
WEB ウインターナウ２０１６

＜Ｘmasブーツ・菓子＞

ゴールドサンタブーツ（Ｍ）

16N001

[税抜] \1,000

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ136g（アメ・ラム
ネ・ウエハース・ビスケット・スナック菓子）●重量：190g 
●本体サイズ：125×75×240mm ●パッケージ：PP袋 
12個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

お菓子リースブーツ WB80　（6155）

16N002

[税抜] \800

●セット内容：ブーツ(中国）・菓子7個●重量：172g ●本
体サイズ：95×135×220mm ●パッケージ：裸 100個 【
乳・小麦】 

JPN70-30S

マスコットニットブーツ

16N003 指定不可

[税抜] \680

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子5個●重量：192g ●パ
ッケージサイズ：360×95×140mm ●パッケージ：PP袋 
24個 【卵・乳・小麦・えび】 

JPN95-55T

ニットブーツにぬいぐるみがセットされたボリューム感た
っぷりのブーツです。（サンタ・くま・ユキダルマのアソート
）

Ｘ’ｍａｓお菓子ブーツ(Ｍ)　（5895）

16N005 指定不可

[税抜] \500

●セット内容：ブーツ(中国)・菓子4個●重量：130g ●本
体サイズ：90×120×200mm ●パッケージ：裸 120個 【
乳・小麦】 

JPN70-30S

お菓子リースブーツ WB38　（6427）

16N006

[税抜] \380

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子4個●重量：60g ●本
体サイズ：95×70×150mm ●パッケージ：裸 150個 【卵
・乳・小麦】 

JPN70-30S

XMASお菓子ソックス　（6739）

16N007

[税抜] \350

●セット内容：クリスマスソックス（中国）・菓子4個●パッ
ケージサイズ：125×125×30mm ●パッケージ：PP袋 
120個 【卵・乳】 

JPN70-30S

ＸＭキュートブーツ

16N009

[税抜] \300

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ30g（アメ・ラム
ネ・ウエハース）●本体サイズ：120×40×75mm ●パッ
ケージ：裸 40個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

かわいいマスコットニットブーツ

16N010 指定不可

[税抜] \300

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子7個●重量：70g ●パッ
ケージサイズ：230×70×100mm ●パッケージ：PP袋 48
個 【卵・乳・小麦】 

JPN98-58U



WEB ウインターナウ２０１６

お菓子リースブーツWB25　（6733）

16N011

[税抜] \250

●セット内容：ブーツ（中国）・お菓子5個●重量：41g ●
本体サイズ：45×60×110mm ●パッケージ：裸 180個 【
卵・乳】 

JPN70-30S

ＸＭミニブーツ

16N012

[税抜] \200

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ15g（アメ・ラム
ネ）●本体サイズ：80×25×50mm ●パッケージ：裸 50
個 

JPN85-45U

X'masお菓子ブーツ(ミニ)　（6578）

16N013 指定不可

[税抜] \150

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子2個（ラムネ・飴）●重
量：18g ●本体サイズ：30×50×100mm ●パッケージ：
裸 200個 

JPN70-30S

ミニミニブーツ

16N014

[税抜] \100

●セット内容：ブーツ（中国）・ラムネ6g●本体サイズ：
65×30×17mm ●パッケージ：裸 50個 

JPN85-45U

X'masお菓子ブーツ(プチ)　（6577）

16N015 指定不可

[税抜] \100

●セット内容：ブーツ（中国）・サンタチョコボール●重量：
8g ●本体サイズ：25×30×70mm ●パッケージ：裸 300
個 【乳】 

JPN70-30S

クリスマスキッズバッグ　（6270）

16N021 指定不可

[税抜] \700

●材質：ポリエステル ●セット内容：トートバッグ・お菓子
2個（日本）・おもちゃ●重量：140g ●本体サイズ：
205×200×80mm ●パッケージサイズ：
200×250×120mm ●パッケージ：ポリ袋 50個 【卵・小
麦】 

CHN75-35S

お菓子とおもちゃがクリスマス柄のフェルトバッグに入っ
ています。

クリスマスベリータルト5個　（CHBｰ5）

16N022

[税抜] \500

●重量：223g ●パッケージサイズ：105×175×110mm 
●パッケージ：化粧箱 12個 

JPN85-45S

ホリーメンバーズバケツ・Ｍ

16N023

[税抜] \500

●セット内容：バケツカン（中国）・菓子詰合せ55g（アメ・
ラムネ・ウエハース）●重量：115g ●本体サイズ：φ
85×190mm ●パッケージ：裸 12個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

ホーリータイムミニバッグ・ＸＡ

16N024

[税抜] \400

●セット内容：菓子詰合せ75g（キャンディ・ラムネ・ウエ
ハース・クッキー）●重量：95g ●本体サイズ：
145×115×65mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】
 

JPN85-45U



WEB ウインターナウ２０１６

ＸＭＡＳメンバーズパック・Ｓ

16N025

[税抜] \200

●セット内容：キャンディ62g●本体サイズ：
100×45×160mm ●パッケージ：裸 24個 

JPN85-45U

サンキュークリスマス・Ｓ

16N026 指定不可

[税抜] \200

●セット内容：キャンディ65g●重量：74g ●本体サイズ：
160×100×45mm ●パッケージ：裸 24個 

JPN85-45U

「ありがとうございます」のメッセージ入の袋にキャンディ
を詰合せました。

クリスマスドーナツ 1ケース24箱セット

16N027

[税抜] \3,600

●重量：1箱/90g ●パッケージサイズ：1箱
/100×130×100mm ●パッケージ：1箱/化粧箱 【卵・乳
・小麦】 

JPN80-40S

直送品

※5ケース未満は1個口につき税抜700円の送料が別途
必要になります。 

※この商品は1ケース24箱入となります。景品・粗品など
のご使用ください。1個単価150円。

クリスマスローフボンボン 1ケース24箱セッ
ト

16N028

[税抜] \3,600

●重量：1箱/70g ●パッケージサイズ：1箱
/100×130×85mm ●パッケージ：1箱/化粧箱 【卵・小
麦】 

JPN80-40S

直送品

※5ケース未満は1個口につき税抜700円の送料が別途
必要になります。 

※この商品は1ケース24箱入となります。景品・粗品など
のご使用ください。1個単価150円。

ＸＭサンタウエハース 1袋100個入

16N029

[税抜] \1,500

●パッケージサイズ：220×280×120mm ●パッケージ：
ポリ袋 6個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

※この商品は1袋100個入となります。景品・粗品などに
ご使用ください。1個単価15円。

クリスマスティンクルキャンディ  1袋150個
入

16N030 指定不可

[税抜] \1,500

●重量：900g ●パッケージサイズ：315×230×60mm ●
パッケージ：ポリ袋 6個 

JPN85-45U

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

クリスマスツリー作り　（2460）

16N031

[税抜] \440

●材質：もみの木モール/ポリエステル、鉄、PVC・土台/
木 ●機能：組立式 ●セット内容：もみの木モール×2・モ
ール8色・ツリー台・ベル・綿・丸棒●本体サイズ：完成サ
イズ/φ120×350mm ●パッケージサイズ：
320×255×40mm ●パッケージ：PP袋 50個 

CHN70-30S

手軽にオリジナルツリーが作れるキットです。

コンビネーションドール　（AR0626095）

16N032A A/サンタ

[税抜] \380

●材質：再生紙100% ●セット内容：トイレットペーパー（
114mm×27.5m(W))×2●重量：270g ●パッケージサイ
ズ：φ110×340mm ●パッケージ：PP袋 30個 

JPN75-35T

トイレットペーパーが楽しいオブジェに。ペーパー自体に
もクリスマス柄が印刷されています。

コンビネーションドール　（AR0626096）

16N032B B/雪だるま

[税抜] \380

●材質：再生紙100% ●セット内容：トイレットペーパー（
114mm×27.5m(W))×2●重量：270g ●パッケージサイ
ズ：φ110×340mm ●パッケージ：PP袋 30個 

JPN75-35T

トイレットペーパーが楽しいオブジェに。ペーパー自体に
もクリスマス柄が印刷されています。

陶製バッグ（２色アソート）　（CE-115）

16N033 指定不可

[税抜] \250

●材質：磁器 ●重量：320g ●本体サイズ：
90×95×64mm ●パッケージサイズ：100×105×70mm 
●パッケージ：無地箱 40個 

CHN70-30S

インテリアとして飾ったり、小物入れとして。

雪ダルマ  ペン立て　（CE-102）

16N034

[税抜] \250

●材質：磁器 ●重量：80g ●本体サイズ：φ58×60mm 
●パッケージサイズ：60×60×65mm ●パッケージ：無
地箱 80個 

CHN70-30S

ペン立てや小物を入れられます。

チアフルクリスマス マグカップ1P　（PK-060
）

16N035 指定不可

[税抜] \250

●材質：陶器 ●重量：200g ●本体サイズ：φ
72×78mm ●パッケージサイズ：78×98×80mm ●パッ
ケージ：化粧箱 80個 

CHN70-30S

ジュエルシール　（5420）

16N036

[税抜] \250

●材質：TPR ●重量：52g ●パッケージサイズ：
270×200×2mm ●パッケージ：ポリ袋 100個 

CHN70-30T

窓ガラスや鏡などに簡単に貼れるデコレーションシール
。貼ったりはがしたりが可能です。



WEB ウインターナウ２０１６

＜Ｘmasイベントセット＞

ホワイトクリスマスプレゼント60人用　（KK-
18）

16N041

[税抜] \20,000

●材質：陶器 ●セット内容：1等 クリスマスマグカップ5P 
2コ・2等 スノーフェアリーパーティー皿1P 4コ・3等 クリス
マスマグカップ1P 20コ・4等 クリスマスケーキ皿1P 34コ・
抽選用三角くじ60枚・抽選箱1コ・くじ明細表１枚・●パッ
ケージ：発送用段ボール箱 

JPN75-35S

直送品

サンタぬいぐるみプレゼント100人用　（6474
）

16N042

[税抜] \21,900

●セット内容：1等 サンタぬいぐるみ大 1コ・2等 サンタぬ
いぐるみ中 4コ・3等 サンタワールドぬいぐるみ 15コ・4等
 プチサンタ 80コ・抽選用三角くじ100枚・抽選箱1コ・明細
表１枚・A3ポスター１枚・店頭用お知らせPOP2枚●パッ
ケージ：発送用段ボール箱 

CHN75-35U

直送品

サンタぬいぐるみプレゼント50人用　（6473）

16N043

[税抜] \13,800

●セット内容：1等 サンタぬいぐるみ大 1コ・2等 サンタぬ
いぐるみ中 2コ・3等 サンタワールドぬいぐるみ 9コ・4等 
プチサンタ 38コ・抽選用三角くじ50枚・抽選箱1コ・明細
表１枚・A3ポスター１枚・店頭用お知らせPOP2枚●パッ
ケージ：発送用段ボール箱 

CHN75-35U

直送品

ジャンボラッキーパンチボックスXmasグッズ
付(BOX・景品）　（63520105）

16N044

[税抜] \19,000

●材質：紙 ●機能：組立式 ●セット内容：ボックス・上蓋
・破り紙6枚・クリスマスグッズ72コ・クリスマスPOP2枚・
取説●本体サイズ：使用時/600×900×280mm ●パッ
ケージ：発送用段ボール箱 

CHN85-45U

直送品

蓋を破って景品をゲットするパンチボックスに、クリスマ
スグッズとクリスマス用ポップをセットしました。

X'masミニパンチＢＯＸセット　（5947）

16N045

[税抜] \11,300

●材質：紙 ●機能：組立式 ●セット内容：ボックス・上蓋
・破り紙4枚・クリスマスグッズ72コ●本体サイズ：使用時
/335×495×125mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 

JPN85-45U

直送品

蓋を破って景品をゲットするパンチボックス。お店のカウ
ンターなどに置けるコンパクトサイズです。

クリスマスキャンドルつかみどり50人用　（
5440）

16N046

[税抜] \16,800

●セット内容：クリスマスキャンドル160コ・ディスプレイボ
ックス1コ・店頭用お知らせPOP2枚・お持ち帰り袋50枚●
本体サイズ：265×265×265mm ●パッケージ：発送用
段ボール箱 

CHN80-40V

直送品

1回で約3個つかめます。

クリスマスブーツつかみどり50人用　（5439）

16N047

[税抜] \15,600

●セット内容：クリスマスブーツ菓子入り160コ・ディスプ
レイボックス1コ・店頭用お知らせPOP2枚・お持ち帰り袋
50枚●本体サイズ：265×265×265mm ●パッケージ：
発送用段ボール箱 【乳】 

CHN85-45U

直送品

1回で約3個つかめます。

サンタ帽　（6751）

16N048

[税抜] \280

●材質：ポリエステル ●機能：頭囲/55～60ｃｍ適応 ●
重量：23g ●パッケージサイズ：120×180×45mm ●パ
ッケージ：ポリ袋 200個 

CHN65-25T
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＜干支置物・根付＞

錦彩招福酉（紅白・小）　（B-53）

16N051

[税抜] \750

●材質：陶器 ●セット内容：白置物/115g・紅置物/60g
●本体サイズ：白置物/45×75×75mm・紅置物
/40×55×60mm ●パッケージサイズ：65×195×90mm 
●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

錦彩招福寿々酉（福寿・金銀土鈴）　（B-69
）

16N052

[税抜] \650

●材質：陶器 ●重量：150g ●本体サイズ：
45×65×60mm ●パッケージサイズ：70×135×110mm 
●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

錦彩招福酉（紅梅）　（B-71）

16N053

[税抜] \380

●材質：陶器 ●重量：80g ●本体サイズ：
45×70×60mm ●パッケージサイズ：60×70×90mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

干支貯金箱　（No.24）

16N054

[税抜] \350

●材質：陶器 ●重量：100g ●本体サイズ：
66×69×88mm ●パッケージサイズ：70×70×90mm ●
パッケージ：のし箱 120個 

JPN75-35T

吉祥の酉土鈴（大）　（C-5）

16N055

[税抜] \400

●材質：陶器 ●重量：70g ●本体サイズ：
43×77×70mm ●パッケージサイズ：60×90×75mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

吉祥の酉土鈴（中）　（C-6）

16N056

[税抜] \320

●材質：陶器 ●重量：60g ●本体サイズ：
42×70×62mm ●パッケージサイズ：58×85×65mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

彩耀招福酉（金土鈴）　（No.84）

16N057

[税抜] \300

●材質：陶器 ●重量：60g ●本体サイズ：
55×40×65mm ●パッケージサイズ：75×60×50mm ●
パッケージ：のし箱 300個 

JPN75-35U

吉祥の酉土鈴（小）　（C-7）

16N058

[税抜] \270

●材質：陶器 ●重量：50g ●本体サイズ：
40×62×57mm ●パッケージサイズ：53×70×75mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S
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吉祥の酉土鈴（特小）　（C-8）

16N059

[税抜] \220

●材質：陶器 ●重量：40g ●本体サイズ：
32×57×50mm ●パッケージサイズ：57×43×75mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

ちりめん製えと根付（酉）　（KH160）

16N060 指定不可

[税抜] \350

●材質：ちりめん ●重量：6g ●本体サイズ：
115×35×9mm ●パッケージサイズ：135×55×9mm ●
パッケージ：PP袋 20個 

CHN70-30S

クリスタル開運えと（酉）　（0211）

16N061 指定不可

[税抜] \180

●材質：プラ ●重量：6g ●本体サイズ：
100×24×11mm ●パッケージサイズ：135×55×12mm 
●パッケージ：PP袋 20個 

JPN70-30V

新えと根付５円鈴付（酉）　（E-70S5）

16N062

[税抜] \130

●材質：アルミ ●重量：8g ●本体サイズ：
105×22×10mm ●パッケージサイズ：65×53×10mm 
●パッケージ：PP袋 50個 

JPN70-30S

えと根付おみくじ付（酉）　（EM-80S）

16N063

[税抜] \120

●材質：アルミ ●重量：5g ●本体サイズ：
100×21×9mm ●パッケージサイズ：93×53×9mm ●
パッケージ：PP袋 25個 

JPN70-30S

本格的なおみくじが付いた干支根付です。

招福絵馬（酉）

16N064 指定不可

[税抜] \120

●材質：合板 ●重量：2.5g ●本体サイズ：
24×32×3mm ●パッケージサイズ：110×50×4mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：60-12-22-500-P ●名
入サイズ：13×23mm 

JPN75-35U

素朴感が人気の縁起小物です。

新えとカラー根付鈴付（酉）　（E-70SC）

16N065 指定不可

[税抜] \100

●材質：アルミ ●重量：4g ●本体サイズ：
100×17×8mm ●パッケージサイズ：65×53×8mm ●
パッケージ：PP袋 25個 

JPN70-30S

招福鈴付干支のお守り（運勢表付）　（C-4）

16N066

[税抜] \100

●材質：陶器 ●重量：6g ●本体サイズ：7×28×25mm 
●パッケージサイズ：107×80mm ●パッケージ：化粧袋 
200個 

JPN70-30S

えと小槌（酉）　（E-30）

16N067

[税抜] \75

●材質：アルミ ●重量：3g ●本体サイズ：
97×21×4mm ●パッケージサイズ：65×53×4mm ●パ
ッケージ：PP袋 50個 

JPN70-30S
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ミニ合格守り　（27010）

16N068

[税抜] \60

●材質：アルミ ●パッケージサイズ：46×35×3mm ●パ
ッケージ：PP袋 

JPN70-30S

福銭 袋入り　（OAA1）

16N069

[税抜] \55

●セット内容：5円硬貨●重量：4g ●パッケージサイズ：
96×60×3mm ●パッケージ：化粧袋 300個 

JPN65-25U

「5円」と「ご縁」をかけた縁起の良い福銭。
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＜干支タオル・
石鹸・入浴剤＞

