WEB ウインターナウ２０２２

お菓子サンタブーツ（2L） （7112）
CHN70-30S

22M002

お菓子サンタブーツ（L） （7113）
22M003

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\800 〔税込 \880〕

●ｾｯﾄ内容：ブーツ・お菓子アソート7コ●重量：190g ●本体ｻｲｽﾞ：
280×135×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個 【卵・乳・小麦】

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

お菓子サンタブーツ（M） （7114）

お菓子サンタブーツ(S) （7115）

＜Ｘmasブーツ・菓子＞

クリスマスキッズバッグ （6270）
22M004

指定不可

CHN77-37U

CHN70-30S

22M005

22M009

CHN70-30S

\700 〔税込 \770〕

\600 〔税込 \660〕

\400 〔税込 \440〕

●材質：トートバッグ/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：お菓子×2・おもち
ゃ●本体ｻｲｽﾞ：トートバッグ/205×200×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×250×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 50個 【乳・小麦】

●ｾｯﾄ内容：ブーツ・お菓子アソート6コ●重量：99g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×120×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 70個 【乳・小麦】

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

お菓子サンタブーツ（プチ） （7117）

クリスマスサンタチョコセット （7120）

お菓子とおもちゃがクリスマス柄のフェルトバッグに入っています。
※おもちゃは画像と異なる場合があります。

お菓子サンタブーツ（ミニ） （7116）
22M011

CHN70-30S

22M016

指定不可

CHN70-30S

22M017

CHN70-30S

\250 〔税込 \275〕

\120 〔税込 \132〕

\120 〔税込 \132〕

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（プチ）・お菓子アソート5コ●重量：33g ●本体
ｻｲｽﾞ：110×60×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 150個 【乳】

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（プチ）・お菓子1コ●重量：8g ●本体ｻｲｽﾞ：
70×30×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 280個 【乳】

●ｾｯﾄ内容：サンタチョコ×3●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×95×10mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：裸 300個 【乳】

WEB ウインターナウ２０２２

クリスマスキャンディ3個入 （50-024）
22M019

指定不可

THA80-40S

★ \60 〔税込 \65〕
●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

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。

WEB ウインターナウ２０２２

スノードーム （MKC-100）

エティエンヌ ケーキプレート （SAM-22A）
CHN68-28S

22M025

22M026A A/ｸﾘｽﾏｽ

JPN70-30S

\6,500 〔税込 \7,150〕

\450 〔税込 \495〕

●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

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●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

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。

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）

クールノエル マグ（2柄アソート） （MKC-26
）

インディゴノエル マグ （MKC-8）

22M026B B/銀河鉄道

22M027

＜Ｘmasグッズ＞

\450 〔税込 \495〕

JPN70-30S

指定不可

JPN70-30S

22M028

指定不可

JPN70-30S

\550 〔税込 \605〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●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

●材質：陶器 ●重量：200ｇ ●容量：200mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
70×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×77×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱
60個

●材質：陶器 ●重量：200ｇ ●容量：200mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
70×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×77×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱
60個

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。

サンタとスノーマン柄の可愛らしいマグカップです。クリスマス気分
を演出します。

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）

クリスマス携帯用アルコール除菌ジェル3ヶ
入 （17-058）

クリスマスカイロレギュラー1P(OPP台紙入)
（17-046）

22M029

指定不可

日本

日本

JPN70-30S

22M031

JPN70-30S

\430 〔税込 \473〕

\110 〔税込 \121〕

●材質：陶器 ●重量：200ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ156×21mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：160×160×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：窓空き箱 80個

●重量：10g ●容量：1.5mL×3 ●本体ｻｲｽﾞ：100×40mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×128×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

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。

日本

22M032

JPN70-30S

\90 〔税込 \99〕
●機能：最高温度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

クリスマスシーズンのイベントに！
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クリスマストランプ
22M033

サンタトランプ （1447-05）

指定不可

JPN60-20S

22M034

サンタジグソーパズル20P （1447-04）
CHN70-30S

22M035

指定不可

JPN70-30S

\80 〔税込 \88〕

\80 〔税込 \88〕

\75 〔税込 \83〕

●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

●材質：紙 ●重量：32g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×45×15mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 600個

●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

サンタとツリーのデザインのトランプです。

サンタ柄のかわいいトランプです。

サンタ柄の20ピースのパズルです。

サンタさんのカラーウェットティッシュ８枚

クリスマスカイロミニ1個入（台紙入） （17047）

サンタ吹き戻し （1447-03）

JPN70-30T

22M036

22M037

JPN70-30S

22M038

指定不可

\65 〔税込 \72〕

●材質：カラー不織布（赤色） ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッシュ（
200×140mm）8枚●重量：29g ●本体ｻｲｽﾞ：75×135×10mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 400個

●機能：最高温度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

●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

赤色のカラー不織布を使用。クリスマスに華を添える商品です。

安心・安全の日本製、クリスマスシーズンのイベントに！

サンタの愉快な吹き戻しです。

クリスマスジグソーパズル

クリスマスサージカルマスク1枚入 （17-048
）

指定不可

\60 〔税込 \66〕

JPN60-20S
日本

●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

クリスマス柄のかわいいジグソーパズルです。

22M040

VIE70-30S

\45 〔税込 \50〕
●材質：不織布 ●重量：4g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×3mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個

\60 〔税込 \66〕

JPN75-35T

\75 〔税込 \83〕

22M039

日本

日本

日本
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メリークリスマスプレゼント60人用 （MKK-1
）
22M045
\27,000 〔税込 \29,700〕

＜Ｘmasイベントセット＞

クリスマスオーナメントプレゼント100人用 （
7047）
22M047
\28,200 〔税込 \31,020〕

CHN75-35U
直送品

JPN75-35S
直送品

ハッピークリスマスプレゼント60人用 （
MKK-2）
22M046
\25,000 〔税込 \27,500〕

JPN75-35S
直送品

●ｾｯﾄ内容：1等 スノードーム1コ・2等 アルモニーノエルマグ5P1コ
・3等 グランカドーノエルケーキ皿5P1コ・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・抽選くじ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

●ｾｯﾄ内容：1等 スノードーム1コ・2等 グランカドーノエルマグカッ
プ5P1コ・3等 アルモニーノエルケーキ皿5P1コ・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・抽選くじ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

北、沖、離別途

北、沖、離別途

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。

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。

クリスマスブーツプレゼント50人用 （5399）

千本つり大会用クリスマスキット （6351）

22M048
\19,800 〔税込 \21,780〕

JPN75-35V
直送品

22M049
\16,500 〔税込 \18,150〕

CHN85-45U
直送品

●ｾｯﾄ内容：●1等 クリスマスオーナメントまたはリース4コ●2等
スノーマン（大）6コ●3等 スノーマンオーナメント（大）8コ●4等 クリ
スマスブーツ10コ●5等 デザインクリスマスブーツ72コ●抽選くじ
100枚●抽選箱1コ●A3ポスター1枚●店頭用お知らせPOP2枚●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：370×720×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱
1個

●ｾｯﾄ内容：●A賞 クリスマスブーツ2L 1コ●B賞 クリスマスブー
ツL 2コ●C賞 クリスマスブーツS 3コ●D賞 クリスマスブーツミニ 4
コ●E賞 クリスマスブーツプチ 40コ●抽選用くじ50枚●抽選箱1コ
●くじ明細表1枚●A3ポスター1枚●店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：340×250×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1
個 【卵・乳・小麦】

●ｾｯﾄ内容：クリスマスグッズ×100●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
410×840×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

北、沖、離別途

北、沖、離別途

北、沖、離別途
千本つりのクリスマス用景品です。

サンタチョコすくいどり100人用 （5470）
22M050
\14,800 〔税込 \16,280〕

JPN82-42U
直送品

サイコロ出た目の数だけサンタトイレットペ
ーパー （6995）
22M051
\14,700 〔税込 \16,170〕

JPN85-45V
直送品

サイコロ出た目の数だけクリスマス入浴料（
約35人用）
22M052
\13,200 〔税込 \14,520〕

JPN88-48V
直送品

●ｾｯﾄ内容：サンタチョコボール600コ・お持ち帰り袋100枚・すくい
どりBOX・すくいどり用スプーン（中国）・店頭用お知らせPOP2枚
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×290×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール
箱 1個 【乳】

●ｾｯﾄ内容：サンタ柄トイレットペーパー100コ・サイコロキューブ（
中国）・お持ち帰り袋35枚・店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発
送用段ボール箱 1個

●ｾｯﾄ内容：●入浴料120コ●サイコロキューブ1コ（中国）●店頭
用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×240×150mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

北、沖、離別途

北、沖、離別途

北、沖、離別途
大きなサイコロを振って出た目の数だけ景品をゲット！入浴料は
クリスマスをイメージした香りにクリスマスレッドの湯色でお風呂で
もクリスマス気分に。

WEB ウインターナウ２０２２

クリスマスお菓子すくいどり110人用 （6992
）
22M053
\10,600 〔税込 \11,660〕

CHN92-52U
直送品

●ｾｯﾄ内容：お菓子アソート760コ・お持ち帰り袋110枚・ディスプレ
イボックス・すくいどり用スプーン・店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×290×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

アイブレックスバルーン スマイルサンタ（5
枚）
22M054

JPN70-30S

アイブレックスバルーン スノーマン(5枚)
22M055
\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：アルミ蒸着ナイロン ●機能：ガス容量/約11L ●本体ｻｲｽ
ﾞ：440×435mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：520×460×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 60個

●材質：アルミ蒸着ナイロン ●機能：ガス容量/約8.7L ●本体ｻｲ
ｽﾞ：350×270mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：470×400×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 60個

ヘリウムガスを入れるだけでクリスマスの装飾が完了します。リボ
ン付で配布用にも最適です。

秋・冬の装飾や配布用に最適です。

北、沖、離別途

クリスマス抽選箱（小） （6335）
22M056

JPN72-32U

\200 〔税込 \220〕
●材質：紙 ●機能：組立式 ●重量：76g ●本体ｻｲｽﾞ：組立時
/160×160×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個

JPN70-30S

\3,500 〔税込 \3,850〕
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開運干支 卯 紅白小 （A-1）
THA70-30S

22M060

＜干支置物・根付＞

吉兆干支土鈴（ゴールド）クリスタル付 （№
16-B）
22M062

CHN68-28S

吉兆干支土鈴 金銀パール土鈴 （№30-A
）
CHN68-28S

22M061

\750 〔税込 \825〕

\700 〔税込 \770〕

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：白置物44ｇ・赤置物27ｇ●本体ｻｲｽﾞ：白
置物/43×73×61mm・赤置物/35×60×46mm ●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

●材質：陶器 ●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：60×32×57mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：138×60×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

おめでたい紅白の干支置物です。

金と銀のおめでたい干支の置物です。

吉祥の卯土鈴 小 （C-7）

吉祥の卯土鈴 特小 （C-8）
THA70-30S

22M063

22M064

THA70-30S

\300 〔税込 \330〕

\300 〔税込 \330〕

\250 〔税込 \275〕

●材質：陶器 ●重量：28ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：60×32×57mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：64×39×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 300個

●材質：陶器 ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：40×70×57mm ●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

●材質：陶器 ●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：36×69×54mm ●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

年末・年始の販促用にお勧めです。

おめでたい干支土鈴です。

おめでたい干支土鈴です。

吉兆干支土鈴 小 （NO.16）

ちりめん製えと根付（卯） （KH160）

干支ミニ絵馬根付(卯) （E28007）

22M065

CHN68-28S

22M066

指定不可

CHN70-30S

22M067

JPN70-30S

\250 〔税込 \275〕

\400 〔税込 \440〕

\200 〔税込 \220〕

日本

●材質：陶器 ●重量：36ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：60×32×51mm ●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

●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

●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

おめでたい干支土鈴です。

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
。

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最適で
す。

WEB ウインターナウ２０２２

クリスタル開運えと（卯） （0211）
22M068

指定不可

\180 〔税込 \198〕

JPN70-30V
日本

染付干支根付 おみくじ付 （NO.21）
CHN70-30T

22M069

新えと根付５円鈴付（卯） （E-70S5）
JPN70-30S

22M070

\165 〔税込 \182〕

\130 〔税込 \143〕

●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

●材質：磁器 ●重量：11ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：34×25×5mm ●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

●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

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。

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。

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（卯） （EM-80S）

招福絵馬 卯

招福鈴付干支の御守り 運勢表付 （C-4）

JPN70-30S

22M071
\120 〔税込 \132〕

日本

22M072

指定不可

\120 〔税込 \132〕

JPN75-35S
日本

日本

JPN70-30S

22M073
\120 〔税込 \132〕

日本

●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

●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-インクジェット ●名入ｻｲｽﾞ：
13×23mm

●材質：陶器 ●重量：6ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：7×26×23mm ●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

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。

ひとつひとつ手作り感が嬉しい縁起小物です。

かわいい干支のお守りです。

新えとカラー根付鈴付（卯） （E-70SC）

えと小槌（卯） （E-30）

福銭 袋入り （OAA1）

22M074

指定不可

\100 〔税込 \110〕

JPN70-30S
日本

22M075
\75 〔税込 \83〕

JPN70-30S
日本

JPN65-25U

22M076
\55 〔税込 \61〕

日本

●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

●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

●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

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
始グッズに最適の人気商材。

縁起の良い小槌型えとグッズ。毎年、年末年始の人気商品。

5円とご縁をかけた演技の良い福銭です。

WEB ウインターナウ２０２２

干支タオル（PP袋入） （17-008）
22M080

JPN70-30S

22M082

CHN70-30S

22M081

CHN70-30S

\270 〔税込 \297〕

\260 〔税込 \286〕

●材質：綿100% ●重量：63g ●本体ｻｲｽﾞ：340×820mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：235×130×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 200個

●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

＜干支タオル・
石鹸・入浴剤＞

干支タオル 卯 格子柄 （6J0150PX）

干支タオル 卯 ランダム柄 （6J0190PX）

かわいい干支柄タオル。

えとミニタオル 卯 （6J0112PX）
22M083

CHN70-30S

迎春石鹸・卯（うさぎ） （CG-222）
22M084

JPN70-30S

\260 〔税込 \286〕

\150 〔税込 \165〕

\230 〔税込 \253〕

日本

●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

●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

●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：74g ●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

[法]化粧品
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。

可愛い干支柄のミニタオル。初詣や年始ご挨拶のおともにお使い
ください。

薬用入浴剤 福々湯２P 卯 （6SE02X）

薬用入浴剤 福々湯1P 卯 （6SE01X）

22M085

JPN70-30S

22M086

JPN70-30S

\160 〔税込 \176〕

\80 〔税込 \88〕

●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

●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

［法］医薬部外品

［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。

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。

縁起の良い迎春商品として、挨拶回りや年末年始にぴったりです
。

WEB ウインターナウ２０２２

福来郎 削りタンブラーペア （HK-13）
22M090
\1,400 〔税込 \1,540〕

JPN70-30S
日本

●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

今治 福寿タオルセット （TMF1208501）
22M091

JPN75-35S

\1,200 〔税込 \1,320〕
●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：208×100×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 60個

[品]今治タオル

＜干支・縁起グッズ＞

干支カレンダー飾り皿 （C-1）
22M092

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。

福寿ペア湯呑 （NO.73）
22M093

お芽でたおちょこ 招き （GD-91401）
JPN70-30S

22M094A A/白:赤松

JPN75-35S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\850 〔税込 \935〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：皿立●重量：427ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ
210×25mm ●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

