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＜熱中症対策の日
（５／５）＞

タニタ デジタル温湿度計　（TT-571-BK）

23F001A A/ブラック

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：ABS・PMMA ●機能：時計・日付、曜日・温湿度
・ 高、 低温度・ 高、 低湿度・測定範囲/温度-5.0
～50.0 ℃、湿度20～95%（表示/温度0.1℃単位、湿度1%
単位） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：100g ●電源：
モニター単4×1（添） ●本体ｻｲｽﾞ：30×75×75mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：40×99×125mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 24
個 ●名入：0-360-32-100-インクジェット ●名入ｻｲｽﾞ：
8×48mm 

CHN78-38T

ｶﾗｰOK

気軽における、小型・シンプルデザインのデジタル温湿
度計。過去の 高・ 低温湿度表示機能付き。時計/日
付表示機能付き。

タニタ デジタル温湿度計　（TT-571-NA）

23F001B B/ナチュラル

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：ABS・PMMA ●機能：時計・日付、曜日・温湿度
・ 高、 低温度・ 高、 低湿度・測定範囲/温度-5.0
～50.0 ℃、湿度20～95%（表示/温度0.1℃単位、湿度1%
単位） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：100g ●電源：
モニター単4×1（添） ●本体ｻｲｽﾞ：30×75×75mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：40×99×125mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 24
個 ●名入：0-360-32-100-インクジェット ●名入ｻｲｽﾞ：
8×48mm 

CHN78-38T

ｶﾗｰOK

気軽における、小型・シンプルデザインのデジタル温湿
度計。過去の 高・ 低温湿度表示機能付き。時計/日
付表示機能付き。

エンペックス デジタル快適計Ⅲ　（TD-8180
）

23F002

\2,500 〔税込 \2,750〕

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

CHN70-30S

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

エンペックス くまのがっこう温・湿度計（丸型
）　（TM-6209）

23F003

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：PS ●機能：温湿度 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：約125ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：124×120×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：171×151×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 24個 ●
名入：70-72-16-50-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35S

人気の絵本「くまのがっこう」シリーズの「ジャッキーのう
んどうかい」のイラストを使用した温度・湿度計です。暮ら
しのなかの温湿度管理に便利です。

和柄ひょうのう　（7316）

23F004 指定不可

\520 〔税込 \572〕

●材質：PVC・PP・ポリエステル・アルミ ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：58g ●容量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
145×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×180×40mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：蓋/70-72-17-100-P ●名入ｻ
ｲｽﾞ：Φ45mm 

CHN67-27U

鮮やかな和モダン柄のひょうのう。クールダウンや熱中
症予防に。急な発熱や痛みを抑えたり、冬にはお湯を入
れて湯たんぽとしても使えます。

熱中症対策セット（冷却シート）　（16-015）

23F005

\450 〔税込 \495〕

●ｾｯﾄ内容：冷却シート2枚入り、からだきれいウェットタ
オル各2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×190×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 50個 

JPN72-32U

からだきれいウェットタオルと冷却シートのセットで熱中
症対策に!

暑さ対策の手引きてぬぐい　（7329）

23F006

\300 〔税込 \330〕

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

CHN67-27U

使い方色々！暑い夏にきっと役立つてぬぐいです。暑さ
対策の情報をイラスト付きでわかりやすくプリント！

暑さ対策の手引きせんす　（7379）

23F007

\190 〔税込 \209〕

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：19g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×90×13mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：70-48-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ
：10×50mm 

CHN72-32U

分かりやすい図説付き！本格的な夏前の暑さ対策に。
裏面にも暑さ対策の情報盛りだくさん！
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＜子どもの日＞

すくすく栽培セットBOX　（GD-94701）

23F010A A/ころころトマト

\780 〔税込 \858〕

●材質：紙・プラ ●ｾｯﾄ内容：ポット・フタ・インナーポット・
種・鉢底シート・培養土・取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ105×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×105×115mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

JPN75-35S

種まきから収穫、開花までを体験し学べる、こども向け
栽培セット。ポットに絵をかいて自分だけの栽培セットに
できます。

すくすく栽培セットBOX　（GD-94702）

23F010B B/ﾁﾋﾞﾁﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ

\780 〔税込 \858〕

●材質：紙・プラ ●ｾｯﾄ内容：ポット・フタ・インナーポット・
種・鉢底シート・培養土・取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ105×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×105×115mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

JPN75-35S

種まきから収穫、開花までを体験し学べる、こども向け
栽培セット。ポットに絵をかいて自分だけの栽培セットに
できます。

すくすく栽培セットBOX　（GD-94703）

23F010C C/ふりふりれたす

\780 〔税込 \858〕

●材質：紙・プラ ●ｾｯﾄ内容：ポット・フタ・インナーポット・
種・鉢底シート・培養土・取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ105×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×105×115mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

JPN75-35S

種まきから収穫、開花までを体験し学べる、こども向け
栽培セット。ポットに絵をかいて自分だけの栽培セットに
できます。

すくすく栽培セットBOX　（GD-94704）

23F010D D/ﾆｺﾆｺﾋﾏﾜﾘ

\780 〔税込 \858〕

●材質：紙・プラ ●ｾｯﾄ内容：ポット・フタ・インナーポット・
種・鉢底シート・培養土・取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ105×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×105×115mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

JPN75-35S

種まきから収穫、開花までを体験し学べる、こども向け
栽培セット。ポットに絵をかいて自分だけの栽培セットに
できます。

スマイルランチケース（箸付）　（LALA-214）

23F011

\600 〔税込 \660〕

●材質：AS・PP・PE・ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
190g ●容量：570mL ●本体ｻｲｽﾞ：153×84×86mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×85×59mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個 
●名入：台紙/0-360-25-50-オンデマンド印刷 ●名入ｻ
ｲｽﾞ：62×132mm 

JPN72-32U

カバンにすっきりとおさまるランチボックス。食べた後は
小さくまとまる入れ子式。たたんですっきりお持ち帰り。

つくろう！ピッカピカのどろだんご　（104-
NPT-3240）

23F012

\180 〔税込 \198〕

●ｾｯﾄ内容：だんご用土・ピカピカパウダー・取説●重量
：70g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×120×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘ
ッダー付OPP袋 180個 

JPN70-30T

水と硬い板があれば直径約5cmのどろだんごができます
。ピカピカする粉で光沢ができ、絵具などで色付けして、
オリジナルのどろだんごができます。

水ぬりえ　（134-NPAT-005）

23F013 指定不可

\160 〔税込 \176〕

●材質：紙　 ●ｾｯﾄ内容：シート8枚・小筆●重量：29ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：シート/190×132×1mm・小筆
/168×6×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：226×140×6mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 240個 

JPN70-30T

水でぬる不思議なぬりえ。

カラフルシャボン玉4P　（000410005）

23F014

\140 〔税込 \154〕

●材質：PE・PP ●機能：対象年齢3歳以上 ●ｾｯﾄ内容：
シャボン玉25ccボトル×4・吹き棒×2●重量：120g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×140×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 192個 

JPN75-35S

［品］STマーク 

シャボン玉ボトルが4本と吹き棒2本のボリュームたっぷ
りなシャボン玉セットです。
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＜母の日＞

パール・パール・コウベ  本真珠SVピンブロ
ーチ  リーブス　（PBS274-45）

23F015

\8,000 〔税込 \8,800〕

●材質：アコヤ本真珠4.5-5mm・SV925（ロジューム仕上
） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：49×20mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：84×94×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10
個 

JPN75-35V

アコヤ本真珠を一粒あしらったSV製のピンブローチです
。襟元だけでなく、マフラーやカーディガンなどに着けて
お楽しみいただけます。

タイガー 真空断熱ボトル（0.5L）　（MMZ-
K501XM）

23F016A A/ﾏｯﾄｽﾃﾝﾚｽ＜XM＞

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ステンレス鋼（SUS304）・PP・シリコーンゴム ●
機能：保温効力74度以上6時間・保冷効力7度以下6時間
・抗菌加工・スーパークリーンプラス加工 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：190g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
66×216mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×73×226mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN80-40T

抗菌加工の中せんとパッキンを採用して、様々なシーン
に幅広く活用できる軽量モデル。

タイガー 真空断熱ボトル（0.5L）　（MMZ-
K501WF）

23F016B B/ﾌﾛｽﾄﾎﾜｲﾄ＜WF＞

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ステンレス鋼（SUS304）・PP・シリコーンゴム ●
機能：保温効力74度以上6時間・保冷効力7度以下6時間
・抗菌加工・スーパークリーンプラス加工 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：190g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
66×216mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×73×226mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN80-40T

抗菌加工の中せんとパッキンを採用して、様々なシーン
に幅広く活用できる軽量モデル。

タイガー 真空断熱ボトル（0.5L）　（MMZ-
K501VH）

23F016C C/ﾌﾞﾗｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙ VH

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ステンレス鋼（SUS304）・PP・シリコーンゴム ●
機能：保温効力74度以上6時間・保冷効力7度以下6時間
・抗菌加工・スーパークリーンプラス加工 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：190g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
66×216mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×73×226mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN80-40T

抗菌加工の中せんとパッキンを採用して、様々なシーン
に幅広く活用できる軽量モデル。

タイガー 真空断熱ボトル（0.5L）　（MMZ-
K501KS）

23F016D D/ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｯｸ KS

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ステンレス鋼（SUS304）・PP・シリコーンゴム ●
機能：保温効力74度以上6時間・保冷効力7度以下6時間
・抗菌加工・スーパークリーンプラス加工 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：190g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
66×216mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×73×226mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN80-40T

抗菌加工の中せんとパッキンを採用して、様々なシーン
に幅広く活用できる軽量モデル。

ハリオ 耐熱サラダボウル 4個セット　（HSB-
2812）

23F017

\2,800 〔税込 \3,080〕

●材質：耐熱ガラス ●機能：オーブン、電子レンジ、食洗
機対応 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：900g ●容量：300mL 
●本体ｻｲｽﾞ：Φ120×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
250×125×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN55-15V

オーブン・電子レンジ・食洗器対応。調理製菓器具として
、器として、幅広く使用できる耐熱ガラス製の小鉢4個セ
ット。料理を涼しく鮮やかに彩ります。

ミアミモザ 今治タオルハンドタオル1P&ハン
ドソープ50mL　（MMC10251C）

23F018A A/クリーム

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：HT/綿100％ ●ｾｯﾄ内容：HT・ハンドソープ50mL
・取説●重量：250g ●本体ｻｲｽﾞ：HT/350×340mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×230×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個
 

JPN75-35S

［法］ハンドソープ/化粧品 

春を告げる花ミモザをモチーフとした今治タオルと、天然
香料ミモザ精油とグレープフルーツの香りが爽やかな、
ハンドソープのセットです。

ミアミモザ 今治タオルハンドタオル1P&ハン
ドソープ50mL　（MMC10251GR）

23F018B B/グリーン

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：HT/綿100％ ●ｾｯﾄ内容：HT・ハンドソープ50mL
・取説●重量：250g ●本体ｻｲｽﾞ：HT/350×340mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×230×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個
 

JPN75-35S

［法］ハンドソープ/化粧品 

春を告げる花ミモザをモチーフとした今治タオルと、天然
香料ミモザ精油とグレープフルーツの香りが爽やかな、
ハンドソープのセットです。
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レースアームカバー2色組

23F019

\1,800 〔税込 \1,980〕

●材質：ナイロン・PUR ●重量：30ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：全長
500mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×145×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 200個 

CHN70-30S

エレガントで華やかなデザインは紫外線対策、日焼け除
けにも使えます。屋外だけでなくオフィスや電車など冷房
の効いた室内でのエアコン対策にも。

美．hada シルクプロテイン加工ハンドタオル
1P　（SPH06W）

23F020A A/ホワイト

\600 〔税込 \660〕

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：HT●重量：72g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：約330×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：167×150×30mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN75-35S

天然のシルクから抽出された純度の高いシルク蛋白をコ
ーティングさせた、お肌にやさしいタオルです。

美．hada シルクプロテイン加工ハンドタオル
1P　（SPH06I）

23F020B B/アイボリー

\600 〔税込 \660〕

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：HT●重量：72g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：約330×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：167×150×30mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN75-35S

天然のシルクから抽出された純度の高いシルク蛋白をコ
ーティングさせた、お肌にやさしいタオルです。

美．hada シルクプロテイン加工ハンドタオル
1P　（SPH06P）

23F020C C/ピンク

\600 〔税込 \660〕

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：HT●重量：72g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：約330×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：167×150×30mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN75-35S

天然のシルクから抽出された純度の高いシルク蛋白をコ
ーティングさせた、お肌にやさしいタオルです。

BATH SALT（バスソルト）3包入　（BS-60K）

23F021

\600 〔税込 \660〕

●ｾｯﾄ内容：バスソルト40g×3（ハーバルグリーンの香り
・シトラスフルーツの香り・ゼラニウムフローラルの香り）
●重量：144ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×130×24mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：箱/60-18-22-1000-L ●名
入ｻｲｽﾞ：20×50mm 

JPN70-30S

［法］化粧品 

世界自然遺産の海で採取した塩に天然精油とエコサー
ト認証のバオバブオイルを配合。自然の香りに満たされ
る、穏やかなバスタイムをお楽しみください。

茶葉配合石けん　（HYA-SCH）

23F022

\140 〔税込 \154〕

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

JPN80-40T

［法］化粧品 

保湿成分／チャ葉エキスと整肌成分／チャ葉配合のくす
み（古い角質）除去、お肌のキメを整える洗顔石けん。※
鹿児島産オーガニック栽培茶葉配合

ぬかどこボックス　（LES3201）

23F023

\4,500 〔税込 \4,950〕

●材質：飽和ポリエステル樹脂・PP ●ｾｯﾄ内容：フタ・外
容器・内容器・しゃもじ・取説●重量：560g ●容量：1kg 
●本体ｻｲｽﾞ：296×132×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×135×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN78-38T

冷蔵庫にも入れやすいシンプルでコンパクトなデザイン。
外容器が透明なので、ぬかの状態やどのくらい水分が
出ているかすぐに確認することができます。
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＜ゴミゼロの日・
環境月間＞

サイコロ出た目の数だけプレゼントｻｽﾃﾅﾋﾞﾘ
ﾃｨﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ（約30人用）　（7679）

23F025

\18,000 〔税込 \19,800〕

●ｾｯﾄ内容：サステナビリティトイレットペーパーアソート
×100・お持ち帰り袋×35・サイコロキューブ（中国）・店
頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN88-48T

直送品

北、沖、離別途 

レッツサスティナブル！目を引くサスティナビリティ柄のト
イレットペーパーデザイン

グリーンストーリー(脱炭素)  タオルセット　（
Z-30150）

23F026

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：パイル/綿60％、レーヨン(モダール)40％・地糸/
綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT・WT●重量：330g ●本体ｻｲｽﾞ：
FT/340×800mm・WT/340×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
225×330×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 44個 

CHN65-25W

バスタオル1枚で約577gの二酸化炭素を削減。未来の子
供達に緑豊かな地球を残したい。そんな思いから生まれ
た地球環境に配慮したサステナブルなタオルです。

今治 さざなみ ハンドタオル2P　（AP77100）

23F027

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：HT×2●重量：175g ●本体
ｻｲｽﾞ：330×330mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×200×40mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 88個 

JPN80-40S

［品］今治タオル 

瀬戸内に面した四国・今治で作られるこだわりの逸品。
さわやかなブルーのグラデーションで浜辺に打ち寄せる
さざなみを表現しました。

デニム柄ビッグ保冷温トート　（E2906）

23F028

\750 〔税込 \825〕

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着フィルム・PE ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：490×390×180mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×180×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
100個 ●名入：75-96-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
90×90mm 

