 

JPN70-30U

水だけで汚れを落とす便利な3点セットです。
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スリーキッチンセット　（GA-030）

19R273 指定不可

[税抜] \280

●ｾｯﾄ内容：クッキングフレッシュ・フリーザーバッグ（タイ
）・ネットクリーナー●重量：83g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×145×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：
50-8-17-1200-L ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm 

CHN70-30S

※クッキングフレッシュとクリーナーの色は指定不可とな
ります。

ネコの貼りつく鏡磨き　（BX831）

19R274

[税抜] \400

●材質：PE・ポリエステル・レーヨン・アクリルフォーム・研
磨材 ●重量：2g ●本体ｻｲｽﾞ：38×45×20mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：150×80×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 360個 

JPN70-30S

鏡の汚れ落としに。貼りつけておけるので使いたいとき
にすぐ使えて便利です。

だるまの貼りつく鏡磨き　（BX833）

19R275

[税抜] \400

●材質：PE・ポリエステル・レーヨン・アクリルフォーム・研
磨剤 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：2g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
40×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×80×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：ブリスター 336個 

JPN70-30S

鏡の汚れ落としに。貼りつけておけるので使いたいとき
にすぐ使えて便利です。

すきまマイスター ホコリ取りクリーナー　（
CA307）

19R276

[税抜] \300

●材質：本体/ABS・ヘッド/PUR、ポリエステル ●ｾｯﾄ内
容：クリーナー×2●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：
140×40×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×90×10mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 

CHN70-30S

狭いすきまのホコリをからめ取る。

クリンクル 拭き掃除万能クリーナー20枚　（
LD-602）

19R277

[税抜] \180

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウェットシート（200×300mm
）20枚●重量：240g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×210×35mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個 

JPN65-25T

油・皮脂・手垢もすっきり！拭き掃除用クリーナーです。

キッチンクリーナー24枚1P　（O-3）

19R278

[税抜] \150

●材質：パルプ ●機能：シートサイズ160×250mm ●重
量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：110×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 50個 ●名入：25-6-22-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：
45×97mm 

JPN60-20S

トイレクリーナー24枚1P　（O-1）

19R279

[税抜] \150

●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：110×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：PP袋 50個 ●名入：25-6-22-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：
97×45mm 

JPN60-20S

マイクロファイバークロス　（GA-200）

19R280 指定不可

[税抜] \150

●材質：ポリエステル80%、ナイロン20% ●重量：25g ●
本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×105×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 

CHN70-30S

水に含ませてこするだけで極細繊維が汚れをキャッチ。
レンジの油汚れ・手あかなどを拭き取ります。

ふわもこ折りたたみモップ　（SJ-13）

19R281 指定不可

[税抜] \130

●材質：PP・PET・ナイロン ●重量：41g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
100×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×130×60mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPP袋 96個 

CHN70-30S

かわいいふわふわモコモコのモップ。折りたためるので
収納に便利です。
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＜受験（合格祈願）＞

合格必勝アイピロー　（AR-43SAKAKA）

19R282A A/さくらの香り

[税抜] \1,300

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：目入れシール●重量
：130g ●本体ｻｲｽﾞ：205×105×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
257×132×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：
外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

温めたり冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心
を癒すアイピローです。目入れシール付き。

合格必勝アイピロー　（AR-43LAAO）

19R282B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \1,300

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：目入れシール●重量
：130g ●本体ｻｲｽﾞ：205×105×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
257×132×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：
外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

温めたり冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心
を癒すアイピローです。目入れシール付き。

受験応援和紙ファイル（雲流白）

19R283

[税抜] \150

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●重量：16g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×312×1mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 50個 

JPN70-30S

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。

受験応援カイロ&マスクセット

19R284

[税抜] \130

●ｾｯﾄ内容：カイロ・マスク(中国)●重量：55g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：175×128mm ●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：14×95mm 

JPN70-30S

受験生の応援にぴったりなカイロとマスクのセットです。

合格だるま（赤/白）消しゴム

19R285

[税抜] \120

●材質：エラストマー ●ｾｯﾄ内容：赤×1・白×1●重量：
15g ●本体ｻｲｽﾞ：だるま1ヶ/20×23×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：60×60×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：
/60-18×2-37-1000-I ●名入ｻｲｽﾞ：5×12mm 

JPN75-35U

「赤&白」だるまで大願成就!

合格定規（12ｃｍ）

19R286

[税抜] \120

●材質：アクリル ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：32×135mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：32×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP 500個 ●
名入：60-12-27-500-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×35mm 

JPN75-35U

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!

ニッポンフレフレ茶茶茶　（NC-10）

19R287

★[税抜] \100

●ｾｯﾄ内容：煎茶ティーバッグ1g×3●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
78×105×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 100個 

JPN80-40U

気軽に飲めるティーバッグの日本茶です。

お守り消しゴム

19R288 指定不可

[税抜] \65

●材質：エラストマー ●重量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：
38×27×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 1000個 

JPN75-35U

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
。
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受験応援サージカルマスク１Ｐ

19R289

[税抜] \45

●材質：不織布 ●本体ｻｲｽﾞ：175×94×0.9mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名
入：台紙 /45-6-17-600-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：40×90mm 

CHN70-30S

バクテリアバリア性(BFE)95%以上のサージカルマスク。
三層式フィルター構造風邪・花粉・ほこりからしっかりガ
ードできます。



WEB ウインターナウ２０１９

＜バレンタインデー＞

函館ふうげつどう ライチフロマージュ

19R290

★[税抜] \4,300

●重量：250ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：4号 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×175×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 1個 【卵・乳・小麦
】 

