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＜Ｘmasブーツ・菓子＞

クリスマスティンクルキャンディ  1袋150個
入

20N001

★[税抜] \1,500

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

JPN85-45U

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

ブライトレッドブーツ・Ｍ

20N002

[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ122g●重量：
179g ●本体ｻｲｽﾞ：240×125×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 12
個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

赤色のピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せました
。

ブライトゴールドブーツ・Ｍ

20N003

[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ122g●重量：
179g ●本体ｻｲｽﾞ：240×125×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 12
個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

ゴールドのピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せまし
た。

XMASワンダーブーツＭ

20N004

[税抜] \500

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

JPN85-45U

かわいいブーツにお菓子の詰め合わせです。

ブライトゴールドブーツ・Ｓ

20N005

[税抜] \500

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

JPN85-45U

ゴールドのピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せまし
た。

ブライトレッドブーツ・Ｓ

20N006

[税抜] \500

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

JPN85-45U

赤色のピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せました
。

ホリーメンバーズバケツカン

20N007

[税抜] \500

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

JPN85-45U

クリスマス柄のバケツカンにお菓子をたっぷり詰合せま
した。

クリスマスチョコレートボール

20N008 指定不可

★[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：チョコレートボール50ｇ●重量：65ｇ ●本体ｻ
ｲｽﾞ：200×140×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳】 

JPN83-43S

クリスマス柄の袋にサンタさん柄のチョコボールを入れ
ました。
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クリスマスミニバッグ

20N009 指定不可

★[税抜] \400

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

JPN85-45U

クリスマス柄のペーパーバッグにお菓子の詰め合わせ
です。

X'masキュートブーツ

20N010

[税抜] \300

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

JPN85-45U

赤色のかわいいブーツにキャンディを入れました。

サンキュークリスマス・Ｓ

20N011 指定不可

★[税抜] \200

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

JPN85-45U

「ありがとうございます」のメッセージ入の袋にキャンディ
の詰合せです。

X'masメンバーズパック・Ｓ

20N012

★[税抜] \200

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

JPN85-45U

クリスマス柄のスタンドパックにキャンディをたっぷり詰
合せました。

X'masミニブーツ

20N013

[税抜] \200

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

JPN85-45U

小さなかわいいブーツにキャンディのセットです。

ミニミニブーツ・ＸＳ

20N014

[税抜] \100

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

JPN85-45U

小さな小さなブーツにキャンディを入れました。

クリスマスキャンディ3個入

20N015 指定不可

[税抜] \60

●ｾｯﾄ内容：キャンディ3粒●重量：12g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×75×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台紙
/45-6-17-200-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：12×105mm 

THA80-40S

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

スノードーム　（MKC-100）

20N021

[税抜] \6,500

●材質：ABSポリストーン・ガラス・水 ●重量：1250ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：φ99×154mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
195×145×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

CHN68-28S

降り注ぐ雪のクリスマス風景が素敵なスノードームです。

エティエンヌ  ケーキプレート　（SAM-22A）

20N022A A/クリスマス

[税抜] \450

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：プレ
ート×2●重量：250g ●本体ｻｲｽﾞ：φ161×23mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×175×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可
愛くておしゃれなデザインがお子様から大人まで人気の
プレートです。

エティエンヌ  ケーキプレート　（SAM-22B）

20N022B B/銀河鉄道

[税抜] \450

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：プレ
ート×2●重量：250g ●本体ｻｲｽﾞ：φ161×23mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×175×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可
愛くておしゃれなデザインがお子様から大人まで人気の
プレートです。

エティエンヌ  デザートボウル　（SAM-21A）

20N023A A/クリスマス

[税抜] \400

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：240g ●
本体ｻｲｽﾞ：φ145×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
146×153×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可
愛くておしゃれなデザインがお子様から大人まで人気の
プレートです。

エティエンヌ  デザートボウル　（SAM-21B）

20N023B B/銀河鉄道

[税抜] \400

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：240g ●
本体ｻｲｽﾞ：φ145×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
146×153×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可
愛くておしゃれなデザインがお子様から大人まで人気の
プレートです。

インディゴノエル マグ　（MKC-8）

20N024 指定不可

[税抜] \400

●材質：陶器 ●重量：200ｇ ●容量：200mL ●本体ｻｲｽﾞ
：φ70×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×77×72mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：窓あき箱 60個 

JPN70-30S

イブの飾り付けに忙しい風景をイメージしたデザインです
。

ブリエノエル ケーキ皿　（MKC-7）

20N025 指定不可

[税抜] \350

●材質：陶器 ●重量：200ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ
156×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×160×23mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：窓あき箱 80個 

JPN70-30S

星のきらめく楽しいクリスマスの夜をイメージしたケーキ
皿です。

サンタの贈り物入浴料

20N026

[税抜] \100

●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：125×85×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ア
ルミフィルム 500個 

JPN60-20U

[法]化粧品 

クリスマス柄の個装に入った入浴剤です。



WEB ウインターナウ２０２０

クリスマストランプ

20N027 指定不可

[税抜] \80

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

JPN60-20S

サンタとツリーのデザインのトランプです。

サンタパチンコ　（1447-06）

20N028 指定不可

[税抜] \80

●材質：PS・PP・紙 ●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
74×10×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×13×190mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 600個 

CHN70-30S

サンタ柄のパチンコゲームです。

サンタトランプ　（1447-05）

20N029

[税抜] \80

●材質：紙 ●重量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：60×38mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×47×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 600個 

CHN70-30S

サンタ柄のかわいいトランプです。

サンタジグソーパズル20P　（1447-04）

20N030 指定不可

[税抜] \75

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

JPN70-30S

サンタ柄の20ピースのパズルです。

クリスマスカイロレギュラー1P(台紙入)　（
17-046）

20N031

[税抜] \70

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

JPN70-30S

クリスマスシーズンのイベントに！

クリスマスカイロミニ1個入（台紙入）　（17-
047）

20N032

[税抜] \65

●機能： 高温度69℃・平均温度54℃ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×108×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 480個 ●名入：台紙
/45-6-16-480-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm 

JPN70-30S

安心・安全の日本製、クリスマスシーズンのイベントに！

サンタ吹き戻し　（1447-03）

20N033

[税抜] \60

●材質：紙・PP ●重量：10ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
150×110×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×120×30mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 600個 

JPN75-35T

サンタの愉快な吹き戻しです。

クリスマスジグソーパズル

20N034 指定不可

[税抜] \60

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：パズル３０ピース●重量：28ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：完成時/180×130×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×90×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 480個 

JPN60-20S

クリスマス柄のかわいいジグソーパズルです。
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＜Ｘmasイベントセット＞

メリークリスマスプレゼント60人用　（MKK-1
）

20N041

[税抜] \27,000

●ｾｯﾄ内容：1等 スノードーム・2等 アルモニーノエルマグ
5P・3等 グランカドーノエルケーキ皿5P・4等 ミニョンノエ
ルケーキ皿もしくは・プティノエルケーキ皿各6コ・5等 カト
ウシンジマグカップ18コ・6等 ブリエノエルケーキ皿27コ・
抽選クジ60枚・抽選箱●重量：10kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
345×465×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN70-30S

直送品

貰ってうれしいクリスマスデザインテーブルウェアのイベ
ントセットです。

ハッピークリスマスプレゼント60人用　（
MKK-2）

20N042

[税抜] \25,000

●ｾｯﾄ内容：1等 ｽﾉｰﾄﾞｰﾑ・2等 グランカドーノエルマグカ
ップ5P・3等 アルモニーノエルケーキ皿5P・4等 ブリエノ
エルタンブラー23コ・5等 カトウシンジマグカップ34コ・抽
選クジ60枚・抽選箱●重量：17kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
310×540×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

JPN70-30S

直送品

貰ってうれしいクリスマスデザインテーブルウェアのイベ
ントセットです。

クリスマスグッズプレゼント  （100名様用）　
（1489-01）

20N043

[税抜] \25,000

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

JPN75-35T

直送品

クリスマスのおもちゃが当たるイベントセットです。

THEデジビンゴZ（B）　（058063）

20N044

[税抜] \3,500

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

CHN90-50S

サウンドと共にビンゴ大会を盛り上げます。

ビンゴネオ　（045513）

20N045

[税抜] \2,500

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

JPN90-50S

みんな大好きビンゴマシン。

イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08-010）

20N046A A/レッド

[税抜] \1,850

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

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08-031）

20N046B B/ネイビー

[税抜] \1,850

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

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08-020）

20N046C C/イエロー

[税抜] \1,850

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

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。
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イベントブルゾン フリーサイズ　（051-ET-
08-001）

20N046D D/ホワイト

[税抜] \1,850

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

CHN65-25S

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

ビンゴカード100　（053624）

20N047

[税抜] \380

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

JPN90-50S

ビンゴ大会用のカード100枚です。

ピックアップ三角クジ ５０枚入

20N048A A/無地

[税抜] \350

●材質：紙 ●重量：51ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：１枚
/47×47×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55×25mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

はがすタイプの三角クジです。

ピックアップ三角クジ ５０枚入

20N048B B/残念賞

[税抜] \350

●材質：紙 ●重量：51ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：１枚
/47×47×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55×25mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

はがすタイプの三角クジです。

ピックアップ三角クジ ５０枚入

20N048C C/ハズレ

[税抜] \350

●材質：紙 ●重量：51ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：１枚
/47×47×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55×25mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

はがすタイプの三角クジです。

スクラッチシール 1シート 100個付

20N049A A/丸

[税抜] \320

●重量：10ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：1個/φ19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：460×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

JPN80-40S

スクラッチくじ用のシールが100個ついてます。

スクラッチシール 1シート 100個付

20N049B B/星

[税抜] \320

●重量：10ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：1個/φ19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：460×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

JPN80-40S

スクラッチくじ用のシールが100個ついてます。

スクラッチシール 1シート 100個付

20N049C C/ハート

[税抜] \320

●重量：10ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：1個/φ19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：460×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 

JPN80-40S

スクラッチくじ用のシールが100個ついてます。

抽選箱

20N050

[税抜] \200

●材質：再生紙（古紙配合率90%） ●重量：90g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：195×195×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 

JPN70-30S

イベントに必須の抽選箱です。
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＜干支置物・根付＞

開運干支 丑 紅白小　（A-1）

20N061

[税抜] \750

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：白置物43ｇ・赤置物25ｇ●本
体ｻｲｽﾞ：白置物/67×68×42mm・赤置物
/53×58×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×175×60mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

THA70-30S

おめでたい紅白の干支置物です。

吉兆干支土鈴 紅白　（No.30）

20N062

[税抜] \700

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：白置物・紅置物●重量：140ｇ 
●本体ｻｲｽﾞ：白置物/37×74×66mm・紅置物
/31×60×54mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×138×88mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

CHN68-28S

お正月のおめでたい雰囲気にぴったりな紅白の土鈴飾
りです。

吉兆干支土鈴飾ゴールド クリスタル付　（
No.26-B）

20N063

[税抜] \430

●材質：陶器 ●重量：61ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
57×49×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：57×97×67mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 

CHN68-28S

省スペースで飾れる干支の置物です。

吉祥の丑土鈴 小　（C-7）

20N064

[税抜] \300

●材質：陶器 ●重量：48ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
54×63×44mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：76×70×52mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 

THA70-30S

おめでたい干支土鈴です。

吉祥の丑土鈴 特小　（C-8）

20N065

[税抜] \250

●材質：陶器 ●重量：38ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
48×63×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：76×58×43mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 

THA70-30S

おめでたい干支土鈴です。

吉兆干支土鈴 小　（No.16）

20N066

[税抜] \250

●材質：陶器 ●重量：36ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
31×60×54mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：39×64×74mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 300個 

CHN68-28S

おめでたい干支土鈴です。

ちりめん製えと根付（丑）　（KH160）

20N067 指定不可

[税抜] \350

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

CHN70-30S

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

干支ミニ絵馬根付(丑)　（E28007）

20N068

[税抜] \200

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

JPN70-30S

正月にふさわしい本格的なデザインの干支のミニ絵馬
根付。フルカラーの厚盛り印刷で質感もあり、お正月の
挨拶品として 適です。
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クリスタル開運えと（丑）　（0211）

20N069 指定不可

[税抜] \180

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

JPN70-30V

きれいな干支姿に5色の根付ひもを付けました。かわい
いデザインで毎年大好評。

染付干支根付 おみくじ付　（No.21）

20N070

[税抜] \150

●材質：磁器 ●重量：11ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：30×24×5mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×60×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 
1000個 

CHN68-28S

本格的なおみくじ付きの根付です。ストラップとしてもお
使いいただけます。

新えと根付５円鈴付（丑）　（E-70S5）

20N071

[税抜] \130

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

JPN70-30S

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

えと根付おみくじ付（丑）　（EM-80S）

20N072

[税抜] \120

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

JPN70-30S

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

招福絵馬 丑

20N073 指定不可

[税抜] \120

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

JPN75-35T

手作り感があたたかい、縁起小物です。

招福鈴付干支の御守り 運勢表付　（C-4）

20N074

[税抜] \100

●材質：陶器 ●重量：6ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：22×30×7mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：107×80×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧袋 
1000個 

JPN70-30S

かわいい干支のお守りです。

新えとカラー根付鈴付（丑）　（E-70SC）

20N075 指定不可

[税抜] \100

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

JPN70-30S

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

えと小槌（丑）　（E-30）

20N076

[税抜] \75

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

JPN70-30S

縁起の良い小槌型えとグッズ。毎年、年末年始の人気
商品。

福銭 袋入り　（OAA1）

20N077

[税抜] \55

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

JPN65-25U

５円とご縁をかけた演技の良い福銭です。
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＜干支タオル・
石鹸・入浴剤＞

干支手拭  吊るし飾り柄 丑　（4A3610P）

20N081

[税抜] \320

●材質：綿100% ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：340×900mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×130×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 
300個 

JPN70-30S

おめでたい吊るし飾り柄を干支手拭にアレンジしました。
華やかなデザインをお楽しみください。

干支タオル 丑 ランダム柄　（6J0190PA）

20N082

[税抜] \240

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

CHN70-30S

かわいい干支柄タオル。

干支タオル 丑 格子柄　（6J0150PA）

20N083

[税抜] \240

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

CHN70-30S

リラックスのバスタイムにぴったりなかわいい干支のデ
ザインタオルです。

えとミニタオル 丑　（6J0112PA）

20N084

[税抜] \120

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

CHN70-30S

可愛い干支柄のミニタオル。初詣や年始ご挨拶のおとも
にお使いください。

迎春石鹸・丑（うし）　（CG-220）

20N085

[税抜] \200

●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：屏風・毛氈・シール・専用豆
のし紙●重量：86ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：48×93×64mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN70-30S

[法]化粧品 

縁起の良い迎春商品として、挨拶回りや年末年始商戦
にぴったりです。

薬用入浴剤  福々湯２P 丑　（6SE02A）

20N086

[税抜] \160

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

JPN70-30S

［法］医薬部外品 

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。かわいい干支の
パッケージ入。

薬用入浴剤  福々湯１Ｐ 丑　（6SE01A）

20N087

[税抜] \80

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

JPN70-30S

［法］医薬部外品 

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

福寿 縁起柄タオルセット　（FT6020）

20N091

[税抜] \2,000

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT×2●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×300×70mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 28個 

JPN75-35S

紅白の縁起の良いタオルセットです。

福来郎 削りタンブラーペア　（HK-13）

20N092

[税抜] \1,200

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：タンブラー×2●重量：290ｇ 
●容量：310mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ90×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：115×185×108mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 28個 

JPN70-30S

フクロウは「福が来る」といった縁起がよいものです。そ
んなフクロウを可愛らしいイラストと、縁起の良い言葉と
共にデザインしました。

干支カレンダー飾り皿　（C-1）

20N093

[税抜] \850

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：皿立●重量：427ｇ ●本体ｻｲ
ｽﾞ：φ210×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×215×35mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 

JPN70-30S

カレンダーが付いて便利な飾額皿です。

福寿ペア湯呑　（No.73）

20N094

[税抜] \720

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：湯呑×2●重量：325ｇ ●容量
：130mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ60×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
88×130×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

縁起の良い紅白のペア湯呑です。

紅白まんじゅうタオル2P　（TFG0702802）

20N095

[税抜] \700

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

JPN75-35S

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

富士山染め ハンドタオル　（FJ5905）

20N096A A/ブルー

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：340×350mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×115×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
80個 

JPN75-35S

富士山のふもとで染めたタオルです。

富士山染め ハンドタオル　（FJ5905）

20N096B B/レッド

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：340×350mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×115×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
80個 

JPN75-35S

富士山のふもとで染めたタオルです。

富士山染め ハンドタオル　（FJ5905）

20N096C C/ピンク

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：340×350mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×115×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 
80個 

JPN75-35S

富士山のふもとで染めたタオルです。
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お芽でたおちょこ 招き　（GD-91401）

20N097A A/白：赤松

[税抜] \500

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：おちょこ・ジフィー・種・取説●
重量：80ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：43×43×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
144個 

JPN75-35S

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培セットで
す。

お芽でたおちょこ 招き　（GD-91402）

20N097B B/黒：黒松

[税抜] \500

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：おちょこ・ジフィー・種・取説●
重量：80ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：43×43×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
144個 

JPN75-35S

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培セットで
す。

お芽でたおちょこ 招き　（GD-91403）

20N097C C/黄：黒松

[税抜] \500

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：おちょこ・ジフィー・種・取説●
重量：80ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：43×43×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
144個 

JPN75-35S

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培セットで
す。

干支湯呑 運勢表付　（C-3）

20N098

[税抜] \400

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：運勢表●重量：206ｇ ●容量：
180mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ62×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×68×68mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN70-30S

縁起の良い干支の湯呑です。運勢表付き。

縁起倶楽部 藍染小皿1P　（EN-055）

20N099 指定不可

[税抜] \340

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：68g ●本
体ｻｲｽﾞ：φ100×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
108×103×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