CHN72-32W

大容量の保冷・保温トートバッグ。コンパクトに折りたた
めて携帯にも便利です。

リサイクルポリエステルファイバータオル　（
5RF-F1）

23F029

\700 〔税込 \770〕

●材質：綿60%・ポリエステル40% ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：98g ●本体ｻｲｽﾞ：340×1100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×240×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：バイオマスCPP袋 100個 

JPN70-30S

リサイクルポリエステルファイバーを横糸に使用。フェイ
スタオル1枚当たりで500mLペットボトルおよそ2本分をリ
サイクルしています。

バンブー入モバイルスタンド　（MA075）

23F030

\650 〔税込 \715〕

●材質：PP・PS・PU・竹繊維 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
111g ●本体ｻｲｽﾞ：110×67×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
118×72×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-
71-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×40mm 

CHN68-28U

竹繊維混合で少しでもプラスチック使用の抑止に。

エコポケット　（GD-95201）

23F031A A/ﾊｰﾌﾞｺﾚｸｼｮﾝ

\500 〔税込 \550〕

●材質：器/古紙 ●機能：A/ミント、タイム、バジル・B/し
そ、三つ葉、わさび菜 ●ｾｯﾄ内容：古紙ポット・膨らむ土・
種・説明QRコード●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
68×205×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 144個 

JPN75-35S

古紙100%使用のパッケージで3種類の植物を育てる栽培
セット。切り離して1個ずつでも使えます。器は埋めると土
に還る、環境に配慮した商品です。

エコポケット　（GD-95202）

23F031B B/ｼﾞｬﾊﾟﾆｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ

\500 〔税込 \550〕

●材質：器/古紙 ●機能：A/ミント、タイム、バジル・B/し
そ、三つ葉、わさび菜 ●ｾｯﾄ内容：古紙ポット・膨らむ土・
種・説明QRコード●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
68×205×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 144個 

JPN75-35S

古紙100%使用のパッケージで3種類の植物を育てる栽培
セット。切り離して1個ずつでも使えます。器は埋めると土
に還る、環境に配慮した商品です。
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リサイクルコットンショッピングバッグ　（401-
CR）

23F032

\310 〔税込 \341〕

●材質：リサイクルコットン90％以上使用（約4.7オンス） 
●重量：48g ●容量：7L ●本体ｻｲｽﾞ：360×315mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：96-48-22-400-S ●名入ｻｲｽﾞ
：200×200mm 

CHN75-35S

［環］エコマーク 

環境を配慮したリサイクルコットン使用です。CO2排出権
取得対象品。

エコでソフトなシリコーンたわし　（7633）

23F033 指定不可

\300 〔税込 \330〕

●材質：シリコン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：33g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：70×120×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×135×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 

CHN67-27U

細かい突起が汚れをからめとる！洗剤いらずなので環
境にやさいしいシリコーンたわし。

ライトエコバッグ　（6J9300-BL）

23F034A A/ブルー

\300 〔税込 \330〕

●材質：ポリエステル100％ ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
280×240×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×130×10mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 300個 ●名入：80-66-22-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：40×70mm 

CHN70-30S

コンビニのお弁当もぴったりサイズ！　折りたたむと胸ポ
ケットにも入るコンパクトさです。

ライトエコバッグ　（6J9300-PI）

23F034B B/ピンク

\300 〔税込 \330〕

●材質：ポリエステル100％ ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
280×240×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×130×10mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 300個 ●名入：80-66-22-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：40×70mm 

CHN70-30S

コンビニのお弁当もぴったりサイズ！　折りたたむと胸ポ
ケットにも入るコンパクトさです。

ライトエコバッグ　（6J9300-GR）

23F034C C/グリーン

\300 〔税込 \330〕

●材質：ポリエステル100％ ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
280×240×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×130×10mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 300個 ●名入：80-66-22-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：40×70mm 

CHN70-30S

コンビニのお弁当もぴったりサイズ！　折りたたむと胸ポ
ケットにも入るコンパクトさです。

エコ・省エネサーモクリップ 直定規・両面
20cm　（ECN-21S）

23F035

\190 〔税込 \209〕

●材質：再生PET100% ●機能：省エネ表示温度計・ロー
マ字、かな変換表・クリップ・しおり ●重量：10g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：35×210×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×210×1mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：60-18-17-300-S ●名
入ｻｲｽﾞ：20×80mm 

JPN72-32U

ｶﾗｰOK

［環］エコマーク ［環］グリーン購入法適合 

地球環境・温暖化を気にしたい。表面は省エネ表示温度
計付。裏面はローマ字・かな変換表の便利なエコ定規。
エコマーク認定商品。日本製。

エコ カトラリーセット　（KK-100）

23F036

\160 〔税込 \176〕

●材質：紙・PP ●重量：17.6g ●本体ｻｲｽﾞ：スプーン
/37.5×153×14mm・フォーク/26×150×12mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：58×182mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 240個 ●名入：
130-84×2-22-300-P（2本同柄） ●名入ｻｲｽﾞ：
5×50mm 

JPN72-32U

環境に配慮した、脱プラスチックとして、バイオマス「
MAPKA（マプカ）」を原料に使ったカトラリーセット。

ふじタッチクリーンキッチンペーパータオル 
20枚（箱入）　（86002）

23F037

\150 〔税込 \165〕

●材質：再生紙100% ●ｾｯﾄ内容：キッチンペーパータオ
ル（220×230mm）20枚・取説●重量：64g ●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 

JPN70-30S

［環］グリーンマーク 

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。

エコキッチン用ポリ袋(20枚入り)　（KK-017）

23F038

\130 〔税込 \143〕

●材質：PE+バイオマスPE25% ●ｾｯﾄ内容：エコキッチン
ポリ袋（200×300mm）20枚・取説●重量：50g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：35×225×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名
入：箱/30-17-22-000-L ●名入ｻｲｽﾞ：20×80mm 

JPN72-32S

ｶﾗｰOK

バイオマス25%配合の、環境配慮キッチン用ポリ袋。袋の
生産から 終製品化まで純国内生産商品で、品質面で
も大変優れた商品です。
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エコキッチンペーパー(25枚BOX)　（KPE-
012）

23F039

\120 〔税込 \132〕

●材質：パルプ＋バガス40%配合 ●ｾｯﾄ内容：エコキッチ
ンペーパー（190×200mm）25枚・取説●重量：約56g ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×200×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
100個 ●名入：箱/30-17-22-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
20×80mm 

CHN72-32S

ｶﾗｰOK

［環］非木材グリーンマーク 

原紙に、さとうきび繊維（バガス）を約40%以上配合したエ
コタイプのキッチンペーパー。森林伐採低減・産業廃棄
物低減に貢献できます。

ノック式半永久鉛筆　（P3502）

23F040 指定不可

\120 〔税込 \132〕

●材質：ABS ●重量：8ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：ф10×143mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 800個
 ●名入：60-22-17-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：4×40mm 

CHN72-32W

ｶﾗｰOK

削る手間なく書き続けられるノック式半永久鉛筆！特殊
石墨を使用しているため、半永久的に書けます。鉛筆と
同じように消しゴムで消すことができます。

木製カトラリー3本セット(スプーン＆フォーク
＆デザートスプーン)　（15-334）

23F041

\70 〔税込 \77〕

●材質：天然木(白樺) ●ｾｯﾄ内容：スプーン・フォーク・デ
ザートスプーン●重量：11.5g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×65×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：台紙
/45-6-17-300-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：
39×55mm 

CHN72-32U

環境にやさしく、個包装で衛生的。使い捨て木製カトラリ
ーのセットです。
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＜父の日＞

本錫タンブラー 六花(りっか)中　（trk-2）

23F045

\10,000 〔税込 \11,000〕

●材質：本錫 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：250g ●容量：
225mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ68×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
127×92×86mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：桐箱 6個 ●名入：180-
216-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：φ38（中央7×4mmの刻印を
除く） 

JPN80-40S

気品のあるフォルムの六花は専用桐箱入りで、特別な
贈答品や記念品に 適です。経済産業大臣指定の伝統
工芸品「大阪浪華錫器」。

本錫タンブラー 千早(ちはや)小　（tch-1）

23F046

\8,000 〔税込 \8,800〕

●材質：本錫 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：165g ●容量：
150mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ63×76mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
112×81×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：桐箱 6個 ●名入：180-
216-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：φ32mm（中央7×4mmの刻
印を除く 

JPN80-40S

美しい地模様の千早は専用桐箱入りで、特別な贈答品
や記念品に 適です。経済産業大臣指定の伝統工芸品
「大阪浪華錫器」。

アーノルド・パーマー 名刺入 イタリーレザー
(ITALY7)　（AP3543BK）

23F047A A/クロ

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：牛革 ●機能：名刺入・カード入×2・ポケット×2 
●重量：53g ●本体ｻｲｽﾞ：75×110×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：90×120×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 25個 ●名入：
40-36-12-10-H ●名入ｻｲｽﾞ：15×60mm 

THA70-30S

イタリー革を使用した名刺入れ。ポケットの端を斜めにカ
ットし、カードの出し入れがスムーズです。トリコロールカ
ラーのハンドステッチがアクセント。

アーノルド・パーマー 名刺入 イタリーレザー
(ITALY7)　（AP3543BN）

23F047B B/チョコ

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：牛革 ●機能：名刺入・カード入×2・ポケット×2 
●重量：53g ●本体ｻｲｽﾞ：75×110×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：90×120×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 25個 ●名入：
40-36-12-10-H ●名入ｻｲｽﾞ：15×60mm 

THA70-30S

イタリー革を使用した名刺入れ。ポケットの端を斜めにカ
ットし、カードの出し入れがスムーズです。トリコロールカ
ラーのハンドステッチがアクセント。

アーノルド・パーマー 名刺入 イタリーレザー
(ITALY7)　（AP3543TN）

23F047C C/チャ

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：牛革 ●機能：名刺入・カード入×2・ポケット×2 
●重量：53g ●本体ｻｲｽﾞ：75×110×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：90×120×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 25個 ●名入：
40-36-12-10-H ●名入ｻｲｽﾞ：15×60mm 

THA70-30S

イタリー革を使用した名刺入れ。ポケットの端を斜めにカ
ットし、カードの出し入れがスムーズです。トリコロールカ
ラーのハンドステッチがアクセント。

a.v.v  ボディバッグ　（13-6082-10）

23F048

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ポリエステル ●機能：開閉部/ファスナー式・外
部/ファスナーポケット・内部/オープンポケット ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：350×190×100mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：390×300×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（
添） 20個 

CHN75-35S

タウンから旅行まで幅広く活躍するボディバッグです。

サーモス 真空断熱タンブラー　（JDW-340S
）

23F049

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ステンレス鋼 ●機能：保冷効力7℃以下1時間 
●ｾｯﾄ内容：取説●重量：115g ●容量：340mL ●本体ｻ
ｲｽﾞ：Φ65×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：71×71×141mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

MAS70-30S

軽くてシンプルな形状で、ビールやカクテルから、コーヒ
ー、ソフトドリンクまで幅広く楽しめます。超軽量タイプ。

口当たりがよく水切れのいいステンレス二
重カップ　（UGC-200）

23F050

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：18-8ステンレス鋼（二重構造） ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：90g ●容量：200mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
73×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×106×80mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 40個 ●名入：60-120-22-30-レーザー ●名
入ｻｲｽﾞ：20×25mm 

CHN70-30S

洗面台からアウトドアまで、幅広く使える手頃なサイズ。
口当たりのいい二重構造。取っ手を下にして置けば水切
れが良く、清潔にお使いいただけます。
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燻製器　（FS-100）

23F051

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：アルミ・ABS・シリコンゴム ●ｾｯﾄ内容：シリコン
ゴムチューブ・取説・保証書●重量：260g ●電源：単
3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：50×80×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：85×55×125mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN78-38S

短時間で簡単に燻製が楽しめるコンパクトフードスモー
カー、手間と時間がかかる燻製がご家庭で簡単に楽しめ
ます。
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＜レジャーグッズ＞

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル　（81118）

23F052A A/グリーン

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：TPE・PP･シリコーンゴム・ステンレススチール・
銅 ●重量：323g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
70×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×292mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40S

フタ部分がリング状になっていて、カラビナ等を使えばカ
バンに掛けることもできます。リング部分は飲み口に差し
込めるのでフタの置き忘れもありません。

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル　（81119）

23F052B B/コーラル

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：TPE・PP･シリコーンゴム・ステンレススチール・
銅 ●重量：323g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
70×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×292mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40S

フタ部分がリング状になっていて、カラビナ等を使えばカ
バンに掛けることもできます。リング部分は飲み口に差し
込めるのでフタの置き忘れもありません。

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル　（81120）

23F052C C/ブルー

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：TPE・PP･シリコーンゴム・ステンレススチール・
銅 ●重量：323g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
70×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×292mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40S

フタ部分がリング状になっていて、カラビナ等を使えばカ
バンに掛けることもできます。リング部分は飲み口に差し
込めるのでフタの置き忘れもありません。

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル　（81121）

23F052D D/ｱﾝｽﾗｻｲﾄ

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：TPE・PP･シリコーンゴム・ステンレススチール・
銅 ●重量：323g ●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
70×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×292mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40S

フタ部分がリング状になっていて、カラビナ等を使えばカ
バンに掛けることもできます。リング部分は飲み口に差し
込めるのでフタの置き忘れもありません。

スナックホットサンド　（KS-2935）

23F053

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：アルミニウム合金・ステンレス・PF ●機能：
IH100V対応・特許構造アルプレッサ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：550g ●本体ｻｲｽﾞ：345×150×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：362×155×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 24個 

JPN78-38S

アウトドアにもピッタリなコンパクトサイズ!挟んでひっくり
返すだけで簡単に作れます!特許構造「アルプレッサ」で
熱を均一に伝え、焼きムラを防ぎます。

車用折りたたみ式 サンシェードパラソル　（
60140）

23F054A A/Sサイズ

\2,480 〔税込 \2,728〕

●材質：スチール・ポリエステル・ABS・ラバー塗装 ●ｾｯ
ﾄ内容：取説●重量：S/325g・M/385g ●本体ｻｲｽﾞ：
S/650×1250×355mm・M/800×1350×390mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：S/70×65×355mm・M/80×70×375mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN72-32T

フロントガラスにセットするだけ！誰でも簡単にフロントガ
ラスのサンシェードが設置できます。使用後も折りたたん
でコンパクトに！

車用折りたたみ式 サンシェードパラソル　（
60141）

23F054B B/Mサイズ

\2,480 〔税込 \2,728〕

●材質：スチール・ポリエステル・ABS・ラバー塗装 ●ｾｯ
ﾄ内容：取説●重量：S/325g・M/385g ●本体ｻｲｽﾞ：
S/650×1250×355mm・M/800×1350×390mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：S/70×65×355mm・M/80×70×375mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN72-32T

フロントガラスにセットするだけ！誰でも簡単にフロントガ
ラスのサンシェードが設置できます。使用後も折りたたん
でコンパクトに！

ジョセフジョセフ シップ トラベルマグ ラージ
　（81130）

23F055A A/グリーン

\1,800 〔税込 \1,980〕

●材質：PP・シリコーンゴム・TPE ●機能：食洗器対応 
●重量：228g ●容量：454mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
82×174mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：82×71×176mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40S

コーヒーショップで注いでもらっても、口を付ける部分をフ
タで覆うため、衛生的に持ち運びができます。容器は滑
りにくく、片手で快適に持てる大きさです。
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ジョセフジョセフ シップ トラベルマグ ラージ
　（81131）

23F055B B/コーラル

\1,800 〔税込 \1,980〕

●材質：PP・シリコーンゴム・TPE ●機能：食洗器対応 
●重量：228g ●容量：454mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
82×174mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：82×71×176mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40S

