WEB サマーナウ２０２１

A&D 黒球型熱中症指数計/ 熱中症指数モ
ニター みはりん坊プロ （AD5698）
21W001

＜熱中症対策の日
（5/5）＞

A&D 熱中症指数計／熱中症指数モニター
みはりん坊ミニ （AD5689）
21W003

CHN80-40S

CHN80-40S

ワイヤレス室外温湿度計付クロック （6181
）
21W002

CHN70-30S
フルカラー対応

[税抜] \5,000

[税抜] \3,000

●材質：ABS ●機能：熱中症指数（WBGT）アラーム設定
（20～50℃）・屋内（室内IN）、屋外（室外OUT）モード ●ｾ
ｯﾄ内容：ベルト・アタッチメント・取説・保証書●重量：90g
●電源：単4×2（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
114.5×67.5×47.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×110×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・スヌーズ・カレンダ
ー・室内温湿度・室外温湿度・快適度（室内）・バックライ
ト・タッチスクリーン ●ｾｯﾄ内容：計測機・USBコード・取
説●重量：200g ●電源：USB・単4×4（別） ●本体ｻｲｽﾞ
：165×21×98mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×30×215mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 28個 ●名入：60-42-16-200-S ●名
入ｻｲｽﾞ：4×100mm

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
に！乳幼児やお年寄りのお部屋、学校、介護施設など
で活躍します！付属ベルトで装着・固定可能です。

ワイヤレス式の温湿度計測機付の多機能時計。子供部
屋やお年寄りの部屋に計測機を置けば自室に居ながら
他の部屋の温湿度がわかり、熱中症や風邪予防にも。

デジタル快適計Ⅲ （TD-8180）

エンペックス 熱中症注意 （TM-9781）

21W004

CHN70-30S

21W005

JPN70-30S

[税抜] \2,900

[税抜] \2,500

[税抜] \1,800

●材質：ABS ●機能：熱中症指数（WBGT）・アラーム設
定・危険ランク4段階・掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・
取説・保証書●重量：25g ●電源：モニターCR2032（添）
●本体ｻｲｽﾞ：55×50×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
141×91×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個

●材質：ABS・PC ●機能：温湿度・熱中症アラーム・赤
色ランプ・カレンダー・アラーム時計 ●ｾｯﾄ内容：取説・
保証書●重量：55g ●電源：モニターLR44(内) ●本体ｻ
ｲｽﾞ：90×59×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×88×16mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 50個 ●名入：70-72-16-50-S ●
名入ｻｲｽﾞ：5×12mm

●材質：PS ●機能：温度計・熱中症注意目安 ●ｾｯﾄ内
容：保証書●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：94×150×35mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：171×171×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスタ
ー 36個 ●名入：70-72-16-50-S ●名入ｻｲｽﾞ：
12×70mm

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
に！乳幼児やお年寄りのお部屋・体育館・保育園・介護
施設・作業現場・工場などでの安全管理に！

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

単針で熱中症注意の目安を見やすく表示。アナログ式で
電池いらずの環境にやさしい商品です。

おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8411
）

おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8415
）

おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8416
）

21W006A A/ホワイト

CHN70-30W

21W006B B/ピンク

CHN70-30W

21W006C C/ブルー

CHN70-30W

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

●材質：ABS ●機能：温湿度・フェイスアイコン（快適、不
快） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：80g ●電源：モニ
ター単4（添） ●本体ｻｲｽﾞ：85×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：148×120×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 50個 ●名入
：70-72-16-50-Ｓ ●名入ｻｲｽﾞ：8×40mm

●材質：ABS ●機能：温湿度・フェイスアイコン（快適、不
快） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：80g ●電源：モニ
ター単4（添） ●本体ｻｲｽﾞ：85×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：148×120×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 50個 ●名入
：70-72-16-50-Ｓ ●名入ｻｲｽﾞ：8×40mm

●材質：ABS ●機能：温湿度・フェイスアイコン（快適、不
快） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：80g ●電源：モニ
ター単4（添） ●本体ｻｲｽﾞ：85×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：148×120×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 50個 ●名入
：70-72-16-50-Ｓ ●名入ｻｲｽﾞ：8×40mm

フェイスアイコンでお部屋の快適と不快をお知らせします
。卓上・壁掛け（背面マグネット付）兼用。

フェイスアイコンでお部屋の快適と不快をお知らせします
。卓上・壁掛け（背面マグネット付）兼用。

フェイスアイコンでお部屋の快適と不快をお知らせします
。卓上・壁掛け（背面マグネット付）兼用。
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A&D 熱中症指数計/ 熱中症指数モニター
みはりん坊ジュニア （AD5690）
21W007

CHN80-40S

シュクレmidi温・湿度計 （TM-5606）
21W008

CHN68-28S

ミニチェック液晶体温計
21W009

USA75-35S
フルカラー対応

[税抜] \1,600

[税抜] \800

[税抜] \600

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

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

●材質：紙・プラ ●機能：防水・ワキ下、口中兼用 ●重
量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：91×9×0.25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
116×63×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：ケー
ス/160-29-32-1000-O ●名入ｻｲｽﾞ：56×87mm

[法]医療機器認証番号13B3X1014900T001
日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
に。乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・
公共施設・保育園・介護施設などで活躍します！

ひんやりスカーフ（水玉） （EC-01BE）
21W010A A/ベージュ

JPN75-35T

携帯にも便利！様々なシーンで活躍するカードケース付
スティック体温計。使用後、水やアルコールで洗浄し、乾
燥させれば繰り返し使えます。

ひんやりスカーフ（水玉） （EC-01PI）
21W010B B/ピンク

JPN75-35T

ひんやりスカーフ（水玉） （EC-01WH）
21W010C C/ホワイト

JPN75-35T

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

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

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

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

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

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

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

ひんやりスカーフ ボーダー（ブラック） （
EC-02BL）

健康チェックカードルーペG （CR-20T）

熱中症予防カード （NC-15）

21W011

JPN75-35T

21W012

JPN70-30S
フルカラー対応

21W013
[税抜] \150

JPN65-25V
フルカラー対応

[税抜] \500

[税抜] \200

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

●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

●材質：紙・表面PP樹脂貼り加工 ●重量：2g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：55×85×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×90×0.4mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPPカードケース 400個 ●名入：裏面/50-1816-300-K ●名入ｻｲｽﾞ：45×75mm

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

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。

気温26℃から46℃まで測れる。持ち歩きができ、熱中症
予防に役立ちます。裏面に名入れスペースが広く、PRも
抜群です。
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こいのぼりぬりえバルーン スティック付 １
０セット入
21W020

＜子どもの日＞

クレーンゲーム工作キット （719-028）
21W022

JPN80-40W

JPN75-35S

冒険キット （STV-7）
21W021

CHN70-30S

[税抜] \5,000

[税抜] \4,000

●材質：アルミ蒸着PET・PE ●ｾｯﾄ内容：バルーン、ステ
ィック各10●本体ｻｲｽﾞ：325×490mm・吹後
/230×430mm・スティック/40cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
400×550mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

●材質：ABS ●機能：単眼鏡/倍率8倍、対物レンズ有効
径9mm、実視界3.3°、視野57.6m（1000m）・顕微鏡/倍
率30倍・拡大鏡/倍率9倍、レンズサイズ17mm ●ｾｯﾄ内
容：取説・保証書●重量：52g ●電源：単4×2（別） ●本
体ｻｲｽﾞ：120×28×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
181×128×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 120個

子どもの日のイベントに最適です。クレヨンや水性カラー
ペンで色を塗って、出来上がったこいのぼりを膨らまして
スティックに取り付けると出来上がりです。

単眼鏡・顕微鏡・拡大鏡・時計・コンパス・LEDライト・ホイ
ッスルの7機能を備えた冒険キット。

スタビリティ 防犯ブザー 身の用心Neo （
T07-091S）

GO！GO！スペースシャトル （000056470）

21W023

CHN75-35Z

21W024

CHN80-40V

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

[税抜] \600

●材質：白段ボール・紙 ●ｾｯﾄ内容：本体パーツ×22・
紐×3・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：345×210×60mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：ヘッダー付化粧箱 20個

●材質：ABS ●機能：95dB（距離1m） ●ｾｯﾄ内容：ベル
トクリップ・ナスカン・反射ネックストラップ・取説●重量：
50g ●電源：モニター単4×2（内） ●本体ｻｲｽﾞ：
73×40×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：78×57×37mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-36-16-100-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：7×25mm

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

[品]JIS_IPX4相当
はさみやのりを使わずに、簡単にオリジナルのクレーン
ゲームマシンが作れます。

お子様の登下校や女性の一人歩きの味方。いざという
時、すぐに鳴らせるように手近な所に備えて。ボタンを押
すかヒモを引っぱるとブザーが鳴ります。

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

お米のねんど おまつりやたい （462-079）

お米のねんど どうぶつぬき型セット （462080）

電動バブルシャワー （19320）

21W025

CHN80-40W

21W026

CHN80-40W

21W027

CHN80-40V

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：米粉・水・塩分 ●ｾｯﾄ内容：ねんど（黄/30g・白
/25g・赤/20g・青/15g）・押型×3・スティック×4●重量：
191g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：192×130×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 48個

●材質：米粉・水・塩分 ●ｾｯﾄ内容：ねんど（白、黄/各
25g・赤、青/各20g）・抜型×8・ローラー●重量：187g ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：192×130×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48
個

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

お米のねんどと型・道具のセットです!

お米のねんどと型・道具のセットです!

ボタンを押すだけでシャボン玉がたくさんできます。
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パタパタ飛行機 （56370）
21W028

風船ヘリコプター （000055570）
CHN80-40V

21W029

指定不可

CHN80-40V

クレヨン&色鉛筆19Pセット （E3104）
CHN68-28S

21W030

[税抜] \450

[税抜] \200

[税抜] \160

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

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

●材質：パラフィン・木 ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：ク
レヨン/φ8×87mm・色鉛筆/φ7×87mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：182×76×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱 200個 ●名入：
60-36-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm

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

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

ペーパークラフト 海の仲間 （ブ-671）

ペーパークラフト 海の仲間 （ブ-672）

ペーパークラフト 海の仲間 （ブ-670）
21W031A A/ｸﾏﾉﾐ

JPN75-35T

21W031B B/ﾏﾝﾎﾞｳ

JPN75-35T

21W031C C/ﾎｵｼﾞﾛｻﾞﾒ

JPN75-35T

[税抜] \150

[税抜] \150

[税抜] \150

●材質：紙 ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
297×210×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個

●材質：紙 ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
297×210×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個

●材質：紙 ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
297×210×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個

のりもはさみもいらないペーパークラフトで海の仲間を作
ろう！

のりもはさみもいらないペーパークラフトで海の仲間を作
ろう！

のりもはさみもいらないペーパークラフトで海の仲間を作
ろう！

ペーパークラフト 海の仲間 （ブ-673）

ペーパークラフト 海の仲間 （ブ-664）

ぷにぷにスクイーズ アイスキャンディ （
086-3446）

21W031D D/皇帝ﾍﾟﾝｷﾞﾝ

JPN75-35T

21W031E E/ｲﾙｶ

JPN75-35T

21W032

指定不可

CHN75-35V

[税抜] \150

[税抜] \150

[税抜] \150

●材質：紙 ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
297×210×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個

●材質：紙 ●機能：組立式 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
297×210×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個

●材質：本体/TPR、PVA、PET、PVC・ボールチェーン/
鉄、クロムメッキ ●重量：44.5ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
70×38×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×114×24mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：圧着OPP 320個

のりもはさみもいらないペーパークラフトで海の仲間を作
ろう！

のりもはさみもいらないペーパークラフトで海の仲間を作
ろう！

ぷにぷにと気持ちいい感触

WEB サマーナウ２０２１

なかよしシャボン玉セット （000012070）
21W033

JPN80-40V

鯉のぼり１３号袋入
21W034

指定不可

ちびバルーン （201-001）
JPN70-30S

21W035

CHN80-40W

[税抜] \120

[税抜] \120

[税抜] \100

●材質：PE・PP ●機能：対象年齢3歳以上 ●ｾｯﾄ内容：
シャボン玉液25cc×2・受け皿・道具×2●重量：87g ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×150×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター
192個

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

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

くまちゃんの可愛いシャボン玉セット。ボトルが2つ付いて
いてたくさん遊べます。

紙製かぶと
21W036

さわっても破れない不思議な風船が作れます。

おりがみ 10枚
JPN70-30S

21W037

JPN70-30S

[税抜] \80

[税抜] \50

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

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：金・銀入●重量：20ｇ ●本体ｻｲ
ｽﾞ：150×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×150×1mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：紙帯入 1000個

デザイン等が変更になる場合がありますので、ご了承く
ださい。

WEB サマーナウ２０２１

D&S 電気圧力鍋2.5L （STL-EC30）
21W040A A/ホワイト

＜母の日＞

ツインバード パーソナル加湿器 （SK4974W）
21W041

CHN75-35U

CHN80-40S

D&S 電気圧力鍋2.5L （STL-EC30R）
21W040B B/レッド

CHN80-40S

[税抜] \16,000

[税抜] \16,000

●材質：PP・ステンレス・アルミニウム合金・シリコン・耐
熱ガラス ●機能：最高圧力60kPa ●ｾｯﾄ内容：ガラス蓋
・内なべ・しゃもじ・計量カップ・予備パッキン・コードバン
ド・レシピブック・簡単手順シート・取説・保証書●重量：
3.29kg ●容量：調理容量1.67L ●電源：AC100V-710W
●本体ｻｲｽﾞ：272×246×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
258×258×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個

●材質：PP・ステンレス・アルミニウム合金・シリコン・耐
熱ガラス ●機能：最高圧力60kPa ●ｾｯﾄ内容：ガラス蓋
・内なべ・しゃもじ・計量カップ・予備パッキン・コードバン
ド・レシピブック・簡単手順シート・取説・保証書●重量：
3.29kg ●容量：調理容量1.67L ●電源：AC100V-710W
●本体ｻｲｽﾞ：272×246×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
258×258×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

材料を入れたら、調理の種類を選んでボタンを押すだけ
！マイコンが圧力、火力を自動調節。

材料を入れたら、調理の種類を選んでボタンを押すだけ
！マイコンが圧力、火力を自動調節。

パール・パール・コウベ パールSVペンダン
ト オープンハート （PS180-4）

母の日 焼印入ココア苺スターロール

21W042

JPN70-30S

21W043

JPN10-70V
直送品

[税抜] \4,000

[税抜] \4,000

★[税抜] \2,850

●材質：PP ●機能：加湿時間約8時間・アロマトレー・空
焚き防止・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：90-180-32-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm

●材質：アコヤ本真珠4-4.5mm・トップ/SV925（ロジュー
ム仕上）・チェーン/ブラス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：4g
●本体ｻｲｽﾞ：全長約410mm・トップ/12×15mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 15個

●重量：約350ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：約165×80×60mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：208×97×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 【
卵・乳・小麦】

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。

美しいアコヤ本真珠をあしらったオープンハートが魅力
のSV925製ペンダントチェーンです。

ビターなブラックココア生地に甘酸っぱい苺のクリームが
相性抜群。日頃の感謝を「おかあさんありがとう」の焼印
に込めました。出荷期間：５月１日～中旬

母の日 焼印入スーパースターロール

ミアミモザ ハンドクリーンジェル100mL （
MC-J20）

ローズミュー （RO-06FR）

[法]PS-Eマーク

21W044
★[税抜] \2,550

JPN10-70T

21W045
直送品

JPN80-40S

21W047A A/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

CHN75-35T

[税抜] \2,000

[税抜] \830

●重量：約350g ●本体ｻｲｽﾞ：約165×80×60mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：97×208×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：専用箱 【卵・乳
・小麦】

●機能：エタノール（洗浄成分）58ｗｔ% ●重量：182g ●容
量：100mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×185×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱 30個

●材質：ポリエステル・ガラス・香料 ●重量：134g ●本
体ｻｲｽﾞ：φ75×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
76×83×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：
プラケース/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

手指を清潔に保つ洗浄成分エタノールを配合し、軽い使
い心地のハンドクリーンジェル。爽やかで心落ち着くひと
ときへと誘う天然香料がほのかに香ります。

大きなバラが3輪もあるエレガントなグラス。テーブルの
センターに置いていただけるラウンドタイプです。

WEB サマーナウ２０２１

ローズミュー （RO-06RO）
21W047B B/ﾛｰｽﾞの香り

ローズミュー （RO-06LA）
CHN75-35T

21W047C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香ﾘ

ローズミュー （RO-06GR）
CHN75-35T

21W047D D/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂﾉ香ﾘ

CHN75-35T

[税抜] \830

[税抜] \830

[税抜] \830

●材質：ポリエステル・ガラス・香料 ●重量：134g ●本
体ｻｲｽﾞ：φ75×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
76×83×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：
プラケース/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル・ガラス・香料 ●重量：134g ●本
体ｻｲｽﾞ：φ75×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
76×83×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：
プラケース/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル・ガラス・香料 ●重量：134g ●本
体ｻｲｽﾞ：φ75×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
76×83×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：
プラケース/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

大きなバラが3輪もあるエレガントなグラス。テーブルの
センターに置いていただけるラウンドタイプです。

大きなバラが3輪もあるエレガントなグラス。テーブルの
センターに置いていただけるラウンドタイプです。

大きなバラが3輪もあるエレガントなグラス。テーブルの
センターに置いていただけるラウンドタイプです。

ロゼミュール タオルチーフ1枚 （
ARM22401WH）

ロゼミュール タオルチーフ1枚 （
ARM22401BL）

ロゼミュール タオルチーフ1枚 （
ARM22401PI）

21W048A A/ﾎﾜｲﾄ

CHN75-35W

21W048B B/ﾌﾞﾙｰ

CHN75-35W

21W048C C/ﾋﾟﾝｸ

CHN75-35W

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×80×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース
150個

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×80×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース
150個

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×80×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース
150個

タオルチーフで作ったバラの花は手作りのフラワーアー
ト。心をこめて一つ一つ丁寧に作りました。

タオルチーフで作ったバラの花は手作りのフラワーアー
ト。心をこめて一つ一つ丁寧に作りました。

タオルチーフで作ったバラの花は手作りのフラワーアー
ト。心をこめて一つ一つ丁寧に作りました。

ロゼミュール タオルチーフ1枚 （
ARM22401RD）

ロゼミュール タオルチーフ1枚 （
ARM22401GR）

ロゼミュール タオルチーフ1枚 （
ARM22401YE）

21W048D D/ﾚｯﾄﾞ

CHN75-35W

21W048E E/ｸﾞﾘｰﾝ

CHN75-35W

21W048F F/ｲｴﾛｰ

CHN75-35W

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×80×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース
150個

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×80×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース
150個

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×80×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース
150個

タオルチーフで作ったバラの花は手作りのフラワーアー
ト。心をこめて一つ一つ丁寧に作りました。

タオルチーフで作ったバラの花は手作りのフラワーアー
ト。心をこめて一つ一つ丁寧に作りました。

タオルチーフで作ったバラの花は手作りのフラワーアー
ト。心をこめて一つ一つ丁寧に作りました。

WEB サマーナウ２０２１

使い分けエコバッグ3種セット
21W050

＜ゴミゼロの日（5/30）・
環境月間（6月）＞

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （5108
）
21W052A A/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

指定不可

CHN80-40S

レジカゴトートバッグ （62380）
21W051

CHN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \980

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：大・弁当用・小・取説
●重量：72ｇ ●容量：大/13L・弁当用/14L・小/5L ●本
体ｻｲｽﾞ：大/120×90×15mm・弁当用/110×80×15mm・
小/85×75×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×175×15mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ＰＰ袋 80個

●材質：ポリエステル ●重量：210g ●容量：20L ●本体
ｻｲｽﾞ：440×330×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
240×130×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 72個 ●名入：ポケ
ット部/60-120-16-72-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×100mm

3サイズのエコバッグで上手に使い分け。お弁当も傾け
ずに入れられる。ブラックベースで男性も持ちやすい。

買い物かごにピッタリの大容量レジカゴバッグです。収
納はコンパクトでバンド掛けのエコタイプ。開閉は巾着タ
イプで外側にポケットもついて、とても便利。

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （5109
）

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （5110
）

21W052B B/ｸﾞﾚｰ

CHN70-30S

21W052C C/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN70-30S

[税抜] \700

[税抜] \700

[税抜] \700

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水
加工 ●機能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：65g ●容量：7L ●本体ｻｲｽﾞ：
360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水
加工 ●機能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：65g ●容量：7L ●本体ｻｲｽﾞ：
360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水
加工 ●機能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：65g ●容量：7L ●本体ｻｲｽﾞ：
360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

