WEB サマーナウ２０２２

A&D 黒球型熱中症指数計/ 熱中症指数モ
ニター みはりん坊プロ （AD5698）
22H001

＜熱中症対策の日
（5/5）＞

ワイヤレス室外温湿度計付クロック （6181
）
22H003
\3,000 〔税込 \3,300〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

CHN80-40S

A&D みはりん坊W （AD5687）
22H002

CHN80-40S

\5,000 〔税込 \5,500〕

\3,200 〔税込 \3,520〕

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

●材質：ABS ●機能：表示/乾燥指数、熱中症指数、温
度、湿度、時刻、熱中症危険度4段階、インフルエンザ危
険度2段階・お知らせ/ブザー、LEDランプ・ポータブル、
壁掛け兼用 ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・取説・保証書●重量
：40g ●電源：CR2032（添） ●本体ｻｲｽﾞ：
12.5×47×82mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：25×98×165mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 10個

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

労働衛生管理や家庭での健康管理に。夏は熱中症予防
に熱中症指数でアラームを、冬は季節性インフルエンザ
の予防に乾燥指数でアラームを鳴らす、温湿度計。

A&D 熱中症指数計／熱中症指数モニター
みはりん坊ミニ （AD5689）

デジタル快適計Ⅲ （TD-8180）

22H004

CHN80-40S

22H005

CHN70-30S

\2,900 〔税込 \3,190〕

\2,500 〔税込 \2,750〕

●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：60-42-16-200-S ●名
入ｻｲｽﾞ：4×100mm

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

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

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

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

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

エンペックス 熱中症注意 （TM-9781）

くまのがっこう温・湿度計 （TM-2789）

プロジェクター機能付ウェザークロック （
6186）

22H006

JPN70-30S

22H007

JPN75-35S

22H008

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

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

●材質：PS ●機能：温湿度 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：80g ●本体ｻｲｽﾞ：94×150×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：171×171×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 36個

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・スヌーズ・カレンダ
ー・温湿度・気温変化グラフ・天気予報・時刻プロジェクタ
ー・バックライト ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：172g ●電源：
単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：150×60×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：158×62×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名
入：60-42-17-200-Ｓ ●名入ｻｲｽﾞ：13×80mm

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

「くまのがっこう」シリーズの「ジャッキーのうんどうかい」
のイラストを使用した温度・湿度計です。お子様と一緒に
暮らしの快適管理にお役立て下さい。

天井や壁面にプロジェクターで時刻を映しだす事ができ
る多機能クロック。温度計、湿度計、気温変化グラフ付
でウイルスや熱中症対策にも。
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おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8411
）
22H009A A/ホワイト

CHN70-30W

おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8415
）
22H009B B/ピンク

CHN70-30W

おうちルームデジタル温湿度計 （TD-8416
）
22H009C C/ブルー

CHN70-30W

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

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

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

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

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

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

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

熱中症対策セット（冷却シート） （16-015）

熱中症予防カード （NC-15）

22H010

JPN70-30S

22H011

JPN65-25V
ｶﾗｰOK

\400 〔税込 \440〕

\150 〔税込 \165〕

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

●材質：紙・表面PP樹脂貼り加工 ●重量：2g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：55×85×0.4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×90×0.4mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPPカードケース 500個 ●名入：50-18-16300-K ●名入ｻｲｽﾞ：45×75mm

からだきれいウェットタオルと冷却シートのセットで熱中
症対策に!

気温26℃から46℃まで計測可能。持ち歩きができ、熱中
症予防に役立ちます。裏面に名入れスペースが広く、PR
も抜群です。日本製。
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シヤチハタ 手形・足形アート製作キット
First Art布用 トートバッグ （HPFK-TB/H-1
22H020A A/樹木(みどり)

＜子どもの日＞

シヤチハタ 手形・足形アート製作キット
First Art布用 トートバッグ （HPFK-TB/H-3
22H020C C/LOVE(そらいろ)

JPN80-40S

JPN80-40S

シヤチハタ 手形・足形アート製作キット
First Art布用 トートバッグ （HPFK-TB/H-2
22H020B B/花束(ももいろ)

JPN80-40S

\2,500 〔税込 \2,750〕

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：トートバッグ・布用手形スタ
ンプパッド●本体ｻｲｽﾞ：360×260×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：221×192×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：トートバッグ・布用手形スタ
ンプパッド●本体ｻｲｽﾞ：360×260×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：221×192×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱

背景があらかじめプリントされているので、手形・足形を
押すだけで誰でも簡単にかわいいグッズが制作できます
。

背景があらかじめプリントされているので、手形・足形を
押すだけで誰でも簡単にかわいいグッズが制作できます
。

ぬりえおめん （292-007）

ぬりえおめん （292-008）

22H021A A/ﾄﾞｳﾌﾞﾂ

CHN80-40W

22H021B B/ｲﾍﾞﾝﾄ

CHN80-40W

\2,500 〔税込 \2,750〕

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：トートバッグ・布用手形スタ
ンプパッド●本体ｻｲｽﾞ：360×260×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：221×192×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱

●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

●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

背景があらかじめプリントされているので、手形・足形を
押すだけで誰でも簡単にかわいいグッズが制作できます
。

ぬりえがおめんに大変身！

ぬりえがおめんに大変身！

ロープなわとび （044-064）

ロープなわとび （044-065）

ロープなわとび （044-066）

22H022A A/ﾌﾞﾙｰ

CHN78-38U

22H022B B/ﾋﾟﾝｸ

CHN78-38U

22H022C C/ｲｴﾛｰ

CHN78-38U

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：ロープ/綿、ポリエステル・グリップ/PE・巾着袋/
ポリエステル、PP ●ｾｯﾄ内容：なわとび・巾着袋●重量：
80g ●本体ｻｲｽﾞ：ロープ/230cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×230×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個

●材質：ロープ/綿、ポリエステル・グリップ/PE・巾着袋/
ポリエステル、PP ●ｾｯﾄ内容：なわとび・巾着袋●重量：
80g ●本体ｻｲｽﾞ：ロープ/230cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×230×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個

●材質：ロープ/綿、ポリエステル・グリップ/PE・巾着袋/
ポリエステル、PP ●ｾｯﾄ内容：なわとび・巾着袋●重量：
80g ●本体ｻｲｽﾞ：ロープ/230cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×230×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 48個

当たっても痛みが弱い綿ロープ、グリップを繋げることも
でき、はじめてなわとびで遊ぶお子さんに！

当たっても痛みが弱い綿ロープ、グリップを繋げることも
でき、はじめてなわとびで遊ぶお子さんに！

当たっても痛みが弱い綿ロープ、グリップを繋げることも
でき、はじめてなわとびで遊ぶお子さんに！
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とべとべ風船ヘリコプター （000055980）
CHN78-38T

22H023

ぬりえこバッグA （SC-2021）
22H024

指定不可

CHN72-32U

つくろう！ピッカピカのどろだんご （104NPT-3240）
JPN70-30T

22H025

\270 〔税込 \297〕

\220 〔税込 \242〕

\180 〔税込 \198〕

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

●材質：パラフィン・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

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

組み立て簡単！空を飛ぶ楽しい風船です。パッケージの
QRコードから遊び方を確認できます。

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。

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

ぷにぷにスクイーズ アイスキャンディ （
086-3446）

しろくまメモ70枚入 （300）

鯉のぼり１３号袋入

22H026

指定不可

CHN75-35V

22H027

JPN65-25T

22H028

指定不可

JPN70-30S

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

\120 〔税込 \132〕

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

●材質：上質紙 ●本体ｻｲｽﾞ：148×100×8mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 200個

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

ぷにぷにと気持ちいい感触のスクイーズです。

かわいいしろくまのイラストのメモです。メモ上部は罫線
付きで、伝言メモなどに便利です。

こどもの日にぴったりのカラフルな鯉のぼりです。

紙製かぶと

おりがみ 10枚

22H029

JPN70-30S

22H030

JPN70-30S

\80 〔税込 \88〕

\50 〔税込 \55〕

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

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

紐つきでかぶりやすい、紙製のかぶとです。

金・銀入りのおりがみです。

WEB サマーナウ２０２２

パール・パール・コウベ パールネックレス リ
ップル ゴールド （FWN442G）
22H035

＜母の日＞

パール・パール・コウベ パールSVペンダン
ト オープンハート （PS180-4）
22H037

JPN70-30S

JPN75-35V

パール・パール・コウベ パールSVペンダン
ト トリロジー （PS179-65）
22H036

JPN75-35V

\15,000 〔税込 \16,500〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

●材質：淡水真珠/オフラウンド型4.5-5mm・ワイヤー/ス
テンレス（カラーコーティング）・クラスプ/マグネット式、ブ
ラス（金メッキ） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：約8g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：全長約400mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：188×188×27mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個

●材質：トップ/アコヤ本真珠6.5-7mm、シルバー925(ロ
ジューム仕上げ)、キュービックジルコニア・チェーン/シ
ルバー925(ロジューム仕上げ) ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
約4g ●本体ｻｲｽﾞ：全長約400mm（トップ/約7×27mm）
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：84×94×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6
個

美しい海のさざなみ（リップル）が光っているようなデザイ
ンネックレスで、胸元をあでやかに飾ってください。

七色に輝くアコヤ本真珠をあしらったトリロジーペンダン
トです!

ツインバード シートマッサージャー S （EM2535BL）

天使の休息 ヒーリングセット （TK-3003B）

22H038

CHN75-35S

22H039

JPN75-35U

\4,000 〔税込 \4,400〕

\3,500 〔税込 \3,850〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

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

●材質：本体外皮/ポリエステル・スイッチケース/ABS
●機能：連続、ウェーブ振動・強弱切替・10分オートオフ
●ｾｯﾄ内容：ACアダプター・取説・保証書●重量：650g
●電源：AC100V-3W ●本体ｻｲｽﾞ：50×450×440mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×510×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10
個 ●名入：450-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×50mm

●材質：檜タマゴ、檜バッグ/檜・ＷＴ/綿100％ ●ｾｯﾄ内
容：檜タマゴ×2・檜バッグ・ＷＴ●重量：300g ●本体ｻｲｽ
ﾞ：檜タマゴ/φ42×52mm・檜バッグ/140×230×20mm・
ＷＴ/340×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×242×47mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

美しいアコヤ本真珠をあしらったSV925製のオープンハ
ートが魅力のペンダントです。

レース手袋2色組
22H040

[法]医療機器認証番号220AGBZX00098000 [法]PS-Eマ
ーク
折りたためば腰枕スタイルでも使えるシートマッサージャ
ーです。

スヌーピーサンクスハート フェイスタオル2P
セット （TT81150605）
CHN80-40S

22H041

JPN85-45S

檜は水に強く、お風呂に入れると特有の良い香りがほの
かに漂いリラックス効果が得られます。香りが薄くなって
もアロマオイルを垂らして楽しめます。

マグカップルガラス ボタニカル （
AR0604395）
22H042A A/赤い実

CHN75-35T

\1,580 〔税込 \1,738〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：ナイロン・PUR・ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：総丈200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

●材質：プリント柄/綿100%・ボーダー柄/綿95%、アクリ
ル5% ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：350g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×250×60mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 54個

●材質：耐熱ガラス ●重量：130g ●容量：300mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ95×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
102×105×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

手のしわやシミが隠せる、ミドル丈のレース手袋。白と黒
の2色組。日よけ対策にもなります。

PEANUTから、贈り物にまつわるスヌーピーのアートをモ
チーフに。ありがとうの気持ちをタオルにのせて。環境に
配慮した有機精練加工。

ボタニカルの柄の耐熱グラスでナチュラルな優しい時間
を過ごしませんか？

WEB サマーナウ２０２２

マグカップルガラス ボタニカル （
AR0604396）
22H042B B/黄色い実

CHN75-35T

お肌にやさしいタオルセット （M-1000）
22H043

JPN75-35S

ローズミュー （RO-06FR）
22H044A A/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

CHN75-35T

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\830 〔税込 \913〕

●材質：耐熱ガラス ●重量：130g ●容量：300mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ95×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
102×105×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：パイル部分/モダール（レーヨン）50%、綿50%・グ
ランド部分/綿100% ●ｾｯﾄ内容：HT×2●重量：220g ●
本体ｻｲｽﾞ：約340×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
166×267×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 80個

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

ボタニカルの柄の耐熱グラスでナチュラルな優しい時間
を過ごしませんか？

パイルにモダールと綿の混紡糸を使用した、肌になじむ
、しっとり柔らかな肌触りのタオルです。モダール素材は
ブナの木を原料とした安心の天然素材です。

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

ローズミュー （RO-06RO）

ローズミュー （RO-06LA）

ローズミュー （RO-06GR）

22H044B B/ﾛｰｽﾞの香り

CHN75-35T

22H044C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香ﾘ

CHN75-35T

22H044D D/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂﾉ香ﾘ

CHN75-35T

\830 〔税込 \913〕

\830 〔税込 \913〕

\830 〔税込 \913〕

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

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

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

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

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

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

ひとことまぐ （AR0604024）

ひとことまぐ （AR0604020）

ひとことまぐ （AR0604023）

22H045A A/ｵ疲ﾚｻﾏ

JPN75-35T

22H045B B/ｱﾘｶﾞﾄｳ

JPN75-35T

22H045C C/ｵﾒﾃﾞﾄｳ

JPN75-35T

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：250mL ●本体ｻｲｽﾞ
：90×115×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×125×90mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：250mL ●本体ｻｲｽﾞ
：90×115×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×125×90mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：陶器 ●重量：445g ●容量：250mL ●本体ｻｲｽﾞ
：90×115×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×125×90mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

温かいメッセージの入ったマグカップ。大切な方への贈り
物に気持ちを込めて。

WEB サマーナウ２０２２

西陣織ミラー （LALA-12NRD）
22H046A A/紅赤

JPN72-32U

西陣織ミラー （LALA-12NBU）
22H046B B/紺青

JPN72-32U

西陣織ミラー （LALA-12NPK）
22H046C C/珊瑚

JPN72-32U

\680 〔税込 \748〕

\680 〔税込 \748〕

\680 〔税込 \748〕

●材質：AS・ABS・ステンレススチール・ガラス ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
94×110.5×10.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×115×14mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●名入：190-60-22-500-S ●
名入ｻｲｽﾞ：72×85mm

●材質：AS・ABS・ステンレススチール・ガラス ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
94×110.5×10.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×115×14mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●名入：190-60-22-500-S ●
名入ｻｲｽﾞ：72×85mm

●材質：AS・ABS・ステンレススチール・ガラス ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
94×110.5×10.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×115×14mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●名入：190-60-22-500-S ●
名入ｻｲｽﾞ：72×85mm

お化粧直しなどで必需品のミラー。日本人だけではなく、
国際的にも喜ばれる一品です。

お化粧直しなどで必需品のミラー。日本人だけではなく、
国際的にも喜ばれる一品です。

お化粧直しなどで必需品のミラー。日本人だけではなく、
国際的にも喜ばれる一品です。

薔薇の花束タオル （AR0528020）

薔薇の花束タオル （AR0528021）

薔薇の花束タオル （AR0528022）

22H047A A/ホワイトローズ

CHN75-35T

22H047B B/ブルーローズ

CHN75-35T

22H047C C/レッドローズ

CHN75-35T

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：綿98%、PUR2% ●ｾｯﾄ内容：ＴＨ・葉っぱメッセー
ジカード●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：TH/220×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×275×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 60
個

●材質：綿98%、PUR2% ●ｾｯﾄ内容：ＴＨ・葉っぱメッセー
ジカード●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：TH/220×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×275×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 60
個

●材質：綿98%、PUR2% ●ｾｯﾄ内容：ＴＨ・葉っぱメッセー
ジカード●重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：TH/220×220mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×275×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 60
個

ふんわりくしゅくしゅなコッフルタオルを薔薇の花びらに
見立てたタオルギフトです。葉っぱカードの裏はメッセー
ジカードになっています。

ふんわりくしゅくしゅなコッフルタオルを薔薇の花びらに
見立てたタオルギフトです。葉っぱカードの裏はメッセー
ジカードになっています。

ふんわりくしゅくしゅなコッフルタオルを薔薇の花びらに
見立てたタオルギフトです。葉っぱカードの裏はメッセー
ジカードになっています。

WEB サマーナウ２０２２

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル （81118）
22H050A A/グリーン

CHN80-40S

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル （81119）
22H050B B/コーラル

CHN80-40S

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

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

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

＜ゴミゼロの日（5/30）・
環境月間（6月）＞

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

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

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル （81120）

ジョセフジョセフ ループ真空断熱ウォーター
ボトル （81121）

エコタオルセット （EC-1000）

22H050C C/ブルー

CHN80-40S

22H050D D/アンスラサイト

CHN80-40S

22H051

JPN75-35V

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

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

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

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：270g ●本体
ｻｲｽﾞ：約330×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
280×200×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 72個

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

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

無漂白、無染色の綿で織り上げた「風合いの良さ」と「天
然」にこだわった人と環境にやさしいエコタオルです。

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-1）

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-2）

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-3）

22H052A A/ﾌﾞﾗｯｸ
\700 〔税込 \770〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H052B B/ｸﾞﾚｰ
\700 〔税込 \770〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H052C C/ﾈｲﾋﾞｰ
\700 〔税込 \770〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