JPN70-30S

元々は農作物や蚕を食べてしまうネズミを、駆除してくれ
る猫は養蚕の縁起物でした。顔を手で拭う仕草が福を招
くといわれています。

スコッティカシミヤ  寿

20N100

[税抜] \320

●材質：パルプ100％ ●ｾｯﾄ内容：220Ｗ●重量：400ｇ 
●本体ｻｲｽﾞ：248×108×121mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 10個 

JPN88-48T

寿柄の箱ティッシュです。

紅白鶴亀 キッチンスポンジ　（0224901）

20N101

[税抜] \270

●材質：PU・ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：スポンジ×2（鶴・
亀）・取説●本体ｻｲｽﾞ：１個/85×85×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：90×175×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 180個 

CHN70-30U

紅白×鶴亀のとってもおめでたい組合せは大切な方へ
のご挨拶にどうぞ。

朱泥干支湯呑1Ｐ　（P-215）

20N102

[税抜] \250

●材質：磁器 ●重量：146g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ
：φ64×79mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×70×85mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：無地箱 120個 ●名入：90-54-27-100-転写 ●名入
ｻｲｽﾞ：40×50mm 

JPN78-38U

干支のデザインの湯呑です。

うしさん ジッパーバッグ8枚入　（0224801）

20N103

[税抜] \230

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
１枚/180×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×210×30mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 180個 

CHN70-30U

牛乳パックのようなパッケージはインパクト大！
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薬用入浴剤 招福の湯（3包入）　（SK-3P）

20N104

[税抜] \200

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

JPN70-30W

[法]医薬部外品 

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

マイクロファイバークロス  お年賀台紙ver　
（SC-2061N）

20N105 指定不可

[税抜] \180

●材質：ポリエステル・ナイロン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量
：25g ●本体ｻｲｽﾞ：300×300×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×155×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付PP袋 300個 ●名
入：台紙/30-6-17-300-オンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：
15×60mm 

CHN70-30S

フルカ

お掃除に便利なマイクロファイバークロス。台紙名入れ
対応します。　縁起の良い赤富士を背景に用いています
。

招福 めで鯛箸置き　（0226901）

20N106

[税抜] \170

●材質：アクリル ●ｾｯﾄ内容：箸置き×2・取説●重量：
20g ●本体ｻｲｽﾞ：φ40×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
55×85×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 320個 

CHN70-30U

福を呼ぶおめでたい箸置きは、ちょっとしたプレゼントに
も◎。

七ふくさまの福布来　（6M01）

20N107

[税抜] \150

●材質：ポリエステル100% ●重量：8ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
150×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：152×152×1mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 1000個 

CHN70-30S

スマホ・タブレットなどの画面拭きにお使いください。

ハッピー カム カム マグネット　（HM-15）

20N108

[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：18g ●本体ｻｲｽﾞ：
102×66×0.8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：102×68×1mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：60-18-16-300-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：20×40mm 

JPN70-30S

かわいいデザインがお子様に大人気!外枠は写真フレー
ムで使えます。

クッキングペアーセット（賀春）　（KGP-130）

20N109

[税抜] \130

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

THA70-30S

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

干支（丑年）ＢＯＸティッシュ４０Ｗ

20N110

[税抜] \95

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

JPN70-30T

干支・正月商材の生活消耗品としても必須な薄型BOXテ
ィッシュです。

干支マチ付 フリーザーバッグM3　（17-016）

20N111

[税抜] \85

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：マチ付きフリーザーバッグM×3
●重量：22g ●本体ｻｲｽﾞ：200×125×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：215×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台
紙/45-6-17-200-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：20x80mm 

JPN70-30S

台所必需品のフリーザパックの干支柄です。

十二支あぶらとり紙50枚入　（5001）

20N112

[税抜] \50

●材質：晒クラフトパルプ ●重量：9.8ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
100×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：102×72×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：PP袋 750個 ●名入：台紙/45-6-17-1000-K ●名入ｻ
ｲｽﾞ：20×60mm 

JPN70-30S

しなやかな肌感覚で、余分な皮脂や汗をパワフル吸収し
ます。BOOKタイプなので一枚一枚はがして使えます。
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＜カレンダー・
正月用品＞

マルチ卓上カレンダー　（TS-701A）

20N131

[税抜] \380

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

JPN70-30S

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

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-
300）

20N132A A/ホワイト

[税抜] \330

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体ｻｲｽﾞ
：160×182×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×13mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：台紙/40-30-18-100-
S ●名入ｻｲｽﾞ：15×160mm 

JPN63-23T

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

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-
300）

20N132B B/ブラック

[税抜] \330

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体ｻｲｽﾞ
：160×182×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×13mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：台紙/40-30-18-100-
S ●名入ｻｲｽﾞ：15×160mm 

JPN63-23T

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

3wayマルチカレンダー　（TS-821A）

20N133

[税抜] \300

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

JPN65-25V

カードを抜かずに倒して書き込みが出来る便利な卓上カ
レンダー。

ＤＭサイズカレンダー　（TS-521A）

20N134

[税抜] \280

●材質：PP(再生樹脂10％配合）･紙 ●機能：卓上、壁掛
け兼用･定形郵便92円可 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g 
●本体ｻｲｽﾞ：102×154×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×160×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：カー
ド下部/40-30-16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：10×138mm 

JPN65-25V

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ダ
イレクトメールに 適。

3way CDサイズカレンダー　（TS-651A）

20N135

[税抜] \280

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

JPN65-25V

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ポ
ピュラーなCDサイズ。

5連エコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-500）

20N136

[税抜] \250

●材質：再生紙･PP ●重量：87ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
160×182×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×13mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：名入れカード/0-0-12-
100-オンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：15×160mm 

JPN70-30S

紙リングの卓上カレンダー。使用後はそのまま可燃ごみ
として処分可能。使いやすいB6サイズです。カーボンオ
フセット付。

干支カレンダー和紙ふぁいる　（17-004）

20N137

[税抜] \150

●材質：和紙 ●重量：32ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：310×215mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×230×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50
個 ●名入：0-6-17-50-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
20×200mm 

JPN70-30S

和紙ファイルは非木材（国内竹）と間伐材を使用した非
木材グリーン協会認定商品です。
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とっても小さなカレンダー　（TS-230B）

20N138 指定不可

[税抜] \135

●材質：PP・コート紙135ｋｇ ●機能：卓上 ●ｾｯﾄ内容：ケ
ース・カード（ジャバラ式1枚）・ボールチェーン・取説●重
量：7.9g ●本体ｻｲｽﾞ：53.4×31.5×6.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：100×63×6.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：
名入れカード/40-36-16-500-O ●名入ｻｲｽﾞ：27×19㎜ 

JPN73-33U

小さいけれど凄い。卓上でも使えるカレンダー。両面にス
タンドが付き、縦横自由に使えます。使用後はプリクラケ
ースやSDカードの保護ケースとしても。

2021年卓上デルタカレンダー　（DE-01）

20N139

[税抜] \110

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

JPN73-33T

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

DM卓上壁掛けカレンダー　（17-001）

20N140

[税抜] \100

●材質：紙 ●重量：32ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：170×117×3mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

JPN70-30S

DMで送れる2WAYカレンダーです。

羽子板セット

20N141 指定不可

[税抜] \1,200

●材質：木・羽 ●ｾｯﾄ内容：羽子板１枚・羽２個●重量：
100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：羽子板/361×108×8mm・羽
/93×35×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：440×130×16mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 144個 

JPN70-30S

昔懐かしい羽子板のセットです。

わくわくゲームセット　（290-001）

20N142

[税抜] \500

●材質：紙・PP ●機能：福笑い・紙相撲・すごろく2種 ●
ｾｯﾄ内容：福笑い、紙相撲、すごろく2種のパーツ各種・片
づけ袋●重量：182ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
330×242×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 80個 

JPN80-40W

4つのゲームが楽しめます！

薬用入浴剤 招福の湯2P　（17-036）

20N143 指定不可

[税抜] \135

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×130×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：台紙
/45-6-16-150-O ●名入ｻｲｽﾞ：10×110mm 

JPN70-30S

寒い冬には入浴剤を入れて温まりましょう。

福笑

20N144

[税抜] \120

●材質：紙 ●重量：55ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：532×385mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：450×180×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 400個 

JPN70-30S

昔懐かしい福笑い、お正月の定番遊びです。

迎春 祝い箸5膳パック　（A04-03）

20N145

[税抜] \110

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

CHN70-30S

縁起の良い柄の袋に入った迎春用祝箸です。

お年玉袋5枚入　（17-024）

20N146 指定不可

[税抜] \40

●材質：パルプ ●重量：9ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
120×75×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 

JPN70-30S

お年玉袋のデザインは変更になる場合があります。
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＜正月イベントセット＞

招福丑福鈴プレゼント100人用　（KK-6）

20N151

[税抜] \26,000

●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福丑福鈴親子1コ・１等 開運丑
紅白土鈴2コ・2等 開運丑金銀土鈴3コ・3等 開運丑みや
び鈴（大）4コ・4等 吉祥の丑土鈴（大）8コ・5等 吉祥の丑
土鈴（中）10コ・6等 吉祥の丑土鈴（特小）22コ・7等 招福
鈴付干支のお守り50コ・抽選くじ100枚・抽選箱・くじ明細
表●重量：5.8kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×400×340mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

CHN75-35S

直送品

縁起の良い干支ものが当たる三角くじセットです。お正
月の店頭イベントや景品にご使用ください。

ＮＥＷお正月プレゼント（100名様用）　（
1489-02）

20N152

[税抜] \19,500

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

JPN78-38U

直送品

昔ながらのレトロなおもちゃが当たる三角くじセットです。
お正月の店頭イベントや景品にご使用ください。

招福丑福鈴プレゼント50人用　（KK-7）

20N153

[税抜] \18,000

●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福丑福鈴親子1コ・１等 開運丑
紅白土鈴2コ・2等 開運丑金銀土鈴3コ・3等 開運丑みや
び鈴（大）4コ・4等 吉祥の丑土鈴（大）5コ・5等 吉祥の丑
土鈴（中）6コ・6等 吉祥の丑土鈴（特小）11コ・7等 招福
鈴付干支のお守り18コ・抽選くじ50枚・抽選箱・くじ明細
表●重量：4.2ｋｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×370×300mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 

CHN75-35S

直送品

縁起の良い干支ものが当たる三角くじセットです。お正
月の店頭イベントや景品にご使用ください。

招福干支丑プレゼント50人用　（KK-2）

20N154

[税抜] \17,400

●ｾｯﾄ内容：特等 丑金彩ケース入1コ・１等 開運丑紅白
親子（大）2コ・2等 干支カレンダー飾り皿3コ・3等 開運丑
土鈴（大）4コ・4等 開運丑青磁（豆）5コ・5等 開運丑楊枝
入（白・青）10コ・6等 招福鈴付干支のお守り25コ・抽選く
じ50枚・抽選箱・くじ明細表●重量：6ｋｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：245×400×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個
 

THA75-35S

直送品

縁起の良い干支ものが当たる三角くじセットです。お正
月の店頭イベントや景品にご使用ください。

縁起小判付開運招福おみくじBOX100人用
　（09753）

20N155 指定不可

[税抜] \9,000

●ｾｯﾄ内容：縁起小判付きおみくじ×100・抽選箱●重量
：360g ●本体ｻｲｽﾞ：79×42×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
79×42×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 

JPN70-30S

縁起物小判とおみくじがセットされた商品。専用のBOX
付きで、小判は5種類、何が入っているかはお楽しみ。お
正月のイベントに 適な人気商品。

宝くじセット(宝くじ+当選者発表ポスター)

20N156 指定不可

[税抜] \6,000

●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 

JPN80-40S

宝くじ１０００枚と当選者発表ポスターのセット商品です。

おみくじ抽選セット　（CK-3）

20N157

[税抜] \2,000

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

JPN75-35U

再利用可能なおみくじセットです。

福袋

20N158

[税抜] \30

●重量：10ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：250×185mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 
1000個 

JPN70-30S

お正月の福袋（袋のみ）です。
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＜ハロウィン＞

ハロウィンデーピロー大袋

20N161

★[税抜] \1,500

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

JPN83-43S

パンプキン味のキャンディをハロウィン柄の個包装に入
れました。

パンプキンバケツゴールドカン

20N162

[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ58ｇ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
φ85×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 12個 【小麦・落花生】 

JPN85-45U

ハロウィン柄のバケツ缶にお菓子の詰合せです。

ハロウィンチョコレートボール

20N163

★[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：チョコレートボール50ｇ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×140×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 24個 【乳】 

JPN83-43S

ハロウィン柄の袋にお化け柄のチョコレートボールを入
れました。

ハロウィンデーパック・ＨＭ

20N164 指定不可

★[税抜] \278

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

JPN85-45U

ハロウィン柄の袋にキャンディの詰合せです。

ハロウィンデーパック・ＨＳ

20N165

★[税抜] \200

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

JPN85-45U

かぼちゃとおばけのデザインの袋にキャンディの詰合せ
です。

パンプキンこころ

20N166

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：チョコレートボール15ｇ●重量：25ｇ ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：140×100×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙袋 24個 【乳】 

JPN85-45U

ハロウィン柄の、のし袋にチョコボールを入れました。

ハロウィンキャンディ 3個入　（50-022）

20N167

★[税抜] \60

●ｾｯﾄ内容：キャンディアソート×3●重量：12ｇ ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：110×75×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名
入：台紙/45-6-17-200-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：12×105mm 

THA80-40S

ハロウィンシーズンのイベントにぴったりのお菓子です。

ぬりえおめん　（292-007）

20N168A A/どうぶつ

[税抜] \800

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：お面にできるぬり絵10枚（切れ
込み・折り目付）●重量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：
300×210×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：305×230×5mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 

CHN80-40W

ぬりえがおめんに大変身！



WEB ウインターナウ２０２０

ぬりえおめん　（292-008）

20N168B B/イベント

[税抜] \800

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：お面にできるぬり絵10枚（切れ
込み・折り目付）●重量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：
300×210×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：305×230×5mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個 

CHN80-40W

ぬりえがおめんに大変身！

ハロウィン タンブラー　（MKH-3）

20N169

[税抜] \360

●材質：磁器 ●重量：190ｇ ●容量：230mL ●本体ｻｲｽﾞ
：φ62×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：132×68×68mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：白箱 80個 

JPN70-30S

楽しいハロウィン柄のタンブラーです。

蓄光かみねんど　（283-135）

20N170A A/グリーン

[税抜] \350

●ｾｯﾄ内容：ねんど70ｇ●重量：72g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×120×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

JPN80-40W

太陽光や蛍光灯などの光に当てると、暗闇で光る紙粘
土です！

蓄光かみねんど　（283-136）

20N170B B/ブルー

[税抜] \350

●ｾｯﾄ内容：ねんど70ｇ●重量：72g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×120×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

JPN80-40W

太陽光や蛍光灯などの光に当てると、暗闇で光る紙粘
土です！

ハロウィンコースター5枚入　（17-042）

20N171

[税抜] \150

●材質：パルプ100% ●ｾｯﾄ内容：φ90コースター×5（5
柄各1枚）●重量：13ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×110×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個 

JPN70-30S

ハロウィンシーズンのイベントに！

ハッピーハロウィンバスパウダー

20N172

[税抜] \100

●材質：硫酸Na・トコフェロール・香料・色素 ●ｾｯﾄ内容：
25g●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：125×85×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：125×85×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：アルミフィルム 500個
 

JPN60-20U

[法]化粧品 

かわいいハロウィンのパッケージの入浴剤です。

ハッピーハロウィンBOXティッシュ40W

20N173

[税抜] \95

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

JPN70-30T

ハロウィン気分を盛り上げるBOXティッシュです。
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＜あったかグッズ＞

ベアマックス コンパクト セラミックヒーター　
（MH-223）

20N181

[税抜] \6,980

●材質：ABS・PP ●機能：人感センサー・転倒時自動電
源オフ ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.6ｋｇ ●電源：
AC100V-800W/400W ●本体ｻｲｽﾞ：140×216×335mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：182×273×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
 6個 

CHN78-38U

[法]PS-Eマーク 

人の動きをセンサーがキャッチして自動ですぐに暖かく
なる人感センサー搭載で安心。消し忘れの心配なし。電
気代の節約に!