●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

●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

カレンダーが付いて便利な飾額皿です。

縁起の良い紅白のペア湯呑です。

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培キットです。

お芽でたおちょこ 招き （GD-91402）

お芽でたおちょこ 招き （GD-91403）

干支湯呑 運勢表付 （C-3）

22M094B B/黒:黒松

22M094C C/黄:黒松

22M095

JPN75-35S

JPN75-35S

JPN70-30S

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\450 〔税込 \495〕

●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

●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

●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

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培キットです。

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培キットです。

縁起の良い干支の湯呑です。運勢表付き。

WEB ウインターナウ２０２２

らくがき貯金箱 （KT-7）
22M096A A/招き猫

らくがき貯金箱 （KT-8）
THA70-30S

22M096B B/だるま

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル
THA70-30S

22M097A A/ﾎﾝﾉｷﾓﾁ

JPN80-40S

\380 〔税込 \418〕

\380 〔税込 \418〕

\300 〔税込 \330〕

●材質：陶器 ●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：A/67×69×98mm・
B/72×72×79mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：78×78×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 100個

●材質：陶器 ●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：A/67×69×98mm・
B/72×72×79mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：78×78×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 100個

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT62.5g●本体ｻｲｽﾞ：340×870mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×130×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●
名入：25-18-22-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×250mm

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

泉州のフェイスタオルに幸せの象徴「ふくろう」をプリント。ごあいさ
つのシーンにあった言葉を選べます。

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

百福タオルハンカチ だるま （MF3130）

百福タオルハンカチ だるま （MF3130）

22M097B B/ｱﾘｶﾞﾄｳ

22M098A A/レッド

22M098B B/ホワイト

\300 〔税込 \330〕

JPN80-40S

CHN80-40S

CHN80-40S

\300 〔税込 \330〕

\300 〔税込 \330〕

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT62.5g●本体ｻｲｽﾞ：340×870mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×130×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 200個 ●
名入：25-18-22-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×250mm

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：31g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：31g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

泉州のフェイスタオルに幸せの象徴「ふくろう」をプリント。ごあいさ
つのシーンにあった言葉を選べます。

ちょっとしたお礼や配り物に。圧縮された吸水性の高いパイルの
ハンカチは何枚あっても喜ばれる一品です。

ちょっとしたお礼や配り物に。圧縮された吸水性の高いパイルの
ハンカチは何枚あっても喜ばれる一品です。

薬用入浴剤 招福の湯（3包入） （SK-3P）

迎春用ラップ20m巻

金の小分けレンジパック2個組 （581）

22M099
\200 〔税込 \220〕

日本

日本

JPN70-30W
日本

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×3（弁天の泉・恵比寿の泉・大黒の
泉）●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

22M100
\230 〔税込 \253〕

JPN70-30S
日本

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

22M101
\170 〔税込 \187〕

JPN70-30S
日本

●材質：PP ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
82g ●容量：220mL ●本体ｻｲｽﾞ：109×79×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：109×159×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個

[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・景品などに。

インパクトがある黄金の輝き。食品の小分け・保存をするに便利な
サイズです。ご飯はお茶碗約１杯分入ります。

WEB ウインターナウ２０２２

クッキングペアーセット（賀春） （KGP-130）
22M102

THA70-30S

干支携帯用アルコール除菌ジェル3ヶ入 （
17-068）
22M103

JPN70-30S

22M104

\130 〔税込 \143〕

\110 〔税込 \121〕

●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：化粧箱 100個 ●名入：箱/70-1817-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm

●重量：10g ●容量：1.5mL×3 ●本体ｻｲｽﾞ：100×40mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×128×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

日本

22M105

JPN70-30S

JPN70-30S

\95 〔税込 \105〕

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。

干支マチ付 フリーザーバッグM3 （17-016）

干支（卯年）ＢＯＸティッシュ４０Ｗ

●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

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。

干支ゴールドウェットティッシュ（卯年）10P
22M106

JPN70-30T

薬用入浴剤 招福の湯（1包入） （SK-1P）
22M107

JPN70-30U

\85 〔税込 \94〕

\80 〔税込 \88〕

\75 〔税込 \83〕

日本

●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/45-6-17200-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：20×80mm

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッシュ（200×140mm)10枚
●重量：36g ●本体ｻｲｽﾞ：85×145×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 500個

●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

[法]医薬部外品
台所必需品のフリーザパックの干支柄です。

年末のノベルティには欠かせない干支商品。年末・年始商材、挨
拶回りや配布にも最適。

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・景品などに。

干支カイロミニ1個入（OPP台紙入） （17011）

干支サージカルマスク1枚入 （17-014）

開運招福サージカルマスク1枚入 （17-033
）

22M108
\65 〔税込 \72〕

JPN70-30S
日本

●機能：最高温度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/45-617-480-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：17×68mm

安心・安全の日本製、年末年始のイベントに！

22M109
\45 〔税込 \50〕

CHN70-30S

22M110
ｶﾗｰOK

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

CHN70-30S

\45 〔税込 \50〕
●材質：不織布 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 600個 ●名入：台紙/45-6-17-600-レーザープリント ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×80mm

WEB ウインターナウ２０２２

マルチ卓上カレンダー （TS-701A）
22M115
\410 〔税込 \451〕

JPN70-30S
日本

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TS300）
22M116A A/ﾎﾜｲﾄ
\360 〔税込 \396〕

JPN63-23S
日本

●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

●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

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。

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
ンオフセット商品。

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TS300）

3wayマルチカレンダー （TS-821A）

ＤＭサイズカレンダー （TS-521A）

22M116B B/ﾌﾞﾗｯｸ

22M117

＜カレンダー・
正月用品＞

\360 〔税込 \396〕

JPN63-23S
日本

\325 〔税込 \358〕

JPN65-25V
日本

22M118
\300 〔税込 \330〕

JPN65-25V
日本

●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

●材質：PP（再生樹脂配合）･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

●材質：PP(再生樹脂配合）･紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用･定形
郵便94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

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
ンオフセット商品。

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
。

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
ールに最適。

3way CDサイズカレンダー （TS-651A）

5連エコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TS-500）

2023年わんにゃん卓上カレンダー

22M119
\300 〔税込 \330〕

JPN65-25V
日本

22M120
\275 〔税込 \303〕

JPN70-30S
日本

22M121
\200 〔税込 \220〕

JPN65-25T
日本

●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

●材質：紙 ●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

●機能：掛置兼用 ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：150×105×４ ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：157×112×４ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 400個 ●名入：6093-22-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：15×80㎜

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。

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商品。

可愛い犬と猫の写真が入ったカレンダー、表紙と1月～12月分100
個より1色名入れが出来ます。卓上と。壁掛け用の穴が有ります。

WEB ウインターナウ２０２２

干支カレンダー和紙ふぁいる （17-004）
22M122
\160 〔税込 \176〕

JPN70-30S
日本

2023年卓上デルタカレンダー （DE-01）
JPN73-33U

22M123
\120 〔税込 \132〕

日本

DM卓上壁掛けカレンダー （17-001）
22M124
\100 〔税込 \110〕

JPN70-30S
日本

●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 100個 ●名入：0-6-17100-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：20×200mm

●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 /60-60-19-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm

●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

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。

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。

DMで送れる2WAYカレンダーです。

ぼかし塗 汁椀ペア(箸付） （2579）

羽子板セット

りったいすごろく （484-013）

22M125

JPN70-30S

22M126

指定不可

JPN70-30S

CHN78-38U

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：汁椀/PET（ウレタン塗装）、箸/天然木（ウレタン塗装） ●
機能：食洗機対応 ●ｾｯﾄ内容：汁椀、箸（中国）各2●重量：210g
●本体ｻｲｽﾞ：汁椀/φ105×70mm、箸/230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
235×120×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●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

●材質：本体、サイコロ/紙、PP・コマシール/TPE、PET ●機能：
水洗い可 ●ｾｯﾄ内容：本体（すごろく台紙）・サイコロ・コマシール5
コ●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×290×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 40個

黒と朱のコントラストが美しいぼかし塗の汁椀に滑り止め加工・先
角仕様の機能的なお箸をセットにしました。

昔懐かしい羽子板のセットです。

開くと立体になる大迫力のすごろく！シールのようなコマで、側面
にもくっつきます。数字の感覚や集中力を遊び感覚で。

りったいすごろく （484-014）

りったいすごろく （484-015）

福笑

22M127B B/ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾀﾝｹﾝ

22M127C C/まほうのくに

22M128

CHN78-38U

日本

22M127A A/にんじゃ

\2,500 〔税込 \2,750〕

CHN78-38U

\600 〔税込 \660〕

JPN70-30S

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

\120 〔税込 \132〕

日本

●材質：本体、サイコロ/紙、PP・コマシール/TPE、PET ●機能：
水洗い可 ●ｾｯﾄ内容：本体（すごろく台紙）・サイコロ・コマシール5
コ●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×290×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 40個

●材質：本体、サイコロ/紙、PP・コマシール/TPE、PET ●機能：
水洗い可 ●ｾｯﾄ内容：本体（すごろく台紙）・サイコロ・コマシール5
コ●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×290×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 40個

●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

開くと立体になる大迫力のすごろく！シールのようなコマで、側面
にもくっつきます。数字の感覚や集中力を遊び感覚で。

開くと立体になる大迫力のすごろく！シールのようなコマで、側面
にもくっつきます。数字の感覚や集中力を遊び感覚で。

昔懐かしい福笑い、お正月の定番遊びです。

WEB ウインターナウ２０２２

迎春 祝い箸5膳パック （17-017）
22M129

CHN70-30S

お年玉袋5枚入 （17-024）
22M130

指定不可

JPN70-30S

\110 〔税込 \121〕

\40 〔税込 \44〕

●材質：白楊・紙 ●重量：30g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×90×8mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

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

縁起の良い柄の袋に入った迎春用祝箸です。

日本

WEB ウインターナウ２０２２

昔ながらの正月遊びプレゼント100人用 （
6572）
22M135

JPN72-32U

\26,800 〔税込 \29,480〕

直送品

22M137
\28,200 〔税込 \31,020〕

CHN75-35U
直送品

22M136
\26,000 〔税込 \28,600〕

CHN75-35S
直送品

●ｾｯﾄ内容：●特等 和凧2コ●1等 ダルマ落とし3コ●2等 ケン玉4
コ●3等 でんでん太鼓5コ●4等 ケン玉または角凧10コ●5等 福
笑い76コ●抽選用くじ100枚●抽選箱1コ●くじ明細表1枚●A3ポ
スター1枚●店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
560×410×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福卯福鈴親子1コ・１等 開運卯紅白土鈴
2コ・2等 開運卯金銀土鈴3コ・3等 開運卯みやび鈴（大）4コ・4等
吉祥の卯土鈴（大）8コ・5等 吉祥の卯土鈴（中）10コ・6等 吉祥の
卯土鈴（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

北、沖、離別途

北、沖、離別途

＜正月イベントセット＞

金の延べ棒プレゼント60人用 （7618）

招福卯福鈴プレゼント100人用 （KK-6）

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。

招福卯福鈴プレゼント50人用 （KK-7）
22M138

CHN75-35S

\18,000 〔税込 \19,800〕

直送品

招福干支卯プレゼント50人用 （KK-2）
22M139
\17,400 〔税込 \19,140〕

THA75-35S
直送品

●ｾｯﾄ内容：●当たり 金の延べ棒（生活雑貨入）28コ●はずれ ゴ
ールドティッシュ32コ●抽選箱1コ●抽選用くじ60枚●店頭用お知
らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：340×540×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発
送用段ボール箱 1個

●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福卯福鈴親子1コ・１等 開運卯紅白土鈴
2コ・2等 開運卯金銀土鈴3コ・3等 開運卯みやび鈴（大）4コ・4等
吉祥の卯土鈴（大）5コ・5等 吉祥の卯土鈴（中）6コ・6等 吉祥の卯
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：4.1kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
235×370×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

●ｾｯﾄ内容：特等 卯金彩ケース入1コ・１等 開運卯紅白親子（大）2
コ・2等 干支カレンダー飾り皿3コ・3等 開運卯土鈴（大）4コ・4等 開
運卯青磁（豆）5コ・5等 開運卯楊枝入（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：245×405×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール
箱 1個

北、沖、離別途

北、沖、離別途

北、沖、離別途

キラキラ輝く金のピラミッドがお客様の目をひきます。

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。

サイコロ出た目の数だけ招福トイレットペー
パー （6955）

縁起小判付開運招福おみくじBOX100人用
（09753）

特大おみくじ （6435）

22M140
\15,500 〔税込 \17,050〕

JPN85-45V
直送品

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

22M141
\10,000 〔税込 \11,000〕

JPN70-30S
日本

●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：裸

北、沖、離別途

22M142
\10,700 〔税込 \11,770〕

直送品

●材質：段ボール・紙管 ●ｾｯﾄ内容：おみくじ筒・おみくじ棒10本・
おみくじシール32枚・取説●重量：1560g ●本体ｻｲｽﾞ：おみくじ筒
/400×350×800mm・おみくじ棒/φ22×700mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
410×365×825mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

北、沖、離別途
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最
適な人気商品。

JPN90-50V

WEB ウインターナウ２０２２

おみくじお菓子プレゼント50人用 （7121）
22M143
\6,800 〔税込 \7,480〕

JPN82-42U
直送品

●ｾｯﾄ内容：●招福抽選箱1コ●おみくじ入キャンディ50コ●店用
お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×240×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：発送用段ボール箱 1個

おみくじ抽選セット （CK-3）
22M144
\2,000 〔税込 \2,200〕

おみくじたまご （EG-18）
JPN75-35S

日本

22M145

指定不可

\250 〔税込 \275〕

JPN75-35S
日本

●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

●材質：たまご/陶器・おみくじ/水溶紙 ●ｾｯﾄ内容：陶器製たまご
・花の種つきおみくじ・取説●重量：7g ●本体ｻｲｽﾞ：たまご/φ
28×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：29×45×78mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 240個

おみくじ入のキャンディを一つ引いて運勢を占う?

