
本カタログは「総額表示義務」の対象外により表記価格に消費税は含まれておりません

1.印刷の都合上､掲載写真と実際の商品の色は多少異なる場合がございます｡

2.すべての商品単価には､消費税は含まれておりません｡

3.�申し込み単位での御発注をお願いいたします｡単位に満たない場合には､梱包手数料及び別途料金が必要となります｡

4.北海道､沖縄､および一部離島は別途運賃が必要となります｡ご了承ください｡

5.不良品の返送は､商品到着後8日以上経過したもの､及び良品の返品はお受けできません｡

6.�当カタログの中で色指定可と記載されていない商品につきましては色指定でのご発注は承りできません。ご了承ください。

ご注意＆お願い

カタログ有効期限2019年8月末日

SP PROJECT
vol.43  2019 spring&summer

イチオシ！防災グッズ

オリジナル名入

対応商品も

たくさんあります

●申込単位／30×1 ●入数／30 
●サイズ／約11×7.3×18.3cm
　　　　　箱サイズ：約12.4×8.3×19.5cm 
●材質／ABS樹脂 
●カラー／ブラック 
●JAN／4526034338439

多機能ラジオライト

ご提供価格  ¥2,400 

商品コード　ＰＬ-164
化粧箱 名入れ

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／φ2.2×9.2cm　箱サイズ:10.2×4.6×2.7cm 
●材質／アルミニウム 
●カラー／ゴールド・シルバー・レッド　※色指定してください
●備考／充電用ケーブル付
●JAN／4526034338453

コンパクトモバイルバッテリー
2000mAh　PSE

ご提供価格  ¥548 定番
化粧箱 名入れ

商品コード　SW-155

ご提供価格  ¥398 
●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／収納時：φ8.7×14.3cm
　　　　　使用時：φ8.7×20cm
　　　　　箱サイズ:15.5×9.3×9.3cm 
●材質／PS・スチール 
●カラー／ブラック 
●備考／単3電池3本使用（別売）
●JAN／4526034338422

化粧箱 名入れ

ＣＯＢ　2WAYランタン
商品コード　ＰＬ-163

NEW

NEW

NEW 色
指定可

あると
・ステキ

3色
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Recommend item

熱中症対策に！

水に濡らして、絞る・振るだけで

ひんやりするタオル。

持ち運びに便利なボトル入り。

繰り返し使えます。

カラビナボトル付き
涼感タオル

水に濡らして絞るだけ！

ひんやりした冷感で

夏の暑さをクールダウン。

カラビナ付ポーチ入涼感タオル

涼感タオル（ポーチ入り）

名入れサイズ：
50×100mm以内

名入れサイズ：
50×100mm以内

布地布地

NEWNEW

NEW

朝顔金魚花火

●申込単位／120×1 ●入数／120 （30×4）
●サイズ／約φ7×6cm　箱サイズ：7.5×7.5×7.3cm 
●材質／ガラス・紙 
●カラー／金魚・朝顔・花火　3柄アソート
●備考／※インナー30個単位でのご注文お願いします
●JAN／4526034338378

化粧箱 3柄

夏風情　ガラス風鈴（金魚・朝顔・花火）
※4月スタート

ご提供価格  ¥158 

商品コード　JM-487

NEW

インナー
単位

ご提供価格  ¥298 
●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／タオル：約90×20cm　ボトル：約φ7.5×17cm 
●材質／タオル：ナイロン・ポリエステル
　　　　ボトル：ＰＥＴ・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ロイヤルブルー 
●JAN／4526034338392

化粧箱 名入れ

カラビナボトル付き涼感タオル
※4月スタート
商品コード　JM-489

or

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／タオル：約90×20cm　ポーチ：約22.5×15cm 
●材質／ポリエステル・PVC 
●カラー／ロイヤルブルー 
●JAN／4526034338385

ご提供価格  ¥140 PP袋 名入れ

涼感タオル（ポーチ入）※4月スタート
商品コード　JM-488

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／タオル：約90×20cm　ポーチ：約24-21×14cm 
●材質／ポリエステル・PVC・スチール・アルミ 
●カラー／ロイヤルブルー 
●JAN／4526034338477

ご提供価格  ¥150 PP袋 名入れ

カラビナ付ポーチ入涼感タオル※4月スタート
商品コード　JM-491

紫外線遮蔽率

98%

UPF
50+

名入れサイズ：
20×30mm以内・
50×10mm以内
※場所はどちらか

パッド
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夏らしい爽やかなグラデーションの

ストロー付タンブラーです。

保冷剤がキラキラと光って

写真映えすることまちがいなし！

ランタン（COB）＆ハンディライト(LED）の

2通りに使えます。

ランタンはＣＯＢ方式で非常に明るい！

上に伸ばすと自動で点灯、

収納すると自動で消灯するスライド式です。

or

災害時の防災用品やアウトドア用品として

持ち運びに便利です。
布地

名入れサイズ：
40×20mm以内

トロピカルタンブラー

COB 2WAYランタン

折りたたみ ウォーターバッグ7L

モバイル防水ポーチ

お絵描き風鈴

Recommend item

収納時

2way

2way

生活防水
IPX8
適合

ブルー系ピンク系

ブラック ホワイト

NEW

NEW
色
指定可

●申込単位／24×2 ●入数／24（12×2） 
●サイズ／約φ10×16cm　箱サイズ：10.5×10.5×17cm
●材質／ポリスチレン・シリコンゴム・PP・水・
　　　　ポリアクリル酸ナトリウム 
●カラー／ブルー系・ピンク系　2色アソート 
●備考／容量：380ml　
　　　　※インナー12個単位でのご注文お願いします
●JAN／4526034338163

化粧箱 2色 名入れ

トロピカルタンブラー（ストロー付）

ご提供価格  ¥298
商品コード　JM-729

名入れサイズ：
20×30mm以内・
50×12mm以内
※場所はどちらか

パッド
インナー
単位

大きめの風鈴本体や短冊に、
ご家庭にある絵の具や
色鉛筆などを使い、
オリジナルの風鈴を作る
楽しい商品です。

●申込単位／100×3 ●入数／100 
●サイズ／約φ7.2×8.5cm　箱サイズ：7.8×7.8×9.8cm 
●材質／陶器 
●備考／※ケース単位でのご注文お願いします

化粧箱

お絵描き風鈴

ご提供価格  ¥168 

商品コード　KK-46
ケース
単位

●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／収納時：約φ8.7×14.3cm　使用時：約φ8.7×20cm
　　　　　箱サイズ:15.5×9.3×9.3cm 
●材質／PS・スチール 
●カラー／ブラック 
●備考／単3電池3本使用（別売）
●JAN／4526034338422

ご提供価格  ¥398 化粧箱 名入れ

ＣＯＢ　2WAYランタン
商品コード　ＰＬ-163

名入れサイズ：
20×30mm以内

パッド

NEW

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約32×42.5×15.3cm 
●材質／ポリエチレン 
●カラー／半透明 
●JAN／4526034338446

ご提供価格  ¥188 PP袋 名入れ

折りたたみ　ウォーターバッグ7Ｌ
※4月スタート
商品コード　ST-54

布地

名入れサイズ：
70×50mm以内

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約23×11cm 
●材質／PVC 
●カラー／ブラック・ホワイト　※色指定してください 
●JAN／4526034338361

デザイン袋 2色

モバイル防水ポーチ（Ｂ＆Ｗ）

ご提供価格  ¥148 

商品コード　AI-205
名入れ

スライドで
点灯
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ホワイト
ピンク

パープルパープル

パープルパープル

ピンクピンク

ピンクピンク

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／箱サイズ：18×13.5×5.3cm 
●材質／紙せっけん  
●JAN／4526034338149

フラワーソープ　ギフトBOX

ご提供価格  ¥450 

商品コード　JM-521
ウィンドウBOX入

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／プラケース:φ6.3×4cm 
●材質／紙せっけん 
●カラー／ピンク・パープル　2色アソート
●JAN／4526034333311

フラワーソープ　ローズプラケース入

ご提供価格  ¥128 
商品コード　JM-501

リボン付PP袋定番 2色

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／プラケース:5×5×27.5cm 
●材質／紙せっけん 
●カラー／ピンク・パープル　2色アソート
●JAN／4526034333328

フラワーソープ　ローズ一輪プラケース入

ご提供価格  ¥198 

商品コード　JM-502
リボン付PP袋定番 2色

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／プラケース:5×5×27.5cm 
●材質／紙せっけん 
●カラー／ピンク・パープル　2色アソート
●JAN／4526034333625

カーネーションフラワーソープ　一輪

ご提供価格  ¥198
商品コード　JM-506

リボン付PP袋 2色

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／プラケース:φ6.3×4cm 
●材質／紙せっけん 
●カラー／ピンク・パープル　2色アソート
●JAN／4526034333618

カーネーションフラワーソープ

ご提供価格  ¥128 

商品コード　JM-505
リボン付PP袋 2色

●申込単位／144×1 ●入数／144 
●サイズ／プラケース:φ5.5×3cm 
●材質／紙せっけん 
●カラー／ホワイト・ピンク　2色アソート
●JAN／4526034334974

さくらフラワーソープ

ご提供価格  ¥88 

商品コード　JM-510
リボン付PP袋 2色

やさしく香るフラワーソープ。

バラの花が6つセットでギフトボックスに入ってます。 花びらがゴージャスなフラワーソープ6個セットのプチギフト

花柄のデザインとリボンがかわいいプチギフト

ローズ型ハンドソープ。
お風呂でもご利用できます。

ローズ型の香り付きせっけん。
芳香剤としてもご利用できます。

カーネーション型ハンドソープ。
お風呂に浮かべてもご利用できます。

カーネーション型の香り付きせっけん。
芳香剤としてもご利用できます。

かわいい桜の花びらの形のフラワーソープです。

●申込単位／72×1 ●入数／72 
●サイズ／1枚あたり　約4.5×4cm
　　　　　箱サイズ：11×4×17cm 
●材質／紙せっけん 
●JAN／4526034338132

フラワーソープ　リボンBOX

ご提供価格  ¥168 

商品コード　JM-520
ウィンドウBOX入

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／箱サイズ：18×13.5×5.3cm 
●材質／紙せっけん 
●JAN／4526034338149

ご提供価格  ¥450 

フラワーソープ（レッド）　ギフトBOX
商品コード　JM-521R

ウィンドウBOX入
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名入れサイズ：
70×10mm以内

名入れサイズ：
70×10mm以内

パッド
パッド

スタイリッシュなメタリックカラーがおしゃれなマグボトル

開運 招福

バックスタイル

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／φ5.9×17.5cm　箱サイズ：6.5×6.5×18.4cm 
●材質／ステンレス・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／シャンパンゴールド・ローズピンク・ブルー　3色アソート
●備考／氷ストッパー付 
●JAN／4526034337685

真空スリムマグボトル300ml（メタリック）

ご提供価格  ¥438 

商品コード　JM-721
化粧箱定番 3色 名入れ

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ6.8×24.8cm　箱サイズ：7.5×7.5×26cm 
●材質／ステンレス・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／シャンパンゴールド・ローズピンク・ブルー　3色アソート
●JAN／4526034337708

真空ステンレスボトル480ml（メタリック）

ご提供価格  ¥438 

商品コード　JM-723
化粧箱定番 3色 名入れ

シャンパンゴールドローズピンクブルー シャンパンゴールドローズピンクブルー

招 福 開 運

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／8.5×6.8×9cm
　　　　　箱サイズ：8.7×7.5×10.3cm
●材質／陶器・ポリエステル 
●カラー／開運・招福　２種アソート 
●備考／＊座布団付 
●JAN／4526034338248