コーヒーショップで注いでもらっても、口を付ける部分をフ
タで覆うため、衛生的に持ち運びができます。容器は滑
りにくく、片手で快適に持てる大きさです。

ジョセフジョセフ シップ トラベルマグ ラージ
　（81132）

23F055C C/ブルー

\1,800 〔税込 \1,980〕

●材質：PP・シリコーンゴム・TPE ●機能：食洗器対応 
●重量：228g ●容量：454mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
82×174mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：82×71×176mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40S

コーヒーショップで注いでもらっても、口を付ける部分をフ
タで覆うため、衛生的に持ち運びができます。容器は滑
りにくく、片手で快適に持てる大きさです。

ジョセフジョセフ ゴーイート ステンレスカトラ
リーセット　（81126）

23F056

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：カトラリー/ステンレススチール、PP、TPE・ケー
ス/PP ●機能：食洗器対応 ●ｾｯﾄ内容：スプーン・フォー
ク・ナイフ・ケース●重量：118g ●本体ｻｲｽﾞ：
50×32×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：82×33×255mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：台紙 48個 

CHN80-40S

持ち運びに便利なケース付きカトラリーセット。

アウトドアベア　（OU-02）

23F057

\900 〔税込 \990〕

●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PP袋 180個 
●名入：外袋/50-11-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

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

水ピストル ダブルスカッシュネオ　（
000017250）

23F058

\550 〔税込 \605〕

●材質：PS・PE・PP ●機能： 大飛距離/約7m・対象年
齢3歳以上 ●重量：118g ●容量：約130cc ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：30×195×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 96個 

CHN75-35S

カッコイイ！クリアタイプのウォーターガン2コセット。

コンパクトフォームクッションシート　（7305）

23F059

\480 〔税込 \528〕

●材質：発泡PE・巾着/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：巾着・
取説●重量：18g ●本体ｻｲｽﾞ：使用時/330×270×5mm
・収納時/125×145×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×175×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：巾
着/70-60-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：70×60mm 

CHN67-27U

弾力性があり、汚れても水洗い可能なXPE素材のクッシ
ョンシート。コンパクト・軽量で持ち運びに便利。アウトド
アやスポーツ観戦に。

アルミ保冷バック　（30729）

23F060A A/くすみブルー

\398 〔税込 \438〕

●材質：PP・アルミ蒸着PET・ポリエステル ●重量：50g 
●本体ｻｲｽﾞ：350×280×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 144個 

CHN70-30S

レジャーやお買い物などに便利なファスナー付きのアル
ミ保冷バッグ。

アルミ保冷バック　（30730）

23F060B B/くすみグリーン

\398 〔税込 \438〕

●材質：PP・アルミ蒸着PET・ポリエステル ●重量：50g 
●本体ｻｲｽﾞ：350×280×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 144個 

CHN70-30S

レジャーやお買い物などに便利なファスナー付きのアル
ミ保冷バッグ。
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＜ビーチグッズ＞

リフレクション防水ホルダー　（7136）

23F061 指定不可

\300 〔税込 \330〕

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ
：210×110mm・ひも/800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
260×128×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：70-
48-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×50mm 

CHN67-27U

スマホを収納したまま操作可能。防水規格IPX4適合の
防水ホルダー。光を反射するリフレクター付き。

グリッタービーチボール 38cm　（001-CS-
2740-4）

23F062 指定不可

\150 〔税込 \165〕

●材質：PVC・PET ●重量：48ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×150×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 288個 

CHN82-42T

キラキラのラメが眩しいビーチボールです。

栓付き水風船  注水アダプター付き　（001-
CS-2876-10）

23F063

\140 〔税込 \154〕

●材質：天然ゴム・PP・発泡スチロール・HIPS ●ｾｯﾄ内
容：水風船×30・アダプター・取説●重量：12g ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：175×120×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 
400個 

CHN75-35U

水を入れると風船の中の発泡スチロールが栓をしてくれ
て、結ぶ必要がない水風船。アダプタ付きで、注水もらく
らく！

スイカ  ビーチボール　（001-CS-2614）

23F064

\140 〔税込 \154〕

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：47g ●本体ｻｲｽﾞ
：26cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×160×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ヘッダー付OPP袋 300個 

CHN85-45U

昔ながらのスイカデザインのビーチボール。冷蔵庫のオ
ブジェにも。

サッカー  ビーチボール　（001-CS-2615）

23F065

\140 〔税込 \154〕

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：47g ●本体ｻｲｽﾞ
：26cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×160×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ヘッダー付OPP袋 300個 

CHN85-45U

サッカーボールのデザインのビーチボール。
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＜ＵＶ対策＞

ＵＶカット ビッグマスク　（EC-05BL）

23F066A A/ブラック

\900 〔税込 \990〕

●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PP袋 96個 ●名入：50-11-16-
3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

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

ＵＶカット ビッグマスク　（EC-05OF）

23F066B B/オフホワイト

\900 〔税込 \990〕

●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PP袋 96個 ●名入：50-11-16-
3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

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

ＵＶカット ビッグマスク　（EC-05PI）

23F066C C/ピンク

\900 〔税込 \990〕

●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PP袋 96個 ●名入：50-11-16-
3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

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

携帯コンパクトミラー（UVセンサー付）　（
15347）

23F067

\300 〔税込 \330〕

●材質：PP ●重量：2g ●本体ｻｲｽﾞ：33×30×4mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：55×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入
：70-24-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：25×17mm 

JPN70-30S

ｶﾗｰOK

ＵＶ（紫外線）の強さによって、色が徐々に変わっていくＵ
Ｖセンサー付コンパクトミラーです。
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＜扇子・うちわ＞

美濃和紙扇子（抗菌・抗ウイルス）　（5050）

23F070A A/トンボ

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：竹・国産美濃和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 ●名入：90-
58-14-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

日本製美濃和紙（抗菌・抗ウイルス）使用。

美濃和紙扇子（抗菌・抗ウイルス）　（5056）

23F070B B/カモメ

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：竹・国産美濃和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 ●名入：90-
58-14-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

日本製美濃和紙（抗菌・抗ウイルス）使用。

美濃和紙扇子（抗菌・抗ウイルス）　（5053）

23F070C C/さくら

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：竹・国産美濃和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 ●名入：90-
58-14-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

日本製美濃和紙（抗菌・抗ウイルス）使用。

涼風布貼扇子　（5951）

23F071A A/目高

\520 〔税込 \572〕

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：90-
58-14-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

涼風布貼扇子　（5953）

23F071B B/紺地トンボ

\520 〔税込 \572〕

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：90-
58-14-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

涼風布貼扇子　（5963）

23F071C C/花火

\520 〔税込 \572〕

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：90-
58-14-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

涼風布貼扇子　（5966）

23F071D D/金魚

\520 〔税込 \572〕

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：90-
58-14-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm 

CHN70-30S

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

美濃和紙竹うちわ（抗菌・抗ウイルス）小丸 
金魚　（3190）

23F072

\500 〔税込 \550〕

●材質：竹・美濃和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
310×215×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-15-
16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：90×140mm 

CHN55-15T

日本製美濃和紙（抗菌・抗ウイルス）使用。
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唐月 竹平柄うちわ　（3056）

23F073A A/流水 鮎

\450 〔税込 \495〕

●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：40-15-
16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm 

CHN55-15V

環境にやさしい、天然素材の竹うちわ。おしゃれで斬新
なデザインが人気です。持ち手（柄）も太めでしっかりとし
た作りとなっています。

唐月 竹平柄うちわ　（3057）

23F073B B/富士山

\450 〔税込 \495〕

●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：40-15-
16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm 

CHN55-15V

環境にやさしい、天然素材の竹うちわ。おしゃれで斬新
なデザインが人気です。持ち手（柄）も太めでしっかりとし
た作りとなっています。

唐月 竹平柄うちわ　（3063）

23F073C C/リーフ

\450 〔税込 \495〕

●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：40-15-
16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm 

CHN55-15V

環境にやさしい、天然素材の竹うちわ。おしゃれで斬新
なデザインが人気です。持ち手（柄）も太めでしっかりとし
た作りとなっています。

いやしの言葉 竹小丸うちわ　（3188）

23F074A A/笑

\450 〔税込 \495〕

●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：40-15-
16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：90×140mm 

CHN55-15T

天然素材竹うちわに遊び文字・かわいい地蔵さんの絵
柄を採用しています。

いやしの言葉 竹小丸うちわ　（3189）

23F074B B/宝もの

\450 〔税込 \495〕

●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：40-15-
16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：90×140mm 

CHN55-15T

天然素材竹うちわに遊び文字・かわいい地蔵さんの絵
柄を採用しています。

うちわ作り(タック付)　（38099）

23F075

\270 〔税込 \297〕

●材質：紙・PP ●ｾｯﾄ内容：タック紙210×300㎜(うちわ
用 カット済）×2・うちわ骨●重量：59g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
250×330×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 139個 

JPN70-30S

描いた絵を貼るだけ仕上がりきれい！シールに絵を描
いて貼るだけの簡単うちわづくり!インクジェットプリンター
で印刷もできます。

透明うちわ　（60024）

23F076

\210 〔税込 \231〕

●材質：PP・PVC ●重量：22g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×196×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 

CHN70-30S

好きな絵を描いて、オリジナルうちわをつくろう！
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＜扇風機＞

衣類乾燥もできる温冷サーキュレーター　（
HCC-1200J）

23F080

\15,000 〔税込 \16,500〕

●材質：ABS・アルミ・PVC・PET ●機能：送風、温風（弱
、強）・首振り角度/左右自動60度、上下手動90度・温度
ヒューズ・サーモスタット・転倒時自動電源オフスイッチ 
●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.8kg ●電源：
AC100V-22W～1200W ●本体ｻｲｽﾞ：Φ240×290mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×250×315mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4
個 

CHN70-30S

部屋干しの洗濯物がすぐ乾く！一年中使える温冷サー
キュレーター。

USB充電式 クールプレートハンディファン　
（60156）

23F081

\5,980 〔税込 \6,578〕

●材質：ABS・PC・アルミニウム合金 ●ｾｯﾄ内容：USBケ
ーブル(Type-C)・スタンド・取説・保証書●重量：160g ●
電源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：51×48×126mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：92×71×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN70-30S

冷蔵庫にも使われている電流によって発熱・吸熱を制御
できる半導体素子「ペルチェ素子」で冷却効果UP。

USBミスト付き卓上ファン  クールエアー

23F082

\4,980 〔税込 \5,478〕

●材質：PP・スチロール樹脂 ●機能：風量、ミスト調節3
段階・ムードライト7色・アロマ ●ｾｯﾄ内容：USBケーブル
（Type-C）・取説●重量：700g ●容量：600mL ●本体ｻｲ
ｽﾞ：200×85×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×95×270mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN70-30S

大径140ｍｍファンと5連超音波ミストで強力冷却。優しい
ライトとアロマのコンビで、ロマンティックな空間を作り出
します。

USB式ロールネックファン　（30725）

23F083A A/グレー

\3,980 〔税込 \4,378〕

●材質：ABS・シリコン ●機能：3段階調節 ●ｾｯﾄ内容：
USB給電式Type-Cケーブル・取説●重量：180g ●電源
：USB ●本体ｻｲｽﾞ：ネックアーム格納時
/120×60×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×65×165mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN70-30S

角度を自由に調節できて、使わない時はくるくる巻いてさ
くっと収納。

USB式ロールネックファン　（30726）

23F083B B/ホワイト

\3,980 〔税込 \4,378〕

●材質：ABS・シリコン ●機能：3段階調節 ●ｾｯﾄ内容：
USB給電式Type-Cケーブル・取説●重量：180g ●電源
：USB ●本体ｻｲｽﾞ：ネックアーム格納時
/120×60×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×65×165mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN70-30S

角度を自由に調節できて、使わない時はくるくる巻いてさ
くっと収納。

2WAYハンディーファン（ブラック）　（PL-188
）

23F084

\1,280 〔税込 \1,408〕

●材質：ABS・PP ●機能：充電時間/約2時間・風量3段
階・連続使用時間/約3時間 ●ｾｯﾄ内容：スタンド・ネック
ストラップ・充電用USBケーブル・取説●重量：131ｇ ●電
源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：105×40×210mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：115×50×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：
60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：50×8mm 

CHN65-25S

暑い日の必需品！携帯に便利なハンディ扇風機です。
スタンド付で卓上扇風機としてもお使いいただけます。

USB充電式スタンドファン　（PL-195）

23F085 指定不可

\900 〔税込 \990〕

●材質：ABS、PP・ストラップ/ポリエステル ●機能：風量
2段階（弱、強）・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・充電用microUSBケーブル・取説●
重量：77ｇ ●電源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：70×45×150mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：73×48×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
100個 ●名入：60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：
25×7mm 

CHN70-30S

コンパクトで軽量なハンディーファン！卓上でも使えます
。

ミニハンディーファン　（PL-197）

23F086

\720 〔税込 \792〕

●材質：ABS ●機能：風量2段階調整 ●ｾｯﾄ内容：スタ
ンド・ストラップ・取説●重量：72ｇ ●電源：単3×2（別） 
●本体ｻｲｽﾞ：76×55×163mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×70×165mm ●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：30×10mm 

CHN70-30S

携帯に便利なハンディー扇風機。乾電池式なので急な
停電時にも使用できます。
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エコでクールなミストファン　（7663）

23F087

\520 〔税込 \572〕

●材質：ABS・POM・PE ●ｾｯﾄ内容：給水ボトル・取説●
重量：68g ●本体ｻｲｽﾞ：90×38×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：98×45×195mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：
70-48-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×40mm 

CHN72-32U

ハンドルを握るだけ！水を入れればミストも同時噴射し
ます。

クールファンボールペン　（6059）

23F088 指定不可

\550 〔税込 \605〕

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

CHN72-32U

あついオフィスに風を送ります！羽がついたボールペン
。
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＜涼感グッズ＞

アイスネックリング（保冷ポーチ付）  ブルー
　（TS-1806-001）

23F091

\2,700 〔税込 \2,970〕

●材質：TPU、PCM・保冷ポーチ／ポリエステル、アルミ 
●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：首まわり/約320mm・保冷
ポーチ/210×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×230mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 ●名入：保冷ポーチ/100-180-22-
200-S ●名入ｻｲｽﾞ：85×130mm 

CHN70-30U

夏に大活躍するアイスネックリングです。冷凍庫や冷蔵
庫、冷水などで冷却すれば再度凝固するので、繰り返し
使用可能。

スイスリレーション シャリ感ガーゼ フェイス
タオル　（SR10250）

23F092

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：綿100% ●重量：295g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×1050mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×135×90mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

JPN80-40S

ガーゼのやわらかなさわり心地にシャリッとしたさわやか
な風合いをプラス。

冷感ネックリングGR　（50018）

23F093A A/S

\2,480 〔税込 \2,728〕

●材質：TPU・PCM素材(パラフィンワックス) ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：S/100g ●本体ｻｲｽﾞ：S/130×20×155mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：S/140×22×205mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET
箱 48個 

CHN70-30S

約28℃以下で凍る不思議なPCM素材でひんやり涼しく。
涼しさ倍増のグラデーションカラー。

冷感ネックリングGR　（50019）

23F093B B/M

\2,480 〔税込 \2,728〕

●材質：TPU・PCM素材(パラフィンワックス) ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：M/130g ●本体ｻｲｽﾞ：
M/150×20×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
M/160×22×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET箱 48個 

CHN70-30S

約28℃以下で凍る不思議なPCM素材でひんやり涼しく。
涼しさ倍増のグラデーションカラー。

冷感ネックリングGR　（50020）

23F093C C/L

\2,480 〔税込 \2,728〕

●材質：TPU・PCM素材(パラフィンワックス) ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：L/145g ●本体ｻｲｽﾞ：L/165×20×200mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：L/175×22×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET
箱 48個 