内ポケットに小さくたためるタフなファスナー付き保冷温
トート。テントにも使われる丈夫でしなやかな生地は撥水
加工済み！内生地はシルバーコーティング。

内ポケットに小さくたためるタフなファスナー付き保冷温
トート。テントにも使われる丈夫でしなやかな生地は撥水
加工済み！内生地はシルバーコーティング。

内ポケットに小さくたためるタフなファスナー付き保冷温
トート。テントにも使われる丈夫でしなやかな生地は撥水
加工済み！内生地はシルバーコーティング。

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （5111
）

まい箸二点揃（箸&箸袋） （6F0500）

持ち運べる！ステンレスストロー （ケース・
ブラシ付） （SJ-40S）

21W052D D/ｵﾘｰﾌﾞ

CHN70-30S

21W053

指定不可

JPN70-30S

21W054

CHN70-30S
フルカラー対応

[税抜] \700

[税抜] \500

[税抜] \440

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水
加工 ●機能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：65g ●容量：7L ●本体ｻｲｽﾞ：
360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：箸/天然木・箸袋/ポリエステル100% ●ｾｯﾄ内容
：箸・箸袋（中国）●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：箸/225mm・
箸袋/250×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×50×12mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

●材質：ステンレス・シリコン・ステンレススチール ●ｾｯﾄ
内容：伸縮ストロー・洗浄用ブラシ・携帯用ケース●重量
：40g ●本体ｻｲｽﾞ：ケース/φ21×151mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：155×25×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：
ケース/60-48-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×60mm

内ポケットに小さくたためるタフなファスナー付き保冷温
トート。テントにも使われる丈夫でしなやかな生地は撥水
加工済み！内生地はシルバーコーティング。

お箸と箸袋をセットした「まい箸セット」。お弁当やちょっと
したお出かけにお使いください。※写真以外の色柄が有
ります（色柄指定不可）

マイストローで環境にやさしい生活を！携帯に便利なボ
トルケース付き。伸縮する錆びにくいステンレス製のスト
ローで飲口はソフトなシリコン素材です。

WEB サマーナウ２０２１

テントクロス 折りたたみトート （5101）
21W055A A/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

テントクロス 折りたたみトート （5102）
21W055B B/ｸﾞﾚｰ

CHN70-30S

テントクロス 折りたたみトート （5103）
21W055C C/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN70-30S

[税抜] \400

[税抜] \400

[税抜] \400

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
200個 ●名入：70-138-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
200×300mm

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
200個 ●名入：70-138-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
200×300mm

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
200個 ●名入：70-138-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
200×300mm

テント生地を用いたタフでしなやかな折りたたみバッグ。
内ポケットにコンパクトにたため雨や汚れをはじく撥水加
工。幅広の持ち手で重量物を入れても安心！

テント生地を用いたタフでしなやかな折りたたみバッグ。
内ポケットにコンパクトにたため雨や汚れをはじく撥水加
工。幅広の持ち手で重量物を入れても安心！

テント生地を用いたタフでしなやかな折りたたみバッグ。
内ポケットにコンパクトにたため雨や汚れをはじく撥水加
工。幅広の持ち手で重量物を入れても安心！

テントクロス 折りたたみトート （5104）

水切りゴミ袋エコ （KA625）

NEWカラフルトートバッグ （E2823）

21W055D D/ｵﾘｰﾌﾞ

CHN70-30S

21W056

JPN70-30S

21W057A A/ベージュ

CHN70-30U

[税抜] \400

[税抜] \300

[税抜] \50

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
200個 ●名入：70-138-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
200×300mm

●材質：ポリ乳酸 ●ｾｯﾄ内容：水切りゴミ袋×10●重量：
20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：180×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
275×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 360個

●材質：PP ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×250×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1000個 ●名入：7060-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：150×150mm

テント生地を用いたタフでしなやかな折りたたみバッグ。
内ポケットにコンパクトにたため雨や汚れをはじく撥水加
工。幅広の持ち手で重量物を入れても安心！

とうもろこしから生まれた、地球にやさしい水切りネット。
目が細かくて二重底。小さなゴミも逃さずキャッチ。伸
縮自在でぴったりフィット。水切れ抜群。

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

NEWカラフルトートバッグ （E2823）

NEWカラフルトートバッグ （E2823）

21W057B B/ブルー

CHN70-30U

21W057C C/グリーン

CHN70-30U

[税抜] \50

[税抜] \50

●材質：PP ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×250×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1000個 ●名入：7060-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：150×150mm

●材質：PP ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×250×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1000個 ●名入：7060-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：150×150mm

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

WEB サマーナウ２０２１

パイロット フリクションボール3スリム05 （
LKFBS-60EF-B）
21W060A A/ﾌﾞﾗｯｸ

＜オープン
キャンパス＞

パイロット フリクションボール3スリム05 （
LKFBS-60EF-SP）
21W060C C/ｿﾌﾄﾋﾟﾝｸ

JPN85-45S

JPN85-45S

パイロット フリクションボール3スリム05 （
LKFBS-60EF-L）
21W060B B/ﾌﾞﾙｰ

JPN85-45S

[税抜] \600

[税抜] \600

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

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

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

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

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

ピットエアー （PN-MAS）

21W060D D/ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ

JPN85-45S

21W061

VIE75-35S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \400

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

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

●材質：PC ●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：96×43×26mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：156×79×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスタ
ー 100個 ●名入：40-36-22-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：
12×45mm

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

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

エアータッチシステム搭載で今までにない引き心地。パ
ワーネットテープで安心の粘着力・のり切れ性能。静音
設計。エアーフィットヘッドでムラなくのり付。

シャープモノグラフ （DPA-132D）

シャープモノグラフ （DPA-132F）

ふせんto定規 （SJ-18F）

21W062A A/ブルー

JPN78-38S

21W062B B/ピンク

JPN78-38S

21W063

TPE70-30S

[税抜] \350

[税抜] \350

[税抜] \180

●材質：PMMA・PC・混合エラストマー・真鍮 ●重量：
17g ●本体ｻｲｽﾞ：φ16×147mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
50×192×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 5個

●材質：PMMA・PC・混合エラストマー・真鍮 ●重量：
17g ●本体ｻｲｽﾞ：φ16×147mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
50×192×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 5個

●材質：ABS・紙 ●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：
125×54×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×63×4mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲ
ｽﾞ：30×40mm

付箋と定規の夢コラボ!大きな印刷スペースでPR効果も
大!

WEB サマーナウ２０２１

スマホ・タブレットスタンド （SJ-10S）
CHN70-30S

21W064A A/赤
[税抜] \140

フルカラー対応

スマホ・タブレットスタンド （SJ-10S）
CHN70-30S

21W064B B/青
[税抜] \140

フルカラー対応

スマホ・タブレットスタンド （SJ-10S）
CHN70-30S

21W064C C/緑
[税抜] \140

フルカラー対応

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ
：94×60×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：99×65×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲ
ｽﾞ：20×45mm

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ
：94×60×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：99×65×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲ
ｽﾞ：20×45mm

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ
：94×60×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：99×65×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲ
ｽﾞ：20×45mm

スマートフォン、タブレット類に使えるスタンド！収納時厚
さが10mmと薄くDM等によるSPアイテムに最適。大きな
ロゴアリアでSP・ノベルティーにも。

スマートフォン、タブレット類に使えるスタンド！収納時厚
さが10mmと薄くDM等によるSPアイテムに最適。大きな
ロゴアリアでSP・ノベルティーにも。

スマートフォン、タブレット類に使えるスタンド！収納時厚
さが10mmと薄くDM等によるSPアイテムに最適。大きな
ロゴアリアでSP・ノベルティーにも。

PRバッグ （6J9080-BK）

PRバッグ （6J9080-OR）

PRバッグ （6J9080-GR）

21W065A A/ブラック

CHN70-30S

21W065B B/オレンジ

CHN70-30S

21W065C C/グリーン

CHN70-30S

[税抜] \90

[税抜] \90

[税抜] \90

●材質：PP不織布 ●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：65-44-17500-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×100mm

●材質：PP不織布 ●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：65-44-17500-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×100mm

●材質：PP不織布 ●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：65-44-17500-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×100mm

オープンキャンパスや展示会等のパンフレットやカタログ
を入れるバッグとして、お好きなカラーをお選びいただけ
ます。

オープンキャンパスや展示会等のパンフレットやカタログ
を入れるバッグとして、お好きなカラーをお選びいただけ
ます。

オープンキャンパスや展示会等のパンフレットやカタログ
を入れるバッグとして、お好きなカラーをお選びいただけ
ます。

PRバッグ （6J9080-LBL）

PRバッグ （6J9080-WH）

PRバッグ （6J9080-LY）

21W065D D/ライトブルー

CHN70-30S

21W065E E/ホワイト

CHN70-30S

21W065F F/ライトイエロー

CHN70-30S

[税抜] \90

[税抜] \90

[税抜] \90

●材質：PP不織布 ●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：65-44-17500-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×100mm

●材質：PP不織布 ●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：65-44-17500-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×100mm

●材質：PP不織布 ●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：65-44-17500-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×100mm

オープンキャンパスや展示会等のパンフレットやカタログ
を入れるバッグとして、お好きなカラーをお選びいただけ
ます。

オープンキャンパスや展示会等のパンフレットやカタログ
を入れるバッグとして、お好きなカラーをお選びいただけ
ます。

オープンキャンパスや展示会等のパンフレットやカタログ
を入れるバッグとして、お好きなカラーをお選びいただけ
ます。

WEB サマーナウ２０２１

エコ・クラフト付箋メモ （S2819）
21W066
[税抜] \80

CHN68-28S
フルカラー対応

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）
21W067A A/赤

CHN70-30S

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）
21W067B B/緑

CHN70-30S

[税抜] \35

[税抜] \35

●材質：再生クラフト紙・紙 ●ｾｯﾄ内容：付箋大、小×5
色各25枚●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：85×80×7mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：87×82×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名
入：60-36-17-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×60mm

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

再生クラフト紙を使用したエコ商品です。持ち運びに便
利なコンパクトサイズ！

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

21W067C C/黄

CHN70-30S

21W067D D/白

CHN70-30S

21W067E E/青

CHN70-30S

[税抜] \35

[税抜] \35

[税抜] \35

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

21W067F F/オレンジ

CHN70-30S

21W067G G/透明

CHN70-30S

21W067H H/スモーク

CHN70-30S

[税抜] \35

[税抜] \35

[税抜] \35

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

あると便利！クリアファイルです。100枚単位での色指
定可。

WEB サマーナウ２０２１

アナバス 衣類乾燥室 （GSP-20）
21W070

＜梅雨＞

ツインバード ハンディースチーマー （SA4096W）
21W072

CHN75-35S

CHN70-30W

ツインバード 差し込むだけのふとん乾燥機
（FD-4149W）
21W071

CHN75-35S

[税抜] \25,000

[税抜] \10,000

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

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

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

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

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

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546R）

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546BR）

21W073A A/ﾚｯﾄﾞ

CHN75-35U

21W073B B/ﾌﾞﾗｳﾝ

CHN75-35U

[税抜] \8,000

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：本体/PC ・スチーム吹き出し口/PBT・着脱式タ
ンク/PC・スタンド/PP ●機能：コード長2.5m・噴出容量
0.2g/回・単発ショットスチーム ●ｾｯﾄ内容：スタンド・毛ブ
ラシ・取説・保証書●重量：470g ●電源：AC100V-600W
●本体ｻｲｽﾞ：120×65×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
104×300×144mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体ｻｲｽﾞ：90×150×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×175×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個 ●名入
：90-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：60×80mm

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体ｻｲｽﾞ：90×150×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×175×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個 ●名入
：90-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：60×80mm

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

気軽に使えるスチーム機能に特化した軽量モデル。直
感的に使える1秒に1回のショット。大切な衣類へのやさ
しさを考えた低温プレート。

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

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

吸水傘ケースSutto（スット） （QUC-1125L）

エコバッグ付折り傘 （431798）

エコバッグ付折り傘 （431799）

21W074

CHN83-43U

21W075A A/無地ブラック

CHN75-35S

21W075B B/無地ネイビー

CHN75-35S

[税抜] \1,980

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

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

●材質：生地/ポリエステル・持手、石突/PP ●機能：超
撥水加工 ●重量：253g ●本体ｻｲｽﾞ：53.5cm×6本 ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：285×270×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 3個

●材質：生地/ポリエステル・持手、石突/PP ●機能：超
撥水加工 ●重量：253g ●本体ｻｲｽﾞ：53.5cm×6本 ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：285×270×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 3個

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

傘袋をひっくり返すとエコバッグに大変身。

傘袋をひっくり返すとエコバッグに大変身。

WEB サマーナウ２０２１

エコバッグ付折り傘 （431800）
21W075C C/無地レッド

CHN75-35S

リバースアンブレラ折傘 （431804）
21W076A A/無地ﾌﾞﾗｯｸ

CHN75-35S

リバースアンブレラ折傘 （431806）
21W076B B/ｽﾄﾗｲﾌﾟﾈｲﾋﾞｰ

CHN75-35S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：生地/ポリエステル・持手、石突/PP ●機能：超
撥水加工 ●重量：253g ●本体ｻｲｽﾞ：53.5cm×6本 ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：285×270×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 3個

●材質：生地/ポリエステル・持手、石突/PP ●機能：UV
カット、超撥水加工 ●重量：176g ●本体ｻｲｽﾞ：55cm×6
本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
3個

●材質：生地/ポリエステル・持手、石突/PP ●機能：UV
カット、超撥水加工 ●重量：176g ●本体ｻｲｽﾞ：55cm×6
本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
3個

傘袋をひっくり返すとエコバッグに大変身。

たたむと濡れた面が内側で手が濡れにくい。

たたむと濡れた面が内側で手が濡れにくい。

カラビナ付手元折傘 （431812）

カラビナ付手元折傘 （431813）

カラビナ付手元折傘 （431814）

21W077A A/無地ﾀﾞｰｸﾊﾟｰﾌﾟﾙ

CHN75-35S

21W077B B/無地ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

CHN75-35S

21W077C C/無地ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

CHN75-35S

[税抜] \700

[税抜] \700

[税抜] \700

●材質：生地/ポリエステル・持手/ABS・石突/PP ●重
量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：53.5cm×6本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 3個

●材質：生地/ポリエステル・持手/ABS・石突/PP ●重
量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：53.5cm×6本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 3個

●材質：生地/ポリエステル・持手/ABS・石突/PP ●重
量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：53.5cm×6本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 3個

簡単にカバンなどに取り付けられます。

簡単にカバンなどに取り付けられます。

簡単にカバンなどに取り付けられます。

EVAポンチョ （フリーサイズ） （6J3100-W）

EVAポンチョ （フリーサイズ） （6J3100-Y）

EVAポンチョ （フリーサイズ） （6J3100-B）

21W078A A/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30S

21W078B B/ｲｴﾛｰ

CHN70-30S

21W078C C/ﾌﾞﾙｰ

CHN70-30S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \600

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

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

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

屋外でのコンサートやスポーツ観戦、スポーツ大会など
、急な天候悪化の際のご準備に！自転車に乗る際にも
。

屋外でのコンサートやスポーツ観戦、スポーツ大会など
、急な天候悪化の際のご準備に！自転車に乗る際にも
。

屋外でのコンサートやスポーツ観戦、スポーツ大会など
、急な天候悪化の際のご準備に！自転車に乗る際にも
。

WEB サマーナウ２０２１

ポケパ （AR0526030）
21W079

CHN75-35T

[税抜] \280
●材質：PE ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：胸囲/75cm・着丈
/89cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×92×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：圧縮
袋 60個

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

WEB サマーナウ２０２１

ツインバード 超音波洗浄器 （EC-4518W）
21W080

CHN70-30S

本錫タンブラー スタンダード大 （STSB-S）
21W081

JPN80-40S

[税抜] \10,000

[税抜] \10,000

●材質：ABS・PMMA ●機能：3分間オートオフ・LEDラン
プ ●ｾｯﾄ内容：洗浄カゴ・アクセサリーホルダー・取説・
保証書●重量：935g ●容量：600mL ●電源：AC100V26W ●本体ｻｲｽﾞ：155×225×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×265×185mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 ●名入：90276-32-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×30mm

●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：130180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：Φ40mm

[法]PS-Eマーク

＜父の日＞

本錫タンブラー ベルク小シングル （STB-S
）
21W082

JPN80-40S

超音波がブラシでは届かない細かな部分や隠れた部分
まですっきり洗浄。大きなメガネも入るゆとりのサイズ。
便利なワンプッシュオープンふた。

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

電動ワインオープナー （TW-117）

瞬間吸収 ギフト （SKKG-501）

21W083

CHN70-30S

21W084A A/ピンク

JPN75-35S

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

[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 10個 ●名入：130180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：φ35mm

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

●材質：綿70％、ポリエステル30％ ●機能：吸収・速乾
●ｾｯﾄ内容：BT145g×2・ヘアターバン32ｇ●本体ｻｲｽﾞ：
BT/450×1100mm・ヘアターバン/頭囲460～680mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×185×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個

気品のあるフォルムのベルクは専用桐箱入りで、特別な
贈答品や記念品に最適です。経済産業大臣指定の伝統
工芸品「大阪浪華錫器」

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

瞬間吸収 ギフト （SKKG-501）

磨き屋シンジケート ぐいのみ100mL（内面
金メッキ仕上げ） （YJ2534）

21W084B B/ブルー

JPN75-35S

21W085

JPN70-30S

木箱入ワインオープナーセット （TA005）
21W086

CHN65-25S

[税抜] \5,000

[税抜] \4,000

[税抜] \3,000

●材質：綿70％、ポリエステル30％ ●機能：吸収・速乾
●ｾｯﾄ内容：BT145g×2・ヘアターバン32ｇ●本体ｻｲｽﾞ：
BT/450×1100mm・ヘアターバン/頭囲460～680mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×185×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個

●材質：18-8ステンレス・24金メッキ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：68ｇ ●容量：100mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ61×55mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：104×104×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36
個 ●名入：110-144-16-40-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
20×20mm

●材質：木・ステンレススチール・亜鉛合金・シリコン ●ｾ
ｯﾄ内容：ワインオープナー・ボトルストッパー・取説●重
量：473g ●本体ｻｲｽﾞ：160×128×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：173×135×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 ●名入：
60-54-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×70mm

新潟県の金属研磨職人が手間と時間を掛けじっくりと磨
き上げて造ったぐいのみ。豪華なひと時をお楽しみいた
だけるよう内面に24金メッキを施しました。

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

WEB サマーナウ２０２１

ディッキーズ ウエストバッグ （12-6601-10
）
21W087A A/ブラック

CHN73-33S

ディッキーズ ウエストバッグ （12-6601-30
）
21W087B B/レッド

CHN73-33S

ディッキーズ ウエストバッグ （12-6601-80
）
21W087C C/ネイビー

CHN73-33S

[税抜] \3,000

[税抜] \3,000

[税抜] \3,000

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：着脱式ウエストバッグ
・取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：150×280×70mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×200×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添）
20個

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：着脱式ウエストバッグ
・取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：150×280×70mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×200×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添）
20個

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：着脱式ウエストバッグ
・取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：150×280×70mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×200×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添）
20個

父の日 焼印入カフェモカスターロール

父の日 焼印入スーパースターロール

ペンホルダー付ワイヤレス充電器 （6178）

21W088

JPN10-70U

21W089
直送品

★[税抜] \2,650

JPN10-70T

21W090
直送品

★[税抜] \2,550

[税抜] \2,000

CHN70-30S
フルカラー対応

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

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

●材質：ABS ●機能：ワイヤレス充電・USBポート・ペン
ホルダー ●ｾｯﾄ内容：USBコード・取説●重量：176g ●
電源：USB（添） ●本体ｻｲｽﾞ：150×75×115mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×90×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 45個 ●
名入：60-42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：65×50mm

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

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

qi（チー）対応のスマートフォンを置くだけで充電ができま
す。便利なペンホルダーも付いています。

スターリング クラブ LEDブックライト （6440
）

大型液晶画面 卓上クロック （GF-503）

京セラ セラミックボールペン （KCB-15BK）

21W091

CHN70-30S

21W092

CHN70-30S
フルカラー対応

21W093A A/ブラック

JPN78-38U

[税抜] \1,800

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●機能：LED1灯 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書
●重量：40g ●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
123×28×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：152×76×26mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 96個 ●名入：60-120-16-100-S ●名入
ｻｲｽﾞ：8×50mm

●材質：ABS ●機能：振動感知センサー・バックライト・
アラーム・タイマー・温度 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重
量：173g ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
95×155×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：102×168×44mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：60-48-22-200-P ●名入
ｻｲｽﾞ：15×60mm

●材質：本体/アルミニウム・ペン先ボール/ファインセラ
ミックス ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13×143mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：167×65×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個
●名入：70-48-20-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×30mm