再利用可能なおみくじセットです。

うずら卵程の大きさの陶器のたまごを割ると花の種つき花おみくじ
が入っています。おみくじは水溶紙で出来ており、そのまま埋める
と花の栽培を楽しめます。

おもちゃおたのしみ福袋（プチ） （6593）

福袋

北、沖、離別途

22M146

JPN72-32U

22M147

JPN70-30S

\150 〔税込 \165〕

\30 〔税込 \33〕

日本

●ｾｯﾄ内容：おもちゃアソート×3●本体ｻｲｽﾞ：45×90×170mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 120個

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

おもちゃ3種がランダムに入っています。

お正月の福袋です。

WEB ウインターナウ２０２２

ハロウィンお菓子プレゼント50人用 （7551）
22M150
\15,000 〔税込 \16,500〕

＜ハロウィン＞

★ \8,900 〔税込 \9,612〕

直送品

22M151
\14,000 〔税込 \15,400〕

JPN88-48S
直送品

●ｾｯﾄ内容：●A賞 ハロウィンお菓子巾着3コ●B賞 ハロウィンお
菓子セット（ホワイト）3コ●C賞 ハロウィンお菓子バケツ大7コ●D
賞 ハロウィンお菓子バケツ小7コ●E賞ハロウィンお菓子セット（オ
レンジ）10コ●F賞ハロウィンお菓子セット（パープル）20コ●ハロウ
ィン抽選くじ50枚●ハロウィン抽選箱1コ●くじ明細表1枚●A3ポス
ター1枚●店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
330×440×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 【乳・小麦
】

●ｾｯﾄ内容：ハロウィントイレットペーパー100コ・サイコロキューブ（
中国）・お持ち帰り袋35枚・店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発
送用段ボール箱 1個

北、沖、離別途

北、沖、離別途

くじを引いてハロウィンパッケージに入ったお菓子セットがもらえる
イベントです。くじとくじ箱もハロウィン仕様！

ハロウィンチョコすくいどり50人用 （7255）
22M152

JPN78-38V

サイコロ出た目の数だけハロウィントイレット
ペーパー （6953）

JPN92-52U
直送品

●ｾｯﾄ内容：●ハロウィンチョコ300コ●ディスプレイボックス1コ●
すくいどり用スプーン1コ●お持ち帰り袋50枚●店頭用お知らせＰ
ＯＰ2枚●本体ｻｲｽﾞ：ディスプレイボックス/160×160×160mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×240×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱
1個 【乳】

アイブレックスバルーン パンプキンフェイス
(5枚)
22M153

JPN70-30S

ハッピーハロウィンBOXティッシュ100W 5P
22M154

JPN70-30S

\3,000 〔税込 \3,300〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：アルミ蒸着ナイロン ●機能：ガス容量/約8L ●本体ｻｲｽﾞ
：370×370mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：470×400×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 60個

●材質：パルプ100% ●重量：565g ●本体ｻｲｽﾞ：1コ
/115×220×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：115×220×250mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：シュリンク 20個

北、沖、離別途
ハロウィンのデザインのチョコボールすくいどり。ボックスもハロウ
ィンデザインです。

ハロウィンの定番のパンプキンフェイスの風船です。

らくがきハロウィン貯金箱 （KT-1）

らくがきハロウィン貯金箱 （KT-2）

らくがきハロウィン貯金箱 （KT-9）

22M155A A/ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝ

22M155B B/ｵﾊﾞｹ

22M155C C/ﾊﾛｳｨﾝ

THA70-30S

THA70-30S

THA70-30S

\380 〔税込 \418〕

\380 〔税込 \418〕

\380 〔税込 \418〕

●材質：陶器 ●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：60×70×100mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：78×78×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：陶器 ●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：70×70×100mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：78×78×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：陶器 ●重量：73g ●本体ｻｲｽﾞ：73×73×84mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：78×78×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

WEB ウインターナウ２０２２

ハロウィン タンブラー （MKH-3）
22M156

JPN70-30S

入浴料 ハッピーハロウィン（ミスティパラダ
イス香り）20g （15798362）
22M157

JPN50-10Y

\400 〔税込 \440〕

\150 〔税込 \165〕

日本

●材質：磁器 ●重量：190ｇ ●容量：230mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
62×115mm ●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

●容量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：125×85×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 800個

ハッピーハロウィンカラーウェットティッシュ8
枚
22M158

JPN70-30T

\75 〔税込 \83〕
●材質：カラー不織布（オレンジ） ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッシュ（
200×140mm）8枚●重量：29g ●本体ｻｲｽﾞ：75×135×10mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：裸 400個

[法]化粧品
楽しいハロウィン柄のタンブラーです。

お菓子のような甘くフルーティーな香りと、ハロウィン色（オレンジ）
に包まれた、ハロウィン気分のバスタイムをお過ごしください。

ハロウィンお菓子バケツ （OB20）

ハロウィンキャンディ 3個入 （50-022）

22M162

CHN72-32U

22M164

THA80-40S

\200 〔税込 \220〕

★ \60 〔税込 \65〕

●ｾｯﾄ内容：かぼちゃバケツ・お菓子×6（日本）●本体ｻｲｽﾞ：Φ
68×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

●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

ジャックオランタン型容器に入ったお菓子セット。

ハロウィンシーズンのイベントにぴったりのお菓子です。

ハロウィン柄をちりばめた商品です。カラー不織布使用で、華やか
なパーティーを彩ります。

WEB ウインターナウ２０２２

ホット＆アイスショルダーピロー （FA-02RO
）

ホット＆アイスショルダーピロー （FA-02LA
）

22M168A A/ﾛｰｽﾞ(ﾚｯﾄﾞ)

22M168B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ(ﾌﾞﾙｰ)

CHN75-35T

CHN75-35T

\1,700 〔税込 \1,870〕

\1,700 〔税込 \1,870〕

●材質：ポリエステル ●重量：458g ●本体ｻｲｽﾞ：
140×340×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：265×280×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ヘッダー付PP袋 64個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲ
ｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル ●重量：458g ●本体ｻｲｽﾞ：
140×340×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：265×280×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ヘッダー付PP袋 64個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲ
ｽﾞ：15×35mm

疲れた肩や首にのせてご使用ください。程良い重みと優しい香り
で心も体もリラックス！

疲れた肩や首にのせてご使用ください。程良い重みと優しい香り
で心も体もリラックス！

ホット＆アイスショルダーピロー （FA-02LF
）

USBハンドウォーマー （3718）

洗える差込マフラー

22M168C C/ﾗﾌﾗﾝｽ(ｵﾚﾝｼﾞ)

22M169

＜あったかグッズ＞

CHN75-35T

CHN70-30S

22M170A A/ブラック

CHN80-40S

\1,700 〔税込 \1,870〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,480 〔税込 \1,628〕

●材質：ポリエステル ●重量：458g ●本体ｻｲｽﾞ：
140×340×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：265×280×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ヘッダー付PP袋 64個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲ
ｽﾞ：15×35mm

●材質：ABS、アルミ・ケース/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：ケース・取
説●重量：50g ●電源：USB（添） ●本体ｻｲｽﾞ：ウォーマー/Φ
20×90mm・ケース/50×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×40×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：70-72-7-1S ●名入ｻｲｽﾞ：3×50mm

●材質：ポリエステル ●重量：140g ●本体ｻｲｽﾞ：900×130mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：400×190×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個

疲れた肩や首にのせてご使用ください。程良い重みと優しい香り
で心も体もリラックス！

パソコンのＵＳＢ端子に接続して使用する小型ハンドウォーマーで
す。冬場にエアコンの設定温度を下げた際にも手元を温かく過ご
せる節電対策グッズです。

リアルファーに近い風合いと合成繊維ならではの綺麗な色や取扱
いやすさが魅力です。肌触りの良いエコファーを使用していますの
でつけ心地も抜群です。

洗える差込マフラー

洗える差込マフラー

あったかネックピロー （JA-14ROBOM）

22M170B B/グレー

CHN80-40S

22M170C C/ベージュ

CHN80-40S

22M171A A/ﾛｰｽﾞの香り

JPN75-35T

\1,480 〔税込 \1,628〕

\1,480 〔税込 \1,628〕

\1,250 〔税込 \1,375〕

日本

●材質：ポリエステル ●重量：140g ●本体ｻｲｽﾞ：900×130mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：400×190×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個

●材質：ポリエステル ●重量：140g ●本体ｻｲｽﾞ：900×130mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：400×190×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 30個

●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：ヘッダー付PP袋
96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

リアルファーに近い風合いと合成繊維ならではの綺麗な色や取扱
いやすさが魅力です。肌触りの良いエコファーを使用していますの
でつけ心地も抜群です。

リアルファーに近い風合いと合成繊維ならではの綺麗な色や取扱
いやすさが魅力です。肌触りの良いエコファーを使用していますの
でつけ心地も抜群です。

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！

WEB ウインターナウ２０２２

あったかネックピロー （JA-14FRPIC）

あったかネックピロー （JA-14LABLW）

フェイスガード付きネックウォーマー

22M171B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香

22M171C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

22M172A A/ﾌﾞﾗｯｸ

\1,250 〔税込 \1,375〕

JPN75-35T
日本

\1,250 〔税込 \1,375〕

JPN75-35T
日本

CHN80-40S

\980 〔税込 \1,078〕

●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：
ヘッダー付PP袋 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲ
ｽﾞ：15×35mm

●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：ヘッダー付PP袋
96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：300×240mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×310×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個

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！

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！

男女兼用。首周りの隙間をしっかりと防いで暖かい。厳しい寒さか
ら首周りをガード。

フェイスガード付きネックウォーマー

フェイスガード付きネックウォーマー

アロマ ホット&アイスアイピロー （JA12ROBOM）

22M172B B/ﾈｲﾋﾞｰ

22M172C C/ﾍﾞｰｼﾞｭ

22M173A A/ﾛｰｽﾞの香り

CHN80-40S

CHN80-40S

JPN75-35T

\980 〔税込 \1,078〕

\980 〔税込 \1,078〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：ポリエステル ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：300×240mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×310×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個

●材質：ポリエステル ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：300×240mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×310×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個

●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/458-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

男女兼用。首周りの隙間をしっかりと防いで暖かい。厳しい寒さか
ら首周りをガード。

男女兼用。首周りの隙間をしっかりと防いで暖かい。厳しい寒さか
ら首周りをガード。

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 （JA12FRPIC）

アロマ ホット&アイスアイピロー （JA12LABLW）

あったかカイロポーチ （JA-13ROBOM）

22M173B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香ﾘ

22M173C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

22M174A A/ﾛｰｽﾞの香り

\800 〔税込 \880〕

JPN75-35T
日本

\800 〔税込 \880〕

JPN75-35T
日本

\750 〔税込 \825〕

日本

JPN75-35T
日本

●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/458-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●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/458-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：表面：綿100％・裏面(フリース生地)：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：150×92×17mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：217×125×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋
96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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。

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。

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。

WEB ウインターナウ２０２２

あったかカイロポーチ （JA-13FRPIC）

あったかカイロポーチ （JA-13LABLW）

貼るくつ下用 ぬくポン ２足入 （H-5015）

22M174B B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香ﾘ

22M174C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

22M175

\750 〔税込 \825〕

JPN75-35T
日本

\750 〔税込 \825〕

JPN75-35T
日本

JPN75-35S

\195 〔税込 \215〕

●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 ●ｾｯﾄ内容：使い捨てカイロ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：
150×92×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：217×125×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ヘッダー付PP袋 96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲ
ｽﾞ：15×35mm

●材質：表面：綿100％・裏面(フリース生地)：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：150×92×17mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：217×125×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋
96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：58g ●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

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。

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。

寒い冬は足元からあたためましょう。

貼るぬくポン ３個入 （H-5013）

貼るぬくポン（ミニ）３個入 （H-5014）

カイロレギュラー1P（PP台紙入） （17-037）

22M176
\195 〔税込 \215〕

JPN75-35S
日本

22M177
\170 〔税込 \187〕

JPN75-35S
日本

22M178
\90 〔税込 \99〕

JPN70-30S
日本

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：131g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×140×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 80個

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：54g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×115×10mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 120個

●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

スポーツ・レジャー・足腰の保温に。

スポーツ・レジャー・足腰の保温に。

冬のノベルティの定番！バラまき販促に最適です。

カイロミニ1P（OPP台紙入） （17-038）
22M179
\65 〔税込 \72〕

JPN70-30S
日本

●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/45-717-480-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：17×68mm

冬のノベルティの定番！バラまき販促に最適です。

WEB ウインターナウ２０２２

ツインバード シートマッサージャー （EM2546BL）
22M181

＜冬の生活雑貨＞

CHN75-35S

アロマシューズキーパー （MC-04FR）
22M182A A/ﾐｹﾈｺ

CHN75-35T

\8,000 〔税込 \8,800〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：外皮/ポリエステル、内部/ウレタンスポンジ・リモコン
/ABS ●機能：タイマー10分（オートオフ） ・電源スイッチ/切、弱、
強・マッサージ部位選択スイッチ/もも、腰、背中・コード長/2.5m ●
ｾｯﾄ内容：ACアダプター・取説・保証書●重量：1.3kg ●電源：
AC100V-8W ●本体ｻｲｽﾞ：50×470×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×450×510mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個 ●名入：コントロー
ラー/450-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm

●材質：ポリエステル ●機能：フレッシュピーチの香り ●重量：
190g ●本体ｻｲｽﾞ：152×65×62mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×193×63mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 64個 ●名入：外
袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

シューズの形をキープし、消臭・除湿しながら優しい香りがひろが
るシューズキーパーです。

アロマシューズキーパー （MC-04GR）

イージークリーンブラシ大小セット （30654）

アヒージョ （G-766）

22M182B B/ｻﾊﾞﾄﾗ

22M183

CHN75-35T

CHN70-30S

22M184A A/柿

JPN70-30S

\2,000 〔税込 \2,200〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,700 〔税込 \1,870〕

●材質：ポリエステル ●機能：グレープフルーツの香り ●重量：
190g ●本体ｻｲｽﾞ：152×65×62mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×193×63mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 64個 ●名入：外
袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ＡＢＳ・ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：ブラシ大、小・収納スタン
ド×2・取説●重量：265ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：ブラシ大/75×52×330mm
・ブラシ小/62×32×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×55×380mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：耐熱陶器 ●機能：電子レンジ、オーブン、トースター、ガ
スグリル対応 ●重量：160ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：150×110×38mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個

シューズの形をキープし、消臭・除湿しながら優しい香りがひろが
るシューズキーパーです。

専用セルフクーリング収納スタンドに入れて、サッと引き抜くだけで
キャッチしたホコリなど瞬間クリーニング。衣類、カーペットなど幅
広く使えます。

アンティークな模様は一つひとつ表情が違い、落ち着いたディープ
カラーが食卓をさりげなく彩ります。

アヒージョ （G-767）

アヒージョ （G-768）

結露防止スプレー

22M184B B/ｶﾗｼ
\1,700 〔税込 \1,870〕

JPN70-30S
日本

22M184C C/ﾖﾓｷﾞ
\1,700 〔税込 \1,870〕

JPN70-30S
日本

22M185

日本

JPN73-33U

\1,280 〔税込 \1,408〕

●材質：耐熱陶器 ●機能：電子レンジ、オーブン、トースター、ガ
スグリル対応 ●重量：160ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：150×110×38mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個

●材質：耐熱陶器 ●機能：電子レンジ、オーブン、トースター、ガ
スグリル対応 ●重量：160ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：150×110×38mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個

●材質：水・アルコール・吸水性ポリマー・防カビ剤 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：354g ●本体ｻｲｽﾞ：87×40×186mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 30
個

アンティークな模様は一つひとつ表情が違い、落ち着いたディープ
カラーが食卓をさりげなく彩ります。

アンティークな模様は一つひとつ表情が違い、落ち着いたディープ
カラーが食卓をさりげなく彩ります。

ガラス、鏡の結露防止コーティング剤です。防カビ剤配合で、液だ
れによる周辺部のカビの発生を阻止します。断熱効果もあるため
エコ対策にもぴったりです。

WEB ウインターナウ２０２２

ハリオ ガラスのレンジスープカップ （XSC1-W）
22M186
\1,200 〔税込 \1,320〕

JPN78-38T
日本

●材質：耐熱ガラス・PP ●機能：電子レンジ、食洗機対応 ●ｾｯﾄ
内容：カップ・蓋・レシピブック・取説●重量：200g ●容量：300mL
●本体ｻｲｽﾞ：133×115×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
117×116×92mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

おうちで根菜栽培セット （GD-89101）

おうちで根菜栽培セット （GD-89102）

22M187A A/だいこん

22M187B B/にんじん

\900 〔税込 \990〕

JPN75-35S
日本

\900 〔税込 \990〕

JPN75-35S
日本

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

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

電子レンジで簡単にスープが作れるフタ付きスープカップ。オリジ
ナルレシピ付き。

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

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

おうちで根菜栽培セット （GD-89103）

ベストトレッサーmini （H10）

レンジでひとり用鍋 （KB-700）

22M187C C/ごぼう

22M188

[品]耐熱認証

\900 〔税込 \990〕

JPN75-35S

CHN70-30S

22M189

JPN72-32U

\800 〔税込 \880〕

\550 〔税込 \605〕

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

●材質：ABS・ナイロン（パイル100%） ●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
25×114mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：148×26×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダ
ー付化粧箱 50個

●材質：PP ●重量：205g ●容量：約1.5L ●本体ｻｲｽﾞ：
216×184×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：186×186×81mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：化粧箱 40個 ●名入：130-36-27-1000-P ●名入ｻｲｽﾞ：
20×40mm

