WEB ウインターナウ２０２１

クリスマスティンクルキャンディ 1袋150個入
21T001

＜Ｘmasブーツ・菓子＞

ブライトゴールドブーツ・Ｍ （166065）
21T003

JPN85-45U

JPN85-45U

ブライトレッドブーツ・Ｍ （166140）
21T002

JPN85-45U

★ \1,500 〔税込 \1,620〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●重量：900g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：315×230×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ
袋 6個

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ118g●重量：175g ●本体
ｻｲｽﾞ：240×125×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 12個 【卵・乳・小麦・落花
生】

※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】

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）

お菓子サンタブーツ（L） （7113）

21T004

CHN70-30S

21T005

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\800 〔税込 \880〕

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ118g●重量：175g ●本体
ｻｲｽﾞ：240×125×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 12個 【卵・乳・小麦・落花
生】

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

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

XMASワンダーブーツＭ （166218）

ブライトゴールドブーツ・Ｓ （166072）

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。

お菓子サンタブーツ（M） （7114）
21T006

CHN70-30S

21T007

JPN85-45U

21T008

JPN85-45U

\600 〔税込 \660〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●ｾｯﾄ内容：ブーツ・お菓子アソート6コ●重量：108g ●本体ｻｲｽﾞ：
200×120×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 70個 【乳・小麦】

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ51g●重量：94g ●本体ｻｲｽﾞ：
170×105×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【卵・乳・小麦・落花生】

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ61g●重量：107g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：90×60×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【小麦・落花生】

かわいいブーツにお菓子の詰め合わせです。

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。
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ブライトレッドブーツ・Ｓ （166133）
21T009

JPN85-45U

ホリーメンバーズバケツカン （166171）
JPN85-45U

21T010

お菓子サンタブーツ(S) （7115）
21T011

CHN70-30S

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\400 〔税込 \440〕

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・菓子詰合せ61g●重量：107g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：90×60×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【小麦・落花生】

●ｾｯﾄ内容：バケツ（中国）・菓子詰合せ62g●重量：120g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：85×85×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 12個 【卵・乳・小麦】

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

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。

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。

ブライトゴールドパック・ＸＭ （166324）

X'masキュートブーツ （154550）

21T012

JPN85-45U

JPN85-45U

21T013

お菓子サンタブーツ（ミニ） （7116）
21T014

CHN70-30S

★ \324 〔税込 \350〕

\300 〔税込 \330〕

\250 〔税込 \275〕

●ｾｯﾄ内容：キャンディ84g●本体ｻｲｽﾞ：170×115×50mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：裸 24個

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・飴×7、内容量38g●重量：50g ●本体
ｻｲｽﾞ：75×40×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 40個

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

サンタさん柄の金色の袋にキャンディを入れました。

赤色のかわいいブーツにキャンディを入れました。

サンタのきもち （162227）

サンキュークリスマス・Ｓ （118408）

21T015

JPN85-45U

21T016

指定不可

JPN85-45U

X'masメンバーズパック・Ｓ （137645）
21T017

JPN85-45U

★ \200 〔税込 \216〕

★ \200 〔税込 \216〕

★ \200 〔税込 \216〕

●ｾｯﾄ内容：チョコボール15g●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
140×100×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳】

●ｾｯﾄ内容：キャンディ12粒、内容量65g●重量：74g ●本体ｻｲｽﾞ：
160×100×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個

●ｾｯﾄ内容：キャンディ11粒、内容量62g●重量：72g ●本体ｻｲｽﾞ：
100×45×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個

サンタさん柄の袋に雪だるま柄のチョコボールを入れました。

「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。

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
。
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X'masミニブーツ （154543）
21T018

お菓子サンタブーツ（プチ） （7117）
JPN85-45U

21T019

指定不可

CHN70-30S

クリスマスサンタチョコセット （7120）
21T020

CHN70-30S

\200 〔税込 \220〕

\120 〔税込 \132〕

\120 〔税込 \132〕

●ｾｯﾄ内容：ブーツ（中国）・飴×3、内容量16g●重量：21g ●本体
ｻｲｽﾞ：50×25×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 50個

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

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

小さなかわいいブーツにキャンディのセットです。

ミニミニブーツ・ＸＳ
21T021

クリスマスキャンディ3個入 （50-024）
JPN85-45U

21T022

指定不可

THA80-40S

\100 〔税込 \110〕

★ \60 〔税込 \65〕

●ｾｯﾄ内容：キャンディ1個●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：
65×30×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 50個

●ｾｯﾄ内容：キャンディ3粒●重量：12g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×75×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

小さな小さなブーツにキャンディを入れました。

クリスマスシーズンのイベントにぴったりなパッケージのキャンディ
です。
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スノードーム （MKC-100）
CHN68-28S

21T025

＜Ｘmasグッズ＞

エティエンヌ ケーキプレート （SAM-22B）
21T026B

B/銀河鉄道

\450 〔税込 \495〕

JPN70-30S

21T026A

A/クリスマス

JPN70-30S

\6,500 〔税込 \7,150〕

\450 〔税込 \495〕

●材質：ABSポリストーン・ガラス・水 ●重量：1250ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
φ99×154mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：195×145×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 12個

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：250g ●本体ｻｲｽﾞ
：φ161×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×175×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 60個

降り注ぐ雪のクリスマス風景が素敵なスノードームです。

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可愛くておし
ゃれなデザインがお子様から大人まで人気のプレートです。

エティエンヌ デザートボウル （SAM-21A）

エティエンヌ デザートボウル （SAM-21B）

21T027A

A/クリスマス

JPN70-30S

21T027B

B/銀河鉄道

日本

JPN70-30S

\400 〔税込 \440〕

\400 〔税込 \440〕

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：250g ●本体ｻｲｽﾞ
：φ161×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×175×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 60個

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：240g ●本体ｻｲｽﾞ
：φ145×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：146×153×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 60個

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●重量：240g ●本体ｻｲｽﾞ
：φ145×46mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：146×153×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 60個

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可愛くておし
ゃれなデザインがお子様から大人まで人気のプレートです。

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可愛くておし
ゃれなデザインがお子様から大人まで人気のプレートです。

クリスマスや銀河鉄道の影絵が夜空に浮かびます。可愛くておし
ゃれなデザインがお子様から大人まで人気のプレートです。

インディゴノエル マグ （MKC-8）

ブリエノエル ケーキ皿 （MKC-7）

入浴料 クリスマスプレゼントフォーユー 20g
（15798501）

21T028

指定不可

日本

エティエンヌ ケーキプレート （SAM-22A）

JPN70-30S

21T029

指定不可

JPN70-30S

21T030

JPN50-10Y

\400 〔税込 \440〕

\350 〔税込 \385〕

\150 〔税込 \165〕

日本

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

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

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

直送品

[法]化粧品
イブの飾り付けに忙しい風景をイメージしたデザインです。

星のきらめく楽しいクリスマスの夜をイメージしたケーキ皿です。

お肌にハリや瑞々しさを与え、肌のキメを整えます。サンタクロー
スからの楽しいバスタイムの贈り物。
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クリスマス携帯用アルコール除菌ジェル3ヶ
入 （17-058）
JPN70-30S

21T031
\110 〔税込 \121〕

日本

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

サンタトランプ （1447-05）
CHN70-30S

21T034

クリスマスカイロレギュラー1P(OPP台紙入)
（17-046）
JPN70-30S

21T032

クリスマストランプ
21T033

指定不可

JPN60-20S

\90 〔税込 \99〕

\80 〔税込 \88〕

●機能：最高温度68℃・平均温度52℃ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×128×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個

●材質：紙 ●重量：30g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×47×18mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 600個

クリスマスシーズンのイベントに！

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 （1447-04）

クリスマスカイロミニ1個入（台紙入） （17047）

21T035

指定不可

JPN70-30S

●材質：紙 ●重量：32g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×47×18mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 600個

●材質：紙 ●重量：29g ●本体ｻｲｽﾞ：完成時/123×175mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×95×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 600個

●機能：最高温度69℃・平均温度54℃ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×108×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 480個

サンタ柄のかわいいトランプです。

サンタ柄の20ピースのパズルです。

安心・安全の日本製、クリスマスシーズンのイベントに！

サンタ吹き戻し （1447-03）

クリスマスジグソーパズル

クリスマスサージカルマスク1枚入 （17-048
）

指定不可

\60 〔税込 \66〕

JPN75-35T
日本

21T038

指定不可

\60 〔税込 \66〕

JPN60-20S
日本

●材質：紙・PP ●重量：10ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：150×110×30mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×120×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 600個

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：パズル30ピース●重量：28ｇ ●本体ｻｲｽﾞ
：完成時/180×130×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×90×20mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 480個

サンタの愉快な吹き戻しです。

クリスマス柄のかわいいジグソーパズルです。

\65 〔税込 \72〕

JPN70-30S

\75 〔税込 \83〕

21T037

日本

21T036

\80 〔税込 \88〕

21T039

日本

VIE70-30S

\45 〔税込 \50〕
●材質：不織布 ●重量：4g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×3mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個
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メリークリスマスプレゼント60人用 （MKK-1
）
21T041

JPN70-30S

\27,000 〔税込 \29,700〕

＜Ｘmasイベントセット＞

クリスマスグッズプレゼント（100名様用） （
1489-01）
21T043
\25,000 〔税込 \27,500〕

JPN75-35T
直送品

●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6コ・6等 クリスマスミニチャーム
50コ・抽選くじ100枚・抽選箱●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

直送品

ハッピークリスマスプレゼント60人用 （
MKK-2）
21T042
\25,000 〔税込 \27,500〕

JPN70-30S
直送品

●ｾｯﾄ内容：1等 スノードーム1コ・2等 アルモニーノエルマグ5P1コ
・3等 グランカドーノエルケーキ皿5P1コ・4等 ミニョンノエルケーキ
皿もしくはプティノエルケーキ皿各6コ・5等 カトウシンジマグカップ
18コ・6等 ブリエノエルケーキ皿27コ・抽選くじ60枚・抽選箱●重量
：10kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：345×465×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段
ボール箱 1個

●ｾｯﾄ内容：1等 スノードーム1コ・2等 グランカドーノエルマグカッ
プ5P1コ・3等 アルモニーノエルケーキ皿5P1コ・4等 ブリエノエルタ
ンブラー23コ・5等 カトウシンジマグカップ34コ・抽選くじ60枚・抽選
箱●重量：17kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×540×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
発送用段ボール箱 1個

貰ってうれしいクリスマスデザインテーブルウェアのイベントセット
です。

貰ってうれしいクリスマスデザインテーブルウェアのイベントセット
です。

サンタチョコすくいどり100人用 （5470）

サイコロ出た目の数だけサンタトイレットペ
ーパー （6995）

21T044

JPN85-45S

\14,600 〔税込 \16,060〕

直送品

21T045
\14,200 〔税込 \15,620〕

JPN88-48U
直送品

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

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

THEデジビンゴZ（B） （058063）

アイブレックスバルーン スマイルサンタ（5
枚）

クリスマスのおもちゃが当たるイベントセットです。

クリスマスお菓子すくいどり110人用 （6992
）
21T046
\10,600 〔税込 \11,660〕

CHN90-50T
直送品

●ｾｯﾄ内容：お菓子アソート700コ・お持ち帰り袋110枚・ディスプレ
イボックス・すくいどり用スプーン・店頭用お知らせPOP2枚●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：290×290×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

21T047

CHN90-50S

21T048

JPN70-30S

\3,500 〔税込 \3,850〕

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ABS・TPE・PMMA ●機能：対象年齢6才以上 ●重量：
275g ●電源：単3×4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：125×110×164mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：125×122×164mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個

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

サウンドと共にビンゴ大会を盛り上げます。

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

WEB ウインターナウ２０２１

アイブレックスバルーン スノーマン(5枚)
21T049

JPN70-30S

ベーシックカラーブルゾン （051-ET-08010）
21T050A

A/ﾚｯﾄﾞ

CHN65-25S

ベーシックカラーブルゾン （051-ET-08031）
21T050B

B/ﾈｲﾋﾞｰ

CHN65-25S

\3,000 〔税込 \3,300〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

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

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：300×300mm

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：300×300mm

秋・冬の装飾や配布用に最適です。

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

ベーシックカラーブルゾン （051-ET-08020）

ベーシックカラーブルゾン （051-ET-08001）

ビンゴカード100 （053624）

21T050C C/ｲｴﾛｰ

21T050D

CHN65-25S

D/ﾎﾜｲﾄ

CHN65-25S

21T051

JPN90-50S

\1,800 〔税込 \1,980〕

\1,800 〔税込 \1,980〕

\380 〔税込 \418〕

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：300×300mm

●材質：ナイロン100%・異形糸タフタ ●重量：170g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 50個 ●名入：110-144-16-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：300×300mm

●材質：紙 ●機能：対象年齢6才以上 ●重量：320g ●本体ｻｲｽﾞ
：116×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×97×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧
箱 60個

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

しっかりとした生地感と光沢感が魅力です。

大勢でビンゴ大会をやりたい人達にも対応するビンゴカードです。

抽選箱
21T052

JPN70-30S

\200 〔税込 \220〕
●材質：再生紙（古紙配合率90%） ●重量：90g ●本体ｻｲｽﾞ：
195×195×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 200個

日本

WEB ウインターナウ２０２１

開運干支 寅 紅白小 （A-1）
THA70-30S

21T055

＜干支置物・根付＞

吉兆干支土鈴飾ゴールド クリスタル付 （
NO.26-B）
21T057

CHN68-28S

吉兆干支土鈴 紅白 （NO.30）
CHN68-28S

21T056

\750 〔税込 \825〕

\700 〔税込 \770〕

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：白置物73ｇ・赤置物38ｇ●本体ｻｲｽﾞ：白
置物/74×72×43mm・赤置物/59×56×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
80×175×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：白置物・紅置物●重量：140ｇ ●本体ｻ
ｲｽﾞ：白置物/38×78×62mm・紅置物/32×59×47mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：60×138×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

おめでたい紅白の干支置物です。

お正月のおめでたい雰囲気にぴったりな紅白の土鈴飾りです。

吉祥の寅土鈴 小 （C-7）

吉祥の寅土鈴 特小 （C-8）
THA70-30S

21T058

21T059

THA70-30S

\430 〔税込 \473〕

\300 〔税込 \330〕

\250 〔税込 \275〕

●材質：陶器 ●重量：61ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：32×50×53mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：57×97×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個

●材質：陶器 ●重量：57g ●本体ｻｲｽﾞ：45×63×69mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：76×70×52mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個

●材質：陶器 ●重量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：35×50×55mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：76×58×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個

省スペースで飾れる干支の置物です。

おめでたい干支土鈴です。

おめでたい干支土鈴です。

吉兆干支土鈴 小 （NO.16）

ちりめん製えと根付（寅） （KH160）

干支ミニ絵馬根付(寅) （E28007）

21T060

CHN68-28S

21T061

指定不可

CHN70-30S

21T062

JPN70-30S

\250 〔税込 \275〕

\350 〔税込 \385〕

\200 〔税込 \220〕

日本

●材質：陶器 ●重量：36ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：32×59×47mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：39×64×74mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 300個

●材質：ちりめん ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：115×35×9mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×55×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

●材質：合板 ●重量：4g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×92×4mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：PP袋

おめでたい干支土鈴です。

年末年始の人気アイテム。和雑貨独特の温かさのあるちりめん製
。

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

WEB ウインターナウ２０２１

クリスタル開運えと（寅） （0211）
21T063

指定不可

\180 〔税込 \198〕

JPN70-30V
日本

染付干支根付 おみくじ付 （NO.21）
CHN68-28S

21T064

新えと根付５円鈴付（寅） （E-70S5）
JPN70-30S

21T065

\150 〔税込 \165〕

\130 〔税込 \143〕

●材質：プラ ●重量：6.2g ●本体ｻｲｽﾞ：100×22×11mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×55×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

●材質：磁器 ●重量：11ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：32×24×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：105×60×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 1000個

●材質：アルミ ●重量：7.3g ●本体ｻｲｽﾞ：130×22×10mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×53×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

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

本格的なおみくじ付きの根付です。ストラップとしてもお使いいた
だけます。

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

えと根付おみくじ付（寅） （EM-80S）

招福絵馬 寅

招福鈴付干支の御守り 運勢表付 （C-4）

JPN70-30S

21T066
\120 〔税込 \132〕

日本

21T067

指定不可

\120 〔税込 \132〕

JPN75-35T
日本

日本

JPN70-30S

21T068
\120 〔税込 \132〕

日本

●材質：アルミ ●重量：4.4g ●本体ｻｲｽﾞ：100×20×8mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：93×53×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

●材質：木（合板）・真鍮+鉄・ポリエステル ●重量：4ｇ ●本体ｻｲｽ
ﾞ：24×31×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×50×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
OPP袋 500個 ●名入：0-18-32-1000-インクジェット ●名入ｻｲｽﾞ：
13×23mm

●材質：陶器 ●重量：6ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：21×30×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：107×80×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧袋 1000個

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

ひとつひとつ手作り感が嬉しい縁起小物です。

かわいい干支のお守りです。

新えとカラー根付鈴付（寅） （E-70SC）

えと小槌（寅） （E-30）

福銭 袋入り （OAA1）

21T069

指定不可

\100 〔税込 \110〕

JPN70-30S
日本

21T070
\75 〔税込 \83〕

JPN70-30S
日本

JPN65-25U

21T071
\55 〔税込 \61〕

日本

●材質：アルミ ●重量：3.6g ●本体ｻｲｽﾞ：100×20×8mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×53×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

●材質：アルミ ●重量：3g ●本体ｻｲｽﾞ：80×20×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：65×53×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋

●ｾｯﾄ内容：5円硬貨●重量：4g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：96×60×3mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧袋

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

縁起の良い小槌型えとグッズ。毎年、年末年始の人気商品。

5円とご縁をかけた演技の良い福銭です。
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干支手拭 吊るし飾り柄 寅 （4A3610PE）
21T075

＜干支タオル・
石鹸・入浴剤＞

干支タオル 寅 格子柄 （6J0150PE）
21T077

CHN70-30S

JPN70-30S

干支タオル 寅 ランダム柄 （6J0190PE）
21T076

CHN70-30S

\320 〔税込 \352〕

\240 〔税込 \264〕

●材質：綿100% ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：340×900mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：220×130×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 300個

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT62ｇ●本体ｻｲｽﾞ：860×340mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×130×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：のし柄OPP袋 300
個

おめでたい吊るし飾り柄を干支手拭にアレンジしました。華やかな
デザインをお楽しみください。

かわいい干支柄タオル。

えとミニタオル 寅 （6J0112PE）

迎春石鹸・寅（とら） （CG-221）

21T078

CHN70-30S

21T079

JPN70-30S

\240 〔税込 \264〕

\120 〔税込 \132〕

\200 〔税込 \220〕

日本

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：FT62g●本体ｻｲｽﾞ：340×860mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×130×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

●材質：綿100% ●重量：15g ●本体ｻｲｽﾞ：200×200mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：210×110×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個

●機能：組立式 ●ｾｯﾄ内容：屏風・毛氈・シール・専用豆のし紙●
重量：95g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：48×93×64mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱
100個

[法]化粧品
リラックスのバスタイムにぴったりなかわいい干支のデザインタオ
ルです。

可愛い干支柄のミニタオル。初詣や年始ご挨拶のおともにお使い
ください。

薬用入浴剤 福々湯２P 寅 （6SE02E）

薬用入浴剤 福々湯1P 寅 （6SE01E）

21T080

JPN70-30S

21T081

JPN70-30S

\160 〔税込 \176〕

\80 〔税込 \88〕

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×130×5mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 200個

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：125×100×5mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 400個

［法］医薬部外品

［法］医薬部外品

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。かわいい干支のパッケー
ジ入。

疲れた身体を癒してくれる薬用入浴剤。かわいい干支のパッケー
ジ入。

縁起の良い迎春商品として、挨拶回りや年末年始商戦にぴったり
です。

WEB ウインターナウ２０２１

福来郎 削りタンブラーペア （HK-13）
21T085
\1,200 〔税込 \1,320〕

＜干支・縁起グッズ＞

福寿ペア湯呑 （NO.73）
JPN70-30S

21T087

JPN70-30S
日本

干支カレンダー飾り皿 （C-1）
JPN70-30S

21T086
\850 〔税込 \935〕

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：タンブラー×2●重量：290ｇ ●容量：
310mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ90×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
115×185×108mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 28個

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：皿立●重量：427ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ
210×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：215×215×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧
箱 50個

フクロウは「福が来る」といった縁起がよいものです。そんなフクロ
ウを可愛らしいイラストと、縁起の良い言葉と共にデザインしまし
た。

カレンダーが付いて便利な飾額皿です。

アロマ開運お守りベア 開運招福（さくらの香
り） （AR-44SAKKAI）

お芽でたおちょこ 招き （GD-91401）

21T088

CHN75-35T

21T089A

A/白：赤松

JPN75-35S

\720 〔税込 \792〕

\600 〔税込 \660〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：湯呑×2●重量：325ｇ ●容量：130mL
●本体ｻｲｽﾞ：φ60×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：88×130×65mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個

●材質：ポリエステル ●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：104×65×42mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×110×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋
180個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：おちょこ・ジフィー・種・取説●重量：80ｇ
●本体ｻｲｽﾞ：43×43×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 144個

縁起の良い紅白のペア湯呑です。

優しい香りのベアマスコットです。お守り型のタグ付き。カバンや車
・スマホ・お部屋に。

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培セットです。

お芽でたおちょこ 招き （GD-91402）

お芽でたおちょこ 招き （GD-91403）

鶴亀つめ切り （SN-04）

21T089C C/黄：黒松

21T090

21T089B

B/黒：黒松

JPN75-35S

JPN75-35S

KOR70-30S

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：おちょこ・ジフィー・種・取説●重量：80ｇ
●本体ｻｲｽﾞ：43×43×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 144個

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：おちょこ・ジフィー・種・取説●重量：80ｇ
●本体ｻｲｽﾞ：43×43×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 144個

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ステンレススチール ●重量：45g ●
本体ｻｲｽﾞ：82×16×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×55×25mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：80-18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：
10×50mm

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培セットです。

白磁のおちょこで縁起のいい植物を育てる栽培セットです。

鶴は千年、亀は万年と言われるように古来より鶴と亀は長寿と繁
栄の象徴として縁起物として扱われています。贈り物・ギフトとして
ピッタリなつめ切りです。
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干支湯呑 運勢表付 （C-3）

縁起百福手拭 （4F3350P）
JPN70-30S

21T091

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル
JPN70-30S

21T092

A/ﾎﾝﾉｷﾓﾁ

●材質：陶器 ●ｾｯﾄ内容：運勢表●重量：206ｇ ●容量：180mL ●
本体ｻｲｽﾞ：φ62×88mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×68×68mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 100個

●材質：綿100% ●重量：44g ●本体ｻｲｽﾞ：340×950mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：220×120×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう紙巻き 300個 ●名入
：65-42-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：25×70mm

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

縁起の良い干支の湯呑です。運勢表付き。

幸福の象徴”福”の文字100個を手拭にあしらった「百福手拭」。年
金の記念品や、敬老の記念品にもご使用ください。

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

ちょっとごあいさつ 幸せのふくろうタオル

朱泥干支湯呑1Ｐ （P-215）

薬用入浴剤 招福の湯（3包入） （SK-3P）

B/ｱﾘｶﾞﾄｳ

\300 〔税込 \330〕

JPN80-40S
日本

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

21T094
\250 〔税込 \275〕

JPN78-38U
日本

●材質：磁器 ●重量：146g ●容量：180mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
64×79mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×70×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱
120個 ●名入：90-54-27-100-転写 ●名入ｻｲｽﾞ：40×50mm

\300 〔税込 \330〕

JPN80-40S

\380 〔税込 \418〕

21T093B

日本

21T093A

\400 〔税込 \440〕

21T095
\200 〔税込 \220〕

日本

JPN70-30W
日本

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g×3（弁天の泉・恵比寿の泉・大黒の
泉）●重量：110g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×200×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
たとう式ケース 150個 ●名入：台紙/90-36-12-300-H ●名入ｻｲ
ｽﾞ：30×130mm

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

干支のデザインの湯呑です。

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。

迎春用ラップ20m巻

七ふくさまの福布来 （6M01）

ハッピー カム カム マグネット （HM-15）

21T096
\200 〔税込 \220〕

JPN70-30S
日本

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

21T097

CHN70-30S

21T098

JPN70-30S

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

日本

●材質：ポリエステル100% ●重量：8ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
150×150mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：152×152×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
1000個

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：18g ●本体ｻｲｽﾞ：102×66×0.8mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：102×68×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 400個 ●名入：6018-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×40mm

スマホ・タブレットなどの画面拭きにお使いください。

かわいいデザインがお子様に大人気!外枠は写真フレームで使え
ます。
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クッキングペアーセット（賀春） （KGP-130）
21T099

THA70-30S

干支携帯用アルコール除菌ジェル3ヶ入 （
17-068）
21T100

JPN70-30S

21T101

\130 〔税込 \143〕

\110 〔税込 \121〕

●材質：PE・天然パルプ ●ｾｯﾄ内容：ポリ袋(200×300mm)・キッチ
ンペーパー(220×170mm)各10枚●重量：70ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
90×235×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個 ●名入：箱/70-18-17500-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm

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

日本

21T102

JPN70-30T

JPN70-30T

\80 〔税込 \88〕

台所必需品のポリ袋とキッチンペーパーセット。ポップアップ式で
取り出しやすく便利です。

干支（寅年）ＢＯＸティッシュ４０Ｗ

干支ゴールドウェットティッシュ（寅年）10P

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

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

干支マチ付 フリーザーバッグM3 （17-016）
21T103

JPN70-30S

薬用入浴剤 招福の湯（1包入） （SK-1P）
21T104

JPN70-30U

\95 〔税込 \105〕

\85 〔税込 \94〕

\75 〔税込 \83〕

日本

●材質：パルプ100％ ●重量：79ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
120×220×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個

●材質：PE ●ｾｯﾄ内容：マチ付きフリーザーバッグM×3●重量：
22g ●本体ｻｲｽﾞ：200×125×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：台紙/45-6-17200-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：20×80mm

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤25g（弁天の泉）●重量：38g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻ
ｲｽﾞ：125×100×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 400個 ●名入：
90-36-12-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：20×50mm

[法]医薬部外品
干支・正月商材の生活消耗品としても必須な薄型BOXティッシュ
です。

台所必需品のフリーザパックの干支柄です。

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。

干支カイロミニ1個入（OPP台紙入） （17011）

干支サージカルマスク1枚入 （17-014）

開運招福サージカルマスク1枚入 （17-033
）

21T105
\65 〔税込 \72〕

JPN70-30S
日本

●機能：最高温度69℃・平均温度54℃ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×108×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 480個 ●名入：台紙/45-617-480-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：17×68mm

安心・安全の日本製、クリスマスシーズンのイベントに！

21T106
\45 〔税込 \50〕

CHN70-30S

21T107
ｶﾗｰOK

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

CHN70-30S

\45 〔税込 \50〕
●材質：不織布 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 600個 ●名入：台紙/45-6-17-600-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
30×80mm
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マルチ卓上カレンダー （TS-701A）
21T110
\380 〔税込 \418〕

＜カレンダー・
正月用品＞

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TS300）
21T111B

B/ブラック

\330 〔税込 \363〕

JPN63-23T
日本

JPN70-30S
日本

グリーンエコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TS300）
21T111A

A/ホワイト

\330 〔税込 \363〕

JPN63-23T
日本

●材質：ポリスチレン・紙 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：109g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：187×158×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：187×158×7mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：のし袋(添) 100個 ●名入：ケース下部/40-24-16-100-S ●名
入ｻｲｽﾞ：12×140mm

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体ｻｲｽﾞ：
160×182×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 100個 ●名入：台紙/40-30-18-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×160mm

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

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

3wayマルチカレンダー （TS-821A）

ＤＭサイズカレンダー （TS-521A）

21T112
\300 〔税込 \330〕

JPN65-25V
日本

21T113
\280 〔税込 \308〕

JPN65-25V
日本

●材質：紙 ●機能：裏面/メモスケジュール ●本体ｻｲｽﾞ：
160×182×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 100個 ●名入：台紙/40-30-18-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×160mm

●材質：PP（再生樹脂配合）･紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用 ●ｾｯ
ﾄ内容：取説●重量：39g ●本体ｻｲｽﾞ：128×152×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞｻｲｽﾞ：130×158×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：カード下
部/40-72-16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：12×140mm

●材質：PP(再生樹脂配合）･紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用･定形
郵便94円可 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：
102×154×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×160×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 200個 ●名入：カード下部/40-30-16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：
10×138mm

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

カードを抜かずに倒して書き込みが出来る便利な卓上カレンダー
。

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ダイレクトメ
ールに最適。

3way CDサイズカレンダー （TS-651A）

5連エコカレンダー（Ｂ6サイズ） （TS-500）

干支カレンダー和紙ふぁいる （17-004）

21T114
\280 〔税込 \308〕

JPN65-25V
日本

21T115
\250 〔税込 \275〕

JPN70-30S
日本

21T116
\160 〔税込 \176〕

JPN70-30S
日本

●材質：PP･紙 ●機能：卓上、壁掛け兼用 ●ｾｯﾄ内容：取説●重
量：32g ●本体ｻｲｽﾞ：140×121×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×128×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：カード下部
/40-30-16-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：15×105mm

●材質：紙 ●重量：87ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：160×182×13mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：164×193×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：名入
れカード/0-0-12-100-オンデマンド印刷 ●名入ｻｲｽﾞ：
15×160mm

●材質：和紙 ●重量：32ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：310×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：310×230×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個 ●名入：0-6-17100-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：20×200mm

カードを抜かずに書き込みが出来る卓上カレンダー。ポピュラーな
CDサイズ。

紙リングの卓上カレンダー。使用後はそのまま可燃ごみとして処
分可能。使いやすいB6サイズです。カーボンオフセット付。

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。
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とっても小さなカレンダー （TS-230B）
21T117

指定不可

\135 〔税込 \149〕

JPN73-33U
日本

2022年卓上デルタカレンダー （DE-01）
JPN73-33T

21T118
\110 〔税込 \121〕

日本

DM卓上壁掛けカレンダー （17-001）
JPN70-30S

21T119
\100 〔税込 \110〕

日本

●材質：PP・コート紙135ｋｇ ●機能：卓上 ●ｾｯﾄ内容：ケース・カ
ード（ジャバラ式1枚）・ボールチェーン・取説●重量：7.9g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：53.4×31.5×6.2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×63×6.5mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：名入れカード/40-36-16-500-O ●名
入ｻｲｽﾞ：27×19㎜

●材質：上質紙 ●重量：40g ●本体ｻｲｽﾞ：130×150×60mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×144×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 400個 ●名入：
台紙 /60-60-19-100-O ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm

●材質：紙 ●重量：32ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：170×117×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：PP袋 200個

小さいけれど凄い。卓上でも使えるカレンダー。両面にスタンドが
付き、縦横自由に使えます。使用後はプリクラケースやSDカード
の保護ケースとしても。

インデックスが付いてつかいやすく、先月、翌々月を明記し見やす
くなりました。

DMで送れる2WAYカレンダーです。

ぼかし塗 汁椀ペア(箸付） （2579）

羽子板セット

せいかつかるた （160-039）

21T120

JPN70-30S

21T121

指定不可

JPN70-30S

CHN80-40W

\1,200 〔税込 \1,320〕

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

●材質：木・羽 ●ｾｯﾄ内容：羽子板１枚・羽２個●重量：100ｇ ●本
体ｻｲｽﾞ：羽子板/361×108×8mm・羽/93×35×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：440×130×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 144個

●材質：紙 ●機能：生活のルール、マナー、習慣44種 ●ｾｯﾄ内容
：絵札、文字札各44枚●重量：149ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
147×192×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 48個

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

昔懐かしい羽子板のセットです。

かるた読み上げアプリ無料配信中！

福笑

迎春 祝い箸5膳パック （17-017）

お年玉袋5枚入 （17-024）

21T123
\120 〔税込 \132〕

JPN70-30S
日本

21T124

日本

21T122

\2,500 〔税込 \2,750〕

CHN70-30S

\500 〔税込 \550〕

21T125

指定不可

JPN70-30S

\110 〔税込 \121〕

\40 〔税込 \44〕

日本

●材質：紙 ●重量：55ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：532×385mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：450×180×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 400個

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

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

昔懐かしい福笑い、お正月の定番遊びです。

縁起の良い柄の袋に入った迎春用祝箸です。

WEB ウインターナウ２０２１

招福寅福鈴プレゼント100人用 （KK-6）
CHN75-35S

21T130
\26,000 〔税込 \28,600〕

＜正月イベントセット＞

招福干支寅プレゼント50人用 （KK-2）
21T132

THA75-35S

\17,400 〔税込 \19,140〕

直送品

●ｾｯﾄ内容：特等 寅金彩ケース入1コ・１等 開運寅紅白親子（大）
2コ・2等 干支カレンダー飾り皿3コ・3等 開運寅土鈴（大）4コ・4等
開運寅青磁（豆）5コ・5等 開運寅楊枝入（白、青）10コ・6等 招福鈴
付干支のお守り25コ・抽選くじ50枚・抽選箱・くじ明細表●重量：6ｋ
ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×400×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボー
ル箱 1個

直送品

21T135
\9,000 〔税込 \9,900〕

JPN70-30S
日本

21T131

CHN75-35S

\18,000 〔税込 \19,800〕

直送品

●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福寅福鈴親子1コ・１等 開運寅紅白土鈴
2コ・2等 開運寅金銀土鈴3コ・3等 開運寅みやび鈴（大）4コ・4等
吉祥の寅土鈴（大）8コ・5等 吉祥の寅土鈴（中）10コ・6等 吉祥の
寅土鈴（特小）22コ・7等 招福鈴付干支のお守り50コ・抽選くじ100
枚・抽選箱・くじ明細表●重量：5.8kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
240×400×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

●ｾｯﾄ内容：特等 錦彩招福寅福鈴親子1コ・１等 開運寅紅白土鈴
2コ・2等 開運寅金銀土鈴3コ・3等 開運寅みやび鈴（大）4コ・4等
吉祥の寅土鈴（大）5コ・5等 吉祥の寅土鈴（中）6コ・6等 吉祥の寅
土鈴（特小）11コ・7等 招福鈴付干支のお守り18コ・抽選くじ50枚・
抽選箱・くじ明細表●重量：4.2ｋｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
230×370×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個

縁起の良い干支ものが当たる三角くじセットです。お正月の店頭
イベントや景品にご使用ください。

縁起の良い干支ものが当たる三角くじセットです。お正月の店頭
イベントや景品にご使用ください。

サイコロ出た目の数だけ招福トイレットペー
パー （6955）

特大おみくじ （6435）

JPN88-48U

21T133
\14,700 〔税込 \16,170〕

直送品

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

縁起の良い干支ものが当たる三角くじセットです。お正月の店頭
イベントや景品にご使用ください。

縁起小判付開運招福おみくじBOX100人用
（09753）

招福寅福鈴プレゼント50人用 （KK-7）

21T134

JPN90-50V

\9,800 〔税込 \10,780〕

直送品

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

全身を使って振っておみくじ。

おみくじ抽選セット （CK-3）
21T136
\2,000 〔税込 \2,200〕

福袋
JPN75-35U

日本

21T137
\30 〔税込 \33〕

JPN70-30S
日本

●ｾｯﾄ内容：縁起小判付きおみくじ×100・抽選箱●重量：360g ●
本体ｻｲｽﾞ：79×42×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸

●ｾｯﾄ内容：極大吉3本・大吉6本・中吉9本・小吉12本・末吉70本(
合計100本)・取説●重量：110g ●本体ｻｲｽﾞ：150×6×7mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×100×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

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

縁起物小判とおみくじがセットされた商品。専用のBOX付きで、小
判は5種類、何が入っているかはお楽しみ。お正月のイベントに最
適な人気商品。

再利用可能なおみくじセットです。

お正月の福袋です。

WEB ウインターナウ２０２１

サイコロ出た目の数だけハロウィントイレット
ペーパー （6953）
21T140
\13,800 〔税込 \15,180〕

JPN88-48S
直送品

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

＜ハロウィン＞

21T141

JPN70-30S

\2,500 〔税込 \2,750〕
●材質：アルミ蒸着ナイロン ●機能：ガス容量/約8L ●本体ｻｲｽﾞ
：370×370mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：470×400×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 60個

ハロウィンの定番のパンプキンフェイスの風船です。

ハロウィンデーピロー大袋 （163996）
21T142

アイブレックスバルーン パンプキンフェイス
(5枚)

JPN83-43S

ハロウィンギフトボックス （164139）
21T143

JPN85-45U

パンプキンバケツゴールドカン
21T144

JPN85-45U

★ \1,500 〔税込 \1,620〕

★ \500 〔税込 \540〕

\500 〔税込 \550〕

●ｾｯﾄ内容：キャンディ150コ●重量：800ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
315×230×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 6個

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ63g●本体ｻｲｽﾞ：100×150×45mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：裸 12個 【小麦・落花生】

●ｾｯﾄ内容：菓子詰合せ58ｇ●重量：100ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：φ
85×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 12個 【小麦・落花生】

パンプキン味のキャンディをハロウィン柄の個包装に入れました。

モンスター柄のパッケージにお菓子の詰め合わせです。

ハロウィン柄のバケツ缶にお菓子の詰合せです。

ハロウィンデーパック・ＨＳ

パンプキンこころ （162029）

ハロウィンキャンディ 3個入 （50-022）

21T145

JPN85-45U

21T146

JPN85-45U

21T147

THA80-40S

★ \200 〔税込 \216〕

★ \200 〔税込 \216〕

★ \60 〔税込 \65〕

●ｾｯﾄ内容：キャンディ52ｇ●重量：65ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×100×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 24個

●ｾｯﾄ内容：チョコレートボール15ｇ●重量：25ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
140×100×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙袋 24個 【乳】

●ｾｯﾄ内容：キャンディアソート×3●重量：12ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
110×75×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

かぼちゃとおばけのデザインの袋にキャンディの詰合せです。

ハロウィン柄の、のし袋にチョコボールを入れました。

ハロウィンシーズンのイベントにぴったりのお菓子です。

WEB ウインターナウ２０２１

ぬりえおめん （292-007）
21T148A

A/どうぶつ

ぬりえおめん （292-008）
CHN80-40W

21T148B

B/イベント

らくがきハロウィン貯金箱 （KT-1）
CHN80-40W

21T149A

A/パンプキン

THA70-30S

\800 〔税込 \880〕

\800 〔税込 \880〕

\380 〔税込 \418〕

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：お面にできるぬり絵10枚（切れ込み・折り
目付）●重量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：300×210×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：305×230×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個

●材質：紙 ●ｾｯﾄ内容：お面にできるぬり絵10枚（切れ込み・折り
目付）●重量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：300×210×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：305×230×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 40個

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

ぬりえがおめんに大変身！

ぬりえがおめんに大変身！

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

らくがきハロウィン貯金箱 （KT-2）

らくがきハロウィン貯金箱 （KT-9）

ハロウィン タンブラー （MKH-3）

21T149C C/ハロウィン

21T150

21T149B

B/おばけ

THA70-30S

THA70-30S

JPN70-30S

\380 〔税込 \418〕

\380 〔税込 \418〕

\360 〔税込 \396〕

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

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

●材質：磁器 ●重量：190ｇ ●容量：230mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ
62×115mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：132×68×68mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱
80個

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

陶器の白生地に自由に絵具、クレヨン、油性ペンなどで絵付けが
できます。

楽しいハロウィン柄のタンブラーです。

入浴料 ハッピーハロウィン（ミスティパラダ
イス香り）20g （15798361）

ハッピーハロウィンBOXティッシュ40W

21T151
\150 〔税込 \165〕

JPN50-10Y
日本

直送品

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

21T152

JPN70-30T

\95 〔税込 \105〕
●材質：パルプ100% ●重量：79ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
120×220×34mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 100個

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

ハロウィン気分を盛り上げるBOXティッシュです。

WEB ウインターナウ２０２１

フェイクファーカバーのゲルクッション （
60038）
21T155

＜あったかグッズ＞

ホット＆アイスショルダーピロー （FA-02LA
）
21T156B

B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ(ﾌﾞﾙｰ)

CHN75-35T

CHN70-30S

ホット＆アイスショルダーピロー （FA-02RO
）
21T156A

A/ﾛｰｽﾞ(ﾚｯﾄﾞ)

CHN75-35T

\2,800 〔税込 \3,080〕

\1,700 〔税込 \1,870〕

●材質：ポリエステル・ＰＶＣ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：1140g ●本
体ｻｲｽﾞ：420×370×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：425×370×45mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 12個

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

二重ハニカム構造のゲルクッションによる効率の良い体圧分散と
肌触りにこだわった、ふわっと柔らかなフェイクファーで寒い季節も
快適な座り心地。

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

ホット＆アイスショルダーピロー （FA-02LF
）

あったかネックピロー （JA-14ROBOM）

21T156C C/ﾗﾌﾗﾝｽ(ｵﾚﾝｼﾞ)

21T157A

CHN75-35T

A/ﾛｰｽﾞの香り

JPN75-35T

\1,700 〔税込 \1,870〕

\1,700 〔税込 \1,870〕

\1,250 〔税込 \1,375〕

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

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

●材質：表面：綿100％・裏面：フリース生地/ポリエステル100％
●ｾｯﾄ内容：カイロ×2●重量：84g ●本体ｻｲｽﾞ：653×74×17mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：277×129×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名
入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

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

優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心地よい温か
さで心も体もリラックス！

あったかネックピロー （JA-14FRPIC）

あったかネックピロー （JA-14LABLW）

フェイスガード付きネックウォーマー

21T157C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

21T158A

21T157B

B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

\1,250 〔税込 \1,375〕

JPN75-35T
日本

\1,250 〔税込 \1,375〕

JPN75-35T
日本

A/ブラック

日本

CHN80-40S

\980 〔税込 \1,078〕

●材質：表面：綿60％、レーヨン40％・裏面：フリース生地/ポリエ
ステル100％ ●ｾｯﾄ内容：カイロ×2●重量：84g ●本体ｻｲｽﾞ：
653×74×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：277×129×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ポリ袋 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm

●材質：表面：綿100％・裏面：フリース生地/ポリエステル100％
●ｾｯﾄ内容：カイロ×2●重量：84g ●本体ｻｲｽﾞ：653×74×17mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：277×129×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名
入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心地よい温か
さで心も体もリラックス！

優しい香りのあったかネックピローです。首に巻いて心地よい温か
さで心も体もリラックス！

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

WEB ウインターナウ２０２１

フェイスガード付きネックウォーマー
21T158B

B/ネイビー

CHN80-40S

フェイスガード付きネックウォーマー

アロマ ホット&アイスアイピロー （JA12ROBOM）

21T158C C/ベージュ

21T159A

CHN80-40S

A/ﾛｰｽﾞの香り

JPN75-35T

\980 〔税込 \1,078〕

\980 〔税込 \1,078〕

\800 〔税込 \880〕

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

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

●材質：表面：綿100％・裏面：リボン/ポリエステル ●重量：118g
●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外装/458-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

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

温めたり、冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心を癒すア
イピローです。

アロマ ホット&アイスアイピロー （JA12FRPIC）

アロマ ホット&アイスアイピロー （JA12LABLW）

あったかカイロポーチ （JA-13ROBOM）

21T159C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

21T160A

21T159B

B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

\800 〔税込 \880〕

JPN75-35T
日本

\800 〔税込 \880〕

JPN75-35T
日本

A/ﾛｰｽﾞの香り

\750 〔税込 \825〕

日本

JPN75-35T
日本

●材質：表面：綿60％、レーヨン40％・裏面：リボン/ポリエステル
●重量：118g ●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外装/458-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：表面：綿100％・裏面：リボン/ポリエステル ●重量：118g
●本体ｻｲｽﾞ：90×220×14mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
237×117×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外装/458-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：表面：綿100％・裏面(フリース生地)：ポリエステル ●ｾｯﾄ
内容：使い捨てカイロ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：150×92×17mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：217×125×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名
入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

温めたり、冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心を癒すア
イピローです。

温めたり、冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心を癒すア
イピローです。

寒い冬、冷えた手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで心も体も
リラックスさせてくれるカイロ袋です。使い捨てカイロ(1個)付き。

あったかカイロポーチ （JA-13FRPIC）

あったかカイロポーチ （JA-13LABLW）

抗菌ネックウォーマー （7562）

21T160C C/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

21T161

21T160B

B/ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁﾉ香ﾘ

\750 〔税込 \825〕

JPN75-35T
日本

\750 〔税込 \825〕

JPN75-35T
日本

CHN65-25S

\430 〔税込 \473〕

●材質：表面：綿60％、レーヨン40％・裏面(フリース生地)：ポリエ
ステル ●ｾｯﾄ内容：使い捨てカイロ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：
150×92×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：217×125×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
ポリ袋 96個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：
15×35mm

●材質：表面：綿100％・裏面(フリース生地)：ポリエステル ●ｾｯﾄ
内容：使い捨てカイロ●重量：50g ●本体ｻｲｽﾞ：150×92×17mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：217×125×19mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 96個 ●名
入：外袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル ●重量：88ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：270×225mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×270×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

寒い冬、冷えた手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで心も体も
リラックスさせてくれるカイロ袋です。使い捨てカイロ(1個)付き。

寒い冬、冷えた手や体をぽかぽか温めて、優しい香りで心も体も
リラックスさせてくれるカイロ袋です。使い捨てカイロ(1個)付き。

抗菌仕様のフリースネックウォーマー。ネックウォーマー＆帽子の
2WAYタイプ。

WEB ウインターナウ２０２１

フリースイヤーマフ （7282）
21T162

指定不可

タッチ手袋 （7097）
CHN65-25S

21T163

指定不可

入浴料 ラグジュアリー ウィズバス（ホットバ
ス）20g （15798302）
CHN70-30S

21T164

JPN50-10Y

\320 〔税込 \352〕

\280 〔税込 \308〕

\150 〔税込 \165〕

日本

●材質：ポリエステル・ステンレス ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：耳あ
て部分/Φ117mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×193×95mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ポリ袋 80個

●材質：ポリエステル・アクリル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：29g ●
本体ｻｲｽﾞ：200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×135×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：ポリ袋 300個

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

直送品

[法]化粧品

貼るくつ下用 ぬくポン ２足入 （H-5015）
21T165

JPN75-35S

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。

ミネラル分を豊富に含んだヒマラヤ岩塩（整肌成分）配合で肌のキ
メを整え、ハリを与えます。ホッとする贅沢なバスタイムを。

貼るぬくポン ３個入 （H-5013）

貼るぬくポン（ミニ） ３個入 （H-5014）

21T166

JPN75-35S

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：58g ●本体ｻｲｽﾞ：96×70×5mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：162×115×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付PP袋 120個

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

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

寒い冬は足元からあたためましょう。

スポーツ・レジャー・足腰の保温に。

スポーツ・レジャー・足腰の保温に。

カイロレギュラー1P（PP台紙入） （17-037）

カイロミニ1P（PP台紙入） （17-038）

\90 〔税込 \99〕

JPN70-30S
日本

21T169
\65 〔税込 \72〕

JPN70-30S
日本

●重量：52g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×128×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
240個 ●名入：台紙/45-7-17-240-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：
25×88mm

●重量：21g ●本体ｻｲｽﾞ：130×108×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×108×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 480個 ●名入：台紙/45-717-480-刷込 ●名入ｻｲｽﾞ：17×68mm

冬のノベルティの定番！バラまき販促に最適です。

冬のノベルティの定番！バラまき販促に最適です。

\170 〔税込 \187〕

JPN75-35S

\195 〔税込 \215〕

21T168

日本

21T167

\195 〔税込 \215〕

日本

WEB ウインターナウ２０２１

ツインバード 温度センサー付サーキュレー
ター （KJ-4998W）
CHN75-35S

21T175

＜冬の生活雑貨＞

火鍋風仕切り鍋26cm （KS-2926）
JPN70-30S

21T177

ベアマックス コンパクト セラミックヒーター
（MH-223）
CHN78-38U

21T176

\15,000 〔税込 \16,500〕

\6,980 〔税込 \7,678〕

●材質：ABS・難燃ABS・PP ●機能：コード長1.8m・羽根径18cm・
風量切替（弱/中/強）・モード切替（部屋干しモード/冷房時モード
/暖房時モード/モード設定無し）・首振り（切/入）・チャイルドロック
（入/切）・オフタイマー（2/4/6時間）・前グリル、羽根取外可 ●ｾｯﾄ
内容：取説・保証書●重量：2.7kg ●電源：AC100V-50W/45W（
50/60Hz） ●本体ｻｲｽﾞ：290×220×330mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
270×350×320mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 4個

●材質：ABS・PP ●機能：人感センサー・転倒時自動電源オフ ●
ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.6ｋｇ ●電源：AC100V800W/400W ●本体ｻｲｽﾞ：140×216×335mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
182×273×360mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

温度センサーで室温を検知し、最適な風量で自動運転。部屋干し
の乾燥時間短縮に役立つ部屋干しモードを搭載しています。

人の動きをセンサーがキャッチして自動ですぐに暖かくなる人感セ
ンサー搭載で安心。消し忘れの心配なし。電気代の節約に!

ツインバード パーソナル加湿器 （SK4974W）

超音波美顔器 麗ミスト （COB-250）

CHN75-35U

21T178

CHN70-30S

21T179

\6,500 〔税込 \7,150〕

\4,000 〔税込 \4,400〕

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：アルミニウム合金・ステンレス・強化ガラス・PP ●ｾｯﾄ内
容：取説●重量：1.8kg ●容量：4.3Ｌ ●本体ｻｲｽﾞ：Φ260×85mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：280×280×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 8個

●材質：PP ●機能：加湿時間約8時間・アロマトレー・空焚き防止
・給水ランプ ●ｾｯﾄ内容：アロマトレー・取説・保証書●重量：950g
●容量：タンク/1.2L ●電源：AC100V-130W ●本体ｻｲｽﾞ：
215×140×225mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：225×150×235mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 8個 ●名入：90-180-32-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：
20×40mm

●材質：ABS・PC・PP ●ｾｯﾄ内容：じょうご・USBコード・取説・保証
書●重量：110g ●容量：タンク/約25mL ●電源：USB（添） ●本体
ｻｲｽﾞ：38×38.5×147mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×39×159mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：130-84-22-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：
15×15mm

[法]PS-Eマーク
ひとつの鍋でふたつの料理が可能な仕切り付き鍋です。

コンパクトな省スペース設計で、いつでも側に置いておきたいパー
ソナル加湿器です。

微粒子ミストがお肌にうるおいをプラス。メイクの上からも使えます
。自宅で、オフィスで、外出先で、乾燥が気になる時にいつでも手
軽に使用できます。

アロマシューズキーパー （MC-04FR）

アロマシューズキーパー （MC-04GR）

アヒージョ （G-766）

21T180A

A/ミケネコ

CHN75-35T

21T180B

B/サバトラ

CHN75-35T

21T181A

A/柿

JPN70-30S

\2,000 〔税込 \2,200〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

\1,700 〔税込 \1,870〕

日本

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

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

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

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

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

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

WEB ウインターナウ２０２１

アヒージョ （G-767）
21T181B

B/からし

\1,700 〔税込 \1,870〕

アヒージョ （G-768）
JPN70-30S
日本

21T181C C/よもぎ
\1,700 〔税込 \1,870〕

レンジでひとり用鍋 （KB-700）
JPN70-30S
日本

21T182
\550 〔税込 \605〕

JPN70-30S
日本

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

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

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

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

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

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

WEB ウインターナウ２０２１

ツインバード ホームベーカリー （PYE635W）
21T186

＜ステイホーム
グッズ＞

多用途おでん鍋 ふるさとのれん （KS2539）
21T188

JPN65-25S

CHN75-35S

ツインバード フットタタキトントン （EM2706BL）
CHN75-35U

21T187

\15,000 〔税込 \16,500〕

\15,000 〔税込 \16,500〕

●材質：PP・ガラス・アルミ（フッ素加工） ●機能：食パン1斤、1.5
斤対応・タイマー15時間・電源コード長1.4m ●ｾｯﾄ内容：計量カッ
プ・計量スプーン・羽根とり棒・ガイドシート・取説・保証書●重量：
4.2kg ●電源：AC100V-450W ●本体ｻｲｽﾞ：350×240×280mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×395×355mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 2個

●材質：PP・PVC・PET・シリコンゴム ●機能：連続使用時間15分・
タタキコース8種類・オートオフ（15分）・強さ切替（強、弱） ●ｾｯﾄ内
容：取説・保証書●重量：2.4kg ●電源：AC100V-19/14W ●本体
ｻｲｽﾞ：295×350×160mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×370×335mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個