●材質：ポリエステル（表面撥水加工）・内側シルバーコ
ーティング ●機能：ファスナー、内ポケット付・2Lペットボ
トル3本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量：7L
●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70150-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：ポリエステル（表面撥水加工）・内側シルバーコ
ーティング ●機能：ファスナー、内ポケット付・2Lペットボ
トル3本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量：7L
●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70150-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：ポリエステル（表面撥水加工）・内側シルバーコ
ーティング ●機能：ファスナー、内ポケット付・2Lペットボ
トル3本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量：7L
●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70150-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

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

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

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

WEB サマーナウ２０２２

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-4）
CHN72-32U

22H052D D/ｵﾘｰﾌﾞ
\700 〔税込 \770〕

ｶﾗｰOK

リサイクルポリエステルファイバータオル （
5RF-F1）
22H053

JPN70-30S

まい箸二点揃（箸&箸袋） （6F0500）
22H054

指定不可

JPN70-30S

\700 〔税込 \770〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：ポリエステル（表面撥水加工）・内側シルバーコ
ーティング ●機能：ファスナー、内ポケット付・2Lペットボ
トル3本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量：7L
●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70150-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

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

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

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。

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

今治 無漂白・無染色フェイスタオル1P （
IME85005）

マイクリアボトル 350mL （MB-350）

マイクリアボトル 350mL （MB-350BK）

JPN85-45U

22H055

22H056A A/ホワイト

JPN72-32U

22H056B B/ブラック

JPN72-32U

\500 〔税込 \550〕

\450 〔税込 \495〕

\450 〔税込 \495〕

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：153g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：330×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：265×140×30mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：PP・PET・シリコーンゴム ●重量：118g ●容量：
約350mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ64×156mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
65×65×158mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 96個 ●名入：210120-22-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：185×103mm

●材質：PP・PET・シリコーンゴム ●重量：118g ●容量：
約350mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ64×156mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
65×65×158mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 96個 ●名入：210120-22-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：185×103mm

自然のままのコットンの色合いを生かし、無漂白・無染
色で仕上げたエコマーク認定の今治製フェイスタオルで
す。

360°どこからでも飲める中栓付き。シンプルでスタイリ
ッシュなクリアボトルです。フタはパッキン付きで漏れにく
く、持ち歩きにも便利です。

360°どこからでも飲める中栓付き。シンプルでスタイリ
ッシュなクリアボトルです。フタはパッキン付きで漏れにく
く、持ち歩きにも便利です。

ウォッシャブルスムーストート mini （002901）

ウォッシャブルスムーストート mini （002902）

ウォッシャブルスムーストート mini （002903）

[品]今治タオル [環]エコマーク

22H057A A/ﾈｲﾋﾞｰ
\430 〔税込 \473〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H057B B/ｵﾘｰﾌﾞ
\430 〔税込 \473〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H057C C/ﾍﾞｰｼﾞｭ
\430 〔税込 \473〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

●材質：ポリエステル ●機能：コンパクト・洗濯可・撥水
加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：
260×270×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×90×30mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個 ●名入：70-144-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：175×220mm

●材質：ポリエステル ●機能：コンパクト・洗濯可・撥水
加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：
260×270×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×90×30mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個 ●名入：70-144-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：175×220mm

●材質：ポリエステル ●機能：コンパクト・洗濯可・撥水
加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：
260×270×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×90×30mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個 ●名入：70-144-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：175×220mm

コットンのような滑らかな肌触りと、ポリエステルの機能
性を兼備したバッグ。内ゴムでまとめると、ポケットサイ
ズまで小さくなります。水洗い可。

コットンのような滑らかな肌触りと、ポリエステルの機能
性を兼備したバッグ。内ゴムでまとめると、ポケットサイ
ズまで小さくなります。水洗い可。

コットンのような滑らかな肌触りと、ポリエステルの機能
性を兼備したバッグ。内ゴムでまとめると、ポケットサイ
ズまで小さくなります。水洗い可。

WEB サマーナウ２０２２

ウォッシャブルスムーストート mini （002904）
22H057D D/ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾙｰ
\430 〔税込 \473〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

テントクロス 折りたたみトート （0023-1）
22H058A A/ﾌﾞﾗｯｸ
\400 〔税込 \440〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

テントクロス 折りたたみトート （0023-2）
22H058B B/ｸﾞﾚｰ
\400 〔税込 \440〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

●材質：ポリエステル ●機能：コンパクト・洗濯可・撥水
加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：38g ●本体ｻｲｽﾞ：
260×270×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×90×30mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 250個 ●名入：70-144-17-100-S ●
名入ｻｲｽﾞ：175×220mm

●材質：ポリエステル（表面撥水加工） ●機能：内ポケッ
ト・2Lペットボトル6本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：43g
●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70144-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

●材質：ポリエステル（表面撥水加工） ●機能：内ポケッ
ト・2Lペットボトル6本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：43g
●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70144-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

コットンのような滑らかな肌触りと、ポリエステルの機能
性を兼備したバッグ。内ゴムでまとめると、ポケットサイ
ズまで小さくなります。水洗い可。

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

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

テントクロス 折りたたみトート （0023-3）

テントクロス 折りたたみトート （0023-4）

保温保冷トートバッグ （6J9009）

22H058C C/ﾈｲﾋﾞｰ
\400 〔税込 \440〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H058D D/ｵﾘｰﾌﾞ
\400 〔税込 \440〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H059

CHN70-30S

\380 〔税込 \418〕

●材質：ポリエステル（表面撥水加工） ●機能：内ポケッ
ト・2Lペットボトル6本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：43g
●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70144-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

●材質：ポリエステル（表面撥水加工） ●機能：内ポケッ
ト・2Lペットボトル6本収納 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：43g
●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70144-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

●材質：PP不織布・PP・アルミ蒸着フィルム ●重量：
62g ●本体ｻｲｽﾞ：210×360×125mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
225×380×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：6572-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm

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

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

保温・保冷が可能な、お弁当やペットボトルを持ち歩くの
に最適なトートバッグです。内側には網ポケットがあり、
保冷剤入れとしても使えます。

PLA（ポリ乳酸不織布） 小判抜き手提げバ
ッグ白 （6JP-0001）

バイオマスソフトスポンジ （KBM01）

エコ カトラリーセット （KK-100）

22H060

JPN70-30S

22H061

JPN70-30S

22H062

JPN72-32U

\180 〔税込 \198〕

\160 〔税込 \176〕

\160 〔税込 \176〕

●材質：PLA ●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：280×400mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：90-44-22-300-S ●名入ｻｲ
ｽﾞ：100×230mm

●材質：PURフォーム・PLA不織布 ●重量：11g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：120×60×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
155×60×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 360個

●材質：紙・PP ●重量：17.6g ●本体ｻｲｽﾞ：スプーン
/37.5×153×14mm・フォーク/26×150×12mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：58×182×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 240個 ●
名入：130-84×2-22-100-P（2本同柄） ●名入ｻｲｽﾞ：
5×50mm

環境に優しい植物由来の生分解性素材東レエコディア
PLA（ポリ乳酸不織布）を使用しています。

キズをつけずにソフトに洗えます。石油資源の節約と
CO2排出削減のために植物由来原料を50%以上使用。

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

WEB サマーナウ２０２２

グリーンストーリー（袋入れ） （G-30HF1）
22H063A A/ペールピンク

CHN65-25V

グリーンストーリー（袋入れ） （G-30HF4）
22H063B B/ペールブラウン

CHN65-25V

ジョイント箸 （LALA-28）
22H064

JPN72-32U

\300 〔税込 \330〕

\300 〔税込 \330〕

\250 〔税込 \275〕

●材質：綿（COTTON USA?)80％、リサイクルポリエステ
ル20％ ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

●材質：綿（COTTON USA?)80％、リサイクルポリエステ
ル20％ ●ｾｯﾄ内容：TH●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：
250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

●材質：ABS・AS ●重量：52g ●本体ｻｲｽﾞ：
114×45.5×15.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：116×47×16mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●名入：台紙/90-90-22500-O ●名入ｻｲｽﾞ：104×33mm

[品]コットンUSAマーク

[品]コットンUSAマーク

サステナブルな素材「リサイクルポリエステル」と「自然派
アメリカ綿(COTTON USA)」を紡いだ、環境にやさしいタ
オル。

サステナブルな素材「リサイクルポリエステル」と「自然派
アメリカ綿(COTTON USA)」を紡いだ、環境にやさしいタ
オル。

ジョイント方式の携帯マイ箸。ケース付きで携帯にも便利
です。

ライトエコバッグ （6J9300-BL）

ライトエコバッグ （6J9300-PI）

ライトエコバッグ （6J9300-GR）

22H065A A/ブルー

CHN70-30S

22H065B B/ピンク

CHN70-30S

22H065C C/グリーン

CHN70-30S

\280 〔税込 \308〕

\280 〔税込 \308〕

\280 〔税込 \308〕

●材質：ポリエステル100％ ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
280×240×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×130×10mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 300個 ●名入：65-66-22-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：40×70mm

●材質：ポリエステル100％ ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
280×240×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×130×10mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 300個 ●名入：65-66-22-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：40×70mm

●材質：ポリエステル100％ ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
280×240×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×130×10mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 300個 ●名入：65-66-22-300-S ●
名入ｻｲｽﾞ：40×70mm

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

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

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

水切りゴミ袋エコ （KA625）
22H066

JPN70-30S

\300 〔税込 \330〕
●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

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。

WEB サマーナウ２０２２

2フェイスメモボックス （0019-01）
CHN72-32U

22H070A A/ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾙｰ
\480 〔税込 \528〕

＜オープン
キャンパス＞

2フェイスメモボックス （0019-03）
22H070C C/ﾎﾜｲﾄ/ｸﾞﾚｰ
\480 〔税込 \528〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

ｶﾗｰOK

2フェイスメモボックス （0019-02）
CHN72-32U

22H070B B/ﾈｲﾋﾞｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ
\480 〔税込 \528〕

ｶﾗｰOK

●材質：PVC・紙 ●ｾｯﾄ内容：PVCケース・メモ用紙150
枚（日本）●重量：165ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：85×114×25mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：88×117×29mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
100個 ●名入：ケース/45-70-17-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：
30×60mm

●材質：PVC・紙 ●ｾｯﾄ内容：PVCケース・メモ用紙150
枚（日本）●重量：165ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：85×114×25mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：88×117×29mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
100個 ●名入：ケース/45-70-17-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：
30×60mm

裏面のカラーがアクセント。質感にこだわったレザー調メ
モボックス。メモ150枚すべてに名入れができます。使用
後ケースは小物入れとしても使用できます。

裏面のカラーがアクセント。質感にこだわったレザー調メ
モボックス。メモ150枚すべてに名入れができます。使用
後ケースは小物入れとしても使用できます。

グラふせん （0015-01）

グラふせん （0015-02）

22H071A A/ﾌﾞﾗｯｸｱｿｰﾄ

CHN72-32W

22H071B B/ﾈｲﾋﾞｰｱｿｰﾄ

CHN72-32W

\280 〔税込 \308〕

\280 〔税込 \308〕

●材質：PVC・紙 ●ｾｯﾄ内容：PVCケース・メモ用紙150
枚（日本）●重量：165ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：85×114×25mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：88×117×29mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
100個 ●名入：ケース/45-70-17-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：
30×60mm

●材質：紙・PET ●ｾｯﾄ内容：棒グラフ、折れ線グラフ/フ
ィルム付箋5種・円グラフ/フィルム付箋4種各25枚●重
量：8g ●本体ｻｲｽﾞ：75×75×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
600個 ●名入：40-46-17-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：
15×45mm

●材質：紙・PET ●ｾｯﾄ内容：棒グラフ、折れ線グラフ/フ
ィルム付箋5種・円グラフ/フィルム付箋4種各25枚●重
量：8g ●本体ｻｲｽﾞ：75×75×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
600個 ●名入：40-46-17-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：
15×45mm

裏面のカラーがアクセント。質感にこだわったレザー調メ
モボックス。メモ150枚すべてに名入れができます。使用
後ケースは小物入れとしても使用できます。

付箋のカラーとケースの抜き型で3つのグラフを表現。機
能性と遊び心を両立させた新しいフィルム付箋です。

付箋のカラーとケースの抜き型で3つのグラフを表現。機
能性と遊び心を両立させた新しいフィルム付箋です。

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）

22H072A A/チャコール

JPN72-32W

22H072B B/ネイビー

JPN72-32W

22H072C C/オリーブ

JPN72-32W

\250 〔税込 \275〕

\250 〔税込 \275〕

\250 〔税込 \275〕

●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：45-46-17-100-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：45-46-17-100-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：45-46-17-100-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 サマーナウ２０２２

クラフトワークメモ （0018-04）
JPN72-32W

22H072D D/バーガンディ

不織布バッグ スクウェア （6J9000）
22H073

CHN70-30S

ペン付ケース入ふせん （SC-1508）
CHN72-32U

22H074

ｶﾗｰOK

\250 〔税込 \275〕

\180 〔税込 \198〕

\150 〔税込 \165〕

●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：45-46-17-100-H ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm

●材質：PP不織布 ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：
350×360×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 300個 ●名入：65-5417-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：ミニBP・ふせん7色各25枚●
本体ｻｲｽﾞ：90×65×10mm・ミニBP/Φ8×84mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：92×67×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個 ●
名入：55-36-17-170-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm

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。

オープンキャンパス資料や会社資料を入れて、お持ち帰
りいただくバッグとして、使い勝手が良いです。

ボールペン付きフセンケースセット。裏側には挨拶用の
名刺が挟めるホルダー付き。

パステルフィルム付箋（大） （S3088）

キャップ式ボールペン 黒 8本組 （IL-3061）

タッチペン付4色ボールペン （SC-1606）

CHN72-32W

22H075
\150 〔税込 \165〕

ｶﾗｰOK

22H076

IND75-35S

22H077

指定不可

CHN72-32U

\130 〔税込 \143〕

\120 〔税込 \132〕

●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：6036-17-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×70mm

●材質：PP・SAN ●重量：56g ●本体ｻｲｽﾞ：1本
/153×11×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：194×112×11mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付OPP袋 288個

●材質：ABS ●機能：複合筆記具（4色BP＋タッチペン）
●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：φ12×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：30×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：55-2417-250-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×40mm

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。

書き味滑らかな、キャップ式の黒ボールペンです。

多色ボールペンにタッチペンが付いた、多機能ペンです
。

メタルボールペン （SC-2002）

PRバッグ （6J9080-BK）

PRバッグ （6J9080-OR）

22H078

指定不可

CHN72-32U

22H079A A/ブラック

CHN70-30S

22H079B B/オレンジ

CHN70-30S

\90 〔税込 \99〕

\90 〔税込 \99〕

\90 〔税込 \99〕

●材質：アルミ・ABS ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
10×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 900個 ●名入：55-2417-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：5×50mm

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

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

シックな質感が根強い人気です。

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

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

WEB サマーナウ２０２２

PRバッグ （6J9080-GR）
22H079C C/グリーン

PRバッグ （6J9080-LBL）
CHN70-30S

22H079D D/ライトブルー

PRバッグ （6J9080-WH）
CHN70-30S

22H079E

E/ホワイト

CHN70-30S

\90 〔税込 \99〕

\90 〔税込 \99〕

\90 〔税込 \99〕

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

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

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

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

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

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

PRバッグ （6J9080-LY）

NEWカラフルトートバッグ （E2823）

NEWカラフルトートバッグ （E2823）

22H079F

F/ライトイエロー

CHN70-30S

22H080A A/ﾍﾞｰｼﾞｭ

CHN72-32W

22H080B B/ﾌﾞﾙｰ

CHN72-32W

\90 〔税込 \99〕

\50 〔税込 \55〕

\50 〔税込 \55〕

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

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

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

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

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

NEWカラフルトートバッグ （E2823）

A4クリアファイル （KBA4CF）

A4クリアファイル （KBA4CF）

22H080C C/ｸﾞﾘｰﾝ

CHN72-32W

22H081A A/赤

CHN70-30S

22H081B B/緑

CHN70-30S

\50 〔税込 \55〕

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

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

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

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

カラフルでちょっとしたお買い物に便利な小型サイズの
バッグです。

あると便利なクリアファイルです。

あると便利なクリアファイルです。

WEB サマーナウ２０２２

A4クリアファイル （KBA4CF）
22H081C C/黄

CHN70-30S

A4クリアファイル （KBA4CF）
22H081D D/白

CHN70-30S

A4クリアファイル （KBA4CF）
22H081E

E/青

CHN70-30S

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

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

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

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

あると便利なクリアファイルです。

あると便利なクリアファイルです。

あると便利なクリアファイルです。

A4クリアファイル （KBA4CF）

A4クリアファイル （KBA4CF）

A4クリアファイル （KBA4CF）

22H081F

F/ｵﾚﾝｼﾞ

CHN70-30S

22H081G G/透明

CHN70-30S

22H081H H/ｽﾓｰｸ

CHN70-30S

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

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

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

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

あると便利なクリアファイルです。

あると便利なクリアファイルです。

あると便利なクリアファイルです。

WEB サマーナウ２０２２

アナバス 衣類乾燥室 （GSP-20）
22H085

＜梅雨＞

ツインバード ハンディースチーマー （SA4096W）
22H087

CHN75-35S

CHN70-30W

ツインバード 差し込むだけのふとん乾燥機
（FD-4149W）
22H086

CHN75-35S

\25,000 〔税込 \27,500〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

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

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

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

約70℃の温度で乾燥時間が短く、忙しい朝に大活躍！
半袖Yシャツ（1、2枚）なら約15分で乾燥できます。コンパ
クト設計。一度に5kgまで干せて便利！

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

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546R）

ツインバード くつ乾燥機 （SD-4546BR）

22H088A A/ﾚｯﾄﾞ

CHN75-35S

22H088B B/ﾌﾞﾗｳﾝ

CHN75-35S

\8,000 〔税込 \8,800〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

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

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体ｻｲｽﾞ：90×150×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×175×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個 ●名入
：450-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：60×80mm