CHN70-30S

約28℃以下で凍る不思議なPCM素材でひんやり涼しく。
涼しさ倍増のグラデーションカラー。

冷感ネックリング　（50010）

23F094A A/S

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：TPU・PCM素材 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
S/100g ●本体ｻｲｽﾞ：S/130×20×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：S/140×22×205mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付プラケー
ス 48個 

CHN75-35S

約28℃以下に冷やすと固まる。不思議なPCM素材でひ
んやり涼しく。熱中症対策。アウトドア、スポーツ、おでか
けに。

冷感ネックリング　（50011）

23F094B B/M

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：TPU・PCM素材 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
M/130g ●本体ｻｲｽﾞ：M/150×20×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：M/160×22×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付プラケ
ース 48個 

CHN75-35S

約28℃以下に冷やすと固まる。不思議なPCM素材でひ
んやり涼しく。熱中症対策。アウトドア、スポーツ、おでか
けに。

冷感ネックリング　（50012）

23F094C C/L

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：TPU・PCM素材 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
L/145g ●本体ｻｲｽﾞ：L/165×20×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：L/175×22×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付プラケー
ス 48個 

CHN75-35S

約28℃以下に冷やすと固まる。不思議なPCM素材でひ
んやり涼しく。熱中症対策。アウトドア、スポーツ、おでか
けに。
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ネオハンディクーラー　（7375）

23F095

\1,500 〔税込 \1,650〕

●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：60-48-7-1-S ●名入
ｻｲｽﾞ：40×20mm 

CHN68-28S

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　（BH-
28MAI）

23F096A A/イルカ

\1,500 〔税込 \1,650〕

●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PP袋 96個 
●名入：外袋/50-11-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

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

アロマ アイス&ホットアイピロー　（BH-
28MAK）

23F096B B/カワウソ

\1,500 〔税込 \1,650〕

●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PP袋 96個 
●名入：外袋/50-11-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

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

アロマ アイス&ホットアイピロー　（BH-
28MAS）

23F096C C/シャチ

\1,500 〔税込 \1,650〕

●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PP袋 96個 
●名入：外袋/50-11-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

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

アロマ アイス&ホットアイピロー　（BH-
28MAP）

23F096D D/ペンギン

\1,500 〔税込 \1,650〕

●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PP袋 96個 
●名入：外袋/50-11-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

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

アロマ アイス&ホットアイピロー　（BH-
28MAJ）

23F096E E/ジンベエザメ

\1,500 〔税込 \1,650〕

●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PP袋 96個 
●名入：外袋/50-11-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

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

ひんやりジャンボ やわらか枕　（K-2129）

23F097

\1,100 〔税込 \1,210〕

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

JPN75-35S

急な発熱にも。固くならない枕です。

ジャガードダイヤモンド柄涼感タオル（カラビ
ナボトル入）　（JM-554）

23F098

\550 〔税込 \605〕

●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/200×900mm・
カラビナボトル/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：ボト
ル/60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm 

CHN65-25S

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。

花王 ビオレ冷シート 20枚

23F099A A/無香性

\425 〔税込 \468〕

●重量：68g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×122×34mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 24個 

JPN05-65V

ふいた瞬間、肌温度-3℃の汗ふきシート。
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花王 ビオレ冷シート 20枚

23F099B B/ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾛｰﾗﾙ香ﾘ

\425 〔税込 \468〕

●重量：68g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×122×34mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 24個 

JPN05-65V

ふいた瞬間、肌温度-3℃の汗ふきシート。

花王 ビオレ冷シート 20枚

23F099C C/ﾓﾓｾｯｹﾝの香り

\425 〔税込 \468〕

●重量：68g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×122×34mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 24個 

JPN05-65V

ふいた瞬間、肌温度-3℃の汗ふきシート。

パステルカラー涼感タオル（ソフトケース入）
　（JM-558B）

23F100A A/ブルー

\360 〔税込 \396〕

●材質：ポリエステル・ソフトケース/PVC ●ｾｯﾄ内容：取
説●本体ｻｲｽﾞ：105×800mm・ソフトケース
/135×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：ソフトケ
ース/70-60-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN65-25S

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。

パステルカラー涼感タオル（ソフトケース入）
　（JM-558PK）

23F100B B/ピンク

\360 〔税込 \396〕

●材質：ポリエステル・ソフトケース/PVC ●ｾｯﾄ内容：取
説●本体ｻｲｽﾞ：105×800mm・ソフトケース
/135×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：ソフトケ
ース/70-60-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN65-25S

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。

パステルカラー涼感タオル（ソフトケース入）
　（JM-558P）

23F100C C/パープル

\360 〔税込 \396〕

●材質：ポリエステル・ソフトケース/PVC ●ｾｯﾄ内容：取
説●本体ｻｲｽﾞ：105×800mm・ソフトケース
/135×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：ソフトケ
ース/70-60-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN65-25S

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。

フロヒエール（2包入）　（FH-2P）

23F101

\320 〔税込 \352〕

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

JPN70-30S

[法]化粧品 

暑い夏を爽やかに乗り切るための入浴料です。

花王 ビオレさらさらパウダーシート 携帯用
10枚

23F102A A/シトラスの香り

\250 〔税込 \275〕

●重量：68g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×98×17mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 24個 

JPN98-58S

4枚重ねの厚手の凹凸シートがベタつきやニオイのもとと
なる汗・皮脂をしっかりオフ！

花王 ビオレさらさらパウダーシート 携帯用
10枚

23F102B B/せっけんの香り

\250 〔税込 \275〕

●重量：68g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×98×17mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 24個 

JPN98-58S

4枚重ねの厚手の凹凸シートがベタつきやニオイのもとと
なる汗・皮脂をしっかりオフ！

ひんやりマフラータオル　（OD098）

23F103A A/ホワイト

\200 〔税込 \220〕

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：22g ●本
体ｻｲｽﾞ：100×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×130×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：
110-72-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN65-25S

一旦水に浸し、絞って水気を切ると冷たくて気持ちいい
マフラータオルに。
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ひんやりマフラータオル　（OD098）

23F103B B/ブルー

\200 〔税込 \220〕

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：22g ●本
体ｻｲｽﾞ：100×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×130×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：
110-72-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN65-25S

一旦水に浸し、絞って水気を切ると冷たくて気持ちいい
マフラータオルに。

冷凍タオル

23F104

\170 〔税込 \187〕

●材質：綿100% ●重量：33g ●本体ｻｲｽﾞ：200×230mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×75×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ピロー包
装 200個 

JPN83-43U

パッケージのまま冷凍庫で凍らせて使うウエットタオルで
す。繊維同士がくっつかず、凍っても柔らかく使うことが
できます。

入浴料 フィールソークール（ペパーミントの
香り）20g　（15798351）

23F105

\150 〔税込 \165〕

●ｾｯﾄ内容：入浴料20g●本体ｻｲｽﾞ：125×85×8mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 800個 

JPN50-10Y

[法]化粧品 

セイヨウハッカ葉エキス（ひきしめ成分）配合で、きゅっと
お肌をひきしめます。ペパーミントの香りに包まれて、爽
やかなバスタイムをお過ごし下さい。

冷却シート 2枚入　（16-013）

23F106

\100 〔税込 \110〕

●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 /45-6-16-200-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：
30×90mm 

JPN75-35S

発熱やリフレッシュに!熱中症対策にも!

レヴィストクールバス

23F107

\80 〔税込 \88〕

●ｾｯﾄ内容：入浴料20g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×120mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 600個 

JPN50-10U

［法］化粧品 

ひんやり爽快感メントール（清涼成分）配合。マリンブル
ーの湯色。
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＜夏の生活雑貨＞

磨き屋シンジケート アイスクリームカップセ
ット　（YJ3360）

23F110

\8,000 〔税込 \8,800〕

●材質：18-8ステンレス ●機能：二重構造 ●ｾｯﾄ内容：
アイスカップ・アイススプーン・取説●重量：153ｇ ●容量
：210mL ●本体ｻｲｽﾞ：アイスカップ/Φ87×55mm・アイス
スプーン/118×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
125×125×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：ア
イスカップ/110-144-12-30-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
40×40mm 

JPN70-30S

アイスをよそっても、カップアイスをそのまま入れても。2
重構造で溶けにくく、手を冷やさず楽しめます。スプーン
は置いても先端がテーブルに付かない設計。

薄型キューブケトル1.6L　（KS-2625）

23F111

\5,000 〔税込 \5,500〕

●材質：ステンレス（底厚0.5mm）・PF ●機能：ガス火、
IH200V、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒ
ーター対応 ●ｾｯﾄ内容：ストレーナー・取説・保証書●重
量：800g ●容量：1.6L ●本体ｻｲｽﾞ：227×227×70mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×235×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボー
ル箱 16個 

JPN82-42S

金属製なので、プラスチック容器よりも冷えるので美味し
いと評判！夏場は冷たい麦茶で、冬場はホットで、1年中
使用できます！

ハンディビールサーバー　（GH-BEERN-BG
）

23F112A A/ブルーグレー

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ABS・シリコン ●機能：250、330、350、500mL缶
対応・ワンタッチ切替・丸洗い可 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証
書●重量：115g ●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
118×74×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×135×76mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：70-120-12-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：30×15mm 

CHN80-40S

缶ビール用ビアサーバー。1秒間に4万回の超音波でクリ
ーミーな超極細泡が作れます。

ハンディビールサーバー　（GH-BEERN-SB
）

23F112B B/サンドベージュ

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ABS・シリコン ●機能：250、330、350、500mL缶
対応・ワンタッチ切替・丸洗い可 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証
書●重量：115g ●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
118×74×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×135×76mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 ●名入：70-120-12-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：30×15mm 

CHN80-40S

缶ビール用ビアサーバー。1秒間に4万回の超音波でクリ
ーミーな超極細泡が作れます。

アイスブレーカー アイストレー　（ICBP-WB）

23F113

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：TPE・ABS・PP ●機能：製氷皿 ●重量：240g ●
容量：300mL ●本体ｻｲｽﾞ：210×115×60～80mm ●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 

CHN80-40S

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。ジュース等を入れれば氷アイスに、蓋付のためそ
のまま保冷剤としても使用可能。

かくれ絵カップ Lタンブラー　（KR-003）

23F114A A/花火

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：磁器 ●重量：120ｇ ●容量：340mL ●本体ｻｲｽﾞ
：Φ68×133mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：163×96×75mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 32個 

JPN70-30S

冷たい飲み物を入れると日本の夏の一コマが浮かびま
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。17度以下に冷えると絵が浮き出ます。

かくれ絵カップ Lタンブラー　（KR-006）

23F114B B/金魚

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：磁器 ●重量：120ｇ ●容量：340mL ●本体ｻｲｽﾞ
：Φ68×133mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：163×96×75mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 32個 

JPN70-30S

冷たい飲み物を入れると日本の夏の一コマが浮かびま
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。17度以下に冷えると絵が浮き出ます。

かくれ絵カップ Lタンブラー　（KR-009）

23F114C C/海辺

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：磁器 ●重量：120ｇ ●容量：340mL ●本体ｻｲｽﾞ
：Φ68×133mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：163×96×75mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 32個 

JPN70-30S

冷たい飲み物を入れると日本の夏の一コマが浮かびま
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。17度以下に冷えると絵が浮き出ます。
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育てるえだ豆 栽培セット　（GD-979）

23F115

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：ポット/陶器 ●ｾｯﾄ内容：陶器製ポット・鉢底シー
ト・培養土・受け皿・取説●重量：400g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
115×123mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×115×123mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

JPN75-35S

ビールが注がれたような陶器製のポットでえだまめを育
てる栽培セット。＜出荷期間：～6月まで＞

磨き屋シンジケート  アイスクリームスプー
ン　（YJ3331）

23F116

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：18-8ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：28ｇ 
●本体ｻｲｽﾞ：118×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
126×48×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 120個 ●名入：
110-144-12-30-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：50×10mm 

JPN70-30S

程よい重さですくいやすく、置いたときに先端がテーブル
に付かないよう設計されています。

目枕(あろまほっとあんどあいすあいぴろー)
　（JAW-01SAKKIT）

23F117A A/金魚ﾄ花火柄･白

\950 〔税込 \1,045〕

●材質：表面/綿・裏面、リボン/ポリエステル ●機能：さ
くらの香り ●重量：124g ●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケー
ス 96個 ●名入：外袋/50-11-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm 

JPN75-35T

パソコンや読書などで、疲れた目に。優しい香りと程よい
重みで目と心を癒す和柄のアイピローです。カバーは手
洗いできるので、いつも清潔に使えます。

目枕(あろまほっとあんどあいすあいぴろー)
　（JAW-01LAFUY）

23F117B B/富士山柄･柳

\950 〔税込 \1,045〕

●材質：表面/綿・裏面、リボン/ポリエステル ●機能：ら
べんだーの香り ●重量：124g ●本体ｻｲｽﾞ：
90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×117×20mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外袋/50-11-16-
3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

パソコンや読書などで、疲れた目に。優しい香りと程よい
重みで目と心を癒す和柄のアイピローです。カバーは手
洗いできるので、いつも清潔に使えます。

くるくるひえひえカップ　（KK-500）

23F118

\600 〔税込 \660〕

●材質：PP ●重量：264g ●容量：170mL ●本体ｻｲｽﾞ：
101×78×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：94×80×144mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：130-36-27-1000-S ●名
入ｻｲｽﾞ：40×40mm 

JPN72-32U

冷凍庫で冷やしたカップに好きな飲み物を入れてハンド
ルをくるくる回すと、手軽においしいシャーベットができあ
がります。

そらとうみ 小皿ペア　（SU-011）

23F119

\600 〔税込 \660〕

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：小皿
×2●重量：260g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ130×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：130×138×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

空のように爽やかな青、海のように深い青の、どんなお
料理にも合うシンプルな器です。

ガラス風鈴　（JM-557）

23F120 指定不可

\460 〔税込 \506〕

●材質：ガラス・紙 ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：Φ
70×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱 120個 

CHN70-30S

昔ながらの音色が涼やかなガラス風鈴です。

手作りリング風鈴

23F121

\150 〔税込 \165〕

●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/60-18-27-1000-P ●
名入ｻｲｽﾞ：35×35mm 

JPN75-35S

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

夏柄サージカルマスク＆携帯用アルコール
除菌ジェルセット(3柄アソート)　（16-017）

23F122 指定不可

\100 〔税込 \110〕

●ｾｯﾄ内容：サージカルマスク・携帯用アルコール除菌ジ
ェル1.5mL(日本)●重量：8g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×100×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：台紙
/45-6-17-600-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：
20×130mm 

CHN72-32U

ｶﾗｰOK

涼し気な夏模様のご挨拶用衛生用品！サージカルマス
クと携帯用アルコール除菌ジェルのセットです。
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＜夏のイベントセット＞

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

23F125

\48,000 〔税込 \52,800〕

●機能：ショベルカー/組立式 ●ｾｯﾄ内容：●駄菓子いろ
いろ 約390コ●プール(ポンプ付) 1コ●ショベルカー 1コ
●お持ち帰り用袋 100枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱
×2 

JPN75-35S

直送品

運賃別途 

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！※2個口での発送となります。

ピカピカ金魚とスーパーボールすくい大会
100人用　（7703）

23F126

\26,400 〔税込 \29,040〕

●ｾｯﾄ内容：ぴかぴかきんぎょ×144（予備14個含む）・ス
ーパーボール×100・プール・ポンプ・レジャーシート・すく
い枠×10・すくい替え紙×200・すくいどり容器×5・持ち
帰り袋×100●本体ｻｲｽﾞ：プール/Φ800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：330×440×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール
箱 1個 