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

携帯サイズのセルフクリーニング機能付きのエチケットブラシ。本
体下部を持ち左右にスライドすれば、ホコリを本体内蔵のダストボ
ックスへ自動収納。

つゆの素と水・具材を入れてレンジでチンするだけで、簡単に鍋料
理が出来るレンジ調理器。

エチケットブラシ エレクトロオフ （P38）

油も取れるアクとりシート２０cm１２枚入 （
573）

22M190
\400 〔税込 \440〕

日本

JPN70-30S
日本

22M191
\130 〔税込 \143〕

JPN70-30S
日本

●材質：塩化ビニル・ナイロン（パイル100%） ●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

●材質：PP不織布 ●ｾｯﾄ内容：取説●本体ｻｲｽﾞ：Φ200mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×210×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

静電気の発生を抑える特殊繊維をの効果によりホコリ・花粉の再
付着も軽減できます。

お玉を使わずにシートをのせておくだけで、アクと余分な油が取れ
るので、煮物や鍋料理にぴったり！落し蓋としても使えます。

日本

WEB ウインターナウ２０２２

CO2モニター （TD-8500）
22M195

A&D 環境温湿度計 （AD-5686）
CHN75-35S

22M196

CHN80-40S

\12,000 〔税込 \13,200〕

\8,000 〔税込 \8,800〕

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

●材質：PC・ABS ●機能：温湿度・乾燥指数（絶対湿度）・熱中症
指数（WBGT）・上限、下限アラーム設置可・暑熱環境危険ランク4
段階、インフルエンザ危険ランク2段階・ブザー音ON/OFF切替可・
時計・掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：240g ●電源：
モニター単3×3（添） ●本体ｻｲｽﾞ：133×108×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：280×142×29.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個

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

壁掛と卓上の2通りの設置が可能。季節性インフルエンザ対策に
、熱中症対策に、労働衛生管理、家庭の健康管理に。

タニタ 非接触体温計 （BT-543-BL）

タニタ 非接触体温計 （BT-543-IV）

ドリテック 大画面温湿度計 グロース （O503WT）

22M197A A/ﾌﾞﾙｰ

22M197B B/ｱｲﾎﾞﾘｰ

22M198

＜衛生用品＞

CHN80-40S

CHN80-40S

CHN80-40U

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

●材質：ABS・PMMA ●機能：測定時間/約1秒・体温表示/3桁、
最小温度表示0.1℃・測定範囲/体温測定モード：34.0℃～43.0℃、
温度測定モード：0.1℃～99.9℃・使用環境/温度範囲10℃～40℃
●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：90g ●電源：モニター単4×2（添
） ●本体ｻｲｽﾞ：49×129×39mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
66×147×57mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱 12個

●材質：ABS・PMMA ●機能：測定時間/約1秒・体温表示/3桁、
最小温度表示0.1℃・測定範囲/体温測定モード：34.0℃～43.0℃、
温度測定モード：0.1℃～99.9℃・使用環境/温度範囲10℃～40℃
●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：90g ●電源：モニター単4×2（添
） ●本体ｻｲｽﾞ：49×129×39mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
66×147×57mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱 12個

●材質：ABS・アクリル ●機能：熱中症警告4段階・インフルエンザ
警告2段階・時計・壁掛用フック穴・スタンド付 ●ｾｯﾄ内容：取説・保
証書●重量：424g ●電源：モニターアルカリ単4×2（内） ●本体ｻ
ｲｽﾞ：180×220×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：191×240×30mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 ●名入：110-180-23-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×50mm

ｶﾗｰOK

[法]医療機器認証番号301AFBZX00069000

[法]医療機器認証番号301AFBZX00069000
離れた場所からでも見やすい大画面表示。熱中症やインフルエン
ザの危険度目安も分かります。

ワイヤレス室外温湿度計付クロック （6181
）
22M199
\3,000 〔税込 \3,300〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

携帯用マスクケース （4HH2097 NY）

携帯用マスクケース （4HH2097 BU）

22M200A A/ﾈｲﾋﾞｰ

22M200B B/ﾌﾞﾙｰ

CHN70-30S

CHN70-30S

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・スヌーズ・カレンダー・室内
温湿度・室外温湿度・快適度（室内）・バックライト・タッチスクリーン
●ｾｯﾄ内容：計測機・USBコード・取説●重量：200g ●電源：USB・
単4×4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：165×21×98mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×30×245mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 28個 ●名入：60-42-16200-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×100mm

●材質：表/合成皮革・内/クレンゼ（ポリエステル65％、コットン35
％） ●重量：85g ●本体ｻｲｽﾞ：120×210×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：115×210×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 10個

●材質：表/合成皮革・内/クレンゼ（ポリエステル65％、コットン35
％） ●重量：85g ●本体ｻｲｽﾞ：120×210×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：115×210×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 10個

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

内側は抗ウイルス生地で、真ん中のポケットにはウエットティッシ
ュなどを収納でき仕切りにもなるので使用中のマスクの一時収納
など使い分けができます。

内側は抗ウイルス生地で、真ん中のポケットにはウエットティッシ
ュなどを収納でき仕切りにもなるので使用中のマスクの一時収納
など使い分けができます。

WEB ウインターナウ２０２２

ボックス型マスクケース （4HH2098 BE）
22M201

CHN70-30S

ミアミモザ ハンドクリーンジェル100mL （
MC-J20）
22M202

JPN80-40S

\2,000 〔税込 \2,200〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

日本

●材質：合成皮革 ●機能：対応マスクサイズ/約95×175mm迄 ●
重量：88g ●本体ｻｲｽﾞ：使用時/100×200×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：190×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 ●名入：40-36-16-10-H
●名入ｻｲｽﾞ：60×15mm

●重量：182g ●容量：100mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×185×45mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個

底のホックを外すだけで簡単にマスクを入替え。玄関まわりをスッ
キリおしゃれに。

A&D 大きな表示のミニ温湿度計 AD-5644A
（AD5644A）
22M203

CHN80-40S

\1,500 〔税込 \1,650〕
●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・取説・保証書●重量：26g ●
電源：CR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：40×62×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：140×90×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ブリスター 10個

小さなボディに見やすい大きな画面表示でストラップ付きなので持
ち運びもしやすく、スタンドを開けば据置も出来るので、室内でも
室外でも活躍します。

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

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

国産マスク&フェイスタオル（抗ウイルス加
工） （FTP-50）

22M204A A/ﾌﾞﾙｰ

22M204B B/ﾎﾜｲﾄ

22M205

CHN75-35S

CHN75-35S

JPN85-45S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\500 〔税込 \550〕

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

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

●材質：マスク/PP、ポリエステル、PE・FT/綿100% ●ｾｯﾄ内容：マ
スク×3・FT●本体ｻｲｽﾞ：マスク/160×90mm・FT/340×750mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×130×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

[法]石鹸/医薬部外品

[法]石鹸/医薬部外品

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

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

抗ウイルス加工ハンドタオル （SKV56051F
）

抗菌アロママスクケース （EC-08FRPIM）

抗菌アロママスクケース （EC-08GRGRH）

22M207A A/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香

22M207B B/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂﾉ香ﾘ

22M206
\500 〔税込 \550〕

JPN60-20S
日本

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

銀イオンを担持させた多孔質の無機化合物を主成分とし、高度な
分散技術を用いた国産（泉州産）抗ウイルス加工ハンドタオル。

\450 〔税込 \495〕

JPN75-35T
日本

\450 〔税込 \495〕

JPN75-35T
日本

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

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

[品]SIAAマーク

[品]SIAAマーク

マスク保管面（内側）の全面に抗菌加工を施しています。香り袋入
りで、マスクへのほのかな移り香をお楽しみいただけます。※マス
クは付属しておりません。

マスク保管面（内側）の全面に抗菌加工を施しています。香り袋入
りで、マスクへのほのかな移り香をお楽しみいただけます。※マス
クは付属しておりません。

WEB ウインターナウ２０２２

抗菌アロママスクケース （EC-08MISTR）

国産マスク&マスクケース（抗菌） （FTP-30
）

22M207C C/ミントの香り

22M208

\450 〔税込 \495〕

JPN75-35T
日本

JPN85-45S

クリンクル 除菌ペーパータオル150枚 （
LD-910）
22M209

CHN65-25S

\300 〔税込 \330〕

\240 〔税込 \264〕

●材質：PP・ポリエステル・PE ●ｾｯﾄ内容：マスク×2・ケース●重
量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：マスク/160×90mm・マスクケース
/220×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×120×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 180個

●材質：パルプ ●ｾｯﾄ内容：シート（210×230mm）150枚●重量：
268ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：230×100×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 30個

マスク保管面（内側）の全面に抗菌加工を施しています。香り袋入
りで、マスクへのほのかな移り香をお楽しみいただけます。※マス
クは付属しておりません。

全国マスク工業会マーク入です。

水に濡れて除菌効果を発揮!!除菌剤が塗布されているので、濡れ
た場所や濡れた手をふくことで除菌ができるペーパータオルです。

リファイン 極厚アルコール30％除菌ウェット
25枚 （LD-129）

携帯用アルコール除菌ジェル3P （15-316）

発熱チェックカード （HC-11）

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

[品]SIAAマーク

JPN65-25T

22M210
\210 〔税込 \231〕

22M211

日本

\110 〔税込 \121〕

JPN72-32U
日本

22M212
\100 〔税込 \110〕

JPN65-25U
日本

ｶﾗｰOK

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッシュ（200×300mm）25枚
●重量：290ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：200×110×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 30
個

●重量：8g ●容量：1.5mL ●本体ｻｲｽﾞ：100×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：110×128×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：台紙/456-16-300-O ●名入ｻｲｽﾞ：24×105mm

●材質：紙・表面/PP樹脂貼り加工 ●機能：簡易体温計 ●重量：
2g ●本体ｻｲｽﾞ：55×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×90mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：OPPカードケース 500個 ●名入：50-18-16-300-K ●名入ｻｲｽ
ﾞ：45×75mm

アルコール30％配合で、油・皮脂・手垢もすっきり！

いつでもどこでも手軽に除菌！

体調管理が一番の予防。額に5秒当てるだけの簡易体温計です。
体調をこまめにチェックしましょう。

リファイン アルコール 除菌ポケットウェット
ティッシュ10枚1P （LD-122）

ルンルン衛生セット M-4 （21007）

サージカルマスク１枚入 （15-313）

JPN55-15T

22M213
\100 〔税込 \110〕

日本

22M214
ｶﾗｰOK

●材質：不織布 ●ｾｯﾄ内容：ウェットティッシュ（150×200mm）10枚
●重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：65×130×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 180個
●名入：フラップ/25-6-22-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：40×87mm

\100 〔税込 \110〕

JPN75-35U
日本

●材質：絆創膏/PVC・ポリネット不織布 ●ｾｯﾄ内容：携帯用アル
コール除菌液パウチ2mL・携帯用ハンドソープパウチ2mL・滅菌済
絆創膏Mサイズ×2●重量：10g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×70×4mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 1000個 ●名入：ケース/30-0-17-1-K
●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm

[法]絆創膏/医療機器認証番号29B2X10005000038
10枚入で化粧ポーチにも入るサイズです。

安心・安全の日本製！携帯用アルコール除菌液と携帯用ハンドソ
ープ、滅菌済絆創膏の3点セットです。持ち運びに便利なポケット
サイズ。

22M215
\45 〔税込 \50〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

●材質：不織布 ●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：175×94×0.9mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×105×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：台
紙/45-6-17-600-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：25×90mm

WEB ウインターナウ２０２２

ブラック＋デッカー 18V高圧ハンディウォッ
シャー （BCPC18D1）
22M220

＜年末大掃除＞

\7,000 〔税込 \7,700〕

22M221

JPN75-35U

\30,000 〔税込 \33,000〕

\25,800 〔税込 \28,380〕

●材質：ABS ●機能：充電時間約60分・連続作業時間High12分
/Low19分・最大吐出圧力2.4MPa・最大吐出水量113 L/h・ホース
長約6m・水流調整5段階・噴射モードHIGH（強）/LOW（弱） ●ｾｯﾄ
内容：5in1ノズル・18Vリチウムバッテリー・充電器・給水スリムホー
スキット・取説・保証書●重量：1.73kg ●電源：AC100V ●本体ｻｲ
ｽﾞ：1010×310×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：600×300×160mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 2個

●ｾｯﾄ内容：●特等 クリーンギフトセットNXG-30 1コ●1等 クリー
ンギフトセットNXG-20 2コ●2等 クリーンギフトセットNXG-10 3コ●
3等 ナノックス（400g）4コ●4等 キッチンクリーナー（20P）8コ●5等
排水口ゴミキャッチ（8P）32コ●抽選くじ50枚●抽選箱1コ●くじ明
細表1枚●A3ポスター1枚●店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
発送用段ボール箱 1個

直送品

[法]PS-Eマーク

北、沖、離別途

ため水から給水できるため、外回りやベランダ、お出かけ先など場
所を選ばず使用できます。通常水道圧の約12倍のパワーで頑固
な汚れをキレイにお掃除。

ころころダイス出た数プレゼントクリーンアイ
テム（約30人用） （7065）
22M222

CHN70-30S

キラキラクリーンセットプレゼント 50人用 （
6394）

CHN85-45U
直送品

●ｾｯﾄ内容：●クリーンアイテムアソート60コ●ダイス1コ●店頭用
お知らせPOP2枚●本体ｻｲｽﾞ：ダイス/150×150×150mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

クリーンギフトセット （NXG-25）
22M223

JPN77-37U

匠洗 石鹸・キッチン洗剤ギフト （UTA-155）
22M224

CHN80-40S

\2,500 〔税込 \2,750〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

●ｾｯﾄ内容：トップスーパーナノックス400g、詰替320g・台所洗剤
250mL・お風呂の洗剤スプレー300mL・キッチンクリーナー20P・パ
イプクリーナー3P●重量：1820g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
107×213×223mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個

●材質：マイクロファイバークロス/ポリエステル80％、ナイロン20
％ ●ｾｯﾄ内容：ウタマロ石鹸133g・ウタマロキッチン300mL・マイク
ロファイバークロス×2●重量：725g ●本体ｻｲｽﾞ：マイクロファイバ
ークロス/250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×240×56mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

北、沖、離別途
ガンコな汚れもしっかり落とす。ウタマロ洗剤で真っ白で気持ちの
いい暮らし。

ハウスクリーン便利セット （50050）
22M225

JPN78-38U

クリーン・エモーションギフト （CEG-084）
22M226

JPN65-25V

エチケットブラシde網戸掃除 プラス （N20）
22M227

CHN70-30S

\1,100 〔税込 \1,210〕

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

●ｾｯﾄ内容：酸素系漂白剤35g×3包・洗濯槽用洗浄剤（カラーサイ
ン機能付）・髪の毛スルー（2回分入）・衣類の防虫除湿シート（引
き出し用）●重量：380g ●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

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

●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㎜

きれいは感動を贈る。洗剤など日用品のセットです。

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

WEB ウインターナウ２０２２

エチケットdeえりそでキレイプラス （N32）
CHN70-30S

22M228

マイクロファイバーモップ （LALA-20）
22M229

ナチュラルクリーンセット （NCS-052）

JPN72-32U

JPN83-43T

22M230

\800 〔税込 \880〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：ABS・ナイロン（パイル100%） ●重量：44g ●本体ｻｲｽﾞ：
95×60×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×63×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘ
ッダー付プラケース 100個