御年賀金の絵馬型タオル

16N074

[税抜] \380

●材質：綿 ●セット内容：FT（中国）/340×850mm●重
量：63g ●本体サイズ：圧縮サイズ/95×60×13mm ●
パッケージサイズ：95×65×13mm ●パッケージ：PP袋 
200個 ●名入：台紙 /0-6-9-200-K ●名入サイズ：
30×5mm 

JPN70-30S

白のフェイスタオルを絵馬の形に圧縮、干支(酉）を型押
しし、金色の箔で包装しました。のし台紙には社名印刷
が可能です。

御年賀金かい？タオル

16N075

[税抜] \350

●材質：綿 ●セット内容：FT（中国）/340×850mm●重
量：63g ●本体サイズ：圧縮サイズ/95×65×12mm ●
パッケージサイズ：95×65×12mm ●パッケージ：PP袋 
200個 ●名入：台紙 /0-6-9-200-K ●名入サイズ：
30×5mm 

JPN70-30S

白のフェイスタオルを圧縮、干支(酉)を型押しし、金色の
箔で包装しました。のし台紙には社名印刷が可能です。

御年賀金のたまご型タオル

16N076A A/招福(台紙白)

[税抜] \300

●材質：綿 ●セット内容：ミニTH（中国）/200×200mm●
重量：15g ●本体サイズ：圧縮サイズ/56×44×10mm 
●パッケージサイズ：65×95×11mm ●パッケージ：PP
袋 200個 ●名入：台紙/0-6-9-200-K ●名入サイズ：
30×5mm 

JPN70-30S

白のミニハンカチタオルをたまごの形に圧縮、Aには招
福・Bには寿の文字が型押し、金色の箔で包装しました。
のし台紙には社名印刷が可能です。

御年賀金のたまご型タオル

16N076B B/寿(台紙赤)

[税抜] \300

●材質：綿 ●セット内容：ミニTH（中国）/200×200mm●
重量：15g ●本体サイズ：圧縮サイズ/56×44×10mm 
●パッケージサイズ：65×95×11mm ●パッケージ：PP
袋 200個 ●名入：台紙/0-6-9-200-K ●名入サイズ：
30×5mm 

JPN70-30S

白のミニハンカチタオルをたまごの形に圧縮、Aには招
福・Bには寿の文字が型押し、金色の箔で包装しました。
のし台紙には社名印刷が可能です。

御年賀とり型タオル

16N077 指定不可

[税抜] \260

●材質：綿 ●セット内容：ミニTH（中国）/200×200mm●
重量：15g ●本体サイズ：圧縮サイズ/50×55×13mm 
●パッケージサイズ：75×60×14mm ●パッケージ：PP
袋 200個 ●名入：台紙/0-6-9-200-K ●名入サイズ：
30×5mm 

JPN70-30S

表面がポンッと浮き出たような立体的な圧縮ミニハンカ
チタオルです。のし台紙には社名印刷が可能です。

干支プレミアム竹タオル

16N078 指定不可

[税抜] \240

●材質：竹繊維70%・綿30% ●機能：抗菌 ●重量：62ｇ ●
本体サイズ：360×860mm ●パッケージサイズ：
255×135×20mm ●パッケージ：PP袋 200個 

CHN70-30U

ふわっと柔らかな抗菌タオル。竹繊維70％、綿繊維30％
で仕上げ、抗菌効果・吸水性・ふわっとした肌触りの良さ
が特徴です。

干支タオル(酉)格子柄　（6J0150PT）

16N079

[税抜] \240

●材質：綿100% ●重量：62g ●本体サイズ：
340×860mm ●パッケージサイズ：240×130×20mm ●
パッケージ：PP袋 300個 

CHN70-30S

干支タオル(酉)ドット柄　（6J0190PT）

16N080

[税抜] \240

●材質：綿100% ●重量：62g ●本体サイズ：
340×860mm ●パッケージサイズ：240×130×20mm ●
パッケージ：PP袋 300個 

CHN70-30S
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えとミニタオル 酉　（6J0112PT）

16N081

[税抜] \120

●材質：綿100% ●重量：15g ●本体サイズ：
200×200mm ●パッケージサイズ：210×110×5mm ●
パッケージ：PP袋 600個 

CHN70-30S

福ふくクリーナー  酉　（6JE01T）

16N082

[税抜] \150

●材質：ポリエステル100% ●重量：10g ●本体サイズ：
150×150mm ●パッケージサイズ：155×155×3mm ●
パッケージ：PP袋 1000個 

CHN70-30S

スマホや携帯電話の画面やレンズのお掃除に 適なマ
ルチクリーナー。

干支手拭 酉　（4A3100PT）

16N083

[税抜] \300

●材質：綿100% ●重量：30g ●本体サイズ：
340×800mm ●パッケージサイズ：220×130×5mm ●
パッケージ：ポリ袋 500個 

JPN70-30S

開運ふきん 酉　（4A3017PT）

16N084

[税抜] \160

●材質：綿100% ●重量：14g ●本体サイズ：
340×370mm ●パッケージサイズ：175×110×3mm ●
パッケージ：ポリ袋 1000個 

JPN70-30S

開運干支手拭

16N085

[税抜] \300

●材質：綿100% ●重量：30g ●本体サイズ：
350×900mm ●パッケージサイズ：230×120mm ●パッ
ケージ：PP袋 500個 

JPN75-35S

開運干支フキン

16N086

[税抜] \180

●材質：綿100% ●重量：15g ●本体サイズ：
350×390mm ●パッケージサイズ：200×100mm ●パッ
ケージ：PP袋 1000個 

JPN70-30S

十二支 干支石けん 酉　（JN-2）

16N087

[税抜] \250

●機能：組立式 ●セット内容：石けん75g・組立キット（屏
風・シール・毛氈）●パッケージサイズ：67×46×94mm 
●パッケージ：化粧箱＋のし紙(添) 100個 

JPN70-30S

[法]薬事法（化粧品） 

酉を形どった白い石けん。リアルな装飾パーツで高級感
を演出。心地よいフルーティフローラルの香り。飾った後
は石鹸としてご利用頂けます。

迎春石鹸 酉　（CG-216）

16N088

[税抜] \200

●機能：組立式 ●セット内容：石鹸72g・組立キット（屏風
・毛氈・シール）●パッケージサイズ：48×93×64mm ●
パッケージ：化粧箱＋のし紙(添) 100個 

JPN70-30S

[法]薬事法（化粧品） 

飾った後は石鹸としてご利用頂けます。

来福石けん 十二支 酉　（JN-1）

16N089

[税抜] \150

●機能：組立式 ●セット内容：石けん50g・石けん用シー
ル●パッケージサイズ：35×80×60mm ●パッケージ：
化粧箱＋のし紙(添) 100個 

JPN70-30S

[法]薬事法（化粧品） 

酉を形どった白い石けん。心地よいフローラルブーケの
香り。飾った後は石鹸としてご利用頂けます。
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福々湯３Ｐ 酉　（6SE03T）

16N090

[税抜] \240

●セット内容：薬用入浴剤25g×3●本体サイズ：1包
/120×80×3mm ●パッケージサイズ：130×200×5mm 
●パッケージ：たとう式ケース 150個 ●名入：たとう式ケ
ース/80-12-17-300-Ｈ ●名入サイズ：20×95mm 

JPN70-30S

[法]医薬部外品 

福々湯２Ｐ 酉　（6SE02T）

16N091 指定不可

[税抜] \160

●セット内容：薬用入浴剤25g×2●本体サイズ：1包
/120×80×5mm ●パッケージサイズ：155×130×5mm 
●パッケージ：たとう式ケース 200個 ●名入：たとう式ケ
ース/80-12-17-400-Ｈ ●名入サイズ：20×70mm 

JPN70-30S

[法]医薬部外品 

福々湯１Ｐ 酉　（6SE01T）

16N092 指定不可

[税抜] \80

●セット内容：薬用入浴剤25g●本体サイズ：1包
/120×80×5mm ●パッケージサイズ：125×100×5mm 
●パッケージ：たとう式ケース 400個 ●名入：たとう式ケ
ース/80-12-17-400-Ｈ ●名入サイズ：15×45mm 

JPN70-30S

[法]医薬部外品 

薬用入浴剤  招福の湯（3包入）　（SK-3P）

16N093

[税抜] \200

●セット内容：薬用入浴剤25ｇ×3●パッケージサイズ：
130×200×5mm ●パッケージ：たとう式ケース 150個 
●名入：たとう式ケース/60-24-12-300-Ｋ ●名入サイ
ズ：30×130mm 

JPN70-30W

[法]医薬部外品 

薬用入浴剤  招福の湯（2包入）　（SK-2P）

16N094

[税抜] \130

●セット内容：薬用入浴剤25ｇ×2●パッケージサイズ：
130×155×5mm ●パッケージ：たとう式ケース 200個 
●名入：たとう式ケース/60-24-12-300-Ｋ ●名入サイ
ズ：40×90mm 

JPN70-30V

[法]医薬部外品 

薬用入浴剤  招福の湯（1包入）　（SK-1P）

16N095

[税抜] \75

●セット内容：薬用入浴剤25ｇ●パッケージサイズ：
125×100×5mm ●パッケージ：たとう式ケース 400個 
●名入：たとう式ケース/60-24-12-300-Ｋ ●名入サイ
ズ：20×50mm 

JPN70-30U

[法]医薬部外品 
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＜干支・縁起グッズ＞

しめなわ作り　（56870）

16N101

[税抜] \580

●材質：い草・PE・紙 ●機能：組立式 ●セット内容：しめ
なわ・千代紙・南天（ダミー）・松（ダミー）・金糸●本体サ
イズ：完成サイズ/230×180mm ●パッケージサイズ：
260×220×60mm ●パッケージ：PP袋 60個 

CHN70-30S

オリジナルの楽しいしめなわが作れるキットです。

招福  金のまねき猫貯金箱　（JM-480）

16N102

[税抜] \460

●材質：陶器・ポリエステル ●セット内容：座布団（
100×110×10mm）・取説●重量：145g ●本体サイズ：
85×68×90mm ●パッケージサイズ：88×75×100mm 
●パッケージ：化粧箱 60個 

CHN65-25S

金色のインパクトのある、まねき猫貯金箱です。

招き猫コンビネーションドール　（AR0626021
）

16N103 指定不可

[税抜] \400

●材質：紙・再生紙100% ●セット内容：トイレットペーパ
ー(114mm×27.5m(W))×2●重量：270g ●パッケージサ
イズ：φ110×340mm ●パッケージ：PP袋 30個 

JPN75-35T

絵柄付きトイレットペーパーを縁起物の招き猫パッケー
ジで包みました。あなたに福を呼び寄せ、ご利益があり
ますように…

迎春用ラップ 30cm×20ｍ　（A05-01）

16N104

[税抜] \220

●材質：塩化PE系樹脂 ●重量：139g ●本体サイズ：
30cm巾×20m ●パッケージサイズ：319×41×41mm ●
パッケージ：化粧箱 60個 

JPN65-25T

開運財布七福神　（037024）

16N105

[税抜] \200

●材質：不織布 ●重量：36g ●本体サイズ：
93×195×6mm ●パッケージサイズ：104×198×7mm 
●パッケージ：裸 500個 ●名入：60-36-17-500-Ｈ ●名
入サイズ：20×60mm 

CHN70-30S

財布や領収書・金券などのケースとして使えるソフトな感
覚の開運財布。

干支財布　（037021）

16N106A A/民芸

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体サイズ：2つ折時
/195×93×6mm ●パッケージサイズ：198×104×7mm 
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入：60-36-17-500-H 
●名入サイズ：10×60mm 

CHN70-30S

財布や領収書・金券などのケースとして使えるソフトな感
触の干支財布。カレンダー・結婚記念日・生まれ年十二
支早見表など便利な情報が満載！

干支財布　（037022）

16N106B B/たてじま

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体サイズ：2つ折時
/195×93×6mm ●パッケージサイズ：198×104×7mm 
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入：60-36-17-500-H 
●名入サイズ：10×60mm 

CHN70-30S

財布や領収書・金券などのケースとして使えるソフトな感
触の干支財布。カレンダー・結婚記念日・生まれ年十二
支早見表など便利な情報が満載！

干支財布　（037023）

16N106C C/金運

[税抜] \180

●材質：不織布 ●重量：12g ●本体サイズ：2つ折時
/195×93×6mm ●パッケージサイズ：198×104×7mm 
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入：60-36-17-500-H 
●名入サイズ：10×60mm 

CHN70-30S

財布や領収書・金券などのケースとして使えるソフトな感
触の干支財布。カレンダー・結婚記念日・生まれ年十二
支早見表など便利な情報が満載！
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福づくしふきん

16N107A A/金運招来

[税抜] \150

●材質：綿100% ●本体サイズ：340×350mm ●パッケー
ジサイズ：180×100mm ●パッケージ：PP袋 500個 

CHN70-30S

拭くほどに福を呼び込む福ふきん。

福づくしふきん

16N107B B/開運招福

[税抜] \150

●材質：綿100% ●本体サイズ：340×350mm ●パッケー
ジサイズ：180×100mm ●パッケージ：PP袋 500個 

CHN70-30S

拭くほどに福を呼び込む福ふきん。

開運小判おみくじ付ティッシュ 1P

16N108

[税抜] \145

●材質：箱/メタル紙・ティッシュ/パルプ ●セット内容：テ
ィッシュ10W・おみくじ●重量：23g ●パッケージサイズ：
137×99×23mm ●パッケージ：化粧箱 120個 

JPN80-40T

幸せを呼ぶ開運小判型のティッシュです。おみくじ付き。

クッキングペアーセット(賀春)　（KPG-130）

16N109

[税抜] \130

●材質：PE・天然パルプ ●セット内容：ポリ袋（
300×200mm）×10枚(タイ）・キッチンペーパー（
220×170mm）×10枚●パッケージサイズ：
235×90×45mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
箱/60-6-17-300-Ｋ ●名入サイズ：10×50mm 

JPN70-30S

台所の必需品 ポリ袋とキッチンペーパーを賀春パッケ
ージにセットしました。ポップアップ方式で取り出しやすく
便利です。

干支ＢＯＸティッシュ 40Ｗ（酉）　（LA04-05）

16N110

[税抜] \120

●材質：パルプ ●セット内容：ティッシュ40W●本体サイ
ズ：200×207mm ●パッケージサイズ：
220×120×35mm ●パッケージ：化粧箱 100個 

JPN65-25S

開運招福コットンふきん１枚入

16N111 指定不可

[税抜] \120

●材質：綿100% ●重量：25g ●本体サイズ：
350×350mm ●パッケージサイズ：120×175×10mm ●
パッケージ：PP袋 200個 ●名入：台紙 /45-6-22-200-
O ●名入サイズ：18×130mm 

CHN70-30S

金の開ウン様 消しゴム　（0509C）

16N112

[税抜] \100

●材質：PVC ●重量：19g ●本体サイズ：
26×48×13mm ●パッケージサイズ：30×49×14mm ●
パッケージ：ポリ袋 600個 ●名入：外袋/250-72-62-
1000-O ●名入サイズ：40×84mm 

JPN75-35S

開ウン様がすてきな運をくれるかも！

干支ロール（酉）１ロール　（2979）

16N113

[税抜] \90

●材質：再生紙100% ●重量：125g ●本体サイズ：
114mm×27.5m（W） ●パッケージサイズ：115×φ
97mm ●パッケージ：紙巻 100個 

JPN75-35S

干支のイラストのパッケージで包んだトイレットペーパー
。

開運クロス　（044023）

16N114

[税抜] \100

●材質：不織布 ●本体サイズ：220×290mm ●パッケー
ジサイズ：160×140×8mm ●パッケージ：PP袋 500個 
●名入：台紙/50-18-17-500-K ●名入サイズ：
10×60mm 

JPN70-30S

拭けば拭くほど福来る！ 黄色のクロスで汚れと金運を
つかみとりましょう！
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開運招福せいけつふきん１枚入

16N115 指定不可

[税抜] \50

●材質：レーヨン(不織布) ●重量：9g ●本体サイズ：
300×350mm ●パッケージサイズ：95×155×5mm ●パ
ッケージ：PP袋 300個 ●名入：台紙 /45-6-22-300-O 
●名入サイズ：30×90mm 

CHN70-30S
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＜年末年始食品＞

宝もち

16N121

[税抜] \300

●セット内容：餅5個（250ｇ）●パッケージサイズ：
210×400×20mm ●パッケージ：ナイロンPE袋 24個 

JPN80-40U

開運招福 福そば　（FS-OE）

16N122

[税抜] \500

●セット内容：そば乾麺80g×2・そばつゆ8g×2●パッケ
ージサイズ：120×190×40mm ●パッケージ：化粧箱 40
個 【小麦・そば】 

JPN70-30S

運がうどんとそばに来る（うどん・そばセット）
　（US-10B）

16N123

[税抜] \1,000

●セット内容：うどん乾麺80g×2・そば乾麺80g×2・うど
んつゆ8.3g×2・そばつゆ8g×2●パッケージサイズ：
240×180×40mm ●パッケージ：化粧箱 20個 【小麦・そ
ば】 