[法]PS-Eマーク

[法]医療機器認証番号220AGBZX00101A01 [法]PS-E
マーク

標準1斤と大きめ1.5斤対応。人気のもち、焼きいも、甘酒モード搭
載。15時間タイマーで毎朝焼きたてが食べられます。

体の縮図と言われる足の裏を強力マッサージ。8つのタタキパター
ンで心地よくほぐします。足の裏はもちろんふくらはぎにも使えま
す。

小型天体望遠鏡 スカイウォーカー （SW-0
）

ホームプラネタリウム スターサテライト 回転
式 （147099）

21T189

CHN70-30U

CHN75-35U

21T190

\10,000 〔税込 \11,000〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

●材質：アルミニウム合金・ステンレス・桐材 ●ｾｯﾄ内容：木枠（中
国）・木蓋×2（中国）・内鍋・目皿・仕切り・取説・保証書●重量：
2.63kg ●容量：6.5L ●電源：AC100V-1200W ●本体ｻｲｽﾞ：
387×280×138mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：440×340×200mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：段ボール箱 6個

●材質：光学レンズ・ABS・アルミ ●機能：倍率18倍、28.8倍、90倍
・屈折式・焦点距離360mm・対物レンズ径50mm ●ｾｯﾄ内容：伸縮
三脚・接眼レンズ×3・ファインダー・取説・保証書●重量：鏡筒
/340g・伸縮三脚/550g ●本体ｻｲｽﾞ：鏡筒/80×80×340mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：445×110×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

●材質：ABS ●機能：投影恒星数（北天）/316個（1～4等星、星座
名、星座ライン入り）・光源/LED・回転式/約40分で一回転・連続
作動時間/12時間・最大投影距離/約2.5m ●ｾｯﾄ内容：取説・保証
書●重量：350g ●電源：単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
165×175×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×180×180mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 24個 ●名入：160-180-92-300-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ
50mm

[法]PS-Eマーク
おでんだけでなく煮る、ゆでる、蒸す、焼く、炒めるの1台5役。オー
ルシーズン使用できる鍋です。

対物レンズ有効径50mmの屈折式望遠鏡。正立プリズムも同梱さ
れており、地上観測にもお使いいただけます。

ツインバード シートマッサージャー （EM2546BL）

プレミアムファイバー快適枕 （30665）

21T191

CHN75-35S

21T192

CHN70-30S

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）
21T193A

A/ブラウン

CHN75-35U

\8,000 〔税込 \8,800〕

\5,800 〔税込 \6,380〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

●材質：外皮/ポリエステル、内部/ウレタンスポンジ・リモコン
/ABS ●機能：タイマー 10分（オートオフ） ・電源スイッチ/切、弱、
強・マッサージ部位選択スイッチ/もも、腰、背中・コード長/2.5m
●ｾｯﾄ内容：ACアダプター・取説・保証書●重量：1.3kg ●電源：
AC100V-8W ●本体ｻｲｽﾞ：50×470×900mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
90×450×510mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 6個 ●名入：コントロー
ラー/90-240-32-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm

●材質：ポリエステル・PE ●機能：丸洗い可 ●ｾｯﾄ内容：メッシュ
カバー・取説●重量：785g ●本体ｻｲｽﾞ：500×365×110mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：510×370×110mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
50×400×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×450×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：段ボール箱 6個

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

[法]医療機器認証番号228AGBZX00079000 [法]PS-Eマ
ーク
バネのような構造のファイバーを使用。頭部と首を支えるウェーブ
形状。通気性の良いメッシュカバー付き。丸洗いOKです。

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。

WEB ウインターナウ２０２１

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）
21T193B

B/レッド

CHN75-35U

ホームプラネタリウム スターサテライト ホワ
イト （147098）
CHN80-40V

21T194

ドリテック ホットサンドメーカー （SM100WT）
CHN65-25S

21T195

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
50×400×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×450×340mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：段ボール箱 6個

●材質：ABS ●機能：投影恒星数（北天）/316個（1～4等星、星座
名、星座ライン入り）・光源/LED・連続作動時間/24時間・最大投
影距離/約2.5m ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：300g ●電源：単3×3（
別） ●本体ｻｲｽﾞ：165×175×170mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×180×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 24個 ●名入：160-18092-300-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ50mm

●材質：PF・アルミニウム合金 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：
1060g ●電源：AC100V ●本体ｻｲｽﾞ：137×223×97mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：175×125×265mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

[法]医療機器認証番号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。

チーズ&チョコレートフォンデュセット （
4209346）
21T196

CHN65-25U

材料を挟むだけのかんたん調理！プレートは取り外して洗えます
。本体にコードを巻き付けてスッキリ収納！

ドリテック 体脂肪計 クラベールプラス （
BS-247WT）
21T197A

A/ﾎﾜｲﾄ

CHN70-30S

ドリテック 体脂肪計 クラベールプラス （
BS-247PK）
21T197B

B/ﾋﾟﾝｸ

CHN70-30S

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

●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 ●本体ｻｲｽﾞ：
121×165×67mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：286×184×124mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：化粧箱 12個

●材質：ABS・強化ガラス・ステンレス・シリコン ●機能：体重・体
脂肪率・BMI・目標体重・オートパワーオフ・バックライト・5人メモリ
ー ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.5kg ●電源：モニター単
4×4（内） ●本体ｻｲｽﾞ：245×280×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
269×307×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 ●名入：110-300-23100-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×100mm

●材質：ABS・強化ガラス・ステンレス・シリコン ●機能：体重・体
脂肪率・BMI・目標体重・オートパワーオフ・バックライト・5人メモリ
ー ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.5kg ●電源：モニター単
4×4（内） ●本体ｻｲｽﾞ：245×280×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
269×307×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 ●名入：110-300-23100-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×100mm

ドリテック 体脂肪計 クラベールプラス （
BS-247BK）

タイマー機能付きＬＥＤライト オーキッドグ
ラス

タイマー機能付きＬＥＤライト オーキッドグ
ラス

21T197C C/ﾌﾞﾗｯｸ

21T198A

ホームパーティーなどご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。

CHN70-30S

A/ピンク

CHN73-33U

21T198B

B/ラベンダー

CHN73-33U

\5,000 〔税込 \5,500〕

\3,980 〔税込 \4,378〕

\3,980 〔税込 \4,378〕

●材質：ABS・強化ガラス・ステンレス・シリコン ●機能：体重・体
脂肪率・BMI・目標体重・オートパワーオフ・バックライト・5人メモリ
ー ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：1.5kg ●電源：モニター単
4×4（内） ●本体ｻｲｽﾞ：245×280×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
269×307×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 6個 ●名入：110-300-23100-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×100mm

●材質：ポリエステル・ガラス・ＡＢＳ ●機能：タイマー ●ｾｯﾄ内容：
取説・保証書●重量：480g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
240×110×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×110×240mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 12個

●材質：ポリエステル・ガラス・ＡＢＳ ●機能：タイマー ●ｾｯﾄ内容：
取説・保証書●重量：480g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
240×110×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×110×240mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 12個

1本立ちの胡蝶蘭が可憐に美しく光ります。花器のグラス部分から
もほんのりした間接照明のようにライトアップされ暗闇の中に美し
く浮かび上がります。

1本立ちの胡蝶蘭が可憐に美しく光ります。花器のグラス部分から
もほんのりした間接照明のようにライトアップされ暗闇の中に美し
く浮かび上がります。

WEB ウインターナウ２０２１

タイマー機能付きＬＥＤライト オーキッドグ
ラス

アロマデフューザー エアリナ プラス （RZ401）

21T198C C/ホワイト

21T199

CHN73-33U

CHN70-30S

ツインバード シートマッサージャー S （EM2535BL）
CHN75-35S

21T200

\3,980 〔税込 \4,378〕

\3,500 〔税込 \3,850〕

\3,500 〔税込 \3,850〕

●材質：ポリエステル・ガラス・ＡＢＳ ●機能：タイマー ●ｾｯﾄ内容：
取説・保証書●重量：480g ●電源：単3×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
240×110×290mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×110×240mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 12個

●材質：ABS・PC・PP・シリコーンゴム ●機能：パーソナル ●ｾｯﾄ
内容：USBケーブル・吸水フィルター×2・アロマシート×4・アロマ
オイル・取説・保証書●重量：334g ●容量：タンク/300mL ●電源
：USB ●本体ｻｲｽﾞ：φ130×104.6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
135×135×145mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：130-84-22100-P ●名入ｻｲｽﾞ：40×10mm

●材質：本体外皮/ポリエステル・スイッチケース/ABS ●機能：連
続、ウェーブ振動・強弱切替・10分オートオフ ●ｾｯﾄ内容：ACアダ
プター・取説・保証書●重量：650g ●電源：AC100V-3W ●本体ｻ
ｲｽﾞ：50×450×440mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：220×510×90mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 ●名入：90-300-32-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×50mm

[法]医療機器認証番号220AGBZX00098000 [法]PS-Eマ
ーク
1本立ちの胡蝶蘭が可憐に美しく光ります。花器のグラス部分から
もほんのりした間接照明のようにライトアップされ暗闇の中に美し
く浮かび上がります。

超音波加湿でアロマの香りを拡散し、リフレッシュされた心地よい
空間を。

折りたためば腰枕スタイルでも使えるシートマッサージャーです。

おもろいたこやきワイワイゲーム （KS2528）

3Dフラワー口金8pcs （SJ2549）

キングリバーシ （058346）

JPN75-35S

21T201

CHN68-28U

21T202

21T203

CHN93-53V

\3,000 〔税込 \3,300〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

\2,500 〔税込 \2,750〕

●材質：耐熱PP・アルミニウム合金 ●機能：サーモスタット固定式
●ｾｯﾄ内容：油引（中国）・ピック×5（中国）・取説・保証書●重量：
1.1kg ●電源：AC100V-650W ●本体ｻｲｽﾞ：235×260×68mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：265×240×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 16個 ●名入：
90-156-17-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×100mm

●材質：18-8ステンレス ●ｾｯﾄ内容：口金×8・アダプター・絞り袋
×3・取説●重量：190g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ30×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：43×144×190mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付化粧箱 48個

●材質：ABS・PP・PS・スチール・マグネット ●機能：対象年齢6歳
以上 ●ｾｯﾄ内容：ゲーム盤・リバーシ駒×64・取説●重量：356g
●本体ｻｲｽﾞ：250×258×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
255×135×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

顔&ハチマキのついたタコ焼きが焼けるタコ焼き器です。

クリームを入れて絞るだけでデコフラワーができます!バラやチュー
リップや縁飾りでケーキをデコレーション。

折りたたみ式ゲーム盤とマグネット付駒で、遊びやすさと収納性に
優れたリバーシセット。

粒わた入りウオッシャブル ホテル仕様まくら
（SEP2509001 W）

粒わた入りウオッシャブル ホテル仕様まくら
（SEP2509001 BR）

バランス&ツイストボード キュキュ （HH13000）

[法]PS-Eマーク

21T204A

A/ﾎﾜｲﾄ

CHN80-40S

21T204B

B/ﾌﾞﾗｳﾝ

CHN80-40S

21T205

JPN70-30S

\2,500 〔税込 \2,750〕

\2,500 〔税込 \2,750〕

\2,500 〔税込 \2,750〕

日本

●材質：側地/ポリエステル100%・中綿/ポリエステル100%（粒わた
） ●重量：930g ●本体ｻｲｽﾞ：350×500mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
320×535×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

●材質：側地/ポリエステル100%・中綿/ポリエステル100%（粒わた
） ●重量：930g ●本体ｻｲｽﾞ：350×500mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
320×535×105mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個

●材質：ABS・PP・鉄 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：1049g ●本体ｻｲｽﾞ
：325×325×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：328×328×78mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：化粧箱 14個

高級ホテルの優雅な眠りをご家庭でも。ポリエステルわたに特殊
加工を施し、へたりにくく、クッション性があります。軽量でボリュー
ム感もあります。

高級ホテルの優雅な眠りをご家庭でも。ポリエステルわたに特殊
加工を施し、へたりにくく、クッション性があります。軽量でボリュー
ム感もあります。

遊び感覚で楽しくシェイプアップ。場所を取らず、1台で6役のマル
チ健康ボード。
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エアーパンチングバッグ

木製パズル タングラム （065832）
CHN70-30S

21T206

21T207

CHN90-50S

アロマうたた寝ピロー （MC-05FR）
21T208A

A/ミケネコ

CHN75-35T

\2,500 〔税込 \2,750〕

\1,680 〔税込 \1,848〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

●材質：ＰＶＣ ●ｾｯﾄ内容：エアーポンプ・取説●本体ｻｲｽﾞ：Φ
650×1600mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：170×90×370mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 18個

●材質：木 ●機能：対象年齢6才以上 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
120g ●本体ｻｲｽﾞ：150×119×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
150×120×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：ポリエステル ●機能：フレッシュピーチの香り ●重量：
104g ●本体ｻｲｽﾞ：260×150×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
310×225×91mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 32個 ●名入：外
袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

倒しても起き上がるパンチバッグでストレス発散に役立ちます。

脳の健康維持を意識して、脳の若返りを目指すアクティブシニア
のためのパズル・エクササイズ。

少し疲れた時、うたた寝ピローでひと休み。優しい香りでリラックス
＆リフレッシュ。

アロマうたた寝ピロー （MC-05GR）

アロマうたた寝ピロー （MC-05RO）

明治ミルクチョコレートパズル （047210）

21T208C C/黒ネコ

21T209

21T208B

B/サバトラ

CHN75-35T

CHN75-35T

PHI90-50S

\1,500 〔税込 \1,650〕

\1,500 〔税込 \1,650〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：ポリエステル ●機能：グレープフルーツの香り ●重量：
104g ●本体ｻｲｽﾞ：260×150×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
310×225×91mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 32個 ●名入：外
袋/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル ●機能：ローズの香り ●重量：104g ●本体
ｻｲｽﾞ：260×150×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：310×225×91mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋 32個 ●名入：外袋/45-8-16-3000-L ●
名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ABS・PS・紙 ●重量：150g ●本体ｻｲｽﾞ：
95×165×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×170×17mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 48個

少し疲れた時、うたた寝ピローでひと休み。優しい香りでリラックス
＆リフレッシュ。

少し疲れた時、うたた寝ピローでひと休み。優しい香りでリラックス
＆リフレッシュ。

明治の板チョコそっくりのパズル。正方形5個をつなぎ合わせた12
ピースを、ケースにピッタリ戻せますか？
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ずわいがにしゃぶポーション500g
JPN00-60V

21T211
★ \10,000 〔税込 \10,800〕

直送品

●ｾｯﾄ内容：約500g（しゃぶしゃぶタレ付き）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
223×169×62mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 1個 【小麦・かに】

＜年末年始食品＞

京都 モリタ屋 国産牛 バラ・モモ 焼肉用
400g
21T213
★ \6,500 〔税込 \7,020〕

JPN93-53V
日本

直送品

●ｾｯﾄ内容：牛肉400g（バラ、モモ）●重量：750g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
253×187×77mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

岡﨑精肉店 近江牛すき焼き用 400g
21T212
★ \7,000 〔税込 \7,560〕

JPN93-53V
日本

直送品

●ｾｯﾄ内容：牛肉400g（モモ、バラ）●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
227×315×73mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個

本ずわいがにを素早く加工し、急速冷凍でカニの旨みを凝縮。か
にふゃぶ・天ぷら・蟹ステーキ…など、幅広くお使いいただけます｡

紀州うす塩梅 至宝 20粒 （1310203）
JPN90-50W

21T214
★ \5,500 〔税込 \5,940〕

日本

直送品

●ｾｯﾄ内容：1粒20ｇ×20●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：320×240×50mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ：化粧箱 6個

愛媛 甘とろ豚しゃぶしゃぶセット
21T215

JPN98-58V

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

直送品

●ｾｯﾄ内容：ロース、モモ、肩、バラ570g・ポン酢20g×3・ごまだれ
40g×2●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×270×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール
箱 1個 【小麦】

※１梱未満は税抜８００円の送料が別途必要になります
。

宮崎牛 すきやき肉 （SC-370）
21T216
★ \5,000 〔税込 \5,400〕

JPN00-60U
日本

直送品

梅の本場、紀州みなべ町の自家農園と契約農家から厳選した南
高梅を完熟生梅の風味を引き出すため、塩分を5%まで抑えフルー
ティーな味わいに仕上げました。

国内高品質の肉質を目指し、長年の研究のすえ完成したブランド
豚は、柔らかさ、ジューシーさ、脂身の美味しさの三要素が揃った
肉質に仕上がりました。

博多華味鳥 水たきセット

ずわい蟹爪 300g （430058）

21T217
★ \5,000 〔税込 \5,400〕

JPN03-63V
日本

直送品

21T218
★ \5,000 〔税込 \5,400〕

JPN00-60V
直送品

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

●ｾｯﾄ内容：水たきスープ600g×2・華味鳥切り身450g・華味鳥つく
ね200g・博多ぽん酢220mL・柚胡椒30g・ちゃんぽん麺180g×2●
重量：2.5kg ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：260×190×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧
箱 【卵・小麦】

●ｾｯﾄ内容：ずわい蟹爪300g●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×170×60mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白段ボール箱 1個 【かに】

宮崎県の温暖な気候で大切に育てられた宮崎牛は、肉質が良い
ことで定評のあるブランド牛です。脂身が少なく、あっさりとした味
わいが魅力のもも肉をすきやき用にスライスしてお届けします。

本場博多の水炊きをご家庭で！博多中洲の「水たき料亭博多華
見鳥」の吟味されたスープ素材をお楽しみいただけます。

ずわい蟹の蟹爪を食べやすい様むいて冷凍してお届けします。
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北海道・十勝ローストビーフ （410020）
21T219

