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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：32.0円（税別）

品番：IP-001
合計金額（税込）

14,080円

セキ思いやり Wet 除菌タイプ ピンク

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：32.0円（税別）

品番：IP-002
合計金額（税込）

14,080円

セキ思いやり Wet 除菌タイプ ブルー

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-003
合計金額（税込）

15,400円

除菌 ハンディウェットティッシュ

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-004
合計金額（税込）

15,400円

J 除菌 ウェット

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（140×65×12mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-005
合計金額（税込）

15,400円

ハイグレード ウェット 除菌タイプ

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（145×85mm）
内容：10枚

単価：38.0円（税別）

品番：IP-007
合計金額（税込）

16,720円

7days, 除菌ウェット ハンディサイズ 10 枚入

申込単位：２00個（100×２カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：10枚

単価：70.0円（税別）

品番：IP-008
合計金額（税込）

15,400円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ 10 枚入

申込単位：100個（50×2カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：20枚

単価：102.0円（税別）

品番：IP-009
合計金額（税込）

11,220円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ 20 枚入

申込単位：200個（100×2カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：10枚

単価：76.0円（税別）

品番：IP-010
合計金額（税込）

16,720円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ「濃」10 枚入

申込単位：100個（50×2カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：20枚

単価：109.0円（税別）

品番：IP-011
合計金額（税込）

11,990円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ「濃」20 枚入

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。ウェットティッシュ

申込単位：48個（48×1カートン）
個装形態：デザイン袋（160×90×40mm）
内容：60枚

単価：80.0円（税別）

品番：IP-013
合計金額（税込）

4,224円

リファイン ノンアルコール除菌
ウェットティッシュ 60 枚 1P

申込単位：180個（180×1カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×15mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-014
合計金額（税込）

6,930円

リファイン アルコール除菌
ポケットウェットティッシュ 10 枚 1P

申込単位：48個（48×1カートン）
個装形態：デザイン袋（170×85×45mm）
内容：60枚

単価：80.0円（税別）

品番：IP-015
合計金額（税込）

4,224円

リファイン アルコール除菌
ウェットティッシュ 60 枚 1P

ハンディサイズ

10枚入
大判サイズ

10枚入

大判サイズ

20枚入
大判サイズ

10枚入
大判サイズ

20枚入

濃 濃

申込単位：180個（180×1カートン）
個装形態：デザイン袋（135×70×15mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-012
合計金額（税込）

6,930円

リファイン ノンアルコール除菌
ポケットウェットティッシュ 10 枚 1P

アルコール配合 アルコール配合 アルコール配合 アルコール配合

アルコール配合

アルコール配合

アルコールフリー アルコールフリー

アルコール配合

アルコール配合 アルコール配合

アルコール配合

アルコール配合 アルコール配合10枚入
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：32.0円（税別）

品番：IP-001
合計金額（税込）

14,080円

セキ思いやり Wet 除菌タイプ ピンク

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：32.0円（税別）

品番：IP-002
合計金額（税込）

14,080円

セキ思いやり Wet 除菌タイプ ブルー

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-003
合計金額（税込）

15,400円

除菌 ハンディウェットティッシュ

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×10mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-004
合計金額（税込）

15,400円

J 除菌 ウェット

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（140×65×12mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-005
合計金額（税込）

15,400円

ハイグレード ウェット 除菌タイプ

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（145×85mm）
内容：10枚

単価：38.0円（税別）

品番：IP-007
合計金額（税込）

16,720円

7days, 除菌ウェット ハンディサイズ 10 枚入

申込単位：２00個（100×２カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：10枚

単価：70.0円（税別）

品番：IP-008
合計金額（税込）

15,400円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ 10 枚入

申込単位：100個（50×2カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：20枚

単価：102.0円（税別）

品番：IP-009
合計金額（税込）

11,220円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ 20 枚入

申込単位：200個（100×2カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：10枚

単価：76.0円（税別）

品番：IP-010
合計金額（税込）

16,720円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ「濃」10 枚入

申込単位：100個（50×2カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：20枚

単価：109.0円（税別）

品番：IP-011
合計金額（税込）

11,990円

7days, 除菌ウェット 大判サイズ「濃」20 枚入

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。ウェットティッシュ

申込単位：48個（48×1カートン）
個装形態：デザイン袋（160×90×40mm）
内容：60枚

単価：80.0円（税別）

品番：IP-013
合計金額（税込）

4,224円

リファイン ノンアルコール除菌
ウェットティッシュ 60 枚 1P

申込単位：180個（180×1カートン）
個装形態：デザイン袋（135×75×15mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-014
合計金額（税込）

6,930円

リファイン アルコール除菌
ポケットウェットティッシュ 10 枚 1P

申込単位：48個（48×1カートン）
個装形態：デザイン袋（170×85×45mm）
内容：60枚

単価：80.0円（税別）

品番：IP-015
合計金額（税込）

4,224円

リファイン アルコール除菌
ウェットティッシュ 60 枚 1P

ハンディサイズ

10枚入
大判サイズ

10枚入

大判サイズ

20枚入
大判サイズ

10枚入
大判サイズ

20枚入

濃 濃

申込単位：180個（180×1カートン）
個装形態：デザイン袋（135×70×15mm）
内容：10枚

単価：35.0円（税別）

品番：IP-012
合計金額（税込）

6,930円

リファイン ノンアルコール除菌
ポケットウェットティッシュ 10 枚 1P

アルコール配合 アルコール配合 アルコール配合 アルコール配合

アルコール配合

アルコール配合

アルコールフリー アルコールフリー

アルコール配合

アルコール配合 アルコール配合

アルコール配合

アルコール配合 アルコール配合10枚入

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。クリーナー　おしぼり

バケツウェット

申込単位：30個（30×1カートン）
個装形態：デザイン袋（210×110×35mm）
内容：20枚

単価：94.0円（税別）

品番：CL-001
合計金額（税込）

3,102円

クリンクル パワフル除菌
キッチンクリーナー 20 枚

申込単位：30個（30×1カートン）
個装形態：デザイン袋（210×110×35mm）
内容：20枚

単価：94.0円（税別）

品番：CL-002
合計金額（税込）

3,102円

クリンクル セスキ 拭き掃除万能
クリーナー 20 枚

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：10枚

単価：73.0円（税別）

品番：CL-003
合計金額（税込）

8,030円

おそうじぞうきん
おそうじクロスボンバー 10 枚入

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：デザイン袋（210×125mm）
内容：10枚

単価：73.0円（税別）

品番：CL-004
合計金額（税込）

8,030円

キッチンふきん
キッチンクロスボンバー 10 枚入

申込単位：6個（6×1カートン）
個装形態：バケツ（200×200×195mm）
内容：300枚

単価：1,447円（税別）

品番：BW-001
合計金額（税込）

9,550円

7days, 除菌ウェット 300（アルコールタイプ）
バケツタイプ本体 300 枚入り

申込単位：6個（6×1カートン）
個装形態：デザイン袋（160×160×170mm）
内容：300枚

単価：1,030円（税別）

品番：BW-002
合計金額（税込）

6,798円

7days, 除菌ウェット 300（アルコールタイプ）
バケツタイプ詰替用 300 枚入り

申込単位：6個（6×1カートン）
個装形態：バケツ（200×200×195mm）
内容：300枚

単価：1,395円（税別）

品番：BW-003
合計金額（税込）

9,207円

7days, 除菌ウェット 300
バケツタイプ本体 300 枚入り

申込単位：6個（6×1カートン）
個装形態：デザイン袋（160×160×170mm）
内容：300枚

単価：967円（税別）

品番：BW-004
合計金額（税込）

6,382円

7days, 除菌ウェット 300
バケツタイプ詰替用 300 枚入り

申込単位：800本（800×1カートン／100本×8袋）
シートサイズ：240×290mm 90g/㎡
材質：パルプ、不織布

単価：11.75円（税別）

品番：KS-001
合計金額（税込）

10,340円

クリール さくら L 平型

申込単位：800本（800×1カートン／100本×8袋）
シートサイズ：240×290mm 90g/㎡
材質：パルプ、不織布

単価：11.75円（税別）

品番：KS-003
合計金額（税込）

10,340円

クリール クローバー L 平型

おしぼり全体にさくらの柄をあしらい、
日本の和の心を表現しました。

おもてなしに“華”を添えてみてはいかがでしょう。

2本中1本に1個の確立で
「四つ葉のクローバー」があります。

ぜひ探してみてください。

アルコール配合 20枚入 ノンアルコール 20枚入

香り
ハッカ

申込単位：1,000本（1,000×1カートン／100本×10袋）
シートサイズ：200×265mm 90g/㎡
備考：香り付き

単価：12.35円（税別）

品番：KS-005
合計金額（税込）

13,585円

クリール 天然ハッカ（香り付き）

天然ハッカ香を配合した、
衛生的で自然な清涼感のおしぼりです。
お肌にやさしいノンアルコール製品です。

■クリール ® は「日本製」高級紙おしぼりです。
■おしぼり本体への印刷は安全性が高く地球環境にやさしい、水性フレキソ印刷です。
■「特許取得三層構造」により紙おしぼりとは思えないボリューム感とふんわりとした
　やさしい使い心地を実現しました。敏感肌の女性やお子様にもおすすめです。

アルコール配合 アルコールフリー
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申込単位：60個
サイズ：95×180×15mm
個装形態：デザイン袋　4種アソート
内容：15枚

単価：140.0円（税別）

品番：KY-001
合計金額（税込）

9,240円

眠気スッキリギラギラ君 オリジナル

申込単位：60個
サイズ：95×180×15mm
個装形態：デザイン袋　4種アソート
内容：15枚

単価：140.0円（税別）

品番：KY-002
合計金額（税込）

9,240円

眠気スッキリギラギラ君 Z スーパーストロング

申込単位：60個
サイズ：93×180×17mm
個装形態：デザイン袋
内容：15枚

単価：140.0円（税別）

品番：KY-003
合計金額（税込）

9,240円

眠気スッキリギラギラ君 マスク用ウエットシート

申込単位：50
サイズ：145×20×240
個装形態：デザイン袋
内容：5枚

単価：230.0円（税別）

品番：KY-005
合計金額（税込）

12,650円

ギラギラ君 眠気スッキリタオル 5P

申込単位：500個（50個×10箱）
サイズ：Φ30mm×105mm
個装形態：化粧箱入り
成分：水飴、砂糖、カフェイン、メントール、
　　 着色料（炭末色素）

単価：105.0円（税別）

品番：KY-007
合計金額（税込）

56,700円

ギラギラ君 眠気スッキリ飴

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

ギラギラ君シリーズ

申込単位：50個
サイズ：87×17×210ｍｍ
個装形態：デザイン袋
内容：10枚

単価：145.0円（税別）

品番：KY-004
合計金額（税込）

7,975円

ギラギラ君 眠気スッキリシート大判

申込単位：24個
サイズ：103×103×172mm
個装形態：デザインボトル
内容：80枚

単価：290.0円（税別）

品番：KY-006
合計金額（税込）

7,656円

眠気スッキリギラギラ君 大容量ボトル

軽減税率
対象商品

眠気スッキリ！

大判サイズギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ

ギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：60個
サイズ：95×180×15mm
個装形態：デザイン袋　4種アソート
内容：15枚

