
WEB ウインターナウ２０１８

＜Ｘmasブーツ・菓子＞

ブライトゴールドブーツ・Ｍ

18M001

[本体価格 1,000]

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ122g●重量：
180g ●本体サイズ：240×125×75mm ●パッケージ：裸
 12個 

JPN85-45U

    

ゴールドのピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せまし
た。

ブライトレッドブーツ・Ｍ

18M002

[本体価格 1,000]

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ122g●重量：
180g ●本体サイズ：240×125×75mm ●パッケージ：裸
 12個 

JPN85-45U

    

赤色のピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せました
。

お菓子サンタブーツ（２L）　（7112）

18M003

[本体価格 1,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：ブーツ(L)・ボーロ(日本)
・ベビースターチキン・ねるねるねるね・キャンディ2コ・ミ
ニクッピー（ラムネ）●重量：190g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：280×135×90mm ●パッケージ：裸 50個 

CHN70-30S

     

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

お菓子サンタブーツ（L）　（7113）

18M004

[本体価格 800]

●材質： ●機能： ●セット内容：ブーツ(M)・ベビースター
チキン（日本）・ミルキー・キャンディ・ミニクッピー（ラムネ
）2コ・むぎっ子●重量：156g ●容量： ●電源： ●本体サ
イズ：220×140×90mm ●パッケージ：裸 60個 

CHN70-30S

     

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

お菓子サンタブーツ（M）　（7114）

18M005

[本体価格 600]

●材質： ●機能： ●セット内容：ブーツ(S)・ベビースター
チキン(日本)・キャンディ2コ・ミニクッピー（ラムネ）2コ・ビ
スコ●重量：99g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
200×120×80mm ●パッケージ：裸 80個 

CHN70-30S

     

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

ブライトゴールドブーツ・Ｓ

18M006

[本体価格 500]

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ54g●重量：
100g ●本体サイズ：90×60×170mm ●パッケージ：裸 
24個 

JPN85-45U

    

ゴールドのピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せまし
た。

ブライトレッドブーツ・Ｓ

18M007

[本体価格 500]

●セット内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ54g●重量：
100g ●本体サイズ：90×60×170mm ●パッケージ：裸 
24個 

JPN85-45U

    

赤色のピカピカブーツにお菓子をたっぷり詰合せました
。

お菓子サンタブーツ（S）　（7115）

18M008

[本体価格 400]

●材質： ●機能： ●セット内容：ブーツ(ミニ)・ベビースタ
ーチキン(日本)・キャンディ2コ・ミニクッピー（ラムネ）2コ
●重量：64g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
150×95×70mm ●パッケージ：裸 120個 

CHN70-30S

     

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。



WEB ウインターナウ２０１８

X'masキュートブーツ

18M009

[本体価格 300]

●セット内容：ブーツ（中国）・飴×7、内容量38g●重量：
50g ●本体サイズ：75×40×120mm ●パッケージ：裸 
40個 

JPN85-45U

    

赤色のかわいいブーツにお菓子のセットです。

お菓子サンタブーツ（ミニ）　（7116）

18M010

[本体価格 250]

●材質： ●機能： ●セット内容：ブーツ(プチ)・サンタチョ
コ(日本)・キャンディ2コ・ミニクッピー（ラムネ）2コ●重量：
33g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：110×60×45mm 
●パッケージ：裸 180個 

CHN70-30S

     

小さなリースのついたブーツにお子様が喜ぶお菓子を詰
合せました。

X'masミニブーツ

18M011

[本体価格 200]

●セット内容：ブーツ（中国）・飴×3、内容量16g●重量：
21g ●本体サイズ：50×25×80mm ●パッケージ：裸 50
個 

JPN85-45U

    

小さなかわいいブーツにキャンディのセットです。

お菓子サンタブーツ（プチ）　（7117）

18M012 指定不可

[本体価格 120]

●材質： ●機能： ●セット内容：ブーツ(プチ)・サンタチョ
コ(日本)●重量：8g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
70×30×25mm ●パッケージ：裸 300個 

CHN70-30S

     

小さなかわいいブーツにチョコレートが入っています。

ミニミニブーツ・ラムネ

18M013

[本体価格 100]

●セット内容：ブーツ（中国）・ラムネ2粒、内容量6g●重
量：10g ●本体サイズ：35×17×65mm ●パッケージ：裸
 50個 

JPN85-45U

    

赤色の小さなブーツにお菓子のセットです。

クリスマスティンクルキャンディ  1袋150個
入

18M014

[本体価格 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】

ホリーメンバーズバケツカン

18M015

[本体価格 500]

●セット内容：バケツ（中国）・菓子詰合せ61g●重量：
122g ●本体サイズ：85×85×190mm ●パッケージ：ポ
リ袋 12個 

JPN85-45U

    

クリスマス柄のバケツカンにお菓子をたっぷり詰合せま
した。

メリークリスマスバッグ・ＸＡ

18M016

[本体価格 400]

●セット内容：菓子詰合せ84g●重量：99g ●本体サイズ
：115×60×145mm ●パッケージ：裸 24個 

JPN85-45U

    

クリスマス柄のペーパーバッグにお菓子をたっぷり詰合
せました。

ＸＭＡＳツリーラムネ・Ｍ

18M017

[本体価格 380]

●セット内容：ラムネ64g●重量：74g ●本体サイズ：
100×45×175mm ●パッケージ：裸 20個 

JPN85-45U

    

ツリー型のパッケージにカラフルなラムネボールを入れ
ました。



WEB ウインターナウ２０１８

クリスマスギフトパック・ＸＭ

18M018

[本体価格 370]

●セット内容：菓子詰合せ112g（飴20個）●重量：130g 
●本体サイズ：60×105×225mm ●パッケージ：裸 20個
 

JPN85-45U

    

クリスマス柄のスタンドパックにお菓子を詰合せました。

X'masメンバーズパック・Ｓ

18M019

[本体価格 200]

●セット内容：キャンディ11粒、内容量62g●本体サイズ：
100×45×160mm ●パッケージ：裸 24個 

JPN85-45U

    

クリスマス柄のスタンドパックにキャンディをたっぷり詰
合せました。

サンキュークリスマス・Ｓ

18M020 指定不可

[本体価格 200]

●セット内容：キャンディ12粒、内容量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
の詰合せです。



WEB ウインターナウ２０１８

＜Ｘmasグッズ＞

11インチバルーン（クリスマストリミングアラ
ウンド）100個入

18M025

[本体価格 10,000]

●材質：天然ゴム ●重量：350g ●本体サイズ：吹後/11
インチ ●パッケージサイズ：525×270×80mm ●パッケ
ージ：ＰＰ袋 500個 

USA70-30S

    

クリスマスグッズが全面にプリントされた、クリスマスカラ
ーの風船です。

クリスマスバルーン２種(10枚セット)リボン・
台紙付

18M026

[本体価格 5,000]

●材質：アルミ蒸着ナイロン・おもり/紙 ●セット内容：ハ
ッピースノークリスマス、トナカイの楽しいクリスマス各５
●重量：200g ●本体サイズ：吹後/350×270mm ●パッ
ケージサイズ：183×125×5mm ●パッケージ：ヘッダー
付ポリ袋 400個 

JPN70-30S

    

かわいいサンタとトナカイがプリントされた風船です。

LEDクリスマスツリー（７色光）　（SW-1015）

18M027

[本体価格 450]

●材質：アクリル・PS・鉄 ●機能： ●セット内容：取説●
重量：21g ●容量： ●電源：モニターLR1130×3(添) ●
本体サイズ：45×45×100mm ●パッケージサイズ：
46×46×105mm ●パッケージ：化粧箱 200個 

CHN60-20S

     

LEDで7色に光るミニクリスマスツリー！

NEW  木製ミニクリスマスツリー　（SW-1014
）

18M028 指定不可

[本体価格 450]

●材質：木 ●機能：組立式 ●セット内容：取説●重量：
30g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：52×52×135mm 
●パッケージサイズ：153×120×17mm ●パッケージ：
ウィンドBOX 144個 

CHN60-20S

     

簡単に作れるクラフトタイプの木製ツリー！

ホワイトミニツリー　（7118）

18M029 指定不可

[本体価格 200]

●材質：PVC ●機能： ●セット内容：●重量：25g ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：70×70×160mm ●パッケ
ージサイズ：220×140×60mm ●パッケージ：PP袋 120
個 

CHN70-30S

     

卓上サイズの小さなクリスマスツリー。

ナチュラルミニツリー　（7119）

18M030 指定不可

[本体価格 200]

●材質：PVC ●機能： ●セット内容：●重量：31g ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：70×70×160mm ●パッケ
ージサイズ：220×140×60mm ●パッケージ：PP袋 120
個 

CHN70-30S

     

卓上サイズの小さなクリスマスツリー。

サンタ帽　（6751）

18M031

[本体価格 280]

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

CHN65-25T

     

シンプルなサンタ帽。パーティやイベントにぴったりです。

ジュエルシール　（5420）

18M032

[本体価格 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

窓ガラスや鏡に貼れる雪の結晶とツリー、スノーマンの
かわいいジュエルシールです。
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クリスマススプーン1P(4柄アソート)　（104-
403）

18M033

[本体価格 180]

●材質：ステンレススチール・PET ●機能： ●重量：16g 
●容量： ●電源： ●本体サイズ：121mm ●パッケージ
サイズ：61×142×0.6mm ●パッケージ：PP袋 200個 

JPN65-25S

     

柄の部分にクリスマスモチーフがデザインされているス
プーンです。

クリスマスサンタチョコセット　（7120）

18M034

[本体価格 120]

●材質： ●機能： ●セット内容：ブーツ(プチ)・サンタチョ
コ×3（日本）●重量：11g ●容量： ●電源： ●パッケー
ジサイズ：70×30×25mm ●パッケージ：裸 300個 

CHN70-30S

     

かわいいサンタのパッケージのチョコレートです。

サンタの贈り物入浴料

18M035

[本体価格 100]

●重量：28g ●本体サイズ：125×85×5mm ●パッケー
ジ：裸 500個 

JPN60-20U

[法]化粧品     

クリスマス柄の個装に入った入浴剤です。

クリスマストランプ

18M036 指定不可

[本体価格 80]

●材質：紙 ●重量：30g ●パッケージサイズ：
70×47×18mm ●パッケージ：化粧箱 600個 

JPN60-20S

    

サンタとツリーのデザインのトランプです。

サンタジグソーパズル20P　（1345-04）

18M037 指定不可

[本体価格 75]

●材質：紙 ●機能： ●セット内容：●重量：29g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ：完成時/123×175mm ●パッケ
ージサイズ：70×95×20mm ●パッケージ：化粧箱 600
個 

JPN70-30S

     

サンタ柄の20ピースのパズルです。

サンタクロース  クリスマス  コンビネーショ
ンドール　（AR0626095）

18M038

[本体価格 380]

●材質：再生紙100% ●セット内容：トイレットペーパー
(120mm×27.5（W））×2●重量：250g ●容量： ●電源： 
●パッケージサイズ：340×110×110mm ●パッケージ：
PP袋 30個 

JPN75-35T

     

実用的なトイレットペーパーギフト。

雪だるま  クリスマス  コンビネーションドー
ル　（AR0626138）

18M039

[本体価格 380]

●材質：再生紙100% ●セット内容：トイレットペーパー
120mm×27.5（W）×2●重量：250g ●容量： ●電源： ●
パッケージサイズ：340×110×110mm ●パッケージ：PP
袋 30個 

JPN75-35T

     

実用的なトイレットペーパーギフト。

エアーディスプレイ  スノーマン　（WG-2522
）

18M040

[本体価格 15,000]

●材質：ナイロン ●機能：室内仕様 ●セット内容：取付
ヒモ・ピック・ACアダプター・取説●重量：3.5㎏ ●電源：
AC100V-13W ●本体サイズ：1200×1400×2400mm ●
パッケージサイズ：300×300×300mm ●パッケージ：発
送用段ボール箱 4個 

CHN88-48T

    

イベントなどで大活躍する大きなスノーマンのエアーディ
スプレイです。

エアーディスプレイ  チェアーサンタ　（WG-
5506）

18M041

[本体価格 18,000]

●材質：ナイロン ●機能：室内仕様 ●セット内容：取付
ヒモ・ピック・ACアダプター・取説●重量：1㎏ ●電源：
AC100V-15W ●本体サイズ：1150×1650×1800mm ●
パッケージサイズ：200×200×320mm ●パッケージ：発
送用段ボール箱 4個 

CHN88-48U

    

イベントなどで大活躍する椅子に座ったサンタのエアー
ディスプレイです。
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＜Ｘmasイベントセット＞

クリスマスブーツプレゼント100人用　（5401
）

18M042

[本体価格 36,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：クリスマスブーツ2L2コ・
クリスマスブーツＬ4コ・クリスマスブーツＳ8コ・クリスマス
ブーツミニ10コ・クリスマスブーツプチ76コ・抽選用スピー
ド三角くじ100枚・抽選箱・明細表・A3ポスター・店頭用お
知らせPOP2枚●重量： ●容量： ●電源： ●本体サイズ
： ●パッケージサイズ：440×330×245mm ●パッケージ
：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35V

     

お菓子の入ったクリスマスブーツが当たる三角くじセット
。イベントの景品などにご使用ください。

クリスマスブーツプレゼント50人用　（5399）

18M043

[本体価格 19,800]

●材質： ●機能： ●セット内容：A賞 クリスマスブーツ特
大 1個・B賞 クリスマスブーツ大 2個・C賞 クリスマスブ
ーツ中 3個・D賞 クリスマスブーツ小 4個・E賞 クリスマス
ブーツミニ 40個・抽選用スピード三角くじ50枚・抽選箱 1
個・明細表 1枚・A3ポスター 1枚・店頭用お知らせPOP 2
枚●重量： ●容量： ●電源： ●パッケージサイズ：
440×325×175mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN75-35V

     

お菓子の入ったクリスマスブーツが当たる三角くじセット
。イベントの景品などにご使用ください。

クリスマスグッズプレゼント  （100名様用）　
（1387-01）

18M044

[本体価格 25,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：1等 ミッキーサンタソック
ス3コ・2等 クリスマスバルーンライト4コ・3等 クリスマス
ハッピーバッグ7コ・4等 コミックバルーンサンタ10コ・5等 
サンタ吹き戻して6コ・6等 クリスマスミニチャーム50コ・三
角クジ100コ・抽選箱●重量： ●容量： ●電源： ●本体
サイズ： ●パッケージ：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35T

     

クリスマスのおもちゃが当たるイベントセットです。

ふわふわ雪の妖精プレゼント５０人用　（
5396）

18M045

[本体価格 19,800]

●材質： ●機能： ●セット内容：特等 スノーマン大2コ・1
等 スノーマン中3コ・2等 スノーマンオーナメント大4コ・3
等 スノーマンオーナメント小5コ・4等 スノーマン小8コ・5
等 冬の妖精マスコット28コ・三角くじ50枚・抽選箱1コ・明
細表1枚・A3ポスター1枚・点頭用お知らせPOP2枚・取説
●重量： ●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケー
ジサイズ：340×540×x250mm ●パッケージ：発送用段
ボール箱 1個 

CHN75-35U

     

スノーマン、雪の妖精のグッズが当たるイベントセットで
す。

聖なるキャンドルプレゼント５０人用　（6305
）

18M046

[本体価格 18,800]

●材質： ●機能： ●セット内容：特等 聖なるクリスマス
キャンドル1コ・１等 スノーマンキャンドル2コ・２等 メガネ
サンタキャンドル3コ・３等 キャンドル３Pセット4コ・４等 キ
ャンドル２Pセット5コ・５等 キャンドル１P35コ・抽選用スピ
ード三角くじ50枚(日本)・くじ明細票(日本)1枚・A3ポスタ
ー（日本）1枚・抽選用お知らせPOP2枚(日本)●重量： 
●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
375×280×125mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

CHN75-35U

     

クリスマスキャンドルが当たる三角くじセット。掲示用ポ
スターとPOPをセットしました。

クリスマスキャンドルつかみどり50人用　（
5440）

18M047

[本体価格 16,800]

●機能： ●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●容量： ●電源： ●本体サイズ：
265×265×265mm ●パッケージサイズ：
295×290×310mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

CHN80-40V

    

クリスマスキャンドルつかみどりのセットです。1回で約3
個つかめます。

サンタぬいぐるみプレゼント50人用　（6473）

18M048

[本体価格 13,800]

●材質： ●機能： ●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●重量： ●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●
パッケージサイズ： ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

CHN75-35U

     

サンタクロースのぬいぐるみが当たる三角くじセットです
。掲示用ポスターとPOPをセットしました。

クリスマスお菓子すくいどり110人用　（6992
）

18M049

[本体価格 9,500]

●材質：紙 ●機能： ●セット内容：お菓子アソート700コ・
お持ち帰り袋110枚(日本)・店頭用お知らせPOP2枚・ディ
スプレイボックス・すくいどり用スプーン●重量： ●容量：
 ●電源： ●本体サイズ：265×265×265mm ●パッケー
ジサイズ：290×290×310mm ●パッケージ：段ボール箱
 1個 

CHN90-50T

     

イベントにぴったりのお菓子のすくいどりセットです。1回
で約6個すくえます。
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＜干支置物・根付＞

錦彩招福亥(紅白・小）　（B-53）

18M050

[本体価格 750]

●材質：陶器 ●機能： ●セット内容：白置物110g・紅置
物55g●容量： ●電源： ●本体サイズ：白置物
/40×80×65mm・紅置物/30×60×45mm ●パッケージ
サイズ：65×195×90mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

     

紅白セットのかわいい干支の置物です。

錦彩招福寿々亥（福寿 ・金銀土鈴）　（B-69
）

18M051

[本体価格 680]

●材質：陶器 ●機能： ●重量：140g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：45×75×50mm ●パッケージサイズ：
70×135×110mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

     

「福」「寿」の文字が入ったかわいい干支の土鈴です。

錦彩招福亥（紅梅）　（B-71）

18M052

[本体価格 380]

●材質：陶器 ●機能： ●重量：70g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：40×75×60mm ●パッケージサイズ：
60×70×90mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

     

紅梅の柄がついたかわいい干支の置物です。

吉祥の亥土鈴（小）　（C-7）

18M053

[本体価格 270]

●材質：陶器 ●機能： ●重量：50g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：38×60×50mm ●パッケージサイズ：
53×70×75mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

     

小さくてかわいい干支の土鈴です。

吉祥の亥土鈴（大）　（C-5）

18M054

[本体価格 250]

●材質：陶器 ●機能： ●重量：70g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：56×82×72mm ●パッケージサイズ：
60×90×75mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

     

大サイズのかわいい干支の置物です。

吉祥の亥土鈴（中）　（C-6）

18M055

[本体価格 240]

●材質：陶器 ●機能： ●重量：60g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：52×58×80mm ●パッケージサイズ：
58×85×65mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

     

中サイズのかわいい干支の置物です。

吉祥の亥土鈴（特小）　（C-8）

18M056

[本体価格 220]

●材質：陶器 ●機能： ●重量：40g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：36×58×56mm ●パッケージサイズ：
43×57×75mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

CHN70-30S

     

ミニサイズのかわいい干支の置物です。

ちりめん製えと根付（亥）　（KH160）

18M057

[本体価格 350]

●材質：ちりめん ●機能： ●重量：6g ●容量： ●電源：
 ●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 

CHN70-30S

     

年末年始の人気アイテム。和雑貨独特の温かさのある
ちりめん製。癒しブームの昨今人気上昇。
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干支ミニ絵馬根付(亥)　（E28007）

18M058

[本体価格 200]

●材質：合板 ●機能： ●重量：4g ●容量： ●電源： ●
パッケージサイズ：53×92×4mm ●パッケージ：PP袋 

JPN70-30S

     

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

クリスタル開運えと（亥）　（0211）

18M059 指定不可

[本体価格 180]

●材質：プラ ●機能： ●重量：6.2g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：100×22×11mm ●パッケージサイズ：
135×55×12mm ●パッケージ：PP袋 

JPN70-30V

     

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

新えと根付５円鈴付（亥）　（E-70S5）

18M060

[本体価格 130]

●材質：アルミ ●機能： ●重量：7.3g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：130×22×10mm ●パッケージサイズ：
65×53×10mm ●パッケージ：PP袋 

JPN70-30S

     

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

えと根付おみくじ付（亥）　（EM-80S）

18M061

[本体価格 120]

●材質：アルミ ●機能： ●重量：4.4g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：100×20×8mm ●パッケージサイズ：
93×53×8mm ●パッケージ：PP袋 

JPN70-30S

     

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

招福絵馬亥

18M062

[本体価格 120]

●材質：合板 ●セット内容：●重量：2.5g ●容量： ●電
源： ●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 ●名入サイ
ズ：13×23mm ●Ｎ：60-18-37-1000-P 

JPN75-35U

     

おかげさまで35年！素朴さが人気の縁起物です。

新えとカラー根付鈴付（亥）　（E-70SC）

18M063

[本体価格 100]

●材質：アルミ ●機能： ●重量：3.6g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：100×20×8mm ●パッケージサイズ：
65×53×8mm ●パッケージ：PP袋 

JPN70-30S

     

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

招福鈴付干支のお守り（運勢表付）　（C-4）

18M064

[本体価格 100]

●材質：陶器 ●機能： ●重量：6g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：7×30×21mm ●パッケージサイズ：
107×80mm ●パッケージ：化粧袋 200個 

