
ピロー包装マスク1P
￥15

ソーイングセット
￥185

ピッカリスティック
￥190

NEWエンボス
キッチンパックM50P
￥180

バイオグリーン
キッチンパックM30P
￥180

ネオクリップ
￥98

紙製水切り袋1P
￥65

紙製水切り袋2P
￥95

P.7
メディカル

P.9
コスメ

P.15
キッチン

P.16
キッチン

P.19
キッチン

P.19
キッチン

P.23
バラエティ



◎上記の価格には消費税は含まれておりません。

　　　　　 のマークが
目印です！

新商品のご紹介
新たに加わったニューアイテムのご紹介です。
全く新しいモノから、より便利に生まれ変わった
モノまで「あったらいいなこんなアイテム…」
そんなお声にお応えできるアイテムが満載です！！

パックルL 1P
￥45

スーパーロング
ウエットボディタオル
￥220

ポチ袋 5P（PP袋入）
￥35

ハンディブーン
￥1,650

オリジナルコーヒー
オープンプライス

オリジナルお茶
オープンプライス

オリジナルハンドルカバー
オープンプライス

オリジナルサンシェイド
（アルミ蒸着）
オープンプライス

おとし玉ポチ袋 5P（PP袋入）
￥35

P.23
バラエティ

P.33
アウトドア

P.38
緊急用品

P.40
季節用品

P.41
別注対応

P.42
別注対応



①

⑤

⑤

④

S M

②

③

①②③④

エイトバン（S）10枚入

現品サイズ ： 約12×53mm
外装サイズ ： 約94×63×17mm
名入れサイズ ： 約70×10mm
M-007-J

入数 500 ￥55
エイトバン（M）10枚入

現品サイズ ： 約19×72mm　
外装サイズ ： 約94×63×17mm
名入れサイズ ： 約70×10mm
M-008-J

入数 500 ￥60
エイトバン（M）のし箱 10枚入

現品サイズ ： 約19×72mm　
外装サイズ ： 約94×63×17mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-009-J

入数 500 ￥55

③エイトバン(M2)

現品サイズ ： 約19×72mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×10mm
M-003-J

入数 2,000 ￥21
⑤エイトバンセット

外装サイズ ： 約105×100×5mm
内容 ： カラーメンボー10P、エイトバン(M5枚)
名入れサイズ ： 約80×20mm
M-005-JT

入数 1,000 ￥65
④エイトバン(M3 S2)

現品サイズ ： 約19×72mm、 約12×53mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×10mm
M-004-J

入数 2,000 ￥33
②エイトバン（S2）

現品サイズ ： 約12×53mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×10mm
M-002-J

入数 2,000 ￥19
①エイトバン（M1）

現品サイズ ： 約19×72mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×10mm
M-001-J

入数 2,000 ￥17

※差し込み式は、安全性を考慮してホッチキスを使用しておりません。

オリジナルばんそうこうが出来ます！
詳細はP43をご覧下さい！

PP袋
入り
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④ファストエイド
（M4 S2）

現品サイズ ：  約19×72mm、
約12×53mm

外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-024-J

入数 2,000 ￥34

①ファストエイド
（M2 S2）

現品サイズ ：  約19×72mm、
約12×53mm

外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-021-J

入数 2,000 ￥30

②ファストエイド
（M5）

現品サイズ ： 約19×72mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-022-J

入数 2,000 ￥32

③ファストエイド
（L1）

現品サイズ ： 約28×72mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-023-J

入数 2,000 ￥21 入数 1,000 ￥65

⑥ファストエイド
　セット

外装サイズ ： 約105×100×5mm　
内容 ： ファストエイドM5枚、
  カラーメンボー10P
名入れサイズ ： 約80×15mm
M-026-JT

⑤ファストエイド
（L2 M4 S2）

現品サイズ ：  約28×72mm、
約19×72mm、
約12×53mm

外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-025-J

入数 2,000 ￥50

滅菌ファストエイド（M4）
入数 2,000
現品サイズ ： 約19×72mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-060-J

¥35
滅菌ファストエイド（M6）
入数 2,000
現品サイズ ： 約19×72mm
外装サイズ ： 約70×90mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-061-J

¥45

①②③④⑤ 

⑥

⑥①②③④⑤ 
※写真は（M2S2）です。

S M

L

人気のファストエイドシリーズの「滅菌タイプ」

PP袋
入り
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ハンディメディカル

外装サイズ ： 約83×115×4mm
内容 ： エイトバンM5枚、カラーメンボー10P
名入れサイズ ： 約50×30mm
M-034-JT

入数 500 ￥100
ニューハンディメディカル B

外装サイズ ： 約83×115×4mm
内容 ： エイトバンM5枚、カラーメンボー10P
名入れサイズ ： 約50×30mm
M-036-JT

入数 500 ￥100
ニューハンディメディカル A

外装サイズ ： 約83×115×4mm
内容 ： エイトバンM5枚、あぶらとり紙10枚
名入れサイズ ： 約50×30mm
M-035-J

入数 500 ￥100

ソフトケースにこだわり！！

●ダイオキシン発生原因をカット
●塩化水素発生原因をカット
●CO2発生原因を約10％カット

エマソフト使用

ecoなハンドバッグに入る
ちょっとした気遣い。

PP袋
入り

PP袋
入り

PP袋
入り

ブックタイプでボリュームを持たせ
たアイテム!!

エイトバン・スタンダード

外装サイズ ： 約95×155×10mm
内容 ： エイトバン（M5枚）、エイトバン（S5枚）
名入れサイズ ： 約70×30mm
M-037-J

入数 500 ￥65

おしゃれなプラケース!!
ロット1万個から色換え可能

エイトバンM10枚（スライダーポーチ入）

現品サイズ ： 約100×40mm（ポーチ）
  約19×72mm（エイトバン）
外装サイズ ： 約100×40mm
材質 ： エイトバン（塩ビ）・ポーチ（ポリエステル、ポリプロピレン）
内容 ： エイトバンM(10枚)
名入れサイズ ： 約80×20mm
M-071-J

入数 1,000 ￥180
エイトバンM5枚(プラケース入)

現品サイズ ： 約41×95×14mm（プラケース）
  約19×72mm（エイトバン）
外装サイズ ： 約41×95×14mm
材質 ： エイトバン（塩ビ）・プラケース（スチロール）
内容 ： 5枚入
名入れサイズ ： 約70×20mm
M-013-J

入数 400 ￥105

PP袋
入り

クラッチバッグ

外装サイズ ： 約70×96×4mm
内容 ：  エイトバンM3枚・コットンパフ3枚 

カラーメンボー10P
名入れサイズ ： 約40×10mm
M-070-JT

入数 500 ￥120

バッグのようにコンパクトに持ち歩けるおしゃれアイテム。

エイトバントリオ

外装サイズ ： 約115×170×3mm
内容 ： エイトバンM5枚、ワンタッチホータイ1枚、
  カラーメンボー10P
名入れサイズ ： 約100×20mm
M-039-JT

入数 500 ￥110

ホータイ、メンボー、エイトバンが入った便利なトリオ。3



携帯便利携帯便利

キューゴバン40P
入数 400
現品サイズ ： 約19×72mm、約12×53mm
外装サイズ ： 約30×77×100mm
内容 ： Ｍサイズ20枚、Ｓサイズ20枚
M-056-J

￥140

バラエティセット菊-1

外装サイズ ： 約108×84×3mm
内容 ： あぶらとり紙10枚、
  耳かき付きメンボー5P
名入れサイズ ： 約60×15mm
M-030-J

入数 1,000 ¥50
バラエティセット菊-2

外装サイズ ： 約108×84×3mm
内容 ： エイトバンM3枚、
  耳かき付きメンボー5P
名入れサイズ ： 約60×15mm
M-031-J

入数 1,000 ¥55

さくら
入数 1,000
外装サイズ ： 約108×84×3mm
内容 ： 滅菌ファストエイドM2枚、
  あぶらとり紙10枚
名入れサイズ ： 約60×15mm
M-062-J

¥40
いちょう
入数 500
外装サイズ ： 約108×84×3mm
内容 ： 滅菌ファストエイドM2枚、
  ファッションメンボー5P
名入れサイズ ： 約60×15mm
M-063-J

¥60

さくらといちょうのお洒落なセット！絆創膏は「滅菌ファストエイド」！

ニューハンディメディカル B

外装サイズ ： 約83×115×4mm
内容 ： エイトバンM5枚、カラーメンボー10P
名入れサイズ ： 約50×30mm
M-036-JT

使いやすい大・小の組み合わせ！！

キューゴバン18P
入数 600
現品サイズ ： 約19×72mm、約12×53mm
外装サイズ ： 約22×66×105mm
内容 ： Ｍサイズ10枚、Ｓサイズ8枚
M-072-J

￥100

プッシュすれば
取り出せる！

プッシュエイトバン 5枚入

現品サイズ ： 約19×72mm 
外装サイズ ： 約94×42×14mm
内容 ： エイトバン(M5枚)
名入れサイズ ： 約30×20mm
M-010-J

入数 1,000 ￥42
プッシュエイトバン 10枚入

現品サイズ ： 約19×72mm 
外装サイズ ： 約94×42×14mm
内容 ： エイトバン(M10枚)
名入れサイズ ： 約30×20mm
M-011-J

入数 1,000 ￥60
ペアエイトバン

外装サイズ ： 約94×64×14mm
内容 ： エイトバン(Ｍ6枚) 
  カラーメンボー 10Ｐ
名入れサイズ ： 約50×20mm
M-012-JT

入数 500 ￥70

4



表面裏面

裏面に名刺が
差し込めます

ブラックメンボー5P
台紙入

外装サイズ ： 約104×72×3mm
名入れサイズ ： 約50×30mm
M-058-J

入数 1,000 ￥80

黒綿棒10P

外装サイズ ： 約104×72×3mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-069-V

入数 500 ￥95

ブラックメンボー5P
オレフィンケース入

外装サイズ ： 約100×75×4mm
M-059-J

入数 500 ￥120

カラーメンボー（10P）

外装サイズ ： 約55×85×2mm
名入れサイズ ： 約40×15mm
M-049-T

入数  2,000 ￥25
カラーメンボー（5P）

外装サイズ ： 約53×92×6mm
内容 ： カラーアソート(ピンク・ブルー・イエロー）
名入れサイズ ： 約40×15mm
M-064-T

入数 1,000 ￥28

耳かき付メンボー（5Ｐ）

外装サイズ ： 約72×100×6mm
名入れサイズ ： 約50×15mm
M-050-J

入数 1,000 ￥40

ブラックカラーでインパクト大！！ 汚れがハッキリ見える黒いメンボー。

ブラック綿棒５Ｐ　プラケース

現品サイズ ： 約41×95×14mm
外装サイズ ： 約43×97×16mm
名入れサイズ ： 約70×20mm
M-067-J

入数 400 ￥150

プラケース入り

汚れがハッキリ見える黒いメンボー。

ラベル差替え自由、PR用に最適！！

耳かき付だから耳そうじが簡単、安心。

ファッション 白紙軸

価格はご相談ください。

中身のメンボー
は変更できます

耳かき付

PP袋
入り
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箱入り商品

エイドチーム-2

現品サイズ ： 約115×76×30mm 
外装サイズ ： 約118×80×34mm
内容 ： エイトバン(Ｍ5枚）、カラーメンボー10Ｐ、
  コットンパフ(3枚)、ワンタッチホータイ(1枚)、
  爪切り（やすり付き）、毛抜き、ハサミ
名入れサイズ ：  約80×15mm(化粧箱) 

約40×30mm(プラケース)
M-042-JTC

入数 150 ￥400
エイドチーム-1

現品サイズ ： 約115×76×30mm 
外装サイズ ： 約118×80×34mm
内容 ： エイトバン(Ｍ5枚）、カラーメンボー10Ｐ、
  コットンパフ(3枚）、ワンタッチホータイ(1枚)
名入れサイズ ：  約80×15mm(化粧箱) 

約40×30mm(プラケース)
M-041-JT

入数 150 ￥250
コンボ・ボックス
入数 150
現品サイズ ： 約115×76×30mm 
外装サイズ ： 約118×80×32mm
内容 ： ブロッティングペーパープチ、黒綿棒10P、
  コットンパフ（3枚）、爪切り（やすり付き）、
  毛抜き、ハサミ
名入れサイズ ：  約40×30mm(プラケース)
Ｍ‐068-JCV

¥400

コンパクトなケースに入った便利なアイテムたち。

プチエイドチーム
入数 400
現品サイズ ： 約41×95×14mm 
外装サイズ ： 約43×97×16mm
内容 ： 滅菌ファストエイド（M3枚）、カラーメンボー5P、毛抜き
  1ケース同色（ピンク又はホワイト）（在庫ご確認ください。）
名入れサイズ ： 約70×20mm（プラケース）
M-065-JTC