単価：140.0円（税別）

品番：KY-001
合計金額（税込）

9,240円

眠気スッキリギラギラ君 オリジナル

申込単位：60個
サイズ：95×180×15mm
個装形態：デザイン袋　4種アソート
内容：15枚

単価：140.0円（税別）

品番：KY-002
合計金額（税込）

9,240円

眠気スッキリギラギラ君 Z スーパーストロング

申込単位：60個
サイズ：93×180×17mm
個装形態：デザイン袋
内容：15枚

単価：140.0円（税別）

品番：KY-003
合計金額（税込）

9,240円

眠気スッキリギラギラ君 マスク用ウエットシート

申込単位：50
サイズ：145×20×240
個装形態：デザイン袋
内容：5枚

単価：230.0円（税別）

品番：KY-005
合計金額（税込）

12,650円

ギラギラ君 眠気スッキリタオル 5P

申込単位：500個（50個×10箱）
サイズ：Φ30mm×105mm
個装形態：化粧箱入り
成分：水飴、砂糖、カフェイン、メントール、
　　 着色料（炭末色素）

単価：105.0円（税別）

品番：KY-007
合計金額（税込）

56,700円

ギラギラ君 眠気スッキリ飴

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

ギラギラ君シリーズ

申込単位：50個
サイズ：87×17×210ｍｍ
個装形態：デザイン袋
内容：10枚

単価：145.0円（税別）

品番：KY-004
合計金額（税込）

7,975円

ギラギラ君 眠気スッキリシート大判

申込単位：24個
サイズ：103×103×172mm
個装形態：デザインボトル
内容：80枚

単価：290.0円（税別）

品番：KY-006
合計金額（税込）

7,656円

眠気スッキリギラギラ君 大容量ボトル

軽減税率
対象商品

眠気スッキリ！

大判サイズギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ

ギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ ギラギラ君シリーズ

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：デザイン袋
　　　　名刺ポケット付透明袋（125×220×15mm）
付属品：シール

単価：148.0円（税別）

品番：NE-004
合計金額（税込）

16,280円

鼻セレブ ITSUMO+PLUS 48W 名刺ポケット付

申込単位：400個（200×2カートン）
個装形態：デザイン袋（222×342×111mm）

単価：39.0円（税別）

品番：NE-008
合計金額（税込）

17,160円

ソフトキッチンペーパー 10 枚入

申込単位：20箱（1,000枚／20×1カートン）
個装形態：化粧箱（185×155×105mm）

単価：2,050.0円（税別）

品番：NE-009
合計金額（税込）

45,100円

ネピア 長時間フィットマスク 50 枚入
申込単位：30セット（30×1カートン）
個装形態：化粧箱
内容：①ネピアミニティシュ×3
　 　 ②ネピアアメニティティシュ
　 　 ③ネピア鼻セレブプレミアムポケットティシュ

単価：500.0円（税別）

品番：NE-005
合計金額（税込）

16,500円

nepia ギフト M-6

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱
内容：①ネピアネピネピポケットティシュ10W×4
　 　 ②ネピア鼻セレブプレミアムポケットティシュ4P
　 　 ③ネピア鼻セレブポケットティシュ12W×3
　 　 ④ネピア激吸収キッチンタオル50カット2ロール
　 　 ⑤鼻セレブマスク2枚入

単価：960.0円（税別）

品番：NE-007
合計金額（税込）

10,560円

nepia ギフト WIDE L

申込単位：500個（500×1カートン）
個装形態：デザイン袋（125×80×15mm）

単価：27.5円（税別）

品番：NE-001
合計金額（税込）

15,125円

鼻セレブポケットティシュ 12W

申込単位：240箱（80×3カートン）
個装形態：化粧箱（120×120×53mm）

単価：155.0円（税別）

品番：NE-002
合計金額（税込）

40,920円

鼻セレブ amenity BOX ティシュ 62W

申込単位：144箱（48×3カートン）
個装形態：化粧箱（120×120×110mm）

単価：295.0円（税別）

品番：NE-003
合計金額（税込）

46,728円

鼻セレブ amenity BOX ティシュ 130W鼻セレブ amenity BOX ティシュ 62W

オプション
ラベル封入

オプション
金箔押し

オプション
金箔押し

ご挨拶に
便利な
シール付き！

ご挨拶に
便利な
シール付き！

申込単位：24本（24×1カートン）
個装形態：ボトル（51×51×169mm）
内容：175ml

単価：160.0円（税別）

品番：PG-001

合計金額（税込）
4,224円

除菌ジョイ コンパクト食器用洗剤 175ml
除菌

品番：PG-002 緑茶の香り
品番：PG-003 スパークリングレモンの香り

申込単位：12本（12×1カートン）
個装形態：ボトル（191×98×63mm）
内容：370ml

単価：550.0円（税別）

品番：PG-009
合計金額（税込）

7,260円

ファブリーズ ダブル除菌 370ml

申込単位：20本（20×1カートン）
個装形態：ボトル（94×44×167mm）
内容：210ml

単価：445.0円（税別）

品番：PG-010
合計金額（税込）

9,790円

クルマ用 ファブリーズ 210ml

オプションオプション

PG-001 PG-002 PG-003

申込単位：24本（24×1カートン）
個装形態：ボトル（51×51×169mm）
内容：190ml

単価：160.0円（税別）

品番：PG-004

合計金額（税込）
4,224円

ジョイ コンパクト 食器用洗剤 190ml
バレンシアオレンジの香り

品番：PG-005 ローマミントの香り
品番：PG-006 フロリダグレープフルーツの香り

PG-004 PG-005 PG-006

申込単位：6個（6×1カートン）
個装形態：ケース（128×127×94mm）
内容：12粒

単価：548.0円（税別）

品番：PG-007

合計金額（税込）
3,616円

アリエール ジェルボール 4D 本体

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：デザイン台紙（72×165×42mm）
内容：38×28×53mm／約30日用

単価：230.0円（税別）

品番：PG-008

合計金額（税込）
6,072円

ファブリーズ イージークリップ スカイブリーズの香り
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（85×30×57mm）
内容：80g×1個

単価：60.0円（税別）

品番：LN-001
合計金額（税込）

6,600円

植物物語 ハーブブレンド 化粧石鹸 1 個

申込単位：50セット（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（166×30×57mm）
内容：80g×2個

単価：138.0円（税別）

品番：LN-002
合計金額（税込）

7,590円

植物物語 ハーブブレンド 化粧石鹸 2 個

LN-005 LN-007LN-006 LN-008

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：無包装（49×190×49mm）
内容：220ml

単価：165.0円（税別）

品番：LN-005

合計金額（税込）
4,356円

CHARMY Magica 220ml 箱なし
除菌

品番：LN-006 酵素＋フルーティオレンジの香り

申込単位：24本（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（50×193×50mm）
内容：220ml

単価：190.0円（税別）

品番：LN-007

合計金額（税込）
5,016円

CHARMY Magica 220ml 箱入り
除菌

品番：LN-008 酵素＋フルーティオレンジの香り

申込単位：24本（24×1カートン）
個装形態：無包装（55×188×55mm）
内容：240ml

単価：190.0円（税別）

品番：LN-009
合計金額（税込）

5,016円

CHARMY 泡のチカラ手肌プレミアム 240ml

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：無包装（64×188×48mm）
内容：260ml

単価：118.0円（税別）

品番：LN-003
合計金額（税込）

3,115円

チャーミーグリーン 260ml 箱なし

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（65×190×49mm）
内容：260ml

単価：140.0円（税別）

品番：LN-004
合計金額（税込）

3,696円

チャーミーグリーン 260ml 箱入り

LN-010 LN-011

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：デザイン袋（150×95×15mm）
内容：10枚

単価：94.0円（税別）

品番：LN-010

合計金額（税込）
10,340円

キレイキレイ 除菌ウェットシート 10 枚入
アルコールタイプ

品番：LN-011 ノンアルコールタイプ

申込単位：200個（200×1カートン）
個装形態：デザイン袋（132×180×3mm）
内容：2枚

単価：90.0円（税別）

品番：LN-012
合計金額（税込）

19,800円

休足時間 足すっきりシート  2 枚入

申込単位：120個（120×1カートン）
個装形態：デザイン袋（144×92×6mm）
内容：5枚

単価：130.0円（税別）

品番：LN-013
合計金額（税込）

17,160円

Ban 爽感さっぱりシャワーシート
5 枚 せっけんの香り

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（177×20×50mm）
内容：S3枚

単価：48.0円（税別）

品番：LN-014
合計金額（税込）

5,280円

リード 冷凍も冷蔵も新鮮 保存バッグ
S3 枚 箱入り

申込単位：200パック（200×1カートン）
個装形態：デザイン袋（120×17×105mm）
内容：小4枚

単価：37.0円（税別）

品番：LN-015

合計金額（税込）
8,140円

リード ヘルシークッキングペーパー 小 4 枚 袋入り

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（99×193×50mm）
内容：①CHARMY Magica 除菌+ 220ml×1本
②CHARMY Magica 酵素
+ フルーティオレンジの香り 220ml×1本

単価：400.0円（税別）

品番：LN-016
合計金額（税込）

4,400円

CHARMY Magica 2 本セット MGC-2

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（127×194×65mm）
内容：①トップ クリアリキッド抗菌 300g×1本
②CHARMY Magica 除菌+ 220ml×1本

単価：485.0円（税別）

品番：LN-017
合計金額（税込）

5,335円

LION クリーンライフセット CLS-6

申込単位：20セット（20×1カートン）
個装形態：化粧箱（107×192×68mm）
内容：①CHARMY Magica 除菌+ 220ml×1本
②リード ヘルシークッキングペーパー小4枚PP袋入×1個

単価：285.0円（税別）

品番：LN-018
合計金額（税込）

6,270円

ライオン キッチンセット LMS-AE

申込単位：20セット（20×1カートン）
個装形態：化粧箱（130×223×55mm）
内容：①リード プチ圧力調理バッグ 2枚×1箱
②リード ヘルシークッキングペーパー 小4枚×1箱
③リード 冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ M5枚×1箱

単価：350.0円（税別）

品番：LN-019
合計金額（税込）

7,700円

リード クッキングセット RCS-A

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（85×30×57mm）
内容：80g×1個

単価：60.0円（税別）

品番：LN-001
合計金額（税込）

6,600円

植物物語 ハーブブレンド 化粧石鹸 1 個

申込単位：50セット（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（166×30×57mm）
内容：80g×2個

単価：138.0円（税別）

品番：LN-002
合計金額（税込）

7,590円

植物物語 ハーブブレンド 化粧石鹸 2 個

LN-005 LN-007LN-006 LN-008

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：無包装（49×190×49mm）
内容：220ml

単価：165.0円（税別）

品番：LN-005

合計金額（税込）
4,356円

CHARMY Magica 220ml 箱なし
除菌

品番：LN-006 酵素＋フルーティオレンジの香り

申込単位：24本（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（50×193×50mm）
内容：220ml

単価：190.0円（税別）

品番：LN-007

合計金額（税込）
5,016円

CHARMY Magica 220ml 箱入り
除菌

品番：LN-008 酵素＋フルーティオレンジの香り

申込単位：24本（24×1カートン）
個装形態：無包装（55×188×55mm）
内容：240ml

単価：190.0円（税別）

品番：LN-009
合計金額（税込）

5,016円

CHARMY 泡のチカラ手肌プレミアム 240ml

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：無包装（64×188×48mm）
内容：260ml

単価：118.0円（税別）

品番：LN-003
合計金額（税込）

3,115円

チャーミーグリーン 260ml 箱なし

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（65×190×49mm）
内容：260ml

単価：140.0円（税別）

品番：LN-004
合計金額（税込）

3,696円

チャーミーグリーン 260ml 箱入り

LN-010 LN-011

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：デザイン袋（150×95×15mm）
内容：10枚

単価：94.0円（税別）

品番：LN-010

合計金額（税込）
10,340円

キレイキレイ 除菌ウェットシート 10 枚入
アルコールタイプ

品番：LN-011 ノンアルコールタイプ

申込単位：200個（200×1カートン）
個装形態：デザイン袋（132×180×3mm）
内容：2枚

単価：90.0円（税別）

品番：LN-012
合計金額（税込）

19,800円

休足時間 足すっきりシート  2 枚入

申込単位：120個（120×1カートン）
個装形態：デザイン袋（144×92×6mm）
内容：5枚

単価：130.0円（税別）

品番：LN-013
合計金額（税込）

17,160円

Ban 爽感さっぱりシャワーシート
5 枚 せっけんの香り

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（177×20×50mm）
内容：S3枚

単価：48.0円（税別）

品番：LN-014
合計金額（税込）

5,280円

リード 冷凍も冷蔵も新鮮 保存バッグ
S3 枚 箱入り

申込単位：200パック（200×1カートン）
個装形態：デザイン袋（120×17×105mm）
内容：小4枚

単価：37.0円（税別）

品番：LN-015

合計金額（税込）
8,140円

リード ヘルシークッキングペーパー 小 4 枚 袋入り

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（99×193×50mm）
内容：①CHARMY Magica 除菌+ 220ml×1本
②CHARMY Magica 酵素
+ フルーティオレンジの香り 220ml×1本