JPN01-61V

直送品

ムース仕立てのライチフロマージュ。中はフランボワーズ
のジュレでアクセントをつけました。そこの生地はサクサ
ク食感のダックワーズを使用。

札幌欧風洋菓子エル・ドール チョコ生トリュ
フ

19R291

★[税抜] \3,400

●ｾｯﾄ内容：トリュフ×10●重量：150g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×87×30hmm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 1個 【卵・乳】 

JPN00-60Y

直送品

北海道産フレッシュ生クリームをガナッシュチョコレートで
包みました。生クリームのやさしい口どけと、口当たりの
良いやわらかい食感が特徴です。

ロールズニューヨーク カップケーキ8個入

19R292

★[税抜] \2,350

●ｾｯﾄ内容：プレーン、チョコオレンジ、レモン、チーズペ
ッパー、ピスタチオ、クランベリー、ピーチ、スイートポテト
各１0ｇ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：265×175×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 1個 【卵・乳・小麦】 

JPN13-73V

直送品

8種のとっておきが詰め込まれたセット。本場ニューヨー
クテイストの可愛さを保ったまま、ひとつずつ味にこだわ
って作ったスイーツです。

和ショコラ24個

19R293

★[税抜] \2,150

●重量：60g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：61×143×22mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 1個 【乳】 

JPN14-74V

直送品

寒天を使った新感覚のチョコレート。チョコレートのリッチ
な風味と、寒天が生み出すとろけるような口どけ。一口
で食べやすいサイズです。

かりんとうギフト　（MKT-15R）

19R294

★[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：黒かりんとう、きなこかりんとう、珈琲かりん
とう各50g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×210×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱＋包装済 24個 【卵・乳・小麦・落花生・えび】 

JPN75-35U

懐かしい味のきなこかりんとう、風味豊かな黒かりんとう
、大人味の珈琲かりんとうの詰合せです。

兼六の華　（KRH-10）

19R295

★[税抜] \1,000

●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 ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×250×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱+包装
済 15個 【小麦・えび】 

JPN80-40S

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見てきれいな米菓ギフ
トです。

チョコレート（12P）　（CRI-15）

19R296

★[税抜] \150

●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：144×88×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
チャック付袋 80個 【乳】 

JPN80-40S

外側を砂糖でしっかりと包み込み、味わい深いチョコレー
トに仕上げました。

のし袋（あにまる）　（30003）

19R297 指定不可

★[税抜] \120

●ｾｯﾄ内容：チョコ3コ●重量：20g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×100×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 30個 【乳】 

JPN85-45S
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＜東日本大震災の日
（3/11）＞

レジャー・防災用18点セット　（36315）

19R300

[税抜] \5,000

●材質：非常持出袋/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ●ｾｯﾄ内容：非常持出袋
・軍手・ﾛｰﾌﾟ・4層!防寒防風ｱﾙﾐｼｰﾄ・携帯用ﾐﾆﾄｲﾚ・防災
用ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ(日本)・非常用給水ﾊﾞｯｸﾞ3L(ﾀｲ)・ﾃｨﾗｲﾄｷｬ
ﾝﾄﾞﾙ10P・ｴｺﾊﾞｯｸﾞ・FMﾗｼﾞｵLEDﾗｲﾄ(ﾀﾞｲﾅﾓ)・冷熱遮断ｱﾙ
ﾐｼｰﾄ・ｴｲﾄﾞﾊﾞﾝｾｯﾄ・ﾚｽｷｭｰ簡易寝袋・反射安全・取説●
本体ｻｲｽﾞ：非常持出袋/440×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
350×260×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 12個 ●名入：60-

CHN75-35S

[法]絆創膏/一般医療機器27B3X00138000001 

万が一に備えられる安心の18点をセット。

収納便利な救急20点セット　（FA-40）

19R301

[税抜] \4,000

●材質：収納ﾎﾟｰﾁ/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ●ｾｯﾄ内容：収納ﾎﾟｰﾁ・折
りｶﾞｰｾﾞ10P・ｺﾞﾑ手袋・ﾏｽｸ・絆創膏5P(日本)・綿棒10P(ﾀ
ｲ)・ｶｲﾛ(日本)・抗菌伸縮包帯(日本)・ﾃｰﾌﾟｾｯﾄ・水に流せ
るﾍﾟｰﾊﾟｰ(日本)・除菌ジェル×3(日本)・除菌ｱﾙｺｰﾙｳｪｯﾄ
ﾃｨｯｼｭ(日本)・瞬間冷却ﾊﾞｯｸ(日本)・爪切り・取説●重量
：605g ●本体ｻｲｽﾞ：ポーチ/130×235×80mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：278×190×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 ●

CHN75-35S

[法]絆創膏/一般医療機器27B3X00138000001 

B5サイズのボックスに収納できる救急セット。棚や引き
出しなどに収納しやすく、取り出しやすくなっています。

簡易防災用5点セット　（36290）

19R302

[税抜] \900

●材質：持出袋/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：リュック型非
常持出袋・4層!防寒防風アルミシート・軍手・ロープ・笛・
取説●重量：190g ●本体ｻｲｽﾞ：持出袋/440×340mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×225×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 
100個 ●名入：60-126-22-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
30×100mm 

CHN75-35S

万が一に備える5点セットです。

コンパクトファーストエイドキット　（CF-06）

19R303

[税抜] \600

●材質：収納ケース/PUR・ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：収
納ケース・絆創膏×5（日本）・ワンタッチ包帯（日本）・コ
ットンパフ×3・綿棒×10（タイ）・救急手引（日本）●重量
：48g ●本体ｻｲｽﾞ：ケース/117×78×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：110×135×34mm ●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：20×60mm 