●材質：ホルダー/PP、AS・収納ケース/PP・モップシート/ポリエス
テル、PA ●機能：洗濯可 ●ｾｯﾄ内容：モップシート1枚・取説●重
量：108g ●本体ｻｲｽﾞ：ホルダー/30×271mm・収納ケース
/63×54.5×148mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×64×157mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱 150個 ●名入：370-24-22-50-オンデマンド ●名入ｻｲｽﾞ
：18×89mm

●ｾｯﾄ内容：花王ワンパックアタック24g×3・洗濯ネット角型（
460mm×400mm）（中国）・パイプ洗浄剤3包入・抗菌ナイロンクリ
ーナー●重量：295g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×150×95mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個

使いやすく手になじむ「しずく型」洗濯ブラシです。Wフェイスブラシ
は衣類に無理な摩擦が少なく、ゴシゴシお手入れしても衣類への
ダメージを抑えられます。

超極細繊維（マイクロファイバー）が細かいホコリをからめとります
。ホコリを舞い上げずにサッとひと拭き、簡単キレイに！

きれいな暮らしを応援します。

水だけキッチン3点セット （GA032）

のびるまがるふわふわモップ （7307）

いきいき生活 M-36 （12512）

22M231

指定不可

JPN70-30U

22M232

ｶﾗｰOK

CHN67-27U

\500 〔税込 \550〕

22M233

指定不可

JPN80-40U

\400 〔税込 \440〕

\360 〔税込 \396〕

\360 〔税込 \396〕

●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）●重量：84g ●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：箱/50-1032-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm

●材質：ポリエステル・ステンレス・シリコン・PE・TPR ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：56g ●本体ｻｲｽﾞ：使用時/800mm・収納時/340mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×345×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

●材質：綺麗ダスター/レーヨン、ポリエステル・ネットクリーナー
/PUR、ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：ライオンチャーミーVクイック
100mL・綺麗ダスター（中国）・ルンルンネットクリーナー（ベトナム）
●重量：186g ●本体ｻｲｽﾞ：綺麗ダスター/350×300mm・ネットクリ
ーナー/150×80×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×142×37mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個

キッチンまわりの汚れが、水だけで落とせます。人気の3点セット
です。

ダイヤモンド・タオル （5501）
22M234

CHN65-25S

毎日の食器洗いに嬉しいセットです！

めちゃ落ち～る レギュラー （AX-051）
22M235

GER65-25S

マイクロファイバークロス （GA-200）
22M236

指定不可

CHN70-30S

\300 〔税込 \330〕

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

●材質：ポリエステル80％、PA20％ ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：400×400×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
260×200×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 400個

●材質：メラミンフォーム ●重量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：
120×69×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×75×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 300個

●材質：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

水洗い可能で、吸水性に優れています。陶器やガラス、家具など
のクリーニング用としても。

水につけて軽くこするだけで汚れが驚くほど落ちます。フリーカット
タイプ。

水を含ませてこするだけで、極細繊維が汚れをキャッチ。

WEB ウインターナウ２０２２

岡崎精肉店 近江牛サーロインステーキ
200g×2枚
22M240
★ \12,000 〔税込 \12,960〕

＜年末年始食品＞

スギモト 松阪牛モモバラ焼肉用
22M242
★ \10,000 〔税込 \10,800〕

JPN98-58V
日本

直送品

●ｾｯﾄ内容：牛肉（モモ、バラ）400g・焼肉のたれ170g・取説●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：201×298×99mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 1個 【乳・小麦】

JPN93-53V
日本

直送品

北、沖、離別途

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

ブランド牛のすきやきの食べ比べセット。ブランドは三重県の松阪
牛、兵庫県の神戸ビーフ、滋賀県の近江牛です。

関とら本店 真ふくたたき刺身&真ふく寄せ
鍋（個食鍋）セット

岡﨑精肉店 近江牛すき焼き用 400g

22M243
★ \8,000 〔税込 \8,640〕

JPN03-63V
直送品

直送品

22M244
★ \7,000 〔税込 \7,560〕

JPN93-53V
日本

直送品

●ｾｯﾄ内容：個食鍋（真ふぐ寄せ鍋）300g×2・真ふぐたたき刺身（
プラ皿）20g×2・とらふぐ皮30g×2・とらふぐ塩辛（カップ）60g・ふく
ポン酢10g×2・もみじおろし10g×2●重量：1.1kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
336×336×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発泡スチロール 1個 【乳・小麦】

●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 1個

北・沖・離 別途

北、沖、離別途

博多もつ鍋

JPN03-63V

直送品

北、沖、離別途

宮崎牛 すきやき肉 （SC-370）

日本

JPN00-60U

★ \10,000 〔税込 \10,800〕

●ｾｯﾄ内容：松阪牛（モモ、バラ）、神戸ビーフ（モモ、バラ）、近江
牛（モモ、バラ）各100g●重量：750g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
290×230×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：黒化粧箱 1個

ふくの本場下関の職人による、真ふくのたたき刺身と、電子レンジ
で簡単に調理できる野菜・出汁などすべて入ったお一人様用寄せ
鍋の真ふく満喫セットです。

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

22M241

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

日本三大和牛のひとつ「松阪牛」の赤身肉と霜降り肉をバランスよ
く使用。オリジナルブレンドの焼肉のタレは肉の旨みのアクセント
に。

22M245

三大銘柄牛 すき焼き食べ比べセット

22M246
★ \5,000 〔税込 \5,400〕

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット （FSV-55）
JPN02-62V
直送品

●ｾｯﾄ内容：モモ肉300g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：189×262×68mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

●ｾｯﾄ内容：小腸150g×4・もつ鍋濃縮スープ180mL・ちゃんぽん麺
×2●重量：1.2kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：320×230×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：発泡スチロール 1個 【小麦】

北、沖、離別途

北・沖・離 別途

宮崎県の温暖な気候で大切に育てられた宮崎牛は、肉質が良い
ことで定評のあるブランド牛です。脂身が少なくあっさりとした味わ
い。

小腸のみを使用、コラーゲンも豊富で美容食としても人気の鍋セッ
ト。自家製もつ鍋スープでお召し上がりください。

22M247
★ \5,000 〔税込 \5,400〕

JPN05-65V
直送品

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

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました。

WEB ウインターナウ２０２２

北海道清水牛ハンバーグ4個
22M248

キャンベルスープセット （CAS-30R）

JPN98-58V

★ \3,500 〔税込 \3,780〕

直送品

22M249

AUS85-45U

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット （FSC-33）
JPN05-65V

22M250

★ \3,000 〔税込 \3,240〕

★ \3,000 〔税込 \3,240〕

●ｾｯﾄ内容：キャンベル濃縮缶スープ305g×6（コーンポタージュ、
クラムチャウダー各3）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：255×230×75mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 10個 【乳・小麦】

●材質：豚肉 ●ｾｯﾄ内容：特選肩ロース180g・肩ロース焼豚185g・
特選あらびきウインナー85g×2●重量：730g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×290×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 【卵・小麦】

十勝でも有数の酪農地帯と言われる清水町。その清水町で育て
た牛肉を主原料に仕上げたハンバーグです。

お手軽に楽しめる贅沢なスープのセットです。

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました。

鮮度ボトルバラエティセット （KYI-25R）

MEDE鯛10A

島根 本田商店 五代目本田屋繁 出雲なま
そば

●ｾｯﾄ内容：ハンバーグ100g×4・ハンバーグソース30g×2●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×210×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個 【卵・乳・
小麦・かに】

直送品

沖、離別途

22M251

JPN90-50U

22M252

JPN80-40S

★ \2,500 〔税込 \2,700〕

★ \1,000 〔税込 \1,080〕

日本

●ｾｯﾄ内容：ヤマサ鮮度生活減塩しょうゆ600mL・キッコーマンい
つでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ450mL×2・伊賀越塩分ひか
えめ天然醸造醤油450mL●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：255×305×75mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 【小麦】

●ｾｯﾄ内容：鯛最中味噌汁×3（赤みそ、白みそ、合わせみそ）●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×105×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【乳・小
麦】

JPN03-63V

22M253
★ \3,600 〔税込 \3,888〕

直送品

●ｾｯﾄ内容：なまそば100g、つゆ60g各4●重量：920g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：235×110×65mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 【小麦・そば】

北・沖・離 別途

信州そば （SS-10）
22M254
★ \1,000 〔税込 \1,080〕

JPN68-28U
日本

●ｾｯﾄ内容：そば50ｇ×9束●重量：450g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
202×176×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【小麦・そば】

おめで「たい」笑顔を食卓に添えるお味噌汁。

国内産の玄そばを丹念に自家製粉しています。挽きたてのそば粉
で作るなまそばです。食品添加物は一切使用しておりませんので
安心です。

年越そば （MJT-70）

年明けうどん （MEA-60）

22M255
★ \700 〔税込 \756〕

JPN70-30S
日本

●ｾｯﾄ内容：そば120g×2●重量：280g ●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】

22M256
★ \600 〔税込 \648〕

JPN70-30S
日本

●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】

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。

WEB ウインターナウ２０２２

招福そば「感謝 お蕎麦御用人」 １カートン
（KSB-1）
JPN70-30U

22M257
★ \18,000 〔税込 \19,440〕

日本

直送品

讃岐うどん ご挨拶「麺をつむぎ つなぐ縁」
１カートン （KKM-1A）
22M258
★ \18,000 〔税込 \19,440〕

JPN70-30U
日本

直送品

紅白うどん （ASU-3）
22M259
★ \300 〔税込 \324〕

JPN70-30U
日本

●ｾｯﾄ内容：1コ/そば180g●重量：205g ●本体ｻｲｽﾞ：1コ
/87×250×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×550×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：発送用段ボール箱 60個 【小麦・そば】

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

北・沖・離 別途 ※カートン単位でのご注文となります。

北・沖・離 別途 ※カートン単位でのご注文となります。

パッケージは名刺やサービスカード等を挟むことができ、来場記
念やご挨拶に最適です。そばの香りと風味を生かし、コシが強く飽
きのない味わいのそばです。

しっかりとしたコシがあり、小麦の風味と旨みが楽しめるうどんで
す。パッケージは名刺やサービスカード等を挟むことができ、来場
記念やご挨拶に最適です。

讃岐うどんと南高梅うどんの色鮮やかな詰合せです。

招福 梅茶 （SF-25）

純金茶 （J-15）

招福 ふく茶 煎茶2P （SFY-10）

JPN80-40U

22M260
★ \250 〔税込 \270〕

日本

22M261
★ \150 〔税込 \162〕

JPN80-40S
日本

●ｾｯﾄ内容：讃岐うどん50g×2・南高梅うどん50g●重量：166g ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：194×65×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 【小麦】

22M262
★ \100 〔税込 \108〕

JPN78-38S
日本

●ｾｯﾄ内容：梅茶2g×3・おみくじ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
140×140×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 50個

●ｾｯﾄ内容：純金茶2g×3袋●重量：20g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
97×130×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 100個

●ｾｯﾄ内容：煎茶ティーバッグ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

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

高級感ある金箔入りのお茶です。

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。

ニッポンフレフレ茶茶茶 （NCP-10）

ブレンディ スティック カフェオレ２本

JPN95-55T

22M263
★ \100 〔税込 \108〕

日本

22M264

JPN95-55T

★ \95 〔税込 \103〕

●ｾｯﾄ内容：煎茶ティーバッグ1g×3●重量：11g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
78×105×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 100個

●ｾｯﾄ内容：カフェオレ8.8g×2本●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：
175×60×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 60個 【乳】

気軽に飲めるティーバッグの日本茶です。

たっぷり、うれしいマグカップサイズで毎日手軽に楽しめる、リッチ
な味わいのカフェオレのお試しサイズです。

WEB ウインターナウ２０２２

＜受験（合格祈願）＞

合格定規（12cm）
22M271
\120 〔税込 \132〕

JPN75-35S
日本

合格必勝アイピロー （AR-43SAKAKA）

合格必勝アイピロー （AR-43LAAO）

22M270A A/ｻｸﾗﾉ香ﾘ

22M270B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾉ香ﾘ

JPN75-35T

\1,300 〔税込 \1,430〕

●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

●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

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。

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。

合格だるま（赤/白）消しゴム

受験応援カイロ&マスクセット （17-076）

22M272
\120 〔税込 \132〕

JPN75-35S
日本

●材質：アクリル ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：32×135mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：90-10-37-1500-S ●名入ｻｲｽﾞ：
10×35mm

●材質：エラストマー ●重量：1コ/10g ●本体ｻｲｽﾞ：1コ
/20×23×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×60×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 300個

程よい大きさで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！

「赤&白」だるまで大願成就!

必勝だるま絵馬

受験応援カイロ

22M274

JPN75-35Y

JPN75-35T

\1,300 〔税込 \1,430〕

22M275

JPN70-30S

22M273
\110 〔税込 \121〕

●ｾｯﾄ内容：カイロレギュラー・サージカルマスク（中国）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：175×128mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台紙/45-617-200-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：10x87mm

お守り消しゴム
JPN70-30S
日本

22M276

指定不可

\60 〔税込 \66〕

JPN75-35S

\100 〔税込 \110〕

\90 〔税込 \99〕

日本

●材質：木（合板） ●重量：4ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：24×31×3mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×50×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 500個

●機能：最高温度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/45-617-240-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：14×95mm

●材質：エラストマー ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 500個

身近に付けて頑張れる!

合格祈願グッズのカイロです。

パトカーや白バイなど子供は大好き!交通安全啓発グッズとして最
適!

WEB ウインターナウ２０２２

ミニ合格守り （27010）
22M277
\60 〔税込 \66〕

受験応援サージカルマスク1枚入 （17-052
）
JPN70-30S
日本

●材質：アルミ ●本体ｻｲｽﾞ：46×35×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
44×32×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 50個

受験シーズンの販促グッズとして、また合格祈願の縁起物として、
安価で最適な商材。

22M278

CHN70-30S

\45 〔税込 \50〕
●材質：不織布 ●本体ｻｲｽﾞ：175×94×0.9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×111×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：台紙/45-717-600-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：40×90mm

WEB ウインターナウ２０２２

本錫タンブラー 六花(りっか)中 （trk-2）
22M280
\10,000 〔税込 \11,000〕

JPN80-40S
日本

ミッシェル クラン ビジネストート （22-528910）
22M281A A/ブラック

CHN75-35S

\8,000 〔税込 \8,800〕

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

●材質：ポリエステル ●機能：B4サイズ対応 ●ｾｯﾄ内容：着脱式
ショルダーベルト・取説●重量：720g ●本体ｻｲｽﾞ：
300×400×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：425×410×110mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：無地箱（添） 6個

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

ベーシックなデザインのビジネスバッグです。B4書類収納可。

ミッシェル クラン ビジネストート （22-528955）

パール・パール・コウベ パールSVイヤリン
グ ホワイトボタン （FWES7W）

パール･パール･コウベ 真珠ピンブローチ （
FWPB456）

22M281B B/ダークブラウン

22M282

＜卒業・卒部・卒団＞

CHN75-35S

JPN70-30S

22M283

JPN75-35V

\8,000 〔税込 \8,800〕

\6,000 〔税込 \6,600〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

●材質：ポリエステル ●機能：B4サイズ対応 ●ｾｯﾄ内容：着脱式
ショルダーベルト・取説●重量：720g ●本体ｻｲｽﾞ：
300×400×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：425×410×110mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：無地箱（添） 6個

●材質：SV925(ロジューム仕上げ)・淡水真珠/ボタンシェイプ78mm ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：2g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
56×56×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個

●材質：合金・淡水真珠/バロック型6-8mm、オフラウンド型45mm・クリスタル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：13g ●本体ｻｲｽﾞ：
30×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：84×94×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
12個