単価：400.0円（税別）

品番：LN-016
合計金額（税込）

4,400円

CHARMY Magica 2 本セット MGC-2

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（127×194×65mm）
内容：①トップ クリアリキッド抗菌 300g×1本
②CHARMY Magica 除菌+ 220ml×1本

単価：485.0円（税別）

品番：LN-017
合計金額（税込）

5,335円

LION クリーンライフセット CLS-6

申込単位：20セット（20×1カートン）
個装形態：化粧箱（107×192×68mm）
内容：①CHARMY Magica 除菌+ 220ml×1本
②リード ヘルシークッキングペーパー小4枚PP袋入×1個

単価：285.0円（税別）

品番：LN-018
合計金額（税込）

6,270円

ライオン キッチンセット LMS-AE

申込単位：20セット（20×1カートン）
個装形態：化粧箱（130×223×55mm）
内容：①リード プチ圧力調理バッグ 2枚×1箱
②リード ヘルシークッキングペーパー 小4枚×1箱
③リード 冷凍も冷蔵も新鮮保存バッグ M5枚×1箱

単価：350.0円（税別）

品番：LN-019
合計金額（税込）

7,700円

リード クッキングセット RCS-A

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（71×103×36mm）
内容：30g×3包

単価：60.0円（税別）

品番：LN-024
合計金額（税込）

6,600円

部屋干しトップ 30g×3 袋

申込単位：100箱（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（63×113×21mm）
内容：10g×3包

単価：68.0円（税別）

品番：LN-020
合計金額（税込）

7,480円

トップスーパー NANOX 10g×3 袋

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：無包装（78×171×63mm）
内容：300g

単価：210.0円（税別）

品番：LN-025

合計金額（税込）
5,544円

トップ クリアリキッド 抗菌 300g 箱なし

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（80×174×65mm）
内容：300g

単価：260.0円（税別）

品番：LN-026

合計金額（税込）
6,864円

トップ クリアリキッド 抗菌 300g 箱入り

申込単位：180包（180×1カートン）
個装形態：デザイン袋（75×160×3mm）
内容：40ml

単価：45.0円（税別）

品番：LN-031

合計金額（税込）
8,910円

ソフラン アロマリッチ 40ml
ジュリエット

品番：LN-032 スカーレット

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（162×178×58mm）
内容：①キレイキレイ薬用液体ハンドソープ 250ml×１個
②キレイキレイ薬用液体ハンドソープつめかえ用 200ml×１個

単価：450.0円（税別）

品番：LN-028
合計金額（税込）

4,950円

キレイキレイ 液体ハンドソープセット LBH-6P

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（197×177×58mm）
内容：①キレイキレイ薬用液体ハンドソープ 250ml×1個
②キレイキレイ薬用液体ハンドソープつめかえ用 200ml×１個
③キレイキレイ除菌ウェットシート アルコールタイプ 10枚×１個

単価：690.0円（税別）

品番：LN-029
合計金額（税込）

7,590円

キレイキレイ 液体ハンドソープセット LBH-8P

申込単位：15個（15×1カートン）
個装形態：化粧箱（82×176×64mm）
内容：400g

単価：410.0円（税別）

品番：LN-022

合計金額（税込）
6,765円

トップ スーパー NANOX 400g 箱入り

申込単位：15個（15×1カートン）
個装形態：無包装（80×173×62mm）
内容：400g

単価：388.0円（税別）

品番：LN-021

合計金額（税込）
6,402円

トップ スーパー NANOX 400g 箱なし

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（151×248×64mm）
内容：①トップクリアリキッド 450g×１個
②トップクリアリキッド つめかえ用 400g×１個

単価：580.0円（税別）

品番：LN-027

合計金額（税込）
6,380円

トップ クリアリキッドセット TCL-7

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（142×237×84mm）
内容：①トップ スーパーNANOX(ナノックス)400g×1個
②トップ スーパーNANOX(ナノックス)つめかえ用320g×1個

単価：838.0円（税別）

品番：LN-023

合計金額（税込）
9,218円

トップ NANOX セット TNX-AF

申込単位：10セット（10×1カートン）
個装形態：化粧箱（168×178×66mm）
内容：①キレイキレイ薬用泡ハンドソープ本体 250ml×1個
②キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用 200ml×1個

単価：690.0円（税別）

品番：LN-030
合計金額（税込）

7,590円

キレイキレイ薬用泡 ハンドソープセット LBB-8E

LN-031 LN-032

申込単位：20セット（20×1カートン）
個装形態：化粧箱（207×44×256mm）
内容：①クリニカハブラシ フラットカット3列 ふつう×2個
②クリニカハミガキ マイルドミント タテ型 130g×1個
③クリニカアドバンテージハミガキ クールミント タテ型 130g×1個

単価：830.0円（税別）

品番：LN-033
合計金額（税込）

18,260円

クリニカ デンタルセット CDS-10E
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：60本（60×1カートン）
個装形態：化粧箱（316×42×43mm）
内容：1０m

単価：140.0円（税別）

品番：AK-001

合計金額（税込）
9,240円

サランラップ ® 30ｃｍ×10ｍ

申込単位：60本（60×1カートン）
個装形態：化粧箱（242×42×43mm）
内容：15m

単価：145.0円（税別）

品番：AK-002

合計金額（税込）
9,570円

サランラップ ® 22ｃｍ×15ｍ

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（220×50×33mm）
内容：M3枚

単価：100.0円（税別）

品番：AK-004
合計金額（税込）

11,000円

ジップロック® イージージッパー M3 枚入

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（290×33×50mm）
内容：L3枚

単価：120.0円（税別）

品番：AK-005
合計金額（税込）

13,200円

ジップロック® イージージッパー Ｌ3 枚入

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：デザイン袋入（80×280mm）
内容：L・M各1枚

単価：85.0円（税別）

品番：AK-006
合計金額（税込）

9,350円

ジップロック® フリーザーバッグ L・M各1枚入袋入り

申込単位：24セット（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（244×54×80mm）
内容：①サランラップ® 22×20m×1個
　 　 ②ジップロック® フリーザーバッグ M5枚×1個

単価：340.0円（税別）

品番：AK-007
合計金額（税込）

8,976円

サランラップ ® バラエティギフト 4

申込単位：24セット（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（320×54×80mm）
内容：①サランラップ® 30cm×20m×1個
　 　 ②ジップロック® フリーザーバッグ L5枚×1個

単価：430.0円（税別）

品番：AK-008
合計金額（税込）

11,352円

サランラップ ® バラエティギフト 5

申込単位：50本（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（54x33x143mm）
内容：100ml

単価：190.0円（税別）

品番：AK-003
合計金額（税込）

10,450円

フロッシュ食器用洗剤 100ｍｌ アロエヴェラ

サランラップ ® バラエティギフト 4 サランラップ ® バラエティギフト 5

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：50個（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（118×118×64mm）
内容：300ml×1個

単価：135.0円（税別）

品番：AK-009
合計金額（税込）

7,425円

ジップロック ® スクリューロック 300ｍｌ

申込単位：50個（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（160×121×45mm）
内容：1膳用×1個

単価：210.0円（税別）

品番：AK-010

合計金額（税込）
11,550円

ジップロック® コンテナー ごはん保存容器

申込単位：50セット（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（82×112×82mm）
内容：130ml×2個

単価：145.0円（税別）

品番：AK-011

合計金額（税込）
7,975円

ジップロック® コンテナー 130ｍｌ 2 個セットジップロック® コンテナー 130ｍｌ 2 個セット2 個セット2 個

申込単位：50セット（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（162×162×62mm）
内容：正方形 130ml×2個、長方形 300ml×1個

単価：230.0円（税別）

品番：AK-012

合計金額（税込）
12,650円

ジップロック® コンテナー アソート 3 個セットジップロック® コンテナー アソート 3 個セット3 個セット3 個
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：60本（60×1カートン）
個装形態：化粧箱（316×42×43mm）
内容：1０m

単価：140.0円（税別）

品番：AK-001

合計金額（税込）
9,240円

サランラップ ® 30ｃｍ×10ｍ

申込単位：60本（60×1カートン）
個装形態：化粧箱（242×42×43mm）
内容：15m

単価：145.0円（税別）

品番：AK-002

合計金額（税込）
9,570円

サランラップ ® 22ｃｍ×15ｍ

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（220×50×33mm）
内容：M3枚

単価：100.0円（税別）

品番：AK-004
合計金額（税込）

11,000円

ジップロック® イージージッパー M3 枚入

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：化粧箱（290×33×50mm）
内容：L3枚

単価：120.0円（税別）

品番：AK-005
合計金額（税込）

13,200円

ジップロック® イージージッパー Ｌ3 枚入

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：デザイン袋入（80×280mm）
内容：L・M各1枚

単価：85.0円（税別）

品番：AK-006
合計金額（税込）

9,350円

ジップロック® フリーザーバッグ L・M各1枚入袋入り

申込単位：24セット（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（244×54×80mm）
内容：①サランラップ® 22×20m×1個
　 　 ②ジップロック® フリーザーバッグ M5枚×1個

単価：340.0円（税別）

品番：AK-007
合計金額（税込）

8,976円

サランラップ ® バラエティギフト 4

申込単位：24セット（24×1カートン）
個装形態：化粧箱（320×54×80mm）
内容：①サランラップ® 30cm×20m×1個
　 　 ②ジップロック® フリーザーバッグ L5枚×1個

単価：430.0円（税別）

品番：AK-008
合計金額（税込）

11,352円

サランラップ ® バラエティギフト 5

申込単位：50本（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（54x33x143mm）
内容：100ml

単価：190.0円（税別）

品番：AK-003
合計金額（税込）

10,450円

フロッシュ食器用洗剤 100ｍｌ アロエヴェラ

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：50個（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（118×118×64mm）
内容：300ml×1個

単価：135.0円（税別）

品番：AK-009
合計金額（税込）

7,425円

ジップロック ® スクリューロック 300ｍｌ

申込単位：50個（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（160×121×45mm）
内容：1膳用×1個

単価：210.0円（税別）

品番：AK-010

合計金額（税込）
11,550円

ジップロック® コンテナー ごはん保存容器

申込単位：50セット（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（82×112×82mm）
内容：130ml×2個

単価：145.0円（税別）

品番：AK-011

合計金額（税込）
7,975円

ジップロック® コンテナー 130ｍｌ 2 個セット

申込単位：50セット（50×1カートン）
個装形態：化粧箱（162×162×62mm）
内容：正方形 130ml×2個、長方形 300ml×1個

単価：230.0円（税別）

品番：AK-012

合計金額（税込）
12,650円

ジップロック® コンテナー アソート 3 個セット

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：1ケース（4R×3）
外装サイズ：360×245×250mm
入数：4Rパック×3個
重さ：約5kg
材質：再生紙100％（紙質：ソフトタイプ）
保存期間：製造日より10年（品質保証書発行可）

単価：1,050円（税別）

品番：MH-004
合計金額（税込）

3,465円

10 年保証 備蓄用トイレットペーパー

申込単位：1ケース（1R×12）
外装サイズ：360×245×250mm
重さ：約5kg
材質：再生紙100％（紙質：ソフトタイプ）
保存期間：製造日より10年

単価：290.0円（税別）

品番：MH-001
合計金額（税込）

3,828円

10 年保存 備蓄用トイレットペーパー 1R 個包装 12 個入

申込単位：1ケース（1R×24）
外装サイズ：485×250×385mm
重さ：約10kg
材質：再生紙100％（紙質：ソフトタイプ）
保存期間：製造日より10年