CHN90-50U

直送品

北、沖、離別途 

押すとピカピカ光るきんぎょとスーパーボールのすくいど
り。

きらきら花火Ｐ50人用　（7683）

23F127

\21,300 〔税込 \23,430〕

●ｾｯﾄ内容：特等　スーパービッグＭ　1コ●1等　夏まつ
り2コ●2等　なかよしはなび500　3コ●3等　なかよしは
なび200　9コ●4等　よい子のまつり35コ●抽選くじ50枚
●抽選箱1コ●くじ明細表1枚●A3ポスター1枚●店頭用
お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：360×630×180mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN80-40U

直送品

北、沖、離別途 

花火があたる、夏にぴったりのイベントセットです。

みんなで遊ぼう！なかよしはなびプレゼント
50人用　（7685）

23F128

\18,900 〔税込 \20,790〕

●ｾｯﾄ内容：●特等　広場であそぼうセット1コ●1等　チ
ャイルドセットA（バケツ）2コ●2等　なかよしはなび300　4
コ●3等　なかよしはなび100　8コ●4等　コミックアニマ
ルNo1（小）10コ●5等　よい子のまつり5　25コ●抽選くじ
50コ●抽選箱1コ●くじ明細表1枚●A3ポスター1枚●店
頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN80-40U

直送品

北、沖、離別途 

夏のイベントに 適なセットです。

スーパーボールすくい大会50人用　（7626）

23F129

\11,600 〔税込 \12,760〕

●ｾｯﾄ内容：スーパーボール×200・プール・ポンプ・レジ
ャーシート・すくい枠×10・すくい替え紙×200・すくいどり
容器×5・持ち帰り袋×50・店頭用お知らせPOP×2●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×370×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボ
ール箱 1個 

JPN90-50U

直送品

北、沖、離別途 

夏祭りの定番スーパーボールすくいどり。

ヨーヨーつり大会 50人用　（1323）

23F130

\7,500 〔税込 \8,250〕

●ｾｯﾄ内容：●ヨーヨー風船100コ●プール（Φ800）1コ●
エアーポンプ1コ●レジャーシート1枚●店頭用お知らせ
POP2枚●重量：1.09kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
300×370×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN88-48S

直送品

北、沖、離別途 

暑い夏におすすめのイベントセットです。

たのしいつり大会本体キット（磁石釣り竿・プ
ール）　（7514）

23F131

\6,500 〔税込 \7,150〕

●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：プール・ポンプ・釣り竿×3
●本体ｻｲｽﾞ：使用時/1000×600×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：320×200×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 
1個 

CHN88-48T

直送品

北、沖、離別途 

釣り竿のマグネットで景品をゲット！※本体と23F132の
景品をセットでご利用ください。

つり大会用サマーキット60個　（6422）

23F132

\12,000 〔税込 \13,200〕

●ｾｯﾄ内容：サマーグッズ×60●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
320×200×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

CHN88-48T

直送品

北、沖、離別途 

※23F131とあわせてご購入ください。
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おみくじ抽選セット　（CK-3）

23F133

\2,200 〔税込 \2,420〕

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

JPN75-35S

再利用可能なおみくじセットです。

LED付ちょうちん(持ち手付)　（55908）

23F134

\600 〔税込 \660〕

●材質：PC・PVC・紙・鉄 ●重量：42g ●電源：単4×2（
添） ●本体ｻｲｽﾞ：150×160×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×160×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 

CHN85-45U

アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画
材で描くことができます。持ち手付なので持ち運びに便
利！

七夕個人セット　（1570）

23F135

\460 〔税込 \506〕

●材質：プラ・鉄・紙 ●ｾｯﾄ内容：笹・色がみ・カラーモー
ル・ホログラムシート・両面カラー工作紙・名前札・取説
●重量：73g ●本体ｻｲｽﾞ：笹/570×660×4mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：520×400×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

CHN82-42S

いろんな種類の短冊や装飾がつくれる七夕セット。

おえかきクリアかざぐるま　（2647）

23F136

\430 〔税込 \473〕

●材質：PP・PVC ●ｾｯﾄ内容：透明板2種（切り取り加工
済）・ふた・キャップ・ポール(φ7×300mm)●重量：36g 
●本体ｻｲｽﾞ：組立時/Φ27cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
315×215×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個 

CHN70-30S

切り取り済の透明板で組み立て簡単！油性ペンでお絵
かきしよう！
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＜夏の味覚＞

北海道の恵みセット　（120021）

23F140

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

●ｾｯﾄ内容：乳蔵アイス90mL×5（バニラ、赤肉メロン、青
肉メロン、ハスカップ、ストロベリー）・ローストビーフ200g
・たれ20g×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・小麦】 

JPN98-58V

直送品

沖、離別途 

シンプルな味付けで牛肉の旨味をしっかりと感じられる
ローストビーフと濃厚でありながらも爽やかな甘さと風味
のアイスクリームのセット。

夕張メロン1玉　（820010）

23F141

★ \4,500 〔税込 \4,860〕

●ｾｯﾄ内容：夕張メロン1.3kg●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×170×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：産地箱 1個 

JPN98-58V

直送品

沖、離不可 

北海道・夕張の気候風土で育てた夕張メロン。口の中で
ジュワ―と広がるような食感と肉質をお楽しみください。〈
出荷期間：7月1日頃～7月27日頃予定〉

十勝水ようかん　（740037）

23F143

★ \3,700 〔税込 \3,996〕

●ｾｯﾄ内容：水ようかん100g×10●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×320×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 

JPN98-58V

直送品

沖・離不可 

北海道・十勝産の小豆を使用しみずみずしく仕上げたカ
ップタイプの水ようかん。個包装タイプです。＜出荷期間
：6月20日～8月10日＞

栃木県産  とちおとめ苺アイス６個　（EG-T6
）

23F144

★ \3,500 〔税込 \3,780〕

●ｾｯﾄ内容：とちおとめ苺アイス95mL×6●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：190×235×165mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡容器 1個 【乳】 

JPN98-58U

直送品

北、沖別途・離島不可 

とちおとめソース、とちおとめ果汁入りアイス、そして特
製とちおとめ果肉入りソースをトッピングした「とちおとめ
」づくしのアイスです。

東京・巣鴨「とげぬき福寿庵」東京塩豆大福

23F145

★ \3,500 〔税込 \3,780〕

●ｾｯﾄ内容：塩豆大福80g×10●重量：800g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：250×160×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱＋シュリンク 
1個 【小麦】 

JPN05-65U

直送品

北、沖、離別途 

「おばあちゃんの原宿」こと東京・巣鴨の和菓子店「とげ
ぬき福寿庵」監修。国産小豆、国産もち米粉を使用し、あ
んこをお餅で巻いた塩豆大福です。

ビールにあうソーセージ　（SB-510）

23F146

★ \3,000 〔税込 \3,240〕

●ｾｯﾄ内容：プレーン、ガーリック各90g×2・ハーブ90g●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×270×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1
個 

JPN03-63V

直送品

北、沖、離別途 

フライパンで焼いたり、袋のまま湯煎をして温めるなど、
お好みの調理法でお召し上がりください。お酒のおとも
だけでなく、毎日の食卓やお弁当にも。

「北海道150年ファーム」北の濃厚アイス

23F147

★ \3,000 〔税込 \3,240〕

●ｾｯﾄ内容：アイス×5（チーズタルト88mL×2、生チョコ
88mL、ラムレーズン88mL、キャラメルナッツ80mL）●重
量：1020g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×190×150mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 1個 【卵・乳・小麦】 

JPN10-70S

直送品

北、沖、離別途 

北海道を代表する人気素材をアイスクリームにしました
。チーズ、生チョコ、キャラメル、ラムレーズンの濃厚な味
わいをお楽しみください。

ヨロンアイランドビーフカレー5食入り

23F148

★ \1,650 〔税込 \1,782〕

●ｾｯﾄ内容：ヨロンアイランドビーフカレー120g×5●重量
：700g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×280×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 20個 【乳・小麦】 

JPN92-52T

鹿児島県奄美群島の与論島で育てられた貴重な黒牛を
使用したカレーです。少し甘めでサラッとしたルウで、老
若男女問わず楽しめます。
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感謝 讃岐そうめん 千万縁を結ぶ 白糸の
手まり　（KKM-1C）

23F149

★ \21,000 〔税込 \22,680〕

●ｾｯﾄ内容：そうめん200g×60●重量：1コ/225g ●本体
ｻｲｽﾞ：1コ/87×250×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×550×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 
【小麦】 

JPN70-30U

直送品

北、沖、離別途 

滑らかな口当たりの中に、しっかりとした「コシ」と小麦の
風味と旨みが生きています。パッケージは名刺等を挟む
ことができ、ちょっとしたご挨拶に便利。

三輪  夏越そうめん祭り　（RMF-12）

23F150

★ \1,200 〔税込 \1,296〕

●ｾｯﾄ内容：50g×8束（白麺×2・ブルーベリー麺、サクラ
麺、しそ麺、抹茶麺、かぼちゃ麺、にんじん麺）・取説●
重量：510g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×175×30mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 【小麦】 

JPN80-40S

夏は夏越そうめん祭りでおもてなし。夏越の祓（六月三
十日）とは残り半年の無病息災を祈願する行事で、そう
めんを食べる習慣があります。

手延べ素麺  揖保乃糸　（WL-8）

23F151

★ \800 〔税込 \864〕

●ｾｯﾄ内容：上級50g×5●重量：270g ●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】 

JPN80-40U

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。

そうめん 感謝をこめて　（KSK-50K）

23F152

★ \500 〔税込 \540〕

●ｾｯﾄ内容：そうめん50g×5●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
196×108×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 【小麦】 

JPN70-30S

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

播州の糸 つゆ付き　（BSｰ3）

23F153

★ \300 〔税込 \324〕

●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】 

JPN75-35S

そうめんの本場播州で作られた、絹糸のようになめらか
なそうめんです。

AGF ブレンディ ザリットル 水分補給応援6
本

23F154

★ \528 〔税込 \570〕

●ｾｯﾄ内容：水分補給応援13gx6本●重量：102g ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×77×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

JPN95-55U

水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータ
イプのスイートレモン風味ドリンク。毎日の水分補給を応
援します。

6個マンゴープリンBOX　（MP-6）

23F155

★ \500 〔税込 \540〕

●ｾｯﾄ内容：マンゴープリン52g×6個●重量：450g ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×180×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個
 【乳】 

JPN75-35S

アルフォンソマンゴーピューレを使用し、トロピカルな味
わいと喉ごしのよいなめらかなプリンを食べきりサイズの
カップに封じ込めました。

紀州南高梅（2P）　（RUB-25）

23F156

★ \250 〔税込 \270〕

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

JPN80-40S

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

丹波黒豆茶3包（紙袋入）

23F157

★ \160 〔税込 \173〕

●ｾｯﾄ内容：3g×3包●重量：13g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙袋 100個 

JPN80-40S

高級黒豆、国産丹波黒種を使用しています。香ばしく風
味豊かな味わいは、ホットでもアイスでもどなたにも喜ば
れます。
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桃太郎麦茶　（MV-10）

23F158

★ \100 〔税込 \108〕

●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 

JPN90-50U

水浸け蒸し加工を行うことで麦の味を引き出し、4度釜焙
煎で麦をじっくりと長時間焙煎することで豊かな風味の
麦茶に仕上がりました。

桃太郎麦茶（袋入り）　（MV-5）

23F159

★ \50 〔税込 \54〕

●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 

JPN90-50S

水浸け蒸し加工を行うことで麦の味を引き出し、4度釜焙
煎で麦をじっくりと長時間焙煎することで豊かな風味の
麦茶に仕上がりました。
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＜敬老の日＞

パール･パール･コウベ 真珠ピンブローチ　（
FWPB456）

23F177

\5,000 〔税込 \5,500〕

●材質：合金・淡水真珠/バロック型6-8mm、オフラウン
ド型4-5mm・クリスタル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：13g ●
本体ｻｲｽﾞ：30×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：84×94×33mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN75-35V

淡水真珠とクリスタルがたくさん付いたオリジナルピンブ
ローチでマフラーやニット、巻きスカート等を華やかにお
楽しみいただけます。

押すだけ簡単フードプロセッサー　（SJ3133
）

23F178

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：PS・PP・ABS・ステンレス刃物鋼　 ●機能：みじ
ん切り・水切り・泡立て ●ｾｯﾄ内容：フタ・ブレードホルダ
ー・水切りカゴ・泡立て器・取説●重量：460g ●本体ｻｲｽ
ﾞ：Φ155×297mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×155×235mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN70-30S

上から押すだけで簡単にみじん切りができます。また、
付属の部品を使用すれば、水切りや泡立てとしても。押
すだけでカンタン時短クッキング。

Watairoフェイスタオル３Pセット　（
TBF3998011）

23F179A A/ピンク

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：綿100％（スリット糸） ●ｾｯﾄ内容：FT×3●重量
：500g ●本体ｻｲｽﾞ：340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
240×360×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 32個 

JPN80-40S

［品］今治タオル 

ずっと使いたい、ふだん使いのプレミアム。今治の職人
が丁寧にゆったり織り上げた「こだわりのやわらかさ」を
大切なあなたに。

Watairoフェイスタオル３Pセット　（
TBF3998011）

23F179B B/ブルー

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：綿100％（スリット糸） ●ｾｯﾄ内容：FT×3●重量
：500g ●本体ｻｲｽﾞ：340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
240×360×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 32個 

JPN80-40S

［品］今治タオル 

ずっと使いたい、ふだん使いのプレミアム。今治の職人
が丁寧にゆったり織り上げた「こだわりのやわらかさ」を
大切なあなたに。

西川 今治製タオルセットF2　（TT89200505）

23F180

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：300g ●本
体ｻｲｽﾞ：340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×300×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

JPN70-30S

［品］今治タオル 

日本の確かな技術と素材が織りなす今治産のタオル。タ
オル発祥の地「トルコ」をイメージしたデザインで高級感
あふれる風合いに仕上げました。

びん蓋開け2個セット　（RD-02）

23F181

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：PP・TPE ●機能：Φ2～8.5cm迄対応 ●ｾｯﾄ内
容：びん蓋開け大、小●重量：大/85g・小/64g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：大/200×90×36mm・小/172×57×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：276×122×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

JPN75-35S

大と小があるので幅広いサイズの蓋に対応出来ます。
内側が階段状になっているため、幅広い蓋にフィットしま
す。

足のつめの回転刃つめ切り　（SN-06S）

23F182

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：ステンレス刃物鋼・ステンレススチール ●重量：
55g ●本体ｻｲｽﾞ：100×13×20mm ●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：
100-22-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：7×50mm 

CHN70-30S

力点と支点の間隔が長いため、手に力がかかりやすく、
つめを切るのに力の要らない特大サイズのつめ切りで
す。どんな角度でも切れる動かせる刃です。

COBライト3倍拡大鏡　（3576）

23F183

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：ABS・ガラス ●機能：COBライト・倍率3倍 ●ｾｯﾄ
内容：取説●重量：140g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲ
ｽﾞ：115×240×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×245×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 100個 ●名
入：60-60-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：3×50mm 

CHN70-30U

明るいCOBLEDライトを搭載した便利な拡大鏡です。明
るく照らせばより一層文字も見やすくなります。
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Ｎａｔｕｃｌｅ（ナチュクル）フェイスタオル1Ｐ　（
N-80102）

23F184A A/ブルー

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：綿100％（パイル部分無撚糸100％） ●重量：
170g ●本体ｻｲｽﾞ：340×800mm ●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 

CHN58-18V

無撚糸100％でふんわりやわらか環境にやさしい安全安
心なタオル。

Ｎａｔｕｃｌｅ（ナチュクル）フェイスタオル1Ｐ　（
N-80105）

23F184B B/ホワイト

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：綿100％（パイル部分無撚糸100％） ●重量：
170g ●本体ｻｲｽﾞ：340×800mm ●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 