JPN70-30S

運がうどんとそばに来る（うどん・そばセット）
　（US-053）

16N124

[税抜] \500

●セット内容：うどん乾麺80g・そば乾麺80g・うどんつゆ
8.3g・そばつゆ8g●パッケージサイズ：
120×190×40mm ●パッケージ：化粧箱 40個 【小麦・そ
ば】 

JPN70-30S

純金茶　（J-20）

16N125

[税抜] \200

●セット内容：純金茶2g×4袋●パッケージサイズ：
97×130×10mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個 

JPN80-40S

金箔入りのめでたいお茶です。

純金茶　（J-15）

16N126

[税抜] \150

●セット内容：純金茶2g×3袋●パッケージサイズ：
97×130×10mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個 

JPN80-40S

金箔入りのめでたいお茶です。

純金茶　（J-10）

16N127

[税抜] \100

●セット内容：純金茶2g×2袋●パッケージサイズ：
120×78×3mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個 

JPN80-40S

金箔入りのめでたいお茶です。

開運純金茶　（UOT-JUN-0070）

16N128

[税抜] \130

●セット内容：梅昆布茶2g×2袋●パッケージサイズ：
140×100×10mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個 

JPN80-40S

金箔入りのめでたい梅こぶ茶です。おみくじ付。
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干支餅　（0134008659）

16N129

[税抜] \150

●セット内容：あん入り餅（紅、白）●パッケージサイズ：
76×53×62mm ●パッケージ：化粧箱 100個 

JPN90-50S

かわいい酉パッケージに入った紅白餅です。

干支飴５粒　（0125006440）

16N130

[税抜] \150

●セット内容：おみくじ●重量：20g ●パッケージサイズ：
145×90×10mm ●パッケージ：化粧袋 200個 

JPN88-48U

運勢を占うおみくじが付いています。

七福さん宝来べっこう飴

16N131

[税抜] \380

●セット内容：飴100ｇ●パッケージサイズ：
150×110×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 24個
 

JPN85-45U

七福神柄の袋に鯛・小槌・宝船等、縁起の良い形のべっ
こう飴を入れました。

大吉まねきねこ黄金飴・ＥＳ

16N132

[税抜] \250

●セット内容：飴6個（48ｇ）●パッケージサイズ：
125×110×20mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 24個
 

JPN85-45U

大吉まねきねこ柄の袋にまねきねこ型のべっこう飴を入
れました。



WEB ウインターナウ２０１６

＜カレンダー・
正月用品＞

壁掛Ｂ４カレンダー（ペールトーンカラー文
字）　（XA15）

16N139

[税抜] \780

●材質：紙 ●重量：220g ●本体サイズ：
535×380×5mm ●パッケージ：ポリ袋（添） 100個 ●名
入：40-42-22-100-K ●名入サイズ：60×340mm 

JPN50-10V

壁掛けカレンダーの定番サイズ。カラフルで明るいカレン
ダーです。ＦＳＣ森林認証紙使用した環境配慮型商品で
す。

卓上カレンダー スマートプランニング　（
XA110）

16N140

[税抜] \450

●材質：紙 ●重量：80ｇ ●本体サイズ：
150×180×13mm ●パッケージ：ポリ袋 100個 ●名入：
台紙/40-42-22-100-H ●名入サイズ：13×140mm 

JPN60-20U

台紙スタンド型の実用的な卓上カレンダーです。裏面に
はスケジュールを書き込めるメモ欄があります。ＦＳＣ森
林認証紙使用した環境配慮型商品です。

くまモン 卓上リングカレンダー2017 熊本地
震復興義援金寄付付き　（XA-105C）

16N141

[税抜] \430

●材質：紙・鉄リング ●重量：80ｇ ●本体サイズ：
150×180×13mm ●パッケージ：OP袋 100個 ●名入：
40-42-22-100-H ●名入サイズ：13×120mm 

JPN60-20U

くまモンキャラクター入りのカワイイ卓上カレンダーです。
売上の一部は熊本県庁を通じて熊本地震復興義援金と
して寄付されます。

卓上カレンダー スタンドペールカラーズ（大
）　（FU54）

16N142

[税抜] \430

●材質：紙・鉄リング ●重量：80g ●本体サイズ：
150×180×13mm ●パッケージ：OP袋 100個 ●名入：
台紙/40-42-22-100-H ●名入サイズ：13×140mm 

JPN60-20Y

ペールカラーでカラフルな実用的卓上カレンダーです。
裏面にはスケジュールを書き込めるメモ欄があります。

マルチ卓上カレンダー　（TS-701A）

16N143

[税抜] \380

●材質：スチロール・紙 ●セット内容：取説●重量：73ｇ 
●本体サイズ：187×158×7mm ●パッケージサイズ：
187×158×7mm ●パッケージ：のし袋(添) 100個 ●名
入：ケース下部/40-24-16-100-Ｓ ●名入サイズ：
12×140mm 

JPN70-30S

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

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-
300）

16N144A A/ホワイト

[税抜] \330

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体サイ
ズ：160×180×10mm ●パッケージサイズ：
164×193×10mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
台紙/40-30-18-100-Ｓ ●名入サイズ：15×160mm 

JPN63-23T

リング部も紙でできたオール紙製カレンダー。使用後は
、そのまま可燃ごみとして処分可能。カーボンオフセット
付。

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-
300）

16N144B B/ブラック

[税抜] \330

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体サイ
ズ：160×180×10mm ●パッケージサイズ：
164×193×10mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入：
台紙/40-30-18-100-Ｓ ●名入サイズ：15×160mm 

JPN63-23T

リング部も紙でできたオール紙製カレンダー。使用後は
、そのまま可燃ごみとして処分可能。カーボンオフセット
付。

３ｗａｙ マルチカレンダー　（TS-821A）

16N145

[税抜] \300

●材質：PP(再生樹脂10%配合)・紙 ●機能：卓上、壁掛
け兼用 ●セット内容：取説●重量：40g ●本体サイズ：
128×152×6mm ●パッケージサイズ：130×158×6mm 
●パッケージ：PP袋 200個 ●名入：カード下部/40-72-
16-100-Ｏ ●名入サイズ：12×140mm 

JPN65-25V

スタンドがスライド式なので、倒すだけでスケジュールの
書き込みができます。カーボンオフセット商品。
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３ｗａｙ ＤＭサイズカレンダー　（TS-521A）

16N146

[税抜] \280

●材質：PP(再生樹脂10%配合)・紙 ●機能：卓上、壁掛
け兼用・定形郵便92円可 ●セット内容：取説●重量：
31g ●本体サイズ：102×154×7mm ●パッケージサイ
ズ：110×160×7mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入
：カード下部/40-30-16-100-Ｏ ●名入サイズ：
10×125mm 

JPN65-25V

定形封筒に入り92円で郵送ができます。カーボンオフセ
ット商品。

３ｗａｙ ＣＤサイズカレンダー　（TS-651A）

16N147

[税抜] \280

●材質：PP・紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用 ●セット内容
：取説●重量：33g ●本体サイズ：140×121×6mm ●パ
ッケージサイズ：145×128×6mm ●パッケージ：PP袋 
200個 ●名入：カード下部/40-30-16-100-Ｏ ●名入サ
イズ：15×105mm 

JPN65-25V

スタンドがスライド式なので、倒すだけでスケジュールの
書き込みができます。カーボンオフセット商品。

ワン・ニャン卓上カレンダー　（WN-01）

16N150

[税抜] \180

●材質：紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用 ●重量：38g ●パ
ッケージサイズ：150×105×3mm ●パッケージ：PP袋 
400個 ●名入：60-59-17-100-O ●名入サイズ：
15×80mm 

JPN60-20S

可愛い犬と猫の写真が入ったカレンダー。卓上・壁掛け
兼用。

２０１７年 卓上デルタカレンダー　（DE-01）

16N152

[税抜] \100

●材質：上質紙 ●重量：40g ●本体サイズ：
130×150×50mm ●パッケージサイズ：
155×144×10mm ●パッケージ：ポリ袋 200個 ●名入：
台紙/60-44-17-100-O ●名入サイズ：15×80mm 

JPN73-33T

サイドに月のインデックスが付いた便利なカレンダー。六
陽と、前月・翌月・翌々月が表示されています。

ジョイ ＣＭペン（カレンダー＆防災）　（NO.90
）

16N153

[税抜] \250

●材質：ABS ●機能：ノック式・表面/カレンダー・裏面/
震災予備知識 ●セット内容：取説●重量：14g ●本体サ
イズ：148×14×17mm ●パッケージサイズ：
170×40mm ●パッケージ：PP袋(添) 100個 ●名入：45-
12-17-300-Ｓ ●名入サイズ：4×50mm 

CHN70-30W

本体から巻物状にカレンダーがくるくる出たり入ったりす
るユニークなボールペン。　カレンダーの裏には防災予
備知識が記載されています。

初春セット5膳　（A02-08）

16N156

[税抜] \135

●材質：白楊・紙 ●セット内容：祝い箸5膳・ポチ袋5枚●
重量：46g ●パッケージサイズ：110×240×10mm ●パ
ッケージ：PP袋 200個 

CHN70-30S

迎春 祝い箸5膳パック　（A02-01）

16N157

[税抜] \110

●材質：白楊・紙 ●重量：30g ●パッケージサイズ：
240×90×10mm ●パッケージ：PP袋 200個 

CHN65-25S

お年玉袋5柄　（N-1）

16N158

[税抜] \35

●材質：上質紙 ●セット内容：5枚入●重量：9g ●本体
サイズ：115×70×6mm ●パッケージサイズ：
120×80×6mm ●パッケージ：ポリ袋 2000個 

JPN65-25S

紙製年賀状ファイル（干支柄）　（039501）

16N159

[税抜] \130

●材質：紙・PP ●機能：はがき40枚収納 ●本体サイズ：
161×110×19mm ●パッケージサイズ：
161×237×1mm ●パッケージ：のし袋(添) 300個 ●名
入：60-36-17-500-H ●名入サイズ：12×60mm 

CHN70-30S
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年賀状ケース　（087601）

16N160A A/干支柄

[税抜] \50

●機能：組立式・はがき150枚収納 ●本体サイズ：組立
時/155×110×42mm ●パッケージ：裸 300個 ●名入：
60-18-17-500-H ●名入サイズ：12×50mm 

CHN70-30S

年賀状ケース　（087602）

16N160B B/祝富士

[税抜] \50

●機能：組立式・はがき150枚収納 ●本体サイズ：組立
時/155×110×42mm ●パッケージ：裸 300個 ●名入：
60-18-17-500-H ●名入サイズ：12×50mm 

CHN70-30S
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＜正月イベントセット＞

招福干支酉プレゼント100人用　（KK-1）

16N166

[税抜] \23,500

●材質：陶器 ●セット内容：特等 酉金彩ケース入 1コ・1
等 酉紅白親子(大） 2コ・2等 干支カレンダー飾り皿 3コ・
3等 錦彩招福酉福鈴 5コ・4等 酉青磁（豆） 8コ・5等 酉
楊枝入(白・青）31コ・6等 招福鈴付干支のお守り 50コ・
抽選用三角クジ100枚・抽選箱1コ・明細表1枚●パッケ
ージ：発送用段ボール箱 

JPN78-38V

直送品

招福干支酉プレゼント50人用　（KK-2）

16N167

[税抜] \17,200

●材質：陶器 ●セット内容：特等 酉金彩ケース入 1コ・1
等 酉紅白親子(大） 2コ・2等 干支カレンダー飾り皿 3コ・
3等 錦彩招福酉福鈴 4コ・4等 酉青磁（豆） 5コ・5等 酉
楊枝入（白・青） 10コ・6等 招福鈴付干支のお守り 25コ・
抽選用三角クジ50枚・抽選箱1コ・明細表1枚●パッケー
ジ：発送用段ボール箱 

JPN78-38V

直送品

招福酉福鈴プレゼント100人用　（KK-6）

16N168

[税抜] \25,000

●材質：陶器 ●セット内容：特等 錦彩招福酉福鈴親子1
コ・1等 錦彩招福酉紅白福鈴2コ・2等 錦彩招福酉金銀
福鈴3コ・3等 酉みやび福鈴4コ・4等 吉祥の酉土鈴(大）8
コ・5等 吉祥の酉土鈴(小）10コ・6等 吉祥の酉土鈴（特小
）22コ・7等 招福鈴付干支のお守り50コ・抽選用品100人
用●パッケージ：発送用段ボール箱 

JPN78-38V

直送品

招福酉福鈴プレゼント50人用　（KK-7）

16N169

[税抜] \17,800

●材質：陶器 ●セット内容：特等 錦彩招福酉福鈴親子1
コ・1等 錦彩招福酉紅白福鈴2コ・2等 錦彩招福酉金銀
福鈴3コ・3等 酉みやび福鈴4コ・4等 吉祥の酉土鈴(大）5
コ・5等 吉祥の酉土鈴(小）6コ・6等 吉祥の酉土鈴（特小）
11コ・7等 招福鈴付干支のお守り18コ・抽選用品50人用
●パッケージ：発送用段ボール箱 

JPN78-38V

直送品

なつかしのおもちゃプレゼント100人用

16N170

[税抜] \15,000

●材質：紙・竹・ブリキ・ガラス ●セット内容：1等 紙フー
センセット10コ・2等 ビー玉10コ・3等 おはじき10コ・4等 
竹トンボ10コ・5等 ミニ凧10コ・6等 丸メンコ10コ・7等 紙ヨ
ーヨー10コ・8等 ミニトランプ10コ・9等 ちえのわ10コ・10
等 金魚つり10コ・抽選用品100人用●パッケージ：発送
用段ボール箱 

JPN83-43U

直送品

和凧洋凧プレゼント50人用

16N171

[税抜] \14,000

●材質：紙・ビニール・竹 ●セット内容：1等 スタントカイ
ト1コ・2等 六角凧1コ・3等 角凧3コ・4等 奴凧3コ・5等 ゲ
イラカイト6コ・6等 連凧6コ・7等 工作凧10コ・8等 ミニ凧
20コ・抽選くじ50枚・抽選箱1コ●パッケージ：発送用段ボ
ール箱 

JPN85-45U

直送品

日用雑貨おたのしみ福袋（中）　（6582）

16N174 指定不可

[税抜] \1,000

●セット内容：日用雑貨5点●本体サイズ：
315×315×110mm ●パッケージ：紙袋 25個 

CHN73-33T

直送品

※1梱未満は税抜650円の送料が別途必要になります。 

開けるのがドキドキ楽しい福袋！　※写真はセット例で
す。5グループより1点ずつ合計5点セットされます。　※
ご予算に合わせた福袋も承ります。

日用雑貨おたのしみ福袋（小）　（6581）

16N175 指定不可

[税抜] \550

●セット内容：日用雑貨4点●本体サイズ：
280×220×70mm ●パッケージ：紙袋 40個 

JPN73-33T

直送品

※1梱未満は税抜650円の送料が別途必要になります。 

開けるのがドキドキ楽しい福袋！　※写真はセット例で
す。4グループより1点ずつ合計4点セットされます。　※
ご予算に合わせた福袋も承ります。
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おもちゃおたのしみ福袋（小）　（6593）

16N176 指定不可

[税抜] \400

●セット内容：おもちゃ4～5種●本体サイズ：
280×220×70mm ●パッケージ：紙袋 80個 

JPN73-33V

直送品

※1梱未満は税抜650円の送料が別途必要になります。 

開けるのがドキドキ楽しい福袋！　※写真はセット例で
す。おもちゃ4～5種が入っています。※ご予算に合わせ
た福袋も承ります。

おもちゃおたのしみ福袋（ミニ）　（6592）

16N177 指定不可

[税抜] \250

●セット内容：おもちゃ3～4種●本体サイズ：
220×130×60mm ●パッケージ：紙袋 100個 

JPN73-33T

直送品

※1梱未満は税抜650円の送料が別途必要になります。 

開けるのがドキドキ楽しい福袋！　※写真はセット例で
す。おもちゃ3～4種が入っています。※ご予算に合わせ
た福袋も承ります。
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＜ハロウィン＞

ハロウィンお菓子巾着　（OK-50）

16N181

[税抜] \500

●材質：巾着袋/不織布 ●セット内容：巾着袋（中国）・
菓子5コ●パッケージサイズ：165×220mm ●パッケージ
：裸 90個 【乳・小麦】 

JPN73-33V

ＨＤハロウィンゴールドバケツ

16N182

[税抜] \500

●セット内容：バケツ（中国）・キャンディ72g●本体サイ
ズ：φ85×190mm ●パッケージ：ポリ袋 12個 

JPN85-45U

ハロウィン柄のバケツ缶にお菓子の詰合せです。

ハロウィンお菓子巾着　（OK-40）

16N183 指定不可

[税抜] \400

●材質：巾着袋/不織布 ●セット内容：巾着袋（中国）・
菓子4コ●パッケージサイズ：220×165mm ●パッケージ
：裸 100個 【乳・小麦・えび】 

JPN73-33V

ハロウィンデーミニバッグ・Ａ

16N184 指定不可

[税抜] \400

●セット内容：菓子詰合せ88ｇ（キャンディ・ラムネ・クッキ
ー）●重量：110g ●本体サイズ：145×115×60mm ●パ
ッケージ：紙袋 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

