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

保温・保冷効果が長持ち！車のドリンクホルダーでも
使えます。

2位

１位

200個から

322K-3
キューブ デスクスタンド

￥１,０００

保温・保冷機能付のマグカップ。フタ付でこぼれにくく、
アウトドアやオフィスなどで役立ちます。

電波目覚まし時計

181K-9
￥１,２００

●ABS ●電波時計・カレンダー・温度・アラーム・ス
ヌーズ・バックライト ●取扱説明書・保証書 ●87g ●
モニター単4×2（添） ●商品：60×95×35mm ●パッ
ケージ：73×120×50mm ●化粧箱：100個 ●名入：
70-60-16-100-S （5×60mm） [CHN70-30S]

木製ボールペンセット

115K-3[A-D]
￥１,２００

●18-8ステンレス・アクリル・PP ●取扱説明書 ●200g
●400mL ●商品：φ85×17mm ●パッケージ：
90×90×200mm ●無地箱：24個 ●名入：80-36-16100-S （50×50mm） [CHN75-35V]

●天然木 ●BP・ペンケース ●BP/18g・ケース/139g
●商品：BP/141×16×12mm・ケース
/170×57×24mm ●パッケージ：175×60×26mm ●
無地箱：80個 ●名入：ケース/60-36-12-80-S
（30×120mm） [CHN70-30S]

切り込みに、メモ・写真・ポストカードなどを立てられま
す。

デジタル多機能時計とフォトフレームが合体したデスク
アクセサリーです。

1個から

メモスタンド・ペーパーウエイト

￥１,５００

●ガラス ●160g ●商品：60×60×19mm ●パッケー
ジ：65×65×23mm ●キャラメル箱：50個 ●名入：60360-16-1-レーザー （32×46mm） [CHN80-40U]

ダブルフレーム

フォトフレームクロック ワイド

￥１,４００

●樹脂・ガラス ●A/エメラルド･B/ワイン･C/キャメル･
D/ブルー●写真/Lサイズ、2Lサイズ用 ●450g ●商
品：175×365×13mm ●パッケージ：
193×250×31mm ●化粧箱：36個 ●名入：85-24-32300-S （15×150mm） [CHN75-35U]

大判の写真が入れられるマルチクロックです。

200個から

200個から

320K-3

145K-5

17K-3

300個から

80個から

246K-7
￥１,０００

ステンレス製 ホット&クールマグ ￥１,２００
●ステンレス二重構造 ●取扱説明書 ●200g
●400mL ●商品：φ85×180mm ●パッケージ：
90×90×190mm ●白箱：24個 ●名入：80-36-16100-S （50×50mm） [CHN75-35Y]

天然木を使用した、高級感のある木製ペンセットです。

100個から

327K-5

100個から

100個から

143K-9

●ABS ●時計・カレンダー・温度計・アラーム・カウン
トダウンタイマー・取扱説明書 ●162g ●単3×2（別）
●商品：80×80×105mm ●パッケージ：
85×85×115mm ●化粧箱：80個 ●名入：60-42-16200-S （20×50mm） [CHN70-30S]

HOT&COOLマグ 2

3位

￥１,５００

●ABS ●時計・アラーム・温度計・カレンダー・写真サ
イズ（89×126mm） ●取扱説明書 ●204g ●単4×2
（別） ●商品：210×130×17mm ●パッケージ：
140×222×30mm ●化粧箱：60個 ●名入：60-42-16200-P （20×40mm） [CHN70-30S]

ワイドフォトクロックサーモ

￥１,０００

●ABS ●時計・アラーム・温度計・湿度計・フォトフ
レーム ●取扱説明書 ●304g ●単3×1（別） ●商
品：180×180×43mm ●パッケージ：
185×185×50mm ●化粧箱：52個 ●名入：60-4216-200-S （10×100mm） [CHN70-30S]