周りを気にせず、気楽に読書。夜の車内や、旅先でも重
宝します。

大型液晶画面に、大きな文字で日時を表示。

セラミックボール表面の無数のくぼみが、心地よい書き
味を生み出す。
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京セラ セラミックボールペン （KCB-15BU）
21W093B B/ロイヤルブルー

JPN78-38U

京セラ セラミックボールペン （KCB-15RD）
21W093C C/ワインレッド

JPN78-38U

硬質アルミカードケース （T-AH34）
21W094

JPN70-30T

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

[税抜] \600

●材質：本体/アルミニウム・ペン先ボール/ファインセラ
ミックス ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13×143mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：167×65×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個
●名入：70-48-20-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×30mm

●材質：本体/アルミニウム・ペン先ボール/ファインセラ
ミックス ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13×143mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：167×65×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個
●名入：70-48-20-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×30mm

●材質：アルミ ●機能：名刺12枚収納 ●重量：25g ●本
体ｻｲｽﾞ：60×95×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
63×98×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 200個 ●名入：7048-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×70mm

セラミックボール表面の無数のくぼみが、心地よい書き
味を生み出す。

セラミックボール表面の無数のくぼみが、心地よい書き
味を生み出す。

軽量・丈夫なカードケース。一般アルミ材に強度加工を
施したアルミ材を使用。ペコペコ感をなくした素材です。

ステンマネークリップ （T-SMC）
21W095

JPN70-30S

[税抜] \300
●材質：ステンレス ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
55×23×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：87×28×12mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：90-48-17-200-P ●名入ｻｲ
ｽﾞ：25×15mm

シンプルなシルバー色が人気です。ノベルティー商品と
して大人気!15gの軽量、コンパクト。クールビズの服装に
、財布代わりにお札を収納。
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ツインバード 2電源式 ポータブル電子適温
ボックスD-CUBE L （HR-DB07GY）
21W100

CHN75-35S

リアルプロ スマホ用 8倍望遠レンズ （
KRP-8T）
21W101

CHN80-40W

[税抜] \30,000

[税抜] \5,000

●材質：PP・ABS・アクリル ●機能：電子冷却方式・温度
設定4段階・キャスター付 ●ｾｯﾄ内容：棚板・ACアダプタ
ー・DCアダプター・取説・保証書●重量：5.8kg ●容量：
13L ●電源：AC100V-60W・DC12V-45W ●本体ｻｲｽﾞ：
340×280×525mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
345×590×385mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 2個

●材質：ガラス・ABS ●機能：倍率8倍・フルマルチコート
・光学レンズ構成/4群6枚 ●ｾｯﾄ内容：クリップ・ポーチ・
クリーニングクロス●重量：59g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
31×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：113×202×38mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 100個

[法]PS-Eマーク

＜レジャーグッズ＞

リアルプロ スマホ用 超広角レンズ （KRP04SW）
21W102

CHN75-35S

4段階に温度設定可能。寝室でも気にならない静かな標
準モード。設置場所によって縦置き⇔横置きのフリーレ
イアウト。家でも車でも使える2電源方式です。

遠景や被写体に近づけないものを撮る時におススメの
本格的な8倍望遠レンズ。単眼鏡としても使える優れも
のです。

京セラ セラブリッド マグボトル （MB－06S
BKH）

京セラ セラブリッド マグボトル （MB－06S
BWH）

21W103A A/カーキ

CHN75-35S

21W103B B/ホワイト

CHN75-35S

[税抜] \4,000

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

●材質：ガラス・アルミ ●機能：画角/165°・マルチコー
ト・光学構成/3群3枚 ●ｾｯﾄ内容：クリップ・ポーチ・チェ
ーンストラップ・キャップ・クリーニングクロス●重量：14g
●本体ｻｲｽﾞ：26×26×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
113×202×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：ステンレス鋼・PP・シリコーンゴム・外面/ポリエ
ステル樹脂塗膜加工・内面/セラミック塗膜加工 ●機能：
保温効力59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：149g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ：
φ48×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×53×162mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：140-492-23-50-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：40×20mm

●材質：ステンレス鋼・PP・シリコーンゴム・外面/ポリエ
ステル樹脂塗膜加工・内面/セラミック塗膜加工 ●機能：
保温効力59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：149g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ：
φ48×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×53×162mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：140-492-23-50-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：40×20mm

スマートフォンで風景や仲間とセルカを撮るのにオススメ
の超広角レンズ（165度）。クリップ式で簡単&しっかり装
着できます。

内面セラミック加工で金属臭が飲み物に移りにくく、飲み
物本来のおいしさを保ちます。ポーチやポケットに入るコ
ンパクトサイズでシンプルなデザイン。

内面セラミック加工で金属臭が飲み物に移りにくく、飲み
物本来のおいしさを保ちます。ポーチやポケットに入るコ
ンパクトサイズでシンプルなデザイン。

京セラ セラブリッド マグボトル （MB－06S
BBK）

メスティン （4015630）

アウトドアボディーミスト（100mL入） （OU01）

21W103C C/ブラック

CHN75-35S

21W104

CHN68-28V

21W105

JPN75-35T

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

[税抜] \1,300

●材質：ステンレス鋼・PP・シリコーンゴム・外面/ポリエ
ステル樹脂塗膜加工・内面/セラミック塗膜加工 ●機能：
保温効力59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：149g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ：
φ48×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×53×162mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：140-492-23-50-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：40×20mm

●材質：アルミ・ステンレス鋼・シリコーンゴム（耐熱温度
/180℃）・表面/アルマイト加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量
：166g ●容量：750mL ●本体ｻｲｽﾞ：165×95×63mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×108×78mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40
個

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

内面セラミック加工で金属臭が飲み物に移りにくく、飲み
物本来のおいしさを保ちます。ポーチやポケットに入るコ
ンパクトサイズでシンプルなデザイン。

高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊け軽
量で持ち運びに便利です。固形燃料ひとつでご飯が炊
け（1合の場合）パスタなどの麺類も調理可能。

レモンユーカリなどの天然香り成分を配合したボディーミ
ストです。すっきりした香りは虫の嫌がる香りなのでアウ
トドア時などにおすすめです。
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真空ステンレスボトル350mL （39570）
21W106A A/ｼﾙﾊﾞｰ

CHN70-30S

真空ステンレスボトル350mL （39575）
21W106B B/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

折りたたみ簡易コンロ（ポケットストーブ） （
4015640）
CHN68-28U

21W107

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \750

●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

●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

●材質：亜鉛メッキ鋼板 ●機能：二段階調節可 ●ｾｯﾄ
内容：取説●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：収納時
/97×75×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：78×131×24mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個

大容量350mLでもスリム形状で使いやすい。保温、保冷
力が高い真空二重構造。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。

大容量350mLでもスリム形状で使いやすい。保温、保冷
力が高い真空二重構造。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。

メスティンやフライパン・シェラカップの簡易コンロとして。
手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びラクラク。
組立簡単！

アウトドアベア （OU-02）

折りたたみ三脚チェア （22500）

LEDランタントーチ ハンドプル （5144）

21W108

JPN75-35T

21W109

指定不可

CHN75-35S

CHN70-30S

21W110

[税抜] \600

[税抜] \500

[税抜] \500

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

●材質：スチール・ポリエステル ●機能：耐荷重約70kg
●重量：324g ●本体ｻｲｽﾞ：260×240×240mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：φ80×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 36個 ●名入：
60-144-17-72-S ●名入ｻｲｽﾞ：35×70mm

●材質：ABS ●機能：LEDランタン・LEDトーチ ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：97ｇ ●電源：単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
57×57×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：62×60×100mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 160個 ●名入：60-42-16-200-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：20×10mm

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

ツーリング、ハイキング、釣りやスポーツ観戦に！クルッ
と畳めて簡単収納、ストラップ付！

ライト部分を引き上げる事で、ランタンとトーチの切り替
えが出来るLEDランタントーチです。コンパクトな手のひ
らサイズでレジャーや防災用にオススメです。

携帯用スプレー （K-2414）

携帯用スプレー （K-2415）

ＦＩＴスポーツなわとび （001-CR-1878-4）

21W111A A/虫ﾖｹ携帯ｽﾌﾟﾚｰ

JPN75-35S

21W111B B/瞬間冷却W

JPN75-35S

21W112

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \215

[税抜] \215

[税抜] \150

●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

●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

●材質：ＰＶＣ・ＰＰ ●重量：53.5ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：持ち手/
φ22×152mm・ロープ/φ3×2700mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
237×115×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 240個

[法]虫よけ/防除用医薬部外品
しっかり握れるグリップでとびやすい

WEB サマーナウ２０２１

リュックにもなる 保冷保温レジカゴ&レジャ
ーバッグ
21W120

＜ビーチグッズ＞

ザクストレージ ウォーターレジストバック （
WRB-2B）
21W121B B/ブラック

CHN65-25V

CHN70-30S

ザクストレージ ウォーターレジストバック （
WRB-2G）
21W121A A/グリーン

CHN65-25V

[税抜] \3,680

[税抜] \2,500

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

●材質：PVCターポリン ●機能：防水・2WAY・丸洗い可
●ｾｯﾄ内容：肩掛けベルト・取説●重量：260g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：510×275×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
375×230×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個 ●名入：90144-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×60mm

お出かけやお買物に便利なレジカゴサイズ。保冷剤ポケ
ット付。肩にかけたり、リュックで背負ったり両手すっきり
。

水から守る!濡れた衣類などの収納にも! 防水性に優れ
るPVCターポリン素材使用。肩掛け・手持ちの2Way使用
可。丸洗いOK!お手入れカンタン。肩掛けベルト付き。

ヒルウッド レジャークーラーバッグ （G） （
T01-014H）

保冷・保温ショッピングバッグ

21W122

CHN70-30Z

21W123

CHN70-30S

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

[税抜] \1,980

●材質：PVCターポリン ●機能：防水・2WAY・丸洗い可
●ｾｯﾄ内容：肩掛けベルト・取説●重量：260g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：510×275×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
375×230×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個 ●名入：90144-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×60mm

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

●材質：ポリエステル・PVC・発泡PE・ナイロン・PP ●ｾｯ
ﾄ内容：取説●重量：340g ●容量：28L ●本体ｻｲｽﾞ：
410×290×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：410×300×30mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 36個

水から守る!濡れた衣類などの収納にも! 防水性に優れ
るPVCターポリン素材使用。肩掛け・手持ちの2Way使用
可。丸洗いOK!お手入れカンタン。肩掛けベルト付き。

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

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

お出かけトートバッグ （JM-465）

モバイル防水ポーチ （AI-205）

モバイル防水ポーチ （AI-205）

21W124

指定不可

CHN60-20S

21W125A A/ホワイト

CHN60-20S

21W125B B/ブラック

CHN60-20S

[税抜] \800

[税抜] \400

[税抜] \400

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：187g ●本体ｻｲｽﾞ：175×430×260mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：280×240×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 80個
●名入：70-60-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：70×100mm

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

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

上部は巾着カバーで中身が見えないようにできます。内
側は保冷・保温効果のあるアルミ蒸着フィルム使用。普
段のお買物やアウトドアに！

iPhone7Plusに対応した防水ポーチです。いろいろなシー
ンでお使いいただけます。

iPhone7Plusに対応した防水ポーチです。いろいろなシー
ンでお使いいただけます。

WEB サマーナウ２０２１

グリッターうきわ 57cm （001-CS-3228-3）
21W126

指定不可

CHN75-35T

フルーツうきわ 57ｃｍ （001-CS-3228-1）
21W127

指定不可

CHN75-35T

かき氷 ビーチボール （001-CS-2740-2）
21W128

指定不可

CHN70-30T

[税抜] \200

[税抜] \200

[税抜] \170

●材質：PVC・PET ●重量：112.5ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ
510×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×175×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 144個

●材質：PVC ●重量：90ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ510×100mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：196×160×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー
付OPP袋 150個

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：47ｇ ●本体ｻｲｽﾞ
：φ260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×157×17mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 300個

ラメが浮かんでいるように見える浮き輪

フレッシュフルーツなうきわ

夏らしい、かき氷デザインのビーチボールです。

すいかビーチボール （1546-04）

サッカービーチボール （1546-02）

スマッシュウォーターバルーン （001-CS2876-8）

21W129

CHN70-30S

21W130

CHN70-30S

21W131

指定不可

CHN70-30T

[税抜] \160

[税抜] \160

[税抜] \150

●材質：PVC ●重量：37g ●本体ｻｲｽﾞ：φ350mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：430×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個

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

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

夏の定番のビーチボールです。

夏の定番のビーチボールです。

約60秒で約35個水風船ができる。

水ピストル インフィニティ （000013610）
21W132

CHN80-40V

[税抜] \120
●材質：PS・PP・PE ●機能：飛距離：約4m ●重量：35g
●容量：タンク：80cc ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
35×150×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 192個

カッコイイ水ピストルです。

WEB サマーナウ２０２１

ラコステ Lアタッシュマン タオルマフラー （
2518M181-DB）
21W139A A/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ

＜ＵＶ対策＞

ラコステ Lアタッシュマン タオルマフラー （
2518M181-R）
21W139C C/ﾚｯﾄﾞ

VIE85-45U

VIE85-45U

ラコステ Lアタッシュマン タオルマフラー （
2518M181-I）
21W139B B/ｱｲﾎﾞﾘｰ

VIE85-45U

[税抜] \1,800

[税抜] \1,800

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：タオルマフラー75g●本体ｻ
ｲｽﾞ：150×1200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×190mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：専用袋 100個

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：タオルマフラー75g●本体ｻ
ｲｽﾞ：150×1200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×190mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：専用袋 100個

1933年にフランスで誕生したラコステ。シンプルなスポー
ツテイストの新鮮なデザインです。

1933年にフランスで誕生したラコステ。シンプルなスポー
ツテイストの新鮮なデザインです。

ひんやりクールブレスマスク （10539）

ひんやり指先までフィットグローブ （10529）

21W140

CHN70-30S

21W141

CHN70-30S

[税抜] \1,800

[税抜] \1,680

[税抜] \1,580

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：タオルマフラー75g●本体ｻ
ｲｽﾞ：150×1200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×190mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：専用袋 100個

●材質：ポリエステル・PUR ●機能：接触冷感 ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：35ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：210×505×2mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×115×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：レーヨン・PUR ●機能：接触冷感 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：50ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：560×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：115×220×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

1933年にフランスで誕生したラコステ。シンプルなスポー
ツテイストの新鮮なデザインです。

自転車・車の運転など通勤・散歩・スポーツ時、紫外線
からしっかりガード

自転車・車の運転など通勤・散歩・スポーツ時、紫外線
からしっかりガード

ひんやり指あきフィットグローブ （10530）

ひんやりフェイスフィットカバー （10531）

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05BL）

21W142

CHN73-33U

21W143

CHN70-30S

21W144A A/ブラック

JPN75-35T

[税抜] \1,480

[税抜] \1,000

[税抜] \900

●材質：レーヨン・PUR ●機能：接触冷感 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：45ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：540×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：115×220×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：レーヨン・PUR ●機能：接触冷感 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：35ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：220×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：115×220×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：135×240×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×160×7mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 96個 ●名入：45-8-163000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

自転車・車の運転など通勤・散歩・スポーツ時、紫外線
からしっかりガード

自転車・車の通勤・散歩・スポーツ時、紫外線からしっか
りガード

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

WEB サマーナウ２０２１

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05OF）
21W144B B/オフホワイト

JPN75-35T

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05PI）
21W144C C/ピンク

JPN75-35T

UVブロックスクリーン （OD059）
21W145A A/ﾎﾜｲﾄ

CHN65-25S

[税抜] \900

[税抜] \900

[税抜] \600

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：135×240×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×160×7mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 96個 ●名入：45-8-163000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：135×240×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×160×7mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 96個 ●名入：45-8-163000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル ●機能：UPF25・UV遮蔽率95%以
上 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm

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

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

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

UVブロックスクリーン （OD059）

UVブロックスクリーン （OD059）

UVブロックスクリーン （OD059）

21W145B B/ｲｴﾛｰ

CHN65-25S

21W145C C/ﾌﾞﾙｰ

CHN65-25S

21W145D D/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN65-25S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：ポリエステル ●機能：UPF25・UV遮蔽率95%以
上 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm

●材質：ポリエステル ●機能：UPF25・UV遮蔽率95%以
上 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm

●材質：ポリエステル ●機能：UPF25・UV遮蔽率95%以
上 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×150×18mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●名入：110-60-16-100-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：100×100mm

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

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

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

UVレベルチェックミラー コンパクトタイプ （
UV-003）

UVレベルチェックリップミラー （UV-004）

21W146

JPN70-30T

21W147

JPN70-30S

[税抜] \400

[税抜] \300

●材質：PP・PS・ガラスミラー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
42g ●本体ｻｲｽﾞ：95×70×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×75×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 288個 ●名入：11018-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm

●材質：PP・ガラスミラー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：15g
●本体ｻｲｽﾞ：90×28×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×38×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：11024-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×20mm

気になるUVチェックができるコンパクトミラーです。紫外
線にあたると太陽マークがピンク色に変化！

紫外線を感知すると本体の太陽マークが紫色に変化。
色の濃さでUVレベルをチェックできます。

WEB サマーナウ２０２１

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC）
21W151A A/ﾌﾞﾙｰ

＜衛生用品＞

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC2）
21W151C C/ﾋﾟﾝｸ

CHN78-38U

CHN78-38U

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC1）
21W151B B/ｲｴﾛｰ

CHN78-38U

[税抜] \5,000

[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

●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

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000

[法]医療機器認証番号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！

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！

クリーングラブ （35-0170-10）

クリーングラブ （35-0170-80）

21W152A A/ブラック

JPN75-35S

21W152B B/ネイビーブルー

JPN75-35S

[税抜] \5,000

[税抜] \2,300

[税抜] \2,300

●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

●材質：コットン ●機能：ハンドルカバー・吊り革用グリッ
プ・スマホクリーナー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：20g ●本
体ｻｲｽﾞ：110×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：118×230mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20個

●材質：コットン ●機能：ハンドルカバー・吊り革用グリッ
プ・スマホクリーナー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：20g ●本
体ｻｲｽﾞ：110×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：118×230mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20個

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！

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「クレンゼ（R）」と速
乾消臭素材「デオ」を使用した3WAYハンドルカバーです
。

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「クレンゼ（R）」と速
乾消臭素材「デオ」を使用した3WAYハンドルカバーです
。

携帯用衛生管理セット （KE21-C）

ウイルス除去・除菌加工タオルと 薬用手洗
い石鹸のセット （F-20102）

ウイルス除去・除菌加工タオルと 薬用手洗
い石鹸のセット （F-20105）

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000

21W153

CHN75-35S

21W154A A/ブルー

CHN75-35S

21W154B B/ホワイト

CHN75-35S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ソフトバッグ/塩ビ ●ｾｯﾄ内容：ソフトバッグ(日本
)・ぴったりゴム手袋2枚(タイ)・防災用ウェットティッシュ20
枚(日本)・マスク・綿棒10P・液晶体温計ミニチェック(米国
)●重量：116g ●本体ｻｲｽﾞ：ソフトバッグ
/150×220×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×220×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 120個 ●名入：台紙/70-18-17-60-S ●
名入ｻｲｽﾞ：20×130mm

●材質：タオル/綿60%、再生繊維（リヨセル）40%・地糸/
綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT・薬用手洗い石鹸×2（日本）●重
量：352g ●本体ｻｲｽﾞ：FT/340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：230×250×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：タオル/綿60%、再生繊維（リヨセル）40%・地糸/
綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT・薬用手洗い石鹸×2（日本）●重
量：352g ●本体ｻｲｽﾞ：FT/340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：230×250×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

[法]石鹸/医薬部外品

[法]石鹸/医薬部外品

再生可能な木材から抽出したリヨセルのブランド繊維配
合。繊維上の特定のウイルスや細菌を除去します。環境
に配慮した繊維で自然な心地よさを味わえます。

再生可能な木材から抽出したリヨセルのブランド繊維配
合。繊維上の特定のウイルスや細菌を除去します。環境
に配慮した繊維で自然な心地よさを味わえます。

感染予防に必要な衛生用品をセットしました。ケース入
りなので携帯でき衛生的です

WEB サマーナウ２０２１

抗ウイルス加工フェイスタオル （
SKV56101F）
21W155

JPN60-20S

デザインフェイスシールド （MM-192）
21W156A A/ブルー

JPN75-35S

デザインフェイスシールド （MM-193）
21W156B B/グリーン

JPN75-35S

[税抜] \1,000

[税抜] \800

[税抜] \800

●材質：綿100% ●重量：68g ●本体ｻｲｽﾞ：340×750mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：125×205×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋
100個

●材質：PC・PET ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
160×180×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×60×60mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：PC・PET ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
160×180×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×60×60mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