●材質：ABS ●機能：120分タイマー・革靴モード ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：670g ●電源：AC100V150W ●本体ｻｲｽﾞ：90×150×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×175×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個 ●名入
：450-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：60×80mm

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

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

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

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

EVAポンチョ （フリーサイズ） （6J3100-W）

EVAポンチョ （フリーサイズ） （6J3100-Y）

EVAポンチョ （フリーサイズ） （6J3100-B）

22H089A A/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30S

22H089B B/ｲｴﾛｰ

CHN70-30S

22H089C C/ﾌﾞﾙｰ

CHN70-30S

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

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

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

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

屋外でのコンサートやスポーツ観戦など、急な天候悪化
の際のご準備に！自転車用にも。

屋外でのコンサートやスポーツ観戦など、急な天候悪化
の際のご準備に！自転車用にも。

屋外でのコンサートやスポーツ観戦など、急な天候悪化
の際のご準備に！自転車用にも。

WEB サマーナウ２０２２

圧縮マットSU01丸巻きS スヤラ （246010631）
22H095A A/ゴールド

＜父の日＞

炭酸ソーダマシーン ツイスパソーダ （
SODACK）
22H097

CHN80-40S

CHN85-45S

圧縮マットSU01丸巻きS スヤラ （246010631）
22H095B B/シルバー

CHN85-45S

\18,000 〔税込 \19,800〕

\18,000 〔税込 \19,800〕

●材質：側地/ポリエステル100％（表地/吸水速乾生地）
・中材/ウレタンフォーム ●ｾｯﾄ内容：保証書●重量：
6.6kg ●本体ｻｲｽﾞ：970×2000×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
270×270×1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個

●材質：側地/ポリエステル100％（表地/吸水速乾生地）
・中材/ウレタンフォーム ●ｾｯﾄ内容：保証書●重量：
6.6kg ●本体ｻｲｽﾞ：970×2000×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
270×270×1000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個

フィット感を高めて体圧をバランスよく分散。適度な反発
力で寝返りが楽にできます。寝返りのたびに空気が入れ
替わるので、むれにくく快適に使用できます。

フィット感を高めて体圧をバランスよく分散。適度な反発
力で寝返りが楽にできます。寝返りのたびに空気が入れ
替わるので、むれにくく快適に使用できます。

磨き屋シンジケート ハイボール・ビアタンブ
ラー1pcs （YJ1305）

ブルートゥーススピーカー・ワイヤレス充電
機能付クロック （6183）

22H098

JPN70-30S

22H099

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

\9,000 〔税込 \9,900〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

●材質：PET・PP・ABS・シリコン・アルミ ●ｾｯﾄ内容：ノズ
ル・ボトル・ボトルキャップ・炭酸カートリッジ×6・レシピブ
ック・取説・保証書●重量：450ｇ ●容量：950mL ●本体
ｻｲｽﾞ：Φ84×384mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
296×145×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

●材質：18-8ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：76g
●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：110-144-16-40-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：35×35mm

●材質：MDF・ABS ●機能：ワイヤレス充電・時計・ブル
ートゥーススピーカー・アラーム（3個）・温度・カレンダー・
音、振動センサー ●ｾｯﾄ内容：USBコード・取説●重量：
472g ●電源：USB・単4×3（別）・CR2032（内） ●本体ｻｲ
ｽﾞ：85×173×91mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×105×95mm
●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：15×100mm

ご家庭でカンタンに炭酸水が作れるソーダマシン。水だ
けなく、ジュースやお酒も直接炭酸にできる、パーティや
アウトドアでも大活躍。

新潟県燕市の職人がじっくりと磨き上げて造りました。ク
リーミーな泡立ちはもちろん炭酸の泡立ちもマイルドに。
炭酸系カクテルもひと味変わります。

Bluetoothスピーカー、ワイヤレス充電器、時計、温度計
、カレンダーが一体化。ベッドサイド、オフィスや自宅の
卓上など活躍の場所は様々。

スタンペン4Fメタル・メールパック （TSK69086）

スタンペン4Fメタル・メールパック （TSK69093）

スタンペン4Fメタル・メールパック （TSK69109）

22H101A A/ﾌﾞﾗｯｸ

JPN70-30S

22H101B B/ﾚｯﾄﾞ

JPN70-30S

22H101C C/ｼﾙﾊﾞｰ

JPN70-30S

\3,950 〔税込 \4,345〕

\3,950 〔税込 \4,345〕

\3,950 〔税込 \4,345〕

●材質：真鍮・鉄 ●機能：回転式・複合筆記具（2色
BP+SP）+ネーム印（直径9mm） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量
：31g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13.5×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×77×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 ●名入：4524-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×33mm

●材質：真鍮・鉄 ●機能：回転式・複合筆記具（2色
BP+SP）+ネーム印（直径9mm） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量
：31g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13.5×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×77×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 ●名入：4524-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×33mm

●材質：真鍮・鉄 ●機能：回転式・複合筆記具（2色
BP+SP）+ネーム印（直径9mm） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量
：31g ●本体ｻｲｽﾞ：φ13.5×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×77×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 5個 ●名入：4524-16-65-S ●名入ｻｲｽﾞ：4×33mm

高級感あるメタルボディの多機能ネームペンです。

高級感あるメタルボディの多機能ネームペンです。

高級感あるメタルボディの多機能ネームペンです。

WEB サマーナウ２０２２

フローズンキューブ 二重タンブラー&キュー
ブ2P （FC-3003A）
22H102

CHN75-35U

アー・ヴェ・ヴェ ボディバッグ （13-6081-10
）
22H103

CHN73-33S

J-美 GUNJYO ロックカップ （JB-003K）
22H104

JPN75-35U

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：ステンレス ●機能：二重構造 ●ｾｯﾄ内容：タン
ブラー×1・アイスキューブ×2・取説●重量：300g ●容
量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：タンブラー/φ75×137mm・アイ
スキューブ/25×25×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×135×78mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 ●名入：
140-300-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：φ40mm

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：200g ●
本体ｻｲｽﾞ：350×190×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
380×300×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱（添） 20個

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ、食洗機対応 ●重量：
450g ●容量：360mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ95×90mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×135×103mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

冷凍庫で冷やして氷の代用品として使えるステンレスキ
ューブ付。通常の氷のように溶けて飲み物が薄まること
がありません。

「今の自分が一番ステキ。そう思える喜びを届けていく」
がテーマ。フレンチトラッドをベースにその時々のトレンド
を程よく入れたミックススタイルを提案。

内側と外側にラスターが施してあるので金属を思わせる
ように光り輝き、見る角度によって虹の様に輝きが変化
するのが特徴です。

ウッドキャップ・ステンレスタンブラー （
0022-01）

ウッドキャップ・ステンレスタンブラー （
0022-02）

ウッドキャップ・ステンレスタンブラー （
0022-03）

22H105A A/ｼﾙﾊﾞｰ

CHN70-30S

22H105B B/ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ

CHN70-30S

22H105C C/ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

\2,200 〔税込 \2,420〕

\2,200 〔税込 \2,420〕

\2,200 〔税込 \2,420〕

●材質：18-8ステンレス・天然木・シリコン ●機能：真空2
重構造・保温効力75度以上1時間・保冷効力7度以下1時
間 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：227g ●容量：350mL ●本
体ｻｲｽﾞ：φ80×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
87×87×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●名入：50173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×30mm

●材質：18-8ステンレス・天然木・シリコン ●機能：真空2
重構造・保温効力75度以上1時間・保冷効力7度以下1時
間 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：227g ●容量：350mL ●本
体ｻｲｽﾞ：φ80×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
87×87×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●名入：50173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×30mm

●材質：18-8ステンレス・天然木・シリコン ●機能：真空2
重構造・保温効力75度以上1時間・保冷効力7度以下1時
間 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：227g ●容量：350mL ●本
体ｻｲｽﾞ：φ80×142mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
87×87×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●名入：50173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×30mm

木蓋のパッキンで保温・保冷効果がアップ。真空2重構
造で飲み物の温度をしっかりキープできます。記念品に
最適な商品です。

木蓋のパッキンで保温・保冷効果がアップ。真空2重構
造で飲み物の温度をしっかりキープできます。記念品に
最適な商品です。

木蓋のパッキンで保温・保冷効果がアップ。真空2重構
造で飲み物の温度をしっかりキープできます。記念品に
最適な商品です。

ペンホルダー付ワイヤレス充電器 （6178）

2WAYステンレスタンブラー（350mL缶対応）
（0037-01）

2WAYステンレスタンブラー（350mL缶対応）
（0037-02）

22H106
\2,000 〔税込 \2,200〕

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H107A A/シルバー

CHN72-32U

22H107B B/ネイビー

CHN72-32U

\1,380 〔税込 \1,518〕

\1,380 〔税込 \1,518〕

●材質：ABS ●機能：ワイヤレス充電・USBポート・ペン
ホルダー ●ｾｯﾄ内容：USBコード・取説●重量：176g ●
電源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：150×75×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：155×90×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 45個 ●名入
：60-42-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：65×50mm

●材質：18-8ステンレス ●機能：真空2重構造 ●重量：
166g ●容量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ72×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個
●名入：50-173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×30mm

●材質：18-8ステンレス ●機能：真空2重構造 ●重量：
166g ●容量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ72×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個
●名入：50-173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×30mm

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

350mL缶クーラーとしても使える、真空２重構造の2WAY
ステンレスタンブラー。傾けても缶が落ちづらいストッパ
ー付き。結露防止にも有効です。

350mL缶クーラーとしても使える、真空２重構造の2WAY
ステンレスタンブラー。傾けても缶が落ちづらいストッパ
ー付き。結露防止にも有効です。

WEB サマーナウ２０２２

2WAYステンレスタンブラー（350mL缶対応）
（0037-03）
22H107C C/オリーブ

CHN72-32U

2WAYステンレスタンブラー（350mL缶対応）
（0037-04）
22H107D D/オフホワイト

CHN72-32U

今治タオルブランド イマバリーチェック タオ
ルハンカチ （TH75-1）
22H108

JPN80-40S

\1,380 〔税込 \1,518〕

\1,380 〔税込 \1,518〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：18-8ステンレス ●機能：真空2重構造 ●重量：
166g ●容量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ72×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個
●名入：50-173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×30mm

●材質：18-8ステンレス ●機能：真空2重構造 ●重量：
166g ●容量：350mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ72×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×80×118mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個
●名入：50-173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×30mm

●材質：綿100％(パイル無撚糸使用) ●ｾｯﾄ内容：TH●
重量：45g ●本体ｻｲｽﾞ：250×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×120×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 150個

[品]今治タオル
350mL缶クーラーとしても使える、真空２重構造の2WAY
ステンレスタンブラー。傾けても缶が落ちづらいストッパ
ー付き。結露防止にも有効です。

350mL缶クーラーとしても使える、真空２重構造の2WAY
ステンレスタンブラー。傾けても缶が落ちづらいストッパ
ー付き。結露防止にも有効です。

ブラウンのチェック柄が特徴のタオルハンカチです。

WEB サマーナウ２０２２

16型 折畳自転車 シンプルスタイル FV16
（SS-H16/）
22H115

CHN83-43U
直送品

\20,000 〔税込 \22,000〕

＜レジャーグッズ＞

ブラック+デッカー 電動ブラシ シャボンスク
ラバー Mini （BHPC130）
22H117

CHN72-32T

ツインバード 2電源式 コンパクト電子保冷
保温ボックスD-CUBE S （HR-DB06GY）
22H116

CHN75-35V

\20,000 〔税込 \22,000〕

●材質：フレーム/スチール ●機能：16インチ・折畳式・
一部組立式・適応身長145cm以上・サドル高さ66～
91cm ●ｾｯﾄ内容：本体結束ベルト・工具・取説・保証書
●重量：13kg ●本体ｻｲｽﾞ：組立時/530×1300×920mm
・折畳時/400×740×580mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×720×545mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個
●名入：0-300×2-77-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：30×180mm

●材質：PP・ABS・シリコン・アルミ ●機能：電子冷却方
式・500mLペットボトル4本収納可能・温度設定/保冷強（
5度）、保冷弱（7度）、保温（60度） ●ｾｯﾄ内容：下敷トレ
イ・ACアダプター・DCアダプター・取説・保証書●重量：
2.9kg ●容量：5.5L ●電源：AC100V-55W・DC12V-42W
●本体ｻｲｽﾞ：305×235×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
270×370×345mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 2個

[品]JIS耐振規格合格 北、沖、離別途

[法]PS-Eマーク

素朴なライフスタイルをイメージした折りたたみ自転車。

1台で保温も保冷もOK。2電源で室内も車載もOK。ベッド
ルームや勉強部屋にもお勧めの静音モードを搭載して
います。家電リサイクル法対象商品。

マルチステンレスボトル（ペットボトル対応）
（0038-01）

マルチステンレスボトル（ペットボトル対応）
（0038-02）

22H118A A/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN72-32U

22H118B B/ｵﾘｰﾌﾞ

CHN72-32U

\3,700 〔税込 \4,070〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

●材質：ABS ●機能：作業時間2時間・170回転/分 ●ｾ
ｯﾄ内容：ブラシ・スポンジ×3・取説・保証書●重量：360g
●電源：単3×4（添） ●本体ｻｲｽﾞ：123×53×90mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×220×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個

●材質：ステンレス（18-8）・PP・シリコン ●機能：真空2
重構造 ●重量：265g ●容量：580mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
74×194mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×85×205mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：箱 30個 ●名入：50-173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：
40×30mm

●材質：ステンレス（18-8）・PP・シリコン ●機能：真空2
重構造 ●重量：265g ●容量：580mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
74×194mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×85×205mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：箱 30個 ●名入：50-173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：
40×30mm

キッチンやお風呂、外回りのお掃除に大活躍な軽量でコ
ンパクトな電動スクラバー。バーベキューやキャンプなど
のお出かけにも最適！

ペットボトルホルダー、缶クーラーとしても使える真空2重
構造の3WAYステンレスボトル。結露防止にも役立つた
め、オフィスでもアウトドアでも大活躍。

ペットボトルホルダー、缶クーラーとしても使える真空2重
構造の3WAYステンレスボトル。結露防止にも役立つた
め、オフィスでもアウトドアでも大活躍。

マルチステンレスボトル（ペットボトル対応）
（0038-03）

ラウンドランタントーチ （6143）

ガーデニング帽子

22H118C C/ｵﾌﾎﾜｲﾄ

CHN72-32U

22H119

CHN72-32U

22H120A A/ブルー

CHN73-33U

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,480 〔税込 \1,628〕

●材質：ステンレス（18-8）・PP・シリコン ●機能：真空2
重構造 ●重量：265g ●容量：580mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
74×194mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×85×205mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：箱 30個 ●名入：50-173-17-50-P ●名入ｻｲｽﾞ：
40×30mm

●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：6042-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×30mm

●材質：ポリエステル ●機能：虫よけネット調節可 ●本
体ｻｲｽﾞ：頭囲/580mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 72個

ペットボトルホルダー、缶クーラーとしても使える真空2重
構造の3WAYステンレスボトル。結露防止にも役立つた
め、オフィスでもアウトドアでも大活躍。

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。

風通しの良い虫よけネット付き。首の後ろもしっかりガー
ドで日差し対策も！ガーデニングや農作業、アウトドアで
大活躍。

WEB サマーナウ２０２２

ガーデニング帽子
22H120B B/ピンク

アウトドアボディーミスト（100mL入） （OU01）
CHN73-33U

22H121

JPN75-35T

アウトドアベア （OU-02）
22H122

JPN75-35T

\1,480 〔税込 \1,628〕

\1,300 〔税込 \1,430〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：ポリエステル ●機能：虫よけネット調節可 ●本
体ｻｲｽﾞ：頭囲/580mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 72個

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

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

風通しの良い虫よけネット付き。首の後ろもしっかりガー
ドで日差し対策も！ガーデニングや農作業、アウトドアで
大活躍。

レモンユーカリなどの天然香り成分を配合したボディーミ
ストです。すっきりした香りは虫の嫌がる香りなのでアウ
トドア時などにおすすめです。

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

炸裂電動バブルガトリング （90061）

炸裂電動バブルガトリング （90062）

携帯用スプレー （K-2414）

22H123A A/ブラック

CHN73-33T

22H123B B/ピンク

CHN73-33T

22H124A A/虫ﾖｹ携帯ｽﾌﾟﾚｰ

JPN75-35S

\580 〔税込 \638〕

\580 〔税込 \638〕

\215 〔税込 \237〕

●材質：PP・PET ●機能：対象年齢6歳以上 ●ｾｯﾄ内容
：シャボン玉液・専用トレイ・予備ネジ×2●電源：単3×3
（別） ●本体ｻｲｽﾞ：190×90×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×95×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 84個