単価：240.0円（税別）

品番：MH-002
合計金額（税込）

6,336円

10 年保存 備蓄用トイレットペーパー 1R 個包装 24 個入

申込単位：1ケース（1×1）
外装サイズ：265×240×255mm
重さ：約5kg
内容：200m巻トイレットペーパー×2個（真空パック）、
　　凝固剤×100個、汚物処理袋×100枚、
　　汚物保管袋×10枚
保存期間：製造日より10年

単価：6,880円（税別）

品番：MH-003
合計金額（税込）

7,568円

クリーンズファミリー トイレセット 100 回

申込単位：１ケース（1×1）
外装サイズ：500×285×385mm
重さ：約7kg
内容：200m巻トイレットペーパー×4個（真空パック）、
　　凝固剤×100個、汚物処理袋×100枚、
　　汚物保管袋×10枚、結束バンド×10本、簡易トイレ×1個
保存期間：製造日より10年

単価：8,130円（税別）

品番：MH-005
合計金額（税込）

8,943円

クリーンズファミリー簡易トイレ付 トイレセット100 回

申込単位：50個
サイズ：ポリ袋入（190×235×30mm）
内容：①収納巾着袋②アルミブランケット③軍手
④レインコート⑤携帯用トイレ1P
⑥防災用ウェットティッシュ
⑦防災の心得×各1個

単価：600円（税別）

品番：MH-006
合計金額（税込）

33,000円

コンパクト防災 7 点セット CB-10

申込単位：30個
サイズ：化粧箱入（190×278×60mm）
内容：①非常持出袋②ダイナモLEDライト
③IDホイッスル＆カラビナリング④携帯用トイレ1P
⑤アルミブランケット⑥レインコート
⑦使い捨てカイロ⑧軍手⑨防災の心得×各1個

単価：1,350円（税別）

品番：MH-007
合計金額（税込）

44,550円

非常持出 9 点セット FS-20

申込単位：60個
サイズ：箱入（174×117×50mm）
内容：①収納ケース②絆創膏５P③ワンタッチ包帯
④コットンパフ３P⑤水に流せるペーパー
⑥救急手引⑦除菌ジェル×３
⑧除菌アルコールウェットティッシュ⑨綿棒１０P
⑩爪切り⑪爪やすり⑫毛抜き⑬はさみ×各1個

単価：900.0円（税別）

品番：MH-008
合計金額（税込）

59,400円

コンパクトファーストエイドキット15 点セットCF-15

申込単位：48組
外装サイズ：8.5×8.5×19.5cm
内容：①ウォーターボトル②カラビナキーホルダー
③アルミブランケット④ホイッスル
⑤LEDハンディライト
荷姿：化粧箱入り

単価：299.0円（税別）

品番：MH-009
合計金額（税込）

15,787円

スマートエマージェンシーボトル 5 点セット

単価：499.0円（税別）

品番：MH-010
合計金額（税込）

19,760円

エマージェンシーボトル 6 点セット

申込単位：36組
外装サイズ：10×10×23.8cm
内容：①ウォーターボトル②カラビナキーホルダー
③アルミブランケット④ホイッスル
⑤LEDハンディライト⑥レインポンチョ
荷姿：化粧箱入り

単価：299.0円（税別）

品番：MH-011
合計金額（税込）

23,680円

エマージェンシーバッグ 6 点セット

申込単位：72組
外装サイズ：28.5×21×2.5cm
内容：①携帯トイレ②トイレ処理袋
③アルミブランケット④軍手
 ⑤マスク⑥マイクロファイバータオル
荷姿：化粧箱入り

単価：399.0円（税別）

品番：MH-012
合計金額（税込）

21,067円

エマージェンシーバッグ 7 点セット

申込単位：48組
外装サイズ：62×34×32cm
内容：①携帯トイレ②トイレ処理袋
③アルミブランケット④軍手⑤レインポンチョ
 ⑥マイクロファイバータオル⑦収納ポーチ
荷姿：ポリ袋入り

申込単位：24組
外装サイズ：18.4×7.9×25.4cm
内容：①難燃加工持ち出し袋②軍手③携帯コップ
④アルミシート⑤マスク⑥ホイッスル
⑦ＬＥＤライト⑧給水袋(3Ｌ)⑨防災のしおり
荷姿：化粧箱入り

単価：999.0円（税別）

品番：MH-013
合計金額（税込）

26,373円

備えて安心防災 ９点セット

単価：229.0円（税別）

品番：MH-014
合計金額（税込）

30,228円

リュック型非常用給水バッグ ６Ｌ

申込単位：120個
サイズ：本体／約35×14×31.5ｃｍ
         紐／全長約200ｃｍ
内容：バッグ、紐
荷姿：ポリ袋入り

単価：158.0円（税別）

品番：MH-015
合計金額（税込）

41,712円

防水ポーチ入りアルミブランケット

申込単位：240個
サイズ：アルミシート／約140×210ｃｍ
         ポーチ／約12×19.5ｃｍ
材質：アルミシート／アルミ蒸着ＰＥＴフィルム
       ポーチ／ＰＥＴ・ＰＥ、ボールチェーン／真鍮
荷姿：なし

単価：299.0円（税別）

品番：MH-016
合計金額（税込）

19,734円

防災備品（四六判サイズ）ブラック

申込単位：60組
外装サイズ：13×4.5×19.2cm
内容：①携帯トイレ②トイレ処理袋
③アルミブランケット④レインポンチョ
荷姿：化粧箱入り

防災グッズ 
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混載 10カートンから出荷可

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※混載10カートン以上で一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

サイズ：約113×120×112mm
個装形態：化粧箱入
梱包：1カートン／12個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：125.0円（税別）

品番：NK-001
合計金額（税込）

1,650円

スコッティ カシミヤ キューブ 80W

サイズ：約248×108×121mm
個装形態：化粧箱入
梱包：1カートン／10個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：210.0円（税別）

品番：NK-002
合計金額（税込）

2,310円

スコッティ カシミヤ 220W

サイズ：約248×108×121mm
個装形態：化粧箱入
梱包：1カートン／10個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：210.0円（税別）

品番：NK-003
合計金額（税込）

2,310円

スコッティ カシミヤ ボタニカル 220W

サイズ：約229×137×110mm
個装形態：3個シュリンクパック
梱包：1カートン／3個×20パック（60個入）
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：200.0円（税別）

品番：NK-004
合計金額（税込）

4,400円

スコッティ フラワー BOX ティッシュ 160W3P

サイズ：約110×175×40mm
個装形態：ヘッダー付デザイン袋
梱包：1カートン／6コパック×40個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：90.0円（税別）

品番：NK-006
合計金額（税込）

3,960円

クリネックスティシューポケット 6 コパック

サイズ：約120×205×35mm
個装形態：ヘッダー付デザイン袋
梱包：1カートン／6コパック×48個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：120.0円（税別）

品番：NK-007
合計金額（税込）

6,336円

スコッティカシミヤポケット 6 コパック

サイズ：約216×228×216mm
個装形態：デザイン袋
梱包：1カートン／8ロール×8個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：370.0円（税別）

品番：NK-008
合計金額（税込）

3,256円

スコッティフラワーパック 1.5 倍長持ち
8 ロールダブル NV

サイズ：約230×207×115mm
個装形態：デザイン袋
梱包：1カートン／2ロール×24パック入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：245.0円（税別）

品番：NK-010
合計金額（税込）

6,468円

スコッティ ファイン 3 倍巻キッチンタオル
150 カット 2 ロール

サイズ：約120×275×120mm
個装形態：デザイン袋
梱包：1カートン／24パック入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：340.0円（税別）

品番：NK-011
合計金額（税込）

8,976円

スコッティファイン洗って使える
ペーパータオル 70 カット １ロール

サイズ：約229×230×110mm
個装形態：5個シュリンクパック
梱包：1カートン／5個×12パック（60個入）
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：370.0円（税別）

品番：NK-012
合計金額（税込）

4,884円

スコッティキレイの仕上げ ハンドタオル
 5 箱パック

サイズ：約145×150×8mm
個装形態：OP袋入
梱包：1カートン／120個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：75.0円（税別）

品番：NK-014
合計金額（税込）

9,900円

スコッティ ファイン洗って使える
ペーパータオル 2 カット

サイズ：約155×260×13mm
個装形態：OP袋入
梱包：1カートン／60個入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：125.0円（税別）

品番：NK-015
合計金額（税込）

8,250円

スコッティ ファイン洗って使える
ペーパータオル 6 カット

サイズ：約108×176×108mm
個装形態：デザインボトル
梱包：1カートン／12本
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：350.0円（税別）

品番：NK-017
合計金額（税込）

4,620円

スコッティウェットティシュー除菌
ノンアルコールタイプ 100 枚

品番：NK-016

スコッティウェットティシュー除菌
アルコールタイプ 100 枚

サイズ：約229×230×110mm
個装形態：5個シュリンクパック
梱包：1カートン／5個×12パック（60個入）
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：250.0円（税別）

品番：NK-005
合計金額（税込）

3,300円

スコッティ BOX ティシュー 130W 5P

サイズ：約204×228×102mm
個装形態：デザイン袋
梱包：1カートン／4ロール×12パック入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：190.0円（税別）

品番：NK-009
合計金額（税込）

2,508円

クレシアトイレット 4 ロールダブル

サイズ：約145×190×7mm
個装形態：OP袋入
梱包：1カートン／120個
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：65.0円（税別）

品番：NK-013
合計金額（税込）

8,580円

スコッティ ファイン水アカすっきり
キッチンクロス 2 枚入

NK-016 NK-017
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※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：125.0円（税別）

品番：NK-015
合計金額（税込）

8,250円

スコッティ ファイン洗って使える
ペーパータオル 6 カット

サイズ：約108×176×108mm
個装形態：デザインボトル
梱包：1カートン／12本
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：350.0円（税別）

品番：NK-017
合計金額（税込）

4,620円

スコッティウェットティシュー除菌
ノンアルコールタイプ 100 枚

品番：NK-016

スコッティウェットティシュー除菌
アルコールタイプ 100 枚

サイズ：約229×230×110mm
個装形態：5個シュリンクパック
梱包：1カートン／5個×12パック（60個入）
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：250.0円（税別）

品番：NK-005
合計金額（税込）

3,300円

スコッティ BOX ティシュー 130W 5P

サイズ：約204×228×102mm
個装形態：デザイン袋
梱包：1カートン／4ロール×12パック入
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：190.0円（税別）

品番：NK-009
合計金額（税込）

2,508円

クレシアトイレット 4 ロールダブル

サイズ：約145×190×7mm
個装形態：OP袋入
梱包：1カートン／120個
※混載10カートン以上でご注文下さい。

単価：65.0円（税別）

品番：NK-013
合計金額（税込）

8,580円

スコッティ ファイン水アカすっきり
キッチンクロス 2 枚入
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ティッシュ・ペーパータオル

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：96パック（32パック×3カートン）
個装形態：3個／シュリンクパック
サイズ：115×220×150mm