JPN70-30S

     

陶器製の小さな干支のお守りです。運勢を占う運勢表付
。

えと小槌（亥）　（E-30）

18M065

[本体価格 75]

●材質：アルミ ●機能： ●重量：3g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：80×20×4mm ●パッケージサイズ：
65×53×4mm ●パッケージ：PP袋 

JPN70-30S

     

縁起の良い小槌型えとグッズ。毎年、年末年始の人気
商品。

福銭 袋入り　（OAA1）

18M066

[本体価格 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 

JPN65-25U

5円とご縁をかけた演技の良い福銭です。
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＜干支タオル・
石鹸・入浴剤＞

福づくし手ぬぐい　（081256）

18M070A A/七福神

[本体価格 280]

●材質：布 ●機能： ●セット内容：●重量：33g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ：340×900mm ●パッケージサイ
ズ：130×220mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入サイ
ズ：30×80mm ●Ｎ：/40-24-9-500-L 

JPN70-30S

     

のし柄が中央にデザインされた、贈り物におすすめの手
ぬぐいです。

福づくし手ぬぐい　（081255）

18M070B B/金運

[本体価格 280]

●材質：布 ●機能： ●セット内容：●重量：33g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ：340×900mm ●パッケージサイ
ズ：130×220mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入サイ
ズ：30×80mm ●Ｎ：/40-24-9-500-L 

JPN70-30S

     

のし柄が中央にデザインされた、贈り物におすすめの手
ぬぐいです。

干支タオル

18M071A A/梅

[本体価格 240]

●材質：綿 ●機能： ●重量：62g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：340×860mm ●パッケージサイズ：
235×140×40mm ●パッケージ：PP袋 200個 

CHN70-30S

     

亥のかわいい柄のタオルです。

干支タオル

18M071B B/絵馬

[本体価格 240]

●材質：綿 ●機能： ●重量：62g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：340×860mm ●パッケージサイズ：
235×140×40mm ●パッケージ：PP袋 200個 

CHN70-30S

     

亥のかわいい柄のタオルです。

干支タオル 亥 ランダム柄　（6J0190PB）

18M072

[本体価格 240]

●材質：綿100％ ●機能： ●重量：62g ●容量： ●電源
： ●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

     

リラックスのバスタイムにぴったりなかわいい亥のデザイ
ンのタオルです。

干支タオル 亥 格子柄　（6J150PB）

18M073

[本体価格 240]

●材質：綿100% ●機能： ●重量：62g ●容量： ●電源： 
●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

     

リラックスのバスタイムにぴったりなかわいい亥のデザイ
ンのタオルです。

えとミニタオル 亥　（6J0112PE）

18M074

[本体価格 120]

●材質：綿100% ●機能： ●重量：15g ●容量： ●電源： 
●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

     

可愛い干支柄のミニタオル。初詣や年始ご挨拶のおとも
にお使いください。

十二支 干支石けん 亥(い）　（JN-2）

18M075

[本体価格 250]

●機能：組立式 ●セット内容：石けん77g・組立てキット（
屏風・シール・毛氈）●重量：75g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ： ●パッケージサイズ：67×46×94mm ●パッ
ケージ：化粧箱＋のし(添) 100個 

JPN70-30S

[法]化粧品     

亥の形をしたかわいい石けんです。一緒に飾れる毛氈、
屏風付。
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迎春石鹸  亥　（CG-218）

18M076

[本体価格 200]

●機能：組立式 ●セット内容：石鹸68g・付属品(屏風・シ
ール・毛氈)●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケ
ージサイズ：48×93×64mm ●パッケージ：化粧箱＋の
し（添） 100個 

JPN70-30S

［法］化粧品     

年末年始のご挨拶にぴったりのかわいい石けんです。

来福石けん  十二支  亥  (い）　（JN-1）

18M077

[本体価格 150]

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

JPN70-30S

[法]化粧品     

亥の形をしたかわいい石けんです。一緒に飾れる毛氈、
屏風付。

来福の湯  2包入　（RFY-2）

18M078

[本体価格 200]

●材質：薬用入浴剤 ●機能： ●セット内容：箱根25g・有
馬25g●容量： ●電源： ●パッケージサイズ：
113×165×12mm ●パッケージ：たとう式ケース 100個 

JPN70-30S

[法]医薬部外品     

縁起の良いパッケージに包装された薬用入浴剤です。

来福の湯  1包入　（RFY-1）

18M079

[本体価格 100]

●材質：薬用入浴剤 ●機能： ●セット内容：箱根25g●
容量： ●電源： ●パッケージサイズ：113×102×9mm 
●パッケージ：たとう式ケース 200個 

JPN70-30S

[法]医薬部外品     

縁起の良いパッケージに包装された薬用入浴剤です。

薬用入浴剤 招福の湯（3包入）　（SK-3P）

18M080

[本体価格 200]

●セット内容：薬用入浴剤25g×3●重量：110g ●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 ●名入サイズ：30×130mm ●Ｎ：台紙/90-
24-12-300-K 

JPN70-30W

[法]医薬部外品 

1年中使える開運シリーズです。年末年始のご挨拶・開
店記念・イベント・景品等に。

薬用入浴剤 招福の湯（2包入）　（SK-2P）

18M081

[本体価格 130]

●セット内容：薬用入浴剤25g×2●重量：77g ●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 ●名入サイズ：40×90mm ●Ｎ：90-24-12-
300-H 

JPN70-30V

[法]医薬部外品 

薬用入浴剤 招福の湯（1包入）　（SK-1P）

18M082

[本体価格 75]

●セット内容：薬用入浴剤25g●重量：38g ●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 ●名入サイズ：20×50mm ●Ｎ：90-24-12-300-
H 

JPN70-30U

[法]医薬部外品 

薬用入浴剤  福々湯２P 亥　（6SE02B）

18M083

[本体価格 160]

●機能： ●セット内容：薬用入浴剤25g×2●容量： ●電
源： ●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 

JPN70-30S

［法］医薬部外品     

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。かわいい亥のパ
ッケージ入。

薬用入浴剤  福々湯１Ｐ 亥　（6SE01B）

18M084 指定不可

[本体価格 80]

●機能： ●セット内容：薬用入浴剤25g●容量： ●電源：
 ●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 

JPN70-30S

［法］医薬部外品     

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

コマ箸置  朱(5ヶ入)　（2217）

18M088A A/朱

[本体価格 1,500]

●材質：ABS ●機能： ●重量：40g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：Φ35×35mm ●パッケージサイズ：
40×180×30mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入サ
イズ：5×5mm ●Ｎ：60-36-7-1-S 

JPN70-30S

     

可愛らしいコマの形の箸置です。

コマ箸置  朱(5ヶ入)　（2218）

18M088B B/黒

[本体価格 1,500]

●材質：ABS ●機能： ●重量：40g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：Φ35×35mm ●パッケージサイズ：
40×180×30mm ●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入サ
イズ：5×5mm ●Ｎ：60-36-7-1-S 

JPN70-30S

     

可愛らしいコマの形の箸置です。

福玉にゃんにゃん(招福開運鏡)　（CD3620）

18M089 指定不可

[本体価格 450]

●材質：ポリレジン ●重量：50g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：50×50×50mm ●パッケージサイズ：
55×60×50mm ●パッケージ：無地箱 144個 

CHN75-35S

     

背中に福を呼ぶ八卦の鏡付。赤(幸福)、黄(金運)、緑(健
康)、ピンク(縁結び)の4色アソートです。

縁起小紋手拭　（4F-EK01）

18M090A A/七福神

[本体価格 350]

●材質：綿100% ●機能： ●セット内容：取説●重量：
32g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：340×900mm ●パ
ッケージサイズ：235×95×5mm ●パッケージ：専用のし
紙巻き 300個 

JPN70-30S

     

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

縁起小紋手拭　（4F-EK02）

18M090B B/招き猫

[本体価格 350]

●材質：綿100% ●機能： ●セット内容：取説●重量：
32g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：340×900mm ●パ
ッケージサイズ：235×95×5mm ●パッケージ：専用のし
紙巻き 300個 

JPN70-30S

     

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

縁起小紋手拭　（4F-EK03）

18M090C C/達磨

[本体価格 350]

●材質：綿100% ●機能： ●セット内容：取説●重量：
32g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：340×900mm ●パ
ッケージサイズ：235×95×5mm ●パッケージ：専用のし
紙巻き 300個 

JPN70-30S

     

古くから幸福を授けてくれるとされている縁起物をデザイ
ンした手拭です。

福づくしふきん　（081254）

18M091A A/金運招来

[本体価格 150]

●材質：綿100% ●セット内容：●容量： ●電源： ●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

     

縁起の良い柄が入ったふきんです。これを使って運を呼
び込みましょう！

福づくしふきん　（081253）

18M091B B/開運招福

[本体価格 150]

●材質：綿100% ●セット内容：●容量： ●電源： ●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

     

縁起の良い柄が入ったふきんです。これを使って運を呼
び込みましょう！



WEB ウインターナウ２０１８

福だるまポーチ　（0144501）

18M092

[本体価格 350]

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：31g ●
本体サイズ：130×130×45mm ●パッケージサイズ：
130×130×10mm ●パッケージ：ポリ袋 240個 ●名入
サイズ：40×60mm ●Ｎ：80-69-16-300-S 

CHN70-30U

    

だるまのデザインのかわいいポーチです。

開運福だるま

18M093

[本体価格 130]

●材質：スチール ●重量：5g ●容量： ●電源： ●本体
サイズ：Φ20mm ●パッケージサイズ：118×38mm ●パ
ッケージ：PP袋 600個 ●名入サイズ：5×15mm ●Ｎ：
60-12-27-500-P 

JPN75-35T

     

程よい大きさの縁起だるま鈴(おみくじ付き)

朱泥干支湯呑1Ｐ　（P-210）

18M094

[本体価格 230]

●材質：磁器 ●機能： ●重量：146g ●容量：180mL ●
電源： ●本体サイズ：Φ64x79mm ●パッケージサイズ：
70×70×85mm ●パッケージ：無地箱 120個 ●名入サ
イズ：40×50mm ●Ｎ：90-54-27-100-転写 

JPN75-35T

     

干支のデザインの湯呑。

迎春用ラップ２０ｍ巻

18M095

[本体価格 200]

●材質：PVC ●機能： ●重量：130ｇ ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：30cm×20m ●パッケージサイズ：
316×41×41mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

     

台所の必需品。新年のご挨拶にぴったりの迎春用ラップ
です。

開運財布 七福神　（037024）

18M096

[本体価格 200]

●材質：不織布 ●機能： ●セット内容：●重量：36g ●
容量： ●電源： ●本体サイズ：2つ折時
/195×89×6mm ●パッケージサイズ：197×105×6mm 
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入サイズ：20×60mm 
●Ｎ：50-48-17-500-H 

CHN70-30S

     

財布や領収書・金券などのケースとして使えます。ソフト
な使い心地で縁起の良いデザインです。

金運通帳ケース 大黒様　（037025）

18M097

[本体価格 200]

●材質：不織布 ●機能： ●セット内容：●重量：36g ●
容量： ●電源： ●本体サイズ：2つ折時
/195×93×6mm ●パッケージサイズ：197×105×6mm 
●パッケージ：化粧箱 500個 ●名入サイズ：20×60mm 
●Ｎ：50-48-17-500-H 

CHN70-30S

     

通帳やカードを入れておくのにピッタリな金運通帳ケース
。これでお金もたまるかも!?

干支財布　（037021）

18M098A A/民芸

[本体価格 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 ●名入サイズ：10×60mm 
●Ｎ：60-36-17-500-H 

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
触の干支財布です。

干支財布　（037022）

18M098B B/ﾀﾃｼﾞﾏ

[本体価格 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 ●名入サイズ：10×60mm 
●Ｎ：60-36-17-500-H 

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
触の干支財布です。

干支財布　（037023）

18M098C C/金運

[本体価格 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 ●名入サイズ：10×60mm 
●Ｎ：60-36-17-500-H 

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
触の干支財布です。
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七ふくさまの福布来　（6M01）

18M099

[本体価格 150]

●材質：ポリエステル100％ ●機能： ●重量：13g ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：150×150mm ●パッケージ
サイズ：152×152×1mm ●パッケージ：PP袋 1000個 

CHN70-30S

     

スマホ・タブレットなどの画面拭きにお使いください。

運をすくう招き猫スプーン  おみくじ付き　（
101-071）

18M100

[本体価格 150]

●材質：ステンレススチール(金メッキ仕上) ●機能： ●
セット内容：取説●重量：9g ●容量： ●電源： ●本体サ
イズ：115mm ●パッケージサイズ：33×130×10mm ●
パッケージ：化粧箱 200個 

JPN75-35V

     

スプーンで運を「すくう」開運・招福おみくじ付きスプーン!
占いおみくじ付きです。

おみくじシャープペン　（6322）

18M101 指定不可

[本体価格 130]

●材質：ABS ●機能：おみくじ内容（絶好調!! ･いいね!･
まぁまぁかな? ･やる気あるの? ･アカン!! ･うわっ 悪!） 
●セット内容：・取説●重量：10g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：Φ13×137mm ●パッケージサイズ：
55×150×14mm ●パッケージ：ポリ袋 600個 ●名入サ
イズ：40×5mm ●Ｎ：70-36-17-100-P 

CHN70-30S

     

ペンを振って占う面白シャープペン!受験生にも!

干支ＢＯＸティッシュ 40Ｗ（亥）　（LA04-05）

18M102

[本体価格 120]

●材質：パルプ ●セット内容：ティッシュ40W●重量：70g 
●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

亥の柄がかわいいボックスティッシュ。裏面はカレンダー
になっています。

開運招福コットンふきん１枚入

18M103 指定不可

[本体価格 120]

●材質：綿100% ●機能： ●重量：25g ●容量： ●電源： 
●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 ●名入サ
イズ：18×130mm ●Ｎ：台紙 /45-6-22-200-O 

CHN70-30S

     

丈夫で長持ちな吸水性抜群のふきんです。身の回りをき
れいにして福を招き入れましょう!

開運クロス　（044023）

18M104

[本体価格 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 
●名入サイズ：10×60mm ●Ｎ：台紙/40-20-17-500-O 

JPN70-30S

    

拭けば拭くほど福来たる!黄色のクロスで汚れと金運をば
っちりつかみとりましょう!

開運招福サージカルマスク３Ｐ

18M105

[本体価格 90]

●材質：不織布 ●機能： ●重量：10g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ： ●パッケージサイズ：185×111×5mm 
●パッケージ：PP袋 300個 ●名入サイズ：30×80mm ●
Ｎ：台紙 /45-6-17-300-刷込 

CHN70-30S

     

風邪・花粉・ほこりからしっかりガード!心も体も健康にし
て福を招き入れましょう!

開運招福お掃除ワイパー２枚入

18M106

[本体価格 60]

●材質：ポリエステル ●機能： ●重量：8g ●容量： ●
電源： ●本体サイズ：200×300mm ●パッケージサイズ
：155×105×8mm ●パッケージ：PP袋 500個 ●名入サ
イズ：80×20mm ●Ｎ：台紙 /45-6-17-500-O 

CHN70-30S

     

モニターやテレビにも使えるお掃除ワイパーです。身の
回りをきれいにして福を招き入れましょう!

開運招福せいけつふきん１枚入

18M107 指定不可

[本体価格 50]

●材質：レーヨン(不織布) ●機能： ●重量：9g ●容量： 
●電源： ●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
サイズ：30×90mm ●Ｎ：台紙 /45-6-22-300-O 

CHN70-30S

     

丈夫で何度も使えるレーヨンふきんです。身の回りをき
れいにして福を招き入れましょう!
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＜富士山グッズ＞

富士山ぐい呑み２Ｐ　（FM-103）

18M110

[本体価格 5,000]

●材質：18-8ステンレス(内面24金メッキ) ●機能： ●セ
ット内容：取説●重量：50g×2 ●容量：75mＬ ●電源： 
●本体サイズ：Φ67×45mm ●パッケージサイズ：
74×150×52mm ●パッケージ：化粧箱 24個 ●名入サ
イズ：10×20mm ●Ｎ：50-240-22-10-C 

JPN75-35S

［品]メイド・イン・ツバメ     

雄大で美しい富士山をモチーフにしたステンレス冷酒杯
。

富士山ぐい呑み２Ｐ　（FMｰ101）

18M111

[本体価格 4,000]

●材質：18-8ステンレス ●セット内容：取説●重量：
50g×2 ●容量：75mL ●本体サイズ：Φ67×45mm ●パ
ッケージサイズ：74×150×52mm ●パッケージ：化粧箱 
24個 ●名入サイズ：10×20mm ●Ｎ：50-240-22-10-C 

JPN70-30S

［品]メイド・イン・ツバメ 

雄大で美しい富士山をモチーフにしたステンレス冷酒杯
。

金銀彩富士  マグカップペア　（FG-53）

18M112

[本体価格 1,500]

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：660g ●
容量：320mL ●電源： ●本体サイズ：Φ80×93mm ●パ
ッケージサイズ：100×190×95mm ●パッケージ：化粧
箱 24個 

JPN70-30S

     

美しい金と銀の色合いで彩られた、落ち着いた富士山の
デザインのマグカップです。

富士山  おろし器　（FG-43）

18M113A A/赤

[本体価格 1,200]

●材質：磁器 ●機能： ●重量：130g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：Φ115×30mm ●パッケージサイズ：
125×155×45mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

     

彩り鮮やかな富士山おろしは、そのまま食卓で使っても
オシャレなアイテムです。

富士山  おろし器　（FG-44）

18M113B B/青

[本体価格 1,200]

●材質：磁器 ●機能： ●重量：130g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：Φ115×30mm ●パッケージサイズ：
125×155×45mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

     

彩り鮮やかな富士山おろしは、そのまま食卓で使っても
オシャレなアイテムです。

富士登山  マグ　（FG-54）

18M114A A/赤

[本体価格 750]

●材質：磁器 ●機能： ●重量：240g ●容量：300mL ●
電源： ●本体サイズ：120×110×125mm ●パッケージ
サイズ：120×95×135mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

     

遊び心のあるデザインが、贈り物や和みの時間にピッタ
リです。

富士登山  マグ　（FG-55）

18M114B B/青

[本体価格 750]

●材質：磁器 ●機能： ●重量：240g ●容量：300mL ●
電源： ●本体サイズ：120×110×125mm ●パッケージ
サイズ：120×95×135mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

     

遊び心のあるデザインが、贈り物や和みの時間にピッタ
リです。

富士山絵柄ティーパック　（TBF-10）

18M115

[本体価格 100]

●材質： ●機能： ●セット内容：煎茶ティーパック1g×3
●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
110×110mm ●パッケージ：アルミフィルム 100個 

JPN80-40S

     

香り豊かな日本茶ティーパックを富士山絵柄の袋に詰め
ました。ティーパックなので手軽にお茶をいただけます。
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＜年末年始食品＞

信州そば（木箱入り）　（RSJ-10）

18M120

[本体価格 1,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：そば50g×10束●容量：
 ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
213×162×26mm ●パッケージ：木箱 20個 

JPN70-30U

     

あったかおつゆでかけ蕎麦にしてもよし、蕎麦本来の味
わいを楽しめるざるそばもよし。お好みでお楽しみ下さい
。

年越しそば　（LCT-60R）

18M121

[本体価格 600]

●機能： ●セット内容：乾そば190g×2●重量：380g ●
容量： ●電源： ●本体サイズ：250×80×15mm ●パッ
ケージサイズ：253×150×24mm ●パッケージ：化粧箱 
30個 

JPN70-30S

     

独自のそば粉と小麦粉を使用し、そばの風味を大切に
作りました。豊かなそばの風味と、コシのある歯切れを
お楽しみ下さい。

年越しそば　（LCT-30R）

18M122

[本体価格 300]

●機能： ●セット内容：乾そば190g●重量：190g ●容量
： ●電源： ●本体サイズ：250×80×15mm ●パッケー
ジサイズ：250×68×20mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN70-30S

     

独自のそば粉と小麦粉を使用し、そばの風味を大切に
作りました。豊かなそばの風味と、コシのある歯切れを
お楽しみ下さい。

招福うどん　（HS-5）

18M123

[本体価格 500]

●セット内容：讃岐うどん50g×5・保証書●本体サイズ：
90×198×21mm ●パッケージサイズ：90×198×21mm 
●パッケージ：化粧箱 60個 

JPN60-20U

    

昔ながらの讃岐うどんの製法を現代の技術で再現。生
地を十分鍛えた後、休ませることにより、表面のつるみと
しっかりとしたコシのある麺に仕上げました。

福かさねうどん　（QQA-5）

18M124

[本体価格 500]

●材質： ●機能： ●セット内容：うどん50g×6●容量： 
●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
192×100×22mm ●パッケージ：化粧箱 30個 

JPN55-15S

     

厳選された小麦粉を製麺した、つるつるとした喉ごしの
良いうどんです。

年明けうどん　（ECA-30）

18M125

[本体価格 300]

●機能： ●セット内容：乾うどん200g●重量：200g ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：250×80×15mm ●パッケ
ージサイズ：250×70×20mm ●パッケージ：化粧箱 60
個 

AUS70-30S

     

「年明けに縁起を担いで食べるうどん」として話題の「うど
ん県産」年明けうどんです。麺用一等粉ち瀬戸内の海水
塩を使用して作りました。

紀州一粒梅３粒　（2148113）

18M126A A/ｵﾒﾃﾞﾄｳｺﾞｻﾞｲﾏｽ

[本体価格 1,000]