ベーシックなデザインのビジネスバッグです。B4書類収納可。

耳元を華やかに飾る定番のイヤリングです。フォーマルからカジュ
アルまで多くのシーンでお楽しみいただけます。

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

アーノルド・パーマー 三つ折り財布 （
4AP3581 BK）

アーノルド・パーマー 三つ折り財布 （
4AP3581 GE）

パール・パール・コウベ パールプチネックレ
ス クリスタルV （FWPNR776-7）

22M284A A/ブラック

22M284B B/グレージュ

22M285

CHN70-30S

CHN70-30S

CHN70-30S

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：牛革 ●機能：札入×2・カード入×4・背面ファスナー付き
ポケット ●重量：73g ●本体ｻｲｽﾞ：90×95×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：100×115×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 10個 ●名入：40-36-1210-H ●名入ｻｲｽﾞ：40×15mm

●材質：牛革 ●機能：札入×2・カード入×4・背面ファスナー付き
ポケット ●重量：73g ●本体ｻｲｽﾞ：90×95×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：100×115×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 10個 ●名入：40-36-1210-H ●名入ｻｲｽﾞ：40×15mm

●材質：淡水真珠7-8mm（ドロップ型）・ブラス・クリスタル ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：全長470mm（アジャスター約
50mm含む）・トップ/25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：56×56×37mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 15個

薄型にこだわった一品。表の素材と異なり、裏の生地はカラフルで
女性にもおすすめ。背面のファスナーポケットには小銭はもちろん
鍵なども収納できます。

薄型にこだわった一品。表の素材と異なり、裏の生地はカラフルで
女性にもおすすめ。背面のファスナーポケットには小銭はもちろん
鍵なども収納できます。

大粒のドロップ型淡水真珠をあしらったプチネックレスです。クリス
タルの煌めくV字トップがデコルテラインを一層華やかに演出しま
す。
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ワイヤレス充電機能付クロック （6180）
22M286

CHN72-32U

\3,000 〔税込 \3,300〕

ｶﾗｰOK

●材質：MDF・ABS ●機能：ワイヤレス充電、時計、温度、カレン
ダー、アラーム（3個）、音・振動センサー
●ｾｯﾄ内容：USBコー
ド・取説●重量：242ｇ ●電源：USB・単4×3（別）・モニターCR2032
（内） ●本体ｻｲｽﾞ：170×83×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×100×89mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 ●名入：60-42-16200-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×100ｍｍ

モバイルバッテリー5,000ｍAh（iPhone用ア
ダプター内蔵 USBType-Cアダプター付） （
22M287

CHN72-32U

\2,500 〔税込 \2,750〕

ｶﾗｰOK

●材質：ABS ●機能：5,000mAh（出力5V/2A）・充電インジケータ
ー ●ｾｯﾄ内容：USBコード・iPhone用アダプター・USBType-C用ア
ダプター・取説●重量：110g ●電源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：
120×68×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：161×92×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 40個 ●名入：60-42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：80×45mm

スタンペンGノック式・メールパック （TSK66719）
22M288A A/ｼﾙﾊﾞｰ

JPN70-30U

\1,550 〔税込 \1,705〕
●材質：ABS・鉄・真鍮 ●機能：ノック式・BP+ネーム印（直径9mm
） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：12.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13×130mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：173×60×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 5個 ●名入：4524-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×33mm

[法]PS-Eマーク
スマホを置くだけで充電できるワイヤレス充電機能付き。時計の
表示は常時点灯の他、音、振動センサーで必要な時だけ点灯す
るように設定する事も可能です。

充電コード内蔵でコード携帯不要で充電可能。USB充電ポート付
で2台同時に充電も。名入れ範囲が大きく、フルカラー印刷もきれ
いです。充電インジケーター付。

シンプルな使いやすさと機能性を追求したスタンダードタイプのネ
ーム印です。ノック式ボールペンに9mm浸透ネーム印付き。

スタンペンGノック式・メールパック （TSK66726）

スタンペンGノック式・メールパック （TSK66702）

スタンペンGノック式・メールパック （TSK67310）

22M288B B/ﾌﾞﾙｰ

22M288C C/ﾋﾟﾝｸ

22M288D D/ﾌﾞﾗｯｸ

JPN70-30U

JPN70-30U

JPN70-30U

\1,550 〔税込 \1,705〕

\1,550 〔税込 \1,705〕

\1,550 〔税込 \1,705〕

●材質：ABS・鉄・真鍮 ●機能：ノック式・BP+ネーム印（直径9mm
） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：12.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13×130mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：173×60×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 5個 ●名入：4524-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×33mm

●材質：ABS・鉄・真鍮 ●機能：ノック式・BP+ネーム印（直径9mm
） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：12.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13×130mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：173×60×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 5個 ●名入：4524-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×33mm

●材質：ABS・鉄・真鍮 ●機能：ノック式・BP+ネーム印（直径9mm
） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：12.8g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13×130mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：173×60×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 5個 ●名入：4524-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×33mm

シンプルな使いやすさと機能性を追求したスタンダードタイプのネ
ーム印です。ノック式ボールペンに9mm浸透ネーム印付き。

シンプルな使いやすさと機能性を追求したスタンダードタイプのネ
ーム印です。ノック式ボールペンに9mm浸透ネーム印付き。

シンプルな使いやすさと機能性を追求したスタンダードタイプのネ
ーム印です。ノック式ボールペンに9mm浸透ネーム印付き。

フォトフレームクロック ワイド （6130）

真空ステンレスボトル350mL （39570）

真空ステンレスボトル350mL （39575）

22M290A A/ｼﾙﾊﾞｰ

22M290B B/ﾌﾞﾗｯｸ

22M289
\1,500 〔税込 \1,650〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

CHN72-32U

CHN72-32U

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・スヌーズ・カウントダウンタ
イマー・温度・カレンダー・写真サイズ/89×127mm ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：204g ●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
130×210×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×222×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱 60個 ●名入：60-42-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm

●材質：ステンレス・PP・シリコン ●機能：保温効力49度以上6時
間・保冷効力10度以下6時間 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：204g ●容
量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ55×228mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
61×61×235mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：60-120-1796-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm

●材質：ステンレス・PP・シリコン ●機能：保温効力49度以上6時
間・保冷効力10度以下6時間 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：204g ●容
量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ55×228mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
61×61×235mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：60-120-1796-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm

デジタル多機能時計とL版の写真を入れる事ができるフォトフレー
ムが合体したデスクアクセサリーです。

大容量350mLでもスリム形状で使いやすい。保温・保冷力が高い
真空二重構造です。飲み口が中フタの役目をするので、氷を入れ
ても氷が飛び出しません。

大容量350mLでもスリム形状で使いやすい。保温・保冷力が高い
真空二重構造です。飲み口が中フタの役目をするので、氷を入れ
ても氷が飛び出しません。

WEB ウインターナウ２０２２

フォトフレームクロック （D3087）
22M291

紅白まんじゅうタオル2P （TFG0702802）

CHN72-32W

\1,000 〔税込 \1,100〕

ｶﾗｰOK

22M292
\700 〔税込 \770〕

JPN75-35S
日本

よみきかせシールあそび （369-016）
22M293A A/どうぶつ

JPN78-38U

\600 〔税込 \660〕

●材質：HIPS ●機能：カレンダー・時計・温度・アラーム・写真/ポ
ストカードサイズ（150×100mm） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：240g ●
電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：185×190×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：200×195×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：60-6617-60-S ●名入ｻｲｽﾞ：25×150mm

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：HT×2●重量：100g ●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

●材質：紙 ●機能：対象年齢3歳以上 ●ｾｯﾄ内容：シールブック10
ページ・シール：A/79枚、B/80枚、C/106枚、D/109枚●重量：86g
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：158×253×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋
100個

写真サイズも名入れサイズも広いフォトフレームクロックです。

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。

はってはがして楽しさいっぱい！くりかえし遊べます。シールにツ
メがあるので、小さな子供でもはがしやすい！

よみきかせシールあそび （369-017）

よみきかせシールあそび （369-018）

よみきかせシールあそび （369-019）

22M293B B/のりもの

22M293C C/たべもの

22M293D D/おみせやさん

JPN78-38U

JPN78-38U

JPN78-38U

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：紙 ●機能：対象年齢3歳以上 ●ｾｯﾄ内容：シールブック10
ページ・シール：A/79枚、B/80枚、C/106枚、D/109枚●重量：86g
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：158×253×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋
100個

●材質：紙 ●機能：対象年齢3歳以上 ●ｾｯﾄ内容：シールブック10
ページ・シール：A/79枚、B/80枚、C/106枚、D/109枚●重量：86g
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：158×253×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋
100個

●材質：紙 ●機能：対象年齢3歳以上 ●ｾｯﾄ内容：シールブック10
ページ・シール：A/79枚、B/80枚、C/106枚、D/109枚●重量：86g
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：158×253×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋
100個

はってはがして楽しさいっぱい！くりかえし遊べます。シールにツ
メがあるので、小さな子供でもはがしやすい！

はってはがして楽しさいっぱい！くりかえし遊べます。シールにツ
メがあるので、小さな子供でもはがしやすい！

はってはがして楽しさいっぱい！くりかえし遊べます。シールにツ
メがあるので、小さな子供でもはがしやすい！

きんぎょのたおる タオルハンカチ （
GM60050）

きんぎょのたおる タオルハンカチ （
GM60050）

アイランチボックス （LALA-215）

22M294A A/ﾌﾞﾙｰ

22M294B B/ﾋﾟﾝｸ

22M295

CHN80-40S

CHN80-40S

JPN72-32U

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

日本

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×140×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 80個

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×140×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 80個

●材質：PP・PE・AS ●ｾｯﾄ内容：ベルト・取説●重量：144g ●容量
：470mL ●本体ｻｲｽﾞ：138×66×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
141×68×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：台紙/10066-27-1000-O ●名入ｻｲｽﾞ：60×130mm

多くの人に長く親しまれている絵本『きんぎょがにげた』の遊び心
あふれる世界を楽しめる、やわらかなタオルギフト。

多くの人に長く親しまれている絵本『きんぎょがにげた』の遊び心
あふれる世界を楽しめる、やわらかなタオルギフト。

かばんにすっきりとランチボックス。食べた後は小さくまとめられる
入れ子式。スタイリッシュなデザインボックスで、幅広い方にお使
いいただけます。

WEB ウインターナウ２０２２

ドリテック さすだけ充電ラジオライト2 （PR322BK）
22M300

＜東日本大震災の日
（3/11）＞

災害備蓄用難燃フリース毛布 （BAP3000B）
22M302

CHN90-50T

CHN75-35S

防水deリュック13点セット （64865）
22M301

CHN72-32U

\5,000 〔税込 \5,500〕

\4,000 〔税込 \4,400〕

●材質：ABS・アクリル ●機能：ラジオ・サイレン・ライト・充電 ●ｾ
ｯﾄ内容：取説・保証書●重量：292g ●電源：ダイナモ・アルカリ単
3×4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：77×160×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
102×82×198mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個

●材質：リュック/PVC ●ｾｯﾄ内容：防水deリュック、4層！アルミシ
ート、抗菌消臭・簡易トイレ（日本）、防災ガイド、絆創膏5枚（日本）
、綿棒10P（タイ）、軍手、ロープ、笛、除菌ジェル（日本）、防災ウェ
ットティッシュ20枚入（日本）、ポケットティッシュ（日本）、マスク●
重量：850g ●本体ｻｲｽﾞ：リュック/φ310×510mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：350×260×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 12個 ●名入：リュック/60240-23-48-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm

さし込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができる、多機
能ラジオライトです。

防災士が監修した非常用セット。バッグは防水仕様で10Lの容量
のバケツにもなります。反射インクを使用しているので、夜間の安
全にも役立ちます。

LEDポータブルラジオ （5599）

FMマルチステーション（ワイドFM対応） （
6144）

22M303

CHN70-30S

22M304

CHN72-32U

\3,400 〔税込 \3,740〕

\2,200 〔税込 \2,420〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●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

●材質：ABS ●機能：LEDライト1灯・AM/FMラジオ・サイレン（点
滅灯連動） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：105g ●電源：単
4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：140×58×58mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
154×68×68mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-120-16100-S ●名入ｻｲｽﾞ：7×55mm

●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・スヌーズ・カウントダウンタイマー・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：60-4216-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm

ｶﾗｰOK

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。

コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラ
ジオです。

アウトドアにも防災にも役立つ多機能FMラジオライト。いざという
時の懐中ライトも便利です。本体を指で押すだけでバックライトが
点きます。

ブラック7点セット （50755）

センサーライト&常備灯 （6105）

ラウンドランタントーチ （6143）

[品]防炎製品ラベル

22M305

CHN77-37U

22M306

CHN75-35S

22M307

CHN72-32U

\2,000 〔税込 \2,200〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：巾着リュック/ポリエステル･PP･PVC ●ｾｯﾄ内容：反射板
付き巾着リュック・アルミブランケット・抗菌消臭簡易トイレ（日本）・
マスク・防災用ウェットティッシュ20枚入(日本）・ポケットティッシュ（
日本）・軍手●重量：317g ●本体ｻｲｽﾞ：巾着リュック
/350×400mm ●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 ●名入：巾着リュック/60-126-23-80-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×100mm

●材質：ABS ●機能：人感、光センサー・懐中ライト ●ｾｯﾄ内容：
取説●重量：138g ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
260×50×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×60×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 60個 ●名入：60-42-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×15mm

●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：φ
85×140mm ●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

夜間でも見つけやすい反射テープ付きバッグに、災害時に役立つ
アイテムをセット。

暗いときに人が通ると反応するセンサーライトと常備灯の切替式。
ライト部分を取り外して懐中電灯としても使えます。

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。

WEB ウインターナウ２０２２

プラスタオル（開封後すぐに使える国産フェ
イスタオル5枚真空圧縮パック） （PT222051
22M308

JPN90-50U

スタンドマルチライト（マグネット付） （6142）
CHN72-32U

22M309

シートdeポンチョ2wayタイプ （71100）
22M310

CHN75-35S

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,400 〔税込 \1,540〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT×5●重量：330g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×820mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：360×220×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 40個

●材質：ABS（ラバー塗装） ●機能：LED懐中ライト・LEDスタンドラ
イト（明るさ2段階調整）・マグネット・フック ●ｾｯﾄ内容：取説●重量
：120g ●電源：単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：35×57×273mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：66×42×164mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：6042-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：50×3mm

●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

水で戻す必要が無く開封後すぐに使える日本製フェイスタオル。
災害避難用としてはもちろん、急な入院、キャンプ、旅行にも。

デスクライトだけでなく、マグネットやフックを使ってランタン的な使
い方もでき、防災にも役立つマルチライト。懐中ライトとしても使用
できます。

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
。

反射deリュック （64115）

2WAYターンdeライト （PF-100）

緊急事態「SOSたすけてください」反射テー
プ付きタオル （6J6002P）

22M311

CHN72-32U

CHN72-32U

22M312

22M313

CHN70-30S

\850 〔税込 \935〕

\700 〔税込 \770〕

\350 〔税込 \385〕

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：64g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×440mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：360×450×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 200個 ●名入：60-108-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm

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

●材質：綿100％ ●機能：反射テープ付 ●ｾｯﾄ内容：FT・取説●
重量：約66g ●本体ｻｲｽﾞ：340×840mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×130×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙巻+PP袋 200個 ●名入：65-1822-400-O ●名入ｻｲｽﾞ：60×230mm