エアームース 五重織ガーゼひざ掛け　（
ARG11300）

20N182A A/ブルー

[税抜] \3,000

●材質：表・裏：綿100％（1,5層）、中身：ポリエステル80
％・綿20％（2,3,4層） ●重量：380g ●本体ｻｲｽﾞ：
700×1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：226×332×50mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 32個 

JPN75-35S

中にはワタのようなポリエステルの糸を織り込んだ５重
織のガーゼケットです。このワタのようなガーゼの層に空
気を含み、夏は通気性がよく、冬は暖か！

エアームース 五重織ガーゼひざ掛け　（
ARG11300）

20N182B B/ピンク

[税抜] \3,000

●材質：表・裏：綿100％（1,5層）、中身：ポリエステル80
％・綿20％（2,3,4層） ●重量：380g ●本体ｻｲｽﾞ：
700×1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：226×332×50mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 32個 

JPN75-35S

中にはワタのようなポリエステルの糸を織り込んだ５重
織のガーゼケットです。このワタのようなガーゼの層に空
気を含み、夏は通気性がよく、冬は暖か！

ムーン 携帯ルームシューズ ニット袋付　（
MN18030）

20N183A A/グレー

[税抜] \3,000

●材質：側地/ウール、PE、綿、PUR・詰めもの/ウレタン
フォーム ●ｾｯﾄ内容：ルームシューズ・袋●重量：100ｇ 
●本体ｻｲｽﾞ：ルームシューズ/280×125mm・袋
/185×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×160×70mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：無地箱 36個 

CHN75-35S

旅行やお出かけ時に便利な携帯用ルームシューズです
。

ムーン 携帯ルームシューズ ニット袋付　（
MN18030）

20N183B B/ネイビー

[税抜] \3,000

●材質：側地/ウール、PE、綿、PUR・詰めもの/ウレタン
フォーム ●ｾｯﾄ内容：ルームシューズ・袋●重量：100ｇ 
●本体ｻｲｽﾞ：ルームシューズ/280×125mm・袋
/185×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×160×70mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：無地箱 36個 

CHN75-35S

旅行やお出かけ時に便利な携帯用ルームシューズです
。

ふわふわ裏ボア手袋  指なし  2色組

20N184

[税抜] \1,280

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：グレー・ブラック各1組
●重量：140ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：総丈/180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：280×220×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20個 

CHN80-40S

ブラック・グレーの2色組。リンクスジャガード横編み。た
っぷり裏ボアで柔らかく暖かいので、防寒手袋にぴった
り。指なしタイプでスマホ対応。

あったかネックピロー　（JA-14ROBOM）

20N185A A/ﾛｰｽﾞの香り

[税抜] \1,250

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

JPN75-35T

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

あったかネックピロー　（JA-14FRPIC）

20N185B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

[税抜] \1,250

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

JPN75-35T

優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心
地よい温かさで心も体もリラックス！
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あったかネックピロー　（JA-14LABLW）

20N185C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \1,250

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

JPN75-35T

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

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01FR
）

20N186A A/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01LA
）

20N186B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01LF
）

20N186C C/ﾗﾌﾗﾝｽの香り

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-
01RO）

20N186D D/ﾛｰｽﾞの香り

[税抜] \1,200

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

JPN75-35T

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

アロマ ホット＆アイスアイピロー  ゆずの香
り　（YU-02）

20N187

[税抜] \900

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

JPN75-35T

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

ランタ ビッグブランケット　（0604301）

20N188

[税抜] \870

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：230g ●
本体ｻｲｽﾞ：900×1600mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
320×280×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 40個 

CHN70-30U

緑を基調としたシックな色合いで男女問わずに喜んでい
ただけます。

アロマ ホット&アイスアイピロー　（JA-
12ROBOM）

20N189A A/ﾛｰｽﾞの香り

[税抜] \800

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

JPN75-35T

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

アロマ ホット&アイスアイピロー　（JA-
12FRPIC）

20N189B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

[税抜] \800

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

JPN75-35T

温めたり、冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心
を癒すアイピローです。
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アロマ ホット&アイスアイピロー　（JA-
12LABLW）

20N189C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \800

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

JPN75-35T

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

あったかカイロポーチ　（JA-13ROBOM）

20N190A A/ﾛｰｽﾞの香り

[税抜] \750

●材質：表面：綿100％・裏面：リボン/ポリエステル ●ｾｯ
ﾄ内容：使い捨てカイロ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：
17×92×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：19×125×217mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名入：外袋/45-7.2-16-3000-L 
●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

寒い冬、冷えた手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで
心も体もリラックスさせてくれるカイロ袋です。使い捨てカ
イロ(1個)付き。

あったかカイロポーチ　（JA-13FRPIC）

20N190B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

[税抜] \750

●材質：表面：綿60％、レーヨン40％・裏面：リボン/ポリ
エステル ●ｾｯﾄ内容：使い捨てカイロ●重量：50g ●本
体ｻｲｽﾞ：17×92×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
19×125×217mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名入：外
袋/45-7.2-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

寒い冬、冷えた手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで
心も体もリラックスさせてくれるカイロ袋です。使い捨てカ
イロ(1個)付き。

あったかカイロポーチ　（JA-13LABLW）

20N190C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \750

●材質：表面：綿100％・裏面：リボン/ポリエステル ●ｾｯ
ﾄ内容：使い捨てカイロ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：
17×92×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：19×125×217mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名入：外袋/45-7.2-16-3000-L 
●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm 

JPN75-35T

寒い冬、冷えた手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで
心も体もリラックスさせてくれるカイロ袋です。使い捨てカ
イロ(1個)付き。

ランタ ブランケット　（0604201）

20N191

[税抜] \430

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：90g ●
本体ｻｲｽﾞ：600×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
250×120×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 72個 

CHN70-30U

緑を基調としたシックな色合いで男女問わずに喜んでい
ただけます。

貼るくつ下用 ぬくポン ２足入　（H-5015）

20N192

[税抜] \195

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

JPN75-35S

寒い冬は足元からあたためましょう。

カイロレギュラー1P（PP台紙入）　（17-037）

20N193

[税抜] \70

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

JPN70-30S

冬のノベルティの定番！バラまき販促に 適です。

カイロミニ1P（PP台紙入）　（17-038）

20N194

[税抜] \65

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

JPN70-30S

冬のノベルティの定番！バラまき販促に 適です。
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＜冬の味覚＞

ずわいがにしゃぶポーション500g

20N201

★[税抜] \7,500

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

JPN01-61V

直送品

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

岡﨑精肉店 近江牛すき焼き用 400g

20N202

★[税抜] \7,000

●ｾｯﾄ内容：牛肉400g（モモ、バラ）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
227×315×73mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN93-53V

直送品

優秀な和牛子牛が厳選され、岡崎の直営農場で長期間
飼育された「近江日野牛」です。

京都 モリタ屋 国産牛 バラ・モモ焼肉用
400g

20N203

★[税抜] \6,500

●ｾｯﾄ内容：牛肉400g（バラ、モモ）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
253×187×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 

JPN93-53V

直送品

血統や脂質にこだわり一頭一頭丹念に育てられた国産
牛。その中から赤身で柔らかいモモ肉と濃厚な脂のジュ
ーシーなバラ肉を手切りにて仕上げた自慢の逸品です。

ずわい蟹爪 300g　（430058）

20N204

★[税抜] \5,000

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

JPN00-60V

直送品

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

蓬莱本館  豚まんセット3Ｐ　（HR-12）

20N205

★[税抜] \3,800

●ｾｯﾄ内容：豚まん120g4コ×3●重量：1.5ｋｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：235×250×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白段ボール箱 1
個 【小麦】 

JPN03-63V

直送品

大阪は、難波の蓬莱本館の豚まん。国産の豚肉を使用
した、具たっぷりの本格派の豚まんです。

まるごとみかん大福8個入

20N206

★[税抜] \3,650

●ｾｯﾄ内容：まるごとみかん大福55ｇ×8●重量：440ｇ ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：285×172×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1
個 【卵・小麦】 

JPN08-68V

直送品

上質なみかんをまるごとお楽しみ戴ける逸品です。みか
んをほんの少しの白手亡豆の白餡で包みこみ酸味がま
ろやかに。

北海道グラタン＆ドリア　（8357）

20N207

★[税抜] \3,600

●ｾｯﾄ内容：十勝産ビーフグラタン・北海道産チキンドリ
ア各110ｇ×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×250×80mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 【乳・小麦】 

JPN98-58V

直送品

十勝産の牛肉がゴロっと入った十勝ビーフグラタンと北
海道産の鶏肉が入ったチキンドリアのセットです。

仙台名産牛たんカレー・シチュー&キャンベ
ルスープセット　（CAB-30）

20N208

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：牛たんカレー、牛たんシチュー各250ｇ・キャ
ンベル濃縮缶スープ（コーンポタージュ、クラムチャウダ
ー各305ｇ）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：255×377×75mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 8個 【乳・小麦】 

AUS93-53V

お手軽に楽しめる贅沢なカレーとスープのセットです。
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九州ご当地カレーセット

20N209

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：福岡筑前古処鶏和風カレー180g×2・博多
和牛カレー180g・佐賀牛使用ひき肉カレー180g・鹿児島
黒豚ポークソテーカレー180g・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×120×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【乳・小麦・
落花生・えび・かに】 

JPN88-48V

カレー専門店オリジナル九州ご当地カレー。九州の原料
にこだわって仕上げたカレーです。

伊藤ハム ギフトセット　（FSC-31）

20N210

★[税抜] \3,000

●材質：豚肉 ●ｾｯﾄ内容：伝承献呈燻しハム180g・伝承
献呈肩ロース焼豚185g・伝承献呈特選あらびきウインナ
ー85g×2●重量：700ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×290×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 【卵・小麦】 

JPN05-65V

直送品

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました
。

ミニマル1袋100個入　（11337）

20N211 指定不可

★[税抜] \3,000

●本体ｻｲｽﾞ：110×45×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 2個 

JPN83-43T

丸い形の可愛いキャンディ。販促品にも 適です。※こ
の商品は1袋100個入となります。景品・粗品などにご使
用ください。1個本体価格30円。

乾麺・全国繁盛店ラーメンセット6食　（
CLKS-02）

20N212

★[税抜] \1,500

●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】 

JPN85-45U

有名な名店ラーメンのこだわりセットです。

ふじのくに牧之原茶セット　（FMH-17）

20N213

★[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：和紅茶ティーバッグ×10、深蒸し茶ティーバ
ッグ×8●重量：52ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：240×225×30mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱＋包装済 25個 

JPN80-40Y

静岡県牧之原産の深蒸し茶と和紅茶のセットです。

坂井宏行 レーズンサンド6個入　（6374）

20N214

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：レーズンサンド30ｇ×6●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
250×120×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 15個 【卵・乳・小
麦】 

JPN00-60V

香ばしいサブレになめらかクリームと甘酸っぱいレーズ
ンをサンドしたこだわりのレーズンサンドです。

テディベアビスケTG・ES

20N215 指定不可

★[税抜] \300

●ｾｯﾄ内容：ビスケット73g●本体ｻｲｽﾞ：
205×55×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳・小麦】 

JPN83-43S

かわいいテディベア型のビスケットです。

紀州産乾燥練り梅 梅と塩　（4210101）

20N216

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：乾燥練り梅7g●重量：12ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×100×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：アルミ平袋 60個 

JPN93-53V

紀州産南高梅の無添加練り梅からつくりました。脱塩、
調味加工などを一切していない梅干しタブレットです。

ネスカフェ コーヒーセット　（NEG-15）

20N217

★[税抜] \150

●ｾｯﾄ内容：ゴールドブレンドスティック ブラック2g×3●
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 

JPN80-40S

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。ネスカフェの「レギュラーソリュ
ブルコーヒー」のスティックタイプのセットです。
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＜年末年始食品＞

紀州うす塩梅 至宝 20粒　（1310203）

20N221

★[税抜] \5,500

●ｾｯﾄ内容：1粒20ｇ×20●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
320×240×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

JPN90-50W

直送品

※１梱未満は税抜８００円の送料が別途必要になります
。 

梅の本場、紀州みなべ町の自家農園と契約農家から厳
選した南高梅を完熟生梅の風味を引き出すため、塩分
を5%まで抑えフルーティーな味わいに仕上げました。

紀州うす塩梅 至宝 12粒　（1310103）

20N222

★[税抜] \3,500

●ｾｯﾄ内容：1粒20g×12●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
250×170×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個 

JPN88-48U

直送品

※１梱未満は税抜８００円の送料が別途必要となります
。 

梅の本場、紀州みなべ町の自家農園と契約農家から厳
選した南高梅を完熟生梅の風味を引き出すため、塩分
を5%まで抑えフルーティーな味わいに仕上げました。

静岡銘茶 香雅伝承　（CFO-30）

20N223

★[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：煎茶（撰）100g×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 

JPN75-35S

有数のお茶処である静岡の銘茶をセットしました。

幸福うどん　（KU-10）

20N224

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：花削り3ｇ×2・だしぱっく6ｇ×2・ハートうどん
（紅、白）各50ｇ・梅干し×2●重量：238ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：135×200×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【乳・小麦
】 

JPN88-48V

幸せいっぱいなハートうどんです。

極 かつお節　（KWN-10A）

20N225

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：本節けずり2ｇ×10●重量：182ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：145×200×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

JPN88-48V

かつお節の中でも 高級グレードの本節けずりは、味・
香り・口触りともに食通の方のお眼鏡にかなう逸品です。

紀州南高梅12個　（UME-12P）

20N226

★[税抜] \800

●重量：245ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：235×195×28mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

JPN93-53V

梅の本場、風味豊かな紀州南高梅です。

兼六の彩　（AMR-8）

20N227

★[税抜] \800

●ｾｯﾄ内容：えびまめ花煎餅×３・黒五煎餅×２・紫いも
煎餅×２・柔らか羊羹(練り、小倉、抹茶各６０ｇ)●重量：
320ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×217×52mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 20個 【小麦・えび】 

JPN80-40U

なめらかな口あたりで喉ごしの良い3種類の羊羹と国産
米100%の煎餅の詰合せです。

年越そば　（MLT-60）

20N228

★[税抜] \600

●ｾｯﾄ内容：そば150g×2●重量：340g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
251×100×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 【小麦・そば
】 

JPN70-30S

長生き出来るようにと願いを込めて食べられる年越そば
です。
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年明けうどん　（MEA-50）

20N229

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：うどん150g×2●重量：380g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：253×150×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 【小麦】 

JPN70-30S

年明けに縁起を担いで食べる、ということで人気のうどん
です。

せんべい詰合せBOX　（BTB-5）

20N230

★[税抜] \500

●ｾｯﾄ内容：えびまめ花煎餅×３・紫いも煎餅×３・つぶ
焼きサラダ×２・つぶ焼きしょうゆ×２●重量：160g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×140×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40
個 【小麦・えび】 

JPN80-40V

人気の定番煎餅を４種詰合せました。粗品にピッタリな
一品です。

大吉まねきチョコ玉・ＥＤ

20N231

★[税抜] \380

●ｾｯﾄ内容：チョコボール50ｇ●重量：62ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：200×140×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳】 

JPN83-43S

招き猫柄のチョコボールを入れました。

福かさねうどん　（QQA-3）

20N232

★[税抜] \300

●ｾｯﾄ内容：うどん50g×3●重量：175g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
195×60×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 【小麦】 

JPN58-18V

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

丹波黒豆茶4包 紙袋入　（UBT-KUR-0090）

20N233

★[税抜] \200

●ｾｯﾄ内容：黒豆茶ティーバッグ8ｇｘ4●重量：40g ●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

おせち料理などに使われる高級黒豆（丹波黒種）を使っ
た飲料です。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。

紀州南高梅3個　（UME-3P）

20N234

★[税抜] \180

●重量：35ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×130×20mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 50個 

JPN98-58U

梅の本場、風味豊かな紀州南高梅です。

開運純金茶　（UOT-JUN-0070）

20N235

★[税抜] \130

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

JPN80-40S

華やかなパッケージが開運を後押しします。

招福  ふく茶  煎茶2P　（SFY-10）

20N236

★[税抜] \100

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

JPN75-35S

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

A&D ホースレス血圧計 UA-1200BLE　（
UA-1101LA-JC51）

20N242

[税抜] \18,000

●材質：ABS ●機能：スマホ連携（必須）・オシロメトリッ
ク方式・不規則脈波表示・体動検知・カフゆる巻きエラー
検出・メモリ100回×5人・フル充電100回測定可 ●ｾｯﾄ
内容：スタートアップガイド・収納袋・充電用USBケーブル
・取説・保証書●重量：220g ●電源：リチウムイオンバッ
テリー ●本体ｻｲｽﾞ：44×126×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×205×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN75-35S

[法]医療機器認証番号301AHBZX00009000 

血圧計本体とカフが一体となったホースレスタイプで、コ
ンパクトに折りたためて収納できます。持ち運びしやすい
ので、旅行先等での血圧測定が気軽に出来ます。

ツインバード 空気清浄機 ファンディファイン
 ヘパ　（AC-4238W）

20N243

[税抜] \10,000

●材質：PS・ABS ●機能：適用床面積12畳・風量3段階
切替 ●ｾｯﾄ内容：HEPA集じんフィルター・脱臭フィルター
・取説・保証書●重量：4kg ●電源：AC100V-43/49W ●
本体ｻｲｽﾞ：140×410×430mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×460×490mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 2個 ●名入
：90-420-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN75-35S

[法]PS-Eマーク 

0.3ミクロンの粒子を99.97%除去します。ペットやタバコ・
生活臭を活性炭でキャッチする脱臭フィルター搭載。

インスタントカメラ ピックトス　（TCC-05WH）

20N244A A/ミルクホワイト

[税抜] \5,980

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：レンズキャップ（白飛びカットフ
ィルター）・取説・保証書●重量：275g ●電源：アルカリ
単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：146×90×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：175×135×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN95-55S

きまぐれエモい、簡易アナログインスタントカメラです。イ
ンスタックスミニ（チェキ）フィルムは別売です。

インスタントカメラ ピックトス　（TCC-05PK）

20N244B B/ピーチピンク

[税抜] \5,980

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：レンズキャップ（白飛びカットフ
ィルター）・取説・保証書●重量：275g ●電源：アルカリ
単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：146×90×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：175×135×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN95-55S

きまぐれエモい、簡易アナログインスタントカメラです。イ
ンスタックスミニ（チェキ）フィルムは別売です。

インスタントカメラ ピックトス　（TCC-05BU）

20N244C C/ソーダブルー

[税抜] \5,980

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：レンズキャップ（白飛びカットフ
ィルター）・取説・保証書●重量：275g ●電源：アルカリ
単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：146×90×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：175×135×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN95-55S

きまぐれエモい、簡易アナログインスタントカメラです。イ
ンスタックスミニ（チェキ）フィルムは別売です。

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

20N245A A/ブラウン

[税抜] \5,000

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

CHN75-35U

[法]医療機器認証番号228AGBZX00079000 [法]PS-Eマ
ーク 

ソファや椅子に置いて使用できるシート式マッサージャー
。固定ベルトでふくらはぎマッサージもできます。ワイドヒ
ーター搭載。

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

20N245B B/レッド

[税抜] \5,000

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

CHN75-35U

[法]医療機器認証番号228AGBZX00079000 [法]PS-Eマ
ーク 

ソファや椅子に置いて使用できるシート式マッサージャー
。固定ベルトでふくらはぎマッサージもできます。ワイドヒ
ーター搭載。

磨き屋シンジケート ハイボール・ビアタンブ
ラー1P　（YJ1305）

20N246

[税抜] \5,000

●材質：18-8ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：176ｇ 
●容量：435mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ79×154mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：195×110×84mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名
入：110-144-16-30-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：40×40mm 