●セット内容：紀州蜂蜜梅25g×3粒●重量：135g ●パッ
ケージサイズ：185×60×50mm ●パッケージ：化粧箱 
36個 

JPN88-48U

    

やさしいデザインのパッケージに入った梅干し。様々な
シーンでのご挨拶で使用できます。

紀州一粒梅３粒　（2148119）

18M126B B/ﾖﾛｼｸｵﾈｶﾞｲｼﾏｽ

[本体価格 1,000]

●セット内容：紀州蜂蜜梅25g×3粒●重量：135g ●パッ
ケージサイズ：185×60×50mm ●パッケージ：化粧箱 
36個 

JPN88-48U

    

やさしいデザインのパッケージに入った梅干し。様々な
シーンでのご挨拶で使用できます。
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招福宝来べっこう黄金飴

18M127

[本体価格 400]

●セット内容：飴100g●重量：134g ●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

    

鯛・小槌・宝船等、縁起の良い形のべっこう飴です。

大吉まねきべっこう黄金飴パック・Ｓ

18M128

[本体価格 260]

●セット内容：飴6個●重量：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。

お年賀お菓子セット　（6966）

18M129

[本体価格 80]

●材質： ●機能： ●セット内容：お菓子4コ(アソート)・フ
ルーツキャンディー2コ●重量：13g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ： ●パッケージサイズ：95×95×10mm ●パ
ッケージ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

     

招福  梅茶　（SF-25）

18M130

[本体価格 250]

●材質： ●機能： ●セット内容：梅茶2g×3･おみくじ●
容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
140×140×8mm ●パッケージ：化粧箱 50個 

JPN80-40U

     

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

招福  梅茶　（SF-15）

18M131

[本体価格 150]

●材質： ●機能： ●セット内容：梅茶2g×2・おみくじ●
容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
110×138×5mm ●パッケージ：化粧箱 100個 

JPN80-40U

     

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

純金茶　（J-15）

18M132

[本体価格 150]

●材質： ●機能： ●セット内容：純金茶2g×3袋●容量：
 ●電源： ●本体サイズ： ●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。

開運純金茶　（UOT-JUN-0070）

18M133

[本体価格 130]

●セット内容：梅昆布茶2g×2包●容量： ●電源： ●パ
ッケージサイズ：100×140×10mm ●パッケージ：サック
箱 100個 

JPN80-40S

     

金箔入りのめでたい梅こぶ茶です。おみくじ付。

純金茶　（J-10）

18M134

[本体価格 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。

招福  ふく茶  煎茶2P　（SFY-10）

18M135

[本体価格 100]

●材質： ●機能： ●セット内容：煎茶ティーバック5g×2・
おみくじ・取説●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッ
ケージサイズ：138×125×7mm ●パッケージ：化粧箱 
100個 

JPN75-35S

     

香味、色合いをバランス良く仕上げたティーバッグ入りの
煎茶です。おみくじ付きです。
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＜カレンダー・
正月用品＞

カレンダー2019　（CAL19007）

18M140

[本体価格 1,200]

●材質：紙 ●機能：組立式 ●セット内容：取説●重量：
160g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
140×200×100mm ●パッケージサイズ：
325×230×20mm ●パッケージ：PP袋 30個 

JPN75-35T

     

貯金達成という頂上を目指して毎日コツコツ貯めていくカ
レンダーです。1年後の楽しみの積み重ねタイプです。

カレンダー2019　（CAL19001）

18M141

[本体価格 980]

●材質：紙 ●機能：組立式 ●セット内容：取説●重量：
185g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
196×147×110mm ●パッケージサイズ：
290×200×20mm ●パッケージ：PP袋 80個 

JPN75-35T

     

1日1円プラスしていく、コツコツ貯めていくカレンダーです
。1年後の楽しみの積み重ねタイプです。

壁掛Ｂ４カレンダー（ペールトーンカラー文
字）　（XA15）

18M142

[本体価格 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
入サイズ：60×340mm ●Ｎ：40-42-22-100-K 

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。FCS森林認証紙を使用した環境配慮型商品
です。

卓上レインボーカラーインデックス　（FU48）

18M143

[本体価格 480]

●材質：紙･鉄リング ●重量：80g ●本体サイズ：
150×180×14mm ●パッケージ：ポリ袋 100個 ●名入
サイズ：13×140mm ●Ｎ：台紙/40-42-16-100-H 

JPN60-20V

    

インデックスタイプの予定が確認しやすい卓上カレンダ
ーです。六曜・年齢早見表。前月1月後3月入りです。

卓上カレンダー スマートプランニング　（
XA110）

18M144

[本体価格 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
サイズ：13×140mm ●Ｎ：台紙/40-42-22-100-H 

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。FCS森
林認証紙を使用した環境配慮型商品です。

卓上カレンダー スタンドペールカラーズ（大
）　（FU54）

18M145

[本体価格 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 ●名入サ
イズ：13×140mm ●Ｎ：台紙/40-42-22-100-H 

JPN60-20Y

    

ペールカラーでカラフルな実用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）

18M146

[本体価格 380]

●材質：スチロール･紙 ●セット内容：取説●重量：109g 
●容量： ●電源： ●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 ●名入サイズ：12×140mm ●Ｎ：ケース下部
/40-24-16-100-S 

JPN70-30S

     

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

卓上カレンダー/2ｹ月スケジュール　（FU58
）

18M147

[本体価格 380]

●材質：紙・鉄リング ●重量：42g ●本体サイズ：
180×113×13mm ●パッケージ：紙封筒(添) 100個 ●名
入サイズ：13×90mm ●Ｎ：台紙/40-42-16-100-H 

JPN60-20V

    

定型封筒(添付品)で発送できるコンパクトなカレンダーで
す。縦2か月のスリムで上品なカレンダーで実用性抜群
です。



WEB ウインターナウ２０１８

5連エコカレンダー（Ａ5サイズ）　（TSR-550）

18M148

[本体価格 350]

●材質：再生紙・PP ●重量：117g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：180×210×11mm ●パッケージサイズ：
185×216×11mm ●パッケージ：PP袋 50個 ●名入サイ
ズ：19×190mm ●Ｎ：名入れカード/0-0-12-100-オンデ
マンド印刷 

JPN70-30S

     

国の認定マークを取得済みの紙リング使用。使用後は、
そのまま可燃ごみとして処分可能。卓上カレンダー 大
級のA5サイズ。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）

18M149A A/ﾎﾜｲﾄ

[本体価格 330]

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●容量： ●
電源： ●本体サイズ：160×180×10mm ●パッケージサ
イズ：164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名
入サイズ：15×160mm ●Ｎ：台紙/40-30-18-100-S 

JPN63-23T

     

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

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-
300）

18M149B B/ﾌﾞﾗｯｸ

[本体価格 330]

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●容量： ●
電源： ●本体サイズ：160×180×10mm ●パッケージサ
イズ：164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名
入サイズ：15×160mm ●Ｎ：台紙/40-30-18-100-S 

JPN63-23T

     

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

カラフルエコカレンダー　（TSR-320）

18M150A A/ﾎﾜｲﾄ

[本体価格 330]

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●重量： ●
容量： ●電源： ●本体サイズ：160×180×10mm ●パッ
ケージサイズ：164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 
100個 ●名入サイズ：15×160mm ●Ｎ：40-30-18-100-
S 

JPN63-23T

     

紙リングの卓上カレンダー。使用後はそのまま可燃ごみ
として処分可能。カラフルなデザインで机上を明るくする
使いやすいB6サイズ。カーボンオフセット付。

カラフルエコカレンダー　（TSR-320）

18M150B B/ﾌﾞﾗｯｸ

[本体価格 330]

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●重量： ●
容量： ●電源： ●本体サイズ：160×180×10mm ●パッ
ケージサイズ：164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 
100個 ●名入サイズ：15×160mm ●Ｎ：40-30-18-100-
S 

JPN63-23T

     

紙リングの卓上カレンダー。使用後はそのまま可燃ごみ
として処分可能。カラフルなデザインで机上を明るくする
使いやすいB6サイズ。カーボンオフセット付。

3wayマルチカレンダー

18M151

[本体価格 300]

●材質：PP（再生樹脂10％配合）･紙 ●機能：卓上、壁
掛け兼用 ●セット内容：取説●重量：39g ●容量： ●電
源： ●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
サイズ：12×140mm ●Ｎ：カード下部/40-72-16-100-O 

JPN65-25V

     

カードを抜かずに倒して書き込みが出来る便利な卓上カ
レンダー。

ＤＭサイズカレンダー　（TS-521A）

18M152

[本体価格 280]

●材質：PP(再生樹脂10％配合）･紙 ●機能：卓上、壁掛
け兼用･定形郵便92円可 ●セット内容：取説●重量：
30g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：102×154×6mm 
●パッケージサイズ：110×160×6mm ●パッケージ：PP
袋 200個 ●名入サイズ：10×125mm ●Ｎ：カード下部
/40-30-16-100-O 

JPN65-25V

     

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ダ
イレクトメールに 適。

3way CDサイズカレンダー　（TS-651A）

18M153

[本体価格 280]

●材質：PP･紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用 ●セット内容
：取説●重量：32g ●容量： ●電源： ●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 ●名入サイズ：15×105mm 
●Ｎ：カード下部/40-30-16-100-O 

JPN65-25V

     

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ポ
ピュラーなCDサイズ。

5連エコカレンダー（Ｂ6サイズ）　（TSR-500）

18M154

[本体価格 250]

●材質：再生紙･PP ●重量：88g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：160×180×11mm ●パッケージサイズ：
164×193×11mm ●パッケージ：PP袋 100個 ●名入サ
イズ：15×160mm ●Ｎ：名入れカード/0-0-12-100-オン
デマンド印刷 

JPN70-30S

     

紙リングの卓上カレンダー。使用後はそのまま可燃ごみ
として処分可能。使いやすいB6サイズです。カーボンオ
フセット付。
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2019年卓上デルタカレンダー　（DE-01）

18M155

[本体価格 100]

●材質：上質紙 ●重量：40g ●容量： ●電源： ●本体
サイズ：130×150×60mm ●パッケージサイズ：
155×144×10mm ●パッケージ：ポリ袋 400個 ●名入
サイズ：15×80mm ●Ｎ：台紙 /60-44-17-100-O 

JPN73-33T

     

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

干支カレンダー和紙ファイル（雲流白）

18M156

[本体価格 150]

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●機能： ●重量：16g ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：310×215mm ●パッケージ
サイズ：230×312×1mm ●パッケージ：PP袋 200個 

JPN70-30S

     

和紙ファイルは非木材(国内竹)と間伐材を使用した非木
材グリーン協会認定商品です。

初春セット5膳　（A02-08）

18M157

[本体価格 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

ポチ袋もセットの祝い箸5膳セットです。

迎春 祝い箸5膳パック　（A04-03）

18M158

[本体価格 85]

●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 

CHN70-30S

縁起の良い柄の袋に入った迎春用祝箸です。

お年玉袋5柄　（N-1）

18M159

[本体価格 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

5種類の縁起柄がデザインされたポチ袋です。

年賀状ファイル (干支柄)　（039501）

18M160

[本体価格 100]

●材質：PP ●セット内容：●重量：23g ●容量： ●電源：
 ●本体サイズ：161×110×19mm ●パッケージサイズ： 
●パッケージ：のし袋（添） 300個 ●名入サイズ：
12×60mm ●Ｎ：40-18-17-500-L 

CHN70-30S

     

縁起の良い干支柄が人気の年賀状ファイル。
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＜正月イベントセット＞

運だめし福袋プレゼント１００人用　（6292）

18M165

[本体価格 30,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：特等 おたのしみ福袋(
特大)1コ・1等 (大)2コ・2等 (中)3コ・3等 (小)4コ・4等 (ミニ
)5コ・5等 （プチ）85コ・抽選箱・明細表1枚・Ａ3ポスター1
枚・店頭用ＰＯＰ2枚・抽選用三角くじ100枚●重量： ●容
量： ●電源： ●パッケージサイズ：485×650×860mm 
●パッケージ：発送用段ボール箱 1個 

JPN80-40W

     

運だめしの福袋が当たる三角くじセットです。お正月の
店頭イベントなどにご使用ください。

運だめし福袋プレゼント５０人用　（6272）

18M166

[本体価格 23,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：特等 おたのしみ福袋(
特大)1コ・1等 (大)2コ・2等 (中)3コ・3等 (小)4コ・4等 (ミニ
)5コ・5等 （プチ）35コ・抽選箱・明細表1枚・Ａ3ポスター1
枚・店頭用ＰＯＰ2枚・抽選用三角くじ50枚●重量： ●容
量： ●電源： ●パッケージサイズ：485×650×860mm 
●パッケージ：発送用段ボール箱 1個 

JPN75-35T

     

運だめしの福袋が当たる三角くじセットです。お正月の
店頭イベントなどにご使用ください。

招福亥福鈴プレゼント１００人用　（KK-6）

18M167

[本体価格 26,000]

●材質：陶器 ●機能： ●セット内容：特等 錦彩招福亥
福鈴親子1ｺ･1等 錦彩招福亥紅白福鈴2ｺ・2等 錦彩招
福亥金銀福鈴3ｺ・3等 亥みやび鈴4ｺ・4等 吉祥の亥土
鈴(大)8ｺ・5等 吉祥の亥土鈴(中)10ｺ・6等 吉祥の亥土鈴
(特小)22ｺ・7等 招福鈴付干支のお守り50ｺ・抽選くじ100
枚・抽選箱1ｺ・くじ明細表1枚●重量：7Kg ●容量： ●電
源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
340×400×240mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN78-38V

     

亥の福鈴・土鈴が当たる三角くじセットです。お正月の店
頭イベントなどにご使用ください。

招福亥福鈴プレゼント50人用　（KK-7）

18M168

[本体価格 18,000]

●材質：陶器 ●機能： ●セット内容：特等 錦彩招福亥
福鈴親子1ｺ･1等 錦彩招福亥紅白福鈴2ｺ・2等 錦彩招
福亥金銀福鈴3ｺ・3等 亥みやび鈴4ｺ・4等 吉祥の亥土
鈴(大)5ｺ・5等 吉祥の亥土鈴(中)6ｺ・6等 吉祥の亥土鈴(
特小)11ｺ・7等 招福鈴付干支のお守り18ｺ・抽選くじ50枚
・抽選箱1ｺ・くじ明細表1枚●重量：4kg ●容量： ●電源：
 ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
300×370×230mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN78-38V

     

亥の福鈴・土鈴が当たる三角くじセットです。お正月の店
頭イベントなどにご使用ください。

招福干支亥プレゼント１００人用　（KK-1）

18M169

[本体価格 23,800]

●材質：陶器 ●セット内容：特等 亥金彩ケース入1ｺ・1
等 亥紅白親子（大）2ｺ・2等 亥干支カレンダー飾り皿3ｺ・
3等 錦彩招福亥福鈴5ｺ・4等 亥青磁(豆)8ｺ・5等 亥楊枝
入(白・青)31ｺ・6等 招福鈴付干支のお守り50ｺ・抽選くじ
100枚・抽選箱1個・くじ明細表1枚●重量： ●容量： ●電
源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
340×400×260mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN78-38V

     

招福干支グッズが当たる三角くじセットです。お正月のイ
ベントや景品にご使用ください。

招福干支亥プレゼント５０人用　（KK-2）

18M170

[本体価格 17,400]

●材質：陶器 ●機能： ●セット内容：特等 亥金彩ケース
入1ｺ・1等 亥紅白親子（大）2ｺ・2等 亥干支カレンダー飾
り皿3ｺ・3等 錦彩招福亥福鈴4ｺ・4等 亥青磁(豆)5ｺ・5等 
亥楊枝入(白・青)10ｺ・6等 招福鈴付干支のお守り25ｺ・
抽選くじ50枚・抽選箱1個・くじ明細表1枚●重量： ●容量
： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
280×400×245mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN78-38V

     

招福干支グッズが当たる三角くじセットです。お正月のイ
ベントや景品に。

すっきりクリーンプレゼント100人用　（7123）

18M171

[本体価格 28,000]

●機能： ●セット内容：特等 クリーンギフトセット(NXG-
20)2ｺ・１等 マルチオープナー(中国)4ｺ・２等 キャニスタ
ージッパーバッグ（M）6ｺ・3等 くまさんスポンジ8ｺ・4等 キ
ッチンクリーナー10ｺ・5等 スタンド水切りパック70ｺ●電
源： ●パッケージサイズ： ●パッケージ：発送用段ボー
ル箱 1個 

JPN75-35U

     

年末年始のお掃除にぴったりなクリーングッズが当たる
イベントセットです。

すっきりクリーンプレゼント50人用　（7122）

18M172

[本体価格 17,000]

●機能： ●セット内容：特等 クリーンギフトセット(NXG-
20)1ｺ・1等 マルチオープナー(中国)2ｺ・2等 キャニスター
ジッパーバッグ（M）3ｺ・3等 くまさんスポンジ×4ｺ・4等 キ
ッチンクリーナー5ｺ・5等 スタンド水切りパック35ｺ●電源
： ●パッケージサイズ： ●パッケージ：発送用段ボール
箱 1個 

JPN75-35S

     

年末年始のお掃除にぴったりなクリーングッズが当たる
イベントセットです。
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昔ながらの正月遊びプレゼント100人用　（
6572）

18M173

[本体価格 32,200]

●材質： ●機能： ●セット内容：和凧2コ・ダルマ落とし3
コ・ケン玉4コ・でんでん太鼓5コ・木のケン玉またはダル
マ落としまたは角凧または奴凧10コ・ミニ犬棒カルタまた
は昔ばなしカルタ76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POP2枚●重量： ●
容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
560×410×155mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN75-35U

     

昔懐かしい正月遊びのおもちゃが当たる三角くじセットで
す。お正月の店頭イベントなどにご使用ください。

昔ながらの正月遊びプレゼント50人用　（
6987）

18M174

[本体価格 21,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：和凧・ダルマ落とし2ｺ・
ケン玉3ｺ・でんでん太鼓4ｺ・角凧または奴風またはけん
玉またはダルマ落とし8ｺ・ミニ犬棒カルタまたは昔話か
るた32ｺ・抽選くじ50枚・抽選箱1ｺ・くじ明細表1枚・A3ポ
スター1枚・店頭用お知らせPOP2枚●重量： ●容量： ●
電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
560×410×155mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN70-30W

     

昔懐かしい正月遊びのおもちゃが当たる三角くじセットで
す。お正月の店頭イベントなどにご使用ください。

ＮＥＷお正月プレゼント（100名様用）　（1385
ｰ01）

18M175

[本体価格 19,500]

●材質： ●機能： ●セット内容：1等 民芸玩具セット・2等
 大角凧2ｺ・3等 手作り凧5ｺ・4等 ポチ凧●●ｺ・5等 木の
コマ(小)30ｺ・6等 福笑い42ｺ・抽選くじ100枚・抽選箱1ｺ●
重量： ●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージ
サイズ：440×610×260mm ●パッケージ：発送用段ボー
ル箱 1個 

JPN78-38U

     

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

金銀銅プレゼント50人用　（7124）

18M176

[本体価格 17,500]

●機能： ●セット内容：金賞:メタリックマイボトル(ゴール
ド)×1(中国)・金賞：金色の4WAYタッチペン×1(004)・金
賞：アイスクリームスプーン×1(004)・金賞：GO！！
JAPANトイレットペーパー×1(017)・銀賞：銀色のスライド
万円カレンダー×2(004)・銀賞：銀色の工具ペン×2(004)
・銀賞：GO！！JAPA●電源： ●パッケージ：発送用段
ボール箱 1個 

CHN78-38V

     

サイコロ出た目の数だけ招福トイレットペー
パー　（6955）

18M177

[本体価格 14,700]

●材質：PVC・紙 ●機能： ●セット内容：トイレットペーパ
ーアソート100ｺ・サイコロキューブ(中国)・店頭用お知ら
せPOP2枚・お持ち帰り袋35枚●重量： ●容量： ●電源
： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
515×515×480mm ●パッケージ：発送用段ボール箱 1
個 

JPN88-48U

     

大きなサイコロキューブと縁起物柄のトイレットペーパー
のセットです。店頭でのイベントなどにご使用ください。

縁起小判付開運招福おみくじBOX　（09753
）

18M178

[本体価格 9,000]

●材質：おみくじ/アルミ、紐、紙 ●機能： ●セット内容：
BOX・おみくじ100本●重量： ●容量： ●電源： ●本体
サイズ：おみくじ/79×42×4mm・
BOX/200×200×200mm ●パッケージ：裸 100個 

JPN70-30S

     

縁起物小判とおみくじがセットになったBOXです。お正月
の店頭イベントなどで運試しができます。

おみくじお菓子プレゼント50人用　（7121）

18M179

[本体価格 6,800]

●材質： ●機能： ●セット内容：抽選箱・おみくじ入キャ
ンディ50ｺ・店頭用お知らせPOP2枚●重量：425g ●容量
： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
160×160×160mm ●パッケージ：段ボール箱 1個 

JPN95-55V

     

おみくじの付いているキャンディを引いて運勢を占える、
お正月にぴったりのイベントグッズ。

日用雑貨おたのしみ福袋（小）　（6581）

18M180

[本体価格 750]

●材質： ●セット内容：日用雑貨5点(アソート)●重量： 
●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
70×220×285mm ●パッケージ：裸 40個 

JPN70-30S

     

すぐに使える日用雑貨の福袋です。商品はランダムにセ
ットされています。

おみくじ抽選セット　（CK-3）

18M181

[本体価格 2,000]

●セット内容：極大吉3本・大吉6本・中吉9本・小吉12本・
末吉70本(合計100本)・取説●重量：110g ●本体サイズ
：150×6×7mm ●パッケージサイズ：
100×100×180mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

JPN75-35U
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＜ハロウィン＞

１１インチバルーン（スプーキーデザインア
ソート）１００個 入り

18M185 指定不可

[本体価格 10,000]

●材質：天然ゴム ●本体サイズ：吹後/130×60×5mm 
●パッケージサイズ：525×270×80mm ●パッケージ：
PP袋 500個 

USA70-30S

    

ハロウィンにぴったりなデザインの風船です。イベントや
パーティーが華やかになること間違いなし!