JPN98-58V

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

直送品

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット （FSV-51）
21T220

JPN05-65V

★ \5,000 〔税込 \5,400〕

直送品

仙台名産牛たんカレー・シチュー&キャンベ
ルスープセット （CAB-30）
AUS95-55V

21T221
★ \3,000 〔税込 \3,240〕

●ｾｯﾄ内容：ローストビーフ500g・たれ20g×3●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×120×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：発送用段ボール箱 1個 【小麦】

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

●ｾｯﾄ内容：牛たんカレー、牛たんシチュー各250ｇ・キャンベル濃
縮缶スープ×2（コーンポタージュ、クラムチャウダー各305ｇ）●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：255×377×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 8個 【乳・小麦
】

北海道牛のもも肉を使用し、香辛料を加え調味加工しました。肉
の中心部まで通熱しているのでスライスしてそのまま食べられま
す。

守り伝えられた伝統の技を用い、丹念に造り上げました。

お手軽に楽しめる贅沢なカレーとスープのセットです。

伊藤ハム 伝承献呈ギフトセット （FSC-31）

ベジスープ モナカ 10A

本田商店 出雲なまそば

21T222

JPN05-65S

★ \3,000 〔税込 \3,240〕

直送品

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

讃岐うどん信州そば詰合せ （KUS-10）
21T225
★ \1,000 〔税込 \1,080〕

JPN68-28Y
日本

●ｾｯﾄ内容：うどん50g、そば50ｇ各4束●重量：400g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：206×185×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【小麦・そば】

21T223
★ \1,000 〔税込 \1,080〕

JPN83-43V
日本

JPN03-63V

21T224
★ \3,600 〔税込 \3,888〕

直送品

●ｾｯﾄ内容：スープ最中×3（コーンポタージュ、かぼちゃスープ、ト
マトスープ）●重量：137g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：100×285×60mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 【乳・小麦】

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

かわいらしい「めでたい」カタチの最中の中にコーンポタージュ、か
ぼちゃ、トマトの3つの美味しさをぎゅっと詰め込みました。

国内産の玄そばを丁寧に自家製粉し、挽き立てのそば粉でつくる
「なまそば」。色が黒く、風味豊かで喉ごしの良い幅広麺の素朴な
味わいが楽しめます。

信州そば （SS-10）

年明けうどん （MEA-50）

21T226
★ \1,000 〔税込 \1,080〕

JPN68-28V
日本

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

21T227
★ \500 〔税込 \540〕

JPN70-30S
日本

●ｾｯﾄ内容：うどん150g×2●重量：380g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
253×150×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 【小麦】

年明けに縁起を担いで食べる、ということで人気のうどんです。
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紅白うどん （ASU-3）
21T228
★ \300 〔税込 \324〕

招福 梅茶 （SF-25）
JPN70-30U
日本

純金茶 （J-15）
JPN80-40U

21T229
★ \250 〔税込 \270〕

日本

21T230

JPN80-40S

★ \150 〔税込 \162〕

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

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

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

讃岐うどんと南高梅うどんの色鮮やかな詰合せです。

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

高級感ある金箔入りのお茶です。

開運純金茶 （UOT-JUN-0070）

招福 ふく茶 煎茶2P （SFY-10）

函館ふうげつどう ライチフロマージュ （4）

21T231
★ \130 〔税込 \140〕

JPN80-40S
日本

JPN75-35S

21T232
★ \100 〔税込 \108〕

日本

21T233

JPN00-60V

★ \4,500 〔税込 \4,860〕

直送品

●ｾｯﾄ内容：梅昆布茶2g×2包●重量：21g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
100×140×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：サック箱 100個

●ｾｯﾄ内容：煎茶ティーバッグ5g×2・おみくじ・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽ
ﾞ：138×125×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 100個

●重量：250ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：4号 ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×175×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 1個 【卵・乳・小麦】

華やかなパッケージが開運を後押しします。

香味、色合いをバランス良く仕上げたティーバッグ入りの煎茶です
。おみくじ付きです。

ムース仕立てのライチフロマージュ。中はフランボワーズのジュレ
でアクセントをつけました。そこの生地はサクサク食感のダックワ
ーズを使用。

富山 御菓蔵 手焼きかきもち 菓蔵 三段重

まるごとみかん大福8個入

坂井宏行のこだわり洋菓子 フルール 洋菓
子18個入り （6380）

21T234
★ \4,200 〔税込 \4,536〕

JPN08-68P
直送品

●ｾｯﾄ内容：豆かきもち、えびかきもち、青磯かきもち、醤油かきも
ち、ざらめかきもち、のり巻各5・紫の物語×10・昆布棒×18●重
量：1270g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：270×240×185mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧
箱 【卵・乳・小麦・えび】

21T235
★ \3,650 〔税込 \3,942〕

JPN08-68V
直送品

●ｾｯﾄ内容：まるごとみかん大福約55ｇ×8●重量：約564ｇ ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：285×172×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 1個 【卵・小麦】

21T236
★ \3,000 〔税込 \3,240〕

JPN00-60V
日本

直送品

●ｾｯﾄ内容：チーズタルト×3・アップルパイ×3・オレンジケーキ
×3・フルーツケーキ×3・ガレットブルトンヌ×6●重量：900g ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：280×310×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個 【卵・乳・
小麦】

※2梱未満は1個口につき税込990円の送料が別途必要
となります。
北アルプスの伏流水を使用し丹念に焼き上げた素焼きのかきもち
です。歯ざわり、香りともにすぐれた味をご賞味ください。

上質なみかんをまるごとお楽しみ戴ける逸品です。みかんをほん
の少しの白手亡豆の白餡で包みこみ酸味がまろやかに。

チーズタルト、アップルパイ、カットケーキ、ガレットブルトンヌとい
ったムッシュ坂井ならではの洋菓子ギフトセットです。

WEB ウインターナウ２０２１

ブルボン デリシャスDS-15 （31291-02）
21T237
★ \1,500 〔税込 \1,620〕

JPN96-56V
日本

●ｾｯﾄ内容：焼き菓子8種類●重量：300g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
260×370×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱＋包装済 8個 【卵・乳・小麦
】

坂井宏行のこだわり洋菓子 バームクーヘン
（6385）
21T238
★ \1,000 〔税込 \1,080〕

JPN00-60V
日本

直送品

●ｾｯﾄ内容：バームクーヘン190g●重量：270g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
180×180×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 16個 【卵・乳・小麦】

ブルボン パウンドケーキセレクションPS-10
（31643-02）
JPN96-56V

21T239
★ \1,000 〔税込 \1,080〕

日本

●ｾｯﾄ内容：バター味、ココア味、キャラメル味各6●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
：239×337×42mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱＋包装済 8個 【卵・乳・小
麦】

※2梱未満は1個口につき税込990円の送料が別途必要
となります。
カジュアルでありながら、専門店の定番クッキーを詰合せた「ちょ
っと贅沢なギフト」です。

一層、一層丁寧に焼き上げたしっとり、ふわふわのバームクーヘ
ンです。

ブルボン ガトーセレクションGS-10 （
31059-01）

せんべい詰合せBOX （BTB-5）

21T240
★ \1,000 〔税込 \1,080〕

JPN96-56V
日本

21T241
★ \500 〔税込 \540〕

JPN75-35S
日本

大吉まねきチョコ玉・ＥＤ （154192）
21T242

JPN83-43S

★ \380 〔税込 \410〕

●ｾｯﾄ内容：欧風せんべいバニラ2枚×6袋・欧風せんべいココア、
いちご各2枚×3袋・たまごサブレー1枚×6袋●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
255×314×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱＋包装済 8個 【卵・乳・小麦
】

●ｾｯﾄ内容：えびまめ花煎餅×３・紫いも煎餅×３・つぶ焼きサラ
ダ×２・つぶ焼きしょうゆ×２●重量：160g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
220×140×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個 【小麦・えび】

●ｾｯﾄ内容：チョコボール50ｇ●重量：62ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
200×140×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 24個 【乳】

ちょっとした贈り物にも便利。

人気の定番煎餅を4種詰合せました。粗品にピッタリな一品です。

招き猫柄のチョコボールを入れました。

WEB ウインターナウ２０２１

ドリテック 充電テレビラジオ （PR-401BK）
21T245

CHN68-28S

非常用携帯電源 ジャンプスターター （
CH-3）
21T246

CHN78-38S

\20,000 〔税込 \22,000〕

\20,000 〔税込 \22,000〕

●材質：ABS ●機能：AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・携帯電話、
スマートフォン充電・ワンセグ・LEDライト・サイレン ●ｾｯﾄ内容：電
源アダプター・USBケーブル（TypeA-MicroB）・取説・保証書●重
量：315g ●電源：ダイナモ・単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：
158×44×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×60×185mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 20個

●材質：ABS ●機能：：エンジン始動支援（DC12V仕様、4000CCク
ラス迄）・エアーコレッサー&空気圧計・LEDライト4灯・シガーソケッ
トDC12V、USB電源（5V/1A）出力・充電時間24時間（家庭用100V
） ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●電源：AC100V ●本体ｻｲｽﾞ：
190×280×250mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：326×245×315mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 2個

[法]PS-Eマーク

＜東日本大震災の日
（3/11）＞

ピラミッド15点セット （51090）
21T247

CHN70-30S

4.3インチカラー液晶でワンセグテレビの視聴が可能。ワイドFM対
応で、非常時の情報収集に役立ちます。

車のトラブル・アウトドアにこれ一台！！

ポータブル圧縮ブランケットセット （AF-40）

帰宅困難者15点セット （51120）

21T248

CHN70-30S

21T249

CHN75-35S

\5,000 〔税込 \5,500〕

\4,000 〔税込 \4,400〕

\3,000 〔税込 \3,300〕

●ｾｯﾄ内容：リュック型ピラミッドバッグ・4層！防寒防風アルミシー
ト・4層！防寒防風アルミ寝袋・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・防災ガイド・非常用給水袋3L（タイ）・防災用ウェット
ティッシュ（20枚入）（日本）・ティライトキャンドル10P・ポケットティッ
シュ（日本）・取説●重量：880g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
350×350×80mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 10個 ●名入：60-126-2280-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×80mm

●材質：バッグ/ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：圧縮収納バッグ・ネック
ピロー・アイマスク・耳栓・静音アルミブランケット・スリッパ・カイロ（
日本）・ブランケット×3・取説●重量：830ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：バッグ
/180×270×125mm・フリースブランケット/900×600mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：315×240×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個

●ｾｯﾄ内容：A4ジッパーファイル・4層！防寒防風アルミシート・4層
！防寒防風アルミ寝袋・アルミLEDライト&ホイッスル・抗菌消臭・
簡易トイレ（日本）・軍手・ロープ・笛・反射安全タスキ・スモークシャ
ットアウト・非常用給水袋3L・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・綿棒10本・絆創膏5枚・取説●重量：
700g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：300×360×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 12個
●名入：60-132-22-96-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×100mm

[法]絆創膏/医療機器絆創膏27B3X00138000001
災害時に役立つ15アイテムの商品をセットしています。夜間でも
見つけ易い反射テープ付バッグ入。

3枚のブランケットはホックボタンで連結し全身を覆う事ができます
。ファスナーで圧縮してコンパクトに。防災用の備蓄以外にもキャ
ンプなどにも便利です。

いざという時に役立つ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です。

ＬＥＤパームラジオライト （4505）

シートdeポンチョ2wayタイプ （71100）

アルミ防滴9LEDライトセット （L3090）

21T250

CHN70-30S

21T251

CHN75-35S

21T252

CHN70-30U

\2,000 〔税込 \2,200〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：ABS ●機能：LEDライト・AM/FMラジオ（ワイドFM対応）・
サイレン ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：110g ●電源：単4×3（
別） ●本体ｻｲｽﾞ：130×45×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
145×55×58mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：60-120-16100-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×40mm

●材質：アルミ蒸着ポリエステル（PET）・PE・不織布 ●ｾｯﾄ内容：
シート・キャップ・取説●重量：232ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：シート
/1700×1000×2mm・キャップ/310×310mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×170×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個

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

[品]JIS_IPX4相当
極限までコンパクトボディを追求したAM/FM2バンド仕様。

暖かいアルミ3層ブランケットシートです。付属のキャップを付ける
と、ポンチョに早変わり！コンパクトに折りたため携帯に便利です
。

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

WEB ウインターナウ２０２１

携帯用衛生管理セット （KE21-C）
21T253

CHN75-35S

抗菌消臭 簡易トイレセット （7233）
21T254

JPN70-30S

防災サバイバルカード （SV-1）
21T255

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：ソフトバッグ/塩ビ ●ｾｯﾄ内容：ソフトバッグ（日本）・ぴった
りゴム手袋2枚（タイ）・防災用ウェットティッシュ20枚（日本）・マスク
・綿棒10P・液晶体温計ミニチェック（アメリカ）●重量：116g ●本体
ｻｲｽﾞ：ソフトバッグ/150×220×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 120個 ●名入
：台紙/70-18-17-60-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×130mm

●材質：抗菌剤入高吸収性樹脂・PE・紙・レーヨン・ポリエステル
不織布 ●機能：大小兼用 ●ｾｯﾄ内容：吸収性凝固剤8g×5・排便
処理袋×5（中国）・収納外袋（タイまたはマレーシア）・ポケットティ
ッシュ8W・ウェットティッシュ10枚入・取説●重量：197g ●本体ｻｲｽ
ﾞ：排便処理袋/650×500×0.025mm・収納外袋/655×805mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：175×180×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 60個

●材質：ステンレススチール・ABS ●機能：ナイフ・栓抜き・缶切り
・六角レンチ・蝶ネジ回し・レンズ・コンパス・マイナスドライバー・精
密ドライバー（+・-）・キーリング・定規 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
55g ●本体ｻｲｽﾞ：84×55×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
86×57×13mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：80-18-17300-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×45mm

水が無くてトイレが使えなくても、排泄物の処理ができます。便座
に袋をセットし、排泄後、凝固剤を振りかけ固めて可燃ごみとして
廃棄できます。

いざという時に役立つ防災アイテムとして活躍できるツールです。

緊急脱出用ハンマー （62375）

2WAYターンdeライト （PF-100）

[法]体温計/医療機器認証番号13B3X1014900T001

防災ツール15徳 コンビニエンス （KN-15S）
21T256

CHN70-30S

21T257

CHN70-30S

21T258

CHN70-30S

\750 〔税込 \825〕

\700 〔税込 \770〕

\700 〔税込 \770〕

●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・コルク栓抜き ●重
量：65g ●本体ｻｲｽﾞ：75×20×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
85×35×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 120個 ●名入：80-18-17300-S ●名入ｻｲｽﾞ：7×25mm

●材質：ABS・炭素鋼 ●機能：ガラス割りハンマー・シートベルトカ
ッター ●重量：100g ●本体ｻｲｽﾞ：170×70×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：185×85×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 72個 ●名入：60-90-23144-P ●名入ｻｲｽﾞ：50×5mm

●材質：PP・ABS・スチロール ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：134g ●電
源：単4（別） ●本体ｻｲｽﾞ：81×76×178mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
84×84×188mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個 ●名入：130-84-22100-P ●名入ｻｲｽﾞ：25×25mm

[品]JIS_Ｄ5716製品規格適合品
いざという時に役立つ防災アイテムです。

台風、水害、大雪、交通事故など災害時や緊急時に自動車のガラ
スを破壊し脱出する為のハンマーです。シートベルトカッター付。

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

備蓄用紫外線除菌マスク（10Ｐ） （62370）

4層！防寒・防風アルミポンチョ （50875）

LEDランタントーチ ハンドプル （5144）

21T259

CHN80-40S

21T260

CHN70-30S

21T261

CHN70-30S

\650 〔税込 \715〕

\600 〔税込 \660〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：PP不織布 ●重量：60g ●本体ｻｲｽﾞ：95×170×2mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：165×258×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：アルミパック 200個

●材質：アルミ蒸着ポリエステル（PET） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：
75g ●本体ｻｲｽﾞ：1000×1200mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
120×155×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 100個

●材質：ABS ●機能：LEDランタン・LEDトーチ ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：97ｇ ●電源：単3×3（別） ●本体ｻｲｽﾞ：57×57×95mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：65×65×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 160個 ●名入：
60-42-16-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：20×10mm

マスクは鼻当てワイヤーで変形できピッタリフィット。三層フィルタ
ーで花粉､チリ、ホコリの吸い込みを防止。多段プリーツ加工で顎
までしっかりカバー。

劣化しにくい4層構造！軽量コンパクトな緊急用ポンチョです。銀
色は光・熱を反射する性質があり、中に入れば保温・断熱効果が
あります。

ライト部分を引き上げる事で、ランタンとトーチの切り替えが出来
るLEDランタントーチです。コンパクトな手のひらサイズでレジャー
や防災用にオススメです。

WEB ウインターナウ２０２１

たおれ防止補助プレート4枚入 （SJ-T40）
21T262
\400 〔税込 \440〕

JPN70-30S
日本

頭巾付防寒シート （SJ-30S）
21T263

CHN70-30S

抗菌消臭・簡易トイレ （36700）
21T264

JPN75-35S

\400 〔税込 \440〕

\200 〔税込 \220〕

日本

●材質：軟質ビニル ●ｾｯﾄ内容：大・小各2枚●重量：大/65g・小
/35g ●本体ｻｲｽﾞ：大/90×100×10mm・小/
90×50×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：110×95×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 100個

●材質：アルミ蒸着PET ●重量：47g ●本体ｻｲｽﾞ：
1570×2000mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×105×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 200個

●材質：高分子ポリマー・抗菌性ゼオライト・高密度PE ●ｾｯﾄ内容
：取説●重量：25ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：500×600mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
140×90×7mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個