CHN70-30S

[法]絆創膏/一般医療機器27B3X00138000001 

自然災害や突然の怪我など、万一の備えとして普段か
らも持ち運びしやすい、携帯ファーストエイドキット。セミ
ハードケースに収納されています。

手回し/ソーラー蓄電ラジオ　（SL-090）

19R304

[税抜] \5,980

●材質：ABS・PC・PVC ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM
対応）・懐中電灯/30ルーメン・読書灯/LED4灯・SOSアラ
ーム（警報音、ランプ）・ソーラー、手回し、USB充電 ●ｾ
ｯﾄ内容：microUSBケーブル・ストラップフック・取説・保証
書●重量：310g ●電源：単4×3（別）・リチウムイオン充
電池 ●本体ｻｲｽﾞ：157×53×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×200×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 

CHN85-45W

普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持って
いると安心です。

レスキューライト コンパクト

19R305

[税抜] \4,980

●材質：ABS・PA ●機能：LED懐中電灯・AM/FMラジオ（
ワイドFM対応）・サイレン・携帯電話充電 ●ｾｯﾄ内容：
USBケーブル・取説・保証書●重量：300g ●電源：単
4×3（別）・ソーラー・ダイナモ・USB ●本体ｻｲｽﾞ：
43×150×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：55×160×95mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN75-35V

電池に加え、手回し充電、太陽光充電、USBケーブルで
充電ができます。コンパクトで楽に持ち運べます。

AM/FM/短波ラジオ　（KR-009AWFSW）

19R306

[税抜] \4,000

●材質：ABS ●機能：AM/FM/短波ラジオ（ワイドFM対
応） ●ｾｯﾄ内容：イヤホン・ストラップ・取説・保証書●重
量：133g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
127×76×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×102×33mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 40個 

CHN75-35S

AM、FMに加え、短波放送も聴ける小型ポータブルラジ
オ。

FMマルチステーション　（6144）

19R307

[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） ●本体ｻｲｽﾞ：168×50×50mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：178×60×60mm ●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

アウトドアにも防災にも役立つ多機能FMラジオライトで
す。ワイドFMにも対応しています。
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ダイナモ&USB充電ライト　（ES035）

19R308A 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・手回し充電 ●ｾｯﾄ内容：USBコード・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：50×163×52mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-60-17-100-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）

19R308B 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・手回し充電 ●ｾｯﾄ内容：USBコード・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：50×163×52mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-60-17-100-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。

災害備蓄用難燃フリース毛布　（BAP-
3000B）

19R309

[税抜] \3,400

●材質：ポリエステル100% ●機能：除湿処理・真空パッ
ク ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：1650×1350mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×230×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

CHN90-50T

[品]防炎製品ラベル 

軽量で保温性の高いフリース毛布を保管に便利なA4フ
ァイルサイズのパッケージにセットしました。

電池式 壁付け常備灯 ピオマ おしらせライ
ト　（UGL2-WA）

19R310

[税抜] \3,000

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

JPN78-38U

[品]Gマーク 

地震で自動点灯するので、探す手間がありません。シン
プルなデザインなので取付場所を選びません。

ツール ネオ プライヤー　（AG-770）

19R311

[税抜] \2,500

●材質：ステンレススチール・アルミ合金 ●機能：プライ
ヤー・ワイヤーカッター・ハサミ・ナイフ・ミニナイフ・+ドラ
イバー・-ドライバー・栓抜き・缶切り・ノコ・ヤスリ・スクレ
イパー ●ｾｯﾄ内容：収納ケース・取説●重量：275g ●本
体ｻｲｽﾞ：155×70×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×100×54mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 48個 

CHN70-30S

強力につかめるプライヤーを軸に、あると便利な12のツ
ールを搭載。多機能だけど使いやすい設計です。

飛散防止吊鏡L　（YHB-11）

19R312

[税抜] \2,500

●材質：ガラス鏡・PS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：1265g 
●本体ｻｲｽﾞ：474×324×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
528×340×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 10個 

JPN70-30S

割れても大きな破片が飛び散ることなく、大きなケガにつ
ながりにくいので、地震災害時等の安全対策に。

LEDフォーカス機能付ライトP2　（8402）

19R313

[税抜] \2,420

●材質：アルミニウム合金 ●機能：フォーカス・明るさ約
16ルーメン・ 長照射距離約25m・IPX4（防滴仕様） ●ｾ
ｯﾄ内容：ポーチ・ストラップ・クリップ・取説●重量：36g ●
電源：モニター単4アルカリ（添） ●本体ｻｲｽﾞ：φ
14.5×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：148×60×52mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 72個 ●名入：90-144-16-100-レーザー ●名
入ｻｲｽﾞ：5×27mm 

CHN80-40T

[品]JIS_IPX4相当 

バッグやポケットで携帯しやすいすっきりデザイン。フォ
ーカス機能付でスタイリッシュなフォルムのペン型キーラ
イト。

ラウンドランタントーチ　（6143）

19R314

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●機能：LED30灯・LED懐中ライト・LEDラン
タン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：260g ●電源：単3×3（別）
 ●本体ｻｲｽﾞ：φ85×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×90×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-
42-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×30mm 

CHN70-30S

LEDライトを30個使用した明るいランタン&ライトです。持
ち手を2か所に付け替えられ携帯も楽々。懐中電灯とし
ても利用できます。

緊急用寝袋　（30547）

19R315

[税抜] \1,480

●材質：アルミ蒸着ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：収納袋・取
説●重量：115g ●本体ｻｲｽﾞ：900×2100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：75×75×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱 
72個 

CHN70-30S

非常時の保温対策やアウトドア、レジャーなどにも。軽く
て丈夫なので、携帯に便利です。
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防災ツール15徳 コンビニエンス　（KN-15S）

19R316

[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：7×15mm 

CHN70-30S

いざという時に役立つ防災アイテムです。

水のいらないシャンプー200mL　（709972）

19R317

[税抜] \700

●容量：200mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ47×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：48×48×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添） 60個 