ハロウィンバルーン２種（１０枚セット）ﾘﾎﾞﾝ・
台紙付

18M186

[本体価格 5,000]

●材質：アルミ蒸着ナイロン・おもり/紙 ●セット内容：パ
ンプキンフェイス、スウィートパンプキン各5枚●本体サイ
ズ：吹後/Φ37mm ●パッケージサイズ：185×125mm ●
パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 400個 

JPN70-30S

    

ハロウィンらしいカボチャのデザインの風船です。両面プ
リントで、店頭の飾りや配布にぴったりです。

ハロウィンデーピロー・ＣＡ

18M187

[本体価格 1,500]

●セット内容：キャンディ150個●重量：800g ●パッケー
ジサイズ：315×230×60mm ●パッケージ：ポリ袋 6個 

JPN85-45U

    

バラまきにぴったりの、ハロウィン柄の個包装のキャンデ
ィです。

パンプキンゴールドバケツカン

18M188

[本体価格 500]

●セット内容：バケツ(中国)・菓子詰合せ71g●重量：
131g ●本体サイズ：85×85×190mm ●パッケージ：裸 
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。

ハロウィンフェスタミニバッグ

18M189

[本体価格 400]

●セット内容：菓子詰合せ62g●重量：92g ●本体サイズ
：115×60×145mm ●パッケージ：裸 24個 

JPN85-45U

    

モンスター柄のペーパーバッグにお菓子の詰合せです。

ハロウィンお菓子巾着 ＯＫ-30　（6960）

18M190 指定不可

[本体価格 300]

●材質：巾着袋/不織布 ●セット内容：巾着袋（中国）･
菓子4個●重量：55g ●パッケージサイズ：165×220mm 
●パッケージ：裸 120個 

JPN73-33V

    

かわいいハロウィンの巾着袋に入ったお菓子(4個入り)
の詰め合わせです。

ハロウィンお菓子バケツ  OB20　（7111）

18M191

[本体価格 200]

●材質： ●機能： ●セット内容：かぼちゃバケツ(中国)・
お菓子アソート6個●重量：29g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：53×68×68mm ●パッケージサイズ： ●パッ
ケージ：ポリ袋 200個 

JPN70-30S

     

カボチャのバケツに入ったお菓子のセットです。

ハロウィンお菓子セット  OP-08　（6957）

18M192

[本体価格 80]

●材質： ●機能： ●セット内容：お菓子アソート4個・フル
ーツキャンディ2個●重量：13g ●容量： ●電源： ●本体
サイズ： ●パッケージサイズ：95×95×12mm ●パッケ
ージ：ポリ袋 300個 

JPN70-30S

     

カボチャの柄の袋に入ったお菓子のセットです。
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パンプキンキャンドルグラス（キャンドル付）
　（JM-228）

18M193

[本体価格 600]

●材質：ガラス・キャンドル/パラフィン ●機能： ●セット
内容：取説●重量：92g ●容量： ●電源： ●本体サイズ
：Φ75×70mm ●パッケージサイズ：85×85×75mm ●
パッケージ：化粧箱 96個 

CHN60-20S

     

パンプキンを形どった、ハロウィン用キャンドルグラスで
す。キャンドル付です。

ハロウィンキャンドルグラス（キャンドル付）　
（JM-229）

18M194 指定不可

[本体価格 320]

●材質：ガラス・キャンドル/パラフィン ●機能： ●セット
内容：取説●重量：93g ●容量： ●電源： ●本体サイズ
：Φ55×66mm ●パッケージサイズ：60×60×75mm ●
パッケージ：化粧箱 96個 

CHN60-20S

     

かわいいハロウィン用キャンドルガラスです。キャンドル
付です。

ハッピーハロウィン  エコンパクトバッグ　（
6J-HA001）

18M195

[本体価格 200]

●材質：PP不織布 ●機能： ●重量：50g ●容量： ●電
源： ●本体サイズ：500×410mm ●パッケージサイズ：
200×115×25mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入サ
イズ：20×70mm ●Ｎ：65-66-17-300-S 

CHN73-33V

     

かわいいハロウィンのOPP袋に入っています(本体バッ
グは無地カラーで、ハロウィン柄は入っておりませんの
で、ご注意ください)。

ハロウィンスプーン1P(4柄アソート)　（101-
400）

18M196 指定不可

[本体価格 180]

●材質：ステンレススチール・PET ●機能： ●重量：16g 
●容量： ●電源： ●本体サイズ：121×5mm ●パッケー
ジサイズ：61×142×0.6mm ●パッケージ：ＰＰ袋 200個 

JPN65-25S

     

柄の部分にハロウィンモチーフがデザインされているス
プーンです。

ハッピーハロウィン  フック付きミニタオル　（
6JH01）

18M197

[本体価格 150]

●材質：綿100% ●機能： ●重量：11g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：145×195mm ●パッケージサイズ：
155×195×1mm ●パッケージ：PP袋 600個 

CHN73-33V

     

かぼちゃの形に切り抜いたミニタオル。タペストリーとし
ても使える便利なフック付き♪

ハッピーハロウィン  ＢＯＸティッシュ  １００
Ｗ

18M198

[本体価格 110]

●材質：ティッシュ/パルプ100％・パッケージ/コートボー
ル ●重量：120g ●本体サイズ：115×220×50mm ●パ
ッケージ：裸 100個 

JPN70-30S

    

ハロウィンデザインのボックスティッシュ。Happy 
Halloweenの文字がポップアップになります。

ハッピーハロウィンバスパウダー

18M199

[本体価格 100]

●材質：硫酸Na･ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ･香料･色素 ●セット内容：25g
●重量：28g ●本体サイズ：125×85×5mm ●パッケー
ジサイズ：125×85×5mm ●パッケージ：アルミフィルム 
500個 

JPN60-20U

[法]化粧品     

かわいいハロウィンのパッケージの入浴剤です。

ハッピーハロウィン  ウェットティッシュ  １０Ｐ

18M200

[本体価格 70]

●材質：不織布 ●重量：35g ●本体サイズ：
80×145×10mm ●パッケージ：裸 200個 

JPN70-30T

    

ハロウィンデザインのウェットティッシュです。
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＜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 Wサイズ　（
KQS1605473）

18M205A A/ﾎﾜｲﾄ

[本体価格 1,600]

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個 

JPN80-40U

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。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。

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ　（
KQS1605473）

18M205B B/ｵﾚﾝｼﾞ

[本体価格 1,600]

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個 

JPN80-40U

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。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。

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ　（
KQS1605473）

18M205C C/ﾋﾟﾝｸ

[本体価格 1,600]

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個 

JPN80-40U

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。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。

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ　（
KQS1605473）

18M205D D/ﾌﾞﾙｰ

[本体価格 1,600]

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個 

JPN80-40U

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。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。

クイーンズキッチン 防炎タオル Wサイズ　（
KQS1605473）

18M205E E/ｸﾞﾘｰﾝ

[本体価格 1,600]

●材質：綿100% ●機能：防炎加工・適応鍋サイズ/直径
24～28cm ●本体サイズ：600×740mm ●パッケージサ
イズ：220×85×85mm ●パッケージ：プラケース 80個 

JPN80-40U

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。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。

防炎フェイスタオル　（KQS0805352）

18M206

[本体価格 800]

●材質：綿100% ●機能：適応鍋、フライパンサイズ/直
径18～26cm ●重量：75g ●容量： ●電源： ●本体サイ
ズ：340×800mm ●パッケージサイズ：240×140mm ●
パッケージ：PP袋 60個 

JPN80-40U

     

普段はタオルやハンカチとしてご使用いただき、いざとい
う災害時に天ぷら火災などの初期対応として、災害時の
避難用マスクやずきんとしてご使用いただけます。

防炎ハンドタオル　（KQS0505351）

18M207

[本体価格 500]

●材質：綿100% ●重量：50g ●本体サイズ：
340×360mm ●パッケージサイズ：220×130mm ●パッ
ケージ：PP袋 60個 

JPN80-40U
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＜あったかグッズ＞

ウィリアムバークレー  羽毛ポンチョ　（
SWB8003073）

18M210

[本体価格 8,000]

●材質：側地/ポリエステル100%・詰物/ダウン50%、フェ
ザー50% ●機能： ●重量：270g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：フリーサイズ ●パッケージサイズ：
237×342×125mm ●パッケージ：無地箱 30個 

CHN75-35S

     

就寝時の肩の冷えを防いだり、部屋着にも使用出来ま
す。フリーサイズ。

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

18M211A A/ﾌﾞﾗｳﾝ

[本体価格 5,000]

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

CHN75-35U

[法]医療機器228AGBZX00079000 [法]PS-Eマーク 

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

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

18M211B B/ﾚｯﾄﾞ

[本体価格 5,000]

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

CHN75-35U

[法]医療機器228AGBZX00079000 [法]PS-Eマーク 

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

暖かニットキャスケット

18M212A A/ベージュ

[本体価格 2,500]

●材質：アクリル100% ●機能：フリーサイズ ●重量：
130g ●本体サイズ：頭囲 56～58cm対応・つば幅 /6cm 
●パッケージサイズ：350×260×30mm ●パッケージ：
ポリ袋 72個 

CHN70-30S

    

ゆったりかぶれる、ふんわりニットのキャスケット。シンプ
ルで使いやすいデザインです。

暖かニットキャスケット

18M212B B/ブラウン

[本体価格 2,500]

●材質：アクリル100% ●機能：フリーサイズ ●重量：
130g ●本体サイズ：頭囲 56～58cm対応・つば幅 /6cm 
●パッケージサイズ：350×260×30mm ●パッケージ：
ポリ袋 72個 

CHN70-30S

    

ゆったりかぶれる、ふんわりニットのキャスケット。シンプ
ルで使いやすいデザインです。

暖かニットキャスケット

18M212C C/ブラック

[本体価格 2,500]

●材質：アクリル100% ●機能：フリーサイズ ●重量：
130g ●本体サイズ：頭囲 56～58cm対応・つば幅 /6cm 
●パッケージサイズ：350×260×30mm ●パッケージ：
ポリ袋 72個 

CHN70-30S

    

ゆったりかぶれる、ふんわりニットのキャスケット。シンプ
ルで使いやすいデザインです。

締め付けない靴下 あったかラクーダ (Ｍ－
Ｌサイズ）

18M213A A/ピンク

[本体価格 1,600]

●材質：アクリル・毛・ナイロン・ポリウレタン ●重量：
75g ●パッケージサイズ：140×200×30mm ●パッケー
ジ：PP袋 50個 

JPN70-30T

    

足元の冷えの原因となる血行不良になりにくい、ゆった
り仕上げの靴下です。

締め付けない靴下 あったかラクーダ (Ｍ－
Ｌサイズ）

18M213B B/ブラック

[本体価格 1,600]

●材質：アクリル・毛・ナイロン・ポリウレタン ●重量：
75g ●パッケージサイズ：140×200×30mm ●パッケー
ジ：PP袋 50個 

JPN70-30T

    

足元の冷えの原因となる血行不良になりにくい、ゆった
り仕上げの靴下です。
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締め付けない靴下 あったかラクーダ (Ｍ－
Ｌサイズ）

18M213C C/キャメル

[本体価格 1,600]

●材質：アクリル・毛・ナイロン・ポリウレタン ●重量：
75g ●パッケージサイズ：140×200×30mm ●パッケー
ジ：PP袋 50個 

JPN70-30T

    

足元の冷えの原因となる血行不良になりにくい、ゆった
り仕上げの靴下です。

ぽかぽか手首足首ウォーマー　（JM-479）

18M214 指定不可

[本体価格 580]

●材質：ポリエステル・綿・シルク ●機能： ●セット内容：
取説●重量：55g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
200×100×15mm ●パッケージサイズ：
240×110×30mm ●パッケージ：PP袋 120個 

CHN60-20U

     

寒さに敏感な、手首や足首をガードするあったかな商品
です。

フリースネックウォーマー　（6734）

18M215 指定不可

[本体価格 300]

●材質：ポリエステル ●機能： ●セット内容：・取説●重
量：34g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：270×225mm 
●パッケージサイズ：30×25×15mm ●パッケージ：ポリ
袋 200個 ●名入サイズ：50×50mm ●Ｎ：70-66-17-
100-S 

CHN70-30S

     

ヒモを絞れば帽子としても使えるネックウォーマーです。

タッチ手袋　（7097）

18M216 指定不可

[本体価格 280]

●材質：ポリエステル・アクリル ●機能： ●セット内容：・
取説●重量：29g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
200×140×15mm ●パッケージサイズ：
230×140×15mm ●パッケージ：ポリ袋 300個 

CHN70-30S

     

手袋をしたまま、スマートフォンやタブレットなどのタッチ
パネルを操作できます。

フランネル２WAYBIGブランケット　（JM-822
）

18M217 指定不可

[本体価格 2,000]

●材質：ポリエステル ●機能： ●セット内容：取説●重
量：560g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：ブランケット
時/1000×1600×5mm･クッション時
/360×310×130mm ●パッケージサイズ：
370×320×140mm ●パッケージ：PP袋 15個 

CHN60-20S

     

肌触りの良いフランネル仕上げ！一段上の感触のBIGブ
ランケットです。クッションとしてもお使いいただけます。
毛布替わりにもなるビッグサイズ！

クラシックチェック  4wayブランケット　（
0601401）

18M218 指定不可

[本体価格 700]

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：136g 
●本体サイズ：600×1200×5mm ●パッケージサイズ：
310×200×30mm ●パッケージ：ポリ袋 48個 

CHN70-30U

    

これ1つで4通りの使い方ができるブランケットです。

アーガイル柄フリースブランケット　（JM-
809）

18M219 指定不可

[本体価格 600]

●材質：ポリエステル ●機能： ●重量：134g ●容量： 
●電源： ●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

     

アーガイル柄がしゃれなフリース製のブランケットです。

ブルーミングライフ  大きめブランケット　（
0601201）

18M220 指定不可

[本体価格 570]

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：142g 
●本体サイズ：700×1000mm ●パッケージサイズ：
360×260×25mm ●パッケージ：ポリ袋 48個 

CHN70-30U

    

華やかでありながらシックでもある、おしゃれなデザイン
のブランケットです。

ブライト ブランケット　（0602001）

18M221 指定不可

[本体価格 410]

●材質：ポリエステル ●セット内容：取説●重量：108g 
●本体サイズ：600×900mm ●パッケージサイズ：
310×230×25mm ●パッケージ：ポリ袋 72個 

CHN70-30U

    

寒い冬も元気にしてくれるような、大胆で鮮やかな柄の
ブランケットです。
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アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01FR
）

18M222A A/ﾋﾟｰﾁの香り

[本体価格 1,200]

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
 ●名入サイズ：15×35mm ●Ｎ：外袋/45-7.2-16-3000-
L 

JPN75-35T

    

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

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01LA
）

18M222B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

[本体価格 1,200]

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
 ●名入サイズ：15×35mm ●Ｎ：外袋/45-7.2-16-3000-
L 

JPN75-35T

    

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

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-01LF
）

18M222C C/ﾗﾌﾗﾝｽの香り

[本体価格 1,200]

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
 ●名入サイズ：15×35mm ●Ｎ：外袋/45-7.2-16-3000-
L 

JPN75-35T

    

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

アロマホット＆アイスアイピロー　（MC-
01RO）

18M222D D/ﾛｰｽﾞの香り

[本体価格 1,200]

●材質：ポリエステル ●重量：120g ●本体サイズ：
102×243×23mm ●パッケージサイズ：
165×269×24mm ●パッケージ：ヘッダー付ポリ袋 96個
 ●名入サイズ：15×35mm ●Ｎ：外袋/45-7.2-16-3000-
L 

JPN75-35T

    

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

アロマ ホット＆アイスアイピロー　ゆずの香
り　（YU-02）

18M223

[本体価格 900]

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

JPN75-35T

    

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

どこでも湯たんぽ　（5424）

18M224 指定不可

[本体価格 800]

●材質：湯たんぽ/PP･収納用巾着袋/不織布 ●セット
内容：湯たんぽ425mL・収納用巾着袋・取説●電源： ●
本体サイズ：湯たんぽ/140×130×45mm ●パッケージ
サイズ：145×132×50mm ●パッケージ：化粧箱 80個 
●名入サイズ：60×20mm ●Ｎ：70-36-12-100-P 

CHN65-25S

     

自宅やオフィスで使えるお手頃サイズ。電子レンジで簡
単にあたためられるカワイイ湯たんぽです。

貼るぬくポン(くつ用)  ２足入　（H-5015）

18M225

[本体価格 195]

●セット内容：取説●重量：64g ●本体サイズ：
96×70×5mm ●パッケージサイズ：162×115×10mm 
●パッケージ：ヘッダー付ＰＰ袋 120個 

JPN75-35S

    

寒い冬は足元からあたためましょう。

楽々レギュラーカイロ（貼らない）　（
90082004）

18M226

[本体価格 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 ●名入サイズ：
110×140mm ●Ｎ：台紙/0-22-22-1000-O 

CHN65-25T

らくらくミニカイロ（貼らない）　（90086001）

18M227

[本体価格 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 ●名入サイズ：
90×120mm ●Ｎ：台紙/0-18-22-1000-O 

CHN65-25T
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バブ 20錠入り

18M228A A/ﾕｽﾞﾉ香ﾘ

[本体価格 1,000]

●重量：860g ●パッケージサイズ：98×155×98mm ●
パッケージ：たとう式ケース 8個 

JPN90-50Y

[法]医薬部外品 

「炭酸力」が温浴効果を高めて、芯まで温めほぐします。
疲労、肩こり、腰痛、冷え性に。

バブ 20錠入り

18M228B B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾉ香

[本体価格 1,000]

●重量：860g ●パッケージサイズ：98×155×98mm ●
パッケージ：たとう式ケース 8個 

JPN90-50Y

[法]医薬部外品 

「炭酸力」が温浴効果を高めて、芯まで温めほぐします。
疲労、肩こり、腰痛、冷え性に。

バブ 20錠入り

18M228C C/ﾓﾘﾉ香ﾘ

[本体価格 1,000]

●重量：860g ●パッケージサイズ：98×155×98mm ●
パッケージ：たとう式ケース 8個 

JPN90-50Y

[法]医薬部外品 

「炭酸力」が温浴効果を高めて、芯まで温めほぐします。
疲労、肩こり、腰痛、冷え性に。

パパヤ桃源S 70g缶

18M229A A/ジャスミン

[本体価格 370]

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個 

JPN75-35S

[法]化粧品     

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。

パパヤ桃源S 70g缶

18M229B B/ハッカ

[本体価格 370]

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個 

JPN75-35S

[法]化粧品     

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。

パパヤ桃源S 70g缶

18M229C C/ユズ

[本体価格 370]

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個 

JPN75-35S

[法]化粧品     

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。

パパヤ桃源S 70g缶

18M229D D/森林

[本体価格 370]

●材質：ホウ砂・炭酸水素Na・香料・色素 ●セット内容：
粉体70g●重量：141g ●容量：70g ●本体サイズ：
74×74×73mm ●パッケージ：裸 40個 

JPN75-35S

[法]化粧品     

かわいいレトロなデザインの缶に入った入浴剤です。
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＜冬の味覚＞

スギモト 松阪牛 すき焼用

18M231

[本体価格 10,000]

●セット内容：牛肉400g（モモ、肩ロース）・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 

JPN00-60V

三重県の契約農場で、良質の穀物のみで肥育された健
康和牛。脂肪と赤身のバランスが優れ、霜降りは牛肉の
芸術品と称される逸品。

岡崎精肉店 近江牛 すき焼き肉用

18M232

[本体価格 7,000]

●セット内容：牛肉400g（モモ280g、バラ120g）●パッケ
ージサイズ：227×315×73mm ●パッケージ：化粧箱 

JPN90-50S

優秀な和牛子牛が厳選され、岡﨑の直営牧場で長期肥
育された「近江日野牛」。

つくば茜鶏鍋セット　（RC-409）

18M233

[本体価格 5,000]

●材質： ●セット内容：茜鶏切身240g(もも・むね)・茜鶏
つくね6個 ×2袋・水餃子15g×10個・うどん200g×2玉・
白ぽん酢150mL×2本・取説●容量： ●電源： ●パッケ
ージサイズ：208×250×120mm ●パッケージ：化粧箱 

JPN98-58S

     