招福・開運　金のまねき猫貯金箱

ご提供価格  ¥220 

商品コード　JM-485
化粧箱 2種
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名入れサイズ：
15×60mm以内

パッド

飲み口を飲みやすくした
改良バージョン！

スタイリッシュな
メタリックボディ！

スリムで持ちやすいスタイリッシュなデザイン。 折りたためるので持ち運びや防災用にも最適です。

レッドブルー シルバー ブルー

名入れサイズ：
25×45mm以内

パッド

名入れサイズ：
25×45mm以内

パッド

200本より
オリジナルデザイン
の注文が可能です

フルカラー印刷対応

200本より
オリジナルデザイン
の注文が可能です

フルカラー印刷対応

中の台紙を入れ替えて、簡単にオリジナルタンブラーが作れます！

ブラック
ホワイト

レッド
シルバー

名入れサイズ：
25×35mm以内

パッド

真
空
二
重
構
造
だ
か
ら

飲
み
頃
の
温
度
を
長
く
キ
ー
プ
。

冷たいビールも 温かいコーヒーも

飲
み
や
す
い

飲み
口にも

こだわった新タ
イ
プ
で
す

名入れサイズ：
70×10mm以内

パッド

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／φ6.6×21cm　箱サイズ：6.8×6.8×21.5cm 
●材質／本体:アルミ二ウム  パッキン:シリコンゴム  蓋:PP 
●カラー／ブルー・シルバー　※色指定してください
●備考／容量500ml
●JAN／4526034337791

NEWカラビナ付アルミボトル（飲み口新タイプ）

ご提供価格  ¥298 

商品コード　SW-272B・SW-272S
クリアーケース 2色 名入れ

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／φ6.6×21.5cm　箱サイズ：6.8×6.8×22cm 
●材質／アルミニウム・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ブルー・レッド　※色指定してください
●備考／容量500ml
●JAN／4526034337586

カラビナ付アルミボトル（ブルー）・（レッド）

ご提供価格  ¥298
商品コード　SW-271B・271R

クリアーケース 名入れ2色

●申込単位／144×1 ●入数／144 
●サイズ／12×27×3cm 
●材質／PET・AL・PA・PE 
●カラー／ブラック・レッド・ブルー　3色アソート
●備考／容量:500ml 
●JAN／4526034335759

カラビナ付折りたたみボトル500ml

ご提供価格  ¥98 

商品コード　JM-714
台紙＋PP袋定番 3色 名入れ

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／φ5.8×20cm　箱サイズ：6.5×6.5×20.8cm 
●材質／ステンレス・PP・シリコンゴム 
●カラー／ホワイト・ブラック・シルバー・レッド　※色指定してください
●備考／氷止めストッパー付き　 
●JAN／4526034338002

真空スリムマグボトル300ml

ご提供価格  ¥435 

商品コード　JM-726
化粧箱 4色 名入れ定番

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／約φ8×10cm　箱サイズ：9×9×11.3cm
●材質／ステンレス鋼 
●備考／＊真空二重構造・冷温両用・結露なし 
●JAN／4526034338309

真空断熱タンブラー350ml

ご提供価格  ¥488 

商品コード　JM-730
化粧箱定番 名入れ

●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／φ7.8×16.6cm　箱サイズ：8.3×8.3×17.5cm 
●材質／ステンレス・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ブルー・レッド　2色アソート 
●備考／容量350ml
●JAN／4526034337715

チェンジサーマルタンブラー350ml 
（オリジナル台紙着せ替えタンブラー）

ご提供価格  ¥375
商品コード　JM-724

化粧箱 2色

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／φ6.6×14.3cm　箱サイズ：8.2×8.2×15.3cm 
●材質／ポリスチレン・PP・TPE 
●カラー／ブルー・レッド　2色アソート 
●備考／フルカラー印刷対応 容量280ml 
●JAN／4526034337807

オリジナル台紙着せ替えタンブラー280ml

ご提供価格  ¥206
商品コード　JM-725

化粧箱 2色

3時間後

氷の入った飲み物も
結露なしで長時間楽しめます

ブラック

レッド

レッド レッド

ブルー

ブルー ブルー

色
指定可

色
指定可

色
指定可

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り



アウトドアや
オフィスに！
ボトル
＆
カップ

ブルー ブルー
ブルー ピンク

ピンク ピンクグリーン グリーン

フタを外して直飲みできます。
本体230gの軽量タイプ

ホワイトホワイト

ホワイトホワイト

グレーグレー グレー グレーブラックブラック

ブラックブラック

グレー ブラック

グレー ホワイトブラック
ネイビー ホワイト

ブラック グレー

ブルー グリーン オレンジ ピンク

ホワイト

レッド ブラック ホワイト レッド ブラック ホワイト レッド

ブラック

ホワイト

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ5.6×21cm　箱サイズ：6×6×21.5cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●カラー／レッド・ホワイト・ブラック　※色指定してください 
●備考／保温効果:52℃以上（6時間）、20℃以上（24時間） 
●JAN／レッド:4546490503929　
　　　　ホワイト:4546490503936
　　　　ブラック:4546490503943

クラップ　ワンタッチ栓スリムマグボトル
260ml

ご提供価格  ¥548 

商品コード　AI-853
化粧箱 3色

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ5.8×23.6cm　箱サイズ：6×6×24cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●カラー／レッド・ホワイト・ブラック　※色指定してください 
●JAN／レッド:4546490505084　
　　　　ブラック:4546490505091
　　　　ホワイト:4546490505107

クラップ　ステンレススリムマグボトル
350ml

ご提供価格  ¥698 

商品コード　AI-885
化粧箱 3色

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ9×11.2cm　箱サイズ：9.5×9.5×12cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●カラー／レッド・ホワイト・ブラック　※色指定してください 
●JAN／WH:4546490505176　
　BK:4546490505183　RD:4546490505190

クラップ　フードポット
（アンブレラ）320ml

ご提供価格  ¥798 

商品コード　AI-1102
化粧箱 3色

●申込単位／20×2 ●入数／20 
●サイズ／φ6.8×18.5cm　箱サイズ：7×7×19cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコンゴム 
●カラー／ブルー・グリーン・ピンク　※色指定してください
●備考／容量:330ml 保温効力:26℃以上（24時間）、
　　　　62℃以上（6時間） 
●JAN／ＢＬ:4546490503509　
　ＧＲ:4546490503493  PK:4546490503486

マカロン　ワンタッチマグボトル　330ml

ご提供価格  ¥648 

商品コード　AI-835
化粧箱 3色

●申込単位／20×2 ●入数／20 
●サイズ／φ6.8×21.7cm　箱サイズ：7×7×22cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコンゴム 
●カラー／ブルー・グリーン・ピンク　※色指定してください 
●備考／容量:430ml 保温効力:26℃以上（24時間）、
　　　　62℃以上（6時間） 
●JAN／ＢＬ:4546490503530　
　ＧＲ:4546490503523  PK:4546490503516

マカロン　ワンタッチマグボトル　430ml

ご提供価格  ¥698 

商品コード　AI-836
化粧箱 3色

●申込単位／20×2 ●入数／20 
●サイズ／6.5×7.5×24cm　箱サイズ：7×7×25cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●カラー／ブルー・ピンク　※色指定してください 
●JAN／ＰＫ:4546490584331
　　　　BL:4546490584348

クリス　ワンタッチ栓マグボトル　450ml

ご提供価格  ¥698 

商品コード　AI-867
化粧箱 2色

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ9×10.7cm
　　　　　箱サイズ：9.5×9.5×13cm
●材質／ステンレス鋼 
●カラー／ホワイト・グレー・ブラック　3色アソート
●JAN／4546490505596

化粧箱 3色

ENJOY　フードポット（ハンドル付）350ml

ご提供価格  ¥578 

商品コード　AI-1035

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ6×19.3ｃｍ
　　　　　箱サイズ：7×7×20cm
●材質／ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ホワイト・グレー・ブラック　3色アソート
●備考／氷止めストッパー付/保温保冷対応 
●JAN／4546490505473

ENJOY　スリムマグボトル330ml

ご提供価格  ¥468 

商品コード　AI-1032
化粧箱 3色

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ8.2×14cm（全高15.8cm）
　　　　　箱サイズ：8.5×8.5×16.5cm
●材質／ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ホワイト・グレー・ブラック　3色アソート
●JAN／4546490505558

ENJOY　ステンレス真空タンブラー380ml

ご提供価格  ¥468 

商品コード　AI-1034
化粧箱 3色

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ6.8×24.8ｃｍ
　　　　　箱サイズ：7.5×7.5×25.5cm 
●材質／ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ホワイト・グレー・ブラック　3色アソート
●JAN／4546490505510

ENJOY　ステンレスボトル480ml

ご提供価格  ¥468 

商品コード　AI-1033
化粧箱 3色

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ8.5×10.5cm　箱サイズ：9×8.8×11.3cm 
●材質／ステンレス鋼 
●備考／容量330ml、真空二重構造、冷温両用、結露なし
●JAN／4546490503684

H&C　ステンレス真空断熱タンブラー　330ml

ご提供価格  ¥468 

商品コード　AI-838
化粧箱

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ8×14cm　箱サイズ：8.5×8.5×14.8cm 
●材質／ステンレス鋼 
●備考／容量420ml、真空二重構造、冷温両用、結露なし 
●JAN／4546490503691

H&C　ステンレス真空断熱タンブラー　420ml

ご提供価格  ¥498 

商品コード　AI-839
化粧箱

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ6.7×24.1cm　箱サイズ：7.5×7.5×25cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●備考／真空二重構造・ワンプッシュ中栓・広口タイプ
　保温効力:30℃以上（24時間）　66℃以上（6時間） 
●JAN／4546490504353

H&C　ステンレスボトル　480ml

ご提供価格  ¥448 

商品コード　AI-868
化粧箱

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ9.3（最大13.7）×10.4cm
　　　　　箱サイズ：13×10×11.5cm 
●材質／陶器 
●カラー／ホワイト・グレー・ブラック 　3色アソート
●JAN／4546490706252

enjoy café　でっかいマグカップ

ご提供価格  ¥178 

商品コード　AI-1038
化粧箱 3色

●申込単位／36×2 ●入数／36 
●サイズ／φ8.2×10.3cm　箱サイズ：8.5×8.5×10.7cm 
●材質／ニューボン・竹・シリコンゴム 
●カラー／3色アソート 
●JAN／4546490706856

enjoy　キャニスター

ご提供価格  ¥280
商品コード　AI-1109

クラフト箱 3色

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／φ6.7×20cm 
●材質／ポリカーボネート・ポリプロピレン 
●カラー／2柄アソート 
●JAN／4546490805276/269

クリアボトル　スリム500ml

ご提供価格  ¥298 

商品コード　AI-1111
PP袋 2柄

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ7×25cm　箱サイズ：7.5×7.5×26cm 
●材質／ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／イエロー（キッチン）・ブルー（ベアー）
　　　　　※色指定してください
●備考／容量500ml 
●JAN／YE:4546490505695
　　　　BL:4546490505688