パンプキンフェースカップ・Ｓ

16N185

[税抜] \324

●セット内容：容器（中国）・菓子詰合せ45g（アメ・ラムネ
）●本体サイズ：φ75×150mm ●パッケージ：ポリ袋 24
個 

JPN85-45U

かぼちゃのお化け型容器にお菓子の詰合せです。

ハッピーハロウィンデーパック

16N186

[税抜] \200

●セット内容：菓子詰合せ54ｇ（キャンディ・ラムネ）●重
量：65g ●本体サイズ：160×100×45mm ●パッケージ：
ポリ袋 24個 

JPN85-45U

ハロウィンお菓子セット　（6735）

16N187 指定不可

[税抜] \100

●セット内容：キャンディ2コ・ラムネ2コ●本体サイズ：
100×95mm ●パッケージ：ポリ袋 300個 

JPN73-33V

ハロウィンデーピロー・ＣＡ 1袋150個入

16N188 指定不可

[税抜] \1,500

●パッケージサイズ：315×230×60mm ●パッケージ：
ポリ袋 6個 

JPN85-45U

ハロウィン柄の個包装紙にパンプキン味のキャンディが
入っています。※この商品は1袋150個入となります。1個
単価10円。
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＜バレンタインデー＞

キャラメルチョコＢＸ・ＶＤ

16N191

[税抜] \500

●セット内容：チョコレート52g●パッケージサイズ：
100×150×35mm ●パッケージ：化粧箱＋包装済 20個 
【乳】 

JPN85-45U

口どけの良いキャラメル味のチョコレートです。包装状態
でお届けします。

デリシャスゴールドＣＵ・ＶＤ

16N192

[税抜] \400

●セット内容：ミルクチョコ47g●パッケージサイズ：φ
75×150mm ●パッケージ：ポリ袋 20個 【乳】 

JPN85-45U

チョコっとね・ＶＳ

16N193

[税抜] \278

●セット内容：菓子詰合せ46g（チョコ・クッキー）●パッケ
ージサイズ：170×115×50mm ●パッケージ：ポリ袋 24
個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

テディベアミニパック・ＶＳ

16N194

[税抜] \200

●セット内容：菓子詰合せ30g（チョコ・クッキー）●パッケ
ージサイズ：180×100×40mm ●パッケージ：ポリ袋 24
個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45U

テディベア柄の袋に、テディベア型のチョコとクッキーが
入っています。

御礼チョコ

16N195 指定不可

[税抜] \200

●セット内容：チョコレート24g●本体サイズ：
140×100×10mm ●パッケージ：紙袋 40個 【乳】 

JPN85-45U

メッセージ入りののし袋にチョコを入れました。
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＜あったかグッズ＞

人感センサー セラミックヒーター　（YA-
S1201RHM(BK)）

16N201

[税抜] \8,000

●材質：ABS・PP ●機能：2段階パワー切替（
1200W/600W）・4時間自動OFFタイマー・転倒OFFスイッ
チ・スチーム ●セット内容：フィルター・取説・保証書●重
量：2.8kg ●電源：AC100V-1200W ●本体サイズ：
395×280×162mm ●パッケージサイズ：
442×315×195mm ●パッケージ：化粧箱 2個 

CHN88-48V

直送品

[法]PS-Eマーク 

人の動きを感知して自動で運転をオン・オフ。蒸気を発
生させ、乾燥しがちな部屋を快適にするスチーム機能付
。

ミニ  カーボンヒーター　（YA-C400S(WH)）

16N202A A/ホワイト

[税抜] \5,000

●材質：スチール・ABS・PP ●機能：転倒OFFスイッチ・
簡単PUSHスイッチ ●セット内容：取説・保証書●電源：
AC100V-400W ●本体サイズ：486×185×185mm ●パ
ッケージサイズ：525×158×155mm ●パッケージ：化粧
箱 6個 

CHN88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

お好みの場所に置けるミニタワータイプ。速暖・遠赤外
線効果で、身体の芯から温めます。

ミニ  カーボンヒーター　（YA-C400S(BK)）

16N202B B/ブラック

[税抜] \5,000

●材質：スチール・ABS・PP ●機能：転倒OFFスイッチ・
簡単PUSHスイッチ ●セット内容：取説・保証書●電源：
AC100V-400W ●本体サイズ：486×185×185mm ●パ
ッケージサイズ：525×158×155mm ●パッケージ：化粧
箱 6個 

CHN88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

お好みの場所に置けるミニタワータイプ。速暖・遠赤外
線効果で、身体の芯から温めます。

ミニ  カーボンヒーター　（YA-C400S(RD)）

16N202C C/レッド

[税抜] \5,000

●材質：スチール・ABS・PP ●機能：転倒OFFスイッチ・
簡単PUSHスイッチ ●セット内容：取説・保証書●電源：
AC100V-400W ●本体サイズ：486×185×185mm ●パ
ッケージサイズ：525×158×155mm ●パッケージ：化粧
箱 6個 

CHN88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

お好みの場所に置けるミニタワータイプ。速暖・遠赤外
線効果で、身体の芯から温めます。

ルームマット ミニ　（YGM-MR50P(NIV)）

16N203A A/アイボリー

[税抜] \5,000

●材質：ポリエステル100％ ●機能：手洗い・ダニ退治・
リバーシブル ●セット内容：取説・保証書●電源：
AC100V-50W ●本体サイズ：700×1000mm ●パッケー
ジサイズ：175×330×175mm ●パッケージ：筒型PVCケ
ース 4個 

MAS88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

柄×無地のリバーシブルでパーソナルサイズのホットマ
ット。丸ごと手洗いができるので清潔にお使いいただけ
ます。

ルームマット ミニ　（YGM-MR50P(NPK)）

16N203B B/ピンク

[税抜] \5,000

●材質：ポリエステル100％ ●機能：手洗い・ダニ退治・
リバーシブル ●セット内容：取説・保証書●電源：
AC100V-50W ●本体サイズ：700×1000mm ●パッケー
ジサイズ：175×330×175mm ●パッケージ：筒型PVCケ
ース 4個 

MAS88-48U

直送品

[法]PS-Eマーク 

柄×無地のリバーシブルでパーソナルサイズのホットマ
ット。丸ごと手洗いができるので清潔にお使いいただけ
ます。

電気ホットクッション　（YC-K60N）

16N204

[税抜] \3,000

●材質：ポリエステル100％ ●機能：2段階パワー切替 
●セット内容：取説・保証書●重量：550g ●電源：
AC100V-70W ●本体サイズ：600×600mm ●パッケー
ジサイズ：660×770×15mm ●パッケージ：ヘッダー付ポ
リ袋 10個 

CHN90-50V

直送品

[法]PS-Eマーク 

電気ひざ掛け毛布　（YYB-H50P(RX)）

16N205

[税抜] \5,000

●材質：ポリエステル100％ ●機能：手洗い・ダニ退治 
●セット内容：取説・保証書●電源：AC100V-55W ●本
体サイズ：800×1200mm ●パッケージサイズ：
318×284×85mm ●パッケージ：化粧箱 5個 

CHN90-50U

直送品

[法]PS-Eマーク 

腰まわりや足元を暖め快適暖房。オフィスなど肌寒く感
じる方に。
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ほんわかアニマルロールクッションブランケ
ット　（2837）

16N206 指定不可

[税抜] \1,600

●材質：ポリエステル・PP綿 ●セット内容：取説●重量：
350g ●本体サイズ：クッション/φ210×260mm・ブランケ
ット/600×750mm ●パッケージサイズ：φ210×260mm 
●パッケージ：PP袋 12個 

CHN65-25S

ブランケットが収納できる便利でかわいいクッション。ちょ
っとしたうたた寝や足枕に。

ほんわかアニマルフットウォーマー　（2836）

16N207 指定不可

[税抜] \1,100

●材質：表/ポリエステル・中/PP、アルミ蒸着シート、
PUR ●セット内容：取説●重量：190g ●本体サイズ：
300×280×100mm ●パッケージサイズ：
340×370×100mm ●パッケージ：ポリ袋 30個 

CHN65-25S

かわいくてふかふか！足を入れるだけで暖かいフットウ
ォーマー。電気不要のエコライフを。

アロマ ホット＆アイス アイピロー　（LAM-
02LA）

16N208A A/ネコ

[税抜] \1,400

●材質：ポリエステル ●機能：芳香（A/ラベンダーの香
り・B/ローズの香り） ●重量：140g ●本体サイズ：
220×130×24mm ●パッケージサイズ：
256×132×25mm ●パッケージ：プラケース 96個 ●名
入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：15×35mm 

CHN75-35T

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

アロマ ホット＆アイス アイピロー　（LAM-
02RO）

16N208B B/イヌ

[税抜] \1,400

●材質：ポリエステル ●機能：芳香（A/ラベンダーの香
り・B/ローズの香り） ●重量：140g ●本体サイズ：
220×130×24mm ●パッケージサイズ：
256×132×25mm ●パッケージ：プラケース 96個 ●名
入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：15×35mm 

CHN75-35T

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

あったかカイロポーチ　（LAM-01LA）

16N209A A/ネコ

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル ●機能：芳香（A/ラベンダーの香
り・B/ローズの香り） ●重量：46g ●本体サイズ：
148×85×25mm ●パッケージサイズ：
225×125×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 120
個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm 

CHN75-35T

手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで心も体もリラック
スさせてくれるカイロ袋です。ポーチとしても使えます。

あったかカイロポーチ　（LAM-01RO）

16N209B B/イヌ

[税抜] \1,200

●材質：ポリエステル ●機能：芳香（A/ラベンダーの香
り・B/ローズの香り） ●重量：46g ●本体サイズ：
148×85×25mm ●パッケージサイズ：
225×125×25mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 120
個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm 

CHN75-35T

手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで心も体もリラック
スさせてくれるカイロ袋です。ポーチとしても使えます。

オールシーズンブランケット　（6464）

16N210 指定不可

[税抜] \600

●材質：ポリエステル ●機能：リバーシブル ●セット内
容：取説●重量：92g ●本体サイズ：500×800mm ●パ
ッケージサイズ：180×290×25mm ●パッケージ：PP袋 
120個 

CHN70-30S

片面がフリース・もう片面がパイル地のリバーシブル仕
様で、１年中つかえるブランケットです。

スマホ手袋　（SC-1512）

16N211 指定不可

[税抜] \300

●材質：アクリル・サンダーロン ●重量：38g ●本体サイ
ズ：145×220×5mm ●パッケージサイズ：
145×220×10mm ●パッケージ：ポリ袋 250個 

CHN70-30S

指先に電導糸を使っているので、着用したままスマホの
操作ができます。

アーガイル柄フリースブランケット　（JM-
809）

16N212 指定不可

[税抜] \600

●材質：ポリエステル ●重量：134g ●本体サイズ：
600×900×3mm ●パッケージサイズ：
330×250×45mm ●パッケージ：PP袋 60個 

CHN60-20S

アーガイル柄がオシャレなフリース製のブランケットです
。
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アーガイル柄フリースネックウォーマー　（
JM-807）

16N213 指定不可

[税抜] \430

●材質：ポリエステル ●重量：47g ●本体サイズ：
240×280×10mm ●パッケージサイズ：
270×165×25mm ●パッケージ：PP袋 180個 

CHN60-20S

アーガイル柄がかわいいフリース製ネックウオーマー。フ
リーサイズで男女兼用でお使いいただけます。

アーガイル柄フリース手袋　（JM-808）

16N214 指定不可

[税抜] \500

●材質：ポリエステル ●重量：38g ●本体サイズ：
230×130×10mm ●パッケージサイズ：
235×145×25mm ●パッケージ：PP袋 180個 

CHN60-20S

アーガイル柄がかわいいフリース製の手袋です。フリー
サイズで男女兼用でお使いいただけます。

アーガイル柄ハンドウォーマー　（JM-812）

16N215 指定不可

[税抜] \420

●材質：ポリエステル ●重量：31g ●本体サイズ：
200×110×30mm ●パッケージサイズ：
230×140×40mm ●パッケージ：PP袋 120個 

CHN60-20S

指が自由に使えるので、細かな作業やスマートフォンに
も便利です。

楽々レギュラーカイロ（貼る）　（90080002）

16N216

[税抜] \50

●機能： 高温度63℃・平均温度52℃ ●本体サイズ：
87×110×3mm ●パッケージサイズ：110×140×5mm 
●パッケージ：ピロー包装 240個 ●名入：台紙/0-22-
22-1000-O ●名入サイズ：110×140mm 

CHN65-25U

楽々レギュラーカイロ（貼らない）　（
90082004）

16N217

[税抜] \49

●機能： 高温度70℃・平均温度56℃ ●本体サイズ：
82×105×3mm ●パッケージサイズ：110×140×5mm 
●パッケージ：ピロー包装 240個 ●名入：台紙/0-22-
22-1000-O ●名入サイズ：110×140mm 

CHN65-25U

らくらくミニカイロ（貼る）　（90084001）

16N218

[税抜] \33

●機能： 高温度63℃・平均温度52℃ ●本体サイズ：
70×95×3mm ●パッケージサイズ：90×120×5mm ●
パッケージ：ピロー包装 480個 ●名入：台紙/0-16-17-
1000-O ●名入サイズ：90×120mm 

CHN65-25U

らくらくミニカイロ（貼らない）　（90086003）

16N219

[税抜] \29

●機能： 高温度70℃・平均温度58℃ ●本体サイズ：
60×90×3mm ●パッケージサイズ：90×120×5mm ●
パッケージ：ピロー包装 480個 ●名入：台紙/0-18-22-
1000-O ●名入サイズ：90×120mm 

CHN65-25U
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＜冬の味覚＞

スギモト 松阪牛 ステーキ用

16N225

[税抜] \15,000

●セット内容：ロース肉計370g（2枚）・取説●パッケージ
サイズ：200×300×100mm ●パッケージ：化粧箱 

JPN00-60Y

直送品

※消費期限は出荷日より4日となります。 

明治33年創業の老舗「スギモト」の厳選された松阪牛。
脂肪と赤身のバランスが優れ、その見事な霜降りは牛
肉の芸術品と称される逸品です。＜冷蔵便＞

スギモト 松阪牛 すき焼用

16N226

[税抜] \10,000

●セット内容：モモ、肩ロース肉計450g・わりした170g・取
説●パッケージサイズ：200×300×100mm ●パッケー
ジ：化粧箱 【小麦】 

JPN00-60V

直送品

※消費期限は出荷日より4日となります。 

明治33年創業の老舗「スギモト」の厳選された松阪牛。
脂肪と赤身のバランスが優れ、その見事な霜降りは牛
肉の芸術品と称される逸品です。＜冷蔵便＞

徳島 天然冷凍伊勢海老　（2940006）

16N227

[税抜] \8,000

●セット内容：伊勢海老約150g×2●パッケージサイズ：
250×190×80mm ●パッケージ：段ボール箱 【えび】 

JPN00-60S

直送品

徳島県沿岸の良質な磯で育った天然伊勢海老。プリプリ
とした身は天ぷらや鍋などに、残りの頭や殻は味噌汁の
具として余すことなく楽しめます。＜冷凍便＞

ずわいかに爪　（2678）

16N228

[税抜] \5,000

●セット内容：ずわい蟹爪450g（ロシア産orカナダ産orア
メリカ産）●パッケージサイズ：200×280×60mm ●パッ
ケージ：白無地段ボール箱 【かに】 

JPN95-55S

直送品

ずわいかに爪を食べやすくむき身にしボイル冷凍しまし
た。＜冷凍便＞

生活食房 生がうまい 美味しさギフト　（GW-
30）

16N229

[税抜] \3,000

●セット内容：キッコーマンしぼりたて生しょうゆ
450mL×2・ヤマサまる生ぽん酢360mL・サンビシ無添加
純生しょうゆ360mL・キッコーマン超特選生しょうゆ
330mL・Ｓ&Ｂおろし生しょうが40g●重量：2.8kg ●パッケ
ージサイズ：235×368×66mm ●パッケージ：化粧箱 6
個 【小麦】 

JPN90-50S

生活食房 生がうまい 美味しさギフト　（GW-
20）

16N230

[税抜] \2,000

●セット内容：ヤマサまる生ぽん酢360mL・サンビシ無添
加純生しょうゆ360mL・キッコーマン超特選生しょうゆ
330mL・Ｓ&Ｂおろし生しょうが40g●重量：1.5kg ●パッケ
ージサイズ：235×225×66mm ●パッケージ：化粧箱 12
個 【小麦】 

JPN90-50S

生活食房 鍋もの食べくらべ　（NW-20）

16N231

[税抜] \2,000

●セット内容：ちゃんこ鍋スープ750g・博多華味鳥もつ鍋
スープ600g・キムチ鍋スープ750g・マロニー100g●パッケ
ージサイズ：235×368×66mm ●パッケージ：化粧箱 6
個 【小麦】 

JPN90-50V

生活食房 秋冬味覚セット　（SP-15）

16N232

[税抜] \1,500

●セット内容：プチッと鍋塩鍋（23g×6）・プチッと鍋キム
チ鍋（23g×6）・味ぽん190mL●パッケージサイズ：
200×360×60mm ●パッケージ：無地箱 10個 【乳】 

JPN90-50S
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スープギフト ６４℃　（M-S15）