こだわりのつくば茜鶏と、さわやかな酸味が特長の白ぽ
ん酢の鍋セットです。

宮崎県産 おいも豚しゃぶしゃぶ肉　（NSB-
150）

18M234

[本体価格 3,000]

●材質： ●セット内容：ロース、ばら 各200g●容量： ●
電源： ●パッケージサイズ：190×265×65mm ●パッケ
ージ：化粧箱 

JPN98-58S

     

甘味があり、さっぱりした味わいが特長の、手間隙かけ
た「おいも豚」。しゃぶしゃぶ用にスライスしてお届けしま
す。

紀州蜂蜜梅「紀の和み」６粒  白箱　（
2140109）

18M235

[本体価格 1,500]

●セット内容：紀州蜂蜜梅20g×6粒●重量：270g ●パッ
ケージサイズ：190×130×50mm ●パッケージ：化粧箱 
15個 

JPN88-48U

    

蜂蜜を加え漬け込んだ梅。ほのかな甘味とさわやかな
酸味が特長です。

兼六の華　（KRH-10）

18M236

[本体価格 1,000]

●材質： ●機能： ●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●重量：336g ●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パ
ッケージサイズ：250×250×45mm ●パッケージ：化粧
箱+包装済 15個 

JPN80-40S

     

国産米100％の煎餅の詰合せです。加賀友禅をモチーフ
に色鮮やかにデザインされた目で見てきれいな米菓ギフ
トです。

兼六の彩　（AMR-8）

18M237

[本体価格 800]

●材質： ●機能： ●セット内容：えびまめ花煎餅×3・黒
五煎餅×2・紫いも煎餅×2・柔らか羊羹60g×3(練り、小
倉、抹茶)●重量：320g ●容量： ●電源： ●本体サイズ
： ●パッケージサイズ：195×217×52mm ●パッケージ：
化粧箱＋包装済 20個 

JPN80-40U

     

なめらかな口あたりで喉ごし良い3種類の羊羹と国産米
100%の煎餅の詰合せです。加賀友禅をモチーフに色鮮
やかにデザインされた目で見てきれいなプチギフトです。

4個ぜんざい詰合せ　（BKZ-4）

18M238

[本体価格 500]

●材質： ●機能： ●セット内容：栗入りぜんざい60g×2・
ぜんざい58g×2●重量：315g ●容量： ●電源： ●本体
サイズ： ●パッケージサイズ：170×170×31mm ●パッ
ケージ：化粧箱＋包装済 30個 

JPN75-35S

     

プレーンと栗入りの上品な味わいのぜんざいをとろ～り
と仕上げました。ちょっとしたお手土産等に重宝します。
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＜冬の生活雑貨＞

チーズ＆チョコレートフォンデュセット　（
4209346）

18M241

[本体価格 5,000]

●材質：陶磁器・ろう・18-8ステンレス・ラバーウッド ●セ
ット内容：取説●重量：950g ●容量：550mL ●本体サイ
ズ：121×165×67mm ●パッケージサイズ：
286×184×124mm ●パッケージ：化粧箱 12個 

CHN65-25U

    

ホームパーティーなどで、自宅で簡単にチーズ、チョコレ
ートフォンデュが楽しめます。

シャルウィフォンデュ　（KS-2726）

18M242

[本体価格 3,500]

●材質：フォンデュ鍋/鉄(フッ素樹脂加工)･保温トレー
/PP ●機能： ●セット内容：鍋・保温トレー･フォーク×3・
取説・保証書●重量：フォンデュ鍋/220g･保温トレー
/320g ●容量：フォンデュ鍋/500mL ●電源：AC100V-
100W ●本体サイズ：フォンデュ鍋/172×172×40mm･保
温トレー/170×198×45mm ●パッケージサイズ：
202×173×105mm ●パッケージ：化粧箱 20個 

JPN68-28U

〔法〕PS-Eマーク     

プレートは保温式で電源コードを差し込むだけ!手軽に本
格フォンデュを楽しめます!フォンデュ鍋はフッ素加工な
のでお手入れもカンタン!

ボダムＳＫＡＬダブルウォールグラス２００ｍ
Ｌ２個セット　（10593-10）

18M243

[本体価格 3,000]

●材質：耐熱ガラス ●機能：保湿・保冷 ●セット内容：
取説●重量：140g ●容量：200mL ●本体サイズ：Φ
85×90mm ●パッケージサイズ：200×100×110mm ●
パッケージ：化粧箱 6個 

CHN80-40S

    

耐熱ガラスの二層構造のグラスは保温保冷に優れ、お
いしさが長持ちします。

ラウンドマグ２個セット　（RDM-1824）

18M244

[本体価格 1,800]

●材質：耐熱ガラス ●機能：電子レンジ、食洗器対応 ●
セット内容：取説●重量：300g ●容量：360mL ●本体サ
イズ：116×85×90mm ●パッケージサイズ：
215×88×97mm ●パッケージ：化粧箱 18個 

JPN65-25W

    

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

スープカップ　（SAN2966）

18M245A A/トマト

[本体価格 1,680]

●材質：磁器・木 ●セット内容：マグカップ・スプーン●重
量：450g ●容量：250mL ●本体サイズ：
135×105×88mm ●パッケージサイズ：
130×115×105mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

CHN75-35S

    

おしゃれなトマトとかぼちゃの形のスープカップです。フタ
付きで冷めにくく、おいしいスープをあたたかいまま楽し
めます。木製のスプーン付き。

スープカップ　（SAN2967）

18M245B B/かぼちゃ

[本体価格 1,680]

●材質：磁器・木 ●セット内容：マグカップ・スプーン●重
量：450g ●容量：250mL ●本体サイズ：
135×105×88mm ●パッケージサイズ：
130×115×105mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

CHN75-35S

    

おしゃれなトマトとかぼちゃの形のスープカップです。フタ
付きで冷めにくく、おいしいスープをあたたかいまま楽し
めます。木製のスプーン付き。

3.0梅小皿  しべ付　（22131）

18M246

[本体価格 1,500]

●材質：アクリル ●機能： ●セット内容：小皿5コ●重量
：170g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：Φ105×10mm 
●パッケージサイズ：120×120×35mm ●パッケージ：
段ボール箱 48個 

JPN75-35U

     

花の形をかたどった小皿を梅に見立てしべを付け、テー
ブルに花を添えます。

ハンディーティーメーカー　（HDT-M-OG）

18M247A A/ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ

[本体価格 1,500]

●材質：耐熱ガラス・フタ、ストレーナー/PP・バンド/シリ
コン ●機能：電子レンジ、食洗器対応(本体のみ) ●セッ
ト内容：取説●重量：300g ●容量：200mL ●本体サイズ
：120×103×105mm ●パッケージサイズ：
110×100×115mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

JPN80-40S

    

一人分のお茶が手軽に淹れられます。フタを逆さにすれ
ば、抽出後のストレーナーを置くトレーになります。
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ハンディーティーメーカー　（HDT-M-R）

18M247B B/ﾚｯﾄﾞ

[本体価格 1,500]

●材質：耐熱ガラス・フタ、ストレーナー/PP・バンド/シリ
コン ●機能：電子レンジ、食洗器対応(本体のみ) ●セッ
ト内容：取説●重量：300g ●容量：200mL ●本体サイズ
：120×103×105mm ●パッケージサイズ：
110×100×115mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

JPN80-40S

    

一人分のお茶が手軽に淹れられます。フタを逆さにすれ
ば、抽出後のストレーナーを置くトレーになります。

刷毛目浅型土鍋１９ｃｍ　（LV045）

18M248

[本体価格 500]

●材質：陶器 ●セット内容：取説●重量：980g ●本体サ
イズ：215×188×110mm ●パッケージサイズ：
198×198×72mm ●パッケージ：化粧箱 18個 

CHN60-20S

    

２ＷＡＹ毛玉取りブラシ

18M249

[本体価格 1,800]

●材質：天然木・毛100%・アルミ・ステンレス ●セット内
容：取説●重量：74g ●本体サイズ：50×220×35mm ●
パッケージサイズ：220×100×45mm ●パッケージ：プラ
ケース 36個 

CHN70-30S

    

硬いの猪毛、柔らかい豚毛の2Way毛玉とりブラシです。
お掃除ブラシ付きで、お手入れも簡単!

エチケットブラシ  毛玉フリー　（H07S）

18M251A A/ラベンダー

[本体価格 850]

●材質： ABS・ナイロン・POM ●セット内容：・取説●重
量：75g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
44×48×114mm ●パッケージサイズ：46×50×157mm 
●パッケージ：プラケース 50個 ●名入サイズ：
5×70mm ●Ｎ：22-35-22-500-P 

CHN70-30S

     

気になる毛玉をピンポイントでお手入れ!取れた毛玉はレ
バーを回して本体のダストボックスへ収納されるので、ゴ
ミ捨ても楽々!

エチケットブラシ  毛玉フリー　（H07S）

18M251B B/ピンク

[本体価格 850]

●材質： ABS・ナイロン・POM ●セット内容：・取説●重
量：75g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
44×48×114mm ●パッケージサイズ：46×50×157mm 
●パッケージ：プラケース 50個 ●名入サイズ：
5×70mm ●Ｎ：22-35-22-500-P 

CHN70-30S

     

気になる毛玉をピンポイントでお手入れ!取れた毛玉はレ
バーを回して本体のダストボックスへ収納されるので、ゴ
ミ捨ても楽々!

プチ毛玉フリー　（H03）

18M252A A/ｸﾞﾘｰﾝ

[本体価格 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記事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）

18M252B B/ﾋﾟﾝｸ

[本体価格 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記事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。

犬棒かるた　（160-055）

18M253

[本体価格 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 ●容量： 
●電源： ●本体サイズ： ●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     

かるた読み上げアプリ無料配信中!

日本昔話かるた　（160-056）

18M254

[本体価格 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 ●容量： ●電源： ●本
体サイズ： ●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     

かるた読み上げアプリ無料配信中!
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なぞなぞかるた　（160-040）

18M255

[本体価格 500]

●材質： ●セット内容：絵札44枚・文字札44枚●重量：
246g ●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●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

     

かるた読み上げアプリ無料配信中!
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＜インフルエンザ
対策＞

タニタ  グラフ付きデジタル温湿度計　（TT-
581）

18M260

[本体価格 5,000]

●材質：ABS・PS ●機能：カレンダー日付/、曜日表示・
測定範囲:湿度/-9.9～50.0℃(0.1℃単位)、湿度/20～
95%(1%単位)・時計・カレンダー・メモリー/14日間 ●セット
内容：取説・保証書●重量：176g ●容量： ●電源：モニ
ター単4×2(添) ●本体サイズ：107×26×110mm ●パッ
ケージサイズ：130×40×185mm ●パッケージ：化粧箱 
12個 ●名入サイズ：20×70mm ●Ｎ：60-120-22-100-Ｓ
 

CHN80-40S

     

お部屋の温・湿度管理を簡単に!見やすいグラフで1日の
変化が一目で確認できます。

熱中症・インフルエンザ警告温湿度計　（O-
311WT）

18M261

[本体価格 2,000]

●材質：ABS・ガラス・アルミ ●セット内容：取説●重量：
100g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：Φ127×32mm ●
パッケージサイズ：205×150×40mm ●パッケージ：PET
ボックス 60個 

CHN65-25S

     

温度、湿度の指針が交差した位置で熱中症、インフルエ
ンザの危険度を７色の範囲でお知らせ。

オートディスペンサー　（SD-907WT）

18M262

[本体価格 5,000]

●材質：ABS ●機能：防滴 ●セット内容：取説・保証書
●重量：340g ●容量：350mL ●電源：単4×4（別） ●本
体サイズ：130×88×178mm ●パッケージサイズ：
95×140×205mm ●パッケージ：化粧箱 12個 

CHN70-30Y

[品]JIS_IPX2相当 

手をかざすだけで自動で泡が出るディスペンサー。

ツインバード 空気清浄機 ファンディスタイ
ル　（AC-4234W）

18M263

[本体価格 5,000]

●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 ●本体サイズ：
110×330×265mm ●パッケージサイズ：
130×350×285mm ●パッケージ：段ボール箱 4個 ●名
入サイズ：13×80mm ●Ｎ：90-174-16-30-S 

CHN75-35U

[法]PS-Eマーク 

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。

タマゴ型USB加湿器　（GH-UMSEG-WH）

18M264

[本体価格 3,500]

●材質：プラ ●機能：超音波式・静音設計・オートパワー
オフ(5時間) ●セット内容：取説・保証書●重量：140g ●
容量： ●電源：USB・ACアダプター(別) ●本体サイズ：
Φ90×110mm ●パッケージサイズ：90×90×117mm ●
パッケージ：化粧箱 20個 ●名入サイズ：27×30mm ●Ｎ
：/18-240-32-100-S 

CHN80-40S

     

乾いたオフィスに潤いを与えるカワイイUSB加湿器。ミス
トの量を選べる2つのモード搭載。

携帯用エアドクター消臭剤　（Ｋｰ2486）

18M265

[本体価格 1,000]

●材質：亜鉛塩素ナトリウム・天然無機鉱物(天然ゼオラ
イト)・本体/ABS・金具/スチール・バンド/ポリエステル 
●機能：ネームホルダータイプ ●セット内容：取説●重
量：18g ●本体サイズ：80×95×4mm ●パッケージサイ
ズ：195×120×5mm ●パッケージ：アルミフィルム 240
個 

JPN75-35S

    

ウイルス・菌・ニオイが気になる方へ。クリップタイプで簡
単取り付け、手軽に除菌・消臭ができます。

電子体温計　（TO-100）

18M266A A/ﾎﾜｲﾄ

[本体価格 1,000]

●材質：ABS・PC・ステンレス ●機能：前回測定値メモリ
ー・オートパワーオフ・ワキ下、口中兼用 ●セット内容：
ケース・取説・保証書●重量：10g ●電源：LR41（内） ●
本体サイズ：19×128×11mm ●パッケージサイズ：
185×55×30mm ●パッケージ：ブリスター 144個 ●名
入サイズ：10×91mm ●Ｎ：ケース/110-120-16-100-S 

CHN60-20S

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証

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

電子体温計　（TO-100）

18M266B B/ﾋﾟﾝｸ

[本体価格 1,000]

●材質：ABS・PC・ステンレス ●機能：前回測定値メモリ
ー・オートパワーオフ・ワキ下、口中兼用 ●セット内容：
ケース・取説・保証書●重量：10g ●電源：LR41（内） ●
本体サイズ：19×128×11mm ●パッケージサイズ：
185×55×30mm ●パッケージ：ブリスター 144個 ●名
入サイズ：10×91mm ●Ｎ：ケース/110-120-16-100-S 

CHN60-20S

[法]一般医療機器225AKBZX00141000 [法]基準適合証

清潔を保つ抗菌樹脂をボディに使用しています測定結
果が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知
らせします。
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シヤチハタ  手洗い練習スタンプ  おててポ
ン

18M267A A/ブルー

[本体価格 500]

●材質：LDPE・PP ●セット内容：・取説●重量：18ｇ ●
容量： ●電源： ●本体サイズ：48.9×44.6×92.2mm ●
パッケージサイズ：49×45×90mm ●パッケージ：PET袋
 180個 ●名入サイズ：24×7mm ●Ｎ：60-36-23-100-P 

JPN80-40S

     

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

シヤチハタ  手洗い練習スタンプ  おててポ
ン

18M267B B/ピンク

[本体価格 500]

●材質：LDPE・PP ●セット内容：・取説●重量：18ｇ ●
容量： ●電源： ●本体サイズ：48.9×44.6×92.2mm ●
パッケージサイズ：49×45×90mm ●パッケージ：PET袋
 180個 ●名入サイズ：24×7mm ●Ｎ：60-36-23-100-P 

JPN80-40S

     

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

新感覚舌ブラシ  したつつみ　（MMｰ038）

18M268A A/ブルー

[本体価格 500]

●材質：MBS・エラストマ ●重量：24g ●本体サイズ：
185×52×25mm ●パッケージサイズ：
206×365×308mm ●パッケージ：ブリスター 72個 

JPN75-35S

    

舌苔を除去できる舌クリーナー。2面あるブラシはお好み
で使い分けることができます。

新感覚舌ブラシ  したつつみ　（MMｰ039）

18M268B B/ピンク

[本体価格 500]

●材質：MBS・エラストマ ●重量：24g ●本体サイズ：
185×52×25mm ●パッケージサイズ：
206×365×308mm ●パッケージ：ブリスター 72個 

JPN75-35S

    

舌苔を除去できる舌クリーナー。2面あるブラシはお好み
で使い分けることができます。

リファイン  ノンアルコール除菌ウェット６０枚
１Ｐ　（LD-109）

18M269

[本体価格 180]

●材質： ●機能： ●セット内容：●重量：160g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
160×90×40mm ●パッケージ：PP袋 48個 

JPN65-25W

     

発熱チェックカード　（HC-11）

18M271

[本体価格 100]

●材質：紙・表面/PP樹脂貼り加工 ●機能：簡易体温計
 ●セット内容：●重量：2g ●容量： ●電源： ●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 ●名入サイズ：
45×75mm ●Ｎ：55-18-16-300-K 

JPN65-25U

     

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

リーチさん  衛生対策予防セットESRH-001
　（15-97）

18M272

[本体価格 90]

●材質：立体マスク/不織布・携帯用アルコール除菌ジェ
ル/エタノール、水、PG、TEA、カルポマー、コラーゲン ●
機能： ●セット内容：立体マスク(140×130mm)・携帯用
アルコール除菌ジェル1.5mL(日本)●電源： ●パッケー
ジサイズ：107×162×3mm ●パッケージ：PP袋 600個 
●名入サイズ：30×85mm ●Ｎ：台紙 /45-6-17-600-刷
込 

CHN70-30S

     

三層ストレッチマスク1P （アドポケット付）　（
000M0011）

18M273

[本体価格 50]

●材質：PP・ポリオレフェン ●本体サイズ：95×175mm 
●パッケージサイズ：195×108×2mm ●パッケージ：PP
袋 1000個 ●名入サイズ：30×90mm ●Ｎ：台紙/60-6-
22-1000-S 

CHN65-25T

外袋にはアドポケット（タテ155×ヨコ105ミリ）が付いてい
ます。3層構造で細菌を含む飛沫を99%カットします。
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＜年末大掃除＞

ツインバード サイクロン スティック型クリー
ナー　（TC-5107BR）

18M275

[本体価格 5,000]

●材質：ABS・PP ●機能：自立式収納・吸込仕事率20W
・集塵容積0.3L・電源コード5m・ダストケース丸洗い可 ●
セット内容：すき間ノズル・すき間ノズルホルダー・取説・
保証書●重量：1.5kg ●電源：AC100V-170W ●本体サ
イズ：155×230×1050mm ●パッケージサイズ：
135×155×635mm ●パッケージ：段ボール箱 6個 ●名
入サイズ：40×120mm ●Ｎ：90-288-16-100-S 

CHN75-35T

[法]PS-Eマーク 

スティックパイプを外してハンディでも使える2WAYタイプ
。女性にも使いやすいコンパクト・軽量デザインです。

回転モップ ロコロコ 交換用モップ1個付　（
GF-18BO-BL）

18M276

[本体価格 4,000]

●材質：ステンレス・PP・ポリエステル ●機能：組立式 
●セット内容：ポールA、B、C・モップヘッド・スペアモップ
・バケツ・取説●重量：1220g ●本体サイズ：
220×400×230mm ●パッケージサイズ：
235×400×245mm ●パッケージ：化粧箱 4個 

CHN70-30U

モップを上下に動かすだけでくるくる回転。遠心力で手を
汚さずにしっかり洗浄・脱水ができるモップです。

エチケットブラシ ぱくぱくローラー　（N76CT
）

18M277

[本体価格 1,350]

●材質：ABS・ナイロン（パイル） ●重量：200g ●本体サ
イズ：189×55×197mm ●パッケージサイズ：
200×60×200mm ●パッケージ：化粧箱 40個 ●名入サ
イズ：5×160mm ●Ｎ：90-35-22-500-S 

CHN70-30S

押して引くだけで、カーペットに絡みついたホコリ、ペット
の抜け毛を簡単にお掃除出来ます。電気不要、スペアも
不要のエコなクリーナーです。

おトイレ用掃除機ノズル

18M278

[本体価格 1,000]

●材質：PLA(ポリ乳酸)・澱粉 ●セット内容：取説●重量
：110g ●本体サイズ：本体/150×60×78～102mm・継ぎ
手パイプ/94mm ●パッケージサイズ：
195×55×150mm ●パッケージ：化粧箱 60個 

CHN70-30S

    

環境にやさしい、土にかえる樹脂製の掃除機ノズル。ヘ
ッドが小さいので、狭い場所でも楽に掃除ができます。

暮らしのクリーンセット　（HBK-10-2）

18M279

[本体価格 1,000]

●セット内容：ライオン部屋干しトップ（25g×3包）×2箱・
植物物語石鹸80g・食器用洗剤ハーブリッチ250mL・キッ
チンクリーナー24枚入●重量：799g ●パッケージサイズ
：138×80×189mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

JPN65-25T

[法]石鹸/化粧品 

日々の暮らしを爽やかに、暮らしのクリーンセットです。

洗剤おくさまセット　（KOA-06T3）

18M280

[本体価格 600]

●セット内容：ライオン部屋干しトップ25g×3袋・ライオン
チャーミングリーン260mL・リードヘルシークッキングペー
パー小8枚入・抗菌ナイロンクリーナー●重量：510g ●
パッケージサイズ：195×150×95mm ●パッケージ：化
粧箱 24個 

JPN80-40U

    

快適な暮らしのために、洗濯から掃除まで毎日役立つ商
品です。

いきいき生活 M-40　（12516）

18M281 指定不可

[本体価格 400]

●セット内容：ライオンチャーミーVクイック100mL・綺麗
ダスター（中国）・密封ポリ袋×2枚（タイ）・ルンルンネット
クリーナー（ベトナム）●重量：195g ●パッケージサイズ：
150×142×37mm ●パッケージ：化粧箱 80個 

JPN80-40U

※ネットクリーナーの色はピンク・ブルー・イエローのアソ
ートとなります。(指定不可)※ダスターの色は指定不可と
なります。

いきいき生活 Ｍ－３０　（12511）

18M282 指定不可

[本体価格 300]

●機能： ●セット内容：ライオンチャーミーVクイック
100mL・綺麗ダスター（中国）●重量：180g ●パッケージ
サイズ：150×142×37mm ●パッケージ：化粧箱 80個 

JPN80-40U

     

キッチンのお掃除に嬉しいセットです!※ダスターの色は
指定不可となります。
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クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ

18M283

[本体価格 830]

●セット内容：柄・シート●重量：160g ●パッケージサイ
ズ：53×96×265mm ●パッケージ：化粧箱 12個 

CHN00-60S

    

さっとなでるだけでホコリを360度瞬間キャッチ!