ステンレスボトル500ｍｌ
キッチン/ベアー

ご提供価格  ¥498 

商品コード　AI-1112
化粧箱 2色

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／約φ7.9（最大幅11）×H7.7cm
　　　　　箱サイズ：6×8.6×8.6cm　容量：230ml 
●材質／ニューボン 
●カラー／ライオン・クマ・パンダ　3柄アソート
●JAN／ライオン：4546490706559　
　　　　クマ：4546490706542
　　　　パンダ：4546490706535

化粧箱 3柄

アニマル　マグカップ

ご提供価格  ¥155
商品コード　AI-1204

●申込単位／20×2 ●入数／20 
●サイズ／Φ6.4×22cm　箱サイズ：7.2×7.2×23cm
●材質／ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ホワイト・グレー・ブラック　※色指定してください 
●JAN／ホワイト：4546490505749　
グレー：4546490505756　ブラック：4546490505763

化粧箱 3色

Enjoy　軽量ワンタッチ栓マグボトル500ml

ご提供価格  ¥798
商品コード　AI-1205

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約φ7.7（最大幅10.2）×7.3cm
　　　　　箱サイズ：10.5×8.5×8cm　 
●材質／ニューボン 
●カラー／ブラック・グレー・ホワイト・ネイビー　4色アソート 
●JAN／4546890706399

化粧箱 4色

Enjoy　コーヒーマグカップ210ml

ご提供価格  ¥125
商品コード　AI-1085

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／φ7×23.8cm 
●材質／ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ピンク・オレンジ・グリーン・ブルー　4色アソート 
●備考／容量500ml
●JAN／4546490703190

シュリンクラップ 4色

ポルカドット　直飲みマイボトル500ｍｌ（4色）

ご提供価格  ¥238
商品コード　AI-841

ライオン

イエロー（キッチン）ブルー（ベアー）

クマ パンダ

NEW

NEW
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収納時

名入れサイズ：
70×100mm以内

布地

名入れサイズ：
100×100mm以内

布地

オレンジ

グリーン

ライトブルー

名入れサイズ：
20×40mm以内

パッド

名入れ
どちらか

マグネットで固定して照らすことができるので
暗所での作業などに活躍します。
COBライトは点滅バージョンにも切替え可能！

コンパクトに持ち運べるから
どこでもぐっすり

氷が入れやすい広口タイプ。
熱中症や発熱時のクールダウンや
運動後のアイシングに便利！
コンパクトに折りたためます。

Sサイズ Mサイズ

ゴールド

レッド

パッド

名入れサイズ：
10×60mm以内

2Lのペットボトルが

6本入ります！

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／ケース:35×28.5×3.4cm 
●材質／ステンレス・ABS樹脂・ポリプロピレン 
●備考／セット内容:包丁5本・まな板・やすり棒 
●JAN／4526034330440

アウトドア包丁7点セット

ご提供価格  ¥680 

商品コード　SW-009
シュリンク

●申込単位／36×2 ●入数／36 
●サイズ／22×34×30cm 
●材質／不織布、アルミ蒸発フィルム 
●カラー／オレンジ・グリーン・ライトブルー　3色アソート 
●備考／2Lペットボトルが6本入ります 
●JAN／4526034335780

ビタミンカラーBIGクーラーバッグ

ご提供価格  ¥245 

商品コード　JM-214
PP袋定番 3色 名入れ

●申込単位／80×1 ●入数／80 
●サイズ／上辺43×高さ26×幅17.5cm 
●材質／ポリエステル・アルミ蒸着フィルム 
●カラー／ブルー・オレンジ　2色アソート
●備考／口元巾着タイプ 
●JAN／4526034337296

お出かけトートバッグ（保温・保冷）

ご提供価格  ¥298 

商品コード　JM-465
PP袋定番 2色 名入れ

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／9×2.5×1.5cm　箱サイズ:9.7×3.2×2.5cm 
●材質／ステンレス 
●カラー／シルバー 
●JAN／4526034337777

オールラウンドマルチツール

ご提供価格  ¥188 

商品コード　ST-40
化粧箱定番 名入れ

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／2.4×2.4×13.2cm　箱サイズ：2.7×2.7×13.5cm 
●材質／アルミ・ABS樹脂 
●カラー／レッド・ゴールド　※色指定してください
●備考／単4電池4本使用（別売）
●JAN／4526034338101

マグネット付き2WAYライト

ご提供価格  ¥298
商品コード　PL-159

化粧箱 名入れ2色
●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／収納時:底φ8.6×12.5cm　使用時:底φ8.6×18.5cm
　　　　　箱サイズ:9.5×9.5×14cm 
●材質／ABS樹脂・スチール 
●カラー／ブラック 
●備考／単3電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034338057

COB　スライドランタン

ご提供価格  ¥368 

商品コード　PL-157
化粧箱 名入れ定番

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／直径15cm　容量：約400cc 
●材質／ポリプロピレン、シリコン、アルミ、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン 
●カラー／ブルー

ご提供価格  ¥395 ヘッダー付化粧箱

アイスコールドパックＳサイズ　
商品コード　IT-009

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／直径21cm　容量：約1100cc 
●材質／ポリプロピレン、シリコン、アルミ、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン 
●カラー／ブルー

ご提供価格  ¥468 ヘッダー付化粧箱

アイスコールドパックMサイズ　
商品コード　IT-010

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約Ｗ180（210）×Ｄ70cm　
　　　　　パッケージサイズ：Ｗ18×Ｄ18×Ｈ35cm 
●カラー／3色アソート 

ＰＥ袋 3色

どこでもぐっすり寝袋

ご提供価格  ¥1,050 

商品コード　RS-001

●申込単位／50×3ケース以上 ●入数／50 
●サイズ／バッグ：約15.5×24×15cm
　　　　　保冷剤：約13×8.5cm 
●材質／アルミ蒸着、EPE、ポリエステル不織布、
　　　　ポリエチレン、水、吸水性ポリマー 
●備考／セット内容：クーラーバッグ、保冷剤100g×2 

保冷剤付6缶クーラーバッグ

ご提供価格  ¥310 

商品コード　OS-10
PP袋

アウトドアシーンで大活躍。

中身が見えない
巾着タイプ。
保温保冷効果も
高まります。

COB方式のランタン。
上に伸ばすと自動で点灯、
収納すると自動で消灯する

スライド式です。

ブルー オレンジ

NEWNEWNEWNEW

色
指定可

定番

ナイフ
やすり

プラスドライバー

缶切り

ハサミ

栓抜き

マイナスドライバー

キーリング

コルク抜き

名入れサイズ：
10×20mm以内

パッド

コンパクトなボディに
9つの機能が収まった、
まさに万能ツール！
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名入れサイズ：
20×80mm以内

布地

ネイビー

ピンク

ピンク ネイビー

名入れサイズ：
50×100mm以内

名入れサイズ：
30×50mm以内

名入れサイズ：
30×50mm以内

布地

箔押し 箔押し

持ち運びやすいポーチ付き！
持ち運びやすい
ポーチ付き！

名入れサイズ：
50×100mm以内

布地

機内やホテルでも快適な眠りを。

持ち運びに便利な携帯スリッパ。
サテン地の巾着付きで
高級感漂うアイテムです。

ストライプ柄の
折りたためる
便利なスリッパです。

アイマスク・エアー枕がセットになった
お役立ちトラベルグッズ。

名入れサイズ：
50×100mm以内

布地

フック付きだから、
旅行先の洗面所でも
使いやすい！

仕分けポケットや
ゴムベルトつきで
収納しやすい

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約26.5×43cm　箱サイズ：15.5×11.5×1.6cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／ピンク・ネイビー　※色指定してください
●JAN／4526034337661

エアー枕

ご提供価格  ¥115
商品コード　JM-222

化粧箱 2色

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／全長約28cm（フリーサイズ） 
●材質／ポリエステル・EVA・ポリウレタン 
●JAN／4526034338187

サテン巾着付携帯スリッパ（ネイビー）

ご提供価格  ¥158 

商品コード　JM-225N
PP袋 名入れ

●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／約24.5×9×21cm 
●材質／ポリエステル 
●JAN／4526034338170

トラベルポーチ

ご提供価格  ¥378 

商品コード　JM-224
PP袋 名入れ

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／収納サイズ：約11×17.5×2cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／ピンク・ネイビー　※色指定してください
●JAN／4526034337654

トラベルセット

ご提供価格  ¥225 

商品コード　JM-221
PP袋 2色 名入れ

●申込単位／180×1 ●入数／180 
●サイズ／26.5cm　ポーチ：約15×19cm 
●材質／T/C・EVA・ポリエステル 
●カラー／ブラック・ブルー・グレー　3色アソート
●JAN／4526034336596

ストライプ携帯スリッパ（ポーチ付）

ご提供価格  ¥130
商品コード　JM-216

PP袋定番 3色 名入れ

ここちよい旅に。

ブラック ブルー グレー

洗面用具や
コスメ・小物が
たくさん入る
トラベルポーチ。

名入れサイズ：
10×80mm以内

パッド

名入れサイズ：
20×60mm以内

パッド

コンパクトなケースに入った便利なステーショナリーセット

ストッパー付きで便利なメジャー。

名入れサイズ：
10×20mm以内

パッド

デスクまわりのサポーター。

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／6×6×2.5cm　箱サイズ：6.3×6.3×2.7cm 
●材質／ABS樹脂・炭素鋼 
●JAN／4526034337739

3mメジャー

ご提供価格  ¥218 

商品コード　PL-150
化粧箱 名入れ

●申込単位／200×1 ●入数／200
●サイズ／ケース：12.7×8.3×2.1cm　ペン：5.6×2.5×1.5cm 
●材質／PP 
●JAN／4526034338286

マーカーペン5色セット

ご提供価格  ¥130 

商品コード　SW-151
台紙+透明袋 名入れ

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／収納ケース：10.8×6.2×2.1cm
　　　　　ホッチキス：4.2×1.7×3.1cm
　　　　　テープカッター：4×1.6×2.6cm　クリップ：2.1×1.4×1.4cm
●カラー／ブルー・オレンジ　2色アソート  
●材質／PP･PS･スチール･AS 
●JAN／4526034338279

ステーショナリー　4点セット

ご提供価格  ¥130 

商品コード　SW-149
台紙+透明袋 2色 名入れ

NEW NEW

グリーングレー ブラウン エンジ

エンジ ブラック ネイビーネイビー

色
指定可

色
指定可

色
指定可

色
指定可

●申込単位／400×1 ●入数／400 
●サイズ／約10.5×7.4×1.2cmv 
●カラー／ネイビー・グレー・グリーン・エンジ
　　　　　※色指定してください

クラフトワークメモ

ご提供価格  ¥155 

商品コード　SN-04 4色 名入れ

●申込単位／400×1 ●入数／400 
●サイズ／約12.4×7.4×0.6cm 
●カラー／ブラック・ネイビー・ブラウン・エンジ
　　　　　※色指定してください

サイドカラーリングメモ

ご提供価格  ¥205 

商品コード　SN-03 4色 名入れ

ブルー
オレンジ
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軽い、黒くなりにくい、
刃が傷まない！