16N233

[税抜] \1,500

●セット内容：コーンスープ17g×3・中華わかめスープ
3g×3・洋風オニオンスープ7g×3・欧風野菜スープ
10g×3●パッケージサイズ：120×225×70mm ●パッケ
ージ：化粧箱 27個 【乳・小麦】 

JPN80-40U

64℃は飲む時に温かく、体を温める美味しいスープです
。

スープギフト ６４℃　（M-S10）

16N234

[税抜] \1,000

●セット内容：コーンスープ17g×2・中華わかめスープ
3g×2・洋風オニオンスープ7g×2・欧風野菜スープ
10g×2●パッケージサイズ：120×225×70mm ●パッケ
ージ：化粧箱 27個 【乳・小麦】 

JPN80-40U

64℃は飲む時に温かく、体を温める美味しいスープです
。

兼六の華　（KRH-10）

16N235

[税抜] \1,000

●セット内容：黒糖ごまざらめ×6･黒五×3･紫いも×3･
えびまめ花煎餅×4･つぶやきサラダ×4●パッケージサ
イズ：250×250×45mm ●パッケージ：化粧箱+包装済 
15個 【小麦・えび】 

JPN80-40S

国産米100%の煎餅の詰合せです。加賀友禅をモチーフ
にし色鮮やかにパッケージされた目でも楽しめる米菓ギ
フトです。包装状態でお届けします。

ぜんざいギフト８個入　（BZ-8）

16N236

[税抜] \800

●セット内容：ぜんざい58g×8コ●パッケージサイズ：
297×165×60mm ●パッケージ：化粧箱+包装済 12個 

JPN80-40S

上品な味わいのぜんざいをとろ～り仕上げました。包装
状態でお届けします。
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＜冬の生活雑貨＞

象印 ふとん乾燥機　（RF-AB20-CA）

16N241

[税抜] \23,200

●材質：PP ●機能：低温乾燥コース（運転時間120分）・
エココース ●セット内容：取説・保証書●重量：4.1kg ●
電源：AC100V-655W ●本体サイズ：
130×335×350mm ●パッケージサイズ：
175×340×475mm ●パッケージ：化粧箱 1個 

CHN83-43U

[法]PS-Eマーク [品]S-JETマーク 

面倒なマットやホースを使わなくても布団の隅々まで風
が行き渡る、簡単で使い易いふとん乾燥機です。季節や
節電、ダニ対策など7つのおまかせ運転搭載。

パーソナル脱水機 ダッスィー　（SD-3500）

16N242

[税抜] \20,000

●材質：PP・ステンレス・ABS・EVA ●機能：高速脱水/
毎分2500～2700回転・大容量脱水2.5kg ●セット内容：
セーフティキャップ・取説・保証書●重量：8.4kg ●電源：
AC100V-280W ●本体サイズ：345×360×605mm ●パ
ッケージサイズ：400×395×640mm ●パッケージ：段ボ
ール箱 1個 

CHN85-45V

直送品

[法]PS-Eマーク 

洗濯物の乾燥時間を大幅に短縮！（脱水5分）洗濯物が
乾きにくい梅雨時や冬の寒い日、外干しできない花粉の
季節にも大活躍します。

プチ毛玉フリー　（H03）

16N243A A/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \500

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン ●重量：6g ●本体サイズ
：132×24×9mm ●パッケージサイズ：155×95×10mm 
●パッケージ：OPP袋 100個 

CHN70-30S

エチケットブラシの生地に特殊加工を施した毛玉取り。
頑固な毛玉も簡単に取れます。

プチ毛玉フリー　（H03）

16N243B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \500

●材質：ABS・ブラシ/ナイロン ●重量：6g ●本体サイズ
：132×24×9mm ●パッケージサイズ：155×95×10mm 
●パッケージ：OPP袋 100個 

CHN70-30S

エチケットブラシの生地に特殊加工を施した毛玉取り。
頑固な毛玉も簡単に取れます。

ナチュレ ザルonボウル２　（ZOB2）

16N244

[税抜] \700

●材質：PP ●機能：抗菌 ●セット内容：ボウル
450mL×2・ザル×2●重量：240g ●本体サイズ：
140×160×60mm ●パッケージサイズ：
210×85×220mm ●パッケージ：PP袋 54個 

JPN65-25S

水切りザルがついたボウルの2セットです。安定して積み
重ねができる切り込み入り。ボウルとザルを向かい合わ
せにして上下に振れば水切りができます。

ナチュレ ザルonパック　（ZOP）

16N245

[税抜] \600

●材質：PP ●機能：抗菌 ●セット内容：ボウル450mL・
ザル・フタ●重量：170g ●本体サイズ：
140×160×110mm ●パッケージサイズ：
210×70×220mm ●パッケージ：PP袋 54個 

JPN65-25S

水切りザルがついたボウルのセットです。安定して積み
重ねができる切り込み入り。ボウルとザルを向かい合わ
せにして上下に振れば水切りができます。

ナチュレ ミールカップ　（MCC）

16N246A A/クリアー

[税抜] \500

●材質：アクリル ●機能：目盛り付 ●重量：86g ●容量
：250mL ●本体サイズ：122×187×48mm ●パッケージ
サイズ：125×182×50mm ●パッケージ：化粧箱 80個 

JPN70-30S

お玉、菜ばし、しゃもじなどを置ける便利なカップ。たまご
が溶きやすく注ぎやすい形状なのでお鍋のシメの雑炊に
も便利。内側に計量目盛がついています。

ナチュレ ミールカップ　（MCP）

16N246B B/ピンク

[税抜] \500

●材質：アクリル ●機能：目盛り付 ●重量：86g ●容量
：250mL ●本体サイズ：122×187×48mm ●パッケージ
サイズ：125×182×50mm ●パッケージ：化粧箱 80個 

JPN70-30S

お玉、菜ばし、しゃもじなどを置ける便利なカップ。たまご
が溶きやすく注ぎやすい形状なのでお鍋のシメの雑炊に
も便利。内側に計量目盛がついています。
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プリザーブドグリーン こぼん　（AR1227001）

16N248A A/南天×苔玉

[税抜] \1,500

●材質：陶器 ●重量：115g ●本体サイズ：A、D/全長約
10cm・B、C/全長約9cm ●パッケージサイズ：
120×100×85mm ●パッケージ：プラケース 48個 

JPN80-40U

プリザーブドグリーンで楽しむ小さな盆栽。手入れ不要
で、みずみずしさとソフトな質感が長期間継続します。　

プリザーブドグリーン こぼん　（AR1227002）

16N248B B/ﾀﾞﾊﾞﾘｱﾌｧｰﾝ苔玉

[税抜] \1,500

●材質：陶器 ●重量：115g ●本体サイズ：A、D/全長約
10cm・B、C/全長約9cm ●パッケージサイズ：
120×100×85mm ●パッケージ：プラケース 48個 

JPN80-40U

プリザーブドグリーンで楽しむ小さな盆栽。手入れ不要
で、みずみずしさとソフトな質感が長期間継続します。　

プリザーブドグリーン こぼん　（AR1227003）

16N248C C/ｱｼﾞｱﾝﾀﾑ×ﾓｽ

[税抜] \1,500

●材質：陶器 ●重量：115g ●本体サイズ：A、D/全長約
10cm・B、C/全長約9cm ●パッケージサイズ：
120×100×85mm ●パッケージ：プラケース 48個 

JPN80-40U

プリザーブドグリーンで楽しむ小さな盆栽。手入れ不要
で、みずみずしさとソフトな質感が長期間継続します。　

プリザーブドグリーン こぼん　（AR1227004）

16N248D D/ツゲ×モス

[税抜] \1,500

●材質：陶器 ●重量：115g ●本体サイズ：A、D/全長約
10cm・B、C/全長約9cm ●パッケージサイズ：
120×100×85mm ●パッケージ：プラケース 48個 

JPN80-40U

プリザーブドグリーンで楽しむ小さな盆栽。手入れ不要
で、みずみずしさとソフトな質感が長期間継続します。　

金箔浴　（HKI-RO）

16N251

[税抜] \800

●機能：保湿（ヒアルロン酸・コラーゲン）・金箔入り ●セ
ット内容：液体入浴剤80mL●重量：100g ●パッケージサ
イズ：155×93×17mm ●パッケージ：ヘッダー付プラケ
ース 24個 

JPN75-35S

[法]化粧品 

金箔入りの贅沢気分を味わえる入浴剤。ヒアルロン酸・
コラーゲン配合。

ゴールドポリバッグ１４枚入　（KK-014）

16N252

[税抜] \130

●材質：PE ●重量：60g ●本体サイズ：ポリバッグ
/380×200×マチ100mm ●パッケージサイズ：
85×240×40mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：
箱 /30-17-22-1000-Ｌ ●名入サイズ：45×45mm 

VIE70-30S

中のポリバッグも金色！ インパクト大の金塊販促グッズ
。金塊の中からマチ付で使いやすい金色ポリバッグが出
てきます。

江戸前寿司詰め合わせパック キャンディ

16N253

[税抜] \480

●セット内容：キャンディ10個●重量：70ｇ ●本体サイズ
：125×90×20mm ●パッケージ：ポリ袋 24個 

JPN85-45U

まるでお寿司のようなキャンディの詰め合わせです。

食べちゃダメだよ！スイーツハンドタオル　（
0508701）

16N254 指定不可

[税抜] \130

●材質：綿 ●セット内容：取説●重量：15ｇ ●本体サイ
ズ：215×205mm ●パッケージサイズ：208×223×2mm 
●パッケージ：PP袋 480個 

CHN70-30U

スィートな見た目で女子の視線をくぎ付け！

わくわくスライダー　（000055650）

16N255 指定不可

[税抜] \800

●材質：PE ●重量：230g ●パッケージサイズ：
560×370×60mm ●パッケージ：ポリ袋 48個 

CHN80-40V

わんぱくキッズに贈る雪・草用スライダー。ローラー滑り
台でも大活躍！



WEB ウインターナウ２０１６

日本昔話かるた　（160-056）

16N256

[税抜] \500

●材質：紙 ●機能：昔話44話 ●セット内容：絵札44枚・
文字札44枚・取説●重量：149g ●パッケージサイズ：
35×147×192mm ●パッケージ：シュリンク 48個 

CHN78-38U

[品]STマーク 

かるたシリーズに読み上げアプリがつきました！ 読み手
がいない時でもスマートフォンがかるたの読み上げ役に
なってくれます（ダウンロード無料）

犬棒かるた　（160-055）

16N257

[税抜] \500

●材質：紙 ●機能：ことわざ・慣用句44種類 ●セット内
容：絵札44枚・文字札44枚・取説●重量：149g ●パッケ
ージサイズ：35×147×192mm ●パッケージ：化粧箱 48
個 

CHN78-38U

[品]STマーク 

かるたシリーズに読み上げアプリがつきました！ 読み手
がいない時でもスマートフォンがかるたの読み上げ役に
なってくれます（ダウンロード無料）
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＜インフルエンザ
対策＞

タニタ コンディションセンサー シラセル　（
TT-555-RD）

16N271A A/レッド

[税抜] \5,000

●材質：PC・ABS・PMMA ●機能：お知らせ/音声・４色
の光：熱中症(赤)、カビ・ダニ(紫)、食中毒(緑)、季節性イ
ンフルエンザ(青) ●セット内容：取説・保証書●重量：
190g ●電源：モニター単3×4(添) ●本体サイズ：φ
99×118mm ●パッケージサイズ：118×118×138mm ●
パッケージ：化粧箱 12個 

CHN80-40S

熱中症(赤)・カビダニ(紫)・食中毒(緑)・インフルエンザ(青
)が発生しやすい環境を4色の光でお知らせ。さらに対策
方法を音声でアナウンスします。

タニタ コンディションセンサー シラセル　（
TT-555-BL）

16N271B B/ブルー

[税抜] \5,000

●材質：PC・ABS・PMMA ●機能：お知らせ/音声・４色
の光：熱中症(赤)、カビ・ダニ(紫)、食中毒(緑)、季節性イ
ンフルエンザ(青) ●セット内容：取説・保証書●重量：
190g ●電源：モニター単3×4(添) ●本体サイズ：φ
99×118mm ●パッケージサイズ：118×118×138mm ●
パッケージ：化粧箱 12個 

CHN80-40S

熱中症(赤)・カビダニ(紫)・食中毒(緑)・インフルエンザ(青
)が発生しやすい環境を4色の光でお知らせ。さらに対策
方法を音声でアナウンスします。

エンペックス オールシーズン環境管理 温
度 湿度計　（TM-7481K）

16N272

[税抜] \3,500

●材質：PS・ガラス ●機能：温度計・湿度計・熱中症・イ
ンフルエンザ注意 ●セット内容：取説・保証書●重量：
180g ●本体サイズ：140×140×29mm ●パッケージサ
イズ：145×150×37mm ●パッケージ：化粧箱 24個 ●
名入：70-72-16-50-S ●名入サイズ：20×25mm 

JPN75-35U

温度と湿度が密接に関係する「季節性インフルエンザ」「
熱中症」2つの注意目安がひと目で確認できるオールイ
ンワン温湿度計。

Ａ&Ｄ みはりん坊Ｗ　（AD-5687）

16N273

[税抜] \3,200

●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●重量：35g 
●電源：モニターCR2032×1（内） ●本体サイズ：
82×47×12.5mm ●パッケージサイズ：
165×98×25mm ●パッケージ：化粧箱 10個 

CHN80-40S

冬はインフルエンザ対策、夏は熱中症対策に使えるポー
タブルタイプの環境指数計です。壁掛けとストラップの2
通りで使えます。

超音波加湿器  うるおいリング

16N274

[税抜] \10,000

●材質：ABS・PS・PP ●セット内容：取説・保証書●重量
：1060g ●容量：タンク/1800mL ●電源：AC100V-16W 
●本体サイズ：240×155×265mm ●パッケージサイズ：
285×300×205mm ●パッケージ：化粧箱 6個 

CHN70-30S

[法]PS-Eマーク 

超音波で水を霧吹状にして部屋中に拡散・加湿をします
。アロマトレー付きでお好みの香りを楽しむことができま
す。

超音波加湿器  うるおいたまご

16N275

[税抜] \8,800

●材質：HIPS・PP・PS ●セット内容：噴霧口（ノズルA・ノ
ズルB）・取説・保証書●重量：670g ●容量：タンク/2.4L 
●電源：AC100V-27W ●本体サイズ：ノズルA/φ
190×260mm・ノズルB/φ190×280mm ●パッケージサ
イズ：200×200×240mm ●パッケージ：化粧箱 8個 

CHN70-30S

[法]PS-Eマーク 

超音波で水を霧吹状にして部屋中に拡散・加湿をします
。ＬＥＤで虹色に光ります。ＬＥＤの単独使用が可能なの
で常夜灯としても使えます。

オートディスペンサー　（SD-904WT）

16N276A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \5,000

●材質：ABS・シリコン ●機能：赤外線センサー・液体せ
っけん、ハンドソープ用 ●セット内容：取説・保証書●重
量：320g ●容量：タンク/180mL ●電源：単4×4（別） ●
本体サイズ：81×138×223mm ●パッケージサイズ：
106×122×234mm ●パッケージ：化粧箱 12個 

CHN70-30V

両手が汚れていても大丈夫！手をかざすだけでセンサ
ーが反応してソープ液が出るので衛生的です。

オートディスペンサー　（SD-904BK）

16N276B B/ﾌﾞﾗｯｸ

[税抜] \5,000

●材質：ABS・シリコン ●機能：赤外線センサー・液体せ
っけん、ハンドソープ用 ●セット内容：取説・保証書●重
量：320g ●容量：タンク/180mL ●電源：単4×4（別） ●
本体サイズ：81×138×223mm ●パッケージサイズ：
106×122×234mm ●パッケージ：化粧箱 12個 

CHN70-30V

両手が汚れていても大丈夫！手をかざすだけでセンサ
ーが反応してソープ液が出るので衛生的です。
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Ａ＆Ｄ 非接触体温計　（UTR-701A-JC）

16N277A A/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：体温計モード・温度計モード・室内
温度表示・発熱アラーム・25メモリ ●セット内容：保護キ
ャップ・取説・保証書●重量：60g ●電源：モニター
CR2032×1（添） ●本体サイズ：81×46×40mm ●パッ
ケージサイズ：150×98×43mm ●パッケージ：化粧箱 
10個 

CHN78-38U

[法]医療機器226AFBZX00169000 

おでこに触れずに1秒で検温！　感染防止・消毒不要の
非接触赤外線式体温計です。温度計、室温計としても使
えます。

Ａ＆Ｄ 非接触体温計　（UTR-701A-JC1）

16N277B B/ｲｴﾛｰ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：体温計モード・温度計モード・室内
温度表示・発熱アラーム・25メモリ ●セット内容：保護キ
ャップ・取説・保証書●重量：60g ●電源：モニター
CR2032×1（添） ●本体サイズ：81×46×40mm ●パッ
ケージサイズ：150×98×43mm ●パッケージ：化粧箱 
10個 

CHN78-38U

[法]医療機器226AFBZX00169000 

おでこに触れずに1秒で検温！　感染防止・消毒不要の
非接触赤外線式体温計です。温度計、室温計としても使
えます。

Ａ＆Ｄ 非接触体温計　（UTR-701A-JC2）

16N277C C/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \5,000

●材質：ABS ●機能：体温計モード・温度計モード・室内
温度表示・発熱アラーム・25メモリ ●セット内容：保護キ
ャップ・取説・保証書●重量：60g ●電源：モニター
CR2032×1（添） ●本体サイズ：81×46×40mm ●パッ
ケージサイズ：150×98×43mm ●パッケージ：化粧箱 
10個 