単価：153.0円（税別）

品番：MY-001
合計金額（税込）

16,156円

シンプルエコ BOX ティッシュ 100W 3P

申込単位：60パック（20パック×3カートン）
個装形態：5個／シュリンクパック
サイズ：115×220×250mm

単価：250.0円（税別）

品番：MY-002
合計金額（税込）

16,500円

シンプルエコ BOX ティッシュ 100W 5P

申込単位：48パック（16パック×3カートン）
個装形態：5個／シュリンクパック
サイズ：115×220×250mm

単価：350.0円（税別）

品番：MY-003
合計金額（税込）

18,480円

ありがとう BOX ティッシュ 150W 5P

申込単位：300個（100個×3カートン）
個装形態：化粧箱（４柄のアソート）
サイズ：110×110×110mm

単価：65.0円（税別）

品番：MY-004
合計金額（税込）

21,450円

ありがとう キューブ 50W

申込単位：300個（100個×3カートン）
個装形態：化粧箱（４柄のアソート）
サイズ：120×220×34mm

単価：54.0円（税別）

品番：MY-005
合計金額（税込）

17,820円

ありがとうPOP UP BOX ティッシュ 40W

申込単位：180個（60個×3カートン）
個装形態：デザイン袋（2柄のアソート）
サイズ：95×155×55mm

単価：148.0円（税別）

品番：MY-006
合計金額（税込）

29,304円

ありがとうローション 3 枚重ね 130 組

申込単位：100個
サイズ：約240×110×20mm
原紙材質：バージンパルプ100％（2枚重ねソフトタイプ）

単価：53.0円（税別）

品番：TP-009
合計金額（税込）

5,830円

紙タオル 50W

申込単位：30個
サイズ：約240×110×75mm
原紙材質：バージンパルプ100％（2枚重ねソフトタイプ）

単価：140.0円（税別）

品番：TP-010
合計金額（税込）

4,620円

ペーパータオル 200W ～ PANOTA ～

申込単位：20パック（3個パック×20入り）
サイズ：約220×115×150mm
原紙材質：バージンパルプ100％

単価：219.0円（税別）

品番：TP-007
合計金額（税込）

4,818円

PANOPE（パノぺ）150W 
抗菌剤配合ティッシュ 3 個パック

申込単位：12パック（5個パック×12入り）
サイズ：約220×115×250ｍｍ
原紙材質：バージンパルプ100％

単価：365.0円（税別）

品番：TP-008
合計金額（税込）

4,818円

PANOPE（パノぺ）150W 
抗菌剤配合ティッシュ 5 個パック

申込単位：16パック（5個パック×16入り）
個装形態：5個／シュリンクパック
サイズ：約275×112×210mm
原紙材質：天然パルプ100％

単価：235.0円（税別）

品番：TP-011
合計金額（税込）

4,136 円

ボニータ (300 枚 )150W 5 個パック

申込単位：16パック（5個パック×16入り）
個装形態：5個／シュリンクパック
サイズ：約275×112×210mm
原紙材質：天然パルプ100％

申込単位：30個
サイズ：約240×110×75mm

単価：235.0円（税別）

品番：TP-012
合計金額（税込）

4,136 円

アニマル (300 枚 )150W 5 個パック

申込単位：16パック（5個パック×16入り）
個装形態：5個／シュリンクパック
サイズ：約275×112×210mm
原紙材質：天然パルプ100％

単価：235.0円（税別）

品番：TP-013
合計金額（税込）

4,136 円

プラム (300 枚 )150W 5 個パック

申込単位：24パック（3個パック×24入り）
個装形態：3個／シュリンクパック
サイズ：約230×150×115mm

単価：215.0円（税別）

品番：TP-014
合計金額（税込）

5,676円

プリティドッグ 130W 3 個パック

申込単位：24パック（3個パック×24入り）
個装形態：3個／シュリンクパック
サイズ：約230×150×115mm

単価：215.0円（税別）

品番：TP-015
合計金額（税込）

5,676円

プリティキャット 130W 3 個パック

申込単位：300個（100個×3カートン）
個装形態：5種類アソート／無包装
サイズ：約φ65×165mm

単価：99.0円（税別）

品番：TP-016
合計金額（税込）

32,670円

ボトルティッシュ 50W シンプル柄
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

こども向けアイテム 掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：1組
本体サイズ:約83×162×83cm(使用時)
　　　　   約83×81×10cml (収納時)
材質:アルミニウム、MDF、スチール
セット内容:ラケット×2、ボール×3、ネットフェンス×1

単価：11,600円（税別）

品番：A-0001
合計金額（税込）

12,760円

ファミリーピンポン台セット

申込単位：1台
本体サイズ:約1.5x57x34cm
材質:ABS・PP・PVC
荷姿:化粧箱入

単価：5,350円（税別）

品番：A-0002
合計金額（税込）

5,885円

サッカー盤ロックオンストライカー

申込単位：1台
本体サイズ:42.2×12.7×42.2cm
材質:PS・ABS・PVC
荷姿:化粧箱入

単価：5,230円（税別）

品番：A-0003
合計金額（税込）

5，753円

野球盤 3D エーススタンダード

申込単位：24個
本体サイズ:約14.8×14.8×3.4cm
材質:紙・PS・PP
荷姿:化粧箱入

単価：895円（税別）

品番：A-0004
合計金額（税込）

23,628円

ゲームスタジアム 11

申込単位：12個
本体サイズ:約10.2×10.2×1.5cm
材質:ブナ・MDF・紙
荷姿:化粧箱入

単価：1,520円（税別）

品番：A-0005
合計金額（税込）

20,064円

活脳パズル 15 ゲーム

申込単位：１0個
本体サイズ:約25.8×25×2.3cm
材質:マグネット・ABS・PP・スチール・PS
荷姿:化粧箱入

単価：2,240円（税別）

品番：A-0006
合計金額（税込）

24,640円

マグネチックキング将棋

申込単位：10個
本体サイズ:約15.0×4.2×20.6cm
材質:PE・水・食品用無機塩・食品用保湿剤・食品用増粘剤
      食用色素・カゼインNa・保存料
荷姿:化粧箱入
セット内容：おえかきボード・えのぐ(あお・マゼンタ・きいろ・くろ・しろ)×各1

単価：1,690円（税別）

品番：A-0007
合計金額（税込）

18,590円

シヤチハタペタペタおえかき 5 色セット
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

こども向けアイテム 掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：1組
本体サイズ:約83×162×83cm(使用時)
　　　　   約83×81×10cml (収納時)
材質:アルミニウム、MDF、スチール
セット内容:ラケット×2、ボール×3、ネットフェンス×1

単価：11,600円（税別）

品番：A-0001
合計金額（税込）

12,760円

ファミリーピンポン台セット

申込単位：1台
本体サイズ:約1.5x57x34cm
材質:ABS・PP・PVC
荷姿:化粧箱入

単価：5,350円（税別）

品番：A-0002
合計金額（税込）

5,885円

サッカー盤ロックオンストライカー

申込単位：1台
本体サイズ:42.2×12.7×42.2cm
材質:PS・ABS・PVC
荷姿:化粧箱入

単価：5,230円（税別）

品番：A-0003
合計金額（税込）

5，753円

野球盤 3D エーススタンダード

申込単位：24個
本体サイズ:約14.8×14.8×3.4cm
材質:紙・PS・PP
荷姿:化粧箱入

単価：895円（税別）

品番：A-0004
合計金額（税込）

23,628円

ゲームスタジアム 11

申込単位：12個
本体サイズ:約10.2×10.2×1.5cm
材質:ブナ・MDF・紙
荷姿:化粧箱入

単価：1,520円（税別）

品番：A-0005
合計金額（税込）

20,064円

活脳パズル 15 ゲーム

申込単位：１0個
本体サイズ:約25.8×25×2.3cm
材質:マグネット・ABS・PP・スチール・PS
荷姿:化粧箱入

単価：2,240円（税別）

品番：A-0006
合計金額（税込）

24,640円

マグネチックキング将棋

申込単位：10個
本体サイズ:約15.0×4.2×20.6cm
材質:PE・水・食品用無機塩・食品用保湿剤・食品用増粘剤
      食用色素・カゼインNa・保存料
荷姿:化粧箱入
セット内容：おえかきボード・えのぐ(あお・マゼンタ・きいろ・くろ・しろ)×各1

単価：1,690円（税別）

品番：A-0007
合計金額（税込）

18,590円

シヤチハタペタペタおえかき 5 色セット

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

こども向けアイテム

申込単位：240個
パッケージサイズ:17.6×16×2.2cm
材質:紙
荷姿:ポリ袋入り
セット内容：折り紙×20

単価：98.0円（税別）

品番：A-0011
合計金額（税込）

 25,872円

おりがみバッグ

申込単位：200個
バッグサイズ：約22×8×22cm（持ち手含まず）
材質:不織布（ポリプロピレン）
色柄：2種取混
荷姿：ポリ袋入
セット内容：バッグ×1・クレヨン（6色）×1

単価：138.0円（税別）

品番：A-0013
合計金額（税込）

 30,360円

ぬりエコバッグ

申込単位：240個
本体サイズ:約15×2.5×15cm
材質:紙
荷姿:ヘッダー付ポリ袋入

単価：88.0円（税別）

品番：A-0012
合計金額（税込）

 23,232円

シールブックたのしいどうぶつえん

申込単位：1セット（100個）
本体サイズ:膨らまし後／約W10～16×H26～28cm
色柄：各種10個単位・合計100個からお申込みいただけます。
荷姿：10個袋入
備考：100個につきハンドポンプ1個付属
バルーンの不可抗力による破損はご了承ください。

（100個以降も10個単位で種類の指定が可能です。）

単価：125.0円（税別）

品番：A-0008
合計金額（税込）

 13,750円

うでピタバルーン

申込単位：360個
本体サイズ:約60×42.5cm
材質:ポリプロピレン・発泡ポリエチレン
荷姿:ポリ袋入り

単価：118.0円（税別）

品番：A-0010
合計金額（税込）

 46,728円

おふろポスター 1 枚 ( にほんちず )

申込単位：288個
パッケージサイズ:約12.5×3×7cm
材質:ABS樹脂
色柄：12種取混
荷姿:化粧箱入り

単価：98.0円（税別）

品番：A-0009
合計金額（税込）

 31,046円

ブロックコレクション アニマルズ 1 個
かわいい動物が作れるブロックパズルです。 何回でもきれいに貼ってはがせます。 持ち運びに便利なバッグ型！

申込単位：360個
本体サイズ:約9.5×1×12.7cm
材質:ポリスチレン・顔料
荷姿:ヘッダー付化粧箱入

単価：88.0円（税別）

品番：A-0014
合計金額（税込）

 34,848円

消せるいろえんぴつ １２色セット
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掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

イベントグッズ

申込単位：1組
本体サイズ:約120×90×60cm
材質:ダンボール、紙管、紙、他
セット内容:特大わなげ台セット×1、ポール×9、
ナンバーシート×9、輪×5、看板×1
※景品は別途ご用意ください。

単価：15,900円（税別）

品番：A-0015
合計金額（税込）

17,490円

特大わなげセット

申込単位：1組
本体サイズ：釣り竿 全長約58ｃｍ（展開時）
              ビニールプール直径約80ｃｍ
セット内容：マグネット釣り竿×3、ビニールプール×1、
フットポンプ×1、踏み台×3、おもちゃバケツ×3、たも網×1
※景品は別途ご用意ください。

単価：7,980円（税別）

品番：A-0020
合計金額（税込）

8,778円

ワクワク釣り大会スターターキット

申込単位：1組
セット内容：おもちゃ各種取混120個、マグネットシール120枚、お持ち帰り袋100枚
※メーカーの都合により内容が画像と異なる場合がございます。
※マグネットシールを貼ってご使用下さい。
※景品のみのキットです。別売りのスターターキットと一緒にお使いください。

単価：9,280円（税別）

品番：A-0022
合計金額（税込）

10,208円

ワクワク釣り大会用おもちゃキット１００人用

申込単位：1組
サイズ：60×43×33cm
荷姿：化粧段ボール箱入り
セット内容：うまい棒（10種類）30本×20、持ち帰り袋40枚
賞味期限：出荷時残存日数75日間以上(常温)
※メーカーの都合により内容が画像と異なる場合がございます。
※軽減税率対象商品です。　

単価：9,980円（税別）

品番：A-0023
合計金額（税込）

10,778円

うまい棒 詰め放題セット４０人用

駄菓子の定番うまい棒の詰め放題セットです。
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掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