¥160ブラック綿棒５Ｐ　プラケース

プラスチック
ケースは

色を変えられます

エイドチーム赤
ロット

10,000個〜承ります

エイドチームクリア
ロット

5,000個〜承ります

コンパクトでかわいい携帯アイテム！

PP袋
入り

6



エイトバンは裏面に
入っています。

花粉症対策や
インフルエンザ予防etc.
マスクは喜ばれること

間違いなし！！

オーデニ・コレモート  ちょっと便利セット No.1

外装サイズ ： 約75×100×12mm
内容 ： ハサミ、爪切り（やすり付き）、毛抜き
名入れサイズ ： 約50×15mm（ラベル）
M-044-C

入数 150 ￥210
オーデニ・コレモート  ちょっと便利セット No.2

外装サイズ ： 約75×100×13mm
内容 ： ハサミ、爪切り（やすり付き）、毛抜き、エイトバンM5枚
名入れサイズ ： 約50×15mm（ラベル）
M-045-JC

入数 150 ￥220

爽快気分（マスク）1P

現品サイズ ： 約175×95mm
外装サイズ ： 約105×180×2mm
名入れサイズ ： 約70×20mm
M-053-C

入数 500 ￥30
爽快気分（マスク）2P

現品サイズ ： 約175×95mm
外装サイズ ： 約105×180×3mm
名入れサイズ ： 約70×20mm
M-054-C

入数 250 ￥50
爽快気分（マスク）大人用・子供用セット

現品サイズ ： 約175×95mm・約145×95mm
外装サイズ ： 約105×180×3mm
名入れサイズ ： 約70×20mm
M-055-C

入数 250 ￥60

マスク２Ｐ　フリーケース付き

外装サイズ ： 約115×195×5mm
名入れサイズ ： 約70×20mm（ラベル）
M-066-JC

入数 200 ￥120

マスク使用後は
フリーケースとして
使えます。

　　　 とフリーケースのうれしいセット。

P.32
掲載中

子供用は小さめで
ご婦人用としても使えます。

花粉・ホコリを大幅カット!!花粉症対策の必須アイテム！！
鼻あてワイヤーは樹脂製なので、燃やしても有害物質は発生しません。

フリーケース

オリジナルマスクケース
出来ます！

詳細はP42をご覧下さい！

ピロー包装マスク1P

現品サイズ ： 約175×95mm
外装サイズ ： 約200×96mm
M-073-C

入数 2000 ￥15

7



あぶらとり紙

現品サイズ ： 約70×100mm 
外装サイズ ： 約75×110mm 
内容 ： 10枚入
名入れサイズ ： 約70×15mm
C-004-J

入数 1,000 ￥25
ブロッティングペーパープチ

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約57×78×2mm
内容 ： 10枚入
名入れサイズ ： 約60×10mm
C-001-J

入数 2,000 ￥20

優美人（30枚入）

現品サイズ ： 約70×100mm 
外装サイズ ： 約75×110mm 
内容 ： 30枚入
名入れサイズ ： 約70×15mm
C-007-J

入数 1,000 ￥65
シルク入

高級あぶらとり紙 肌美人

現品サイズ ： 約70×100mm 
外装サイズ ： 約75×110mm 
内容 ： 10枚入
名入れサイズ ： 約70×15mm
C-005-J

入数 1,000 ￥30   天然
マニラ
麻入

お肌に優しく脂や汚れをとり、お化粧くずれを防ぎます。

あぶらとり紙（POP UP）

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約90×70×4mm
内容 ： 20枚入
C-002-J

入数 1,000 ¥65

PP袋
入り

天然
マニラ
麻入

あぶらとり紙本体
オリジナル印刷出来ます！
詳細は御問合せ下さい！

別注見本

緑茶入あぶらとり紙（POP UP）

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約70×90×4mm
内容 ： 20枚入
名入れサイズ ： 約60×10mm
C-003-J

入数 1,000 ￥80

PP袋
入り

緑茶
配合

外出時にとっても便利。いつでもどこで
も快適アイテム！
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泡立て洗顔ネット（吸盤なし）

現品サイズ ： 約25φ×180mm
外装サイズ ： 約80×200×30mm
材質 ： 本体/ポリエチレン・紐/ポリプロピレン
名入れサイズ ： 約50×15mm
C-016-C

入数 400 ¥85

細かなネットでソフト&クリーミーな
泡を作ります。

メイク時にかかせないコットンパフで
す！開け口が広くなりました！！

あぶらとり紙とコットンパフがいっ
しょになって使いやすい。

お得な250枚入りで、たっぷり使え
る。BOX入りだから置いたまま取り
出せて便利。

コットンパフ（10枚入）BOX

外装サイズ ： 約72×102×27ｍｍ
内容 ： コットンパフ10枚
名入れサイズ ： 約60×30mm
C-023-J

入数 250 ￥70
あぶらとり紙（250枚入）BOX

外装サイズ ： 約72×102×27ｍｍ
現品サイズ ： 約70×100ｍｍ
内容 ： あぶらとり紙250枚
名入れサイズ ： 約60×30mm
C-024-J

入数 250 ￥200
ニューフェイス

外装サイズ ： 約72×102×27ｍｍ
内容 ： あぶらとり紙250枚・コットンパフ6枚
名入れサイズ ： 約60×30mm
C-025-J

入数 250 ￥220

あわChuChu

現品サイズ ： 約70×70×30mm
外装サイズ ： 約90×200mm
材質 ：  ネット/PE ・ スポンジウレタンフォーム 

テープ/ポリエステルサテン 
リング/PP

名入れサイズ ： 約50×15mm
C-026-C
※中のスポンジの色は4色ランダムです。

入数 300 ¥140

天使の泡で心も顔もリフレッシュ！
キュートなデザインにも注目。

コンパクトブラシ

現品サイズ ： 約65×70×20mm
外装サイズ ： 約75×75×23mm
材質 ：  本体/ABS・鏡/ガラス・ブラシ/ 

PP・土台/TPR
名入れサイズ ： 約30×30mm
C-027-C

入数 200 ¥250

携帯用にとっても便利！

ブラシがにょきっと
出てきます。

盛り上がった箇所を
押すと...

ヘアブラシとしても
手鏡としても使えます。

ソーイングセット

現品サイズ ： 約61×68mm
外装サイズ ： 約75×70mm
内容  ：   縫い糸6色・縫い針2本・ボタン2個・ 

糸通し1個・安全ピン1個
材質  ：   ケース/ポリスチレン・鏡/ガラス
名入れサイズ ： 約40×40mm
C-030-C

入数 300 ￥185

簡単な裁縫に便利なソーイングセット
です。コンパクトで持ち運びにも便利！
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あぶらとり
ハンカチ

リップみたいな
可愛いサイズ♪

ポーチにも
ピッタリ！

水に溶ける不思議な紙。紙をこすると泡状となって汚れをしっかり落とします。旅行のお供にも最適！

ソフティ クリアー
（あぶらとりハンカチ）

現品サイズ ： 約200×200mm
外装サイズ ： 約112×120×5mm
材質 ： ポリエステル約80％・ポリアミド約20％
名入れサイズ ： 約80×20mm
C-015-C

入数 250 ¥185

余分な皮脂をミクロの繊維が拭き取ります。
洗濯機で洗えば繰り返し使用できます。

ピュアポップ あぶらとり紙（20枚入）

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約20×21×86mm
C-018-J

入数 640 ￥80

ポップアップ式の便利なあぶらとり紙です。

POP UPあぶらとり紙（50枚入）

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約75×90×8mm
内容 ： 50枚入
C-021-J

入数 500 ¥120PP袋
入り

PP袋
入り

黒のあぶらとり紙がついに出ました！！フォーマルな装いを
演出します！！

あぶらとり紙　ブラック（20枚入）

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約80×102×2ｍｍ
内容 ： 20枚入
名入れサイズ ： 約80×15mm
C-022-J

入数 1,000 ￥75

PP袋
入り

ウォッシュペーパー

現品サイズ ： 約47×65mm
外装サイズ ： 約67×92mm
材質 ： 水解紙
内容 ： 10枚入
C-028-J

入数 1,000 オープンプライス
ウォッシュペーパー緑茶入

現品サイズ ： 約47×65mm
外装サイズ ： 約67×92mm
材質 ： 水解紙
内容 ： 10枚入
C-029-J

入数 1,000 オープンプライスPP袋
入り

PP袋
入り
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内容物、日付が
記入できます!

ブルーチャック・フリーザーパック（箱入/小）

現品サイズ ： 約0.04×240×170mm
外装サイズ ： 約46×24×194mm
材質 ： ポリエチレン
内容 ： 5枚入
名入れサイズ ： 約100×15mm
K-002-C

入数 400 ¥70
ブルーチャック・フリーザーパック（袋入）

現品サイズ ： 約0.04×240×170mm
外装サイズ ： 約180×100×5mm
材質 ： ポリエチレン
内容 ： 5枚入
名入れサイズ ： 約60×20mm
K-001-C

入数 500 ¥55
ブルーチャック・フリーザーパック（箱入/大）

現品サイズ ： 約0.04×240×170mm
外装サイズ ： 約46×46×194mm
材質 ： ポリエチレン
内容 ： 10枚入
名入れサイズ ： 約50×10mm
K-003-C

入数 200 ¥110

チャックの両面がブルーになると密封の合図です。内容物・日付が入れられます！ブルーチャックシリーズ

サウンドジッパー(M3・L3)箱入

現品サイズ ：  約0.06×203×177mm 
約0.06×280×268mm

外装サイズ ： 約55×30×306mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約100×10mm
K-096-C

入数 100 ￥170
サウンドジッパー(M3枚)袋入

現品サイズ ： 約0.06×203×177mm
外装サイズ ： 約190×100×3mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約60×15mm
K-094-C

入数 400 ￥60
サウンドジッパー(L3枚)袋入

現品サイズ ： 約0.06×280×268mm
外装サイズ ： 約275×100×3mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約60×15mm
K-095-C

入数 200 ￥95

ジッパーを閉めると音が鳴ります！

Wジッパーで鮮度をしっかり保存！
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電子レンジで
解凍OK

2枚入

クールロック（M3枚）袋入

現品サイズ ： 約0.06×160×200（マチ35）mm
外装サイズ ： 約210×100×10mm
材質 ： 本体/低密度ポリエチレン
  スライダー/高密度ポリエチレン
名入れサイズ ： 約60×20mm
K-009-C
※チャック部は、在庫がなくなり次第ピンクに変わります。

入数 400 ¥80
クールロック（M3・Ｌ3枚）箱入

現品サイズ ： 約0.06×160×200（マチ35）mm
  約0.06×270×230（マチ50）mm
外装サイズ ： 約55×30×280mm
材質 ： 本体/低密度ポリエチレン
  スライダー/高密度ポリエチレン
名入れサイズ ： 約150×15mm
K-011-C

入数 100 ¥200

パスタなど乾麺、いろいろ折らずに保存！！

冷凍・冷蔵保存用 スライダーで開閉簡単しっかり鮮度をロック！
チャックの両面がブルーになると密封の合図です。内容物・日付が入れられます！

においの強い食材の保存におすすめ！！
冷蔵庫内の「においうつり」も気にせず
整理できる！！

臭断袋（2枚）

現品サイズ ： 約0.025×400×260ｍｍ
外装サイズ ： 約270×120×2ｍｍ
材質 ： ポリエステル
名入れサイズ ： 約80×20mm
K-087-J

入数 300 ￥120

オリジナル柄でアピール

Wジッパー フリーザーパック （2枚）袋入

現品サイズ ： 約0.065×210×180mm
外装サイズ ： 約190×105×7mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約60×15mm
K-080-C

入数 500 ¥100

オリジナル柄　約55,000個より作成可能です。

Wジッパー フリーザーパック(5枚)箱入

現品サイズ ： 約0.065×210×180mm
外装サイズ ： 約46×24×194mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約100×15mm
K-097-C

入数 200 ¥180

本体  柄入り

ロングチャッくん（2枚）

現品サイズ ： 約0.045×337×120mm
外装サイズ ： 約75×125×3mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約50×15mm
K-098-C

入数 500 ￥40

耐寒性・耐熱性に優れ、
冷凍から電子レンジ高
温での使用が可能
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油や汁を通しにくく、適度に蒸気を通すの
で幅広い使い方ができ、食器や調理器具も
汚れにくいので後片付けもラクチンです。

耐油紙に両面シリコン加工（食品衛生法上適合品）を行っ
ていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た水分や油
分は裏面に通しません。

耐油紙に
両面シリコン加工を
ほどこしたシートです。

フライパンシート(ロールタイプ)

現品サイズ ： 約250mm×3m
外装サイズ ： 約40×40×260mm
材質 ： シリコン加工アルミニウム箔
名入れサイズ ： 約60×10mm
K-107-C

入数 100 ¥280
フライパンシート(3枚入)

現品サイズ ： 約250×220mm
外装サイズ ： 約135×228×1mm
材質 ： シリコン加工アルミニウム箔
名入れサイズ ： 約80×20mm
K-103-C

入数 300 ¥95
フライパンシート(5枚入)