キュキュットＣＬＥＡＲ泡スプレー

18M284A A/無香性

[本体価格 400]

●重量：370g ●容量：300mL ●パッケージサイズ：
62×94×202mm ●パッケージ：ポリスチロール(添) 12
個 

JPN90-50S

    

スプレーして流すだけで、スポンジが届かない部分の汚
れを清潔に!

キュキュットＣＬＥＡＲ泡スプレー

18M284B B/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂﾉｶｵﾘ

[本体価格 400]

●重量：370g ●容量：300mL ●パッケージサイズ：
62×94×202mm ●パッケージ：ポリスチロール(添) 12
個 

JPN90-50S

    

スプレーして流すだけで、スポンジが届かない部分の汚
れを清潔に!

キュキュットＣＬＥＡＲ泡スプレー

18M284C C/オレンジの香り

[本体価格 400]

●重量：370g ●容量：300mL ●パッケージサイズ：
62×94×202mm ●パッケージ：ポリスチロール(添) 12
個 

JPN90-50S

    

スプレーして流すだけで、スポンジが届かない部分の汚
れを清潔に!

ネコの貼りつく鏡磨き　（BX831）

18M285

[本体価格 400]

●材質：PE・ポリエステル・レーヨン・アクリルフォーム・人
工ダイヤモンド・酸化アルミナ・酸化セリウム ●セット内
容：●重量：2g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
38×45×20mm ●パッケージサイズ：150×80×23mm 
●パッケージ：シュリンク 360個 

JPN70-30S

     

鏡の汚れ落としに。貼りつけておけるので使いたいとき
にすぐ使えて便利です。

すきまマイスター ホコリ取りクリーナー　（
CA307）

18M286

[本体価格 300]

●材質：ABS・ヘッド/PUR、ポリエステル ●セット内容：
クリーナー×2●重量：4g ●容量： ●電源： ●本体サイ
ズ：140×40×10mm ●パッケージサイズ：
235×90×10mm ●パッケージ：PP袋 180個 

CHN70-30S

     

狭いすきまのホコリをからめ取る。

くまモン  キッチンクリーナー２０枚１Ｐ　（
LD-800）

18M287

[本体価格 150]

●材質： ●機能： ●セット内容：●重量：160g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ： ●パッケージサイズ：
92×180×40mm ●パッケージ：PP袋 50個 

JPN65-25Y

     

ハートのスポンジ１Ｐ

18M288 指定不可

[本体価格 90]

●材質： ●機能： ●重量：8g ●容量： ●電源： ●本体
サイズ：100×80×30mm ●パッケージサイズ：
130×100×35mm ●パッケージ：PP袋 300個 ●名入サ
イズ：10×80mm ●Ｎ：/60-12-17-300-L 

JPN70-30S

     

しあわせの黄色いお掃除クロス２Ｐ

18M289

[本体価格 70]

●材質：不織布・ミネラルオイル ●機能： ●重量： ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：220×270mm ●パッケージ
サイズ：90×150×7mm ●パッケージ：PP袋 500個 ●名
入サイズ：12×130mm ●Ｎ：台紙 /45-6-17-500-刷込 

CHN70-30S

     

水なしでカンタンお掃除!サッとひとふき、ほこりを吸着、
はなしません!
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＜受験（合格祈願）＞

すべらせん箸  合格祈願　（AR0623177）

18M291A A/さくら

[本体価格 580]

●材質：PS ●機能：食洗機対応 ●重量：20g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ：210×20×10mm ●パッケージ
サイズ：250×50×12mm ●パッケージ：PP袋 

CHN75-35T

     

手に馴染みやすい八角形の面で小さな食べ物もしっかり
掴めます。滑りにくいので、ゲン担ぎにぴったりです。

すべらせん箸  合格祈願　（AR0623179）

18M291B B/たけ

[本体価格 580]

●材質：PS ●機能：食洗機対応 ●重量：20g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ：210×20×10mm ●パッケージ
サイズ：250×50×12mm ●パッケージ：PP袋 

CHN75-35T

     

手に馴染みやすい八角形の面で小さな食べ物もしっかり
掴めます。滑りにくいので、ゲン担ぎにぴったりです。

受験応援和紙ファイル（雲流白）

18M292

[本体価格 150]

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●機能： ●重量：16g ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：310×215mm ●パッケージ
サイズ：230×312×1mm ●パッケージ：PP袋 50個 

JPN70-30S

     

非木材(国内竹)と間伐材を使用した非木材グリーン協会
認定商品です。

受験応援カイロ&マスクセット

18M293

[本体価格 130]

●材質： ●機能： ●セット内容：カイロ・マスク(中国)●
重量：55g ●容量： ●電源： ●本体サイズ： ●パッケー
ジサイズ：175×128mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名
入サイズ：14×95mm ●Ｎ：台紙 /45-6-17-200-刷込 

JPN70-30S

     

受験生の応援にぴったりなカイロとマスクのセットです。

受験応援サージカルマスク１Ｐ

18M294

[本体価格 45]

●材質：不織布 ●機能： ●重量： ●容量： ●電源： ●
本体サイズ：175×94×0.9mm ●パッケージサイズ：
185×111×3mm ●パッケージ：PP袋 600個 ●名入サイ
ズ：40×90mm ●Ｎ：台紙 /45-6-17-600-刷込 

CHN70-30S

     

バクテリアバリア性(BFE)95%以上のサージカルマスク。
三層式フィルター構造風邪・花粉・ほこりからしっかりガ
ードできます。

合格だるま（赤/白）消しゴム

18M295

[本体価格 120]

●材質：エラストマー ●セット内容：赤×1・白×1●重量
：15g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：だるま1ヶ
/20×23×25mm ●パッケージサイズ：60×60×21mm 
●パッケージ：PP袋 500個 ●名入サイズ：5×12mm ●
Ｎ：/60-18×2-37-1000-インクジェット 

JPN75-35U

     

「赤&白」だるまで大願成就!

合格定規（12ｃｍ）

18M296

[本体価格 120]

●材質：アクリル ●重量：10g ●容量： ●電源： ●本体
サイズ：32×135mm ●パッケージサイズ：32×135mm 
●パッケージ：OPP 500個 ●名入サイズ：10×35mm ●
Ｎ：60-12-27-500-P 

JPN75-35U

     

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

お守り消しゴム

18M297 指定不可

[本体価格 65]

●材質：エラストマー ●機能： ●重量：5g ●容量： ●電
源： ●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
。
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＜バレンタインデー＞

せんべいギフト  花とりどり　（FLW-20）

18M300

[本体価格 2,000]

●材質： ●機能： ●セット内容：紫いもせんべい、つぶ
サラダ、えびまめ花せんべい、つぶカレー、黒糖ごまざら
め、黒五せんべい各5●重量：500g ●容量： ●電源： ●
本体サイズ： ●パッケージサイズ：297×268×85mm ●
パッケージ：化粧箱+包装済 10個 

JPN85-45U

     

色とりどりのお花のボックスにおせんべいが5枚ずつ入っ
たかわいいギフトです。

濃厚ガトーショコラ　（MG-C）

18M301

[本体価格 1,000]

●セット内容：ガトーショコラ220g●パッケージサイズ：
160×170×58mm ●パッケージ：化粧箱 24個 

JPN85-45S

※2梱未満は1個口につき税抜800円の送料が別途必要

数種類のチョコをブレンドして濃厚でコクの深い味わいに
仕上げました。

コロンバン メルヴェイユ27枚入　（MV100）

18M302

[本体価格 1,000]

●セット内容：焼き菓子3種（スイートチョコ、ミルクチョコ、
コーヒー各9）●重量：400g ●パッケージサイズ：
200×272×50mm ●パッケージ：化粧箱+包装済 10個 

JPN95-55S

[品]モンドセレクション2010～2012年_3年連続金賞 

スイート・ミルク・コーヒーの3種類のチョコレートをサンド
したラングドシャクッキーです。※包装状態でお届けしま
す。

黒豆ちょこ　（UBP-CHO-0050）

18M303A A/棒ほうじ茶

[本体価格 450]

●重量：60g ●パッケージサイズ：195×145×15mm ●
パッケージ：化粧袋 12個 

JPN80-40S

    

炒った丹波種黒豆にチョコをコーディングしました。大粒
で糖質が高く、おいしいのが特長です。

黒豆ちょこ　（UBP-CHO-0060）

18M303B B/ココア

[本体価格 450]

●重量：60g ●パッケージサイズ：195×145×15mm ●
パッケージ：化粧袋 12個 

JPN80-40S

    

炒った丹波種黒豆にチョコをコーディングしました。大粒
で糖質が高く、おいしいのが特長です。

黒豆ちょこ　（UBP-CHO-0070）

18M303C C/黒ごま

[本体価格 450]

●重量：60g ●パッケージサイズ：195×145×15mm ●
パッケージ：化粧袋 12個 

JPN80-40S

    

炒った丹波種黒豆にチョコをコーディングしました。大粒
で糖質が高く、おいしいのが特長です。

テディベアTGビスケット・M　（T7-219）

18M304 指定不可

[本体価格 352]

●重量：90g ●パッケージサイズ：165×90×45mm ●パ
ッケージ：紙袋 20個 

JPN85-45U

かわいいテディベア型のビスケットです。（チョコ味、バタ
ー味）

のし袋（あにまる）　（30003）

18M305 指定不可

[本体価格 120]

●機能： ●セット内容：チョコ3コ●重量：20g ●容量： ●
電源： ●パッケージサイズ：144×100×8mm ●パッケー
ジ：ポリ袋 30個 

JPN85-45S
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ジュエリーキャンディー　（AR0211137）

18M306A A/ルビー

[本体価格 270]

●セット内容：飴3コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：52×35×10mm ●パッケージサイズ：
53×65×60mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

ダイヤカットの透明パッケージに、6種の宝石カラーのキ
ャンディーです。

ジュエリーキャンディー　（AR0211138）

18M306B B/サファイア

[本体価格 270]

●セット内容：飴3コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：52×35×10mm ●パッケージサイズ：
53×65×60mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

ダイヤカットの透明パッケージに、6種の宝石カラーのキ
ャンディーです。

ジュエリーキャンディー　（AR0211139）

18M306C C/エメラルド

[本体価格 270]

●セット内容：飴3コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：52×35×10mm ●パッケージサイズ：
53×65×60mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

ダイヤカットの透明パッケージに、6種の宝石カラーのキ
ャンディーです。

ジュエリーキャンディー　（AR0211140）

18M306D D/ﾋﾟﾝｸﾄﾙﾏﾘﾝ

[本体価格 270]

●セット内容：飴3コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：52×35×10mm ●パッケージサイズ：
53×65×60mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

ダイヤカットの透明パッケージに、6種の宝石カラーのキ
ャンディーです。

ジュエリーキャンディー　（AR0211141）

18M306E E/トパーズ

[本体価格 270]

●セット内容：飴3コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：52×35×10mm ●パッケージサイズ：
53×65×60mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

ダイヤカットの透明パッケージに、6種の宝石カラーのキ
ャンディーです。

ジュエリーキャンディー　（AR0211142）

18M306F F/アメジスト

[本体価格 270]

●セット内容：飴3コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：52×35×10mm ●パッケージサイズ：
53×65×60mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

ダイヤカットの透明パッケージに、6種の宝石カラーのキ
ャンディーです。

お便り封筒キャンディー　（AR0211143）

18M307A A/さくら便り

[本体価格 250]

●セット内容：飴5コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：Φ18×7.5mm ●パッケージサイズ：
120×155×12mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

幸福をもたらす桜・四葉・薔薇をモチーフにしたキャンデ
ィーを、お便りにして想いを届けられます。

お便り封筒キャンディー　（AR0211144）

18M307B B/しあわせ便り

[本体価格 250]

●セット内容：飴5コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：Φ18×7.5mm ●パッケージサイズ：
120×155×12mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

幸福をもたらす桜・四葉・薔薇をモチーフにしたキャンデ
ィーを、お便りにして想いを届けられます。

お便り封筒キャンディー　（AR0211145）

18M307C C/あい便り

[本体価格 250]

●セット内容：飴5コ●重量：15g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：Φ18×7.5mm ●パッケージサイズ：
120×155×12mm ●パッケージ：スリーブ 100個 

JPN75-35T

     

幸福をもたらす桜・四葉・薔薇をモチーフにしたキャンデ
ィーを、お便りにして想いを届けられます。
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＜東日本大震災の日
（3/11）＞

ステイアライブ  ショルダー22　（3080）

18M310

[本体価格 10,000]

●材質：折りたたみショルダーバッグ/ポリエステル ●セ
ット内容：折りたたみショルダーバッグ・ミルクビスケット
75g(日本)・LEDポータブルラジオ・長期保存アルカリ単4
乾電池×3・あんしん保存水500mL・モバイルトイレポケ
ット(台湾)・アルミシート・エイドクルー9点・個包装マスク
×2・IDホイッスル・PUALAウェットタオル・軍手・水に流
せるティッシュ×2・大地震対応防災マニュアル●電源：
単4×3(添) ●本体サイズ：折りたたみショルダーバッグ
/145×240×360mm ●パッケージサイズ：

CHN75-35S

［法］キズテープM/一般医療機器　27B3X0013800001    

楽に移動できるショルダーバッグを採用した22点の防災
セット。防災士が考えたオールインワンタイプ。

ピラミッドバッグ・レスキュー15点セット　（
39255）

18M311

[本体価格 5,000]

●材質：リュック型ピラミッドバッグ/ポリエステル ●機能
： ●セット内容：リュック型ピラミッドバッグ・レスキューシ
ート・レスキュー簡易寝袋・冷熱遮断アルミシート・ソーラ
ー＆ダイナモLEDライト・抗菌消臭簡易トイレ(日本)・軍手
・ロープ・笛・しおり拡大鏡・防災のしおり・非常用給水バ
ッグ3L(タイ)・防災用ウェットティッシュ20枚(日本)・ティラ
イトキャンドル10P・取説●重量：880g ●容量： ●電源：
ダイナモ・ソーラー ●本体サイズ：リュック型ピラミッドバ
ッグ/300×330×180mm ●パッケージサイズ：

CHN70-30T

     

災害時に役立つ商品15点をセット。夜間でも見つけ易い
反射テープ付バッグ入り。

車載レスキュー7点セット　（39375）

18M312

[本体価格 3,000]

●材質：リュック型ピラミッドバッグ/ポリエステル ●機能
： ●セット内容：リュック型ピラミッドバッグ・レスキューシ
ート・多機能スティックライト・抗菌消臭簡易トイレ(日本)・
軍手・ロープ・笛・取説●重量：440g ●容量： ●電源：モ
ニターアルカリ LR44×3(添) ●本体サイズ：リュック型ピ
ラミッドバッグ/300×330×180mm ●パッケージサイズ：
350×350×80mm ●パッケージ：無地箱 10個 ●名入サ
イズ：30×80mm ●Ｎ：60-126-22-60-S 

CHN70-30S

     

災害時に役立つ商品7点をセット。夜間でも見つけ易い
反射テープ付バッグ入り。

簡易頭巾3点セット　（36680）

18M313

[本体価格 2,000]

●材質：ポリエステル ●機能： ●セット内容：レスキュー
簡易頭巾・ハンディライト・反射安全タスキ・取説●容量：
 ●電源：モニターLR41×4(添) ●本体サイズ：巾着袋
/320×175mm ●パッケージサイズ：230×180×55mm 
●パッケージ：無地箱 40個 ●名入サイズ：50×100mm 
●Ｎ：巾着袋/50-132-16-40-S 

CHN65-25V

     

建物からの避難時に役立つ商品3点をセットしています。

帰宅困難者レスキュー4点セット　（39350）

18M314

[本体価格 1,000]

●材質：A4ジッパーファイル/PP ●機能： ●セット内容：
A4ジッパーファイル・レスキューシート・アルミLEDライト
＆ホイッスル・抗菌消臭簡易トイレ(日本)・取説●重量：
220g ●容量： ●電源：モニターLR41×4(添) ●本体サイ
ズ：A4ジッパーファイル/230×335×30mm ●パッケージ
サイズ：300×360×35mm ●パッケージ：PP袋 36個 ●
名入サイズ：50×100mm ●Ｎ：60-132-22-72-S 

CHN75-35S

     

帰宅困難者を支えるセットです。A4ジッパーファイル入り
なのでオフィスなどでの保管にも便利!

マルチポータブルチャージャー　（6991）

18M315

[本体価格 7,000]

●材質：ABS ●機能：LEDライト1灯・LEDランタン3灯・
AM/FMラジオ・サイレン・プラグイン携帯電話充電（コネ
クター4種、接続ケーブル×1）・ダイナモハンドル・USB充
電・AC/USBアダプター対応（別） ●セット内容：ストラッ
プ・取説・保証書●重量：230g ●電源：単4×3（別/アル
カリ推奨） ●本体サイズ：177×52×60mm ●パッケージ
サイズ：242×60×91mm ●パッケージ：化粧箱 30個 ●
名入サイズ：9×33mm ●Ｎ：60-72-16-100-S 

CHN70-30S

1台で活躍するラジオライト。スマートフォン、iPhone（
4/4S）対応。iPhone5以降はお客様がお持ちの純正ケー
ブルをご使用下さい。

さすだけ充電ラジオライト　（PR-321BK）

18M316A A/ﾌﾞﾗｯｸ

[本体価格 5,000]

●材質：ABS・アクリル ●機能：ラジオ・サイレン・ライト・
手回し充電 ●セット内容：充電用ケーブル・取説・保証
書●重量：235g ●電源：ダイナモ・単4×3（別） ●本体
サイズ：65×165×58mm ●パッケージサイズ：
100×74×192mm ●パッケージ：窓空き箱 40個 

CHN70-30S

差し込むだけでスマホの充電ができます。

さすだけ充電ラジオライト　（PR-321WT）

18M316B B/ﾎﾜｲﾄ

[本体価格 5,000]

●材質：ABS・アクリル ●機能：ラジオ・サイレン・ライト・
手回し充電 ●セット内容：充電用ケーブル・取説・保証
書●重量：235g ●電源：ダイナモ・単4×3（別） ●本体
サイズ：65×165×58mm ●パッケージサイズ：
100×74×192mm ●パッケージ：窓空き箱 40個 

CHN70-30S

差し込むだけでスマホの充電ができます。
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ダイナモスウィングライトラジオ　（5833）

18M317

[本体価格 5,000]

●材質：ABS ●機能：LEDライト1灯・AM/FMラジオ・サイ
レン・イヤホンジャック・ダイナモハンドル・携帯充電(コネ
クター4種・接続ケーブル1本付)・ストラップ ●セット内容
：ストラップ・取説・保証書●重量：220g ●容量： ●電源
：ダイナモ単4x2(別) ●本体サイズ：169×49×55mm ●
パッケージサイズ：216×62×82mm ●パッケージ：化粧
箱 30個 ●名入サイズ：8×40mm ●Ｎ：60-60-16-100-
S 

CHN70-30S

     

ヘッド部分が動くスウィング方式で、角度を自在に変えら
れます。付属の接続ケーブルで携帯電話の充電が可能
です。スマートフォン、iPhone(4/4S)対応。

FMマルチステーション　（6144）

18M318

[本体価格 2,000]

●材質：ABS ●機能：LED懐中ライト・FMラジオ(ワイド
FM対応)・時計・アラーム・カレンダー・温度計・バックライ
ト ●セット内容：取説●重量：146g ●容量： ●電源：単
3×3（別）・モニターCR2032×1（内） ●本体サイズ：
168×50×50mm ●パッケージサイズ：178×60×60mm 
●パッケージ：化粧箱 40個 ●名入サイズ：20×40mm 
●Ｎ：60-42-16-200-P 

CHN70-30S

     

アウトドアにも防災にも役立つ多機能FMラジオライトで
す。本体を指で押すだけでバックライトが点きます。ワイ
ドFM対応でAM番組を聴くことができます。

おしり洗浄器  ハンディシャワー　（PW-
100WT）

18M319

[本体価格 4,000]