JPN70-30S

クリーミーな泡立ちで炭酸の泡立ちもマイルドに。ハイボ
ールなどの炭酸系カクテルも一味変わります。
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ゲームロボット50　（058254）

20N247

[税抜] \4,980

●材質：ABS・PET・TPR・PC・紙 ●機能：音感、記憶力、
判断力、推理力、瞬発力、計算力、運試し・対象年齢:6
才以上 ●重量：100g ●電源：単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
187×119×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×165×70mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

CHN90-50S

1台で計算問題や光と音を使ったゲームが50種類楽しめ
ます。さまざまな能力を鍛える内容で、能力を駆使して
多彩なゲームにチャレンジできます。

冒険キット　（STV-7）

20N248

[税抜] \4,000

●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：マンガン単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 

CHN70-30S

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。

フォンデュリッチハーフ　（KS-3147）

20N249

[税抜] \4,000

●材質：アルミニウム合金（フッ素加工）・ステンレス・PP 
●ｾｯﾄ内容：保温トレー・フォーク×3（中国）・取説・保証
書●重量：650g ●容量：210mL×2 ●電源：AC100V-
100W ●本体ｻｲｽﾞ：鍋/φ172×40mm・保温トレー
/170×198×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
202×173×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 20個 

JPN70-30T

[法]PS-Eマーク 

1度で2つの味が楽しめるハーフ&ハーフ！

スマホ写真を簡単プリント  プリントス　（
TPJ-03SA）

20N250A A/サクラ

[税抜] \3,700

●材質：ABS・PC・PS ●機能：55×74mmのスマホ画面
を46×62mmのフィルムに撮影 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証
書●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：130×55×143mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×155×58mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN95-55S

スマートフォンで撮影した写真を手軽にプリントできる簡
易プリンターです。富士フィルムチェキ専用用紙（別売）。

スマホ写真を簡単プリント  プリントス　（
TPJ-03SO）

20N250B B/ソラ

[税抜] \3,700

●材質：ABS・PC・PS ●機能：55×74mmのスマホ画面
を46×62mmのフィルムに撮影 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証
書●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：130×55×143mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×155×58mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN95-55S

スマートフォンで撮影した写真を手軽にプリントできる簡
易プリンターです。富士フィルムチェキ専用用紙（別売）。

スマホ写真を簡単プリント  プリントス　（
TPJ-03SU）

20N250C C/スミ

[税抜] \3,700

●材質：ABS・PC・PS ●機能：55×74mmのスマホ画面
を46×62mmのフィルムに撮影 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証
書●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：130×55×143mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×155×58mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN95-55S

スマートフォンで撮影した写真を手軽にプリントできる簡
易プリンターです。富士フィルムチェキ専用用紙（別売）。

ソーラーモバイルチャージャー4000　（
MA047）

20N251

[税抜] \3,500

●材質：ABS ●機能：4000mAh ●ｾｯﾄ内容：USB充電ケ
ーブル・取説・保証書●重量：130g ●本体ｻｲｽﾞ：
117×67×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：152×140×26mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-63-17-100-P ●名入
ｻｲｽﾞ：15×65mm 

CHN65-25S

[法]PS-Eマーク 

ソーラーパネル搭載で緊急時には太陽光で充電が可能
です。

慶弔スタンプ１本入　（TSK-58493）

20N252

[税抜] \3,200

●材質：ABS・ソフトラバー塗装 ●機能：印面選択可（名
前のみ・住所入・会社肩書入） ●ｾｯﾄ内容：印面申込専
用ハガキ・PPケースカバー・取説●重量：55ｇ ●本体ｻｲ
ｽﾞ：34×76×59mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：43×105×184mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：専用紙箱 1個 

JPN70-30S

不意の冠婚葬祭にも慌てない、ポンと押すだけで達筆な
お名前をスタンプできます。筆書きが苦手、文字に自信
がない方に！

スナックワッフル　（KS-2936）

20N253

[税抜] \3,000

●材質：アルミニウム合金(フッ素樹脂加工）・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：650g ●本体ｻｲｽﾞ：
338×138×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：357×143×41mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 24個 

JPN73-33T

熱伝導に優れたアルミ合金とステンレス底板の複合構
造！　内面は焦げ付きにくいフッ素樹脂加工！　アウトド
アにもピッタリなコンパクトサイズ！
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ボダム スカル ダブルウォールグラス
200mL 2個セット　（10593-10）

20N254

[税抜] \3,000

●材質：耐熱ガラス ●機能：電子レンジ、オーブン、食洗
機対応 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：140g ●容量：200mL 
●本体ｻｲｽﾞ：φ85×91mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×100×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 ●名入：0-
360-102-1000-転写 ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm 

CHN80-40S

耐熱ガラス製の二層グラスは、中間の空気が温度変化
を防ぐ断熱材となり、おいしさを長続きさせます。

木製汁椀揃  曙　（4323）

20N255

[税抜] \3,000

●材質：天然木（漆塗） ●ｾｯﾄ内容：汁椀×5●重量：
450g ●本体ｻｲｽﾞ：φ100×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×110×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 30個 ●名
入：60-36-7-1-ゴム印 ●名入ｻｲｽﾞ：15×15mm 

CHN70-30S

落ち着いた色合いが普段使いにもおもてなしにもピッタ
リの可愛らしい小ぶりな汁椀です。

A&D 非接触タイマー　（AD5715）

20N256

[税抜] \2,700

●材質：ABS ●機能：非接触式・アラーム（大、小、オフ）
・LEDランプ（オン/オフ）・壁掛けフック・スタンド ●ｾｯﾄ内
容：取説・保証書●重量：110g ●電源：単4×3（添） ●
本体ｻｲｽﾞ：76×76×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×110×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個 

CHN80-40S

[品]JIS_IPX4相当 

触れずにタイマーをスタート・ストップで衛生的です。幼・
保育園や学校、食品工場や飲食店での手洗いの時間管
理に 適です。

タニタ  ガラスに貼りつくタイマー　（TD-412-
GR）

20N257A A/グリーン

[税抜] \2,500

●材質：ABS・PMMA ●機能：ブザー音70ｄB以上（5種類
、各30秒） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：42g ●電源
：CR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：85×78×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：15×105×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40V

ガラストップの冷蔵庫や鏡・タイルにピタッと貼りつく薄型
のタイマーです。

タニタ  ガラスに貼りつくタイマー　（TD-412-
OR）

20N257B B/オレンジ

[税抜] \2,500

●材質：ABS・PMMA ●機能：ブザー音70ｄB以上（5種類
、各30秒） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：42g ●電源
：CR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：85×78×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：15×105×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

CHN80-40V

ガラストップの冷蔵庫や鏡・タイルにピタッと貼りつく薄型
のタイマーです。

耐熱ｶﾞﾗｽ保存容器丸 3個ｾｯﾄ　（SYTN-
2518-R）

20N258A A/レッド

[税抜] \2,500

●材質：耐熱ガラス・PP ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ
内容：S/300mL･M/600mL･L/1200mL・取説●重量：
700g ●本体ｻｲｽﾞ：S/114×112×53mm・
M/142×138×65mm・L/170×168×78mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：173×173×83mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 18個 

JPN58-18U

耐熱ガラス製の保存容器3個セット。シンプルなので、食
卓に並べてそのまま冷蔵庫保存できます。使わないとき
は、入れ子にしてコンパクトに収納できます。

耐熱ｶﾞﾗｽ保存容器丸 3個ｾｯﾄ　（SYTN-
2518-OW）

20N258B B/オフホワイト

[税抜] \2,500

●材質：耐熱ガラス・PP ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ
内容：S/300mL･M/600mL･L/1200mL・取説●重量：
700g ●本体ｻｲｽﾞ：S/114×112×53mm・
M/142×138×65mm・L/170×168×78mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：173×173×83mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 18個 

JPN58-18U

耐熱ガラス製の保存容器3個セット。シンプルなので、食
卓に並べてそのまま冷蔵庫保存できます。使わないとき
は、入れ子にしてコンパクトに収納できます。

タニタサイズ バランスクッション　（TS-959-
GY）

20N259

[税抜] \2,500

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：空気入れポンプ・針×2・エク
ササイズメニュー・取説・保証書●重量：1kg ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ330×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：340×70×340mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 

CHN80-40S

簡単気軽に、すき間時間でエクササイズ！椅子に敷い
て座るだけでトレーニングができます。省スペースでエク
ササイズか可能に！

今治 瑠璃の光  フェイスタオル2P　（
IRU38200）

20N261

[税抜] \2,000

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT70g×2●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×250×50mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

JPN65-25S

[品]今治認定番号第:2018-1340号 

今治の美しい瑠璃色の水面を「万華鏡」の美しさになぞ
らえ、透明感のある彩りで表現。大切な人にこそ贈りた
い、印象的で心をつかむ一品をお届けします。
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アンナエミリア マグ シーズンズ グリーティ
ングス　（51943-2923P）

20N262

[税抜] \2,000

●材質：ボーンチャイナ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：220ｇ 
●容量：340mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ90×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：95×115×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 

INA78-38S

子どもたちが遊びまわる絵柄のマグカップは、クリスマス
到来のワクワク感でいっぱい。冬の色合いも鮮やかなマ
グカップは、温かい飲み物がおいしく感じます。

燕粋 ステンレス葉しおき＆若狭塗箸　（
ENS-180）

20N263

[税抜] \1,800

●材質：18-8ステンレス・天然木（ポリエステル塗装） ●
ｾｯﾄ内容：葉しおき15ｇ・箸12ｇ●本体ｻｲｽﾞ：葉しおき
/75×32×7mm・箸/230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
250×80×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 

JPN70-30S

艶を抑えた落ち着いた仕上がりで、大人の食卓を上品に
演出します。

ラウンドマグ２個セット　（RDM-1824）

20N264

[税抜] \1,800

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

JPN65-25W

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

ライブフォトフレーム 中　（7677）

20N265

[税抜] \1,800

●材質：ラム本革 ●機能：写真サイズ/103×154mm ●
重量：210g ●本体ｻｲｽﾞ：180×125×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：190×135×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個 ●名入
：90-36-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×70mm 

CHN70-30S

ハガキサイズの写真を飾れるラム本革製フォトフレーム
です。あなたの思い出を鮮やかに彩ります。

匠の技  グルーミングキット　（G-3110）

20N266

[税抜] \1,700

●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 

JPN75-35S

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 適です。

ドーム型一輪挿し　（SAN3181-1）

20N267A A/アヒル

[税抜] \1,580

●材質：陶器・ガラス ●重量：290g ●容量：380mL ●本
体ｻｲｽﾞ：100×100×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×103×133mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：茶箱 36個 

JPN75-35S

可愛いキャラクターの一輪挿しです。

ドーム型一輪挿し　（SAN3181-2）

20N267B B/イルカ

[税抜] \1,580

●材質：陶器・ガラス ●重量：290g ●容量：380mL ●本
体ｻｲｽﾞ：100×100×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×103×133mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：茶箱 36個 

JPN75-35S

可愛いキャラクターの一輪挿しです。

ドーム型一輪挿し　（SAN3181-3）

20N267C C/カエル

[税抜] \1,580

●材質：陶器・ガラス ●重量：290g ●容量：380mL ●本
体ｻｲｽﾞ：100×100×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×103×133mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：茶箱 36個 

JPN75-35S

可愛いキャラクターの一輪挿しです。

洗濯用除菌・消臭パウダー　（SV-6650）

20N268

[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：79ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
93×159×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PE袋 120個 

JPN70-30S

洗濯洗剤と一緒に投入する事で雑菌や生乾き臭を除去
してくれます。洗濯槽の除菌・消臭にも効果的です。
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キッチン用除菌・消臭パウダー　（SV-6667）

20N269

[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：79ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
93×159×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PE袋 120個 

JPN70-30S

水に溶かすと強力なアルカリ性水溶液となり菌や農薬を
除去してくれます。

マグネットミラー角型　（MG-1）

20N270

[税抜] \1,500

●材質：PETミラー・PS ●機能：マグネットシート付 ●ｾｯ
ﾄ内容：取説●重量：158g ●本体ｻｲｽﾞ：
190×145×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×160×2.5mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 

JPN70-30S

鏡の裏側に付属のシート状マグネットでペタッと貼るだけ
、軽い、割れにくい、キズが付きにくい貼り替え出来る簡
単樹脂ミラー。

モバイルバッテリー カード （iPhone用アダプ
ター内蔵 USBType-Cアダプター付）　（6151

20N272

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●機能：2500mAh・充電インジケーター ●
ｾｯﾄ内容：USBコード・iPhone5～11用アダプター・
USBType-Cアダプター・取説●重量：67g ●電源：USB 
●本体ｻｲｽﾞ：115×66×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
161×92×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：60-
42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×45mm 

CHN70-30S

フルカ

[法]PS-Eマーク 

スリムなカード型モバイルバッテリー。microUSB端子が
収納されているのでスマートに持ち運びができます。
USB充電ポート付で2台同時に充電も可能。

備長炭入り 抗菌キッチンセット Ⅱ　（CKS-
Ⅱ）

20N273

[税抜] \1,500

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：まな板76g・しゃもじ27ｇ・米とぎ
棒49ｇ●本体ｻｲｽﾞ：まな板/360×240×1mm・しゃもじ
/183×72×20mm・米とぎ棒/295×63×17mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：245×20×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PETケース 32個 

JPN70-30S

天然の備長炭を用いて色付けし、独特の風合いを持た
せた日本製キッチンツールセットです。

耐熱手付目玉焼器　（G-755）

20N274A A/ｲｴﾛｰ

[税抜] \1,500

●材質：耐熱陶器・磁器 ●機能：ガス、電子レンジ、オー
ブン対応 ●ｾｯﾄ内容：蓋・取説●重量：480ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ140×37×208mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×105×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 36個 

JPN70-30S

トースターにすっぽり収まるサイズと、カラフルな蓋が可
愛いスキレット風鍋です。目玉焼きやアヒージョを、器で
調理しそのままアツアツを食卓へ。

耐熱手付目玉焼器　（G-756）

20N274B B/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \1,500

●材質：耐熱陶器・磁器 ●機能：ガス、電子レンジ、オー
ブン対応 ●ｾｯﾄ内容：蓋・取説●重量：480ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ140×37×208mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×105×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 36個 

JPN70-30S

トースターにすっぽり収まるサイズと、カラフルな蓋が可
愛いスキレット風鍋です。目玉焼きやアヒージョを、器で
調理しそのままアツアツを食卓へ。

アリエールフレッシュクリーンセット　（AFJ-
151）

20N275

[税抜] \1,500

●ｾｯﾄ内容：P&Gアリエールイオンパワージェル910g・洗
濯槽クリーナー（50g×2包）・洗濯ネット角型460㎜×400
㎜（中国）●重量：1.3ｋｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
115×160×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

JPN75-35S

日常使いの洗剤セットです。

絞り器付 レモンサワータンブラー　（
SAN3395）

20N276

[税抜] \1,480

●材質：磁器 ●ｾｯﾄ内容：カップ・絞り器●重量：480g ●
容量：380ｍL ●本体ｻｲｽﾞ：カップ/89×89×100mm・フタ
/94×94×52mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×105×170mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 

CHN75-35S

絞り器とタンブラーがセットになった愛らしい商品です。

ステンレス製 高級つめきりL　（G-1114）

20N277

[税抜] \1,300

●材質：ステンレス刃物鋼・ステンレス特殊加工（エッチ
ング） ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：92×21×16mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×48×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付プラケ
ース 12個 

JPN80-40Y

切れ味の鋭いロングセラーな高級爪切りです。
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コンビニ バッグ インベント　（623205）

20N278A A/グレー

[税抜] \1,280

●機能：耐荷重5ｋｇ ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/480×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×60×30mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 500個 

CHN80-40S

たった24ｇ。鍵より小さいエコバッグ。風合いのよいナイ
ロン生地を採用しています。

コンビニ バッグ インベント　（623212）

20N278B B/カーキ

[税抜] \1,280

●機能：耐荷重5ｋｇ ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/480×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×60×30mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 500個 

CHN80-40S

たった24ｇ。鍵より小さいエコバッグ。風合いのよいナイ
ロン生地を採用しています。

コンビニ バッグ インベント　（623229）

20N278C C/ネイビー

[税抜] \1,280

●機能：耐荷重5ｋｇ ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：使用時
/480×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×60×30mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 500個 

CHN80-40S

たった24ｇ。鍵より小さいエコバッグ。風合いのよいナイ
ロン生地を採用しています。

ラフィネス  ミニボトル140mL　（LFN-120）

20N279

[税抜] \1,200

●材質：ステンレス鋼（二重構造） ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：125g ●容量：140mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ45×142mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×50×152mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48
個 ●名入：50-120-22-30-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
60×25mm 

CHN70-30S

ポケットサイズのミニボトルで、手軽に水分補給！

洗剤おくさまセット　（KOA-12T4）

20N280

[税抜] \1,200

●ｾｯﾄ内容：ライオントッププラチナクリア300g・ライオン
チャーミーVクイック260mL・リード冷凍も冷蔵も新鮮保存
バッグ（M3枚）×2（タイ）・抗菌ナイロンクリーナー●重量
：820g ●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 

JPN75-35T

快適な暮らしの為に、お洗濯からお掃除まで毎日役立つ
品です。

木目調スタンドミラー　（SP-1）

20N281

[税抜] \1,100

●材質：PS・ガラス鏡・ベニヤ化粧板 ●機能：鏡面角度
調節可 ●重量：440g ●本体ｻｲｽﾞ：227×181×15mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×190×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 36
個 ●名入：100-48-32-360-S ●名入ｻｲｽﾞ：
25×110mm 

JPN70-30S

木目調の家具やインテリアと相性の良いスタンドミラー。
頭部全体が映るサイズなので、メイク用ミラーとして 適
。鏡面の角度調節も可能です。

ミアミモザ 今治 ハンドタオル1P&ハンドジェ
ル100mL　（MMC-0275）

20N282

[税抜] \2,750

●ｾｯﾄ内容：ＨＴ350×340mm・ハンドジェル100ｍL●重
量：290g ●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 