現品サイズ ： 約250×220mm
外装サイズ ： 約135×228×2mm
材質 ： シリコン加工アルミニウム箔
名入れサイズ ： 約80×20mm
K-104-C

入数 300 ¥125

汁気や油分を通さず、しっかり熱を通すので、焼
魚や照焼きなど焦げつきの気になる料理も手間
なくキレイに焼き上げます。

クッキングシート(5枚)箱入

現品サイズ ： 約315×265mm
外装サイズ ： 約55×30×306mm
材質 ： 両面シリコン加工耐油紙
名入れサイズ ： 約100×10mm
K-092-C

入数 100 ￥125
クッキングシート(3枚)袋入

現品サイズ ： 約315×265mm
外装サイズ ： 約275×125×1mm
材質 ： 両面シリコン加工耐油紙
名入れサイズ ： 約80×15mm
K-090-C

入数 300 ￥65
クッキングシート(10枚)箱入

現品サイズ ： 約315×265mm
外装サイズ ： 約55×30×306mm
材質 ： 両面シリコン加工耐油紙
名入れサイズ ： 約100×10mm
K-093-C

入数 100 ￥175
クッキングシート(5枚)袋入

現品サイズ ： 約315×265mm
外装サイズ ： 約275×125×2mm
材質 ： 両面シリコン加工耐油紙
名入れサイズ ： 約80×15mm
K-091-C

入数 300 ￥95
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※スリーブ入り

裏面は、イエロー

ピカキュー

現品サイズ ： 星 約50×50×30mm
  ハート 約50×40×30mm
外装サイズ ： 約60×95×30mm
材質 ： ポリウレタンフォーム・メラミンフォーム
名入れサイズ ： 約60×20mm
K-078-C

入数 300 ￥90

ピカッとキレイにキュートなスポンジ。

水だけで
ヌメリ・汚れ
がおちる

3面台紙
PP袋入り

2色ネットクリーナー(1P)

現品サイズ ： 約120×70×15mm
外装サイズ ： 約125×75×20mm
※カラー ： ピンク・ブルー・グリーン（色指定不可）
K-081-C

入数 500 ¥45 ネットクリーナー（2P）

現品サイズ ： 約80×150×20mm
外装サイズ ： 約85×155×44mm
K-022-C

入数 250 ¥80

ハードクリーナー

現品サイズ ： 約100×150×7mm
外装サイズ ： 約100×150×8mm
材質 ： ポリエステル不織布
カラー ： イエロー・グリーン（色指定不可）
名入れサイズ ： 約60×15mm
K-020-C

入数 800 ￥40
キッチン用2層スポンジ（1P）

現品サイズ ： 約70×110×35mm
外装サイズ ： 約70×112×35mm
材質 ： ポリエステル・不織布・ポリウレタンフォーム
カラー ： ピンク・イエロー（色指定不可）
名入れサイズ ： 約50×15mm
K-053-C

入数 500 ¥60

ガラス、プラスチック製品等、食器類に最適！2色使いのかわいいスポンジ♪
ピンク・ブルー・グリーンとイエローの2色使い。

しっかり洗える使いやすいサイズ!キッチンを清潔に保つおたすけアイテム。

パイルネットで汚れを落とすキラキラスポンジ

キラ泡スポンジ

現品サイズ ： 約110×60×30mm
外装サイズ ： 約140×68×32mm
材質 ： ウレタン、ポリエステル
K-108-C

入数 600 ¥120

PP袋
入り

パイルネットで
しっかり
長持ち
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水切りネット（抗菌成分配合）

現品サイズ ： 約180×250mm　5枚入
外装サイズ ： 約115×190×10mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約70×20mm
K-044-C

入数 200 ￥65
水切りネットストッキングタイプ

現品サイズ ： 約120×220mm　5枚入
外装サイズ ： 約220×130×10mm
材質 ： ポリエステル、ポリウレタン
名入れサイズ ： 約80×20mm
K-069-C

入数 300 ￥75
油とり名人（2P）

現品サイズ ： 約80×135×20mm
外装サイズ ： 約130×180×20mm
材質 ： 牛乳パック再生紙
名入れサイズ ： 約70×20mm
K-049-J

入数 300 ￥75
油とり名人（3P）

現品サイズ ： 約80×135×20mm
外装サイズ ： 約130×215×20mm
材質 ： 牛乳パック再生紙
名入れサイズ ： 約70×20mm
K-050-J

入数 300 ￥95

使い終わった油を手軽に処
理。家庭からの排水を汚さず
水と環境を守ります。

紙製水切り袋1P

現品サイズ ： 約200×130×マチ90mm
外装サイズ ： 約200×145mm
材質  ：   耐水紙
名入れサイズ ： 約100×20mm
K-109-J

入数 300 ￥65
紙製水切り袋2P

現品サイズ ： 約200×130×マチ90mm
外装サイズ ： 約200×145mm
材質 ： 耐水紙
名入れサイズ ： 約100×20mm
K-110-J

入数 300 ￥95

自立型で場所を選ばない、紙袋ごと生ごみを絞って捨てられる環境にも優しい商品です。

＜ラベル＞
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アルミメッシュ

洗剤不要！水を含ませこするだけでピッカピカ！
ピッカリ君シリーズ

キッチンクロス

現品サイズ ： 約350×600mm
外装サイズ ： 約130×195×5mm
材質 ： レーヨン70％、ポリエステル30％
※カラー ： ブルー・グリーン・ピンク（色指定不可）
名入れサイズ ： 約80×20mm
K-030-C

入数 500 ￥70
ピッカリ君

現品サイズ ： 約75×100×20mm
外装サイズ ： 約75×100×20mm
材質 ： メラミンフォーム
名入れサイズ ： 約50×15mm
K-033-G

入数 400 ¥80
ピッカリ君クリーンセット

外装サイズ ： 約104×150×25mm
内容 ： メラミンフォーム約75×100×20mm、
  キッチンクロス約350×600mm
名入れサイズ ： 約60×20mm
K-034-GC

入数 200 ¥150

便利でおしゃれなキッチンクロス。

PP袋
入り

ロングスポンジ
（カラー2本入）

現品サイズ ： 約38×38×160mm
外装サイズ ： 約80×160×40mm
材質 ：  ポリウレタンフォーム・ 

ポリエステルネット
（色指定不可）
名入れサイズ ： 約50×20mm
K-023-C

入数 200 ¥140

ロングスポンジ
（アルミメッシュ＋カラー）

現品サイズ ： 約38×38×160mm
外装サイズ ： 約80×160×40mm
材質 ：   カラースポンジ/ ポリウレタンフォーム・ 

ポリエステルネット
材質 ：   アルミメッシュ/ ポリウレタンフォーム・ 

ポリエステル蒸着
（色指定不可）
名入れサイズ ： 約50×20mm
K-024-C

入数 200 ¥150

格子ふきん＆ロングスポンジ
（カラー）

現品サイズ ： 格子ふきん/約340×340mm
  ロングスポンジ/約38×38×160mm
外装サイズ ： 約80×160×40mm
材質 ： 格子ふきん/綿
  ロングスポンジ/ポリウレタンフォーム
  /ポリエステルネット
（色指定不可）
名入れサイズ ： 約50×20mm
K-070-C

入数 200 ¥170

格子ふきん＆ロングスポンジ
（アルミ）

現品サイズ ： 格子ふきん/約340×340mm
  ロングスポンジ/約38×38×160mm
外装サイズ ： 約80×160×40mm
材質 ： 格子ふきん/綿
  ロングスポンジ/ポリウレタンフォーム
  /ポリエステル蒸着
（色指定不可）
名入れサイズ ： 約50×20mm
K-071-C

入数 200 ¥180

やさしくスッキリ洗える!

￥95

ピッカリスティック

現品サイズ ： 約158×15×15mm
外装サイズ ： 約200×80×20mm
材質 ： ポリプロピレン・メラミンスポンジ
名入れサイズ ：  約50×15mm（ラベル） 

約50×7mm（本体）
K-111-C

入数 300 ￥190

メラミン
スポンジ

スティックタイプで細かい所の汚れ落としに便利
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ファンシーBOX

用途の広い
ポリ袋

チャック付！
開閉自由の
フリーザー
パック

あれこれ
使える
キッチン
ペーパー

ひきだせて
便利♪

フリーザー
パック

かわいい
キッチンツール柄

キッチン
ペーパー

キッチン
ペーパー

水切りネット

フリーザー
パック

フレンドＳ（15枚入）

現品サイズ ： 約220×310mm
外装サイズ ： 約85×240×20mm
材質 ： ポリエチレン
K-015-J

入数 200 ¥85

フリーザーパック-Ｂ（5枚入）

現品サイズ ： 約0.04×240×170mm
外装サイズ ： 約85×240×20mm
材質 ： ポリエチレン
K-016-C

入数 200 ¥85
キッチンペーパー（20枚入）

現品サイズ ： 約210×170mm
外装サイズ ： 約85×240×20mm
材質 ： 紙
K-017-J

入数 200 ¥95

ダブルセット
入数 100
外装サイズ ： 約84×238×40mm
内容 ： キッチンペーパー10枚、
  ブルーチャックフリーザーパック5枚
名入れサイズ ： 約80×20mm
K-075-JC

¥140
トリプルセット
入数 60
外装サイズ ： 約136×238×40mm
内容 ： キッチンペーパー10枚、
  ブルーチャックフリーザーパック5枚、
  水切りネット（抗菌成分配合）5枚
名入れサイズ ： 約80×15mm
K-076-JC

¥180

キッチンペーパー、
フリーザーパック、
水切りネットの
トリプルセット。

キッチンペーパーと
フリーザーパックの
ダブルセット。

もらって嬉しいキッチンアイテムです。
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ポケット付！
チラシが差し込めます

キッチンペーパー(10枚入)
入数 500
現品サイズ ： 約210×170mm
外装サイズ ： 約102×223×5mm
内容 ： キッチンペーパー10枚
名入れサイズ ： 約120×15mm
K-074-J

¥60

バガス（エコ・キッチンペーパー）10W

現品サイズ ： 約200×210mm
外装サイズ ： 約220×115×25mm
材質 ： 非木材紙
名入れサイズ ： 約100×20mm
K-051-J

入数 150 ¥90

バガス（エコ・キッチンペーパー）20W

現品サイズ ： 約200×210mm
外装サイズ ： 約220×115×25mm
材質 ： 非木材紙
名入れサイズ ： 約100×20mm
K-052-J

入数 150 ¥110

手軽で便利なキッチンの必需品！非木材紙使用。

名刺が
入れられます

ポケットパック

現品サイズ ： 約0.01×220×300mm
外装サイズ ： 約97×123×2mm
内容 ： 5枚入
K-105-J

入数 1000 ¥35

食器用洗剤
フロッシュ®（単品）

内容量 : 100ml
外装サイズ ： 約55×33×141mm
K-089-A

入数 50 ¥300

手肌にやさしく、汚れをしっかり落とす。
天然アロエヴェラエキス配合。

食器用洗剤
フロッシュ®セット

内容量 : 100ml
外装サイズ ： 約160×34×143mm
内容 ： ソーダ、アロエヴェラ、ブラッドオレンジ
K-101-A

入数 20 ¥900

＜Soda＞ ＜Aloe Vera＞ ＜Blood Orange＞

種類は選べます ！

PP袋
入り

「洗浄力」「環境への配慮」
「使う人へのやさしさ」のバランス

自然界に存在する微生物によって水と二酸
化炭素に分解され、ほぼ100％が自然に還
ります※。
環境負荷を抑えるために容器も100％再生
PETを使用。
※本質的成分解度試験（OECD 302B）による。

ヤシ油や菜種油などから作られる植物由
来の洗浄成分を使用し、自然の力で汚れを
スッキリ落とします。

手荒れの原因のひとつであるアルコール※1 
を取り除いた「ノンアルコール処方」。ノン
アルコール処方による手肌へのやさしさは水
で洗ったときとほとんど変わりません※2。
※1 アルコールとはエタノールのことです。
※2  手肌にうるおいを与えたり、手荒れを改善す

るものではありません。
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ポリラップ

現品サイズ ： 約300mm×10ｍ
外装サイズ ： 約46×46×312mm
名入れサイズ ： 約180×30mm
K-064-J

入数 50 ￥160
ポリラップミニ

現品サイズ ： 約220mm×15ｍ
外装サイズ ： 約46×46×236mm
名入れサイズ ： 約120×30mm
K-065-J

入数 50 ￥160
ポリラップ

現品サイズ ： 約300mm×20ｍ
外装サイズ ： 約46×46×312mm
名入れサイズ ： 約180×30mm
K-066-J

入数 50 ￥200

サンホイル

現品サイズ ： 約250mm×8m
外装サイズ ： 約40×40×260mm
K-068-J

入数  60 ¥220

使いやすく、切れ味抜群のアルミホイル。

ラップホイルセット

外装サイズ ： 約90×260×50mm
内容 ： ポリラップ（約22cm×20m）、サンホイル（約8m）
K-082-J

入数 30 ￥500

NEWエンボスキッチンパックM50P

現品サイズ ： 約0.01×250×350mm
外装サイズ ： 約50×220×80mm
内容 ： 50枚
材質 ： ポリエチレン
K-112-J

入数 50 ￥180
バイオグリーンキッチンパックM30P

現品サイズ ： 約0.01×250×350mm
外装サイズ ： 約50×220×80mm
内容 ： 30枚
材質 ： ポリエチレン
K-113-J

入数 50 ￥180

※10ケース未満の場合は別途運賃かかります。
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お弁当を詰めたり、下ごしらえした材料の保存に。

※別注：シール対応可能です。

ツイストポット

現品サイズ ：  (小)約90φ×65mm 
(大)約110φ×85mm

外装サイズ ： 約115×115×85mm
内容 ：  ツイストポット小250ml、 

ツイストポット大500ml
材質 ： ポリプロピレン
K-099-J

入数 36 ¥340

ツイスト式のフタでキッチリ閉まる便利な保存容器!!