メッシュ素材で
汚れをしっかりキャッチ

100ml単位の
容量メジャー付

100ml単位の
容量メジャー付

キャッチオープナー栓抜き

牛乳パック解体ガス抜き ペットボトル解体

ペーパーナイフ 六角レンチ（大・中・小）マイナスドライバー

収納ケース付き

名入れサイズ：
30×70mm以内

名入れサイズ：
70×70mm以内

名入れサイズ：
45×16mm以内

名入れサイズ：
130×70mm以内

布地

シルク

箔押し・型押し

転写

グリーン

ホワイト ブラック

ブルー オレンジ

サビに強い！ポップカラーのステンレス製キッチンバサミ。 にぎって絞れる水切りボウル。小さく収納できて便利。

伸縮式で
コンパクトに収納できます！

グリーン

イエロー

ブルー

ピンク

ブルー

頼れる
キッチン
アイテム

マルチに使える８way

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／全長21.5cm　箱サイズ：21.6×8.5×1.7cm 
●材質／ステンレス・ABS樹脂 
●カラー／ブルー・グリーン・オレンジ　3色アソート
●JAN／4526034337203

ビタミンカラー　キッチンバサミ

ご提供価格  ¥125 

商品コード　JM-028
化粧箱定番 3色

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／19×19.3×1cm
　　　　　箱サイズ：24.5×14.5×2cm 
●材質／ステンレス・ABS樹脂 
●備考／付属品:収納ケース 
●JAN／4526034333106

ご提供価格  ¥260 化粧箱 名入れ

エコ8wayハサミ
商品コード　JM-008

●申込単位／72×1 ●入数／72 
●サイズ／φ19×9.5cm　収納時：φ19×2.2cm　
　　　　　箱サイズ：19.5×19.5×2.5cm 
●材質／シリコン 
●カラー／ブルー・ピンク・グリーン　3色アソート
●JAN／4526034335148

化粧箱 3色

折りたたみ式シリコンザルボウル

ご提供価格  ¥110 

商品コード　JM-021

●申込単位／400×3 ●入数／400 
●サイズ／10.5×6×3.5cm 
●材質／ナイロン不織布・ポリウレタンフォーム 
●カラー／5色アソート 

袋 5色

キレイがだいすきシロクマくん
キッチンスポンジ

ご提供価格  ¥35 

商品コード　AI-1125
●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／42×24×1.9cm 
●材質／天然木（桐） 
●JAN／4546490803760

シュリンブラップ

桐のまな板

ご提供価格  ¥430 

商品コード　AI-852

●申込単位／400×2 ●入数／400 
●サイズ／約25×25cm 
●材質／ポリエステル・ナイロン 
●カラー／5色アソート 

キレイがだいすきシロクマくん
マイクロファイバーダスター

ご提供価格  ¥45 

商品コード　AI-921
PP袋 5色

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約20×30cm 
●材質／レーヨン不織布 
●備考／＊日本製 

袋入

台所用万能ふきん

ご提供価格  ¥98 

商品コード　DK-1

●申込単位／36×2 ●入数／36 
●サイズ／φ9.5×13cm　箱サイズ：9.7×9.7×20.5cm 
●材質／ソーダガラス・ポリプロピレン 
●JAN／4546490703978
●注意事項／耐熱ガラスではありません。熱湯を容器に入れな
　いで下さい。電子レンジ・オーブンでのご使用はお避け下さい。

化粧箱

モンステラ　スリムピッチャー　900ml

ご提供価格  ¥278 

商品コード　AI-1107

●申込単位／36×2 ●入数／36 
●サイズ／約φ9.5×H19cm
　　　　　箱サイズ：9.7×9.7×20.5cm　容量：900ml
●材質／ソーダガラス・ポリプロピレン 
●カラー／ホワイト・ブラック　※色指定してください 
●JAN／4546490705385
●注意事項／耐熱ガラスではありません。熱湯を容器に入れな
　いで下さい。電子レンジ・オーブンでのご使用はお避け下さい。

化粧箱 2色

Daily スリムピッチャー　900ml

ご提供価格  ¥275 

商品コード　AI-1203

●申込単位／30×2 ●入数／30 
●サイズ／約φ10.5（最大幅15）×H25.5cm
　　　　　容量：1300ml 
●材質／ポリプロピレン・シリコンゴム
●備考／耐熱温度：-20〜120℃ 
●JAN／4546490706320

ご提供価格  ¥198 PP袋

Polar Bear ウォータージャグ1300ｍｌ
商品コード　AI-1201

●申込単位／30×2 ●入数／30 
●サイズ／約φ10.5（最大幅15）×H25.5cm
　　　　　容量：1300ml 
●材質／ポリプロピレン・シリコンゴム
●備考／耐熱温度：-20〜120℃ 
●JAN／4546490706498

ご提供価格  ¥198 PP袋

Kitchen ウォータージャグ1300ｍｌ
商品コード　AI-1202

●申込単位／250×1 ●入数／250 
●サイズ／約25×25cm　袋サイズ：14×14×0.5cm 
●カラー／3柄　※柄指定してください

OP袋 3柄

伊予のタオルハンカチ

ご提供価格  ¥398 

商品コード　SA-04

●申込単位／150×1 ●入数／150 
●サイズ／約25×25cm　箱サイズ：13×13×1cm 

ご提供価格  ¥298 化粧箱

今治産　箱入りタオルハンカチ
商品コード　SA-05

●申込単位／48×2 ●入数／48 
●サイズ／全長：87cm　親骨：64cm 
●材質／透明ジャンプ傘：ポリエチレン・PP　
　　　　乳白ジャンプ傘：EVA・PP 
●カラー／透明・乳白　※色指定してください
●備考／ケース単位
●JAN／透明：4580104345239　乳白：4580104345246

透明ジャンプ傘 65cm ・ 乳白ジャンプ傘 65cm

ご提供価格  ¥285 

商品コード　SI-071・SI-072
PP袋 2色

使い心地がとてもソフトな厚手の大判タイプ。
旅行やドライブなど、レジャーのお供に。

持ち歩きに便利なハンディタイプ。

使用しないときは
コンパクトにたためます

持ち歩きに便利なハンディタイプ。

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／19×30cm 
●材質／精製水・塩化ペンザルコニウムエタノール・
　　　　グリセリン 
●備考／＊日本製 

除菌ウェットティッシュ20枚（大判サイズ）

ご提供価格  ¥115
商品コード　DK-2

袋

●申込単位／400×1 ●入数／400 
●サイズ／14×20cm 
●材質／精製水・メチルイソチアゾリノン・
　　　　ブチルカルバミン酸ヨウ化プリピニル 
●備考／＊日本製 

除菌ウェットティッシュ10枚

ご提供価格  ¥50 

商品コード　DK-4
袋

あると便 利 な日 用 品

国産今治タオル国産今治タオル

耐冷温度
-20℃

耐熱温度
200℃

NEW NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW

NEW

ブラック

乳白透明

ブラック ネイビー ブラウン

ネイビー ホワイトレッド

色
指定可

色
指定可

色
指定可

色
指定可

ケース
単位

ケース
単位

ケース
単位

色
指定可

●申込単位／200×2 ●入数／200 
●サイズ／約29×12×1.5cm 
●カラー／ブラック・ネイビー・ホワイト・レッド
　　　　 ※色指定してください 

ポータブルマルチ傘カバー

ご提供価格  ¥258 

商品コード　SN-01
ＰＰ袋 4色 名入れ

●申込単位／200×2 ●入数／200 
●サイズ／約10.5×3.5×1.5cm 
●カラー／ブラック・ネイビー・ブラウン 
　　　　　※色指定してください 

ご提供価格  ¥310 ＰＰ袋

マグネットキーケース
商品コード　SN-02

名入れ3色

●申込単位／360×1 ●入数／360（12×30）
●サイズ／約22.5×3.5×0.7cm 
●カラー／インナー黒8、白4　2色アソート 
●JAN／4560369413775

ご提供価格  ¥105 2色

新　デジタルウォッチ　角型
商品コード　SI-173

デザイン袋

●申込単位／400×1 ●入数／400 
●サイズ／14×20cm
●カラー／イエロー・ブルー　※色指定してください 
●材質／精製水・メチルイソチアゾリノン・
　　　　ブチルカルバミン酸ヨウ化プリピニル 
●備考／＊日本製 

ウェットティッシュ10枚

ご提供価格  ¥45 

商品コード　DK-3
袋 2色

フルカラー
名入れも可能！
※ホワイトのみ

コギン

チェック

柄
指定可

チドリ
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名入れサイズ：
22×25mm以内

パッド

ホワイト

ブラック

名入れサイズ：
30×60mm以内

パッド

温度計と湿度計がついている
ビッグサイズの掛時計。

27.3cm

32.2cm

名入れサイズ：
10×30mm以内

パッドブラックホワイト

くつろぎの空間に自分らしさを。

ふ
わ
ふ
わ
の
フ
ァ
ー
が
気
持
ち
い
い

ル
ー
ム
ス
リ
ッ
パ

スライドするとライトが光るので、
暗い場所でも見やすいです。

温度計と湿度計がついた
アラームクロックです。

●申込単位／24×1 ●入数／24 
●サイズ／32.2×27.3×3.5cm
　　　　　箱サイズ：33.2×28.3×4.5cm 
●材質／ガラス・ABS樹脂 
●備考／単3電池1本使用（別売） 
●JAN／4526034334820

BIG掛時計（温湿度計付）

ご提供価格  ¥568 

商品コード　SW-226
化粧箱定番 名入れ

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／5.5×11.3×15.3cm　箱サイズ：6.5×12×15.8cm 
●材質／プラスチック 
●カラー／ブラック・ホワイト　2色アソート 
●備考／単3電池1本使用（別売） 
●JAN／4526034334660

アラームクロック（温度/湿度計付）

ご提供価格  ¥438 

商品コード　AI-202
化粧箱 2色 名入れ

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／11.8×4.7×1.5cm　箱サイズ：12.2×5.2×1.7cm 
●材質／ABS樹脂、ガラス 
●カラー／ブラック・ホワイト　2色アソート 
●備考／テスト用ボタン電池2個内蔵（ＬＲ1130） 
●JAN／4526034336589

ライト付スライドルーペ（B＆W）

ご提供価格  ¥258 

商品コード　PL-141
化粧箱定番 2色 名入れ

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／レディースフリー：全長26cm 
●材質／表面：ポリエステル・底面：TPR 
●カラー／グレー・ホワイト　2色アソート
●JAN／4526034338330

ファースリッパ

ご提供価格  ¥338 

商品コード　JM-486
PP袋 2色

在庫
限り

ライ
トが光

って便利！ レン
ズ倍率3倍
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耐熱温度
70℃

レッド

ブルー

バスタイムのついで
に

足指の間までスッキ
リ！

くまモンのかわいい
バスマットです。
かわいい表情に癒されます。

裏面

珪藻土の
うれしい
ポイント

Mサイズ 35cm

45cm

Mサイズ 35cm

45cm

Mサイズ 35cm

45cm

Lサイズ 39cm

60cm

Lサイズ 39cm

60cm

Lサイズ 39cm

60cm

お手入れ用サンドペーパー付 お手入れ用サンドペーパー付

名入れサイズ：
10×15mm以内

パッド

大きめのレンズで見やすいルーペがついた、便利な爪切り。
マグネット式なので、お好きな位置に取り付けできます。

角度も調節できるので使いやすい。

名入れサイズ：
8×35mm以内

パッド
※底面

毎日のバスタイムをもっと快適に。

・消臭＆温度の調整
・カビやダニの抑制
・洗濯不要でお手入れカンタン

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／約60×40cm 
●材質／ポリエステル・ポリアミド・ポリウレタンパッド・ラバー 
●カラー／3柄アソート 
●備考／認可番号：○C 2010熊本県くまモン＃K27911 
●JAN／4526034338194