●材質：PP・PET ●機能：対象年齢6歳以上 ●ｾｯﾄ内容
：シャボン玉液・専用トレイ・予備ネジ×2●電源：単3×3
（別） ●本体ｻｲｽﾞ：190×90×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
193×95×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 84個

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：37g ●容量：12mL ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ20×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×90×22mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：ブリスター 300個

[法]虫よけ/防除用医薬部外品
ボタンひとつで無数のシャボン玉を電動噴射！シャボン
玉液・専用トレイ付き。

携帯用スプレー （K-2415）
22H124B B/瞬間冷却W

JPN75-35S

\215 〔税込 \237〕
●ｾｯﾄ内容：取説●重量：37g ●容量：12mL ●本体ｻｲｽ
ﾞ：φ20×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×90×22mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：ブリスター 300個

[法]虫よけ/防除用医薬部外品
レジャーや旅行に最適！携帯しやすいスプレーです。

ボタンひとつで無数のシャボン玉を電動噴射！シャボン
玉液・専用トレイ付き。

レジャーや旅行に最適！携帯しやすいスプレーです。

WEB サマーナウ２０２２

モバイル防水ポーチ （AI-205）
22H130A A/ホワイト

＜ビーチグッズ＞

フルーツうきわ 57cm （001-CS-3228-1）
22H131

指定不可

CHN78-38U

CHN60-20S

モバイル防水ポーチ （AI-205）
22H130B B/ブラック

CHN60-20S

\400 〔税込 \440〕

\400 〔税込 \440〕

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

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

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

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

グリッターうきわ 57cm （001-CS-3228-3）

かき氷 ビーチボール （001-CS-2740-2）

22H132

指定不可

CHN78-38U

22H133

指定不可

CHN75-35U

\200 〔税込 \220〕

\200 〔税込 \220〕

\170 〔税込 \187〕

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

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

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

フレッシュなフルーツデザインのうきわです。

ラメが浮かんでいるように見える、カラフルなうきわです。

夏らしい、かき氷デザインのビーチボールです。

グリッタービーチボール 38cm （001-CS2740-4）

すいかビーチボール （1546-04）

サッカービーチボール （1546-02）

22H134

指定不可

CHN78-38S

22H135

CHN72-32U

22H136

CHN72-32U

\150 〔税込 \165〕

\160 〔税込 \176〕

\160 〔税込 \176〕

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

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

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

キラキラのラメが眩しいビーチボールです。

夏の定番のビーチボールです。

夏の定番のビーチボールです。

WEB サマーナウ２０２２

スマッシュウォーターバルーン （001-CS2876-8）
22H137

指定不可

CHN70-30T

ウォーターガン デュオシューター （
000017060）
22H138

CHN78-38T

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

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

●材質：PS・PP・PE・EVA ●機能：飛距離約5m・対象年
齢3歳以上 ●重量：50g ●容量：100cc ●本体ｻｲｽﾞ：全
長185mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×165×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：ヘッダー付ポリ袋 120個

約60秒で約35個の水風船ができます。

かっこいい水ピストルです。トリガーを引くと2か所から水
が飛び出します！

WEB サマーナウ２０２２

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05BL）
22H145A A/ブラック

＜ＵＶ対策＞

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05PI）
22H145C C/ピンク

JPN75-35T

JPN75-35T

ＵＶカット ビッグマスク （EC-05OF）
22H145B B/オフホワイト

JPN75-35T

\900 〔税込 \990〕

\900 〔税込 \990〕

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：135×240×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×160×7mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 96個 ●名入：45-8-16-3000L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：135×240×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×160×7mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 96個 ●名入：45-8-16-3000L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

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

UVブロックスクリーン （OD059）

UVブロックスクリーン （OD059）

22H146A A/ﾎﾜｲﾄ

CHN65-25S

22H146B B/ｲｴﾛｰ

CHN65-25S

\900 〔税込 \990〕

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：ポリエステル・レーヨン ●重量：18ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：135×240×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×160×7mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 96個 ●名入：45-8-16-3000L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

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

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

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

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

UVブロックスクリーン （OD059）

UVブロックスクリーン （OD059）

UVレベルチェックミラー コンパクトタイプ （
UV-003）

22H146C C/ﾌﾞﾙｰ

CHN65-25S

22H146D D/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN65-25S

22H147

JPN70-30T

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

\400 〔税込 \440〕

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

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

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

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

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

気になるUVチェックができるコンパクトミラーです。

WEB サマーナウ２０２２

UVレベルチェックリップミラー （UV-004）
22H148

JPN70-30S

携帯コンパクトミラー（UVセンサー付） （
15347）
22H149

JPN70-30T
ｶﾗｰOK

UVチェック省エネカード （UV-5SE）
22H150

JPN72-32Y

\300 〔税込 \330〕

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

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

●材質：PP ●機能：温度・紫外線チェック ●重量：6g ●
本体ｻｲｽﾞ：55×85×1.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：86×63mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：60-36-15-300-P ●
名入ｻｲｽﾞ：70×30mm

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

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

カードの色の変化で、紫外線チェックができます。液晶温
度計付きで、省エネ対策にも！PP製で丈夫で長く使用で
きます。

紫外線チェックカード （UV-6）
22H151
\100 〔税込 \110〕

JPN72-32W
ｶﾗｰOK

●材質：紙 ●機能：紫外線チェック ●重量：1g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：85×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：92×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
OPPカードケース 1000個 ●名入：60-30-15-300-K ●
名入ｻｲｽﾞ：40×70mm

紫外線の強度を色でお知らせ。白い円がピンクに変化し
ます。

\150 〔税込 \165〕

ｶﾗｰOK

\300 〔税込 \330〕

WEB サマーナウ２０２２

飛沫防止アクリルボードLサイズ （31073）
22H155A A/開口あり

JPN98-58U

＜衛生用品＞

ツインバード 空気清浄機 ファンディファイン
ヘパ （AC-4238W）
22H156

CHN78-38S

22H155B B/開口なし
直送品

\10,500 〔税込 \11,550〕

飛沫防止アクリルボードLサイズ （31082）
JPN98-58U
直送品

\10,500 〔税込 \11,550〕

●材質：アクリル樹脂 ●本体ｻｲｽﾞ：600×900×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：625×955×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボー
ル箱 2個

●材質：アクリル樹脂 ●本体ｻｲｽﾞ：600×900×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：625×955×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボー
ル箱 2個

運賃別途

運賃別途

置くだけ簡単！工事や取り付け加工も不要です。

置くだけ簡単！工事や取り付け加工も不要です。

飛沫防止アクリルボードMサイズ （31076）

ツインバード 空気清浄機 ファンディスタイ
ル （AC-4234W）

22H157

JPN90-50S

22H158
直送品

CHN78-38U

\10,000 〔税込 \11,000〕

\7,000 〔税込 \7,700〕

●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
：450-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm

●材質：アクリル樹脂 ●本体ｻｲｽﾞ：600×545×200mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：570×630×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボー
ル箱 2個

●材質：ABS・PP ●機能：適用床面積3畳・集じんフィル
ター ●ｾｯﾄ内容：抗菌プリーツフィルター・取説・保証書
●重量：1.9kg ●電源：AC100V-30/26W ●本体ｻｲｽﾞ：
110×330×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×350×285mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 4個 ●名入
：450-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：13×80mm

[法]PS-Eマーク

運賃別途

[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。

置くだけ簡単！工事や取り付け加工も不要です。

マイルームにお勧めな省スペース&パーソナルサイズ。
強弱切替付。

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC）

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC1）

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC2）

22H159A A/ﾌﾞﾙｰ

CHN78-38U

22H159B B/ｲｴﾛｰ

CHN78-38U

\5,000 〔税込 \5,500〕

22H159C C/ﾋﾟﾝｸ

CHN78-38U

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

●材質：ABS ●機能：モード/体温計、温度計・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリ ●ｾｯﾄ内容：保護用キャッ
プ・取説・保証書●重量：60g ●電源：CR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：46×40×81mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×43×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個

●材質：ABS ●機能：モード/体温計、温度計・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリ ●ｾｯﾄ内容：保護用キャッ
プ・取説・保証書●重量：60g ●電源：CR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：46×40×81mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×43×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個

●材質：ABS ●機能：モード/体温計、温度計・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリ ●ｾｯﾄ内容：保護用キャッ
プ・取説・保証書●重量：60g ●電源：CR2032（添） ●本
体ｻｲｽﾞ：46×40×81mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
98×43×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000

多人数を迅速に測定できます。温度計モード・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリー機能付。触れずに測れる
体温計！

多人数を迅速に測定できます。温度計モード・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリー機能付。触れずに測れる
体温計！

多人数を迅速に測定できます。温度計モード・室内温度
表示・発熱アラーム・25メモリー機能付。触れずに測れる
体温計！

WEB サマーナウ２０２２

抗ウイルス加工フェイスタオル （
SKV56101F）
22H160

JPN60-20S

デザインフェイスシールド可動式 （MM-176
）
22H161

JPN75-35S

ウイルスBYEBYEタオル （DL001-ピンク）
22H162A A/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\800 〔税込 \880〕

\500 〔税込 \550〕

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

●材質：PC・PET ●ｾｯﾄ内容：フレーム・シールド×3・取
説●重量：23.6g ●本体ｻｲｽﾞ：160×160×180mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×60×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：綿100% ●機能：タオルに付着したウイルスを
99%減少 ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×130×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP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抗ウイルス加工（抗菌・防
臭）フェイスタオルです。

シールドが上下に可動。メガネの上からでもかけられま
す。

ウイルス対策タオル（抗ウイルス加工）

ウイルスBYEBYEタオル （DL001-ブルー）

ウイルスBYEBYEタオル （DL001-ホワイト）

ウイルスBYEBYEタオル （DL001-イエロー
）

22H162B B/ﾌﾞﾙｰ

CHN70-30S

22H162C C/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30S

22H162D D/ｲｴﾛｰ

CHN70-30S

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：綿100% ●機能：タオルに付着したウイルスを
99%減少 ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×130×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 120個

●材質：綿100% ●機能：タオルに付着したウイルスを
99%減少 ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×130×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 120個

●材質：綿100% ●機能：タオルに付着したウイルスを
99%減少 ●ｾｯﾄ内容：FT●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×130×20mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 120個

ウイルス対策タオル（抗ウイルス加工）

ウイルス対策タオル（抗ウイルス加工）

ウイルス対策タオル（抗ウイルス加工）

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）

抗菌アロママスクケース （EC-08MISTR）

22H163A A/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁの香ﾘ

JPN75-35T

22H163B B/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂﾉ香ﾘ

JPN75-35T

22H163C C/ミントの香り

JPN75-35T

\450 〔税込 \495〕

\450 〔税込 \495〕

\450 〔税込 \495〕

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

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

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

[品]SIAAマーク

[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。
香り袋入りなので、マスクへのほのかな移り香をお楽し
みいただけます。※マスクは付属していません。

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

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

WEB サマーナウ２０２２

疫病退散 アマビエつめ切り （AB-1）
22H164

CHN70-30S

ネピア ウエットントン除菌ウエットティシュ ア
ルコールタイプ
22H165

JPN80-40T

ネピア ウエットントン除菌ウエットティシュ ノ
ンアルコールタイプ
JPN80-40T

22H166

\300 〔税込 \330〕

\300 〔税込 \330〕

\300 〔税込 \330〕

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ABS ●重量：58g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：105×20×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×55×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：8018-17-300-P ●名入ｻｲｽﾞ：12×35mm

●重量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：115×180×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：裸 24個

●重量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：115×180×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：裸 24個

新型コロナウイルス感染拡大に対し「疫病退散」の願い
を込めました。古くから日本に伝わる妖怪「アマビエ」を
モチーフにしたつめ切りです。

フタ付きなので、持ち運びやすくおでかけにも便利！メッ
シュシートが汚れをしっかり拭き取ります。アルコールタ
イプ。

フタ付きなので、持ち運びやすくおでかけにも便利！メッ
シュシートが汚れをしっかり拭き取ります。ノンアルコー
ルタイプ。

抗菌マスクケース （AS-100）

3Dフィットマスク （3DFM-W）

3Dフィットマスク （3DFM-BU）

22H167

JPN72-32U

22H168A A/ホワイト

CHN70-30S

22H168B B/ブルー

CHN70-30S

\250 〔税込 \275〕

\200 〔税込 \220〕

\200 〔税込 \220〕

●材質：PP ●重量：約71ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
190×110×12.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×135mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：OPP袋 240個 ●名入：210-36-22-240-S ●名
入ｻｲｽﾞ：127×95㎜

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：120×300×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：120×300×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

薄型でコンパクトなマスクケース。マスクを清潔に型崩れ
せず持ち歩けます。

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

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

3Dフィットマスク （3DFM-P）

3Dフィットマスク （3DFM-G）

3Dフィットマスク （3DFM-BK）

22H168C C/ピンク

CHN70-30S

22H168D D/グレー

CHN70-30S

22H168E

E/ブラック

CHN70-30S

\200 〔税込 \220〕

\200 〔税込 \220〕

\200 〔税込 \220〕

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：120×300×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：120×300×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：ポリエステル96％・PUR4％ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：120×300×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：190×150×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

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

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

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

WEB サマーナウ２０２２

リファイン ウイルスクリア アルコール除菌ス
プレー100mL （LD-913）
22H169

JPN65-25T

ドクター除菌タオル
22H170

携帯用アルコール除菌ジェル3P （15-316）
JPN83-43U

JPN72-32U

22H171

\180 〔税込 \198〕

\150 〔税込 \165〕

\110 〔税込 \121〕

●重量：116.4ｇ ●容量：100mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ
38.4×147mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 30個

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

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

99.99％ウイルス除去！(全てのウイルス・菌を除去でき
るわけではありません)

ウイルス対策として様々なシーンで使えます。綿100%に
アルコールと抗ウイルス機能を持つ薬液をプラスするこ
とでより安全です。

いつでもどこでも手軽に除菌！

ルンルン衛生セット M-4 （21007）

衛生対策予防セットESH-001 （15-94）

発熱チェックカード （HC-11）

22H172

JPN75-35U

22H173

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H174
\100 〔税込 \110〕

JPN65-25U
ｶﾗｰOK

\100 〔税込 \110〕

\100 〔税込 \110〕

●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・取説●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

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

●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

サージカルマスクと携帯用アルコール除菌ジェルのセッ
トです。

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。日本製。

[法]絆創膏/医療機器認証番号29B2X10005000038
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。

サージカルマスク1枚入 （15-313）
22H175
\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 サマーナウ２０２２

抗菌・抗ウイルス扇子 （5050）
22H180A A/ﾄﾝﾎﾞ

＜扇子・うちわ＞

抗菌・抗ウイルス扇子 （5053）
22H180C C/さくら

CHN70-30S

CHN70-30S

抗菌・抗ウイルス扇子 （5051）
22H180B B/竹

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 ●名入：8048-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 ●名入：8048-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm

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

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

和柄扇子 北斎 （5970）

和柄扇子 北斎 （5971）

22H181A A/赤富士

CHN70-30S

22H181B B/浪裏

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×18×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 10個 ●名入：8048-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm

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

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

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

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

海外企業への手土産や、日本に来られる外国人への販
売に好適な扇子です。

涼風布貼扇子 （5949）

涼風布貼扇子 （5950）

涼風布貼扇子 （5963）

22H182A A/波

CHN70-30S

22H182B B/七宝 紺

CHN70-30S

22H182C C/花火 紺

CHN70-30S

\480 〔税込 \528〕

\480 〔税込 \528〕

\480 〔税込 \528〕

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：8048-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：8048-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：8048-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

WEB サマーナウ２０２２

涼風布貼扇子 （5966）
22H182D D/金魚

小判型竹平柄うちわ （6301）
CHN70-30S

22H183A A/麻地 風鈴

CHN65-25S

小判型竹平柄うちわ （6302）
22H183B B/朝顔もよう

CHN65-25S

\480 〔税込 \528〕

\580 〔税込 \638〕

\580 〔税込 \638〕

●材質：竹・ポリエステル ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×30×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 10個 ●名入：8048-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：60×5mm

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
375×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 100個 ●名入：40-1216-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×120mm

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
375×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 100個 ●名入：40-1216-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×120mm

伝統的な絵柄を採用した扇子です。

おしゃれな形で使いやすいうちわです。

おしゃれな形で使いやすいうちわです。

抗菌・抗ウイルス竹うちわ 唐月 トンボ （
3167）

抗菌・抗ウイルス竹うちわ 小丸 金魚 （
3192）

唐月 竹平柄うちわ （3050）

22H184

CHN58-18W

22H185

CHN58-18W

22H186A A/ゆかた地 朝顔

CHN55-15U

\500 〔税込 \550〕

\450 〔税込 \495〕

\390 〔税込 \429〕

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

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

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
380×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-12-16100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm

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

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

環境にやさしい、天然素材の竹うちわ。おしゃれなデザイ
ンが人気です。持ち手も太めでしっかりとした作りです。

唐月 竹平柄うちわ （3059）

唐月 竹平柄うちわ （3062）

ワッショイ 光るうちわ花火 （068-0069）

22H186B B/夢金魚

CHN55-15U

22H186C C/トンボもよう

CHN55-15U

22H187

指定不可

CHN73-33T

\390 〔税込 \429〕

\390 〔税込 \429〕

\150 〔税込 \165〕

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
380×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-12-16100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm

●材質：竹・和紙 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
380×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：40-12-16100-O ●名入ｻｲｽﾞ：120×160mm

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

環境にやさしい、天然素材の竹うちわ。おしゃれなデザイ
ンが人気です。持ち手も太めでしっかりとした作りです。

環境にやさしい、天然素材の竹うちわ。おしゃれなデザイ
ンが人気です。持ち手も太めでしっかりとした作りです。

夏のイベントの必需品！

WEB サマーナウ２０２２

アニマルうちわ （1545-08）
22H188

指定不可

JPN72-32U

\110 〔税込 \121〕
●材質：紙･PS ●重量：28g ●本体ｻｲｽﾞ：
235×200×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 600個

かわいい動物柄のうちわです。

WEB サマーナウ２０２２

首掛けクーラー （GH-NCA-WH）
22H189A A/ホワイト

＜扇風機＞

首掛けクーラー （GH-NCA-NV）
22H189C C/ネイビー

CHN80-40S

CHN80-40S

首掛けクーラー （GH-NCA-BK）
22H189B B/ブラック

CHN80-40S

\7,000 〔税込 \7,700〕

\7,000 〔税込 \7,700〕

●材質：ABS・冷却プレート/アルミ ●機能：冷却モード3
段階（強・弱・自動） ●ｾｯﾄ内容：専用スイッチ付きUSBケ
ーブル・取説・保証書●重量：166ｇ ●電源：USB ●本体
ｻｲｽﾞ：首回りサイズ/約35～45cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
174×153×44mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

●材質：ABS・冷却プレート/アルミ ●機能：冷却モード3
段階（強・弱・自動） ●ｾｯﾄ内容：専用スイッチ付きUSBケ
ーブル・取説・保証書●重量：166ｇ ●電源：USB ●本体
ｻｲｽﾞ：首回りサイズ/約35～45cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
174×153×44mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

ひんやりと首元から冷やせる首掛けクーラー。モバイル
バッテリーやPCのUSBポートから電源供給できます。手
元スイッチで使いやすい！

ひんやりと首元から冷やせる首掛けクーラー。モバイル
バッテリーやPCのUSBポートから電源供給できます。手
元スイッチで使いやすい！

ネックストラップファン （GH-FANSIC-WH）

ハンディーファン （SHF-09）

22H190

CHN80-40S

22H191

CHN75-35S

\7,000 〔税込 \7,700〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：ABS・冷却プレート/アルミ ●機能：冷却モード3
段階（強・弱・自動） ●ｾｯﾄ内容：専用スイッチ付きUSBケ
ーブル・取説・保証書●重量：166ｇ ●電源：USB ●本体
ｻｲｽﾞ：首回りサイズ/約35～45cm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
174×153×44mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

●材質：ABS ●機能：充電時間4時間30分・最長可動時
間約10.5時間・風力3段階・過充電、過放電、過電流、異
常発熱保護 ●ｾｯﾄ内容：充電用USBケーブル（約75cm)
・ネックストラップ・取説・保証書●重量：約150ｇ ●電源：
USB ●本体ｻｲｽﾞ：83×40×116mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×115×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱 60個
●名入：65-60-9-50-S ●名入ｻｲｽﾞ：●●×●●mm

●材質：ABS ●機能：風量調節3段階（弱・中・強）・手持
ち、卓上両用・スマホスタンド ●ｾｯﾄ内容：USB充電コー
ド・ストラップ・取説●電源：USB ●本体ｻｲｽﾞ：
95×65×225mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：10×50×215mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個

ひんやりと首元から冷やせる首掛けクーラー。モバイル
バッテリーやPCのUSBポートから電源供給できます。手
元スイッチで使いやすい！

手ぶらで使えるくびかけファン。置いても使えるスタンド
付き。風力３段階。髪の巻き込みを防ぐフロントパネル。

弱・中・強の3段階で、お好みの風量に調節できます。手
持ち、卓上両用で使用できます。台座の底をスライドさせ
るとスマートフォンを置く台になります。

ポータブルスタンドファン （PL-178）
22H192

CHN65-25S

\680 〔税込 \748〕
●材質：AS・PS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70g ●電源：
単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：73×22×148mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：80×28×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入
：60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40ｍｍ

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

WEB サマーナウ２０２２

冷感ネックリング
22H195A A/Sサイズ

＜涼感グッズ＞

冷感ネックリング
22H195C C/Lサイズ

CHN70-30S

冷感ネックリング
CHN70-30S

22H195B B/Mサイズ

CHN70-30S

\2,400 〔税込 \2,640〕

\2,400 〔税込 \2,640〕

●材質：ＴＰＵ・ＰＣＭ素材 ●重量：A/100g・B/130g・
C/140g ●本体ｻｲｽﾞ：A/130×20×155mm・
B/150×20×180mm・C/165×20×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：A/205×140×22mm・B/230×160×22mm・
C/250×175×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：ＴＰＵ・ＰＣＭ素材 ●重量：A/100g・B/130g・
C/140g ●本体ｻｲｽﾞ：A/130×20×155mm・
B/150×20×180mm・C/165×20×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：A/205×140×22mm・B/230×160×22mm・
C/250×175×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

約28℃以下に冷やすと凍る！ふしぎな氷でひんやり涼し
く。

約28℃以下に冷やすと凍る！ふしぎな氷でひんやり涼し
く。

アイスブレーカー アイストレー （ICBP-WB）

ネオハンディクーラー （7375）

22H196

CHN80-40S

22H197

CHN68-28S

\2,400 〔税込 \2,640〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：ＴＰＵ・ＰＣＭ素材 ●重量：A/100g・B/130g・
C/140g ●本体ｻｲｽﾞ：A/130×20×155mm・
B/150×20×180mm・C/165×20×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：A/205×140×22mm・B/230×160×22mm・
C/250×175×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

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

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

約28℃以下に冷やすと凍る！ふしぎな氷でひんやり涼し
く。

密閉容器のため縦横どちらでも置け、臭い移りもありま
せん。ジュース等を入れれば氷アイスに、蓋付のためそ
のまま保冷剤としても使用可能。

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

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAI）

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAK）

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAS）

22H198A A/イルカ

JPN75-35T

22H198B B/カワウソ

JPN75-35T

22H198C C/シャチ

JPN75-35T

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

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

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

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

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

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

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

WEB サマーナウ２０２２

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAP）
22H198D D/ペンギン

JPN75-35T

アロマ アイス&ホットアイピロー （BH28MAJ）
22H198E

E/ジンベエザメ

JPN75-35T

ハンディクーラー（S） （7363）
22H199

CHN70-30U

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

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

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

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

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

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

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

ラバークール アイスまくら スリムタイプ （
RI-700）

ジャガードダイヤモンド柄涼感タオル（カラビ
ナボトル入） （JM-554）

アイシングバッグ（氷嚢） （JM-499）

22H200

JPN70-30T

22H201

CHN65-25S

22H202

CHN60-20S

\900 〔税込 \990〕

\550 〔税込 \605〕

\500 〔税込 \550〕

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

●材質：タオル/ポリエステル・ボトル/PET、PP ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：79g ●本体ｻｲｽﾞ：タオル/200×900mm
・カラビナボトル/Φ65×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
70×70×178mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：ボト
ル/60-48-12-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm

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

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

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

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

ひんやりスカーフ（水玉） （EC-01BE）

ひんやりスカーフ（水玉） （EC-01PI）

ひんやりスカーフ（水玉） （EC-01WH）

22H203A A/ベージュ

JPN75-35T

22H203B B/ピンク

JPN75-35T

22H203C C/ホワイト

JPN75-35T

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

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

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

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

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

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

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

WEB サマーナウ２０２２

花王 ビオレ冷シート 20枚
22H205A A/無香性

花王 ビオレ冷シート 20枚
JPN05-65V

22H205B B/ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾛｰﾗﾙ香ﾘ

花王 ビオレ冷シート 20枚
JPN05-65V

22H205C C/ﾓﾓｾｯｹﾝの香り

JPN05-65V

\425 〔税込 \468〕

\425 〔税込 \468〕

\425 〔税込 \468〕

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

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

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

ふいた瞬間、肌温度-3℃の汗ふきシート。

ふいた瞬間、肌温度-3℃の汗ふきシート。

ふいた瞬間、肌温度-3℃の汗ふきシート。

フラッグチェック涼感タオル（ポーチ入） （
JM-550）

フロヒエール（2包入） （FH-2P）

ジャガードダイヤモンド柄涼感タオル（ソフト
ケース入） （JM-555）

22H206

CHN60-20S

22H207

JPN70-30S

22H208

CHN65-25S

\350 〔税込 \385〕

\320 〔税込 \352〕

\260 〔税込 \286〕

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

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

●材質：タオル/ポリエステル・ソフトケース/PVC ●ｾｯﾄ
内容：取説●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：タオル
/105×800mm・ソフトケース/135×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：140×125mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：ソフト
ケース/70-60-12-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm

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

暑い夏を爽やかに乗り切るための入浴料です。

熱中症対策に！水に濡らして、絞る・振ると生地温度が
下がり、ひんやり気持ちいいタオルです。濡らしたまま持
ち運べるソフトケース入。

冷やし増す 冷却シート 4枚入 （K-2117）

冷やし増す 冷却シート 4枚入 （K-2118）

冷やし増す 冷却シート 4枚入 （K-2119）

22H209A A/大人用ﾐﾝﾄﾉ香ﾘ

JPN75-35S

22H209B B/子供用ﾓﾓの香り

JPN75-35S

22H209C C/子供用 無香

JPN75-35S

\195 〔税込 \215〕

\195 〔税込 \215〕

\195 〔税込 \215〕

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

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

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

はがれにくく、お肌にやさしい冷却シートです。

はがれにくく、お肌にやさしい冷却シートです。

はがれにくく、お肌にやさしい冷却シートです。

WEB サマーナウ２０２２

洗顔シート ひんやり爽快シート （09-041）
22H210
\150 〔税込 \165〕

JPN75-35T
ｶﾗｰOK

●材質：レーヨン・ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：20枚●重量
：130g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×110×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 120個 ●名入：フラップ/60-4-30-3000-O ●名入
ｻｲｽﾞ：90×60mm

さらさら汗拭きシート （09-038）
22H211A A/ﾋﾟｭｱﾌﾛｰﾗﾙ

JPN75-35T

さらさら汗拭きシート （09-059）
22H211B B/ｾｯｹﾝ

JPN75-35T

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

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

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

[法]化粧品

[法]化粧品

さらさら汗拭きシート （09-067）

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

メントール配合のひんやりシートです。

さらさら汗拭きシート （09-060）
22H211C C/ﾌﾚｯｼｭｼﾄﾗｽ

JPN75-35T

22H211D D/ﾌﾛｰｽﾞﾝﾏﾘﾝ

JPN75-35T

22H212

JPN50-10Y

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

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

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

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

[法]化粧品

[法]化粧品

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

冷凍タオル
22H213

冷却シート 2枚入 （16-013）
JPN83-43U

22H214

JPN75-35S

\150 〔税込 \165〕

\100 〔税込 \110〕

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

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

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

発熱やリフレッシュに!熱中症対策にも!

WEB サマーナウ２０２２

磨き屋シンジケート アイスクリームカップセ
ット （YJ3360）
22H220

＜夏の生活雑貨＞

エムザ フローフレンズ カラフェ （EZFF-GR
）
22H221B B/グリーン

GER70-30S

JPN70-30S

エムザ フローフレンズ カラフェ （EZFF-YL）
22H221A A/イエロー

GER70-30S

\7,000 〔税込 \7,700〕

\4,000 〔税込 \4,400〕

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

●材質：AS・シリコーンゴム・PE・ABS ●重量：470g ●容
量：1L ●本体ｻｲｽﾞ：Φ140×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
140×140×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 16個

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

ホームパーティやイベントに最適なカラフェ。底の下の保
冷剤が飲み物の冷たさを約4時間保ちます。注ぎ口は
360°どこからでも注げます。

ハリオ フィルターインボトル （FIB-75-SG）

ハリオ フィルターインボトル （FIB-75-SPR
）

22H222A A/ｽﾓｰｷｰｸﾞﾘｰﾝ

JPN80-40S

22H222B B/ｽﾓｰｷｰﾋﾟﾝｸ

JPN80-40S

\4,000 〔税込 \4,400〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：AS・シリコーンゴム・PE・ABS ●重量：470g ●容
量：1L ●本体ｻｲｽﾞ：Φ140×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
140×140×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 16個

●材質：本体/耐熱ガラス・注ぎ口、栓/シリコン・フィルタ
ー/PP ●機能：熱湯消毒、食洗機対応 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：500g ●容量：750mL ●本体ｻｲｽﾞ：
87×84×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×89×305mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

●材質：本体/耐熱ガラス・注ぎ口、栓/シリコン・フィルタ
ー/PP ●機能：熱湯消毒、食洗機対応 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：500g ●容量：750mL ●本体ｻｲｽﾞ：
87×84×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×89×305mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

ホームパーティやイベントに最適なカラフェ。底の下の保
冷剤が飲み物の冷たさを約4時間保ちます。注ぎ口は
360°どこからでも注げます。

本体に茶葉やフルーツと水を入れて冷蔵庫で数時間置
くだけで、手軽に水出し茶やフレーバーウォーターを楽し
めます。注ぎ口にはフィルター付き。

本体に茶葉やフルーツと水を入れて冷蔵庫で数時間置
くだけで、手軽に水出し茶やフレーバーウォーターを楽し
めます。注ぎ口にはフィルター付き。

ハリオ フィルターインボトル （FIB-75-W）

かくれ絵カップ フリーカップ （KR-001）

かくれ絵カップ フリーカップ （KR-004）

22H222C C/ホワイト

JPN80-40S

22H223A A/花火

JPN70-30S

22H223B B/金魚

JPN70-30S

\2,000 〔税込 \2,200〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：本体/耐熱ガラス・注ぎ口、栓/シリコン・フィルタ
ー/PP ●機能：熱湯消毒、食洗機対応 ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：500g ●容量：750mL ●本体ｻｲｽﾞ：
87×84×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×89×305mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

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

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

本体に茶葉やフルーツと水を入れて冷蔵庫で数時間置
くだけで、手軽に水出し茶やフレーバーウォーターを楽し
めます。注ぎ口にはフィルター付き。

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

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

WEB サマーナウ２０２２

かくれ絵カップ フリーカップ （KR-007）
22H223C C/海辺

JPN70-30S

ハリオ 冷蔵庫ポットスリムN （RPLN-14OW）
22H224A A/ｵﾌﾎﾜｲﾄ

JPN65-25S

ハリオ 冷蔵庫ポットスリムN （RPLN-14CGR）
22H224B B/ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ

JPN65-25S

\2,000 〔税込 \2,200〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

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

●材質：耐熱ガラス・PP・ステンレス ●機能：熱湯消毒、
食洗機対応 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：500g ●容量：
1.4L ●本体ｻｲｽﾞ：135×92×288mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
128×94×294mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

●材質：耐熱ガラス・PP・ステンレス ●機能：熱湯消毒、
食洗機対応 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：500g ●容量：
1.4L ●本体ｻｲｽﾞ：135×92×288mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
128×94×294mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

[品]耐熱認証

[品]耐熱認証

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

耐熱ガラス製の冷水筒。取っ手付きで使いやすいデザイ
ンです。

耐熱ガラス製の冷水筒。取っ手付きで使いやすいデザイ
ンです。

アイスシェーバー サラ（クリアブルー） （
KK-1201）

色変わりグラス （AR0604987）

色変わりグラス （AR0604388）

22H225

JPN72-32U

22H226A A/ジンベイザメ

JPN75-35T

22H226B B/イルカ

JPN75-35T

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：PS・AS・POM・ステンレス鋼 ●本体ｻｲｽﾞ：
130×180×200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
142×142×153mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：ソーダガラス ●重量：200g ●容量：250mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ70×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×80×80mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 48個

●材質：ソーダガラス ●重量：200g ●容量：250mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ70×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×80×80mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 48個

冷蔵庫の角氷が使えるので、食べたいときにすぐ作れる
！手軽さが魅力のかき氷器です。

冷たい飲み物を注ぐと、魔法のように鮮やかな色に変化
する、楽しくて不思議なグラスです

冷たい飲み物を注ぐと、魔法のように鮮やかな色に変化
する、楽しくて不思議なグラスです

色変わりグラス （AR0604389）

色変わりグラス （AR0604390）

目枕(あろまほっとあんどあいすあいぴろー)
（JAW-01SAKKIT）

22H226C C/カクレクマノミ

JPN75-35T

22H226D D/ウミガメ

JPN75-35T

22H227A A/金魚ﾄ花火柄･白

JPN75-35T

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\950 〔税込 \1,045〕

●材質：ソーダガラス ●重量：200g ●容量：250mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ70×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×80×80mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 48個

●材質：ソーダガラス ●重量：200g ●容量：250mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ70×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×80×80mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 48個

●材質：表面/綿・裏面、リボン/ポリエステル ●機能：さ
くらの香り ●重量：124g ●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケー
ス 96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm

冷たい飲み物を注ぐと、魔法のように鮮やかな色に変化
する、楽しくて不思議なグラスです

冷たい飲み物を注ぐと、魔法のように鮮やかな色に変化
する、楽しくて不思議なグラスです

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

WEB サマーナウ２０２２

目枕(あろまほっとあんどあいすあいぴろー)
（JAW-01LAFUY）
22H227B B/富士山柄･柳

JPN75-35T

くるくるひえひえカップ （KK-500）
22H228

JPN72-32U

ガラス風鈴 （JM-556）
22H229

指定不可

CHN65-25S

\950 〔税込 \1,045〕

\500 〔税込 \550〕

\400 〔税込 \440〕

●材質：表面/綿・裏面、リボン/ポリエステル ●機能：ら
べんだーの香り ●重量：124g ●本体ｻｲｽﾞ：
90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：237×117×20mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外袋/45-8-163000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

●材質：ガラス・PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：25g ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ70×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：75×75×73mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個

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

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

昔ながらの音色が涼やかなガラス風鈴です。

手作りリング風鈴

トロピカルバス１包入 （TP-10K）

トロピカルバス１包入 （TP-10K）

22H230

JPN75-35S

22H231A A/ｱｲﾗﾝﾄﾞﾌﾗﾜｰﾉｶｵﾘ

JPN75-35S

22H231B B/ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾙｰﾂﾉｶｵﾘ

JPN75-35S

\130 〔税込 \143〕

\80 〔税込 \88〕

\80 〔税込 \88〕

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

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

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

[法]化粧品

[法]化粧品

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

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

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

WEB サマーナウ２０２２

イベントセット 花火まつりA 200人用
22H235

CHN73-33W

イベントセット 花火まつりB 100人用
22H236

CHN73-33V

\25,000 〔税込 \27,500〕

\19,000 〔税込 \20,900〕

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

みんなで花火 （M-50）

スーパービッグセットＭ

＜花火＞

イベント６０
22H237

CHN73-33V

22H238

CHN65-25U

22H239

CHN78-38Y

\12,000 〔税込 \13,200〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

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

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

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

広場で遊ぼう
22H240

スーパーロング花火 （LO-L）
CHN75-35V

22H241

CHN63-23U

なかよし花火800
22H242

CHN65-25W

\2,000 〔税込 \2,200〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\800 〔税込 \880〕

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

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：159g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
470×300×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 60個

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

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

WEB サマーナウ２０２２

スーパーロング花火 （L-M）
22H243

CHN63-23T

なかよし花火500

スーパーロング花火 （LA-S）
CHN65-25W

22H244

22H245

CHN63-23T

\600 〔税込 \660〕

\500 〔税込 \550〕

\400 〔税込 \440〕

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

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク

[品]SFマーク

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

なかよし花火 300
22H246

燃焼時間が驚きの40～60秒！変色も楽しめる花火です
。

イルミネーションメガネ （001-CS-3448）
CHN65-25V

22H247

指定不可

CHN73-33T

おまつり花火セット （MM-1）
22H248

CHN75-35S

\300 〔税込 \330〕

\150 〔税込 \165〕

\100 〔税込 \110〕

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

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

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

[品]SFマーク

[品]SFマーク
花火やイルミネーションがキラキラな世界に大変身！

※季節商品のため、売切次第販売を終了させていただ
きます。セット内容及びデザインなどが変更になる場合
があります。

WEB サマーナウ２０２２

パワーショベル駄菓子 いろいろすくいどり
プレゼント 100人用 （21309）
22H250

JPN75-35S

＜夏のイベントセット＞

金魚すくい大会 （1589-01）
22H252

JPN72-32U

JPN75-35U
直送品

\34,000 〔税込 \37,400〕

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

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

運賃別途 ※2個口での発送となります。

北、沖、離別途

お子様に大人気のパワーショベルでお菓子をすくいどり
しちゃおう！

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

えんにち大当たり（100名様用） （1578-01）

お菓子バラエティープレゼント ５０人用 クジ
付 （20284）

22H253
直送品

\32,000 〔税込 \35,200〕

22H251
直送品

\46,000 〔税込 \50,600〕

花火千本引き大会 50人用 （1566-02）

JPN75-35S

22H254
直送品

\24,500 〔税込 \26,950〕

JPN75-35S

\19,200 〔税込 \21,120〕

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

●機能：1等花火スーパービッグS 2個・2等キャラクター
お面 6個・3等水鉄砲（大） 10個・4等しゃぼん玉セット
12個・5等花火色々 20個・6等紙風船プラ竹トンボセット
25個・7等吹き戻し 25個・抽選くじ100枚・抽選箱1個 ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：480×300×420mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール
箱 1個

北、沖、離別途

北、沖、離別途

夏の縁日の定番。

夏の縁日グッズ詰め合わせセットです。

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

キャラクター人形すくい大会（150個入） （
1580-02）

キャラクタービニール水ヨーヨーつり大会（
100個） （1578-01）

アニマルパンチボールつりつり大会 100人
用 （20912）

22H255

JPN75-35S

\20,000 〔税込 \22,000〕

22H256
直送品

\15,800 〔税込 \17,380〕

JPN78-38T

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

22H257
直送品

JPN75-35S

\15,300 〔税込 \16,830〕

直送品

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

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

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：●アニマルパンチボール 100
コ●予備 5コ●つり針 30コ●つり用紙 100枚●ミニハン
ドポンプ 1コ●80cmプール 1コ●エアーポンプ 1コ●レジ
ャーシート 1枚●本体ｻｲｽﾞ：ビニールプール/φ80cm ●
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

運賃別途

様々なキャラクター人形のイベントセットです。

いろんなキャラクターのビニール水ヨーヨーのイベントセ
ットです。

大人気のつりつりシリーズの定番商品です！

WEB サマーナウ２０２２

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

22H258

22H259
直送品

\12,500 〔税込 \13,750〕

ヨーヨーつり大会（100個入） （1582-02）
CHN88-48T

22H260A A/ホワイト
直送品

\6,200 〔税込 \6,820〕

コットンツイルローキャップ （9670-01-001）
CHN65-25S

\1,240 〔税込 \1,364〕

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

●ｾｯﾄ内容：ヨーヨー風船100個・糸ゴム100個・こより100
個・つり針30個・かんたんクリップ100個・クリップスタンド
・プール・BBポンプ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×270×160mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 1個

北、沖、離別途

北、沖、離別途

縁日の定番、カラフルなスーパーボールすくいのイベント
セットです。

夏イベントの定番です。

アメリカンテイストなフォルムがおしゃれ。男女問わずコ
ーディネートしやすいベーシックカラーです。50個から刺
繍名入れが可能です！

コットンツイルローキャップ （9670-01-002）

コットンツイルローキャップ （9670-01-053）

コットンツイルローキャップ （9670-01-033）

22H260B B/ブラック

CHN65-25S

22H260C C/ライトベージュ

CHN65-25S

●材質：綿100％ ●機能：金属クリップアジャスター付 ●
重量：約88g ●本体ｻｲｽﾞ：フリーサイズ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸

22H260D D/オリーブ

CHN65-25S

\1,240 〔税込 \1,364〕

\1,240 〔税込 \1,364〕

\1,240 〔税込 \1,364〕

●材質：綿100％ ●機能：金属クリップアジャスター付 ●
重量：約88g ●本体ｻｲｽﾞ：フリーサイズ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸

●材質：綿100％ ●機能：金属クリップアジャスター付 ●
重量：約88g ●本体ｻｲｽﾞ：フリーサイズ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸

●材質：綿100％ ●機能：金属クリップアジャスター付 ●
重量：約88g ●本体ｻｲｽﾞ：フリーサイズ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸

アメリカンテイストなフォルムがおしゃれ。男女問わずコ
ーディネートしやすいベーシックカラーです。50個から刺
繍名入れが可能です！

アメリカンテイストなフォルムがおしゃれ。男女問わずコ
ーディネートしやすいベーシックカラーです。50個から刺
繍名入れが可能です！

アメリカンテイストなフォルムがおしゃれ。男女問わずコ
ーディネートしやすいベーシックカラーです。50個から刺
繍名入れが可能です！

コットンツイルローキャップ （9670-01-086）

祭手拭 (名刺ポケット付ＯＰＰ袋入） （
4F3024-01P）

抽選箱

22H260E

E/ネイビー

CHN65-25S

22H261

JPN70-30S

22H262

JPN70-30S

\1,240 〔税込 \1,364〕

\300 〔税込 \330〕

\200 〔税込 \220〕

●材質：綿100％ ●機能：金属クリップアジャスター付 ●
重量：約88g ●本体ｻｲｽﾞ：フリーサイズ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸

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

●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

アメリカンテイストなフォルムがおしゃれ。男女問わずコ
ーディネートしやすいベーシックカラーです。50個から刺
繍名入れが可能です！

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

WEB サマーナウ２０２２

岡崎精肉店 近江牛サーロインステーキ
200g×2枚
22H265

JPN93-53V

＜夏の味覚＞

宮崎牛 角切りステーキ （SC-219）
22H267

JPN03-63V

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

JPN93-53V
直送品

★ \6,500 〔税込 \7,020〕

●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

●ｾｯﾄ内容：牛肉400g（バラ、モモ）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
253×187×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

北、沖、離別途

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。

血統や脂質にこだわり丹念に育てられた黒毛和牛。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
創業明治2年の熟練職人が手切りにて仕上げました。

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット （FSV-55）

十勝のハムセット 技 （5916）

22H268
直送品

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

22H266
直送品

★ \12,000 〔税込 \12,960〕

京都 モリタ屋 国産牛 バラ・モモ 焼肉用
400g

JPN05-65V

22H269
直送品

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

●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】

北、沖、離別途

JPN98-58V
直送品

★ \3,500 〔税込 \3,780〕

●ｾｯﾄ内容：ベーコン200g（デンマーク）・スパイスビーフ
スライス60g・ボロニアソーセージ250g・ウィンナー135g●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：250×175×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール
箱 1個 【卵・乳・小麦】

沖、離別途

国内屈指の黒毛和牛の産地・宮崎。太陽と緑に恵まれ
た地で、生産農家の愛情を一身に受けた「宮崎牛」。お
好みでヒマラヤ岩塩をつけてお楽しみください。

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました
。

時間と手間をかけて作られた、こだわりのセットです。

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット （FSC-33）

UMAMIご当地ラーメン10A

伊勢参宮素麺50g×10束 （KI-10）

22H270
★ \3,000 〔税込 \3,240〕

JPN05-65V

22H271
直送品

JPN80-40S

22H272

JPN63-23Y

★ \1,000 〔税込 \1,080〕

★ \1,000 〔税込 \1,080〕

●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】

●ｾｯﾄ内容：札幌味噌ラーメン（中太麺70g、スープ）・喜
多方醤油ラーメン（太ちぢれ麺70g、スープ）・博多豚骨ラ
ーメン（細麺70g、スープ）・具材（ハートなると、小ねぎ、
白煎りごま）×3●重量：450g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
155×255×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【卵・乳・小
麦】

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

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました
。

ご当地ラーメン3種類のセットです。

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

WEB サマーナウ２０２２

手延べ素麺 揖保乃糸 （IB-8）
22H273

そうめん 感謝をこめて （KSK-50K）

JPN78-38S

22H274

播州の糸 つゆ付き （BSｰ3）

JPN70-30S

22H275

JPN75-35S

★ \800 〔税込 \864〕

★ \500 〔税込 \540〕

★ \300 〔税込 \324〕

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

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

●ｾｯﾄ内容：そうめん50g×3・めんつゆ20mL●重量：
200g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×60×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 60個 【小麦】

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

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

そうめんの本場播州で作られた、絹糸のようになめらか
なそうめんです。

島原そうめん （AS-2）

富良野メロン 2玉 （1023）

果樹園まるごとみかんギフトA （C6-B9-1）

22H276

JPN75-35S

22H277

JPN98-58V

22H278
直送品

JPN05-65S
直送品

★ \200 〔税込 \216〕

★ \5,500 〔税込 \5,940〕

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

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

●ｾｯﾄ内容：飲むみかん180mL×4・果樹園の濃厚みか
んジュレまるごと1個入り120g×4●重量：3.3kg ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：280×240×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

沖、離不可

北・東北・沖・離別途

恵まれた気候風土のもと、清らかな水と良質の小麦粉を
使用した島原素麺は、腰の強さと滑らかな喉越しが特徴
です。

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

果汁91％使用の濃厚有田みかんゼリーにみかんがまる
ごと1個入った「果樹園の濃厚みかんジュレまるごと入」
と有田みかん100％ジュース「飲むみかん」ギフト。

十勝水ようかん （740037）

乳蔵 北海道アイスクリーム10個 （110007）

10個 熟果ゼリーギフト （JK-10R）

22H279
★ \3,500 〔税込 \3,780〕

JPN98-58V

22H280
直送品

★ \3,500 〔税込 \3,780〕

JPN98-58V

★ \3,720 〔税込 \4,018〕

22H281
直送品

●ｾｯﾄ内容：水ようかん100g×10●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×320×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 1個

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

沖・離不可

沖、離別途

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

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

JPN75-35V

★ \1,000 〔税込 \1,080〕
●ｾｯﾄ内容：熟果ゼリーピーチ、熟果ゼリーオレンジ、熟
果ゼリーグレープ、熟果ゼリーメロン、熟果ゼリーストロ
ベリー各52ｇ×2●重量：750ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×315×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱+包装済+シュリン
ク 12個 【乳】

季節を彩る５種類のフルーツを使った熟果ゼリーの詰め
合せです。ご家族みんなでお楽しみいただけるデザート
ギフトです。

WEB サマーナウ２０２２

檸檬のロシアケーキ8個 （LRP-6）
22H282

JPN85-45S

紀州南高梅（2P） （RUB-25）
22H283

JPN80-40S

静岡銘茶 香雅伝承 （CFO-50）
22H284

JPN75-35S

★ \600 〔税込 \648〕

★ \250 〔税込 \270〕

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

●ｾｯﾄ内容：フラワージャム、マカロンジャム、マカロンチ
ョコ、レモンチョコ各2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：268×204×48mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 【卵・乳・小麦・落花生】

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

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

クッキー生地の上に、プレーン・マカロンの生地を絞り、
レモンのチョコとレモンのジャムで仕上げをしています。

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

静岡県同一荒茶による仕上技競技会において、最高金
賞を受賞した茶師の情熱と努力が結実した逸品。

静岡銘茶 香雅伝承 （CFO-30）

ブレンディ ザリットル 緑茶６本

ブレンディ ザリットル コーヒー6本

22H285

JPN75-35S

22H286

JPN95-55U

22H287

JPN95-55U

★ \3,000 〔税込 \3,240〕

★ \528 〔税込 \570〕

★ \528 〔税込 \570〕

●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

●ｾｯﾄ内容：緑茶8g×6●重量：72g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
185×77×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

●ｾｯﾄ内容：コーヒー12.5g×6●重量：100g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：185×77×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

静岡県同一荒茶による仕上技競技会において、最高金
賞を受賞した茶師の情熱と努力が結実した逸品。

水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータ
イプの緑茶。宇治抹茶入りで、旨み豊かな味わいです。

水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータ
イプのコーヒー。すっきりとした後味と、まろやかなコクが
特徴です。

丹波黒豆茶3包（紙袋入）

桃太郎麦茶 （MV-10）

桃太郎麦茶（袋入り） （MV-5）

22H288

JPN80-40S

22H289

JPN85-45U

22H290

JPN89-49V

★ \150 〔税込 \162〕

★ \100 〔税込 \108〕

★ \50 〔税込 \54〕

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

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

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

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

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

食品添加物・着色料不使用。家族で安心して飲める麦
茶です。

WEB サマーナウ２０２２

パール・パール・コウベ 本真珠SVブローチ
アイリス （BRS5-65）
22H295

＜敬老の日＞

お祝いまくら（ピロケース付） （
EH88102036R）
22H297A A/ﾚｯﾄﾞ

JPN80-40S

JPN75-35V

パルレ・コウベ パールステーションネックレ
ス オーバル （PFWN448）
22H296

JPN70-30S

\12,000 〔税込 \13,200〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

●材質：アコヤ本真珠6.5-7mm・SV925（ロジューム仕上
げ） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：
23×58mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：84×94×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：化粧箱 5個

●材質：淡水真珠/オーバルシェイプ7-8mm・チェーン、
テール/丹銅・ヒキワ/ブラス・パーツ/プラ ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：約18g ●本体ｻｲｽﾞ：全長約74cm（約5cm調節
可） ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：188×188×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 6個

ピカピカ&マット仕上げのコントラストが美しい、アイリス
のようにエレガントなアコヤ本真珠ブローチが襟元を華
やかに飾ります。

女性らしいボリューム感のある真珠のステーションネック
レスでカジュアルからエレガントシーンまでお楽しみいた
だけます。

お祝いまくら（ピロケース付） （
EH88102036GO）

お祝いまくら（ピロケース付） （
EH88102036PL）

22H297B B/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

JPN80-40S

22H297C C/ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

JPN80-40S

\10,000 〔税込 \11,000〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

●材質：側地/ポリエステル100%・詰物/PEパイプ・ピロケ
ース/綿100% ●ｾｯﾄ内容：ピロケース●重量：1.5kg ●本
体ｻｲｽﾞ：まくら/550×350mm・ピロケース/500×360mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：330×520×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
5個

●材質：側地/ポリエステル100%・詰物/PEパイプ・ピロケ
ース/綿100% ●ｾｯﾄ内容：ピロケース●重量：1.5kg ●本
体ｻｲｽﾞ：まくら/550×350mm・ピロケース/500×360mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：330×520×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
5個