CHN58-18V

無撚糸100％でふんわりやわらか環境にやさしい安全安
心なタオル。

Ｎａｔｕｃｌｅ（ナチュクル）フェイスタオル1Ｐ　（
N-80106）

23F184C C/グレー

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：綿100％（パイル部分無撚糸100％） ●重量：
170g ●本体ｻｲｽﾞ：340×800mm ●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 

CHN58-18V

無撚糸100％でふんわりやわらか環境にやさしい安全安
心なタオル。

天丸フレーム　（CFC-580）

23F185A A/クリアー

\780 〔税込 \858〕

●材質：ガラス ●本体ｻｲｽﾞ：137×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：148×160×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 100個 ●
名入：85-24-32-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×80mm 

JPN75-35T

シンプルな写真立て。卒業祝いや記念品にも 適です。

天丸フレーム　（CFB-580）

23F185B B/ブラック

\780 〔税込 \858〕

●材質：ガラス ●本体ｻｲｽﾞ：137×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：148×160×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 100個 ●
名入：85-24-32-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×80mm 

JPN75-35T

シンプルな写真立て。卒業祝いや記念品にも 適です。

Woodシューホーン　（IF054）

23F186

\700 〔税込 \770〕

●材質：木（樺） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：約33g ●本体
ｻｲｽﾞ：200×38×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
228×60×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：60-
68-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×30mm 

CHN65-25S

シンプルで使い心地のよい木製くつべら。

今治 いろはハンカチ　（IHT-05-T）

23F187A A/ﾁｪｯｸ

\600 〔税込 \660〕

●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：160×160×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱 
160個 

JPN80-40S

［品］今治タオル 

表がガーゼ、裏はパイルのハンカチです。

今治 いろはハンカチ　（IHT-05-K）

23F187B B/ｺｷﾞﾝ

\600 〔税込 \660〕

●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：160×160×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱 
160個 

JPN80-40S

［品］今治タオル 

表がガーゼ、裏はパイルのハンカチです。

今治 いろはハンカチ　（IHT-05-N）

23F187C C/ﾅﾐﾁﾄﾞﾘ

\600 〔税込 \660〕

●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：160×160×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱 
160個 

JPN80-40S

［品］今治タオル 

表がガーゼ、裏はパイルのハンカチです。



WEB サマーナウ２０２３

ちょいかけスプレー

23F188

\570 〔税込 \627〕

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

JPN80-40T

シュッとひと吹き！ヘルシーでムダなく経済的！霧状の
しょうゆがムラなくかかり、少量で均一に広がります。ワ
ンプッシュ0.1cc。

SUS-ga[サス・ガ] ステンレスメダルコースタ
ー　（SUS-MC50）

23F189

\500 〔税込 \550〕

●材質：18-8ステンレス鋼・ネオスポンジ ●重量：35g ●
本体ｻｲｽﾞ：Φ87×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：89×89×3mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓あき化粧箱 100個 ●名入：60-120-22-
30-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm 

JPN70-30S

感動をかたちに。祝杯のお供は思い出のコースターで。
金属加工のまち、燕で作られたメダル型のステンレスコ
ースター。

泉州こだわりタオル和風うさぎ柄　（2F2010-
1A）

23F190 指定不可

\450 〔税込 \495〕

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：67g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：340×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×130×20mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし柄OPP袋 200個 

JPN70-30S

泉州こだわりタオル。古風な和柄デザインもお楽しみくだ
さい。ロングサイズなのも嬉しい配慮です。

長寿の心得手拭　（4F3030P）

23F191

\400 〔税込 \440〕

●材質：綿100％ ●重量：34g ●本体ｻｲｽﾞ：約
340×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×230×5mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：専用紙巻 300個 ●名入：65-36-22-300-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：25×70mm 

JPN70-30S

数えきれないほどたくさんの思い出を胸に笑顔で迎える
人生の節目。よりいっそうのご自愛とご健康に留意され
ますように長寿の心得手拭を作りました。

アイマルチケース　（LALA-27）

23F192

\300 〔税込 \330〕

●材質：ABS・AS・PP ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：
59×124×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×126×19mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●名入：台紙/0-360-22-50-オン
デマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：119×54mm 

JPN72-32U

小物の携帯に便利なマルチケース。小スペース4個　大
スペース1個　薄型軽量、ポケットサイズで持ち歩きに便
利。

エチケットブラシミラー付き　（A32）

23F193

\300 〔税込 \330〕

●材質：ABS・ナイロン（パイル100%）・アクリル ●重量：
26g ●本体ｻｲｽﾞ：42×105×6.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
44×120×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 

CHN75-35U

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。

年金＆おくすり手帳カバーＤＸ　（Z3304）

23F194

\300 〔税込 \330〕

●材質：PVC ●機能：フリーポケット×6・カードポケット
×4 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
160×115×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×125×6mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：60-54-17-150-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×60mm 

CHN72-32W

おくすり手帳や年金手帳からカードまで、幅広く収納！
簡単に整理整頓が出来る手帳カバーです。
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＜防災の日＞

新・備  玄米リゾット３種セット　（111725）

23F198

★ \12,000 〔税込 \12,960〕

●機能：5年保存 ●ｾｯﾄ内容：カレー240g9食・トマト、和
風240g各8食・個包装プラスプーン×25●重量：7kg ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：172×505×167mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱
 1個 

JPN93-53V

国内産玄米を使用しとことん素材と味にこだわりました。
常温で5年間保存でき、アウトドアや災害時備蓄食料とし
てもご利用いただけます。

SUGUBO防災クッション　（SG-0001-006）

23F199A A/ネイビー

\4,980 〔税込 \5,478〕

●材質：ポリエステル、PUR・ポーチ/EVA ●ｾｯﾄ内容：マ
イクロビーズクッション・EVAポーチ・携帯トイレ・携帯トイ
レ付属ごみ袋・アイマスク・耳栓・ポリ袋・ウェットティシュ
・アルミブランケット・圧縮タオル・マスク・防災ガイド●本
体ｻｲｽﾞ：420×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：450×340mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 5個 ●名入：カバー/100-360-27-200-S 
●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN78-38V

身近に備えてすぐに使える！防災セット付マイクロビー
ズクッションです。紐が不要な時は上カバーをひっくるか
えすことで収納できます。

SUGUBO防災クッション　（ SG-0001-009）

23F199B B/ブラック

\4,980 〔税込 \5,478〕

●材質：ポリエステル、PUR・ポーチ/EVA ●ｾｯﾄ内容：マ
イクロビーズクッション・EVAポーチ・携帯トイレ・携帯トイ
レ付属ごみ袋・アイマスク・耳栓・ポリ袋・ウェットティシュ
・アルミブランケット・圧縮タオル・マスク・防災ガイド●本
体ｻｲｽﾞ：420×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：450×340mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 5個 ●名入：カバー/100-360-27-200-S 
●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN78-38V

身近に備えてすぐに使える！防災セット付マイクロビー
ズクッションです。紐が不要な時は上カバーをひっくるか
えすことで収納できます。

SUGUBO防災クッション　（ SG-0001-030）

23F199C C/スモークピンク

\4,980 〔税込 \5,478〕

●材質：ポリエステル、PUR・ポーチ/EVA ●ｾｯﾄ内容：マ
イクロビーズクッション・EVAポーチ・携帯トイレ・携帯トイ
レ付属ごみ袋・アイマスク・耳栓・ポリ袋・ウェットティシュ
・アルミブランケット・圧縮タオル・マスク・防災ガイド●本
体ｻｲｽﾞ：420×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：450×340mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 5個 ●名入：カバー/100-360-27-200-S 
●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN78-38V

身近に備えてすぐに使える！防災セット付マイクロビー
ズクッションです。紐が不要な時は上カバーをひっくるか
えすことで収納できます。

SUGUBO防災クッション　（ SG-0001-034）

23F199D D/スモークブルー

\4,980 〔税込 \5,478〕

●材質：ポリエステル、PUR・ポーチ/EVA ●ｾｯﾄ内容：マ
イクロビーズクッション・EVAポーチ・携帯トイレ・携帯トイ
レ付属ごみ袋・アイマスク・耳栓・ポリ袋・ウェットティシュ
・アルミブランケット・圧縮タオル・マスク・防災ガイド●本
体ｻｲｽﾞ：420×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：450×340mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 5個 ●名入：カバー/100-360-27-200-S 
●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN78-38V

身近に備えてすぐに使える！防災セット付マイクロビー
ズクッションです。紐が不要な時は上カバーをひっくるか
えすことで収納できます。

単2・3・4 一本でライト　（KBN-234）

23F200

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：ABS ●機能：ランタン使用可・明るさ切替（強、
弱、点滅）・防塵、防沫（IP54相当） ●ｾｯﾄ内容：取説・保
証書●重量：204g ●電源：単2・3・4のどれか1本（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：72×155×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
75×160×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱 24個 ●名入：
110-120-23-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×30mm 

CHN70-30U

［品］JIS_IP54相当 

単2･3･4乾電池のどれか1本があれば、いざというときに
使えます。

防災用ヘルメットセット　（BH23-6）

23F201

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：ヘルメット/ABS ●ｾｯﾄ内容：防災用ヘルメット(
日本)・防寒シート・LEDミニライト（モニターLR41×4/添）
・防災ガイド（日本）・すべり止め手袋・非常持出袋●重
量：554g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：280×225×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：段ボール箱 20個 ●名入：40-120-22-20-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：16×125mm 

CHN77-37U

国家検定品のヘルメットと防災用品をセットにしました。
防災用品はヘルメットの内側に収納できるので場所を取
りません。

MOSHISONAディバッグ(レインカバー付き)　
（62430）

23F202

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：本体内側/ファスナー
オープンポケット・前面/ラウンドファスナーポケット（マチ
付）・背面/ウレタン入・ショルダーベルト長さ調節可●重
量：500g ●容量：18L ●本体ｻｲｽﾞ：420×290×150mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：450×310×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30
個 ●名入：70-156-23-60-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN72-32U

リフレクター機能プリントのレインカバー付きです。突然
の雨、夜間でも安心です。
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デスクライトにもなるUSBハンディライト（チャ
ージャー機能付）　（TS-1729-009）

23F203A A/ブラック

\2,780 〔税込 \3,058〕

●材質：ABS ●機能： 大出力1A・バッテリー容量
1500mAh ●ｾｯﾄ内容：スタンドパーツ・取説●電源：リチ
ウムイオン電池 ●本体ｻｲｽﾞ：40×150×40mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：57×158×57mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名
入：100-120-22-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：90×8mm 

CHN70-30U

デスクライトやモバイルチャージャーとして使える2WAY
仕様のライトです。普段使いだけでなく災害時にも役立
ちます。

デスクライトにもなるUSBハンディライト（チャ
ージャー機能付）　（TS-1729-044）

23F203B B/ホワイト

\2,780 〔税込 \3,058〕

●材質：ABS ●機能： 大出力1A・バッテリー容量
1500mAh ●ｾｯﾄ内容：スタンドパーツ・取説●電源：リチ
ウムイオン電池 ●本体ｻｲｽﾞ：40×150×40mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：57×158×57mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名
入：100-120-22-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：90×8mm 

CHN70-30U

デスクライトやモバイルチャージャーとして使える2WAY
仕様のライトです。普段使いだけでなく災害時にも役立
ちます。

ポケットラジオ　（NR-750）

23F204

\2,500 〔税込 \2,750〕

●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●電源：単
4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：58×19×96mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：75×30×148mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

CHN68-28U

スリムながら高感度なAM/FMラジオ（ワイドＦＭ対応）。
便利なポケットサイズ。わかりやすい大きな文字の選曲
表示。

携帯用防災セット　（51225）

23F205 指定不可

\1,800 〔税込 \1,980〕

●材質：PET・PE ●ｾｯﾄ内容：携帯用ﾎﾟｰﾁ、4層！防寒・
防風ｱﾙﾐｼｰﾄ、5年保証ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ（20枚入）（日本）、抗
菌消臭・簡易ﾄｲﾚ（日本）、ｴｲﾄﾞﾊﾞﾝｾｯﾄ（絆創膏5枚（日本
）、綿棒10P（ﾀｲ））、ｱﾙﾐＬＥＤﾗｲﾄ&ﾎｲｯｽﾙ、ﾏｽｸ１枚、防
災ｶﾞｲﾄﾞ（ｽﾄｰﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ製）●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：
275×175×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×275×50mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 ●名入：ポーチ/70-96-23-120-
S ●名入ｻｲｽﾞ：70×100mm 

CHN77-37U

［法］絆創膏/医療機器認証番号27B3X00138000001 

災害時 低限必要なものを、持ち運びに便利なポーチ
にセットしました。

防災緊急9点セット ケースタイプ ホワイト　（
TS-1804-044）

23F206

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：ケース/PP ●ｾｯﾄ内容：ケース・個包装マスク
×2・個包装圧縮タオル（薄手）×3・アルミホイッスル・ア
ルミブランケット・非常用携帯トイレセット×2・除菌ウェッ
トティシュ・ポリ袋×5・防災ガイド・取説●本体ｻｲｽﾞ：ケー
ス/200×160×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×200mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 ●名入：ケース/100-156-22-200-
S ●名入ｻｲｽﾞ：43×180mm 

CHN70-30U

災害時に欠かせないラインナップ9点をまとめたセットで
す。自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利！

非常持出しセット　（CL-6）

23F207

\1,350 〔税込 \1,485〕

●材質：非常袋/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：チェックリスト
付非常袋・LEDミニライト（モニターLR41×4/添）・非常用
給水バッグ3L（タイ）・すべり止め手袋・防災用ウエットボ
ディタオル(日本)・防災ガイド（日本）●重量：284g ●本
体ｻｲｽﾞ：335×440mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
315×190×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白無地箱 36個 ●名入：
70-60-17-50-S ●名入ｻｲｽﾞ：100×200mm 

CHN72-32U

地震や台風など非常時の備えに。

レスキュー簡易頭巾　（36410）

23F208

\1,200 〔税込 \1,320〕

●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 

CHN72-32U

災害時に役立つ簡易頭巾です。ポーチ付きで持ち運び
や収納にも便利です。

ポケットダイナモライト（Ｒ）　（3551）

23F209

\1,000 〔税込 \1,100〕

●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：60-48-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×10mm 

CHN70-30U

バッグの中でもかさばらないポケットサイズのダイナモ充
電式ライトです。

反射de持出リュック　（64115）

23F210

\950 〔税込 \1,045〕

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：64g ●本
体ｻｲｽﾞ：340×440×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
360×450×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70-
168-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm 

CHN72-32U

バッグ全体が反射素材の非常用持出袋。どんな持ち方
でも、どんな方向からでも反射で役立つユニバーサルデ
ザイン。
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4層！静音 防寒・防風アルミポンチョ　（
50890）

23F211

\850 〔税込 \935〕

●材質：アルミ蒸着PET ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：77g ●
本体ｻｲｽﾞ：着丈/1000mm・巾/1200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×160×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個 

CHN72-32U

劣化しにくい4層構造！耳障りなシャカシャカ音の少ない
軽量コンパクトな緊急用ポンチョです。

防災サバイバルカード　（SV-1）

23F212

\800 〔税込 \880〕

●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：100-22-17-300-S ●名入
ｻｲｽﾞ：15×45mm 

CHN70-30S

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。

バイオマス4層静音アルミシート素材の防寒
・防風シート　（62090）

23F213

\750 〔税込 \825〕

●材質：アルミ蒸着PE（バイオマスプラスティック約25%配
合） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：75g ●本体ｻｲｽﾞ：
2130×1370×0.01mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×110×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 160個 