くまモンのバスマット

ご提供価格  ¥398
商品コード　JM-226

PP袋 3柄

●申込単位／24×1 ●入数／24 
●サイズ／約24.5×27.5×3.7cm　箱サイズ：約25×30×4cm 
●材質／ポリ塩化ビニール 
●カラー／レッド・ブルー　※色指定してください
●備考／※ケース単位でのご注文お願いします

爽快フットケアブラシ

ご提供価格  ¥480 

商品コード　AI-970
プラケース 2色

●申込単位／8×1 ●入数／8 
●サイズ／約45×35×0.9cm　箱サイズ：約46.2×36.6×2.6cm 
●材質／珪藻土・植物繊維・その他 
●備考／お手入れ用サンドペーパー付 
　　　　※ケース単位でのご注文お願いします

化粧箱

珪藻土バスマット（Mサイズ）

ご提供価格  ¥1,250 

商品コード　AI-964

●申込単位／6×1 ●入数／6 
●サイズ／約60×39×0.9cm　箱サイズ：約61×40.6×2.5cm 
●材質／珪藻土・植物繊維・その他 
●備考／お手入れ用サンドペーパー付 
　　　　※ケース単位でのご注文お願いします

化粧箱

珪藻土バスマット（Lサイズ）

ご提供価格  ¥1,380
商品コード　AI-965

●申込単位／12×3 ●入数／12 
●サイズ／40×30×0.9cm　箱サイズ：約41.2×31×2.3cm 
●材質／珪藻土・植物繊維・その他 
●備考／※ケース単位でのご注文お願いします

箱入

珪藻土バスマット　Sサイズ

ご提供価格  ¥598 

商品コード　IT-004

●申込単位／6×1 ●入数／6 
●サイズ／約60×39×0.9cm　箱サイズ：約61×40.6×2.5cm 
●材質／珪藻土・植物繊維・その他 
●カラー／ブルー 
●備考／お手入れ用サンドペーパー付
　　　　※ケース単位でのご注文お願いします

化粧箱

珪藻土バスマット（ブルー） Lサイズ

ご提供価格  ¥1,380 

商品コード　IT-005

●申込単位／8×1 ●入数／8 
●サイズ／約45×35×0.9cm　箱サイズ：約46.2×36.6×2.6cm 
●材質／珪藻土・植物繊維・その他 
●カラー／ブルー 
●備考／お手入れ用サンドペーパー付
　　　　※ケース単位でのご注文お願いします

化粧箱

珪藻土バスマット（ブルー） Mサイズ

ご提供価格  ¥1,250 

商品コード　IT-006

●申込単位／6×1 ●入数／6 
●サイズ／約60×39×0.9cm　箱サイズ：約61×40.6×2.5cm 
●材質／珪藻土・植物繊維・その他 
●カラー／ピンク 
●備考／お手入れ用サンドペーパー付
　　　　※ケース単位でのご注文お願いします

化粧箱

珪藻土バスマット（ピンク） Lサイズ

ご提供価格  ¥1,380 

商品コード　IT-007

●申込単位／8×1 ●入数／8 
●サイズ／約45×35×0.9cm　箱サイズ：約46.2×36.6×2.6cm 
●材質／珪藻土・植物繊維・その他 
●カラー／ピンク 
●備考／お手入れ用サンドペーパー付
　　　　※ケース単位でのご注文お願いします

化粧箱

珪藻土バスマット（ピンク） Mサイズ

ご提供価格  ¥1,250 

商品コード　IT-008

●申込単位／60×1 ●入数／60×1 
●サイズ／8.4×15×2.7cm　箱サイズ：9×15.3×3cm 
●材質／ステンレス・スチール・ポリプロピレン 
●カラー／ネイビー・ブラック　2色アソート 
●備考／セット内容：つめやすり・足爪切り・爪切り・毛抜き・
　　　　甘皮取り・カットハサミの６点セット
●JAN／4526034338262

化粧箱 2色 名入れ

DXネイルケア6点セット

ご提供価格  ¥338 

商品コード　SW-112

●申込単位／160×1 ●入数／160 
●サイズ／5.2×4×2cm　箱サイズ：5.8×4.1×2.8cm 
●材質／ABS樹脂 
●カラー／ブルー・グリーン・ピンク・オレンジ　4色アソート 
●備考／ＬＲ1130ボタン電池1個付（モニター用）　
　　　　裏面にフック付 
●JAN／4526034337333

ご提供価格  ¥168 化粧箱 4色 名入れ

ビタミンカラー歩数計
商品コード　PL-147

●申込単位／180×1 ●入数／180 
●サイズ／爪切り:9×1.9×1.7cm　ルーペ:4.5×7.4×1.2cm
　　　　　箱サイズ:10.3×12×2.3cm 
●材質／スチール・磁石・ポリプロピレン・アクリル 
●JAN／4526034337555

化粧箱定番 名入れ

ルーペ付き爪切り

ご提供価格  ¥158 

商品コード　SW-110

つめやすり・足爪切り・
爪切り・毛抜き・

甘皮取り・カットハサミ
の6点セットです。

ネイビー

ブラック名入れサイズ：
50×80mm以内

シルク

カラフルで
シンプルな
歩数計です。

ブルー

グリーン ピンク

オレンジ

色
指定可

ケース
単位

ケース
単位

ケース
単位

ケース
単位

ケース
単位

ケース
単位

ケース
単位

ケース
単位



Character  collection!
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●申込単位／480×1 ●入数／480 
●サイズ／約W7×H7×D6.5cm 
●カラー／12柄アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします
●JAN／4510133272442

OP袋 12柄

キャラクター　CUBEポーチＢＣ

ご提供価格  ¥78 

商品コード　SY-05

●申込単位／800×1 ●入数／800 
●サイズ／Ｗ22×Ｈ31cm（A4サイズ） 
●カラー／4種アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします
●JAN／4510133273203

ヘッダ付OP袋 4種

キャラクター　Ａ4ファイル

ご提供価格  ¥38 

商品コード　SY-06

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／コップ：約φ7.2×H7.3cm　
　　　　　巾着：約Ｗ10.7×Ｈ14cm
●カラー／2柄アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

2柄

キャラクター　コップ＆巾着

ご提供価格  ¥105
商品コード　SI-169

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／約60×90ｃｍ 
●カラー／2色アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

2色

キャラクター　レジャーシート

ご提供価格  ¥100 

商品コード　SI-170

●申込単位／360×1 ●入数／360 
●サイズ／約18×24ｃｍ 
●カラー／2柄アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

2柄

キャラクター　ファイルポーチＡ５

ご提供価格  ¥100 

商品コード　SI-171

●申込単位／480×1 ●入数／480 
●サイズ／約12×8ｃｍ 
●カラー／2柄アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

2柄

キャラクター　財布＆パスケース

ご提供価格  ¥100
商品コード　SI-172

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約φ7.2×8.4cm　箱サイズ：10.5×8×9cm 
●材質／陶器 
●カラー／3柄アソート 
●備考／＊版権　10対1　ケース単位でのご注文お願いします

キャラクターマグカップ　Sアソート

ご提供価格  ¥195 

商品コード　SI-159
化粧箱 3柄

●申込単位／120×1 ●入数／120（12×10） 
●サイズ／約30×20×10cm 
●材質／綿 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

キャラクター　コットントートバッグ（S）

ご提供価格  ¥265 

商品コード　SI-157
PP袋

●申込単位／120×1 ●入数／120（12×10） 
●サイズ／約40×30×10cm 
●材質／綿 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

キャラクター　コットントートバッグ（M）

ご提供価格  ¥265 

商品コード　SI-158
PP袋

ランチバッグサイズ
 版権シール12対1

エコバッグサイズ
版権シール12対1

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／φ7.2×8.4cm　箱サイズ：10.5×8×9cm 
●材質／陶器 
●カラー／3柄アソート 
●備考／＊版権　1対1
　　　　ケース単位でのご注文お願いします

キャラクターマグカップ　Mアソート

ご提供価格  ¥210
商品コード　SI-160

化粧箱 3柄

●申込単位／1440×1 ●入数／1440 
●サイズ／約20×20cm 
●材質／綿100％ 
●カラー／6種アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

キャラクター　ミニタオル

ご提供価格  ¥45 

商品コード　AI-1087
OPP袋 6種

●申込単位／1200×1 ●入数／1200 
●材質／紙・木　その他 
●カラー／12種アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします

キャラクター　4点文具セット

ご提供価格  ¥40 

商品コード　AI-1088
ヘッダー付OPP袋 12種

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／カップ：約φ7.2×7.3cm　巾着：約17×14cm 
●材質／ポリプロピレン・ポリエステル 
●カラー／2柄アソート 
●備考／＊版権　1対1 
　　　　ハーフ単位でのご注文お願いします

キャラクター　カップ＆巾着（M）

ご提供価格  ¥105 

商品コード　SI-164
ヘッダー付PP袋 2柄

●申込単位／360×1 ●入数／360（12×30） 
●サイズ／約18×24cm 
●材質／PVC 
●カラー／2柄アソート 
●備考／＊版権　1対1 
　　　　ハーフ単位でのご注文お願いします

キャラクター　ファイルポーチA5（M）

ご提供価格  ¥105 

商品コード　SI-167
PP袋 2柄

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／約60×90cm 
●材質／ポリプロピレン 
●カラー／2柄アソート 
●備考／＊版権　1対1 
　　　　ハーフ単位でのご注文お願いします

キャラクター　レジャーシート（M）

ご提供価格  ¥95 

商品コード　SI-166
PP袋 2柄

優良防犯器具認定品
防犯ブザー付き

フタ面

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約12.5×9×0.2cm 
●材質／不織布 
●JAN／4526034335919

ハローキティマスク（3P）

ご提供価格  ¥38 

商品コード　HK-20
PP袋

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約φ6.2×4cm　箱サイズ：約4.5×7×7cm 
●材質／ブリキ缶、パラフィン 
●JAN／4526034335988

ハローキティ非常用キャンドル

ご提供価格  ¥188 

商品コード　HK-28
化粧箱

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約11.3×8.5×4.8cm 
●材質／ABS樹脂、鉄 
●備考／単4電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034335995

ハローキティマルチスタンド

ご提供価格  ¥560 

商品コード　HK-33
ブラケース

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約φ7.2×8.4cm　箱サイズ：10.5×8×9cm
●材質／陶器 
●カラー／3柄アソート 
●備考／※ケース単位でのご注文お願いします

キャラクターマグカップ

ご提供価格  ¥195
商品コード　SI-150

化粧箱 3柄

カラフルなデザインの
ミニタオル登場！

汗拭きやお手拭きなどに
ちょうどいいサイズ♪

アクセサリー入れや小物入れとしても
色々使えるスクエア型の可愛いポーチ！

ボールチェーン付きだから
カバンなどに付けられるので便利！

セット内容：ノート・鉛筆2本・消しゴム
NEW

NEW

NEW NEW NEW NEW

ケース
単位
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単位

ハーフ
単位

ハーフ
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ハーフ
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裏面
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ピンク/ブルー
グリーン×イエロー

ピンク×ブルー

レッド/ブラック

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／約9.5×7×3cm 
●材質／ポリウレタンフォーム 
●カラー／ピンク/ブルー・レッド/ブラック　2色アソート 
●JAN／4546490803852