チャック袋セット

外装サイズ ： 約287×220×10mm
内容 ：  サウンドジッパー（M3枚）袋入、 

サウンドジッパー（L3枚）袋入、 
ロングチャッくん(2枚）袋入、 
ブルーチャック・フリーザーパック（袋入）、 
クールロック（M3枚）袋入、 
クールロック（L3枚）袋入、

K-102-C
※チャック部は、在庫がなくなり次第ピンクに変わります。

入数 60 ¥500

ありそうでなかったチャック袋の詰め合わせ!
用途や仕様に合わせて使い分けできます。

おーぷんパック1P

現品サイズ ： 125×75×60mm
外装サイズ ： 127×77×62mm
内容 ：  320ml
材質 ： ポリプロピレン
※カラー ： レッド・イエロー・グリーン（色指定不可）
K-106-J

入数 144 ¥250

開封便利なコンパクトサイズの小物容器

PP袋
入り

カラーズらんちパック１Ｐ

現品サイズ ： 約125×195×45mm
外装サイズ ： 約125×195×45mm
材質 ： ポリウレタン（蓋）・ポリプロピレン（本体）
K-079-J

入数 96 ￥300

PP袋
入り

※別注：シール対応可能です。
　お気軽にお問い合わせください。
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1枚入

3枚入

洗濯ネット（角型）糸くずストップ

現品サイズ ： 約230×300mm
外装サイズ ： 約255×158×8mm
材質 ： ポリエステル
H-022-C

入数 400 ￥120

デザイン重視の洗濯ネット

ランドリーネット

現品サイズ ： 約250×300mm
外装サイズ ： 約300×166×8mm
材質 ： ポリエステル
H-051-C

入数 400 ￥170

子猫とバラのデザイン

吸水クロス

現品サイズ ： 約300×300mm
外装サイズ ： 約110×155×13mm
材質 ： レーヨン、ポリエステル
名入れサイズ ：  約70×15mm（ラベル） 

約50×50mm（本体）
H-034-C

入数 300 ￥95	

抜群の吸水力で便利な万能お掃除クロスです。

伸縮モップ

現品サイズ： 約270mm×60mm×60mm
外装サイズ：約50mm×50mm×270mm
材質： モップ/ポリエステル、グリップ/PVC、

伸縮部分/ステンレス
名入れサイズ ： 約70×10mm（本体）
H-049-C

入数 60 ￥480

もうちょっとで手が届くのにという時に便利な伸縮モップ

最短でご使用いただく際
も普通のモップとして持
ちやすいサイズ感です。

先端部分は取り外して丸
洗いが可能。洗って何度
でもご利用できます。

最 短

約27cm

最 長

約75cm

ほこりキャッチシート

現品サイズ ： 約200×300mm
外装サイズ ： 約120×180×7mm
材質： ポリプロピレン
名入れサイズ ： 約70×15mm
H-047-C

入数 300 ￥100

花粉・ほこりをしっかりキャッチ！
市販のワイパー（ハンディ）に使用できます。

ダイヤモンドクリーナー

現品サイズ ： 約31×24×25mm
外装サイズ ： 約100×135×27mm
材質 ： 人工ダイヤモンド配合ポリウレタン
名入れサイズ ： 約50×20mm
H-052-J

入数 300 ￥170

話題の"ウロコ落とし"汚れをスッキリ！！

研磨面
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リモコンラップ　２Ｐ

現品サイズ ： 約90×300mm
外装サイズ ： 約80×155×1mm
材質 ： PET
名入れサイズ ： 約50×15mm
H-038-J

入数 500 ￥100		

リモコンを包んで熱で密着ピッタリフィット。

気になる汚れを
しっかりガード

水 ホコリ 手アカ

名前を書けば一目瞭然！！

タグに
名前を
書ける

コードタグ　３連

現品サイズ ： 約79×94mm
外装サイズ ： 約90×127mm
材質 ： PVC
名入れサイズ ： 約60×15mm
H-036-J

入数 500 ￥120

ドライヤー
で簡単に
包める

プチハンガー（無地）

現品サイズ ：  約135×85×17mm（閉じた時） 
約370×155×10mm（開いた時）

外装サイズ ： 約100×185×20mm 
材質 ： ポリプロピレン
名入れサイズ ： 約70×15mm（本体）
H-046-J

入数 200 ￥250
プチハンガー(印刷あり)

現品サイズ ：  約135×85×17mm（閉じた時） 
約370×155×10mm（開いた時）

外装サイズ ： 約100×185×20mm 
材質 ： ポリプロピレン
名入れサイズ ： 約70×15mm（本体）
H-045-J

入数 200 ￥280

宣伝効果抜群！！コンパクトハンガー

フルカラー印刷
もできます。

コロコロクリーナー

現品サイズ ： 約30×37×100mm
使用時 ： 約30×85×156mm
外装サイズ ： 約30×37×100mm
材質 ： ABS、サーモプラスチックラバー
名入れサイズ ： 約40×10mm（本体）
H-050-C

入数 200 ￥240

ヘッド回転式粘着クリーナー

ほこりキャッチシート

活力炭  冷水ポットの浄水用
入数 1,000 ￥55
現品サイズ ： 約88×65×4mm
外装サイズ ： 約104×80×6mm
名入れサイズ ： 約50×20mm
H-041-J

塩素・不純物を除去し、
おいしい水を
つくります。

水の浄化用

1枚入

新聞整理袋

現品サイズ ： 約520×350mm
外装サイズ ： 約150×270×2mm
材質 ： HDPE
名入れサイズ ： 約100×15mm
H-006-J

入数 300 ￥55

古新聞の整理、持ち運びに便利！ ハンガーがずれない、色々便利なロープ

便利ロープ

現品サイズ ： 約30mm×3m
外装サイズ ： 約95×110×20mm
材質 ： ポリエチレン、ステンレススチール
名入れサイズ ： 約70×20mm
H-048-C

入数 200 ￥265

ロープの端を取付部分にまわして、適度な長さにな
る位置でフックを固定。

部屋干し

アウトドア

旅　行

出　張
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再生材料を使用
再生プラスチック100％
エコマーク認定番号 05 128 069

再生材料を使用
再生プラスチック100％
エコマーク認定番号 05 128 068

再生材料を使用
再生プラスチック100％
エコマーク認定番号 05 128 068

ペットボトルをリサイクルして作られた
環境にやさしいアイテムたち。

再生ペット
クリップマミー(2ヶ入)

現品サイズ ：  約17×85mm（開いた時） 
約17×46mm（閉じた時）

外装サイズ ： 約80×165×3mm
材質 ： 再生ペット
カラー ： 赤・青
名入れサイズ ：  約50×10mm（台紙） 

約20×5mm（本体）
V-010-J

入数 1,000 ￥45
パックル L

現品サイズ ：  約15×140mm（開いた時） 
約15×70mm（閉じた時）

外装サイズ ： 約130×200×15mm
材質 ： 再生ペット
カラー ： 赤・青・黄
名入れサイズ ：  約70×20mm（台紙） 

約30×10mm（本体）
V-011-J

入数 300 ￥90

パックルPP
入数 500
現品サイズ ：  約15×140mm（開いた時） 

約15×70mm（閉じた時）
外装サイズ ： 約90×140×15mm
カラー ： 黄・緑
名入れサイズ ：  約50×20mm（台紙） 

約30×10mm（本体）
V-051-J

¥65

食品袋
などの
密閉に

「パク」っとはさんでエコな保存！ パックルに白・黒カラーが追加！！
シックな配色だからどんなキッチン
カラーにもなじみます！！

パックルPP（白・黒）

現品サイズ ：  約15×140mm（開いた時） 
約15×70mm（閉じた時）

外装サイズ ： 約90×140×15ｍｍ
色 ： 白・黒
名入れサイズ ：  約30×10mm（本体）
V-069-J

入数 500 ￥65

再生ペット樹脂使用

ネオクリップ

現品サイズ ：  約18×270×25mm（開いた時） 
約18×134×25mm（閉じた時）

外装サイズ ： 約100×215×25mm
材質 ： ポリプロピレン
名入れサイズ ：  約80×15mm（台紙） 

約70×15mm（本体）
V-079-C

入数 200 ￥98

パックルL1P

現品サイズ ：  約15×140mm（開いた時） 
約15×70mm（閉じた時）

外装サイズ ： 約65×80×15mm
材質 ： 再生ペット
名入れサイズ ：  約40×15mm（台紙） 

約30×10mm（本体）
V-080-J
※都合により本体色が変更になる場合があります。

入数 500 ￥45

袋の口をそのまま止めれる13cmのロングタイプ
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●丸い穴にペットボトルの
フタを入れて回してください。

●柄の穴にタブ部を入れて
上に上げてください。

●丸い穴にペットボトルの
フタを入れて回してください。

●柄の穴にタブ部を入れて
上に上げてください。

再生ペット万能オープナー
ホルダー（チェーン付き）

現品サイズ ： 約39×70mm
外装サイズ ： 約80×100×5mm
内容 : 1個
材質 ： 再生ペット
カラー ： 赤・黄（色指定不可）
名入れサイズ ：  約50×20mm（ラベル） 

約20×15mm（本体）
V-012-JC

入数 1,000 ￥110
チアカンオープナー

現品サイズ ： 約29×50mm
外装サイズ ： 約60×90×5mm
内容 : 1個
材質 ： スチレン系樹脂
カラー ： 赤・青（色指定不可）
名入れサイズ ：  約40×15mm（ラベル） 

約15×10mm（本体）
V-015-JC

入数 1,000 ￥90

チューブパックル（2P）

現品サイズ ：  約135×35mm（開いた時） 
約70×35mm（閉じた時）

外装サイズ ： 約115×200×14mm
カラー ： 赤・白
名入れサイズ ：  約70×20mm（台紙） 

約20×10mm（本体）
V-013-J

入数 300 ￥70
計量スプーン

現品サイズ ： 約100×18mm＋45φ
  約100×18mm＋35φ
外装サイズ ： 約120×210×15mm
内容 : 大さじ（15cc）、小さじ（5cc）各1本
材質 : ポリスチレン
名入れサイズ ：  約70×20mm（台紙） 

約30×5mm（本体）
V-066-J

入数 300 ￥90

アルミパックや
缶のオープナー

チューブ
いろいろ
OK

大さじ
&

小さじ

いろいろなチューブにワンタッチ取り付け。

レンズクリーン

現品サイズ ： 約200×200mm
外装サイズ ： 約80×115×2mm
内容 ： 1枚入り
材質 ： アクリルポリエステル
名入れサイズ ： 約70×10mm
V-063-J

入数 2,000 ￥35

ミクロ繊維の不織布で拭き取り性抜群。

スマートフォンクリーナー5P

現品サイズ ： 約70×95mm
外装サイズ ： 約80×120mm
内容 ： 5枚入り
材質 ： 不織布
名入れサイズ ： 約70×15mm
V-070-J

入数 500 ￥60

サッと一拭きでピカピカに！

PP袋
入り
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ファインレンズクリア（M）

現品サイズ ： 約120×150mm
外装サイズ ： 約70×130×4mm
材質 ： ナイロン30％・ポリエステル70％
名入れサイズ ： 約70×15mm
V-002-J

入数 500 ¥100

パソコンやメガネなどちょっとした汚れに！洗って繰り返し使えます。

ファインレンズクリア（S）

現品サイズ ： 約100×100mm
外装サイズ ： 約70×130×4mm
材質 ： ナイロン30％・ポリエステル70％
名入れサイズ ： 約70×15mm
V-001-J

入数 500 ¥80 PP袋
入り

PP袋
入り

満点手袋

現品サイズ ： 約135×228ｍm
外装サイズ ： 約130×275mm
材質 ：  手袋/ポリエステル・レーヨン・綿・他、 

スベリ止め/塩化ビニール
V-078-C

入数 480 ￥140
天然ゴム手袋(中厚）

現品サイズ ： 約130×300mm
外装サイズ ： 約260×130×13mm
カラー ： ピンク・グリーン（色指定不可）
V-028-M

入数 200 ￥200

無地袋

名入見本

ノーリツ1番

現品サイズ ： 約125×235mm
外装サイズ ： 約120×270mm　
材質 ： 綿･その他
名入れサイズ ： 約70×40mm（手の甲）
V-029-C

入数 500 ￥200

スベリ止め付・ネーム入り手袋。
オリジナルで、宣伝効果抜群です。

フットパッド(足指パッド)

現品サイズ ： 約45×124×10mm×2ヶ
外装サイズ ： 約70×130×10mm
材質 ： 発泡ポリエチレン
名入れサイズ ： 約60×10mm（本体）
V-075-J

入数 500 ￥90
安眠セット

外装サイズ ： 約140×100×20mm
内容 ： アイマスク、耳せん
名入れサイズ ： 約50×15mm
V-043-C

入数 500 ¥260

足の疲れをやわらげましょう!!