銀イオンを担持させた多孔質の無機化合物を主成分と
し、高度な分散技術を用いた抗ウイルス加工（抗菌・防
臭）フェイスタオルです。

オシャレでスタイリッシュに、目からの飛沫防止。暑いと
きマスクレスとして使用可能

オシャレでスタイリッシュに、目からの飛沫防止。暑いと
きマスクレスとして使用可能

デザインフェイスシールド透明 （MM-191）

備蓄用紫外線除菌マスク（10Ｐ） （62370）

今治いろはマスク1P さくら柄 （MSK-06PK）

21W157

JPN75-35S

21W158

CHN80-40S

21W159A A/ピンク

JPN75-35S

[税抜] \700

[税抜] \650

[税抜] \600

●材質：PC・PET ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
160×180×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×60×60mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：PP不織布 ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：
95×170×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×258×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：アルミパック 200個

●材質：綿・ナイロン・PUR ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
120×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：OPP袋 200個

[品]今治タオル 第2020-1905号
オシャレでスタイリッシュに、目からの感染予防に、夏の
暑いときマスクレスとして使用可能

マスクは鼻当てﾜｲﾔｰで変形できピッタリフィット。三層フ
ィルターで花粉､チリ、ホコリの吸い込みを防止。多段プ
リーツ加工で顎までしっかりカバー。

ゴム紐結びなし。

今治いろはマスク1P さくら柄 （MSK-06NV）

抗菌アロママスクケース （EC-08FRPIM）

抗菌アロママスクケース （EC-08GRGRH）

21W159B B/ネイビー

JPN75-35S

21W160A A/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香ﾘ

JPN75-35T

21W160B B/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂﾉ香ﾘ

JPN75-35T

[税抜] \600

[税抜] \450

[税抜] \450

●材質：綿・ナイロン・PUR ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
120×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：OPP袋 200個

●材質：PP ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：折畳時
/205×115×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×125×3mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L
●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：PP ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：折畳時
/205×115×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×125×3mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L
●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

マスク保管面（内側）の全面に抗菌加工を施しています。
香り袋入りなので、マスクへのほのかな移り香をお楽し
みいただけます。

マスク保管面（内側）の全面に抗菌加工を施しています。
香り袋入りなので、マスクへのほのかな移り香をお楽し
みいただけます。

[品]今治タオル 第2020-1905号
ゴム紐結びなし。

WEB サマーナウ２０２１

抗菌アロママスクケース （EC-08MISTR）
21W160C C/ミントの香り

JPN75-35T

抗ウイルス加工マスク （F-20MS0）
21W161

VIE75-35S

抗ウイルス加工ガーゼハンドタオル （AVKP035）
21W162

JPN80-40S

[税抜] \450

[税抜] \400

[税抜] \350

●材質：PP ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：折畳時
/205×115×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×125×3mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L
●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：表裏/ポリエステル100％・中地/綿35％、ポリエ
ステル65％（FLUTECT（R）生地） ●重量：12g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：130×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×160×10mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：綿100% ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：350×340mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×180×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240
個

マスク保管面（内側）の全面に抗菌加工を施しています。
香り袋入りなので、マスクへのほのかな移り香をお楽し
みいただけます。

繊維上の特定のウイルスや細菌を除去します。再生可
能な木材から抽出したリヨセルのブランド繊維を配合。

抗ウイルス・抗アレルゲン・抗菌・防臭加工を施したガー
ゼタオルです

Agガーゼハンドタオル （1F4001）

抗菌マスクケース （61800）

ウイルス除去・除菌加工タオルハンカチ（袋
入） （F-20MF2）

21W163

JPN70-30S

21W164

JPN80-40S

21W165A A/ブルー

CHN75-35S

[税抜] \350

[税抜] \240

[税抜] \220

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：27g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：340×370mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×190×10mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙巻OPP袋 100個

●材質：ポリオレフィン ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：
118×205×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×125×2mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：60-24-23-600-H ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×100mm

●材質：パイル/綿60%、再生繊維(リヨセル)40%・地糸/綿
100% ●重量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×140×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

抗ウィルス加工。銀イオンを配合。洗濯を繰り返しても効
果が持続。

ＳＩＡＡ(抗菌製品技術協議会)認定の抗菌フィルム使用で
外出時に清潔にマスクを持ち運べます。使用中・使用後
のマスクの収納に便利なサイドポケット付き。

繊維上の特定のウイルスや細菌を除去します。再生可
能な木材から抽出したリヨセルのブランド繊維を配合。

ウイルス除去・除菌加工タオルハンカチ（袋
入） （F-20MF5）

3Dフィットマスク （3DFM-W）

3Dフィットマスク （3DFM-BU）

21W165B B/ホワイト

CHN75-35S

21W166A A/ホワイト

CHN70-30S

21W166B B/ブルー

CHN70-30S

[税抜] \220

[税抜] \200

[税抜] \200

●材質：パイル/綿60%、再生繊維(リヨセル)40%・地糸/綿
100% ●重量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：130×140×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：12×30×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：12×30×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

繊維上の特定のウイルスや細菌を除去します。再生可
能な木材から抽出したリヨセルのブランド繊維を配合。

伸縮性の生地を使用しているので顔にぴったりフィット！
隙間ができにくく埃や飛沫などを防止します。 ※オリジ
ナル制作可です！

伸縮性の生地を使用しているので顔にぴったりフィット！
隙間ができにくく埃や飛沫などを防止します。 ※オリジ
ナル制作可です！

WEB サマーナウ２０２１

3Dフィットマスク （3DFM-P）
21W166C C/ピンク

3Dフィットマスク （3DFM-G）
CHN70-30S

21W166D D/グレー

CHN70-30S

3Dフィットマスク （3DFM-BK）
21W166E E/ブラック

CHN70-30S

[税抜] \200

[税抜] \200

[税抜] \200

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：12×30×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：12×30×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：12×30×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

伸縮性の生地を使用しているので顔にぴったりフィット！
隙間ができにくく埃や飛沫などを防止します。 ※オリジ
ナル制作可です！

伸縮性の生地を使用しているので顔にぴったりフィット！
隙間ができにくく埃や飛沫などを防止します。 ※オリジ
ナル制作可です！

伸縮性の生地を使用しているので顔にぴったりフィット！
隙間ができにくく埃や飛沫などを防止します。 ※オリジ
ナル制作可です！

大判アルコール除菌ウエット 15枚入り （
WT-014）

リファイン ウイルスクリア おでかけウェット
30枚1Ｐ(ノンアルコール) （LD-136）

リファイン ウイルスクリア おでかけウェット
30枚1Ｐ(アルコール) （LD-134）

21W167
[税抜] \190

JPN73-33T
フルカラー対応

21W168

JPN65-25T

21W169

JPN65-25T

[税抜] \180

[税抜] \180

●材質：不織布・高濃度エタノール配合 ●重量：95g ●
本体ｻｲｽﾞ：200×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
127×210×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：45-3622-1000-凸版 ●名入ｻｲｽﾞ：55×110mm

●材質：不織布 ●重量：120g ●本体ｻｲｽﾞ：
170×80×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個

●材質：不織布 ●重量：131ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
170×80×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個

高濃度エタノール配合の、大判タイプ除菌ウエット15枚
入りです。

99.9％ウイルス除去

99.9％ウイルス除去

携帯用アルコール除菌ジェル3P （15-316）

発熱チェックカード （HC-11）

21W170

JPN70-30S

21W171

JPN65-25U
フルカラー対応

[税抜] \110

[税抜] \100

●重量：8g ●容量：1.5mL ●本体ｻｲｽﾞ：100×40mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×128×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個
●名入：台紙/45-6-16-300-O ●名入ｻｲｽﾞ：
24×105mm

●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

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。

WEB サマーナウ２０２１

ツインバード 温度センサー付サーキュレー
ター （KJ-4998W）
21W180

＜扇子・うちわ・扇風機

コンパクト ミラー ファン （GF-513）
21W182

CHN70-30S

CHN75-35S

ツインバード サーキュレーター （KJ4781W）
21W181

CHN75-35S

[税抜] \15,000

[税抜] \4,000

●材質：ABS・難燃ABS・PP ●機能：コード長1.8m・羽根
径18cm・風量切替（弱/中/強）・モード切替（部屋干しモ
ード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し）・首
振り（切/入）・チャイルドロック（入/切）・オフタイマー（
2/4/6時間）・前グリル、羽根取外可 ●ｾｯﾄ内容：取説・
保証書●重量：2.7kg ●電源：AC100V-50W/45W（
50/60Hz） ●本体ｻｲｽﾞ：290×220×330mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：270×350×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 4個

●材質：PP・ABS ●機能：5段階角度調節可・風量3段階
（弱・中・強）・コード長 1.8m ・羽根径18cm ●ｾｯﾄ内容：
取説・保証書●重量：1.7kg ●電源：AC100V-36W/34W（
50/60Hz） ●本体ｻｲｽﾞ：160×280×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：165×285×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

温度センサーで室温を検知し、最適な風量で自動運転。
部屋干しの乾燥時間短縮に役立つ部屋干しモードを搭
載しています。

お部屋の温度ムラを少なくして冷暖房の効率UP。3段階
（強・中・弱）風量切替スイッチ付。

市松 扇子 ケース付 （16883）

市松 扇子 ケース付 （16884）

21W183A A/銀

CHN70-30S

21W183B B/朱銀

CHN70-30S

[税抜] \3,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS ●機能：風量切替（弱・中・強）・連続使用
時間：弱/約3時間、中/約2時間、強/約1時間 ●ｾｯﾄ内
容：充電用USBケーブル●重量：85 g ●電源：リチウム
イオン充電池 ●本体ｻｲｽﾞ：φ80×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：98×98×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個

●材質：扇子/竹、ポリエステル・ケース/合成皮革 ●ｾｯ
ﾄ内容：ケース●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：扇子
/370×210×9mm・ケース/230×45×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：250×66×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：扇子/竹、ポリエステル・ケース/合成皮革 ●ｾｯ
ﾄ内容：ケース●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：扇子
/370×210×9mm・ケース/230×45×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：250×66×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

抗菌・抗ウイルス扇子 （5051）

抗菌・抗ウイルス扇子 （5053）

便利なミラーが付いたコンパクトなかわいい携帯用ファ
ン。周りをLEDが均一に照らし明るさのムラがありません
。3段階風量調整。卓上としても使用できます。

抗菌・抗ウイルス扇子 （5050）
21W184A A/ﾄﾝﾎﾞ

CHN70-30S

21W184B B/竹

CHN70-30S

21W184C C/さくら

CHN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個

日本製抗菌・抗ウイルス和紙（エアクリーンペーパー）使
用。実用的な扇子で安心して使用できます。企業販促、
各種団体のご利用に是非。

日本製抗菌・抗ウイルス和紙（エアクリーンペーパー）使
用。実用的な扇子で安心して使用できます。企業販促、
各種団体のご利用に是非。

日本製抗菌・抗ウイルス和紙（エアクリーンペーパー）使
用。実用的な扇子で安心して使用できます。企業販促、
各種団体のご利用に是非。

WEB サマーナウ２０２１

和柄扇子 北斎 （5970）
21W185A A/赤富士

和柄扇子 北斎 （5971）
CHN70-30S

21W185B B/浪裏

USB充電式２ＷＡＹスタンドファン （PL-179
）
CHN70-30S

21W186

指定不可

CHN60-20S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \950

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

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

●材質：ABS・PP・ポリエステル ●機能：風量切替（弱/
強）・バッテリー容量500mAh・充電時間/約2時間・連続
使用時間/約3～5時間 ●ｾｯﾄ内容：スタンド・ストラップ・
microUSBケーブル・取説●重量：78ｇ ●電源：リチウム
イオン充電池 ●本体ｻｲｽﾞ：150×70×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：73×48×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名
入：60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：25×7mm

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

コンパクトで軽量のハンディファン！卓上でも使用可。風
量段階調整（弱→強）。バッテリー容量：500mAh・充電時
間：約２時間・連続使用時間：約３～５時間

ポータブルスタンドファン （PL-178）

小判型 竹平柄うちわ （6306）

小判型 竹平柄うちわ （6309）

21W187

CHN65-25S

21W188A A/夢うさぎ

CHN68-28U

21W188B B/月にﾄﾝﾎﾞ

CHN68-28U

[税抜] \680

[税抜] \550

[税抜] \550

●材質：AS・PS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70g ●電源：
単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：73×22×148mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：80×28×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入
：60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40ｍｍ

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

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

ハンディ・卓上で使える2WAYタイプ。充電要らずの電池
式なので急な場面でも簡単に使えます。

おしゃれな形で使いやすいうちわです。

おしゃれな形で使いやすいうちわです。

抗菌・抗ウイルス竹うちわ 唐月 トンボ （
3167）

抗菌・抗ウイルス竹うちわ 小丸 金魚 （
3192）

クリップｄｅファン （SJ-40F）

21W189

CHN58-18W

21W190

CHN58-18W

21W191

指定不可

CHN70-30S

[税抜] \500

[税抜] \450

[税抜] \400

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
380×240×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-1216-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×215×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-1216-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm

●材質：ABS ●重量：59g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻ
ｲｽﾞ：100×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×60×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 360個 ●名入：6058-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：18×25mm

日本製抗菌・抗ウイルス和紙（エアクリーンペーパー）使
用。実用的な竹うちわで安心して使用できます。企業販
促、各種団体のご利用に是非。

日本製抗菌・抗ウイルス和紙（エアクリーンペーパー）使
用。実用的で小型な竹うちわで安心して使用できます。
企業販促、各種団体のご利用に是非。

WEB サマーナウ２０２１

ガラス風鈴 （JM-492）
21W192

指定不可

ワッショイ 光るうちわ花火 （068-0069）
CHN60-20S

21W193

指定不可

CHN73-33T

手作りリング風鈴
21W194

JPN75-35S

[税抜] \400

[税抜] \150

[税抜] \130

●材質：ガラス・紙 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：23g ●本体
ｻｲｽﾞ：φ70×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×73mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個

●材質：PP ●機能：3パターン点灯 ●重量：42.5ｇ ●電
源：ボタン電池（内） ●本体ｻｲｽﾞ：262×154×15mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：262×155×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 288個

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

夏の風情を彩るイラストの昔ながらのガラス風鈴です。

夏のイベントの必需品

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

手作り風鈴 （1545-09）

アニマルうちわ （1545-08）

21W195

指定不可

JPN70-30S

21W196

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \130

[税抜] \110

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

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

簡単な工作で、自分の手作り風鈴がつくれます。

かわいい動物柄のうちわです。

WEB サマーナウ２０２１

アイスブレーカー アイストレー （ICBP-WB）
21W200

＜涼感グッズ＞

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAI）
21W202A A/イルカ

JPN75-35T

CHN80-40S

ネオハンディクーラー （7375）
21W201

CHN68-28S

[税抜] \1,800

[税抜] \1,500

●材質：TPE・ABS・PP ●機能：製氷皿 ●重量：240g ●
容量：300mL ●本体ｻｲｽﾞ：210×115×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：210×115×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個

●材質：ABS・PC ●機能：アルコール不可 ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：120g ●容量：65mL ●本体ｻｲｽﾞ：
40×30×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×50×40mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 100個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入
ｻｲｽﾞ：40×5mm

密閉容器のため縦横どちらでも置け、臭い移りもありま
せん。飲み物を入れてドリンクホルダーとしても、蓋付の
ためそのまま保冷剤としても使用可能。

夏場やスポーツ時に便利なミスト発生器です。水道水を
使用し、手動ポンプ式なのでエコで経済的です。

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAK）

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAS）

21W202B B/カワウソ

JPN75-35T

21W202C C/シャチ

JPN75-35T

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

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

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

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

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

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

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

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAP）

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAJ）

ハンディクーラー（S） （7363）

21W202D D/ペンギン

JPN75-35T

21W202E E/ジンベエザメ

JPN75-35T

21W203

CHN70-30U

[税抜] \1,200

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

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

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

●材質：ABS・AS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：80g ●容量：
75mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ40×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×50×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 100個 ●名入
：60-48-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×5mm

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

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

夏場やスポーツ時に便利なミスト発生器です。水道水を
使用し、手動ポンプ式なのでエコで経済的です。

WEB サマーナウ２０２１

ラバークール アイスまくら スリムタイプ （
RI-700）
21W204

JPN70-30T

フラッグチェック涼感タオル（カラビナボトル
入） （JM-551）
21W205

CHN60-20S

アイシングバッグ（氷嚢） （JM-499）
21W206

CHN60-20S

[税抜] \900

[税抜] \550

[税抜] \500

●材質：水・不凍液・高吸水性樹脂・防腐剤・色素 ●重
量：780g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：325×210×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 12個

●材質：タオル/ポリエステル・ボトル/PET、PP ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：79g ●本体ｻｲｽﾞ：タオル
/200×900×3mm・ボトル/φ65×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：70×70×178mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：
60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm

●材質：ポリエステル+PVC・PE・PP ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：113g ●容量：1.5L ●本体ｻｲｽﾞ：
80×73×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×180×90mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 100個 ●名入：60-48-12100-P ●名入ｻｲｽﾞ：25×25mm

マイナス20℃の冷凍庫内でも柔らかい特殊ジェルを使用
した、繰り返し使えるアイス枕。スリムソフトでやさしくピッ
タリフィット冷却！！

熱中症対策に！水に濡らして、絞る・振ると生地温度が
下がり、ひんやり気持ちいいタオルです。濡らしたまま持
ち運べるカラビナボトル付。

氷が入れやすく、繰り返し使えるので経済的です。携帯
性に優れていて、ケガや発熱時、運動後やレジャー・ア
ウトドアでのクールダウンにも活躍！

フラッグチェック涼感タオル（ポーチ入） （
JM-550）

フロヒエール（2包入） （FH-2P）

冷やし増す 冷却シート 4枚入 （K-2117）

21W208

CHN60-20S

21W207

JPN70-30S

21W209A A/大人用ﾐﾝﾄﾉ香ﾘ

JPN75-35S

[税抜] \350

[税抜] \320

[税抜] \195

●材質：タオル/ポリエステル・ポーチ/PVC ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：タオル/200×900×3mm
・ポーチ/230×150×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
240×160×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：ポー
チ/70-60-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100ｍｍ

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

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：85g ●本体ｻｲｽﾞ：120×50mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：206×100×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
120個

[法]化粧品
熱中症対策に！水に濡らして、絞る・振ると生地温度が
下がり、ひんやり気持ちいいタオルです。濡らしたまま運
べるポーチ付。

暑い夏を爽やかに乗り切るための入浴料です。

冷やし増す 冷却シート 4枚入 （K-2118）

冷やし増す 冷却シート 4枚入 （K-2119）

21W209B B/子供用ﾓﾓの香り

JPN75-35S

21W209C C/子供用 無香

JPN75-35S

クールチャージペットボトル用 （K-2017）
21W210

JPN75-35S

[税抜] \195

[税抜] \195

[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：85g ●本体ｻｲｽﾞ：120×50mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：206×100×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
120個

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：85g ●本体ｻｲｽﾞ：120×50mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：206×100×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
120個

●材質：アクリル酸重化合物・塩化ナトリウム・プロピレ
ングリコール・パラオキシ安息香酸ブチル・青色1号・水
●ｾｯﾄ内容：保冷剤1個入・取説●重量：126g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：225×100×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×100×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

WEB サマーナウ２０２１

洗顔シート ひんやり爽快シート （09-041）
21W211
[税抜] \150

JPN75-35T
フルカラー対応

●材質：レーヨン・ポリエステル ●重量：130g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：190×110×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名
入：フラップ/60-4-30-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：90×60mm

さらさら汗拭きシート （09-038）
21W212A A/ﾋﾟｭｱﾌﾛｰﾗﾙ

JPN75-35T

さらさら汗拭きシート （09-059）
21W212B B/ｾｯｹﾝ

JPN75-35T

[税抜] \150

[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：シート（150×200mm)20枚●本体ｻｲｽﾞ：
205×110×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個

●ｾｯﾄ内容：シート（150×200mm)20枚●本体ｻｲｽﾞ：
205×110×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個

[法]化粧品

[法]化粧品

さらさら汗拭きシート （09-067）

ギャツビー フェイシャルペーパー5枚入 （
40002）

メントール配合のひんやりシートです。

さらさら汗拭きシート （09-060）
21W212C C/ﾌﾚｯｼｭｼﾄﾗｽ

JPN75-35T

21W212D D/ﾌﾛｰｽﾞﾝﾏﾘﾝ

JPN75-35T

21W213

JPN93-53V

[税抜] \150

[税抜] \150

[税抜] \130

●ｾｯﾄ内容：シート（150×200mm)20枚●本体ｻｲｽﾞ：
205×110×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個

●ｾｯﾄ内容：シート（150×200mm)20枚●本体ｻｲｽﾞ：
205×110×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個

●材質：天然コットン100% ●ｾｯﾄ内容：ペーパー
(200×200mm)5枚●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：
138×80×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：35-2217-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：25×55mm