●材質：側地/ポリエステル100%・詰物/PEパイプ・ピロケ
ース/綿100% ●ｾｯﾄ内容：ピロケース●重量：1.5kg ●本
体ｻｲｽﾞ：まくら/550×350mm・ピロケース/500×360mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：330×520×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
5個

節目のお祝いに「健康」のプレゼント。「寿」の刺繍入りで
、長寿以外のお祝いにも。中央が凹んで頭部が安定、横
向き寝での高さをキープできる形状です。

節目のお祝いに「健康」のプレゼント。「寿」の刺繍入りで
、長寿以外のお祝いにも。中央が凹んで頭部が安定、横
向き寝での高さをキープできる形状です。

節目のお祝いに「健康」のプレゼント。「寿」の刺繍入りで
、長寿以外のお祝いにも。中央が凹んで頭部が安定、横
向き寝での高さをキープできる形状です。

アナバス 集音器 （SF-300（W））

A&D 10年保証手首式血圧計 UB-525MR （
UB-525A-JC21）

パール・パール・コウベ 真珠ピンブローチ
（FWPB456）

22H298

CHN65-25S

22H299

CHN65-25S

22H300

JPN75-35V

\10,000 〔税込 \11,000〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

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

●材質：ABS ●機能：オシロメトリック方式・血圧値レベ
ル・メモリ60回・全メモリデータ平均値・おまかせ加圧・上
昇測定方式 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：95g ●電
源：単4×2（添） ●本体ｻｲｽﾞ：56×21.5×88mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：92×86×115mm ●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4-5mm・クリスタル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：13g ●
本体ｻｲｽﾞ：30×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：84×94×33mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個

[法]医療機器認証番号229AHBZX00021000
テレビの音が大きすぎると言われる、電話の声が聴きに
くい、そんな方にピッタリ。突然の大きな音を制御する
ALC（自動音量調整機能）搭載。

使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻
いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。
持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。

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。

WEB サマーナウ２０２２

凛-Rin- ロックカップ （RIN-3003A）
22H301A A/金色

JPN75-35U

凛-Rin- ロックカップ （RIN-3003B）
22H301B B/銀色

JPN75-35U

凛-Rin- ロックカップ （RIN-3003C）
22H301C C/青色

JPN75-35U

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ、食洗機対応 ●重量：
280ｇ ●容量：310mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ89×91mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×108×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ、食洗機対応 ●重量：
280ｇ ●容量：310mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ89×91mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×108×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ、食洗機対応 ●重量：
280ｇ ●容量：310mL ●本体ｻｲｽﾞ：Φ89×91mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：105×108×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

内側と外側で異なる光沢感が魅力的な美濃焼、磁器製
のロックカップ。美しさの中に凛々しさを表現しました。

内側と外側で異なる光沢感が魅力的な美濃焼、磁器製
のロックカップ。美しさの中に凛々しさを表現しました。

内側と外側で異なる光沢感が魅力的な美濃焼、磁器製
のロックカップ。美しさの中に凛々しさを表現しました。

郷技 タンブラー300mL （YJ2117）

ニューライト＆ルーペ （3573）

今治謹製 白織タオル タオルセット （
SR1539）

22H302

JPN68-28U

22H303

CHN70-30U

22H304

JPN75-35S

\3,000 〔税込 \3,300〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

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

●材質：ABS ●機能：倍率3倍・レンズサイズ
/38×45mm ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：50g ●電源：モニ
ターCR1220×2（添） ●本体ｻｲｽﾞ：95×55×15mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×65×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱
200個 ●名入：60-36-7-1-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×30mm

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT・WT●本体ｻｲｽﾞ：
FT/330×750mm・WT/330×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×280×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：木箱 24個

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

いざ使いたいときや、持ち歩きに便利な小型ライト＆ル
ーペです。レンズが出し入れ出来るため、レンズが傷つ
かず安心！

上品に輝く光沢糸と、さりげなく光る銀糸が華やかさを演
出します。ヘム部分には、今治市の花であるつつじをあ
しらっております。

ペタッと貼り付けフォトフレームDX （00770）

ルーペ付きステンレス製つめきり （G-1304
）

触れる和 紅白 高吸水タオルセット （KH110）

22H305

JPN70-30S

22H306

JPN75-35S

22H307

JPN80-40S

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,400 〔税込 \1,540〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：PS・PET ●機能：写真/ハガキサイズ（
150×105mm） ●ｾｯﾄ内容：スタンド●重量：131ｇ ●本体
ｻｲｽﾞ：200×150×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×157×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：7096-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：12×100mm

●材質：ABS・アクリル・ステンレス刃物鋼 ●重量：63g
●本体ｻｲｽﾞ：全長115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
141×71×22mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 6個

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT×2●重量：350g ●本
体ｻｲｽﾞ：340×860mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
230×250×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 32個

何度でも貼りかえれる、脱着可能な吸着タイプ。壁に穴
を開けずに写真などが飾れます。のりもテープも使用し
ていないので、あと残りの心配もありません。

大きめルーペでよく見える！二股テコが握りやすく、様々
な持ち方が可能です。どんな方でも使いやすい、工夫を
凝らした逸品です。

大阪・泉州の機屋でこだわりの織技で織られたタオル。
染工場で晒し工程を丁寧に仕上げることで、より不純物
を取り除いた高吸水タオルとなっております。

WEB サマーナウ２０２２

和風景 麻小桜巾着（中） （5AC-CK1）
22H308

指定不可

CHN65-25S

キャップオープナー（マグネット付） （RD-11
）
22H309

JPN75-35S

レンズ付鶴亀つめ切り （NCL-8B）
22H310

KOR70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\900 〔税込 \990〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：綿100% ●重量：112g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×250×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：222×120×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：ABS・ステンレス鋼・磁石 ●機能：キャップサイ
ズ/Φ10～40mm迄対応 ●重量：31g ●本体ｻｲｽﾞ：
87×60×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×114×15mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：台紙付ポリ袋 120個

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

シックな和柄が特徴の巾着です。

金属製のギザギザがキャップにしっかり食い込みます。
高齢の方がペットボトルやゼリー飲料を飲む時に便利で
す。

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

ちりめんマルチカードケース （6F3300-PI）

ちりめんマルチカードケース （6F3300-BL）

ちりめんマルチカードケース （6F3300-BE）

22H311A A/小桜ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

22H311B B/小桜ﾌﾞﾙｰ

CHN70-30S

22H311C C/無地ﾍﾞｰｼﾞｭ

CHN70-30S

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：ポリエステル（ちりめん）・PVC ●ｾｯﾄ内容：マル
チカードケース●重量：78g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×135×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×146×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個

●材質：ポリエステル（ちりめん）・PVC ●ｾｯﾄ内容：マル
チカードケース●重量：78g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×135×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×146×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個

●材質：ポリエステル（ちりめん）・PVC ●ｾｯﾄ内容：マル
チカードケース●重量：78g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×135×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×146×20mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個

手になじむちりめん生地を使った多ポケット収納ケース。
旅行時や貴重品入れに重宝します。

手になじむちりめん生地を使った多ポケット収納ケース。
旅行時や貴重品入れに重宝します。

手になじむちりめん生地を使った多ポケット収納ケース。
旅行時や貴重品入れに重宝します。

天丸フレーム （CFC-580）

天丸フレーム （CFB-580）

ビューティシェイプW押し （LALA-702）

22H312A A/クリアー

JPN75-35T

22H312B B/ブラック

JPN75-35T

22H313

JPN72-32U

\580 〔税込 \638〕

\580 〔税込 \638〕

\500 〔税込 \550〕

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

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

●材質：PP・AS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：107g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：310×151×26mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
308×131×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：台
紙/100-60-22-500-O ●名入ｻｲｽﾞ：89×18mm

シンプルな写真立て。卒業祝いや記念品にも最適です。

シンプルな写真立て。卒業祝いや記念品にも最適です。

2点の突起が背中と肩を気持ちよくW押し！届きにくい背
中もらくらく！グリップの先端で気になる部分のポイント
押しも。

WEB サマーナウ２０２２

さくらのはなタオル（名刺ポケット付OPP袋
入） （6J1347-01P）
22H314

CHN70-30S

指定不可

年金＆おくすり手帳カバーＤＸ （Z3304）
22H315

CHN72-32W

2.5 / 7倍コンパクトルーペ （SC-2007）
22H316

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

\350 〔税込 \385〕

\250 〔税込 \275〕

\250 〔税込 \275〕

●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

●材質：PVC ●機能：フリーポケット×6・カードポケット
×4 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70g ●本体ｻｲｽﾞ：
160×115×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×125×6mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：60-48-17-150-S ●名入ｻ
ｲｽﾞ：30×60mm

●材質：ABS・アクリル ●機能：2.5倍、7倍レンズ ●ｾｯﾄ
内容：取説●重量：16ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：86×40×8mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×45×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 300個
●名入：55-48-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×30mm

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。

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

二つの倍率、細かい文字もしっかり読めます。

カードルーペ （M2808）
22H317
\60 〔税込 \66〕

CHN72-32W
ｶﾗｰOK

●材質：PVC ●重量：3g ●本体ｻｲｽﾞ：85×55mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：88×58mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入
：60-24-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×70mm

カードサイズの為、財布やカードケースにも入り携帯に
便利です。名入れ面が広く、PR効果が大きいです。

WEB サマーナウ２０２２

EX.48 防災ローリングバッグ ノア （
EXBAPNBK）
22H320

JPN80-40S

手回し/ソーラー蓄電ラジオ チャージオラム
ダ （SL-091）
22H321

CHN75-35T

\12,500 〔税込 \13,750〕

\8,000 〔税込 \8,800〕

●材質：ﾊﾞｯｸﾞ：表地/ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、裏地/ｱﾙﾐ蒸着ﾌｨﾙﾑ、断
熱材/発泡PE ●ｾｯﾄ内容：保存飲料水・氷砂糖・収納ﾎﾟ
ｰﾁ・ろ過ﾌｨﾙﾀｰ・ｶﾞｰｾﾞ付き救急絆創膏・包帯・ﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ
・簡易ﾄｲﾚｾｯﾄ(3枚)・軍手、ふえ、ﾛｰﾌﾟｾｯﾄ・雨合羽・ｱﾙﾐｼ
ｰﾄ・ﾏｽｸ・ｶｯﾀｰﾅｲﾌ・ｺﾞﾐ袋・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・生理ﾅﾌﾟｷﾝ・粘
着ﾃｰﾌﾟ・手鏡付き裁縫ｾｯﾄ・使い捨て下着・他4点・取説
●重量：4.6kg ●本体ｻｲｽﾞ：470×300×210mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：346×266×540mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 1個

●材質：ABS・PC ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応）
・懐中電灯/30ルーメン・SOSアラーム（警報音、ランプ）・
スピーカー・ソーラー、手回し、USB、乾電池充電 ●ｾｯﾄ
内容：USBケーブル・オーディオケーブル・取説・保証書
●重量：490g ●電源：単4×3（別）・リチウムイオン充電
池 ●本体ｻｲｽﾞ：202×80×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
248×95×127mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個

[法]絆創膏/医療機器認証番号27B2X00L10000008

＜防災の日＞

コンセント充電式常備灯 ピオマ ここだよラ
イトS （UGL3-W）
22H322

JPN80-40V

バッグ、キャリー分離型で、あらゆるシーンに対応。貯水
タンク内蔵で、水15Ｌを楽々運搬。分離機能を活用し、バ
ッグは担ぎ、他の重量物を運搬に使用可能。

ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、
SOSアラーム、オーディオケーブル接続によるスピーカ
ーと、コンパクトな本体に機能が満載。

ツインバード 停電センサーLEDサーチライト
（LS-8557W）

ＬＥＤパームラジオライト （4505）

22H323

CHN75-35S

22H324

CHN70-30S

\3,800 〔税込 \4,180〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：ABS・PC ●機能：地震時自動点灯（震度4相当
以上10分間）・停電時自動点灯（10分間）・携帯灯（6時間
）・消灯後の足元灯（30秒） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：146g ●電源：AC100V・ニッケル水素充電池 ●本
体ｻｲｽﾞ：96×62×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×100×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 25個 ●名入：
70-180-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm

●材質：本体/透明カバー： PC、前本体・後本体・スイッ
チカバー・電池フタ：ABS ●機能：充電約20時間（ニッケ
ル水素電池3.6V）・連続使用時間/強：約1.5時間以上、
中：約10時間以上、弱：約20時間以上・3段階スライドス
イッチ ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：100g ●電源：
AC100V-0.5W ●本体ｻｲｽﾞ：28×55×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：34×59×129mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 40個 ●
名入：450-360-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：100×35mm

●材質：ABS ●機能：LEDライト・AM/FMラジオ（ワイド
FM対応）・サイレン ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：
110g ●電源：単4×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
130×45×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×55×58mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-120-16-100-S ●名入
ｻｲｽﾞ：15×40mm

[法]PS-Eマーク

[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。

2口コンセントの片側を塞がない親切設計。高輝度白色
LED採用（明るさ強中弱切替）。自立するから、ハンズフ
リーで上方向に照らせます。

極限までコンパクトボディを追求したAM/FM2バンド仕様
。

ガチャピン・ムック それ逃げろ 防災セット ポ
ーチⅡ （EX48SEGMP2）

FMマルチステーション（ワイドFM対応） （
6144）

ポケットダイナモライト（Ｒ） （3551）

22H325

CHN80-40S

22H326

CHN72-32U
ｶﾗｰOK

22H327

CHN70-30U

\2,000 〔税込 \2,200〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：ポーチ/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：笛・コンパス
付LEDライト、使い捨て下着、ポンチョ、シート体温計、歯
ブラシ、膨張タオル（小）、マスク×2、ガーゼ付救急絆創
膏×3、氷砂糖×2、防災マニュアル、トイレセット●重量
：200ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：ポーチ/120×240×70mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：150×240×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋

●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

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

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。

バッグの中でもかさばらないポケットサイズのダイナモ充
電式ライトです。

[法]絆創膏/医療機器認証番号27B2X00110000008
TVで人気のキャラクターが防災セットに初登場！！デザ
インだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を。

WEB サマーナウ２０２２

防災サバイバルカード （SV-1）
22H328

CHN70-30S

2WAYハイパワーライト （SC-1910）
22H329

CHN72-32U

水のいらないボディソープ200mL （709989）
22H330

JPN80-40U

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

\700 〔税込 \770〕

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

●材質：ABS ●機能：LEDトーチライト・COBワークライト
●ｾｯﾄ内容：取説●重量：143g ●電源：単3×3（別） ●
本体ｻｲｽﾞ：80×140×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
85×85×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：5584-17-120-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×40mm

●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

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。

遠くまで届くLEDトーチライトと、近くを照らすスタンド型の
COBワークライトの2WAYです。

入浴できない時、汗をかいたスポーツの後など、どこでも
水なしで簡単に使用できます。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。

水のいらないシャンプー200mL （709972）

エマージェンシーハンマー3 （ES027）

安否確認「無事です ありがとう」反射テープ
付きタオル （6J6001P）

22H331

JPN80-40U

22H332

CHN65-25S

22H333

CHN70-30S

\700 〔税込 \770〕

\600 〔税込 \660〕

\350 〔税込 \385〕

●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

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：62g ●本体ｻｲｽﾞ
：182×55×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×63×26mm ●
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：8×50mm

●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：65-18-22-400-O ●名入ｻｲｽﾞ：60×230mm

入浴できない時、汗をかいたスポーツの後など、どこでも
水なしで簡単に使用できます。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。

女性や子供でも簡単に車のガラスが割れる緊急脱出用
ハンマー。先端パーツは安心の日本製高硬度金属を使
用しています。

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。

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

新・備 エネバー （111477）

非常用給水バッグ （15-257）

22H334

CHN70-30S

22H335

JPN92-52U

22H336

THA72-32U
ｶﾗｰOK

\350 〔税込 \385〕

★ \300 〔税込 \324〕

\180 〔税込 \198〕

●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：65-18-22-400-O ●名入ｻｲｽﾞ：60×230mm

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

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

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。

災害時などの栄養補給に最適！1袋に3つの味！

災害時の水の確保はもちろん、アウトドアにも使えます。

WEB サマーナウ２０２２

アルミ防滴9LEDライトセット （L3090）
CHN72-32W

22H340

携帯型反射バッグ （6J9051）
22H341

指定不可

CHN70-30S

\1,200 〔税込 \1,320〕

\600 〔税込 \660〕

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

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

[品]JIS_IPX4相当

＜秋の交通安全
（９／２１－３０）＞

たのしいノリものふりかけ 6袋入
22H342

指定不可

JPN80-40S

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

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。

反射テープ付ナップサック （SC-2009）

エコ・直定規20 交通標識 （ECN-22K）

22H343

指定不可

CHN72-32U

22H344

JPN72-32U
ｶﾗｰOK

★ \500 〔税込 \540〕

\250 〔税込 \275〕

\120 〔税込 \132〕

●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】

●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 ●名
入：70-72-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×150mm

●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

[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。

反射テープ付きで、夜間の事故防止の一助に。

リフレクターアームベルト （E2901）

アニマルリフレクター （S2951）

22H345

指定不可

CHN72-32W

22H346

指定不可

CHN72-32W
ｶﾗｰOK

\80 〔税込 \88〕

\80 〔税込 \88〕

●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：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