PP袋
入り

やわらか耳せん

現品サイズ ： 約46×40×20mm
外装サイズ ： 約80×92×22mm
材質 ： 弾性ポリウレタン、PP
カラー ： イエロー・オレンジ（色指定不可）
名入れサイズ ： 約20×20mm（ケース）
V-077-C

入数 200 ￥160

ソフトケース入りやわらか耳せん
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サイズ4種類から
選べます。

レインポンチョ、レインコートの本体に印刷出来ます！
詳細はP42をご覧下さい！

ふんわり
桜の香り

やさしい
柚子の香りすっきり

森の香り

ポケットレインコート-1(袋入)

厚み： 約0.018mm
着丈： 約120cm+35cm(フード)
外装サイズ： 約105×75×30mm
材質： ポリエチレン
V-024-V

入数 300 ￥185
ポケットレインコート-1（ポンチョタイプ）

厚み： 約0.018mm
着丈： 約100cm+30cm(フード)
外装サイズ ： 約90×120×25mm
材質 ： ポリエチレン
V-064-V

入数 300 ￥185

レインポンチョ（イエロー）

外装サイズ ： 約140×100×10mm
材質 ： 強化ポリエチレン
名入れサイズ ： 約70×15mm
V-045-J

入数 500 ￥75

ポケットレインコート-3

外装サイズ ： 約100×140×30mm
材質 ： 塩ビ
V-026-C

入数 120 ￥380

S
M
L
LL

約   90cm
約 100cm
約 110cm
約 120cm

■サイズ表

持ち運びやすいコンパクトな
レインコートです。

ジャンプ傘(透明)

現品サイズ ： 約58cm
材質 ： ポリエチレン
V-074-C

入数 30 ￥600

持ち運びに便利なポンチョタイプの
レインコート。

フリーサイズのロング丈レインコート。
化粧箱入りもご用意できます。

急な
雨でも
安心

ビニール傘 ブラック

現品サイズ ： 約50cm
材質 ： ポリエチレン
V-073-C

入数 60 ￥350

入浴剤リフール
入数 600
外装サイズ ： 約60×110×5mm
V-054-J

¥45

森・柚子・桜の香りの入浴剤。 ふんわりソフトな泡立ち

ボディタオル

現品サイズ ： 約230×700mm
外装サイズ ： 約115×185×30mm
材質 ： ポリエチレン・ポリエステル
カラー ： ピンク
V-076-J

入数 500 ￥150
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クリーンセット-1

外装サイズ ： 約80×170×40mm
内容 ： キッチン用2層スポンジ、金たわし
SET-027-C

入数 100 ￥100

クリーンセット-2

外装サイズ ： 約113×180×40mm
内容 ： キッチン用2層スポンジ、金たわし、
  ロングスポンジ（カラー）
SET-028-C

入数 80 ￥150

お求めやすい価格のセットです。

輝き

外装サイズ ： 約185×135mm
内容：  あわChuChu、入浴剤リフール(桜)、 

ボディタオル(ピンク)、カラーメンボー10P
SET-056-JTC

入数 40 ￥400
煌き

外装サイズ ： 約185×135mm
内容：  あわChuChu、二つ折スリムブラシ(ピンク)、プチ

エイドチーム(ピンク)、あぶらとり紙POPUP、 
フットパッド

SET-057-JTC

入数 40 ￥600

スライダー
ポーチ入り

入浴中や入浴後に使える女性に嬉しい便利グッズ

プチギフト-2

外装サイズ ： 約85×125×220mm
内容 ：  LION NANOX(2P)、2色ネットクリーナー、食

器洗剤フレッシュ 250ml、強力パイプ洗浄剤
(15ｇ×3P)

SET-054-JC

入数 20 ¥700
プチギフト-1

外装サイズ ： 約95×95×200mm
内容 ：   食器洗剤フレッシュ 250ml、花王アタックバイオEX(3P)、 

2色ネットクリーナー

SET-053-JC

入数 24 ¥500

ラブキッチンセット

外装サイズ ： 約135×145×37mm
内容 ：  チャーミーVクイック ミニ（100ml）、 

2色ネットクリーナー、キッチンクロス
SET-007-JC

￥380入数  60
ママクリーンセット

外装サイズ ： 約135×145×37mm
内容 ：  チャーミーVクイック ミニ（100ml）、 

LION NANOX（2P）、2色ネットクリーナー
SET-008-JC

￥500入数  60

さらに充実のセットでキッチンをピカピカに。

スライダー
ポーチ入り
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※商品のデザインは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

外装サイズ ： 約220×320×50mm
内容 ： クッキングシート（10枚）箱入、 
  ポリラップ(約220mm×15m)、
  クレラップ(約220mm×10m)、
  フライパンシート(約250mm×3m)、 
  ピカキュー2P、臭断袋2P
SET-035-JC

￥1,300
お勝手 2番
入数  20

￥1,100
お勝手 1番
入数  20
外装サイズ ： 約220×320×50mm
内容 ： ポリラップ(約220mm×20m)、ブルーチャック
  フリーザーパック（箱大）、リードクッキングペーパー、 
  チャーミー箱入、ロングスポンジ、キッチンクロス
SET-034-JC

外装サイズ ： 約220×320×50mm
内容 ： クレラップ(約220mm×10m)、 
  ニューサンホイル（約250mm×8m）、
  キッチンクリーナー（24枚）、キッチン2層スポンジ、
  チャーミーV（260ml）、ハードクリーナー、
SET-036-JC

￥1,450
お勝手 3番
入数 20

スタンダードな商品を全てセットしました！！

キッチンバラエティ-１

外装サイズ ： 約225×360×50mm
内容 ：  サランラップ(30cm×10m)2本、キッチンク

リーナー24P、カラーズらんちパック1P(袋入)

SET-040-J

入数 18 ¥1,250

キッチンバラエティ-2

外装サイズ ： 約270×360×50mm
内容 ：  サランラップ(30cm×10m)3本、カラーズらんちパック

1P(袋入)、ピッカリ君クリーンセット、2色ネットクリーナー2個

SET-041-JCG

入数 16 ¥1,550

キッチンバラエティ-3

外装サイズ ： 約255×345×100mm
内容 ：  サランラップ(30cm×10m)5本、キッチンクリーナー24P、カ

ラーズらんちパック1P(袋入)、吸水クロス1P、トリプルセット(キッ
チンペーパー10枚、フリーザーパック5枚、水切りネット5枚)

SET-042-JC	

入数 8 ¥2,450
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クローバーギフト　K-1

外装サイズ ： 約85×125×220mm
内容 ：  花王アタックバイオEX(3P)、食器洗剤フレッ

シュ 250ml、強力パイプ洗浄剤(15ｇ×3P)、
キッチンクリーナー24P

SET-043-J

入数 20 ¥800

クローバーギフト　K-2

外装サイズ ： 約85×125×220mm
内容 ：  花王アタックバイオEX(3P)2個、食器洗剤フ

レッシュ 250ml、食器洗剤フレッシュ クエン酸
配合250ml、2色ネットクリーナー、強力パイプ
洗浄剤(15ｇ×3P)

SET-044-JC

入数 12 ¥1,200 クローバーギフト　K-3

外装サイズ ： 約110×150×230mm
内容 ：  花王ウルトラアタックNEO400g、花王アタッ

クバイオEX(3P)、2色ネットクリーナー、食器洗
剤フレッシュ 250ml、強力パイプ洗浄剤(15ｇ×
3P)

SET-045-JC

入数 10 ¥1,600

クローバーギフト　K-4

外装サイズ ： 約110×150×230mm
内容 ：  花王ウルトラアタックNEO400g、花王アタック

バイオEX(3P)、2色ネットクリーナー、食器洗剤
フレッシュ 250ml、eco消臭スプレー250ml、吸
水クロス1P

SET-046-JC

入数 10 ¥2,000
クローバーギフト　K-5

外装サイズ ： 約110×150×230mm
内容 ：  花王ウルトラアタックNEO400g、花王アタッ

クバイオEX(3P)2個、2色ネットクリーナー、
食器洗剤フレッシュ 250ml、eco消臭スプレー
250ml、強力パイプ洗浄剤(15ｇ×3P)、吸水クロ
ス1P

SET-047-JC

入数 10 ¥2,200
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クローバーギフト　L-1

外装サイズ ： 約95×95×200mm
内容 ：  LION NANOX(2P)2個、2色ネットクリーナー

2個、食器洗剤フレッシュ 250ml

SET-048-JC

入数 24 ¥800
クローバーギフト　L-2

外装サイズ ： 約85×125×220mm
内容 ：   LION NANOX(2P)3個、食器洗剤フレッシュ

 250ml、洗濯ネット糸くずストップ、強力パイプ
洗浄剤(15ｇ×3P)、吸水クロス1P

SET-049-JC

入数 20 ¥1,200

クローバーギフト　L-3

外装サイズ ： 約85×125×220mm
内容 ：  LION SUPER NANOX420g、 

 LION NANOX(2P)、食器洗剤フレッシュ
 250ml、2色ネットクリーナー、ピカキュー2P

SET-050-JC

入数 12 ¥1,600
クローバーギフト　L-4

外装サイズ ： 約110×150×230mm
内容 ：    LION SUPER NANOX420g、LION NANOX(2P)2個、 

食器洗剤フレッシュ 250ml、2色ネットクリーナー2個、 
キッチンクリーナー24P

SET-051-JC

入数 10 ¥2,000

クローバーギフト　L-5

外装サイズ ： 約110×150×230mm
内容 ：  LION SUPER NANOX420g、LION NANOX(2P)3個、食

器洗剤フレッシュ 250ml、2色ネットクリーナー、キッチンクリー
ナー24P、洗濯ネット糸くずストップ、強力パイプ洗浄剤(15ｇ×
3P)、吸水クロス1P

SET-052-JC

入数 10 ¥2,400

メーカーの都合により
デザインが変更になる
場合があります。
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・版代別途
※A,B,C,D 各面の印刷別途 PP袋

入り

PP袋
入り

PP袋
入り

PP袋
入り

PP袋
入り

ペン立て付デスクメモ(小)

現品サイズ ： 約100×100mm
外装サイズ ： 約100×100×9mm
材質 ： 紙
内容 ： 100枚
D-007-J

入数 200 ￥150
ペン立て付デスクメモ(大)

現品サイズ ： 約100×144mm
外装サイズ ： 約104×150×18mm
材質 ： 紙
内容 ： 150枚
D-008-J

入数 100 ￥230

ポケットサイズの優れモノ。
小さな表紙付きのメモ帳です。

メモパッド

現品サイズ ： 約100×147mm
材質 ： 紙
内容 ： 30枚
名入れサイズ ： 約60×20mm
D-006-J

入数 400 ¥70
ポケットメモ
入数 1,000
現品サイズ ： 約60×94×2mm
材質 ： 紙
内容 ： 25枚
D-012-J

¥35

使いやすい
サイズがうれしい
メモパッド

Mini Tag(小)

現品サイズ ： 約65×65mm
外装サイズ ： 約70×70mm
材質 ： 紙
内容 ： 20枚
名入れサイズ ： 約40×20mm
D-018-J

入数 500 ￥85
Mini Tag(大)

現品サイズ ： 約65×96mm
外装サイズ ： 約70×100mm
材質 ： 紙
内容 ： 20枚×3種類
名入れサイズ ： 約40×20mm
D-019-J

入数 500 ￥150
DX Tag

現品サイズ ： 約77×140mm
外装サイズ ： 約90×145mm
材質 ： 紙
内容 ： 30枚×4種類
名入れサイズ ： 約50×20mm
D-020-J

入数 500 ￥280

名刺が入る
ポケット付袋
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矢印

Tシャツ

PP袋
入り

PP袋
入り

ＰＰホルダー（1枚）

現品サイズ ： 約310×220mm
材質 ： ポリプロピレン
カラー ： ブルー・クリア・イエロー・ピンク・グリーン
D-002-V

入数 500 ￥35

マグリット（1P）

現品サイズ ： 約35×93×5mm（矢印）
  約42×78×5mm（Tシャツ）
外装サイズ ： 約100×98×10mm
材質 ： 塩化ビニール･マグネット
名入れサイズ ： 約60×20mm（台紙）
D-009-J