JPN80-40U

介護、災害、病気やケガなどで入浴できない時、どこでも
水なしで簡単に、汚れを落とします。ノンアルコールタイ
プで、長期保存も可能です。

水のいらないボディソープ200mL　（709989）

19R318

[税抜] \700

●容量：200mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ47×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：48×48×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添） 60個 

JPN80-40U

介護、災害、病気やケガなどで入浴できない時、どこでも
水なしで簡単に、汚れを落とします。ノンアルコールタイ
プで、長期保存も可能です。

BIY防災バッグ10枚入　（61BIY）

19R319

[税抜] \4,200

●材質：PEハイマット ●機能：防災チェックリスト ●容量
：10L ●本体ｻｲｽﾞ：330×330×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
350×350×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：
110-60-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×200mm 

JPN75-35S

自分に合わせてカスタマイズできる、チェックリストが印
刷された防災バッグ。ポリエチレン製なので、非常時に
水を入れて運ぶこともできます。

防災用ウエットボディタオル 超ロングサイズ
　（WB-001）

19R320

[税抜] \190

●材質：レーヨン・ポリエステル ●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ
：900×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×170×8mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：裸 100個 

JPN70-30S

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。災害などでお風呂やシャワーを利用できない時に役
に立ちます。

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

19R321

★[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

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

19R322

★[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

ブルボン 缶入ミニクラッカー

19R323

★[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

ブルボン 缶入ミルクビスケット

19R324

★[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
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新・食・缶ベーカリー缶入りソフトパン

19R325A A/ｺｰﾋｰ

★[税抜] \500

●機能：保存5年 ●重量：168g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
76×112mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN88-48V

新・食・缶ベーカリー缶入りソフトパン

19R325B B/黒糖

★[税抜] \500

●機能：保存5年 ●重量：168g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
76×112mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN88-48V

新・食・缶ベーカリー缶入りソフトパン

19R325C C/ｵﾚﾝｼﾞ

★[税抜] \500

●機能：保存5年 ●重量：168g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
76×112mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN88-48V

新・備 パワーブースト ようかん　（111479）

19R326

★[税抜] \450

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：ようかん45g×6●重量：
270g ●本体ｻｲｽﾞ：200×160×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40
個 

JPN90-50S

おいしさ、食べやすさにこだわったスティックタイプ。アレ
ルギー特定原材料等27品目不使用です。
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＜卒業・卒部・卒団＞

本錫タンブラー スタンダード大　（STSB-S）

19R330

[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。

本錫タンブラー ベルク小シングル　（STB-S
）

19R331

[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。

陶器風ひえ～るタンブラー 黒柿釉410cc

19R332

[税抜] \3,000

●材質：アルミ（アクリル塗装） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
105g ●容量：410mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ75×120mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×132mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 45個 
●名入：130-300-12-10-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
45×40mm 

JPN75-35V

アルミニウム製で、軽くて割れない陶器風タンブラー。飲
み物の冷たさをより実感！割れないので、お子様からお
年寄りにも安心安全。

真空ステンレスボトル350mL

19R333A A/ｼﾙﾊﾞｰ

[税抜] \1,200

●材質：ステンレス・PP・シリコン ●機能：保温効力49度
以上6時間・保冷効力10度以下6時間 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：204g ●容量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
55×228mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：61×61×235mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：60-120-17-96-S ●名入ｻｲｽﾞ：
30×30mm 

CHN70-30S

大容量350mLでもスリム形状で使いやすい。真空二重構
造で保温、保冷力抜群。飲み口が中フタの役目をします
ので、氷を入れても氷が飛び出しません。

真空ステンレスボトル350mL

19R333B B/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \1,200

●材質：ステンレス・PP・シリコン ●機能：保温効力49度
以上6時間・保冷効力10度以下6時間 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：204g ●容量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
55×228mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：61×61×235mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：60-120-17-96-S ●名入ｻｲｽﾞ：
30×30mm 

CHN70-30S

大容量350mLでもスリム形状で使いやすい。真空二重構
造で保温、保冷力抜群。飲み口が中フタの役目をします
ので、氷を入れても氷が飛び出しません。

シヤチハタ ネームペンキャップレスS  シル
バータイプ　（TKS-AUS1）

19R334

[税抜] \3,900

●材質：真鍮 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ
：Φ13.7×19.8×111.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
54×170×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：化
粧箱/35-24-22-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：4.5×15mm 

JPN80-40S

握りやすいグリップ採用で書きやすい。ボディーはスライ
ド式で伸縮するので、携帯にも便利です。

シヤチハタ ネーム デュオ　（XL-D1/MO）

19R335A A/ｼﾙﾊﾞｰ

[税抜] \2,200

●材質：真鍮・ABS・ステンレス ●機能：ネーム印（直径
9mm）・印鑑（直径10mm） ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
13.5×17.8×80.8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
148×80×23.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

JPN80-40S

さまざまなシーンで使える1本。ネーム印と印鑑を便利に
持ち歩きできます。朱肉付きキャップで、ワンタッチで朱
油が付いてすぐ使える！

シヤチハタ ネーム デュオ　（XL-D2/MO）

19R335B B/ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

[税抜] \2,200

●材質：真鍮・ABS・ステンレス ●機能：ネーム印（直径
9mm）・印鑑（直径10mm） ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
13.5×17.8×80.8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
148×80×23.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

JPN80-40S

さまざまなシーンで使える1本。ネーム印と印鑑を便利に
持ち歩きできます。朱肉付きキャップで、ワンタッチで朱
油が付いてすぐ使える！
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シヤチハタ ネーム デュオ　（XL-D3/MO）

19R335C C/ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

[税抜] \2,200

●材質：真鍮・ABS・ステンレス ●機能：ネーム印（直径
9mm）・印鑑（直径10mm） ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
13.5×17.8×80.8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
148×80×23.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