KUMAMON　キッチンスポンジ
2個セット

ご提供価格  ¥118 

商品コード　AI-848
ヘッダー付PP袋 2色

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／約30×30cm　 
●材質／ポリエステル100％ 
●カラー／ピンク×ブルー・グリーン×イエロー　2色アソート 
●JAN／4546490803968

くまモンのマイクロファイバークロス
2枚セット

ご提供価格  ¥118 

商品コード　AI-855
ヘッダー付PP袋 2色

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／約60×40cm 
●材質／ポリエステル・ポリアミド・ポリウレタンパッド・ラバー 
●カラー／3柄アソート 
●備考／認可番号：○C 2010熊本県くまモン＃K27911
●JAN／4526034338194

くまモンのバスマット

ご提供価格  ¥398
商品コード　JM-226

PP袋 3柄

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ6×19.3cm　箱サイズ：6.8×6.8×20.3cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●カラー／ホワイト 
●備考／保温効果:75℃以上（1時間）　保温保冷対応 
●JAN／4546490503974

化粧箱

KUMAMON　スリムマグボトル330ml

ご提供価格  ¥480 

商品コード　AI-844

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ7×19.2cm　箱サイズ：7.5×7.5×20.5cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●カラー／ホワイト 
●備考／容量:350ml　真空二重構造　
　　　　保温効果:66℃以上（6時間）30℃以上（24時間） 
●JAN／4546490503950

化粧箱

KUMAMON　ステンレスボトル350ml

ご提供価格  ¥480 

商品コード　AI-843

●申込単位／20×2 ●入数／20 
●サイズ／φ6×18.5cm　箱サイズ：7.5×7.5×19.3cm 
●材質／ステンレス鋼・ABS樹脂・ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ホワイト 
●備考／保温効果:22℃以上（24時間）・57℃以上（6時間） 
●JAN／4546490503967

化粧箱

KUMAMON　ワンタッチ栓マグボトル330ml

ご提供価格  ¥648 

商品コード　AI-845

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／Φ7×23.8cm 
●材質／ポリプロピレン・シリコンゴム 
●備考／本体：ダブルウォール仕様 
●JAN／4546490706009

シュリンクパック

KUMAMON
直飲みマイボトル500ml

ご提供価格  ¥280 

商品コード　AI-1031

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ8×14cm　箱サイズ：8.5×8.5×14.8cm 
●材質／ステンレス鋼 
●備考／真空二重構造・冷温両用・結露なし 
●JAN／4546490504308

化粧箱

くまモンのステンレス
真空断熱　タンブラー420ml

ご提供価格  ¥548 

商品コード　AI-861

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ8.5×10.5cm　箱サイズ：9×8.8×11.3cm 
●材質／ステンレス鋼 
●備考／真空二重構造・冷温両用・結露なし 
●JAN／4546490504292

化粧箱

くまモンのステンレス
真空断熱　タンブラー330ml

ご提供価格  ¥498 

商品コード　AI-860

●申込単位／24×2 ●入数／24 
●サイズ／φ9×10.5cm　箱サイズ：9.5×9.5×11.5cm 
●材質／ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコンゴム 
●カラー／ホワイト 
●備考／真空二重構造・保温効力:50℃以上（6時間） 
●JAN／4546490503998

化粧箱

KUMAMON
フードポット（ハンドル付）300ml

ご提供価格  ¥548 

商品コード　AI-846

●申込単位／30×2 ●入数／30 
●サイズ／φ10.5×25.5cm 
●材質／ポリプロピレン・シリコンゴム 
●カラー／ホワイト 
●備考／容量1300ml　100ml単位の容量メジャー付き
　　　　耐熱温度：-20〜120℃ 
●JAN／4546490704579

PP袋

KUMAMON　ウォータージャグ1300ml

ご提供価格  ¥198 

商品コード　AI-842

●申込単位／576×1 ●入数／576 
●サイズ／コップ：約φ7×H7.5cm　巾着：約Ｗ15ＸＨ15cm　 
●カラー／16柄アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします
●JAN／4510133262535

ヘッダ付OP袋 16柄

キャラクター　コップ＆巾着袋

ご提供価格  ¥100 

商品コード　SY-07

●申込単位／800×1 ●入数／800 
●サイズ／Ｗ22×Ｈ31cm（A4サイズ） 
●カラー／12種アソート 
●備考／※ハーフ単位でのご注文お願いします
●JAN／4510133273197

ヘッダ付OP袋 12種

キャラクター　Ａ4ファイル

ご提供価格  ¥38 

商品コード　SY-08

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ9×11.2cm　箱サイズ：10.5×9.8×12.3cm 
●材質／ボーンチャイナ 
●カラー／3色アソート
●備考／容量:380ml 
●JAN／4546490704456

KUMAMON　マグカップ（ボーンチャイナ）

ご提供価格  ¥280 

商品コード　AI-856
化粧箱 3色

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／φ9.7×7.7cm　箱サイズ：12.2×10.2×8.7cm 
●材質／ボーンチャイナ 
●カラー／3色アソート
●備考／容量:400ml 
●JAN／4546490704463

KUMAMON　スープカップ（ボーンチャイナ）

ご提供価格  ¥280 

商品コード　AI-857
化粧箱 3色

氷止め（ストッパー）付き。
フタを外して直飲みできます。

くまモンのかわいいバスマットです。
かわいい表情に癒されます！

NEW NEW
ハーフ
単位

ハーフ
単位



備えあれば憂いなし。

NEW電源切替スイッチ
乾電池/リチウム電池

（単4×3本）

AM/FM切替スイッチ

ラジオ電源
音量調節つまみ

アンテナ

スピーカー

選局表示

充電表示ランプ

SOSアラーム

LEDライトのスイッチ

選局つまみ

ソーラーパネル

懐中電灯
LEDライト
※調光タイプ

同調ランプ

3WAY
充電 ソーラー

手回し USBAM/FM
ラジオ

懐中
電灯

読書灯

SOS
アラーム

蓄電池

「もしも」に頼れる
1台5役

パッド

名入れサイズ：
13×23mm以内

1分間手回しすると、LEDライトは15 〜20分間・ラジオは5 〜 10分間・スマホ通話は
3 〜 5分間使えます。

満充電状態には、ラジオは8〜10時間・

読書ライトは16〜20時間使えます。

バッテリー容量
2000mAh

ご提供価格  ¥548 

27 28

備えあれば憂いなし。
ラジオライト・バッテリー

機　能:3LEDライト、防犯サイレン、AM/FMラジオ、
　　　  携帯充電
付属品:本体充電ケーブル、携帯充電用ケーブル、
　　　  FOMA/softbank用携帯充電用アダプター、
　　　  au携帯充電用アダプター
　　　 ※一部の機種に使用できない場合がございます

名入れサイズ：
50×10mm以内

パッドゴールド シルバー レッド

スマートフォンの充電が約1回分できます。
パソコンにつないで蓄電できるUSBケーブル付き。

バッテリー容量2000mAh / 繰り返し使用回数 約500回

パッド

名入れサイズ：
10×25mm以内

パッド

名入れサイズ：
22×50mm以内

裏面

AM/FM
ラジオ

3LED
電灯

防犯
サイレン

携帯
充電

USB
充電

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／φ2.2×9.2cm　箱サイズ：10.2×4.6×2.7cm 
●材質／アルミニウム 
●カラー／ゴールド・シルバー・レッド　※色指定してください 
●備考／充電用ケーブル付　 
●JAN／4526034338453

コンパクトモバイルバッテリー2000mAh　PSE
商品コード　SW-155

●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／約14.5×4.5×5cm　箱サイズ：約15.5×6×5.5cm 
●材質／ABS樹脂・ポリプロピレン 
●備考／単4電池3本使用（別売）
●JAN／4526034335469

化粧箱 名入れ

AM/FMラジオライト（防犯サイレン付）

ご提供価格  ¥875 

商品コード　PL-126

●申込単位／24×1 ●入数／24 
●サイズ／約5.5×16×7.5cm　箱サイズ：約7×20×9cm 
●備考／単4電池3本使用（別売）
●JAN／4526034338460

化粧箱 名入れ

ソーラーAM/FMラジオライト　※5月スタート

ご提供価格  ¥3,750 

商品コード　PL-165

●申込単位／30×1 ●入数／30 
●サイズ／13.5×5×4.3cm　箱サイズ：17×5.5×5cm 
●材質／ABS樹脂 
●JAN／4526034338033

化粧箱定番 名入れ

ダイナモマルチAM/FMラジオライト
（防犯サイレン付）

ご提供価格  ¥1,750 

商品コード　PL-156

ハンドルを
回して充

電

技術基準に適合

NEW

NEW

色
指定可

3つの機能がついた
緊急時や災害時の心強い味方！

AM・FM
ラジオ ライト 防犯

サイレン

本体に一度蓄電するので、
安定して携帯・スマホなどに
充電可能です。

付属品：本体充電用USBケーブル、携帯充電用ＵＳＢケーブル、
　　　  コネクター ①MICRO USB ②USB TYPE/C
　　　　※一部の機種に使用できない場合がございます

パッド

名入れサイズ：
13×55mm以内

●申込単位／30×1 ●入数／30 
●サイズ／約11×7.3×18.3cm
　　　　　箱サイズ：約12.4×8.3×19.5cm 
●材質／ABS樹脂 
●カラー／ブラック 
●JAN／4526034338439

ご提供価格  ¥2,400 化粧箱 名入れ

多機能ラジオライト
商品コード　ＰＬ-164

NEW

3色 名入れ
化粧箱定番

5つの
機能！

バッテリー容量
800mAh AM/FMラジオ

ダイナモ発電

LEDライト

防犯サイレン

スマホ携帯充電

ハ
ン
ド
ル
を
回
し
て
充
電
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持出袋・ライト防災７点セット・トイレセット

セット内容：
汚物専用黒色ポリ袋（45Ｌ）×50個・

凝固剤（5ｇ）×50個・汚臭物収納袋（20Ｌ）×5個

セット内容：ミニティッシュＸ2・静音アルミポンチョ・
凝固剤7ｇＸ5・便袋Ｘ5・汚物保管袋

セット内容：ミニティッシュ・静音アルミポンチョ・
凝固剤7ｇ・便袋・持ち帰り袋

セット内容：ミニティッシュ・和調ティッシュカバー・
凝固剤7ｇ・便袋・持ち帰り袋

セット内容：ミニティッシュ・和調巾着袋・凝固剤7ｇ・
便袋・持ち帰り袋

凝固剤タイプ
排泄物に凝固剤を
ふりかけるだけ。

難燃加工非常袋

ロープ3m

アルミシート（180×90cm）

ミニライト活性炭入りマスク

軍手

ホイッスル

日頃から備えておくのに便利な防災7点セット

収納時

名入れサイズ：
20×40mm以内

パッド パッド

名入れサイズ：
10×60mm以内

マグネットで固定して照らすことができるので
暗所での作業などに活躍します。

COBライトは点滅バージョンにも切替え可能！

レッドゴールド

パッド

名入れサイズ：
10×50mm以内

底面名入れ

ハンディライト＆
スタンドライトの
2通りに使えます。

ブルー

レッド

シルバー

超軽量！
9個の高輝度ライトで明るい！

名入れサイズ：
10×20mm以内

パッド

コンパクトで軽い！アウトドアにはもちろん、防災用品としても活躍します。

パッド

名入れサイズ：
50×10mm以内

暗いところでも
よく目立つ
反射テープ付き

内側ポケット付き

名入れサイズ：
20×140mm以内

布地

名入れ
どちらか

名入れサイズ：
50×240mm以内

布地

名入れサイズ：
20×140mm以内

布地

名入れ
どちらか

名入れ
どちらか

品質重視の非常持出袋。
あなたのオリジナルの非常持出セットを！

難燃
加工

難燃
加工

オフィスの引き出しや
自宅のリビングなどに常備しやすい箱入りタイプ

持出し袋に入れて保管しておきたい箱無しタイプ

COB方式のランタン。
上に伸ばすと自動で点灯、
収納すると自動で消灯する

スライド式です。

シルバー

ブラック

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／ティッシュカバー：約9×12cm 
●材質／ティッシュカバー：綿100％ 
●カラー／グリーン・ネイビー・エンジ　3色アソート 