CHN78-38U

[法]医療機器226AFBZX00169000 

おでこに触れずに1秒で検温！　感染防止・消毒不要の
非接触赤外線式体温計です。温度計、室温計としても使
えます。

発熱チェックカード　（HC-11）

16N278

[税抜] \100

●材質：紙・表面PP樹脂貼り加工 ●機能：簡易体温計 
●重量：2g ●本体サイズ：55×85mm ●パッケージサイ
ズ：60×90mm ●パッケージ：OPPカードケース 500個 
●名入：裏面/40-12-16-200-Ｋ ●名入サイズ：
45×75mm 

JPN65-25U

ひたいに5秒あてるだけの簡易体温計です。

アルコール除菌ジェル・18P　（HAJ-JB）

16N279

[税抜] \360

●材質：エタノール ●セット内容：除菌ジェル1.5mL×18
●重量：55g ●本体サイズ：1包/40×2×100mm ●パッ
ケージサイズ：40×50×103mm ●パッケージ：化粧箱 
24個 

JPN80-40V

携帯用だからいつでもどこでも手軽に除菌ができます。
ジェルタイプだから使いやすく、すぐ乾いてベタつきませ
ん。

除菌スーパーハンドジェル5P　（6R0500）

16N280

[税抜] \170

●セット内容：除菌ジェル1.3mL×5包・取説●本体サイ
ズ：100×40×2mm ●パッケージサイズ：
105×90×5mm ●パッケージ：たとう式ケース 500個 ●
名入：たとう式ケース/65-12-17-500-K ●名入サイズ：
12×70mm 

JPN70-30S

携帯に便利な分包タイプの除菌ジェルです。外出先での
お食事前やトイレの便座、ペットに触れたあとなど、使い
方いろいろ。

日本製不織布マスク3枚入　（JF-001）

16N281

[税抜] \250

●材質：不織布・口元側/綿100% ●セット内容：取説●
パッケージサイズ：245×125×8mm ●パッケージ：アル
ミ袋 400個 

JPN60-20S

PFE試験（微粒子捕集効率0.1μm）99%フィルターの採用
で、ウイルス飛沫、PM2.5飛沫対策に。

サンフィットマスク7枚入り個別包装　（
FM3304）

16N282

[税抜] \200

●材質：レーヨンPP不織布 ●重量：25g ●本体サイズ：
95×165mm ●パッケージサイズ：245×130×15mm ●
パッケージ：PP袋 480個 

CHN65-25T

1枚ずつ個別包装なので便利！口元側はガーゼ調レー
ヨン入り不織布で柔らかいマスクです。PFE試験（微粒子
捕集効率0.1μm）99%フィルター採用。

ネピア 鼻セレブ ティシュITSUMO

16N283

[税抜] \200

●材質：パルプ100% ●セット内容：50組（100枚）●重量：
70g ●パッケージサイズ：125×15×220mm ●パッケー
ジ：ヘッダー付ポリ袋 100個 

JPN83-43V

いつも一緒に連れていける「鼻セレブ」。ダブル保湿でし
っとりやわらかな鼻ざわり。デリケートなお肌の方に、風
邪や花粉症、メイクケアにも 適です。
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ネピア 鼻セレブ ポケットティシュ4コパック

16N284

[税抜] \200

●材質：パルプ100% ●セット内容：12組（24枚）×4●重
量：66g ●パッケージサイズ：115×22×155mm ●パッケ
ージ：ヘッダー付ポリ袋 100個 

JPN83-43V

いつも一緒に連れていける「鼻セレブ」。ダブル保湿でし
っとりやわらかな鼻ざわり。デリケートなお肌の方に、風
邪や花粉症、メイクケアにも 適です。

ウェットティッシュスリム除菌10枚　（
00016013）

16N285

[税抜] \100

●材質：レーヨン不織布 ●セット内容：ウェットティッシュ
（140×200mm）10枚●パッケージサイズ：
70×135×15mm ●パッケージ：ピロー包装 200個 ●名
入：外袋フラップ/40-18-22-1000-凸版 ●名入サイズ：
40×75mm 

JPN65-25U

柔らかな肌心地のレーヨン不織布を使用。アルコールを
30%以上配合した除菌タイプです。
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＜年末大掃除＞

ブラック＋デッカー 高圧洗浄機 ワイドジェッ
ト　（PW1800WS）

16N291

[税抜] \36,000

●機能： 大吐出圧力9Mpa・ 大吐出水量360L/h ●セ
ット内容：高圧ホース・延長高圧ホース・3in1ノズル・バリ
アブルノズル・ワイドジェットブラシ・洗浄ブラシ・水道ホー
ス・水道ホースバンド・取説・保証書●電源：AC100V-
1200W ●本体サイズ：385×330×790mm ●パッケージ
サイズ：405×440×845mm ●パッケージ：化粧箱 1個 

CHN80-40U

[法]PS-Eマーク 

必要なアクセサリを網羅した高圧洗浄機！直径22cmワ
イドノズルで一気にお掃除。高圧ホース巻取システム＋
アクセサリ本体収納設計でスマート収納！

ブラック＋デッカー スチームモップ　（
FSM1215）

16N292

[税抜] \15,000

●材質：ABS ●機能：起動時間約30秒・組立式 ●セット
内容：マイクロファイバーパッド×2・カーペットスライダー
スタンドマット・取説・保証書●重量：3.1kg ●容量：タンク
/350mL ●電源：AC100V-1200W ●本体サイズ：
295×170×1100mm ●パッケージサイズ：
302×139×676mm ●パッケージ：化粧箱 2個 

CHN73-33V

高温スチームで掃除機では落ちないフローリングの皮脂
汚れなどもスッキリ落とします。水だけで除菌ができるの
で小さいお子様やペットのいる家庭でも安心。

ツインバード 洗車サポートクリーナー カー
メンテナンスα　（HC-E255S）

16N293

[税抜] \30,000

●機能：吸込仕事率50W～5W ●セット内容：送風用ホー
ス･送風用ノズル･吸込用伸縮ホース･ピンポイントロング
ノズル･ピンポイントブラシ･フロアノズル･シートブラシ･シ
ョルダーベルト･ベルトフック･収納バッグ・取説・保証書
●電源：AC100V-850W ●本体サイズ：
290×200×360mm ●パッケージサイズ：
530×250×440mm ●パッケージ：化粧箱 2個 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

洗車後の水滴をブロワーで吹き飛ばし、さらに室内も掃
除。愛車の洗車をサポートする、「吹く」「吸う」2WAYクリ
ーナーです。収納用バッグ付。

加圧式パイプレスキュー　（FP-248）

16N294

[税抜] \3,600

●材質：ABS・PC・PVC・シリコンゴム ●セット内容：本体
･先端ゴム（大、小）･交換用加圧ゴム・取説●重量：
255g ●パッケージサイズ：255×245×75mm ●パッケー
ジ：化粧箱 24個 

CHN75-35S

排水口のつまり予防・解消に！空気の力で汚れを押し
流す加圧式パイプクリーナーです。

シード 住まいの消しゴム　（SK-MZA1）

16N295A A/水あか汚れ

[税抜] \680

●材質：合成ゴム・研磨剤 ●セット内容：取説●重量：
36g ●本体サイズ：14×66×53mm ●パッケージサイズ
：25×80×180mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN75-35S

A/洗面器・浴槽の水アカに、壁のウロコ落としに！B/壁
面、クロスの黒ずみに、黄ばみ、手アカ汚れに！

シード 住まいの消しゴム　（SK-KBE1）

16N295B B/壁の汚れ

[税抜] \680

●材質：合成ゴム・研磨剤 ●セット内容：取説●重量：
36g ●本体サイズ：14×66×53mm ●パッケージサイズ
：25×80×180mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN75-35S

A/洗面器・浴槽の水アカに、壁のウロコ落としに！B/壁
面、クロスの黒ずみに、黄ばみ、手アカ汚れに！

壁の汚れ隠し　（SK-TA5W）

16N296A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \300

●材質：PS・POM・PP・ABS ●機能：テープタイプ壁紙補
修材 ●セット内容：補修テープ（日本）・ケース・取説●
重量：10g ●本体サイズ：14×64×30mm ●パッケージ
サイズ：140×75×16mm ●パッケージ：ブリスター 200
個 

KOR75-35S

クロスの穴・シミ・破れなどにピタッと貼るだけ！簡単に
扱えるテープタイプの壁紙補修材です。

壁の汚れ隠し　（SK-TA5C）

16N296B B/ｱｲﾎﾞﾘｰ

[税抜] \300

●材質：PS・POM・PP・ABS ●機能：テープタイプ壁紙補
修材 ●セット内容：補修テープ（日本）・ケース・取説●
重量：10g ●本体サイズ：14×64×30mm ●パッケージ
サイズ：140×75×16mm ●パッケージ：ブリスター 200
個 

KOR75-35S

クロスの穴・シミ・破れなどにピタッと貼るだけ！簡単に
扱えるテープタイプの壁紙補修材です。
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ララ・マイクロファイバーモップ　（LALA-20）

16N297

[税抜] \500

●材質：ホルダー/PP、AS・収納ケース/PP・モップシート
/ポリエステル、PA ●機能：洗濯可 ●セット内容：モップ
シート1枚●重量：108g ●本体サイズ：ホルダー
/30×30×271mm・収納ケース/63×54.5×148mm ●パ
ッケージサイズ：70×64×157mm ●パッケージ：化粧箱 
150個 ●名入：インサイドラベル/110-66-22-1000-O（デ
ータ支給） ●名入サイズ：18×89mm 

JPN70-30S

超極細繊維が細かいホコリをからめ取る。から拭き・水
拭き両方OKで、洗って繰り返し使えます。持ち手が折り
たためてコンパクトに収納できます。

ララ・ハンディモップ　（LALA-18）

16N298

[税抜] \380

●材質：PP・AS ●セット内容：モップシート1枚●重量：
96g ●本体サイズ：63×69×152mm ●パッケージサイ
ズ：70×64×157mm ●パッケージ：化粧箱 160個 ●名
入：インサイドラベル/110-66-22-1000-O（データ支給） 
●名入サイズ：18×89mm 

JPN70-30S

ふんわり繊維が360度細かいホコリを絡めとります。ケー
スは車内のカップホルダーにピッタリサイズ。

貼りつくキッチン用トレピカクリーナー4P　（
KX803）

16N299

[税抜] \500

●材質：ポリエステル・PURフォーム・アクリルフォーム 
●セット内容：スポンジ×4●重量：1P/5g ●本体サイズ
：60×65×30mm ●パッケージサイズ：
152×130×30mm ●パッケージ：PP袋 220個 

JPN70-30S

台所廻りの汚れ落としに 適。使った後はフラット面にペ
タっと貼り付けて収納できます。

貼りつく鏡みがき　（25841）

16N300

[税抜] \400

●重量：2g ●本体サイズ：46×32×22mm ●パッケージ
サイズ：80×150×23mm ●パッケージ：ブリスター 360
個 

JPN70-30S

鏡ピカピカ！人工ダイヤモンド配合で鏡磨き、ウロコ汚
れ落としに 適です。鏡などにペタッと貼りつき、使いた
いときにサッと使えます。
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＜受験（合格祈願）＞

シヤチハタ おなまえスタンプ 入学準備ＢＯ
Ｘ　（GAS-A/MO）

16N306

[税抜] \2,800

●セット内容：ゴム印×8・スタンプ台・スタンプガイド・補
充インキ・専用クリーナー・専用ケース●重量：90g ●本
体サイズ：78.5×101×69.5mm ●パッケージサイズ：
72×81×102mm ●パッケージ：ブリスター 60個 

JPN80-40S

入園・入学準備の名前書きにポンと捺すだけで簡単キレ
イに仕上がるスタンプです。紙はもちろん樹脂・金属・布・
木にも捺せます。メールオーダーシステム。

寄せ書きだるま 大　（AR0819028）

16N307

[税抜] \700

●材質：紙 ●機能：組立式 ●重量：50g ●本体サイズ：
組立時/190×180×115mm ●パッケージサイズ：
250×280×8mm ●パッケージ：PP袋 90個 

JPN75-35T

縁起物のダルマをペーパークラフトで作成。みんなでメッ
セージを書き込んで贈れば、心強い応援アイテムに！　
大サイス１０人以上用。

寄せ書きだるま 小　（AR0819029）

16N308

[税抜] \540

●材質：紙 ●機能：組立式 ●重量：25g ●本体サイズ：
組立時120×115×75mm ●パッケージサイズ：
175×180×8mm ●パッケージ：PP袋 185個 

JPN75-35T

縁起物のダルマをペーパークラフトで作成。みんなでメッ
セージを書き込んで贈れば、心強い応援アイテムに！　
小サイス５～１０人用。

シヤチハタ 合格ケズリキャップ　（ZKC-
G2/H）

16N309A A/ｻｸﾗﾋﾟﾝｸ

[税抜] \300

●材質：ABS・PS・鋼合金 ●機能：鉛筆削り ●セット内
容：取説●重量：14g ●本体サイズ：43×41×45mm ●
パッケージサイズ：65×47×150mm ●パッケージ：ブリ
スター 160個 ●名入：40-24-22-100-P ●名入サイズ：
21×16mm 

JPN80-40S

空のペットボトルに取り付けて、鉛筆削りとして有効活用
。五角＝合格祈願で頑張る受験生を応援します。

シヤチハタ 合格ケズリキャップ　（ZKC-
G1/H）

16N309B B/ﾀﾞﾙﾏﾚｯﾄﾞ

[税抜] \300

●材質：ABS・PS・鋼合金 ●機能：鉛筆削り ●セット内
容：取説●重量：14g ●本体サイズ：43×41×45mm ●
パッケージサイズ：65×47×150mm ●パッケージ：ブリ
スター 160個 ●名入：40-24-22-100-P ●名入サイズ：
21×16mm 

JPN80-40S

空のペットボトルに取り付けて、鉛筆削りとして有効活用
。五角＝合格祈願で頑張る受験生を応援します。

さくら満開消しゴム　（1409A）

16N310 指定不可

[税抜] \200

●材質：PVC ●重量：23g ●本体サイズ：
20×20×60mm ●パッケージサイズ：24×24×62mm ●
パッケージ：プラケース 600個 ●名入：外袋/25-72-62-
1000-O ●名入サイズ：50×72mm 

JPN75-35S

さくらで咲くっと合格！さくらの花びらの形をした合格祈
願消しゴムです。ほのかな桜の香りつき。内箱はディス
プレイボックスになります。

お守り消しゴム

16N311 指定不可

[税抜] \65

●材質：エラストマー樹脂 ●重量：5g ●本体サイズ：
38×27×11mm ●パッケージサイズ：60×55mm ●パッ
ケージ：PP袋 1000個 

JPN75-35U

受験生の必須アイテムのお守りが消しゴムになりました
！　環境に優しいエラストマーを使用。

ニッポンフレフレ茶茶茶　（NC-10）

16N312

[税抜] \100

●セット内容：煎茶ティーパック1g×3●パッケージサイ
ズ：78×105×5mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個
 

JPN80-40U

受験や試合の応援にお勧め！ユニークな名前のお茶ノ
ベルティです。
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＜卒業・卒部・卒団＞

メモリアルフォトミラー　（MP-01）

16N321

[税抜] \1,700

●材質：PS・ガラス ●機能：写真枠サイズ/77×116mm 
●セット内容：スタンド・取説●重量：280g ●本体サイズ
：150×180×25mm ●パッケージサイズ：
175×190×36mm ●パッケージ：無地箱 48個 

JPN70-30T

卒業・卒部・卒団の記念に。祝文が刻印してあるので写
真を入れるだけでメモリアルフォトミラーになります。

ミカサ サインボール　（MVA30）

16N322A A/ﾊﾞﾚｰ

[税抜] \2,300

●材質：人工皮革 ●本体サイズ：φ165mm ●パッケー
ジサイズ：170×170×180mm ●パッケージ：化粧箱 24
個 ●名入：架台/0-360-16-1-L ●名入サイズ：
20×60mm 

CHN80-40S

卒団・卒部・大会出場の記念品として、また寄せ書きにも
使えるマスコットボールです。ボール本体や架台のプレ
ートに名入が可能です（料金別途）

ミカサ サインボール　（PKC2-WBK）

16N322B B/ｻｯｶｰ

[税抜] \2,300

●材質：人工皮革 ●本体サイズ：φ165mm ●パッケー
ジサイズ：170×170×180mm ●パッケージ：化粧箱 24
個 ●名入：架台/0-360-16-1-L ●名入サイズ：
20×60mm 

CHN80-40S

卒団・卒部・大会出場の記念品として、また寄せ書きにも
使えるマスコットボールです。ボール本体や架台のプレ
ートに名入が可能です（料金別途）

ミカサ サインボール　（PKC2-W）

16N322C C/ｻｯｶｰ×ﾊﾝﾄﾞ

[税抜] \2,300

●材質：人工皮革 ●本体サイズ：φ165mm ●パッケー
ジサイズ：170×170×180mm ●パッケージ：化粧箱 24
個 ●名入：架台/0-360-16-1-L ●名入サイズ：
20×60mm 