[法]化粧品

[法]化粧品

[法]化粧品
「汗」「アブラ」「汚れ」をしっかりふき取り、肌のテカリ・ニ
キビも防ぐ洗顔ペーパー。爽やかで心地よいアクアノー
トの香り（微香性）。

冷却シート ２枚入 （16-013）
21W214

JPN75-35S

トロピカルバス１包入 （TP-10K）
21W215A A/ｱｲﾗﾝﾄﾞﾌﾗﾜｰﾉｶｵﾘ

JPN75-35S

トロピカルバス１包入 （TP-10K）
21W215B B/ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾙｰﾂﾉｶｵﾘ

JPN75-35S

[税抜] \100

[税抜] \80

[税抜] \80

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

●ｾｯﾄ内容：入浴剤25g●重量：40ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
115×111×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 300個 ●名
入：ケース/50-12-14-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：13×55ｍｍ

●ｾｯﾄ内容：入浴剤25g●重量：40ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
115×111×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 300個 ●名
入：ケース/50-12-14-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：13×55ｍｍ

[法]化粧品

[法]化粧品

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

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

発熱やリフレッシュに!熱中症対策にも!
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流しそーめん 竹取物語 （16343）
21W220

JPN73-33T

ツインバード 空気清浄機 ファンディスタイ
ル （AC-4234W）
21W221

CHN75-35U

[税抜] \6,000

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：1330g ●電源：
単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：410×310×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：425×326×132mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個

●材質：ABS・PP ●機能：適用床面積3畳・集じんフィル
ター ●ｾｯﾄ内容：抗菌プリーツフィルター・取説・保証書
●重量：1.9kg ●電源：AC100V-30/26W ●本体ｻｲｽﾞ：
110×330×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×350×285mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 4個 ●名入
：90-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：13×80mm

[法]PS-Eマーク

＜夏の生活雑貨＞

非接触タイマー （TD423-RD）
21W222A A/レッド

CHN78-38S

乾電池で回る流しソーメン機です。

マイルームにお勧めな省スペース&パーソナルサイズ。
強弱切替付。

非接触タイマー （TD-423-BL）

かくれ絵カップ フリーカップ （KR-001）

21W222B B/ブルー

CHN78-38S

21W223A A/花火

JPN70-30S

[税抜] \2,500

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

●材質：ABS・PET・シリコーンゴム・ステンレス ●機能：
設定時間：最大99分59秒（カウントダウン）・防水等級：
IPX5・音量：大（80dB以上）、小（70dB以上）、オフ・鳴動：
3、5、10、30秒 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：153ｇ
●電源：モニターアルカリ単4×2（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
110×90×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：113×170×26.5mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 24個 ●名入：60-120-16-120-S
●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm

●材質：ABS・PET・シリコーンゴム・ステンレス ●機能：
設定時間：最大99分59秒（カウントダウン）・防水等級：
IPX5・音量：大（80dB以上）、小（70dB以上）、オフ・鳴動：
3、5、10、30秒 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：153ｇ
●電源：モニターアルカリ単4×2（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
110×90×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：113×170×26.5mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 24個 ●名入：60-120-16-120-S
●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ不可 ●重量：110g ●
容量：370mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ90×93mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：117×120×94mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 32個

非接触センサー搭載だから手をかざすだけでタイマーの
ストップ、スタートが操作可能

非接触センサー搭載だから手をかざすだけでタイマーの
ストップ、スタートが操作可能

冷たい飲み物を入れると夏の情景が浮かびます。日に
透けるほど薄くて軽い高級な磁器で、飲み口もスッキリ。
表面が17度以下で絵が浮き出ます。

かくれ絵カップ フリーカップ （KR-004）

かくれ絵カップ フリーカップ （KR-007）

ハラク ネイルプラス （NAILP-GR）

21W223B B/金魚

JPN70-30S

21W223C C/海辺

JPN70-30S

21W224A A/ｸﾞﾘｰﾝ

JPN80-40W

[税抜] \2,000

[税抜] \2,000

[税抜] \1,850

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ不可 ●重量：110g ●
容量：370mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ90×93mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：117×120×94mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 32個

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ不可 ●重量：110g ●
容量：370mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ90×93mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：117×120×94mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 32個

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：76×45×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：75×55×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 100個 ●
名入：160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×20mm

冷たい飲み物を入れると夏の情景が浮かびます。日に
透けるほど薄くて軽い高級な磁器で、飲み口もスッキリ。
表面が17度以下で絵が浮き出ます。

冷たい飲み物を入れると夏の情景が浮かびます。日に
透けるほど薄くて軽い高級な磁器で、飲み口もスッキリ。
表面が17度以下で絵が浮き出ます。

握りごこち、切りごこち、削りごこち、使いごこち。そのす
べてが体感できます。
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ハラク ネイルプラス （NAILP-BU）
21W224B B/ﾌﾞﾙｰ

JPN80-40W

ハラク ネイルプラス （NAILP-OR）
21W224C C/ｵﾚﾝｼﾞ

JPN80-40W

ハラク ネイルプラス （NAILP-PK）
21W224D D/ﾋﾟﾝｸ

JPN80-40W

[税抜] \1,850

[税抜] \1,850

[税抜] \1,850

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：76×45×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：75×55×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 100個 ●
名入：160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×20mm

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：76×45×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：75×55×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 100個 ●
名入：160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×20mm

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：76×45×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：75×55×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 100個 ●
名入：160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×20mm

握りごこち、切りごこち、削りごこち、使いごこち。そのす
べてが体感できます。

握りごこち、切りごこち、削りごこち、使いごこち。そのす
べてが体感できます。

握りごこち、切りごこち、削りごこち、使いごこち。そのす
べてが体感できます。

ハラク ネイルプラス （NAILP-PU）

ハラク カスタ （D-CASTA-P）

ハラク カスタ （D-CASTA-BU）

21W224E E/ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

JPN80-40W

21W225A A/ﾋﾟﾝｸ

JPN75-35S

21W225B B/ﾌﾞﾙｰ

JPN75-35S

[税抜] \1,850

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：ABS・炭素鋼・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：76×45×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：75×55×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 100個 ●
名入：160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×20mm

●材質：ステンレス刃物鋼・ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：54g ●本体ｻｲｽﾞ：110×45×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
183×87×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 50個 ●名入：
160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×30mm

●材質：ステンレス刃物鋼・ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：54g ●本体ｻｲｽﾞ：110×45×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
183×87×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 50個 ●名入：
160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×30mm

握りごこち、切りごこち、削りごこち、使いごこち。そのす
べてが体感できます。

カバーを付けたままでも切れる安全設計で、左右のスリ
ットで紙などの切り進みも可能。刃にフッ素コーティング
することで、粘着物を付きにくくしました。

カバーを付けたままでも切れる安全設計で、左右のスリ
ットで紙などの切り進みも可能。刃にフッ素コーティング
することで、粘着物を付きにくくしました。

ハラク カスタ （D-CASTA-G）

ハラク カスタ （D-CASTA-W）

オーブンプレート （KS-2860）

21W225C C/ｸﾞﾘｰﾝ

JPN75-35S

21W225D D/ﾎﾜｲﾄ

JPN75-35S

21W226

JPN65-25T

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：ステンレス刃物鋼・ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：54g ●本体ｻｲｽﾞ：110×45×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
183×87×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 50個 ●名入：
160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×30mm

●材質：ステンレス刃物鋼・ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：54g ●本体ｻｲｽﾞ：110×45×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
183×87×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 50個 ●名入：
160-60-92-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×30mm

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

カバーを付けたままでも切れる安全設計で、左右のスリ
ットで紙などの切り進みも可能。刃にフッ素コーティング
することで、粘着物を付きにくくしました。

カバーを付けたままでも切れる安全設計で、左右のスリ
ットで紙などの切り進みも可能。刃にフッ素コーティング
することで、粘着物を付きにくくしました。

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

WEB サマーナウ２０２１

イベントセット 花火まつりA 200人用
21W230

CHN73-33W

夏の抽選大会 50人用
21W231

CHN70-30S

[税抜] \25,000

[税抜] \22,000

●ｾｯﾄ内容：●特等夏祭りセット特大1本●1等コミックア
ニマルNo.2 3本●2等なかよし花火500 6本●3等なかよ
し花火200 10本●4等なかよし花火100 30本●5等ロン
グ花火50本●6等まつり100本●抽選くじ200枚●抽選箱
1コ●ディスプレイ箱1コ●重量：7kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用
段ボール箱 1個

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

[品]SFマーク

＜花火＞

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

イベントセット 花火まつりB 100人用
21W232

CHN73-33V

イベント６０
21W233

みんなで花火 （M-50）
CHN73-33V

21W234

CHN65-25U

[税抜] \19,000

[税抜] \12,000

[税抜] \5,000

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

●ｾｯﾄ内容：●1等 なかよし花火500 3コ●2等 なかよし
花火300 10コ●3等 なかよし花火200 15コ●4等 なかよ
し花火100 32コ●三角クジ60枚●抽選箱1コ●ディスプ
レイ台1コ・取説●重量：3.9kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
340×450×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク
季節商品の為、売切次第販売を終了させて頂きます。ま
たセット内容及びデザイン等が変更になる場合がありま
すので、ご了承下さい。

みんなで花火 （M-40）
21W235

スーパービッグセットＭ
CHN65-25U

21W236

広場で遊ぼう
CHN78-38Y

21W237

CHN75-35V

[税抜] \4,000

[税抜] \3,000

[税抜] \2,000

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

●重量：1.2kg ●本体ｻｲｽﾞ：φ165×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ポリ袋 12個

●重量：690g ●本体ｻｲｽﾞ：φ160×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ポリ袋 18個

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

季節商品の為、売切次第販売を終了させて頂きます。ま
たセット内容及びデザイン等が変更になる場合がありま
すので、ご了承下さい。

WEB サマーナウ２０２１

スーパーＷロング噴出手持花火 （SWL-20
）
21W238

CHN68-28U

けむりが少なめ花火セット （S-L）
CHN62-22T

21W239

なかよし花火800
21W240

CHN65-25W

[税抜] \2,000

[税抜] \1,000

[税抜] \800

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

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

●重量：193g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：465×263mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 60個

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

季節商品の為、売切次第販売を終了させて頂きます。ま
たセット内容及びデザイン等が変更になる場合がありま
すので、ご了承下さい。

季節商品の為、売切次第販売を終了させて頂きます。ま
たセット内容及びデザイン等が変更になる場合がありま
すので、ご了承下さい。

スーパーロング花火 （LｰM）

なかよし花火500

21W241

CHN63-23T

スーパーロング花火 （LA-S）
CHN65-25W

21W242

21W243

CHN63-23T

[税抜] \600

[税抜] \500

[税抜] \400

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

●重量：110g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：335×270mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 100個

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

なかよし花火 300
21W244

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

イルミネーションメガネ （001-CS-3448）
CHN65-25V

21W245

指定不可

CHN73-33T

おまつり花火セット （MM-1）
21W246

CHN75-35S

[税抜] \300

[税抜] \150

[税抜] \100

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

●材質：PET・紙 ●重量：7.5ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
408×31×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：440×54×2mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 300個

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク
花火やイルミネーションがキラキラな世界に大変身

季節商品の為、売切次第販売を終了させて頂きます。ま
たセット内容及びデザイン等が変更になる場合がありま
すので、ご了承下さい。

WEB サマーナウ２０２１

パワーショベル人気お菓子いろいろすくいど
りプレゼント６０人用 （21307）
21W250

JPN75-35S

花火千本引き大会 50人用 （1566-02）
21W251

JPN75-35U
直送品

[税抜] \45,000

[税抜] \34,000

●機能：ショベルカー/組立式 ●ｾｯﾄ内容：●お菓子いろ
いろ 約280コ●プール（ポンプ付）1コ●ショベルカー1コ
●お持ち帰り袋100枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱
×2 1個

●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：●花火50個●千本BOX1個
●ひも、クリップ各25個●重量：8kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
850×400×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

※運賃は2コ口分かかります。

＜夏のイベントセット＞

金魚すくい大会 （1589-01）
21W252

JPN70-30S

縁日でおなじみの千本引き！何が上がってくるかはお楽
しみオールインワンタイプ。

お菓子バラエティープレゼント ５０人用 クジ
付 （20284）

キャラクター人形すくい大会（150個入） （
1580-02）

21W253
直送品

[税抜] \32,000

お子様に大人気のパワーショベルでお菓子をすくいどり
しちゃおう！

JPN75-35S

21W254

JPN75-35S
直送品

[税抜] \21,000

[税抜] \20,000

●ｾｯﾄ内容：●金魚(450匹+補充用50匹)●替え紙500枚
●ワンタッチ枠20個●おわん10個●お持ち帰り袋100枚
●プール●BBポンプ●カルキ●重量：13kg ●本体ｻｲｽﾞ
：プール/φ800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：490×500×360mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

●機能：掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：●各種お菓子 50コ●台
紙1枚●クジ50枚●重量：4.5kg ●本体ｻｲｽﾞ：
700×1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：1025×790×100mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

●ｾｯﾄ内容：●キャラクター人形 50個●うきうきマスコッ
ト 100個●替え紙 200枚●ワンタッチ枠 20個●おわん
10個●プール●BBポンプ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×410×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

夏の縁日の定番。

夢いっぱい、楽しさいっぱい。魅力あるPOPがお客様をし
っかりキープ。吊り下げにもスタンドにもなります。

様々なキャラクター人形のイベントセットです。

アニマルパンチボールつりつり大会 100人
用 （20912）

キャラクタービニール水ヨーヨーつり大会（
100個） （1578-01）

ミニオンズ パンチヨーヨーつり大会 100個
入

21W255

JPN78-38S

[税抜] \16,100

21W256
直送品

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：●アニマルボール100コ●予
備5コ●つり針30コ●つり用紙100枚●ミニハンドポンプ1
コ●80cmプール1コ●エアーポンプ1コ●レジャーシート1
枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

大人気のつりつりシリーズの定番商品です！

[税抜] \15,800

JPN78-38T

21W257
直送品

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

[税抜] \14,000

CHN70-30S
直送品

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：●ミニオンズパンチヨーヨー
100コ●80㎝丸型プール1コ●BBステップポンプ1コ●つ
り針30コ●つり紙100枚●レジャーシート1枚●らくらくポ
ンプ1コ●重量：2.5kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
325×415×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

毎年お子様に大人気のミニオンズのパンチヨーヨーつり
大会です。

WEB サマーナウ２０２１

スーパーボールすくい大会 350個入 （
1585-03）
JPN80-40U

21W258

21W259
直送品

[税抜] \12,500

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

くじ付おもしろ消しゴムボード（５０名用）
21W261

指定不可

水ピス当て 84付

JPN75-35S

指定不可

宝くじセット(宝くじ+当選者発表ポスター)
CHN70-30S

21W260

指定不可

JPN80-40S

[税抜] \6,000

[税抜] \6,000

●ｾｯﾄ内容：1～20/ヘッダー付PP袋入水ピス・21～84/
水ピス（小）●重量：1630g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
680×410×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 9個

●ｾｯﾄ内容：宝くじ1000枚(Ａ組～Ｆ組各№1～5000の内
の1000枚※組及び番号の指定不可)・当選者発表ポスタ
ー●重量：1330ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：宝くじ１枚/85×182mm・
発表ポスター/610×285mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1個

夏の定番水ピスのクジ付台紙当です。ちいさなイベント
でも手軽に使って頂けます。

宝くじ１０００枚と当選者発表ポスターのセット商品です。

ビンゴネオ （045513）

ポイキャッチ グッピーちゃん 100個入

21W262

JPN90-50S

21W263

JPN75-35S

[税抜] \3,500

[税抜] \2,500

[税抜] \2,000

●ｾｯﾄ内容：●消しゴム50コ●くじ50枚●ボード1枚・取説
●重量：2.6kg ●本体ｻｲｽﾞ：ボード/530×380mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：530×380mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 10個

●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：ゲージ/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

●ｾｯﾄ内容：ポイキャッチ6号×100●重量：336g ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×275×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

とってもリアルな立体消しゴムをくじを引いてゲットしよう!

質感たっぷりなサイズ！

夏の定番グッピーちゃんです。スーパーボールや人形す
くい、キラピカコインなど何でもすくえます。強度は４号(
強)から７号(弱)の４種類。通常は６号です。

ペンシルバルーン15色アソート （100本入）

イベントメッシュキャップ （700-EVM-010）

イベントメッシュキャップ （700-EVM-031）

21W264

JPN70-30S

21W265A A/レッド

CHN68-28U

21W265B B/ネイビー

CHN68-28U

[税抜] \1,600

[税抜] \450

[税抜] \450

●材質：天然ゴム ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：226g ●本
体ｻｲｽﾞ：吹後/φ50×1500mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
395×150×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 30個

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-1650-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-1650-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm

パフォーマンスにも使えるペンシルバルーン。お花や動
物など、色々な形が作れます。

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

WEB サマーナウ２０２１

イベントメッシュキャップ （700-EVM-077）
21W265C C/ｺﾞｰﾙﾄﾞｲｴﾛｰ

CHN68-28U

イベントメッシュキャップ （700-EVM-034）
21W265D D/ターコイズ

CHN68-28U

祭手拭 (名刺ポケット付ＯＰＰ袋入） （
4F3024-01P）
21W266

JPN70-30S

[税抜] \450

[税抜] \450

[税抜] \300

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-1650-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm

●材質：ポリエステル100% ●機能：頭囲56～60cm対応
●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-84-1650-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×110mm

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

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

豊富なカラーがうれしいメッシュキャップ。

春祭り、夏祭りに秋祭り。日本のお祭りに1枚あると気分
も盛り上がります。ポケット付ポリ袋入なので名刺や小さ
なチラシを入れられます。

抽選箱

ピックアップ三角クジ １０枚入

ピックアップ三角クジ １０枚入

21W267

JPN70-30S

21W268A A/２等

JPN70-30S

21W268B B/３等

JPN70-30S

[税抜] \200

[税抜] \80

[税抜] \80

●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

●材質：紙 ●重量：11g ●本体ｻｲｽﾞ：１枚
/47×47×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55×8mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個

●材質：紙 ●重量：11g ●本体ｻｲｽﾞ：１枚
/47×47×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55×8mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個

はがすタイプのクジです。

はがすタイプのクジです。

ピックアップ三角クジ ５枚入
21W269A A/特賞

ピックアップ三角クジ ５枚入
JPN70-30S

21W269B B/１等

JPN70-30S

[税抜] \40

[税抜] \40

●材質：紙 ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：１枚
/47×47×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個

●材質：紙 ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：１枚
/47×47×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個

はがすタイプのクジです。

はがすタイプのクジです。

WEB サマーナウ２０２１

岡崎精肉店 近江牛サーロインステーキ
200g×2枚
21W275

JPN93-53V

＜夏の味覚＞

京都 モリタ屋 国産牛 バラ・モモ 焼肉用
400g
21W277

JPN93-53V

●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 1個

富良野メロン 2玉 （1023）
21W280

JPN98-58V

★[税抜] \5,000

直送品

●ｾｯﾄ内容：モモ400g（200g×2）●重量：750g ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：170×220×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

優秀な和牛子牛が厳選され、岡﨑の直営農場で長期間
飼育された「近江日野牛」。気候や水質に恵まれた近江
ならではの風土が、その質に磨きをかけています。

数々のブランド牛の素牛である但馬牛はまさに和牛の
ルーツ。兵庫県産の純粋な血統が守られてきた「純血の
和牛」です。

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット （FSV-51）

宮崎牛 角切りステーキ （SC-220）

JPN05-65V

21W279
直送品

★[税抜] \5,000

JPN00-60U
直送品

★[税抜] \5,000

●材質：豚肉 ●ｾｯﾄ内容：ロースハム320g・肩ロース焼
豚185g・燻しハム180g・特選あらびきウインナー85g×3
●重量：1180g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：236×281×65mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 【卵・小麦】

●ｾｯﾄ内容：モモ肉300g・ヒマラヤ岩塩●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×265×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました
。

国内屈指の黒毛和牛産地・宮崎。太陽と緑に恵まれ生
産農家の愛情を一身に受けた宮崎牛をお届けします。
お好みでヒマラヤ岩塩をつけてお召し上がりください

静岡銘茶 香雅伝承 （CFO-50）

奈良 吉野の葛餅 （4720001）

21W281
直送品

JPN98-58V

★[税抜] \8,000

●ｾｯﾄ内容：サーロインステーキ200g×2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：227×315×73mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

21W278
直送品

★[税抜] \6,500

21W276
直送品

★[税抜] \12,000

兵庫 但馬牛 網焼き肉

JPN75-35S

21W282

JPN05-65U
直送品

★[税抜] \5,000

★[税抜] \4,000

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

●ｾｯﾄ内容：煎茶（秀）150g×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×200×84mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