●材質：ABS・シリコン ●セット内容：収納袋・取説・保証
書●重量：240g ●容量：140mL ●電源：モニター単
4×2(添) ●本体サイズ：49×49×161mm ●パッケージ
サイズ：55×89×196mm ●パッケージ：窓空き箱 24個 
●名入サイズ：30×25mm ●Ｎ：/110-120-32-300-S 

CHN65-25S

[品]JIS_IPX4相当     

外出先や旅行先で、いつでも清潔・快適です。

コンセント充電式常備灯 ピオマ ここだよラ
イトS　（UGL3-W）

18M320

[本体価格 3,800]

●材質：ABS・PC ●機能：地震時自動点灯（震度4相当
以上10分間）・停電時自動点灯（10分間）・携帯灯（6時間
）・消灯後の足元灯（30秒） ●セット内容：取説・保証書
●重量：120g ●電源：AC100V・ニッケル水素充電池（内
） ●本体サイズ：96×62×32mm ●パッケージサイズ：
114×85×53mm ●パッケージ：化粧箱 25個 ●名入サ
イズ：20×40mm ●Ｎ：70-180-16-100-P 

JPN80-40V

[法]PS-Eマーク 

地震や停電で自動点灯、すぐに懐中電灯代わりに持ち
出せます。普段はコンセントに差した状態で消灯時の足
元灯として重宝します。

電池式 壁付け常備灯 ピオマ おしらせライ
ト　（UGL2-WA）

18M321

[本体価格 3,000]

●材質：ABS・アクリル ●機能：地震時自動点灯（震度4
相当以上10分間）・LEDライト1W（Hi・Low・フラッシュライ
ト）・電池切れお知らせ ●セット内容：ホルダー・木ねじ2
本・ピン3本・取説・保証書●重量：74g ●電源：単3×4（
別） ●本体サイズ：25×45×169mm ●パッケージサイ
ズ：30×50×195mm ●パッケージ：化粧箱 35個 ●名入
サイズ：60×25mm ●Ｎ：70-180-16-100-P 

JPN78-38U

[品]Gマーク 

地震で自動点灯するので、探す手間がありません。シン
プルなデザインなので取付場所を選びません。

緊急非常灯ココニイルヨ　（RELT39）

18M322

[本体価格 1,980]

●材質：ゴム・プラスチック・鉄 ●機能：LED点灯5種モー
ド（3LED正面点灯・回転灯・周辺全灯・周辺点滅（Hi/Lo）
） ●セット内容：取説●重量：165g ●電源：モニター単
4×3 ●本体サイズ：102×33mm ●パッケージサイズ：
215×175×35mm ●パッケージ：ブリスター 24個 

CHN75-35V

[品]JIS_IPX5相当 

災害時や非常時の備蓄用ライトとしてもお使い頂けます
。防水仕様IP55（防塵防滴仕様）

携帯用浄水器 スーパーデリオス　（83310）

18M323

[本体価格 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

10.1ミクロン中空糸膜フィルター大腸菌などの病原細菌・
雑菌・カビ・濁りを除き、2繊維状活性炭塩素や泥などの
臭いを除きます。

水のいらないシャンプー200mL　（709972）

18M324

[本体価格 900]

●容量：200mL ●本体サイズ：Φ47×190mm ●パッケ
ージサイズ：48×48×192mm ●パッケージ：無地箱（添）
 60個 

JPN70-30S

介護、災害、病気やケガなどで入浴できない時、どこでも
水なしで簡単に、髪と頭皮のニオイや汚れをふきとる水
のいらないシャンプーです。

水のいらないボディソープ200mL　（709989）

18M325

[本体価格 900]

●容量：200mL ●本体サイズ：Φ47×190mm ●パッケ
ージサイズ：48×48×192mm ●パッケージ：無地箱（添）
 60個 

JPN70-30S

介護、災害、病気やケガなどで入浴できない時、汗をか
いたスポーツの後など、どこでも簡単に体や手の汚れや
ニオイをふきとる水のいらないボディソープです。
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ラウンドランタントーチ(マグネット付）　（6143
）

18M326

[本体価格 1,500]

●材質：ABS ●機能：LED30灯・LED懐中ライト・LEDラン
タン ●セット内容：取説●重量：260g ●電源：単3×3（別
） ●本体サイズ：Φ85×140mm ●パッケージサイズ：
90×90×150mm ●パッケージ：化粧箱 50個 ●名入サ
イズ：10×30mm ●Ｎ：60-42-16-200-P 

CHN70-30S

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

防災ツール15徳 コンビニエンス　（KN-15S）

18M327

[本体価格 750]

●材質：ステンレススチール・ABS ●機能：ナイフ・のこ
ぎり・缶切り・ハサミ・ドライバー（＋/－）・キリ・栓抜き・爪
ヤスリ・爪そうじ・釘外し・ウロコ取り・穴仕上げ・毛抜き・
つまようじ・コルク抜き ●重量：75g ●本体サイズ：
75×20×20mm ●パッケージサイズ：85×35×35mm ●
パッケージ：化粧箱 120個 ●名入サイズ：7×15mm ●Ｎ
：80-18-17-300-S 

CHN70-30S

    

いざという時に役立つ防犯アイテムとして活躍できるツ
ールです。

エイドクルー#46　（8102）

18M328

[本体価格 460]

●材質：ケース/PP ●セット内容：日本製：専用ケース、
キズテープM（3枚入）、ワンタッチ包帯、コットンパフ（3枚
入）・中国製：爪切り、エチケットハサミ、耳かき、爪ヤスリ
、毛抜き兼ピンセット・タイ製：カラー綿棒（10本入）●重
量：87g ●本体サイズ：ケース/80×110×40mm ●パッ
ケージサイズ：82×42×110mm ●パッケージ：化粧箱 
180個 ●名入サイズ：20×60mm ●Ｎ：ケース/60-30-
16-200-S 

JPN70-30S

[法]絆創膏/一般医療機器27B3X00138000001 

9種類のエイドアイテムが入ったコンパクトで実用的な救
急セットです。

エマージェンシーホイッスル(蓄光タイプ）　（
886463）

18M329

[本体価格 130]

●材質：本体/ABS・蓄光部分/ＡＳ・ひも/ナイロン ●機
能：95dB ●セット内容：・取説●重量：13g ●容量： ●電
源： ●本体サイズ：75×20×20mm ●パッケージサイズ
：140×70×17mm ●パッケージ：ブリスター 400個 ●名
入サイズ：7×23mm ●Ｎ：70-30-17-200-S 

CHN80-40T

     

蓄光プレート付のエマージェンシーホイッスルです。

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

18M330

[本体価格 15,400]

●機能：保存5年 ●セット内容：1斗缶（クラッカー26枚
1P×35）×2缶●パッケージサイズ：195×130×45mm 
●パッケージ：段ボール箱 2個 

JPN88-48V

新・備 エネバー クッキー　（111477）

18M331

[本体価格 300]

●機能：保存5年 ●セット内容：プレーン・チーズ・ハニー
レモン各23.3g●重量：70g ●本体サイズ：
158×128×15mm ●パッケージ：裸 100個 

JPN90-50S

お子様からお年寄りまでおいしく食べられます。レトルト
パウチ食品のため「安全」・「安心」。超長期保存が可能
！

ブルボン 缶入カンパン

18M332

[本体価格 250]

●機能：保存5年 ●セット内容：乾パン33コ・キャンデー5
コ●重量：100g ●本体サイズ：Φ77×115mm ●パッケ
ージ：裸 24個 

JPN88-48T

ブルボン 缶入ミルクビスケット

18M333

[本体価格 250]

●機能：保存5年 ●セット内容：缶入ミルクビスケット75g
●本体サイズ：Φ77×115mm ●パッケージ：裸 24個 

JPN88-48T

ブルボン 缶入ミニクラッカー

18M334

[本体価格 250]

●機能：保存5年 ●セット内容：缶入ミニクラッカー75g●
本体サイズ：Φ77×115mm ●パッケージ：裸 24個 

JPN88-48T
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＜卒業・卒部・卒団＞

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

18M340

[本体価格 3,900]

●材質：真鍮 ●セット内容：取説●重量：30g ●容量： 
●電源： ●本体サイズ：Φ13.7×19.8×111.5mm ●パッ
ケージサイズ：54×170×27mm ●パッケージ：化粧箱 
120個 ●名入サイズ：4.5×15mm ●Ｎ：化粧箱/35-24-
22-100-S 

JPN80-40S

     

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

シヤチハタ  ペアネーム　（XL-W1/MO）

18M341A A/シルバー

[本体価格 2,200]

●材質：ABS・POM・NBR ●機能：ネーム印×2（6mm・
9mm） ●セット内容：取説●重量：9g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：77×23.5×18.2mm ●パッケージサイズ：
138×80×29mm ●パッケージ：ブリスター 240個 ●名
入サイズ：3×26mm ●Ｎ：35-24-22-100-P 

CHN80-40S

     

6ミリと9ミリのネーム印が1本のボディにセットされたツイ
ンタイプのネーム印です。

シヤチハタ  ペアネーム　（XL-W2/MO）

18M341B B/パールブルー

[本体価格 2,200]

●材質：ABS・POM・NBR ●機能：ネーム印×2（6mm・
9mm） ●セット内容：取説●重量：9g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：77×23.5×18.2mm ●パッケージサイズ：
138×80×29mm ●パッケージ：ブリスター 240個 ●名
入サイズ：3×26mm ●Ｎ：35-24-22-100-P 

CHN80-40S

     

6ミリと9ミリのネーム印が1本のボディにセットされたツイ
ンタイプのネーム印です。

シヤチハタ  ペアネーム　（XL-W3/MO）

18M341C C/パールピンク

[本体価格 2,200]

●材質：ABS・POM・NBR ●機能：ネーム印×2（6mm・
9mm） ●セット内容：取説●重量：9g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：77×23.5×18.2mm ●パッケージサイズ：
138×80×29mm ●パッケージ：ブリスター 240個 ●名
入サイズ：3×26mm ●Ｎ：35-24-22-100-P 

CHN80-40S

     

6ミリと9ミリのネーム印が1本のボディにセットされたツイ
ンタイプのネーム印です。

シヤチハタ  ペアネーム　（XL-W4/MO）

18M341D D/ブルー

[本体価格 2,200]

●材質：ABS・POM・NBR ●機能：ネーム印×2（6mm・
9mm） ●セット内容：取説●重量：9g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：77×23.5×18.2mm ●パッケージサイズ：
138×80×29mm ●パッケージ：ブリスター 240個 ●名
入サイズ：3×26mm ●Ｎ：35-24-22-100-P 

CHN80-40S

     

6ミリと9ミリのネーム印が1本のボディにセットされたツイ
ンタイプのネーム印です。

シヤチハタ  ペアネーム　（XL-W5/MO）

18M341E E/ピンク

[本体価格 2,200]

●材質：ABS・POM・NBR ●機能：ネーム印×2（6mm・
9mm） ●セット内容：取説●重量：9g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：77×23.5×18.2mm ●パッケージサイズ：
138×80×29mm ●パッケージ：ブリスター 240個 ●名
入サイズ：3×26mm ●Ｎ：35-24-22-100-P 

CHN80-40S

     

6ミリと9ミリのネーム印が1本のボディにセットされたツイ
ンタイプのネーム印です。

フォトクロックマグボード　（6147）

18M342

[本体価格 1,200]

●材質：ABS ●機能：アラーム・カレンダー・温度・マグネ
ットボード・写真サイズ/85×112mm ●セット内容：マグ
ネット×2・取説●重量：220g ●電源：モニターLR44×2（
内） ●本体サイズ：150×45×147mm ●パッケージサイ
ズ：157×22×190mm ●パッケージ：化粧箱 80個 ●名
入サイズ：3×50mm ●Ｎ：60-42-16-200-P 

CHN70-30S

フォトフレームを回転させるとマグネットボードでメモホル
ダーになるユニークな多機能時計です。

フォトクロックフレンド　（6103ｰ16）

18M343

[本体価格 900]

●材質：ABS ●機能：時計・カレンダー・フォトフレーム・
ペアスタンド ●セット内容：取説●重量：184g ●電源：単
4（別） ●本体サイズ：142×65×137mm ●パッケージサ
イズ：150×70×137mm ●パッケージ：化粧箱 80個 ●
名入サイズ：20×50 ●Ｎ：60-42-16-200-S 

CHN70-30S

    

写真が入る時計付きペンスタンドです。背面のペンスタ
ンドは折りたたみ可能で、壁掛けとしても使えます。
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多機能クロック　（IF030）

18M344A A/シルバー

[本体価格 800]

●材質：ABS ●機能：カレンダー・温湿度計・アラーム・
天気予想 ●セット内容：取説●重量：63g ●容量： ●電
源：モニター　アルカリ LR1130(内) ●本体サイズ：
104×57×52mm ●パッケージサイズ：118×64×59mm 
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入サイズ：6×45mm 
●Ｎ：60-58-16-100-P 

CHN65-25S

     

デスクに置いておくと一度に様々な情報を見ることがで
きます。

多機能クロック　（IF030）

18M344B B/ブラック

[本体価格 800]

●材質：ABS ●機能：カレンダー・温湿度計・アラーム・
天気予想 ●セット内容：取説●重量：63g ●容量： ●電
源：モニター　アルカリ LR1130(内) ●本体サイズ：
104×57×52mm ●パッケージサイズ：118×64×59mm 
●パッケージ：化粧箱 100個 ●名入サイズ：6×45mm 
●Ｎ：60-58-16-100-P 

CHN65-25S

     

デスクに置いておくと一度に様々な情報を見ることがで
きます。

フォトクロック ポライト　（6122）

18M345

[本体価格 750]

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・カレンダー・タイマ
ー・フォトフレーム ●セット内容：取説●重量：89g ●容
量： ●電源：モニター単4（別） ●本体サイズ：
140×40×100mm ●パッケージサイズ：
150×45×105mm ●パッケージ：化粧箱 120個 ●名入
サイズ：30×50mm ●Ｎ：60-42-16-200-S 

CHN70-30S

     

お気に入りの写真を手軽に飾れるデジタルフォトクロック
です。

花咲く色紙2　（AR0819074）

18M346A A/四ﾂ葉

[本体価格 1,500]

●材質：紙 ●セット内容：色紙・メッセージカード×30・四
つ葉のシール●重量：155g ●本体サイズ：色紙開時
/250×480×7mm ●パッケージサイズ：
250×240×7mm ●パッケージ：PP袋 50個 

JPN75-35T

2つのサプライズを贈ることができる「体験型寄せ書き色
紙」。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。

花咲く色紙2　（AR0819075）

18M346B B/桜

[本体価格 1,500]

●材質：紙 ●セット内容：色紙・メッセージカード×30・四
つ葉のシール●重量：155g ●本体サイズ：色紙開時
/250×480×7mm ●パッケージサイズ：
250×240×7mm ●パッケージ：PP袋 50個 

JPN75-35T

2つのサプライズを贈ることができる「体験型寄せ書き色
紙」。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。

メッセージツリー3　（AR0819102）

18M347A A/桜

[本体価格 1,200]

●材質：紙 ●セット内容：ツリー色紙・カード×30枚●重
量：色紙/100g・カード/1g ●容量： ●電源： ●本体サイ
ズ：色紙/250×230×230mm・カード/50×50mm ●パッ
ケージサイズ：260×260×5mm ●パッケージ：PP袋 

JPN75-35T

     

小さなカードにメッセージを込めて飾る、かわいいメッセ
ージツリーです。

メッセージツリー3　（AR0819103）

18M347B B/りんご

[本体価格 1,200]

●材質：紙 ●セット内容：ツリー色紙・カード×30枚●重
量：色紙/100g・カード/1g ●容量： ●電源： ●本体サイ
ズ：色紙/250×230×230mm・カード/50×50mm ●パッ
ケージサイズ：260×260×5mm ●パッケージ：PP袋 

JPN75-35T

     

小さなカードにメッセージを込めて飾る、かわいいメッセ
ージツリーです。

メッセージツリー3　（AR0819104）

18M347C C/青い鳥

[本体価格 1,200]

●材質：紙 ●セット内容：ツリー色紙・カード×30枚●重
量：色紙/100g・カード/1g ●容量： ●電源： ●本体サイ
ズ：色紙/250×230×230mm・カード/50×50mm ●パッ
ケージサイズ：260×260×5mm ●パッケージ：PP袋 

JPN75-35T

     

小さなカードにメッセージを込めて飾る、かわいいメッセ
ージツリーです。

紅白まんじゅうタオル2P　（TFG0702802）

18M348

[本体価格 700]

●材質：綿100% ●セット内容：HT×2●本体サイズ：
280×280mm ●パッケージサイズ：95×155×50mm ●
パッケージ：化粧箱 60個 

JPN75-35S

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

リラックマお名前スタンプメールパック　（
TSK-39058）

18M350 指定不可

[本体価格 4,500]

●材質：台木/MDF・ケース/PS・印面/ゴム ●セット内容
：スタンプ台（速乾性塗料インキ黒）・専用申込ハガキ・収
納ケース・専用クリーナー・取説●重量：138g ●本体サ
イズ：150×50×8mm ●パッケージサイズ：
150×50×8mm ●パッケージ：ヘッダー付PP袋 

JPN75-35S

    

入園、入学時の持ち物にポンと押すだけ!簡単にお名前
書きができます。

ベーシックお名前スタンプメールパック　（
TSK-68256）

18M351 指定不可

[本体価格 3,800]

●材質：台木/MDF・ケース/PS・印面/ゴム ●セット内容
：スタンプ台（速乾性染料インキ黒）・専用申込ハガキ・収
納ケース・専用クリーナー・取説●重量：138ｇ ●本体サ
イズ：150×50×68mm ●パッケージサイズ：
150×50×68mm ●パッケージ：ヘッダー付PP袋 

JPN75-35S

    

入園、入学時の持ち物にポンと押すだけ!簡単にお名前
書きができます。

とけいのレッスン　（83060）

18M352

[本体価格 4,000]

●材質：ABS・紙 ●セット内容：・取説●重量：300g ●容
量： ●電源：単3(別) ●本体サイズ：本物時計
/30×130×130mm・もくひょう時計/15×180×250mm 
●パッケージサイズ：80×280×120mm ●パッケージ：
化粧箱 6個 

CHN80-40S

     

時計を見る習慣をつけるために、本物の時計と、目標時
間を見比べるところから時間への意識付を始められる商
品です。

えいごタブレット　（T83058）

18M353

[本体価格 4,000]

●材質：ABS・液晶パネル/ガラス（TAC） ●セット内容：・
取説●重量： ●容量： ●電源：単3×2(別) ●本体サイ
ズ：215×277×25mm ●パッケージサイズ：
325×280×60mm ●パッケージ：化粧箱 6個 

CHN80-40S

     

ゲーム&パズル 日本地図　（058223）

18M354

[本体価格 2,800]

●材質：紙・ABS・UF ●機能：対象年齢5歳以上 ●セット
内容：地図ボード・都道府県、地勢図パズル/47ピース・
都道府県、行政図パズル/47ピース・ゲーム用カード30
枚・進行駒/4色各1個・サイコロ・取説●重量：1.5kg ●容
量： ●電源： ●本体サイズ：340×765mm ●パッケージ
サイズ：420×350×40mm ●パッケージ：化粧箱 10個 

JPN90-50S

     

日本一周旅行ゲームとパズルがひとつになった日本地
図セットです。遊びながら自然に「日本列島」を学ぶこと
ができます。

どこでももちものスタンプ  マイキャラ　（
PEM-A5/MO）

18M355

[本体価格 1,300]

●材質：PE ●セット内容：本体・補充インキ・印面申込ハ
ガキ・取説●重量：6.7g ●容量： ●電源： ●本体サイズ
：24×24×55.1mm ●パッケージサイズ：
29.6×80×148mm ●パッケージ：ブリスター 240個 

CHN80-40S

     

お子さまの“もちもの”に名前をカンタンスタンプ!