CHN80-40S

卒団・卒部・大会出場の記念品として、また寄せ書きにも
使えるマスコットボールです。ボール本体や架台のプレ
ートに名入が可能です（料金別途）

メッセージトロフィー　（AR0819011）

16N323

[税抜] \2,000

●材質：トロフィー/樹脂、アルミ・メッセージリボン/ポリエ
ステル ●機能：台座部/貯金箱 ●セット内容：トロフィー
・アルミプレート・メッセージリボン×20・ひも●重量：
170g ●本体サイズ：235×69×69mm ●パッケージサイ
ズ：280×70×70mm ●パッケージ：化粧箱 54個 

JPN75-35T

お祝い・お別れ・誕生日など、みんなでリボンにメッセー
ジを書いて授与しよう！メッセージリボンは文字がにじみ
にくい特殊加工です。

花咲く色紙2　（AR0819074）

16N324A A/四つ葉

[税抜] \1,500

●材質：紙 ●セット内容：色紙×1・メッセージカード×30
・四つ葉のシール×1●重量：155g ●本体サイズ：色紙
開時/250×480×6mm ●パッケージサイズ：
250×240×7mm ●パッケージ：PP袋 40個 

JPN75-35T

メッセージを書いたカードを折りたたむと小さなつぼみ状
に。受け取った方は一輪一輪花を咲かせながらメッセー
ジを読み、 後には満開になります。

花咲く色紙2　（AR0819075）

16N324B B/桜

[税抜] \1,500

●材質：紙 ●セット内容：色紙×1・メッセージカード×30
・四つ葉のシール×1●重量：155g ●本体サイズ：色紙
開時/250×480×6mm ●パッケージサイズ：
250×240×7mm ●パッケージ：PP袋 40個 

JPN75-35T

メッセージを書いたカードを折りたたむと小さなつぼみ状
に。受け取った方は一輪一輪花を咲かせながらメッセー
ジを読み、 後には満開になります。

賞状色紙　（AR0819009）

16N325

[税抜] \1,000

●材質：紙・ブリキ ●セット内容：賞状・筒●重量：120g 
●本体サイズ：賞状/210×297×0.2mm・筒/φ
50×250mm ●パッケージサイズ：210×340×55mm ●
パッケージ：ポリ袋 60個 

JPN75-35T

表が賞状、裏が色紙になっています。授与式さながらの
色紙贈呈を演出できます。専用の紙筒付き。
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証書ファイルレザー調　（5842）

16N326A A/紺

[税抜] \670

●材質：ビニールレザー ●重量：218g ●本体サイズ：
315×225mm ●パッケージ：裸 40個 ●名入：60-117-
16-50-H ●名入サイズ：100×30mm 

CHN70-30S

高級感のあるレザー調の証書ファイルです。

証書ファイルレザー調　（5843）

16N326B B/ｴﾝｼﾞ

[税抜] \670

●材質：ビニールレザー ●重量：218g ●本体サイズ：
315×225mm ●パッケージ：裸 40個 ●名入：60-117-
16-50-H ●名入サイズ：100×30mm 

CHN70-30S

高級感のあるレザー調の証書ファイルです。

キモチマグ　（AR0604182）

16N327A A/ありがとう

[税抜] \1,000

●材質：陶器・竹集成材 ●セット内容：マグカップ（
280mL）・蓋●重量：300g ●本体サイズ：
80×115×85mm ●パッケージサイズ：
103×105×98mm ●パッケージ：化粧箱 68個 

CHN75-35T

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。

キモチマグ　（AR0604183）

16N327B B/お疲れさま

[税抜] \1,000

●材質：陶器・竹集成材 ●セット内容：マグカップ（
280mL）・蓋●重量：300g ●本体サイズ：
80×115×85mm ●パッケージサイズ：
103×105×98mm ●パッケージ：化粧箱 68個 

CHN75-35T

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。

キモチマグ　（AR0604184）

16N327C C/おめでとう

[税抜] \1,000

●材質：陶器・竹集成材 ●セット内容：マグカップ（
280mL）・蓋●重量：300g ●本体サイズ：
80×115×85mm ●パッケージサイズ：
103×105×98mm ●パッケージ：化粧箱 68個 

CHN75-35T

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。

キモチマグ　（AR0604185）

16N327D D/感謝

[税抜] \1,000

●材質：陶器・竹集成材 ●セット内容：マグカップ（
280mL）・蓋●重量：300g ●本体サイズ：
80×115×85mm ●パッケージサイズ：
103×105×98mm ●パッケージ：化粧箱 68個 

CHN75-35T

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。
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＜桜・花見＞

さくら染め ひざ掛け　（SA2240）

16N331

[税抜] \4,000

●材質：綿100%（4重ガーゼ） ●重量：240g ●本体サイ
ズ：600×1200mm ●パッケージサイズ：
243×314×52mm ●パッケージ：化粧箱 16個 

JPN75-35S

積み重ねた伝統と新技術により「桜の花びら」から色素
を取り出すことに成功。「桜の花びら」の色素で染め上げ
た桜染めシリーズです。

さくら染め ストール　（SA2230）

16N332

[税抜] \3,000

●材質：綿100% ●重量：170g ●本体サイズ：
600×1400mm ●パッケージサイズ：220×280×53mm 
●パッケージ：化粧箱 40個 

JPN75-35S

積み重ねた伝統と新技術により「桜の花びら」から色素
を取り出すことに成功。「桜の花びら」の色素で染め上げ
た桜染めシリーズです。

さくら染め マフラー　（SA2220）

16N333

[税抜] \2,000

●材質：綿100% ●重量：100g ●本体サイズ：
340×1500mm ●パッケージサイズ：220×280×53mm 
●パッケージ：化粧箱 40個 

JPN75-35S

積み重ねた伝統と新技術により「桜の花びら」から色素
を取り出すことに成功。「桜の花びら」の色素で染め上げ
た桜染めシリーズです。

さくら染め タオルセット　（SA1110）

16N334

[税抜] \1,000

●材質：綿100% ●セット内容：WT×2●重量：34g×2 ●
本体サイズ：340×350mm ●パッケージサイズ：
280×220×53mm ●パッケージ：化粧箱 40個 

JPN75-35S

[品]日本アトピー協会（推薦品番号S1201503A） 

さくらの花びらで染めあげたふんわりやわらかな肌触り
のさくら染めタオル。泉州で織ったタオルを今治で染めた
2大産地コラボタオルです。

市松桜 小鉢2個組　（G-827）

16N335

[税抜] \400

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ使用可 ●セット内容：
小鉢×2●重量：110g ●本体サイズ：φ110×35mm ●
パッケージサイズ：120×125×55mm ●パッケージ：無
地箱 60個 

JPN70-30S

アロマベア サクラ　（SH-23）

16N336

[税抜] \500

●材質：ポリエステル ●重量：20g ●本体サイズ：
104×65×42mm ●パッケージサイズ：
185×110×48mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 180
個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm 

CHN75-35T

サクラの優しい香りのマスコットです。カバンや携帯電話
、車、クローゼットに･･･

サクラ サシェ　（SH-01）

16N337

[税抜] \380

●材質：ポリエステル ●機能：香り袋 ●重量：11g ●本
体サイズ：105×106×15mm ●パッケージサイズ：
135×120×15mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 180
個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入サイズ：
15×35mm 

CHN75-35T

サクラ型のかわいらしいサシェです。お部屋・玄関・車内
に吊るして爽やかな香りをお楽しみください。

さくら 箸&箸置きセット　（100-243）

16N338 指定不可

[税抜] \300

●材質：竹・陶器 ●セット内容：箸・箸置●重量：25g ●
本体サイズ：箸/225mm・箸置/37×30×4mm ●パッケ
ージサイズ：237×60×8mm ●パッケージ：PP袋 120個 

CHN75-35S
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花びら浮かぶさくらの湯　（HU-SY）

16N339

[税抜] \220

●重量：50g ●本体サイズ：150×115×15mm ●パッケ
ージ：裸 300個 

JPN65-25S

春の陽気を思い出させるやさしいさくら色のお湯と、さわ
やかなさくらの香り。浮かべてしばらくするとお風呂に消
える不思議な花びらが入っています。

はんなり さくら　（HS-UP）

16N340A A/落ち着いたﾋﾟﾝｸ

[税抜] \120

●セット内容：石鹸30g●パッケージサイズ：
84×62×21mm ●パッケージ：PP袋 240個 

JPN80-40S

[法]化粧品 

和菓子のような愛らしいかたちの石鹸です。ほのかにか
ほるさくらのかほりをお楽しみください。

はんなり さくら　（HS-CP）

16N340B B/淡いﾋﾟﾝｸ色

[税抜] \120

●セット内容：石鹸30g●パッケージサイズ：
84×62×21mm ●パッケージ：PP袋 240個 

JPN80-40S

[法]化粧品 

和菓子のような愛らしいかたちの石鹸です。ほのかにか
ほるさくらのかほりをお楽しみください。

はんなり さくら　（HS-TV）

16N340C C/大人可愛い紫色

[税抜] \120

●セット内容：石鹸30g●パッケージサイズ：
84×62×21mm ●パッケージ：PP袋 240個 

JPN80-40S

[法]化粧品 

和菓子のような愛らしいかたちの石鹸です。ほのかにか
ほるさくらのかほりをお楽しみください。



WEB ウインターナウ２０１６

＜秋季全国火災予防
運動(11月)＞

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

16N357A A/ﾎﾜｲﾄ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体サイズ：340×650mm ●パッケージサ
イズ：160×65×65mm ●パッケージ：プラケース 120個 

JPN80-40U

いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応としてご
使用いただけます。ビッグサイズなので避難用マスクや
頭巾としても使用できます。

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

16N357B B/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体サイズ：340×650mm ●パッケージサ
イズ：160×65×65mm ●パッケージ：プラケース 120個 

JPN80-40U

いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応としてご
使用いただけます。ビッグサイズなので避難用マスクや
頭巾としても使用できます。

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

16N357C C/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体サイズ：340×650mm ●パッケージサ
イズ：160×65×65mm ●パッケージ：プラケース 120個 

JPN80-40U

いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応としてご
使用いただけます。ビッグサイズなので避難用マスクや
頭巾としても使用できます。

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

16N357D D/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体サイズ：340×650mm ●パッケージサ
イズ：160×65×65mm ●パッケージ：プラケース 120個 

JPN80-40U

いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応としてご
使用いただけます。ビッグサイズなので避難用マスクや
頭巾としても使用できます。

クイーンズキッチン 防炎タオル Lサイズ　（
KQS0855472）

16N357E E/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \850

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
18～26cm ●本体サイズ：340×650mm ●パッケージサ
イズ：160×65×65mm ●パッケージ：プラケース 120個 

JPN80-40U

いざという災害時に天ぷら火災などの初期対応としてご
使用いただけます。ビッグサイズなので避難用マスクや
頭巾としても使用できます。

スモークシャットアウト　（61829）

16N359

[税抜] \200

●材質：ナイロンラミネート ●セット内容：取説●重量：
42g ●本体サイズ：500×900mm ●パッケージサイズ：
145×105×10mm ●パッケージ：ポリ袋 200個 

CHN70-30U

火災避難時の有毒な煙から身を守ります。

プレスタオル コイン型

16N360A A/火の用心

[税抜] \200

●材質：綿100% ●セット内容：オシボリタオル（
270×270mm）●重量：23g ●本体サイズ：圧縮サイズ/
φ60×7mm ●パッケージサイズ：75×75×7mm ●パッ
ケージ：PP袋 300個 ●名入：110-0-17-300-型押し ●
名入サイズ：φ50mm 

VIE70-30S

白いオシボリタオルを圧縮し、「火の用心」の型押しをし
ました。水につけるか、手でほぐすとすぐに使用できます
。

啓発用トイレットペーパー

16N361E E/火の用心

[税抜] \120

●材質：再生紙100% ●本体サイズ：118×97×97mm（
114mm×30mW） ●パッケージ：巻紙 100個 

JPN70-30S

知っているとためになる予防方法や対策など、わかりや
すいイラストでお知らせする啓発用トイレットペーパー。
再生紙を100%使用。
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＜東日本大震災の日
（3/11）＞

携帯用浄水器 スーパーデリオス　（83310）

16N371

[税抜] \3,780

●材質：ポリエーテルサルフォン多孔質中空糸膜・繊維
状活性炭・ボトル/PE ●機能：浄水・消臭・ろ過能力約
200L ●セット内容：ポーチ●重量：58g ●容量：300mL 
●本体サイズ：233×70×50mm ●パッケージサイズ：
235×80×50mm ●パッケージ：化粧箱 50個 

JPN90-50S

軽くボトルを押し絞るだけで汚れた水をキレイに浄水。軽
量コンパクトで携帯性に優れ、細菌類やカビ類、濁りを
除去します。

非常・災害用浄水器 mizu-Q P　（5502L2）

16N372

[税抜] \2,800

●材質：PP（抗菌剤使用） ●セット内容：粉末除菌剤（
500mLペットボトル240杯分の除菌可能）・取説●重量：
70g ●本体サイズ：φ33×145mm ●パッケージサイズ：
270×94×45mm ●パッケージ：ブリスター 30個 

JPN85-45S

どこでも手軽に衛生な水を飲むことができる携帯浄水器
mizu-Qに新しくペットボトル装着タイプが登場。

ソフトバケツ8型　（I-484）

16N373

[税抜] \1,900

●材質：TPE・PP ●重量：496g ●容量：7.8L ●本体サイ
ズ：使用時/296×330×230mm・収納時
/296×330×47mm ●パッケージサイズ：
296×330×47mm ●パッケージ：PP袋 20個 

JPN80-40S

やわらかい素材でできたソフトバケツ。使用後はたたん
でコンパクトに収納できます。場所をとらないので、車の
トランクや非常持出袋にも収納できます。

ソフトバケツミニ　（I-536）

16N374

[税抜] \1,450

●材質：TPE・PP ●重量：250g ●容量：3.7L ●本体サイ
ズ：使用時/243×252×159mm・収納時
/243×252×53mm ●パッケージサイズ：
243×252×53mm ●パッケージ：PP袋 30個 

JPN80-40S

やわらかい素材でできたソフトバケツ。使用後はたたん
でコンパクトに収納できます。場所をとらないので、車の
トランクや非常持出袋にも収納できます。

折りたたみ水タンク １０Ｌ　（PW-5）

16N375

[税抜] \650

●材質：PE・PA・PET ●重量：90g ●容量：10L ●本体
サイズ：420×390×60mm ●パッケージサイズ：
480×390×60mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 30個
 

CHN60-20S

防災用品に！アウトドアに！飲料水を持ち運ぶのに便
利な取っ手付きの水タンク。三重構造の丈夫な素材を使
用しています。

折りたたみ水タンク ５Ｌ　（PW-5）

16N376

[税抜] \550

●材質：PE・PA・PET ●重量：70g ●容量：5Ｌ ●本体サ
イズ：305×330×60mm ●パッケージサイズ：
395×335×60mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 30個
 

CHN60-20S

防災用品に！アウトドアに！飲料水を持ち運ぶのに便
利な取っ手付きの水タンク。三重構造の丈夫な素材を使
用しています。

コンパクトあったかフリース　（81355）

16N377

[税抜] \2,300

●材質：ポリエステル ●重量：380g ●本体サイズ：
1100×2100×10mm ●パッケージサイズ：
220×160×60mm ●パッケージ：特殊圧縮PP袋 24個 

CHN75-35S

非常用の備蓄に便利な圧縮パックに入ったフリースブラ
ンケットです。袖付なので使用中に手が使えて便利です
。

コンパクトエアーベッド　（CA-170）

16N378

[税抜] \1,700

●材質：リニア低密度PE ●セット内容：空気入れ●重量
：260g ●本体サイズ：550×1950×60mm ●パッケージ
サイズ：260×170×40mm ●パッケージ：ポリ袋 48個 

JPN75-35S

固い床の上や冷たい地面の上で、体への負担を軽減す
る非常時の簡易ベッドです。空気入付で簡単に膨らませ
ます。
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リバーシブルアルミブランケット　（5106）

16N379

[税抜] \300

●材質：アルミ・PET ●重量：56g ●本体サイズ：
1400×2200mm ●パッケージサイズ：140×95×20mm 
●パッケージ：ポリ袋 200個 

CHN65-25U

非常時・災害時の防寒用シートです。銀面は外側に向け
ると熱と光を反射し、金面は熱と光を吸収する為、両面
を使い分けができます。

レスキューシート　（67791）

16N380

[税抜] \180

●材質：アルミ蒸着ポリエステル（PET） ●セット内容：取
説●重量：50g ●本体サイズ：2130×1370mm ●パッケ
ージサイズ：115×95×18mm ●パッケージ：PP袋 300個
 ●名入：外袋/50-24-12-300-S ●名入サイズ：
10×30mm 

CHN73-33S

緊急時の気温の変化や雨風から身を守る防寒用シート
です。非常用品として！山や海のレジャー用品に！

緊急トイレ袋2枚セット　（KB01-01）

16N381

[税抜] \600

●材質：PE・高分子吸水樹脂 ●重量：110g ●本体サイ
ズ：660×500mm ●パッケージサイズ：
160×140×10mm ●パッケージ：ポリ袋 150個 

JPN75-35S

便座やバケツにセットし、便や尿を凝固剤でゼリー状に
固めて臭いを閉じ込めます。1枚で数回使用できます。

緊急簡易トイレ（1回用）　（T-220）

16N382

[税抜] \220

●材質：PE ●セット内容：トイレ袋・処理袋・凝固剤●重
量：48g ●本体サイズ：トイレ袋/650×550mm・処理袋
/180×450mm ●パッケージサイズ：100×150×13mm 
●パッケージ：ポリ袋 400個 ●名入：台紙/60-6-17-
400-K ●名入サイズ：10×45mm 