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

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

製茶仕上技術を競う大会「同一荒茶による仕上技術競
技会」において数々の賞を受賞。静岡県牧之原産の茶
葉を中心に茶師が厳選ブレンドした深蒸し茶です。

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

WEB サマーナウ２０２１

乳蔵 北海道乳蔵アイスクリーム10個 （
110007）
21W283

JPN98-58V

21W284
直送品

★[税抜] \3,500

銀座千疋屋 マンゴードリンク （0820003）
JPN09-69V

21W285
直送品

★[税抜] \3,000

高知 Made in 土佐 南の国の高知アイス 高
知アイスセット （3410002）
JPN05-65T
直送品

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：バニラ、赤肉メロン、ストロベリー、ハスカッ
プ、青肉メロン各90mL×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
182×257×161mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡スチロール 1個 【卵
・乳】

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

●ｾｯﾄ内容：アイス115mL×6（アイスクリン×3・ゆずシャ
ーベット、文旦シャーベット、ぽんかんシャーベット）●重
量：1.2kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×250×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：発泡スチロール 1個 【卵・乳】

北海道牛乳を使用したアイスセット。人気のバニラに赤
肉・青肉メロンやハスカップ、ストロベリーの4種のフルー
ツの味も楽しめます。

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

主原料は高知の素材を使用。高知の豊かな１次産品を
使って多くの人に美味しいアイスをお届けしております。

乾麺・全国繁盛店ラーメンセット12食 （
CLKS-04）

ふじのくに牧之原茶セット （FMH-28）

デルモンテ100%果汁ジュースギフト （KDF20R）

21W286

JPN85-45U

21W287

JPN73-33V

21W288

JPN03-63V

★[税抜] \3,000

★[税抜] \2,500

★[税抜] \2,000

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

●ｾｯﾄ内容：和紅茶ティーバッグ、望 粉末茶スティック
各20・深蒸し茶テーィバッグ×8●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
245×310×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

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

人気の繁盛ラーメン店の味が、お鍋ひとつの簡単調理で
お召し上がりいただけます。各店自慢の味をご家庭で手
軽にお楽しみください。

茶業界初の認証審査を実施し、条件をクリアしたお茶だ
けを使用した、高品質で安心・安全な「望」を是非、お試
しください。

混じりっけなしの100%果汁。地球育ちの豊かな恵みをお
届けします。

デリシュ・ボヌール （TDL-20）

乾麺・全国繁盛店ラーメンセット6食 （
CLKS-02）

神戸居留地ジュースセット （TBJ-15）

21W289

JPN85-45U

21W290

JPN85-45U

21W291

JPN93-53V

★[税抜] \2,000

★[税抜] \1,500

★[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：シャーベットゼリー58g×6（アルフォンソマン
ゴー、山形ラ・フランス、ピンクグレープフルーツ各2）・山
梨県産白桃ゼリー58g・岡山県産ピオーネゼリー58g・ミッ
クスベリー＆ブルーベリーゼリー125g・グレープフルーツ
＆オレンジゼリー125g●重量：1.140g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
218×330×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱+包装済 10個
【乳】

●ｾｯﾄ内容：札幌黒帯味噌味、秋田十郎兵衛醤油味、博
多入船食堂とんこつ味各2食入●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
390×215×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 16個 【卵・小麦】

●ｾｯﾄ内容：アップル、オレンジ、グレープ各4●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：215×325×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個

凍らせておいしい３種類のゼリーなどの詰合せです。

人気繁盛ラーメン店の味がお鍋一つの簡単調理でお召
し上がりいただけます。各店自慢の味をご家庭でお手軽
にお楽しみください。

太陽の恵みを受けて育った果汁100%ジュース。

WEB サマーナウ２０２１

カルピス3本セット （CL-15B）
21W292

JPN05-65U

伊勢参宮素麺50ｇ×10束 （KI-10）
21W294

JPN63-23Y

ひとくち羊羹12個入 （R-100）
21W295

JPN88-48V

★[税抜] \1,500

★[税抜] \1,000

★[税抜] \1,000

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

●重量：500ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：206×204×27mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【小麦】

●ｾｯﾄ内容：ひとくち羊羹26g×12（練×6・抹茶、塩各3）
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：162×206×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
24個

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

伊勢参宮素麺は気候と風土に恵まれた産物で、しまりの
よい粉、豊かな風味で小麦のうま味も十分に味わえます
。歯ごたえの良い、のど越しの良い素麺です。

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

水羊羹ギフト10個 （ICS-10）

中華料理の鉄人 陳建一 デザートセット3個
入 （6390）

長野 信州フルーツゼリー （1550070）

21W296

JPN80-40U

21W297

JPN00-60V

21W298

JPN00-60U

★[税抜] \1,000

★[税抜] \1,000

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：水羊羹60ｇ×10（練り×4・抹茶、小倉各3）
●重量：830g ●本体ｻｲｽﾞ：200×315×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：段ボール箱+包装済 12個

●ｾｯﾄ内容：杏仁豆腐、マンゴープリン、ライチプリン各
82g●重量：300ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×85×45mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 【卵・乳】

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

※ｶｰﾄﾝ割未満運賃1100円（税込）
なめらかな口当たりとさらっとした喉ごしにこだわった３
種の水羊羹の詰合せです。手土産にぴったりな一品で
す。

なめらか杏仁豆腐、濃厚マンゴープリン、まろやかライチ
プリンといった定番の中華デザートを陳建一オリジナル
レシピにて作り上げました。

信州産果汁を使用したフルーツゼリーです。

銀座千疋屋 銀座ゼリー3個 （0820113）

カルピス2本セット （CL-10B）

堂島珈琲&ナッツセレクション （DOY-10）

21W299

JPN03-63U

21W300

JPN05-65U

21W301

IND70-30S

★[税抜] \1,000

★[税抜] \1,000

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ゼリー75g×3（マンゴー、キウイ、グレープフ
ルーツ）●重量：500ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×135×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

●ｾｯﾄ内容：470mL×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×143×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 【乳】

●ｾｯﾄ内容：堂島珈琲（ドリップコーヒー）8g×3・素焼きア
ーモンド40g・素焼きカシューナッツ35g●重量：255g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×240×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

みんなの笑顔があふれるカルピスが爽やかなひとときを
お届けします。

新鮮な珈琲豆の芳醇な香りと豊かな味わいの堂島珈琲
と油や塩を使っていない素材そのままの美味しさのかり
っと香ばしい素焼きナッツの詰合せです。

※ｶｰﾄﾝ割未満運賃660円（税込）
果物の味をそのまま生かし、上品でフルーティな香りと
優しい甘みに仕上げた、銀座千疋屋オリジナルのフルー
ツゼリーの詰め合わせです。

WEB サマーナウ２０２１

そうめん 感謝をこめて （KSK-90K）
21W302

JPN70-30S

手延べ素麺 揖保乃糸 （IB-8）
21W303

JPN78-38S

感謝をこめて （MEK-50K）
21W304

JPN70-30S

★[税抜] \900

★[税抜] \800

★[税抜] \500

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

●ｾｯﾄ内容：上級50g×6●重量：330g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
192×100×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 【小麦】

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

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

良質の小麦粉・播磨地方のおいしい水・赤穂の塩を使い
伝統の製法で作り上げた逸品です。揖保乃糸ならでは
の爽やかな喉ごしと豊かな風味をご堪能ください。

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

黒豆麦茶２０包 （UBT-KUR-0050）

ありがとうハートふりかけ

マンゴープリン＆ヨーグルトムース （PY-4）

21W305

JPN80-40S

21W306

JPN80-40T

21W307

JPN80-40W

★[税抜] \500

★[税抜] \500

★[税抜] \400

●材質：大麦・大豆（遺伝子組換えでない） ●ｾｯﾄ内容：
10g×20●重量：260g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×110×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

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

●ｾｯﾄ内容：マンゴープリン 52ｇ×2・ヨーグルトムースプ
レーン、ヨーグルトムースストロベリー 各52ｇ●重量：270
ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：165×165×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール
箱 30個 【乳】

良質の大麦に香ばしい黒豆をブレンド。麦茶のさっぱり
とした味わいと黒豆のコクが絶妙の味わいです。ホットで
もアイスでも。

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

マンゴープリンとヨーグルトムースの２つの味わいが楽し
めるプチギフトです。

播州の糸 つゆ付き （BSｰ3）

紀州南高梅（2P） （RUB-25）

ハートクッキーパック・ＥＳ （152396）

21W308

JPN75-35S

21W309

JPN80-40S

21W310

JPN83-43S

★[税抜] \300

★[税抜] \250

★[税抜] \220

●ｾｯﾄ内容：そうめん50g×3・めんつゆ20mL●重量：
200g ●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】

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

●ｾｯﾄ内容：クッキー45ｇ●重量：55ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×100×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 24個 【乳・小麦】

そうめんの本場播州で作られた、絹糸のようになめらか
なそうめんです。

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

可愛いハート型のクッキーを入れました。

WEB サマーナウ２０２１

おにぎり塩 （ONI-20）
21W311

島原そうめん （AS-2）
JPN88-48S

21W312

ネスカフェ コーヒーセット （NEG-15）
JPN75-35S

21W313

JPN80-40S

★[税抜] \200

★[税抜] \200

★[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：食塩40g●重量：43g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×130×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙パッケージ 100個

●ｾｯﾄ内容：そうめん50g×3束●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：200×60×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 【小麦】

●ｾｯﾄ内容：ゴールドブレンドスティック ブラック2g×3●
重量：10g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：151×69×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 100個

男鹿半島沖から汲んだ海水でつくる自然海塩「男鹿半島
の塩」がお米の甘み・香りを存分に引き出してくれます。
米そのものの旨味を味わうおにぎり塩です。

桃太郎麦茶 （MV-10）
21W314

微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込む「挽き豆包み
製法」で淹れたての豊かな香りとコーヒー本来の味わい
を楽しめます。スティックタイプのセットです。

ティータイム （LTK-10）
JPN80-40S

21W315

桃太郎麦茶（袋入り） （MV-5）
KEN80-40S

21W316

JPN89-49V

★[税抜] \100

★[税抜] \100

★[税抜] \50

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

●ｾｯﾄ内容：リプトンイエローラベル2g×2●重量：17g ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：133×120×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙パッケー
ジ 100個

●ｾｯﾄ内容：麦茶バッグ10g×3●重量：40g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：150×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

食品添加物、着色料など一切使用しておりません。

美味しい紅茶を手軽に楽しめます。紅茶は厳選された数
十種類もの茶葉がブレンドされたイエローラベルです。

食品添加物・着色料不使用。家族で安心して飲める麦
茶です。

そよ風の麦茶２包 （UMU-SOY-0010）
21W317

JPN80-40S

★[税抜] \30
●材質：大麦 ●ｾｯﾄ内容：10ｇ×2●重量：25ｇ ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：90×150×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個

WEB サマーナウ２０２１

ツインバード フットタタキトントン （EM2706BL）
21W320

＜敬老の日＞

ツインバード シートマッサージャー （EM2546BL）
21W322

CHN75-35S

CHN75-35U

アナバス 集音器 （SF-300（W））
21W321

CHN65-25S

[税抜] \15,000

[税抜] \10,000

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

●材質：ABS ●機能：ALC（自動音量調整）・音量、左右
バランス調整可 ●ｾｯﾄ内容：イヤホンマイク・イヤホンチ
ップ（大、中、小）・ネックストラップ・ポーチ・取説・保証書
●重量：45g ●電源：単4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
72×44×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×130×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

[法]医療機器認証番号220AGBZX00101A01 [法]PS-E
マーク
体の縮図と言われる足の裏を強力マッサージ。8つのタ
タキパターンで心地よくほぐします。足の裏はもちろんふ
くらはぎにも使えます。

テレビの音が大きすぎると言われる、電話の声が聴きに
くい、そんな方にピッタリ。突然の大きな音を制御する
ALC（自動音量調整機能）搭載。

エドクルーガー ポーチ （14-0066-10）

エドクルーガー ポーチ （14-0066-74）

21W323A A/ﾌﾞﾗｯｸ

JPN70-30V

21W323B B/ｶｰｷ

JPN70-30V

[税抜] \8,000

[税抜] \5,000

[税抜] \5,000

●材質：外皮/ポリエステル、内部/ウレタンスポンジ・リ
モコン/ABS ●機能：タイマー 10分（オートオフ） ・電源ス
イッチ/切、弱、強・マッサージ部位選択スイッチ/もも、腰
、背中・コード長/2.5m ●ｾｯﾄ内容：ACアダプター・取説・
保証書●重量：1.3kg ●電源：AC100V-8W ●本体ｻｲｽﾞ
：900×470×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×450×510mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個 ●名入：コントローラー/90240-32-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm

●材質：合成皮革 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：280g ●本
体ｻｲｽﾞ：190×260×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
225×270×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添） 10個

●材質：合成皮革 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：280g ●本
体ｻｲｽﾞ：190×260×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
225×270×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添） 10個

[法]医療機器認証番号220AGBZX00097000 [法]PS-Eマ
ーク
背中・腰・太ももの各部を心地よくマッサージ。オートオフ
タイマーを内蔵。軽量で持ち運びに便利。折り畳んで収
納OK。楽々操作の手元スイッチ。医療機器。

[品]信頼のマーク

[品]信頼のマーク

小物の整理に大変便利な日本製のメンズポーチ。

小物の整理に大変便利な日本製のメンズポーチ。

アドニス グルーミングキット （G-3022）

郷技 タンブラー300mL （YJ2117）

敬老の日 焼印入スーパースターロール

21W324

JPN80-40Y

21W325

JPN68-28U

21W326

JPN10-70T
直送品

[税抜] \3,500

[税抜] \3,000

★[税抜] \2,550

●材質：ケース/発泡ビニール ●ｾｯﾄ内容：爪切り×2（S
、M）・爪ヤスリ・甘皮切り・セーフティはさみ・毛抜き・耳
かき●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：ケース
/81×125×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：83×130×33mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個

●材質：18-8ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：110ｇ
●容量：300mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ73×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：77×77×94mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：
110-144-16-40-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：35×35mm

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

身だしなみは指先から！デキる男の新常識。男のネイ
ルケアシリーズ。

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

「いつまでもお元気で」の焼印入りロールケーキです！
あっさりクリームをぎっしり詰めたボリューム満点のロー
ルケーキです。＜出荷期間:9月1日～中旬＞

WEB サマーナウ２０２１

木製ボールペン（木箱付） （ST008）
21W327

CHN65-25S

匠の技 グルーミングキット （G-3110）
21W328

JPN75-35S

5PCデイケアセット （SN-03）
21W329

KOR65-25S

[税抜] \2,000

[税抜] \1,700

[税抜] \1,500

●材質：木 ●ｾｯﾄ内容：木箱・BP・取説●重量：85g ●本
体ｻｲｽﾞ：BP/145×16×13mm・木箱/162×28×30mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：172×31×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
100個 ●名入：60-51-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：
10×50mm

●材質：特殊浸炭材・亜鉛合金・ABS・ステンレス特殊加
工 ●ｾｯﾄ内容：爪切り・爪ヤスリ・取説●重量：124g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：86×131×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

●材質：アクリル・ABS・クロムメッキ刃物鋼・ステンレス
スチール ●ｾｯﾄ内容：ドーム型ケース・つめ切り・毛抜き
・先丸鋏・耳かき・つめヤスリ●重量：125g ●本体ｻｲｽﾞ：
ケース/φ60×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×60×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 60個 ●名入：8018-17-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm

高級感とあたたかみがある木製のボールペン。

質感のよい爪切りと心地よく削れる爪ヤスリのセット。パ
ッケージは金の箔押しで匠の技のロゴの入った和紙風
の化粧箱になっており、贈り物に最適です。

日常生活、旅行の際に置いておくと便利なデイリーセット
です。

ダブルフレーム （CTV-120）

ダブルフレーム （CTV-120）

ダブルフレーム （CTV-120）

21W330A A/ｴﾒﾗﾙﾄﾞ

CHN75-35U

21W330B B/ﾜｲﾝ

CHN75-35U

21W330C C/ｷｬﾒﾙ

CHN75-35U

[税抜] \1,400

[税抜] \1,400

[税抜] \1,400

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：9024-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：9024-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：9024-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm

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

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

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

ダブルフレーム （CTV-120）

ダブルフレーム （CTV-120）

inishie承タオルセット （F10536DB）

21W330D D/ﾌﾞﾙｰ

CHN75-35U

21W330E E/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

CHN75-35U

21W331A A/ダークブルー

VIE83-43U

[税抜] \1,400

[税抜] \1,400

[税抜] \1,000

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：9024-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm

●材質：樹脂・ガラス ●機能：写真/Lサイズ、2Lサイズ・
掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：壁掛用金具●重量：450g ●本体
ｻｲｽﾞ：175×365×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×250×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：9024-32-300-S（Eのみ不可） ●名入ｻｲｽﾞ：15×180mm

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：265g ●本体
ｻｲｽﾞ：340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×160×50mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個

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

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

古き良き日本の文化を伝承する、凛とした和のギフトセ
ットです。モダンかつ小粋な小紋柄を片面ガーゼタオル
にあしらいました。

WEB サマーナウ２０２１

inishie承タオルセット （F10536M）
21W331B B/ミックス

VIE83-43U

レンズ付鶴亀つめ切り （NCL-8B）
KOR70-30S

21W332

メガネ型ルーペ （ST103）
21W333A A/ﾎﾜｲﾄ

CHN65-25S

[税抜] \1,000

[税抜] \800

[税抜] \800

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：265g ●本体
ｻｲｽﾞ：340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×160×50mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ステンレススチール・アクリ
ル・ABS ●ｾｯﾄ内容：レンズ●本体ｻｲｽﾞ：爪切り
/82×16×18mm・レンズ/45×73×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：130×55×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：
80-18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm

●材質：PC ●機能：倍率1.6倍 ●ｾｯﾄ内容：メガネ拭き
袋・取説●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：40×145×155mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：52×158×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100
個 ●名入：60-72-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×15mm

古き良き日本の文化を伝承する、凛とした和のギフトセ
ットです。モダンかつ小粋な小紋柄を片面ガーゼタオル
にあしらいました。

鶴は千年、亀は万年と言われるように古来より鶴と亀は
長寿と繁栄の象徴として縁起物として扱われています。
贈り物・ギフトとしてピッタリなつめ切りです。

眼鏡のように掛けるルーペで両手が使え、作業するのに
便利。重ね掛けもできます。

メガネ型ルーペ （ST103）

メガネ型ルーペ （ST103）

ものしり朱泥湯呑1P （P-601）

21W333B B/ｴﾝｼﾞ

CHN65-25S

21W333C C/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN65-25S

21W334A A/十訓

JPN78-38U

[税抜] \800

[税抜] \800

[税抜] \250

●材質：PC ●機能：倍率1.6倍 ●ｾｯﾄ内容：メガネ拭き
袋・取説●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：40×145×155mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：52×158×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100
個 ●名入：60-72-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×15mm

●材質：PC ●機能：倍率1.6倍 ●ｾｯﾄ内容：メガネ拭き
袋・取説●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：40×145×155mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：52×158×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100
個 ●名入：60-72-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×15mm

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

眼鏡のように掛けるルーペで両手が使え、作業するのに
便利。重ね掛けもできます。

眼鏡のように掛けるルーペで両手が使え、作業するのに
便利。重ね掛けもできます。

美濃焼湯呑の側面に健康や長寿の心得が書かれてい
ます。

ものしり朱泥湯呑1P （P-602）

しおり拡大鏡（定規付） （81410）

21W334B B/長寿

JPN78-38U

21W335

CHN70-30S
フルカラー対応

[税抜] \250

[税抜] \140

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

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：7g ●本体ｻｲｽﾞ：
65×189×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×200×2mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：60-66-16-1000-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×55mm

美濃焼湯呑の側面に健康や長寿の心得が書かれてい
ます。

しおりタイプの拡大鏡です。両サイドにメモリ（0～10cm）
も入っており、定規としても使用できます。

WEB サマーナウ２０２１

手回し/ソーラー蓄電ラジオ （L-090）
21W340

＜防災の日＞

CHN85-45W

21W341

CHN70-30S

[税抜] \5,980

[税抜] \5,000

●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） ●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）・ダイナモ・ソーラー・USB ●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

●材質：ABS ●機能：ラジオ/AM、FM（ワイドFM対応）、
SW・スピーカー ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・イヤホン・取説・
保証書●重量：133g ●電源：アルカリ単3×2（別） ●本
体ｻｲｽﾞ：76×127×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×210×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 40個