Artline BLOX 暗記用　（KTX-330/S-G）

18M356A A/緑色ペンセット

[本体価格 300]

●材質：ペン/PP・シート/ＰＥＴ ●セット内容：ペン・消去
ペン・暗記用シート（日本）・取説●容量： ●電源： ●本
体サイズ：ペン/142×16×14mm・暗記用シート
/190×130×0.4mm ●パッケージサイズ：
230×140×15mm ●パッケージ：PP袋 120個 ●名入サ
イズ：6×40mm ●Ｎ：キャップ/60-24-32-100-S 

MAS80-40S

     

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

Artline BLOX 暗記用　（KTX-330/S-R）

18M356B B/赤色ペンセット

[本体価格 300]

●材質：ペン/PP・シート/ＰＥＴ ●セット内容：ペン・消去
ペン・暗記用シート（日本）・取説●容量： ●電源： ●本
体サイズ：ペン/142×16×14mm・暗記用シート
/190×130×0.4mm ●パッケージサイズ：
230×140×15mm ●パッケージ：PP袋 120個 ●名入サ
イズ：6×40mm ●Ｎ：キャップ/60-24-32-100-S 

MAS80-40S

     

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

今治起毛ひざ掛け　（SMS3505507）

18M360

[本体価格 3,500]

●材質：綿100% ●重量：260g ●本体サイズ：
700×1000mm ●パッケージサイズ：280×335×50mm 
●パッケージ：化粧箱 40個 

JPN65-25S

[品]今治タオル 

冷房対策としても 適な今治タオルブランド商品のひざ
掛けです。

今治さくら フェイスタオル　（TMS1006307）

18M361

[本体価格 1,000]

●材質：綿100% ●重量：60g ●本体サイズ：
340×750mm ●パッケージサイズ：230×157×16mm ●
パッケージ：化粧箱 100個 

JPN80-40U

[品]今治タオル 

ガーゼ調に桜柄を織り上げた特殊なジャガードタオル。
やわらかな質感と吸水性の高い味わいのあるタオルに
なっています。

日本名産地タオル  今治さくら  ハンドタオ
ル1P　（TMS05006308）

18M362

[本体価格 500]

●材質：綿100％ ●機能： ●重量：100g ●容量： ●電
源： ●本体サイズ：350×340mm ●パッケージサイズ：
160×230×18mm ●パッケージ：化粧箱 100個 

JPN75-35S

[品]今治タオル     

ガーゼ調に桜柄を織り上げた特殊なジャガードタオル。
やわらかな質感と吸水性の高い味わいのあるタオルに
なっています。

アロマベア＆ミストギフト　サクラの香り　（
SH-24）

18M363

[本体価格 1,400]

●材質：ベア/ポリエステル・ミスト/香料 ●重量：92g ●
本体サイズ：ベア/104×70×55mm・ミスト/116×Φ
25mm ●パッケージサイズ：135×125×50mm ●パッケ
ージ：プラケース 96個 ●名入サイズ：15×35mm ●Ｎ：
外箱/45-8-16-3000-L 

JPN75-35T

    

芳香・消臭効果のあるベアと桜の香りのミストがセットに
なったギフトです。

サクラソウ  フローラルコンテナ　（GD-486）

18M364

[本体価格 550]

●セット内容：防水フードコンテナ・インナーポット・鉢底
アミ・培養土・種・取説●重量：160g ●本体サイズ：
105×92×105mm ●パッケージ：裸 72個 

JPN75-35S

    

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

サクラ  サシェ　（SH-01）

18M365

[本体価格 380]

●材質：ナイロン・ポリエステル・樹脂 ●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 ●名入サイズ：15×35mm ●Ｎ：外袋/45-8-16-
3000-L 

JPN75-35T

    

サクラ型のかわいらしいサシェです。お部屋、玄関、車内
につるしてさわやかな香りを楽しめます。

さくらの粒キャンディー　（AT099030）

18M366 指定不可

[本体価格 200]

●セット内容：飴×5●重量：20g ●容量： ●電源： ●本
体サイズ：Φ18×7.5mm ●パッケージサイズ：
140×100×7.5mm ●パッケージ：PP袋 100個 

JPN75-35T

     

さくらモチーフのキャンディ。プチギフトに 適です。

さくら石けん　（CV-SA）

18M367

[本体価格 100]

●セット内容：化粧石けん35g●パッケージサイズ：
90×65×20mm ●パッケージ：PP袋 150個 

JPN65-25U

[法]化粧品 

日本で も親しまれている花のひとつ、サクラ。その葉
から抽出されたエキスを配合。お肌にうるおいを与え健
やかにします。
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ハンディビールサーバー　（GH-BEERIS-BK
）

18M368A A/ブラック

[本体価格 3,500]

●材質：ABS・アルミ・シリコン ●機能：250、350、500ml
缶対応・泡/液体ワンタッチ切替・注ぎ口丸洗い可 ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：122g ●容量： ●電源：単
4×2(別) ●本体サイズ：120×37.6×134.6mm ●パッケ
ージサイズ：194.5×135×76mm ●パッケージ：化粧箱 

CHN80-40S

     

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

ハンディビールサーバー　（GH-BEERIS-
WH）

18M368B B/ホワイト

[本体価格 3,500]

●材質：ABS・アルミ・シリコン ●機能：250、350、500ml
缶対応・泡/液体ワンタッチ切替・注ぎ口丸洗い可 ●セッ
ト内容：取説・保証書●重量：122g ●容量： ●電源：単
4×2(別) ●本体サイズ：120×37.6×134.6mm ●パッケ
ージサイズ：194.5×135×76mm ●パッケージ：化粧箱 

CHN80-40S

     

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

ランチクーラーバッグ　（H2700）

18M369

[本体価格 900]

●材質：ポリエステル・アルミ蒸着 ●機能： ●セット内容
：取説●重量：110g ●容量：2.5L ●電源： ●本体サイズ
：230×130×140mm ●パッケージサイズ：
240×150×30mm ●パッケージ：PP袋 90個 ●名入サイ
ズ：50×100mm ●Ｎ：120-156-9-100-S 

CHN70-30S

     

お弁当やペットボトルが収納できるランチクーラーバッグ
です。500mlペットボトル4本収納可。

折り畳みチェアー　（22400）

18M370 指定不可

[本体価格 500]

●材質：スチール・ポリエステル ●機能： ●セット内容：
取説●重量：381g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
215×180×250mm ●パッケージサイズ：
240×340×45mm ●パッケージ：PP袋 48個 ●名入サイ
ズ：50×100mm ●Ｎ：60-144-17-96-S 

CHN70-30S

     

ツーリング、ハイキング、釣りやスポーツ観戦に!簡単収
納!ストラップ付!

2WAYクッション　（7-45）

18M371

[本体価格 450]

●材質：PVC ●機能：エアークッション ●セット内容：取
説●重量：100g ●本体サイズ：380×460mm ●パッケー
ジサイズ：210×170×10mm ●パッケージ：PP袋 100個 

CHN70-30S

2通りの使い方ができるエアクッション。ひろげた状態で
座布団、たたんだ状態で枕として使用できます。

保温保冷トートバッグ　（6J9009）

18M372

[本体価格 350]

●材質：PP不織布・アルミ蒸着フィルム ●機能： ●重量
：80g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
210×360×125mm ●パッケージサイズ：
225×380×15mm ●パッケージ：PP袋 200個 ●名入サ
イズ：50×50mm ●Ｎ：65-72-17-200-S 

CHN70-30S

     

夏は保冷、秋は保冷温。お弁当やペットボトルを持ち歩く
のに 適なトートバッグです。
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＜春の全国交通安全
運動（４月）＞

両リュック・ピラミッド型バッグ　（81340）

18M375

[本体価格 1,480]

●材質：ポリエステル・PVC ●機能： ●セット内容：取説
●重量：280g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
300×330×180mm ●パッケージサイズ：
320×350×35mm ●パッケージ：PP袋 48個 ●名入サイ
ズ：30×80mm ●Ｎ：60-120-16-96-S 

CHN70-30S

     

非常時に役立つ、反射テープ付のリュックバッグです。
車のトランクや、非常用セットとして大変重宝します。

手ぶライト　（LT001）

18M376A A/ﾎﾜｲﾄ

[本体価格 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 ●名入サイズ：10×25mm 
●Ｎ：60-60-16-100-P 

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）

18M376B B/ﾌﾞﾙｰ

[本体価格 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 ●名入サイズ：10×25mm 
●Ｎ：60-60-16-100-P 

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）

18M376C C/ｲｴﾛｰ

[本体価格 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 ●名入サイズ：10×25mm 
●Ｎ：60-60-16-100-P 

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）

18M376D D/ﾋﾟﾝｸ

[本体価格 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 ●名入サイズ：10×25mm 
●Ｎ：60-60-16-100-P 

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。

反射安全ベスト　（81420）

18M377

[本体価格 450]

●材質：ポリエステル・PVC ●セット内容：取説●重量：
88g ●本体サイズ：640×620mm ●パッケージサイズ：
100×130×20mm ●パッケージ：PP袋 144個 ●名入サ
イズ：80×80mm ●Ｎ：50-150-17-144-S 

CHN70-30S

昼夜を問わず視認性を高める安全ベストです。夜間の
作業・散歩・ジョギングなどに！通気性の良い柔らかなメ
ッシュ編み！

多機能スティックライト　（36455）

18M378

[本体価格 400]

●材質：PP・ABS ●機能：LED灯・誘導灯・誘導灯（点滅
）・ホイッスル ●セット内容：取説●重量：25g ●電源：モ
ニターLR44×3（内） ●本体サイズ：Φ22×192mm ●パ
ッケージサイズ：35×45×220mm ●パッケージ：化粧箱 
150個 ●名入サイズ：10×50mm ●Ｎ：50-60-17-150-
S 

CHN70-30S

ホイッスル付の多機能ライトです。LED灯、誘導灯、誘導
灯（点滅）の3通りが使えます。

反射安全タスキ　（81345）

18M379

[本体価格 300]

●材質：ナイロン・PVC ●セット内容：取説●重量：30g 
●本体サイズ：1500×40mm ●パッケージサイズ：
160×45×18mm ●パッケージ：ポリ袋 240個 ●名入サ
イズ：10×70mm ●Ｎ：50-60-17-240-S 

CHN70-30S
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ライトinライト 反射機能付　（5140）

18M380 指定不可

[本体価格 200]

●材質：PVC ●機能：LEDライト・リフレクター（反射） ●
セット内容：ボールチェーン●重量：5g ●電源：
CR1220×2（内・交換不可） ●本体サイズ：
8×40×60mm ●パッケージサイズ：9×60×75mm ●パ
ッケージ：PP袋 400個 ●名入サイズ：15×10mm ●Ｎ：
60-30-16-200-P 

CHN70-30S

エコ・直定規20 交通標識　（ECN-22K）

18M381

[本体価格 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 ●名入サイズ：20×60mm ●Ｎ
：60-18-16-300-S 

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。

安全第一！和柄なリフレクター　（0506101）

18M382 指定不可

[本体価格 120]

●材質：PVC ●セット内容：取説●重量：6g ●本体サイ
ズ：55×50mm ●パッケージサイズ：120×80mm ●パッ
ケージ：ポリ袋 600個 ●名入サイズ：15×30mm ●Ｎ：
80-54-16-300-P 

CHN68-28S

    

縁起の良いデザインのかわいいリフレクターです。
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＜春の防犯運動
（3～5月）＞

防犯ねこブザー　（AR0624001）

18M385A A/とまるはちわれ

[本体価格 1,600]

●材質：ABS・メッキ加工合金 ●機能：85dB・連続鳴時
間/40分 ●重量：37g ●容量： ●電源：23A12V（内） ●
本体サイズ：115×62×32mm ●パッケージサイズ：
147×75×35mm ●パッケージ：スリーブ 

CHN75-35T

     

かわいい姿で大音量。ねこ型の防犯ブザーです。

防犯ねこブザー　（AR0624002）

18M385B B/とまるみけ

[本体価格 1,600]

●材質：ABS・メッキ加工合金 ●機能：85dB・連続鳴時
間/40分 ●重量：37g ●容量： ●電源：23A12V（内） ●
本体サイズ：115×62×32mm ●パッケージサイズ：
147×75×35mm ●パッケージ：スリーブ 

CHN75-35T

     

かわいい姿で大音量。ねこ型の防犯ブザーです。

防犯ねこブザー　（AR0624003）

18M385C C/すわるはちわれ

[本体価格 1,600]

●材質：ABS・メッキ加工合金 ●機能：85dB・連続鳴時
間/40分 ●重量：37g ●容量： ●電源：23A12V（内） ●
本体サイズ：115×62×32mm ●パッケージサイズ：
147×75×35mm ●パッケージ：スリーブ 

CHN75-35T

     

かわいい姿で大音量。ねこ型の防犯ブザーです。

防犯ねこブザー　（AR0624004）

18M385D D/すわるみけ

[本体価格 1,600]

●材質：ABS・メッキ加工合金 ●機能：85dB・連続鳴時
間/40分 ●重量：37g ●容量： ●電源：23A12V（内） ●
本体サイズ：115×62×32mm ●パッケージサイズ：
147×75×35mm ●パッケージ：スリーブ 

CHN75-35T

     

かわいい姿で大音量。ねこ型の防犯ブザーです。

スタビリティ 防犯ブザー 身の用心Neo　（
T07-091S）

18M386

[本体価格 1,000]

●材質：ABS ●機能：95dB（距離1m） ●セット内容：ベ
ルトクリップ・ナスカン・反射ネックストラップ・取説●重量
：50g ●電源：モニター単4×2（内） ●本体サイズ：
73×40×21mm ●パッケージサイズ：76×55×35mm ●
パッケージ：化粧箱 100個 ●名入サイズ：7×25mm ●Ｎ
：60-36-16-100-P 

CHN75-35Z

[品]JIS_IPX4相当 

お子様の登下校や女性の一人歩きの味方。いざという
時、すぐに鳴らせるように手近な所に備えて。

シヤチハタ  セキュアスタンパーローラータ
イプ　（FRS-SC/H）

18M387

[本体価格 480]

●材質：本体/ASA・ホルダー、キャップ/ABS ●セット内
容：●重量：25.6ｇ ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
38×27×60mm ●パッケージ：ブリスター 80個 ●名入
サイズ：15×28mm ●Ｎ：50-36-32-100-S 

CHN80-40S

     

長い宛名も転がすだけで見えにくくするスタンプ。簡単に
個人情報を守れます。

シャチハタ  ケスペタ　（ZSG-A1/H）

18M388A A/ブルー

[本体価格 300]

●材質：PE ●セット内容：取説●重量：52g ●容量： ●
電源： ●本体サイズ：Φ35.8×97mm ●パッケージサイ
ズ：38×80×160mm ●パッケージ：PP袋 120個 ●名入
サイズ：12×7mm ●Ｎ：キャップ/40-24-22-100-P 

JPN80-40S

     

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

シャチハタ  ケスペタ　（ZSG-A2/H）

18M388B B/ピンク

[本体価格 300]

●材質：PE ●セット内容：取説●重量：52g ●容量： ●
電源： ●本体サイズ：Φ35.8×97mm ●パッケージサイ
ズ：38×80×160mm ●パッケージ：PP袋 120個 ●名入
サイズ：12×7mm ●Ｎ：キャップ/40-24-22-100-P 

JPN80-40S

     

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

スクラッチャー＆マグネボール　（30488）

18M390 指定不可

[本体価格 1,000]

●材質：ステンレス・ＰＰ・アルミ合金・マグネット ●セット
内容：取説●重量：60g ●本体サイズ：200×30×20mm 
●パッケージサイズ：285×115×25mm ●パッケージ：ブ
リスター 72個 

CHN70-30S

    

目もと・口もとを簡単ケア・長さが調節できるので、携帯
にも便利です。

花ブータン　（GD-72001）

18M391A A/バジル

[本体価格 850]

●材質：ソフトビニール ●セット内容：花ブータン・膨らむ
土・種・取説●重量：80g ●パッケージサイズ：
72×72×74㎜ ●パッケージ：プラケース 72個 

JPN75-35S

    

昔懐かしいブタの貯金箱をモチーフにした栽培セットで
す。

花ブータン　（GD-72002）

18M391B B/ﾜｲﾙﾄﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

[本体価格 850]

●材質：ソフトビニール ●セット内容：花ブータン・膨らむ
土・種・取説●重量：80g ●パッケージサイズ：
72×72×74㎜ ●パッケージ：プラケース 72個 

JPN75-35S

    

昔懐かしいブタの貯金箱をモチーフにした栽培セットで
す。

花ブータン　（GD-72003）

18M391C C/クローバー

[本体価格 850]

●材質：ソフトビニール ●セット内容：花ブータン・膨らむ
土・種・取説●重量：80g ●パッケージサイズ：
72×72×74㎜ ●パッケージ：プラケース 72個 

JPN75-35S

    

昔懐かしいブタの貯金箱をモチーフにした栽培セットで
す。

お薬ポケット　（KS-2724）

18M392 指定不可

[本体価格 700]

●材質：ＰＰ ●機能： ●セット内容：・取説●重量：150g 
●容量： ●電源： ●本体サイズ：150×215×24mm ●
パッケージサイズ：155×242×30mm ●パッケージ：化
粧箱 80個 ●名入サイズ：15×60mm ●Ｎ：70-72-12-
100-S 

JPN70-30S

     

薬の飲み忘れを解消するアイデアいっぱいのケースで
す。点字表記付きで目の不自由な方もご使用できます。

スリムルーペ　（ST104）

18M393

[本体価格 500]

●材質：ＡＢＳ・アクリル ●機能：ライト ●セット内容：取
説●重量：35g ●容量： ●電源：モニターLR1130×3(内
) ●本体サイズ：94×35×14mm ●パッケージサイズ：
115×67×22mm ●パッケージ：化粧箱 200個 ●名入サ
イズ：15×50mm ●Ｎ：60-45-16-100-P 

CHN65-25S

     

レンズを開くとライトが点灯。スッキリフォルムがおしゃれ
なルーペです。

発掘名人 カワウソランド　（KH3934）

18M394

[本体価格 450]

●材質：発掘キット/ポリレジン・砂・石膏 ●セット内容：ノ
ミ・ブラシ●重量：100g ●容量： ●電源： ●本体サイズ：
35×70×45mm ●パッケージサイズ：35×80×55mm ●
パッケージ：化粧箱 144個 

CHN75-35S

     

ブロックを掘って集める楽しいキット!!※ポーズは指定不
可となります。

A4ジッパーファイル　（36415）

18M395

[本体価格 350]

●材質：PP ●セット内容：取説●重量：98g ●容量： ●
電源： ●本体サイズ：230×335×30mm ●パッケージサ
イズ：300×360×35mm ●パッケージ：PP袋 96個 ●名
入サイズ：50×100mm ●Ｎ：60-96-17-96-S 

CHN70-30S

     

A4サイズのジッパーファイルケースです。ペンやメモ帳、
書類などの収納の他、防災グッズを入れて仕舞っておけ
ば、帰宅困難時に役立ちます。
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ペットボトル水耕栽培キット

18M396 指定不可

[本体価格 350]

●材質：PP・PS・紙 ●セット内容：種子・キャップ（吸水綿
付）・スプーン・肥料・遮光シート・取説●重量：30g ●パ
ッケージサイズ：150×105×30mm ●パッケージ：PP袋 
100個 ●名入サイズ：40×110mm ●Ｎ：遮光シート/0-
24-12-500-オンデマンド印刷 

JPN70-30S

    

ペットボトルで始められる、水耕栽培キット。

マジックねんど　（MS8105）

18M397A A/ﾄﾞﾙﾋﾟｰ

[本体価格 350]

●材質：PS・ポリビニルアルコール・紙 ●セット内容：マ
ジックねんど6色・ボード●重量：30g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：10×190×190mm ●パッケージサイズ：
10×200×230mm ●パッケージ：PP袋 144個 

CHN75-35S

     

ふわふわねんどの楽しいぬり絵「マジックねんど」

マジックねんど　（MS8106）

18M397B B/ﾍﾟﾝﾋﾟｰ

[本体価格 350]

●材質：PS・ポリビニルアルコール・紙 ●セット内容：マ
ジックねんど6色・ボード●重量：30g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：10×190×190mm ●パッケージサイズ：
10×200×230mm ●パッケージ：PP袋 144個 

CHN75-35S

     

ふわふわねんどの楽しいぬり絵「マジックねんど」

マジックねんど　（MS8113）

18M397C C/ﾌﾟﾘﾝｾｽ

[本体価格 350]

●材質：PS・ポリビニルアルコール・紙 ●セット内容：マ
ジックねんど6色・ボード●重量：30g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：10×190×190mm ●パッケージサイズ：
10×200×230mm ●パッケージ：PP袋 144個 

CHN75-35S

     

ふわふわねんどの楽しいぬり絵「マジックねんど」

マジックねんど　（MS8116）

18M397D D/ﾄﾞｰﾙ

[本体価格 350]

●材質：PS・ポリビニルアルコール・紙 ●セット内容：マ
ジックねんど6色・ボード●重量：30g ●容量： ●電源： 
●本体サイズ：10×190×190mm ●パッケージサイズ：
10×200×230mm ●パッケージ：PP袋 144個 

CHN75-35S

     

ふわふわねんどの楽しいぬり絵「マジックねんど」

ハトムギエキス配合石鹸２Ｐ　（CNB-H2P）

18M398

[本体価格 300]

●材質： ●セット内容：化粧石けん×2コ●重量：125g 
●容量： ●本体サイズ：80×65×30mm ●パッケージサ
イズ：80×130×30mm ●パッケージ：PP袋 36個 

JPN75-35S

［法］化粧品     

ハト麦エキス、コラーゲンを配合したナチュラルバスサイ
ズ石鹸。

ありがとうクローションティッシュ 3枚重ね 
130組

18M399 指定不可

[本体価格 260]

●材質：ティッシュ/パルプ100％・フィルム/PP ●重量：
200g ●本体サイズ：95×155×55mm ●パッケージ：裸 
60個 

CHN70-30S

    

しっとりやわらかな肌触りのティッシュ。

あんしんママ  引き出しロック　（886766）

18M400

[本体価格 140]

●材質：ABS ●セット内容：●重量：21.4ｇ ●容量： ●電
源： ●本体サイズ：80×47×90mm ●パッケージサイズ
：185×110×30mm ●パッケージ：ブリスター 240個 

CHN80-40T

     

タンス・デスク等いろいろな引出しをロックします!

しおり付フラワーカード

18M401 指定不可

[本体価格 75]

●材質：紙・種子 ●重量：3.5g ●本体サイズ：
190×50mm ●パッケージサイズ：200×55×1.5mm ●
パッケージ：PP袋 480個 ●Ｎ：35-15-12-480-О 

JPN70-30S

    