バッグ全体が反射素材の非常用持出袋。どんな持ち方でも、どん
な方向からでも反射するユニバーサルデザインです。

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

屋外に「SOSタオル」を掛けることにより、緊急事態の発生を知ら
せ、救助活動の優先順位確認に役立ちます。反射テープ付きで、
夜間確認にも便利です。

安否確認「無事です ありがとう」反射テープ
付きタオル （6J6001P）

ダイナモ3LEDライト （L2159）

22M314

CHN70-30S

22M315

指定不可

CHN72-32W

\350 〔税込 \385〕

\250 〔税込 \275〕

●材質：綿100％ ●機能：反射テープ付 ●ｾｯﾄ内容：FT・取説●
重量：約66g ●本体ｻｲｽﾞ：340×840mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×130×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙巻+PP袋 200個 ●名入：65-1822-400-O ●名入ｻｲｽﾞ：60×230mm

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：71g ●電源：L1131×3（電
池交換不可）（内） ●本体ｻｲｽﾞ：50×100×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：60×105×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：60-36-17120-S ●名入ｻｲｽﾞ：25×40mm

ｶﾗｰOK

緊急事態時の安否確認用タオル。玄関先などにタオルが掛けて
あれば「無事」だと一目でわかります。反射テープ付きですので、
夜間の確認時にも便利です。

LEDライトが、鮮やかに照らします。内蔵電池が切れても、グリップ
を繰り返し握れば点灯可能!（蓄電機能はありません）

WEB ウインターナウ２０２２

今治謹製 さくら紋織 タオルセット （SM2220
）
22M320
\2,000 〔税込 \2,200〕

JPN75-35S
日本

日本名産地タオル 今治桜づつみ フェイスタ
オル1P （TMS1008400P）
22M321A A/ﾋﾟﾝｸ
\1,000 〔税込 \1,100〕

JPN70-30S
日本

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：WT×2●本体ｻｲｽﾞ：340×340mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：197×244×68mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：木箱 32個

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：160g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×155×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 100個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

今治謹製 さくら紋織は、本物の桜の花びらから採った染料で美し
く染め上げています。

国土交通省が21世紀につなげるために推進し、SDGs目標NO13
にかかわる「桜づつみモデル事業」に共鳴してできあがったタオル
です。

日本名産地タオル 今治桜づつみ フェイスタ
オル1P （TMS1008400B）

サクラアロマ ホット＆アイスアイピロー （
SH-31）

百福タオルハンカチ さくら （MF3230）

22M321B B/ﾌﾞﾙｰ

22M322

＜桜・花見＞

\1,000 〔税込 \1,100〕

JPN70-30S
日本

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：160g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×155×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 100個

\900 〔税込 \990〕

JPN75-35T
日本

22M323A A/ピンク

CHN80-40S

\300 〔税込 \330〕

●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：プラケース/45-8-16-3000-L ●
名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：31g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

国土交通省が21世紀につなげるために推進し、SDGs目標NO13
にかかわる「桜づつみモデル事業」に共鳴してできあがったタオル
です。

温めたり冷やしたり。優しいサクラの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。

見た目が可愛いだけでなく、吸水性の高いパイルのハンカチは何
枚あっても喜ばれる一品です。ちょっとした御礼や配り物に。

百福タオルハンカチ さくら （MF3230）

サクラ香り袋 （SH-29）

アロマサシェサクラ （SH-32）

22M323B B/ホワイト

22M324

[品]今治タオル

CHN80-40S

JPN75-35T
日本

22M325
\200 〔税込 \220〕

JPN75-35T

\300 〔税込 \330〕

\280 〔税込 \308〕

日本

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：31g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●重量：24g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：123×105×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
180個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：紙・香料・エッシェンシャルオイル・樹脂 ●重量：9g ●本
体ｻｲｽﾞ：104×106×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：137×110×7mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：OPP袋 180個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽ
ﾞ：15×35mm

見た目が可愛いだけでなく、吸水性の高いパイルのハンカチは何
枚あっても喜ばれる一品です。ちょっとした御礼や配り物に。

サクラのさわやかな香りが沢山詰まった封筒型のサシェです。カ
バンやタンス等に入れてください。

お部屋・玄関・車の中に吊るしてサクラの優しい香りをお楽しみく
ださい。

WEB ウインターナウ２０２２

三角停止表示板 折畳式 LED 15個付 （
8832BO）
CHN65-25S

22M330

＜春の全国交通安全
運動＞

たのしいノリものふりかけ 6袋入
22M332

指定不可

★ \500 〔税込 \540〕

JPN80-40S
日本

●ｾｯﾄ内容：ふりかけ（のり玉子味）2.5g×6●重量：29g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：250×135×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 50個 【卵・乳・小麦】

携帯型反射バッグ （6J9051）
22M331

指定不可

CHN70-30S

\5,700 〔税込 \6,270〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：ABS ●機能：点灯35時間、点滅53時間（電池使用時）・点
灯、点滅切替スイッチ・折畳式・LED15灯 ●ｾｯﾄ内容：12V シガー
ソケット（コード7.5m付）・取説・保証書●重量：1.38kg ●電源：
DC12V・単1×4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：500×470×460mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：180×505×52mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 ●名入：45-4812-8-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×200mm

●材質：ポリエステル100% ●機能：反射テープ、蛍光テープ付 ●
ｾｯﾄ内容：ポーチ●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：トートバッグ
/450×380×135mm・ポーチ/170×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×100×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：ポーチ/8572-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm

車載必需品とも言える三角停止表示板。二次被害を防ぐためにも
、ぜひ常備しましょう。

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

反射安全タスキ （81345）

エコ・直定規20 交通標識 （ECN-22K）
CHN72-32U

22M333

JPN72-32U

22M334

\300 〔税込 \330〕

\120 〔税込 \132〕

日本

●材質：ポリエステル・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

●材質：再生PET100% ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：35×210×1mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：38×210×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入
：表/60-18-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm

ｶﾗｰOK

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合
子供が喜ぶ乗りものの「抜き型海苔」が入ったふりかけです。型海
苔は全25種類。車関連のイベントや交通運動のノベルティとしても
。

夜間の安全対策必需品です。

再生樹脂100%使用したエコマーク認定の20cm定規に両面22種類
の交通標識をプリント。お子様の交通安全教育に最適。

交通安全マスコット（カエルくん）

交通安全クリップ （差し替えシール）

アニマルリフレクター （S2951）

22M335
\110 〔税込 \121〕

JPN75-35S
日本

22M336

指定不可

\90 〔税込 \99〕

JPN73-33S
日本

22M337

指定不可

CHN72-32W

\80 〔税込 \88〕

ｶﾗｰOK

●材質：パイル・サテン・エステル綿・綿糸 ●本体ｻｲｽﾞ：
30×35×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×70×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
OPP袋 500個

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

●材質：PVC ●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

身近に付けて交通安全!

みんなの願い交通安全！メッセージとかわいいイラストで視認性
アップ！

子供たちの安全はアニマルリフレクターで。

WEB ウインターナウ２０２２

リフレクターアームベルト （E2901）
22M338

指定不可

CHN72-32W

交通安全のりもの消しゴム
22M339

指定不可

JPN78-38U

\80 〔税込 \88〕

\65 〔税込 \72〕

日本

●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

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

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。

パトカーや白バイなど子供は大好き！交通安全啓発グッズとして
最適！日本製。

WEB ウインターナウ２０２２

ZAIGLE Party2 （ZG-KJS1333）
22M341

＜バイヤーイチオシ＞

みんなでくじびきの時間ですよ バラエティ
40付
22M343

CHN75-35S

CHN83-43T

みんなでくじびきの時間ですよ 外あそび当
て 40付
22M342

CHN75-35S

\34,500 〔税込 \37,950〕

\6,000 〔税込 \6,600〕

●材質：PA66・スチール・アルミ（表面フッ素加工） ●機能：切替ダ
イヤル ●ｾｯﾄ内容：プレート・ワイドプレート・カンタン調理マニュア
ル・取説・保証書●重量：約2.5kg ●電源：AC100V-1000W ●本体
ｻｲｽﾞ：約343×163×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：約
380×245×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

●機能：おもちゃ、くじ各40コ ●重量：1kg ●本体ｻｲｽﾞ：
720×470×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

ザイグルシリーズ初の上下ダブル加熱！今までのザイグルより焼
けるスピードアップ！しかも煙も出ない！油ハネなし！

お客様の声から生まれたどのクジを引いても当たりはずれの少な
い当てくじです。秋からの季節にピッタリの商品となっております。

燻製器 （FS-100）

極細シャワースイングDX （1070）

22M344

CHN78-38S

22M345

CHN70-30S

\6,000 〔税込 \6,600〕

\4,000 〔税込 \4,400〕

\3,800 〔税込 \4,180〕

●ｾｯﾄ内容：おもちゃ、くじ各40コ●重量：1kg ●本体ｻｲｽﾞ：
720×470×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

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

●材質：ABS・ステンレス・シリコン・NBR・耐熱ガラス ●機能：水流
切替3段階（ジェット、ミックス、ミスト）・ON/OFFボタン・水勢調整ダ
イヤル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：170g ●本体ｻｲｽﾞ：
260×84×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：305×125×73mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ブリスター 20個

みんなでくじびきの時間ですよシリーズのバラエティくじびきです。

短時間で簡単に燻製が楽しめるコンパクトフードスモーカー、手間
と時間がかかる燻製がご家庭で簡単に楽しめます。

ON・OFFボタンでしっかり節水。調整ダイヤル付きで水勢調整も可
能。3つの水流（ジェット・ミックス・ミスト）でお好みに合わせて使用
できます。

8倍率 双眼鏡 8×22 （361）

ミラー付ティッシュBOX （2698）

ミラー付ティッシュBOX （2699）

22M347A A/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗｲﾝ黒

22M347B B/ｼﾙﾊﾞｰﾗｲﾝ朱

22M346

CHN65-25S

JPN70-30S
日本

\3,000 〔税込 \3,300〕

JPN70-30S

\3,200 〔税込 \3,520〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

日本

●材質：ABS ●機能：倍率8倍 ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・ポーチ・取
説・保証書●重量：165g ●本体ｻｲｽﾞ：98×109×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：112×112×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：4548-12-48-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×40mm

●材質：ABS（ウレタン塗装） ●重量：620g ●本体ｻｲｽﾞ：
130×265×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×270×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：段ボール箱 36個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×100mm

●材質：ABS（ウレタン塗装） ●重量：620g ●本体ｻｲｽﾞ：
130×265×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×270×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：段ボール箱 36個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×100mm

ストラップ、ポーチ付きで持ち運びにも便利です。

山中塗の鮮やかな配色のミラー付ティッシュボックス。実用性の高
いインテリアです。

山中塗の鮮やかな配色のミラー付ティッシュボックス。実用性の高
いインテリアです。

WEB ウインターナウ２０２２

タニタサイズ カロリージャンプ （TS-960GR）
22M348

CHN80-40U

節水シャワーヘッド エコリフレッシュ （
60088）
22M349

CHN70-30S

実用双眼鏡 4×30 （331）
22M350

CHN65-25S

\2,500 〔税込 \2,750〕

\2,400 〔税込 \2,640〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：ABS・AS・EVA・シリコーンゴム ●ｾｯﾄ内容：室外用ロープ
・室内用ロープ×2・ドライバー・取説・保証書●重量：81g ●電源：
モニターCR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：185×30×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：110×220×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個

●材質：ＡＢＳ・ステンレス・シリコン・ゴム ●機能：3段階モード切
替（スポット、マイルド、リラックス）・ワンタッチ止水・水量調節可 ●
ｾｯﾄ内容：取説●重量：185g ●本体ｻｲｽﾞ：80×60×250mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×70×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 48個

●材質：ABS ●機能：倍率4倍 ●ｾｯﾄ内容：首かけストラップ・取
説・保証書●重量：153g ●本体ｻｲｽﾞ：118×110×44mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：118×125×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

簡単気軽に、すき間時間でエクササイズ！タニタサイズで適切な
ボディサイズに。バランス運動や体幹トレーニングをしたい方に最
適です。

3段階モード切替。ワンタッチ止水。水量調節可能。お手入れ簡単
。最大55％節水効果。

首かけストラップ付でアウトドアにもぴったり！

キャベツ用スライサー （BS-271）

あわあわカメラ

あわあわカメラ

22M351
\1,800 〔税込 \1,980〕

JPN75-35S
日本

22M352A A/イルカ

CHN75-35S

22M352B B/ネコ

CHN75-35S

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：ABS・ステンレス刃物鋼・AS ●重量：346g ●本体ｻｲｽﾞ：
382×145×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：425×150×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ヘッダー付化粧箱 24個

●材質：ABS・POM・PP ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・ボトル・取説●重
量：155g ●本体ｻｲｽﾞ：140×80×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×90×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 48個

●材質：ABS・POM・PP ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・ボトル・取説●重
量：155g ●本体ｻｲｽﾞ：140×80×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×90×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 48個

大量のキャベツを手早く千切りに！

音と光の出るシャボン玉カメラ。

音と光の出るシャボン玉カメラ。

ビューティシェイプ ル・ブル （HH-710）
22M353

JPN72-32U

\1,200 〔税込 \1,320〕
●材質：ABS・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：202g ●電源：単3×2（
別） ●本体ｻｲｽﾞ：52×207×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
335×113.5×54mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：130-8422-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：12×45mm

肩・背中・腕・腰などに。優しいフォルムと適度な振動で、疲れた身
体をいやしてくれます。

WEB ウインターナウ２０２２

今治純白（純晒し）タオル&国産ヒノキ玉セッ
ト （TSE1003402）
22M355
\1,000 〔税込 \1,100〕

JPN80-40U
日本

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：HT30g×2・ヒノキ玉×3●本体ｻｲｽﾞ：
HT/330×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×115×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 40個

煌 デザート鉢ペア （KM-031）
22M356
\1,000 〔税込 \1,100〕

JPN70-30S
日本

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：デザート鉢×2
・取説●重量：450ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ145×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
148×148×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

[品]今治タオル

＜低額ノベルティ＞

ケーブルクリック ミニ 5個組 （120259）
22M357

指定不可

CHN78-38S

温かい湯気とともに、国産のヒノキ玉がほのかに香り、家のお風
呂で温泉気分。

虹色に輝くラスター加工が目を引きます。食卓の会話がはずむ、
きらびやかなうつわです。華やかな見た目に、電子レンジ対応と機
能性も引けを取りません。

今治起毛フェイスタオル （IKM-08L）

エチケットブラシ+靴べら （M63）

22M358

JPN75-35S

\980 〔税込 \1,078〕

\800 〔税込 \880〕

日本

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

●材質：綿100％ ●重量：130g ●本体ｻｲｽﾞ：340×750mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×220×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

邪魔なコードを簡単にひとまとめにできます。はずすのも簡単。

22M359

CHN70-30S

\800 〔税込 \880〕
●材質：ABS・ナイロン（パイル100%）・ステンレス ●重量：43g ●
本体ｻｲｽﾞ：使用時/200×42×12.8mm・折畳時
/110×42×13.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×56×11mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱 50個

外出時の身だしなみに気を使う大人の男性向けの靴べら付きエチ
ケットブラシです。矢印方向にブラッシングするだけでホコリがきれ
いに取れます。

魔法のつめけずり （MM-090）

魔法のつめけずり （MM-091）

WAPPA 和っ葉栽培セット （GD-95601）

22M360A A/ｵﾚﾝｼﾞ

22M360B B/ﾌﾞﾙｰ

22M361A A/シソ

\800 〔税込 \880〕

JPN75-35S
日本

\800 〔税込 \880〕

JPN75-35S
日本

\720 〔税込 \792〕

JPN75-35S
日本

●材質：ABS・ステンレス（SEP処理） ●機能：トリミング刃付 ●重
量：23g ●本体ｻｲｽﾞ：φ14×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×85×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ブリスター 36個 ●名入：
130-66-22-1000-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×30mm

●材質：ABS・ステンレス（SEP処理） ●機能：トリミング刃付 ●重
量：23g ●本体ｻｲｽﾞ：φ14×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×85×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ブリスター 36個 ●名入：
130-66-22-1000-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×30mm

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

カットから仕上げまで、これ一本！削った粉は本体内部に入り、飛
び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にはトリ
ミング刃付き。

カットから仕上げまで、これ一本！削った粉は本体内部に入り、飛
び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にはトリ
ミング刃付き。

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

WEB ウインターナウ２０２２

WAPPA 和っ葉栽培セット （GD-95602）

WAPPA 和っ葉栽培セット （GD-95603）

WAPPA 和っ葉栽培セット （GD-95604）

22M361B B/ミツバ

22M361C C/コネギ

22M361D D/ミズナ

\720 〔税込 \792〕

JPN75-35S
日本

\720 〔税込 \792〕

JPN75-35S
日本

\720 〔税込 \792〕

JPN75-35S
日本

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

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

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

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

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

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

リサイクルポリエステルファイバータオル （
5RF-F1）

ファーストカラー タオルハンカチ アソート

薬用入浴剤 湯・賛歌（7包入） （PG-7P）

22M362

JPN70-30S

22M363

指定不可

JPN80-40S

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

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 100個

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×7（登別・有馬・草津・別府・箱根・霧
島・黒川）●重量：227g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×162×35mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 60個

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

柔らかさ・高吸水といった「欲しい」をカタチにし、シーンに合わせ
て10色からお選び頂ける今治製のタオルハンカチです。

日本の名湯・温泉地をイメージした薬用入浴剤です。有効成分が
温浴効果を高め血行を促進し、心身共にリラックスできます。

ちょいかけスプレー

わくわくゲームセット （290-001）

今治やわらかチェックタオルハンカチ1P （
TQS0506102B）

\570 〔税込 \627〕

JPN80-40T
日本

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

22M366
\600 〔税込 \660〕

JPN80-40W
日本

●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：182
ｇ ●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

\600 〔税込 \660〕

JPN65-25V

\700 〔税込 \770〕

22M365

日本

22M364

\700 〔税込 \770〕

22M367A A/ブルー

日本

JPN80-40U

\500 〔税込 \550〕
●材質：綿100％ ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個

[品]今治タオル
4つのゲームが楽しめます!