イベントグッズ

申込単位：1組
本体サイズ:約120×90×60cm
材質:ダンボール、紙管、紙、他
セット内容:特大わなげ台セット×1、ポール×9、
ナンバーシート×9、輪×5、看板×1
※景品は別途ご用意ください。

単価：15,900円（税別）

品番：A-0015
合計金額（税込）

17,490円

特大わなげセット

申込単位：1組
本体サイズ：釣り竿 全長約58ｃｍ（展開時）
              ビニールプール直径約80ｃｍ
セット内容：マグネット釣り竿×3、ビニールプール×1、
フットポンプ×1、踏み台×3、おもちゃバケツ×3、たも網×1
※景品は別途ご用意ください。

単価：7,980円（税別）

品番：A-0020
合計金額（税込）

8,778円

ワクワク釣り大会スターターキット

申込単位：1組
セット内容：おもちゃ各種取混120個、マグネットシール120枚、お持ち帰り袋100枚
※メーカーの都合により内容が画像と異なる場合がございます。
※マグネットシールを貼ってご使用下さい。
※景品のみのキットです。別売りのスターターキットと一緒にお使いください。

単価：9,280円（税別）

品番：A-0022
合計金額（税込）

10,208円

ワクワク釣り大会用おもちゃキット１００人用

申込単位：1組
サイズ：60×43×33cm
荷姿：化粧段ボール箱入り
セット内容：うまい棒（10種類）30本×20、持ち帰り袋40枚
賞味期限：出荷時残存日数75日間以上(常温)
※メーカーの都合により内容が画像と異なる場合がございます。
※軽減税率対象商品です。　

単価：9,980円（税別）

品番：A-0023
合計金額（税込）

10,778円

うまい棒 詰め放題セット４０人用

駄菓子の定番うまい棒の詰め放題セットです。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

抽選セット

申込単位：1組
サイズ：サイコロ／約30×30×30cm、店頭用POP／15×42cm
セット内容：ロールペーパー×100個、サイコロキューブ×1個
　　　　 持ち帰り用袋×35枚、店頭用ＰＯＰ×2枚

単価：12,900円（税別）

品番：A-0024
合計金額（税込）

14,190円

出た目で干支ペーパー３０人用

申込単位：1組
サイズ：サイコロ／約30×30×30cm、店頭用お知らせPOP/15×42cm
セット内容：防災用品アソート×120、サイコロキューブ×1
　　　　 店頭用お知らせPOP×2

単価：10,000円（税別）

品番：A-0025
合計金額（税込）

11,000円

出た目で防災用品プレゼント 35 人用

申込単位：1個
本体サイズ：約20×20×20cｍ（取出口：直径9.5cm）
材質：コート紙

単価：359.0円（税別）

品番：A-0026
合計金額（税込）

394円

ラッキー抽選箱

申込単位：1個
本体サイズ:約6×6×8.5cｍ
※一枚のシートには同じ等数が20枚付いています。

単価：100.0円（税別）
合計金額（税込）

110円

品番：A-0027
スピード三角くじ

品番：A-0028
品番：A-0029
品番：A-0030

1 等
2 等
3 等
末等

※品番：A-0026 ～ 0030 のくじ・抽選箱は取り合わせ自由で一回のご注文につき別途送料 1,100 円 ( 税込 ) がかかります。( 北海道、沖縄、離島は別途 )

パッケージに2022年の干支、
寅のイラストがあしらわれたトイレットペーパー。
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掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※布地への印刷の為、仕上がりの色味が多少異なる場合がございます。　※加工した場合、ゴムは留めずに折りたたみ、袋に入れた状態でのお届けとなります。
※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

レッド

レッド

ネイビー グレー ベージュ

ECO BAG
再生コットン 生産中に生まれた生地の端切れを粉砕、再度撚り作られたのが再生コットン

糸です。 廃棄を生み出さない点に加え、既に色が付いた綿くずから作るので
染色する必要もなく、 CO2 の削減・水の節約にもなる環境に優しい素材です。

再生
コットン

ECO BAG
再生 PET 回収されたペットボトル等を洗浄・粉砕してペレットを作り、それを紡積糸

にして作った再生繊維です。海洋汚染の原因として注目される廃プラスチッ
クの削減、CO₂ 排出の抑制など環境保全に貢献するエコな素材です。

印刷範囲

レッド

ネイビー グレー ベージュ
印刷範囲

ネイビー ブラック

レッド

ネイビー ブラック
印刷範囲

サイズイメージサイズイメージ

ゴムでくるっと
コンパクトに

ゴムでくるっと
コンパクトに

サイズイメージ

ゴムでくるっと
コンパクトに

サイズイメージ

ゴムでくるっと
コンパクトに

印刷範囲

申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W220×H240mm
● 本体色：レッド、ネイビー、グレー、ベージュ ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約290×360（持ち手含む540）mm
　　　　  持ち手／約60×180mm　折りたたみマチ／約190mm
　 　　　 容量／約14L　素材／コットン、ポリエステル 他　

品番：TW-001 クルリト デイリーバッグ（再生コットン）
申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W250×H200mm
● 本体色：レッド、ネイビー、グレー、ベージュ ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約510×350×φ200mm
　　　　  持ち手／約55×360mm
　 　　　 容量／約18L　素材／コットン、ポリエステル 他

品番：TW-002 クルリト マルシェバッグ（再生コットン）

申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W140×H130mm
● 本体色：レッド、ネイビー、ブラック ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約400×250×180mm
　　　　  持ち手／約25×390mm
　 　　　 容量／約9L　素材／素材：ポリエステル（再生PET）、アルミ 他

品番：TW-003 クルリト クーラーバッグ（再生 PET）
申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W200×H200mm
● 本体色：レッド、ネイビー、ブラック ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約440×380mm
　　　　  持ち手／約50×390mm
　 　　　 素材／ポリエステル（再生PET） 他

品番：TW-004 クルリト フラットバッグ（再生 PET）

単価：511.0円（税別）
合計金額（税込）
281,050円 単価：618.0円（税別）

合計金額（税込）
339,900円

単価：785.0円（税別）
合計金額（税込）
431,750円 単価：630.0円（税別）

合計金額（税込）
346，500円
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掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※布地への印刷の為、仕上がりの色味が多少異なる場合がございます。
※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

内ポケット

内ポケット

サイズイメージ

サイズイメージ サイズイメージ

印刷範囲

印刷範囲

印刷範囲

ECO BAG
オーガニックコットン 有機農法により育てられたコットンをオーガニックコットンと言います。化学

合成した肥料や農薬を 3 年以上使用していない農地で栽培されており環境
に考慮した地球にやさしい素材となります。

申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：約160×220mm
● 本体色：ナチュラル
● 備考：本体／約260×330mm
　　　　  持ち手／約25×280mm

品番：TW-005 オーガニックコットン A4 フラットバッグ

サイズイメージ

印刷範囲

申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W220×H110mm
● 本体色：ナチュラル
● 備考：本体／約300×200×100mm
　　　　  持ち手／約25×290mm
　 　　　 容量／約4L　素材／コットン（320ｇ／平方メートル）

品番：TW-006 オーガニックコットンキャンバストート (S)　内ポケット

申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W250×H140mm
● 本体色：ナチュラル
● 備考：本体／約450×320×190mm
　　　　  持ち手／約40×600mm
　 　　　 容量／約15L　素材／コットン（310g／平方メートル）

品番：TW-008 フェアトレードコットンキャンバストート (M)
申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W240×H190mm
● 本体色：ナチュラル
● 備考：本体／約360×370×110mm
　　　　  持ち手／約25×560mm
　 　　　 容量／約10L　素材／コットン（320ｇ／平方メートル）

品番：TW-007 オーガニックコットンキャンバストート (M) 内ポケット

単価：184.0円（税別）
合計金額（税込）
101,200円 単価：324.0円（税別）

合計金額（税込）
178,200円

単価：400.0円（税別）
合計金額（税込）
220,000円 単価：563.0円（税別）

合計金額（税込）
309,650円

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※布地への印刷の為、仕上がりの色味が多少異なる場合がございます。　※加工した場合、ゴムは留めずに折りたたみ、袋に入れた状態でのお届けとなります。
※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

レッド

レッド

ネイビー グレー ベージュ

ECO BAG
再生コットン 生産中に生まれた生地の端切れを粉砕、再度撚り作られたのが再生コットン

糸です。 廃棄を生み出さない点に加え、既に色が付いた綿くずから作るので
染色する必要もなく、 CO2 の削減・水の節約にもなる環境に優しい素材です。

再生
コットン

ECO BAG
再生 PET 回収されたペットボトル等を洗浄・粉砕してペレットを作り、それを紡積糸

にして作った再生繊維です。海洋汚染の原因として注目される廃プラスチッ
クの削減、CO₂ 排出の抑制など環境保全に貢献するエコな素材です。

印刷範囲

レッド

ネイビー グレー ベージュ
印刷範囲

ネイビー ブラック

レッド

ネイビー ブラック
印刷範囲

サイズイメージサイズイメージ

ゴムでくるっと
コンパクトに

ゴムでくるっと
コンパクトに

サイズイメージ

ゴムでくるっと
コンパクトに

サイズイメージ

ゴムでくるっと
コンパクトに

印刷範囲

申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W220×H240mm
● 本体色：レッド、ネイビー、グレー、ベージュ ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約290×360（持ち手含む540）mm
　　　　  持ち手／約60×180mm　折りたたみマチ／約190mm
　 　　　 容量／約14L　素材／コットン、ポリエステル 他　

品番：TW-001 クルリト デイリーバッグ（再生コットン）
申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W250×H200mm
● 本体色：レッド、ネイビー、グレー、ベージュ ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約510×350×φ200mm
　　　　  持ち手／約55×360mm
　 　　　 容量／約18L　素材／コットン、ポリエステル 他

品番：TW-002 クルリト マルシェバッグ（再生コットン）

申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W140×H130mm
● 本体色：レッド、ネイビー、ブラック ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約400×250×180mm
　　　　  持ち手／約25×390mm
　 　　　 容量／約9L　素材／素材：ポリエステル（再生PET）、アルミ 他

品番：TW-003 クルリト クーラーバッグ（再生 PET）
申込単位：500個／1色印刷
● 個装形態：透明袋
● 印刷範囲：W200×H200mm
● 本体色：レッド、ネイビー、ブラック ※いずれか1色お選びください。
● 備考：本体／約440×380mm
　　　　  持ち手／約50×390mm
　 　　　 素材／ポリエステル（再生PET） 他

品番：TW-004 クルリト フラットバッグ（再生 PET）

単価：511.0円（税別）
合計金額（税込）
281,050円 単価：618.0円（税別）

合計金額（税込）
339,900円

単価：785.0円（税別）
合計金額（税込）
431,750円 単価：630.0円（税別）

合計金額（税込）
346，500円
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く） ※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：480個（480×1カートン）
個装形態：デザイン袋（90×120mm）

単価：13.0円（税別）

品番：KIR-001
合計金額（税込）

6,864円

らくらくカイロ 貼らない ミニ 既製品

申込単位：240個（240×1カートン）
個装形態：デザイン袋（110×140mm）

単価：20.0円（税別）

品番：KIR-002
合計金額（税込）

5,280円

楽々カイロ 貼らない レギュラー 既製品

申込単位：480個（480×1カートン）
個装形態：デザイン袋（90×120mm）

単価：13.5円（税別）

品番：KIR-003
合計金額（税込）

7,128円

らくらくカイロ 貼る ミニ 既製品

申込単位：240個（240×1カートン）
個装形態：デザイン袋（110×140mm）

単価：20.5円（税別）

品番：KIR-004
合計金額（税込）

5,412円

楽々カイロ 貼る レギュラー 既製品

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。カイロカイロ

16時間継続

貼らない

8時間継続

貼らない

8時間継続

貼る

10時間継続

レギュラー

ミニ ミニ

レギュラー

貼る

ラベル入り
カイロ
ラベル入り
カイロ
ラベル入り
カイロ
ラベル入り
カイロ

167.0 円（税別） 70.0 円（税別） 55.0 円（税別） 38.5 円（税別）らくらくカイロ 貼らない ミニ

175.0 円（税別） 80.0 円（税別） 65.0 円（税別） 50.0 円（税別）らくらくカイロ 貼らない レギュラー

170.0 円（税別） 75.0 円（税別） 60.0 円（税別） 43.5 円（税別）らくらくカイロ 貼る ミニ

180.0 円（税別） 85.0 円（税別） 70.0 円（税別） 55.0 円（税別）らくらくカイロ 貼る レギュラー

KIR-005

KIR-006

KIR-007

KIR-008

100 個 300 個 500 個 1,000 個

単価表 ( 税別 )