JPN78-38U

春を告げる花ミモザをモチーフにした今治タオル認定の
ハンドタオルと、ほんのりアロマの香り漂うハンドジェル
のセットです。



WEB ウインターナウ２０２０

＜防災グッズ＞

ブルボン 災害備蓄用クラッカー （1カートン 
90g×70食入）　（31675-01）

20N291

★[税抜] \16,800

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：1斗缶（クラッカー26枚1P×35）×2
缶●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×130×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1
個 【卵・小麦】 

JPN85-45Y

※受注生産のため、1ヶ月以上かかる場合もあります。
官公庁や企業の備蓄に最適な一斗缶入りのお馴染のお
菓子です。一斗缶×2。アレルギー表示：大豆・鶏肉

3インチポータブルテレビ&ラジオ　（KR-
006AWFT）

20N292

[税抜] \15,000

●材質：ABS ●機能：3.0インチ液晶パネル・TV/13～62ch、
AM/522～1701Khz、FM/76.0～108.0Hz（ワイドFM対応）・1W×2（
モノラル）・イヤホン用3.5mmステレオミニプラグ・外部電源用
miniUSB×1・連続再生時間約10時間（アルカリ乾電池使用） ●ｾｯ
ﾄ内容：USB電源ケーブル・ACアダプター・取説・保証書●重量：
108g ●電源：AC100V-15W・単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
132×87×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×122×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ブリスター 10個 

CHN80-40S

[法]PS-Eマーク 

高感度なアンテナとチューナーを搭載しており、通勤・通
学などの日常使いから、防災時まで、多目的に使えます
。

ツインバード 着るラジオ　（AV-J336PW）

20N293

[税抜] \10,000

●材質：ABS・PP ●機能：自動選局・選局登録・AM/FMラジオ（ワ
イドＦＭ対応） ●ｾｯﾄ内容：保証書●重量：75g ●電源：単3×2 ●
本体ｻｲｽﾞ：42×180×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：45×200×235mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 

CHN75-35S

[法]PS-Eマーク 

AM／FMラジオ（ワイドFM対応）で「着るラジオ」という聴
取スタイルの提案です。分かりやすい表示、操作部で、
良く聞く放送局を3局まで選局登録可能。

手回し/ソーラー蓄電ラジオ　（SL-090）

20N294

[税抜] \5,980

●材質：ABS・PC・PVC ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・懐
中電灯/30ルーメン・読書灯/LED4灯・SOSアラーム（警報音、ラン
プ） ●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 

CHN85-45W

普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持って
いると安心です。

ピラミッド15点セット　（51090）

20N295

[税抜] \5,000

●ｾｯﾄ内容：リュック型ピラミッドバッグ・4層！防寒防風アルミシー
ト・4層！防寒防風アルミ寝袋・冷熱遮断アルミシート・ソーラー&ダ
イナモLEDライト・抗菌消臭・簡易トイレ（日本）・軍手・ロープ・笛・
しおり拡大鏡・防災ガイド・非常用給水袋3L（タイ）・防災用ウェット
ティッシュ（20枚入）（日本）・ティライトキャンドル10P・ポケットティッ
シュ（日本）・取説●重量：880g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
350×350×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 10個 ●名入：60-126-22-
80-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×80mm 

CHN70-30S

災害時に役立つ15アイテムの商品をセットしています。
夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグ入。

マクセル 水と塩で発電するLEDランタン　（
MS-T210WH）

20N296

[税抜] \5,000

●材質：プラ ●機能：連続使用約80時間 ●ｾｯﾄ内容：メジャーカッ
プ・取説・保証書●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：φ95×215mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×105×102mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

CHN78-38V

水と塩で発電できる！80時間連続点灯可能。

LEDフォーカス機能付ヘッドライトH3.2　（
500767）

20N297

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：フォーカス・明るさ約120ルーメン・最長照射
距離約100m・IPX4（防滴仕様）・無段階ディマー・角度調整可 ●ｾ
ｯﾄ内容：取説●重量：133g ●電源：モニターアルカリ単4×3（添） 
●本体ｻｲｽﾞ：ヘッド部/76×34×32mm・頭囲/フリーサイズ ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：
90-144-16-100-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm 

CHN80-40U

[品]JIS_IPX4相当 

疲れにくいソフトベルト使用で、ベルトの取外しも可能。
特殊レンズによるムラのない明るい配光が特長。ヘッド
部分の角度調整が可能。

備蓄ラジオ　（ECO-5）

20N298

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：白色LED・AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・
iPhone、スマートフォン、携帯電話充電 ●ｾｯﾄ内容：スマートフォン
接続コード・携帯電話接続プラグ・取説・保証書●重量：165g ●電
源：ダイナモ ●本体ｻｲｽﾞ：66×105×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
48×125×98mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 ●名入：110-120-23-
100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×40mm 

CHN80-40S

備蓄用に最適、長期保管が可能なスーパーキャパシタ
搭載モデル。ラジオ・LEDライト・携帯電話充電の1台3役
！アウトドアでも活躍！
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コンセント充電式常備灯 ピオマ ここだよラ
イトS　（UGL3-W）

20N299

[税抜] \3,800

●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：70-180-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm 

JPN80-40V

[法]PS-Eマーク 

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。

災害備蓄用難燃フリース毛布　（BAP-
3000B）

20N300

[税抜] \3,400

●材質：ポリエステル100% ●機能：除湿処理・真空パック ●重量
：480g ●本体ｻｲｽﾞ：1650×1350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
290×230×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 

CHN90-50T

[品]防炎製品ラベル 

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

帰宅困難者15点セット　（51120）

20N301

[税抜] \3,000

●ｾｯﾄ内容：A4ジッパーファイル・4層！防寒防風アルミシート・4層
！防寒防風アルミ寝袋・アルミLEDライト&ホイッスル・抗菌消臭・
簡易トイレ（日本）・軍手・ロープ・笛・反射安全タスキ・スモークシャ
ットアウト・非常用給水袋3L・防災用ウェットティッシュ20枚（日本）
・ティライトキャンドル10P・綿棒10本・絆創膏5枚・取説●重量：
700g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×360×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 12個 
●名入：60-132-22-96-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN75-35S

[法]医療機器絆創膏:27B3X00138000001 

いざという時に役立つ帰宅困難者を支えるセットです。
A4ジッパーファイル入りなのでオフィスなどでの保管にも
便利です。

FMマルチステーション（ワイドFM対応）　（
6144）

20N302

[税抜] \2,000

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

CHN70-30S

フルカ

アウトドアにも防災にも役立つ多機能FMラジオライト。ワ
イドFM対応で、AM番組も聴く事ができます。いざという
時の懐中ライトも便利です。

アナバス ポケットラジオ　（PR-950）

20N303

[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：
30×700×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

CHN65-25S

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。

防災ルームスリッパ　（AP-509004）

20N305A A/Ｍ

[税抜] \1,800

●材質：ポリエステル･PE・ゴム ●重量：Ｍ/195ｇ・Ｌ/250ｇ ●本体
ｻｲｽﾞ：Ｍ/225×245mm・Ｌ/250×270mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：Ｍ
/260×60×290mm・Ｌ/290×65×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付PP
袋 32個 

CHN80-40S

いつもの軽量なルームスリッパが多機能な防災スリッパ
として使え、釘やガラス片などの危険物から足を保護し
ます。

防災ルームスリッパ　（AP-509011）

20N305B B/Ｌ

[税抜] \1,800

●材質：ポリエステル･PE・ゴム ●重量：Ｍ/195ｇ・Ｌ/250ｇ ●本体
ｻｲｽﾞ：Ｍ/225×245mm・Ｌ/250×270mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：Ｍ
/260×60×290mm・Ｌ/290×65×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付PP
袋 32個 

CHN80-40S

いつもの軽量なルームスリッパが多機能な防災スリッパ
として使え、釘やガラス片などの危険物から足を保護し
ます。

新・備 玄米リゾット非常食セット３食（Ｒ－３
Ａ）　（111728）

20N306

★[税抜] \1,500

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：玄米リゾット２４０ｇ×3（カレー、トマ
ト、和風）・個包装プラスプーン×3●重量：900ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
165×265×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：341×541×195mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：化粧箱 16個 

JPN92-52U

直送品

※カートン単位のみ、個人宅への配送は不可 

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。
お子様からご高齢の方までやわらかく食べやすく、温め
ずに召し上がっても、ヘルシーで美味しい。

エイドクルー#150　（8107）

20N307

[税抜] \1,500

●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：60-42-
16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm 

CHN70-30S

フルカ

[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。
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ラウンドランタントーチ　（6143）

20N308

[税抜] \1,500

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

CHN70-30S

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

オペレーターライト　（LT041）

20N309A A/レッド

[税抜] \1,400

●材質：アルミニウム・ABS・磁石 ●機能：トーチ・ライト・
赤色点滅灯 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：105ｇ ●電源：単
4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：φ28×187mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
49×39×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-
66-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：8×28mm 

CHN65-25S

マグネットや吊り下げフックを使い、手ぶらで作業が可能
。赤色点滅灯も備えています。

オペレーターライト　（LT041）

20N309B B/ガンメタ

[税抜] \1,400

●材質：アルミニウム・ABS・磁石 ●機能：トーチ・ライト・
赤色点滅灯 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：105ｇ ●電源：単
4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：φ28×187mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
49×39×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-
66-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：8×28mm 

CHN65-25S

マグネットや吊り下げフックを使い、手ぶらで作業が可能
。赤色点滅灯も備えています。

防災用除菌スプレー300mL（3年保存）　（
BJ-300）

20N310

[税抜] \1,200

●材質：水・次亜塩素酸ナトリウム（食品添加物）・酸性
剤（食品添加物） ●重量：350g ●容量：300mL ●本体ｻ
ｲｽﾞ：55×90×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 24個 

JPN75-35S

除菌や気になるニオイの消臭に効果を発揮します。ウイ
ルス対策にもご使用いただけますので避難場所などの
環境対策に！弱酸性で安心無害。

シートdeポンチョ2wayタイプ　（71100）

20N311

[税抜] \1,200

●材質：アルミ蒸着ポリエステル（PET）・PE・不織布 ●ｾ
ｯﾄ内容：シート・キャップ・取説●重量：232ｇ ●本体ｻｲｽﾞ
：シート/1700×1000×2mm・キャップ/310×310mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×170×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 

CHN75-35S

暖かいアルミ3層ブランケットシートです。付属のキャップ
を付けると、ポンチョに早変わり！コンパクトに折りたた
め携帯に便利です。

飛散防止吊立兼用ミラー　（YHB-21）

20N312

[税抜] \1,100

●材質：ガラス・PS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：313g ●本
体ｻｲｽﾞ：161×237×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
188×290×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式段ボール箱 32個
 

JPN70-30S

地震災害時の安全対策に!割れても大きな破片が飛び
散らない安心仕様です。

防火用カラーバケツ 10リットル　（6014B）

20N313A A/ブルー

[税抜] \1,000

●材質：PE・ハンドル/アルミ ●重量：470g ●容量：10L 
●本体ｻｲｽﾞ：φ312×234mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個 

JPN70-30S

ポリエチレン製で耐候性に優れ、広口で使いやすく、軽く
てサビにくいアルミ製ハンドル、底は指が掛けやすい上
げ底にしています。初期消火に 適なバケツです！！

防火用カラーバケツ 10リットル　（6014R）

20N313B B/レッド

[税抜] \1,000

●材質：PE・ハンドル/アルミ ●重量：470g ●容量：10L 
●本体ｻｲｽﾞ：φ312×234mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個 

JPN70-30S

ポリエチレン製で耐候性に優れ、広口で使いやすく、軽く
てサビにくいアルミ製ハンドル、底は指が掛けやすい上
げ底にしています。初期消火に 適なバケツです！！

防火用カラーバケツ 10リットル　（6014Y）

20N313C C/イエロー

[税抜] \1,000

●材質：PE・ハンドル/アルミ ●重量：470g ●容量：10L 
●本体ｻｲｽﾞ：φ312×234mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個 

JPN70-30S

ポリエチレン製で耐候性に優れ、広口で使いやすく、軽く
てサビにくいアルミ製ハンドル、底は指が掛けやすい上
げ底にしています。初期消火に 適なバケツです！！
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LEDミニキーライト K1　（8201）

20N314

[税抜] \1,000

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

CHN80-40U

超ミニサイズなのに強力に手元を照らしてくれる、LEDキ
ーライト。海外デザイン賞受賞・メーカー 長5年保証付
。

防災サバイバルカード　（SV-1）

20N315

[税抜] \800

●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・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 

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。

防災ツール15徳 コンビニエンス　（KN-15S）

20N316

[税抜] \750

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

CHN70-30S

いざという時に役立つ防災アイテムです。

水のいらないシャンプー200mL　（709972）

20N317

[税抜] \700

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

JPN80-40U

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

水のいらないボディソープ200mL　（709989）

20N318

[税抜] \700

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

JPN80-40U

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

新・備 パワーブースト ようかん　（111479）

20N319

★[税抜] \450

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

JPN90-50S

おいしさ、食べやすさにこだわったスティックタイプ。アレ
ルギー特定原材料等28品目不使用です。

たおれ防止補助プレート4枚入　（SJ-T40）

20N320

[税抜] \400

●材質：軟質ビニル ●ｾｯﾄ内容：大・小各2枚●重量：大
/65g・小/35g ●本体ｻｲｽﾞ：大/90×100×10mm・小/
90×50×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×95×28mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 

JPN70-30S

簡単にできる防震・防災対策です。

エイドクルー#36　（8101）

20N321

[税抜] \360

●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：60-
30-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm 

CHN70-30S

フルカ

[法]絆創膏/医療機器認証番号27B3X00138000001 

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。

ブルボン 缶入カンパン　（28899-04）

20N322

★[税抜] \250

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：カンパン90g・キャンデー
10g●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：φ77×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：裸 24個 【乳・小麦】 

JPN88-48T

5年間保存が可能な保存食です。糖分補給のキャンディ
入り。アレルギー表示：ごま
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ブルボン 缶入ミルクビスケット　（28901-04）

20N323

★[税抜] \250

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：ミルクビスケット75g●本体
ｻｲｽﾞ：φ77×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳・小麦】 

JPN88-48T

5年間保存が可能な保存食です。

ブルボン 缶入ミニクラッカー　（28900-04）

20N324

★[税抜] \250

●機能：保存5年 ●ｾｯﾄ内容：ミニクラッカー75g●本体ｻ
ｲｽﾞ：φ77×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【小麦】 

JPN88-48T

5年間保存が可能な保存食です。アレルギー表示：大豆

マルチLEDライト　（L2811）

20N325 指定不可

[税抜] \200

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：18g ●電源：ボタ
ン電池（内/交換不可) ●本体ｻｲｽﾞ：φ20×128mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×30×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 300個
 ●名入：60-36-17-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：7×25mm 

CHN70-30U

フルカ

LEDライトとペンライトが一体に！安全灯はもちろん、ペ
ン先も光るので、暗い場所での書き作業に便利です。

抗菌消臭・簡易トイレ　（36700）

20N326

[税抜] \200

●材質：高分子ポリマー・抗菌性ゼオライト・高密度PE 
●ｾｯﾄ内容：取説●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
500×600mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×90×7mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 200個 

JPN75-35S

抗菌・消臭携帯トイレです。処理袋付で万が一の時に非
常に役立ます。凝固剤には抗菌性ゼオライトを使用して
いるので臭いを軽減できます。

防災用ウェットボディタオル 超ロングサイズ
　（WB001）

20N327

[税抜] \190

●材質：レーヨン・ポリエステル ●重量：74g ●本体ｻｲｽﾞ
：300×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：60-36-27-
1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：70×110mm 

JPN70-30S

フルカ

1枚で全身が拭ける超ロングサイズのウエットボディタオ
ル。水が使えない非常時にも役立ち、アウトドアやスポ
ーツでも使えて便利。長期保存も可能です。

非常用給水バッグ　（15-257）

20N328

[税抜] \180

●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-刷込 ●
名入ｻｲｽﾞ：10×85mm 

THA70-30S

フルカ

災害時の水の確保はもちろん、アウトドアにも使えます。

防寒アルミシート　（SC-2004）

20N329

[税抜] \120

●材質：アルミ蒸着PET ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：43g ●
本体ｻｲｽﾞ：1300×2100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付ポリ袋 
400個 ●名入：台紙/30-30-17-400-オンデマンド印刷 
●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm 

CHN70-30S

フルカ

防寒保温のアルミシート。防災やアウトドアの必需品で
す
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＜インフルエンザ
対策＞

A&D 超音波温熱吸入器 ホットシャワー5　（
UN-135A-JC）

20N331A A/ブルー

[税抜] \20,000

●材質：ABS ●機能：超音波温熱方式・霧化量調整可 
●ｾｯﾄ内容：吸入マスク・マスクカバー・吸入ノズルセット
・口、鼻ノズル・霧化カバー・ヒーターガード・吸入液カッ
プ・計量スプーン・本体保護カバー・添付文書・クイックガ
イド・取説・保証書●重量：1.1kg ●電源：AC100V-90W 
●本体ｻｲｽﾞ：188×111×286mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
205×270×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 

CHN70-30S

[法]医療機器認証番号225AHBZX00022000 [法]PS-Eマ
ーク 

吸入療法で、のどの働きを活発に！超音波振動によっ
て水を霧化するので、やけどの心配がありません。生理
食塩水が使えるので、むせずにスムーズに吸入できま
す

A&D 超音波温熱吸入器 ホットシャワー5　（
UN-135A-JC1）

20N331B B/ピンク

[税抜] \20,000

●材質：ABS ●機能：超音波温熱方式・霧化量調整可 
●ｾｯﾄ内容：吸入マスク・マスクカバー・吸入ノズルセット
・口、鼻ノズル・霧化カバー・ヒーターガード・吸入液カッ
プ・計量スプーン・本体保護カバー・添付文書・クイックガ
イド・取説・保証書●重量：1.1kg ●電源：AC100V-90W 
●本体ｻｲｽﾞ：188×111×286mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
205×270×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 