JPN70-30S

非常時の水が使えない場合の簡易トイレ。バケツなどに
かぶせても使えます。厚めの袋なので漏れにくく、消臭
効果のあるウッドパウダー入凝固剤を使用。

あんしん水 500mL 1ケース24本入

16N383

[税抜] \6,000

●材質：温泉水 ●機能：保存10年 ●本体サイズ：φ
60×205mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 

JPN88-48U

直送品

加熱殺菌処理を行い10年の長期保存が可能になりまし
た。防腐剤は一切使用しておりません。

あんしん保存水 500mL 1ケース24本入

16N384

[税抜] \3,600

●材質：鉱水 ●機能：保存5年 ●本体サイズ：φ
68×208mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 

JPN90-50T

直送品

5年の長期保存が可能な保存水です。

マジックライス保存食　（1FMR31019ZE）

16N385A A/牛飯

[税抜] \350

●材質：国産うるち米 ●機能：保存5年 ●セット内容：ス
プーン●重量：100g ●本体サイズ：155×160×90mm 
●パッケージ：裸 20個 【乳・小麦・えび】 

JPN95-55S

お湯を入れて15分、水を入れても60分でご飯ができる保
存食。注水量を変えることによって、ご飯と雑炊（リゾット
）の2通りの食べ方が選べます。

マジックライス保存食　（1FMR31025ZE）

16N385B B/エビピラフ

[税抜] \350

●材質：国産うるち米 ●機能：保存5年 ●セット内容：ス
プーン●重量：100g ●本体サイズ：155×160×90mm 
●パッケージ：裸 20個 【乳・小麦・えび】 

JPN95-55S

お湯を入れて15分、水を入れても60分でご飯ができる保
存食。注水量を変えることによって、ご飯と雑炊（リゾット
）の2通りの食べ方が選べます。

マジックライス保存食　（1FMR31022ZE）

16N386A A/わかめご飯

[税抜] \320

●材質：国産うるち米 ●機能：保存5年 ●セット内容：ス
プーン●重量：100g ●本体サイズ：155×160×90mm 
●パッケージ：裸 20個 

JPN95-55S

お湯を入れて15分、水を入れても60分でご飯ができる保
存食。注水量でご飯と雑炊の2通りの食べ方が選べます
。特定アレルゲン物質27品目不使用。
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マジックライス保存食　（1FMR31012ZE）

16N386B B/梅じゃこご飯

[税抜] \320

●材質：国産うるち米 ●機能：保存5年 ●セット内容：ス
プーン●重量：100g ●本体サイズ：155×160×90mm 
●パッケージ：裸 20個 

JPN95-55S

お湯を入れて15分、水を入れても60分でご飯ができる保
存食。注水量でご飯と雑炊の2通りの食べ方が選べます
。特定アレルゲン物質27品目不使用。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン　（
321193）

16N387A A/イチゴ

[税抜] \500

●機能：保存3年 ●重量：168g ●本体サイズ：φ
76×112mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45V

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。3年
保存可能。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン　（
321195）

16N387B B/ミルク

[税抜] \500

●機能：保存3年 ●重量：168g ●本体サイズ：φ
76×112mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45V

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。3年
保存可能。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン　（
321197）

16N387C C/チョコレート

[税抜] \500

●機能：保存3年 ●重量：168g ●本体サイズ：φ
76×112mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45V

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。3年
保存可能。

新・食・缶ベーカリー 缶入りソフトパン　（
321208）

16N387D D/キャラメル

[税抜] \500

●機能：保存3年 ●重量：168g ●本体サイズ：φ
76×112mm ●パッケージ：裸 24個 【卵・乳・小麦】 

JPN85-45V

缶入りとは思えないしっとりやわらかなおいしさ！缶の中
で熟成・発酵・焼成しているので衛生的で安心です。3年
保存可能。
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＜春の防犯運動
（3〜5月）＞

スタビリティ 防犯ブザー 身の用心II（防雨形
）　（T07-082S）

16N399

[税抜] \1,000

●材質：ABS ●機能：オレンジ色ライト・85dB（距離1m） 
●セット内容：反射ネックストラップ・キーホルダー・ランド
セル取付用バンド・取説●重量：47g ●電源：モニター
LR44×4（内） ●本体サイズ：78×47×21mm ●パッケ
ージサイズ：92×68×30mm ●パッケージ：化粧箱 100
個 ●名入：60-42-16-100-P ●名入サイズ：φ15mm 

CHN70-30Z

[品]JIS_IPX3相当 

音と光で危険を知らせる多機能防犯ブザー。ボタンを押
してもヒモを引いてもブザーが鳴ります。ランドセルに取
り付け可能なバンド付。防雨タイプ。

緊急用呼子笛　（885800）

16N400

[税抜] \130

●材質：アルミ・鉄・ニッケルメッキ ●セット内容：IDカー
ド・取説●重量：12g ●本体サイズ：φ8×100mm ●パッ
ケージサイズ：140×80×12mm ●パッケージ：ブリスタ
ー 400個 

CHN83-43T

防犯だけでなく、災害時に居場所を伝えるのにも役立つ
ホイッスル。身元確認用のIDカード付。

啓発用トイレットペーパー

16N401F F/ﾄﾞﾛﾎﾞｰ対策

[税抜] \120

●材質：再生紙100% ●本体サイズ：118×97×97mm（
114mm×30mW） ●パッケージ：巻紙 100個 

JPN70-30S

知っているとためになる予防方法や対策など、わかりや
すいイラストでお知らせする啓発用トイレットペーパー。
再生紙を100%使用。

啓発用トイレットペーパー

16N401H H/こども防犯

[税抜] \120

●材質：再生紙100% ●本体サイズ：118×97×97mm（
114mm×30mW） ●パッケージ：巻紙 100個 

JPN70-30S

知っているとためになる予防方法や対策など、わかりや
すいイラストでお知らせする啓発用トイレットペーパー。
再生紙を100%使用。

キングジム デジタルまいごひも　（MA150シ
ロ）

16N396

[税抜] \3,800

●機能：通信方法/Bluetooth4.0・アラーム（範囲8～30m
） ●セット内容：着せ替えループ赤×1・ストラップ・取説・
保証書●重量：7g ●電源：モニターCR2016×1（添） ●
本体サイズ：37×30×8mm ●パッケージサイズ：
134×90×15mm ●パッケージ：化粧箱 25個 

JPN95-55S

お出かけ前にスイッチオン！子どもが離れるとスマホの
アラームが鳴るデジタルまいごひも。ひとり歩きが心配な
子育て期をサポートするお出かけグッズです。

LED感知センサーライト&アラーム　（BS-
972）

16N397

[税抜] \2,500

●材質：ABS・PP ●機能：オレンジLED/点灯、自動消灯
・スイッチ切替/センサーライト、センサーアラーム ●セッ
ト内容：設置台・アンカー付木ネジ×2・取説●重量：
160g ●電源：単3×4（別） ●本体サイズ：
120×70×50mm ●パッケージサイズ：175×83×62mm 
●パッケージ：化粧箱 60個 ●名入：60-48-16-200-P 
●名入サイズ：15×45mm 

CHN70-30S

人感センサータイプの2WAYアラーム。用途に合わせて
ライトと警報音が選べます。

シヤチハタ ケスペタ　（ZSG-A1/H）

16N398A A/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \300

●材質：PE ●機能：塗りつぶし&接着 ●重量：52g ●本
体サイズ：φ36×97mm ●パッケージサイズ：
160×80×36mm ●パッケージ：PP袋 120個 ●名入：キ
ャップ/35-24-22-100-P ●名入サイズ：12×7mm 

JPN80-40S

黒い特殊のりの個人情報保護のり。郵便物や明細書の
宛名や住所に塗って貼り合せると、はがしても破れて読
めなくなり、個人情報を守ります。

シヤチハタ ケスペタ　（ZSG-A2/H）

16N398B B/ﾋﾟﾝｸ

[税抜] \300

●材質：PE ●機能：塗りつぶし&接着 ●重量：52g ●本
体サイズ：φ36×97mm ●パッケージサイズ：
160×80×36mm ●パッケージ：PP袋 120個 ●名入：キ
ャップ/35-24-22-100-P ●名入サイズ：12×7mm 

JPN80-40S

黒い特殊のりの個人情報保護のり。郵便物や明細書の
宛名や住所に塗って貼り合せると、はがしても破れて読
めなくなり、個人情報を守ります。
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＜春の全国交通安全
運動(4月)＞

手ぶライト　（LT001）

16N406A A/ホワイト

[税抜] \1,000

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm 
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P 
●名入サイズ：10×25mm 

CHN65-25S

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

手ぶライト　（LT001）

16N406B B/ブルー

[税抜] \1,000

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm 
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P 
●名入サイズ：10×25mm 

CHN65-25S

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

手ぶライト　（LT001）

16N406C C/イエロー

[税抜] \1,000

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm 
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P 
●名入サイズ：10×25mm 

CHN65-25S

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

手ぶライト　（LT001）

16N406D D/ピンク

[税抜] \1,000

●材質：シリコン・ABS ●機能：LED2灯（豊田合成製）・
スポットライト/点滅灯 切替 ●セット内容：取説●重量：
57g ●電源：モニターCR2032×2（内） ●本体サイズ：
397×36×21mm ●パッケージサイズ：215×40×25mm 
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16-100-P 
●名入サイズ：10×25mm 

CHN65-25S

夜の散歩やアウトドアにも便利。首にかければ両手が自
由に使えます。

光るアームバンド　（SJ-75）

16N407 指定不可

[税抜] \750

●材質：シリコン ●重量：44g ●電源：CR2032×2（内） 
●本体サイズ：193×20×38mm ●パッケージサイズ：
200×45×25mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●名入：
60-36-17-200-P ●名入サイズ：8×60mm 

CHN70-30S

通勤・通学、ウォーキング・ジョギング・愛犬との散歩に。
ライトが点灯・点滅する新しいアームバンド。44gの軽量
級。

マルチクリップリフレクター1P　（6503）

16N408 指定不可

[税抜] \200

●材質：PVC・マグネット ●セット内容：取説●重量：5g 
●本体サイズ：30×50×5mm ●パッケージサイズ：
55×60×6mm ●パッケージ：ポリ袋 500個 ●名入：60-
36-17-100-S ●名入サイズ：25×12mm 

CHN70-30S

フレキシブルに使えるマグネットクリップタイプのリフレク
ター。カバン、衣服、自転車など簡単に取り付けられます
。

アームリフレクターミニ　（ES020）

16N409A A/ｵﾚﾝｼﾞ

[税抜] \100

●材質：PVC・ステンレス ●セット内容：取説●重量：
12g ●本体サイズ：30×220mm ●パッケージサイズ：
34×224×2mm ●パッケージ：ポリ袋 1000個 ●名入：
60-44-16-100-P ●名入サイズ：12×45mm 

CHN65-25S

夜間のジョギングやウォーキングにピッタリ！クルッと巻
きつく反射バンドです。

アームリフレクターミニ　（ES020）

16N409B B/ｲｴﾛｰ

[税抜] \100

●材質：PVC・ステンレス ●セット内容：取説●重量：
12g ●本体サイズ：30×220mm ●パッケージサイズ：
34×224×2mm ●パッケージ：ポリ袋 1000個 ●名入：
60-44-16-100-P ●名入サイズ：12×45mm 

CHN65-25S

夜間のジョギングやウォーキングにピッタリ！クルッと巻
きつく反射バンドです。
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アームリフレクターミニ　（ES020）

16N409C C/ﾌﾞﾙｰ

[税抜] \100

●材質：PVC・ステンレス ●セット内容：取説●重量：
12g ●本体サイズ：30×220mm ●パッケージサイズ：
34×224×2mm ●パッケージ：ポリ袋 1000個 ●名入：
60-44-16-100-P ●名入サイズ：12×45mm 

CHN65-25S

夜間のジョギングやウォーキングにピッタリ！クルッと巻
きつく反射バンドです。

アームリフレクターミニ　（ES020）

16N409D D/ｸﾞﾘｰﾝ

[税抜] \100

●材質：PVC・ステンレス ●セット内容：取説●重量：
12g ●本体サイズ：30×220mm ●パッケージサイズ：
34×224×2mm ●パッケージ：ポリ袋 1000個 ●名入：
60-44-16-100-P ●名入サイズ：12×45mm 

CHN65-25S

夜間のジョギングやウォーキングにピッタリ！クルッと巻
きつく反射バンドです。

エコ・直定規20 交通標識　（ECN-22K）

16N410

[税抜] \120

●材質：再生PET100% ●重量：10g ●本体サイズ：
35×210×1mm ●パッケージサイズ：38×210×1mm ●
パッケージ：PP袋 500個 ●名入：50-12-16-300-S ●名
入サイズ：20×60mm 

JPN70-30U

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合 

再生樹脂を100%使用したエコマーク認定の20cm定規に
、22種類の交通標識がプリントされています。

啓発用トイレットペーパー

16N411K K/自転車ﾉ交通ﾙｰﾙ

[税抜] \120

●材質：再生紙100% ●本体サイズ：118×97×97mm（
114mm×30mW） ●パッケージ：巻紙 100個 

JPN70-30S

知っているとためになる予防方法や対策など、わかりや
すいイラストでお知らせする啓発用トイレットペーパー。
再生紙を100%使用。
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運をすくう招き猫スプーン おみくじ付き　（
101-071）

15R138 指定不可

[税抜] \150

●材質：ステンレススチール・金メッキ ●重量：9g ●本
体サイズ：115mm ●パッケージサイズ：
33×130×10mm ●パッケージ：PP袋 200個 

JPN40-000000A

限定 7 コ
愛嬌のある招き猫のスプーンが運をすくってくれるでしょ
う。台紙を開くと運勢占いのおみくじになっています（大
吉・吉・中吉の３種アソート）

食べちゃダメだよ！ＥＣＯなカイロ１Ｐ　（
0500401）

12N283 指定不可

[税抜] \290

●材質：ＰＶＣ ●セット内容：取説●重量：85ｇ ●本体サ
イズ：140×70×8mm ●パッケージ：ＰＰ袋 240個 

CHN40-000000A

限定 49 コ
金属片をパチッとするとポカポカになるエコカイロ。お湯
で煮て戻せば何度でも使えるのでとってもエコ！

飲んじゃダメだよ！ＥＣＯなカイロ１Ｐ　（
0700601）

12N284 指定不可

[税抜] \290

●材質：ＰＶＣ ●セット内容：取説●重量：95ｇ ●本体サ
イズ：145×75×8mm ●パッケージ：ＰＰ袋 180個 

CHN40-000000A

限定 193 コ
金属片をパチッとするとポカポカになるエコカイロ。お湯
で煮て戻せば何度でも使えるのでとってもエコ！

ホット＆アイスショルダーピロー　（FA-02RO
）

15R296A A/レッド

[税抜] \1,700

●材質：ポリエステル ●セット内容：カバー・アロマ資材
（日本）●重量：458g ●本体サイズ：140×340×23mm 
●パッケージサイズ：265×280×38mm ●パッケージ：
PP袋 64個 

CHN40-000000A

限定 27 コ
疲れた肩や首に乗せるだけ。程よい重みと優しい香りで
心も体もリラックス。本体をそのまま電子レンジで温めて
繰り返し使えます。

あったかネックピロー　（MO-02LA）

14M241B B/ｸﾏ

[税抜] \1,300

●材質：ポリエステル ●機能：A/フレッシュピーチ・B/ラ
ベンダー・C/ローズ ●重量：182g ●本体サイズ：
625×110×33mm ●パッケージサイズ：
300×160×55mm ●パッケージ：PP袋 80個 

CHN40-000000A

限定 32 コ
優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心も
体もリラックス。電子レンジで温めて繰り返し使えるジェ
ルパック付。

アロマブーツキーパー　（MO-05RO）

12N365C C/黒ﾈｺ

[税抜] \2,000

●材質：ポリエステル ●機能：A/フレッシュピーチ・B/ラ
ベンダー・C/ローズ ●重量：322g ●本体サイズ：１本
/430×65×105mm ●パッケージサイズ：
505×225×106mm ●パッケージ：ＰＰ袋 36個 

CHN40-000000A

限定 15 コ
ブーツの形をキープし、消臭・除湿をしながら優しい香り
が広がります。天日干しをするだけで消臭・除湿が持続
します。

和のこころ さくら ハンドタオルセット　（1105
）

15R453

[税抜] \500

●材質：綿100% ●セット内容：新彊綿無撚糸HT・ガーゼ
パイルHT●重量：新彊綿無撚糸/33g・ガーゼパイル
/28g ●本体サイズ：340×350mm ●パッケージサイズ：
170×250×40mm ●パッケージ：化粧箱 72個 

CHN40-000000A

限定 2 コ
『ガーゼ×パイルタオル』と『新疆綿を使用した無撚糸タ
オル』という大変贅沢なタオルセット。

花がさね　（HAG-05）

15R454

[税抜] \500

●セット内容：花の石鹸桜80g、43g・葉の石鹸50g●パッ
ケージサイズ：136×134×53mm ●パッケージ：スリーブ
箱 30個 

JPN40-000000A

限定 51 コ
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