お出かけ携帯トイレセット（1回分）

ご提供価格  ¥288 

商品コード　OS-6
PP袋 3色

●申込単位／150×1 ●入数／150 
●サイズ／巾着袋：約19.5×11cm 
●材質／巾着袋：綿100％ 
●カラー／グリーン・ネイビー・エンジ　3色アソート 

和調ミニトイレセット（1回分）

ご提供価格  ¥425 

商品コード　OS-7
PP袋 3色

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／ポンチョ：約120×100cm 
●材質／アルミニウム・低密度ポリエチレン・不織布

携帯トイレポンチョセット（1回分）

ご提供価格  ¥625 

商品コード　OS-8
PP袋

●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／ポンチョ：約120×100cm 
●材質／アルミニウム・低密度ポリエチレン

安心・万能トイレセット（5回分）

ご提供価格  ¥1,250 

商品コード　OS-9
アルミケース

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約36×45cm 
●材質／ポリエステル、ポリウレタンコーティング（難燃加工） 
●JAN／4526034332154

ご提供価格  ¥260 台紙+PP袋定番 名入れ

難燃加工非常用持出袋
商品コード　SW-070

ご提供価格  ¥198 
●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約36×45cm 
●材質／ポリエステル 
●JAN／4526034338255

PP袋 名入れ

非常持出袋（赤文字）
商品コード　SW-071

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約45×35cm 
●材質／ポリエステル（難燃加工） 
●JAN／4526034337210

PP袋定番 名入れ

反射テープ付非常用持出袋

ご提供価格  ¥298 

商品コード　ST-34●申込単位／30×1 ●入数／30 
●サイズ／非常持出袋：約36×45cm 
●JAN／4526034332499

ご提供価格  ¥658 ヘッダー付PP袋
定番

非常用持出7点セット
商品コード　SW-084

●申込単位／20×1 ●入数／20 
●サイズ／18.5×8.5×25.5cm 
●JAN／4526034338040

化粧箱

防災7点セット（箱入）

ご提供価格  ¥798 

商品コード　ST-50

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約3m 
●材質／ポリエステル 

PP袋

ロープ3M

ご提供価格  ¥115 

商品コード　ST-06

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／約180×90cm 
●材質／アルミ・発泡ウレタンPE樹脂 

PP袋

防災備品アルミシート

ご提供価格  ¥130 

商品コード　ST-01

●申込単位／400×1 ●入数／400 
●備考／排便収納袋（45L）・凝固剤（5ｇ） 
●JAN／4560127271913

PP袋

あんしん携帯トイレ (大小兼用)

ご提供価格  ¥100 

商品コード　OS-1
●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／φ2.6×全長8.8cm　箱サイズ:3×9.5×3cm 
●材質／アルミ 
●カラー／レッド・シルバー・ブルー　3色アソート
●備考／単4電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034333199

化粧箱 3色 名入れ

カラビナ付　アルミ9ライト　3色アソート

ご提供価格  ¥188 

商品コード　AI-511

●申込単位／50×1 ●入数／50 
●サイズ／収納時:底φ8.6×12.5cm
　　　　　使用時:底φ8.6×18.5cm
　　　　　箱サイズ:9.5×9.5×14cm 
●材質／ABS樹脂・スチール 
●カラー／ブラック 
●備考／単3電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034338057

化粧箱 名入れ定番

COB　スライドランタン

ご提供価格  ¥368 

商品コード　PL-157

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／2.4×2.4×13.2cm　箱サイズ：2.7×2.7×13.5cm 
●材質／アルミ・ABS樹脂 
●カラー／レッド・ゴールド　※色指定してください 
●備考／単4電池4本使用（別売）
●JAN／4526034338101

マグネット付き2WAYライト

ご提供価格  ¥298 

商品コード　PL-159

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約φ2.4×9cm（カラビナ含まず）　
　　　　　箱サイズ：3.5×3.5×10.5cm 
●材質／アルミ 
●カラー／ゴールド・シルバー・ブルー・レッド・ブラック
　　　　※色指定してください
●備考／単４電池３本使用（別売）
●JAN／4526034338200

化粧箱 5色 名入れ

カラビナ付アルミライト

ご提供価格  ¥178 

商品コード　AI-512

NEW

NEW NEW

NEW

●申込単位／10×1 ●入数／10 
●サイズ／箱サイズ：17.5×24×9.8cm 
●JAN／4560127271937

どこでも安心 トイレ備蓄用 (50回分)

ご提供価格  ¥3,500 

商品コード　OS-5
化粧箱

定番

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／6.3×12.2×6.8cm　箱サイズ：7×13.5×7cm 
●材質／ABS樹脂・PS 
●カラー／ブラック・シルバー　2色アソート
●備考／単3電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034333786

2WAYパワーライト

ご提供価格  ¥288 2色 名入れ

商品コード　PL-113
化粧箱定番

色
指定可

色
指定可

在庫
限り

ブルーシルバーゴールドレッドブラック

2色 名入れ
化粧箱定番
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ブランケット・寝袋

カサカサ音が少ない静音タイプのアルミブランケット！
軽量コンパクトでいざというときに非常に役立ちます。

薄手で軽量なのに保温効果はバッチリ！

携
帯
で
き
る

コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ

携
帯
で
き
る

コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ

携
帯
で
き
る

コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ

携
帯
で
き
る

コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ

携
帯
で
き
る

コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ

カサカサ音が少ない静音タイプのアルミポンチョ！
携帯に便利なポーチ付き。

名入れサイズ：
50×80mm以内

布地

金色は熱を
吸収！

銀色は熱を
反射！

暑い時は防暑断熱効果のある銀色を外側に、
寒い時は熱の放射を防ぐ金色を外側にして身体をガード。

いざというときに備えに！

リバーシブル

熱を逃さない4層構造。
掛ける、羽織る、巻く、敷く、いろいろな用途に！

■ブランケット4層構造

名入れサイズ：
20×70mm以内

布地

名入れサイズ：
20×50mm以内

布地

保温性が高く、非常時に役立ちます。 カサカサ音が少ない
静音タイプのアルミ寝袋！
軽量コンパクトで

いざというときに非常に役立ちます。

断熱効果の高いアルミ素材のポンチョ。
携帯に便利なポーチ付き。

カサカサ音が少ない
静音タイプのアルミ寝袋です。

軽量コンパクトで
いざという時に非常に役立ちます。

オレンジタイプです。

名入れサイズ：
50×80mm以内

布地

備蓄に便利な真空パッケージの難燃毛布です。 コンパクトで備蓄しやすい圧縮毛布です。

防炎製品
性能試験基準
（財団法人
日本防炎協会）

合格製品

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／約140×220cm 
●材質／アルミ蒸着PET 
●JAN／4526034335827

ご提供価格  ¥75 台紙+透明袋定番

アルミブランケット
商品コード　ST-25

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約140×220cm 
●材質／アルミ蒸着PET 
●JAN／4526034337302

チャック付透明袋

リバーシブルアルミブランケット

ご提供価格  ¥105 

商品コード　ST-37

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約120×100cm 
●材質／アルミニウム・低密度ポリエチレン・不織布 
●JAN／4526034338347

PP袋 名入れ

静音アルミポンチョ（オレンジ）ポーチ入

ご提供価格  ¥245 

商品コード　ST-53

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約105×180cm　箱サイズ：約27×19×2.8cm
●材質／アルミニウム・ポリエチレン・不織布 
●JAN／4526034335599

化粧箱定番

アルミ4層ブランケット

ご提供価格  ¥450 

商品コード　SW-003

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約130×210cm 
●材質／アルミニウム・低密度ポリエチレン 
●JAN／4526034337944

台紙＋PP袋

静音アルミブランケット

ご提供価格  ¥120 

商品コード　ST-45

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／約100×200cm 
●材質／アルミニウム・低密度ポリエチレン・不織布 
●JAN／4526034337968

静音アルミ寝袋（ポーチ付）

ご提供価格  ¥288 

商品コード　ST-47
PP袋 名入れ

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／約100×200cm 
●材質／アルミ蒸着PET・巾着/ポリエステル 
●JAN／4526034335582

アルミ寝袋（ポーチ付）

ご提供価格  ¥225 

商品コード　ST-22
台紙+PP袋定番 名入れ

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約120×100cm 
●材質／アルミ蒸着CPP・ポリエステル・不織布 
●JAN／4526034337562

アルミポンチョ（ポーチ入）

ご提供価格  ¥188
商品コード　ST-38

PP袋定番 名入れ

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／約100×200cm 
●材質／アルミニウム・低密度ポリエチレン 
●JAN／4526034338323

静音アルミ寝袋（オレンジ）

ご提供価格  ¥258
商品コード　ST-52

PP袋

●申込単位／10×1 ●入数／10 
●サイズ／約140×200cm 
　　　　　パッケージサイズ：約42×60×2.5cm
●材質／ポリエステル 
●JAN／4526034337982

圧縮　備蓄用毛布

ご提供価格  ¥1,800 

商品コード　ST-48
アルミ真空パック

●申込単位／10×1 ●入数／10 
●サイズ／約150×200cm 
　　　　　パッケージサイズ：約87.5×60×2cm
●材質／難燃ポリエステル 
●JAN／4526034336534

難燃備蓄用毛布（防炎協会認定品）

ご提供価格  ¥2,600 

商品コード　ST-30
アルミ真空パック

アルミブランケット

リバーシブルアルミブランケット

アルミ寝袋

備蓄用毛布

静音アルミブランケット 静音アルミ寝袋

アルミポンチョ

アルミ4層ブランケット

難燃備蓄用毛布

静音アルミ寝袋

静音アルミポンチョ

抗菌
加工

ポリエチレン

アルミニウム
ポリエチレン

不織布



●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／約φ2.6×全長8.8cm　箱サイズ：3×9.5×3cm
●材質／アルミ 
●カラー／レッド・ゴールド　※色指定してください
●備考／単4電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034333199

化粧箱 2色 名入れ

カラビナ付　アルミ9ライト

ご提供価格  ¥150 

商品コード　AI-511c・AI-511e

●申込単位／24×1 ●入数／24 
●サイズ／約120×180cm 
●材質／ポリエステル・アルミ・不織布 
●JAN／4526034337760

PP袋

アルミ3層BIGブランケット

ご提供価格  ¥750 

商品コード　ST-39
●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約6×3.3×1.2cm（カラビナ部分含まず） 
　　　　　箱サイズ：7.8×4.7×2.7cm
●材質／ABS樹脂・アルミ 
●カラー／オレンジ・ホワイト　2色アソート
●備考／モニター用ボタン電池（CR2032×2）付属 
●JAN／4526034337845