入数 500 ¥100

フリーケース

現品サイズ ： 約110×193×2mm
外装サイズ ： 約115×195×2mm
材質 ： PPツヤクリア
名入れサイズ ： 約70×20mm
D-016-J

入数 500 ￥80

大きすぎず小さすぎない、使いやすいサイズ。

表 裏 中身

ペン立て付デスクメモ(大)

ポケットメモ
¥35

DX Tag
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分からないことがあれば
気軽にお問い合わせください！

ピッチ柄 エンドレス柄

バッグとしては使用できません。

アニマルレジャーシートS

現品サイズ ： 約900×600mm
外装サイズ ： 約160×220×8mm
材質 ： ポリエチレン　7ケース
O-002-J

入数 200 ￥250

アニマルレジャーシートM

現品サイズ ： 約900×1,200mm
外装サイズ ： 約225×310×10mm
材質 ： ポリエチレン　5ケース
O-003-J

入数 100 ￥400

アニマルレジャーシートL

現品サイズ ： 約900×1,800mm
外装サイズ ： 約225×310×13mm
材質 ： ポリエチレン　2ケース
O-004-J

入数 50 ￥600
レジャーシート（持手付）

現品サイズ ： 約900×1,200mm
外装サイズ ： 約190×425mm
材質 ： ポリエチレン
O-001-J

入数 50 ￥650
レジャーシート　１帖用

現品サイズ ： 約900×1,600mm
外装サイズ ： 約225×155×10mm
O-017-C
※絵柄が変わることがあります。

入数 200 ￥190

バッグみたいにたためる♪
レジャーシート。

キリン、ペンギン…かわいい動物柄のレジャーシート。

ハンディブーン

現品サイズ ： 約35×117×35mm
外装サイズ ： 約45×120×35mm
材質 ： ABS・POM・TPE
名入れサイズ：15×45mm（本体）
O-032-C

入数 100 ￥1,650

コンパクトサイズで卓上でも、手持ちでも涼しい！ハンディファン
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この中には水袋が入っていま
すので指先で確認し、平らな
場所において水袋のあるところ
をゲンコツで強めにたたいてく
ださい。

水を入れて凍らせるだけ!小スペースでも製
氷可能！

アイス・キューバッグ(3枚入)

現品サイズ ： 約0.025×190×310mm
外装サイズ ： 約115×195×4mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約80×20mm
O-031-C

入数 300 ￥90

ボトル保冷パック（0.5ℓ用）

現品サイズ ： 約195×125＋マチ60mm
外装サイズ ： 約200×140×3mm
材質 ： PP不織布、アルミ蒸着エンボスフィルム
名入れサイズ ： 約90×20mm
O-010-J

入数 500 ¥200
保冷パック大（密閉用テープ付）

現品サイズ ： 約305×260＋マチ70mm
外装サイズ ： 約310×270×5mm
材質 ： アルミ蒸着ペット＋ミナフォーム＋
  ポリエチレンフィルム
名入れサイズ ： 約150×20mm
O-011-J

入数 200 ¥250
冷や冷やパック

現品サイズ ： 約270×135＋マチ60mm
外装サイズ ： 約200×140×3mm
材質 ： アルミ蒸着ペット＋ミナフォーム＋
  ポリエチレンフィルム
名入れサイズ ： 約90×20mm
O-009-J

入数 500 ¥110
携帯保冷パック

現品サイズ ： 約240×300mm
外装サイズ ： 約155×240×3mm
材質 ： アルミ蒸着ペットフィルム＋
  ポリエチレン
名入れサイズ ： 約100×20mm
O-008-J

入数 200 ￥90

冷っ子ミニ

現品サイズ ： 約179×109×15mm
材質 ： 硝安、水
O-012-J

入数 80 オープンプライス

冷やしてGO

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約85×160×10mm
材質 ： 吸水ポリマー
名入れサイズ ： 約100×20mm
O-014-J

入数 100 ¥100

無地巾着袋（ブルー）

現品サイズ ： 約300×350＋40mm
外装サイズ ： 約130×220×10mm
材質 ： ポリエチレン
O-023-J

入数 500 ￥130
リュックサック

現品サイズ ： 約360×400＋50mm
外装サイズ ： 約130×210×20mm
材質 ： 梨地ポリエチレン
O-024-J

入数 250 ￥200

消臭マルちゃん
（携帯トイレ）

外装サイズ ： 約168×130×5mm
名入れサイズ ： 約70×20mm
O-021-J

入数 500 ¥135

ペットボトル飲料などの持ち運びに便利！

ワンツーパンチであっというまに氷点下！

お弁当に入れておけば
新鮮さ長持ち！

処理袋

吸水ポリマー

レジャーまな板

現品サイズ ： 約270×210×0.75mm
外装サイズ ： 約270×220×1mm 
材質 ： PP両面梨地
名入れサイズ ： 約100×20mm
O-030-J

入数 200 ¥140

アウトドアでもとっても便利！

本体別注印刷出来ます！
詳細はP41をご覧下さい！
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※セット品の内容は類似品に変更になる場合があります。

緊急持出袋セット-1 入数 10
外装サイズ ： 約210×300×90mm
内容 ：  非常持出袋、ホイッスルライト、緊急用給水袋（マチ付）（3ℓ/1P）、消臭マルちゃん2個、 

ニゲニゲスモークパック（シールなし）
E-001-JC

￥1,900 緊急持出袋セット-2 入数 10
外装サイズ ： 約210×300×90mm
内容 ：  非常持出袋、ホイッスルライト、緊急用給水袋（マチ付）（3ℓ/1P）、消臭マルちゃん2個、 

ニゲニゲスモークパック（シールなし）、爽快気分（マスク/2P）、エイドチーム-2、 
ポリラップミニ（約220mm×15m）、保温アルミシート

E-002-JC
※セット品の内容は類似品に変更になる場合があります。

￥3,000

緊急持出袋セット-3

外装サイズ ： 約210×300 ×90mm
内容 ： 非常持出袋、緊急用給水袋（マチ付）（3ℓ/1P）、消臭マルちゃん2個、
  爽快気分（マスク/1P）、保温アルミシート、ホイッスルライト
E-020-JC
※セット品の内容は類似品に変更になる場合があります。

入数 10 ￥2,000
緊急持出袋セット-4

外装サイズ ： 約210×300 ×90mm
内容 ：  非常持出袋、緊急用給水袋（マチ付）（3ℓ/1P）、消臭マルちゃん2個、 

爽快気分（マスク/2P）、エイドチーム-2、保温アルミシート、
  ホイッスルライト、不織布スリッパ、ふんわりピロー
E-019-JC
※セット品の内容は類似品に変更になる場合があります。

入数 10 ￥3,200

非常持出袋
（ファスナーポケット付）

現品サイズ ： 約370×450mm
外装サイズ ： 約190×140×35mm(PP）
材質 ： ポリエステル
E-007-C　　※防炎シールは別途

入数 100 ￥690

財団法人 日本防炎協会認定
（防炎協製認第SK-15064号）

防災グッズ
セット内容はご予算に応じてご変更可能です。
もしもの時に必要なアイテムをカスタマイズできます。

緊急時に
慌てないために、
役立つアイテムを
セットにしました！

地震や災害には、
日ごろからの
準備と心がけが大切。
でも、何から揃えれば
よいのだろう…。

35



ポータブルセット（箱入）

外装サイズ ： 約118×160×34mm
内容 ： ポータブルエマージェンシー、
  エイドチーム-1
名入れサイズ ： 約40×30mm（プラケース）
E-023-JC

入数 40 ￥900

ポータブルセット（ポーチ入）

外装サイズ ： 約130×185×32mm
内容 ： ポータブルエマージェンシー、
  エイドチーム-1
名入れサイズ ： 約40×30mm（プラケース）
E-024-JC

入数 40 ￥1,000

コンパクトに安心を携帯。

安心のエイドチームとポータブルエマージェンシーのセット。

箱入もできます

ポータブルエマージェンシー

現品サイズ ： 約115×76×30mm
外装サイズ ： 約130×90×32mm
内容 ： ピロー包装マスク、
  ポケットメモ（25枚綴・3柄アソート）、
  ホイッスルライト、ロウソク（約10φ×63mm）、
  スライド式電子ライター
名入れサイズ ： 約40×30mm（プラケース）
E-022-JC

入数 80 ￥600

バッグの中でも邪魔になりにくい
コンパクトサイズ

PP袋
入り
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どこかにぶら下げたり、手で持ち運ぶの
もカンタン。

色んな角度で固定できます。

使い方 2WAY

マチ付なので立てて置いておく
ことができます。

緊急用給水袋
（5ℓ/1P）

現品サイズ ： 約300×440mm　135μ
外装サイズ ： 約125×300×10mm
材質 ： ナイロン・ポリエチレン
名入れサイズ ： 約80×20mm
E-006-J

入数 200 ￥170

緊急用給水袋
（マチ付）（3ℓ/1P）

現品サイズ ： 約300×270mm
  （マチ75mm）　147μ
外装サイズ ： 約125×300×10mm
材質 ： ナイロン・ポリエチレン
名入れサイズ ： 約80×20mm
E-005-J

入数 200 ￥160

緊急時の水の確保に！

ホイッスルライト

現品サイズ ： 約φ16×115mm
外装サイズ ： 約80×145×18mm
材質 ： ABS樹脂、他
名入れサイズ ： 約30×10mm（本体）
E-026-C

入数 200 ￥260

ランタン

現品サイズ ：  約φ92×140mm（スタンド含む） 
底径φ66mm

外装サイズ ： 約80×80×145mm
材質 ： 本体/ABS樹脂、シェード/AS樹脂
E-027-C

入数 30 ￥1,200

アウトドア・防災に使えるハンディーランタン。

ホイッスルとボールペンがついたLEDライト。

電源ボタン1度押し
中央5つの
LEDライトが点灯

電源ボタン2度押し
中央5つ+外側の5つの
LEDライトが点灯

電源ボタン3度押し
外側の5つの
赤色LEDライトが点滅

［単三乾電池×3本使用］　 電池は別売りです。明るさ
3パターン

37



アルミ暖暖シート

現品サイズ ： 約1,050×1,800mm
外装サイズ ： 約300×230×20mm
材質 ： アルミ蒸着ポリエステルシート、
  ポリプロピレン不織布
名入れサイズ ： 約120×20mm
E-013-J

入数 50 ￥850
保温アルミシート

現品サイズ ： 約2,130×1,350mm
外装サイズ ： 約95×155×20mm
材質 ： アルミ蒸着・PET
E-016-C

入数 120 ￥200

ふんわりピロー
（ストロー付）

現品サイズ ： 約0.07×320×150mm
外装サイズ ： 約125×215×3mm
材質 ： ポリエチレン
名入れサイズ ： 約70×20mm
E-014-J

入数 200 ￥150

ストローでふくらますだけの
コンパクトまくら。

災害時の防寒に便利。 超軽量で小さく
たためます。

軽くて携帯しやすい
スリッパです。

不織布スリッパ

現品サイズ ： 約120×270×18mm
外装サイズ ： 約120×280×25mm
材質 ： 不織布
E-018-C

入数 100 ￥120

ニゲニゲ
スモークパック

現品サイズ ： 約0.03×500×800mm
外装サイズ ： 約130×260×5mm
材質 ： ポリエチレン
E-008-J

入数 200 ￥100

緊急避難用ヘッドカバー。

いざというときに備えて
避難場所や非常用品の
確認をしておこう！

スーパーロング ウエットボディタオル

現品サイズ ： 約900×300mm
外装サイズ ： 約170×230×8mm
材質 ： レーヨン・ポリエステル
E-028-J

入数 100 ￥220

アルミ蒸着フィルム使用により5年もの長期保存が可能
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オープン
プライス