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。

子供たちの安全はアニマルリフレクターで。

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。日本製。

WEB サマーナウ２０２２

いきいき生活 R-100 （21017）
22H348

＜低額ノベルティ＞

ケーブルクリック ミニ 5個組 （120259）
22H350

指定不可

CHN78-38S

指定不可

JPN90-50U

キッチンハサミンガー2個セット （KS-2811）
22H349

JPN70-30T

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●ｾｯﾄ内容：携帯用アルコール除菌スプレー30mL・花王
ファミリーフレッシュコンパクト270mL・ライオンチャーミー
マジカカラッと除菌220mL・ルンルンネットクリーナー（ベ
トナム）●重量：668g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
192×187×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

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

除菌スプレーや洗剤などの日用品のセットです。

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

電池de充電器 （64105）

反射deリュック （64115）

22H351

CHN72-32U

22H352

CHN72-32U

\980 〔税込 \1,078〕

\980 〔税込 \1,078〕

\850 〔税込 \935〕

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

●材質：ABS ●ｾｯﾄ内容：ストラップ・取説●重量：40g
●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：Φ75×20mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×95×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●
名入：60-84-16-240-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×30mm

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：64g ●
本体ｻｲｽﾞ：340×440×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
360×450×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：60108-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm

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。

乾電池式なので、交換して繰り返し使えます。緊急時や
被災現場で活躍する携帯電話充電器。

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。

エチケットブラシde網戸掃除 プラス （N20）

抗菌バット＆ザル （VC-GY）

抗菌バット＆ザル （VC-P）

22H353

CHN70-30S

22H354A A/ｽﾓｰｷｰｸﾞﾚｰ

JPN75-35S

22H354B B/ｽﾓｰｷｰﾋﾟﾝｸ

JPN75-35S

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

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

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：バット×2・ザル●重量：245g ●
容量：700mL ●本体ｻｲｽﾞ：バット/216×150×42mm・ザ
ル/213×149×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
216×150×51mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：バット×2・ザル●重量：245g ●
容量：700mL ●本体ｻｲｽﾞ：バット/216×150×42mm・ザ
ル/213×149×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
216×150×51mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個

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。

切った食材の取り分けや水切り用に便利なバット2個&ザ
ル1個のセット。豆腐の水切りやアサリの砂抜きにも。ス
テンレス製とは違い、電子レンジにも対応。

切った食材の取り分けや水切り用に便利なバット2個&ザ
ル1個のセット。豆腐の水切りやアサリの砂抜きにも。ス
テンレス製とは違い、電子レンジにも対応。

WEB サマーナウ２０２２

抗菌バット＆ザル （VC-GR）
22H354C C/ｽﾓｰｷｰｸﾞﾘｰﾝ

JPN75-35S

クリーン・エモーションギフト （CEG-084）
22H355

JPN65-25V

エチケットブラシdeえりそでキレイプラス （
N32）
22H356

CHN70-30S

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：PP ●ｾｯﾄ内容：バット×2・ザル●重量：245g ●
容量：700mL ●本体ｻｲｽﾞ：バット/216×150×42mm・ザ
ル/213×149×41mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
216×150×51mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60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（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

切った食材の取り分けや水切り用に便利なバット2個&ザ
ル1個のセット。豆腐の水切りやアサリの砂抜きにも。ス
テンレス製とは違い、電子レンジにも対応。

きれいは感動を贈る。洗剤など日用品のセットです。

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。

ファーストカラー タオルハンカチ アソート

3WAY マイクロファイバーモップ （LALA-30
）

刃当たりなめらか抗菌まな板 （NC-IW）

22H357

指定不可

JPN80-40S

22H358

JPN72-32U
ｶﾗｰOK

22H359A A/ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ

JPN75-35S

\700 〔税込 \770〕

\680 〔税込 \748〕

●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

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

●材質：PE ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
188×220×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×225×5mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PETケース 80個

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。

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

まるでゴム感覚！木やPP製のまな板に比べて抜群にな
めらかな切り心地。抗菌剤を直接樹脂に練り込んでいる
ためキズがついても抗菌効果は落ちません。

刃当たりなめらか抗菌まな板 （NC-SG）

刃当たりなめらか抗菌まな板 （NC-SP）

プラスギフトフロッシュFHC （15-309）

22H359B B/ｽﾓｰｷｰｸﾞﾘｰﾝ

JPN75-35S

22H359C C/ｽﾓｰｷｰﾋﾟﾝｸ

JPN75-35S

\600 〔税込 \660〕

22H360

AUT88-48S

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

\550 〔税込 \605〕

●材質：PE ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
188×220×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×225×5mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PETケース 80個

●材質：PE ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
188×220×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×225×5mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PETケース 80個

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

まるでゴム感覚！木やPP製のまな板に比べて抜群にな
めらかな切り心地。抗菌剤を直接樹脂に練り込んでいる
ためキズがついても抗菌効果は落ちません。

まるでゴム感覚！木やPP製のまな板に比べて抜群にな
めらかな切り心地。抗菌剤を直接樹脂に練り込んでいる
ためキズがついても抗菌効果は落ちません。

パッケージに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。

WEB サマーナウ２０２２

ホームギフトセット （HG-052）
22H361

JPN85-45S

エコポケット （GD-95201）
22H362A A/ﾊｰﾌﾞｺﾚｸｼｮﾝ

エコポケット （GD-95202）
JPN75-35S

22H362B B/ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞｺﾚｸｼｮ

JPN75-35S

\520 〔税込 \572〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●ｾｯﾄ内容：花王キュキュットクリア除菌240mL・リードヘ
ルシークッキングペーパー（小4枚入）・リード冷凍も冷蔵
も新鮮保存バッグ（S3枚入）（タイ）●重量：390g ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×154×195mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個

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

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

家事を助ける。暮らしを楽しむ。キッチンで役立つセット
です。

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

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

風よけライター （L-125）

シャンプーブラシ （GT-500）

シャンプーブラシ （SE-026）

22H363

JPN72-32U

22H364A A/ブルー

TPE75-35S

22H364B B/ブラック

TPE75-35S

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：PF･PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：82g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：78×49×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：79×49×136mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個

●材質：PVC ●重量：76g ●本体ｻｲｽﾞ：全長89mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×105×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 6
個

●材質：PVC ●重量：76g ●本体ｻｲｽﾞ：全長89mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×105×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 6
個

風に負けない火付け役！お線香に上手に火をつけれま
す。フードが効果的に風を防ぐ、簡単で安心なライターで
す。

洗う＋マッサージ！3つの指穴でホールド感も抜群のグ
リップ。手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も
自由自在！

洗う＋マッサージ！3つの指穴でホールド感も抜群のグ
リップ。手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も
自由自在！

ビューティシェイプ 足つぼローラー （HH708）

クリアデント歯のピーリングスポンジ 3コセ
ット （4051）

育てるスープ （GD-79501）

22H365

JPN72-32U

22H366

指定不可

JPN80-40S

22H367A A/ﾊﾟｸﾁｰ

JPN75-35S

\500 〔税込 \550〕

\480 〔税込 \528〕

\480 〔税込 \528〕

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

●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

●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

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

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。

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 サマーナウ２０２２

育てるスープ （GD-79502）
22H367B B/ﾐﾆｷｬﾛｯﾄ

育てるスープ （GD-79503）
JPN75-35S

22H367C C/青ﾈｷﾞ

育てるスープ （GD-79504）
JPN75-35S

22H367D 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。

育てるスープ （GD-79505）

白檀の香りロール 2枚重ね30m巻き

金魚すくい （012-003）

22H367E

E/ﾄﾏﾄ

JPN75-35S

22H368

JPN90-50S

22H369

JPN78-38U

\480 〔税込 \528〕

\450 〔税込 \495〕

\400 〔税込 \440〕

●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：パルプ100% ●重量：520g ●本体ｻｲｽﾞ：
210×228×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個

●材質：PE･PS･和紙 ●機能：対象年齢3歳以上 ●ｾｯﾄ
内容：金魚×15・カメ・オタマジャクシ・すくい枠×2・スペ
ア紙50枚・片付ネット●重量：72g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
242×132×36mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 144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。

こころを癒す高貴な白檀の香りと、おしゃれなプリントの
やさしいふんわりダブル仕様です。

お風呂や家庭用プールなど、お家で縁日あそびが楽し
めます！

ガーゼ手拭いファンシー柄アソート

クリアデント三角ようじデンタルピック 小紋
柄3色セット

クリアデント三角ようじデンタルピック 小紋
柄3色セット

※季節限定（12月～6月）

22H370

指定不可

JPN75-35S

22H371A A/富士山柄

JPN80-40S

22H371B B/椿柄

JPN80-40S

\400 〔税込 \440〕

\360 〔税込 \396〕

\360 〔税込 \396〕

●材質：綿100％ ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：
330×880mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 100個

●材質：白樺材 ●ｾｯﾄ内容：20本×3セット●重量：23ｇ
●本体ｻｲｽﾞ：1個/60×60×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
60×220×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 240個

●材質：白樺材 ●ｾｯﾄ内容：20本×3セット●重量：23ｇ
●本体ｻｲｽﾞ：1個/60×60×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
60×220×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 240個

速乾吸収性に優れているので、旅行先などにかさばらず
持っていけるので便利です。ファンシー柄で、ベビー用と
してもお使いいただけます。

歯と歯の間の形に合わせた三角形の楊枝。横に繋がっ
ているので持ち歩きに便利で、食後すぐの歯のケアに最
適です。

歯と歯の間の形に合わせた三角形の楊枝。横に繋がっ
ているので持ち歩きに便利で、食後すぐの歯のケアに最
適です。

WEB サマーナウ２０２２

今治ガーゼ＆パイルミニハンカチ （IGP35-PK）
22H372A A/ピンク

JPN75-35V

今治ガーゼ＆パイルミニハンカチ （IGP35-NV）
22H372B B/ネイビー

JPN75-35V

今治ガーゼ＆パイルミニハンカチ （IGP35-GY）
JPN75-35V

22H372C C/グレー

\350 〔税込 \385〕

\350 〔税込 \385〕

\350 〔税込 \385〕

●材質：綿100％ ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
220×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×120×5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 240個

●材質：綿100％ ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
220×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×120×5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 240個

●材質：綿100％ ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：
220×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×120×5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋 240個

[品]今治タオル

[品]今治タオル

[品]今治タオル

落ち着いたカラーのハンカチです。ミニサイズで鞄の中
などでもかさばりにくい！

落ち着いたカラーのハンカチです。ミニサイズで鞄の中
などでもかさばりにくい！

落ち着いたカラーのハンカチです。ミニサイズで鞄の中
などでもかさばりにくい！

防水ファミールプラスター 1サイズ100枚入
（709987）

光学式対応マウスパッド （MK-003F）

2WAYぴかりんライト （SC-2101）

22H373

JPN70-30S

22H374

指定不可

JPN70-30S
ｶﾗｰOK

22H375

CHN72-32U

指定不可

\330 〔税込 \363〕

\300 〔税込 \330〕

\260 〔税込 \286〕

●材質：PVC・不織布・PEネット・アクリル系粘着剤 ●重
量：67g ●本体ｻｲｽﾞ：19×72mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
105×90×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：コート紙+高透明PPシート・裏面：発泡PE ●機
能：両面テープ付 ●重量：12g ●本体ｻｲｽﾞ：
155×184×2.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：162×190×2.5mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：0-0-16-500-オンデマ
ンド ●名入ｻｲｽﾞ：20×150mm

●材質：ABS ●重量：38g ●電源：単3（別） ●本体ｻｲｽﾞ
：130×37×31mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×40×35mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 240個 ●名入：55-48-17-120-S ●名
入ｻｲｽﾞ：7×30mm

水に強い防水タイプの絆創膏。水仕事で出来た傷口も、
半透明の目立ちにくいフィルムでしっかりガード。特殊加
工パッドで傷口につきにくく、しっかり保護。

表面の高透明PPシートの凸凹加工により光学式マウス
に対応。ボール式にも対応します（対応しないものあり）
。名刺やメモを差し込むこともできます。

LEDライト・ランタンライトの2機能。

マスクもかけられる薄型スマホスタンド （
TN-01M）

クリンクル 除菌ペーパータオル150枚 （
LD-910）

健康チェックカードルーペG （CR-20T）

[法]医療機器認証番号43B2X10001000032

22H376
\250 〔税込 \275〕

JPN70-30S
ｶﾗｰOK

22H377

CHN65-25T

22H378

JPN72-32U
ｶﾗｰOK

\240 〔税込 \264〕

\200 〔税込 \220〕

●材質：PP ●機能：マスクスタンド（かける、はさむ、の
せる）・スマホ、メガネスタンド ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
30ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：スマホスタンド/110×55×2mm・マスク
スタンド/170×59×3.7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×110×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：012-9-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：56×46㎜

●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

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

オンライン商談や会議に活躍するスマホスタンドにマス
クが置ける便利なスタンドを合体させました。定形封筒で
発送できます。低単価な販促ツールに最適。

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。

体調管理が一番！持ってて便利な簡易体温計付きのル
ーペです。日本製。

WEB サマーナウ２０２２

トンボ モノグラフ ライトボールペン （BCMGLE01）
22H379A A/ﾓﾉｶﾗｰ

VIE75-35S

トンボ モノグラフ ライトボールペン （BCMGLE04）
22H379B B/ｼﾙﾊﾞｰ

VIE75-35S

トンボ モノグラフ ライトボールペン （BCMGLE43）
22H379C C/ﾌﾞﾙｰ

VIE75-35S

\180 〔税込 \198〕

\180 〔税込 \198〕

\180 〔税込 \198〕

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

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

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

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地です。

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地です。

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地です。

トンボ モノグラフ ライトボールペン （BCMGLE51）

トンボ モノグラフ ライトボールペン （BCMGLE81）

足指爽快 足ムレ防止シート8枚入 （110）

22H379D D/ﾗｲﾑ

VIE75-35S

22H379E

E/ﾋﾟﾝｸ

VIE75-35S

22H380

JPN65-25S

\180 〔税込 \198〕

\180 〔税込 \198〕

\140 〔税込 \154〕

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

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

●材質：レーヨン・ポリオレフィン ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：80×165mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
206×89×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 300個

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地です。

ペン先が見やすく、きれいに書けます。高精度ニードル
チップ搭載で、なめらかな書き心地です。

吸湿性に優れたシートなので、足指間の汗を吸ってムレ
や臭いを防ぎます。男女兼用、左右両用。抗菌剤等不使
用で、水虫薬を含ませて使用できます。

超厚手カウンタークロス1枚入 （15-215）

ヘルスチェックカードV （HC-10V）

リーチバッグM3 （15-238）

22H381

指定不可

JPN72-32U

22H382

JPN72-32U

22H383

CHN72-32U

\100 〔税込 \110〕

\100 〔税込 \110〕

\85 〔税込 \94〕

●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-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：
30×140mm

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

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：マチ付きフリーザーバッグM×3
●本体ｻｲｽﾞ：200×125×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×80×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台紙
/45-6-17-200-レーザープリント ●名入ｻｲｽﾞ：
15×80mm

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
。

ストレスチェックと簡易体温計付きカードです。日本製。

マチがついたフリーザーバッグです。

WEB サマーナウ２０２２

あぶらとり紙 50P（ノーマル） （KB50PATK）
22H384

JPN70-30S

さわやかセット ナチュラル （12006）
22H385

JPN70-30U

いろいろな缶にはまる缶くんキャップⅡ （
TN-061）
22H386

指定不可

JPN70-30W
ｶﾗｰOK

\75 〔税込 \83〕

\60 〔税込 \66〕

\50 〔税込 \55〕

●材質：パルプ100％ ●ｾｯﾄ内容：50枚入●重量：約
10g ●本体ｻｲｽﾞ：100×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：約
105×83×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 800個 ●名入：45-622-800-H ●名入ｻｲｽﾞ：20×55mm

●ｾｯﾄ内容：あぶらとり紙10枚・滅菌済絆創膏Mサイズ2
枚・取説●重量：10g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：106×95×3mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 1000個 ●名入：ケース/300-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm

●材質：PE ●機能：タブオープナー ●重量：6g ●本体
ｻｲｽﾞ：83×64×9.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
107×75×9.6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジップ付PE袋 1000個 ●
名入：0-4-12-500-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ46mm

[法]絆創膏/医療機器認証番号29B2X10005800038
ずっと美しくいたい貴方の為に･･･。シンプルなケース入
りのあぶらとり紙です。

あぶらとり紙と滅菌済絆創膏のセット。お出かけの時バ
ッグに忍ばせて安心をお約束。

携帯用ハンドソープパウチ2mL （21003）

エアクリーンマスクEX3枚 （JF003M-3）

22H387

JPN70-30U

22H388

JPN75-35W

\28 〔税込 \31〕

\130 〔税込 \143〕

●ｾｯﾄ内容：携帯用ハンドソープパウチ2mL・取説●重量
：3g ●容量：2mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：50×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：裸 1000個

●材質：PP ●機能：PFE、BFE99％カット ●ｾｯﾄ内容：取
説●重量：11g ●本体ｻｲｽﾞ：95×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：235×125×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個

安心・安全の日本製！ハンドソープでしっかり殺菌!携帯
に便利なポケットサイズです。

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