簡単にできる防震・防災対策です。

新しいスタイルのエマージェンシー防寒シート。国内抜き打ち検品
。

抗菌・消臭携帯トイレです。処理袋付で万が一の時に非常に役立
ます。凝固剤には抗菌性ゼオライトを使用しているので臭いを軽
減できます。

WEB ウインターナウ２０２１

ツインバード マイナスイオン発生空気清浄
機 （AC-D358PW）
CHN75-35U

21T270

＜ウィルス対策＞

ドリテック 大画面温湿度計 グロース （O503WT）
21T272

CHN70-30S

\5,000 〔税込 \5,500〕

KOR70-30S

21T271

\15,000 〔税込 \16,500〕

\10,000 〔税込 \11,000〕

●材質：PS ●機能：適用床面積12畳・集じんフィルター ●ｾｯﾄ内
容：集じんフィルター・脱臭フィルター・取説・保証書●重量：4ｋg ●
電源：AC100V-ターボ 43/49W、標準 24/25W、静音 18/18W 、待
機時 0.6/0.8W（50/60Hz） ●本体ｻｲｽﾞ：140×410×430mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：180×460×490mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：段ボール箱 2個 ●名
入：90-420-32-100-S ●名入ｻｲｽﾞ：50×50mm

●材質：ABS ●機能：赤LED発熱お知らせ（37.5℃以上）・ 物表
面温度測定・ミュート機能:オン/オフ ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●
重量：52ｇ ●電源：CR2032（内） ●本体ｻｲｽﾞ：143×46×46mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：103×50×186ｍｍ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 40個

[法]PS-Eマーク

[法]医療機器認証番号301AFBZX00016000

マイナスイオンでお部屋の空気をリフレッシュ。 HEPAフィルター採
用&余裕の12畳対応で、0.3ミクロンの粒子を99.97%キャッチします
。

額の中央からこめかみまでをスキャンして体温測定します。

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC）

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC1）

21T273A
ｶﾗｰOK

ドリテック 非接触スキャン体温計700 （TO402WT）

A/ﾌﾞﾙｰ

CHN78-38U

21T273B

B/ｲｴﾛｰ

CHN78-38U

\5,000 〔税込 \5,500〕

\5,000 〔税込 \5,500〕

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

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

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000

離れた場所からでも見やすい大画面表示。熱中症やインフルエン
ザの危険度目安も分かります。

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

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

A&D 非接触体温計 でこピッと （UTR701A-JC2）

クリーングラブ （35-0170-10）

クリーングラブ （35-0170-80）

21T273C C/ﾋﾟﾝｸ

21T274A

●材質：ABS・アクリル ●機能：時計・壁掛用フック穴・スタンド付
●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：424g ●電源：アルカリ単4×2（
内） ●本体ｻｲｽﾞ：180×220×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
191×240×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 20個 ●名入：110-180-23100-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×50mm

CHN78-38U

A/ブラック

JPN75-35S
日本

21T274B

B/ネイビーブルー

\2,300 〔税込 \2,530〕

JPN75-35S

\5,000 〔税込 \5,500〕

\2,300 〔税込 \2,530〕

日本

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

●材質：コットン ●機能：ハンドルカバー・吊り革用グリップ・スマ
ホクリーナー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：
110×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：118×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20
個

●材質：コットン ●機能：ハンドルカバー・吊り革用グリップ・スマ
ホクリーナー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：
110×140mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：118×230mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 20
個

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「クレンゼ 」と速乾消臭素材
「デオ」を使用した3WAYハンドルカバーです

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「クレンゼ 」と速乾消臭素材
「デオ」を使用した3WAYハンドルカバーです。

[法]医療機器認証番号226AFBZX00169000
多人数を迅速に測定できます。温度計モード・室内温度表示・発
熱アラーム・25メモリー機能付。触れずに測れる体温計！

WEB ウインターナウ２０２１

エンペックス デジタル温湿度計 （TD-8140
）
CHN65-25S

21T275

ミアミモザ ハンドクリーンジェル100mL （
MC-J20）
JPN80-40S

21T276

CHN70-30S

21T277

\2,000 〔税込 \2,200〕

\2,000 〔税込 \2,200〕

●材質：ABS ●機能：温湿度・時計・月日自動切替（毎5秒）・アラ
ーム・掛置兼用 ●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：110g ●電源：
モニター単4（内） ●本体ｻｲｽﾞ：106×98×23mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
108×100×28mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 50個 ●名入：70-72-1650-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm

●機能：エタノール（洗浄成分）58ｗｔ% ●重量：182g ●容量：
100mL ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×95×45mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30
個

●材質：ステンレス刃物鋼・ステンレススチール ●重量：55g ●本
体ｻｲｽﾞ：100×13×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×55×25mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：化粧箱 200個 ●名入：80-18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：
7×48mm

見やすい大型画面に温度、湿度、時計、アラームが付いて持ち運
びにも便利です。

手指を清潔に保つ洗浄成分エタノールを配合し、軽い使い心地の
ハンドクリーンジェル。爽やかで心落ち着くひとときへと誘う天然香
料がほのかに香ります。

「疫病退散」の願いを込めた古くから日本に伝わる妖怪「アマビエ」
をモチーフにしたつめ切りです。御利益があるとされるアマビエシ
ールが貼ってあります。

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

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

デザインフェイスシールド （MM-192）

21T278A

A/ブルー

CHN75-35S

21T278B

日本

疫病退散 アマビエつめ切り （AB-2）

B/ホワイト

CHN75-35S

\1,200 〔税込 \1,320〕

21T279A

A/ブルー

JPN75-35S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

\800 〔税込 \880〕

●材質：パイル/綿60%、再生繊維（リヨセル）40%・地糸/綿100% ●
ｾｯﾄ内容：FT・薬用手洗い石鹸×2（日本）●重量：337g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：FT/340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×250×50mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：パイル/綿60%、再生繊維（リヨセル）40%・地糸/綿100% ●
ｾｯﾄ内容：FT・薬用手洗い石鹸×2（日本）●重量：337g ●本体ｻｲ
ｽﾞ：FT/340×800mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×250×50mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：PC・PET ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：160×180×160mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×60×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

[法]石鹸/医薬部外品

[法]石鹸/医薬部外品

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

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

オシャレでスタイリッシュに飛沫防止。

デザインフェイスシールド （MM-193）

デザインフェイスシールド透明 （MM-191）

ミニチェック液晶体温計

21T279B

B/グリーン

JPN75-35S

JPN75-35S

21T280

\800 〔税込 \880〕

\700 〔税込 \770〕

日本

●材質：PC・PET ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：160×180×160mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×60×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

●材質：PC・PET ●重量：24ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：160×180×160mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×60×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個

21T281

USA75-35S

\600 〔税込 \660〕

ｶﾗｰOK

●材質：紙・プラ ●機能：防水・ワキ下、口中兼用 ●重量：5g ●
本体ｻｲｽﾞ：91×9×0.25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：116×63×2mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：ケース/160-29-32-1000-O ●名入
ｻｲｽﾞ：56×87mm

[法]医療機器認証番号13B3X1014900T001
オシャレでスタイリッシュに飛沫防止。

オシャレでスタイリッシュに感染予防を。

携帯にも便利！様々なシーンで活躍するカードケース付スティック
体温計。使用後、水やアルコールで洗浄し、乾燥させれば繰り返
し使えます。

WEB ウインターナウ２０２１

抗ウイルス加工マスク （F-20MS0）
21T282

抗ウイルス加工ガーゼハンドタオル （AVKP035）

VIE75-35S

21T283

JPN80-40S

21T284

JPN80-40S

\400 〔税込 \440〕

\350 〔税込 \385〕

●材質：表裏/ポリエステル100％・中地/綿35％、ポリエステル65
％（FLUTECT&reg;生地） ●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：130×230mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：150×160×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 100個

●材質：綿100% ●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ：350×340mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：180×180×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個

●材質：ポリオレフィン ●重量：14g ●本体ｻｲｽﾞ：
118×205×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：205×125×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
PP袋 300個 ●名入：60-24-23-600-H ●名入ｻｲｽﾞ：30×100mm

繊維上の特定のウイルスや細菌を除去します。再生可能な木材
から抽出したリヨセルのブランド繊維を配合。

抗ウイルス・抗アレルゲン・抗菌・防臭加工を施したガーゼタオル
です。

SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の抗菌フィルム使用で外出時に
清潔にマスクを持ち運べます。使用中・使用後のマスクの収納に
便利なサイドポケット付き。

リファイン アルコール除菌ウェット60枚1P
（LD－108）

エアクリーンマスクEX3枚 （JF003M-3）

携帯用アルコール除菌ジェル3P （15-316）

21T285
\180 〔税込 \198〕

JPN63-23U

21T286

JPN75-35S

\240 〔税込 \264〕

21T287

JPN70-30S

\130 〔税込 \143〕

\110 〔税込 \121〕

●材質：不織布 ●重量：160ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：160×90×40mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞ：PET袋 48個

●材質：PP ●機能：PFE、BFE99％カット ●ｾｯﾄ内容：取説●重量
：11g ●本体ｻｲｽﾞ：95×175mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
235×125×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個

●重量：10g ●容量：1.5mL ●本体ｻｲｽﾞ：100×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：110×128×2mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：台紙
/45-6-16-300-O ●名入ｻｲｽﾞ：24×105mm

発熱チェックカード （HC-11）

携帯用 安心便座シート さわやかさん3P （
AS-7）

アマビエサージカルマスク1枚入 （15-312）

21T288
\100 〔税込 \110〕

日本

日本

抗菌マスクケース （61800）

JPN65-25U
日本

21T289
ｶﾗｰOK

\70 〔税込 \77〕

JPN70-30S
日本

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

●材質：再生紙100% ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：372×432mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×110×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 1000個 ●名入：
60-18-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：20×60mm

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。

旅行・ドライブ・外出時に持ってて安心。そのまま流せてとても衛
生的!

21T290
\45 〔税込 \50〕

日本

CHN70-30S
ｶﾗｰOK

●材質：不織布 ●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：175×94×0.9mm ●ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×111×3mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 600個 ●名入：台
紙/45-7-17-600-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：35×90mm

WEB ウインターナウ２０２１

アナバス ロボクリーナーミニ （SZ-M280）
21T295

＜年末大掃除＞

業務用 カビ取りジェル 輝きが戻る
21T297

JPN73-33S

CHN70-30V

●材質：ABS ●機能：ワンタッチ操作・充電時間4.5時間・稼働時
間50分・段差検知・ダストケース丸洗い可 ●ｾｯﾄ内容：ACアダプタ
ー・フロアーモップ×2・フロアーモップホルダー・集塵フイルター
×2・サイドブラシL、R各2・取説・保証書●重量：1.5kg ●電源：充
電式ACアダプター ●本体ｻｲｽﾞ：φ280×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
313×121×383mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 4個

●材質：ABS ●機能：サイクロン式・除菌UVランプ・集塵容積0.3L
・回転パワーブラシ（毎分9600回）・自動OFF・ダストカップ丸洗可
●ｾｯﾄ内容：取説・保証書●重量：2kg ●電源：AC100V-300W ●
本体ｻｲｽﾞ：310×260×143mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
295×180×368mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 2個 ●名入：110-240-23100-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×8mm

[法]PS-Eマーク

[法]PS-Eマーク

フローリング床にピッタリ！拭き掃除しながら吸い込みます。小型
設計でソファーやベッドの下もスイスイ。操作は簡単ワンタッチ。

除菌・たたき出し・同時にかき込む、新しい吸引方式のふとんクリ
ーナー。UVランプでふとんを除菌。

クリーン・エモーションギフト （CEG-103）

エチケットブラシde網戸掃除 プラス （N20）

21T298

JPN63-23T

21T299

●ｾｯﾄ内容：取説●重量：600g ●本体ｻｲｽﾞ：90×70×240mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：190×84×53mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：シュリンク 20個

●ｾｯﾄ内容：ライオントップスーパーNANOX10g×3袋・ライオンチャ
ーミーグリーン260mL・洗濯槽クリーナー50g×2包・キッチン除菌
クリーナー24枚入●重量：733g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
95×150×195mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 16個

日本

CHN70-30S

\800 〔税込 \880〕

ホテルや飲食店など業務用のカビ取りジェルが家庭向けに新登
場。ジェル状で垂れにくくカビに密着、張り付き、汚れを分解します
。

CHN80-40S

CHN75-35V

\15,000 〔税込 \16,500〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

21T300

21T296

\20,000 〔税込 \22,000〕

\2,980 〔税込 \3,278〕

お掃除に便利な4点セット （37205）

ドリテック ふとんクリーナー クリンスリープ
（FC-201WT）

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

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

マイクロファイバーモップ （LALA-20）
21T301

いきいき生活 M－50 （12504）

JPN70-30S

21T302
ｶﾗｰOK

JPN78-38S

\750 〔税込 \825〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●ｾｯﾄ内容：重曹配合フラワースポンジ×6（日本）、ガラス汚れ落
とし・マイクロファイバークロス、ミニミニホーキPP、スミ洗いブラシ
×2（日本）・取説●重量：190g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
230×180×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：白箱 40個

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

●材質：洗濯ネット/ポリエステル・PPナイロン ●ｾｯﾄ内容：ライオ
ン液体洗剤ナノックス10g×3包・花王アタック24g×3包・ルンルン
夢ランドリー洗濯ネット（角型小）（ベトナム）●重量：192g ●本体ｻ
ｲｽﾞ：洗濯ネット/270×390mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：140×162×37mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 50個

年末の大掃除などに便利なアイテムの4点セット。

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

毎日のお洗濯に嬉しい、液体洗剤・粉末洗剤、両方入ったセットで
す!

WEB ウインターナウ２０２１

のびるまがるふわふわモップ （7307）
CHN65-25S

21T303

お台所とお洗濯の洗剤ブラシ （7013）
21T304

CHN65-25S

ＳＷキッチンスポンジ （KSW02）
21T305A

A/おばけ

THA70-30S

\350 〔税込 \385〕

\230 〔税込 \253〕

\220 〔税込 \242〕

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

●材質：PP・ナイロン ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：
Φ80×90mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：80×130×130mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ
袋 300個

●材質：PUR ●重量：12ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：95×85×35mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：135×85×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

洗剤が入れられるブラシ。キッチンだけじゃなく、タイルや、エリ袖
のブラシとしても使えます。

驚きの新素材！ガンコな汚れ、軽い汚れをキズをつけずに洗える
。こびりつき汚れもスッキリ。

クリンクルパワフル除菌キッチンクリーナー
20枚 （LD-606）

クリンクル 拭き掃除万能クリーナー20枚 （
LD－602）

ＳＷキッチンスポンジ （KSW03）
21T305B

B/怪獣

THA70-30S

21T306

JPN65-25T

JPN68-28T

\180 〔税込 \198〕

●材質：PUR ●重量：12ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：95×85×35mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：135×85×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個

●材質：不織布 ●重量：175ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
210×110×35mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET袋 30個 ●名入：フラップ/256-22-3000-O ●名入ｻｲｽﾞ：48×115mm

●材質：不織布 ●重量：240g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×110×35mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PET袋 30個 ●名入：フラップ/25-6-22-3000-O ●名
入ｻｲｽﾞ：48×115mm

驚きの新素材！ガンコな汚れ、軽い汚れをキズをつけずに洗える
。こびりつき汚れもスッキリ。

アルコール40%配合のキッチンクリーナーです。

油・皮脂・手垢もすっきり！

めちゃ落ち～る レギュラー （AX-051）

ピカリンスポンジ レギュラー A （1140）

ふわもこ折りたたみモップ （SJ-13）

21T308

GER65-25S

21T309

日本

21T307

\220 〔税込 \242〕

GER70-30S

\180 〔税込 \198〕

21T310

指定不可

日本

ｶﾗｰOK

CHN70-30S

\150 〔税込 \165〕

\150 〔税込 \165〕

\130 〔税込 \143〕

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

●材質：メラミンフォーム ●重量：14.2g ●本体ｻｲｽﾞ：
75×120×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：77×122×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 200個 ●名入：45-6-17-1000-K ●名入ｻｲｽﾞ：25×72mm

●材質：PP・PET・ナイロン ●重量：41g ●本体ｻｲｽﾞ：φ
100×300mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：200×130×60mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 96個 ●名入：60-54-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：8×35mm

水だけで、軽くこするだけで汚れが驚くほど落ちます。フリーカット
タイプ.

水を含ませるだけで汚れが驚くほど落ちます。洗剤いらずの環境
にやさしいスポンジ。手、はさみ、カッターでも切れますのでお好き
なサイズにできます。

かわいいふわふわモコモコのモップ。折りたためるので収納に便
利です。

WEB ウインターナウ２０２１

合格必勝アイピロー （AR-43SAKAKA）
21T315A

＜受験（合格祈願）＞

受験応援和紙ファイル（雲流白） （17-053）
21T316
\160 〔税込 \176〕

JPN70-30S
日本

●材質：和紙(非木材紙(竹)) ●重量：32ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：
310×215mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：230×310×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
100個 ●名入：/0-6-17-100-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：
27×200mm

A/ｻｸﾗの香り

JPN75-35T

合格必勝アイピロー （AR-43LAAO）
21T315B

B/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り

JPN75-35T

\1,300 〔税込 \1,430〕

\1,300 〔税込 \1,430〕

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：目入れシール●重量：130g ●
本体ｻｲｽﾞ：205×105×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：257×132×19mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名
入ｻｲｽﾞ：15×35mm

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：目入れシール●重量：130g ●
本体ｻｲｽﾞ：205×105×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：257×132×19mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名
入ｻｲｽﾞ：15×35mm

温めたり冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心を癒すアイ
ピローです。目入れシール付き。

温めたり冷やしたり…優しい香りと程よい重みで目と心を癒すアイ
ピローです。目入れシール付き。

合格定規（12ｃｍ）

ニッポンフレフレ茶茶茶 （NCP-10）

21T317
\120 〔税込 \132〕

JPN75-35S
日本

JPN93-53V

21T318
★ \100 〔税込 \108〕

●材質：アクリル ●重量：10g ●本体ｻｲｽﾞ：32×135mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：32×135mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：60-18-371000-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×35mm

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

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。

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!