オープン
プライス

熱冷却シート子供用（2枚入）
ラベルなし

現品サイズ ： 約50×120mm
外装サイズ ： 約175×95×6mm
S-028-J

入数 300 ¥100

熱冷却シート子供用（2枚入）
ラベル入

現品サイズ ： 約50×120mm
外装サイズ ： 約177×100×6mm
名入れサイズ ： 約60×15mm
S-029-J

入数 400 ¥120

熱冷却シート（2枚入）
ラベル入

現品サイズ ： 約50×120mm
外装サイズ ： 約177×100×6mm
名入れサイズ ： 約60×15mm
S-007-J

入数 400 ¥120

熱冷却シート（2枚入）
ラベルなし

現品サイズ ： 約50×120mm
外装サイズ ： 約175×97×6mm
S-006-J

入数 300 ¥100

疲れた足裏にピッタリ貼って、
スーッと爽快リラックス♪

さわやかな
グレープフルーツの

香り

エコポッカ

外装サイズ ： 約120×165mm
S-009-J

入数 240

エコポッカミニ

外装サイズ ： 約95×123mm
S-008-J

入数 480

貼るエコポッカ

外装サイズ ： 約120×165mm
S-011-J

入数 240

エコポッカくつ下用

外装サイズ ： 約95×130mm
S-012-J

入数 240

貼るエコポッカミニ

外装サイズ ： 約95×123mm
S-010-J

入数 480

使い捨てカイロミニ
入数 480
外装サイズ ： 約100×125mm
S-013-J

使い捨てカイロレギュラー
入数 240
外装サイズ ： 約120×160mm
S-014-J

貼る使い捨てカイロミニ
入数 480
外装サイズ ： 約100×125mm
S-015-J

貼る使い捨てカイロレギュラー
入数 240
外装サイズ ： 約120×160mm
S-016-JS-018-J

S-017-J

貼るカイロ 快温くんミニ

外装サイズ ： 約95×115mm
S-017-J

入数 480

貼るカイロ 快温くんレギュラー

外装サイズ ： 約120×165mm
S-018-J

入数 240

1日歩いた足

1日働いた足に

足裏スッキリ爽快シートを。

翌朝の足はスッキリ軽快！

S-015-J

S-013-J

S-016-J

S-014-J
S-009-J

S-008-J

S-010-J

S-011-J

S-012-J
くつ下用

土に還せる、
環境にやさしいカイロです。

温かさが拡がる冬の必需品。
遠赤外線使い捨てカイロ。

足スッキリ爽快シート
（4枚入）ラベルなし

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約150×122×3mm
S-026-J

入数 400 ￥230

足スッキリ爽快シート
（4枚入）ラベル入

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約150×130×3mm
名入れサイズ ： 約80×20mm
S-027-J

入数 400 ￥250
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マスク＆カイロの
応援セット

合格祈願セット

外装サイズ ： 約145×180×4mm
内容 : マスク1P（ラベルなし）、使い捨てカイロレギュラー
S-031-JC

入数 200 ￥100

いろいろ選べる組合せ
他にも、メモや熱冷却シート等…
ご予算に合わせて組合せできます

たとえば…

いろいろ選べる合格祈願アイテムセット。

卓上カレンダー
入数 100 ￥150
現品サイズ ： 約150×125×5mm
外装サイズ ： 約155×145×10mm
名入れサイズ ： 約100×15mm
S-024-J
11月初旬でご注文を締め切る場合があります。

お正月にうれしいアイテムを揃えました。
新春のおもてなしに、ご挨拶に最適です。

迎春
入数 200 ￥110
外装サイズ ： 約248×80×13mm
S-020-C

亀甲

外装サイズ ： 約245×60×13mm
S-019-C

入数 300 ￥80

マグネットカレンダー
入数 100 ￥420
現品サイズ ： 約280×200mm
外装サイズ ： 約285×205mm
材質 ： 紙、マグネットシート
S-030-J
11月初旬でご注文を締め切る場合があります。

便利なマグネット付きのカレンダー

足スッキリ爽快シート
（4枚入）ラベルなし

現品サイズ ： 約70×100mm
外装サイズ ： 約150×122×3mm
S-026-J

足スッキリ爽快シート
（4枚入）ラベル入

ポチ袋 5P（PP袋入）

現品サイズ ： 約115×70mm
外装サイズ ： 約118×75mm
内容 ： 5枚
材質 ： 紙
S-031-J

入数 1000 ￥35

おとし玉ポチ袋 5P（PP袋入）

現品サイズ ： 約115×70mm
外装サイズ ： 約118×75mm
内容 ： 5枚
材質 ： 紙
S-032-J

入数 1000 ￥35

PP袋
入り

PP袋
入り

1ケースの場合、
別途料がかかります。
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別注見本

別注対応品
販促に最適な商品を多数ご用意しています！

お気軽にご相談ください！

透明まな板

現品サイズ ： 約0.75×270×210mm
材質 ： PP両面梨地
OR-007-J

入数 300 オープンプライス

コースター

現品サイズ ：  約90φ（丸） 
約90×90mm（四角）

材質 ： 紙、コルク
OR-016-J

オープンプライス

最低ロット
2,000枚〜

90mm

90mm

90mm

＜紙＞ ＜コルク＞

小ロットからオリジナル印刷が出来、様々なシーンで活躍
できるアイテム！！

パンチクール

現品サイズ ： 約110×180mm
OR-022-J

オープンプライス

5,000個から別注できます。

ボトルバック

現品サイズ ： 約126×193mm
OR-023-J

オープンプライス

10,000個から別注できます。

オリジナルコーヒー

現品サイズ ： 約110×135mm
内容 ： 10ｇ
OR-026-J

入数 200 オープンプライス
オリジナルお茶

現品サイズ ： 約100×120mm
内容 ： 3g
OR-027-J

入数 1000 オープンプライス

オリジナル紙製水切り袋

現品サイズ ： 約200×130×マチ90mm
外装サイズ ： 約200×145mm
材質  ：   耐水紙
OR-030-J

入数 300 オープンプライス

30,000枚から別注できます。

コーヒーは200個から別注対応
お茶は1000個から別注対応
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日差しを防いで車内温度の上昇を抑えます。

フロントカバー（紙製）

現品サイズ ： 約1,220×700×2mm
外装サイズ ： 約130×700×20mm
OR-001-J

入数 50 オープンプライス

抗菌マスクケース

現品サイズ ： 約0.2×110×205mm 
外装サイズ ： 約130×220×2mm
材質 ： ポリプロピレン
OR-015-J

入数 200 オープンプライス

持ち運びに便利なマスクケース。抗菌
仕様なのでマスクを衛生的に保管！！

レインポンチョ

フリーサイズ ： 着丈約100cm
OR-025-C

オープンプライス

レインコート レインポンチョ

5,000枚から別注できます。

レインコート

Mサイズ ： 着丈約110cm
Lサイズ ： 着丈約120cm
OR-024-C

オープンプライスパンチクール
オープンプライス

オリジナルハンドルカバー

現品サイズ ： 約450×450mm
材質 ： PVC・アルミ蒸着・ポリエチレン
OR-028-C

入数 20 オープンプライス

オリジナルサンシェイド（アルミ蒸着）

現品サイズ ： 約1300×700mm
材質 ： アルミ蒸着・ポリエチレン
OR-029-C

入数 50 オープンプライス

ふんわり
桜の香り

やさしい
柚子の香り

すっきり
森の香り

オリジナル入浴剤リフール
入数 600
外装サイズ ： 約60×110×5mm
OR-031-J

オープンプライス

森・柚子・桜の香りの入浴剤。

ロット

100個〜承ります
ロット

5,000個〜承ります

100枚から別注できます。

表
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宣伝効果バツグン！！
社名・店名・商品名などのＰＲやキャラク
ターグッズに最適です。 

オリジナルばんそうこう
て、どんなの？？

オリジナルだから
台紙と絆創膏を同じデザインで
統一することもできます！！

※データのご作成・ご入稿について等、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

オリジナル印刷で
効果的にアピール！アアピール！！
オリジナル印刷で
効果的にアピール！！
オリジナル印刷で
効果的にアピール！！

本体も別注できて
オリジナル感満載です！

※実際の製品では、多少の印刷のズレが発生する場合がございます。

レギュラーサイズ〈ワンポイント柄の場合〉エイトバン〈M2の場合〉 ファストエイド

レギュラーサイズ〈エンドレス柄の場合〉

2mm

2mm

15mm

58mm
72mm

45mm

91mm

83mm

70mm

57mm

91mm

71mm

70mm

19mm

72mm

基本デザイン印刷範囲。 左右のエッジで切れてもよいデザインの印刷範囲。

切れてもよいデザインの印刷範囲。

※塗り足しが必要
なデザインの場
合、3mm分の確
保をお願いいた
します。
※実際の製品では、
多少の印刷のズ
レが発生する場
合がございます。

絆創膏規格サイズ台紙規格サイズ

オリジナルな絵柄で、小ロット
対応可能なショッピングバッグ

・ 数量については原反の関係で多少の増減があります。
・ 版代は別途（完全版下支給とする） 
・ 納期 ： 版下受注後約2〜3週間 
・ 持ち手付き加工もできます。

1,000枚からのショルダーバッグ。

ショルダーバッグ

現品サイズ ： 約400×500mm
材質 ： ポリエチレン
OR-013-J

入数 250
オープンプライス

ヒモの色

ファッションバッグ 

材質 ： ポリエチレン
OR-008-J

オープンプライス

現品サイズ（mm）
1 　約0.08×250×400
2 　約0.08×300×400
3 　約0.08×300×450

最低ロット ： 1,000枚〜

セロテープ

現品サイズ ： 約15mm×35m
OR-006-J

入数 100 オープンプライス

【特注サイズ 】 
約12mm×35m　約700巻
約15mm×35m　約550巻
ピッチ数 472mm
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本格的な応援ができるアイテム！

音で応援！！カラーバリエーションも豊富！

PP袋
入り

PP袋
入り

サンバイザー

現品サイズ ： 約225×590mm
外装サイズ ： 約235×235mm
材質 ： 紙・天然ゴム
OR-014-J

オープンプライス

応援棒

現品サイズ ： 約0.08×100×600mm
外装サイズ ： 約115×160×5mm
材質 ： ポリエチレン
OR-020-J

 オープンプライス

約225mm

約590mm

約100mm

約600mm

輪ゴム付

本体2枚
ストロー付

応援以外で使える定番アイテム！

PP袋
入り

うちわ

現品サイズ ： 約165×170mm
外装サイズ ： 約170×185mm
材質 ： 紙・ポリプロピレン
OR-019-J

オープンプライス

約165mm

約170mm

叩いて叫んで元気応援グッズ！

PP袋
入り

メガホン

現品サイズ ： 約265×370mm
外装サイズ ： 約280×380mm
材質 ： 紙
OR-018-J

 オープンプライス

約265mm

約370mm
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シーン別アイテム
季節・顧客など、シーンに合わせたアイテム

シーン別アイテム
季節・顧客など、シーンに合わせたアイテムエコ商品・色々と集めました！エコ商品・色々と集めました！

シ
ー
ン
別

ア
イ
テ
ム

シ
ー
ン
別

ア
イ
テ
ム

エ
コ
商
品

エ
コ
商
品

バイオグリーンキッチンパック
サトウキビを原料にしたポリエチレンです。

油とり名人
牛乳パックで出来た再生紙を使用。

フロッシュ®
ボトルも再生PET使用です。

パックルL / 再生ペットクリップマミー / 再生ペット万能オープナー（チェーン付き）
再生プラスチックを使用。エコマーク認定番号所得済み。

バガス
非木材紙使用です。

カタログの
エコマークが
目印です！

カタログの
エコマークが
目印です！

再生材料を使用
再生プラスチック100％
エコマーク認定番号 05 128 068

紙製水切り袋
従来のポリ袋の水切りを紙にしました。
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シーン別アイテム
季節・顧客など、シーンに合わせたアイテム

シーン別アイテム
季節・顧客など、シーンに合わせたアイテムエコ商品・色々と集めました！エコ商品・色々と集めました！

シ
ー
ン
別

ア
イ
テ
ム

シ
ー
ン
別

ア
イ
テ
ム

エ
コ
商
品

エ
コ
商
品

大ロット・短納期向け
アイテム

エイトバン

カラーメンボー10P

マスク

ブルーチャック

P.1

P.5

P.7

P.11

おすすめ日本製品

あぶらとり紙

キッチンペーパー

パックルPP

スマートフォンクリーナー5P

P.8

P.18

P.23

P.24

夏向けアイテム

ハンディブーン

レジャーシート

アイスキューバッグ

冷っ子ミニ

P.33

P.33

P.34

P.34

キラ泡スポンジ

ダブルセット

キッチンパック

ポリラップ

P.14

P.17

P.19

P.19

イマドキ人気の
キッチンアイテム

クッキングシート

フライパンシート

紙製水切袋

ピッカリスティック

P.13

P.13

P.15

P.16

金融等向けアイテム
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◎上記の価格には消費税は含まれておりません。

￥ 50
〜

￥ 100

￥ 51
〜

P.1

17 円エイトバン
（M1）

P.8

20 円ブロッティング
ペーパープチ

P.1

19 円エイトバン
（S2）

P.2

21 円ファストエイド
（L1）

P.1

21 円エイトバン
(M2)

P.5

25 円カラーメンボー
（10P）

P.8

25 円あぶらとり紙

P.5

28 円カラーメンボー
（5P）

P.2

30 円ファストエイド
（M2 S2）

P.31

35 円ポケットメモ

P.2

32 円ファストエイド
（M5）

P.2

35 円滅菌ファストエイド
（M4）

P.5

40 円耳かき付メンボー
（5Ｐ）

P.24

35 円レンズクリーン

P.18

35 円ポケットパック

P.32

35 円ＰPホルダー
（1枚）

P.2

34 円ファストエイド
（M4 S2）

P.4

40 円さくら

P.8

30 円高級あぶらとり紙 
肌美人

P.12

40 円ロングチャッくん
（2枚）

P.14

40 円ハードクリーナー

P.4

42 円プッシュエイトバン 
5枚入

P.2

45 円滅菌ファストエイド
（M6）

P.14

45 円2色ネットクリーナー
（1P）

P.26

45 円入浴剤リフール

P.2

50 円ファストエイド
（L2 M4 S2）

P.4

50 円バラエティセット
菊-1

P.4

55 円バラエティセット
菊-2

P.11

60 円サウンドジッパー
(M3枚)袋入

P.22

55 円新聞整理袋

P.22

55 円活力炭
冷水ポットの浄水用

30円
爽快気分（マスク）
1P

P.7

P.1

33 円エイトバン
(M3 S2)