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。

コンセント充電式常備灯 ピオマ ここだよラ
イトS （UGL3-W）
21W342

ケンコー AM/FM/短波ラジオ （KR009AWFSW）

JPN80-40V

ＬＥＤランタンライト （WLT120L 1403715）
21W343

CHN65-25S

スマホ充電ダイナモFMラジオLEDライト （
50900）
21W344

CHN70-30S

[税抜] \3,800

[税抜] \3,500

[税抜] \3,200

●材質：ABS・PC ●機能：地震時自動点灯（震度4相当
以上10分間）・停電時自動点灯（10分間）・携帯灯（6時間
）・消灯後の足元灯（30秒） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：120g ●電源：AC100V・ニッケル水素充電池（内）
●本体ｻｲｽﾞ：96×62×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
114×85×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 25個 ●名入：70180-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm

●材質：ABS・ゴム ●機能：点灯/センター4ＬＥＤ、外側8
ＬＥＤ、センター＋外側12ＬＥＤ・懐中電灯モード/最大約
1000ルクス ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：560ｇ ●電
源：単1×3（別） ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×124×245mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

●材質：ABS ●機能：LEDライト・ワイドFM対応・スマホ
充電・サイレン ●ｾｯﾄ内容：USBケーブル・取説●重量：
160g ●電源：ダイナモ・USB ●本体ｻｲｽﾞ：
145×55×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×70×50mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：60-96-17-60-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：7×20mm

地震や停電で自動点灯、すぐに懐中電灯代わりに持ち
出せます。普段はコンセントに差した状態で消灯時の足
元灯として重宝します。

アウトドアや夜間の作業時など多彩な場面で使用できま
す。手に持てばハンディライトに、伸ばして置けばランタ
ンになる２WAYタイプ。

一台4役！災害時に役立つ機能搭載！バッテリー容量：
950mAh。

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

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

アナバス ポケットラジオ （PR-950）

[法]PS-Eマーク

21W345

JPN00-60U

★[税抜] \2,900

21W346
直送品

JPN00-60U

★[税抜] \2,800

21W347
直送品

●機能：保存7年 ●ｾｯﾄ内容：保存水500mL・レトルト米
粉クッキー・レトルトご飯（五目ご飯・カレーピラフ、スプー
ン付き）・Qトワレ（簡易トイレ5回分）・リダクションシート（
アルミブランケット）●重量：1510g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
230×207×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個

●機能：保存7年 ●ｾｯﾄ内容：保存水500mL・レトルトクッ
キー（ココナッツ味）・レトルトパン（ミルクブレッド）・レトル
トご飯（五目ごはん、スプーン付）・Qトワレ（簡易トイレ5
回分）・リダクションシート（アルミブランケット）●重量：
1390g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×207×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 8個 【卵・乳・小麦】

※この商品は梱単位のみの受注となります。

※この商品は梱単位のみの受注となります。

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

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

CHN65-25S

[税抜] \2,000
●材質：ABS ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応） ●
ｾｯﾄ内容：イヤホン（モノラル）・取説・保証書●重量：65ｇ
●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：18×54×92mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：30×77×183mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個

スリムな高感度AM/FMラジオ（ワイドFM対応）。通勤、通
学などに便利なポケットサイズ。イヤホン付きだから電車
、バス等でも使用できます。

WEB サマーナウ２０２１

スリムランタン （RL-250）
21W348

ダイナモ&USB充電ライト （ES035）
CHN70-30S

CHN65-25S

21W349A A/ﾎﾜｲﾄ

ダイナモ&USB充電ライト （ES035）
CHN65-25S

21W349B B/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \2,000

[税抜] \1,600

[税抜] \1,600

●材質：ABS ●機能：LED ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・取説・
保証書●重量：40g ●電源：単3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：φ
25×156mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：45×32×166mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-120-16-100-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：8×40mm

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

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

周囲を照らすスリムなランタン。防災袋等に入れてもかさ
ばりません。

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。

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。

ハイドロ銀チタン防災フェイスタオル （
JDR-EG-FT-BL）

ハイドロ銀チタン防災フェイスタオル （
JDR-EG-FT-WH）

エイドクルー#150 （8107）

21W350A A/ブルー

JPN75-35S

JPN75-35S

21W350B B/ホワイト

21W351

CHN70-30S
フルカラー対応

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

[税抜] \1,500

●材質：綿100%（ハイドロ銀チタン加工） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：105g ●本体ｻｲｽﾞ：340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：210×120×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：真空パック 100個

●材質：綿100%（ハイドロ銀チタン加工） ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：105g ●本体ｻｲｽﾞ：340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：210×120×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：真空パック 100個

●材質：ケース/HIPS ●ｾｯﾄ内容：中国製：ケース（鏡付
）、爪切り、エチケットハサミ、耳かき、毛抜き兼ピンセット
、爪ヤスリ、キューティクルカッター、ルーペ、マスク×2、
ガーゼ（中）×5・日本製：キズテープ×3、ワンタッチ包帯
、コットンパフ×3・タイ製：カラー綿棒×10●重量：350g
●本体ｻｲｽﾞ：145×195×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
147×200×49mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●名入：6042-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm
[法]絆創膏/医療機器認証番号27B3X00138000001
14種類のアイテムが入った実用的でボリュームたっぷり
の救急セットです。

アルミ防滴9LEDライトセット （L3090）
21W352

CHN70-30U

防災用5点セット （51190）

レスキュー簡易頭巾 （36410）
CHN75-35S

21W353

フルカラー対応

21W354

CHN70-30S

[税抜] \1,200

[税抜] \1,000

[税抜] \980

●材質：アルミ ●機能：9LED・防滴 ●ｾｯﾄ内容：ストラッ
プ・カラビナ・収納ケース・取説●重量：69g ●電源：単
4×3（添） ●本体ｻｲｽﾞ：φ33×98mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×170×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：スリーブケース 40個 ●
名入：60-66-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×20mm

●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
●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

●材質：ポリエステル・PP・ゴム ●ｾｯﾄ内容：レスキュー
簡易頭巾126g・専用ポーチ25g・取説●本体ｻｲｽﾞ：頭巾
/300×450mm・ポーチ/175×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×280×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 72個 ●名入：ポー
チ/60-102-16-72-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm

万が一に備える5点セットです。

災害時に役立つ、簡易頭巾です。ポーチ付きで持ち運び
や収納に便利です。

[品]JIS_IPX4相当
ライト本体、収納ポーチ、ストラップ、カラビナ、マンガン
単4電池×3本をマグネット付ギフトBOXにセット。

WEB サマーナウ２０２１

３ＷＡＹフラッシュランタンライト （SJ-90F）
21W355

指定不可

CHN70-30S

防災サバイバルカード （SV-1）
21W356

CHN70-30S

防災ツール15徳 コンビニエンス （KN-15S）
21W357

CHN70-30S

[税抜] \900

[税抜] \800

[税抜] \750

●材質：ABS ●機能：ランタン・懐中電灯・非常警告灯
●重量：172ｇ ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：φ
70×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×73×110mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 80個 ●名入：60-48-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：
15×25mm

●材質：ステンレススチール・ABS ●機能：ナイフ・栓抜
き・缶切り・六角レンチ・蝶ネジ回し・レンズ・コンパス・マ
イナスドライバー・精密ドライバー（+・-）・キーリング・定
規 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：55g ●本体ｻｲｽﾞ：
84×55×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：86×57×13mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：80-18-17-300-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：15×45mm

●材質：ステンレススチール・ABS ●機能：ナイフ・のこ
ぎり・缶切り・ハサミ・ドライバー（＋/－）・キリ・栓抜き・爪
ヤスリ・爪そうじ・釘外し・ウロコ取り・穴仕上げ・毛抜き・
つまようじ・コルク栓抜き ●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：
75×20×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×35×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：80-18-17-300-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：7×25mm

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

いざという時に役立つ防災アイテムとして活躍できるツ
ールです。

いざという時に役立つ防災アイテムです。

緊急脱出用ハンマー （62375）

災害・書けるテープ （51075）

新・食・感ベーカリー レトルトパウチ黒糖パ
ン ５年 （321615）

21W358

CHN70-30S

21W359

CHN70-30S

21W360

JPN88-48W

[税抜] \700

[税抜] \520

★[税抜] \500

●材質：ABS・炭素鋼 ●機能：ガラス割りハンマー・シー
トベルトカッター ●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
170×70×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×85×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 72個 ●名入：60-90-23-144-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：50×5mm

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：109g ●本体ｻｲｽﾞ：
50mm×30m ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×175×55mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：アルミパック 120個

●機能：保存5年 ●重量：125g ●本体ｻｲｽﾞ：
240×152×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 30個 【卵・乳・小麦】

台風、水害、大雪、交通事故など災害時や緊急時に自
動車のガラスを破壊し脱出する為のハンマーです。シー
トベルトカッター付。ＪＩＳ-Ｄ5716製品規格適合品

非常時やアウトドアで大変便利なテープ。荷物の梱包、
メモを書いて貼っておく、エリアのアピールなど活用方法
は広がります。防災備蓄の必需品です。

黒糖独特の深い味わいです。最大5年の長期保存で手
軽にすぐ食べれます。食べた後は省ゴミ！レトルトパウ
チ食品で「安心」｢安全」

新・備 エネバー （111477）

非常用給水バッグ （15-257）

転倒防止補助プレート2枚入 （SJ-T15）

[品]JIS_Ｄ5716製品規格適合品

21W361

JPN92-52U

21W362

THA70-30S
フルカラー対応

21W363

JPN70-30S

★[税抜] \300

[税抜] \180

[税抜] \150

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

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

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

災害時などの栄養補給に最適！1袋に3色の味！

災害時の水の確保はもちろん、アウトドアにも使えます。

家具の下にはさむだけでOKの転倒防止補助プレート。
釘やネジを使わないので家具を傷つけません。

WEB サマーナウ２０２１

長期保存厚手おしぼり （AO-1）
21W364

JPN70-30S

カラー呼子笛
21W365

指定不可

JPN73-33S

[税抜] \100

[税抜] \90

●材質：スパンレース不織布 ●機能：5年保存 ●重量：
48ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：560×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
195×45×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個

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

アルミフィルム使用で長期保存（5年）が可能なおしぼり。
厚手不織布なのでふんわりやさしい肌触りでしっかりと
拭けます。

WEB サマーナウ２０２１

スターリングクラブ 3＋4どっちもLEDライト
（FL-350）
CHN70-30S

21W369

防犯ブザー付防滴ライト （ES008）
21W370

CHN65-25S

[税抜] \1,500

[税抜] \1,200

●材質：ABS ●機能：LED ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・取説・
保証書●重量：85g ●電源：単4×2（別）・単3×2（別）
●本体ｻｲｽﾞ：φ60×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
68×68×165mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60120-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：6×60mm

●材質：ABS ●機能：90dB（距離1m）・LEDライト・防滴
加工 ●ｾｯﾄ内容：ネックストラップ・取説●重量：68g ●
電源：モニター単4×2（内） ●本体ｻｲｽﾞ：
34×103×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：71×115×43mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-48-16-100-P ●名入
ｻｲｽﾞ：5×20mm

[品]JIS_IPX1相当

＜秋の交通安全
（９／２１－３０）＞

手ぶライト （LT001）
21W371A A/ﾎﾜｲﾄ

CHN65-25S

単3と単4乾電池どちらでも使える防災用コンパクトLEDラ
イト。手元のスイッチで簡単に単3・単4を切り替えること
ができます。

強力なブザーとライトに防滴加工をプラス。反射ネックス
トラップ付。

手ぶライト （LT001）

手ぶライト （LT001）

21W371B B/ﾌﾞﾙｰ

CHN65-25S

21W371C C/ｲｴﾛｰ

CHN65-25S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯切替 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体ｻｲｽﾞ：
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

●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

●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

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

2WAYターンdeライト （PF-100）

携帯型反射バッグ （6J9051）

巾着リュック（反射テープ付） （50070）

21W373

CHN70-30S

21W374

指定不可

CHN70-30S

21W375

CHN70-30S

[税抜] \700

[税抜] \600

[税抜] \350

●材質：PP・ABS・スチロール ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
134g ●電源：単4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：81×76×178mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：84×84×188mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50
個 ●名入：130-84-22-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：25×25mm

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

●材質：ポリエステル・PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
28g ●本体ｻｲｽﾞ：400×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
135×165×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：6072-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm

アウトドアにも、防災用にも便利なランタンとハンディーラ
イトの1台2役のライト。 本体の底を回転させることによ
り、2通りの使い方ができます。

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

多用途に使える巾着リュックです。夜間でも視認しやす
い反射板付き。軽量でコンパクトにたためるのでエコバッ
グとしても使用でき、携帯にも便利です。

WEB サマーナウ２０２１

反射安全タスキ （81345）

ライトdeリストバンド （SJ-30B）
CHN70-30S

21W376

CHN70-30S

21W377

反射テープストラップ
21W378

指定不可

CHN75-35S

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \200

●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：6084-17-240-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×70mm

●材質：PVC ●機能：反射板・ライト切替3段階（点滅/早
、遅・点灯） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g ●電源：
CR2032（内） ●本体ｻｲｽﾞ：290×36×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：295×65×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 480個 ●名入：
60-72-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：70×12mm

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

夜間の安全対策必需品です。

光によく反射します。バッグ、カギ、携帯などにどうぞ。

お絵かきペン立て（交通安全&防災）
21W379

指定不可

JPN75-35S

交通安全クリップ（差し替えシール）
21W380

指定不可

JPN73-33S

リフレクターアームベルト （E2901）
21W381

指定不可

CHN70-30U

[税抜] \95

[税抜] \90

[税抜] \80

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

●材質：スチロール・紙 ●ｾｯﾄ内容：差替えシール（貼り
直し可）・取説●重量：5ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：クリップ
/30×28×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×35×16mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：OPP袋 500個

●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

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

みんなの願い交通安全！

光があたると強力に反射！夜のウォーキングやランニン
グの安全のための必需品です。

アニマルリフレクター （S2951）

交通安全のりもの消しゴム

21W382
[税抜] \80

指定不可

CHN70-30U
フルカラー対応

21W383

指定不可

JPN75-35S

[税抜] \65

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

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

子供たちの安全はアニマルリフレクターで。

パトカーや白バイなど子供は大好き!交通安全啓発グッ
ズとして最適!日本製。

WEB サマーナウ２０２１

INDIVI カラット （INCT-100）
21W388

必勝アイテム 腹巻きクール （KMGK-100）
JPN65-25V

21W389

JPN75-35S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：WT38g×2●本体ｻｲｽﾞ：
350×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：207×287×41mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：綿55%、PE45% ●機能：接触冷感 ●ｾｯﾄ内容：ク
ールハチマキ62g・取説●本体ｻｲｽﾞ：80×950mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×110×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

スマートフォン用マルチバンド （PU-04）

スマートフォン用マルチバンド （PU-05）

＜低額ノベルティ＞

スマートフォン用マルチバンド （PU-01）
21W390A A/ホワイト

KOR75-35S

21W390B B/ブラウン

KOR75-35S

21W390C C/ブラック

KOR75-35S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS・PU ●ｾｯﾄ内容：特殊フィルム●重量：7g
●本体ｻｲｽﾞ：80×25×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×50×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個 ●名入：
0-120-47-1000-インクジェット ●名入ｻｲｽﾞ：79×23mm

●材質：ABS・PU ●ｾｯﾄ内容：特殊フィルム●重量：7g
●本体ｻｲｽﾞ：80×25×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×50×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個 ●名入：
0-120-47-1000-インクジェット ●名入ｻｲｽﾞ：79×23mm

●材質：ABS・PU ●ｾｯﾄ内容：特殊フィルム●重量：7g
●本体ｻｲｽﾞ：80×25×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×50×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個 ●名入：
0-120-47-1000-インクジェット ●名入ｻｲｽﾞ：79×23mm

スマートフォンなどの本体やケース、カバーの裏面に貼
り付け、指を通して持つマルチバンドです。操作や写真
撮影だけではなくスマホスタンドとして利用可能

スマートフォンなどの本体やケース、カバーの裏面に貼
り付け、指を通して持つマルチバンドです。操作や写真
撮影だけではなくスマホスタンドとして利用可能

スマートフォンなどの本体やケース、カバーの裏面に貼
り付け、指を通して持つマルチバンドです。操作や写真
撮影だけではなくスマホスタンドとして利用可能

キューブ デスクスタンド （661-14）

押出リップ透明プラケース入

押出リップ透明プラケース入

21W391
[税抜] \1,000

CHN70-30S
フルカラー対応

21W392A A/赤

JPN70-30S

21W392B B/ピンク

JPN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：ABS ●機能：時計・カレンダー・温度計・アラー
ム・カウントダウンタイマー・ペンスタンド ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：162g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
80×80×108mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×92×117mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個 ●名入：60-42-16-200-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：20×50mm

●材質：馬毛・PBT・アルミ ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
3.4×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：32×135×10mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：透明プラケース（添） 1個

●材質：馬毛・PBT・アルミ ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
3.4×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：32×135×10mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：透明プラケース（添） 1個

ペンや小物を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。

筆の生産地である広島県熊野町で伝統的技術・技法に
よって作られた手造りリップブラシです。

筆の生産地である広島県熊野町で伝統的技術・技法に
よって作られた手造りリップブラシです。

WEB サマーナウ２０２１

ポケットダイナモライト（Ｒ） （3551）
CHN70-30U

21W393

ティアーズオブフローラ （TFR-10）
21W394

JPN70-30W

今治 海と空の美しい青のタオル フェイスタ
オル1P （IBL1001）
21W395

JPN70-30S

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

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

●ｾｯﾄ内容：石鹸70g×4・ボディソープ250mL●重量：
740g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×203×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 18個

●材質：綿100% ●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：340×750mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×150×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
88個

[法]化粧品

[品]今治タオル第2014-206号

バッグの中でもかさばらないポケットサイズのダイナモ充
電式ライトです。

保湿剤としてアロエエキスと野ばらエキスを配合した石
鹸と、野ばらの香りの保湿剤を使用したボディソープの
ギフトセットです。

海と空をイメージしたブルーグラデーションとやわらかな
パイル。清涼感たっぷりで、しかもふんわりタッチ。使い
やすく心地よいタオルです。

今治 カラーレイズ フェイスタオル （C20101）

今治 カラーレイズ フェイスタオル （C20102）

キッチンハサミンガー2個セット （KS-2811）

21W396A A/ピンク

JPN60-20S

21W396B B/ブルー

JPN60-20S

21W397

JPN70-30T

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

[税抜] \1,000

●材質：綿100% ●重量：180g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×160×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 112個

●材質：綿100% ●重量：180g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×160×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 112個

●材質：スチール・PP・塩化ビニール ●ｾｯﾄ内容：キッチ
ンハサミンガー×2・取説●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：
152×11×89mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：74×30×224mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

心地よい色彩とデザインにこだわった、肌ざわりも存在
感もやさしいタオル。使うシーンやインテリアを選ばず、
幅広くご使用いただけます。

心地よい色彩とデザインにこだわった、肌ざわりも存在
感もやさしいタオル。使うシーンやインテリアを選ばず、
幅広くご使用いただけます。

サッと差し込むだけで簡単に挟めるマジックストッパー！
布巾やタオル、スポンジ、ゴム手袋など、差し込むだけで
吊り下げることが出来ます。

ケーブルクリック ミニ ５個組 （120259）

エチケットブラシde網戸掃除 プラス （N20）

ファインフレッシュセット （FFS-083A）

21W398

指定不可

CHN78-38S

21W399

CHN70-30S

21W400

JPN68-28U

[税抜] \980

[税抜] \800

[税抜] \800

●材質：PC・ステンレス ●機能：最大結束サイズ：直径
23mm・最小結束サイズ：直径13mm ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：38×33×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：160×20×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 72個

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

●ｾｯﾄ内容：ライオントップスーパーNANOX10g×3・ライ
オンチャーミーマジカ酵素+（プラス）フレッシュピンクベリ
ーの香り220mL・キッチン除菌クリーナー24枚入●重量：
553g ●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

邪魔なコードを簡単にひとまとめにできます。はずすのも
簡単。

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

WEB サマーナウ２０２１

アルミ室外機ガード （20209）
21W401

CHN73-33T

3WAY マイクロファイバーモップ （LALA-30
）
21W402

JPN70-30S
フルカラー対応

キャナリー マイクロシザーズ （CA-35EUBU）
21W403A A/ﾌﾞﾙｰ

JPN75-35S

[税抜] \780

[税抜] \680

●材質：アルミ蒸着PET・PE・ポリエステル・PP ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：150ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：800×400×5mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×460×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ＰＰ袋 48
個

●材質：PP・AS・ポリエステル・PA ●機能：角度調整（
360度、180度、135度、90度）・乾拭き、水拭き両用 ●ｾｯ
ﾄ内容：収納ケース・取説●重量：95g ●本体ｻｲｽﾞ：
63×55×284mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×56×287mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：インサイドラベル/90-2427-50-オンデマンド ●名入ｻｲｽﾞ：89×18mm