JPN80-40S

さまざまなシーンで使える1本。ネーム印と印鑑を便利に
持ち歩きできます。朱肉付きキャップで、ワンタッチで朱
油が付いてすぐ使える！

プラチナ 3アクション　（MWB-1000C）

19R336A A/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \1,000

●材質：アルミ ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・回転
繰り出し式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21.2g ●本体ｻｲｽﾞ：
φ11.9×142.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×55×26mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-18-16-100-S ●名入
ｻｲｽﾞ：12×38mm 

JPN75-35S

プラチナ 3アクション　（MWB-1000C）

19R336B B/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \1,000

●材質：アルミ ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・回転
繰り出し式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21.2g ●本体ｻｲｽﾞ：
φ11.9×142.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×55×26mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-18-16-100-S ●名入
ｻｲｽﾞ：12×38mm 

JPN75-35S

プラチナ 3アクション　（MWB-1000C）

19R336C C/ｶﾞﾝﾒﾀﾙ

[税抜] \1,000

●材質：アルミ ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・回転
繰り出し式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21.2g ●本体ｻｲｽﾞ：
φ11.9×142.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×55×26mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-18-16-100-S ●名入
ｻｲｽﾞ：12×38mm 

JPN75-35S

くつみがきセット（ハードケース入）　（IF005）

19R337

[税抜] \1,400

●材質：PUR・ブリキ・木・豚毛・綿 ●ｾｯﾄ内容：ブラシ×2
・クロス×2・靴クリーム（無色、黒）・取説●重量：286g ●
本体ｻｲｽﾞ：70×158×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
72×162×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：60-
46-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm 

CHN65-25S

ハードケースが魅力のくつみがきセット。

胴上げ色紙

19R338A A/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \1,300

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：色紙・人型カード3枚・タスキカー
ド●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：色紙開時
/250×440×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：268×235×10mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 

JPN75-35T

色紙を開くと想いを込めた気持ちで大切な人を胴上げで
きます。

胴上げ色紙

19R338B B/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \1,300

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：色紙・人型カード3枚・タスキカー
ド●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：色紙開時
/250×440×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：268×235×10mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 

JPN75-35T

色紙を開くと想いを込めた気持ちで大切な人を胴上げで
きます。

フォトクロック ポライト　（6122）

19R339

[税抜] \750

●材質：ABS ●機能：写真/92×61mm・時計・アラーム・
カレンダー・タイマー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：89g ●電
源：単4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：100×140×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：105×150×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名
入：60-42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm 

CHN70-30S

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。

紅白まんじゅうタオル2P　（TFG0702802）

19R340

[税抜] \700

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：HT27g×2●本体ｻｲｽﾞ：
280×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×155×50mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN75-35S

縁起物の「紅白まんじゅう」を再現したタオルセットです。
お祝い事の記念品にいかがですか。
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＜入学・入園＞

ニューブロック すくすくギフト　（83494）

19R341

[税抜] \5,000

●材質：PE・紙 ●ｾｯﾄ内容：ブロック19種×100パーツ・
お手本カード×6・取説●重量：1.3kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×260×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN80-40U

やわかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子様に
も安全。

ニューブロック はじめようバッグ　（83492）

19R342

[税抜] \2,500

●材質：PE・紙・非フタル酸PVC ●ｾｯﾄ内容：ブロック13
種×43パーツ・取説●重量：680g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×210×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PPバッグ 8個 

CHN80-40S

遊び方無限のニューブロックは、お子様の創造性を刺激
し、豊かな経験をつくります。

つるんくりん

19R343A A/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \1,500

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

JPN95-55S

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

つるんくりん

19R343B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \1,500

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

JPN95-55S

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

どこでももちものスタンプ  マイキャラ　（
PEM-A5/MO）

19R344

[税抜] \1,300

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：本体・補充インキ・印面申込ハ
ガキ・取説●重量：6.7g ●本体ｻｲｽﾞ：24×24×55.1mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：29.6×80×148mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスタ
ー 240個 

CHN80-40S

お子さまの“もちもの”に名前をカンタンスタンプ!

コードリール付レザー調パスケース　（
50140）

19R345

[税抜] \380

●材質：PVC・スチール・ABS・ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：パスケース/67×110mm・リ
ール付カラビナ/30×132mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×130×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個 ●名入：60-
66-16-240-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×60mm 

CHN70-30S

伸縮自在なリールが付いた便利なパスケースです。カラ
ビナ付なので、バッグなどのフックに掛けたまま使用でき
ます。裏面ポケット1つ付き。

Artline BLOX 暗記用

19R346A A/緑色ペンセット

[税抜] \300

●材質：ペン/PP・シート/ＰＥＴ ●ｾｯﾄ内容：ペン・消去ペ
ン・暗記用シート（日本）・取説●本体ｻｲｽﾞ：ペン
/142×16×14mm・暗記用シート/190×130×0.4mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×140×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120
個 ●名入：キャップ/60-24-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
6×40mm 

MAS80-40S

凹凸パターンの付いた筆記具のシリーズBLOX。つなぎ
あわせれば、コンパクトにまとめて持ち歩けます。

Artline BLOX 暗記用

19R346B B/赤色ペンセット

[税抜] \300

●材質：ペン/PP・シート/ＰＥＴ ●ｾｯﾄ内容：ペン・消去ペ
ン・暗記用シート（日本）・取説●本体ｻｲｽﾞ：ペン
/142×16×14mm・暗記用シート/190×130×0.4mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×140×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120
個 ●名入：キャップ/60-24-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
6×40mm 

MAS80-40S

凹凸パターンの付いた筆記具のシリーズBLOX。つなぎ
あわせれば、コンパクトにまとめて持ち歩けます。
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＜桜・花見＞

サクラ咲くロール

19R347

★[税抜] \2,350

●容量：350g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：97×208×74mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 1個 【卵・乳・小麦】 