CHN70-30S

[法]医療機器認証番号225AHBZX00022000 [法]PS-Eマ
ーク 

吸入療法で、のどの働きを活発に！超音波振動によっ
て水を霧化するので、やけどの心配がありません。生理
食塩水が使えるので、むせずにスムーズに吸入できま
す

ツインバード マイナスイオン発生空気清浄
機　（AC-D358PW）

20N332

[税抜] \15,000

●材質：PS ●機能：適用床面積12畳・集じんフィルター 
●ｾｯﾄ内容：集じんフィルター・脱臭フィルター・取説・保
証書●重量：4ｋg ●電源：AC100V-ターボ 43/49W、標
準 24/25W、静音 18/18W 、待機時 0.6/0.8W（50/60Hz）
 ●本体ｻｲｽﾞ：140×410×430mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×460×490mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 2個 ●名入
：90-420-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

マイナスイオンでお部屋の空気をリフレッシュ。 HEPAフ
ィルター採用&余裕の12畳対応で、0.3ミクロンの粒子を
99.97%キャッチします。

非接触スキャン体温計700　（TO-402WT）

20N333

[税抜] \10,000

●材質：ABS ●機能：赤LED発熱お知らせ（37.5℃以上）
  

・ 物表面温度測定・ミュート機能:オン/オフ ●ｾｯﾄ内容：
取説・保証書●重量：52ｇ ●電源：CR2032（内） ●本体
ｻｲｽﾞ：310×310×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
103×50×186ｍｍ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 

KOR70-30S

[法]医療機器認証番号301AFBZX00016000 

額の中央からこめかみまでをスキャンして体温測定しま
す。

ツインバード パーソナル加湿器　（SK-
4974W）

20N334

[税抜] \4,000

●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 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

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

ドリテック やわらかタッチ体温計　（TO-
200PK）

20N335

[税抜] \2,500

●材質：本体/ABS、ＴＰE・測温部/ステンレス・電池蓋
/PC ●機能：わき専用・予測検温30秒・前回値・抗菌・ブ
ザー音2種類・オートオフ ●ｾｯﾄ内容：収納ケース・取説・
保証書●重量：13g ●電源：モニターLR41（内） ●本体ｻ
ｲｽﾞ：140×22×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
187×82×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 144個 ●名入：
ケース/110-120-23-400-S ●名入ｻｲｽﾞ：12×93mm 

CHN65-25V

[法]一般医療機器227AKBZX00022000 [法]EMC適合 

先が曲がるのでやさしくわきにフィットする、30秒予測式
体温計です。

タニタ 電子体温計　（BT-470-BL）

20N336

[税抜] \2,500

●材質：ABS・PMMA・TPE・ステンレス ●機能：バックラ
イト大型液晶・予測検温20秒・オートパワーオフ・前回値
メモリー・フレキシブル測定部・一部防浸（測定部） ●ｾｯ
ﾄ内容：取説・保証書●重量：23g ●電源：モニター
CR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：136×29×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：80×186×29mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 12個 

CHN75-35S

[法]医療機器認証番号229AFBZX00027000 [品
]JIS_IPX7相当 

スピーディに正確な体温を測定。大型液晶表示＋バック
ライトで結果が見やすい体温計です。

エンペックス デジタル温湿度計　（TD-8140
）

20N337

[税抜] \2,000

●材質：ABS ●機能：温湿度・時計・月日自動切替（毎5
秒）・アラーム・掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重
量：110g ●電源：モニター単4（内） ●本体ｻｲｽﾞ：
106×98×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：108×100×28mm ●
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：10×50mm 

CHN65-25S

見やすい大型画面に温度、湿度、時計、アラームが付い
て持ち運びにも便利です。
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おうちルームデジタル温湿度計　（TD-8411
）

20N338A A/ホワイト

[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 

CHN70-30W

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。

おうちルームデジタル温湿度計　（TD-8415
）

20N338B B/ピンク

[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 

CHN70-30W

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。

おうちルームデジタル温湿度計　（TD-8416
）

20N338C C/ブルー

[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 

CHN70-30W

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。

カラーウェザーインフォクロック （音・振動セ
ンサー付）　（6168）

20N339

[税抜] \1,500

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・温湿度・天気予報
・カレンダー・バックライト・音、振動センサー ●ｾｯﾄ内容
：取説●重量：99g ●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
140×80×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：147×85×48mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：60-42-16-200-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×50mm 

CHN70-30S

フルカ

これからの天気予報や温度、湿度がカラー表示される見
やすい多機能時計。音・振動センサー付でバックライトが
自動点灯。暗闇でも簡単に時刻が確認できます。

ペーパーモイスチャーブーケ  彩々　（AP-
433606）

20N341A A/ガーベラ

[税抜] \1,280

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
160×60×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×20×280mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 100個 

JPN80-40S

お部屋に潤いと華やかさをプラス。水に挿すだけのエコ
なペーパー加湿器。

ペーパーモイスチャーブーケ  彩々　（AP-
433613）

20N341B B/バラ

[税抜] \1,280

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
160×60×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×20×280mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 100個 

JPN80-40S

お部屋に潤いと華やかさをプラス。水に挿すだけのエコ
なペーパー加湿器。

ドリテック 電子体温計　（TO-100WT）

20N342A A/ホワイト

[税抜] \1,000

●材質：ABS・PC・ステンレス ●機能：前回測定値メモリ
ー・オートパワーオフ・ワキ下、口中兼用 ●ｾｯﾄ内容：ケ
ース・取説・保証書●重量：10g ●電源：モニターLR41（
内） ●本体ｻｲｽﾞ：18×128×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×55×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 144個 ●名入：
110-120-23-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×91mm 

CHN60-20S

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証
印 

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

ドリテック 電子体温計　（TO-100PK）

20N342B B/ピンク

[税抜] \1,000

●材質：ABS・PC・ステンレス ●機能：前回測定値メモリ
ー・オートパワーオフ・ワキ下、口中兼用 ●ｾｯﾄ内容：ケ
ース・取説・保証書●重量：10g ●電源：モニターLR41（
内） ●本体ｻｲｽﾞ：18×128×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×55×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 144個 ●名入：
110-120-23-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×91mm 

CHN60-20S

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証
印 

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

ラバークール アイスまくら スリムタイプ　（
RI-700）

20N343

[税抜] \900

●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 

JPN70-30T

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！！
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ミニチェック液晶体温計

20N344

[税抜] \600

●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：160-
29-32-1000-O ●名入ｻｲｽﾞ：56×87mm 

USA75-35S

フルカ

[法]医療機器認証番号13B3X1014900T001 

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。

おててポン  キャップレス　（ZHT-CL/H-01）

20N345A A/ブルー

[税抜] \600

●材質：PE・PET・PBT ●重量：17g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×50×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 240個 

JPN80-40S

食品工場や介護施設などで手洗いの徹底させることが
できます。

おててポン  キャップレス　（ZHT-CL/H-02）

20N345B B/ピンク

[税抜] \600

●材質：PE・PET・PBT ●重量：17g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×50×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 240個 

JPN80-40S

食品工場や介護施設などで手洗いの徹底させることが
できます。

シヤチハタ 手洗い練習スタンプ おててポン
　（ZHT-A1）

20N346A A/ブルー

[税抜] \500

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

JPN80-40S

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

シヤチハタ 手洗い練習スタンプ おててポン
　（ZHT-A2）

20N346B B/ピンク

[税抜] \500

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

JPN80-40S

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

抗ウイルス加工ハンドタオル　（SKV56051F
）

20N347

[税抜] \500

●材質：綿100% ●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
290×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：125×160×45mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：OPP袋 120個 

JPN60-20S

抗ウイルス加工（防菌・防臭）のハンドタオルです。

健康チェックカードルーペG　（CR-20T）

20N348

[税抜] \200

●材質：PVC ●機能：簡易体温計・倍率3.5倍 ●重量：
2g ●本体ｻｲｽﾞ：85×54×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×60×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPPカードケース 300個 ●
名入：60-18-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×45mm 

JPN70-30S

体調管理が一番！持ってて便利な簡易体温計付きのル
ーペです。

ノンアルコール除菌ウエット大判（10枚入り）
　（WT-012）

20N349

[税抜] \170

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウエットティッシュ（
310×200）10枚●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
125×210×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個 ●名入：30-17-
22-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：20×80mm 

JPN75-35V

フルカ

ノンアルコールタイプの大判除菌ウエットティッシュ。お肌
の気になる方でも安心です。また除菌効果も期待出来る
商品ですので、身の回りの汚れ落としに 適です。

発熱チェックカード　（HC-11）

20N350

[税抜] \100

●材質：紙・表面/PP樹脂貼り加工 ●機能：簡易体温計
 ●重量：2g ●本体ｻｲｽﾞ：55×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
60×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPPカードケース 500個 ●名入
：55-18-16-300-K ●名入ｻｲｽﾞ：45×75mm 

JPN65-25U

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

ロボクリーナーミニ　（SZ-M280）

20N361

[税抜] \20,000

●材質：ABS ●機能：充電時間4.5時間・稼働時間50分・
段差探知・ダストケース丸洗い可 ●ｾｯﾄ内容：ＡＣアダプ
ター・フロアーモップ×2・フロアー
モップホルダー・集塵フィルター×2・サイドブラシＬ、Ｒ各
2・取説・保証書●重量：1.5ｋｇ ●電源：ニッケル水素Ni-
MH14.4V ●本体ｻｲｽﾞ：φ280Ｘ75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
313×121×383mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個 

CHN70-30V

[法]PS-Eマーク 

フローリング床にピッタリ！　拭き掃除しながら吸い込み
ます！　操作は簡単ワンタッチ、小型設計でソファーや
ベットの下もスイスイ。

ツインバード コードレススティック型クリーナ
ー　（TC-5109W）

20N362

[税抜] \15,000

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

CHN75-35S

[法]PS-Eマーク 

一台3役・お気軽コードレス

ぱくぱくローラーW　（N80）

20N363

[税抜] \2,300

●材質：ABS・ナイロン（パイル）・アルミパイプ ●重量：
261g ●本体ｻｲｽﾞ：195×210×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
203×290×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙パッケージ（添） 40個 
●名入：ヘッド部/130-58-30-500-P ●名入ｻｲｽﾞ：
50×30㎜ 

CHN70-30S

前後に押し引きするだけでWブラシがカーペットに絡まり
ついた頑固で取れない髪の毛やペット抜け毛、綿ボコり
や粗ゴミを簡単にキャッチします。

エチケットブラシde網戸掃除 プラス　（N20）

20N364

[税抜] \800

●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㎜ 

CHN70-30S

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。

お掃除に便利な4点セット　（37205）

20N365

[税抜] \750

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

CHN80-40S

年末の大掃除などに便利なアイテムの4点セット。

銅の力 抗菌スポンジ　（F8356）

20N366

[税抜] \520

●材質：ウレタンスポンジ・不織布・銅微粒子 ●重量：20
ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：110×70×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×75×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 

JPN70-30S

キズがつきにくい特殊加工。銅イオンの働きでタワシの
雑菌の繁殖を防ぎ、いつも清潔です。

水だけキッチン3点セット　（GA032）

20N367 指定不可

[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：アクリルパワーネットスポンジ（中国）・めち
ゃ落ちーるミニ・マイクロファイバークロス（中国）●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×190×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 
●名入：50-10-32-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

JPN70-30U

キッチン廻りの汚れが、水だけで落とせます。人気の3点
セットです。

スリーキッチンセット　（GA-030）

20N368 指定不可

[税抜] \280

●ｾｯﾄ内容：クッキングフレッシュ・フリーザーバッグ（タイ
）・ネットクリーナー●重量：83g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×145×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：
50-10-32-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm 

CHN70-30S

キッチンでよく使う商品のセットです。
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SWキッチンスポンジ　（KSW02）

20N369A A/おばけ

[税抜] \220

●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 

THA70-30S

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。

SWキッチンスポンジ　（KSW03）

20N369B B/怪獣

[税抜] \220

●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 

THA70-30S

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。

クリンクルパワフル除菌キッチンクリーナー
20枚　（LD-606）

20N370

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：175ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
210×110×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×110×35mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PE・PET袋 30個 

JPN65-25T

アルコール40%配合のキッチンクリーナーです。

クリンクル 拭き掃除万能クリーナー20枚　（
LD－602）

20N371

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：240g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×110×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PE・PET袋 30個 ●名入：
フラップ/25-6-22-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：48×115mm 

JPN68-28T

フルカ

油・皮脂・手垢もすっきり！

なんでもまるごとクリーナー50枚　（O-17）

20N372

[税抜] \160

●材質：不織布 ●重量：130ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×110×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP・PET袋 50個 

JPN65-25S

使い勝手の良いクリーナー５０枚入です。

マイクロファイバークロス　（GA-200）

20N373 指定不可

[税抜] \150

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

CHN70-30S

水を含ませてこするだけで極細繊維が汚れをキャッチ。

ふわもこ折りたたみモップ　（SJ-13）

20N374 指定不可

[税抜] \130

●材質：PP・PET・ナイロン ●重量：41g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
100×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×130×60mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 96個 ●名入：60-54-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ
：8×35mm 

CHN70-30S

かわいいふわふわモコモコのモップ。折りたためるので
収納に便利です。

粗品用ゴミ袋5枚BOX　（KK-015）

20N375

[税抜] \120

●材質：HDPE ●重量：118g ●容量：45L ●本体ｻｲｽﾞ：
650×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×240×23mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：箱/30-17-22-1000-L ●
名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

VIE75-35V

フルカ

外箱に名刺をはさめる切り込み加工があり、粗品をお渡
しするときにも便利です。45LサイズのHDゴミ袋5枚入り
です。

超厚手カウンタークロス1枚入　（15-215）

20N376 指定不可

[税抜] \100

●材質：レーヨン90%・ポリエステル10% ●重量：18g ●本
体ｻｲｽﾞ：300×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×155×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個 ●名入：台紙
/45-6-17-250-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：30×140mm 

JPN70-30S

超厚手の新感覚ふきん。吸水性、耐久性があり毛羽立
ちにくく丈夫な素材なので、繰り返し洗濯・漂白できます
。
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＜受験（合格祈願）＞

合格必勝アイピロー　（AR-43SAKAKA）

20N381A A/ｻｸﾗの香り

[税抜] \1,300

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

JPN75-35T

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

合格必勝アイピロー　（AR-43LAAO）

20N381B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[税抜] \1,300

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

JPN75-35T

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

ハードカバーノート　（SC-2010）

20N382 指定不可

[税抜] \260

●材質：PU・紙 ●機能：ブックマーク用平紐付 ●重量：
100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：140×90×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 
150個 

CHN70-30S

しっかり握れて書き留めやすい！使いやすさ抜群の手
の平サイズミニノート。

ふせんto定規　（SJ-18F）

20N383

[税抜] \180

●材質：ABS・紙 ●重量：18g ●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 

TPE70-30S

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!

受験応援和紙ファイル（雲流白）

20N384

[税抜] \150

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●重量：32ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
310×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×310×1mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 50個 

JPN70-30S

非木材(国内竹)と間伐材を使用した非木材グリーン協会
認定商品です。

合格定規（12ｃｍ）

20N385

[税抜] \120

●材質：アクリル ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：32×135mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：32×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 
●名入：60-18-37-1000-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×35mm 

JPN75-35S

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

書き込みクリップ（合格祈願！）

20N386

[税抜] \80

●ｾｯﾄ内容：シール●重量：7.5ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×30×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 

JPN75-35U

目標があると、頑張れる！　目標や希望をシールに書い
てクリップ貼り。

ふせんメモセット　（SC-1503）

20N387

[税抜] \80

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：ふせんメモ25枚・ふせん5色×各
25枚●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：80×85×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：82×87×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 800個 ●名入：
55-30-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×60mm 

CHN70-30S

5色のミニふせんとふせんメモのセットです。
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受験応援カイロ

20N388

[税抜] \70

●機能： 高温度68℃・平均温度52℃ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×128×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個 ●名入：台紙
/45-6-16-240-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：14×95mm 

JPN70-30S

合格祈願グッズのカイロです。

お守り消しゴム

20N389 指定不可

[税抜] \65

●材質：エラストマー ●重量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：
38×27×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 500個 

JPN75-35U

受験生の必須アイテムのお守りが消しゴムになりました
。

福朗（フクロウ）消しゴム

20N390 指定不可

[税抜] \60

●材質：エストラマー ●重量：8ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
2.8×2.1×2.1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：7×6×2.1mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：OPP袋 500個 

JPN75-35U

フクロウは智恵と学問の聖鳥！

合格だるま消しゴム

20N391 指定不可

[税抜] \60

●材質：エストラマー ●重量：8ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
2.5×2.3×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：6×7×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：OPP袋 500個 

JPN75-35U

頑張る人を応援します！　　　

セミナーバッグ マチ付　（SC-2001BK）

20N392A A/ブラック

[税抜] \50

●材質：PP（不織布） ●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 

CHN70-30S

底マチたっぷり１０cm！資料や配布物を入れるのに便
利です。

セミナーバッグ マチ付　（SC-2001NV）

20N392B B/ネイビー

[税抜] \50

●材質：PP（不織布） ●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 

CHN70-30S

底マチたっぷり１０cm！資料や配布物を入れるのに便
利です。

セミナーバッグ マチ付　（SC-2001BR）

20N392C C/ブラウン

[税抜] \50

●材質：PP（不織布） ●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 

CHN70-30S

底マチたっぷり１０cm！資料や配布物を入れるのに便
利です。

セミナーバッグ マチ付　（SC-2001BE）

20N392D D/ベージュ

[税抜] \50

●材質：PP（不織布） ●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個 

CHN70-30S

底マチたっぷり１０cm！資料や配布物を入れるのに便
利です。
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＜バレンタインデー＞