※カイロ + オリジナルラベル +OP 袋 ／ ※データ入稿後 約 10 営業日程度で出荷

数量品名品番

カイロとオリジナルラベルを
一緒に外装 O P 袋に封入します

ラベルサイズ
・らくらくカイロ貼らない／貼る ミニ：90×120ｍｍ
・楽々カイロ 貼らない／貼る レギュラー：110×140mm
※ラベルは片面フルカラーオンデマンド印刷になります。

販促ならお任せ
ノベルティ王に、俺はなる

販促ならお任せ
ノベルティ王に、俺はなる
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※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く） ※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：480個（480×1カートン）
個装形態：デザイン袋（90×120mm）

単価：13.0円（税別）

品番：KIR-001
合計金額（税込）

6,864円

らくらくカイロ 貼らない ミニ 既製品

申込単位：240個（240×1カートン）
個装形態：デザイン袋（110×140mm）

単価：20.0円（税別）

品番：KIR-002
合計金額（税込）

5,280円

楽々カイロ 貼らない レギュラー 既製品

申込単位：480個（480×1カートン）
個装形態：デザイン袋（90×120mm）

単価：13.5円（税別）

品番：KIR-003
合計金額（税込）

7,128円

らくらくカイロ 貼る ミニ 既製品

申込単位：240個（240×1カートン）
個装形態：デザイン袋（110×140mm）

単価：20.5円（税別）

品番：KIR-004
合計金額（税込）

5,412円

楽々カイロ 貼る レギュラー 既製品

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。カイロカイロ

16時間継続

貼らない

8時間継続

貼らない

8時間継続

貼る

10時間継続

レギュラー

ミニ ミニ

レギュラー

貼る

ラベル入り
カイロ
ラベル入り
カイロ
ラベル入り
カイロ
ラベル入り
カイロ

167.0 円（税別） 70.0 円（税別） 55.0 円（税別） 38.5 円（税別）らくらくカイロ 貼らない ミニ

175.0 円（税別） 80.0 円（税別） 65.0 円（税別） 50.0 円（税別）らくらくカイロ 貼らない レギュラー

170.0 円（税別） 75.0 円（税別） 60.0 円（税別） 43.5 円（税別）らくらくカイロ 貼る ミニ

180.0 円（税別） 85.0 円（税別） 70.0 円（税別） 55.0 円（税別）らくらくカイロ 貼る レギュラー

KIR-005

KIR-006

KIR-007

KIR-008

100 個 300 個 500 個 1,000 個

単価表 ( 税別 )

※カイロ + オリジナルラベル +OP 袋 ／ ※データ入稿後 約 10 営業日程度で出荷

数量品名品番

カイロとオリジナルラベルを
一緒に外装 O P 袋に封入します

ラベルサイズ
・らくらくカイロ貼らない／貼る ミニ：90×120ｍｍ
・楽々カイロ 貼らない／貼る レギュラー：110×140mm
※ラベルは片面フルカラーオンデマンド印刷になります。

販促ならお任せ
ノベルティ王に、俺はなる

カイロ

入浴剤

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く） ※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：130個（130×1カートン）
個装形態：3ッ折ケース入（85×195×15mm）
内容：ストロベリー&ピーチの香り、ライム&レモンの香り 各1包

単価：135.0円（税別）

品番：SP-001
合計金額（税込）

19,305円

チェルフフ　2 包入

申込単位：100個（100×1カートン）
個装形態：3ッ折ケース入（95×160×16mm）
内容：柚子生姜乃香、香草唐辛子乃香 各1錠

単価：160.0円（税別）

品番：SP-002
合計金額（税込）

17,600円

整湯炭酸　2 錠入

申込単位：150個（150×1カートン）
個装形態：3ッ折ケース入（115×176×7mm）
内容：アイランドフラワーの香り、サンシャインフルールの香り、各1包

単価：110.0円（税別）

品番：SP-003
合計金額（税込）

18,150円

トロピカルバス　2 包入

SP-004

SP-005

SP-006
SP-007

申込単位：300個（300×1カートン）
個装形態：デザイン袋入（67×70×62mm）
内容：25g

単価：80.0円（税別）

品番：SP-004

合計金額（税込）
26,400円

アロマシーソルト

品番：SP-007
品番：SP-006
品番：SP-005

ワイルドローズ
ベルガモット
ユーカリ
アクアマリン

申込単位：40個（40×1カートン）
個装形態：化粧箱（213×90×37mm）
内容：ローズの香り、グリーンフローラルの香り、
　　はちみつレモンの香り、さくらんぼの香り 各1錠

単価：400.0円（税別）

品番：SP-008
合計金額（税込）

17,600円

エンジェルフィーリング　4 錠入

申込単位：48個（48×1カートン）
個装形態：カバン型ケース入（185×155×55mm）
内容：東山祇園 桜の香、嵯峨野嵐山 竹の香
　　五条清水 ひのきの香、北野西陣 梅の香 各1包

単価：340.0円（税別）

品番：SP-009
合計金額（税込）

17,952円

京の四季折々入浴剤　4 種セット

申込単位：240個
外装サイズ：約125×170mm
継続時間：18時間（40℃以上を保持し継続する時間）
材質(成分)：鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類
生産国：日本

単価：24.0円（税別）

品番：EP-001
合計金額（税込）

6,336円

エコポッカ レギュラー

申込単位：240個
外装サイズ：約125×170mm
継続時間：12時間（40℃以上を保持し継続する時間）
材質(成分)：鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類
生産国：日本

単価：25.0円（税別）

品番：EP-003
合計金額（税込）

6,600円

貼るエコポッカレギュラー

申込単位：480個
外装サイズ：約95×130mm
継続時間：8時間（40℃以上を保持し継続する時間）
材質(成分)：鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類
生産国：日本

単価：20.0円（税別）

品番：EP-002
合計金額（税込）

10,560円

エコポッカミニ

申込単位：240個
外装サイズ：約95×130mm
継続時間：5時間（40℃以上を保持し継続する時間）
材質(成分)：鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類
生産国：日本

単価：53.0円（税別）

品番：EP-005
合計金額（税込）

13,992円

貼るエコポッカくつ下用

申込単位：480個
外装サイズ：約95×130mm
継続時間：8時間（40℃以上を保持し継続する時間）
材質(成分)：鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類
生産国：日本

単価：22.0円（税別）

品番：EP-004
合計金額（税込）

11,616円

貼るエコポッカミニ

18時間継続貼らない 8時間継続貼らない

12時間継続貼る 8時間継続貼る

5時間継続

貼る

ミニ

ミニ

レギュラー

レギュラー
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※軽減税率対象商品です。　※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

梅干し

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より６ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-001
合計金額（税込）
1,944円

はちみつ梅

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より3ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-002
合計金額（税込）
1,944円

うめ 21

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より６ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-003
合計金額（税込）
1,944円

からしうめたいこ

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より６ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-004
合計金額（税込）
1,944円

ほうばいづけ

申込単位：1箱
内容量：1.5g×20袋
賞味期間：製造日より1年

単価：1,470円（税別）

品番：UM-005
合計金額（税込）
1,588円

梅干こんぶ茶

申込単位：1箱
セット内容：「UME-HOUBAI」（豊梅漬）
             「UME-KARASHI」（辛子梅太子）
             「UME-SWEET」（うめ21）

単価：2,100.0円（税別）

品番：UM-006
合計金額（税込）
2,268円

UME-BOX(うめボックス )

申込単位：1箱
セット内容：豊梅漬、辛子梅太子、梅２１、しらぼし
賞味期間：（製造日より）豊梅漬／6ヶ月
             辛子梅太子／6ヶ月、梅２１／3ヶ月
             しらぼし／1年

単価：3,500円（税別）

品番：UM-007
合計金額（税込）
3,780円

うめ缶せっと

申込単位：1箱
内容量：10粒（木箱入り）

単価：3,700円（税別）

品番：UM-008
合計金額（税込）
3,996円

本家のうめ

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子食品・お菓子
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※軽減税率対象商品です。　※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

梅干し

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より６ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-001
合計金額（税込）
1,944円

はちみつ梅

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より3ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-002
合計金額（税込）
1,944円

うめ 21

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より６ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-003
合計金額（税込）
1,944円

からしうめたいこ

申込単位：1箱
内容量：200ｇ
賞味期間：製造日より６ヶ月

単価：1，800円（税別）

品番：UM-004
合計金額（税込）
1,944円

ほうばいづけ

申込単位：1箱
内容量：1.5g×20袋
賞味期間：製造日より1年

単価：1,470円（税別）

品番：UM-005
合計金額（税込）
1,588円

梅干こんぶ茶

申込単位：1箱
セット内容：「UME-HOUBAI」（豊梅漬）
             「UME-KARASHI」（辛子梅太子）
             「UME-SWEET」（うめ21）

単価：2,100.0円（税別）

品番：UM-006
合計金額（税込）
2,268円

UME-BOX(うめボックス )

申込単位：1箱
セット内容：豊梅漬、辛子梅太子、梅２１、しらぼし
賞味期間：（製造日より）豊梅漬／6ヶ月
             辛子梅太子／6ヶ月、梅２１／3ヶ月
             しらぼし／1年

単価：3,500円（税別）

品番：UM-007
合計金額（税込）
3,780円

うめ缶せっと

申込単位：1箱
内容量：10粒（木箱入り）

単価：3,700円（税別）

品番：UM-008
合計金額（税込）
3,996円

本家のうめ

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

食品・お菓子

※軽減税率対象商品です。　※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

申込単位：48（12入×4箱）
商品規格：麺70ｇ×2、スープ50ｇ×2
賞味期間：180日

単価：375.0円（税別）

品番：SM-001
合計金額（税込）

19,440円

札幌らーめん「４代目いちまる」味噌味 2 食

申込単位：６０個
内容：うどん50g×4束
サイズ：200×78×20mm
賞味期間：2年

単価：125.0円（税別）

品番：SU-001
合計金額（税込）

8,100円

讃岐の麺紀行 讃岐うどん 4 束

申込単位：30個
内容：うどん50g×5束×2袋
サイズ：200×175×20mm
賞味期間：2年

単価：285.0円（税別）

品番：SU-002
合計金額（税込）

9,234円

讃岐の麺紀行 讃岐うどん 10 束

申込単位：20個
内容：うどん50g×5束×4袋
サイズ：207×348×25mm
賞味期間：2年

単価：565.0円（税別）

品番：SU-003
合計金額（税込）

12,204円

讃岐の麺紀行 讃岐うどん 20 束

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：48（12入×4箱）
商品規格：麺80ｇ×2、スープ53ｇ
賞味期間：180日