JPN13-73V

直送品

桜の塩漬けを生地に練りこみ、砕いたクッキーをクリー
ムにまぜました。ほんのり塩のしょっぱさとクリームの甘
みが絶妙！<供給期間:2月～4月>

サクラソウ  フローラルコンテナ　（GD-486）

19R348

[税抜] \550

●ｾｯﾄ内容：防水フードコンテナ・インナーポット・鉢底ア
ミ・培養土・種・取説●重量：160g ●本体ｻｲｽﾞ：
105×92×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 72個 

JPN75-35S

桜の形に似た花を咲かせるさくら草の栽培セット。パッケ
ージは防水なので、そのまま室内で育てることができま
す。

さくら石けん　（CV-SA）

19R349

[税抜] \100

●ｾｯﾄ内容：化粧石けん35g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×65×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 

JPN65-25U

[法]化粧品 

日本で も親しまれている花のひとつ、サクラ。その葉
から抽出されたエキスを配合。お肌にうるおいを与え健
やかにします。
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＜春の全国交通安全
運動（４月）＞

赤色点滅指示灯 L　（BS-1170）

19R352

[税抜] \2,500

●材質：ABS・PC ●機能：LED6灯・点灯/全点灯・点滅 
●ｾｯﾄ内容：蛍光色ストラップ・取説●重量：142g ●電源
：単2×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：530×42×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：600×100×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ビニー
ル袋 48個 

CHN68-28U

交通整理や現場での誘導に、イベント会場でも大活躍。

手ぶライト　（LT001）

19R353A A/ﾎﾜｲﾄ

[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） ●本体ｻｲｽﾞ：
397×36×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×40×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P ●名入
ｻｲｽﾞ：10×25mm 

CHN65-25S

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）

19R353B B/ﾌﾞﾙｰ

[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） ●本体ｻｲｽﾞ：
397×36×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×40×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P ●名入
ｻｲｽﾞ：10×25mm 

CHN65-25S

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）

19R353C C/ｲｴﾛｰ

[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） ●本体ｻｲｽﾞ：
397×36×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×40×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P ●名入
ｻｲｽﾞ：10×25mm 

CHN65-25S

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）

19R353D D/ﾋﾟﾝｸ

[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） ●本体ｻｲｽﾞ：
397×36×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×40×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P ●名入
ｻｲｽﾞ：10×25mm 

CHN65-25S

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。

反射安全ベスト　（81420）

19R354

[税抜] \450

●材質：ポリエステル・PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
88g ●本体ｻｲｽﾞ：640×620mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×130×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 144個 ●名入：60-
174-17-144-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×80mm 

CHN70-30S

昼夜を問わず視認性を高める安全ベストです。夜間の
作業・散歩・ジョギングなどに！通気性の良い柔らかなメ
ッシュ編み！

反射安全タスキ　（81345）

19R355

[税抜] \300

●材質：ナイロン・PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g ●
本体ｻｲｽﾞ：1500×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×45×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個 ●名入：60-
84-17-240-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×70mm 

CHN70-30S

夜間の安全対策必需品です。

エコ・直定規20 交通標識　（ECN-22K）

19R356

[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

[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種類の交通標識をプリント。お子様の交通安全教
育に 適です。日本製。
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ライトinライト 反射機能付　（5140）

19R357 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

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。

アニマルリフレクター　（S2951）

19R358 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：台紙付PP袋 800個 ●名入：60-36-17-150-S ●名
入ｻｲｽﾞ：15×20mm 

CHN70-30U

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。

リフレクターアームベルト　（E2901）

19R359 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。

LEDライト付 アラーム　（BS-110DX）

19R361

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●機能：93ｄB（距離1m）・LED1灯 ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：40g ●電源：LR44×3、CR2032×2（内）
 ●本体ｻｲｽﾞ：68×38×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 120個 

CHN70-30S

ライト、ブザーにそれぞれに専用電池を割り当てました。
ライトを気軽に使える防犯ブザーです。
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＜春の防犯運動
（3～5月）＞

シヤチハタ  セキュアスタンパーローラータ
イプ　（FRS-SC/H）

19R362

[税抜] \480

●材質：本体/ASA・ホルダー、キャップ/ABS ●重量：
25.6ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：38×27×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスタ
ー 80個 ●名入：50-36-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×28mm 

CHN80-40S

長い宛名も転がすだけで見えにくくするスタンプ。簡単に
個人情報を守れます。

シャチハタ  ケスペタ

19R363A A/ブルー

[税抜] \300

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：52g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ35.8×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×80×160mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：キャップ/40-24-22-100-P 
●名入ｻｲｽﾞ：12×7mm 

JPN80-40S

宛名や住所などを黒い特殊のりで貼り合わせるだけ。乾
いた後にはがしても、破れて読めなくなるので安心です。

シャチハタ  ケスペタ

19R363B B/ピンク

[税抜] \300

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：52g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ35.8×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×80×160mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：キャップ/40-24-22-100-P 
●名入ｻｲｽﾞ：12×7mm 

JPN80-40S

宛名や住所などを黒い特殊のりで貼り合わせるだけ。乾
いた後にはがしても、破れて読めなくなるので安心です。
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＜低額ノベルティ＞

レッドレンザー LEDミニキーライト K1　（
8201）

19R365

[税抜] \1,000

●材質：アルミニウム合金 ●機能：ツイストスイッチ・
大光束13ルーメン・ 長照射距離16m ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：10.4g ●電源：モニターLR41×4（添） ●本体ｻｲ
ｽﾞ：φ10.5×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：62×117×22mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 144個 ●名入：90-144-16-100-ｰ ●名
入ｻｲｽﾞ：2.5×12mm 