函館ふうげつどう ライチフロマージュ　（4）

20N401

★[税抜] \4,500

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

JPN00-60V

直送品

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

ロールズニューヨーク カップケーキ8個入

20N402

★[税抜] \2,350

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

JPN13-73V

直送品

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

和ショコラ24個

20N403

★[税抜] \2,150

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

JPN14-74V

直送品

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

ルージュバーム＆ガレット　（GE-10C）

20N404

★[税抜] \1,000

●ｾｯﾄ内容：2層バームクーヘン×3（キャラメル＆ミルク
、ストロベリー＆ミルク、抹茶＆ミルク）・ガレット×4（スト
ロベリー、プレーン各2）●重量：260ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
155×200×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 【卵・乳・小
麦】 

JPN90-50U

ふんわり・しっとり食感のバームクーヘン、サクッと厚み
のあるガレットをセットにしました。

いちごショコラクッキー　（6266）

20N405

★[税抜] \400

●ｾｯﾄ内容：クッキー×10●重量：130g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×200×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 【卵・乳・小
麦】 

JPN88-48V

いちごの甘みとショコラの苦みがマッチしたクッキーです
。

御礼＆感謝のきもちＰＡ・ＶＭ

20N406 指定不可

★[税抜] \324

●ｾｯﾄ内容：チョコレート36ｇ●重量：46ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
170×115×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳】 

JPN83-43S

御礼のタッグの付いた袋にのし袋柄の個包装のチョコレ
ートを入れました。１２月２５日～の出荷になります。在
庫なくなり次第終売になります

チョコレート（12P）　（CRI-15）

20N407

★[税抜] \150

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

JPN80-40S

外側を砂糖でしっかりと包み込み、味わい深いチョコレー
トに仕上げました。

のし袋（あにまる）　（30003）

20N408 指定不可

★[税抜] \120

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

JPN85-45S

可愛いアニマル柄の入ったのし袋にチョコを入れました。



WEB ウインターナウ２０２０

＜卒業・卒部・卒団＞

ホームプラネタリウム スターサテライト 回転
式　（147099）

20N411

[税抜] \10,000

●材質：ABS ●機能：投影恒星数（北天）/316個（1～4
等星、星座名、星座ライン入り）・光源/LED・回転式/約
40分で一回転・連続作動時間/12時間・ 大投影距離/
約2.5m ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：350g ●電源：
単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：165×175×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：180×180×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●
名入：160-180-92-300-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ50mm 

CHN75-35U

北天の夜空がお部屋に広がります。星座線・星座名入り
で学習用としてもお使いいただけます。

本錫タンブラー スタンダード大　（STSB-S）

20N412

[税抜] \10,000

●材質：本錫 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：330g ●容量：
300mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ72×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
163×90×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：桐箱 6個 ●名入：130-
180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：φ40mm 

JPN80-40S

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

本錫タンブラー ベルク小シングル　（STB-S
）

20N413

[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：130-
180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：φ35mm 

JPN80-40S

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

ワイヤレス充電機能付クロック　（6175）

20N414

[税抜] \5,000

●材質：ABS・MDF ●機能：ワイヤレス充電・時計・アラ
ーム・温度・カレンダー・振動センサー ●ｾｯﾄ内容：USB
コード・取説●重量：261g ●電源：単4×3（別）・モニター
用CR2032（内）・USB ●本体ｻｲｽﾞ：70×160×70mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×82×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 18個
 ●名入：60-42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN70-30S

フルカ

スマートフォンを置くだけで充電ができる、ワイヤレス充
電機能付の多機能時計です。振動センサー付。ワイヤレ
ス充電対応が必要。一部使用不可機種あり。

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

20N415

[税抜] \3,900

●材質：真鍮 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ
：φ13.7×19.8×111.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
54×170×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：化
粧箱/35-24-22-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：4.5×15mm 

JPN80-40S

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

タニエバーGTK メールパック　（TSK-57113
）

20N416A A/シルバー

[税抜] \3,200

●材質：アルミ・真鍮・鉄 ●機能：ネーム印（直径9mm）・
認印（直径10mm）・ミニネーム印（直径5mm） ●ｾｯﾄ内容
：取説●重量：18g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12×110mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：190×77×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 6個 ●名入：
45-24-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×35mm 

JPN70-30S

クリップ付の超スリムボディに、9mm浸透ネーム印、5mm
浸透ミニネーム印、10mm黒壇認印を内蔵した多機能ネ
ーム印です。

タニエバーGTK メールパック　（TSK-57106
）

20N416B B/ピンク

[税抜] \3,200

●材質：アルミ・真鍮・鉄 ●機能：ネーム印（直径9mm）・
認印（直径10mm）・ミニネーム印（直径5mm） ●ｾｯﾄ内容
：取説●重量：18g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12×110mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：190×77×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 6個 ●名入：
45-24-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×35mm 

JPN70-30S

クリップ付の超スリムボディに、9mm浸透ネーム印、5mm
浸透ミニネーム印、10mm黒壇認印を内蔵した多機能ネ
ーム印です。

タニエバーGTK メールパック　（TSK-57120
）

20N416C C/ブルー

[税抜] \3,200

●材質：アルミ・真鍮・鉄 ●機能：ネーム印（直径9mm）・
認印（直径10mm）・ミニネーム印（直径5mm） ●ｾｯﾄ内容
：取説●重量：18g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12×110mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：190×77×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 6個 ●名入：
45-24-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×35mm 

JPN70-30S

クリップ付の超スリムボディに、9mm浸透ネーム印、5mm
浸透ミニネーム印、10mm黒壇認印を内蔵した多機能ネ
ーム印です。
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陶器風ひえ～るタンブラー 黒柿釉410cc

20N417

[税抜] \3,000

●材質：アルミ（アクリル塗装） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
105g ●容量：410mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ75×120mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×132mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 45個 
●名入：130-300-12-10-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
45×40mm 

JPN75-35V

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

プラチナ ピノバ　（MWB-2000H#1）

20N418A A/ｼｬﾄﾞｰﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \2,000

●材質：アルミ ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・回転
式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21.5g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
12.2×143.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：181×62×33mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱（添） 9個 ●名入：60-18-16-50-S ●名入
ｻｲｽﾞ：7×38mm 

JPN75-35S

指に吸い付くような感触のマットパール塗装に、書き出し
スムーズな低粘度インクを搭載した新モデル。

プラチナ ピノバ　（MWB-2000H#26）

20N418B B/シルキーレッド

[税抜] \2,000

●材質：アルミ ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・回転
式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21.5g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
12.2×143.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：181×62×33mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱（添） 9個 ●名入：60-18-16-50-S ●名入
ｻｲｽﾞ：7×38mm 

JPN75-35S

指に吸い付くような感触のマットパール塗装に、書き出し
スムーズな低粘度インクを搭載した新モデル。

プラチナ ピノバ　（MWB-2000H#55）

20N418C C/スモークブルー

[税抜] \2,000

●材質：アルミ ●機能：複合筆記具（2色BP+SP）・回転
式 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：21.5g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
12.2×143.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：181×62×33mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱（添） 9個 ●名入：60-18-16-50-S ●名入
ｻｲｽﾞ：7×38mm 

JPN75-35S

指に吸い付くような感触のマットパール塗装に、書き出し
スムーズな低粘度インクを搭載した新モデル。

木製パズル  タングラム　（065832）

20N419

[税抜] \1,680

●材質：木 ●機能：対象年齢:6才以上 ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：120g ●本体ｻｲｽﾞ：150×119×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：150×120×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 

CHN90-50S

脳の健康維持を意識して、脳の若返りを目指すアクティ
ブシニアのためのパズル・エクササイズ。

電子メモパッド　（ST132）

20N420

[税抜] \1,400

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：111ｇ ●電源：モ
ニターCR2016（内） ●本体ｻｲｽﾞ：227×147×5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×150×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 
●名入：60-66-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm 

CHN65-25S

付属のペンを使い、手書き感覚で描ける電子メモパッド。
ボタン一つで一括消去できて何回でも使用可能。紙の節
約に貢献。

胴上げ色紙　（AR0819114）

20N421A A/ピンク

[税抜] \1,300

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

JPN75-35T

色紙を開くと想いを込めた気持ちで大切な人を胴上げで
きます。

胴上げ色紙　（AR0819115）

20N421B B/ブルー

[税抜] \1,300

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

JPN75-35T

色紙を開くと想いを込めた気持ちで大切な人を胴上げで
きます。

フォトクロック ポライト　（6122）

20N422

[税抜] \750

●材質：ABS ●機能：写真/92×61mm・時計・アラーム・
カレンダー・タイマー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：89g ●電
源：単4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：100×140×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：105×150×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名
入：60-42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm 

CHN70-30S

フルカ

お気に入りの写真を手軽に飾れるデジタルフォトクロック
です。
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＜入学・入園＞

どこでももちものスタンプ  マイキャラ　（
PEM-A5/MO）

20N431

[税抜] \1,300

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

CHN80-40S

お子さまの“もちもの”に名前をカンタンスタンプ!

せいかつかるた　（160-039）

20N432

[税抜] \500

●材質：紙 ●機能：生活のルール、マナー、習慣44種 
●ｾｯﾄ内容：絵札、文字札各44枚●重量：149ｇ ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：35×147×192mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 48個 

CHN80-40W

かるた読み上げアプリ無料配信中！

シヤチハタ  おりがみ工場　（ZPC-A2/H）

20N433A A/ピンク

[税抜] \500

●材質：PE・PET ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：137g ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×11×235mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 ●
名入：40-24-22-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：11×50mm 

CHN80-40S

チラシなどの不要な紙を使っておりがみを作ることがで
きます。

シヤチハタ  おりがみ工場　（ZPC-A1/H）

20N433B B/ブルー

[税抜] \500

●材質：PE・PET ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：137g ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×11×235mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個 ●
名入：40-24-22-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：11×50mm 

CHN80-40S

チラシなどの不要な紙を使っておりがみを作ることがで
きます。

コードリール付レザー調パスケース　（
50140）

20N434

[税抜] \380

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

CHN70-30S

フルカ

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

Artline BLOX 暗記用　（KTX-330/S-G）

20N435A A/緑色ﾍﾟﾝｾｯﾄ

[税抜] \300

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

MAS80-40S

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

Artline BLOX 暗記用　（KTX-330/S-R）

20N435B B/赤色ﾍﾟﾝｾｯﾄ

[税抜] \300

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

MAS80-40S

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

ぬりえこバッグＡ　（SC-2021）

20N436 指定不可

[税抜] \220

●材質：6色クレヨン/パラフィン・ぬり絵バッグ/不織布 
●ｾｯﾄ内容：6色クレヨン・ぬりえバッグ●重量：52ｇ ●本
体ｻｲｽﾞ：クレヨン箱/92×52×10mm・ぬり絵バッグ
/220×220×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 

CHN70-30S

ぬり絵で遊べるトートバッグ。バッグはお子様でも使える
小さめサイズです。
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＜桜・花見＞

サクラ咲くロール

20N441

★[税抜] \2,450

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

JPN12-72V

直送品

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

サクラソウ  フローラルコンテナ　（GD-486）

20N442

[税抜] \550

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

JPN75-35S

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

おっきなパステルトートバッグ　（82240）

20N443 指定不可

[税抜] \500

●材質：ポリエステル ●重量：135g ●本体ｻｲｽﾞ：
380×300×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：390×310×5mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：60-108-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：60×85mm 

CHN75-35S

フルカ

片面にポケットがついた、ちょっぴり大きめのパステルト
ートバッグです。かわいらしいパステルカラー調です。

市田ひろみ 銀彩華･舞 小皿ペア　（HR-689
）

20N444

[税抜] \480

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：小皿
×2●重量：120g ●本体ｻｲｽﾞ：φ120×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：245×130×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

京都の吉野の山のイメージを彩り、鮮やかにデザインさ
れています。使い勝手の良い形状が魅力です。舞い上
がる花びらに乗せて真心をおくります。

さくらのはなタオル（名刺ポケット付OPP袋
入）　（6J1347-01P）

20N445 指定不可

[税抜] \350

●材質：綿100% ●重量：83g ●本体ｻｲｽﾞ：340×860mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×135×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：名刺入
付OPP袋 200個 

CHN70-30S

可愛い桜の花をあしらったソフトタオル。パイルも充分長
く吸収性に優れています。また、名刺ポケット付OPP袋
入れなので、便利にお使い戴けます。

花びら浮かぶさくらの湯　（HU-SY）

20N446

[税抜] \220

●ｾｯﾄ内容：入浴剤50ｇ●重量：53g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×115×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 

JPN65-25S

うららかな春の陽気を思い出させるやさしいさくら色のお
湯と、爽やかな桜の香り。そして浮かべてしばらくすると
お風呂に消える不思議な花びらが入っています。

バラエティソープさくらの香り　（CV-SA）

20N447

[税抜] \100

●重量：35g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×65×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：PP袋 150個 

JPN65-25U

[法]化粧品 

日本で も親しまれている花の一つ、サクラ。その葉か
ら抽出されたエキス配合。お肌にうるおいを与えすこや
かにします。

ペーパーストロー　（DH041）

20N448

[税抜] \80

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：ストロー×10・取説●重量：15g 
●本体ｻｲｽﾞ：φ6×197mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
7×80×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 500個 

CHN65-25S

昨今問題の微細プラスチックによる海洋汚染｡ストローを
紙製にして環境問題に貢献｡
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＜春の全国交通安全
運動（４月）＞

スリングバッグ反射テープ付　（SC-1415）

20N451A A/ブルー

[税抜] \1,250

●材質：ポリエステル ●機能：フロントホックタイプ・イヤ
ホンホール ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：240g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×430×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：330×430×80mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 ●名入：70-108-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN70-30S

便利なワンショルダータイプ。夜間に光る反射テープ付。
サイドのメッシュポケットにはペットボトルも入ります。

スリングバッグ反射テープ付　（SC-1415）

20N451B B/レッド

[税抜] \1,250

●材質：ポリエステル ●機能：フロントホックタイプ・イヤ
ホンホール ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：240g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×430×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：330×430×80mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 ●名入：70-108-17-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：50×50mm 

CHN70-30S

便利なワンショルダータイプ。夜間に光る反射テープ付。
サイドのメッシュポケットにはペットボトルも入ります。

リフレクターウエストポーチ　（BD067）

20N452

[税抜] \1,000

●材質：ポリエステル・PP・POM ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：124g ●本体ｻｲｽﾞ：130×360×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：200×345×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個 ●名入：
110-60-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN65-25S

バッグ全体が光を反射して存在をお知らせ。ベルトもリフ
レクター仕様で夜道に安心を。

車載スマホホルダー　（MA057）

20N453

[税抜] \700

●材質：ABS・シリコン・アルミ ●機能：適応スマホサイ
ズ/158×78mm ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：53ｇ ●本体ｻｲ
ｽﾞ：48×112×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：51×123×85mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-54-16-100-P ●
名入ｻｲｽﾞ：8×25mm 

CHN65-25S

スマ－トフォンの重みで固定され、取り外しも簡単。車の
エアコン吹き出し口に取り付けるスマホホルダーです。

ストラップ付ホイッスルライト　（ES040）

20N454

[税抜] \550

●材質：ABS・PS・ポリエステル ●機能：ライト(強、弱)・
点滅灯・ホイッスル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：32g ●電
源：単４（別） ●本体ｻｲｽﾞ：90×29×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：92×50×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：
60-57-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×25mm 

CHN65-25S

３種のライトとホイッスルが合体。ストラップで身近に備え
て。

巾着リュック（反射テープ付）　（50070）

20N455

[税抜] \350

●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：60-
72-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm 

CHN70-30S

フルカ

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。

反射安全タスキ　（81345）

20N456

[税抜] \300

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

CHN70-30S

夜間の安全対策必需品です。

ライトdeリストバンド　（SJ-30B）

20N457

[税抜] \300

●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：
60-71-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：70×12ｍｍ 

CHN70-30S

ライトが付いた反射素材のリストバンド。ワンタッチで簡
単装着。ライトは点滅早、遅、点灯の3段階切り替えでき
ます。
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2WAY反射バッグ　（SC-1611）

20N458 指定不可

[税抜] \300

●材質：PP（不織布） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：48g ●本
体ｻｲｽﾞ：435×335mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：350×250mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 180個 ●名入：90-72-17-100-S ●名入
ｻｲｽﾞ：100×100mm 

CHN70-30S

ナップサック/手提げバッグの2通りの使い方ができます
。反射テープ付なので夜間も安心です。

反射テープ付ナップサック　（SC-2009）

20N459 指定不可

[税抜] \250

●材質：ポリエステル ●機能：反射テープ付 ●ｾｯﾄ内容
：取説●重量：40ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：350×410mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：180×160×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 

CHN70-30S

反射テープ付きで、夜間の事故防止の一助に。

ライトinライト 反射機能付　（5140）

20N460 指定不可

[税抜] \200

●材質：PVC ●機能：LEDライト・リフレクター（反射） ●
ｾｯﾄ内容：ボールチェーン●重量：5g ●電源：
CR1220×2（内/交換不可) ●本体ｻｲｽﾞ：8×40×60mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：9×60×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個
 ●名入：60-30-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：15×10mm 

CHN70-30S

フルカ

暗い夜道も安心。反射機能付のかわいい電球型のライ
トです。

リフレクターアームベルト　（E2901）

20N461 指定不可

[税抜] \80

●材質：PVC・ステンレススチール ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：230×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
37×260mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付PP袋 900個 ●名入：
60-36-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：12×45mm 

CHN70-30U

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

アニマルリフレクター　（S2951）

20N462 指定不可

[税抜] \80

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

CHN70-30U

子供たちの安全のために可愛いアニマルリフレクターを
。
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＜春の防犯運動
（3～5月）＞

タニタ 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル　
（FB-738-YL）

20N471A A/イエロー

[税抜] \3,000

●材質：ABS、PMMA ●機能：歩数、ホイッスル ●ｾｯﾄ内
容：オリジナルサバイバルカード・取説・保証書●重量：
28ｇ ●電源：モニター CR2032 ●本体ｻｲｽﾞ：
14.5×81×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：18×75×165mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 24個 ●名入：60-120-23-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：3×50mm 