CHN72-32U

［環］バイオマスマーク 

バイオマスを配合した環境にやさしいコンパクトな災害用
アルミシート。劣化しにくい4層構造で、耳障りなシャカシ
ャカ音を軽減した仕様です。

非常用ウエットタオル

23F214

\240 〔税込 \264〕

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：タオル約260×260mm●
重量：59g ●本体ｻｲｽﾞ：15×110×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 100個 

JPN82-42T

災害時や緊急時、水が使用できない状況でも体を清潔
な状態に保てる、綿100％ウエットタオルです。

耐水メモカード　（7658）

23F215

\140 〔税込 \154〕

●材質：炭酸カルシウム・高密度PE ●ｾｯﾄ内容：耐水メ
モ×5・取説●本体ｻｲｽﾞ：1枚/80×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 400個 

CHN72-32U

耐水性に優れたメモセット。連絡先のメモや災害時に伝
言を残す時等に役立ちます。
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＜秋の交通安全
（９／２１－）＞

アルミ防滴9LEDライトセット　（L3090）

23F220

\1,400 〔税込 \1,540〕

●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：60-60-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×20mm 

CHN72-32W

[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。

リフレクターアームベルト　（E2901）

23F221 指定不可

\100 〔税込 \110〕

●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：
60-48-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：12×45mm 

CHN72-32W

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。

交通安全クリップ（差し替えシール）

23F222 指定不可

\90 〔税込 \99〕

●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 

JPN73-33S

みんなの願い交通安全！メッセージとかわいいイラスト
で視認性アップ！

交通安全のりもの消しゴム

23F223 指定不可

\70 〔税込 \77〕

●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 

JPN78-38V

パトカーや白バイなど子供は大好き！交通安全啓発グッ
ズとして 適！日本製。
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＜衛生用品＞

エンペックス CO2モニター　（TD-8500）

23F161

\12,000 〔税込 \13,200〕

●材質：ABS ●機能：二酸化炭素濃度測定・温湿度　 
●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：約78g ●電源：USB・
単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：86×48×49mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：125×50×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個 ●名
入：裏面/70-72-16-50-S ●名入ｻｲｽﾞ：150×350mm 

CHN75-35S

お部屋の二酸化炭素濃度をリアルタイムに数値・アイコ
ンで表示！温度、湿度表示付き。選べる2電源。

ドリテック 非接触体温計　（TO-406WT）

23F162

\8,000 〔税込 \8,800〕

●材質：ABS・アクリル・シリコーン ●機能：ミュート・オー
トパワーオフ・メモリー9回分 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：約94g ●電源：モニター単4アルカリ×2（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：34×47×156mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
85×45×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

CHN65-25S

［法］医療機器認証番号304AKBZX00019000 

使用環境温度が5℃から使える非接触体温計。約1秒の
スピード検温で触れずに衛生的！3色バックライトで測定
結果をお知らせ。

飛沫防止アクリルボードMサイズ　（31076）

23F163

\7,000 〔税込 \7,700〕

●材質：アクリル樹脂 ●本体ｻｲｽﾞ：600×545×200mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：570×630×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボー
ル箱 

JPN90-50S

直送品

運賃別途 

置くだけ簡単！工事や取り付け加工も不要です。

ドリテック アルコールディスペンサー ソリエ
　（SD-804WT）

23F164

\6,000 〔税込 \6,600〕

●材質：ABS・PE ●機能：吐出量5段階調整・スリープモ
ード・連続動作モード・スタンバイモード・盗難、落下防止
穴・電池交換お知らせ ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量
：約463g ●容量：約1100mL ●電源：単3アルカリ×4（別
） ●本体ｻｲｽﾞ：100×126×234mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
155×130×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN65-25S

1100mLの大容量タンクで詰め替え頻度を削減！手をか
ざすだけで消毒液を自動噴射！衛生的に使用できます
。

ミアミモザ  ハンドクリーンジェル100mL　（
MC-J20）

23F165

\2,000 〔税込 \2,200〕

●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 

JPN80-40S

洗浄成分エタノールを配合した、軽い使い心地のハンド
クリーンジェル。さわ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。

携帯用衛生管理セット　（KE21-D）

23F166

\1,200 〔税込 \1,320〕

●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）・防災用ウエットティッシ
ュ20枚（日本）・マスク・綿棒10P・液晶体温計ミニチェック
（アメリカ）・手指消毒スプレー12mL（日本）●重量：152g 
●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：15×150mm 

CHN77-37U

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
なので持ち運びに便利。

抗ウイルス加工フェイスタオル　（
SKV56101F）

23F167

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：綿100% ●機能：抗ウイルス、抗菌、防臭加工 
●ｾｯﾄ内容：FT●重量：74g ●本体ｻｲｽﾞ：340×750mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×125×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 
100個 

JPN60-20S

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。

抗ウイルス加工ハンドタオル　（SKV56051F
）

23F168

\500 〔税込 \550〕

●材質：綿100% ●機能：抗ウイルス、抗菌、防臭加工 
●ｾｯﾄ内容：HT●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：290×290mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：125×160×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 
120個 

JPN60-20S

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国産（泉州産）抗ウイルス加
工ハンドタオル。
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抗菌ハンカチタオル　（KK-14-NV）

23F169A A/ネイビー

\500 〔税込 \550〕

●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：窓空き箱 150個 

JPN75-35S

100回洗濯しても落ちない抗菌効果。主成分は化粧品に
も使用されている安全な成分です。赤ちゃんからお年寄
りまで安心してお使いいただけます。

抗菌ハンカチタオル　（KK-14-RD）

23F169B B/レッド

\500 〔税込 \550〕

●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：窓空き箱 150個 

JPN75-35S

100回洗濯しても落ちない抗菌効果。主成分は化粧品に
も使用されている安全な成分です。赤ちゃんからお年寄
りまで安心してお使いいただけます。

疫病退散 アマビエつめ切り　（AB-1）

23F170

\300 〔税込 \330〕

●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：
100-22-17-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：12×35mm 

CHN70-30S

新型コロナウイルス感染拡大に対し「疫病退散」の願い
を込めました。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。

健康チェックカードルーペG　（CR-20T）

23F171

\200 〔税込 \220〕

●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：60-18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×45mm 

JPN72-32U

ｶﾗｰOK

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。日本製。

ルンルン衛生セット Ｍ－５　（21008）

23F172

\120 〔税込 \132〕

●ｾｯﾄ内容：携帯用アルコール除菌液パウチ2mL・携帯
用ハンドソープパウチ2mL・滅菌済絆創膏Mサイズ×5・
取説●重量：12g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×70×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：たとう式ケース 1000個 ●名入：ケース/30-0-17-
1-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

JPN75-35S

［法］絆創膏/医療機器認証番号29B2X10005000038 

携帯用アルコール除菌液と携帯用ハンドソープと滅菌済
絆創膏の3点セット。持ち運びに便利なポケットサイズ。
安心・安全の日本製。除菌液/アルコール度数67%

ヘルシーカード　（C-3）

23F173

\100 〔税込 \110〕

●材質：紙（表面OPP樹脂貼加工） ●重量：2g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：55×85×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×90mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPPカードケース 500個 ●名入：50-18-17-300-
K ●名入ｻｲｽﾞ：45×75mm 

JPN65-25U

ｶﾗｰOK

ちょっと熱っぽいと思ったらひたいに5秒あてるだけの簡
易体温計です。日本製。

ヘルスチェックカードV　（HC-10V）

23F174

\100 〔税込 \110〕

●材質：紙（表面PP樹脂貼り加工） ●機能：ストレスチェ
ック・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：55-18-17-300-K ●名入ｻｲｽﾞ：
45×75mm 

JPN72-32U

ストレスチェックと簡易体温計付きカードです。日本製。
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＜低額ノベルティ＞

ライオン ミガコットギフト　（LMG-G12）

23F229

\1,200 〔税込 \1,320〕

●ｾｯﾄ内容：MIGACOTクリニカアドバンテージ ハミガキ
ハブラシセット・今治製WT●重量：186g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：45×142×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 35個 

JPN90-50S

［法］ハミガキ/医薬部外品 ［品］今治タオル 

さまざまな場面に 適なハミガキ・ハブラシセット「ミガコ
ット」に今治製タオルを添えた便利なギフトです。

いきいき生活 MR-100W　（23025）

23F230

\1,000 〔税込 \1,100〕

●ｾｯﾄ内容：携帯用アルコール除菌スプレー30mL・ライ
オンチャーミーマジカカラッと除菌220mL・サランラップ
15cm×20m・大判ノンアルコールウェットティッシュ（
200×300mm）20枚●重量：580g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
192×187×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

JPN95-55S

感染症対策の携帯用アルコール除菌スプレーに、ライオ
ンチャーミーマジカ、サランラップ、大判ウェットティッシュ
の4点セット。除菌ｽﾌﾟﾚｰ/ｱﾙｺｰﾙ度数67%

おうちで根菜栽培セット　（GD-89101）

23F231A A/ﾀﾞｲｺﾝ

\900 〔税込 \990〕

●材質：ポット/PP ●ｾｯﾄ内容：ポット・培養土・鉢底シー
ト・種・取説●重量：330g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
103×103×188mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

JPN75-35S

秋冬での栽培がおすすめな根菜の栽培セット。土がたっ
ぷり入る深鉢なら、しっかりと育ちます。収穫するのが楽
しい根菜を種から楽しめます。

おうちで根菜栽培セット　（GD-89102）

23F231B B/ﾆﾝｼﾞﾝ

\900 〔税込 \990〕

●材質：ポット/PP ●ｾｯﾄ内容：ポット・培養土・鉢底シー
ト・種・取説●重量：330g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
103×103×188mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

JPN75-35S

秋冬での栽培がおすすめな根菜の栽培セット。土がたっ
ぷり入る深鉢なら、しっかりと育ちます。収穫するのが楽
しい根菜を種から楽しめます。

おうちで根菜栽培セット　（GD-89103）

23F231C C/ｺﾞﾎﾞｳ

\900 〔税込 \990〕

●材質：ポット/PP ●ｾｯﾄ内容：ポット・培養土・鉢底シー
ト・種・取説●重量：330g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
103×103×188mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

JPN75-35S

秋冬での栽培がおすすめな根菜の栽培セット。土がたっ
ぷり入る深鉢なら、しっかりと育ちます。収穫するのが楽
しい根菜を種から楽しめます。

モバイルアームポーチ　（7247）

23F232

\880 〔税込 \968〕

●材質：スパンデックス・TPU ●機能：イヤホンホール・
反射フレーム・キーポケット ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
42g ●本体ｻｲｽﾞ：450×175×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×185×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 

CHN67-27U

腕に装着してそのままタッチ操作可能！ランニングやウ
ォーキングに大活躍！

エチケットブラシde網戸掃除 プラス　（N20）

23F233

\800 〔税込 \880〕

●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/137-58-32-500-P ●名入ｻｲｽﾞ：8×50
㎜ 

CHN75-35U

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。

クリーン・エモーションギフト　（CEG-084）

23F234

\800 〔税込 \880〕

●ｾｯﾄ内容：ライオントップスーパーNANOX（10g×3袋）・
ライオンチャーミーグリーン260mL・洗濯槽クリーナー（
50g×2包入）・ネットクリーナー（中国）●重量：553g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×150×195mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 16個
 

JPN65-25V

きれいは感動を贈る。洗剤など日用品のセットです。



WEB サマーナウ２０２３

WAPPA 和っ葉栽培セット　（GD-95601）

23F235A A/ｼｿ

\720 〔税込 \792〕

●材質：器/木 ●ｾｯﾄ内容：わっぱ・インナーカップ・培養
土・種・取説●重量：55g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ85×45mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：裸 64個 

JPN75-35S

日本製の手作り曲げわっぱで、和っ葉（和風の葉菜）を
育てる栽培セット。手のひらサイズの小さなわっぱで、か
わいく薬味を栽培できます。

WAPPA 和っ葉栽培セット　（GD-95602）

23F235B B/ﾐﾂﾊﾞ

\720 〔税込 \792〕

●材質：器/木 ●ｾｯﾄ内容：わっぱ・インナーカップ・培養
土・種・取説●重量：55g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ85×45mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：裸 64個 

JPN75-35S

日本製の手作り曲げわっぱで、和っ葉（和風の葉菜）を
育てる栽培セット。手のひらサイズの小さなわっぱで、か
わいく薬味を栽培できます。

WAPPA 和っ葉栽培セット　（GD-95603）

23F235C C/ｺﾈｷﾞ

\720 〔税込 \792〕

●材質：器/木 ●ｾｯﾄ内容：わっぱ・インナーカップ・培養
土・種・取説●重量：55g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ85×45mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：裸 64個 

JPN75-35S

日本製の手作り曲げわっぱで、和っ葉（和風の葉菜）を
育てる栽培セット。手のひらサイズの小さなわっぱで、か
わいく薬味を栽培できます。

WAPPA 和っ葉栽培セット　（GD-95604）

23F235D D/ﾐｽﾞﾅ

\720 〔税込 \792〕

●材質：器/木 ●ｾｯﾄ内容：わっぱ・インナーカップ・培養
土・種・取説●重量：55g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ85×45mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：裸 64個 

JPN75-35S

日本製の手作り曲げわっぱで、和っ葉（和風の葉菜）を
育てる栽培セット。手のひらサイズの小さなわっぱで、か
わいく薬味を栽培できます。

パーソンズ フローラル シールウェア3P　（
FL-222）

23F236

\700 〔税込 \770〕

●材質：PP・EVA ●機能：電子レンジ対応（蓋不可） ●ｾ
ｯﾄ内容：正角型130mL×2、長角型290mL・取説●重量：
128g ●本体ｻｲｽﾞ：正角型/67×67×46m・長角型
/68×134×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：141×141×49mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

JPN65-25S

冷蔵庫内でも収納時でも綺麗に重なるので場所を取ら
ずにスッキリ。容器の中が見えるので、とっても便利です
。フタをはずして電子レンジも使用できます。

つつめるマルチクロス（カラビナ付）　（7687）

23F237 指定不可

\670 〔税込 \737〕

●材質：ポリエステル・鉄・アルミ ●ｾｯﾄ内容：取説●本
体ｻｲｽﾞ：300×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
165×6×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

CHN72-32U

生地同士がくっつくので、ペットボトルや傘を入れて巻い
て水滴防止にも。カラビナを腰から下げて携帯可能。

ハンズフリーマフラータオル  カラー　（6J-
M260C-P）

23F238 指定不可

\500 〔税込 \550〕

●材質：綿100％ ●重量：約90g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×170×15mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：95-60-22-200-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：230×100mm 

CHN70-30S

首に掛けていても落ちづらく両手が使いやすいハンズフ
リータイプ。旅行やイベント、配送などのお仕事などにも
大変便利です。

ハンズフリーマフラータオル  ホワイト　（6J-
M260W-P）

23F239

\450 〔税込 \495〕

●材質：綿100％ ●重量：約90g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×170×15mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：95-60-22-200-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：230×100mm 

CHN70-30S

首に掛けていても落ちづらく両手が使いやすいハンズフ
リータイプ。旅行やイベント、配送などのお仕事などにも
大変便利です。

ホームギフトセット　（HG-036）

23F240

\360 〔税込 \396〕

●ｾｯﾄ内容：ライオンチャーミーグリーン260mL・キッチン
除菌クリーナー（24枚入）●重量：500g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
53×154×195mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 

JPN85-45S

家事を助ける。暮らしを楽しむ。
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A3エコバッグ　（96-C）

23F241

\320 〔税込 \352〕

●材質：無漂白コットン100%（約4.7オンス） ●重量：63g 
●容量：11L ●本体ｻｲｽﾞ：430×370mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
200個 ●名入：96-48-22-400-S ●名入ｻｲｽﾞ：
200×250mm 