CHN80-40U

にゃんたん　（83021）

19R366A 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

にゃんたん　（83021）

19R366B 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

にゃんたん　（83021）

19R366C 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

にゃんたん　（83021）

19R366D 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

花ブータン

19R367A A/バジル

[税抜] \850

●材質：ソフトビニール ●ｾｯﾄ内容：花ブータン・膨らむ
土・種・取説●重量：80g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：72×72×74㎜
 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 72個 

JPN75-35S

昔懐かしいブタの貯金箱をモチーフにした栽培セットで
す。

花ブータン

19R367B B/ﾜｲﾙﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

[税抜] \850

●材質：ソフトビニール ●ｾｯﾄ内容：花ブータン・膨らむ
土・種・取説●重量：80g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：72×72×74㎜
 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 72個 

JPN75-35S

昔懐かしいブタの貯金箱をモチーフにした栽培セットで
す。

花ブータン

19R367C C/クローバー

[税抜] \850

●材質：ソフトビニール ●ｾｯﾄ内容：花ブータン・膨らむ
土・種・取説●重量：80g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：72×72×74㎜
 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 72個 

JPN75-35S

昔懐かしいブタの貯金箱をモチーフにした栽培セットで
す。
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お風呂で使えるカカトのヤスリL（粗め）　（
PSG-045）

19R368

[税抜] \700

●材質：耐久性ヤスリ・PE ●重量：42g ●本体ｻｲｽﾞ：全
長220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×85×29mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ブリスター 6個 

KOR75-35S

お風呂ですべすべ！削りやすさを追求したハンドル角度
がヤスリの効果をアップ！硬くなった足の角質を、やさし
くこすり落としてなめらかに。

ロングクリップ ピッタ

19R369

[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

令和 寿司湯呑1P 元号一覧　（310491）

19R370

[税抜] \650

●材質：磁器 ●重量：280g ●容量：290mL ●本体ｻｲｽﾞ
：Φ72×102mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×105mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：無地箱 60個 

JPN70-30S

コーヒースプーン CAT　（401-405077）

19R371A A/くろネコ

[税抜] \500

●材質：ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：全長
116mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×170×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 12個 

JPN80-40S

カップのフチにかけられる、かわいい猫のデザインのス
プーンです。

コーヒースプーン CAT　（401-405084）

19R371B B/みけネコ

[税抜] \500

●材質：ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：全長
116mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×170×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 12個 

JPN80-40S

カップのフチにかけられる、かわいい猫のデザインのス
プーンです。

コーヒースプーン CAT　（401-405091）

19R371C C/はちわれネコ

[税抜] \500

●材質：ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：全長
116mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×170×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 12個 

JPN80-40S

カップのフチにかけられる、かわいい猫のデザインのス
プーンです。

ラコステ Lサジェス ゲストタオル　（LG5175）

19R372A A/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：350×350mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×170×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
50個 

VIE85-45U

ロゴがポイントのゲストタオルです。

ラコステ Lサジェス ゲストタオル　（LG5175）

19R372B B/ﾚｯﾄﾞ

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：350×350mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×170×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
50個 

VIE85-45U

ロゴがポイントのゲストタオルです。

マグネットでぺったんこ　（339-001）

19R373A A/かおパズル

[税抜] \500

●機能：対象年齢3歳以上 ●重量：290g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：301×190×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 60個 

CHN78-38U

［品］STマーク 

はってはがして楽しさいっぱい！繰り返し遊べるマグネッ
トの絵本です。
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マグネットでぺったんこ　（339-002）

19R373B B/すごろく

[税抜] \500

●機能：対象年齢3歳以上 ●重量：290g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：301×190×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 60個 

CHN78-38U

［品］STマーク 

はってはがして楽しさいっぱい！繰り返し遊べるマグネッ
トの絵本です。

魔法ミガキくるりんコンパクト

19R374A A/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \500

●材質：PP・エラストマー・飽和ポリエステル ●機能：360
度回転可（ヘッド部） ●重量：22g ●本体ｻｲｽﾞ：
42×22×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×292×247mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 72個 

JPN75-35S

バナナ型リングヘッドと乗り越えアームが歯の奥までフィ
ット。ヘッドを回転させればどんな歯にも垂直に当たり、
磨き残しをなくせます。

魔法ミガキくるりんコンパクト

19R374B B/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \500

●材質：PP・エラストマー・飽和ポリエステル ●機能：360
度回転可（ヘッド部） ●重量：22g ●本体ｻｲｽﾞ：
42×22×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×292×247mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 72個 

JPN75-35S

バナナ型リングヘッドと乗り越えアームが歯の奥までフィ
ット。ヘッドを回転させればどんな歯にも垂直に当たり、
磨き残しをなくせます。

フィールメゾン フェイスタオル1P　（F-80502
）

19R375A A/ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾙｰ

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：180g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×120×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN70-30S

フィールメゾン フェイスタオル1P　（F-80504
）

19R375B B/ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：180g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×120×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN70-30S

フィールメゾン フェイスタオル1P　（F-80505
）

19R375C C/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：180g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×120×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN70-30S

ボトルケース入りUSBケーブルⅡ　（SJ-
48UN）

19R376

[税抜] \480

●材質：シリコン・AS ●機能：スマホスタンド ●ｾｯﾄ内容
：充電ケーブル（typeC、microUSB、lightning対応）・ケー
ス・カラビナ●重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：ボトル/Φ
27×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×37×37mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ
：50×10mm 

CHN70-30S

かわいいボトルに入ったUSB充電ケーブル。typeC、
Lightning、microUSBの3種に対応。カラビナ付きで携帯
に便利！キャップがスマホスタンドにもなります。

組み立て簡単 帽子スタンド

19R377

[税抜] \470

●材質：PP ●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
74g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ170×340mm・頭部分/Φ160mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：368×187×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 80個
 