P.23

45 円再生ペットクリップマミー
(2ヶ入)

P.1

55 円エイトバン（S）
10枚入

P.4

60 円いちょう 60 円爽快気分（マスク）
大人用・子供用セット

P.7

P.11

55 円ブルーチャック・
フリーザーパック（袋入）

P.1

55 円エイトバン（M）
のし箱 10枚入

P.4

60 円プッシュエイトバン 
10枚入

P.1

60 円エイトバン（M）
10枚入

P.7

50 円爽快気分（マスク）
2P

P.7

15 円ピロー包装マスク
1P

P.23

45 円パックルL1P

P.40

35 円ポチ袋5P
(PP袋入)

P.40

35円
おとし玉ポチ袋
5P(PP袋入)



◎上記の価格には消費税は含まれておりません。

P.2

65 円ファストエイド
セット

P.14

60 円キッチン用
2層スポンジ（1P）

P.18

60 円キッチンペーパー
（10枚入）

P.31

70 円メモパッド

P.8

65 円あぶらとり紙
（POP UP）

P.8

65 円優美人
（30枚入）

P.15

65 円水切りネット
（抗菌成分配合）

P.15

75円
油とり名人

（2P）

P.24

70 円チューブパックル
（2P）

P.11

70 円ブルーチャック・
フリーザーパック（箱入/小）

P.26

75 円レインポンチョ
（イエロー）

P.1

65 円エイトバンセット

P.23

65 円パックルPP

85 円泡立て洗顔ネット
（吸盤なし）

P.9

P.4

70 円ペアエイトバン

P.3

65 円エイトバン・
スタンダード

P.16

70 円キッチンクロス

P.15

75 円水切りネット
ストッキングタイプ

P.5

80 円ブラックメンボー
5P台紙入

P.8

80 円緑茶入あぶらとり紙
（POP UP）

P.12

80 円クールロック
（M3枚）袋入

P.14

80 円ネットクリーナー
（2P）

P.25

80 円ファインレンズ
クリア（S）

P.32

80 円フリーケース

P.40

80 円亀甲

P.17

85 円フレンドＳ
（15枚入）

P.17

85 円フリーザーパック-Ｂ
（5枚入）

P.24

90円計量スプーン

P.10

80 円ピュアポップ 
あぶらとり紙（20枚入）

P.14

90 円ピカキュー 90 円チアカン
オープナー

P.24

P.16

80 円ピッカリ君

P.18

90 円バガス（エコ・キッチン
ペーパー）10W

P.23

65 円パックルPP
(白・黒) 70 円コットンパフ

(10枚入)BOX

P.9

P.10

75 円あぶらとり紙
ブラック(20枚入)

85円Mini Tag(小)

P.31

60 円スマートフォン
クリーナー5P

P.24

P.13

65 円クッキングシート
(3枚)袋入

P.23

90 円パックル L

P.25

90 円フットパッド
(足指パッド)

P.34

90 円アイスキューバッグ
(3枚入)

P.34

90 円携帯保冷パック

P.5

95 円黒綿棒10P

P.15

65 円紙製水切り袋
1P

P.11

95 円サウンドジッパー
(L3枚)袋入

P.13

95 円クッキングシート
(5枚)袋入

P.13

95 円フライパンシート
（3枚入）



◎上記の価格には消費税は含まれておりません。

P.17

95 円キッチンペーパー
（20枚入）

P.12

100 円Wジッパーフリーザー
パック(2P)袋入

P.22

100 円リモコンラップ
２Ｐ

P.25

100 円ファインレンズ
クリア（M）

P.21

100 円ほこりキャッチシート

P.34

100 円冷やしてGO

P.3

100 円ハンディ
メディカル

￥ 200

￥ 101
〜

P.3

105 円エイトバンM5枚
(プラケース入)

P.3

110 円エイトバントリオ

P.18

110 円バガス（エコ・キッチン
ペーパー）20W

P.24

110 円再生ペット万能オープナー
ホルダー（チェーン付き）

P.34

110 円冷や冷やパック

P.40

110 円迎春

P.5

120 円ブラックメンボー5P
オレフィンケース入

P.7

120 円マスク２Ｐ
フリーケース付き

P.10

120 円POP UPあぶらとり紙
（50枚入）

P.38

120 円不織布スリッパ

P.11

110 円ブルーチャック・フリー
ザーパック（箱入/大）

P.22

120 円コードタグ　３連

P.21

120 円洗濯ネット（角型）
糸くずストップ

P.39

100 円熱冷却シート
（2枚入）ラベルなし

P.39

100 円熱冷却シート子供用
（2枚入）ラベルなし

P.39

120 円熱冷却シート
（2枚入）ラベル入

P.39

120 円熱冷却シート子供用
（2枚入）ラベル入

P.13

125 円クッキングシート
(5枚)箱入

P.34

130 円無地巾着袋
（ブルー）

P.34

135 円消臭マルちゃん
（携帯トイレ）

P.4

140 円キューゴバン
40P

P.16

140 円ロングスポンジ
（カラー2本入）

P.17

140 円ダブルセット

P.3

100 円ニューハンディ
メディカル A

P.3

100 円ニューハンディ
メディカル B

P.38

100 円ニゲニゲスモーク
パック

P.32

100 円マグリット（1P）

P.3

120 円クラッチバッグ

P.12

120 円臭断袋（2枚）

P.9

140 円あわChu Chu

P.27

100 円クリーンセット-1

P.21

95 円吸水クロス

P.4

100 円キューゴバン
18P

P.13

125 円フライパンシート
（5枚入）

P.14

120 円キラ泡スポンジ

P.25

140 円満点手袋

P.23

98 円ネオクリップ

P.15

95 円油とり名人
（3P）

P.40

100 円合格祈願セット

P.15

95 円紙製水切り袋
2P



◎上記の価格には消費税は含まれておりません。

P.34

140 円レジャーまな板

P.5

150 円ブラック綿棒５Ｐ　
プラケース

P.16

150 円ロングスポンジ（アルミ
メッシュ＋カラー）

P.26

150 円ボディタオル

P.31

150 円ペン立て付デスク
メモ(小)

P.33

190 円レジャーシート
１帖用

P.38

150 円ふんわりピロー
（ストロー付）

P.40

150 円卓上カレンダー

P.6

160 円プチエイドチーム

P.11

170 円サウンドジッパー
(M3・L3)箱入

P.19

160 円ポリラップ
30cm×10m

P.19

160 円ポリラップミニ
22cm×15m

P.37

170 円緊急用給水袋
（5ℓ/1P）

P.10

185 円ソフティ クリアー
（あぶらとりハンカチ）

P.16

170 円格子ふきん＆ロング
スポンジ（カラー）

P.13

175 円クッキングシート
(10枚)箱入

P.26

185 円ポケットレインコート-1
（ポンチョタイプ）

P.26

185 円ポケットレインコート-1
(袋入)

160 円緊急用給水袋
（マチ付）（3ℓ/1P）

P.37

P.16

150 円ピッカリ君
クリーンセット

P.16

180 円格子ふきん＆ロング
スポンジ（アルミ）

P.17

180 円トリプルセット

P.27

150 円クリーンセット-2

P.25

200 円ノーリツ1番

P.31

150 円Mini Tag(大)

P.9

200 円あぶらとり紙
(250枚入)BOX

P.12

200 円クールロック
（M3・Ｌ3枚）箱入

P.3

180 円エイトバンM10枚
（スライダーポーチ入）

P.12

180 円Wジッパーフリーザー
パック(5枚)箱入

P.19

200 円ポリラップ
30cm×20m

P.31

230 円ペン立て付デスク
メモ(大)

P.25

200 円天然ゴム手袋
(中厚）

P.34

200 円ボトル保冷パック
（0.5ℓ用）

P.25

160 円やわらか耳せん

P.21

170 円ランドリーネット

P.21

170 円ダイヤモンド
クリーナー

P.34

200 円リュックサック

P.38

200 円保温アルミシート
￥ 300

￥ 201
〜

P.19

220 円サンホイル

P.9

220 円ニューフェイス

P.9

185 円ソーイングセット

P.16

190 円ピッカリスティック

P.38

220 円スーパーロング
ウエットボディタオル

P.19

180 円NEWエンボスキッ
チンパックM50P

P.19

180 円バイオグリーンキッ
チンパックM30P

P.7

210 円オーデニ・コレモート
ちょっと便利セット No.1

P.7

220 円オーデニ・コレモート
ちょっと便利セット No.2



◎上記の価格には消費税は含まれておりません。

P.22

250 円プチハンガー
（無地）

P.33

250 円アニマルレジャーシートS

P.34

250 円保冷パック大
（密閉用テープ付）

P.25

260 円安眠セット

P.20

300 円カラーズらんち
パック１Ｐ

￥ 500

￥ 301
〜

P.27

380 円ラブ
キッチンセット

P.26

380 円ポケット
レインコート-3

P.26

350 円ビニール傘
ブラック

P.6

400 円コンボ・ボックス

P.6

400 円エイドチーム-2

P.33

400 円アニマルレジャーシートM

P.20

500 円チャック袋セット

P.27

500 円ママ
クリーンセット

500 円ラップホイル
セット

P.19

￥ 1,000

￥ 501
〜

P.36

600 円ポータブル
エマージェンシー

P.38

850 円アルミ暖暖シート

￥ 1,001
〜

P.28

1,100 円お勝手 1番

P.31

280 円DX Tag

P.18

300 円食器用洗剤フロッシュ
（単品）

P.27

500 円プチギフト1

P.20

340 円ツイストポット

P.27

700 円プチギフト2 1,000 円クローバーギフト 
K-1

P.21P.29

800 円クローバーギフト 
K-1

P.30

800 円クローバーギフト
L-1

P.22

280 円プチハンガー
(印刷あり)

P.27

400 円輝き

P.27

600 円煌き

P.26

600 円ジャンプ傘
(透明)

P.18

900 円食器用洗剤
フロッシュセット

P.33

600 円アニマルレジャーシートL

P.35

690 円非常持出袋
（ファスナーポケット付）650 円レジャーシート

(持手付)

P.33

P.20

250 円おーぷんパック1P

P.39

250 円足スッキリ爽快シート
（4枚入）ラベル入

P.37

260 円ホイッスルライト

P.22

265 円便利ロープ

P.13

280 円フライパンシート
（ロールタイプ）

P.21

480 円伸縮モップ

P.36

900 円ポータブルセット
（箱入）

P.36

1,000 円ポータブルセット
（ポーチ入）

P.40

420 円マグネットカレンダー

P.9

250 円コンパクトブラシ

P.39

230 円足スッキリ爽快シート
（4枚入）ラベルなし

P.6

250 円エイドチーム-1

P.22

240 円コロコロクリーナー



◎上記の価格には消費税は含まれておりません。

P.28

1,300 円お勝手 2番

P.28

1,450 円お勝手 3番

2,000 円緊急持出袋
セット-3

P.35

1,900 円緊急持出袋
セット-1

P.35

3,200 円緊急持出袋
セット-4

3,000 円緊急持出袋
セット-2

P.35

P.35

1,250 円キッチンバラエティ-1

P.28

1,200 円クローバーギフト 
K-2

P.29

1,200 円クローバーギフト 
L-2

P.30

1,600 円クローバーギフト 
K-3

P.29

1,550 円キッチンバラエティ-2

P.28

1,600 円クローバーギフト 
L-3

P.30

2,000 円クローバーギフト 
K-4

P.29

2,000 円クローバーギフト 
L-4

P.30

2,450 円キッチンバラエティ-3

P.28

2,400 円クローバーギフト 
L-5

P.30

2,200 円クローバーギフト 
K-5

P.29

P.37

1,200 円ランタン

★ メディカル ………… P.1 〜 7
★ コスメ …………… P.8 〜 10
★ キッチン ………… P.11 〜 20
★ ホーム …………… P.21 〜 22
★ バラエティ ………… P.23 〜 26
★ セット ……………… P.27 〜 30
★ デスク …………… P.31 〜 32
★ アウトドア ………… P.33 〜 34
★ 緊急用品 ………… P.35 〜 38
★ 季節用品 ………… P.39 〜 40
★ 別注対応品 ……… P.41 〜 43
★ 応援グッズ ……… P.44
★ エコ商品 ………… P.45
★ シーズン別アイテム … P.46

ご家庭からアウトドアまで
便利なアイテムを
多数揃えました。

セールスプロモーションに
ぜひご活用ください。

P.33

1,650 円ハンディブーン