気軽に飲めるティーバッグの日本茶です。

必勝だるま絵馬

受験応援カイロ

お守り消しゴム

[環]非木材グリーンマーク

21T319

JPN75-35U

21T320

JPN70-30S
日本

21T321

指定不可

\65 〔税込 \72〕

JPN75-35U

\100 〔税込 \110〕

\90 〔税込 \99〕

日本

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

●機能：最高温度68℃・平均温度52℃ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
175×128×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 240個 ●名入：台紙/45-617-240-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：14×95mm

●材質：エラストマー ●重量：5g ●本体ｻｲｽﾞ：38×27×11mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個

身近に付けて頑張れる!

合格祈願グッズのカイロです。

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。

WEB ウインターナウ２０２１

ミニ合格守り （27010）
21T322
\60 〔税込 \66〕

合格だるま消しゴム 1P
JPN70-30S
日本

21T323

指定不可

\60 〔税込 \66〕

受験応援サージカルマスク1枚入 （17-052
）
JPN75-35U
日本

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

●材質：エストラマー ●重量：8ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：25×23×20mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：60×70×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：OPP袋 500個

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

頑張る人を応援します!

21T324

CHN70-30S

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

WEB ウインターナウ２０２１

ラジェックス L型ウォレット手付 （13-109210）
21T330
\15,000 〔税込 \16,500〕

＜卒業・卒部・卒団＞

本錫タンブラー ベルク小シングル （STB-S
）
21T332
\5,000 〔税込 \5,500〕

JPN80-40S
日本

JPN75-35T

本錫タンブラー スタンダード大 （STSB-S）
21T331

日本

\10,000 〔税込 \11,000〕

JPN80-40S
日本

●材質：牛革 ●機能：ファスナー式・カード入・小銭入・カード入 ●
ｾｯﾄ内容：取説●重量：150g ●本体ｻｲｽﾞ：100×180×12mm ●ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×215×33mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地箱 5個

●材質：本錫 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：330g ●容量：300mL ●本
体ｻｲｽﾞ：Φ72×120mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：163×90×82mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：桐箱 6個 ●名入：130-180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：Φ40mm

本体には質感の良い牛革を使用。外側にもカード入れがついてい
ます。

高貴なフォルムの本錫タンブラーは、実用的な記念品として、いつ
までも心に残る逸品です。経済産業大臣指定の伝統工芸品。

磨き屋シンジケート ハイボール・ビアタンブ
ラー1P （YJ1305）

ブルートゥーススピーカー・ ワイヤレス充電
機能付クロック （6183）

21T333
\5,000 〔税込 \5,500〕

JPN70-30S

21T334

日本

CHN70-30S

\5,000 〔税込 \5,500〕

ｶﾗｰOK

●材質：本錫 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：270g ●容量：180mL ●本
体ｻｲｽﾞ：φ62×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：112×81×73mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：桐箱 10個 ●名入：130-180-23-10-S ●名入ｻｲｽﾞ：φ35mm

●材質：18-8ステンレス ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：176ｇ ●容量：
435mL ●本体ｻｲｽﾞ：φ79×154mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
195×110×84mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 36個 ●名入：110-144-1630-レーザー ●名入ｻｲｽﾞ：40×40mm

●材質：MDF・ABS ●機能：ワイヤレス充電・時計・Bluetooth・アラ
ーム（3個）・温度・カレンダー・振動センサー ●ｾｯﾄ内容：USBコー
ド・取説●重量：472g ●電源：USB・単4×3（別）・CR2032（内） ●
本体ｻｲｽﾞ：85×173×91mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×105×95mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 18個 ●名入：60-42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：
15×100mm

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

クリーミーな泡立ちで炭酸の泡立ちもマイルドに。ハイボールなど
の炭酸系カクテルも一味変わります。

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

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

スタンドキープマグ ホワイト （DH015W）

木製ボールペン（木箱付） （ST008）

21T335
\4,000 〔税込 \4,400〕

JPN70-30S
日本

21T336
\2,800 〔税込 \3,080〕

CHN65-25S

21T337
ｶﾗｰOK

CHN65-25S

\2,000 〔税込 \2,200〕

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

●材質：ステンレススチール・ABS・シリコン・PP ●ｾｯﾄ内容：取説
●重量：322g ●容量：400mL ●本体ｻｲｽﾞ：133×135×98mm ●ﾊ
ﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：141×123×112mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 30個 ●名入
：60-72-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：30×30mm

●材質：木 ●ｾｯﾄ内容：木箱・BP・取説●重量：85g ●本体ｻｲｽﾞ：
BP/145×16×13mm・木箱/162×28×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
172×31×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-51-16100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×50mm

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

しっかりと張り付く底面で斜めにしても倒れない。パソコン近くで使
っても安心です。

高級感とあたたかみがある木製のボールペン。

WEB ウインターナウ２０２１

デジタル電波クロックフォトスタンド メニモ
（6172）
CHN70-30S

21T338
\1,900 〔税込 \2,090〕

カラーウェザーインフォクロック （音・振動セ
ンサー付） （6168）
21T339

ｶﾗｰOK

CHN70-30S

\1,500 〔税込 \1,650〕

真空ステンレスボトル350mL （39570）
21T340A

ｶﾗｰOK

A/ｼﾙﾊﾞｰ

CHN70-30S

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：ABS ●機能：電波時計・カレンダー・アラーム・写真サイ
ズ/102×152mm ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：170g ●電源：単4×2（
別） ●本体ｻｲｽﾞ：144×160×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
170×49×155mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個 ●名入：60-42-17200-P ●名入ｻｲｽﾞ：25×50mm

●材質：ABS ●機能：時計・アラーム・温湿度・天気予報・カレンダ
ー・バックライト・音、振動センサー ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：99g
●電源：単4×2（別） ●本体ｻｲｽﾞ：140×80×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：147×85×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個 ●名入：60-42-16200-S ●名入ｻｲｽﾞ：30×50mm

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

フォトフレーム付、時刻合わせ不要のデジタル電波時計です。

天気予報や温度、湿度がカラー表示される見やすい多機能時計。
音・振動センサー付でバックライトが自動点灯。暗闇でも簡単に時
刻が確認できます。

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

真空ステンレスボトル350mL （39575）

フォトフレームクロック （D3087）

フォトクロックフレンド （6103-16）

21T340B

B/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

21T341

CHN70-30U

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

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

●材質：ABS ●機能：時計・カレンダー・写真/95×123mm・ペンス
タンド ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：184g ●電源：単4（別） ●本体ｻｲ
ｽﾞ：142×63×139mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：153×28×148mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：化粧箱 80個 ●名入：60-42-16-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：
20×50mm

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

写真サイズも名入れサイズも広いフォトフレームクロックです。

95×123mmの写真が入れられる時計付ペンスタンドです。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るユニーク
な構造になっています。

紅白まんじゅうタオル2P （TFG0702802）

硬質アルミカードケース （T-AH34）

JPN75-35S

21T344

JPN70-30T

\700 〔税込 \770〕

\600 〔税込 \660〕

日本

●材質：綿100% ●ｾｯﾄ内容：HT27g×2●本体ｻｲｽﾞ：
280×280mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×155×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧
箱 60個

●材質：アルミ ●機能：名刺12枚収納 ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：
60×95×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：63×98×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無地
箱 200個 ●名入：70-48-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：40×70mm

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。

軽量・丈夫なカードケース。一般アルミ材に強度加工を施したアル
ミ材を使用。ペコペコ感をなくした素材です。

\900 〔税込 \990〕

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

21T343

ｶﾗｰOK

21T342

\1,200 〔税込 \1,320〕

ｶﾗｰOK

WEB ウインターナウ２０２１

日本名産地タオル 今治桜づつみ タオルセ
ット （TMS2008402）
JPN65-25U

21T350
\2,000 〔税込 \2,200〕

日本

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：FT60g×2●本体ｻｲｽﾞ：
340×750mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：245×305×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化
粧箱 40個

絵手紙桜レンジパック（M）ペア （270125）
21T351
\1,000 〔税込 \1,100〕

JPN75-35S
日本

●材質：小鉢/磁器・蓋/PP ●ｾｯﾄ内容：小鉢、蓋各2●本体ｻｲｽﾞ：
Φ130×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×295×55mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無
地箱 40個

[品]今治タオル第2020-1368号

＜桜・花見＞

市田ひろみ 神宮桜 ペア湯呑 （JS-006）
JPN70-30S

21T352
\800 〔税込 \880〕

絵手紙のような優しいデザインのレンジパックです。

サクラガーデン （SH-08）

市田ひろみ 銀彩華･舞 小皿ペア （HR-689
）

21T353

CHN75-35T

21T354

JPN70-30S

\630 〔税込 \693〕

\480 〔税込 \528〕

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：湯呑
200mL×2●重量：137g ●本体ｻｲｽﾞ：φ75×83mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：155×88×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：ポリエステル・ガラスビン・香料・樹脂 ●重量：128g ●本
体ｻｲｽﾞ：90×76×76mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×76×76mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞ：プラケース 96個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽ
ﾞ：15×35mm

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：小皿×2●重
量：120g ●本体ｻｲｽﾞ：φ120×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
245×130×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 60個

優しい色合いの桜柄が、食卓に春を運びます。

サクラの枝をイメージしたアレンジです。お部屋・玄関・車の中等で
さわやかな香りをお楽しみください。

京都の吉野の山のイメージを彩り、鮮やかにデザインされていま
す。使い勝手の良い形状が魅力です。舞い上がる花びらに乗せて
真心をおくります。

さくらのはなタオル（名刺ポケット付OPP袋
入） （6J1347-01P）

アロマサシェサクラ （SH-32）

バラエティソープさくらの香り （CV-SA）

21T355

指定不可

日本

日本を代表する花「桜」が良好な水辺空間に舞い散るイメージを、
タオルの名産地「今治」の技術で丁寧に織り上げています。

CHN70-30S

21T356

JPN75-35T

\350 〔税込 \385〕

\200 〔税込 \220〕

日本

●材質：綿100% ●重量：83g ●本体ｻｲｽﾞ：340×860mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ：225×135×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：名刺入付OPP袋 200個

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

21T357
\100 〔税込 \110〕

日本

JPN65-25U
日本

●重量：35g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：90×65×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
150個

[法]化粧品
可愛い桜の花をあしらったソフトタオル。パイルも充分長く吸収性
に優れています。また、名刺ポケット付OPP袋入れなので、便利に
お使い戴けます。

お部屋・玄関・車の中に吊るしてサクラの優しい香りをお楽しみく
ださい。

日本で最も親しまれている花の一つ、サクラ。その葉から抽出され
たエキス配合。お肌にうるおいを与え、すこやかにします。

WEB ウインターナウ２０２１

手ぶライト （LT001）
21T360A

＜春の全国交通安全
運動（４月）＞

手ぶライト （LT001）
21T360C C/ｲｴﾛｰ

CHN65-25S

A/ﾎﾜｲﾄ

手ぶライト （LT001）
CHN65-25S

21T360B

B/ﾌﾞﾙｰ

CHN65-25S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\1,000 〔税込 \1,100〕

●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） ●本体ｻｲｽﾞ：397×36×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×40×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×25mm

●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） ●本体ｻｲｽﾞ：397×36×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×40×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×25mm

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。

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。

アロマ開運お守りベア 交通安全（らべんだ
ーの香り） （AR-44LAKOT）

携帯型反射バッグ （6J9051）

21T361

CHN75-35T

21T362

指定不可

CHN70-30S

\1,000 〔税込 \1,100〕

\600 〔税込 \660〕

\600 〔税込 \660〕

●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） ●本体ｻｲｽﾞ：397×36×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
215×40×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-60-16100-P ●名入ｻｲｽﾞ：10×25mm

●材質：ポリエステル ●重量：20g ●本体ｻｲｽﾞ：104×65×42mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：185×110×48mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ヘッダー付ポリ袋
180個 ●名入：外装/45-8-16-3000-L ●名入ｻｲｽﾞ：15×35mm

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

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。

優しい香りのベアマスコットです。お守り型のタグ付き。カバンや車
・スマホ・お部屋に。

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

巾着リュック（反射テープ付） （50070）

ライトdeリストバンド （SJ-30B）

反射安全タスキ （81345）

21T363

CHN70-30S

21T364

CHN70-30S

21T365

CHN70-30S

\350 〔税込 \385〕

\300 〔税込 \330〕

\300 〔税込 \330〕

●材質：ポリエステル・PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：28g ●本体
ｻｲｽﾞ：400×350mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：135×165×15mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：PP袋 300個 ●名入：60-72-16-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：
50×100mm

●材質：PVC ●機能：反射板・ライト切替3段階（点滅/早、遅・点
灯） ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g ●電源：CR2032（内） ●本体ｻ
ｲｽﾞ：290×36×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：295×65×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：OPP袋 480個 ●名入：60-72-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：
70×12mm

●材質：ナイロン・PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30g ●本体ｻｲｽﾞ
：1500×40mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×45×18mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 240個 ●名入：60-84-17-240-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×70mm

多用途に使える巾着リュックです。夜間でも視認しやすい反射板
付き。軽量でコンパクトにたためるのでエコバッグとしても使用でき
、携帯にも便利です。

夜間の安全対策必需品です。

WEB ウインターナウ２０２１

エコ・直定規20 交通標識 （ECN-22K）
JPN70-30S

21T366
\120 〔税込 \132〕

日本

交通安全マスコット（カエルくん）
JPN75-35U

21T367
ｶﾗｰOK

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

交通安全クリップ（差し替えシール）

\110 〔税込 \121〕

21T368

日本

指定不可

\90 〔税込 \99〕

JPN73-33S
日本

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

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

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

身近に付けて交通安全!

シールを貼って使って学ぶ交通安全!

リフレクターアームベルト （E2901）

アニマルリフレクター （S2951）

交通安全のりもの消しゴム

[環]エコマーク [環]グリーン購入法適合

21T369

指定不可

CHN70-30U

21T370

指定不可

CHN70-30U

\80 〔税込 \88〕

\80 〔税込 \88〕

●材質：PVC・ステンレススチール ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：10g
●本体ｻｲｽﾞ：230×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：37×260mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：台紙付PP袋 900個 ●名入：60-36-17-200-S ●名入ｻｲｽﾞ：
12×45mm

●材質：PVC ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：3g ●本体ｻｲｽﾞ：
60×50×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：95×68×6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
800個 ●名入：60-36-17-150-S ●名入ｻｲｽﾞ：15×20mm

光があたると強力に反射!夜のウォーキングやランニングの安全
のための必需品です。

楽しいノリものふりかけ
21T372

指定不可

★ \60 〔税込 \65〕

JPN73-33T
日本

●ｾｯﾄ内容：ノリもの型海苔入ふりかけ（のり玉子味）2.5g●重量：
4g ●本体ｻｲｽﾞ：90×75×70mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 600個 【卵・乳・小
麦】

ｶﾗｰOK

21T371

指定不可

\65 〔税込 \72〕

JPN75-35S
日本

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

パトカーや白バイなど子供は大好き!交通安全啓発グッズとして最
適!
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防犯対策電話録音機 （ST-386）
CHN70-30S

21T375

＜春の防犯運動
（3～5月）＞

ミオマモルちゃんNeo （ES009）
21T377A

A/ﾎﾜｲﾄ

CHN65-25S

\1,000 〔税込 \1,100〕

21T376

CHN65-25S

\15,000 〔税込 \16,500〕

\1,200 〔税込 \1,320〕

●材質：ABS ●機能：警告メッセージ応答・自動通話録音・録音時
間60分・録音件数30件、1件当たりの最大録音時間30分・
ON/OFFスイッチ・取付工事不要 ●ｾｯﾄ内容：ACアダプター・モジ
ュラーコード・簡単取付マニュアル・取説・保証書●重量：105g ●
電源：AC9V-500mA ●本体ｻｲｽﾞ：70×115×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲ
ｽﾞ：180×142×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 10個

●材質：ABS ●機能：90dB（距離1m）・LEDライト・防滴加工 ●ｾｯ
ﾄ内容：ネックストラップ・取説●重量：68g ●電源：モニター単4×2
（内） ●本体ｻｲｽﾞ：34×103×38mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
71×115×43mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-48-16100-P ●名入ｻｲｽﾞ：5×20mm

[法]PS-Eマーク

[品]JIS_IPX1相当

振り込め詐欺や電話セールス対策用にこの1台。取り付けは簡単
。既存の電話機に付属の電話線を接続するだけです。

強力なブザーとライトに防滴加工をプラス。反射ネックストラップ付
。

ミオマモルちゃんNeo （ES009）

スタビリティ 防犯ブザー 身の用心Neo （
T07-091S）

21T377B
ｶﾗｰOK

防犯ブザー付防滴ライト （ES008）

B/ｲｴﾛｰ

CHN65-25S

\1,000 〔税込 \1,100〕

21T378
ｶﾗｰOK

CHN75-35Z

\1,000 〔税込 \1,100〕

●材質：ABS・ゴム ●機能：90dB（距離1m）・防滴（IPX3） ●ｾｯﾄ内
容：ベルト・取説●重量：62g ●電源：モニター単4×2（内） ●本体
ｻｲｽﾞ：83×50×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×70×30mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-39-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：φ
18mm