単価：375.0円（税別）

品番：SM-008
合計金額（税込）

19,440円

北海道帯広ラーメン
「らあめんとん平」醤油味 2 食

申込単位：６０個
内容：そば180g
サイズ：250×87×20mm
賞味期間：１年半

単価：125.0円（税別）

品番：SU-006
合計金額（税込）

8,100円

招福そば 2 食「感謝 お蕎麦御用人」

申込単位：48（12入×4箱）
商品規格：麺80ｇ×2、スープ54ｇ
賞味期間：180日

単価：375.0円（税別）

品番：SM-015
合計金額（税込）

19,440円

新潟燕三条系ラーメン「はる」醤油味 2 食

申込単位：48（12入×4箱）
商品規格：麺80ｇ×2、スープ47ｇ
賞味期間：180日

単価：375.0円（税別）

品番：SM-016
合計金額（税込）

19,440円

富山ブラックラーメン「いろは」醤油味 2 食

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

申込単位：100（20入×5箱）
商品規格：麺80ｇ、スープ39ｇ
賞味期間：180日

単価：150.0円（税別）

品番：SM-021
合計金額（税込）

16,200円

小樽ラーメン塩味 1 食

申込単位：100（20入×5箱）
商品規格：麺80ｇ、スープ40.5ｇ
賞味期間：180日

単価：150.0円（税別）

品番：SM-023
合計金額（税込）

16,200円

尾道ラーメン醤油味 1 食

申込単位：100（20入×5箱）
商品規格：麺80ｇ、スープ32ｇ
賞味期間：180日

単価：150.0円（税別）

品番：SM-026
合計金額（税込）

16,200円

博多ラーメンとんこつ味 1 食

申込単位：100（20入×5箱）
商品規格：麺80ｇ、スープｇ8ｇ、調味油3ｇ
賞味期間：180日

単価：150.0円（税別）

品番：SM-029
合計金額（税込）

16,200円

熊本ラーメンとんこつ味 1 食

申込単位：６０個
内容：うどん200ｇ×１袋
サイズ：250×87×20mm
賞味期間：１年半

単価：125.0円（税別）

品番：SU-005
合計金額（税込）

8,100円

ご挨拶「麺をつむぎ つなぐ縁」

名刺・カード
ホルダー付

申込単位：20個
内容：うどん100ｇ×４束×２袋
サイズ：260×178×26mm
賞味期間：2年

単価：450.0円（税別）

品番：SU-004
合計金額（税込）

9,720円

本場仕込み讃岐うどん 8 束

名刺・カード
ホルダー付

申込単位：６０個
内容：そうめん200ｇ×１袋
サイズ：250×87×20mm
賞味期間：2年

単価：125.0円（税別）

品番：SU-007
合計金額（税込）

8,100円

感謝 讃岐そうめん「千万縁を結ぶ 白糸の手まり」

名刺・カード
ホルダー付

申込単位：30個
内容：切麦太打ちうどん200g×1袋
       切麦細打ちうどん200g×1袋
サイズ：270×163×20mm
賞味期間：2年

単価：270.0円（税別）

品番：SU-008
合計金額（税込）

8,748円

熟成仕込み 讃岐切麦麺セット

ラーメン

うどん他
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※軽減税率対象商品です。　※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※大型連休前は受注の制限がございます。都度、在庫・納期確認をお願いいたします。

申込単位：120個（20×6カートン）
個装形態：デザイン袋（230×150×30mm）
内容：お菓子×8種類
賞味期限：約4カ月
※デザイン袋2種（指定不可）

単価：105.5円（税別）

品番：YK-001
合計金額（税込）

13,672円

ビックリ スモールパック W

申込単位：40個（20×2カートン）
個装形態：デザイン袋（300×228×40mm）
内容：お菓子×7種類
賞味期限：約4カ月

単価：220.0円（税別）

品番：YK-002
合計金額（税込）

9,504円

おもいっきりパック

申込単位：20個（20×1カートン）
個装形態：デザイン袋（320×220×50mm）
内容：お菓子×9種類
賞味期限：約4カ月

単価：312.5円（税別）

品番：YK-003
合計金額（税込）

6,750円

びっくりパック

申込単位：5カートン（3,000本）
個装形態：デザイン袋（170×30×30mm）
内容：①チーズ味②めんたい味③コーンポタージュ味
　　     ④チキンカレー味⑤牛タン塩味⑥なっとう味
　　     ⑦シュガーラスク味⑧やきとり味
賞味期限：約5カ月

単価：10.0円（税別）

品番：YK-005
合計金額（税込）

32,400円

うまい棒 3,000 本 (1 種 600 本 ×5 種 )

申込単位：4個（4×1カートン）
個装形態：化粧箱（260×260×260mm）
内容：お菓子×約20種類80点
賞味期限：約4カ月

単価：2,825.0円（税別）

品番：YK-004
合計金額（税込）

12,204円

びっくり駄菓子ボックス

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：デザイン袋（約330×260mm）
内容：お菓子×5種類 ※季節によって内容は変わります。

単価：625.0円（税別）

品番：MN-009
合計金額（税込）

16,200円

キョロちゃんバッグ 大

申込単位：10個（10×1カートン）
個装形態：デザイン袋（約410×260mm）
内容：お菓子×8種類 ※季節によって内容は変わります。

単価：1,250.0円（税別）

品番：MN-010
合計金額（税込）

13,500円

キョロちゃんお楽しみ袋

申込単位：40個（40×1カートン）
個装形態：デザイン袋（約265×215mm）
内容：お菓子×3種類 ※季節によって内容は変わります。

単価：300.0円（税別）

品番：MN-008

合計金額（税込）
12,960円

キョロちゃんバッグ 小

申込単位：240個（240×1カートン）
個装形態：化粧箱（95×46×18mm）
内容量:約28g

単価：70.0円（税別）

品番：MN-001

合計金額（税込）
18,144円

チョコボール ４種

品番：MN-004
品番：MN-003
品番：MN-002

ピーナッツ
キャラメル
いちご
クリームソーダ

申込単位：60個（60×1カートン）
個装形態：化粧箱（213×95×43mm）
内容量:約52g

単価：120.0円（税別）

品番：MN-005

合計金額（税込）
7,776円

おっとっと ２種

品番：MN-006
うすしお味
コンソメ

申込単位：120個（120×1カートン）
個装形態：デザイン袋（135×100×40mm）
内容量:約35g

単価：110.0円（税別）

品番：MN-007
合計金額（税込）

14,256円

ハイチュウプレミアム 赤ブドウ 

チョコボール ４種チョコボール ４種チョコボール ４種

おっとっと ２種
ハイチュウプレミアム 赤ブドウ 

左記より5種類
お選びください！
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※軽減税率対象商品です。　※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）　※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

掲載商品以外でも
取り扱い出来ます。

※大型連休前は受注の制限がございます。都度、在庫・納期確認をお願いいたします。

申込単位：120個（20×6カートン）
個装形態：デザイン袋（230×150×30mm）
内容：お菓子×8種類
賞味期限：約4カ月
※デザイン袋2種（指定不可）

単価：105.5円（税別）

品番：YK-001
合計金額（税込）

13,672円

ビックリ スモールパック W

申込単位：40個（20×2カートン）
個装形態：デザイン袋（300×228×40mm）
内容：お菓子×7種類
賞味期限：約4カ月

単価：220.0円（税別）

品番：YK-002
合計金額（税込）

9,504円

おもいっきりパック

申込単位：20個（20×1カートン）
個装形態：デザイン袋（320×220×50mm）
内容：お菓子×9種類
賞味期限：約4カ月

単価：312.5円（税別）

品番：YK-003
合計金額（税込）

6,750円

びっくりパック

申込単位：5カートン（3,000本）
個装形態：デザイン袋（170×30×30mm）
内容：①チーズ味②めんたい味③コーンポタージュ味
　　     ④チキンカレー味⑤牛タン塩味⑥なっとう味
　　     ⑦シュガーラスク味⑧やきとり味
賞味期限：約5カ月

単価：10.0円（税別）

品番：YK-005
合計金額（税込）

32,400円

うまい棒 3,000 本 (1 種 600 本 ×5 種 )

申込単位：4個（4×1カートン）
個装形態：化粧箱（260×260×260mm）
内容：お菓子×約20種類80点
賞味期限：約4カ月

単価：2,825.0円（税別）

品番：YK-004
合計金額（税込）

12,204円

びっくり駄菓子ボックス

申込単位：24個（24×1カートン）
個装形態：デザイン袋（約330×260mm）
内容：お菓子×5種類 ※季節によって内容は変わります。

単価：625.0円（税別）

品番：MN-009
合計金額（税込）

16,200円

キョロちゃんバッグ 大

申込単位：10個（10×1カートン）
個装形態：デザイン袋（約410×260mm）
内容：お菓子×8種類 ※季節によって内容は変わります。

単価：1,250.0円（税別）

品番：MN-010
合計金額（税込）

13,500円

キョロちゃんお楽しみ袋

申込単位：40個（40×1カートン）
個装形態：デザイン袋（約265×215mm）
内容：お菓子×3種類 ※季節によって内容は変わります。

単価：300.0円（税別）

品番：MN-008

合計金額（税込）
12,960円

キョロちゃんバッグ 小

申込単位：240個（240×1カートン）
個装形態：化粧箱（95×46×18mm）
内容量:約28g

単価：70.0円（税別）

品番：MN-001

合計金額（税込）
18,144円

チョコボール ４種

品番：MN-004
品番：MN-003
品番：MN-002

ピーナッツ
キャラメル
いちご
クリームソーダ

申込単位：60個（60×1カートン）
個装形態：化粧箱（213×95×43mm）
内容量:約52g

単価：120.0円（税別）

品番：MN-005

合計金額（税込）
7,776円

おっとっと ２種

品番：MN-006
うすしお味
コンソメ

申込単位：120個（120×1カートン）
個装形態：デザイン袋（135×100×40mm）
内容量:約35g

単価：110.0円（税別）

品番：MN-007
合計金額（税込）

14,256円

ハイチュウプレミアム 赤ブドウ 

左記より5種類
お選びください！

ご 注 文 内 容

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

ご住所　〒

貴社名

ご住所　〒

TEL（　　　　　）　　　　　ー E-mailアドレス

FAX（　　　　　）　　　　　ー

※ お届け先が上記（ご注文者様）と異なる場合はご記入ください。

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

ご 注 文 者 様

お 届 け 先

①

ご 希 望 納 期

円

品　番頁数 商 品 名 申 込 単 位 金 　 額（ 税 込 ） 備 考

円

円

円

円

TEL（　　　　　）　　　　　ー お名前

出荷人名出荷人の変更　　有　　無　　※ 出荷人名をご記入ください。　

ご住所　〒

※ お届け先が上記（ご注文者様）と異なる場合はご記入ください。

お 届 け 先

② TEL（　　　　　）　　　　　ー お名前

出荷人名出荷人の変更　　有　　無　　※ 出荷人名をご記入ください。　

ご住所　〒

※ お届け先が上記（ご注文者様）と異なる場合はご記入ください。

お 届 け 先

③ TEL（　　　　　）　　　　　ー お名前

様

様

様

出荷人名出荷人の変更　　有　　無　　※ 出荷人名をご記入ください。　

合計金額（税込） 円

商品ご 注 文書

㈱逸品堂 行 06 - 6773-9173

ご担当者様

※掲載価格は合計金額（税込）、単価（税別）表記となります。 ※申込単位にて一括送料込み（北海道・沖縄・離島除く）
※土・日・祝の配達、及び時間指定はお受けできません。
※商品在庫は変動いたします。商品によっては終売の可能性がございますのでご注文前に在庫確認をお願いいたします。
※在庫数によって通常のご納期よりも日数を要する場合がございます。 ※商品の内容、パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
※掲載写真はイメージですので、商品によっては実物と色味や素材が異なる場合がございます。
※個人宅、及びショッピングモールや建物の上階、地下へのお届けの際には、別途料金が発生する場合がございますのでご確認をお願いいたします。

ご 記 入 日

22



①ご注文書にご記入のうえ、各営業窓口宛にメールもしくはFAXにてご注文ください。
②ご注文書到着後、内容を確認し弊社より受注書を返信いたします。
　電話での確認をさせて頂く場合がございます。
③万一弊社より受注書が届かない、および電話が無い場合は受付けができていない

可能性がございます。お手数ですがお電話でのご確認をお願いいたします。

ご注文の流れ

06-6773-9174 06-6773-9173

株式会社 逸品堂
〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町5-6-12 新野村ビル 5F