CHN75-35S

ｶﾗｰOK

［環］エコマーク 

大きめのコットンバッグです。CO2排出権取得対象商品
。

エチケットポケット付きティッシュケース　（
7028）

23F242

\260 〔税込 \286〕

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：16g ●本体ｻｲｽﾞ
：105×168mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×3×175mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：70-48-17-100-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：15×80mm 

CHN72-32U

ティッシュケースにゴミポケットがついた優れもの！外出
先でゴミ箱がない時に役立ちます。

モダンつめ切り　（N-23）

23F243

\230 〔税込 \253〕

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ABS ●重量：28g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：75×20×15mm ●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：100-22-17-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：5×23mm 

CHN70-30S

日常のお手入れに 適なサイズのつめ切りです。

トンボ モノグラフ ライトスモーキーカラーボ
ールペン　（BC-MGLE25）

23F244A A/ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ

\180 〔税込 \198〕

●材質：PC・TPE・ABS・POM・SUS ●重量：9g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ10×144mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：40-
24-22-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：5.5×60mm 

VIE75-35S

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地が大好評モノグラフラ
イトに人気のスモーキーカラーが登場！！

トンボ モノグラフ ライトスモーキーカラーボ
ールペン　（BC-MGLE45）

23F244B B/ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾙｰ

\180 〔税込 \198〕

●材質：PC・TPE・ABS・POM・SUS ●重量：9g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ10×144mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：40-
24-22-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：5.5×60mm 

VIE75-35S

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地が大好評モノグラフラ
イトに人気のスモーキーカラーが登場！！

トンボ モノグラフ ライトスモーキーカラーボ
ールペン　（BC-MGLE55）

23F244C C/ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｳﾝ

\180 〔税込 \198〕

●材質：PC・TPE・ABS・POM・SUS ●重量：9g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ10×144mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：40-
24-22-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：5.5×60mm 

VIE75-35S

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地が大好評モノグラフラ
イトに人気のスモーキーカラーが登場！！

トンボ モノグラフ ライトスモーキーカラーボ
ールペン　（BC-MGLE85）

23F244D D/ｽﾓｰｷｰﾋﾟﾝｸ

\180 〔税込 \198〕

●材質：PC・TPE・ABS・POM・SUS ●重量：9g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ10×144mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：40-
24-22-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：5.5×60mm 

VIE75-35S

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地が大好評モノグラフラ
イトに人気のスモーキーカラーが登場！！

トンボ モノグラフ ライトスモーキーカラーボ
ールペン　（BC-MGLE95）

23F244E E/ｽﾓｰｷｰﾊﾟｰﾌﾟﾙ

\180 〔税込 \198〕

●材質：PC・TPE・ABS・POM・SUS ●重量：9g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ10×144mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：40-
24-22-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：5.5×60mm 

VIE75-35S

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地が大好評モノグラフラ
イトに人気のスモーキーカラーが登場！！

くまモンシールパック500　（564）

23F245

\180 〔税込 \198〕

●材質：PP・PE ●機能：電子レンジ対応（蓋不可） ●ｾｯ
ﾄ内容：取説●容量：500mL ●本体ｻｲｽﾞ：
115×128×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 

JPN70-30T

臭いや汁が漏れにくい密封保存容器。フタを外して電子
レンジＯＫ。
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＜数量限定商品＞

60cm晴雨兼用折りたたみ傘　（61-6047-01
）

23F250A A/ﾌﾞﾗｯｸ

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：生地/ポリエステル・骨/カーボン+アルミ・手元
/PP ●機能：耐強風・UV加工・3段式 ●重量：145g ●本
体ｻｲｽﾞ：60cm×6本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：55×250×55mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白無地箱（添） 30個 

CHN55-15A

UV加工を施した耐風骨仕様の傘。重量は145gで、ビジ
ネスバッグ、ハンドバッグや旅行かばんのサイドポケット
にもラクラク入ります。

60cm晴雨兼用折りたたみ傘　（61-6047-07
）

23F250B B/ﾚｯﾄﾞ

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：生地/ポリエステル・骨/カーボン+アルミ・手元
/PP ●機能：耐強風・UV加工・3段式 ●重量：145g ●本
体ｻｲｽﾞ：60cm×6本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：55×250×55mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白無地箱（添） 30個 

CHN55-15A

UV加工を施した耐風骨仕様の傘。重量は145gで、ビジ
ネスバッグ、ハンドバッグや旅行かばんのサイドポケット
にもラクラク入ります。

65cmカラー骨耐風バイアス柄ミニ ブラック　
（61-6549）

23F251

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：生地/ポリエステル100%（軽量）・骨/FRP ●機能
：紫外線防止・強力撥水・耐強風・手動開閉 ●重量：
265g ●本体ｻｲｽﾞ：65cm×6本 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
55×285×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 50個 

CHN60-20A

耐風構造でサイズも大きめ。ラクラク開閉式折りたたみ
傘です。開くと映えるカラー骨を採用しました。　

どこでも2人席

23F252

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：紙 ●機能：組立式・撥水加工・耐荷重/テーブル
20kg、イス100kg ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：テーブル/1kg
・イス/230g ●本体ｻｲｽﾞ：テーブル/510×390×380mm・
イス/207×185×297mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 7個 

JPN60-20A

どこでもテーブルと椅子が使えるセットです。　

富士山染め タオルセット　（FJ5925）

23F253

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：綿100% ●本体ｻｲｽﾞ：FT/340×750mm・
HT/340×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：202×248×65mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 28個 

JPN65-25A

淡いやさしい色合いのタオルセットです。

お茶染め バス・フェイスタオル・石鹸セット　
（KT-12225）

23F254

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：タオル/綿100%（防臭効果）・石鹸/保湿成分茶
葉エキス ●ｾｯﾄ内容：BT・FT・石鹸80g×2●重量：666g 
●本体ｻｲｽﾞ：BT/600×1200mm・FT/340×800mm・石鹸
/73×73×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×345×45mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

JPN60-20A

［法］石鹸/化粧品 

緑茶は抗菌防臭効果があり、皮膚を清潔に保ち健康に
寄与します。天然由来の消臭効果が精神を安定させ、心
身ともにリラックスさせます。　

スマ鉄 USB AC充電器 E233系中央線　（
UBST-JE013）

23F255

\2,480 〔税込 \2,728〕

●材質：ABS ●機能：1000mAh・USB出力1ポート（Aコネ
クタメス） ●ｾｯﾄ内容：保証書●重量：90g ●電源：
AC100～240V・DC5V ●本体ｻｲｽﾞ：27×27×38mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×180×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化
粧箱 20個 

CHN75-35A

［法］PS-Eマーク 

運転席がライトON！見ているだけでワクワクの鉄道型
USBAC充電器。

お茶染め バス・ウォッシュタオル・石鹸セット
　（KT-12220）

23F256

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：タオル/綿100%（防臭効果）・石鹸/保湿成分茶
葉エキス ●ｾｯﾄ内容：BT・WT・石鹸80g●重量：571g ●
本体ｻｲｽﾞ：BT/600×1200mm・WT/340×360mm・石鹸
/73×73×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×345×45mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

JPN60-20A

［法］石鹸/化粧品 

緑茶は抗菌防臭効果があり、皮膚を清潔に保ち健康に
寄与します。天然由来の消臭効果が精神を安定させ、心
身ともにリラックスさせます。　
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快適プラス アレルギー低減タオル フェイス
タオル2P　（AL001-FT2P BLGR）

23F257A A/ﾌﾞﾙｰ×ｸﾞﾘｰﾝ

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：376g ●本体
ｻｲｽﾞ：340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：280×195×50mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

CHN68-28A

アレル物質を低減するタオル。

快適プラス アレルギー低減タオル フェイス
タオル2P　（AL001-FT2P PKWH）

23F257B B/ﾋﾟﾝｸ×ﾎﾜｲﾄ

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：376g ●本体
ｻｲｽﾞ：340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：280×195×50mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

CHN68-28A

アレル物質を低減するタオル。

ビクトリノックス クラシックSD　（0.6223）

23F258A A/ﾚｯﾄﾞ

\1,680 〔税込 \1,848〕

●材質：セリドール樹脂・ステンレススチール ●機能：ス
モールブレード・爪やすり・マイナスドライバー・はさみ・キ
ーリング・ピンセット・ツースピック ●ｾｯﾄ内容：取説・保
証書●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：58×18×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：115×47×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：スリーブ 12個 

SUI79-39A

キーホルダーにもなるミニサイズ。必要 小限の7機能
を装備しています。　

ビクトリノックス クラシックSD　（0.6223.3）

23F258B B/ﾌﾞﾗｯｸ

\1,680 〔税込 \1,848〕

●材質：セリドール樹脂・ステンレススチール ●機能：ス
モールブレード・爪やすり・マイナスドライバー・はさみ・キ
ーリング・ピンセット・ツースピック ●ｾｯﾄ内容：取説・保
証書●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：58×18×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：115×47×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：スリーブ 12個 

SUI79-39A

キーホルダーにもなるミニサイズ。必要 小限の7機能
を装備しています。　

ビクトリノックス クラシックSD　（0.6223.7）

23F258C C/ﾎﾜｲﾄ

\1,680 〔税込 \1,848〕

●材質：セリドール樹脂・ステンレススチール ●機能：ス
モールブレード・爪やすり・マイナスドライバー・はさみ・キ
ーリング・ピンセット・ツースピック ●ｾｯﾄ内容：取説・保
証書●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：58×18×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：115×47×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：スリーブ 12個 

SUI79-39A

キーホルダーにもなるミニサイズ。必要 小限の7機能
を装備しています。　

ハラク ライン レッド　（D-LINE-R）

23F259

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：ファインセラミックス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
38g ●本体ｻｲｽﾞ：120×48×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
183×87×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 50個 

JPN65-25A

誰でも自由に紙を切ることができるユニバーサルデザイ
ンのマウス型カッター。本体上部についているボタンを押
して、押したまま引くだけと使い方も簡単。

つながる ごろ寝クッション　（FP-346）

23F260A A/ﾚｯﾄﾞ

\1,600 〔税込 \1,760〕

●材質：生地/ポリエステル、PUR、綿・中綿/発泡PS ●
重量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：410×360×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：Φ170×330mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 24個 

VIE65-25A

とことんくつろげる！いろいろ使えるごろ寝クッション。

つながる ごろ寝クッション　（FP-347）

23F260B B/ﾈｲﾋﾞｰ

\1,600 〔税込 \1,760〕

●材質：生地/ポリエステル、PUR、綿・中綿/発泡PS ●
重量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：410×360×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：Φ170×330mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 24個 

VIE65-25A

とことんくつろげる！いろいろ使えるごろ寝クッション。

お茶染め フェイス・ウォッシュタオル・石鹸セ
ット　（KT-12215）

23F261

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：タオル/綿100%（防臭効果）・石鹸/保湿成分茶
葉エキス ●ｾｯﾄ内容：FT・WT×2・石鹸80g×2●重量：
512g ●本体ｻｲｽﾞ：FT/340×800mm・WT/340×360mm・
石鹸/73×73×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×310×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

JPN60-20A

［法］石鹸/化粧品 

緑茶は抗菌防臭効果があり、皮膚を清潔に保ち健康に
寄与します。天然由来の消臭効果が精神を安定させ、心
身ともにリラックスさせます。　
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消臭アーティフィシャルグリーン　（KH-
60987）

23F262

\1,300 〔税込 \1,430〕

●材質：PE・PVC・石・陶器 ●機能：CT触媒加工・消臭・
抗菌・防汚 ●重量：180g ●本体ｻｲｽﾞ：90×90×105mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×110×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケ
ース 72個 

CHN65-25A

ガラス・陶器など質感のある鉢がインテリアにマッチ。小
さな多肉植物やサボテン、コケを寄せ植えしたキュートな
消臭アーティフィシャルグリーンです。

カラーフォトフレーム　（00503）

23F263A A/ﾚｯﾄﾞ

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：樹脂 ●機能：写真/ハガキサイズ、サービス（L
版）サイズ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：179g ●本体ｻｲｽﾞ：
176×130×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：179×133×19mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 80個 

JPN60-20A

使いやすいカラーのフォトフレームです。

カラーフォトフレーム　（00510）

23F263B B/ﾌﾞﾙｰ

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：樹脂 ●機能：写真/ハガキサイズ、サービス（L
版）サイズ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：179g ●本体ｻｲｽﾞ：
176×130×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：179×133×19mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 80個 

JPN60-20A

使いやすいカラーのフォトフレームです。

カラーフォトフレーム　（00473）

23F263C C/ﾎﾜｲﾄ

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：樹脂 ●機能：写真/ハガキサイズ、サービス（L
版）サイズ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：179g ●本体ｻｲｽﾞ：
176×130×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：179×133×19mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 80個 

JPN60-20A

使いやすいカラーのフォトフレームです。

ラックス ソープセレクト　（LBSS-10A）

23F264

\1,000 〔税込 \1,100〕

●ｾｯﾄ内容：石鹸85g×6●重量：616g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
214×185×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 18個 

JPN80-40A

［法］化粧品 

ご挨拶等に 適！ラックスのソープギフトです。

サス・ガ ステンレストレー　（SUS-T90）

23F265

\900 〔税込 \990〕

●材質：18-8ステンレス ●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：
117×83×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×86×14mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN65-25A

デスクまわりやアクセサリーなどをすっきり収納！

マグネフックプレート　（SS-1129）

23F266

\615 〔税込 \677〕

●材質：ABS ●重量：65g ●本体ｻｲｽﾞ：
120×86×19.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：122×88mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：OPP袋 100個 

JPN55-15A

大きいビジュアルで宣伝効果もたっぷり！実用性の高い
フック付マグネット。ボディは薄いプレートタイプとなって
います。

折立鏡カラーM　（YSS-550）

23F267A A/ﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ

\550 〔税込 \605〕

●材質：PVC・ガラス鏡 ●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
106×79×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×100×13mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 

JPN60-20A

立てて使える携帯用ミラー。柔らかい生地を使用してい
るのでバッグに入れても安心です。

折立鏡カラーM　（YSS-550）

23F267B B/ﾊﾟｳﾀﾞｰﾋﾟﾝｸ

\550 〔税込 \605〕

●材質：PVC・ガラス鏡 ●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
106×79×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×100×13mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 

JPN60-20A

立てて使える携帯用ミラー。柔らかい生地を使用してい
るのでバッグに入れても安心です。
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スタンダードキャンバストートバッグ M ナチ
ュラル　（1470-01）

23F268

\410 〔税込 \451〕

●材質：綿100% ●重量：約156g ●本体ｻｲｽﾞ：
370×240×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 

CHN56-16A

幅広い用途に対応できる肉厚キャンバスバッグ。うれし
いリーズナブルプライスのトートバッグ。

スタンダードキャンバストートバッグ S ナチ
ュラル　（1470-01）

23F269

\320 〔税込 \352〕

●材質：綿100% ●重量：約84g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×200×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 

CHN55-15A

幅広い用途に対応できる肉厚キャンバスバッグ。うれし
いリーズナブルプライスのトートバッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AB）

23F270A A/黒AB

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AC）

23F270B B/白AC

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AG）

23F270C C/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝAG

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AT）

23F270D D/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰAT

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AI）

23F270E E/ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸAI

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AK）

23F270F F/ｵﾚﾝｼﾞAK

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AL）

23F270G G/赤AL

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。
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ベーシックトート75 大　（LC452AM）

23F270H H/ﾏｽｶｯﾄｸﾞﾘｰﾝAM

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AP）

23F270J J/ｲｴﾛｰAP

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。

ベーシックトート75 大　（LC452AQ）

23F270K K/ﾋﾟﾝｸAQ

\287 〔税込 \316〕

●材質：PP不織布 ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
400×530×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

CHN61-21A

お求めやすい定番のスクエア型バッグ。
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