CHN70-30S

帽子の型を崩さずかけておけるスタンドです。組み立て
簡単、軽量なので持ち運びも便利です。

キッチンスポンジ2個　（KSPG1）

19R378A A/インコ

[税抜] \400

●材質：PUR･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ●本体ｻｲｽﾞ：115×108×35mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×185×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスタ
ー 96個 

CHN75-35S

キッチン、水回りの便利グッズ。プリント不織布面は、傷
つきやすい材質の掃除や洗いものに、ウレタンフォーム
面は少量の洗剤でもしっかり泡立ちます。
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キッチンスポンジ2個　（KSPG1）

19R378B B/ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ･ｱｲｽ

[税抜] \400

●材質：PUR ●本体ｻｲｽﾞ：ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ/190×87×30mm、
ｱｲｽｸﾘｰﾑ/190×75×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
195×160×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 96個 

CHN75-35S

キッチン、水回りの便利グッズ。プリント不織布面は、傷
つきやすい材質の掃除や洗いものに、ウレタンフォーム
面は少量の洗剤でもしっかり泡立ちます。

ポテトング　（PCT-02）

19R379A A/イエロー

[税抜] \380

●材質：PP ●重量：13g ●本体ｻｲｽﾞ：186×35×15mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×70×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー
付ポリ袋 120個 

JPN75-35S

スナック類を、指を汚さず食べられる！利き手ではない
ほうでも簡単に使えます。

ポテトング　（PCT-04）

19R379B B/ブルー

[税抜] \380

●材質：PP ●重量：13g ●本体ｻｲｽﾞ：186×35×15mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×70×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー
付ポリ袋 120個 

JPN75-35S

スナック類を、指を汚さず食べられる！利き手ではない
ほうでも簡単に使えます。

ポテトング　（PCT-06）

19R379C C/ピンク

[税抜] \380

●材質：PP ●重量：13g ●本体ｻｲｽﾞ：186×35×15mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×70×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー
付ポリ袋 120個 

JPN75-35S

スナック類を、指を汚さず食べられる！利き手ではない
ほうでも簡単に使えます。

レディ丸型ハンドミラーS　（M-01）

19R380A A/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \350

●材質：ガラス鏡・PS ●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：
130×85×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×90×15mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：無地箱 144個 ●名入：90-36-32-500-S ●名入
ｻｲｽﾞ：50×50mm 

JPN70-30S

バッグに入れて持ち運べる長さ13cmの小さめハンドミラ
ー。

レディ丸型ハンドミラーS　（M-01）

19R380B B/ﾛｰｽﾞ

[税抜] \350

●材質：ガラス鏡・PS ●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：
130×85×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×90×15mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：無地箱 144個 ●名入：90-36-32-500-S ●名入
ｻｲｽﾞ：50×50mm 

JPN70-30S

バッグに入れて持ち運べる長さ13cmの小さめハンドミラ
ー。

エチケットブラシ ポケット型　（P37）

19R381A A/黒

[税抜] \300

●材質：PVC・ブラシ/ナイロン（パイル） ●重量：14g ●
本体ｻｲｽﾞ：105×75×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×89×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 120個 

JPN70-30S

薄くて軽いから携帯にぴったり。生地のごみ、ホコリ等が
きれいに取れます。お出かけ前や外出先で、気になると
きにサッとお手入れ！

エチケットブラシ ポケット型　（P37）

19R381B B/パステルピンク

[税抜] \300

●材質：PVC・ブラシ/ナイロン（パイル） ●重量：14g ●
本体ｻｲｽﾞ：105×75×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×89×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 120個 

JPN70-30S

薄くて軽いから携帯にぴったり。生地のごみ、ホコリ等が
きれいに取れます。お出かけ前や外出先で、気になると
きにサッとお手入れ！

エチケットブラシ ポケット型　（P37）

19R381C C/ラベンダー

[税抜] \300

●材質：PVC・ブラシ/ナイロン（パイル） ●重量：14g ●
本体ｻｲｽﾞ：105×75×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×89×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 120個 

JPN70-30S

薄くて軽いから携帯にぴったり。生地のごみ、ホコリ等が
きれいに取れます。お出かけ前や外出先で、気になると
きにサッとお手入れ！
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ライオン チャーミーマジカ 箱入

19R382A A/ｽﾌﾟﾗｯｼｭｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \290

●容量：220mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：193×50×50mm ●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

19R382B B/除菌ﾌﾟﾗｽ

[税抜] \290

●容量：220mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：193×50×50mm ●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。

NEWポリラップミニ 22cm×20m　（28095）

19R383

[税抜] \190

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：109g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：46×235×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 

JPN70-30U

環境に優しいポリラップ。添加物は一切使用していませ
ん。ダイオキシン0%、環境に優しく電子レンジに強い！

金の小分けレンジパック2個組　（581）

19R384

[税抜] \170

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：82g ●容量：
220mL ●本体ｻｲｽﾞ：109×79×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
109×159×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 150個 

JPN70-30S

インパクトがある黄金のかがやき！

ペーパーストロー6Φ　（PST1）

19R385

[税抜] \160

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：30本●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：1
本/Φ6×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×15×250mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 240個 

CHN75-35S

エコでかわいい、ペーパーストロー。SNS映えにもおすす
めです。

粗品用ゴミ袋5枚BOX　（KK-015）

19R386

[税抜] \120

●材質：HDPE ●重量：118g ●容量：45L ●本体ｻｲｽﾞ：
650×800×0.02mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×240×23mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：箱/30-16.8-22-
1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

VIE75-35V

無添加石けん　（HYA-SMU）

19R387

[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%）。

花の種子（横型）

19R388 指定不可

[税抜] \35

●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：82×138×1.5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：35-6-12-500-O ●名入ｻｲｽﾞ：
70×47mm 

JPN70-30S

もらってうれしい。育てて楽しい。