CHN80-40S

設定いらずのカンタン歩数計に緊急ホイッスルがつきま
した。災害時など声が出ないときにも、小さな息でも大き
な音で助けを呼べる。

タニタ 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル　
（FB-738-BK）

20N471B B/ブラック

[税抜] \3,000

●材質：ABS、PMMA ●機能：歩数、ホイッスル ●ｾｯﾄ内
容：オリジナルサバイバルカード・取説・保証書●重量：
28ｇ ●電源：モニター CR2032 ●本体ｻｲｽﾞ：
14.5×81×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：18×75×165mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 24個 ●名入：60-120-23-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：3×50mm 

CHN80-40S

設定いらずのカンタン歩数計に緊急ホイッスルがつきま
した。災害時など声が出ないときにも、小さな息でも大き
な音で助けを呼べる。

シャチハタ  ケスペタ　（ZSG-A1/H）

20N472A A/ブルー

[税抜] \300

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：52g ●本体ｻｲｽﾞ：
φ35.8×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×80×160mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：キャップ/40-24-22-100-P 
●名入ｻｲｽﾞ：12×7mm 

JPN80-40S

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

シャチハタ  ケスペタ　（ZSG-A2/H）

20N472B B/ピンク

[税抜] \300

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：52g ●本体ｻｲｽﾞ：
φ35.8×97mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×80×160mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：キャップ/40-24-22-100-P 
●名入ｻｲｽﾞ：12×7mm 

JPN80-40S

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

ホイッスル付きミニトーチ　（SC-1808）

20N473

[税抜] \180

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：14g ●電源：
CR1220×2（内） ●本体ｻｲｽﾞ：68×36×11mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：80×48×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 300個 ●名
入：55-36-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×35mm 

CHN70-30S

緊急時に便利なLEDライト&ホイッスル。

ホイッスル付ライトペン　（SC-1504）

20N474 指定不可

[税抜] \90

●材質：ABS・AS ●機能：LEDライト・緊急用ホイッスル・
BP ●重量：12g ●電源：ボタン電池（内/交換不可） ●
本体ｻｲｽﾞ：φ12×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
20×18×159mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：45-
24-17-250-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×30mm 

CHN70-30S

キャップに白色高輝度ライト、後部にホイッスル機能を備
えたマルチペン。

ミニホイッスルピッピー　（SJ-08）

20N475A A/アイボリー

[税抜] \80

●材質：ABS・ナイロン ●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：
47×9×11mm・ストラップ/57×4×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：70×60×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：60-
44-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：13×3.5mm 

JPN70-30S

フルカ

誰にでも使いやすい防災、防犯の必須アイテム。電池切
れや故障もなく、どんな時でも大音量で危険を知らせる
ことができます。

ミニホイッスルピッピー　（SJ-08）

20N475B B/イエロー

[税抜] \80

●材質：ABS・ナイロン ●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：
47×9×11mm・ストラップ/57×4×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：70×60×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：60-
44-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：13×3.5mm 

JPN70-30S

フルカ

誰にでも使いやすい防災、防犯の必須アイテム。電池切
れや故障もなく、どんな時でも大音量で危険を知らせる
ことができます。
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＜低額ノベルティ＞

にゃんたん　（83021）

20N481A A/トラ

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

にゃんたん　（83022）

20N481B B/シロ

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

にゃんたん　（83023）

20N481C C/アメショー

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

にゃんたん　（83024）

20N481D D/ピンク

[税抜] \1,000

●材質：ABS・シリコン ●重量：80g ●電源：単3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：45×48×169.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
47×50×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 60個 

CHN80-40U

シリコンの肉球の質感がたまらない！肉球が振動して心
も体もリラックスできる肩ほぐしマシーンです。

ロングクリップ ピッタ

20N482

[税抜] \680

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：大20g、小10g各6本・取説●本
体ｻｲｽﾞ：大/28×200×10mm・小/28×140×10mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：103×260×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 60個 

JPN80-40U

食品の鮮度を保ち、湿気をシャットアウト、臭いも移しま
せん。

ミキサー　（WW-207）

20N483A A/ライムグリーン

[税抜] \600

●材質：PP ●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：254×45×9mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：287×70×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付
OPP袋 120個 

JPN75-35S

手軽でスピーディ。混ぜやすいミキサー！

ミキサー　（WW-208）

20N483B B/ブラック

[税抜] \600

●材質：PP ●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：254×45×9mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：287×70×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付
OPP袋 120個 

JPN75-35S

手軽でスピーディ。混ぜやすいミキサー！

プラスギフトフロッシュFHC　（15-309）

20N484

[税抜] \550

●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 

AUT88-48S

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。
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ラコステ Lサジェス ゲストタオル　（
LG5175DB）

20N485A A/ダークブルー

[税抜] \500

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

VIE85-45U

ロゴがポイントのゲストタオルです。

ラコステ Lサジェス ゲストタオル　（LG5175R
）

20N485B B/レッド

[税抜] \500

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

VIE85-45U

ロゴがポイントのゲストタオルです。

マグネットでぺったんこ　（339-001）

20N486A A/かおﾊﾟｽﾞﾙ

[税抜] \500

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

CHN78-38U

[品]STマーク 

貼って剥がして楽しさいっぱい！

マグネットでぺったんこ　（339-002）

20N486B B/すごろく

[税抜] \500

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

CHN78-38U

[品]STマーク 

貼って剥がして楽しさいっぱい！

マグネットでぺったんこ　（339-003）

20N486C C/おかいもの

[税抜] \500

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

CHN78-38U

[品]STマーク 

貼って剥がして楽しさいっぱい！

フィールメゾン フェイスタオル1P　（F-80502
）

20N487A A/ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾙｰ

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：190ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×120×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN70-30S

外国のホテルのような洗練されたリッチなタオルをお楽し
みください。

フィールメゾン フェイスタオル1P　（F-80504
）

20N487B B/ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：190ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×120×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN70-30S

外国のホテルのような洗練されたリッチなタオルをお楽し
みください。

フィールメゾン フェイスタオル1P　（F-80505
）

20N487C C/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：190ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×120×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN70-30S

外国のホテルのような洗練されたリッチなタオルをお楽し
みください。

サス・ガ  ステンレス靴べら　（SUS-K50）

20N488

[税抜] \500

●材質：ステンレス鋼（ニッケルメッキ） ●重量：18g ●本
体ｻｲｽﾞ：39×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：42×81×14mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：50-120-22-30-レーザ
ー ●名入ｻｲｽﾞ：40×15mm 

JPN78-38S

金属加工のまち、燕で作られたステンレス靴べら。携帯
に便利な手のひらサイズ！
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魔法ミガキくるりんコンパクト　（MM-156）

20N489A A/オレンジ

[税抜] \500

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

JPN75-35S

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

魔法ミガキくるりんコンパクト　（MM-157）

20N489B B/ブルー

[税抜] \500

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

JPN75-35S

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

銅の力 消臭パワーパック　（F0602）

20N490

[税抜] \500

●材質：PP・ウレタンスポンジ・銅微粒子 ●機能：野菜
室・冷蔵庫内専用 ●重量：30ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
85×85×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×100×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 192個 

JPN70-30S

銅イオンの効果で冷蔵庫内のニオイを取り除き、いつで
もスッキリ！

クイーンズタオルコレクション  タオルチーフ
4枚セット　（TQS0509001）

20N491

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：TH12ｇ×4●本体ｻｲｽﾞ：
200×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×245×45mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

CHN78-38S

何枚あっても便利なタオルチーフ。　シャーリングタイプ
の生地に可愛い動物柄のぷりんとをあしらったタオルチ
ーフを4枚セットにしました。

今治ステッチボーダー  フェイスタオル1P　（
SB-050-PK）

20N492A A/ピンク

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：122ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×150×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：窓あき箱 100個 

JPN80-40S

[品]今治認定番号2020-602号 

今治産タオルにシンプルなボーダー柄をあしらいました
。

今治ステッチボーダー  フェイスタオル1P　（
SB-050-NV）

20N492B B/ネイビー

[税抜] \500

●材質：綿100％ ●重量：122ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×150×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：窓あき箱 100個 

JPN80-40S

[品]今治認定番号2020-602号 

今治産タオルにシンプルなボーダー柄をあしらいました
。

ウルトラコンパクト双眼鏡　（2.5X18BK）

20N493A A/ブラック

[税抜] \500

●材質：ABS ●機能：倍率2.5倍・対物レンズ径18mm・
実視界6° ●重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：100×25×39mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×39×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケー
ス 200個 

CHN80-40U

オペラグラスでは数少ない対物フォーカスでIF構造なの
で、ピント位置を左右の目で合わせることが可能です。

ウルトラコンパクト双眼鏡　（2.5X18BL）

20N493B B/ブルー

[税抜] \500

●材質：ABS ●機能：倍率2.5倍・対物レンズ径18mm・
実視界6° ●重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：100×25×39mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×39×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケー
ス 200個 

CHN80-40U

オペラグラスでは数少ない対物フォーカスでIF構造なの
で、ピント位置を左右の目で合わせることが可能です。

ボトルケース入りUSBケーブルⅡ　（SJ-
48UN）

20N494

[税抜] \480

●材質：シリコン・AS ●機能：スマホスタンド ●ｾｯﾄ内容
：充電ケーブル（typeC、microUSB、lightning対応）・ケー
ス・カラビナ●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：ボトル/Φ
28×101mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×37×37mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ
：50×10mm 

CHN70-30S

かわいいボトルに入ったUSB充電ケーブル。カラビナ付
きで携帯に便利！キャップがスマホスタンドにもなります
。
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サムライはしおき　（SAN2378）

20N495

[税抜] \480

●材質：磁器 ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：46×40×40mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：67×42×44mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 96
個 

CHN75-35S

可愛らしいお侍様があなたのお箸を持っていてくれます
。

エチケットブラシ エレクトロオフ　（P38）

20N496

[税抜] \400

●材質：PVC・ブラシ/ナイロン（パイル） ●重量：14g ●
本体ｻｲｽﾞ：95×68×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×89×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 120個 ●
名入：90-28-32-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×45mm 

JPN70-30S

静電気の発生を抑える！ホコリ・花粉の再付着も軽減で
きます。

クッキングスタンド5　（CS-W）

20N497A A/ミルクティ

[税抜] \350

●材質：PP ●機能：鍋フタ置き・さいばし立て・お玉置き
・ペットボトル水切り・タブレット立て ●重量：53g ●本体
ｻｲｽﾞ：180×90×92mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
92×38×182mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

JPN70-30S

キッチンに置いて活躍するアイデアグッズです。

クッキングスタンド5　（CS-O）

20N497B B/抹茶

[税抜] \350

●材質：PP ●機能：鍋フタ置き・さいばし立て・お玉置き
・ペットボトル水切り・タブレット立て ●重量：53g ●本体
ｻｲｽﾞ：180×90×92mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
92×38×182mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 

JPN70-30S

キッチンに置いて活躍するアイデアグッズです。

今治きらめきミニタオル(袋入）　（
IMT52010P）

20N498

[税抜] \300

●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：PP袋 
240個 

JPN75-35S

[品]今治認定番号:第2020-402号 

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 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。

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

20N499A A/ほんのきもち

[税抜] \300

●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 

JPN80-40S

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お選びいただけま
す。

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

20N499B B/ありがとう

[税抜] \300

●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 

JPN80-40S

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お選びいただけま
す。

無香消臭200g　（MS200-A）

20N500A A/無香

[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
 

JPN70-30T

無香料タイプの消臭剤です。

無香消臭200g　（MS200-B）

20N500B 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
 

JPN70-30T

無香料タイプの消臭剤です。
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クレハ NEWクレラップ粗品用イチゴ 
22cm×10m　（21-101）

20N501

[税抜] \180

●材質：PVC ●機能：耐久温度ー60～140度 ●重量：
100g ●本体ｻｲｽﾞ：22cm×10m ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
235×44×44mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：0-
24-52-3000-K ●名入ｻｲｽﾞ：30.5×141mm 

JPN80-40V

フルカ

[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。

メタルラバータッチペン　（P3203）

20N502

[税抜] \150

●材質：アルミニウム合金・鉄・シリコン ●ｾｯﾄ内容：BP+
タッチペン●重量：17g ●本体ｻｲｽﾞ：φ10×145mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 
●名入：60-18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×50mm 

CHN70-30U

フルカ

メタルの重量感とラバー仕上げによる高級感が魅力の
ボールペンです。

不織布お買物トート　（SC-2026bk）

20N503A A/ブラック

[税抜] \130

●材質：不織布 ●重量：27g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×130×16mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：台紙/30-6-17-400-オ
ンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

CHN70-30S

フルカ

ちょっとしたお買物に便利な、不織布バッグです。底マチ
たっぷり10 cm。

不織布お買物トート　（SC-2026nv）

20N503B B/ブルー

[税抜] \130

●材質：不織布 ●重量：27g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×130×16mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：台紙/30-6-17-400-オ
ンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

CHN70-30S

フルカ

ちょっとしたお買物に便利な、不織布バッグです。底マチ
たっぷり10 cm。

不織布お買物トート　（SC-2026br）

20N503C C/ブラウン

[税抜] \130

●材質：不織布 ●重量：27g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×130×16mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：台紙/30-6-17-400-オ
ンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

CHN70-30S

フルカ

ちょっとしたお買物に便利な、不織布バッグです。底マチ
たっぷり10 cm。

不織布お買物トート　（SC-2026be）

20N503D D/ベージュ

[税抜] \130

●材質：不織布 ●重量：27g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×360×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×130×16mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：台紙/30-6-17-400-オ
ンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

CHN70-30S

フルカ

ちょっとしたお買物に便利な、不織布バッグです。底マチ
たっぷり10 cm。

エコ・直定規 15cm　（ECN-15）

20N504

[税抜] \90

●材質：再生PET100% ●重量：7g ●本体ｻｲｽﾞ：
30×156×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：33×156×1mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：90-18-16-300-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：18×120mm 

JPN70-30S

フルカ

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合 

再生樹脂100%使用。エコマーク認定・グリーン購入法適
合の定規です。

ピローキッチン用ポリ袋20枚入　（PK-009）

20N505

[税抜] \75

●材質：PE ●重量：22g ●本体ｻｲｽﾞ：200×300mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：255×115×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 400個 ●
名入：外装/30-17-22-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：28×80mm 

VIE70-30S

約200×300mmサイズのキッチン用ポリ袋20枚入りです
。食品の保存・ゴミ処理や、小物の整理などに役立ちま
す。

薬用入浴剤 招福の湯（1包入）　（SK-1P）

20N506

[税抜] \75

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

JPN70-30U

[法]医薬部外品 

年中使える開運シリーズです。年末年始のご挨拶、開店
記念、イベント、景品等に。
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薬用入浴剤 いつまでもお元気で　（15-264
）

20N507 指定不可

[税抜] \75

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×87×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：台紙
/45-6-16-300-刷込印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：10×30mm 

JPN70-30S

[法]医薬部外品 

のし袋に入った入浴剤です（３種アソート）。

密封ポリ袋 5枚（袋入）　（12023）

20N508

[税抜] \70

●材質：PE ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
170×240×0.04mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×135×5mm 
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ラベル入PP袋 500個 ●名入：ラベル/30-0-
17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm 

THA68-28S

チャックで密封、味や風味を逃しません。小物などの整
理にも便利です！

ピカリンスポンジ  E-20　（1116）

20N509

[税抜] \70

●材質：メラミンフォーム ●重量：3.1g ●本体ｻｲｽﾞ：
55×95×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：55×115×20mm ●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：12×80mm 

GER70-30S

洗剤いらずの環境にやさしいスポンジ!! こするだけで汚
れを落とします。 河川を汚しません。

シルク入あぶらとり紙 20枚入　（
KBSK20PATK）

20N510

[税抜] \60

●材質：パルプ100% ●重量：8g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×83×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：PP袋 1000個 ●名入：45-6-22-1000-H ●名入ｻｲｽﾞ：
20×55mm 

JPN70-30S

肌触りがやわらかいシルク入のあぶらとり紙です。

想い花 ３　（8623）

20N511

[税抜] \55

●材質：綿棒/紙軸・絆創膏M/塩ビ ●ｾｯﾄ内容：耳かき
綿棒×5・絆創膏M×3●重量：8.6g ●本体ｻｲｽﾞ：綿棒
/95×12mm・絆創膏M/72×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 500個 ●名入：
台紙/45-6-17-1000-K ●名入ｻｲｽﾞ：20×69mm 

JPN70-30S

[法]医療機器15B3X10004000001 

絆創膏と耳かき綿棒のアメニティセットです。かわいいデ
ザインのパッケージにセットしてあります。

エコ・付箋メモ　（S2592）

20N512

[税抜] \50

●材質：再生クラフト紙・紙 ●ｾｯﾄ内容：付箋5色各20枚
●重量：9g ●本体ｻｲｽﾞ：54×83×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：110×65×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1200個 ●名入：60-
36-17-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：25×60mm 

CHN68-28S

付箋（小）５色のセット。表紙は再生クラフトを使用したエ
コ商品。ポケットサイズで持ち運びに 適！

ハーブの種子（横型）

20N513 指定不可

[税抜] \50

●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：35-6-12-
500-O ●名入ｻｲｽﾞ：70×47mm 

JPN70-30S

フルカ

小さいけれど大きく育つ環境にやさしいグリーンノベルテ
ィ。種袋にオリジナルメッセージを入れられます。

ルンルン B.B.タッチ 滅菌済絆創膏2枚　（
16005）

20N514

[税抜] \28

●材質：PVC・ポリネット不織布 ●ｾｯﾄ内容：絆創膏Mサ
イズ×2●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：19×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：90×70×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 2000個
 ●名入：30-0-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm 

JPN70-30U

[法]医療機器許可番号29B2X10005000038 

B.B.タッチはどなたの肌にもマッチして、創傷面を簡単に
優しく保護できる滅菌済の救急絆創膏です。携帯に便利
なポケットサイズです。
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