カジュアルなチェックが特徴でかわいらしさを演出しています。1個
箱入りでちょっとしたご挨拶の他、パーソナルギフトやノベルティに
も最適です。

WEB ウインターナウ２０２２

今治やわらかチェックタオルハンカチ1P （
TQS0506102R）

今治やわらかチェックタオルハンカチ1P （
TQS0506102P）

今治やわらかチェックタオルハンカチ1P （
TQS0506102G）

22M367B B/レッド

22M367C C/ピンク

22M367D D/グリーン

JPN80-40U

JPN80-40U

JPN80-40U

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：綿100％ ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個

●材質：綿100％ ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個

●材質：綿100％ ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

[品]今治タオル

カジュアルなチェックが特徴でかわいらしさを演出しています。1個
箱入りでちょっとしたご挨拶の他、パーソナルギフトやノベルティに
も最適です。

カジュアルなチェックが特徴でかわいらしさを演出しています。1個
箱入りでちょっとしたご挨拶の他、パーソナルギフトやノベルティに
も最適です。

カジュアルなチェックが特徴でかわいらしさを演出しています。1個
箱入りでちょっとしたご挨拶の他、パーソナルギフトやノベルティに
も最適です。

トーストスチーマー （90059）

LED ペンライト （AP－5）

育てるスープ （GD-79501）

22M368

CHN70-30S

22M369

CHN65-25S

22M370A A/ﾊﾟｸﾁｰ

JPN75-35S

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\480 〔税込 \528〕

●材質：セラミック ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×45×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×45.5×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 72個

●材質：ABS ●重量：14.5g ●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
16×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：22×22×151mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱
300個 ●名入：45-48-12-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：8×60mm

●材質：ポット/紙 ●ｾｯﾄ内容：スタンドパック・インナーポット・培養
土・種・取説●重量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：55×120×200mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 48個

本製品を水に濡らして、市販のパンと一緒にトースターで焼きます
と外はカリッと中はフワッと美味しいトーストが出来上がります。

白色LEDのスリムなペンライトです。

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てて、料理の時にちょこっと使え
る具材として。いつでもとれたてを楽しめます。

育てるスープ （GD-79502）

育てるスープ （GD-79503）

育てるスープ （GD-79504）

22M370B B/ﾐﾆｷｬﾛｯﾄ

JPN75-35S

22M370C C/青ﾈｷﾞ

JPN75-35S

22M370D D/ﾎｳﾚﾝｿｳ

JPN75-35S

\480 〔税込 \528〕

\480 〔税込 \528〕

\480 〔税込 \528〕

●材質：ポット/紙 ●ｾｯﾄ内容：スタンドパック・インナーポット・培養
土・種・取説●重量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：55×120×200mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 48個

●材質：ポット/紙 ●ｾｯﾄ内容：スタンドパック・インナーポット・培養
土・種・取説●重量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：55×120×200mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 48個

●材質：ポット/紙 ●ｾｯﾄ内容：スタンドパック・インナーポット・培養
土・種・取説●重量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：55×120×200mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 48個

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てて、料理の時にちょこっと使え
る具材として。いつでもとれたてを楽しめます。

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てて、料理の時にちょこっと使え
る具材として。いつでもとれたてを楽しめます。

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てて、料理の時にちょこっと使え
る具材として。いつでもとれたてを楽しめます。

WEB ウインターナウ２０２２

育てるスープ （GD-79505）
22M370E E/ﾄﾏﾄ

お米のねんど 4色セット （462-318）
JPN75-35S

22M371

CHN78-38U

竹製孫の手 （C－107）
CHN68-28U

22M373

\480 〔税込 \528〕

\450 〔税込 \495〕

\365 〔税込 \402〕

●材質：ポット/紙 ●ｾｯﾄ内容：スタンドパック・インナーポット・培養
土・種・取説●重量：270g ●本体ｻｲｽﾞ：55×120×200mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 48個

●材質：米粉・水・塩分 ●ｾｯﾄ内容：ねんど30g×4（赤、黄、青、白
）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×120×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：竹 ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：440×30×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：440×40×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし箱 100個 ●名入：45-4812-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：8×100mm

窓辺やキッチンで手軽に野菜を育てて、料理の時にちょこっと使え
る具材として。いつでもとれたてを楽しめます。

お米でつくった安心素材。色がきれい、やわらかい、乾きにくいお
米のねんどです。

一本物の孫の手です。のし箱入りでノベルティにも。

バンブーファイバーエコストロー （7559）

今治 きらめきミニタオル （IMT52010P）

水切りゴミ袋エコ （KA625）

22M374

CHN67-27U

22M375

JPN75-35V

\300 〔税込 \330〕

\300 〔税込 \330〕

日本

●材質：バンブーファイバー・PP・ステンレススチール・ナイロン・ア
ルミ・鋼 ●ｾｯﾄ内容：ストローパーツ×3・カラビナ付ケース・ブラシ
・取説●重量：23ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：ケース/Φ22×123mm・ストロー（
使用時）/225mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×70×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 300個 ●名入：ケース/70-48-17-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：
45×10mm

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：MT●重量：9g ●本体ｻｲｽﾞ：
180×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×105×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
OPP袋 240個

22M376
\300 〔税込 \330〕

JPN70-30S
日本

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

[品]今治タオル
天然素材で作られた、繰り返し使える人にも環境にも優しいエコス
トロー。

お肌になじみ、水分をしっかり吸収してくれるので、使いやすく贈り
物に最適。金糸・銀糸を使うことでさりげない豪華さと気品を備え
ています。

とうもろこし由来の地球にやさしい水切りネット。目が細かくて二重
底。小さなゴミも逃さずキャッチ。伸縮自在でぴったりフィット。水切
れ抜群。

クラフトワークメモ （0018-01）

クラフトワークメモ （0018-02）

クラフトワークメモ （0018-03）

22M377A A/チャコール

22M377B B/ネイビー

22M377C C/オリーブ

\250 〔税込 \275〕

JPN72-32W
日本

\250 〔税込 \275〕

JPN72-32W
日本

\250 〔税込 \275〕

JPN72-32W
日本

●材質：紙・スチール ●ｾｯﾄ内容：メモ用紙70枚●本体ｻｲｽﾞ：
105×74×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 200個 ●名入：45-4617-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm

●材質：紙・スチール ●ｾｯﾄ内容：メモ用紙70枚●本体ｻｲｽﾞ：
105×74×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 200個 ●名入：45-4617-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm

●材質：紙・スチール ●ｾｯﾄ内容：メモ用紙70枚●本体ｻｲｽﾞ：
105×74×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 200個 ●名入：45-4617-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm

丈夫なクラフト紙に白インクで2mm方眼をあしらった上質なメモ。
色褪せ感のある表紙とゴールドのリングでヴィンテージ感を演出し
ました。

丈夫なクラフト紙に白インクで2mm方眼をあしらった上質なメモ。
色褪せ感のある表紙とゴールドのリングでヴィンテージ感を演出し
ました。

丈夫なクラフト紙に白インクで2mm方眼をあしらった上質なメモ。
色褪せ感のある表紙とゴールドのリングでヴィンテージ感を演出し
ました。

WEB ウインターナウ２０２２

クラフトワークメモ （0018-04）

キッチンバサミ ラブリー （KS107）

22M377D D/バーガンディ

22M378

\250 〔税込 \275〕

JPN72-32W
日本

●材質：紙・スチール ●ｾｯﾄ内容：メモ用紙70枚●本体ｻｲｽﾞ：
105×74×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋（添） 200個 ●名入：45-4617-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm

指定不可

薬用入浴剤 綺羅の刻（2包入） （KRA-2P）

CHN70-30S

22M379

JPN70-30U

\250 〔税込 \275〕

\200 〔税込 \220〕

日本

●材質：ステンレススチール・ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：68g
●本体ｻｲｽﾞ：185×60×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×70×15mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：85-24-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ
：5×30mm

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤30g×2（檜の香り・椿の香り）●重量：88g
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×155×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 150
個 ●名入：90-36-12-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：30×60mm

[法]医薬部外品
丈夫なクラフト紙に白インクで2mm方眼をあしらった上質なメモ。
色褪せ感のある表紙とゴールドのリングでヴィンテージ感を演出し
ました。

硬いものでも楽に切ることができるギザ刃付きキッチン鋏です。

日本の伝統的な香りを取り揃えて、日本の香りという幸せをお贈り
します。和漢植物エキス配合の薬用入浴剤です。

無香消臭200g （MS200-A）

無香消臭200g （MS200-B）

ふじタッチクリーンキッチンペーパータオル
30枚（箱入） （86003）

22M380A A/無香
\190 〔税込 \209〕

JPN70-30T

22M380B B/炭

日本

\190 〔税込 \209〕

JPN70-30T

22M382

日本

\180 〔税込 \198〕

JPN70-30U
日本

●材質：植物抽出消臭液・吸水性樹脂 ●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ
：76×60×107mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 80個

●材質：植物抽出消臭液・吸水性樹脂 ●重量：200g ●本体ｻｲｽﾞ
：76×60×107mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 80個

●材質：再生紙100% ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：82g ●本体ｻｲｽﾞ：
220×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×222×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 200個 ●名入：箱/30-0-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：20×80mm

無香料タイプの消臭剤です。

無香料タイプの消臭剤です。

安全な還元漂白で製造していますので、焼却してもダイオキシン
の発生がありません。古紙配合率100%のグリーンマーク商品です
。

パステルフィルム付箋（大） （S3088）

シートルーペB6 （M3092）

不織布スリッパ （4）

22M383
\150 〔税込 \165〕

CHN72-32W
ｶﾗｰOK

22M384
\150 〔税込 \165〕

CHN72-32W
ｶﾗｰOK

22M385

CHN68-28U

\130 〔税込 \143〕

●材質：PET・PS ●ｾｯﾄ内容：ふせん7種各20枚●重量：25g ●本
体ｻｲｽﾞ：117×57×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：118×70×5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：60-36-17-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：
10×70mm

●材質：PVC ●機能：倍率3倍 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：15g ●本
体ｻｲｽﾞ：120×180×0.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×125×1mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-36-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：
20×120mm

●材質：レーヨン・EVA ●重量：35g ●本体ｻｲｽﾞ：
277×105×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×130×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 200個 ●名入：45-48×2-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×50mm

スリムなプラスチックケース入りのピックアップ式フィルム付箋。使
い分けできる2種類サイズのフィルム付箋。

B6サイズで一度に広く見えます。新聞や本などを見ることに適して
ます。

出張、旅行先のホテル室内や洗面所などで役立つ、使い捨てスリ
ッパです。

WEB ウインターナウ２０２２

マジシャン柄トランプ （1550-08）

カードルーペ・M （IWM-856M）

CHN72-32U

22M386

ルンルンB.B.タッチ 滅菌済絆創膏10枚 （
16007）

CHN72-32W

22M387

\140 〔税込 \154〕

\100 〔税込 \110〕

ｶﾗｰOK

●材質：紙 ●重量：88ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：90×60×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：145×93×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 240個

●材質：PVC ●機能：倍率3倍 ●重量：2g ●本体ｻｲｽﾞ：
55×85×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：61×94mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白ビニ
ールケース（添） 1200個 ●名入：60-36-15-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：
15×70mm

JPN70-30U

22M388
\90 〔税込 \99〕

日本

●材質：PVC・ポリネット不織布 ●ｾｯﾄ内容：絆創膏Mサイズ×10
●重量：12g ●本体ｻｲｽﾞ：19×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×63×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 500個 ●名入：箱/30-0-171-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×45mm

[法]医療機器認証番号29B2X10005000038
マジシャン柄のトランプです。

携帯に便利なクレジットカードサイズのルーペ。名入れ面が広くPR
効果大です。

どなたの肌にもマッチして、創傷面を簡単に優しく保護。滅菌済の
救急絆創膏です。

3色ボールペン （P2954）

おりがみ 10枚

いろいろな缶にはまる缶くんキャップⅡ （
TN-061）

22M389

指定不可

CHN72-32W

\85 〔税込 \94〕

ｶﾗｰOK

●材質：ABS ●重量：13g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ14×148mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：160×32×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：60-1817-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：7×40mm

JPN70-30S

22M390
\50 〔税込 \55〕

日本

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

持ちやすい太軸の3色ボールペン。

\20 〔税込 \22〕

指定不可

\50 〔税込 \55〕

JPN70-30W
日本

ｶﾗｰOK

●材質：PE ●機能：タブオープナー ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：
83×64×9.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：107×75×9.6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジ
ップ付PE袋 1000個 ●名入：0-4-12-500-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ
46mm

いろいろな缶飲料に装着できる飲みかけ用キャップです。倒れて
も安心。タブオープナーも付いています。日本製。

バイオマスポケットティッシュ8W
22M392

22M391

クリアデント歯のピーリングスポンジ 3コセッ
ト （4051）

JPN60-20S
日本

22M393
ｶﾗｰOK

指定不可

\480 〔税込 \528〕

JPN80-40S
日本

●材質：バガス原紙（水解性） ●重量：約9ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
85×125×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 1000個 ●名入：ラベル/都度見
積-16-1000-O ●名入ｻｲｽﾞ：74×104mm

●材質：メラミン・PP ●重量：15ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
140×66×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 240個

外装フィルムの素材、インキにはバイオマスを配合。ティッシュに
はバガス（非木材紙）を配合した水解性原紙を使用してます。

水にぬらして磨くだけで歯の着色汚れが落ちる美白スポンジ。黄
ばみ、汚れ、コーヒーなどの飲み物の着色汚れも歯を傷つけずに
除去できます。