中空二重構造で飲み物の温かさや冷たさを保ちます。
また飲み物が熱くても持つ手は熱くありません。

使いやすい130mmでコンパクトなポケットタイプ。

100個から

327K-6
ハイテクタンブラー350cc

65個から

1個から

321K-4
￥１,０００

●18-8ステンレス（二重構造） ●食洗機対応 ●取扱
説明書 ●120g ●350mL ●商品：φ85×105mm ●
パッケージ：87×87×118mm ●化粧箱：48個 ●名
入：60-60-16-100-S （25×45mm） [CHN70-30S]

ガラス製ペーパーウエイト 70M

241K-9[A-D]
￥１,０００

●ソーダガラス ●170g ●商品：φ70×17mm ●パッ
ケージ：75×75×25mm ●無地箱：50個 ●名入：60360-16-1-レーザー （φ56mm） [JPN80-40S]

スタンペンGノック式
・メールパック

￥１,１００

●ABS・鉄・真鍮 ●A/シルバー･B/ブルー･C/ピンク･
D/ブラック●ノック式・BP+ネーム印（直径9mm） ●
取扱説明書 ●12.8g ●商品：130×φ13mm ●パッ
ケージ：173×60×17mm ●白箱：5個 ●名入：4524-16-65-S （33×4mm） [JPN70-30U]

お気に入りの写真が入れられる時計付ペンスタンドで
す。背面のペンスタンドは折りたたみ式なので、壁掛け
としても使えます。

1個から

233K-6
エコロジークリスタル・
ペーパーウエイト

100個から

200個から

333K-5
フォトクロックフレンド (6103-16)

￥１,４００

●エコロジークリスタルガラス ●120g ●商品：
φ65×14mm ●パッケージ：95×80×28mm ●キャラ
メル箱：50個 ●名入：60-360-16-1-レーザー
（φ56mm） [CHN80-40S]

247K-3[A-B]
￥９００

●ABS ●時計・カレンダー・フォトフレーム・ペンスタン
ド・壁掛 ●取扱説明書 ●184g ●単4×1（別） ●商
品：142×65×137mm ●パッケージ：
150×70×140mm ●化粧箱：80個 ●名入：60-42-16200-S （20×50mm） [CHN70-30S]

ネーム印がメールオーダーで簡単注文。片手で簡単操
作ができるキャップレスネーム印。安心のロック機構搭
載。

100個から

繊細なレーザー彫刻が美しいオルゴール。

360個から

18K-5

￥１,０００

ネームGキャップレス メールパック ￥１,２００

●樹脂 ●A/レッド･B/ブルー･C/グリーン･D/ブラック･
E/ホワイト･F/ブラウン･G/シルバー●ハガキサイズ、
サービス（L版）サイズ対応 ●取扱説明書 ●179g ●
商品：176×130×16mm ●パッケージ：
179×133×19mm ●白箱：80個 ●名入：70-96-16100-S （15×80mm） [JPN70-30T]

●PC ●A/ピンク･B/ブルー･C/ブラック･D/ホワイト●
ネーム印（直径9mm） ●印面申込ハガキ・取扱説明
書 ●16g ●商品：78×23×25mm ●パッケージ：
137×87×30mm ●白箱：5個 ●名入：45-24-16-65-S
（33×4mm） [CHN70-30U]

◎商品の詳細につきましては、営業までお尋ねください。
◎上記表示価格に消費税は含まれておりません。
ご購入の際には別途消費税が掛かります。
◎ご注文の際には、在庫等ご確認頂きます様お願い致します。

￥１,１００

●BP、SP/ABS ●A/黒･B/赤●2色BP（回転式）・SP
（キャップスライド式） ●29g ●商品：2色
BP/131×φ12mm・SP/136×φ12mm ●パッケージ：
166×60×24mm ●プラケース：100個 ●名入：9036×2-12-100-P （7×33mm） [JPN70-30S]

65個から

240K-6[A-D]

319K-6[A-G]
カラーフォトフレーム

#600 2色回転BP・SP
（高級ケース入）

木製Aメロディ (G-6254WH)

￥１,３００

●MDF・ラインストーン ●曲名/ありがとう ●150g ●
商品：70×70×45mm ●パッケージ：
75×75×60mm ●化粧箱：60個 ●名入：0-0-92-360レーザー （52×52mm） [CHN75-35S]

取扱販売店