化粧箱 2色 名入れ

カラビナ付NEWライト（COB方式）

ご提供価格  ¥155 

商品コード　PL-151

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／約φ3×全長10.5cm
　　　　　箱サイズ：3.4×3.4×10.7cm 
●材質／アルミ 
●備考／単4電池3本使用（別売）
●JAN／4526034335209

化粧箱

カラビナ付ハイパワーライト

ご提供価格  ¥310 

商品コード　PL-117

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／約φ3.3×全長10.7cm
　　　　　箱サイズ：3.8×3.8×11.3cm 
●材質／ABS樹脂 
●カラー／レッド・ブルー・イエロー　3色アソート
●備考／単4電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034336558

化粧箱 3色

フォーカス　コンパクトライト　

ご提供価格  ¥148 

商品コード　ST-31

●申込単位／72×1 ●入数／72 
●サイズ／約4.6×18×2.5cm　箱サイズ：5×19×3cm 
●材質／ABS樹脂 
●カラー／ブラック 
●備考／単4電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034334943

化粧箱

ワンタッチ5ライト

ご提供価格  ¥140 

商品コード　PL-115

●申込単位／72×1 ●入数／72 
●サイズ／全長約25cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／ブルー・イエロー・オレンジ　3色アソート
●JAN／4526034337500

PP袋 3色

プチフラワーフリーススリッパ

ご提供価格  ¥108 

商品コード　JM-476

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／約40×60×1cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／アイボリー・ベージュ　2色アソート
●JAN／4526034336640

PP袋 2色

ふわふわフロアーマット

ご提供価格  ¥265 

商品コード　JM-604
●申込単位／160×1 ●入数／160 
●サイズ／7×6.7×1.7cm　箱サイズ:7.2×6.9×1.9cm 
●材質／ABS樹脂 
●カラー／ホワイト・ピンク　2色アソート 
●備考／セット内容:ハサミ・糸通し・毛抜き・まち針×3・
縫い針×3・安全ピン・ボタン×2・スナップボタン×2・糸×6 
●JAN／4526034337678

化粧箱 2色 名入れ

ソーイングセット

ご提供価格  ¥118 

商品コード　PL-149

●申込単位／240×1 ●入数／240 
●サイズ／約10×14×0.3cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／ブルー・グリーン・オレンジ・ピンク 
　　　　　4色アソート 
●JAN／4526034336695

フェルトポーチ

ご提供価格  ¥98 

商品コード　JM-611
ＰＰ袋 4色

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／約8.5×12×1cm 
●材質／ＰＶＣ 
●カラー／ブルー・ピンク　2色アソート
●JAN／4526034336930

クールビーズパッド

ご提供価格  ¥94 

商品コード　JM-217
台紙+ＰＰ袋 2色

●申込単位／360×1 ●入数／360 
●サイズ／約14.5×9cm 
●材質／不織布 
●JAN／4560369411399

3層構造不織布マスク10Ｐ
（女性・子供用）

ご提供価格  ¥62 

商品コード　SI-995
ＰＰ袋

●申込単位／100×1 ●入数／100
●サイズ／ライト部分：約4.4×6.3×4cm
　　　　　箱サイズ：6.5×7.2×5cm（8.1cm） 
●材質／ABS樹脂・ゴム 
●カラー／ブルー・イエロー・ブラック　※色指定してください
●備考／単4電池3本使用（別売）
●JAN／4526034337920

マルチヘッドライト

ご提供価格  ¥315 

商品コード　ST-43
窓あき化粧箱（ヘッダー付）

3色 名入れ

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約60×90cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／ブルー系・オレンジ系　2色アソート
●JAN／4526034337364

【アーガイル】フリースブランケット

ご提供価格  ¥188 

商品コード　JM-809
PP袋 2色

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約60×90cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／ワインレッド・ブルー　2色アソート
●JAN／4526034337456

【カモフラン】ブランケット

ご提供価格  ¥248 

商品コード　JM-818
PP袋 2色

●申込単位／72×1 ●入数／72 
●サイズ／約30×32×2cm 
●材質／ポリエステル・ポリウレタンフォーム・
　　　　アルミ蒸着シート・ポリウレタン 
●カラー／ワインレッド・ブルー　2色アソート
●JAN／4526034337449

【カモフラン】クッション＆フットウォーマー

ご提供価格  ¥218 

商品コード　JM-817
台紙+PP袋 2色

●申込単位／15×1 ●入数／15 
●サイズ／約100×160cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／オレンジ・グリーン・ピンク　3色アソート
●JAN／4526034337487

フランネル　BIGブランケット

ご提供価格  ¥535 

商品コード　JM-821
PP袋 3色

●申込単位／15×1 ●入数／15 
●サイズ／クッション時:約36×31×13ｃｍ　
　ブランケット時:約100×160cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／オレンジ・グリーン・ピンク　3色アソート
●JAN／4526034337494

フランネル2WAY/BIGブランケット

ご提供価格  ¥625 

商品コード　JM-822
PP袋 3色

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／約62×140×1cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／オレンジ・ブルー・ピンク・グリーン
　　　　　※色指定してください 
●JAN／4526034336329

カラフルダウンマルチブランケット

ご提供価格  ¥525 

商品コード　JM-717 B・G・O・P
PP袋 4色

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／19.5×10.5×3cm
　　　　　箱サイズ：21×11.8×3.5cm 
●材質／ポリウレタン 
●JAN／4526034337067

オーストリッチ調　長財布

ご提供価格  ¥480 

商品コード　PL-301
化粧箱

●申込単位／60×1 ●入数／60 
●サイズ／約19.5×10.5×3cm
　　　　　箱サイズ：21×11.8×3.8cm 
●材質／ポリウレタン 
●JAN／4526034337050

オーストリッチ調　風水財布　

ご提供価格  ¥625 

商品コード　PL-300
化粧箱

●申込単位／90×1 ●入数／90 
●サイズ／着丈100cm（胸囲116cm） 
●材質／ポリエチレン・EVA樹脂 
●カラー／乳白  
●JAN／4526034337609

男女兼用レインコート

ご提供価格  ¥158 

商品コード　JM-466
デザイン袋

●申込単位／72×1 ●入数／72 
●サイズ／ハサミ：全長約21.5cm
　　　　　ピーラー大：約14×7×1.5cm
　　　　　箱サイズ：24×14.5×2.2cm 
●材質／ステンレス・ABS樹脂 
●カラー／ブルー・グリーン・オレンジ　3色アソート
●備考／セット内容:ピーラー大・万能ハサミ　各1個 
●JAN／4526034337289

化粧箱 3色

ビタミンカラーキッチン2点セット

ご提供価格  ¥188 

商品コード　JM-031

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約6.5×4.5×1.5cm　箱サイズ：10×9.5×2.5cm 
●材質／ステンレス18-8 
●JAN／4526034331645

化粧箱 名入れ

ステンレスソープ

ご提供価格  ¥130 

商品コード　SW-008N

●申込単位／180×1 ●入数／180 
●サイズ／約35×35cm 
●材質／ポリエステル 
●JAN／4526034336749

おそうじクロス3P

ご提供価格  ¥125 

商品コード　JM-519
PP袋

●申込単位／72×1 ●入数／72 
●サイズ／約16.5×70×1.5cm 
●材質／ポリエステル 
●カラー／イエローグリーン・ピンク・ブルー　3色アソート
●JAN／4526034335742

カラフルお手拭タオル

ご提供価格  ¥168 

商品コード　JM-516
PP袋 3色

●申込単位／200×1 ●入数／200 
●サイズ／約12×12×10cm 
●材質／ポリエステル・ポリプロピレン・ポリエチレン 
●カラー／ブルー・ピンク　2色アソート
●JAN／4526034336220

あわあわボディスポンジ

ご提供価格  ¥48 

商品コード　SW-308
PP袋 2色

●申込単位／24×1 ●入数／24 
●サイズ／約φ15×10cm
　　　　　箱サイズ：15.3×15.3×11.3cm 
●材質／ABS樹脂 
●備考／単3電池3本使用（別売） 
●JAN／4526034336350

ボイスクロック＆ライト（温度計付）

ご提供価格  ¥780 

商品コード　PL-137
化粧箱

●申込単位／100×1 ●入数／100 
●サイズ／本体　フリーサイズ 
　　　　　箱サイズ：5.8×16×6.5cm 
●材質／アクリル・ポリカーボネート・シリコン 
●備考／＊専用クロス・ポーチ付き　拡大率1.6倍 
●JAN／4526034338231

メガネ型ルーペ

ご提供価格  ¥280 

商品コード　PL-160
化粧箱

●申込単位／48×1 ●入数／48 
●サイズ／口径:約3.3cm　直径：約6×高さ20cm
　　　　　箱サイズ：8×8×21cm 
●材質／本体ステンレス鋼　フタ:ポリプロピレン シリコンゴム 
●カラー／ピンク・ネイビー･ゴールド　3色アソート
●JAN／4526034338071

メタリックスタイリッシュボトル260ml

ご提供価格  ¥408 

商品コード　JM-727
化粧箱

3色 名入れ
化粧箱

3色 名入れ

●申込単位／36×1 ●入数／36 
●サイズ／口径:約3.3cm　直径：約7×高さ26cm
　　　　　箱サイズ：8×8×26cm 
●材質／本体ステンレス鋼　フタ:ポリプロピレン シリコンゴム 
●カラー／ピンク・ネイビー･ゴールド　3色アソート
●JAN／4526034338088

メタリックスタイリッシュボトル480ml

ご提供価格  ¥460 

商品コード　JM-728

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／直径：約7×8cm（持ち手含まず）　
　　　　　箱サイズ：7.5×10.3×9cm 
●材質／ステンレス、ポリプロピレン 
●カラー／オレンジ・ブルー・グリーン　3色アソート
●備考／容量220ml 
●JAN／4526034337272

ビタミンカラーステンレスマグ

ご提供価格  ¥199 

商品コード　JM-030
化粧箱 3色 名入れ

●申込単位／120×1 ●入数／120 
●サイズ／約6.3×6×1.5cm　箱サイズ:6.5×6.5×1.8cm 
●材質／紙せっけん 
●JAN／4526034335179

四つ葉のクローバーソープ（15P）

ご提供価格  ¥115 

商品コード　JM-511
窓開き化粧箱 名入れ

カラフルなカラー展開が
オシャレなブランケット。

クッションとフットウォーマー、
２通りの使い方ができます。

クッションとしても使える
便利なビッグサイズブランケット。

名入れサイズ：
70×10mm以内

パッド

名入れサイズ：
50×10mm以内

パッド

名入れサイズ：
30×30mm以内

皮むきがラクラク！
万能なハサミを使えば料理も楽しくなります。

名入れサイズ：
5×30mm以内

シルク

名入れサイズ：
15×40mm以内

パッド

名入れサイズ：
20×30mm以内

パッド

メガネの上からもかけられます。
両手が使えるので便利です！

3種のクロスが入った
便利なおそうじアイテムです。

パッドパッド

名入れサイズ：
5×20mm以内

COB方式採用の明るいライト。
光の切替え〈強・弱・点滅〉が可能。

パッド

名入れサイズ：
20×10mm以内

壁に取り付けて暗いところを明るく照らす！
ヘッド部分をスライドさせると

調光できるラバータイプのライトです。

名入れサイズ：
6×20mm以内

パッド

アルミ、
不織布、
フリースの3層構造で
保温に優れています。

2way

在庫限りの数量限定！無くなり　次第終了なのでお早めに！！ 　
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レッド ゴールド
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