●材質：ABS・ゴム ●機能：90dB（距離1m）・防滴（IPX3） ●ｾｯﾄ内
容：ベルト・取説●重量：62g ●電源：モニター単4×2（内） ●本体
ｻｲｽﾞ：83×50×24mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：98×70×30mm ●ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-39-16-100-P ●名入ｻｲｽﾞ：φ
18mm

●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） ●本体ｻｲｽﾞ：73×40×21mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
78×57×37mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 100個 ●名入：60-36-16100-P ●名入ｻｲｽﾞ：7×25mm

[品]JIS_IPX3相当

[品]JIS_IPX3相当

[品]JIS_IPX4相当

衝撃に強く、防滴構造の防犯ブザー。ベルトは取り外しが可能で
す。

衝撃に強く、防滴構造の防犯ブザー。ベルトは取り外しが可能で
す。

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。ボタンを押すかヒモを引っぱる
とブザーが鳴ります。

ミニホイッスルピッピー （SJ-08）

ミニホイッスルピッピー （SJ-08）

21T379A

A/ｱｲﾎﾞﾘｰ

\80 〔税込 \88〕

JPN70-30S
日本

21T379B
ｶﾗｰOK

B/ｲｴﾛｰ

\80 〔税込 \88〕

JPN70-30S
日本

ｶﾗｰOK

●材質：ABS・ナイロン ●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：47×9×11mm・ス
トラップ/57×4×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×60×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 1000個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：
13×3.5mm

●材質：ABS・ナイロン ●重量：4g ●本体ｻｲｽﾞ：47×9×11mm・ス
トラップ/57×4×4mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：70×60×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
：PP袋 1000個 ●名入：60-44-17-200-P ●名入ｻｲｽﾞ：
13×3.5mm

誰にでも使いやすい防災、防犯の必須アイテム。電池切れや故障
もなく、どんな時でも大音量で危険を知らせることができます。

誰にでも使いやすい防災、防犯の必須アイテム。電池切れや故障
もなく、どんな時でも大音量で危険を知らせることができます。
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今治純白（純晒し）タオル&国産ヒノキ玉セッ
ト （TSE1003402）
JPN80-40U

21T380
\1,000 〔税込 \1,100〕

日本

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

サコッシュエコバッグ
21T381A

A/ブラック

CHN73-33T

\1,000 〔税込 \1,100〕
●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：77g ●容量：18L
●本体ｻｲｽﾞ：サコッシュ時/165×225mm・エコバッグ時
/345×390mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×10×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 72個

[品]今治タオル第2017-310号

＜低額ノベルティ＞

サコッシュエコバッグ
21T381B

B/ネイビー

CHN73-33T

温かい湯気とともに、国産のヒノキ玉がほのかに香り、家のお風
呂で温泉気分。

手ぶらでお買い物、帰りはエコバッグ。サコッシュからエコバッグに
変身!

ケーブルクリック ミニ ５個組 （120259）

レジカゴトートバッグ （62380）

21T382

指定不可

CHN78-38S

CHN70-30S

21T383

\1,000 〔税込 \1,100〕

\980 〔税込 \1,078〕

\980 〔税込 \1,078〕

●材質：ポリエステル ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：77g ●容量：18L
●本体ｻｲｽﾞ：サコッシュ時/165×225mm・エコバッグ時
/345×390mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：160×10×240mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP
袋 72個

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

●材質：ポリエステル ●重量：210g ●容量：20L ●本体ｻｲｽﾞ：
440×330×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：240×130×50mm ●ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ：PP袋 72個 ●名入：ポケット部/60-120-16-72-S ●名入ｻｲｽﾞ：
80×100mm

手ぶらでお買い物、帰りはエコバッグ。サコッシュからエコバッグに
変身!

邪魔なコードを簡単にひとまとめにできます。はずすのも簡単。

買い物かごにピッタリの大容量レジカゴバッグです。収納はコンパ
クトでバンド掛けのエコタイプ。開閉は巾着タイプで外側にポケット
もついて、とても便利。

藍染縁起 反型豆鉢三ツ組 （EN-403）

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-1）

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-2）

21T384

JPN70-30S

21T385A

A/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

21T385B

B/ｸﾞﾚｰ

CHN70-30S

\800 〔税込 \880〕

\700 〔税込 \770〕

\700 〔税込 \770〕

●材質：磁器 ●機能：電子レンジ対応 ●ｾｯﾄ内容：豆鉢×3・取説
●重量：220g ●本体ｻｲｽﾞ：φ76×30mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
237×85×32mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水加工 ●機
能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量
：7L ●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水加工 ●機
能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量
：7L ●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

梅文様は『学問・安産』、六瓢箪は『無病息災』、招き猫には『商売
繁盛』と、それぞれの模様に縁起の良い意味が込められています
。

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

内ポケットに小さくたためるタフなファスナー付き保冷温トート。テ
ントにも使われる丈夫でしなやかな生地は撥水加工済み!内生地
はシルバーコーティング。
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テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-3）

テントクロス 折りたたみ保冷温トート （
0024-4）

21T385C C/ﾈｲﾋﾞｰ

21T385D

CHN70-30S

D/ｵﾘｰﾌﾞ

CHN70-30S

ミキサー （WW-207）
21T386A

A/ライムグリーン

JPN75-35S

\700 〔税込 \770〕

\700 〔税込 \770〕

\600 〔税込 \660〕

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水加工 ●機
能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量
：7L ●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：ポリエステル・シルバーコーティング・表面撥水加工 ●機
能：ファスナー、内ポケット付 ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：65g ●容量
：7L ●本体ｻｲｽﾞ：360×350×100mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 150個 ●名入：70-146-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×200mm

●材質：PP ●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：254×45×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：287×70×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付OPP袋 120個

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

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

手軽でスピーディ。混ぜやすいミキサー!

ミキサー （WW-208）

えあわせどうぶつ・ごはんとうんち （292055）

折りたたみコップ ペタッコ

21T386B

B/ブラック

\600 〔税込 \660〕

JPN75-35S

21T387

CHN78-38U

21T388A

A/ブルー

CHN75-35S

\600 〔税込 \660〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：PP ●重量：20ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：254×45×9mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：287×70×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：台紙付OPP袋 120個

●ｾｯﾄ内容：カード60枚・取説●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：172×128×34mm
●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：化粧箱 48個

●材質：シリコン・ステンレス・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：25×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×130×30mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ビニール袋 72個

手軽でスピーディ。混ぜやすいミキサー!

「どうぶつ」と「ごはん」と「うんち」を絵あわせして動物の生活を考
えよう!

片手で折りたためて簡単収納。キャップ、ストラップ付で持ち運び
にも便利です。

折りたたみコップ ペタッコ

折りたたみコップ ペタッコ

折りたたみコップ ペタッコ

21T388B

B/ピンク

日本

日本

CHN75-35S

21T388C C/イエロー

CHN75-35S

21T388D

D/ライトグリーン

CHN75-35S

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

\500 〔税込 \550〕

●材質：シリコン・ステンレス・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：25×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×130×30mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ビニール袋 72個

●材質：シリコン・ステンレス・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：25×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×130×30mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ビニール袋 72個

●材質：シリコン・ステンレス・PP ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：70ｇ ●
本体ｻｲｽﾞ：25×85×85mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：145×130×30mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ビニール袋 72個

片手で折りたためて簡単収納。キャップ、ストラップ付で持ち運び
にも便利です。

片手で折りたためて簡単収納。キャップ、ストラップ付で持ち運び
にも便利です。

片手で折りたためて簡単収納。キャップ、ストラップ付で持ち運び
にも便利です。

WEB ウインターナウ２０２１

薬用入浴剤 綺羅の刻（5包入） （KRA-5P）
JPN70-30U

21T389
\500 〔税込 \550〕

日本

●ｾｯﾄ内容：薬用入浴剤30g×5（白檀、桜、菖蒲、檜、椿の香り）●
重量：196g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：120×235×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう
式ケース 80個 ●名入：台紙/90-36-12-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：
30×120mm

わくわくゲームセット （290-001）
JPN80-40W

21T390
\500 〔税込 \550〕

日本

育てるスープ （GD-79501）
21T391A

A/パクチー

JPN75-35S

\480 〔税込 \528〕

●材質：紙・PP ●機能：福笑い・紙相撲・すごろく2種 ●ｾｯﾄ内容：
福笑い、紙相撲、すごろく2種のパーツ各種・片づけ袋●重量：182
ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：330×242×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 80個

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

日本の伝統的な香りを取り揃えた、和漢植物エキス配合の薬用
入浴剤です。

4つのゲームが楽しめます!

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

育てるスープ （GD-79502）

育てるスープ （GD-79503）

育てるスープ （GD-79504）

[法]医薬部外品

21T391B

B/ミニキャロット

JPN75-35S

21T391C C/青ネギ

JPN75-35S

21T391D

D/ホウレンソウ

JPN75-35S

\480 〔税込 \528〕

\480 〔税込 \528〕

\480 〔税込 \528〕

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

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

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

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

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

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

育てるスープ （GD-79505）

ミミスキット ブルー （G-2192）

テントクロス 折りたたみトート （0023-1）

21T391E

E/トマト

JPN75-35S

21T392

JPN75-35S

21T393A

A/ﾌﾞﾗｯｸ

CHN70-30S

\480 〔税込 \528〕

\400 〔税込 \440〕

\400 〔税込 \440〕

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

●材質：エラストマー ●重量：3ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：144mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：180×50×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ブリスター 12個

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70-138-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

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

二重のらせんでゴッソリとれる!

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

WEB ウインターナウ２０２１

テントクロス 折りたたみトート （0023-2）
21T393B

B/ｸﾞﾚｰ

CHN70-30S

テントクロス 折りたたみトート （0023-3）

テントクロス 折りたたみトート （0023-4）

21T393C C/ﾈｲﾋﾞｰ

21T393D

CHN70-30S

D/ｵﾘｰﾌﾞ

CHN70-30S

\400 〔税込 \440〕

\400 〔税込 \440〕

\400 〔税込 \440〕

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70-138-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70-138-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

●材質：ポリエステル ●機能：表面撥水加工 ●ｾｯﾄ内容：取説●
重量：43g ●本体ｻｲｽﾞ：420×380×180mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
130×150×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 200個 ●名入：70-138-17100-S ●名入ｻｲｽﾞ：200×300mm

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

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

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

蓄光かみねんど （283-135）

蓄光かみねんど （283-136）

Agガーゼハンドタオル （1F4001）

21T394A

A/グリーン

JPN80-40W

21T394B

B/ブルー

JPN80-40W

21T395

JPN70-30S

\350 〔税込 \385〕

\350 〔税込 \385〕

\350 〔税込 \385〕

●ｾｯﾄ内容：ねんど70ｇ●重量：72g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×120×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個

●ｾｯﾄ内容：ねんど70ｇ●重量：72g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
190×120×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 60個

●材質：綿100％ ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：27g ●本体ｻｲｽﾞ：
340×370mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×190×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：紙
巻OPP袋 100個

太陽光や蛍光灯などの光に当てると、暗闇で光る紙粘土です!

太陽光や蛍光灯などの光に当てると、暗闇で光る紙粘土です!

抗ウィルス加工。銀イオンを配合。洗濯を繰り返しても効果が持続
。

特大モダンつめ切り （N-28）

育てるカプセル 薬味 （GD-926）

エチケットブラシ ミラー付 （GH2T）

21T396

CHN70-30S

21T397

指定不可

JPN75-35S

21T398

CHN70-30S

\280 〔税込 \308〕

\273 〔税込 \300〕

\250 〔税込 \275〕

●材質：クロムメッキ刃物鋼・ABS ●重量：58g ●本体ｻｲｽﾞ：
105×20×20mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：130×55×25mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
化粧箱 200個 ●名入：80-18-17-300-S ●名入ｻｲｽﾞ：10×42mm

●材質：ポット/PP ●ｾｯﾄ内容：ポット・培養土・種・取説●重量：
27g ●本体ｻｲｽﾞ：Φ65×75mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：裸 192個

●材質：ABS・ナイロン ●重量：26g ●本体ｻｲｽﾞ：
42×105×6.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：44×108×8mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：無
地箱 100個 ●名入：90-38-32-500-S ●名入ｻｲｽﾞ：35×70mm

切った爪が飛び散らない特大サイズのカバー付きつめ切りです。

ガチャガチャのカプセルの中には薬味を育てる小さな栽培セットが
入っています。薬味は全5種類。何が出るかは開けてからのお楽
しみです。

カバンに入れても気にならない薄型コンパクトサイズのエチケット
ブラシ。いつでも、どこでも身だしなみのチェックができます。

WEB ウインターナウ２０２１

マスクもかけられる薄型スマホスタンド （
TN-01M）
JPN70-30S

21T399
\250 〔税込 \275〕

日本

カラーオーガニックタオルハンカチ（アソート
） （OC-25-A）
21T400

ｶﾗｰOK

●材質：PP ●機能：マスクスタンド（かける、はさむ、のせる）・スマ
ホ、メガネスタンド ●ｾｯﾄ内容：取説●重量：30ｇ ●本体ｻｲｽﾞ：ス
マホスタンド/110×55×2mm・マスクスタンド/170×59×3.7mm ●
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：210×110×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 500個 ●名入：
0-12-9-100-L ●名入ｻｲｽﾞ：56×46㎜

指定不可

JPN70-30S

チェルフフ 2包入 （CF-20K）
21T401

JPN70-30S

\250 〔税込 \275〕

\200 〔税込 \220〕

日本

●材質：綿100％ ●重量：24g ●本体ｻｲｽﾞ：290×280mm ●ﾊﾟｯｹ
ｰｼﾞｻｲｽﾞ：155×135×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ポリ袋 400個

●ｾｯﾄ内容：ストロベリー＆ピーチ、ライム＆レモンの香り●重量：
40ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：85×195×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース
130個 ●名入：ケース/50-12-14-300-H ●名入ｻｲｽﾞ：
15×60mm

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

カラフルマグネットボード（ペン付） （M3302
）
21T402

指定不可

CHN70-30U

名湯百景 三つ折2包入 （GM-2）
JPN75-35S

21T403

薬用デオドラントソープ （CDS）
21T404

JPN78-38U

\200 〔税込 \220〕

\200 〔税込 \220〕

\120 〔税込 \132〕

●材質：マグネット・紙・PP ●ｾｯﾄ内容：ボード・ペン・取説●重量：
70g ●本体ｻｲｽﾞ：148×210×1mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
160×215×12mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋 120個 ●名入：60-36-17150-S ●名入ｻｲｽﾞ：12×100mm

●ｾｯﾄ内容：入浴剤25g×2包（草津、道後）●重量：80g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
ｻｲｽﾞ：108×195×10mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 200個

●重量：90ｇ ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：53×105×27mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：PP袋
120個

[法]医薬部外品

[法]医薬部外品

おしゃれでカラフルなマグネットボード!スケジュール管理や掲示板
として幅広くお使いいただけます。

整湯炭酸 1錠入 （TYT-12K）
21T405A

A/香草唐辛子乃香

\120 〔税込 \132〕

JPN70-30S
日本

●重量：47g ●本体ｻｲｽﾞ：86×50×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
95×90×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 200個 ●名入：7029-18-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：77×37ｍｍ

日本

殺菌剤でお肌を殺菌、消毒し消炎剤でお肌の荒れを防ぐ薬用石
鹸です。香りはラベンダータイプの微香性。

整湯炭酸 1錠入 （TYT-12K）
21T405B

B/柚子生姜乃香

\120 〔税込 \132〕

JPN70-30S
日本

●重量：47g ●本体ｻｲｽﾞ：86×50×15mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
95×90×16mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 200個 ●名入：7029-18-1000-L ●名入ｻｲｽﾞ：77×37ｍｍ

さわやかセット コンパクト （12008）
21T406

JPN70-30U

\80 〔税込 \88〕
●ｾｯﾄ内容：あぶらとり紙10枚・滅菌済絆創膏Mサイズ2枚・カラー
綿棒10本（タイ）・取説●重量：12g ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：
106×95×5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：たとう式ケース 1000個 ●名入：ケー
ス/30-0-17-1-K ●名入ｻｲｽﾞ：15×80mm

[法]絆創膏/医療機器認証番号29B2X10005000038
お風呂で整う!発汗入浴のススメ。

お風呂で整う!発汗入浴のススメ。

あぶらとり紙と滅菌済絆創膏とカラフルな綿棒の3点セット。お出
かけ時の心強い味方です。
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いろいろな缶にはまる缶くんキャップII （
TN-061）
21T407

指定不可

\50 〔税込 \55〕

JPN70-30W
日本

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）
21T408A

A/赤

CHN70-30S

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）
21T408B

B/緑

CHN70-30S

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

●材質：PE ●機能：タブオープナー ●重量：6g ●本体ｻｲｽﾞ：
83×64×9.5mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ：107×75×9.6mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：ジ
ップ付PE袋 1000個 ●名入：40-29-22-500-L ●名入ｻｲｽﾞ：φ
46mm

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

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

いろいろな缶飲料に装着できる飲みかけ用キャップ。倒れても安
心。タブオープナー付き。

あると便利!クリアファイルです。

あると便利!クリアファイルです。

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

21T408C C/黄

21T408D

CHN70-30S

D/白

CHN70-30S

21T408E

E/青

CHN70-30S

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

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

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

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

あると便利!クリアファイルです。

あると便利!クリアファイルです。

あると便利!クリアファイルです。

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

Ａ4クリアファイル （KBA4CF）

21T408G G/透明

21T408H

21T408F

F/オレンジ

CHN70-30S

CHN70-30S

H/スモーク

CHN70-30S

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

\35 〔税込 \39〕

●材質：PP ●重量：25g ●本体ｻｲｽﾞ：310×220mm ●ﾊﾟｯｹｰｼﾞ：
裸 500個
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あると便利!クリアファイルです。
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