●材質：ABS・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・
取説●重量：5g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×24×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ブリスター 200個

エアコン室外機の負担を減らして省エネに。夏の節電対
策に。

1本で3役に変身！モップの角度が変えられ、あらゆる場
所のお掃除が可能です。

小さくてもちゃんと切れる！簡単に持ち運べる便利なハ
サミです。

キャナリー マイクロシザーズ （CA-35EU-G
）

キャナリー マイクロシザーズ （CA-35EUOR）

キャナリー マイクロシザーズ （CA-35EU-P
）

21W403B B/ｸﾞﾘｰﾝ

JPN75-35S

21W403C C/ｵﾚﾝｼﾞ

JPN75-35S

[税抜] \600

21W403D D/ﾋﾟﾝｸ

JPN75-35S

[税抜] \600

[税抜] \600

[税抜] \600

●材質：ABS・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・
取説●重量：5g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×24×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ブリスター 200個

●材質：ABS・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・
取説●重量：5g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×24×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ブリスター 200個

●材質：ABS・ステンレス刃物鋼 ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・
取説●重量：5g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×24×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ブリスター 200個

小さくてもちゃんと切れる！簡単に持ち運べる便利なハ
サミです。

小さくてもちゃんと切れる！簡単に持ち運べる便利なハ
サミです。

小さくてもちゃんと切れる！簡単に持ち運べる便利なハ
サミです。

ちょいかけスプレー

プラスギフトフロッシュFHC （15-309）

ビューティシェイプ 足つぼローラー （HH708）

21W404

JPN80-40T

21W405

AUT88-48S

21W406

JPN70-30S

[税抜] \570

[税抜] \550

[税抜] \500

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

●ｾｯﾄ内容：食器用洗剤100mL・カウンタークロス（日本）
・ハートのスポンジ（日本）×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
178×143×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

●材質：ABS・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：154g ●本体
ｻｲｽﾞ：193×88×37.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
195×90×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：9072-22-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×80mm

ウッズクラフトという木のような風合いの自然な手触りの
紙を使用しております。

コンパクトサイズでかわいい、足つぼローラー。足の筋
肉の疲れ対策に最適。柔軟性を高めることにより、気持
ちをリフレッシュできます。

WEB サマーナウ２０２１

ポテトングミニ （PCT-102）
21W407A A/ミルク

ポテトングミニ （PCT-105）
JPN75-35S

21W407B B/カスタード

ポテトングミニ （PCT-106）
JPN75-35S

21W407C C/いちごミルク

JPN75-35S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：ケース●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ
：本体/140×24.5×13mm・ケース/150×38×20.5mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×103×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付ポリ
袋 120個

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：ケース●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ
：本体/140×24.5×13mm・ケース/150×38×20.5mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×103×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付ポリ
袋 120個

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：ケース●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ
：本体/140×24.5×13mm・ケース/150×38×20.5mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×103×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付ポリ
袋 120個

カバン、机の中に入れられて指を汚さずにお菓子を食べ
られる！

カバン、机の中に入れられて指を汚さずにお菓子を食べ
られる！

カバン、机の中に入れられて指を汚さずにお菓子を食べ
られる！

アウトドアプロダクツ ミニタオル （
OTD78050）

シャリ感ガーゼ ミニタオルハンカチ （スポエ
リーアイスコットン（R）使用） （SKG10050C）

シャリ感ガーゼ ミニタオルハンカチ （スポエ
リーアイスコットン（R）使用） （SKG10050L）

21W408

CHN75-35V

21W409A A/クリーム

JPN85-45S

21W409B B/ライラック

JPN85-45S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×260×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
120個

●材質：綿100% ●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：240×240mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×130×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
180個

●材質：綿100% ●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：240×240mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×130×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
180個

使い心地、耐久性とデザイン性にこだわるカジュアルブ
ランドのアウトドア。スポーツ時はもちろん普段使いにも
シーンを選ばず使えるオシャレなタオルです。

ガーゼのやわらかな触り心地にシャリッとしたさわやか
な風合いをプラスした、新感覚のコットンガーゼタオルで
す。毛羽立ちにくく吸水性に優れています。

ガーゼのやわらかな触り心地にシャリッとしたさわやか
な風合いをプラスした、新感覚のコットンガーゼタオルで
す。毛羽立ちにくく吸水性に優れています。

シャリ感ガーゼ ミニタオルハンカチ （スポエ
リーアイスコットン（R）使用） （SKG10050B）

伊予のタオルハンカチ （IYH-05-T）

伊予のタオルハンカチ （IYH-05-K）

21W409C C/ブルー

JPN85-45S

21W410A A/ﾁｪｯｸ

JPN80-40S

21W410B B/ｺｷﾞﾝ

JPN80-40S

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：240×240mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×130×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
180個

●材質：綿100% ●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×140×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋
250個

●材質：綿100% ●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×140×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋
250個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

今治ブランドネーム付き、和柄の表ガーゼ裏パイルハン
カチです。

今治ブランドネーム付き、和柄の表ガーゼ裏パイルハン
カチです。

ガーゼのやわらかな触り心地にシャリッとしたさわやか
な風合いをプラスした、新感覚のコットンガーゼタオルで
す。毛羽立ちにくく吸水性に優れています。

WEB サマーナウ２０２１

伊予のタオルハンカチ （IYH-05-N）
21W410C C/ﾅﾐﾁﾄﾞﾘ

JPN80-40S

ウタマロ 石鹸セット （UTA-005）
21W411

JPN85-45S

ナチュラルクリーンセット （NCS-052）
JPN83-43T

21W412

[税抜] \500

[税抜] \500

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×140×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋
250個

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

●ｾｯﾄ内容：花王ワンパックアタック24g×3・洗濯ネット角
型（460ｍm×400mm）（中国）・パイプ洗浄剤3包入・抗菌
ナイロンクリーナー●重量：295g ●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

今治ブランドネーム付き、和柄の表ガーゼ裏パイルハン
カチです。

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

きれいな暮らし応援します。

いきいき生活 M－50 （12504）

抗菌ハンカチタオル１Ｐ （KK-04-RD）

抗菌ハンカチタオル１Ｐ （KK-04-NV）

[品]今治タオル

21W413

指定不可

JPN78-38S

21W414A A/レッド

JPN78-38U

JPN78-38U

21W414B B/ネイビー

[税抜] \500

[税抜] \450

[税抜] \450

●材質：洗濯ネット/ポリエステル・PPナイロン ●ｾｯﾄ内
容：ライオン液体洗剤ナノックス10g×3包・花王アタック
24g×3包・ルンルン夢ランドリー洗濯ネット（角型小）（ベ
トナム）●重量：192g ●本体ｻｲｽﾞ：洗濯ネット
/270×390mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×162×37mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 50個

●材質：綿90%・アクリル10% ●重量：35ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：窓あき箱 150個

●材質：綿90%・アクリル10% ●重量：35ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：窓あき箱 150個

毎日のお洗濯に嬉しい、液体洗剤・粉末洗剤、両方入っ
たセットです!

抗菌剤のマイナスイオンが菌表面に働きかけ、菌種を除
去することでにおい戻りを防ぐので部屋干ししてもにおい
ません。アルコールフリー・中性・低刺激。

抗菌剤のマイナスイオンが菌表面に働きかけ、菌種を除
去することでにおい戻りを防ぐので部屋干ししてもにおい
ません。アルコールフリー・中性・低刺激。

ミミスキット ブルー （G-2192）

ハサミ・オープナーナイフ付ボールペン （
SJ-37S）

エイドクルー#36 （8101）

21W415

JPN75-35S

21W416

CHN70-30S
フルカラー対応

[税抜] \400

[税抜] \370

●材質：エラストマー ●重量：3ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：144mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×50×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスタ
ー 12個

●材質：ABS・ステンレス ●機能：BP・ハサミ・オープナ
ーカッター ●重量：23g ●本体ｻｲｽﾞ：125×15×12mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：128×17×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
900個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：
45×6mm

21W417
[税抜] \360

CHN70-30S
フルカラー対応

●ｾｯﾄ内容：日本製：ケース、キズテープM×3・中国製：
爪切り、エチケットハサミ、耳かき、爪ヤスリ、毛抜き兼ピ
ンセット・タイ製：カラー綿棒×10●重量：77g ●本体ｻｲｽ
ﾞ：ケース/110×80×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
112×82×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 180個 ●名入：6030-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm

[法]絆創膏/医療機器認証番号27B3X00138000001
二重のらせんでゴッソリとれる

ボールペン、ハサミ、手紙や梱包物開封に便利なオープ
ナーカッターの3機能がスマートに。コンパクトなので筆
入や鞄、机の引き出し等どこにでも置けます。

7種類のアイテムが入ったコンパクトで実用的な救急セッ
トです。

WEB サマーナウ２０２１

いきいき生活 M-36 （12512）
21W418

指定不可

JPN80-40U

吊り下げ2WAYライト （5146）
21W419

指定不可

CHN70-30S
フルカラー対応

使い捨て手袋30枚入 （62365）
21W420

CHN70-30S

[税抜] \360

[税抜] \350

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

●材質：HIPS ●機能：ライト・ランタン・吊り下げフック ●
ｾｯﾄ内容：取説●重量：52g ●電源：単3×2（別） ●本体
ｻｲｽﾞ：45×36×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
50×45×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●名入：6042-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×40mm

●材質：PE ●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：
260×290×0.1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：275×110×3mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個

毎日の食器洗いに嬉しいセットです！
（※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）

スポット照射の手持ちライトと広範囲照射ライトの2WAY
で使用できます。吊り下げてランタンとしても使用できま
す。

フリーサイズ。左右兼用で無駄なく利用でき、着けたり外
したり、さっと使えます。柔らかくて極薄ですが、優れた
強靭性を備え、耐久性があります。

疫病退散 アマビエつめ切り （AB-1）

今治 きらめきミニタオル （IMT52010P）

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

21W421

CHN70-30S

JPN75-35V

21W422

[税抜] \300

21W423A A/ﾎﾝﾉｷﾓﾁ

JPN80-40S

[税抜] \300

[税抜] \300

[税抜] \300

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ABS ●重量：58g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：105×20×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×55×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：8018-17-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：12×35mm

●材質：綿100% ●重量：9g ●本体ｻｲｽﾞ：180×180mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×105×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋
240個

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

[品]今治タオル
新型コロナウイルス感染拡大に対し「疫病退散」の願い
を込めた古くから日本に伝わる妖怪「アマビエ」をモチー
フにしたつめ切りです。

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

泉州のフェイスタオルに幸せの象徴「ふくろう」をプリント
。ごあいさつのシーンにあった言葉を選べます。

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

育てるカプセル サボテン （GD-921）

マスクもかけられる薄型スマホスタンド （
TN-01M）

21W423B B/ｱﾘｶﾞﾄｳ

JPN80-40S

21W424

指定不可

JPN75-35S

21W425

JPN70-30S
フルカラー対応

[税抜] \300

[税抜] \273

[税抜] \250

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

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：ポット・培養土・種・取説●重量：
27ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ65×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：カプセル
192個

●材質：PP ●機能：マスクスタンド（かける、はさむ、の
せる）・スマホ、メガネスタンド ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
30ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：スマホスタンド/110×55×2mm・マスク
スタンド/170×59×3.7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×110×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：012-9-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：56×46㎜

泉州のフェイスタオルに幸せの象徴「ふくろう」をプリント
。ごあいさつのシーンにあった言葉を選べます。

ガチャガチャのカプセルの中にはサボテン栽培セットが
入っています。

オンライン商談や会議に活躍するスマホスタンドにマス
クが置ける便利なスタンドを合体させました。定形封筒で
発送できます。低単価な販促ツールに最適。

WEB サマーナウ２０２１

エチケットブラシ ミラー付 （GH2T）
21W426

CHN70-30S

ダブルコンパクトミラー （SJ-24M）
CHN70-30S

21W427

フルカラー対応

NEWポリラップギフト 30cm×20m （29093）
JPN62-22S

21W428

[税抜] \250

[税抜] \240

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

●材質：ABS・鏡 ●機能：等倍鏡・拡大鏡 ●重量：54g
●本体ｻｲｽﾞ：φ75×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
80×80×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：6056-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×40mm

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

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

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

ダイオキシン0%、環境に優しく電子レンジに強い。

ＳＷキッチンスポンジ （KSW02）

ＳＷキッチンスポンジ （KSW03）

ボタニカル ガーデン 2包入 （BG-20K）

21W429A A/おばけ

THA70-30S

21W429B B/怪獣

THA70-30S

[税抜] \230

21W430

指定不可

JPN70-30S

[税抜] \220

[税抜] \220

[税抜] \200

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

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

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

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

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

クレハ NEWクレラップ粗品用レモン
30cm×10m （21-100）

無香消臭200g （MS200-A）

21W431
[税抜] \200

JPN78-38V
フルカラー対応

●材質：PVC ●機能：耐久温度-60～140度 ●重量：
131g ●本体ｻｲｽﾞ：30cm×10m ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
312×44×44mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：024-52-3000-K ●名入ｻｲｽﾞ：30.5×167mm

21W432A A/無香

無香消臭200g （MS200-B）
JPN70-30T

21W432B B/炭
[税抜] \190

●材質：植物抽出消臭液・吸水性樹脂 ●重量：200g ●
本体ｻｲｽﾞ：76×60×107mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 80個

●材質：植物抽出消臭液・吸水性樹脂 ●重量：200g ●
本体ｻｲｽﾞ：76×60×107mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 80個

無香料タイプの消臭剤です。

無香料タイプの消臭剤です。

[品]Gマーク
ラップが浮いてつまみやすいつまめるフラップ、ロールの
飛び出しを防止する飛び出しガード付。切刃は植物生ま
れの樹脂刃を採用。

JPN70-30T

[税抜] \190

WEB サマーナウ２０２１

ルンルンネットクリーナー 3P （12011）
21W433

指定不可

VIE68-28S

ツートン不織布A4バッグ （6J-T002BL）
21W434A A/ブルー

CHN70-30S

ツートン不織布A4バッグ （6J-T002BR）
21W434B B/ブラウン

CHN70-30S

[税抜] \180

[税抜] \160

[税抜] \160

●材質：PUR・ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：ネットクリーナー
×3●重量：24g ●本体ｻｲｽﾞ：150×80×20mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：160×80×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（ラベル入）
160個 ●名入：ラベル/30-0-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：
15×60mm

●材質：PP不織布 ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：65-54-17300-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×80mm

●材質：PP不織布 ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：65-54-17300-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×80mm

泡立ちがよく、強力なネットでスポンジをカバーしていま
すので食器洗いに最適!

2色のコントラストが特徴の不織布バッグです。書類配布
にも最適!

2色のコントラストが特徴の不織布バッグです。書類配布
にも最適!

ツートン不織布A4バッグ （6J-T002RE）

郷湯紀行 2P （6SS502）

三角巾 （905）

21W434C C/レッド

CHN70-30S

21W435

JPN70-30S

21W436

JPN75-35T

[税抜] \160

[税抜] \160

[税抜] \150

●材質：PP不織布 ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：65-54-17300-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×80mm

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×2●本体ｻｲｽﾞ：
120×80×5mm ●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 ●名入：80-12-17-400-H
●名入ｻｲｽﾞ：15×100mm

●材質：綿・ポリエステル ●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：
62×62×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×155×3mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 300個

[法]医薬部外品
2色のコントラストが特徴の不織布バッグです。書類配布
にも最適!

ご家庭のお風呂で各地の温泉気分を楽めるこだわりの
薬用入浴剤です。癒しの時間をお過ごしください。

救急用品や防災時の備えとして。調理時や給食時にも
ご活用いただけます！

めちゃ落ち～る レギュラー （AX-051）

ふじタッチクリーンキッチンペーパータオル
20枚（箱入） （16009）

きちんとキッチンかたづけ袋 50枚BOX （
KK-009）

21W437

GER65-25S

21W438

JPN68-28S

21W439

VIE70-30S
フルカラー対応

[税抜] \150

[税抜] \150

[税抜] \125

●材質：メラミンフォーム ●重量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：
120×69×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×75×42mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

●材質：再生紙100% ●重量：64g ●本体ｻｲｽﾞ：
220×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×222×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：箱/30-0-17-1-K ●名入ｻ
ｲｽﾞ：20×80mm

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：キッチンペーパータオル（
220×230mm）×20●重量：80g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
80×220×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 150個 ●名入：箱
/30-17-22-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm

水だけで、軽くこするだけで汚れが驚くほど落ちます。フ
リーカットタイプ.

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

一枚ずつ簡単に取り出せるポップアップタイプのポリ袋
です。キッチンを始めリビングや車中の小物の整理など
、使い方いろいろ。

WEB サマーナウ２０２１

整湯炭酸 1錠入 （TYT-12K）
21W440A A/香草唐辛子乃香

JPN70-30S

整湯炭酸 1錠入 （TYT-12K）
JPN70-30S

21W440B B/柚子生姜乃香

キッチンクリーナー24枚1P （O-3）
JPN68-28S

21W441

[税抜] \120

[税抜] \120

[税抜] \120

●重量：47g ●本体ｻｲｽﾞ：86×50×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：95×90×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 200個 ●
名入：50-20-14-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：77×37ｍｍ

●重量：47g ●本体ｻｲｽﾞ：86×50×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：95×90×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 200個 ●
名入：50-20-14-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：77×37ｍｍ

●材質：パルプ ●ｾｯﾄ内容：クリーナー(160×250mm)24
枚●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：100×180×45mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 50個

お風呂で整う！発汗入浴のススメ。

お風呂で整う！発汗入浴のススメ。

抗菌ＧＸ （GX10M）

らくがきちょう （ラ-001）
JPN70-30S

21W442
[税抜] \100

フルカラー対応

●材質：スチロール ●機能：ノック式BP ●重量：7ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：φ11×129mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし柄PP袋（添）
1200個 ●名入：60-12-16-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：6×40ｍ
ｍ

ピカリンスポンジ K-20 （1120）
JPN75-35S

21W443
[税抜] \100

フルカラー対応

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：70枚●重量：210g ●本体ｻｲｽﾞ：
248×175×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 80個 ●名入：70-4827-5000-O ●名入ｻｲｽﾞ：248×175mm

本体樹脂に抗菌素材ミリオンガード使用

アニマル付箋 （S3301）
21W445

指定不可

[税抜] \100
●材質：メラミンフォーム ●重量：4.4g ●本体ｻｲｽﾞ：
120×70×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×70×20mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台紙/45-6-17-1000-K ●
名入ｻｲｽﾞ：15×90mm

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

さらっと専科 1枚入 （1149）
CHN70-30U

GER70-30S

21W444

21W446

指定不可

CHN70-30S

パッチンクリップ（2P）
21W447

指定不可

JPN73-33S

[税抜] \80

[税抜] \80

[税抜] \75

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：付箋（45×15mm）5柄各20・取説
●重量：8g ●本体ｻｲｽﾞ：52×85×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：65×95×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1200個 ●名入：6036-17-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×60mm

●材質：レーヨン70%・ポリエステル30% ●重量：17.3g ●
本体ｻｲｽﾞ：350×600mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
183×110×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：台紙
/45-6-17-1000-K ●名入ｻｲｽﾞ：35×80mm

●材質：PP ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：25×85mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入
：0-6-22-2000-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ23mm

可愛らしい動物柄の付箋セット！手帳や雑誌などに貼っ
て、かわいい目印になります。

調理から食器・グラス拭き、台ふきんなど様々な用途に
使えます。プロが推奨する衛生ふきんです。

なんでもパッチン密封保存!食べ途中のパンやお菓子か
ら湿気を守ります!日本製

WEB サマーナウ２０２１

リーチさん 新聞・雑誌 リサイクル袋2P （
15-41）
21W448
[税抜] \75

THA70-30S
フルカラー対応

サンキューウェット（10枚入り） （WT-009）
21W449
[税抜] \60

JPN70-30S
フルカラー対応

いろいろな缶にはまる缶くんキャップII （
TN-061）
21W450

指定不可

JPN70-30W

[税抜] \50

●材質：PE ●本体ｻｲｽﾞ：580×310×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：160×160×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入
：45-6-17-300-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：
25×110mm

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッシュ（
150×200mm）10枚●重量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：
76×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：40-2622-1000-凸版 ●名入ｻｲｽﾞ：42×80mm

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

新聞が1ヶ月分入る整理袋です。リサイクルスーパーポ
リエチレンを使用した袋は、焼却しても塩素等の有毒ガ
スは、発生しません。

フラップに「いつもありがとうございます」のメッセージが
プリントされているウェットティッシュです。

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

ひまわりの種子（横型）
21W451
[税抜] \35

JPN70-30S
フルカラー対応

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：3.5g ●本体ｻｲｽﾞ：
82×138×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 ●名入：35-6-12500-O ●名入ｻｲｽﾞ：70×47mm

夏の代表花。大輪の黄色の花が印象的。

